
兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ

（（（（今月今月今月今月のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ））））

○最低賃金の改正のお知らせ

○「平成 24年度ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰」のご案内

○学生向けＷＬＢ先進企業事例集発行のお知らせ

○兵庫県立神戸高等技術専門学院　４月入校　学院生募集のお知らせ

○「第 10回ひょうご SPring-8賞表彰式」「第 30回ひょうご科学技術トピック

スセミナー」開催のお知らせ

○「第２回神戸大学統合研究拠点サロン」開催のお知らせ

○「日本中性子科学会　第 12 回年会」及び付帯事業『「産業利用相談デスク」

と「産業利用セミナー」』開催のお知らせ

○関西広域連合広域産業振興局からのお知らせ

○○○○最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの改正改正改正改正のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

　・地域別最低賃金（時間額 749 円）より高い金額の「特定（産業別）最低賃

金」が設定されている特定の 10 業種について、12 月１日から改正された最

低賃金が適用されます。

　【特定（産業別）最低賃金（平成 24年 12月１日発効）】

　　　繊維工業 762円、靴下製造業 751円、塗料製造業 877円、鉄鋼業 857円、

はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業

840円、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情

報通信機械器具製造業 804円、輸送用機械器具製造業 876円、計量器・

測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 805 円、各種商品小売

業 775円、自動車小売業 820円

　◇詳細はこちら↓

http://hyogo-

roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/chingin_kanairoudou/o

shirase/saitei_tingin.html

　◇お問い合わせ：兵庫労働局賃金課

　　　　　　　　　　TEL：078-367-9154　FAX：078-367-9165

　　　　　　　　　または最寄りの労働基準監督署

○○○○「「「「平成平成平成平成 24242424年度年度年度年度ひょうごひょうごひょうごひょうご仕事仕事仕事仕事とととと生活生活生活生活ののののバランスバランスバランスバランス企業表彰企業表彰企業表彰企業表彰」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内

　・ひょうご仕事と生活センターでは、多様な働き方や仕事と生活の両立推進



の取組みを先導的に取り入れている企業を表彰する企業表彰を行っています。

　　このたび、平成 24年度の表彰企業が以下のとおり決定しました。

　　ついては、11月 21日（水）に兵庫県公館で開催した「ひょうご仕事と生活

センター３周年記念フェスタ」において表彰式を実施しました。

　　◆被表彰企業：応募のあった企業の中から審査を行い、次の 10団体に決定

しました。
応募者名称 主な評価内容

アスビオファーマ（株）

○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
○組織の部・課等の階層を廃し、ﾌﾗｯﾄ化した人材管理制度
を導入し、きめの細かい人材の育成を実施
○ＷＬＢ及び人材育成を企業戦略と捉える経営方針

（医社）魚橋会　魚橋病院
○全看護職員へのアンケートによる実態把握と職場改善の推進
○多様な働き方並びに人材活用及び育成の推進
○各種取組みによる看護師の低い離職率

（医社）栄宏会　土井病院

○様々な役職や職種で構成する労働安全衛生委員会が中心
となって職員の意識改革と業務改善を推進
○仕事と生活の両立を可能にする多様な働き方の導入
○各種取組みによる看護師の低い離職率

（株）カワサキモータースジャパン
○業務の見直し、管理職によるﾀｲﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、社員によるﾎｳﾚ
ﾝｿｳの徹底等、社員全体の意識改革への取組みの実施
○上記の取組みによる超過勤務時間の大幅な削減

齋藤鋼材（株）

○社長自ら委員長を務めるﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ推進委員会を中
心とした職場改善の推進
○個々の職員に対するきめ細やかなﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱの実施
○研修実施による部門間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ不足の改善を推進

（有）システムプラネット
○全従業員へのｱﾝｹｰﾄによる実態把握と職場改善の推進
○仕事と家庭の両立を支援する制度を先行的に導入
○女性が働きやすい職場を目指す創業からの理念

（医社）つかさ会　尾原病院
○全看護職員へのｱﾝｹｰﾄによる実態把握と職場改善の推進
○仕事と生活の両立を可能にする多様な働き方の導入
○風土の浸透により職種間の協力・応援態勢を構築

（株）ドンク

○育休制度の拡充等女性の働きやすい職場づくりを提案す
る女性躍動推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進や女性相談窓口の設置
○法令基準を上回る両立支援のための制度整備と利用促進
○仕事と生活の両立を可能にする多様な雇用形態の整備と
利用促進
○社内報等各種媒体を活用した従業員への意識改革推進

トーカロ（株）
○全看護職員へのｱﾝｹｰﾄによる実態把握と職場改善の推進
○業務改善、従業員の意識改革、社内コミュニケーション
の円滑化等による技能伝承の取組みの推進

（医社）姫路聖マリア会
姫路聖マリア病院

○全看護職員へのｱﾝｹｰﾄによる実態把握と職場改善の推進
○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
○各種取組みによる看護師の低い離職率

　　

　◇詳細はこちら↓

http://web.pref.hyogo.jp/press/documents/20121025_c24435003d548efa49257

aa200062e0d_1.pdf

　◇お問い合わせ：ひょうご仕事と生活センター



　　　　　　　　　　TEL：078-381-5277　FAX：078-381-5288

○○○○学生向学生向学生向学生向けけけけＷＬＢＷＬＢＷＬＢＷＬＢ先進企業事例集発行先進企業事例集発行先進企業事例集発行先進企業事例集発行のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

　・ひょうご仕事と生活センターでは、これから就職活動を開始する大学生等

の皆さんが、仕事にやりがいや充実感を感じ、責任を果たしながら、その一

方で、子育てや介護、家庭や地域での生活、自己啓発などといった個々の私

生活も充実させるという「ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）」という視点

を持ち、自らの能力が発揮できる就職先を選択してもらうため、県内でＷＬ

Ｂを先進的に取り組む企業の事例紹介等を中心としたパンフレットを発行し

ました。

　　◆名称：兵庫版「ＷＬＢ（ワーク・ライフ・バランス）な働き方ガイド」

　　◆内容：全 20ページ

　　　　　　①就職とＷＬＢに関する解説

　　　　　　②「次世代のためのＷＬＢ」経営戦略調査の紹介

　　　　　　③ＷＬＢを先進的に取り組む企業の事例紹介

　　　　　　④学生へのエール

　　　　　　⑤「ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰」表彰企業情報

　◇詳細はこちら↓

http://web.pref.hyogo.jp/press/documents/20121024_f9b6d2c4b4a1a2214925

7aa100059b38_1.pdf

　◇お問い合わせ：ひょうご仕事と生活センター

　　　　　　　　　　TEL：078-381-5277　FAX：078-381-5288

○○○○兵庫県立神戸高等技術専門学院兵庫県立神戸高等技術専門学院兵庫県立神戸高等技術専門学院兵庫県立神戸高等技術専門学院　　　　４４４４月入校月入校月入校月入校　　　　学院生募集学院生募集学院生募集学院生募集のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

　・兵庫県立神戸高等技術専門学院では、平成 25年４月入校の学院生を募集し

ます。

　　◆兵庫県立神戸高等技術専門学院とは？

　　　　お仕事を探している方や新たに職業に就こうとしている方などに、就

職に向けて必要な知識、技術・技能を付与し、少しでも有利な条件で企

業等に就職していただくことを目的とする「公共職業能力開発施設」で

す。

　　◆対　象　者：仕事に就くために知識・技術を身につけたい方

　　　　　　　　（コースによっては新規学卒を除く）

　　◆募集コース：［６ヶ月］福祉調理

　　　　　　　　 ［１　年］子育て支援総合ビジネス、機械加工技術、機械Ｃ



ＡＤ、電気制御、印刷総合技術、板金・溶接

　　　　　　　　 ［２　年］インテリアリフォーム

　　◆募 集 期 間：平成 25年１月４日（金）～３月７日（木）

　　◆試　験　日：［第１回］平成 25年２月７日（福祉調理・総合ビジネス）

　　　　　　　　　　　　　　平成 25年２月８日（その他のコース）

　　　　　　　　　［第２回］平成 25年３月 14日（未充足コースのみ）

　　◆授　業　料：無料

　◇詳細はこちら→http://www.kobe.kgs.ac.jp/

　◇ チ ラ シ は こ ち ら →

http://www.kobe.kgs.ac.jp/download/h25_bosyuu_annai_kanniban.pdf

　◇お問い合わせ：兵庫県立神戸高等技術専門学院　募集担当

　　　　　　　　　　TEL　078-794-6630

○○○○「「「「第第第第 10101010回回回回ひょうごひょうごひょうごひょうご SPring-8SPring-8SPring-8SPring-8賞表彰式賞表彰式賞表彰式賞表彰式」」」」「「「「第第第第 30303030回回回回ひょうごひょうごひょうごひょうご科学技術科学技術科学技術科学技術トピックトピックトピックトピック

スセミナースセミナースセミナースセミナー」」」」開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

　・世界最高性能の大型放射光施設「SPring-8」を有する兵庫県では、産業界

による SPring-8の利活用を積極的に進めています。その一環として、このた

び、SPring-8 を活用して、社会経済の発展に寄与する研究成果をあげた方を

表彰する「ひょうご SPring-8賞表彰式」を行います。

　　また、県内には、SPring-8 のほか、本年３月と９月に共用開始した世界的

な科学技術基盤であるＸ線自由電子レーザー「SACLA」、スーパーコンピュ

ータ「京」があります。これらを活用した創薬や環境エネルギー材料などの

開発研究が行われ、難病の治療や環境問題の解決など、わたしたちの暮らし

の向上が期待されています。

　　ひょうご科学技術協会では、こうした科学技術の進展・魅力について理解

いただくため、「ひょうご科学技術トピックスセミナー」を開催しています。

今回は、放射光利用研究を推進されている（独）理化学研究所播磨研究所長、

放射光科学総合研究センター長の石川哲也氏をお招きし、「SPring-8」、

「SACLA」、「京」の相乗的な利用によって産み出される新技術について、分

かりやすく解説していただきます。

　　是非、みなさまのご参加をお待ちしております。

　　◆日時：平成 24年 12月 12日（水）14:00～16:10

　　◆場所：兵庫県公館　３階　第一会議室

　　◆定員：100名

　　◆お申し込み期限：平成 24年 12月５日（水）



　◇詳細はこちら→http://web.pref.hyogo.lg.jp/ie03/ie03_000000168.html

　◇お申し込み・お問い合わせ先：

　　　兵庫県産業労働部産業振興局科学振興室

　　　　〒650-8567　神戸市中央区下山手通 5-10-1

　　　　TEL：078-362-3335または 078-362-3053　FAX：078-362-3851

　　　　E-mail：kagakushinko@pref.hyogo.lg.jp

○○○○「「「「第第第第２２２２回神戸大学統合研究拠点回神戸大学統合研究拠点回神戸大学統合研究拠点回神戸大学統合研究拠点サロンサロンサロンサロン」」」」開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

　・集中豪雨、地震、津波などの災害の中で、今回は特に E-Defense による実

験、地震災害の統合シミュレーション、災害シミュレーションの３次元可視

化に焦点を当てた研究交流会を開催します。多数の方々のご参加をお待ちし

ております。

　　◆日　時：平成 24年 12月 17日（月）13:30～19:00

　　◆場　所：神戸大学統合研究拠点コンベンションホール

　　◆参加費：講演会・映像デモ　無料　　交流会参加費　3,000円

　　◆お申し込み期限：平成 24年 12月 13日（木）

　◇詳細はこちら→http://www.kobe-u.ac.jp/event/pdf/e2012_12_17_01-1.pdf#page=1

　◇お申し込み・お問い合わせ先：

神戸大学統合研究拠点事務室

　TEL：078-599-6710　FAX：078-599-6711

　E-mail：ircpi-hall@office.kobe-u.ac.jp

○○○○「「「「日本中性子科学会日本中性子科学会日本中性子科学会日本中性子科学会　　　　第第第第 12121212 回年会回年会回年会回年会」」」」及及及及びびびび付帯事業付帯事業付帯事業付帯事業『『『『「「「「産業利用相談産業利用相談産業利用相談産業利用相談デスクデスクデスクデスク」」」」

とととと「「「「産業利用産業利用産業利用産業利用セミナーセミナーセミナーセミナー」』」』」』」』開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

　　　　・日本中性子科学会では、年間行事の産業利用シンポジウムにおいて、各産

業界からのこれまでの成果、今後の実験計画、施設への要望等を発表し、そ

れに対して産業界と学術が一緒になって議論いたします。

また、付帯行事として、「産業利用相談デスク」の開設および「産業利用セ

ミナー」を開催します。新たな「出会いの場」として、人的ネットワークの

形成のために、ご利用いただければ幸甚です。ぜひ、ご参加ください。

　　◆日時：平成 24年 12月 10日（月）、11日（火）

　　◆場所：京都大学吉田キャンパス　百周年時計台記念館

　　

　◇詳細はこちら→（年会）http://jsns2012.jp/index.html



　　　　　　　　　（付帯行事）http://scl.kyoto-u.ac.jp/~kanaya2/sangyo/sangyo_index.html

　◇お申し込み・お問い合わせ先：

　　　第 12回日本中性子科学会年会事務局

（京都大学化学研究所　高分子物質科学研究領域内）

　　TEL：0774-31-3140　FAX：0774-38-3146

　　E-mail：zaibutu2@scl.kyoto-u.ac.jp

            kanaya@sci.kyoto-u.ac.jp

○○○○関西広域連合広域産業振興局関西広域連合広域産業振興局関西広域連合広域産業振興局関西広域連合広域産業振興局からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ

　・関西広域連合広域産業振興局の取組を中心に、関西広域連合の情報をお届

けします。ご質問・ご意見等ございましたら、下記お問い合わせ先までお気

軽にご連絡ください。

　　◆産業クラスター関連情報のページを作成しました。

　　　　広域産業振興局のホームページに、各産業クラスターの概要やイベン

ト情報を掲載していますので、ぜひご活用ください。

http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=784

　　◆工業系公設試験研究機関（以下「公設試」）における機器の利用等に係

る割増料金の解消を進めています。

　　　　関西広域連合構成団体の公設試が保有する機器の利用等料金につきま

しては、平成 24 年４月１日から割増料金の解消を図ったところですが、

このたび、本年８月から広域連合に加入しました京都市において、10 月

１日から機器の利用料金等の割増料金の解消を図りましたので、お知ら

せします。

　　　　http://kouiki-kansai.jp/contents.php?id=116

　　◆関西好機連合域内の公設試の開放機器・依頼試験に関するポータルサイ

トを開設しました。

　　　　関西広域連合では、構成団体の工業系公設試験研究機関で利用出来る

開放機器（2,044 台）と依頼試験の項目（636 件）を掲載したポータルサ

イトを開設しましたので、ぜひご利用ください。

　　　　http://www2.tri-osaka.jp/ku/public/

　　◆新商品調達認定制度における認定事業者・新商品の紹介冊子を作成しま

した。

　　　　関西広域連合では、域内の中小企業を応援するため、構成団体との連

携により、制度の広域的な運用や認定事業者・新商品の積極的なＰＲを

実施しています。

　　　　平成 23 年度においては、「防災」と「省エネ・節電」をテーマに募集・



認定を行ったところですが、このたび、認定事業者・新商品の紹介冊子

を作成しましたので、ぜひご覧ください。

　　　　http://kouiki-kansai.jp/data_upload03/1350878910.pdf

　　◆｢ライフイノベーション研究成果企業化促進フォーラム｣開催（12/21）の

お知らせ

　　　　関西広域連合の「産業クラスター連携」の取組みの一環として、関西

広域連合域内の大学等が「医療機器関連」「健康機能性食品関連」をテ

ーマにした研究成果企業化シーズを発表し、並行してポスターセッショ

ンを実施するフォーラムを 12 月 21 日（金）にマイドームおおさかにて

開催します。

　　　　医療関連分野への新規参入や自社技術の新たな展開等をお考えの企業

の方をはじめ、各地域の取組みに関心のある皆様、ぜひご参加ください。

　　　　http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=881&preview=on

　　◆｢みつかるネット関西｣をご利用ください！

　　　　関西広域連合では、企業のサプライチェーンの再構築や、活発化する

オープンイノベーション活動等、企業間取引の環境変化に迅速に対応で

きるよう、構成団体の支援機関等と連携し、域内ものづくり産業の受発

注のあっせん支援の仕組みを構築しています。

　　　　ご利用は無料です。ぜひご利用ください。

　　　　http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=553

　◇お問い合わせ：関西広域連合広域産業振興局産業振興企画課

　　　　　　　　（大阪府商工労働部商工労働総務課内）

　　　　　　　　　　TEL：06-6614-0950　FAX：06-6614-0951

　　　　　　　　　　E-mail：sangyo@kouiki-kansai.jp


