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ごあいさつ

　但馬地域は、海・山・川・里などの豊かな自然や歴史・風土に育まれた地域であり、農林
水産業や古くからの伝統技術を伝える地場産業、多くの人々に憩いと安らぎを与えるツー
リズムなど各種の産業が地域の発展を支えてきました。さらには、高度の技術力に支えら
れた金属加工やＩＴ産業、エネルギー関連など多彩な産業も根付いています。また、コウノ
トリの野生復帰の進展とともに、地域の環境に配慮した産業界の取り組みも大きなうねりと
なってきています。
　こうした幅広い産業の中において、技術力やアイディア等で県下はもとより全国に、さら
には海外にまでも競争力を発揮され、但馬産業の活力の原動力となっておられる事業者
が数多くあります。このような事業者の皆様方を顕彰させていただき、その存在感を広くア
ピールするために、平成１９年度に「但馬産業大賞」を創設させていただきました。
　世界的な景気の低迷が続く中、本県の経済・雇用情勢も一部においては持ち直しの動
きが見られるものの、依然として厳しい状況にあることは否めません。しかしながら、このよ
うに先行きに予断を許されないときこそ、新たな展開への準備が不可欠です。皆様方が
身につけられた技術・技能・おもてなしの心は、新たな展開になくてはならないものであると
信じております。
　昨年１０月に山陰海岸ジオパークの世界ジオパークネットワークへの加盟が認定されま
した。ジオパークとはジオ（地球）にかかわる自然遺産を含む公園のことです。その目的に
は、地形・地質を保全するとともに、この大地を活用して地域経済、文化の振興に寄与す
ることがうたわれています。ともすれば自然を保全することだけに重きが置かれがちです
が、ジオパークでは大地が人 と々生物の営みとの結び付きの中で保全されていくという考
え方が明確にされている点が新しいと考えています。山陰海岸ジオパークでは、まさにそ
の視点を生かしながら、地域振興に結び付けられればと考えています。
　また、平成６年度に開催されました「但馬・理想の都の祭典」から２０年目を迎える平成
２６年度を目標に「但馬ならでは」の様々な取り組みを集約し、但馬が一丸となった情報
発信、さらに大きなムーブメントを起こし、次代への夢と希望を繋ぐ取り組みを推進して参り
ます。今回受賞いただく皆様方が、この動きとも連携し、さらに地域経済や他地域との交
流を力強く牽引していただくことを願っております。
　今年度も厳正な審査の結果、５事業者の方々に受賞していただくことになりました。受
賞された皆様方には心からお喜び申し上げますとともに、今後とも産業活性化のためます
ますご活躍いただきますよう期待しております。

但馬県民局長

中塚　則男
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講　評

　本年度も、各市町や産業団体・観光団体等のご推薦をいただきまして、全体で６の企業・団体等の中から、
但馬県民局長を含め６名の審査委員による厳正なる審査の結果、５事業者の方が受賞されました。
　審査は独創的なこと、あるいは技術・手法がすばらしいこと、地域への貢献度等色々な面から協議させてい
ただきました。
　まず、「キラリと世界へ輝く技術部門」ですが、各社ともすばらしい技術や製品を開発されています。
美岡工業（株）様は、常に将来を見据え、早い段階から積極的に最新鋭設備を導入し、大型・小型・精密部品
等あらゆる加工ニーズに対応できる技術を確立されました。現在では、機械設備・切削技術ともに県内のトップ
クラスの加工メーカーへと躍進されています。また、多くの地元の若者を雇用するなど地域の活性化にも大きく
貢献されています。
　（株）オーシスマップ様は、ＧＰＳを駆使した国土の測量をベースに、３次元の地図上にユーザーのニーズ
に応じた情報を付加する「空間情報データ整備」や、より使いやすく安価に地図を作製するシステム「スポッ
トマッピング」の開発を手掛けられ、安心情報をいち早く提供可能となりました。また、旧青渓中学校の跡地に
「オーシスマップ青渓技術センター」を進出させ、空校舎の再活用を図られました。一方、「男女共同参画社
会づくりに積極的に取り組む事業所」として県と協定を締結しているなど、新たなコミュニティーの核として地
域の活性化にも大きく貢献されています。
　和田山精機（株）様は、超硬合金製冷間鍛造技術の開発により、世界最高水準の金型の寿命と高精度化
を実現されました。ミクロ単位の高精度と高応力下での長寿命が求められる中、超硬合金製冷間鍛造技術
の開発により、今後、新たな分野への挑戦に繋がっていくでしょう。また、従業員の多くは地元採用であり、地域
経済の発展や地域の活性化にも大きく貢献されています。
　次に、「観光・交流資源を活かしたツーリズム部門」ですが、各団体とも新たな試みやもてなしの心で観光
ツーリズムの推進が図られています。
　城崎このさき１００年会議様は、時代の変化に対応するため「ゆめぱ」という新しい風を取り込みつつ、歴史
や文化を大切にし、観光客に愛される温泉街づくりを進められています。本システムの導入により、ゆかた掛け
でまち歩きを楽しんでいただき、宿泊客を温泉街に誘導する大きなきっかけづくりとなるでしょう。また、これまで
以上に観光客の動向やニーズの分析・検証が進み、観光ツーリズムの推進に大いに役立つものと期待される
ところです。
　和佐父集落西ヶ岡棚田保全維持会様は、日本の棚田百選にも選ばれている「西ヶ岡の棚田」の維持管理
や景観保全に地域をあげて取り組まれています。棚田には、農村の美しい原風景や伝統・文化の継承のみな
らず、国土・自然環境の保全、洪水防止や土石流防止等の多面的な機能を有しています。また、森匡伯様が
中心となって進められてきた棚田交流人や地元中学生等への就農体験やふるさと学習。さらには、地域や観
光協会が主体となって取り組まれた「棚田景観まつり」などは、棚田を活用した新たな観光ツーリズムとしての
展開が期待されるところです。
　以上、簡単に紹介させていただきましたが、但馬内には、こんなにも素晴らしい企業や団体が沢山あること
をあらためて実感いたしました。皆様が、今回の受賞をきっかけに、ますます研鑽を重ね、さらなる飛躍を遂げ
られますよう祈念いたしまして、簡単ではありますが講評とさせていただきます。

審査委員長

北村　新三
（兵庫県立工業技術センター所長）
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キラリと世界へ輝く技術部門

観光・交流資源を活かしたツーリズム部門

受賞者 名

区 分

区 分

美岡工業株式会社 大型・小型・精密部品とあらゆるニーズに応え世界に通ずる加工技術
の確立

受賞者 名

城崎このさき１００年会議 城崎温泉の新たなおもてなし“ゆめぱ”の導入

和佐父集落西ヶ岡棚田保全維持会 棚田の景観保全や棚田を活用した体験交流による地域の活性化

株式会社オーシスマップ 地図をベースにより良いまちづくり、福祉・防災における安心情報の提供

和田山精機株式会社 超硬合金製冷間鍛造技術の開発により、世界最高水準の金型寿命と
高精度の実現

機 関 名 役　職 氏　名

兵庫県立工業技術センター 北村　新三 委 員 長所　　長

兵庫県立但馬技術大学校 椿野　晴繁 副委員長大学校長

（社）ひょうごツーリズム協会 大西　信行専務理事

（財）但馬ふるさとづくり協会 井垣　文博事務局長

兵庫県立農林水産技術総合センター
北部農業技術センター 佐々木　孝所　　長

兵庫県但馬県民局 中塚　則男局　　長

備　考

但馬産業大賞審査委員会委員名簿

但馬産業大賞受賞者名簿



FMS自動大型機械生産工程

製品一例（油圧ブロック・チェンジドラム等）

昭和43年  9月 創立
平成15年  9月 ISO9001:2000取得
平成16年～平成19年 兵庫県元気企業に連続4年認定
平成20年  2月 資本金4000万増資　大阪投資育成会社
平成20年  4月 「関西もの作り元気企業」100社に認定（近畿経済産業局）
平成21年  5月 ISO14001：2004取得
平成22年11月 兵庫経済戦略に掲載　
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キラリと世界へ輝く技術部門

美岡工業株式会社
大型・小型・精密部品とあらゆるニーズに応え世界に通ずる加工技術の確立

　部品加工・製造メーカーとして自動
車部品他あらゆる産業機械・装置類
の大型・小型・精密部品の製造を手掛
けている。常に将来を見据え、早い段
階から「量産部品は海外へ流出する」
と見極め、国内の大型部品や精密部
品に的を絞り、積極的に最新設備を導
入し、多種多様な加工ニーズに対応
できる基盤を確立した。現在では機械
設備・切削技術ともに県内のトップクラ
スの加工メーカーへと躍進した。代表
製品であるオートバイ向け部品「チェンジドラム」は、独自技術に
よって高い性能を実現し、同時に競合製品に比べてコスト競争
力を有している。“最大の財産は人財だ”という理念のもと、社員
が一丸となって教育訓練や技術研修に取り組み、経験豊かな
社員から高い技術レベルの伝承が図られている。また、多くの地
元の若者を雇用し地域の活性化にも大きく貢献している。
　2008年には「関西もの作り元気企業」100社にも認定されて
いる。（近畿経済産業局）

但馬
産業大賞

会 社 住 所

兵庫県美方郡香美町村岡区入江1318番地
TEL 0796-95-0112
FAX 0796-95-0125
Ｅ-mail/info@ysok.jp
HP/http://www.ysok.jp

会 社 沿 革



青渓技術センターと本社ビル

製品地図データ

オーシスメンバー

平成１３年  ７月 自宅にて個人事業オーシスマップ　創業
平成１３年１２月 事務所を開設
平成１５年  １月 有限会社オーシスマップ設立
平成１６年  ４月 本社ビル購入に伴い会社移転
平成１６年１２月 資本金を１０００万に増資し株式会社オーシスマップへ移行
平成１８年１１月 （財）ひょうご産業活性化センターより成長期待企業の認定
平成２０年１１月 兵庫県と男女共同参画社会づくり協定締結
平成２1年  ３月 兵庫県と子育て応援協定締結
平成２２年  ２月 朝来市に朝来支店開設
平成２２年  ７月 オーシスマップ青渓技術センター開設（廃校利用）
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キラリと世界へ輝く技術部門但馬
産業大賞

株式会社 オーシスマップ
地図をベースにより良いまちづくり、福祉・防災における安心情報の提供

　都市計画図や土砂災害防止のための砂防基盤
地図はデジタルマッピングという手法で作成されてい
る。この分野は、大手航空測量会社の独占市場であ
り、中小測量会社ではその系列の枠内でしか受注で
きない状態であった。
　こうした中、ＧＰＳを駆使した国土の測量をベース
に、３次元の地図上にユーザーのニーズに応じた情
報を付加する「空間情報データ整備」や、より使いや
すく安価に地図を作製するシステム「スポットマッピ
ング」開発に注力、この技術によって新規顧客の開
拓に成功し大きく成長している。また、このシステムの
活用により土砂崩れ現場や施設の経年劣化などの
ケースにも対応でき、福祉・防災面における安心情報
等のいち早い提供が期待できる。
　2006年「中小企業支援ネットひょうご」から、成長
期待企業として認定を受けており、新しい可能性に
挑む企業として注目されている。また、2010年3月に
閉校となった旧青渓中学校の跡地に「オーシスマッ
プ青渓技術センター」として進出し、空校舎の再活用
を図っている。一方、「男女共同参画社会づくりに積
極的に取り組む事業所」として県と協定を締結して
いるなど、新たなコミュニティーの核として地域の活
性化にも大きく貢献している。

会 社 住 所

兵庫県養父市八鹿町宿南２５８９－１
（青渓技術センター）
TEL ０７９-６６３-３６８０
FAX ０７９-６６３-３６８８
Ｅ-mail/info@osysmap.jp
HP/http://www.osysmap.jp/

会 社 沿 革



作業風景

社内全体風景製品一例（金型ダイス・パンチ等）
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キラリと世界へ輝く技術部門但馬
産業大賞

和田山精機株式会社
超硬合金製冷間鍛造技術の開発により、世界最高水準の金型寿命と高精度の実現

　冷間鍛造用の金型は、自動車部品、建設機械、
農業用機械、電気製品等の製造に広く使用され
ており、その精度は製品の品質に直接影響を与え
るもので、ミクロ単位の高精度を要求される。また、
金型の寿命は製品のコストに大きな影響を及ぼす
ため、高応力下での長寿命が要求される。
　これらを克服するため開発された超硬合金製
冷間鍛造用金型は、超硬合金製のインサートを鋼
製のゲージングに焼嵌め、又は、プレス圧入するこ
とにより、インサート内径に圧力応力を発生させる
ことによって長寿命を得ている。また、独自の焼嵌
め方法で通常より大きな圧縮応力を発生させ世
界最高水準の長寿命を実現した。
　また、従業員の多くは地元で採用しており、地域
経済や地域雇用等地域の活性化にも大きく貢献
している。

会 社 住 所

兵庫県朝来市和田山町寺内394番地
TEL 079-675-2918
FAX 079-675-2920
Ｅ-mail/info@wadayamaseiki.co.jp
HP/http://www.wadayamaseiki.co.jp

会 社 沿 革

昭和47年 4月 朝来市和田山町高生田に資本金300万円にて創立
昭和50年 7月 資本金900万円に増資
平成  7年 4月 資本金を1,000万円に増資
平成15年 1月 ISO9001-2000取得



携帯電話で外湯の受付

外湯券でお買い物

「ゆめぱ」のオープニングを祝って
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観光・交流資源を活かしたツーリズム部門但馬
産業大賞

城崎このさき１００年会議
城崎温泉の新たなおもてなし“ゆめぱ”の導入

　城崎このさき１００年会議では、時代の変化に対応
するため、新しい風を取り込みつつ歴史や文化を大
切にし、観光客に愛され地域住民にとって夢と希望
に満ちあふれた、住みよいまちづくりを目指す取り組
みを進めている。
　現金を持ち歩かずに、携帯電話やＩＣカードで温泉
街を楽しめる新たな試み“ゆめぱ”の導入は、観光地
や温泉街では日本初の試みである。城崎温泉では、
浴衣姿でどこの旅館に宿泊されているか分かるた
め、古くから温泉街の一部土産物店や飲食店で「つ
け払い」の習慣があり、これをヒントに開発された“ゆ
めぱ”は、土産物の購入や外湯入浴券として使用で
きるほか、観光スポットのガイダンス機能も併せ持って
いる。ゆかた掛けでまち歩きを楽しんでいただける温
泉地づくりをコンセプトに、宿泊客を温泉街に誘導す
る大きなきっかけづくりとなっている。
　さらに、本システムの導入により、顧客の正確な動
向やニーズの検証・分析ができ、今後のまちづくりの
指針や観光ツーリズムの推進に大いに役立つものと
期待できる。

住 所

兵庫県豊岡市城崎町湯島３５７－１
TEL ０７９６-３２-３６６３
FAX ０７９６-３２-３００５
Ｅ-mail/info@kinosaki-spa.gr.jp
HP/http://www.kinosaki-spa.gr.jp/

活 動 概 要

観光客に愛され、地域住民にとっても夢と希望に満ちあふれた住みやすいま
ちとなるよう、地域の活性化と福祉の増進に寄与することを目的とする。
この目的を達成するため、次の事業を行う。　　　　　　　　　　　　　
①まちづくりに関する事業 ②城崎の観光振興に係る各種事業 ③地域振
興のための情報基盤整備事業 ④その他目的を達成する為に必要な事業



中学生の稲刈り体験

棚田交流人と地域住民との共同作業

西ヶ岡の棚田

棚田景観まつり
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観光・交流資源を活かしたツーリズム部門但馬
産業大賞

和佐父集落西ヶ岡棚田保全維持会
棚田の景観保全や棚田を活用した体験交流による地域の活性化

　日本の棚田百選にも選ばれている「西ヶ岡の
棚田」。棚田には、その立地条件を活かした特
色ある農業生産の場としてのみならず、急峻な
地形を巧みに利用した農業生産活動を通じて、
国土・環境の保全、農村の美しい原風景、伝統・
文化の継承等多面的な機能を発揮している。当
集落においては、長年にわたり棚田の維持管理
や景観保全に貢献されているとともに、棚田を活
かした「棚田景観まつり」を開催されるなど、地
域をあげて棚田を守っていこうとする機運の高ま
りが感じられる。
　また、都会からの棚田交流人や地元中学生を
中心に、田植えや稲刈りなどの就農体験を通し
て地域との交流を深める積極的な取組みを展
開されており、今後も、棚田を活用した様々な取
組みは、観光ツーリズムの新たな取り組みとして
期待できる。

住 所

兵庫県美方郡香美町村岡区入江４２４
TEL ０７９６-９５-００２２

活 動 概 要

　平成11年に日本の棚田百選に選定。それ以来、平成16年までは都会よ
り交流人を招き、農業体験を通じて、棚田の維持・管理、景観保全等を学ん
でいただいた。平成17年の香美町合併以降、地元の中学生に「ふるさと学
習」として、農作業の指導に取り組む。（交流人も含む）平成22年9月には
香美町村岡観光協会と共催し「第1回棚田景観まつり」を開催。今後も、こ
のイベントを継続して開催し、棚田を活用した交流の場を広げていきたい。
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キラリと世界へ輝く技術部門

人と自然の共生する事業部門

観光・交流資源を活かしたツーリズム部門

受賞者 名

区 分

区 分

区 分

株式会社 ビトーアールアンドディー レース用オートバイホイール（鍛造マグネシウム製）の開発、製造、販売

受賞者 名

有限会社 夢大地 環境創造型・雇用型農業として、未来を展望したモデル農場

マルヨ食品 株式会社 但馬を代表する水産物ホタルイカの醤油漬けを開発

中田工芸 株式会社 高級衣料品店等で使用される木製ハンガーの製造、販売

受賞者 名

但東町花卉球根園芸組合 特産品を活用したチューリップまつりの開催で地域を活性化

農家民宿「八平だるま」能勢 勇 グリーンツーリズム特区制度を活用した農家民宿の経営

たけの観光協会 愛犬専用ビーチの開設による新たな観光需要の開拓

浜坂観光協会 歴史、文化、産業等の知識を持つカニ専門家「カニソムリエ」の養成

キラリと世界へ輝く技術部門

人と自然の共生する事業部門

観光・交流資源を活かしたツーリズム部門

受賞者 名

区 分

区 分

区 分

日本精機宝石工業株式会社 工業用ダイアモンドの研磨、焼結技術を独自に開発し、精密工具を製造

受賞者 名

有限会社清美社 地域一帯となったリサイクル事業（廃油をバイオディーゼル燃料に活用）

神鍋白炭工房　田沼茂之 白炭製造の省力化・量産化設備の開発

受賞者 名

但熊　西垣源正 卵かけごはん専門店「但熊」の運営による地域の活性化

但馬高原植物園 17haの敷地に、1,000種の自生植物を有する植物園

香住観光協会 カニ検定を実施し、「カニの本場カニのまち香住」を全国にＰＲ

湯村温泉若女将会　ゆむらなでしこ 旅館同士連携して、若女将会「ゆむらなでしこ」を結成し観光ＰＲ

但馬ティエスケイ株式会社 冷間鍛造により100㎜を超える中空形状に加工できる技術を開発

株式会社オーク 廃タイヤを利用した振動伝播阻止法（Ti-TAN工法）を開発

株式会社トキワ 但馬の特産品を活かした調味料やワイン、梅飲料等の製造販売

吉田体機工業株式会社養父工場 競技用体操器具（トランポリン等）の製造・販売

平成 19 年度 但馬産業大賞受賞者名簿

平成 20 年度 但馬産業大賞受賞者名簿



キラリと世界へ輝く技術部門

観光・交流資源を活かしたツーリズム部門

受賞者 名

区 分

区 分

冨士発條株式会社 世界最先端分野の超精密金属部品の研究・開発・製造

株式会社東豊精工 電子部品・医療機器向け世界最小クラスのマイクロスプリングの設計・開発と量産化

香住鶴株式会社 伝統的な酒母造り（生酛・山廃酛）にこだわり世界に通用する味を追求

受賞者 名

NPO法人ハチ高原・氷ノ山自然体験村 自然体験活動で、生きる力と夢を育む力の増進

香美町村岡観光協会 ひょうご名物ガイドも輩出した、真心を込めたおもてなしのツーリズム

生活工房香味煙　井上利夫 燻製独特の色と香りにこだわった自然派無添加の手作りハムの製造

平成 21 年度 但馬産業大賞受賞者名簿
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但馬
産業大賞

兵庫県但馬県民局
県民室 商工労政課

〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町7-11  TEL.0796-26-3685
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