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 「魅力発信グランプリ2014」が開催
　平成26年度地域中小企業の人材確保・定着支援事業のひとつ「魅力発信グランプリ」が、11月15・16日、広島市の
RCC文化センターで開催されました。
　この事業は、学生がチームを組んで企業の魅力を取材し、その成果を中国経済産業局産業
人材政策課田中課長をはじめとする審査員が、取材能力やプレゼンテ―ションを審査し表彰
を行う事業です。
　第４回の本年は、昨年の参加数を大きく上回る中国5県50社の企業に対し、14大学の学生
総勢173名が参加しました。学生たちは、取材先企業様の温かいご支援の下、７ヵ月間にわ
たる「魅力発信グランプリ」の活動の集大成として、熱のこもったプレゼンテーションを行
いました。
　入賞チーム（３会場、全24チーム）と参加大学、取材先企業は下記のとおりです。

A会場（11/15） B会場（11/15） C会場（11/16）
大　学　名 取材先企業名 大　学　名 取材先企業名 大　学　名 取材先企業名

最優秀賞 広島工業大学 ㈱にしき堂 安田女子大学 ㈱アイグラン 島根大学 モルツウェル㈱
優秀賞 安田女子大学 丸栄㈱ 安田女子大学 ㈱宇根鉄工所 山口大学 ㈱銘建
優秀賞 県立広島大学 ㈱ハマダ 安田女子大学 ㈱タニシ企画印刷 安田女子大学 ㈱安西事務機

審査員特別賞 山口大学 ㈱カシワバラ・コーポレーション 広島修道大学 ㈱大進本店 安田女子大学 鳥井油業㈱
審査員特別賞 福山市立大学 美建工業㈱ 安田女子大学 アオイ化学工業㈱ 山口大学 ㈱アデリー
審査員特別賞 広島修道大学 ㈱ポストごはんの里 福山市立大学 ヒロボー㈱ 安田女子大学 ドリームベッド㈱
敢闘賞 広島工業大学 ㈱酒商山田 安田女子大学 中国ピアノ運送㈱ 比治山大学 川中醤油㈱
敢闘賞 広島工業大学 ㈱マエダハウジング 山口大学 ㈱井上商店 県立広島大学 デリカウイング㈱

魅力発信グランプリ　取材先企業
㈱アイグラン ㈱晃祐堂 デリカウイング㈱ 美建工業㈱

アオイ化学工業㈱ ㈱酒商山田 ㈱豆子郎 ヒロボー㈱
㈱アクシス ㈱C＆Eコーポレーション ㈱東洋高圧 ㈱ポストごはんの里
浅野産業㈱ 島根電工㈱ ㈱トミヤコーポレーション ㈱マエダハウジング

旭調温工業㈱ 大昌工芸㈱ 鳥井油業㈱ 丸栄㈱
㈱アデリー ㈱大進本店 ドリームベッド㈱ 宮川興業㈱

㈱安西事務機 ダイヤ工業㈱ ㈱ナガ・ツキ ㈱銘建
㈱井上商店 ㈱タイヨーパッケージ ナカシマメディカル㈱ モルツウェル㈱

㈱宇根鉄工所 ㈱タケウチ建設 南条装備工業㈱ ㈱ユニサス
オオアサ電子㈱ ㈱タニシ企画印刷 ㈱西井製作所 ㈱リーベックス
（有）おか半 中国ピアノ運送㈱ ㈱にしき堂 リライアンス・セキュリティー㈱

㈱カシワバラ・コーポレーション ㈱デイ・リンク ㈱HIVEC
川中醤油㈱ ㈱テクシード ㈱ハマダ 全50社

参加大学
県立広島大学（広島） 広島修道大学（広島） 吉備国際大学（岡山） 鳥取環境大学（鳥取）
比治山大学（広島） 福山市立大学（広島） 山陽学園大学（岡山） 島根大学（島根）

広島経済大学（広島） 安田女子大学（広島） 徳山大学（山口）
広島工業大学（広島） 岡山商科大学（岡山） 山口大学（山口） 14大学
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 「中国NBC＆広島新卒応援ハローワーク　合同面接会」
　去る10月28日、広島市NTTクレドホールにおいて平成27年３月大学等卒業予定者及び大学等３年以内既卒者を対象と
した就職面接会を広島新卒応援ハローワークと共催で開催しました。
　広島県内への就職に直結できる内容ということもあり、184名の
学生が来場しました。
　弊協議会からのエントリーで出展された会員企業様のブースも多
くの学生が訪れ、その様子は、地元テレビ局（NHK、広島テレビ）
や中国新聞などのマスメディアに取り上げられ大きな反響をいただ
きました。

平成26年度「地域中小企業の人材確保・定着支援事業」（二次公募）に関する人材確保・
定着支援アドバイザー（中国NBC特派員）について

　弊協議会の受託事業として、平成24年度から３年にわたり中国５県を事業実施地域として経済産業省・中小企業庁の「地
域中小企業の人材確保・定着支援事業」を展開しています。
　この度、本事業の二次公募があり、継続的な新卒採用による人材の確保や定着が課題
である中小企業の掘り起こし活動が不可欠と判断し受託しました。
　特に、約半年弱という期間もあり、鳥取県と山口県を“企業の掘り起こし強化エリア”
として設定し、新たに中国NBC現地コーディネーター（特派員）を設け、支援対象企
業の開拓を中心にきめ細やかな事業の浸透を図る事としました。

　本事業担当として、コーディネータ　榎　志織（中小企業診断士・キャリアカウンセ
ラー（CDA））とスタッフ　永川　真悟が弊協議会の新たなメンバーとなりました。よ
ろしくお願いします！

 「平成26年度新産業集積創出基盤構築支援事業（中国地域における企業OB等人材活用支援事業）」
　中国NBCでは、この度中国経済産業局「平成26年度新産業集積創出基盤構築支援事業」を受託しました。
　弊協議会は、会員企業はもちろん、中国地域内の各自治体、支援機関、大学等との連携による幅広い支援ネットワークを
有しています。そのネットワークを活かし、多様な価値観、ニーズをもった多くの中小企業の中から、本事業の支援要件に
該当する企業を抽出し、情報発信及び支援企業の選定を行ってまいります。
　この事業は、コーディネータ　瀬尾　淳（中小企業診断士）と弊協議会、増岡が担当します。

＜事業内容＞
　中国地域に立地する基礎素材型産業、機械産業、繊維産業などのものづくり分野に該当する企業等を対象に、委託事業に
よって企業OB等人材を派遣し、当該企業における研究開発、販路開拓等を支援し更なる成長を促します。

＜実施期間＞
　平成27年３月31日

新スタッフ
永川　真悟

新スタッフ
榎　志織

新スタッフ
瀬尾　淳

（中小企業診断士）

事業の流れ
制度ＰＲ・派遣希望先の募集

①派遣依頼

③派遣・指導依頼

④派遣承諾

⑥指導内容の報告
⑤訪問・指導

⑦謝礼等の支払い

②支援ニーズの把握、ＯＢ人材等の選定企
　業
　等
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催事トピックス

①中国NBCスタディーツアー inくらしき

　10月８・９日、スタディーツアーが開催され、岡山・山口・広島支部の女性部会会員が参加
しました。
　畳縁のデザインから製造を手掛けている高田織物㈱で工場見学とワークショップを体験。夕
方からは、「瀬戸内海の夕景と水島コンビナート夜景クルーズ」に参加した後、アイビースクエ
アに宿泊しました。
　翌日は倉敷の美観地区の散策、大原美術館の見学など岡山の産業や文化に触れ、支部を越え
た親睦も深まった２日間でした。

参加者：17名（岡山：11名／広島：２名／山口：３名／事務局：１名）

②2014経営塾

　塾生18名の参加を得て開催。優れた経営者の“魂”を受け継ぐとともに、今年は各回とも開
催地支部会員との交流会も実施、幅広い人的ネットワークも築きました。
　　７月31日・８月１日　松江市で開催
　　　　（支部長挨拶）カナツ技建工業㈱　代表取締役社長　金津 任紀　氏
　　　　（　講　演　）・セコム山陰㈱　顧問　吉岡 健二郎　氏
　　　　　　　　　　・㈱オネスト　代表取締役社長　石  修二　氏
　　　　（現 場 視 察）　中国電力㈱ 島根原子力発電所
　　９月22・23日　岡山市で開催
　　　　（支部長挨拶）システムズナカシマ㈱　代表取締役社長　中島 義雄　氏
　　　　（　講　演　）・岡山シーガルズ　監督　河本 昭義　氏
　　　　　　　　　　・㈱中国警備保障　代表取締役社長　豊島 貴子　氏
　　　　（現 場 視 察）　ナカシマプロペラ㈱ 玉島工場
　　11月27・28日　広島市で開催
　　　　（支部長挨拶）デリカウイング㈱　代表取締役会長　細川 匡　氏
　　　　（　講　演　）・中国経済産業局長　畑野 浩朗　氏
　　　　　　　　　　・オタフクソース㈱　代表取締役社長　佐々木 茂喜  氏
　　　　（現 場 視 察）　オタフクソース㈱ 本社工場
　　各回共通（塾頭早朝講話）㈱フジマ　代表取締役会長　藤麻 功　氏

③広島5：01クラブ

第92回　８月４日広島ガス㈱、ガストピアにて開催。
　　　　 広島ガス株式会社 田村社長、中国経済産業局 資源エネルギー環境部長 吉田様よりご挨拶いただきました。（97名参加）
第93回　９月９日㈱ソアラサービス、SO＠Rビジネスポートにて開催。
　　　　 ㈱ソアラサービス牛来社長、７月に新たに就任された中国経済産業局長 畑野様よりご挨拶いただきました。（95名参加）
第94回　11月18日JA広島中央会、広島県JAビルにて開催。
　　　　 ５：01開催前に、JA広島中央会の常務理事 小田様のご講演いただきました。その後、会長 香川様より開催のご挨拶

をいただきました。（81名参加）

※次回は、2015年1月開催予定。株式会社中電工様にご協力いただきます

ガストピア SO＠Rビジネスポート 広島県JAビル
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④広島支部催事（第22回中国地域ニュービジネス大賞　受賞記念講演会）
　11月25日、ホテルセンチュリー 21広島において、第22回中国地域ニュービジネス大賞を受賞された島根電工株式会社
代表取締役社長 荒木 恭司 氏による講演会を開催いたしました。
　『地方から発信する感動』と題し、その独自の経営スタイルに思い
を込めて熱く語っていただきました。
　６月の授賞式のときのユニークなスピーチを聴かれた方々から、弊
協議会に「是非とも荒木社長の講演会を」との多数の要望が寄せられ、
今回の開催となりました。
　荒木社長の独自の経営スタイルに、会場を埋め尽くした約100名の
聴衆は、大変感銘を受けた様子でした。

●中国地方輝く女性活躍フォーラム　in　とっとり
　女性の活躍加速化ムーブメントとして、女性の活躍に向けた風土づくりに向け、中国地方で輝く女性と連携し応援す
るフォーラムを開催します。
　女性がチャレンジしたり、キャリアアップするために必要な知識を提供するとともに、働く女性同士のネットワーク
を交わして頂きます。
　　■日時　2015年１月23日（金）13：30 ～ 18：30
　　■会場　ホテルニューオオタニ 鳥取
　　■スケジュール（予定）
　　　①開会挨拶　13：30 ～ 13：35
　　　②特別講演　「女性が輝く未来へ」13：35 ～ 14：25
　　　　　講師：（一社）東京ニュービジネス協議会 会長　㈱ミス・パリ代表取締役　下村 朱美 氏
　　　③輝く女性活躍トーク
　　　　　・活動紹介　14：25 ～ 15：10
　　　　　・トークセッション「鳥取の輝く女性」×「中国地方の輝く女性」15：20 ～ 16：40
　　　　　「鳥取から、中国地方から、女性のさらなる活躍へ～私の生き方、働き方～」
　　　④交流会　17：00 ～ 18：30
　　　※会費、お申込み方法など詳細は、後日弊協議会ホームページにて掲載します。

●中国地域ニュービジネス大賞・他各賞歴代受賞企業のつどい
　1993年以来、22回を重ねたニュービジネス大賞表彰制度。各賞受賞企業ものべ150社を超えました。
　今回初の試みとして、中国経済産業局のご後援をいただき、NB大賞・各賞歴代受賞企業とその関係支援団体の方々
等を一堂に会して歴代受賞企業のつどいを開催いたします。当日は、第１回受賞企業の中村ブレイス株式会社、中村社
長にご講演いただきます。
　　■日時　2015年２月４日（水）16：00 ～ 20：00（受付15：30）
　　■会場　リーガロイヤルホテル広島　４F ロイヤルホール
　＜タイムスケジュール＞
　　16：00 ～　NB大賞表彰委員長挨拶　デリカウイング㈱ 代表取締役会長兼社長 細川匡 氏
　　16：10 ～　中国経済産業局長挨拶　局長　畑野浩朗 氏
　　16：20 ～　基調講演　　　　　　　中村ブレイス㈱代表取締役社長　中村俊郎 氏
　　18：00 ～　交流会
　　■後援　中国経済産業局
　　※お申込み方法など詳細は、後日弊協議会ホームページにて掲載します。

中国NBCからのお知らせ

島根電工㈱荒木社長


