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　　新年のご挨拶
一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会

会長　柏原　伸二

　新年、明けましておめでとうございます。
　会員のみなさまには、新しい年をつつがなくお迎えのことと、お慶び申
し上げます。
　さて、昨年を振り返りますと、ギリシャの財政危機や中国経済の失速な
どもあってか、我が国の経済は回復基調の腰折れはしなかったものの、持

続的な成長にはなかなか点火しない、もどかしい状況であったといえるのではないでしょうか。中国地方に
おける経済指標を見ましても、雇用や設備投資に良い動きが見られるものの生産は横ばい、景況感は現況・
先行きとも低水準で推移するなど、景気の持ち直しに足踏みが見られるという状況でありました。
　このような状況の中、企業に求められるのは、失敗をおそれない勇気を持ち、厳しい現実に向き合ってそ
れを乗り越え、自ら未来を切り開いていくことではないでしょうか。国も、予算案の閣議決定段階ではあり
ますが、来年度は中小・中堅（地域中核）企業の成長力強化、地域経済の新陳代謝を促す創業・第二創業の
支援などを上げ、中小企業が自らの未来を切り開くことを助けるような施策を重点的に計画しているようで
す。
　弊協議会といたしましても、中国地域から“ニュービジネス”、すなわち“顧客にそれまでになかった新
しい製品やサービスを提供することで、これまでなかった新しい価値観や満足を提供し、新たな市場を創出
していくこと”を活発にして、中国地方を元気にしていかなければと考えております。そのため、会員のみ
なさまがニュービジネスを生み出し、ニュービジネスを推進していくことを支援するための活動を活発にし
ていく予定です。
　昨年、弊協議会が学生の目を中小企業に向けてもらうことを目的に開催してきた「魅力発信グランプリ」
が評価され、経済産業省の“キャリア教育アワード 奨励賞”を受賞いたしました。また、山口支部の催事をきっ
かけとして、催事に参加いただいた企業のコラボによる商品も発売されました。さらには、「ニュービジネ
ス大賞」についても年末に募集を行ったものから、いいビジネスモデルであれば実績が乏しくとも評価し世
の中に紹介することで大きく羽ばたいてもらえるよう、その審査基準等を改めたところです。
　このような会員のみなさまによりメリットを感じていただけるような活動を今年も目指し、行ってまいる
所存です。
　会員のみなさまには、昨年にも増して弊協議会の活動へのご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。
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魅力発信グランプリ2015開催
　11月14日と15日の２日（延べ４会場）にわたり、『魅力発信グランプリ2015』を開催いたしました。今年は、中国５
県の大学17校が、65社の地元中小企業の魅力をプレゼンテーションし、各会場ごとに、最優秀賞、優秀賞、審査員奨励賞
を決めました。いづれも甲乙つけがたい素晴らしいもので、あまりの質の高さに急遽敢闘賞も追加となりました。
★審査結果はこちら⇒　http://www.cnbc.or.jp/miryoku2015resalt.pdf

≪魅力発信グランプリ2015　取材受け入れ企業≫
アイスタイル㈱ ㈱アイテックス 井辻食産㈱ エス㈱ ㈱大野石油店 ㈱カワトT.P.C

㈱菊水フォージング 岐陽機械㈱ ㈱廣文館 ㈱呉英製作所 シーコム㈱ ㈱システムフレンド

シバセ工業㈱ ㈱シリウス１ 新光産業㈱ 新中央工業㈱ 新和金属㈱ 住野工業㈱

髙山産業㈱ 田中食品㈱ ㈱タハラ ㈱竹宝堂 ㈱津田製作所 東洋電装㈱

巴屋清信㈲ 中浦食品㈱ 中吉エンジニアリング㈱ 西研㈱ ㈱ニッタマテリアル ㈱バイタルリード

㈱八天堂 ㈱ひびき精機 広越㈱ ㈱広島精機 ㈱ヒロタニ ㈱フォノグラム

㈱福山臨床検査センター ㈱部屋店 ㈱ミカサ ㈱みづま工房 ㈱宮島 ㈱メンテックワールド

㈱山口茶業 ヤマネホールディングス㈱ 結城鋼材㈱ 流通㈱ ㈱イノテック ㈱ＥＶＥＮＴＯＳ

㈱Ａ＆Ｃ ㈱エブリイ オオアサ電子㈱ オールハウス㈱ 関西エックス線㈱ ㈱コーポレーションパールスター

㈱ こっこー ㈱スピングルカンパニー （農）世羅高原農場 中国醸造㈱ チューリップ㈱ 堂本食品㈱

トーホー㈱ 徳永製菓㈱ ㈲徳毛レジン ㈱ナガト 渡辺化学工業㈱

＜参加大学＞
県立広島大学 比治山大学 広島大学 広島経済大学 広島工業大学 広島修道大学

安田女子大学 安田女子短期大学 福山市立大学 山陽学園大学 鳥取大学 鳥取環境大学

島根大学 徳山大学 山口大学 大阪大学 関西大学

　当日は発表する学生だけではなく、多くの取材企業の皆様もお越しになり、発表を応援いただきました。改めて、取材に
ご協力いただきました65企業の皆様に、厚くお礼申し上げます。

『キャリア教育アワード』で奨励賞を受賞
　５年間取り組んできた「魅力発信グランプリ」が、このたび経済産業省の表彰制度「キャリア教育アワード」で奨
励賞を受賞しました。この賞は、経済産業省が産業界による優れた教育支援活動の取組とその効果を広く社会で共有し、
こうした活動を奨励・普及・促進することを目的として、企業や経済団体による教育支援の取組として優秀と認めら
れる事例を表彰するものです。今回弊協議会の他に、積水化学工業株式会社、株式会社ユニクロなどの企業が受賞し
ています。
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●第24回中国地域ニュービジネス大賞
　中国地域のニュービジネスの育成と振興を図ることを目的として、中国地域において独創的かつ市場性のあるニュービジ
ネスを展開している企業を表彰する当表彰制度。
　今回（第24回）からは事業の将来性をより重視した審査を行います。審査員もマスコミや金融機関、さらには女性を初
めて起用するなど、新しい視点でニュービジネスの発掘をすすめています。
　第24回の応募数35社。現在、一次審査中で、結果発表は５月の予定です。

●合同面接会
　10月28日、広島市、NTTクレドホールにて、広島新卒応援ハローワークとの共催で「合同面接会」を開催しました。

（50企業、参加者：111名）
　11月９日、宇部市、国際ホテル宇部にて、新卒、39歳以下若年層求職者（UIJターンを含む）を対象に「宇部＆山陽小
野田で働こう！キラリ企業集結説明会」を開催しました。（40企業参加者75名）
　12月２日、広島市、NTTクレドホールにて、広島労働局と共催で「就活フェスタ in 広島」を開催しました。（57企業、
参加者132名）
　今年度より学生の視野を広げる目的で、面接していない企業をスタッフとともに回る『ブースツアー』を実施。新たな
面接のきっかけが生まれ、求職者だけでなく参加企業様にも好評でした。
　今後、採用に悩む中小企業を支援するため、２～３月にも引き続き合同面接会、説明会を開催する予定です。詳しくは、
以下のスケジュールをご覧ください。

〈2016年　合同面接会スケジュール〉（開催時間は変更となる場合があります。）

2/10　16：00～19：30　キラリ★企業　説明＆面接会in周南　　　　　会場：ピピ510（周南市糀町1-17）
2/15　16：00～19：30　キラリ★企業　説明＆面接会in下関　　　　　会場：海峡メッセ下関（下関市豊前田町3-3-1）
2/20　16：00～20：00　就活ナイトフェスタ2016 ～正社員面接会～　会場：ビックローズ（福山市御幸町大字上岩成字正戸476-5）
2/26　16：00～20：00　就活ナイトフェスタ2016 ～正社員面接会～　会場：広島県立総合体育館（広島市中区基町4-1）

上記合同説明会へのお問い合わせは、会場名をご記入のうえ saiyou@cnbc.or.jp までご連絡ください。

●人材育成セミナー 2015（http://www.cnbc.or.jp/event/150817.html）
　中国地域ニュービジネス協議会では、９月より広島県、山口県を対象に参加費無料
の人材育成セミナーを開催中です。
　　人材育成／若手社員向け（広島・福山・山口）、管理職向け（広島・福山・山口）
　　人材育成／企業経営体験コース（広島・福山）
　　人材育成／若手経営者（岩国、山口、下関、周南）
　　採用力アップ（広島・福山・山口）
　★個別の有料セミナーのご紹介も可能です。お気軽にお問い合わせください。
　≪受講者の声≫
　　・ 月２回行っている従業員との会議でセミナーの内容を議題として共有していこ

うと思う。
　　・ワークで他社の社員への接し方（事例）も聞くことが出来たので参考になった。
　　・「経営戦略の見える化」や「新聞記事の活用例」など今後の業務に活用できる。
　　・ 会社・チームで参加した事で、価値観を共有できた。費用負担のない研修だか

らこそ参加できるのでよい。
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催事トピックス

◆島根女性部会主催

　７月24日松江エクセルホテル東急にて、「～『おもてなし』でつながる『群馬』『島根』
の輪～群馬・島根交流講演会」を開催しました。

「一期一会の出会いが、人の絆・経営の輪を広める」
㈱スキーム　代表取締役社長　森本　キミ　氏

「ハム作り60年（食肉製品・製造業）」
㈱彩食　取締役会長　須藤　敬語　氏

「海外からのインバウンドにおけるおもてなしについて」
カルチャーリンクジャポン㈱　代表取締役　関口　恵子　氏

講演会後は、各県のマスコット“ぐんまちゃん”と“しまねっこ”も駆けつけ、お国自慢を
しながら愛嬌をふりまき、群馬と島根の交流促進に一役買っていました。

（参加者：講演会117名、懇親会85名）

◆広島支部催事主催

　９月１日ひろしまハイビル21にて『お客様のニーズを実現する』をテーマに講演会＆トー
クセッションを開催しました。

「理念経営でお客様のニーズを実現」　㈱マエダハウジング　代表取締役　前田　政登己　氏
「夢をお金に！」　㈱アスカネット　代表取締役CEO　福田　幸雄　氏
「お客様のニーズを実現できた企業とできなかった企業」　広島大学名誉教授　井上　善海　氏

　前田氏と福田氏の講演に続き、中国NB大賞審査会長でもある井上氏がモデレータとして
加わり、３名でのトークセッションを行いました。井上氏が「顕在化したニーズを事業化し
てこられた前田氏」と、「潜在化したニーズを事業化してこられた福田氏」と分析し、対比
する形で起業家のどのような想いが優れた事業を生み出しているのかを明確にしていきまし
た。また、お二人からは、受賞後進められている新たなる事業展開についても語っていただ
きました。参加いたいただいた方には、『優れた事業を生み出すのは、起業家の熱い想い』ということを感じていただき、
感銘を受けた様子でした。

（参加者：95名）

◆広島東部催事主催

　９月４日リム・ふくやまにてNB大賞受賞企業のお二人に『既成概念を打ち砕いてアイデ
アで切り開いた新市場』をテーマに講演会を開催しました。

「逆転の発想で需要を創る」　㈱酒商山田　代表取締役　山田　淳二　氏
「異業種参入で大切にしたブランド戦略」　㈱ピュアボックス　代表取締役　淺沼　悟　氏

　昔ながらの“酒屋”が売り上げをどんどん落としていくなか、そのような状況であっても
売り上げの望めるビールではなく、あえて売り上げの低い“日本酒”に特化することで新しい市場を開拓した山田氏。犬も
人間と同様、添加物を含まない天然食材をなるべくそのまま取った方がよいという考えから、「食べる健康」ともいえる自
然食ドックフードに特化した淺沼氏。お二人が語られた既成概念にとらわれない「集中と選択」の考え方は、参加者に、自
分たちが行うべき他社との差別化について、大いに参考となった様子でした。

（参加者：98名）

　また、10月27日府中商工会議所で『人財活性化のための経営術』をテーマに講演会を開催しました。
「社風づくり・人財づくり」　流通㈱　代表取締役　江原　剛　氏
「社員に夢を与えることが経営者の仕事である」　㈱タテイシ広美社　代表取締役　立石　克昭　氏
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　自社の事業形態を「地域密着サービス業」とし、「自社の売りはサービスをする従業員そ
のもの」と言い切る江原氏。社の目標を実現することと社員の夢を実現することは、表裏一
体であるして経営指針に社員の夢を書き入れさせる立石氏。ともに社員が楽しく仕事をでき
るようにすることが経営者の役割であり、そうすることが、結果、お客様に素晴らしい製品・
サービを提供できることにつながるというもので、社内の人財育成の重要さに改めて気づか
された講演会となりました。

（参加者：42名）

◆広島支部女性部会主催

　11月27日広島ビジネスタワーにて『マスメディアを活用した広報戦略』をテーマに講演
会＆パネルディスカッションを開催しました。

『情熱企業　新たなる価値の創造』　プロデューサー　山本　博之　氏
『そ～だったのかンパニー』　チーフディレクター　八木　太朗　氏

　お二方には、それぞれ番組で企業のどういった点に注目し、どういう切り口で取り上げて
いるのかをお話いただきました。両番組で取り上げられた企業の具体例も交え、マスコミに
取り上げられるには、自社と他社との違いをどう明確にし特徴づけることが必要なのかのヒントを得られる内容でした。

　また、講演終了後に、㈱TSSプロダクション　営業部長　川口　修治　氏をモデレータに、㈱コーポレーションパールス
ター 代表取締役　新宅　光男　氏、㈱晃祐堂　取締役社長　土屋　武美　氏、㈱ソアラサービス　代表取締役社長　牛来
千鶴　氏をパネリストとしてパネルディスカッションを行いました。 マスコミを使っての広報に積極的な３氏に、それぞ
れのマスメディアを広報に活用する際の考え方や実例などをお話いただき、 『そ～だったのかンパニー』の制作にも関わっ
ておられる川口氏も交えて、どういった活用方法が効果的なのかを明らかにしていきました。

（参加者：52名）

◆山口支部主催

　11月26日、萩市の井上商店会議室において、中国経済産業局の経営支援課長をお招きし、
萩で井上商店を中心に取り組んでいる「クオリティプロジェクト」参加事業者との意見交換
会を開催しました。これは、中小企業支援を行っていただいている同局に萩地区の独自の取
り組みを理解していただくことに加え、今年度補正予算や来年度予算の検討が本格化するこ
の時期に事業者はどういった支援を必要としているかを聴いていただき、実際の補助事業等
の検討の参考にしていただく目的で開催しました。当日は、オブザーバー参加を含め10社

（22名）が、自分たちが取り組んでいることや困っていること、また必要とする補助事業等
について支援課長と有意義な意見交換を行いました。また、終了後は出席した事業者のうち、
３事業所を支援課長に視察していただき、現状理解の参考としていただきました。参加者からは、支援機関と中小企業を双
方向で結ぶこのような取り組みを一層進めて欲しいとの要望がありました。

※トピックス※

　平成27年３月６日、山口県周南市の道の駅「ソレーネ周南」にて、山口支部催事「～参加者全員で考える～地域ブラン
ド化による販路拡大と地域活性化」を開催し、好評を博しました。この催事に参加いただいた企業が、この催事をきっかけ
にコラボ商品を開発しようということになり、この度４種類のドレッシングが発売されました。つまり、弊協議会の催事に
よって生み出された“新しい価値”の発売とも言えます。弊協議会では、今回のように新しい出会いをきっかけにして、“新
しい価値観＝ニュービジネス”が生み出されるような機会をつくるよう、さらに努力してまいります。

【コラボ企業（順不同）】
（株）フジマ
（株）井上商店
ミヨシノ醤油（有）
岩国国際観光ホテル
JAあぶらんど萩

（敬称略）
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　企業の紹介案内やホームページではなかなか紹介できない会社のイチオシを、イチ
オシの社員さんにPR（自慢）していただくコーナです。
　第２回は、島根県で総合建設業、総合水処理事業を行っているカナツ技建工業株式
会社の企画開発室　福井晴子さんです。

　こんにちは、カナツ技建工業株式会社の福井晴子です。
　現在は企画開発室に所属し、地域資源を活用した商品開発や新規事業の検討などに
携わっています。また、中国NBC島根支部の支部事務局員として、事務局と支部会
員との橋渡しをお手伝いしています。

我が社のココが自慢①　環境事業の確立
　当社は土木、建築といった一般的な総合建設業からいち早く脱却し、産学連携のも
と水処理事業に進出しました。処理施設の設計･施工からメンテナンスに至るまでワ
ンストップで行える環境事業を確立しています。また、地域資源を活用した環境商品
の開発･販売にも力を入れています。

ココが自慢②　社会貢献活動を積極的に推進
　当社の経営信條に「社業を通じて社会に貢献する」とありますが、社会貢献活動を
積極的に行っています。代表的なものとして、行政と災害協定を結んでの緊急時の出
動、冬季の除雪作業などといった活動や、各工事現場では地元住民の皆様方に向けた
現場見学会や地域行事のお手伝いなど。また地元の海岸清掃や会社付近の道路クリー
ン活動などのボランティア活動も盛んに行っています。

ココが自慢③　マンションリノベーション事業へ新たに進出
　都市部では今後、中古マンションをリノベーションして購入するということが住宅購入の選択肢の一つとして大き
く浮上してきます。市場としても伸び始めているその動向に着目しいち早く対応すべく、当社では「リノベる。」の
フランチャイズに加盟しました。今後、広島にて事業を展開していきます。

カナツ技建工業株式会社
　社会資本の整備である土木・建築事業から水処理施設の運転・維持管理を行う環境事
業、そして個人住宅の新築・リフォームまで、幅広く地域の皆様のお役に立てる仕事を
事業としています。
　所在地／〒690-8550　島根県松江市春日町636番地　　TEL ／ 0852-25-5555
　ホームページ／ http://www.kanatsu.co.jp/

 ※イチオシを自慢してくださる社員さんを募集中！　mashioka@cnbc.or.jp　増岡まで　

一般社団法人　中国地域ニュービジネス協議会
（略称：中国NBC）

〒730-0017  広島市中区鉄砲町１-20 第３ウエノヤビル７F
TEL 082-221-2929   FAX 082-221-6166
URL http://www.cnbc.or.jp
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