
 

 

 

平成１８年度 事業報告 

（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

 

Ⅰ．支援事業                               

１．ネットワーク形成支援事業 

（１）「産業クラスター形成懇話会」の運営 

平成１８年度の主要受託事業である産業クラスターフォーラム事業の活動の方向性を決定・確認

する「産業クラスター形成懇話会」を開催した。 

 【第１回】開催日：平成１８年９月２５日／場所：八丁堀シャンテ 

      参加者：１７名 

【第２回】開催日：平成１９年３月２７日／場所：ホテルセンチュリー２１広島 

      参加者：２７名 

 

（２）クラスターネットワークの形成促進・強化 

産業クラスターフォーラム事業推進組織・拠点組織、そして拠点組織間相互の情報共有・意見交

換を行う「拠点組織との連絡調整会議」を開催した。 

【第１回】（合同） 

開催日：平成１８年４月２６日／場所：中国経済産業局 第一会議室 

参加者：５８名 

【第２回】（山口） 

開催日：平成１８年８月１７日／場所：やまぐち産業振興財団 ５Ｆ会議室 

参加者：２２名 

【第３回】（岡山） 

開催日：平成１８年８月２１日／場所：テクノサポート岡山 １Ｆ交流サロン 

参加者：２１名 

【第４回】（鳥取） 

開催日：平成１８年８月２２日／場所：白兎会館  

参加者：２１名 

【第５回】（島根） 

開催日：平成１８年８月２３日／場所：テクノアーク島根 第１会議室  

参加者：２７名 

【第６回】（広島） 

開催日：平成１８年８月２５日／場所：中国経済産業局 第２会議室  

参加者：２３名 

【第７回】（合同） 

開催日：平成１８年１２月１２日／場所：広島ガーデンパレス  

参加者：４７名 

 



【第８回】（山口） 

開催日：平成１９年３月８日／場所：ＮＰＹビル 5階会議室  

参加者：１５名 

【第９回】（島根） 

開催日：平成１９年３月１３日／場所：しまね産業振興財団 会議室  

参加者：１９名 

【第１０回】（鳥取） 

開催日：平成１９年３月１５日／場所：鳥取県産業振興機構 会議室  

参加者：１２名 

【第１１回】（岡山） 

開催日：平成１９年３月２３日／場所：テクノサポート 円卓会議室  

参加者：１１名 

【第１２回】（広島） 

開催日：平成１９年３月２６日／場所：中国経済産業局 会議室 

参加者：１２名 
 

（３）テクノシンポジウムの開催  

多くの産業について活用出来る技術である「プラズマ技術」を応用した新事業の展開の可能

性を紹介することで、中国地域からの新産業創出に寄与することを目的に開催した。 

【テクノシンポジウム】 

開催日：平成１8年 12 月 11 日／場所：ホテルセンチュリー２１広島 

参加者：２２５名 

＜クラスター形成に向けて＞ 

     「新産業創出に向けて」 

     （財）ちゅうごく産業創造センター ｸﾗｽﾀｰﾏﾈｰｼﾞｬｰ 高崎 宗利 氏 

     「成果事例発表」 

     （社）中国地域ニュービジネス協議会 ｸﾗｽﾀｰﾏﾈｰｼﾞｬｰ 清田 憲一 氏 

  ＜基調講演＞ 

      「新産業創出に向けたプラズマ技術の最前線」 

             東北大学名誉教授  佐藤 徳芳 氏 

     ＜企業発表＞ 

      「プラズマ・薄膜材料の冠動脈ステントへの応用」 

        トーヨーエイテック（株） ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ室主幹 中谷 達行 氏 

      「プラズマの応用と未来」 

       （株）アドテックプラズマテクノロジー 代表取締役 藤井 修逸 氏 

＜テーマ別講演＞ 

      「プラズマ技術が支える半導体・液晶業界」 

         長崎大学大学院生産科学研究科    教授  藤山 寛  氏 

       「プラズマ形成技術を用いたナノテク高品位材料への応用」 

            広島工業大学大学院           教授  川畑 敬志 氏 

        「医工連携による医療・バイオ分野へのプラズマ応用」 

         山梨大学大学院医学工学総合研究部  教授  秋津 哲也 氏 

        



「大気圧低温プラズマの環境・エネルギー応用」 

         豊橋技術科学大学エコロジー工学系  教授  水野 彰 氏 

 

２．新商品・技術評価事業 

（１）コーディネーターによる「連絡会議」の実施 

   コーディネーターの知見集約・共有化および事業化対象テーマの課題抽出等を行う「コーディネ

ーター会議」を開催した。 

   【第１回】（合同） 

開催日：平成１８年５月１８日／場 所：ＫＫＲ広島 

              参加者：４３名 

【第２回】（合同） 

開催日：平成１８年８月８日／場 所：中国経済産業局 

             参加者：５９名 

【第３回】（分野別） 

（次クラⅠ）  開催日：平成１８年９月２８日／場 所：中国経済産業局 

               参加者：１６名 

（次クラⅡ）  開催日：平成１８年１０月３日／場 所：中国経済産業局 

                参加者：２５名 

（循環・環境）開催日：平成１８年１０月４日／場 所：中国経済産業局 

               参加者：２２名 

【第４回】（分野別） 

（次クラⅠ）  開催日：平成１８年１１月２１日／場 所：中国経済産業局 

                参加者：１８名 

（次クラⅡ）  開催日：平成１８年１１月２１日／場 所：中国経済産業局 

                参加者：２３名 

（循環・環境）開催日：平成１８年１１月２７日／場 所：中国経済産業局 

                参加者：１１名 

   【第５回】（合同） 

開催日：平成１９年２月１日／場 所：メルパルク広島 

                 参加者：３７名 

   【第６回】（合同） 

開催日：平成１９年３月２２日／場所：メルパルク広島       

参加者：４０名 

 

３．販路開拓支援事業 

（１）専門展示会への出展支援 

    ビジネス拡大を狙って展示会に出展いただき、首都圏での企業とのマッチングを行った。 

   １）【機械要素技術展】（開催日:6/21～23 開催地:東京ビッグサイト） 

      ＜出展企業＞ 

①㈱英田エンジニアリング ②(協)菊水フォージング ③㈱久保田鐵工所 

④トーヨーエイテック㈱ ⑤㈱日本マイクロシステム 



   ２）【地域発先端テクノフェア２００６】（開催日:11/29～12/1 開催地:東京ビッグサイト） 

      ＜出展企業＞ 

① 荻野工業㈱ ②永和国土環境㈱ ③㈱片木アルミニューム製作所    

④山陽電子工業㈱ ⑤㈱積層金型研究所 ⑥ゼノー・テック㈱  ⑦戸田工業㈱   

⑧日本植生㈱ ⑨㈱日本ステントテクノロジー  ⑩㈱日本マイクロシステム 

⑪㈱ヒロテック 

３）【エコ・プロダクツ２００６】（開催日:12/14～16 開催地:東京ビッグサイト） 

      ＜出展企業＞ 

①永和国土環境㈱ ②日本植生㈱ ③広島ガステクノ㈱ 

④ミサワ環境技術(株) ⑤(株)メッツコーポレーション㈱ 

 

（２）【Ｗｉｎ－Ｗｉｎ2006】の開催（機会創出支援事業） 

 消費材を持つ会員企業と、スーパー、ホームセンター等との直接マッチングを図る個別商談

会を開催致しました。 

【Ｗｉｎ－Ｗｉｎ2006】 

開催日：平成１８年１１月２２日／場 所：広島県立広島産業会館 

参加バイヤー企業（スーパー、ホームセンター、ドラッグストア）：２１社 

㈱イズミ・伊藤忠食品㈱・㈱いない・㈱山陽マルナカ㈱サンリブ・ 

㈱ジュンテンドー・生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合・ 

㈱天満屋ストア・㈱東急ハンズ・㈱ドンキコム・㈱ドン・キホーテ・ 

㈱ナンバ・㈱ハーティウォンツ・㈱フレッシュフーズ九州・ 

マックスバリュ西日本㈱・㈱マルアイ・㈱丸久・三井食品㈱・ 

㈱モリヤマ・㈱ユーホー・㈱菱食 

      参加セラー企業（食品・生活雑貨関連企業）：１２２社 

個別商談件数：５２１件 

商談結果：成約見込み      ・・・１１６件（２３．０％） 

再商談希望      ・・・２６０件（５０．０％） 

〔バイヤー回答〕 

 

４．知財活用支援事業 

（１）特許流通アドバイザーによる企業の特許活用ビジネス支援 

   (社)発明協会から派遣されている特許流通アドバイザーが、企業・大学等の特許を活用したビジ

ネス創出に向けたコーディネート活動を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．地域の起業・創業支援事業 

（１）「中国地域ニュービジネス大賞」の公募・審査・表彰 

   中国地域におけるニュービジネスの健全な育成と振興を図るため、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・経営者等に「第１４回中国地域ニュービジネス大賞」等の表彰

を行った。 

   【中国地域ニュービジネス大賞】  ㈱データホライゾン       （広島県広島市） 

   【中国地域ニュービジネス優秀賞】 岡本製甲㈱           （岡山県倉敷市） 

                    島根自動機㈱          （島根県松江市） 

                    銘建工業㈱           （岡山県真庭市） 

【中国地域ニュービジネス特別賞】 ㈲岩﨑目立加工所        （島根県大田市） 

                    ㈱コーポレーションパールスター （広島県東広島市） 

                    日本ケミカル機器㈱        （岡山県倉敷市） 

                    ㈲フューチャーフィッシュ    （島根県松江市） 

                    ㈱メンテック          （広島県広島市） 

 

６．女性起業家支援事業 

 女性起業家の支援をはじめとする女性部会活動の支援 

（１）鳥取支部女性部会 

【第１回】｢スタディツアー・イン直島｣（岡山支部女性部会 主催） 

開催日：平成１８年６月２６日～２７日 

参加者：３８名（うち鳥取支部からの参加者は２名） 

【第２回】｢鳥取・島根支部 合同交流会｣ 

 開催日：平成１８年１２月８日／場 所：米子コンベンションセンター 

『山陰中核地域「ものづくりフェア２００６」』へブース出展、ヒロボー㈱松坂社長 

（中国ＮＢＣ会長）の講演会が開催されました。 

同時に中国ＮＢＣ鳥取・島根支部 合同支部交流会を開催。 

参加者：２７名 

 

（２）島根支部女性部会 

【第 1回】「平成１７度事業報告・反省会、平成１８年度事業計画会議」 

開催日：平成 18年 5月 25 日／場 所：まめや  

参加者：12名 

【第 2回】「平成１８年度事業計画会議」 

開催日：平成 18年 7月 14 日／場 所：まめや 

参加者：8名 

【第 3回】「ベンチャーフェスタしまね 2006」出展へ向けて 

開催日：平成 18年 10 月 12 日／場 所：根っこや  

参加者：8名 

【第 4回】「島根県信用保証協会の活用方法」 

開催日：平成 19年 3月 13 日／場 所：まめや  

参加者：12名 



（３）岡山支部女性部会 

【第１回】「中国 NBC 岡山支部女性部会総会」 

開催日：平成 18 年 4 月 24 日／場 所：ピュアリティまきび 

参加者：24 名 

【第２回】「第１回交流会 パワーランチミーティング」 

開催日：平成 18 年 5 月 29 日／場 所：夢カフェ 姫や 

参加者：11 名 

【第３回】「スタディツアー・イン直島」 

開催日：平成 18 年 6 月 26 日～27 日 

場 所：ベネッセアートサイト直島（香川県香川郡直島町） 

講 師：（株）ベネッセコーポレーション 代表取締役会長 福武總一郎氏 

参加者：38 名 

【第４回】「Ｔ’フラッツ」の上手な活用法セミナー 

開催日：平成 18 年 8 月 2 日／場 所：Ｔ’フラッツ 

参加者：46 名 

【第５回】第２回交流会「夏よりも熱い！パワーBEER ミーティング」 

開催日：平成 18 年 8 月 26 日／場 所：ルネスホール ビアガーデン 

参加者：10 名 

【第６回】「第２回しんきん合同ビジネス交流会」 

開催日：平成 18 年 9 月６日／場 所：コンベックス岡山 

参加者：5社出展 

【第７回】「小さなセミナー 第１回 

～知らなきゃ怖い、著作権。知って守ろう、著作権。～ 

森脇史子の著作権講座」 

開催日：平成 18 年 11 月 15 日／場 所：T’フラッツ 

参加者：16 名 

【第８回】「小さなセミナー 第２回 

      ～パソコンのメンテナンスと Windows Vista について～ 

        パソコン普及職人 佐藤千津子のパソコン講座」 

開催日：平成 19 年 2 月 13 日／場 所：㈱ベネッセコーポレーション本社  

参加者：12 名 

【第９回】「女性部会委員会＆新年会」 

開催日：平成 19 年 2 月 13 日／場 所：㈱ベネッセコーポレーション本社 

参加者：17 名 

【第１０回】「企業と学生の交流会」 

開催日：平成 19 年 3 月 19 日／場 所：ピュアリティまきび 

参加者数：23 名 

 

 

 

 



（４）広島支部女性部会 

【第１回】「IT による未来社会と DoCoMo のｹｰﾀｲﾋﾞｼﾞﾈｽ戦略法 ～便利さの光と影～ 」 

開催日：平成１８年４月２７日／場 所：ひろしま国際ホテル 

講  師：㈱ＮＴＴドコモ中国 ビジネス企画部担当部長 山口雅明 様 

参加者：２３名 

【第２回】｢お仏壇のはせがわ｣工場見学＆九州ＮＢＣｳｰﾏﾝｽﾞﾌｫｰﾗﾑとの交流会 in 博多」 

開催日：平成１８年５月２２日 

訪 問 先：㈱はせがわ美術工芸様，㈱はせがわ仏壇工房様，光福寺様，圓徳寺様， 

㈱はせがわ直方本店様 

参加者：１０名 

【第３回】｢スタディツアー・イン直島｣（岡山支部女性部会 主催） 

開催日：平成１８年６月２６日～２７日 

参加者：３８名（うち広島支部からの参加者は８名） 

【第４回】｢経営者失格！起業家と社長家にて異なるものを知る｣ 

開催日：平成１８年７月２７日／場 所：ひろしま国際ホテル   

講 師：株式会社インターロジック 代表取締役 原田光治 様 

参加者：２２名 

【第５回】「第２回新事業創出全国フォーラム（ＪＮＢ全国会員大会 併催）」 

 開催日：平成１８年８月２９日 

【第６回】｢アンチエイジング＆ビジネスメイクレッスン ～１０年後もキレイでいるために～｣ 

開催日：平成１８年９月２８日／場 所：ひろしま国際ホテル  

講 師：資生堂広島支店 お客様担当 神田淳子 様 

参加者：１７名 

【第７回】｢コンプライアンス経営へのヒント ～製品安全の観点から～ ｣ 

開催日：平成１８年１０月２６日／場 所：ひろしま国際ホテル  

講 師：中国経済産業局 産業部 消費経済課／生活安全室  

消費者取引専門官 中迫博克 様 

参加者：１３名 

【第８回】「自分の会社の未来を考えてみよう ～ｱﾅﾄの会社の企業価値と成長のｼﾅﾘｵは？～ 」 

開催日：平成１８年１１月３０日／場 所：ひろしま国際ホテル   

講 師：ウツミ屋証券株式会社 事業法人部  

事業法人部長兼ＩＲ推進室長 佐々木繁憲 様 

参加者：１２名 

【第９回】 忘 年 会 

        開催日：平成１８年１２月２０日／場 所：ちゃんと。 

        参加者：１０名 

【第１０回】「教えて、ベジタブル＆フルーツマイスター。野菜と果物の魅力を！！」 

        開催日：平成１９年１月２５日／場 所：ひろしま国際ホテル 

        講 師：株式会社古昌商店 代表取締役社長 古本由美 様 

        参加者：１１名 

 



【第１１回】【広島支部交流会（女性部会併会）】「広島支部・女性部会合同交流会」 

        開催日：平成１９年３月１６日／場 所：八丁堀シャンテ 

        参加者：８１名（うち女性部会メンバー１０名） 

【第１２回】「平成１８年度活動報告及び平成１９年度活動計画」 

        開催日：平成１９年３月２９日／場 所：ひろしま国際ホテル 

        参加者：１３名 

 

（５）山口支部女性部会 

   【第１回】「昨年度事業反省会・今年度事業計画会議」 

開催日：平成 18年 4月 18 日 

場 所：中関ゴルフ＆コミュニティ倶楽部 クラブハウス内（防府市） 

参加者：8名 

【第２回】「今年度事業計画会議・成果報告会」 

開催日：平成 18年 5月 30 日 

場 所：中関ゴルフ＆コミュニティ倶楽部 クラブハウス内（防府市） 

参加者：9名 

【第３回】「スタディツアー・イン直島」（岡山支部女性部会へ合同参加） 

開催日：平成 18年 6月 26 日～27日  

場 所：ベネッセアートサイト直島（香川県香川郡直島町）  

【第４回】「万物流転（笑・真剣ですよ）の２日間 

          ～この２日間であなたは変わりゆく相手に対処する！～」 

開催日：平成 18年 8月 25 日～26日  

場 所：玉泉湖温泉郷（防府市） 

参加者：20名 

【第５回】「ズバリ効く！キャッチコピーであなたの会社が儲かる方法♪」 

開催日：平成 18年 10 月 3日 

場 所：中関ゴルフ＆コミュニティ倶楽部 クラブハウス内（防府市） 

参加者：9名 

【第６回】「中国 NBC 女性部会限定企画 ビジネスマナーセミナー  

～絶対美しくなる、クリスマス★スペシャルバージョン！～ 

第1部 ビジネスマナー実践セミナー 

第2部 女性部会特別価格！フォトスタジオプラン 

第3部 知っていると優雅にみえるフルコースマナー」 

開催日：平成 18年 12 月 11 日／場 所：風のみえる丘フェリース（宇部市） 

参加者：17名 

【第７回】「（株）データ復旧センター 藤井社長を囲んで」 

開催日：平成 18年 12 月２４日／場 所：玉泉湖温泉郷（防府市） 

参加者：11名 

【第８回】「企業と学生の交流会」 

開催日：平成 19年 2月９日／場 所：宇部フロンティア大学（宇部市） 

参加者：35名 



７．企業情報化支援事業 

 （１）ＩＴ経営応援隊 ＣＩＯ育成研修会 

   IT をツールとして経営戦略の見直しを図ろうとしている中小企業経営者が、IT コーディネー 

タの支援を受けて実行可能な自社の経営戦略の策定と情報化戦略の策定を行うとともに、研修

を公開して実施することにより、多くの経営者に経営への IT 活用の重要性を啓蒙することを目

的に開催した。 

   【第１回】「経営課題の抽出および具現化するための IT 化テーマの検討」 

開催日：平成１８年１０月７日／場所：大和ミュージアム 

【第２回】「IT 化のための現状分析」 

開催日：平成１８年１０月２１日／場所：大和ミュージアム 

【第３回】「課題を実現する新ビジネスプロセスの検討」 

開催日：平成１８年１０月２８日／場所：ビューポート呉 

【第４回】「成果発表と IT 化推進のポイント」 

開催日：平成１８年１１月４日／場所：ビューポート呉 

     

８．人材ネットワーク構築事業 

 （１）若者と中小企業とのネットワーク構築事業 

    「意欲のある中小企業」や「創業課程にある新たなチャレンジ企業」の存在を若者へ情報発信す

ることにより、就職先としての地域企業を認知させるとともに、人材ニーズに対応するための

地域中小企業と若者との橋渡しをコーディネートする。また対象となる中小企業へ若者が就職

し、やりがいのある仕事作りを創出する仕組みを構築し、中小・創業企業と若者の双方を活性

化させることを目的に実施した。 

  ①「アンケート調査」 

    ＮＢＣ会員企業（約６００社）を対象とした「雇用と人材に関するアンケート調査」を実施し、

中小企業の現状把握と課題抽出を行った。   

    ②「ステップアップセミナー」 

    広島・岡山・松江で各３回ずつ、企業の採用状況の把握や、学生に対する企業プレゼンのスキ

ルアップを目的としたセミナーを開催した。 

【第１回】受入体制充実のための企業側問題点の整理と、学生を取り巻く現状 

【第２回】自社ＰＲに向けた自社の診断・分析及び表現方法について 

【第３回】若者の目に留まるビジュアル資料作成とプレゼンテーション技術の修得 

③「プレゼン会」 

    ステップアップセミナー終了後、企業が実際に大学に出向き、セミナーで作成したプレゼン 

シートを活用し、学生に対し企業説明会を実施した。企業説明会後は、企業ごとにブースに分 

かれ、個別の就職相談会を行った。 

  ④異業種交流会・女性経営者との交流会 

    学生には就職活動前に色々な企業と話ができる情報収集の場を、企業側には学生の本音を聞 

く場を提供すべく、学生と企業（女性経営者）との交流会を開催した。 

  ⑤企業見学会 

    先進的な開発技術と熟練工の高度な技術の伝承によって、世界中から信頼を寄せられている工

作機器メーカーの安田工業株式会社への企業見学会を開催した。 



Ⅱ．交流事業                               

１．連携促進事業 

 （１）「産学官研究交流会」の実施 

    産学官連携の実効を生むため「産学官研究交流会」を実施した。 

     １）【工作機械の高度化研究会交流会】 

       開催日：平成１９年２月１４日／場所：安田工業株式会社本社工場  

   参加者：６９名 

① 「岡山県工業技術センターにおける超精密加工への取り組み」について 

        ：岡山県工業技術センター 技師 勝田 智宣 氏 

② 「ＹＡＳＤＡの工作機械づくり」について 

：安田工業株式会社 常務取締役（兼）産機部 部長 和田 豊太郎 氏 

③  工場見学 

２）【ロボット・ＲＴ研究交流会「ＲＴ・ファーストインパクト２００７」】 

 開催日：平成１９年３月６日／場所：ホテルセンチュリー２１広島  

  参加者：９１名 

① 「ロボット・ＲＴ政策」について 

：経済産業省 製造産業局 産業機械課 技術係長 加賀 義弘 氏 

② 「次世代ロボットの市場創出を目指すＲｏｏＢｏとは」 

：次世代ロボット開発ネットワーク「RooBo」事務局長 足立 尚樹 氏 

③ 「高速なロボットビジョンとその応用について」 

：広島大学大学院工学研究科 複雑システム工学専攻助教授 石井 抱 氏 

④ 「バリ取り作業のロボット化について」 

：モリマシナリー株式会社 省力機械事業部 課長 東内 邦明 氏 

３）【高機能難加工材の加工・生産システム研究交流会】 

       開催日：平成１８年１０月２３日／場所：広島ガーデンパレス  

   参加者：４１名 

① 「機能材料の切削と工具の損傷」 

：広島大学大学院 工学研究科教授 工学研究科長 山根 八洲男 氏 

② 「表面コーティングと放電焼結を利用した難焼結材の製造技術」 

：広島大学大学院工学研究科助教授  松木 一弘 氏 

③ 「ハイテン成形技術の最先端」 

         ：センター長・広島大学大学院工学研究科教授 吉田 総仁 氏 

４）【表面処理技術研究交流会】 

      開催日：平成１９年２月２３日／場所 岡山ロイヤルホテル 

    参加者：７５名  

① 技術発表 

       「高機能表面処理 Tribec について」 

      :立金属株式会社 表面改善グループ長  井上 謙一 氏 

  「オーエム産業の共同研究の取り組みについて」 

    :オーエム産業株式会社 取締役めっき部長  高見沢 政男 氏 

 



②  商店街参加企業ＰＲ 

柿原工業㈱ 倉敷ボーリング機工㈱ 高周波熱錬㈱ 新中央工業㈱  

鳥取県金属熱処理(協業) ㈱ナガト ㈱日本パーカーライジング広島工場 堀

金属表面処理工業㈱ 

③名刺交換タイム 

④ユーザーメーカー発表 

「自動車における表面処理の課題とニーズ」 

    ：マツダ㈱技術研究所シニア・テクニカル・スペシャリスト 谷田 芳夫 氏 

５）【水素社会形成に向けたシンポジウム～水素関連技術、製造から利用まで～】 

          開催日：平成１９年２月１５日／場所：ホテルセンチュリー広島   

  参加者：９２名 

① 「水素エネルギー社会実現に向けた九州大学伊都キャンパスにおける取り組み」 

：九州大学水素利用技術研究センター センター長 

    教授/産業技術総合研究所 水素材料先端科学研究センター  

副研究センター長 佐々木 一成 氏 

② 「新エネルギー水素の現状」 

：岩谷産業㈱水素エネルギー部 技術開発担当部長 深田 徹 氏 

       ③「水素ステーション用圧縮機（安全性検証）」 

           ：㈱日本製鋼所研究開発本部機械研究所 

                   水素ステーション Gr.課長 服部 公治 氏 

          ④「レンリアクタ型水素製造装置の開発」 

        ：三菱重工業㈱技術本部広島研究所    次長 小林 一登 氏 

       ⑤「燃料電池車用水素貯蔵材料の研究開発」 

           ：広島大学先進機能物質研究センター    教授 小島 由継 氏 

          ⑥「定置用 PEFC 開発の現状と展望」 

        ：三菱重工業㈱技術本部広島研究所     主席研究員 野島 繁 氏 

６） 【地域資源を活用したバイオエタノール研究交流会】 

開催日：平成１９年２月２６日／場所：八丁堀シャンテ  

  参加者：１０４名 

① 「バイオマス・ニッポン総合戦略について」 

：伊藤忠商事㈱執行役員 先端技術戦略室 

（兼）CSR・コンプライアンス統括部コンプライアンス室 松見 芳男 氏 

② 「リグノセルロースからのバイオエタノール製造技術の研究開発」 

：(独)産業技術総合研究所 バイオマス研究センター センター長 坂西 欣也 氏 

③ 「高アルコール生産性を有する産業用酵母の特性解明」 

：(独)酒類総合研究所 醸造技術応用研究部門  家藤 治幸 氏 

④ 「木質系バイオエタノールの製造実証事業の紹介」 

：三井造船㈱環境・プラント事業本部事業開発部  課長 長 拓治 氏 

         ⑤「セルロース系バイオマスの分散型超高効率エタノール生産システムの開発～ 

戦略的基盤技術高度化支援事業による取り組み～」 

：㈱フジワラテクノアート 取締役 狩山 昌弘 氏 



（２）「出合いの場」の開催 

    ビジネスの拡大を狙って、専門展示会開催時に商社との「出合いの場」を開催した。 

【第１回】 

開催日：１８年６月２１日～２３日 

場所：東京ビッグサイト（機械要素技術展） 

マッチング商社：伊藤忠商事(株)、住友商事(株)、(株)住商アビーム自動車総合研究所 

   【第２回】 

開催日：平成１８年１１月２９日～１２月１日 

場所：東京ビッグサイト(地域発先端テクノフェア) 

マッチング商社：伊藤忠商事(株)、住友商事(株)、三菱商事(株) 

   

（３）「テーマ別ビジネスプロモート研究会」の開催 

    会員企業・クラスター企業等から出てきたテーマに対して、キーパーソンを核とした 20 件の

ビジネスプロモート研究会を開催・運営した。 

【次世代中核産業形成プロジェクト】 

① 「MIM 金型コーティング研究会」 

メンバー：３社（機関） 実施回数：４回  

② 「難加工材の筺体成形研究会」 

メンバー：４社（機関） 実施回数：１回 

③ 「プレス加工高機能化研究会」 

メンバー：４社（機関） 実施回数：３回 

④ 「新素材の冷間鍛造金属研究会」 

メンバー：６社（機関） 実施回数：２回 

⑤ 「次世代精密ホーマー研究会」 

メンバー：６社（機関） 実施回数：２回 

⑥ 「小型 RE研究会」 

メンバー：５社（機関） 実施回数：１回 

⑦ 「自動変速機用プラネタリーユニットの小型化技術開発研究会」 

メンバー：５社（機関） 実施回数：１回 

⑧ 「航空機材研究会」 

メンバー：４社（機関） 実施回数：４回 

⑨ 「新素材により焼結研究会」 

メンバー：９社（機関） 実施回数：１回 

⑩ 「レーザー積層造形研究会」 

メンバー：５０名    実施回数：１回 

⑪ 「画像処理技術研究会」 

メンバー：２社（機関） 実施回数：１回 

⑫ 「ステント加工研究会」 

メンバー：６社（機関） 実施回数：３回 

⑬ 「プラズマ研究会」 

メンバー：５社（機関） 実施回数 ：２回 



【循環･環境型社会形成プロジェクト】 

① 「吸音資材製造技術研究会」 

メンバー：７社（機関） 実施回数：１回 

② 「エコプロダクツ利用事業化研究会」 

メンバー：３４名    実施回数：１回 

③ 「水素インジェクター技術開発研究会」 

メンバー：３６名    実施回数：１回 

④ 「水素センサー技術開発研究会」 

メンバー：２５名    実施回数：１回 

⑤ 「呉地域海洋環境産業創出研究会」 

メンバー：２４名    実施回数：１回 

⑥ 「中性固化材研究会」 

メンバー：７社（機関） 実施回数：３回 

⑦ 「浅海改善研究会」 

メンバー：３２名    実施回数：１回 

 

２．広域・異業種交流事業 

 （１）異業種交流会（広島５：０１クラブ） 

    中国ＮＢＣでは平成１５年１月から行っている、アフターファイブに肩書き抜きで、地域 

    活性化意欲のある人が気楽に集まり、人脈づくりや連携強化をはかる交流の場。 

 

平成１８年度「広島 5：01 クラブ」開催実績                               (敬称略) 

日 時 幹 事 開 催 場 所 参集人員数 

４／１９ ㈱テレビ新広島 テレビ新広島 新館 ２６３ 

５／２６ 広島ガス㈱ ガストピアセンター １９２ 

６／２１ 中国経済連合会 レストラン「カルネイン」 ２０６ 

８／２４ ㈱広島銀行 広島銀行ハイビル 21 17 階 ２２７ 

９／２０ ㈱もみじ銀行 もみじ銀行本店 9 階 ２３２ 

１０／１７ ㈱中電工 平和大通り電気ビル 20 階 ２７５ 

１１／８ 広島大学 中国新聞ビル 7 階 ２８１ 

１２／１２ (独)中小企業基盤整備機構 

中国支部 

(独)中小企業基盤整備機構   

中国支部 
１１８ 

１／１９ 中国経済産業局 中国経済産業局 2 階 ２０９ 

２／１６ 広島工業大学 広島工業大学 広島校舎 １４３ 

３／２０ マツダ㈱ マツダ㈱ 本社 １５５ 

 

 

 

 

 



３．支部拡大・交流事業 

（１）支部交流会 

    支部の会員交流および会員数増強を図るべく、他地域で活躍中の経営者の方々をお迎えし、対

談会・懇親会を開催致しました。 

  【鳥取・島根支部】 

     開催日：平成１８年１２月８日／場 所：米子コンベンションセンター 

参加者数：中国ＮＢＣ鳥取・島根支部 合同支部交流会２７名 

「鳥取・島根支部 合同交流会」 

『山陰中核地域「ものづくりフェア２００６」』へブース出展、ヒロボー㈱松坂社長 

（中国ＮＢＣ会長）の講演会が開催されました。 

【岡山支部】 

     開催日：平成１９年３月６日／場 所：岡山ロイヤルホテル 

参加者数：話題提供４１名／交流会３３名 

１）「平成１９年度中小企業支援施策(身近で具体的な支援)あれこれ」 

        中国経済産業局 産業部長 柏葉 清志氏 

     ２）私の体験談(ＮＢＣの上手な活用事例) 

        明大株式会社 代表取締役 小河原 通弘氏 

        アトリエ・イトチン 童画家 中山 忍氏 

        おかやま玉島市場ＬＬＰ 代表 浅原 真弓氏 

【広島支部】      

      開催日：平成１９年３月１６日／場 所：八丁堀シャンテ 

参加者数：パネルディスカッション８１名／交流会７２名 

      パネルディスカッション 

       テーマ：「地域の元気は、日本の元気！」 

        パネリスト 

         中国経済産業局 局長 宮下英治氏 

         中国ＮＢＣ 広島支部長 民秋史也 （㈱モルテン 代表取締役社長） 

        コーディネーター 

         中国ＮＢＣ 広島支部女性部会長 日野佳恵子（㈱ﾊｰ･ｽﾄｰﾘｨ 代表取締役社長） 

 

 Ⅲ．情報提供事業 

１．コーディネーター・各種専門家の派遣活動 

 （１）コーディネーター等によるブリッジング支援 

コーディネーター、特許流通アドバイザーが、企業・大学等を訪問し、産産・産学間の課題解

決に向けた橋渡しを行った。７人のコーディネーターが、延べ６０９回企業・大学等を訪問し、

直接のミーティングを通して２０件のビジネス・プロモート研究会を立ち上げた。 

 

 （２）専門家の派遣による企業の各種課題解決 

    産業クラスター事業の一環として、各分野の専門家２名を２社に計６回派遣した。 

     ＜派遣先企業＞ 

      ①㈱橋川製作所（広島） ②広島ガステクノ（広島） 



２．講演会・講演会・セミナー等の開催 

（１）「若者と中小企業とのネットワーク構築事業」 

  人材確保に苦労している地域企業が「自社の魅力」を発信するためのサポートを行い、企業と

若者との橋渡しを行うことで、雇用のミスマッチの解消を図ることを目的とした 

  取組の一つとして、広島・岡山・松江で各３回ずつ、企業の採用状況の把握や、学生に対する

企業プレゼンのスキルアップを目指したセミナーを開催した。 

    【第１回】「受入体制充実のための企業側問題点の整理と学生を取り巻く現状」 

【第２回】「自社ＰＲに向けた自社の診断・分析及び表現方法について」 

    【第３回】「若者の目に留まるビジュアル資料作成とプレゼンテーション技術の習得」 

  

（２）「産学官連携コーディネート活動推進フォーラム」 

日時：平成１８年６月１９日／場所：岡山ロイヤルホテル 

参加者：300 名 

＜基調講演＞ 

 「国創りに結実する科学技術創造を目指して 

     ～第三期科学技術基本計画の目指す日本と産学官連携の重要性～」 

    総合科学技術会議議員 柘植綾夫 氏 

   ＜その他＞   

「中国地域産学官連携アクションプランの活動報告」 

     「中国地域産業クラスター第2期計画の概要説明」 

      「産学官連携活動事例発表」 

   

（３）「コーディネーターの知識向上のための勉強会」 

 中国地域のコーディネーターのレベルアップとコーディネーター間のネットワーク強化

と情報の共有化を目的に開催した。 

 【第１回】 

開催日：平成１８年９月２０日／場所：メルパルク広島 

参加者： ８３名 

１）「中国地域産業クラスター計画（第２期）の概要について」 

          中国経済産業局 地域経済部・産業部次長    湯浅 憲義氏 

        ２）「知的財産と技術的機密保持」 

          三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱  経済・社会政策部主任研究員  上野 裕子氏 

        ３）「コーディネーター活動について」 

           （財）ちゅうごく産業創造ｾﾝﾀｰ    統括ｸﾗｽﾀｰ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ  高崎 宗利氏 

    ４）「中小企業基盤整備機構の支援事業について」 

         （独）中小企業基盤整備機構 中国支部  経営支援課長  笹森 昌一氏 

                   〃      統括ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ   森 紀男氏 

        ５）「大学における産学連携について」 

          岡山大学 産学官融合ｾﾝﾀｰ        ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 東 英男氏 

          広島大学 産学連携ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長 高田 忠彦氏 

 

 



        ６）活動報告・意見交換  

          くれ産業振興ｾﾝﾀｰ  常務理事兼所長 好満 芳邦氏 

          島根県産業振興課  主任 糸原 保氏 

          徳山工業高等専門学校 ﾃｸﾉ・ﾘﾌﾚﾚｯｼｭ教育ｾﾝﾀｰ長 原 隆氏 

          科学技術振興機構   科学技術ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 島筒 博章氏 

          広島県立西部工業技術ｾﾝﾀｰ 所長 梶岡 秀氏 

        ７）「研究開発、技術開発等の助成制度について」 

          （財）ひろしま産業振興機構  技術振興部 課長 池田 修氏  

【第２回】 

開催日：平成１８年１２月１２日／場所：広島ガーデンパレス 

参加者：86 名   

１）「マーケティングを踏まえた研究開発について」 

           ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱ 事業部長 原 誠氏 

        ２）「より高きコーディネート活動を目指して」 

          （社）中国地域ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会    ｸﾗｽﾀｰ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 清田 憲一氏 

        ３）大学における産学連携について～鳥取大学の場合～ 

           鳥取大学地域共同開発ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 西田 良平氏 

        ４）平成１９年度技術開発等支援施策の概要について 

           中国経済産業局 次世代中核ｸﾗｽﾀｰ担当/ 

総括・医療機器分野・ﾊﾞｲｵ分野係長  浜本 幸男氏 

【第３回】 

開催日：平成１９年３月１日／場所：広島ガーデンパレス 

参加者：83 名 

１）「ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ活動について～循環・環境型社会形成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ～」 

              （社）中国地域ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会  ｸﾗｽﾀｰ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 竹内 善幸氏 

         ２）「大学における産学連携について～島根大学の場合～」 

           島根大学 産学連携ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 教授 北村 寿宏氏 

         ３）「広島地域における川上・川下ネットワーク構築事業」 

（財）ひろしま産業振興機構 中小企業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ総合支援ｾﾝﾀｰ 

サブマネージャー 西山 晟人 氏 

         ４）「平成19年度技術開発等支援施策の公募について」 

                中国経済産業局 次世代中核ｸﾗｽﾀｰ担当/ 

総括・医療機器分野・ﾊﾞｲｵ分野係長 浜本 幸男氏 

         ５）「各機関における研究会・交流会、研修会の開催内容について」 

           広島県：ひろしま産業振興機構：戦略的産業活力化研究会 

           鳥取県：鳥取県産業振興機構：LED照明応用研究会 

           岡山県：岡山県産業振興財団：循環資源活用推進研究会 

           山口県：やまぐち産業振興財団：環境関連産学公技術交流会 

           広島市：広島市産業振興センター：福祉用具研究会 

           呉市：くれ産業振興センター：呉自社商品開発推進研究会 

           中国地域ニュービジネス協議会：研究交流会 

           ちゅうごく産業創造センター：産学官連携新産業創出研究会 

       

 



３．中国 NBC ホームページ等の拡充 

 【パンフレット】 

中国ＮＢＣの会員特典内容等を加えるなど、パンフレットをリニューアル致しました。 

  【ホームページ】 

  ホームページをリニューアルし、各種事業についての募集案内・情報提供および活動報告を掲載 

し、迅速な情報提供を実施致しました。 

 【回覧板】 

  会員企業の事業や商品・サービスを直接他の会員に紹介するサービスを引き続き運営致しました。 

  【インフォメーションサービス】 

   メールにてＮＢＣ事業の情報提供を行いました。 

【産業クラスター計画専用ホームページを拡充】 

    産業クラスターフォーラム事業の募集案内・情報提供および活動報告をホームページにて紹介致 

しました。 

 

Ⅳ．調査研究事業 

１．地域活性化 F/S 事業 

  １）事業概要 

平成 19 年度以降、新たに国の中小企業支援として創設される「地域資源活用企業化プログラム」

の展開を円滑に進めることを目的に、地域の林業系バイオマス資源等を有効に活用する企業並び

に事業化のための資金調達手段としてのファンド組成への可能性調査を実施。また林業系のバイ

オマス資源を含めた地域資源を活用したビジネスモデルを作りあげるためには、販路開拓がもっ

とも重要であり、事業化に向け、林業系関連の人材はもちろんのこと、幅広い分野より人材を確

保することが必要であることから、中国地域を重点的に他地域も含め市場動向・販路支援のでき

る人材等の調査も併せて実施した。    

２）調査研究事業 

    ①林業系バイオマス資源の利活用事業調査 

中国地域の豊富なバイオマス資源の中から、林業系バイオマス資源の利活用事業の可能性

について技術調査及び現地ヒヤリング並びにビジネスモデル実現に向けての資金調達手

段として、ファンド組成の可能性調査を実施。 

対象エリアは、県土に対して森林面積の高い、山陰地域をモデル地域とした。 

②市場動向・販路支援人材調査 

今後の事業展開に向け、地域資源活用化が円滑に進むよう、幅広い地域から販路の開拓・ 

拡大の支援ができる人材を発掘し、林業系バイオマス資源を含めた地域資源を活用した事 

業創造へ向けてのデータベース構築・ネットワーク形成等へ向けた調査を実施。 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅴ．体制強化 

１．ＪＮＢとの事業協力と活用 

JNB を通じ各地協議会および会員企業との交流・連携・情報収集を図りました。 

（１） 商品説明会 

  JNB の会員企業（徳島及び東北 NBC の会員企業）が広島で開催した「健康・環境系商品説明 

  会」を支援しました。 

   開催日：平成１９年１月１６日／場所：八丁堀シャンテ 

   商品紹介：３社（徳島及び東北 NBC の会員企業） 

   参加企業：２０社 

 

２．ＪＮＢ全国大会 

【開催概要】 

   ・名 称  話題の企業７０社が、全国から集結！来てみんさい 会うてみんさい 

         地域からの発信を感じる。  

         第２回新事業創出全国フォーラム(ＪＮＢ全国大会併催) 

   ・会 期  ２００６年８月２９日(火) １０：００～２０：３０ 

   ・会 場  広島全日空ホテル(広島市中区中町７－２０) 

   ・主 催  独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中国支部 

         社団法人日本ニュービジネス協議会連合会(ＪＮＢ) 

   ・主 管  社団法人中国地域ニュービジネス協議会 

・企画強力 中国経済産業局 

【参加者】 

・来場者数 １，４１０名(一般：６００名 会員：５７０名 関係者：２４０名) 

・各プログラム参加者数 

   トークセッション  ４８２名、表彰式       １６６名 

   パネルトーク    １３６名、セミナー①      ６０名 

   セミナー②     １２０名、セミナー③     １８０名 

   セミナー④      ９０名、交流会       ２５０名 

 

３．内外関係機関との交流会及び協力 

中小機構、各県及び支援機関及び地域金融機関等との連携を図り、会員支援を強化した。 

 

Ⅵ．受託事業 

（１）産業クラスターフォーラム事業 

（２）若者と中小企業とのネットワーク構築事業 

（３）ＩＴ応援隊事業 

（４）地域活性化 F/S 事業 

 


