
 

第１号議案 平成１９年度事業報告及び収支決算の承認並びに監査報告の件 

 

平成１９年度 事業報告 

（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日） 

 

Ⅰ．ビジネス拡大支援事業                               

１．企業ＰＲ支援 

（１）中国地域ニュービジネス大賞表彰事業 

   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１５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】  （株）ヒノキ          （岡山県岡山市） 

   【中国地域ニュービジネス優秀賞】 出雲カーボン（有）       （島根県出雲市） 

                    （株）イノベート        （島根県浜田市） 

                    （株）メックス         （広島県府中市） 

【中国地域ニュービジネス特別賞】 （株）アビサル・ジャパン    （広島県呉市） 

                    （株）オーク          （鳥取県境港市） 

                    （株）ダイサン          （広島県廿日市市） 

                    ダイヤ工業（株）        （岡山県岡山市） 

                    （株）タテイシ広美社      （広島県府中市） 

 

 

２．販路・取引先開拓支援 

（１）機会創出支援事業（Win-Win2007） 

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－Ｗｉｎ2007】 

開催日：平成１９年９月６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）：２６社 

イオン（株）、（株）イズミ、伊藤忠食品（株）、（株）サンリブ、（株）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、生活協同組合ひろしま、（株）天満屋ストア、企業組合東京セールス 

レップ、（株）東急ハンズ、（株）ナンバ、（株）仁科百貨店、（株）日本アクセス、（株）フジ、（株）藤三、 

（株）フレスタ、（株）フレッシュフーズ九州、マックスバリュ西日本（株）、（株）マルアイ、三井食品 

（株）、（株）モリヤマ、（株）ユアーズ、（株）ユーホー、（株）ラクーン、（株）リアリット、（株）菱食、 

以上 26 社（五十音順） 

参加セラー企業（食品・生活雑貨関連企業）：１２１社 

個別商談件数：６０４件 

商談結果：成約見込み ・・・１０７件（１７．７％） 

再商談希望      ・・・２８３件（４６．９％） 

〔バイヤー回答〕 



３．調査研究 

（１）ニュービジネス研究会 

   中国ＮＢＣ会員の新しい取り組みを意識した提案テーマや課題に対して、一緒に取り組む意欲の 

ある企業や同一の課題を持つ企業を募り、調査研究事業（ニュービジネス研究会）を実施。 

 実施テーマ 「ＩＴ活用によるサービス産業のイノベーション研究会」 

       「社員のモチベーションがアップするサービス系マネージメント研究会」 

 

Ⅱ．経営改革支援                                  

１．人材支援、リクルート支援 

（１）若者と中小企業とのネットワーク構築事業 

若い人材の都市圏流出傾向が強まる中、地方の中小企業における若手人材不足は深刻化している。 

この一因として、中小企業側では、大手企業と比して、学生へのＰＲ手段や交流する機会が乏し 

い。学生側では、就職する前に、社会と接する機会に乏しく、イメージ先行の就職活動に陥って

しまっているということが挙げられる。そこで中国ＮＢＣのネットワークを活用し、大手企業に

は無い、中小企業ならではの魅力など一歩踏み込んだ情報を若手人材に届け、中小企業が広域的

かつ多分野の若手人材を確保できる環境整備を行う。 

 実施事業内容 

１．学生向け企業ＰＲ冊子作成 ２．企業向け人材確保のためのセミナー  

３．企業見学会 ４．中小企業プレゼン（企業が大学に行き、自社ＰＲと個別相談会を実施） 

５．中小企業と学生との交流会（企業・学生との意見交換会） 

 

（２）アジア人財資金構想（高度実践留学生育成事業） 

中国地域の産業を支える中堅・中小企業の国際競争力強化支援の一環として、日本企業・日系企 

業へ就職意志を持つ能力・意欲の高いアジア等からの留学生を対象に、日本語研修から就職支援

までの一連の事業を実施して産業界で活躍する専門イノベーション人材の育成を図り、これら留

学生の日本企業・日系企業への就職を組織的かつ継続的に支援するシステムの構築を図る。 

    実施事業内容 

  １．ビジネス日本語教育 ２．日本ビジネス教育 ３．インターンシップ ４．就職支援 

 

２．情報化支援 

（１）企業情報化支援事業（ＩＴ応援隊 ＣＩＯ育成研修会） 

経営戦略を実現するための新しいビジネスモデルや業務ルールの策定および IT 利活用を円滑に 

推進するためのプロセスを理解することを目的に経営戦略（経営指針書）作成、または作成中の 

企業の経営者・情報担当者を対象に経営戦略から実行に移すための業務フローの改善、システム 

化（IT 利活用）に重点を置いたセミナーを実施する。 

   【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１９年１０月１３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１９年１０月２７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１９年１１月１０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１９年１１月２４日／場所：ビューポート呉 

 

３．情報提供 

（１）ツールを活用した情報発信 

【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】 

  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。 

 

Ⅲ．ネットワーク拡大支援                              

１．会員交流 

（１）支部拡大・交流事業 

  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。 

【鳥取支部】 

   「地域資源活用フォーラム」 

    開催日：平成 19 年 5 月 18 日（金）／場所：ホテルニューオータニ鳥取 

    ・情勢報告 

      「地域資源の活用に向けた動きと諸施策について」 

         中国経済産業局 産業部長 柏葉 清志 氏 

・企業プレゼン 

 いなば和紙協業組合、株式会社 サカモト、株式会社 豆の木倶楽部 

   株式会社 エムズプラン、株式会社 ヤスオカ、日本ランドメタル 株式会社 

・パネルディスカッション ～地域資源活用討論会～ 

   モデレーター 

      鳥取県中部総合事務所長  山本 光範 氏 

   パネリスト 

      中国経済産業局  産業部長   柏葉 清志 氏 

      鳥取県商工労働部 次長     岡村 整諮 氏 

      株式会社 鳥取大丸 営業企画部  

               ディビジョンマネージャー  谷口 道雄 氏 

      華道家 花匠前野主宰      前野 博紀 氏 



 

【島根支部】 

    「地域からの挑戦：人材から人財」 

     開催日：平成 19 年 4 月 13 日（金）／場所：くにびきメッセ 

     講演 「地域からの挑戦：人材から人財」～起業・企業の成功例、失敗例、将来展望～ 

       株式会社 キャリア・マム  代表取締役 堤 香苗 氏 

 

 【鳥取・島根合同】 

    「鳥取・島根地域資源活用活性化フォーラム」 

     開催日：平成 19 年 10 月 9 日（火）／場所：くにびきメッセ 

      企業紹介プレゼン 

        （鳥取）いなば和紙協業組合、株式会社 サカモト 

        （島根）株式会社 ケイ・エフ・ジー、有限会社 フューチャーフィッシュ 

      パネルディスカッション 

        モデレーター    

島根県 産業創出プロデューサー 矢野 仁 氏 

        パネリスト  

   中国経済産業局長        杉田 定大 氏 

   ヒロボー 株式会社 代表取締役  松坂 敬太郎 氏 

   株式会社 モルテン 代表取締役  民秋 史也 氏 

   財団法人 鳥取県産業振興機構 理事長  金田 昭 氏 

                    

【岡山支部】 

  「女性起業家直撃セミナー ～想いを仕事につなげていく発信力～」 

開催日 平成 19 年 7 月 25 日（水）／場所：ルネスホール 

基調講演 

演題：「想いを仕事につなげていく発信力」 

講師：株式会社トッピング 代表取締役社長 高津 玉枝氏 

パネルディスカッション 

 モデレーター 

 株式会社パピィウイニング 代表取締役 大橋 美枝子 氏 

パネリスト 

株式会社トッピング 代表取締役社長 高津 玉枝 氏 

株式会社脇木工 専務取締役 脇 容子 氏 

有限会社イデア 代表取締役 那須 映子 氏  

  

【山口支部】 

 女性起業家の事件簿！！「起業家 110 番」があなたの悩みに答えます！！ 

開催日：平成 19 年 8 月 30 日（木）／場所：山口グランドホテル  



基調講演 

講師：ダイヤル・サービス（株） 代表取締役 今野 由梨 氏 

演題：「You can do it! あなたならきっとできる」  

 パネルディスカッション～起業家 110 番～ 

調査員／コーディネーター： 

 （株）トリニティ 代表取締役社長 世良 弥和子 氏 

「起業家 110 番」局長／パネラー： 

 ダイヤル・サービス（株） 代表取締役 今野 由梨 氏 

相談員／パネラー： 

 （株）プティット 代表取締役社長 宇多川 きよ美 氏 

 （有）楽さん家 代表取締役 橋村 雅子 氏 

 （株）ケア・リンク 品質管理部マネージャー 高澤 留美子 氏 

 （株）パピィウイニング 代表取締役 大橋 美枝子 氏  

 

（２）女性部会活動 

 女性起業家の支援をはじめとする女性部会活動の支援を目的に、女性部会独自の活動のほか、支部

との合同イベントを実施。 

（１）鳥取支部女性部会 

  【第１回】「地域資源活用フォーラム」 

    開催日：平成 19 年 5 月 18 日（金）／場所：ホテルニューオータニ鳥取 

    ・情勢報告 

      「地域資源の活用に向けた動きと諸施策について」 

         中国経済産業局 産業部長 柏葉 清志 氏 

・企業プレゼン 

 いなば和紙協業組合、株式会社 サカモト、株式会社 豆の木倶楽部 

   株式会社 エムズプラン、株式会社 ヤスオカ、日本ランドメタル 株式会社 

・パネルディスカッション ～地域資源活用討論会～ 

   モデレーター 

      鳥取県中部総合事務所長  山本 光範 氏 

   パネリスト 

      中国経済産業局  産業部長   柏葉 清志 氏 

      鳥取県商工労働部 次長     岡村 整諮 氏 

      株式会社 鳥取大丸 営業企画部  

               ディビジョンマネージャー  谷口 道雄 氏 

      華道家 花匠前野主宰      前野 博紀 氏 

  【第２回】「デザイン勉強会」 

 開催日 平成 19 年 9 月 18 日（火）  

講師：テキスタイルミュージック 水田 祐史 氏 

参加者数：10 名  

 

 



【第３回】「鳥取・島根地域資源活用活性化フォーラム」（鳥取・島根合同開催） 

     開催日：平成 19 年 10 月 9 日（火）／場所：くにびきメッセ 

      企業紹介プレゼン 

        （鳥取）いなば和紙協業組合、株式会社 サカモト 

        （島根）株式会社 ケイ・エフ・ジー、有限会社 フューチャーフィッシュ 

      パネルディスカッション 

        モデレーター    

島根県 産業創出プロデューサー 矢野 仁 氏 

        パネリスト  

   中国経済産業局長        杉田 定大 氏 

   ヒロボー 株式会社 代表取締役  松坂 敬太郎 氏 

   株式会社 モルテン 代表取締役  民秋 史也 氏 

   財団法人 鳥取県産業振興機構 理事長  金田 昭 氏 

 

  【第４回】「デザインセミナー」 

 開催日 平成 20 年 3 月 26 日（水）  

講師：テキスタイルミュージック 水田 祐史 氏 

参加者数： 名 

 

（２）島根支部女性部会 

  【第１回】「地域からの挑戦：人材から人財」 

     開催日：平成 19 年 4 月 13 日（金）／場所：くにびきメッセ 

     講演 「地域からの挑戦：人材から人財」～起業・企業の成功例、失敗例、将来展望～ 

       株式会社 キャリア・マム  代表取締役 堤 香苗 氏 

  【第２回】「ワーク・ライフ・バランス勉強会」 

     開催日：平成 19 年 8 月 7日（火） 

     講師：（財）21 世紀職業財団 ○○ 

     参加者 8名 

【第３回】「鳥取・島根地域資源活用活性化フォーラム」（鳥取・島根合同開催） 

     開催日：平成 19 年 10 月 9 日（火）／場所：くにびきメッセ 

      企業紹介プレゼン 

        （鳥取）いなば和紙協業組合、株式会社 サカモト 

        （島根）株式会社 ケイ・エフ・ジー、有限会社 フューチャーフィッシュ 

      パネルディスカッション 

        モデレーター    

島根県 産業創出プロデューサー 矢野 仁 氏 

        パネリスト  

   中国経済産業局長        杉田 定大 氏 

   ヒロボー 株式会社 代表取締役  松坂 敬太郎 氏 

   株式会社 モルテン 代表取締役  民秋 史也 氏 

           財団法人 鳥取県産業振興機構 理事長  金田 昭 氏 



  【第４回】「Ｙｏｕｒ Ｓｔａｇｅ」への出展（（独）雇用能力開発機構主催） 

      開催日：平成 19 年 11 月 14 日（水） 

      参加者：8名 

 

（３）岡山支部女性部会 

  【第１回】「総会」 

開催日：平成 19 年 4 月 24 日（火）／場所： ホテルレオパレス岡山  

参加者数：19 名  

 【第２回】「モノづくりの町「府中」 夢☆浪漫ツアー」（正会員限定企画） 

 開催日：平成 19 年 7 月 6日（金） 

場所：リョービ（株）、ヒロボー（株）（工場見学）、エール・ドゥ・ヒロ（懇親会）   

参加者数 25 名  

【第３回】「女性起業家直撃セミナー ～想いを仕事につなげていく発信力～」 

開催日 平成 19 年 7 月 25 日（水）／場所：ルネスホール 

第 1部 講演会 

演題：「想いを仕事につなげていく発信力」 

講師：株式会社トッピング 代表取締役社長 高津 玉枝氏 

第 2部 高津氏と中国ＮＢＣ岡山支部女性部会会員によるパネルディスカッション 

コーディネーター： 株式会社パピィウイニング 代表取締役 大橋 美枝子氏 

パネリスト：株式会社トッピング 代表取締役社長 高津 玉枝氏 

株式会社脇木工 専務取締役 脇 容子氏 

有限会社イデア 代表取締役 那須 映子氏  

第 3 部 懇親会（場所：ルネスホール 公文庫カフェ） 

参加者数：63 名  

【第４回】「第 1回 小さなセミナー」／場所：岡山市勤労者福祉センター 

開催日 平成 19 年 9 月 7日（金）  

     演題「秋月志穂税理士の税務講座 ～税務 身近なあれこれ～」  

講師：秋月志穂税理士事務所 秋月 志穂氏  

参加者数：13 名  

【第５回】「あの会社に行きたい！」ツアーin 玉島 

開催日：平成 19 年 10 月 30 日（火）  

場所：円通寺・玉島町並み保存地区散策～割烹子元～ナカシマプロペラ（株）玉島工場見学 

参加者数：12 名 

【第６回】「第 2回 小さなセミナー」／場所：後楽ホテル 

開催日：平成 19 年 12 月 13 日（木） 

演題「早めの準備が身を助ける！！自営業者、経営者の退職金作りと資産運用」 

講師：まつだプランニングオフィス ファイナンシャル・プランナー 松田 里美氏 

参加者数：10 名 

【第７回】「第 3回 小さなセミナー」／場所：メルパルク OKAYAMA 

開催日：平成 20 年 2 月 20 日（水） 

演題「どうしたらいいの？この労使トラブル！」 



講師 岸野社会保険労務士事務所  社会保険労務士 岸野 惠子氏 

参加者数：15 名  

 

（４）広島支部女性部会 

【ビジネス交流カフェ vol.1】｢キャリアプラン｣／場所：ひろしま国際ホテル 

開催日：平成 19 年 6 月 28 日（木） 

 演題「幸福キャリア設計～この会社で働けてよかった･･･この仕事を選んでよかった～」 

参加者数：15 名 

担当：にしともこ社会保険労務士事務所 代表 西 朋子氏 

(株)ウーブル ロールモデル研究所 代表取締役社長 十倉 純子氏  

【ビジネス交流カフェ vol.2】「シーズ評価」／場所：ひろしま国際ホテル 

開催日：平成 19 年 7 月 26 日（木） 

 演題「わたしの会社の“シーズとニーズ”合ってるかしら？」 

参加者数：16 名 

担当：(株)ハーティア 代表取締役社長 森 美穂子氏 

(株)古昌商店 代表取締役 古本 由美氏 

【ビジネス交流カフェ vol.3】「人脈」／場所：ひろしま国際ホテル 

開催日：平成 19 年 9 月 27 日（木） 

演題 「“よい仕事”は“よい人脈”から生まれる」 

～自らを見つめなおし、相手を認めるエニアグラム～ 

     講師 中関 佳子氏 

参加者数：51 名 

担当：(有)SOHO 総研 代表取締役 牛来 千鶴氏 

(株)橘運送店 常務取締役 栗原 良子氏  

【ビジネス交流カフェ vol.4】「営業」／場所：ひろしま国際ホテル 

開催日：平成 19 年 10 月 25 日（木） 

演題 「『ビジネス言葉』に『ノイズ言葉』が入っていませんか？」  

参加者数：21 名 

担当：丸栄（株）代表取締役社長 立木 陽子氏 

中国ＮＢＣ 宮下 順子 

  【ビジネス交流カフェ vol.5】「販路開拓」／場所：ひろしま国際ホテル 

開催日：平成 19 年 11 月 29 日(木) 

演題 販路開拓・営業の拡大には、思わぬ落とし穴がある？！ 

「40 倍稼ぐしくみ！売上アップを加速させる販路開拓」 

     講師 (株)ネットプライスドットコム 取締役副社長 池本 克之氏 

参加者数：59 名 

担当：(株)ハー・ストーリィ 代表取締役社長 日野 佳恵子氏 

Ｂｅ Ｈａｐｐｙ 代表 三上 弘恵氏  

【ビジネス交流カフェ vol.6】ウェルネス産業／場所：ひろしま国際ホテル 

開催日：平成 20 年 1 月 31 日（木） 

演題「次なる 100 兆円産業 ～ウェルネス革命のこれから～」 



講師  NPO 法人日本ホリスティック医学協会 常任理事 山本 哲郎医学博士 

参加者：28 名 

担当：(株)ティーエスピー 代表取締役 多田 多延子氏 

   新庄みそ(株) 取締役営業部部長 山本 美香氏 

【２月例会】平成 19 年度活動報告会／場所：ひろしま国際ホテル 

  開催日：平成 20 年 2 月 28 日(木)  

  参加者：10 名 

【３月例会】平成 20 年度活動計画会／場所：ひろしま国際ホテル 

  開催日：平成 20 年 3 月 24 日(月) 

  参加者：14 名 

 

（５）山口支部女性部会 

【第１回】女性部会委員会・人材育成のための自己分析講座 

開催日：平成 19 年 4 月 18 日（水） 

場所： 中関ゴルフ＆コミュニティ倶楽部 クラブハウス内 

演題「人材育成のための自己分析講座」 

講師（株）プティット 取締役 鴨田 真弓氏  

参加者：12 名 

【第２回】ビジネスと人生をかえる？！自社分析講座／場所：新山口ターミナルホテル 

開催日 平成 19 年 6 月 21 日（木） 

講師 （株）トリニティ 代表取締役社長 世良 弥和子氏  

参加者：10 名 

【第３回】女性起業家の事件簿！！「起業家 110 番」があなたの悩みに答えます！！ 

（（独）雇用・能力開発機構 山口センター 共催） 

開催日：平成 19 年 8 月 30 日（木） 

場所：山口グランドホテル 

第 1部  基調講演 

講師：ダイヤル・サービス（株） 代表取締役 今野 由梨氏 

演題：「You can do it! あなたならきっとできる」  

第 2 部 起業家 110 番 

調査員／コーディネーター： 

 （株）トリニティ 代表取締役社長 世良 弥和子氏 

「起業家 110 番」局長／パネラー： 

 ダイヤル・サービス（株） 代表取締役 今野 由梨氏 

相談員／パネラー： 

 （株）プティット 代表取締役社長 宇多川 きよ美氏 

 （有）楽さん家 代表取締役 橋村 雅子氏 

 （株）ケア・リンク 品質管理部マネージャー 高澤 留美子氏 

 （株）パピィウイニング 代表取締役 大橋 美枝子氏  

第 3 部 懇親会  

参加者：90 名 



【第４回】接遇マナーと顧客心理 営業への上手な活用法講座 

開催日：平成 19 年 11 月 16 日（金） 

場所：防府市地域協働支援センター  

講師 フェスティナ・レンテ 代表 野関 由味子氏  

参加者：24 名 

 

２．連携促進 

（１）ＪＮＢ・各ＮＢＣとの連携活動 

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。 

 

（２）内外関係機関との交流および協力 

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。 

 

３．異業種交流会 

（１）広域・異業種交流事業（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１９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 

４／２５ （株）テレビ新広島 テレビ新広島 新館 ２０７ 

５／２１ 広島ガス（株） ガストピアセンター １９３ 

８／２３ ＪＡ広島中央会 ＪＡビル 10 階 ２８２ 

９／２６ （株）広島銀行 広島銀行ハイビル 21 17 階 １３８ 

１０／２９ （株）中国電力 

中国経済連合会 

平和大通り電気ビル 20 階 ２４６ 

１／２８ 中国経済産業局 中国経済産業局 2 階 １８０ 

 

Ⅳ．新事業創出支援 

１．産業クラスター事業 

地域における新事業やベンチャー企業が続々と創出されるような事業環境を整備し、新産業の創出及 

びイノベーティブな産業集積の形成を目指し、質の高い「顔の見える人的・産学官ネットワーク」を構 

築し、その充足・拡充を図るとともに、ネットワークから創出されたシーズ・ニーズの集約と、その実 

用化・事業化を目指し、本事業の自立化を視野に入れた推進を図る。なお、推進に関しては、（財）ち 

ゅうごく産業創造センター（以下ＣＩＩＣ）と両者で協調し、本事業を実施するとともに、拠点組織、 

（独）中小企業基盤整備機構中国支部および金融機関等の中国地域の関係機関との連携を強化はもちろ 

んのこと、他地域の支援機関等の関係機関との連携も強化し、支援の加速を図った。 

 

（１）産業クラスターネットワークの形成促進 

①クラスター・マネージャーの設置 



    次クラ：清田 憲一 

    循環・環境：竹内 善幸 

②「拠点連絡会議」の開催 

「拠点連絡会議」の開催１（合同） 

日時 ：平成１９年５月２１日  

場所 ：中国経済産業局 第一会議室 

参加者：経済産業省２名、経済産業局１９名、推進組織名１６名、拠点組織１３名、 

その他 5名 

 

（２）産業クラスターフォーラムの運営 

①「産業クラスター形成懇話会」の開催 

「産業クラスター形成懇話会」の開催１ 

日時 ： 平成１９年１０月２６日 

場所 ： 広島県民文化センター５Ｆパール 

参加者数 ：委員１０名、事務局１７名、クラスターマネージャー3名 

 

「産業クラスター形成懇話会」の開催２ 

日時 ： 平成２０年３月２１日 

場所 ： ホテルセンチュリー２１広島 

参加者数 ：委員７名、事務局１５名、クラスターマネージャー3名 

 

（３）自立化調査検討 

  調査検討委員会の開催 

＜第１回＞ 

  開催日：平成１９年１０月２２日 

  場所：中国経済産業局 

  出席者数：出席者１４名 

＜第２回＞ 

  開催日：平成１９年１１月２７日 

  場所：中国経済産業局 

  出席者数：出席者１６名 

＜第３回＞ 

開催日：平成２０年１月２３日 

場所：中国経済産業局 

出席者数：出席者１６名 

 

２．新事業創出支援事業 

（１）コーディネーターによるマッチング活動 

  （コア技術把握及びコーディネートのための企業・大学訪問） 

クラスター計画参加企業のポテンシャル、コア技術把握及び企業間連携、産学連携を進めるコーデ 

ィネートのため、機械産業新生プロジェクト参加企業、循環型産業形成プロジェクト参加企業及び 



中国地域の大学・高専等に対し、専門知識を持った７人のコーディネーターとアドバイザーが延べ 

４７８回の企業・大学等の訪問を実施した。 

 

（２）推進組織コーディネーター連絡会議の開催 

①合同コーディネーター会議 

「コーディネーター連絡会議」の開催（合同） 

日時 ：平成１９年１１月１５日 

場所 ：広島合同庁舎 共用会議室 

参加者：経済産業局１１名、推進組織３２名、拠点組織他４５名 

  １．情報提供 

１）中部経済連合会と連携した技術評価 

  東海ものづくり創成プロジェクト 中経連新規事業支援機構所長 近藤 邦治氏 

２）情報家電ビジネスパートナーズ（ＤＣＰ）の紹介 

  ネオクラスター推進共同体 クラスターマネージャー 堀江 多賀雄氏 

３）クラスター活動における今後の販路支援について 

  （社）中国地域ニュービジネス協議会 常務理事  林 義之 

４）技術評価事業の紹介 

  ネオクラスター推進共同体 クラスターマネージャー 三原 孝夫氏 

５）ベンチャーキャピタルから見たプロジェクト支援について 

  フューチャーベンチャーキャピタル㈱ 取締役投資本部長 今庄 啓二氏 

②循環・環境分野コーディネーター会議 

「循環・環境定例会議」の開催１ 

日時 ：平成１９年４月９日  

場所 ：中国経済産業局  

参加者：経済産業局１６名、推進組織８名 

       

「循環・環境定例会議」の開催２ 

日時 ：平成１９年５月７日  

場所 ：中国経済産業局 

参加者：経済産業局１１名、推進組織７名 

         

「循環・環境定例会議」の開催３ 

日時 ：平成１９年６月５日  

場所 ：中国経済産業局  

参加者：経済産業局１１名、推進組織７名 

         

「循環・環境定例会議」の開催４ 

日時 ：平成１９年７月２日  

場所 ：中国経済産業局 

参加者：経済産業局１１名、推進組織７名 

          

「循環・環境定例会議」の開催５ 



日時 ：平成１９年８月６日  

場所 ：中国経済産業局 

参加者：経済産業局１０名、推進組織７名 

         

「循環・環境定例会議」の開催６ 

日時 ：平成１９年９月３日  

場所 ：中国経済産業局 

参加者：経済産業局１１名 、推進組織７名  

         

「循環・環境定例会議」の開催７ 

日時 ：平成１９年１０月４日  

場所 ：中国経済産業局 

参加者：経済産業局１１名、推進組織７名 

       

「循環・環境定例会議」の開催８ 

日時 ：平成１９年１１月５日  

場所 ：中国経済産業局 

参加者：経済産業局１１名、推進組織７名 

         

「循環・環境定例会議」の開催９ 

日時 ：平成１９年１２月１０日  

場所 ：中国経済産業局 

参加者：経済産業局１０名、推進組織７名 

   

「循環・環境定例会議」の開催１０ 

日時 ：平成２０年１月１５日  

場所 ：中国経済産業局 

参加者：経済産業局９名、推進組織９名 

  

（３）国内環境エネルギークラスター連携可能性調査 

  環境エネルギークラスター分野における他地域の同分野クラスターとの連携の可能性方策を検討 

し、新たなビジネスモデルの策定を実施。 

ビジネスモデル作成数：７つの連携方策を取りまとめ。 

 

（４）環境関連製品試作品ビジネス可能性調査 

  基礎研究から競争的資金獲得までの間における試作品の製作に焦点をあて、試作品請負ビジネスの 

可能性等についての調査を実施。調査結果をもとにビジネスモデルを具現化させるために、研究会 

に移行。 

 

（５）特許技術調査 

  研究交流会等の中から具体的な研究テーマの絞込みをする際に、成長力のあるものに的確に焦点を 



当てるため、特許技術調査を実施。具体的には環境・安全等に対応し、自動車の電子化が急速に進 

展しており、従来の内燃機関の高効率化やハイブリッド自動車、電気自動車などのバッテリー等の 

開発が積極的に行われている中、最新技術の開発動向を把握し、中国地域において集積の高い自動 

車関連産業の次世代技術を育成するため、特許技術調査による技術マップを作成。 

 

３．ネットワーク自立化支援事業 

（１）コーディネーターによる自立化可能性調査 

  コーディネーターによるコア企業を中心とした企業ニーズ等の収集・把握のために、１０月～３月 

に延べ６６回訪問。 

 

４．連携促進事業 

（１）研究交流会等の実施及び支援 

  特定分野にターゲットを絞り、企業・大学・研究機関等の実務者およびコーディネーター間の交流 

会を実施。 

 

① 「ロボット・ＲＴ研究交流会」 

    日 時：平成１９年５月２８日 

    場 所：岡山国際交流センター 国際会議場 

参加者：８１名 

１．講演 

 １）「技術戦略マップ２００７について－ロボット・ＲＴ分野－」 

経済産業省 産業技術環境局 研究開発課 課長補佐 山根 正慎氏 

２）「次世代中核産業クラスター計画におけるロボット・ＲＴの取組み」 

中国経済産業局 次世代産業課 調査官 田中 幸仁氏 

 

２．中国地域における取組み紹介 

    しまねロボット技術研究会、おかやまロボット研究会、ひろしま生産技術の会 

 

３．ロボットの活用事例 

  １）「配管減肉検査ロボットの実用化状況」 

関西エックス線株式会社 技術本部長 八島 実氏 

 

① 「岡山自動車関連産業交流会」 

  日 時：平成１９年１０月４日 

  場 所：メルパルク岡山 

参加者：１０２名 

 

１．講演 

  １）「自動車用パワーソースにおける研究開発のフロントライン」 

     鳥取大学工学部機械工学科 動力・熱工学研究室 教授 大澤 克幸氏 

  ２）「今後の自動車技術開発の方向性について」 

     三菱自動車工業株式会社 技術開発本部 副本部長 橋本 徹氏 



 

２．情報提供 

    １）「岡山発！バイオマス自動車プロジェクト推進事業について」 

    岡山県産業労働部 新産業推進課 課長 石井 茂氏 

２）「岡山地域における研究会設立に向けて」 

       中国経済産業局地域経済部 次世代産業課 推進２係長 平山 智康氏 

 

③「自動車関連産業研究交流会」 

   日 時：平成１９年１１月８日 

   場 所：ホテルセンチュリー２１広島 

   参加者：８８名 

 

 １．講演 

  １）「自動車部品産業の現状と課題」 

     経済産業省 製造産業局 自動車課 課長補佐 阿部 一也氏 

  ２）「明日は今日？昨日かも？」 

     ＭＡＧＮＡ ＳＴＥＹＲ ゼネラルマネージャー 小林 利雄氏 

 

２．フリーディスカッション 

    テーマ：『世界を見据えた競争と協働を考える』 

   ＜モデレーター＞ 

堀尾 斉正氏（広島大学 社会連携推進機構 産学連携センター 産学連携部門長・教授） 

   ＜パネリスト＞６名（順不同） 

   阿部 一也氏（前掲） 

小林 利雄氏（前掲） 

荻野 武男氏（荻野工業株式会社 代表取締役社長） 

菅 武春氏（ダイキョーニシカワ株式会社 主席研究員） 

山中 成昭氏（株式会社久保田鐵工所 先行技術開発新規顧客開発本部 取締役本部長） 

岩城 富士大氏（財団法人ひろしま産業振興機構 広島県中小企業・ベンチャー総合支援 

センター プロジェクトマネージャー、東京大学大学院経済学研究科もの 

づくり経営研究センター特任研究員） 

   

④「表面処理技術研究交流会」 

日 時：平成１９年１１月２０日 

場 所：米子ワシントンホテルプラザ 

参加者：７０名 

 

１．講演 

 「たたら製鉄の技と精神（こころ） ～誠実は美鋼を生む～」 

   国選定保存技術保持者 日刀保たたら村下 木原 明氏 

２．技術発表 

   鳥取県金属熱処理協業組合（鳥取県米子市） 

 オーエム産業株式会社（岡山県岡山市） 

 倉敷ボーリング機工株式会社（岡山県倉敷市） 



高周波熱錬株式会社岡山工場（岡山県総社市） 

堀金属表面処理工業株式会社岡山工場（岡山県高梁市） 

柿原工業株式会社（広島県福山市） 

新中央工業株式会社（広島県東広島市） 

株式会社ナガト（広島県広島市） 

株式会社日本パーカーライジング広島工場（広島県広島市） 

日立金属株式会社表面改質センター（島根県松江市） 

 

⑤「高機能難加工材の加工・生産システム研究交流会」 

  日 時：平成１９年１１月２６日 

  場 所：ホテルＪＡＬシティ広島 

  参加者：５５名 

 

１．講演 

   １）「超高張力鋼板の温・熱間プレス加工」 

豊橋技術科学大学 工学部生産システム工学系 教授 森 謙一郎氏 

   ２）「高張力鋼板、アルミニウム板のスプリングバック対策技術」 

広島大学大学院 工学研究科機械システム工学専攻 教授 吉田 総仁氏 

３）「アルミニウム、マグネシウム、チタン板の成形技術」 

弓削商船高等専門学校 商船学科 教授 中 哲夫氏 

 

２．企業事例紹介 

    「マグネシウム合金の鍛造事例」 

    協業組合菊水フォージング 常務理事・製造部部長 中津 玄弘氏 

 

⑥「工作機械の高度化研究交流会」 

日 時：平成２０年２月１３日 

  場 所：ホーコス株式会社 

  参加者：６５名 

 

１．本社工場見学  

 

２．福山北工場見学 

 

３．講演 

１）「回転中工具の観察用カメラシステムの開発」 

      竹保 義博氏（広島県立総合技術研究所 東部工業技術センター 加工技術研究部 

副主任研究員） 

２）「ＭＱＬ加工技術」 

槇山 正氏（ホーコス株式会社 開発企画部 係長） 

 

⑦「ＲＴ広域連携セミナーin 広島」～ＲｏｏＢＯ（大阪）と中国地域のＲＴ相互交流～ 

日 時：平成２０年３月１２日 



  場 所：八丁堀シャンテ 

  参加者：５４名 

 

 １．「次世代ロボット開発ネットワーク『ＲｏｏＢＯ』活用方法」 

     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 

 

 ２．ＲｏｏＢＯ事例紹介 

   １）「産業用ロボットの専門家から見たサービス分野へのロボット導入の可能性」 

     東洋理機工業株式会社 代表取締役 細見 成人氏 

  

    ２）「異業種コラボで屋上緑化をかしこく管理知能緑化管理システム ソイルマスターの紹介」 

株式会社エビア 常務取締役 福澤 トール 明氏 

 

 ３．中国地域の情報提供 

   １）広島県ＲＴイノベーションフォーラム立ち上げについて 

     広島県商工労働部 産業振興局 新産業振興室室長 沖田 清治氏 

   ２）ＲＴ－ism の今後（２０年度）に向けて 

     中国経済産業局 次世代産業課 調査官 森安 輝氏 

     

⑧「岡山自動車関連産業交流会」 

   日 時：平成２０年３月１８日 

   場 所：岡山コンベンションセンター 

   参加者：９３名 

 

１．講演 

１）「電気自動車の実用化普及に向けて」 

三菱自動車工業 株式会社 

  ２）「大阪大学 接合科学研究所における接合技術研究」 

     大阪大学 接合科学研究所 教授 片山 聖二氏 

 

    （そのまま一部の参加企業による研究会に移行) 

     テーマ１： 塑性加工等製造技術研究 

           参加企業・団体： １７社 

     テーマ２： 次世代高付加価値部材研究 

           参加企業・団体： １８社 

 

⑨「三菱化学見学会」 

  日 時：平成２０年３月４日 

  場 所：三菱化学 本社 

  参加者：２５名 

 



１．三菱化学自動車関連事業推進センターの概要説明  

三菱化学株式会社自動車関連推進センター 副センター長 石井 健氏 

 

２．「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ ＰＬＡＺＡ」見学 

 

３．最新のインド動向報告 

   財団法人ひろしま産業振興機構 プロジェクトマネージャー 岩城 富士大氏 

 

⑩「竹資源利用社会形成に向けたシンポジウム ～竹の利用技術、伐採から工業利用まで～」 

  日 時：平成１９年５月２５日 

  場 所：ホテルＪＡＬシティ広島 

  参加者：１２８名 

   

１．講演  

   「タケのバイオマス活用と企業化への課題」 

     富山県中央植物園 園長 内村 悦三氏 

２．技術紹介 

   「竹の破砕技術について」 

    株式会社御池鐵工所 常務取締役 林 孝治氏 

   「エクストルーダーを使った竹繊維の利用」 

    モリマシナリー株式会社 バイオマスグループ 次長 山本 顕弘氏 

   「廃牡蠣筏竹材の炭化技術」 

    広島ガステクノ株式会社 環境営業部 環境営業担当 副課長 横田 暁氏 

   「竹炭による水の浄化効果」 

    ガイヤ協同組合 理事 今谷 龍彦氏 

   「超臨界技術による竹からの有効成分抽出」 

    株式会社超臨界技術研究所 取締役所長 佐伯 憲治氏 

   「竹材および林地残材の圧縮結束搬出技術」 

    中外テクノス株式会社 本部環境技術センター 技術部長 宅和 正彦氏 

「浮遊外熱式高カロリーバイオマスガス化システムと竹資源への応用」 

    株式会社リョーセンエンジニアズ 産業情報機器部 次長 吉田 茂樹氏 

   「竹繊維工業化について」 

    ジンアーキ株式会社 代表取締役社長 吉田 義臣氏 

   「牡蠣筏のリサイクル事業（廃筏廃竹の有効利用）」 

    協同組合リメイク広島 専務理事 山岸 善忠氏 

 

⑪ 「バイオマス利用社会形成に向けたシンポジウム 

～微生物・酵素利用技術に関する新連携の構築に向けて～」 

   日 時：平成１９年６月１１日 

   場 所：ホテルセンチュリー２１広島 

   参加者：７９名 



 

 1. 講演  

  １）「乳酸共重合体の合成・物性ならびに酵素分解性」 

広島大学 産学連携センター 准教授 白浜 博幸氏 

２）「酵素の環境分野への利用と展開」 

     独立行政法人酒類総合研究所 醸造技術応用研究部門 部門長 家藤 治幸氏 

３）「微生物がつくりだすユニークな糖質関連酵素とその応用」 

     株式会社林原生物化学研究所 研究センター糖質研究部門 主席研究員 西本 友之氏 

  ４）「海藻醗酵産業への創出へのとりくみ」 

独立行政法人水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 主任研究員 内田 基晴氏 

５）「土から生まれ、土に還る。生分解樹脂『クリーンスターチ』」 

     クリーンアース株式会社 取締役常務 吉田 晋氏 

 

（２）ビジネスプロモート研究会の実施 

参加企業・大学等をメンバーに具体的な事業化プロジェクトを意識したテーマに対して研究会を 

実施。 

 

 ①ＭＩＭ金型コーティング研究会 

参加者：５社（機関）  実施回数：３回  

②画像処理技術研究会 

参加者：４社（機関）  実施回数：１回 

 

③航空機材研究会 

参加者：７社（機関）  実施回数：４回 

 

④ステント研究会（工業系） 

参加者：２５社（機関） 実施回数：２回 

 

⑤ステント研究会（医療系） 

参加者：２５社（機関） 実施回数：２回 

 

⑥ホットスタンプ研究会 

参加者：９社（機関）  実施回数：５回 

 

⑦水島ＲＴ研究会 

参加者：８社（機関）  実施回数：２回 

 

⑧人工歯根研究会 

参加者：７社（機関）  実施回数：３回 

 

⑨ＨＶＥ熱管理知能化技術研究会 



参加者：６社（機関）  実施回数：１回 

 

⑩ハーフコスト焼鈍法研究会 

参加者：７社（機関）  実施回数：２回 

 

⑪樹脂用金型冷却機能研究会 

参加者：４社（機関） 実施回数：１回 

 

⑫マツダＲＴ活用研究会 

参加者：４社（機関） 実施回数 ：１回 

 

⑬塑性加工製造技術研究会 

参加者：１７社（機関） 実施回数：１回 

 

⑭次世代高付加価値部材研究会 

参加者：１８社（機関） 実施回数：１回 

 

⑮ぴかまく研究会 

参加者：９社（機関） 実施回数：１回 

⑯林業系バイオマス利活用研究会 

参加者：7社（機関） 実施回数：１回 

 

⑰水素インジェクター研究会 

参加者：７社（機関） 実施回数：２回 

 

⑱環境関連試作品ビジネス研究会 

参加者：９社（機関） 実施回数：１回 

 

⑲未利用バイオマス活用リファイナリーシステム研究会 

参加者：７社（機関） 実施回数：１回 

 

⑳呉地域海洋環境プロジェクト研究会 

参加者：１９名  実施回数：1回 

 

○21中海再生プロジェクト研究会 

参加者：49 名  実施回数 ：1回 

  

（３）出合いの場の実施 

  専門展示会を活用し、出展企業と商社とのマッチングの機会を創出。 

 

 <商社との出合いの場> 



①機械要素技術展 

日 時：平成１９年６月２７日～２９日 

場 所：東京ビッグサイト 

出展企業：５社 

追坂電子機器、菊水フォージング、トーヨーエイテック、日本マイクロシステム、 

ビッグツール  

※拠点組織（島根・山口）の出展企業についてもマッチング実施 

商社：２社（住友商事、住友アビーム自動車総合研究所） 

  

②びわ湖環境ビジネスメッセ 

日 時：平成１９年１０月２４日～１０月２６日 

場 所：滋賀県立長浜ドーム  

出展企業：５社 

カンサイ、テコフォーム、ミサワ環境技術、広島ガステクノ、ジンアーキ  

     ※拠点組織（広島）の２社についてもマッチング実施。 

商社：伊藤忠商事 

 

（４）ＦＡを通じたＲＴ高度化に係る推進・拠点との連絡会議 

  ロボット・ＲＴ分野について、ビジネスに成り得るＦＡを観点から関係機関の連携促進を目的に 

連絡会議を実施。 

    

①第１回 連絡会議 

    日時：平成１９年４月２７日  場所：中国経済産業局  参加者：１９名 

 

  ②第２回 連絡会議 

    日時：平成２０年３月１２日  場所：中国経済産業局  参加者：１７名 

 

（５）企業要望に基づく大学シーズとのマッチング事業 

   企業ニーズを踏まえ、当該シーズを保有する大学等との個別マッチングを実施。 

   ＜実施結果＞ 

   ３社の申込があったが、うち１社は該当しなかったため、２社の企業ニーズを大学等との個別 

   マッチングを実施。 

   ・㈱プラｳﾄﾞ…山口大学、(独)科学技術新興機構（JST） 

   ・海水化学工業㈱…（独）産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門 環境流体工学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 

（６）国土交通省（中国地方整備局）公共工事ニーズマッチング 

   専門展示会（国土建設フェア）開催時に、国土交通省（中国地方整備局）に対し、出展企業の 

技術等の売り込みを実施。 

  ＜実施結果＞ 

   出展企業５社（海水化学工業㈱、中外テクノス㈱、美建工業㈱、ランデス㈱、メンテック㈱）の 

技術紹介を国土交通省中国地方整備局ブースにて実施。地方整備局担当者からは公共事業の性格 



上、すぐに採用とはならないが、技術ＰＲが希少な状況でのＰＲ実施は、今後の工事発注時の参 

考となるとの回答を得た。 

 

（７）国内環境エネルギークラスター連携フォーラムの開催 

   国内の環境・循環分野に取り組む機関等が終結し、シンポジウムを実施。今後、効率的・効果的

な展開を図るため、各地域で取組んでいるプロジェクトの中でも関連の多い「バイオマス」をテ 

ーマに、課題・問題等を浮き彫りにし、連携・協働を中心としたプロジェクトの進め方について、

協議を実施。 

 

《具体的な提案内容》 

１．全国連絡協議会設置の提案(技術情報の共有化) 

２．循環モデルを沖縄地域で実証 

３．商業規模での成功事例をつくり全世界に向けて発信、等々 

 

「地域発！バイオマス・クラスター連携シンポジウム～バイオマス利活用ビジネスをめざして～」 

  日 時：平成 20 年 3 月 10 日(月) 13:30～17:20 

場 所：ホテルグランヴィア広島  

 参加者：306 人 

 

１． 講演  

「バイオマスの利活用のあり方」 

京都大学 大学院エネルギー科学研究科 教授 坂 志朗氏 

 

２．特別後援 

「バイオ燃料産業革命」 

三菱商事株式会社 新エネルギー事業ユニット バイオ液体燃料担当 

 シニアマネージャー 澤 一誠氏 

３．パネルディスカッション 

「連携・協働によるバイオマス利活用ビジネスの展開」 

コーディネーター 

「産総研バイオマス研究センターの概要と中国地域での取組み」 

独立行政法人産業技術総合研究所 バイオマス研究センター長 

     広島大学 客員教授 坂西 欣也 氏 

パネリスト１ 

「広島大学バイオマスプロジェクト研究センターなどの活動紹介」 

広島大学 大学院工学研究科 教授 

バイオマスプロジェクト研究センター幹事 松村 幸彦氏 

パネリスト２（東北） 

 「廃棄物の広域燃料化リサイクルシステム」 

  東北循環型社会対応産業クラスター委員会 クラスター・マネージャー 山口 一良氏 

 



パネリスト３（近畿） 

「資源循環型地域モデル〝菜の花エコプロジェクト〟の取組み」 

東近江市あいとうエコプラザ菜の花館 館長  

NPO 法人愛のまちエコ倶楽部事務局長 野村 正次氏 

 

パネリスト（中国） 

    「木質バイオマス利活用の取組み」 

銘建工業株式会社 代表取締役社長 中島 浩一郎氏 

 

パネリスト（四国） 

 「動植物油を原料とするリサイクルオイルの精製・販売、精製プラントの販売」 

  株式会社ダイキアクシス R&D 統括部 開発部 マネージャー 王 祥生氏 

 

パネリスト（九州） 

「バイオマスエネルギーの有効活用と資源循環(鶏ふん焼却と焼却熱を利用した 

バイオマス発電の事業化)」 

みやざきバイオマスリサイクル株式会社 取締役工場長 城島 一彦氏 

 

パネリスト（沖縄） 

  「〝建設系廃木材のエネルギー利用〟での新事業創出」 

   社団法人沖縄県産業廃棄物協会 事務局長 宇都宮 義文氏 

 

コメンテーター 

     中国経済産業局資源エネルギー環境部長 渡邊 誠氏 

 

５.販路開拓支援事業 

（１）専門展示会出展等の有効活用 

  クラスター企業のポテンシャルを効果的にＰＲすることを目的に、具体的なビジネスに直結する 

可能性の高い専門展示会の場を活用し、マッチングを実施。 

  

  ①「機械要素技術展」 

   日時 ： 平成１９年６月２７日～２９日 

場所 ： 東京ビッグサイト 

参加企業 ：５社 

追坂電子機器、菊水フォージング、トーヨーエイテック、日本マイクロシステム、 

ビッグツール 

来場者：82,515 名 (6/27 23,651 名  6/28 27,774 名  6/29 31,090 名) 

 

  ②「びわ湖環境ビジネスメッセ」※拠点組織（広島）と共同出展 

日時 ： 平成１９年１０月２４日～１０月２６日 



場所 ： 滋賀県立長浜ドーム  

参加企業 ：５社 

    カンサイ、テコフォーム広島、ミサワ環境技術、広島ガステクノ、ジンアーキ  

来場者：37,350 名 (10/24 11,200 名、10/25 13,420、10/26 12,730 名) 

 

  ③「国土交通省建設フェア」 

日時 ： 平成１９年１１月３０日～１２月１日 

場所 ：広島グリーンアリーナ・サンクンガーデン基町中央公園  

参加企業 ：５社 

  海水化学工業、中外テクノス、美建工業、メンテック、ランデス 

来場者：13,100 名(11/30：5,700 名、12/1：7,400 名) 

 

（２）他地域のクラスター販路開拓システムの利用 

  近畿局等で行われている「情報家電ビジネスパートナー制度（ＤＣＰ）」、「販路マッチングナビゲ 

ーション」及び「技術評価制度」及び中部経済連合会の「情報支援ネット」を活用し、域外への販 

路開拓・拡大を図った。 

 

 ①「ＤＣＰ」活用相談会 

 第１回 開催日：平成１９年１１月１５日／場所：中国経済産業局 

企業:積層金型 

 

  第２回 開催日：平成２０年２月４日／場所：グランドプリンスホテル広島 

企業：レクサーマトリクス 

 

 ②「情報支援ネット」活用相談会 

第１回 開催日：平成１９年１１月１５日／場所：中国経済産業局 

企業:サンゲン、積層金型、ハイビームテクノロジー 

 

 第２回 開催日：平成２０年２月４日／場所：グランドプリンスホテル広島 

     企業：メンテック、寺方工作所、レクサーマトリクス 

 

 ③「販路マッチングナビゲーション」活用 

第１回 開催日：平成１９年１２月２０日／場所：近畿経済産業局 

企業: シックノン化研 

 

第２回 開催日：平成２０年１月２１日／場所：近畿経済産業局 

企業：丸八 

 

第３回 開催日：平成２０年２月２８日／場所：近畿経済産業局 

企業: 東洋高圧 

 



 ④「技術評価制度」 

    １社（アイクリーテクノワールド） ネオクラスター共同体へ依頼 

 

（３）最終ユーザー（自治体等）への売り込みキャラバン 

   専門展示会（国土建設フェア）開催時に、自治体に対し、出展企業の技術等の売り込みを実施。 

  ＜成果＞ 

   中国５県（広島・山口・岡山・鳥取・島根）の自治体土木関係担当者に対して、出展企業の技術

ＰＲを実施。また、展示会終了後、各自治体に今後の販路開拓・採用についての協力依頼を行っ

たが、各県とも県内企業の技術しか採用できないという消極的な回答であった。 

 

６.情報提供事業 

（１）循環・環境クラスターＰＲパンフレットの作成 

  循環・環境プロジェクトの目的や現在までの取組み、成果および今後の取組み等を整理したＰＲパ 

ンフレットを作成し、プロジェクトの目的、特徴等をＰＲした。 

 

（２）ＭＯＴセミナー 

東友会協同組合等と協力し、広島地域を中心とした自動車関連産業の開発担当者等を対象にＭＯＴ 

セミナーを実施。 

 

①第１回 

 日時：平成１９年７月１０日／場所：日本政策投資銀行 中国支店 

 参加者： ３２名 

１. ガイダンス・問題提起 

「自動車部品サプライヤーの将来展望と経営課題」 

日本政策投資銀行 新産業創造部 島 裕氏 

２. 講演 

「トヨタ生産方式における生産工場のあり方」 

日本政策投資銀行 新産業創造部 竹内 弘氏 

 

  ②第２回 

 日時：平成１９年７月２４日／場所：日本政策投資銀行 中国支店 

 参加者： ３０名 

  １．講義 

   「経営戦略に関する基礎理論」 

    広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻 教授 井上 善海氏 

  

③第３回 

 日時：平成１９年８月２７日／場所：日本政策投資銀行 中国支店 

 参加者： ２７名 

１．ケーススタディ入門編 

グループディスカッション 



２．講演 

「製品開発と新事業の立ち上げについて」 

タカノ株式会社 相談役 堀井 朝運氏 

 

④第４回 

日時：平成１９年９月１４日／場所：日本政策投資銀行 中国支店 

参加者： ２８名 

１．ケーススタディ入門編 

グループ報告・ディスカッション 

２．講評 

東北学院大学専任講師 目代 武史氏 

  

⑤第５回 

日時：平成１９年１０月２４日／場所：日本政策投資銀行 中国支店 

参加者： ２９名  

１．講義 

「企業価値評価の基礎」 

日本政策投資銀行中国支店 次長 水村 淳氏 

２．講義 

「成熟市場における生き残り戦略」 

日本政策投資銀行地域振興部 参事役 藻谷 浩介氏 

  

⑥第６回 

日時：平成１９年１１月２日／場所：日本政策投資銀行 中国支店 

参加者： ２７名 

１．ケーススタディ応用編① 

プレゼンテーション・ディスカッション 

  

⑦第７回 

日時：平成１９年１１月１５日／場所：日本政策投資銀行 中国支店 

参加者： ３０名 

１．講義 

「アジアにおける日本企業のものづくり」 

東京大学大学院経済学研究科 准教授 新宅 純二郎氏 

 

⑧第８回 

日時：平成１９年１２月１９日／場所：日本政策投資銀行 中国支店 

参加者： ３２名 

１．ケーススタディ応用編② 

グループ報告・ディスカッション 

 



⑨第９回 

日時：平成２０年１月１８日／場所：日本政策投資銀行 中国支店 

参加者： ２２名 

１．講義 

「ＱＦＤの基礎理論」 

東京工業大学イノベーションマネジメント研究科 教授 長田 洋氏 

 

⑩第１０回 

日時：平成２０年２月８日／場所：日本政策投資銀行 中国支店 

参加者： ２５名 

１．参加者プレゼンテーション 

 

⑪第１１回 

日時：平成２０年２月２８日／場所：日本政策投資銀行 中国支店 

参加者： ２５名 

１．総括ディスカッション 

エレベーターテスト・共通テーマの一般的議論・まとめ 

 

２．技術移転支援 

（１）特許流通・活用支援事業 

中小・ベンチャー企業や大学・研究機関等の知的財産活用を支援する。活動内容としては、特許流通 

アドバイザーによる特許に関する相談業務や要件にあった企業の紹介並びに特許の提案、マッチング 

した企業間のライセンス契約についての支援を行う。 


