第１号議案

2020年度事業報告
（2020年4月1日～2021年3月31日）

１．ビジネス拡大支援
（1-1）中国地域ニュービジネス大賞表彰事業
（1-1-1）第28回中国地域ニュービジネス大賞（6月3日・リーガロイヤルホテル広島）
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・経営者等に対し｢第28回中国地域ニュービジネス大賞｣表彰式
を開催しました。
新型コロナ禍中、4月の緊急事態宣言により、受賞された方々が表彰式に参加できない可能性
もありましたが、5月中に緊急事態宣言が解除され、6月からは県を跨いだ移動も可能となったた
め、会場人数を大幅に制限した上で、無事開催することができました。
表彰式に続いて、大賞及び優秀賞受賞企業によるプレゼンテーションも行われ、約60名の会場
参加者は熱心に耳を傾けていました。なお、会場の様子はオンラインで生配信され、多くの方々
にご視聴いただきました。

図１ 受賞者記念撮影

図２

図３

大賞表彰
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展示コーナー

【表１
名

第28回中国地域ニュービジネス大賞表彰結果】
称

大 賞
(※１)

優秀賞
(※２)

特別賞
(※３)

企業名

表彰事業

株式会社Ｃａｍｐｕｓ Ｍｅｄｉｃｏ
（広島県広島市）

「固定化抗菌剤EtakとL8020乳酸菌特許」
によるライセンシングビジネスの展開

日下エンジニアリング株式会社
（鳥取県米子市）

3Dプリンターによる「1/6スケールエンジ
ンレプリカモデル」の商品化

ためま株式会社
（広島県広島市）

地域活動情報の地図連動サービス「ため
まっぷ」の企画制作・運営

株式会社みとも
（山口県下関市）

軽トラックに載せる脱着式シェルター
「Triparu（トリパル）」の開発・販売

株式会社アクセス
（広島県府中町）

世界初となる「7軸シリンダ制御のレーシ
ングシミュレータ」の開発･販売

株式会社キッチンヘルプ
（広島県福山市）

「作りたての美味しさ」を提供し、和食
厨房の働き方改革を支援

丸栄株式会社
（広島県広島市）

かき殻利用の新塗料「貝適空間」による
建材市場への新規参入

(※１)中国地域ニュービジネス大賞（中国経済産業局長賞、中国地域ニュービジネス協議会会長賞）
(※２)中国地域ニュービジネス優秀賞（中国地域ニュービジネス協議会会長賞）
(※３)中国地域ニュービジネス特別賞（中国地域ニュービジネス協議会会長賞）
入賞事業につきましては、上部団体である(公社)日本ニュービジネス協議会連合会（JNB）主
催の「第15回ニッポン新事業創出大賞」へ推薦いたしました。その結果、以下の2名が受賞され
ました。
【表２

第15回ニッポン新事業創出大賞表彰結果】
賞

の

名

称

受

賞 者

名

株式会社キッチンヘルプ
優秀賞 ≪アントレプレナー部門≫
代表取締役 山田 伸一郎

氏

株式会社Ｃａｍｐｕｓ Ｍｅｄｉｃｏ
特別賞 ≪アントレプレナー部門≫
代表取締役社長 髙田 祐司 氏
尚、今年度は新型コロナの影響により、2020年10月8日の「第16回ＪＮＢ新事業創出全国
フォーラム Online」にて授賞式の模様が、オンラインで生配信されました。

図４ ニッポン新事業創出大賞記念撮影
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(1-1-2）第29回中国地域ニュービジネス大賞
2020年11月1日より「第29回中国地域ニュービジネス大賞表彰制度」の募集を開始し、19社か
らご応募いただきました。
2021年2月3日に中国NBC会議室にて第1回審査会を開催。3月3日に岡山市のピュアリティまきび、
3月4日に広島市のホテル広島ガーデンパレスに於いて事業プレゼンテーション審査会を実施いた
しました。応募企業からのプレゼンテーションのあと、審査委員と発表者の間で、活発な質疑応
答が行われました。3月中旬には10先の事業所訪問審査を終え、今後は4月5日の第2回審査会及び
表彰委員会を経て第29回の入賞事業を決定いたします。表彰式は6月3日にホテルグランヴィア岡
山にて開催されます。

(1-2）第4回中国地域女性ビジネスプランコンテストSOERU(ソエル)
今年で第4回目となる中国5県を対象とした女性ビジネスプランコンテストSOERU（以下「当コ
ンテスト」）を一般社団法人中国経済連合会、株式会社日本政策投資銀行、中国経済産業局と連携
し開催いたしました。当コンテストは、中国地域の女性起業家の発掘・育成ならびに支援者との
出会いの場を提供し地域の活性化につなげていくことを目的として、この地域のロールモデルと
なり得る優れたビジネスプランをお持ちの女性起業家を表彰しています。サポーター企業の皆様
から様々なサポートをいただき、地域一体となって女性起業家の皆様を応援していることが最大
の特徴となっています。2020年7月14日より募集を開始し、45名の方からご応募いただきました。
1次審査会、2次審査会を経て、11月6日に行われた最終審査会にて、厳正なる審査の結果、大賞1
名、優秀賞3名、特別賞1名、ワークライフシナジー賞2名が決定いたしました。
募集期間

2020 年 7 月 14 日～9 月 8 日 応募総数：45

1 次審査：書類審査 2020 年 9 月 29 日
2 次審査：現地審査 2020 年 10 月 22 日
最終審査：事業プレゼンテーション
表彰式・ビジネスプラン発表会

2020 年 11 月 6 日

2021 年 3 月 5 日

審査員
（一財）日本経済研究所 専務理事 鍋山 徹 氏
県立広島大学大学院経営管理研究科 教授 木谷 宏 氏
女性創業応援やまぐち(株) 代表取締役社長 杉山 敏美 氏
ブリリアントアソシエイツ(株) 代表取締役 CEO 福嶋 登美子 氏
図５

SOERU応募チラシ

(1-2-1)表彰式・ビジネスプラン発表会の開催
日時：2021年3月5日（金）13：30～15：30

場所：広島国際会議場地下2階ダリア

当初は12月15日に開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症によるイベント自粛要請
を受け、延期を判断しました。開催延期にあたって、会場参加をサポーター企業各社1名様と報道
関係者に限定し、その他の方にはリモート参加いただきました。最終的に会場約70名、リモート
約80名の方が参加され、当コンテストならびに受賞者の事業を広くPRすることができました。
また、今般の状況により、ワークライフシナジー賞受賞の松林安美さんはリモートで参加され、
オンライン表彰となりました。交流会は中止となりましたが、会場に設置した展示ブースでは、
十分なる対策の上、受賞者と参加者の皆様で交流を図っていただくことができました。
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【表３

第4回SOERU表彰結果】

賞の名称
大 賞
(※１)
優秀賞
(※２)
優秀賞
(※３)
優秀賞
(※４)
特別賞

ワークライフ
シナジー賞

受賞企業名

受賞企業代表者氏名

高津川リバービア株式会社
（島根県益田市）

代表取締役

上床

絵理

氏

ＡＮＳＥＲ³
（広島県広島市）

代表

上原

寛恵

氏

Ｌｉｎｏａｈ
（岡山県岡山市）

代表

大津

朱里

氏

ビッググロウス株式会社
（鳥取県鳥取市）

代表取締役

森田

祐加

氏

社会福祉法人宙
（広島県廿日市市）

理事長

合田

里美

氏

こうのふく
（広島県広島市）

代表

中藤

友栄

氏

歴史カフェ会津
（鳥取県倉吉市）

代表

松林

安美

氏

(※１) 中国経済産業局長賞
(※２) 一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会長賞
(※３) 一般社団法人中国経済連合会長賞
(※４) 株式会社日本政策投資銀行中国支店長賞

図６

図８

大賞表彰

中国NBC会長賞表彰
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図７

オンライン表彰

図９

受賞者記念撮影

(1-2-2)

サポーター企業(団体)

この厳しい状況の中でも、本コンテストの趣旨に共感いただき、64社の団体に女性起業支援の
手を挙げていただきました。3月5日の表彰式を終え、受賞者を中心に、多くのサポートの声をい
ただいております。
【表４

サポーター企業一覧表】

（50音順・敬称略）

(株)アデリー

(有)アプトプランニング

伊藤忠商事(株)

EY 新日本有限責任監査法人

石見空港ターミナルビル(株)

石見交通(株)

(株)ウィズスタッフサポート

WIS やまぐち

(同)S-WORKS

(株)エネルギア・コミュニケーションズ

FAAVO 島根

FAAVO 広島

国立大学法人岡山大学

オタフクソース(株)

(株)オネスト

(独)国際協力機構中国センター

(株)山陰合同銀行

(株)システム工房エム

(株)システムズナカシマ

(株)ジュンテンドー

(一社)女性活躍委員会

住友商事(株)中国支社

ソアラビジネスポート

(株)大進本店

田中食品(株)

(株)ダブルノット

(株)中国銀行

中国電力(株)

(独)中小企業基盤整備機構中国本部

(株)データホライゾン

デリカウイング(株)

(一社)テレコムサービス協会中国支部

東京海上日動火災保険(株)

東武トップツアーズ(株)広島支店

(株)鳥取銀行

日本出版販売(株)広島支店

(株)八天堂

(株)バルコム

(一財)ひろぎん経済研究所

ひろぎん証券(株)

ひろぎんリース(株)

(特非)ひろしま NPO センター

広島ガス(株)

(株)広島銀行

NPO 法人広島経済活性化推進倶楽部

(一社)広島県発明協会

広島修道大学

広島信用金庫

国立大学法人広島大学

広島電鉄(株)

(株)広島ベンチャーキャピタル

(株)広島リビング新聞社

ブリリアントアソシエイツ(株)

マツダ(株)

(株)マルシン広告社

丸紅(株)中国支社

三島食品(株)

三井物産(株)

三菱商事(株)

(株)山口銀行

弁護士法人山下江法律事務所

両備ホールディングス(株)

若手起業家支援ビル Dio Porte

(株)ワーキンエージェント
〈支援事例〉 ・ビジネスマッチング支援 ・事業計画策定支援 ・上位コンテストへの出場資格
・コワーキングスペース１年間無償提供 ・事業プレゼンの場の提供

etc.

（1-2-3）起業女子応援ナビ＠中国地域ネットワーク構成機関との連携
昨年度で補助事業は終了しましたが、引き続き中国経済産業局の協力を得ながら民間の事業と
して実施いたしました。中国地域の自治体、創業支援機関や金融機関、民間企業等と共に『起業
女子応援ナビ＠中国地域ネットワーク』を維持し、女性起業家支援の継続、女性起業家の発掘や
中国地域女性ビジネスプランコンテストSOERUの応募者発掘につなげたいと考えています。2020
年7月7日には、構成機関連絡会議を開催し、各構成機関から情報提供や事例発表をしていただき
ました。第4回SOERUの応募促進や周知にもご協力を賜り、実際に、構成機関からの紹介をきっか
けに応募される方が多くいらっしゃいました。
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【表５

起業女子応援ナビ構成機関一覧

30機関】
（JIS順50音順）

(同)cocoto

鳥取県

(公財)鳥取県産業
振興機構

鳥取県商工会連合
会

島根県

島根県商工会連合
会

島根県信用保証協
会

(公財)しまね産業
振興財団

岡山県

(公財)岡山県産業
振興財団

真庭市

NPO法人輝くママ
支援ネットワーク
ぱらママ

行政書士法人
Asumia

(株)山陽管理

NPO法人女性と子
どもの自遊クラブ
mamanabi

(株)ソアラサービ
ス

司法書士・行政書
士髙橋・佐多合同
事務所

(独)中小企業基盤
整備機構中国本部

(株)日本政策金融
公庫

(株)日本政策投資
銀行中国支店

(株)ハーストーリ
ィプラス

廿日市市

広島県

(公財)ひろしま産
業振興機構

(公財)広島市産業
振興センター

(株)広島リビング
新聞社

(株)Hint

山口県

(公財)やまぐち産
業振興財団

中国経済産業局

（1-2-4）
「起業に興味のある女性のためのお気軽相談会」5月27日開催
起業に興味のある女性、これから起業する予定のある女性、
起業して間もない女性を対象とした相談会を開催しました。
今年はコロナ禍の開催のため、会場と併せてオンラインでも
参加を募り、実際に会場１名、オンライン3名の計4名の方が参
加されました。髙田あや氏が進行役となり、先輩起業家として
参加者の方々の悩みや疑問に答えたり、参加者同士で意見交換
したりしました。参加者の方からは「異業種の方の意見が聞け
て、交流が図れてよかった」
、
「集客方法など少しだけ前に進ん
だ気がする」といった声もいただきました。
図10

お気軽相談会チラシ

（1-2-5）ホームページ、Facebookでの情報発信
「SOERU」のホームページでは、コンテストの募集、報告、サポーター企業の紹介やSOERU表彰
式・受賞者のプレゼン動画を掲載。「起業女子応援ナビ」のFacebookでもホームページと連動して
「SOERU」のトピックスの発信を継続しております。サポート企業様の情報や歴代受賞者の情報も
提供を続けております。
【ホームページ】

【Facebook】

http://soeru2.cnbc.or.jp/

図11

https://www.facebook.com/kigyojyoshi/

図12

SOERUホームページ
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起業女子応援ナビFacebook

（1-3）「第2回エンジェル投資家＆スタートアップマッチングイベント」
中国5県の「新規性や独自性、社会性、地域性のあるビジネスモデルを持ち、飛躍する可能性
を秘める」スタートアップと、
「地域のスタートアップを応援・サポートし、大きく羽ば たかせ
たいという思いを持つ経営者」にエンジェル投資家となって頂き、「出会いの場、資金調達の機
会」を提供するため、昨年に引き続き開催しました。
(1-3-1)事前勉強会
日時：2020年11月16日（月）

場所：中国NBC

会議室

マッチングイベントに先駆け、「エンジェル投資家向けスタートアップ向け事前勉強会（セミ
ナー）
」を開催。講師は、前回同様に事業創造キャピタル(株) 代表取締役 佐藤光歳氏（JNB参与
も兼任）をお招きし、ベンチャー企業をとりまくエコシステムの形成について講義していただき
ました。
(1-3-2)エンジェル投資家＆スタートアップマッチングイベント
日時：2020年11月30日（月）

図13

場所：ホテル広島ガーデンパレス

イベント会場の様子

11月30日に第2回エンジェル投資家＆スタートアップマッチングイベントを開催。エンジェル
投資家9社10名とスタートアップ5社5名の他、アドバイザー4名とオブザーバー8名を加えた27名が
参加しました。今年は新型コロナ感染拡大防止の観点から、 オブザーバーの参加人数を縮小し、
会場も昨年の中国NBC会議室からホテル広島ガーデンパレスに変更しました。 成果としては、参
加した5社全てのスタートアップに対し、エンジェル投資家から事業支援の為の個別面談の申し出
があり、出資・事業連携・販路拡大支援・原材料調達といった具体的な 支援内容を検討・協議し
ております。
２．ネットワーク拡大支援

（2-1）支部活性化・交流事業
【表６ 各支部での開催実績】
支部

日 程

全体

2020年
7月6日～
2021年
1月12日
（全7回）

テーマ
■«勉強会»
『経営者セミナー』・・・広島県情報産業協会共催
場 所：サテライトキャンパスひろしま他
講 師：(株)データホライゾン代表取締役社長 内海 良夫 氏
※2019 年度より、会員限定企画としています。
（会員増加に寄与）
（8 回目の研修は新型コロナの影響により中止）
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参加数

30名

支部

日 程

テーマ

全体

2021年
1月7日

■オンライン新年互例会
場 所：中国 NBC 会議室＆オンライン
内 容：午前、午後に分けて開催

参加数

20名

■支部イベント≪セミナー≫
『健康経営・人材定着セミナー』
場 所： ホテル広島ガーデンパレス
第1部：
「健康経営の取組」
「識学を活用した人材定着」
「設立4年でマザーズに上場したメソッド」
(株)識学 代表取締役社長 安藤

2020年
11月18日

第2部：
「企業における健康経営の仕組み作り」と
「個々へのストレス耐性強化」
（一社）ヘルスケアマネジメント協会 代表理事 振本 恵子 氏
（株）三十八花堂 代表取締役 保田 厚子 氏

81名

「コミュニケーションの促進に向けた取組で職場の活性化」
TONOERU(トノエル) 代表 藤岡 佳子 氏

広島

「運動機能の増進に向けた取組で職場の活性化」
（株）広島元氣いっぱいプロジェクト 代表取締役 岩崎
第3部：
「アクサ生命健康経営支援プログラム」
アクサ生命保険（株）HPM 推進部 HPM 第 3 課 三浦

備後

広大 氏

浩美 氏

良広

氏

2021年
3月19日

■支部イベント≪オンライントークセミナー≫
内 容：『ないものはないひろしまの「観光」「移住」』
オンライントークイベント
広島県観光連盟チーフプロデューサー 山邊 昌太郎 氏
広島県地域力創造課長
山田 和孝 氏

2020 年
12月2日

■支部イベント≪オンライン基調講演＆ディスカッション≫
『ピンチをチャンスに』～NBC初のリモート工場見学！
(株)タテイシ広美社
代表取締役会長 立石 克昭 氏

21名

2020 年
12月8日

■支部イベント≪オンライン基調講演＆ディスカッション≫
『for impossible dream』～杭の要らないTNF工法を開発！
(株)タケウチ建設
代表取締役 竹内 謹治 氏

25名

2020 年
12 月 10 日

■支部イベント≪オンライン基調講演＆ディスカッション≫
『全ての始まり』東北大とコロナ除去装置を開発中！
ポエック(株)
代表取締役会長 来山 哲二 氏

52名
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45名
＋
SNS配信

支部

島根

鳥取

岡山

日 程

テーマ

参加数

2021年
2月9日

■支部イベント≪第 1 回創業塾＆会員交流会≫
場 所： 松江エクセルホテル東急
創業塾：『踏み外さなければ増収・増益！
事業経営の原理・原則』
(株)データホライゾン
代表取締役社長 内海 良夫 氏
会員交流会：中止

52名

2020 年
11月17日

■支部イベント≪講演会≫
場 所： 国際ファミリープラザ
第 1 部：『マニア心をくすぐるビジネス』
日下エンジニアリング(株)
代表取締役 佐々木 禎 氏
第 2 部：『踏み外さなければ増収・増益！事業経営の原理原則』」
(株)データホライゾン
代表取締役社長 内海 良夫 氏

63名

2020 年
12月1日

■支部イベント≪講演会≫
場 所： ホテルメルパルク岡山
第1部：
『新型コロナ禍で注目される固定化抗菌剤Etakと虫歯予防
効果があるL8020乳酸菌特許によるライセンスビジネスの展開』
(株) Ｃａｍｐｕｓ Ｍｅｄｉｃｏ
代表取締役会長 二川 浩樹 氏
代表取締役社長 髙田 祐司 氏
75名
第2部：
『踏み外さなければ増収・増益！事業経営の原理原則』
(株)データホライゾン
代表取締役社長 内海 良夫 氏
第3部：
『中国地域の魅力と可能性 ～歴史を紡ぎ、未来に挑む～』
中国経済産業局
局長 渕上 善弘 氏

山口

2020年
11 月 7 日

■支部イベント≪見学会≫
場 所： ＣＧＳトレーニングセンター（岩国市新港町）
内 容：「気になる山口県の企業見学」
（株）ＣＧＳコーポレーション 警備士の訓練見学
（株）みとも 軽トラキャンピングカー「Triparu」紹介
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25名

【表７ 各支部での女性部会開催実績】
支部

日 程

テーマ

参加数

2020年
7月29日

■ 交流会『オリエンテーション＆ビジネスお気軽相談会』
場 所： BOOK ＆ CAFE sofa HIROSHIMA
内 容： 廣瀬女性部会長によるNBCの説明
メンバーの自己紹介＆コロナ禍中の相談会

11 名

2020年
9月28日

■ 交流会『女性の知恵とアイデアでコロナを乗り切ろう！
ビジネス納涼会』
場 所： コンファレンススクエア（第3ウエノヤビル6階）
内 容： 自己紹介＆近況報告

７名

2020年
12月1日

■ セミナー『意外と知らない！？知財のオ・ハ・ナ・シ』
場 所： コンファレンススクエア（第3ウエノヤビル6階）
第1部：「企業活動と知的財産」
中国経済産業局 知的財産室
清棲 保美 氏
第2部：「知的財産のキホン知識」
広島県発明協会 知的アドバイザー 森本 理子 氏
第3部：「気をつけたい契約条項とトラブル事例」
上土井・山本法律事務所
弁護士 山本 淳哲 氏

12 名

2020年
10月21日

■ 意見交換会（「コロナ」によって思ったこと）
■ 場 所：（株）マルシン広告社

7名

2021年
3月10日

■ 交流会（次年度の取組について）
■ 場 所：梅の花

9名

2020年
8月20日

■ 山口支部女性部会 （8月例会）
場 所： オンライン
内 容： 情報共有会

11名

2020年
11月19日

■ 山口支部女性部会 （11月例会）
場 所： オンライン
内 容： 情報共有会

7名

2021年
3月18日

■ 山口支部女性部会 （3月例会）
場 所： ルルサス防府会議室＆オンライン
内 容： 次年度活動方針協議、情報共有会

9名

広島

岡山

山口

※写真は支部催事の一例です。

図14広島女性部会催事（7月）

図15山口女性部会定例会（8月）

- 10 -

図16山口支部催事（11月）

図18 広島支部催事（11月）

図17 鳥取支部催事（11月）

図20 備後支部催事（12月）

図21 島根支部催事（2月）

図19

岡山支部催事（12月）

図22 岡山女性部会催事（3月）

（2-2）情報発信活動
会員のみなさまに適時適切な情報をお伝えできるよう中国NBC事務局員一同努めております。
（2-2-1）会員情報誌「Keep Trying」17号を発行
協議会の活動内容を会員のみなさまに知っていただくとともに、
会員様以外に対しては活動の紹介ツールとなることを目的に発行
しております。内海新会長の年頭ご挨拶の他、各支部活動報告、
「第4回中国地域女性ビジネスプランコンテストSOERU」受賞者の
紹介、
「第2回エンジェル投資家＆スタートアップマッチングイベ
ント」開催の様子も掲載しました。
（2-2-2）ホームページ、facebook、Instagramなどでの情報発信
会員のみなさまに有益であろうと思われる情報については、適

図23 KeepTrying17号

時メール配信等で情報提供に努めています。また、発信情報は常に最新情報を掲載するように心
がけ、今後は、動画配信も積極的に取り入れ、会員の皆様だけでなく一般の方からも見て頂ける
ようなホームページ制作を目指し、工夫して参ります。
【中国NBC ホームページ】⇒

https://www.cnbc.or.jp/

【中国NBC facebook】

⇒

https://www.facebook.com/cnbc.kaiin/

【中国NBC Instagram】

⇒

c_nbc

（2-2-3）会員向けメールマガジンの発行
毎月2回（第1水曜日および第3水曜日）に会員向けメールマガジンを配信しています。中国NBC
からの重要情報は、適時にお送りしています。また、告知情報は、HPで確認できます。
⇒

https://www.cnbc.or.jp/mailmag
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３．新事業創出支援
バイオマス・ファインケミカルズ・リファイナリー産業創出事業
近年、石油由来の樹脂製品廃棄物による海洋環境への影響が確認され確認されました。そこで、
バイオマス素材の活用や、バイオマス原料を活用した生分解性プラスチックなど地球にやさしい
産業の創出が見直されています。中国NBCでは、中国経済産業局の補助事業として2010年頃開始し
たバイオマス利活用による新産業創出事業を継続して実施しており、本年度は、地域内外の関連
事業者、大学・公設試等の連携により、下記の具体的な事業化推進を実施しました。

(3-1)「セルロースナノファイバー」利活用事業化支援
岡山県「おかやまグリーンバイオ・プロジェクト」に参画し、経済産業省中国経済産業局・環
境省・産業技術総合研究所等の支援を得て、国内広域にわたる販路開拓等の事業化推進を支援し
ました。

(3-2)バイオマス・リファイナリーによるSDGｓの達成を目指した事業化支援
中国地域を中心に活動している企業・団体の活動を中国NBCが支援しました。
(3-2-1)「竹の駅あきたかた」の事業
広島県安芸高田市内で活動する5つのボランティア団体が2018年4月に結集し、その事務を一本
化、装備の共有化、人材の交流などを図っています。
（事業内容）竹林・里山整備、牡蠣筏用竹材の育成、廃牡蠣筏用竹材・牡蠣殻の炭化製造など
(3-2-2)「純国産メンマ（廣島竹菜）」プロジェクト
未利用のまま放置されている幼竹を原料とする食材製造について、中国四国地域の活動団体が
連携して事業化推進を実施しています。令和元年に販売を開始し、令和2年春にオープンした、広
島県安芸高田市吉田町の「道の駅 三矢の里あきたかた」でも新たに販売を開始しました。

(3-3)瀬戸内『カーボンリサイクルコンビナート』の実現に向けた検討委員会に参画
経済産業省では、2050年に向けて化石燃料の利用に伴うCO2の排出を大幅に削減していくため
にCO2を炭素資源（カーボン）と捉え、これを回収し多様な炭素化合物として再利用する「カーボ
ンリサイクル」を推進しています。それと歩調を合わせる産業界の動きとして、（一社）カーボン
リサイクルファンドが研究助成を応募し、広島大学が提案した「瀬戸内『カーボンリサイクルコ
ンビナート』の実現に向けた研究」が採択されました。この研究の推進と成果の実現化に向けて、
広島大学が検討委員会を2020年12月に設置しました。中国NBCとしては当委員会に参画しています。
委員は広島大学、広島県、中国地域創造研究センター、中国地域石油化学工業関連企業、中国NBC。

(3-4)中四国環境ビジネスネット（B-net）事業に参画
環型産業においては、さまざまな種類の素材や新技術が広く地域を越えて提供されることがあ
ることから、広域ネットワークを形成して循環資源の利活用を推進することにより、循環型社会
の形成促進が重要となっています。
そこで、循環資源の利活用による岡山県内環境産業の起業化、事業化及び商品開発に向けた研
究者及び企業間等の連携支援等を目的として、中国四国地域における環境関連の先進的な技術・
製品等に関する情報発信を行い、広域ネットワークを構築する「中四国環境ビジネスネット（Bnet）
」を平成21年から実施しています。委員として中国NBCからも参画して活動しています。
令和3年3月9日に「B-netフォーラムOnline

2021」を開催しました。

【 B-net 中四国環境ビジネスネットホームページ 】 https://bnet-okayama.jp/
以上
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