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第１号議案 

2019年度事業報告 

（2019年4月1日～2020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27回中国地域ニュービジネス大賞 

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27回中国地域ニュービジネス大賞」等の表彰

を実施しました。 

 

【表1 第27回中国地域ニュービジネス大賞表彰結果】 

名 称 企業名 表彰事業 

大 賞 

(※1) 

野村乳業株式会社 

（広島県安芸郡） 
プロバイオティクス発酵飲料の国内事業化と海外展開 

優秀賞 

(※2) 

株式会社田部 

（島根県雲南市） 
地域資源のブランド化を目的とした「たたら事業」 

有限会社吉原木工所 

（島根県浜田市） 
自社ブランドの確立により、地場産業から全国展開へ 

株式会社WORK SMILE LABO 

（岡山県岡山市） 
ワクスマで日本を元気に 

特別賞 

 (※3) 

株式会社内海機械 

（広島県府中市） 
工作機械部品の単品・超短納期サービス～魅せる工場～ 

株式会社エナジーフロント 

（岡山県倉敷市） 
倉敷発ユニバーサルファッションブランドAUN 

株式会社システムフレンド 

（広島県広島市） 
関節可動域測定装置 鑑(AKIRA)のプラットフォーム戦略 

日進ゴム株式会社 

（岡山県岡山市） 
氷や雪に強い超防滑スタッドレス・アタッチメント 

有限会社ファインアート 

かわばた(岡山県津山市) 
ファイバーシート天井システムの開発 

(※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） 
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   図1  大賞表彰              図2 受賞者記念撮影 

 

入賞事業につきましては上部団体である公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

（JNB）主催の「第14回ニッポン新事業創出大賞」へ推薦いたしましたが、今回は、残念ながら

入選までにいたりませんでした。 

 

（1-1-2）第28回中国地域ニュービジネス大賞 

2019年11月1日より「第28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18社から

のご応募をいただきました。 

従来は、一次審査（書類審査）→二次審査（事業所訪問審査）のプロセスを経て入賞事業を決

定しておりました。第25回から、より厳格な審査とするため、二次審査に「事業プレゼンテーシ

ョン審査」を加え、一次審査（書類審査）→二次審査（プレゼンテーション審査＆事業所訪問審

査）としています。 

第28回のプレゼンテーション審査は、3月4日に岡山国際交流センター、3月5日にホテル広島ガ

ーデンパレスの2会場にて実施いたしました。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。今後、3月中旬の現地視察、2020年4月に

開催されます第二回審査会、表彰委員会を経て第28回の入賞事業を決定いたします。 

また、落選事業に対しても、審査プロセスでの審査委員コメントのフィードバックの実施、推

薦機関と共同・連携した支援体制の構築などにより、応募事業者様の事業発展の一助となるよう

取り組む予定です。 

 

（1-1-3）第7回ニッポン新事業創出大賞グローバル部門「特別賞」受賞 

この度、公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会及び一般社団法人東京ニュービジネス

協議会主催の「第7回ニッポン新事業創出大賞グローバル部門」において、第19回中国地域ニュ

ービジネス優秀賞を受賞された「株式会社八天堂 代表取締役 森光 孝雅氏」が、「特別賞（公益

社団法人日本ニュービジネス協議会連合会会長賞）」を受賞されました。 

 

◆この賞の目的 

日本経済発展のため、ベンチャー・中小企業の海外進出、日本人のグローバル人財化を奨励す

る機運を高め、海外進出に「夢と勇気」を与える成功事例を讃えて、我が国の経済活性に資する

ことが目的だそうです。 
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◆受賞理由 

株式会社八天堂では、旺盛なチャレンジ精神をもって革新的な海外事業を展開して、海外でも

活躍しておられます。現在、シンガポール、香港、オーストラリア、台湾、カナダに店舗を展開

しており、新たにマレーシア、インドネシアなどASEANを中心とした様々な国々において八天堂

ビジネスの可能性を広げております。「森光社長をはじめ社員の皆様の旺盛なチャレンジ精神」

と「海外におけるビジネスモデルの成長性」が評価されました。 

 

２．経営改革支援 

（2-1）中小企業支援事業 

中小企業庁の委託により運営されている、全国約380万社の中小企業・小規模事業者とその支援

を行う支援機関や専門家のためのインターネットサービスである「ミラサポ」を利用して、WEB上

でのビジネス交流やビジネスツールの利用、補助金の電子申請などに加え、専門家派遣（原則、年

間3回まで無料）による支援を実施しました。 

本年度に関しましては、2020年2月まででミラサポ事業の新規専門家派遣の受付を終了しました。

企業などの喫緊の課題相談（プライバシーマークの取得・更新に向けたフォロー、SNSを活用した

集客方法、縫製業界のアパレル商品企画アドバイス、事業計画策定支援など）がありました。ただ

し、企業などの課題を3回ですべて解決することは難しいものがほとんどです。そこで、当初の課

題発見のヒアリングと今後の方向づけや具体的なアドバイスなど、対象企業の課題解決の一部を本

ミラサポで行い、その後の支援は中国NBCと連携している公益財団法人ひろしま産業振興機構や公

益財団法人広島市産業振興センターに任せる支援スキームに取り組みました。 

2019年8月より、ミラサポ運営機関（株式会社パソナ）よりミラサポ運営ルールの変更・厳格化

（ミラサポの事前相談時には相談窓口機関である広島市にある一般社団法人中国地域ニュービジネ

ス協議会（中国NBC）事務所への訪問が必要、相談当日の専門家との面談写真を、「開始時刻」と

「終了時刻」に株式会社パソナへメールで送信が必要など）により、専門家派遣支援先数は減少

（前年度比：▲9先）しました。しかし、派遣先企業様からは、相談した経営課題については、全

先「非常に役立った、相談して良かった」旨のお言葉を頂いております。2020年度も会員へのメル

マガ配信や支援機関との連携を強化するなどによりミラサポの周知を図り、中国NBCの活動が少し

でも地域経済の発展に役立てばと思います。 

【参考：各県での参加プラットフォーム】 

・鳥取県：鳥取県中小企業支援プラットフォーム（代表機関 鳥取県商工会連合会） 

・島根県：島根県中小企業支援プラットフォーム（代表機関 (公財)しまね産業振興財団） 

・岡山県：岡山県中小企業支援プラットフォーム（代表機関 (公財)岡山県産業振興財団） 

・広島県：ひろしま中小企業支援ネット    （代表機関 (公財)ひろしま産業振興機構） 

・山口県：山口県経営支援プラットフォーム  （代表機関 (公財)やまぐち産業振興財団） 

【表2 ミラサポの活動実績】 

プラットフォーム 主な実績 

ひろしま中小企業支援ネット 

（構成機関：中国NBC） 

・専門家派遣支援先数：4先 

・専門家派遣支援件数：延べ6回 
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（2-2）2019年度女性起業家等支援ネットワーク構築補助金事業 

「2019年度女性起業家等支援ネットワーク構築補助金事業」を中国地域の代表機関として経済産

業省より受託しました。昨年度に引き続き中国地域の自治体、創業支援機関や金融機関、民間企業

等で構成される『起業女子応援ナビ＠中国地域ネットワーク』として活動し、ネットワーク参加に

協力頂いた機関・団体と連携して「女性の起業」を支援しました。 

受託4年目となる令和元年度は補助金事業となりましたが、昨年度に引き続き中国地域女性ビジ

ネスプランコンテスト（SOERU）を中核イベントとし、山陰地域でのカウンセリング実施、イベン

ト開催等に取り組みました。本事業は、女性の起業への意識啓発を目的に実施したことから、各支

援機関等とも住み分けが可能となり、良い地域連携が実現しています。 

 

（2-2-1）構成機関（34機関）との連携 

連絡会議、メンター育成研修を通して各構成機関の支援内容の情報共有をし、女性起業家のス

テップアップのための連携をしやすくしました。「起業を考えているがまだ具体的ではない、ど

こに相談すれば良いか？」などの問い合わせが中国NBCにあった際には、各地域の相談窓口を的

確に案内することに繋がりました。また、SOERUについても応募促進や周知などのご協力をいた

だきました。 

【表3 構成機関一覧 34機関】 

（鳥取県） 
鳥取県商工労働部 

(公財)鳥取県産業
振興機構 

鳥取県商工会連合
会 

(株)ナガトウ EMIINA 

（島根県） 
島根県商工労働部 

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 

(株)Woman's 

（岡山県） 
岡山県産業労働部 

(公財)岡山県産業
振興財団 

真庭市産業観光部 
(特非)輝くﾏﾏ支援
ﾈｯﾄﾜｰｸぱらﾏﾏ 

森脇史子行政書士 
事務所 

千道(株)    

（広島県） 
広島県商工労働局 

廿日市市しごと 
共創センター 

(公財)ひろしま産
業振興機構 

(株)日本政策金融
公庫 

(株)日本政策投資
銀行中国支店 

(株)ソアラサービ
ス 

(株)Hint 
(特非)チルドリン
ひろしま 

(行)Asumia 

(株)ハーストーリ
ィプラス 

おけいこドットコ
ム(同) 

(公財)広島市産業
振興センター 

(特非）女性と子
どもの自遊クラブ
mamanabi 

(独)中小企業基盤
整備機構中国本部 

(株)広島リビング
新聞社 

(株)山陽管理  

（山口県） 
山口県商工労働部 

(公財)やまぐち産
業振興財団 
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（2-2-2）連絡会議兼メンター育成研修の開催 

「連絡会議＆メンター育成研修」【松江】8月28日開催 

連絡会議では、これまで3年間にわたり取り組んできた

本事業の説明を行いました。特に行政機関などは担当者の

異動が定期的にあるので、事業の目的などを再度共有する

ことに努めました。今年度は、本事業の全国事務局である

一般社団法人サービスデザイン推進協議会主催で、女性起

業家支援ノウハウ普及セミナーが同時に開催されました。

これまで、全国的に進めてきた本事業のノウハウを集約し

ノウハウ集が作成されていますが、そのノウハウを地域支援者に広く浸透させ支援レベルの底上

げを目指したものです。ノウハウ普及セミナーでは、本事業構成機関でもあり、島根県で女性の

キャリア形成支援などを行っている、株式会社Woman's 代表取締役 宮﨑結花氏がパネリスト

として登壇されました。株式会社鳥取銀行 地方創生アドバイザー 安川幸男氏、公益財団法人 

しまね産業振興財団 インキュベーションマネージャー 苅田和房氏とのパネルディスカッショ

ンは、山陰地域で女性の創業支援に関して日頃どのような工夫がされているか、支援者として身

に着けるべきスキル等、具体的な話が多く大変参考になりました。 

その後、メンター育成研修では、鳥取県で、女性の創業支援の拠点を作り活動されている

EMIINA（cocoto+）の藤田芳美氏にご協力いただき、実際の支援事例を発表いただきました。創

業においては決して恵まれているとは言えない立地条件でありながら、イベントを仕掛けていく

など、工夫次第で、起業潜在層を発掘することが出来ることなど多くの学びがありました。 

（参加者：26名） 

 

（2-2-3）イベントの実施 

① 「すごい目標設定」【広島】9月27日開催 

女性が起業しようとする際、育児、介護や家事など家庭の用事がネックとなり、事業が思うよ

うに進まないことがよく発生します。昨年まで実施してきた相談会の場ではそれらの声を多く聞

いてきました。そこで、今年度は、起業潜在層～起業準備者、起業したばかりの女性を対象に、

少人数制で起業座談会を開催しました。今まで相談会に参加していただいた方を対象に開催し、

目標を高く持っていただき、事業を少しずつでも確実に進めていくポイントを伝え、ステップア

ップしていただくための相談会となりました。 

マザーズコーチング講師の高田あや氏が進行役となり、自分の目標設定に関する悩みを整理し

てもらいました。その後はさらなるステップアップのために、必要に応じて構成機関に繋いでい

ます。 

 

② 「起業女子によるトークセッション」【島根】 12月19日開催 

株式会社Woman's 代表取締役 宮﨑結花氏にファシリテータをお願いし、4名の女性起業家に

登壇していただきトークセッションを開催しました。また株式会社Woman's様には随時起業相談

（キャリアカウンセリング）を実施していただきました。普段、自分の想いが漠然としている状

態では、なかなか支援機関等に相談に行けない方も、キャリアカウンセリングにより自らの価値

図3 連絡会議の様子 
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観を整理でき、最適な起業スタイルを模索することに繋がったようです。育児や家事等との両立

で、思い立ったらすぐに起業することが難しいケースでも中長期的な視点で目標を整理すること

ができたようです。 

 

③ 「小鳥の家族 筆文字ルミナ」【鳥取】6月10日～6月30日開催 

④ 「gift 植物と写真の企画 in 岡山」【岡山】8月18日～8月31日開催 

⑤ 「写真家 水本俊也 × 鳥取の手仕事作家〜写真＆因州和紙＆アートでつながる世界〜」 

【東京代官山】9月6日～9月7日開催 

山陰地域では、昨年までの活動の中で、販路開拓に関する課題が多く聞かれていました。例え

ばハンドメイドで起業している方は、鳥取県内のイベントはすでに出尽くしており、それ以上新

たなお客様が広がらないなどの問題がありました。県内の商圏は限られているので、売上を伸ば

すには県外に出ていくしか方法がありません。そこで、今年度は、山陰地域の販路開拓支援の一

環として、鳥取に加えて、岡山、東京代官山と県外での展示会実施も支援しました。 

cocoto+ 藤田芳美氏が鳥取県の女性起業家をプロデュースし、県外での展示会に来訪されたお

客様をネットショップなどに誘導し、継続して繋がりを持てるよう工夫しました。また、展示会

での気づきを藤田氏が取り纏め、鳥取県内の女性起業家の支援に水平展開することで活用してい

ます。 

 

（2-2-4）「第3回中国地域女性ビジネスプランコンテスト SOERU」 

今回で3回目となる中国5県を対象とした女性のビジネスプランコンテスト（SOERU）を開催し

ました。女性による既にスタートしている事業（事業開始5年以内）、もしくは女性創業予定者に

よるこれからスタートしようとする事業計画が対象です。フェーズ0、1(起業を決意･準備し始め

る前の段階)の女性へのロールモデルの提示と成長意欲の高い女性起業家のサポートを目的とし

ています。一般社団法人中国経済連合会（中経連）、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）、中国NBC

の3団体が共催、中国経済産業局の協力のもと開催しています。 

お陰様で認知度も回を重ねるごとに高まってきております。 

 

①  応募者募集 

中国5県より52件の応募がありました。書類

審査、現地訪問審査、審査員審査を経てファイ

ナリスト8名（うち大賞1名、優秀賞3名、ワー

クライフシナジー賞2名、特別賞2名）を決定。

SOERUのホームページでは、コンテストの概要

説明、エントリーの詳細、発表会参加募集、サ

ポーター企業の紹介などを行いました。今まで

の受賞者およびファイナリストに「SOERUの良さって何ですか？」という問いかけに答えていた

だいたコメントは大変好評でした。 

・「中国地域女性ビジネスプランコンテストSOERU」 ホームページ 

⇒ http://soeru.cnbc.or.jp/ 

図4 SOERUのロゴマーク 
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②  ファイナリスト発表会及び表彰式 

日時：2019年12月16日（月）14：00～18：30 

場所：広島国際会議場地下2階ダリア 

構成機関は言うまでもなく、起業女子応援ナビの活動に参加した人たちにも広く呼びかけ、フ

ァイナリストの発表会を見ていただき、ユニークな視点や事業化への工夫を知ることで自らの事

業に対して新たな気づきにしてもらいました。今年度もサポーター企業様から商品を提供してい

ただき、女性参加者100名にノベルティーを配布しました。交流会では女性起業家の1分間PRタイ

ムを設け、ご自身の事業をPRしていただきました。協賛企業様、サポーター企業様、女性起業家

支援機関様にも多数ご参加いただきファイナリストおよび女性起業家との交流の場となりました。 

（発表会参加者：約200名  交流会参加者：約100名） 

 

       

【表4 SOERU 表彰結果】 

賞の名称 受賞企業名 受賞企業代表者氏名 

大 賞 

(※1) 

patternstorage 

（岡山県岡山市） 
代表      今井 恵子 氏 

優秀賞 

(※2) 

株式会社 Nライフケア 

（岡山県岡山市） 
代表取締役   永末 加奈絵 氏 

優秀賞 

(※3) 

RADIA 株式会社 

（広島県広島市） 
代表取締役   藤法 恵子 氏 

優秀賞 

(※4) 

PMO広島 株式会社 

（広島県広島市） 
代表取締役   徳原 範子 氏 

 

ワークライフ 

シナジー賞 

 

 Food Marico 

（島根県松江市） 
代表      上田 まり子 氏 

 下着屋Clove 

（岡山県都窪郡） 
代表      ボーマン 三枝 氏 

ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ特別賞 
TONOERU 

（広島県広島市） 
代表       藤岡 佳子 氏 

ｱｲﾃﾞｱ特別賞 
福祉の美容室nana 

（広島県広島市） 
代表       中川 由加理 氏 

図5 大賞受賞今井代表と中国経済産業局渕上局長    図6 受賞者による経験談 
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(※1) 中国経済産業局長賞 

(※2) 一般社団法人中国経済連合会長賞 

(※3) 株式会社日本政策投資銀行中国支店長賞  

(※4) 一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会長賞 

 

 

 

③  サポーター企業(団体) 

サポーター企業45社様には、ファイナリスト、受賞者を始め、今回SOERUにエントリーした女

性起業家への支援を引き続き頂いております。発表会そして交流会にご参加いただいてファイナ

リストのサポート内容を決定していただいたサポーター企業様もたくさんおられました。 

 

【表5 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 EY新日本有限責任監査法人 

(株)イズミ 一畑電気鉄道(株)  伊藤忠エネクス(株) 

(株)Woman's (同)S-WORKS (大)岡山大学 

オタフクホールディングス(株) (独)国際協力機構（JICA中国） (株)山陰合同銀行 

(株)山陽管理 (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 女性創業応援やまぐち(株)  菅野（株） 

(株)ソアラサービス 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 

(一社)テレコムサービス協会 東武トップツアーズ(株)広島支店 (株)鳥取銀行 

(株)八天堂 (株)バルコム (一財)ひろぎん経済研究所 

(株)広島銀行 (特非)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 (大)広島大学 

(株)広島リビング新聞社 ブリリアントアソシエイツ(株) (株)マルシン広告社 

三島食品(株) 三井物産(株) (株)山口銀行 

(弁)山下江法律事務所 両備ホールディングス(株) (株)ワーキンエージェント 

 

図7 中国NBC会長賞受賞 図8 ファイナリスト記念撮影 
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〈支援事例〉 

・コワーキングスペース１年間無償提供 ・事業展開のサポート  ・自社販売商品の提供 

・ビジネスマッチング支援      ・セミナー/研修の採用 ・マスコミによる報道 

 

④  協賛企業（団体） 

協賛企業48社様には、総額￥2,250,000円のご協賛をいただきました。また本ビジネスコンテ

スト周知のご協力もしていただきました。 

 

【表6 協賛企業一覧表】 （50音順・敬称略） 

(株)アイグランホールディングス (株)青山キャピタル EY新日本有限責任監査法人 

(株)イズミ 伊藤忠エネクス(株) 今井産業(株) 

(株)ウィズスタッフサポート (同)S-WORKS オタフクホールディングス(株) 

(株)オネスト カナツ技建工業(株) (株)こっこー 

(株)山陰合同銀行 (株)システムズナカシマ (株)ジュンテンドー 

(株)シンギ (医)新生会 住友商事(株)中国支店 

(株)大進本店 (株)タケウチ建設 (株)中国銀行 

(株)中国警備保障 中国電力(株) (株)データホライゾン 

デリカウイング(株) 東京海上日動火災保険(株) 日本海経済交流事業協同組合 

野村乳業(株) (株)ハイエレコン (株)バルコム 

日ノ丸産業(株) (株)ひまわりプラン 広越(株) 

広島ガス(株) (株)広島銀行 広島市信用組合 

広島信用金庫 (株)フジマ (株)古昌 

マツダ(株) 丸紅(株)中国支社 三島食品(株) 

三井物産(株)中国支社 三菱商事(株)中国支社 美保テクノス(株) 

(株)山口銀行 (弁)山下江法律事務所 流通(株) 

 

（2-2-5）ホームページ、facebookでの情報発信 

「起業女子応援ナビ」のホームページでは、イベントの告知や報告・女性起業家の紹介ページを

掲載し、facebookでもホームページと連動してイベントを中心に情報を発信しました。 

「SOERU」のトピックスもfacebookで発信を継続しております。サポート企業様との情報や受賞者の

情報も提供を続けております。 

【ホームページ】                  

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

【facebook】 

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

 

 

 

http://soeru2.cnbc.or.jp/
https://www.facebook.com/kigyojyoshi/
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（2-3）「エンジェル投資家＆スタートアップマッチングイベント」 

地域（中国5県）の発展に貢献すべく、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、資金調達ができれば、飛躍する可能性を秘める」スタートアップに対し、「資

金力があり、自己の利益を後回しにして、地域のスタートアップを応援・サポートし、世界へ羽ば

たかせたいという熱く、崇高な思いを持つ中国5県の経営者」にエンジェル投資家となってもらい、

「出会いの場、資金調達の機会」を提供するために、今年度初めて開催しました。 

 

（2-3-1） 事前勉強会 

 開催日：2019年11月1日（金） 

 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並びにス

タートアップ向け事前勉強会（セミナー）」を開催し、総勢15名が

参加されました。講師には、事業創造キャピタル株式会社代表取

締役 佐藤光歳氏（JNB参与も兼任）をお招きし、主にエンジェル

投資における一般的な投資手法や投資契約、エンジェル税制など

を講義いただきました。 

 

（2-3-2）「エンジェル投資家＆スタートアップマッチングイベント」 

 開催日：2019年11月8日（金） 

 場 所：中国NBC会議室 

 

 本イベントには、総勢41名（スタートアップ5社7名、エンジェル投資家10名、アドバイザー3名、

オブザーバー21名）が参加されました。スタートアップ5社によるプレゼンテーションでは、エン

ジェル投資家から、「なぜその事業に取り組むのか」、「革新性、競争優位性、市場規模、今後の展

望」などに対する鋭い質問がありました。その結果、概算9,000万円弱の投資の意思表明（※1）があ

り、現在、具体的な交渉を実施中です。 

（※1）正式には投資契約が締結されておらず、今後当事者間にて具体的な投資金額、条件等の交渉が行われます。 

 

 

図９ 起業女子応援ナビのロゴマーク 図10 起業女子応援ナビfacebook 

図11 事前勉強会の様子 
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（2-4）「スタートアップ＆第3回SOERU受賞者向け社長学セミナー」 

 開催日：2020年1月21日（木） 

 場 所：中国NBC会議室 

 

「エンジェル投資家＆スタートアップマッチングイベント」に登壇したスタートアップと「第3

回中国地域女性ビジネスプランコンテストSOERU」のファイナリストを対象に、社長学セミナーを

開催し4名が参加しました。講師には、株式会社データホライゾン

代表取締役社長の内海良夫氏（中国NBC理事）にお務めいただきま

した。内海社長からは、中国NBCが主催する「エンジェル投資家＆

スタートアップマッチングイベント」を投資の機会を提供するだ

けの事業ではなく、経営者の育成までをワンセットとした国内初

の成功モデルとすべく、本セミナーを通じ「社長の姿勢」や「経

営の原理原則」を身につけていただきたいという想いの下、講義

いただきました。 

 

（2-5）「金融庁 地域金融企画室長 日下智晴氏による金融機関会員限定の勉強会」 

 開催日：2019年10月26日（土） 

 場 所：中国NBC会議室 

 

金融庁 地域金融企画室長 日下智晴氏に弊協議会金融機関会員限定で講演をしていただきました。

日下智晴氏が広島銀行時代に弊協議会とも関わって頂いたご縁でご支援いただいております。今回

で二回目。講演タイトルは『変わる金融行政と地域金融機関のビジネスモデル』。広島に本店や支

店がある会員金融機関に声掛けし、6つの金融機関、中国財務局、中国NBCから合計13名が受講しま

した。金融庁の最新の考え方・動向を説明していただきました。 

金融庁は地方の中小企業へ毎年アンケートを実施してきました。この結果、①メイン金融機関に

対する企業の評価のばらつきが非常に大きい、②企業に対して提供しているサービスの中身が金融

機関によって相当異なっている、また、③金融機関の本部と営業店の間にも認識の乖離がある、と

金融庁は認識されているそうです。金融検査マニュアルの時代に戻ることはないので、金融機関の

方々は独自性を発揮して、中小企業を支援してその対価として費用を受け取るビジネスモデルを目

指した方が良いのではないか、融資だけに拘ることは将来性がないのではないか、と講演されまし

た。 

また、「こういう時期に金融機関から中国NBCに出向して新規ビジネス創出の支援を実地に体験で

きるのは非常に良い機会を与えられている」とおっしゃっていただきました（お願いした訳ではあ

りません大変ありがたかったです）。 

 

 

 

 

図12 社長学勉強会の様子 
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（2-6）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。 

 

（2-6-1）会員情報誌「Keep Trying」16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ました。会長の年頭ご挨拶の他、各支部活動の報告、受託

事業の「第3回中国地域女性ビジネスプランコンテスト SOERU」結果報告の他、「第1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初開催」も掲載しました。 

 

（2-6-2）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

ように心がけております。今後も、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（HP）制作を目指し、工夫して参ります。また、

毎月の活動状況を月報にまとめてHPで公開し、メル

マガでも配信を始めました。 

 

【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 

 

（2-6-3）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 

 

（2-6-4）一般財団法人ひろぎん経済研究所の会員向け月刊誌『カレントひろしま』でのPR 

月刊6,500部を発行する『カレントひろしま』でニュービジネス大賞受賞企業及び、第2回

SOERU受賞者を今年度も紹介していただきました。掲載内容は、ニュービジネス大賞やSOERUに応

募した経緯、これまでの苦労されたお話、これからの取り組みなどについてです。会員の皆様だ

けでなく、一般の方にももっと弊協議会の素晴らしい会員様の先進的な企業活動を知っていただ

きたいと存じます。 

 

 

 

 

図13 中国NBCのHPトップ画面 

https://www.cnbc.or.jp/mailmag
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３．ネットワーク拡大支援 

（3-1）支部活性化・交流事業 

【表７ 各支部での開催実績】 

支部 日 程 テーマ 参加数 

全体 

2019年 

7月8日～ 

2020年 

2月16日 

（全8回） 

■«勉強会» 

『経営者セミナー』 情報産業協会共催 

 場  所：第3ウエノヤビル ６F会議室他 

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（会員増強に寄与） 

28名 

島根 
2019年 

9月24日 

■支部イベント≪情報共有会＆講演会≫ 

場 所：くにびきメッセ 

第 1部：『中国 NBC活動情報共有会』 

第 2部：講演会『地方創生 地域資源を磨いて突き抜ける 

                  ～地域の若者に向けて』 

          (株)田部 代表取締役社長 田部 長右衛門 氏 

150名 

鳥取 
2019 年 

11月 15日 

■支部＆鳥取県共催イベント≪講演会≫ 

場 所：ホテルモナーク 

第１部：特別講演『女性が活躍できる社会に向けて 

～今､伝えたいこと』 

     東京藝術大学                    理事 国谷 裕子 氏 

第 2部：パネルトーク『女性活躍で企業が変わる､鳥取が変わる』 

流通(株)          代表取締役 江原 剛  氏 

     N.K.C ﾅｰｼﾝｸﾞｺｱｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ合同会社 代表 神戸 貴子 氏 

150名 

岡山 

2019 年 

11月15日 

■支部イベント≪講演会≫ 

  場 所：ホテルメルパルク岡山 

講 演：『ユーザーイン経営』 

アイリスオーヤマ(株)  代表取締役会長 大山 健太郎  氏 

101名 

2020 年 

2月20日 

■支部イベント≪現地視察＆講演会≫ 

場 所：あかつきの蔵 

第 1部：矢掛町 街づくり見学会 

第 2部：講演会『矢掛屋から ADタウン矢掛町へ』 

             (株) 矢掛屋 代表取締役  安達 精治 氏 

 34名 

 備後 

2019 年 

5月21日 

■支部イベント≪講演会≫ 

場 所：山女庵（福山市田尻町） 

講 演：『ポエック(株)来山社長の企業家精神』 

ポエック(株)      代表取締役会長 来山 哲二 氏 

  19名 

2019 年 

11月29日 

■支部イベント≪工場見学≫ 

場 所：(株)AileLinX、(株)北川鉄工所 

『話題の地元企業見学』 

  15名 
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支部 日 程 テーマ 参加数 

広島 

2019年 

5月17･20日 

■からくり改善くふう展視察とマツダミュージアム見学会«会員限定» 

場所：マツダ（株）本社工場 

のべ 

 80名 

2019年 

9月20日 

■支部イベント≪健康経営セミナー≫ 

場 所：広島ビジネスタワー 

講 演：『辞めたくない会社の取組みについて』 

(株)北川鉄工所     人事部長  陶山 勉  氏 

講 演：『自社の健康経営の取組みについて』 

      (株)WORK SMILE LABO  代表取締役  石井 聖博 氏 

  71名 

2020年 

2月25日 

■支部イベント≪講演会･トークイベント≫ 

場 所：ANAクラウンプラザホテル広島 

講 演：『ニュービジネスを生み出す¨原動力¨について』 

2014年ソチ五輪スノーボード女子パラレル大回転 

銀メダリスト  竹内 智香 氏 

トークセッション：竹内選手 × 佐々木社長 

オタフクホールディングス(株) 

代表取締役社長 佐々木  茂喜 氏 

 102名 

2020年 

2月26日 

■「支部役員会（2020 年度企画会議）」 

場 所：中国NBC事務所 
14名 

2020年 

3月23日 

■支部イベント«会員限定» 

『ビジネスリーダーを囲む会』 

 場 所：プレーツ（イタリアン・カフェ） 

講 師：(株)バルコム              代表取締役 山坂 哲郎 氏 

野村乳業(株)          専務取締役 野村 和弘 氏 

ためま(株)            代表取締役 清水 義弘 氏 

27名 

山口 

 

2019年 

11月6日 

■支部イベント≪講演会≫ 

場 所：新山口ターミナルホテル 

 講 演：広島発･･世界へ ～日本的経営を目指して～』 

オタフクホールディングス(株) 

代表取締役社長 佐々木 茂喜 氏 

  79名 

2020年 

2月13日 

■支部イベント≪現地視察＆講演会≫ 

 場 所：八天堂カフェリエ 

 講 演：『くりーむパン誕生の秘話に迫る』 

(株)八天堂 代表取締役 森光 孝雅 氏 

  31名 
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【表8 各支部での女性部会開催実績】 

支部 日 程 テーマ 参加数 

岡山 

2019年 

4月10日 

■ ランチミーティング（近況報告会＆今年度の予定について） 

場  所：アンソロジー 
8名 

2019年 

5月8日 

■ 岡山外語学院訪問＆理事長講話 

 場 所：岡山外語学院 

 講  師：岡山外語学院      理事長    片山 浩子 氏 

11名 

2019年 

6月12日 

■「RESAS」講習会 

 場  所：（一社）データクレイドル 

 講  師：（一社）データクレイドル 

企画制作室 室長        安達 吾郎  氏 

5名 

2019年 

7月10日 

■ セミナー『身近な野草で栄養を補うということ』 

 場 所：Ryoutei奉還町本店 

 講 師：なかよし薬局            中山 智津子 氏 

 13名 

2019年 

9月11日 

■ D＆Tファーム農場見学 

講 師：D＆T ファーム     代表取締役  田中 哲也 氏 
 10名 

2019年 

10月24日 

■ JNBフォーラム＆ビジネスランチョン参加 

 場 所：JRホテルクレメント高松 
  5名 

2020年 

1月24日 

■ 新年会（近況報告会） 

 場 所：粋菜逢 
  8名 

 

広島 

2019年 

7月19日 

■ 交流会「ビジネス情報交流会」 

場 所：BOOK AND CAFE「sofa」 

内 容：女性部会メンバーの事業紹介 

     ランチ＆情報交流会 

 26名 

2019年 

9月6日 

■ 交流会「お好み焼き体験＠オコスタ」 

場 所：広島駅OKOSTA -オコスタ‐ 

内 容：お好み焼き体験＆食事会 

30名 

2019年 

12月2日 

■ 交流会「宮島弥生清掃ボランティア＠宮島弥生/大聖院」 

場 所：宮島（弥生・大聖院） 

内 容：社会貢献活動 

17名 

2019年 

12月26日 

■ 交流会「広島女性部会大忘年会」 

場 所：鮨WASABI 
21名 

2020年 

2月28日 

■「次年度企画会議」 

場 所：中国NBC事務所 
10名 
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支部 日 程 テーマ 参加数 

山口 

2019年 

10月10日 

■ 山口支部女性部会 （8月例会） 

場 所：ルルサス防府 会議室 

内 容：情報共有会 

7名 

2019年 

11月21日 

■ 山口支部女性部会 （11月例会） 

場 所：ルルサス防府 会議室 

内 容：情報共有会 

 8名 

2020年 

2月27日 

■ 山口支部女性部会 （2月例会） 

場 所：ルルサス防府 会議室 

内 容：次年度活動方針協議、情報共有会 

 8名 

 

 

※下記写真9枚は支部催事の一例です。 

 

 

 

 

 

 

図14 備後支部催事（5月）   図15 広島女性部会催事（7月）  図16 島根支部催事（9月） 

 

 

 

 

 

 

 

図17 山口支部催事（11月）    図18 鳥取支部催事（11月）  図19 岡山支部催事（11月） 

 

 

 

 

 

 

 

図20 備後支部催事（11月）   図21 山口支部催事（2月）   図22 広島支部催事（2月） 
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４．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 

最近、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。 

 

（4-1）「セルロースナノファイバー」利活用事業化支援 

中国経済産業局「2019年度地域中核企業ローカルイノベーション支援事業（機能材料活用による

新事業創出事業）」、岡山県「おかやまグリーンバイオ・プロジェクト」に参画して、中国地域内を

中心とする産学官金連携の推進、「エコプロダクツ2018」、「新機能材料展2020」、「ふじのくにCNF総

合展示会」などへの参加による販路開拓等の事業化推進を支援しました。 

 

（4-2）バイオマス・リファイナリー産業創出事業化支援 

中国地域を中心に活動している企業・団体が中国NBCの会議室で、技術情報・講演会などの活動

状況に関する情報交換会議を開催しました。 

 

放置竹林の整備事業    

開催日：2019 年 6 月 19 日（水） 

場 所：中国 NBC会議室 (8名参加) 

・「竹の駅あきたかた」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） 

竹林整備、牡蠣筏用竹材の育成、竹炭・牡蠣殻炭の製造など 

・「純国産メンマ」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。近畿地域の商社が来訪し、素材サンプルを提

供することになりました。 

 

 

 

以上 


