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第１号議案 ２０２１年度事業報告の件 

2021年度事業報告 

（2021年4月1日～2022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29回中国地域ニュービジネス大賞（6月3日・ホテルグランヴィア岡山） 

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29回中国地域ニュービジネス大賞｣表彰式

を開催しました。今回は岡山開催ということで、岡山の特色を生かした企画を検討してきました

が、新型コロナウイルスの影響により、昨年同様にプログラムを絞り、会場人数を制限しての開

催となりました。 

表彰式では受賞企業 9 社に賞状と「風」の額をお渡しし、大賞の㈱英田エンジニアリングを

始め、優秀賞の3社にプレゼンテーションをしていただきました。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２ 大賞表彰 図３ 展示コーナー 

図１ 受賞者記念撮影 
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【表１ 第29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) 

株式会社英田エンジニアリング 

（岡山県美作市） 

後付けペダル踏み間違い急発進抑制装置

「アイアクセル」の開発・販売 

優秀賞 

(※２) 

株式会社 石見麦酒 

（島根県江津市） 

「石見醸造法」によるクラフトビールの

製造 

有限会社広島金具製作所 

（広島県福山市） 

建築現場の人手不足にジャストミートす

る製品開発 

ユアサシステム機器株式会社 

（岡山県岡山市） 

フレキシブル化を支える耐久試験TOPメー

カーを目指して 

特別賞 

(※３) 

株式会社いろりカンパニー 

（岡山県新見市） 

国際基準の動物福祉と採算性を両立した

肉牛生産 

カーツ株式会社 

（岡山県岡山市） 
人工芝管理のニューノーマル 

サンク・ラスタ株式会社 

（岡山県倉敷市） 

瀬戸内から世界へ！下請製造業の逆転型

ビジネスモデル 

株式会社ハマダ 

（広島県安芸郡） 
手術用器械クリップアプライヤの開発 

宮下酒造株式会社 

（岡山県岡山市） 

本格的カクテルを手軽に匠バーテンダー

シリーズの開発 

(※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） 

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15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。 

 

2021年11月1日より「第30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、16社か

らご応募いただきました。2021年2月8日に広島ガーデンパレスにて第1回審査会を開催。3月2日に

岡山市のピュアリティまきび、3月3日に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12日の第2

回審査会、4月15日の表彰委員会を経て第30回の入賞事業を決定いたします。表彰式は6月2日に

ANAクラウンプラザホテル広島にて開催されます。 

 

 

今年で第5回の節目となる中国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」という）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。 

(1-1-2）第30回中国地域ニュービジネス大賞 

(1-2）「第5回中国地域女性ビジネスプランコンテスト SOERU」 
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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。2021年7月19日より募集を開始し、38名の方から

ご応募いただきました。9月中旬に1次審査会（書類審査、必要に応じて面談）、10月28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2名、ワークライフシナジ

ー賞1名が決定いたしました。  

【募集期間】 

2021 年 7月 19日～9月 2日 応募総数：38件 

【1 次審査：書類審査ほか】9月中旬 

【最終審査：事業プレゼンテーション】10月 28日 

【表彰式・ビジネスプラン発表会】12月 7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 福嶋 登美子 氏 

(1-2-1)表彰式・ビジネスプラン発表会の開催 

日時：2021年12月7日（火）13：30～15：30  場所：広島国際会議場地下2階ダリア 

第4回は新型コロナウイルスにより表彰式を延期しましたが、第5回は予定通り開催することが

でき、中国5県から集まった38 件の応募の中から選ばれた7名の女性起業家を表彰いたしました。 

会場には84名の参加者、リモートでも80名を超える視聴があり、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、今回は第5回という節目にあたり、歴代受賞者（第

1回～5回）を招いたSOERU同窓会を開催致しました。自己紹介で近況報告をし合い、親交を深める

ことができました。 

【表２ 第5回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) 

Kasagi Fiber Studio 

（島根県大田市） 
代表       笠木 真衣  氏 

優秀賞 

(※２) 

Adeline Le Mette株式会社 

（広島県広島市） 
代表取締役 Le Mette Adeline 氏 

優秀賞 

(※３) 

  

（山口県下関市） 
      平川 美香  氏 

優秀賞 

(※４) 

香味園上領茶舗 

（島根県鹿足郡） 
代表     リコッタ 瑠美  氏 

特別賞 

 

 Solid Love 

（岡山県加賀郡） 
代表      栃原 悠希  氏 

特別賞  ASNARO 

（鳥取県八頭郡） 
代表      小畑 明日香  氏 

ワークライフ 

シナジー賞 

Sakuro 

（広島県広島市） 
代表       東 利恵   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４ 第5回SOERUチラシ 



 

- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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、66社の団体に女性起業支援の

手を挙げていただきました。12月7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

ただき、様々な形でご支援いただいています。 

【表３ サポーター企業一覧表】 （50音順・敬称略） 

ICT ビジネス研究会 ㈱アデリー ㈲アプトプランニング 

㈱荒谷建設コンサルタント ㈱harmonie（アルモニー） EY新日本有限責任監査法人 

伊藤忠商事㈱ 石見空港ターミナルビル㈱ ㈱ウィズスタッフサポート 

WIS やまぐち（女性創業応援やまぐち㈱） 国立大学法人岡山大学 オタフクソース㈱ 

KDDI㈱ (独)国際協力機構 中国センター ㈱山陰合同銀行 

ジェトロ広島 ㈱システムズナカシマ ㈱ジュンテンドー 

(一社)女性活躍委員会 (SWEet) 住友商事㈱中国支社 ㈱ソアラサービス 

㈱大進本店 田中食品㈱ ㈱ダブルノット 

㈱中海テレビ放送 ㈱中国銀行 中国電力㈱ 

(独)中小企業基盤整備機構中国本部 ㈱データホライゾン デリカウイング㈱ 

㈱電通西日本 東京海上日動火災保険㈱ 東武トップツアーズ㈱ 

(一社)日本経営士会岡山経営支援センター 日本出版販売㈱ ㈱ハーストーリィプラス 

㈱八天堂 ㈱バルコム (一財)ひろぎん経済研究所 

ひろぎん証券㈱ ひろぎんリース㈱ (特非)ひろしま NPOセンター 

広島ガス㈱ ㈱広島銀行 (特非)広島経済活性化推進倶楽部 

広島修道大学 広島女学院大学 広島信用金庫 

図７中国NBC会長賞表彰 

 

図８同窓会記念撮影 

図６大賞表彰 図５受賞者記念撮影 
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国立大学法人広島大学 広島電鉄㈱ ㈱広島ベンチャーキャピタル 

㈱広島リビング新聞社 ブリリアントアソシエイツ㈱ Breakfast(合) 

㈱ベネッセホールディングス 起業・創業サポートオフィスポートインク マツダ㈱ 

㈱マルシン広告社 丸紅㈱ 三島食品㈱ 

三井物産㈱中国支社 三菱商事㈱ (弁)山下江法律事務所 

両備ホールディングス㈱ ㈱ワーキンエージェント 若手起業家支援ビル DioPorte 

〈支援事例〉・コワーキングスペース１年間無償提供 ・事業計画策定支援 ・販路開拓支援 

・ビジネスマッチング支援 ・事業プレゼンの場の提供 等々 

（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 

昨年度に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』（以下「起業女子応援ナビ」という）を維持し、女性起業家支援の継続、女性起業家の発

掘、並びに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。 

【表４ 起業女子応援ナビ構成機関一覧 29機関】 

(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 (特非)輝くママ支援ネットワー

ク ぱらママ 

㈱山陽管理 (特非)女性と子どもの自遊クラ

ブ mamanabi 

㈱ソアラサービス 

司法書士/行政書士  

翔法務事務所 

(独)中小企業基盤整備機構 

中国本部 

㈱日本政策金融公庫 

㈱日本政策投資銀行中国支店 ㈱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 

㈱広島リビング新聞社 ㈱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）構成機関連絡会議（7月15日・イノベーション・ハブ・ ひろしま Camps） 

中国地域の関連機関に集まっていただき、第4回SOERU受賞者 

大津様より受賞後の近況報告会や会場とオンラインに分かれて、 

女性起業家を応援するための課題についてグループトークを 

開催しました。 

構成機関からのSOERU発信が応募者の獲得に繋がっています。 

（1-2-5）ホームページ、Facebook、YouTube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。 

図９ 連絡会議の様子 
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（1-3）講演＆トークセッション 

「エンジェル投資家の目線、何がベンチャーと琴線に触れあったか」 

日時：2021年11月26日（金）     場所：広島ガーデンパレス 

過去２回実施してきたエンジェル投資家とスタートアップ 

のマッチングイベントを練り直し、中国NBC会員のみなさま 

に参加いただける新たな企画として実現しました。第一部 

では、エンジェル投資家の目線を㈱ FABの福田社長からお 

話しいただき、協業の実例を、セディカル㈱の宮田社長と 

サポートを受ける側からの視点を交えてセッション形式で 

ご講演頂きました。 

第二部では、ベンチャー企業 4 社にご登壇頂き事業内容等のプレゼン、7名のアドバイザーと

の Q＆A セッションを行いました。 

≪登壇スタートアップ企業≫ 

◆㈱SHPREE：代表取締役 岸田 将志 様〔クラウド靴預りサービス〕  

◆㈱スマートコムシティひろしま：代表取締役社長 蔵田 和樹 様 

〔大学生へのデジタルサイネージでの地元企業求人情報発信〕 

◆㈱トーフミート：代表取締役 村上 英雄 様 

〔豆腐で作られた動物性原料不使用無添加代替肉〕 

◆㈱ミチ：代表取締役 中崎 瞬 様〔音声認識製造現場サポート〕 

≪アドバイザー≫(アイウエオ順) 

◇(合)イキナセカイ 代表・神戸大学客員教授 安川 幸男 様 

◇㈱今井産業 常務取締役 今井 大造 様  

◇オタフクホールディングス㈱ 代表取締役 佐々木 茂喜 様 

◇㈱オネスト 代表取締役 石𥔎𥔎 修二 様(オンライン) 

◇田中電機工業㈱ 代表取締役 蔵田 和樹 様 

◇㈱広島ベンチャーキャピタル 執行役員 西岡 賢 様 

◇㈱FAB 代表取締役 福田 幸雄 様 ◇㈱マリモホールディングス 執行役員室長 貝瀬 雄一 様 

 

 (1-4) JETRO広島共催催事 

(1-4-1)オンラインセミナー「高度外国人材活用という選択」 

    日時：2021年8月26日 14:00～16:00 参加：47名 

    第一部 講演：高度外国人材活用とダイバーシティー経営 

        講師：株式会社クオリティ・オブ・ライフ 

綾戸 高志 氏  

    第二部 トークセッション：高度外国人材を採用して 

～その苦労や想い～ 

        矢野食品株式会社 代表取締役 矢野 義忠 氏 

        ジェトロ・高度人材活躍推進コーディネーター 宮崎 康明 氏 

   (1-4-2) 外国人留学生向けオンライン企業説明会 

    日時：2021年12月16日  

    外国人留学生への合同説明会は中国NBCとしは初の試みであり、手探り状況の中、会員企業お

図11,12会場の様子 

図10トークセッション 

図13企業説明会チラシ 
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よび会員からの紹介企業の4社の参加にとどまりました。外国人の採用にも留学生などの高度外

国人、技能実習生など方策があり、企業も採用時期のタイミングがバラバラのため、会員にと

って参加しやすい形を検討し、有益な活動になるよう継続したいと考えます。 

 

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 テーマ 参加数 

全体 

2021年 

 7月12日～ 

2022年 

2月10日 

（全8回） 

■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：㈱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） 

（後日みていただけるようにアーカイブ配信スタート） 

 

平均 

70名 

2021年 

9月25日～ 

11月22日 

（全3回）   

■勉強会 

 『生き方セミナー』・・・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 

 講 師：㈱データホライゾン代表取締役社長 内海 良夫 氏 

 

平均 

140名 

2022年 

3月14日 

■オンライン特別講演会 

 日本経済再興のために必要なこと 

〜人材の流動化とスタートアップの重要性〜 

講 師：㈱ディー・エヌ・エー代表取締役会長 南場 智子氏 

 

140名 

鳥取 
2022年 

3月4日 

■支部イベント≪オンライン講演会（トークセッション）≫ 

『～女性受賞者の話を聴く会～ 女性活躍の一役に！』  

場 所：広島ガーデンパレス 

◆丸栄㈱ 代表取締役 立木 陽子 様  

第28回ニュービジネス大賞 特別賞 受賞 

◆Adeline Le Mette㈱ 代表取締役 ルメテ アデリン 様  

第5回SOERU 優秀賞 受賞 

◆ブリリアントアソシエイツ㈱ 代表取締役 福嶋 登美子 様  

第11回ニッポン新事業創出大賞 最優秀賞 受賞 

 

  67名 

島根 

2021年 

 4月28日 
■創業塾 準備オンライン会議   4名 

2021年 

 5月19日 
◇支部役員会（会員状況・支部催事計画等）  13名 

2021年 

6月15日 

■第 2 回創業塾（島根県立大学久保田教授の講義ベンチャービジネス

論とのコラボ） 

場  所：島根県立大学浜田キャンパス 

タイトル：「二代目の挑戦」 

講  師：吉原 敬司 様 ㈲吉原木工所 取締役社長 

 

15名 

2021年 

 8月18日 
■島根大学とのオンライン会議   4名 

2021年 

 8月30日 
◇支部役員会（会員状況・支部催事計画等）  13名 

2021年 

11月19日 
■国立大学 島根大学 協定締結  
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支部 日 程 テーマ 参加数 

島根 

2021年 

11月25日 
■島根県立大学 協定締結  

2021年 

12月17日 
◇支部役員会（新支部役員顔合わせ・総会準備）   9名 

2021年 

12月24日 

■第 3 回創業塾（島根大学のアントレプレナーシップ入門セミナーと

して開催） 

場  所：オンライン 

タイトル：起業＆成長へのみちのり「売れる商品とマーケットの見

極め」 

講  師：小川 國男 様 ㈱加地 前会長 

 

7名 

2022年 

1月18日 

■第 4 回創業塾（島根大学のアントレプレナーシップ入門セミナーと

して開催） 

場 所：島根大学 

タイトル：起業＆成長へのみちのりⅡ:地産外商 

講  師：石碕 修二 様 ㈱オネスト 代表取締役社長 

◇島根支部役員会（＠松江） 総会は急遽中止 

 

16名 

2022年 

 3月10日 

◇島根支部役員会（創業塾ほか） 

場 所：オンライン 
10名 

岡山 

2021年 

 4月26日 

◇第１階岡山支部役員会（総会の岡山開催に伴う支援、催事の検討） 

場 所：㈱システムズナカシマ岡山支店 3階会議室 
9名 

2021年 

 7月12日 

◇第 2回岡山支部役員会（会員状況・支部催事計画等） 

場 所：㈱システムズナカシマ岡山支店 3階会議室 
14名 

2021年 

10月1日 

■見学会：㈱英田エンジニアリング（第 29 回中国地域ニュービジネ

ス大賞受賞）～次々に新製品を開発する企業を探る～ 

場 所：美作市三保原 678 ㈱英田エンジニアリング 

内 容：坐禅会、食事会、会社見学、アイアクセル体験会 

 

29名 

2021年 

11月16日 

◇第 3回岡山支部役員会（催事実施報告等） 

場 所：㈱システムズナカシマ岡山支店 3階会議室 
9名 

2022年 

2月22日 

■ビジネス講演会 

場 所：ホテルメルパルク岡山 

第一部：会員企業お楽しみ情報報告会 

第二部：「 ㈱テオリ(倉敷市真備町)西日本豪雨からの復興の歩

み」～BCPについて考える～ 

講 師：中山 正明 様 ㈱テオリ 取締役会長 

 

24名 

2022年 

 3月30日  

◇第 4回岡山支部役員会（次年度企画会議） 

場 所：㈱システムズナカシマ岡山支店 3階会議室 
7名 

備後 

2021年 

 7月29日 

◇備後支部役員会（会員状況、支部活動計画等） 

 場 所：山女庵 
12名 

2021年 

11月4日 

■コミュニティ・スクール支援活動 

場 所：府中市立府中明郷学園 

内 容：模擬会社についての発表 

 

6名 

2022年 

 2月24日 
◇備後支部役員会（＠山女庵）  9名 

2022年 

 3月11日 

■コミュニティ・スクール支援活動 

場 所：府中市立府中明郷学園 

内 容：中学 2年生から 1年生への事業継承式 

 

 5名 
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支部 日 程 テーマ 参加数 

備後 
2022年 

3月17日 

■コミュニティ・スクール支援活動 

場 所：府中市立府中明郷学園 

内 容：引き継いだ中学 1年生の VR職場体験 

 

 5名 

広島 

2021年 

6月15日 

■オンラインセミナー 

システムを活用した守りと攻めの補助金・助成金活用セミナー 

講 師：㈱ライトアップ マネージャー(提携統括) 川上 元 様 

 

22名 

2021年 

7月20日 

■第 1 回各界のリーダーを囲む会 

場 所：ANAクラウンプラザホテル 

ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ：㈱酒商山田 代表取締役社長 山田 淳仁 様 

第一部：講演「コロナ禍の経営について」 

第二部：佐々木支部長とのトークセッション   

 

25名 

2021年 

 8月 11日 

◇第１回広島支部役員会（支部催事案について） 

 場 所：中国NBC会議室、オンライン 
7名 

2021年 

10月 11日 

■第 2 回各界のリーダーを囲む会 

場 所：リーガロイヤルホテル広島 

ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ：㈱データホライゾン 代表取締役社長 内海 良夫 様 

第一部：講演「逆境の経営・生き方」  

第二部：茶話会（参加者の自社事業の質問など） 

・株式会社ハマダ 代表取締役 濵田 忠彦 様 

・株式会社ウーブルロールモデル研究所 取締役会長 十倉 純子 様 

・株式会社 成研 取締役 吉村 直樹 様（リモート） 

 

32名 

2021年 

11月 10日 

■聞いて、作って、食べて学ぶ、ビジネスと食文化の意外な関係」 

～新潟出身の経営学者がお好み焼き博士になった訳～ 

会場：Wood Eggお好み焼館 

第一部 講演:お好み焼きを通して見えてくる 

「他県からみた広島県」「一般の方でも応用できるマーケ

ティング手法」「コロナの中、コロナの後の経営」 

講 師：細井 謙一 様 広島経済大学 経営学部 経営学科 教授 

(お好み焼きアカデミー理事） 

第二部 おこのミュージアム見学・お好み焼き体験 

 

33名 

2022年 

2月 2日 

■第17回ひろしまグッドデザイン賞受賞者と副審査委員長を囲む会 

～「デザインとビジネス」について考える懇親会～ 

場 所：ANAクラウンプラザホテル広島 

ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ：木村 大 様 ひろしまグッドデザイン賞副審査委員長 

（マツダ㈱デザイン本部） 

第一部：講演「マツダ魂動デザインについて」 

第二部：ひろしまグッドデザイン賞受賞企業４社登壇  

ナオライ㈱、㈱harmonie、㈱ソアラサービス、 

㈱ハーストーリイプラス 

 

9名 

2022年 

 2月 15日 

◇第 2 回広島支部役員会企画会議（次年度企画会議） 

場 所：中国NBC事務所、オンライン 
12名 

2022年 

2月 25日 

■茶道 上田宗箇流 家元講話 和風堂見学・お茶会体験・お食事 

場 所：上田流和風堂（上田宗箇流本部） 

講 師：上田宗冏 家元 

 

21名 
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支部 日 程 テーマ 参加数 

2022年 

 3月 23日 

■講演・トークセッション 

会 場：広島ガーデンパレス 

第一部：「ベンチャーと大手の協業はいかに行われたか」 

スピーカー： ㈱今井産業 常務取締役 今井 大造 様 

        ㈱スクエアメーター 代表取締役益本 秀則 様  

第二部：ひろしまベンチャー助成金受賞企業登壇 

 登壇者：㈱stak CEO 植田 振一郎 様 

     ㈱栖 代表取締役 栗栖 弘美 様 

     ㈱Vinoble Vineyard 代表取締役 横町 崇 様 

 

26名 

山口 

2021年 

 8月 10日 

◇第１回山口支部役員会（支部活動計画について） 

場 所：CGSコーポレーショントレーニングセンター 
 7名 

2021年 

10月14日 

■支部イベント「気になる！山口県の企業見学」 

【訪問企業】 

◆日本果実工業㈱萩工場  山口県萩市椿東 3082-2 

日本初、夏みかんを原料とした果汁ジュースを開発大手に OEM 供給 

◆㈱井上商店  山口県萩市東浜崎町 9-1 

情緒価値を軸にした経営方針の説明と、油谷工場リモート工場見学 

◆村田蒲鉾店  山口県萩市椿東 1046-1 

萩伝統の焼き抜き製法による蒲鉾づくり 

◆㈲たけなか  山口県萩市椿東梶ヶ原 2234-3 

夏みかんを余さず使ってさまざまな商品開発を展開 

 

12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 

岡山 

2021年 

 4月14日 

■ 「共感を呼ぶ動画を作ろう！初級セミナー」 

場 所：マルシン広告社 

講 師：マルシン広告社 取締役 佐藤 史成 様 

 

 8名 

2021年 

8月11日 
◇例会（オンライン開催） 10名 

2021年 

12月8日 

■企業訪問 

場 所：ナカシマプロペラ㈱ 玉島工場 

第一部：プロペラ製造見学 

第二部：中島支部長との茶話会 

 

11名 

2022年 

3月16日 

◇例会（来年度企画会議） 

場 所：サンロード吉備路 会議室 
11名 

広島 

2021年 

8月4日 

■ 中国NBC活用のススメ 

場 所：ひろぎんホールディングス本社ビル 

内 容：活用例紹介、本社ビル紹介、、近況報告、座談会 

 

14名 

2021年 

 9月29日 

■ ZOOMセミナー 

第一部：セミナー『SDGs、自社にどう取り入れる？？！』 

講 師：リコージャパン㈱ SDGsキーパーソン 井上 恭子 様 

第二部：オンライン茶話会 

 

 16名 

2021年 

11月24日 

■ 『宮島の環境保全に参加しよう！』  

～コロナの収束と皆様の御繁栄の祈願もこめて～ 

内 容：宮島海浜清掃活動、山根対厳堂お砂焼き絵付け体験 

10名 
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支部 日 程 テーマ 参加数 

広島 
2022年 

3月4日 

■支部イベント≪オンライン講演会（トークセッション）≫ 

『～女性受賞者の話を聴く会～ 女性活躍の一役に！』  

場 所：広島ガーデンパレス 

◆丸栄㈱ 代表取締役 立木 陽子 様  

第28回ニュービジネス大賞 特別賞 受賞 

◆Adeline Le Mette㈱ 代表取締役 ルメテ アデリン 様  

第5回SOERU 優秀賞 受賞 

◆ブリリアントアソシエイツ㈱ 代表取締役 福嶋 登美子 様  

第11回ニッポン新事業創出大賞 最優秀賞 受賞 

◇女性部会企画会議 

  

 67名 

山口 

2021年 

6月17日 

◇山口支部女性部会 （6月例会） 

場 所：オンライン 

内 容：情報共有会 

11名 

2021年 

8月19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 

2021年 

11月18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 

5名 

2022年 

2月17日 

◇山口支部女性部会 （2月例会） 

場  所：オンライン 

内  容：情報共有会 

 5名 

 

※写真は支部催事の一例です。 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

      
図21岡山女子部会催事(2月）   

図15島根支部創業塾（6月） 図14鳥取支部催事（3月） 

図18 広島支部催事(3月) 

図22広島女性部会催事(11月） 図20山口女子部会例会(8月) 

図17備後支部役員会（7月） 

図16岡山支部催事（10月） 

図19山口支部催事（10月） 
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（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」リニューアル 

毎年12月末に発行している会員情報誌「Keep Trying」を刷新するため、今年度の発行は見送

りました。そのため、内海会長の年頭ご挨拶及び活動計画はメールで発信させていただきました。   

 次回号は「Keep Trying ＋」として5月にお届けする予定です。 

（2-2-2）ホームページ、Facebook、YouTube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、ホームページ等は常に最新情報を掲載するように心がけて参ります、動画配

信については、ライブ配信やアーカイブ配信にもチャレンジし、会員の皆様だけでなく一般の方

からも見て頂けるよう工夫して参ります。 

ホームページ：https://www.cnbc.or.jp/ 

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

Instagram：https://www.instagram.com/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 

 

３．観光庁受託事業「新たな旅のスタイル」促進事業 

ワーケーションを企業に取り入れる上での基礎的な課題を解決する方法や、ワーケーション先

での体験型研修を通じて、企業間交流の促進を図ること、SDGsの学びを目的として、中国NBCと

庄原DMOが共同でワーケーションモニターツアーを企画実施しました。 

(3-1) ワーケーション勉強会開催 

 勉強会① 日時：10月4日（月）15：00-16：00 

内容：ワーケーションとは？人事・労務手続きの課題は？ 

講師：㈱パソナ ソーシャルイノベーション部部長 加藤 遼 様 

 勉強会②  日時：10月7日（木）13：30-14：30 

内容：ワーケーションによってどんな効果が？実例からの紹介 

講師：東原 祥匡 様（JAL人財本部人財戦略部） 

(3-2) ワーケーションモニターツアー実施  

第一回目 「道の駅たかの」の抱える課題を共有し、解決に導くBBQメニューを考案 

開催日：2021年12月9日（木）～12日（日）  

第二回目 木育をやられている方、林業家の方々から山林の抱える課題を学ぶ 

開催日：2022年1月13日（木）～16日（日）  

 

 

 

 

 

 

図23Facebook画面 

図26二回目巣箱設

 

図24一回目BBQ会議 図25一回目懇親会 

https://www.facebook.com/cnbc.kaiin/
https://www.instagram.com/c_nbc/
https://www.cnbc.or.jp/mailmag
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４．新事業創出支援 

2050年にカーボンニュートラルを実現するため、革新的技術によるイノベーションの創出や社

会実装をめざして様々な取り組みが実施されています。 

中国NBCでは、その一環として「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

てきました。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

事業支援を実施しました。 

(4-1) 「NB研究会」（ブルーカーボン研究会）立上げの企画 

中国経済産業局や自治体では、「カーボンリサイクル」に関連した取組として、以下の組織を

立ち上げました。 

①広島県カーボン・サーキュラーエコノミー推進協議会 

②広島湾ブルーカーボン研究会 

中国NBCでは、前記取組にも参画していますが、事業化を見据えた独自の事業化支援のための

NB研究会を企画・立案しています。中国経済産業局をはじめとして、中国地域の自治体、大学等

研究機関、関連企業等との連携を推進致します。 

(4-2)「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。 

(4-3) 「エコプロ2021」展示会出展企業支援 

エコプロ展は「持続可能な社会の実現に向けて」をテーマに掲げ、消費財や生産財、エネルギ

ー、各種サービスまで、多岐にわたる分野から環境やSDGs関連の製品・技術が集結するアジア

を代表する環境の総合展示会として、今回で第23回目の開催となりました。昨年はコロナ禍で

リモート開催でしたが、本年は展示会場での開催が可能となりました。 

岡山県では、県内企業等が開発した先進的な環境関連技術・製品をPRするとともに、広域的な

販路展開を支援するため、岡山県ブースを設置しました。そこで、「エコプロ2021」および同時

開催の「高機能素材Week2021」の展示会場において、CNFに関する国内外の研究開発・事業化の

状況を調査し、参加企業の販路開拓を支援しました。 

■日 時：令和3年12月8日(水)および9日(木) 

■場 所：①12月8日東京ビッグサイト（住所：東京都江東区有明3丁目11-1） 

②12月9日幕張メッセ   （住所：千葉市美浜区中瀬 2-1） 

■来場者数（事務局発表）：①エコプロ2021      ：全体12月8～10日 54,885人 

②高機能素材Week2021：全体12月8～10日 40,629人 

(4-4) 新素材「セルロースナノファイバー実用化フォーラム2022inおかやま」 

岡山県ではCNFを活用した製品の実用化事例の紹介を通じて、幅広い産業での用途開発、特に

事業化を推進しています。このたび、「晴れの国CNF連絡会会員・役員・アドバイザー」向けフ

ォーラムを開催しました。中国NBCは支援機関として参加しました。 

■日 時：令和4年2月10日（木）13:30～16:40 

■主 催：岡山県／公益財団法人岡山県産業振興財団 

■後 援：中国経済産業局／ナノセルロースジャパン 

■基調講演：CNF事業の現況と今後の展開：日本製紙(株)野々村 文就 氏 

■CNF 実用化事例発表：岐阜県産業技術総合センター、企業3社（岡山県） 
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(4-5) 中四国環境ビジネスネット（B-net）2022事業に参画 

岡山県では、リサイクルビジネスなどの環境産業の振興を図るため、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、及び関連施策の情報提供を平成21年から行

ってきました。そこで広域ネットワークを構築することを目的として、「中四国環境ビジネスネ

ット（B-net）フォーラム2022」を開催し、中国NBCは委員として参画しました。 

■日 時：令和4年3月9日（水）13:15～16:30 

■会 場：RSKイノベイティブ・メディアセンター 能楽堂ホール tenjin9 

■開催方法：会場参加、及びオンライン配信（Zoom使用） 

■主 催：岡山県、公益財団法人岡山県産業振興財団 

■参加者：会場参加53名、オンライン参加73名 

■基調講演：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)吉高まり氏の基調講演 

 「新たなグリーン時代に地域にビジネスを呼び込む！～ESG投資とSDGsの視点から」 

■企業プレゼン：岡山県７社、高知県１社、香川県１社の企業からプレゼン 

【 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 


