（一社）中国地域ニュービジネス協議会活動報告
8 月度業務報告
(一社) 中国地域ニュービジネス協議会
山内
（Ⅰ） 8 月度 主要イベント
8 月 22 日（木）、正副会長会議開催
8 月 26 日（月）、中国地域女性ビジネスプランコンテスト（SOERU）4 者会議開催
8 月 28 日（水）、女性起業家連絡会議開催
8 月 30 日（金）、備後支部役員会開催

（Ⅱ） トピックス
（１） 正副会長会議開催
8 月の正副会長会議は毎年各支部持ち回りで開催しております。今年は鳥取支部開催です。
片山支部長のご提案で、鳥取県営境港水産物地方卸売市場と千代むすび酒造（株）の酒蔵視
察を実施した後、正副会長会議を境港で開催しました。境港水産物地方卸売市場は今年 6 月 1
日より 新設した ばかりで 衛生 管理 が行 き届い た 最 新の施 設でした 。千 代む す び酒造 さんは
様々な新しい日本酒作りに挑戦されており、岡空社長のモットーが強く印象に残りました。曰く、
『会社潰すにゃ刃物はいらぬ、今まで通りやればよい』。中国 NBC の運営にも十分当てはまる
事だと受け止めました。
正副会長会議の議題、議事の概要は以下の通りです。
【第一号議案】 入退会状況および会費収入の状況・会員増強について
平成 31 年 3 月から令和元年 8 月の間で、入会 22 先、退会 25 先で合計 3 先減少。入会
は、 中国地 域ニ ュ ー ビジ ネス （NB） 大賞 受賞先 、 中国地 域女 性ビジ ネス プラン コン テスト
（SOERU）受賞先や会員の皆様からの紹介が多くなっております。また、公的機関、大学等
にも入会を勧誘しようという事で候補先をリストアップしました。いきなり人脈のない機関に
出向いても良い結果にはならないので、各支部役員と支部担当事務局員が相談しながら、
勧誘方法を探ってまいります。
【第二号議案】 日本ニュービジネス協議会連合会（JNB）への中国地域からの政策提言
細川会長のご提案で、JNB が政府、国会議員に提出している政策提言に中国地域の声
も織り込んで頂くように JNB に働きかけています。支部ごとに提言を出して頂き、最後に中
国 NBC としてまとめて JNB に提出する心積もりです。日程については、10 月 24 日の JNB
全国会長会議で提示される予定で、この日程に合わせて動くことになります。
【第三号議案】 JNB 全国フォーラム in 香川および数年後の広島開催について
10 月 24 日開催予定の JNB 全国フォーラム in 香川のご紹介と先月の月報でも紹介しま
した全国フォーラム開催の順番がいずれ広島に戻ってくる事を紹介しました。
【第四号議案】 その他
① 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ついて
本月報の（４）①項をご参照ください。正副会長からは、一度やってみて参加者が少
なかったら見直した方が良いのではないかというご意見も頂きました。
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② 中国地域女性ビジネスプランコンテストの開催について
現在の進捗・準備状況を紹介し、応募者のご紹介ならびに 12 月 16 日の表彰式への
ご出席をお願いしました。
③ 会員検索システム、会員管理システムについて
以前、理事会でご要望の出た中国 NBC ホームページ上での会員検索システムを作
っております。システムは完成しておりますが掲載しているデータ（業種、事業内容）
について、会員様の確認が必要と思われますので、この確認を至急進めます。遅くと
も 12 月末まで、できれば次回 10 月理事会までに検索システムを公開できるように進
めます。
④ 理事改選に向けて
すでに人事異動されてい る（株）山陰合同銀行広島支店長河野様への理事交代と
出向社員を派遣頂いている（株）山口銀行さんとの連携強化のため広島支店長海田
様の理事会へのオブザーバー参加について了解を得ました。また、フマキラー（株）の
特別理事が交代され、来期より井上様が理事に就任予定であることも了解頂きました。
正式な理事就任は来年 6 月の総会で承認されます。
【境港水産物地方卸売市場】 【千代むすび酒造酒蔵見学】 【千代むすび酒造会社説明会】

（２） 備後支部役員会開催
宮地支部長はじめ支部役員 3 名、事務局員 2 名で支部役員会を開催しました。来山理事は
身内の方のご不幸のため急遽ご欠席。松坂理事も所用でご欠席。支部役員会は代理出席も可
能なので、ご多用中恐れ入りますが、出来るだけ（どの支部でも）代理出席指名をお願い申し
上げます。
今後の備後支部催事について検討し、（株）AileLinX（エールリンクス）の工場見学およびド
ローン飛行の実演見学の案を進めることとなりました。事務局より、（株）AileLinX さんに打診し
た結果、11 月 29 日ならば受け入れ可能との回答を頂き、これで支部役員の皆様の都合が合う
か確認をしております。都合が整えばこの日で進める予定です。

（３） 『起業女子応援ナビ＠中国地域ネットワーク』構成機関連絡会議開催
女性起業家等支援ネット ワーク構築事業（中小企業庁補助金事業）に参加されている構成
機関の連絡会議を開催しました。島根県松江市で開催し、26 名の方にご参加頂きました。
連絡会議の前に、全国事務局主催のﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝがありました。（公財）しまね産業振興
財団の苅田参事、（株）Woman’s の宮崎代表、（株）鳥取銀行の安川アドバイザー、そして全国
事務局の諸戸氏がパネラーとなり、起業支援機関の在り方について議論されました。支援する
側が支援される側の立場を理解しきらないと、真に価値ある支援はできない、という話でした。
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構成機関連絡会議では、最初に中国経済産業局（経産局）産業部経営支援課 課長補佐
吉岡様より開会のご挨拶を頂きました。続いて中国 NBC 榎コーディネータより、『起業女子応援
ナビ＠中国地域ネットワーク』のこれまでの 3 年間の取り組みの振り返りと今年度の取り組み
予定について紹介しました。
次に、cocoto+代表の藤田さんに鳥取県八頭町隼 Lab.での活動事例をご紹介いただきまし
た。藤田さんは元看護士で子育て中に子供を持つお母さんと子供たちが楽しめる場所がないこ
とに気づき、自分で作ろうと決心、いろいろ情報を集めたり見学したりして、隼 Lab.の存在を知
りマネージャーとして参加され、その後、隼 Lab.内に cocoto+を開業されたそうです。資金 100
万円はクラウドファンディングで調達されました。起業したい女性が子育てしながら収益を上げ
ていくのは簡単ではないので、cocoto+をシェアしてもらって成長の足掛かりにしてもらおうとい
う思いで作られたそうです。なんともパワフルな人です。
【ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ】

【経産局吉岡様ご挨拶】

【参加者記念撮影】

（４） その他
① 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 NBC の理事の皆様から時々、若い経営者を金銭的に支援するスキームを作れないのか
と事務局にご提案を頂くことがあり、どうにかできないかと思案しておりました。そんなとき、ある
中小企業の社長様（匿名ご希望）から、利益優先でないエンジェル投資家を自分が集めるから、
金融機関やベンチャーキャピタルが手を付けない起業家を集めて来て、その人たちにお金を回
す仕組みを作らないかと誘われ、中国 NBC の新企画として挑戦し仕組みを作りました。法律の
制約があるので、中国 NBC はあくまで投資家と起業家のマッチングの場を提供するだけで、契
約は投資家と起業家が個別に行います。起業家が不利な契約を結ばないようにアドバイザーや
オブザーバーも準備しております。また、反社会勢力や身元のはっきりしない人が入り込まない
ように、クローズの会合としてスタートします。
11 月 1 日に投資家・起業家の勉強会開催、11 月 8 日にマッチングイベント開催の予定でいよ
いよ具体的に動き始めました。スタートアップ 5 社目標に対して現在 4 社確保。エンジェル投資家
候補 35 名に郵送で参加を呼び掛けており、徐々に回答が集まり始めました。初めての経験です
のですので、間違いが起きないように慎重に進めて参ります。
② 中国地域女性ビジネスプランコンテスト（SOERU）4 者連携定例会議開催
中国経済産表局（経産局）、（株）日本政策投資銀行（DBJ）、（一社）中国経済連合会（中経
連）、それに弊協議会 4 者によるＳＯＥＲＵ定例会議を開催し、応募や準備状況の確認・決定・共
有化を実施しました。
8 月 26 日時点で協賛企業は 35 社、サポーター企業が 33 社です。まだ、見込み先はありま
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すので、引き続き各団体で手分けしてお声かけを進めます。
女性起業家 の応募見 込み先 は（会 議開催時 点で） 25 件 程度。 構成機 関連絡会 議や中国
NBC 主催の催事などでも引き続き声かけを続けております。
表彰式（DBJ 担当）、交流会（中経連担当）の企画内容、時間配分について共有化・検討しま
した。表彰式は一部と二部に分けて、一部では第一回、第二回 SOERU の大賞受賞者に SOERU
に参加してどんな効果があったかを語って頂きます。過去二回、表彰式から交流会が長いと言
われておりますので、今年は受賞者の数を絞ったこともあり、全体で一時間短縮し、かつ、受賞
者 8 人が全員プレゼンできるように時間配分を再検討する事にしました。
交流会では、昨年同様 1 分間 PR タイムを設け、託児所も交流会最後まで設置、また、新企画
として当日の参加者同士でマッチングをしやすい工夫を織り込むこととしました。
次回定例会議では、応募状況の共有化、発表会までのタイムスケジュールの確認、当日スケ
ジュール・役割分担の確認を実施する予定です。
③ 中国地域ニュービジネス（NB）大賞審査委員交代
NB 大賞審査委員の就実大学（岡山）、杉山副学長（教授）が審査委員の任期満了と共に就
実学園相談役に就任された ことに伴い、これを機会に委員の交代をお願いしました。委員には
地域性や専門性を考慮して就任して頂いており、岡山の中島支部長に相談したところ、杉山先
生と相談され、同じく就実大学の古塚秀夫教授（経営学部経営学科）をご推薦頂き、ご本人にも
承諾いただきました。古塚先生は鳥取大学の副学長を務めておられ、その後就実大学に移られ
たそうです。ご専門は農業経済学で「シイタケ栽培農家に対して農業簿記の普及」に貢献された
そうです。人脈も広いようで、NB 大賞審査委員として大いに助けて頂けそうです。
④ 第７回ニッポン新事業創出大賞『グローバル部門』特別賞に「株式会社八天堂」が受 賞
この度、（公社）日本ニュービジネス協議会連合会及び（一社）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、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！中国 NBC から初の受賞です。
革新的な海外事業を展開している企業や、旺盛なチャレンジ精神をもって海外で活躍してい
る起業家が表彰対象です
（株）八天堂さんでは現在、シンガポール、香港、オーストラリア、台湾、カナダに店舗を出店
されており、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ける八天
堂ビジネスの可能性を広げており、「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」が評価されたものです。おめでとうございます。

（５） 8 月度雑感
従来、NB 大賞で表彰してもそれ以外の援助があまりできていないことを何とか改善できない
かと悩んでおりましたら、エンジェル投資家とスタートアップを繋ぐマッチングの案が浮上してきま
した。担当者の粘り強い調整・折衝の結果、ついに 11 月に第一回目のマッチングベントを開催の
運びとなりました。匿名社長の推薦を受けて事務局で選びましたエンジェル投資家候補 35 名に
郵送でご案内を出しております。どのような回答が返ってくるか、ワクワク、ドキドキしてお りま
す。
以上
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