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々乱暴ですが、私が関わった会社をあるバロメーターを使って
「良い会社」と「そうでない会社」に分けてみることにしましょう。
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トップニュース❶

(公財)かがわ産業支援財団では、高松市出身の故芦原義重関西電力㈱名誉会長からの寄附
金を基金として、自然科学系分野において、県内の産業技術の高度化及び産業の振興に寄与す
ることを目的に、平成5年度から、研究者の顕彰のための「芦原科学賞」事業を行っています。

第２５回芦原科学賞は、平成２９年９月１日から１０月１６日にかけて募集を行い、技術開発等審査委員会（委員長：桐野豊徳
島文理大学長）及び芦原科学賞選考委員会（委員長：筧善行香川大学長）に諮り、受賞案件を決定しました。
そして、平成３０年２月２８日(水)に高松市内のホテルにおいて、浜田恵造知事のご出席を頂き贈呈式が開催されました。贈
呈式では、まず芦原科学賞の顕彰があり、大津理事長から芦原科学大賞に決定した株式会社アムロンの藤田一平氏に賞
状・楯と賞金(200万円)が、芦原科学功労賞に決定した四変テック株式会社技術開発部マイクロ波電源開発グループ（日野
究氏、高橋一史氏、浅野佳希氏、西本彰文氏）に賞状・楯と賞金(100万円)が、芦原科学奨励賞に決定した日本ジュウキケン
セツ株式会社の松本知巳氏、松本琢巳氏、松本操一氏に賞状・楯と賞金(50万円)が授与されました。

芦原科学賞の受賞者と業績
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第25回 芦原科学賞の受賞者決定

受賞者は、高性能の重金属類吸着資材を開発するとともに、汚染された土壌を敷地内で除
去することができる汚染除去対策工法である「吸着層工法」を開発した。株式会社アムロンは、
「ＡＭＥＣ」（エイメック）のブランドでこれらをもとに土壌汚染対策関連事業を推進し、その技術
は日本だけでなく東南アジアをはじめとした世界で活躍できる技術として、大いに期待できる。

テーマ：人工ゼオライトと無機化合物複合体を主成分とする
重金属類吸着資材を用いた吸着層工法の開発

受賞者：株式会社アムロン　藤田 一平
推薦者：株式会社アムロン　代表取締役社長　岩﨑 巨樹

芦原科学大賞

芦原科学大賞を授与して頂き誠にありがとう
ございます。御支援頂いた関係者様に大変感
謝しております。リスクに見合った合理的な汚
染土壌対策として評価頂き、大変光栄に存じま
す。停滞は衰退と同義と考え、立ち止まる事なく
今後も技術開発に努める所存でございます。

芦原科学功労賞
テーマ：高速パルスマイクロ波電源の開発
受賞者：四変テック株式会社

技術開発部  マイクロ波電源開発グループ
日野 究、高橋 一史、浅野 佳希、西本 彰文

推薦者：四変テック株式会社　代表取締役社長　真鍋 秀一

テーマ：安全かつ低コストの仮設桟橋工法　　　　　　　　　　　　　
（パラミックス工法・スパイダー工法）の開発および事業化

受賞者：日本ジュウキケンセツ株式会社　松本 知巳、松本 琢巳、松本 操一
推薦者：日本ジュウキケンセツ株式会社　代表取締役　松本　知巳

芦原科学奨励賞

吸着層工法の概要

開発した「ＣＡＭＺ－Ｓ」をはじめとする
重金属類吸着資材

パラミックス工法

高速パルスマイクロ波電源

業績

受賞者は、独自の技術を駆使して半導体製造過程において極力ダメージを与えない「高
速パルスマイクロ波電源」を開発し、売上げを伸ばした。この電源は、高機能半導体ＩＣの加
工にはなくてはならないものであり、今後も売上げの増加が期待される。

業績

受賞者は、高速道路建設工事などで必要となる仮設桟橋の工事費を低減し、墜落防止などの
安全性も向上させる「パラミックス工法」および「スパイダー工法」を開発し、事業化した。両工法
は、工事現場から高い評価を受けており、今後も、さらに受注の増加が期待される。

研究評価

受賞者のコメント

この度は、栄えある芦原科学功労賞を賜り誠にありがとうございます。頂きました賞を励みに、
これからも高機能半導体製造装置用電源の研究開発に取り組み、お客様のご要望に応えてい
くとともに、社会のお役に立てる製品の開発に努め、香川の産業振興に貢献してまいります。

受賞者のコメント

建設現場において当社が長年課題として取り組んできたことが、名誉ある賞で評価して頂け
たことは大変喜ばしく光栄な事と思っております。これからも業界の発展と安全のために「労働
災害ゼロ！」を目標とし、社会に役立つものづくりに取り組んでまいります。

受賞者のコメント

T O P
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今後も技術開発に努める所存でございます。

芦原科学功労賞
テーマ：高速パルスマイクロ波電源の開発
受賞者：四変テック株式会社

技術開発部  マイクロ波電源開発グループ
日野 究、高橋 一史、浅野 佳希、西本 彰文

推薦者：四変テック株式会社　代表取締役社長　真鍋 秀一

テーマ：安全かつ低コストの仮設桟橋工法　　　　　　　　　　　　　
（パラミックス工法・スパイダー工法）の開発および事業化

受賞者：日本ジュウキケンセツ株式会社　松本 知巳、松本 琢巳、松本 操一
推薦者：日本ジュウキケンセツ株式会社　代表取締役　松本　知巳

芦原科学奨励賞

吸着層工法の概要

開発した「ＣＡＭＺ－Ｓ」をはじめとする
重金属類吸着資材

パラミックス工法

高速パルスマイクロ波電源

業績

受賞者は、独自の技術を駆使して半導体製造過程において極力ダメージを与えない「高
速パルスマイクロ波電源」を開発し、売上げを伸ばした。この電源は、高機能半導体ＩＣの加
工にはなくてはならないものであり、今後も売上げの増加が期待される。

業績

受賞者は、高速道路建設工事などで必要となる仮設桟橋の工事費を低減し、墜落防止などの
安全性も向上させる「パラミックス工法」および「スパイダー工法」を開発し、事業化した。両工法
は、工事現場から高い評価を受けており、今後も、さらに受注の増加が期待される。

研究評価

受賞者のコメント

この度は、栄えある芦原科学功労賞を賜り誠にありがとうございます。頂きました賞を励みに、
これからも高機能半導体製造装置用電源の研究開発に取り組み、お客様のご要望に応えてい
くとともに、社会のお役に立てる製品の開発に努め、香川の産業振興に貢献してまいります。

受賞者のコメント

建設現場において当社が長年課題として取り組んできたことが、名誉ある賞で評価して頂け
たことは大変喜ばしく光栄な事と思っております。これからも業界の発展と安全のために「労働
災害ゼロ！」を目標とし、社会に役立つものづくりに取り組んでまいります。

受賞者のコメント
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トップニュース❷

『せと刺繍』は刺繍とプリント加工の長所を組み合わせた、今までにないハイブリッド加工技
術です。従来の刺繍・プリント加工で表現できなかった、色彩と立体感が最大の魅力です。既
存の加工技術にとらわれず、常に新しい価値へ挑戦しています。また、『せと刺繍』を施した生
地を使用した『せと刺織り』製品の開発も進めており、製品名にある『せと』の名の通り、瀬戸内
から世界に向けて刺繍の新しい可能性を発信していきます。

事業名：自社オリジナル刺繍技術『せと刺繍』を活かしたブランド作り
受賞者：株式会社オーキッド

代表取締役　細川 道隆（ほそかわ みちたか）／高松市

優 秀 賞

内容

駅ホームからの転落、障害物への衝突、そして転倒…視覚に障がいがある方々の重症事故
事例は後を絶ちません。それらの痛ましい事故の根絶を目指し、QOL（生活の質）を飛躍的に
向上させる製品を開発しています。障害物や段差の位置・大きさを知らせてくれるメガネを装
着することで、自身の周辺環境の認知が可能になります。それにより、視覚障がいがある方々の
歩行及び生活に「安心」を提供します。弊社が提案する豊かな社会実現への一歩です！

新事業名：視覚障がい者用環境認知グラス RtF Glasses（アールティーエフ グラス）
受賞者：株式会社Raise the Flag.（レイズ ザ フラッグ）

代表取締役　中村 猛（なかむら たけし）／高松市

優 秀 賞

内容
公益財団法人かがわ産業支援財団では、香川の将来を担う革新的ベンチャー企業の創出・育成を図るため、創造的な
技術や商品、サービスなどを自ら新規に開発し、新たな顧客や付加価値を創造しようとする、独創的なビジネスプランを昨
年１０月から１１月にかけて募集しました（平成２３年度から年1回開催で、今回で７回目）。
今回は２４件の応募があり、このうち一次・二次審査を経て、最終審査に残った６プランの公開プレゼンテーションによる本選

審査会が、去る２月７日、サンメッセホール（サンメッセ香川２階）にて開催され、最優秀賞１件、優秀賞２件が選定されました。
また、これらとは別に、既に独創的なビジネスプランを樹立･実践し、実績を挙げた先進的ビジネスモデルも併せて募集し
たところ、３件の応募があり、審査
委員会で審査した結果、大賞１件、
優秀賞２件が選定され、その表彰
式及びプランの発表会が、同会場
にて開催されました。
それぞれの入賞者とビジネス

プランは次のとおりです。

「かがわ発！先進的ビジネスモデル2017」
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「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2017」
「かがわ発！先進的ビジネスモデル2017」受賞者が決定！！

AI（人工知能）の進化する時代。AIに使われることなく、AIを使いこなすには、社会のニーズ
を掴んだりするなどマーケティング等のマネジメントスキルが必要となります。しかし、突然にそ
れらを子供達に教えるのは至難の技です。生徒たちがエンジニアリングのスキルを身につけ、
自ら制作した製品を「クラウドファンディング」で資金調達することで、その過程を通じてマーケ
ティング等のスキルを身につけていきます。

新事業名：Manageering School（マネジアリングスクール）ＡＩ時代に生きる　
スキルを子供達に教える マネジメント×エンジニアリング教室

受賞者：株式会社フレップテック
代表取締役 楠田 亘（くすだ わたる）／高松市

最 優 秀 賞

このほど「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ２０１７」最優秀賞をいただき、大変嬉しく
思っております。16歳で起業して右も左もわからずビジネスを立ちあげてきた中、やはり大きな
支えになっていたのが産業支援財団の皆様の並 な々らぬご支援です。持って生まれた発達障
害と付き合いながら生きる日々の中で手に入れた「出会い」や「経験」を資本に次世代の子供た
ちのための事業をしようと努力し続けてまいりました。当事業が本当の意味で「子供達のため」
のものとなるよう、これからも精一杯努力し続けていく所存でありますので、これからも皆様の暖
かいご支援ご声援のほどよろしくお願い申し上げます。

内容

受賞者のコメント

酪農家や繁殖牛農家にとって、牛の発情期の見逃しや分娩事故は、大きな経済損失です。
特に分娩事故においては、子牛だけではなく、母牛の死亡へと繋がることもあり、非常に大きな
問題となります。また、牛の感染症も農場運営において見逃せないものであり、先日、香川県内
であった鳥インフルエンザを見ても分かるように、早期発見は必要不可欠です。これらの諸問
題を解決するために、声紋を使った牛の分娩時、発情期等の予知及びその通知システムの提
供を行います。

新事業名：牛農家の労働低減化のための音声の見える化
受賞者：今出 雄太（いまで ゆうた）／三木町

優 秀 賞

内容

建設業から農業事業に新規参入し、差別化したサツマイモの生産・販売の事業展開を実施
しています。独自の堆肥や生産方法を開発し「弘法の恵」「夢の芋」という自社ブランドでギフト
用のさつまいもや、さつまいものペーストを全国に販売展開を行っています。今後は海外市場
への販路の開拓や、異業種の事業者とも連携を行い、農業が地方活性に役立つ産業として地
域の要望に応えられるよう努力してまいります。

事業名：差別化したサツマイモの開発・生産・販売展開ビジネスプラン
受賞者：さんわ農夢株式会社

代表取締役　大橋 知寿（おおはし ちず）／三豊市

　大　賞　

この度は「かがわ発！先進的ビジネスモデル2017」にて大賞をいただき心より感謝いたしま
す。思いおこせば建設業を営む中、農業参入に着手し無我夢中で6年間かけぬけてまいりまし
た。土づくりから始め、差別化できる農作物であるサツマイモの開発、また自分自身で価格設定
ができる事を目標とした販路開拓等、初めてのことばかりでしたが、多くの皆様方の支援をいた
だきようやく軌道に乗りつつある段階まで育つことができました。これからも中山間地域の課題
である「耕作放棄地問題」や「就農人口の減少に伴う担い手育成」という課題に向け、国内だけ
でなく海外市場も視野に入れ展開していく予定です。

内容

受賞者のコメント

日本で唯一のうどんつゆ専門会社が「うどん店を開業して良かった！」という言葉を全国のう
どん店店主から頂くために、既存の商品であるうどんつゆだけでなく、8つのサービスを開始。本
場香川にある有名店での店舗実習や経営講義、新メニューの提案や厨房のレイアウト作成・事
業計画書の作成など、様 な々面からうどん店をサポートして、うどん文化の発展とうどん店の商
売繁盛に貢献していきます。

事業名：うどん店と共に歩む。その覚悟を持ったうどんつゆ専門の会社
受賞者：京兼醸造有限会社

代表取締役社長　京兼 慎太郎（きょうかね しんたろう）／琴平町

優 秀 賞

内容

「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2017」
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『せと刺繍』は刺繍とプリント加工の長所を組み合わせた、今までにないハイブリッド加工技
術です。従来の刺繍・プリント加工で表現できなかった、色彩と立体感が最大の魅力です。既
存の加工技術にとらわれず、常に新しい価値へ挑戦しています。また、『せと刺繍』を施した生
地を使用した『せと刺織り』製品の開発も進めており、製品名にある『せと』の名の通り、瀬戸内
から世界に向けて刺繍の新しい可能性を発信していきます。

事業名：自社オリジナル刺繍技術『せと刺繍』を活かしたブランド作り
受賞者：株式会社オーキッド

代表取締役　細川 道隆（ほそかわ みちたか）／高松市

優 秀 賞

内容

駅ホームからの転落、障害物への衝突、そして転倒…視覚に障がいがある方々の重症事故
事例は後を絶ちません。それらの痛ましい事故の根絶を目指し、QOL（生活の質）を飛躍的に
向上させる製品を開発しています。障害物や段差の位置・大きさを知らせてくれるメガネを装
着することで、自身の周辺環境の認知が可能になります。それにより、視覚障がいがある方々の
歩行及び生活に「安心」を提供します。弊社が提案する豊かな社会実現への一歩です！

新事業名：視覚障がい者用環境認知グラス RtF Glasses（アールティーエフ グラス）
受賞者：株式会社Raise the Flag.（レイズ ザ フラッグ）

代表取締役　中村 猛（なかむら たけし）／高松市

優 秀 賞

内容
公益財団法人かがわ産業支援財団では、香川の将来を担う革新的ベンチャー企業の創出・育成を図るため、創造的な
技術や商品、サービスなどを自ら新規に開発し、新たな顧客や付加価値を創造しようとする、独創的なビジネスプランを昨
年１０月から１１月にかけて募集しました（平成２３年度から年1回開催で、今回で７回目）。
今回は２４件の応募があり、このうち一次・二次審査を経て、最終審査に残った６プランの公開プレゼンテーションによる本選

審査会が、去る２月７日、サンメッセホール（サンメッセ香川２階）にて開催され、最優秀賞１件、優秀賞２件が選定されました。
また、これらとは別に、既に独創的なビジネスプランを樹立･実践し、実績を挙げた先進的ビジネスモデルも併せて募集し
たところ、３件の応募があり、審査
委員会で審査した結果、大賞１件、
優秀賞２件が選定され、その表彰
式及びプランの発表会が、同会場
にて開催されました。
それぞれの入賞者とビジネス

プランは次のとおりです。

「かがわ発！先進的ビジネスモデル2017」
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「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2017」
「かがわ発！先進的ビジネスモデル2017」受賞者が決定！！

AI（人工知能）の進化する時代。AIに使われることなく、AIを使いこなすには、社会のニーズ
を掴んだりするなどマーケティング等のマネジメントスキルが必要となります。しかし、突然にそ
れらを子供達に教えるのは至難の技です。生徒たちがエンジニアリングのスキルを身につけ、
自ら制作した製品を「クラウドファンディング」で資金調達することで、その過程を通じてマーケ
ティング等のスキルを身につけていきます。

新事業名：Manageering School（マネジアリングスクール）ＡＩ時代に生きる　
スキルを子供達に教える マネジメント×エンジニアリング教室

受賞者：株式会社フレップテック
代表取締役 楠田 亘（くすだ わたる）／高松市

最 優 秀 賞

このほど「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ２０１７」最優秀賞をいただき、大変嬉しく
思っております。16歳で起業して右も左もわからずビジネスを立ちあげてきた中、やはり大きな
支えになっていたのが産業支援財団の皆様の並 な々らぬご支援です。持って生まれた発達障
害と付き合いながら生きる日々の中で手に入れた「出会い」や「経験」を資本に次世代の子供た
ちのための事業をしようと努力し続けてまいりました。当事業が本当の意味で「子供達のため」
のものとなるよう、これからも精一杯努力し続けていく所存でありますので、これからも皆様の暖
かいご支援ご声援のほどよろしくお願い申し上げます。

内容

受賞者のコメント

酪農家や繁殖牛農家にとって、牛の発情期の見逃しや分娩事故は、大きな経済損失です。
特に分娩事故においては、子牛だけではなく、母牛の死亡へと繋がることもあり、非常に大きな
問題となります。また、牛の感染症も農場運営において見逃せないものであり、先日、香川県内
であった鳥インフルエンザを見ても分かるように、早期発見は必要不可欠です。これらの諸問
題を解決するために、声紋を使った牛の分娩時、発情期等の予知及びその通知システムの提
供を行います。

新事業名：牛農家の労働低減化のための音声の見える化
受賞者：今出 雄太（いまで ゆうた）／三木町

優 秀 賞

内容

建設業から農業事業に新規参入し、差別化したサツマイモの生産・販売の事業展開を実施
しています。独自の堆肥や生産方法を開発し「弘法の恵」「夢の芋」という自社ブランドでギフト
用のさつまいもや、さつまいものペーストを全国に販売展開を行っています。今後は海外市場
への販路の開拓や、異業種の事業者とも連携を行い、農業が地方活性に役立つ産業として地
域の要望に応えられるよう努力してまいります。

事業名：差別化したサツマイモの開発・生産・販売展開ビジネスプラン
受賞者：さんわ農夢株式会社

代表取締役　大橋 知寿（おおはし ちず）／三豊市

　大　賞　

この度は「かがわ発！先進的ビジネスモデル2017」にて大賞をいただき心より感謝いたしま
す。思いおこせば建設業を営む中、農業参入に着手し無我夢中で6年間かけぬけてまいりまし
た。土づくりから始め、差別化できる農作物であるサツマイモの開発、また自分自身で価格設定
ができる事を目標とした販路開拓等、初めてのことばかりでしたが、多くの皆様方の支援をいた
だきようやく軌道に乗りつつある段階まで育つことができました。これからも中山間地域の課題
である「耕作放棄地問題」や「就農人口の減少に伴う担い手育成」という課題に向け、国内だけ
でなく海外市場も視野に入れ展開していく予定です。

内容

受賞者のコメント

日本で唯一のうどんつゆ専門会社が「うどん店を開業して良かった！」という言葉を全国のう
どん店店主から頂くために、既存の商品であるうどんつゆだけでなく、8つのサービスを開始。本
場香川にある有名店での店舗実習や経営講義、新メニューの提案や厨房のレイアウト作成・事
業計画書の作成など、様 な々面からうどん店をサポートして、うどん文化の発展とうどん店の商
売繁盛に貢献していきます。

事業名：うどん店と共に歩む。その覚悟を持ったうどんつゆ専門の会社
受賞者：京兼醸造有限会社

代表取締役社長　京兼 慎太郎（きょうかね しんたろう）／琴平町

優 秀 賞

内容

「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2017」
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平成30年度
かがわ産業支援財団の重点事業

よろず支援拠点事業（企業支援課）

農業の6次産業化等促進事業（ファンド事業推進課）

相談指導・専門家派遣事業（企業支援課）

プロフェッショナル人材戦略拠点事業（企業支援課）

プッシュ型事業承継支援強化事業

かがわ農商工連携ファンド事業（ファンド事業推進課）

創業を目指す方を対象として、必要な知識等に関する講義、創
業計画作成演習等を内容とする創業支援塾を開講する。また、創
業後間もない方を対象に、相談窓口を設けるとともに、創業の成
功事例の発表会を開催するなど、ネットワークづくりを促進する。
さらに、香川県中小企業振興融資のうち、｢新規創業融資（開業プラ

ンサポートタイプ）｣の融資申込者に対し、創業計画の作成を支援する
とともに、創業後の方を訪問して課題等を調査し、必要な支援を行う。

中小企業・小規模事業者への支援体制を強化するために、国
からの委託により、各都道府県に1箇所ずつ設置される「よろず
支援拠点」として、チーフコーディネーター1名と複数のコーディ
ネーターを配置し、他の支援機関とも連携しつつ総合的・先進的
経営アドバイス、個別事案に最適な支援チームの編成等によるワ
ンストップの中小企業支援を実施する。

農林漁業者の6次産業化を支援するため、「かがわ6次産業化
推進センター相談窓口」を設置し、専門家（6次産業化プラン
ナー）による事業計画策定のサポートや新商品開発の助言、販路
開拓支援など経営の発展段階に応じた個別相談に応じるほか、
各種セミナーを行う。

新事業展開等に取り組む県内企業のために、総合相談窓口を設置
し、様 な々分野の専門家による経営・技術指導や簡易経営診断を行う
とともに、依頼に応じ専門家を派遣し、経営課題の解決をサポート。
●窓口相談：月・火・水　　　●相談会：年4回程度（不定期）
●専門家派遣：２/３補助

地域の中小企業の「攻めの経営」や経営改善への意欲を喚起
し、民間人材ビジネス事業者等と連携し、企業とプロフェッショナ
ル人材とのマッチングを支援することで、プロフェッショナル人材
の活用を促進し、企業の経営革新を促し、地域と企業の成長戦
略の実現を支援する。

中小企業・小規模事業者等の事業承継への支援ニーズに対
応し、事業承継を促進するために、国からの委託によりコーディ

ネーターを配置し、地域の専門家や支援機関と連携したきめ細や
かな個者支援を行う。

「新かがわ中小企業応援ファンド」の運用益等を財源に、独創
的な研究開発、地域資源・特定地場産業を活用した新製品づくり
や販路開拓、生産性向上などの事業に助成する。

「かがわ農商工連携ファンド」の運用益を財源に、農林漁業者と
加工・流通などの分野の中小企業者が連携して行う事業に対し、助
成金の交付や交流会の開催等による総合的な支援を実施する。

創業者、第二創業者又は新分野進出者に対し、その初期投資に
必要な経費の一部を補助することにより、創業等の促進を図る。
（対象事業）
●一般型事業：すべての事業
●先端技術活用型事業：CNF等高機能素材、3D積層造形技術、
ロボット技術、ICT・IoT・AI等の先端技術を活用した事業

県が重点的に支援する地場産業5品目（手袋、石材、漆器、うち
わ、家具）の振興を図るため、新たな事業展開に意欲的な事業者
を対象として新商品の開発等を支援するとともに、商談会を開催
して、受注機会を創出するなど、地場産業の育成・強化により地
域の活性化を図る。

県内企業の優れた技術・製品を大手企業に直接ＰＲする展示
商談会を開催し、新規取引の開拓及び広域的な受注機会の増大
を図る。

県内企業の成長分野等（エネルギー・環境、ロボット、自動車関
連など）への進出を支援するため、「機械要素技術展（6/20～
22）」などに「かがわ次世代ものづくり研究会ブース」を出展する。

大都市圏等県外の食品関連バイヤー及び県内の食品関連バ
イヤーを招聘し、県内食品事業者との商談会を開催する。

創業・新事業創出等支援

ふるさと創業支援事業
（新規創業・創業後支援事業、新規創業融資計画策定支援等事業）
（企業支援課）

食品産業支援事業（地域共同研究部）

食品見本市出展事業（企業支援課）

知的財産活用促進事業（知的財産支援部）

知的財産支援事業（知的財産支援部）

かがわ型新ビジネスモデル奨励事業（企業支援課）

知的財産の活用支援

知財総合支援窓口運営業務（知的財産支援部）

その他地域技術事業化推進事業（技術振興部ほか）

産業技術の高度化

先端技術成果実用化支援事業（技術振興部）

その他

研究開発事業（地域共同研究部）

健康関連製品開発事業（技術振興部）

芦原科学賞（産学官連携推進課）

起業等スタートアップ支援事業（企画情報課）

かがわものづくり新技術展示商談会開催事業（取引支援課）

次世代有望分野展示商談会事業（産学官連携推進課）

食品商談会開催事業（企業支援課）

助　成

新かがわ中小企業応援ファンド等事業（ファンド事業推進課）

販路開拓

地場産品等ＰＲ・ブランド化事業（ファンド事業推進課、取引支援課）

香川県食品産業の魅力を発信するとともに、県内食品関連企業
の販路開拓を支援するため、国内最大級の食品関連見本市である
「スーパーマーケット・トレードショー」に、香川県ブースを出展する。

経済のグローバル化が進展し、地域産業においても、海外の市
場に目を向け、販路開拓を推進することが求められている中で、
新たな海外向けの販路開拓を中心とした各種支援を実施する。

頭脳化センタービル内の「インキュベータルーム」や「ＩＴスクエ
ア」を提供するとともに、県有施設「ネクスト香川」・「ＦＲＯＭ香川」
の管理運営を実施する。

創造的な技術や商品、サービスなどを新規に開発し、新たな顧
客や付加価値を創造しようとする、斬新なビジネスプランを募集し
コンペを行うとともに、成功した先進的モデルプランを表彰する。

故芦原義重氏（関西電力名誉会長）からの寄付金を基金とし
て、県内の産業技術の高度化及び産業の振興に寄与した研究
者等を顕彰する。

希少糖や糖鎖・複合糖質などの糖質バイオ分野の事業化を支
援するため、かがわ糖質バイオフォーラムの運営を行い、研究成
果の情報発信や人的ネットワークの構築を図る。

国の地域イノベーション戦略推進地域の選定を受けた「かがわ
健康関連製品開発地域構想」を推進するため、医療機器や福祉機
器等の製品開発・事業化を支援し、健康関連産業の創出を図る。

これまでの研究活動により蓄積された高温高圧流体技術等を
活用し、社会的課題を踏まえたテーマを中心に企業との共同開発
研究、開発可能性研究、受託研究を推進するとともに、農産物未
利用素材の機能性調査・活用研究や冷凍食品の加熱ムラ対策

についての試験・研究を行う。また、技術指導実験等による新商
品開発等の相談・指導を行い、企業等の技術開発を支援する。

機能性食品開発に取り組む企業や冷凍食品製造企業を支援
するため、「かがわ機能性食品等開発研究会」及び「かがわ冷凍
食品研究フォーラム」を運営するとともに、「新機能性表示食品開
発相談センター」において機能性表示食品届出に関する技術指
導・相談を実施する。

中小企業等の知的財産マインドの発掘や特許情報等の提供・
活用支援を行うため、「知財総合支援窓口」を設置・運営し、知的
財産の専門知識を有する窓口支援担当者等と知財専門家（弁理
士・弁護士）が、協働して中小企業等が抱える知的財産に関する
悩みや課題をワンストップで解決できる相談・支援を行うととも
に、企業経営の中でノウハウも含めた知的財産活動をアイデア
段階から事業展開まで一貫した支援を行うほか、セミナー等を開
催するなど、知的財産の重要性等の普及啓発を行う。

中小企業等における戦略的な外国への特許出願等を促進す
るため、外国への事業展開等を計画している県内中小企業等の
外国への特許出願等に要する経費の一部を助成する。

県内企業等の知的財産の創造・保護を促進するため、「香川県
知的所有権センター」を設置・運営し、知的財産活用の普及を図
る特許流通コーディネーターが、知的財産の活用に関する情報収
集・提供を行うとともに、県内企業等への訪問相談などを通じて、
普及啓発、広報活動等を行う。

県内企業等の知的財産の活用による競争力強化を促進する
ため、「香川県知的所有権センター」が、知的財産を活用した経営
や新たな事業展開に取り組む県内企業等を対象に、かがわ知財
経営塾を開催するなど、きめ細かな支援を行うとともに、大手企
業等が有する研究開発したが事業化されていない技術や過去
の商品に採用されていた技術などの知的財産を県内企業等に
紹介するなど、県内企業等の商品技術力のＰＲや知財マッチング
の機会を提供する。

香川大学大学院地域マネジメント研究科との連携協定に基づ
き、同科の後期日程で県内中小企業経営者等を講師とする講座
（全15回）を提供するとともに、同科と当財団が共同で地域企業と
地域経済動向に関する調査・研究を実施する。

中小企業等外国出願支援事業（知的財産支援部）

海外展開支援

地域企業海外販路開拓支援事業（海外展開支援室）

頭脳化センター等施設提供事業（施設管理課）

施設利用

顕　彰

T O P
N EW S
［3］

研究開発
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平成30年度
かがわ産業支援財団の重点事業

よろず支援拠点事業（企業支援課）

農業の6次産業化等促進事業（ファンド事業推進課）

相談指導・専門家派遣事業（企業支援課）

プロフェッショナル人材戦略拠点事業（企業支援課）

プッシュ型事業承継支援強化事業

かがわ農商工連携ファンド事業（ファンド事業推進課）

創業を目指す方を対象として、必要な知識等に関する講義、創
業計画作成演習等を内容とする創業支援塾を開講する。また、創
業後間もない方を対象に、相談窓口を設けるとともに、創業の成
功事例の発表会を開催するなど、ネットワークづくりを促進する。
さらに、香川県中小企業振興融資のうち、｢新規創業融資（開業プラ

ンサポートタイプ）｣の融資申込者に対し、創業計画の作成を支援する
とともに、創業後の方を訪問して課題等を調査し、必要な支援を行う。

中小企業・小規模事業者への支援体制を強化するために、国
からの委託により、各都道府県に1箇所ずつ設置される「よろず
支援拠点」として、チーフコーディネーター1名と複数のコーディ
ネーターを配置し、他の支援機関とも連携しつつ総合的・先進的
経営アドバイス、個別事案に最適な支援チームの編成等によるワ
ンストップの中小企業支援を実施する。

農林漁業者の6次産業化を支援するため、「かがわ6次産業化
推進センター相談窓口」を設置し、専門家（6次産業化プラン
ナー）による事業計画策定のサポートや新商品開発の助言、販路
開拓支援など経営の発展段階に応じた個別相談に応じるほか、
各種セミナーを行う。

新事業展開等に取り組む県内企業のために、総合相談窓口を設置
し、様 な々分野の専門家による経営・技術指導や簡易経営診断を行う
とともに、依頼に応じ専門家を派遣し、経営課題の解決をサポート。
●窓口相談：月・火・水　　　●相談会：年4回程度（不定期）
●専門家派遣：２/３補助

地域の中小企業の「攻めの経営」や経営改善への意欲を喚起
し、民間人材ビジネス事業者等と連携し、企業とプロフェッショナ
ル人材とのマッチングを支援することで、プロフェッショナル人材
の活用を促進し、企業の経営革新を促し、地域と企業の成長戦
略の実現を支援する。

中小企業・小規模事業者等の事業承継への支援ニーズに対
応し、事業承継を促進するために、国からの委託によりコーディ

ネーターを配置し、地域の専門家や支援機関と連携したきめ細や
かな個者支援を行う。

「新かがわ中小企業応援ファンド」の運用益等を財源に、独創
的な研究開発、地域資源・特定地場産業を活用した新製品づくり
や販路開拓、生産性向上などの事業に助成する。

「かがわ農商工連携ファンド」の運用益を財源に、農林漁業者と
加工・流通などの分野の中小企業者が連携して行う事業に対し、助
成金の交付や交流会の開催等による総合的な支援を実施する。

創業者、第二創業者又は新分野進出者に対し、その初期投資に
必要な経費の一部を補助することにより、創業等の促進を図る。
（対象事業）
●一般型事業：すべての事業
●先端技術活用型事業：CNF等高機能素材、3D積層造形技術、
ロボット技術、ICT・IoT・AI等の先端技術を活用した事業

県が重点的に支援する地場産業5品目（手袋、石材、漆器、うち
わ、家具）の振興を図るため、新たな事業展開に意欲的な事業者
を対象として新商品の開発等を支援するとともに、商談会を開催
して、受注機会を創出するなど、地場産業の育成・強化により地
域の活性化を図る。

県内企業の優れた技術・製品を大手企業に直接ＰＲする展示
商談会を開催し、新規取引の開拓及び広域的な受注機会の増大
を図る。

県内企業の成長分野等（エネルギー・環境、ロボット、自動車関
連など）への進出を支援するため、「機械要素技術展（6/20～
22）」などに「かがわ次世代ものづくり研究会ブース」を出展する。

大都市圏等県外の食品関連バイヤー及び県内の食品関連バ
イヤーを招聘し、県内食品事業者との商談会を開催する。

創業・新事業創出等支援

ふるさと創業支援事業
（新規創業・創業後支援事業、新規創業融資計画策定支援等事業）
（企業支援課）

食品産業支援事業（地域共同研究部）

食品見本市出展事業（企業支援課）

知的財産活用促進事業（知的財産支援部）

知的財産支援事業（知的財産支援部）

かがわ型新ビジネスモデル奨励事業（企業支援課）

知的財産の活用支援

知財総合支援窓口運営業務（知的財産支援部）

その他地域技術事業化推進事業（技術振興部ほか）

産業技術の高度化

先端技術成果実用化支援事業（技術振興部）

その他

研究開発事業（地域共同研究部）

健康関連製品開発事業（技術振興部）

芦原科学賞（産学官連携推進課）

起業等スタートアップ支援事業（企画情報課）

かがわものづくり新技術展示商談会開催事業（取引支援課）

次世代有望分野展示商談会事業（産学官連携推進課）

食品商談会開催事業（企業支援課）

助　成

新かがわ中小企業応援ファンド等事業（ファンド事業推進課）

販路開拓

地場産品等ＰＲ・ブランド化事業（ファンド事業推進課、取引支援課）

香川県食品産業の魅力を発信するとともに、県内食品関連企業
の販路開拓を支援するため、国内最大級の食品関連見本市である
「スーパーマーケット・トレードショー」に、香川県ブースを出展する。

経済のグローバル化が進展し、地域産業においても、海外の市
場に目を向け、販路開拓を推進することが求められている中で、
新たな海外向けの販路開拓を中心とした各種支援を実施する。

頭脳化センタービル内の「インキュベータルーム」や「ＩＴスクエ
ア」を提供するとともに、県有施設「ネクスト香川」・「ＦＲＯＭ香川」
の管理運営を実施する。

創造的な技術や商品、サービスなどを新規に開発し、新たな顧
客や付加価値を創造しようとする、斬新なビジネスプランを募集し
コンペを行うとともに、成功した先進的モデルプランを表彰する。

故芦原義重氏（関西電力名誉会長）からの寄付金を基金とし
て、県内の産業技術の高度化及び産業の振興に寄与した研究
者等を顕彰する。

希少糖や糖鎖・複合糖質などの糖質バイオ分野の事業化を支
援するため、かがわ糖質バイオフォーラムの運営を行い、研究成
果の情報発信や人的ネットワークの構築を図る。

国の地域イノベーション戦略推進地域の選定を受けた「かがわ
健康関連製品開発地域構想」を推進するため、医療機器や福祉機
器等の製品開発・事業化を支援し、健康関連産業の創出を図る。

これまでの研究活動により蓄積された高温高圧流体技術等を
活用し、社会的課題を踏まえたテーマを中心に企業との共同開発
研究、開発可能性研究、受託研究を推進するとともに、農産物未
利用素材の機能性調査・活用研究や冷凍食品の加熱ムラ対策

についての試験・研究を行う。また、技術指導実験等による新商
品開発等の相談・指導を行い、企業等の技術開発を支援する。

機能性食品開発に取り組む企業や冷凍食品製造企業を支援
するため、「かがわ機能性食品等開発研究会」及び「かがわ冷凍
食品研究フォーラム」を運営するとともに、「新機能性表示食品開
発相談センター」において機能性表示食品届出に関する技術指
導・相談を実施する。

中小企業等の知的財産マインドの発掘や特許情報等の提供・
活用支援を行うため、「知財総合支援窓口」を設置・運営し、知的
財産の専門知識を有する窓口支援担当者等と知財専門家（弁理
士・弁護士）が、協働して中小企業等が抱える知的財産に関する
悩みや課題をワンストップで解決できる相談・支援を行うととも
に、企業経営の中でノウハウも含めた知的財産活動をアイデア
段階から事業展開まで一貫した支援を行うほか、セミナー等を開
催するなど、知的財産の重要性等の普及啓発を行う。

中小企業等における戦略的な外国への特許出願等を促進す
るため、外国への事業展開等を計画している県内中小企業等の
外国への特許出願等に要する経費の一部を助成する。

県内企業等の知的財産の創造・保護を促進するため、「香川県
知的所有権センター」を設置・運営し、知的財産活用の普及を図
る特許流通コーディネーターが、知的財産の活用に関する情報収
集・提供を行うとともに、県内企業等への訪問相談などを通じて、
普及啓発、広報活動等を行う。

県内企業等の知的財産の活用による競争力強化を促進する
ため、「香川県知的所有権センター」が、知的財産を活用した経営
や新たな事業展開に取り組む県内企業等を対象に、かがわ知財
経営塾を開催するなど、きめ細かな支援を行うとともに、大手企
業等が有する研究開発したが事業化されていない技術や過去
の商品に採用されていた技術などの知的財産を県内企業等に
紹介するなど、県内企業等の商品技術力のＰＲや知財マッチング
の機会を提供する。

香川大学大学院地域マネジメント研究科との連携協定に基づ
き、同科の後期日程で県内中小企業経営者等を講師とする講座
（全15回）を提供するとともに、同科と当財団が共同で地域企業と
地域経済動向に関する調査・研究を実施する。

中小企業等外国出願支援事業（知的財産支援部）

海外展開支援

地域企業海外販路開拓支援事業（海外展開支援室）

頭脳化センター等施設提供事業（施設管理課）

施設利用

顕　彰

T O P
N EW S
［3］

研究開発
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希少糖を本県産業の成長につ
なげるため、希少糖製造技術者
の養成や希少糖の生産開発支
援などを行う。

○糖質バイオ商品開発支援事業
•新たな希少糖生産に係る研究開発補助　•糖質バイオ分野における事業化補助
○希少糖製造技術者養成支援事業
•希少糖生産技術を学ぶプログラムの実施
○香川の希少糖ブランド化推進事業
•都市部の国際食品見本市への出展支援

「かがわ希少糖ホワイト
バレー」プロジェクト事業

38,515
産業政策課
087-832-3352

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

四国４県の連携のもと、タイで
開催されるMETALEX2018や
インドネシアで開催される
Manufacturing Indonesia
2018に香川県ブースを出展す
るとともに、本県独自にタイで県
内企業と現地企業との商談会
を開催する。

○METALEX2018出展支援
会期：2018年11月21日～24日　
会場：タイ・バンコク国際貿易展示センター

○Manufacturing Indonesia2018出展支援
会期：2018年12月5日～8日
会場：ジャカルタ国際展示場（インドネシア）

○タイ・バンコク商談会
METALEX2018の会期中に、現地企業との商談会を開催

アジア販路開拓支援事業

9,000
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

7,500
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

ジェトロ香川に設置した｢香川県
海外ビジネス展開促進センター｣
において、海外展開に関心のある
県内企業等にきめ細かな支援を
行うとともに、海外展開を担う人
材の育成を支援する。

○企業訪問により、ニーズに合わせた情報提供、アドバイス、支援事業等の紹介
○海外展開の実現に向けたきめ細かな支援
○｢海外ビジネス人材育成講座｣の開催　など

海外ビジネス展開
促進事業

10,000
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

中小企業等の生産現場におい
て、省力化のための設備投資を
促進し、生産性向上を図ること
ができるよう、IoTシステムの導
入検討、試験導入・運用を行う
費用を補助する。

○補助対象者
県内に本社又は事業所を有する中小企業者等（製造業に限る）

○補助対象経費
①IoTシステムの導入検討…委託費
②IoTシステムの試験導入・運用…設備費、外注費

※3,000千円以上（税抜き）の事業を対象とする。
○補助額等
補助率：1／2以内　　　補助額：1,500千円（上限額）

（再掲）
中小企業等ＩｏＴ導入検討
促進事業

7,500
産業政策課
087-832-3348

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

本県の強みである、ものづくり基
盤技術産業と食品産業の振興を
図るため、将来の成長が有望な分
野における研究開発や新商品開
発の支援、展示商談会などを活用
した販路開拓・受注拡大の支援、
地域産業に必要な人材の育成支
援などを行う。

○IoT・AI技術活用支援事業
○中小企業等IoT導入検討促進事業
○AI技術活用型研究開発支援事業
○CNF等高機能素材製品開発支援事業
○ロボット・IoT活用型競争力強化事業
○次世代3D積層造形技術関連産業育成事業
○ものづくり基盤技術高度化支援事業
○機能性食品産業強化事業

○機能性食品開発支援事業
○発酵食品関連産業強化事業
○冷凍食品産業基盤強化事業
○エネルギー関連産業育成支援事業
○マーケティング力強化支援事業
○先端技術活用型研究開発支援事業
○戦略的マッチング推進事業
○地域産業人材創出支援事業

次世代ものづくり産業
育成事業

209,944
産業政策課
087-832-3348

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

医療や福祉など健康関連分野の事業
化を推進するため、健康関連分野で
の製品開発に必要な情報提供や産
学官連携の促進、人的ネットワークの
構築を図るとともに、医療機器や福祉
用具、ICT製品などの開発を支援する。

○かがわ健康関連製品開発地域構想推進事業
•健康関連分野のセミナー、勉強会等の開催
•ものづくり企業の事業マッチング支援
•薬事相談会の実施
○健康関連製品開発促進支援事業
•医療福祉機器、ICT製品等の開発補助

K-MIX関連産業育成
プロジェクト事業

19,910
産業政策課
087-832-3352

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

県産オリーブオイルの世界最高
水準化を目指すため、オイルの
品質向上に必要な技術の高度
化を図るとともに、新たなオリー
ブ商品の開発を支援する。

○オリーブ商品高品質化支援事業
•オリーブ製品の開発支援
•オリーブ産業に従事する技術者の基盤強化

オリーブ産業強化プロジェクト事業
6,849
産業政策課
087-832-3352

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

事　業　名 事　業　内　容 30年度事業内容 事　業　名 事　業　内　容 30年度事業内容

県内企業の海外展開の状況に
応じて、準備段階から契約段階
に至るまで総合的な支援を行う。
特に、直行便就航地域、欧州連
合加盟国やＴＰＰ11署名国を
対象とするものについては、重
点的な支援を行う。

○海外ビジネスチャンス活用講座開催事業
•経済連携協定の活用に関するセミナー等の開催
○海外ビジネス多言語情報発信支援事業
•対象国・地域の言語等でホームページ・パンフレット等の作成に要する経費を補助
○海外認証等取得支援事業
•海外取引に必要な認証等の取得に要する経費を補助
○海外ビジネス展開専門家活用支援事業
•契約書作成などを行うために弁護士等の専門家への相談等に要する経費を補助

海外ビジネスチャンス
活用支援事業

高松空港の国際線就航地域と
の経済交流をより一層促進する
ため、県内企業の直行便就航
国・地域へのビジネス展開を支
援する。

○直行便就航地域現地調査支援事業
•直行便就航地域への進出や販路開拓を目指す県内企業の現地調査等に要
する経費の一部補助

○台湾販路開拓支援事業
•台湾政府機関及び経済団体との共催による香川県台湾商談会の開催
○上海ビジネス展開支援事業
•上海地域における県内企業の現地視察や販路開拓等に対する支援

直行便就航国・
地域ビジネス展開
支援事業

16,789
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

県内に工場、試験研究施設、情
報処理関連施設、物流拠点施
設、地方拠点強化施設等を設置
する企業に対して助成金を交付
することにより、企業立地を促
進する。

○助成対象：工場や試験研究施設等の区分に応じて定める投下固定資産額、新
規雇用等の要件を満たすもの

○助成額：投下固定資産額等を基礎に算出した額（対象施設の区分により助成
額が異なる）
※工場の場合　　•助成率　投下固定資産額の10～15％

•10人を超える新規常用雇用に対する助成あり
•助成限度額　5億円

香川県企業誘致条例に
基づく補助金

2,230,308
企業立地推進課
087-832-3354

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

専門事業者を活用した事業承
継計画の策定等への補助や事
業承継税制の認定を通じて、円
滑な事業承継を支援する。

○事業承継支援事業費補助金
•支援機関の支援を受けたうえで、専門事業者に対して委託する経費の一部を補助
①事業承継計画の策定等　補助率　1／2（上限30万円）
②Ｍ＆Ａの仲介委託等（譲渡側に限る）　補助率　1／3（上限30万円）

○事業承継税制の認定
•事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予を受けるための認定

事業承継支援事業

3,700
経営支援課
087-823-3345

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

香川県企業誘致条例に定める
助成対象施設を新設又は増設
した中小企業に対し、事業開始
までの間に必要となる新規常用
雇用者の確保に要する経費を
補助する。

○補助対象者
•香川県企業誘致条例に基づく「助成対象企業」として指定を受けていること
•中小企業であること
•補助対象期間内に5人以上の新規常用雇用の実績があること
•新たに取得した施設で勤務していること
○補助対象経費
•新規常用雇用者の確保に必要な次の経費
　•求人広告費　　　•人材紹介経費
　•企業説明会及び就職説明会に係る経費

○補助率
•要した経費の1／2以内（補助上限100万円）
○対象期間
•事業開始日の１年前の日から事業開始日（但し、事業計画の提出日以降に限る）
○申請期間
•事業開始日から３か月以内

企業立地新規雇用
支援補助金

10,000
企業立地推進課
087-832-3354

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

特集
❶ 平成30年度 香川県の主な中小企業支援事業

県信用保証協会の保証制度を
活用し、取扱金融機関と協調し
て融資を行い、県内中小企業等
の事業資金調達の円滑化を図る。

○新規創業支援
○経営革新支援

○経営安定支援
○企業立地支援

○商店街支援
○事業承継支援

詳しくは「香川県商工労働部ホームページがんばれ香川」参照
http://www.pref.kagawa.lg.jp/shoko/yuushi/index.html

中小企業振興融資

ワークサポートかがわでは、県
内企業の人材確保拠点として
求人・求職のマッチング支援と
県内企業の情報発信に取り組
んでいる。
県外からの就職を支援するため、
県外在住の学生が、香川県内で
合同就職面接会やインターンシ
ップに参加するときの交通費を
助成する。

○補助対象者
県外に在住する学生であって次のいずれかの者
⑴「ｊｏｂナビかがわ」に登録し、香川県等が主催する合同就職面接会に参加
する最終学年の者

⑵「インターンシップナビかがわ」に登録し、「インターンシップナビかがわ」を
通して県内企業で実施するインターンシップに参加する最終学年以外の者

○補助対象経費
県外住所地と県内目的地との間を経済的かつ合理的な経路で往復移動する
ときに要する交通費
○補助限度額
年10,000円（同一人につき、限度額に達するまで年２回まで申請可）

かがわで就活！応援事業

2,900
就職・移住支援センター
（ワークサポートかがわ）
087-802-4700

予算額（千円）

担 当 課

電 話 番 号

製造業を営む中小企業者の経
営基盤の強化や新分野進出な
どの積極的な事業展開を促進
するため、県内中小企業者が行
う設備投資のための事業資金
の借入金に対する利子補給補
助を行う。

○補助対象者
•県内に本社又は事業所を有する中小企業者（製造業）で、設備投資のために
1,000万円以上の資金借入を行ったもの

○補助対象となる設備投資
•県内における製造業のための工場又は試験研究施設の新築若しくは増改築
又は取得並びに機械及び装置の取得

○補助率
•資金借入に伴う利子のうち年利1％以下で算定期間内に支払われた額の10／10
○補助期間
•融資実行日から起算して7年以内
○補助金額の上限
•100万円/年

県内中小企業設備投資
資金利子補給補助事業

99,300
経営支援課
087-832-3345

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

39,220,000
経営支援課
087-832-3347

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

働き方改革を推進する宣言を行
い、在宅勤務等の柔軟な働き方
や、女性、高齢者等の職域拡大を
目的とした社内労働環境の整備
等の働き方改革の推進を行う企
業のうち、優れた事業計画を作
成した企業に対し、その取組みに
要する経費の一部を助成する。

○補助対象者
県内に本店、支店、営業所等を有する中小企業基本法で定める中小企業

○補助対象経費
社内労働環境の整備や、柔軟な働き方の推進に必要な設備整備に要する経費
（建築工事費、設備工事費、委託料、備品購入費等）
○補助限度額
補助対象経費の1／2以内（当該年度内助成限度額1企業当たり1,500千円）

働き方改革
環境づくり助成事業

7,761
労働政策課
087-832-3369

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号
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商工労働部関係

希少糖を本県産業の成長につ
なげるため、希少糖製造技術者
の養成や希少糖の生産開発支
援などを行う。

○糖質バイオ商品開発支援事業
•新たな希少糖生産に係る研究開発補助　•糖質バイオ分野における事業化補助
○希少糖製造技術者養成支援事業
•希少糖生産技術を学ぶプログラムの実施
○香川の希少糖ブランド化推進事業
•都市部の国際食品見本市への出展支援

「かがわ希少糖ホワイト
バレー」プロジェクト事業

38,515
産業政策課
087-832-3352

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

四国４県の連携のもと、タイで
開催されるMETALEX2018や
インドネシアで開催される
Manufacturing Indonesia
2018に香川県ブースを出展す
るとともに、本県独自にタイで県
内企業と現地企業との商談会
を開催する。

○METALEX2018出展支援
会期：2018年11月21日～24日　
会場：タイ・バンコク国際貿易展示センター

○Manufacturing Indonesia2018出展支援
会期：2018年12月5日～8日
会場：ジャカルタ国際展示場（インドネシア）

○タイ・バンコク商談会
METALEX2018の会期中に、現地企業との商談会を開催

アジア販路開拓支援事業

9,000
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

7,500
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

ジェトロ香川に設置した｢香川県
海外ビジネス展開促進センター｣
において、海外展開に関心のある
県内企業等にきめ細かな支援を
行うとともに、海外展開を担う人
材の育成を支援する。

○企業訪問により、ニーズに合わせた情報提供、アドバイス、支援事業等の紹介
○海外展開の実現に向けたきめ細かな支援
○｢海外ビジネス人材育成講座｣の開催　など

海外ビジネス展開
促進事業

10,000
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

中小企業等の生産現場におい
て、省力化のための設備投資を
促進し、生産性向上を図ること
ができるよう、IoTシステムの導
入検討、試験導入・運用を行う
費用を補助する。

○補助対象者
県内に本社又は事業所を有する中小企業者等（製造業に限る）

○補助対象経費
①IoTシステムの導入検討…委託費
②IoTシステムの試験導入・運用…設備費、外注費

※3,000千円以上（税抜き）の事業を対象とする。
○補助額等
補助率：1／2以内　　　補助額：1,500千円（上限額）

（再掲）
中小企業等ＩｏＴ導入検討
促進事業

7,500
産業政策課
087-832-3348

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

本県の強みである、ものづくり基
盤技術産業と食品産業の振興を
図るため、将来の成長が有望な分
野における研究開発や新商品開
発の支援、展示商談会などを活用
した販路開拓・受注拡大の支援、
地域産業に必要な人材の育成支
援などを行う。

○IoT・AI技術活用支援事業
○中小企業等IoT導入検討促進事業
○AI技術活用型研究開発支援事業
○CNF等高機能素材製品開発支援事業
○ロボット・IoT活用型競争力強化事業
○次世代3D積層造形技術関連産業育成事業
○ものづくり基盤技術高度化支援事業
○機能性食品産業強化事業

○機能性食品開発支援事業
○発酵食品関連産業強化事業
○冷凍食品産業基盤強化事業
○エネルギー関連産業育成支援事業
○マーケティング力強化支援事業
○先端技術活用型研究開発支援事業
○戦略的マッチング推進事業
○地域産業人材創出支援事業

次世代ものづくり産業
育成事業

209,944
産業政策課
087-832-3348

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

医療や福祉など健康関連分野の事業
化を推進するため、健康関連分野で
の製品開発に必要な情報提供や産
学官連携の促進、人的ネットワークの
構築を図るとともに、医療機器や福祉
用具、ICT製品などの開発を支援する。

○かがわ健康関連製品開発地域構想推進事業
•健康関連分野のセミナー、勉強会等の開催
•ものづくり企業の事業マッチング支援
•薬事相談会の実施
○健康関連製品開発促進支援事業
•医療福祉機器、ICT製品等の開発補助

K-MIX関連産業育成
プロジェクト事業

19,910
産業政策課
087-832-3352

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

県産オリーブオイルの世界最高
水準化を目指すため、オイルの
品質向上に必要な技術の高度
化を図るとともに、新たなオリー
ブ商品の開発を支援する。

○オリーブ商品高品質化支援事業
•オリーブ製品の開発支援
•オリーブ産業に従事する技術者の基盤強化

オリーブ産業強化プロジェクト事業
6,849
産業政策課
087-832-3352

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

事　業　名 事　業　内　容 30年度事業内容 事　業　名 事　業　内　容 30年度事業内容

県内企業の海外展開の状況に
応じて、準備段階から契約段階
に至るまで総合的な支援を行う。
特に、直行便就航地域、欧州連
合加盟国やＴＰＰ11署名国を
対象とするものについては、重
点的な支援を行う。

○海外ビジネスチャンス活用講座開催事業
•経済連携協定の活用に関するセミナー等の開催
○海外ビジネス多言語情報発信支援事業
•対象国・地域の言語等でホームページ・パンフレット等の作成に要する経費を補助
○海外認証等取得支援事業
•海外取引に必要な認証等の取得に要する経費を補助
○海外ビジネス展開専門家活用支援事業
•契約書作成などを行うために弁護士等の専門家への相談等に要する経費を補助

海外ビジネスチャンス
活用支援事業

高松空港の国際線就航地域と
の経済交流をより一層促進する
ため、県内企業の直行便就航
国・地域へのビジネス展開を支
援する。

○直行便就航地域現地調査支援事業
•直行便就航地域への進出や販路開拓を目指す県内企業の現地調査等に要
する経費の一部補助

○台湾販路開拓支援事業
•台湾政府機関及び経済団体との共催による香川県台湾商談会の開催
○上海ビジネス展開支援事業
•上海地域における県内企業の現地視察や販路開拓等に対する支援

直行便就航国・
地域ビジネス展開
支援事業

16,789
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

県内に工場、試験研究施設、情
報処理関連施設、物流拠点施
設、地方拠点強化施設等を設置
する企業に対して助成金を交付
することにより、企業立地を促
進する。

○助成対象：工場や試験研究施設等の区分に応じて定める投下固定資産額、新
規雇用等の要件を満たすもの

○助成額：投下固定資産額等を基礎に算出した額（対象施設の区分により助成
額が異なる）
※工場の場合　　•助成率　投下固定資産額の10～15％

•10人を超える新規常用雇用に対する助成あり
•助成限度額　5億円

香川県企業誘致条例に
基づく補助金

2,230,308
企業立地推進課
087-832-3354

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

専門事業者を活用した事業承
継計画の策定等への補助や事
業承継税制の認定を通じて、円
滑な事業承継を支援する。

○事業承継支援事業費補助金
•支援機関の支援を受けたうえで、専門事業者に対して委託する経費の一部を補助
①事業承継計画の策定等　補助率　1／2（上限30万円）
②Ｍ＆Ａの仲介委託等（譲渡側に限る）　補助率　1／3（上限30万円）

○事業承継税制の認定
•事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予を受けるための認定

事業承継支援事業

3,700
経営支援課
087-823-3345

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

香川県企業誘致条例に定める
助成対象施設を新設又は増設
した中小企業に対し、事業開始
までの間に必要となる新規常用
雇用者の確保に要する経費を
補助する。

○補助対象者
•香川県企業誘致条例に基づく「助成対象企業」として指定を受けていること
•中小企業であること
•補助対象期間内に5人以上の新規常用雇用の実績があること
•新たに取得した施設で勤務していること
○補助対象経費
•新規常用雇用者の確保に必要な次の経費
　•求人広告費　　　•人材紹介経費
　•企業説明会及び就職説明会に係る経費

○補助率
•要した経費の1／2以内（補助上限100万円）
○対象期間
•事業開始日の１年前の日から事業開始日（但し、事業計画の提出日以降に限る）
○申請期間
•事業開始日から３か月以内

企業立地新規雇用
支援補助金

10,000
企業立地推進課
087-832-3354

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

特集
❶ 平成30年度 香川県の主な中小企業支援事業

県信用保証協会の保証制度を
活用し、取扱金融機関と協調し
て融資を行い、県内中小企業等
の事業資金調達の円滑化を図る。

○新規創業支援
○経営革新支援

○経営安定支援
○企業立地支援

○商店街支援
○事業承継支援

詳しくは「香川県商工労働部ホームページがんばれ香川」参照
http://www.pref.kagawa.lg.jp/shoko/yuushi/index.html

中小企業振興融資

ワークサポートかがわでは、県
内企業の人材確保拠点として
求人・求職のマッチング支援と
県内企業の情報発信に取り組
んでいる。
県外からの就職を支援するため、
県外在住の学生が、香川県内で
合同就職面接会やインターンシ
ップに参加するときの交通費を
助成する。

○補助対象者
県外に在住する学生であって次のいずれかの者
⑴「ｊｏｂナビかがわ」に登録し、香川県等が主催する合同就職面接会に参加
する最終学年の者

⑵「インターンシップナビかがわ」に登録し、「インターンシップナビかがわ」を
通して県内企業で実施するインターンシップに参加する最終学年以外の者

○補助対象経費
県外住所地と県内目的地との間を経済的かつ合理的な経路で往復移動する
ときに要する交通費
○補助限度額
年10,000円（同一人につき、限度額に達するまで年２回まで申請可）

かがわで就活！応援事業

2,900
就職・移住支援センター
（ワークサポートかがわ）
087-802-4700

予算額（千円）

担 当 課

電 話 番 号

製造業を営む中小企業者の経
営基盤の強化や新分野進出な
どの積極的な事業展開を促進
するため、県内中小企業者が行
う設備投資のための事業資金
の借入金に対する利子補給補
助を行う。

○補助対象者
•県内に本社又は事業所を有する中小企業者（製造業）で、設備投資のために
1,000万円以上の資金借入を行ったもの

○補助対象となる設備投資
•県内における製造業のための工場又は試験研究施設の新築若しくは増改築
又は取得並びに機械及び装置の取得

○補助率
•資金借入に伴う利子のうち年利1％以下で算定期間内に支払われた額の10／10
○補助期間
•融資実行日から起算して7年以内
○補助金額の上限
•100万円/年

県内中小企業設備投資
資金利子補給補助事業

99,300
経営支援課
087-832-3345

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

39,220,000
経営支援課
087-832-3347

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

働き方改革を推進する宣言を行
い、在宅勤務等の柔軟な働き方
や、女性、高齢者等の職域拡大を
目的とした社内労働環境の整備
等の働き方改革の推進を行う企
業のうち、優れた事業計画を作
成した企業に対し、その取組みに
要する経費の一部を助成する。

○補助対象者
県内に本店、支店、営業所等を有する中小企業基本法で定める中小企業

○補助対象経費
社内労働環境の整備や、柔軟な働き方の推進に必要な設備整備に要する経費
（建築工事費、設備工事費、委託料、備品購入費等）
○補助限度額
補助対象経費の1／2以内（当該年度内助成限度額1企業当たり1,500千円）

働き方改革
環境づくり助成事業

7,761
労働政策課
087-832-3369

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号
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平成30年度
新かがわ中小企業応援ファンド等事業の支援対象事業
が決定しました!!

特集
❷

平成30年度
かがわ農商工連携ファンドの支援対象事業が決定しました！！

❶ 新分野等チャレンジ支援事業 採択6件（申請8件） 採択額 5,416千円
採択額（千円）事 業 者テ ー マ

当財団では、平成29年度に造成した「新かがわ中小企業応援ファンド」などを活用して、中小企業者等が行う研究開発や販路開拓、
人材育成などの取組みを総合的に支援します。
平成30年度の助成事業について、平成29年12月7日から平成30年1月31日まで募集を行ったところ75件の申請があり、審査の結果、
支援対象事業を次のとおり46件決定しました。

財団では総額28億円の「かがわ農商工連携ファンド」を造成し、その運用益で、県内の農林漁業者と中小企業者が連携・協力して
行う新商品開発等を支援しています。
この度、平成30年度事業を平成29年11月27日から平成30年1月15日まで募集したところ、計5件の申請があり、次の5件を採択しま
した。

640香川県酒造組合（高松市）オリーブ酵母を使った香川県特産清酒の開発
1,000合同会社五名醸造（東かがわ市）小規模ビール醸造所向けの瓶ビール充填及び王冠打栓装置の開発
1,000千金丹ケアーズ㈱（高松市）新レシピの黒ごまペーストを用いたライフスタイル提案型ギフトセットの製作
776合同会社ナカタ（小豆島町）オリーブ果汁の再利用
1,000日本メディカル㈱（高松市）ユニバーサルデザインの視点からの人に優しい介護記録システムの開発と機能検証
1,000㈱まんでがん（善通寺市）讃岐もち麦ダイシモチ　茹で麦加工品

❷ 競争力強化研究開発支援事業 採択10件（申請23件） 採択額 49,085千円
採択額（千円）事 業 者テ ー マ
4,666鎌長製衡㈱（高松市）自動はかり検定化に伴う分銅検査の効率化促進
5,000㈱菊井商会（丸亀市）コンクリート表面改質粘着シートの開発
5,000㈱北四国グラビア印刷（観音寺市）「小ロット」「多品種」の商品に対応した軟包装パッケージの技術開発・商品開発
5,000高松帝酸㈱（高松市）フッ素ガス粉体処理装置開発及びフッ素ガス処理粉体用途開拓、市場提案
5,000日生化学㈱（東かがわ市）HS-PETの付加価値アップ、評価方法と生産性の確立を目的とする研究開発
4,419日本ジュウキケンセツ㈱（高松市）ボルトジョイント型パラミックス工法（仮設桟橋工法）の開発

○新商品等開発支援事業 採択4件（申請4件）
採択額（千円）連携体事業者事 業 名

4,000有限会社筒井製菓【高松市】
仁尾産商株式会社【三豊市】オリーブ車海老を活用した豆菓子などの商品開発と販路開拓

1,850株式会社ニッショー【丸亀市】
さんわ農夢株式会社【三豊市】

焼きたてのおいしさが再現できる新しいアルミ蒸着包装の焼き芋商品開
発、および販路開拓

4,000有限会社菓匠芝山【高松市】
有限会社ケア・ステーション【丸亀市】高糖度トマト「あまト」を使用した和菓子等の商品開発と販路開拓

4,000株式会社スミダ・リ・オリジン【高松市】
高松市西部地域果樹部会【高松市】

高松市西部地域産の規格外果実を使用したゼリー等の商品開発と販路
拡大

○販売力強化・ブランド化支援事業 採択1件（申請1件） 
採択額（千円）連携体事業者事 業 名

1,000株式会社高畑精麦【善通寺市】
梶原大介【さぬき市】

「NUDE GRANOLAフルーツ」と「NUDE GRANOLAオリジナル」の売
上強化と販路開拓

5,000バリオスター㈱（高松市）中規模蓄電池システムと小型風力発電機との組み合わせによるトータルシステムの
効率を最大化できる接続方法等の実証実験

5,000㈱FUJIDAN（東かがわ市）箱製造における高付加価値自動機械システムの開発
5,000㈱伏見製薬所（丸亀市）機能性単糖の大量生産システムの開発と機能性および安全性の評価
5,000吉原食糧㈱（坂出市）おいしさと機能性に優れた小麦胚芽粉体の開発及び生産技術の確立

❸ 地場産業・地域資源活用支援事業 採択6件（申請14件） 採択額 16,149千円
採択額（千円）事 業 者テ ー マ
3,000㈱オギタヘムト（三豊市）和紙繊維100％デニム素材製品の開発によるブランドの確立
3,000㈱オーキッド（高松市）刺繍加工技術の高度化と販路開拓事業

2,275㈲西内花月堂（まんのう町）
ひまわり油製造過程で副生する圧搾滓を、機能性素材として利用した
まんのう町特産物の試作開発

3,000㈱二宮石材（高松市）石材加工技術革新による庵治石の高付加価値化と新展開事業
2,651丸剛産業㈱（まんのう町）オリーブ豚の冷凍食品惣菜の開発・消費拡大を図るための販路開拓
2,223㈱レガン（三木町）ゴルフ手袋の製造技術を応用したグラウンドゴルフ専用の新しい手袋の開発と販売

❹ 県外見本市出展支援事業 採択11件（申請14件） 採択額 3,678千円
採択額（千円）事 業 者事 業 者

350㈱ダイコープロダクト（さぬき市）エールック㈱（東かがわ市）
320㈱まんでがん（善通寺市）㈱エコマスター（三豊市）
350㈱ムロト（高松市）カワニシカバンproduct（高松市）
300㈱八栗（高松市）合同会社さぬき農園ぐらし（高松市）
350ヨークス㈱（東かがわ市）㈱ジョーソンドキュメンツ（高松市）

生新㈱（東かがわ市）

採択額（千円）
350
350
258
350
350
350

❺ 海外見本市出展支援事業 採択5件（申請5件） 採択額 5,000千円
採択額（千円）事 業 者見 本 市 名 称（ 国 地 域 ）
1,000㈱アライオリーブ（小豆島町）FHA （シンガポール）
1,000㈱一ノ蔵（小豆島町）JAPANEXTION （ＵＡＥ・ドバイ）

1,000㈱クロダ（東かがわ市）PITTI IMMAGINE UOMO （イタリア・フィレンツェ）
1,000cocokara japan（高松市）ジャパンエキスポ（フランス・パリ）

1,000㈱岩佐佛喜堂（高松市）中国厦門国際佛事用品（春季）展示会（中国・厦門市）

❻ ものづくり生産性向上・スキルアップ支援事業 採択5件（申請5件） 採択額  9,942千円
採択額（千円）事 業 者テ ー マ
2,000㈱川上板金工業所（琴平町）金属屋根工事業における5S改善と作業標準化による一貫体制システムの構築
2,000㈱フクシン（東かがわ市）生産管理システム導入による生産性向上

1,999㈱ホーコク製粉（観音寺市）ＩＳＯ22000の仕組みづくりを利用して生産向上を図る
2,000マルワ製袋㈱（さぬき市）円滑な事業継承及び技術継承と継続的な改善活動ができる自立型組織をつくる

1,943㈱FUJIDAN（東かがわ市）将来の競争に打ち勝つ「人財」づくり

❼ 創業ベンチャー支援事業
【創業ベンチャー支援】 採択2件（申請5件） 採択額 4,000千円

採択額（千円）事 業 者テ ー マ
2,000㈱佐竹技研（高松市）ドローン（無人機）開発による、新規事業の創出
2,000馬場　達也（高松市）新しい旅の形を四国で提供　キャンピングレンタカーとキャラバンハウス

【かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ２０１７最優秀賞認定事業】 採択1件（申請1件） 採択額 824千円
採択額（千円）事 業 者テ ー マ

824㈱フレップテック（高松市）
Manageering School　 ＡＩ時代に生きるスキルを子供達に教える マネジメント
×エンジニアリング教室
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平成30年度
新かがわ中小企業応援ファンド等事業の支援対象事業
が決定しました!!

特集
❷

平成30年度
かがわ農商工連携ファンドの支援対象事業が決定しました！！

❶ 新分野等チャレンジ支援事業 採択6件（申請8件） 採択額 5,416千円
採択額（千円）事 業 者テ ー マ

当財団では、平成29年度に造成した「新かがわ中小企業応援ファンド」などを活用して、中小企業者等が行う研究開発や販路開拓、
人材育成などの取組みを総合的に支援します。
平成30年度の助成事業について、平成29年12月7日から平成30年1月31日まで募集を行ったところ75件の申請があり、審査の結果、
支援対象事業を次のとおり46件決定しました。

財団では総額28億円の「かがわ農商工連携ファンド」を造成し、その運用益で、県内の農林漁業者と中小企業者が連携・協力して
行う新商品開発等を支援しています。
この度、平成30年度事業を平成29年11月27日から平成30年1月15日まで募集したところ、計5件の申請があり、次の5件を採択しま
した。

640香川県酒造組合（高松市）オリーブ酵母を使った香川県特産清酒の開発
1,000合同会社五名醸造（東かがわ市）小規模ビール醸造所向けの瓶ビール充填及び王冠打栓装置の開発
1,000千金丹ケアーズ㈱（高松市）新レシピの黒ごまペーストを用いたライフスタイル提案型ギフトセットの製作
776合同会社ナカタ（小豆島町）オリーブ果汁の再利用
1,000日本メディカル㈱（高松市）ユニバーサルデザインの視点からの人に優しい介護記録システムの開発と機能検証
1,000㈱まんでがん（善通寺市）讃岐もち麦ダイシモチ　茹で麦加工品

❷ 競争力強化研究開発支援事業 採択10件（申請23件） 採択額 49,085千円
採択額（千円）事 業 者テ ー マ
4,666鎌長製衡㈱（高松市）自動はかり検定化に伴う分銅検査の効率化促進
5,000㈱菊井商会（丸亀市）コンクリート表面改質粘着シートの開発
5,000㈱北四国グラビア印刷（観音寺市）「小ロット」「多品種」の商品に対応した軟包装パッケージの技術開発・商品開発
5,000高松帝酸㈱（高松市）フッ素ガス粉体処理装置開発及びフッ素ガス処理粉体用途開拓、市場提案
5,000日生化学㈱（東かがわ市）HS-PETの付加価値アップ、評価方法と生産性の確立を目的とする研究開発
4,419日本ジュウキケンセツ㈱（高松市）ボルトジョイント型パラミックス工法（仮設桟橋工法）の開発

○新商品等開発支援事業 採択4件（申請4件）
採択額（千円）連携体事業者事 業 名

4,000有限会社筒井製菓【高松市】
仁尾産商株式会社【三豊市】オリーブ車海老を活用した豆菓子などの商品開発と販路開拓

1,850株式会社ニッショー【丸亀市】
さんわ農夢株式会社【三豊市】

焼きたてのおいしさが再現できる新しいアルミ蒸着包装の焼き芋商品開
発、および販路開拓

4,000有限会社菓匠芝山【高松市】
有限会社ケア・ステーション【丸亀市】高糖度トマト「あまト」を使用した和菓子等の商品開発と販路開拓

4,000株式会社スミダ・リ・オリジン【高松市】
高松市西部地域果樹部会【高松市】

高松市西部地域産の規格外果実を使用したゼリー等の商品開発と販路
拡大

○販売力強化・ブランド化支援事業 採択1件（申請1件） 
採択額（千円）連携体事業者事 業 名

1,000株式会社高畑精麦【善通寺市】
梶原大介【さぬき市】

「NUDE GRANOLAフルーツ」と「NUDE GRANOLAオリジナル」の売
上強化と販路開拓

5,000バリオスター㈱（高松市）中規模蓄電池システムと小型風力発電機との組み合わせによるトータルシステムの
効率を最大化できる接続方法等の実証実験

5,000㈱FUJIDAN（東かがわ市）箱製造における高付加価値自動機械システムの開発
5,000㈱伏見製薬所（丸亀市）機能性単糖の大量生産システムの開発と機能性および安全性の評価
5,000吉原食糧㈱（坂出市）おいしさと機能性に優れた小麦胚芽粉体の開発及び生産技術の確立

❸ 地場産業・地域資源活用支援事業 採択6件（申請14件） 採択額 16,149千円
採択額（千円）事 業 者テ ー マ
3,000㈱オギタヘムト（三豊市）和紙繊維100％デニム素材製品の開発によるブランドの確立
3,000㈱オーキッド（高松市）刺繍加工技術の高度化と販路開拓事業

2,275㈲西内花月堂（まんのう町）
ひまわり油製造過程で副生する圧搾滓を、機能性素材として利用した
まんのう町特産物の試作開発

3,000㈱二宮石材（高松市）石材加工技術革新による庵治石の高付加価値化と新展開事業
2,651丸剛産業㈱（まんのう町）オリーブ豚の冷凍食品惣菜の開発・消費拡大を図るための販路開拓
2,223㈱レガン（三木町）ゴルフ手袋の製造技術を応用したグラウンドゴルフ専用の新しい手袋の開発と販売

❹ 県外見本市出展支援事業 採択11件（申請14件） 採択額 3,678千円
採択額（千円）事 業 者事 業 者

350㈱ダイコープロダクト（さぬき市）エールック㈱（東かがわ市）
320㈱まんでがん（善通寺市）㈱エコマスター（三豊市）
350㈱ムロト（高松市）カワニシカバンproduct（高松市）
300㈱八栗（高松市）合同会社さぬき農園ぐらし（高松市）
350ヨークス㈱（東かがわ市）㈱ジョーソンドキュメンツ（高松市）

生新㈱（東かがわ市）

採択額（千円）
350
350
258
350
350
350

❺ 海外見本市出展支援事業 採択5件（申請5件） 採択額 5,000千円
採択額（千円）事 業 者見 本 市 名 称（ 国 地 域 ）
1,000㈱アライオリーブ（小豆島町）FHA （シンガポール）
1,000㈱一ノ蔵（小豆島町）JAPANEXTION （ＵＡＥ・ドバイ）

1,000㈱クロダ（東かがわ市）PITTI IMMAGINE UOMO （イタリア・フィレンツェ）
1,000cocokara japan（高松市）ジャパンエキスポ（フランス・パリ）

1,000㈱岩佐佛喜堂（高松市）中国厦門国際佛事用品（春季）展示会（中国・厦門市）

❻ ものづくり生産性向上・スキルアップ支援事業 採択5件（申請5件） 採択額  9,942千円
採択額（千円）事 業 者テ ー マ
2,000㈱川上板金工業所（琴平町）金属屋根工事業における5S改善と作業標準化による一貫体制システムの構築
2,000㈱フクシン（東かがわ市）生産管理システム導入による生産性向上

1,999㈱ホーコク製粉（観音寺市）ＩＳＯ22000の仕組みづくりを利用して生産向上を図る
2,000マルワ製袋㈱（さぬき市）円滑な事業継承及び技術継承と継続的な改善活動ができる自立型組織をつくる

1,943㈱FUJIDAN（東かがわ市）将来の競争に打ち勝つ「人財」づくり

❼ 創業ベンチャー支援事業
【創業ベンチャー支援】 採択2件（申請5件） 採択額 4,000千円

採択額（千円）事 業 者テ ー マ
2,000㈱佐竹技研（高松市）ドローン（無人機）開発による、新規事業の創出
2,000馬場　達也（高松市）新しい旅の形を四国で提供　キャンピングレンタカーとキャラバンハウス

【かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ２０１７最優秀賞認定事業】 採択1件（申請1件） 採択額 824千円
採択額（千円）事 業 者テ ー マ

824㈱フレップテック（高松市）
Manageering School　 ＡＩ時代に生きるスキルを子供達に教える マネジメント
×エンジニアリング教室



当財団では、県の委託を受け、「手袋」、「石材」、「漆器」、「うちわ」、「家具」の各地場産業の振興を図
るため、商品開発で豊富な実績を有する講師を招き、新たな事業展開に意欲的な８事業者を対象に、
インテリアやセレクトショップマーケットへの参入を目指し、新商品開発等を支援しました。開発された
新商品等は、第85回東京インターナショナル・ギフト･ショー春2018 LIFE×DESIGN（平成30年1月31
日～2月3日／東京ビッグサイト）に出展しました。
また、併せて、当財団の中小企業応援ファンド・かがわ農商工連携ファンド助成事業等を活用して開
発した14事業者の食品や雑貨等も同ギフト・ショーに展示し、多数のバイヤーに来場いただきました。

地場産業の商品開発等の支援、ギフト・ショー出展を実施しました

公益財団法人かがわ産業支援財団 総務部 ファンド事業推進課
高松市林町2217-15　TEL.087-868-9903　FAX.087-869-3710お問い合わせ先

財 団 の 活 動 財 団 の 活 動
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公益財団法人かがわ産業支援財団 技術振興部 産学官連携推進課
高松市林町2217-16 FROM香川 1F　TEL.087-840-0338　FAX.087-864-6303お問い合わせ先

香川県の主要産業の一つである食品産業の魅力を発信するとともに、関連する企業の販路開拓を支援するため、国内最大級の食品
関連見本市「FOODEX JAPAN 2018」に、財団及び香川県が県内企業を集めた共同ブースを出展致しました。

1月24日（水）、かがわ国際会議場において、かがわ糖質バイオフォーラム第10回シンポジウムを開催しました。
当日は、特定保健用食品や機能性表示食品について深い知見を有する鈴鹿医療科学大学副学長の長村 洋一 様から「保健機能食品
への期待と問題点」と題して、また健康科学、素材科学、おいしさの科学の３つのシナジーで、世
界で№１のおいしさと健康の創造に取り組んでいる江崎グリコ株式会社常務執行役員研究部
門統括 兼 健康科学研究所長、グリコ栄養食品株式会社代表取締役の栗木 隆 様から「糖質工
学研究から産業を立ち上げる」と題して、御講演をいただきました。
また、会場前のエントランスホールにおいて、香川大学をはじめとする県内の研究機関や県内外の
企業から希少糖及び機能糖鎖・複合糖質糖鎖に関する研究成果や商品開発事例のポスター発表や
製品展示を行い、産学官の交流の場を設けました。
今回のシンポジウムは、この冬一番の寒さの中にも関わらず、83名の方 に々御参加いただきました。
今後とも定期的にシンポジウムを開催し、希少糖をはじめとする糖質バイオ分野における産
学官の人的ネットワークの構築を図ってまいりたいと考えています。

「FOODEX JAPAN 2018」に香川県ブースを出展しました

かがわ糖質バイオフォーラム第10回シンポジウムを開催しました

公益財団法人かがわ産業支援財団 企業振興部 企業支援課
高松市林町2217-15　TEL.087-840-0391　FAX.087-869-3710お問い合わせ先

かがわ糖質バイオフォーラム事務局　公益財団法人かがわ産業支援財団 技術振興部 産学官連携推進課
高松市林町221７-１６ FROM香川１F　TEL.０８７-８４０-０３３８　FAX.０８７-８６４-６３０３お問い合わせ先

平成30年3月6日（火）～9日（金） 10：00～17：00　※最終日は16：00まで
幕張メッセ（全館）

会　期
会　場

一般社団法人日本能率協会、一般社団法人日本ホテル協会 等主　催
72,428名（※昨年実績　82,434名）来場者数
●アジア最大級の国際食品・飲料展　●商談を目的としたバイヤー向けのビジ
ネストレードショーで、国内外への販路開拓可能　●試食・試飲や実演が可能

特　色

【 FOODEX JAPAN 2018の概要 】

14小間（18.9ｍ×5.4ｍ）
幕張メッセ（全国食品博ゾーン）

出展規模
出展場所

21者（香川の希少糖ブース含みブース全体として）
（かがわ産業支援財団ブース参加者：9者）
飯田桃園、㈱井筒屋、銀四郎麺業㈱、島乃香㈱、創麺屋㈱、㈱瀬戸内オリーブ、
丸島醤油㈱、㈱ミトヨフーズ、()ROMANTIC　FLIGHT　
（香川の希少糖ブース：希少糖関連商品を取り扱う12者）
アットハンド㈱、㈱共栄食糧、㈱キョーワ、讃岐牛・オリーブ牛振興会、讃岐罐詰㈱、
㈱スミダ・リ・オリジン、千金丹ケアーズ㈱、タケサン㈱、㈱中野製菓、
㈱平井料理システム、安田食品工業㈱、㈱レアスウィート

出展者

【 香川県のブースについて（ブース名：香川の希少糖（香川県）／かがわ産業支財団） 】

財 団 か ら の お 知 ら せ

当財団から推薦させていただきました２企業がともに四国経済産業局長賞を受賞され、平成30年2月16日（金）に受賞企業において、
長濱裕二 四国経済産業局長から表彰状が授与されました。

「第7回 ものづくり日本大賞四国経済産業局長賞」を受賞されました

家電製品及び産業用機器など
の制御基板の製造品質をチェッ
クする次世代検査装置の開発

テーマ

杉原　徹 氏、前田　直樹 氏、岡　民幸 氏受賞者

株式会社レクザム

「丸亀うちわ」の糊の技術を活
用した土木建設用コンクリー
ト養生粘着シートの開発

テーマ

保井　拓朗 氏受賞者

株式会社菊井商会

平成30年2月23日（金） 13：30～16：20
香川産業頭脳化センタービル  2階一般研修室

日　時
場　所

（公財）かがわ産業支援財団主　催
43人参加者

地域共同研究施設（RISTかがわ）では、高温高圧流体技術やマイクロ波技術の研究を行っています。
今回、これらの技術の最新情報を提供し、県内企業等の方 に々新商品開発やものづくり等の製造技術革新に取り組んでいただくため、
下記のとおり技術講演会を開催しました。

平成29年度 高温高圧・マイクロ波技術講演会を開催しました

平成30年2月27日（火）10：00～16：00
サンメッセ香川 2階 サンメッセホール

日　時
場　所

大企業等が保有する開放特許等の活用を通じて、県内企業の新たな事業展開や新製品開発を促進するため、今回初めて、「知財マッ
チング in かがわ」を開催しました。
開放特許等を保有する大企業等にご協力いただき、それぞれ自社のシーズの紹介、パネル等展示及び個別面談を行いました。
個別面談では、「新たな技術を求めている」、「優れた新製品を低コスト・短期間でつくりたい」などと、お考えの県内企業にご参加いた

だきました。

「知財マッチング in かがわ」を開催しました

公益財団法人かがわ産業支援財団 地域共同研究部 研究開発課
高松市林町2217-43　TEL.087-869-3440　FAX.087-869-3441お問い合わせ先

公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部 知的財産普及課
高松市林町2217-15　TEL.087-869-9004　FAX.087-867-9365お問い合わせ先

「高温・高圧流体から透明ガスバ
リア粘土膜に関わる応用技術」

演　題

産業技術総合研究所 東北センター
上席イノベーションコーディネータ（兼）
産業技術総括調査官
南條　弘 氏

講　師

【 講 演 】

【 開催概要 】

参加企業等

南條　弘 氏

「マイクロ波による農産物の加工」演　題
かがわ産業支援財団
地域共同研究部 研究アドバイザー
加藤　俊作 氏

講　師

【 事例紹介① 】

加藤　俊作 氏

「超臨界抽出成分を用いた食品製
造技術の開発」

演　題

かがわ産業支援財団
地域共同研究部 主任研究員
中西　勉 氏

講　師

【 事例紹介② 】

中西　勉 氏

【パネル等展示状況】

【シーズ紹介状況】

区分 参加大企業等 参加県内企業 面談件数
シーズ紹介
パネル等展示
個別面談

6社
8社
6社

29社46名
29社46名
12社

ー
ー
51件

同



当財団では、県の委託を受け、「手袋」、「石材」、「漆器」、「うちわ」、「家具」の各地場産業の振興を図
るため、商品開発で豊富な実績を有する講師を招き、新たな事業展開に意欲的な８事業者を対象に、
インテリアやセレクトショップマーケットへの参入を目指し、新商品開発等を支援しました。開発された
新商品等は、第85回東京インターナショナル・ギフト･ショー春2018 LIFE×DESIGN（平成30年1月31
日～2月3日／東京ビッグサイト）に出展しました。
また、併せて、当財団の中小企業応援ファンド・かがわ農商工連携ファンド助成事業等を活用して開
発した14事業者の食品や雑貨等も同ギフト・ショーに展示し、多数のバイヤーに来場いただきました。

地場産業の商品開発等の支援、ギフト・ショー出展を実施しました

公益財団法人かがわ産業支援財団 総務部 ファンド事業推進課
高松市林町2217-15　TEL.087-868-9903　FAX.087-869-3710お問い合わせ先

財 団 の 活 動 財 団 の 活 動
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公益財団法人かがわ産業支援財団 技術振興部 産学官連携推進課
高松市林町2217-16 FROM香川 1F　TEL.087-840-0338　FAX.087-864-6303お問い合わせ先

香川県の主要産業の一つである食品産業の魅力を発信するとともに、関連する企業の販路開拓を支援するため、国内最大級の食品
関連見本市「FOODEX JAPAN 2018」に、財団及び香川県が県内企業を集めた共同ブースを出展致しました。

1月24日（水）、かがわ国際会議場において、かがわ糖質バイオフォーラム第10回シンポジウムを開催しました。
当日は、特定保健用食品や機能性表示食品について深い知見を有する鈴鹿医療科学大学副学長の長村 洋一 様から「保健機能食品
への期待と問題点」と題して、また健康科学、素材科学、おいしさの科学の３つのシナジーで、世
界で№１のおいしさと健康の創造に取り組んでいる江崎グリコ株式会社常務執行役員研究部
門統括 兼 健康科学研究所長、グリコ栄養食品株式会社代表取締役の栗木 隆 様から「糖質工
学研究から産業を立ち上げる」と題して、御講演をいただきました。
また、会場前のエントランスホールにおいて、香川大学をはじめとする県内の研究機関や県内外の
企業から希少糖及び機能糖鎖・複合糖質糖鎖に関する研究成果や商品開発事例のポスター発表や
製品展示を行い、産学官の交流の場を設けました。
今回のシンポジウムは、この冬一番の寒さの中にも関わらず、83名の方 に々御参加いただきました。
今後とも定期的にシンポジウムを開催し、希少糖をはじめとする糖質バイオ分野における産
学官の人的ネットワークの構築を図ってまいりたいと考えています。

「FOODEX JAPAN 2018」に香川県ブースを出展しました

かがわ糖質バイオフォーラム第10回シンポジウムを開催しました

公益財団法人かがわ産業支援財団 企業振興部 企業支援課
高松市林町2217-15　TEL.087-840-0391　FAX.087-869-3710お問い合わせ先

かがわ糖質バイオフォーラム事務局　公益財団法人かがわ産業支援財団 技術振興部 産学官連携推進課
高松市林町221７-１６ FROM香川１F　TEL.０８７-８４０-０３３８　FAX.０８７-８６４-６３０３お問い合わせ先

平成30年3月6日（火）～9日（金） 10：00～17：00　※最終日は16：00まで
幕張メッセ（全館）

会　期
会　場

一般社団法人日本能率協会、一般社団法人日本ホテル協会 等主　催
72,428名（※昨年実績　82,434名）来場者数
●アジア最大級の国際食品・飲料展　●商談を目的としたバイヤー向けのビジ
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（かがわ産業支援財団ブース参加者：9者）
飯田桃園、㈱井筒屋、銀四郎麺業㈱、島乃香㈱、創麺屋㈱、㈱瀬戸内オリーブ、
丸島醤油㈱、㈱ミトヨフーズ、()ROMANTIC　FLIGHT　
（香川の希少糖ブース：希少糖関連商品を取り扱う12者）
アットハンド㈱、㈱共栄食糧、㈱キョーワ、讃岐牛・オリーブ牛振興会、讃岐罐詰㈱、
㈱スミダ・リ・オリジン、千金丹ケアーズ㈱、タケサン㈱、㈱中野製菓、
㈱平井料理システム、安田食品工業㈱、㈱レアスウィート

出展者

【 香川県のブースについて（ブース名：香川の希少糖（香川県）／かがわ産業支財団） 】

財 団 か ら の お 知 ら せ

当財団から推薦させていただきました２企業がともに四国経済産業局長賞を受賞され、平成30年2月16日（金）に受賞企業において、
長濱裕二 四国経済産業局長から表彰状が授与されました。

「第7回 ものづくり日本大賞四国経済産業局長賞」を受賞されました

家電製品及び産業用機器など
の制御基板の製造品質をチェッ
クする次世代検査装置の開発

テーマ

杉原　徹 氏、前田　直樹 氏、岡　民幸 氏受賞者

株式会社レクザム

「丸亀うちわ」の糊の技術を活
用した土木建設用コンクリー
ト養生粘着シートの開発

テーマ

保井　拓朗 氏受賞者

株式会社菊井商会
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場　所

（公財）かがわ産業支援財団主　催
43人参加者

地域共同研究施設（RISTかがわ）では、高温高圧流体技術やマイクロ波技術の研究を行っています。
今回、これらの技術の最新情報を提供し、県内企業等の方 に々新商品開発やものづくり等の製造技術革新に取り組んでいただくため、
下記のとおり技術講演会を開催しました。

平成29年度 高温高圧・マイクロ波技術講演会を開催しました

平成30年2月27日（火）10：00～16：00
サンメッセ香川 2階 サンメッセホール

日　時
場　所

大企業等が保有する開放特許等の活用を通じて、県内企業の新たな事業展開や新製品開発を促進するため、今回初めて、「知財マッ
チング in かがわ」を開催しました。
開放特許等を保有する大企業等にご協力いただき、それぞれ自社のシーズの紹介、パネル等展示及び個別面談を行いました。
個別面談では、「新たな技術を求めている」、「優れた新製品を低コスト・短期間でつくりたい」などと、お考えの県内企業にご参加いた

だきました。

「知財マッチング in かがわ」を開催しました

公益財団法人かがわ産業支援財団 地域共同研究部 研究開発課
高松市林町2217-43　TEL.087-869-3440　FAX.087-869-3441お問い合わせ先

公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部 知的財産普及課
高松市林町2217-15　TEL.087-869-9004　FAX.087-867-9365お問い合わせ先

「高温・高圧流体から透明ガスバ
リア粘土膜に関わる応用技術」

演　題

産業技術総合研究所 東北センター
上席イノベーションコーディネータ（兼）
産業技術総括調査官
南條　弘 氏

講　師

【 講 演 】

【 開催概要 】

参加企業等

南條　弘 氏

「マイクロ波による農産物の加工」演　題
かがわ産業支援財団
地域共同研究部 研究アドバイザー
加藤　俊作 氏

講　師

【 事例紹介① 】

加藤　俊作 氏

「超臨界抽出成分を用いた食品製
造技術の開発」

演　題

かがわ産業支援財団
地域共同研究部 主任研究員
中西　勉 氏

講　師

【 事例紹介② 】

中西　勉 氏

【パネル等展示状況】

【シーズ紹介状況】
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シーズ紹介
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29社46名
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大正8年に醤油製造業として生まれた京兼醸造有限会社。う
どんブーム以前の1980年代からは「うどんつゆ」の製造を始
めました。代々受け継がれた手法を守りながら、うどんつゆを専
門とし、店舗サポートなど新たな事業にも取り組む三代目の京
兼慎太郎氏。うどん店とともに歩むことになった経緯と、讃岐う
どん文化から発展する今後の方向性について京兼さんにお聞
きします。

うどんつゆを専門に取り扱う「京兼醸造有限会社」は、大正8年に

創業した醤油の老舗。初代の京兼源次郎氏から受け継がれた醤油

づくりをベースに、うどんつゆやラーメンたれ、中華スープなどの製造を

手掛けていました。2000年代初頭、全国に広がる讃岐うどんブーム

を皮切りに業績は上昇傾向に。しかし、うどんブームが次第に落ち着

きはじめたころから、少しずつ業績は下降線を辿っていたそうです。

のちに3代目となる京兼慎太郎氏は、高校時代にイギリスへ留学。

文化の違いに悩みつつも、奮闘する中で日本とは違う視点を自然と身

につけたといいます。帰国後、日本の大学を経て大手飲食会社に就職。

「帰国後驚いたのは、外国の常識が全然通用しなかったこと。それで

も次第に日本に慣れ、就職後は管理職として寝る間も惜しんで自分に

課せられたノルマを果たす日 を々過ごしました」。

結果として2年で結果を残し、家業を継ぐために帰郷。低迷期にあっ

た会社をどうにかすべく「利益を上げる方法」「何を目指すべきか」など

を模索し始めました。他業種の経営者と会う交流会に参加するなど、

さまざまな視点からヒントを得ることで京兼さんはあることに気づきます。

「自分が『企業のあるべき姿』に囚われていたことに気づいたんです。

まずは、既成概念を壊すことから。そこから自由なビジネスを描けば良

かったんです」。

経営者が千人いれば千人それぞれ、その経営は異なる。企業に同

じはない、と気づいたという京兼さん。自分たちの強みを生かすことを

日夜考えるように。「他にはないビジネススタイルとは、コピーできない

ビジネスとは」。試行錯誤を重ねる中で、全国にはつゆを作る会社が

多く、同じような商品をつくっているのでは、その中に埋れてしまう状態

だということに気づきました。そこで差別化を図るために、うどんつゆ専

門のメーカーとして歩むことを決意。「うどんといえば、全国的にも讃岐

うどん。そのうどんに特化することが、香川県にある会社としてのオリジ

ナルのカラーだと思ったんです」。

うどんつゆ専門メーカーとして新たにスタートし、さまざまな商談をこ

なす中で、こだわりのつゆを販売するだけでなく、うどん店ともっと寄り

添った方法が必要だと感じた京兼さん。「当社ならではの視点による

提案でうどん店をサポートする。それは、当社と関わりを持っていただい

たうどん店とともに走り続けることでした」。

しかし、新たなビジネスモデルを構築するのは簡単ではありませんで

した。「古くから当社を支えてきた社員とのバランスをとることが必要で

した。周りの意見を取り入れずに組織は成り立たないことを痛感しまし

た」。そこで社員にも納得のいくビジネスの方向性を付加し、休みを充

実させた女性にも働きやすい職場へと改善していきました。

全国からうどんつゆの注文や店舗サポート依頼が増えた同社。「日本

と一言で言っても、北から南と味の好みはかなり異なります。地域ごとの

好みを探ろうと、全国約2万店のうどん店のうち約4000軒に当社のサ

ンプルを送り、その意見をもとに、地域によるうどんつゆの好みをデータ

化、分析しました。出店を考えるオーナーに役立つ情報として提供して

います」。また、テストキッチンや撮影スタジオなど、サポート体制を徹底

して充実させるように。それにより、サポート依頼はぐんぐん増え、いまで

は国内のみならず、世界へと進出するうどん店を手掛けるようになったそ

う。「日本で成功した味が世界で通用するとは限りません。その国の食

文化に合わせた方法でサポートするのが大切だと考えています」。

試行錯誤し、もがく中で、苦労や失敗は無数にあったという京兼さん。

「でもいまになって、これまでに経験した複数の点が、一つひとつ線と

なって繋がっていることを実感するんですよ」といいます。現在はこれ

までのうどんつゆや出汁などに匹敵する商品を開発中。「魚介類を原

料にした『魚醤』を試しています。うどんつゆにマッチする旨味のバラ

ンスについて何度も研究を重ねている。一度やり始めるととことんまで

やってしまう性格なので」と笑顔で語ります。その類い希なビジネス視

点による挑戦は尽きることがなく、うどんつゆ専門メーカーとして讃岐う

どん文化とともに世界に広がっていくでしょう。

香川県内の元気な企業
を訪問し、その企業が発
展してきた過程と躍進を
続ける今、そして未来へ
の指針についてお聞き
する「かがわ発！元気創
出企業」。今回は仲多
度津郡琴平町にある
「京兼醸造有限会社」を
訪ねました。時代の流れ
とともに、地元のうどん
店のうどんつゆ専門メー
カーとして歩むことに
なった同社。最近では、
これまでの経験とデータ
に基づいて、独自の視
点から店舗づくりまでを
サポートする事業を手掛
けるまでに。独自の視点
で歩み続ける同社の
ルーツとこれからを見据
える方向とは。

京兼醸造有限会社
代 表 者
所 在 地
電話番号
U R L

京兼　慎太郎 氏
香川県仲多度郡琴平町榎井162-3
0877-75-2285
https://kyokane.asia

代表取締役社長

京兼 慎太郎氏

うどん店開業者向け講義

室内は清潔に保つことを徹底しクリーンな状態を
キープしている

一つの製品を作るのに素材を何度も絶妙な
割合でブレンド。最大限の旨味を引きだすため
に試行錯誤を重ねている

店舗サポートのために必要な設備を完備。
社員の研修や商品開発の試食などを行える
スペースになっている

独自のルートから素材を入手し、上質で新鮮な素材にこだわりを持つ

あごを使った出汁パック。あごはう
どんつゆに使用することが珍しく、
相性の良い素材などと組み合わ
ることで、上質で旨味高いつゆが
実現した

スペインで開発されたエスプーマ。
エスプーマでつゆを泡状にし、
うどんと組み合わせることで新しい
食感が味わえる

まざまな経験から学んだ
自由な発想を経営に取り入れる

さ までにないスタイルを築く
うどん店とともに歩む方向を決意

今 れまでの経験が活きてくる
「うどん文化」を支える今後の挑戦

こ

かがわ発
!

元気創出
企 業
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大正8年に醤油製造業として生まれた京兼醸造有限会社。う
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「良い会社」と「そうでない会社」の
違いのバロメーター

業務改善、事業計画策定・実行、
ISO9001認証支援など中小企業等支援
の実績多数
コンサルティングポリシーは「気づき、実
行、そして成果」

中小企業診断士、かがわ産業支援財団専門家、
よろず支援拠点専門スタッフ

川上 実

〒761-0301 香川県高松市林町2217番地15
香川産業頭脳化センタービル1F・2F
総務課
TEL（087）840-0348 FAX（087）869-3710
企画情報課
TEL（087）868-9901 FAX（087）869-3710
ファンド事業推進課
TEL（087）868-9903 FAX（087）869-3710
施設管理課
TEL（087）869-3700 FAX（087）869-3703

総務部

〒761-0301 香川県高松市林町2217番地15
香川産業頭脳化センタービル2F
企業支援課
TEL（087）840-0391 FAX（087）869-3710
取引支援課・海外展開支援室
TEL（087）868-9904 FAX（087）869-3710

企業振興部

〒761-0301 香川県高松市林町2217番地16
FROM香川1階
産学官連携推進課・健康産業プロジェクトチーム
TEL（087）840-0338 FAX（087）864-6303

技術振興部

〒761-0301 香川県高松市林町2217番地43
RISTかがわ1階
研究管理課・研究開発課
TEL（087）869-3440 FAX（087）869-3441

地域共同研究部

〒761-0301 香川県高松市林町2217番地15
香川産業頭脳化センタービル2F
知的財産支援課
TEL（087）867-9577 FAX（087）867-9365
知的財産普及課
TEL（087）869-9004 FAX（087）867-9365

知的財産支援部

々乱暴ですが、私が関わった会社をあるバロメーターを使って
「良い会社」と「そうでない会社」に分けてみることにしましょう。

会社を分ける基準については様々あります。例えば、社員数、売上
高、財務内容、知名度、取扱い商品のブランド力、従業員満足度、顧
客満足度などです。
これまで、中小企業診断士として様々な会社に経営支援を行って
きました。私の支援の進め方のひとつは、プロジェクトを組織し、複数
のメンバー間でミーティングを行うことで議論を深めて、問題の解決
策を探り、実行に繋げていくことです。
そのなかで、次のような場面において、会社によっては両極端な状
況となります。

ここでは、Ａの会社が良い会社です。このような会社は、私の経験上、
収益が安定し、顧客満足度や従業員満足度も高い傾向にあります。
また、Ｂの会社でもＡに移行するにつれて、業績が改善するケース
を多く見てきました。
Ｂの会社は、おそらくいろいろな事情が絡み合って、ミーティングの開
始時間が遅れ、宿題が期限までに提出されず、メモも取らないのでしょう。
しかし、私の中ではこの3つの事項は、会社の内部状況を見極める
重要なバロメーターです。
経営コンサルタントというと「支援企業に対してテキパキと指示を

出して、難しい問題を次から次へと解決していく」というイメージがあ
ります。しかし、実際に問題を解決していくのは、経営者や社員の皆
様です。多難な問題を解決して行くためには、Ａの条件が組織風土に
あることは不可欠だと常々思っています。
もし皆様の会社がＢのような会社であれば、まずはＡのような会社
を目指していきましょう。

少

印刷：香川印刷株式会社

TOP NEWS 第25回 芦原科学賞の受賞者決定

「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2017」
「かがわ発！先進的ビジネスモデル2017」受賞者が決定！！

平成30年度 かがわ産業支援財団の重点事業

成功への道筋が見えて来る！ 香川の産業界の今をお届けする 年4回発行

かがわ発！元気創出企業「京兼醸造有限会社」
うどん店とともに歩む決意 革新的なビジネスモデルで讃岐うどん文化を支える専門メーカーに

平成30年度 香川県の主な中小企業支援事業

平成30年度 新かがわ中小企業応援ファンド等事業の支援対象事業が決定しました!!

平成30年度 かがわ農商工連携ファンドの支援対象事業が決定しました！！

行事予定

公募予定

知的財産セミナー
6月13日

香川産業頭脳化センタービル
一般研修室

知的財産支援部

場　所

担当課

開催日

名　称 知財マッチング
in かがわ2018

10月31日

サンメッセ香川

知的財産支援部

場　所

担当課

開催日

名　称

場　面No.

ミーティングの開始時間 時間通りに始まる

期限通りに提出される

①

②

ミーティング中 まったくメモを取らない③

会社類型
A B

前回のミーティングで　
約束した宿題の提出

自分の関係する項目につ
いては、確実にメモを取る

宿題をせずに何食わぬ顔
でミーティングに出席する

遅刻者がおり、時間通り
に始まらない

5月中旬～7月（予定）

内　容

募集期間

名　称

ファンド事業推進課担当課

県内の中小企業者と農林漁業者
が連携・協力して行う新商品の開
発や販路開拓などの取組みを支
援します。

平成30年度
かがわ農商工連携ファンド

追加
募集

4月下旬～5月（予定）

内　容

募集期間

名　称

企画情報課担当課

創業者や第二創業者に対し、その
初期投資に必要な経費の一部を
補助します。

起業等スタートアップ支援補助金

5月～10月（予定）

内　容

募集期間
名　称

知的財産支援部担当課

県内中小企業等の外国への特許
出願等に要する経費の一部を助
成します。

中小企業等外国出願支援事業

4月9日～5月18日まで

内　容

募集期間
名　称

海外展開支援室担当課

自社製品等の海外販路、市場の
開拓を目指す県内中小企業者に
対し、海外での国際見本市・展示
会の出展経費の一部を助成します。

平成30年度
新かがわ中小企業応援ファンド等事業
海外見本市出展支援事業 後期

募集
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