
第２５回 芦原科学賞大賞受賞者インタビュー
～お客様への「お役立ち」と豊かな社会基盤づくりを目指して～
大津理事長が株式会社アムロンを訪問

平成30年度 かがわ産業支援財団の重点事業

開催日 名　称 場　所 担当課
かがわ産業振興クラブ講演会 総務課7月31日 JRホテルクレメント高松

知財マッチング in かがわ2018 知的財産普及課10月31日 サンメッセ香川 サンメッセホール

かがわ中小企業応援ファンド/
かがわ農商工連携ファンド
新商品発表会

ファンド事業
推進課8月3日 サンメッセ香川 小展示場

募集期間 名　称 内　容 担当課
平成30年度
かがわ農商工連携ファンド
（追加募集）

ファンド事業
推進課

5月15日～
7月24日

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
路開拓などの取り組みを支援します。

平成30年度
香川県食品商談会
（参加者募集）

企業支援課6月下旬～
8月上旬

バイヤーとの事前マッチングによる
商談会と見本市を同時開催します。
県内の食品加工事業者・農林水産
事業者等の参加を募集します。
●開催日：9月12日
●場所：JRホテルクレメント高松

平成30年度 後期募集
新かがわ中小企業応援ファンド等事業
新分野等チャレンジ支援事業

産学官連携
推進課

6月6日～
7月27日

県内の中小企業者が取り組む新分
野進出のための商品・技術開発や、
市場性を見極めるための試作品作
成、付加価値の高い新製品開発の
ための実証試験などを支援します。

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

取引支援課6月6日～
8月3日

販路開拓等を目的として、自社で開
発した新製品、新サービス、新技術
を基に新たな事業展開を目指す中
小企業者等に対し、県外で開催さ
れる見本市への出展を支援します。

かがわビジネスモデル・
チャレンジコンペ2018 企業支援課

10月初旬～
11月初旬
（予定）

独創的なビジネスモデルを募集・審
査し、潜在的な起業家を発掘するこ
とにより、香川県の将来を担う革新
的ベンチャー企業を創出し、育成し
ていきます。

〒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

印刷：香川印刷株式会社

行事予定（講座、イベント等）

公募予定（補助金、出展者募集等）

企業は人なり！組織力を
強化するための方策とは？

「専門」経営全般
経営革新、創業、事業再生の各計画、事
業承継、財務戦略、人事・労務関係を得
意としています。

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

笠居 昭司

る調査によると「仕事に対するやる気」「組織貢献・愛着度」に
ついて主要28か国の中で日本は最低。また別の調査では「熱

意あふれる社員」の割合は日本ではわずか６％で139か国中132位と
最低クラスにあるらしい。つまり現在の日本人は「会社に対して、世界
最低の忠誠心しかもっていない」ということである。バブル経済崩壊
後、リストラが横行、会社では成果主義が叫ばれ、殺伐とした社会に
なったと感じてはいたが、ここまで酷いとは正直愕然とさせられた。た
だ「失われた20年」と言われる世界でも稀な極度の経済低迷状況を
振り返ると納得せざるを得ない。
かつて終身雇用、年功序列賃金、格差が小さい賃金、そして長期
的な利益の重視などの日本型経営によって高度成長を果たし、「ジャ
パン アズ ナンバーワン」ともてはやされていたことが嘘のようである。
詰まるところこれは第2の敗戦といわれるバブル経済崩壊によって

自信を喪失したところに構造改革と称してアメリカ仕込の経営理論
が洪水の如くなだれ込み、またそれを何の抵抗もなくストレートに受

け入れてきたことに行き着く。
簡単に言えば業績が悪化した経営者が焦りから、それまでの長期
的利益を求める価値観を捨て短期的利益を追求する方向に転換し
たことにある。必要なものは外部から人も含めて必要な時に調達す
ればよい。そこでは育成といった概念は存在せず、人は財産ではなく
コストとしか見ない。因みに同一労働同一賃金や高度プロフェッショ
ナル制度の動きもこの流れにあることに留意する必要がある。
しかし最近の調査では当のアメリカでも老舗の優良企業はかつて
の日本型経営に似た経営スタイルを採用しているところが多いこと
が明らかになっている。
企業の力は組織の力。組織の力はそこに属する人々の帰属意識の
強さに比例する。従業員の帰属意識を高めるためには、どのような経
営をすべきか。そろそろかつての日本型経営についても再評価すべき
時期に来ているのではないかと思う。

あ 理 事長が行く

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「Traditional Apartment」
旅で出会った「モノ」や「コト」。ゲストハウスを通じて、自分の「楽しい」を共有する。

創業者の夢を開業までサポート
平成３０年度 「かがわ創業塾」を開講中！
かがわ中小企業応援ファンド10年間のあゆみ
プッシュ型事業承継支援強化事業「香川県事業承継支援窓口」を開設しました！

プロフェッショナル人材戦略拠点活動記
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インタビューを終えて
お客様から依頼された課題に立ち向かい、それを解決する
ことに誇りと喜びを感じるという言葉から、株式会社アム
ロンの強みを感じ取ることができました。アムロンの代名
詞である鉄鋼分野だけでなく、環境分野においてもさらな
る飛躍が期待できる、素晴らしいインタビューとなりました。

｜理事長が行く｜

第２５回 芦原科学賞大賞受賞者インタビュー
～お客様への「お役立ち」と豊かな社会基盤づくりを目指して～

大津理事長が株式会社アムロンを訪問

りますが、今回の受賞で、製品
の信頼性・安全性面での評価
を飛躍的に伸ばすことができ
たと感じています。
これまでの20年間の努力が報
われたというのが正直な感想
です。これで本格的に国内の環境浄化事業に貢献で
きる、お客様のお役立ちができる、また、海外にも打っ
て出るスタート地点に立てたかなと思っています。

今回の技術開発を進めるきっかけは何だったのでし
ょうか。また、どの様なご苦労があったのか、お聞か
せください。

環境事業は、20年前に水質を浄化するセラミックの
製造開発に携わったことに端を発しています。その
後、10年位前に重金属類の浄化に取り組み始めまし
たが、その時点で、重金属類の浄化に特化すること
に決めました。この一点突破のために、必要な研究
開発施設を整え、藤田次長を中心とした人材の採
用・育成に努めるとともに、人的・設備的にも自社の
資源を補完するため、大学・プラント企業・ゼネコン
等、外部との連携を進めてきました。これら皆さんの
サポートと、我々の研究努力が醸成され、今回の開
発につながったと思っています。
今回の開発に当たって、これまでの御社の技術・ノウハウ
等、過去の蓄積がどのように活かされてきたのでしょうか。
我々の環境浄化に係る開発のスタートは、分野で言
うと水処理でした。今回、土壌の汚染対策ということ
で評価をいただきましたが、両者には密接な関係が
あります。根底にある技術としては、水処理で培った
吸着剤の合成技術をベースとし、その技術を極めた
上で、応用先として土壌を次のターゲットとしました。
今回の開発に当たり、どのような点に苦労されましたか。
研究開発当初は、他の製品と比べてどれだけ性能を
上げられるかということに力点を置いた製品づくりと
なっていました。そして、お客様に対して、性能が良
いのでほんの少しだけ吸着剤を入れれば大丈夫で
すと説明していたのですが、お客様からは、そんな少
量では土に混ぜるのは難しいのではないか、どの様
に混ぜるのかというご指摘をいただき、その際、お客
様の視点に立った、現実に即した使いやすいものを
開発しなければいけないということに気付かされま
した。こういったお客様からのお声をいただきながら、
開発を続けることで、今回の吸着資材、吸着層工法
に辿り着くことができました。
今回開発した吸着資材、吸着層工法を適用する際、注
意しなければならない点はどのようなところでしょうか。
今回開発した吸着資材が使われるのは、まさに土木工
事の現場であり、極論すれば、誰でも取り扱えるところ
まで仕上がった製品としておく必要があります。この考
えのもと、製品・工法を開発しておりますので、お客様
に特に注意していただくことはないと考えています。
こういった土壌汚染対策は他の会社でも実施され
ていると思いますが、他社と比べて優位な点はどうい
うところでしょうか。
現場によって吸着の挙動が異なることがありますが、
我々の製品は１０種類以上あり、これらを現場毎に
最適な形でカスタマイズできるというところが強みに
なっていると考えています。また、我々は、基準値を超
えた重金属類が出ることで、どのようなリスクを持つ
ことになるのか、そういったところも考えて提案してお
りますので、お客様に対して、信頼と安心感も併せた
手厚いサービスがご提供できていると考えています。

仕事を通して、喜びや感動、誇りを感じる時はどのよ
うな時でしょうか。

この度は、芦原科学大賞受賞、
誠におめでとうございます。ま
ず、受賞されたお気持ちをお
聞かせください。
今回の受賞で、お客様も含め、
様々な方々からお祝いの一報
をいただきました。アムロンの
主幹事業は鉄鋼ですが、それ
だけではないというところがPR
でき、非常にうれしく思ってい
ます。また、我々の技術は、目で
見てすぐに良いものかどうか判断しづらいところがあ

やはりお客様の課題を解決した時です。課題が多け
れば多いほど、それだけ成長できるチャンスでもあり
ますので、無理難題をお客様からいただくということ
は、有り難いことだと思っています。
今後の抱負についてお聞かせください。
これまで、水、土壌と来て、次は、人が活動する限り
出てくる廃棄物の分野で、確固たる基盤を築ければ
と考えています。そして、鉄だけじゃないアムロンを目
指したいというのが私の抱負です。

今後の事業の展望と取組方針についてお聞かせく
ださい。
お客様がサプライチェーンで困っている部分につい
て提案するのが我々の使命だと思っています。工事が
必要であれば工事もしますし、お客様が図面を携え
て相談に来れば、外注から内製にも対応しますし、場
合によっては、図面を描くところからご協力することも
あります。我々は、お客様からの様々な要望にお応え
することでサプライチェーンにイノベーションを起こし
たいと考えています。これは、鉄鋼でも環境でもＩＴ分
野においても同じですし、現状も今後も変わらず、こう
いう方針で取り組んで行きたいと思っています。
最後に、岩﨑社長から、受賞者をはじめ社員の皆様
へのメッセージをお願いします。
企業は人なりと考えており、経営理念にも「社員が誇
りを持って働ける会社であり全社員の幸福を図る経
営であること」と謳っていますが、常に全社員がどう
すれば誇りを持てるのか、それを念頭において会社
のあり方を模索して行きたいと考えています。
本日は素晴らしいお話をありがとうございました。これ
からも本県の産業をリードする中核企業として、益々
発展し、ご活躍されることを大いに期待しております。

芦原科学賞大賞贈呈式の受賞者記念写真
（左から 受賞者 藤田次長、推薦者 岩﨑社長）

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

インタビューを終えて記念撮影
（左から 大津理事長、藤田次長、岩﨑社長）

大津理事長

受賞者 藤田次長
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２０１8年7月 vol.69 発行（年４回発行）Contents

「第25回 芦原科学賞」で大賞を受賞（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）された株式会社アムロン 開発本部 環境事業部の藤田次長と推薦者の岩﨑社長を訪
ね、（公財）かがわ産業支援財団 大津理事長が、開発のご苦労やこれからの事業展望、抱負についてお聞きしました。
訪問した株式会社アムロン（高松市末広町）は、鉄鋼、エンジニアリングを中心とする総合商社として事業を展開し

ており、建設、産業機械、環境、ＩＴなど、幅広い事業分野において、お客様への「お役立ち」と豊かな社会基盤づくりを
目指している会社です。

■プロジェクト立ち上げの経緯と成果

■仕事のやりがいと抱負

■今後の展望と社員の皆様へのメッセージ

推薦者 岩﨑社長

■芦原科学大賞の受賞

盛 土

重金属

地下水層

吸着層
地盤

覆土

吸着層の吸着資材
が重金属のみ吸着。
浄化された浸出水
が地盤へと浸透。 CAMZ CAMZ-S

CAPA-CT KAT Beads®
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インタビューを終えて
お客様から依頼された課題に立ち向かい、それを解決する
ことに誇りと喜びを感じるという言葉から、株式会社アム
ロンの強みを感じ取ることができました。アムロンの代名
詞である鉄鋼分野だけでなく、環境分野においてもさらな
る飛躍が期待できる、素晴らしいインタビューとなりました。

｜理事長が行く｜

第２５回 芦原科学賞大賞受賞者インタビュー
～お客様への「お役立ち」と豊かな社会基盤づくりを目指して～

大津理事長が株式会社アムロンを訪問

りますが、今回の受賞で、製品
の信頼性・安全性面での評価
を飛躍的に伸ばすことができ
たと感じています。
これまでの20年間の努力が報
われたというのが正直な感想
です。これで本格的に国内の環境浄化事業に貢献で
きる、お客様のお役立ちができる、また、海外にも打っ
て出るスタート地点に立てたかなと思っています。

今回の技術開発を進めるきっかけは何だったのでし
ょうか。また、どの様なご苦労があったのか、お聞か
せください。

環境事業は、20年前に水質を浄化するセラミックの
製造開発に携わったことに端を発しています。その
後、10年位前に重金属類の浄化に取り組み始めまし
たが、その時点で、重金属類の浄化に特化すること
に決めました。この一点突破のために、必要な研究
開発施設を整え、藤田次長を中心とした人材の採
用・育成に努めるとともに、人的・設備的にも自社の
資源を補完するため、大学・プラント企業・ゼネコン
等、外部との連携を進めてきました。これら皆さんの
サポートと、我々の研究努力が醸成され、今回の開
発につながったと思っています。
今回の開発に当たって、これまでの御社の技術・ノウハウ
等、過去の蓄積がどのように活かされてきたのでしょうか。
我々の環境浄化に係る開発のスタートは、分野で言
うと水処理でした。今回、土壌の汚染対策ということ
で評価をいただきましたが、両者には密接な関係が
あります。根底にある技術としては、水処理で培った
吸着剤の合成技術をベースとし、その技術を極めた
上で、応用先として土壌を次のターゲットとしました。
今回の開発に当たり、どのような点に苦労されましたか。
研究開発当初は、他の製品と比べてどれだけ性能を
上げられるかということに力点を置いた製品づくりと
なっていました。そして、お客様に対して、性能が良
いのでほんの少しだけ吸着剤を入れれば大丈夫で
すと説明していたのですが、お客様からは、そんな少
量では土に混ぜるのは難しいのではないか、どの様
に混ぜるのかというご指摘をいただき、その際、お客
様の視点に立った、現実に即した使いやすいものを
開発しなければいけないということに気付かされま
した。こういったお客様からのお声をいただきながら、
開発を続けることで、今回の吸着資材、吸着層工法
に辿り着くことができました。
今回開発した吸着資材、吸着層工法を適用する際、注
意しなければならない点はどのようなところでしょうか。
今回開発した吸着資材が使われるのは、まさに土木工
事の現場であり、極論すれば、誰でも取り扱えるところ
まで仕上がった製品としておく必要があります。この考
えのもと、製品・工法を開発しておりますので、お客様
に特に注意していただくことはないと考えています。
こういった土壌汚染対策は他の会社でも実施され
ていると思いますが、他社と比べて優位な点はどうい
うところでしょうか。
現場によって吸着の挙動が異なることがありますが、
我々の製品は１０種類以上あり、これらを現場毎に
最適な形でカスタマイズできるというところが強みに
なっていると考えています。また、我々は、基準値を超
えた重金属類が出ることで、どのようなリスクを持つ
ことになるのか、そういったところも考えて提案してお
りますので、お客様に対して、信頼と安心感も併せた
手厚いサービスがご提供できていると考えています。

仕事を通して、喜びや感動、誇りを感じる時はどのよ
うな時でしょうか。

この度は、芦原科学大賞受賞、
誠におめでとうございます。ま
ず、受賞されたお気持ちをお
聞かせください。
今回の受賞で、お客様も含め、
様々な方々からお祝いの一報
をいただきました。アムロンの
主幹事業は鉄鋼ですが、それ
だけではないというところがPR
でき、非常にうれしく思ってい
ます。また、我々の技術は、目で
見てすぐに良いものかどうか判断しづらいところがあ

やはりお客様の課題を解決した時です。課題が多け
れば多いほど、それだけ成長できるチャンスでもあり
ますので、無理難題をお客様からいただくということ
は、有り難いことだと思っています。
今後の抱負についてお聞かせください。
これまで、水、土壌と来て、次は、人が活動する限り
出てくる廃棄物の分野で、確固たる基盤を築ければ
と考えています。そして、鉄だけじゃないアムロンを目
指したいというのが私の抱負です。

今後の事業の展望と取組方針についてお聞かせく
ださい。
お客様がサプライチェーンで困っている部分につい
て提案するのが我々の使命だと思っています。工事が
必要であれば工事もしますし、お客様が図面を携え
て相談に来れば、外注から内製にも対応しますし、場
合によっては、図面を描くところからご協力することも
あります。我々は、お客様からの様々な要望にお応え
することでサプライチェーンにイノベーションを起こし
たいと考えています。これは、鉄鋼でも環境でもＩＴ分
野においても同じですし、現状も今後も変わらず、こう
いう方針で取り組んで行きたいと思っています。
最後に、岩﨑社長から、受賞者をはじめ社員の皆様
へのメッセージをお願いします。
企業は人なりと考えており、経営理念にも「社員が誇
りを持って働ける会社であり全社員の幸福を図る経
営であること」と謳っていますが、常に全社員がどう
すれば誇りを持てるのか、それを念頭において会社
のあり方を模索して行きたいと考えています。
本日は素晴らしいお話をありがとうございました。これ
からも本県の産業をリードする中核企業として、益々
発展し、ご活躍されることを大いに期待しております。

芦原科学賞大賞贈呈式の受賞者記念写真
（左から 受賞者 藤田次長、推薦者 岩﨑社長）

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

インタビューを終えて記念撮影
（左から 大津理事長、藤田次長、岩﨑社長）

大津理事長

受賞者 藤田次長
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「第25回 芦原科学賞」で大賞を受賞（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）された株式会社アムロン 開発本部 環境事業部の藤田次長と推薦者の岩﨑社長を訪
ね、（公財）かがわ産業支援財団 大津理事長が、開発のご苦労やこれからの事業展望、抱負についてお聞きしました。
訪問した株式会社アムロン（高松市末広町）は、鉄鋼、エンジニアリングを中心とする総合商社として事業を展開し

ており、建設、産業機械、環境、ＩＴなど、幅広い事業分野において、お客様への「お役立ち」と豊かな社会基盤づくりを
目指している会社です。

■プロジェクト立ち上げの経緯と成果

■仕事のやりがいと抱負

■今後の展望と社員の皆様へのメッセージ

推薦者 岩﨑社長

■芦原科学大賞の受賞
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吸着層の吸着資材
が重金属のみ吸着。
浄化された浸出水
が地盤へと浸透。 CAMZ CAMZ-S
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特集
❶ 創業者の夢を開業までサポート

公益財団法人かがわ産業支援財団では、香川県からの補助を受け、県内での創業を支援するため、昨年
度に引き続き平成30年度も「かがわ創業塾」を開講しています。
創業に必要な知識やノウハウを、講義を通じて体系的に習得しながら、先輩創業者と交流し、創業計画
書を実際に作成していくカリキュラムを組むことで、創業したい方の夢が形になるよう応援します。講師は、
実際に中小企業の方の経営相談に対応している経営・マーケティング等の専門家等であり、相談事例も交え
た実践的な講義を行います。そして、塾開講中だけでなく、終了後もこれらの専門家等が無料で相談に対応
するなど、創業に向けて当財団が万全のサポートをしていきます。

平成30年6月29日（金）、7月6日（金）、13日（金）、20日（金）、8月1日（水）
●受講者は、原則として、５日間すべて受講していただきます。
●５日間すべて受講いただいた方には修了証※を発行します。
※修了証は香川県の「起業等スタートアップ支援補助金」における補
助対象要件にできます。

日時

香川産業頭脳化センタービル ２階 一般研修室
（高松市林町2217-15）

場所

講義、演習指導は、すべて当財団で経営等の相談に対応している中
小企業診断士等の専門家等が行います。

内容

無料（塾終了後の相談も無料でお受けします） 受講料

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

時　間 内　容日 講　師

平成30年度 かがわ創業塾カリキュラム

【「かがわ創業塾」受講者の声】

13：00～13：10 開講式

16：50～17：00 閉講式（修了証授与等）

13：10～15：00 ■中小企業診断士
　筒井 恵 氏

創業の心構え
創業の意義、留意点等総論的講義

13：00～14：55 ■中小企業診断士
　川上 実 氏

事業のコンセプトづくり
ＳＷＯＴ分析の手法、営業戦略等の策定等

13：00～14：55 ■ウェブデザイナー
　仁田 春奈 氏

創業に関する基礎知識（販売促進編）
ホームページ、チラシ等による効果的な情報発信等

■中小企業診断士
　梅澤 秀樹 氏

創業に関する基礎知識（財務編）
財務処理の基礎、税金、資金調達、補助金等支援制度、設備投資等

13：00～14：55 ■マーケティングプランナー
　豊田 浩伸 氏

創業に関する基礎知識（マーケティング編）
商品開発、ターゲット設定、販路開拓･営業戦略、集客手段等

15：05～17：00 ■中小企業診断士
　川上 実 氏

創業計画の策定
策定の目的、フォーマット説明、売上げ・コスト構成等理解等

15：05～17：00 ■中小企業診断士・社会保険労務士
　笠居 昭司 氏

創業に関する基礎知識（労務編）
労務管理、労働保険・社会保険等

13：00～16：50
■中小企業診断士
　笠居 昭司 氏•川上 実 氏
　筒井 恵 氏•柴田 直美 氏

創業計画策定演習
創業計画書策定の演習
策定後の指導者による評価等

17：20～18：30 交流会（会費制、受講生自由参加） ※受講生の交流促進のために開催

15：10～17：00
■株式会社四国遍路
　代表取締役　佐藤 崇裕 氏
■ｕｔｉｓｏＴ
　代表　齊藤 眞理 氏

先輩に学ぶ
先輩創業者の体験談、意見交換等

6月29日（金）

7月6日（金）

7月13日（金）

7月20日（金）

8月1日（水）

平成27年から開催している「かがわ創業塾」も、今年で4年目を迎えました。
過去3年間で143名の方に受講いただき、86名の方が修了され、実際に29名の方が創業されています。
●１年目（H27年） 夏季 受講者数 23名 修了者数  11名（全5回出席） 創業者 6名
●１年目（H27年） 秋季 受講者数 33名 修了者数 19名（全5回出席） 創業者 3名
●２年目（H28年）  受講者数 34名 修了者数 24名（全5回出席） 創業者11名
●３年目（H29年）  受講者数 53名 修了者数 32名（全5回出席） 創業者 9名
受講者に対する講義の満足度調査でも、5段階評価で4以上の割合がトータルで約85％と、好評価をいただいております。
今後とも、受講者の高い満足度が維持できるような内容で、塾を開講していきます。

15：05～17：00

参加のきっかけ

参加の感想

受講者へのメッセージ

私にとっては、創業塾での出会いが貴重な財産になっています。地元の同級生との数十
年ぶりの再会、かがわ創業塾を経て同時期に創業した起業仲間、アドバイスをいただい
た先生と現在の業務でのコラボレーションなど、受講後3年経った今でも連携している人
がたくさんいます。志高い地域の仲間との出会いをぜひ大切にしてください。

■ 株式会社四国遍路　代表取締役　佐藤 崇裕 氏　　■ 平成27年（夏季）受講

創業を志したものの、既存事業・顧客のベースはまったくゼロ。事業アイデアだけの段階で最初に相
談にかけこんだのが「香川県よろず支援拠点」でした。香川県よろず支援拠点でアドバイスをいただい
ていた先生からの勧めで、創業の基礎を学ぶために「かがわ創業塾」に参加することにしました。

事業をスタートするにあたって、何から手を付けてよいかがはっきりしなかった時にち
ょうど創業塾を受講したので、塾のプログラムの中で自分の事業アイデアや事業計画を資
料に整理して、受講生の同僚や指導してくださる先生に伝えることによって、自分が進むべ
き方向性や、直近で進めるべき実務が明確になりました。

参加のきっかけ

参加の感想

受講者へのメッセージ

今は「自分で起業する」という気持ちひとつだけでも、創業塾を受けることで道筋が少しずつ見え、
それに沿って進んでいけます。分からないことは個別で相談できますし、創業塾が終わってもひとりで
悩む心配はいりません。創業して1年が経ちましたが、今もお世話になっている先生やつながってい
る同期生は、とても心強い味方です。

■ Insole＆Footcare Salon ALKU　大屋敷 慶子 氏　　■ 平成28年受講

かがわ産業支援財団の「創業相談」で既にお世話になっていた中小企業診断士の先生からの勧め
でした。創業に関わる内容を一通り、それぞれの分野の専門の先生が講義をしてくださることに加え、
1週間に1日学校に通うような気軽さも参加のきっかけになりました。

最終日に「創業計画策定演習」として、創業イメージシートや計画書を作成・発表したことは、今で
も初心に戻れる私の創業のベースとなっています。創業塾の後、「かがわビジネスモデル・チャレンジ
コンペ」に挑戦し、最終選考で発表できるまでのビジネスプランに育てることができたのも、大きな自
信になりました。

参加のきっかけ

参加の感想

受講者へのメッセージ

創業塾参加者は、柔軟な発想とアイディアを持った方が多く本当に刺激になります。やりたいこと
を自由に表現できることが創業の魅力であり、社会の価値観を変化させる醍醐味だと思います。型に
はまったフィールドに囚われず、まずはチャレンジして自分らしい花を咲かせましょう。この塾で素敵
な種が見つかりますようお祈りしています。

■ 株式会社六花　代表取締役　大山 佳子 氏　　■ 平成29年受講

昨年、介護サービス事業の会社を始めるにあたり、協力者である友人が「創業に関する勉強会があ
る」と、「かがわ創業塾」を紹介してくれました。そのことがきっかけで、その友人と一緒に参加させてい
ただきました。

ちょうど会社の設立と事業開設の準備を行っていたタイミングで、創業の基礎知識やノウハウを学
べる機会を得られたことは、不安でいっぱいだった私にとって幸運なことでした。特に、苦労しながら
も事業を軌道に乗せた方々の体験談には勇気をもらいました。しかも、これだけの学びが無料という
ことに改めて感謝しています。



平成３０年度 「かがわ創業塾」を開講中！
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特集
❶ 創業者の夢を開業までサポート

公益財団法人かがわ産業支援財団では、香川県からの補助を受け、県内での創業を支援するため、昨年
度に引き続き平成30年度も「かがわ創業塾」を開講しています。
創業に必要な知識やノウハウを、講義を通じて体系的に習得しながら、先輩創業者と交流し、創業計画
書を実際に作成していくカリキュラムを組むことで、創業したい方の夢が形になるよう応援します。講師は、
実際に中小企業の方の経営相談に対応している経営・マーケティング等の専門家等であり、相談事例も交え
た実践的な講義を行います。そして、塾開講中だけでなく、終了後もこれらの専門家等が無料で相談に対応
するなど、創業に向けて当財団が万全のサポートをしていきます。

平成30年6月29日（金）、7月6日（金）、13日（金）、20日（金）、8月1日（水）
●受講者は、原則として、５日間すべて受講していただきます。
●５日間すべて受講いただいた方には修了証※を発行します。
※修了証は香川県の「起業等スタートアップ支援補助金」における補
助対象要件にできます。

日時

香川産業頭脳化センタービル ２階 一般研修室
（高松市林町2217-15）

場所

講義、演習指導は、すべて当財団で経営等の相談に対応している中
小企業診断士等の専門家等が行います。

内容

無料（塾終了後の相談も無料でお受けします） 受講料

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

時　間 内　容日 講　師

平成30年度 かがわ創業塾カリキュラム

【「かがわ創業塾」受講者の声】

13：00～13：10 開講式

16：50～17：00 閉講式（修了証授与等）

13：10～15：00 ■中小企業診断士
　筒井 恵 氏

創業の心構え
創業の意義、留意点等総論的講義

13：00～14：55 ■中小企業診断士
　川上 実 氏

事業のコンセプトづくり
ＳＷＯＴ分析の手法、営業戦略等の策定等

13：00～14：55 ■ウェブデザイナー
　仁田 春奈 氏

創業に関する基礎知識（販売促進編）
ホームページ、チラシ等による効果的な情報発信等

■中小企業診断士
　梅澤 秀樹 氏

創業に関する基礎知識（財務編）
財務処理の基礎、税金、資金調達、補助金等支援制度、設備投資等

13：00～14：55 ■マーケティングプランナー
　豊田 浩伸 氏

創業に関する基礎知識（マーケティング編）
商品開発、ターゲット設定、販路開拓･営業戦略、集客手段等

15：05～17：00 ■中小企業診断士
　川上 実 氏

創業計画の策定
策定の目的、フォーマット説明、売上げ・コスト構成等理解等

15：05～17：00 ■中小企業診断士・社会保険労務士
　笠居 昭司 氏

創業に関する基礎知識（労務編）
労務管理、労働保険・社会保険等

13：00～16：50
■中小企業診断士
　笠居 昭司 氏•川上 実 氏
　筒井 恵 氏•柴田 直美 氏

創業計画策定演習
創業計画書策定の演習
策定後の指導者による評価等

17：20～18：30 交流会（会費制、受講生自由参加） ※受講生の交流促進のために開催

15：10～17：00
■株式会社四国遍路
　代表取締役　佐藤 崇裕 氏
■ｕｔｉｓｏＴ
　代表　齊藤 眞理 氏

先輩に学ぶ
先輩創業者の体験談、意見交換等

6月29日（金）

7月6日（金）

7月13日（金）

7月20日（金）

8月1日（水）

平成27年から開催している「かがわ創業塾」も、今年で4年目を迎えました。
過去3年間で143名の方に受講いただき、86名の方が修了され、実際に29名の方が創業されています。
●１年目（H27年） 夏季 受講者数 23名 修了者数  11名（全5回出席） 創業者 6名
●１年目（H27年） 秋季 受講者数 33名 修了者数 19名（全5回出席） 創業者 3名
●２年目（H28年）  受講者数 34名 修了者数 24名（全5回出席） 創業者11名
●３年目（H29年）  受講者数 53名 修了者数 32名（全5回出席） 創業者 9名
受講者に対する講義の満足度調査でも、5段階評価で4以上の割合がトータルで約85％と、好評価をいただいております。
今後とも、受講者の高い満足度が維持できるような内容で、塾を開講していきます。

15：05～17：00

参加のきっかけ

参加の感想

受講者へのメッセージ

私にとっては、創業塾での出会いが貴重な財産になっています。地元の同級生との数十
年ぶりの再会、かがわ創業塾を経て同時期に創業した起業仲間、アドバイスをいただい
た先生と現在の業務でのコラボレーションなど、受講後3年経った今でも連携している人
がたくさんいます。志高い地域の仲間との出会いをぜひ大切にしてください。

■ 株式会社四国遍路　代表取締役　佐藤 崇裕 氏　　■ 平成27年（夏季）受講

創業を志したものの、既存事業・顧客のベースはまったくゼロ。事業アイデアだけの段階で最初に相
談にかけこんだのが「香川県よろず支援拠点」でした。香川県よろず支援拠点でアドバイスをいただい
ていた先生からの勧めで、創業の基礎を学ぶために「かがわ創業塾」に参加することにしました。

事業をスタートするにあたって、何から手を付けてよいかがはっきりしなかった時にち
ょうど創業塾を受講したので、塾のプログラムの中で自分の事業アイデアや事業計画を資
料に整理して、受講生の同僚や指導してくださる先生に伝えることによって、自分が進むべ
き方向性や、直近で進めるべき実務が明確になりました。

参加のきっかけ

参加の感想

受講者へのメッセージ

今は「自分で起業する」という気持ちひとつだけでも、創業塾を受けることで道筋が少しずつ見え、
それに沿って進んでいけます。分からないことは個別で相談できますし、創業塾が終わってもひとりで
悩む心配はいりません。創業して1年が経ちましたが、今もお世話になっている先生やつながってい
る同期生は、とても心強い味方です。

■ Insole＆Footcare Salon ALKU　大屋敷 慶子 氏　　■ 平成28年受講

かがわ産業支援財団の「創業相談」で既にお世話になっていた中小企業診断士の先生からの勧め
でした。創業に関わる内容を一通り、それぞれの分野の専門の先生が講義をしてくださることに加え、
1週間に1日学校に通うような気軽さも参加のきっかけになりました。

最終日に「創業計画策定演習」として、創業イメージシートや計画書を作成・発表したことは、今で
も初心に戻れる私の創業のベースとなっています。創業塾の後、「かがわビジネスモデル・チャレンジ
コンペ」に挑戦し、最終選考で発表できるまでのビジネスプランに育てることができたのも、大きな自
信になりました。

参加のきっかけ

参加の感想

受講者へのメッセージ

創業塾参加者は、柔軟な発想とアイディアを持った方が多く本当に刺激になります。やりたいこと
を自由に表現できることが創業の魅力であり、社会の価値観を変化させる醍醐味だと思います。型に
はまったフィールドに囚われず、まずはチャレンジして自分らしい花を咲かせましょう。この塾で素敵
な種が見つかりますようお祈りしています。

■ 株式会社六花　代表取締役　大山 佳子 氏　　■ 平成29年受講

昨年、介護サービス事業の会社を始めるにあたり、協力者である友人が「創業に関する勉強会があ
る」と、「かがわ創業塾」を紹介してくれました。そのことがきっかけで、その友人と一緒に参加させてい
ただきました。

ちょうど会社の設立と事業開設の準備を行っていたタイミングで、創業の基礎知識やノウハウを学
べる機会を得られたことは、不安でいっぱいだった私にとって幸運なことでした。特に、苦労しながら
も事業を軌道に乗せた方々の体験談には勇気をもらいました。しかも、これだけの学びが無料という
ことに改めて感謝しています。



高圧配電盤に求められる重要なポイントは、安全性・メンテナンス性の確保です。
そこで、今回の開発テーマは
「導体の非絶縁状態から絶縁導体に変更」、「省スペース化による設計変更」、
「磁界防止対策としてステンレス板を使用」することをテーマに研究を行った結果、
●絶縁導体を施すことで、導体の間が従来の200
㎜程度から70㎜以下になりました。

●従来背面から行っていたメンテナンスは、接続端
子を前面側に配置したことで、前面からメンテナ
ンスすることが可能となり、当初目標にしていた仕
様（幅20％、奥行50％以上の省スペース化）の薄
型配電盤を製作することができました。
今後は、製品化にむけて、組立作業の簡便化など
継続的に製造方法の確立に取り組んでいきます。   
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かがわ中小企業応援ファンド10年間のあゆみ特集
❷

● かがわ中小企業応援ファンド事業とは…
平成19年9月に、独立行政法人中小企業基盤整備機構、香川
県及び当財団が資金を拠出した総額118億円の「かがわ中小企
業応援ファンド」を造成し、その運用益（約2億円／年間）を活
用して、先端技術産業、地場産業など、あらゆる分野で研究開
発から販路開拓まで総合的な支援を県内の中小企業者等に対
し行った事業のことをいいます。
運用益のうち、事務費などを除いた額の約7割を県内の中小
企業者等の革新的取組に対して助成金として交付し、残りの約
3割を財団などの支援機関が、商談会の開催や国内見本市出展
など国内外向け販路開拓、高度人材育成研修会等を県内の中
小企業者等を支援する事業として実施しました。
なお、「かがわ中小企業応援ファンド事業」は平成29年度で
終了しましたが、後継ファンドとして「新かがわ中小企業応援
ファンド」を平成29年12月に造成しており、その運用益などを
活用し、引き続き平成30年度以降も県内の中小企業者等を支
援して参ります。

● 助成メニューの変遷
県内の中小企業者等からの要望や県施策などを受け、その時々に求められるニーズに合わせ変化させてきたため、助成メニューや
支援対象内容も10年の間で変遷してきました。

828件事業採択件数

人材育成件数実績　25,287人人材育成支援

新技術・新製品、研究開発助成件数　145件
〔うち3年以内に事業化達成件数　104件〕

研究開発支援

販路開拓件数実績　576件
成約実績：総額　約26.8億円

販路開拓支援

● 10年間（平成19～29年度）の実績

新規発掘

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

総合支援

そ の 他

販路開拓

人材育成

生産性向上

研究開発
（先端的）

研究開発
（小規模）

新分野等チャレンジ支援事業（83件）

特定地場産業活性化ブランド確立支援事業（31件）

ものづくり産業生産性向上支援事業（50件）

経営革新支援事業（27件）

ものづくり産業人材
育成助成事業
（12件）

先端的技術シーズ実用化支援事業
（16件）

ものづくり基盤技術産業総合支援事業
（6件）

産学官共同研究開発推進事業（3件）

先端技術シーズ実用化支援事業（5件）

創業ベンチャー
支援事業（1件）

特定プロジェクト支援事業（9件）

特定地場産業
プロデュース事業（7件）

特定地場産業総合支援事業（8件）
（特定地場産業ブランド確立支援事業）

特定地場産業総合支援事業
（特定地場産業活性化対策事業）（16件）

地域企業研究開発小規模助
成事業（14件）
●独創的・産業財産権活用
　型研究枠
●地域資源活用枠
●経営革新枠
●創業ベンチャー枠

ものづくり産業スキルアップ助成事業（26件）

食品産業総合支援事業（8件）

地域企業海外販路開拓支援事業・海外見本市出展支援（90件）
地域企業国内販路開拓支援事業・県外見本市出展支援（329件）

成長のエンジンとなる分野
支援事業（17件）

地域企業研究開発小規模助成事業
●独創的・産業財産権活用型研究枠（30件）
●地域資源活用枠（11件）

創業ベンチャー・地域密着型ビジネス支援事業
●創業ベンチャー支援
●地域密着型（コミュニティ・ビジネス）
●かがわビジネスモデル支援（6件）

創業ベンチャー・地域密着型ビジネス支
援事業商店街活性化支援（4件）

（19件）｝

㈱久保田麺業（丸亀市）

「健康」というキーワードは、食品業界において
欠くことが出来ないものとなっていますが、香川
県においては、県民の糖尿病患者数が全国の
ワーストクラスにあり深刻な社会問題となってい
ます。このような時代の背景に鑑み、日本人、特に
香川県民が常食として食べるうどん等麺類に糖
の吸収を抑制し、多くの機能性を持っている「難
消化性デキストリン（以下、「難デキ」）」を練り込
んだ麺を香川県初の商品として開発し、機能性
表示食品として、全国で販売することで、日本人
の健康的な食生活に貢献したいと考え、当該事
業の計画を実施することとしました。

「血糖値上昇の抑制」、「脂肪吸収の緩和」、「整腸作
用」の機能を謳った麺で機能性表示食品の認定を受
けるためには、麺を茹でた後に1食あたり5ｇ以上の難
デキが麺に残存していなければなりません。このため、
麺の試作・改良、難デキの流出実験、食味実験等を繰
り返し行い、１食あたり5ｇ以上のデキストリン残存とい
う機能性表示の基準をクリアするとともに、どのような
条件であっても品質を保持できることを確認できました。
また、香川短期大学にメニュー提案、食味試験にお
いて協力を得、地域の大学との連携での商品開発と
いう一面も見出せました。将来的には簡単調理など、
さらなる改良も目指しており、今後の展開が期待でき
る商品です。

背景・目的 事業内容と成果

テーマ 健康の維持・増進に役立つ麺類（機能性表示食品）

かがわ中小企業応援ファンド事業（地域企業研究開発小規模助成事業） 事業年度：平成28年度・29年度

かがわ中小企業応援ファンド事業（成長のエンジンとなる分野支援事業） 事業年度：平成29年度

宝田電産㈱（三豊市）

ビルや工場の大型化に伴い、２０～３０年前に
竣工した自動車関連・鉄鋼・製紙・石油精製等の
大規模な設備を有する製造業では、工場設備の
更新時期を迎えています。
また、２０２０年の東京オリンピックに関連した
新規建屋の建設等に伴い、「高圧配電盤」の需
要が今後大幅に増加するものと考えられますが、
ユーザーからは「安全、かつ低コスト・省スペース
化」の要望が強くなっています。
そこで、これまで大手総合電機メーカーのＯＥ
Ｍ生産で培った技術力を活かして、ユーザーの
要望に応えるとともに、自社製品の柱とすること
を目標に開発に取り組むことになりました。

背景・目的 事業内容と成果

テーマ 薄型配電盤の開発 ～従来製品に比べて省スペース化に成功～

薄型配電盤全体【従来の配電盤の寸法】 【新規開発による配電盤の寸法】

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
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絶縁処理を施したFBC導体

（単位：㎜）

（正面図） （側面図）



高圧配電盤に求められる重要なポイントは、安全性・メンテナンス性の確保です。
そこで、今回の開発テーマは
「導体の非絶縁状態から絶縁導体に変更」、「省スペース化による設計変更」、
「磁界防止対策としてステンレス板を使用」することをテーマに研究を行った結果、
●絶縁導体を施すことで、導体の間が従来の200
㎜程度から70㎜以下になりました。

●従来背面から行っていたメンテナンスは、接続端
子を前面側に配置したことで、前面からメンテナ
ンスすることが可能となり、当初目標にしていた仕
様（幅20％、奥行50％以上の省スペース化）の薄
型配電盤を製作することができました。
今後は、製品化にむけて、組立作業の簡便化など
継続的に製造方法の確立に取り組んでいきます。   
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かがわ中小企業応援ファンド10年間のあゆみ特集
❷

● かがわ中小企業応援ファンド事業とは…
平成19年9月に、独立行政法人中小企業基盤整備機構、香川
県及び当財団が資金を拠出した総額118億円の「かがわ中小企
業応援ファンド」を造成し、その運用益（約2億円／年間）を活
用して、先端技術産業、地場産業など、あらゆる分野で研究開
発から販路開拓まで総合的な支援を県内の中小企業者等に対
し行った事業のことをいいます。
運用益のうち、事務費などを除いた額の約7割を県内の中小
企業者等の革新的取組に対して助成金として交付し、残りの約
3割を財団などの支援機関が、商談会の開催や国内見本市出展
など国内外向け販路開拓、高度人材育成研修会等を県内の中
小企業者等を支援する事業として実施しました。
なお、「かがわ中小企業応援ファンド事業」は平成29年度で
終了しましたが、後継ファンドとして「新かがわ中小企業応援
ファンド」を平成29年12月に造成しており、その運用益などを
活用し、引き続き平成30年度以降も県内の中小企業者等を支
援して参ります。

● 助成メニューの変遷
県内の中小企業者等からの要望や県施策などを受け、その時々に求められるニーズに合わせ変化させてきたため、助成メニューや
支援対象内容も10年の間で変遷してきました。

828件事業採択件数

人材育成件数実績　25,287人人材育成支援

新技術・新製品、研究開発助成件数　145件
〔うち3年以内に事業化達成件数　104件〕

研究開発支援

販路開拓件数実績　576件
成約実績：総額　約26.8億円

販路開拓支援

● 10年間（平成19～29年度）の実績

新規発掘

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

総合支援

そ の 他

販路開拓

人材育成

生産性向上

研究開発
（先端的）

研究開発
（小規模）

新分野等チャレンジ支援事業（83件）

特定地場産業活性化ブランド確立支援事業（31件）

ものづくり産業生産性向上支援事業（50件）

経営革新支援事業（27件）

ものづくり産業人材
育成助成事業
（12件）

先端的技術シーズ実用化支援事業
（16件）

ものづくり基盤技術産業総合支援事業
（6件）

産学官共同研究開発推進事業（3件）

先端技術シーズ実用化支援事業（5件）

創業ベンチャー
支援事業（1件）

特定プロジェクト支援事業（9件）

特定地場産業
プロデュース事業（7件）

特定地場産業総合支援事業（8件）
（特定地場産業ブランド確立支援事業）

特定地場産業総合支援事業
（特定地場産業活性化対策事業）（16件）

地域企業研究開発小規模助
成事業（14件）
●独創的・産業財産権活用
　型研究枠
●地域資源活用枠
●経営革新枠
●創業ベンチャー枠

ものづくり産業スキルアップ助成事業（26件）

食品産業総合支援事業（8件）

地域企業海外販路開拓支援事業・海外見本市出展支援（90件）
地域企業国内販路開拓支援事業・県外見本市出展支援（329件）

成長のエンジンとなる分野
支援事業（17件）

地域企業研究開発小規模助成事業
●独創的・産業財産権活用型研究枠（30件）
●地域資源活用枠（11件）

創業ベンチャー・地域密着型ビジネス支援事業
●創業ベンチャー支援
●地域密着型（コミュニティ・ビジネス）
●かがわビジネスモデル支援（6件）

創業ベンチャー・地域密着型ビジネス支
援事業商店街活性化支援（4件）

（19件）｝

㈱久保田麺業（丸亀市）

「健康」というキーワードは、食品業界において
欠くことが出来ないものとなっていますが、香川
県においては、県民の糖尿病患者数が全国の
ワーストクラスにあり深刻な社会問題となってい
ます。このような時代の背景に鑑み、日本人、特に
香川県民が常食として食べるうどん等麺類に糖
の吸収を抑制し、多くの機能性を持っている「難
消化性デキストリン（以下、「難デキ」）」を練り込
んだ麺を香川県初の商品として開発し、機能性
表示食品として、全国で販売することで、日本人
の健康的な食生活に貢献したいと考え、当該事
業の計画を実施することとしました。

「血糖値上昇の抑制」、「脂肪吸収の緩和」、「整腸作
用」の機能を謳った麺で機能性表示食品の認定を受
けるためには、麺を茹でた後に1食あたり5ｇ以上の難
デキが麺に残存していなければなりません。このため、
麺の試作・改良、難デキの流出実験、食味実験等を繰
り返し行い、１食あたり5ｇ以上のデキストリン残存とい
う機能性表示の基準をクリアするとともに、どのような
条件であっても品質を保持できることを確認できました。
また、香川短期大学にメニュー提案、食味試験にお
いて協力を得、地域の大学との連携での商品開発と
いう一面も見出せました。将来的には簡単調理など、
さらなる改良も目指しており、今後の展開が期待でき
る商品です。

背景・目的 事業内容と成果

テーマ 健康の維持・増進に役立つ麺類（機能性表示食品）

かがわ中小企業応援ファンド事業（地域企業研究開発小規模助成事業） 事業年度：平成28年度・29年度

かがわ中小企業応援ファンド事業（成長のエンジンとなる分野支援事業） 事業年度：平成29年度

宝田電産㈱（三豊市）

ビルや工場の大型化に伴い、２０～３０年前に
竣工した自動車関連・鉄鋼・製紙・石油精製等の
大規模な設備を有する製造業では、工場設備の
更新時期を迎えています。
また、２０２０年の東京オリンピックに関連した
新規建屋の建設等に伴い、「高圧配電盤」の需
要が今後大幅に増加するものと考えられますが、
ユーザーからは「安全、かつ低コスト・省スペース
化」の要望が強くなっています。
そこで、これまで大手総合電機メーカーのＯＥ
Ｍ生産で培った技術力を活かして、ユーザーの
要望に応えるとともに、自社製品の柱とすること
を目標に開発に取り組むことになりました。

背景・目的 事業内容と成果

テーマ 薄型配電盤の開発 ～従来製品に比べて省スペース化に成功～

薄型配電盤全体【従来の配電盤の寸法】 【新規開発による配電盤の寸法】

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
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絶縁処理を施したFBC導体

（単位：㎜）

（正面図） （側面図）



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

池田漁業協同組合（以下、漁協）の売上の中心は、サワラ漁や
海苔養殖など。サワラ漁のうち、セリに間に合わないものは学校
給食に供給されるが、さばききれない余剰分が出る。それを2015
年から島内のイタリア料理店「リストランテ フリュウ」のオーナー、
渋谷信人さんの提案で「オリーブオイルコンフィ」として商品化し
ていた。「コンフィ」とは油分でじっくり低温調理したものだ。しかし、
県内でさえ思うように売れなかった。そこで活用したのが農商工
連携ファンド事業の「販売力強化・ブランド化支援」だった。

容量を小さくして価格を下げ、パッケージ変更

当初の容量は185gのビン入りで1700円。１つ1700円というの
は、そう簡単に売れるものではない。「中身をよく見せようと、表面
積の大きな楕円形のビンを選んでしまった」と当初を振り返る渋
谷さん。価格を下げるために容量を小さくすることは必須。併せて
より魚の加工品らしい魅力が伝えられるパッケージに変更するこ
とにした。サワラのほかにも10種類近くあった商品は、これを機
にサワラ、タイ、イカ、ちりめんじゃこの４種類に絞り込んだ。
もともと味には自信があった商品。「容量を小さくして価格を下
げ、パッケージを一新したことでとても魅力的な商品に変身させ
ることができました」（渋谷さん）。変更後は125g入り1300円に。

また、「食べ方や思いも伝えたい」と、具体的なレシピ提案と小豆
島や漁場の海を印刷したしおりも用意した。パスタに和えたり、パ
ンにのせたり。「簡単に美味しい魚のコンフィが自宅で食べられ
ますよ」と、東京での実演販売、見本市などにも積極的に参加して
販促活動をおこなった。それでも「どうやって食べたらいいのか
わからない」と言われてしまう。「料理教室など、かなり踏み込んだ
提案をしないと、なかなか伝わらない」ことがわかったという。

想定外の掛け率に驚いた

「初めての東京での商談では『仕入値を６掛、５掛で』なんて言
われて、びっくりしました」と、漁協の中野郁夫参事。せいぜい７掛
くらいで想定していたのだ。さらに量を減らすか、スタンドパック
にするか…。首都圏向けの値のつけ方は課題として残った。
一方で、次なる展開も始まっていた。小豆島の特産品、手延べ
素麺の技術で作ったパスタを、渋谷さんが地元の麺業者と開発
中で、コンフィとギフトセットにする予定だ。「小豆島にも地域商社
のようなものがあったらありがたいですね」（渋谷さん）。漁協と飲
食店、それぞれ本来業務も忙しく、なかなか販促に時間が割けな
い現実もあるが「この１年の経験をぜひ次につなげていきたい」
と両者。小豆島を伝える商品として販促展開していく。

by かがわ農商工連携ファンド事業　vol.13
かがわ産業支援財団では助成メニューのひとつに、農林漁業者と中小企業者が連携体を組み、新商品開発や販売力強化などを支
援する「かがわ農商工連携ファンド事業」を設けています。その事業で誕生した商品ストーリーをご紹介します。

▲池田漁港は池田港のすぐとなり。左か
ら「リストランテ フリュウ」の渋谷さん、
池田漁協の中野参事と中村さん。

商品名

企業名

ファンド
事業
データ

採　択 ：平成29年度
事業名 ：とれたて小豆島産魚介のオリーブオイルコンフィのブランド化と販路開拓
連携体 ：中小企業者：リストランテ フリュウ（小豆島町）、農林漁業者：池田漁業協同組合（小豆島町）

池田漁業協同組合
小豆島町池田228-32　TEL.0879-75-0366

「小豆島のおさかなでつくった オリーブオイルコンフィ」

「小豆島のおさかなでつくったオリーブコンフィ シリーズ」（各125g 1300円税別）。
高松空港、小豆島ふるさと村、小豆島オリーブ公園などで販売。

新 商 品
スト ー リ ー

企業情報

採用の
きっかけ

採用による
効果

企業
担当者
の声

採用した
人材

成約企業事例 ② ～経営者として引き継げる人材～
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プッシュ型事業承継支援強化事業
「香川県事業承継支援窓口」を開設しました！

特集
3

財団では、前年度に構築した事業承継ネットワークを継続・
拡充し、事業承継支援ニーズに対してきめ細やかな支援を実施
するために、頭脳化センタービル１階に「香川県事業承継支援
窓口」を開設しました。窓口では、本事業の統括責任者である
香川県事業承継コーディネーターを始め、個者ごとに伴走型支
援を行う事業承継ブロック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て事業承継課題の解決を目指します。

プロフェッショナル人材戦略拠点活動記特集
4

プロフェッショナル人材戦略拠点事業とは、拠点メンバーが地域の中小・中堅企業を訪問し、企業の経営課題について社長様を始
め役員の皆様と議論する中で、課題解決ができる人材像をお聞きし、その情報を香川県に登録してある19社の人材会社に提供、人材
会社が確保している優秀な人材を企業につなぐものです。平成27年12月に拠点を開設し、平成28年4月から本格活動を開始しました。
開設以来での人材マッチング実績は、各産業支援団体・金融機関のご支援を得て、平成30年3月末現在61社、91名を達成しました。
内訳は平成28年度 30社41名、平成29年度 31社50名です。
これまでの成果の中から、今回は2社の事例をご紹介します。

公益財団法人かがわ産業支援財団 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点
高松市林町2217-15　TEL.087-867-3520　FAX.087-869-3703

お問い合わせ先

公益財団法人かがわ産業支援財団 香川県事業承継支援窓口
高松市林町2217-15 頭脳化センタービル1階　TEL.087-802-7070　FAX.087-869-3703

お問い合わせ先

事業承継ブロック
コーディネーター

梅澤 秀樹 高橋 伯昌 筒井 恵【事業承継クイック診断】
http://www.kagawa-isf.jp/jigyoushoukei

成約企業事例 ① ～生産管理のプロ人材～
社名 ： Ａ社
業種 ： 製造業
従業員数 ： 約200名

若手社員の指導からリーダーの育成まで、特に人材育成で
力を発揮しつつ、中期的な経営計画の立案など、経営全般
に関わるサポートを担ってもらっている。

プロ人材拠点に対して
親身で実績のある人材紹介会社を紹介してもらえた（拠点
が関与しているので、人材紹介会社に対して信頼感が
あった）。
人材紹介会社に対して
無料職業紹介を活用しても、組織や人間関係など色々な
面への影響があって、マイナスになることもある。人材紹介
会社から提供される人材情報は、費用対効果を考えれば、
それ相応であると考えている。

東京で業界の会合に出席した際、中小企
業の経営者の間で世代交代や技術伝承
が大きな課題として認識。特に生産管理の
マネジメントを早急に強化する必要があった
ため、今回の採用に至った。

（50歳代、Ｉターン）
大手企業で部長、工場長、生産子会社の
代表取締役を務め、生産管理全般、品質
保証、リスクマネジメント、監査等にも精通し
ていた人材。

企業情報

採用の
きっかけ

採用による
効果

企業
担当者
の声

採用した
人材

社名 ： K社
業種 ： 卸売
従業員数 ： 約50名

大手会社からの転職者にありがちな変なプライドも感じられ
ず、職場における人間関係もうまく構築できており、経営層
との引継ぎも順調に進んでいる。

プロ人材拠点に対して
人材拠点に本当に感謝している。経営層の後任候補を採
用できることとなったので、貴重な経験となった。公的機関
が間にあることで安心感をもって、この事業にアプロー
チした。
人材紹介会社に対して
人材紹介会社も特徴や得手不得手があるようで、熱心か
つ親身になってくれたのは3社。紹介料は安いとは思えない
が、提供サービスの質を勘案すると、相応のコストがか
かっているのは理解できる。

長年取り仕切ってきた経営層が高齢にな
ってきたため、世代交代として経営陣の後
任人材の発掘をする必要があったことと、Ｉ
ＣＴなどの新しいツールにより販路開拓や
管理手法の改善への対応が必要であった
ため採用に至った。

（50歳代、Ｉターン）
大手の情報通信会社において総務を担う
だけではなく、ＩＣＴ等の対応にも従事し、そ
の運用にも長けていた人材。

香川県事業承継
コーディネータ－〈 〉 〈 〉



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

池田漁業協同組合（以下、漁協）の売上の中心は、サワラ漁や
海苔養殖など。サワラ漁のうち、セリに間に合わないものは学校
給食に供給されるが、さばききれない余剰分が出る。それを2015
年から島内のイタリア料理店「リストランテ フリュウ」のオーナー、
渋谷信人さんの提案で「オリーブオイルコンフィ」として商品化し
ていた。「コンフィ」とは油分でじっくり低温調理したものだ。しかし、
県内でさえ思うように売れなかった。そこで活用したのが農商工
連携ファンド事業の「販売力強化・ブランド化支援」だった。

容量を小さくして価格を下げ、パッケージ変更

当初の容量は185gのビン入りで1700円。１つ1700円というの
は、そう簡単に売れるものではない。「中身をよく見せようと、表面
積の大きな楕円形のビンを選んでしまった」と当初を振り返る渋
谷さん。価格を下げるために容量を小さくすることは必須。併せて
より魚の加工品らしい魅力が伝えられるパッケージに変更するこ
とにした。サワラのほかにも10種類近くあった商品は、これを機
にサワラ、タイ、イカ、ちりめんじゃこの４種類に絞り込んだ。
もともと味には自信があった商品。「容量を小さくして価格を下
げ、パッケージを一新したことでとても魅力的な商品に変身させ
ることができました」（渋谷さん）。変更後は125g入り1300円に。

また、「食べ方や思いも伝えたい」と、具体的なレシピ提案と小豆
島や漁場の海を印刷したしおりも用意した。パスタに和えたり、パ
ンにのせたり。「簡単に美味しい魚のコンフィが自宅で食べられ
ますよ」と、東京での実演販売、見本市などにも積極的に参加して
販促活動をおこなった。それでも「どうやって食べたらいいのか
わからない」と言われてしまう。「料理教室など、かなり踏み込んだ
提案をしないと、なかなか伝わらない」ことがわかったという。

想定外の掛け率に驚いた

「初めての東京での商談では『仕入値を６掛、５掛で』なんて言
われて、びっくりしました」と、漁協の中野郁夫参事。せいぜい７掛
くらいで想定していたのだ。さらに量を減らすか、スタンドパック
にするか…。首都圏向けの値のつけ方は課題として残った。
一方で、次なる展開も始まっていた。小豆島の特産品、手延べ
素麺の技術で作ったパスタを、渋谷さんが地元の麺業者と開発
中で、コンフィとギフトセットにする予定だ。「小豆島にも地域商社
のようなものがあったらありがたいですね」（渋谷さん）。漁協と飲
食店、それぞれ本来業務も忙しく、なかなか販促に時間が割けな
い現実もあるが「この１年の経験をぜひ次につなげていきたい」
と両者。小豆島を伝える商品として販促展開していく。

by かがわ農商工連携ファンド事業　vol.13
かがわ産業支援財団では助成メニューのひとつに、農林漁業者と中小企業者が連携体を組み、新商品開発や販売力強化などを支
援する「かがわ農商工連携ファンド事業」を設けています。その事業で誕生した商品ストーリーをご紹介します。

▲池田漁港は池田港のすぐとなり。左か
ら「リストランテ フリュウ」の渋谷さん、
池田漁協の中野参事と中村さん。

商品名

企業名

ファンド
事業
データ

採　択 ：平成29年度
事業名 ：とれたて小豆島産魚介のオリーブオイルコンフィのブランド化と販路開拓
連携体 ：中小企業者：リストランテ フリュウ（小豆島町）、農林漁業者：池田漁業協同組合（小豆島町）

池田漁業協同組合
小豆島町池田228-32　TEL.0879-75-0366

「小豆島のおさかなでつくった オリーブオイルコンフィ」

「小豆島のおさかなでつくったオリーブコンフィ シリーズ」（各125g 1300円税別）。
高松空港、小豆島ふるさと村、小豆島オリーブ公園などで販売。

新 商 品
スト ー リ ー

企業情報
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成約企業事例 ② ～経営者として引き継げる人材～

July 2018 Kagawa Industrial Information 217 July 2018 Kagawa Industrial Information 21 8

プッシュ型事業承継支援強化事業
「香川県事業承継支援窓口」を開設しました！

特集
3

財団では、前年度に構築した事業承継ネットワークを継続・
拡充し、事業承継支援ニーズに対してきめ細やかな支援を実施
するために、頭脳化センタービル１階に「香川県事業承継支援
窓口」を開設しました。窓口では、本事業の統括責任者である
香川県事業承継コーディネーターを始め、個者ごとに伴走型支
援を行う事業承継ブロック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て事業承継課題の解決を目指します。

プロフェッショナル人材戦略拠点活動記特集
4

プロフェッショナル人材戦略拠点事業とは、拠点メンバーが地域の中小・中堅企業を訪問し、企業の経営課題について社長様を始
め役員の皆様と議論する中で、課題解決ができる人材像をお聞きし、その情報を香川県に登録してある19社の人材会社に提供、人材
会社が確保している優秀な人材を企業につなぐものです。平成27年12月に拠点を開設し、平成28年4月から本格活動を開始しました。
開設以来での人材マッチング実績は、各産業支援団体・金融機関のご支援を得て、平成30年3月末現在61社、91名を達成しました。
内訳は平成28年度 30社41名、平成29年度 31社50名です。
これまでの成果の中から、今回は2社の事例をご紹介します。

公益財団法人かがわ産業支援財団 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点
高松市林町2217-15　TEL.087-867-3520　FAX.087-869-3703

お問い合わせ先

公益財団法人かがわ産業支援財団 香川県事業承継支援窓口
高松市林町2217-15 頭脳化センタービル1階　TEL.087-802-7070　FAX.087-869-3703

お問い合わせ先

事業承継ブロック
コーディネーター

梅澤 秀樹 高橋 伯昌 筒井 恵【事業承継クイック診断】
http://www.kagawa-isf.jp/jigyoushoukei

成約企業事例 ① ～生産管理のプロ人材～
社名 ： Ａ社
業種 ： 製造業
従業員数 ： 約200名

若手社員の指導からリーダーの育成まで、特に人材育成で
力を発揮しつつ、中期的な経営計画の立案など、経営全般
に関わるサポートを担ってもらっている。

プロ人材拠点に対して
親身で実績のある人材紹介会社を紹介してもらえた（拠点
が関与しているので、人材紹介会社に対して信頼感が
あった）。
人材紹介会社に対して
無料職業紹介を活用しても、組織や人間関係など色々な
面への影響があって、マイナスになることもある。人材紹介
会社から提供される人材情報は、費用対効果を考えれば、
それ相応であると考えている。

東京で業界の会合に出席した際、中小企
業の経営者の間で世代交代や技術伝承
が大きな課題として認識。特に生産管理の
マネジメントを早急に強化する必要があった
ため、今回の採用に至った。

（50歳代、Ｉターン）
大手企業で部長、工場長、生産子会社の
代表取締役を務め、生産管理全般、品質
保証、リスクマネジメント、監査等にも精通し
ていた人材。

企業情報
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社名 ： K社
業種 ： 卸売
従業員数 ： 約50名

大手会社からの転職者にありがちな変なプライドも感じられ
ず、職場における人間関係もうまく構築できており、経営層
との引継ぎも順調に進んでいる。

プロ人材拠点に対して
人材拠点に本当に感謝している。経営層の後任候補を採
用できることとなったので、貴重な経験となった。公的機関
が間にあることで安心感をもって、この事業にアプロー
チした。
人材紹介会社に対して
人材紹介会社も特徴や得手不得手があるようで、熱心か
つ親身になってくれたのは3社。紹介料は安いとは思えない
が、提供サービスの質を勘案すると、相応のコストがか
かっているのは理解できる。

長年取り仕切ってきた経営層が高齢にな
ってきたため、世代交代として経営陣の後
任人材の発掘をする必要があったことと、Ｉ
ＣＴなどの新しいツールにより販路開拓や
管理手法の改善への対応が必要であった
ため採用に至った。

（50歳代、Ｉターン）
大手の情報通信会社において総務を担う
だけではなく、ＩＣＴ等の対応にも従事し、そ
の運用にも長けていた人材。

香川県事業承継
コーディネータ－〈 〉 〈 〉



県内中小企業者で構成する経済視察団を、日本からの累積投資が第１位で、投資先としての魅
力を持っている「マレーシア」及び貿易、交通、金融の中心地の一つでありASEAN・アジア経済のハ
ブとなっている「シンガポール共和国」に派遣しました。
現地では、政府機関及びJETRO現地事務所から丁寧なブリーフィングを受けるとともに、日系進

出企業や現地企業の製造施設、商業施設、物流施設などを視察しました。
各参加者は、本ミッションを通じて現地の最新情報が得られ、有意義なミッションとなりました。

「マレーシア・シンガポールビジネスミッション」を派遣！

公益財団法人かがわ産業支援財団 企業振興部 海外展開支援室
高松市林町2217-15　TEL.087-868-9904　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 健康産業プロジェクトチーム
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

このビジネス情報交換会は、大都市圏における発注動向の紹介や発注開拓コーディネーターの活動に対する理解を深め、県内中小事
業者の受注取引促進を図る目的で、平成23年度から開催しています。
（第一部）　基調講演として、高松市国分寺町出身で、スポーツ、食品、冠婚葬祭、レジャー産業等の国際展示会を年間20本手掛け、世
の中に新しい価値を創造する展示会主催企業として、日本の産業や経済の発展につながる場をプロデュースする傍ら、江戸時代から
400年続く寺院の15代目住職、そしてカフェのオーナーと３つの顔を持つ、TSO International株式会社の代表取締役 佐々木 剛氏から
「諸行無常の世の中での新たな価値創造を行うために」をテーマに講演がありました。
（第二部）　交換会として、東京、大阪、広島在住の３名の発注開拓コーディネーターから、各
都市の特徴や受発注動向、具体的事例などに関する活動報告のほか、大手企業の海外進出、
生産拠点の再編など事業形態の変化に対し、県内企業としてどうアプローチすれば良いかなど
の意見交換がありました。

平成２９年度 ビジネス情報交換会を開催しました

公益財団法人かがわ産業支援財団 企業振興部 取引支援課
高松市林町2217-15　TEL.087-868-9904　FAX.087-869-3710お問い合わせ先

平成30年3月16日（金） 14：00～16：30
サンメッセ香川 2階　特別会議室

開催日時

開催場所

平成30年１月21日（日）～１月26日（金）
県内11社・１機関

視察日程

参加企業

マレーシア（クアラルンプール・マラッカ・ジョホールバル）、シンガポール共和国視察国・地域

【 マレーシア 】主な視察内容

【 第一部　基調講演 】開催内容 
香川県では、今後成長が期待される希少糖分野への企業の進出を促進し、希少糖産業の集積を
図るため、希少糖の活用に関心がある県内の食品関連や化学工業の企業を対象に「希少糖製造技
術者養成講座」を開催します。希少糖をより深く知りたい企業の方、希少糖をより効果的に利用した
い企業の方、それぞれに合った座学と実習による養成講座です。
本講座の受講により、希少糖の有用性を学び、産業技術センターの開放機器を利用した希少糖な

どの糖類分析技術を習得することができます。

希少糖製造技術者養成講座の受講生を募集します

香川県では「かがわ希少糖ホワイトバレー」プロジェクト推進のため、希少糖の研究成果が一大産業につながるよう、産学官関係者と
連携し、研究開発から生産・販売に至るまで総合的な対策を実施するための情報交換・検討を行う「希少糖戦略会議」を定期的に開催し
ています。
第6回希少糖戦略会議が、4月18日（水）に香川県庁で開催されました。会議では、機能性表示食品の届出ガイドライン改正※に伴う希
少糖含有シロップの機能性表示食品制度等の活用や希少糖研究に関する報告がなされ、今後の展開について議論が交わされました。
なお、会議の議事録については、かがわ希少糖プロジェクトホームページ（http://www.pref.kagawa.lg.jp/kisyoto/）で公開して
います。

※これまで糖質・糖類は機能性関与成分の対象外でしたが、主にエネルギー源とされる成分（ぶどう糖、果糖、ガラクトース、しょ糖、乳糖、麦芽糖及びでん
ぷん等）を除いた糖質・糖類は対象成分となりました。（平成30年3月28日付け）

第6回 希少糖戦略会議が開催されました

香川県では、県産食材に小さい頃から親しんでもらい、家庭においても県産食材の魅
力を深く知ってもらうため、県下の小中学校の児童生徒等を対象に、生産者や流通業者、
料理人などの食の専門家『うまいもん広め隊』による出前講座を実施しています。
平成29年度は「オリーブ」「オリーブ牛」「オリーブ夢豚・オリーブ豚」「さぬき讃フルー

ツ」「瀬戸の地魚」「さぬきの味付け」「希少糖」「おいでまい」の8隊で活動しました。
「希少糖広め隊」は小学校3校で出前講座を実施し、希少糖の説明、その歴史、香川
県とのつながり、希少糖の可能性等について講義の後、希少糖を使った商品の試食や
レシピの紹介を行いました。今年度も3回程度予定しており、希少糖への理解を深めて
いきます。

県内の小中学校にて希少糖出前講座を開催しています

「諸行無常の世の中での新たな価値創造を行うために」テーマ

TSO International株式会社
代表取締役　佐々木 剛 氏

講　師

【 第二部　交換会 】
❶発注企業の最新動向及び活動状況報告
　（発注開拓コーディネーター）
❷意見交換

報　告

ブリーフィング マレーシア投資開発庁、マラッカ州開発公社、イスカンダル地域開発公社

施設等視察 インダー島工業団地、TOTOマレーシア工場、マミー・ダブルデッカー
社（現地系菓子飲料メーカー）マラッカ工場、エコワールド工業団地

【 シンガポール共和国 】
ブリーフィング JETROシンガポール事務所

施設等視察
シンガポール日本通運Tou Guan物流拠点、シンガポール高島
屋、リャンコート（現地系ショッピングモール）、ニューウォー
タービジターセンター（再生水処理施設）

第二部　交換会

平成29年度 希少糖出前講座

第一部　基調講演

マレーシア投資開発庁本部

TOTOマレーシア工場

JETROシンガポール事務所

シンガポール日本通運

《視察を終えて（参加者の声から）》
●マレーシアは思っていたより発展していて、日系企業も多いことに驚いた。滞在中、とても気持
ちよく過ごせ、温暖な気候、美しい街並み、治安の良さの中で、住みやすい国と感じた。

●マレーシアでの日系進出企業の工場視察では、日本企業が海外進出する際に気を付けない
といけないことが経験でき、学べた。現地の雇用者に対する教育システムは日本国内で外国
人労働者を雇う場合にも参考になると感じた。

●シンガポールがニューヨークのような国際的な中心都市として発展している様子が肌で感じられた。

【お問い合わせ先】
香川県産業技術センター
高松市郷東町587-1
TEL.087-881-3177
FAX.087-882-9481



県内中小企業者で構成する経済視察団を、日本からの累積投資が第１位で、投資先としての魅
力を持っている「マレーシア」及び貿易、交通、金融の中心地の一つでありASEAN・アジア経済のハ
ブとなっている「シンガポール共和国」に派遣しました。
現地では、政府機関及びJETRO現地事務所から丁寧なブリーフィングを受けるとともに、日系進

出企業や現地企業の製造施設、商業施設、物流施設などを視察しました。
各参加者は、本ミッションを通じて現地の最新情報が得られ、有意義なミッションとなりました。

「マレーシア・シンガポールビジネスミッション」を派遣！
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公益財団法人かがわ産業支援財団 技術振興部 健康産業プロジェクトチーム
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

このビジネス情報交換会は、大都市圏における発注動向の紹介や発注開拓コーディネーターの活動に対する理解を深め、県内中小事
業者の受注取引促進を図る目的で、平成23年度から開催しています。
（第一部）　基調講演として、高松市国分寺町出身で、スポーツ、食品、冠婚葬祭、レジャー産業等の国際展示会を年間20本手掛け、世
の中に新しい価値を創造する展示会主催企業として、日本の産業や経済の発展につながる場をプロデュースする傍ら、江戸時代から
400年続く寺院の15代目住職、そしてカフェのオーナーと３つの顔を持つ、TSO International株式会社の代表取締役 佐々木 剛氏から
「諸行無常の世の中での新たな価値創造を行うために」をテーマに講演がありました。
（第二部）　交換会として、東京、大阪、広島在住の３名の発注開拓コーディネーターから、各
都市の特徴や受発注動向、具体的事例などに関する活動報告のほか、大手企業の海外進出、
生産拠点の再編など事業形態の変化に対し、県内企業としてどうアプローチすれば良いかなど
の意見交換がありました。

平成２９年度 ビジネス情報交換会を開催しました

公益財団法人かがわ産業支援財団 企業振興部 取引支援課
高松市林町2217-15　TEL.087-868-9904　FAX.087-869-3710お問い合わせ先

平成30年3月16日（金） 14：00～16：30
サンメッセ香川 2階　特別会議室

開催日時

開催場所

平成30年１月21日（日）～１月26日（金）
県内11社・１機関

視察日程

参加企業

マレーシア（クアラルンプール・マラッカ・ジョホールバル）、シンガポール共和国視察国・地域

【 マレーシア 】主な視察内容

【 第一部　基調講演 】開催内容 
香川県では、今後成長が期待される希少糖分野への企業の進出を促進し、希少糖産業の集積を
図るため、希少糖の活用に関心がある県内の食品関連や化学工業の企業を対象に「希少糖製造技
術者養成講座」を開催します。希少糖をより深く知りたい企業の方、希少糖をより効果的に利用した
い企業の方、それぞれに合った座学と実習による養成講座です。
本講座の受講により、希少糖の有用性を学び、産業技術センターの開放機器を利用した希少糖な

どの糖類分析技術を習得することができます。

希少糖製造技術者養成講座の受講生を募集します

香川県では「かがわ希少糖ホワイトバレー」プロジェクト推進のため、希少糖の研究成果が一大産業につながるよう、産学官関係者と
連携し、研究開発から生産・販売に至るまで総合的な対策を実施するための情報交換・検討を行う「希少糖戦略会議」を定期的に開催し
ています。
第6回希少糖戦略会議が、4月18日（水）に香川県庁で開催されました。会議では、機能性表示食品の届出ガイドライン改正※に伴う希
少糖含有シロップの機能性表示食品制度等の活用や希少糖研究に関する報告がなされ、今後の展開について議論が交わされました。
なお、会議の議事録については、かがわ希少糖プロジェクトホームページ（http://www.pref.kagawa.lg.jp/kisyoto/）で公開して
います。

※これまで糖質・糖類は機能性関与成分の対象外でしたが、主にエネルギー源とされる成分（ぶどう糖、果糖、ガラクトース、しょ糖、乳糖、麦芽糖及びでん
ぷん等）を除いた糖質・糖類は対象成分となりました。（平成30年3月28日付け）

第6回 希少糖戦略会議が開催されました

香川県では、県産食材に小さい頃から親しんでもらい、家庭においても県産食材の魅
力を深く知ってもらうため、県下の小中学校の児童生徒等を対象に、生産者や流通業者、
料理人などの食の専門家『うまいもん広め隊』による出前講座を実施しています。
平成29年度は「オリーブ」「オリーブ牛」「オリーブ夢豚・オリーブ豚」「さぬき讃フルー

ツ」「瀬戸の地魚」「さぬきの味付け」「希少糖」「おいでまい」の8隊で活動しました。
「希少糖広め隊」は小学校3校で出前講座を実施し、希少糖の説明、その歴史、香川
県とのつながり、希少糖の可能性等について講義の後、希少糖を使った商品の試食や
レシピの紹介を行いました。今年度も3回程度予定しており、希少糖への理解を深めて
いきます。

県内の小中学校にて希少糖出前講座を開催しています

「諸行無常の世の中での新たな価値創造を行うために」テーマ

TSO International株式会社
代表取締役　佐々木 剛 氏

講　師

【 第二部　交換会 】
❶発注企業の最新動向及び活動状況報告
　（発注開拓コーディネーター）
❷意見交換

報　告

ブリーフィング マレーシア投資開発庁、マラッカ州開発公社、イスカンダル地域開発公社

施設等視察 インダー島工業団地、TOTOマレーシア工場、マミー・ダブルデッカー
社（現地系菓子飲料メーカー）マラッカ工場、エコワールド工業団地

【 シンガポール共和国 】
ブリーフィング JETROシンガポール事務所

施設等視察
シンガポール日本通運Tou Guan物流拠点、シンガポール高島
屋、リャンコート（現地系ショッピングモール）、ニューウォー
タービジターセンター（再生水処理施設）

第二部　交換会

平成29年度 希少糖出前講座

第一部　基調講演

マレーシア投資開発庁本部

TOTOマレーシア工場

JETROシンガポール事務所

シンガポール日本通運

《視察を終えて（参加者の声から）》
●マレーシアは思っていたより発展していて、日系企業も多いことに驚いた。滞在中、とても気持
ちよく過ごせ、温暖な気候、美しい街並み、治安の良さの中で、住みやすい国と感じた。

●マレーシアでの日系進出企業の工場視察では、日本企業が海外進出する際に気を付けない
といけないことが経験でき、学べた。現地の雇用者に対する教育システムは日本国内で外国
人労働者を雇う場合にも参考になると感じた。

●シンガポールがニューヨークのような国際的な中心都市として発展している様子が肌で感じられた。

【お問い合わせ先】
香川県産業技術センター
高松市郷東町587-1
TEL.087-881-3177
FAX.087-882-9481
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公益財団法人かがわ産業支援財団 総務部 企画情報課 IT技術研修担当
高松市林町2217-15　TEL.087-868-9901　FAX.087-869-3710お問い合わせ先

★香川県内の企業・中学校・高等学校・高等専門学校等へ出向いて、知的財産権制度の出前講座を行います。開催費用
は無料ですので、お気軽にお申し込みください。

知的財産権制度に関する出前講座を募集します

★社内における知的財産の気づきを発見してみませんか！！
香川県知財総合支援窓口では、これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された方など、初心者の方

を対象に、日本弁理士会四国支部の協力を得て、知的財産権制度について、5回の連続した知的財産権制度入門講座を開催します。受
講料は無料ですので、お気軽にご参加ください。

初心者向け知的財産権制度入門講座を開催します

公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部 知的財産支援課
高松市林町2217-15　TEL.087-867-9577　FAX.087-867-9365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 知的財産支援課
高松市林町2217-15　TEL.087-867-9577　FAX.087-867-9365お問い合わせ先

★中小企業等の外国出願（特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標）にかかる費用の一部を助成します。

（消費税は対象外）
●外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国
内代理人費用、翻訳費用

（平成31年2月末までに支払いが完了するものに限
ります。）
（日本国特許庁への出願に要する経費は対象になり
ません。）

対象経費

公益財団法人かがわ産業支援財団
知的財産支援部 知的財産支援課（森、大久保）
高松市林町2217-15
香川産業頭脳化センタービル2階
TEL：087-867-9577　FAX：087-867-9365　
e-mail：chizai@kagawa-isf.jp

提出先

平成30年11月9日まで（受付は随時）
第一次締切：平成30年7月6日（金）
（募集期間中であっても、予算額に達した時点で受
付を終了します。）

募集期間

■お申込み方法
受講申込書は当財団ホームページからダウンロードしてご活用ください。（http://www.kagawa-isf.jp/）
●受講開始日の２週間前まで、先着順にて受付けさせていただきます。
●各コースとも定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申込みください。
●「受講申込書」に必要事項をご記入の上、郵送、FAX、e-mailまたは窓口持参にてお申込みください。

香川県内に本社を有する中小企業者で条件を満た
す者。
※条件については、お問い合わせください。
　（当財団ホームページにも掲載しています。）

 応募資格

●補助率：1/2以内
●１企業の上限額：300万円（複数案件の場合）
●案件ごとの上限額
　（・特許出願：150万円 ・実用新案、意匠、商標
出願：60万円 ・冒認対策商標出願：30万円）

 補助金額

財 団 か ら の お 知 ら せ

当財団では、「新かがわ中小企業応援ファンド等事業」として、地域産業の技術の高度化を支援するため、高度産業人材育成事業を実
施しています。
その一環として、今年度は情報処理技術者を主な対象とした「ヒアリング及びコミュニケーションスキル入門」、「業務分析及び要件定
義技法」「ネットワーク基礎とセキュリティ」等のコースのほか、専門技術者以外の方にも役立つ、「リスクマネジメントの手法」や「スマート
スピーカーの利用」などのコースを設けていますので、多数の方のご参加をお待ちしております。

平成30年度 高度産業人材育成事業（ＩＴ技術研修）のご案内

開催日 開催場所 テーマ 講　師 定員

30名京和 尚 弁理士

京和 尚 弁理士

松島 理 弁理士

村上 武栄 弁理士

松島 理 弁理士

1 ７月６日（金）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
3F 第3会議室

知的財産権制度について（概要）

30名2 ７月１３日（金）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
3F 第3会議室

特許入門・実用新案入門

30名3 ７月20日（金）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
3F 第3会議室

意匠入門・商標入門

30名4 ７月27日（金）
13：30～16：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室

特許等調査の入門

30名5 8月10日（金）
13：30～16：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室 特許等調査の活用

コース名コース区分 日数定員 研修内容
受講料
教材費
（税込）円

受講対象者 実施時間

E011

❶ 知っておきたいヒアリングスキル
コース№

7月4日（水）

システム構築のプロジェクトにおいて顧客要件を引き出して仕
様を決定する作業は、プロジェクトの成否や顧客満足度を決
める重要なポイントである。本コースは、要件定義のためのヒ
アリングスキルやコミュニケーションを円滑にするための整理、
調整そしてドキュメント化をするスキルについて、ＳＥが実際に
直面するケース等を通して実践的に学習していく。

「ヒアリング及びコミュニケーションス
キル入門」
NPO法人 ITCかがわ
顧問　福永 正 氏

1日15 2,000

システム構築プロ
ジェクトに参画して、
要件定義作成の作
業に係ったことのあ
る方

シ
ス
テ
ム
上
流（
分
析
）

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

ソ
リ
ュ
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ョ
ン

シ
ス
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ム
下
流（
プ
ロ
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ラ
ミ
ン
グ
）

E021

❷ 業務分析・設計のための要件定義法 実践トレーニング

7月18日（水）
7月19日（木）

システム開発の上流工程で全体最適な業務要件、システム要
件を導き出す技法を学ぶ。

「業務分析及び要件定義技法」
NPO法人 ITCかがわ
顧問　福永 正 氏

2日10 2,000

対象：業務システム
の分析作業を通して
システム要件の定義
工程を担当する方。
前提知識：システム
開発全般の知識・経
験がある方。

E031

❸ ネットワーク基礎とセキュリティ

9月3日（月）
9月4日（火）
9月5日（水）

最新のサイバー攻撃の事例、対処方法等のセミナー
「サイバー攻撃に気付くスキルをインプットする」「客観的な証
拠を元に適切に報告する訓練を積む」「セキュリティ対応のた
めのコミュニケーション基礎力を養う」といった目的のため、実
践的なハンズオンを通して実践力を磨く講座です。迅速にセ
キュリティインシデントに対応し、報告・対応までを一通り行え
る実務力を養います。

「ネットワーク基礎とセキュリティ技術」
株式会社ワールドクラフト
代表取締役社長　大和田 博道 氏

3日25 2,000 パソコンの操作に慣
れている方。

M101

M102

M121

❹ プロジェクトマネジメント

8月6日（月）
8月7日（火）

企業・組織・個人の目標を達成するための、プロジェクトマネジ
メントの方法を体系的に学ぶ。この半世紀に世界で蓄積され
てきた「モダンPM」の内容を、具体的に分かりやすく解説する。
身近なプロジェクトに使えるようになるのが目的である。

「プロジェクトマネジメントの計画とコ
ントロール」
筑波大学
准教授　木野 泰伸 氏

2日25 2,000 プロジェクトマネジメントを学びたい方

9月19日（水）
9月20日（木）
9月21日（金）

だれにでもわかる簡単なケースを用いて、プロジェクトマネジ
メントを体験的に学ぶ。参加者がチームを編成して事例演習
を行うことで、世界共通のモダンPMの進め方が体得できる。

「プロジェクトマネジメント演習」
筑波大学
准教授　木野 泰伸 氏

3日10 2,000

M101「プロジェクト
の計画とコントロー
ル」を受講している
方、もしくは同程度の
知識を持っている方。

❺ 新しいリスクマネジメント

8月3日（金）

知の社会は急激に進化している。多様なリスクや重要課題に
対する「事前対応システム」の構築から「早期検知・対応システ
ム」の構築・実施へと重点が移ってきている。たとえば、サイ
バーセキュリティ対策ひとつ挙げても、市場競争対応にしても、
システム開発コストについても、発想の転換が必須である。
AI・IoT・ロボット・ゲノム医療等の多様な進化についていけるか？
変化する社会で競争優位をどう保つか、新しい価値体系にど
う対応するか、等々、組織が内外の脅威にさらされる事態（価
値観の変化、グローバル競争、ＩoＴ/AI人財、ＩoＴ関連の情報
漏洩、等々）の本質を識別し、その対応策に迫る。課題はIoTの
利用ではなく、事業継続やビジネスのデジタル化を適切にでき
るかと人財の意識を変えられるかである。

「新しいリスクマネジメントのポイント
と考え方」
日本危機管理学会名誉会長
ITコーディネータ協会理事
日本イノベーション融合学会理事長
髙梨 智弘 氏

1日25 無料 興味のある方全て

E061

❻ スマートスピーカー利用法
スマートスピーカーをカスタマイズして、自分の人工知能ロ
ボットとして使える方法を学んでみる。できるのかな？ 楽しんで
みよう！

「スマートスピーカーを利用してみよう」 2日25 11月頃有料 興味のある方全て

E071

❼ ネットワーク概説
計算機やネットワークの構造や動作を可視化するためのシミュ
レータを活用し、「計算機ってどうなっているの？」「ネットワー
クってどんな振舞いをするの？」といった疑問に答えながら、実
学を身に付けてみましょう。

「分かり易いコンピュータとネットワー
クの仕組」 1日25 11月頃無料 興味のある方全て

受講者
募集中



「中小企業等外国出願支援事業」公募のお知らせ

財 団 か ら の お 知 ら せ

July 2018 Kagawa Industrial Information 2111 July 2018 Kagawa Industrial Information 21 12

公益財団法人かがわ産業支援財団 総務部 企画情報課 IT技術研修担当
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★香川県内の企業・中学校・高等学校・高等専門学校等へ出向いて、知的財産権制度の出前講座を行います。開催費用
は無料ですので、お気軽にお申し込みください。

知的財産権制度に関する出前講座を募集します

★社内における知的財産の気づきを発見してみませんか！！
香川県知財総合支援窓口では、これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された方など、初心者の方

を対象に、日本弁理士会四国支部の協力を得て、知的財産権制度について、5回の連続した知的財産権制度入門講座を開催します。受
講料は無料ですので、お気軽にご参加ください。

初心者向け知的財産権制度入門講座を開催します

公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部 知的財産支援課
高松市林町2217-15　TEL.087-867-9577　FAX.087-867-9365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 知的財産支援課
高松市林町2217-15　TEL.087-867-9577　FAX.087-867-9365お問い合わせ先

★中小企業等の外国出願（特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標）にかかる費用の一部を助成します。

（消費税は対象外）
●外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国
内代理人費用、翻訳費用

（平成31年2月末までに支払いが完了するものに限
ります。）
（日本国特許庁への出願に要する経費は対象になり
ません。）

対象経費

公益財団法人かがわ産業支援財団
知的財産支援部 知的財産支援課（森、大久保）
高松市林町2217-15
香川産業頭脳化センタービル2階
TEL：087-867-9577　FAX：087-867-9365　
e-mail：chizai@kagawa-isf.jp

提出先

平成30年11月9日まで（受付は随時）
第一次締切：平成30年7月6日（金）
（募集期間中であっても、予算額に達した時点で受
付を終了します。）

募集期間

■お申込み方法
受講申込書は当財団ホームページからダウンロードしてご活用ください。（http://www.kagawa-isf.jp/）
●受講開始日の２週間前まで、先着順にて受付けさせていただきます。
●各コースとも定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申込みください。
●「受講申込書」に必要事項をご記入の上、郵送、FAX、e-mailまたは窓口持参にてお申込みください。

香川県内に本社を有する中小企業者で条件を満た
す者。
※条件については、お問い合わせください。
　（当財団ホームページにも掲載しています。）

 応募資格

●補助率：1/2以内
●１企業の上限額：300万円（複数案件の場合）
●案件ごとの上限額
　（・特許出願：150万円 ・実用新案、意匠、商標
出願：60万円 ・冒認対策商標出願：30万円）

 補助金額

財 団 か ら の お 知 ら せ

当財団では、「新かがわ中小企業応援ファンド等事業」として、地域産業の技術の高度化を支援するため、高度産業人材育成事業を実
施しています。
その一環として、今年度は情報処理技術者を主な対象とした「ヒアリング及びコミュニケーションスキル入門」、「業務分析及び要件定
義技法」「ネットワーク基礎とセキュリティ」等のコースのほか、専門技術者以外の方にも役立つ、「リスクマネジメントの手法」や「スマート
スピーカーの利用」などのコースを設けていますので、多数の方のご参加をお待ちしております。

平成30年度 高度産業人材育成事業（ＩＴ技術研修）のご案内

開催日 開催場所 テーマ 講　師 定員

30名京和 尚 弁理士

京和 尚 弁理士

松島 理 弁理士

村上 武栄 弁理士

松島 理 弁理士

1 ７月６日（金）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
3F 第3会議室

知的財産権制度について（概要）

30名2 ７月１３日（金）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
3F 第3会議室

特許入門・実用新案入門

30名3 ７月20日（金）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
3F 第3会議室

意匠入門・商標入門

30名4 ７月27日（金）
13：30～16：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室

特許等調査の入門

30名5 8月10日（金）
13：30～16：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室 特許等調査の活用

コース名コース区分 日数定員 研修内容
受講料
教材費
（税込）円

受講対象者 実施時間

E011

❶ 知っておきたいヒアリングスキル
コース№

7月4日（水）

システム構築のプロジェクトにおいて顧客要件を引き出して仕
様を決定する作業は、プロジェクトの成否や顧客満足度を決
める重要なポイントである。本コースは、要件定義のためのヒ
アリングスキルやコミュニケーションを円滑にするための整理、
調整そしてドキュメント化をするスキルについて、ＳＥが実際に
直面するケース等を通して実践的に学習していく。

「ヒアリング及びコミュニケーションス
キル入門」
NPO法人 ITCかがわ
顧問　福永 正 氏

1日15 2,000

システム構築プロ
ジェクトに参画して、
要件定義作成の作
業に係ったことのあ
る方

シ
ス
テ
ム
上
流（
分
析
）

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

シ
ス
テ
ム
下
流（
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
）

E021

❷ 業務分析・設計のための要件定義法 実践トレーニング

7月18日（水）
7月19日（木）

システム開発の上流工程で全体最適な業務要件、システム要
件を導き出す技法を学ぶ。

「業務分析及び要件定義技法」
NPO法人 ITCかがわ
顧問　福永 正 氏

2日10 2,000

対象：業務システム
の分析作業を通して
システム要件の定義
工程を担当する方。
前提知識：システム
開発全般の知識・経
験がある方。

E031

❸ ネットワーク基礎とセキュリティ

9月3日（月）
9月4日（火）
9月5日（水）

最新のサイバー攻撃の事例、対処方法等のセミナー
「サイバー攻撃に気付くスキルをインプットする」「客観的な証
拠を元に適切に報告する訓練を積む」「セキュリティ対応のた
めのコミュニケーション基礎力を養う」といった目的のため、実
践的なハンズオンを通して実践力を磨く講座です。迅速にセ
キュリティインシデントに対応し、報告・対応までを一通り行え
る実務力を養います。

「ネットワーク基礎とセキュリティ技術」
株式会社ワールドクラフト
代表取締役社長　大和田 博道 氏

3日25 2,000 パソコンの操作に慣
れている方。

M101

M102

M121

❹ プロジェクトマネジメント

8月6日（月）
8月7日（火）

企業・組織・個人の目標を達成するための、プロジェクトマネジ
メントの方法を体系的に学ぶ。この半世紀に世界で蓄積され
てきた「モダンPM」の内容を、具体的に分かりやすく解説する。
身近なプロジェクトに使えるようになるのが目的である。

「プロジェクトマネジメントの計画とコ
ントロール」
筑波大学
准教授　木野 泰伸 氏

2日25 2,000 プロジェクトマネジメントを学びたい方

9月19日（水）
9月20日（木）
9月21日（金）

だれにでもわかる簡単なケースを用いて、プロジェクトマネジ
メントを体験的に学ぶ。参加者がチームを編成して事例演習
を行うことで、世界共通のモダンPMの進め方が体得できる。

「プロジェクトマネジメント演習」
筑波大学
准教授　木野 泰伸 氏

3日10 2,000

M101「プロジェクト
の計画とコントロー
ル」を受講している
方、もしくは同程度の
知識を持っている方。

❺ 新しいリスクマネジメント

8月3日（金）

知の社会は急激に進化している。多様なリスクや重要課題に
対する「事前対応システム」の構築から「早期検知・対応システ
ム」の構築・実施へと重点が移ってきている。たとえば、サイ
バーセキュリティ対策ひとつ挙げても、市場競争対応にしても、
システム開発コストについても、発想の転換が必須である。
AI・IoT・ロボット・ゲノム医療等の多様な進化についていけるか？
変化する社会で競争優位をどう保つか、新しい価値体系にど
う対応するか、等々、組織が内外の脅威にさらされる事態（価
値観の変化、グローバル競争、ＩoＴ/AI人財、ＩoＴ関連の情報
漏洩、等々）の本質を識別し、その対応策に迫る。課題はIoTの
利用ではなく、事業継続やビジネスのデジタル化を適切にでき
るかと人財の意識を変えられるかである。

「新しいリスクマネジメントのポイント
と考え方」
日本危機管理学会名誉会長
ITコーディネータ協会理事
日本イノベーション融合学会理事長
髙梨 智弘 氏

1日25 無料 興味のある方全て

E061

❻ スマートスピーカー利用法
スマートスピーカーをカスタマイズして、自分の人工知能ロ
ボットとして使える方法を学んでみる。できるのかな？ 楽しんで
みよう！

「スマートスピーカーを利用してみよう」 2日25 11月頃有料 興味のある方全て

E071

❼ ネットワーク概説
計算機やネットワークの構造や動作を可視化するためのシミュ
レータを活用し、「計算機ってどうなっているの？」「ネットワー
クってどんな振舞いをするの？」といった疑問に答えながら、実
学を身に付けてみましょう。

「分かり易いコンピュータとネットワー
クの仕組」 1日25 11月頃無料 興味のある方全て

受講者
募集中



安価で容易に宿泊できるゲストハウスは、相部屋や設備の共
用などが特徴で、旅先で交流できる宿泊施設として注目を集め
ている。ゲストハウスという形態がまだあまり認知されていなかっ
たころに誕生した「Traditional　Apartment」では最近、外国
人のみならず日本人の利用者も増えてきた。こちらでは、旅先
の情報源として欠かせない情報ツールの新たな形を模索し、
旅の思い出になる観光パンフレット「SANUKI ZINE」も出版し
ている。宿泊業を通じて香川の本当の魅力を伝えることになっ
た経緯やこれからの動きについて、内田オーナーに話を聞いた。

「自分が楽しいと思えないとお客さんに楽しんでもらえない」と

話すのはゲストハウスオーナーである内田大輔氏だ。今から約6年

前、銀行に勤めていた内田さんは、経営者の方々と話す機会が多

かったこともあり、いつか独立したいとビジネスを模索していた。

親戚がドイツに住んでいることから、ヨーロッパに旅行する機会

が多かった内田さん。旅行中に「次に泊まるのはおもしろいところ

だよ」と親戚に紹介されたのが、地元の人しか通らないような住

宅街に佇むアパートの一室。当時、ヨーロッパで民泊が流行し始め、

日本では感じたことのない体験に感銘を受けたそうだ。ちょうどそ

のころ、祖母が所有していた築70年のアパートがもうすぐ空き家

となる恐れがあるという事を思い出した。なじみのある土地のア

パートの再生に何かできないかと考えた時に、ヨーロッパの経験

がリンク。香川がインバウンドに力を入れ始め、外国人観光客が

増加していたこともあって、まずは1部屋からスタートしてみること

に。当時、ゲストハウスは市内に3、4店舗しかなかったこともあり、

確かなニーズを感じた内田さんは、平成27年8月、高松市塩上町

にゲストハウス「Traditional Apar tment」をオープンした。

ゲストハウスに宿泊するお客様は、他にはない個性を楽しみに

来ている方が多い。そのため、ゲストハウス内にある置物ひとつ

とっても、いいと思えるものだけをセレクトした。購入した経緯や

旅先で感じたことなど、一つひとつに物語があるからこそ、そのも

のを通じて話題が広がる。その根底にあるのは「自分が楽しい」

と思えることをやろうという思い。それをお客様と分かち合いたい

という気持ちが込められている。

同様に生まれたのが、独自の視点で編纂した観光パンフレット

だ。オープン当初から、ゴミ箱に観光情報誌が捨てられているの

をよく目にしたという。「持ち帰ってもらえる冊子をつくれないもの

だろうか…」そう考えた内田さんは、生きた情報を楽しんで伝える

ことを大切にして「SANUKI ZINE」を平成28年1月に発行。1号

目は、海外の方に香川県をPRすることをコンセプトにして、香川

県全域の魅力を伝えるものに。お店などを紹介するだけでなく、

目を引くデザインと、ARと冊子との連動を取り入れ、持ち帰って

も楽しめるパンフレットを作り上げた。「SNSなどに情報をアップ

しても情報は流れてしまう。冊子の強みは、形として残り、古くな

らないこと」と話す。

第2号は、瀬戸大橋30周年というタイミングもあり、瀬戸芸で

はスポットの当たりにくい与島を取り上げることにした。パーキン

グエリアとしての側面しか知らなかったが、採石業として栄えた歴

史や観光地として注目を集めた華やかな時代をより深く伝え、過

去と現在の状況を知ってもらえるよう、メッセージ性を込めた内容

に。各ページと連動させるためのAR動画をつなげてドキュメンタ

リー映画も制作し、高松市内と与島で3回の上映を果たした。「制

作で現地に入り、島の人たちに話を聞くことで感じるものがあった。

映画を上映することで、島の人たちに喜んでもらえた。その交流を

きっかけに、背伸びをせずに今できることやっていこうと思うよう

になりましたね」。

現在、高松市内に3棟のゲストハウスを構えている内田さん。「事

業は3年周期といいますが、うちも最初の3年は扇を広げることに

注力してきました。おかげさまで多くの人に知ってもらえるように

なった。だからこそ今は原点に立ち返って、要の部分である中身を

しっかりと強くしていこうと思うんです」。香川の魅力を伝えるとと

もに、さらにゲストハウスとしての質を高めるという。自身も楽し

みながらお客様も楽しめる空間を提供し続けるはずだ。

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し
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、高松市の中心
部にあるゲストハウス
「Traditional Apartment」
を訪ねました。

ゲストハウス
「Traditional Apartment」
代 表 者
所 在 地
電話番号
U R L

内田　大輔 氏
香川県高松市塩上町1-3-7
087-880-2611
http://traditional-apt.com

ゲストハウスオーナー

内田 大輔氏

宿泊客は自由に使えるラウンジ。内田さんが旅
先で購入してきたお気に入りのものたちが出迎
えてくれる

パンフレットに掲載した与島の風景や
ARで見ることができる島の人たちの
インタビュー動画は、1年がかりで撮影

一人一人の宿泊客を大切にした
いという思いから、姉妹店のゲスト
ハウスにウイスキーBARを併設。
一般の方の利用も可能。

旅の思い出として保管してもらえ、写真集
やアートブックのような感覚で見てもらえる
ように制作した冊子。1000部制作した
第1号は希望する宿泊客に配布し切った

3棟のゲストハウスは、ニーズによって選べ
るように滞在スタイルやテイストが異なる。
共通しているのは、お客様の満足度をあげ
られるように、清掃や接客など、細かな部分
に力を入れていること

々な経験が重なり合い
ゲストハウスを始めるきっかけに。

色 ち帰っても楽しめる
観光用パンフレットを制作。

持 う一度、原点に立ち返り、
さらにお客様が満足できる空間に。

も

かがわ発
!

元気創出
企 業

トラディショナル・アパートメント
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安価で容易に宿泊できるゲストハウスは、相部屋や設備の共
用などが特徴で、旅先で交流できる宿泊施設として注目を集め
ている。ゲストハウスという形態がまだあまり認知されていなかっ
たころに誕生した「Traditional　Apartment」では最近、外国
人のみならず日本人の利用者も増えてきた。こちらでは、旅先
の情報源として欠かせない情報ツールの新たな形を模索し、
旅の思い出になる観光パンフレット「SANUKI ZINE」も出版し
ている。宿泊業を通じて香川の本当の魅力を伝えることになっ
た経緯やこれからの動きについて、内田オーナーに話を聞いた。

「自分が楽しいと思えないとお客さんに楽しんでもらえない」と

話すのはゲストハウスオーナーである内田大輔氏だ。今から約6年

前、銀行に勤めていた内田さんは、経営者の方々と話す機会が多

かったこともあり、いつか独立したいとビジネスを模索していた。

親戚がドイツに住んでいることから、ヨーロッパに旅行する機会

が多かった内田さん。旅行中に「次に泊まるのはおもしろいところ

だよ」と親戚に紹介されたのが、地元の人しか通らないような住

宅街に佇むアパートの一室。当時、ヨーロッパで民泊が流行し始め、

日本では感じたことのない体験に感銘を受けたそうだ。ちょうどそ

のころ、祖母が所有していた築70年のアパートがもうすぐ空き家

となる恐れがあるという事を思い出した。なじみのある土地のア

パートの再生に何かできないかと考えた時に、ヨーロッパの経験

がリンク。香川がインバウンドに力を入れ始め、外国人観光客が

増加していたこともあって、まずは1部屋からスタートしてみること

に。当時、ゲストハウスは市内に3、4店舗しかなかったこともあり、

確かなニーズを感じた内田さんは、平成27年8月、高松市塩上町

にゲストハウス「Traditional Apar tment」をオープンした。

ゲストハウスに宿泊するお客様は、他にはない個性を楽しみに

来ている方が多い。そのため、ゲストハウス内にある置物ひとつ

とっても、いいと思えるものだけをセレクトした。購入した経緯や

旅先で感じたことなど、一つひとつに物語があるからこそ、そのも

のを通じて話題が広がる。その根底にあるのは「自分が楽しい」

と思えることをやろうという思い。それをお客様と分かち合いたい

という気持ちが込められている。

同様に生まれたのが、独自の視点で編纂した観光パンフレット

だ。オープン当初から、ゴミ箱に観光情報誌が捨てられているの

をよく目にしたという。「持ち帰ってもらえる冊子をつくれないもの

だろうか…」そう考えた内田さんは、生きた情報を楽しんで伝える

ことを大切にして「SANUKI ZINE」を平成28年1月に発行。1号

目は、海外の方に香川県をPRすることをコンセプトにして、香川

県全域の魅力を伝えるものに。お店などを紹介するだけでなく、

目を引くデザインと、ARと冊子との連動を取り入れ、持ち帰って

も楽しめるパンフレットを作り上げた。「SNSなどに情報をアップ

しても情報は流れてしまう。冊子の強みは、形として残り、古くな

らないこと」と話す。

第2号は、瀬戸大橋30周年というタイミングもあり、瀬戸芸で

はスポットの当たりにくい与島を取り上げることにした。パーキン

グエリアとしての側面しか知らなかったが、採石業として栄えた歴

史や観光地として注目を集めた華やかな時代をより深く伝え、過

去と現在の状況を知ってもらえるよう、メッセージ性を込めた内容

に。各ページと連動させるためのAR動画をつなげてドキュメンタ

リー映画も制作し、高松市内と与島で3回の上映を果たした。「制

作で現地に入り、島の人たちに話を聞くことで感じるものがあった。

映画を上映することで、島の人たちに喜んでもらえた。その交流を

きっかけに、背伸びをせずに今できることやっていこうと思うよう

になりましたね」。

現在、高松市内に3棟のゲストハウスを構えている内田さん。「事

業は3年周期といいますが、うちも最初の3年は扇を広げることに

注力してきました。おかげさまで多くの人に知ってもらえるように

なった。だからこそ今は原点に立ち返って、要の部分である中身を

しっかりと強くしていこうと思うんです」。香川の魅力を伝えるとと

もに、さらにゲストハウスとしての質を高めるという。自身も楽し

みながらお客様も楽しめる空間を提供し続けるはずだ。

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し
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、高松市の中心
部にあるゲストハウス
「Traditional Apartment」
を訪ねました。

ゲストハウス
「Traditional Apartment」
代 表 者
所 在 地
電話番号
U R L

内田　大輔 氏
香川県高松市塩上町1-3-7
087-880-2611
http://traditional-apt.com

ゲストハウスオーナー

内田 大輔氏

宿泊客は自由に使えるラウンジ。内田さんが旅
先で購入してきたお気に入りのものたちが出迎
えてくれる

パンフレットに掲載した与島の風景や
ARで見ることができる島の人たちの
インタビュー動画は、1年がかりで撮影

一人一人の宿泊客を大切にした
いという思いから、姉妹店のゲスト
ハウスにウイスキーBARを併設。
一般の方の利用も可能。

旅の思い出として保管してもらえ、写真集
やアートブックのような感覚で見てもらえる
ように制作した冊子。1000部制作した
第1号は希望する宿泊客に配布し切った

3棟のゲストハウスは、ニーズによって選べ
るように滞在スタイルやテイストが異なる。
共通しているのは、お客様の満足度をあげ
られるように、清掃や接客など、細かな部分
に力を入れていること

々な経験が重なり合い
ゲストハウスを始めるきっかけに。

色 ち帰っても楽しめる
観光用パンフレットを制作。

持 う一度、原点に立ち返り、
さらにお客様が満足できる空間に。

も

かがわ発
!

元気創出
企 業

トラディショナル・アパートメント
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第２５回 芦原科学賞大賞受賞者インタビュー
～お客様への「お役立ち」と豊かな社会基盤づくりを目指して～
大津理事長が株式会社アムロンを訪問

平成30年度 かがわ産業支援財団の重点事業

開催日 名　称 場　所 担当課
かがわ産業振興クラブ講演会 総務課7月31日 JRホテルクレメント高松

知財マッチング in かがわ2018 知的財産普及課10月31日 サンメッセ香川 サンメッセホール

かがわ中小企業応援ファンド/
かがわ農商工連携ファンド
新商品発表会

ファンド事業
推進課8月3日 サンメッセ香川 小展示場

募集期間 名　称 内　容 担当課
平成30年度
かがわ農商工連携ファンド
（追加募集）

ファンド事業
推進課

5月15日～
7月24日

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
路開拓などの取り組みを支援します。

平成30年度
香川県食品商談会
（参加者募集）

企業支援課6月下旬～
8月上旬

バイヤーとの事前マッチングによる
商談会と見本市を同時開催します。
県内の食品加工事業者・農林水産
事業者等の参加を募集します。
●開催日：9月12日
●場所：JRホテルクレメント高松

平成30年度 後期募集
新かがわ中小企業応援ファンド等事業
新分野等チャレンジ支援事業

産学官連携
推進課

6月6日～
7月27日

県内の中小企業者が取り組む新分
野進出のための商品・技術開発や、
市場性を見極めるための試作品作
成、付加価値の高い新製品開発の
ための実証試験などを支援します。

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

取引支援課6月6日～
8月3日

販路開拓等を目的として、自社で開
発した新製品、新サービス、新技術
を基に新たな事業展開を目指す中
小企業者等に対し、県外で開催さ
れる見本市への出展を支援します。

かがわビジネスモデル・
チャレンジコンペ2018 企業支援課

10月初旬～
11月初旬
（予定）

独創的なビジネスモデルを募集・審
査し、潜在的な起業家を発掘するこ
とにより、香川県の将来を担う革新
的ベンチャー企業を創出し、育成し
ていきます。

〒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

印刷：香川印刷株式会社

行事予定（講座、イベント等）

公募予定（補助金、出展者募集等）

企業は人なり！組織力を
強化するための方策とは？

「専門」経営全般
経営革新、創業、事業再生の各計画、事
業承継、財務戦略、人事・労務関係を得
意としています。

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

笠居 昭司

る調査によると「仕事に対するやる気」「組織貢献・愛着度」に
ついて主要28か国の中で日本は最低。また別の調査では「熱

意あふれる社員」の割合は日本ではわずか６％で139か国中132位と
最低クラスにあるらしい。つまり現在の日本人は「会社に対して、世界
最低の忠誠心しかもっていない」ということである。バブル経済崩壊
後、リストラが横行、会社では成果主義が叫ばれ、殺伐とした社会に
なったと感じてはいたが、ここまで酷いとは正直愕然とさせられた。た
だ「失われた20年」と言われる世界でも稀な極度の経済低迷状況を
振り返ると納得せざるを得ない。
かつて終身雇用、年功序列賃金、格差が小さい賃金、そして長期
的な利益の重視などの日本型経営によって高度成長を果たし、「ジャ
パン アズ ナンバーワン」ともてはやされていたことが嘘のようである。
詰まるところこれは第2の敗戦といわれるバブル経済崩壊によって

自信を喪失したところに構造改革と称してアメリカ仕込の経営理論
が洪水の如くなだれ込み、またそれを何の抵抗もなくストレートに受

け入れてきたことに行き着く。
簡単に言えば業績が悪化した経営者が焦りから、それまでの長期
的利益を求める価値観を捨て短期的利益を追求する方向に転換し
たことにある。必要なものは外部から人も含めて必要な時に調達す
ればよい。そこでは育成といった概念は存在せず、人は財産ではなく
コストとしか見ない。因みに同一労働同一賃金や高度プロフェッショ
ナル制度の動きもこの流れにあることに留意する必要がある。
しかし最近の調査では当のアメリカでも老舗の優良企業はかつて
の日本型経営に似た経営スタイルを採用しているところが多いこと
が明らかになっている。
企業の力は組織の力。組織の力はそこに属する人々の帰属意識の
強さに比例する。従業員の帰属意識を高めるためには、どのような経
営をすべきか。そろそろかつての日本型経営についても再評価すべき
時期に来ているのではないかと思う。

あ 理事長が行く

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「Traditional Apartment」
旅で出会った「モノ」や「コト」。ゲストハウスを通じて、自分の「楽しい」を共有する。

創業者の夢を開業までサポート
平成３０年度 「かがわ創業塾」を開講中！
かがわ中小企業応援ファンド10年間のあゆみ
プッシュ型事業承継支援強化事業「香川県事業承継支援窓口」を開設しました！

プロフェッショナル人材戦略拠点活動記
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