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働き方改革で
企業価値を高める

中小企業診断士、国家資格キャリアコンサ
ルタント、1級ファイナンシャル・プランニング
技能士、加山マネジメントオフィス 代表

かがわ産業支援財団
発注開拓コーディネーター（関西圏担当）

加山 晴猛

き方改革関連法が2019年4月から順次施行されます。その内
容は大きく「組織の多様化」、「働き方の柔軟化」、「業務の生

産性向上」に分類できます。それら施策を通して多様な人材が働ける
環境を整えて労働力不足を補い、多様な人材が活躍しやすい魅力あ
る職場環境を作れれば、社員の労働意欲が高まり、企業業績は向上
するとしています。ただ、事業主には「職業生活の充実」に対応した施
策の追加を責務として課しています。
そこで思い浮かぶのは、臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグ
が提唱した「動機づけ・衛生理論」です。そこでは、「仕事の満足感を
引き起こす要因と不満を引き起こす要因は違う。不満要因（衛生要
因）をいくら取り除いても満足感を引き出すことにはつながらず、不満
足感を減少させる効果しかない。仕事の満足感を引き出すには「動
機づけ要因」にアプローチしなくてはいけない。」と説いています。
このたびの国の施策は、概ね組織のハード面（組織構造や組織運
営ルール、戦略）の要素改善を目指した内容です。ハード面とは仕組
み的要素であり、経営者の意志により比較的短期間で変えることが
可能です。そして、職場の不満要因の軽減にも相応の効果が期待で
きます。
しかし、社員の労働意欲を維持向上させる「動機付け要因」にはな

りません。魅力ある職場環境の実現には、組織のソフト面にも適切な
施策を同時にバランス良く実施していくことが必要です。そして、この
対応を加えることが事業主の責務とされているのです。
ソフト面とは、「人材の量や質・傾向」、「業務レベルや業務遂行能
力」、「企業文化や風土」、「社員全員が共通して認識すべき理念や価
値観」といった人間的側面のことです。もちろん、ハード面が未整備
ではソフト面の施策効果は期待できません。また、経営者の意志だけ
で短期間に変えることが困難な要素ですので、それら施策は辛抱強
く続けることが求められます。
ただ、多くの著名な経営者や研究者が説いているように、経営者
の仕事は「企業の戦略と価値観や文化を結びつけること」です。そし
て、費用を上回る価値を生み出す指標の開発を通して企業と社員、
顧客、取引先、地域社会などの利害関係者との価値交換の仕組みを
堅持することが、最終的に企業利益・価値の最大化につながります。
これを機に自社の中核価値や企業文化に焦点を当て直し、企業と
そこで働く「人」が社会や利害関係者にとっての「事業の意味」、「働く
ことの意味」を捉え直す機会にしてみてはいかがでしょうか。そうする
ことが社員にとっての「働くということ」をより良いものにし、「働く幸
せ」を実感できる永続企業・組織の実現にもつながります。

働
理 事長新年のご挨拶

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「さんわ農夢株式会社」
『私たちの農業の根幹は「土づくり」』
肥よくな土壌が生んだブランド農作物で農業による地域活性化を目指す

香川県事業承継支援窓口のご紹介

もっと知りたい！希少糖
11月10日の『希少糖の日』にあわせ県内外で希少糖のイベントが開催されました。
県内の小学校で希少糖出前講座を開催しました！
　　　　　　　　　　　　　　　   第11回シンポジウムの開催

TOP NEWS 企業経営者と知事との意見交換会を開催しました！

窓口支援担当者と弁理士・弁護士等の専門家が秘密厳守・無料で相談支援します。

知的財産に関する悩み・問題解決に
香川県知財総合支援窓口をご利用ください。

お問い合わせ先　知的財産支援部知的財産支援課　TEL 087-867-9577

中小企業の経営者、後継者の方の研修経費を助成します!!

中小企業の経営者・後継者の方が中小企業大学校の研修を受講
された場合に、受講料・旅費・宿泊料の一部を助成します。

お問い合わせ先　総務部ファンド事業推進課　TEL 087-868-9903

助成限度額
50万円

かがわ糖質バイオフォーラムからのお知らせ

かがわ発！創業シンポジウム
【特別講演】（株）Uca  代表取締役社長  片山  結花 氏
【事例発表】かなたまキッチン、せとうちラボラトリー、　
　　　　（株）ADSムラカミ



明けましておめでとうございます。
皆様には、輝かしい新年をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
旧年中は、当財団の事業の推進に格別のご理解、ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。
昨年多くの県内企業を訪問し、現場の状況を視察するとともに、経営者の方 と々お話をさせていただく機会をいただ

きました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。その際に、経営者の皆さんからは「人手不足が深刻で人材の確保が
難しい」、「新しい仕事の話が来ても人を増やせないので受けられない」といった声を多くお聞きいたしました。
このように、人材の確保・育成や生産性の向上が多くの企業において共通の課題となっているなか、本誌のトップニ
ュースでご紹介しているように、昨年11月29日に「多様な人材の活用・確保」をテーマに、浜田知事と企業経営者の
方 と々の意見交換会を開催しました。女性、高齢者、外国人の活用に関する各企業の先進的な取組みや今後の計
画などについて活発な意見交換が行われましたので、参考にしていただければ幸いに存じます。
さて、かがわ産業支援財団では、本年も、香川県をはじめ大学・高専、試験研究機関、金融機関、支援機関の皆
様と連携協力しながら、県内企業の総合的支援機関として、創業や新分野への進出、商品開発、事業化、経営基
盤強化、海外展開といった多様な企業ニーズに対応し、きめ細やかな支援に努めてまいります。
まず、「新かがわ中小企業応援ファンド等事業」及び「かがわ農商工連携ファンド事業」により、研究開発、新商品
開発、販路開拓、生産性の向上や人材育成を総合的に支援してまいります。
創業支援では、創業を志す方 を々対象に「かがわ創業塾」を開講し、専門家による実践的な講義を実施します。ま

た、本年１月25日に創業シンポジウムを開催し、創業事例の発表や先輩創業者との交流を行いますとともに、2月7日に
は革新的なベンチャー企業の発掘と育成を目的に実施している「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018」の公
開プレゼンテーションによる最終審査を行います。
販路開拓では、県内ものづくり企業の優れた技術や製品を大手企業に直接提案することにより新たな販路開拓を

目指す展示商談会を、1月18日に（株）日立製作所と行います。食品分野では、2月に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し、本県の食品産業をPRすることとしています。
相談・指導では、専門家による窓口相談や専門家派遣を行うほか、財団内に設置している「よろず支援拠点」にお

いて、企業が抱える様 な々経営課題に応じて、各分野のスペシャリストによる適切なアドバイスやチーム編成による支援
を行います。また、「プロフェッショナル人材戦略拠点」では、地域の中堅・中小企業の成長戦略の実現に有用な人材
のニーズを把握し、企業が求めるプロフェッショナル人材の確保をサポートします。さらには、「知財総合支援窓口」にお
いて、知的財産に関する悩みや課題をワンストップで解決支援するとともに、特許等の外国出願を支援します。
また、全国的に喫緊の課題となっている事業承継問題に対応するため、昨年6月に設置した「事業承継支援窓
口」では、商工会、商工会議所、地域金融機関などと連携して、専任のコーディネーターがきめ細かな個社支援を行
ってまいります。
さらに、当財団の研究施設「RISTかがわ」において、企業の研究開発を支援するとともに、財団が管理運営する県
有施設「ネクスト香川」、「FROM香川」を活用して新規産業創出支援や産学官共同研究支援を引き続き行ってま
いります。
本年も、本県産業の振興発展のため、職員一丸となって、各種事業に全力で取り組んでまいりますので、皆様方の

なお一層のご理解とご協力をお願い申し上げまして、新年のご挨拶といたします。

理事長　大 津  佳 裕
公益財団法人 かがわ産業支援財団

新年のご挨拶
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トップニュース

公益財団法人かがわ産業支援財団では、今回で１５回目となる企業経営者と知事との意見交換会を１１月２９日、高松市内
のホテルで開催しました。
今回は、「多様な人材の活用・確保」をテーマに、企業経営者１０名の皆様にお集まりいただき、県からは浜田知事、浅野商
工労働部長、財団からは大津理事長、さらにオブザーバーとして県内中小企業の経営者6名が参加し、活発な意見交換が
行われました。

企業経営者と知事との意見交換会を
開催しました！



明けましておめでとうございます。
皆様には、輝かしい新年をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
旧年中は、当財団の事業の推進に格別のご理解、ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。
昨年多くの県内企業を訪問し、現場の状況を視察するとともに、経営者の方 と々お話をさせていただく機会をいただ

きました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。その際に、経営者の皆さんからは「人手不足が深刻で人材の確保が
難しい」、「新しい仕事の話が来ても人を増やせないので受けられない」といった声を多くお聞きいたしました。
このように、人材の確保・育成や生産性の向上が多くの企業において共通の課題となっているなか、本誌のトップニ
ュースでご紹介しているように、昨年11月29日に「多様な人材の活用・確保」をテーマに、浜田知事と企業経営者の
方 と々の意見交換会を開催しました。女性、高齢者、外国人の活用に関する各企業の先進的な取組みや今後の計
画などについて活発な意見交換が行われましたので、参考にしていただければ幸いに存じます。
さて、かがわ産業支援財団では、本年も、香川県をはじめ大学・高専、試験研究機関、金融機関、支援機関の皆
様と連携協力しながら、県内企業の総合的支援機関として、創業や新分野への進出、商品開発、事業化、経営基
盤強化、海外展開といった多様な企業ニーズに対応し、きめ細やかな支援に努めてまいります。
まず、「新かがわ中小企業応援ファンド等事業」及び「かがわ農商工連携ファンド事業」により、研究開発、新商品
開発、販路開拓、生産性の向上や人材育成を総合的に支援してまいります。
創業支援では、創業を志す方 を々対象に「かがわ創業塾」を開講し、専門家による実践的な講義を実施します。ま

た、本年１月25日に創業シンポジウムを開催し、創業事例の発表や先輩創業者との交流を行いますとともに、2月7日に
は革新的なベンチャー企業の発掘と育成を目的に実施している「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018」の公
開プレゼンテーションによる最終審査を行います。
販路開拓では、県内ものづくり企業の優れた技術や製品を大手企業に直接提案することにより新たな販路開拓を

目指す展示商談会を、1月18日に（株）日立製作所と行います。食品分野では、2月に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し、本県の食品産業をPRすることとしています。
相談・指導では、専門家による窓口相談や専門家派遣を行うほか、財団内に設置している「よろず支援拠点」にお

いて、企業が抱える様 な々経営課題に応じて、各分野のスペシャリストによる適切なアドバイスやチーム編成による支援
を行います。また、「プロフェッショナル人材戦略拠点」では、地域の中堅・中小企業の成長戦略の実現に有用な人材
のニーズを把握し、企業が求めるプロフェッショナル人材の確保をサポートします。さらには、「知財総合支援窓口」にお
いて、知的財産に関する悩みや課題をワンストップで解決支援するとともに、特許等の外国出願を支援します。
また、全国的に喫緊の課題となっている事業承継問題に対応するため、昨年6月に設置した「事業承継支援窓
口」では、商工会、商工会議所、地域金融機関などと連携して、専任のコーディネーターがきめ細かな個社支援を行
ってまいります。
さらに、当財団の研究施設「RISTかがわ」において、企業の研究開発を支援するとともに、財団が管理運営する県
有施設「ネクスト香川」、「FROM香川」を活用して新規産業創出支援や産学官共同研究支援を引き続き行ってま
いります。
本年も、本県産業の振興発展のため、職員一丸となって、各種事業に全力で取り組んでまいりますので、皆様方の

なお一層のご理解とご協力をお願い申し上げまして、新年のご挨拶といたします。

理事長　大 津  佳 裕
公益財団法人 かがわ産業支援財団

新年のご挨拶
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トップニュース

公益財団法人かがわ産業支援財団では、今回で１５回目となる企業経営者と知事との意見交換会を１１月２９日、高松市内
のホテルで開催しました。
今回は、「多様な人材の活用・確保」をテーマに、企業経営者１０名の皆様にお集まりいただき、県からは浜田知事、浅野商
工労働部長、財団からは大津理事長、さらにオブザーバーとして県内中小企業の経営者6名が参加し、活発な意見交換が
行われました。

企業経営者と知事との意見交換会を
開催しました！
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✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
女性活躍の推進や外国人活用など、非常に積極的に取り組ん

でいただいている。特に子連れ出勤などの取組みは素晴らしく、1
つの理想的な働き方だ。定住型外国人については、家族も含めた
環境整備が課題と考えており、国にも重点をおいて検討してもらい
たい。本県でも、多言語で防災面の支援を行うなど、色々な取組み
をしており、今後も外国人との共生に向けて努力していきたい。

運転手が不足するなか、当社グループには、女性運転手が5
名在籍している。また、今年5月、経済産業省の「高度外国人材
活躍企業50社」において、中国人留学生で通訳等のアルバイト
を経験した後、正社員として採用した女性の事例が紹介された。
彼女は、本当にきめ細かに、相手に対して配慮ができ、我々日本
人も見習うべきと思う。このように活躍している事例を県として
も是非、参考にしていただきたい。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
貴社では女性運転手を採用して、女性が活躍できる場の拡大に

貢献いただいている。女性が活躍している業界であると引き続きPR
いただきたい。また、外国人材活用の先進的な取組み事例として紹
介された方は、県内大学の大学院で学んだと聞いており、モデル
ケースとして、もっとPRいただき、後に続く方の輩出に期待したい。

当社では、女性が11名勤務しており、育児
短時間勤務など女性が働きやすい環境づくりに努めている。県
溶接コンクールへ出場し、特殊溶接の分野で活躍する女性もい
る。高齢者も1割程度雇用し、後進の教育をお願いしている。ま
た、ベトナムから6名の技能実習生を受け入れており、今後も活
用していきたい。一方で、現在、県内の工業高校の生徒数が減
少している。ものづくりの魅力向上に努め、若者が地元に残れる
ような施策をお願いしたい。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
女性溶接工の話などは、先進事例として紹介したいものである。

女性の活躍などをパンフレットで紹介しているが、今後さらに拡
充していきたい。また、県としても、若い人たちが地元に残れるよ
う、専門学校等に地元企業を紹介する催しなども行っている。生
徒数の減少については、教育委員会等とも話し合っていきたい。

女性活躍のために、フルフレックスタイム

制導入等によるライフステージに合わせた働き方を選択できる
仕組みづくり、複数名担当制による有給休暇100％取得可能な
環境づくり、子連れ出勤の推進に取り組んでいる。今後、リモー
トワークの導入等も検討している。また、安心して働ける環境づ
くりのため、全社員に風疹の抗体検査を実施し、ワクチンの接
種を行った。働きやすい風土づくりには、経営者のリーダーシッ
プや意識改革が必要と考える。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
女性が働きやすい環境づくりの推進や、全社員を対象とした
風疹抗体検査の実施などの取組みは素晴らしい。県でも、働き
やすい環境づくりのための助成制度を設けるなどの取組みを進
めているが、気持ちよく働ける環境の実現に向け、より一層尽力
していくとともに、貴社の取組みも参考にさせていただきたい。

オリーブの栽培、オリーブを使った化粧品・食品の製造、通
信販売を行っており、従業員や顧客の大半が女性であり、女性
に支えられた会社である。また、実習生やインターンシップなど
で、外国人も多く受け入れ、地元に馴染んでもらっている。今後
は、オリーブの葉を産業化できないかと考えており、そのために、
定年退職した熟練技術者や開発者の獲得に取り組んで、進めて
いきたい。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
小豆島やオリーブを打ち出して事業展開されるにあたり、女性

や高齢者、外国人をうまく活用しておられると感じた。オリーブ
は県の戦略的資源のひとつなので、継続して支援したい。オリー
ブの葉についても、ぜひ力を入れていただき、そのために高度で
熟練した技術者による現場作りなどを推進していただきたい。

ミャンマーから技能実習生を22名受け入れており、彼らの帰
国後の目標となるよう、同国に工場を建設している。発展途上
国の労働者は、技術を求めて日本を選んでくれると考えられて
きたが、日本のものづくり技術を看板に労働者が集まる時代で
はなくなってきている。選択肢が増えた海外労働者を集めるた
めに、香川県の企業に来た際に、有益な恩恵が受けられる制度
を作ってほしい。また、海外で事業展開するにあたり、行政とし
ての後押しを考えていただきたい。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
ミャンマーの工場は、まさに技術移転という技能実習制度の
本来の趣旨に沿った理想的な事例だ。外国人がマイナスの印象
のまま帰らない体制づくりが重要と考えており、香川県に来て良
かったと思える仕組みを考えていく。海外展開は、1社だけでは

本当に大変だと思う。JETROと連携して体制を整えているので、
ご相談いただきたい。

当社は、既に多くの多国籍人材が入り、多様化が進んでいる
が、その人材の継続的な確保が必要である。香川県は、西高東
低の経済基盤・人口バランスを呈している。このアンバランスを
解消し、魅力ある香川県にするためには、東讃地区にインター
ナショナルスクールを開設し、海外からも多くの生徒を集めるこ
とが必要と考える。この生徒たちが、いずれ企業の多様な人財
となり、地域を一緒になって構築すれば、素晴らしい香川の将
来が開ける。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
県内それぞれの地域バランスをとって発展していくためには、
産業振興を県全域で進めていく必要がある。また、県内の高校
においても、国際的な人材の育成に努めているが、インターナ
ショナルスクールのご提言については、具体的にどういったこと
が可能か勉強していきたい。

当社は、日本酒造りの発酵技術を利用した化粧品の製造販
売に力を入れており、当社にとって女性の活躍は重要課題であ
る。当社は、女性管理職の起用や妊娠から職務復帰までをス
ムーズに行えるよう、個々の事情に見合った柔軟な働き方に対
応することで復職率を高めている。また、本年5月に女性の活躍
を推進する「えるぼし」認定において3つ星を取得した。女性の
働きやすい環境づくりのために、保育施設の拡充などに力をい
れていただきたい。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
「えるぼし」の取得は大変に素晴らしい。保育施設の拡充に
ついては、企業ニーズに応じた柔軟な保育施設の設置等を支援
する企業主導型保育事業をはじめ、国も非常に力を入れている。
県も、待機児童の早期解消に向けて、人材の確保等に力を入れ
ていくとともに、多様な保育ニーズに対し、どのように応えていけ
るか勉強させていただきたい。

㈱味のちぬや
常務取締役　大麻 素久

調理冷凍食品の開発・販売

当社では、人手不足が深刻であり、中途社
員も集まりにくい。外国人実習生は約80名受け入れ、高校生の
新卒は四国四県から採用している。また、働くうえで育児支援が
必要な女性が多く、12月1日に企業内保育園を開園予定である。
香川県や県内企業の魅力を今まで以上にPRを行っていただき、
Uターン・Iターンが活性化するようお願いしたい。また、企業内
保育の黒字化は難しい。金銭的な部分だけではなく、情報発信
等も含めてご協力いただきたい。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
住む場所・働く場所としての魅力PRが重要だと考えている。
県では、学生や保護者へ県内企業を紹介するガイドブックの配
布、移住サイトでの情報発信、地方版ハローワーク「ワークサ
ポートかがわ」での就職支援など、総合的な施策に取り組んで
いる。また、企業主導型保育事業の運営費等については、国か
ら助成を受けられるのでご利用いただきたい。

当社は外国人技能実習生ではなく、留学生を採用している。
外国人を自分の会社で育て上げ、日本人と同化して10年、20年
と働いてもらうことが、今の日本の置かれた立場であり、地元に
同化できる外国人を育てる必要が企業責任としてあると考える。
日本は海外では、素晴らしい国だと思われている。この日本の
香川県に留学生を呼ぶ方法は人間関係であると思う。企業・行
政一丸となって、取り組まなければいけない。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
外国人にとって香川県で働くことがプラスに評価してもらえるよう

な体制づくりが必要だと考えている。留学生に香川県の良さを知っ
てもらい、卒業後は県内で就職してほしいということで、説明会や県
内見学ツアーなどを実施している。留学生の雇用に関して総合的に
対応していくためにも、貴社の経験をぜひご教示いただきたい。

こだわり麺やを展開する当社では、今年10月に初めて女性店長
が誕生した。また、子連れ出勤の推進に努めているほか、店内に
お客様向けのチャイルドスペースを設置したところ、閉店後の清
掃作業等の女性パートスタッフからも好評であるので、今後、各
店舗で導入していきたい。また、外国人採用も今後積極的に進め、
１年以内に外国人店長を誕生させ、インバウンドに対応したい。
定住型外国人の増加に伴う課題について知事にお聞きしたい。

事業概要▶

㈱ゴーフィールド
代表取締役会長　森田 桂治

ホームページ制作、運用保守サポート事業概要▶

㈱香西鉄工所
代表取締役　香西 薫

建設機械の基幹部品製造事業概要▶

大川自動車㈱
代表取締役社長　佐藤 邦明

貸切バス・乗合バス事業、旅行業・
不動産他

事業概要▶

代表取締役社長　柳生 敏宏

オリーブ栽培・製造・通販・研究、
歓光（観光）

㈱イナダ
代表取締役　稲田 覚

クレーン部品製造、農機、
バッテリー製造販売

事業概要▶

㈱ウエストフードプランニング
代表取締役　小西 啓介

飲食業（うどん、天ぷら）・
食品製造・農業

事業概要▶

小豆島ヘルシーランド㈱

代表取締役　高畑 洋輔

産業機械・受配電盤・制御盤製造・
食品製造

㈱タカハタ

代表取締役社長　田中 康則

スポーツ手袋主体の開発・製造・
販売業

㈱ナイガイ

常務取締役　徳山 孝仁

米からの機能性素材の研究開発・
製造販売、酒造業

勇心酒造㈱

事業概要▶

事業概要▶

事業概要▶

事業概要▶
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う、専門学校等に地元企業を紹介する催しなども行っている。生
徒数の減少については、教育委員会等とも話し合っていきたい。

女性活躍のために、フルフレックスタイム

制導入等によるライフステージに合わせた働き方を選択できる
仕組みづくり、複数名担当制による有給休暇100％取得可能な
環境づくり、子連れ出勤の推進に取り組んでいる。今後、リモー
トワークの導入等も検討している。また、安心して働ける環境づ
くりのため、全社員に風疹の抗体検査を実施し、ワクチンの接
種を行った。働きやすい風土づくりには、経営者のリーダーシッ
プや意識改革が必要と考える。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
女性が働きやすい環境づくりの推進や、全社員を対象とした
風疹抗体検査の実施などの取組みは素晴らしい。県でも、働き
やすい環境づくりのための助成制度を設けるなどの取組みを進
めているが、気持ちよく働ける環境の実現に向け、より一層尽力
していくとともに、貴社の取組みも参考にさせていただきたい。

オリーブの栽培、オリーブを使った化粧品・食品の製造、通
信販売を行っており、従業員や顧客の大半が女性であり、女性
に支えられた会社である。また、実習生やインターンシップなど
で、外国人も多く受け入れ、地元に馴染んでもらっている。今後
は、オリーブの葉を産業化できないかと考えており、そのために、
定年退職した熟練技術者や開発者の獲得に取り組んで、進めて
いきたい。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
小豆島やオリーブを打ち出して事業展開されるにあたり、女性

や高齢者、外国人をうまく活用しておられると感じた。オリーブ
は県の戦略的資源のひとつなので、継続して支援したい。オリー
ブの葉についても、ぜひ力を入れていただき、そのために高度で
熟練した技術者による現場作りなどを推進していただきたい。

ミャンマーから技能実習生を22名受け入れており、彼らの帰
国後の目標となるよう、同国に工場を建設している。発展途上
国の労働者は、技術を求めて日本を選んでくれると考えられて
きたが、日本のものづくり技術を看板に労働者が集まる時代で
はなくなってきている。選択肢が増えた海外労働者を集めるた
めに、香川県の企業に来た際に、有益な恩恵が受けられる制度
を作ってほしい。また、海外で事業展開するにあたり、行政とし
ての後押しを考えていただきたい。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
ミャンマーの工場は、まさに技術移転という技能実習制度の
本来の趣旨に沿った理想的な事例だ。外国人がマイナスの印象
のまま帰らない体制づくりが重要と考えており、香川県に来て良
かったと思える仕組みを考えていく。海外展開は、1社だけでは

本当に大変だと思う。JETROと連携して体制を整えているので、
ご相談いただきたい。

当社は、既に多くの多国籍人材が入り、多様化が進んでいる
が、その人材の継続的な確保が必要である。香川県は、西高東
低の経済基盤・人口バランスを呈している。このアンバランスを
解消し、魅力ある香川県にするためには、東讃地区にインター
ナショナルスクールを開設し、海外からも多くの生徒を集めるこ
とが必要と考える。この生徒たちが、いずれ企業の多様な人財
となり、地域を一緒になって構築すれば、素晴らしい香川の将
来が開ける。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
県内それぞれの地域バランスをとって発展していくためには、
産業振興を県全域で進めていく必要がある。また、県内の高校
においても、国際的な人材の育成に努めているが、インターナ
ショナルスクールのご提言については、具体的にどういったこと
が可能か勉強していきたい。

当社は、日本酒造りの発酵技術を利用した化粧品の製造販
売に力を入れており、当社にとって女性の活躍は重要課題であ
る。当社は、女性管理職の起用や妊娠から職務復帰までをス
ムーズに行えるよう、個々の事情に見合った柔軟な働き方に対
応することで復職率を高めている。また、本年5月に女性の活躍
を推進する「えるぼし」認定において3つ星を取得した。女性の
働きやすい環境づくりのために、保育施設の拡充などに力をい
れていただきたい。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
「えるぼし」の取得は大変に素晴らしい。保育施設の拡充に
ついては、企業ニーズに応じた柔軟な保育施設の設置等を支援
する企業主導型保育事業をはじめ、国も非常に力を入れている。
県も、待機児童の早期解消に向けて、人材の確保等に力を入れ
ていくとともに、多様な保育ニーズに対し、どのように応えていけ
るか勉強させていただきたい。

㈱味のちぬや
常務取締役　大麻 素久

調理冷凍食品の開発・販売

当社では、人手不足が深刻であり、中途社
員も集まりにくい。外国人実習生は約80名受け入れ、高校生の
新卒は四国四県から採用している。また、働くうえで育児支援が
必要な女性が多く、12月1日に企業内保育園を開園予定である。
香川県や県内企業の魅力を今まで以上にPRを行っていただき、
Uターン・Iターンが活性化するようお願いしたい。また、企業内
保育の黒字化は難しい。金銭的な部分だけではなく、情報発信
等も含めてご協力いただきたい。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
住む場所・働く場所としての魅力PRが重要だと考えている。
県では、学生や保護者へ県内企業を紹介するガイドブックの配
布、移住サイトでの情報発信、地方版ハローワーク「ワークサ
ポートかがわ」での就職支援など、総合的な施策に取り組んで
いる。また、企業主導型保育事業の運営費等については、国か
ら助成を受けられるのでご利用いただきたい。

当社は外国人技能実習生ではなく、留学生を採用している。
外国人を自分の会社で育て上げ、日本人と同化して10年、20年
と働いてもらうことが、今の日本の置かれた立場であり、地元に
同化できる外国人を育てる必要が企業責任としてあると考える。
日本は海外では、素晴らしい国だと思われている。この日本の
香川県に留学生を呼ぶ方法は人間関係であると思う。企業・行
政一丸となって、取り組まなければいけない。
✿✿✿ 知 事 ✿✿✿
外国人にとって香川県で働くことがプラスに評価してもらえるよう

な体制づくりが必要だと考えている。留学生に香川県の良さを知っ
てもらい、卒業後は県内で就職してほしいということで、説明会や県
内見学ツアーなどを実施している。留学生の雇用に関して総合的に
対応していくためにも、貴社の経験をぜひご教示いただきたい。

こだわり麺やを展開する当社では、今年10月に初めて女性店長
が誕生した。また、子連れ出勤の推進に努めているほか、店内に
お客様向けのチャイルドスペースを設置したところ、閉店後の清
掃作業等の女性パートスタッフからも好評であるので、今後、各
店舗で導入していきたい。また、外国人採用も今後積極的に進め、
１年以内に外国人店長を誕生させ、インバウンドに対応したい。
定住型外国人の増加に伴う課題について知事にお聞きしたい。

事業概要▶

㈱ゴーフィールド
代表取締役会長　森田 桂治

ホームページ制作、運用保守サポート事業概要▶

㈱香西鉄工所
代表取締役　香西 薫

建設機械の基幹部品製造事業概要▶

大川自動車㈱
代表取締役社長　佐藤 邦明

貸切バス・乗合バス事業、旅行業・
不動産他

事業概要▶

代表取締役社長　柳生 敏宏

オリーブ栽培・製造・通販・研究、
歓光（観光）

㈱イナダ
代表取締役　稲田 覚

クレーン部品製造、農機、
バッテリー製造販売

事業概要▶

㈱ウエストフードプランニング
代表取締役　小西 啓介

飲食業（うどん、天ぷら）・
食品製造・農業

事業概要▶

小豆島ヘルシーランド㈱

代表取締役　高畑 洋輔

産業機械・受配電盤・制御盤製造・
食品製造

㈱タカハタ

代表取締役社長　田中 康則

スポーツ手袋主体の開発・製造・
販売業

㈱ナイガイ

常務取締役　徳山 孝仁

米からの機能性素材の研究開発・
製造販売、酒造業

勇心酒造㈱

事業概要▶

事業概要▶

事業概要▶

事業概要▶
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特集
❶

（公財）かがわ産業支援財団では、昨年度に構築した香川県事業承継ネットワーク（※１）を継続・拡充し、プッシュ型事業承継支
援高度化事業（中小企業庁委託事業）（※２）の採択を受け、「香川県事業承継支援窓口」を設置しています。事業承継に関するお悩
みは何でもご相談ください。

「香川県事業承継支援窓口」では、支援実績豊富な事業承継コーディネーター４名が個別の相談内容に応じた、きめ細やかな支
援を行います。

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　TEL.087-802-7070　FAX.087-869-3703

お問い合わせ先

香川県事業承継支援窓口のご紹介

● コーディネーターが相談対応

必要に応じて、地域の支援機関（香川県事業承継ネットワーク参加機関）や専門家（弁護士、税理士、公認会計士、中小企業診
断士等）と連携したチームによりご相談に対応します。専門家の派遣は、事業承継コーディネーターがご相談をお聞きする中で派遣
を検討し決定するものであり、ご相談者の費用負担はありません。
※ ご相談者の同意なく、ご相談内容を連携機関と共有することはありません。

【※１ 香川県事業承継ネットワークについて】
昨年度、「事業承継ネットワーク構築事業（地域事務局）」（中小企業庁委託事業）の採択を受け、中小企業者の事業承継を
進めるため、商工会、商工会議所、金融機関等の身近な支援機関や公的支援機関等を構成員として組織されました。
〈参加機関〉
香川県商工会連合会、東かがわ商工会、さぬき市商工会、小豆島町商工会、土庄町商工会、三木町商工会、高松市牟礼庵治
商工会、高松市中央商工会、直島町商工会、綾川町商工会、丸亀市飯綾商工会、宇多津商工会、まんのう町商工会、琴平町商
工会、三豊市商工会、観音寺市大豊商工会、香川県商工会議所連合会、高松商工会議所、丸亀商工会議所、坂出商工会議所、
善通寺商工会議所、観音寺商工会議所、多度津商工会議所、株式会社百十四銀行、株式会社香川銀行、高松信用金庫、観音
寺信用金庫、香川県信用組合、株式会社日本政策金融公庫高松支店
〈公的支援機関等〉
香川県商工労働部経営支援課、公益財団法人かがわ産業支援財団、香川県事業引継ぎ支援センター、香川県よろず支援拠
点、香川県信用保証協会、一般社団法人香川県中小企業診断士協会、香川県プロフェッショナル人材戦略拠点

【※２プッシュ型事業承継支援高度化事業について】
中小企業の事業承継問題解決の実現のために、早期・計画的な事業承継準備に対する経営者の「気付き」を促すため事業承
継診断を実施し、掘り起こされた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ことを目的とする事業であり、（公
財）かがわ産業支援財団は香川県の地域事務局の運営を中小企業庁から受託しています。

●地域の支援機関や専門家と連携

相談は無料 秘密厳守 出張相談可能
（要予約）

梅澤  秀樹
統括責任者

高橋  伯昌
県西部ブロック担当

筒井  恵
県東部ブロック担当

国遠  義則
連携支援機関担当

〈 事業承継ブロックコーディネーター 〉〈 香川県事業承継コーディネータ－ 〉

（公財）かがわ産業支援財団のホームページ内に事業承継ポータルサイトを開設しています。
●香川県事業承継支援窓口の紹介 ●円滑な事業承継を進めるための流れ、事業承継支援の必要な事例紹介
●事業承継クイック診断 ●事業承継ネットワーク参加機関の紹介

 事業承継ポータルサイトをご活用ください https://www.kagawa-isf.jp/jigyoushoukei/

香川県事業承継支援窓口開設（6月1日）
香川県事業承継ネットワーク連絡会議（6月27日）
事業承継診断実施…9月30日までに388件（平成30年度目標430件）
参加機関（11月1日現在）…36機関が参加
ポスター・チラシ作成による普及・啓発
事業承継ポータルサイト（昨年度開設）改修

（注１　香川県事業引継ぎ支援センターは、平成26年10月より中小企業庁委託事業で高松商工会議所内に設置しており、事業の継続や
承継、譲渡・譲受に関する相談に専門家がきめ細かくアドバイス等を行っています。（相談無料）

（注２　香川県よろず支援拠点は、平成26年6月より中小企業庁委託事業でかがわ産業支援財団内に設置しており、中小企業や小規模事
業者の皆様の抱える課題解決に向け、窓口相談や訪問相談、県内各地に設置したサテライトでの出張相談、中小企業の課題に即
したセミナーの開催等を行っています。（相談・セミナー受講無料）

（注３　長時間の移動を伴わず身近な専門家の支援が受けられるよう、香川県内の事業承継支援専門家（弁護士、税理士、公認会計士、
中小企業診断士等）をリスト化し、事業承継コーディネーターが専門家による支援が必要と判断した場合、無料で派遣を行います。

（注４　ミラサポは、中小企業庁の予算により、ミラサポに登録している専門家を中小企業・小規模事業者に派遣する事業です。年度毎に３
回（事業承継が入れば５回）まで無料で相談を受けられます。

 これまでの活動

 プッシュ型事業承継支援高度化事業のイメージ

6月27日 連絡会議

香川県

県主導・連携

事業承継診断
個者支援

相談

連携

取次ぎ

香川県事業承継
ネットワーク 事務局：かがわ産業支援財団

中小企業者

商工会

商工会議所

香川県事業引継ぎ支援センター（注1

【香川県事業承継支援窓口】
香川県事業承継コーディネーター
事業承継ブロックコーディネーター

金融機関等

【事業承継診断実施機関】

取次ぎ
香川県よろず支援拠点（注2

連携

取次ぎ

リスト化、派遣決定

•香川県プロフェッショナル人材戦略拠点
•一社）香川県中小企業診断士協会

地域の専門家派遣（注3

ミラサポ専門家派遣（注4
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昨年度、「事業承継ネットワーク構築事業（地域事務局）」（中小企業庁委託事業）の採択を受け、中小企業者の事業承継を
進めるため、商工会、商工会議所、金融機関等の身近な支援機関や公的支援機関等を構成員として組織されました。
〈参加機関〉
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 これまでの活動

 プッシュ型事業承継支援高度化事業のイメージ

6月27日 連絡会議

香川県

県主導・連携

事業承継診断
個者支援

相談

連携

取次ぎ

香川県事業承継
ネットワーク 事務局：かがわ産業支援財団

中小企業者

商工会

商工会議所

香川県事業引継ぎ支援センター（注1
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特集
❷

「希少糖の日」（※）を中心に、希少糖の認知度向上と普及を目的とした様々なイベントが県内外で
開催されました。
県内では、11月10日（土）に丸亀町グリーンけやき広場で「かがわ菓子まつり」（希少糖普及協会・
県菓子工業組合主催）が開催され、希少糖入り商品の販売や和菓子作りのワークショップが行われ
たほか、希少糖ハイボールバーが2日間限定でオープンしました。また、11月を「希少糖月間」として、
県内を中心に約50店舗の飲食店で希少糖含有シロップを使用した料理が提供されました。その他、
神戸市での希少糖含有シロップを使った調理実演や、東京での希少糖セミナーも行われました。

※ 11月10日を“1110（いい糖）”と読めることから、（一社）希少糖普及協会が2017 年に「希少糖の日」に登録

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

もっと知りたい！希少糖

希少糖に親しみ、魅力を知ってもらうため、10月17日（水）、「希少糖広め隊」（※）が県内の小学校で出前講座を開催しました。
講座では、希少糖研究の歴史や希少糖の働きを学んだ後、手打ちうどんの調理実習を行い、希少糖含有シロップを使ってうどん出
汁を作りました。

※ 生産者や流通業者、料理人といった食の専門家などで構成され、県産
食材に親しみ、その魅力を知ってもらうための出前講座を実施する「う
まいもん広め隊」の一つ。隊長は（一社）希少糖普及協会　近藤代表
理事会長。

かがわ菓子まつり 神戸市でのイベントの様子

出前講座の様子

11月10日の『希少糖の日』にあわせ県内外で希少糖のイベントが開催されました。

県内の小学校で希少糖出前講座を開催しました！

1月31日（木）に「かがわ糖質バイオフォーラム第11回シンポジウム」が、かがわ国際会議場で開催されます。希少糖D－アルロース
（プシコース）が糖尿病治療に有効なホルモン「GLP－1」の分泌を促進する効果があるとマウスの実験で明らかにされた関西電力医
学研究所 統合生理学研究センター長 矢田 俊彦 様と、ヨーグルトに含まれる様々な乳酸菌の健康機能のほか、腸管バリア機能向上や
免疫機能の活性化などの新たな可能性について研究を行われている株式会社明治 乳酸菌研究所長　浅見 幸夫 様を講師にお招きし
て御講演をいただきます。
さらに、会場の入口においては、参加者同士で自由に意見交
換できる場として、研究者や企業関係者によるポスター発表の
コーナーを設置します。
食品関連企業の方は勿論のこと、希少糖、糖鎖・複合糖質等
の糖質バイオ分野に興味のある方はぜひ御参加ください。

第11回シンポジウムの開催
かがわ糖質バイオフォーラムからのお知らせ

綾川町立　陶小学校（対象：6年生　52名）開催概要

平成31年1月31日（木）13：00～16：30日　時
かがわ国際会議場場　所

第10回シンポジウムの様子

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

財 団 の 活 動
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平成25年4月に設置した「かがわ冷凍食品研究フォーラム」（会長：香川短期大学竹
安宏匡教授）第６回シンポジウムを11月8日（木）にサンメッセ香川で開催しました。

シンポジウム終了後、ご講演を頂いた講師の方々にもご出席いただき、個別にお話
をお聞きするとともに、会員相互の情報交換を行う等有意義な時間を過ごしました。

かがわ冷凍食品研究フォーラム 第6回 シンポジウムを開催しました

当財団では、県内企業の方 を々対象に、地域共同研究施設『ＲＩＳＴかがわ』に関係する技術情報を提供する技術講演会を開催していま
す。
本年度は、9月20日（木）に香川県県民ホール（レクザムホール）で、平成27年4月から開始された機能性表示食品届出制度の取組みの
推進を図るため、下記の内容による講演会を開催しました。

平成30年度機能性表示食品に関する講演会を開催しました

平成30年11月3日(土)・4日(日)の二日間、高松キャンパス第二体育館において皆楽祭(学生祭)と同時開催された「サイエンスフェスタ
2018 in 香川高専高松キャンパス～見て・作って・おもしろ科学～」に、かがわ産業支援財団として出展しました。
2日間で延べ４,０００人を超える来場者があり大盛況のうちに終了しました。

サイエンスフェスタ2018（香川高専高松キャンパス）にブースを出展しました

（参加者数：60名）

（参加者数：51名）

【講  演】
「機能性表示食品制度の概要と届出準備・手順」演　題

㈱グローバルニュートリショングループ　代表取締役　武田 猛 氏講　師

【講  演】
「香川県の食品産業の発展に期待する」演　題

五栄海陸興業㈱ 代表取締役社長　中山 貢 氏
（前（公財）かがわ産業支援財団　理事長）

講　師

【取組事例紹介】
「新機能性表示食品開発相談センターの取組み」演題❶

（公財）かがわ産業支援財団 地域共同研究部 部長　土屋 徹秋 氏講　師

「機能性表示食品『特麺 讃岐うどん』の取組み」演題❷

㈱久保田麺業 営業部長　倉田 茂幸 氏講　師

「機能性表示食品『楽関節サポート』の取組み」演題❸

芳香園製薬㈱ 研究所長　野口 裕恭 氏講　師

【事例発表】

【交流会】

「株式会社フジフーヅにおける食品安全への取組み」演題❶

㈱フジフーヅ 取締役工場長　佐藤 好太朗 氏講　師

「冷凍食品産業基盤強化事業（H27～29）の概要について」演題❷

香川県産業技術センター食品研究所 主席研究員　田村 章 氏講　師

「冷凍うどんの電子レンジによる均一加熱調理方法の検討」演題❸

（公財）かがわ産業支援財団地域共同研究部 主任研究員　朝日 信吉 氏講　師

武田 猛 氏

土屋 徹秋 氏 倉田 茂幸 氏 野口 裕恭 氏

中山 貢 氏

佐藤 好太朗 氏

〈テーマ：電子レンジを使って作ろう！〉

田村 章 氏 朝日 信吉 氏

交流会
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（前（公財）かがわ産業支援財団　理事長）

講　師

【取組事例紹介】
「新機能性表示食品開発相談センターの取組み」演題❶

（公財）かがわ産業支援財団 地域共同研究部 部長　土屋 徹秋 氏講　師

「機能性表示食品『特麺 讃岐うどん』の取組み」演題❷

㈱久保田麺業 営業部長　倉田 茂幸 氏講　師

「機能性表示食品『楽関節サポート』の取組み」演題❸

芳香園製薬㈱ 研究所長　野口 裕恭 氏講　師

【事例発表】

【交流会】

「株式会社フジフーヅにおける食品安全への取組み」演題❶

㈱フジフーヅ 取締役工場長　佐藤 好太朗 氏講　師

「冷凍食品産業基盤強化事業（H27～29）の概要について」演題❷

香川県産業技術センター食品研究所 主席研究員　田村 章 氏講　師

「冷凍うどんの電子レンジによる均一加熱調理方法の検討」演題❸

（公財）かがわ産業支援財団地域共同研究部 主任研究員　朝日 信吉 氏講　師

武田 猛 氏

土屋 徹秋 氏 倉田 茂幸 氏 野口 裕恭 氏

中山 貢 氏

佐藤 好太朗 氏

〈テーマ：電子レンジを使って作ろう！〉

田村 章 氏 朝日 信吉 氏

交流会
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県内企業等が、知的財産の重要性や活用についての関心や意識を高め、企業競争力の強化につなげていく
ため、知的財産セミナーを６回開催しました。
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知的財産の活用を通じて地域産業の活性化を図るため、香川県内の中小企業等の経営者などを対象に、「かがわ知財経営塾」を５回
開催しました。今年は大企業等の開放特許の活用に視点を当て、知財戦略の基礎から開放特許を活用した商品開発、開発事例、ライセ
ンス契約まで一連の講義で、特に、第３回は「知財マッチング ｉｎ かがわ2018」と同時開催しました。受講者のアンケートでは、「開放特許の
意味や活用事例がわかった」などの意見が寄せられました。
本塾は、日本弁理士会と香川県が締結した「知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興
のための協力に関する協定」に基づき、日本弁理士会の協力を得て開催しました。

「かがわ知財経営塾」を開催しました

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商品開発を促進するため、「知財マッチング in かが
わ2018」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、それぞれ自社の開放特許の紹介、パネル展示及び、個別面談を開催するとともに、

かがわ知財経営塾（第３回）の「大企業等の開放特許を活用した商品開発ビジネス」も同時に開催しました。
個別面談では、「新製品開発・新規事業の技術を求めている」、「既存製品への付加価値向上に利用したい」、「販促ツール向け技術と

して利用したい」などと、お考えの県内企業が参加されました。

「知財マッチング ｉｎ かがわ2018」を開催しました

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

関西圏において、本県の主要産業の一つである食品産業の魅力を発信し、関連する企業の販路開拓を支援するため、初開催となる食
品関連見本市「フードストアソリューションズフェア2018」に香川県大阪事務所(一般財団法人かがわ県産品振興機構大阪事業部)と共
同で香川県ブースを出展しました。

「フードストアソリューションズフェア2018」に香川県ブースを出展しました

当財団では、「香川県6次産業化推進センター相談窓口」を
設置し、6次産業化及び農商工連携に取り組む農林漁業者
等の取組みを支援しています。
この一環として、6次産業化の事業実施に必要な知見を得

るための講義と販売・加工を実践的に体験するインターンシ
ップを組み合わせた体系的なカリキュラムを編成し、県内外
から著名な講師を招いた「かがわ6次産業化ビジネス塾」を
開講しました。
基礎講座（3日間）には延べ６５名、インターンシップ研修に

は延べ３６名と、全体で100名を超える参加があり、今後、積
極的な活動につながるようフォローアップに努めてまいります。

かがわ６次産業化ビジネス塾を開催しました

平成30年9月20日（木）～9月21日（金）10：00～17：00会　　期

インテックス大阪6号館Ａ（大阪市住之江区南港北1-5-102）会　　場

【開催概要】

平成30年10月31日（水）10：00～16：00日　　時

サンメッセ香川 2階 サンメッセホール、中会議室場　　所

【開催概要】

【参加企業等】

18事業者出展者数

（数値は速報値）出展成果

【香川県ブースについて】

株式会社日本食糧新聞社関西支社、
フードストアソリューションズフェア2018運営委員会

主　　催

11,121名
（来場者内訳）
小売業26.1％、商社・卸・問屋26.5％、食品メーカー22.5％、その他24.9％

来場者数

関西圏初開催の小売業に特化した食品関連見本市
西日本に拠点を置く大手量販15社によるマッチング商談会の開催

特　　色

商談件数 成約見込件数 成約見込額 商談継続件数
384件 14件 31,700千円 131件

《参加事業者の声》
●「近県開催で会期が2日間であったので参加しやすかった」
●「大規模見本市と比較すると小規模であるが、バイヤーへの商品提案がしやすかった」
●「天候が悪いことも影響して来場者数は少なく感じたが、名刺交換数、商談件数は想定より多かった」
●「このような見本市の出展機会を増やしていただきたい」

開催日 受講者テーマ 講　師
壬生弁理士事務所
壬生 優子 弁理士
古谷国際特許事務所
松下 正 弁理士
コスモス特許事務所
竹村 恵一 弁理士
コスモス特許事務所
富澤 正 弁理士
石井総合知的財産事務所
石井 貴文 弁理士

第1回 10月18日（木）中小企業における知的財産戦略（概要）

第2回 10月24日（水）中小企業における知的財産活用戦略（事例を中心に）

第3回 10月31日（水）大企業等の開放特許を活用した商品開発ビジネス

第4回 11月6日（火） 開放特許の活用法・活用事例
（活用事例を中心に）

第5回

22名

16名

38名

13名

16名11月14日（水）開放特許のライセンス契約と商品開発に向けた資金調達

日時 テーマ 講　師
6次産業化中央プランナー
タカミ㈱　高野 克三 氏
かがわ６次産業化プランナー
豊田 浩伸 氏・竹内 哲也 氏
㈱ラベルバンク
川合 裕之 氏

㈲コスモファーム
中村 敏樹 氏
かがわ６次産業化プランナー
豊田 浩伸 氏

㈱スペック
小川 慶徳 氏

㈲スミダ・リ・オリジン
住田 俊二 氏

8月23日（木） 6次産業化を成功させるには
～ビジョンとマーケットイン推進体制づくり～

9月12日（水） インターンシップ研修 商談実習
～ブース運営、バイヤーとの商談～

9月26日（水）
食品表示 
～表示の目的と役割、表示相談～
食品衛生・品質管理 
～衛生管理（HACCP等）、相談～

11月15日（木） インターンシップ研修　加工実習
～ピクルスづくり体験、加工機器見学～

11月22日（木）

11月27日（火）

ビジネスプランの立案 
～ビジネスモデルの検討に向けた整理～

梅原デザイン事務所
梅原  真 氏

ブランド戦略・販売促進
～商品の魅力を引き出す戦略・コミュニケーションデザイン～
インターンシップ研修　加工実習
～フリーズドライ、グルテンフリー体験～

区分
開放特許紹介

開催日 受講者テーマ 講　師
㈱ブランド総合研究所
田中 章雄 氏
木戸弁理士事務所
木戸 基文 氏
㈱フォレスタ経営
森  尚子 氏
INPIT海外知的財産プロデューサー
久永 道夫 氏
元 ㈱ケンウッド　
石黒 一夫 氏

1 ８月９日（木） 地域おこしブランド戦略

2 ８月21日（火） あなたの商品の魅力を見つけよう
（食品分野における知的財産）

3 ９月14日（金） ＩｏＴやＡＩを活用した中小企業
のための事業戦略

4 10月26日（金） 海外ビジネスと知財対策
－知っておきたい知財の基本と戦略－

5

27名

13名

27名

24名

23名11月８日（木） 著作権のトラブル事前回避

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

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

明和綜合特許デザイン事務所
藤掛 宗則 氏6 12名12月13日（木） 販路拡大のための知的財産

開催場所
高松市
（ネクスト香川）
小豆島町
（小豆島町役場）
高松市
（ネクスト香川）
高松市
（高松商工会議所会館）
高松市
（ネクスト香川）
小豆島町
（小豆島町役場）

参加大企業等
８社

参加県内企業
31社 54名

面談件数
－

パネル展示 10社 35社 59名 －
個 別 面 談 ８社 16社 42件 パネル等展示状況 開放特許紹介状況

基礎講座（ブランド戦略）

※今後の予定　平成31年1月10日（木）
：商談のスキルアップ～商談の準備 魅せる商品カルテの作り方～／㈱マインドモーション　安並 信治 氏

インターンシップ研修（ピクルスづくり）
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知的財産の活用を通じて地域産業の活性化を図るため、香川県内の中小企業等の経営者などを対象に、「かがわ知財経営塾」を５回
開催しました。今年は大企業等の開放特許の活用に視点を当て、知財戦略の基礎から開放特許を活用した商品開発、開発事例、ライセ
ンス契約まで一連の講義で、特に、第３回は「知財マッチング ｉｎ かがわ2018」と同時開催しました。受講者のアンケートでは、「開放特許の
意味や活用事例がわかった」などの意見が寄せられました。
本塾は、日本弁理士会と香川県が締結した「知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興
のための協力に関する協定」に基づき、日本弁理士会の協力を得て開催しました。

「かがわ知財経営塾」を開催しました

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商品開発を促進するため、「知財マッチング in かが
わ2018」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、それぞれ自社の開放特許の紹介、パネル展示及び、個別面談を開催するとともに、

かがわ知財経営塾（第３回）の「大企業等の開放特許を活用した商品開発ビジネス」も同時に開催しました。
個別面談では、「新製品開発・新規事業の技術を求めている」、「既存製品への付加価値向上に利用したい」、「販促ツール向け技術と

して利用したい」などと、お考えの県内企業が参加されました。

「知財マッチング ｉｎ かがわ2018」を開催しました

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

関西圏において、本県の主要産業の一つである食品産業の魅力を発信し、関連する企業の販路開拓を支援するため、初開催となる食
品関連見本市「フードストアソリューションズフェア2018」に香川県大阪事務所(一般財団法人かがわ県産品振興機構大阪事業部)と共
同で香川県ブースを出展しました。

「フードストアソリューションズフェア2018」に香川県ブースを出展しました

当財団では、「香川県6次産業化推進センター相談窓口」を
設置し、6次産業化及び農商工連携に取り組む農林漁業者
等の取組みを支援しています。
この一環として、6次産業化の事業実施に必要な知見を得

るための講義と販売・加工を実践的に体験するインターンシ
ップを組み合わせた体系的なカリキュラムを編成し、県内外
から著名な講師を招いた「かがわ6次産業化ビジネス塾」を
開講しました。
基礎講座（3日間）には延べ６５名、インターンシップ研修に

は延べ３６名と、全体で100名を超える参加があり、今後、積
極的な活動につながるようフォローアップに努めてまいります。

かがわ６次産業化ビジネス塾を開催しました

平成30年9月20日（木）～9月21日（金）10：00～17：00会　　期

インテックス大阪6号館Ａ（大阪市住之江区南港北1-5-102）会　　場

【開催概要】

平成30年10月31日（水）10：00～16：00日　　時

サンメッセ香川 2階 サンメッセホール、中会議室場　　所

【開催概要】

【参加企業等】

18事業者出展者数

（数値は速報値）出展成果

【香川県ブースについて】

株式会社日本食糧新聞社関西支社、
フードストアソリューションズフェア2018運営委員会

主　　催

11,121名
（来場者内訳）
小売業26.1％、商社・卸・問屋26.5％、食品メーカー22.5％、その他24.9％

来場者数

関西圏初開催の小売業に特化した食品関連見本市
西日本に拠点を置く大手量販15社によるマッチング商談会の開催

特　　色

商談件数 成約見込件数 成約見込額 商談継続件数
384件 14件 31,700千円 131件

《参加事業者の声》
●「近県開催で会期が2日間であったので参加しやすかった」
●「大規模見本市と比較すると小規模であるが、バイヤーへの商品提案がしやすかった」
●「天候が悪いことも影響して来場者数は少なく感じたが、名刺交換数、商談件数は想定より多かった」
●「このような見本市の出展機会を増やしていただきたい」

開催日 受講者テーマ 講　師
壬生弁理士事務所
壬生 優子 弁理士
古谷国際特許事務所
松下 正 弁理士
コスモス特許事務所
竹村 恵一 弁理士
コスモス特許事務所
富澤 正 弁理士
石井総合知的財産事務所
石井 貴文 弁理士

第1回 10月18日（木）中小企業における知的財産戦略（概要）

第2回 10月24日（水）中小企業における知的財産活用戦略（事例を中心に）

第3回 10月31日（水）大企業等の開放特許を活用した商品開発ビジネス

第4回 11月6日（火） 開放特許の活用法・活用事例
（活用事例を中心に）

第5回

22名

16名

38名

13名

16名11月14日（水）開放特許のライセンス契約と商品開発に向けた資金調達

日時 テーマ 講　師
6次産業化中央プランナー
タカミ㈱　高野 克三 氏
かがわ６次産業化プランナー
豊田 浩伸 氏・竹内 哲也 氏
㈱ラベルバンク
川合 裕之 氏

㈲コスモファーム
中村 敏樹 氏
かがわ６次産業化プランナー
豊田 浩伸 氏

㈱スペック
小川 慶徳 氏

㈲スミダ・リ・オリジン
住田 俊二 氏

8月23日（木） 6次産業化を成功させるには
～ビジョンとマーケットイン推進体制づくり～

9月12日（水） インターンシップ研修 商談実習
～ブース運営、バイヤーとの商談～

9月26日（水）
食品表示 
～表示の目的と役割、表示相談～
食品衛生・品質管理 
～衛生管理（HACCP等）、相談～

11月15日（木） インターンシップ研修　加工実習
～ピクルスづくり体験、加工機器見学～

11月22日（木）

11月27日（火）

ビジネスプランの立案 
～ビジネスモデルの検討に向けた整理～

梅原デザイン事務所
梅原  真 氏

ブランド戦略・販売促進
～商品の魅力を引き出す戦略・コミュニケーションデザイン～
インターンシップ研修　加工実習
～フリーズドライ、グルテンフリー体験～

区分
開放特許紹介

開催日 受講者テーマ 講　師
㈱ブランド総合研究所
田中 章雄 氏
木戸弁理士事務所
木戸 基文 氏
㈱フォレスタ経営
森  尚子 氏
INPIT海外知的財産プロデューサー
久永 道夫 氏
元 ㈱ケンウッド　
石黒 一夫 氏

1 ８月９日（木） 地域おこしブランド戦略

2 ８月21日（火） あなたの商品の魅力を見つけよう
（食品分野における知的財産）

3 ９月14日（金） ＩｏＴやＡＩを活用した中小企業
のための事業戦略

4 10月26日（金） 海外ビジネスと知財対策
－知っておきたい知財の基本と戦略－

5

27名

13名

27名

24名

23名11月８日（木） 著作権のトラブル事前回避

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

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

明和綜合特許デザイン事務所
藤掛 宗則 氏6 12名12月13日（木） 販路拡大のための知的財産

開催場所
高松市
（ネクスト香川）
小豆島町
（小豆島町役場）
高松市
（ネクスト香川）
高松市
（高松商工会議所会館）
高松市
（ネクスト香川）
小豆島町
（小豆島町役場）

参加大企業等
８社

参加県内企業
31社 54名

面談件数
－

パネル展示 10社 35社 59名 －
個 別 面 談 ８社 16社 42件 パネル等展示状況 開放特許紹介状況

基礎講座（ブランド戦略）

※今後の予定　平成31年1月10日（木）
：商談のスキルアップ～商談の準備 魅せる商品カルテの作り方～／㈱マインドモーション　安並 信治 氏

インターンシップ研修（ピクルスづくり）
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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　 E-mail.support@kagawa-isf.jpお問い合わせ先

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　 E-mail.support@kagawa-isf.jpお問い合わせ先

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

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、アジア最大級の国
際食品・飲料展「FOODEX JAPAN 2019」に、（公財）かがわ産業支援財団及び香川県が県内企業を集めた共同ブースを出展します。

「FOODEX JAPAN 2019」に香川県ブースを出展

公益財団法人かがわ産業支援財団と香川大学大学院地域マネジメント研究科とは、地域を担う若手人材を育成することを目的に、企
業経営等の第一線で活躍している講師による授業科目「地域の中小企業と経済活性化」を地域マネジメント研究科における提供講座と
して開講しております。

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「第53回スーパーマーケット・トレードショー2019」に、（公財）かがわ産業支援財団及び香川県が県ブースを出展します。(県
ブースの出展は平成22年度より実施)

「第53回スーパーマーケット・トレードショー2019」に香川県ブースを出展

財団では、香川県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、平成23年度から、新しい独創的なビジネスモデルを募
集し、コンペを行うとともに（かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ）、これとは別に、既にそうしたビジネスモデルを樹立させ、成功した
先進的な事例を表彰してきました（かがわ発！先進的ビジネスモデル）。
8回目となる今年度は、昨年9月から公募を開始して、チャレンジコンペにおいては
25件の応募がありました。2月7日(木)に開催される本選審査にて、一次二次選考を
突破したビジネスモデルが公開プレゼンテーションを行い、受賞者が決定・表彰さ
れることとなります。併せて、先進的ビジネスモデル受賞者も同日に表彰・発表する
こととなりますので、是非、皆様のご来場をお待ちしております。

（参考）
「かがわビジネスモデル･チャレンジコンペ２０１８」本選審査・表彰式
公開プレゼンテーションを行い、審査員による審査により決定・表彰（最優秀賞１件、優秀賞２件）
・最大200万円の助成金（最優秀賞のみ）
・財団のインキュベータールームに入居する場合、賃借料を１年間無料提供（最優秀賞のみ）
・県内金融機関による金利優遇ほかの支援（最優秀賞、優秀賞）

「かがわ発！先進的ビジネスモデル２０１８」表彰式・発表会
　別途審査会で決定した受賞者について、表彰状及び記念品を贈呈して表彰し、ビジネスモデルを発表。（大賞１件、優秀賞２件）

「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018」～最終審査に残ったビジネスモデルの公開プレゼンテーション～
「かがわ発！先進的ビジネスモデル2018｣～大賞、優秀賞を表彰します～

財 団 か ら の お 知 ら せ

平成31年3月5日（火）～8日（金）10：00～17：00 ※最終日は16：00まで会　　期

幕張メッセ（全館）会　　場

【FOODEX JAPAN 2019の概要】

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・一般社団法人
日本旅館協会・一般社団法人国際観光レストラン協会・公益財団法人国際
観光施設協会

主　　催

講座概要一覧のとおり日　　程

18：20～19：50（90分間）時　　間

香川大学　幸町南キャンパス　又信記念館１階・特別講義室（高松市幸町２-１）場　　所

講座概要一覧のとおり講　　師

公開講座（地域マネジメント研究科の学生に加えて、一般公募の申込によりどなたでも聴講できます。）開催形態

無料受 講 料

香川大学地域マネジメント研究科ＨＰからもしくは受講申込書をダウンロードし、ＦＡＸまたはメールにてお申込ください。お申込方法

香川大学地域マネジメント研究科（香川県高松市幸町２-１）
TEL：087-832-1900　　FAX：087-832-1988（土日祝を除く平日 9：00～18：00）
MAIL：gsm-office@gsm.kagawa-u.ac.jp
HP：http://www.gsm.kagawa-u.ac.jp

お申込先

13小間（17.55ｍ×5.4ｍ）出展規模

幕張メッセ（全国食品博ゾーン）出展場所

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

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：8者）
飯田農園、㈱井筒屋、㈱瀬戸内オリーブ、㈱鶴亀園、日本農産流通㈱、㈱禾、㈱マルシン、㈱八栗
（香川の希少糖ブース：希少糖関連商品を取り扱う13者）
アットハンド㈱、㈱共栄食糧、㈱キョーワ、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、㈱ルーヴ、㈱ミトヨフーズ

出 展 者

72,428名（※昨年実績 国内：62,497名 海外：9,931名）来場者数

平成31年2月13日（水）～15日（金）10：00～17：00 ※最終日は16：00まで会　　期
幕張メッセ（全館）会　　場

【第53回スーパーマーケット・トレードショー2019の概要】

一般社団法人新日本スーパーマーケット協会主　　催
88,121名（※昨年実績）来場者数

平成31年2月7日（木）13：00～17：00日　　時
サンメッセホール大会議室（サンメッセ香川２階）場　　所
200名（先着順）定　　員 無料参 加 費
13：00　　開　会
13：15頃　「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018」プレゼンテーション
15：30頃　「かがわ発！先進的ビジネスモデル2018」表彰式・発表会
16：30頃　「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018」審査結果発表・表彰式

プログラム（予定）

・スーパーマーケット、百貨店、飲食店、卸、食品メーカー等のバイヤーが多数来場
・決済権を持つ経営者等を積極的に招待
・試食・試飲や実演が可能
・県内企業が「香川県ブース」として共同出展することにより、地域産品を求め
るバイヤーに効果的にＰＲできるとともに、出展費用が抑えられる

特　　色

・70を超える国・地域から、出展者が集まるアジア最大級の国際食品・飲料
展。来場者数は8万人にのぼり、国内だけでなく、海外からも多数のバイヤ
ーが商談を目的に来場するため、国内外の販路拡大につながる。
・試食・試飲や実演が可能。
・県内企業が「香川県ブース」として「香川の希少糖ブース」とともに共同出展
することにより、地域産品を求めるバイヤーに効果的にＰＲできるとともに、
出展費用が抑えられる。

特　　色

24小間（12.0ｍ×18.0ｍ）出展規模 9ホール　9ｰ407出展場所
【香川県ブースについて】

44社（中川塾含む）
㈱井筒屋、柿茶本舗㈲生化学研究所、㈱瀬戸内オリーブ、瀬戸内讃岐工房㈱、
千金丹ケアーズ㈱、高橋石油㈱、中野産業㈱、㈲パイプライン、㈱藤井製麺、
（同）藻塩工房、㈱まんでがん、㈲KOMATSU GARDEN DESIGN、㈱山田家物
流、㈱スミダ・リ・オリジン、㈱中野製菓、㈱平井料理システム、㈱レアスウィート、
池田漁業協同組合、㈱吉太郎、㈱サンコウフーズ、タケサン㈱、タケサンフーズ
㈱、宝食品㈱、創麺屋㈱、丸島醤油㈱、安田食品工業㈱、小豆島手延素麺協同組合、㈱アグリオリーブ小豆島、㈱協栄岡
野、㈱共栄食糧、㈱中武商店、盛田㈱小豆島工場、中川塾、㈱エフディアイ、さんわ農夢㈱、㈲さぬき鶏本舗、仁尾産商㈱、
㈱ミトヨフーズ、飯田農園、㈲金江養鶏場、㈱キングフーズ、㈱さぬき市ＳＡ公社、共栄冷凍水産㈱、㈱讃岐物産

出 展 者

・香川県ブースの出展者数が過去最大の44社予定（昨年度出展者数は41社）。
・ブース内に「希少糖」、「小豆島」、「三豊市」、「さぬき市」ゾーン及び今年度から「観音寺市」ゾーンを設け、関係企業を集
めることで、バイヤー等来場者に香川県の食品を分かりやすく紹介します。
　（希少糖ゾーン4社、小豆島ゾーン16社、三豊市ゾーン5社、さぬき市ゾーン4社、観音寺市ゾーン2社、一般ゾーン13社）

特 徴 等

香川大学ビジネススクール「地域の中小企業と経済活性化」
～ 企業経営の第一線で活躍する講師による公開講座を開催中 ～

日　程 講　師 講義概要

小豆島の花屋の新たなブランド戦略第13回 1月22日（火） pensée
店主　西脇 美津江

集客力UPのための観光案内本とアプリ開発第14回 1月29日（火） Traditional Apartment
ゲストハウスオーナー　内田 大輔

米粒から見える地球環境と健康第15回 2月5日（火） 株式会社デュエット
代表取締役社長　山川 瑞穂

【講座概要一覧】 ※第1回～12回講義は終了しております。

昨年度の受賞者

昨年度の香川県ブースの様子 昨年度の香川県ブースの様子
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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　 E-mail.support@kagawa-isf.jpお問い合わせ先
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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

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、アジア最大級の国
際食品・飲料展「FOODEX JAPAN 2019」に、（公財）かがわ産業支援財団及び香川県が県内企業を集めた共同ブースを出展します。

「FOODEX JAPAN 2019」に香川県ブースを出展

公益財団法人かがわ産業支援財団と香川大学大学院地域マネジメント研究科とは、地域を担う若手人材を育成することを目的に、企
業経営等の第一線で活躍している講師による授業科目「地域の中小企業と経済活性化」を地域マネジメント研究科における提供講座と
して開講しております。

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「第53回スーパーマーケット・トレードショー2019」に、（公財）かがわ産業支援財団及び香川県が県ブースを出展します。(県
ブースの出展は平成22年度より実施)

「第53回スーパーマーケット・トレードショー2019」に香川県ブースを出展

財団では、香川県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、平成23年度から、新しい独創的なビジネスモデルを募
集し、コンペを行うとともに（かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ）、これとは別に、既にそうしたビジネスモデルを樹立させ、成功した
先進的な事例を表彰してきました（かがわ発！先進的ビジネスモデル）。
8回目となる今年度は、昨年9月から公募を開始して、チャレンジコンペにおいては
25件の応募がありました。2月7日(木)に開催される本選審査にて、一次二次選考を
突破したビジネスモデルが公開プレゼンテーションを行い、受賞者が決定・表彰さ
れることとなります。併せて、先進的ビジネスモデル受賞者も同日に表彰・発表する
こととなりますので、是非、皆様のご来場をお待ちしております。

（参考）
「かがわビジネスモデル･チャレンジコンペ２０１８」本選審査・表彰式
公開プレゼンテーションを行い、審査員による審査により決定・表彰（最優秀賞１件、優秀賞２件）
・最大200万円の助成金（最優秀賞のみ）
・財団のインキュベータールームに入居する場合、賃借料を１年間無料提供（最優秀賞のみ）
・県内金融機関による金利優遇ほかの支援（最優秀賞、優秀賞）

「かがわ発！先進的ビジネスモデル２０１８」表彰式・発表会
　別途審査会で決定した受賞者について、表彰状及び記念品を贈呈して表彰し、ビジネスモデルを発表。（大賞１件、優秀賞２件）

「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018」～最終審査に残ったビジネスモデルの公開プレゼンテーション～
「かがわ発！先進的ビジネスモデル2018｣～大賞、優秀賞を表彰します～
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公開講座（地域マネジメント研究科の学生に加えて、一般公募の申込によりどなたでも聴講できます。）開催形態

無料受 講 料

香川大学地域マネジメント研究科ＨＰからもしくは受講申込書をダウンロードし、ＦＡＸまたはメールにてお申込ください。お申込方法

香川大学地域マネジメント研究科（香川県高松市幸町２-１）
TEL：087-832-1900　　FAX：087-832-1988（土日祝を除く平日 9：00～18：00）
MAIL：gsm-office@gsm.kagawa-u.ac.jp
HP：http://www.gsm.kagawa-u.ac.jp

お申込先

13小間（17.55ｍ×5.4ｍ）出展規模

幕張メッセ（全国食品博ゾーン）出展場所

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

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：8者）
飯田農園、㈱井筒屋、㈱瀬戸内オリーブ、㈱鶴亀園、日本農産流通㈱、㈱禾、㈱マルシン、㈱八栗
（香川の希少糖ブース：希少糖関連商品を取り扱う13者）
アットハンド㈱、㈱共栄食糧、㈱キョーワ、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、㈱ルーヴ、㈱ミトヨフーズ

出 展 者

72,428名（※昨年実績 国内：62,497名 海外：9,931名）来場者数

平成31年2月13日（水）～15日（金）10：00～17：00 ※最終日は16：00まで会　　期
幕張メッセ（全館）会　　場

【第53回スーパーマーケット・トレードショー2019の概要】

一般社団法人新日本スーパーマーケット協会主　　催
88,121名（※昨年実績）来場者数

平成31年2月7日（木）13：00～17：00日　　時
サンメッセホール大会議室（サンメッセ香川２階）場　　所
200名（先着順）定　　員 無料参 加 費
13：00　　開　会
13：15頃　「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018」プレゼンテーション
15：30頃　「かがわ発！先進的ビジネスモデル2018」表彰式・発表会
16：30頃　「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018」審査結果発表・表彰式

プログラム（予定）

・スーパーマーケット、百貨店、飲食店、卸、食品メーカー等のバイヤーが多数来場
・決済権を持つ経営者等を積極的に招待
・試食・試飲や実演が可能
・県内企業が「香川県ブース」として共同出展することにより、地域産品を求め
るバイヤーに効果的にＰＲできるとともに、出展費用が抑えられる

特　　色

・70を超える国・地域から、出展者が集まるアジア最大級の国際食品・飲料
展。来場者数は8万人にのぼり、国内だけでなく、海外からも多数のバイヤ
ーが商談を目的に来場するため、国内外の販路拡大につながる。
・試食・試飲や実演が可能。
・県内企業が「香川県ブース」として「香川の希少糖ブース」とともに共同出展
することにより、地域産品を求めるバイヤーに効果的にＰＲできるとともに、
出展費用が抑えられる。

特　　色

24小間（12.0ｍ×18.0ｍ）出展規模 9ホール　9ｰ407出展場所
【香川県ブースについて】

44社（中川塾含む）
㈱井筒屋、柿茶本舗㈲生化学研究所、㈱瀬戸内オリーブ、瀬戸内讃岐工房㈱、
千金丹ケアーズ㈱、高橋石油㈱、中野産業㈱、㈲パイプライン、㈱藤井製麺、
（同）藻塩工房、㈱まんでがん、㈲KOMATSU GARDEN DESIGN、㈱山田家物
流、㈱スミダ・リ・オリジン、㈱中野製菓、㈱平井料理システム、㈱レアスウィート、
池田漁業協同組合、㈱吉太郎、㈱サンコウフーズ、タケサン㈱、タケサンフーズ
㈱、宝食品㈱、創麺屋㈱、丸島醤油㈱、安田食品工業㈱、小豆島手延素麺協同組合、㈱アグリオリーブ小豆島、㈱協栄岡
野、㈱共栄食糧、㈱中武商店、盛田㈱小豆島工場、中川塾、㈱エフディアイ、さんわ農夢㈱、㈲さぬき鶏本舗、仁尾産商㈱、
㈱ミトヨフーズ、飯田農園、㈲金江養鶏場、㈱キングフーズ、㈱さぬき市ＳＡ公社、共栄冷凍水産㈱、㈱讃岐物産

出 展 者

・香川県ブースの出展者数が過去最大の44社予定（昨年度出展者数は41社）。
・ブース内に「希少糖」、「小豆島」、「三豊市」、「さぬき市」ゾーン及び今年度から「観音寺市」ゾーンを設け、関係企業を集
めることで、バイヤー等来場者に香川県の食品を分かりやすく紹介します。
　（希少糖ゾーン4社、小豆島ゾーン16社、三豊市ゾーン5社、さぬき市ゾーン4社、観音寺市ゾーン2社、一般ゾーン13社）

特 徴 等

香川大学ビジネススクール「地域の中小企業と経済活性化」
～ 企業経営の第一線で活躍する講師による公開講座を開催中 ～

日　程 講　師 講義概要

小豆島の花屋の新たなブランド戦略第13回 1月22日（火） pensée
店主　西脇 美津江

集客力UPのための観光案内本とアプリ開発第14回 1月29日（火） Traditional Apartment
ゲストハウスオーナー　内田 大輔

米粒から見える地球環境と健康第15回 2月5日（火） 株式会社デュエット
代表取締役社長　山川 瑞穂

【講座概要一覧】 ※第1回～12回講義は終了しております。

昨年度の受賞者

昨年度の香川県ブースの様子 昨年度の香川県ブースの様子



農業を三豊市の地域活性化につなげたいと
いう大橋さん。「さつまいもブランドが国内外で
認知されると、収穫体験もできる観光地として
観光客を呼び込めるのでは」と観光業とのコ
ラボレーションも視野に入れる

8年前、農業へと新規参入を果たした「さんわ農夢株式会社」。
建設業を営む中で培ってきた知識や技術を活かして、取り組
んだのは独自の土づくり。その後、これまで砂地や火山灰土壌
でしか成功しないと思われてきた、さつまいもの栽培にチャレン
ジ。そこで生まれた、さつまいもブランド「弘法の恵」と「夢の
芋」がその美味しさから注目されるようになった。圧倒的なス
ピード感で既成概念を覆してきた同社の、土づくりに対するこ
だわりや今後の展開について大橋取締役にお話を伺った。

「農業の基本は土づくりです！」と話すのは、「さんわ農夢株式

会社」で取締役を務める大橋正幸さん。2011年4月に農業法人と

して設立した同社は、徹底した土づくりによって、消費者に安心し

て食べてもらえる、おいしい農作物の生産・供給を目指している。

父の代から受け継ぎ、長年経営してきた建設業、三和建設有限

会社の代表でもある大橋さん。農業に携わるようになったのは、

地域の農業が高齢化による人口減少によって衰退していることに、

危機感を持ったから。「これまで建設業を営む中で農家の人たち

に支えてもらった、その恩返しという気持ちが大きいですね」とい

う。とはいえ、最初は農地もない、農機具もない、農産物を作っ

たことないところでのスタート。それを支えたのが、同社を設立し

た年の12月に、農業従事者をはじめとしてバイヤー・金融機関な

ど異業種の11社で集まって立ち上げた「研讃会」だ。個人農業の

収益を安定させ、地域農業の活性化を目的にした組織で、勉強会

を開いたり、地域農業の問題解決を考えたり、農機具をシェアし

たりしている。「異業種のアイデアを持ち寄ることで、あらゆる問

題の80％はクリアできる」。その実感とサポートが、新しい農業を

続ける力となった。

土づくりは、自社独自のたい肥づくりから始まった。香川大学農

学部と連携して、地域の土着菌や竹チップを原料にした土壌改良

剤（たい肥）を開発。栄養豊富な田んぼの土を活かし、土壌改良

することでミネラルやビタミンを多く含んだ良質な土づくりを成功

させた。

初年度はこの地域での特産品であるブロッコリーを生産した。

だが、収穫したものをただ単に売るのでは、収益を得るのが難し

いと感じたそうだ。そこで特色のある農産物をつくろうと考えてい

きついたのが“さつまいも”。「さつまいもは水はけの良い砂地や

火山灰を含んだ土壌での栽培が一般的。ですから田んぼの多い三

豊市で、さつまいもを栽培するとは誰も想像していなかった」。だ

が結果として、驚くほど糖度の高いさつまいもが生まれた。

徹底したこだわりは、土づくりだけではなく、収穫後の管理にま

である。収穫後すぐに、一定温度と湿度に保たれた貯蔵庫で、さつ

まいも自らの病原菌への抵抗力を増やすキュアリング貯蔵を3日

間行う。その後、保管庫でゆっくりと熟成させることで甘みが増加

する。その結果、収穫から約30日後の食べごろを迎えると、糖度

は生の状態で16度前後、じっくり焼くと30度越まで高くなる熟成

技術を確立させた。

これまでのさつまいも栽培の概念を覆した大橋さんは、さつま

いもに付加価値を付けるためブランド化を目指した。香川県の特

産となるよう、総本山善通寺の住職の墨書と朱印を贈答用の箱に

記し、さつまいもブランドを誕生させた。さらに、６次産業化を目

指して、ブランドさつまいもから出る規格外商品をペースト状に加

工。一切の無駄がないように販売している。2016年10月には香

港・台湾・中国で商標登録し輸出をスタート。最近では、ベトナム

にも視察に出向き、海外での販路拡大とともに、ベトナムからの

農産物の輸入も視野に入れている。

今年で8年目を迎える同社。新規参入からわずか8年での飛躍

ぶりだが「成功までの道のりを考えると、遅ければ遅いほど失敗

リスクや不安定要素が増えると考えています。だから、スピード感

が必要になってくる」と話す。これからは、新たな土壌改良を重ね

ながら、一年を通して栄養価の高い農産物を供給することを主軸

として、「大変」というイメージを脱却し、安定した収入を得られる

産業として若い世代に魅力を感じてもらえるよう、若い世代が働

きやすい環境づくりに注力するという。田んぼだけでなく、高齢

化による農業離れで衰退の危機にある農業という産業の可能性も

耕し続けていく。

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、三豊市にある
「さんわ農夢株式会社」
を訪ねました。

「さんわ農夢株式会社」
代 表 者
所 在 地
電話番号
U R L

大橋　知寿 氏
香川県三豊市山本町辻1393-1
0875-63-2365
http://www.sannwanohmu.jp

取締役

大橋 正幸氏

若い世代への農業の継承も事業の目的のひと
つ。自らの体験をもとに、社員たちには、グローバ
ルな視点を持つことの大切さを伝えているそうだ

事務所では
看板猫ニャン太君もお出迎え

土づくりにこだわる理由は、この地域
に多く存在する耕作放棄地を土づくり
によって再生することが農業を守るこ
とにつながると考えているからだという

設業から農業への新規参入
根底にあるのは地元への恩返しの気持ち

建 転の発想から生まれた農産物
どこにも負けないさつまいもをつくる熱意

逆 業を将来へとつなげるために
これまでとは違うアプローチで革命を起こす

農

かがわ発
!

元気創出
企 業

2大ブランドである「弘法の恵」と「夢の芋」。箱入りの
化粧箱に入った贈答品という商品展開も話題に。
その糖度の高さはまさに田んぼスイーツ!
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新しい視点での農業への
取組みで、数多くの賞を受
賞している同社。各国の商
標登録証の数も圧巻
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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、三豊市にある
「さんわ農夢株式会社」
を訪ねました。

「さんわ農夢株式会社」
代 表 者
所 在 地
電話番号
U R L

大橋　知寿 氏
香川県三豊市山本町辻1393-1
0875-63-2365
http://www.sannwanohmu.jp

取締役

大橋 正幸氏

若い世代への農業の継承も事業の目的のひと
つ。自らの体験をもとに、社員たちには、グローバ
ルな視点を持つことの大切さを伝えているそうだ

事務所では
看板猫ニャン太君もお出迎え

土づくりにこだわる理由は、この地域
に多く存在する耕作放棄地を土づくり
によって再生することが農業を守るこ
とにつながると考えているからだという

設業から農業への新規参入
根底にあるのは地元への恩返しの気持ち

建 転の発想から生まれた農産物
どこにも負けないさつまいもをつくる熱意

逆 業を将来へとつなげるために
これまでとは違うアプローチで革命を起こす

農

かがわ発
!

元気創出
企 業

2大ブランドである「弘法の恵」と「夢の芋」。箱入りの
化粧箱に入った贈答品という商品展開も話題に。
その糖度の高さはまさに田んぼスイーツ!
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新しい視点での農業への
取組みで、数多くの賞を受
賞している同社。各国の商
標登録証の数も圧巻



開催日 名　称 場　所 担当課

企業支援課香川産業頭脳化センタービル
一般研修室

かがわ機能性食品等開発研究会
第６回シンポジウム
【講師】（公財）日本健康・栄養食品協会
　　　 事務局長　青山  充 氏

地域共同
研究部1月29日

1月25日

サンポートホール高松
61会議室

かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018
かがわ発！先進的ビジネスモデル2018
発表会＆表彰式

企業支援課2月7日 サンメッセホール
大会議室

〒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）

働き方改革で
企業価値を高める

中小企業診断士、国家資格キャリアコンサ
ルタント、1級ファイナンシャル・プランニング
技能士、加山マネジメントオフィス 代表

かがわ産業支援財団
発注開拓コーディネーター（関西圏担当）

加山 晴猛

き方改革関連法が2019年4月から順次施行されます。その内
容は大きく「組織の多様化」、「働き方の柔軟化」、「業務の生

産性向上」に分類できます。それら施策を通して多様な人材が働ける
環境を整えて労働力不足を補い、多様な人材が活躍しやすい魅力あ
る職場環境を作れれば、社員の労働意欲が高まり、企業業績は向上
するとしています。ただ、事業主には「職業生活の充実」に対応した施
策の追加を責務として課しています。
そこで思い浮かぶのは、臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグ
が提唱した「動機づけ・衛生理論」です。そこでは、「仕事の満足感を
引き起こす要因と不満を引き起こす要因は違う。不満要因（衛生要
因）をいくら取り除いても満足感を引き出すことにはつながらず、不満
足感を減少させる効果しかない。仕事の満足感を引き出すには「動
機づけ要因」にアプローチしなくてはいけない。」と説いています。
このたびの国の施策は、概ね組織のハード面（組織構造や組織運
営ルール、戦略）の要素改善を目指した内容です。ハード面とは仕組
み的要素であり、経営者の意志により比較的短期間で変えることが
可能です。そして、職場の不満要因の軽減にも相応の効果が期待で
きます。
しかし、社員の労働意欲を維持向上させる「動機付け要因」にはな

りません。魅力ある職場環境の実現には、組織のソフト面にも適切な
施策を同時にバランス良く実施していくことが必要です。そして、この
対応を加えることが事業主の責務とされているのです。
ソフト面とは、「人材の量や質・傾向」、「業務レベルや業務遂行能
力」、「企業文化や風土」、「社員全員が共通して認識すべき理念や価
値観」といった人間的側面のことです。もちろん、ハード面が未整備
ではソフト面の施策効果は期待できません。また、経営者の意志だけ
で短期間に変えることが困難な要素ですので、それら施策は辛抱強
く続けることが求められます。
ただ、多くの著名な経営者や研究者が説いているように、経営者
の仕事は「企業の戦略と価値観や文化を結びつけること」です。そし
て、費用を上回る価値を生み出す指標の開発を通して企業と社員、
顧客、取引先、地域社会などの利害関係者との価値交換の仕組みを
堅持することが、最終的に企業利益・価値の最大化につながります。
これを機に自社の中核価値や企業文化に焦点を当て直し、企業と
そこで働く「人」が社会や利害関係者にとっての「事業の意味」、「働く
ことの意味」を捉え直す機会にしてみてはいかがでしょうか。そうする
ことが社員にとっての「働くということ」をより良いものにし、「働く幸
せ」を実感できる永続企業・組織の実現にもつながります。

働
理事長新年のご挨拶

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「さんわ農夢株式会社」
『私たちの農業の根幹は「土づくり」』
肥よくな土壌が生んだブランド農作物で農業による地域活性化を目指す

香川県事業承継支援窓口のご紹介

もっと知りたい！希少糖
11月10日の『希少糖の日』にあわせ県内外で希少糖のイベントが開催されました。
県内の小学校で希少糖出前講座を開催しました！
　　　　　　　　　　　　　　　   第11回シンポジウムの開催

TOP NEWS 企業経営者と知事との意見交換会を開催しました！

窓口支援担当者と弁理士・弁護士等の専門家が秘密厳守・無料で相談支援します。

知的財産に関する悩み・問題解決に
香川県知財総合支援窓口をご利用ください。

お問い合わせ先　知的財産支援部知的財産支援課　TEL 087-867-9577

中小企業の経営者、後継者の方の研修経費を助成します!!

中小企業の経営者・後継者の方が中小企業大学校の研修を受講
された場合に、受講料・旅費・宿泊料の一部を助成します。

お問い合わせ先　総務部ファンド事業推進課　TEL 087-868-9903

助成限度額
50万円

かがわ糖質バイオフォーラムからのお知らせ

かがわ発！創業シンポジウム
【特別講演】（株）Uca  代表取締役社長  片山  結花 氏
【事例発表】かなたまキッチン、せとうちラボラトリー、　
　　　　（株）ADSムラカミ
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