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行事予定 （講座、イベント等）

最善の助言を
「下請かけこみ寺」相談員として（公財）かがわ産業支
援財団に平成２９年６月から駐在。

かがわ産業支援財団
「下請かけこみ寺」相談員

福井 次雄

思うこと、私は下請取引の適正化を推進するために47都道府
県に設置されております「下請かけこみ寺」で香川県担当の相

談員をしています。どのようなことをしているのかと申しますと中小企
業者の方（個人事業者を含む）からの事業者間トラブルに関する相
談に対して、問題解決に向けての助言をさせていただいています。
今も昔も変わらないと思いますが、下請け事業者の方は様々な取

引上の悩みを抱えているのではないでしょうか。
例えば、親事業者（発注元）に出来上がった製品を納品したが代
金を支払ってくれない。長年取引のあった納品先から突然に取引の
中止を言われた。これでは自社の経営に大きな影響があるのでどうし
たらいいだろう、何とかならないか。
親事業者から下請け代金法に違反すると思われる理不尽なこと

を要求されているが行政機関には言いにくい。言った場合には取引
の中止が考えられるので言えない。こうした場合はまず、「下請かけこ

み寺」に相談されることをお勧めします。
取引のあっせんや相手先への連絡、代金の回収などはできません

が、相談自体も秘密厳守の取扱いですし、相談内容に応じた助言を
させていただいています。
また、相談内容によりましては法的な判断や対応が必要と考えら
れる場合には専門家である弁護士とともに相談に応じています。
経営者として事業者間の問題の対応を一人で考えて行動して解
決できればよいのですが、それが難しい場合、問題が大ごとになる前
に一人で悩まずに「下請かけこみ寺」にご連絡ください。
中小企業者の方（個人事業者を含む）であれば業種を問いません

し、電話での相談（匿名も可）も構いませんが面積が日本一狭いと言
われる香川県ですのでその利点を生かして、できましたら相談者の方
から事前にご連絡いただき面談して自分の経験も生かしながら相談
者と一緒に考え最善の助言をさせていただきたいと考えています。

今

【 TOP NEWS 】

知的財産セミナー

募集期間 名　称 内　容 担当課

企画情報課創業者や第二創業者に対し、その初期投
資に必要な経費の一部を補助します。

中小企業等外国出願
支援事業

知的財産支
援課

5月中旬～
10月（予定）

4月下旬～
5月（予定）

中小企業等の外国への特許出願等に要す
る費用の一部を助成します。

海外見本市出展支援
（平成31年度 後期募集）

海外展開
支援室

4月15日㈪～
5月27日㈪

自社製品・技術等の海外での販路や市場
の開拓を目指す中小企業者等に対し、海
外で開催される国際見本市・展示会への
出展経費を助成します。 

「第22回
関西機械要素技術展」
香川県ブース

産学官連携
推進課

4月12日㈮～
5月24日㈮
必着

エネルギー・環境関連分野、ロボット関連
分野、自動車関連分野などの展示商談会
である「第22回関西機械要素技術展（イン
テックス大阪）」に出展する香川県ブースへ
の出展者を募集します。

「第25回
機械要素技術展」
香川県ブース

産学官連携
推進課

4月12日㈮～
7月31日㈬
必着

エネルギー・環境関連分野、ロボット関連
分野、自動車関連分野などの展示商談会
である「第25回機械要素技術展（幕張メッ
セ）」に出展する香川県ブースへの出展者を
募集します。

「第6回
関西二次電池展」
香川県ブース

産学官連携
推進課

4月12日㈮～
5月24日㈮
必着

エネルギー関連分野等の企業が多く集ま
る展示商談会である「第6回関西二次電池
展」に出展する香川県ブースへの出展者を
募集します。

中小企業後継者
育成事業 総務課4月から随時

中小企業の後継者・幹部候補等の方が中
小企業大学校の研修を受講する場合、受
講料・旅費等の一部を助成します。

公募予定 （補助金、出展者募集等）

起業等スタートアップ
支援補助金

成功への道筋が見えて来る！かがわの産業界の今をお届けする
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平成31年度 香川県の主な中小企業支援事業
平成31年度

新かがわ中小企業応援ファンド等
事業の支援事業を決定しました!!
第11期

かがわ農商工連携ファンドの
支援対象事業を決定しました!!

【 特 集 】

「株式会社オーキッド」
「失敗」と「挑戦」の連続で今がある  
卓越した技術とそれにも増す行動力で
瀬戸内から世界へと羽ばたく

【 かがわ発！元気創出企業 】
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第26回 芦原科学賞の受賞者決定
「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018」

「かがわ発！先進的ビジネスモデル2018」受賞者が決定！！
平成31年度 かがわ産業支援財団の重点事業
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トップニュース［1］

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

第26回芦原科学賞は、平成30年9月3日から10月17日にかけて募集を行い、技術開発等審査委員会（委員長：田村禎
通徳島文理大学学長）及び芦原科学賞選考委員会（委員長：筧善行香川大学学長）に諮り、受賞案件を決定しました。
そして、平成31年2月21日（木）に高松市内のホテルにおいて、浜田恵造知事のご出席を頂き贈呈式が開催されました。
贈呈式では、まず芦原科学賞の顕彰があり、大津理事長から芦原科学大賞に決定した株式会社石垣の山下学氏、片山雅
義氏、宮脇将温氏、玉内亮介氏、三野広幸氏、犬塚充志氏に賞状・楯と賞金（200万円）が、芦原科学功労賞に決定した自
然免疫応用技研株式会社の稲川裕之氏に賞状・楯と賞金（100万円）が、芦原科学奨励賞に決定した有限会社ポルテの
竹北孝文氏、竹北昌成氏に賞状・楯と賞金（50万円）が授与されました。
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第26回 芦原科学賞の受賞者決定

▲ハイブリッド型
　汚泥脱水機の構造

◀ハイブリッド型圧入式
　スクリュープレス脱水機
　（ＩＳＧＫＶ型）

耐切創・耐突刺手袋 ステンレス内蔵手袋

自然免疫を活性化するＬＰＳ原料を発酵培養法で製造

様々なヘルスケア産業へＬＰＳ原料を提供

TOP
N EWS
［1］ 芦原科学賞の受賞者と業績

テ ーマ：下水処理分野において難脱水性汚泥や低濃度汚泥に対する高性
能化と処理の大容量化や安定化を可能とする汚泥脱水機「ハイブ
リッド型圧入式スクリュープレス脱水機（ISGKV型）」の開発

受賞者：株式会社石垣
山下 学、片山 雅義、宮脇 将温、玉内 亮介、三野 広幸、犬塚 充志

推 薦者：株式会社石垣　代表取締役社長 石垣 真

受賞者は、脱水が困難な汚泥や濃度の低い汚泥などの様々な性質の汚泥を安定的かつ高
性能に処理できる、新しい機構の汚泥脱水機を開発した。今回開発した脱水機は、従来一体
構造だった濃縮部と脱水部を独立させるとともに、新たに圧入部を導入することで、脱水ケー
キ（脱水後の汚泥）の低含水率化が可能となったことから、処分コストの縮減やそれに伴う
CO2の削減効果など、経済的にも環境面でも社会に貢献する技術として、大いに期待できる。

業 績

栄えある芦原科学大賞を賜り誠にありがとうございます。受賞者一同、今回の受賞を励みにし
てさらに研鑽に努めます。社会のニーズに応える高性能な脱水機や汚泥処理システムの開発を
通じて、今後も香川県の産業振興と社会インフラの充実に貢献していく所存です。

受賞者のコメント

テ ーマ：自然免疫の制御技術に基づく、人の健康に資する製品の開発
受賞者：自然免疫応用技研株式会社　　稲川 裕之
推 薦者：自然免疫応用技研株式会社　代表取締役社長 河内 千恵

受賞者は、グラム陰性細菌※1のリポポリサッカライド（以下「LPS」※2）が、経口・経皮で安全
に自然免疫を活性化し、種々の疾病の予防改善作用を持つことを各種動物実験、ヒト試験で
実証した。さらに、各用途での最適用量や、LPSのELISA※3測定方法、大量生産方法を確立し
たことから、食品、化粧品、畜産・水産配合飼料等の製造メーカーに、経済的かつ安全な素材
としてLPS原料を販売するなど、市場化に成功した。
※１：ハンス・グラム博士が開発した細菌の染色法で、陰性になる（染まらない）種類の菌。
※２：グラム陰性細菌に存在する糖と脂質が結合した物質。
※３：Enzyme Linked Immuno Solvent Assayの略。抗体を使った物質の測定方法の一種。

業 績

名誉ある芦原科学功労賞を頂けたことは、香川県で研究開発のベンチャーを起業した者として大
変光栄に存じます。本受賞を糧に、食品の機能性成分リポポリサッカライド（LPS）の研究を進めて、
多くの人の健康維持に貢献して参りたいと思います。今後もご支援賜りますようお願い申し上げます。

受賞者のコメント

テ ーマ：立体手袋の自動縫製技術による
全方位対応「耐切創・耐突刺手袋」等の開発

受賞者：有限会社ポルテ　　竹北 孝文、竹北 昌成
応募者：有限会社ポルテ　代表取締役社長 竹北 孝文

受賞者は、立体手袋の自動縫製技術を開発するとともに、その技術を活用して、高密度ポリ
エステル繊維織布を積層した全方位対応の「耐突刺手袋」、アラミド繊維を溶着した「耐切創・
耐突刺手袋」のほか、ステンレスを内蔵した世界初の「耐針手袋・耐針指カバー・防護服」を開発
した。これらの製品の製造・販売は、医療用産業廃棄物等を取扱う現場での危険リスクの回避
や、手袋産地としての地域ブランド力の向上に貢献しており、今後も受注の伸びが期待できる。

研 究 評 価

この度は栄誉ある芦原科学奨励賞を賜り誠にありがとうございます。これまで開発してきた技
術や製品が認められたことは、ものづくりをするメーカーとして非常に嬉しく感謝しております。こ
れからも現場の悩みを解決できる縫製メーカーとして、香川の産業振興に貢献してまいります。

受賞者のコメント

4

◀耐切創・
耐突刺手袋の
加工構成図
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能化と処理の大容量化や安定化を可能とする汚泥脱水機「ハイブ
リッド型圧入式スクリュープレス脱水機（ISGKV型）」の開発

受賞者：株式会社石垣
山下 学、片山 雅義、宮脇 将温、玉内 亮介、三野 広幸、犬塚 充志

推 薦者：株式会社石垣　代表取締役社長 石垣 真

受賞者は、脱水が困難な汚泥や濃度の低い汚泥などの様々な性質の汚泥を安定的かつ高
性能に処理できる、新しい機構の汚泥脱水機を開発した。今回開発した脱水機は、従来一体
構造だった濃縮部と脱水部を独立させるとともに、新たに圧入部を導入することで、脱水ケー
キ（脱水後の汚泥）の低含水率化が可能となったことから、処分コストの縮減やそれに伴う
CO2の削減効果など、経済的にも環境面でも社会に貢献する技術として、大いに期待できる。

業 績

栄えある芦原科学大賞を賜り誠にありがとうございます。受賞者一同、今回の受賞を励みにし
てさらに研鑽に努めます。社会のニーズに応える高性能な脱水機や汚泥処理システムの開発を
通じて、今後も香川県の産業振興と社会インフラの充実に貢献していく所存です。

受賞者のコメント

テ ーマ：自然免疫の制御技術に基づく、人の健康に資する製品の開発
受賞者：自然免疫応用技研株式会社　　稲川 裕之
推 薦者：自然免疫応用技研株式会社　代表取締役社長 河内 千恵

受賞者は、グラム陰性細菌※1のリポポリサッカライド（以下「LPS」※2）が、経口・経皮で安全
に自然免疫を活性化し、種々の疾病の予防改善作用を持つことを各種動物実験、ヒト試験で
実証した。さらに、各用途での最適用量や、LPSのELISA※3測定方法、大量生産方法を確立し
たことから、食品、化粧品、畜産・水産配合飼料等の製造メーカーに、経済的かつ安全な素材
としてLPS原料を販売するなど、市場化に成功した。
※１：ハンス・グラム博士が開発した細菌の染色法で、陰性になる（染まらない）種類の菌。
※２：グラム陰性細菌に存在する糖と脂質が結合した物質。
※３：Enzyme Linked Immuno Solvent Assayの略。抗体を使った物質の測定方法の一種。

業 績

名誉ある芦原科学功労賞を頂けたことは、香川県で研究開発のベンチャーを起業した者として大
変光栄に存じます。本受賞を糧に、食品の機能性成分リポポリサッカライド（LPS）の研究を進めて、
多くの人の健康維持に貢献して参りたいと思います。今後もご支援賜りますようお願い申し上げます。

受賞者のコメント

テ ーマ：立体手袋の自動縫製技術による
全方位対応「耐切創・耐突刺手袋」等の開発

受賞者：有限会社ポルテ　　竹北 孝文、竹北 昌成
応募者：有限会社ポルテ　代表取締役社長 竹北 孝文

受賞者は、立体手袋の自動縫製技術を開発するとともに、その技術を活用して、高密度ポリ
エステル繊維織布を積層した全方位対応の「耐突刺手袋」、アラミド繊維を溶着した「耐切創・
耐突刺手袋」のほか、ステンレスを内蔵した世界初の「耐針手袋・耐針指カバー・防護服」を開発
した。これらの製品の製造・販売は、医療用産業廃棄物等を取扱う現場での危険リスクの回避
や、手袋産地としての地域ブランド力の向上に貢献しており、今後も受注の伸びが期待できる。

研 究 評 価

この度は栄誉ある芦原科学奨励賞を賜り誠にありがとうございます。これまで開発してきた技
術や製品が認められたことは、ものづくりをするメーカーとして非常に嬉しく感謝しております。こ
れからも現場の悩みを解決できる縫製メーカーとして、香川の産業振興に貢献してまいります。

受賞者のコメント
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「かがわ発！先進的ビジネスモデル2018」受賞者が決定！！

TOP
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［2］

トップニュース［2］

公益財団法人かがわ産業支援財団では、香川の将来を担う革新的ベンチャー企業の創出・育成を図るため、創造的な
技術や商品、サービスなどを自ら新規に開発し、新たな顧客や付加価値を創造しようとする、独創的なビジネスプランを
昨年9月から11月にかけて募集しました（平成23年度から年1回開催で、今回で8回目）。
今回は25件の応募があり、このうち一次・二次審査を経て、最終審査に残った5プランの公開プレゼンテーションによる本

選審査会が、去る2月7日、サンメッセホール（サンメッセ香川2階）にて開催され、最優秀賞1件、優秀賞2件が選定されました。
また、これらとは別に、既に独創

的なビジネスプランを樹立･実践し、
実績を挙げた先進的ビジネスモデ
ルも併せて募集したところ、3件の
応募があり、審査委員会で審査した
結果、大賞1件、優秀賞2件が選定
され、その表彰式及びプランの発表
会が、同会場にて開催されました。
それぞれの入賞者とビジネス
プランは次のとおりです。

「かがわ発！先進的ビジネスモデル2018」
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高度経済成長期に建設されたコンクリート橋梁等の社会インフラは、建設後50年の節目を
迎えつつあります。今後加速度的に進む老朽化の対策には、低コスト・簡易・高効率・信頼性
の高い劣化検知システムの活用が不可欠です。香川発の国際特許技術を活用した成分分析
カメラシステムの計測・販売・保守・分析サービス事業を展開し、効果的かつ効率的な社会イ
ンフラ検査サービス業務を確立することで、未来の安心・安全に貢献することを目指します。

新事業名：コンクリート構造物の塩害劣化検査サービス
受賞者：西藤 翼（さいとう つばさ）／高松市

受賞者：株式会社伊吹島プロジェクト　　代表取締役 加地 正人（かじ まさと）／三豊市

事 業 内 容

県産品「伊吹いりこ」の品質の良さを裏付ける製法を活用し地場産業「冷
凍食品」との融合により、「釜揚げいりこ」をブランド化します。未利用魚を、
冷凍流通を駆使した新しい商流に乗せることで、持続可能な漁業の可能性
を見出します。「伊吹島プロジェクト」は「釜揚げいりこ」を血液として送り
出す心臓の役割を全うし、地域社会に貢献いたします。

事 業 内 容

この度は最優秀賞をいただきありがとうございます。日頃からご支援いただいている関係者の
皆様に感謝申し上げます。多くのスタートアップがそうであるように大学研究をビジネスに繋げる
にも現状の社会システムでは経営ノウハウや活動資金、人材、機材整備において大きな障壁があ
ります。本受賞を一つのきっかけとして産業支援財団の皆様を始め、より多くの有識者・協賛共
同開発企業・投資家の皆様と繋がりを強め、ご支援を賜れますと幸いです。
私は大学発ベンチャーを起業しますが、今後も技術的に高度なソリューションだけに固執する

ことなく、現場課題と真摯に向き合う中でビジネス化が強く求められる接点を一層探求し、未来
の安心・安全をより強固なものにしていきたいです。
「成分分析で世界の見方を変えれば未来の安心・安全は変えられる」この言葉を体現できるよ
うに、日々成長しながら社会に貢献できる会社を目指します。

受賞者のコメント

「食のバリアフリー」とは様々な食形態を召し上がる方が皆で同じテーブルを囲む食の在り方
を表した言葉です。その実現のため、食べられる方には安心安全と美味しさを、介護施設や家庭
で調理する方には簡便調理による生産性の向上を提案しております。介護施設などの業務用
パックから始まり、家庭用の1人前パックへと求められる場や製品の種類が広がりました。今後
は一段と多様化する消費者ニーズを的確につかみ取り、時代の求める製品を提案して参ります。

事業名：「食のバリアフリー」の取り組み
受賞者：株式会社フードテック　　代表取締役 青山 光一（あおやま こういち）／三豊市

事 業 内 容

「かがわ発！先進的ビジネスモデル2018」にて「大賞」を受賞しました株式会社フードテックで
す。素晴らしい賞をいただき、心より感謝いたします。「美味しく楽しく健やかに」をテーマに「健康
的に年齢を重ねていくために食をとおして何ができるか」を考え、実践して参りました。「食のバリ
アフリー」はその具体的な取り組みです。皆様にご支援いただきながら一途に取り組むことで当
社の製品の安心安全レベルや品質レベルを向上させ、当社の取り組みが多くの方に認められた
ものと思っております。これからは「食のバリアフリー」をさらに深化させ、乳幼児から高年齢の方
まで全年齢層に対して健康的な生活のための食を研究開発して参ります。

受賞者のコメント

新事業名：新ブランドにより地場産業にイノベーションを起こす「伊吹島プロジェクト」
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受賞者：はなはな＊みかん　　代表 久保 みどり（くぼ みどり）／高松市

「療教育メソッド」とは、視覚支援とハンドサイン（手話）を使って、ハンディのある子どもの
言葉の理解を促す意思疎通法です。視覚支援「みるみるカード」を使い、身に付けておきたい
学習や生活を歌に合わせて楽しみながら学ぶことができます。療育と教育の制度の狭間で、
不自由な思いをしている子どもを、サポートしたいという気持ちから開発しました。このメソッ
ドを保護者や指導者が活用できるように電子化を進め、香川県から全国へ広めていきます。

事 業 内 容

新事業名：ハンディのある子どものサポートをするための　　　　　　　　
教育法「療教育メソッド」を電子化して広める

受賞者：平成レッグス株式会社　　代表取締役 住谷 幸伸（すみたに ゆきのぶ）

タクシーはドアツードア、面的移動、個別対応が可能な高齢者に最適な移動手段である。多
様化している高齢者のニーズに答えるため、女性シルバーサポートドライバーの養成に取り
組んだ。女性でも働きやすい環境を整えるため、県下最初の企業主導型保育事業をスタート
させた。保育事業においては地域の児童も受け入れをしており、待機児童解消にも貢献でき
た。ビジネスで社会問題を解消できるモデルとしてメディアの注目を受けた。

事 業 内 容

事業名：いきいき高齢者お出かけ支援事業（SST事業）

受賞者：有限会社川北縫製　　代表取締役 川北 繫伸（かわきた しげのぶ）

OEM専門の縫製工場であったが、バブル崩壊後、衣料品の生産拠点が海外に移っていった
事で受注が激減。その結果、企業縮小となる。取引先に左右されない自活の道を探し、直接顧
客に販売することを始めるものの厳しい状況が続くが、自社ブランドを確立した事で活路が
開けた。現在自社店舗が南青山に1店舗、取り扱い店舗は国内60店舗、海外7店舗となり縫製
業の復活を成し遂げた。今後は更なる飛躍に向け頑張って行きたい。

事 業 内 容

事業名：自社ブランド確立による縫製業の復活

調理方法　簡単3パターン
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うに、日々成長しながら社会に貢献できる会社を目指します。

受賞者のコメント

「食のバリアフリー」とは様々な食形態を召し上がる方が皆で同じテーブルを囲む食の在り方
を表した言葉です。その実現のため、食べられる方には安心安全と美味しさを、介護施設や家庭
で調理する方には簡便調理による生産性の向上を提案しております。介護施設などの業務用
パックから始まり、家庭用の1人前パックへと求められる場や製品の種類が広がりました。今後
は一段と多様化する消費者ニーズを的確につかみ取り、時代の求める製品を提案して参ります。

事業名：「食のバリアフリー」の取り組み
受賞者：株式会社フードテック　　代表取締役 青山 光一（あおやま こういち）／三豊市

事 業 内 容

「かがわ発！先進的ビジネスモデル2018」にて「大賞」を受賞しました株式会社フードテックで
す。素晴らしい賞をいただき、心より感謝いたします。「美味しく楽しく健やかに」をテーマに「健康
的に年齢を重ねていくために食をとおして何ができるか」を考え、実践して参りました。「食のバリ
アフリー」はその具体的な取り組みです。皆様にご支援いただきながら一途に取り組むことで当
社の製品の安心安全レベルや品質レベルを向上させ、当社の取り組みが多くの方に認められた
ものと思っております。これからは「食のバリアフリー」をさらに深化させ、乳幼児から高年齢の方
まで全年齢層に対して健康的な生活のための食を研究開発して参ります。

受賞者のコメント

新事業名：新ブランドにより地場産業にイノベーションを起こす「伊吹島プロジェクト」

「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018」
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受賞者：はなはな＊みかん　　代表 久保 みどり（くぼ みどり）／高松市

「療教育メソッド」とは、視覚支援とハンドサイン（手話）を使って、ハンディのある子どもの
言葉の理解を促す意思疎通法です。視覚支援「みるみるカード」を使い、身に付けておきたい
学習や生活を歌に合わせて楽しみながら学ぶことができます。療育と教育の制度の狭間で、
不自由な思いをしている子どもを、サポートしたいという気持ちから開発しました。このメソッ
ドを保護者や指導者が活用できるように電子化を進め、香川県から全国へ広めていきます。

事 業 内 容

新事業名：ハンディのある子どものサポートをするための　　　　　　　　
教育法「療教育メソッド」を電子化して広める

受賞者：平成レッグス株式会社　　代表取締役 住谷 幸伸（すみたに ゆきのぶ）

タクシーはドアツードア、面的移動、個別対応が可能な高齢者に最適な移動手段である。多
様化している高齢者のニーズに答えるため、女性シルバーサポートドライバーの養成に取り
組んだ。女性でも働きやすい環境を整えるため、県下最初の企業主導型保育事業をスタート
させた。保育事業においては地域の児童も受け入れをしており、待機児童解消にも貢献でき
た。ビジネスで社会問題を解消できるモデルとしてメディアの注目を受けた。

事 業 内 容

事業名：いきいき高齢者お出かけ支援事業（SST事業）

受賞者：有限会社川北縫製　　代表取締役 川北 繫伸（かわきた しげのぶ）

OEM専門の縫製工場であったが、バブル崩壊後、衣料品の生産拠点が海外に移っていった
事で受注が激減。その結果、企業縮小となる。取引先に左右されない自活の道を探し、直接顧
客に販売することを始めるものの厳しい状況が続くが、自社ブランドを確立した事で活路が
開けた。現在自社店舗が南青山に1店舗、取り扱い店舗は国内60店舗、海外7店舗となり縫製
業の復活を成し遂げた。今後は更なる飛躍に向け頑張って行きたい。

事 業 内 容

事業名：自社ブランド確立による縫製業の復活

調理方法　簡単3パターン
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創業を目指す方を対象として、必要な知識等に関する講義、創
業計画作成演習等を内容とする創業支援塾を開講する。また、創
業後間もない方を対象に、相談窓口を設けるとともに、創業の成
功事例の発表会を開催するなど、ネットワークづくりを促進する。

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

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

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

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

中小企業・小規模事業者等の事業承継への支援ニーズに対応
し、事業承継を促進するために、国からの委託によりコーディネー
ターを配置し、地域の専門家や支援機関と連携したきめ細やかな
個者支援を行う。

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

「かがわ農商工連携ファンド」の運用益を財源に、農林漁業者と
加工・流通などの分野の中小企業者が連携して行う事業に対し、
助成金の交付やモニター会の開催等新たな事業展開に向けた総
合的な支援を実施する。

創業者、第二創業者又は新分野進出者に対し、その初期投資
に必要な経費の一部を補助することにより、創業等の促進を図る。
（対象事業）
●先端技術活用型事業：CNF等高機能素材、3D積層造形技術、
ロボット技術、ICT・IoT・AI等の先端技術を活用した事業
●地域課題解決型：地域の課題の解決に資する社会的事業

中小企業後継者育成のため、中小企業大学校派遣研修及び香川
大学大学院地域マネジメント研究科派遣研修に対して助成を行う。

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

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

大都市圏等のバイヤーと県内食品産業各社とのマッチングを
行う食品商談会及び地場産品を対象とした商談会を実施する。

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

創業を目指す方を対象として、必要な知識等に関する講義、創
業計画作成演習等を内容とする創業支援塾を開講する。また、創
業後間もない方を対象に、相談窓口を設けるとともに、創業の成
功事例の発表会を開催するなど、ネットワークづくりを促進する。

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

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

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

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

中小企業・小規模事業者等の事業承継への支援ニーズに対応
し、事業承継を促進するために、国からの委託によりコーディネー
ターを配置し、地域の専門家や支援機関と連携したきめ細やかな
個者支援を行う。

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

「かがわ農商工連携ファンド」の運用益を財源に、農林漁業者と
加工・流通などの分野の中小企業者が連携して行う事業に対し、
助成金の交付やモニター会の開催等新たな事業展開に向けた総
合的な支援を実施する。

創業者、第二創業者又は新分野進出者に対し、その初期投資
に必要な経費の一部を補助することにより、創業等の促進を図る。
（対象事業）
●先端技術活用型事業：CNF等高機能素材、3D積層造形技術、
ロボット技術、ICT・IoT・AI等の先端技術を活用した事業
●地域課題解決型：地域の課題の解決に資する社会的事業

中小企業後継者育成のため、中小企業大学校派遣研修及び香川
大学大学院地域マネジメント研究科派遣研修に対して助成を行う。

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

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

大都市圏等のバイヤーと県内食品産業各社とのマッチングを
行う食品商談会及び地場産品を対象とした商談会を実施する。

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

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

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

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

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

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

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

これまでの研究活動により蓄積された高温高圧流体技術等を
活用し、社会的課題を踏まえたテーマを中心に企業との共同開発
研究、開発可能性研究、受託研究を推進するとともに、疎水化
CNF開発研究やマイクロ波技術による冷凍食品均一加熱研究を
行う。また、実験機器開放や技術指導実験等による新商品開発等
の相談・指導を行い、企業等の技術開発を支援する。

「かがわ機能性食品等開発研究会」及び「かがわ冷凍食品研究
フォーラム」を運営するとともに、「新機能性表示食品開発相談セ
ンター」において機能性表示食品届出に関する技術指導・相談や
届出支援受託業務を実施する。

「知財総合支援窓口」を設置・運営し、配置した知的財産の専
門知識を有する窓口支援担当者等が、知財専門家（弁理士・弁護
士等）と協働して中小企業等が抱える知的財産に関する悩みや課
題をワンストップで解決できる相談・支援を行うとともに、知的財
産セミナー等の開催や中小企業等への個別訪問など、知的財産
の重要性等の普及啓発を行う。

中小企業者における戦略的な外国への特許出願等を促進する
ため、県内中小企業等の外国への特許出願等に要する費用の一
部を助成する。

一般社団法人香川県発明協会の行う発明奨励事業や青少年
の創造性開発育成事業等の事務を運営するほか、知的財産権制
度の普及を行う。

「香川県知的所有権センター」を設置・運営し、配置した知的財
産の活用を普及する特許流通コーディネーターが、知的財産の
活用に関する情報を収集・提供するとともに、県内企業への訪問
等を通じて、知的財産の活用に向けた広報活動を行う。

「香川県知的所有権センター」が、知的財産を活用した経営に
取り組む県内企業等を対象に、かがわ知財経営塾を開催するとと
もに、大企業等の開放特許等を県内企業等に紹介するなど、知財
マッチングの機会を提供する。

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

平成31年度
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プッシュ型事業承継支援高度化事業（企業支援課）

よろず支援拠点事業（企業支援課）
かがわ農商工連携ファンド事業（ファンド事業推進課）

起業等スタートアップ支援事業（企画情報課）

中小企業後継者育成事業（総務課）

次世代有望分野展示商談会事業（産学官連携推進課）

食品・地場産品商談会開催事業（企業支援課、取引支援課）

食品見本市出展事業（企業支援課）

農業の6次産業化等促進事業（ファンド事業推進課）

相談指導・専門家派遣事業（企業支援課）

プロフェッショナル人材戦略拠点事業（企業支援課）

ふるさと創業支援事業（新規創業・創業後支援事業）（企業支援課）

創業・新事業創出等支援

かがわものづくり新技術展示商談会開催事業（取引支援課）

販路開拓

新かがわ中小企業応援ファンド等事業（ファンド事業推進課ほか）

助　成

地域企業海外販路開拓支援事業（海外展開支援室）
食品産業支援事業（地域共同研究部）海外展開支援

知財総合支援窓口運営業務（知的財産支援課）

中小企業等外国出願支援事業（知的財産支援課）

香川県発明協会事務運営事業（知的財産支援課）

知的財産支援事業（知的財産普及課）

知的財産活用促進事業（知的財産普及課）

知的財産の活用支援

地域技術事業化推進事業（技術振興部ほか）

その他

頭脳化センター等施設提供事業（施設管理課）

施設利用

かがわ型新ビジネスモデル奨励事業（企業支援課）

芦原科学賞（産学官連携推進課）

顕　彰

先端技術成果実用化支援事業（技術振興部）

健康関連製品開発事業（技術振興部）

産業技術の高度化

研究開発事業（地域共同研究部）

研究開発
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創業を目指す方を対象として、必要な知識等に関する講義、創
業計画作成演習等を内容とする創業支援塾を開講する。また、創
業後間もない方を対象に、相談窓口を設けるとともに、創業の成
功事例の発表会を開催するなど、ネットワークづくりを促進する。

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

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

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

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

中小企業・小規模事業者等の事業承継への支援ニーズに対応
し、事業承継を促進するために、国からの委託によりコーディネー
ターを配置し、地域の専門家や支援機関と連携したきめ細やかな
個者支援を行う。

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

「かがわ農商工連携ファンド」の運用益を財源に、農林漁業者と
加工・流通などの分野の中小企業者が連携して行う事業に対し、
助成金の交付やモニター会の開催等新たな事業展開に向けた総
合的な支援を実施する。

創業者、第二創業者又は新分野進出者に対し、その初期投資
に必要な経費の一部を補助することにより、創業等の促進を図る。
（対象事業）
●先端技術活用型事業：CNF等高機能素材、3D積層造形技術、
ロボット技術、ICT・IoT・AI等の先端技術を活用した事業
●地域課題解決型：地域の課題の解決に資する社会的事業

中小企業後継者育成のため、中小企業大学校派遣研修及び香川
大学大学院地域マネジメント研究科派遣研修に対して助成を行う。

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

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

大都市圏等のバイヤーと県内食品産業各社とのマッチングを
行う食品商談会及び地場産品を対象とした商談会を実施する。

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

創業を目指す方を対象として、必要な知識等に関する講義、創
業計画作成演習等を内容とする創業支援塾を開講する。また、創
業後間もない方を対象に、相談窓口を設けるとともに、創業の成
功事例の発表会を開催するなど、ネットワークづくりを促進する。

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

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

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

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

中小企業・小規模事業者等の事業承継への支援ニーズに対応
し、事業承継を促進するために、国からの委託によりコーディネー
ターを配置し、地域の専門家や支援機関と連携したきめ細やかな
個者支援を行う。

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

「かがわ農商工連携ファンド」の運用益を財源に、農林漁業者と
加工・流通などの分野の中小企業者が連携して行う事業に対し、
助成金の交付やモニター会の開催等新たな事業展開に向けた総
合的な支援を実施する。

創業者、第二創業者又は新分野進出者に対し、その初期投資
に必要な経費の一部を補助することにより、創業等の促進を図る。
（対象事業）
●先端技術活用型事業：CNF等高機能素材、3D積層造形技術、
ロボット技術、ICT・IoT・AI等の先端技術を活用した事業
●地域課題解決型：地域の課題の解決に資する社会的事業

中小企業後継者育成のため、中小企業大学校派遣研修及び香川
大学大学院地域マネジメント研究科派遣研修に対して助成を行う。

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

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

大都市圏等のバイヤーと県内食品産業各社とのマッチングを
行う食品商談会及び地場産品を対象とした商談会を実施する。

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

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

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

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

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

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

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

これまでの研究活動により蓄積された高温高圧流体技術等を
活用し、社会的課題を踏まえたテーマを中心に企業との共同開発
研究、開発可能性研究、受託研究を推進するとともに、疎水化
CNF開発研究やマイクロ波技術による冷凍食品均一加熱研究を
行う。また、実験機器開放や技術指導実験等による新商品開発等
の相談・指導を行い、企業等の技術開発を支援する。

「かがわ機能性食品等開発研究会」及び「かがわ冷凍食品研究
フォーラム」を運営するとともに、「新機能性表示食品開発相談セ
ンター」において機能性表示食品届出に関する技術指導・相談や
届出支援受託業務を実施する。

「知財総合支援窓口」を設置・運営し、配置した知的財産の専
門知識を有する窓口支援担当者等が、知財専門家（弁理士・弁護
士等）と協働して中小企業等が抱える知的財産に関する悩みや課
題をワンストップで解決できる相談・支援を行うとともに、知的財
産セミナー等の開催や中小企業等への個別訪問など、知的財産
の重要性等の普及啓発を行う。

中小企業者における戦略的な外国への特許出願等を促進する
ため、県内中小企業等の外国への特許出願等に要する費用の一
部を助成する。

一般社団法人香川県発明協会の行う発明奨励事業や青少年
の創造性開発育成事業等の事務を運営するほか、知的財産権制
度の普及を行う。

「香川県知的所有権センター」を設置・運営し、配置した知的財
産の活用を普及する特許流通コーディネーターが、知的財産の
活用に関する情報を収集・提供するとともに、県内企業への訪問
等を通じて、知的財産の活用に向けた広報活動を行う。

「香川県知的所有権センター」が、知的財産を活用した経営に
取り組む県内企業等を対象に、かがわ知財経営塾を開催するとと
もに、大企業等の開放特許等を県内企業等に紹介するなど、知財
マッチングの機会を提供する。

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

よろず支援拠点事業（企業支援課）
かがわ農商工連携ファンド事業（ファンド事業推進課）

起業等スタートアップ支援事業（企画情報課）

中小企業後継者育成事業（総務課）

次世代有望分野展示商談会事業（産学官連携推進課）

食品・地場産品商談会開催事業（企業支援課、取引支援課）

食品見本市出展事業（企業支援課）

農業の6次産業化等促進事業（ファンド事業推進課）

相談指導・専門家派遣事業（企業支援課）

プロフェッショナル人材戦略拠点事業（企業支援課）

ふるさと創業支援事業（新規創業・創業後支援事業）（企業支援課）

創業・新事業創出等支援

かがわものづくり新技術展示商談会開催事業（取引支援課）

販路開拓

新かがわ中小企業応援ファンド等事業（ファンド事業推進課ほか）

助　成

地域企業海外販路開拓支援事業（海外展開支援室）
食品産業支援事業（地域共同研究部）海外展開支援

知財総合支援窓口運営業務（知的財産支援課）

中小企業等外国出願支援事業（知的財産支援課）

香川県発明協会事務運営事業（知的財産支援課）

知的財産支援事業（知的財産普及課）

知的財産活用促進事業（知的財産普及課）

知的財産の活用支援

地域技術事業化推進事業（技術振興部ほか）

その他

頭脳化センター等施設提供事業（施設管理課）

施設利用

かがわ型新ビジネスモデル奨励事業（企業支援課）

芦原科学賞（産学官連携推進課）

顕　彰

先端技術成果実用化支援事業（技術振興部）

健康関連製品開発事業（技術振興部）

産業技術の高度化

研究開発事業（地域共同研究部）

研究開発



希少糖を本県産業の成長につな
げるため、希少糖の生産開発支援
や、希少糖商品の販路拡大の促
進などを行う。

○糖質バイオ商品開発支援事業
•新たな希少糖生産に係る研究開発補助
•糖質バイオ分野における事業化補助
○香川の希少糖ブランド化推進事業
•都市部の国際食品見本市への出展支援

「かがわ希少糖ホワイト
バレー」プロジェクト事業

37,181
産業政策課
087-832-3352

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

タイで開催されるMETALEX 
2019やインドネシアで開催され
るManufacturing　Indonesia 
2019に香川県ブースを出展する
とともに、ベトナム経済セミナーを
開催する。

○METALEX2019出展支援
会期：2019年11月20日～23日　
会場：タイ・バンコク国際貿易展示センター

○Manufacturing Indonesia2019出展支援
会期：2019年12月4日～7日
会場：インドネシア・ジャカルタ国際展示場

アジア販路開拓支援事業

6,414
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

5,674
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

ジェトロ香川の機能を活用して、
県内企業等の海外展開の支援を
行う。

○ジェトロ香川に設置した「香川県海外ビジネス展開促進センター」において、海外展開に関心のあ
る県内企業等に対して企業訪問し、ニーズに合わせた情報提供、アドバイス、支援事業等の紹介
○海外展開の実現に向けたきめ細かな支援
○｢海外ビジネス人材育成講座｣の開催　など

貿易・国際投資支援事業
23,016
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

AI、IoTといった先端技術をあらゆる産
業に取り入れることにより、人手不足を
含めた社会課題の解決できる社会シス
テムである「Society5.0」を推進するこ
とで超スマート社会の実現を目指す。

○かがわAIゼミナール開催事業
○かがわAI＋活用支援事業
○AI等先端技術活用型研究開発支援事業
○スマートファクトリー活用等事業
○RPA・IoT・ロボット導入促進事業

（再掲）
かがわSociety5.0推進事業

134,025
産業政策課
087-832-3348

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

○かがわSociety5.0推進事業
○CNF等高機能素材製品開発支援事業
○次世代3D積層造形技術関連産業育成事業
○ものづくり基盤技術高度化支援事業
○機能性食品産業強化事業
○機能性食品開発支援事業
○発酵食品関連産業強化事業
○冷凍食品産業基盤強化事業

○エネルギー関連産業育成支援事業
○スマートエネルギー普及促進事業
○マーケティング力強化支援事業
○戦略的マッチング推進事業
○地域産業人材創出支援事業

次世代ものづくり産業
育成事業

231,593
産業政策課
087-832-3348

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

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

K-MIX関連産業育成
プロジェクト事業

19,429
産業政策課
087-832-3352

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

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

オリーブ産業強化
プロジェクト事業

6,111
産業政策課
087-832-3352

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

事　業　名 事　業　内　容 31年度事業内容 事　業　名 事　業　内　容 31年度事業内容

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

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

海外ビジネスチャンス
活用支援事業

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

○直行便就航地域現地調査支援事業
•直行便就航地域への進出や販路開拓を目指す県内企業の現地調査等に要する経費の一部補助
○台湾販路開拓支援事業
•台湾政府機関及び経済団体との共催による香川県台湾商談会の開催
○上海ビジネス展開支援事業
•上海地域における県内企業の現地視察や販路開拓等に対する支援

直行便就航国・地域
ビジネス展開支援事業

16,389
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

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

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

•10人を超える新規常用雇用に対する助成あり
•助成限度額　5億円

企業誘致助成制度

2,999,494
企業立地推進課
087-832-3354

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

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

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

事業承継支援事業

2,650
経営支援課
087-832-3345

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

県内中小企業が災害等による事
業資産の損害を最小限にとどめ
つつ、中核となる事業の継続や早
期復旧ができるようBCP（事業継
続計画）策定を促進する。

○中小企業BCP策定セミナー
•中小企業を対象にした、BCP策定セミナーの開催
○中小企業BCP個別相談会
•各中小企業が抱える個々の課題についての具体的解決に向けて、個別相談会を開催
○中小企業BCP策定等支援補助
•専門家の指導等によりBCPの策定・見直しを行った際の経費の一部を補助
（補助率1／2、補助上限70万円、製造業のみ）

○香川県中小企業BCP優良取組事業所認定
•BCPを策定し、事業継続に取り組む中小企業のうち、優れた取組を行っている企業を認定

中小企業BCP策定
運用促進事業

7,740
経営支援課
087-832-3343

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

○補助対象者
•香川県企業誘致条例に基づく「助成対象企業」として指定を受けていること
•中小企業であること　•補助対象期間内に5人以上の新規常用雇用の実績があること
•新たに取得した施設で勤務していること
○補助対象経費
•新規常用雇用者の確保に必要な次の経費
•求人広告費　•人材紹介経費　•企業説明会及び就職説明会に係る経費
○補助率
•要した経費の1／2以内（補助上限100万円）
○対象期間
•事業開始日の１年前の日から事業開始日（但し、事業計画の提出日以降に限る）
○申請期間
•事業開始日から３か月以内

企業立地に伴う新規
雇用の補助制度

本社機能（調査・企画部門、研究
開発部門など）を移転・拡充する
企業に対し、県税の優遇措置を行
う。

○対象
事務所、研究所、研修所のいずれかであって、重要な役割（調査・企画部門、研
究開発部門など）を担う本社機能を移転・拡充する企業

○要件
着工前に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画（本社機能の移転又は
拡充に係る計画）を作成し、県の認定を受けること。

○優遇措置（地方における本社機能の拡充の場合）
不動産取得税：土地の税率3％⇒0.3％、家屋の税率4％⇒0.4％
※その他、国税の優遇措置あり

本社機能の移転・拡充
支援制度

7,000
企業立地推進課
087-832-3354

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

―
企業立地推進課
087-832-3355

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

地域の特性を生かして高い付加
価値を創出し、地域の事業者に対
する経済的波及効果を及ぼすこ
とにより地域経済を牽引する事業
（地域経済牽引事業）を支援する。

○要件
①着工前に県に地域経済牽引事業計画を申請し、承認を受けること。
②設備取得前に国に先進性の確認申請を行い、先進性の確認を受けること。

○優遇措置
不動産取得税の免除：土地の税率3％⇒0％、家屋の税率4％⇒0％
※その他、国税の優遇措置あり

地域未来投資促進法
支援制度

―
企業立地推進課
087-832-3354

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

平成31年度 香川県の主な中小企業支援事業平成31年度 香川県の主な中小企業支援事業

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

○新規創業支援
○経営革新支援

○経営安定支援
○企業立地支援

○商店街支援
○事業承継支援

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

中小企業振興融資

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

○補助対象者
県外に在住する学生であって次のいずれかの者
⑴「jobナビかがわ」に登録し、香川県等が主催する合同就職面接会に参加する者
⑵「インターンシップナビかがわ」に登録し、香川県等が主催する企業見学会に参加する者
⑶「インターンシップナビかがわ」に登録し、「インターンシップナビかがわ」で募集
する県内企業で実施するインターンシップに参加する者

○補助対象経費
現住所（県外住所地）から県内の目的地までの間を経済的合理的な経路で往復移
動するときに要する交通費

○補助限度額
10,000円

かがわで就活！
応援事業補助金

1,600,000
就職・移住支援センター
（ワークサポートかがわ）
087-802-4700

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

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

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

○補助率
•資金借入に伴う利子のうち年利1％以下で算定期間内に支払われた額の10／10
○補助期間
•融資実行日から起算して7年以内
○補助金額の上限
•100万円／年（香川県中小企業BCP優良取組認定事業所は200万円／年）

県内中小企業設備投資
資金利子補給補助事業

99,200
経営支援課
087-832-3345

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

39,220,000
経営支援課
087-832-3347

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

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

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

働き方改革
環境づくり助成事業

7,761
労働政策課
087-832-3366

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

県内事業所や外国人労働者から
の、外国人を雇用する場合の在留
資格や労務に関する相談を総合的
に受け付ける窓口の設置や、外国
人雇用に関する講演会の開催等を
行う。

○外国人労働人材関係相談窓口の設置
○留学生に対する県内就職支援
○企業向け外国人人材活用のための講演会の開催
○外国人人材の雇用に関するガイドブックの作成

外国人雇用促進事業

7,584
労働政策課
087-832-3400

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号
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希少糖を本県産業の成長につな
げるため、希少糖の生産開発支援
や、希少糖商品の販路拡大の促
進などを行う。

○糖質バイオ商品開発支援事業
•新たな希少糖生産に係る研究開発補助
•糖質バイオ分野における事業化補助
○香川の希少糖ブランド化推進事業
•都市部の国際食品見本市への出展支援

「かがわ希少糖ホワイト
バレー」プロジェクト事業

37,181
産業政策課
087-832-3352

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

タイで開催されるMETALEX 
2019やインドネシアで開催され
るManufacturing　Indonesia 
2019に香川県ブースを出展する
とともに、ベトナム経済セミナーを
開催する。

○METALEX2019出展支援
会期：2019年11月20日～23日　
会場：タイ・バンコク国際貿易展示センター

○Manufacturing Indonesia2019出展支援
会期：2019年12月4日～7日
会場：インドネシア・ジャカルタ国際展示場

アジア販路開拓支援事業

6,414
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

5,674
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

ジェトロ香川の機能を活用して、
県内企業等の海外展開の支援を
行う。

○ジェトロ香川に設置した「香川県海外ビジネス展開促進センター」において、海外展開に関心のあ
る県内企業等に対して企業訪問し、ニーズに合わせた情報提供、アドバイス、支援事業等の紹介
○海外展開の実現に向けたきめ細かな支援
○｢海外ビジネス人材育成講座｣の開催　など

貿易・国際投資支援事業
23,016
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

AI、IoTといった先端技術をあらゆる産
業に取り入れることにより、人手不足を
含めた社会課題の解決できる社会シス
テムである「Society5.0」を推進するこ
とで超スマート社会の実現を目指す。

○かがわAIゼミナール開催事業
○かがわAI＋活用支援事業
○AI等先端技術活用型研究開発支援事業
○スマートファクトリー活用等事業
○RPA・IoT・ロボット導入促進事業

（再掲）
かがわSociety5.0推進事業

134,025
産業政策課
087-832-3348

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

○かがわSociety5.0推進事業
○CNF等高機能素材製品開発支援事業
○次世代3D積層造形技術関連産業育成事業
○ものづくり基盤技術高度化支援事業
○機能性食品産業強化事業
○機能性食品開発支援事業
○発酵食品関連産業強化事業
○冷凍食品産業基盤強化事業

○エネルギー関連産業育成支援事業
○スマートエネルギー普及促進事業
○マーケティング力強化支援事業
○戦略的マッチング推進事業
○地域産業人材創出支援事業

次世代ものづくり産業
育成事業

231,593
産業政策課
087-832-3348

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

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

K-MIX関連産業育成
プロジェクト事業

19,429
産業政策課
087-832-3352

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

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

オリーブ産業強化
プロジェクト事業

6,111
産業政策課
087-832-3352

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

事　業　名 事　業　内　容 31年度事業内容 事　業　名 事　業　内　容 31年度事業内容

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

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

海外ビジネスチャンス
活用支援事業

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

○直行便就航地域現地調査支援事業
•直行便就航地域への進出や販路開拓を目指す県内企業の現地調査等に要する経費の一部補助
○台湾販路開拓支援事業
•台湾政府機関及び経済団体との共催による香川県台湾商談会の開催
○上海ビジネス展開支援事業
•上海地域における県内企業の現地視察や販路開拓等に対する支援

直行便就航国・地域
ビジネス展開支援事業

16,389
産業政策課
087-832-3353

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

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

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

•10人を超える新規常用雇用に対する助成あり
•助成限度額　5億円

企業誘致助成制度

2,999,494
企業立地推進課
087-832-3354

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

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

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

事業承継支援事業

2,650
経営支援課
087-832-3345

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

県内中小企業が災害等による事
業資産の損害を最小限にとどめ
つつ、中核となる事業の継続や早
期復旧ができるようBCP（事業継
続計画）策定を促進する。

○中小企業BCP策定セミナー
•中小企業を対象にした、BCP策定セミナーの開催
○中小企業BCP個別相談会
•各中小企業が抱える個々の課題についての具体的解決に向けて、個別相談会を開催
○中小企業BCP策定等支援補助
•専門家の指導等によりBCPの策定・見直しを行った際の経費の一部を補助
（補助率1／2、補助上限70万円、製造業のみ）

○香川県中小企業BCP優良取組事業所認定
•BCPを策定し、事業継続に取り組む中小企業のうち、優れた取組を行っている企業を認定

中小企業BCP策定
運用促進事業

7,740
経営支援課
087-832-3343

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

○補助対象者
•香川県企業誘致条例に基づく「助成対象企業」として指定を受けていること
•中小企業であること　•補助対象期間内に5人以上の新規常用雇用の実績があること
•新たに取得した施設で勤務していること
○補助対象経費
•新規常用雇用者の確保に必要な次の経費
•求人広告費　•人材紹介経費　•企業説明会及び就職説明会に係る経費
○補助率
•要した経費の1／2以内（補助上限100万円）
○対象期間
•事業開始日の１年前の日から事業開始日（但し、事業計画の提出日以降に限る）
○申請期間
•事業開始日から３か月以内

企業立地に伴う新規
雇用の補助制度

本社機能（調査・企画部門、研究
開発部門など）を移転・拡充する
企業に対し、県税の優遇措置を行
う。

○対象
事務所、研究所、研修所のいずれかであって、重要な役割（調査・企画部門、研
究開発部門など）を担う本社機能を移転・拡充する企業

○要件
着工前に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画（本社機能の移転又は
拡充に係る計画）を作成し、県の認定を受けること。

○優遇措置（地方における本社機能の拡充の場合）
不動産取得税：土地の税率3％⇒0.3％、家屋の税率4％⇒0.4％
※その他、国税の優遇措置あり

本社機能の移転・拡充
支援制度

7,000
企業立地推進課
087-832-3354

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

―
企業立地推進課
087-832-3355

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

地域の特性を生かして高い付加
価値を創出し、地域の事業者に対
する経済的波及効果を及ぼすこ
とにより地域経済を牽引する事業
（地域経済牽引事業）を支援する。

○要件
①着工前に県に地域経済牽引事業計画を申請し、承認を受けること。
②設備取得前に国に先進性の確認申請を行い、先進性の確認を受けること。

○優遇措置
不動産取得税の免除：土地の税率3％⇒0％、家屋の税率4％⇒0％
※その他、国税の優遇措置あり

地域未来投資促進法
支援制度

―
企業立地推進課
087-832-3354

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

平成31年度 香川県の主な中小企業支援事業平成31年度 香川県の主な中小企業支援事業

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

○新規創業支援
○経営革新支援

○経営安定支援
○企業立地支援

○商店街支援
○事業承継支援

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

中小企業振興融資

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

○補助対象者
県外に在住する学生であって次のいずれかの者
⑴「jobナビかがわ」に登録し、香川県等が主催する合同就職面接会に参加する者
⑵「インターンシップナビかがわ」に登録し、香川県等が主催する企業見学会に参加する者
⑶「インターンシップナビかがわ」に登録し、「インターンシップナビかがわ」で募集
する県内企業で実施するインターンシップに参加する者

○補助対象経費
現住所（県外住所地）から県内の目的地までの間を経済的合理的な経路で往復移
動するときに要する交通費

○補助限度額
10,000円

かがわで就活！
応援事業補助金

1,600,000
就職・移住支援センター
（ワークサポートかがわ）
087-802-4700

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

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

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

○補助率
•資金借入に伴う利子のうち年利1％以下で算定期間内に支払われた額の10／10
○補助期間
•融資実行日から起算して7年以内
○補助金額の上限
•100万円／年（香川県中小企業BCP優良取組認定事業所は200万円／年）

県内中小企業設備投資
資金利子補給補助事業

99,200
経営支援課
087-832-3345

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

39,220,000
経営支援課
087-832-3347

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

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

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

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

働き方改革
環境づくり助成事業

7,761
労働政策課
087-832-3366

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号

県内事業所や外国人労働者から
の、外国人を雇用する場合の在留
資格や労務に関する相談を総合的
に受け付ける窓口の設置や、外国
人雇用に関する講演会の開催等を
行う。

○外国人労働人材関係相談窓口の設置
○留学生に対する県内就職支援
○企業向け外国人人材活用のための講演会の開催
○外国人人材の雇用に関するガイドブックの作成

外国人雇用促進事業

7,584
労働政策課
087-832-3400

予算額（千円）
担 当 課
電 話 番 号
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第11期
かがわ農商工連携ファンドの支援対象事業を決定しました!!

❶ 新分野等チャレンジ支援事業 採択6件（申請10件） 採択額 5,946千円
採択額（千円）事 業 者事 業 名

財団では、平成29年度に造成した「新かがわ中小企業応援ファンド」などを活用して、中小企業者等が行う研究開発や販路開拓、
人材育成などの取組を総合的に支援しています。
平成31年度の助成事業について、平成30年11月19日から平成31年1月18日まで募集を行ったところ、75件の申請があり、審査
の結果、次の45件を採択しました。

財団では総額28億円の「かがわ農商工連携ファンド」を造成し、その運用益で、県内の農林漁業者と中小企業者が連携・協力して
行う新商品開発等を支援しています。
第11期の助成事業について、平成30年10月22日から12月11日まで募集したところ、新商品等開発支援事業5件の申請があり、
審査の結果、次の5件を採択しました。

946㈱ADSムラカミ（高松市）多目的段差解消機兼入浴補助装置への安全装置考案及び異物侵入防止策への研究・開発
1,000㈲香川メタルス（高松市）鋳物の生産支援システムの開発
1,000㈱小豆島クリーンサービス（小豆島町）環境負荷の低い天然アルカリ洗剤の生産体制の構築事業
1,000㈱高畑精麦（善通寺市）香川県産はだか麦の麦稈ストローの商品開発
1,000高松帝酸㈱（高松市）ガスを用いたＣＮＦ前処理技術の検討
1,000㈱めりけんや（宇多津町）オリーブうどんをベースにした機能性表示食品の開発

❷ 競争力強化研究開発支援事業 採択10件（申請15件） 採択額 44,661千円
採択額（千円）事 業 者事 業 名
5,000㈱岩佐佛喜堂（高松市）交通事故を予防する為のお香開発と効果分析
5,000㈱久保田麺業（丸亀市）麺の品質向上に伴う競争力強化
5,000ケイ・タス㈱（高松市）業界初！義肢装具企業様向けＦreeitems（PO+）システムの研究開発
5,000㈱タカハタ（高松市）省スペース型豆腐自動製造装置の開発
2,603東洋オリーブ㈱（小豆島町）オリーブセラミドの確立と化粧品への展開
5,000㈱日進機械（高松市）住環境における現場型漏水検知・診断システムの開発

○ 新商品等開発支援事業 採択5件（申請5件） 採択額 11,559千円
採択額（千円）連携体事業者事 業 名

1,119㈲グッドワーク（三木町）
香川県農業協同組合（高松市）アスパラガス収穫作業用座椅子台車の製造と販路開拓

3,452ガイナファーム㈱（高松市）
眞鍋牧場（丸亀市）

アスパラガスの未利用資源を有効活用したペーストとその加工品開発・
販路開拓

2,453讃岐罐詰㈱（三豊市）
香川県農業協同組合（高松市）オリーブ牛の低需要部位を活用した缶詰製品の新商品開発と販路開拓

1,747高松青果㈱（高松市）
F-farm（高松市）香川の伝統野菜等の継承と販路拡大

2,788㈱高橋商店（小豆島町）
㈱ミネック（高松市）ハチミツを主とした調味料の開発と販路開拓

2,058ハイスキー食品工業㈱（三木町）こんにゃく（マンナンミール）のドライ化技術の開発
5,000㈱パル技研（高松市）海外仕様マイクロ波センサの開発
5,000㈱FUJIDAN（東かがわ市）フイルム包装材製造工程の自動化による生産性・品質の向上
5,000㈱ミトラ（高松市）生殖補助医療における業務効率と医療の質の向上を支援するソフトウェアシステム開発事業

❸ 地場産業・地域資源活用支援事業 採択7件（申請13件） 採択額 20,796千円
採択額（千円）事 業 者事 業 名
3,000アーバン工芸㈱（東かがわ市）東かがわの縫製技術を活用した自社ブランドの生産能力向上及び販路開拓
2,900㈱イチーナ（東かがわ市)）新規ライフスタイルニットブランドの創造及びインテリア・ライフスタイルアイテムの提案
3,000㈱請川窯業（観音寺市）軽量・耐震・断熱・防露等の機能を有する施工方法の開発
2,896㈱カワニシカバンプロダクト（高松市）香川から世界へ！「発信力」という強みを活かしたカバン製造業の復活
3,000金両㈱（小豆島町）高品質化粧品の開発
3,000㈱フクシン（東かがわ市）ブランド力強化のための新商品開発

3,000㈱マルキン（観音寺市）
「高付加価値」「専用麺」「即食」をキーワードにした商品開発による、讃岐うどんブラ
ンドの新しい魅力の創造。

❹ 県外見本市出展支援事業 採択9件（申請9件） 採択額 2,720千円
採択額（千円）事 業 者事 業 者

150㈱松浦唐立軒（高松市）くりや㈱（さぬき市）
320㈱まんでがん（善通寺市）㈱コヤマ・システム（高松市）
350メロディ・インターナショナル㈱（高松市）㈱瀬戸内オリーブ（坂出市）

採択額（千円）

350
240

330

❺ 海外見本市出展支援事業 採択4件（申請11件） 採択額 4,000千円
採択額（千円）事 業 者見 本 市 名 称（ 国 地 域 ）
1,000㈲アイヴエモーション（さぬき市）EURO BIKE（ドイツ・フリードリヒハーフェン）
1,000㈱久保田麺業（丸亀市）ANUGA（ドイツ・ケルン）

1,000メロディ・インターナショナル㈱（高松市）MEDICAL FAIR THAILAND（タイ・バンコク）
1,000㈱長峰製作所（まんのう町）第十九届中国国際金型技術と設備展示会 DIE&MOULD CHINA（中国・上海市）

❼ 創業ベンチャー支援事業
【創業ベンチャー支援】 採択3件（申請11件） 採択額 4,818千円

採択額（千円）事 業 者事 業 名
2,000加地　正人（三豊市）地域ブランドプロデュースし地場産業にイノベーションを興す「伊吹島プロジェクト」
2,000三浦　大樹（丸亀市）熱履歴検査事業

818三好　昭浩（土庄町）小豆島産放牧豚及び香川県産讃岐オリーブ夢豚を原料とし、醤油麹菌で発酵させる
長期熟成生ハムの製造販売

【かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ２０１8最優秀賞認定事業】 採択1件（申請1件） 採択額 1,981千円
採択額（千円）事 業 者事 業 名
1,981西藤　翼（高松市）コンクリート構造物の塩害劣化検査サービス
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平成31年度
新かがわ中小企業応援ファンド等事業の支援事業を
決定しました!!

平成31年度
新かがわ中小企業応援ファンド等事業の支援事業を
決定しました!!

事 業 者
㈱ダイコープロダクト（さぬき市）
㈱ハガタ屋（東かがわ市）

採択額（千円）

280
350

350

㈱ホーコーエン（宇多津町）

❻ ものづくり生産性向上・スキルアップ支援事業 採択5件（申請5件） 採択額  7,064千円
採択額（千円）事 業 者事 業 名
1,573一光電機㈱（高松市）時代の激変に対応するため、内的要因と外的要因にチャレンジする生産性向上プログラム
509大成薬品工業㈱（観音寺市）ISO22716取得に向けての生産性向上のための支援事業

1,449㈱FUJIDAN（東かがわ市）製造現場における高効率化生産体制の構築による生産性向上施策
2,000ラモナー㈱（宇多津町）多品種少量生産に向けた生産現場改善と生産プロセス再構築

1,533農協食品㈱（丸亀市）HACCPに基づいたシステムを構築する中で、人材育成と、製造工程管理の改善と技
術向上を図る事業

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

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



特集❸

特集❷

第11期
かがわ農商工連携ファンドの支援対象事業を決定しました!!

❶ 新分野等チャレンジ支援事業 採択6件（申請10件） 採択額 5,946千円
採択額（千円）事 業 者事 業 名

財団では、平成29年度に造成した「新かがわ中小企業応援ファンド」などを活用して、中小企業者等が行う研究開発や販路開拓、
人材育成などの取組を総合的に支援しています。
平成31年度の助成事業について、平成30年11月19日から平成31年1月18日まで募集を行ったところ、75件の申請があり、審査
の結果、次の45件を採択しました。

財団では総額28億円の「かがわ農商工連携ファンド」を造成し、その運用益で、県内の農林漁業者と中小企業者が連携・協力して
行う新商品開発等を支援しています。
第11期の助成事業について、平成30年10月22日から12月11日まで募集したところ、新商品等開発支援事業5件の申請があり、
審査の結果、次の5件を採択しました。

946㈱ADSムラカミ（高松市）多目的段差解消機兼入浴補助装置への安全装置考案及び異物侵入防止策への研究・開発
1,000㈲香川メタルス（高松市）鋳物の生産支援システムの開発
1,000㈱小豆島クリーンサービス（小豆島町）環境負荷の低い天然アルカリ洗剤の生産体制の構築事業
1,000㈱高畑精麦（善通寺市）香川県産はだか麦の麦稈ストローの商品開発
1,000高松帝酸㈱（高松市）ガスを用いたＣＮＦ前処理技術の検討
1,000㈱めりけんや（宇多津町）オリーブうどんをベースにした機能性表示食品の開発

❷ 競争力強化研究開発支援事業 採択10件（申請15件） 採択額 44,661千円
採択額（千円）事 業 者事 業 名
5,000㈱岩佐佛喜堂（高松市）交通事故を予防する為のお香開発と効果分析
5,000㈱久保田麺業（丸亀市）麺の品質向上に伴う競争力強化
5,000ケイ・タス㈱（高松市）業界初！義肢装具企業様向けＦreeitems（PO+）システムの研究開発
5,000㈱タカハタ（高松市）省スペース型豆腐自動製造装置の開発
2,603東洋オリーブ㈱（小豆島町）オリーブセラミドの確立と化粧品への展開
5,000㈱日進機械（高松市）住環境における現場型漏水検知・診断システムの開発

○ 新商品等開発支援事業 採択5件（申請5件） 採択額 11,559千円
採択額（千円）連携体事業者事 業 名

1,119㈲グッドワーク（三木町）
香川県農業協同組合（高松市）アスパラガス収穫作業用座椅子台車の製造と販路開拓

3,452ガイナファーム㈱（高松市）
眞鍋牧場（丸亀市）

アスパラガスの未利用資源を有効活用したペーストとその加工品開発・
販路開拓

2,453讃岐罐詰㈱（三豊市）
香川県農業協同組合（高松市）オリーブ牛の低需要部位を活用した缶詰製品の新商品開発と販路開拓

1,747高松青果㈱（高松市）
F-farm（高松市）香川の伝統野菜等の継承と販路拡大

2,788㈱高橋商店（小豆島町）
㈱ミネック（高松市）ハチミツを主とした調味料の開発と販路開拓

2,058ハイスキー食品工業㈱（三木町）こんにゃく（マンナンミール）のドライ化技術の開発
5,000㈱パル技研（高松市）海外仕様マイクロ波センサの開発
5,000㈱FUJIDAN（東かがわ市）フイルム包装材製造工程の自動化による生産性・品質の向上
5,000㈱ミトラ（高松市）生殖補助医療における業務効率と医療の質の向上を支援するソフトウェアシステム開発事業

❸ 地場産業・地域資源活用支援事業 採択7件（申請13件） 採択額 20,796千円
採択額（千円）事 業 者事 業 名
3,000アーバン工芸㈱（東かがわ市）東かがわの縫製技術を活用した自社ブランドの生産能力向上及び販路開拓
2,900㈱イチーナ（東かがわ市)）新規ライフスタイルニットブランドの創造及びインテリア・ライフスタイルアイテムの提案
3,000㈱請川窯業（観音寺市）軽量・耐震・断熱・防露等の機能を有する施工方法の開発
2,896㈱カワニシカバンプロダクト（高松市）香川から世界へ！「発信力」という強みを活かしたカバン製造業の復活
3,000金両㈱（小豆島町）高品質化粧品の開発
3,000㈱フクシン（東かがわ市）ブランド力強化のための新商品開発

3,000㈱マルキン（観音寺市）
「高付加価値」「専用麺」「即食」をキーワードにした商品開発による、讃岐うどんブラ
ンドの新しい魅力の創造。

❹ 県外見本市出展支援事業 採択9件（申請9件） 採択額 2,720千円
採択額（千円）事 業 者事 業 者

150㈱松浦唐立軒（高松市）くりや㈱（さぬき市）
320㈱まんでがん（善通寺市）㈱コヤマ・システム（高松市）
350メロディ・インターナショナル㈱（高松市）㈱瀬戸内オリーブ（坂出市）

採択額（千円）

350
240

330

❺ 海外見本市出展支援事業 採択4件（申請11件） 採択額 4,000千円
採択額（千円）事 業 者見 本 市 名 称（ 国 地 域 ）
1,000㈲アイヴエモーション（さぬき市）EURO BIKE（ドイツ・フリードリヒハーフェン）
1,000㈱久保田麺業（丸亀市）ANUGA（ドイツ・ケルン）

1,000メロディ・インターナショナル㈱（高松市）MEDICAL FAIR THAILAND（タイ・バンコク）
1,000㈱長峰製作所（まんのう町）第十九届中国国際金型技術と設備展示会 DIE&MOULD CHINA（中国・上海市）

❼ 創業ベンチャー支援事業
【創業ベンチャー支援】 採択3件（申請11件） 採択額 4,818千円

採択額（千円）事 業 者事 業 名
2,000加地　正人（三豊市）地域ブランドプロデュースし地場産業にイノベーションを興す「伊吹島プロジェクト」
2,000三浦　大樹（丸亀市）熱履歴検査事業

818三好　昭浩（土庄町）小豆島産放牧豚及び香川県産讃岐オリーブ夢豚を原料とし、醤油麹菌で発酵させる
長期熟成生ハムの製造販売

【かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ２０１8最優秀賞認定事業】 採択1件（申請1件） 採択額 1,981千円
採択額（千円）事 業 者事 業 名
1,981西藤　翼（高松市）コンクリート構造物の塩害劣化検査サービス
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平成31年度
新かがわ中小企業応援ファンド等事業の支援事業を
決定しました!!

平成31年度
新かがわ中小企業応援ファンド等事業の支援事業を
決定しました!!

事 業 者
㈱ダイコープロダクト（さぬき市）
㈱ハガタ屋（東かがわ市）

採択額（千円）

280
350

350

㈱ホーコーエン（宇多津町）

❻ ものづくり生産性向上・スキルアップ支援事業 採択5件（申請5件） 採択額  7,064千円
採択額（千円）事 業 者事 業 名
1,573一光電機㈱（高松市）時代の激変に対応するため、内的要因と外的要因にチャレンジする生産性向上プログラム
509大成薬品工業㈱（観音寺市）ISO22716取得に向けての生産性向上のための支援事業

1,449㈱FUJIDAN（東かがわ市）製造現場における高効率化生産体制の構築による生産性向上施策
2,000ラモナー㈱（宇多津町）多品種少量生産に向けた生産現場改善と生産プロセス再構築

1,533農協食品㈱（丸亀市）HACCPに基づいたシステムを構築する中で、人材育成と、製造工程管理の改善と技
術向上を図る事業

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

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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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

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

【FOODEX JAPAN 2019の概要】
平成31年3月5日（火）～8日（金）10：00～17：00（最終日は16：00）会　期
幕張メッセ（全館）会　場
一般社団法人日本能率協会、一般社団法人日本ホテル協会 等主　催
80,426名（※前年実績　72,428名）来場者数
●アジア最大級の国際食品・飲料展。　●商談を目的としたバイヤー向けのビジネスト
レードショーで、国内外への販路開拓可能。　●試食・試飲や実演が可能。

特　色

【かがわ機能性食品等開発研究会第6回シンポジウムの開催】 【財団の支援により県産食材を活用した機能性表示食品が３製品誕生】
平成31年1月29日(火)13：30～16：20日　時
サンポートホール高松61会議室場　所
県内食品企業担当者等 68名参加者

財団地域共同研究部の「機能性表
示食品開発相談センター」の支援
を受けて、県産食材を活用した次の
3製品が機能性表示食品として消
費者庁に届出が受理されました。

再生医療の産業化に向けた未分化・造腫瘍性細胞の検出技術の開発プロジェクト名 
バイオ技 術 分 野
再生医療への貢献が期待されるiPS細胞を用いた細胞加工製品には、癌化につながる未分化細胞の残留可能性が残るこ
とから、その未分化細胞の混入を従来技術より信頼性高く、簡便、高速に検出するため、新技術の研究開発を行いました。

研究開発の目的

今回の研究開発成果を盛り込んだ「レクチンチップ」と「高感度蛍光検出システム」の販売を平成30年8月28日から開始し
ました。本システムはバイオ医薬品・ワクチン・機能性食品等の、薬効メカニズム研究においても応用が期待されています。

実用化・事業化の状況

【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）】
13小間（5.4ｍ×17.55ｍ）出展規模
10ホールBブロック（全国食品博ゾーン）出展場所
21者（香川の希少糖ブース含みブース全体として）出展者
（かがわ産業支援財団ブース参加者：8者）

（香川の希少糖ブース：希少糖関連商品を取り扱う13者）

かがわ糖質バイオフォーラム第11回シンポジウムを開催し、産学官の人的ネットワークの構築を図りました
1月31日（木）、当日は、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 俊彦様から「希少糖Ｄ‒アルロースによるＧＬＰ‒１シグナリングと肥満・糖尿病の改善」と題して、
また、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 乳酸菌研究所長の浅見 幸夫様から「乳酸
菌の健康機能と可能性」と題して、御講演いただきました。
また、会場入口のホールにて、香川大学をはじめとする研究機関や企業からの希少糖及び機能糖鎖・複
合糖質糖鎖に関する研究成果や商品開発事例のポスター発表や製品展示を行い、産学官の交流の場を設
けました。
今回のシンポジウムは、あいにくの雨にも関わらず、87名の方々の参加がありました。
今後とも定期的にシンポジウムを開催し、希少糖をはじめとする糖質バイオ分野における産学官の人的

ネットワークの構築を図ってまいりたいと考えています。

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

「FOODEX JAPAN 2019」に香川県ブースを出展しました
香川県の主要産業の一つである食品産業の魅力を発信するとともに、関連する企業の販路開拓を支援するため、国内最大級の食品
関連見本市「FOODEX JAPAN 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致しました。

地場産業の商品開発等の支援、ギフト・ショーに出展しました
当財団では、地場産業5業種（手袋、石材、漆器、うちわ、家具）の振興を図るため、
商品開発等に実績を有する講師を招き、従来の販路とは異なるインテリアショップ
やセレクトショップ等のマーケットに向けた商品の開発を支援しました。
開発された商品等は、「第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 
The 5th LIFE╳DESIGN」（平成31年2月12日～15日／東京ビックサイト）に出展
し、多くのバイヤーにPRすることができました。

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

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、㈱ミトヨフーズ、安田食品工業㈱、㈱ルーブ、㈱レアスウィート

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

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　TEL.087-840-0338　FAX.087-864-6303お問い合わせ先 常時ご相談に応じていますの

で、お気軽にご連絡ください。

株式会社レクザムが戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）を活用し事業化に成功
財団では、県内中小企業等のものづくり技術の高度化を促進させるため、サポイン事業（経済産業省補助事業）の申請から事業化までのフ

ォローアップを行っています。株式会社レクザムは、この事業を活用して平成27年度から約3年間研究開発に取り組み事業化に成功しました。

平成31年2月14日（木）、15日（金）10：30～16：40開催日時
京都パルスプラザ（京都府綜合見本市会館）２階　第２展示場開催場所
機械・金属加工、樹脂加工、システム開発等対象業種
事前予約面談と事前予約なしでのフリー面談の２方式面談方式

面談件数 27件　　全体 1,350件香川県受注企業
全体 128社参加発注企業 香川県 8社　　全体 329社参加受注企業

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

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年度「近畿・四国合同広域商談会」を開催しました

機能性表示食品開発の支援活動と成果

大麦
パンケーキミックス
吉原食糧㈱
食後血糖値上昇抑制

ぷちぷち食感
蒸し大麦
㈱山清
食後血糖値上昇抑制

（公財）日本健康・栄養食品協会
青山事務局長に「機能性表示食
品をとりまく最近の動き」につい
てご講演をいただくとともに、
（株）ルーヴ 野崎社長に機能性
食品開発の事例発表をしていただくなど、機能性表示食品
の開発や登録についての理解を深める取組みを行いました。

エキストラヴァージン
オリーブオイル
小豆島ヘルシーランド㈱
血中LDL酸化抑制

●測定結果の信頼性が低い
●測定時間が長い（12時間）
●クリーン設備や熟練操作者が必要

課題

従来技術 新技術

幹細胞中の特定の遺伝子量を測定 幹細胞表面特有の糖鎖分子を直接検出

細胞表面の糖鎖の
高速解析が可能な
蛍光検出装置

専用チップを用いて簡便に解析！

●測定結果の信頼性向上
●測定時間の高速化（3時間）
●測定設備の簡易化・コスト低減

特徴

極微量の遺伝子
（RNA）を抽出後、
増幅する

外環境からの
汚染により、
誤判定が出やすい

糖鎖のイメージ図

細胞

細胞表層に生える糖鎖高度化

「香川県新技術・新工法展示商談会 in 日立製作所」を開催しました
平成31年1月18日（金）、株式会社日立製作所の御協力をいただき、県内企業23社及び香川高等専門学校詫間キャンパスが、東京
都内において、自社の新技術・新工法を展示する商談会を開催しました。
この展示商談会は、株式会社日立製作所及び関連会社の調達等の担当者を主対象として、県内企業の優れた技術や製品を展示し、
直接提案することにより新たな販路拡大を目指すものです。
会期中は、株式会社日立製作所及び関連企業を含めた344名が来場され、各ブースで出展企

業との活発な商談が行われました。出展企業にとっては、株式会社日立製作所の多くの関係者に
自社の技術等を直接提案するとともに、大手企業のニーズを把握できる絶好の機会となりました。
財団では、今回の出展企業に対しフォローアップを行い、具体的な取引につながるようサポ
ートをするなど、県内企業の販路拡大を積極的に支援します。
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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

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

【FOODEX JAPAN 2019の概要】
平成31年3月5日（火）～8日（金）10：00～17：00（最終日は16：00）会　期
幕張メッセ（全館）会　場
一般社団法人日本能率協会、一般社団法人日本ホテル協会 等主　催
80,426名（※前年実績　72,428名）来場者数
●アジア最大級の国際食品・飲料展。　●商談を目的としたバイヤー向けのビジネスト
レードショーで、国内外への販路開拓可能。　●試食・試飲や実演が可能。

特　色

【かがわ機能性食品等開発研究会第6回シンポジウムの開催】 【財団の支援により県産食材を活用した機能性表示食品が３製品誕生】
平成31年1月29日(火)13：30～16：20日　時
サンポートホール高松61会議室場　所
県内食品企業担当者等 68名参加者

財団地域共同研究部の「機能性表
示食品開発相談センター」の支援
を受けて、県産食材を活用した次の
3製品が機能性表示食品として消
費者庁に届出が受理されました。

再生医療の産業化に向けた未分化・造腫瘍性細胞の検出技術の開発プロジェクト名 
バイオ技 術 分 野
再生医療への貢献が期待されるiPS細胞を用いた細胞加工製品には、癌化につながる未分化細胞の残留可能性が残るこ
とから、その未分化細胞の混入を従来技術より信頼性高く、簡便、高速に検出するため、新技術の研究開発を行いました。

研究開発の目的

今回の研究開発成果を盛り込んだ「レクチンチップ」と「高感度蛍光検出システム」の販売を平成30年8月28日から開始し
ました。本システムはバイオ医薬品・ワクチン・機能性食品等の、薬効メカニズム研究においても応用が期待されています。

実用化・事業化の状況

【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）】
13小間（5.4ｍ×17.55ｍ）出展規模
10ホールBブロック（全国食品博ゾーン）出展場所
21者（香川の希少糖ブース含みブース全体として）出展者
（かがわ産業支援財団ブース参加者：8者）

（香川の希少糖ブース：希少糖関連商品を取り扱う13者）

かがわ糖質バイオフォーラム第11回シンポジウムを開催し、産学官の人的ネットワークの構築を図りました
1月31日（木）、当日は、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 俊彦様から「希少糖Ｄ‒アルロースによるＧＬＰ‒１シグナリングと肥満・糖尿病の改善」と題して、
また、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 乳酸菌研究所長の浅見 幸夫様から「乳酸
菌の健康機能と可能性」と題して、御講演いただきました。
また、会場入口のホールにて、香川大学をはじめとする研究機関や企業からの希少糖及び機能糖鎖・複
合糖質糖鎖に関する研究成果や商品開発事例のポスター発表や製品展示を行い、産学官の交流の場を設
けました。
今回のシンポジウムは、あいにくの雨にも関わらず、87名の方々の参加がありました。
今後とも定期的にシンポジウムを開催し、希少糖をはじめとする糖質バイオ分野における産学官の人的

ネットワークの構築を図ってまいりたいと考えています。

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

「FOODEX JAPAN 2019」に香川県ブースを出展しました
香川県の主要産業の一つである食品産業の魅力を発信するとともに、関連する企業の販路開拓を支援するため、国内最大級の食品
関連見本市「FOODEX JAPAN 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致しました。

地場産業の商品開発等の支援、ギフト・ショーに出展しました
当財団では、地場産業5業種（手袋、石材、漆器、うちわ、家具）の振興を図るため、
商品開発等に実績を有する講師を招き、従来の販路とは異なるインテリアショップ
やセレクトショップ等のマーケットに向けた商品の開発を支援しました。
開発された商品等は、「第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 
The 5th LIFE╳DESIGN」（平成31年2月12日～15日／東京ビックサイト）に出展
し、多くのバイヤーにPRすることができました。
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製菓、㈱平井料理システム、㈱ミトヨフーズ、安田食品工業㈱、㈱ルーブ、㈱レアスウィート

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

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　TEL.087-840-0338　FAX.087-864-6303お問い合わせ先 常時ご相談に応じていますの

で、お気軽にご連絡ください。

株式会社レクザムが戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）を活用し事業化に成功
財団では、県内中小企業等のものづくり技術の高度化を促進させるため、サポイン事業（経済産業省補助事業）の申請から事業化までのフ

ォローアップを行っています。株式会社レクザムは、この事業を活用して平成27年度から約3年間研究開発に取り組み事業化に成功しました。

平成31年2月14日（木）、15日（金）10：30～16：40開催日時
京都パルスプラザ（京都府綜合見本市会館）２階　第２展示場開催場所
機械・金属加工、樹脂加工、システム開発等対象業種
事前予約面談と事前予約なしでのフリー面談の２方式面談方式

面談件数 27件　　全体 1,350件香川県受注企業
全体 128社参加発注企業 香川県 8社　　全体 329社参加受注企業
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平成３０年度「近畿・四国合同広域商談会」を開催しました

機能性表示食品開発の支援活動と成果
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食後血糖値上昇抑制

ぷちぷち食感
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㈱山清
食後血糖値上昇抑制

（公財）日本健康・栄養食品協会
青山事務局長に「機能性表示食
品をとりまく最近の動き」につい
てご講演をいただくとともに、
（株）ルーヴ 野崎社長に機能性
食品開発の事例発表をしていただくなど、機能性表示食品
の開発や登録についての理解を深める取組みを行いました。

エキストラヴァージン
オリーブオイル
小豆島ヘルシーランド㈱
血中LDL酸化抑制

●測定結果の信頼性が低い
●測定時間が長い（12時間）
●クリーン設備や熟練操作者が必要
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「香川県新技術・新工法展示商談会 in 日立製作所」を開催しました
平成31年1月18日（金）、株式会社日立製作所の御協力をいただき、県内企業23社及び香川高等専門学校詫間キャンパスが、東京
都内において、自社の新技術・新工法を展示する商談会を開催しました。
この展示商談会は、株式会社日立製作所及び関連会社の調達等の担当者を主対象として、県内企業の優れた技術や製品を展示し、
直接提案することにより新たな販路拡大を目指すものです。
会期中は、株式会社日立製作所及び関連企業を含めた344名が来場され、各ブースで出展企

業との活発な商談が行われました。出展企業にとっては、株式会社日立製作所の多くの関係者に
自社の技術等を直接提案するとともに、大手企業のニーズを把握できる絶好の機会となりました。
財団では、今回の出展企業に対しフォローアップを行い、具体的な取引につながるようサポ
ートをするなど、県内企業の販路拡大を積極的に支援します。
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株式会社オーキッド
代 表 者
所 在 地
電話番号
U R L

細川　道隆 氏
香川県高松市六条町112-3六条町ヒルズ
087-868-3600
https://www.orchid.factory-shop.info

今年で創業31年目を迎える「株式会社オーキッド」。実は創業

当時には、IT関連事業にも取り組んでいたという。しかし創業すぐ

の1999年、国内のアパレル産業が次々と中国に進出。国内の縫

製業はその影響の余波を受けた。同社も多分に漏れず、売り上げ

が前年比35%減少する事態となり、倒産危機に陥る。残ったのは、

4台の刺繍機だったという。そこで、細川さんは原点に立ち返り、

IT事業からは撤退。刺繍という分野に特化した。「苦境の中で思い

や考え方に共感してくれる人たちに助けられて続けられたことが、

その後のモチベーションにつながった」と話す。発注と下請けとい

う産地構造の中に入っていなかったことも、なんとか会社を維持で

きた理由だと話す細川さん。「大きな取引先があると、その動向に

左右されますから」。

県内では2番目に立ち上げたホームページの存在も大きかった。

リストバンドの名入れ刺繍など、ホームページからの受注が大きな

助けになったという。「インターネットがなかったら会社を続けるの

は難しかったと思う。その後もインターネットがあったからこそ大

がかりな広告を打つこともなく広報活動ができた。刺繍を使うもの

であればどんなものでも引き受けるという姿勢は当時から変わって

いない」という。

「さまざまなニーズに応えることで自分たちの知識を深掘りする

ことができ、技術も向上する」という細川さん。たとえアイデアを絞

って、オリジナルの物を作ったとしても、真似されるようなものであ

れば、価格勝負になる。そのためには、物として、会社として、ブラン

ドに付加価値をつけ、お客様にファンになっていただくことが大切

だという。「自己満足にならないような製品づくりを、と社員には常

に伝えています。クオリティの云々は自分たちが言うものでない。お

客様に良いと思ってもらえるものでなくてはならないんです」。

2014年には本社工場を移転し、リノベーション。生産規模を拡

大した。一番に重視したのは、これまでこの業種にない仕組みづく

りだった。そこで、日本だけでなく各国から刺繍機を中心に服飾に

関するさまざまな設備を導入。社員が自由に試行錯誤できる実験

室を設けるなど、技術開発に力を入れた。それによりお客様とより

近い距離でものづくりを行い、さまざまな要望にも瞬時に対応でき

るようになった。

その新しい環境で生まれたのが、刺繍と昇華プリントを合わせ

たハイブリッド加工による「せと刺しゅう」だ。「せと刺しゅうは、独

自の加工方法。発想と技術で生み出した個性は強みになる」とそ

の出来栄えに自信を見せる。

「難しいものであっても、可能性を探り、挑戦することが大切です。

絶対にクリアしようと思えるようなお客様の難しい要望にこれまで

も育てられてきたんですから」と細川さん。発想力と技術力を磨く

機会として、同社では毎年1回、社内をあげての刺繍の技術展を開

催している。今年9月に行われる発表会では、一般のお客様にも

気軽に足を運んでもらいたいと、せと刺しゅうのバッグなどのアイ

テムを販売する直売所などを1階に設ける計画だ。また今後は工場

見学など身近にものづくりを感じてもらえるような提案も行ってい

くそうだ。

「上下関係ではなく、お客様と同じテーブルで話し合ってものづ

くりをすることにこだわってきました。そうすることで、より良いも

のが生まれると思うんです。これからも刺繍に関するさまざまな取

り組みを一緒にしていきたい。そのためにも社員全員がチャレンジ

精神を持ち続けられるような環境を提供していきたいんです」。チャ

レンジと失敗を繰り返すからこそ、お客様に喜ばれる新たなものが

生まれるという。「瀬戸内から世界へ」をキーワードに、世界のブラ

ンドからも認められ、ともにものづくりができる企業になる。その

夢を掲げながらオーキッドは挑戦を続けていく。

倒産危機を乗り越えられたのは、
周りの助けとインターネットの発展

お客様の要望を越えるために、
新たに生まれた「せと刺しゅう」

「瀬戸内から世界へ」
これからの時代に挑戦を続けていく

ラインストーン組み機を
使い、ラインストーンと
刺繍を合わせた試作段
階の作品。新たな商品
を生み出すために、社員
それぞれが熱意をもっ
て研究開発をしている

糸くず１つ落ちていない
工場。整理整頓された
清潔な空間だからこそ、
お客様に納得いただけ
る製品が作れると話す

「せと刺しゅう」を施した「せと刺織り」。緻密な計算によって加工された商品は、刺しゅうの立体感と糸の光沢により、まるで絵画のように繊細で華やかな印象を与える

刺繍を用いたさまざまなアイテムを制作し、その技術力
の高さから全国から依頼が舞い込む「株式会社オー
キッド」。30年以上の間、刺繍事業を中心に展開してき
た。刺繍メインという姿勢を崩さない背景には、創業間
もないころの倒産危機がある。その危機を乗り越えたの
ち、技術開発に力を入れ、独自の加工が誕生した。新た
なものへと次々に挑戦し続ける熱い思いと今後の展望
について、細川代表取締役にお話を伺った。

CCDカメラを搭載した
レーザー加工機の導入
によって、より細かな
カットを可能に

さまざまな要望に応えられるような設
備を導入。最新の設備と熟練の技術に
より、お客様のニーズに合わせた商品を
生み出していく

「失敗」と「挑戦」の連続で今がある
卓越した技術とそれにも増す行動力で
瀬戸内から世界へと羽ばたく

「失敗」と「挑戦」の連続で今がある
卓越した技術とそれにも増す行動力で
瀬戸内から世界へと羽ばたく

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、高松市にある
「株式会社オーキッド」
を訪ねました。

かがわ発！

元気
創出企業

代表取締役

細川 道隆氏
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株式会社オーキッド
代 表 者
所 在 地
電話番号
U R L

細川　道隆 氏
香川県高松市六条町112-3六条町ヒルズ
087-868-3600
https://www.orchid.factory-shop.info
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製業はその影響の余波を受けた。同社も多分に漏れず、売り上げ
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気軽に足を運んでもらいたいと、せと刺しゅうのバッグなどのアイ

テムを販売する直売所などを1階に設ける計画だ。また今後は工場

見学など身近にものづくりを感じてもらえるような提案も行ってい
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「上下関係ではなく、お客様と同じテーブルで話し合ってものづ

くりをすることにこだわってきました。そうすることで、より良いも

のが生まれると思うんです。これからも刺繍に関するさまざまな取

り組みを一緒にしていきたい。そのためにも社員全員がチャレンジ

精神を持ち続けられるような環境を提供していきたいんです」。チャ
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開催日 名　称 場　所 担当課
（一社）
香川県発明協会

香川産業頭脳化センタービル
2F 一般研修室

知財マッチングｉｎかがわ2019 知的財産普及課11月13日

6月19日

サンメッセ香川 2F
サンメッセホール 中会議室 

〒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）

最善の助言を
「下請かけこみ寺」相談員として（公財）かがわ産業支
援財団に平成２９年６月から駐在。

かがわ産業支援財団
「下請かけこみ寺」相談員

福井 次雄

思うこと、私は下請取引の適正化を推進するために47都道府
県に設置されております「下請かけこみ寺」で香川県担当の相

談員をしています。どのようなことをしているのかと申しますと中小企
業者の方（個人事業者を含む）からの事業者間トラブルに関する相
談に対して、問題解決に向けての助言をさせていただいています。
今も昔も変わらないと思いますが、下請け事業者の方は様々な取

引上の悩みを抱えているのではないでしょうか。
例えば、親事業者（発注元）に出来上がった製品を納品したが代
金を支払ってくれない。長年取引のあった納品先から突然に取引の
中止を言われた。これでは自社の経営に大きな影響があるのでどうし
たらいいだろう、何とかならないか。
親事業者から下請け代金法に違反すると思われる理不尽なこと

を要求されているが行政機関には言いにくい。言った場合には取引
の中止が考えられるので言えない。こうした場合はまず、「下請かけこ

み寺」に相談されることをお勧めします。
取引のあっせんや相手先への連絡、代金の回収などはできません

が、相談自体も秘密厳守の取扱いですし、相談内容に応じた助言を
させていただいています。
また、相談内容によりましては法的な判断や対応が必要と考えら
れる場合には専門家である弁護士とともに相談に応じています。
経営者として事業者間の問題の対応を一人で考えて行動して解
決できればよいのですが、それが難しい場合、問題が大ごとになる前
に一人で悩まずに「下請かけこみ寺」にご連絡ください。
中小企業者の方（個人事業者を含む）であれば業種を問いません

し、電話での相談（匿名も可）も構いませんが面積が日本一狭いと言
われる香川県ですのでその利点を生かして、できましたら相談者の方
から事前にご連絡いただき面談して自分の経験も生かしながら相談
者と一緒に考え最善の助言をさせていただきたいと考えています。

今

【 TOP NEWS 】

知的財産セミナー

募集期間 名　称 内　容 担当課

企画情報課創業者や第二創業者に対し、その初期投
資に必要な経費の一部を補助します。

中小企業等外国出願
支援事業

知的財産支
援課

5月中旬～
10月（予定）

4月下旬～
5月（予定）

中小企業等の外国への特許出願等に要す
る費用の一部を助成します。

海外見本市出展支援
（平成31年度 後期募集）

海外展開
支援室

4月15日㈪～
5月27日㈪

自社製品・技術等の海外での販路や市場
の開拓を目指す中小企業者等に対し、海
外で開催される国際見本市・展示会への
出展経費を助成します。 

「第22回
関西機械要素技術展」
香川県ブース

産学官連携
推進課

4月12日㈮～
5月24日㈮
必着

エネルギー・環境関連分野、ロボット関連
分野、自動車関連分野などの展示商談会
である「第22回関西機械要素技術展（イン
テックス大阪）」に出展する香川県ブースへ
の出展者を募集します。

「第25回
機械要素技術展」
香川県ブース

産学官連携
推進課

4月12日㈮～
7月31日㈬
必着

エネルギー・環境関連分野、ロボット関連
分野、自動車関連分野などの展示商談会
である「第25回機械要素技術展（幕張メッ
セ）」に出展する香川県ブースへの出展者を
募集します。

「第6回
関西二次電池展」
香川県ブース

産学官連携
推進課

4月12日㈮～
5月24日㈮
必着

エネルギー関連分野等の企業が多く集ま
る展示商談会である「第6回関西二次電池
展」に出展する香川県ブースへの出展者を
募集します。

中小企業後継者
育成事業 総務課4月から随時

中小企業の後継者・幹部候補等の方が中
小企業大学校の研修を受講する場合、受
講料・旅費等の一部を助成します。

公募予定 （補助金、出展者募集等）

起業等スタートアップ
支援補助金

成功への道筋が見えて来る！かがわの産業界の今をお届けする

　かがわ産業情報21

平成31年度 香川県の主な中小企業支援事業
平成31年度

新かがわ中小企業応援ファンド等
事業の支援事業を決定しました!!
第11期

かがわ農商工連携ファンドの
支援対象事業を決定しました!!

【 特 集 】

「株式会社オーキッド」
「失敗」と「挑戦」の連続で今がある  
卓越した技術とそれにも増す行動力で
瀬戸内から世界へと羽ばたく

【 かがわ発！元気創出企業 】

4
2019 ｜ vol.72
年4回発行
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!!

財団コーディネーター

リレーエッセイ
RELAY
ESSAY

第26回 芦原科学賞の受賞者決定
「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018」

「かがわ発！先進的ビジネスモデル2018」受賞者が決定！！
平成31年度 かがわ産業支援財団の重点事業
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