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平成２８年度事業報告書 

 

 

高知県産業振興センターは、高知県産業振興計画の中の重要な柱の一つである「ものづ

くりの地産地消・外商」を担う組織として、年々、事業内容や組織体制を充実・強化しな

がら、中小企業等の支援に取り組んできました。 

平成２８年度はこれまでの取り組みの成果や課題を踏まえ、専任職員による企業を訪問

しての支援のほか、３０見本市１７９小間の見本市への出展支援を行うなど、さらに取り

組みを強化しました。また、第５回を迎えました「ものづくり総合技術展」には、県外か

ら１１２社を招聘し、県内企業とのマッチングの機会を設けるとともに、県内外から２万

人を超える過去最高の来場者を記録しました。 

新たな取り組みとしましては、外商支援を強化するため、県外への販路開拓の支援拠点

として「ものづくり地産地消・外商センター東京営業本部」を設置するとともに、コーデ

ィネーターも２名増員して、企業訪問による販路開拓や見本市への出展、ミニ商談会の開

催などの支援を行いました。また、事業戦略課を新設して企業の事業戦略の策定や磨き上

げへの支援、生産技術コーディネーターの新たな配置、海外見本市へ参加などによる海外

展開支援の本格化などにも取り組みました。 

その結果、サポート対象企業の成果額は、目標としておりました４５億円を超える５０.8

億円を達成し、事業戦略の策定は目標の１０社に対して２３社、事業化プラン（製品企画

書）の作成支援も目標の３５件を達成しています。 

 また、こうち産業振興基金、こうち農商工連携基金を活用した取り組みでは、経営革新

を中心に新分野への進出や販路開拓など、意欲的な取り組みに対して積極的に支援を行い、

くろしお博覧会記念基金事業では、過去３番目に多い応募の中から１８件の製品や取り組

みへの顕彰を行いました。 

 これらの取り組みは、やる気のある県内中小企業等への強力な後押しとなり、県内産業

の活性化にもつながったものと考えています｡ 

 当センターでは、これまでの取り組みの成果を更に拡大させ、拡大再生産へと繋げてい

くことで、本県のものづくりが更に飛躍できるよう、関係機関との連携を強化し、県をあ

げて取り組んでいる第３期高知県産業振興計画と連動しながら取り組んでまいります。 

 

  



 

Ⅰ ものづくり産業の体質強化  
 

１ ものづくり地産地消推進事業（54,849,773 円） 

県内での機械製造や一次産品等を活用した商品開発など、「ものづくり」に関する様々

な相談に応じ、県内事業者や支援機関、支援策等を紹介し、マッチングを行うとともに、

これらの取り組みを通じて「ものづくりの地産地消」に役立つ情報の収集・提供を行っ

た。加えて県内の製品や技術を紹介する「ものづくり総合技術展」の開催や相談会の開

催などを通じて、県内での「ものづくり」の連携の重要性への理解を高め、ものづくり

産業の底上げにつなげた。 

（１）ものづくり地産地消・外商総合相談窓口の設置 

 県内で必要とされる機械設備の製造や食品加工など、付加価値を生み出す「もの

づくり」の工程をできる限り県内で行う「ものづくりの地産地消」と、県内で製造

された特色ある製品を県外へ販売し外貨を稼ぐ「地産外商」の取り組みを融合・パ

ワーアップし、相談・マッチング機能の強化を図るなど、あらゆる「ものづくり」

に関する相談にワンストップで対応した。 

〇ものづくりコーディネーター（地産地消）４名 

・相談件数     654 件 

・マッチング件数  360 件 

 

（２）ものづくり総合技術展委託事業 

県内企業の優れた製品や技術を県民にアピールするとともに、企業同士のマッチ

ング機会の創出や、県外企業との商談を目的とする第５回「ものづくり総合技術展」

を開催した。下記の出展者数以下の項目の実績はいずれも過去最高となっている。 

日時：平成 28 年 11 月 17 日（木）～19 日（土） 

会場：高知ぢばさんセンター（高知市布田 3992-2） 

・出展者数：131 事業者   ・来場者数：20,700 人 

・県外招聘企業数：112 社  ・商談件数：723 件 

・海外招聘：タイ（工業省、工業連盟 等）、台湾（防災産業協会会員企業）、 

ルーマニア（代理店） 

 

２ ものづくり外商支援事業（257,576,202 円） 

県内ものづくり企業の経営ビジョンを実現する「事業戦略」の策定·磨き上げのサポ

ート活動を通じて、生産性の向上、雇用拡大など企業の成長、拡大再生産の取り組みを

促進した。また、見本市への出展や製品·技術に関する各種商談会の開催など、企業の

販路開拓・拡大を徹底して支援することで、ものづくり地産地消・外商センターの外商

支援による成果額が目標としていた 45 億円を超え 50.8 億円を達成するなど、本県産業

の活性化に寄与した。 

（１）県内コーディネーター設置事業 

企業ごとに専任担当者を配置し、ニーズに応じた情報提供や提案等を行うととも

に、県内外での販路開拓に関するサポート活動を行った。 

ア）経営の安定化・改善・再建等、経営支援を必要とする県内企業へのアドバイ



 

スを行うとともに、県外への販路開拓支援を行った。 

〇ものづくりコーディネーター（経営支援）１名 

・企業訪問件数 327 件 

イ）加工・組み立てなどの優れた製造技術を有する県内企業の受注拡大を目指し

て、商談会の開催やマッチング機会の提供など、県外への技術の外商活動を

行った。 

〇ものづくりコーディネーター（技術の外商）３名 

・高知県受注企業名簿の作成 2,000 部 

・県外発注企業アンケート調査 1,128 社 

・県外発注企業訪問数 のべ 280 社 

・県内受注企業訪問数 のべ 971 社  

・取引あっせん相談件数 380 件 

・成約件数 22 件 

・当初成約受注額 195,080 千円 

ウ）防災製品や技術・工法に関する各種情報収集を行うとともに、県外の外商コ

ーディネーターと連携して、県外自治体や建設事業者等への販路開拓支援を

行った。 

〇ものづくりコーディネーター（防災）１名 

・企業訪問件数 270 件  ・斡旋件数 17 件  ・成立件数 10 件 

エ）県内の食品加工分野の商品製造・販路開拓支援のため、事業者のニーズや課

題等の情報収集を行い、支援施策等の情報提供を行うとともに、新商品開発

に向けた事業者間の連携促進や販路拡大のための食品流通業者のマッチン

グ斡旋などの支援を行った。 

〇ものづくりコーディネーター（食品）１名 

・企業訪問件数 142 件  ・斡旋件数 41 件  ・成立件数 14 件 

オ）県内企業のインターネットを活用した情報発信の促進を図るため、ホームペ

ージの作成やインターネットを活用した企業の販路開拓支援を行った。 

〇ものづくりコーディネーター（情報）１名 

・企業訪問件数 212 件 

 

（２）商談会開催事業 

県内企業の安定的な下請受注を確保するため、県外発注企業の開拓や発注案件の

情報収集を行うとともに、新たに複数の県内企業の加工技術のデモや工場視察を行

う「技術提案型商談会」等の開催を通じた受発注企業のマッチング支援を行った。 

ア）ブロック合同商談会（大阪、京都、松山計 3 回） 

   ・参加発注企業数 322 社 ・参加受注企業数 59 社 ・商談件数 240 件 

   ・成約件数 6 件 ・当初成約金額 2,770 千円 

イ）技術提案型商談会、単独商談会（大阪市、高知市など計 10 回） 

   ・参加発注企業数 53 社 ・参加受注企業数 99 社 ・商談件数 203 件 

   ・成約件数 9 件 ・当初成約金額 22,660 千円 

 

（３）売れる商品開発支援事業、経営統括・技術統括による専門的支援事業 

経営統括、技術統括、生産技術コーディネーターを配置するとともに、新たに事



 

業戦略課を設置し、県内企業の経営ビジョンを実現する「事業戦略」の策定・磨き

上げに関して、専任担当者によるサポート活動や企業ニーズに応じた専門家派遣を

行うなど、製品の品質向上や生産の効率化等に取り組む企業への技術的な支援や経

営面での支援を行った。 

事業戦略の策定は、当初の目標であった策定着手 45社、うち完成 10社を上回り、

事業化プラン（製品企画書）の作成支援も目標の 35 件を達成した。 

また、これらの取り組みを通じて、新たな雇用創出や設備投資など、拡大再生産

の取り組みを促進した。 

〇経営統括 1 名（企業支援のべ 338 件） 

〇技術統括 2 名（企業支援のべ 679 件） 

〇生産技術コーディネーター 1 名（企業支援のべ 362 件） 

〇ものづくりコーディネーター 5 名 

ア）事業戦略の策定・磨き上げ 

・事業戦略支援会議の開催 11 回（5 月以降毎月開催） 

・普及啓発セミナー 1 回（参加者 164 人） 

・セグメント別セミナー 7 回（参加者のべ 296 人） 

・事業戦略策定 着手 50 社（うち完成 23 社）、着手予定 30 社 

イ）事業化プラン（製品企画書）作成 

 ・完成 35 件、作成中 2 件、作成予定 6 件 

 

（４）海外展開支援事業 

県内企業の海外での販路開拓を支援するため、貿易ＣＯ、統括等による商談会サ

ポート、同行訪問等により、海外展開のさらなる促進に向けたハンズオン支援を行

った。 

また、県内企業の海外展開の普及啓発に向けたセミナー、海外バイヤーを招聘し

たマッチングを実施した。 

・セミナーの開催 3 回 103 名参加 

・同行訪問支援 10 回（台湾・タイ・ベトナム・アメリカ・シンガポール・ 

マレーシア・ドイツ） 

・見本市・商談会サポート 6 回（4 月台湾、5 月ベトナム、6 月タイ、 

9 月フィリピン、10 月台湾、11 月タイ） 

    ・バイヤー等招聘 15 団体 17 名(台湾、タイ、中国、ルーマニア､イギリス） 

    ・ＯＤＡ案件化に向けた助言や市場調査における専門家派遣の実施 

 

（５）見本市出展事業 

首都圏や関西圏で開催される大規模な見本市、防災分野や農業分野など専門性が

高く、より出展効果のある見本市に高知県ブースを設置し、県内企業の出展サポー

ト、販路開拓・拡大支援を行った。 

・見本市出展 30 回 179 小間 

のべ出展企業数 見積依頼数 商談件数 売上実績 

154 企業 1,042 件 2,229 件 340,748 千円 



 

３ 外商コーディネーター活動事業（73,965,816 円）  

「１ ものづくり地産地消事業」及び「２ ものづくり外商支援事業」を積極的に推し

進めるため、大都市圏での活動拠点の整備及び必要なコーディネーターの設置を行った。 

（１）東京営業本部設置 

県内事業者の県外への営業力強化を促し、外商の実績拡大を支援するための営業

拠点として、新たに東京に東京営業本部を設置し、他の営業拠点（大阪・名古屋）

を統括し、外商サポートの一層の強化を図った。 

〇外商コーディネーターを前年度の 2 名から 4 名に増員し、また新たに本部長 

１名を配置して体制を強化した 

・県内企業の営業拠点としての利便性を考慮し、交通の便の良い浜松町に設置 

・東京営業本部主催のミニ展示商談会の開催 

・県内企業と有望なバイヤーとの商談機会を提供 

（開催回数 4 回、県内企業計 22 社参加、商談件数計 205 件） 

 

（２）外商コーディネーターの活動 

大都市圏での外商支援推進のため、東京営業本部 4 名、大阪駐在 2 名、名古屋 

駐在 1 名、計 7 名の外商コーディネーターを配置し、見本市でのサポート活動や、

県外自治体、企業・団体等への高知県商材のＰＲや商談先の開拓などの外商活動を

行うとともに、販路拡大活動で得られた情報や関係する県外企業の動向などを収集

し、県内企業へ情報提供を行った。 

・見本市の出展サポート 

首都圏、関西圏、中京圏を中心に計 30 の見本市への県内企業の出展をサポ

ートし、当日の商談や、事後の商談フォロー等を実施 

・首都圏や関西圏、中京圏の企業や自治体や大学、団体等に対し、県内製品の 

PR や販売促進、県内企業との同行訪問等により販路開拓を実施 

企業訪問等計 2,582 件（東京 1,376 件、大阪 851 件、名古屋 355 件） 

・新たな商談先の開拓 

県内企業の「成約実績」に結び付けるために、外商コーディネーターが自ら

積極的に商談先を開拓。 
 
  



 

Ⅱ 経営の革新や創業の促進  

１ 企業ハンズオン支援事業（1,801,703 円） 

県内事業者の経営革新や新事業創出等の取り組みを促進するため、相談対応や企業訪

問を通して企業の課題把握に努め、情報紙の発行等による情報提供や支援策の提案等に

よって総合的な支援を行った。 

また、地域プラットフォームの代表支援機関として他の支援機関との連携促進に取り

組んだ。 

ア）中小企業者等の抱える経営課題解決への支援 

相談センター職員が窓口での相談や企業訪問を行い、事業や取引きについての

課題を聞き取り、センター事業をはじめ国や県の支援策の活用を図るなど、企業

の課題解決を支援した。 

・業種別相談件数 

業 種 企業数 件 数 

製造業 1,905 4,036 

卸売業 202 422 

建設業 273 404 

小売業 102 142 

ｻｰﾋﾞｽ業 161 238 

その他 120 185 

計 2,763 5,427 

 

イ）助成事業者へのフォローアップ 

   経営革新支援事業や建設業経営革新支援事業の実施事業者に対し、企業訪問等

を通して事業の実行支援と経営革新等計画期間中のフォローアップ支援を実施

した。 

     ・実行支援及びフォローアップ対象企業 36 社  

・企業訪問等による支援回数 216 回 

 

ウ）助成事業者への重点的な支援 

   経営革新支援事業や建設業経営革新支援事業の実施事業者に対し、その取り組

みへの支援を行うことで、更なる事業成果が期待される企業（経営革新支援企業）

を選定し、企業訪問による収集情報を基に支援を実施するとともに、専門家を交

えた経営支援会議で支援策の検討を行い財務・企画等の課題解決への支援を実施

した。 

 ・経営革新支援企業 15 社 

   ・経営支援会議開催 5 回 

 

エ）事業戦略の策定・実行支援 

中小企業者の経営ビジョンの実現を支援するため、地産地消・外商センターと

共に事業戦略の策定と実行支援を行った。 

・事業戦略策定 1 社 

・事業戦略着手 3 社 



 

２ 経営革新支援事業（こうち産業振興基金事業、31,204,414 円） 

地域資源や特性を活かして、経営の革新や新分野への進出をめざす中小企業の振興を

図るため、「経営革新計画」の承認を受けた企業を対象に補助率：1/2、上限 2,000 千円

／年の助成金を交付するとともにフォローアップ支援を行った。 

（交付決定：36 件 うち新規採択 19 件） 

   ・主な採択事例 

助成対象者 市町村 事 業 内 容 

（株）mimoto 高知市 
綿おしぼりのバリエーション増加と特に海外向けの 
販路開拓 

横田きのこ（有） 高知市 極みえのきを使った乾燥えのきの販路開拓 

（株）JUMI コーポレ
ーション 

四万十市 体験型観光事業への新規取組 

（株）土佐洋 須崎市 
高性能厨房設備導入と組織風土の改革による高幡地域
唯一の回転寿司革新事業 

（有）あぜち食品 高知市 
顧客ニーズに着目したポップコーン開発サービスの展
開 

 

３ 建設業経営革新支援事業（こうち産業振興基金事業、5,332,277 円） 

新しい分野への進出や新技術・新製品の開発による経営体質の強化に取り組む建設

業者等を対象に、原則として補助率：1/2、上限 2,000 千円／年の助成金を交付すると

ともにフォローアップ支援を行った。（交付決定：6 件、うち新規採択 6 件） 

種類 助成対象者 市町村 事業内容 

一
般
枠 

（株）アールズ 高知市 
遺品整理事業から派生するリサイクル事業の
新ブランド化の取り組み 

しまんと新一次産業
（株） 

四万十町 
自社生産する栗を使用したペーストを主とす
る加工品の開発及び販路開拓 

（株）トラスト建設 高知市 
マンションや商業ビルの耐震・省エネ改修を主
としたリノベーション事業の販路開拓 

（有）ワープ 高知市 
小型自給式２液混合型液肥混入機等の開発及
び販路開拓 

四万十とまと（株）、大
東建設（株） 

四万十町 
安定した収益の確保と地域の発展（トマト栽培へ
の進出及び加工品の開発） 

山下組、（株）山下組 東洋町 ポンカンの生産・加工品の開発 

  



 

４ 販路開拓支援事業（こうち産業振興基金事業、24,445,212 円) 

新たな販路開拓やターゲット市場の調査のため、中小企業等が行う海外及び県外への

ＰＲ事業の支援を行った。（交付決定：63 件、展示会出展件数：延べ 96 件） 

○海外展示会への出展 採択事例      （展示会出展件数：延べ 33 件） 

助成対象者 市町村 事業内容 

穂岐山刃物（株） 香美市 アンビエンテへの出展 

土佐食（株） 土佐清水市 THAIFEX2016 ジャパンパビリオンへの出展 

山本貴金属地金（株） 香南市 Dental Salon2016 への出展 

（株）ハート 高知市 台北テキスタイルフェア 2016 への出展 

（有）濱川商店 田野町 ジョイ・オブ・サケニューヨークへの出展 

 

○機械・防災・食品・その他の国内展示会へ出展 採択事例（展示会出展件数：60 件） 

助成対象者 市町村 事業内容 

（株）オサシ・テクノ
ス 

高知市 第 2 回気象・環境テクノロジー展への出展 

（株）ダイドウ 高知市 メッセナゴヤ 2016 への出展 

（株）坂田信夫商店 香美市 AJS2016 秋季商品、用度合同展示会への出展 

ハヤシ商事（株） 土佐市 
第 83 回東京インターナショナルギフトショーへの 
出展 

（株）パシフィックシ
ステム 

宿毛市 国際モダンホスピタルショウ 2016 への出展 

 

【再掲】 

○模型等作成支援事業の活用事例              （交付決定：7 件） 

助成対象者 市町村 事業内容 

（株）朝日技研 土佐町 第 4 回中部ライフガード TEC2016 展示会への出展 

関西仮設（株） 土佐市 第 3 回ライブ＆イベント産業展への出展 

おのストーブ 須崎市 第 23 回建築、建材展 2017 への出展 

 

○海外市場事前調査等支援事業の活用事例         （交付決定：18 件） 

助成対象者 市町村 事業内容 

（株）小谷穀粉 南国市 ベトナムにおける販売パートナーの開拓 

（株）栄光工業 南国市 
インドネシアにおける自社製品と技術に対するニーズ
調査 

（株）泉井鐵工所 高知市 ベトナム・シンガポールの水産関連市場調査 

 



 

５ ものづくり競争力強化支援事業（こうち産業振興基金事業、77,091,230 円） 

県内で製造業を営む中小企業者が新しく機械・装置を導入して行う、新商品開発や販

路開拓などの経営革新にかかる取り組みを支援した。（交付決定：9 件、繰越：15 件） 

 ・主な採択事例 

助成対象者 市町村 事業内容 

（株）近澤製紙所 いの町 
東日本の販売を強化し BCP にも対応した共同配送・共
同物流を可能にする"サテライト倉庫″計画 

（有）須藤鉄工所 田野町 
新世代立形 CNC 旋盤の導入による大物鍛造用金型製
作・修正 

（株）マシュール 宿毛市 
蛍光昇華転写プリンタ等の導入による、生産性向上と
自社ブランド（高視認性ｶｼﾞｭｱﾙウェア）の確立 

土佐酒造（株） 土佐町 
温度制御による日本酒の品質向上及び海外需要増への
対応 

（有）上田微生物 須崎市 
独自の有用微生物群を活用した土壌改良材の安定供給
のためのボトルネック工程の改善につながる設備導入 

 

６ 伝統工芸品等支援事業（こうち産業振興基金事業、2,638,000 円） 

県内で育まれてきた伝統産業の事業者、組合等が取り組む新商品開発・販路開拓など

の取り組みを支援した。（交付決定：6 件） 

助成対象者 市町村 事業内容 

土佐恵紙会 日高村 図書用の「基本修復紙キット」の PR 及び販路開拓 

（株）浜田兄弟和紙製

作所 
いの町 

高知県の天然楮（土佐楮）を用いた手漉き和紙の海外

販路開拓及び異素材と合わせた新素材の開発・販路開

拓 

全高知珊瑚協同組合

連合会 
高知市 

宝石珊瑚の作品コンテストの実施と「第４１回土佐さ

んごまつり名作コンテスト」の開催、海洋資源の永続

的活用のための資源の保護育成活動等 

高知県手すき和紙協

同組合 
いの町 図書用の「基本修復紙キット」の商品化に向けた取組 

（株）山岸竹材店 須崎市 高知県特産の虎斑竹と、虎斑竹製品の販路拡大 

穂岐山刃物（株） 香美市 
日立金属性銀紙３号鋼を利用したキッチンナイフの新

製品の開発 

 

 

 

 



 

７ 産業支援機関への助成（こうち産業振興基金事業）                         

（１）ベンチャー企業育成支援事業（3,435,446 円）      

ベンチャー企業の活性化を図るため、産業支援機関への支援を通じてビジネスプ

ランの申請からブラッシュアップ、資金提供者等とのマッチングやフォローアップ

コンサルティング、出張相談等の支援を行った。（交付決定：1 件） 

助成対象者 事 業 内 容 

特定非営利活動法人 
こうち企業支援センター 

フォローアップ支援の 3 社に加え、県内ベンチャー企業 8 社を
発掘し、新たなビジネスプランを考えるきっかけを作り、その
ビジネスプランを評価・ブラッシュアップをすると共に、必要
な支援、指導を実施した。 

 

（２）外商活動コーディネート支援事業（382,070 円）     

県内中小企業者等の商品の磨きあげや首都圏での販路拡大のため、高知県アンテ

ナショップ『まるごと高知』を活用したテストマーケティングを実施し、店頭で実

施する消費者へのアンケートと「有限会社 良品工房」での商品審査の結果を評価

票としてまとめ、実施事業者（7 社）へフィードバックを行った。（交付決定：1 件） 

    

（３）経営改革計画モデルプラン策定等支援事業（2,935,000 円）    

県内製造業の活性化を図るため、企業の経営ビジョンの実現のための経営改革計

画の策定支援（5 社）を実施し、その過程と成果を取りまとめ、報告会等で普及啓

発を実施した。 

また、共同受注の促進のため、中国地域及び関西地域の企業との協議を基に本県

の実態に即した共同受注の仕組みづくりを行った。 

 

８ 経営革新コーディネート活動実施事業（こうち産業ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ活動実施事業、2,704,772 円） 

こうち産業振興基金による経営革新等の助成金事業に採択された企業の取り組み

に対する支援機能を強化するため、産業振興センターの「経営支援事業」､「発掘・情

報提供事業」の実施を支援した。（交付決定：1 件） 

           

９ こうち農商工連携基金事業（30,195,790 円） 

こうち農商工連携基金から生じる果実を財源として、農林漁業者と中小企業者等が連

携して行う本県の農林水産資源を活かした取り組み等の支援を行った。 

（１）農商工連携事業化支援事業              

付加価値の高い競争力のある製品作りやブランド化の取り組みの支援を行った。 

（交付決定：17 件、うち新規採択 9 件） 

 

（２）農商工連携新商品開発推進事業                 

大学や試験研究機関と連携して行う新商品開発の取り組みの支援を行った。 

（交付決定：1 件） 

 

 



 

（３）農商工連携販路拡大等支援事業  

製品の更なる付加価値向上のための改良や展示会出展等の取り組みの支援を行

った。（交付決定：3 件） 

  

10 農商工連携コーディネート活動実施事業（2,506,979 円） 

農商工連携事業の成果を高めるために、外部のコーディネーターや専門家を活用し、

新たな案件の発掘、事業者に対する継続的な支援、情報提供等を行った。 

 

11 建設業新分野進出コーディネーター事業（5,960,411 円） 

新分野進出等に意欲的な建設業者を対象に、企業訪問等を通じて情報の収集・提供を

行うとともに、県下７ブロックの地域オフィスと連携し、建設業者の経営革新・新分野

進出への支援を行った。 

〇ものづくりコーディネーター（建設業新分野進出）１名 

・訪問等企業数：188 社 延べ 202 回  

・視察・勉強会：1 回 7 月 20 日 

建設サービス業等の取り組み事例視察及び経営改善支援講演 参加者 13 名 

・セミナー：1 回  

建設業経営革新推進セミナー 参加者 138 名 

 

12 外商活動コーディネート実施事業（こうち産業振興基金事業、10,884,560 円） 

中小企業者等の販路拡大のために、県や当センターが支援する見本市出展事業等に参

加する中小企業者に対して支援を行った。 

・国内 26 の展示会等への参加企業支援 延べ 110 社 

 

13 起業・創業の促進（13,244,432 円） 

（１）起業・創業促進支援事業 

独立行政法人中小企業基盤整備機構より委託を受け、地域需要創造型等起業・創

業促進事業の高知県事務局として、平成 25 年度及び 26 年度に採択した事業者（補

助金交付：37 件）の執行管理を行い、地域需要を興すビジネス等を支援した。 

  

（２）こうちビジネスチャレンジ基金事業                                        

平成 25 年から 27 年度に認定されたビジネスプラン（16 社）の事業推進について

事業育成支援金及び個別支援等により継続的に支援を行った。 

  



 

14 くろしお博覧会記念基金事業（2,032,225 円） 

くろしお博覧会記念基金（120,000 千円）の運用益を活用し、県内で新たに開発され

た製品や活動を「高知県地場産業大賞」として表彰した。 

過去 3 番目に多い 59 件の応募があり 18 件を表彰しているが、特に高校生を対象とし

た次世代賞には過去最多の 8 件の応募があり 3 件を表彰した。 

区分 企業名 市町村 製品・活動名 

地場産業 

大 賞 

四万十コンクリート

（株） 
四万十町 

控巾（ひかえはば）自在耐震性大型ブロ

ック「ガーディアン」 

産業振興 

計画賞 

（株）プラス・メッ

ド 
高知市 血管可視化装置「Mill Suss」 

地場 

産業賞 

（株）城西館 高知市 大豊町の銀不老豆による地域活性化 

（株）スウィーツ 南国市 
田野屋塩二郎シューラスク／プチシュー

ラスク 

土佐酒造（株） 土佐町 スパークリング酒「匠“john”」 

地場産業 

奨 励 賞 

（株）青柳 高知市 高校三年生の山田まん 

（株）黒潮町缶詰製

作所 
黒潮町 

「栄養士とシェフが作る豊かで美味しい

備蓄缶」シリーズ（７大アレルゲン不使

用）６アイテム 

(有)スタジオオカム

ラ 
高知市 土佐ベルガモットシリーズ 

(有)新谷商店 土佐清水市 超絶品！！「卵かけご飯専用極上宗田節」 

(株)丸昇農材 須崎市 潅水集中制御盤「アクアマイスターPro」 

(有)丸英製紙 いの町 
簡易トイレ付超長尺トイレットペーパー

「クリーンズファミリー」 

美津和産業(株) 南国市 IoT・AI 機能付き縦型ピロー三方包装機 

三原村森林組合 三原村 
イノシシ・シカ用ばねなしくくりわな 

「いのしか御用」 

41.0℃プロジェクト 四万十市 暑さ日本一！41.0℃プロジェクト 

利休 いの町 清流仁淀川けずり芋 

次世代賞 

高知県立安芸桜ケ丘

高等学校 
安芸市 

ビジネスＯＡ部による地域産業に参画す

る新しい部活動 

高知県立高知海洋高

等学校 
土佐市 

８代目ツナガールと行列のできるツナ缶

づくり 

高知県立山田高等学

校 
香美市 

ロングセラー商品を目指した「高校三年

生の山田まん」の開発 



 

15 よろず支援拠点運営事業（53,816,618 円） 

国が行う「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業」を活用し、地域の支

援機関と連携に努めながら、中小企業者や小規模事業者が抱える売上拡大や資金繰り等

の経営課題の解決を支援した。 

また、県内 5 カ所のサテライト拠点での相談対応や出張相談会により、遠方の中小企

業者等の利便性の向上を図ったほか、小規模事業者のすぐに役立つテーマによる少人数

セミナーの開催により、課題解決の促進に取り組んだ。 

〇チーフコーディネーター1 名 

〇コーディネーター10 名 

・相談対応件数 1,976 件 

・来訪相談者数 1,206 件 

・課題解決件数  150 件 

・サテライト拠点 

四万十町 23 回、62 件 

土佐清水市 48 回、93 件 

四万十市 50 回、128 件 

・少人数セミナー（合計 31 回開催、参加者 139 名） 

ＰＯＰ・デザインセミナー 13 回 

ＨＰ・Ｗeb セミナー ８回 

Facebook セミナー ６回 

IoT 関連セミナー ３回 

決算書・活用セミナー 1 回 

  



 

Ⅲ 産学連携等による研究開発事業の推進  

１ 地域研究成果事業化支援事業（こうち産業振興基金事業、82,270,132 千円） 

大学や企業の研究開発の成果や技術シーズ等を活用し、県内での事業化を促進するた

め、中小企業や産業支援機関等と連携した研究開発の事業化に向けた取り組みの支援を

行った。 

№ 事業名 事業者 

1 
飲酒による脳萎縮を軽減する健脳飲料の研究開

発 

酔鯨酒造 ㈱ 

高知県工業技術センター 

高知県立大学 

高知工科大学 

2 懸濁結晶法による凍結濃縮システムの開発 

㈱ 垣内 

高知工科大学 

高知工業高等専門学校 

高知県工業技術センター 

3 
急速施工のための高信頼性気泡潤滑型コンクリ

ートの実用化 

㈲ 高知コンクリートサービス 

高知工科大学 

4 橈骨動脈穿刺シミュレータの製品化研究 

㈲ サットシステムズ 

㈲ 恵比寿電機 

国立大学法人 高知大学 

5 球状多孔質無機酸化物ナノ粒子の事業化検討 
宇治電化学工業 ㈱ 

高知工科大学 

6 
極小深孔加工を可能にする革新的なガンドリル

マシンとガンドリルの開発 

ミロク機械 ㈱ 

高知県工業技術センター 

7 
県産独自技術を発展させた次世代空気清浄機の

事業化 

㈱ カンキョ－ 

高知県工業技術センター 

8 
抗菌ナノ粒子液の製造技術の確立及び水処理分

野での製品化 
チカミミルテック ㈱ 

 

  



 

２ 研究開発コーディネート活動実施事業（3,343,462 円） 

地域研究成果事業化支援事業の対象事業者の取り組みについて、関係者間のマッチン

グや各種制度の紹介、取り組み課題への相談対応等、事業者の製品開発・事業化推進の

ための各種支援を実施した。 

 

３ 研究成果特許取得事業（82,900 円） 

先端技術により新産業を構築し県内の産業振興を図ることを目的に取り組んできた

地域結集型共同研究事業（平成 19 年 12 月に終了）に係る特許権について共有者と連携

し、整理を行った。 

 

４ 特許流通促進事業（123,416 円）   

関係する支援機関等と情報共有や連携を行い、県内中小企業の事業展開に係る知的財

産の相談対応や関連施策の紹介等を行った。 

   内容 
種別 

出願・申請
手続き等 

施策相談 
紹介等 

事業展開 
活用等 

その他 計 

特 許 １ ５ １ １ ８ 

商 標 ６ ３   １ １０ 

実用新案   １     １ 

計 ７ ９ １ ２ １９ 

 

５ 地域中小企業外国出願支援事業（2,014,042 円） 

県内中小企業の海外への積極的な事業展開について、その事業展開に係る知的財産出

願経費の支援を行った。 

ア）特許 

  〇採択件数 １件 

  〇対象国 アメリカ・中国 

 

イ）商標 

  〇採択件数 4 件 

〇対象国 フィリピン・ベトナム・スリランカ・台湾・中国 

 

  



 

Ⅳ 人材育成の支援や情報化の推進  

１ 人材育成の支援（3,582,907 円） 

（１）技術研修（技術人材育成支援事業）                                 

産業支援機関を対象に、中小企業の経営者や従業員等を対象とした技術力・技能

力向上の講習会の開催や専門技術者を派遣する事業の支援を行った。 

助成対象者 事 業 内 容 

(一社)高知県技術
者協会 

県内企業の技術人材育成のための企業ニーズに応じた講習会、
専門者派遣による実施講習への補助を行った。 
（延べ 10 社に実施、参加者延べ 113 名） 

(公財 )高知県
産業振興セン
ター 
｢技術人材育成
実施事業｣ 

(海外研修) 
 海外進出や海外取引促進のために、海外進出を行っている先進
企業や海外での展示会の視察を実施した。 
 ○視察先：オカモト･タイ(平面研削盤メーカー) 

(タイ) ㈱ソディック(放電加工機メーカー) 
      ＭＥＴＡＬＥＸ2016(展示会) 
 ○参加者：県内企業等 15 名 
 
(国内研修) 

県工業会と連携して、県外の先進的な企業への視察研修を行っ
た。 
先進的な取組をしている航空機部品共同受注グループ「ウイン

グウイン岡山」及び先端産業に早くから参入している山陽鉄工㈱
との情報交換及び視察研修を実施した。 
○視察先：航空機部品共同受注グループ「ウイングウイン岡山」 

山陽鉄工㈱（岡山県） 
○参加者：企業団体参加者 15 名（14 企業・団体） 

      県技術センター1 名、県工業会 1 名 
      産業振興センター7 名  計 24 名 

 

（２）経営セミナー等の開催 

中小企業の活性化のため、経営者や従業員を対象とした各種の専門的な知識やノ

ウハウを習得できる研修の機会を提供した。 
○ＩＳＯセミナー 

開催日 内  容 場所 参加者 

10/3 ISO9001：2015 内部監査員移行講座 高知市 8 人 

10/3 ISO14001：2015 内部監査員移行講座 高知市 2 人 

10/4～5 ISO9001：2015 内部監査員養成講座 高知市 12 人 

10/6～7 ISO14001：2015 内部監査員養成講座 高知市 4 人 

 

○会計セミナー 

開催日 内  容 場所 参加者 

9/21 中小企業会計啓発・普及セミナー（基本編） 高知市 31 人 

9/21 中小企業会計啓発・普及セミナー（応用編） 高知市 27 人 

 

    



 

○経営革新セミナー   

開催日 内  容 場所 参加者 

6/9 GoogleAnalytics ビジネス活用セミナー 高知市 38 人 

7/6 ブログと facebook ビジネス活用セミナー 高知市 35 人 

8/3 ネット広告活用セミナー 高知市 33 人 

 

（３）先進企業研修 （技術人材育成実施事業） 
県内中小企業の今後の事業展開や生産等の改善に向けて、先進的な事例の実地見

学や業界動向等を収集する研修を実施した。（「（１）技術研修」参照） 
 

（４）海外研修（技術人材育成実施事業） 

県内中小企業のグローバル化の意識を喚起するために、海外で行われるものづく

り関係の見本市と日本からの進出企業を県内企業と訪問し、現状の把握や進出企業

との意見交換を行った。（「（１）技術研修」参照） 

 

（５）異業種交流推進事業                                             

新たなビジネスチャンスの発見や創造を目指し、業種や分野の異なる中小企業等

が相互の経営や技術のノウハウを持ち寄って交流する異業種交流活動を開催する
とともに、他の類似団体等との交流や連携を図った。 

・高知県技術・市場交流プラザ（高知中央地区・幡多地区） 

                                          

２ 情報化の推進（185,667,890 円） 

（１）情報の提供（賛助会員事業、情報化支援基金事業等） 

ア）センターによる企業支援の一層の充実を図り、事業者のニーズに応じた支援

事業を行うため、賛助会員制度を活用した各種事業を実施した。 

〇月刊誌「情報プラットフォーム」  1,500 部／月 

〇産業振興センターＰＲパンフレット 2,000 部 

イ）高度技術利用・開発支援事業基金（30,000 千円）の運用益を活用して、商用

データベースから支援に必要な企業情報の収集等を行った。 

〇検索件数：135 件 

ウ）中小企業の経営の向上に向け賛助会員制度を設け、個々の企業や団体の取り

組みに応じたサービスの提供を行うとともに、それらの取り組みや成果等に

ついて広く情報提供を行った。 

〇28 年度末の会員数：677 社 

エ）中小企業が必要としている産業情報や支援事例、企業活動の基本情報となる

企業情報等を収集し、情報誌等により提供を行った。 

〇賛助会員事業によるサービスの提供 

月刊情報誌「情報ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ」の送付（月１回） 1,000 部 

企業情報の検索 223 件 

ＤＶＤ教材の貸出し 52 件 

施設利用料の割引 196 件 

カ）専門家派遣による個別指導 

〇個別指導 １件（内容：受注品別(受注先別)の原価管理指導）  



 

（２）各種セミナーの開催（情報化支援基金事業）                      

情報化基盤整備基金を活用し、中小企業の情報化を支援するため、セミナーの開

催などを行った。 

ア）セミナー 

〇全事業者 入門編 セミナー 

開催日 内  容 場所 参加者 

4/18 ホームページ知識や運営のための基
礎知識習得セミナー  高知市 25 人 

5/16､23､30 ホームページ 作成講座 高知市 28 人 

 

〇消費者向け事業者 中・上級編 セミナー 

開催日 内  容 場所 参加者 

6/29、7/27、
8/24 

ネットショップの売上・収益アップの
実践セミナー  高知市 35 人 

1/17､2/15 ネットショップ成功者から学ぶセミ
ナー  高知市 44 人 

 

〇企業向け事業者 中・上級編 セミナー 

開催日 内  容 場所 参加者 

9/28～29 インターネット取引（B to B）戦略構
築セミナー 高知市 16 人 

 

イ）ＩＴ推進アドバイザー 1 名（週 1 日） 

     〇相談件数：51 件 

 



 

Ⅴ 地場産業振興センターの活用  

１ 会館事業（69,435,264 円） 

高知ぢばさんセンター（大ホール、多目的ホール、研修室、商談室、会議室、駐車場）

の管理・運営を行った。（貸出業務は外部委託） 

利用拡大の取り組みによってメインである大ホールと駐車場の利用が増加したことに

より、貸出収入も大きく増加した。 

  

ア）貸出等の実績              ※（ ）内は、よさこい練習 

区 分 件数 貸出収入(円) 備 考 

ぢばさんセンター貸出 
1,573 

(75) 

63,499,303 

(636,000) 

 

 
大ホール 

54 

(20) 

40,571,340 

(464,000) 
貸出日数 140 日 

研修室等 1,415 17,742,063 
 

駐車場 
104 

(55) 

5,185,900 

(172,000) 

 

事務所等賃貸  6,064,223  

雑収入  2,411,081 自販機設置手数料等 

計  71,974,607  

 

イ）ぢばさんセンター貸出の近年の実績            （単位：千円） 

区 分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

大ホール 

収入 39,393 34,895 33,379 40,571 

稼働日数 126 112 110 140 

利用人数 225,386 126,716 134,090 155,400 

研修室等 

収入 13,301 18,024 18,713 17,742 

稼働日数 1,663 1,519 1,435 1,305 

利用人数 39,712 36,891 39,251 36,807 

駐 車 場 
収入 3,845 3,399 3,647 5,186 

稼働日数 122 97 117 151 

 収入計 56,539 57,128  55,739 63,499 

 

  



 

Ⅵ その他  

１ 管理運営費（262,529,890 円） 

（１）支援体制整備事業、維持管理事業等 

中小企業等の活性化を支援するため、プロパー職員等を配置し、センターの管理運

営等を行う。 

 

（２）管理費（こうち産業振興基金事業等） 

各種事業を円滑に運営するための管理を行う。 

・審査会開催等事務経費 

・基金原資の借入利息等の支払い等 

 

（３）支援人材育成事業 

県内中小企業の中核的支援機関の職員として必要な知識や技能を取得するため、

中小企業大学校の専門研修を受講するほか、支援人材としての意識向上を図るため、

専門家を招き研修を行うなど、能力開発を通じて支援活動のレベルアップを図った。 

      ア）中小企業大学校（常勤職員対象） 

研修期間 研修内容 参加者 

9 月 5 日～8 日 市区町村等産業振興関係者研修  ２ 

11 月 29 日～ 
12 月 2 日 

経営革新計画の策定とフォローアップ支援 １ 

12 月 5 日～9 日 営業・販路開拓支援 １ 

1月 17日～19日 新規事業・新規創業支援の進め方 １ 

計 ５名 

 

    イ）センター開催研修（常勤職員・専門職員及び企業対象） 

研修期間 研修内容 参加者 

10 月 11 日～ 
   32 回 

英会話研修 １５ 

12 月 7 日 従業員に支持される会社づくりのセミナー ４０ 

12 月 8 日 管理職等セミナー １０ 

計 ６５名 

 

 

 

 



 

    ウ）その他の研修（常勤職員・専門職員対象） 

研修期間 研修内容 参加者 

4 月 12 日 新社会人のためのスタートアップセミナー １ 

5 月 25・27 日 ２０１６ＮＥＷ環境展記念セミナー １ 

9 月 6・21 日 管理者能力強化研修 ２ 

11 月 7・8 日 衛生管理者公開講座 １ 

11月 9日～11日 事業支援に活かす財務分析の勘所と実践活用 ２ 

12 月 9 日 採用から退職までの一連に関わる法律知識 １ 

12 月 20・21 日 公益法人会計セミナー決算編 １ 

2 月 9 日 若手社員のためのフォローアップ研修 ３ 

計 １２名 

 

２ 債権管理事業（28,659,165 円） 

（１）設備貸与事業 

小規模企業者等設備導入資金助成法に基づき、設備貸与を行った小規模企業者等に

対する事後指導及び債権管理を行った。 

・貸与累計 2,939 件、21,569,172 千円 

・貸与残高 29 件、92,626 千円 

 

（２）県単独設備貸与･水害復旧対策機械設備貸与事業 

高知県単独機械設備貸与制度要綱及び高知県水害復旧対策機械設備貸与制度要

綱に基づき設備貸与を行った小規模企業者等に対する事後指導及び債権管理を行

った。 

 

（３）産業高度化支援事業 

ベンチャー企業総合支援事業及び創造的中小企業創出支援事業で融資や投資な

どの支援を行ったベンチャー企業に対する債権管理等を行った。 

・ベンチャー企業総合支援事業（認定：7～11 年度） 

平成 28 年度回収額：43,203 円（2 社） 

・創造的中小企業創出支援事業（認定：8～15 年度） 

平成 28 年度回収額：199,800 円（1 社） 

 

３ 法人会計（8,232,637 円） 

評議員会及び理事会の開催等、財団の運営・管理を行った。 



 

Ⅶ 庶務事項 

（１）理事会 

開催

日 
回 議案・報告事項 

4/1 

1 

(臨時) 

書面 

議案 

第 1号 公益財団法人高知県産業振興センター代表理事の選任について 

6/13 
1 

(定例) 

議案 

第 1号 平成 27年度事業報告について 

第 2号 平成 27年度決算報告について 

第 3号 平成 28年度収支補正予算について 

第 4号 公益財団法人高知県産業振興センター評議員会の招集について 

報告事項 

 (1) 理事長及び専務理事の職務の執行状況の報告 

 (2) 情報開示申請に関する開示又は非開示の決定状況の報告 

10/27 

2 

(臨時) 

書面 

議案 

第 1号 平成 28年度第 2 回収支補正予算について 

3/13 

3 

(臨時) 

書面 

議案 

第 1号 公益財団法人高知県産業振興センター評議員会の開催について 

3/27 
2 

(定例) 

議案 

第 1号 平成 28年度収支補正予算について 

第 2号 平成 29年度事業計画について 

第 3号 平成 29年度収支予算について 

第 4号 平成 29年度資金調達及び設備投資の見込について 

第 5号 公益財団法人高知県産業振興センター業務方法書の一部を改正する規程

について 

第 6号 公益財団法人高知県産業振興センター組織規程の一部を改正する規程に

ついて 

第 7号 公益財団法人高知県産業振興センター経理規程の一部を改正する規程に

ついて 

第 8号 公益財団法人高知県産業振興センター決裁規程の一部を改正する規程に

ついて 

第 9号 公益財団法人高知県産業振興センター非常勤職員及び臨時職員並びに専

門職員に関する就業規則の一部を改正する規則について 

第 10号 公益財団法人高知県産業振興センター評議員会の招集について 

報告事項 

 (1) 理事長及び専務理事の職務の執行状況の報告 

(2) 情報開示申請に関する開示又は非開示の決定状況の報告 



 

 

（２）役員の異動 

異動日 事   項 

4/1 
谷脇明氏が理事を辞任し、麻岡誠司氏が理事に就任 

谷脇明氏が代表理事を辞任し、松岡哲也氏が代表理事に就任 

3/13 戸梶眞幸が理事を辞任し、大川知士氏が理事に就任 

 

 

（３）評議員会 

開催

日 
回 議案・報告事項 

6/28 
1 

(定時) 

議案 

第 1号 公益財団法人高知県産業振興センター評議員の改選について 

報告事項 

 (1) 平成 27 年度事業報告について 

 (2) 平成 27 年度決算報告について 

 (3) 平成 28 年度収支補正予算について 

3/13 

1 

(臨時) 

書面 

議案 

第 1号 公益財団法人高知県産業振興センター理事及び評議員の選任について 

3/29 

2 

(定時) 

 

議案 

第 1号 公益財団法人高知県産業振興センター役員等の選任について 

報告事項 

1 平成 27 年度収支補正予算について 

2 平成 28 年度事業計画について 

3 平成 28 年度収支予算について 

4 平成 28 年度資金調達及び設備投資の見込みについて 

 

 

（４）評議員の異動 

異動日 事   項 

6/28 

青木章泰氏、濵田敦夫氏、町田貴氏、山﨑道生氏、森澤正博氏、 

久岡隆氏、中越利茂氏、澳本健也氏、受田浩之氏、蝶野成臣氏、 

岡﨑誠也氏、岩﨑憲郎氏、井上哲郎氏、門田登志和氏、松尾晋次氏、 

中澤一眞氏が評議員に再任、清原泰治氏が評議員に就任 

3/13 岩﨑憲郎氏が評議員を辞任、池田洋光氏が評議員に就任 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度 役員・委員名簿 

（平成２９年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１ 役員名簿 

役名 氏名 所属役職名 

理事長 松岡 哲也 高知県理事 

専務理事 嘉数 実 高知県商工労働部参事 

理 事 

杉本 雅敏 高知県商工会議所連合会 専務理事 

 久保 博孝 高知県商工会連合会 専務理事 

 溝渕 篤 高知県中小企業団体中央会 理事・事務局長 

板原 啓文 高知県市長会 副会長（土佐市長） 

 和田 知士 高知県町村会 副会長（大川村長） 

中澤 慎二 高知市商工観光部長 

麻岡 誠司 高知県商工労働部副部長（総括） 

監 事 

西岡 啓二郎 西岡公認会計士事務所 所長 

坂本 孝雄 株式会社商工組合中央金庫 高知支店長 

藤崎 壽久 高知県信用保証協会 常務理事 

 

２ 評議員名簿 

氏名 所属役職名 

青木 章泰 高知県商工会議所連合会 会頭 

濵田 敦夫 高知県商工会連合会 会長 

町田 貴 高知県中小企業団体中央会 会長 

山﨑 道生 一般社団法人高知県工業会 会長 

森澤 正博 一般社団法人高知県製紙工業会 会長 

久岡 隆 高知県農業協同組合中央会 会長 

中越 利茂 高知県森林組合連合会 代表理事会長 

 澳本 健也 高知県漁業協同組合 代表理事組合長 

受田 浩之 国立大学法人高知大学 副学長 

 蝶野 成臣 高知県公立大学法人高知工科大学 副学長 

清原 泰治 高知県公立大学法人高知県立大学地域教育研究センター長 

岡﨑 誠也 高知県市長会 会長（高知市長） 

池田 洋光 高知県町村会 会長（中土佐町長） 

井上 哲郎 高知市副市長 

門田 登志和 一般財団法人高知県地産外商公社 代表理事 

松尾 晋次 高知県産業振興推進部長 

中澤 一眞 高知県商工労働部長 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ くろしお博覧会記念基金運営委員会 委員名簿 

氏名 所属役職名 

中澤 慎二 高知市商工観光部長 

高木 寿隆 ＲＫＣ高知放送 役員待遇報道制作局長 

杉本 雅敏 高知商工会議所 専務理事 

中澤 一眞 高知県商工労働部長 

吉川 宏幸 南国市副市長 

山岡 正史 株式会社高知新聞社 報道局次長 報道センター長 

 

４ こうち産業振興基金助成対象事業審査会 審査委員名簿 

氏名 所属役職名 

中谷 正彦 一般社団法人高知県工業会 副会長 

鈴木 朝夫 高知県公立大学法人高知工科大学 名誉教授 

水谷 泰久 日本政策金融公庫高知支店 中小企業事業統轄 

山本 芳一 山本会計事務所 

市川 亨 株式会社高知新聞社 編集委員 

中川 雅人 高知県商工労働部 副部長 

嘉数 実 公益財団法人高知県産業振興センター 専務理事 

 

５ こうち産業振興基金助成対象事業審査会 審査委員名簿 

（ものづくり競争力強化支援事業） 

氏名 所属役職名 

宮田 稔 ミヤタ経営コンサルタント事務所 代表 

寺本 毅彦 株式会社ＴＮ経営研究所 

篠原 速都 高知県工業技術センター 所長 

澤田 博睦 高知県産業振興推進部 副部長 

中川 雅人 高知県商工労働部 副部長 

嘉数 実 公益財団法人高知県産業振興センター 専務理事 

 

６ こうち産業振興基金助成対象事業審査会 審査委員名簿 

  （地域研究成果事業化支援事業） 

氏名 所属役職名 

受田 浩之 国立大学法人高知大学 副学長 

蝶野 成臣 高知県公立大学法人高知工科大学 副学長 

羽方 将之 株式会社オプトエレクトロニクス 専務執行役員 

濱口 邦憲 沖電気工業株式会社 監査役 

西内 豊 一般社団法人高知県工業会 常務理事・事務局長 

中川 雅人 高知県商工労働部 副部長 

嘉数 実 公益財団法人高知県産業振興センター 専務理事 



 

 

７ こうち産業振興基金評価委員会 評価委員名簿 

氏名 所属役職名 

川﨑 隆二 株式会社四国銀行法人サポート部 部長代理 

川渕 孝 株式会社高知銀行地域連携ビジネスサポート部 主任業務役 

濱田 望 四国電力株式会社高知支店総務部エネルギー広報専任課長 

栗山 典久 高知県商工労働部工業振興課長 

 

８ こうち農商工連携基金助成対象事業審査会 審査委員名簿 

氏名 所属役職名 

西  和雄 一般社団法人高知県工業会 副会長 

市川 亨 株式会社高知新聞社 編集委員 

金川 靖 元国立大学法人高知大学農学部長 

鈴木 朝夫 高知県公立大学法人高知工科大学 名誉教授 

金子 直人 丸仁商事株式会社 顧問 

澤田 博睦 高知県産業振興推進部 副部長 

嘉数 実 公益財団法人高知県産業振興センター 専務理事 

 

９ こうち農商工連携基金助成対象事業評価委員会 評価委員名簿 

氏名 所属役職名 

徳弘 吉哉 高知県農業協同組合中央会 １ＪＡ総合対策室部長 

山下 英二 公益財団法人高知県市町村振興協会 次長 

川﨑 隆二 株式会社四国銀行法人サポート部 部長代理 

川渕 孝 株式会社高知銀行地域連携ビジネスサポート部 主任業務役 

土居内 淳一 高知県産業振興部計画推進課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


