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ものづくり地産地消・外商センター

よろず支援拠点

平成２8年度 第３1回 高知県地場産業大賞 表彰式

AR情報サービスCOCOAR
「ココアル」
西川式くくりわな

「御用で御猿」
ござる

しかけ方

今月号は、ココアル動画モニターにご応募いただ

「大永造船株式会社」
様の動画をご覧いた
いた

だけます。操作方法は目次ページをご覧ください。

3

私たちは
地域企業を応援します

2017 Mar

公益財団法人高知県産業振興センター
■総務企画部
・センターの管理・運営
・高知ぢばさんセンターの貸出（外部委託）
■産業連携推進部
・経営革新等へのハンズオン支援
・創業・新事業展開への支援
・中小企業の経営課題への対応
・基金を活用した助成
・ＩＴを活用した販路拡大等の情報化支援
・食品産業の支援
・産学連携研究開発プロジェクト等の推進
及び事業化支援
・企業のＩＴ化の促進
・賛助会員事業、情報誌の発行
・地場産業大賞による顕彰
【よろず支援拠点
（５F）
】
・中小企業・小規模事業者のワンストップ総合支援

ものづくり地産地消・外商センター

■企画・外商部
・「ものづくり」に関する総合相談窓口
・「ものづくりの地産地消」の推進
・ものづくり総合技術展の開催
・事業戦略の策定・実行支援
・事業化プランの作成・実行支援
・ものづくり企業の外商支援
・県外・海外への販路開拓支援
・見本市への出展支援
・下請受発注の支援、取引商談会の開催
・防災産業の支援
■東京営業本部
・首都圏等におけるものづくり企業の外商支援
・販路拡大支援
東京営業本部
〒105-0013
東京都港区浜松町二丁目7番16号 第3小森谷ビル別館6階
TEL：03-6452-8830 FAX：03-6452-8831
大阪事務所
〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町2-6-8 センバセントラルビル１F
高知県大阪事務所内
TEL：06-6244-7934 FAX：06-6244-7933
名古屋事務所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄4-16-8 栄メンバーズオフィス8F 803号室
TEL/FAX：052-684-4904
〒781-5101
公益財団法人高知県産業振興センター
高知市布師田3992-2 高知県中小企業会館2階
TEL：088-845-6600 FAX：088-846-2556
高知IC
高知自動車道

（公財）高知県産業振興センター
高知ぢばさんセンター

JRあぞうの
JRとさいっく

県立美術館

高知県

大津バイパス

工業技術センター

サンピア セリーズ
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職員の

誕生日のひとりごと
先日、誕 生日を迎えた時 の
こと。
家 族に「 何 が ほしい？」とき
かれ、一番最初に頭に浮かん
だものが、
「疲れない体」
自分に苦笑い。
あたりまえのことですが、健
康 、知 識といった目に見えな
いもの、カタチのないものは、人がプレゼントしてくれることは
なく、自分で手に入れるしかないわけで。
仕事・子育て・家事と、日々の生活にいっぱいいっぱいになっ
てくると、自分のことは、つい後回しになりがち。
しかし、充実した仕事と生活は、心と体の健康があってこそな
わけで、そのための時間は、自分でつくるもの。
読書・運動の習慣は、何歳になっても怠らず続けていこう、そ
して、人生を豊かにしてくれる
「人との出会い」
をもっと増やして
いきたいなぁと、あらためて考えたことでした。

よろず支援拠点コーディネーター
松本 珠子

ＡＲ情報サービス COCOAR ココアル
操作は簡単
3ステップ！

アプリマーク

1

専用アプリをダウンロードしてください。
iphone / ipad は「App Store」
スマホ/タブレットはGoogle「Playストア」各サ
イトで「COCOAR」を検索して、アプリ（パン
ダマーク1 ）をダウンロードしてください。
（無料で登録の必要はありません）

次

iphone/ ipad
App Store

写真にスマホをかざすだけで「動画」を見られる新しいコミュニケーションサービス！
AR=Augmented Reality（拡張現実）
の考え方をベースにしたサービスです

スマホ/タブレット
Playストア

2

アプリを起動し、カメラマークをタップし、
写真にかざしてください。

3

ピントが合うと動画の再生が始まります。
スマホを横にして動画フレームをクリック
するとサイズが大きくなります。

平成２8年度 第３1回
高知県地場産業大賞
表彰式
特集

県内の優れた製品や地場産業の振興
に貢献のあった活動を表彰する高知県
地場産業大賞の表彰式を︑平成 年2
月 日
︵月︶ザ クラウンパレス新阪急高

29

知において開催しました︒
本年度は応募総数 件から地場産業

10

今月号では︑表彰式の様子に加え︑各

ました︒

受賞者の皆様誠におめでとうござい

賞3件が選ばれました︒

業賞3件︑地場産業奨励賞 件︑次世代

大賞1件︑産業振興計画賞1件︑地場産

59

賞を受賞された製品・活動のご紹介を
させていただきます︒
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審査委員長

杉本

雅敏

高知県産業振興センター

氏

理事長

応募されたものを見てみます
と、年々その水準が高くなってい
ると実感しています。
また今回受賞された１８の製
品や活動は、医療やＩ
ｏＴなどの
新産業が加わった幅広い産業の受賞となっています。
これまで大変なご苦労をされた結果が、
本日の受賞
につながったものと、
改めて心からお祝い申し上げます。
今後とも、
それぞれの皆様が、
ものづくりや地域活性
化の活動に情熱を持って邁進されますこと、
また、今
回の受賞をきっかけに大きく飛躍され、
県を挙げて取り
組んでいます産業振興計画の推進や、地域経済活
性化に大きく寄与されますことを期待申し上げて、講
評とさせていただきます。

松岡

哲也

この地場産業大賞は、高知
県の産業活性化のために、力
強くものづくりを進めていく目的
のもと、
スタートしました。
平成21年度産業振興計画
がスタートしてから応募件数は増加し、今回は59件と
いう過去3番目に多い応募をいただきました。今回初
めて医療機器の分野からの応募や、高校生部門は
過去最多の応募件数となっており、取り組みの広が
りや厚みといったものが感じられ嬉しく思います。
改めまして、受賞されました皆様方のお祝いを申し
上げますとともに、
ますますのご活躍を祈念いたしまし
て挨拶とさせていただきます。

平成２8年度 第３1回 高知県地場産業大賞 受賞者一覧表
賞

名

製品名（商品名）
・活動名

高知県地場産業大賞(1)

（賞状･記念品･副賞50万円）

高知県産業振興計画賞(1)

（賞状･記念品･副賞20万円）

高知県地場産業賞（3）

（賞状･記念品･副賞10万円）

控巾
（ひかえはば）
自在耐震性大型ブロック
「ガーディアン」

四万十コンクリート株式会社 （四万十町）

血管可視化装置
「Mill Suss」

株式会社プラス・メッド

（高知市）

大豊町の銀不老豆による地域活性化

株式会社城西館

（高知市）

田野屋塩二郎シューラスク／プチシューラスク

株式会社スウィーツ

（南国市）

スパークリング酒
「匠“Ｊohn”」

土佐酒造株式会社

（土佐町）

高校三年生の山田まん

株式会社青柳

（高知市）

株式会社黒潮町缶詰製作所

（黒潮町）

土佐ベルガモットシリーズ

有限会社スタジオオカムラ

（高知市）

超絶品！！
「卵かけご飯専用極上宗田節」

有限会社新谷商店

（土佐清水市）

株式会社丸昇農材

（須崎市）

有限会社丸英製紙

（いの町）

IoT・AI機能付き縦型ピロー三方包装機

美津和産業株式会社

（南国市）

イノシシ・シカ用ばねなしくくりわな
「いのしか御用」

三原村森林組合

（三原村）

暑さ日本一！41.0℃プロジェクト

41.0℃プロジェクト（ヨンイチプロジェクト）（四万十市）

清流仁淀川けずり芋

利休

ビジネスOA部による地域産業に参画する新しい部活動

高知県立安芸桜ケ丘高等学校 （安芸市）

8代目ツナガールと行列のできるツナ缶づくり

高知県立高知海洋高等学校

（土佐市）

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

高知県立山田高等学校

（香美市）

「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

高知県地場産業奨励賞 潅水集中制御盤
「アクアマイスター Pro」
（10）
「クリーンズファミリー」
（賞状･記念品） 簡易トイレ付超長尺トイレットペーパー

高知県次世代賞（3）

（賞状･記念品･副賞
図書カード3万円）

企業名・団体名等

（いの町）
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平成２８年度 第３１回 高知県地場産業大賞表彰式

ひかえはば

高知県
地場産業
大 賞

控巾 自在耐震性
大型ブロック「ガーディアン」
四万十コンクリート株式会社
■代表者：代表取締役会長 矢野武志
■所在地：高岡郡四万十町床鍋812番地2
■ＴＥＬ：0880-22-8577

控 幅

製品の概要及び受賞理由
様々な場面で利用できる擁壁工事用の組立式コンクリートブロック製品。前面と後面のコンク
リート板を鉄骨でつなぐことで、控幅
（奥行き）
500㎜以上で自由に調節することが可能になり、擁壁
前面の勾配は90度から45度の傾斜まで簡単に設定できる構造となっている。
景観への配慮が求められている現場も多数ある中で、
「ガーディアン・自然石張タイプ」
のような地
元の自然石を活用できるものや、従来県内には存在しなかった控幅2,000㎜以上への調整も可能
で、現場に合わせた合理的な工事が可能となっている。
型枠工程や鉄筋組立等が不要になり、重量も従来製品の約半分になったことで、工期の短縮、重
機械類の経費や人件費等のコストの削減が可能になった。
このような特徴から、国土交通省の新技術情報提供システム
（NETIS）
にも登録され、高知県の工
事発注書では
「ガーディアン」
もしくは同等以上の性能を確保した製品を使用することが明記されて
いる事例もある。これらのことに加え、控幅2,500㎜以上が必要な現場に対応できる製品が当製品
を除いてほとんど国内に存在しないため、県外での製造権契約も増えており、防災や災害復旧に向
けた土木工事など今後の普及拡大が期待されている。
従来製品と比較して控幅の自由度、軽量化による施工性をはじめコスト面、安全性で高い競争力
を保ち、施工現場のニーズに対応した優れた製品である点、道路事情の悪い中山間地域での土木工
事で活用実績があり、今後の県内外の販路拡大が一層期待できる点などが大きく評価された。
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サス

血管可視化装置「Mill Suss」

高知県
産業振興
計画賞

株式会社プラス・メッド

■代表者：代表取締役 佐藤裕美
■所在地：高知市布師田3992-3
高知県企業化支援センター2階B室
■ＴＥＬ：088-856-6182

近赤外光カメラ

製品の概要及び受賞理由
とう こつ

手首にある橈骨動脈を透視できる世界初の医療用カメラ装置。近赤外光を用いた特許技術により
動脈をリアルタイムでモニターに映し出すことにより、注射針やカテーテルを動脈内に挿入する難度
せん し

の高い穿刺作業を容易にし、患者や医療従事者の負担を軽減する。
橈骨動脈は皮下３〜10㎜にあり目視できないため、穿刺を行うにあたっては、医師が手で触って
確かめながら位置を特定する方法や、血管造影剤や放射線を用いた動脈可視化法により行われて
いたが、刺し損じ等による患者への負担や被曝リスク等の課題があった。
これらの課題を克服するため、高知大学
（代表研究者・佐藤隆幸）
を代表として平成24年から産学
官連携による研究開発に取り組み、基礎となる近赤外光を用いた特許技術を開発。平成26年８月に
大学発ベンチャーを立ち上げ、県内企業２社と共に製品化に取り組み、平成27年９月に一般医療機
器として販売を開始した。
販売に関しては、大手医療機器販売会社と提携し、海外展開にも着手しつつあることから、高知発
の装置系医療機器産業への貢献と雇用拡大など高知県経済への波及効果が期待されている。
産学官連携による研究成果を
「メイドイン高知」
の世界初の装置として社会に還元した点や、県内
で初めての製造から最終製品の出荷までを行う装置系医療機器産業を誕生させた点、独自技術に
よる競争力があり、海外展開の拡大が期待される点などが大きく評価された。
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平成２８年度 第３１回 高知県地場産業大賞表彰式

ぎん ぶ ろう

高知県
地場
産業賞

大豊町の銀不老豆による地域活性化
株式会社城西館

■代表者：代表取締役社長 藤本正孝
■所在地：高知市上町2丁目5-34
■ＴＥＬ：088-875-0111

活動の概要及び受賞理由
大豊町で不老長寿の豆として珍重され、栽培されている伝統野菜
「銀不
老豆」。老舗旅館が地域と共同しその価値を高めることで、大豊町の魅力
も発信し、地域の活性化を図る活動を続けている。
年間５万人の宿泊客に銀不老豆を使ったスイーツを提供しPRを行うとと
もに、新商品を開発、県外を中心にした販路の拡大、
メディア等を使った情
報発信など、宿泊施設としての強みを最大限に活かし取り組みを行ってい
る。
ＪＡＬファーストクラスの機内食にも選ばれ採用されている。
平成27年から豆植えと収穫への協力を兼ねた交流イベントを主催し、地
域の活性化につなげている。また、大豊町や銀不老生産組合との連携に
よって生産のバックアップ体制を整え、安定的に豆を買い取ることで生産
者のリスクを減らし、生産量の増加につなげている。
高付加価値化された商品の販売等の活動で、消えかけた地域の宝物で
ある伝統野菜が守られ地域に還元されている点や、宿泊施設が地域食材
のPRチャンネルとして新たな役割を果たしている点など、地域の活力向上
に大きく貢献していることが評価された。

高知県
地場
産業賞

田野屋塩二郎シューラスク/プチシューラスク
株式会社スウィーツ

■代表者：代表取締役社長 春田聖史
■所在地：南国市物部272番地1
■ＴＥＬ：088-878-6276

商品の概要及び受賞理由
日本でも数少ない完全天日塩
「田野屋塩二郎」
を使った塩キャラメルを専
用のシュー皮と合わせて焼き上げた絶品のラスクである。
「田野屋塩二郎シューラスク」
の発売以後、商品力を磨き上げた
「田野屋
塩二郎プチシューラスク」
も、販売し他商品にも波及効果が生まれ爆発的に
売上が増加した。また、
「にっぽんの宝物・コラボグランプリJAPAN大会」
で
グランプリを獲得し、世界大会でも優秀賞を受賞するなど、国内外から高い
評価を受けている。
高知龍馬空港やJR高知駅など地元の土産店での販売に重点を置きなが
ら県外での販路を拡大し、高知県では数少ない年間売上１億円商品にまで
成長した。生産量増加に伴い従業員も13名増員し、新工場の建設も計画し
ている。
「田野屋塩二郎」
ブランドの価値向上に加え、天日塩生産による田野町の
PRや地場産業づくりに寄与している。
地域の逸品
「田野屋塩二郎」
を活用し、高知県を代表する新たな土産商品
として飛躍的な販売拡大がなされた点、地域の雇用創出や田野町への波及
効果を生み出すなど地域貢献度が高い点などが評価された。
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高知県
地場
産業賞

スパークリング酒「匠“John”」
土佐酒造株式会社

■代表者：代表取締役 松本宗己
■所在地：土佐郡土佐町田井418
■ＴＥＬ：0887-82-0504

商品の概要及び受賞理由
高知酵母を用いて仕込んだ純米大吟醸酒に炭酸ガスを加えたスパークリ
ング日本酒。地元である嶺北地方で収穫された酒造好適米
「吟の夢」
を使用
することにこだわった商品である。炭酸注入方法についても研究開発を重ね、
商品化に至った。
香りはフルーティーで口に含むと炭酸の刺激とともに、米のほのかな甘みが
口の中に広がる。後口もキリッとしてキレがよく、幅広い料理と相性の良い食
中酒に仕上がっている。
2016年５月に開催された世界最大級のワイン品評会
「インターナショナ
ル・ワイン・チャレンジ」
の日本酒部門スパークリングの部で、最優秀賞
（第１
位）
を受賞。これを機に海外からの問い合わせも増え、
イギリス、
フランスをは
じめとするヨーロッパ地域や、中国、台湾などのアジア地域へも輸出が始まっ
ている。
製造量の増加に伴い、設備投資や雇用の拡大、地元嶺北産の原料米の仕
入れ拡大など地域経済への貢献にも取り組んでいる。
高品質の酒造りとそれを支える技術力の高さ、海外販路拡大への積極的
な取り組みが評価された。

高知県
地場産業
奨励賞

高校三年生の山田まん
株式会社青柳

■代表者：代表取締役 和田泰子
■所在地：高知市大津乙1741
■ＴＥＬ：088-866-2389

商品の概要及び受賞理由
当商品は、同社が県立山田高等学校の生徒から、製品化の実現に向けた
協力依頼を受け、試作開発はもちろん、
「 高校生」
の作品として継続的な製
品製造と販売まで、協力を惜しむことなく取り組んだコラボ商品。餡に練り
込むショウガの下処理方法、
ショウガ餡の黄金色と竹炭による黒生地のコン
トラスト、適度な生地の弾力を生む材料の配合割合等、高校生の企画とこだ
わりのアイデアを具現化するために、菓子専門店として長年培われた同社
のノウハウが随所に活かされている。
県内各地の道の駅やスーパー等にも広く流通し、
また、航空会社の機内
食にも採用されるなどの販売実績、高校生とのコラボによるヒット商品と
いった話題性も合わせて、県外への手土産等による高知のPRにも貢献して
いる点などが評価された。
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高知県
地場産業
奨励賞

「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
株式会社
黒潮町缶詰製作所

■代表者：代表取締役 大西勝也
■所在地：幡多郡黒潮町入野4370番地２
■ＴＥＬ：0880-43-3776

商品の概要及び受賞理由
美味しさや栄養バランスにも配慮した７大アレルゲン
（えび、かに、小麦、
そば、卵、乳、落花生）
不使用の防災備蓄用缶詰シリーズ。
実際に被災された方からのヒアリング等に基づき、カロリーや食物繊維
の摂取、甘味へのニーズや咀嚼困難な方への対応など様々なコンセプトで
開発された６アイテムの缶詰の組み合わせで、栄養バランスが保持できる
ように工夫しており、熱源や水がなくてもそのまま食べることができる。
災害などの混乱時に不足しがちなアレルギー対応食品の社会ストックを
啓発する活動を行うなど、具体的かつ訴求力のある提案を行い、自治体を
中心に売上を伸ばしている。
アレルゲン対応や被災者の声に基づき工夫された商品である点などが
評価された。

高知県
地場産業
奨励賞

土佐ベルガモットシリーズ
有限会社
スタジオオカムラ

■代表者：代表取締役社長 小林正美
■所在地：高知市春野町西分196-3
■ＴＥＬ：088-850-3113

商品の概要及び受賞理由
香水の原料などに利用されるミカン系の柑橘類ベルガモットの果皮から
抽出されたオイルで香りづけした飲料・調味料や、果肉と果汁によるコンフィ
チュールなどのシリーズ。ベルガモットの主な産地は温暖な南イタリアなど
で、国内ではほとんど栽培されていないが、地元農家によって県内でその栽
培に成功。収穫したベルガモットの果皮を県内企業の真空低温蒸留装置を
使用して素材そのものの旨味を凝縮した良質なオイルを抽出し加工品を製
造した。
テレビや雑誌で紹介されるとともに、関東圏を中心に有名百貨店や全国
規模のコーヒー専門店でベルガモットフェアが開催されるなど、各方面から
注目を集めている。
希少価値のあるベルガモットを使用した国産の加工品として高級路線で
の市場をターゲットにしている点、独自製法による唯一の商品であり、将来
性が期待される点などが評価された。
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高知県
地場産業
奨励賞

超絶品！!「卵かけご飯専用極上宗田節」
有限会社新谷商店

■代表者：代表取締役 新谷幸洋
■所在地：土佐清水市中浜610
■ＴＥＬ：0880-82-9220

商品の概要及び受賞理由
用途を卵かけご飯専用に特化し、宗田節の新たな味わい方を提

案した商品。

使用する宗田節は、土佐清水産の季節限定の最高級の宗田節を

厳選し、特別仕様の機械で限界
（20ミクロン）
まで薄く削ったこだわ

りの逸品。宗田節本来のしっかりとした味わいとともに口の中でふ
わっと広がる食感を引き出している。

販売は、同市内のホテルや直売所のほか、テレビ番組での紹介を

きっかけにインターネットで爆発的に注文が殺到。ギフトとして新た
な需要も高まってきており、さらなる削り節商品の拡充と高付加価
値化が進められている。

厳選された素材と極薄削りのこだわりが商品の魅力につながって

いる点、宗田節のだし以外の新たな食べ方を提案し一般消費者の
需要を喚起している点などが評価された。

高知県
地場産業
奨励賞

潅水集中制御盤「アクアマイスター Pro」
株式会社丸昇農材

■代表者：代表取締役 横山壽彦
■所在地：須崎市西町2-9-26
■ＴＥＬ：0889-42-0513

製品の概要及び受賞理由
農業施設
（ビニールハウス）
で用いられる潅水コントローラー。日射

センサーを標準装備し日射量に応じて自動で潅水を行い、作物に最

適な土壌水分状態を作り出す。
また、
１台で複数棟の集中制御が可能、

さらにバルブ数のみを増設できるバルブ拡張ユニットと連動すること
で最大80台のバルブ制御が可能などの機能を有し、施設園芸農家
の収量と秀品率の向上、作業負担の軽減、大規模・多棟栽培の潅水
制御の低コスト化などを実現する。

当製品は若手農家を中心に、商圏が須崎市周辺から県内全域に急

拡大し導入が進んでいる。さらに県外からも引き合いがあり、地産外
商の足掛かりができつつある。

作物の収量と秀品率の向上や作業の効率化等により農家の所得

向上や作業負担の軽減につながるなど、農業の振興に貢献している
点などが評価された。
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高知県
地場産業
奨励賞

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」
有限会社丸英製紙

■代表者：代表取締役社長 濵田満廣
■所在地：吾川郡いの町鹿敷523-2
■ＴＥＬ：088-893-0618

製品の概要及び受賞理由
災害時・非常時用の簡易トイレで、
トイレ本体、
トイレットペーパー、

凝固剤、ポリ袋がセットとなった防災用製品。段ボールの梱包箱を組

み立てることで簡易トイレとして使用することができる。組み立ては
誰でも簡単に行うことができ、強度や軽量化を図ることで300kgの
耐荷重を実現した。
トイレットペーパーは長さが200ｍと通常サイズ

の4倍の長さ(当社製品比較)となっており、
リサイクルパルプ100％

で環境にも配慮している。

高知県防災関連製品にも認定され、県外防災見本市に積極的に

出展し、販売実績も徐々に伸びている。

梱包箱を簡易トイレとして活用するアイデアの良さと、簡単に組

み立てられる工夫がなされており、長尺ロールと合わせることで防
災用製品として今後の普及が期待される点などが評価された。

高知県
地場産業
奨励賞

IoT・AI機能付き縦型ピロー三方包装機
美津和産業株式会社

■代表者：代表取締役社長 渡辺憲司
■所在地：南国市岡豊町滝本205-7
■ＴＥＬ：088-866-4504

製品の概要及び受賞理由
IoT搭載により遠隔地でも機械の動作状況をリアルに把握するこ

とができる縦型ピロー三方包装機。故障前の異変を早期に把握する
ことで、事前に顧客に部品交換等を促すことができ、生産ラインの稼
働停止の予防ができる。また、AI推論機能により故障発生予測を行

い、安定稼働とメンテナンスをバックアップする。

製品の投入口と底部までの中間地点に落下衝撃吸収機能を備え

たことで、落下時の衝撃による破損を大幅に軽減することができ、
ト

マトなど傷つきやすい食品への対応も可能となった。

IoT対応の包装機として先駆けとなる製品であり、食品の包装だ

けでなく工業部品や医療用部品など包装が必要なあらゆる商品に
応用できることから、様々な業界からのニーズが期待される点など

が評価された。
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高知県
地場産業
奨励賞

イノシシ・シカ用ばねなしくくりわな
「いのしか御用」
三原村森林組合

■代表者：代表理事組合長 大塚 昭
■所在地：幡多郡三原村上下長谷317番地2
■ＴＥＬ：0880-46-2436

製品の概要及び受賞理由
狩猟界では前例のないバネ材を一切使用せずに獲物の脚を踏み出
す力を利用して捕獲することができる画期的なくくりわな。バネを使
用しないため誤作動による怪我などの危険性が少なく極めて安全、
シ
ンプルな構造で仕掛けが簡単、衝撃に強く優れた耐久性、軽量かつコ
ンパクトで持ち運びが楽、重量設定による猟犬の誤捕獲防止など、高
齢化する狩猟者や女性にも扱いやすい特長を有する。
高知県森林組合連合会を販売元に森林組合系統を通じ全国に販
売され、鳥獣被害対策に役立つ商品として多くの狩猟者に受け入れら
れている。
販売の約９割が県外であり地産外商を推進している点、バネの不使
用による安全性確保等の優位性があり、高齢化する狩猟者等が扱え
るくくりわなとして全国へのさらなる普及が期待できる点などが評価
された。

高知県
地場産業
奨励賞

暑さ日本一！41.0℃プロジェクト
41.0℃プロジェクト

（ヨンイチプロジェクト）

■代表者：会長 浜田敦夫
■所在地：四万十市西土佐江川崎2642-1
■ＴＥＬ：0880-52-1276

活動の概要及び受賞理由
四万十市江川崎は平成25年8月12日に国内観測史上最高気温
41．
0℃を記録。この「日本一」の称号を地域活性化につなげようと
「41.0℃プロジェクト」
が誕生した。
過去に暑さ日本一を記録した多治見市
（岐阜県）
、熊谷市
（埼玉県）
、
山 形 市（ 山 形 県 ）とタッグを組 んで 行った「アツいまちサミット」
・
「Facebook ３ヶ月間暑さ対決」
や国内観測史上最低気温マイナス
41℃の記録を持つ北海道旭川市との
「±41.0℃繋がり」
を通じて新た
な地域間の交流を創出。また、全国公募したキャラクター
「アチチうな
ぎ」
（愛称
「しまッチ」
）
を中心に江川崎、四万十市、高知県の魅力を全国
に発信している。こうした活動を通じて平成28年4月にオープンした
「よって西土佐」
への集客や関連商品による販売促進にも寄与している。
「アツい」
をキーワードに地域特性を生かした取り組みであり、観光振
興と交流人口の増加を促進し地域活性化につなげている点などが評
価された。

Joho Platform ー 2017年3月 ー 354号

10

特集

平成２８年度 第３１回 高知県地場産業大賞表彰式

高知県
地場産業
奨励賞

清流仁淀川けずり芋
利

休

■代表者：國澤英誠
■所在地：吾川郡いの町波川331-1
■ＴＥＬ：088-892-0124

商品の概要及び受賞理由
高知県産の土佐紅
（金時系のサツマイモ）
を使用した新感覚の芋
菓子。厚さ２ｍｍまで薄く削りだした土佐紅を２度揚げすることによ
り香ばしさと芋の甘さを引き出し、
てんさい糖で上品に仕上げ、甘す
ぎず口の中で弾ける食感とした。健康志向の高いお客様や小さなお
子様から年配の方まで食べていただけられるよう仕上げられている。
てんさい糖、
シナモン、そして高知県産の生姜の３種類があり、県
内の百貨店や宿泊施設、空港、
サービスエリア等で販売されている。
広く消費者に支持を受けられるよう工夫がされ、
「高知家のうまい
もの大賞2017」
では大賞を受賞し商品力の高さが評価されたこと
や、受賞による話題性や知名度の向上により今後の売上拡大が期
待される点などが評価された。

高知県
次世代賞

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
安芸桜ケ丘高等学校

■代表者：校長 前田信幸
■所在地：安芸市桜ケ丘町784
■ＴＥＬ：0887-35-2020

活動の概要及び受賞理由
地域イベントへの参加・協力や、観光ボランティアガイド等の活動
を通じ地域産業に貢献することで、自己の成長を目指す新しい形の
部活動。
「全国ご当地じゃこサミット」
など市内の主要な産業関連イベント
にスタッフとして参加する他、地域内外のイベントで安芸市の特産品
をPRするなど、地元の魅力を高める活動を実施。また、同部が地域
の特産品である土佐ジローを使って開発したラーメンは、
「 第５回ご
当地！絶品うまいもん甲子園

中四国選抜大会」
で優勝し、市内飲

食店や大手コンビニチェーンで商品化が予定されている。
これらの活動は、地域の多くの団体と連携しており、部員たちに
とって地域社会の学びの場になるとともに地元の活性化に寄与して
いる点などが高く評価された。
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高知県
次世代賞

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
高知海洋高等学校

■代表者：校長 宮繁啓司
■所在地：土佐市宇佐町福島1番地
■ＴＥＬ：088-856-0202

活動の概要及び受賞理由
「ツナガール」
や
「ツナ缶」
は、今では学校の代名詞とも言える活動に
なっている。
「ツナ缶」
は、航海・機関コースの生徒が実習船で釣ったビンナガマ
グロを、食品コースの生徒が解体、加工して製造。新鮮なマグロを贅
沢に使ったツナ缶は、人気が高く、文化祭等では毎年多くの客が長蛇
の列をつくっている。
また、マグロの解体を担当している女子生徒の中で、特に技術が優
れている1人には
「ツナガール」
の称号が与えられ、県内外のイベント
で解体パフォーマンスを披露。毎回100人以上を集客する実績が評
判を呼んでいる。さらに、旅行誌で紹介され、バスツアーのコースに取
り入れられるなど、土佐市の観光コンテンツを担うようになっている。
チームワークを発揮して作るツナ缶の完成度の高さや、学校の広報
にとどまらず魚の食文化の普及や魚の消費拡大、高知県の観光PRに
貢献している活動が高く評価された。

高知県
次世代賞

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
高知県立
山田高等学校

■代表者：校長 濱田久美子
■所在地：香美市土佐山田町旭町3丁目1-3
■ＴＥＬ：0887-52-3151

活動の概要及び受賞理由
活動当初から
「ロングセラー商品として継続的に売れる商品開発」
を
コンセプトにデザイナーや製菓事業者と密接に協議を進め、消費者に
買ってもらえる
「魅力のある商品」
の開発に取り組んだ活動。
「作ったら終わりでなく、
そこからの販売と継続した販売拡大」
に重点
を置き、商品開発はもちろん、商品の意匠、県内外での広報や販売まで、
関係者の連携の相乗効果が発揮された。今後もCM制作を計画するな
ど、活発な取り組みが継続。
本製品は、地元はもちろん、県を代表する商品として定着しつつあり、
一連の商品開発のプロセスを体験理解できる取り組みであること、事
業者やデザイナー等、関係者との優れた連携による取り組みが継続し
ている点などが高く評価された。

Joho Platform ー 2017年3月 ー 354号

12

高知県立安芸桜ケ丘
高等学校

れまで地 元に根 付いた活 動を
たくさん行ってきました︒
その
活 動が今 回たくさんの方に認
す︒

められ ︑とても 嬉 しく 思いま

で僕たちを支えてくれた青 柳

だと 嬉 しく 思います ︒その陰

の僕たちの努 力が報 われたの

をしています ︒先 輩 たちや 今

ボーイズというチーム名で活 動

僕 た ち は 生 ガ ール＆ 商 い

ございます︒

賞 をいただき 誠にありがとう

この度はこのような 名 誉 な

高知県立山田高等学校

高知県
次世代賞

とを願っています︒

ちの行 動が皆 様に
﹁ 繋がーる﹂
こ

ほど皆 様に愛されています︒私た

販 売した際はすぐに売り切れる

人 気で文 化 祭やイベントなどで

そして当 校のツナ缶はとても

います︒

ような名 誉ある賞を頂けたと思

た ︒先 輩 たちのお陰で今 回この

間ツナガールを務めてまいりまし

私たちは歴 代にして初の2 年

高橋 純菜

また ︑今 回 推 薦 していただ

りめん丼 学 会の皆 様 ︑全 国 商

ガイドの皆 様 ︑安 芸 釜 揚げち

本 当にありがとうございます︒

い甲 子 園 実 行 委 員 会の皆 様 ︑

ビジネスO A 部 はこれまで

たくさんのことを学 び経 験し

てきました︒
その学んだことを

次へ活かし︑
これからも様々な

分 野で活 動 ︑活 躍できるよう

頑 張っていきますのでよろしく
お願いします︒

様や坂田信 夫 商 店 様 ︑梅 原デ

ザイン事 務 所 様 ︑先 生 方など︑

たくさんのご協 力がありまし
た︒

卒 業 した 後 も 高 校 生 活 で

培った経 験や周りの人に感 謝

する気 持 ちを忘れず ︑何 事に

も 誠 実に︑
そして自 分にも 誇

ようこれからの社 会 貢 献 ︑地

りをもって己の信 念 を 貫ける

域 貢 献につなげたいと思ってお

ります ︒また 後 輩 たちにも 受

校 生 活を︑
よりよいものにして

け継いでもらい︑
これからの高

もらいたいと思っています︒

さん

高知県立高知海洋
高等学校

いた︑安 芸 市 観 光ボランティア

橋本 亜衣里 さん
松山 雄

さん

私たちビジネスO A 部は︑
こ

います︒

賞をいただき︑
ありがとうござ

次 世 代 賞という素 晴らしい

高知県
次世代賞
高知県
次世代賞

高知県
地場産業
大 賞

四万十コンクリート株式会社
代表取締役会長

矢野 武志 様

本日は非 常に名 誉ある﹁ 高 知 県 地 場 産
業 大 賞 ﹂を受 賞された皆 様を代 表しご挨
拶 申し上げます︒
今 回 表 彰された 各 賞の製 品が︑
これか
ら 高 知 県の地 場 産 業に発 展 する 力にな
れば本 当に嬉しく思うところであります︒
私 共は日々研 鑽し開 発してきましたが︑
尾 﨑 知 事がよく言 われている﹁ 挑 戦 無く
して発 展は無い﹂を肝に銘じ︑現 在の製 品
で満 足することなく︑
さらに挑 戦を続けて
まいります︒
私 共の﹁ガーディアン﹂は︑直 接 販 売では
なく ︑国 内 外 とも 製 造・販 売 権 とその後
のロイヤリティー収 入で︑技 術の外 商とし
て高 知 県の経 済に貢 献できるように取り
組んでいきたいと思っています︒
先 月の記 者 発 表 後 ︑
また新たに全 国か
ら引き合いが来ております︒
４月には産 業
振 興センターのご指 導をいただきながら︑
台 湾へも商 談に行く予 定でございます︒
これからもここで参 集していただいている
各 社とともに︑
さらに良い品 物を開 発する
ことをお誓い申し上げ︑
このような形で表
彰いただきましたことを厚くお礼 申し上
げて︑
私のご挨拶とさせていただきます︒
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平成２８年度 第３１回 高知県地場産業大賞表彰式
特集

受 賞 者 挨 拶

一般部門を代表し、大賞を受賞された四万十コンクリート株式会社代表取締役会長矢野武志様と、
高校生部門で次世代賞を受賞された３校を代表し３名の生徒の皆さまにご挨拶をいただきました。

一般部門

高校生部門

〜東京営業本部レポート〜
Vol,

5 ミニ展示商談会編

土佐の伝統工芸品を支えているのは、匠たちの技。
受け継がれた技術が、現代でまた新しいメイド・イン高知の製品として誕生しています。
今月号では3月に開催する第３回、第4回のミニ展示発表会への出展企業様をご紹介させてい
ただきます。

紙

製

ひだか和紙有限会社

品

3月17日
（金）10:00〜16:00
会場：世界貿易センタービル
（浜松町）
38階マリーン

機能素材株式会社 「何でも何度も いっぱいふいちゃお！ウエットワイプ」
今まで の 薄 いウエットティッ
シュにご満足いただけなかった
方へ。ふんわりタオルのような
シートを使 いやすいウエット
ティッシュの形状で製品化しま
した。

和光製紙株式会社

「フェイシャルティシュ」

浜田兄弟和紙製作所

「手すき和紙」

廣瀬製紙株式会社

使い捨て抗菌シーツ
「和み」

長期間持続する銀系無機抗菌
剤が細菌や汗の臭いを抑制し
ます。布団やマットへのセット
が簡単、また使い捨てなので
洗濯の手間もいりません。

3月22日
（水）10:00〜16:00
会場：世界貿易センタービル
（浜松町）
38階マリーン

木製品・ギフト等
「宝石珊瑚」

サンゴには魔除けの力がある
といわれ、古くからお守りとし
て使用されてきました。珊瑚数
珠は、成人、出産、還暦などの
お祝いに、縁起物としても喜ば
れています。

株式会社 ハート

創業60年、和紙ひと筋。時代ご
とに変化する、お客様の厳しい
ご要望に応え、自社の技術的
グレードの向上、新しい技術の
開発に努めています。

人間国宝であった先代の技術
を受け継ぎ、インテリア、衣類、
装飾品、アート専門紙と様々な
ジャンルに対応した和紙の製
造や、長年の染色加工技術を
活かし和紙のオブジェ製作な
どを手がけています。

海外の方にも日本文化を伝え
られるポケットティシュです。分
けて配れて、軽く持ち運びやす
いので景品用・配布用・サービ
ス・お土産に向いています。

株式会社 ケンセン３５

「世界一薄い和紙」

株式会社 ミロクテクノウッド 「高級木製インテリアグッズ」
ライフルやショットガンの銃床づく
りで培った木加工技術は、高級車の
ハンドルをはじめインテリア製品や
ノベルティグッズに活かされていま
す。材種や形状、仕上げ、ロゴ入れ
などオーダーメイドで承ります。

「本物のオーガニック」

有機認定工場で有機繊維基準
GOTS（ 欧州）、OCS(米国)の
オーガニック製品を製造。生産
履歴の追跡など安全安心、本
物のオーガニックをご提案し
ます。

株式会社 土佐龍 「四万十ひのき 極めまな板」
天然の一枚板に食品にも安心なポ
リマーコーティング技術を採用しま
した。黒ずみによる劣化を防ぎ、抗
菌力も◎。四万十ひのきは包丁の
刃と相性が良く、包丁を長持ちさせ、
長時間使用しても、手が疲れません。

公益財団法人高知県産業振興センター
ものづくり地産地消・外商センター 東京営業本部
□〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目7番16号 第3小森谷ビル別館6階

□ TEL : 03-6452-8830

□ FAX：03-6452-8831
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新規導入設備のご紹介

資源環境課

今年度導入した2機器についてご紹介します。多機能性マルチモードプレートリー
ダーとX線回折装置です。
▲

多機能性マルチモードプレートリーダー（分析機器）

プレートリーダーとは、試料の光学的性質の計測にマイ
クロプレートという多数の窪みのついた平板を用いる機器
のことです。医薬品、機能性成分といった試料の光学的性
質を測定することで、色素、蛍光物質などの定量を行い、
細胞の増殖・生存率、酵素活性に関する分析を行います。
本機器の特徴として、一度に多数の試料を短時間で同時
に計測することができること、1台で複数の光学的性質を測
定できることがあります。
【メーカー】 サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)
【型
式】 Varioskan LUX multimode microplate reader
【スペック】 検出モード 吸光：UV/可視光、蛍光、発光、時間分解蛍光
測定タイプ エンドポイント測定、
カイネティック測定、スペクトル測定
プレートタイプ 6〜1536ウェルプレート
（吸光：6〜384ウェルプレート）
波長範囲
吸光：200〜1000nm
蛍光：励起波長/200〜1000nm、測定波長/270〜840nm
発光：360〜670nm
時間分解蛍光：励起波長/334nm、測定波長/400〜700nm
インキュベータ温度 室温〜45℃

装置外観

マイクロプレート

▲

X線回折装置（分析機器）

装置全体

装置内部

【メーカー】 スペクトリス(株)
【型
式】 EMPYREAN
【スペック】
測定方法：水平θ-θ駆動
スキャン範囲（2θ）
：-111~168°
X線管球：Cu1.8kW、Co1.8kW
検索用データベース：ICSD、ICDD、PDF-2
検出器ピクセルサイズ：55×55µm
検出器：半導体検出器
（0D、1Dモード）
、
PC検出器+モノクロメータ、平
行 ミ ラ ー 、サ ン プ ル チ ェ ン
ジャー 、スピ ナーステージ 、フ
ラットステージ、加熱ステージ、
XYZステージ、CCDカメラ、マ
イクロビームマスク、モノキャピ
ラリー

X線回折装置は、測定する試料にX線を照射することで起こる変化を解析することで、その物
質が何であるか、どういう形状・状態のものであるかを判別する装置です。
この装置を使用することで、天然鉱物の同定や、工業製品の品質管理、製造工程での異物の同
定などに迅速に対応できます。
この装置は競輪の補助を受けて導入しました。

お気軽にお問い合わせください。
ＴＥＬ ０８８−８４６−１１１１
受付時間
［平日 8：30 〜 17：15]
最新情報はホームページをご覧ください。
ホームページの更新情報はメールニュースでもご確認いただけます。
HP
［http://itc.pref.kochi.lg.jp/］ Mail
［151405@ken.pref.kochi.lg.jp］
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メールニュース
ご登録はこちら

県内企業の人材の確保・育成・活用を支援！

“戦略的
人材活用セミナー”
高知県事業承継・人材確保センター

高知県事業承継・人材確保センターは︑県内企業

の皆様が地産外商の成果を拡大再生産へとつなげて

いくうえで必要となる︑核となる人材の確保を支援

するため︑平成 年度に高知県から委託を受け高知

間で 名の方をご紹介︒各企業でご活躍いただいて

県内企業の皆様のニーズに応じ︑開設から約2年

商工会議所に設置された公的機関です︒

27

が高まっています︒こうした中︑県内企業の皆様が

全国的に雇用情勢は〝売り手市場〟で人手不足感

おります︒

40

県内企業 社の経営者及び経営幹部︵人事担当者︶

回にて開催しました︒

２０１６年7月より2017年2月にかけ︑年間5

そこで当センターでは戦略的人材活用セミナーを

戦略的に取り組む必要があります︒

させるための人材を採用するなど︑様々な角度から

性を持つか︑あるいは既存の従業員の生産性を向上

めていくためには︑人材獲得競争の中でいかに優位

﹁核となる人材﹂を確保し︑拡大再生産を着実に進

平成28年度セミナー「人を活かす経営者ゼミ」の開講風景

本セミナーは︑平成 年度も引き続き開催する予

ヒントとなる﹄など︑参加者の評価は上々でした︒

でしっかり共有できた﹄
﹃具体事例が実践に役立つ

から参加申込をいただき︑
﹃組織ビジョンを﹁組織﹂

25

定ですので︑ぜひご参加ください！

29

以下では︑平成 年度セミナーのエッセンスをご
紹介します︒

28

平成29年度「戦略的人材活用セミナー」開催のお知らせ

平成29年5月頃、高知市内の会場にて、キックオフプログラムの開催を予定しています。県内中堅・中小企業
の経営者・経営幹部の方を対象とし、近日中に詳細を発表。募集を開始します。
【問い合わせ先】高知県事業承継・人材確保センター
（担当：中本） ＴＥＬ▶ 088-855-7748
E-mail ▶ syoukei-jinzai@grace.ocn.ne.jp ＨＰ▶ http://www.syoukei-jinzai.jp/
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いま 中 小 企 業 経 営 者に求 められる

﹁ 人 を 活かす 経 営 ﹂とは
孝雄

人は︑会社に安心して帰属し︑上司や
同僚の承認を得たいという﹁帰属欲求﹂
﹁承認欲求﹂をもっています︒
また︑中核
人材になり得る向上心のある人ほど︑自
分は何のために働くのか︑その意味・目
的を求め︑仕事にやりがいを感じ︑仕事
を通じて成長したいと願っています︒
し

前川

㈱ ＦｅｅｌＷｏｒｋｓ社 長 ／ 青 山 学 院 大 学 兼 任 講 師
㈱ 働 き がい創 造 研 究 所 会 長
平 成 年 度﹁ 人 を活かす 経 営 者 ゼミ﹂講 師

■﹁ 人 を 活 かす ﹂トップの力 が
事 業 承 継・人 材 確 保の鍵
少子高齢化・人口減少と︑首都圏・都
市部への人口・産業の一極集中が進む
なかで︑特に地方都市や中小企業の労働
力不足感は強まり︑今や事業承継・人材
確保は大きな課題です︒
この厳しい経営環境のなかで︑中小企
業経営者に求められることは︑地域に密
着した事業の強みや︑経営者の思い・方
針で社内コミュニケーションの活性化
や社員育成に力を注ぎやすい強みを活
かし︑
﹁小さいからこそキラリと光る﹂
企
業経営をめざすことです︒
現在︑大企業を中心に
﹁働き方改革﹂
が
叫ばれ︑残業の削減︑年次有給休暇の取
得促進︑テレワークなど多様な働き方の
促進︑子育て・介護等ライフイベントに
応じた就労支援の促進などが注目され
ています︒
もちろん︑これらの改革は大
切です︒
しかし︑私は︑こうした
﹁働きや
すさ﹂の追究だけで人材の確保・定着は
もちろん︑活躍を推進することは難しい
と考えています︒

大半の会社には経営理念や経営計画
があると思いますが︑それらと連動し
て︑一定期間に﹁どこを到達ゴールとし
て目指すか﹂が組織ビジョンです︒
私な
りの組織ビジョンの定義は︑
﹁遠すぎず︑
近すぎない︑組織の皆がワクワクする将
来のありたい姿﹂です︒
社員の帰属欲求
を満たすには︑
﹁この組織はいいビジョ
ンに向かって︑皆で共に頑張っている
な﹂と共感し︑ワクワクできることが大
切です︒
ありがちなのは︑目的である組織ビ
ジョンを明確にせず︑短期的な数値目標
などを掲げ︑それに向けて社員を鼓舞す
ることですが︑これでは社員のモチベー
ションは高まりません︒
そこで︑ビジョ

この仕事に力を入れたい﹂と真剣に考え
ているにも関わらず︑経営者・幹部社員
まえかわ たかお
大 阪 府 立 大 学 ︑早 稲 田 大 学 ビ ジ ネス
がそれらの意見に耳を傾けず︑目先の仕
スクール卒 業 ︒リクルートを経て︑２０
事
の
業績や管理・指導にしか関心がな
０８年に
﹁ 人 を大 切に育て活かす 社 会
い︒
そうなると︑力とやる気のある社員
づくりへの貢 献 ﹂
を志に起 業 ︒﹁ 上 司 力
ほど意欲をなくし︑
潰れていきます︒
研 修 ﹂な どで ︑約 ３００ 社 で 人 が 育つ
現 場 づ く り を 支 援 ︒主 な 著 書に﹃﹁ 働
﹁今は不透明な時代で︑市場や事業の
き がい あ ふ れ る ﹂チ ー ムのつく り 方 ﹄
先が見えない﹂と訴える経営者もいます
﹃ 上 司の9 割は部 下の成 長に無 関 心 ﹄︒
が︑小さなベンチャー企業でも︑自分の
強みや個性を活かした先見性のある取
り組みで業績を上げている例は決して
たがって︑こうした﹁働きがいある企
少なくありません︒
業﹂
︑
﹁人を活かす経営﹂を目指すことこ
経営者は︑自らの視点の〝時間軸〟
〝空
そ︑中小企業が大企業に勝る強みを活か
間軸〟を拡げて︑将来を幅広く見据え︑
して人材確保を進めていく︑最も有効な
常に未来を読む力を養うことが何より
道であると考えています︒
そこで︑以下では︑
﹁人を活かす経営﹂ 大切です︒
を実現するために経営者に求められる
﹁トップの上司力﹂を︑５つのステップ ︻ステップ２／社会使命︼社員がワクワ
クする組織ビジョンをつくる
︵注︶
で紹介します︒

■﹁ 人 を活かす 経 営 ﹂を実 現 する
トップの上司力〜５つのステップ
︻ステップ１／大局理解︼
将来の市場・事業を見立てる

第１のステップとして︑組織を束ねる
経営者には︑常に将来の市場や事業の行
方を見定め︑自社の未来をしっかりと展
望することが不可欠です︒
それには︑ど
の社員よりも外向きで前向きな〝大局
観〟をもち︑
〝未来志向〟でなければな
りません︒
困るのは︑これが逆転している組織で
す︒
向上心のある優秀な若手・中堅社員
が︑
﹁これからはこういう事業が大事だ︒

︵注︶
図１参照︒
平成 年度
﹁経営者ゼミ﹂
では︑
この5つのステップ
︵大局理解︑
社会使命︑
組織戦略︑
意思決定︑
全体最適︶
を辿るアクションラーニング型研修
︵ワークショップと現場実践の積み上げ︶
を実施しました︒
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《図1》トップには高い視点と意思決定が求められる

28

28

︻ステップ５／全体最適︼今いる人材を
活かし組織の成果を最大化する

かねてより︑経営資源である
﹁人﹂
︑﹁モ
ノ﹂
︑﹁カネ﹂
のうち︑﹁人＝人材﹂
は有限で
あると言われてきました︒
そして︑今日
の人口減少・人材流出によって︑すべて
を兼ね備えた魅力的な人材を採用する
こ と は 容 易 で は あ り ま せ ん︒し た が っ
て︑これまで述べてきたことにつながり
ますが︑経営者の思いに共感した人を採
用すること︑現在いる人材含めてすべて

今まで多くの経営者・管理職が鍛え
てきたのは︑いわば﹁マネジメントの筋
肉﹂でした︒
しかし︑これからは﹁リー
ダーシップの筋肉﹂を鍛えることがより
大切です︒
ハーバード大学のジョン・P・コッ
ター教授の定義を意訳すると︑マネジメ
ントは﹁指示・管理してやらせる﹂こと︑
これに対し︑リーダーシップは
﹁共感︑引
き出し︑リードしていくこと﹂と言える
でしょう︒
マネジメントのもとでは︑社
員は自ら考えず︑受け身で︑言われたこ
とだけをする姿勢になりがちです︒
そこ
で︑社員に主体性をもって自ら考えさせ
た い な ら ば︑
﹁共 感 と 引 き 出 し の リ ー
ダーシップ﹂によって︑社員自身に工夫
させ︑考えさせる風土をつくっていくこ
とが大切です︒
経営者としてのリーダーシップとは︑
ビジョンと長期目線で戦略を創りあげ︑
社員のやる気を引き出すことで︑それら

F・マイヤーは
ンづくりは︑組織の中核メンバーを巻き
込んだ役割図は︑ぜひ組織全体で共有し
﹁やる気×能力＝業績﹂
と
の﹁人を大切に育て︑活かす﹂こと︒
各社
込み︑一緒に対話をしながらつくること
て く だ さ い︒役 割 図 の 各 社 員 の 肩 書 に
いう方程式を示し︑
﹁やる気﹂
と
﹁能力﹂
の
員の持ち味︑強みを最大限に活かすこと
が大事です︒
いくらよいビジョンでも︑ ﹁あ な た な ら で は﹂の 役 割 キ ャ ッ チ コ
いずれが欠けても業績は上がらず︑両方
が︑
ますます重要になってきます︒
社員にとって﹁他人ごと﹂では意味があ
ピー︵
﹁オピニオンリーダーの〇〇主任﹂ を高めることが必要としています︒
した
そのためには︑組織全体としても︑ま
りません︒
この方法は時間がかかるかも
など︶を記入するとよいでしょう︒
その
がって︑上司は傾聴によって各社員の
た各チーム︑各社員についても︑仕事の
しれませんが︑急がば回れです︒
ビジョ
ことで︑社員は互いの役割を理解し合い ﹁やる気﹂
と
﹁能力﹂
を引き出し︑業績向上
優先順位を明確にすることが重要です︒
ンはロマンのあるもの︑ワクワクするも
ながら協力でき︑組織全体の目的・目標
につなげ︑これを認めて本人に成長と自
経営者としては︑目的に照らして不要な
の︑感動・共感でき︑
﹁自分ごと﹂
として
と一人ひとりの役割がつながり︑チーム
信を実感させることで︑さらに
﹁やる気﹂ 仕事は思い切って捨てる覚悟︑
﹁やめる
内発的動機づけにつながることがとて
ワークが取りやすくなるのです︒
を引き出す好循環を回すことが大切で
勇気﹂をもち︑
﹁大切な仕事に集中する﹂
も大切だからです︒
す︒
﹁集中させる﹂
ことが大切です︒
︻ステップ４／意思決定︼現場を応援す
一方で︑組織としての業績を上げるた
︻ステップ３／組織戦略︼中心となるメ
る仕掛けを決める
め
に
は
︑
チ
ー
ム
を
動
か
す
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
■
マ
ネジメントから
ンバーを軸に組織を設計する
次は︑社員に働きかけ︑現場を応援し
ション︵促し︶が重要です︒
そして︑社員
リーダーシップの時 代へ
ていく仕掛けづくりのステップです︒
組
が互いに尊重し合い︑知恵を出し合い︑
織を動かすには︑1対１で社員を動かす
連携し合うことで業績につなげる仕組
場面と︑1対多でチーム全体を動かす場
み︑即ち社員がお互いにリスペクトし合
面があります︒
う関係をつくっていくことが必要です︒
ま ず︑個 人 に 着 目 す る と︑N・R・
その結果︑業績が上がり︑チームに充実
感がみなぎり︑互いに感謝し合う関係
︵
﹁達成できたのは皆のおかげ﹂
︶ができ︑
﹁尊重×連携＝業績﹂の方程式が実感し合
えれば︑さらに強力なチームに成長しま
す︒︵図2参照︶
組織ビジョンの明確化の次は︑組織戦
略です︒
まず︑組織ビジョンを実現する
ための組織内の機能・役割を定めます︒
例えば︑マーケティング部門︵分析・提
案機能︶
︑営業部門
︵顧客相談機能︶
︑販売
部門
︵決断補助機能︶
︑アフターサービス
部門︵不具合修正機能︶などです︒
そし
て︑各社員の強みを活かせるように︑各
機能・役割に配置します︒
交渉力が強い
人︑流行に敏感できっちり仕事をする
人︑コミュニケーションに強みがある人
など︑
﹁あなたならでは﹂
の役割を付与す
るのです︒
この役割配置に際しては︑上司が各社
員と面談を行い︑十分な対話をすること
が大切です︒
そこで︑上司は︑
﹁傾聴﹂に
よって社員の本音・思いを引き出し︑社
員への期待を述べることによって︑前向
きに支援します︒
このことによって︑各
社員は﹁だから私はこの役割なんだ﹂と
腑に落ち︑
承認欲求も満たされます︒
こうして決まった各自の役割を書き
《図2》個と組織の相乗効果を増幅させる
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を遂行することです︒
そして︑変革を成
し 遂 げ る た め に︑フ ォ ー マ ル︑イ ン
フォーマル両方の人間関係を駆使し︑針
路を定め︑動機づけと啓発によって︑心
の統合を図っていくことです︒
今︑会社にいる社員を思い起こし︑ぜ
ひ全力で育て方を考えていただきたい
と思います︒

■ 先 進 的 な企 業 経 営 者からの学 び
ここでは︑今回の経営者ゼミにご登壇
いただいた︑お２人の経営者をご紹介し
ましょう︒
いずれも先代から困難な経営
状況の会社を引き継ぎ︑試行錯誤や工夫
をしながら︑今や全国的に注目される経
営を実現しています︒

てる自社改革を進めるとともに︑中国や
ベトナムをはじめとするアジアでの若
き経営人材づくりという大きな事業に
も乗り出し︑ 年間にわたり実績を積ん
でいます︒
大切にしているポリシーは︑
﹁人づく
り﹂
︑
﹁社会型企業﹂
︑
﹁人まねはしない・
させない﹂
の3つ︒
﹁人づくり﹂
では︑人を育てるには教え
るのではなくチャンスを与えることが
大事であり︑失敗を恐れずチャレンジさ
せること︒
そして︑どんな仕事よりも
﹁ひ
とづくり﹂を最優先すること︑を提唱さ
れます︒
よき人材を育てることを通して
事業を興し︑発展してこそ企業の存在価
値があるということです︒
﹁社会型企業﹂とは︑
﹁やりがい﹂﹁お金
儲け﹂﹁社会貢献﹂の3つを同時に実現す
る企業のこととされます︒
こうしたソー
シャルビジネス型企業こそが︑社員の誇
りややりがいを生むとともに︑
〝国際化
企業〟としても認められていくという
ことです︒
そして﹁人まねはしない﹂
︒
経営理念や
方針は借りものや︑一部のリーダーがつ
くったものでは意味がない︒
企業理念や
企業文化は︑会社の中核的な社員を集
め︑皆でつくっていくことが大切︒
それ
らは︑常に時代の変化に合わせて刷新し
ていくべきで︑それが新しい若い人材が
入り定着していく原点にもなる︑と主張
されています︒
杉山会長の熱く︑揺るぎないビジョン
の力によって︑同社の事業も︑アジアで
の人材育成の取り組みも︑大きく発展し
ています︒

﹁自律・自走する職場の創り方﹂
有限会社中里スプリング・中里良一社長

中里 良一 氏

中里社長も︑家業であるスプリング工
場を継承した後︑
﹁日本一楽しい町工場﹂
をめざし︑ユニークな経営実践を進めて
います︒﹁人を活かす経営者ゼミ﹂で語ら
れた﹁小さな会社の社員が楽しく仕事に
打ち込んでもらう方法﹂は︑よき経営指
第5は︑
﹁制服にも遊び心を︒
﹂同社の
針として参考になります︒
社員は体調のいい日は青︑悪い日は黄色
その第１は﹁社員の欠点を直すな︑長
の制服を着る︒
黄色服の社員には皆が気
所を伸ばす発想をもて︒
﹂社員からこの
遣い仕事をフォローする︒
社員はロボッ
1年どう長所を伸ばしたいかの自己申
トではなく︑100点の日も0点の日も
告を受け︑そのための仕事・顧客を開拓
あっていいとのことです︒
するのが社長の仕事とのことです︒
第6は︑
﹁役職者は立候補で決める︒
﹂
第2は︑
﹁社員の提案・アイディアは
係長以下の役職には︑入社2年以上なら
すべて採用せよ︒
﹂本気の提案なら採用
誰でも立候補でなれる︒
1年経ち︑自己
して失敗しても︑社員は責任感と失敗の
評価で合格なら継続させ︑難しければ元
悔しさから︑
﹁この次は﹂
と努力してくれ
に戻し︑再チャレンジもできる︒
相互信
る︒
社員の失敗に費用をかけることは経
頼あっての仕組です︒
営者の心意気と語られています︒
第7は︑
﹁独自のご褒美制度﹂
︒
その年
第3は︑
﹁独自の会議を楽しもう︒
﹂月
最も頑張った社員には︑
①社内の材料を
1回全員参加で仕事抜きの夢を語り合
好きなだけ使い︑不足分は社長が100
う﹁夢会議﹂や︑
﹁タケノコ会議﹂﹁知恵の
万円を出し︑時間内に好きなものを作れ
輪会議﹂﹁ダルマ会議﹂など社員が好きな
る権利︑
②担当の﹁嫌なお客﹂を切ってい
名前をつけた多くのチーム会議での活
い権利︑の２つのご褒美を用意︒
1件顧
発な議論で︑新しい発想や活動を次々と
客を断ったら︑社長が3か月以内に 社
生みだしているとのことです︒
の新規顧客を開拓してバックアップす
第 4 は︑
﹁社 員 全 員 に 名 刺 を 持 た せ
るとのことです︒
ろ︒
﹂
名刺は︑中小企業経営者の社員への
見方︑信頼を表すもの︒
そして︑全社員が
お２人の経営者の実践からは︑まさに
名刺で自分と会社の名前を︑誇りをもっ ﹁人を活かす経営﹂のエッセンスを多く
て堂々と語れることが大事︑ということ
学ぶことができました︒
です︒
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杉山 定久 氏
会長

有限会社 中里スプリング

社長

10

﹁ビジョン経営の徹底﹂
南富士株式会社・杉山定久会長

南富士株式会社

杉山会長は︑ 歳の若さで家業を引き
継ぎました︒
しかし︑
﹁この会社には夢が
ない﹂といって辞めていく社員たちに
ショックを受け︑
﹁夢のある会社をつく
ろう﹂
﹁熱くビジョンを語れる経営をめ
ざそう﹂と奮起︒
社員が仕事に誇りをも
22

40

パソコンを快適に使おう
今月号は

Q＆A

今月の

□メッセージを直ちに送信する

Q&A特集

Q1
A1

メールの送信ボタンを
取り消すことができますか？
実際に送信した後では取り消すこと
ができませんが、メールの設定で送
信するタイミングを変更することで
対応することができます。

例）
Win

dows
live m
ail

Q2
A2

左記のチェックを外すことで、メーラーを終
了するタイミングで送信するのか確認メッ
セージが表示されます。他のメーラーでも同
様の設定を行うことができます。

ブルートゥースが認識しなくなったの
ですが、よい対処方法はありますか？
ブルートゥースに限らず本来本体に付属して
いるインターフェイス（WiFi、USBなど）は以
下の対応で修復できる可能性があります。

少しレベルは高いですが、ブルートゥースに限らず、ドライバーをアン
インストールして再起動する方法は一つの手段です。再起動すれば標準
のドライバーは再設定されるので有効な手段です。
（自信のない方はやらないでください）

•ドライバーの削除
•再起動によるドライバー
の再設定
デバイスマネージャーから
ドライバーを削除することが
できます

役に立つ情報・グッズ・ツールの紹介
○Windows10のメジャーアップデートについて
Windows10は、2017年3月ごろ「Creators Update」というメ
ジャーアップデートを予定しています。
VR（仮想現実）の機能をサポート予定です。「Paint 3D」が標準
アプリとして付属します。

○企業向けの「Windows Defender」
マイクロソフトは企業向け有料保護サービスである「Windows
Defender Advanced Threat Protection 」を始めました。
試用版もあります。
https://www.microsoft.com/ja-jp/WindowsForBusiness/Windows-ATP

○アプリ「Duet Display」の紹介
iPadをセカンドディスプレイで利用することができます。
PCとタブレット両方にアプリのインストールが必要です。
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information

情報

高知ぢばさんセンター催し物 予定表
催し物名

主催者

フィッシングショー

in

四国2017

シマダヤ

in

ぢばさん

家具万博

ハーレーダビッドソン高知 大中古車フェア

場

岡林釣具（株）
（株）島田屋
ハーレーダビッドソン高知

会

期

営業時間

大ホール

3/12
（日）

大ホール

3/18
（土） 3/18 〜 3/19 10:00 〜 19:00
〜
9:00 〜 17:00
3/20
（月） 3/20

大ホール

4/ 9
（日） 4/9

高知ぢばさんセンターをご利用ください！
県内企業応援割引
単年度複数回割引

所

賛助会員割引 など
各種割引もあります！

■ お問い合わせ・お見積り・ご予約は

㈱四国環境管理センター
ぢばさん事業部（担当：中屋）

毎月10日
（定期）
1,500部発行

県内企業や関係機関など、
多くの読者にPRすることが可能です！
ぜひ、
活用をご検討ください。
原版あり

原版なし

（賛 助 会 員）……… 20,000円/月
（非賛助会員）………40,000円/月

（賛 助 会 員）……… 30,000円/月
（非賛助会員）………50,000円/月

連絡先

高知ぢばさんセンター大ホール等は、平成30年２月〜５月
（予定）の間、耐震工事のため、ご利用いただくことができ
ません。いつもご利用いただいている皆様にはご迷惑をお
掛けしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。詳
しいことは、ぢばさん事業部まで、お問い合わせください。

9:30 〜 16:30

本誌「 情報プラットフォーム 」
裏面広告掲載企業募集！！

掲載料金

休 館 の お 知らせ

9:00 〜 16:00

★平成29年4月号からの掲載を募集しています！

裏表紙A4全面

TEL 088-846-0311 FAX 088-803-8510
E-mail diba-yonkan@cup.ocn.ne.jp
URL http://www.diba3.i-tosa.com/

3/12

公益財団法人 高知県産業振興センター
産業連携推進部産業連携課 情報誌担当 會澤
電話：088‐845‐6600 FAX：088‐846‐2556

確定申告が間違っていたときの訂正について
確定申告書を提出した後で計算誤りなど申告した内容に
間違いがあることに気付いた場合は訂正できますか？
次の方法で訂正することができます。
税額を多く申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたこと
に気付いたときは、
「 更正の請求」
をして正しい税額への訂正
を求めることができます。請求内容が正当と認められたとき
は、正しい税額に減額されます。
【手続】更正の請求書を作成し、所轄税務署長に提出してください。
【期間】更正の請求書は、次の期間内に提出してください。
○平成24年分から平成28年分…法定申告期限から５年以内

手続に当たって

確定申告書、修正申告書及び更正の請求書を提出する際
には、マイナンバーの記載及びご本人の本人確認書類の
提示又は写しの添付が必要となります。
確定申告書、修正申告書及び更正の請求書は、国税庁ホー
ムページの
「確定申告書等作成コーナー」
で作成できます。

税額を少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたこ
とに気付いたときは、
「 修正申告」をして正しい税額に修正し
てください。
なお、修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を
提出する日
（納期限）
までに、延滞税と併せて納めてください。
【手続】 修正申告書を作成し、所轄税務署長に提出してください。
【期間】 修正申告は、税務署長による更正があるまではいつで
もできますが、修正申告によって納める税額には、法定
納期限
（平成28年分の所得税及び復興特別所得税は
平成29年３月15日
（水）
、消費税及び地方消費税は平
成29年３月31日
（金）
）
の翌日から納付する日までの期
間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く
申告・納付するようにしてください。また、修正申告を
する場合や、税務署長が更正を行う場合には、加算税
が賦課される場合があります。

税に関する情報は国税庁ホームページ www.nta.go.jp
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