「ものづくり地産地消推進事業費補助金」の採択事業の概要
～ 平成24年度 第４次採択分 ～
H25.3.12 工業振興課

【 試作開発事業：８件 】
上記「補助対象事業」の中で、具体的な製品の試作開発等に取り組む事業
（ ２社以上の場合

補助率：２／３以内、補助限度額：1,350万円 ）

（ 1企業単独の場合

補助率：１／２以内、補助限度額：1,000万円 ）

企業名

1

（株）垣内
（株）一宮鉄工所

2 美津和産業（株）

3

テーマ名

【機械金属】
柑橘搾汁機械システ
ムの試作開発

事業の概要

柑橘の栽培や搾汁加工を行っている事業者（農業者を含
む）にとっては、柑橘をいかに効率的に搾汁し、付加価値の
高いジュース等の加工品を生産、販売できるかが課題と
なっている。
これまで大型搾汁システムの製品化に共同して取り組ん
できた㈱一宮鉄工所と連携し、簡易で効率的な柑橘搾汁シ
ステムの試作開発を行う。

ユーザーの使用方法に合った仕様の豆腐・油揚げ用連
【食品加工】
豆腐・油揚用連続水 続水切りプレスは、既存のメーカー品では対応が難しく、機
切りワンウェイプレスの 械構造的に欠点もあるため、そこを改善してユーザーの
ニーズに合った連続水切りプレスの試作開発を行う。
試作開発

【農林水産業】
（株）葉山ヒューテッ
樹木の立ち枯らし用
ク
皮剥機の試作開発

樹木の間伐方法として切り倒しや巻き枯らし方法がある
が、現在の方法では多くの時間と労力が必要で間伐したく
ても採算がとれない山や奥地の山では、間伐が遅れるのが
現状である。こういった問題に対応する為、安全で早く作業
のできる立ち枯らし用皮剥機の試作開発をする。

4 （株）高知丸高

東日本大震災の被害を受け、避難タワー等の構造設計は
津波波力が大きくなり、基礎杭には莫大な引抜力が要求さ
【防災】
れ、基礎工事費が大幅増となる。本事業では、先端部を大
津波対応型先端拡大
きく球根状に拡大させることにより、押込力及び引抜力を高
杭の試作開発
め、津波災害に備える事が出来る新しい基礎杭の津波対
応型先端拡大杭の試作開発を行う。

5 松田鉄工

南海トラフ巨大地震発生に備え、農業用重油タンクが漏
れて溢れ出す事で火災等の大災害や農作物への環境破
【防災】
流出防止装置付農業 壊を未然に防ぐ事を想定した安全防災タンクを本助成事業
用防災重油タンクの試 で試作した。試作後、ニーズ側及び高知市消防局、香南市
消防署、公設試、高知大学教授等の学識経験者からアドバ
作開発
イスをいただき、更に充実したものを完成させる。

6 （有）土佐通信

津波の避難経路において、家屋の密集地等の狭い通路
では、太陽光が不足してソーラー街路灯を設置する事が困
【防災】
地震津波避難用ソー 難である。この課題に対応する為に、太陽光発電を十分日
ラー発電誘導ランプの 照が当たる場所の一箇所に置き、避難経路に複数本の誘
導ランプを設置する事で、狭い通路でも避難場所に誘導す
試作開発
ることが出来る誘導ランプを試作・開発を行う。

テーマ名

事業の概要

（株）朝日技研
（有）大協工産

【防災】
電気・ガス圧駆動使用
しない津波対策陸閘
自動閉鎖装置の試作
開発

従来の陸閘や水門は手動や電動にて現地操作及び遠隔
操作による開閉が大半であるが、地震発生時の津波等での
地域住民の安全性を考慮し、今回それに対応する為の人
の手や遠隔操作を必要としない地震の揺れそのものに連動
して自動的に水門を閉鎖する駆動装置及び地震感知装置
の開発事業。

（株）土佐農機
（有）ダイテック

現在取扱っている燃料式噴霧機の基本部材部品は韓国
よりの輸入品であるが、国内ユーザー向けに特化した災害・
【防災】
防災現場に有益となる全く新しい製品の試作開発を行う。
小型軽量電動式噴霧
噴射口の改善、吐出量や噴霧到達距離改善の為の新機
機の試作開発
軸の開発、新素材の検討、圧力機構の開発、無線化に向
けた電池式への転換、等に関し県内企業と取り組む。

企業名

7

8

「ものづくり地産地消推進事業費補助金」の採択事業の概要
～ 平成24年度 第３次採択分 ～
H24.12.26工業振興課

「補助対象事業」： 県内に需要がある機械及び設備について、県内で試作開発しようとするもの

【 ステップアップ事業：２件 】
上記「補助対象事業」の中で、構想段階から基本設計までを取り組む事業
（ 補助率：１／２以内、補助限度額：100万円 ）
企業名
テーマ名

事業の概要

1 日本化工（株）

【その他】
かけ流しのミョウガ養液栽培排水（窒素：200mg/L・リン：
ミョウガ養液栽培排 20mg/L）を目標とする排水基準（窒素：60mg/L・リン：8mg/L）ま
水処理装置（脱窒 でに処理できる排水処理装置を試作するため、排液の分析・試
素・脱リン）の開発 験・設計を行い、試作品を開発する。

2 （株）ダイセン

【防災】
蓄光看板とリチウム
イオン電池を組み
合せた防災ソー
ラー灯の開発

蓄光の自発光を利用し長時間使用可能にすることにより、夜に
災害が発生しても人々に安全・安心を提供する蓄光避難誘導看
板と長寿命リチウムイオン電池を搭載したソーラー灯とを組合
せ、夜間、災害等により、照明装置が水没や破損により不点灯の
場合でも蓄光部分で生活照度を夜明けまで確保する防災灯を
開発する。

【 試作開発事業：３件 】
上記「補助対象事業」の中で、具体的な製品の試作開発等に取り組む事業
（ ２社以上の場合

補助率：２／３以内、補助限度額：1,350万円 ）

（ 1企業単独の場合

補助率：１／２以内、補助限度額：1,000万円 ）

上記「補助対象事業」の中で、具体的な製品の試作開発等に取り組む事業
（ 1企業単独の場合
企業名

補助率：１／２以内、補助限度額：1,000万円 ）
テーマ名

事業の概要

1 (株)暁産業

平成２２年に弊社の開発した「おが粉」バーナーを活用し温
【機械金属】
水、温風ボイラーを試作し実用化した。既存の規模のバーナー
大型（１５０万㌔㌍
（出力Cal：２０万㌔㌍/h～８０万㌔㌍/h）では大量に重油を使用
/h）バイオマス・エ
する工業事業者としては蒸気パワー不足であることから今回の試
コ・バーナーの試作
作として未知の領域である１５０万㌔㌍/hバーナーの試作開発を
開発
したい。

2 （株）スカイ電子

【機械金属】
風力・水力等の再生可能エネルギーを有効利用する為に、弊
３kW発電機用制御
社発電機との完全マッチングした３kW制御装置の開発。
装置の試作開発

現在、開発された機械での出来上がり商品寸法を、持ち運びし
【機械金属】
（有）サンライズマ
良い寸法の物、よりコンパクト化した寸法の製品ができないかと
3
ペット糞処理袋製造
シン
の要望があり、現寸法も使用出来又、コンパクト商品も製造でき
機械の改良
る兼用機に改良する。

「高知県ものづくり地産地消推進事業費補助金」の採択事業の概要
～ 平成24年度 第２次採択分 ～
H24.9.4 工業振興課

「補助対象事業」： 県内に需要がある機械及び設備について、県内で試作開発しようとするもの

【 ステップアップ事業：１件 】
上記「補助対象事業」の中で、構想段階から基本設計までを取り組む事業
（ 補助率：１／２以内、補助限度額：100万円 ）
企業名

1 松田鉄工

テーマ名

【防災】
大規模震災対応用漏
れない安全防災重油
タンクの開発

事業の概要

近年予想される中南海大規模地震発生時に農業用重油ボイ
ラー用タンクが溢れ出す事で火災等災害を大きくさせる事を未然
に防ぐ事を目的とする。また、同時に予想される大規模津波発生
時に衝撃を吸収する機能を持たせ、更にタンク自体が浮き輪化
する工夫を凝らしその機能で人命救助をも考慮した多機能型タ
ンクを開発する。

【 試作開発事業：９件 】
上記「補助対象事業」の中で、具体的な製品の試作開発等に取り組む事業
（ ２社以上の場合

補助率：２／３以内、補助限度額：1,350万円 ）

（ 1企業単独の場合

補助率：１／２以内、補助限度額：1,000万円 ）

企業名

テーマ名

事業の概要

(株)太陽、
日本化工（株）

地域の魚製品を製造している企業から、魚の煮汁廃水に含ま
【食品加工】
含油残渣のボイラー れる残渣中の魚油が既存の廃水処理施設では処理できなく、こ
用燃料化機械の試作 の処理方法の開発が望まれており、この課題に対応するため、残
渣の分析や魚油の燃料化部分の設計を行い、含油残渣のボイ
開発
ラー用燃料化機械の試作機を開発する。

2 （株）サンテクノ

国有林に植林する杉・桧等の苗木はコンテナ苗にかわって行く
【農林水産業】
方針で苗木生産もポットで育苗する為、出荷の時ポットから根が
コンテナ苗の抜き取り
からみあっている為、抜取りが人力では抜取り出来ないので抜取
機の試作開発
りを油圧による押し抜く機械が必要である。１度に２４ヶ抜き取り。

1

本事業は、２０１１年度高知県ものづくり補助金事業において取
パシフィックソフトウ
り組んだ「紙原料加工機の試作機開発」を継続発展するものであ
【機械金属】
3 エア開発（株）、
紙原料加工機の改良 る。前年度の試作を通して得られた皮剥ぎ速度、白皮への加工
(株)モリサ
品質の向上などの課題克服や新たな知見に基づく改良試作を行
い、より実用的な紙原料生産工程の機械化を目指す。

（株）垣内、
（株）土佐電子

ペレットを生産している事業者にとっては、造粒直後の冷却及
【機械金属】
び乾燥が課題となっている。既存の冷却装置であるカウンタクー
ペレット用冷却機械の ラーや振動冷却機では、コスト面等で難点があり、当社の経験を
試作開発
活かした省エネ、低コストの新型冷却機械を、株式会社土佐電子
と連携して試作開発する。

5 (有)大前田商店

【機械金属】
県内の道路の維持管理のための樹木の枝葉剪定作業は人力
油圧ショベル装着草
作業が多く、作業効率の向上や省力化が課題となっているので、
刈兼用剪定機の試作
これに対応するために油圧ショベル装着型の剪定機の試作機を
開発
開発する。

4

企業名

テーマ名

事業の概要

6 (株)高知丸高

災害により浸水した家屋の瓦礫撤去や道路復旧の為の瓦礫撤
【防災】
去等に使用する水陸両用作業船であり、フロート構造のキャタピ
災害用水陸両用作業 ラにバックホーの本体を合わせ、瓦礫撤去やコンクリート等を破
船の試作開発
砕する機能を持ち、瓦礫に乗り上げる事が出来るパワーを併せ
持った水陸両用作業船を開発する。

7 （株）ダイドウ

【防災】
緊急災害時に対応で
きる可動設置型循環
式水洗トイレの試作開
発

震災などの緊急災害時では工事現場などで見られる仮設トイレ
が設置されているが避難所などでは、すぐ満タンとなり使用でき
なくなる。又、夏場などは、不衛生で特に使用しづらい。そこで被
災地域でも移送設置が容易にでき自己循環機能により水洗トイレ
が使用し続ける事ができる可動設置型循環式トイレ設備の試作
開発を行う。

【防災】
折りたたみ式防災
ボートの試作開発

津波浸水想定区域内において、被災後の防災ボートを使用し
た救出活動の重要性が先の東北大震災の被災者の声からも確
認できており、平時には簡単に収納できる折りたたみ式防災ボー
トの試作を行うこととする。試作にあたっては、平時の利用方法や
被災時の耐久性に配慮した設計を行う。

8

土佐レジン
大永造船(株)

【防災】
避難経路を妨げな
9 (株)エスエークラフト い、廉価版耐震キッ
チンボードの試作開
発

現在、開き戸のみ耐震ボードと呼ばれる物があるが、地震感知
式で、100％機能した訳ではない。ましてキッチンボードは、引き
戸が主流で、地震後、食器類の散乱で、負傷し、速やかに避難
できなかった例を耳にする。この課題に対応するため、且つ広く
普及させるため、廉価版耐震キッチンボードを試作開発する。

「高知県ものづくり地産地消推進事業費補助金」の採択事業の概要
～ 平成24年度 第１次採択分 ～
H24.6.14 工業振興課

「補助対象事業」： 県内に需要がある機械及び設備について、県内で試作開発しようとするもの

【 ステップアップ事業：１件 】
上記「補助対象事業」の中で、構想段階から基本設計までを取り組む事業
（ 補助率：１／２以内、補助限度額：100万円 ）
企業名

1 (有)大協工産

テーマ名

事業の概要

地震発生時に避難経路を確保するため、避難場所の門扉の開
閉を確実かつ迅速に行う必要がある。この問題を解決するため、
【防災】
門扉の開閉の確認及び遠隔操作できるシステムの開発を行うとと
地震災害避難場所の
もに、電源喪失により遠隔操作が不可能になった場合でも、避難
自動解錠装置の開発
場所で震度５以上の地震を感知すれば自動解錠する装置を開
発する。

【 試作開発事業：９件 】
上記「補助対象事業」の中で、具体的な製品の試作開発等に取り組む事業
（ ２社以上の場合
（ 1企業単独の場合
企業名
1 (株)栄光工業

補助率：２／３以内、補助限度額：1,350万円 ）
補助率：１／２以内、補助限度額：1,000万円 ）
テーマ名

事業の概要

【農林水産業】
高齢化が懸念されている農業従事者の身体的負担を軽減する
農作物の栽培におけ
ため、シンプルかつ低価格な電動低所作業車の試作機を開発す
る電動低所作業車の
る。
試作開発

本県は春先、体長３～４ｃｍのマイワシの稚魚であるコベラが水
揚げされているが、シラスに比べ魚体が２～３倍と大きく乾燥しに
【食品加工】
くいため、乾燥に時間が掛かり天候により水揚げ量が安定しな
2 (株)カワクボ製作所 自然風を活用した熱
い。
風乾燥機の試作開発
そこで、一部強制乾燥を取り入れ処理量を増加させる乾燥機の
試作開発を行う。

3 (株)シンテック

山間部が大部分を占める高知県では治山や急傾斜保護等の
【機械金属】
土木工事が多数あるが、工事現場の多くは狭隘で、工事に必要
狭領域な施工場所に
な機械類の主な搬送手段は索道、ヘリ及び２ｔトラックとなる。
も搬送可能なコンク
本事業ではこれらの搬送手段でも、重量または大きさの問題か
リートポンプの試作開
ら分解搬送を必要としない高能力軽量コンクリートポンプの試作
発
開発を行う。

4 (有)坂本鉄工所

昨年度、高知県ものづくり地産地消推進補助事業のステップ
【防災】
アップ事業に採択され、当該自動化装置のプロトタイプを制作、
陸閘、水門等の閉鎖 実証テストを行い基本機能の確認を行うことができた。今回はこの
作業自動化装置の試 実証テストで得られたデーターやニーズ側の事業者等から出され
作開発
た意見に基づき、より実機に近い試作機を作成、商品化に向けて
更に改良を進めたい。

ゆず生産者からは、ゆずの消毒作業はノズルガンとホースを引
【農林水産業】
きながら行う身体に負担のかかる作業であることと、消毒液から身
(株)葉山ヒューテッ
5
無線自走式消毒噴霧 を守る為、眼鏡、マスク、防除着の必要な作業であるため、機械
ク
機の試作開発
化が望まれている。この問題に対応するため、無線操縦でゆず畑
を走行する消毒噴霧機の試作開発をする。

企業名

テーマ名

事業の概要

前年度、本補助事業により、高品質なコアと方位のわかるコアと
を同時に採取する装置の試作・開発を行った。
【防災】
その際の実施テスト及びその後のボーリングにおいて、装置鋼
高品質なコアと方位
製部材に生じた錆がベアリングに滞留し機能に影響を及ぼす懸
6 （株）高知地質調査 の分かるコアとを同時
念が生じた。また、装置として露出している箇所でもあり、錆の問
に採取する装置の改
題が商品化に向けて障害となっている。
良
また、本装置は活断層調査や津波痕跡調査に有効であるた
め、この分野への展開も図る。
7 福留工業(株)

地元ねぎ生産農家から、現在手作業にて行っている、ねぎ収穫
【農林水産業】
後のねぎ洗い及び根切り作業を省力化する要望を受けて、ねぎ
ねぎ洗浄機試作開発
洗浄機の設計及び試作機の開発製造を行う。

【防災】
アクアデザインシス 災害対応型 自走式
8
テム（株）
海水淡水化浄水装置
の試作開発

9 (株)高知丸高

【防災】
フロート式津波避難
船の試作開発

自社の技術を使った防災関連商品の開発（災害緊急用の可動
式超小型海水淡水化）
開発商品以外ほか（例：発電機など）を利用しない独立した災害
緊急用の自走可動式超小型海水淡水化浄水装置の開発。類似
商品は全くなく世界で初めての商品となる。
造水量；最大16リットル/分を予定
地中に打設した鋼管杭の中に垂らしたチェーンと錘に繋がる津
波避難船であり、チェーンの長さを津波想定高さ以上に設定して
おく事で、津波が来襲すれば浸水高さに合わせて避難船本体が
チェーンの長さ分だけ上昇する。浸水が引けば鋼管内の錘が下
がる事により避難船が元の場所に戻る事を特徴とした津波避難
船を開発する。

