は じ め に
本市は、社会的現象による少子高齢化の進行や人口減少社会の到来、地球規模の環
境問題や世界規模による景気の低迷の影響を受ける一方で、２度の市町村合併により
島しょ部から山間部まで、多様な自然や世界遺産を有するまちへと変貌をとげ、産業
構造についても地域ごとに様々な特性を有するまちへと変化しました。
こうした状況を踏まえ、地域経済の活性化を図ることが重要な課題のひとつである
とし、「市の強みを活かす」、「地元消費を活かす」、「地元雇用を伸ばす」、「地域性に
対応する」の４つの基本方針に基づき、平成２０年３月に商工業活性化ビジョンの提
言を受け、産官学の関係者で構成する「産業振興協議会」が発足しました。
また、本市の上位計画である平成２４年度からの第５次総合計画後期計画において
前期計画（平成２１年度から）に引き続き「盛んな産業といろいろな働き場があり成
長するまちに」を政策目標の一つとして掲げています。
本書は、こうした計画に基づく事業の一つとして、商工業者や、創業・起業をめざ
す市民の皆様にとって、ビジネスチャンスのきっかけになればとの思いから、本市の
商工業を中心とした産業の状況を分かりやすく説明するとともに、商工業活性化ビジ
ョンに基づいて実施している各事業の紹介などをまとめたもので、２年に１回発行し
ています。
今回は、このたび産業振興協議会で取りまとめられた本市の商工業振興の指針とな
る「商工業振興の理念」及び平成２３年度に調査した「産業構造調査」の結果を掲載
させていただくとともに、「商工業活性化ビジョンの概要及び事業展開」や「キラリ
と輝く挑戦者たち」などを紹介しています。
今後も、こうした情報提供を続けてまいりますので各種商工業振興施策の推進にご
理解とご協力をお願いします。
最後に、本書に編集に当りまして原稿を寄せていただきました関係者の皆様に心か
らお礼を申し上げます。
平成２６年３月
廿日市市環境産業部
（商工労政課）
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廿日市市の商工業振興の理念
廿日市市産業振興協議会で取りまとめられた、本市の商工業振興を推進していく上で
よりどころとなる「商工業振興の理念」を紹介します。
本市の商工業振興の理念を紹介します。
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廿日市市の商工業振興の理念
（平成 25 年 3 月 15 日開催の廿日市市産業振興協議会で承認）

１ 商工業振興に関する理念の目的
○

本市の商工業振興は、その経済や雇用の基盤を形成している商工業、農林水産業、サ
ービス業などの地元中小企業の発展が必要である。

○ 中小企業の発展は、経済活動の全般にわたって重要な役割を果たしているだけでなく、
その振興により、働く人の所得が増加し、消費が活発化し、本市の雇用が創出され、定
住人口の増加が生まれる。
○

あわせて、健康福祉、教育文化、公共交通等の充実を図ることにより、住みやすいま
ちづくりが推進されるという好循環が生み出される。

○

こうしたことから、中小企業の発展は本市の経済振興のみならず、市民の暮らし全般
に関わる重要な課題と位置付けられる。

○

そして、本市で活動する中小企業が持続的に成長するためには、各々の経営者が自助
努力によりその発展に努めるとともに、地域社会における責任を果たすことにより、市
民や社会から信頼されることが重要である。

○

そのために、こうした中小企業の発展を基礎とする本市商工業の振興について、企業
はもとより行政や支援機関、市民等の役割を明らかにし、本市将来像の実現に結びつけ
るため、商工業振興の理念としてとりまとめる。

２ 本市がめざす将来像
○

本市は、これまで第４次廿日市市総合計画の都市像である「暮らし輝く劇場都市～ま
ちづくりのストーリー 市民が主役！ 生活・文化が響きあうまちを目指して～」を目標
として、まちづくりに取り組んできた。

○

現在、すでに策定された廿日市市第５次総合計画において、これまでの考え方や取り
組みを継承しながら、住宅都市として成長してきた段階から、合併を通じて各々のまち
づくりの理念や新たな地域資源を活かして、持続可能で発展・自立する都市へと進化す
ることをめざしていくことを掲げている。

○ その上で、
「世界遺産を未来につなぎ、多彩な暮らしと文化を育む都市・はつかいち」
を新たな都市像として成長発展に取り組んでいく。
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３ 将来像実現のための基本目標
○

２の「世界遺産を未来につなぎ、多彩な暮らしと文化を育む都市・はつかいち」とい
う都市像の実現をめざし、
「多彩な暮らし」と「多彩な文化」のそれぞれに焦点を当てた
次の２つの基本目標を掲げ、まちづくりを推進していくこととしている。

（１）基本目標１ 多彩な暮らしを育むために
健やかな暮らしを支え、安全で快適に暮らせるはつかいち
（２）基本目標２ 多彩な文化を育むために
新たな魅力と活力を創造し、交流するはつかいち

４ 商工業振興に関する政策目標
○ 本市では、商工業振興に関する政策目標は、３の（２）に掲げる「基本目標２」に基
づき、次の政策目標を掲げている。
（１）政策目標２－３

盛んな産業といろいろな働き場があり、成長するまちに

○ 意欲ある企業の成長や経営革新の支援、宮島細工などの伝統産業の育成など、地元企
業・産業を活性化し、多様な就業機会のある経済活動が活発なまちにします。
○ また、起業・創業の活発化、高付加価値型への産業構造の転換や新たな企業立地の受
け皿づくりなど将来の産業拠点の形成など、長期的視点に立った成長力の創出に取り組
みます。
○ さらに、誰もが仕事と家庭生活や個人の生活を両立し、自らの能力に応じて安心して
働くことができる仕組みや環境が整えられたまちにします。
重点的取り組み
２－３－１

地元産業が元気になるよう支援する

２－３－２

新しい時代に応じた起業を支援する

２－３－３

将来の産業拠点をつくる

２－３－４

働きやすい環境づくりを進める
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（２）政策目標２－４

はつかいちならではの個性を育み、誇り・愛着が持てるまちに

○ 団塊世代の退職に対応し、シニア世代の知恵や技術を生かし、多様な社会参加ができ
る新たな仕組みを構築し、世代にまたがって活力ある社会とします。
○ また、瀬戸内海から西中国山地に至る多様な地域特性を活かした新しい農業生産シス
テムや地産地消、６次産業化など地域をあげた生産を支える仕組みを構築し、安全でお
いしい食の里を形成するなど、はつかいちらしい個性を育むまちにします。
重点的取り組み
２－４－２

シニアが活躍できる場をつくる

２－４－４

安全でおいしい食の里をつくる

（３） 政策目標２－５ （戦略）
「宮島」を中心として、多くの人が訪れるまちに
○ どこの観光地よりも優れたおもてなしの心で迎えるなど、世界文化遺産を擁する宮島
の魅力をさらに高めます。
○ また、その魅力を発信し、国内外の多くの人をひきつけるなど、世界遺産としての地
位と役割を高めていくとともに、その効果の波及によって、経済的・文化的・社会的に
刺激のあるまちにします。
重点的取り組み
２－５－１

「宮島」のおもてなしをより高める

２－５－２

国内外への情報発信を強化する

２－５－３

観光資源をネットワーク化する

５ 目 的
○

本市の商工業振興について基本理念を定め、行政の責務や中小企業者等の努めるべき
事項などを明らかにする。

○

そして、商工業振興に関する施策を総合的に推進し、本市経済の発展及び市民生活の
向上に寄与することを目的とする。
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６ 基本的な考え方
（１）中小企業者等の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重すること
（２）本市の産業特性である多様な地域特性を活かすこと
（３）瀬戸内から西中国山地までに至る観光交流の優位性を活かすこと
（４）経済状況や社会的環境の変化に対応すること

７ 役割と協力のあり方
（１）行政の役割
○

行政は、市内産業や中小企業等の実態を的確に把握するとともに、中小企業者等の意
見を商工業振興施策に適切に反映するよう努めなければならない。

○

そして、商工業振興施策の策定および実施にあたっては、国、関係地方公共団体、支
援機関、経済団体、大学等の研究機関等と連携を図るよう努めなければならない。

（２）中小企業等の役割
○

中小企業等は、経済的社会的な環境の変化に適応するため、自主的に経営の革新や経
営基盤の強化を図り、企業の発展に努めなければならない。

○ 中小企業等は、行政が実施する商工業振興策に協力するよう努めるものとする。
○

中小企業等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との
調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

（３）市民の役割
○

市民は、中小企業等の振興が市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し、
中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

（４）連携のあり方
○

行政は、商工業振興に向けて中小企業等における横断的な連携や協力、農商工連携の
促進に努めるものとする。

○

行政は、商工業振興や中小企業等の発展に関する市民の理解を深めるとともに、市民
の協力を促すため、広報、啓発等の必要な措置を講ずるものとする。
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８ 施策の基本方針
（１）中小企業等の経営の革新、創業の促進、創造的な事業活動の促進を図ること。
（２）中小企業等の事業活動に必要な人材の育成及び確保、資金供給の円滑化を図ること
により、中小企業等の経営基盤の強化を促進すること。
（３）中小企業等の経営の安定、事業転換の円滑化等を図ることにより、中小企業者等の
経済的社会的環境の変化に対する適応の円滑化を促進すること。

９ 財政の措置
（１）行政は、本市の商工業振興を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努め
るものとする。
（２）行政は、予算の範囲内において、中小企業等に対する適切な支援を行うものとする。
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２

廿日市市の産業構造
本市の産業構造に応じた産業振興施策やまちづくり施策を進めるための基礎資料とな
る「廿日市市産業構造調査」（平成 23 年度実施）の結果を紹介します。
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（１） 廿日市市産業構造調査の概要
市町村合併により、多様な産業特性を有することとなった
本市の産業構造に応じた振興施策を推進していくため、
産業振興施策のみならず、まちづくり全般にわたる各種施策を
検討する際の基礎資料となる「廿日市市産業構造調査」を
平成 23 年度に実施しました。

データ収集のための調査

廿日市市産業連関表の作成

■事業所アンケート
回収：1,461 件
対象：2,000 事業所

■消費動向調査
回収：962 件
対象：2,000 世帯

■ヒアリング調査
実施：146 件
対象：宮島観光関連 150 事業所

※産業連関表とは？ 一定期間(通常１年)における各産業部門の財・サービスの取引額を行列に
よって示したもの。 産業の相互依存関係の解明や経済の予測・計画等に利用されます。
※産業連関表を利用すると？ 地域経済の特性を把握するための代表的な経済量である「域内生
産額」「粗付加価値額(域内総生産)」「雇用者所得」を１枚の表で示すことにより、地域の経済実態を
データにより客観的に把握することができます。

（２） 廿日市市の産業構造の分析
●市内生産額や他の産業への影響力が大きいのは「製造業」
市内生産額では、
「製造業」のウエイトが大きいです。市内生産額は、市内の産業活動による「収
入額」に相当しますが、他の産業から購入する原材料・事業所サービス等が含まれるため、その
大きさは「他産業への影響力」も表しています。
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●粗付加価値額が高いのは「公共サービス」「商業・対個人サービス」
粗付加価値額(GDP)は、地域の経済的な豊かさを規定し、雇用者所得が含まれることから地域
の雇用量を決定します。市内生産額とは異なり、
「公共サービス（公務・医療・保健）
」、
「商業（卸
売・小売）
・対個人サービス（飲食・宿泊）」のウエイトが大きく、廿日市市は住民の暮らしを支
える諸産業が集積する都市という面を持っています。
（十億円）
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工業製品…食料品・木材・木工・化学
商業…卸売・小売
地域サービス…輸送・不動産リース
公共サービス…公務・医療・保健
対事業所サービス…物品リース・自動車
対個人サービス…飲食・宿泊・理美容
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●都市部にありながら地域内の収支（生産額－支出額）は“赤字”
域際収支額（地域内生産額－地域内支出額）は赤字であり、廿日市市経済の最大の特徴です。
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平成 20 年の赤字額は△507 億円
（人口一人当たり約△43 万円）

ベットタウンという特性から、産業の生産規模に対して人口が多い。
⇒産業規模に比べて公共サービス（医療・福祉・教育・公務等）の支出が大きい！

広島市等への通勤者がもたらす雇用者所得の市内流入が大きい。
⇒市内の生産活動によって生み出される所得以上の支出が可能！

農林水産品、地域サービス、商業、対事業所サービスの市外購入額が大きい。
⇒これらの産業は市外へ依存し、所得が市外に流出！
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（３） 宮島地域の観光産業の経済効果分析
●市内生産額は約 130 億円。約 40 億円の市内生産額と約 1､900 人の雇用を誘発
宮島観光連関の市内生産額は、約 130 億円で
す。業種別では、宿泊業の市内生産額が多く、次

0

いで輸送業、食料品等の製造業、飲食店などが続
いています。
約 130 億円の市内生産額（直接効果額）は、
間接効果として約 40 億円の市内生産額（間接効
果）を誘発します。
（総効果額は約 169 億円）
雇用誘発効果は約 1,930 人、粗付加価値額

（百万円）
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商業
輸送業
公共サービス
娯楽サービス
飲食店
宿泊業
その他のサービス業

2,000

4,000

6,000

51
1,769
893
2,049
897
495
1,052
5,673
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(GDP)は総効果額で約 96 億円です。

※観光関連産業を振興すると？
○観光は、宿泊・飲食・物販・製造・運輸・情報提供など多くの産業が関わる複合産業で、商品やサービスを来
訪者が市内で消費します。このため地域の基幹産業の多様化や市経済の自立性強化が期待されます。
○観光で多様な産業・事業が融合することで、より付加価値の高い事業が生まれます。市内関係者が主体的
に取り組むことで、経済循環や地域の所得獲得力の強化が期待されます。

（４） 経済分析と市内経済循環からみた今後の課題
廿日市市経済の問題点
求められる対策

今後、高齢化が進行すると…
◇退職等にともない、市外から獲得してきた
所得が減少、民間消費や住宅投資が縮小

通勤者の雇用者所得の維持・増加
経済基盤としての拠点地区・住環境・通勤
手段の整備、生活機能の強化等

◇公共部門や医療・社会保障制度等の
市外経済からの移転所得の減少

移出産業の生産増加と多様化

◇通勤者が老年人口へ移り、医療・社会

新たな経済循環の創出

保障等の社会的負担が増大

製造業の生産増加と多様な産業の育成
市域の地域資源を活用した農商工連携等

宮島観光関連部門の状況
市経済の有力な産業部門のひとつ
・粗付加価値額(GDP)は主要産業の 7 割の規模
・雇用誘発効果は約 1,930 人

生産誘発倍率が 1.3 倍と低い
・あらゆる産業で市内自給率が低い
・3 割が市外通勤者で雇用者所得が市外へ流出

市外調達率が高い
・農産物､飲食品､飲料水､卸売､広告は市外調達
・調達先の市内転換には大半の事業者が慎重
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観光関連産業振興の課題
○農商工の市内企業の連携などで、

新たな商品開発
○市内流通の仕組み ／地元産品を飲
食できる観光スポット
○農業の生産力強化／地元産品の
生産力拡大

３

動き出した商工業活性化ビジョン
商工業活性化ビジョンに基づく、本市の商工業振興施策を紹介します。
市内の経済発展や市民生活の向上をめざして、総合的な施策推進を図っています。
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（１） 廿日市市の商工業活性化の歩み
● 市域の拡大によって多様化した地域特性と産業特性
廿日市市は、平成の合併により面積が約 10.2 倍、人口が約 1.6 倍へと拡大し、地理的にも島
しょ部から中山間部まで様々な特性を持つまちへと変貌を遂げました。産業構造についても、地
域ごとに様々な特性を有することとなりました。なかでも廿日市市の地域経済を大きく左右する
商工業の活性化を図り、経済の自立的発展を促すことは、最も重要な課題のひとつでした。

● 合併を商工業活性化の契機に！
そこで廿日市市では、平成 19 年 9 月に「廿日市市商工業活性化委員会」を発足し、商業、工
業、観光、雇用、産業間連携などの視点から、商工業発展の戦略や方向性を示し、地元企業の実
態やニーズを踏まえた実現性の高い具体的なプロジェクトを打ち出す“商工業活性化ビジョン”
の策定を求めました。

● 南北軸を活かした地域課題の克服と商工業活性化
同委員会では、各種統計資料及び事業所アンケート・ヒアリング調査結果から、
「市の強みを生
かす」
、「地元消費を伸ばす」
、「地元雇用を伸ばす」、「地域性に対応する」の４つの基本方針に基
づく基本戦略と、その実現に向けた推進体制の確立と具体的なプロジェクトの展開を盛り込んだ
「廿日市市商工業活性化ビジョン」を平成 20 年 3 月に策定し、市長へ提言しました。

● 産・官・学の連携で、官民一体となったビジョン推進
この提言を受け、廿日市市では
産業に関わる関係機関の連携やネ
ットワークの構築を支援していく
ことを目的に、産・官・学で構成

＜産＞
経済団体（商工会議
所、商工会）・

＜官＞
中国経済産業局・
広島県・廿日市市

金融機関

＜学＞
学識経験者（県立広
島大学、
広島工業大学、
広島修道大学）

する「廿日市市産業振興協議会」
を平成 22 年 3 月に設置しました。

廿日市市産業振興協議会

現在廿日市市では、同協議会と
の連携のもと、ビジョンに基づく

ビジョンに基づく具体的プロジェクトの展開

具体的なプロジェクトを実施し、
各事業を通じて市内商工業者や市

商工業者

生産者

消費者

民との交流連携を深め、ビジョン
の具現化を推進しています。

商工業活性化ビジョンの具現化

● 商工業と農林水産業、観光・サービス業の連携を促進して産業連関強化へ！
さらに、廿日市市の産業構造の特性を踏まえて、新たな経済循環を創出するための取り組みと
して、市内の各産業の連関を強化し、農林水産物の活用や観光地を活かした販売拡大等を推進し
ていきます。
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（２） 「廿日市市商工業活性化ビジョン」の概要
基本テーマ：副都心経済圏の確立に向けた集中革新・交流連携による商工業の活性化
【基本方針】

【戦略領域】

① 廿日市市の強みを活かす
県都広島市に隣接する人口集積都市
世界遺産・日本三景を有する国際的な歴史ある観光地

地域経済に結びつく
体験・滞在型の
観光産業の発展

瀬戸内海から中国山地までの恵まれた農林水産品･伝統工芸品

地域資源を活かした
賑わい拠点の開発
による地元消費拡大

国・県の産業支援機関や大学が近接

② 地元消費を伸ばす
市外流出している商業マネーの地元消費を促進

食料品・木材・機械
製造業の成長・底上げに
よる外貨獲得・雇用創出

機会損失している観光マネーの消費額の拡大

③ 地元雇用を伸ばす
雇用創出効果の高い製造業での雇用創出
退職シニアや女性等の経験やノウハウを活かした起業促進

地元での就業支援・
起業促進の仕組みづくり

④ 地域性に対応する
都市部：退職シニアの急増に伴う受け皿づくり
中山間地域：人口減少･少子高齢化に伴う商業サービス強化

中山間地域における
地域商業の機能強化

島しょ地域：継続する観光地としての磨き上げ

【戦略的施策と具体的な取り組み】
賑わいのあるまち「はつかいち」
●賑わい拠点創出戦略
●地域商業再生戦略

千客再訪のまち「はつかいち」
●地域資源を活かす修学旅行ブランド化戦略
●世界遺産・宮島観光魅力アップ戦略

食のまち「はつかいち」
●食関連産業の成長・底上げ戦略
●食体験の観光ビジネス戦略

地場産業・新産業支援のまち「はつかいち」
●地場産業の競争力強化戦略
●企業誘致等による雇用創出戦略

新しいビジネス創出のまち「はつかいち」
●コミュニティビジネス創出戦略
●地域の人材活用・育成戦略

【推進体制づくり】
プラットフォーム機関の設置検討／産業人材の育成／地域経済の実態把握・情報提供
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（３） 商工業活性化ビジョンに基づくプロジェクトと商工業施策の展開
【廿日市市産業振興協議会によるプロジェクト実施】
産業振興施策のあり方検討／産業に関わる関係機関の連携・ネットワーク構築支援
３部会の具体的プロジェクトへの助言／市の商工業施策との連携・評価

新商品開発部会

テーマ：地域資源を活かした新商品開発
【広島工業大学研究室訪問事業】

（目的）
○地域資源を活かした商品開発
の促進
○地元商工業者による新商品・
サービス開発の促進

◆新商品開発、新事業展開、販路開拓などにつながる
市内事業者の連携やネットワークづくり
◆広島工業大学の研究室や研究者との協力関係の構築

（取組内容）
・地域資源活用や産学官連携に
よる新商品等の開発検討
・地元事業者による食・木工等
の商品開発・事業化を促進

にぎわい創出部会

テーマ：中山間地域でのにぎわい創出

（目的）
○市内中山間地域におけるにぎ
わい創出
○中山間地域版ライフスタイル
センターの可能性開拓

◆かかしを活かしたにぎわいづくりを側面的に支援
（佐伯商工会との連携）
◆かかしづくりやイベント

（取組内容）

への活用、情報発信によ

・佐伯地域における企業・商店や
生産者、市民等による地域活性
化に資する新たなビジネスの創
出検討
・津和野街道、かかし等の地域資
源を活かした都市農村交流型ビ
ジネスの促進

るにぎわい創出への取り

地域資源活用部会
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【中山間地域のにぎわい創出事業】

組み
◆企業・商店や生産者等が
取り組む多様なにぎわい
創出への発展

・地域資源の評価や活用、補助事業の導入等のアドバイス
（各部会における取組みへの助言・評価）

廿日市市では、商工業活性化ビジョンの提言に基づき、課題解決や地域経済への効果が期待されるプロ
ジェクトや各種の商工業施策を廿日市市産業振興協議会と連携して実施しています。

【廿日市市の商工業施策（商工労政課）
】
新商品等開発補助事業
◆地元事業者等による地域資源を活用した新商品等の開発に
かかる費用を補助
◆経済団体等と連携した案件の掘り起こし

創業支援施設

【産業連関強化塾】

（しゃもじんキューブ）
◆創業の初期段階における事業拠点となる事務
所スペースを提供
◆インキュベーション・マネージャーが創業相談や
経営サポート
◆入居者間、市内事業者・行政等との交流やネッ
トワークづくり

◆新たな経済循環創出へ市内産業の連関強化
◆市内各産業の事業者や連関強化に意欲をも
つ生産者・事業者等を対象とした講座
◆第１回のテーマは、「廿日市市で新たな取引先
を見つけませんか！」

創業・起業支援講座
（しゃもじん創業塾）
◆市内での創業や事業化に興味のある若者や女
性、シニア等を対象とした講座
◆創業・事業化の実践者の実体験からの学び
◆テーマは、第 1 回：コミュニティビジネス、
第２回：フードビジネス、第３回：ブランド活用ビジ
ネス

企業ニーズ調査
◆市内事業者の事業内容や課題・支援ニーズ等
を把握
◆商工業施策・支援制度等を紹介
◆これまでに市内の 82 社を訪問
◆情報冊子やラジオ番組で企業紹介

＜ネットワークづくり＞
各事業を通じた、事業主・生産者・創業者・
消費者・市民・行政・支援機関・金融機関・
大学等の関係づくり

＜産業振興の情報発信＞
情報冊子 「廿日市市商工業情報」
ラジオ番組「わしらぁ、ものづくり人！」
（FM はつかいち）
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商工業活性化ビジョンに基づくプロジェクトの紹介

広島工業大学研究室訪問事業
廿日市市産業振興協議会（新商品開発部会）では、市内の中小企業の連携とネットワーク
を支援する取組みとして、平成 23 年度から「広島工業大学研究室訪問事業」を実施してい
ます。

事業のねらい

これまでの訪問先

地元商工業者等が、広島工業大学（広島市
佐伯区）の研究室を訪問することによる、

◇第１回 （H23）
工学部知能機械工学科

参加企業 16 社

◇第２回 （H24）
工学部電子情報工学科

参加企業 14 社

①大学との協力関係の構築
②新商品開発のノウハウ習得や企業
スキルの向上
③企業間の連携・ネットワークづくり
を目的としています。

◇第３回 （H25）
環境学部環境デザイン学科 参加企業 16 社
◇第４回 （H25）
地元企業の現場見学会

参加企業

5社

事業内容の紹介

毎回、研究分野を設定して、大学の研究者・
研究スタッフによる研究内容の紹介や研究
室の見学を行っています。

参加企業の業種はさまざまで、地元の商工
会議所・商工会、金融機関、国の支援機関
などの参加もあります。

見学後に、参加者同士の意見交換や名刺交
換を行い、情報交換や交流を深めています。

今後も定期的に開催し、参加者の関心が高
いテーマや内容を盛り込んでいく予定です。

※廿日市市産業振興協議会とは？
産業に関わる関係機関の連携やネットワークの構築を支援していくことを目的に、平成 22 年 3 月
に設置された組織です。組織は廿日市市、経済団体（商工会議所、商工会）
、金融機関、中国経済産業
局、広島県、学識経験者（県立広島大学、広島工業大学、広島修道大学）で構成し、事務局は廿日市
市環境産業部商工労政課です。
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第２回 広島工業大学研究室訪問事業
日時：平成 24 年 6 月 5 日（火）13:30-17:20

場所：広島工業大学

■研究報告
「スパイラルインダクタを用いた発振システム等」 工学部電子情報工学科 准教授 山内将行さん
「スパッタ法を用いた薄膜形成技術等」
工学部電子情報工学科 准教授 豊田 宏さん
■参加者の自己紹介、意見・情報交換
参加者の声

・大学とのネットワークづくりに当
たって、参考になった。
・インダクタを利用したセンサーなど、応用でき
たら利用価値が大きいものと感じた。
・高度な技術のお話を聞くことができ、製品開発
の刺激になった。

第３回 広島工業大学研究室訪問事業
日時：平成 25 年 7 月 9 日（火）13:30-16:30

場所：広島工業大学

■研究報告 「今、デザインを再考する。」 環境学部環境デザイン学科 准教授 平田圭子さん
■地元製造業の取り組み紹介
株式会社ギケン（津田）／倉本杓子工場（深江）
■意見・情報交換
・今回、初めての参加だったが、デザインの見方が変わった。
参加者の声
・広い意味での“デザイン”を考えることができ、今後の事業展開に役立ちそう。
・良い“デザイン”とは、見た目の良さが一番大切と考えていたが、研究報告を聞いて、
見た目だけではなく開発プロセスにおいて最後は心が大切だということを学ぶことが
できた。
・毎回違った内容で、色々な見方ができるので良い勉強になる。
・廿日市の企業の方々との情報交換を含めて交流を図ることができた。

週刊西広島タイムス （平成 25 年 7 月 12 日）
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この事業は、研究内容を詳しく知るだけでなく、大学の研究者や異業種の参加者と知
り合える機会でもあります。大学や市内の企業・事業者が身近な存在となり、新商品開
発や技術相談など、新たな取引や連携のきっかけになることを期待しています。

第４回 広島工業大学研究室訪問事業 ～地元企業の現場見学会～
日時：平成 25 年 10 月 4 日（金）13:30～16:30
■地元企業の現場見学

場所：株式会社ギケン（津田）

企業紹介、スタジオを中心とした工場見学、クレイモデルの実演 など

■産学官連携の事例紹介
「企業の技術開発と産学官連携とは」
広島工業大学 共同研究機構 産学連携推進センター長

土取 功さん

■意見・情報交換 （グループ単位で意見・情報交換）
〔大

参加者の声
〔企

業〕

・デザインから金型製作、最終製品までの一連
の現場を見せていただき大変勉強になった。
・凄い技術と高い精度があり、モノづくりの原
点を知ることができた。
・地元に素晴しい技術とノウハウを持った企業
があることをもっと他の企業や地域に知っ
てもらうべきだ。
・産学官連携を行うにあたり、まだまだ解決す
べき問題があると感じたが、クリアできない
問題でもないと感じた。
・多分野間の連携がうまくいってこそ成功に繫
がると感じた。

週刊西広島タイムス（平成 25 年 10 月 11 日）
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学〕

・素晴しい技術を細かいところまで
見せていただき感激した。
・教育現場に導入していた装置が、企業の
現場で使用されていることを見ること
ができて、社会との繫がりを多少ながら
実感できた。
〔学

生〕

・生の現場の雰囲気を肌で感じ、また、
自分達が普段使うものよりも進んだ
設備を見て、深い感動と日々の勉強や
研究へのやる気とインスピレーショ
ンを与えられた。
・企業の実際の現場をじっくり見せて頂
く機会はほとんど無いので、とても新
鮮だった。

廿日市市と大学等との連携
廿日市市は大学等と「包括的連携・協力協定」を締結し、組織的な連携・協力体制を構築して
います。産業分野においても、具体的な商品開発等において、産学官が連携した取り組みが始ま
っています。協定の締結先と主な分野は以下の通りです。

県立広島大学
① コミュニティの振興に関すること
② 観光及び産業の振興並びに地域経済の
発展に関すること
③ 保健福祉の向上に関すること
④ 教育、文化、生涯学習の推進に関すること
⑤ 環境政策の推進に関すること
広島修道大学
①
②
③
④

まちづくりの推進
教育・文化・生涯学習の推進
環境活動の推進
人材の育成

週刊西広島タイムス（平成 25 年 8 月 9 日）

日本赤十字広島看護大学
① 看護・介護分野を中心とした
保健・医療・福祉の向上に関すること
② 教育・文化の振興、生涯学習の推進
に関すること
山陽女子短期大学
①
②
③
④
⑤

食と健康の増進
教育・文化・生涯学習の推進
地域の活性化・まちづくりの推進
人材の育成
環境活動の推進

広島工業大学
① まちづくりの推進
② 教育・文化・スポーツの振興及び
健康づくりの推進
③ 環境活動の推進
④ 人材の育成
週刊西広島タイムス
（平成 24 年 11 月 16 日）
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中山間地域のにぎわい創出事業
廿日市市産業振興協議会（にぎわい創出部会）では、平成 23 年度から市内の中山間地域
における新たなビジネス創出など、佐伯・吉和地域の商工事業者等の取り組みを支援する「中
山間地域のにぎわい創出事業」を実施しています。

事業のねらい

事業の内容

佐伯・吉和地域の企業・商店や生産者・市民等
が取り組む、にぎわい創出や地域活性化につな
がる取り組みを支援し、新たなビジネスの創出を
促進します。

佐伯商工会女性部が中心となって進めている、
等身大の「かかし」を活かした地域や商店街の
活性化への取り組みを、佐伯商工会と連携して
支援しています。

活動内容
○かかしを活かしたビジネスの創出
かかし作りの講習会、オーダーメイド製作
イベントへのかかしレンタル
PR ポスター、よりみちマップの作成
集客キャンペーンの実施
○チャレンジショップの開設
対象：佐伯・吉和地域で起業したい人
○産業人材の情報発信
地域内の商工業者及び農業者を、
商工会ホームページで紹介

○かかしプロジェクトの事業戦略の検討
商工業者・農業者・公的機関をまきこん
だ事業戦略の立案
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週刊西広島タイムス（平成 25 年 12 月 6 日）

廿日市市新商品等開発補助事業
市内に事業所を有する中小企業者などが、お互いに連携して新たに実施する地域の資源や
特性を活かした新商品・新サービスの開発に対して、
「廿日市市新商品等開発事業補助金」の
交付を行っています。

制度の概要

～平成 24 年度の実績から～
Ｍｒ.トーマス （福面）

■対象者
市の区域内に事業所を有する中小企業者等

■事業対象
市の区域内に事業所を有する中小企業者等が、
２社以上連携して新たに実施する、地域の資源
や特性を活かした新商品または新役務の開発
に係る事業

■補助額等

廿日市市産の牡蠣を取り入れた
「ピザ」と「カキのたたきオリーブ漬け」
の開発、販売
大野地域の水産業者と連携して、家庭で手軽
にパスタやピザの具材として利用できる形や味
を追求して開発した。

補助対象経費のうち 20 万円を上限として交付

■選定方法
１次審査：書面審査
2 次審査：外部の有識者等から構成される
選定委員会による審査

■選定基準
○地域資源の活用度
○地域経済への波及効果

藤崎屋 （下の浜）

○事業計画の新規性
○実現性

などを総合的に評価し、選定

■実績報告
事業終了後、実績報告（プレゼンテーション）、
成果品の確認、質疑応答

廿日市市の生わさびと酒粕を使った
酒粕漬けの土産物の開発、販売
きゅうり酒粕漬けに、吉和産わさびで風味と辛
みを加えた新たな土産物を開発した。また、パ
ッケージデザインや販売先の開拓に取り組ん
だ。
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廿日市市創業支援施設「しゃもじんキューブ」
市内のインキュベーション施設として、平成 21 年度に廿日市市創業支援施設「しゃもじ
んキューブ」を開設し、市内で新たなビジネスに挑戦する方に対して、ハード･ソフトの両面
から事業活動に必要なサポートを行っています。

事業のねらい

創業支援の内容

○地域資源や自らの能力・技術・経験を活用し

ビジネス環境の提供並びに経営全般におけ

て挑戦する新たなビジネスを積極的に支援し

るサポートを継続的に行うことで、創業や

ます。

事業化を支援します。

○地域経済の活性化や地元雇用の拡大につな
がるコミュニティビジネスを創出します。

１．経営サポート
◇インキュベーション・マネージャー

○しゃもじんキューブで初期のビジネスプランを
熟成させ、事業化を図り、その後は地域に密
着した起業家としての活動を期待します。

入居条件など

による継続的かつ集中的な支援
◇廿日市商工会議所と連携したサ
ポート（税務・会計・金融等）

２．ビジネス拠点
◇創業スペースを廉価な賃貸料で

＜対象者＞
○市内在住の人、もしくは入居決定後に市内へ
の転入を予定している人
○市内で事業を営もうとする人
○市内の個人事業者、市内に本店または主た
る事業所を有する人

提供
◇商談コーナー等、館内設備の無
料利用

３．ネットワーク
◇入居者間、民間企業・行政・各種
団体等との交流を通じて人的ネット

＜選定方法＞
事業目的に沿って、事業計画性・人間性・地域
性などを中心に二段階で審査します。
第一次：書類審査
第二次：面接審査 （プレゼンテーション）
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ワーク形成
◇廿日市市のインキュベーション施設
入居者として認知度アップ

創業・起業をめざす
みなさんへのメッセージ
２０１２年６月から、廿日市のインキュ
ベ―ション施設「しゃもじんキューブ」に
入居させていただき、まもなく２年が経過
しようとしています。
私は、自分を振り返りそれぞれの生き方
や幸せのあり方を考え発信していく「ハッ
ピースタイルプロジェクト」として
①イベント形式で笑顔のプロフィール
写真撮影会の開催
②インテリアや暮らし方のセミナー・
ワークショップの開催
③個人的な相談業務
を主軸としながらも、それらの発展形とし
てのハッピーストーリーブック（自分史）
づくりや地元 FM 局でパーソナリティーと
しても発信、活動を広げています。活動す
る上では地域に密着し、廿日市の資源であ
る魅力的な場所や人などを掘り起こし絆
づくりをするビジネス、いわゆるコミュニ
ティビジネスとして取り組んでいます。
このように既存のビジネススタイルで
はないため、なかなかまわりに理解してい

ライフスタイルコーディネーター
崎田 えみ子 さん
[しゃもじんキューブ入居者]

ただきづらい上、これまでに経験のない者
がビジネスを起こし、さらに継続していく
には、とまどうことやわからないことばか
りです。
もともと現場に赴くことが多い仕事な
ので、どうしてもビジネス拠点が必要だっ
たというよりも、スペースがあったら便利
といった気持ちで入居した「しゃもじんキ
ューブ」ですが、期待していたハード面だ
けでなくソフト面からも思いのほか多く
のサポートをしていただき、ここに入居し
ていなければ実現できなかったことが数
多くあり、ありがたく思っています。
これから創業・起業される方に私が伝え
られることは、このような施設を存分に活
用することもひとつの方法かと思います
し、何事も一人ですべてを抱え込もうとせ
ず、まわりの人の力をかり協力しあうこ
と、まわりを巻き込むことが大切だという
ことです。自分の夢をビジネスを通して実現
していく人が増えていくことを願っています。

廿日市市創業支援施設「しゃもじんキューブ」の概要
所

在

地

部

屋

数

廿日市市本町 5 番 1 号
交流プラザ（廿日市市商工保健会館）1 階の一部
3室

月 額 使 用 料

8,000 円

部 屋 面 積

約 5 平方メートル

室 内 備 品

事務机、椅子、引き出し、事務用ロッカー

共用スペース

指導者用机、椅子、協議用テーブル、カラーコピー機、
共用備品収納ロッカー（各 1）
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創業・起業支援講座「しゃもじん創業塾」
市内での多様な起業へのチャレンジを応援する創業・起業支援講座として、平成 23 年度
から３年間、創業・起業支援講座「しゃもじん創業塾」を開催しました。

事業のねらい
若者や女性、シニアなどによる多様な起業への
チャレンジを応援し、新しい時代に対応した地域
経済の活性化を図ることを目的としています。

事業の内容
市内での創業・起業や事業化に興味のある方
を対象として、経理や法律等の知識・手続きで
はなく、自ら創業・起業した経営者や地元の実

※しゃもじんとは？

践者の実体験 から創業・起業のポイントを学ぶ

宮島特産の「しゃもじ」にちなみ、市内各地

内容としています。

域に潜在する人材、才能、資源をすくいあげ
るという意味を込めています。

しゃもじん創業塾２０１１

（平成 23 年 11 月・3 回シリーズ）
～はつかいちでコミュニティビジネスを始めよう～

第１回 コミュニティビジネスの現状を学ぶ
○講 演： 「地域の宝を活かす還暦からのコミュニティビジネス」
【講師】 NPO 法人工房おのみち帆布 理事長 木織雅子さん
○講 演：コミュニティビジネスを知る 「コミュニティビジネスの現状とこれから」
◇演 習：廿日市市の地域や産業の特性

第２回 市内で創業した経営者の実体験にふれる
○市内の創業実践者の事例発表
三好雄策さん （映像制作・プロモーション）
山本貴志さん （プログレッソ・はつかいち苺ファーム）
玖島大峰加工クラブ （農産加工品製造販売）
野村 直さん （おひさまパン工房）
◇演 習：創業プロフィールシート作成

第３回 わたしのコミュニティビジネスを考える
◇演 習：事業計画、収支計画作成
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しゃもじん創業塾２０１２

（平成 24 年 11 月・3 回シリーズ）

～はつかいちでフードビジネスを始めよう～

第１回＜学ぶ＞

フードビジネスの現状を学ぶ

○講演１：地域の食資源を活かした起業家に学ぶ
【講師】 株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 代表取締役 松嶋匡史さん
○講演２：食の地元専門機関に学ぶ
【講師】 山陽女子短期大学 食物栄養学科長 教授 重田耕司さん
◇ワーク１：創業・起業支援の現場から学ぶ

第２回＜出会う＞

はつかいちの先輩起業家と出会う

◇ワーク２：食のビジネスプランについて
創業プロフィールシート、事業計画
○食のケーススタディ１：「本場で学び、起業！」
コンディトライ・フェルダーシェフ
オーナー 田頭 享さん
○食のケーススタディ２：「地域密着で、起業！」
清流厨房せせらぎぶんこう
そば処花や
家庭料理つばき

第３回＜向き合う＞

「自分の夢」と向き合う

◇ワーク３：食のビジネスプラン作成
地域や産業の特性、店舗イメージ・事業計画
設備投資・支出計画

創業・起業をめざす
みなさんへのメッセージ

株式会社瀬戸内ジャムズガーデン
代表取締役 兼 お客さま担当
松嶋匡史さん
[しゃもじん創業塾 2012 講師]

小さなジャム屋にとって、お伝えできるような教訓などありませんが、ただ一つ想
うことは、
「未来は創るもの」そして目指すべき未来があるのなら「現状を否定しなけ
ればならない」ということだと思います。
新しいビジネスを構築することはとても難しいかもしれませんが、基本は人を喜ば
せ、社会に貢献することなのでとても楽しいことでもあります。
大人だけに許された楽しみだとも思います。これからもともに勉強させていただけ
れば幸いです。
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しゃもじん創業塾２０１３

（平成 25 年 11-12 月・3 回シリーズ）
～“はつかいち”らしいブランド活用ビジネスを考えてみませんか～

第１回＜学ぶ＞

ブランド活用ビジネスの現状を学ぶ

○講演１：アイデアをカタチに！新商品・サービスの創造
【講師】 株式会社ソアラサービス
代表取締役社長 牛来千鶴さん
○講演２：ブランドを活かした販路開拓
～広島ブランドショップ TAU を活用した
首都圏販路拡大支援～

【講師】 広島県商工労働局ひろしまブランド推進課
参事 和田 徹さん
◇ワーク１：ブランド活用ビジネスとは

第２回＜出会う＞「はつかいちの実践者」と出会う
◇ワーク２：ブランド活用ビジネスのイメージづくり
○事例紹介：“はつかいち”らしいブランド活用の視点で創業・起業！
宮島帆布／藤崎屋／Elephant Sweets／広島ニュース食べタインジャー

第３回＜向き合う＞「自分の夢」と向き合う
○講演３：ファンを掴む！情報発信・プロモーションの極意
【講師】 株式会社ソアラサービス
代表取締役社長 牛来千鶴さん
○講演４：創業・起業の支援メニューの紹介
◇ワーク３ ブランド活用ビジネスのプラン作成

参加者の声
・自分のこと、仕事を振り返るきっかけ、
又、新たな刺激も頂き、とても有意義
な時間でした（40 代・女性）
・
「創業って意外と簡単かも」という思い
と、
「かなりの覚悟が必要だな」という
矛盾した思いを持ちました。
（30 代・
男性）
・できることから少しずつ考えていきた
いと思います。
（40 代・女性）

・同じような目的を持った方々に会え
てよかったです。先輩方の話も参考
になりました。
（50 代・女性）
・人の和。良い機会を作っていただい
て感謝します。
（70 代・男性）
・異業種の方との交流が豊富でした。
（50 代・女性）
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参加者の声

・これから大きく変化する廿日市市について
の理解が深まりました。
（40 代・女性）
・イメージ、法的なもの、一歩前進した気が
します。
（50 代・男性）

・どんな事から始められたのかが参
考になりました。
（40 代・女性）

・創業するにあたって具体的に何を考えれば
良いか、そして具体的に考えることの大切
さがよく分かりました。
（30 代・男性）

・色々な事例を挙げてもらっての話
でとても勉強になった（20 代・
男性）
・内容が充実していて、時間が足り
なかった！が、満足です。（ 40
代・女性）

創業・起業をめざす
みなさんへのメッセージ

株式会社ソアラサービス
代表取締役社長 牛来千鶴（ごらいちづる）さん
[しゃもじん創業塾 2013 講師]

昨年の「しゃもじん創業塾」では講師を務

何年間もそれを伝え続け、実現したのが現

めさせていただき、ありがとうございました。

在の「SO＠R ビジネスポート」。諦めずに伝

新たな事業を始めるには勇気が必要です

え続けることで、多くの仲間の協力を得、支

が、「スタートは、できるところから」。

援者を得、実現したものです。

最初から大きなことをしようとすると、なか

夢を叶えるには、困難もあります。資金づ

なか一歩が踏み出せませんが、今すぐでき

くりもその一つですが本当に大変でした。時

そうなことからトライし、繰り返していると、振

には、暗いトンネルの中にたった一人で膝を

り返った時には大きな事を成しているもので

抱えて座っているような、そんな孤独感も

す。気負わず、自分らしく。そこからぜひ行

味わいました。光が何も見えないのです。し

動してみてください。

かしそれを乗り越え夢が実現した今、自信

私の場合は、たった 20 万円で作った起
業家向けの共同オフィスがスタートでした。

を持って言えるのは、その経験が私を強くし
てくれたということです。

当初は 30 坪に 10 人が入居し、徐々に拡

一度限りの人生。どうせなら自分の心に

大して 13 年前を経た現在は、約 500 坪に

素直に従い、充実した人生を歩みたい。「そ

69 事業所(106 人)が入居する規模になり

んな事、うまくいくはずが無い」と言う人も居

ました。事業内容も拡がり、地場企業とコラ

るでしょう。しかし、未来は誰にもわからない

ボした商品開発や、起業家らによる研修・

のです。惑わされず、自分を信じて行動す

育成事業も展開しています。

ることが、起業家としての成功のポイントで

実は、共同オフィス開設から一年も経た
ない頃に、10 年後の「夢のオフィス」のイメ

あると実感しています。
「決めるのは、自分です」

ージを仲間たちの前で発表しました。以来、
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廿日市市産業連関強化塾
市内での新たな経済循環を創出するため、平成 25 年度から、市内産業の連携強化を支援
する「産業連関強化塾」を開催しています。

事業のねらい

平成 25 年度の講座内容

商工業者と農林水産業者の連携や、農林水産

第１回

学ぶ

業の６次産業化を進め、市内産業の連携強化

市の産業特性や地域資源を活かして事業者

を支援することで、新たな経済循環を生み出す

が連携することで生まれるビジネスの可能性を

ことを目的としています。

考える/複数事業者で取り組んだ商品の魅力ア
ップや販売手法を紹介する

事業の内容
○１年目は「取引成立」にむけて、出会いとネ
ットワークづくりの場を提供しました。
○市内の事業者・生産者だけでなく市内の事業
者・生産者との取引や連携に興味のある方

第２回

出会う

地域全体の６次産業化を実践する起業家が
生産者・製造者・販売者・ファン・地域社会を結
ぶビジネスづくりを紹介/市内の現場連携から生
まれた仕事・商品を紹介する

へ、幅広く参加をよびかけました。
○「学び⇒出会い⇒踏み出す」３回シリーズで、

踏み出す

産業特性や地域資源、市内の連携事例への

参加者相互のプレゼンテーションや情報交換

理解を深めながら、参加者相互の情報交換

を通じて、新たな連携先や取引先との出会いと

や取引に向けた PR を行いました。

マッチングの場を提供する

参加者の声
・参加者の生の声が聞けて、大変良かったで
す。
（農林水産業）
・生産者と直接コミュニケーションをとる時
間がいただけたので、ゆっくり顔をみなが
ら商談ができ、取引の第一歩に進むことが
できました。（サービス業）
・地元の農家の方とお知り合いになれまし
た。これから交流を深めたいです。（飲食
業）
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第３回

・気になっていた業者、知らなかった業
者と知り合うことができて良かった。
（サービス業）
・新たな人との出会いなどあり、今後の
事業展開の参考となった。（飲食業）

週刊西広島タイムス（平成 26 年 2 月 7 日）

平成 25 年度廿日市市産業連関強化塾

（平成 26 年 1-2 月・3 回シリーズ）

廿日市市で新たな取引先を見つけませんか！
第１回

学ぶ

講義１

「２０１４年 変化をチャンスに！廿日市市発の新たなビジネスの可能性」
～地域資源活用・農水商工観連携・ものづくり革新の３本の矢～

講義２

「農と食の連携で活路を！商品の魅力アップと売れる販売手法」
～中小機構中国本部における農商工連携事業の支援現場より～

第２回
講演

講師：今若 明さん

講師：渡貫 久さん

出会う

「この土地でしかできないジャムづくり 島全体の６次産業化をめざす起業家」
講師：株式会社瀬戸内ジャムズガーデン

事例紹介

松嶋匡史さん

廿日市市の現場連携から生まれた仕事・商品

【１次：農業】 野菜等を活かした農商工連携
（プログレッソ／山本貴志さん）
【２次：食品製造業】 地元野菜を使用した食品開発
（藤崎屋／藤崎 将さん）
【３次：飲食業】 地産地消をテーマにしたカフェ連携
（羅漢峡アート＆カフェプロジェクト／山崎一成さん・阿部勝也さん・有田英彰さん）

第３回

踏み出す

リレープレゼンテーション：「売りたいもの・買いたいものあります」
～市内での新たな取引や販路拡大の可能性を探る～
○プレゼンテーション
株式会社ユアーズ
佐伯農業者クラブ
（畑楽ファーム・中本園芸）
○参加企業による PR トーク
○名刺交換＆商談会
中国新聞社提供 （平成 26 年 1 月 31 日）

参加者の声
・個々のアピールがよく理解でき
た。
（卸・小売業）
・様々な業種、レベルの話が聞け
た。
（飲食業）
・実践的であった。
（農林水産業）
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廿日市市産業振興情報発信事業「わしらぁ、ものづくり人！」
市内の産業振興施策や市内企業の取り組みなどを紹介するコミュニティＦＭ番組「わしらぁ、
ものづくり人！」を平成 25 年度から開始し、情報発信を行っています。

事業のねらい

番組の概要

○廿日市市内の産業振興施策や市内企業の

■放送局

FM はつかいち

取り組みなどの情報発信番組概要

（コミュニティＦＭ 76.1MHz）

○市内の産業連関の強化及び産業の活性化
につなげる

■放送開始

平成 25 年 12 月～

■番 組 名

「わしらぁ、ものづくり人！」

■放送時間

毎週水曜日 10：00～11：00

～出演企業と放送内容（抜粋）～
出演企業（ゲスト）
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内

容

佐伯大長なす生産者
阿部 勝也さん

・大長なすを使った新メニュー開発
・地元小学生への食育活動

ｺﾝﾃﾞｨﾄﾗｲ･ﾌｪﾙﾀﾞｰｼｪﾌ（ﾄﾞｲﾂ菓子）
代表取締役 田頭 享さん

・地元食材を使ったケーキ・ジャム販売
・従業員への起業支援（人材育成）

(有)橋本園芸場
工務部長 橋本 和宗さん

・門松の由来など日本の伝統行事とモノづくりの関係

プログレッソ（いぢご、野菜生産）
代表 山本 貴志さん

・はつかいちご生産者への転身経緯
・廿日市市産業連関強化塾の紹介

前川農園
前川 鈴美さん、池田 淳子さん

・父から受け継いだ農業への新たな取り組み
・古代米等を用いた自家製おもちの販売

イワタ木工
夢元無双 代表 岩田 知真さん

・けん玉ブランド「夢元無双」の立ち上げ
・けん玉の海外輸出

藤崎屋（漬物屋）
代表 藤崎 将さん

・新商品開発事業補助金を活用した酒粕漬けの土産物開発

宮島御砂焼 山根対厳堂
三代 山根 興哉さん

・宮島お砂焼きの由来
・三代興哉への襲名と新たなチャレンジ

佐伯醤油（有）
代表取締役 阿須賀 謙治さん

・地元の声から積み上げてきた味の継承
・しょうゆもの知り博士の出前授業

蔦川蘭蜂園
蔦川 征也さん

・日本蜜蜂の養蜂と蜂蜜販売
・日本蜜蜂を使ったイチゴ受粉の普及

４

廿日市市のキラリと輝く挑戦者たち
市内のキラリと輝く中小企業や起業家たちを紹介します。
今回は、企業ニーズ調査の対象企業から、「木材関連分野」で自社の強みを活かして
新たな取り組みに挑戦する２社と、市内で事業を始めた起業家たちの創業・起業の経緯
や自らの事業への思いを紹介します。
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き

く

ら

手作り家具の木久楽

有限会社 常藤家具製作所

廿日市市宮内 4191-2
0829-39-2479
営業時間 10 時～18 時 （定休日：木曜）
http://www.kikura.com

■ 一枚板を使った家具への特化
三代目の後継者である辰徳さんは、美術や工
芸を専門に学ぶ北海道おといねっぷ美術工芸
高等学校を卒業。大工・家具・建具などのプロ育
成を目的とした富山の職藝学院に進み、手作り
家具で有名な KAKI 工房の柿谷さんの指導を受
けた。その後、建具屋で現場経験を積んだ。
辰徳さんが後継者として家業に加わってから、
オーダーの対象をお客さまの要望が多い「一枚
板を使った家具」へと、さらに特化した。

■ 創業から三代続く家具製作所

一枚板に特化している事業者は他になく、自
社店舗で直販するため価格競争力も高くなる。

(有)常藤家具製作所は、昭和 57 年に広島市

当初の１～2 年は、材料を確保するために仕入

吉島でタンス等の家具製作をしていた常藤善喜

中心の時期が続いたが、ここ数年は仕入と販売

さんが設立した。二代目の鈴木徳俊さんは、結

のバランスがとれるようになり、客単価も上昇傾

婚後に脱サラして職業訓練校に通い、木工技術

向にある。

の基礎を習得した。塗装を担当するのは、妻の
弘子さん。四年前には、三代目となる辰徳さん
が U ターンして家業に加わった。
創業から 53 年、親・子・孫と三代にわたって
家具作りに携わってきた。現在、事業の中心とな
っているのは、大木の一枚板や無垢板を使った、
ダイニングテ－ブルや座卓などのオーダー家具
の製作だ。
事業内容の中心を、オーダー家具の製作に
切り替えたのは 15 年ほど前。バブル経済の崩壊
後、当時大量生産していたベッドの価格が下落
した。自社の事業継続のため、さまざまな仕事を
受注しながら、段階的に会社規模を縮小してき
た経緯がある。
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■ 無垢・一枚板へのこだわり
木の厚みと圧倒的な存在感を大切にすること
から、大木の一枚板にこだわる。主として使って
いるのは広葉樹。

店舗には、さまざまな樹種の一枚板が、天井

ホームページには、仕事のこだわりが記されて

まで届く高さでずらりと並んでいる。木の香りがた

いる。「宝石の原石を磨くように、自然が作り出し

ちこめる店内で、樹種ごとの色合いや一つとして

たそれぞれの木がもつ力強さ、美しさを丁寧な

同じものはない木の表情を、自分の目でしっかり

鉋削りや木工技術で最大限に引き出すのが木

と確かめることができる。

久楽の仕事です。」

一枚板を取扱う事業所は県内でも数少なく、
特に自社が直接行う生材の仕入れが強みだ。

■ お客さまとの直接対話

仕入れに出かける県外の木材市場での情報

材料の仕入れから製作、販売まで全てを一

交換は、高校や専門学校時代の同級生との情

貫して手掛けることから、工場と倉庫、ショール

報交換とともに、全国の木工メーカーのトレンドを

ームを兼ねた店舗が隣接している。

知る大事な情報源でもある。

「よいものを長く使いたい」というお客さまはたく
さんいる。希望があれば、かんな削りをしている
現場にも案内する。荒材がどういう工程を経て手
元に届くのかを知りたいという客さまも多い。
お客さまの大半は、インターネットのホームペ
ージで店を知り、訪ねてくる。木久楽のこだわりや
現場の様子とともに、二代目夫婦と三代目の
日々のエピソードがつづられるホームページは、
弘子さんの手作りだ。
一枚板は厚みがあるので、将来、削り直すこと

■ 確かな技術と丁寧な仕事
旧七尾中学校の木造校舎を解体して移築し
たという工場の中には、かつて家具の大量生産
に使用していた、NC ルーター、手押し鉋、自動

もできる。作り手の責任が木久楽の命だという考
えから、アフターフォローも大切にする。親子二
代、三代と長く楽しむことができる家具を、家族
一丸となって、お客さまの元へ届けている。

鉋など、各種の大型機械が揃っている。大型機
械で作業の効率化を図りつつ、手作業での仕上
げには時間を惜しまず、徹底的にこだわる。
手作業でかんなをかけ、木目を浮き立たせる
ことで、仕上がりの美しさと手触りの違いが出る。
辰徳さんは、平成 23 年の「全国削ろう会」で 5 ミ
クロンの記録を出し、審査員特別賞を受賞する
など、かんな削りの高い技術をもつ職人だ。

33

倉本杓子工場
廿日市市深江一丁目 1-18

■ 杓子をとりまく環境変化

0829-56-2121
営業時間 8：30～17：15 （定休日：日・祝）

スパテラと呼ばれる業務用の杓子を取り扱う
業者は、全国でも数少ない。ニッチ対応となるた
め競合は少ないが、需要が縮小したことから全
体量が減少傾向にある。問屋の廃業など、取引
環境も変化している。
かつて大半が地元産だった土産用の杓子も、
価格競争の激化から、現在では他の地域で製
造されている場合が少なくない。国産材より外国
産材が安価であることから、杓子に限らず、仕入
れや加工自体が儲かりにくい構造がある。

■ 手作業で仕上げる杓子専業

土産用の杓子は「宮島杓子」として全国に知
られる。広島県や廿日市市の記念品として用い

代表の倉本充明さんは三代目。創業は今か

られる機会も多い。それだけに、伝統的な「宮島

ら 80 年ほど前、祖父の代にさかのぼる。創業当

杓子」として、ぜひ地元産の杓子を採用してほし

時から一貫して杓子専業の事業を営む。

いと願う。

用途に応じて、ブナ、トチ、ミズキ、サクラ、ケ
ヤキ、クワなどの天然素材を使い分け、仕上げは
手作業にこだわる。工場の作業工程は、父の代
に確立したもの。早くから機械を導入するなど、
ある程度の効率化が図られてはいるが、最終段
階は、やはり手作業がものをいう。
作っているのは、土産用の杓子、家庭の飯杓
子、そして給食などで使われる業務用の杓子。
業務用の杓子は、丸型・角形などの型と 3 セン
チきざみのサイズの組み合わせにより、100 種類
ほどの商品がある。
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■ オリジナル商品の製作依頼
事業をとりまく環境が少しずつ、だが確実に変
化するなか、倉本さんは、これまでにない経験を

木工製品の特性としては、材質的に加工が容

した。2010 年、日本の伝統的商品を扱う東京

易なので別注にも対応しやすく、図面があれば

の会社から、オリジナルブランド商品としての宮

少量でも対応が可能という点だ。

島杓子の製作依頼を受けたのだ。

商品の販路は大手百貨店や店舗での直販。

日本の伝統的な生活の道具のひとつである

販売価格は約 1,200 円。先方からは、規格、加

「杓子」というものが、買い手にうまく伝わるために

工、仕上げはもとより、曲線や質感に至るまで、

は、買い手に訴えかける、作り手側の「デザイン

細かな指定があった。

を含むものづくり」が必要だと、強く感じた。

杓子づくりの最終段階は手作業で、職人が目
で見て仕上げる。そのため、工業製品のようなミ
リ単位のサイズの統一はできない。また、材料の
木によって左右されることから、色の統一はまず
不可能だ。
指定が書き込まれた図面をもとに、数種類の
サンプルを作成し、幾度となくやりとりした。特に
仕上げの質感は、実際に異なる番手（粗さ）のサ
ンドペーパーで磨き、入念な確認を繰り返した。

■ デザインを含むものづくりの可能性
イタリアのものづくりには、“もの”が醸し出す雰
囲気、「欲しい！」と思わせる何かがある。だが、
自社の商品を含めて、日本の製品はそれを十
分には持ち合わせていないように感じる。
これまでは、同じものをどれだけ効率よく作る
かを追求してきた。今大切にしたいのは、直接目

■ 杓子とデザインの出会い

に見えない部分。商品の伝統的な背景や生い
立ちをモダンなデザインで語りかけることで、買い

出来上がったのが杓子「宮島」。最も苦労した
のは、他の杓子と何がちがうのか？ということ。や
りとりを通じて気づいたのは、スタンダードなもの
づくり。特徴があるわけではなく、ごく当たり前のこ
とだが、父がつくり上げた「杓子と言えば倉本のも
の」と言われる「曲線と仕上げ」に行き着いた。
求められたのは、丁寧にきちんと作られたふつ
うのかたち。工芸品のような凝ったデザインでは
なく、日常的に使う道具としてのデザインだった。
また、杓子だけでなく、焼印やパッケージに至
る商品の全体像、そして、木の肌触りのよさ・ぬく
もりなど、“もの”から連想される内面的なことまで、
トータルにデザインされていた。

手にインスピレーションを与えるようなものづくりが
求められていると感じる。
実際に、下調べをした上での問い合わせの電
話や、インターネットで探して工場まで直接買い
に来るお客さまが以前より増えている。
自社独自のロゴ作成やブランド化、販売ルート
の限定、個人客への販売など、自社のものづくり
にも、まだまだ可能性があると思える。一方で、
木の特性を知らないお客さまに対して、木工製
品の個体差や経年変化について、丁寧に説明し
て理解してもらうことも必要だ。
産地を守り・育てるためにも、杓子専業の工場
としての将来を見出したいと考えている。
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ちゅうぼう

清流 厨 房 せせらぎぶんこう
廿日市市栗栖 188-283
0829-72-2728
営業時間 11 時～20 時 （定休日：水曜）
http://www.seseragi-bunkou.com

■ 小瀬川沿いのカフェレストラン
「清流厨房（ちゅうぼう）せせらぎぶんこう」は、
その名のとおり、すぐ近くを流れる川のせせらぎを

きっかけは佐伯商工会が平成 20 年に取り組

聴きながら、羅漢峡の自然を五感で体感できる

んでいた「津和野街道ブランド化事業」。地域の

森のカフェレストラン。

歴史資源を地域の宝として PR し、地域に人を呼

竹本幸司さんと明未さんが夫婦で営む。幸司
さんは、両親が営んでいた和食店を継ぎ、17 年
前、小瀬川沿いに新しい店舗を構えた。
三世代で楽しんでほしいというのがお店のコン

び込むことがねらいだった。
廿日市宮内から島根県津和野まで 77 ㎞続く
津和野街道。現存する場所は少なくなっている
が、佐伯には 400 年前の石畳が今も残る。

セプト。メニューは和食と洋食の両方がそろう。

商工会へ融資の相談に出かけたところ、新た

地元の食材を使った手料理や焼きたてのワッフ

な取り組みが必要ということで、「津和野街道の

ルが人気で、入口では看板かかしの「ワッフルち

お菓子を作ってみては？」と持ちかけられた。当

ゃん」が出迎えてくれる。

時、幸司さんは事業の実行委員の一人だったが、
まさか自分の店の商売として関わることになると
は思ってもいなかった。

■ 勉強しながらの新商品開発
もともと店のカフェメニューで提供していたこと
から、「ワッフルで何かできないか？」というのが
最初の発想。
「並んでいる形が、石畳にみえないかね？」と

■ 新しい取組みへの挑戦

いうことで、ワッフルをベースにすると決めた。店
で出すわけではないので、保存できることが必要。

予備校に勤めていた明未さんは飲食業の経
験は全くなく、結婚を機にこの道に入った。通常

それならば「ベルギーワッフルでどうか？」と、イメ
ージを膨らませた。

の料理提供に加えて、明未さんが中心となって
挑戦したのが、店の新たな取り組みとなる菓子の
製造・販売だ。
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いよいよ商品が形になって、売る段階になると、
「ラベルや表示、バーコードはどうする？」と次々

に分からないことが出てきた。その度に、保健所

■ カフェ連携で羅漢峡の魅力を発信

や商工会へ相談に行き、それまで全く知らなか
ったことをひとつひとつ勉強していった。

新商品開発への挑戦は、地元の生産者たち
と出会うきっかけにもなった。地域の食材は豊富

商品を売ることもさることながら、津和野街道

で、地元であまり知られていないものもたくさんあ

の PR もしたい。いろいろと勉強するうちに、「ひろ

る。開店当初から提供している生ワッフルにも、

しま夢ぷらざ」の存在を知り、足を運んでラベル

いちごやブルーベリーなど、地元産のフルーツを

デザインなどのアドバイスを受けた。

積極的に使うようになった。昨年は、初めて羅漢
峡の地下水を使ったかき氷も作ってみた。
今、夫婦そろって力を入れているのが、「羅漢
峡カフェ＆アートプロジェクト」。周辺のカフェやレ
ストランと連携して、地元の食材を活かしたメニュ
ーや周辺マップ作りなどを進めている。
プロジェクトでは、各店の取り組みをつないで、
羅漢峡周辺への人の流れを生み出すことをめざ
す。すでに、地元産の佐伯大長なすやほうれん
草を使ったパスタやイチゴを使ったデザートなど、

■ 羅漢峡古道ワッフルの誕生
商品開発を始めた平成 22 年 6 月から、試行
錯誤を重ねながら、地元産の果物や調味料を
組み合わせて、最終的に３つの味を完成させた。
「羅漢峡古道ワッフル」として、発売にこぎつけた
のは、その年の 12 月だった。
振り返ってみると、開発期間は 7 か月と短かっ
た。商品について、「こんなことをしたい」といつも
相談していた商工会で、「次はどうする？」と、テ

各店が新メニューを開発した。また、雑貨、工芸
品の展示や販売も各店で行っている。
羅漢峡周辺はドライブコースにも最適。プロジ
ェクトで作成したマップには、ホタル鑑賞や写真
撮影のポイントなど、個性的な店主たちのこだわ
りが満載だ。せせらぎぶんこうでも、テラスからの
眺めを季節ごとに紹介している。
“羅漢峡”というキーワードでつながる仲間と共
に、観光客を地域へさらに呼び込みたいと、新し
い仕掛けづくりに意気込んでいる。

ンポよく問いかけとアドバイスをもらった。タイミン
グよく背中を押してもらったおかげで、完成まで
進むことができた。
現在は、当初開発した商品を、よりよいものへ
と改良して販売している。身近なお菓子として食
べてもらいながら、多くの人に津和野古道のこと
を知ってほしいというのが願いだ。
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Elephant Sweets

（エレファントスイーツ）
「行きはしません」と断っていた。そんな話がある

廿日市市吉和 1584-24
0829-40-3074
営業時間 11 時～18 時
（定休日：水曜、冬季長期休業あり）

http://ameblo.jp/elephantsweets/

ことに最初はびっくりしたが、二度とないチャンス
だと思って、直感的に行くことを決めた。
現地ではカルチャーショックの連続。レストラン
でありながら畑も耕し、豚も飼い、鶏もさばく。今
思えば二度とできないような貴重な経験をした。

■ 手作り菓子工房の開業
そのレストランで１年間働き、生まれ育った吉
和へ帰ってきた。それでもまだ何もはっきりした考
えはなかった。どこか働くところを探そうと思いな
がら、レストランでの延長のような感じで、お菓子
作りやパン作りを続けていた。

■ 自分の「したいこと」を求めて
そのうち、知り合いからの注文が定期的に入る
「エレファントスイーツ」は吉和の冠高原にある

ようになり、それをきっかけに 2003 年に菓子工

菓子工房。国道 434 号から看板を目印に左折

房を開業した。工房とちょっとした売り場を作り、

して間もなく、淡いピンク色の建物が見えてくる。

店での販売と他の飲食店への卸売りでやってい

店主の岡直子さんがパティシエを目指したの
は高校卒業後。京都の専門学校で学び、学生
時代を含めて 3 年間、京都市内のホテルやカフ
ェで働いた。
当時は、自分の店を持ちたいとは、まったくも
って考えていなかった。“パティシエ”といっても、
ケーキ屋で働くのか、カフェで働くのか、ホテルに
入って経験を積んでいくのか。今思えば、「自分
は何がしたいのか」を探していた。
そんな時、冠高原でほうれんそう農家をいとな
む父の知り合いから、「カナダのレストランで、住
み込みで働かないか？」という話が舞い込む。
吉和よりもずっと田舎にある世界的に有名な
シェフがいるレストラン。当然のことながら父は、
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こうと考えた。まだ 21 歳と若く、「失敗してうまくい
かなかったら働きに行けばいいし…」、というごく
軽い気持ちだった。
カナダで修業していたこともあり、開店当初は
テレビ取材も多く、自分が思った以上のお客さん
に来てもらえた。売上も実際にやってみると、店
での販売が 9 割を占めた。

■ 順調だった業績が下降傾向へ
自分が作った商品を求めて、お客さんが店に
来てくれることが、楽しくてしょうがなかった。「お
いしいものをどんどん作ればお客さんも増える」、
「おいしいものさえ作っていればいいんだ」と信じ
て、毎日懸命にお菓子やパンを作った。
開業から５年目までは、お客さんも順調に増え、
売上が伸びていった。ところが 2008 年以降、「こ
の頃、お客さん少ないよね」という日が多くなった。
不況の影響で、吉和への観光客自体が減り、店
に立ち寄るお客さんも減ってきたのだ。
商品が余るたびに、「もっと作れるのに、お客さ
んに求められていない」と気持ちが焦る。「このま

■ 地元の食材とつながりを活かして
初めての子育てに追われて、店の仕事に費や
せる時間は減った。水道光熱費やアルバイト代、
店舗改修の借り入れ返済など、支払う経費は以
前より増えている。

まではいけない」という思いや、「これをずっと続

大変なことも多いが、一方では面白くもある。

けていくのが、果たして自分にとってよいことなの

出産を経験し、小学生を対象としたケーキづくり、

か？」と悩み始めたのがこの頃だった。

子育てママが集まるランチ会、料理教室も始め

■ 店舗リニューアルを決意
転機となったのは結婚と出産。同時進行で店
舗の増築を決め、出産から半年後の 2011 年 5
月、念願のリニューアルオープンにこぎつけた。

たところ。吉和おさんぽギャラリーなど、地域のイ
ベントへ積極的に参加して、販売と PR に精を出
す。周囲の人の協力も得ながら、頑張っていきた
いと考えている。
当面の課題は、積雪のため店の長期休業を

新しい店は木造で明るい雰囲気。子ども連れ

余儀なくされる冬の対策。紅葉シーズンが終わ

でもゆっくり過ごせるよう、テーブル席のほかに和

ると、吉和では一年で最も経営が厳しくなる時期

室も設けた。お菓子とパンを軸に、地元の野菜を

を迎える。

とり入れながら、おかずを組み合わせたランチや、
ケーキとコーヒーのセットを提供している。

店で待っているだけではダメだと、焼き菓子や
パンの出張販売にも挑戦し、地元のきのこを使っ
た新作の舞茸パンが好評だった。年間を通して
平均的にお客さんに利用してもらえる工夫をもっ
としたいし、地元の食材を取り入れたメニューや
商品も増やしていきたい。
「息子に恥ずかしくない仕事をしたい」というの
が今の目標であり、ハードな毎日の糧でもある。
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市内の事業者同士の新しい連携が始まっています！
「しゃもじん創業塾」や「産業連関強化塾」への参加、ゲストとしての事例紹介などをきっ
かけとして、市内の異業種の事業者たちの間で、新しい連携や取引が始まっています。

事例１
＜飲食業＞
家庭料理 つ ば き
（吉和）

＜洋菓子・パン製造販売＞
コンディトライ・フェルダーシェフ

（上平良）

吉和産のルバーブをジャムに加工

家庭料理つばきでは、吉和で生産されている野菜“ルバーブ”の活用を模索。ドイツ菓子店
のフェルダーシェフに相談したところ、ヨーロッパでは定番の食材。協力を得てジャムに加工し、
家庭料理つばきでは、クラッカーに載せて提供しています。フェルダーシェフでも、ジャムやケー
キに、吉和産のルバーブを使っています。

事例２
＜漬物製造販売＞
藤 崎 屋
（下の浜）

＜農業生産＞
前 川 農 園
（友田）

原材料のきゅうりを地元から調達

藤崎屋では、地元産のわさびで風味づけをしたきゅうり粕漬けの新商品を開発。地元産の材
料にこだわりたいと、きゅうりの調達先を探していました。前川農園は、父と姉妹の家族で米や野
菜を生産しています。交渉の結果、取引が成立。地元の生産者の顔が見える材料を使い、安
心でおいしい土産物として販売しています。

事例３
＜イタリア料理店＞
トラットリア・ルッツオ
（津田）

＜大長なす生産＞
阿部 勝也さん
（津田）

佐伯大長なすを使った新メニュー開発

トラットリア・ルッツォは、羅漢峡アート＆カフェプロジェクトの一員。生産者の阿部さんの協力
で、地元の特産品・佐伯大長なすを使ったメニュー開発に挑みました。オイルマリネやゴルゴン
ゾーラあえなどのイタリア料理のほか、焼き菓子として大長なすのタルトが完成しました。
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５

廿日市市の産業支援施策・制度等
本市の産業に関する支援施策、支援制度などをご紹介します。
詳しい内容は、市のホームページなどをご覧ください。
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１ 商工業活性化ビジョン
平成１９年９月に発足した「廿日市市商工業活性化委員会」により、商業、工業、観光、雇
用、産業間連携などの視点から、商工業発展の戦略や方向性を明らかにし、地元企業の実態や
ニーズを踏まえた実現性の高い具体的なプロジェクトを打ち出した「廿日市市商工業活性化ビ
ジョン」が平成２０年３月に策定され、市長に提言されています。
市では、この廿日市市商工業活性化ビジョンを基に、各産業振興施策を展開しています。

２ 産業構造調査
市町村合併により多様な産業特性を有することとなった本市の産業構造に応じた振興施策を
推進していくため、産業振興施策のみならず、まちづくり全般にわたる各種施策を検討する際
の基礎資料となる「廿日市市産業構造調査」を平成 23 年度に実施しました。

３ 商工業情報
地域の特性を背景とした市内商工業の実態や特徴、その他の産業の概要、新
商品開発や新分野等に挑戦する地元中小企業の取り組みや、市内で創業したキ
ラリと輝く起業家の紹介などを「廿日市市商工業情報」としてまとめ、わかり
やすく紹介する事業を実施しています。

４ 主な産業振興施策など
（1） 廿日市市産業振興協議会
大学、経済団体、金融機関、国、県及び市で構成する「廿日市市産業振興協議会」を設置
し、本市の産業振興施策について議論しています。

（2） 商工業活性化ビジョン推進事業
廿日市市産業振興協議会の運営及び廿日市市商工業活性化ビジョンに基づき実施している
各種事業の検証や方向性の検討などを行っています。
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（3） 市内企業のネットワ－クづくり
市内の企業とともに、広島工業大学の研究室を訪問し、
研究内容を知ることで、広島工業大学の研究内容が参加
企業の新商品開発や生産工程の見直しなどにつながるも
のがないかどうか可能性を探るとともに、参加された企
業などの連携やネットワークの構築を行うことを目的と
して実施しています。

（４） 中山間地域のにぎわい創出事業
市内中山間地域におけるにぎわい創出や中山間地域版のライフスタイルセンターの可能性
の開拓を行っています。

（５） 市内産業連関の強化
市内の新たな経済循環を創出するため、新たなビジネ
スの可能性や事例の紹介、地元の商工業者と農林水産業
者などの「出会いとマッチングの場」を提供する講座を
開催し、地元の商工業者と農林水産業者などの連携を支
援しています。

（６） 起業・創業の支援
ア

しゃもじんキュ－ブの運営

市内で起業しようとする人を支援するために起業家
支援施設である「しゃもじんキュ－ブ」を開設し、同
施設に入居する起業家の支援を行っています。

イ

しゃもじん創業塾の開催

市内で起業しようとする人を支援するために「しゃ
もじん創業塾」を開催し、これから市内で起業をめざ
している人を支援しています。
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（7） 新商品等開発への支援
中小企業者等が２社以上連携して行う地域の資源や特性を活かした新商品又は新役務の開
発に対し、補助金を交付するなどの支援を行っています。

（8） 「木工のまち

はつかいち」の PR

廿日市市木材利用センタ－を拠点に、各種木工教室、
木工まつり、木工工作コンク－ルなどの開催を通して、
「木工のまちはつかいち」のＰＲに努めています。
また、けん玉の製造、販売、製造見学などを行い、市
の特産品であるけん玉の普及に努めています。

（9） 伝統工芸品普及事業
伝統的工芸品である宮島細工のＰＲ、後継者の育成及び体験観光
（もみじ饅頭の手焼き体験、杓子づくり体験及び宮島彫体験）を実
施し、伝統産業の継承・振興に向けた事業を支援しています。

（10） 工業団地
ア

宮内工業団地 （完売しました。）

宮内工業団地は、山陽自動車道廿日市インター、西広島バイパス宮内交差点から２キロ
メートル、広島市中心部まで車で約３０分の立地と併せ、周辺には大型団地が造成されて
おり、雇用を確保できる工業団地です。
イ 県営の廿日市木材工業団地・広島港造成地廿日市地区 （完売しました。）
廿日市木材工業団地・広島港造成地廿日市地区は、湾岸地域を走る臨港道路廿日市草津
線の周辺に計画的に開発された工業団地です。
ウ 県営の佐伯工業団地 （分譲中）
佐伯工業団地は、山陽自動車道廿日市インターから
９キロメートル、中国自動車道吉和ＩＣから３１キロ
メートルに位置し、県道佐伯線が近くを通っている自
然に囲まれた閑静な場所にある県営の工業団地です。
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（11） 中小企業資金融資貸付の実施
中小企業者の経営安定と維持発展に寄与するため、預託金融機関を通じて運転資金及び
設備資金の融資などを行っています。

（12）勤労者支援の実施
ア 勤労者福祉融資制度
市内に居住する勤労者の皆さんの生活の安定と福祉の向上に役立てていただくため、緊
急かつ臨時に生活に必要な生活資金を低利に融資する貸付制度を設けています。
イ ＮＰＯ活動支援融資制度
社会貢献活動を行うＮＰＯ法人を支援するため、必要な資金を低利で融資する貸付制度
を設けています。

（13）就業支援相談
「自分は、どのような仕事に就きたいのか」、
「その仕事に就くにはどうすればいいのか」
など、就業に関する個別の悩みなどについて、専門のキャリア･コンサルタント（相談員）
が、相談をお受けしています。

（14）その他
廿日市市以外の主な支援機関の紹介です。
ア 独立行政法人中小企業基盤整備機構中国支部
独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部では、専門家による経営の相談、販路開
拓支援、企業の国際展開の支援などの事業を行っています。
イ 株式会社日本政策金融公庫の融資制度
株式会社日本政策金融公庫では、新規開業資金及び女性、若者／シニア起業家資金の
貸付、再チャレンジ支援融資、新創業融資制度など、新たに事業を始める方や開始して
間もない方などの支援を行っています。
ウ 公益財団法人ひろしまベンチャー育成基金
財団法人ひろしまベンチャー育成基金では、創業前又は創業間もない個人、法人への
助成事業などを通じて、ベンチャー企業の発掘・育成・支援を行っています。
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