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農商工連携ファンドで開発した

株式会社
エコまるく
ん

水質浄化材が注目を集める

元気企業
訪問
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明日へ飛躍する企業をサポート ひょうご産業活性化センター通信

活性化センター・カレンダー
支援ネットのひろば
◦情報カレンダー
◦兵庫県信用保証協会かわら版
 型コロナウイルス感
新

染症の影響を受けてい
る事業者の皆さまへ

◦技術最前線

トポロジー最適化を

用いた設計手法

Tax&Law

改正消費税─複数税率
への対応について
成長期待企業のイチオシ！
光海株式会社

味付けのり

今月の支援メニュー
ひょうご農商工連携
ファンド事業助成金
県内の農林水産物などの地
域資源等を生かした、
中小企
業者等と農林漁業者の連携
による新商品・新サービスの
開発に対する助成金です。

ひょうご産業活性化センターは、県内の中小企業者等と
農林漁業者の連携促進および地域経済の振興を図るた
め、それらの連携体が取り組む事業を支援する「ひょう
ご農商工連携ファンド事業助成金」を設けています。西
宮市の株式会社エコまるくんは姫路市の農家、上村好
治さんが生産した作物に含まれるオリゴ糖を使った循環
式水洗トイレを開発しました。災害時などに活用できるトイ
レとして注目を集めています。

元気企業
訪問

今月の支援メニュー
ひょうご農商工連携
ファンド事業助成金

株式会社
エコまるくん

オリゴ糖含有作物を使って
水質浄化
可能性広がる
循環型トイレ
レジリエンス認証を取得しています

オリゴ糖の消臭効果に着目

得られるため、
これを便器の洗浄に再

ことができました。水質浄化材の開発

同社の鳴瀧泰史社長の本業は会

利用できるなど多くの利点があります。

に当たっては、
ひょうご農商工連携ファ

計ソフトの開発・販売で、主に保育園

片桐さんを顧問に迎え入れ、同社

ンド事業助成金を活用。初年度は猛

や幼稚園、
高齢者福祉施設など社会

を設立。本格的に事業を展開していく

暑と台風で作付けしたうちの半分しか

福祉法人を顧客に全国で事業を広げ

ことになりました。
ただ、
エコまるくんを

収穫できませんでしたが、
ヤーコンか

てきました。
ある日、東京での仕事で、

普及させる上でネックとなったのが、
汚

ら抽出したオリゴ糖を使って水質浄化

直下型地震が起きたときに施設でトイ

水を土壌処理するために十分な土地

材の開発が一気に進みました。

レをどう確保するかが話題になり、
電力

が必要なことでした。土壌に代わるコ

が不要で汚泥を発生させない自立型

ンパクトな水質浄化材を開発できない

のトイレを探すうち、行き当たったのが

かと研究するうちに行き着いたのがオ

トイレ、浄化槽、水質浄化材を組み

「エコまるくん」でした。高知県の片桐

リゴ糖でした。
「オリゴ糖には便の臭い

合わせた循環型バイオ浄化トイレ「エ

伴治さんが開発したもので、
空気を遮

を消す機能があると知り、
実際にオリゴ

コまるくん」は太陽光発電でポンプを

断したタンク内で固形分（糞）は嫌気

糖を含む野菜くずで試したところ、
臭い

動かす独立したシステムで、
上下水道

性微生物に分解させ、
水分（尿）は土

とCOD（化学的酸素要求量＝汚濁

や電気がない場所で使えることも特長

壌で浄化する仕組みです。空気を遮

度を示す指標）が大きく低減しました」

です。
これを広く知ってもらうため今春、

断しているため臭気が漏れず、
汚泥も

と鳴瀧社長。
オリゴ糖を使った水質浄

東京で展示をしていたところ、
国土強

分解してしまうので処理の手間、
コスト

化材の開発がそこからスタートしまし

靭化の趣旨に沿った事業に取り組ん

も不要。
さらに、真水に近い浄化水が

た。

太陽光パネル

エコまるくんの仕組み

②固液分離槽

③ろ材槽

③ろ材槽

③ろ材槽

③ろ材槽

⑤トイレタンク

①トイレ
④集水槽

加圧ポンプ

②空気を遮断したタンク内で糞・尿を分離し、③オリゴ糖ろ過材で浄化します

思わぬところで用途が拡大

でいる事業者を認証する内閣府の
オリゴ糖を含む野菜

「国土強靭化貢献団体認証（レジリエ

を調べてみたところ、最

ンス認証）
」のスタッフの目に留まり、
トイ

も含有量の多いのがヤ

レそのもののほかに汚水浄化技術に

ーコンであると分かりまし

ついても高い評価を得ました。現在、

た。生産してもらえる農

プロジェクトの一つとして進んでいるの

家を探すうち、取引のあ

がソーシャルディスタンストイレです。
使

る加古川市の保育園を

用から10秒後に人感センサーにより

通じて減農薬栽培に取

照明が消え、
抗菌・抗ウイルス剤噴霧

り組む上村好治さんとつ

が自動的に10秒間行われます。災害

ながりました。趣旨を説

時における感染症対策トイレとして今

明したところ、
快諾を得る

後広く活用を呼び掛けていきます。
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今月の支援メニュー
ひょうご農商工連携
ファンド事業助成金
もう一つが牛糞のメタン発酵消化

ゴ糖を使った水質浄化材なら消化液

商工連携ファンドの活用で製品化でき

液処理プラントの構築です。
牛糞のバ

そのものを分解処理できることが大き

たことにより思わぬところで事業が広が

イオ処理では大量発生する消化液を

なメリットで、現在、製品化に向けたコ

りつつある。
この技術をしっかり社会で

廃棄処理しなければなりませんが、
オリ

ンソーシアムが動き始めています。
「農

役立てていきたい」
と意気込みます。

会社概要
株式会社エコまるくん

所在地 西宮市与古道町1-3-A
代表取締役 鳴瀧泰史
事業内容 循環型バイオ浄化トイレの製造・販売

支援メニュー講座

TEL 0798-42-7020
URL https://ecomarukun.com/

ひょうご農商工連携ファンド事業助成金

中小企業者等と農林漁業者の連携による
新商品、
新サービスの開発を応援。
制度概要
◦県内の農林水産物などの地域資源を生かした、中小企業者等と農林漁業者の連携による新商品・新サービ
スの開発の取り組みについて支援。
◦魅力ある農林漁業ビジネスや市場ニーズに適応した新商品の開発を実現し、事業者の収益拡大に貢献する
とともに、地域経済の振興を推進。
◦既に新商品開発に取り組んでいる事業も対象。
◦商品開発に対して、500万円を限度とした助成金（助成率は対象経費の3分の2以内）を交付（対象経費：
原材料購入費、加工委託費、デザイン料等）。
◦中小企業者等と農林漁業者が連携することで互いの強みを生かした商品開発が可能、新たなビジネスチャン
スへ拡大。
◦助成を受けた事業については、兵庫県とひょうご産業活性化センターが共同してＰＲの取り組みを支援。
平成23年から延べ50社（今年は5社）が事業化を達成されました。
現在のところ今後の助成事業の募集の予定はありません。

問い合わせは ひょうご産業活性化センター創業推進部新事業課

078-977-9072

伝えたい思い出を
最高のカタチに

写真集・詩集・自費出版のお問い合わせは
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〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1- 5 -7
℡ 078（362）
7143
http://www.kobenp-printing.co.jp/

CALENDAR
兵庫県よろず支援拠点と
サテライト相談所のご案内

「兵庫県よろず支援拠点」は、国が設置した無料
の経営相談窓口です。中小企業・小規模事業者の
経営者が抱えているあらゆる悩みに対し、豊富な知
識と経験を有する専門家チームが解決策を考え、サ
ポートします。相談は何度でも利用できます。要予約。
【場所】
神戸市中央区東川崎町1-8-4 神戸市産業振興
センター1階（ひょうご産業活性化センター内）
【申し込み・問い合わせ先】
078-977-9085
月曜～金曜
080-1400-9153
土曜、
日曜、祝休日
※電話受け付けは全日9：00～17：00。電話での
相談は予約不要。土曜、
日曜、祝休日の相談中
は電話がつながりにくいことがあります。

サテライト相談所を開設

毎月、県内各地域でサテライト相談所も開催して
います。要予約。
【開催場所と12月・1月の日程】
地 域

場 所

淡 路 淡路県民局

開催日
12月3日（木）
1月7日（木）

但馬技術大学校

12月18日（金）
1月15日（金）

朝来市役所

12月25日（金）
1月22日（金）

但 馬

丹 波 丹波篠山市民センター

12月10日（木）
1月14日（木）

西播磨 宍粟防災センター

12月4日（金）
1月8日（金）

中播磨 中播磨県民センター

12月9日（水）
1月13日（水）

北播磨 加西商工会議所

12月16日（水）
1月20日（水）

尼崎中小企業センターアイル

12月1日（火）
、15日（火）
1月5日（火）
、19日（火）

西宮商工会議所

12月17日（木）
1月21日（木）

阪神南

2月以降の日程などは当協会ホームページをご覧
ください。

テレビ相談室を開始

パソコンやスマートフォンで専門家スタッフと1対1
で相談できるようになりました。要予約、通信料は利
用者負担。

【相談時間】
月曜～金曜9：00～17：00の間の1時間

「ベトナム南部ビジネスセミナー」
を
オンライン形式で開催
兵庫県はベトナム南部のホーチミン市、
ロンアン
省、
カントー市と経済促進会議の相互開催やミッショ
ン派遣事業などを通して連携を深めています。
このオ
ンラインセミナーでは、現地政府のプレゼンテーション
も交えながら、
ホーチミン市、
ロンアン省、
カントー市の
経済・投資環境の現況などを紹介します。無料、
日
越逐次通訳。
【日時】12月16日（水）15：00～17：30
【開催形式】Cisco社「Webex Meetings」を使用
【申し込み方法】
①
 12月14日（月）までに兵庫県簡易申請システム
にアクセスし必要事項を入力の上、送信してくださ
い ②事前にメールで会議参加用のURLなどア
クセスに必要な情報をお知らせします
【問い合わせ先】
ひょうご海外ビジネスセンター
▲兵庫県簡易
078-271-8402
申請システム

メールマガジンの登録を受け付け中
当センターでは皆さまに役立つセミナーや各種行
政情報などをメールマガジンで配信しています。登録
は無料です。
【配信日】毎月1日、16日（土曜、
日曜、祝休日の場合
は翌営業日）
【登録方法】
①e-mlhedDB@xpressmail.jpまたは
右記の二次元バーコード宛にメール
を送信してください（タイトル、本文は
不要）
②登録用メールが30分以内に届きます。免責事
項を確認の上、
メール本文に記載の登録用URL
をクリックし、配信希望情報等を入力してください
※30分以内にメールが届かない場合は、
メール
が受信できる設定になっていない可能性がありま
す。
スマートフォン、携帯電話の設定を確認し、再
度最初から操作してください
【問い合わせ先】企画経営室企画管理課
078-977-9070
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挑戦する
企業の
応援団

「中小企業支援ネットひょうご」には、技術・金融・雇
用など、専門能力の高い団体が勢ぞろい。技術やノ
ウハウを総動員して、
経営課題を解決！

情報カレンダー

Information Calendar

「ひょうごで働こう!マッチングサイト」
求人情報掲載企業を募集
兵庫県では県内の求人情報を発信する「ひょうごで
働こう！マッチングサイト」を運営しています。県内に本
社・本店のある企業・法人は無料で求人情報（週20
時間以上の無期雇用求人に限る）を掲載できます。
さら
に、県の企業等顕彰制度（成長期待企業、WLBなど）
の認定を受けていれば「移住支援金※対象法人」にな
ることができます。
ぜひ、
ご活用ください。
※移住支援金…首都圏からの移住を伴う就業の場合、移住者
に最大100万円を支給します

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
「オンライ
ン商談」が注目されています。
このセミナーではオンライ
ン商談のメリットやデメリット、
注意点、
今後の可能性など
を分かりやすく解説するとともに、
明日から使える営業の
こつも紹介します。
参加無料。
▶日時：12月15日（火）14：00～16：00
▶場所：姫路商工会議所
▶対象：小規模事業者
▶講師：牛木章太さん（㈱エイチ・エーエル営業トレーナー）
▶主なカリキュラム：

▶利用方法：

◦プレゼンテーションの5STEP

①法人登録をする

◦オンラインでの注意点

受
 付フォームから法人登録を申請してください。
県と受

◦オンラインとリアルの違い

託者による審査の結果、認定されると申請書様式が

◦オンラインの可能性

送付されます。
押印の上、
兵庫県労政福祉課に提出す
▲受付フォーム

れば登録完了です。

▶定員：30人（先着）
▶申し込み・問い合わせ先：

②求人登録をする
法
 人登録完了後、県から認定通知を、受託者からIDとパスワードを
メールで送付します。IDとパスワードを使って求人登録をしてくださ
い。受託者による内容確認が済み次第、
マッチングサイトに求人情
報が掲載されます。

姫路商工会議所 中小企業相談所
〒670-8505 姫路市下寺町43
079-223-6557

ださい。

求
 職者からの応募以降はマッチングサイトを経由しな

に手指消毒をしてください。
会場は定期的に換気するので温度調節

※詳細は兵庫県のホームページを参照
▶問い合わせ先：兵庫県労政福祉課

▲本セミナー
ホームページ

※受付で検温を実施します。受講者は必ずマスクを着用し、着席前

い直接のやり取りになります。
▲兵庫県
ホームページ

できる服装で参加してください。

078-362-3392

県内業種別企業業績動向速報解説
この解説は、(株)ＴＫＣ、および兵庫県内ＴＫＣ会員事務所の資料提供協力により作成されたものです。業種別
企業業績動向速報は、ひょうご産業活性化センターホームページ（http://web.hyogo-iic.ne.jp/）をご覧ください。

2020年8月の県内中小企業の業績動向は
次の通り。調査対象3,585社のうち黒字企業
は50.5％で1,813社。全産業の純売上高は対
前年同月比で90.5％と減少。全業種で純売
上高対前年同月比が100％を下回っている。
業種別で見ると、建設業96.6％、製造業88.4
％、情報通信業92.8％、運輸業・郵便業94.2
％、卸売業91.0％、小売業92.7％、宿泊業・
飲食サービス業82.1％、不動産業95.5％、サ
ービス業78.2％となっている。また、全産業の
売上高総利益率は27.5％で対前年同月比
102.6％となった一方、売上高経常利益率は
3.6％で対前年同月比94.7％、売上高営業利
益率は2.2％で対前年同月比70.9％と減少し
ている。
【情報通信業】調査対象39社中、黒字企業
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079-222-6005

ホームページから直接申し込むか、
申込書をダウンロ
ードし必要事項を記入の上、郵送またはファクスしてく

③求職者とのやり取り

078-362-9168

オンライン商談ポイントセミナー

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

花田 宏造

は58.9％で23社。情報通信業全体の純売上 88.0と減少した。
高は対前年同月比92.8％と減少。売上高総 【小売業】調査対象476社中、黒字企業は
利益率は51.6％で対前年同月比98.0％、経 43.9％で209社。小売業全体の純売上高は
常利益率については3.6％で対前年同月比 対前年同月比92.7％と減少。一方、売上高
51.4％と大幅に減少している。
総利益率は30.1％で対前年同月比104.8
【運輸・郵便業】調査対象159社中、黒字企 ％、経常利益率も1.7％で対前年同月比
業は49.0％で78社。運輸・郵便業全体の純 154.5％と改善した。
売上高は対前年同月比94.2％と減少。売上 【宿泊・飲食サービス業】調査対象150社
高総利益率は24.5％で対前年同月比94.9 中、黒字企業は34.6％で52社。宿泊・飲食
％、経常利益率は2.4％で対前年同月比 サービス業全体の純売上高は対前年同月
85.7％と減少している。
比82.1％と減少している。売上高総利益率
【卸売業】調査対象467社中、黒字企業は は64.7％で対前年同月比97.8％と減少。売
54.6％で255社。卸売業全体の純売上高は 上総利益率は64.7％で対前年同月比97.8％
対前年同月比91.0％と減少。売上総利益 と減少、経常利益率は−4.3％と大きく減少
率は18.8％で対前年同月比101.6％となっ している。
たが、経常利益率は2.2％で対前年同月比

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている事業者の皆さまへ
当協会では、新型コロナウイルス感染症の影響で中小企業・小規模事業者の皆さまの経営に支障が生じる可能
性があることから、
「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置しています。新型コロナウイルス感染症に関
するご相談等は、以下の各事務所・支所の相談窓口へお問い合わせください。
また、新型コロナウイルス感染症に関する経営支援・資金繰り支援の内容については、当協会のホームページを
ご覧ください。
相談窓口

電話番号

担当地域

保証相談一課

078-393-3909

神戸市東灘区、灘区、中央区

保証相談二課

078-393-3913

神戸市兵庫区、長田区、須磨区、垂水区

保証相談三課

078-393-3916

神戸市北区、西区、明石市、三木市

調整相談一課

078-393-3915

調整相談二課

078-393-3924

保証相談一課

06-6411-4146

尼崎市、伊丹市

保証相談二課

06-6411-4147

西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡

神戸事務所

阪神事務所

神戸市東灘区、灘区、中央区、兵庫区〈返済軽減
（条件変更）等に関すること〉
神戸市長田区、須磨区、垂水区、北区、西区、明石
市、三木市〈返済軽減（条件変更）等に関すること〉

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、
調整相談課

06-6411-4156

三田市、川辺郡〈返済軽減（条件変更）等に関する
こと〉

保証相談一課

079-289-3611

保証相談二課

079-289-3612

姫路事務所

姫路市（区部を除く）
姫路市（区部に限る）
、相生市、赤穂市、宍粟市、た
つの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡
姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、神崎

調整相談課

079-289-3613

郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡〈返済軽減（条件変更）
等に関すること〉

但馬支所

0796-22-5171

豊岡市、養父市、朝来市、美方郡

淡路支所

0799-22-4493

洲本市、南あわじ市、淡路市

西脇支所

0795-22-6775

加古川支所

079-424-1105

西脇市、小野市、加西市、丹波篠山市、丹波市、加
東市、多可郡
加古川市、高砂市、加古郡

https://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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技術最前線

トポロジー最適化を用いた設計手法
兵庫県立工業技術センター

吉岡 淳也

1．
はじめに
近年の積層造形技術の発展や金属3Dプリンタの開
発・普及により、鋳造や切削など従来の加工では難し
い複雑形状が金属材料でも作製可能となってきていま

（a）最適化前形状

す。3Dプリンタを用いた製造は、注文に合わせて作製す
る「多品種少量生産」に適しており、航空宇宙や医療と
いった分野において研究開発が進められています。
積層造形技術の発展により自由な形状の製造が容
易になりましたが、いざ設計するとなると「最適形状に

（b）最適化後形状

なかなかたどり着けない」
「設計のアイデアが思いつか

図1 トポロジー最適化を適用したブロック

ない」などの課題にぶつかることがあります。
これらの
課題を解決する手段として「トポロジー最適化」に関
心が寄せられています。

2．
トポロジー最適化とは
トポロジー最適化とは、製品が利用される場面にお

図 2 トポロジー最適化適用後の三徳バール

いて想定される構造的な荷重、拘束条件の下で、最も
効率の良い材料分布を見つける最適化構造設計で

した。

す。簡単に表現すると、設定された条件の下で不要な

また、三徳バール（㈱小山刃物製作所様提供）にト

材料を削り、必要な箇所にのみ材料を配置するという

ポロジー最適化を適用し、金属3Dプリンタで造形した

手法になります。

ものが図2です。最適化条件として剛性の維持と質量

この手法を用いると、有機的で複雑な形状になるこ
とが多いため、3Dプリンタによる積層造形などの多品

の最小化を与えており、設定した条件を満たしつつ、
約26％の軽量化を実現しました。

種少量生産と相性が良く、航空宇宙関連機器をはじめ
とする製造業界から注目を集めております。
トポロジー最適化を設計の初期段階から適用するこ

4．
お
 わりに

とで、方向性がある程度決まった状態から設計を始め

積層造形技術の発展により、
ものづくりの自由度が

ることができ、試行錯誤回数を大幅に削減できます。
ま

拡大しました。
その自由度を有効活用するため、最適

た、既存製品においても軽量化や剛性の維持を目的

化設計手法の確立が急務となっています。当センター

とした肉抜きやリブの追加など、形状変更のアイデアを

では、従来の加工法でも作製可能な形状を導く最適化

創出できます。

条件の模索や、3Dプリンタを使うことを考慮したラティ
ス構造などの付加価値を高めた最適化設計について、

3．
トポロジー最適化による形状変化実例

図1はトポロジー最適化をブロックに適用した例です。
（a）の両端を拘束し、上部から圧力を与えます。最適
化を適用した結果、
（b）のトラス橋のような形状となりま

より有効活用できる手法について検討してまいります。

問い合わせ先
兵庫県立工業技術センター
○総合相談窓口・ハローテクノ
078-731-4033
078-735-7845
radish@hyogo-kg.jp
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Tax & Law

経営に関するアドバイスをご紹介します。

ＴＫＣ近畿兵庫会

神戸中央支部・税理士

花田宏造

改正消費税─複数税率への対応について
～販売管理システムやPOSレジにおける対応の注意点～
小売業・卸売業や飲食店業など複数税率での販売が不可避の業態については、
POSレジや販売管理シ
ステムを改修して、
税率ごとに区分集計する機能が必須です。
⑴販売系システムの対応
まずはPOSシステム等の変更が必要です。特に小売業や飲食店など複数の税率での販売が日常的に行
われる業態はその対応が必要です。
レジシステムがない店は、
代金を入れるザルや箱等を標準税率用と軽減
税率用の2つ用意することになります。
事業者の主な追加業務は①値札の張り替え・軽減税率対応の表示、
②レジ登録・レジ集計システムの変更
（税率別の集計機能）
、
③発行レシートのフォーマット変更などが考えられます。
【事業者の主な日々の追加業務】
〈軽減税率導入時〉
◦レジの買い換えや改修、
会計システム等の改修
〈仕入れ〉
◦納品書記載の各品目適用税率の確認
◦仕入れを適用税率別に区分して記帳
〈販売〉
◦POSレジの場合は適用税率を登録。
そうでない場合は価格ラベルに適用税率を記載し、
レジ打
ち時に適用税率を入力
◦領収証は適用税率ごとに取引金額を集計して記載するとともに、
軽減税率対象品目に印を付し、
適用税率ごとの取引金額を記載した明細書を発行
◦割引券などによる値引きは、
軽減税率対象品目と標準税率対象品目の販売額の比率で案分す
るなど合理的に計算する
〈記帳〉
◦1日の売り上げを適用税率別に集計し、
区別して記帳
〈決済〉
◦適用税率および適用税率ごとの請求金額が納品書と請求書で一致しているか確認

⑵請求書発行システムの対応
食品・飲料卸売業など複数税率に対応すべき業態では、
⑴の「発行レシートフォーマット変更」
と同様の作
業が必要になります。複数税率対応が不要な業種でも、
消費税率引き上げ前後の税率切り替えの対応は必
要です。

※Tax&Lawの最新記事およびバックナンバーを当センターのHP
（http://web.hyogo-iic.ne.jp/johoteikyo/taxlaw）
に掲載しています
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元証券マンが事業承継
豊かな味わいで
地域に愛される商品に

成長期待企業
の
イチオシ！

味付けのり

中小企業支援ネットひょうごは成長性を見
込んだ企業を
「成長期待企業」
として選定

光海株式会社

し、
複合的な支援を実施。
頑張る企業が誇
る製品を紹介します。

封入作業の様子

◎光海株式会社の
味付けのり

同社の人気商品「旨しお海苔」は有

ーマンが会社を買って経営者になる道

明海産のノリにごま油を塗布して海塩を

を勧めるセミナーをたまたま聞く機会があ

振ったシンプルな味付けのり、
「香味のり

り、
同社のことが気になって訪問。
高見会

ゴールド」はノリ自体をグレードアップし自

長の人柄、
事業への姿勢、
そして佐用町

社製のアホエンオイルを加えて、
ノリ本来

の豊かな自然に感激し、事業承継を決

の滋味を引き立たせた味わいが好評で

断しました。

す。近年、
多くのタレントや有名人にSNS

理念に「笑顔創造」を掲げ、
トイレの

で取り上げられる機会が増え、売り上げ

改修、有給休暇の取得制度の導入、作

は7年連続で増えています。

業場での椅子利用による立ち仕事時間

高見国男会長が1968年に父と共に

の減少、
パートタイム社員の時給改善な

大阪でノリ加工品の製造・販売を開始。

どを実現。取引先からは試作対応の速

その後、
出身地の佐用町に工場を建て、

さなど小回りが評価され、
OEM供給も増

本社も移しました。
2014年の「第20回全

やしています。

国海苔加工品品評会」で水産庁長官

持ち前の行動力で地元の人との交

賞を受賞したことをきっかけに知名度が

流を増やし、
「配送料をかけて全国津々

一気に高まったそうです。

浦々に売るよりも、
身近な所でお客さんを

後継者を探していた高見会長が友人

増やしていくことが目標」
と岡田社長。
「サ

の息子である岡田正春社長に事業承継

ラリーマン時代には見ることがなかったビ

を打診したのは3年前のこと。
当時、
岡田

ジネスの視点で働くことにワクワク感を超

社長は野村證券㈱の渋谷支店に勤務

えた全く違う人生を楽しませてもらってい

していました。
その後、岡田社長はサラリ

ます」
と生き生きした表情で語ります。

人気商品の「旨しお海苔」と「香味のりゴールド」

光海株式会社／所在地：佐用町大酒725／代表取締役社長：岡田正春
事業内容：ノリ加工品の製造・販売
0790-88-0044／
https://www.koumi-nori.com/

明日へ飛躍する企業をサポート
ひょうご産業活性化センター通信

編集後記
「成長期待企業のイチオシ！」で取材した光海㈱の岡
田社長は証券マンからの転身。
「0から1にする創業と
違い、築き上げられた資産を引き継ぐことができる。若
い世代にどんどん勧めていきたい」
と第三者承継の利
点を強調していました。
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2020年12月号 令和2年11月30日発行
発行人：赤木正明 編集人：政辻孝克

発行所 公益財団法人ひょうご産業活性化センター
神戸市中央区東川崎町1-8-4
神戸市産業振興センター1階・2階・7階
078-977-9070
（代）
https://web.hyogo-iic.ne.jp/

兵庫県よろず支援拠点は、
国が設置した中小企業・小規模事業者のための無料経営相談所です。
県内各地でサテライト相談所や金融機関の支店での相談会も実施しております。
個別相談のほか、様々なテーマで「経営に役立つセミナー」を開催しております。
※新型コロナウイルスに関するご相談も実施しております。

ふじた

ふくだ

かずひこ

つとむ

さいとう

けんいち

ほそたに

よしふみ

かわもと

くみこ

藤田 勉

斉藤 堅一

細谷 佳史

担当分野：
事業承継・経営革新

担当分野：
現場改善・生産性向上

担当分野：
担当分野：
ブランディング・デザイン 創業・新分野進出
開発

つが

ひろみつ

たなか

ひでかず

ただ

やすこ

川本 久美子

いわい

むねのり

福田 一彦

津賀 弘光

田中 秀和

多田 やす子

岩井 宗徳

担当分野：
経営計画・資金計画

担当分野：
広報・SNS

担当分野：
販路開拓

担当分野：
経営改善・人材育成

担当分野：
IT 活用

よろずSNS公式アカウントのご案内
よろず兵庫

支援制度やセミナー情報満載！
Facebook・LINE＠をチェック♪

お気軽にご相談ください！

受付時間：平日9時〜17時
Tel．
078-977-9085

ひょうご産業活性化センター通信
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