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四国地域イノベーション創出協議会 

 
事務局：四国産業・技術振興センター 

産業技術総合研究所 四国センター 

中小企業基盤整備機構 四国本部 

 

２０１６イノベーション四国顕彰事業 
「第２１回 四国産業技術大賞」および 

「第６回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞」 
の受賞者決定 

 

各社の優れた技術と経営を表彰 

 

四国地域イノベーション創出協議会 ＊（以下「イノベーション四国」）の 2016 イノベーション四国顕彰

事業について「第２１回 四国産業技術大賞」および「第６回 四国でいちばん大切にしたい会社

大賞」それぞれの受賞者が決定しましたので、皆さまにお知らせするとともに、表彰式について

ご案内します。 
 

＊ 四国地域イノベーション創出協議会 

平成２０年度に設立した、企業が抱える課題の解決を四国の総合力で支援する機関。四国内の研究機関や産業支援機関など計

４４の会員機関が保有する人材、ネットワーク、機器や研究成果等の資源を総合的に活用して支援を行っており、２２年度から

は自主運営により事業展開を図っている。 

 

 

 

昨年度の表彰式から 

    ＜四国産業技術大賞＞         ＜四国でいちばん大切にしたい会社大賞＞ 

     

情報提供 
 

産業振興貢献賞 

山本貴金属地金㈱ 殿 

四国経済産業局長賞 

㈱ありがとうサービス殿 



 

１．受賞者一覧   各社の業績概要については添付資料をご覧ください 

 

○ 第２１回 四国産業技術大賞 

四国地域の産業技術の発展に顕著な貢献のあった企業等を表彰します。今回は、株式会社 日本キャリ

ア工業（愛媛県松山市）をはじめ５件が各賞を受賞されました。 
 

表彰の種別 受賞者名 所在地 

産業振興貢献賞 株式会社 日本キャリア工業 愛媛県松山市 

革新技術賞 最優秀賞 冨士ファニチア株式会社 徳島県板野町 

優秀賞 株式会社 小笠原工業所 愛媛県松山市 

技術功績賞 最優秀賞 株式会社 未来機械 香川県高松市 

優秀賞 日本工機株式会社 香川県三豊市 
 

（表彰内容） 

■産業振興貢献賞 ・・・ 技術開発成果が優秀で、産業振興や地域活性化に顕著な貢献があったもの 

■革新技術賞 ・・・ 技術開発成果が特に優秀であったもの 

■技術功績賞 ・・・ 技術開発成果が地域産業および当該企業の発展に特に顕著な貢献があったもの 

 

○ 第６回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞 

社員や顧客、地域から必要とされ「大切にしたい会社」と思われている企業を表彰します。今回は、

株式会社ときわ（徳島県徳島市）をはじめ４件が各賞を受賞されました。 
 

表彰の種別 受賞者名 所在地 

四国経済産業局長賞 株式会社 ときわ 徳島県徳島市 

中小企業基盤整備機構 

四国本部長賞 

有限会社 ジェム 香川県観音寺市 

株式会社 はなおか 徳島県北島町 

奨励賞 医療法人 ゆうの森 愛媛県松山市 

 
（表彰内容） 

■四国経済産業局長賞                     社員や顧客、地域から必要とされ、「大切にしたい会社」 

■中小企業基盤整備機構四国本部長賞       と思われている企業等 

※上記以外に、審査員協議により、特に評価すべきと判断された企業を表彰する場合がある。 



 

２．表彰式のご案内 

両大賞の表彰式の予定は以下のとおりです。 
当日は、受賞企業のスピーチのほか、「患者様とともに歩む“ワクワク楽しい歯科医院”」づくりに

取り組むヨリタ歯科クリニック院長・寄田幸司氏による記念講演（「人が輝く組織づくり」）も予定し

ています。（詳細は添付資料をご覧ください。） 
 

◆日 時 

平成２９年２月２８日（火） 

１３：２０～１７：２０ 

 

◆場 所 

かがわ国際会議場 

（高松シンボルタワータワー棟６Ｆ） 

 

 

○ 顕彰事業の関係機関 

・主催 

四国地域イノベーション創出協議会（事務局；四国産業・技術振興センター（STEP）、産業技術総合研究所四国センター、

中小企業基盤整備機構四国本部（中小機構四国）） 
 

・後援（経済団体など２７機関） 

四国経済産業局、日本経済新聞社、日刊工業新聞社、徳島新聞社、四国新聞社、愛媛新聞社、高知新聞社、四国経済連合

会、四国生産性本部、徳島経済同友会、香川経済同友会、愛媛経済同友会、土佐経済同友会、徳島県商工会議所連合会、

香川県商工会議所連合会、愛媛県商工会議所連合会、高知県商工会議所連合会、徳島県商工会連合会、愛媛県商工会連合

会、高知県商工会連合会、徳島県中小企業団体中央会、香川県中小企業団体中央会、愛媛県中小企業団体中央会、高知県

中小企業団体中央会、香川県中小企業家同友会、愛媛県中小企業家同友会、高知県中小企業家同友会 
 

・協力（協議会会員４１機関；予定） 

徳島県立工業技術センター、香川県産業技術センター、愛媛県産業技術研究所、高知県工業技術センター、高知県立紙産

業技術センター、高知県海洋深層水研究所、農業食品産業技術総合研究機構西日本農業研究センター、科学技術振興機構、

森林総合研究所四国支所、とくしま産業振興機構、かがわ産業支援財団、えひめ産業振興財団、高知県産業振興センター、

えひめ東予産業創造センター、西条産業情報支援センター、徳島県発明協会、香川県発明協会、愛媛県発明協会、高知県

発明協会、徳島大学、鳴門教育大学、徳島文理大学、香川大学、愛媛大学、高知大学、高知工科大学、阿南工業高等専門

学校、香川高等専門学校、新居浜工業高等専門学校、弓削商船高等専門学校、高知工業高等専門学校、テクノネットワー

ク四国（四国 TLO）、日本貿易振興機構（ジェトロ）、阿波銀行、徳島銀行、百十四銀行、香川銀行、伊予銀行、愛媛銀行、

四国銀行、高知銀行 

 

［添付資料］ 

１．受賞者の概要 第２１回四国産業技術大賞の受賞者 

第６回四国でいちばん大切にしたい会社大賞の受賞者 

２．2016イノベーション四国顕彰事業表彰式 プログラム 

３．記念講演ご案内チラシ 

  （参考）過去の受賞者 
 
○ お問い合わせ先 

 
 
 

< 広報担当 > 四国地域イノベーション創出協議会 事務局 

一般財団法人 四国産業・技術振興センター（ＳＴＥＰ） 

総務企画部  糸井 E-mail：itoi@tri-step.or.jp 

千葉 E-mail：chiba@tri-step.or.jp 

〒760-0033 高松市丸の内２番５号 URL：http://www.tri-step.or.jp 

TEL：087-851-7083  FAX：087-851-7027  

mailto:itoi@tri-step.or.jp
mailto:chiba@tri-step.or.jp


受賞者名

（所在地）
受賞概要 推薦者

株式会社　日本キャリア工業

（愛媛県松山市）
「スライス肉折畳み装置付食肉スライサー」の開発 愛媛県発明協会

最優秀賞
冨士ファニチア株式会社

（徳島県板野町）

炭素繊維と木材の組み合わせによる複合材料積層成型合板とその製

造技術の開発
－

優秀賞
株式会社　小笠原工業所

（愛媛県松山市）
4,400人の水を確保する高機能災害時飲料水保存タンク

愛媛県産業技術研

究所

最優秀賞
株式会社　未来機械

（香川県高松市）
ソーラーパネル清掃ロボットの開発 －

優秀賞
日本工機株式会社

（香川県三豊市）

ジョイント構造を強化したトラス架構による吊り天井の耐震補強金

具
香川大学

受賞者名

（所在地）
受賞概要 推薦者

株式会社 ときわ

（徳島県徳島市）

人間力を武器に顧客へ期待を超える感動を！　「幸せな社員

が感動を創造する会社」！
－

有限会社ジェム

（香川県観音寺市）

理念共有の徹底により、現場への自由裁量を実現！　「社員

がやりがいを感じて自律的に働く会社」！
－

株式会社 はなおか

（徳島県板野郡北島町）

理念共有で社員・専属大工の一体感を醸成！「総合力で顧客

に感動を提供する会社」！
－

医療法人ゆうの森

（愛媛県松山市）

経営理念の具現化で患者満足が職員満足を生む！「地域から

必要とされる医療法人」！
－奨励賞

中小企業基盤整備機構

四国本部長賞

技術功績賞

受賞種別

産業振興貢献賞

四国経済産業局長賞

受賞者の概要

第６回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞

受賞種別

第2１回 四国産業技術大賞

革新技術賞

添付資料１ 



●産業振興貢献賞

業

績

概

要

         　　　 　　　  食肉スライサー

　　　　　　　　　　　「マルハレスシリーズ」

●革新技術賞

業

績

概

要

　　　　　　　ＣＦ積層成型合板を用いた椅子

　　　　　フレーム厚さ　現行品　　　  25mm

              　 　       試作品      　15mm

第2１回四国産業技術大賞　受賞者の概要　

株式会社 日本キャリア工業
（愛媛県松山市）

「帯刃食肉スライサー」の開発と実用化

炭素繊維と木材の組み合わせによる複合材料積層複合成型合板とその製造技術の開発

（徳島県板野町）

冨士ファニチア 株式会社
最優秀賞 

 スーパーの加工センターなどでは従来、回転丸刃から切り出さ
れるスライス肉を一枚ずつ手先で直接つかみ取り、折畳んでいま
したが、この作業は危険なため、自動でスライス肉の折畳みがで
きるスライサーの開発が求められていました。しかし、氷温付近
のチルド生肉は柔らかく、刃に付着しやすく、破れやすいため実
現は困難でした。 
 同社は、これを解決するために、バンドナイフ（帯刃）で確実
にスライスし、ずれないように針先に載せて受取り、前後に搖動
するクシの先に跨らせて自重で二つ折りして、コンベヤ上に並べ
て取り出す技術を開発しました。 
 本製品は平成14年「ベンディングスライサーＡｔｏＺ®」とし
て発表され、その後、特許を取得しナイフの自動研磨・自動洗浄
機能を付加するなど改良を加えつつ、帯刃の生肉に対する適応性
を生かして用途別の派生型式を次々と開発し、加えてマルハレス
®シリーズとして、国内の大手スーパーや大規模加工工場におけ
る必須の設備として、シェアを拡大しています。 

 現在の家具市場では高級感、木質感のある家具が強く求められて
おり、特に椅子に関しては木製で軽量、スタイリッシュなデザイン
が好まれる傾向にあります。しかし、木材は均一素材ではなく、湿
度による変形等があるため部材構成、断面寸法等に様々な制約があ
ります。 
 同社は、これらを解決するため、炭素繊維と木材の新たな複合材
料を製作する技術を確立し、部材表層の内側に炭素繊維（ＣＦ）の
層を設け、木材と炭素繊維を積層することで、木質感を生かし、か
つ軽量で高弾性・高剛性を有し形状安定化にも寄与する部材を開発
しました。 
 本部材は、従来と同程度の時間、工程で量産でき、ＣＦの使用を
最小限にすることでコスト抑制も可能です。 
 同社は本技術を活用した椅子を試作・展示しており、現在、商品
化を進めています。 

ＡＺ－３４１ 



業

績

概

要

　　　　　　　　　　　　商品名「メガポット」

　　　　　（三重県紀宝町納入品：４０ｔタイプ）

●技術功績賞

業

績

概

要

　　　　　　　　　　小型・軽量で高速清掃

　　　　　 ・寸法(mm）　　1160×690×255

　　　　　 ・重量　　　　　　　２８ｋｇ

　　　　　 ・清掃能力　　　　２００㎡／ｈ

未来機械　株式会社

4,400人の水を確保する高機能災害時飲料水保存タンクの開発

ソーラーパネル清掃ロボットの開発

（香川県高松市）

株式会社 小笠原工業所

（愛媛県松山市）

最優秀賞 

  

 従来の循環型（埋設型貯水槽）は大口径（150φ）の水道本管に
しか接続できない大型の埋設式循環型しかなく、設置場所を選ぶ、
工期が長い、導入費・維持費が高いという課題がありました。 
 同社は、常時閉止型通気口と殺菌用紫外線灯を採用することで、
地上設置型の無循環・保存型水槽を開発しました。 
 水道管末端の口径（13φ）にも接続でき、組立式のため狭い場所
にも短期間で容易に設置可能。通常は太陽光パネルで殺菌等の電源
を供給し、災害時は付属のLPガス発電機で造水機を稼動させ飲料水
を供給でき、維持費も低コストです。 
 ４０トンタイプなら４，４００人に３ℓずつ３日間飲料水を供給
できるこの装置は、松山市高浜中学校をはじめ全国数カ所で採用さ
れており、今後の災害対策設備として普及が期待されています。 

優秀賞 

 砂漠等乾燥地帯ではソーラーパネルが砂塵で汚れ発電効率が低下
しますが、清掃は貴重な水を使い手作業で実施しており、高温下で
の作業で労働安全や能率低下、高コスト等の課題があり、乾燥地で
の太陽光発電プラント導入の阻害要因になっています。 
  同社は、「水を使わない」「車輪で高速走行」「自律走行」を
満たす世界初の清掃ロボットを開発しました。 
 独自開発センサーにより自律制御、プログラムされた導線を自走
し、砂塵を回転ブラシとエアブロワーで排出することで、発電効率
を100％近くまで回復させます。また、レール不使用のためプラン
トへの追加工事が不要で安価であり、しかも小型・軽量で取り外し
可能なため不使用時は屋内保管により機器の劣化を防ぐことができ
長寿命化が可能です。 
 本製品は、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦で試験
中であり、2017年初頭から量産化を開始しており、発電事業者や運
用・メンテ事業者をターゲットに世界規模でのシェアの獲得が期待
されす。 
 
 

優秀賞 



業

績

概

要

　
　　　　　　　　　　商品名「オクトパス・アーム」

（香川県三豊市）

日本工機　株式会社

ジョイント構造を強化したトラス架構による吊り天井の耐震補強金具の開発

 学校体育館、鉄道駅舎、ホール・公民館や図書館等の公共施設な
どに設置されている吊り天井は、東日本大震災において、支持金物
の脱落、筋交の変形等による落下が発生し、脱落対策にかかる新基
準が定められ耐震強化が義務化されました。 
 同社は、上記基準に適合し、天井の軽量柔軟化と高耐震性を実現
する吊り天井用耐震補強具を開発しました。 
 本製品は、伸縮性や回動性を有する部材を導入し、振動試験でも
水平震度２．２Ｇに耐え、支持金物の脱落や変形はほとんど見られ
ず、従来品よりも高い耐震性を有することが証明され、新設建築物
や既存建物にも簡単に施工でき、価格も安価です。 
 今後予想される南海・東南海地震等に備え、特に災害時の避難場
所となる体育館、公民館などの公共施設への導入が期待されます。 

優秀賞 



●四国経済産業局長賞

事
業
概
要

　１９５６年に創業、６０周年を迎え、衣裳のレンタルから
ブライダル関連の総合サービスクリエートカンパニーとして
業域を拡げ、創業地の徳島の枠を超え全国で事業を展開す
る。「私たち自身とお客様に「幸せ」と「感動」」との経営
理念のもと、スタッフ一人ひとりの幸せと人間力の向上を目
指している。
　全社員の70％が女性社員で管理職も過半数が女性と、女性
が社内の重要なポジションを担い、やりがいと誇りを持って
働いている。また、１０年前から導入するフレックスタイム
制やジョブローテーション、産休・育休のみならず看護休暇
の整備や育児・介護サービス利用時の手当てなど社内制度の
充実を図るとともに、子育て中の女性社員をメンターがサ
ポートする仕組みなど、安心して仕事と家庭を両立できる組
織風土づくりに取り組む。

●中小企業基盤整備機構四国本部長賞

事
業
概
要

　１９８１年に設立、香川県と愛媛県で英会話スクール及び
学習塾を運営、遊びながら学ぶ体験型レッスンなど教育的価
値を優先したサービスを提供している。
　同社のスタッフは半数以上が女性で子供を持つ母親も多
く、時短勤務や在宅勤務など柔軟な勤務体制と、「社内託児
制度」「乳母連れ出勤」などのユニークな取り組みで家庭と
仕事の両立をサポートする。また、同社の特徴は、性別や年
齢、雇用形態などで評価や待遇に差がない点にあり、パート
社員や外国人が幹部スタッフとして活躍、ダイバーシティ経
営を実践する。
　さらに、クラウドを活用した情報共有の仕組みが先進的
で、あえてマニュアルは作らずに実地研修を組み合わせるこ
とで、実際の現場で経営理念を最優先に行動する自律的な社
員を育んでいる。

第6回四国でいちばん大切にしたい会社大賞　受賞者の概要　

株式会社ときわ（徳島県徳島市）

人間力を武器に顧客へ期待を超える感動を！　「幸せな社員が感動を創造する会社」！

有限会社ジェム（香川県観音寺市）

英会話・学習塾「ジェムスクール」の運営

理念共有の徹底により、現場への自由裁量を実現！　「社員がやりがいを感じて自律的に働く会社」！

ブライダル関連衣裳レンタル、式場紹介、結婚式・披露宴等の企画運営



●中小企業基盤整備機構四国本部長賞

事
業
概
要

　１９８９年に創業、「お客様に感動される会社を目指す」
とのミッションのもと、地元徳島県の会社の中では１２年連
続で注文住宅着工数が第一位と、お客様満足を目指した地域
密着の注文住宅会社として事業を展開している。
　同社の特徴は、経営理念や思いを共有する専属大工による
高い品質と丁寧な施工にある。また、全額会社負担による年
に1回の社内旅行という交流の機会を通して社員との強い一
体感を醸成している。
　同社の営業社員にはノルマがなく、商品の選択に迷ったら
顧客にとって良い商品を選択するよう徹底するなど、「正直
に王道を行く」との経営理念を最優先に行動する社員を育成
する。理念が浸透した社員や専属大工による総合力で顧客に
感動を提供する会社を実現している。

●奨励賞

事
業
概
要

　平成１２年、四国初の在宅医療専門の診療所として開業、
訪問診療・看護・介護はもとより、へき地医療にも取り組ん
でいる。従来の「治す」医療から、患者とその家族が安心し
て在宅療養できるように患者本位の「寄り添う」医療を目指
している。
　同法人では「在宅医療で大切なこと」を小冊子にして職員
全員に配布、朝礼や研修時に唱和するなど、多くの機会で患
者本位の経営理念の浸透を図る。多職種の職員によるチーム
支援を特徴とし、クラウドを活用した円滑な情報共有により
職員が疲弊しないチーム医療を実践する。
　また、経営理念にもある「24時間365日の対応」を行いな
がらもワークライフバランスを積極的に推進しており、育児
休業の取得しやすい職場風土づくり、時短勤務制度や短時間
の有給取得促進などに取り組んでいる。

株式会社はなおか（徳島県板野郡北島町）

注文住宅の設計・施工、分譲・企画住宅の設計・施工・販売

理念共有で社員・専属大工の一体感を醸成！「総合力で顧客に感動を提供する会社」！

医療法人ゆうの森（愛媛県松山市）

経営理念の具現化で患者満足が職員満足を生む！「地域から必要とされる医療法人」！

訪問診療、訪問看護、訪問介護等、在宅医療に多方向から関わるクリニック



四国地域イノベーション創出協議会総会および 

2016 イノベーション四国顕彰事業表彰式 次第 
平成２９年２月２８日(火) １０時３０分～1７時２０分 

プ ロ グ ラ ム 

 

１０：３０ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

１１：３０ 

 

Ⅰ．四国地域イノベーション創出協議会総会 

（高松シンボルタワー タワー棟６階 かがわ国際会議場） 
 

１．協議会事務局代表者挨拶 

一般財団法人四国産業･技術振興センター 理事長 洲之内 徹 
 

２．来賓挨拶 

四国経済産業局 地域経済部長 金谷 明倫 様 
 

３．議事 

第１号議案 平成２８年度活動報告 

第２号議案 平成２９年度活動計画 
 

 ＜昼食休憩＞ 
 

１３：２０ 

 
 

 

 
 

 

 
 

１３：２０ 

 

 

 

１５：３０ 

 

 

１５：５０ 

 

 
 

１７：２０ 
 

 

Ⅱ．2016 イノベーション四国顕彰事業表彰式 

（高松シンボルタワー タワー棟６階 かがわ国際会議場） 
 

１．挨拶 

一般財団法人四国産業･技術振興センター 理事長 洲之内 徹 
 

２．来賓祝辞 

四国経済産業局長 長濱 裕二 様 
 

３．四国産業技術大賞表彰式 

  四国でいちばん大切にしたい会社大賞表彰式 

（１）表彰状の授与および記念品の贈呈 

（２）受賞者スピーチ（３社） 

 

＜休憩＞ 

 

４．記念講演会 

「人が輝く組織づくり」              

医療法人ゆめはんな会 ヨリタ歯科クリニック 

院長 寄田 幸司 様 
 

閉会 
 

 

１７：４０ 

 

 

１９：００ 
 

 

Ⅲ．交流会 

（高松シンボルタワー ホール棟５階 第２小ホール） 

 

閉会 
 

 

添付資料２ 



 四国経済産業局は、四国地域イノベーション創出協議会と連携し、平成23年度から社員や顧客、地域から

必要とされる企業を顕彰する「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」を創設し、これまで16企業を表彰する

とともに、勉強会等を通じて“いい会社づくり”の普及に努めて参りました。 

 これらの取り組みの一環として、今回、第6回四国でいちばん大切にしたい会社大賞に併せて、記念講演会

を開催します。講師には、社員の幸せと働きがい、社会への貢献を大切にする経営に取り組まれ、「平成25

年度おもてなし経営企業選」（経済産業省）、平成28年「第2回ホワイト企業大賞」（ホワイト企業大賞企画委員

会）に選出されました医療法人ゆめはんな会 ヨリタ歯科クリニックの寄田 幸司 氏をお招きして、「人が輝く

組織づくり」をテーマに講演いただきます。 

日 時：平成2９年2月2８日（火） 1３:２0～17:20  

場 所：高松シンボルタワー タワー棟６Ｆ かがわ国際会議場 

    ●四国産業技術大賞・四国でいちばん大切にしたい会社大賞表彰式（1３:２0～15:30） 

    ●記念講演（１５：５０～17:20） 

     「人が輝く組織づくり」 

           講師 医療法人ゆめはんな会 ヨリタ歯科クリニック（大阪府東大阪市） 

       院長  寄田 幸司 氏 

itoi
スタンプ



 

 
 
 
 

【記念講演】 

FAX：087（811）8549 

●フェリー 
  乗り場 高松港 

玉
藻
公
園 

こ
と
で
ん 

高
松
築
港
駅 

中
央
通
り 

タクシー 
乗降所 

バス 
ターミナル 

ＪＲ高松
駅 

高松港旅客 
ターミナルビ
ル 
● 

全日空ホテ
ル 
クレメント 

多目的広場● 

高松サンポート● 
合同庁舎 

●高松シンボルタワー 
  タワー棟 

【会場】 

高松シンボルタワー タワー棟６F 

かがわ国際会議場 
（香川県高松市サンポート２番１号）  

※会場（かがわ国際
会議場）には専用
駐車場はありませ
ん。 

※お車でお越しの方
はシンボルタワー
地下駐車場（有料）
など近隣の駐車場
をご利用ください。 

参加申込書 

※参加費無料。定員になり次第締め切らせていただきます。なお、参加証は発行しません。当日は受付にお越しください。 
※ご登録者の個人情報は適切に管理し、受付用名簿の作成、ご確認が必要となった際のご連絡用に使用させていただきます。 

[お問い合わせ・お申し込み先] 四国経済産業局総務企画部企画課 担当 芝下・石山 
 TEL：087-811-8507  FAX：087-811-8549 

FAX：087（811）8549 
締め切り：平成29年2月23日（木） 

日時：平成29年2月28日（火） 15:50～17:20 

場所：高松シンボルタワー タワー棟6F かがわ国際会議場 

   テーマ 「人が輝く組織づくり」 

   講師 医療法人ゆめはんな会 ヨリタ歯科クリニック 院長 寄田 幸司 氏 

ご 氏 名 ご所属 役職 ご連絡先 

      
TEL： 
E-mail： 

      
TEL： 
E-mail： 

      
TEL： 
E-mail： 
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