平成２４年度

事業報告

Ⅰ．事業の実施状況
１．概

況
日本経済は緩やかに回復している。これは、世界経済の回復と円安を背景として輸

出や生産が持ち直しているのに加え、株高などを背景とした企業マインドの好転によ
る設備投資の増加、さらには消費者マインドの改善等による個人消費・住宅投資など
の内需が堅調であることを反映したものである。
また、中国地域の景気動向としては、業種や規模によるばらつきを伴いつつも、全
体としては持ち直しつつある。
当センターでは、こうした基本認識のもとで、産業活性化のプロデュース機関とし
て、地域の発展に貢献するというミッションを実現するため以下の基本方針を掲げて
積極的に取り組んできた。

【基本方針】
（１） 持続的な産業活性化・地域振興を目指すため、地域が時代に応じて要請するテー
マの課題整理及び課題解決に向けた方策について明確な提言をすると共に、立上げ
助成支援制度等の活用により、方策の具現化を推進する。
（２） 地域企業の新事業創出活動における課題解決を図るため、大学・高専等の産学連
携機構との関係強化、若手研究者の研究シーズの発掘など、これまで構築してきた
システムやネットワークの総合的活用及び機能を一層強化する。
（３） 新産業創出研究会などの成果の早期実現化を目指すため、プロジェクトや研究会
の運営・フォロー内容を充実・強化する。
（４） 活動状況を積極的に発信するとともに、会員企業・連携機関はもとより幅広い層
を対象とした講演会・企業見学会などの啓発事業を展開する。

具体的な取組内容については次ページ以降に記載のとおり。

２．具体的事業計画
事業計画

実施結果および今後の対応

１．調査事業及びこれに伴うフォローアップ事業
【公１】
⑴．調査事業
a.プロジェクト調査テーマ

平成２４年度プロジェクト調査は、産業活性化、地
域振興、新技術の開発を図る(a)～(d)の４テーマを
実施した。
具体的には、各テーマそれぞれ３～４回の委員会で
の審議、アンケート、ヒアリング調査をもとに、調
査報告書を作成した。
実施結果（報告書のポイント等）および今後の対応
は以下のとおり。

⒜.中国地域における蓄電池システム関連産業
創出可能性調査
中国地域では、リチウムイオン電池主要

 電池製造に参入意向のある企業に対する技術的

部材を世界的に高いシェアで供給する企業

基礎情報とするため、リチウムイオン電池の製造

が集積する中、地域内での部材開発関連産

プロセスにおける技術開発課題、要素技術を整理

業の形成・連携により蓄電池システム関連

した。

産業の創出の可能性を調査・提言する。

 先進事例調査、域内企業ヒアリング等に基づき、
中国地域のポテンシャルおよび蓄電池関連産業
創出の可能性を整理した。
 中国地域の蓄電池関連産業のＳＷＯＴ分析に
基づき、産業創出に向けての課題を整理し、以下
の取組み方策を提言した。
①セル材料関連産業の更なる事業深化
②蓄電池システム分野での事業創出力の確立
③地域特性を活かした蓄電池の用途開発
④産業創出に向けた地域基盤の底上げ
【今後の対応】
 プロジェクト調査結果の周知・浸透及び提言内容
の早期実現化を図るため、自治体・経済団体を
中心に働きかける。

⒝.中国地域におけるパワー半導体の現状整理
と関連事業の参入可能性調査
中国地域では、半導体製造・製造装置メ

 パワー半導体産業の現状、次世代パワー半導体の

―カー、太陽光発電システム開発企業等の

技術的課題、大学・企業の研究開発動向等を整理

半導体関連産業が幅広く集積する中、次世

した。

代パワー半導体についての現状整理・課題

 全国・中国地域の有識者ヒアリング、先進事例調

抽出を行い、関連分野への参入可能性を調

査等により、地域におけるパワー半導体関連産業

査・提言する。

の振興に向けた課題等を整理した。

事業計画

実施結果および今後の対応
 パワー半導体関連産業のＳＷＯＴ分析に基づき、
中国地域における戦略の方向性を抽出し、主に
以下の方策を提言した。
①アプリケーションメーカへの積極的なアプローチ
②川上・川下部門の連携強化
③高温対応部素材の開発推進
④ＳｉＣの特性を活かした新たなアプリケーシ
ョンの開拓
【今後の対応】
 中央における研究開発動向の継続的な把握およ
び当センターのネットワーク構築支援事業にお
ける展開を図る。

⒞.中国地域における道の駅の地域振興に果た
す役割及び防災拠点化活用調査
「道の駅」や高速道路のＳＡ,ＰＡについ

 「道の駅」の現状と課題を整理した。

て、平常時の地域コミュニティとの連携の在

具体的には、中国地域の「道の駅」３１カ所に

り方、防災拠点としての役割・機能を整理し、

対するヒアリング調査の実施、東日本大震災の被

あるべき姿を調査・提言する。

災地である宮城県や福島県の「道の駅」他への先
進事例調査により、「道の駅」が地域振興と防災
拠点機能に果たした役割を調査した。
その結果、「道の駅」での野菜等の供給が地元の
高齢者の生きがいにもなり、コミュニティ形成の
場であることが確認できた。
 「道の駅」は、設立の経緯や立地等により、それ
ぞれ多種多様な特徴を有しており、一律に整理・
分析することは困難であることから、｢道の駅｣の
駅長７名によるグループインタビューを実施し、


広域合併による行政との関わりの変化



指定管理者制度の課題



高速道路開通に起因する集客減少の問題

にも言及した。
 今後の「道の駅」の活用に向けて、地域振興や
防災拠点としても、その機能を発揮していくため
に以下の方策を提言した。
①「道の駅」の総合評価手法並びに再評価手法の
導入
②適正な対価（維持管理・補修費用等）が支払わ
れる仕組みの構築
③ネットワーク化による商品開発・ブランド化へ
の取組の推進
④防災機能の充実と防災拠点のネットワーク化
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実施結果および今後の対応
【今後の対応】
 中国「道の駅」連絡会において、調査提言内容の
積極的活用を依頼する。（３月２９日、連絡会
会長に依頼済）
 平成２５年５月３１日に開催予定の「プロジェク
ト調査説明会」で調査内容を報告し、積極的活用
を働きかける。
 そのほかにも「道の駅」や自治体などの関係者に
対し、調査報告内容に沿った講演会の開催を働き
かける。

⒟.中国地域におけるシニアマーケットの動向
把握と戦略的なアプローチ方策調査
～シニア世代に対して魅力的な地域づくりに向けて～

人口減、高齢化が進展する中国地域にお
いて、地域振興・産業活性化のために「シ

 中国地域における「シニア」の消費行動に関する
考察、シニアビジネスの現状を整理した。

ニア世代」を対象としたマーケットの現状

 その結果、中国地域の「シニア」、「プレシニア」

を把握し、シニアビジネスの先進地として

には、生活行動や今後の意向において異なる特徴

の地域づくりのあり方について調査・提言

を持つ複数のクラスター（あつまり）があること

する。

が判明した。
 中国地域の「シニア」マーケットへアプローチす
るため戦略的視点として以下の２点を掲げると
ともに、効果的にアプローチするためのヒントと
なる方向性をクラスターごとに提示した。
①特定のクラスターに的を絞ったビジネス展開
②「プレシニア」世代を見据えたビジネス展開
 先進事例調査、地域企業ヒアリング等により、
「シ
ニア」マーケットへの具体的アプローチ方法を整
理した。また、シニア世代を消費者として捉える
だけでなく、生産・サービス提供の担い手として
も位置づけ、中国地域の特性を活かしたシニア世
代が活躍できる地域づくりに向けて官民一体で
取り組むべき方向性を整理した。
【今後の対応】
 平成２５年５月３１日に開催予定の「プロジェク
ト調査説明会」で調査内容を報告し、積極的活用
を働きかける。
 地域の企業によるシニアマーケットへのアプロ
ーチにあたり調査結果を活用していただけるよ
う、自治体・経済団体を中心に働きかける。
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実施結果および今後の対応

⑵.実現化フォローアップ事業
a.昨年度実施プロジェクトの実現化に向けた対
応
昨年度の調査テーマについて、調査結果の

 「地産エネルギーを活用した中小企業工場のエ

実現化に向けた次のステップとしてフォロー

ネルギーマネジメントシステム構築の可能性」に

の場を設け、検討課題の絞り込み、展開施策等

ついて、当センター職員他が以下の研究会・セミ

の意見交換を行う。

ナーで講演した。
①「やまぐち産学公連携推進会議第１回新エネル
ギー研究会」（６月８日、山口県産業技術セン
ターで開催）
②「環境セミナー」（１０月３０日、松江商工会
議所で開催）

b.プロジェクト調査説明会の開催
昨年度実施のプロジェクト調査結果につい

 ５月３１日、平成２３年度に実施したプロジェク

て、実現化に繋がるよう、概要の説明会を開催

ト調査結果の説明会を開催し、約８０％（アンケ

する。

ート結果）の参加者から役に立つとの評価を得
た。（参加者６４名）

c.立上げ助成支援制度の活用
立上げ助成支援制度の説明会、会報・メル

 ５月３１日開催したプロジェクト調査説明会に

マガ等を活用して、支援制度のＰＲを強化し、

おいて、立上げ助成支援制度について説明すると

提言内容の早期実現を目指す。

ともに、広島経済レポート等のマスコミ各社、商
工会議所等の経済団体を訪問し、支援制度につい
て説明した。
【今後の対応】
 平成２４年度の立上げ助成支援の応募は無かっ
たが、次年度以降の活用に向けプロジェクト調査
委員会メンバー等に活用を働きかける。

d.ＰＦＩ事業の推進
ちゅうごくＰＦＩ/ＰＰＰ推進会議事務局と
して、勉強会・情報交換会、施設見学会の開催

 ４月２４日、東広島商工会議所主催のＰＦＩ
セミナーに講師を派遣した。

等の普及啓発活動を年２回程度開催するとと

 ９月２８日、
「最近のＰＦＩの動向」
「事業者側の

もに、必要により調査・提案活動、支援活動を

視点から見たＰＦＩ～京都市立病院の事例～」に

行う。

ついてセミナーを開催した。（参加者６９名）
 １月２５日、「公共施設はどう変わる？

～民間

セクターの視点から～」ほか４テーマについて
セミナーを開催した。（参加者１０２名）

事業計画

実施結果および今後の対応

２．研究開発支援事業【公２】
⑴.シーズ・ニーズの発掘事業
a.大学等シーズの発掘
大学等の産学連携機構と密接に連携し、そ

 中国地域の大学や高専の研究者を訪問し、当セン

れらの研究テーマの中から、事業化に繋がる

ターが把握した案件と大学等が推薦する案件に

シーズを職員・コーディネーターの訪問活動

関してシーズ発掘を行った。

により発掘するとともに、特に若手研究者の

その結果、平成２５年度の新産業創出研究会に

研究シーズ発掘に注力する。

２４件の応募があった。このうち１３件と継続分
２件の１５件を研究テーマに採択した。

b．企業のニーズ発掘
中国地域における産業創出のため、主に企

 コーディネーターがこれまでに培ってきた人的

業ニーズを職員・コーディネーターの訪問活

ネットワーク等から、ピックアップした企業を中

動により発掘する。

心に訪問した。
【今後の対応】
 当センターが集積してきた企業データベースを
活用し、組織的に企業ニーズを掘り起こしてい
く。

c.コーディネーター連絡会議
研究会活動や国プロ受託事業等がより円

 計６回開催した。

滑、かつ成果に繋がる活動となるよう、当セ

１月からは当センターに加えて、コーディネータ

ンターのコーディネーターとの連絡・情報共

ーも活動情報を発表することにより、お互いの情

有を目的とした会議を開催する。

報を共有し、職員・コーディネーターがより一体
となった活動ができるように改善した。

⑵.ネットワーク構築支援事業
ａ．研究交流会（セミナー含む）
〔JKA 補助事業〕
大学等シーズと企業ニーズを提供する「出会

・医療福祉機器研究交流会

いの場」を設けることにより、産学官のネッ

「医療機器」
「福祉機器」
「ICT 活用遠隔医療機器」

トワークを構築するとともに、ビジネスモデ

の３つの分野で大学シーズの発表を含め３回開

ル構築、課題解決のための情報を提供し、積

催した。
（参加者１６９名）

極的に事業化支援を行う。
・医療福祉機器、電子デバイス、植物工場、

・電子デバイス事業化フォーラム
「半導体業界の動向」「プリンテッドエレクトロ

機能性食品、メディカルバイオ、環境・エ

ニクス」「パワーデバイス」「医療機器への参入」

ネルギーの分野について開催。

の４つのテーマで大学シーズの発表を含め４回
開催した。
（参加者２７８名）
この中から 1 件を平成２５年度新産業創出研究
会テーマとして採択した。

事業計画

実施結果および今後の対応
・植物工場研究交流会
「植物工場の経営」、
「機能性野菜栽培」、
「栽培環
境制御」のテーマで３回開催した。
（参加者２１４名）
・機能性食品研究交流会
大学シーズ発表をメインに１回、販売戦略をテー
マに１回開催した。
（参加者７７名）
この中から 1 件を平成２５年度新産業創出研究
会テーマとして採択した。
・メディカルバイオセミナー
バイオベンチャー企業支援及び再生医療をテー
マに１回開催した。
（参加者３２名）
・環境・エネルギーセミナー
「安定再生可能エネルギー」、「二酸化炭素の循
環」のテーマで２回開催した。
（参加者１０７名）
 参加者へのアンケート調査による満足度は
８６％で、目標値７０％をクリアできた。また、
この事業を通じてそれぞれの分野で、より一層広
範なネットワーク構築の支援ができた。

ｂ．事業化検討会
構築した産学官のネットワークを基に、更

・医療福祉機器分野

に事業化に特化した具体的なテーマを絞込

事業化検討会につなぐべく、研究交流会で企業が

み、このテーマに関心を持つ産学官の参加者

関心を示した大学シーズについて、企業との「フ

による、事業化の可能性並びに事業化に向け

ォローアップ研究会」を３回、「フォローアップ

ての課題などを議論する。

研究会」から更にマッチングを目指すワークショ

・医療福祉機器、電子デバイスの分野につい
て開催。

ップを１回開催した。
また、医療機器参入を目指す企業を公募し、集ま
った６社に対して「医療福祉機器ビジネス新規参
入ワークショップ」を２回開催した。
・電子デバイス分野
企業が関心を示した大学シーズの「フォローアッ
プ研究会」を３回開催した。
・植物工場分野
公募で集まった植物工場参入を目指す企業１２
社に対して「事業化促進会議」を３回開催した。

・「質感・色感研究会」の開催
平成２２年度に実施した計測・分析技術

・「質感・色感研究会」
研究会を８回、講演会を２回、研究成果発表会を

調査について、「質感・色感研究会」で

１回開催した。

事業化を検討し、感性工学に基づく製品

研究会の活動を通じて事業化に至った案件が

開発の普及を図る。

２件あった。

事業計画

実施結果および今後の対応

⑶.研究開発プロジェクト推進支援事業
ａ．新産業創出研究会
昨年来取り組んでいる大学・高専の産学連

 平成２４年度は、平成２３年度からの継続３件と

携機構との関係を強化するとともに、若手研

１２件の新規案件を含めて合計１５件の研究テ

究者の研究シーズの発掘をより強化する。ま

ーマを採択し、それぞれ３回の研究会を実施し

た、外部有識者等からなる研究・事業化推進

た。このうち８件については、企業主体で事業化

委員会で選定したテーマに関し研究費を助

段階に進むことになった。

成するとともに、産学官からなる当該研究会

（採択テーマについては参考資料１を参照）

で事業化に向けた技術開発課題・商品開発課

 平成２５年度の研究テーマを公募し、３月６日に

題の検討、並びに解決を目指す。

研究事業化推進委員会を開催、前年度からの継続
２件と１３件の新規案件を含めて１５件の研究
テーマを採択した。
【今後の対応】
 平成２６年度分の公募に向けて、シーズ発掘・企
業のニーズ調査開始時期を従来より早めて４月
からスタートすることとした。

b．国の委託事業（国プロ）を活用した実用化研
究開発支援
当センターが公募し、選定したプロジェクト

 「サポイン事業」については国に対し５件応募し

について当センターが事業管理機関となり、
国

た。そのうち１件、「高効率細胞融合・回収自動

に応募する。受託した場合,当センターが研究

化装置の開発」（平成２４年度から３年間）が採

実施者(企業)に研究開発を再委託し、
開発を推

択され、開発支援として推進会議を３回実施し

進する。

た。

・戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）
平成２４年度は２件の受託を目標とする。

 「課題解決型医療機器等開発事業」については１
件応募したが採択されなかった。
【今後の対応】
 平成２５年度の公募事業に向けて、候補テーマを
発掘する。

c．国プロフォローアップ委員会
国プロが終了してすぐに事業化に成功する

 補完研究中のプロジェクト１２件のうち、国プロ

ケースは稀であるため、国プロ終了後３年間

終了後３年間程度のもので支援が必要と考えら

程度、補完研究中のプロジェクトを対象に，

れる６件を選定し、順次委員会を開催し事業化推

プロジェクトの事業化推進支援を行う。平成

進支援を行なった。今年度は、デジタルソリュー

２４年度は６件を予定。

ション(株)がプロジェクトで開発した製品の事
業化を始めた。またエステック(株)は開発機器の
更なる高機能化を目指し上記サポイン事業で開
発を継続している。
【今後の対応】
 次年度以降についても、支援テーマを選定し、事
業化推進に向けてのフォローを行う予定である。
（プロジェクト名については参考資料２を参照）

事業計画

実施結果および今後の対応

d.ビジネスマッチング交流会
当センターが支援した研究開発プロジェク

 これまでに支援した研究開発プロジェクト（国プ

ト（国プロ、研究会等）のうち、事業化・商品

ロ、新産業創出研究会等）のうち、顕著な成果が

化が実現したもの及び事業化に近いものにつ

得られ、事業化が近いテーマ６件を選定し、１月

いて、その成果の発表及び開発製品の展示を行

２８日に広島市内のホテルでビジネスマッチン

い、企業や金融機関等との新たなマッチングを

グ交流会を開催した。

図ることにより、成果の普及、事業化の促進、  成果発表、開発品等の展示会および相談会を開催
することで、発表者・参加企業の交流を図ること
販路拡大に繋げる。
ができた。
【今後の対応】
 次年度も参加者にアピールできる発表テーマの
選定を行い、同様の交流会を企画する。
（発表テーマについては参考資料３を参照）
３．事業化促進支援事業【公３】
⑴.事業化支援
a.事業化プロジェクト
研究開発段階を終了し、事業化が有望な案
件について、専門家派遣等による指導・助言

 中国地域の中小企業１４社に対し専門家を２７
回派遣し、指導・助言を行った。

を行う。
⑵.技術事業化評価
a.技術事業化評価事業の推進(金融機関との連携)
中小企業が行う新商品開発、新事業展開につ
いて、外部委託した専門機関からの評価をベー
スに、技術的目利きを主体とした事業化評価を
実施し、金融機関と連携し当該新事業等の事業
化を促進する。

 平成２４年度に当該事業への参加金融機関が
１行増えて１６行となった。
 中国経産局主催の「金融サポート連絡会議」に参
加し、金融機関との連携を図った。
 平成２４年度は金融機関からの依頼がなく事業
化評価を実施しなかった。

４．情報発信・啓発事業【公４】
⑴.情報発信事業
a.各種ツールを活用した情報発信活動の充実
・マスコミへの情報発信と対話活動の充実。
・ホームページの刷新により当センターの事業
活動情報を積極的に発信する。
・メールマガジンにより連携先、関係団体情報
を積極的に発信する。
・会報の発行（発行回数：年４回）

 平成２４年度に２９件の報道発表を行った結果,
一般紙等への掲載回数が５３回となった。
 イベントの広報については、公的機関の情報公開
コーナーへ報道資料を備え置くなどの対応を行
った。
 当センターのホームページは構築後７年を迎え、
デザイン面の課題やコンテンツへのアクセス面
での課題が顕在化していた。こうした状況を踏ま
え、ユーザーの利便性向上を図ると共に、事業内
容を効果的に発信することを目的として３月末
にホームページを刷新した。
 当センターの事業内容をＰＲするパネルを作成
し、適宜パネルセッション等に出展した。

事業計画

実施結果および今後の対応
【今後の対応】
 平成２５年度においても、当センターの事業を理
解して頂けるよう、活動状況を積極的に発信す
る。

b.イノベーションネットワークによる情報発信
イノベーションに関わる企業のシーズ・ニー

 イノベサイト活用状況

ズと大学、公設試、産業支援機関等のリソース

会

(研究成果、人材、機器等)とのマッチングを効

シーズ登録件数：１,１７７ 件

果的に実施できる基盤(イノベサイト)の運用

ニーズ登録件数：

による情報発信を行い、新事業創出を支援す
る。
・全国イノベーション推進機関ネットワーク
との連携

員

数：

１４７人
１５件

 企業ニーズの登録件数が期待した程には伸びな
いこと、また今後も増加の見込みがないことから
ウェブサイト上でのマッチングは難しいと判断
し、平成２４年度をもってイノベサイトを廃止す
ることについて、第２回通常理事会で承認を得て
内閣総理大臣へ変更届を提出し、事業を終了し
た。

⑵.啓発事業
a.産業創出講演会(年１回）
〔JKA 補助事業〕
産業・経済界の経営者・技術者を対象に先

 ９月１９日、広島市内のホテルで、富士通(株)松

端技術や技術動向等の最新の話題について講

本氏を講師に招き、「世界を変えるスーパーコン

演会を実施し、新たなものづくり、及び新規

ピューター“京”の開発とその可能性」との演題

事業創出に向けての動機づけを行う。

で講演会を開催した。
（参加者２１５名）
【今後の対応】
 参加者アンケートで高い評価を頂いており、平成
２５年度も引続き開催する。

b.企業見学・情報交換会の開催（年１回）
ものづくりを行っている企業の見学・情報交

 ３月１４日、先進企業視察として（株）ミツトヨ

換会を開催することにより、産業活性化・地域

広島事業所呉生産部、（株）ＩＨＩ呉事業所を見

振興及び技術水準向上に資する。

学した。また、見学会終了後に参加者相互の情報
交換会を実施した。
 参加者アンケートの結果で９０％の方から有意
義であったとの回答を得た。
【今後の対応】
 参加者アンケート結果を踏まえ、平成２５年１０
月下旬に福山方面の企業視察を計画する。

事業計画

実施結果および今後の対応

４．公設試験研究機関功績者表彰事業【公５】
⑴.功績者の表彰
公設試の功労者の選考を行い表彰する。

 １２月１２日、選考委員会を開催し、地域技術貢
献賞（１名）、研究業績賞（２名）、試験研究功労
賞（２名）、研究奨励賞（２名）の受賞者を選考
し、３月７日に広島市において功績者表彰を実施
した。
 当日は、受賞者による研究成果発表とオープンソ
フトＲｕｂｙ開発者である、まつもとゆきひろ氏
による「Ｒｕｂｙ講演会」を実施したところ、参
加者から高い評価を頂いた。
【今後の対応】
 本表彰事業が研究者のモチベーション高揚につ
ながっており、平成２５年度も実施する。

５.中国グリーン電力基金事業【公６】
⑴.事業終了に向けての対応
平成２５年３月の事業廃止に向けて、助成手
続を確実に完了させる。

 助成枠を上回る応募があり、１月１０日をもって
助成金支払が完了し、１月１８日に開催したグリ
ーン電力基金運営委員会において廃止に向けて
諸手続きを進めることの承認を得た。
 その後、平成２４年度第２回通常理事会において
事業廃止の承認を得て、内閣総理大臣に公益事業
の変更認定を申請したところ、３月１５日に申請
どおり変更認定通知を受け、３月３１日をもって
事業を終了した。

Ⅱ．管理部門の実施状況
１．業務の実施状況
（１）定款の変更
a.略称（CIIC）の廃止とこれにかわる略称の制定
当センターの名称は定款第１条において｢ちゅうごく産業創造センター (英文名
Chugoku Industrial Innovation Center、略称｢CIIC｣)｣と定めているが、CIIC が既に
他法人により先願登録されており権利侵害の可能性が高いことから、定款から略称
｢CIIC｣を削除することについて、第２回臨時評議員会の承認を得た上で広島法務局へ
変更登記を行い、内閣府へ変更届を提出した。
なお、CIIC に代わる略称について検討した結果、「産創センター」とすることとし
８月１０日に商標登録出願を行い、平成２５年２月２２日に商標登録査定を得て「産
創センター」に係る商標権利化の手続きを完了した。

b.公告方法の見直し
コストの更なる削減を図るため、公告方法を｢官報｣から｢主たる事務所の公衆の見え
やすい場所に掲示する方法｣に変更することとし、第２回臨時評議員会の承認を得た上
で広島法務局へ変更登記を行い、内閣府へ変更届を提出した。

（２）公益目的事業の見直し
a.グリーン電力基金事業（公６）の廃止
中国グリーン電力基金の助成金募集(H２３.４～H２４.９)により助成原資を全て助
成に充当し事業の目的を完了したため、平成２５年３月をもって同基金を清算し、中
国グリーン電力基金事業を廃止することとした。
当該事業の廃止について、第２回通常理事会の承認を得た上で２月１４日に内閣総
理大臣へ公益目的事業の変更認定申請を提出したところ、３月１５日に事業廃止の認
定を受けた。

b.広報事業（公４）の一部見直し
情報交換の場を提供する事業としてウェブサイト上で大学等の研究シーズと企業ニ
ーズとをマッチングさせることにより産業活性化を目指してきたが、企業ニーズの登
録件数が期待した程には伸びないこと、また今後も増加の見込みがないことからウェ
ブサイト上でのマッチングは難しいと判断し、広報事業の一部を見直しイノベサイト
事業を廃止することとした。
当該事業の廃止については、第２回通常理事会の承認を得た上で２月１４日に内閣
総理大臣へ公益目的事業の変更届を提出した。

（３）補正収支予算の策定
平成２４年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）を新たに受託したこと等
から、委託費４３百万円増額を盛り込んだ補正予算を策定し、１０月１９日開催の第
１回臨時理事会で承認を得た。

２．内閣府公益認定等委員会への変更申請・変更届等の提出状況
提出日
異動内容
変更理由
平成２４年 ４月２４日
平成２４年 ４月２４日
平成２４年 ６月２９日
平成２４年 ６月２９日
平成２４年１１月１９日
平成２５年 ２月１４日
平成２５年 ２月１４日
平成２５年 ３月 ８日

変更の届出
変更の届出
変更の届出
定 期 提 出
変更の届出
変更認定申請
変更の届出
定 期 提 出

評議員・理事の辞任（３／３１付）
評議員・理事の辞任（４／２・１６付）
任期満了等に伴う評議員等の交替（６／６付）
平成２３年度事業報告等の提出
辞任に伴う評議員等の交替（１０／３１付）
グリーン電力基金事業の廃止
広報事業の一部見直し
平成２５年度事業計画等の提出

３．会議の状況
（１）理事会・評議員会
第 1 回通常理事会
月 日：平成２４年 ５月２８日（月）１４：００～１５：１０
場 所：中国電力ビル

１４階大会議室

出席者：理事１２名、監事２名
議 題：＜付議議案＞
第１号議案

平成２３年度事業報告について

第２号議案

平成２３年度決算について

第３号議案

平成２４年度定時評議員会の開催について

第４号議案

平成２４年度自転車等機械工業振興事業に関する補助事業について

＜報告議案＞
第 1 号議案

平成２４年度事業実施状況について

定時評議員会
月 日：平成２４年 ６月 ６日(水)１３：３０～１４；４０
場 所：中国電力ビル１号館 １４階大会議室
出席者：評議員１１名、理事５名、監事２名
議

題：＜付議議案＞
第１号議案

平成２３年度決算について

第２号議案

役員の選任について

第３号議案

評議員の選任について

＜報告議案＞
第 1 号議案

平成２３年度事業報告について

第１回臨時理事会（決議の省略手続による）
月 日：平成２４年６月１１日（月）
議 題：第１号議案

会長、副会長、専務理事、常務理事及び代表理事、業務執行理事の
選定について

第２号議案

会長の代行順位を決定する件について

第３号議案

外部役員との損害賠償責任限定契約の締結について

第２回臨時理事会（決議の省略手続による）
月 日：平成２４年１０月１９日（金）
議 題：第１号議案
第２号議案

平成２４年度第１回臨時評議員会の招集について
平成２４年度補正収支予算について

第１回臨時評議員会（決議の省略手続による）
月 日：平成２４年１０月３１日（水）
議 題：第１号議案

評議員（１名）の補欠選任について

第２号議案

外部理事（１名）の補欠選任について

第３号議案

外部監事（１名）の補欠選任について

第２回通常理事会
月 日：平成２５年 １月２３日(水)１０：３５～１１：５０
場 所：中国電力ビル１号館 １４階大会議室
出席者：理事１２名、監事２名

議 題：＜付議議案＞
第１号議案

定款の変更について

第２号議案

公益目的事業の一部見直しについて

第３号議案

平成２５年度事業計画について

第４号議案

平成２５年度収支予算について

第５号議案

平成２４年度第２回臨時評議員会の招集について

第６号議案

外部役員と損害賠償責任限定契約の締結について

＜報告議案＞
第１号議案

平成２４年度の事業実施状況について

第２号議案

重要な規程以外の規程（就業規程）の改定について

第２回臨時評議員会（決議の省略手続による）
月 日：平成２５年 １月３１日（木）
議 題：第１号議案

定款の変更について

３．監査の状況
４月２７日(金)

平成２３年度の事業施行事業及び会計状況について（外部監査）
【実施者：広島総合会計事務所 河野公認会計士】

５月１７日(木)

平成２３年度の事業施行事業及び会計状況について（内部監査）
【実施者：監事】

４．役員等の異動状況
（１）評議員
選任日：平成２４年 ６月 ６日（水）
新
株式会社神戸製鋼所
中国支店長

大

井

敬

（敬称略）
前任者
株式会社神戸製鋼所
中国支店長

一

林

選任日：平成２４年１０月３１日（水）
新
株式会社山陰合同銀行
広島支店長

村
（２）理

上

亮

司
（敬称略）

前任者
株式会社山陰合同銀行
広島支店長

太

天

野

郁

夫

事

選任日：平成２４年６月６日（水）
a.新任と再任

氏

名

佐々木
曉
白 神 誠 一
滝 沢 寿 夫
千 村
太
塚 本
誠
中 野 直 文
中 村
治
浜 里
剛

（敬称略）

役

職

ちゅうごく産業創造センター
株式会社トクヤマ 顧問
株式会社中国銀行 広島支店長
株式会社鳥取銀行 広島支店長
株式会社広島銀行 常務執行役員
ちゅうごく産業創造センター
広島ガス株式会社 取締役常務執行役員経営統括本部総務部長
ちゅうごく産業創造センター

松 井
吉 澤

三 生
洋 一

中国電力株式会社 取締役副社長 電源事業本部長
ちゅうごく産業創造センター

b.補欠選任

（敬称略）
新

マツダ株式会社
代表取締役副社長執行役員

金

井

誠

太

株式会社日本製鋼所
常務執行役員広島製作所長

清

水

信

明

伊藤忠商事株式会社
中四国支社長

増

田

秀

前任者
マツダ株式会社
相談役最高顧問

井

巻

久

一

株式会社日本製鋼所
常務執行役員広島製作所長

石

堂

隆

雄

伊藤忠商事株式会社
中国支社長

夫

山

代

芳

喜

選任日：平成２４年１０月３１日（水）

（敬称略）

新
三菱重工業株式会社
機械・鉄構事業本部企画管理部
広島企画グループ長

福
（３）監

島

常

幸

前任者
三菱重工業株式会社
広島製作所 副所長

大

森

秀

樹

事

選任日：平成２４年 ６月 ６日（水）
新
株式会社もみじ銀行
常務取締役

八

木

一

秀

（敬称略）
前任者
株式会社もみじ銀行
取締役カスタマーコミュニケーション
部長

石
選任日：平成２４年１０月３１日（水）
新
電源開発株式会社
中国支社長

井

上

洋

文

森

和

志
（敬称略）

前任者
電源開発株式会社
中国支社長

小

林

真

幸

５．賛助会員の状況
１５４社

６．その他
平成２４年度事業報告には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３
４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないの
で作成しない。
以 上

