
独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構近畿本部
事業承継・引継ぎ⽀援事業広報活動事業

事業承継事業者や⽀援機関等の地域内連携にかかる実態調査レポート

事例３
＜和歌⼭県和歌⼭市＞

和歌⼭初！「ものづくり企業がつくる、体験参加型イベント」
「和歌⼭ものづくり⽂化祭 2022」の開催

対象地域：和歌⼭県和歌⼭市
実施⽇程：令和４年１１⽉３０⽇
取材対象：

若⼿後継者の

挑戦を地域を挙げて

プッシュ！

団体名 取材対象者

有限会社菊井鋏製作所 代表取締役 菊井健⼀⽒

和歌⼭県 商⼯観光労働部企業政策局 企業振興課
経営⽀援班副主査 吉⽥圭吾⽒

きのくに信⽤⾦庫
地域⽀援部
次⻑ 北野充彦⽒
係⻑ ⻄政也⽒
主任 荒⽊哲⽒



事例３＜和歌⼭県和歌⼭市＞
和歌⼭初！「ものづくり企業がつくる、体験参加型イベント」「和歌⼭ものづくり⽂化祭2022」の開催

和歌⼭ものづくり⽂化祭 2022和歌⼭ものづくり⽂化祭 2022
参加企業＋運営メンバー

実⾏委員⻑
有限会社菊井鋏製作所
代表取締役 菊井健⼀⽒

＜和歌⼭でものづくりのイベントを！＞

和歌⼭県内で事業を⾏う熱意を持ったものづくり企業が集結し、２０２２年１１⽉５
⽇、６⽇の２⽇間にわたり「和歌⼭ものづくり⽂化祭 2022」を開催。両⽇で５８０３⼈
を動員。全ブースで２⽇間の売り上げ合計は２９４万円。

多くの⼈がものづくりに触れ、とても意義のあるイベントになったことはもちろんの
こと、「ものづくり⽂化祭」で出会った企業間のコラボ商品開発や、採⽤の問い合わせ
など、想定外の効果も現れた。

⾏政発信の地域活性化イベントではなく、事業者主導で和歌⼭オープンファクトリー
推進委員会を⽴ち上げ、⾏政や⾦融機関がタッグを組んで取り組んだ本イベント。今後
は、企業の成⻑、地域活性化につながる波及効果の⾼いイベント、ならびに持続的な和
歌⼭県の事業として、県外への発信にも⼒を⼊れていく。
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【⽀援機関相関図】「和歌⼭ものづくり⽂化祭2022」の開催

「和歌⼭ものづくり⽂化祭2022」開催

＜アトツギ事業者＞
有限会社菊井鋏製作所
代表取締役 菊井健⼀⽒

和歌⼭県下の
ものづくり企業16社

和歌⼭県庁

紹介
イベント参加打診

(2021)

＜イベント運営参加＞
和歌⼭での

オープンファクトリー
開催のヒントを得る

開催ノウハウ提供

きのくに信⽤⾦庫

(2021年度)
中⼩機構アドバイザー

村岡⽒
PUSH !!

補助⾦等の情報提供
参加候補企業選出

当⽇運営協⼒

PUSH !!

参加候補企業選出
開催PR活協⼒
当⽇運営協⼒

地域⽀援部
係⻑⻄政也⽒

商⼯観光労働部企業政策局
企業振興課
吉⽥圭吾⽒

⽇本⼯芸産地博覧会
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●菊井喜代次が菊井鋏製作所を創業

●「コバルト基合⾦製理美容シザー」の初期モデルを発売

●完全受注⽣産システムの導⼊

●菊井健⼀⽒が家業に⼊社

●「コバルト製理美容シザー」がグッドデザイン賞を受賞

●菊井健⼀⽒が代表取締役に就任

●はばたく中⼩企業・⼩規模事業者 300社／地域未来牽引企業に選定

＜事業承継の経緯＞

１９５３年創業の菊井鋏製作所は、和歌⼭県の町⼯場。
理美容鋏専⾨の製造販売をしている。
菊井健⼀⽒は、⼤学卒業後に家業に⼊り、⽗から受け

継いだオリジナルブランド「キクイシザース」のPRにHP
を⽴ち上げる。海外へのPR展開など積極的に営業領域を
広げ２８歳で代表取締役に就任。現在は売上の⼤部分を
OEM事業（東京向け）が占め、オリジナル製品の受注を
含めて順調に業績を伸ばしている。

＜認知度の低い和歌⼭のものづくり＞

和歌⼭県といえば南紀⽩浜、パンダ、みかんや梅⼲し
など、観光と⾷のイメージ。
従来から製造業が盛んなことは全くと⾔って良いほど

知られていない。「和歌⼭出⾝の⼈でさえ、ものづくり
をしたければ東⼤阪で就職先を探す」と菊井⽒。
家業を継ぎ、ものづくりの世界へ深く踏み込むにつれ、

⼯場の祭典(新潟県燕三条)やRENEW(福井県丹南エリア）
などに刺激を受ける。

「和歌⼭で何かできることはないか」と同じ地域でも
のづくりをする仲間にも相談したことがある。「他県か
ら和歌⼭に⼊ってからのアクセスが悪い」「オープンフ
ァクトリーをしても⾃社敷地に駐⾞場のない⼩さな⼯場
が多い」などマイナス要素ばかり浮かび、話は⽴ち消え
になった。

広範囲に⼯場が点在する和歌⼭では
ものづくりイベントは難しいと感じる

オープンファクトリーなど
他地域の取り組みに刺激を受ける

Timeline

和歌⼭県調査レポート Chapter_1
有限会社菊井鋏製作所

1953年

1973年

2001年

2010年

2015年

2016年

2018年

菊井鋏製作所
菊井健⼀⽒
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＜初めてのイベント出展＞

２０２１年７⽉、中⼩機構の村岡⽒が「和歌⼭で⾯⽩い会社を
探している⼈がいる」と⽇本⼯芸産地協会の理事を務める原岡⽒
を伴って訪ねてきた。「１１⽉に万博記念公園で開催するイベン
トに出てくれないか」。

それが「⽇本⼯芸産地博覧会(以下、博覧会)」だった。居並ぶ
ビッグネームの出展企業と同じ舞台に⽴てるチャンスはもう２度
とないと、出展の返事をした。
出展だけのつもりが⽇本⼯芸産地協会理事の原岡⽒に誘われ、

運営側に⼊って博覧会に参加。全国５０を超える⼯芸産地が集う
⼤型イベントの熱気を体感した。

⽇本⼯芸産地博覧会
https://kougei-sunchi.or.jp/expo/

「すごい世界に⾏ってしまった」と、熱冷めやらぬまま帰路に
着き「和歌⼭のものづくりPR」について考えた。かつて新⼊社
員採⽤時に、“よくわからない会社に⼊って⼤丈夫かと親の反対”
で内定を辞退された苦い記憶もあった。
いつか社会に出る⼦供たち、その親の世代に、⾃社の技術、和

歌⼭のものづくりをもっと知ってもらわなければ、歴史ある技術
もいつしか途絶えてしまう。

⽇本⼯芸産地博覧会 HP

●「⽇本⼯芸産地博覧会」に参加

和歌⼭でのオープンファクトリー開催の
ヒントを得る

Timeline

2021年

菊井鋏製作所の博覧会でのワークショップ
「⾃分だけの刻印⼊りキーホルダーを作ろう！」
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和歌⼭城ホール

＜和歌⼭でものづくりのイベントを＞

博覧会の企画をトレースすれば、和歌⼭でもオープンファク
トリーが可能ではないか。出展企業の募集から半年間の準備で
ワークショップを開くことができることは⾃分の経験でわかっ
た。

会場として思いついたのが、当時出来たばかりの和歌⼭城ホ
ール。早速問い合わせると３⽇間で２０万円、唯⼀空いていた
翌年１１⽉の２⽇間をおさえた。

＜協⼒者・⽀援機関との連携＞

吉⽥⽒の助⾔で補助⾦確保を念頭に予算を⽴てると、２０社
の出展を想定で１社あたりの出店料は５万円と、イベント実⾏
の現実味が増してきた。

開催までの調整役として、運営ディレクションをWAKAYAMA 
WOODYSの辻岡⼤樹⽒に依頼。
年始の挨拶に訪れたきのくに信⽤⾦庫の営業に企画を話すと、

もっと詳しく聞きたいと協⼒を表明。
南海電気鉄道(株)がきっかけで、泉州オープンファクトリー実

⾏委員会の延⽣康⼆⽒とも交流を持ち、助⾔を得ることが出来
た。

後援には、近畿経済産業局、和歌⼭県、和歌⼭市、中⼩企業
基盤整備機構近畿本部も参加。

熱量を持った協⼒者と⽀援機関の⽀えを⼒に、菊井⽒が会⻑
となり、ものづくり事業者である⼭家⽒、辻岡⽒の３名で「和
歌⼭オープンファクトリー推進委員会」を設⽴する。

●和歌⼭城ホールの会場を予約

「⽇本⼯芸産地博覧会」原岡⽒より
資料提供を受け、実⾏計画を練る

Timeline

2021年12⽉

2022年1⽉

2022年2⽉

●和歌⼭県庁企業振興課を訪ね吉⽥⽒と出会う
●きのくに信⽤⾦庫が協⼒を申し出
●「泉州オープンファクトリー」の延⽣⽒が PRに協⼒

●「和歌⼭オープンファクトリー推進委員会」設⽴
●「⾙塚オープンファクトリー勉強会」開催
●令和4年度「地域・ひと・まちづくり補助事業」募集開始

協⼒者・⽀援機関との連携で
実⾏計画を具体化
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「和歌⼭ものづくり⽂化祭」キックオフミーティング
企業・協賛／協⼒団体・⾏政・メディア計６０名が参加

●「和歌⼭オープンファクトリー推進委員会」
キックオフミーティング開催

●新年度補助⾦を念頭に資⾦計画策定
●和歌⼭県企業振興課、きのくに信⾦が参加企業募集に協⼒

●参加候補企業を訪問⾒学

●参加企業決定
●「和歌⼭ものづくり⽂化祭」

キックオフミーティング開催

●「VALUEデザイン経営セミナー特別編」開催
●「DESIGN WEEK KYOTO 産地勉強会」開催

Timeline

2022年3⽉

2022年4⽉〜

2022年7⽉

2022年8⽉

＜参加募集スタート＞

２０２２年３⽉、暫定版の募集要項とルールブックが完
成し、キックオフミーティングを開いた。

新年度の補助⾦を前提で⼿続きを進め、もし１０社しか
集まらなくても開催できるか資⾦計画を練った。
付き合いが深く、ぜひ参加してもらいたいと思う周囲の

企業に募集を呼びかけ、吉⽥⽒や、きのくに信⾦も協⼒。
わかやま産業振興財団のメルマガにも掲載された。

⼀⽅で、組合関係のイベントと⽇程が重なることもあり、
組合に向けて企画を周知する必要もあった。そこで、地域
との調整役を吉⽥⽒が担った。

菊井⽒⾃ら参加候補の会社ほぼ全社に出向き、普段は⾒
れない他社の制作現場を⾒学した。
和歌⼭という広いエリアから集まった会社は、それぞれ

課題も異なる。各社それぞれのターゲット設定をして、ど
んな⼈が来ても楽しめるイベントづくりを⽬指した。

＜参加企業決定＞

結果、⾃⾝と同じ志を持つアトツギが多く参加。参加企
業が決定した７⽉を⽪切りに、メディア取材も増加。開催
までの数ヶ⽉、出店企業がワークショップ作りに悩む姿は、
菊井⽒にとって１年前の⾃分と同じ。相場もターゲットも
分からない状態から始まり、各社試⾏錯誤しながら、開催
⽇が近づいてきた。
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「和歌⼭ものづくり⽂化祭 2022」実施報告書 より

●「関⻄オープンファクトリーフォーラム」参加
●「もの⽂×桐蔭×近附 キャリア教育授業」開催
●「和歌⼭ものづくり⽂化祭前夜祭」開催
●「和歌⼭ものづくり⽂化祭 2022 」開催

Timeline

2022年11⽉

＜和歌⼭ものづくり⽂化祭2022開催＞

１１⽉に⼊り、集客活動にラストスパートをかけるべ
く、プレイベント開催に奔⾛する菊井⽒。

いよいよ明⽇開催という⽇の夜、諸⽤にて、菊井⽒が
急遽イベント当⽇の朝は⽋席することが決まった。

初めてのイベントの朝にチームのリーダーが不在。し
かし「何があっても⾃分たちでなんとかする」と、逆に
参加者の⼠気は⾼まった。

２０２２年１１⽉５⽇、６⽇の２⽇間、「和歌⼭もの
づくり⽂化祭2022」を開催。１⽇⽬の昼ごろに会場に駆
けつけた菊井⽒の⽬に映ったのは、予想以上の来場者だ
った。

１⽇⽬のワークショップで⼿応えを掴んだ翌⽇、出展
者の空気感は明らかに変化していた。前⽇の反省点を活
かして改善、来場者の応対にも慣れていった。

和歌⼭ものづくり⽂化祭2022
https://w-monodukuri.com/

予想以上の集客が実現
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＜次期開催に向けて＞

２⽇間の来場者数は５,８０３⼈。⽬標であった３,０００⼈の倍に近
い数字で⼤盛況のうちに幕を閉じた。

せめて出店料の５万円をカバーできる売上はあってほしい。そんな
期待を遥かに超えて、全ブース２⽇間の売り上げ合計は２９４万円。

また売り上げ以上に、「参加した従業員共々良い経験になった」
「普段の業務ではできないことがチャレンジできた」など、参加企業
から喜びの声が挙がった。

「ものづくり⽂化祭」で出会った企業間のコラボ商品開発や、採⽤
の問い合わせなど、イベントの効果は確実に現れてきている。県庁の
吉⽥⽒はすでに翌年の会場をおさえ、次回開催の企画を始めている。

初回は菊井⽒⼀⼈でさまざまな業務を進めたが、次回は業務を分散
するのが課題だ。もちろんバックヤードで県や⽀援機関のサポートは
引き続き必要になる。実績をつくったことで、補助⾦の⽬処もつき、
現在、吉⽥⽒と共に企画のマニュアル化、事務局の体制づくりなどを
進めている。

「⾏政や⽀援機関に期待するのは“寄り添う⽀援”。例えば補助⾦は
採択されてからが⼤切で、補助事業の名前が⼊ったチラシをひとりで
も多くの⼈の⼿に届けてくれるような、いっしょに成功させようとい
う応援が何よりありがたい。吉⽥⽒やきのくに信⾦は、⾏政の部署や
管轄を超えた⾏動で共に汗をかいてくれる。
この関係性を築くためには、⾃分たち⺠間の主体性が⼤前提とな

る。私⾃⾝も出展企業も、⾏政主導ではここまで頑張ることはできな
かった。⾃分でやりたいと⼀歩踏み出すことが、実⾏のモチベーショ
ンになる。ただ、⺠間企業が⾃社のためだけを考えたイベントでは、
内輪ノリでの盛り上がりで終わってしまうから、ここに⾏政がめざす
『地域活性化』という⼤義名分を掛け合わせる。お互いにメリットを
得られるwin-winの関係性で、今後も共に⾛り続けていきたい」
（菊井⽒・談）

「和歌⼭ものづくり⽂化祭 2022・実施報告書」アンケートより

和歌⼭ものづくり⽂化祭 2022 HPより
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＜和歌⼭県が取り組む「デザイン経営」＞

経済産業省が発表した「デザイン経営」宣⾔に伴い、和歌⼭県はデザ
イン経営の⼿法を⽤いた中⼩企業の価値創出プロジェクト
「VALUE-WAKAYAMA Design Management」
（以下：VALUE）実施を決定。和歌⼭県内の中⼩事業者を対象にした
デザイン経営セミナーや、デザイナー・ビジネスパーソンとのマッチン
グイベント、新規事業開発に向けたハンズオン⽀援を実施している。

VALUE-WAKAYAMA Design Management
https://wakayamavalue.com/

事業担当の吉⽥⽒は、グッドデザイン賞や、中⼩企業庁「はばたく中
⼩企業・⼩規模事業者３００社」、経済産業省「地域未来牽引企業」に
選定された菊井鋏製作所の存在を、以前からよく知っていた。

＜菊井⽒の熱意に賛同＞

２０２２年１⽉、和歌⼭県庁を訪れイベント企画について熱く語る菊
井⽒の姿を⾒つけ、吉⽥⽒は⽀援担当に名乗りを挙げた。
「VALUE」のキックオフイベントとなるシンポジウムの開催に向け

て、企画が進んでいた時だった。「VALUE」の活動はワークショップ
が中⼼。「RENEW」や「⽇本⼯芸産地博覧会」などオープンファクト
リーイベントにもアンテナを張っていたが、⾏政主導では実現が難しい
と感じていた。
菊井⽒の発案は、和歌⼭県初の新しい取り組みで「地域活性化」とい

う⾏政課題とも相性が良い。なにより、⼀事業者である菊井⽒が持ち込
んだ構想の⼤きさ、必ず実⾏したいという熱意に共感を覚えた。

時期的に翌年度の新規予算確保は困難であったが、地域活性化を⽬的
とした既存の補助制度があったため、その制度を活⽤。。菊井⽒が持っ
ていない⾏政のリソース、ネットワークを最⼤限利⽤してサポートに奔
⾛した。

●経済産業省・特許庁が「『デザイン経営』宣⾔」発表

●菊井⽒が県庁を訪問

●オープンファクトリー開催にむけて補助⾦の紹介など
⾏政としての連携体制をつくる

●「和歌⼭オープンファクトリー推進委員会」
キックオフミーティング開催

●「VALUE-WAKAYAMA Design Management」実施発表

2018年

2022年1⽉

2022年3⽉

2022年4⽉

Timeline

和歌⼭県調査レポート Chapter_2
和歌⼭県商⼯観光労働部企業政策局企業振興課

菊井⽒のオープンファクトリー構想に共感

和歌⼭県
商⼯観光労働部企業政策局
企業振興課 経営⽀援班
副主査 吉⽥ 圭吾⽒
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●参加企業決定
●「和歌⼭ものづくり⽂化祭」

キックオフミーティング開催

●「VALUEデザイン経営セミナー特別編」開催

●「和歌⼭ものづくり⽂化祭 2022 」開催
●「和歌⼭ものづくり⽂化祭 2023 」会場予約

Timeline

2022年7⽉

2022年8⽉

＜出展者候補の選出＞

⾏政として「和歌⼭ものづくり⽂化祭」に継続的に関わっていくた
めには、初年度に良い結果を出すのが不可⽋だ。出展企業のクオリテ
ィをどう保つか、出展候補者への声かけは慎重に⾏った。

初回開催ではライバルを作らないことを原則として、⽬標出展者２
０社の中で業種（例えばニット、漆器、建具など）がばらつくよう配
慮。⼀流の技術を持ち、商品⼒も申し分ない企業でも、本業の時間を
割いてまでワークショップという未知の領域に関わるのを拒まれるこ
とがある。どうしても出展してもらいたい企業には粘り強く交渉した。
最初は尻込みしていた事業者も相談会など交流を重ねていくうちに熱
量が上がっていった。

＜「和歌⼭ものづくり⽂化祭」の成果と今後の展開＞

当⽇は多くの来場者があり、期待以上の結果となった。開催後の出
展者向けのアンケートでは、「次も出たい」「交流ができて良かっ
た」「出展者同⼠のコラボビジネスにつながった」等々のコメントは
想定していたが、「社員の気づきになった」「社員が⾃分の仕事に誇
りを持てるようになった」という反応は予想外だった。

企業の成⻑、地域活性化につながる波及効果の⾼いイベントであれ
ば持続的にサポートしていける。今回、出展企業のクオリティ、来場
者数など、成果を上げたので、⾏政として参画しやすくなった。予算
取りはもちろんだが、２年⽬以降は和歌⼭県の事業として県外への発
信にも⼒を⼊れていく。

「⾏政の役割は基本的にブースト。⾃ら⾛り出したプレイヤーにブ
ーストをかけて加速させる。菊井⽒のような⼤きなプロジェクトが⺠
間から発案された例はなく、⾃前でここまでできるプレイヤーはなか
なか現れない。
変⾰を起こすプレイヤーを⽀援するためには、まず⾏政から変わら

ないといけない。菊井⽒とはコミュニケーションをとりながら、でき
ることを積み上げていった。ビジョンに沿っていることなら、どんど
んチャレンジすればいい、という考えがベースにある。」
（吉⽥⽒・談）

2022年11⽉

初年度の実績により
次年度から県の事業として伴⾛が可能に

「和歌⼭ものづくり⽂化祭 2022 報告書」より
VALUEデザイン経営セミナー特別編
「みんなで相談会（オンライン）」

VALUE事業を運営するミテモ株式会社の杉⾕⽒が進⾏
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●きのくに信⽤⾦庫本店に「地域サポート室」を開設

●「きのくにわが町応援プロジェクト」開設

●営業担当者が年始の挨拶で菊井⽒を訪問
●オープンファクトリー構想に協⼒を申し出る

●「和歌⼭オープンファクトリー推進委員会」
キックオフミーティング開催
●和歌⼭県企業振興課、きのくに信⾦が参加企業募集に協⼒

2018年

2020年

2022年1⽉

2022年3⽉

Timeline

和歌⼭県調査レポート Chapter_3
きのくに信⽤⾦庫本店地域⽀援部

地域の祭りや⾏事に積極的に参加
地域住⺠の⾝近な存在

＜事業承継⽀援に取り組んだ背景＞

きのくに信⽤⾦庫は、地域貢献の⼀環で地域の祭りや⾏事に積極的
に参加、地域住⺠の⾝近な存在として関係性を築いてきた。
２０１８年に地域サポート室を開設。２０２２年の組織変更で「地

域⽀援部」と改称し、地域企業の経営相談、課題解決に⼒を⼊れてい
る。
経産省が実施したアンケートの結果、和歌⼭県では経営者の平均年

齢が上がる⼀⽅で、後継者を決め兼ねている、あるいは決まってない
との回答が多かった。そこで中⼩機構の｢事業承継･引継ぎ⽀援センタ
ー｣とも連携を取り、事業承継についての相談があれば、地域⽀援部
に連絡する体制を整えている。

きのくに信⽤⾦庫
https://www.kinokuni-shinkin.jp/

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を元気づけたいと、地元
産品を取り扱う店舗をwebで紹介する「きのくにわが町応援プロジェ
クト」を２０２０年から実施している。普段は⾔えない経営者の内な
る思いを伝える機会として取材を重ねている。

きのくにわが町応援プロジェクト

＜和歌⼭ものづくり⽂化祭サポートを開始＞

２０２２年１⽉、菊井鋏製作所を担当しているきのくに信⾦の営業
担当者が、菊井⽒からオープンファクトリーの構想を聞き、本部へト
スアップ。協賛⾦や出展社への専⾨家派遣、イベント当⽇のボランテ
ィアについて依頼を受け、ぜひ応援したいと協⼒を申し出た。

後継者を決め兼ねている・決まってないと
答える事業者が多い

https://www.kinokuni-
shinkin.jp/personal/topics/wagamati.html
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＜ノウハウやネットワークを全て駆使してPRに貢献＞

専⾨家派遣については、中⼩企業庁が実施している「中⼩企業１１
９専⾨家派遣制度」を活⽤し、「DESIGN WEEK KYOTO」主催者の
北林⽒へサポートを依頼。⾃分も話を聞きたいという事業者が殺到し
たため「１１９制度」の枠からは外れるが、イベント当⽇のワークシ
ョップに関する勉強会を開催した。

あるとき菊井⽒から「市⺠図書館に広告を出したいのだが、繋がり
はないですか」と相談があった。和歌⼭市駅に併設する市⺠図書館は
（株）CCC（蔦屋書店などを展開）が運営している。きのくに信⽤⾦
庫はCCC社と協⼒し、市⺠図書館内にある蔦屋書店で定期的にポップ
アップストアを実施していた。相談を受けた時も出展企業を選考する
商談会の真っ最中で、急遽商談に参加してもらい、CCC社側とも調整
を重ね、なんとか「もの⽂」出展者のポップアップストア実施までこ
ぎつけた。

また、きのくに信⽤⾦庫全営業店のデジタルサイネージに「もの
⽂」の広告を掲載した。つてのある和歌⼭⼯業⾼校に菊井⽒と同⾏、
ポスターとチラシを教室に配り歩いた。「もの⽂」PRも兼ねて中学
⽣向けに和歌⼭のものづくりについての講演を実施。地元ラジオへの
出演交渉、各種イベントでのチラシ配りなど、開催間際まで地道な活
動を積み重ねた。

＜地元密着で事業者を⽀援＞

より事業者の困りごとに真摯に寄り添う経営⽀援は、東京や⼤阪、
京都では早くから取り組りまれていて、地⽅の信⾦も徐々に変わりつ
つある。きのくに信⾦は変⾰の過渡期。より⼀層お客様⽬線で事業先
に伴⾛応援していく。事業者が抱える課題は千差万別で型にはめるこ
とができず、要望に応じた対応が必要。

「ものづくりを含め、和歌⼭には良い技術や、良い商品など様々な産
業の素地がある。今後もさまざまな活動を通じて、和歌⼭の良さを若
い世代に知ってもらい、県外への若い世代の流出を⾷い⽌めることも
信⾦の仕事だ」（北野⽒・談）

●「地域サポート室」を「地域⽀援部」に改称

●参加企業決定
●「和歌⼭ものづくり⽂化祭」

キックオフミーティング開催

●蔦屋書店にて「もの⽂」ポップアップストア設置
●和歌⼭駅前にてデジタルサイネージで「もの⽂」告知

●「もの⽂×桐蔭×近附 キャリア教育授業」登壇
●「和歌⼭ものづくり⽂化祭 2022 」開催

Timeline

2022年4⽉

2022年7⽉

2022年10⽉

2022年11⽉

「和歌⼭ものづくり⽂化祭 2022 報告書」より
「もの⽂×桐蔭×近附 キャリア教育授業」
和歌⼭城ホール屋上テラスで中学⽣徒に

キャリア教育の授業を⾏った

※もの⽂＝和歌⼭ものづくり⽂化祭 12



Timeline

若⼿後継者を地域を挙げて⽀援していくためには

●菊井健⼀⽒が有限会社菊井鋏製作所の代表取締役に就任

●はばたく中⼩企業・⼩規模事業者 300社／地域未来牽引企
業に選定

2016年

2018年

●「⽇本⼯芸産地博覧会」に参加

和歌⼭でのオープンファクトリー開催のヒントを得る

2021年

2022年1⽉

2022年2⽉

●和歌⼭県庁企業振興課を訪ね吉⽥⽒と出会う
●きのくに信⽤⾦庫の営業が協⼒を申し出

●「和歌⼭オープンファクトリー推進委員会」設⽴
●「⾙塚オープンファクトリー勉強会」開催
●令和4年度「地域・ひと・まちづくり補助事業」募集開始
●「和歌⼭オープンファクトリー推進委員会」

キックオフミーティング開催

●参加候補企業を訪問⾒学

●参加企業決定
●「和歌⼭ものづくり⽂化祭」キックオフミーティング開催

2022年3⽉

2022年4⽉

2022年7⽉

●「和歌⼭ものづくり⽂化祭 2022 」開催
●「和歌⼭ものづくり⽂化祭 2023 」会場予約2022年11⽉

初年度の実績により
次年度から県の事業として伴⾛が可能に

所属している部署に関わらず
事業者に相談してもらえる⽀援機関担当者に

・事業者は「⾃⾝が実現したいこと」の⾜りない部分を補うた
めに相談に来る。⾃⾝の部署が対応できない分野でも、他部署
を紹介するなど事業者の⽕種を消さないことを意識する。

・⼀⽅で、⽀援機関担当者は、事業者の⾔いなりではなく、指
摘すべきところは指摘し、すべてを鵜呑みにするのではなく、
パートナーとして対等な関係を築いていくことを意識する。

事業者は家業の枠にとらわれずに
積極的に外との接点を作るべき

・普段何気なく⾏っているものづくりや、地域のブランド
も、家業・地域の外に出て客観的に⾒つめ直した時に財産だ
と気づく。地域に根づく事業者こそ異業種＆他地域との接点
を⼤切に。

・アトツギこそ家業をアップデートさせることができる。激
動する時代に対応するべく、先代にはわからない分野にこそ
挑戦していくべき。
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