
平成３０年６月８日 

中 部 経 済 産 業 局 

     

中部の「異分野連携新事業分野開拓計画（新連携事業計画）」 

平成３０年度第１回認定について 
 

中部経済産業局は、平成２８年７月に施行された「中小企業等経営強化法」

に基づき、平成３０年度第１回の認定として、「異分野連携新事業分野開拓計画

（新連携事業計画）」５件の認定を行いました。 

 

１.本事業は、連携する中小企業者等が創意工夫のもと、それぞれの強みを持ち

寄ることにより、新事業の創出及び新市場の拡大を目指す取組を支援してお

り、平成３０年度第１回として異分野連携新事業分野開拓計画（新連携事業

計画）を５件認定しました。（認定計画の概要は別紙のとおり） 

 

２.中部経済産業局では平成３０年２月までに２０５件の事業計画を認定して

おり、今回の認定により当局認定件数は２１０件となります。 

 

３．認定案件については、（独）中小企業基盤整備機構中部本部または北陸本部

の専門家により、事業化までのフォローアップが実施されます。 

 

４.事業計画の認定を受けた事業者は、事業計画に基づく新しいサービスモデル

の開発や販路開拓に関する補助金、政府系金融機関の低利融資、信用保証の

特例、中小企業投資育成株式会社の特例、専門家によるアドバイス等の各種

支援施策を受けることが可能となります。 

 

（お問い合わせ先） 

中部経済産業局 産業部 経営支援課長 加藤 

担 当：田中 

電 話：０５２－９５１－０５２１（直通） 

ＦＡＸ：０５２－９５１－９８００ 

 

 



【認定数：5件】

番号 事業者名 地域名 法人番号 事業テーマ 事業概要

アサイクル株式会社
石川県
小松市

1220001021393

株式会社エヌジェイシー
石川県
金沢市

7220001014565

株式会社ロジック
石川県
金沢市

5220001007562

株式会社在宅支援総合
ケアーサービス

千葉県
千葉市

1040001060740

株式会社コンダクト
石川県
金沢市

5220001002786

有限会社たくみケア
サービス

神奈川県
平塚市

9040002089334

太平産業株式会社
愛知県

名古屋市
4180001094350

東洋工業株式会社
愛知県
豊田市

8180301018765

株式会社五合
愛知県

春日井市
9180001075420

株式会社スターシステ
ム

愛知県
名古屋市

5180001056242

IoT技術を活用した新た
な建設汚泥処理サービス
事業

用途が多様な金属箔へ
塗布する新無機塗料の
塗装教育、塗装運用支
援サービスの開発・事業
化

インフラ建設事業者等に対し、開発で排出される自然由来の有害物質を含む建設汚
泥（岩石などに含まれている鉛、カドミウム等が溶存した建設汚泥）を、適切かつ迅
速、安価に処理するサービスを提供するものである。

新無機塗料を金属箔に塗布するために、タブレットを使った多言語対応の塗装教育シ
ステムおよび、IoTを活用した塗装運用支援システムを開発し、サービスを提供するこ
とで塗装工場の生産性向上に寄与する事業である。

4

5

異分野連携新事業分野開拓計画　認定一覧

3

AIを活用した在宅ケア
サービスのアウトカム評
価と質改善プログラムの
提供サービス事業

地域包括ケアシステム構築のため、在宅ケアサービスの質の評価を行い、その集積
データからサービスの改善指標を導き出すプログラムを開発し、クラウドサービス化し
て、多くの在宅ケアサービス事業所に提供する事業である。
在宅ケアの質改善のためのプロセスサイクルをシステム化し、そこに蓄積されるデータ
からより良いケアの提供に導く仕組みが構築できる。

1

2

薬局・医療機関向けにAIによる需要予測機能を搭載した在庫管理・発注システムを、
医薬品卸向けにコード・EDIデータフォーマット変換機能を搭載した受発注システムを提
供する。
AIによる需要予測機能により、薬局で発生する欠品を削減することや、薬局の在庫
データ・需要（発注）予測データを卸と共有することで、医薬品流通における配送の効
率化を実現する。さらに、EDI化のネックとなっている多様なコードとEDIのデータフォー
マットの変換機能により、卸で行われている人の手による膨大な受発注業務の省力化
を実現する。

介護現場におけるサービス提供責任者に対して、AI（人工知能）による介護計画書の
作成を支援するサービスを提供する。コア企業の（株）ロジックが提供するクラウドサー
ビスによって蓄積された介護記録（ビックデータ）をAIで解析し、介護計画書を作成す
る。これにより、介護事業所の業務効率化と介護利用者の自立度の向上、予防介護に
繋げる。

医薬品流通における多
頻度・緊急配送を解決す
るAIによる需要予測サー
ビスの提供事業

AI（人工知能）よる介護計
画書の自動作成サービ
ス事業



○事業概要（新規性、市場性等）

・本事業では、薬局・医療機関向けにAIによる需要予測機能を搭載した在庫管理・発注システムを、
医薬品卸向けにコード・EDIデータフォーマット変換機能を搭載した受発注システムを提供する。

・AIによる需要予測機能により、薬局で発生する欠品を削減することや、薬局の在庫データ・需要（発
注）予測データを卸と共有することで、医薬品流通における配送の効率化を実現する。さらに、EDI
化のネックとなっている多様なコードとEDIのデータフォーマットの変換機能により、卸で行われてい
る人の手による膨大な受発注業務の省力化を実現する。

・本事業では、これらを通じ医薬品流通におけるコスト削減を実現するとともに、高騰する社会保障費
の削減にも貢献していく。

事業名： 医薬品流通における多頻度・緊急配送を解決するAIによる需要予測サービスの
提供事業

地域 石川県小松市 認定日 平成３０年６月８日 ４－３０－２１６

事業分類 サービス テーマ分類 ＩＴ

コア企業： アサイクル㈱
（石川県小松市）

・事業統括
・薬局への在庫管理・発注システム
の提供

・医薬品卸と製薬メーカーへの
受発注システムの提供

・AIによる需要予測機能の開発

連携体：㈱エヌジェイシー
（石川県金沢市）

・医薬品卸への薬局と製薬
メーカーとの受発注業務の
効率化システム

（コード・EDIデータフォー
マット変換機能）の提供

事業統括・企画・運営 システム開発

①補助金

支援予定メニュー

事業推進体制 連携体の構成

〔連絡先〕 アサイクル㈱
住所 小松市南浅井町ロ54-1
ＴＥＬ ０７０－５１４８－９７２９ URL https://pdszero.com

石川県工業試験場
中央大学総合政策学部

指導・助言

株式会社ビーツー

開発協力

多様なEDIでの受発注が可能
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【在庫管理・発注システム】
・薬局の発注データ、在庫データ、
需要（発注）予測データを共有

【受発注ステム】
・薬局の発注データ、在庫データ、
需要予測の見える化

・コードおよびEDIデータフォーマットの変換
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【本事業のイメージ】



○事業概要（新規性、市場性等）

・本事業では、介護現場におけるサービス提供責任者に対して、AI（人工知能）による介護計画書
の作成を支援するサービスを提供する。コア企業の（株）ロジックが提供するクラウドサービスに
よって蓄積された介護記録（ビックデータ）をAIで解析し、介護計画書を作成する。これにより、介
護事業所の業務効率化と利用者の自立度の向上、予防介護に繋げる。

・高齢者の自立生活の支援をAI を活用して行うとともに、「地域包括ケアシステム」の構築に向け
て、AI による解析結果を役所やスーパー、宅食、医療、歯科、薬局などのさまざまな職種が利用
できるよう、IoTを活用した他職種間による情報共有を行い、高齢者支援を目的とするサービス
の付加価値向上を実現する。

・我が国の介護保険受給者数は496万人存在し、今後益々増加していく。2035年には年間2800万
件の介護計画書を作成する必要となることが予想され、本事業は十分な市場があるといえる。

事業名： AI（人工知能）よる介護計画書の自動作成サービス事業

地域 石川県金沢市 認定日 平成３０年６月８日 ４－３０－２１７

事業分類 サービス テーマ分類 健康・福祉

連携体の構成

コア企業： ㈱ロジック
（石川県金沢市）

・事業統括
・システム開発・運営
・販売

連携体：㈱在宅支援総合ケアー
サービス

（千葉県千葉市）
・介護計画制作ノウハウ
・運用評価・テスト

事業統括・システム開発 介護計画書作成ノウハウ

①補助金
②特許料の減免

支援予定メニュー

事業推進体制

地域包括ケアシステムのイメージ

〔連絡先〕株式会社ロジック
住所 石川県金沢市新保本３丁目２１番地
ＴＥＬ ０７６-２６９-１０００
ＵＲＬ https://www.logic-is.co.jp/

介護計画作成サービスの概要

金沢工業大学
データ分析

指導・助言



①補助金

○事業概要（新規性、市場性等）
・本事業は、地域包括ケアシステム構築のため、在宅ケアサービスの質の評価を行い、その集積データからサー
ビスの改善指標を導き出すプログラムを開発し、クラウドサービス化して、多くの在宅ケアサービス事業所に提
供する事業である。

・コア企業の㈱コンダクトは、医療・介護・福祉分野での各種ケアマネジメントソフトを全国の約2,800の事業者に
納入しており、本事業ではこの情報連携基盤を通じてサービスの提供、拡大を図る。連携体である㈲たくみケア
サービスは、訪問看護ステーションを中心とした在宅ケアサービスを手がけており、豊富な実例データを検証
データとして本事業に提供する。

・本事業に取り組むことにより、在宅ケアの質改善のためのプロセスサイクルをシステム化し、そこに蓄積される
データからより良いケアの提供に導く仕組みが構築できる。

事業名：AIを活用した在宅ケアサービスのアウトカム評価と質改善プログラムの提供サービ
ス事業

地域 石川県金沢市 認定日 平成３０年６月８日 ４－３０－２１８

事業分類 サービス テーマ分類 健康・福祉

連携体の構成

コア企業：㈱コンダクト
（石川県金沢市）

•本事業のソフトウェアサービスの開発、販売、および運営管理

•連携事業推進に当たってのプロジェクトマネジメント

㈲たくみケアサービス
（神奈川県平塚市）

•在宅ケアサービスの利用者アウトカムアセスメントデータ提供

•本開発サービスの実施検証、効果測定

ソフトウェア開発・販売

データ提供

事業推進体制

支援予定メニュー

人間環境大学看護学部看護
学科、岐阜医療科学大学保
健科学部看護学科、群馬大
学大学院保健学研究科

訪問看護ステーション

在宅ケアサービス事業所

市場先

㈱管理工学研究所
ゼッタテクノロジー㈱

DB・AIノウハウ提供

助言支援

〔連絡先〕株式会社コンダクト
住所 石川県金沢市高尾台1丁目423番地
ＴＥＬ ０７６-２９６-３３３０ ＵＲＬ https://www.conduct.co.jp/

自在宅ケア機関

アセスメント アクションプラン

データ送信

立案（初回）

実行

アウトカム評価

利用者

アウトカムレポート

２時点の変化
アクションプランの評価

立案

看護記録

介護保険請求

アウトカム評価／質改善プログラム

満足度調査

経営戦略

改善率・安定率・悪化率の算出

統計結果
（機関評価）

家族情報

基本情報
ACP

ベストプラクティスの提案

蓄積データからの
分析アウトカムデータ

集積・分析クラウド

AI

データの
共有関係在宅ケア機関

利用者

他在宅ケア機関

他在宅ケア機関

赤枠範囲 本連携事業による
実現範囲

その他 将来構想

【開発フェーズ区分】

データ送信



○事業概要（新規性、市場性等）

• 本連携事業は、インフラ建設事業者等に対し、開発で排出される自然由来の有害物質を含む建設
汚泥（岩石などに含まれている鉛、カドミウム等が溶存した建設汚泥）を、適切かつ迅速、安価に処
理するサービスを提供するものである。

• 山岳地帯、大深度地下での建設現場から排出される建設汚泥の中には、自然由来の有害物質が
高く溶出されているケースが多い。 現状では、こういった建設汚泥を引き取る事業者は少なく、
あっても高額な取引価格を提示されるため、建設コストを高める要因になっている。

• そこで本連携事業では、この課題に対し、ＩｏＴ技術を活用して従来以上に効率的に有害物質を除
去する仕組みを構築し、ユーザーの処理費用低減化を図るサービスを展開する。

• 具体的には、どこの現場から、いつ、どれだけの量が持ち込まれるかを事前に把握し、処理施設に
到着した汚泥を、順次、処理方法の判定アルゴリズムを用いた簡易分析を行い、その結果から、特
殊浄化システム（一次処理）で処理するもの、通常処理にまわすもの等を判断する。その後、工程
内の処理状況を常時監視（成分濃度、薬剤投入量等）することで、汚泥処理の生産性向上を図る。
一連の処理作業を効率化することで取引価格の低価格化を実現する。

事業名：ＩｏＴ技術を活用した新たな建設汚泥処理サービス事業

地域 愛知県名古屋市 認定日 平成３０年６月８日 ４－３０－２１９

事業分類 サービス テーマ分類 環境

連携体の構成

コア企業： 太平産業 ㈱
（愛知県名古屋市）

•中間処理装置の設計開発

•リサイクル土製造・販売

•ＩｏＴ監視・制御

連携体：東洋工業 ㈱
（愛知県豊田市）

• ＩｏＴ開発

•保守・メンテナンス

サービス企画、運営、販路開拓 アプリの設計、開発・保守

補助金

支援予定メニュー

事業推進体制

建設事業者

販売先

サポート機関

独立行政法人日本学術振
興会

産学協力研究委員会鉱物
新活用第111委員会

[連絡先] 太平産業㈱

住所 愛知県名古屋市中区栄１丁目２９－１９ヤスイビル６Ｆ

ＴＥＬ 052-223-2300 ＵＲＬ http://www.taihei-sangyo.com/

【本事業の流れ】



○事業概要（新規性、市場性等）

• 本事業は新無機塗料を金属箔に塗布するために、タブレットを使った多言語対応の塗装教育シス
テムおよび、IoTを活用した塗装運用支援システムを開発し、サービスを提供することで塗装工場の
生産性向上に寄与する事業である。

• 新無機塗料を塗布した金属箔は、防汚・抗菌効果が高く、凹凸素材や曲面素材にも装着可能なた
め、市場ニーズが高い。しかし、新無機塗料の塗装は取扱いが難しく、塗装工場では不良品が発生
しやすい。また、塗装工程では作業者（職人）やロボットがスプレーガンを使って塗布しているため、
生産性が低いなどの問題を抱えている。

• 本事業では、不良品発生を低減するため、タブレットを活用して、新無機塗料や塗装に関する知識
、取扱い等をわかりやすく教育するサービスを行う。また、金属箔へ塗布するロールtoロール装置を

採用することで、当装置からクラウド経由で得られるデータを分析し、工場側に塗装運用情報をフィ
ードバックすることで、品質の安定化および生産性向上に寄与するサービスを提供する。

事業名：用途が多様な金属箔へ塗布する新無機塗料の塗装教育、塗装運用支援サービスの開発・
事業化

地域 愛知県春日井市 認定日 平成３０年６月８日 ４－３０－２２０

事業分類 サービス テーマ分類 基盤技術

補助金

支援予定メニュー

事業推進体制

塗装企業等

市場先

技術支援

愛知工業大学

連携体の構成

コア企業：㈱五合
（愛知県春日井市）
・本事業の企画・開発
・サービス管理、保守
・新無機塗料の製造
・販路開拓

企画・サービス管理・販路開拓

㈱スターシステム
（愛知県名古屋市）
・ 塗装運用システム開発
・ クラウドネットワークシステム開発
・塗装運用支援システム運用・保守
・クラウドネットワークシステム運用・
保守

システム開発・運用・保守

[連絡先] 株式会社五合

住所 愛知県春日井市大手町四丁目8番地10
ＴＥＬ 0568-35-2001 ＵＲＬ http://www.gogoh.jp/

ロールtoロール装置
（金属箔に無機塗料を塗布）

塗料・塗装技術教育
運用・未然防止・復旧確認

塗料・塗装教育
運用・未然防止・復旧情報提供

五合 客先塗装工場
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