
地域の活性化に関する取組み

　「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく地方公共団体
の「地方版総合戦略」の推進を支援するため、本部に「まち・
ひと・しごと創生推進チーム」を設置しているほか、全営業
店長を「地方創生推進責任者」に任命し、全行的な推進態勢
を構築しています。
　当行では、地域金融機関として地方創生の取組みを最重
要課題の一つと認識し、地方公共団体の取組みを支援する
ことはもとより、地方創生の担い手の一人として、地域の
さまざまな課題解決と新たな価値創造に向け、行政、企業
やNPO法人、教育機関等と連携し、引き続き積極的に取
組んでまいります。

❖ 地方創生に向けた推進態勢

まち・ひと・しごと創生総合戦略
　人口減少とそれに伴う地域経済の縮小を克服するため、「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする」、「地方
とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」、「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「ひとが集う、安心して
暮らすことができる魅力的な地域をつくる」を4つの基本目標とし、「まち・ひと・しごとの創生」を目指す国家戦略。2015年度
から2019年度までの第1期で進められてきた取組みを踏まえ、2020年度から5年間の第2期計画が閣議決定されました。

教育
機関

NPO
法人

地方
自治体

企業・
事業者の
皆さま

地域の
皆さま

地域の課題解決に向け連携・協働

まちづくり ひとづくり しごとづくり

❖ 地域活性コンソーシアム
　産学官金の連携による地域活性化を目指し、情報交換やノウハウの共有を
図りながら、地域の課題解決や新たなビジネス創出を進めていくことを目的
に、当行、および包括協定を締結している地方公共団体や提携大学、地域企
業等が協働し、2019年8月にぶぎん「地域活性コンソーシアム」を立ち上げま
した。
　同月の参加団体による第1回情報交換会に続き、2020年1月にはSDGsをメ
インテーマとしながら、「農業」「健康」「産業振興」の3つの分科会による活発な意
見・情報交換を行いました。
　今後も、地域の活性化に繋がる具体的な連携事業の創出に向けて積極的に
取組んでまいります。

地方公共
団体

埼玉県
鶴ヶ島市、さいたま市、戸田市、横瀬町、行田市、熊谷市、
春日部市、鴻巣市、蓮田市、北本市、寄居町、小鹿野町、 
富士見市、川越市、ふじみ野市

大学 東洋大学、埼玉工業大学、立教大学、日本工業大学、 
西武文理大学、埼玉大学、埼玉県立大学、平成国際大学

企業・
支援機関

近畿日本ツーリスト株式会社、株式会社JTB総研、
株式会社PR TIMES、株式会社埼玉新聞社、株式会社パソナ、
株式会社ブレインファーム、NPO法人ITコーディネータ協会、
株式会社マイナビ、一般財団法人医療・福祉・環境経営支援機構埼玉、
株式会社ぶぎん地域経済研究所

■ コンソーシアム参加団体

第1回
・ 産学官金連携の重要性についての

基調講演（関東経済産業局）
・参加自治体による事例講演（横瀬町）

第2回

・SDGsをメインテーマとした基調講演
・ 自治体のニーズ、大学・企業の取組

みを基にした、テーマ別分科会

開催テーマ
農業による地域振興
地域の健康づくり
地域企業の活性化

■ 開催内容
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❖ 地方公共団体等との連携・協働
　地域活性化や住民サービス向上に向け、地方公共団体等との連携を進め、さまざまな取組みを展開しています。

〈包括協定の締結〉

さいたま市

蓮田市・
蓮田市商工会

行田市・
行田商工会議所・
南河原商工会

埼玉県

北本市・株式会社JTB

幸手市商工会

鴻巣市

春日部市
川口商工会議所

戸田市

鶴ヶ島市
川越市
ふじみ野市
富士見市

寄居町・寄居町商工会
熊谷市

横瀬町

小鹿野町

　2017年に締結した「まちづくりに関する包括連携協定」に基づき、北本市の優れた
農産物や加工品の更なる認知度向上に向けた取組みを行っています。
　2019年3月には、大宮駅にて「きたもと桜マルシェ」を北本市観光協会と共催し、同
市産のトマトやいちごなどの農産物および加工品、市内の桜スポットをPRしました。
　現在は、北本ブランド認定制度の制定および認定品の選定などに取組んでいます。

◆北本市との連携 ―地元産の農産物、加工品のブランド化に向けた取組み―

　新たな都市交通システムとして注目されているシェアサイクルの普及に向けて、さ
いたま市、和光市と連携し、課題や有効性を検証するための実証実験に参加しています。
　両市内にある3店舗にシェアサイクル用
のサイクルポート（駐輪場）を設置し、実験
に協力することで、市内の交通インフラな
どの課題解決に貢献してまいります。

◆さいたま市、和光市との連携 ―シェアサイクル実証実験に協力―

南浦和支店のサイクルポート

❖ 地方公共団体との取引推進
　地方公共団体や諸団体との取引推進、コン
サルティング活動の充実に取組み、県内全て
の市町村とお取引いただいております。

指定金融機関 横瀬町、朝霞地区一部事務組合、
草加八潮消防組合、茨城県五霞町

総括出納取扱金融機関 埼玉県下水道局の公金事務取扱
指定代理金融機関 埼玉県、さいたま市、朝霞市、日高市、幸手市

　振込票のバーコードをスマート
フォンで読み取ることで公共料金・
税金を支払うことのできる地方公
共団体は16市14町となっています。

■ PayB for 武蔵野銀行を通じた公共料金・税金などの収納
PayB for 武蔵野銀行をご利用いただける自治体

上尾市　入間市　桶川市　熊谷市　鴻巣市
狭山市　白岡市　秩父市　新座市　蓮田市
羽生市　飯能市　日高市　深谷市　
ふじみ野市　三郷市　（16市）

伊奈町　小鹿野町　越生町　上里町
川島町　神川町　ときがわ町　長瀞町
鳩山町　皆野町　宮代町　三芳町
毛呂山町　横瀬町　（14町）

さいたま市 大宮支店、南浦和支店 11台
和光市 和光支店 8台

■ 設置場所・台数
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■ PPP/PFIへの取組み
　人口減少社会での住民サービスの向上や公共施設の維持・管理といった地方公共団体の課題に対して、PPP/PFIの手法
を活用したサービスの一層の向上や民間の事業機会創出をサポートしています。

PPP（Public Private Partnership）／ PFI（Private Finance Initiative）
・PPPとは、官民連携・公民連携の考え方のこと。
・ PFIは、その手法の1つとして公共施設の建設・運営等で民間資金や経営能力を活用すること。

2016年3月 春日部市 春日部市立小・中学校普通教室等エアコン事業
2016年9月 さいたま市 大宮区役所新庁舎整備事業
2017年3月 さいたま市 さいたま市立大宮国際中等教育学校整備事業
2018年12月 所沢市 所沢市民文化センター改修事業
2019年7月 和光市 和光市広沢複合施設整備・運営事業

具体的な取組み事例 −PFI 事業に対するプロジェクトファイナンス実績−
　学校など地域になくてはならない施設の更新・整備
のため実施されるPFI事業（民間資金・ノウハウを活用
した整備手法）へのサポートを強化しています。

和光市広沢複合施設整備・運営事業
（2021年4月 一部エリア供用開始予定）

所沢市民文化センター ミューズ アークホール
（2020年4月 リニューアルオープン予定）

©Tokorozawa MUSE

大宮区役所新庁舎（2019年5月開所）

■ まちづくりに向けた取組み
　大宮駅東口など県内各地で進展する再開発事業への関与等を通じ、地域の未来に向けたま
ちづくりを支援しています。

©大宮駅東口大門町2丁目中地区市街地再開発組合

　2014年に締結した「包括連携協定」に基づき、女性の活躍や創業・起業支援への取組
みとして、鶴ヶ島市近隣で起業した女性や起業を目指す女性の方々を対象に、交流や
情報収集の機会を提供する「女性起業応援カフェ @つるがしま」を2016年より継続的
に実施しています。
　2020年1月には第5回となるセミナーを開催しました。これまでの開催で、起業や
事業拡大に繋がった事例や、交流会を通じた人脈を事業に活かした事例など、様々な
成果に結び付いており、好評をいただいています。

◆鶴ヶ島市との連携 ―女性の創業・起業支援に向けた取組み―

　交流および定住人口の増加という地方公共団体の課題に対応し、その地域の魅力を発信し移住・定住の契機と 
するセミナーなどを開催しています。

■ 移住・定住の促進

具体的な取組み事例 −移住セミナー−
　定住人口の拡大に取組む県内の自治体を支援するため、秩父市、横瀬町、小鹿野町と千葉県館
山市および地元団体の協力のもと、2019年4月に「千葉・武蔵野アライアンス移住セミナー」を開
催し、約60名の方々に参加いただきました。
　セミナーではパネルディスカッションや移住に向けた個別相談会などを実施しており、既にセ
ミナー参加後に小鹿野町へ移住し、町おこしに参加している方がいるなど、地域の活性化につな
がっています。また現在、他の移住希望者とも具体的な相談が進んでいます。 移住セミナー
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■ 埼玉県の未来に向けて　シンクタンクによる調査・研究
　シンクタンクであるぶぎん地域経済研究所では、埼玉県経済及び産業に関する様々な調査・研究を行っています。ま
た当行グループではこうした調査・研究の成果を、地域活性化に繋がる取組みに活用しています。

具体的な取組み事例 ―埼玉県及び千葉県の企業に対する共同調査―
・ ぶぎん地域経済研究所とちばぎん総合研究所は、埼玉県及び千葉県の企業に対する共同調査を継続的に実施しています。
・ 景気・業績見通しや時事経済情勢の影響などをテーマに取り上げることで、首都圏に位置する両県経済の共通点や、産業構

造の違いなどから生じる対照的な動きなどを浮き彫りにする内容となっています。

期間 発表回数 主な調査項目
2016年11月〜 2019年11月 計7回 国内景気見通し、従業員のベースアップ、設備投資動向、SDGsへの取組み

■ 女性の活躍推進に向けて
　埼玉県等と連携し、女性の活躍推進に向けた各種セミナー・交流会等を開催しています。

■経営力アップ →埼玉ウーマンズカフェを開催
　埼玉県やサイタマ・レディース経営者クラブ等と連携し、女性経営者・起業家向けのセミナー
を継続的に開催しており、2015年5月から7回開催し約340名の方々に参加いただいています。

　地域の共助社会づくりの重要な担い手であるNPO法人の皆さまのさまざまな課題解決に向けた連携を図るた
め、埼玉県と「共助社会づくりのための協力に関する協定」を締結し総合的なサポートに取組んでいます。

■ NPO法人の課題解決を応援

■ 政策課題共同研究への参加
　2014年度より彩の国さいたま人づくり広域連合の「政策課題共同研究」に参加し、埼玉県、県内市町村、企業、
NPO、大学の職員等とともに埼玉県の課題解決に向けた研究に取組んでいます。

2014年度 ・「ビッグデータ・オープンデータ活用戦略〜『宝の山』の活かし方〜」
・「地域ブランドプロモーション〜 Road to 2020オリンピック・パラリンピック」

2015年度 ・「人口減少社会突破戦略〜 2040年埼玉県民705万人の安心に向けて〜」
・「『埼玉県の空き家』の課題パターン抽出とその解決策の提言」

2016年度 ・「超高齢社会の包括的タウンマネジメント〜埼玉の近未来を設計する〜」
・「多様な働き方『埼玉スタイル』の推進」

2017年度 ・「持続可能な郊外住環境実現プロジェクト〜空き家、高齢者、働き方から考える〜」
・「公共空間の利活用による地域活性化プロジェクト〜公民連携で多様な「場」をつくるには〜」

2018年度 ・「埼玉型の公共空間利活用プロジェクト〜地域活性化のための官民連携による社会実験〜」
・「埼玉の地域資源の再発見・利活用による愛県心醸成プロジェクト〜埼玉版ツーリズムの構築〜」

2019年度 ・「PPPによる地方自治体運営イノベーションの調査・研究」

■ 研究テーマ

2018年度政策課題共同研究報告書

具体的な取組み事例 ―外国人居住者および労働者の実態と特徴―
・ 少子高齢化・人口減少に直面するわが国において、労働力不足への対応は喫緊の課題であり、その緩和・下支えに効果を発

揮してきたのは外国人労働者の増加であるとの認識に基づき、埼玉県内の外国人居住者・労働者の実態や市町村別データの
分析などを実施しました。

・埼玉県の外国人居住者数・労働者数は全国有数の水準でその増加率も目立っています。

・ 分野別にみると、専門的・技術的分野で働く外国人の割合は全国平均以下である一方、留学生のアルバイト労働の増加が顕
著であることが分かりました。

・ 外国人労働者受入に関する法改正を受け、その更なる増加が見込まれていますが、受入拡大に向け、地元企業や行政そして
社会がグローバル化と多文化共生の意義を理解し、連携した取組みが必要であり、本調査では以下の課題を提示しています。

・行政サービス・生活情報提供における多言語化　　・相談体制拡充　　・子女教育の環境整備
・長く働ける職場・労働環境整備（福利厚生・キャリア形成など）

居住者数 全国5位（17万人）で、直近5年間の増加率は関東では最高の40％超となっています。
労働者数 全国5位（6万５千人）で、直近5年間の増加率は関東では最高の2.3倍となっています。
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■「むさしの＜まちづくり＞にぎわいローン」
地域のコミュニティ活性化の担い手である商店街の皆さまを支援する「むさしの＜まちづくり＞にぎわいローン」のお取扱

いを行っています。
埼玉県が埼玉県民の日に開催する「全県一斉商店街まつり促進事業」に参加される商店街の皆さまが、国の「地域商店街活

性化事業（にぎわい補助金）」の助成を受けるまでのつなぎ資金や、防犯カメラや街路灯の設置等、施設面の整備に対応する「商
店街まちづくり事業（まちづくり補助金）」の助成を受けられるまでのつなぎ資金等に幅広くご利用いただけます。

■「むさしの空き家活用ローン」
昨今社会的な課題として解決が求められている「空き家問題」に対応する「むさしの空き家活用ローン」のお取扱いを行って

います。
この商品は、空き家の改築・改装・解体、防災防犯設備の購入など、空き家に関するあらゆる資金にご利用いただけます。
また、当行で給与振込等の取引がある方のほか、空き家の解体や利活用に関し、自治体より補助金等の交付が受けられる

方についても、標準金利から金利の差し引きをいたします。

■「むさしのNPOサポートローン」
NPO法人向けの融資商品「むさしのNPOサポートローン」のお取扱いを行っています。
助成金受給までのつなぎ資金といった短期でのご利用や、最長10年以内のお借入（設備資金）、元利均等によるご返

済など、NPO法人の皆さまのニーズにお応えする、ご利用いただきやすい商品です。

■「産休・育休特例」を付加した住宅ローン
働く子育て世代を応援するため、「産休・育休特例」を付加した住宅ローンのお取扱いを行っています。
産休・育休期間中においてもお借入れが可能であるほか、産休・育休期間中は、お子さま一人あたり最長2年間の元金据置

がご利用いただけます。また、男性のお客さまで住宅ローンをご利用されている方も、奥さまが「産休・育休」を取得する場
合やご自身が「育休」を取得する場合にご利用いただけるなど、働く子育て世代のさまざまなニーズにお応えしています。

　株式会社ぶぎんキャピタルと共同で設立した「むさしの地域創生推進ファンド」は、地方創生総合戦略の主要テーマ
「地域を担う中核企業支援」の視点から、以下の「投資育成支援先」となる企業に対し、株式による出資を通じて、その
成長を全面的に支援しています。

■ むさしの地域創生推進ファンド

■ 投資育成支援先

・地方創生や地域活性化につながる事業に取組む企業
・成長分野（「医療・福祉」、「環境」、「農業」、「観光（インバウンド）」、「先端産業」等）を担う企業

❖ 融資商品のお取扱い
■「むさしのSDGs私募債『みらいのちから』」

2018年9月より、持続可能な地域社会づくりに貢献するため
「むさしのSDGs私募債『みらいのちから』」を取扱っています。私
募債を発行される企業さまから受け取る手数料の一部で、ご指
定いただいた学校等への書籍・楽器・スポーツ用品などの寄贈や、
SDGsの目標達成に向け取組むNPO法人等への寄付を行ってい
ます。

発行企業さま

私募債「みらいのちから」発行

寄付・寄贈
●学校法人 ●特定公益増進法人 ●各種基金
●公益財団法人 ●NPO法人 ●一般法人 など

SDGsの目標達成に貢献
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■ 成長分野への円滑な資金供給
　経営者の方々との対話を通じて経営ビジョンや課題を共有し、企業と真に向き合いながら成長ステージに応じ必要
な資金供給を行っていくという地域密着型金融に取組み、成長分野の資金ニーズにお応えしています。

❖ 成長分野への取組み

■ 農業分野への取組み

　農業者向けセミナー「ぶぎん農業経営塾」はこれまでに10回開催し1,000名を超える農業者の方にご参加いただき
ました。先進的農業者や研究農場の見学、専門家（大学教授やスーパーのバイヤーなど）による講演会を行っています。

■ 経営革新の支援

　農業者の皆さまの販路拡大に向けたビジネスマッチングにも積極的に取組んでいます。
■ 販路拡大の支援

　農業者専用融資商品「むさしの『花水木＜ハナミズキ＞』」をお取扱いしています。埼玉県農業信用基金協会の保証付
で、農業者の皆さまにご利用しやすい商品となっております。

■ 資金調達支援

　医療機関専用融資商品「むさしの『メディカルパートナー』」をお取扱いしています。医療法人のお客さまはもちろん、
新規開業される個人事業主の方もご利用いただける商品となっています。

■ 資金調達支援

　医療機関や社会福祉法人の方々に対し、制度改正などをテーマとしたさまざまなセミナーを開催しています。
■ セミナー等の開催

■ 医療・福祉分野への取組み
　埼玉県では急速な高齢化の進展に伴い、医療・福祉分野の施設・サービスの一層の充実が課題となっています。当行
では課題解決に向け、2005年に県内でいち早く専門チームを設置し積極的な活動を継続しています。

具体的な取組み事例
■医療機関向けセミナー〜診療報酬改定に向けた情報提供〜
　2020年4月からの実施を控え、医療機関の方々の関心が高まっている「2020年度の診療報酬改定」をテーマとしたセミナー
を2020年2月に開催し、最新動向や対応策などの情報提供を通じ、課題解決に向けた支援を行います。
■医業承継セミナー〜後継者への事業承継に向けた支援〜〜
　医療機関における後継者不在といった課題に対し、実際に医業承継を経験した医師を講師とし
たセミナーの開催を通じ、事例や承継のポイントについて紹介しています。
　セミナーは後継者不在に悩む開業医の方々と、承継による開業を検討している方々の両者を対
象に実施しており、その後の具体的な承継の相談にも結び付いています。

具体的な取組み事例 ―異業種による農業参入支援―
・ 2019年4月、埼玉県内における農業への新規参入支援を実施しました。
・ 当行は、農業新規参入を検討していた鉄建建設株式会社（東京都千代田区）への参入スキーム提案、

関係機関との調整などの支援を実施し、県内にていちご生産を行う株式会社しゅん・あぐり（八潮
市）との共同出資会社「株式会社ファーム　ティー・エス」の設立に至ったものです。

・ 2020年1月、同社によるいちご観光農園「コロコロいちごファーム」が松伏町内で開園、町の新た
な観光拠点として期待が高まっています。
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　気候・地勢に恵まれている埼玉県では、各地で再生可能エネルギー事業が進展しており、当行では事業者の皆さまに
対するさまざまなサポートを行っています。

■ 環境分野での取組み

　環境に配慮した事業を行う企業をサポートする融資商品「二刀流〈エコベスト〉」「エコ私募債」をお取扱いしてい
るほか、太陽光発電事業に参入する企業をサポートする「むさしの太陽光発電事業支援融資『太陽の恵み』」の取扱
いを行っております。

■ 融資商品

　「省エネ・ECOセミナー」を千葉銀行と共催するなど、環境・エネルギー政策の最新動向や省エネ関連補助金の活用方
法など幅広く情報提供を行っています。

■ セミナーの開催

　国内外の環境関連の規制などに対応するとともに、省エネ化につながるビジネスマッチングを行っています。（LED化
や空調設備更新など）

■ お取引先の環境への取組みを支援するビジネスマッチング

　県内の農産物・加工品生産者と飲食業者の相互紹介を実施しているほか、消費者の方々向けの展示販売会などを
通じて、県産品の魅力を発信するなど、地産地消の促進に取組んでいます。

■ 地産地消の促進

　埼玉県産の農産物・加工品の展示販売を行う「ぶぎん物産市」
を、2017年より毎年JR大宮駅で開催しています。毎回、1万
人を超える方々に来場いた
だき、県産品の幅広いPR
に繋がっています。

■ ぶぎん物産市

2017年12月 ぶぎん物産市
2018年  6月 ぶぎん・ちばぎん物産市
2019年  6月 ぶぎん物産市

　全国的に外国人誘客の動きが高まるなか、2019年ラグビーワールドカップに続き、
2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。埼玉県内での4競技を含
む55競技が首都圏を中心に行われることから、交通アクセスの良い埼玉県においては観光
産業の更なる発展が期待されています。
　このようななか、より多くの外国人観光客の方々に埼玉県の魅力を紹介し、県内への誘
客に繋げるために、立教大学観光学部との連携により製作している地域情報誌「ぶらってシ
リーズ」の「ぶらって大宮氷川参道」の多言語版（英語および中国語）を現在製作中です。

■ 観光分野への取組み

「ぶらって大宮氷川参道」
（多言語版を製作中）

具体的な取組み事例 ―ビジネスマッチングによる新商品開発支援―
・ 2019年6月、埼玉県内の法人2社による新商品共同開発を支援しました。
・ さいたま市にて焼肉店を経営している有限会社ウィロー・トレーディングより、埼玉の名産品となるような

マッコリの自社商品開発について相談を受けたことから、毛呂山町にて酒類製造を手掛けている麻原酒造株
式会社を紹介し、両社による新商品「埼たマッコリ」の共同開発に結び付いたものです。

具体的な取組み事例 ―商品PRを兼ねた新たな資金調達手法の提案―
・ 2019年9月、埼玉県内に新設されるワイナリーのPRと資金調達を兼ねた手法として、 

インターネットを通じて出資者を募るクラウドファンディングを紹介しました。
・ 武蔵ワイナリー株式会社（小川町）による、埼玉県産の杉による木おけを使用し、完全無農

薬の日本ワインを造る試みに対し、当行では業務提携するクラウドファンディング運営会
社等と連携した支援を実施しています。
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　さいたま市の「見沼たんぼ」での小麦の生産と新たな産業の創造に向け、「見沼たんぼ“小麦”6次産業創造プロ
ジェクト」を立ち上げ、地域の皆さまとともに取組んでいます。

■ 新たな産業の創造へ

プロジェクト概要

「さいたま小麦トライアルファーム」

見沼たんぼ“小麦”6次産業創造研究会
現在は見沼たんぼで作付していない
小麦の生産と商品化、販売を研究

生産者
農業関連事業者
食品関連企業

〈産業〉 〈金融機関〉

大学・研究機関
〈学校〉

地元協力者
〈民間〉

埼玉県
さいたま市
商工団体

〈官公庁〉

加工品
パン・ケーキ・お菓子ラーメン・パスタ・うどん

販　売
地元飲食店 サッカースタジアム 地元コンビニ 等

商品化

地産地消の促進・ブランド化を目指す

「見沼たんぼ“小麦”6次産業創造研究会」発足
現在は見沼たんぼで作付していない小麦の生産復活に向けた研究会
を2014年9月に立ち上げました。

「さいたま小麦トライアルファーム」オープン
2015年11月、さいたま市見沼区での小麦栽培を開始しました。

「ぶぎん物産市」（2017年より継続的にＪＲ大宮駅で開催）
2017年12月、収穫した小麦を使った商品を、JR大宮駅にて展
示販売する「ぶぎん物産市」を開催しました。
同物産市ではあわせて、県産野菜の販売・PRも実施し、地産地消の
促進に貢献しています。

「小麦製品試食会」開催
2016年には初収穫した小麦を用
いて、市内の食品加工業者などと連
携し、製品開発を開始、同年12月には試食会を開催しました。

地域資源の
有効活用
検討

原料の生産

流通・販売

加工・製造

生産した小麦は2018年、2019年にも収穫を行い、小麦粉に加工されています。2019年7月には、
小麦粉を使用した商品を大宮アルディージャ当
行プレゼンツマッチにて配布しました。
また、現在、さいたま市内のクラフトビール醸造
企業と協働し、地元産小麦を使用したビールの商
品化に向け、試作品製造に取組んでいます。

新産業創造へ

約200キログラムの小麦粉になりました
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