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【CONTENTS】 
 

■■■トピックス■■■ 

★「熊本県ＵＩＪターン就職支援センター」がオープンしました（労働雇用創生課） 

★くまモンの撮影協力により高等技術専門校創立 70 周年記念映像が完成！！ 

（高等技術専門校） 

 

 

■■■お知らせ・募集■■■ 

●第２回九州・山口ベンチャーマーケットの開催【受付開始】（産業支援課） 

●ブライト企業魅力発見フェアの開催（労働雇用創生課） 

●熊本県省エネルギーセミナーの開催（エネルギー政策課） 

●改正個人情報保護法の全面施行に向けた中小企業向け全国説明会の開催 (商工政策課） 

●女性応援＆復興支援シンポジウム in 熊本の開催 

●技短祭（学園祭）と第 3 回オープンキャンパスを開催しました（技術短期大学校） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 

                                         

■■■トピックス■■■ 

 

★「熊本県ＵＩＪターン就職支援センター」がオープンしました 
 

 熊本へのＵＩＪターン就職を希望される方や人材を求める県内事業所等の窓口として

「熊本県ＵＩＪターン就職支援センター（愛称：熊ターンセンター）」を熊本と東京に開所

しました。センターには専門のアドバイザーを配置し、相談対応や情報提供などＵＩＪタ

ーン就職に係る支援を行っていきます。お気軽にご相談ください。 

【熊本窓口】 

 所 在 地：熊本県熊本市中央区水道町８－６ 朝日生命熊本ビル１階 

      くまジョブ 熊本県しごと相談・支援センター内 

 利用時間：月曜～金曜 １０時００分から１９時００分まで 

      土曜日   １０時００分から１７時００分まで 

 お問合せ：ＴＥＬ ０１２０－８２７－８６７（フリーダイヤル） 

      ＦＡＸ ０９６－３２８－５８０１ 

      メール info@kuma-turn.jp 

【東京窓口】 

 所 在 地：東京都千代田区有楽町２－１０－１ 東京交通会館８階 

      ふるさと回帰支援センター内 

 利用時間：火曜日～日曜日 １０時００分から１８時００分まで 

 お問合せ：ＴＥＬ ０９０－１６５７－８４１２ 

      ＦＡＸ ０３－６２７３－４４０４ 

      メール info@kuma-turn.jp  

 

 ＊ホームページも開設しました 

  http://kuma-turn.jp 

 

                         

 

 

熊ターンセンターログマーク 

 

 

 

 

 

 

 

▲目次へもどる 

お問い合わせ先 

（局名）商工労働局 （課名） 労働雇用創生課 

（担当）中原 

（TEL）０９６－３３３－２３４０ 

（E-mail）nakahara-m@pref.kumamoto.lg.jp  

 

mailto:info@kuma-turn.jp
mailto:info@kuma-turn.jp
http://kuma-turn.jp/
mailto:nakahara-m@pref.kumamoto.lg.jp
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★くまモンの撮影協力により高等技術専門校創立 70 周年記念映像が完

成！！ 

 
 本校が平成 28年度に創立 70周年を迎えるのを

記念して、本校を PR する映像を作成しました。 

 本校には、施設内訓練として「自動車車体整備

科」「電気配管システム科」「総合建築科」「販売実

務科」の 4つの科があります。その他に、離職者

や障がいのある方を対象にした外部委託訓練も行

っています。 

今回は、熊本県のイメージキャラクター「くま

モン」が訓練（実習）を体験するという形で撮影

に協力してくれました。くまモンは上手に作業が

できたでしょうか・・・お楽しみに！！ 

映像は、YouTube で視聴できます。YouTube のト

ップページで「熊本県立高等技術専門校」を入力

し検索してください。 

 

まずは・・・◆ダイジェスト版（5 分）◆ 

   施設内訓練 4科と外部委託訓練を簡単に紹介しています。 

♪くまモン出演です。どんな作業をしているかな♪ 

 URL:https://www.youtube.com/watch?v=kiM2FteAyZk 

 

もっと詳しく・・・◆本編（1時間 15分）◆ 

 「自動車車体整備科」「電気配管システム科」「総合建築科」「販売実務科」と外

部委託訓練「身体障がい者ソフトウェア開発訓練」の実習作業や「みゆき寮」など

の魅力を詳しく紹介しています。 

♪ここではくまモンが元気いっぱいで実習を体験してくれています♪ 

 URL:https://www.youtube.com/watch?v=Tuovw7t9J5Y 

 

  

 

 

 

 

 

▲目次へもどる 

 
                                         

お問い合わせ先 

（局名）高等技術専門校（課名）指導課 

（担当）末松信一 

（TEL）096-378-0121 

（E-mail）suematsu-s@pref.kumamoto.lg.jp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kiM2FteAyZk
https://www.youtube.com/watch?v=Tuovw7t9J5Y
mailto:suematsu-s@pref.kumamoto.lg.jp
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■■■お知らせ・募集■■■ 

 

●第２回九州・山口ベンチャーマーケットの開催【受付開始】 

 
九州・山口の各県と経済団体が連携し、各県イチオシのベンチャー企業と、国内外の投

資家やビジネスパートナーが集うビジネスマッチングイベント「九州・山口ベンチャーマ

ーケット」を開催します。 

今年度で２回目の開催となる今回は、新技術・新商品を提供し続ける九州・山口のイチ

オシ企業５４社の展示会をはじめ、展示企業から選考された９社による九州・山口ベンチ

ャーアワーズ（ビジネスプラン発表会）、九州・山口の８大学による新技術説明会及び技術

展示、ジャクール(株)後藤代表（ケンコーコム創業者）の新たなビジネスに関する講演、

各県の企業や経済団体、ビジネスパートナーが一堂に会する大交流会などイベント盛り沢

山です！ 

皆様、是非この機会に九州・山口のベンチャー企業の魅力に触れてみてください！！ 

 

【開催日時】平成２９年２月７日（火）１０：００～１９：３０ 

【開催場所】ホテルオークラ福岡４階平安の間（福岡市博多区下川端町３－２） 

      https://www.fuk.hotelokura.co.jp/ 

【参 加 費】無料（表彰式・大交流会のみ４，０００円） 

【Ｕ Ｒ Ｌ】http://kyushu-yamaguchi-vm.jp/ 

【スケジュール】 

①新技術新商品等展示会（１０：００～１６：２０） 

   ・九州・山口各県のイチオシ企業５４社と九州・山口の８大学が大集結！ 

   ・あらゆる分野の新技術新商品等に出会えること間違いなし！ 

②ＫＴＣ大学合同新技術説明会（１０：００～１３：２０） 

   ・九州・山口の７大学による新技術説明会 

   ・各大学が保有する選りすぐりの新技術を発表！ 

  ③九州・山口ベンチャーアワーズ（１３：３０～１６：２０） 

   ・九州・山口各県の代表企業９社がビジネスプランを発表！ 

   ・栄冠を手にするのは・・・。お見逃しなく！ 

※展示（ビジネスプラン発表）企業については公式ＨＰによりご確認ください。 

  ④講演会（１６：３０～１７：４５） 

   ・ジャクール株式会社 代表取締役兼 CEO 後藤玄利氏（ケンコーコム創業者） 

    講演テーマ「連続起業に向ける思い」 

  ⑤表彰式・大交流会（１８：００～１９：３０） 

   ・九州・山口ベンチャーアワーズの受賞企業を発表！ 

   ・各県の企業や経済団体、ビジネスパートナーが一堂に会する大交流会！ 

【お申込み】 

  公式ＨＰからお願いします。 http://kyushu-yamaguchi-vm.jp/ 

 

https://www.fuk.hotelokura.co.jp/
http://kyushu-yamaguchi-vm.jp/
http://kyushu-yamaguchi-vm.jp/
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【主催】 

  九州・山口ベンチャーマーケット実行委員会 

（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県、

（一社）九州経済連合会、九州商工会議所連合会、九州経済同友会、九州経営者協

会、(一社)九州ニュービジネス協議会、福岡証券取引所、（独）中小企業基盤整備

機構九州本部） 

【お問い合わせ】 

  九州・山口ベンチャーマーケット実行委員会 

  （事務局：福岡県商工部新事業支援課） 

  （担 当：山岸） 

  （ＴＥＬ：０９２－６４３－３４４９） 

 

お問い合わせ先 

（局名）新産業振興局 （課名）産業支援課 

（担当）平野 

（TEL）０９６－３３３－２３２１ 

（E-mail）hirano-t-da@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 

                                         

 

● ブライト企業魅力発見フェアの開催 

 

 学生、生徒及びその保護者の皆様に、これまでブライト企業として認定を受けている事

業所の魅力を知っていただき、今後の就職に役立ててもらうことを目的に開催します。 

 

１ 日 時 平成２９年２月５日（日） １２時３０分から１６時３０分 

 

２ 場 所 熊本市流通情報会館 

 

３ 対 象 大学生（大学院生）、短大生、高専生、専門学校生、高校生、保護者など 

 

４ 出展予定社 ブライト企業の認定を受けた事業所 ５５社 

 

５ 内 容  

（１）第１部（１２時３０分から１３時３０分） 

    オリエンテーション、「ブライト企業訪問記」報告会 

 （２）第２部（１３時３０分から１６時３０分） 

    ブライト企業研究ガイダンス 

    ※今後の就職活動に役立つセミナーも実施。  

mailto:hirano-t-da@pref.kumamoto.lg.jp
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６ その他 

 ・参加費は無料 

 ・ＪＲ豊肥線平成駅から会場までシャトルバスを運行（運賃無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

▲目次へもどる 

                                         

 

●熊本県省エネルギーセミナーの開催 
 平成２８年４月に発生した熊本地震により、多くの県内企業が被災し、現在、県民一丸

となって復興が進められていますが、これらの流れは、一方では省エネルギー設備導入の

契機とも考えられます。 

 このため、今回、県内事業者や自治体職員等を対象とし、一般的な省エネ手法や省エネ

の具体例、省エネ設備導入に係る補助制度の紹介をテーマとしたセミナーを開催いたしま

す。 

 

１ 日時 平成２９年２月８日（水）１４時～１６時２０分（受付：１３時３０分～） 

２ 場所 ホテル熊本テルサ １階 ビジネスセンター 

３ 対象 県内事業者、自治体職員、県民等 

４ 講演内容 

  （１）省エネの進め方と無料診断事例 

     一般財団法人 省エネルギーセンター 

  （２）国の省エネルギー施策について 

     経済産業省 九州経済産業局 エネルギー対策課 

５ その他 

  ・参加は無料です。 

お問い合わせ先 

（局名）商工労働局（課名）労働雇用創生課 

    県内雇用促進班  

（担当）平江、中原 

（TEL）０９６－３３３－２３４０ 

（E-mail）hirae-m-dh@pref.kumamoto.lg.jp 

○Ｃ２０１０熊本県くまモン 

mailto:hirae-m-dh@pref.kumamoto.lg.jp
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  ・参加をご希望の方は、熊本県エネルギー政策課ＨＰに掲載している参加申込書によ

り、平成２９年２月１日（水）までにお申し込み下さい。 

 

   熊本県エネルギー政策課ＨＰ http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_18131.html 

 

お問い合わせ先 

（局名）新産業振興局 （課名）エネルギー政策課  

（担当）川﨑 

（TEL）０９６－３３３－２３２０ 

（E-mail）eneseisaku@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 

                                         

 

●改正個人情報保護法の全面施行に向けた中小企業向け全国説明会の開催 

 

平成 27 年 9 月に改正個人情報保護法が公布され、平成 29 年 5 月 30 日に全面施行されま

す。これまでは「保有する個人情報の数が 5,000 以下の事業者」には個人情報保護法が適

用されませんでしたが、今回の改正により個人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報

保護法の対象となります。 

そのため、新たに対象となる中小企業や小規模事業者向けに、個人情報の取扱いに関す

る基本的なルールをご紹介する説明会を開催いたします。中小企業に限らずご興味ある方

であればどなたでもご参加いただけますので、この機会を是非ご活用ください。 

 

【日 時】 平成２９年３月１日（火）１４：００～ （2時間程度） 

【場 所】 熊本県庁行政棟本館「地下大会議室」 

        熊本市中央区水前寺６丁目１８－１ 

【主 催】 個人情報保護委員会 

【対象者】 ・中小企業者 

・個人情報保護法に関心のある方 

【定 員】   ４００名 

【申し込み方法】 別添申込書に記入の上、ＦＡＸで申し込み 

【申し込み期限】 平成２９年２月１７日（金）まで 

 

 

【熊本県】全国説明
会案内（FAX申込書有）.docx

 

 

▲目次へもどる 

お問い合わせ先 

（課名）商工政策課  

（担当）岡島 

（TEL）０９６－３３３－２３１３ 

（E-mail）okajima-a@pref.kumamoto.lg.jp 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_18131.html
mailto:eneseisaku@pref.kumamoto.lg.jp
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/43_kumamoto_28kaisai.pdf
mailto:okajima-a@pref.kumamoto.lg.jp
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●女性応援＆復興支援シンポジウム in 熊本の開催 
 

びんびん会※では、毎年、女性応援シンポジウムを行い、働く女性を応援してきました。

今年度のシンポジウムは、女性起業家、働く女性たちへの応援だけでなく、震災後落ち込

んでいる地域経済をけん引するために女性の果たす役割の重要性を考え、女性ならではの

視点を以って、被災地への継続的な支援のあり方及び活性化を討議します。 

 

【日 時】 平成 2９年３月２日（木）１６：２０～１８：３０（受付１５：４５より） 

【会 場】 ホテルニューオータニ熊本 ３Ｆ「 鳳凰の間 」 

          熊本市西区春日１－１３－１ 

      TEL:０９６－３２６－１１１１ 

【主 催】 一般社団法人 九州女性起業家のびんびん会 

【参加費】 無料 

【内 容】 

3月 2 日（木）１６：３０～１７：００ 基調講演  

【講師】九州経済産業局長 髙橋 直人 氏 

 １７:００～１８：３０ パネルディスカッション 

【パネリスト】 

・熊本県知事 蒲島郁 夫 氏  

・九州旅客鉄道（株）常務取締役 後藤 靖子 氏 

・（株）清友 代表取締役 宮之原 明子 氏 

・益城だいすきプロジェクト・きままに 代表 吉村 静代 氏 

【コーディネーター】 

・大野城まどかぴあ 館長 林田 スマ 氏 

【申し込み方法】  

事務所への電話・ＦＡＸまたはメールにて申し込み  

※ＦＡＸまたはメールでお申込みの場合、必要事項をご記入の上 

お申込みいただきますようお願いいたします。 

★必要事項 

①件名（女性応援＆復興支援シンポジウム申し込み）、②企業名、③お名前 

④ご連絡先、⑤参加人数 

 

 

 

 

 

【申し込み期限】平成 29 年 2月 28日（火）必着 

 

（事務所：一般社団法人 九州女性起業家のびんびん会） 

TEL:092-292-7431 

FAX:092-409-4416 

E-mail:mailto:binbinkai@jade.plala.or.jp （担当：河北） 

mailto:binbinkai@jade.plala.or.jp
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※びんびん会とは・・・ 

・九州経済産業局長を中心とした九州女性起業家、経営者の支援活動 

・21世紀男女共同参画社会の推進活動 

・次世代のために心豊かで活力のある人づくりに努める活動 

等を推進する会 

 

 

▲目次へもどる 

                                         

 

●技短祭（学園祭）と第 3 回オープンキャンパスを開催しました 

 

１０月３０日（日）に技短祭（学園祭）と第 3回オープンキャンパスを開催しました。 

 天候も良く、ＯＢ・ＯＧ、高校生や地域の家族連れなど多くの方々に来訪いただき、い

つもは静かなキャンパスも大いに賑わいました。 

 技短祭はステージイベントや模擬店など、学生自治会を中心に学生主体で運営しました。

何度も打合せを行い、保健所や消防署等の関係機関への届出、リースや買出し等、毎日遅

くまで頑張り、学生にとって貴重な経験になったと思います。 

 早食い大会や仮装コンテストでは、来場者からの飛び入り参加もあるくらい大いに盛り

上がりました。また模擬店では焼きそばやたこ焼き等、早々に完売するお店が出るなど、

こちらも学生が楽しみながら頑張っていました。 

 また多数のＯＢ・ＯＧも駆けつけ、先生に近況を報告したり、久しぶりに会う仲間と話

したり、学生からの質問にアドバイスを送っていました。 

 同時開催のオープンキャンパスでは、各学科の展示会場で、学生が自分の研究テーマや

成果を説明したほか、進路相談コーナーでは高校生が教育内容や学生生活、就職支援、入

試などの説明に聞き入っていました。来場者の皆様に技短の魅力を感じていただけたなら

幸いです。 

施設見学や進路相談などは随時受け付けております。希望される方は、総務学生課まで

お問い合わせください。 

 

    

飛び入り参加も出た早飲み競争     慣れた手つきでおいしい焼きそば 

                   を作ってくれました。  
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 精密機械技術科はチタンのプレー    学生が作成したロボットのデモンス 

トに、マシニングセンタでイニシ    トレーションに子供たちも興味津々               

ャルを加工 

 

 

 各学科の学生や先生が来場者に学 

科の特色を実際に装置を使いなが 

ら説明しました 

お問い合わせ先 

（所属）熊本県立技術短期大学校 総務学生課  

（担当）末永 

（TEL）０９６－２３２－９７００ 

（E-mail）kpct@kumamoto-pct.ac.jp 

▲目次へもどる 

 

                                        

♪♪編集後記♪♪ 

新年あけましておめでとうございます。本年も商工観光労働部メールマガジンをよろし

くお願いいたします。 

さて、皆さまは今年初めて何を購入されたでしょうか？私はと言いますと、福袋・・・

ではなく、ブックカバーを購入しました。しかしこのブックカバー、ただのブックカバー

ではないのです！！なんと本の大きさに合わせてサイズ（文庫本からＡ４版まで対応可能）

を変えられるのです！読書の秋は過ぎてしましましたが、これを機に、今年は様々な本に

挑戦していきたいものです。 

mailto:kpct@kumamoto-pct.ac.jp
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（了） 

 

《「くまもと夢づくりマガジン」にどしどしご提案ください！！ 》 

「○○○のような内容を追加して欲しい」「△△△の内容についてもっと知りたい」「□

□□のようにすると、もっとメルマガが良くなる」など、皆さまのご提案や記事に対す

る意見・感想がありましたら下記アドレスに、どしどしお寄せください。提案等は今後

のメールマガジンの作成に反映させていきたいと考えています。 

また、新規配信を希望される方も下記アドレスにメールアドレス、氏名、住所、電話

番号を記載のうえ、お申し込みください。お待ちしております。 

 

 

◆熊本県商工観光労働部メールマガジン「くまもと夢づくりマガジン」 

発行元  熊本県商工観光労働部 

住 所  〒862-8570 熊本市中央区水前寺 6丁目 18-1 

ＴＥＬ  096-333-2313 

E-MAIL shoukouseisaku@pref.kumamoto.lg.jp 

 

▲目次へもどる 

                                         

mailto:shoukouseisaku@pref.kumamoto.lg.jp

