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今号も、商工観光労働部に関する様々な話題をみなさんにお届けします！！ 
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■■■新任役職者紹介■■■ 

 
   

 

 

 

政策審議監兼商工政策課長  

中川 誠（なかがわ まこと） 

 

 

 

 

● これまでの勤務部署 

商工部門は､大阪事務所(H18～19＆H27)､観光課（H26）､観光経済交流局（H28）です｡ま

だまだ新参者ですが､大阪勤務で営業スイッチが入りました。 

他部門では､企画振興部門が長いです。特に交通関連は通算 14 年(交通政策課、都市圏振

興室、熊本市出向)。交通政策課では､陸･海･空３チームの隊長でした。海外エアライン･LCC

との交渉､天草エアライン･おれんじ鉄道の運営､新幹線開業･豊肥線電化､空港ライナー･IC

カード･地方バス･三県架橋等々とても良い経験(訓練)ができました。 

  

● 抱 負 

すっかり､夜行性になってしまいました。昼間は口下手ですが､夕方以降は饒舌になりま 

す。熊本の創造的復興に向け､ぐいぐいと営業します。 

知恵はありませんが､汗はかけます。何でもお気軽に御相談下さい。決して快刀乱麻の様

にはいきませんが､少しはお役に立てると思います(特に､営業やプロモーションの分野) 。 

 復興元年となるこの 1年。皆さんのお仕事が､より円滑に進む様に､そして何よりも皆さ 

んご自身やご家族にとって笑顔の多い年になる様に､精一杯頑張りますので､どうぞよろし 

くお願いいたします。 

 

● 趣 味 

・全然上達しないテニス(週末は､親父仲間と一緒に坪井川遊水公園で早朝練習中)｡ 

・映画鑑賞(SF･SPY ｱｸｼｮﾝ.etc)。夫婦 50 割引重宝してます。 

・寺社仏閣巡り(大阪時代は､ほぼ毎週京都に通ってました) 

・そして､カラオケ歌合戦(昔の同僚とカラオケの秘密結社つくってます) 

・因みに､中学･高校サッカー部。高校では部活の合間に空手道場へ､大学は空手道部。 
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商工労働局長  

寺野 愼吾（てらの しんご） 
 

 

 

 

 

 

● これまでの勤務部署 

前任は、同じフロアーの新産業振興局長で、私の足で７０歩の異動でした。銀座熊本館 

を含め、商工観光労働部業務が連続１０年目になります。見飽きた顔ですいません。また、

平成１４・１５年は労働雇用課に在席し、当部がトータル１２年目となり、県庁生活の中

で最も長くなっています。 

 

 

● 抱 負 

ミッションは創造的復興、そして、復興を熊本の発展に繋げることです。商工労働局で

は、グループ補助金、制度融資、雇用対策等を掌っており、まさに、熊本経済復興の肝と

なるところだと思います。現場の声を伺いながら、一つずつできることから、スピード感

を持って取り組んでいきたいと思います。 

 

 

● 趣 味 

サッカーにいそしんでます。オーバー４０（若手の４０歳代がいるので、後半から少し

参加）、オーバー５０のシニアリーグに参戦しています。怪我などしないよう大人のプレー

を念頭にピッチに立ってます。また、３年前、娘と共に熊本城マラソンに初エントリーし、

以来、続けて出場しています。自堕落な生活に少しアクセントがついているかもしれませ

ん。 

 子ども達は家を離れており、嫁さんと二人で時折、コンサートに出掛けます。「いきもの

がかり」が「放牧宣言」をして、しばらくライブが聞けないのが残念です。 
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新産業振興局長 

村井 浩一（むらい こういち） 

 

 

 

● これまでの勤務部署 

上益城地域振興局次長の後、エネルギー政策課長を２年経験してから環境政策課長に異

動したのですが、１年で商工観光労働部にとんぼ返りしたので驚きました。これまでは、

総務部、企画開発部、健康福祉部、環境生活部、林務水産部などで、色々な業務に従事し

てきました。 

 

● 抱 負 

 新産業振興局には、産業支援課、エネルギー政策課、企業立地課があり、与えられた職

責を果たし、県経済の復興のために尽くさなければならないポジションであることは重々

認識しています。ただし、仕事をするに当たっては、安易に喜んだり悲しんだりすること

なく、折に触れ“人感万事塞翁が馬”“禍福はあざなえる縄のごとし”と意識して、粛々と

進めていきたいと思います。 

 

 

● 趣 味 

 昨年末から保護犬を引き取って飼い始めました。まだ１歳にもなりませんが、朝夕の散

歩が日課になり、いつの間にか万歩計の数字が積み上がってくるのが楽しみになってきて

います。 

 ゴルフもやってはいますが、プレーの回数が徐々に減ってきており、それに応じてスコ

アが低下してきているのが課題です。 

 読書も、年齢とともに小さい文字を読むのがつらくなっていますが、活字中毒気味なの

で、ｉＰＡＤで文字を大きくして小説を読んだり、何とか工夫して楽しんでいます。 
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 観光経済交流局長         
    原山 明博（はらやま あきひろ） 

  

 

 

 

● これまでの勤務部署 

３月まで、商工振興金融課長を２年間務めていました。特に昨年度は、熊本地震からの

復旧に向け、グループ補助金、制度融資等による被災事業者支援に取り組みました。それ

以前は、熊本市農水商工局（派遣）、知事公室、総務部等に勤務してきました。 

観光経済交流局にある観光物産課や国際課の仕事は基本的に初めてですが、グランメッ

セ熊本については、基本設計やオープン当初の運営などに携わりました。 

 

● 抱 負 

まずは２０１９年の国際スポーツ大会イヤーを見据えて、本県観光の地震からの復旧・ 

復興を急ぐこと、そして、人口減少・少子高齢化の進行に対応すべく、裾野の広い観光 

関連産業を本県経済を支える産業として根付かせていくことが重要だと考えています。 

また、熊本地震の際に温かい支援をいただいた海外の国・地域とも更に絆を深め、こ 

れまで以上に様々な面で交流が進むよう、しっかり取り組んでいきたいと考えています。 

 

 

● 趣 味 

 趣味とまでは言えませんが、３年前から週末にテニススクールに通い始め、気持ちよく

汗をかいています。ただ、この４月からは週末にも結構行事が入ってくるので、行く機会

が減り、血中にアルコールと老廃物がたまっている感じがしています。また、音楽では、

Sting が好きで、６月の来日公演のチケットを確保したのですが、これまた様々な行事と

重なったため、友人に譲りました（涙）。 
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商工振興金融課長 
 浦田 隆治（うらた りゅうじ） 

 

 

 

● これまでの勤務部署 

 これまで主に、財政課（２回、計１２年間）や各部筆頭課（土木部、農林水産部、企画

振興部）等に勤務してきました。直前の職場は企画課で政策調整審議員を１年勤め、熊本

地震からの復旧・復興に係る政府要望、部内や庁内の政策調整を担当していました。 

 商工観光労働部は、２年前まで２年間、国際課に在籍し「アジア戦略」を担当していま

した。 

 

● 抱 負 

 商工振興金融課においては、従来からの業務である商工団体の支援、商業振興、制度融

資や高度化資金等の金融支援等に加え、今年度は何と言っても「グループ補助金」による

企業の復旧・復興支援が業務の中心になっています。 

 本課が所掌する「グループ補助金」や「制度融資」等を通して、県内企業の殆どを占め

る中小・小規模企業が、熊本地震からの復旧・復興を早期に成し遂げ、地震以前よりも元

気になり、地域経済の活性化と働く場の確保につながるよう、課員一丸となって頑張って

いきたいと思っています。 

 

● 趣 味 

 趣味らしい趣味は特にありませんが、有明海の沿岸で育った（熊本市南区海路口町出身）

ものですから、最近はあまりやっていませんが、たまに実家近くでの釣りを楽しんでいま

した。５０才を超えてからは、それまで全く無縁であった読書をするようになり、１週間

に１冊のペースで読破しています。 
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産業支援課長  
末藤 尚希（すえふじ なおき） 

 

 

 

● これまでの勤務部署 

 直近では、本年３月まで、観光経済交流局 国際課に在籍し、特にタイ、シンガポール

などの東南アジア市場向けを中心に、県内企業様の海外販路拡大の取り組みの支援に携わ

らせていただきました（以前は、経済産業省で、エネルギー・電力関係政策の企画立案を

中心に担当していました）。 

 

 

● 抱 負 

 被災された企業の皆様方におかれましては、復旧・復興に向けて、大変なご努力をなさ

ってこられた、あるいは、未だなお、その途上にあられるところと思います。 

産業支援課では、その取組みに寄り添いながら、更に、復旧・復興の先を見据えつつ、

その過程で明らかとなる課題に想像力を巡らせながら、成長投資の後押し（「地域未来投資

促進法」による設備投資税制の活用）や、ＩｏＴ等の本格活用による新ビジネスの創出・

生産性向上等のご支援を通じて、皆様と一緒に、足腰の強い熊本県の産業の再建に向けて

一丸となって取り組んでまいりたいと思います。 

 

 

● 趣 味 

 何事も下手の横好きで長続きはしませんが、アウトドアでは“にわか”ランナー（今年

は熊本城マラソンにも初出場してなんとか完走しました）、インドアでは米国ドラマをよく

観ています。特に後者は、楽しみながら英語力をアップできる上、はっきりとした物言い

でウィットに富んだ痛快なやりとりがとても清々しいです。 
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企業立地課長  

小牧 裕明（こまき ひろあき）  
  

 

 

 

 

● これまでの勤務部署 

地域振興課から異動してきました。昨年は阿蘇大橋の崩落で孤立した南阿蘇村立野地区

の寄り添い支援ＰＴリーダー長として、また東海大学農学部存続支援や日本財団との協定

締結による支援など熊本地震からの復旧に明け暮れた１年でした。そのような中、前作「う

つくしいひと」に引き続き、熊本県出身の行定勲監督、俳優の高良健吾さんなどによる「う

つくしいひとサバ？」の映画製作、さらには、来年度のプロ野球オールスターゲームの熊

本開催決定など、復興に向けた明るい話題の提供も行いました。 

 

● 抱 負 

想定外ではありましたが、あこがれの商工観光労働部に異動でき大変喜んでいます（笑）

約２か月たちましたが、ＢＰＯやＢＣＰ、さらにはＢｔｏＢやＴｉｅｒ１、ＩＯＴなど初

めて耳にする言葉に戸惑いながらも、前向きで優秀な職員に引っ張られながら、毎日、楽

しくやっています。１日も早く仕事に慣れ、創造的復興の最前線である当部の即戦力の一

員となるよう頑張ります(^^)/  

 

● 趣 味 

スポーツはするのも見るのも大好きです。特にゴルフは、以前、仕事以上に取り組んだ

こともありました。昨年はなかなかコースに出る機会に恵まれませんでしたが、今年は仕

事と両立して頑張りたいと思います。好きな人がいましたら声をかけてください。 

それから、週末は江津湖を走ってます。これまで熊本城マラソンを５回完走しました。 

 

 

 

 

 

▲目次へもどる 
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■■■新規採用職員紹介■■■ 

 

 商工観光労働部では、9 名の新規採用職員が配属されました。皆さんが緊張した面持ち

の中、部長・局長との懇談が行われ、「民間団体等、様々な方と交流し、現場の感覚を身に

着けるように」とアドバイスの言葉をいただきました。9名の中には、大学時代に 20か国

以上を巡った職員や自動車用プラグを専門に技術を身に着けた職員も！皆さん、様々な経

験をされていますね。これから商工観光労働部に新しい風を吹き込んでくれることに大い

に期待しています！！ 

 

▲目次へもどる 

                                         

■■■熊本地震関連コラム■■■ 

 
 

 

 

「グループ補助金を考える」  

商工観光労働部 部長 奥薗 惣幸 
 

 

 

 

 

最終的にグループ補助金を受ける企業の数は５０００社を超える見込みだ。他県からの

職員の応援も得て、作業が本格化している。建設業者が見つからず、申請が遅れている企
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業も多いが、今年度が実質的に正念場となる。 

作業に忙殺されている職員の皆さんには、今さら感があると思うが、そもそもの思いを

少し述べたいと思う。 

 

産業施策では「個人の財産を増やすようなことに、税金は使ってはいけない。」というの

が大原則である。社会経済を進化させるような産業振興策のような用途以外で補助金は成

立せず。一般的な個々企業への支援策は、融資制度止まりで、「いつかは返してください。」

というものだった。 

しかし今回、熊本地域の経済の中心で起こった地震の被害は極めて甚大で、融資だけで

壊れた店舗や工場を立て直しができる企業は少数にとどまったに違いない。仮にこの原則

に固執していたら、今頃は熊本の企業は軒並み廃業し、従業員は解雇され、収入を求めて、

人口流出が止まらなかったと推測する。 

幸いにも、グループ補助金をはじめとした手厚い支援がなされ、現在の景況感のＶ字回

復させた原動力となったことは間違いない。そして、地震で地域経済が崩壊することを防

ぐために導入されたグループ補助金の初期の目的は、一年を経過して成功したと考える。

ただ、これで終わりではない。復旧をしてやっと再生のスタートラインに立ったというこ

とだ。補助金を受ける企業にとっては、これからが本番を迎える。 

 

被災した我々熊本県民は、かわいそうで、施しを受けたものではない。地域経済を立て

直すという使命を付託されたものと考える。したがって、肩身の狭い思いをする必要は全

くない。ただ、恩を受けたことにはかわりない。恩を忘れるのは、人としては最低だ。熊

本を最低の人の住む街にはしたくない。 

まずは、眼下の事業を立ち直らせ、雇用を守ることだ。これが付託を受けた本来の目的

である。これを達成した恩恵は熊本ばかりではない。日本は地震国だ。不幸にも被災を受

けた地域にとっては、熊本の成功は大きな「道しるべ」になるに違いない。 

そのうえで、まっとうに税金を納めていこう。何十年かかってもいい。補助額を本来の

税金で返すことができた時、一緒にお祝いをしよう。いい国に生まれてよかったと。 

 

▲目次へもどる 

                                         

■■■トピックス■■■ 

★熊本初！ラグビー日本代表国際テストマッチ 

「日本代表 vs ルーマニア代表」開催！ 

～ラグビーで熊本を盛り上げましょう！～  

 

6月 10 日（土）ラグビー日本代表国際テストマッチ「日本代

表 vsルーマニア代表」が熊本市東区平山町の「えがお健康スタ

ジアム」で開催されます。 

 ルーマニア代表は、ラグビーワールドカップに過去 8回すべ

てに出場し、6勝をあげている東ヨーロッパ一の強豪国です。
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日本代表とは、これまでも僅差の好勝負を繰り返しており、今回も白熱した戦いが予想さ

れます。 

 また、先日 2019 年のラグビーワールドカップのプール組分け抽選会が行われ、日本はプ

ール A で、アイルランド、スコットランド、ヨーロッパ予選 1 位、ヨーロッパ・オセアニ

アプレーオフ勝者と対戦することが決定しました。ヨーロッパ予選 1位には、今回の対戦

相手であるルーマニアが入る可能性が非常に高いと言われており、日本代表にとって、6

月 10日はワールドカップの前哨戦とも言える大変重要な試合になります。是非、会場で「世

界レベル」の戦いを楽しんでいただき、日本代表に熱い応援をお願いします。 

 

 チケットは、現在好評発売中です。詳細は、日本ラグビーフットボール協会のホームペ

ージ（https://www.rugby-japan.jp/2017/03/03/lipod2017_ticket_info/）をご参照くだ

さい。 

 また、試合当日は、会場及び周辺の駐車場は使用できません。必ずアクセス方法を確認

のうえ来場してください。詳細は、熊本県ホームページ

（http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_19246.html）をご参照ください。 

 

○ 日    時：平成２９年６月１０日（土）１４時４０分キックオフ 

 ○ 場    所：えがお健康スタジアム(県民総合運動公園陸上競技場) 

 ○ チケット料金：指定席 6,000 円又は 4,000円、自由席 3,000 円 

（いずれも前売料金、小中学生は割引あり。） 

 

お問い合わせ先 

（局名）国際スポーツ大会推進局 

（課名）国際スポーツ大会推進課 

（担当）小川 

（TEL）096-333-2560 

（E-mail）ogawa-k-db@pref.kumamoto.lg.jp 

 

▲目次へもどる 

                                         

★熊本県立技術短期大学校のオープンキャパスを開催します！  

 

熊本県立技術短期大学校では、７月２９日（土）と３０日（日）に、オープンキャンパ

スを開催します。 

 本校は菊陽町のセミコンテクノパーク内にある、ものづくりを支える技術者を育てる２

年制の学校です。少人数制で、実際に企業で使用されている機材を使い実践的な教育を行

っています。開校以来ほぼ１００％の就職率を達成し、県内への就職率は７割を超えてい

ます。 

 オープンキャンパスでは、教員と学生による各学科の紹介や研究内容の展示を行うほか、

各学科で模擬授業を行います。 

https://www.rugby-japan.jp/2017/03/03/lipod2017_ticket_info/
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_19246.html
mailto:ogawa-k-db@pref.kumamoto.lg.jp
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 在校生に直接学校での勉強や学生生活について質問できる相談コーナーや各種相談窓口

も設置します。 

 当日はＪＲ豊肥本線の原水駅から本校までシャトルバスを運行します。詳しい内容は本

校ホームページをご覧ください。 

 ものづくりに興味のある高校生の皆さん、そして先生や保護者の方、お気軽にお越しく

ださい。 

記 

日 時：平成２９年７月２９日（土）、３０日（日） １３時～１７時 

場 所：熊本県立技術短期大学校（菊陽町セミコンテクノパーク内） 

    菊池郡菊陽町原水４４５５－１ 

内 容：全体説明、施設見学（学生や教員による各学科の説明）、模擬授業、個別相談窓口

など 

その他：・事前の申込みは不要です。 

    ・当日はＪＲ豊肥本線の原水駅から本校まで送迎を行います。１２時から１３時

の間にＪＲ原水駅に集合ください。   

 

 本校ホームページ：http://www.kumamoto-pct.ac.jp/ 

 

  

    学生による学科説明           教員による学科説明 

 

  

    学生による学科説明            教員による学科説明 

 

http://www.kumamoto-pct.ac.jp/
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    学生による相談コーナー          模擬授業の様子 

 

 

お問い合わせ先 

 県立技術短期大学校 総務学生課 

担当  金澤 

TEL  ０９６－２３２－９７００ 

 
▲目次へもどる 

                                         

■■■お知らせ・募集■■■ 

 

●グループ補助金受付センター移転のお知らせ  
 

熊本県グループ補助金受付センターは、平成２９年５月２９日（月曜日）から下記に移

転します。 

 

【５月２６日（金曜日）まで】 

 〒８６２-０９５４ 

 熊本市中央区神水１丁目２４－６ 

 建神ビル 

 

【５月２９日（月曜日）から】 

 〒８６２－０９５０ 

 熊本市中央区水前寺６丁目５－１９ 

 住宅供給公社ビル４階 （場所はこちらをご参照ください（外部サイトへリンク）） 

→http://www.kumajkk.or.jp/ 

 ※駐車場のご用意はございませんので、従来どおり県庁の駐車場をご利用ください。 

 

 

http://www.kumajkk.or.jp/
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【電話番号】 

 ○受付センター 

  096-237-6611（総合受付窓口） 

  096-237-6644（交付申請について） 

  096-237-6664（実績報告について） 

 ○企業復興支援室 

  096-213-7061（復興事業計画の認定について） 

  096-213-7062（交付申請の審査について） 

 

お問い合わせ先 

（局名）商工労働局（課名）商工振興金融課  

（担当）企業復興支援室 加藤、時田 

（TEL）096-213-7061 

（E-mail）group-hojokin@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 

                                         

●平成２９年度のブライト企業の募集について 

 

熊本県では、６月上旬頃から、平成２９年度のブライト企業の募集を開始します。 

 熊本県はブライト企業の認定とその取組みを広く紹介することにより、県内企業の労働

環境の向上を図り、若者の県内就職を促進していくこととしております。 

 ブライト企業に認定された企業からは、就職希望者の増加やＰＲに繋がった等の声もあ

がっており、ブライト企業は県内雇用の促進に寄与するものと考えております。 

 県内企業の皆様からの多数の応募をお待ちしております。 

 

【ブライト企業とは】 

 働く人がいきいきと輝き、安心して働き続けられる企業のことです（熊本県の造語）。 

 現在１０８社を決定済みです。 

 ＜基本的な要件＞ 

  ・従業員とその家族の満足度が高い 

  ・地域の雇用を大切にしている 

  ・地域社会・地域経済への貢献度が高い 

  ・安定した経営を行っている 

 

【ブライト企業のメリット】 

  ・求職者や学校からの認知度が向上します！ 

  ・熊本県が積極的に企業ＰＲを行います！ 

  ・認定企業限定の合同ＰＲイベント等に参加できます！ 

 

【募集について】 

mailto:group-hojokin@pref.kumamoto.lg.jp
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 募集は６月上旬頃、県が運営するワンストップジョブサイトの「熊本県ブライト企業推

進事業」のページ（https://furusato-shigotonet.jp/site_bright_companies） 

や、熊本県庁のホームページでご案内します。 

 

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、岩野 

（TEL）０９６－３３３－２３４０ 

（E-mail）roukosousei@pref.kumamotmo.lg.jp 

▲目次へもどる 

                                         

 ●九州・山口共同インターンシップの実施【参加者募集中！】 
 

 九州・山口８県と経済界が一体となって実施する九州・山口共同インターンシップの参

加者を募集しています。参加対象者は、東京圏の大学３年生等で、出身県は問いません。  

この事業は、九州・山口各県の企業での就業体験を通じて、東京圏の若者人材の九州・

山口への還流と地域への定着を促進することを目的として実施しており、昨年度は計７２

名の学生に参加いただきました。 

九州・山口各県で約５日間、仕事をしながら暮らしていただくことで、この地域で仕事

をする魅力はもちろん、生活のしやすさも実感していただけます。 

今年の夏は、自然、食文化の豊かな九州・山口で、じっくり将来のキャリアを考えてみ

ませんか。 

 

【対 象 者】 

東京圏の大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等の学生 

（平成 31年以降の卒業予定者） ２０名（九州・山口全体では１２０名程度） 

※出身県は問いません（九州・山口の大学の学生は除く。）。 

【実施期間】７月から９月（学生の夏季休暇中）の連続した５日間程度 

【実施場所】熊本県内の企業（団体） 

【参 加 料】無料 

【旅費助成】 

東京圏から本県（インターンシップ実施場所）への移動に必要な旅費の一部 

（交通費・宿泊費実費の合計金額の２分の１、一人３万円上限）を助成します。 

※詳細は、インターンシップ説明会においてご説明しますので、まずは、インター 

ンシップ説明会にお申し込みください（インターンシップ説明会に係る旅費は自己 

負担となります）。  

【申込方法】 

専用サイトからインターンシップ先行登録会・インターンシップ説明会へのお申し込み 

ください。 

【専用サイト】 

https://furusato-shigotonet.jp/site_bright_companies
mailto:roukosousei@pref.kumamotmo.lg.jp
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「九州・山口キラリ☆ハッケン」https://www.kyushu-yamaguchi.jp/ 

    ※ インターンシップ参加までの流れや受入企業情報など、詳しい内容を説明会

でご確認いただいた上で、インターンシップへのお申し込みの受付を行いま

す。  

 ※ インターンシップ参加希望の方は、まずインターンシップ先行登録会・イン

ターンシップ説明会への参加が必要です。説明会の開催日程等詳細は、専用

サイトをご覧ください。 

    ※ 業界や就業地の希望や経験したいことを伺った上で、企業とのマッチングを

行います。インターンシップ先の企業の指定はお受けできません。なお、応

募状況、希望職種等によっては、本県以外でのインターンシップを御紹介す

る場合があります。 

【過去の参加者レポート】 

平成 28 年度は九州・山口出身の方はもちろん、地域に興味のある東京圏の学生の皆さ 

んを対象に九州・山口各県の特選企業で、８月から９月までの間で合計７２名の方に参 

加いただきました。参加者のレポートは専用サイトの参加者レポートでご覧いただけま 

す。ぜひご一読ください。 

【主催等】 

主 催 九州・山口 UIJ ターン若者就職促進協議会 

（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、山口県） 

共 催 （一社）九州経済連合会、九州商工会議所連合会（予定）、九州経済同友会、 

九州経営者協会 

【お問い合わせ先】九州・山口ふるさと若者就職促進事業運営事務局 

         （TEL）03-3545-7330 

         （E-mail）kyushu-yamaguchi@gakujo.ne.jp 

 

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）今村、岩野 

（TEL）096-333-2340 

（E-mail）roukosousei@pref.kumamotmo.lg.jp 

 

▲目次へもどる 

https://www.kyushu-yamaguchi.jp/
mailto:roukosousei@pre.kumamotmo.lg.jp
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●【熊本地震の影響を受けた事業所の皆さまへ】 

雇用維持のためのアドバイザーを派遣します 
 

今回の地震を受け、「地域雇用開発奨励金」など国の雇用関係制度において、さまざまな

特例措置が行われています。  

熊本県では、従業員の雇用を維持するために、雇用関係制度の利用をお考えの県内事業 

所へアドバイザー（社会保険労務士）を派遣し、各種制度の申請などを支援しています。 

派遣に係る費用は無料です。派遣期間は平成２９年１０月末日までですが、申込状況に 

よっては早期に終了する場合があります。 

アドバイザー派遣をご希望の方は、熊本県社会保険労務士会までご連絡ください。 

 

熊本県社会保険労務士会 

TEL 096-324-1365 FAX 096-324-1208 

Mail kumamoto@sr-kumamoto.or.jp 

 

 

*地域雇用開発奨励金 

 本県において、事業所の設置・整備を行うとともに 

求職者を雇い入れた事業主に対して支給する奨励金です。 

【特例措置の内容】 

 対象となる設置・整備費用の範囲拡大（熊本地震からの復旧のために行った修理・ 

修繕に要した経費等を投資経費とみなすことが可能です）対象労働者の範囲拡大支給

額引き上げ など。 

 

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）松本、今村 

（TEL）０９６－３３３－２３４１ 

（E-mail）roukosousei@pref.kumamotmo.lg.jp 

 

▲目次へもどる 

                                         

●「Work in Kyushu」を開設中です！ 
 

九州各県と経済団体が連携し、九州での就業を希望する留学生と留学生の採用を検討して

いる九州の企業とを繋ぐマッチングサイト「Work in Kyushu」を開設しております。 

このサイトでは、求人・求職情報の検索はもちろん、留学生の自己 PRを動画で閲覧 

できるほか、オンライン面接などを行うことができ、効率的な採用活動が可能です。 

また、採用にあたって必要な在留資格の手続きなど採用活動に役立つ情報も掲載して 

mailto:roukosousei@pre.kumamotmo.lg.jp


- 18 - 

います。 

登録件数も留学生 69 人、企業 63 社（5 月 12日現在）と日に日に増加中です。 

 

【サイトの特徴】 

★九州で学ぶ留学生（大学・短大・高専）と九州の企業専用！ 

★九州の企業の会社・求人情報の閲覧や希望条件に合った検索が可能 

★動画撮影投稿機能搭載！みなさんの日本語能力や専攻分野、希望職種、特技など自己

PR動画を使って採用担当者に、積極的にアピール！ 

★サイト内で企業とメッセージ送受信、オンライン面接が可能 

★登録・利用は留学生、企業ともに無料 

★日本語・英語に対応 

 

【サイト URL】 

 ★留学生用 http://blog.kghrpc.org/candidate/ 

 ★企業用  http://blog.kghrpc.org/company/ 

 

【利用対象者】 

九州内の大学・短期大学・高等専門学校に在籍している留学生（大学・短大・高専 

卒業後、特定活動ビザにより就職活動を行う者を含む）または九州に本社・支店・ 

事業所を有する企業・団体 

  

【主催】 九州グローバル人材活用促進協議会  

（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、九州経済産

業局、（一社）九州経済連合会）  

 

 

サイトへのご登録・ご入力に関しご不明な点がありましたら下記までご連絡ください。 

 

サイト運営：福岡県留学生サポートセンター運営協議会事務局 

TEL 092-725-9201（問い合わせ対応時間 10:00～19:00） 

 

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）松本、岩野 

（TEL）０９６－３３３－２３４１ 

（E-mail）roukosousei@pref.kumamotmo.lg.jp 

 

▲目次へもどる 

                                         

http://blog.kghrpc.org/candidate/
http://blog.kghrpc.org/company/
mailto:roukosousei@pre.kumamotmo.lg.jp
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 ●平成２９年度くまもと雇用創出総合プロジェクト補助金の公募について

【受付中】 
  

熊本県では、県の産業政策と一体となって、安定的でかつ良質な雇用を図るため、平成

２６年度から「くまもと雇用創出総合プロジェクト」を実施しています。 

 この度、セミコンダクタ関連産業及び食料品関連産業を対象として、県内企業が行う高

付加価値化商品開発等に伴う雇用創出に対する平成２９年度補助事業の募集を行います。  

 

■募集期間：平成２９年５月１６日～平成２９年６月１６日 

 

■補助対象事業： 

 （１）雇用創造挑戦支援事業 

ア 高付加価値商品開発等支援事業 （産業支援課所管）  

  県内企業が取組む高付加価値商品開発における試作・実証事業に対する補助 

  ・補助率：2/3（補助限度額：5, 000千円） 

イ 海外展開支援事業 （国際課所管）  

  県内企業の海外展開に係る経費に対する補助 

  ・補助率：2/3（補助限度額：5, 000千円） 

（２）インダストリーフォレスト支援事業（産業支援課所管）  

    失業者を新たに雇用し、既存事業の高付加価値化や新事業展開に取り組むため、

当該新規雇用者に対してＯＪＴ活動を実施する企業に対する補助 

 ・補助率：10/10（補助限度額：6,500千円（雇用人数２～５人） 

                19,500千円（雇用人数６人以上）） 

 

 ※公募の詳細については県庁ホームページをご確認ください。 

   https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_10098.html 

     

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）井川、岩野 

（TEL）096-333-2340 

（E-mail）roukosousei@pref.kumamotmo.lg.jp 

 

▲目次へもどる 

                                         

●高等技術専門校は７年連続就職率１００％！ 
高等技術専門校は平成２２年度から昨年度まで、７年連続就職率１００％を達成してい

ます。なお、当校に対する昨年度の求人倍率は２．８倍でした。 

 当校では、自動車車体整備科、電気配管システム科、総合建築科そして、販売実務科に

おいて、それぞれの訓練生が技術を身につけるために日々訓練に励んでいます。 

mailto:roukosousei@pre.kumamotmo.lg.jp
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 平成２９年４月末現在、既に来年３月修了予定の訓練生の半数以上は就職が内定してい

ます。今年度も当校は８年連続就職率１００％を目指して頑張っています。 

 

 

 

お問い合わせ先 

（局名）高等技術専門校（課名）指導科 

（担当）井手 浩一郎 

（TEL）０９６－３７８－０１２１ 

（E-mail）ide-k-da@pref.kumamoto.lg.jp 

 
▲目次へもどる 

                                         

●熊本県立技術短期大学校第２１回入学式を行いました 

 投稿平成２９年４月６日（木）、熊本県立技術短期大学校第２１回入学式を８９名の新入

生を迎えて挙行しました。 

 里中忍校長から「ものづくりの世界が大きく変革する中、皆さんに求められるのは、専

門分野の基盤づくりと新しいことにチャレンジする意欲と勇気です。挑戦することにより

得られる『気付き』や『閃き』の体験を重ね、さらに『自信』と『実力』を磨いてくださ

い。」との式辞がありました。また、小野泰輔副知事から告辞があり、熊本県議会副議長溝

口幸治様からも祝辞をいただきました。 

 新入生の名前を 1年生担任が読み上げたのち、入学生総代の情報システム技術科 南部 

京祐君が「これからの学生生活の中で、挫折や難問に突き当たることもあると思いますが、
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常に前向きに勉学に励み、高度な知識と技術を併せ持つ実践技術者となるため、日々前進

していくことを誓います。」と宣誓を行いました。 

 

  
新入生の様子              里中校長の式辞  

  
入学生総代による宣誓          式典後の記念撮影の様子 

 

お問い合わせ先 

熊本県立技術短期大学校 総務学生課 

 担当 金澤 

TEL ０９６－２３２－９７００ 

 

▲目次へもどる 

                                        

 

《「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。 
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◆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

