熊本県商工観光労働部メールマガジン

第１０９号（201７年７月発行）
□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□

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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■■■トピックス■■■

★熊本県グループ補助金に係る「交付申請の集中受付」及び「相談会」等の
開催について
熊本県では、平成２8年熊本地震により被災された中小企業等の方々の事業再開等を強く
後押しするため、施設・設備の復旧・整備に対して、「中小企業等グループ施設等復旧整
備補助事業」を実施しています。
今般、事業計画の認定をされた事業者等からの補助金交付申請を受け付けるため、下記
のとおり集中受付を行います。
また、申請を検討されている事業者等の方々からの相談に対応するため、個別相談会等
を開催いたします。
※駐車場は県庁の駐車場をご利用ください
記
１ 交付申請書作成相談会
（１）日 時： 平成29年７月2４日（月）～７月3１日（月）
平日夜間及び土、日の希望がありましたら、個別に対応を検討致し
ますので、お電話ください。
（２）時 間： 9：00～17：00
（３）場 所： 住宅供給公社ビル４階受付センター
（４）その他： 電話による事前予約制
予 約 先
グループ補助金受付センター 096‐237‐6611
２ 集中受付
（１）日 時：
（２）時 間：
（３）場 所：
３ 個別相談会
（１）日 時：
（２）時 間：
（３）場 所：
（４）その他：

平成29年８月１日（火）～８月１０日（木）※土、日を除く
9：00～17：00
住宅供給公社ビル４階受付センター

平成29年８月１日（火）～８月１０日（木）※土、日を除く
9：00～17：00
熊本県庁 新館201会議室
電話による事前予約制
予 約 先
グループ補助金受付センター 096‐237‐6611

※ 熊本県住宅供給公社（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/
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
▲目次へもどる

上原

（TEL）096－213－7061
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★ 熊本地震復興支援 女子ハンドボール国際大会「JAPAN CUP 2017」
の開催について
ハンドボール女子日本代表「おりひめジャパン」の試合が熊本
で開催されます！ポーランド、アンゴラの代表チーム等を迎え、
県内 3 会場で熱い戦いを繰り広げます。
2019 年には、熊本で女子ハンドボール世界選手権大会が開催
されます。
この機会に、ハンドボールのスピードやパワー溢れるプレーを
体感し、世界選手権に向けての機運を盛り上げていきましょう！

【大会日程及び会場】
期 日

時

刻

対戦カード

会

場

8/3（木）

17:00
19:00

①日本リーグ選抜 vs ポーランド代表
②日本代表 vs アンゴラ代表

8/4（金）

17:00
19:00

①ポーランド代表 vs アンゴラ代表
②日本代表 vs 日本リーグ選抜

人吉スポーツパレス

8/6（日）

12:00
14:00

①アンゴラ代表 vs 日本リーグ選抜
②日本代表 vs ポーランド代表

山鹿市総合体育館

ウイングまつばせ

【チケット料金】
・一般・大学生 前売り 1,500 円（当日 2,000 円）
・中学・高校生 前売り 700 円（当日 1,000 円）
・3 日間通し券 一般・大学生 3,000 円、中学・高校生 1,500 円
※小学生以下は入場無料です。
※3 日間通し券は、前売りのみの販売です。
※チケット情報について、詳しくは、熊本県ホームページ
（http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_20078.html）をご確認ください。
お問い合わせ先

▲目次へもどる

（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
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■■■お知らせ・募集■■■
●「勤労者セミナー」及び「働きやすい職場づくりアドバイザー派遣制度」
のお知らせ
熊本県では、働く方々の「より働きやすい環境づくり」をめざして、事業者が実施す
る職場内の研修に専門家を講師として派遣する出前「勤労者セミナー」を実施しており
ます。派遣料は無料で、常時雇用する労働者の数が３００人以下の企業・団体等が利用
できます。
また、働きやすい職場環境づくりや従業員の仕事と生活の調和を図るワーク・ライフ・
バランスに取り組もうとする企業・団体等にアドバイザーを無料で派遣する「働きやす
い職場づくりアドバイザー派遣制度」を行っています。最高３回まで、こちらも常時雇
用する労働者の数が３００人以下の企業・団体等が利用できます。
いずれも平成３０年２月末まで申し込みを受け付けています。この機会にどうぞご活
用ください。
・出前「勤労者セミナー」チラシＵＲＬ
http://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id
=19373&sub_id=2&flid=104034
・「働きやすい職場づくりアドバイザー派遣制度」チラシＵＲＬ
http://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id
=19724&sub_id=1&flid=108753

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）濱田
（TEL）０９６－３３３－２３４２
（E-mail）roukosousei@pref.kumamoto.lg.jp

▲目次へもどる
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●高等技術専門校オープンキャンパス参加者募集！
熊本県立高等技術専門校では、高等学校や中学校を来春卒業予定の方などを対象とし
たオープンキャンパスを開催します。施設見学や体験実習などを予定しており、多数の
ご参加をお待ちしております。
1

期 日
第1回

平成 2９年８月４日（金曜日） 午前 10 時から 12 時まで
（受付は午前 9 時 30 分から）
第 2 回 平成 2９年 8 月１３日（日曜日） 午前 10 時から 12 時まで
（受付は午前 9 時 30 分から）（販売実務科は開催しません）

2

3

場 所
熊本市南区幸田 1 丁目 4 番 1 号

高等技術専門校

内 容
（1）各科の訓練内容などの説明
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
（2）体験実習及び見学（昨年の風景）

自動車車体整備科（3 年課程）

電気配管システム科(2 年課程)

総合建築科（2 年課程）
4

販売実務科（1 年課程）

対象者
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高校生以上（総合建築科、販売実務科は中学生も可）
※なお、先生、保護者、関係者の方なども参加できます。
5

申込締切日
第 1 回 7 月 2８日（金曜日）
第 2 回 8 月 ９日（水曜日）（販売実務科は開催しません）

6

申込方法
参加を希望される方は、申込用紙に必要事項（氏名、年齢、所属、連絡先、見学希望
科、体験実習の参加の有無、参加希望日）を記載のうえ、ファックスで送付いただく
か、電話又はメールにて参加申込みをお願いします。
ファックス：096-378-0122
電話：096-378-0121

※詳しくは、「熊本県立高等技術専門校」のホームページをご覧ください。
http://www.pref.kumamoto.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=1&cla
ss_id=1134
お問い合わせ先
高等技術専門校

指導班

（担当）オープンキャンパス係（橋本）
（TEL）０９６－３７８－０１２１
（E-mail）kakishita-t@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ンパスのお知らせ
熊本県立技術短期大学校では、７月２９日（土）と３０日（日）にオープンキャパスを
実施します。
内容は、全体説明、施設見学、学科展示・各種相談コーナーの他、各学科で模擬授業を
行います。
模擬授業の内容は、以下のとおりです。
精密機械技術科

「機械設計用３ＤCAD の体験」

機械システム技術科

「リレーシーケンス制御によるランプの点灯体験」

電子システム技術科

「ライントレーサーで競争しよう」

情報システム技術科

「スマホアプリをつくってみよう」

興味のある方はお気軽にご参加ください。
詳しくは本校ホームぺージをご覧ください。
※URL

http://www.kumamoto-pct.ac.jp/uploaded/attachment/309.pdf
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お問い合わせ先
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。
◆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

ＴＥＬ

096-333-2313

E-MAIL

shoukouseisaku@pref.kumamoto.lg.jp

熊本市中央区水前寺 6 丁目 18-1

▲目次へもどる
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