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●第６回熊本県チャレンジ企業セミナー(２月１日＠新丸ビル)を開催します！
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ージイベントを開催しました！
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ト ピ ッ ク ス

★２０１９女子ハンドボール世界選手権大会の準備が加速中！
◆

昨年７月から８月にかけて募集した大会キャッチフレーズが決定しました！
決定したキャッチフレーズは、今後様々な大会ＰＲに活用します。
○応募総数 ３，３９４件
○最優秀作品（決定した採用作品）

Hand in Hand

1 つのボールが世界を結ぶ

（英訳：Hand in Hand One Ball Unites the World）
○最優秀賞受賞者
熊本市 橋口 未迪（はしぐち みてき）氏 （女性）
○キャッチフレーズに込められた意味
「手と手を携えて」「協力して」という意味を持つ「Hand in Hand」に「1 つのボー
ルが世界を結ぶ」というフレーズを合わせることで、勝利への思いを込めた 1 つのボ
ールが手から手へと繋がり広がっていくように、世界中の選手や応援する人々の間に、
国境を越えた人の輪が作られていくことを願ったものである。
★その他詳細は、次のＵＲＬから県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_21817.html
◆

大会ホームページを開設しました！
開幕２年前となった昨年１１月３０日から大会ホームページの
運用を開始し、大会に関する情報や熊本の魅力を発信するページ
など、情報を随時更新しながら盛りだくさんの内容をお届けして
います。
ホームページでは、大会最新情報等が届くメールマガジン会員
を募集しています。
また、３月９日（金曜日）まで、メールマガジン登録者限定の
プレゼント企画も毎日実施しています。
まだ登録がお済みでない方は、是非お早めにご登録ください！
★大会ホームページのＵＲＬ
http://japanhandball2019.com/
お問い合わせ先
国際スポーツ大会推進局 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
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★ラグビーワールドカップ２０１９TM のチケット先行抽選販売開始！
ラグビーワールドカップ２０１９のチケット先行抽選販売がついに始まりました！
日本で初めて開催されるラグビーワールドカップであり、チケット売り切れ必至です。
購入のチャンスを逃さないようにしましょう！
◆先行抽選販売スケジュール
○セット券（チームパック・スタジアムパック）
ラグビーファミリー対象：２０１８年１月１９日（金）
～１月２６日（金）
一般対象：２０１８年１月２７日（土）
～２月１２日（月）
※オリジナルネックストラップ付き大会限定カー
※イラストはセット券熊本パック（プレミアムシート
ド型チケット（右記参照）がもらえます！
を除く）のイメージです。実際とは異なります。
○通常チケット
ラグビーファミリー対象：２０１８年２月１９日（月）～３月１２日（月）
開催都市住民対象：２０１８年３月１９日（月）～４月１２日（木）
ラグビーフレンズ対象：２０１８年４月１９日（木）～５月１２日（土）
サポーターズクラブ対象：２０１８年５月１９日（土）～６月２６日（火）
★ご自身がどの対象に当てはまるのか不明な方は、次のＵＲＬから「購入チャンス診断」
をお試しください。
https://info.tickets.rugbyworldcup.com/shindan/
◆チケットの購入方法
手順１ 次のＵＲＬから公式チケットサイトにアクセスし、チケットＩＤを登録
（既に登録済みの方は手順２から始める）
https://tickets.rugbyworldcup.com/
手順２ 公式チケットサイトにログインして、希望チケットを申込み
手順３ 当選メールが到着後、お支払い
★チケット情報（料金・種類等）について、詳しくは、以下のページをご参照ください。
https://tickets.rugbyworldcup.com/showNews.html?idNews=100
お問い合わせ先
国際スポーツ大会推進局 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
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お知らせ・募集

●大工さんになって家づくりをしたい人を募集！
熊本県立高等技術専門校の総合建築科では、現在、平成３０年４月からの入校生を募集
しています。
２年の訓練期間で即戦力となる技術や資格を取得することができ、修了生の就職率は７
年連続１００％です。
あなたの周りに、大工さんになって熊本地震からの復興の担い手として活躍してみたい
方はいませんか。
１
２
３
４

５
６

７

募集科 総合建築科
試験日 平成３０年２月１３日（火曜日）
場 所 熊本市南区幸田１丁目４番１号 高等技術専門校
応募資格
・平成３０年３月に中学校卒業見込の方または中学校卒業の方
・平成３０年３月に高等学校卒業見込の方または高等学校卒業の方
応募手続き期間
平成３０年１月１９日（金曜日）～平成３０年２月２日（金曜日）午後５時まで
応募方法
詳しくは、次のＵＲＬから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&class_id=1134
参考（実技の授業の様子）

（校内訓練での棟上げ作業風景）

（派遣実習先でのカンナ掛け風景）

お問い合わせ先
高等技術専門校 指導班
（担当）橋本、藤島、橋元、井手
（TEL）０９６－３７８－０１２１
（FAX）０９６－３７８－０１２２
（E-mail）kumamotokoukun28 @pref.kumamoto.lg.jp
▲目次へもどる
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●国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）助成事業
平成 30 年度「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」第１回公募のご案内
「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」は、我が国における省エネルギー型経済社会
の構築及び産業競争力の強化に寄与することを目的として、高い省エネルギー効果が見込
まれる技術開発に対して NEDO が助成する制度です。（*１）
■基本スキーム
高い省エネルギー効果が見込まれる技術開発を事業化までシームレスに助成（*２）
＜対象事業の要件＞
経済産業省とＮＥＤＯが定める「省エネルギー技術戦略２０１６」の重要技術を中心と
した省エネルギー技術であり、国内において高い省エネルギー効果（原油換算で年間１０
万 kL 以上の省エネ効果）が見込めること。
■テーマ設定型事業者連携スキーム
複数の事業者が連携・協力し、業界の共通課題等の解決に繋げる基盤技術開発や応用技
術開発に助成 （平成２９年度から新たに開始）（*３）
＜対象事業の要件＞
「基本スキーム」の要件に加え、開発成果の普及を促す取組を主導する組織・団体等及
び２社以上の企業を助成先に含めて、複数の事業者が連携して取り組むこと。
基本スキーム

テーマ設定型
事業者連携スキーム
(５年以内)

インキュベーション
研究開発フェーズ
(２年以内)

実用化開発フェーズ
(３年以内)

実証開発フェーズ
(３年以内)

概要

技術シーズを活用し、
開発・導入シナリオの
策定等を行う。
実用化開発・実証開発
の事前研究。

保有している技術・ノ
ウハウ等をベースとし
た応用技術開発。
開発終了後３年以内に
製品化を目指す。

実証データを取得する
など、事業化を阻害し
ている要因を克服し、
本開発終了後、速やか
に製品化を目指す。

複数の事業者が連携・協力し、業界の
共通課題等の解決に繋げる基盤技術
開発や応用技術開発。本開発終了後３
年以内に製品化を目指す。なお、対象
とすべきテーマはあらかじめ設定し
公募する。

事業費
上限額

２千万円/件･年（*４）
（助成率：２/３以内）

３億円/件･年（*４）
（助成率：２/３又は
１/２以内）

１０億円/件･年（*４）
（助成率：１/２又は
１/３以内）

５億円/件･年（*４）
（助成率：２/３以内）

（*１） 詳細は次の NEDO ウェブページを参照ください。http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100039.html
（*２） 年間事業費上限額は、費用対効果（省エネルギー効果量）に応じて設定することができます。
（*３） 公募対象となるテーマ（技術開発課題）は、情報提供依頼(RFI: Request for Information)に基づきＮＥＤＯ
が設定するもの及び資源エネルギー庁から政策的に必要があるとして設定するものとします。
（*４） NEDO 助成費+実施者負担分

公募時期（予定）：平成３０年２月上旬～平成３０年３月上旬
公募案内：２月上旬を目途に、説明会案内や公募要領等を次のＵＲＬの NEDO ウェブペー
ジに掲載します。http://www.nedo.go.jp/koubo/index.html
お問い合わせ先
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）省エネルギー部
｢戦略的省エネルギー技術革新プログラム」事務局
E-MAIL：shouene@nedo.go.jp
▲目次へもどる
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●第６回熊本県チャレンジ企業セミナー(２月１日＠新丸ビル)を開催します！
県では、熊本から全国にチャレンジする企業の資金調達・販路開拓・ビジネスパートナ
ー発掘等につなげるため、各企業の魅力を発信するセミナーを開催しています。
今回は、特色豊かな企業４社によるプレゼンと、交流会懇親会を行います。
（当日は、本県の焼酎や日本酒、その他県産品を準備しています）
参加は無料ですので、下記をご参考の上奮ってご応募ください！！
日時：平成３０年２月１日（木曜日）
１８時００分～２１時００分（受付は１７：４５開始）
場所：新丸ビルコンファレンススクエアＲｏｏｍ９０１
（東京都千代田区丸の内１－５－１）
内容：
１ 企業プレゼン（１８時１０分～２０時００分）
(1)「シュワシュワ弾ける新感覚「氷」で驚きと楽しさを！」
株式会社ＫＩＹＯＲＡきくち 代表取締役 大神 志保子
(2)「南阿蘇ブランドを世界に展開する為に」
株式会社クマモト敬和 代表取締役 宮野 敬之
(3)熊本の新鮮なお肉を使った「ママトコキッチン」
株式会社共同 専務取締役 山下 海南子
(4)水で温めるお灸「ＯＱＵＡ（オキュア）」
有限会社坂本石灰工業所 代表取締役 坂本 達宣
２ 交流懇親会（２０時１０分～２１時００分）
プレゼン商品（予定）や県産品（馬刺し・球磨焼酎・日本酒）の試食試飲も
できます！
参加費：無料
申込先：次のＵＲＬにアクセスいただき、参加登録をお願いします。
http://www.independents.jp/event/item000329
お問い合わせ先
新産業振興局 産業支援課
（担当）小宮
（TEL）０９６－３３３－２３１９
（E-mail）komiya-i@pref.kumamoto.lg.jp
▲目次へもどる
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●ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）勉強会を開催します！
県では、住宅における省エネの推進を図るため、
（一社）全国中小建築工事業団体連合会
と共催で、工務店やハウスビルダーの方々を対象とした、ＺＥＨに関する勉強会を開催し
ます。参加は無料です。多数のご参加をお待ちしております。
期日
場所
★

平成３０年２月１３日（火曜日）
ホテル熊本テルサ（熊本市中央区水前寺公園２８－５１）
詳しくは、次のＵＲＬからご確認ください。
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_21771.html

▲目次へもどる

お問い合わせ先
新産業振興局 エネルギー政策課
（担当）藤川
（TEL）０９６－３３３－２３２０
（E-mail）enseisaku@pref.kumamoto.lg.jp

●くまもとフィルムコミッション

サポーター・エキストラ募集

くまもとフィルムコミッション（事務局：観光物産課）では、県内での映画やテレビド
ラマ撮影のために必要なサポーターやエキストラを広く県民の皆様から募集するために、
協力いただける方の事前登録を行っています。
くまもとフィルムコミッションが制作者（映画、テレビドラマの制作会社）からサポー
ター、エキストラの募集依頼を受けた場合、ご登録いただいた方にいち早くメールでご連
絡いたします。
登録いただいた方は、その個別案件で関心のあるものだけ応募いただき、エキストラと
して活躍いただくものです。
映画やテレビドラマ等の撮影に関心をお持ちの方であれば、性別・経験は特に問いませ
んので、是非、ご登録ください。登録は、随時受け付けています！
【登録方法】
次のＵＲＬから、熊本ロケーションナビの登録フォームより登録してください。
https://kumamago.jp/fc/recruits/
お問い合わせ先
観光経済交流局 観光物産課
（担当）坂本
（TEL）０９６－３３３－２３３２
（E-mail）sakamoto-n-dh@pref.kumamoto.lg.jp
▲目次へもどる
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●２月２４日、２５日開催！学生・生徒・保護者のためのブライト企業魅力発見フェア
熊本県が認定するブライト企業(※)が出展する
「学生・生徒・保護者のためのブライト企業魅力発見フェア」
を開催します。
１００社（予定）のブライト企業から、直接話を聞けるチャ
ンスです。
県内就職を考える大学生や高校生はもちろんのこと、学生の
保護者の方も参加可能です。
多数のご参加をお待ちしています！
(※)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（県の造語）。

１

開催日時
平成３０年２月２４日（土）、２月２５日（日）
１２時３０分～１６時３０分（受付１２時００分～）※入退場自由

２

プログラム
第１部 ： １２時３０分～１３時３５分
●ブライト企業による自社ＰＲ（各社１分）
●オリエンテーション
第２部 ： １３時４０分～１６時３０分
●ブライト企業研究ガイダンス
＜同会場でミニセミナーも開催！＞
「先輩社員によるお仕事トーク」「面接対策講座」「就活向けスーツ講座」

３

開催場所
熊本日日新聞社本館２階ホール（熊本市中央区世保町１７２）
■アクセス ＪＲ：ＪＲ豊肥本線「平成駅」で下車、徒歩１０分
バス：熊本交通センターのりば「１」から川尻方面に向かい、
バス停「熊日前」で下車、徒歩３分
※車でのご来場も可能です（駐車場あり）。

４

参加申込等
次のＵＲＬから参加登録を行ってください。http://lets.kumanichi.com/bright/
なお、出展企業と各出展日については次の URL に掲載します。随時ご確認ください。
https://furusato-shigotonet.jp/site_bright_companies
お問い合わせ先
商工労働局 労働雇用創生課
（担当）中原
（TEL）０９６－３３３－２３４０
（E-mail）roukosousei@pref.kumamoto.lg.jp

▲目次へもどる
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●「ＷＯＲＫ ＦＯＲ ＫＵＭＡＭＯＴＯ」上映会とお笑い芸人ＡＭＥＭＩＹＡさんによるステ
ージイベントを開催しました！
去る１月１６日（火曜日）、県内企業の魅力や働きやすさをＰＲする「ＷＯＲＫ ＦＯＲ
ＫＵＭＡＭＯＴＯ」の上映会イベントを開催し、お笑い芸人ＡＭＥＭＩＹＡさんによる熊本
オリジナルソング「熊本で就活始めました」を披露しました。
高校生や大学生など約１２０人に参加いただき、県外就職を考えていた学生からは、
「県
内就職も考えてみようと思った」等、県内就職に前向きな声をいただきました。
上映した映像は、次のＵＲＬから YouTube でご覧いただけます。
http://www.youtube.com/playlist?list=PLyUkDTE8xOksWezmh48nYQUkQ6NIGa9w1

お問い合わせ先
商工政策課
（担当）岡島
（TEL）０９６－３３３-２３１３
（E-mail）shoukouseisaku@pref.kumamoto.lg.jp
▲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

熊本市中央区水前寺６丁目１８－１

shoukouseisaku@pref.kumamoto.lg.jp

▲目次へもどる
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