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

新任役職者紹介 

 
■■■メルマガ１００号記念コラム■■■ 

「地域創生について」 

商工観光労働部 政策審議監兼商工政策課長 奥薗 惣幸 

 
■■■トピックス■■■ 

★「日立造船株式会社が有明工場に大型エンジン設備を増設！」（企業立地課） 

★「日本マイクロバイオファーマ株式会社 八代工場を増設！」（企業立地課） 

★「産業政策顧問６名、産業技術顧問１名が就任されました！」（産業支援課） 

★入学式を行いました。（技術短期大学校） 

★平成２７年度高等技術専門校入校式（高等技術専門校） 

★「FWAVE 株式会社が南関町に工場を増設！」（企業立地課） 

 

■■■お知らせ・募集■■■ 

●“プレミアム付旅行券発行事業”好評展開中です！（観光課） 

●「くまもと県民発電所」個人向け小口ファンド募集期間延長！（エネルギー政策課） 

●小規模事業者等の経済活動の持続的発展と創業・事業承継等の成長発展を支援します。 

～小規模事業者等経営力強化支援事業（成長発展）・（持続的発展）のご案内～ 

（商工振興金融課） 

  ●地域づくり夢チャレンジ推進事業（２次募集）について（地域振興課） 

●「くまもと商人（あきんど）リーダー塾」の受講生募集を開始します 

（商工振興金融課） 

●熊本県燃料電池自動車普及促進計画の策定について（エネルギー政策課） 

●2019 女子ハンドボール世界選手権大会「シンボルマーク」を募集中です！！ 

（観光課） 
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■■■新任役職者紹介■■■ 

 

★新任役職者紹介 
 

 

 

 

商工観光労働部長 

髙口 義幸（こうぐち よしゆき） 
 

 

 

 

●これまでの勤務部署 

3 月までは当部の政策審議監として、部の業務が円滑に進むよう部内外との調整や特命

事頄を担当していました。特に昨年は国の小規模企業基本法制定を踏まえた議員提案によ

る県中小企業振興基本条例改正、県民百貨店閉店対策が印象に残っています。県庁生活の

うち 3/4 を商工行政に携わってきましたが、今年 1 年良い成果が出せるよう企業の皆様

方に寄り添っていきたいと思っています。 

 

●抱 負 

国では地方創生に向けて様々な施策が展開されています。雇用の場の創出や産業人財の

育成はもちろん大切ですが、熊本県の新規学卒者の県外流出率は全国第 2 位の高水準にあ

ります。若者がそれぞれの思いの中で進路を決めていくのは大切なことですが、熊本にも

魅力的な企業がたくさんあることを知っていただく、あるいは企業自らもさらに魅力向上

に向けて取り組むことも大切だと思います。このようなことを通して一人でも多くの若者

が熊本に残る、または熊本に帰ってくることにつながると思います。このようなことは短

期間で実現できるものではありませんが、そのための仕組みづくりにしっかり取り組んで

いきたいと思っています。 

 

●趣 味 

ジョギングを始めてもうすぐ 20 年になります。メタボ対策で始めましたが、いつの間

にかはまってしまい、昨シーズンは、フルマラソン６回、10km 走 2 回、トレイルラン１

回、100km マラソン１回を完走しました。しかし、4 月以降、飲み会が急激に増加し、

練習する時間の確保に苦慮しています。果たして今年はどの程度レースに参加できること

やら……… 
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商工労働局長 

伊藤 英典（いとう ひでのり） 
 

 

 

 

●これまでの勤務部署 

 商工観光労働部に関しては、県立技術短期大学校の副校長として２年間、今年３月まで

商工振興金融課長として３年間、商業振興、商工団体支援、金融と経営の一体的支援の仕

組みづくりや制度融資などを担当しました。 

商工観光労働部としては通算６年目となります。商工観光労働部では勤務経験が長い職

員が多いので、まだまだ駆け出しの範囲かもしれませんが、尐しは商工観光労働部の雰囲

気に馴染んできたのではかと、最近は感じています。 

  

 

●抱 負 

 商工労働局は、商工振興金融課、労働雇用課、産業人材育成課があります。商工観光労

働部の中では、どちらかというと、中小企業や雇用に関するセーフティーネットを担う業

務が中心でしたが、今後は、一歩踏み込んで、中小企業・小規模企業の強みを引き出す業

務、優良な職場環境を創造する企業を支援する業務、県内の経済活動に必要な優秀な人材

育成などを積極的に展開していきたいと考えております。よろしくお願いします。 

 

 

●趣 味 

 趣味らしい趣味は特にありませんが、歩くことが好きで、４０代までは、年に３，４回

程度山歩きを楽しんでいました。最近は、もっぱら街歩きに専念しています。家の近くの

水前寺公園は年間パスを取得しましたので、街歩きのコースに入れています。休みの日に

は２～３時間程度歩くこともありますし、平日は、昼休みに歩くことにより、通勤と併せ

て毎日１万歩以上歩くことを目標にしています。 
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新産業振興局長 

渡辺 純一（わたなべ じゅんいち） 
 

 

 

 

 

●これまでの勤務部署 

ここ３年、毎年新任役職員紹介に名を連ねており、見飽きた顔で申し訳ありません。観

光経済交流局長から横滑りで新産業振興局長となりました。 

商工観光労働部は、県庁生活３５年のうち通算１９年（連続１４年）目となります。 

 

●抱 負 

 これまで経験してきた産学連携、企業誘致、観光振興などで培った企業や大学の皆様等

との貴重な人脈、知脈を活かし、４カ年戦略の最終年をしっかりと仕上げたいと考えてい

ます。 

   

●趣 味 

 ほぼ毎週、近場の温泉巟りを楽しんでいます。 

 玉名から通っており、通勤途上での読書が楽しみです。歴史、経済、小説とジャンルを

問わず読みます。おススメは、高田郁の「みをつくし料理帖」（全１０巻）です。私も妻も

はまり、ひと月余りで読んでしまいました。 
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観光経済交流局長 

               小原 雅晶（おはら まさあき） 
 

 

 

 

 

●これまでの勤務部署 

今年３月までは２年間企画課長として、本県の取組みの基本方針「新４か年戦略」、昨年

から始まった「地方創生、まち・ひと・しごとづくり」や「県南フードバレー構想」等の

推進に携わっていました。その前は観光課長として１年間、それ以前は、ねんりんピック

推進課長、広報課、労働雇用課、政策調整課等で勤務していました。またこれまでに国際

課を始め国際関係の業務も多く経験してきました。 

 

●抱 負 

地方創生に向けての本県の取り組みには、グローカル化＝「アジアを中心に海外にも通

用する産業や観光の振興、本県産品のブランド化の推進等」が大きな柱になると考えてい

ます。また、日本全体が２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて新たな

成長を目指す中、本県ではその一年前２０１９年にラグビーワールドカップ、女子ハンド

ボール世界選手権が開催されます。これらのビックイベントに向けての取り組みも本県の

飛躍に生かせるよう準備を進めていきたいと思います。 

 

●趣 味 

中学時代から始めたランニング歴は４０年以上。金峰山、小萩山周辺など緑に囲まれ鳥

の声を聴きながら走るのは気分転換に最高です。ランニングの怪我、故障防止のために始

めた県立体育館でのジムトレーニング（筋トレ、ストレッチ等）も２０年以上続けていま

す。 

また、４０歳の時に憧れていた大型自動二輪の免許を取得し、現在 CB1300 を操って

一人で日帰りのプチツーリングを楽しんでいます。ということで、休みの日はほとんど家

にいません。 
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商工振興金融課長 

原山 明卙（はらやま あきひろ） 
 

 

 

 

 

●これまでの勤務部署 

これまで主に、商工観光労働部、総務部、知事公室等に勤務してきました。直前の職場

は熊本市役所への派遣で、２年間農水商工局に在籍していました。 

 商工観光労働部は、今回が５年ぶり３回目となりますが、通算では 11 年間商工政策課

に在籍したことがあり、商工会・商工会議所への支援、グランメッセの建設・運営、部全

体の調整業務などを担当しました。 

 

 

●抱 負 

商工振興金融課においては、主に商工団体の支援、商業振興、制度融資や高度化資金等

の金融支援等を担当しますが、昨年の小規模企業振興基本法の制定やこれに伴う県中小企

業振興基本条例の改正、更には国・地方を挙げて取り組む「まち・ひと・しごと創生」な

ども踏まえ、仕事の幅も広がっています。 

県内企業のほとんどを占める中小・小規模企業が元気になり、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考えています。 

 

 

●趣 味 

昨年４月、ふと思い立って週１回のテニススクールに通い始めました。始めて数回目で

ふくらはぎを肉離れしてしまい、加齢と運動丌足を痛感しました。その後は、肉離れ予防

のサポーターをしながら、何とか１年間続けています。テニスは初心者で下手くそなので

すが、気持ちよく汗をかいてリフレッシュできますし、何よりもその後のビールが最高で

す。毎週末の楽しみになっています。 
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観光課長 

  満原 裕治（みつはら ゆうじ） 
 

 

 

 

 

 

●これまでの勤務部署 

 前任は福岡事務所です。福岡事務所は商工観光労働部の所属ですが、それを除くと商工

観光労働部は初めての勤務となります。これまで農政部、公害部、総務部、人事委員会な

どいろんな業務に従事してきました。 

 

●抱 負 

 観光課は初めて経験する課ですが、４月に赴任以来いろいろな人と出会い、毎日新鮮な

刺激を受けています。観光はすそ野の広い分野と言われます。最近では食、農業も観光資

源の一つにかぞえられます。何事にも好奇心をもって、ワクワクしながら仕事に当たりた

いと思います。 

 

●趣 味 

 これと言って趣味と言えるものは無いかと思いますが、食べる事は好きです。ですから、

食に関する本、雑誌はよく読んでいます。また、体調管理に最近気を付けています。いま

さらという感じですが、筋トレ、ジョギングをたまにですがやってます。おかげで、体重

のピークから８キロ減りましたし、血圧も正常値に戻りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▢目次へもどる 
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～熊本県商工観光労働部メールマガジン 100 号記念コラム～ 

 

 

「地域創生について」 

 

商工観光労働部 

政策審議監兼商工政策課長 

奥薗
おくぞの

 惣
ふさ

幸
ゆき

 

 

 

4 月から政策審議監兼商工政策課長となりました奥薗です。政策班長、政策調整審議員

は経験していますので、今の部屋に並んでいる窓際の席を制覇した格好になりました。こ

のポストは経済が平穏ならば小春日和ですが、景気がおかしくなると荒波をかぶる、運次

第という所があります。前の 2 回は、丌良債権処理で企業倒産が相次いだ時期、リーマン

ショックの時期と重なり、暴風雨のただ中にいた感じですが、今回はいかがなりますか。 

幸い、アベノミクスのお蔭で県内経済は「なぎ状況」で推移しています。アベノミクス効

果はつまるところ円安です。ざっくり言うと、輸出産業は競争力が急速に回復して、絶好

調になり、熊本県でも自動車や半導体分野の企業は軒並み好景気になりました。一方、内

需型の企業は原材料費が反対に上がり、利幅が薄くなりました。ただ、全体経済は好調で

設備投資は増えるなど現金は回っており、儲けは尐ないけど仕事量はあるので、何とか食

い繋いでいる状況でしょうか。 

ところで、「アベノミクスには 3 つの矢があり、三番目の矢が構造改革で、これが一番

のキモだ。」というような講釈をよく聞いていたのですが、最近は聞かなくなりました。代

わって出てきたのが、「地方創生」です。地域自治体から見れば、まさにど真ん中のストラ

イクで、おかげで三つ目の矢はどこかに飛んで行ってしまいました。 

 尐子化により日本の人口が減尐し、消滅する自治体も現れるというショッキングな報告

が引き金になっていることが今回の特徴です。 

また、「地域創生」の本来の意味は広く、課題解決には組織横断的な対応が必要ですが、

まず、地方にしごと（生活費を稼ぐ雇用）を創り、ひとが住める環境（子供を生んで育て

られる）を確保することで、まち（人口の集積）を維持するサイクルを作り出す。「ひと・

まち・しごと」という概念が全面に出てきたため、商工観光労働部の役割が突出してきた

感があります。 

「しごとの創生」へのアプローチは主に３つがあると考えます。まず、企業誘致ととも

に、地域を支える企業の活性化の支援。リーディング企業の育成、事業継承や第二創業な

どの支援が中心になります。次に、産業分野別に、研究開発やオープンイノベーションを

活性化する仕組みづくり。最後に、本県の地域資源が活かせる観光や農業などの分野で、

恒常的に生業が立つような新事業の構築。また、３つに共通する人材の戦略的育成・確保

が丌可欠です。 
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さらに、これまで進めてきた施策とは異なる手法が求められると思います。例えば、単

に事業費を獲得して、粛々と進めるのではなく、周辺に多くの協力者を得て、連携を得な

がら前に進めるような手法です。このための説明能力も効率性や合理性を語るだけでなく、

共感や連帯を求めるセンスが重視されると思います。ホンダの創業者である本田宗一郎氏

は「作って喜び、売って喜び、買って喜び」という、３つの喜びを社是としました。「地方

創生」を考えるにあたり、思い返したい言葉だと思います。 

▢目次へもどる 

                                        

 

 

■■■トピックス■■■ 
 

★「日立造船株式会社が有明工場に大型エンジン設備を増設！」 
平成２７年３月２７日（金）、日立造船株式会社の有明工場増設に伴う立地協定調印式が

熊本県庁にて行われました。 

今回は、海上貨物輸送を担う船舶の大型化、高速化に対応するため、出力６７，０００

ｋｗ(幅 20m、重量 2,000t)、14,000～20,000 個積コンテナ船クラスに搭載される大

型舶用ディーゼルエンジンの生産が可能となる生産設備を増設されることになりました。 

平成 28 年４月の操業開始を目指し、投資予定額４億５千万円、雇用は２８人を予定さ

れています。 

 

【日立造船株式会社】 

■本社所在地 大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号 

■代表者   代表取締役社長 谷所 敬 

■事業種目  環境装置、プラント、機械・プロセス機器、インフラ設備、 

防災システム、精密機械等の設計、製作等 

■資本金   ４５４億円 

■従業員数  ９,０３９人（連結） 

■操業    明治１４年４月 

【有明工場】 

■所在地   熊本県玉名郡長洲町大字有明１番地 

■着工時期  平成２７年６月 
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【写真】 

(右)  日立造船株式会社 執行役員 森  暢良 氏 

(左)  長洲町長          中逸 卙光 氏 

(中央) 熊本県前商工観光労働部長  真崎 伸一 

 

 

 

 

 

 

▢目次へもどる 

                                         

 

★「日本マイクロバイオファーマ株式会社 八代工場を増設！」 

平成２７年３月３０日（月）、日本マイクロバイオファーマ株式会社の工場増設に伴う立

地協定調印式が熊本県庁にて行われました。 

今回、東京都中央区に本社を置かれる日本マイクロバイオファーマ株式会社は、医薬品

などを製造されており、特に、独自の発酵技術・バイオテクノロジーを駆使して製造する

特徴的な医薬品は、制癌、抗生物質等の原薬として国内外の製薬メーカーに採用されてお

り、今後も事業の拡大が期待されています。 

今回、主力製品である医薬品等の需要拡大に対するため、八代工場の強化・増強を決定

されました。 

平成 30 年 4 月の操業開始を目指し、投資予定額は 29 億円、雇用は 10 人を予定され

ています。 

 

【日本マイクロバイオファーマ株式会社】 

■本社所在地   東京都中央区京橋１丁目 3 番１号 

■代表者     代表取締役社長 鈴木 正暢 

お問い合わせ先 

新産業振興局 企業立地課  

担当 金棒 

TEL 096-333-2328 

E-mail kigyouricchika@pref.kumamoto.lg.jp 
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■事業種目    医薬品原薬、製剤製造業 

■資本金     １０百万円 

■従業員数    ２６７人（平成 2６年８月１日現在） 

■設立      平成２３年７月 

【日本マイクロバイオファーマ株式会社 八代工場】 

■所在地     熊本県八代市三楽町 3 番 1 号 

■着工時期    平成２７年 6 月 

■操業開始時期  平成 30 年 4 月（予定） 

 

 

【写真】 

(左)  日本マイクロバイオファーマ株式会社 

代表取締役社長 鈴木 正暢 氏 

(右)   八代市長        中村 卙生 氏 

(中央)  熊本県知事       蒲島 郁夫 

 

 

 

 

 

▢目次へもどる 

                                         

 

★「産業政策顧問６名、産業技術顧問１名が就任されました！」 
 熊本県では、全国の地域間競争が激化する中で、本県の経済産業の活性化を図るため、

産業政策に関し高い見識を有し経験豊富な方に、産業政策顧問及び産業技術顧問として就

任頂き、本県の産業施策に対するご助言やご協力を頂いております。 

 この度、４月１日（水）付けで、産業政策顧問６名、産業技術顧問１名が就任されまし

た。 

お問い合わせ先 

新産業振興局 企業立地課 

担当 地下 

TEL 096-333-2329 

E-mail kigyouricchika@pref.kumamoto.lg.jp 
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※任期は平成２８年３月３１日までです。 

 

顧問紹介 

 

 

産業政策顧問 

加藤 肇 アイシン九州(株) 元代表取締役社長 

古賀 光雄 古賀マネージメント総研(株) 代表取締役 

トーマツ・ベンチャーサポート(株) 元代表取締役 

岩津 春生 国立大学法人 熊本大学 客員教授 

東京エレクトロン(株) 元シニアフェロー 

数佐 明男 (株)ホンダソルテック 元代表取締役社長 

坂井 滋 県産業技術センター 前所長 

日産自動車(株) 元シニアエンジニア 

谷口 功 国立大学法人 熊本大学 前学長 

産業技術顧問 柏木 正弘 県産業技術センター 元所長 

(株)東芝 元首席技監 

 

 

お問い合わせ先 

新産業振興局 産業支援課 

担当 道野（みちの） 

TEL 096-333-2318 

E-mail michino-r@pref.kumamoto.lg.jp 

▢目次へもどる 

                                         

 

★入学式を行いました。 

平成 27 年 4 月 6 日（月）、熊本県立技術短期大学校第 19 回入学式を 99 名の新入生

を迎えて挙行しました。  

 里中忍校長から「皆さんは無限の可能性を持った宝石の原石です。明確な目的意識を持

ち、謙虚な姿勢で勉学と技能習得に励んでください。県民をはじめ産業界、経済界の方々

も皆さんに大いなる期待を寄せています。」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、熊本県議会議員高木健次様から祝辞をいただきました。 

 

 新入生の名前一人一人を 1 年生の担任が読み上げたのち、入学生総代の電子システム技

術科 芹川将輝君が「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。 
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新入生の様子              里中校長による式辞 

   

小野副知事による告辞          髙木県議会議員による祝辞 

 

入学生総代による宣誓 

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 末永 

TEL 096-232-9700 

▢目次へもどる 
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★平成２７年度高等技術専門校入校式 
高等技術専門校は４月８日（水）に入校式を挙行しました。 

本年度は自動車車体整備科１５名、電気配管システム科１９名、総合建築科１3 名、販

売実務科１年コース１０名、販売実務科６か月コース１名、計５８名の入校生を迎えてス

タートとなりました。 

式典では益田校長が、「皆さんの可能性は無限であると思います。日頃の学習や訓練に精

一杯努力し、周りからの期待値を超えることを期待しております。」と式辞を述べました。 

また、入校生を代表して自動車車体整備科の島田一斉君が「専門校の校訓である「創意」

「誠実」「努力」を心に刻み、先輩方に続くよう校則を守り、それぞれの目標に向かって、

技能、技術の習得に精一杯努力することをここに誓います。」と誓いの言葉を述べました。 

 

 

                      

写真：入校の誓い（益田校長と入校生島田君）     写真：新入生（入校生５８名） 

 

 

 

お問い合わせ先 

高等技術専門校 指導班 

担当 村田 

TEL 096-378-0121 

E-mail murata-i@pref.kumamoto.lg.jp 

▢目次へもどる 

                                         

 

★「FWAVE 株式会社が南関町に工場を増設！」 

平成２７年５月１４日（木）、FWAVE（エフウェイブ）株式会社の熊本工場増設に伴う

立地協定調印式が熊本県庁にて行われました。 

同社はニュージーランドにあるジニアテックを親会社とする外資系企業で、太陽電池の

製造・販売を行っています。 

この度、ソーラー・サーマル屋根一体型ルーフの製造を開始するため、南関町にある工

場を増設されることになりました。 
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平成 2９年４月の操業開始を目指し、投資予定額２２億円、雇用は２１人を予定されて

います。 

 

【FWAVE 株式会社】 

■本社所在地 東京都千代田区平河町２－４－１３－７０３ 

■代表者   代表取締役 アンドリュー・ハインズ、眞野 重治 

■事業種目  太陽光電池及び屋根材の製造・販売 

■資本金   １００百万円 

■従業員数  ２１人 

■設立    平成２６年１月 

【熊本工場】 

■所在地   熊本県玉名郡南関町肥猪４００３－１ 

■着工時期  平成２８年４月 

 

 

【写真】 

(左)  FWAVE 株式会社 代表取締役 アンドリュー・ハインズ 氏 

(右)  南関町長           佐藤 安彦 氏 

(中央) 熊本県知事          蒲島 郁夫 

 

 

 

 

 

▢目次へもどる 

                                         

 

 

 

お問い合わせ先 

新産業振興局 企業立地課  

担当 宮原 

TEL 096-333-2330 

E-mail kigyouricchika@pref.kumamoto.lg.jp 



- 16 - 

■■■お知らせ・募集■■■ 

 

●“プレミアム付旅行券発行事業”好評展開中です！ 
熊本県と（公社）熊本県観光連盟では、国の緊急経済対策交付金を活用し、プレミアム

付旅行券発行事業を実施しています。 

その第一弾として、４月２０日（月）に販売を開始した着地型旅行商品販売サイト「Ｖ

ＩＳＩＴ熊本県」でのプレミアム付旅行券「くまもっと楽しむ券」は、５月７日（木）に

販売予定数量に達し、完売となりました。 

本サイトにおいては、イルカウォッチングや定期観光タクシーといった着地型旅行商品

の割引販売を６月１日（月）から開始します。 

また、ネット系旅行会社（楽天トラベル、じゃらん net、るるぶトラベル）において、

各旅行会社のサイトで販売される熊本旅行商品（宿泊、宿泊＋交通機関）の購入に使用で

きる割引クーポンを発行するほか、大手旅行会社（ＪＴＢ、日本旅行、近畿日本ツーリス

ト）による熊本旅行商品（宿泊＋交通機関）の割引販売等もスタートします。 

割引販売等の実施期間、対象商品等は各旅行会社で異なりますが、お得に熊本県内を旅

行できるこのチャンスを是非ご活用下さい！ 

 

＜着地型旅行商品販売サイト「ＶＩＳＩＴ熊本県」での展開＞ 

 ６月１日～  着地型旅行商品割引販売開始 

 ７月～    阿蘇地域世界農業遺産応援商品券・旅行券（仮称）販売開始 

 

＜ネット系旅行会社での展開＞ 

 楽天トラベル  ４月２７日～ 割引クーポン配布開始 

 じゃらん net  ６月１日～  割引クーポン配布開始 

 るるぶトラベル ７月１日～  割引クーポン配布開始 

 ※ 各旅行会社とも複数期に分けて実施。 

 

＜大手旅行会社での展開＞ 

 ＪＴＢ、日本旅行、近畿日本ツーリスト ７月以降旅行商品の割引販売を項次開始 

 

＜企画募集型旅行の展開＞ 

 県内外の企画募集型旅行商品販売旅行会社 ７月以降旅行商品の割引販売を項次開始 

 

 

お問い合わせ先 

観光経済交流局 観光課 

担当 山田 

TEL 096-333-2335 

E-mail yamada-t-dv@pref.kumamoto.lg.jp 

▢目次へもどる 
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●「くまもと県民発電所」個人向け小口ファンド募集期間延長！ 
熊本県では、熊本の豊かな自然エネルギーの恩恵を県民自らが受け取る「くまもと県民

発電所構想」を進めています。これは、県内事業者が行う発電事業について、事業費の一

部を県民から小口ファンドなどを活用して募り、資金を拠出した方に相応の利益を還元す

るとともに、発電所の地元にも収益の一部を還元しようというものです。県は、この仕組

みを取り入れた２件の発電事業を「くまもと県民発電所」として認証しています。 

 

その第一号である「エコアくまもと」屋根での太陽光発電事業について、事業者の熊本

いいくに県民発電所(株)が個人向け小口ファンドの募集を平成２７年７月３１日（金）ま

で行っています。 

 

今回初めてファンドの募集について知った方も、気になっていたけどまだ申し込んでい

ない方も、ぜひチェックしてみてください。配当とは別に、オリジナルくまモングッズな

ど、2000 円相当の県産品が 10 年間で 3 回もらえる特典付きです。 

 

出資内容はこちら↓ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

「くまもと県民発電所 幸せファンド」 

■一口２万円（別途手数料 1,140 円が必要） 

■一人当たりの上限口数：５０口 

■募集期間：平成 26 年 6 月 27 日から平成 27 年 7 月 31 日まで 

■出資期間：10 年間 

★配当：年１回、事業収益に応じて分配。 

★特典として、配当とは別に、１口あたり 2,000 円相当の県産品を 10 年間に３回発送。 

 

≪特典として送付される県産品の一例≫ 

  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

詳しくは、「ミュージックセキュリティーズ(株)」のホームページをご覧ください。 

→ http://www.securite.jp/ または、くまもと 幸せファンドで検索。 

http://www.securite.jp/
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&q=%E3%81%8F%E3%81%BE%E3%82%82%E3%81%A8%E3%80%80%E5%B9%B8%E3%81%9B%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89&gbv=2&oq=%E3%81%8F%E3%81%BE%E3%82%82%E3%81%A8%E3%80%80%E5%B9%B8%E3%81%9B%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89&gs_l=heirloom-hp.3...1253.6857.0.7629.27.21.2.3.0.3.379.2831.5j15j0j1.21.0....0...1ac.4j1.34.heirloom-hp..11.16.2214.xrm5-fx-47g
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お問い合わせ先 

新産業振興局 エネルギー政策課 

担当 平 

TEL 096-333-2320 

E-mail taira-m@pref.kumamoto.lg.jp 

▢目次へもどる 

                                         

 
●小規模事業者等の経済活動の持続的発展と創業・事業承継等の成長発展を支援します。 

～ 小規模事業者等経営力強化支援事業（成長発展）・（持続的発展）のご案内 ～ 

熊本県では、小規模企業振興に関する基本方針等を「熊本県中小企業振興基本条例」に

新設したことを踏まえ、県内企業の９割近くを占める小規模企業の「持続的発展」と創業・

事業承継及び経営革新による「成長発展」を支援し、地域の活性化や雇用の確保を図るた

め、小規模事業者等経営力強化支援事業（持続的発展）・（成長発展）により、個別企業や

商工団体等に対する支援を一体的に実施します。 

 

１．持続的発展 

 ①個別企業支援 

  ・販売力強化支援（セミナー、商談会、専門家派遣） 

  ・異業種交流ネットワーク 

 ②商工団体支援 

  ・経営発達支援計画策定支援サポーター設置 

  ・経営発達支援マーケティング強化ソフト導入 

 ③連携支援仕組みづくり支援 

  ・連携支援拠点づくり検討会 

  ・連携支援仕組みづくり支援 

２．成長発展 

 ①個別企業支援 

  ・経営力強化支援セミナー（創業・事業承継・女性創業） 

  ・創業者フォローアップセミナー 

  ・経営革新計画作成専門講座 

  ・経営革新計画承認企業のフォローアップ 

  ・ビジネスマッチング 

  ・専門家派遣 

 ②人材の育成 

  ・商工団体の経営指導員を対象とした専門研修（創業、事業承継、経営革新） 

  ・商工団体や金融機関の職員を対象とした一般研修 

 ③新たな支援システムの構築 

  ・事業承継支援システム構築（事業承継支援スーパーバイザー） 

  ・市町村創業支援事業計画策定支援 
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３．中小企業の資金繰り支援 

   各資金の融資条件、限度額、融資利率、保証料率等の詳細は、 

こちらをご覧ください。→ 中小企業向け融資制度の概要 

これらの事業を商工団体と連携して実施しています。経営支援や資金繰り支援の個別相

談については、お近くの商工会議所、商工会にお気軽にご相談ください。 

 

お問い合わせ先 

商工労働局 商工振興金融課 

担当 八岡（やつおか）、川口、崎田 

TEL 096-333-2314 

E-mail shoukoukinyuu@pref.kumamoto.lg.jp 

▢目次へもどる 

                                         

 

●地域づくり夢チャレンジ推進事業（２次募集）について 
熊本県では、「政令指定都市誕生後の県内各地域の将来像」を踏まえた地域の活性化を目

指し、市町村や地域住民の皆様の自主的な地域づくりを後押しするため、定住や雇用、交

流の拡大等に繋がる取組みを総合的に支援しています。 

 

今年度は、新たなメニューとして「企業等による地域づくり応援の取組み（※）」を追加

しました。 

  

地域住民や市町村が地域づくりをする中で生じた課題を、企業の力を借りて解決に導き、

その結果、地域の活性化につなげることを目的としています。 

 

現在、２次募集を行っておりますので、奮って申請いただきますようお願いします。 

 

記 

 

■募集時期：平成２７年６月１日（月）～６月１２日（金） 

（上記、募集期間以外でも随時募集中） 

 

■事業の詳細 

事業の詳細については、こちらをご覧ください。 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_10606.html 

 

 

 

 

 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_844.html
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_10606.html
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▢目次へもどる 

                                         

 

●「くまもと商人（あきんど）リーダー塾」の受講生募集を開始します 
商店街は、商業機能のみならず、地域コミュニティや文化、まちづくりの担い手とし

ての社会的機能を有し、地域の活性化に大きな役割を果たしており、最近は、「買い物

弱者対策」や「子育て支援」等への対応も期待されています。 

このような中、これらを今後も継続して行っていくために必要となるのは、何より活

性化策を企画・実践していく「人」ですが、現実は、商店街活性化を牽引している中心

的人材が高齢化し、活動の継続も危ぶまれる状況となっているところが多く、特に町村

の商店街においては、後継者育成が深刻な課題となっています。 

そこで熊本県では、商店街活動の充実・強化を図り、本県商業の活性化を推進するた

め、商店街で自立的・継続的に活動できる次世代のリーダーを育成することを目的に「く

まもと商人リーダー塾」を平成２３年度より実施しています。 

 定員は１５～２０名程度、受講料は無料で、７月から先進地視察等を含め９回程度の

講座を開講します。 

 募集期間は５月２９日（金）～６月３０日（火）です。今年度は、特に女性の受講生

を積極的に募集します。 

  平成２３年度から今までに合計４９名が「熊本まちなかリーダー」として認定され、 

修了生はそれぞれの商店街の活性化のために活躍されています。 

お問い合わせ先 

 企画振興部 地域振興課 

 担当 星子 

TEL  096-333-2135 

E-mail chiikishinkou@pref.kumamoto.lg.jp 

（※）企業等による地域づくり応援の取組み 

１．概要 

 地域における集落の小規模化や高齢化が進む中、地域づくりの取組み

を維持可能なものとするため、地域住民自らによるチャレンジだけでは

解決できない地域課題に対して、企業等が実施する地域活性化の応援の

ための取り組みを支援。 

２．事業実施者 

企業等 

３．補助種別・補助上限額及び補助率 

（１）補助の種別及び上限額 

ソフト事業 上限５，０００千円 

（２）補助率 

補助対象経費の１／２以内 
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 県ＨＰ 

→http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_11433.html 

 

お問い合わせ先 

 商工労働局 商工振興金融課 

 担当 西 

TEL 096-333-2316 

E-mail shoukoukinyuu@pref.kumamoto.lg.jp 

▢目次へもどる 

                                         

 

●熊本県燃料電池自動車普及促進計画の策定について 
熊本県では、燃料電池自動車（ＦＣＶ）及び水素ステーションの初期需要創出、関連産

業の育成・振興等を図るため、「熊本県燃料電池自動車普及促進計画」を策定しましたので、

お知らせします。 

 

[計画期間]平成２７（２０１５）年度から平成３２（２０２０）年度 

（状況に応じて見直し）                                                                     

 

[計画の内容] 

○ＦＣＶ及び水素ステーション普及における現状と課題 

○熊本県内におけるＦＣＶ普及予測・シミュレーション 

○熊本県内における水素ステーションの設置適地・設置シナリオ 

○ＦＣＶ及び水素ステーションの初期需要創出策 

○熊本県における新たな産業振興策 

 

※燃料電池自動車（ＦＣＶ）：燃料として搭載した水素と空気中の酸素を使って、燃料電池で発電を行

い、電気モーターで走行する車です。 

 

詳しくは、「熊本県エネルギー政策課」のホームページをご覧ください。 

→http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_10446.html 

 

お問い合わせ先 

新産業振興局 エネルギー政策課 

担当 霜出・大濱 

TEL 096-333-2320 

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

▢目次へもどる 

                                         

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_11433.html
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_10446.html
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●2019 女子ハンドボール世界選手権大会「シンボルマーク」を募集中で

す！！ 

２０１９年に本県で開催される女子ハンドボール世界選手権大会の PR や開催に向けた

機運醸成を図るため、大会で使用する「シンボルマーク」を下記のとおり募集中です。 

                     

記 

 

１ 応募期間：平成２７年５月２０日（水）～７月７日（火） 

       （郵送の場合は当日消印有効。持参の場合は１７時まで。） 

２ 募集内容：「女子ハンドボール世界選手権大会」をイメージさせるもので、日本や熊

本らしさを感じさせ、親しみやすく覚えやすいもの。 

３ 審査・発表：（１）作品の審査は、2019 女子ハンドボール世界選手権大会熊本推進協

議会において厳正に行い、最優秀作品をシンボルマークとして使用し

ます。 

（２）入賞作品は、今年度夏頃設立を予定している組織委員会での承認を経

て発表します。 

４ 表  彰：最優秀賞 １点   副賞：賞金３００，０００円                     

熊本県産品（旬の農産品等詰合せ）        

優秀賞  ２点程度 副賞：熊本県産品（旬の農産品等詰合せ） 

       ※高校生以下の方の作品が最優秀賞に選ばれた場合は、相当額の図書カードとします。 

 

※詳細は、以下の熊本県（観光課）ＨＰに掲載されている募集要頄を御覧ください。 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_11334.html 

 

 

お問い合わせ先 

観光経済交流局 観光課 

担当 永田 

TEL 096-333-2334 

E-mail nagata-d@pref.kumamoto.lg.jp 

 

▢目次へもどる 

                                        

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_11334.html?type=new&pg=1&nw_id=1
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♪♪編集後記♪♪ 
日頃から商工観光労働部メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。おか

げさまで１００号の節目を迎えることが出来ました。部内の情報を集めたささやかなメル

マガではありますが、これからもご愛読をよろしくお願いします。 

さて、話は変わりますが、県外の方から「熊本県の観光名所を 3 か所教えてください」

とやぶからぼうに聞かれたとき、皆様は何と答えますか？ 

このテの質問には必ずといって良いほど「熊本城」「阿蘇」が回答として出てきますね。

で、あとの 1 箇所は「菊池水源」だったり「通潤橋」だったり、強い人は「ローソン南阿

蘇白水店」と答えたりすることでしょう。一方、私はといいますと、やはり「熊本城」「阿

蘇山」は出てきますが…、あと一つがどうしても悩んでしまうのですね。そして気づかさ

れるのです、自分が全然熊本のことを知らないことに…。もっと県内を自分の足で見て回

って、穴場をたくさん見つけて、県外から来られた方にいろいろ紹介してあげられるよう

になっておかなければ…！と思った最近です。 

（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 

                                         


