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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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■■■トピックス■■■ 

 

★グループ補助金のグループ認定に係る『第四次公募』の受付け及び『相談

会』の開催について 

 

グループ補助金のグループ認定に係る『第四次公募』について、次のとおり公募を受付け

ておりますのでお知らせします。 

 今回の公募をもって、平成２８年度補正予算で措置したグループ補助金に係るグループ

認定申請については、最終となります。 

＜ご注意ください＞  

補助金申請予定の事業者の方で、新たなグループ形成、又は既存のグループへの新規加入

をお考えの事業者におかれましては、今回の公募で申請することが必要です。 

 

【公募期間及び申請書の受付】 

１ 受付期間  平成２９年９月２９日(金曜日)まで 

        平日午前９時から午後５時まで 

        【お問い合わせ先】０９６－２３７－６６１１ 

２ 受付場所 〒８６２－０９５０ 

  （郵送先） 熊本市中央区水前寺６丁目５－１９ 

       熊本県住宅供給公社ビル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/ 

３ 提出方法 持参または郵送（９月２９日（金曜日）必着） 

 

【相談会】 

１ 相談期間 平成２９年９月２９日(金曜日)まで 

       ※水曜日・金曜日は午前９時から午後５時まで 

       ※月曜日・火曜日・木曜日は午前９時から午後７時まで 

      【予約電話番号】０９６－２３７－６６１１ 

２ 相談場所 〒８６２－０９５０ 

       熊本市中央区水前寺６丁目５－１９ 

       熊本県住宅供給公社ビル（４階にて受付） 

３ 相談内容 グループ補助金に係るグループ認定申請書や補助金交付申請書作成等に係

る相談全般 

４ 予約等  当日受付可能ですが、電話予約の方を優先します。 

http://www.kumajkk.or.jp/
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▲目次へもどる 

                                         

 

★ラグビーワールドカップ 2019TM日本大会公式サポーターズクラブ会員募集

について 

 

 ラグビーワールドカップ 2019の情報をいち早く

知ることができる公式サポーターズクラブの会員を

募集しています！！ 

 

 世界最高峰のスポーツの祭典である「ラグビーワ

ールドカップ」。２０１５年イングランドで行われた

前回大会では、２４０万人がスタジアムで、４０億

人がテレビを通じて観戦しました。 

 

 ２０１９年のラグビーワールドカップは、９月２

０日から１１月２日まで、熊本県民総合運動公園陸

上競技場を含む日本全国１２都市で開催されます。 

 

 公式サポーターズクラブは、大会に関するオリジナルコンテンツやグッズ、ボランティ

アなどの最新情報が届く無料のメールマガジンです。 

 こちら（http://www.rugbyworldcup.com/supporters）にアクセスし、必要事項を入力し

て登録してください。あと２年に迫った大会を盛り上げるため、皆様のご協力をよろしく

お願いします。 

 

 

 

 

 

▲目次へもどる 

 

 

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 

時田、桑原、田中、上原、小田切、市原 

（TEL）０９６－２１３－７０６１ 

（E-mail）hojokin1@kumamoto-g.jp 

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 

http://www.rugbyworldcup.com/supporters
mailto:hojokin1@kumamoto-g.jp
mailto:ogawa-k-db@pref.kumamoto.lg.jp
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■■■お知らせ・募集■■■ 

 

●熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点「開設１周年記念セミナー」を開

催します！ 

 

熊本県では、昨年４月、県内中小企業の販路拡大や新商品開発等の新たな取組みへの挑

戦に不可欠な「プロフェッショナル人材※」の採用をサポートする「熊本県プロフェッシ

ョナル人材戦略拠点（通称「プロベース」）を開設しました。開設以来、経営者の立場に寄

り添いながら、経営や人材に関する相談など、様々な課題について、丁寧な対話を通じて

アドバイスを行ってまいりました。 

この度、開設１周年を記念し、「働き方改革」と「経営者の右腕人材の必要性」の２つの

テーマに絞り、セミナーを開催します。「なぜ、今、働き方改革なのか？」、「右腕人材（プ

ロフェッショナル人材）獲得のねらいとは？」。ぜひ、セミナーに参加して、その答えを見

つけてください。皆様の参加、お待ちしています。 

記 

日 時：平成２９年１０月１１日(水) １５：００～１７：５０ 

会 場：ホテル メルパルク熊本 ３F コンベンションホール「中岳」 

    熊本市中央区水道町１４－１ (TEL：０９６－３５５－６３１１) 

内 容：【講演１】「働き方改革の考え方と具体的な進め方 ～IoT や AI 活用を交えた生産

性向上の実現～」 

    【講 師】中崎 勝 氏 

株式会社ロンド・アプリウェアサービス 代表取締役 

※くまもと産業支援財団主催「ひのくに道場」講師 

【講演２】「経営者の右腕人材の必要性」 

【講 師】木村 学 氏 

株式会社日本人材機構 事業企画室長 

参加費：無 料 (先着１００名様) ※早めにお申込みください。 

お申込：「お申込みフォーム」に必要事項を記入の上、ＦＡＸ又はメールでお申込みくださ

い。 

※お申込みフォームは、ホームページ（http://096prob.com）からダウンロードすること

ができます。 

 

主 催：熊本県／熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点 

共 催：一般社団法人熊本県工業連合会 ／ 後 援：公益財団法人くまもと産業支援財団 

 

 

 

http://096prob.com/
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※プロフェッショナル人材とは… 

新たな商品・サービスの開発、その販売の開拓や、個々のサービスの生産性向上などの

取組みを通じて、企業等の成長戦略を具現化していけるキャリアや能力を有している方で

す。例えば、「商社等において、海外での販路拡大」、「製造業において、技術開発や商品開

発」、「サービス業において、サービス開発や新規店舗展開」、「営業のキャリアを活かし、

新規顧客の開拓や販路拡大」、「工場長等として、生産管理の現場を統括」、「会社役員等と

して経営改革（人事、組織、財務、IT）」などの実績をお持ちの方が該当すると思われます

が、そのほかにも様々なキャリアが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

▲目次へもどる 

                                         

 

●出前「勤労者セミナー」および「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・団体等常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。この機会にどうぞ御活用

ください。 

・出前「勤労者セミナー」チラシは以下のＵＲＬからダウンロードください。 

  （ＵＲＬ）http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_19373.html  

 

・「働きやすい職場づくりアドバイザー派遣制度」チラシは以下のＵＲＬからダウンロー 

ドください。 

（ＵＲＬ）http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_19724.html 

 

お問い合わせ・申込み先 
熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点 
住 所：熊本市中央区下通 1-8-22 JTB熊本ビル 6F 

担 当：大坪・上田 
ＴＥＬ：０９６－３１９－５５６６ 
ＦＡＸ：０９６－３１９－５５６７ 
メール：ueda@096prob.com 

 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_19373.html
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_19724.html
mailto:ueda@096prob.com
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▲目次へもどる 

                                        

 

●省エネセミナー開催の御案内 

 

■■一般社団法人ヒューマンアンドエコロジー主催分■■ 

１ 日時 ①平成２９年１０月２日（月）１４：００～１６：００ 

     （受付開始 １３：３０～） 

     ②平成２９年１０月３日（火）１４：００～１６：００ 

     （受付開始 １３：３０～） 

２ 場所 ①ポリテクセンター熊本 本館２階 Ａ－２０１研修室 

      （熊本県合志市須屋２５０５－３） 

     ②やつしろハーモニーホール ３階 研修室 

      （熊本県八代市新町５番２０号） 

３ 講師 藤川 博文氏（一般社団法人ヒューマンアンドエコロジー理事） 

４ 申し込み方法 

  ヒューマンアンドエコロジーのホームページに掲載されている参加申込書により、お

申し込みください。 

  ＜締切＞ 

  ①９月２６日（火） 

  ②９月２７日（水） 

※詳しくはこちら 

  ①http://www.human-ecology.or.jp/info/171002_seminar/ 

  ②http://www.human-ecology.or.jp/info/171003_seminar/ 

 

■■熊本県中小企業団体中央会主催分■■ 

１ 日時 平成２９年１０月３日（火）１３：３０～ 

２ 場所 くまもと森都心プラザ６階ＡＢ会議室 

     （熊本県熊本市西区春日１－１４－１） 

３ 講師 中嶋 崇史氏（（株）リクロスエクスパンション代表取締役） 

４ 申し込み方法 

  熊本県中小企業団体中央会のホームページに掲載されている参加申込書により、お申

し込みください。 

※詳しくはこちら http://kumachu.or.jp/2951/ 

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 

http://www.human-ecology.or.jp/info/171002_seminar/
http://www.human-ecology.or.jp/info/171003_seminar/
http://kumachu.or.jp/2951/
mailto:roukosousei@pref.kumamoto.lg.jp
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▲目次へもどる 

                                        

 

●熊本県立技術短期大学校で学園祭・オープンキャンパスを開催します 

 

 熊本県立技術短期大学校では、１０月２９日（日曜日）午前１０時から「技短祭」（学園

祭）とオープンキャンパスを開催します。 

 学園祭ではステージイベントや模擬店のほか、各学科の体験コーナーで実習の一部を体

験していただけます。 

 また、同時開催のオープンキャンパスでは、学生が製作した装置や機器を操作したり、

本校の充実した設備をご覧いただきます。 

 当日はＪＲ原水駅から本校までシャトルバスを運行します。 

 後日、詳しいスケジュールや内容を本校ホームページに掲載しますのでご確認ください。 

※ホームページはこちら 

（ＵＲＬ）http://www.kumamoto-pct.ac.jp/ 

 

 昨年の様子 

                    

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

お問い合わせ先 
（所属）県立技術短期大学校 総務学生課 
（担当）金澤 美江 
（TEL）０９６－２３２－９７００ 
（E-mail）kanazawa-m-dh@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 

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）永野 
（TEL）０９６－３３３－２３２０ 
（E-mail）eneseisaku@pref.kumamoto.lg.jp 

  

学科展示 技短祭 模擬店 

http://www.kumamoto-pct.ac.jp/
mailto:kanazawa-m-dh@pref.kumamoto.lg.jp
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●「自動車の新しい技術が学べる体験講習会」を実施しました 

 

高等技術専門校の自動車車体整備科では、８月２５（金）・２８日（月）に「自動車

の新しい技術が学べる体験講習会」を実施しました。 

この講習会は、高校生を対象に最新車両（電気自動車及びハイブリッド車）の構造や

技術を知ってもらい自動車に興味を持ってもらうことを目的に実施したものです。 

県内の高等学校等から１１名の参加があり、日頃、指導を受けている訓練生が講師と

なって、新技術の構造及び電装品などについて説明を行いました。 

参加した高校生や保護者は、初めて見る自動車の下回りなど、訓練生の丁寧な説明に

興味深く聴いていました。 

その後、校内で燃料電池自動車（クラリティ）と電気自動車の体験試乗を実施しまし

た。クラリティは熊本県が自動車メーカーのホンダからリースしているもので、燃料に

水素を使用し酸素と化学反応をさせ電気を作り走るという自動車で、県内に１台しか走

っていない車です。 

体験試乗では、「普段、体験できない事ができたのが良かった」「熊本県に１台しか

ない車に乗れてとても良い体験ができた」「ガソリン車と比べ静かな走りですごいと思

った」など、驚きの感想ばかりでした。 

また、「進路の参考になった。自分も最先端の技術を勉強したい」などと自動車に興

味を持ってもらう良い機会となりました。 

 

写真は体験講習会の様子です。 

   

      （講習会開会）         （電気自動車の下回り説明）   （ハイブリッド車の下回り説明） 

 

   

（点火装置の説明）         （パワーウィンドウの説明）       （ワイパーの説明） 
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（クラリティ体験試乗）       （電気自動車体験試乗）        （ブレーキ体験試乗） 

 

 

お問い合わせ先 
（所属）高等技術専門校 指導課 
（担当）藤島 元廣 
（TEL）０９６－３７８－０１２１ 

（E-mail）fujishima-m-dh＠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 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:fujishima-m-dh＠pref.kumamoto.lg.jp
mailto:shoukouseisaku@pref.kumamoto.lg.jp

