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   ト ピ ッ ク ス                         
 
★がんばる中小企業を応援しよう！～熊本県中小企業振興基本条例～ 

 

皆さんは、県内企業の９９．９％を中小企業が占めていることを御存じですか。 

中小企業は、その経済活動を通じ、地域の活性化や雇用の確保に大きく貢献し、本県の発

展と県民生活の向上に重要な役割を果たしています。 

県では、「熊本県中小企業振興基本条例」を制定し、県の中小企業支援策の方針等を定める

とともに、県民の皆様の役割として、中小企業の健全な発展への協力も併せて定めています。 

現在、県内中小企業は、熊本地震からの復旧・復興に全力で取り組んでいます。 

県内中小企業の製品やサービスを購入・利用するなど、皆様にもできる中小企業の応援を

お願いします。 

  

 

お問い合わせ先 

商工観光労働部 商工政策課 

（担当）緒方 

（TEL）０９６－３３３－２３１３ 

（E-mail）ogata-s-dv@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 

                                          

 

   お知らせ・募集                         
 
●国際化促進インターンシップ事業（経済産業省からジェトロ等への委託事業） 

参加企業の募集 

 

「外国人材を採用したいけど、いきなり正式採用はちょっと・・・」「海外展開を考えてい

るが、どうしたらいいか・・・」という企業の皆様に朗報です。 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ）では、㈱パソナとともに国内の中堅・中小企業における外

国人のインターンシップ受入を通して、海外展開等に取り組む企業を支援する「国際化促進

インターンシップ事業」に参加・登録する企業を募集中です。 
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インターンシップ生は、海外の４年制大学の在学生・卒業生を中心に、日本国内の留学生

も対象として登録されており、企業様側の希望とインターンシップ生の意向のマッチングま

で行います。受け入れ期間は最長 3 か月、外国人材を採用する事前体験ができます。日本語 

習得レベル N3 以上の方を希望することもできます。 

※Ｎ３＝日常的な話題について書かれた文章や日常的な会話をほぼ理解できるレベル 

 

ジェトロによれば、この事業を通じて外国人材の正規職員の採用に繋がった、インターン

生が海外向け WEB サイト構築をしてくれた等の事例もあるとのことです。 

外国人材活用を検討されている企業は、活用前のトライアルとして外国人インターンシッ

プ生を受け入れてみませんか。 

 

～ こんな企業におすすめ！！ ～ 

  

 

 

 

 

 

＜留意事項＞ 

 〇企業、インターン生ともに本事業の趣旨、条件に沿うかを申し込み時にジェトロから確認され 

ます。 

〇本プロジェクトは職場体験を行うものであり、就労ではありません。非正規社員、アルバイト

等の代替ではありませんのでご留意ください。 

  

■募集期間  

 ２０１８年５月１１日～６月１５日（予定） 

 

■事業の詳細や申込方法などは、次のＵＲＬをご覧ください。 

https://www.jetro.go.jp/services/intern/ 

 

お問い合わせ先 

〇日本貿易振興機構（ジェトロ） 

新興国進出支援課 グローバル人材班 

Tel：03-3582-8355 

E-mail：bdb-global@jetro.go.jp 

〇ジェトロ熊本（ 熊本商工会議所 3階） 

  Tel：096-354-4211 

▲目次へもどる 
                                          
 
 

・社内の国際化を進めたい（異文化の理解、心理的ハードルの低下など） 

・外国人の視点を活かした企画開発をしたい 

・外国人を対象としたビジネスを強化、ノウハウを習得したい 

・将来の社内の外国人材活用に備え、協働体験をもちたい 

・外国語表記のＨＰを作成したい 

 

 

https://www.jetro.go.jp/services/intern/
mailto:bdb-global@jetro.go.jp
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●職場内の研修に専門家を講師として無料で派遣します！ 

 

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。 

平成３１年２月２８日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。 

 

１ 受講対象者 県内の企業で働く方及び経営者等（自治体を除く。） 

２ 講師    社会保険労務士、民間有識者等 

３ 費用負担  講師派遣に要する謝金、旅費を県が負担します。 

４ 開催場所  原則として希望団体の施設内（会場の準備をお願いします。） 

５ セミナー内容 

(1)ワーク・ライフ・バランスに関すること 

(2)労働条件に関すること 

(3)労働福祉に関すること 

(4)仕事と家庭の両立支援に関すること  など 

 

詳細については、次のＵＲＬから熊本県庁ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_19373.html?pg=1 

 

お問い合わせ先 

商工労働局 労働雇用創生課 

（担当）佐藤 

（TEL）０９６－３３３－２３３８ 

（E-mail） satou-y-de@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 
                                          
 
●熊本における技能の祭典！！ 

平成３０年度熊本県障がい者技能競技大会「アビリンピック熊本大会２０１８」 

が今年も開催されます！！ 

 

平成３０年６月２日（土曜日）、３日（日曜日）に熊本県障がい者技能競技大会「アビリン

ピック熊本大会２０１８」を開催します！ 

この大会は、障がいのある方が日ごろ培った技能を活かし、互いに競い合うことで、その

職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の方々が障がい者雇用に対する理解と認識

を深め、雇用の促進を図ることを目的として毎年開催しているものです。 

 会場内では、「ワークフェア（物品販売）」などの各種イベントも開催！ 

入場は無料で、自由に見学ができます！ご家族やご友人とお越しいただき、選手の応援や

各種イベントをぜひお楽しみください。ご来場を心よりお待ちいたしております！  

 

https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_19373.html?pg=1
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１ 開催日時及び開催場所 

 

 

平成３０年６月２日（土曜日） 

午前８時３０分～午後４時１５分 

ポリテクセンター熊本 

 

 

平成３０年６月３日（日曜日） 

午前９時～午後３時４５分 

熊本県立技術短期大学校 

 

 

 

 ２ 競技種目 

DTP、機械 CAD、ワードプロセッサ（A・B）、表計算、パソコンデータ入力、ビルクリーニング、

喫茶サービス(A・B)、製品パッキング、縫製、木工(A・B)、オフィスアシスタント  計１４種目 

３ 共催 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構熊本支部 

４ その他 

・各会場、駐車場があります（無料） 

・沖縄県で開催される全国大会(11月 2～5日の 4日間)への出場につながる大会です。 

・詳しくは、次のＵＲＬから大会ホームページをご覧ください！ 

   http://k-ws.heteml.jp/abilympics/index.html 

 

 

お問い合わせ先 

商工労働局 労働雇用創生課 

（担当）土井  

（TEL）０９６－３３３－２３４４ 

（E-mail） doi-k@pref.kumamoto.lg..jp 

▲目次へもどる 
                                          
 

http://k-ws.heteml.jp/abilympics/index.html
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●日本生命女子卓球部による直接指導！ニッセイ卓球教室開催！！ 

 

熊本県と日本生命保険相互会社は、熊本地震からの創造

的復興と地域活性化を推進するため、幅広い分野で相互に

連携・協力する包括連携協定を結びました。 

この度、協定項目のひとつである「子ども・青尐年の育

成に関すること」の取組みとして、小・中学生を対象とし

た「ニッセイ卓球教室」が、熊本県内で開催されます。 

 

 

実業団卓球の強豪チームである日本生命女子卓球部から、直接指導が受けられる貴重な 

機会です。是非、ご参加ください！ 
 
 (1) 日時 平成３０年６月２３日（土曜日）１０時から１３時 

 (2) 会場 嘉島町民体育館 

所在地：嘉島町上島 926番地 、電話：096-237-2005 

(3) 参加費 無料 

(4) 申込方法 

申込用紙に必要事項を記入し、ＦＡＸでお申し込みください。 

詳しくは、次のＵＲＬから熊本県ホームページに掲載するチラシをご覧ください。  

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_23788.html 
 

お問い合わせ先 

日本生命保険相互会社 熊本支社 

（担当）善徳 

（TEL）０９６－３２２－８３４５ 

（FAX）０９６－３５９－１０３４ 

▲目次へもどる 
 
                                          
 
●２０１８年「テレワーク・デイズ」のお知らせ 

 

働き方改革推進の一環として、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、内閣官房、

内閣府の主催により実施される２０１８年「テレワーク・デイズ」の参加登録の受付が開始

されています。 

本年は、７月２３日（月曜日）～２７日（金曜日）の間において、各企業・団体の状況に

応じて、７月２４日（火曜日）＋その他の日の計２日間以上を「テレワーク・デイズ」とし

て実施します。 

また、６月２６日（火曜日）には「『働く、を変える日』テレワーク・デイズ プレイベン

ト」が開催されますので、お知らせします。 

 

１ ２０１８年「テレワーク・デイズ」 

次のＵＲＬのサイトで参加登録の受付が開始されました！ 

(1) ＵＲＬ  https://teleworkdays.jp/ 

(2) 受付期間 平成３０年７月２０日（金曜日）まで 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_23788.html
https://teleworkdays.jp/
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２ テレワーク・デイズに向けたプレイベントの開催 

  ２０１８年「テレワーク・デイズ」に向けた機運醸成を目的とし、プレイベントが開

催されます。 

 (1) 日時 平成３０年６月２６日（火曜日）１５時から１６時３０分 

 (2) 会場 有楽町朝日ホール 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 2-5-1 有楽町マリオン 11F 

(3) その他 

詳しくは、次のＵＲＬから総務省ホームページをご覧ください。  

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000202.html 

 

お問い合わせ先 

商工労働局 労働雇用創生課 

（担当）平本 

（TEL）０９６－３３３－２３３８ 

（E-mail）hiramoto-k@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２８日（土曜日）と２９日（日曜日）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。尐人数制で、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。 

 学校での勉強や学生生活について在校生に直接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。 

 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。 

 

１ 日時：平成３０年７月２８日（土曜日）、２９日（日曜日） １３時～１７時 

２ 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 

３ 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 

 

 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000202.html
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４ その他： 

・事前申込みは不要です。 

  ・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。   

・詳しい内容は次のＵＲＬから熊本県立技術短期大学校ホームページをご覧ください。 

   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 

 

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 

 熊本県立技術短期大学校 総務学生課 

（担当）宍戸（ししど） 

（TEL）０９６－２３２－９７００ 

http://www.kumamoto-pct.ac.jp/
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▲目次へもどる 
                                          

 

●新カリキュラムでの第１期生が入学しました（熊本県立技術短期大学校） 

平成３０年４月５日（木曜日）、熊本県立技術短期大学校第２２回入学式を９０名の新入生

を迎えて挙行しました。 

 

本校では開校２０周年を機に、昨年度に入学後に専

門分野を選択できる群入試（Ⅰ群・Ⅱ群）を実施し、

強みを発揮できる専門分野の絞り込み、系統的な教育

を実施するためのカリキュラムの見直しを行ってき

ました。本年度の新入生は新しい入試制度で入学し、

新しいカリキュラムで学ぶ最初の学生になります。 

  

里中忍校長から「本校は、『県立技術短期大学校は変

わります』を合言葉に、生まれ変わることを宣言しま

した。愛称も技短から県技大、あるいは技大と呼ぶこ

とにしました。皆さんはその技大の主役としての明確

な目的意識を持ち、一日一日を大切にしながら行動

し、二年後には実践技術者として周りの期待に十分応

えうる人材として成長することを期待しています。」

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、熊本県議会議長坂田孝志様から祝辞をいた

だきました 

 

里中校長の式辞 

 

小野副知事の告辞 

 

入学生総代による宣誓 

 

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Ⅱ群 松下光君が「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、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 

 

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）宍戸（ししど） 

（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 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

