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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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■■■トピックス■■■ 
 

★中国上海市において「孫文－宮崎滔天史料展」を開催しました 

熊本県、荒尾市及び上海市関係機関の共催により、上海孫中山故居記念館で「孫文と日

本友人宮崎滔天－学術交流活動および史料展－」が 1 月 23 日（木）に開幕しました。（開

催期間３月３１日（月）まで） 

 開幕式当日は、宮崎滔天の生誕日に相応しい晴天となり、主催者をはじめ日中両国の関

係者約 80 名が出席して、開幕の喜びを分かち合いました。 
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 史料展は、宮崎家の協力を徔て、孫文が宮崎兄弟に贈った書や革命志士たちに関する史

料を展示し、説明文には日本語を併記しています。会場内には、熊本県や荒尾市を紹介す

る大型パネルも設置し、来館者に孫文ゆかりの地“くまもと”の魅力を大いに伝えていま

す。 

 また、開幕式の後に行われたレセプションには、熊本県の営業部長「くまモン」もサプ

ライズで登場し、史料展の開幕に花を添えました。 
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お問い合わせ先 

観光経済交流局 国際課 

担当 麦田 

TEL ０９６－３３３－２１５８ 

E-mail mugita-k@pref.kumamoto.lg.jp 

開幕式テープカット 熊本県・荒尾市の紹介パネル 

史料展の目玉の一つ孫文書「推心置腹」 

ル設置 
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★「株式会社アクアピア、製氷工場を新設！」 
平成２６年１月３０日（木）、株式会社アクアピアの製氷工場新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、葦北郡芦北町の廃校となった小学校を活用し、主に九州地区向けのパッケージア

イス（袋入氷）を製造する工場を新設されます。 

平成２６年６月操業開始を目指し、投資予定額は５億円、雇用は１０人を予定されてい

ます。 

 

【株式会社アクアピア 熊本工場】 

■所在地     葦北郡芦北町大字白木１５２０番地（旧白木小学校） 

■本社所在地   大阪府柏原市大字青谷８０番地 

■代表者     代表取締役 田中 綜治  

■事業種目    パッケージアイスの製造販売 

■資本金     １，０００万円 

■従業員数    ２５人（平成２５年３月現在） 

■設立      １９３０年５月 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真】 

(中央)株式会社アクアピア 社長執行役員 湯上 健 氏 

(右) 芦北町副町長 藤崎 正司 氏 

(左) 熊本県商工観光労働部新産業振興局長 髙口 義幸 

 

 

 

 
 

 

▢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 内村 

TEL ０９６－３３３－２３２８ 

E-mail kigyouricchika@pref.kumamoto.lg.jp 
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★「教材車贈呈式」を開催しました 
 

「株式会社スズキ自販熊本」から、軽自動車「スズキ ワゴンＲ（最新型）１台」が贈

呈されました。 

平成２６年２月２８日（金）、高等技術専門校において、株式会社スズキ自販熊本からは、

代表取締役社長 椎葉正博様を始め、４人の社員の方々の出席をいただき、当校職員８人、

自動車車体整備科訓練生４４人の参加の下で教材車贈呈式を開催しました。 

 贈呈式では、椎葉正弘社長から「最新の技術が搭載されたスズキの車を知っていただき、

教材として活用して下さい」との挨拶をいただきました。寄付物品の贈呈では、椎葉社長

からゴールデンキーの受渡しが行われ、それに対して岡本校長から感謝状を贈呈しました。 

贈呈されました最新型軽自動車につきましては、「自動車車体整備科の訓練用教材車とし

て、今後より多様な自動車整備技術の習徔に役立てます」と訓練生代表からお礼の言葉を

述べました。 

 

 

【贈呈式の様子】 
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★「三太郎株式会社、農産物加工卸売施設を新設！」 
 平成２６年３月４日（火）、三太郎株式会社の農産物加工卸売施設の新設に伴う立地協

定調印式が合志市役所にて行われました。 

今回、神奈川県平塚市に本社を置かれる荒井商事株式会社が、合志市の栄工業団地内に、

新たに「三太郎株式会社」を設立され、同所にて農産物の加工及び卸売施設を新設されま

す。 

平成２６年４月操業開始を目指し、投資予定額は３億円、雇用は１０人を予定されてい

ます。 

 

【三太郎株式会社】 

■所在地     熊本県合志市栄 3610-53（栄工業団地内） 

■本社所在地   同上 

■代表者     代表取締役 荒井 亮三  

■事業種目    農産物の加工及び卸売、光合成ミネラル肥液卸売 

■資本金     １，４９０万円 

■従業員数    １０人（平成２６年４月操業時） 

■設立      2014 年２月 

お問い合わせ先 

高等技術専門校 指導課 

担当 垣下 

TEL ０９６－３７８－０１２１ 

E-mail kakishita-t@pref.kumamoto.lg.jp 
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【写真】 

(右) 三太郎株式会社 代表取締役 荒井 亮三 氏 

(左) 合志市長 荒木 義行 氏 

(中央)熊本県商工観光労働部新産業振興局長 髙口 義幸 
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★「株式会社ビジネスブレイン太田昭和が熊本市に事業所を新設！」 
株式会社ビジネスブレイン太田昭和の事業所新設に伴う立地協定調印式が、平成２６年

３月１２日（水）に熊本県庁にて行われました。 

株式会社ビジネスブレイン太田昭和は、1967 年８月設立、東京都港区に本社を置かれ、

経営コンサルティング及びシステム開発をメインに、給与・労務関係等のアウトソーシン

グサービスを行われています。 

この度、熊本市中央区水道町のオフィスビルに、アウトソーシングサービスに係る事業

所を新設されることとなりました。 

今年６月に操業を開始され、約５０名の新規雇用を予定されています。 

 

【株式会社ビジネスブレイン太田昭和】 

■所在地     熊本市中央区水道町７－１６ 富士水道町ビル９階 

■本社所在地   東京都港区西新橋１丁目２番９号 日比谷セントラルビル 21 階 

■代表者     代表取締役社長 石川 俊彦  

お問い合わせ先 

新産業振興局 企業立地課  

担当 橋元 

TEL ０９６－３３３－２３２８ 

E-mail kigyouricchika@pref.kumamoto.lg.jp 
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■事業内容    経営及びシステムコンサルティング、ビジネスシステム開発など 

■資本金     ２，２２３百万円 

■従業員数    ８９６人（平成２５年１２月現在） 

■設立      １９６７年８月 

 

【写真】 

(中央)株式会社ビジネスブレイン太田昭和 代表取締役社長 石川 俊彦 氏 

(左) 熊本市長 幸山 政史 氏 

(右) 熊本県商工観光労働部長 真崎 伸一 
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★「シモハナ物流株式会社、熊本物流センターを新設！」 
平成２６年３月１７日（月）、シモハナ物流株式会社熊本物流センターの新設に伴う立地

協定調印式が熊本県庁にて行われました。 

今回、広島県安芸郡に本社を置かれるシモハナ物流株式会社が、御船町の白岩産業団地

内に物流センターを新設されます。 

平成２７年４月操業開始を目指し、投資予定額は４億円、雇用は２５人を予定されてい

ます。 

 

【シモハナ物流株式会社】 

■所在地     熊本県上益城郡御船町大字辺田見字白岩１８８８番７ 

■本社所在地   広島県安芸郡坂町横浜中央一丁目６－３０ 

■代表者     代表取締役社長 下花 実 

お問い合わせ先 

新産業振興局 企業立地課  

担当 高松 

TEL ０９６－３３３－２３２８ 

E-mail kigyouricchika@pref.kumamoto.lg.jp 
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■事業種目    一般貨物自動車運送事業、倉庨業 

■資本金     ３,０００万円 

■従業員数    １，８４７人（平成 25 年４月末現在） 

■設立      昭和３０年２月 

 

  

【写真】 

(中央) シモハナ物流株式会社 代表取締役社長 下花 実 氏 

(右)   御船町長 山本 孝二 氏 

(左)   熊本県商工観光労働部新産業振興局長 髙口 義幸 
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★イオンモール幕張新都心で熊本フェアを開催します！ 
 平成２６年４月１８日(金)から２０日(日)まで、イオンモール幕張新都心(千葉市美浜区)

で熊本フェアを開催します。 

フェアでは、知事のトップセールスをはじめ、県産農産物・加工品等の販売や観光ＰＲ、

くまモンが登場するステージイベント展開や関連グッズの販売など、熊本の魅力を盛りだ

くさんで首都圏の皆様へお届けします。皆様のご来場をお待ちしています。 

 

 

お問い合わせ先 

新産業振興局 企業立地課  

担当 橋元 

TEL ０９６－３３３－２３２８ 

E-mail kigyouricchika@pref.kumamoto.lg.jp 
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★将来の『夢＝仕事』発見塾」を実施しました 
高校生が、将来やりたい仕事を早く見つけだし、夢を実現することができるように、専

修学校等の実践的な知識が豊富な講師、施設や設備を活用した職業体験学習を行う機会を

提供するもので、平成２５年度は県下の公立・私立高校の高校生が参加し、自動車整備士、

ゲームクリエイター、介護福祉士、看護師、理・美容師、パティシエ、ファッションデザ

イナーなど様々な職業（９講座）を、２６校から１５８の高校生が体験しました。 

参加した高校生からは、「自分の興味のある職種を体験できてよかった。自分のやりたい

事と出来る事は違うので、とても参考になりました。」「介護に対する意識が良い方向に変

わってきた。介護について視野を広げることができました」との意見が聞かれ、一緒に参

加した保護者からも「本格的な施設で、プロの先生に教えていただき貴重な体験になった

と思う、親子で参加したが、大変参考になった。」などの感想が寄せられました。 

また、生徒の受け入れに御協力いただいた専修学校等の方からは「専修学校・専門学校

が独自に行う体験入学と違い高校１・２年生の参加が多く、より多くの生徒さんに職業に

ついてだけでなく、資格、資格取徔、その職業につくための道のり等を知っていただくよ

い機会だと思います。ぜひ、年々質や内容を向上させながら続けていくことができればと

考えています。」「仕事の内容については、普段の生活の中では知る機会も尐ないと思いま

すし、わからないまま進路決定、職業選択をする生徒も尐なくないと思います。このよう

な機会を設けていただくことで、尐しでも職業について理解を深めていただき、将来、医

療の分野で活躍する人材が一人でも多く出てくれることを期待しております。」との意見を

頂きました。 

平成２６年度においても引続き実施する予定です。より多くの高校生に参加してもらい、

様々な職業を体験してもらいたいと思います。 

講座名 定員 実施日 実施校

1
メゾン・ド・キタガワの北川オーナーシェ
フとパティシエの仕事を体験しよう

３６名 7月29日 専修学校常盤学院

2
カー・メカニック体験
（小型エンジン分解・組立・始動）

２０名 7月30日 熊本工業専門学校

3 看護の魅力を体感しよう ２５名 8月1日 熊本看護専門学校

4
日本料理の調理実習を通じて調理師の
仕事を体験しよう

３６名 8月2日 専修学校常盤学院

5
リハビリのお仕事ってどんなことする
の？

２０名 8月19日 熊本駅前看護リハビリテーション学院

6 ゲームクリエーターのお仕事体験！ ２０名 8月23日 熊本電子ビジネス専門学校

7
カットもメイクもネイルもできる！
美意識が高まる楽しい一日

２５名 9月21日 九州美容専門学校

8
介護福祉士の仕事を知ろう
（生活支援を体験）

２５名 9月22日 専修学校熊本YMCA学院

9 ファッションデザイナーを体験しよう！ ２０名 11月9日 ヒロ・デザイン専門学校

■　平成２５年度　開講講座一覧

 

お問い合わせ先 

商工観光労働部 商工政策課  

担当 濱邉 

TEL ０９６－３３３－２３１２ 

E-mail shoukouseisaku@pref.kumamoto.lg.jp 
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【自動車整備を体験】 

 

      
【美容～メイク・ネイルコースを体験】 

 

      
【理学療法士・作業療法士を体験】 
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お問い合わせ先 

商工労働局 労働雇用課 

担当 野村 

TEL ０９６－３３３－２３３８ 

E-mail nomura-r@pref.kumamoto.lg.jp 
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★くまもと新ご当地グルメを選定しました 
熊本県と（公社）熊本県観光連盟、（有）ウルトラハウスでは、郷土料理やＢ級グルメ等、

新旧料理のブランド化を推進するため、地元のタウン誌『月刊タウン情報クマモト』の中

で新ご当地グルメ発掘プロジェクトを展開してきました。この度、県民（読者）と一緒に

なって発掘・磨き上げを行ってきた料理の中で特に反響が大きかったものを“新ご当地グ

ルメ”として選定しました。 

 

【今回選定した、“くまもと新ご当地グルメ”】 

 ①天草シーフードカレー ②天草醤油ちゃんぽん 

 ③人吉ラーメン  ④阿蘇バーガー 

 ⑤阿蘇ミルクソフト  ⑥くまもと馬肉進化系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記者発表の様子              

 

詳しくは、銀座熊本館や関西以西の道の駅などで配布している、新ご当地グルメを掲載

したパンフレット「くまもと新ご当地グルメ発掘図鑑」をご覧ください。 

また、県観光サイト「なごみ紀行」に、くまもと新ご当地グルメ発掘図鑑 WEBBOOK

版やグルメ特集ページを掲載しています。 

●WEBBOOK  http://kumanago.jp/benri/book/view.php?dir=2014_01_22_10_19_39 

●グルメ特集ページ http://kumanago.jp/special/product/category.html 
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お問い合わせ先 

観光経済交流局 観光課  

担当 鶴田 

TEL 096-333-2335 

E-mail tsuruta-hi@pref.kumamoto.lg.jp 

http://kumanago.jp/benri/book/view.php?dir=2014_01_22_10_19_39
http://kumanago.jp/special/product/category.html
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★くまもと中小企業サポートナビを運営しています！  
県では、県内の中小企業者の皆様の経営支援・新事業展開等に役立つ情報等を分かりや

すくまとめたインターネット上のポータルサイト「くまもと中小企業サポートナビ」を運

営しています。 

 本サイトは、様々な支援制度の概要について、どなたでもご利用しやすいよう、制度の

目的別・性質別で構成されており、インターネット環境があれば、いつでもどこでも検索

が可能です。 

 皆様の業務にお役立ていただくとともに、周囲で支援策等をお探しの方にも当サイトを

是非ご紹介ください。 

 

リンク「くまもと中小企業サポートナビ」 

→http://kmt-smenavi.jp/ 
 

お問い合わせ先 

商工観光労働部 商工政策課 

担当 西村 

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 熊本市中央区水前寺 6 丁目 18-1 

ＴＥＬ  096-333-2312 

E-MAIL shoukouseisaku@pref.kumamoto.lg.jp 

 

▢目次へもどる 

                                         

http://kmt-smenavi.jp/
mailto:shoukouseisaku@pref.kumamoto.lg.jp

