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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■■■ 

 

★平成２６年度金融・経営支援機関連携支援事業 

第１回実務担当者研修・意見交換会を実施しました 
熊本県では、県内中小企業の経営力を強化するため、金融と経営支援とを継続的かつ一

体的に行うことを目的として、平成２４年度から金融機関と経営支援機関が連携すること

を支援する事業を行っています。 

本年度は、特に創業や事業承継といった成長支援を充実させるため、国の補助金制度や

県の制度融資等をテーマに、金融機関や経営支援機関の中核となる職員を対象に、３回に

わたって実務担当者研修・意見交換会を実施し、さらなる経営支援能力の向上を目指しま

す。去る７月１１日（金）に、金融機関及び経営支援機関２７名の参加による第１回目を

開催し、中小企業向けの各種補助金をテーマに講義が行われるとともに、グループ討議に

より活発に意見が交わされました。 

今後、実務担当者研修・意見交換会では、チャレンジサポート融資、経営支援プログラ

ムなど中小企業者等の経営・成長支援に資するテーマを取り上げていきます。また、意見

交換における議論を踏まえて、関係機関が連携したより効果的な中小企業支援の方策を検

討する、連携支援検討会を１０月に開催する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１回 実務担当者研修・意見交換会の様子】 

 

お問い合わせ先 

商工労働局 商工振興金融課 

担当 橋本、八岡 

TEL ０９６－３３３―２３１４ 

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

▢目次へもどる 
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★平成 26 年度 第 4 期 「くまもと商人（あきんど）リーダー塾」を開講 

しました 
熊本県では、商店街活動の充実・強化を図り、地域商業の活性化を推進するため、商店

街で自律的・継続的に活動できるリーダーを育成する、「くまもと商人リーダー塾」を平成

２３年度から実施しています。 

今年度も県内の商店街関係者や商工業者など多数の方の応募があり、１４名を塾生とし

て、７月２３日（水）に開講式及び第１回講座を開催しました。 

第１回講座では、今年度の塾のコーディネーターである有限会社日智（にっち）（北九州

市）の佐藤 皓祠（ひろし）先生を講師に迎え、「いま商店街に求められていること、取り

組むべきこと」及び「商店街リーダーや地域リーダーに求められるもの」をテーマに講義

いただきました。 

 塾では１２月までに座学形式の７回の講座と、商店街活性化・地域づくりに取り組んで

いる商店街の視察を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１回講座の様子】 

 

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 
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★「株式会社フリジポート 熊本工場を増設！」 
平成２６年７月２５日（金）、株式会社フリジポートの熊本工場増設に伴う立地協定調印

式が菊池市にて行われました。 

今回、東京都港区に本社を置かれる株式会社フリジポートが、菊池市の森北工業団地の

熊本工場敷地内に、コンビニ向け弁当、サンドイッチ等の製造設備を増設されます。 

平成２７年１０月操業開始を目指し、投資予定額は２０億円、雇用は１５０人を予定さ

れています。 

 

【株式会社フリジポート】 

■本社所在地   東京都港区芝五丁目２９－１９ 

■代表者     代表取締役社長 大賀 惠 

■事業種目    食料品製造業、食料・飲料卸売業、貨物運送取扱業 

■資本金     ３億１千万円 

■従業員数    ７８７人（平成 2６年６月末現在） 

■設立      平成７年１１月 

【株式会社フリジポート熊本工場】 

■所在地     熊本県菊池市森北仁田畑１８１２－２４ 

■事業種目    コンビニ向け弁当、サンドイッチ等の製造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真】 

(中央) 株式会社フリジポート 代表取締役社長 大賀 惠 氏 

(右)   菊池市長 江頭 実 氏 

(左)   熊本県商工観光労働部新産業振興局長 奥薗 惣幸 

 

 

 

 
 

▢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 橋元 

TEL ０９６－３３３－２３２８ 

E-mail kigyouricchika@pref.kumamoto.lg.jp 
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★東海大学九州キャンパスと県商工観光労働部が包括協定を締結しました！ 

東海大学は、文部科学省の補助を受け、自治体等と協力して地域特有の課題や全国共通

の課題の解決策を見出す取組を行っています（通称：To
ト

-Collabo
コ ラ ボ

プログラム）。 

このたび、東海大学九州キャンパスと熊本県商工観光労働部は、「To
ト

-Collabo
コ ラ ボ

プログラ

ム」を活用して、地域の産業振興上の課題を協力・連携して解決するために、包括協定を

締結することとなり、平成２６年７月２９日（火）に熊本県庁にて協定調印式が行われま

した。 

この協定締結により、医療福祉、食品、エネルギー、観光等の分野で東海大学九州キャ

ンパスとの協力・連携が進み、大学の知見が地域に還元されることが期待されます。 

 

【協定調印式の様子】 

 

 

 

 

（右）東海大学学長補佐 

（九州キャンパス担当）  

中嶋 卓雄氏 

 

（左）熊本県商工観光労働部長  

真崎 伸一 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

  東海大学To
ト

-Collabo
コ ラ ボ

プログラムについての詳細は、下記ＨＰをご覧ください。 

  https://coc.u-tokai.ac.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 
▢目次へもどる 

                                         

 

お問い合わせ先 

 新産業振興局 産業支援課 

 担当 春木 

 TEL ０９６－３３３－２3１８ 

  E-mail  haruki-s-s@pref.kumamoto.lg.jp 

https://coc.u-tokai.ac.jp/
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★オープンキャンパスを開催しました！ 
７月２７日（日）、２８日（月）に、第１回・第２回オープンキャンパスを開催しました。 

 期間中は、200 名を超える多くの高校生の皆様、保護者の方々に参加いただきました。 

 オープンキャンパスでは、全体説明の後、精密機械技術科、機械システム技術科、電子

システム技術科、情報システム技術科の各学科で、教員・学生が学科の特色や研究内容、

展示作品の説明を行ったほか、実際の実習の様子も見学していただきました。 

 また、日曜日には初めての試みとして各学科で模擬授業を実施し、各学科の特徴ある授

業を体験していただきました。 

来校された皆様方が、今後の進路を決められるうえでご参考になれば幸いです。なお、

ご質問などがありましたら、当校の教務学生課へご連絡ください。 

 

 次回は、１１月２日（日）に学園祭と同時開催を予定しています。今回参加できなかっ

た高校生、保護者の皆様方には、是非次回のご参加をお待ちしております。 

   
      全体説明                学生による説明 

   

      模擬授業                  実習見学 

お問い合わせ先 

（所属名）熊本県立技術短期大学校 教務学生課 

（担当）末永 

（TEL）０９６－２３２－９７００ 

（E-mail）kpct@kumamoto-pct.ac.jp 

▢目次へもどる 
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■■■お知らせ・募集■■■ 
 

●「はっピース くまもと夏たびキャンペーン」開催中！ 
熊本県と（公社）熊本県観光連盟では、『家族』と『涼』をテーマに、夏の観光キャンペ

ーン『はっピース くまもと夏たびキャンペーン』を開催しています。 

当キャンペーンでは、家族旅行を促進するため、御家族で楽しめる体験メニューや、く

まもと・ふろモーション課おススメの“家族風呂”、やまなみハイウェイ開通 50 周年や阿

蘇くじゅう国立公園指定 80 周年を記念して行われる事業等を紹介しています。 

また、当キャンペーンのキャラクターには、熊本県営業部長兼しあわせ部長の「くまモ

ン」を起用し、旅行意向が低いと言われる若年者層にも熊本県観光をアピールしています。 

 

 

1．名 称：『はっピース くまもと夏たびキャンペーン』 

2．期 間：平成 26 年 7 月 18 日（金）～9 月 30 日（火） 

3．主 催：熊本県・（公社）熊本県観光連盟 

4．当キャンペーンの特徴 

  涼を感じることのできる湧水地や、家族で楽しめるホーストレッキング等、熊本なら

ではの体験メニュー、人気の開運グルメ・開運スポット（パワースポット）等を紹介し

ています。 

  また、この夏、阿蘇で開催されるやまなみハイウェイ開通 50 周年・阿蘇くじゅう国

立公園指定 80 周年を記念して開催されるアウトドアイベント「くまもと地球元気村 

in ASO」等を紹介しています。 

  県内各地の観光施設等でくまモンのしあわせピース（スタンプ）を集めて『くまモン

のパズル』を作り上げる「しあわせパズルスタンプラリー」など、県内の観光地を周遊

するための取り組みも行っております。 

  詳しくは、別紙及びキャンペーン特設サイトをご覧下さい。 

   ※キャンペーン特設サイト http://www.kumatabi.jp/ 

 

お問い合わせ先 

観光経済交流局 観光課 

担当 清田 

TEL ０９６－３３３－２３３５ 

E-mail kiyota-y-d@pref.kumamoto.lg.jp 

 

▢目次へもどる 

                                         

 

 

 

http://www.kumatabi.jp/
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●『くまもと県民節電所サイト』に参加しましょう！ 

今年の夏は、お財布にも、環境にもやさしい節電に取り組んでみませんか？ 

 

節電に取り組もうとする皆さんに耳寄りな情報です。 

「くまもと県民発電所」をご存知ですか？ 

ここに登録すると（無料）お財布にも、環境にもやさしい節電方法を見ることができます。 

 

さらに今登録すると・・・・・ 

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

「くまもん付箋アプリ」がもれなくダウンロードできます！！ 

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

登録の際は、これからやってみようという節電をチェックしてください。 

そうすると、皆さんの節電の合計がトップページに表示されます。 

節電量が増えると、サイト上の地図の御当地絵柄が増えていきます。 

 

この夏は、さらに ！！！ 

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

抽選で、県産品がもらえる「節電キャンペーン」も実施中 ！！ 

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

サイトに登録された皆さんには、メールでお知らせいたします！ 

みんなで力をあわせて、発電所に負けない節電所をつくりましょう！ 

 

詳しくはこちらから → http://kumamoto-setsuden.jp/portal/ 

 

 
 

お問い合わせ先 

新産業振興局 エネルギー政策課 

担当 中嶋 

TEL ０９６－３３３－２３２０ 

E-mail eneseisaku@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。 

http://kumamoto-setsuden.jp/portal/
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◆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

