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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に係る連携支援検討会を 

開催しました 
 熊本県では、金融機関と商工団体等経営支援機関が連携し、中小企業の経営力強化を支

援するための仕組みづくりに向けた取り組みを後押しするため、平成２４年度から金融・ 

経営支援機関連携による中小企業経営力強化支援事業を実施しています。 

 本年度は、これまでの取り組みを踏まえ、中小企業の経営力強化を支援するための融資

制度（チャレンジサポート制度）及び経営支援プログラムの活用を通して効果的な支援の

あり方や金融機関と商工団体の連携支援の方向性を検討するとともに、国の補助金制度を

活用した支援のあり方について７月１１日以降３回の実務担当者研修・意見交換会を実施

しました。 

 さらに、１０月１０日（金）に開催しました連携支援検討会においては、関係機関から

連携支援の取り組みについて事例発表があり、課題や改善点及び効果的な活用方法等につ

いて認識を共有するとともに、今後の連携支援の可能性について活発な議論が交わされま

した。 

 

[連携支援検討会の様子] 

   

 

 

 

お問い合わせ先 

商工労働局 商工振興金融課 

担当 八岡（やつおか） 

TEL 096-333-2314 

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

▢目次へもどる 
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★「平成２６年度電動モビリティ技術講習会」を開催しました！ 
熊本県立高等技術専門校の自動車車体整備科では、1０月３１日（金）に「平成２６年

度電動モビリティ技術講習会」を開催しました。熊本市立託麻中学校から１年生３６名を

招き、自動車車体整備科の訓練生（1 年 1５名、2 年 16 名）が最新車両（ＥＶ及びハイ

ブリッド）の構造などについて説明しました。参加した中学生は、車両を下から覗いたり

大きなバッテリーを見ながら、訓練生の説明を興味深く聴いていました。車両の構造を聴

いた後、校内で電気自動車の体験試乗をしました。初めて乗った感想は、「静か」「速い」

と驚いた様子でした。また、マグネシウム燃料電池で走る環境学習キット（プラモデル）

の組立なども体験してもらい、電気を利用した車に対する興味を持つ機会となりました。 

※電動モビリティ技術講習会とは 

 電気エネルギーを利用しモーターを使ったハイブリッド車や電気自動車などに対する知識や技術を向上

させ、熊本県産業振興ビジョンの重点成長分野であるモビリティ関連及びクリーン関連分野に対応した産業

人材の育成につなげることを目的とした講習会で、本校はサポータ校に認定されています。 

   

   

写真：講習会の様子 

 

お問い合わせ先 

高等技術専門校 指導班 

担当 垣下 

TEL 096-378-0121 

E-mail kakishita-t@pref.kumamoto.lg.jp 

▢目次へもどる 
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★技短祭（学園祭）及びオープンキャンパスを開催しました！ 
１１月 2 日（日）に技短祭（学園祭）と第 3 回オープンキャンパスを開催しました。 

 午前中は生憎と小雨の降る天候でしたが、高校生や地域の家族連れなど多くの方々の来

訪で、いつもは静かなキャンパスも賑わいました。 

 ステージイベントや、模擬店など、学生自治会を中心に学生主体で運営しましたが、何

度も打合せを行い、保健所や消防署等の関係機関への届出、買出し等、毎日遅くまで頑張

り、学生にとって貴重な経験になったと思います。 

 職員手作りのだご汁や綿菓子のプレゼントも大好評で、だご汁は早々と昼前には終了し、

綿菓子も人が絶えない様子でした。 

 またＯＢ・ＯＧも駆けつけ、後輩に企業での経験談や、アドバイスを贈っていました。 

 同時開催のオープンキャンパスでは、各学科の展示会場で、学生が自分の研究テーマや

成果を説明したり、精密機械技術科の体験コーナーでは学生が旋盤で加工したコマを使っ

たコマ回し大会などで学科の取り組みの一端に触れていただきました。 

みて・きいて・ふれて、来場者の皆様にも技短の魅力が伝わったのではないでしょうか。 

 ぜひ来年度の技短祭にお越しください。お待ちしております。 

 

 

    

 学生による模擬店準備の様子         綿菓子プレゼント 

 

    

   コマ回し大会の様子（精密）    ３D プリンタによる模型の展示（機械） 
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   学生による説明の様子（電子）    教員による説明の様子（情報） 

 

 

お問い合わせ先 

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 

                                         

 

★「熊本県事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援に関する協定」の締結について 
11 月 12 日（水）に県庁において「熊本県事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援に関する

協定」の締結式を開催しました。 

この協定は、地震、風水害等の自然災害の発生に備え、東京海上日動火災保険株式会社、

熊本県商工会議所連合会、熊本県商工会連合会、熊本県中小企業団体中央会、（一社）熊本

県工業連合及び県の６者が連携し、事業者が策定する事業継続計画※の支援を行うもので

す。 

県では事業者の皆様が安心して事業展開に専念していただけるよう、地域防災力を高め

る取組みを推進しており、本協定に基づく支援が経営の安定につながることを期待してい

ます。 

なお、協定に係る主な支援項目と関係機関の役割は次のとおりです。 

○県内事業者が行う事業継続計画の策定支援 

   ・事業者への普及啓発  ：県・商工団体が対応 

   ・計画策定への技術的助言：東京海上日動火災保険㈱が対応 

  ○事業者向け事業継続計画に関するセミナーの開催 

               ：県・商工団体・東京海上日動火災保険㈱が共同で実施 

   →初回のセミナーを平成２７年１月下旬～２月上旬に開催予定です。詳細は後日、

商工団体等を通じて御案内いたします。 

○商工団体の経営指導員等を対象とした事業継続計画策定支援研修の開催  

：県・商工団体・東京海上日動火災保険㈱が共同で実施 
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※事業継続計画(ＢＣＰ：Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉ

ｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ)とは、災害や事故等の発生に伴っ

て通常の事業活動が中断した場合に、①事業活動上、最

も重要な機能を、②可能な限り短い期間(時間)で再開で

きるように事前に計画・準備し、継続的メンテナンスを

行うプロセス。 

 

 

【各団体代表者による協定締結式の様子】  

 

お問い合わせ先 

商工政策課 

担当 濱邊（はまべ） 

TEL 096-333-2312 

E-mail shoukouseisaku@pref.kumamoto.lg,jp 

▢目次へもどる 

                                         

 

★「日本合成化学工業株式会社が熊本工場を増設！」 
平成２６年１１月１２日（水）、日本合成化学工業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。 

今回は、液体洗剤や農薬の包装、自動車部品などの曲面転写印刷に使用される「水溶性

ポリビニルアルコールフィルム」の生産設備を増設されることになりました。 

平成 28 年３月の操業開始を目指し、投資予定額２９億円、雇用は１３人を予定されて

います。 

 

【日本合成化学工業株式会社】 

■本社所在地 大阪市北区小松原町２番４号 

■代表者   代表取締役社長 木村 勝美 

■事業種目  機能性樹脂、機能性フィルム、情報電子材料、医薬原薬・中間体、ファイ

ンケミカル製品、工業薬品等の製造・加工・販売 

■資本金   11,989 百万円 

■従業員数  連結 1,665 名 単独 1,037 名（平成 26 年 3 月 31 日現在） 

■設立    昭和２年３月 

【生産技術本部 熊本工場】 

■所在地   宇土市築籠町２２１番地  

■着工時期  平成２７年２月 

mailto:shoukouseisaku@pref.kumamoto.lg
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【写真】 

(左)  日本合成化学工業株式会社 代表取締役社長 木村 勝美 氏 

(右)   宇土市長 元松 茂樹 氏 

(中央) 熊本県知事 蒲島 郁夫 

 

 

 

 

 

 
▢目次へもどる 

                                         

 

★「小国まつや発電所が本格稼働！」 
今般、小国町西里の旅館まつやは、合同会社「小国まつや発電所」を設立、温泉熱を活

用したバイナリー発電設備を導入し、本格的な温泉熱発電事業を開始しました。 

平成２６年１１月１３日（木）には、開所式が行われ、真新しい発電設備が披露されま

した。 

今後、長期にわたっての温泉熱発電事業の実施及び県内外からの環境・産業視察等が期

待されるところです。 

県としては、引き続き、温泉熱発電の事業化を推進してまいります。 

 

●温泉熱発電：未利用の温泉熱を利用した発電方法で、発電用の井戸を新たに掘削せず、

既存の井戸を活用できるのがメリット。 

●バイナリー発電：高温流体（温泉）の熱を用いて低沸点媒体を沸騰させタービンを回

し発電。高温流体（温泉）のサイクルと低沸点媒体の 2 つの（バイ

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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ナリー）サイクルを持つため、バイナリー発電と呼ばれる。 

 

■事業主体 合同会社小国まつや発電所（旅館まつや、㈱九州リースサービス） 

■事業場所 旅館まつや（阿蘇郡小国町西里 3033-1） 

■総事業費 7,000 万円 

■設備概要 バイナリー発電：最大出力 60kW（認可出力５０ｋＷ） 

㈱IHI 製：20kW×３台 

■発電開始時期 平成 26 年 5 月（本格稼働：平成 26 年 11 月） 

      

【発電所設備】               【開所式の様子】 

 

お問い合わせ先 

新産業振興局 エネルギー政策課  

担当 永田 

TEL 096-333-2320 

E-mail nagata-k-dv@pref.kumamoto.lg.jp 

▢目次へもどる 

                                         

 

■■■お知らせ・募集■■■ 

 

●節電に取り組んで・・・県産品をゲット！ 
早いもので今年ももうすぐ師走。電気の使用量が増える季節。そうです、節電の冬です。 

 

重ね着をして室温２０度を心掛ける、使わない照明を消すなど、無理のない範囲で節電

に取り組みましょう。また、節電の取組に強い味方がいるのをみなさん御存知ですか？ 

 

その名も「くまもと県民節電所サイト」！ 

 

このサイトに登録すると、いろんな賢い節電のアイディアをゲットできるんです。 

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！！ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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さらにさらに、この夏大好評だった・・・ 

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

抽選で県産品がもらえる「節電キャンペーン」も１２月から実施予定！！ 

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

 

去年以上の節電に取り組んだ方を対象に抽選で県産品があたります。 

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 

                                         

 

●『くまもと県民発電所』の応援をお願いします！ 
みなさん、「くまもと県民発電所」をご存知ですか？ 

 

熊本県では、熊本の豊かな自然エネルギーの恩恵を自らが受け取る「くまもと県民発

電所構想」を進めています。 

 

これは、発電事業の利益の一部をその地域に還元していきたいと考えている県内の事

業者を「出資」という形で県民が応援していこうというものです。 

 

現在、熊本県では２箇所の県民発電所を認証しています。 

 

このうち、県内初となる「エコアくまもと」について、事業者の熊本いいくに県民発電

所株式会社がファンド募集を行っています。 

 

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（別途手数料あり） 

■出資期間は、10 年間 

http://kumamoto-setsuden.jp/portal/
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★配当は、年１回。事業収益に応じて分配。（10 年間で出資金＋αの分配を予定） 

★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。 

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

 

募集は、「ミュージックセキュリティーズ(株)」のホームページで受け付けています。 

詳しくはこちらから → http://www.securite.jp/ 

 

お問い合わせ先 

新産業振興局 エネルギー政策課 

担当 今村 

TEL 096-333-2320 

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

▢目次へもどる 

                                         

 

●くまもと観光キャンペーン「アリス イン ワンダーランド 熊本」展開中！ 
 熊本県と（公社）熊本県観光連盟は、九州新幹線全線開業効果の定着に向けて、平成 26

年 10 月から平成 27 年 3 月までの 6 ヶ月間、ＪＲ西日本と共同で、くまもと観光キャン

ペーン「アリス イン ワンダーランド 熊本」を展開しています。 

 今回のキャンペーンでは、女優の“広瀬アリス”さんを起用し、観光を牽引すると言わ

れる女性をメインターゲットに、女性にとって幸せな“驚き”と“感動”に出会える“熊

本県”をアピールするため、３つのテーマを設定しました。 

源泉数全国第５位を誇る温泉県「熊本」のおすすめ温泉地と女性に嬉しい温泉プログラ

ムを紹介する「くまもと・ふろモーション」、熊本でなければ出会えない普段のライフスタ

イルを見直すきっかけともなる感動体験「くまもと style」、そして、美味しい水と豊かな

自然に育まれた食とスイーツ「くまもと kitchen」です。 

キャンペーンの詳細は、ＪＲ西日本主要駅、関西以西の道の駅等で配布しているパンフ

レット又はキャンペーン専用ホームページをご確認下さい！ 

 

【キャンペーン概要】 

○実施期間 平成２６年１０月１日(水)～平成２７年３月３１日(火) 

○主催 JR 西日本・（公社）熊本県観光連盟・熊本県 

○協力 JR 九州 

〇キーコンセプトと主な内容 

①くまもと・ふろモーション（源泉数全国第 5 位、女性に喜んでいただける熊本の温泉）

杖立流・Ｎｅｏ湯治、阿蘇・内牧美❤ＵＰプログラム等の女性向け商品の設定。 

②くまもと Style（熊本でなければ出会えない、普段のライフスタイルを見直すきっか

けともなる感動体験） 

天草イルカウォッチングや阿蘇カルデラツアー、パワースポット観光等、熊本なら

ではの旅を演出。 

http://www.securite.jp/
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③くまもと Kitchen（おいしい水と食材に恵まれた熊本ならではの食とスイーツ） 

スイーツめぐりと観光等を楽しめるタクシー観光「くまもと旅タク」の運行。フラ

ンス人料理家“パトリス・ジュリアン”監修による特別料理の提供等、おいしい水

と農林水産物に恵まれた熊本ならではの食とスイーツを紹介。 

〇キャンペーン専用ホームページ 

 http://kumanago.jp/campaign/alice/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【キャンペーンパンフレット】 

 

お問い合わせ先 

 観光経済交流局 観光課 

担当 山田、脇 

TEL 096-333-2335 

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

▢目次へもどる 

                                         

 

●「くまもと中小企業サポートナビ」が今年度をもって閉鎖となります。 
商工政策課では、県内の行政・金融機関・関係団体等が実施しております中小企業支援

施策の概要をとりまとめてウェブサイトに掲載している「くまもと中小企業サポートナビ

（以下サポートナビ）」を運営してまいりましたが、本年６月に中小企業庁が国・県・市町

村の施策を簡単に比較・一覧・出力可能なサイトである「施策マップ」を開設したことを

受け、今年度をもって、サポートナビを閉鎖することとしました。 

サポートナビを開設以降、その運営に御協力いただき感謝いたしますとともに、今後は、

中小企業庁の施策マップを御活用いただきますようお願いいたします。 

なお、現在、サポートナビに掲載されている県の取組みについては、施策マップに掲載

しておりますので申し添えます。 

 

【リンク】 

 サイト名：「くまもと中小企業サポートナビ」（平成２７年３月末廃止） 

Ｕ Ｒ Ｌ：http://kmt-smenavi.jp/ 

 

 

http://kumanago.jp/campaign/alice/
http://kmt-smenavi.jp/
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 サイト名：「施策マップ」（平成２６年６月開設） 

 Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.mirasapo.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

商工政策課 

担当 西村、上田 

TEL 096-333-2313 

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

▢目次へもどる 

                                        

 

♪♪編集後記♪♪ 
 先日、工学系の友人からアルバート・アインシュタインの「相対性理論」に関する参考

書を貰いました。 

 参考書といっても漫画で、図も豊富でしたので割と読みやすいものでした。 

最後まで読み終えてみると…分かったような、分からなかったような…（アインシュタ

インが偉大な人ということだけは分かりました（笑））。 

 動いている物体は、他の動かない物体に対して時間が遅く進んでいる（光速度丌変の原

理の応用）といった話や、1 円玉 1 枚には１辺 100m の正六面体に溜めた水を 0℃から

100℃に変える膨大なエネルギーが秘められている、など、なかなか面白い話もあるので、

興味がある方は読まれてみると良いかと思います。 

たまには難しい内容の本を読んで、頭（脳みそ）を使うのも大切だと感じた最近です。 

（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。 

 

https://www.mirasapo.jp/
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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 

                                         


