～

補助金の獲得に向けてお手伝いします！
～この 10 年間に 13８件、総額 1５億 5,000 万円の補助金を獲得しました～（平成 29 年 1 月末現在）

■2８年度「採択実績」のご紹介
地域活性化センター技術開発助成金

￥
〔対

〔対
象〕新技術、新商品開発
〔助 成 額〕３００万円（経費の２分の１以内）
〔助成期間〕１年度
◆オギハラ食品㈱
採択 ◆トータルケア・システム㈱
◆(有)大牟田エコクリーン

象〕環境･リサイクル産業等の研究開発
〔助 成 額〕１００万円（経費の２分の１以内）
〔助成期間〕１年度

採択

◆(有)たこ萬

国のものづくり補助金（ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金）：経済産業省
〔対
象〕試作品・新サービス開発、設備投資等
全国や県と比べ、抜群の採択率！！
（H28 年度：ものづくり･商業･サービス新展開支援補助金 H27 年度補正）
〔助 成 額〕５００～３,０００万円（経費の３分の２以内）
100
100
〔助成期間〕１年度
採択

◆㈲大牟田鉄骨

◆㈲大牟田技工センター

◆ダイチ㈱

◆㈱メディカルフーズみのりや

◆㈲田島鉄工建設

◆大福商事㈱

◆大川歯科医院

◆㈲シンサリティ・サービス

◆㈱乗冨鉄工

◆山田屋茶舗

◆㈲大石工業

◆松尾産業㈱

43.1
39.1
32.2

全国
H25年度

福岡県
H26年度

大牟田市

H27年度

H28年度

共同研究制度：福岡県リサイクル総合研究事業化センター
〔対
象〕産学官が連携して行うリサイクル技術開発等
〔研究会経費〕年間１００万円以内
〔助 成 期 間〕最長 2 年

（戦略的基盤技術高度化支援事業）
〔対
象〕大学･公設試等が連携して行う研究開
発･施策等
〔助 成 額〕4,500 万円以内（経費の３分の２以内）。
2 年目 3,000 万円以内（初年度の 2/3 以内）
。
３年目 2,250 万円以内（初年度の 1/2 以内）
。
〔助成期間〕2 年度または３年度

※事業化が見込める段階まで進んだ研究会は、次の段階へ移行。
（研究費 1,000 万円以内/年、研究期間 3 年以内）

採択

◆㈲大牟田エコクリーン・メタウォーター㈱

・(公財)大牟田市地域活性化センター

◆㈱トータルケア・システム
◆I&T ニューマテリアルズ㈱

キューテック研究開発助成金

活性化センターに相談
しよう！

採択

＜技術・研究開発に関するもの＞

◆省エネ補助金（100 万円～20 億円、1/3）

◆サポイン・戦略的基盤技術高度化支援事業（１億円/3 年、2/3）

◆業務改善助成金（50～200 万円、7/10～4/5）

◆福岡県ものづくり補助金（500 万円、1/2）

◆ＩＴ導入補助金（20～100 万円、2/3）

◆大牟田市ものづくり企業技術開発支援助成金（300 万円、1/2）

＜販売促進等に関するもの＞

浩幸

作業効率化とロスの低減が実現！
今回の市の助成事業では、機械レイアウ
トの簡素化や作業動線の一本化を行い、脱塩
工程の改善を図りました。(作業効率５％向上・原料ロス２０％
改善) 今後は、工場内作業全体がスムーズな流れとなるよう工
程管理を総合的に進めます。
当社は、創業１００周年を
迎えました。大牟田伝統の高
菜漬けをこれからの１００年
に向けてさらに進化を加速し
ていきます。

地域の企業の成長や発展のため、商工会議所、福岡大学、有明高専、帝京大学、
福岡県や国の支援機関等と連携しながら、各種セミナーの開催やフェアへの出展な
ど、技術革新や人材育成に役立つ事業を行っています。

産学官連携のすすめ
産学官のつながりを深め、大牟田地域の技術革新を推進するため、
「第 14 回おおむた産学官連環交流会」を開催しました。
今回は、産地が一体となって技術開発に取り組み、産学官の連携により伝統産業の未来を切り開い
た㈱オカモト商店の野口取締役の基調講演を始め、福岡大学･帝京大学･有明高専からのシーズ＆事例
発表、各種支援制度の説明等を行い、120 名以上のみなさんにご参加いただきました。その後、懇親
会では和やかな中にも活発な意見交換が交わされました。

各種セミナー等の開催
人材育成・研修や企業の経営
革新を推進するため、下記のと
おり各種セミナーを開催しま
した。
延べ 256 社、400 名にご
参加いただきました。

◆地域活性化センター技術開発助成金（100 万円、1/2）

◆小規模事業者持続化補助金（50 万円、2/3）

◆キューテック研究開発助成金（300 万円、1/2）

◆大牟田市新商品開発販売力強化補助金（10 万円、1/2）

◆三菱 UFJ 技術育成財団助成金（300 万円、1/2）

◆大牟田市起業化支援補助金

◆技術開発財団助成金（1,000 万円

（創業費：50 万円、1/2・家賃：5 万円/月×12 か月、1/2）

代表取締役 荻原

◆㈱美和技研

■2９年度「主な補助金」のご紹介（予定）※事業名（補助金上限、補助率）助成の内容は変更となる場合があります。
＜設備投資に関するもの＞

オギハラ食品㈱

企業の人材育成・連携・PR をお手伝いします！

：
（一財）福岡フィナンシャルグループ育成財団
〔対
象〕技術開発等
〔助 成 額〕５００万円以内（経費の２分の１以内）
〔助 成 期 間〕１年度

補助金を使って、
設備投資！
新製品の開発！

健二郎

当社では、これまでに国のものづくり補助
金を活用し、最新型パン包装機の導入などにより、ニーズに対
応した顧客満足度の向上を図ってきました。
今回の助成金では、関東･関西への販
路拡大や海外展開を目指し、包餡機な
どの新たな設備導入を行いました。
今後は、新製品開発、衛生管理等の充
実を進め、質の高い製品をどんどん提
供していきます。

最新の技術を持つ歯科技工所に！
今回、国のものづくり補助金を活用して、革新的技術の導
入を図るための設備を導入しました。このことで、患者のニ
ーズに対応できるとともに、義歯
加工等の作業の効率化や安定化、
技工士の人材確保など、業界とし
て抱える多くの問題点を克服する
ことができました。
今後は、さらなる高度な歯科治
療に取り組んでいきます。

江戸

海外展開を目指してさらに充実！

㈲大牟田技工センター
代表取締役 西田 俊宏

44.4 43.8
38.7

代表取締役

哲司

高専は、生体に対する物質の影響を研究
する画期的な装置（エレクトロポレーター）を新たに開発し
ました。当社は、助成金を活用して、高専との共同研究で装
置の商品化を進めています。
小型化や可搬性等の機能や性能を維持し、リーズナブルな
製造コストを実現するのはとても
難しいですが、大変やりがいがあ
ります。
今後は、研究機関を始め、海外
への販路拡大を目指していきます。

70.0

42.2
43.9

0

サポイン：経済産業省

採択

50

土山

有明高専との連携による商品化！

76.5 75.0

～
大福商事㈱

㈱美和技研
代表取締役

大牟田市ものづくり企業技術開発支援助成金

採択を受けた方の声をご紹介

2/3）

申請時期などが未定ですので、まずは活性化センターへ
お気軽にご相談ください。

各種
セミナー等

環境リサイクルビジネスセミナー201６
ISO9001・ISO14001 内部監査員養成講座
経済セミナー（第１回・第２回）
経営革新セミナー
平成 28 年度貿易実務講座
大牟田市６次産業化交流会
品質管理セミナー

大牟田企業のＰＲ
ものづくりに関わる最新技術
の提案や新たな取引先開拓を目
指した「モノづくりフェア」にお
いて、出展企業への助成や共同出
展の支援を行いました。
また、市内企業のデータベースや工場適地のパンフレットな
どにより企業紹介や地域の PR を行いました。
さらに「おおむたマップ」を新たに作成し、配布しました。

各種
フェア出展

エコテクノ 201６
モノづくりフェア 201６
三井化学オオタムフェスタ
おおむたエコタウンフェア 201６

大牟田の“元気企業”を紹介します！

No.15
（公財）大牟田市地域活性化センター

地域で活躍する企業を「元気企業だより」でＰＲ！

大牟田市健老町 461 エコサンクセンター303 号

素晴らしいアイデアやユニークな技術・人材を持ち、地域で活躍する“元気企業”の驚き
の技術力や目を見張る活躍をご紹介しています。毎年５社ずつ HP やパンフレットに掲載
していますので、どうぞご覧下さい。

TEL：0944（56）1717
Email：info@ecosanc.or.jp

＜これまでの掲載企業等＞
◆平成 26 年度(※１現 帝人フロンティアアパレル工業㈱)
・アシックスアパレル工業㈱※1
・お菓子のキタハラ
・東成エレクトロビーム㈱
・まちなかシリコンバレー
・㈲大創工芸

詳しくは
ホームページで

地域活性化センターは、地域の中小企業を応援します！

◆平成 27 年度
・㈲セイコーボード
・三井化学㈱
・大牟田ビンテージのまち㈱
・山本商店グループ
・オギハラ食品㈱

大牟田市が設立した(公財)大牟田市地域活性化センターは、地域の活性
化のため企業のみなさまの活動を応援します。
課題の解決、各種助成金の獲得に向けた申請支援など、アドバイザーや
コーディネーターがさまざまな相談に対応いたします。どうぞお気軽に
ご相談下さい。

＜平成 2８年度＞
今年の「元気企業だより」が完成！（詳細は HP･下記 QR コードで！）
今年の“元気企業”のパンフレットが完成しました。掲載された 5 社は改めて
取材を受けて、3 月に地域のコミュニティ放送局 FM たんとで紹介されました！

アドバイザー･コーディネーターのご紹介
（↑FM の取材風景↑）

飯田クリニックプロジェクト

有限会社山田屋茶舗

地域企業の連携で省エネ大賞を受
賞！“プロジェクト X”張りの取り組み
が大きく評価されました。企業連携や地
域活性化の好事例です。

“茶ムリエ”の知識や経験で、日本茶
の普及に貢献。手軽においしく味わえる
ように、店頭でブレンドし、ティーパッ
クにできる新たな機械を導入しました。
をにできるました。

有限会社 SOLIC

株式会社いなだ豆
ナッツ焙煎の技術力が高い評価を受け
ました。直販から製造･卸売に営業方針を
転換し、ナッツブームを背景に世の中に
必要とされる企業を目指し発展中。

賛助会員のご紹介
■年 会 費
■会員特典

こんなお悩み抱えていませんか？
・新たな商品、製品を開発したいけど、どうしたら
いいの？
・研究開発したいけど資金がない！
方法は？
・共同開発する相手を探したい！
・いい取引先はないかな？

株式会社ヤマサキ

コンピュータの汎用言語を使って自
由に動かす日本初の精密造形ロボット
アームは画期的です！新たな発想とア
イデアが誕生のポイントでした！

築炉を主軸に 100 年以上の歴史と経
験･実績をもとに世界で活躍中。技術者養
成に独自に取組み、技術継承や技能研鑽
を進めています。

技術開発、補助金申請、研究開発などの相談に対
応しています。
（企業訪問件数：211 件･相談支援件数：74 件）
長﨑

英範

これまでに培った非鉄金属精錬、
環境リサイクルや無機化学の経験を
生かして、地域の産業振興のために
努めます。

＜平成 29 年度＞
“元気企業”を毎年 4 月に募集しています。
奮ってご応募ください！
詳しくは、広報おおむた 4 月号または HP をご覧ください。

小林

取引拡大アドバイザー
取引先の紹介・斡旋、受発注相談、販路拡大など
に対応しています。
（企業訪問件数：164 件･相談支援件数：87 件）

つながるよう年に一度「交流会」も実施しています。

■現在の賛助会員（下線は平成 28 年度新規入会者）

<交流会のもよう>

<会員企業発表>

㈱旭精機
㈲有明乳業

あつさか歯科クリニック
㈱有明ねっとこむ

荒木建装㈱
有明マテリアル㈱

(一財)有明環境整備公社
㈲石橋屋

有明商事㈱
インターテック ジャパン㈱

㈱ウエイクフィールド
㈲大牟田エコクリーン
㈱九研
サンキュー化成㈱

ウメザキシートメタル㈱
㈲大牟田鉄骨
九州エレクトロン㈱
㈱サンデン

㈲大石工業
大牟田柳川信用金庫
㈱九州パッキング製作所
三作合成ゴム㈱

大川歯科医院
大牟田リサイクル発電㈱
共栄環境開発㈱
㈱ジェイ･イー･ピー

㈱大潮
オギハラ食品㈱
ＫＭアルミニウム㈱
昭和アルミニウム缶㈱大牟田工場

信号電材㈱
㈲大創工芸

㈱ジーンネット
ダイチ㈱大牟田工場

精巧印刷㈱
大福商事㈱

成和機工㈱
㈱ダイワ

㈲SOLIC
㈲田島鉄工建設

㈱鉄万
㈱中嶋建設

電子技法豆腐本舗 小宮豆腐店
日本コークス工業㈱

㈱トキワビル商会
㈱乗冨鉄工所

㈲徳永鉄工所
(公社)福岡県産業廃棄物協会

トータルケア・システム㈱
松尾産業㈱

㈱松正
室町ケミカル㈱
㈲山田屋茶舗

㈱萬葉
㈱メディカルフーズみのりや
㈱山本製作所

三池製錬㈱
㈱森商事
㈲ユー・ピー・アート

㈲港工作所
矢部川電気工業㈱
㈱ランド・クリエイティブ

㈱美和技研
㈱ヤマサキ

「賛助会員」の情報はこちら！

計 64 社

片山

洋

勝治

大・中小企業に従事し、これまで
培った化学品製造プロセス開発、会
社経営等の経験を生かし、市内のも
のづくり企業の活性化に役立つよう
お手伝いします。

技術や助成制度等に精通したアドバイザーが、
貴社の課題解決、助成金申請をお手伝いします。
無料で対応しますので、まずは、お気軽にご相
談ください。

１万円
１ 会員が研修等に参加する際、経費の一部を助成します。
２ 会員がエコサンクセンターを利用する際、利用料の
一部を助成します。
３ 当財団のホームページで企業情報等を紹介します。
４ 各種セミナーや助成制度などの情報を提供します。
※会員の相互交流を深め、今後の事業活動の活性化に

宮田

私たちにお任せください！

財団の趣旨に賛同いただき、活動を支援していただく賛助会員制度を設け、
６４社・団体に加入いただいています。

これまでの「財団だより」や
「元気企業だより」の情報はこちら！

技術アドバイザー

（相談無料･秘密厳守）

晃

研究開発、工業化･製造･知財･工場
経営の経験を活かし、ものづくりの
まち「大牟田」の再生、地方活性化
を担う地域企業の支援のため尽力し
ます。

産学連携コーディネーター

独自に収集した企業情報等をもと
に、安定した受注確保や取引拡大につ
なげ、取引先の紹介やあっせん、委
託・受託に関する企業紹介、販路拡大
などご相談ください。

新製品・新技術の開発相談、学術研究機関等との
連携相談などに対応しています。
（企業訪問件数：100 件･相談支援件数：31 件）
押方

武末

定則

平成 28 年 7 月から新たに取引拡
大アドバイザーとなりました。
地域の企業の皆様と積極的に連携
を進め、販路拡大を始め、さまざま
な課題解決に努めます。

利郎

（福岡大学大牟田産学連携推進室担当）

研究開発・設計・事業化等、企業での
実務経験を生かし、地域の企業ニーズ
と大学のシーズとのマッチングなどに
より、企業の技術力向上を積極的に支
援します。

