
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の中小企業を応援します！ 

アドバイザー・コーディネーター紹介 
（相談無料・秘密厳守） 

No.１９（令和２年度版） 

（公財）大牟田市地域活性化センター 

 大牟田市健老町 461 エコサンクセンター303 号室 

TEL：0944（56）1717 

Email：info@ecosanc.or.jp 
 詳しくは 

ホームページで 

 

 

技術アドバイザー 

 

 

 

   

 

 

 

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。 

(企業訪問等件数：297 件・相談支援件数：73 件) 

        

 長﨑 英範 

非鉄製錬、環境リサイクル事業

に従事。関連子会社の経営に携わ

り、企業会計、品質管理等も経験。

これらの経験を活かして、中小企

業の支援に尽力します。 

私たちにお任せください！ 
技術や助成制度に精通したアドバイザーが、貴社

の課題解決、助成金申請などをお手伝いします。 

無料で対応しますので、まずは、お気軽にご相談

ください。 

 

 
取引拡大アドバイザー 

 

 

 

   

 

 

堂本 幸輝 

 レアメタルの精錬、リサイクル事

業に従事。分析評価、安全・品質管

理の経験も生かし、地域企業のお役

に立てるよう頑張ります。 

 

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。 

(企業訪問等件数：262件・相談支援件数：57 件) 

 

 

中嶋 義彦 

化学製品の製造やプラント建

設・試運転に従事。経理・購買等の

経験も活かして地域企業の活性化

をお手伝いします。 

片山 洋 

機器類製造を軸に様々な仕事に

従事（製造、生産技術、生産管理、

品質管理）。経験を活かして地域企

業のお役に立てますように頑張り

ます。 

 

新製品・新技術の研究開発相談、学術研究機関等

との連携相談などに対応しています。 

(企業訪問等件数：107件・相談支援件数：35 件) 

 
押方 利郎 

（福岡大学大牟田産学連携推進室担当） 

環境関連分野の研究開発、設計、

事業化等の実務経験を活かし、地域

企業の技術開発や産学連携を積極的

に支援します。 

 

武末 定則 

設備保全、生産管理、設備省エ

ネ業務を経験。 

企業情報を活かし、取引拡大の

お役に立つよう努めます。 

(公財)大牟田市地域活性化センターは、企業のみなさまへの支援や環境・リサイクルの啓発を目的に 

大牟田市が設立した公益財団法人です。令和２年度の活動実績等を紹介します。 

産学連携コーディネーター 

 

 

 

 

 

事業活動における課題の解決に向けた支援、各種助成金の獲得に 

向けた支援など、アドバイザ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。 

こんなお悩み抱えていませんか？ 
・新商品・製品を開発したいけど、どうしたら
いいの？ 

・新型コロナウイルスや災害に対する支援策
を知りたい 

・設備を入れたいけど、資金が足りない！ 
・研究開発をしたいけど、資金がない！ 
方法が分からない！ 

・共同開発する相手を探したい！ 
・いい取引先を探したい！ 

 

環境リサイクルや科学、ものづくりの 

楽しさを学ぶお手伝いをします！ 

集まれ！親子わくわく環境講座 おもしろ科学教室 

★廃材や森の木々などで 

ウエルカムツリーづくり 

★電気製品を分解し内部

構造を勉強（高専） 

毎年、子どもたちの夏休み期間中に、楽しい実験などを通して科学のおもしろさを体験できる「おもしろ

科学教室」や、ごみの再利用や身近な草木を使った工作、環境や自然について楽しく学べる「親子わくわく

環境講座」を開催しています。令和 2年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しましたが、令

和 3 年度は感染対策等に留意して実施できる教室の開催について検討しています。 

【下の写真は、令和元年度実施した科学教室と環境講座の様子です！】 

 

★草花を使ったたたき染め ★スライムづくり（デンカ） 

  

企業の人材育成・連携・ＰＲをお手伝いします！ 
地域企業の成長や発展のため、大牟田市をはじめ大牟田商工会議所、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

成に役立つような事業を実施しています。 

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 18 回おおむた産学官連環交流会」を開催
しました。 
 今回は、「with コロナ時代を見据えたイノベーションを
‼」をテーマに、IT関連の講演会等を多数実施され、また
各種システム・Web サイトの構築等にも多くの実績があ
る木村情報技術㈱取締役 CIO の橋爪康知氏による基調講
演、並びに帝京大学、福岡大学、有明高専から研究シーズ
の発表をインターネット上でオンデマンド配信（R3,2.10
～R3.3.9）し、約 100人の方々に視聴いただきました。 

大牟田企業のＰＲ 各種セミナー等 
 

企業の人材育成のため、令和 2 年度は
ISO9001・14001 内部監査員養成講座と品質管

理セミナーを開催し、延べ３２社・団体、10２
名にご参加いただきました。 

産学官連環交流会 

例年、三井化学オオタムフェスタやエコテクノ、2 年に 1 回
開催されるしんきん合同商談会などにおいて、パネルや製品
サンプル等の展示、「元気企業だより」や「財団だより」及び
「賛助会員企業パンフ」等を配布し地域企業のＰＲに努めて
います。 

（令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響で中止） 

 

【令和元年度の三井化学オオタムフェスタ(左)、しんきん合同商談会(右)】 【ISO9001 内部監査員養成講座】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

＜設備投資に関するもの＞ 
◆ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 

（100～1,000 万円、経費の 1/2 もしくは 2/3：経済産業省） 

◆中小企業事業再構築補助金 

（100～6,000 万円、経費の 2/３：経済産業省） 

◆先進的省エネルギー投資促進事業費補助金 

（【設備単位】3,000 万円、経費の 1/３：経済産業省） 

◆サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ソフトのみ） 

（30～450 万円、経費の 1/2：経済産業省） 

◆業務改善助成金 

（25～450 万円、経費の 3/4～9/10：厚生労働省） 

◆福岡県中小企業生産性向上設備導入補助金 

（150 または 1,000 万円、経費の 1/2：福岡県） 
 

＜販売促進等に関するもの＞ 
◆小規模事業者持続化補助金 

（一般型）50 万円、経費の 2/3 

（低感染リスク型）100 万円、経費の 3/4 

（豪雨型）１００万円又は２００万円、経費の 2/3（経済産業省） 

 

～採択を受けた方の声をご紹介～ 
医療法人大坪歯科医院 

             医院長 大坪 建夫 

       「 光触媒アパタイト」を活用し、抗菌性を 

持つマウスピースの開発を研究！ 
 

地域活性化センター技術開発助成金を活用して、 

EVA 樹脂表面への「光触媒アパタイト粉末」の吹付け等 

による抗菌性能を持つＭＭＰ（ミラクルマウスピース）の開発を有明高専

と共同研究しました。吹付け距離や温度等の課題が分かり有意義な研究

となり、製品化に向けさらに研究開発を進めていきたいと考えています。 

 

 

 ㈱アヤボセンタン研 

代表取締役社長 藤井 勝志  

         アルミニウムの高寿命・高効率加工を 

  実現する切削工具の研究開発！ 
 

市のものづくり補助金を活用し、有明高専の協力を得、 

アルミニウム加工に必要な高寿命かつ高能率ＤＬＣ 

コーティングエンドミルの研究開発及び検証・評価を行いま 

した。今後、事業化に向けて量産を想定した研削技術と 

コーティング技術の開発を進めていきます。 

㈱アルテック九州 

代表取締役社長 石崎 信雄  

低温対応・建材用大判吸音材を開発！ 
 

市のものづくり補助金を活用し、マイナス 10℃以下の低温･寒冷地での防

音吸音材の開発と大判吸音材（1000×2000） 

を製作しました。これにより、建材用吸音板としての 

優位性が確保でき、アルミ繊維の建材用開発 

品との複合化等による販路拡大を図ります。 

■令和３年度「主な補助金（予定）」のご紹介 

 
＜技術・研究開発・商品開発等に関するもの＞ 
◆戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業） 

（9,750 万円/3 年、経費の 2/3：経済産業省） 

◆経営革新実行支援補助金 

 （５０万円、経費の 3/4：福岡県） 

◆大牟田市ものづくり企業技術開発助成事業 

（50～200 万円、経費の 1/2 もしくは 2/3：大牟田市） 

◆大牟田市地域活性化センター技術開発・調査研究助成事業 

（15～100 万円、経費の 1/2：大牟田市地域活性化センター） 

◆キューテック助成金 

（500 万円、経費の 1/2：ふくおかフィナンシャルグループ企業育成財団） 
 

 

＜その他（まちづくり基金事業費補助金）＞ 
◆既存店舗改修事業（市内全域 20 万円、経費の 1/10：大牟田市） 

（都市機能誘導区域 40 万円、経費の 2/10：大牟田市） 

◆空き店舗改修事業（200 万円、経費の 1/3：大牟田市） 

◆多目的トイレ設置事業（100 万円、経費の 1/2：大牟田市） 

◆新築店舗整備事業（200 万円、経費の 1/3：大牟田市） 

 

賛助会員の皆さんに支援いただいています！ 

 

 

現在、8３社・団体に加入いただき、会員相互の事業連携など、事業

の活性化を促進するため、毎年、交流会や会員の皆様のご要望等を受け

各種事業を実施しています。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため交流会は中止

し、希望される会員企業４１社へマスク（50枚/社）を配布しました。 
  

■年 会 費 １万円 

■会員特典  

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 当センターホームページや各種イベ 

ント等で紹介します。 

４ 各種セミナーや助成制度などの情報 

を提供します。 

 

 

 

【令和元年度の賛助会員交流会】 

会員情報は 
ホームページで 

 

 
<懇親会の様子> <会員企業発表会> 

～この10年間に 163 件、総額 14億 53 百万円（申請額）の補助金等の獲得を支援しました～ 

補助金の獲得に向けて、お手伝いします！ 

■令和２年度の「採択実績」 

地域活性化センター 

●技術開発・調査研究助成事業 
〔対 象〕新技術・新商品開発、生産工程改善、予備的研究等 

〔助成額〕100 万円以内（経費の 1/2） 

◆冨重農園 ◆医療法人大坪歯科医院 

 

福岡県 

●リサイクル総合研究事業化センター研究会提案 

〔対 象〕産･学･官･民連携のリサイクル技術開発等  

〔助成額〕100 万円以内/年（2 年以内） 

◆㈱成田美創センター 

 

●なりわい再建支援補助金 
〔対 象〕令和２年７月豪雨で被災した工場・店舗などの施設、 

生産機械などの設備の復旧・整備に要する経費 

〔助成額〕３億円以内（経費の３/４：国１/２、県１/４) 

◆平川商店 

 

大牟田市 

●ものづくり企業技術開発支援助成事業 

〔対 象〕新技術・新商品開発、生産工程改善等 

〔助成額〕200 万円以内（経費の２/３） 

◆㈱アルテック九州 ◆みらい広告出版㈱ ◆㈱アヤボセンタン研 
 

●中小企業チャレンジ応援事業費補助金 

〔対 象〕IT 導入による生産性向上や事務の効率化等 

〔助成額〕100 万円以内（経費の 4/5） 

◆㈱九州テクノサービス ◆㈱プランツ ◆ ㈲有明乳業 

◆オギハラ食品㈱ ◆㈲西池設計事務所 ◆なかとも整骨院 

 

経済産業省 

●ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業 

〔対 象〕革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う 

ための設備投資等  

〔助成額〕1,000 万円以内（一般型） 

・通常枠（経費の 1/2 もしくは 2/3） 

・特別枠（経費の 2/3 もしくは 3/4） 

◆㈱プランツ ◆石屋眞土地家屋調査士事務所 ◆㈱セイケン 

◆土俵工房㈱ ◆㈲フタバヤスポーツ ◆㈱キュリアス  

◆ライクワーク ◆㈲江口栄商店           
 

●小規模事業者持続化補助金 
〔対 象〕経営計画に基づく販路開拓・生産性向上等  

〔助成額〕50 万円以内(一般型：経費の２/３） 

◆米村の漢方薬 
  

￥ 

大牟田の“元気企業”を紹介します！ 

 地域で活躍する企業を「元気企業だより」でＰＲ！ 

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、目を見張る活躍を毎年５社を取 

り上げ、「元気企業だより」として作成・紹介しています。 
              

㈱九州パッキング製作所 
 

ポンプやボイラー、水道 
蛇口、防水時計や携帯電話等 
身近なところに使われている 
パッキン製造等、ゴム業界での事業拡張や地域
貢献の取組などを紹介しています。 

㈲有明乳業 
 

 顧客の健康と安全をテーマ 
にした乳製品や食品などの宅配 
サービス事業、移動検診カーに 
よる健康推進事業等地域密着型の事業推進と地域
貢献の取組などを紹介しています。 

ユニオン FBC㈱ 
 

従業員一人ひとりの力の 
結集でモノづくりのＮＯ.１ 
を目指す。深穴加工(BTA) 
切削工具の設計・製作の他、 
特殊切削工具や機械部品、医療分野等での技
術活用等を紹介しています。 

 

 

 

 

年に 1 回、FM たんと 
「キラリ！大牟田市」
のコーナーで紹介し
ています♪ 

詳しくはこちら 

トータルケア・システム㈱ 

H16 年エコタウン初期 
誘致企業として世界初の 
紙おむつリサイクル事業 
を開始。事業に取り組ん 
だきっかけや今後の事業展開などを紹介
しています。 

中島物産㈱ 
 

創業 105 年。空調設備 
等の販売施工から事業拡張 
し SDGｓ(持続可能な開発 
目標)達成に貢献する太陽光 
発電事業、ファインバブル発生装置製造販売
等環境事業の取組などを紹介しています。 

 

の取組などを紹介しています。 

冨重農園 

               代表 冨重 悟 

      焙煎機導入で美味しい大牟田産落花生の 

生産・販売を実現！ 
 

地域活性化センター技術開発助成金を活用し、地元で 

収穫した落花生を自社焙煎できる焙煎機を導入しました。 

焙煎技術を習得し美味しい大牟田産落花生を提供で 

きるようになり、これからも多くの皆さんに喜ばれる落花生の 

製造・販売に努めていきます。 

 

＊令和 3 年度の主な補助金を右側のページで紹

介しています。生産性の向上や販路拡大等を目

指される事業者の皆さんは、是非一度、当センタ

ーのアドバイザーにご相談ください。 
 

 

＊令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症によ

る緊急事態宣言（5月）の延長等により、売上

が減少した事業者を対象とする国の給付金等に

ついての相談・支援等も行いました。 

 

 

＊事業名、補助金額、補助率、助成内容等は変更となる場合があります。 

 

賛助会員の募集 


