補助金の獲得に向けてお手伝いします！

Ｎｏ１７
（公財）大牟田市地域活性化センター

～この 10 年間に１５７件、総額１６億６１百万円（申請額）の補助金獲得を支援しました～

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

地域活性化センターは、地域の中小企業を応援します！
(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を通して、
地域が活性化することを願っております。
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。

アドバイザー・コーディネーター紹介

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！

地域活性化センター技術開発助成金

￥

〔対 象〕環境リサイクル産業等の研究開発
〔助成額〕１００万円以内（経費の２分の１以内）

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。
小林 晃
研究開発から工業化、市場開発、
製造、知財を経験。課題抽出、改善、
固有技術の創出に努め、地域活性化
に励みます。

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。
(企業訪問件数：237 件・相談支援件数：６８件)
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。
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。

（経費の３分の２以内）

◆（株）日高合金

◆（有）亀屋

◆土俵うどん

◆（株）タカイシ

◆松尾産業（株）

◆（株）松正

◆信和ミート ◆（有）大牟田エコクリーン

◆（株）川島製作所 ◆ユニオンＦＢＣ（株）

その他の補助金

◆信号電材㈱
◆矢部川電気工業㈱
■サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（経済産業省）
◆（株）日高合金

◆中島物産（株）

■グリーンアジア国際戦略総合特区 中小企業設備投資促進補助金（福岡県）
◆（株）日高合金

■継続採択事業
■サポイン事業（戦略的基盤技術高度化支援事業：経済産業省）
（平成 28 年度から継続）
◆Ｉ＆Ｔニューマテリアルズ(株)

■福岡県リサイクル総合研究事業化センター研究会（平成 28 年度から継続）
◆(有)大牟田エコクリーン、メタウォーター(株)ほか

～採択を受けた方の声をご紹介～
ＫＭアルミニウム㈱
設備室長 原田 信吾

中嶋

◆（株）日高合金

◆（株）カネヤス

◆トータルケア・システム(株)

取引拡大アドバイザー

◆（株）セイケン

◆とらや菓舗

■中小企業海外展開支援事業（(独)国際協力機構）

英範

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。

◆大福商事（株）

〔対 象〕試作品・新サービス開発・設備投資等
〔助成額〕500 万円以内(小規模型) １,０００万円以内(一般型)

◆オギハラ食品（株）

私たちにお任せください！

〔対 象〕新技術、新商品開発
〔助成額〕３００万円以内（経費の２分の１以内）

経済産業省ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業

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：２４３件・相談支援件数：８２件)
長﨑

大牟田市ものづくり企業技術開発支援助成金

◆ＫＭアルミニウム（株）

技術アドバイザー

（相談無料・秘密厳守）

■３０年度「採択実績」のご紹介

鋳物砂のリサイクル化！

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。

産学連携コーディネーター
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：１０４件・相談支援件数：24 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。

地域活性化センター技術開発助成金を
活用し、鋳物砂のリサイクル化の技術開発
を進めています。これまで使い捨てし
てきた鋳物砂がリサイクル可能となり
ました。今後も産業廃棄物の削減に積
極的に取り組み、環境にやさしいモノ
づくりの社会を目指します。

㈲亀屋
取締役

東 元子

職人の技と機械の力で“もっと美味しく
もっと楽しく”お菓子作りを！
今回、国のものづくり補助金を活用しお
菓子生地の自動絞り機を導入しました。この機械を使うこと
で多品種生産と増産を実現し、より多く
のお客様に喜んでいただける商品作りに
努めていきます。
職人の技術と機械の力を融合するこ
とで、中小企業の可能性を追求してい
きたいと考えています。

㈲大牟田エコクリーン
代表取締役 森田 博史
石膏ボードの完全リサイクルを実現！
24 年度から「国のものづくり補助金」を
はじめ県市等の補助金を活用し、2 件の特許
と県リサイクル製品認定を取得しまし
た。今回は、国のものづくり補助金を
活用して石膏粉、石膏紙ともにリサイ
クル化を実現しました。今後も研究開
発に取り組んでまいります。

㈱セイケン
代表取締役

京田

康裕

品質課題の解決と生産性向上の実現へ！
大牟田市ものづくり企業技術開発支援助成
金を活用し、半導体関連部品の加工作業における自動化装置
を導入しました。これにより品質的課題の解決や納期の短縮
を実現することができ、また少量多品
種にも対応が可能となったため、生産
性の向上にも繋げることができました。
今後は導入した装置を活用し、さら
なる事業の拡大に努めていきます。

■ 平成３１年度の「主な補助金」のご紹介（予定）

大牟田の“元気企業”を紹介します！

＊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。

地域で活躍する企業を「元気企業だより」でＰＲ！

＜設備投資に関するもの＞
◆省エネ補助金（30 万円～15 億円、1/4～1/2、経済産業省）
◆業務改善助成金（～100 万円、7/10～3/4、厚生労働省）
◆サービス等生産性向上ＩＴ導入補助金
（40～450 万円、1/2、経済産業省）

◆消費税軽減税率対策費補助金
（Ａ型 ～200 万円、3/4～4/5
Ｂ型 ～1,000 万円、1/2～3/4、経済産業省）

◆ものづくり・商業・サービス経営力向上促進補助金
（100～1,000 万円、1/2～2/3、経済産業省）

◆ものづくり中小企業新製品開発支援補助金（～500 万円、1/2、福岡県）
◆ものづくり企業技術開発支援助成金（50～200 万円、1/2、大牟田市）
◆技術開発助成金（～100 万円、1/2、地域活性化センター）
◆キューテック研究開発助成金

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社を取上げ、ＨＰやパンフレットに掲載しています。また、ＦＭたんと
にもご出演いただきＰＲしていただきました。

（～500 万円、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＞

九州車輌販売(有)

◆既存店舗改修事業（～40 万円、1/10～2/10、大牟田市）

量販店にはできない幅広いニーズ対
応や、YouTube での動画配信など、地
域ＮＯ．１店の“徹底した顧客サービス”
と“新しい取り組み”を紹介しています。

◆中心市街地の空き店舗改修事業（～200 万円、1/3、大牟田市）
◆中心市街地の多目的トイレ設置事業（～100 万円、1/2、大牟田市）

＜販売促進等に関するもの＞

◆小規模事業者持続的発展支援補助金（～50 万円、2/3、経済産業省）◆中心市街地の新築店舗整備事業（～200 万円、1/3、大牟田市）
◆新商品開発・販売力強化支援補助金（～10 万円、1/2、大牟田市）

＜技術・研究開発に関するもの＞
◆戦略的基盤技術高度化支援事業
（～9,750 万円/3 年、2/3、経済産業省）

申請時期など未定ですので、まずは大牟田市地域活性化

室町ケミカル(株)

センターへお気軽にご相談ください。

明治の創業以来、医薬品を中心に事業
を展開し、創立 100 周年！この 20 年
で健康食品、化学品、機能材料のメーカ
ーとして、年商５倍へと大きな飛躍を遂
げた「室町ケミカル㈱」の“紆余曲折の
歩み”などを紹介しています。

お気軽にご相談ください。

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 16 回おおむた
産学官連環交流会」を開催しました。
今回は、働き方改革、ＩｏＴ、ＡＩ、地方創生、新規事業立ち上げなどをキーワード
とした登壇依頼が殺到してるナレッジネットワーク（株）代表取締役 森戸氏をお招きし、
「平成維新期のビジネスチャンス」と題し基調講演を行いました。また、有明高専、福
岡大学、帝京大学から研究シーズ発表、国県等から中小企業向け支援制度説明等を行い、
100 名以上の皆さんに参加いただきました。その後の懇親会では、和やかな中にも活発
な意見交換が行われました。

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２０１社・団体、４１８名にご参加いただきました。

大牟田企業のＰＲ
低炭素・温暖化防止技術、浄化・汚染防止技術などの環境ソ
リューション技術と共に創エネ・省エネ・蓄エネによる新たな
エネルギー社会を目指す「エコテクノ２０１８」などにおいて、
パネルの展示などを行いました。
また、各イベントにおいて「元気企業だより」や「財団だよ
り」を配布し地域企業のＰＲに努めました。

年に 1 回、キラリ！
大牟田市のコーナー
で紹介しています♪

(有)パン・ド・ミー
2003 年、大牟田に１号店をオープンし、
今や荒尾・柳川でも人気のパン屋となった
「どんぐりの樹」の“パン作りにかける思い”
や“人気店であり続けるための取り組み”な
どを紹介しています。

(株)四郎國光

アスカインデックス(株)

名刀を男性に擬人化したオンライン
ゲームをきっかけに、刀剣ブームが到
来している昨今。ここ大牟田で 200 年
以上も続く刀匠一門の“歴史”や“知ら
れざる刀匠の世界”
、
“新たな取り組み”
などを紹介しています。

装置から事務機器まで４万点以上の中古機
器の整備販売を手掛け、賃貸クリーンルーム
を設置し顧客の初期投資負担の軽減に貢献す
るなど、ＢtoＢ（企業間取引）における
“高品質な商品とサービスの提供を目指す取
り組み”をご紹介します。

賛助会員のご紹介

活性化センターの目的に賛同いただき、8３社・団体に加入
いただいています。

■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、利用料の一を助成
します。
３ 活性化センター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、事業活動の活性化につながる
よう、年に一度「交流会」等も実施しています。
<会員企業発表会>

<懇親会の様子>

■ 平成 30 年度の新規賛助会員入会者(１０事業所)
柴田産業(株)

(有)菓子のイトー

お菓子のキタハラ

(株)日高合金

(株)タカイシ

(株)セイケン

ユニオンＦＢＣ(株)

土俵うどん

ｉｄｅｅｔｏｕｃｈ

(有)パン・ド・ミー

■ 賛助会員事業のご紹介
ISO9001・ISO14001 内部監査員養成講座
経済セミナー
各種
セミナー等

クラウドファンディングセミナー
貿易実務講座
品質管理セミナー
HACCP 研修会

各種
展示会等

エコテクノ 2018
三井化学オオタムフェスタ 2018
おおむたエコタウンフェア 2018

詳しくは
ホームページで

■会員企業による提案型ワークショプ

■人材確保をテーマとした勉強会

明治乳製品等の宅配代理店を
営む㈲有明乳業より「既存宅配
ルートの活用」について提案い
ただき、食品製造業を中心に
13 名の会員様にご参加いただ
きました。その後６社との取引
が始まっています。

人手不足の解決策の一つとして
注目を浴びている「外国人技能実
習制度」について、勉強会を開催
しました。監理団体を運営されて
いる「いなだ豆」の稲田社長に、
制度概要などの説明をいただき、
実際に制度を導入されている３事
業所の方にも体験事例等を発表し
ていただきました。

