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令和３年度事業報告 

体 系



 事 業 

令和３年度事業については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う感染症対策と地域経済活性

化、さらには令和２年７月豪雨による災害からの復旧・復興を主眼に置いた事業に行政と連携して

取組み、令和３年度事業計画に掲げる事業の一部については、新型コロナウイルス感染症の拡大の

影響により中止等を含め変更して実施した。 

 

公１ 産業支援事業  

 

公 1-(1) 研究開発支援事業   

①技術アドバイザー支援事業  

    企業の技術課題解決に向けた相談対応や、新事業展開及び新製品開発等に関する補助制度

の紹介や、コロナ禍における売上減少等並びに令和２年７月豪雨被災者の復興支援等の各種

補助事業の採択及び経営革新計画等の認定に向けた申請支援等を行った。 

【実施期間】 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

【配置人員】 技術アドバイザー（２名） 

訪問等企業数 相談支援件数 支援概要 

２９０社（延べ） ４４件 

・技術開発に関する支援     １件 

・補助金申請に関する支援   １５件 

・その他相談に関する支援    ２８件 

 

（参考）補助金申請支援 採択状況概要   ※他のアドバイザー等支援分も含む 

・大牟田市ものづくり企業技術開発支援助成金    （補助上限 1件当たり 2,000千円） 

採択企業 事業概要 

トータル・ケアシステム㈱ 再生パルプの用途拡大を目的とした成型方法の開発 

(有)黒山鉄工 ロータリーバンドソー設置に伴う生産設備の改善 

オギハラ食品㈱ 
高菜漬が有する微生物群の研究と機能性を活用した新商品

の開発（辞退） 

 

  ・大牟田市アフターコロナ対応新商品開発費補助金   （補助上限 1件当たり 500千円） 

採択企業 事業概要 

大福商事㈱ 

全国発送を可能にする新商品開発にかかる個包装の改良 

～最新型自動包装機導入に伴うエコアンプレッサーおよび

ステンレス製エアタンクの導入～ 

㈲江口栄商店 草木饅頭の消費期限延長による販路の拡大 

 

 



・経済産業省 ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業 

採択企業 事業概要 

(有)野口食品 
生産性向上と品質保証体制の強化による九州産三池高菜漬

けの拡販 

 

・経済産業省 被災小規模事業者再建事業（令和２年７月豪雨型） 

採択企業 事業概要 

(有)野口食品 生産性向上による三池高菜漬けの販売拡⼤と経営安定化 

 

・経済産業省 中小企業等事業再構築促進事業 

採択企業 事業概要 

中村自動車鈑金塗装 
医療福祉業界を助ける！福祉車両抗菌サービスと設備導入

による業務効率化 

大和工業㈲ 
新工場建設及びデジタル制御・固定管自動溶接機導入によ

るサニタリー配管市場への新規参入 

㈱呉服のねごろ 業種転換として呉服商の強みを生かした写真館を開設 

米村の漢方薬 漢方養生関連事業の新たなる構築 

㈲バイクショップ三井 
バイク車検指定工場への業態転換による顧客サ－ビス向上

と事業安定化 

 

・福岡県 なりわい再建支援補助金 

採択企業 事業概要 

㈲野口食品 冷蔵庫・井戸ポンプの更新 

 

・(公財)福岡県リサイクル総合研究事業化センター 研究会 

採択企業 事業概要 

㈱成田美装センター・大牟

田市・(公財)大牟田市地域

活性化センター 

廃プラスチックを添加したアスファルトの舗装材料への利

用（2/2年目） 

 

  ②産学連携コーディネーター支援事業  

    新技術、新製品開発のための産学官連携支援等を行った。 

【実施期間】 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

【配置人員】 産学連携コーディネーター（１名） 

訪問等企業数 相談支援件数 支援概要 

２７０社（延べ） １５件 

・新製品、新技術の開発に関する支援    １件 

・学術研究機関等との連携に関する支援    ５件 

・地域内外の企業間連携に関する支援     ４件 

・地域の企業からの相談、その他に関する支援５件 

 



③取引拡大アドバイザー支援事業  

受発注情報・製品情報のデータ活用及び関係機関等との連携を図り、取引拡大に係る取引

先の紹介・斡旋等を行った。 

【実施期間】 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

【配置人員】 取引拡大アドバイザー（２名） 

訪問等企業数 相談支援件数 取引に係る支援概要 

２３４社（延べ） ７１件 

・成 立 １２件 

・継 続  ０件 

・不成立  ４件 

   

④産学官連環交流会の開催  

    新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、従来の会場開催による講演等発表・聴講

形式から、講演等の内容を事前収録し、インターネット上で聴講できるオンデマンド配信方

式に変更して実施した。 

    例年同様に産学官を主体とした研究シーズの発表をはじめ「明るい未来を築く企業経営に

おける SDGsの取組み」を基本テーマに据え実施した。 

【日時】 令和４年２月１０日（木）～令和４年３月１０日（木）[１か月間] 

【開催方式】 事前収録した講演等をインターネット上で聴講できるオンデマンド配信 

【聴講申込者数】 １０７名 

【概要】 [テーマ] 明るい未来を築く企業経営における SDGsの取組み 

       [サブタイトル]  

～産学官のつながりを深め、地域企業の技術革新と経済の発展を願って～ 

・基調講演  

「SDGｓの本質と企業が取り組む意義」 

SDGパートナーズ有限会社 代表取締役 CEO  田 瀬 和 夫 氏 

・研究シーズ発表 

① 「ファインバブル技術の応用展開に向けた学術的検討」 

有明工業高等専門学校 創造工学科  環境・エネルギー工学系  

教授  大河平 紀司 氏  

② 「理学療法の技術が動物を救う」～高齢ヤギの歩行獲得への挑戦～ 

帝京大学福 岡医療技術学部 理学療法学科 

講師  壇   順司  氏 

③ 「SDGsと産学連携で新たなビジネスチャンスを」～福岡大学の取組事例ほか～ 

福岡大学産 学官連携センター 

産学官連携コーディネーター客員教授 

社会連携センターコーディネーター 中川 普巳重 氏 

 

 



公 1-(2) 研究開発助成事業   

地域企業の振興を目的に、技術開発・研究開発を進める企業の掘り起こしを行い、本活性化セ

ンター助成事業を実施した。また、大牟田市が実施する「大牟田市ものづくり企業技術開発支援

事業」の広報、審査、進捗確認などの事業運営に対し支援を行った。 

（補助上限：技術開発 1件当たり 1,000千円、調査研究 1件当たり 500千円） 

採択企業 事業概要 

㈲菓子のイトー 洋菓子用生クリームの卓上自動製造機の導入 

㈱アルテック九州 
大型歪み取り機の開発・導入によるアルミ製大型構造体の

生産性向上 

  

 

公 1-(3) エコタウン振興事業    

大牟田エコタウンにおける新産業創出のための諸事業を総合的かつ効率的に推進することによ

り、地域の活性化に資することを目的として、エコタウン振興基金を原資として、技術及び製品

の開発や、調査研究、さらにはエコタウン及びその周辺地域の環境保全に資する事業等に対して、

補助を行うまたは自ら実施するものである。 

令和３年度については、該当事業の実績はない。 

 

公 1-(4) 人材育成事業   

地域企業や研究者等の技術向上、人材育成等を目的に、大牟田市、大牟田商工会議所及び三

池貿易振興会等と連携し、令和３年度においては、中小企業大学校（直方校）のサテライト・ゼ

ミを誘致するなど、次のセミナー・講座を実施した。 

また、一部の事業については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止や、定員

を削減するなど感染症拡大防止策に努め実施した。1/27･28,2/15 

開催日 内  容 参加者 

１０月１４～１５日(A) 

１０月２７～２８日(B) 
ＩＳＯ９００１内部監査員養成講座 ４５名 

１１月 ４～ ５日(A) 

１１月２４～２５日(B) 
ＩＳＯ１４００１内部監査員養成講座 ４１名 

１月１８～１９日 品質管理セミナー １５名 

１月２７～２８日 

 ２月１５日 

【新規取組み】 

サテライト・ゼミ（若手リーダー養成研修） 
８名 

２月１７日 
【新規取組み】 

カーボンニュートラル・脱炭素経営セミナー 
８６名 

※例年共催事業として開催している経済セミナー及び貿易実務講座は、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため中止した。 

 

 



公 1-(5) 情報提供事業      

① 「財団だより」の発行  

当活性化センターが実施した産業支援事業、資源循環型社会推進事業等の各種事業を取りま

とめ、毎年度３月に発行していたが、会計年度単位の報告・発行に切り替えたため、令和３年

度より、毎年４月に前年度事業を取りまとめ、地区公民館等の市内公共施設に設置するととも

に、企業に向けて情報発信を行い、令和３年度の事業活動実績についても、同様に令和４年４

月に行う予定である。 

 

②「元気企業だより」の発行  

素晴らしい技術やユニークなアイデア等を持って、地域経済の活性化に向け頑張っている企

業５社を採り上げ、１社ごとに当活性化センターホームページに掲載するとともに、市内中学

校、高校の先生方を対象に印刷物として配布し情報発信した。 

また、本年度に採り上げた５社分を取り纏めた元気企業だより統合版は、「財団だより」と

あわせて地区公民館等の市内公共施設に設置するとともに賛助会員企業等に令和４年４月に配

布予定である。 

加えて市内中学３年生、市内高校及び有明工業高等専門学校（専攻科含む）の全生徒・全学

生のほか教職員等にも配布予定である。(全生徒・全学生・教職員等配布部数：6,400部) 

また、採り上げた５社には、ＦＭたんとの番組に出演（事前取材）頂き、ラジオによる情報

発信も行った。 

 

紹介企業 テ ー マ 

九セラ㈱ 
‟素人集団“で世界標準の強化磁器食器工場を築きあげた九

セラ㈱!! 

三井金属鉱業㈱ 
石炭で始まった鉱業から発展し様々な先端素材の企業へ！ 

「マテリアルの知恵を活かす」 三井金属!! 

㈱森商事 
戦後の混乱期に市の環境整備事業に参入し 70年！ 

九州一の廃棄物収集運搬業者に成長した 株式会社森商事‼ 

カントリーキッチン 
ソウルフードを守りながらも、時代と共に進化するカントリ

ーキッチン‼ 

中嶋産業㈱ 

九州支店大牟田工場 

国内屈指の技術で極厚鋼板の切断加工業界をリードする中嶋

産業㈱ 

 

③ホームページ等による情報提供  

「環境リサイクルｅ情報おおむた」、「活性化センターＨＰ」を随時更新し、また、活性化

センターが事務局を務める各種協議会等の会員や賛助会員等をメーリングリストとして取り纏

め、各種助成金制度の紹介やイベント情報等を提供した。 

特に、令和２年度に引続き、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国・県・市の支援事業の

メニュー等の紹介に努めた。 



さらには、市内の賛助会員企業を直接訪問し、各種情報提供はもとより、新型コロナウイル

ス感染症が拡大する中での企業状況の調査をあわせて行った。 

 

④ 地域企業のＰＲ 

令和３年度は、隔年実施されるしんきん合同商談会に有明高等専門学校と合同出展し、

「財団だより」や「元気企業だより」のパネル展示等により、財団の取組みや地域企業のＰ

Ｒに努めた。 

また、大牟田市や大牟田商工会議所等と連携し、各種イベントに参加し企業紹介を行って

いるが、三井化学オオタムフェスタについては、J 工場解体に伴いイベント自体が中止とな

った。 

開催日 イベント 概 要 

１１月１７日 第 6回しんきん合同商談会 財団や地域企業のＰＲ（隔年実施） 

 

 

公２ 資源循環型社会推進事業  

 

公 2-(1) 環境・リサイクル啓発事業   

① おもしろ科学教室の開催  

 自然環境やリサイクル、ものづくり等に興味を持つ契機とすることを目的に、有明高専の

出前授業を活用し、小学 4 年生から 6 年生までを対象に、「クリップモーター作り」の開催

を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い開催を中止した。 

 

開催日 内  容        備  考 

８月１８日 
「クリップモーターを作り回転競争をしよう」 

［共催：有明工業高等専門学校］ 
中 止 

 

 

② 親子わくわく環境講座の開催  

 資源や環境の大切さについて学習することを目的に、大牟田市環境部と連携して開催した。 

 

開催日 内  容        備考（主管） 

７月３１日(土) 植物でアートに挑戦！夏の草花でたたき染め 環境保全課 

８月 ４日(水) ウンコ教室！水とトイレについて考えよう！ 活性化センター 

８月２１日(土) 親子で楽しくエコキャンドル作り 環境保全課 

 

 



公 2-(2) 大牟田エコタウン啓発事業  

① エコタウンフェアの開催支援（中止）  

市民を中心として、環境、科学、物づくりに関する教育・啓発と合わせてエコタウン及び

エコタウン内事業者の周知を図ることを目的に、大牟田市エコサンクセンター指定管理者が

11 月に開催するエコタウンフェアに対し、準備段階から支援を行っているが、本年度は、

空調設備の更新による施設の休館並びに新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止となった。 

② 「CIRCLE FOR SDGs～SDGsの輪を広めよう！」に出展 

当初計画していなかったが、一般社団法人大牟田青年会議所が主催で初めて取り組まれた 

「CIRCLE FOR SDGs～SDGsの輪を広めよう！」に出展し、SDGsをテーマに大牟田エコタウン 

等の紹介を行った。 

主  催   一般社団法人 大牟田青年会議所 

後  援   大牟田市、大牟田商工会議所 

日  時   令和３年１０月１２日(火)～２２日(金)１１:００～１７:００ 

場  所   イオンモール大牟田２階 西松屋横特設会場 

 

他１ 大牟田エコタウン事業関連設備等管理事業 

  

大牟田市からエコタウン事業用地内の共益設備維持管理業務を受託し、下水道ポンプや調整

池等の適正な維持管理を行った。 

対象施設 下水道ポンプ施設、海水取水ポンプ施設、洪水調整池 等 

 

他２ 賛助会員特典事業  

  

当活性化センターの目的に賛同する法人・団体から年会費１万円を受領し、合計額の６０％

を公益目的事業、その余を特典事業等に使用することとしている。令和３年度は、1 社の脱会、

１社の新規入会があり、賛助会員は８３社となり４８６千円を公益目的事業に活用した。 

①公益目的事業  

 環境リサイクルに関する市民意識の向上、環境にやさしいまちづくりに寄与することを目

的に、「公２ 資源循環型社会推進事業」ほかに使用した。 

②特典事業  

・情報提供事業 

各種セミナーの開催や研究開発助成の公募情報等をメール配信するとともに、併せて

当活性化センターのＨＰ等にて賛助会員（企業）をＰＲした。 

また、例年開催している会員交流会については、新型コロナウイルス感染症拡大に伴

い中止した。 

 

・助成事業 

①有料研修会等参加費(年間助成上限 8,000円/１団体)、または②大牟田市エコサン 

クセンター会議室利用料等(年間助成上限 8,000円/１団体)に対し助成している。令和 

３年度については、１社２件の申請があり８千円の助成を行った。 

 



 

管理費（法人会計） 

 

  当活性化センター事務を適正かつ円滑に執行した。 

 

 

事業報告の附属明細書 

 

  事業報告の内容を補足する重要な事項に該当するものはない。 


