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ごあいさつ 

 

    （公財）かごしま産業支援センター理事長 木場 信人 

新年を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。本年が皆様方にとりまして良い年となりますよう祈念申し上げます。 

当センターでは、県内中小企業の総合的な支援機関としての使命を果たすために、新事業創出、戦略的産業振興など次の

ような支援を行い、地域産業の振興発展に資する様々な事業に積極的に取り組むとともに、コーディネーターや支援専門員等

を配置し、専門的な立場から皆様方の御相談等に応じているところです。 

今後とも、本県中小企業支援の拠点として、ＮＰＯ法人かごしま企業家交流協会をはじめ関係機関・団体とも連携しながら、

本県中小企業の発展・振興に努めてまいりますので、当センターに対する御理解・御協力をよろしくお願いします。 
 

  ２０２２．１/Ｎｏ．５８

（公財）かごしま産業支援センターの活動について 

【主な支援の概要】  

１  新事業創出等支援  

コーディネーターによる総合的・先進的経営アドバイス、経営・技術専門家の派遣、創業者に対する助成、企業の

新たなチャレンジを担える人材とのマッチングサポートなど、起業や新事業の創出等を支援します。 

・よろず支援拠点事業          ・専門家派遣事業          ・プロフェッショナル人材戦略拠点事業    

・新産業創出ネットワーク事業     ・起業支援伴走プログラム事業      ・経営革新等伴走型支援事業    

２  戦略的産業振興支援  

新たな産業の創出のため、新技術・新製品の研究開発や食品関連企業の効率的で質の高い生産体制の整備な

どを支援します。    ・食品関連産業「カイゼン」活動強化支援事業    ・戦略的基盤技術高度化支援事業   

３  地域資源活用支援  

地域資源の活用や農林漁業と商工業の連携による新商品等の試作品開発・販路開拓等への助成により、新事

業の創出等を支援します。   ・魅力ある食品開発支援事業       

４  研究開発・技術支援  

ＡＩ・ＩｏＴの活用や新技術・新製品開発及び外国出願等への助成、産学官の連携や大学等技術シーズとのマッチ

ングなどにより、研究開発や新たな技術向上を支援します。  

・先端技術研究開発支援事業   ・シーズ・ニーズ・マッチング促進事業  ・中小企業等外国出願支援事業   

５  マーケティング等支援  

新製品等の国内外への販路開拓、商談会の開催、県外展示会への出展支援、市場ニーズ調査結果の事業化等

の支援を行うとともに、専門調査員の巡回、企業の登録・取引紹介あっせんなどにより、マーケティング等を支援しま

す。 

・ベンチャープラザ鹿児島「二水会」開催事業  ・新製品等販路拡大支援事業  ・製造業海外取引支援事業   

・取引あっせん強化推進事業     ・モノづくり取引開拓出展支援事業     ・モノづくり情報収集提供事業    

・下請かけこみ寺事業    

６  情報化支援  

各種支援事業や企業経営に役立つ情報等の提供を行うとともに、専門家等の派遣による会員におけるＩＴ

化の促進や生産体制の向上を支援します。  ・情報支援事業      ・情報会員支援事業   

７  人材育成支援  
  若手経営者等を対象とした人材育成塾の開催やカイゼンインストラクターによる企業訪問・社内ゼミ等を行うことに
より、企業等の人材育成を支援します。  ・ものづくり鹿児島リーダー塾事業   

 

       

（ベンチャープラザ鹿児島「二水会」）  （機械要素技術展 (東京 )）  

連絡先   TEL：099-219-1270  FAX：099-219-1279  ホームページURL：https://www.kisc.or.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

○２年生からのコース選択 
・１年生で基礎を学んだ上で，２年次から自分が興味

のあるコースを選択し，専門的な知識を学びます。 
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○地域協働型の学び 
・総合的な探求の時間を通して， 

地域の方々と一緒に地域の課題 

を見つけ，解決策を考えています！ 

・地域のボランティアなどにも参 

加しています。 

・地域の食材を使った，かごしま 

おいしいもの選手権／スイーツ 

部門・最優秀賞受賞！ 

 

○ものづくりコンテスト出場など挑戦の

場があります 
・第２０回高校生ものづくりコンテスト鹿児島大会 

【電気工事】藏園一太（山川）最優秀賞・九州大会出場 

片平裕樹（北指宿）  

【電子回路組立】西原零凱（南指宿）  

【溶接】今村匡成（開門）  

 

 

 

 

 

 

○様々な事に挑戦できる指導体制が整っ

ています 
・多様な生徒に合わせた幅広い進路選択ができ，個別 

指導できめ細やかな指導が受けられます。 

・令和４年度より，国公立文系大学の共通テスト対応 

カリキュラム編成を導入！ 

・２・３年生は選択科目があり，自分の進路に合わせて 

授業選択ができます！ 

 

○在学中に取得可能な国家資格 
第一級陸上無線技術士／電気主任技術者（３種）／工事担任者

／第一種電気工事士／第二種電気工事士／ 

二級ボイラー技士／危険物取扱者乙種全類 

 

○挑戦している資格 
日本漢字能力検定・実用英語技能検定：2 級・準２級・３級／

実用数学技能検定：準２級・３級／日本語ワープロ検定・情報

処理技能検定（表計算）：2級・準２級・３級／危険物取扱者乙

種第４類／第一級陸上無線技術士 

鹿児島県立頴娃高等学校 
～夢へはばたけ！可能性は無限大～ 

詳細は学校ＨＰへ！ 

ブログも更新中！ 
本校では，｢第一級陸上無線技術士｣という無線の資格に取り組んでおり，在校生の合

格者は機械科２年生１名，３年生１名，普通科２年生１名，３年生１名（計４名（男子

１名・女子３名））です。また，この資格の保有者に対する警察庁技官の採用があり，今

年度も２人が合格し九州管区警察局に内定しました。１月の資格試験に向けて勉強中！ 

２０２２．１/  Ｎｏ．５８  

＜第５７回学校案内＞ ・・・かごしまの教育現場事情・・・ 

 

１年生 

○就職・進学先○  

・自動車関連・電気関係・鉄鋼など， 

資格を生かした県外への就職の他， 

県内の企業にも就職 

・工業大学や専門学校への進学も！ 

 

設置学科・特徴 

 

２年生～ 

機械 

コース 

電気 

コース 

機械と電気

の基礎知識 

を学ぶ 

３年生の課題研究では 

・イルミネーション 

・スターリングエンジン 

・インターホン 

・金属加工などのものづくり 

・電飾溶接  ・電子工作 
などに取り組んでいます！ 

機械電気科 普通科 

○過去の進学・就職先○  

国立大学：名桜大学・県立短期大学

生活科学科など／県立大学・短大：

志學館大学・鹿児島女子短期大学な

ど／専門学校や県内就職も！ 

進路について 

３ 



 

４ 

 

＜第５５回市町村情報＞ ・・・私達のまちづくり・・・ 

         南大隅町 

          喜んでいただける町づくり 

               ありがたいと感じていただける町づくり 

                よかったと思っていただけるまちづくり 

                     南大隅町長  石畑 博 

◎ごあいさつ 

 南大隅町は、鹿児島県大隅半島の南端に位置し、北緯 31 度線が通過する温暖な気候と三方を海に囲まれ

た自然豊かな町です。町の主要産業は、第一次産業であります。九州本土最南端「佐多岬」や近年脚光を浴

びている「雄川の滝」などの観光地があります。 

 また、多くの町民の皆様方より、ご意見やご要望を頂き、「即戦力から即実行」の思いから、３つの大き

な柱として、「第一次産業・商工業の振興」、「子育て政策の更なる拡充支援」、「自治会活動の活性化支援」

を掲げでおります。 

 自然豊かな南大隅町への立地をお待ち申し上げますとともに、暮らしやすい本町で、皆様とともに大きく

躍進していけることを楽しみにしております。 

 

◎優遇制度 

 ①工場等用地取得補助金 工場等を新設、増設又は移転するために新たに取得した 

土地及び造成費のうち、工場等の用に供したと認める土地 

の取得価格の３割の額 

 ②雇用促進補助金    増加する新規地元雇用者の数に５万円を乗じて得た額 

 

 

◎移住定住支援 

 ①町ホームページで町内の空き家・空き地を紹介しています。 《空き家・空き地バンク》 

 ②一定の条件の下、住宅を新築・購入される方に最大 100万円を助成します。 

                          《定住促進住宅取得資金補助金》 

 

◎子育て支援 

 ①第１子(5万円)第２子(10万円)第３子(50万円)第４子(100万円)を子育て費用として支援します。 

                          《子育て支援特別手当》 

 ②町立幼稚園、小中学校の給食費は、月額 1000円です。《給食費支援事業》 

 ③18歳到達年度まで、子どもに係る医療費を全額助成します。《子ども医療費助成事業》 

 

※施策の詳細は、町ホームページをご覧ください。 

http://www.town.minamiosumi.lg.jp 

 

お問い合わせ先    南大隅町役場企画課 

                〒893-2501  鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北 226 番地 

                電話：0994-24-3113    FAX：0994-24-3119 

                E-mail：kikakuka@town.minamiosumi.lg.jp 

 ２０２２．１/Ｎｏ．５８  

上限：①②の 

合計 2000 万円 



 

５
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伊佐市公認キャラクター 

「イーサキング」 

 

「まち・ひと・しごと」創生総合戦略 ・・・  ・・・動き事例① 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 現状と将来に与える影響を踏まえ、課題解決に向けて以下の基本目標を掲げ取り組むこととしています。 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    
 

    

 

 

 

 
 

 
 

    

 

 

 

  

    

   

  伊佐市では、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とする「第２期伊佐市総合戦略」

を策定し、地方創生に取り組んでいます。 

 本市の人口は、1950年 61,082 人以降、減少傾向が続き、2015年の国勢調査では 26,810 人となり、

住民基本台帳によると、2021 年 11 月末時点で 24,544 人となっています。国立社会保障・人口問題研

究所の 2018年の推計によれば、今後も減少傾向が続き、2045年には 13,573 人と予測されています。  
 現状のまま、人口が推移した場合、以下のような地域経済社会への影響が懸念されます。 
 
  ◆ 日常生活サービス   ◆ 産業振興   ◆ 子育て環境   ◆ 医療・福祉サービス 

  ◆ 地域コミュニティの形成  ◆ 自治体運営 

 

 

【お問い合わせ先】〒895－2511 鹿児島県伊佐市大口里 1888 番地 
         鹿児島県伊佐市役所 企画政策課 TEL：0995-23-1311  FAX：0995-22-5344 

基本目標１ 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする  
（１）地域資源の多面的活用と生産性向上  （２）地域内サービスの維持・創出  

（３）就業環境の確保と多様な働き方    （４）地域産業の担い手の確保と誘致 

基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる  
（１）結婚・出産・子育ての支援      （２）仕事と子育ての両立 

基本目標４ ひとが集う、安心して暮らせる魅力的な地域をつくる  
（１）持続可能な生活空間の形成   （２）魅力ある 

（３）安心な暮らしの環境の確保        伊佐暮らしの実現 

 

基本目標２ 都市部とのつながりを築き、伊佐への新しいひとの流れをつくる  
（１）伊佐暮らし移住の推進        （２）ふるさと回帰・定着の推進 

（３）地域とふれあう多様な交流の促進   （４）都市部とのつながりの構築 

 

２０２２．１ /Ｎｏ．５８ 

総合戦略における具体的な

施策は、寄附額の最大９割

が控除される「企業版ふる

さと納税」の対象となって

おります。ぜひご検討をよ

ろしくお願いします！ 

横断的な目標１ 多様な人材の活躍を推進する 
 
・移住者の誘致や、地域外の人材とのつながりの拡大を図る主体
的な地域活動を促進します。 
・女性や高齢者等の新たな社会参画を促進地域外からの人材誘致
も含めて官民一体となって取り組みます。 

２つの横断的な目標 

横断的な目標２ 新しい時代の流れを力にする 
 
・様々な分野での利便性や生産性の向上つながる新しい技術や仕
組みの導入可能性について検討します。 
・魅力ある地域資源や生活文化などの価値の向上のために、時代
に即した手法や活用手段を取り入れながら効果的な情報発信を図
ります。 

４つの基本目標と具体的な施策 



 

６ 

 

「モノづくり、人づくり、地域づくり」・・・動き事例② 

「外国人による地域連携・共存セミナー」を開催しました！！ 

 

 

 

 
 

 

●第１回 南九州市会場   
【日時】令和３年１１月１１日(木) 13：30～15：30 

【会場】コミュニティセンター知覧文化会館 

 【講師】中国、パキスタン、韓国、ベトナム、インドネシアの６名 
  

・第 1回目となる南九州市会場では、「今後日本に留まるつもりで 

 あるのか」など、難しい質問があげられました。 

 講師による回答は、「仕事をするために留まる予定」「母国と日本 

 を行き来するようにしたい」「今後の状況(結婚できるかできないか) 

次第では母国に帰るかもしれない」など、率直な回答がありました。 

 

●第２回 曽於市会場 
【日時】令和３年１１月１８日(木)  13：30～15：30 

【会場】曽於市末吉中央公民館 

【講師】中国、パキスタン、ベトナム、バングラデシュ、フィリピンの５名 
 

 ・曽於市会場では、「引き抜きがある。安定雇用のためにはどうすれ 

ばよいか」「日本語をどのように学んだか」「食物特にハラルフード 

はどうしているのか」等の質問があり、「特に、安定雇用について 

は、賃金だけの問題ではない」「郷に入っては郷に従え」などの意 

見が交わされました。 

 

●第３回 姶良市会場 
【日時】令和３年１１月 25日(木)  13：30～15：30 

【会場】姶良公民館 

【講師】中国、韓国、ベトナム、バングラデシュ、インドネシアの６名 

 

・姶良市会場では、「賃金についてどう思うのか」という質問があり、 

 「目標額を達成したら母国に帰る人が多い」「来た人が長く続けるた 

めの仕組み作りが必要」「給料よりコミュニケーションの方が大事」 

「今の賃金に非常に満足している」などの回答がありました。 

 

 

 ２０２２．１/Ｎｏ．５８ 

 鹿児島県内には、高齢化や少子化による人手不足の担い手として、技能実習生を中心とした外国人が１万人
以上在住しています。ところが新型コロナウイルス感染拡大等も影響し、外国人が地域で働き・暮らすために必

要な交流や活動が制限され、孤立化が危惧されています。 

 そこで、外国人と地域企業・住民等が連携・共存していける地域づくりを支援するために、かごしま企業家交流

協会は、鹿児島県 NPO団体ネットワーク協会と共催し、県内３地域でセミナーを開催いたしました。 

 第１部では在留外国人講師による発表、第２部では意見交換を行い、様々な質疑があり、終了後も名刺交換

がなされるなど、有意義なセミナーとなりました。 

今回、それぞれの会場での質疑応答を一部ご紹介します。 

鹿児島で暮らす外国人の働き方・生活の悩みは電話・メール・FAXにて相談を受けています。 

お気軽にかごしま企業家交流協会までご相談ください。 



 

７ 

  
 

 

 

株式会社アトムニクス研究所は、１歩先の技術を自然科学で創造します。自然科学に学び、自然科学を

活用した物創り、事創り、人創りに挑戦しております。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 会 社 概 要 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

本 社 所 在 地： 大阪府交野市南星台４丁目８番３号（〒576-0013） 

              TEL: 072-892-7401      FAX: 072-892-7401 

代  表  者： 代表取締役社長 畑田 賢造 

創     業： １９９８年２月 

資  本  金： １，０００万円 

会社設立経緯： １９６７年 松下電器（現パナソニック）中央研究所で半導体の研究開発 

         １９７７～１９９５年 半導体実装技術の研究開発と事業化 

         １９９８年 アトムニクス研究所を設立 

         ２００２年 けいはんな研究所を設立 

         ２００７年 本社研究所を設立 

開発事業化内容： ２０００年 三次元モジュールの開発 

         ２０００年 無電解めっき方式によるバンプ形成技術の事業化・量産化 

         ２００３年 ピラミッドバンプ技術の開発 

         ２００４年 超微細Ｎｉバンプの技術開発 

受 賞 歴： １９８８年 日刊工業新聞社 十大新製品賞 

         １９８９年 恩賜発明賞    

         １９９３年 オーム技術賞         

基本活動方針： 自然科学に学び、自然科学を活用       

事 業 内 容： 技術創造・技術開発・技術支援・技術育成   

事 業 範 囲： エレクトロニクスから植物まで        

 
 

＜技術開発・事業化事例＞ 

              

 ＜無電解Ｎｉバンプ＞  ＜開口部１μｍ：Ｎｉバンプ＞ ＜ピラミッドバンプ＞   ＜３Ｄモジュール（６層）＞ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第４４回会員企業案内＞ ・・・私達のものづくり現場報告 ・・・ 

株式会社アトムニクス研究所 
 

２０２２．１/  Ｎｏ．５８  

<Learn natural science and use it.> 

URL： http://www.ne.jp/asahi/atomnics/lab/ ／ Mail： atom-lab@kagoshima.email.ne.jp 

本社研究所 
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○令和 3 年度市町村担当者向け講演会(Zoom利用) ○頴娃高等学校創立 90 周年記念式典 

 

 
○日時 

 2021年 9月 16日(木) 

○場所 

Zoom 会議室 

○参加者 20 名 

 〇日時 

 2021年 11 月 6日(土) 

〇場所 

鹿児島県立頴娃高等学校 

(鹿児島市) 

○参加者 200 名 

〇「外国人による地域連携・共存ｾﾐﾅｰ南九州市会場」 ○「外国人による地域連携・共存ｾﾐﾅｰ曽於市会場」 

 
 
 
 

〇日時 

  2021 年 11 月 11 日(木) 

○場所 

コミュニティセンター 

知覧文化会館(南九州市) 

○参加者  16 名 

 〇日時 

 2021年 11 月 18 日(木) 

○場所 

曽於市末吉中央公民館

(曽於市) 

○参加者 22 名 

〇「外国人による地域連携・共存ｾﾐﾅｰ姶良市会場」 〇「頴娃高校の魅力化づくりについて 講演」 

 ○日時 

 2021年 11 月 25 日(木) 

○場所  

姶良公民館(姶良市) 

○参加者 18 名 

 

 
○日時 

 2021年 12 月 16 日(木) 

○場所  

えい寿ホテル(南九州市) 

○参加者 12 名 

○活動内容（２１年９月～１２月主な活動実績） 

 

 

 

 

○  

○  

 

 

２０２２．１/Ｎｏ．５８ 

＜ 自然科学に学ぶ ＞ 
Learn natural science and use it. 

アトムニクス研究所は、自然科学を学び・活用し、環境や資源に優しく、 

   人々に喜ばれる技術を創造しています。 
例えば： 

    

植物の成長が１桁早い水 コップ１杯の水で洗濯できる洗濯機 コップ１杯の水で流せるトイレ 

株式会社アトムニクス研究所 
本社：大阪府交野市南星台４丁目８番３号（〒576-0013） 

TEL: ０７２－８９２－７４０１   FAX: ０７２－８９２－７４０１ 

 

 

 

 


