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ごあいさつ

事務局からのごあいさつ

理事長

吉永

一己

当協会は今年の４月に 1６年目のスタートを切りました。
コロナ禍ですが、With コロナで前向きに事務局一丸となって
活動して参ります。どうか本年度もよろしくお願い致します。

事 務 局 本 部
事務局長

吉永

事業推進マネージャー 武

一己

○ 市町村の委託業務
・企業誘致支援業務及び販路拡大業務
○ NPO 団体等支援業務
・県 NPO 団体ネットワーク協会運営業務
・外国人インストラクターネットワーク協会運営業務

○事務局管理・運営業務
○会員企業間交流・ビジネスマッチング支援
○市町村企業誘致及び移住支援
○講演会・セミナー開催、人材育成支援
○企業・県内大学等とのマッチング支援

主任研究員
山口 光臣
（元三菱自動車）

事務局長補佐

俊一郎

研究員
濱崎 貢

研究員
陳 麗

（鹿児島大学非常勤講師）

（鹿児島大学非常勤講師）

渡海谷 侑奈

○事務局長補佐業務
○予算執行・財務管理業務
○県・市町村・団体等の委託業務
○Webサイト管理・運営業務
・かごしまシニア応援ネット
・鹿児島サカキネット
○人材育成（OJT/インターンシップ等）業務
事業推進マネージャー

大迫

○産学連携「高大連携講座」実験講座企画運営
○協会主催イベントの支援活動
○協会活動への運営アドバイザー

大阪支部（非常勤職員）
大阪支部長

次郎

藤嶺 公俊

○関西地区支部業務
○Ｗｅｂサイト管理運営支援業務

ＮＰＯ法人かごしま企業家交流協会本部
鹿児島県 NPO 団体ネットワーク協会事務局
外国人インストラクターネットワーク協会事務局

○県及び法人の委託事業
・離島移住支援業務
・花き類の生産体制整備及びネット販路開拓業務
○県・団体等助成事業活動
・県及び団体等の助成事業業務

Web サイト鹿児島サカキネット事務局
当協会は上記事務局を併設しており、本部職員は
この業務も行っております。
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＜第５８回学校案内＞・・・かごしまの教育現場事情・・・

鹿児島大学先端科学研究推進センター
～かごしま地域共創のコアファシリティを目指して～
鹿児島大学先端科学研究推進センター⾧

小山 佳一

鹿児島大学先端科学研究推進センター（以下センター）は研究支援ユニットを中心にして、鹿児島大学の教育・
研究活動の支援を目的に、80 台以上の高度な基盤研究設備・機器を維持管理し、多くの研究者や学生に共用（低
額有料利用）できる体制を作ってきました。これらの共用設備・機器は、地元企業をはじめ多くの民間・公設の
研究者や技術者にも公開し共用利用されております。
センターは、
（１）結晶解析装置、元素分析装置、味認識装置、電子顕微鏡などを保有している機器分析部門、
（２）タンパク質分析やリアルタイム PCR 検出装置、DNA シーケンサーなどを保有している遺伝子実験部門、
（３）環境放射能や食品放射能分析装置等を保有しているアイソトープ実験部門、
（４）小動物用 X 線撮影装置
等を保有している動物管理・小動物研究推進部門等で構成されています。さらに、センターは大動物研究推進部
門と感染制御研究部門も揃え、生命科学研究や新興・再興ウイルス感染症に対する高度な研究・教育活動等を行
い、地域課題の解決につながる研究及び国際レベルの研究による地域への貢献等を推進しています。
鹿児島大学外の民間・公設によるセンター設備・機器の利用事例を下記にいくつかあげます。
味認識装置は人間の味覚受容体を模倣した味覚センサーを利用
して、わずかな味の違いを相対的に数値化することができ、県内の
食品関係企業に共用利用されております。
DNA シーケンサーは県内の病院からの試料分析や鹿児島県と環
境省との連携で鳥インフルエンザの診断に利用されてきました。
アイソトープ実験部門では、福島県林業研究センターと協力し
て福島第一原子力発電所の事故後の福島県下森林の放射性物質濃
度測定を行った実績もあります。

味認識装置

DNA シーケンサー

センターには優秀な技術職員が所属しており、学外利用者に対しても学内利用者と同様な設備・機器操作指導
やセンター職員が分析する依頼分析も行っております。2021 年度から試験的にインターネットを使用した遠隔
利用も実施しました。
センターの高度な研究設備・機器は鹿児島大学の資産であるとともに、我が国の公共財の一つでもあります。
これらの共用設備・機器を地元の高等研究機関、高等専門学校、地域・民間、公設の多様なプロフェッショナル
で利用することにより、県内の研究者が産業界・地域と連携して人材交流の基盤を形成して新たな価値の創出、
すなわち「地域共創」の場ができることを願っております。センターは鹿児島大学の研究力向上だけでなく地域
共創のコアとして地元に貢献していきます。多くの皆様のご利用をお待ちしております。センター共用設備・機
器利用のお問い合わせは、下記問い合わせ先にご連絡ください。
【問い合わせ先】先端科学研究推進センター研究支援ユニット
https://gene4.knit.kagoshima-u.ac.jp/rsc/
鹿児島大学研究協力課研究支援係
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＜第５６回市町村情報＞ ・・・私達のまちづくり・・・

鹿 屋 市
～市民の皆様と共に～
もっと元気な、もっと豊かな、もっと住みやすい
“未来へ大きく羽ばたくまち かのや”の実現
鹿屋市長 中西 茂
◎ごあいさつ
鹿屋市は、人口約 10 万人、本土最南端へと伸びる大隅半島の中心に位置し、半島の交通の要衝となっ
ており、大隅地域の産業・経済・文化の中心として発展してきた拠点都市です。
本市の産業は、豊かな自然環境や温暖な気候を生かした第一次産業が盛んであり、国内トップクラスと
なる畜産をはじめ、広大な農地を活用した土地利用型農業や施設園芸など多種多様な農業経営が営まれ
ています。
また、空港や九州自動車へと繋がる東九州自動車道、大隅縦貫道の開通により高速交通体系が整備され
るとともに、近年、重要港志布志港へ東九州自動車道が延伸されるなど、その利便性が増しているところ
であり、情報インフラの整備等により都市発展の基盤が整い、企業が本市へ立地しやすい環境が整ってき
ました。
このような中、雇用と所得につながる力強い産業をおこすため、新たな工業団地の整備や地域の特性を
生かした企業誘致、人材確保の取組等に精一杯、取り組んでいきますので、鹿屋市への立地をぜひご検討
ください。

●人材確保の取組
鹿屋市合同企業説明会や市内企業と地元高校等との交流会を開催する
など、地元人材の確保に取り組むとともに、令和２年に開設した「かのや
移住サポートセンター」を中心に、移住希望者への就業情報の発信など、
域外からの雇用確保にも取り組んでいます。

●地域６次産業化等の取組
川中・川下の要望に的確に対応し、食品流通業界に頼りにされる産地
づくり、地域資源を活用した新商品の開発支援、販路拡大・開拓等の支援などに取り組んでいます。

●企業立地に対する優遇制度
鹿屋市内に工場等を立地する企業に対し、建物の設備投資等に対する費用の一部を助成しています。
補助金の種類
１

用地取得

２

建物・機械設備

３

雇用促進

４

施設賃借料

５

通信回線使用料

対象業種

補助率

・製造業
・流通業
・情報通信業
・研究開発施設
※4･5 については、情報通信業、研究
開発施設のみ
※用地取得面積等の要件等も有り

限度額

30％

2,000 万～１億円以内

３～12％

１億円以内

20 万円～60 万円／人

5,000 万円以内

50％

3,000 万円以内

50％

（1,000 万円×３年）

※固定資産税の優遇などその他の優遇制度もございますので詳しい内容はお問合せください。
【お 問 合 せ 先】 鹿屋市役所 農林商工部 産業振興課 企業支援係
TEL 0994－31－1180 E-mail sangyou@e-kanoya.net
【鹿屋市役所 HP】 www.e-kanoya.net
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「まち、ひと、しごと」 創生総合戦略

・・・ 動き事例① ・・・

「第２期南九州市創生総合戦略」は，「第１期南九州市創生総合戦略」の基本目標を引き継ぎ，
「第１期南九州市創生総合戦略」で行った施策の効果検証を行って施策や重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の見直しを行い，また，国の示した新たな視点を盛込み，令和 2 年度から 4 年度ま
での３か年の目標や施策の基本的方向，具体的な施策をまとめたものです。

↑地方創生推進交付金事業を活用して
整備した複合施設（コワーキングスペース，
地元食材を使ったメニューを提供するレス
トラン，クラフトビール工房，会議室，多
目的スペース）

【お問い合わせ先】 南九州市企画課企画係 TEL:0993-83-2511（内線 2041）
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「モノづくり、人づくり、地域づくり」
受託事業紹介

・・・ 動き事例② ・・・

～ 本年度、協会にて受託している事業を紹介します ～

・かごしまシニア応援ネット （鹿児島県高齢者生き生き推進課より受託）
鹿児島で活躍している元気シニアのみなさんや、各地で開催される
イベント情報等を多数掲載しています。
http://www.kagoshima-senior-ouen.net/
・鹿児島“しま”のサポーター（鹿児島県離島振興協議会より受託）
“しま”に住みたい、働きたいという方々のために各離島の移住施策・
雇用・空き家情報を掲載しています。
http://www.shima-supporter.com/
・曽於市しごと創生業務委託（鹿児島県曽於市より受託）
企業誘致、雇用拡大を目的とし、また市内外企業とのビジネスマッチングにて市内企業の
振興を図るため、さまざまな活動を行っています。

・鹿児島サカキネットの管理・運営業務（鹿児島サカキ合同会社より受託）
～鹿児島サカキネットとは～
現在 90％を占めていると言われる「中国産の枝物」販売市場に対し、鹿児島県の温暖で
生産に適した気候・土質の中で育てられた緑豊かな「国産の枝物」を「神棚・仏花用」
、
更に「玉串用」として、
「ネット販売」により、お客様に生産者から直接お届けするものです。
このたびホームページを
立上げました。
① 問屋・花屋
② 神社・お寺・葬儀場
③ 企業・個人
などへの販売を行います。
生産体制が整い次第、販売
を開始する予定ですので、
ぜひ覗いてみて下さい！

https://kagoshimasakaki.com
/
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＜第４５回会員企業案内＞

… 私達のものづくりの現場報告 …

株式会社

iT est

🔶

i

Verification

Development

Products

Secure 文探
【

Secure 文探 Light
【

一、お客様に常に必要とされる経営
一、世の中に役立ち社会的使命を担う経営
一、常に変化に挑む経営
一、社員と会社の目標統合経営

iTest
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○ 活動内容（２２年１月～５月主な活動実績）
○「インドネシア人による出前講義」開催

○「パキスタン人による出前講義」開催

日時…2022 年 1 月 13 日（木）
場所…姶良市文化会館
「加音ホール」
（姶良市）
参加者…39 名

日時…2022 年 1 月 19 日（水）
場所…鹿児島県立
薩南工業高等学校
（南九州市）
参加者…約 100 名

○鹿児島サカキ合同会社業務受託

○職場実習生（OJT）受入
期間…2022 年 3 月 1～24 日
場所…かごしま企業家交流
協会 本部事務局
（鹿児島市）
参加者…1 名

期間…2022 年 1 月～2 月
対象…会社設立に伴う諸
手続、届出業務
期間…2022 年 2 月～
対象…通販システムの開発、
管理・運営業務
○令和 4 年度

第一回「役員会及び意見交換会」

○令和 4 年度

日時…2022 年 4 月 27 日（水）
場所…Zoom 会議室
かごしま企業家交流
協会 本部事務局
参加者…7 名

株式会社

市町村担当者向け講演会
日時…2022 年 5 月 10 日（火）
場所…鹿児島県住宅供給
公社 大会議室
Zoom 会議室
参加者…19 名

iT est

組込みソフトの検証を専門とする企業です
組 込 み機 器 の検 証
組込みソフトウェアの開発
開発・検証プロセスの改善

Secure 文探
☑電帳法に最適な文書管理システム
☑圧倒的な価格、機能、サービス
☑売切りの魅力！フルスペック仕様
☑中小企業向け、導入し易い！

〒５３２-００１１ 大阪市淀川区西中島５-８-３ 新大阪サンアールビル北館６０５号
TEL:０６‐６８３８‐７１２７ FAX:０６‐６８３８‐７１２８
URL:http://www.itest.co.jp/
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