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（事務局：九重課長補佐）

皆様こんにちは。定刻になりましたので、会議を開催いたします。まずはあいさつではじめ

ますのでご起立をお願いいたします。

こんにちは。

ご着席ください。

（事務局：九重課長補佐）

それでは、次第に沿って進めます。池永会長にご挨拶頂きたいと思います。

【開会】

           会  議  要  旨

◎会 議 名 第 29 回合志市中小企業等活性化会議

◎開 催 日 時 平成 31 年 3月 26 日（火） 13 時 30分～14 時 30分

◎場   所 合志市役所 2 階庁議室

◎出席委員

池永幸生会長・後藤一利副会長・坂井秀明委員・鈴木憲治委員・松岡正弘委

員・穴井憲義委員・降籏英明委員・飯村秀敏委員・坂井さゆり委員・松本真

理委員・中村公彦委員・井村幸弘委員

◎欠席委員 池永けいこ委員・山本泰誉委員・峯隆吉委員・松本龍一委員

◎出席者 《事務局》九重課長補佐・宮崎

◎議  題

・開会

・会長挨拶

・議題

1）優良中小企業表彰推薦について

2）中小企業活性化関連事業の報告について

・その他

・閉会
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（池永会長）

皆様こんにちは。今日は役員の方が現時点で 3名欠席ということで、やはり年度末の忙しい

時期の開催は参加することが難しいですので、今後は開催時期を事務局で検討していただけれ

ばと思います。それでは今日は議題が 2 つありますけれども委員の皆様で審議をしていただけ

ればと思います。

（事務局：九重課長補佐）

ありがとうございました。ほんとうに本日は年度末のお忙しい時に開催してしまい申し訳ござ

いません。

【議題】

（事務局：九重課長補佐）

それでは議題に移りたいと思います。議事進行は中小企業等活性化会議設置要綱の第６条第

２項の規定により、議長は会長が当たるとなっておりますので、池永会長、議長をよろしくお

願いいたします。

（池永会長）

それでは、議題に入りたいと思います。議題①「優良中小企業表彰推薦について」を事務局

より説明をお願いいたします。

（事務局：九重課長補佐）

それでは事務局より説明いたします。お手元の資料の合志市優良中小企業表彰要綱をご覧く

ださい。本要綱には優良表彰企業の対象要件を記載しておりますが、これに該当する企業を商

工会、企業等連絡協議会より 1 社ずつ推薦をいただいております。委員の皆様には各団体から

推薦いただいた企業について優良表彰企業として該当するかご審議いただければと思います。  

まず商工会から推薦いただいた企業についてです。推薦企業は株式会社衛藤製材新栄住宅で

す。代表者は衛藤政房様です。

～別紙推薦書にて株式会社衛藤製材新栄住宅の推薦理由の説明～

以上です。

つづきまして、企業等連絡協議会から推薦いただいた企業についてです。推薦企業は株式会

社オカザキです。代表者は岡﨑誠様です。

～別紙推薦書にて株式会社オカザキの推薦理由の説明～

  以上です。

  委員の皆様でご審議いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

（池永会長）

商工会、企業等連絡協議会より推薦いただきました企業について、何かご意見ございますで

しょうか。
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（池永会長）

両者ともすばらしい企業ですので委員の皆様からご意見なければ、優良表彰企業として認定

したいと思いますがよろしいでしょうか。

（委員）

  異議なし。

（池永会長）

ありがとうございます。それでは続いて議題②「中小企業活性化関連事業の報告について」

事務局から説明をお願いします。

（事務局：宮崎）

それでは議題②「中小企業活性化関連事業の報告について」ご説明します。まずはお手元の

資料にあります中小企業等活性化推進事業の実績をご覧ください。

～別紙「中小企業等活性化推進事業の実績(H25～H30)について説明～

  以上です。助成事業としては人材育成費補助金が平成 25 年度から実施しておりますが、今年

度については企業訪問や補助金説明会で周知をしたこともあり前年度までの補助実績額の平均

を大幅に上回る結果となりました。次年度についても引き続き企業の皆様に活用いただけるよ

う周知を続けていきたいと考えております。

  続きまして、お手元の資料にあります「合志市国・県・市の補助金説明会開催報告」をご覧

ください。

～別紙「合志市「国・県・市の補助金説明会」開催報告について説明」～

  以上です。今回の補助金説明会の目的は 2つございました。1 点目が市内事業者に対しての

補助金の紹介です。2 点目は参加事業者が国・県・市の支援策について、何に関心があるかを調

査することでした。結果は開催報告に記載しておりますとおり、国の支援施策について関心が高

いことがわかり、当市の支援策については「人材育成費補助金」や「六次化・農商工連携補助金」

については関心が高いものの、その他の支援策については周知不足もあるかとは思いますが、関

心が低いように思います。以上のことから次年度以降については現行の支援施策の内容の変更を

含めた見直しを検討していきたいと考えております。検討結果につきましては、活性化会議でも

ご報告いたします。

（池永会長）

ありがとうございました。今の事務局の説明につきまして何か質問はございますでしょうか。

（出家委員）

  質問ですが、事業者が現在抱えている課題に設備投資がありますが、これは設備投資をする

ための資金がない事業者が多いということでしょうか。



4

（事務局：宮崎）

  申し訳ありませんが本調査では課題の理由についての詳細な記載はありませんでしたので、

私が個別訪問した際の相談内容等を勘案いたしますと、補助金を活用しなければ、設備投資に

チャレンジできない事業者が多いということだと思います。自己資金だけでは難しいといった

相談もお聞きしております。

（出家委員）

  わかりました。ありがとうございます。

（池永会長）

ありがとうございます。他に何か質問はございますでしょうか。

（穴井委員）

  リフォーム補助事業の登録工事店の申請は毎年あるのでしょうか。登録事業者は増えている

のでしょうか。

（事務局：宮崎）

  毎年 1～2 件ほど、登録申請があっており、全体で 40 社ほどであり、増えていることになり

ます。

（穴井委員）

わかりました。ありがとうございます。

（池永会長）

  リフォーム助成事業については予算が 600万という限られた枠しかないと思いますが、登録

工事店の一部の事業者が予算の大部分を占めていると聞きますが、その点については一部の事

業者だけ利用することがないようにするとか考えていただけると幸いです。

（事務局：九重補佐）

  リフォーム助成事業の運用につきましては、今後検討いたします。

（降籏委員）

市が実施しているセミナーや補助金説明会等の事業については是非ポリテクセンターにもチ

ラシ等お持ちいただけると置かせていただきます。年間 7,500 人の方に利用していただいてま

すので周知のご協力はできると思います。

（池永会長）
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  その他、議題②について何か質問ございますでしょうか。ないようでしたら次にいきます。

  

（穴井委員）

  議題の内容ではありませんが、その他で質問よろしいでしょうか。

  

（池永会長）

  それでは議題②は終了いたします。続きましてその他になります。穴井委員質問をどうぞ

（穴井委員）

  商工会の会員は増えているのでしょうか。

（松岡委員）

  増えています。

（穴井委員）

  活性化会議が始まった時に、商工会を元気にすることが大事なのではという議論から始まり、

市の事業の窓口に商工会がなることで、商工会の周知をしてきました。商工会の会員が増えて

いるのであれば、そういったことの成果が出ているのではと思います。

  私たちも過去 2回ほど、合志市がどのように進んでいるか、産業計画等パネルを使って説明

してもらっておりますが、機会があれば是非そういうことをまたみせてもらって、今後何が新

しいこととしてできるのかなど説明してもらえれば、私どもも関心を持つことができ今後の役

に立つのではと考えてます。

（事務局：九重補佐）

  合志市がこれまでどのように変化してきているのか等わかるような資料を次回以降にご紹介

させて頂ければと思います。

（穴井委員）

  本来活性化会議の場では、合志市がどのようにしたら元気になるのか、産業振興できるのか

という場であるので、事業の開催報告や、事業内容の承認などではなく、今言ったような議論

が大事ではないかと考えます。私たちももっと勉強しないといけないと思いますし、頑張らな

いといけないと思いますので、今言ったことを考えていただければと思います。

（事務局：九重補佐）

  当市としても、北熊本スマートインターチェンジもでき、今後、人、モノの流れが変化して

くると考えております。それに見合うかたちで商工業、産業の振興を考えていきたいと思いま

すので、またこういった場で様々なご意見をいただければと考えておりますのでよろしくお願
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いいたします。

（池永会長）

  去年の夏頃に商工会が創業セミナーを開催したのですが、15 名ほどの方に参加してもらいま

した。今後も合志市で創業したいという人はいると思いますので、商工会として発掘していき

たいと考えております。

（松岡委員）

  今、会長より創業セミナーの話がありましたけれども、合志市は人口増加とともに創業希望

者の数も熊本県では突出しているところです。商工会では商工振興課と協力しながら、創業セ

ミナーを実施し、事業計画の書き方や創業に関する基本的なことを平日 5 日間、業務時間後に

実施しております。昨年からは日曜日にも同様のセミナーを実施したところ非常に好評で、創

業の融資の申込まで進んだ人が 8 名ほどいます。商工会はこれを 5～6 年ほど実施しており、創

業セミナーを受講したという創業者の方も出てきて、少しずつ成果は出てきていると考えてお

ります。なお、次年度も創業セミナーの計画を 7 月と 9 月で実施することで進めておりますが、

創業希望者を探すことが一番難しいことですので、是非皆様に広告等の周知のご協力をお願い

できればと考えております。以上が、創業に関する取り組みです。この場でご報告いたします。

（池永会長）

  ありがとうございました。こういった取り組みは民間だけではできないことなので、官民連

携で進めていっていただければと思います。

  他に何かございますでしょうか。

（出家委員）

  新聞等で御代志駅周辺の開発が記事になっておりましたが、あの開発は具体的なかたちで進

んでいるのでしょうか。

（井村委員）

  現在、民間から開発の提案を募集しているところでございます。期間は 4 月 7 日までとして

おりますが、まだ提案はあってません。民間の関心がどれくらいあるのか等の意向調査は実施

したのですが、まだ提案には至っておりません。

（出家委員）

  ここには商業施設を誘致するなどの案はあるのでしょうか。

（井村委員）

  おおよその案はございますけれども決定まではしておりません。どういうかたちの提案があ

がるのかということで民間の意見を吸い上げてみようと考えておりますけどもまだ具体的には
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決まっておりません。駅ビルやマンション、総合施設といった案はありますけれどもまだ決定

には至っておりません。

（穴井委員）

  この前四国に行った際に、行政が作った施設を様々な商工団体が入っており、一つの施設に

様々な商工団体が入ることで、行政と商工団体との関係が良くなっているといったことを聞き

ました。合志市でも様々な団体があると思いますのが、行政と団体同士の意見交換があってい

くといいものができるのではと思います。

（井村委員）

  今回の御代志開発は基本的には市が区画整備まで実施をし、あとは民間の力によって独自に

考えていただきたいと考えてます。そういった意見等の提案を民間の方にいただきながら開発

していければと考えております。

（出家委員）

  合志市で考えれば御代志の開発というのは今後非常に重要なことだと思います。民間に任せ

るにしても市としてどういう風にグランドデザインをしているのかといった方向性を私どもに

も見せていただければと思います。これについては私どもも知っておいたほうがいいと考えて

います。

（池永委員）

次回の活性化会議でプラン（案）みたいなものを出せる範囲で結構ですので見せていただけ

ると助かります。

（井村委員）

  次回の会議でこういった提案がありましたなど含めて、紹介させていただければと思います。

（中村委員）

  市としてある程度の案はありますので、次回の会議の議題というよりも報告といったかたち

で御代志地区の開発を紹介させていただきます。

（池永会長）

  ありがとうございます。他に何かございますでしょうか。

なければ司会を事務局にお返しします。

（事務局：九重補佐）

  会長ありがとうございました。また、本日は年度末のお忙しい中、大変ありがとうございま
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した。また、次回の開催は梅雨明けを考えております。次回はルーロ合志の活用についてや御

代志地区の開発についてのご報告、市の発展してきた状況をご紹介させていただきたいと思い

ます。

  また、その他、会議の議題として取り上げて欲しいことがございましたら、事務局までご連

絡ください。

  それではこれをもちまして第 29 回合志市中小企業等活性化会議を閉会させていただきたい

と思います。

  ありがとうございました。


