平成２８年度事業報告について

平成２８年度の我が国経済は、アベノミクスの取組みの下、雇用・所得環境が改善し、緩やかな
回復基調が続いており、この結果、平成２８年度の実質国内総生産（実質ＧＤＰ）成長率は１．３％
程度と見込まれています。
ただし、年度前半には海外経済で弱さがみられたほか、国内経済についても、個人消費および
民間設備投資は、所得、収益の伸びと比べ力強さを欠いた状況となっています。
このような中で、九州ニュービジネス協議会（以下、九州ＮＢＣ）では、貫会長（九州電力株式
会社代表取締役会長）の下、熊本地震復興支援を視野に入れつつ、また、会員満足度向上に留意し
ながらニュービジネスの創出・育成、ベンチャー企業への支援、起業家育成に向けて、各委員会
ごとに次のような主要事業を実施しました。
●ニュービジネス調査研究委員会
講座・セミナー事業としまして、新事業創出の一助とするために、新事業分野における経済社会
や新たな成長戦略をテーマとした「ニューサロン２１」や、経済界を代表する経営者やオピニオン
リーダーの方々から企業経営や経済界の動向についてお聞きする「経営を学ぶ会」を開催しました。
また、共益事業として、
「国内視察」を実施し、
「第１２回ＪＮＢ新事業創出全国フォーラム
in 徳島」
（徳島グランビリオホテル：徳島市万代町、全国から約 600 名参加）に、貫会長以下総勢
２６名が参加しました。 なお、本フォーラムにおいては、(株)アイル(長崎県平戸市)の早田社長
が、第１１回ニッポン新事業創出大賞のアントレプレナー部門の最優秀賞である中小企業庁長官賞
を受賞されました。 「海外視察」は、貫会長以下２２名が参加して台湾視察を行い、台湾の主要
経済団体と国際交流を深めました。
●ニュービジネス支援委員会
ベンチャー企業マッチングの場としての育成事業「ベンチャープラザ二月会（福岡）
」を５回
実施しました。
コンテスト事業としては、
「第１２回九州ニュービジネス大賞」の表彰式を、６月１６日（総会
時）に西鉄グランドホテルで開催し、九州ニュービジネス大賞を含む６件の表彰を行いました。さ
らに、
「第１６回大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト」を、１２月１６日に福岡市役所
で開催し、８件のビジネスプランの公開プレゼン審査を行い、グランプリ、九州経済産業局長賞等、
各賞の表彰を行いました。
また、講座・セミナー事業として好評の「女性起業家塾」については、若手女性経営者９名が
参加して第５期セミナーを開講し、豊富な経験を持つ女性経営者が、個別面談、一人一人の状況
に応じたアドバイス、会計セミナー、パーソナルモチベーションセミナーなどを行いました。
●ウーマンズ・フォーラム委員会
共益事業としては、例会によるウーマンズ・フォーラム委員会の委員の卓話や大学学長による
講演会など、多彩な内容で事業を実施しました。
さらに、２月５日に「ウーマンズ･フォーラム２０１７」を開催し、衆議院議員 小泉 進次郎 氏
から「 無いものは無い、減るものは減る 日本に求められる発想の転換 」と題して、講演をいた
だきました。

●地域委員会
育成事業としては「くまもとベンチャーマーケット二火会（熊本）
」を３回、
「ベンチャープラザ
鹿児島二水会（鹿児島）
」を３回、
「ベンチャープラザ in 大分（大分）
」を１回、
「ベンチャープラ
ザ長崎（長崎）
」を１回実施しました。
地域に根ざした自立的活動として、鹿児島地域委員会では、九州経済産業局・九州財務局・特許
庁等との共催で「知財金融フォーラム in 鹿児島」を１５０名規模で開催しました。
また、佐賀地域委員会ではニュービジネス関連講演会・交流会を開催しました。さらに、熊本
及び鹿児島地域では、ウーマンズ・フォーラム委員会と連携し、積極的な活動を展開しました。
●企画運営委員会
定時総会を６月に開催し、平成２７年度の事業報告、及び平成２７年度収支決算等についてご承
認いただくとともに、平成２８年度の事業計画、及び平成２８年度収支予算等についてご報告しま
した。その他、理事会を３回開催し、書面による理事会を２回開催しました。
また、他団体との連携や「活動報告」
、
「Facebook」
、
「メールマガジン」等々、九州ＮＢＣ活動に
関する情報誌の発行、各種情報の発信に努めました。
●会員拡大推進委員会
平成２８年度は、各地域委員会のイベント等において入会勧誘に努力し、新しく２２の会員が入
会したものの、退会も目立ち、平成２９年２月末の会員数は３８１となりました。

以上のように平成２８年度はニュービジネスの創出・育成やベンチャー企業支援等に関して、会員
の皆様のご協力、ご支援を得ながら各種事業を推進して参りました。

[１] 会議等（総会、正副会長会議、理事会）
（１）通常総会
□実施日：平成２８年６月１６日
□内 容：・平成２７年度事業報告、
・平成２７年度収支決算報告、
・役員選任
・平成２８年度事業計画・平成２８年度収支予算 他
（２）正副会長会議
平成２９年 ２月２２日
第１回正副会長会議
（３）理事会
平成２８年 ５月１９日
第１回理事会
平成２８年 ６月 １日
第２回理事会（書面決議）
平成２８年 ６月１６日
第３回理事会
平成２８年１１月１６日
第４回理事会（書面決議）
平成２９年 ３月 ８日
第５回理事会

[２] 各委員会の活動状況
（１）ニュービジネス調査研究委員会
＜継続事業 1：講座・セミナー事業＞
○ニューサロン２１ ［一般向け事業（公益目的事業）
］
期 日

内 容

〇がんばろう大分フォーラム
【熊本地震復興支援事業】
～大分に学ぶ九州観光の新たなビジネス～
平成２８年１０月２１日
大分地域委員会・
「ニューサロン２１」
・
「ベンチャープラザ in 大分」
と合同開催
〇場所 別府温泉 ホテル白菊（別府市）
参加者：１３０名
○経営を学ぶ会 ［一般向け事業（公益目的事業）
］
期 日
平成２８年５月２４日

内 容
講 演：(有)チョコレートショップ 代表取締役社長 佐野 隆 氏
「一粒にかける想い 博多のチョコのはじまりどころ」 参加者：５５名

【熊本地震復興支援事業】 講 演：(株)ざびえる本舗 代表取締役 太田 清利 氏
「銘菓復活の原点」
参加者：６１名
平成２８年１０月１７日
平成２９年１月２７日

講 演：(株)アパマンショップホールディングス 代表取締役社長
大村 浩次 氏 「社業と第四次産業革命」 参加者：５５名

＜共益事業＞
○海外視察 ［会員向け事業］
期 日
平成２８年１２月２０日
～２３日

内 容
視察先：台湾 (公財)交流協会台北事務所 中華民国三三企業交流会
(覚書調印) 他 (台北：ホテルオークラ台北)
団長：貫 正義、副団長：今井千恵
参加者：２２名

○国内視察 ［会員向け事業］
期 日
平成２８年１１月２５日

内 容
視察先：第１２回新事業創出全国フォーラム in 徳島
（徳島市：徳島グランビリオホテル）
参加者：２６名

（２）ニュービジネス支援委員会:
＜継続事業 1：講座・セミナー事業＞
○女性起業家塾 ［一般向け事業（公益目的事業）
］
期 日
平成２９年１月２５日
平成２９年２月 １日
平成２９年２月１５日
平成２９年３月 １日
平成２９年３月１４日

※計５回コース

内 容
起業を目指す女性を対象に女性経営者が直接指導し、起業にあたっての
考え方・心構え・経営のノウハウをアドバイス
講師：塾
長：矢頭 美世子氏 ㈱やずや 代表取締役会長
副 塾 長：池内 比呂子氏 ㈱ﾃﾉ.ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 代表取締役社長
専任講師：小嶋 寿見子氏 ㈱セルブ 取締役会長
塾生：９名

＜継続事業２：コンテスト事業＞
○九州ニュービジネス大賞 ［一般向け事業（公益目的事業）
］ 表彰式：平成２８年６月１６日
＜受賞企業＞
■九州ニュービジネス大賞
〇リーフラス(株) (福岡市) 代表取締役社長 伊藤 清隆 氏
■九州アントレプレナー大賞
〇(株)スカイディスク (福岡市) 代表取締役 橋本 司 氏
■九州ニュービジネス優秀賞
〇(株)サムライト (福岡市) 代表取締役 光岡 眞里 氏
〇(株)エルム (南さつま市) 代表取締役 宮原 隆和 氏
■九州ニュービジネス奨励賞
〇株式会社アイル (平戸市) 代表取締役 早田 圭介 氏
第 11 回ニッポン新事業創出大賞 最優秀賞 中小企業庁長官賞
〇南薩食鳥(株)(南九州市) 代表取締役社長 徳満 義弘 氏
○大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト ［一般向け事業（公益目的事業）
］
開 催 日：平成２８年１２月１６日
場 所：福岡市役所 講堂
募集対象者：九州一円の専門学校、高専、短大、大学の学生、院生等
募集期間 ：平成２８年６月２７日～１０月３日
＜受賞者＞
■グランプリ
〇崇城大学 生物生命学部 古賀 碧さん
■九州経済産業局長賞 〇鹿児島大学 医学部 山本 道雄さん
■九州経済連合会長賞 〇九州大学 ２１世紀プロジェクト 西村 直人さん
■優 秀 賞
〇九州大学 大学院 経済学府 小山 昭則さん
〇北九州工業高等専門学校 生産工学専攻 穴井 達さん
〇崇城大学 生物生命学部 松田 大輝さん
〇北九州工業高等専門学校 生産デザイン専攻 池田 顕喜さん
〇鹿児島大学 大学院 理工学研究科 阿多 優里菜さん
＜継続事業３：育成事業＞
○ベンチャープラザ「二月会」 福岡開催［一般向け事業（公益目的事業）
］
期 日

発表企業

【テーマ：生産性革命（IT 社会）
】
第１３０回 平成２８年４月１１日

参加者７１名

講演：(株)安川電機 開発研究所長 筒井 幸雄 氏
発表：①木村情報技術(株) ②ドレミングアジア(株)
③(株)スカイディスク ④(株)Lafla

【テーマ：少子高齢化・女性活躍推進・
人口減少社会】
第１３１回 平成２８年６月１３日

発表：➀(株)スタンドバイ ②NPO 法人あすも特注旅行班
③(株)シーエス研究所 ④（株)オフィス at

参加者４３名
【テーマ：健康寿命延伸、ヘルスケア】
第１３２回 平成２８年８月２２日

参加者６０名

政策：九州経済産業局 地域経済部 徳安 達郎 氏
講演：木村情報技術(株) 代表取締役 木村 隆夫 氏
発表：①エネフォレスト(株) ②(株)フカノ楽器店
③株式会社指宿ロイヤルホテル

講演：九州農水産物直販(株)
九州経済連合会 農林水産部長 小田 保 氏
発表：①(株)コムテック ②合同会社ＪＥＸＰＯ
③株式会社オプティム

【テーマ：農林水産】
第１３３回 平成２８年１０月１１日

参加者５８名

講演：(株)ＮＴＴアド九州支店地方創生推進室課長
藤田 知子氏
発表：①(株)Payke ②株式会社サウンドファン
③(株)チームふらっと ④(株)Alive Cast

【テーマ：成長著しい観光産業】
第１３４回 平成２８年１２月１２日

参加者５０名

（３）ウーマンズ･フォーラム委員会
＜継続事業 1：講座・セミナー事業＞
○ウーマンズ・フォーラム２０１７ ［一般向け事業（公益目的事業）
］
開催日：平成２９年２月５日（日）
講 師：衆議院議員 小泉 進次郎 氏
演 題：
「 無いものは無い、減るものは減る 日本に求められる発想の転換 」
参加者：１，０００名
○ウーマンズ・フォーラム２０１７報告会
開催日：平成２９年３月２３日
参加者：２２名
＜共益事業＞
○例会 ［福岡開催：会員向け事業］
期 日
平成２８年４月１３日
平成２８年７月 ５日

内 容
議 題：平成２８年度 活動計画について
参加者：１６名
講 演：九州工業大学 学長 尾家 祐二 氏
参加者：２６名

平成２８年９月１６日

講 演：ライトウォーク・ラボ 代表 中島香澄 氏
参加者：２１名

平成２８年１０月１１日

内 容：企業視察会（福岡、熊本、鹿児島合同）
視察先：㈱池田紙器工業（熊本市）
参加者：２１名

平成２８年１２月６日

議 題：ウーマンズ・フォーラム２０１７について
講 演：㈱豊川設計事務所 代表取締役社長 豊川裕子氏
参加者：２５名

○例会 ［熊本部会：会員向け事業］
期 日
平成２８年６月７日

内 容
議 題：平成 28 年度熊本地区活動計画について
参加者：１２名

平成２８年７月１９日

講 演：民宿 杉の子 女将 田代 津洋美 氏
参加者：１１名

平成２８年１１月１５日

議 題：九州女性起業家応援フォーラムについて
講 演：㈱コニチワ 代表取締役 伊籐 七海 氏 参加者：１１名

平成２９年３月２１日

講 演：リボンガス㈱ 常務取締役 内海 重子 氏
参加者： 9 名

（４）佐賀地域委員会
期 日
平成２８年４月２５日

内 容
○佐賀地域委員会交流会・ニュービジネス関連講演会
講 演：㈱グリーンテクノ２１ 代表取締役社長 下 浩史 氏
参加者：１４名

（５）長崎地域委員会
期 日
平成２８年１１月１４日

内 容
○ベンチャープラザ長崎内容検討会
参加者：長崎振興財団、中小機構 D-FLG、長崎県

＜継続事業３：育成事業＞
○ベンチャープラザ長崎 ［一般向け事業（公益目的事業）
］
期 日
平成２９年３月３日

内 容
講演：木村情報技術(株) 代表取締役 木村 隆夫 氏
発表：①(株)コムテック ②ソイオ ③(株)玉乃舎
参加者：５８名

（６）熊本地域委員会
＜継続事業３：育成事業＞
○くまもとベンチャーマーケット二火会 ［一般向け事業（公益目的事業）
］
期 日

発表企業

第５７回 平成２８年６月１４日

発表：①(株)日本医療機器技術 ②エクセレント教育(株)
③Bloom technology(株) ④ ㈱A.C.E 参加者：１０５名

第５８回 平成２８年１０月１２日

発表：①クリエーション WEB PLANNING ②さくら㈱
③(株)スカイディスク
参加者：７１名

第５９回 平成２８年２月１３日

発表：①(株)はぐくみ ②肥後製油(株) ③(株)CLOUD-IA
④(株)グリーンキューブ
参加者：８９名

○地域委員会総会・幹事会
項 目
総会
幹事会

内 容
６月２日
参加者：２０名
４月６日、４月１１日、５月７日、６月２日、７月４日、
８月９日、９月２６日、１０月２０日

○地域委員会定例会
期 日

内 容

平成２８年１０月１７日

講演：
「第３１回経営を学ぶ会」
」を合同開催

参加者：６１名

平成２８年１２月２１日

講 演：(有)一平 代表取締役 村岡 浩司 氏

参加者：３６名

○くまもと女性起業家支援ネットワーク
期 日

内 容

平成２８年１１月７日

発足会議

参加者：１０名

平成２８年１１月２４日

発足会 会場：崇城大学

参加者：２０名

平成２８年１２月１３日
平成２８年１２月１３日

第１回くまもと WOMAN‘ｓサロン

【熊本地震復興支援事業】
参加者：４５名

九州女性起業家応援フォーラム

【熊本地震復興支援事業】
参加者：１１９名

(７）大分地域委員会
＜継続事業３：育成事業＞
○ベンチャープラザ in 大分 ［一般向け事業（公益目的事業）
］
期 日
【熊本地震復興支援事業】
平成２８年１０月２１

内 容
〇がんばろう大分フォーラム
「ニューサロン２１」
・
「ベンチャープラザ in 大分」と合同開催
参加者：１３０名

（８）宮崎地域委員会
地域委員会活動やベンチャープラザ開催について、協議・検討を行った。
（９）鹿児島地域委員会
＜継続事業３：育成事業＞
○ベンチャープラザ鹿児島二水会 ［一般向け事業（公益目的事業）
］
期 日
第６７回 平成２８年５月１１日

参加者：１１０名
第６８回 平成２８年１１月９日

参加者：９８名
第６９回 平成２８年 ２月８日

参加者：１１２名

発表企業
発表：①(株)ｴｰ・ｼﾞｪｰ・ｼｰ ②(株)ｽﾃﾞｨｸｽﾊﾞｲｵﾃｯｸ
③嘉一窯 ④(株)歩産業
発表：①(株)オキス ②三州産業㈱
③(有)ショウナンエンジニアリング ④リボンガス(株)
発表：①(株)ｴﾙﾑ・ｽｶｲｱｸｼｮﾝ ②㈱岡野エレクトロニクス
③(有)鹿児島ますや ④㈱長崎の路地裏 cafe

○地域委員会定例会
期 日
平成２８年１０月２６日

内 容
○講演会 特許庁普及支援課長 武田 一彦 氏

参加者：１９名

○イベント
〇知財金融フォーラム in 鹿児島
平成２８年５月３０日
参加者：１５０名

１.開会〔15:00-15:20〕 ２.政策報告〔15:20-15:55〕
３.パネルディスカッション〔16:05-17:50〕
４.閉会〔17:50-17:55〕
交流会

（10）企画運営委員会
＜法人会計＞
○総会、理事会、正副会長会議
期 日

平成２８年 ５月１９日
平成２８年 ６月 １日
平成２８年 ６月１６日
平成２８年 ６月１６日
平成２８年１１月１６日
平成２９年 ２月２２日
平成２９年 ３月 ８日

会 議 名
第１回理事会
第２回理事会（書面）
通常総会
第３回理事会
第４回理事会（書面）
第１回正副会長会議
第５回理事会

○各種広報活動

実 施 項 目
１．情報発信
➀メルマガ配信（月２回程度）
②平成２８年度活動報告
２．ホームページ更新（随時）
３．フェイスブック更新（随時）
４．他機関会合等における事業紹介

具体的内容
・メルマガでは他関係団体等の情報も併せて配信
・九州ＮＢＣの活動実績等を紹介(新年祝賀会)
・イベント案内等随時更新
・平成２７年４月から開始、タイムリーに情報発信
・九州経済産業局関連事業,産学官交流の場である「一金会」等

（11）会員拡大推進委員会
＜法人会計＞
項 目

内 容
・佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島地域を訪問し、会員
拡大につながる地域委員会活動促進の働きかけを実施した。
・大分では会員拡大につながる新体制を図った。

○地域委員会活動への支援による会員拡大

・鹿児島では地域委員長主導の体制が定着し、地域に根差した
自律的活動が行われた。
・熊本及び鹿児島地域では、ウーマンズ・フォーラム委員会と
連携し、会員拡大活動を展開した。

（12）会員交流事業
＜共益事業＞ ［会員向け事業］
項 目

内 容

日時：平成２８年９月１７日（土）
○第２０回会長杯ゴルフコンペ
参加者：２２名 場所：伊都ゴルフクラブ
日時：平成２９年１月１７日（火）
○平成２９年新年祝賀会【新規】
場所：
「博多百年蔵」石蔵酒造(株)
参加者：９２名
講演：WASH ハウス(株)代表取締役社長 児玉 康孝 氏

（13）平成 28 年度 経済産業省女性起業家等支援ネットワーク構築事業【新規】
九州一円の支援機関が、その強みを活かし、相互に補完することで、起業を志すあらゆる段階にい
る女性を確実にフォローできる体制を構築することを目的に以下を実施。
項 目
地域ネットワークの組成

第 1 回連絡会議
参加者：構成機関４３名

内 容
当協議会が代表機関となり、創業支援機関、金融機関、女性
起業家コミュニケーション等と連携し、
地域ネットワークを
組成。
２７機関が参画
日時：平成２８年 ８月２６日 場所：福岡市
内容：①事業概要説明 ②実施計画説明 ③課題と事例紹介
④意見交換

トークライブ＆交流会
「オンナのカタリバ」 参加者：１６名

日時：平成２８年１１月１６日 場所：福岡市
内容：第一部：トークタイム ～起業の悩みをシェアしよう
第二部：交流会

【熊本地震復興支援事業】
第 1 回くまもとＷＯＭＥＮ‘Ｓサロン
参加者：４５名

日時：平成２８年１２月１３日 場所：熊本市
内容：①経験豊富な女性経営者が中心となり、
経営について、
語り合える場を提供する。

【熊本地震復興支援事業】
九州女性起業家応援フォーラム
参加者：１１９名

日時：平成２８年１２月１３日 場所：熊本市
基調講演：NPO 法人マドレボニータ代表 吉岡マコ氏
分科会Ａ： ①(株)はぐくみ代表 野村順子氏
②阿蘇さとう農園 佐藤智香氏
分科会Ｂ： ①Ｂ塾 会長 小山真結美氏
②長崎県ﾋﾞｼﾞﾈｽ応援ﾌﾟﾗｻﾞ館長 小松由里子氏
分科会Ｃ： ①READYFOR(株) 田島沙也加 氏
分科会Ｄ： ①ﾗｲﾌｽﾀｲﾙｱｸｾﾝﾄ(株) 羽田野 真衣 氏

第２回連絡会議
参加者：構成機関３３名

日時：平成２８年１２月１４日 場所：熊本市
内容：①平成 28 年度実施報告 ②好事例紹介
③次年度計画等について(ディスカッション)

（14）公益社団法人 日本ニュービジネス協議会連合会（ＪＮＢ）関係
＜法人会計＞
項 目
全国会長会議（年３回）
定時総会（年１回）
理事会（年３回）
事務局代表者会議（年１回）
全国フォーラム（徳島）
賀詞交換会（東京）

内 容
６月１３日（月）１１月２５日（金）３月２２日（水）
６月１３日（月）
６月１３日（月）１１月２５日（金）３月２２日（水）
８月５日（金）
１１月２５日（金）
（ニッポン新事業創出大賞）
平成２９年１月１８日（水）

（参考）他団体との連携、協力

事

業

名

主催者、協力内容等

１．九州地域ベンチャー企業支援会議

（九州経済産業局 地域経済部 新産業戦略課）
・会議メンバーとしてベンチャー企業支援に関する情報
交換

２．産業振興委員会企画部会

（九州経済連合会）
・メンバーとして産業振興の検討

３．九州中小・ベンチャー企業ＩＰＯ支援
プロジェクト

（福岡証券取引所）
・福岡証券取引所等とともに支援機関としてＩＰＯに挑
戦する企業の選定・支援等

４．フクオカベンチャーマーケット

（福岡県ベンチャービジネス支援協議会）
・監事、企画運営委員会委員、同委員会ベンチャー支援
専門部会委員として参加

５．九州、山口ベンチャーマーケット
実行委員会

（九州地域戦略会議）
・九州・山口発ベンチャー支援プラットフォーム
構築プロジェクトに実行委員として参加

６．公益財団法人やまぎん地域企業助成基金

（やまぎん地域企業助成基金（山口銀行）
）
・推薦団体として、助成候補企業を推薦

７．福岡ビジネス創造センター運営委員会

（福岡市）
・運営委員会として新ビジネス創造の検討

８. 産業金融プラットフォーム連絡会

（九州経済産業局 地域経済部 産業技術課）
・連絡会にメンバーとして参画

９. Ｋ－ＲＩＰビジネス創出部会

（Ｋ－ＲＩＰ）
・ビジネス創出部会の幹事として参画

１０．中小企業新事業創出三事業補助金等
評価委員会
１１．一般財団法人 熊本県起業化支援センター

（九州経済産業局 産業部 中小企業経営支援室）
・評価委員会委員として参画

１２．一金会

・副会長として参画

１３. 九州国際化推進機構

・幹事として参画

１４. 一般財団法人 九州産業技術センター

・Ｋ－ＲＩＰ販路開拓プロジェクト審査会委員
として参画

１５. 少子高齢化・雇用委員会

（九州経済連合会）
・委員会委員及び企画部会委員として参画

１６. 大学発ベンチャー・ビジネスプラン
コンテスト 実行委員会

（九州経済産業局、福岡市、九州経済連合会、中小企業
基盤整備機構九州本部、日刊工業新聞社西部支社、九
州地域産業活性化ｾﾝﾀｰ、九州 NBC）
・九州 NBC が事務局としてコンテストを運営

・評議員として参画

