平成２９年度事業報告書
平成２９年度の我が国経済をみると、アベノミクスの推進により、雇用・所得環境の改善が続く
中で、緩やかな回復基調が続いている。海外経済が回復する下で、輸出や生産の持ち直しが続くと
ともに、個人消費や民間設備投資が持ち直すなど民需が改善し、経済の好循環が実現しつつあります。
この結果、平成２９年度の実質ＧＤＰ成長率は１．９％程度と見込まれています。
このような中、九州ニュービジネス協議会（以下、九州ＮＢＣ）では、貫会長の下、創立３０周
年を迎え、会員満足度の向上に留意しつつ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、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
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、
「国内視察」を実施し、
「第１３回ＪＮＢ新事業創出全国フォーラム In 山梨」
（甲府富士屋
ホテル：甲府市湯村、全国から約 800 名参加）に、貫会長以下総勢２８名が参加しました。 なお、
本フォーラムにおいては、(株)くりんか(福岡県宗像市)の楳木社長が、第１２回ニッポン新事業創出
大賞のアントレプレナー部門 優秀賞を受賞されました。 「海外視察」は、貫会長以下２１名が参加
してミャンマー・タイ視察を行い、ミャンマーの主要経済団体等と国際交流を深めました。
さらに、３０周年記念事業として経営者・次世代経営者(後継者)を対象とした「未来創造経営塾」
(九州７県で開催 2018 年 3 月～11 月)を立ち上げ、3 月２３日に開講式を行いました。
同じく３０周年記念事業として、国際交流事業では、公益財団法人日本台湾交流協会が主催する
「日台産業協力架け橋プロジェクト事業」として、中華民国三三企業交流会、台日商務交流協進会と
共同で、台湾 台北市において日台産業架け橋セミナー「ベンチャープラザ in 台湾」を実施しました。
●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４回実施
しました。
「第１４回九州ニュービジネス大賞」の表彰式を、６月１４日(総会時)にソラリア西鉄ホテルで
開催し、九州アントレプレナー大賞を含む５件の表彰を行いました。
さらに、
「第１７回大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト」を、１２月２２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、
九州経済連合会長賞、ＮＥＤＯ特別賞(新設)等、各賞の表彰を行いました。 開催に先立ち、学生向
けのビジネスプラン作成講座を 5 箇所(長崎１回、宮崎２回、熊本１回、福岡１回)で実施しました。
また、
「女性起業家塾」については、若手女性経営者８名が参加して第６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
先進技術の事例研修のための 企業視察会（山鹿市）や、
「経営を学ぶ会」講演会への参加など、
多彩な内容で事業を実施しました。 さらに２月３日、震災復興支援と女性起業家へのエールを
テーマに「ウーマンズ･フォーラム２０１８」講演会を熊本市で開催。約２５０名もの参加をいた
だき、実施しました。

●地域委員会
「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回実施しました。
地域に根ざした自立的活動としては、熊本地域委員会では、熊本ウーマンズピッチを２回開催しま
した。また、佐賀地域委員会では、佐賀県ベンチャー交流ネットワークと共催で、チャレンジ研修会
を２回開催しました。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２８年度の事業報告、及び平成２８年度収支決算等についてご承
認いただくとともに、平成２９年度の事業計画、及び平成２９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
関する各種情報の発信に努めました。
●会員拡大推進委員会
平成２９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２１の会員が入会
したものの、退会も目立ち、平成３０年３月末の会員数は３６０となりました。
●会員交流事業
平成３０年２月２８日、ホテルオークラ福岡で「創立３０周年記念・新年祝賀会」を開催し、歴代
会長、ご来賓を含め１６０名もの参加をいただき、記念講演、懇親会まで盛会のうちに終了しました。
そのほか９月９日には、伊都ゴルフクラブで「第２１回会長杯ゴルフコンペ」を開催しました。
●委託事業
平成２８年度に引き続き、
「女性起業家等支援ネットワーク構築事業」(経済産業省委託事業)を
受託、実施しました。九州一円の支援機関がその強みを生かし、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出来る体制の構築を図り、１２月１３日に「ビジネ
スプラン発表会 ＬＥＤ九州」を開催しました。

[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２９年６月１４日
□内 容：・平成２８年度事業報告・平成２８年度収支決算報告、
・役員選任
・平成２９年度事業計画・平成２９年度収支予算 他
（２）正副会長会議
平成３０年 ３月 ８日
第１回正副会長会議
（３）理事会
平成２９年 ５月１７日
第１回理事会
平成２９年 ６月１４日
第２回理事会
平成３０年 ３月１６日
第３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

平成２９年１１月１日

内 容
〇経営を学ぶ会と合同開催
講 演：ファクトリエ〔ライフスタイルアクセント（株）
〕
代表取締役 山田 敏夫 氏「メイドインジャパンを世界に」
参加者：５４名

○経営を学ぶ会 ［一般向け事業（公益目的事業）
］
期 日

内 容

平成２９年７月２０日

講 演：(有)辻利茶舗 取締役会長 辻 利之 氏
「小倉から世界に 日本茶文化を発信」

平成２９年１１月１日

○ニューサロン２１と合同開催 (同上ニューサロン２１参照)

参加者：５７名

＜共益事業＞
○未来創造経営塾【新規：３０周年記念事業】 ［会員向け事業］
期 日
平成３０年３月２３日
( ～平成３０年１１月 )

内 容
開講式：電気ビル共創館 (実践的セミナー・勉強会)
講演：(株)アニメートエンタープライズ
代表取締役 野津 浩嗣 氏
参加者：４５名

○国際交流事業 【新規：３０周年記念事業】 ［会員向け事業］
期 日
平成２９年１１月２８日
(日台産業協力架け橋
プロジェクト事業)

内 容
内容：
「ベンチャープラザ in 台湾」 場所：台北国際会議センター
共催：中華民国三三企業交流会、台日商務交流協進会
参加者企業(団体)：台湾側、日本側含め６９社
参加者：９１名

○海外視察 ［会員向け事業］
期 日
平成３０年２月２０日
～２４日

内 容
視察先：ミャンマー・タイ
ティラワ経済特区視察、ミャンマー商工
会議所連盟他 (ヤンゴン：スーレーシャングリラホテル泊)
団長：貫 正義、副団長：今井 千恵
参加者：２１名

○国内視察 ［会員向け事業］
期 日
平成２９年１０月５日

内 容
視察先：第１３回新事業創出全国フォーラム in 山梨
（甲府市：甲府富士屋ホテル）
参加者：２８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３０年１月２５日
平成３０年２月 １日
平成３０年２月１５日
平成３０年３月 １日
平成３０年３月２２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：８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２９年６月１４日
＜受賞企業＞
■九州アントレプレナー大賞
〇(株)くりんか
(宗像市) 代表取締役 楳木 忠秋 氏
※第 12 回ニッポン新事業創出大賞 アントレプレナー部門 優秀賞
○(株)ワン・ステップ (宮崎市) 代表取締役社長 山元 洋幸 氏
■九州ニュービジネス優秀賞
〇(株)フカノ楽器店 (福岡市) 代表取締役 深野 俊雄 氏
■九州ニュービジネス奨励賞
〇佐賀冷凍食品(株) (小城市) 代表取締役 古賀 正弘 氏
■審査員特別賞
〇(株)スディックスバイオテック (鹿児島市)代表取締役 隅田 泰生 氏
※九州ニュービジネス大賞は該当無し
○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２９年１２月２２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２９年６月１２日～１０月１０日
＜受賞者＞
■グランプリ
〇宮崎大学 工学部 木下 大輔さん
■九州経済産業局長賞 〇北九州工業高等専門学校 生産デザイン工学専攻 藤原 雛子さん
■九州経済連合会長賞 〇宮崎大学 医学部 大立目 真臣さん
■ＮＥＤＯ特別賞(新設)○九州大学 大学院工学府 石濱 航平さん
※ＮＥＤＯ ＴＣＰ ピッチコンテスト 「認定ＶＣ賞」
■優 秀 賞
〇大分大学 経済学部 板井 瑠菜さん
〇九州大学 大学院統合新領域学府 王 シンシンさん
〇福岡女学院大学 人文学部 現代文化学科 櫻井 美月さん
〇有明工業高等専門学校 電子情報工学科 角 佑都さん
＜学生向けビジネスプラン作成講座＞
■７月２６日 長崎県立大学 講師：○(公財)長崎県産業振興財団 ゼネラルマネージャー 永田 万里夫 氏
■８月７日
宮崎大学
講師：○ ㈱ワン・ステップ 代表取締役社長 山元 洋幸 氏
○ ㈱ＳＵＮＡＯ製薬 代表取締役 廣澤 直也 氏

○ 宮崎県企業成長促進ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事務局 大矢 博 氏
■８月２９日 MUKASA-HUB
講師：○ ㈲一平 代表取締役 村岡 浩司 氏
○ MUKASA-HUB に入居する起業家の皆様
■９月１２日 Fukuoka Growth Next 講師：○ 九州大学 准教授 熊野 正樹 氏（九州大学起業部顧問）
○ ㈱糸島ジビエ研究所 西村 直人 氏
■９月１４日 熊本大学
講師：○ 崇城大学 准教授 中島 厚秀 氏（崇城大起業部顧問）
○ ファクトリエ代表 山田 敏夫 氏
＜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：第４次産業革命】

講演：(株)三松 代表取締役社長 田名部 徹朗 氏
発表：①(株)カーコンセントコスト ②(株)アポロジャパン
③玉石重機(株)

第１３５回 平成２９年７月１０日

参加者６０名
【テーマ：世界最先端の健康立国】
第１３６回 平成２９年９月１１日

参加者５３名
【テーマ：観光立国】
第１３７回 平成２９年１１月１３日

参加者６７名

政策：経済産業省 九州経済産業局 地域経済部
企画支援課長 池部 素子 氏
発表：➀(株)Pix Space ②スディックスバイオテック
③ユーコネクト(株)
講演：気象庁 福岡管区気象台長 弟子丸 卓也 氏
発表：①鈴田峠農園(有) ②(株)サーキュレーション
③合同会社フットバス研究所
講演：衛星測位システム協議会 事務局長 穴井 誠二 氏
発表：①とどける(株) ②(有)GyoLightHouse
③(株)みらい蔵

【テーマ：攻めの農林水産業】
第１３８回 平成３０年１月１５日

参加者６１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２０１８ ［一般向け事業（公益目的事業）
］
開催日：平成３０年２月３日（土）
講 師：片岡 鶴太郎 氏
演 題：
「 流れのままに 」
参加者：２５０名
○ウーマンズ・フォーラム２０１８報告会
開催日：平成３０年３月２９日
参加者：１４名
＜共益事業＞
○例会 ［福岡開催：会員向け事業］
期 日
平成２９年５月９日

平成２９年６月５日

内 容
議 題：平成２９年度 活動計画について
参加者：１７名
内 容：衆議院議員 小泉 進次郎 氏 モーニングセミナー
（福岡、熊本合同）
参加者：１４名

平成２９年７月２０日
（経営を学ぶ会に参加）

講 演：辻利茶舗 取締役会長 辻 利之 氏
参加者：１５名

平成２９年９月１２日

内 容：企業視察会（福岡、熊本、鹿児島合同）
視察先：㈱あつまる山鹿シルク（山鹿市）
参加者：１８名

平成２９年１１月１日
（経営を学ぶ会に参加）

講 演：ライフスタイルアクセント(株)代表取締役 山田 敏夫 氏
参加者：１１名

○例会 ［熊本部会：会員向け事業］
期 日
平成２９年５月１６日
平成２９年７月２７日

内 容
議 題：平成 29 年度熊本地区活動計画について
参加者：１１名

（くまもとウーマンズピッチに参加）

講 演：(株)コニチワ 代表取締役 伊藤 七海 氏
参加者：９名

平成２９年１１月２７日

講 演：民宿 杉の子 女将 田代 津洋美 氏
参加者：１０名

（くまもとウーマンズピッチに参加）

平成２９年１２月 ６日
(熊本地域委員会と合同開催)

講 演：崇城大学教授 今井 亮佑 氏
参加者：４５名

（４）佐賀地域委員会
期 日
平成２９年８月１０日

平成３０年２月２２日

内 容
佐賀県ベンチャー交流ネットワークと共催
「鳥栖チャレンジ研修会」に参加
講 演：㈱晴天 代表取締役 白水 ルリ子 氏

参加者：９０名

佐賀県ベンチャー交流ネットワークと共催
「佐賀チャレンジ研修会」に参加
講 演：㈱ハート 代表取締役 山岡 俊文 氏 参加者：１００名

（５）長崎地域委員会
ベンチャープラザ長崎の開催について関係機関と協議・検討を行った。
（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
第６０回 平成２９年６月１３日

第６１回 平成２９年１０月１０日

第６２回 平成３０年２月１３日

発表企業
発表：①KIT－CC(株)
③Zero-MzJapan

②ムーンムーン(株)
④Ciamo<崇城大学>
参加者：１００名

発表：①(株)プレシード ②(株)システムクレオ
③阿蘇さとう農園 ④バンブーマテリアル(株)
参加者：９３名
発表：①ナチュラルフード KOTA ②(株)PTC
③シスメット(株) ④くまもと☆農家ハンター
参加者：７９名

○地域委員会総会・幹事会
項 目
幹事会

内 容
５月１９日、７月２３日、９月１３日、１１月２７日、
１２月６日、２月３日、２月１３日

○地域委員会定例会
期 日

内 容

平成２９年 ７月２７日

イベント：
「ウーマンズピッチ」
」開催

参加者：３５名

平成２９年１１月２７日

イベント：
「ウーマンズピッチ」
」開催

参加者：３６名

平成２９年１２月 ６日

講演会：崇城大学教授 今井 亮佑 氏
ウーマンズ・フォーラム委員会熊本地区と合同開催
参加者：４５名

○ウーマンズ・フォーラム委員会支援
期 日
平成３０年 ２月３日

内 容
ウーマンズ・フォーラム２０１８

参加者：２５０名

(７）大分地域委員会
ベンチャープラザ in 大分については、諸般の事情により平成３０年度に延期を決定した。
（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７０回 平成２９年５月１０日

参加者：６７名
第７１回 平成２９年１１月８日

参加者：６８名
第７２回 平成３０年２月１４日

参加者：８３名

発表企業
発表：①(有)エール ②加治木産業(株)
③協和食品工業(株)
発表：①(株)薩摩太良院 ②(株)ＤＩＴ
③マトヤ技研工業(株)
発表：①(株)日本計器鹿児島製作所
②(株)スディックスバイオテック ③マトヤ技研工業(株)

○地域委員会 業務委託先の選定
鹿児島地域委員会の事務に関する業務委託先について、当協議会事務局、鹿児島地域委員会、
および鹿児島商工会議所と協議、調整の結果、平成３０年度より鹿児島商工会議所に業務委託
することした。

（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

会 議 名

平成２９年 ５月１７日

第１回理事会

平成２９年 ６月１４日

第２回理事会

平成２９年 ６月１４日

通常総会

平成３０年 ３月 ８日

第１回正副会長会議

平成３０年 ３月１６日

第３回理事会

○各種広報活動

実 施 項 目

具体的内容

１．情報発信
メルマガ配信（月２回程度）

・メルマガでは他関係団体等の情報も併せて配信

２．ホームページ更新（随時）

・イベント案内等随時更新

３．フェイスブック更新（随時）

・タイムリーに情報発信

４．他機関会合等における事業紹介 ・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
自立的活動が行われた。
・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＞
項 目
○第２１回会長杯ゴルフコンペ
参加者：２５名
○創立３０周年記念・新年祝賀会【新規】
参加者： １６０名

内 容
日時：平成２９年９月９日（土）
場所：伊都ゴルフクラブ
日時：平成３０年２月２８日（水）
場所：ホテルオークラ福岡 ４階 平安の間
講演：中華民国三三企業交流会 顧問 鄭 世松 氏
(株)エムビーエス 代表取締役 山本 貴士 氏

（13）平成２９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
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３５名
ステップアップセミナー＆ランチ交流会
参加者：１１名
九州女性起業家応援ネットワークセミナー
参加者：２２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。平成２８年度は、２７機関が参画。平成２９年度は、
新たに９機関が参画し、３６機関にネットワークが拡充
日時：平成２９年 ８月２１日 場所：福岡市
内容：①事業概要説明 ②実施計画説明 ③メンター研修
④意見交換

日時：平成２９年１０月４日 場所：長崎市
内容：①ビジネスプランの書き方勉強会 ②意見交換
日時：平成２９年１０月１０日 場所：宮崎市
内容：①先輩女性起業家による講演・対談 ②本ネットワーク
及びＬＥＤ九州に関する情報提供

参加者：１２０名

日時：平成２９年１１月３日 場所：大分市
内容：①先輩女性起業家による講演・対談 ②本ネットワーク
及びＬＥＤ九州に関する情報提供

参加者：１２０名

日時：平成２９年１１月９日 場所：福岡市
内容：①相談受付・支援紹介ブースの設置（相談対応）②参
加者同士が繋がる可能性を見つけるワークショップ

九州女性起業家ビジネスフォーラム

地域を彩る女性起業家

【フラッグシップ事業】
ビジネスプラン発表会 ＬＥＤ九州
参加者：１６０名

第２回連絡会議
参加者：構成機関３６名

日時：平成２８年１２月１３日 場所：福岡市
内容： ①ＬＥＤ九州ファイナリスト（１０名）によるビジネ
スプランのプレゼンテーション（１０名） ②メンタ
ートークセッション テーマ「はばたく女性への応
援メッセージ」
③ＬＥＤ九州サポーター賞発表 ④交流会
日時：平成３０年１月２９日 場所：福岡市
内容：①平成 29 年度実施報告 ②LED 九州ファイナリスト近
況報告 ③今年度課題に対するディスカッション

（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（山梨）
賀詞交換会（東京）

内 容
６月１３日（火）１０月５日（木）３月２０日（火）(予定)
６月１３日（火）
６月１３日（火）１０月５日（木）３月２０日（火）(予定)
７月２８日（金）
１０月５日（木）
（ニッポン新事業創出大賞）
平成３０年１月１８日（木）

（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（通称ＱＳＰ）

（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. 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

８．中小企業新事業創出三事業補助金等
評価委員会

（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

９．一般財団法人 熊本県起業化支援センター

・評議員として参画

１０．一金会

・副会長として参画

１１. 九州国際化推進機構

・幹事として参画

１２. 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、および
ビジネス創出部会の幹事として参画

１３. 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

１４. 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

