平成３０年度事業報告について
平成３０年の九州経済は、生産は主力の自動車や、半導体関連が旺盛な海外需要に支えられて
高い水準で推移しました。個人消費もインバウンドの増加等を背景に堅調に推移するなど、一部
に厳しさは残るものの、総じてみれば緩やかに改善した一年でした。
九州には、農林水産・食料品、医療・バイオ、環境・エネルギーなど高いポテンシャルを持つ
産業が存在し、各地で特色ある取組が展開されています。 一方で、人口減少・少子高齢化等に
よる人手不足や後継者問題等の課題が九州でも顕在化しています。事業承継の円滑化、やＩoＴ、
ＡＩの導入・実装等による生産性革命の実現を通じて競争力を強化し、地域経済を支える産業の
活性化が求められています。
このような中、九州ニュービジネス協議会（以下、九州ＮＢＣ）は、貫会長の下、会員満足度
の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、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
新たな成長戦略をテーマとして「ニューサロン２１」と「経営を学ぶ会」を統合し、新事業創出・
啓発と人的ネットワーク構築を目指す「九州ＮＢＣオープンセミナー」を３回開催しました。
また、
「国内視察」を実施し、
「第１４回ＪＮＢ新事業創出全国フォーラム In 北海道」
（札幌パーク
ホテル、全国から約 650 名参加）に、今井副会長以下総勢２１名が参加しました。
さらに、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」(第２回目)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１５回(平成３０年度)九州ニュービジネス大賞」の表彰式を、６月１３日(総会時)にソラリア
西鉄ホテルで開催し、大賞を始め５件の表彰を行いました。さらに、上位の表彰制度である「第１３
回ニッポン新事業創出大賞」において、木村情報技術㈱（九州ニュービジネス大賞 佐賀市）が「ア
ントレプレナー部門」優秀賞を受賞、㈱教育情報サービス（同 奨励賞 宮崎市）が「グローバル部門」
特別賞を受賞されました。
「第１８回九州・大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト」を、１２月２１日 福岡市役所
で開催しました。審査委員に、ベンチャーキャピタリストやオープンイノベーション担当者等を多く
招き、８件のビジネスプラン公開プレゼン審査を実施。グランプリ、九州経済産業局長賞、九州経済
連合会長賞等、各賞の表彰を行いました。(参加者２００名超) 開催に先立ち、学生向けのビジネス
プラン作成講座を金融機関、大学等と連携して５箇所(福岡、北九州、長崎、熊本、宮崎)で実施しま
した。なお、上位のコンテスト「キャンパスベンチャーグランプリ全国大会」(日刊工業新聞主催)
においては、一昨年度が崇城大学、昨年は宮崎大学が二年連続で最優秀賞である文部科学大臣賞/
テクノロジー部門大賞を受賞しており、今年度は、長崎国際大学 杉山 裕磨さん(当コンテスト グラ
ンプリ受賞)が、審査委員会特別賞を受賞されました。
また、
「女性起業家塾」では、若手女性経営者９名が参加して第７期セミナーを開講、豊富な経験
を持つ女性経営者が、
個別面談、
個々人の状況に応じたアドバイス、
会計セミナーなどを行いました。
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)を開設し、３２名の参加を得て実施しました。

●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（鹿児島市）や、
「九州ＮＢＣオープンセミナー」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２６日、スタートアップを目指す
女性や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２０１９」講演会を福岡市で開催。
約１５０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、
「ベンチャープラザ in 大分」を１回実施しました。
地域に根ざした自立的活動としては、
①熊本地域委員会では、ウーマンズ・フォーラム委員会とも連携し、合同定例会(講演会・交流会)
を開催しました。
②鹿児島地域委員会では、セミナー『これでいいのか鹿児島は！』
（３月４日）を開催しました
③鹿児島地域委員会をはじめ、３０周年記念事業として新設の「未来創造経営塾」運営にあたり、特
別講演会、交流会、企業視察を各地域委員会が主催しました。
●企画運営委員会
定時総会を６月に開催し、平成２９年度の事業報告、及び平成２９年度収支決算等について承認
いただき、平成３０年度の事業計画、及び平成３０年度収支予算等についてご報告しました。その他、
正副会長会議を１回、理事会を３回、書面理事会を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
関する各種情報の発信に努めました。
●会員拡大推進委員会
平成３０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、新たに２８の会員が入会
したものの、退会も多く、平成３１年３月末の会員数は、３５３となりました。(前期末対比▲７)
また、北九州地域のポテンシャルを取り込み、組織の拡充、会員拡大を図るべく、北九州地域委員
会創設の向けての協議を行いました。
●会員交流事業
平成３１年１月１６日、石蔵酒造(株)博多百年蔵で「平成３１年新年祝賀会」を開催し、ご来賓
含め８３名の参加をいただき、記念講演、懇親会まで盛会のうちに終了しました。その他９月１日
には、伊都ゴルフクラブで「第２２回会長杯ゴルフコンペ」を開催しました。
●委託事業
平成２９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、九州各県で「スタート
アップセミナー」を催し、１２月１９日には「プティエールフォーラム」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３０年６月１３日
□内 容：・平成２９年度事業報告・平成２９年度収支決算報告、
・役員選任
・平成３０年度事業計画・平成３０年度収支予算 他

（２）正副会長会議
平成３１年 ３月 ７日
（３）理事会
平成３０年 ５月１７日
平成３０年 ６月１３日
平成３０年 ９月２６日
平成３０年１２月２６日
平成３１年 ３月１４日

第１回正副会長会議
第１回理事会
第２回理事会
第３回理事会（書面）
第４回理事会（書面）
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＞
○九州ＮＢＣオープンセミナー ［一般向け事業（公益目的事業）
］
期 日

内 容

平成３０年 ９月１４日
特別講演会・懇親会

講演：アイリスオーヤマ（株）
代表取締役会長 大山 健太郎 氏
「アイリスオーヤマのユーザーイン経営」

平成３０年１１月２９日
会員大交流会

企業紹介：
①ＷＡＳＯＭＩ和奏美(株) 井上 智子 氏
②びぎん・じゃぱん(株) 井川 由架 氏
③(株) FFG ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ日野 敬太 氏 参加者：５０名

平成３１年 ３月１４日
会員大交流会

企業紹介：
①まごころ M＆A パートナーズ(株) 阿比留 雅彦 氏
②(株)アポロジャパン 岸上 郁子 氏
③九州電力(株)インキュベーションラボ
参加者：４６名

参加者：９８名

＜共益事業＞
○国際交流事業 ［会員向け事業］
期 日
平成３０年１２月３日
(日台産業協力架け橋
プロジェクト事業)

内 容
内容：
「２０１８ 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８３社
参加者：１０６名

○国内視察 ［会員向け事業］
期 日
平成３０年１０月１７日

内 容
視察先：第１４回新事業創出全国フォーラム in 北海道
（札幌市：札幌パークホテル）
参加者：２１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３１年１月３０日
平成３１年２月１３日
平成３１年２月２７日
平成３１年３月１３日
平成３１年３月２７日

※計５回コース

内 容
創業間もない女性起業家等を対象に女性経営者が直接指導し、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：川添 克 子 氏 ㈱Green Prop 代表取締役
専任講師：小嶋 寿見子 氏 ㈱セルブ 代表取締役会長
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３０年６月１３日
＜受賞企業＞
■九州ニュービジネス大賞
〇木村情報技術(株) (佐賀県佐賀市) 代表取締役 木村 隆夫 氏
※第 13 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
■九州アントレプレナー大賞
〇(株)オファサポート (宮崎県宮崎市) 代表取締役 服部 幸雄 氏
■優秀賞
〇マトヤ技研工業（株）(鹿児島県曽於市) 代表取締役 益留 福一 氏
■奨励賞
〇(株)教育情報サービス(宮崎県宮崎市) 代表取締役社長 荻野 次信 氏
※第 13 回ニッポン新事業創出大賞 グローバル部門 特別賞
〇ユーコネクト(株)(福岡市中央区) 代表取締役社長 佐藤 賢吾 氏
○九州・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３０年１２月２１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３０年７月２日～１０月９日
＜受賞者＞
■グランプリ
〇長崎国際大学 人間社会学部 杉山裕磨さん
「PROPS 音楽情報共有サービス」
■九州経済産業局長賞 〇北九州市立大学 国際環境工学部 山手健矢さん
「光触媒で排水溝の悪臭改善 プースカフェズが臭いのお悩み解決します！」
■九州経済連合会長賞 〇九州大学 工学部 吉野弘毅さん
「次世代の生体認証を用いた利便的高度物理セキュリティシステムの提供」
■優 秀 賞
〇北九州工業高等専門学校 生産デザイン工学科 佐々木 雅也さん
「認知症対話 AI「コモモン」認知症介護をアップデートし、誰もが安心して
暮らせる社会を創る」
〇九州大学 芸術工学部 岸川 明香里さん
「子ども向け安価の家具の製造・販売 子どもが自分の環境を自ら
デザインする」
〇九州大学 大学院システム生命科学府 竹内啓人
「脳科学を用いた集中度マネジメントのできるスタディスペースの提供」

〇九州大学 工学部 成重椋太
「ワイヤレス給電式の体内植込み型医療機器の開発・販売」
〇福岡女学院大学 田中志穂
「SEh シィー （SDGs ＋ ESD ＋ Hospitality） 飛び出そう世界へ！
地球にもっと関心をもとう！ 」
＜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

第１３９回 平成３０年６月４日

参加者６９名
第１４０回 平成３０年８月６日

参加者６０名
第１４１回 平成３０年１０月１５日

参加者５２名

第１４２回 平成３０年１２月１０日

参加者５６名

講演：(株)ＱＴｎｅｔ 執行役員
サービス開発部長 松崎 真典 氏
発表：①(株)アイマリック ②ベルズシステム(株)
③(株)シー・エフ・ピー
経過報告：とどける(株)
発表：①(株)コラボプラネット ②リーディングエッジ（株）
③びぎん・じゃぱん(株)
講演：木村情報技術(株) 取締役 CIO 橋爪 康知 氏
発表：①(有)ポラリス ②(有)エール③エンドライン(株)

発表：①(有) 坂本石灰工業所 ②インフォニア(株)
③シスメット(株) ④(株)ネクストクリエイション

＜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

内 容

平成３０年３月２３日 、２４日

参加者４３名

第１回（福岡） 開講式 ：
九州ニュービジネス協議会会長 貫 正義

【講義】

㈱ｱﾆﾒｰﾄｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ代表取締役 野津 浩嗣 氏

第２回（鹿児島）
： 経営戦略(ビジョン、理念)
【講義】
福岡大学商学部准教授 飛田 努 氏
参加者８２名
【特別講演】 ㈱はせがわ相談役 長谷川 裕一 氏

平成３０年４月２０日 、２１日

第３回（大分）
： マーケティング(EC 戦略)
【講義】
㈱ﾍﾞｶﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ専務取締役 手島 武雄 氏
参加者５０名
【特別講演】 ㈱やずや代表取締役会長 矢頭 美世子 氏

平成３０年５月１８日 、１９日

第４回（熊本）
： 財務戦略
【講義】
（税法）山田＆パートナーズ福岡事務所所長 馬瀬 洋二郎 氏
参加者４４名
【特別講義】 ㈱ﾃﾉ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ代表取締役 池内 比呂子 氏

平成３０年６月２２日 、２３日

５回（宮崎）
： 組織・人材育成
【講義】
㈱ｵﾌｨｽﾅﾁｭﾗﾙｽﾞ代表取締役 草原 祥子 氏
参加者６８名
【特別講義】 ㈱ふくや代表取締役会長 川原 正孝 氏

平成３０年７月２０日 、２１日

第６回（長崎）
： 事業計画策定
【講義】
九州大学大学院経済学研究院 教授 髙田 仁 氏
参加者６５名
【特別講義】 CHIE IMAI グループ代表 今井 千恵 氏

平成３０年９月２１日 、２２日

第７回（佐賀）
： スピーチトレーニング
平成３０年１０月１９日、２０日 【講義】
㈱ｱﾆﾒｰﾄｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ代表取締役 野津 浩嗣 氏
参加者４５名 【特別講義】 ㈱オプティム取締役 友廣 一雄 氏
木村情報技術㈱ 取締役 CIO 橋爪 康知 氏
第８回 修了式＆プレゼン発表会（福岡）
：
九州ニュービジネス協議会 会 長
貫 正義
平成３０年１１月１６日
副会長 矢頭 美世子
参加者７９名
理 事 佐藤 隆
㈱ｱﾆﾒｰﾄｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ代表取締役 野津 浩嗣 氏
㈱ｵﾌｨｽﾅﾁｭﾗﾙｽﾞ代表取締役 草原 祥子 氏
（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２０１９ ［一般向け事業（公益目的事業）
］
開催日：平成３１年２月２６日（火）
講 師：竹 下 真 由 氏
演 題：
「地域で光り輝く企業を目指して～事業承継を乗り越えて～ 」
参加者：１５０名
○ウーマンズ・フォーラム企業視察（鹿児島県）
開催日：平成３１年３月 8 日
視察先：㈱和香園（志布志市）
、高山 CHOYA ソーイング㈱
参加者：１６名
＜共益事業＞
○例会 ［福岡開催：会員向け事業］
期 日
平成３０年４月１８日

内 容
議 題：平成３０年度 活動計画について
参加者：１２名

平成３０年５月２２日

内 容：平成３０年度 活動計画の実施内容について
参加者：１１名

平成３０年７月１９日

卓 話：井上 智子 氏（WASOMI 和奏美代表取締役）
参加者：１２名

平成３０年９月１１日

髙木 奈穂 氏（キャリアデザインネットワーク(株)代表取締役）
参加者：１２名

平成３０年９月１４日
（九州 NBC ｵｰﾌﾟﾝｾﾐﾅｰに参加）

講 演：アイリスオーヤマ（株）
代表取締役会長 大山 健太郎 氏

参加者：１５名

平成３０年１２月１８日

卓 話：今井 千恵 氏（CHIE IMAI グループ代表）
参加者：１２名

平成３１年３月８日

内 容：企業視察会（福岡、熊本、鹿児島合同）
視察先：㈱和香園（志布志市）
、高山 CHOYA ソーイング㈱
参加者：１６名

○例会 ［熊本部会：会員向け事業］
期 日
平成３０年５月１５日
平成３０年７月１７日
平成３０年９月１８日
平成３０年１２月６日
(熊本地域委員会と合同開催)

内 容
議 題：平成３０年度熊本地区活動計画について
参加者：１０名
卓 話：(株)出田ふれあいセンター代表取締役 出田 里美 氏
参加者：１０名
卓 話：歩法律事務所 弁護士 松村 尚美 氏
参加者：１３名
卓 話：(株)出田ふれあいセンター代表取締役 出田 里美 氏
参加者：５０名

（４）佐賀地域委員会
期 日

内 容

平成３０年８月２１日

佐賀県ベンチャー交流ネットワークと共催
「平成３０年第２回例会 ビジネスプラン発表会」に参加
講 演：㈲双葉 代表取締役 荒川 国子 氏
参加者：６０名

平成３０年１０月１９日
（未来創造経営塾 地元交流事業
に参加）

講 演：㈱オプティム 取締役 友廣 一雄 氏
講 演：木村情報技術㈱ 取締役 橋爪 康智 氏
参加者：４５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。
○地域委員会・セミナー
期 日
平成３０年９月２１日
（未来創造経営塾 地元交流事業
に参加）

発表企業
講 義：九州大学大学院経済学研究院 教授 髙田 仁 氏
講 演：CHIE IMAI グループ代表 今井 千恵 氏
参加者：６５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
第６３回 平成３０年６月１２日

第６４回 平成３０年１０月９日

発表企業
発表：①株式会社システムフォレスト ②歯っぴー株式会社
③mowa ソリューションズ株式会社 ④ゆーず(崇城大学)
参加者：１３３名
発表：①有限会社坂本石灰工業所 ②株式会社 M-Cass
③株式会社サイディン ④合同会社フットパス研究所
参加者：８６名

第６５回 平成３１年２月１２日

発表：①INSCAPE
②株式会社西嶋海苔
③合同会社サンスマイル ④株式会社パストラル
参加者：８７名

○地域委員会総会・幹事会
項 目
幹事会

内 容
１０月９日

○地域委員会定例会･セミナー
期 日

内 容

平成３０年 ６月２２日
（未来創造経営塾 地元交流事業
に参加）

講義：
（税法）山田＆ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ福岡事務所所長 馬瀬 洋二郎 氏
講演： ㈱ﾃﾉ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ代表取締役 池内 比呂子 氏
参加者：４４名

平成３０年 ８月２１日

講演：㈱出田ふれあいセンター 代表取締役 出田 里見様
参加者：５０名

○地域委員会 業務委託先の選定
熊本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、熊本地域委員会と協議、
調整の結果、平成３１年度より有限会社アサンテ・カンパニーに業務委託することした。
(７）大分地域委員会
○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
平成３１年 １月２４日
(大分銀行 宗麟館)
参加者：７５名

内 容
発表：①(株)HAB&Co. ②(株)隼斗
③(株)フレックス・メディア・サプライ ④(株) RECOTEK
⑤(株)LIMOGES ⑥タオ・オーガニック・キッチン

○地域委員会・セミナー
期 日
平成３０年５月１８日
（未来創造経営塾 地元交流事業
に参加）

発表企業
講 義：㈱ﾍﾞｶﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ専務取締役 手島 武雄 氏
講 演：㈱やずや代表取締役会長 矢頭 美世子 氏
参加者：５０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。
○地域委員会・セミナー
期 日
平成３０年７月２０日
（未来創造経営塾 地元交流事業
に参加）

発表企業
講 義：㈱ｵﾌｨｽﾅﾁｭﾗﾙｽﾞ代表取締役 草原 祥子 氏
講 演：㈱ふくや代表取締役会長 川原 正孝 氏
参加者：６８名

（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

発表企業

第７３回 平成３０年５月９日

発表：①株式会社ＫＡＧＯ食スポーツ ②大協株式会社
③株式会社竹之内組
参加者：１１３名

第７４回 平成３０年１１月１４日

発表：①キリシマ精工株式会社 ②株式会社 Climbest
（クラインベスト） ③セイカ食品株式会社
参加者：１１７名

第７５回 平成３１年２月１３日

発表：①株式会社オーケー社鹿児島
②株式会社ボタニカルファクトリー ③株式会社リリー
参加者：１０４名

○地域委員会・セミナー
期 日
平成３０年４月２０日
（未来創造経営塾 地元交流事業
に参加）
平成３１年３月４日
（地域委員会セミナー）

発表企業
講 義：福岡大学商学部准教授 飛田 努 氏
講 演：㈱はせがわ相談役 長谷川 裕一 氏
参加者：８２名
講 演：㈱はせがわ相談役 長谷川 裕一 氏
講 演：経済産業省九州経済産業局長 塩田 康一 氏
参加者：６０名

（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３０年 ５月１７日

第１回理事会

平成３０年 ６月１３日

第２回理事会

平成３０年 ６月１３日

通常総会

平成３０年 ９月２６日

第３回理事会（書面）

平成３０年１２月２６日

第４回理事会（書面）

平成３１年 ３月 ７日

第１回正副会長会議

平成３１年 ３月１４日

第５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「一金会」等

（11）会員拡大推進委員会
＜法人会計＞
項 目

内 容
・九州各県を訪問し、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。

○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。

○平成３０年１０月２４日 委員会開催
(北九州地域委員会創設について )

議題：・北九州地域委員会の創設（平成３１年度目途）
・北九州地域の活動を拡充し会員拡大を図る事

（12）会員交流事業
＜共益事業＞
項 目

内 容

○第２２回会長杯ゴルフコンペ
参加者：２１名
○平成３１年新年祝賀会
参加者：８３名

日時：平成３０年９月１日（土）
場所：伊都ゴルフクラブ
日時：平成３１年１月１６日（水）
場所：石蔵酒造（株）
『博多百年蔵』
講演：木村情報技術(株) 代表取締役 木村 隆夫 氏
「このスピード感の早すぎる今を生き残るには」

（13）平成３０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

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、
９機関、３０年度は６機関が新たに参画し、４２機関にネッ
トワークが拡充した。

第 1 回連絡会議
参加者：構成機関４３名

日時：平成３０年 ７月２４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

佐賀スタートアップセミナー
参加者：７０名

日時：平成３０年８月２１日 場所：佐賀市
内容：①女性起業家による講演・対談 ②本ネットワークに
関する情報提供③意見交換

長崎スタートアップセミナー
参加者：１７名

日時：平成３０年１０月１１日 場所：長崎市
内容：①ビジネスプランピッチ②ビジネスプランワーク
③本ネットワークに関する情報提供④意見交換

宮崎スタートアップセミナー

参加者：７１名
熊本スタートアップセミナー
参加者：２１名
鹿児島スタートアップセミナー
参加者：３１名
【フラッグシップ事業】
プティエールフォーラム
参加者：８６名

第２回連絡会議
参加者：構成機関２８名

日時：平成３０年１０月２３日 場所：宮崎市
内容：①女性起業家による講演・対談 ②ビジネスプランピッ
チ③本ネットワークに関する情報提供④意見交換
日時：平成３０年１１月５日 場所：熊本市
内容：①女性起業家による講演・対談 ②本ネットワークに
関する情報提供③意見交換
日時：平成３０年１２月１日 場所：薩摩川内市
内容：①女性起業家による講演・対談 ②本ネットワークに
関する情報提供③意見交換
日時：平成３０年１２月１９日 場所：福岡市
内容： ①ビジネスプランピッチ（スタートアップセミナー
等から７名選出）②メンタートークセッション
③本ネットワークに関する情報提供③意見交換
④意見交換
日時：平成３１年１月１８日 場所：福岡市
内容：①平成 30 年度実施報告②本事業の次年度方針③女性
起業家支援事例研修④意見交換

（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（札幌）
賀詞交換会（東京）

内 容
６月１１日（月）１０月１７日（水）３月６日（水）
６月１１日（月）
６月１１日（月）１０月１７日（水）３月６日（水）
７月２７日（金）
１０月１７日（水）
（ニッポン新事業創出大賞）
平成３１年１月１５日（火）

（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

７．一般財団法人ふくおかフィナンシャル
グループ企業育成財団

（キューテック研究開発助成金（福岡銀行）
）
・取次、推薦団体として、助成候補企業を推薦

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．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

１０．一般財団法人 熊本県起業化支援センター

・評議員として参画

１１．一金会

・副会長として参画

１２. 九州国際化推進機構

・幹事として参画

１３. 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

１４. 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

１５. 九州・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・大学発ベンチャー・振興会議と共催
・九州 NBC が事務局としてコンテストを運営

