“経営者のお悩み” 解決します!
しんきん合同商談会 「課題解決相談会」 の ご 案 内
～事業承継・人材確保・海外展開・ＳＤＧｓ経営・技術相談など各種相談に応じます。～
企業は創業期、成⾧期、成熟期、衰退期といったライフサイクルにおいて、直面する経営課題が日々変わってきています。
そこで、それぞれの段階における “経営者のお悩み” を解決するため、様々な相談会をご用意しました。この機会に、是非ご利用ください。

テーマ ブース№

相談機関名

事業内容

相談内容

経済産業省が行う事業承継支援事業。中小企業における事業承継の総
H-009

事業承継・引継ぎ支援センター 合的窓口として、相談からクロージングまでをサポートします。
・親族承継支援・社員承継支援・第三者承継支援・経営者保証解除支
(福岡県・佐賀県・⾧崎県)

・後継者不在で困っている・親子の承継がうまくいかない・会社
の価値を知りたい事業者などご相談ください。

援
事業承継にかかる事業者様のお悩みは様々と認識しています。このような状
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H-010

九州北部しんきん事業承継ネッ 況の中、福岡県・佐賀県・⾧崎県の13信用金庫は、信金中央金庫・信金 事業承継・M&A・後継者問題
キャピタルとネットワークを構築し、円滑な事業承継、M&Aをサポートしていま 事業承継、M&Aに関する相談を承っています。
トワーク
す。事業承継・M&Aでお悩みの事業者様は、当ブースへご相談ください。

株式会社日本M＆Aセンター
福岡支店

企業買収・合併（Ｍ＆Ａ）の仲介，経営コンサルタント業務等

事業承継の選択肢として、M&Aの活用のご案内
事業承継の選択肢として、M&Aの活用のご案内

大阪中小企業投資育成株式
会社

投資育成は、経済産業省所管、中小企業投資育成株式会社法（昭和
３８年法律第１０１号）に基づき設立された国の政策実施機関です。
中小企業が発行する株式の引受等を行い、株主となって自己資本の充実
と健全な成⾧を支援しています。また、投資先様の企業価値向上のため、
テーマ別、階層別の研修プログラムやセミナーの提供、経営者相互の交流、
ビジネスマッチングの機会等の提供を行っています。

経営承継等自社の株式周りの政府系支援機関
九州での知名度・認知度が低いため、多くの企業様に投資育
成のことを知っていただければと思い参加させて頂いております。
株式のことで悩んでおられる中小企業の課題解決の一助にな
れればと思います。お気軽にお声かけください。

プロフェッショナル人材センター
（福岡県・佐賀県・⾧崎県）

中堅・中小企業が新たに事業を展開する際に必要となる技術開発、販路
開拓、海外展開などに精通したプロフェッショナル人材の採用を支援していま
す。
都市圏の大企業などで豊富な経験を積み、企業の成⾧戦略を具現化して
いくことができるプロフェッショナル人材とのマッチングを支援します。

プロフェッショナル人材の採用を支援します。中堅・中小企業が
新たに事業を展開する際に必要となる技術開発、販路開拓、
海外展開などに精通したプロフェッショナル人材の採用を支援し
ています。
都市圏の大企業などで豊富な経験を積み、企業の成⾧戦略
を具現化していくことができるプロフェッショナル人材とのマッチング
を支援します。

株式会社みらいワークス

・地域中小企業における人材課題の改善、事業成⾧のサポートを可能とす
る中枢人材を副業でマッチングしています。
単なる人手ではなく課題に見合う専門スキルを持った人材をマッチングがする
ことで本質的な課題改善が可能な総合人材サービスであり、地域企業が新
たなイノベーションを生み出す機会に寄与しております。
・地方自治体と連携しUIターン促進・関係人口創出事業・地域産業活性
化支援事業においてイベント参加、副業者マッチングなど実践ベースで効率
的かつ効果的な取り組みをしております。

都市部に勤務する専門スキルを持った人材を、正社員ではなく
月額報酬３万円から副業人材として採用出来ます。
■副業人材登録者 約６０００名
■全国 １６８市町村、約７００社の求人掲載
■求人への応募率９９.８％ 平均応募人数 １３人 採
用決定率９６.６％

H-015

九州の食輸出協議会

輸出を検討または実施している食品関係事業者へのアドバイ
九州の食の輸出を目指す中小企業の海外販路拡大や輸出実務の支援
ス等。
等、地域商社の連携のもと、生産者等とともに九州の食品輸出を推進する 輸出を検討または実施している食品関係事業者に対し、商品
ことを目的としている。
開発、国内・国外の物流、輸出規制に関するアドバイス等を
実施する。

H-016

「みんなの試作広場(みんさく)」は経験豊富なものづくり企業様とこれからの
製造業を担う研究者・開発者をおつなぎします。みんさくの3つの特徴（・専
みんなの試作広場（株式会社 門ライターによる導入企業様の魅力や技術情報のコンテンツ化・研究者、開
発者が集まる「みんさく」からの効果的な情報配信・「みんさく」自動生成デー
日立ハイテク）
タによる顧客分析機能及び見込客情報取得機能があります。）その結果プ
ル型（非対面）営業への移行をご支援します。

H-011

H-012

H-013
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H-017

一般社団法人ＳＤＧｓ支援
機構 九州沖縄支部

新たな顧客を開拓したいと考えている企業、自社の(新)材料
及び(新)技術を多くの企業に紹介したいと考えている企業、自
社の知名度を上げていきたいと考えている企業様等に弊社の
サービス「みんなの試作広場」をご利用頂ければと考えておりま
す。

当機構は、全国に100名を越すSDGsコンサルタントを輩出し、上場企業、
金融機関、行政、地域の中小企業等におけるSDGsの取り組みを支援して
中小企業のSDGs経営の導入のご支援。収益を向上したい、
いる団体です。SDGsの情報発信チャンネルとしても日本最大の規模です。
社会に求められる企業となりたい、社員のやる気を高めたいなど
SDGsと企業経営を融合し、社会問題、環境問題を解決しながら収益向
の経営課題をもお持ちの企業様、ご相談ください。
上を企業作りを通じて、日本を持続可能性の高い国にしていく事業を推進し
ています。

テーマ ブース№

相談機関名

事業内容

相談内容
クレカ最新型端末機及び法人カードのご紹介。信用金庫のお
客様に対し、ほとんど全てのキャッシュレス（クレカ、電子マ
ネー、QRコード等）に対応できる最新型オールインワン端末機
（実物デモあり）をご紹介し、さらに、各種経費を支払うため
の法人カード導入のご提案をいたします。
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H-018

株式会社九州しんきんカード

当社は、九州地区７県の信用金庫を母体として１９８４年（昭和５９
年）６月に設立され、世界トップブランドのＶＩＳＡカード並びに日本唯一
の国際ブランドのＪＣＢカードを取扱っているクレジットカード会社です。クレ
ジットカード業務を通し、地域社会や地域経済の発展に信用金庫と共に貢
献することを目的としております。
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H-019

九州しんきんリース株式会社

１９８６年１１月に九州管内信用金庫を母体に設立致しました。信用
金庫の取引先を主要顧客に中小零細企業の多様化する積極的に対応
し、地域経済の発展に寄与することを目的としています。

事務所内で使用する事務・情報機器、工場内の製造機械・
工作機械、また医療機関で使用する医療機器など、動産全
般がリース取扱物件となります。不明な点はご相談ください。

H-020

日本フルハップ

日本フルハップは中小企業の健全な発展と福祉の増進に寄与するために設
立された公益財団法人で、ケガの補償・災害防止・福利厚生で中小企業を
サポートします。信用金庫イチオシのご当地グルメを紹介するWEBサイト「ふ
るさとはっぴー市場」を昨年からはじめました!

日本フルハップが行っている中小企業の皆様を一人あたり月１
５００円の会費でサポートする事業を紹介しています。当日
は血管年齢測定も行っています。是非ブースにお立ち寄りくださ
い。

H-001

地域企業からの技術相談や経営相談に対応する「相談窓口」を設置してい
ます。【環境技術研究所】環境・エネルギー・情報分野の他、災害対策や復
興対策に関する技術開発を行います。また、人生100年時代に向けた先制
公立大学法人北九州市立大学 医療工学についても研究します。
【地域戦略研究所】地域課題に関する諸問題やアジア地域について調査研
究します。SDGs推進に向けた調査研究や企業支援、地域に関わる人材
育成により、地域の発展に寄与します。

【技術相談】環境技術研究所等が対応
【経営相談】地域戦略研究所等が対応
【研究開発】技術相談から共同研究課題を発掘し実りある産
学連携を実施
【施設利用】豊富な計測・分析機器及び加工設備を利用可
能
【情報提供】大学独自のネットワークを活用したセミナー等で新
しい視点を発信

H-002

国立大学法人九州工業大学 ムーズに製品に結び付ける産学連携を一層強化するため、シーズ発掘から

福
利
厚
生

九州工業大学オープンイノベーション推進機構では、本学の研究成果をス
知的財産権利化・技術移転まで切れ目なく支援しています。
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地域企業の皆様からの技術相談を受け付けていますので、お
気軽にお立ち寄りください。

H-003

九州国際大学

地方がより元気になる為の地方創生に資するよう地域に貢献する大学とし
て、地域交流事業の充実を計り、リカレント教育（生涯学習）の拠点大学 企業と大学が協同した人材育成に係わる情報交換とその実
として、社会から必要とされる大学、地域から愛される大学を目指していま
施について、どんなことでも一先ず声をかけてみて下さい。
す。

H-004

九州産業大学

文系・理工系・芸術系の９学部２１学科、大学院５研究科、博士前期 企業の連携紹介:企業のお困りごとを本学研究シーズ（シー
課程６専攻・博士後期課程５専攻で、実践的な学びを通して、次代の産 ズ応用）で解決 ・製造工程の自動化により従業員の作業
業界をリードする人材を養成します。
負担軽減 ・八代産ゆずのアイスクリーム「柚子の泉」を商品化

久留米大学

久留米大学は、医学部および文系学部からなる大学であり、産業界の発展
に寄与し、特に地域産業と共に発展していくことに重点を置いた産学連携活
動に取り組んでいます。医療や健康に関する基礎・臨床研究の実施、地域
企業との共同研究による製品開発、企業や地方行政への技術指導等、地
域密着型の産業発展まで幅広い展開に取り組んでいます。特に筑後地域、
九州地域の企業等との連携を積極的に推進していきたいと考えております。

久留米工業大学

本学は、工学系単科大学として地域の企業と連携することにより地域活性
本学の教員がどのような研究を行っているかを紹介します。
化に資することを重要なミッションの一つとしています。建学の精神である「人
技術相談、技術指導から、共同研究・受託研究等へ繋げれ
間味豊かな産業人の育成」の基で、これまで技術面での中核的役割を担う
れば光栄です。
人材を多く産業界に輩出しています。

有明工業高等専門学校

福岡県にある理工系の高等教育機関です。本科5年までの学生約1,000
名及び専攻科2 年までの学生約60名が在籍しており、機械工学、電気工
学、電子情報工学、物質工学、建築学を中心に学んでいます。
また、教育・研究を担当する教職員が90名近くおり、各専門分野に応じた
教育や研究に取り組んでいます。今回は、大牟田市地域活性化センター
(技術開発研究・課題の解決に向けた対応を行う機関)との合同出展になり
ます。

佐世保工業高等専門学校

本校は、高校～大学2年に相当する5年間の一貫教育を通して、ものづくり
の基盤を支える技術者に要求される基礎学力と高い専門知識を身につけ
た、社会に貢献できる人材の育成を目標としています。本校では、機械、電
気電子、電子制御、物質の4つの専門学科があり、教育と同時に様々な研
産学官連携制度の情報提供や技術相談等
究も行っています。また、地域連携を積極的に実施するために「地域共同テ
クノセンター」を設け、⾧崎県北地域の産学官民で構成された「西九州テクノ
コンソーシアム」と連携し、地元企業の技術相談や共同研究、および人材育
成事業等に取り組んでいます。

H-005

H-006

H-007

H-008

（注）掲載情報は令和3年5月末現在の情報です。最新の情報はホームページでご確認ください。

様々な分野の産業ニーズに対応した大学シーズをご提案致し
ます。本学の研究・技術（酵母ライブラリーなど）や研究より
創出された様々な成果物（睡眠の質向上に効くお香など）の
実用化・販路展開に向けて、多くの企業様との面談を希望致
します。大学との産学連携活動に興味のある企業様はどなた
でもお立ち寄りください。

「有明工業高等専門学校研究者データ一覧」に記載されてい
る研究シーズをご覧いただき各企業様のニーズにマッチングする
ものがございましたら、技術相談等に応じます。
http://www.rc.ariake-nct.ac.jp/researchers/

