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ミクニワールドスタジアム北九州

行こう！街なかスタジアム！

生産年齢人口が大きく減少する中、中小企業では人手不足が喫緊の課題となっています。また、企業

の投資意欲は高い一方で、社内の人材不足や社外に設備投資の相談ができる企業等が少ないことから、

新たな投資が進みにくい状況があります。 

このような課題解決のため、北九州産業学術推進機構（FAIS）は、ロボット、IoT、AI といった新技

術導入をコーディネートする人材を育成し、生産性向上の実現を目指す北九州初のスクールを開講しま

す。 

【スクールの概要】・・詳細は FAIS ホームページ（https://www.ksrp.or.jp/fais/）をご覧ください 

①実施時期 平成２９年８月３日（木）から約 4か月間 ２０回程度 

②対 象 者 中小企業の経営者・管理者・現場リーダー、製造業等のＯＢ人材等 

③内  容 生産性向上のための基礎編、ＩｏＴ編、ロボット編など 

No 開催日 時　間 科　　　　目

10：00～12：00 国の施策とロボット・IoT導入動向

13：00～16：00 ロボットシステム導入基礎講座

2
8月16日、
8月17日

10：00～16：00 職場改善の基本（5SとIE）

3 8月21日 10：00～16：00 生産管理と従業員の意欲向上講座

4 8月25日 14：00～17：00
AI・IoTを活用した生産性向上と
ビジネスモデル

8月28日 自社の生産性を向上しよう！講座（前半）

9月1日 自社の生産性を向上しよう！講座（後半）

6 9月27日 10：00～12：00 働きやすい職場づくり（労働環境の改善）

7 9月27日 13：00～16：00 3Dものづくり入門講座

1 9月7日 10：00～16：00 ものづくりIoT現場革新ｾﾐﾅｰ

2 9月13日 10：00～18：30
IoTビジネスモデル構築ワークショップ
（製品編）

3 9月15日 10：00～18：30
IoTビジネスモデル構築ワークショップ
（工場編）

4 10月4日 10：00～18：30
ワークショップ実施手法の
スキルトランスファー研修

5
10月11日、
10月12日

10：00～16：00
1万円以下でできるIoT
（Raspberry Piで始めるIoT）

1 10月17日 10：00～17：00 産業用ロボット基礎講座

2 10月下旬 10：00～17：00 パラレルリンクロボット基礎講座

3 11月1日 10：00～17：00 ビジョン応用講座

4 11月9日 10：00～17：00 協働ロボット体験講座

5 11月14日 10：00～17：00 ロボットシミュレータ活用講座

6 11月22日 10：00～17：00 ロボット・IoT連携体験講座

9月22日 10：00～16：00 ロボットシステム導入ワークショップ
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【ロボット・IoT・AI 等を活用した生産性向上スクールの窓口】  
公益財団法人 北九州産業学術推進機構（FAIS）担当：吉武、熊高、白橋 TEL：093-695-3006

【スクールの特徴】

●新技術（ロボット、IoT、AI）導

入に必要となる「知識」「経験」等

を、セミナー、ワークショップ、

実習などの様々な手法により習得

していただきます。 

●カリキュラムは、「基礎編」「IoT

編」「ロボット編」で構成し、各分

野の一線級の講師陣を予定してい

ます。必要な講座を選択して受講

することも可能です。

●受講修了者のうち、ご希望され

る方は、FAIS が運営する生産性向

上のための支援ネットワークに登

録いただき、中小企業等からの相

談に応じ、コーディネート活動（専

門家派遣）に従事していただく予

定です。 
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（２） ※中小企業支援センターでは新鮮で役立つ情報をメールマガジンで配信しています。

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：畑間（はたま）、百武（ひゃくたけ） 

         TEL：093-873-1433  FAX：093-873-1434 

【日 時】 平成２９年９月５日（火）１５:００～１６：３０（個別相談会１６：３０～１７：３０）

【会 場】 北九州弁護士会館（北九州市小倉北区金田１－４－２） 

【定 員】 ５０名程度 

【内 容】 「え！こんなに相続税が・・・（会社後継者が泣かない事業承継）」（仮） 

       ～弁護士と税理士によるセミナー＆個別相談会～ 

【参加料等】受講料無料・要事前申込 

【主 催】 事業承継研究会（北九州市委託事業を受託した弁護士・税理士の連合組織） 

【問い合わせ先】 事業承継研究会事務局（弁護士法人大手町法律事務所） 担当：中野（なかの） 

TEL：093-571-0220  FAX：093-592-1203 

●助成金の概要

１ 対象者   

市内に本社及び事業所を有する中小企業者で要件を満たすもの。 

２ 対象事業 

  事業承継を目的に、税理士事務所、法律事務所、コンサルティング会社、金融機関など、事業 

承継及びＭ＆Ａに関する専門的な知識及び実績を有する専門事業者に委託して行う事業のうち、 

以下に掲げるもの。 

  （１）事業承継計画の策定等 （親族内、従業員等承継） 

  （２）Ｍ＆Ａの仲介委託等 （第三者承継）※買い手側によるものは対象外 

３ 対象経費  対象事業の実施に要する委託料等 

４ 助成金額  対象経費の２分の１、上限５０万円（千円未満の端数切捨て）

５ 募集期間  平成２９年７月１２日（水）～９月２５日（月） 

●申込方法等

 その他事業の詳細、申込方法（申請書の様式、必要書類等）などは下記の市ホームページにてご確

認のうえお申込みください。 

 ＵＲＬ http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700210.html

北九州市では、市内の中小企業が持つ優れた技術や経営資源を将来にわたって継続させ、雇用の場の

確保などを図っていくことを目的に、事業承継計画の策定やＭ＆Ａに着手する際に必要な経費の一部

を助成します。ぜひご活用ください。 
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（３）登録は、中小企業支援センターのホームページ（http://www.ktc.ksrp.or.jp）からどうぞ！

住  所   東京都千代田区有楽町 2-10-1 

東京交通会館 6階 

開所時間   9:00～17:45（月～土曜日） 

※土曜日が祝日の場合はお休み 

アクセス 

交通機関 路線 駅名

地下鉄 有楽町線
「有楽町駅」

D8 番出口より直結

Ｊ Ｒ 
「有楽町駅」 

中央口・京橋口より徒歩 1分 

【問い合わせ先】北九州市東京事務所 担当：中島、杉本  TEL：03-6213-0093 FAX：03-6213-0090 

Mailアドレス：kikaku-tokyo@city.kitakyushu.lg.jp 

東京における U・Iターンや移住の促進等に関する情報発信機能を強化し、東京から本市への 

新しい人の流れをつくることを目的に、交通利便性が高く人通りの多い有楽町に移転しました。 

（平成 28年 10月 3日オープン！） 

北九州市に御縁のある企業・個人であれば、どなたでもご利用いただけますので、是非とも 

ご活用ください。 

北九州市東京事務所の facebook を
開設しています。 
「いいね」をクリックして下さい！

～ JR 有楽町駅、

地下鉄有楽町駅直結！！ ～

御商談でのご利用の様子

セミナーでのご利用の様子

Facebook

◆多様な打ち合わせスペースがあります。 

東京出張時の打ち合わせ、 

取引先との商談場所に！！ 

◆50名規模の広いスペースがあります。 

企業のイベントや展示会場に！！ 

土曜日も利用可能（企業間・同窓会などの交流ラウンジに） 

Free-WiFi 整備（待ち合わせやちょっとした仕事スペースに）

北九州市東京事務所

このような利用シーンで 
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（４） ※中小企業支援センターでは新鮮で役立つ情報をメールマガジンで配信しています。

利用

無料

【問い合わせ・申し込み先】 若者ワークプラザ北九州  TEL：093-531-4510 

「せっかく雇ったのに、すぐに辞めてしまった」、「採用したのに辞退された」、 

「求人を出しても全く応募がない」、「今の若者を理解できない」・・・ 

こんな経験はありませんか？ 

【第１回】８月２４日（木）「若者の理解」 

現状の採用環境を正しく理解する 

イマドキの若者の生態を知る 

【第２回】９月２６日（火）「採用のノウハウ」 

採用戦略のベースとなる考え方 

応募の受付から面接のポイント 

「採用力アップセミナー」開催日程＆内容

若者ワークプラザでは、若者の特性を知り、人材確保につなげるための、「採用力アップセミナー」 

を８月～１１月に毎月シリーズで開催します。ぜひ、ご活用ください！！ 

※開催時間：毎回 １５:００～１７:００      ※各回 定員５０名 

※会 場：ＡＩＭビル３階会議室         ※全回参加企業優先（各回ごとの予約可）

「短期職場体験応援プログラム」のご案内

●受入期間／３～５日間 

●体験時間／１日あたり４～７時間程度 

●賃 金 等／職場体験のため賃金は発生しません

【参加するメリット】 

◆面接だけではわからない採用のミスマッチを防ぎます

 ◆事務局が体験をサポートすることで、安定就業への 

フォローアップをします 

詳しくは、ホームページをご覧ください！ 若者ワークプラザ で検索！ 

若者の採用・育成に積極的な市内の企業を対象に職場体験として求職者を受け入れていただき、体験

終了後はマッチングを目指します。 

【第３回】１０月２４日（火）「育成・定着のポイント」

育成のポイント 

すぐにできる！職場環境改善 

【第４回】１１月２７日（月）「採用定着の解決に向けて」

企業の具体的な採用問題をピックアップ 

解決に向けたアドバイス（２社程度） 

Ｎｅｗ!! 

セーフティネット保証１号認定とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、

売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

今回、タカタ㈱、タカタ九州㈱が指定事業者に追加されましたのでお知らせいたします。

【対象中小企業者】 

以下の（１）、（２）のいずれかの要件を満たすこと。 

（１） 当該事業者（指定事業者）に対して５０万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者 

（２） 当該事業者（指定事業者）に対し５０万円未満の売掛金債権しか有していないが、当該事業者との取

引規模が２０％以上である中小企業者 

※詳しくは下記までお尋ね下さい。

【問い合わせ先】北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：中津留、北野、大羽  TEL：093-873-1433 
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（５）登録は、中小企業支援センターのホームページ（http://www.ktc.ksrp.or.jp）からどうぞ！

【問い合わせ先】 （公社）九州機械工業振興会 担当：近谷（ちかたに） TEL：093-861-3001 

北九州市では、（公社）九州機械工業振興会と連携し、

市内中小企業の技術力強化のため、「北九州市ものづくり

人材育成講座」として、下記２講座を開催します。それ

ぞれの技術講座は基礎から学べるカリキュラムです。ぜ

ひお申し込みください。 

講座名 加工のための測定基礎技術講座 電気制御基礎技術講座 

日 程 

平成２９年９月２６日（火）～２７日（水） 

（２日間） 

時間 ２６日：９時～１７時 

   ２７日：９時～１６時 

平成２９年１０月１９日（木）～２１日（土） 

（３日間） 

時間 ９時～１６時 

内 容 

ものづくりに必要な機械加工の基礎から高精度

加工に欠かせないノギスやシリンダゲージを用

いた測定技術の応用等 

シーケンス制御が理解できるための電気理論の

基礎、揚荷装置の回路配線と運転確認の実習等 

定 員 ２０名 １５名 

受講料 １４，３００円 １６，３００円 

会 場 （公社）九州機械工業振興会（北九州市戸畑区中原新町１－１） 

（公社）九州機械工業振興会 

（ＪＲ九州工大前駅すぐ）

電気制御基礎技術講座の様子 

これから創業を目指す方、または創業して間もない方を対象に、融資制度に関する知識や、開業資金融

資の申込みに不可欠な事業計画書の作り方を学ぶ講座を開催します。

【日    時】  

平成２９年８月２３日（水） 

１３時３０分～１６時３０分 

【会    場】  

北九州テクノセンタービル２階研修室 

北九州市戸畑区中原新町２-１（JR 九州

工大前駅北側） 

【対  象】  

北九州市内で創業を目指す方、または創

業して間もない方 

【定    員】 

３０名（定員になり次第、締め切らせて

いただきます） 

【受 講 料】 

１人あたり１,０００円 

【内  容】  

○開業資金融資制度の紹介  

①北九州市 

産業経済局中小企業振興課 主査 中津留 義和 氏 

②福岡県信用保証協会 

保証統括部創業・経営支援統括課 主任 近藤 充 氏 

③日本政策金融公庫北九州支店（国民生活事業） 

営業課長 兼 創業支援担当課長  田中 宏明 氏 

〇事業計画書作成のポイント  

中小企業診断士 辻 司 氏 

詳しくは下記ホームページをご覧ください。 

(http://www.ktc.ksrp.or.jp)

【問い合わせ先】（公財）北九州産業学術推進機構 中小企業支援センター 担当：副島、國 TEL：093-873-1430 
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（６） この紙は再生紙を使用しています。

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局国際ビジネス政策課 担当：中石、中村   TEL：093-551-3605 

【申込・問い合わせ先】北九州市産業経済局国際ビジネス政策課 担当：平手、中村  TEL：093-551-3605 

北九州市では、平成２７年度よりジェトロ北九州と共同で、ドイツ・バーデンヴュルテンベルク州 

（ＢＷ州）との地域間経済交流事業に取り組んでいます。 

この事業は、ドイツへのミッション派遣やドイツからの企業招聘等の相互交流を通して、技術提携や 

共同研究開発、中国等アジアへの共同での販路開拓を目指すものです。 

今年度も、本事業に関心のある事業者を募集いたします。協業のパートナーを見つける絶好の機会 

ですので、多数のみなさまの参加をお待ちしています。 

【事業概要】 

（１）募集対象企業・分野：自動化設備・技術、画像処理、スマート工場、インダストリー4.0、 

ロボティクス、レーザー等に関心のある市内企業 

（２）事業内容：①ドイツミッション派遣（展示会視察（生産設備自動化）、ドイツ企業訪問等） 

②ドイツ企業招聘、マッチングセミナー他 

（３）実施時期：①１０月上旬、②１１月（詳細は決定次第ご連絡いたします。） 

（４）参加費等：①旅費、宿泊費等（派遣にかかる現地での通訳費用、車両借り上げ費は市が負担） 

②無料 

現地の展示会視察や企業訪問

ドイツ側コンサルタントとの

商談等が行えます！

ぜひお問い合わせください！

北九州市では、海外事業を展開、又はこれから検討している市内企業を対象に、海外取引上、注意すべきリス

ク管理や知財活用に関する無料個別相談会（３社限定）とセミナーを開催します。 

今回、明倫国際法律事務所 代表 田中 雅敏 弁護士をお招きし、海外で成功するための、リスク管理と知

財活用の具体例を中小企業が実践しやすい形で、詳しく説明いたします。 

また、田中 弁護士による個別相談会（３社限定・希望者多数の場合、お断りする場合があります、予めご了

承下さい）、セミナー終了後には、田中弁護士も参加する交流会（有料：５００円）を開催いたします。 

【日 時】   ２０１７年８月２２日（火） 

【個別相談会】 １４：００～１４：５０、１５：００～１５：５０、１６：００～１６：５０ 

【セミナー】  １７：３０～１９：００ 

【交流会】   １９：００～２０：００ 

【場 所】   ＡＩＭビル８Ｆ（北九州市小倉北区浅野３－８－１） 

【定 員】   ４０名 

【主 催】   北九州市／福岡アジアビジネスセンター 【後 援】 北九州商工会議所 

【申 込】   電話 もしくは、申込書（下記ＵＲＬ参照）に記入の上、ＦＡＸにてお申込ください。 

ＫＴＩセンターホームページ：http://www.kti-center.jp/seminar/kti/entry-449.html


