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行こう！街なかスタジアム！

ミクニワールドスタジアム北九州

今月のゲンバ男子 3P

北九州オンリーワン企業を首都圏に発信 4P

北九州市長新年のご挨拶 1P

後継者育成セミナーのご案内 2P

新年あけましておめでとうございます。

昨年は、ミクニワールドスタジアム北九州やリニューアルした美術

館のオープン、大型クルーズ船の寄港や国際定期航空路線の増便などに

より、多くの方々にご来北いただき、まちの彩りがより豊かになりまし

た。１０月には、天皇皇后両陛下に行幸啓いただいたことをはじめ、明

るい話題の多い一年でした。

大型クルーズ船の寄航

ミクニワールドスタジアム北九州

美術館リニューアルオープン

まず、暮らしの面では、一人ひとりの子どもに寄り添った支援を充実させ、

「子育て日本一を実感できるまち」の実現を目指します。

また、健康寿命の延伸や生涯活躍の促進、地域包括ケアシステムの構築な

どに取り組み、「共生のまちづくり」を進めます。

産業振興の面では、介護ロボット等を活用した先進的介護の実証や響灘で

の洋上風力発電拠点化など、ものづくりや環境分野での事業を強力に進める

とともに、中小企業の事業継承や生産性向上への支援を行います。

文化やスポーツ振興の面では、漫画や映画といったクールジャパン

の魅力に磨きをかけ、国際的な文化都市として発信力を強めるととも

に、東京オリンピック・パラリンピック競技大会などのキャンプ地誘致、

キャンプ相手国との交流などを進めます。

今年は、北九州市が誕生して５５周年を迎えます。まちのにぎわい

を生む記念事業を行い、市民の皆様とお祝いするとともに、「住みよい

まち・北九州市」の魅力を国内外に伝えていく一年としてまいります。

また、女性や中高年齢者の支援に加え、若者の地元就職などを促進

し、第二新卒やセカンドキャリア、外国の高度人材など、多様な働き

手が活躍できる社会を作っていきます。

さらに、総合的な防災体制を充実強化し、地域での防犯活動の推進などに

より、日本トップクラスの安全・安心なまちを目指します。

今年も、地域経済の活性化、文化やスポーツの振興などに取り組み、

にぎわいと活力に溢れる元気な北九州市を目指してまいります。

北九州市長 北橋 健治
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セミナー 

セミナー 

セミナー 「創業準備セミナー＆個別相談会」受講者募集中！

【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、百武   TEL：093-873-1433 

【問い合わせ先】  ○○○○ 担当：○○   TEL：○○○－○○○○ 

「未来を築くために、経営後継者は今、何をすべきか」参加者募集中！ 
先輩経営後継者である講師自身の実体験や演習を交えながら、経営後継者に必要となる心構えや学ぶべき

知識などについて理解し、今後どのような姿勢で行動すべきかについて学びます。 

■日時：平成 30 年 2 月 15 日(木) 

13 時 30 分～17 時 15 分 

■会場：AIM ビル 3 階 315 会議室 

(北九州市小倉北区浅野 3-8-1) 

■対象：後継者、承継まもない経営者等 

30 名（受講料無料･要申込） 

■主催：北九州市、北九州商工会議所、 

(公財)北九州産業学術推進機構 

■共催：中小企業大学校直方校 

【構成】 

①先輩経営後継者体験談 

・時間：13:30～14:20 

・講師：熱産ヒート㈱ 

代表取締役 川口千恵子氏 

②講義（一部演習あり） 

・時間：14:30～17:15 

・講師：㈱後継者ＢＣ研究所 

代表取締役 大島康義氏 

【申込・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 

■内 容 （詳細は、http://www.ktc.ksrp.or.jp まで） 

①「個人」と「法人」のメリット・デメリット 

②「法人」の種類と設立のための手続き 

③「個人」と「法人」の税金の違い 

④個別相談会（各テーマ、先着 3 名様まで） 

◆「会社設立」 ：司法書士 金源 成大氏

◆「会計・税務」 ：税理士 落合 弘氏

◆「創業全般」 ：中小企業診断士 辻 司氏

個人と法人のメリット・デメリット、法人の種類、法人設立の手続き、個人と法人の税金の違いなど、事業主体

に関する知識を学びます。希望者には、セミナー終了後、「会社設立」、「会計・税務」、「創業全般」の 3 テーマに

ついて個別相談会も行います（各テーマ、先着 3 名様まで）。皆様のご参加をお待ちしています。 

■日  時 平成 30 年 2 月 14 日（水） 13:30～16:30 

■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 徒歩 3 分 

■対  象 市内でこれから創業を目指す方、 

創業して間もない方、個人事業者の方など 

■定 員 30 名（定員になり次第締め切り） 

■受講料 1,000 円／人 ※当日受付にてお支払い

「５Sに取り組んだものの次に何をしたら良いか分からない」「工場の改善を行ったけど生産性がなかなか上がら

ない」そんなお悩みを抱える企業の方も多いのではないでしょうか。本セミナーでは、５S（整理・整頓・清掃・清

潔・躾）の取り組みを生産管理や生産性の向上に繋げる方法を分かりやすく解説します。

【申込み・問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：北川、菅（すが）  TEL:093-873-1433 

【平成 2９年度 生産管理セミナー】

「５S に続く改善の進め方」受講者募集中！

日 時 平成 30 年 2 月 6 日（火）13：30～17:00 

会 場 北九州国際会議場 ２階２１会議室

講 師 ㈱実践マネジメント研究所 

代表取締役 植條 英典氏 

事例発表 和東産業㈱ 取締役 陽 武史氏 

「改善の取り組み内容と成果発表」 

定 員 40 名  受講料 1,000 円 

※詳細は、ホームページ（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700107.html）をご覧ください。

カリキュラムなど

～工場と事務所が一体となって成し遂げた不良品削減の

取り組みをご紹介します！～ 

◆ヒューマンエラー体験とすぐに実践できる対策方法 

◆改善手法実例の紹介（KJ 法、連関図法など） 

◆工場と事務所による合同改善の進め方 

【後継者育成ｾﾐﾅｰ】
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紹介 

お知らせ 

今月のゲンバ男子

【問い合わせ先】  北九州市産業経済局食の魅力創造・発信室   担当：尾上、長谷   TEL：093-582-2080 

北九州市の地酒文化を元気にするために三つの酒蔵が結成した「北九州三

醸造士の会」。「もっと市民の方々に北九州のお酒の魅力を知ってもらいたい」と

いう目標のために統一ブランド開発を２０１６年にスタート。八幡西区で大切に育

てられた酒米「夢一献」を統一ブランド「※０９３」（コメゼロキューサン）の原料に

して３種のお酒を作る日本初の企画です。１つの会社が日本酒・焼酎・ビールを

つくることはあっても、経営の異なる３つの蔵が統一原料で３種類のお酒をつくる

という事例は大変珍しいものです。それぞれの個性を生かした純米酒・粕取焼

酎・ラガービールが出来上がりました。 

○ギフトセット 2,400 円・税込（3 本・箱入）

○単品 純米酒（溝上酒造）300ml 700 円（税別）、粕取焼酎（無法松酒造）300ml 600 円（税別）、

ラガービール（門司港地ビール工房）330ml 500 円（税別）、各 2,000 本限定

三醸造士の会 HP：http://www.3jyouzoushi.com  地元いちばん HP：http://www.jimoto1ban.jp/blog/?p=4885

平成３０年１月１日から平成３０年３月３１日までのセーフティネット保証５号の指定業種が発表されまし

た。全国的に業況の悪化している業種が指定されています。

１６１業種
指定業種の変更 

１９１業種

１９１業種の確認 ： 中小企業庁ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ>金融ｻﾎﾟｰﾄ>ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証 5号の指定業種を公表します 

（平成 29年度第 4四半期分）   

業種の分類・内容 ： e-Stat(政府統計の総合窓口)ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ>調査項目を調べる>統計に用いる分類 

(産業、職業等)・用語>日本標準産業分類(平成 25年［2013年］10月改定) 

【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    

【申込み・問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：北川、菅（すが）  TEL:093-873-1433 

このコーナーでは製造業の現場でイキイキと働く若者の心意気やたたずまいのかっこよさをお伝えしていきます。

松熊さんプロフィール

独自の曲げ加工技術で、エネルギー貯蔵設備である球形タンクや LNG タンク、各種圧力

容器などの製作・据付工事を行う白石鉄工株式会社。煙突や耐震パネルなど、大型の鋼構

造物の製作や据付も行っており、松熊さんは、その鉄骨製作ラインで汗を流している。こ

の仕事を目指したのは、職業訓練校で溶接免許を取ったことがきっかけ。入社 5年目が過

ぎ、今では切断孔明けの加工から組立・溶接、製品の検査、出荷まで、全ての作業をこな

すマルチプレイヤー。「納得できる鉄骨ができた時の達成感は格別」と嬉しそうに語る。

「先輩に教えてもらった技術を、後輩たちへ伝えていきたい」と頼もしい一面も見せてく

れた。家に帰れば、２人の子どもを持つパパの顔に。公園で遊んだり、家族で出かけたり

するのが至福の時間だ。

○ゲンバ男子・ゲンバ女子の仲間を募集しています。お申込は下記ホームページでご確認ください。

募集ページアドレス：http://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/genba-danshi/ad/index.html 
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報告 

（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。 

本市への交流人口の拡大やＵ・Ｉターン、移住の促進など地方創生を推進していくうえでの

取組として、美味しい食べ物や住みやすい環境、自然や文化など、本市の持つ様々な魅力をＰ

Ｒするイベント「KitaQ フェス inTOKYO」を開催しました。 

中小企業振興課では、優れた技術や製品を持つ本市中小企業の魅力を首都圏の方に発信する

ことを目的に「オンリーワン企業ＰＲコーナー」を会場内に設けて 

①パネルの展示 

②映像の上映 

③商品サンプル等の展示 

を行いました。 

「KitaQ フェス inTOKYO」開催概要

１ 日程 

平成 29 年 11 月 25 日(土)・26 日(日) 

２ 場所 

アーツ千代田 3331 

（東京都千代田区外神田 6 丁目 11-14） 

３ 主催 

  北九州市学園祭実行委員会 

（特別協賛：㈱スターフライヤー） 

４ 来場者数 

2 日間のべ約 10,400 人

【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、百武   TEL：093-873-1433 

来場者からは、「知らないだけで良い企業がたくさんあると思った」といった声を多数いた

だくなど、良いＰＲの場となりました。 


