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事業主の皆さまへ「働き方」が変わります!!
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お知らせ
　「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（＝改正法）」が平成30年7月
６日に公布されました。改正法の大きなポイントは次の３点です。 

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則 とし、
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、
複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定する必要があります。

POINT 1 時間外労働の上限規制が導入されます! 
施行：2019年4月1日～　　※中小企業は2020年4月1日～

上記以外にも法改正があります。 
詳細は、福岡労働局ホームページでご確認ください。 ▷▷ 福岡労働局 働き方改革 

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定 して有給休暇を与える必要があります。

POINT 2 年次有給休暇の確実な取得が必要です! 
施行：2019年4月1日～

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期
雇用労働者、派遣労働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごと に
不合理な待遇差が禁止されます。

POINT 3 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
　　　　　　不合理な待遇差が禁止されます! 
施行：2020年4月1日～　　※中小企業は2021年4月1日～

検 索検 索

働き方改革を実施する前に確認すべきことを明らかにして、労働環境の問題点を探っていきます。
第１部　裁判例から読み解く「同一労働同一賃金」 

ひびき法律事務所 山上 知裕 弁護士 
第２部　経営者のためのシンポジュウム 

企業経営者のためのシンポジュウムを開催します!!　『働き方改革法』実務のポイント

【主催】　福岡県社会保険労務士会（北九州支部）　TEL：093-663-5356　【後援】北九州市、福岡労働局 

平成30年11月14日（水）13:30～16:30
リーガロイヤルホテル小倉 

※ＦＡＸでのお申し込みが必要です。詳しくは、福岡県社会保険労務士会北九州支部にお問い合わせください。
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【申込・問合せ先】　事業承継研究会（弁護士法人大手町法律事務所内） 担当：中野　TEL：093-571-0220

【問い合わせ先】　北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：塚本、德永　TEL：093-873-1433

お知らせ 第3回・第4回　事業承継セミナーを開催します!

お知らせ 固定資産税ゼロ特例事業（先端設備等導入計画）の相談・受付中!

第３回　（小倉会場）
【日　時】　 平成30年11月13日（火）15:00～16:30　（個別相談会16:30～17:30）
【会　場】　 西日本総合展示場　新館3階会議室（北九州市小倉北区浅野3-8-1）
【講　師】　 税理士　岩永博行氏、税理士　西尾　榮氏

第４回　（黒崎会場）
【日　時】　 平成30年11月20日（火）15:00～16:30　（個別相談会16:30～17:30）
【会　場】　 コムシティ3階　八幡西生涯学習総合センター　大会議室（北九州市八幡西区黒崎3-15-3）
【講　師】　 税理士　木村聡氏、税理士　東屋敷克則氏

【受講料】　 第3回・第4回とも無料（セミナー・個別相談会とも要事前申込）
【定　員】　 各50名（先着順）※個別相談会は数組限定

第3回、第4回のテーマは「活用しない手はない　事業承継税制大改正」です！
平成30年に新しく生まれ変わった改正事業承継税制について、改正内容・活用例など、
税理士が詳しく解説いたします！
第3回・第4回は同じ内容で、小倉・黒崎の各会場での開催となります。
お近くの会場へぜひお越しください！！

【第３回】

岩永氏 西尾氏

【第４回】

木村氏 東屋敷氏

　８月号でもお伝えしたとおり、市内中小企業の新規取得設備の固定資産税が、３年間ゼロになる受付を開始し
ています。この特例を受けるためには、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受ける必要があります。受付
場所、問い合わせ先等は下記のとおりです。

（１） 先端設備等導入計画の概要
　　中小企業等は、①計画期間内（３～５年）に、②労働生産性を年平均３％以上向上させるため、③先端設備等
　　（生産、販売活動等の用に直接供される新規の減価償却資産 ： 一定の要件あり）を導入する計画を策定し、
　　それを本市が認定。
（２） 計画の認定を受けられる者
　　中小企業等経営強化法上の中小企業等が対象。但し、固定資産税のゼロ特例を利用できるのは、資本金額
　　１億円以下の法人、従業員数１，０００人以下の個人事業主等（大企業の子会社を除く）。
（３） 計画の認定を受けた場合の効果
　　①認定を受けた先端設備等の固定資産税が３年間ゼロへ
　　②国の各種補助金（ものづくり・サービス補助金等）における優先採択

〔受付時間〕　８：３０～１７：１５
〔受付場所〕　北九州市産業経済局中小企業振興課
　　　　　　（戸畑区中原新町２番１号　北九州テクノセンタービル１階）

※申請方法・申請書様式等
は、中小企業振興課ホーム
ページをご覧ください。
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【問い合わせ先】　北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：松岡、中津留、北野　TEL：093-873-1433

平成30年度　中小企業振興協議会を開催しました!ご報告

【問い合わせ先】　北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：塚本、德永　TEL：093-873-1433

お知らせ 平成30年度第3四半期のセーフティネット保証5号のお知らせ!

193業種
指定業種の変更 

167業種

●協議会　テーマ
　① 「事業承継対策」
　② 「人手不足対策」　（IT等を活用した生産性向上、地元就職促進に向けた取組）

8月21日(火)、北九州市役所本庁舎において、
「平成30年度 中小企業振興協議会」を開催しました。
　
　この協議会は、「北九州市中小企業振興条例」の基本理
念の実現を図るために、関係者相互の情報共有や意見交
換を行うことを目的に開催したものです。

　当日は、アドバイザーとして大阪商業大学の池田教授
をお招きし、中小企業者をはじめ中小企業団体、支援機
関、金融機関、大学、行政等が参加しました。

　福岡県事業引継ぎ支援センターの奥山様より、「事業承
継の現状と中小企業における承継のあり方」をテーマに
したご講演をいただき、上記2つのテーマに沿って、現状
における課題や進めている取組みなどを紹介いただくと
ともに、意見交換を行いました。

　この協議会でいただいた意見等を踏まえ、中小企業・小
規模事業者の振興を図るための施策を適宜実施していく
ことなどを確認して、協議会を終了しました。

　平成30年10月1日から平成30年12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。

１６７業種の確認　：　中小企業庁トップページ > 金融サポート > セーフティネット保証5号の対象業種を指定します
　　　　　　　　　　（平成30年度第3四半期分）
業種の分類・内容　：　e-Stat(政府統計の総合窓口)トップページ > 統計分類・調査項目 > 統計に用いる分類・用語
　　　　　　　　　　> 日本標準産業分類
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【問い合わせ先】　北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：鎌田、畑間　TEL：093-873-1433

ご報告

【問い合わせ先】　北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：鎌田、畑間　TEL：093-873-1433

ご報告

　北九州市では、市内中小企業が開発した新製品・新技術の販路開拓を支援するため、大都市圏で開催される
全国規模の展示会への出展小間料を助成しています。今年は以下の18企業に決定しました

入江製菓㈱
神楽フィースト㈱
㈲小倉クリエーション
㈱ごとう醤油
㈱SAKU
シャボン玉販売㈱
新北九州工業㈱
㈱しんこう
戸畑鉄工㈱
合同会社 Next Technology
㈱ハチたま
ひびきの電子㈱
㈲ふく太郎本部
㈱マツシマメジャテック
㈱マリンテック
㈱明菱
㈱モーベリーホーム
㈱ロクリア

いちじくキャンディーほか
ワインディスペンサー
小倉デニム（小倉織）
抹茶醤
アレルギーフリー食品（フルーツポンバーほか）
無添加ボディソープ
不織布フィルター
シールド乳酸菌配合ゼリーほか
自動車用部品（ロストワックス精密鋳造品）
犬型におい計測掃除ロボット
IoTねこトイレ
電波型人感センサほか
ふく白子リゾット
粉塵積算センサ
LED航海灯・フラッシュライト
熱伝導性フィラー
お風呂貯水型耐震シェルター、防災の家
工事スケジュールLED表示用スマートシステム

ARISTA FAIR（パシフィコ横浜）
グルメ&ダイニングスタイルショー（東京ビッグサイト）
JFW JAPAN CREATION（東京国際フォーラム）
FOODEX JAPAN（幕張メッセ）
オーガニックフードEXPO（インテックス大阪）
メディセオ総合医療フェア（グランフロント大阪）
ANEX（東京ビッグサイト）
“日本の食品”輸出EXPO（幕張メッセ）
自動車部品＆加工EXPO（東京ビッグサイト）
World Robot Expo（東京ビッグサイト）
猫グッズの総合展（東京都立産業貿易センター台東館）
CEATEC JAPAN（幕張メッセ）
ジャパンインターナショナルシーフードショー（東京ビッグサイト）
国際粉体工業展東京（東京ビッグサイト）
Sea Japan（東京ビッグサイト）
国際粉体工業展東京（東京ビッグサイト）
ジャパンホームショー（東京ビッグサイト）
建設テック（東京ビッグサイト）

　「北九州市版トライアル発注制度」評価検討会が8月に行われ、今年度は小倉南区にあるアーマライニングス
株式会社の「ポリウレア樹脂を使用したコーティング材」が認定されました。商品の特徴は以下のとおりです。

大規模展示会等出展支援事業の助成企業が決まりました!

「北九州発! 新商品創出事業（北九州市版トライアル発注制度）」　
認定新商品のご紹介です!

【特徴】
◆柔らかいステンレスと表現されるポリウレアを使い強化防護層を形成する
　製品。 ポリイソシアネート化合物と活性水素を持つアミン化合物をスプレー
　ガンで衝突混合させ、化学反応によりポリウレアを生成。
◆強靭な物性に加え無溶剤・無触媒のため、環境にやさしいのが特徴。
【用途】
◆コンクリート、金属、木材、プラスチックなど、ほぼあらゆる基材に使用可。 防護力・耐久性・
　耐衝撃性・復元性・耐薬品性・防水性・防錆性等が付加され、長寿命化が図れる。
　また専用塗料との併用により、遮熱性及び断熱性を向上させ省エネルギーにも貢献。

　市内中小企業が技術開発助成制度等を活用して開発した、優れた新商品の販路開拓活動を支援する制度です。 市が
認定した新商品を購入することによって、使用実績をつくり、また、使用部署でのモニター評価制度により、商品の改
善や販路開拓、マーケットの拡大に役立てていただくものです。

ポリウレア樹脂を使用したコーティング材
～インフラを強く、都市を強くするポリウレア樹脂～

トライアル発注制度とは？

企業名 出展製品 出展する展示会
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【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　TEL：093-873-1433

助成金
　北九州市では、市内の中小企業団体が、若年者や女性等の人材確保を目的として独自に取り組む、業界のイメージアッ
プや職場環境の改善などを図る事業に必要な経費の一部を助成しており、現在、追加募集を受け付けています。該当
する事業を計画している中小企業団体の皆さまは、ぜひご活用ください。(予算がなくなり次第募集を終了します。）
　今年度は既に下記の6つの団体に助成金の交付を決定しています。

１　対象者　　　市内に事務所を有する中小企業団体（構成員の３／４以上が中小企業者で構成）で
　　　　　　　  構成員の共同事業又は共益的事業を行う営利を目的としない法人・任意団体
２　対象事業　　平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日の間に実施する以下の事業
　　　　　　　  ◇団体が所属する業界の役割・魅力を伝える啓発事業
　　　　　　　　　（製造現場の見学会、建設機械の操縦体験など）
　　　　　　　  ◇学生、教員等との交流事業（学生や教員・保護者と経営者の意見交換会など）
　　　　　　　  ◇職場環境改善のための研修事業（労働条件や作業環境見直しのための勉強会など）
　　　　　　　  ◇その他若年者や女性等の人材確保のために特に有効と認められる事業　
３　助成金額　　対象経費の２分の１以内　限度額４０万円　※審査の上、予算の範囲内で決定します。
４　募集期間　　随時受付中 （予算終了、もしくは平成３１年１月３１日（木）まで）

追加募集のご案内

北九州市　人材確保助成金 検 索検 索

中小企業人材確保支援助成金の　

※申請方法など詳しくは、中小企業振興課ホームページをご覧ください。

高校生のクレーン操作体験（平成29年度　北九州クレーン協会） 学生による企業取材見学（平成29年度　北九州ものづくり光継会）

1

2

3

4

5

6

北九州クレーン協会（建設業）

八幡電気工事業協同組合（建設業）
（一社）福岡県中小企業家同友会
北九州地区（異業種）
北九州工業団地協同組合（製造業）

北九州ものづくり光継会（製造業等）

北九州管工事協同組合（建設業）

土木・建築系学科の高校生を対象とした、移動式クレーンの体験学習

「電気工事業の魅力を伝える」意見交換会

学生を対象とした就労体験、キャリア教育及び先進事例の視察研修

工業高校生を対象とした工業団地内オープンファクトリー

企業と学生の出逢いの場づくり～働きやすい職場づくり／魅力発信研修～

工業高校生を対象にした給水装置工事の模擬体験

団体名

平成30年度採択事業一覧（平成30年9月現在）

事業名称



「北九いいと」の情報はこちら☞
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【申込・問合せ先】　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

【問い合わせ先】　北九州市子ども家庭局子ども総合センター　担当：松本　TEL：093-881-4556

紹介

募集 10月は「里親月間」、あなたも里親になりませんか？
　「里親」とは、親による虐待や育児放棄、死別や経済困窮など、様々な理由で親と一緒に暮らすことができな
い子どもを、家族の一員として受け入れ愛情深く育てていく方をいいます。
　家庭的な環境で子どもが成長できるため、里親の重要性はますます高まってきています。 
　あなたも里親に登録し、子どもの未来を一緒に紡いでいきませんか。
　あなたが踏み出す一歩を待っている子どもがいます。

◆登録の方法
　　①子ども総合センターへ申請書を提出する　（年齢制限なし、共働きでもOKです）
　　②年に2回実施している無料の研修　　　　（子どもとの触れ合い実習を含む、全5日間）を受講する
　　③社会福祉審議会による審査　　　④市長の認定、登録
◆子どもを預かるまで
　　①子ども総合センターより打診 （子どもの成育歴等の情報が提供されます）
　　②子どもとのマッチング （面会から始まり、外出や外泊等を行います）
　　③里親さん、子どもの両者がOKであれば、一緒の生活がスタート　（①、②の段階で断ることも可能です）
◆サポート体制
　　レスパイト制度 （一時的に他の里親に預ける） や里親会の支援、養育費等の支給など

山陽新幹線車内販売
× 「北九いいとフェア」を期間限定で開催!

○　山陽新幹線車内販売（新大阪駅～博多駅）営業列車全てで販売
○　開催期間　平成30年8月27日（月）～12月下旬（予定）
○　販売商品（価格は税込みです）

北九州市の名産品が、山陽新幹線車内販売に登場！
この度、株式会社ジェイアール西日本フードサービスネットと北九州市が連携し、山陽新幹線車内販売で
「北九いいとフェア」を期間限定で開催しています。新幹線にご乗車の際はぜひお買い上げください!!

○　連携企業　株式会社ジェイアール西日本フードサービスネット

熟練した職人手作りの金平糖。今回は、あられを
金平糖に仕上げた「あられこんぺいとう」と、い
ちごのパウダーでコーティングした「いちごこ
んぺい糖」の2種類を車内限定で販売します。

最高級枯れ節を使った、だし醤油キットです。厚
さや鮮度にこだわった本枯れ節にご自宅の醤油
を入れるだけでいつもの料理をワンランクアッ
プさせる香り豊かなだし醤油が完成します。

Chobinuka
ちょびぬか

760円

さばぬかみそだき
920円

門司港王様焼きカレー
600円

いわしのぬかみそ炊き
をフレーク状になるま
で炊きあげました。ご
飯にはもちろん、お料
理のトッピングにも。

脂がのったサバを熟成
ぬか床で約7時間炊き込
みました。骨まで柔らか
く、ご飯のおかずにも酒
の肴にもぴったりです。

プリンセスピピの「王様焼きカ
レー」は、タイ王宮料理をベー
スに十数種のハーブ・スパイス
のフレッシュな香りが特徴で
す。本格的な焼きカレーがご自
宅でお楽しみいただけます。

あられこんぺいとう 220円
いちごこんぺい糖　 220円 関門旨み醤油の種 1,300円

（入江製菓㈱） （㈱オク）

（プリンセスピピ）
（㈱ふじた） （㈱ふじた）


