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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『先端設備等導入計画』の認定件数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『先端設備等導入計画』の認定件数
受付開始（6月13日）から3ヵ月半で100件達成!!

先端設備等導入計画の認定件数が100件達成… 1P
北九州学術都市フォーラム&プレイベント　… 2P
生産管理セミナーなど　各種セミナー　…… 3P

中小企業技術開発助成金　採択企業の紹介　… 4P
今月のゲンバ男子　など　………………… 5P
中小企業成長加速化モデル事業　………… 6P

お知らせ

【問い合わせ先】　北九州市産業経済局中小企業振興課　TEL：093-873-1433
　『固定資産税ゼロ特例事業について』　　　担当：塚本、德永
　『新成長戦略みらい資金について』　　　　担当：松岡、北野

　既に認定を受けた中小企業の皆様から、「この固定資産税ゼロ特例制度等がきっかけとなって設備投資を計画
した」という声が続々と寄せられています。
　2020年度末までの新規設備投資が対象（製造業だけでなく全業種が対象になります）となるため、これから
設備投資をお考えの中小企業の皆様はまずは下記受付までご相談ください。

☆なお、この特例を受けるためには、下記計画を策定し、市の認定を受ける必要があります。
（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
　　認定を受けた先端設備等の固定資産税が３年間ゼロへ

〔受付時間〕　８：３０～１７：１５
〔受付場所〕　北九州市中小企業振興課（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）

「先端設備等導入計画」の認定を受ければ
「新成長戦略みらい資金」の申込みが可能になります
〔新成長戦略みらい資金とは〕
　北九州市新成長戦略の推進に寄与する事業のうち、市が指定する事業において認定等を受けた市内中小企
業者の事業展開に必要な資金を融資するものです。
　平成30年10月1日から、「先端設備等導入計画の認定」を指定事業に追加しました。

資金使途
運転・設備資金（10年以内）
設備資金（10年超15年以内）

金利（％）　※固定金利
1.10
1.30

保証料（％）

0.45～1.51

※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】　（公財）北九州産業学術推進機構 総務企画部 企画広報課　担当：由元・多比良  TEL：093-695-3111

北九州学術研究都市フォーラム＆プレイベント 開催!

会　期 ： 平成30年12月11日（火）・12日（水）
場　所 ： 北九州学術研究都市（北九州市若松区ひびきの）

【日　時】 11月21日（水） 17:00～18:30　　【会　場】 会議場
【講　師】 中村　翼 氏 （有志団体CARTIVATOR代表）

＊プレイベント 講演会 『日本発の空飛ぶクルマ SkyDrive 開発への挑戦』

※詳しくは「北九州学術研究都市フォーラム」ホームページをご覧ください。
　URL： https://www.ksrp.or.jp/forum2018/ 検 索検 索北九州学術研究都市フォーラム

　平成30年12月11日（火）・12日（水）の2日間、北九州学術研究都市において北九州学術研究都市フォーラムを開催します。「革新的
生産性向上」をテーマに学研都市内の3大学（北九州市立大学、九州工業大学、早稲田大学）および北九州産業学術推進機構（FAIS）
が、それぞれの視点から、研究や取り組みの発表を行います。また、本フォーラムを通じて、北九州学術研究都市と北九州商工会議所
や市内企業との接点を深め、生産性向上に係る3大学、FAIS、市内企業の意識の共有化を図ることを目指します。
　さらに、11月21日（水）にはプレイベントとして、今話題の空飛ぶクルマの研究開発を行っている「有志団体CARTIVATOR代表の
中村翼氏」をお迎えし、講演会＆トークショーを開催します。近い将来の実現が期待される空飛ぶクルマの開発秘話をお聞きいただ
けます。
　中小企業の生産性向上や新たなビジネスのヒントをお探しの方はもちろん、北九州学術研究都市にいらっしゃったことのない方も、
ぜひこの機会にご来場ください。基調講演、研究交流会、シンポジウム、セミナー、プレイベント講演会・トークショーについては、事
前に参加申込みを受け付けておりますので、北九州学術研究都市フォーラムホームページ（URL：下記参照）からお申込みください。

開会・基調講演 北九州市の中小企業の生産性向上に期待すること
講演者　中小企業庁次長　前田　泰宏　氏
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次世代ロボット技術の開発と地域展開
九州工業大学

生産性向上につながるロボット関連技術の紹介
北九州ロボットフォーラム

エネルギーマネジメント研究会の紹介
エネルギーマネジメント研究会

北九州におけるAI社会実装の取組例の紹介
ひびきのAI社会実装研究会

キッチンカー　パーティ（参加費 無料）

生産性向上を核としたFAIS中期計画と地域企業の
IoT活用事例 （公財）北九州産業学術推進機構

enPiT-everi フューチャーセッション
～新しい地域産業と教育ネットワークの未来～

北九州市立大学

生産性向上に向けた学研都市と産業界の連携

産業で利用されるゼオライト
（公社）石油学会九州・沖縄支部

北九州環境ビジネス推進会＜産学双方向セミナー＞
北九州環境ビジネス推進会

北九州市風力発電人材育成研修
北九州市　環境局　地域エネルギー推進課

早稲田大学
早稲田大学の地域企業との連携に向けた
取り組みと今後の課題

研究交流会① 450名会議場
メインホール

12月

11日
（火）

12月

12日
（水）

会議場
メインホール

学術情報センター
遠隔講義室１
産学連携センター
研修室

産学連携センター
研修室
産学連携センター
研修室
学術情報センター
遠隔講義室１

学術情報センター
遠隔講義室１
技術開発交流センター
交流室

定員会場時間プログラム

200名

100名

200名

450名

100名

100名

200名

研究交流会②

セミナー①

セミナー②

セミナー③

懇親会

研究交流会③

研究交流会④

シンポジウム・閉会

セミナー④

セミナー⑤

セミナー⑥

※講演会終了後、トークショーあり（要別途申込み）
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【申込・問い合わせ先】　（公財）北九州産業学術推進機構　北九州知的財産支援センター　担当：國、光岡　TEL：093-873-1432

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

募集 「中小製造業における現場リーダーの育て方」受講者募集中!
平成30年度　生産管理セミナー

・日　時　平成30年12月7日(金)14：30～16：30
・会　場　アジア太平洋インポートマート(AIMビル)
　　　　  3階315会議室 (小倉北区浅野3-8-1)
・講　師　合同会社ENコンサルティング
　　　　  代表　遠藤　康浩 氏
・対　象　中小企業の経営者、管理者、監督者、
　　　　  現場リーダー、小集団活動メンバー等
・定　員　40名 (申込多数の場合は調整)
・参加料　1,000円(税込) ※当日受付にてお支払い
・申込み　FAXもしくはインターネットにて受付 

【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

募集「活力ある職場づくりセミナー」受講者募集中!

■日　時　平成30年11月21日（水）　13:30～16:00
■会　場　COMPPAS（コンパス）小倉　会議室A
　　　　　北九州市小倉北区浅野3-8-1AIMビル6階
　　　　　　　　　　　JR小倉駅新幹線口　徒歩5分
　　　　　※会場へは公共交通機関をご利用ください。
■対　象　中小企業の経営者・管理者・監督者など
■定　員　30名（定員になり次第、締切り）
■受講料　1,000円／人

募集 『レシピ公開「伊右衛門」と絶対秘密「コカ・コーラ」どっちが賢い？特許・知財の最新常識』
九州知的財産活用リレーセミナーin北九州　受講者募集中

■日　時　平成30年11月19日（月） 13：30～16：00 （13：00より受付開始）
■場　所　COMPASS（コンパス）小倉　イベントスペース （小倉北区浅野3-8-1 AIMビル6階）
■対象者　中小企業の経営者、知財担当者など
■受講料　無　料　　　　　　　■定　員　30名
■講　師　知財コミュニケーション研究所代表　弁理士　新井　信昭 氏
■詳　細　北九州知的財産支援センターホームページをご覧ください。
　　　　 　http://www.ktc.ksrp.or.jp/kipc/

検 索検 索北九州市　生産管理セミナー詳しくは　▷▷　

■内　容　詳細はhttp://www.ktc.ksrp.or.jpまで
　　　　　①理想の職場と現実の職場のギャップ
　　　　　②問題の根本課題　　③課題への対策　
　　　　　④活力職場づくりのアイテム
■講　師　活力職場研究所代表　髙波利恵氏

大学で職場風土と企業の生産性に着目した研究
に取組む。独立後は、大阪、福岡、大分の企業で、職
場風土改善、人財育成、労働生管理体制の構築を
支援中。

　現在、中小製造業の現場では、雇用情勢の改善と労働人口の減少から
人手不足感が強まっており、このような状況は、製造業の現場の世代交
代・現場リーダーの育成に大きな影響を与えています。今回は、中小製造
業の皆さまが抱える課題である、現場リーダーの育成に焦点を当て、その
理論から実践までを学ぶことができるセミナーを開催します。
※受講には事前の申込みが必要です。

【プログラム】
①リーダーとは何か？ ②リーダーに求められる思考法
③リーダー育成法　　 ④リーダー育成過程で求められること

　このセミナーでは、参加者の個人ワークを交えながら、実際の職場の問題整理と要因分析を行い、職場の課題と解決
策を導き出す方策を考えていきます。皆様の理想の職場づくりを、お手伝いします。

　特許を出願するかしないか。特許となるアイデアを見せるか見せないか。そこに優劣はありません。大切なのは知財をいかに戦略
的に利用するかなのです。本セミナーでは、現場目線の事例を多く紹介しながら「ヒト・モノ・カネ」がなくても簡単に実践でき効果が
期待できるオープンクローズ戦略についてお話いたします。

知財コミュニケーション研究所代表
弁理士　新井　信昭　氏
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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：草本、菅　TEL：093-873-1433

紹介 北九州市中小企業技術開発振興助成金 ６テーマを採択決定しました!

北九州市ものづくり中小企業・女性職場環境改善支援助成金

　北九州市では、市内中小企業の技術開発力の向上及び技術集約型企業への転換を促進するため、新製品、新技術
の研究開発を行う中小企業に対し、必要経費の一部を助成しています。
　昭和59年の制度創設以来、昨年度までの34年間で、延べ350件の開発に対して助成を行なってきました。製品
化・実用化に成功した新製品・新技術の中には、現在の事業の柱となっているものもあります。
　今年度は10件の申請があり、審査の結果、次の6件に助成金を交付することが決定しました。

㈲ICS SAKABE 
クラウン製パン㈱
熱産ヒート㈱
㈱ハチたま
ビルドメンテック㈱
㈱豊光社

配膳車用後付け装着型パワーアシストユニットロボットの開発
画像認識を用いたパンの品質評価システム、技術者育成アプリの開発
樹脂配管溶着のための小型誘導過熱電源の開発
世界初！ねこの病気の早期発見をサポートするIoTトイレ「toletta」の開発
ハンディIH塗膜剥離装置の開発
特殊波長LED照射による鶏舎害虫用防除装置の開発

1
2
3
4
5
6

企業名 開　発　テ　ー　マ

北九州市　技術開発振興助成金 検 索検 索※各企業の技術開発の概要については、市のホームページをご覧ください。

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

紹介 女性が働きやすい職場環境改善に取り組む6企業が採択されました!
　北九州市では、ものづくり分野での女性の人材確保や定着を支援するため、市内の中小製造業者・建設業者が、女性専用
設備（トイレ、更衣室、休憩室等）の設置など、女性が働きやすい職場環境の改善に取り組む際に、必要な経費の一部を助
成しています。今年度は下記の6つの企業の職場環境の改善の取り組みに助成金を交付することが決定しました。なお、現
在も助成金の申請を受付中です。予算に限りがありますので、助成金の活用をお考えの場合はお早めにご相談ください。

サンロード・スチール㈱
㈱電通社

1
4

㈲タカオ
戸畑製綱㈱

2
5

大栄㈱
丸喜鋼業㈱

3
6

企業名

北九州市　女性職場環境改善支援助成金 検 索検 索※助成金の詳細については、市のホームページをご覧ください。

海外へ自社製品を輸出するには、先ず何を行わなければならないか？

【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・安永　TEL：093-551-3605

セミナー 海外販売展開における基本講座
　日本製品の海外輸出を目的とした商談会が各地で開催されています。海外バイヤーとの商談にあたり、自社製品
と競合する日本製品や現地類似品の現地価格、海外現地までの物流コストなどを計算されて臨まれていますか？
　K＆Tトレーディング・コンサルタントオフィス代表　霍見　憲治氏をお招きし、海外輸出に関する無料個別相
談会（3社：先着順募集中）とセミナー（無料）及び交流会（有料：500円）を開催します。

【日　　付】　2018年11月13日（火）　
【個別相談会】　14：00～14：50、15：00～15：50、16：00～16：50
【セミナー】　18：00～19：00
【場　　所】　AIMビル8階（北九州市小倉北区浅野3－8－1）
【主　　催】　北九州市/福岡アジアビジネスセンター
【申　　込】　福岡アジアビジネスセンター　（ http://www.f-abc.org/ ）へ 申し込み下さい。

【交　流　会】　19：00～20：00
【定　　員】　40名
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【問い合わせ先】　北九州市総務局女性活躍推進課　担当：江口・福山　TEL：093-551-0091

【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

今月の
ゲンバ男子

九州で唯一の非鉄金属（アルミや銅など）の鍛造量産メーカーとして名高い株
式会社戸畑ターレット工作所。自動車や電力機器など多種多様な部品を製造
しており、勤続5年目の殿畑さんは主に完成品の仕上げ加工や表面処理完成品
の検査、梱包、出荷という最終工程を担当。2交代の夜勤も自ら希望するなど積
極的に仕事に取り組み、上司からも頼られている存在だ。先輩たちから丁寧に
指導してもらいながら着実にスキルを積んでおり、将来は「先輩と同じクオリ
ティーの仕事量をこなし、組み立てにも挑戦したい」と意欲を燃やす。

新たに掲載されたゲンバ男子・女子をご紹介します!
株式会社戸畑ターレット工作所　殿畑優妃さん 22歳

企業において事業を継続・発展させるためには、人材の確保や定着は大きな課題となっています。
会社選びにおいて「働きやすさ」を重視する若者も増える中、優秀な人材を獲得していくために、働き方の見直しや業務
改善は待ったなしの状況にあります。
長年、生産性向上や人材育成について研究してこられた㈱リクルートの大久保幸夫氏から、企業経営者への熱い思いを伝
えていただくとともに、地元企業経営者とのパネルディスカッションを行い、今後の取組みのヒントや解決策を提供します。

北九州イクボス同盟イベント・経営者のため実学ナレッジセミナー
人手不足解消と企業の持続的発展へ向けた2つの改革

～「働き方改革」と「業務改革」が生み出す好循環～

建築部材（骨組みに使われる部品）の一次加工（切断、孔明け）及び溶接などを行
う松木産業株式会社。スピード、品質、柔軟性などが評価され、ミクニワールド
スタジアムや新国立競技場などに部材提供実績を誇る会社だ。「気は利くし礼
儀も正しい」と社内で評判の森下さんは、入社2年目。現在は鋸盤での鉄の切断
やプレス機での孔明け加工に取り組むほか、持ち前の明るさを生かし、部署間
の連携でも活躍中。休日は妻とドライブにでかけるなど、新婚生活を満喫中。

松木産業株式会社　森下龍さん 24歳

セミナー

人手不足下の経営改革
～「タスク・マネジメント」という方法～

14時～15時 05分
㈱リクルート専門役員

リクルートワークス研究所所長

大久保幸夫氏
15時 15分～16時 30分

大久保幸夫氏
吉水請子氏

極東ファディ㈱取締役商品経営本部副本部長

松本大毅氏
㈱戸畑ターレット工作所代表取締役社長

高見真智子氏
㈱サイズラーニング代表取締役
（ファシリテーター）

大久保氏に加え、地元企業の
経営者等が登壇し、企業が直
面する課題や解決の糸口等に
ついてパネルディスカッションを
行います。

日時：平成 30年 11月21日（水）
　　　14時～16時 30分
会場：北九州国際会議場 2階
　　 　（北九州市小倉北区浅野三丁目9-30）
対象：企業経営者・人事担当者等約 100名
　　　　　　　　　　　　　　　　　（要申込）

お申込み方法など、詳細は市HPを
ご覧ください。
HPへはQRコードまたは

検 索検 索北九州市　潜在労働力

基調講演

パネル
ディスカッション

●ゲンバ男子・女子の仲間を募集しています。お申込はHP（『ゲンバ男子北九州』で検索！）でご確認ください。
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【問い合わせ先】　北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課　担当：酒井、石松　TEL：093-582-2050

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

お知らせ

オンリーワンの技術・製品を持つ中小企業の販路開拓を支援します!

「北九州デザインシンポジウム2018」を開催します!

 「中小企業成長加速化モデル事業」は、優れた経営基盤を有する市内中小企業を対象に、販路開拓に特化した
新たな伴走型の出口マッチング支援を行うことで、事業拡大や売上増等の成長を加速させ、本市経済をリードする
中核企業への育成を図ることを目的とするものです。
　今年度、募集から調査、審査を経て、今後の成長が期待できるオンリーワンの技術・製品を持つ5社への支援が決
定し、現在、市から委託を受けた有限責任監査法人トーマツが、各社に指導に入り、営業計画のブラッシュアップ
や新規取引先の絞り込みなどを行っています。
　今後、自社では参入できなかった新規取引先とのマッチングの機会を創出するなど、販路開拓に直接つながる支
援を行っていきます。

　商品やサービスの開発に欠かせない「デザイン」。色や形だけでなく、ストーリー
やビジネススキームまでを含み、その重要性が注目されています。
　今回は、あの面白法人カヤックから独立後、小さなひらめきや「おもしろい」を
新しいビジネスとして「デザイン」する事業で注目を集める　㈱ブルーパドル
佐藤　ねじ　氏　をお招きします。是非ご参加ください！

1　日　時　　平成30年11月9日（金）18：00～20：00（受付開始17：30～）
　　　　　　　※シンポジウム終了後、講師と参加者の交流会を予定しています。
2　場　所　　西日本工業大学　小倉キャンパス303講義室 
　　　　　　（北九州市小倉北区室町1-2-11　3F）
3　講　師　　株式会社ブルーパドル　代表　佐藤　ねじ 氏
4　テーマ　　小さくてもいいから新しいことを探す「ブルーパドル思考」
5　参加費　　無料
6　定　員　　100名程度
7　申　込　　事前申込制・先着順（定員に達し次第、受付終了）
　　　　　　　市HPまたはQRコードより、電子申請にてお申込みください。

グランド印刷㈱
計測検査㈱
㈱戸畑製作所
熱産ヒート㈱
㈱陽和

デジタルプリント壁紙のオリジナルブランド（Arms）の新規販路開拓
走行型トンネル点検システム（MIMM）の新規販路開拓
高炉用羽口の海外販路開拓、難燃性マグネシウム合金の新規販路開拓
3Dプリンタを用いたセラミックス部品の新規販路開拓
フッ素樹脂製品の医療機器分野等での販路拡大

企業名（五十音順） 支援テーマ

北九州市　中小企業成長加速化モデル事業 検 索検 索

※支援企業等の概要は「中小企業成長加速化モデル事業」ホームページをご参照ください。

佐藤ねじ
1982年生まれ。 面白法人カヤックを経
て、Blue Puddle inc.を設立。 『変な
WEBメディア』『5歳児が値段を決める
美術館』『Kocri』『くらしのひらがな』『レシ
ートレター』『しゃべる名刺』『貞子3D2』な
ど、様々なデジタルコンテンツを量産中。 
2016年10月に著書「超ノート術」を出
版。 主な受賞歴に、文化庁メディア芸術
祭・審査員推薦作品、Yahoo Creative 
Award グランプリ、グッドデザイン賞
BEST100、TDC賞など。

▷▷

検 索検 索北九州デザインシンポジウム


