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紹介 平成３１年度国予算案等の紹介
　平成３０年１２月２１日、平成３１年度国の予算案等が閣議決定されました。このうち、中小・小規模企業のみなさまの関心の
高い事業や税制改正についてご紹介します。（制度の詳細や募集開始日は追ってお知らせいたします。）

　中小企業・小規模事業者等が行
う革新的なサービス開発・試作品
開発・生産プロセスの改善に必要
な設備投資等を支援します。

　小規模事業者が商工会・商
工会議所と一体となって取り
組む販路開拓や生産性向上の
取組を支援します。

　中小企業・小規模事業者等の生産性向上を
実現するため、バックオフィス業務の効率化
や新たな顧客獲得等の付加価値向上（売上向
上）に資するITツールの導入を支援します。

　消費税軽減税率制度を円滑に実施するため、中小企業・小規模事業者等による複数税率対応レジの導入、電子的受
発注システムや請求書管理システムの改修・導入等を支援します。

（※）「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」説明会が北九州で開催されます！
　　■日　　時　2月6日（水）、2月18日（月）、3月8日（金）　（全日程14：00～16：00）
　　■場　　所　北九州市立商工貿易会館　多目的ホール（小倉北区古船場町1-35)
　　■問い合わせ　北九州地域中小企業支援協議会　（Tel:093-512-1540）

【平成３０年度第２次補正予算案】

【平成３１年度当初予算案】

●中小企業生産性革命推進事業 （1,100.0億円）

●中小企業消費税軽減税率対策事業 （560.6億円）

　複数の中小企業・小規模事業者等が事業者間でデータ・情報を共有し、連携体全体として新たな付加価値の創造や
生産性の向上を図るプロジェクトを支援します。

●ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業 （50.0億円）

【平成３１年度税制改正案】

（ １ ） 事業承継の促進（個人事業者向けの事業承継税制の創設等）
10年間限定で、事業継続を前提に、土地、建物、機械・器具備品等に係る贈与税・相続税を100％納税猶予する制度を創設する。
（ 2 ） 災害への事前対策の強化（中小企業防災・減災投資促進税制）
災害への事前対策を強化するため、中小企業による自家発電機、排水ポンプ等の防災・減災のための設備投資に対する特別償却（20%）を講じる。
（ 3 ） 中小企業経営強化税制の期間延長
生産性向上に向けた設備投資を後押しすべく、中小企業経営強化税制の即時償却及び税額控除（10%）を2年間延長する。

●事業承継の促進や災害への事前対策等を支援する税制措置

ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進事業

小規模事業者持続的
発展支援事業 サービス等生産性向上IT導入支援事業



～中小企業・小規模事業者、従業員の皆様～相談窓口
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【問合せ先】　北九州市産業経済局中小企業振興課　TEL：093-873-1433
　　‒『経営に関するご相談』　　　　　鍋川、德永
　　‒『資金繰りに関するご相談』　　　松岡、中津留、北野

【問合せ先】 　北九州市産業経済局雇用政策課　　中山、宮崎　 　TEL：093-582-2419

～中小企業・小規模事業者、従業員の皆様～
コレット井筒屋及び井筒屋黒崎店閉店に伴うご相談窓口について

　北九州市では、中小企業・小規模事業者、従業員の皆様から経営、雇用等に関する様々な相談を受け付
けています。
　ご相談いただく内容に応じて、専門部署がございますので、まずは、下記担当課までお問合せください。

　「売上減に伴い、資金繰りに影響を受けている」、「経営改善が進まない」などの相談に、北九州市
中小企業融資制度の紹介や、企業金融の知識と経営実務に詳しい専門家によるアドバイス、関係
機関の紹介などを行っています。

【社会保険労務士による労働相談】お困りごと、お悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
　２月９日（土）、１４日（木）、２０日（水）10:00～17:00　　若者ワークプラザ北九州（黒崎）
　２月２５日（月）10:00～17:00　　若者ワークプラザ北九州（小倉）
予約は希望日の前日までに、福岡県社会保険労務士会北九州支部（TEL：093-663-5356）へ

　若者・女性・高齢者・Ｕ・Ｉターンなどそれぞれの対象に応じた雇用関係の相談窓口を設けています。
従業員の皆様からの求職相談等に対応しています。

【内 　　容】
【日 　　時】
【場 　　所】

【内 　　容】
【相談施設】

○経営相談、○資金繰り、○法律・税務、○労務 など
平日（祝日を除く）　8：30～17：15
北九州市戸畑区中原新町２番１号北九州テクノセンタービル１Ｆ

従業員の再就職相談など

①経営に関する相談

②雇用に関する相談

若者ワークプラザ北九州
（小倉・黒崎）

ウーマンワークカフェ北九州

高年齢者就業支援センター

Ｕ・Ｉターン応援オフィス

【小倉】北九州市小倉北区浅野３－８－１
　　　ＡＩＭビル２階
【黒崎】北九州市八幡西区黒崎３－１５－３
　　　コムシティ２階
北九州市小倉北区浅野３－８－１
ＡＩＭビル２階

北九州市戸畑区汐井町１－６
ウェルとばた８階
北九州市小倉北区浅野３－８－１
ＡＩＭビル２階

概ね４０歳までの若年
者の相談、職業紹介を
実施

全ての年代の女性の
就業支援を実施
概ね５０歳以上の高齢
者の就業相談等
市外からのＵ・Ｉターン
就職希望者の支援

名　称　　　　　　　　　　　　場　所　　　　　　　　　　　  実施内容

※ネットワーク北九州はデータ配信もしています！メルマガ登録をお願いします！2



ゲンバ男子・ゲンバ女子　北九州 検 索
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今月の
ゲンバ男子・ゲンバ女子 新たに掲載されたゲンバ男子・ゲンバ女子をご紹介します！

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

御社自慢のゲンバ男子・ゲンバ女子をご紹介ください！
　ゲンバ男子・ゲンバ女子とは、若年層の採用難という中小製造業全体の課題を背景に、町工場でイキイキと働く若者の力を借りて、業
界全体でイメージアップを図り、若者の採用につなげる大阪発の全国展開プロジェクトです。
　プロのカメラマンとライターが、市内の中小製造業で働く若手社員の現場を直接取材し、ものづくりの魅力を引き出す作業風景等の
写真と就職のきっかけなど本人の紹介コメントを掲載した特設サイトを通して、市内外に向けて本市中小製造業の魅力等を発信します。

募集

  【応　募　条　件】
①中小製造業の「技術系」の現場業務を担当
②原則３５歳まで（超える場合は要相談）
③北九州市内の中小企業に勤務
④現場でイキイキと働いている男性社員、女性社員
　※上記①～④をいずれも満たしていること。掲載は無料！

日本鉄塔工業株式会社　古屋樋香里さん ２4歳
送電網や通信網の設備に必要な鉄塔および鋼橋の設計、原寸、製作、施工を行う日
本鉄塔工業株式会社。工業高等専門学校で土木を学んだ古屋さんが就職条件に掲
げたのは「女性も現場で活躍できる会社」。条件にピッタリと先生に勧められ同社に
入社し、現在は4年目。橋梁の原寸(設計図を基に、鋼板を加工〈けがき・孔明け・切
断〉する情報を作成する作業)を担当。上司や先輩から「何にでも挑戦するし意欲的」
と期待されており、古屋さん自身も「何でもできるオールマイティーな人材」を目指し
て奮闘中。

日本鉄塔工業株式会社　藤村友奈さん ２６歳
高校を卒業後、大学の工学部に進学。学んだ構造力学の知識が生かせることと「大
きな構造物にはロマンがある」と同社に入社。4年目の現在は、新設鉄塔の設計や既
設鉄塔の強度検討を行うほか、災害時には現場で被災状況を確認。鉄塔の安全性
を評価し、調査や施工手順の指導も行っている。「新設鉄塔の設計はゼロから作る
最初の部分。巨大な鉄塔を机上で設計するのは難しいけれど、そこが楽しい。イン
フラを支えているという自負もある」という言葉から充実感がにじむ。将来の目標は
「鉄塔に関するあらゆる知識と技術を極めること」だ。

株式会社戸畑ターレット工作所　葉山博文さん ２８歳
北部九州で唯一の非鉄金属(アルミや銅など)における鍛造・鋳造の量産メーカーと
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10年目の葉山さんはNC旋盤を使用した切削加工を担当。機
械の微妙なズレを調整しながら、プログラム作成や作業の段取り、材料交換までを
行っている。小学生からバスケを続けている葉山さんは、スポーツで培った統率力
を発揮し、現場のリーダーとして活躍中。「思った通りの製品ができたときは何より
も嬉しい。これからも常にベストを尽くしたい」と語る。

※ネットワーク北九州はデータ配信もしています！メルマガ登録をお願いします！3
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【問い合わせ先】　北九州市立大学・enPiT-everi 事業推進室　担当：芝川、有安　TEL：093-695-3832

【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

「enPiT-everi社会人リカレント教育プログラム」
～IoT、AI、ロボットなどの企業への導入を推進できる人材を育成します！～

　enPiT-everi事業は、北九州市立大学、九州工業大学、熊本大学、宮崎大学、広島市立大
学の5大学が連携して、九州・中国地域の社会人を対象に、人工知能やロボット技術などの
新しい技術を身に付ける実践的な教育プログラムを提供します。everi(エブリ)とは、
Evolving and Empowering Regional Industriesの略です。地域産業を発展させ、力を
与えることをミッションとしています。

　北九州市とジェトロ北九州は、海外展開を目指す市内中小企業の皆様を後押しするため、事業計画の策定、海外各
国のビジネス環境情報の提供、専門家派遣（無料）、海外見本市等への出展助成、自社製品の販路拡大に係る支援な
ど、様々な支援メニューを用意しています。

　２０１９年度（２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日）に向けて、九州経済産業局・福岡県・北九州市・ジェトロ北九州が実
施を予定している海外展開支援メニューの概要や募集要項、年間スケジュールを紹介いたします。

　また、昨年度に支援メニューを利用された市内中小企業の方々に活用事例を発表していただく予定です。

【日　　時】　２０１９年２月２５日（月）　１４：００～１６：３０
【場　　所】　ＡＩＭビル８Ｆ　キプロホール（北九州市小倉北区浅野３－８－１）
【定　　員】　６０名
【主　　催】　北九州市　/　ジェトロ北九州　/　（公社）北九州貿易協会
【共　　催】　九州経済産業局　/　福岡県　/　福岡アジアビジネスセンター
【申　　込】　下記ＵＲＬから電子申請もしくは、必要事項を記入の上、ＦＡＸ（093-551-3605）にてお申込ください。
　　　　　　https://www.kti-center.jp/shinchak/entry-602.html
【申込期限】　２０１９年2月22日（金）

enPiT-everi事業責任者 
北九州市立大学 理事・副学長 梶原 昭博

　製造業、自動車産業、介護業、農林畜産業、観光業に特化した教育テーマを
設定し、IoT、AI、ロボットなどの企業への導入を推進できる人材を育成します。

社会人が時間を選ばず学べるよう、インターネットを介したビデオ受講（VoD）
を可能とし、また、実習は各大学拠点に加え、フューチャーセンターlab@everi
（秘密基地）での受講を可能とします。（拠点は今後拡大予定）
●2018年10月よりパイロット開講中！
●2019年  4月より本格開講　（2月より募集開始予定）

受講者
募集

2019年度 海外展開支援施策説明会 in 北九州参加者
募集

enpit-everi

産　 業
・製造業・自動車産業
・介護業・農林畜産業

・観光業

　　修了認定
・IoTアーキテクト
・IoTエンジニア

 技　 術
・AI
・IoT
・ロボット

4 ※ネットワーク北九州はデータ配信もしています！メルマガ登録をお願いします！
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　女性活躍推進法の施行から 4 年、働く女性を取り巻く環境は大きく変わりましたが、キャリアの形成や家庭との両
立に悩む女性も多いのが現状です。そこで、北九州市では、㈱リクルートとの連携事業の一環として、働く女性のキャ
リアとライフをテーマとしたセミナーを開催します。これからの働き方へのアドバイスやヒントが満載のセミナーです。
　これからの働き方を考える女性や、女性活躍を推進したい企業、大学生など、多くの方のご参加をお待ちしています！

■日時　平成 31年 2月22日（金）15 時～ 17時 　■定員　先着５０名
■会場　アジア太平洋インポートマート ３１１会議室
　　　　（小倉北区浅野３－８－１、ＡＩＭビル3階）
■講師　【第１部】株式会社パソナ スーパーバイザー　丹　俊幸氏
　　　　【第２部】特定社会保険労務士　三原　靖氏
■対象　シニアの採用・活用を考える市内企業の経営者及び採用責任者　等
　　　　※業種不問　※シニアの採用経験の有無不問
■申込　下記メールに、お申し込みください。
　　　　<参加企業名、参加人数、参加者名（役職）、ご連絡先を記入>
　　　　申込アドレス：seminar@taiyosoubi.com

～既存従業員との整合性が取れた「組織」と「制度」の構築にむけて～～既存従業員との整合性が取れた「組織」と「制度」の構築にむけて～
『急がれるスタンダードの革新！シニア人材の採用・活用の仕組みづくり』

【問い合わせ先】　　北九州市産業経済局雇用政策課　担当：宮本、舛田　　TEL：093-882-5400

『急がれるスタンダードの革新！シニア人材の採用・活用の仕組みづくり』
〝採用責任者のための〟アクティブシニア活用セミナー

●助成金の活用法

●活躍できるシニア人材の見極め方・活かし方

●アクティブ人材の活躍事例紹介

丹 俊幸氏：1万人を超える求職
者支援を元に、企業向け採用
支援・セミナーなど実績多数

詳細は市HPを
ご覧ください

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/15400170.html

参加者
募集
　　　　　　　　　～メリットいっぱいの助成金あります！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～人材を活かす制度作りの考え方を提示！
　　　　　　　　　　　　　　　　～貴社の取り組みに活かしてください！

主
な
内
容

■日時　平成３１年２月２６日（火）13：30～ 16：30
■場所　ステーションホテル小倉５階　飛翔の間
　　　　 （北九州市小倉北区浅野１－１－１）
■対象　働く女性、管理職・人事担当者、大学生等（定員約１００名）
■内容
　＜第 1部＞パネルディスカッション
　　（株）リクルートホールディングス サステナビリティ推進部パートナー　伊藤　綾氏
　　（株）スターフライヤー 運航本部運航乗員部マネージャー兼総務人事部人財開発室長　徳田康子氏
　　（株）安川電機 システムエンジニアリング事業部システム技術部検定課　八尋慶太氏
　  【ファシリテーター】（株）リクルート リクルートHR研究機構iction!事務局長　二葉美智子氏
　＜第 2部＞ワークショップ
　　登壇者を交え、女性のキャリアとライフ等についてのワークショップを実施
　　【ファシリテーター】（株）サイズラーニング 代表取締役　高見真智子氏

【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

『働く女性のキャリア＆ライフカフェ
  ～新たな時代に、自分らしく輝くために～』を開催します

参加者
募集

ロールモデルの話を
聞きたい、他の働く
女性と交流したい 女性のキャリアアップ

を支援したい

組織のダイバーシ
ティ化を推進したい

もっと前向きに仕
事に取り組みたい

要申込 参加
無料

※ネットワーク北九州はデータ配信もしています！メルマガ登録をお願いします！5
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【問い合わせ先】　　北九州市産業経済局雇用政策課　担当：辻井・田口　TEL：０９３－５８２－２４１９

紹介
　北九州市では、長年にわたり技能の研鑽、後進の指導育成に努め、優れた技能で産業振興や市民生活の向上に貢献して
いる技能者を『北九州技の達人』として、２年に１回認定・表彰しています。
　『北九州技の達人』の皆さんには、次世代を担う若者たちに実演を交えながら、「ものづくりの大切さや面白さ」を伝える
技能伝承活動を行っていただいています。

第10回北九州技の達人に9名を認定!

「第10回北九州技の達人」に認定された方 （々五十音順）

調理師(日本料理)

造　　園　　師

紋　章　工　芸

菓子製造小売

洋　　　裁

畳　　　　工

ウエイター､ソムリエ

調理師（寿司）

調理師(日本料理)

緒方　弘 さん

白石　信和 さん さん

二宮　和男 さん

丸山　道和 さん

小島　啓介 さん

寺井　剛史

原田　耕治 さん

三原　毅 さん

森山　一江 さん

※ネットワーク北九州はデータ配信もしています！メルマガ登録をお願いします！6

お  がた　    ひろし

㈲田舎庵小倉本店
３代目店主

しら  いし　　  のぶ かず

㈲若松緑地建設
代表取締役

にのみや　      かず  お

二宮紋章工芸
代表

まる やま　      みち かず

西洋菓子チムチム
オーナーシェフ

こ　じま　     けい すけ

㈲三ヶ森製畳
代表取締役

てら　い　　　つよ　し

OFFICE GO SEE
代表

はら　だ　       こう　じ

幸すし
店主

み  はら　    たけし

真颯館高等学校
教諭

もり やま　　　かず　え

森山ドレスメーカー学院
学院長


