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固定資産税ゼロ特例事業（先端設備等導入計画）認定企業紹介紹介

株式会社国際海洋開発

　北九州市では、国の償却資産に係る固定資産税の特例を活用して、中小企業の新規取得設備の固定資産
税を「３年間ゼロ」としており、その認定企業を導入設備と併せてご紹介します。

　海底や河岸などの精密地形データを取得し、３次元測量や電子化業務
を主とし、近年は、高専や大学等の研究機関とインフラ点検技術や海洋
工学分野における研究で連携を深めており、海底天然資源探査、人工知
能を活用した水上ロボット研究にも注力している。
　今回、先端設備等導入計画を活用し、全天候型無人航空機（ドロー
ン）を導入。高性能な赤外線カメラを搭載しており、晴天時はもとより
雨天時・強風時でも飛行が可能となり、安全性・生産性向上。
　また，弊社は中小企業振興課の支援により水域インフラ施設（ダム・
河川・静水域など）で活躍できる「無人水上艇」も開発した。
　これらの導入・開発機器により、インフラ点検や災害対策活動時の調
査員による安全性の確保が容易になり労働時間の大幅な短縮、人件費や
安全に対する費用を削減でき、生産性・収益性は従来方法の250%向上
した。今後は、生産性が向上した余力を営業力強化に注力し、若手・女
性技術者の育成や年配の熟練技術者の活用を図る。

旭測量設計株式会社　　　ICTに向けて！
　空間地理情報業務（統合型GIS）、測量、建設コンサルタント、補償コン
サルタントなどを行う旭測量設計株式会社。
　今回、２次元データで管理していた測量結果を３次元で記録できる高精
度の３次元スキャニングトータルステーションを導入。
　従前の機器では、操作に最低２名必要だったが、１名での操作が可能と
なり、チームの人員も３～４名から１～２名に縮小。測量時間も約３分の
１に短縮でき、労働生産性の向上が見込まれる。
　災害時の復興の第一段階として、測量は必要となる。作業者に危険が及
ばず測量が可能となるため、社会貢献の一部として災害の復興に協力でき
る体制を整える。

【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、鐵見、北野 　TEL：093-873-1433

無人水上艇

全天候型無人航空機（ドローン）

赤外線カメラ



※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：北間、菅 　TEL：093-873-1433

北九州オンリーワン企業 URL：https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700055.html検 索検 索
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紹介
　北九州市では、独創的な製品や技術、サービスを提供する優れた中小企業を「オンリーワン企業」とし
て認定しています。第５回となる今回は、下記４社を認定しました。今後、本市の看板企業として積極的
にＰＲしていきます。

主に大手鉄鋼メーカー向
けのテンションリール、リー
ルドラム、減速機等の設
計・製造を行う。最新機器
の導入も推進し、当社の持
つ従来からの匠の技との
融合を図ることで、均一化された製品を造るのみでなく、
お客様の仕様・ニーズに合ったオリジナルの機械製品を
製造することが可能。特に高性能リールメーカーとして国
内はもとより、世界トップクラスの地位を築いています。

「第5回北九州オンリーワン企業」が決定しました！

お知らせ オンリーワン企業認定式・記念講演会を開催します

○高張力化に対応するテンションリール（鋼板巻取
機）及びリールドラムの製造技術

（株）植田製作所　代表取締役社長　濱小路 兼生
（若松区北湊町4-1）

お客様からの要望に応え
るため、ガス溶接からレー
ザー加工、板金加工、切削
加工、塗装、組立と業務を
拡大し、「一貫加工」を実
現。また、独自の超少量多
品種・一貫生産サービスは
国内トップクラスで、年間約400種の材質を取り扱い、約
24万種類100万点以上の製品を加工・製造しています。

○機械部品・装置の製造において、年間約400種の材
質を取り扱い、約24万種類100万点以上の製品を加
工・製造する「超少量多品種・一貫生産サービス」

佳秀工業（株） 代表取締役社長　寺本　麓人（ろくじん）

（若松区南二島二丁目24-10）

国内2社（世界でも数社）の
みが製造する、純銅の鋳造・
溶接技術を活かした高炉用
熱交換部材（写真上：送風羽
口、写真下：銅ステーブ）。熱
伝導率の高い純銅の鋳造か
ら加工、溶接まで一貫生産
することができる国内トップ
シェアを誇るメーカーとし
て、世界の製鉄産業に信頼さ
れる製品を供給しています。

○純銅の鋳造・ 溶接技術

（株）戸畑製作所　代表取締役社長　松本　敏治
（小倉南区新曽根8-21）

北九州市内唯一の打上
花火の製造、消費、販売
を行う会社。コンピュー
ター打上システムを業界
でいち早く取り入れ、音楽
とのシンクロ花火などの
演出を行っています。現
在、全国大小約200か所の花火現場を担当。主催者を巻
き込み、地域の特色を生かした花火大会の企画・構成・
演出を行う手法は、全国的にもあまり例がありません。

○地域の特色を生かした主催者との連携による音楽
花火の構成、演出

（株）ﾜｷﾉｱｰﾄﾌｧｸﾄﾘｰ   代表取締役社長　脇野　正裕
（小倉南区大字呼野601-12）

【企業概要】（順不同・敬称略）

【日時】 令和元年7月10日(水)14：00～16：30
【場所】 北九州イノベーションギャラリー
             (八幡東区東田二丁目2-11)
【定員】 100名(申込多数の場合は調整)

【次第】 ・14：00～　認定式　 ・15：00～　記念講演会
テーマ  『見えざる資産「共感」「信頼」を大切にする企業経営』
講　師  （株）eumo（ユーモ）代表取締役　新井 和宏氏

【申込み】 FAXもしくはインターネットにて受付 
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■日時　令和元年6月12日（水） 15：00～17：30
■会場　AIMビル3F 315会議室（小倉北区浅野三丁目8番1号）
■講師　慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科教授
　　　　前野　隆司　氏
■定員　50名　　■参加費　無料
■申込　〈FAX〉下記HPの募集チラシ下欄の申込書に記入の上、FAX
　　　　（093-873-1434）にてお申し込みください。
　　　　〈電子申請〉下記HPより、電子申請にてお申し込みください。
　　　　  HP：https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700134.html

株式会社カクダイ岐阜工場小倉Branch　鹿島誠仁さん  26歳
　給水栓、管継手および付属品の設計・製造を行う株式会社カクダ
イ岐阜工場小倉Branch。砂型に溶かした銅合金を注ぎ、水栓金具を
鋳造する工程で、入社6年目の鹿島さんは砂型に必要な主型(おもが
た)を製作。銅合金が流れる道を配置、調節することで不良品の削減
にもつながり、コスト低減にもつながる非常に重要な役回りだ。
「試作の回数を減らし、すぐに量産できる主型を作れるようになり
たい」と語る横顔は、今の仕事が充実していることを物語る。休日
はアニメ「キャプテン翼」を見てリフレッシュ。

丸喜鋼業株式会社　川西　亜さん  22歳
　鉄鋼の販売および切断加工などを行う丸喜鋼業株式会社。最新鋭
のパイプ自動切断機「パイプコースター」を九州で初導入し、東京
スカイツリーの素材など著名な構造物の加工実績を誇っている。入
社1年目の川西さんは「現場で働きたい」という本人の強い希望か
ら、女性では同社初の現場配属に。現在はパイプコースターのオペ
レートや材料の入出荷、製品仕上げなどを担当している。「生涯現
場で働きたい」という志を胸に、今はとにかく勉強の毎日だ。休日
は旅が好きなので、ふらりと出かけて気分転換。

丸栄化工株式会社　信田駿斗さん  21歳
　鉄より軽量で強く150℃以上の熱に耐え、電気も通さないFRP(強
化プラスチック)のパイオニアとして、国内外で飛躍を続ける丸栄化
工株式会社。今年班長に就任した信田さんは入社3年目。パイプ成形
に必要な基礎工程に加え、加工や仕上げ、梱包、出荷までを取りま
とめる若きリーダーだ。「今後は効率良く仕事を回せるようになり
たい」と、班長として更なる高みを目指す。休日は草野球チームで
汗を流し、妻の家事を手伝う優しい夫、という一面も。

個人と企業のパフォーマンスを最大化する人材活用セミナー
『社員と社会を幸せにする「幸福学」×「経済学」による企業経営』

　従業員の人生全体への幸福を追求する「幸福経営学」を通じて、従業員の能力とモチベーションを引き出し
ながら、同時にビジネス上の目標達成を行うための人材マネジメントについて考えるセミナーを開催します。

参加者募集

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

【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、菅 　  TEL：093-873-1433

前野 隆司氏

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！
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第12回「北九州マイスター」を募集中！！募集

【対象者】
　　次の要件を全て満たす方
　　１．本市において、「産業振興に貢献した方」又は「産業の発展に欠かせない方」。 
　　２．技能が極めて優秀であり、当該職種における国内の第一人者又はこれに準ずる方。
　　３．公的資格（技能検定）のある職種は、一級以上（又は単一等級）の資格取得者。
　　４．指導育成能力を有し、後進の育成指導が十分に期待できる方。 
　　５．当該職種に20年以上の従事経験を有し、かつ年齢は40歳以上の方。(現役の方に限ります)
　　６．本市に５年以上在住、又は在勤する方。
　　７．北九州市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、第２条第２号に規定する暴力団員でな
　　　　い方。
　　８．暴力団又は暴力団員と密接な関係を有することのない方。

【対象分野】
　　金属・機械関係、化学・窯業関係、電気・電子関係、建築・建設関係、その他ものづくり関係。
　　※工業系製造業分野に限ります。

【応募方法】
　　　自薦・他薦は問いません。所定の「北九州マイスター認定申込書・推薦書」に必要事項を記入の
　　上、下記まで郵送してください。
　　　募集チラシ及び「北九州マイスター認定申込書・推薦書」は、広聴課（市役所本庁舎1階）・雇用
　　政策課（市役所本庁舎7階）・各区役所総務企画課・各出張所窓口にて配布しています。また、市
　　ホームページからダウンロードすることができます。希望される方には、郵送・FAX等でもお送りい
　　たしますので、下記問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
　　　※市ホームページ　　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/file_0113.html

【募集期間】

　　令和元年５月１５日（水）
　　　　　　　　～同年７月１日（月）

【認定後の活動】
　北九州マイスターには、その優れた技能を高校生・民間
企業の技能者に伝える技術指導や、自身の経験談を踏まえ
た中学校での講演等、技能伝承活動に協力していただくこ
とになります。

【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

北九州市では、工業系製造業分野で長年活躍している高度な技能者を“北九州マイスター”として認
定・表彰するとともに、優れた技能を“まち”の宝として次代に継承し、地域産業の振興に貢献する
ための活動を推進しています。今年は２年に１度の認定の年です。自社や周りに優れた技能をお持ち
の方がいらっしゃいましたら是非ご応募ください。

募集
5月～
推薦
応募

7月～
選考
調査

12月
認定
表彰
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　北九州市長は、５月１１日（土）、ベトナムを訪問し、ディープシー工業団地（ベトナム・ハイフォ
ン市）と企業進出支援に関する覚書を締結しました。これにより、市内企業が同工業団地に進出する際
に優遇措置を受けることができるようになりました。

【問い合わせ先】北九州市産業経済局中小企業振興課（国際ビジネス担当） 担当：小林、井上　TEL：093-551-3605

お知らせ ディープシー工業団地（ベトナム・ハイフォン市）と
企業進出支援に関する覚書を締結しました！

優遇措置の内容
（１）本市企業がディープシー工業団地内の分譲地を購入もしくはレンタル工場を賃借する場合、
　　　必要なライセンス取得手続きをディープシー工業団地が無料で代行する。
（２）本市企業がディープシー工業団地内レンタル工場を賃借する場合、初期賃料を一部免除する。
（３）本市企業がディープシー工業団地内分譲地を購入する場合、区画価格を減免する。
  ※減免割合などの詳細については、下記問い合わせ先までお尋ねください。

ディープシー工業団地とは
総開発面積は3,400ヘクタールに及び、大水深港である
ラックフェン国際港やベトナム初の国産自動車メーカーで
ある「ビンファスト社」に隣接する、ベトナム北部最大の
工業団地。

　今年で28回目を迎える同フェアは、“ものづくり”に積
極的に取り組み、自ら培った技術力や高品質の新製品をもと
に、積極的にビジネスマッチングと経営革新を目指す元気な
中小企業を募集します。フェアの最大の特色は、コーディ
ネータを介した「展示会活用型ビジネスマッチング」。販路
拡大を目指す出展社様のビジネスを全力で応援致します。ご
出展お待ちしております。

【問い合わせ先】（公財）北九州観光コンベンション協会　 担当：武藤 　TEL：093-511-6800

募集「中小企業テクノフェアin九州2019」の出展者募集中！

　　　　　　　［開催日時］令和元年　１０月９日(水)～１１日(金)３日間
　　　　　　　［開催場所］西日本総合展示場（北九州市小倉北区浅野３丁目８番１号）
　　　　　　　［出 展 料］標準Ａタイプ：１５６，７５０円(税込) 
　　　　　　　　　　　　　標準Ｂタイプ：２８４，９００円(税込)
　　　　　　　［申込締切］令和元年　７月１６日(火) 
※詳細は、ホームページ（ http://www.kyushu-tf.com/ ）をご覧ください。

※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。
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※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。

第１３回「北九州市女性活躍・ワークライフバランス表彰」企業・団体や個人を募集しています！
　北九州市では、女性の職業生活における活躍またはワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進
に関することに積極的に取り組み、成果をあげている企業・団体及び個人を表彰し、その取組内容を広く市民
の皆さまに知っていただくため、「北九州市女性活躍・ワークライフバランス表彰」を実施しています。

【問い合わせ先】　北九州市総務局女性活躍推進課　　担当：丸山野、藤木　　TEL：093-582-2209

【問い合わせ先】　北九州市総務局女性活躍推進課　　担当：齊藤、藤木　　TEL：093-582-2209

お知らせ ワーク・ライフ・バランス、女性活躍推進を支援します！

＜募集の概要＞
【企業・団体部門】市内に本社または主たる事業所を置く企業・団体等
【個人部門】市内に活動の拠点を置く個人
【応募締切】令和元年７月２２日（月）まで
【応募方法】
　北九州市ホームページ（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/12000000.html）から応募用紙をダ
ウンロードし、必要事項を記入のうえ、北九州市総務局女性活躍推進課（北九州市小倉北区城内1-1）へ郵送、FAX

（093-582-2624）または電子メール（sou-joseikatsuyaku@city.kitakyushu.lg.jp）で応募してください。

「企業向け出前セミナー（無料）」実施企業も募集しています！
　これから女性活躍やワーク・ライフ・バランスに取り組もうとしている、あるいはさらに取組みを進めようと
している企業・事業所に、そのニーズにあった内容で講師を無料で派遣し、セミナーを実施いたします！
　詳しくはHP（http://wlb-kitakyushu.jp/aboutwlb/company/seminar.html）でご確認ください。

【セミナー例】
　●「時間外労働を減らしたい」　　　  　●「優秀な人材を確保し、従業員の定着を図りたい」
　●「従業員の子育てや介護等の家庭生活と仕事を両立させたい」　　　  　●「イクボスを養成したい」
　●「女性の育成・キャリア支援の促進を図りたい」　　　  　●「業務効率化や働き方の見直しを行いたい」
　●「女性活躍やワーク・ライフ・バランスの法的実務、コンプライアンスについて学びたい」 など

【対象事業所】北九州市内の企業･事業所

ワークライフバランス・女性活躍推進をアドバイスするアドバイザー（社会保険労務士）
を派遣します！
　社会保険労務士（アドバイザー）を派遣し、女性活躍やワーク・ライフ・バランスに取り組む企業、さらなる
充実を図ろうとする企業に対し、助言や情報提供を行います！助成金の活用や就業規則の見直しなど社会保
険労務士という専門的見地から支援いたします！
　詳しくはHP（http://wlb-kitakyushu.jp/relation/）でご確認ください。

【アドバイスの内容例】　※1回2時間程度で、4回まで派遣できます
　●女性社員を採用するための準備　　　　●結婚・出産・育児期の社員が安心して働ける職場づくり
　●家族の介護があっても男女ともに従業員が辞めない仕組み　　　　●ハラスメントトラブルの防止
　●「女性活躍推進法」「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画の策定
　●助成金（女性活躍・ＷＬＢの取組みの促進）の活用した自社の取組み推進　など

【対象事業所】
　●北九州市に事業所を有し、派遣場所が市内であること
　●ワーク・ライフ・バランス推進サイトで「キタキューかえる宣言」（取組み宣言）をした（する）事業所など

【費　用】従業員300人以下の市内事業所は無料！（※301人以上の事業所にも有料で派遣可能です）

昨年の表彰式の様子


