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第5回北九州オンリーワン企業認定式・記念講演会について
7/12開催！報告

　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本市の看板企業として認定する「オン
リーワン企業創出事業」を実施しています。
　7/１0（水）に、北九州イノベーションギャラリーにおいて、新たにオンリーワン企業として認定された4社の認定式
を開催しました。認定式では、北橋市長から認定企業の代表者の皆様に認定証を授与いたしました。
　記念講演会では、講師として株式会社 eumo 代表取締役　新井和宏氏をお迎えし、『見えざる資産「共感」「信頼」
を大切にする企業経営』というテーマでご講演いただきました。

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

記念講演会の様子北橋市長と第5回認定企業の皆様

第5回北九州オンリーワン認定企業
佳秀工業株式会社
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」

株式会社戸畑製作所
純銅の鋳造・ 溶接技術

株式会社ﾜｷﾉｱｰﾄﾌｧｸﾄﾘｰ
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



申込方法
詳細・申込方法（申請書の様式、必要書類等）などは下記ホームページをご確認ください。　
URL　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700001.html

　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ます。この度、女性・高齢者の作業をアシストするクレーン・バランサーなど
の機器を補助対象に追加しました。ぜひご活用ください。

助成金
女性・高齢者の作業をアシストするクレーン・バランサーなどの機器を補助対象に追加！

ものづくり中小企業女性等職場環境改善支援助成金のご案内

　北九州市では、市内中小企業者における人材確保を支援するため、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
費の一部を助成します。

助成金 中小企業人材確保支援助成金のご案内

助成金の概要

※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

【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
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１　対象者　　市内に事務所を有する中小製造業者・建設業者で、要件を満たすもの。
２　対象事業　女性の人材確保や定着を目的とした次の事業で、次項の交付要件を全て備えているもの。
　（１）女性専用設備の設置（新設、改修）　　　　例：トイレ、更衣室、休憩室など
　（２）女性専用設備の設置に伴う備品の購入　　　例：ロッカー、椅子、テーブルなど
　（３）女性や高齢者の作業をアシストする機器の設置や購入　　例：クレーン、バランサーなど
３　助成金額　対象経費の２分の１以内　限度額５０万円（千円未満の端数切捨て）

申込方法
その他事業の詳細、申込方法（申請書の様式、必要書類等）などは下記の市ホームページを
必ずご確認いただき、お申し込みください。　
URL　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700170.html

助成金の概要
１　対象者　　市内に事務所を有する中小企業団体のうち、要件を満たすもの。
２　対象事業　若年者や女性等の人材確保を目的に、上記対象団体が実施する以下の事業（複数事業の
　　　　　　　組合せ可）のうち、平成３１年４月１７日～令和２年３月３１日の間に行う事業
　（１）団体が所属する業界の役割・魅力を伝えるための啓発事業
　（２）学生、教員等との情報交換のための交流事業
　（３）働きやすい職場環境づくりのための推進事業（組合員企業を対象とした団体内事業）
　（４）その他事業
３　助成金額　対象経費の２分の１以内　限度額４０万円（千円未満の端数切捨て）

NEW



女性社員の育成をサポートします募集

※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。3
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　働き方改革関連法が成立し、今年４月から順次施行されています。すでに、年５日の年次有給休暇の取得の義
務付けがはじまるなど、中小企業にとっても様々な取組みが求められています。このセミナーでは、働き方改革
への対応について、事例をまじえながら、わかりやすく説明します。皆様のご参加をお待ちしています。

セミナー「中小企業のための働き方改革対応セミナー」受講者募集中！

【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

■日　時：令和元年8月29日（木）　14：00～16：00
■会　場：北九州テクノセンタービル1階　多目的ホール
　　　　　北九州市戸畑区中原新町2-1
■対　象：中小企業の経営者、管理者、総務担当者等
■定　員：30名　※定員になり次第、締切り
■受講料：1,000円／人（当日、会場でお支払いください）
■共　催：北九州市

■内　容： (詳細は https://www.ktc.ksrp.or.jp まで)
　・長時間労働の是正　・同一労働同一賃金
　・人材確保に向けた助成金の活用方法　　など
■講　師：特定社会保険労務士　　高橋和彦　氏
　　　　　アクティブ北九州　社会保険労務士法人　所属
　　　　　　人事・労務の専門家として、就業規則等の社
　　　　　　内ルールの作成支援をはじめ、助成金の提案
　　　　　　・申請サポートを行っています。

　この講座では、中小企業の経営者、管理者、財務担当者などを対象に、財務諸表の基本から、自社の経営状況の把握、
そして未来を予測し、経営の道筋を明らかにする意義を解説します。基本編、応用編どちらか一方のみでも受講すること
ができます。ただし、応用編のみ受講される方は、貸借対照表と損益計算書の構造を理解されている方が対象です。

企業の女性活躍推進をバックアップする２つの女性向け講座を開催します。女性社員や管理職の育成・サポートに課題を抱
える企業をはじめ、もっと前向きに仕事に取り組みたい、働き方を見直したい女性の皆様のご参加をお待ちしています。

セミナー「基本から分かる会計講座」中小企業会計啓発・普及セミナー  受講料無料

【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

【問い合わせ先】北九州市総務局女性活躍推進課　担当：江口・荒牧　TEL：093-551-0091

■日　時：令和元年9月12日（木）　10：00～16：00
■会　場：北九州テクノセンタービル1階　多目的ホール
■定　員：基本編、応用編とも各30名
　　　　　※定員になり次第、締切り
■持参品：①電卓　②自社の決算書（必須ではありません）

■受講料：無　料
■講　師：アジア太平洋マネジメント代表
　　　　　　　　　　　　　　青木　道生　氏

■内　容： (詳細は https://www.ktc.ksrp.or.jp まで)
〇基本編（10：00～12：00）
　財務諸表（貸借対照表、損益計算書）の基本を学びます。
〇応用編（13：00～16：00）
　自社の経営状況を把握します。また、損益と収支の違いを
　明確にし、過去と現状の分析から未来を予測します。
■主　催：公益財団法人北九州産業学術推進機構
　　　　　独立行政法人中小企業基盤整備機構

より広い視野で組織に貢献し、次のステージで活躍するためのスキルや心構えを学び、さら
に同じ立場で働く女性管理職同士の交流も促進し、お互いに刺激し合う関係を作ります。

詳細は市ＨＰをご覧ください（チラシもダウンロードいただけます）☞https://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/15400138.html

女性輝き！推進事業

対　象　管理職や同等の役割を果たしている女性
参加費　無料
定　員　20名
会　場　COMPASS小倉（小倉北区浅野三丁目8-1）
日　時  〈全5回〉9/12・10/8・11/14・12/5・2/6

女　性　管　理　職　セ　ミ　ナ　ー

【申込・問合せ】（受託事業者）

サイズラーニング
TEL:092-791-5442
Mail：kagayaku@psys.info

自分らしさを活かしてスキルアップできる秘訣や、仕事に楽しみややりがいを見いだし、
今後も長く働き続けるためのヒントを学びます。
対　象　概ね20～40代の働いている女性
参　加　6000円（「女性の大活躍推進福岡県会議」自主宣言
　　　　　企業が女性社員を派遣する場合は、参加費が全額補助
　　　　　されます）
定　員　30名
会　場　北九州市立男女共同参画センタームーブ5F
日　時  〈全3回〉9/7・9/21・10/5

働く女性のためのステップアップ講座

【申込・問合せ】
北九州市立男女共同
参画センタームーブ
TEL:093-583-3939
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【問い合わせ先】　北九州市産業経済局雇用政策課（外国人人材担当）　担当：下前、畑間 　TEL：093-582-2419

【問い合わせ先】中小企業大学校直方校　TEL：0949-28-1144　Mail：no-kenshu@smrj.go.jp

『外国人材獲得・活用実践セミナー』
～在留資格の正しい知識と外国人人材活用のポイントとは！～

　外国人材の採用をご検討されている企業様向けに『外国人材獲得・活用実践セミナー』を開催します。
日本の生産年齢人口の減少を踏まえ、企業戦略としての“外国人材の活用”を選択すべきかをお悩みの中
小企業の皆さまに、外国人材の雇用に関する正しい知識をお伝えします。

　本研修では、「働き方改革」 の具体的事例を交えながら実践的に学び、社員の意欲を引き出し、組織の
活性化や生産性を高める「人づくり・会社づくり」の方向性や行動計画について実践的に学びます。
　人手不足に負けない元気な人づくり・会社づくりの具体策や行動計画を学びたい、中小企業の経営者、
管理者、現場リーダーの皆さま、ぜひご参加ください。

参加者募集

セミナーの内容
■日時：令和元年８月２９日（木）　１４：００～１６：００　
■会場：西日本総合展示場AIM3階 311-313会議室 （北九州市小倉北区浅野三丁目8-1）
■定員：１００名（事前申込制、先着順）
■主催：北九州市　
■申込：令和元年８月２２日（木）締切
　　　　ホームページ https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09801237.html  
■内容：【第1部】外国人材獲得・活用のポイント　１４：００～１５：００
　　　　　講師　アールアドバンス株式会社　代表取締役　綾戸 高志 氏
　　　　　　　　就労可能な外国人材の現状／採用活動／受入れ態勢、定着／
　　　　　　　　成功事例・失敗事例
　　　　【第2部】在留資格等の手続きについて（最新情報・企業事例紹介） １５：１０～１６：００
　　　　　講師　特定行政書士 伊藤精事務所　　伊藤 精 氏
　　　　　　　　在留資格等の手続きについて／法改正についての最新情報

参加無料！

綾戸 高志 氏 伊藤 精 氏

中小企業大学校 直方校 研修のご案内（北九州開催）募集

株式会社Ｂ－ＧＲＯＯＷ
空 直美　氏

株式会社クレスコパートナーズ
加藤 智恵美　氏

◆研修名：サテライト・ゼミ with 北九州
◆日時　：令和元年8月7日（水）、9月9日（月）、
　　　　　9月１０日（火）10：00～17：00
　　　　 （初日は９：４０よりオリエンテーションを実施します。）
◆講師　：株式会社Ｂ－ＧＲＯＯＷ　代表取締役 空 直美　氏
　　　　　株式会社クレスコパートナーズ　パートナー講師 加藤 智恵美　氏
◆受講料：２８，０００円（税込）
　　　　 （本講座は、北九州市の研修生派遣補助金の（受講料の
　　　　　１／３以内補助）対象となっています。
　　　　　詳しくは北九州市までお問い合わせください。
　　　　　TEL：093－873-1433（北九州市中小企業振興課）
◆会場　：西日本総合展示場新館３階 会議室
　　　　 （JR小倉駅から徒歩５分）
◆申込み：下記HPよりお申込みください。
https://www.smrj.go.jp/institute/nogata/training/sme/2019/frr94k000006p8nz.html
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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、鐵見、北野 　TEL：093-873-1433

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

九州鉄道機器製造株式会社

　北九州市では、中小企業者の労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等導入計画の認定を
行っております。この認定を受け一定の要件を満たした場合、固定資産税のゼロ特例を活用することが
できます。特例の対象となった企業を導入設備と併せてご紹介します。

　全国JR、主要私鉄向けに鉄道用分岐器及び部品関係を製
造販売している九州鉄道機器製造株式会社。継目板バリ取
り用に産業用ロボットを導入し、3K作業であるバリ取り作
業の省人化と作業環境の改善を目指している。
　バリ取り作業は産業用ロボットが行い、人材をより付加
価値の高い作業に注力させることで生産性を向上させる。
また、今回のロボット導入をきっかけにプログラムから操
作まで行うことのできる人材を育成し、継続して自動化を
見据えたロボットの導入も検討している。
　将来的な目標は市内の工業高校、工業大学で機械設計や
ロボット工学を学んだ学生が即戦力として活躍できる魅力
的な職場の創造である。

株式会社 DAIKO  TOOL
　切削工具の製造・再研磨・再生を主な事
業として行っている株式会社DAIKO　
TOOL。特許商品ビートル等の需要が新規
分野である航空機産業で拡大し業績を伸ば
している。
　今回自社での加工改善を行うべくマシニン
グセンタ、工具研削盤、円筒研削盤の３台を
導入した。自社加工を可能にすることで顧客
のニーズに最適な工具を提案することができ
るようになる。顧客のニーズにあった工具が
提供できれば、顧客の増加、受注拡大とな
り、さらにCNC高精密工具研削盤・測定器
等を増設し売り上げの拡大を狙う。今後は工
具＋治具＋加工方法のトータル最適化で労働
生産性向上を目指す。
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　ＩＴ技術の進展に必要な「業務のシステム化」、「アプリケーションの活用方法」、「情報セキュリティの対処法」
といったＩＴリテラシー技術を習得するためのセミナーを開催します。

セミナー 令和元年度「IT活用力セミナー」の開講決定！（ポリテク福岡）

【問い合わせ先】 ポリテクセンター福岡  訓練第二課　　担当：日高、塚田  　TEL：093-622-5738

『ＩＴ活用力セミナー』の特徴
　①企業（事業主）からの指示による方が受講の対象となり
　　ます（個人の申込みはできません）。
　②専門的な知見やノウハウを有する民間機関等の講師が基
　　本から丁寧に説明します。
　③短時間で効率的に必要な知識・技術を習得できます。
　④受講しやすい料金設定となっています。

各コースの詳細（各コースとも定員１５名）
★ＩＴ理解分野【最新の技術トレンドや業務をシステム化する際の知識の習得】
　⇒コース①　訓練時間：３時間、受講料：２，０００円
　　コース②　訓練時間：６時間、受講料：３，０００円

★ＩＴスキル・活用分野【ＩＴの操作、情報の取得・分析、解決策の構築といった手法の習得】
　⇒各コース　訓練時間：６時間、受講料：２，０００円、開講場所：下表を確認ください

★日程、内容等の詳細については「ポリテクセンター福岡」までお問い合わせください。

★ＩＴ倫理分野【情報セキュリティやコンプライアンスといった安全にＩＴを活用するための知識の習得】
　⇒訓練時間：３時間、受講料：２，０００円、開講場所：ポリテクセンター福岡（八幡西区穴生3-5-1）

<ホームページ>　http://www3.jeed.or.jp/fukuoka/poly/biz/it_seminar.html

※開講場所：両コースともポリテクセンター福岡
（八幡西区穴生3-5-1）

ポリテク福岡 検 索検 索

コース名

コース名

コース名

内　容

内　容

内　容

講　師

①ＡＩ（人工知能）の現状

②ムダを発見するための業務
　とデータの流れの見える化

ＡＩの概要の理解、ビジネス現場に
おける具体的な活用場面等

ＩＴ技法を用いた業務プロセスとデー
タの流れの図示化、業務改善への活用

実用的なビジネス文書を作成するため
のポイント等
業務において必要な表計算ソフトの
基本操作（ワークシート、セル操作）等
業務において使用頻度の高い関数の
活用方法
業務において効率よく大量のデータを
処理するための手法

ネット炎上が企業や従業員に与える
損害、ＳＮＳの利用方法に潜む危険性

プレゼン資料の作成方法、プレゼン技法

③ビジネス文書作成術

④表計算ソフトの業務活用

⑧ネット炎上とＳＮＳの危険性 (株)クローバーサポート

⑤業務に役立つ表計算ソフト
　の関数の活用
⑥効率よく分析するためのデ
　ータ集計
⑦視覚効果を活用するプレゼ
　ンテーション技法

(株) 日本能率協会コンサルティング

八幡西区黒崎3-9-22 RISOビル7F

［講師］
　(株)アットワーク(黒崎駅前校）

八幡西区黒崎3-8-22
　　黒崎駅前グリーンビル2F

［講師］
ビジネススクーLink to Link(北九州校) 

開講場所／講師

講　師


