
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

株式会社しろみず

　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い
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。

　株式会社しろみずは、産業用タンクの専門メーカーです。大型の球形
タンク、円筒タンク、低温タンク、有水式ガスホルダー、鋼構造物など
を主な営業品目として設計から製造、建設、メンテナンスまでを行って
います。
　今回、タンク部材のフランジ、ウィングプレートなどの部材加工の自
動化、加工工数の削減、加工の内製化を目的として立型CNCフライス
盤を導入しました。新たな設備を導入することで、より多くの顧客ニー
ズへの対応が可能となり受注製品の幅の拡大、積極的な新規顧客の開拓
が期待されています。また、設備の自動化により熟練工からの技能伝承
を効率的に行うことができるようになり、人材能力が向上し従業員のや
りがいが高まることから離職防止の効果も見込まれます。機械の自動加
工、人材の高度化により、多様な受注に迅速に対応できる体制の構築を
目指しています。

吉川精密株式会社
　吉川精密株式会社は、創業当時の金型部品メーカーとしての加工技術
をベースとして、モーターコア金型をはじめとした各種の順送金型の製
造・販売、更には自社製金型を使用したプレス加工を行っています。
　今回、製造工程削減、他社との差別化による競争力向上の実現を目指
し大型高精度ワイヤ放電加工機を導入しました。新しい設備の導入によ
り、800ｍｍ前後の大型の金型プレート部品の加工が可能になることや
寸法精度の向上による、必要加工日数の削減が期待されています。具体
的には、これまで20日間必要だった加工日数が14日間にまで短縮するこ
とで約1.4倍の受注が可能となることに加え、短縮された日数分のワイヤ
加工費も削減できる見込みです。コストの削減をしつつ新規受注を増や
すことで労働生産性の向上実現を目指しています。
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　これから起業を目指す方、起業して間もない方を対象に、「開業計画書」の作成を通して起業の基礎知識などを学ぶ、
ワーク中心の4日間の講座を開催します。皆様のご参加をお待ちしています。(この起業塾は【特定創業支援事業】です。)

　北九州市では、（公社）九州機械工業振興会と連携し、ものづくり中小企業の技術力強化のため技術者を育成する目的
から、人材育成講座を開催します。それぞれの技術講座で、基礎から学べるカリキュラムとなっております。

セミナー「実践起業塾2019」の受講者を募集しています！

【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：井上・國（くに）　TEL：093-873-1430

■日　　時　  令和元年10月５日（土）・1２日（土）・1９日（土）・１１月２日（土）　各日とも10：00～１７：00　
■会　　場 　 九州ヒューマンメディア創造センター２階　セミナールーム（北九州市八幡東区東田１－５－７）　　
■対　　象　  市内で起業を予定している方、または起業間もない方
■定　　員　  30名（定員になり次第、締め切らせていただきます）
■受 講 料　  4,500円（10/5（土）ランチ交流会お弁当代５００円含む）
※課外授業　  令和元年10月26日（土） 15：00～17：00　先輩起業家訪問　＜Michikusa Fika（若松区本町2-3-23-2F）＞
　　　　　　  昨年の実践起業塾の受講後に若松にカフェを開いた先輩起業家のお店を訪ねて体験談を伺います。
　　　　　　（希望者のみ・参加料無料・現地での飲食代は各自負担）

◆講座名：① 電気制御基礎技術講座
　　　　　② 加工のための測定基礎技術講座
◆日　時：① 令和元年９月２５日（水）～２７日（金）９：００～１７：００
　　　　　② 令和元年１０月２９日（火）～３０日（水）９：００～１７：００（３０日は１６：００終了）
◆講　師：① ㈱安川電機　技術開発本部開発研究所モータ・アクチュエータ技術部　モータ技術担当主事　川副　洋介　氏
　　　　　② 北九州工業高等専門学校　機械創造システムコース教授　浅尾　晃通　氏
　　　　　 　㈱ミツトヨ　ミツトヨ計測学院専任講師　鳥島　修　氏
◆受講料：① １６，３００円（テキスト代、教材費、消費税含む）、②１４，３００円（テキスト代、教材費、消費税含む）
◆会　場：（公社）九州機械工業振興会（北九州市戸畑区中原新町１番１号）
◆申込み：右記HPよりお申込みください。（http://www.kyukishin.or.jp）

■講座内容■
【10/ 5（土）】

【10/12（土）】 　

【10/19（土）】 　

【11/ 2（土）】　

●実践起業塾へようこそ　
●専門家から聞く基礎知識・税理士編
●ランチ交流会・名刺交換会、先輩の起業体験談
●開業計画の検討①～事業化の可能性～＆個別相談タイム
●専門家から聞く基礎知識・弁護士編　
●起業に活かせる基礎知識①～多様な起業のカタチを知ろう～
●開業計画の検討②～事業の具体化～＆個別相談タイム
●専門家から聞く基礎知識・社会保険労務士編　
●起業に活かせる基礎知識②～起業にまつわるお金の話～
●開業計画の検討③～数字で事業を捉える～＆個別相談タイム
●公的制度融資の紹介
●公的制度融資個別相談＆開業計画の検討④～計画書作成実習～
●開業計画の検討⑤～計画書の完成～＆個別相談タイム
●開業プランの発表会～開業プランを3分間でプレゼン～
●支援センター施策紹介＆修了式

《申込方法》
申込書に必要事項を記入し、FAX・郵送、
または電子メールでお送りください。
☆詳しくはホームページをご覧ください。
⇒　https://www.ktc.ksrp.or.jp

2019年度北九州市ものづくり人材育成講座 受講生募集のご案内募集

【問い合わせ先】 （公社）九州機械工業振興会　　担当：近谷 　TEL：093-861-3001
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　今、成長企業として注目を集める「資さんうどん」の強さと魅力はどこにあるのか？原点である伝統を大切にし
ながら、北九州から世界を目指し進化し続ける㈱資さんのビジョンを語っていただきます。

講演会 特別講演『成長し続ける企業づくりへの挑戦』 

【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　TEL：093-873-1430

■日時：令和元年10月9日（水）19:00～21:00
■会場：北九州国際会議場２F 国際会議室
　　　　北九州市小倉北区浅野3-9-30
　　　　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・サービス産業で創業を目指す方
■定員：200名（定員になり次第締め切り）
■参加費：無料

■内　容：詳細はhttps://www.ktc.ksrp.or.jpまで
　　　　 『成長し続ける企業づくりへの挑戦』
　　　   　～「北九州の資さん」から「九州の資さん」に、
　　　　      　そして「北九州発、世界で愛される資さん」に～
■登壇者：　　　　　 株式会社資さん 
　             　　　　　代表取締役社長 佐藤 崇史 氏
　　             　　　　2018年3月より現職。「資さんうどん」の
                               再成長に向けて同社の第二創業をリード
                               する。

　「著作物」は自宅、職場、学校など身の回りに多く存在し、近年ではインターネットやSNS、出版物等著作物を利用する機
会が増加する一方で無断利用による著作権侵害も増加しています。今回のセミナーでは、全体講義（著作権制度の概要）と
分科会（著作権制度の各論）を設け、著作物の利用や契約について解説いたします。この機会にぜひご参加ください。

　昨年、健康増進法が改正され、「望まない受動喫煙」防止に関する取り組みが強化さ
れています。7月1日から学校、病院、行政機関の庁舎などの施設においては敷地内禁
煙、来年4月1日からは、その他の施設(事業所や店舗など)で原則屋内禁煙となります。
喫煙者は受動喫煙を生じないように周囲の状況に配慮する義務がありますが、事業者
においても望まない受動喫煙を防ぐための取り決めや対策が必要となります。
　今般、改正法で義務付けられる受動喫煙を防止するための事項と、労働安全衛生法
により実施すべき事項を一体的に示すことを目的とした「職場における受動喫煙防止の
ためのガイドライン」が策定されました。皆さまの職場においても、ガイドラインに基づ
く対応をお願いします。
　ガイドラインの内容は ⇒ 北九州市ホームページ「受動喫煙防止について」
　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_0088.html

セミナー

お知らせ

著作権セミナーを開催！著作権の正しい知識と適切な取り
扱いについて学んでみませんか？

【問い合わせ先】　北九州市市民文化スポーツ局文化企画課　　担当：大塩、石松　 TEL：093-582-2391

【問い合わせ先】 北九州市保健福祉局健康推進課 　担当：東谷・末吉・堀　 TEL：093-582-2018

【日　時】令和元年10月25日（金）10：00～15：30　（午前：全体講義、午後：分科会）　　　
【定　員】150名（定員になり次第締め切らせていただきます。）　　【受講料】無料
【主　催】文化庁、北九州市　
【会　場】北九州学術研究都市　学術情報センター　遠隔講義室１（北九州市若松区ひびきの２－１）
【対象者】著作権について学びたい方（一般、教職員、図書館職員、美術館・博物館等職員、行政職員）
【内容・申込み】下記ページをご確認ください
　　　　　　　　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/shimin/v26501050.html（申込期限9/20（金）必着）
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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。

【特徴】
 ① 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。
 ② 企業（事業主）からの指示による方が受講対象となります（個人の申込みはできません）。

セミナー ＩＴ活用力セミナーのご案内（ポリテクセンター福岡）

【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

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

～内容～
①ＡＩ（人工知能）の概要
②ＡＩの活用事例と今後の展望

講師：㈱日本能率協会コンサルティング
会場：八幡西区穴生3丁目5-1

【受講料】2,000円(税別、テキスト代込)　【定員】15名

ＡＩ（人工知能）の現状 (コース番号A02-413) 〆切：10月25日
【ＩＴ理解】最新の技術トレンドを知る＆業務のシステム化を行う！！

1 1 月 8 日（ 金 ）
13:30～16:30

～内容～
①ネット炎上と企業のダメージ
②SNSの危険性

講師：㈱クローバーサポート
会場：八幡西区穴生3丁目5-1

【受講料】2,000円(税別、テキスト代込)　【定員】15名

ネット炎上とＳＮＳの危険性 (コース番号C01-420) 〆切：11月22日
【ＩＴ倫理】安全にＩＴを活用する！！

1 2 月 6 日（ 金 ）
13:30～16:30

～内容～
①表計算ソフト概要と基本操作
②ワークシートの活用
③グラフの作成　　　　　      　【Excel使用】

講師：㈱アットワーク黒崎駅前教室
会場：八幡西区黒崎3丁目9-22RISOビル7階

【受講料】2,000円(税別、テキスト代込)　【定員】15名

表計算ソフトの業務活用 (コース番号B01-415) 〆切：10月30日
【ＩＴスキル・活用】アプリケーションソフトを使いこなす！！

11月13日（水）
9:30～16:30

～内容～
①関数の応用
②関数の業務活用１
③関数の業務活用２　　　　　　【Excel使用】

講師：㈱アットワーク黒崎駅前教室
会場：八幡西区黒崎3丁目9-22RISOビル7階

【受講料】2,000円(税別、テキスト代込)　【定員】15名

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用 (コース番号B02-416) 〆切：11月5日
11月19日（火）
9:30～16:30

～内容～
①データ集計
②データ集計に役立つ機能   　　【Excel使用】

講師：ビジネススクールLinktoLink北九州校
会場：八幡西区黒崎3丁目8-22黒崎駅前ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ2F

【受講料】2,000円(税別、テキスト代込)　【定員】15名

効率よく分析するためのデータ集計 (コース番号B03-417) 〆切：11月29日
12月14日（土）
9:30～16:30

～内容～
①ワープロソフト概要と基本操作
②ビジネス文書の作成              【Word使用】

講師：㈱アットワーク黒崎駅前教室
会場：八幡西区黒崎3丁目9-22RISOビル7階

【受講料】2,000円(税別、テキスト代込)　【定員】15名

ビジネス文書作成術 (コース番号B14-419) 〆切：11月21日
1 2 月 5 日（ 木 ）
9:30～16:30

～内容～
①プレゼンテーションツールの活用
②プレゼンテーション技法 【PowerPoint使用】

講師：ビジネススクールLinktoLink北九州校
会場：八幡西区黒崎3丁目8-22黒崎駅前ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ2F

【受講料】2,000円(税別、テキスト代込)　【定員】15名

視覚効果を活用するプレゼンテーション技法 (コース番号B12-418) 〆切：12月6日
12月21日（土）
9:30～16:30

～内容～
①業務とデータの見える化とは
②業務とデータの可視化技法

講師：㈱日本能率協会コンサルティング
会場：八幡西区穴生3丁目5-1

【受講料】3,000円(税別、テキスト代込)　【定員】15名

ムダを発見するための業務とデータの流れの見える化 (コース番号A07-414) 〆切：10月31日
11月14日（木）
9:30～16:30


