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地域から
日本を元気に！

Ｂ－１グランプリって？どんなイベント？？
B-１グランプリは、実は料理の人気を競うイベントではありません。「ご当地
グルメを通じてわがまちを元気にしたい！」という、まちづくり団体の皆さんによ
る「まちおこし PR 日本一」を決める大会です！
今回は全国から６３団体が出展。来場者の皆様には、料理のおいしさはもち
ろん、ご当地をPRするパフォーマンスやおもてなしの心などを総合的に評価
し、お気に入りの団体に「割り箸」を投票していただきます。２日間で獲得した割
り箸の総重量が一番重い団体がグランプリに輝くのです！！

楽しみ方のポイントは？
料理の購入には専用のイベントチケットが必要です。会場でも販売していま
すが、混雑が予想されますので、前売で購入しておくと、当日お目当てのブー
スに直行できるのでオススメです！
料理提供のブースには、ご家族やお友だちと手分けして並び、色々なお料
理を食べ比べするのもいいですね。

チケットはどこで買えるの？当日使い切れなかったら？
市内の主要なスーパー、デパートや、北九州市総合観光案内所（小倉駅小倉城口）、市役所・区役所売店（八幡
西を除く）などで購入できます。使い切れなくてもイベント終了後２週間は、市内各所の商業施設、観光・文化施設等
で金券として使用できます。詳しくは公式ホームページをご参照ください。（http://b1-kitakyushu.jp）

開催会場はどこにあるの？
リバーサイド会場（勝山公園一帯）とシー
サイド会場（あさの汐風公園一帯）の２会場
です。混雑・渋滞が予想されますので、ご来
場の際は公共交通機関をご利用ください。
公式フェイス
ブックでも最
新情報を発
信中です。
「いいね！」
お願いしま
す♪
小倉焼うどん研究所
アイドル部長「だるまちゃん」
◆「B-1 グランプリ in 北九州」の詳細は、公式ホームページ（http://b1-kitakyushu.jp）をご覧ください。
【問い合わせ先】 B-1グランプリin北九州実行委員会事務局 担当：西、土井 TEL:093-533-9325
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第１２回産学連携フェア 開催！

北九州学術研究都市

～知と技術の融合～

平成２４年１０月１７日（水）～１９日（金）の３日間、北九州学術研究都市において第１２回産学連携フェアを
開催します。地域の大学・企業などの研究成果・活動内容をセミナー、展示会などを通じて広く紹介します。
数多くの新技術・研究成果にふれていただける絶好の機会ですので、新たなビジネスのヒントや連携パート
ナーをお探しの方はもちろん、学研都市に来られたことがない方も、ぜひこの機会にご来場ください。
基調講演、セミナー、見学ツアーは、事前に参加申込を受付ていますので、第１２回産学連携フェアホーム
ページ（URL：http://fair.ksrp.or.jp）からお申込みください。

＊基調講演

会

期

：平成２４年１０月１７日（水）～１９日（金）

場

所

：北九州学術研究都市（北九州市若松区ひびきの）

国内でのモノづくりとグローバル化

日本の自動車産業は近年為替問題などに苦しんでおり、海外への生産拠点シフトが加
速している。そのような中でトヨタがなぜ「国内でのモノづくり」にこだわるのか、日本にモノ
づくりを残すために何をすべきかについて考える。
【 日 時 】 １０月１７日（水）１５:００～１６:００
【 会 場 】 会議場
【テーマ】 『モノづくりへのこだわり ー国内でのモノづくりと海外事業展開ー』
【 講 師 】 網岡 卓二 氏（トヨタ車体株式会社 取締役社長）
＊特別記念セミナー

カー・エレクトロニクスセンター設立５周年記念企画

自動車に対する価値観の変化や環境・エネルギー等の社会的課題に対応しつつ、憧れ
や夢を生む新たな自動車を創りあげるために、エレクトロニクス技術の今後を展望する。
【 日 時 】 １０月１８日（木）１３:００～１４:００
【 会 場 】 会議場
【テーマ】 『自動車技術の進展と今後』
【 講 師 】 小吹 信三 氏（アイシン精機株式会社 取締役副社長）
＊展示コーナー・特別企画コーナー

◆ミニセミナー、
相談コーナー、実
演等も随時開
催！

【日程】 １０月１７日（水） １３：００～１７：００
１０月１８日（木）、１９日(金) １０：００～１７：００
【会場】 体育館（北九州学術研究都市）
【出展】 展示コーナー： 33機関37小間 特別企画コーナー： 10コーナー
＊セミナー
【日時】１０月１７日（水）～１９日（金）
【会場】北九州学術研究都市
各施設
【内容】大学・企業・公的機関による２２セミナー

＊見学ツアー
【ラボ見学ツアー】
北九州市立大学、九州工業大学
【学研都市見学ツアー】

定員
各１５名

※定員になり次第締め切らさせていただきます。
お早めにお申込み下さい。

【同時開催】・北九州学術研究都市産学連携フェア新技術説明会（第１１５回産学交流サロン「ひびきのサロン」）
・国立高専専攻科学生研究発表会及び研究シーズ発表会
詳細は第１２回産学連携フェアホームページをご覧ください。
ＵＲＬ

http://fair.ksrp.or.jp

産学連携フェア 北九州

で検索

【問い合わせ先】（公財）北九州産業学術推進機構 産学連携統括センター 担当：一田、西、永冨 TEL：093-695-3006
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第３回「北九州オンリーワン企業」を募集します！！
北九州市は、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、本市の看板企業として国内外へのＰＲを行い、中小企業の成長を積極的に支援します。
平成２１年度の第１回認定、平成２３年度の第２回認定に続き、第３回目の募集となる今回は、新たに
地域社会に十分な社会的使命と責任を果たし、オンリーワンを目指す企業を「特別賞」として顕彰します。
北九州オンリーワン企業
地域社会に十分な社会的使命と責任を果たしつつ、オ
ンリーワンの製品・技術・サービスを提供する、本市の
看板企業となる企業
地域社会に十分な社会的使命と責任を果たし、オンリー
ワンの製品・技術・サービスの確立を目指す企業
認定企業への支援
・認定式での顕彰
・プロモーション冊子の作成
・全国紙への広告掲載、ホームページでの紹介
・国内外展示会出展支援助成金への推薦(別途審査あり)
・北九州市版トライアル発注制度の申請要件とする
・認定企業間の交流会
など

※詳細は、同封の折込みチラシをご覧ください。

※「オンリーワンの製品・技術・サービス」とは
①国外あるいは国内市場において高いシェアを持つ製品。
②他社に真似のできない独創的かつ高度な技術・サービス。
※「地域社会に十分な社会的使命と責任を果たす」とは、従
業員教育、障害者雇用、地域貢献活動、環境保全活動、顧
客対応などの取組を積極的に行っていること。

募集期間
平成２４年１０月１日（月）から１１月１５日（木）まで

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

平成２４年度「販路開拓支援プロジェクト」
支援企業・製品紹介②

中小企業支援センターでは、「販路開拓支援プロジェクト」として、独自の技術や製品を持つ中小企業を対象に、
営業戦略構築から営業ルートの開拓まで一貫した支援を行っています。
本年度当プロジェクトに選定された４製品について、シリーズで紹介していきます。

強化ダンボール椅子「BOL BOL」（ボルボル）
小さなお子様向けダンボール製椅子の製作キットです。工具を使用せずに組
み立て可能なので、小さなお子様も安全にご使用いただけます。有薗製作所は
「義肢・装具・靴型装具」「車いす・姿勢保持装置・リハビリ機器」などの製造販売
を行っており、強化ダンボールを使用した椅子に福祉用具の座位保持装置のノ
ウハウを取り入れています。メリットとして、以下の点が挙げられます。
①しっかりとした「背もたれ」と「サイドサポート」を設けることで、小さなお子様で
も安定した正しい姿勢で座ることができます。
②ダンボール素材を使用し、エコに配慮した商品です。
③使用しない時はコンパクトに収納できます。
④お子様自身で楽しみながら手作りすることができ、お子様とのコミュニケーションツールとしても活用できます。
株式会社 有薗製作所（代表取締役 有薗 央）
八幡東区東田１丁目 7-5 ＴＥＬ：093-661-1010 ＦＡＸ：093-661-1670 ＵＲＬ：http://www.arizono.co.jp
【事業内容】 創業以来、障害児・者及び高齢者の必要とする義肢装具サービスの提供および数々の車椅
子・歩行器・座位保持装置・リハビリ用機器などの製作を行っています。
【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：小嶋 TEL：093-873-1430
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平成２４年度下半期のセーフティネット保証５号のお知らせ
● 平成２４年９月末までとされていたセーフティネット保証５号の「原則全業種指定」の取扱いは、１０月末まで
の１か月間延長されました。
認 定 要 件
売上げの減少

認 定 基 準

など

最近３か月間の月平均売上高等が前年同期比５％以上減少している中小企業者

など

※ 現行の取扱い（指定業種、認定基準）で認定を受ける場合は、お早めに手続きをお願いします。
● 平成２４年１１月１日以降は、国が指定する全国的不況業種に限定されます。
○ 業況が改善したとされる業種については、指定業種から外れます。
1,118 業種

指定業種の絞込み

日本標準産業分類（平成 14 年 3 月改定）による

６８６業種
日本標準産業分類（平成 19 年 11 月改定）による

６８６業種については、経済産業省のホームページで必ずご確認ください。
http://www.meti.go.jp/press/2012/08/20120831001/20120831001.html
今回、指定から外れる業種 ( )内は分類番号【これは一部の例示です。】
大工工事業(0711)、型枠大工工事業(0712)、機械器具設置工事業(0841)、昇降設備工事業(0842)、
中古自動車小売業(5912)、酒場,ビヤホール(7651)、美容業(7831)、介護老人保健施設(8542) など多数

○ 指定業種は細分類で判断されることになります。
日本標準産業分類（平成 14 年 3 月改定）による

日本標準産業分類（平成 19 年 11 月改定）による

中分類での判断

細分類での判断

細分類での業種については、総務省のホームページをご参照ください。
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3.htm
※ その他の詳細な認定手続等については、決定され次第、北九州市のホームページ等でお知らせします。
【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：木下、上野 TEL：093-873-1433

～西日本最大規模

環境ビジネス見本市～

「エコテクノ２０１２」を開催します！！
エコテクノは、環境未来都市である北九州市と西日本総合展示場を運営している（公財）西日本産業貿易コ
ンベンション協会が主催し、毎年１０月に開催しています。
西日本最大級の環境技術・新エネルギー見本市で、今回で１７回目の開催です。出展社数２６４社・団体（同
時開催を含む）、セミナー２３本と、昨年を上回る規模となります。環境首都を目指す北九州市ならではの企画
で、環境ビジネスをバックアップする内容となっています。
北九州市の環境政策や技術・製品をはじめ、廃棄物処理・リサイクル技術、太陽光発電や風力発電、バイオ
マスなどの新エネルギー、効率化、省エネルギー技術、エコプロダクツなどを展示・セミナー等でご紹介します。
また、環境技術を通じて、東日本大震災の教訓を活かした未来社会のあり方なども
ご紹介します。さらに、中国・韓国を中心とした東アジア地域からも１１社の出展があ
り、あわせて国際的なビジネスマッチングを行うことで海外企業と日本企業の経済交流
を推進します。
【 日 時 】 平成２４年１０月１１日(木)～１３日(土) １０時～１７時
【 会 場 】 西日本総合展示場 新館（小倉北区浅野３－８－１）
【入場料】 無料
【展示規模】 ３２５小間／８,０００㎡（同時開催を含む）
【同時開催】 中小企業テクノフェア in 九州、PV 九州 2012、バイオマス in 九州 2012、
エコ・ベンチャー・メッセ 2012
【URL】http://www.eco-t.net
【問い合わせ先】 北九州市環境局環境未来都市推進室 担当：中島、日比野 TEL:093-582-2630

