ミクニワールドスタジアム北九州
行こう！街なかスタジアム！

● 北九州市 中小企業支援情報 ●
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地域企業が海外展開に取り組みやすい環境を整えるため、海外での市場調査・見本市出展に
対し、その経費の一部を助成します。
１ 対象者（次の要件を全て満たす方が対象）
①中小企業基本法上の中小企業者であること
（大企業からの出資金が５０％を超える企業を除きます。
）
②市内に事務所又は事業所を有すること
③市税を滞納していないこと
④事前相談に参加すること
２ 事業対象期間
①市場調査
平成２９年４月１日～平成３０年１月３１日
②見本市
平成２９年４月 1 日～平成３０年２月２８日

事業効果を高めるため、対話を
通じて、効果的な支援策を考え
る「事前相談」を実施します。
助成金への申請を検討されて
いる方は、必ず「事前相談」を
受けて下さい。

市場調査等助成事業

海外見本市等出展助成事業

内容 新たな海外展開先として期待される地域におけ
る、販売に関する市場調査及び生産財の調達等に関す
る企業調査。いずれも助成対象者が現地で調査を行う
ことを必要とします。
助成対象経費 通訳経費、外国語版資料作成費、現地
での展示装飾費、旅費・宿泊費（１名）
助成率及び助成限度額 助成対象経費の 2 分の 1 以内
の額。ただし、10 万円を限度とします。

内容 海外の見本市、展示会等への自社製品の出展。
出展する製品は、市内で自社が生産・製造又は開発し
た産品・製品・技術及びソフトウエアとします。
助成対象経費 出展（小間）料、展示装飾費、通訳経
費、出展物輸送費、資料作成費、旅費・宿泊費（１名）
助成率及び助成限度額 助成対象経費の 2 分の 1 以
内の額。ただし、30 万円を限度とします。

※採択にあたっては、初回申請の企業を優先します。
３

募集・受付期間

４

申請手順

５

事前相談会申込方法

随時募集中（予算がなくなり次第終了）

事前相談（予め参加申込書により日時を設定してください：先着順受付）
⇒ 申請書類提出 ⇒ 審査 ⇒ 採択
⇒ 事業実施 ⇒実績報告書提出（事業終了後２０日以内）⇒ 助成額確定 ⇒ 支払

KTI センターホームページ：http://www.kti-center.jp/

上記ホームページより、事前相談参加申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、指定の宛先（093-551-3615）
へ FAX でお送り下さい。
【申込・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、中村

TEL：093-551-3605

2017.9

北九州市では、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。

１

対象者

市内に事務所を有する中小企業団体（構成員の３／４以上が中小企業者で構成）で構成員の
共同事業又は共益的事業を行う営利を目的としない法人・任意団体

２

対象事業

平成２９年４月３日～平成３０年３月３１日の間に実施する以下の事業
◇団体が所属する業界の役割・魅力を伝える啓発事業（製造現場の見学会、建設機械の操縦体
験等）
◇学生、教員等との交流事業（学生や教員・保護者と経営者の意見交換会等）
◇職場環境改善のための研修事業（労働条件や作業環境見直しのための勉強会等）
◇その他若年者や女性等の人材確保のために特に有効と認められる事業

３

助成金額

対象経費の２分の１以内

４

募集期間

現在、追加募集中（予算がなくなり次第終了）

限度額４０万円

※審査の上、予算の範囲内で決定します。

※申請方法など詳しくは、中小企業振興課ホームページをご覧ください。
【URL】http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700170.html
（２）

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

本市では、中小企業の人材確保を支援するため、市内の中小企業団体が、若年者や女性等の就労促進を目的
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
ています。今年度は、下記のとおり４つの団体に助成金を交付することが決定いたしました。
。
なお、当事業は現在、追加募集を受け付けています（予算がなくなり次第終了）
団体名（五十音順）

事業名称

１

北九州クレーン協会（建設業）

土木・建築系学科の高校生を対象とした、移動式クレーンの体験
学習

２

北九州工業団地協同組合（製造業）

工業高校生を対象とした工業団地内オープンファクトリー

３

(一社)福岡県中小企業家同友会
北九州地区（異業種）

高校生を対象とした就労体験、キャリア教育及び先進事例の視察
研修

４

八幡電気工事業協同組合（建設業）

工業高校生を対象とした第二種電気工事士技能試験に向けた実
技指導及び意見交換会

【問い合わせ先】

（２）

北九州市産業経済局中小企業振興課

担当：草本、菅

TEL:093-873-1433

※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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「北九州市版トライアル発注制度」評価検討会が８月に行われ、２商品が認定されました。今年度の認定商品
は、「安全性・デザイン性に優れ、低価格・簡単施工が特徴の壁面緑化」と「卓上型でインテリアとしても使え
る PM2.5 濃度の表示装置」となっています。なお、それぞれの商品の特徴は下記のとおりです。

壁面緑化
Ｍグリーンウォール

脱着式多機能型壁面緑化
【特徴】
◆安全、デザイン、低価格、簡単施工を建築、造園の両方向から徹底
追及した画期的な屋内外の壁面緑化。
◆地域特性に合わせた樹木を含む多種多様な植物の生育が可能で、壁
面緑化以外の装飾も可能。
【用途】
商業施設や教育文化施設などに設置し、グリーンカーテンとして活用
するほか、食育・環境教育における教材としての利用 など

株式会社みんみん村 北九州市小倉南区富士見 2-11-11-206 TEL：093-932-8630

ＰＭ２．５濃度表示装置

http://www.minminmura.com/

卓上型 PM2.5 濃度表示装置

【特徴】
◆現在時刻の値と過去 3 時間の値を同時に表示でき濃度推移の傾向が把握できる。
◆濃度の値が 36μｇ／ｍ3 以上の高い値になると赤で警告表示。
◆LED 使用のため遠くからでも値を認識できる。
◆WiFi 接続で特別な配線が不用。
◆卓上型でインテリアとしても使用可能。
【用途】
不特定多数の人が集まる公共施設、教育施設、医療関連施設等における
健康管理上の連絡表示 など

ファームアイ 北九州市小倉北区浅野 3-8-1 AIM ﾋﾞﾙ 8 階 IBPO13 号室 TEL：090-9606-1664

http://farm-i.jp/

[トライアル発注制度とは]
市内中小企業が技術開発助成制度等を活用して開発した、優れた新商品の販路開拓活動を支援する制度です。
市が認定した新商品を購入することによって、使用実績をつくり、また、使用部署でのモニター評価制度により、
商品の改善や販路開拓、マーケットの拡大に役立てていただくものです。
【問い合わせ先】

【日
【会
【定
【内

北九州市産業経済局中小企業振興課

担当：百武、畑間

TEL：０９３－８７３－１４３３

時】
場】
員】
容】

平成２９年１０月３日（火）１５:００～１６：３０（個別相談会１６：３０～１７：３０）
ＡＩＭビル３階 ３１１・３１２会議室（北九州市小倉北区浅野３－８－１）
５０名程度
「これで安心！知っておきたい、押さえておきたい事業承継のツボ」
～弁護士と税理士によるセミナー＆個別相談会～
【参加料等】受講料無料・要事前申込
【主 催】 事業承継研究会（北九州市委託事業を受託した弁護士・税理士の連合組織）
【問い合わせ先】

事業承継研究会事務局（弁護士法人大手町法律事務所） 担当：中野（なかの）
TEL：０９３－５７１－０２２０ FAX：０９３－５９２－１２０３

登録は、中小企業支援センターのホームページ（http://www.ktc.ksrp.or.jp）からどうぞ！

（３）

2017.9

北九州市では、IoT をテーマに大手企業等と連携した新事業創出を目指すプロジェクトを始動します。
コンテストでの選抜チームには、「ビジネスプラン」に加え「ものづくり」までを強力に支援します。
「ものづくり」の経験が無くても OK！ みなさんのチャレンジをお待ちしています！

ここがちがう！

■事業概要〔公募は２部門〕
大手企業のチャレンジテーマ枠
○第一交通産業グループ
・IoT でつくるみらいの乗り物
○クラウン製パン株式会社
・焼きたてのおいしいパンを食べてもらうには
自由提案枠
○IoT をテーマにしたアイデアを自由に提案！

①アイデアを“事業化”と “ものづくり”まで支援！
②大手企業ならびに高専・大学とのコラボによる開発支援
③ビジネス開発、ものづくりのプロ集団による
強力なメンター陣（写真）がサポート！
④補助最大１００万円／件（材料・交通費）

■参加資格・募集期間
個人・学生・ベンチャー・中小企業（第二創業）
市内の方に限らずチャレンジ可！
募集期間 平成 29 年 8 月 10 日～9 月 30 日
【問い合わせ先】

詳しくは http://www.kitakyushu-iot.com/
または北九州で IoT 検索

有限責任監査法人トーマツ 北九州連絡事務所 担当：小野 TEL093-588-4500
北九州市産業政策課 担当：加地、森永 TEL093-582-2299

本セミナーでは、リノベーションの現状や今後の動
向、リノベーション事業参入のための視点や手法をわ
かりやすく解説するほか、地元先進企業の経営者によ
る事例発表を通して、事業展開に必要なノウハウを学
びます。（受講には事前の申込みが必要です。）

日時 平成 29 年 9 月 28 日（木）14：00～16：30
会場 毎日西部会館（北九州商工会議所）９階ホール
講師 (株)ﾀﾑﾀﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ 代表取締役 田村 晟一朗 氏
(株)不動産ﾌﾟﾗｻﾞ

代表取締役 福谷 広志 氏

※詳細は、ホームページ（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700155.html）をご覧ください。
【申込・問い合わせ先】

北九州市産業経済局中小企業振興課

担当：草本、菅

TEL:093-873-1433

この講座では、中小企業の経営者、管理者、財務担当者を対象に、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。
■日時：平成 29 年 9 月 13 日（水） 10 時～16 時

■内容 (詳細は http://www.ktc.ksrp.or.jp まで)

■場所：北九州テクノセンタービル 2 階研修室

１基本編（10 時～12 時） 財務諸表（貸借対照表、損益計算書）の基本を学

■定員：基本編、応用編とも各 30 名
（定員になり次第、締切）

びます。
２応用編（13 時～16 時） 自社の経営状況を把握します。また、損益と収支
の違いを明確にします。そして過去と現状の分析から未来を予測します。

■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
■持参品：①電卓②自社の決算書（必須ではありません）

■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

【申込・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

（４）

担当：副島、國

TEL:093-873-1430

※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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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。ぜひご活用ください。
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、交付要件を全て備えているもの。

３ 対象経費

（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
（１）設置・改修工事費（最小限必要と認められる付帯工事費を含む）、設計監理費
（２）備品購入費
※対象経費に係る消費税・振込手数料は除く

４ 助成金額
５ 募集期間

助成対象経費の２分の１以内。上限５０万円（千円未満の端数切捨て）
現在、追加募集中（予算がなくなり次第終了）

※交付要件、申請方法など詳しくは、中小企業振興課ホームページをご覧ください。
【URL】http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700001.html

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：草本、菅

TEL：０９３－８７３－１４３３

北九州市では、市内中小企業が開発した新製品・新技術の販路開拓を支援するため、大都市圏で開催される全国
規模の展示会への出展小間料を助成しています。今年は以下の 19 企業に決定しました。
企業名

出展製品

出展する展示会

サウンドピュア

ワイヤレスマイク及び周辺機器

ライブ・エンターテイメント EXPO（幕張メッセ）

㈱プラスワンテクノ

食品自動計量充填機

国際食品工業展（東京ビッグサイト）

計測検査㈱

道路トンネル検査点検専用車両

メンテナンス・レジリエンス TOKYO（東京ビッグサイト）

㈱タック技研工業

産業用自動機械器具

メカトロテックジャパン（ポートメッセなごや）

㈱不動工業

加硫缶開閉器

関西 高機能素材ワールド（インテックス大阪）

㈲ふく太郎本部

ふぐ加工製品

ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｼｰﾌｰﾄﾞｼｮｰ（東京ビッグサイト）

東亜非破壊検査㈱

埋設管肉厚測定装置 ほか

メンテナンス・レジリエンス TOKYO（東京ビッグサイト）

シャボン玉販売㈱

せっけんクレンザー ほか

JAPAN DIY HOMECENTER SHOW（幕張メッセ）

グランド印刷㈱

オリジナル壁紙「Arms」

リフォーム産業フェア（東京ビッグサイト）

合同会社 Next Technology

犬型においチェックロボット

国際ロボット展（東京ビッグサイト）

㈱陽和

フッ素樹脂加工製品

Medtec Japan（東京ビッグサイト）

侍フードサービス㈱

侍ドレッシング

地方銀行フードセレクション（東京ビッグサイト）

㈱マツシマメジャテック

振動式レベルスイッチ ほか

粉体工業展大阪（インテックス大阪）

熱産ヒート㈱

炭化ケイ素セルフリジェネバーナ

国際工業炉・関連機器展（東京ビッグサイト）

㈱ロクリア

工場向け薄型 LED 表示器システム

スマート工場 EXPO（東京ビッグサイト）

㈲小倉クリエーション

小倉縮、小倉縞絣

JFW JAPAN CREATION（東京国際フォーラム）

㈱ごとう醤油

調味料（醤油、みそ等）

FOODEX JAPAN（幕張メッセ）

㈱海老善屋

オリーブ糠床 ほか

“日本の食品”輸出 EXPO（幕張メッセ）

戸畑鉄工㈱

自動車部品

自動車部品・加工 EXPO（東京ビッグサイト）

【問い合わせ先】

北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：百武、畑間

TEL：０９３－８７３－１４３３

登録は、中小企業支援センターのホームページ（http://www.ktc.ksrp.or.jp）からどうぞ！

（５）
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これからの未来、組織が持続可能に成長していくためには、企業におけるダイバーシティ・働き方改革の推進は必須
です。そこで、本市では経営者が「イクボス」として、自らワーク・ライフ・バランスを実践しながら、従業員の仕事と家庭
生活の両立、キャリア形成を応援し、生産性の向上や多様な働き方を推進することにより、働く人・企業がともに成長し、
さらには、このまちの活性化に多くの人が参画することを目指す、企業・団体のトップによる「北九州イクボス同盟」を設
立いたしました。設立趣意に賛同いただく企業を募集いたしますので、ぜひ加盟を御検討ください。
北九州イクボス同盟の目指す姿
Ø
Ø

イクボスが増えれば
従業員が変わる
その家族が変わる
企業が変わる
そしてまち（北九州市）が変わる
（まちの賑わい、活性化に繋がる）

働く人の幸せ

ミッションの
再認識
経営戦略としての
イクボスの取組み

生産性の向上

人材確保

業績の向上

北九州イクボス同盟に加盟すると．．．
① 企業の取組みを紹介します！
・シンポジウム等での発表 ・合同会社説明会での PR
② 企業間の情報交換、研修等に参加できます！
・管理職合同研修会への参加 ・交流、ネットワークづくり
③ 専門家を派遣します！
・企業向け出前セミナーの受講
など

お知らせ 「北九州イクボス同盟設立記念式典」
日 時：平成 29 年 11 月 15 日（水）
14:00～17:00
場 所：ステーションホテル小倉 飛翔の間
（小倉北区浅野 1-1-1 5 階）

立会人：ファザーリングジャパン代表理事
安 藤 哲 也 氏
※記念シンポジウムも同時開催いたします！

詳しくは、市 HP（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/15400140.html）
をご覧ください
【問い合わせ先】 総務局女性活躍推進課 担当：西、篠原

TEL：５８２－２２０９

これから女性活躍推進に取り組む企業の総務・人事担当者等を対象に、参加企業による集合研修と個別
コンサルティングにより、各企業が組織的に取り組むための支援を行います。また、女性管理職セミナー
では、女性管理職が経営視点を持ってマネジメントやリーダーシップを発揮し活躍するための、スキルト
レーニングやキャリアカウンセリングを行います。

【対象】市内企業における女性活躍推進担当者
【定員】７社程度
【スケジュール】各回 13 時 30 分～17 時
日時
第１回

区分

内容

9/25（月） 集合研修 働き方改革は多様な人材を活かす器

第１回

女性や多様な人材の活躍支援にむけ

第２回

11/8(水) 対人影響力強化

第３回

12/14(木） 戦略的思考力強化

第４回

1/17(水） メンタリング・セッション

第５回

1月以降

1/10(水） 集合研修 事業主行動計画作成に向けて

1～２月

【問い合わせ先】

（６）

日時

内容

第２回 11/21(火） 集合研修 て
11～12月
個別相談 自社の問題分析・課題設定のサポート
第３回

【対象】管理職若しくは同等の役割を果たして
いる女性社員
会場は
【定員】15 名程度
AIM ビル
6 階です
【プログラム】各回 10 時～17 時

具体的な計画作り、取組のスタート

個別相談 アップ支援

総務局女性活躍推進課 担当：江口、福山

10/11(水） リーダーシップキャリア開発

TEL：５５１－００９１

個別キャリアカウンセリング

http://www.city.kitaky
詳細は
ushu.lg.jp/soumu/1540
市ＨＰで⇒ 0138.html
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