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！
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市内企業の多様な人材確保や、誰もが充実感をもって働けるまちの構築を目指し、しなやかな働き方ができる社
会を実現するため、
「北九州市次世代ワークデザイン研究会」を立上げます。
今年度の研究会は「雇用する側からみた副業・兼業について」をテーマとし、キックオフイベントとして、制度
導入の効果や必要な環境整備について、先進的な取組をされている企業から講師をお招きし、フォーラムを開催し
ます。興味のある方は、どなたでも是非ご参加ください！

【日 時】平成２９年１０月３０日（月）15：30～19：00 （※参加者交流会 17:30～19:00）
【会 場】fabbit（北九州市小倉北区浅野 2-14-3 あるある City2 号館 3 階）
【対 象】
「副業・兼業」などの新しい働き方に関心のある企業、個人
【定 員】100 名
【参加料】無料 ※要事前申込 （※参加者交流会：参加費 1,000 円（1drink 込）・学生無料）
【内 容】◆中小企業庁 経営支援部創業・新事業促進課 （未定）
「パラレルキャリア・ジャパンを目指して（仮）
」
◆ロート製薬株式会社 広報・ＣＳＶ推進部 副部長 矢倉 芳夫 氏
「自社にあった働き方改革を考える
～ロート製薬社外チャレンジワーク制度導入のプロセスから～」
◆ヤフー株式会社 コーポレートグループコーポレートＰＤ本部 働き方改革推進室長 古藤 遼 氏
「YAHOO!JAPAN が進める働き方改革について（仮）
」
◆パネルディスカッション「新しい働き方が引き起こすムーブメント」
【申込方法】下記ホームページより参加申込書をダウンロードし、FAX またはＥ-mail にてお申込ください。
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/san-growth.html →「生産性改革」

【問い合わせ先】

北九州市産業経済局産業政策課

担当：井村、大串

TEL：093-582-2299

本市では、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ています。今年度は、下記のとおり５つの企業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）
。
企業名（五十音順）
１

上村紙業株式会社（製造業）

２

株式会社岡崎製作所（製造業）

３

九州鉄道機器製造株式会社
（製造業）

４

平川産業株式会社（製造業）

５

株式会社マツシマメジャテック
（製造業）

【問い合わせ先】

事業内容
本社１階にある女性トイレを和式から洋式に改修し、ウォシュレットを
設置することで機能強化を図る。
簡易的な更衣室を、テーブル、椅子等を設置して女性が安心して使える
更衣室兼休憩室として整備する。
トイレと更衣室を兼ねているスペースをパウダールーム（化粧直しスペ
ースのあるトイレ）に改修する。また、現在倉庫として利用している場
所を女性用更衣室兼休憩室として整備する。
女性が安心して使用できるように、階段下スペースを活用して新たに女
性専用トイレ、パウダールームを設置する。
女性専用の休憩室を新たに設け、エアコン、ロールスクリーンカーテン
等を設置する。

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
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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。推進においては、旗振り役となる“経営層”、人材育成と業績達成を担う“管理職”の２者の役割が重要とな
ります。そこで、本シンポジウムでは「働き方」をキーワードに、先進企業による講演会・パネルディスカッションを開
催し、働き方改革について考えます。指定都市をはじめ市内企業のみなさんで先進都市を目指しましょう。
【日時】平成２９年１１月１５日（水）

１４：００～１７：００（開場 13:00）

【会場】 ステーションホテル小倉５階 飛翔の間 （小倉北区浅野 1-1-1）

【申込方法】 事前の申込みが必要です
かき
① ＱＲコードで電子申請
② 北九州市ホームページから
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/15400139.html

参加費

無料
【定員】

２５０名

定員になり次第受付を終了させて
いただきますので、あらかじめご
了承ください。

【問い合わせ先】 北九州市総務局女性活躍推進課 担当：西、篠原

TEL：０９３－５８２－２２０９

北九州市女性活躍・ワークライフバランス推進協議会では、福岡労働局と協働で、北九州市内の
企業・団体が一斉に「ノー残業デー」を実施することを呼びかけています。

すべての人が健康に安心して働くことができ、人材の確保・育成や生産性の向上、女性の活躍や地方創生を実
現するためにも、効率的な働き方による時間外労働の削減や休暇の取得促進をはじめとした「働き方改革」が求
められています。ノー残業デーを設定することにより“定時で終わるためにはどうしたらよいか”を考えること
が、働き方改革の第一歩となります。

この取組は、
・『既にノー残業デーを導入している企業・団体』には、その意義の再確認
・『ノー残業デーを導入していない企業・団体』には、ノー残業デーの導入 など、
そのきっかけをつくることが目的です。仕事の内容によっては、部署ごとに実施日を変えるなど、柔軟な方法でノー残業
デーに取り組んでいただければと思います。
北九州市総務局女性活躍推進課

（２）

担当：守田、岩田

TEL：０９３－５８２－２２０９

※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、海外展開を考える市内企業と国際ビジネスを志す大学生のために、FOOD EXPO 香港出展と外国人
留学生インターンシップ事業を展開し、それぞれ 3 社 3 名、8 社 10 名の企業・学生が参加しました。海外展開成
功・人材獲得のヒントがきっとあります。ぜひ事業成果報告会へお越しください！

① 10 月 6 日（金） 大学生と創る Food Expo 香港 ～海外展開会出展事例紹介セミナー～
海外展示会ならではの出展ノウハウを企業・大学生それぞれの視点から熱く語ります！

【日
【会
【定
【内

時】
場】
員】
容】

平成２９年１０月６日（金）１４:００～１６：３０
北九州商工会議所 9 階中ホール（北九州市小倉北区紺屋町 13－1）
60 名
㈱辻利茶舗代表取締役辻史郎氏による基調講演「海外展開の魅力」
出展企業・大学生による Food Expo 香港出展報告
海外展示会のブースで
【参加費等】無料・要事前申込
バイヤー対応する大学生

② 10 月 20 日（金） 外国人材活用で売上急増！～外国人留学生インターンシップ成果報告会～
市内での就職を考える留学生が参加！北九州市の国際ビジネスのキーパーソンに！？

【日 時】 平成２９年１０月２０日（金）１５：００～１７：００
懇親会 １７：００～１８：００
【会 場】 fabbit 北九州
（北九州市小倉北区浅野 2 丁目 14-3 あるある City2 号館 3 階）
【定 員】 60 名
【内 容】 外国人材活用先進企業による事例発表
インターンシップ受入企業・大学生による成果報告
企業・留学生との懇親会（１ドリンク、軽食提供）
【参加費等】報告会：無料 懇親会：1,000 円／人 要事前申込
※①②共に詳細については、ＫＴＩセンターホームページをご覧ください。
ＫＴＩセンターホームページ：「ＫＴＩセンター」で検索！
【申込・問い合わせ先】

受入企業で熱心に
研修に取り組む留学生

http://www.kti-center.jp/

北九州市産業経済局国際ビジネス政策課 担当：田口、有田 TEL:093-551-3605

九州で学んだ留学生を採用してみませんか

福岡県を中心に九州7県、
九州経済産業局、
九州経済連合会では連携して九州の企業と留学生をつなぐマッチングサイト
「Work in Kyushu」
（http://blog.kghrpc.org/company/）を開設し、九州で学んだ留学生の地元企業への就職を支援しています。
サイトには、九州で就職を希望している留学生が多数登録しています。グローバル化のキーパーソンとなる人材（留学生）採用のために、
貴社の情報を当サイトへ登録しませんか。団体向けの会合等で、マッチングサイトの概要や登録についてのご説明もいたします。

【サイト特長】
利用料無料！手続簡単！
■利用料無料
まずはご登録ください！
■九州の企業と九州の留学生限定
■在留資格の変更手続きのアドバイス等
役立つ情報も多数掲載！
■サイト内でオンライン面接が可能
【問い合わせ先】
（サイト登録・入力について）福岡県留学生サポートセンター運営協議会事務局
TEL:092-725-9201
（会合等での説明について）九州グローバル人材活用促進協議会事務局(福岡県国際政策課) TEL:092-643-3201

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）
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北九州市では、市内中小企業の技術開発力の向上及び技術集約型企業への転換を促進するため、新製品、新技術の
研究開発を行う中小企業に対し、必要経費の一部を助成しています。
昭和５９年の制度創設以来、昨年度までの３２年間で、延べ３４４件の開発に対して助成を行ってきました。製品
化・実用化に成功した新製品・新技術の中には、現在の事業の柱となっているものもあります。
今年度は、９件の申請があり、審査の結果、次の６件に助成金を交付することが決定しました。
企業名（50 音順）

開発テーマ

㈱アステック入江

ベルトクリーナ拡販に向けた IT を利用した高付加価値化商品の開発

㈱クアンド

AI 技術を活用したマルチインターフェイス総合受付システムの開発

㈱コンピュータサイエンス
研究所

在宅機能を追加した薬歴作成支援システムの開発

㈱戸畑ターレット工作所

自動車部品向けアルミヨークの鍛造技術の開発

㈱ブルーリング

NFC 忘れ物管理アプリの開発

㈱Youme システム

センシングデータ取得システムの開発

【問い合わせ先】

北九州市産業経済局中小企業振興課

担当：北川、菅（すが） TEL：093-873-1433

北九州市では、8 月 25 日（金）、26 日（土）、西日本総合展示場新館
において、小・中学生、高校生、大学生、保護者などを対象に、地元企業
の魅力を伝えるキャリア教育イベント「北九州ゆめみらいワーク 2017」を開
催しました。
このイベントは、市が取り組む地方創生関連事業の一つで、地元の若者
を対象に、地元企業の仕事内容の紹介や業務体験を通して、職業観を
醸成し、各自に合った職業選択と将来の地元就職につなげることを目的と
しています。
当日会場では、製造、物流、情報通信、サービスといった幅広い業種の
地元企業を中心に地元の大学や専門学校等も加え、139 の団体が出展。
また、北九州市が認定した「技の達人」による職人技の披露や、小・中学生向けの仕事体験コーナー「KIDS おし
ごとらんど」などもあり、2 日間で約 6,600 人にご来場いただき、盛況のうちに終了することができました。
26 日の午後には、「企業制服ファッションショー」を開催し、市内
大学生がモデルとなって地元の企業・学校の制服を着用し、その
魅力を PR しました。
【参加者の声】
◆将来の参考になる話が聞けて、夢が広がった（高校生）
◆いろんな体験ができて面白かった（中学生）
◆これから社会で活躍する学生さんに対し、北九州にも様々
な企業があることを PR できて良かった（出展企業）
◆幅広い世代が来場され、業務内容を理解してもらう良い機
会となった（出展企業）
【問い合わせ先】 北九州市産業経済局雇用政策課 担当：石動丸、大山

（４）

TEL：093-582-2419

※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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【日
【会
【定
【内

時】 平成２９年１１月６日（月）１５:００～１６：３０（個別相談会１６：３０～１７：３０）
場】 毎日西部会館９階ホール（北九州市小倉北区紺屋町１３－１）
員】 ５０名程度
容】 「会社からみる事業承継（決算書は会社の通信簿）
」
～弁護士と税理士によるセミナー＆個別相談会～
【講 師】 弁護士
田代 幸一
税理士
富山 満
【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

職場風土の改善に向けて、管理者や監督者としての役割、人財育成のために必要な部下との関わり方など、
健康的で活力ある職場をつくための方策を考えるセミナーです。
■日 時
■会 場
■対 象
■定 員
■受講料
■講 師

平成 29 年 10 月 25 日（水） 13:30～16:00
北九州テクノセンタービル２階研修室
中小企業の経営者・管理者・監督者など
30 名（定員になり次第、締切）
1,000 円／人
活力職場研究所代表 髙波利恵氏

■内

容

（詳細は http://www.ktc.ksrp.or.jp

本セミナーでは実際の支援事例を参考にしながら、
職場風土改革の方策をご紹介します。
① 管理・監督者の役割と心構え

大学で職場風土と企業の生産性に着目した

② 上司・部下への関わり方

研究に取組む。独立後は、大阪、福岡、大分

③ 職場の人財活用と育成

の企業で、職場風土改善、人財育成、労働衛

④ 現代版報連相（報告・連絡・相談）

生管理体制の構築を支援中。

⑤ 職場風土改革のプロセス

【申込・問い合わせ先】
（公財）北九州産業学術推進機構

まで)

中小企業支援センター

担当：副島、國

TEL:093-873-1430

日本製品が何でも海外で売れる訳ではありません。海外市場にマッチした商品開発とマーケティングが重要に
なります。海外通販で多くの日本製品を海外の消費者に直接輸出を行っている 吉村 あきら氏を講師にお招きし
て、成功事例をご紹介します。 セミナー終了後には、講師を交えた交流会（有料：500 円）も開催いたします。
【日 時】 ２０１７年１１月１日（水） １７：３０～１８：３０（交流会 １８：３０～１９：３０）
【場 所】 ＡＩＭビル８Ｆ 交流サロン（北九州市小倉北区浅野３－８－１）
【講 師】 合同会社シンプルトレーディング 代表社員
吉村 あきら氏
【定 員】 ２０名
【主 催】 北九州市／福岡アジアビジネスセンター 【後 援】 北九州商工会議所
【申 込】 ＵＲＬより、お申込ください。
http://www.f-abc.org/
【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

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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８月３１日(木)、北九州市役所本庁舎におい
て、
「平成２９年度 中小企業振興協議会」を開催
しました。
この協議会は、「北九州市中小企業振興条例」
の基本理念の実現を図るために、関係者相互の情
報共有や意見交換を行うことを目的に開催した
ものです。
当日は、アドバイザーとして大阪商業大学の池
田教授をお招きし、中小企業者をはじめ中小企業
団体、支援機関、金融機関、大学、行政等が参加
しました。

協議会では、①「生産性改革(IT の活用など)」、②
「人材確保（人材）」の２つのテーマに沿って、現状
における課題や進めている取組などを紹介いただく
とともに、活発な意見交換を行いました。
また、株式会社ネオマルス経営企画室の赤松様よ
り、
「中小企業経営における IT の活用」、北九州市立
大学の浦野教授より、
「学生の地元就職促進に向けた
取組」をテーマにしたご講演をいただきました。
この協議会でいただいた意見等を踏まえ、中小企
業・小規模事業者の振興を図るための施策を適宜実
施していくことなどを確認して、協議会を終了しま
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：德永、塚本

TEL:093-873-1433

平成２９年１０月１日から平成２９年１２月３１日までのセーフティネット保証５号の指定業種が発表されました。
全国的に業況の悪化している業種が指定されています。

指定業種の変更

１８４業種

１６１業種

１６１業種の確認 ： 中小企業庁ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ>金融ｻﾎﾟｰﾄ>ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証 5 号の指定業種を公表します
（平成 29 年度第 3 四半期分）
業種の分類・内容 ： e-Stat(政府統計の総合窓口)ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ>調査項目を調べる>統計に用いる分類
(産業、職業等)・用語>日本標準産業分類(平成 25 年［2013 年］10 月改定)
【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：中津留、北野、大羽 TEL：093-873-1433

（６）

この紙は再生紙を使用しています。

