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行こう！街なかスタジアム！
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北九州市では、創業間もないベンチャー企業等が、低額の使用料で利用できる貸工場を設置しています。
入居者には、専門家による経営のアドバイスや、補助金、融資等の中小企業支援情報の提供など、きめ細や
かなサポートを行っていますので、ぜひ入居をご検討ください。
なお、貸工場への入居にあたっては、審査を受ける必要がありますので、あらかじめご了承ください。

【入居対象】 新規技術を駆使した商品を試作、あるいは生産する新技術応用生産型のものづくりを
実施しようとする新事業開始後５年未満の中小企業（個人事業者または会社）
【所 在 地】 八幡西区夕原町８－２（ＪＲ陣原駅から徒歩５分）
【募 集 室】 Ａタイプ・・・２室（１０１．８５㎡/室）
【利用料金】 月額６１,１１０円（敷金、保証金なし。その他水道光熱費は実費。）
【募集スケジュール】 ・受付期間：平成２９年１１月１日（水）から１１月３０日（木）まで
・面接審査：平成２９年１２月中旬
・決定時期：平成２９年１２月下旬
・入居時期：平成３０年１月（予定）
[外観]

[室内]
〈入居企業の声〉㈱日本パイプフォーム 代表 作間隆幸氏
ここは、外部環境から隔離された空間で、夜間の作業も可能
であること、十分な高さや広さがあり、重量物の組み立てや搬
入、搬出が楽にできることなどの理由で入居を決めました。
また、他の入居企業との異業種交流ができることや工場兼事
務所としても利用できることなども決め
手となりました。南向きに窓が多く設置
されており、工場内は明るく、工場前に
普通車で３台駐車できるスペースがある
ことも魅力です。黒崎バイパス皇后崎ラ
ンプやＪＲ陣原駅からも近く、お客様と
の商談や立会にも大変便利です。

【申込・問い合わせ先】 （公財）北九州産業学術推進機構

ベンチャー支援課

TEL:513-5300

2017.11

人材難により採用競争が激化する中、
子育て中の女性やシニアなど潜在労働力を活用する具体的手法につ
いて有識者による解説や、本市の未就業女性の就業ニーズ調査結果、地元企業の実践例の紹介を行います。

日時：平成 29 年 11 月 28 日(火)14 時～17 時
会場：AIM ビル 3 階 311～313 会議室
(北九州市小倉北区浅野 3－8－1)

対象：経営者・採用担当者等 100 名（先着順･要申込）
主催：北九州市、㈱リクルートホールディングス

【構成】
■北九州市の労働市場の概況説明
■講演「業務分解による働き方の創出
～プチ勤務のお勧め～」
㈱リクルートジョブズ ジョブズ
講師：宇佐川邦子 リサーチセンター センター長
■未就業女性の就業ニーズ調査結果、
地元企業の実践例の紹介
■意見交換、質疑応答
お申込みは電話・

※このセミナーは、北九州市と㈱リクルートホールディングスが平成29年7月に締結
した連携協定（女性の就業・子育てとの両立支援）に基づき実施するものです

【問い合わせ先】

受付フォームから

⇒⇒

北九州市総務局女性活躍推進課 担当：江口・福山 TEL：551-0091

１１月は「ワーク・ライフ・バランス推進月間」です！
ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）とは「多様な働き方・暮らし方を認め合うことで、やりがいや充実感を
感じながら働き、限られた時間の中で『仕事』上の責任を果たしながら、仕事以外の時間で子育て・介護、地域活
動、自己啓発など充実した『生活』の実現に取り組むためのキーワードです。ワーク・ライフ・バランスの推進に取組
み、誰もがいきいきと活躍できる社会につなげていきませんか。
ＴＮＣ「ゴリパラ見聞録」でおなじみのゴリけんさんによるトークショーを開催します。
二人の子どものパパであるゴリけんさんからどのようなお話しが聞けるのかお楽しみに！
そのほかのイベントもホームページ「はじめよう！ワーク・ライフ・バランス
（http://wlb-kitakyushu.jp/）」 をご覧ください♪
◆ゴリけんさん イクメントークショー（無料）
【日 時】平成２９年１１月２３日（祝） １４時～１４時３０分
【会 場】イオンモール八幡東 特設ステージ(八幡東区東田３－２－１０２)
【１１月１５日（水）は、
「市内一斉ノー残業デー」です。働き方にメリハリをつけて、定時で退社しましょう！】

【問い合わせ先】

北九州市総務局女性活躍推進課

担当：岩田

TEL：582-2209

福岡労働局、ハローワーク（公共職業安定所）では、高校生の採用選考開始に併せ、次の啓発を実施し
ているので、お知らせします。北九州市も「人権文化のまちづくり」に向け、ハローワークと連携して啓
発を行っています。

『ＳＴＯＰ！！ 違反質問』
入社試験が始まっています。採用選考に当たっては、
「違反質問ゼロ」へのご協力をお願いします。
残念ながら昨年度の面接試験においても家族状況や家庭環境に関する質問がありました。本人の適正・
能力に関係のない質問は禁止されています。
面接は、①応募者の総合的評価を目的とし、同時に②求人者と応募者の情報交換の場、③応募者の適性
と能力を判断する場です。みなさんのご協力で応募者の人権は守られます。
※ 福岡労働局 ハローワーク（公共職業安定所）のホームページも参照してください。

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/kousei.html
【問い合わせ先】

北九州市保健福祉局人権推進センター同和対策課 担当：柏木

TEL： 582-2440

2017.11

ドイツを代表するものづくり拠点の一つで、機械、金属製品工業、自動車産業が集積し、州を挙げてインダ
ストリー4.0 を推進しているバーデンヴュルテンベルク（BW）州から、自動化機器の設計・製作やイメージセンサ
ー分野等でユニークな技術を有するドイツ中小企業等を招聘します。
自社プレゼンのほか、同州での中小企業支援及び中小企業による対応事例についても紹介します。
協業のパートナーを見つける絶好の機会ですので、みなさまの参加をお待ちしています。
（１）日 程：
（２）場 所：
（３）内 容：
（４）その他：

平成 29 年 11 月 16 日（木） 14:00～17:30 （予定）
ＡＩＭビル８Ｆ キプロホール（小倉北区浅野３－８－１）
講演及びドイツ企業による自社プレゼンテーションほか（逐次通訳つき：無料）
セミナー後には、別会場での交流会（有料）も予定しています。
システム統合、ヒトとロボットとの
協働など最新のインダストリー4.0
に係る技術･製品が紹介されたドイ
ツでの国際見本市ＭＯＴＥＫ
(10 月；シュトゥットガルト)

ご興味・ご関心のある企業の方は、下記までお気軽にお問い合わせください。
ＫＴＩセンターホームページ：http://www.kti-center.jp/ または上記ＱＲコードからアクセス！
【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：中石、中村

TEL:551-3605

長年にわたり技能の研鑽、後進の育成に励み、卓越した技能で「モノづくりのまち 北九州」の発展を支えて
きた『北九州マイスター』が、地域企業へ出向き、技術指導を行っています！
指導内容については、お気軽にご相談ください！

技術指導項目

技術指導費用

溶接・機械加工（普通旋盤・マシニングセンター等）
・研削加工・仕上げなど（その他ご希望をご相談ください）
指導時間

通常費用

北九州市内中小企業

３時間（半日）

２０，０００円

１０，０００円

６時間（１日）

４０，０００円

２０，０００円

※北九州市からの費用負担については、回数および上限金額の制限があります。
※北九州市内中小企業でない場合、旅費等が必要な場合があります。

【申込・問い合わせ先】
北九州マイスター技能伝承倶楽部事務局（北九州イノベーションギャラリー内）
TEL：０９３－６６３－５５０７ FAX：０９３－６６３－５５０８ E-Mail：meister@kigs.jp
《受付時間》9:00～17:00 火曜日～土曜日（祝祭日除く）
北九州マイスターヘルプ

検索

【事業全般や費用負担に関する問い合わせ先】 北九州市産業経済局雇用政策課 担当：古賀、田口 TEL：582-2419

2017.11

【日 時】 平成２９年１２月５日（火）１５:００～１６：３０（個別相談会１６：３０～１７：３０）
【会 場】 ＡＩＭビル３階 ３１１・３１２会議室（北九州市小倉北区浅野３－８－１）
【定 員】 ５０名程度
【内 容】 「親族内・親族外承継と、株価評価のエトセトラ」
【講 師】 税理士 岩永博行
弁護士 一柳俊文
【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）
利益や純資産価額の増減が株価にどの程度影響する
ものかを具体的な数値例で説明し、毎年の決算で常に
株価も評価することが株価の低いときを逃さず後継
者へ移転する大事なルーティンであることなどを解
説します。

【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：571-0220 FAX：592-1203

平成 29 年度実学ナレッジセミナー第 1 弾「経営者のための人材確保・定着セミナー」

「人材確保・定着への第一歩～職場の“常識”を見つめ直しませんか？～」受講者募集！
ここ数年は空前の売り手市場となっており、大手企業
が採用を増やす一方、中小企業における人材の確保は非
常に厳しい状況です。生産年齢が減少する中、人材確保
や定着は経営上の重要な課題になっています。
本セミナーでは、重大かつ喫緊の課題である人材確
保・定着をテーマに、データと生の声から見る就職・離
職の現状を改めて確認し、ワークショップや意見交換を
通じて、人材確保・定着について学びます。
（受講には
事前の申込みが必要です。
）

日時 平成 29 年 12 月 7 日(木)14：00～16：30
会場 AIM ビル 3 階 315 会議室(小倉北区浅野 3-8-1)
講師 （株）夢をかなえる研究所
代表取締役 白石 裕子 氏
取締役
高野 泰寛 氏
対象 中小企業の経営者、管理者、人事担当者等
定員 30 名(申込多数の場合は調整)
参加料 1,000 円(税込) ※当日受付にてお支払い
申込み FAX もしくはインターネットにて受付

※詳細は、ホームページ（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700134.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:873-1433

領収書などの帳票類の整理方法、決算書の作成方法、確定申告書の記載の仕方など、会計（経理）の基礎
知識を学ぶ、創業者（初心者）向けのセミナーです。皆様のご参加をお待ちしています。
■日
■会

■定 員 30 名（定員になり次第、締切）
■内 容 （詳細は、http://www.ktc.ksrp.or.jp まで）
本セミナーでは、講義と演習を交えながら、皆様の
理解を深めます。
①青色申告ってなに？☞確定申告の基礎を学びます
②帳簿ってなに？☞帳簿の付け方を学びます
③決算書？☞帳簿から決算書を作ります
確定申告って難しそうに感じませんか？初めて申告
④申告書？☞決算書から確定申告書が完成！
される方や慣れていない方を対象に経理と申告の
※ 電卓を持参してください！
ポイントを基礎から分かりやすく解説します。

時 平成 29 年 11 月 22 日（水） 13:30～16:30
場 北九州テクノセンタービル 2 階研修室
北九州市戸畑区中原新町 2‐1
■対 象 市内でこれから創業を目指している方
創業間もない個人事業者など
■受講料 1,000 円／人 ※当日受付にてお支払い
■講 師 落合弘税理士事務所 所長 落合 弘氏

【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 担当：副島、國 TEL:873-1430

