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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中小企業人材確保支援助成金の活用紹介
北九中小企業ネットワーク懇話会 in 東京

1P
2P

女性活躍・ワークライフバランス受賞者決定
今月のゲンバ男子

3P
4P

紹介
本市では、市内の中小企業者における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
しています。
この度採択団体である、北九州クレーン協会と北九州ものづくり光継会が高校生や大学生を対象に下記の事業を実
施しました。

○高校生のクレーン操作体験【北九州クレーン協会】
平成２９年７月１２日に真颯館高校、９月６日に福岡県立八幡工業高
校でクレーン操作の体験学習を行いました。
注意事項等の説明を受けた後、生徒はクレーンに乗り込み、オペレー
ターに指導を受けながら吊り下げ資材を所定の場所に移動する操作を
行いました。
クレーン業界においても、クレーンを操縦するオペレーターの高齢化
が進んでおり、新たな担い手の確保は喫緊の課題となっています。体験
学習に参加した生徒からは、
「クレーンの資格を取りたい」
「進路選択の
選択肢の１つとして考えたい」といった感想も多く聞かれました。

○学生による職場の取材見学【北九州ものづくり光継会】
平成２９年１０月３１日と１１月２日に、北九州ものづくり光継会の会
員企業である４社（（株）岡崎製作所、竹藤開発工業（株）、門司印刷（株）、
（株）陽和）を学生が取材見学しました。
この活動は、取材を通して学生に企業の魅力を見つけてもらい、若年層
に地元中小企業への就職をキャリアの選択肢の１つとしてもらうことを目
指すものです。
今後は、取材見学で感じた企業
の魅力を学生がサイトやＳＮＳ
で発信し、活動の最後には、学生
や先生に企業の魅力をプレゼン
します。
取材見学では、各企業の経営者
自らが会社概要や製品の製造工
程、自社の強みなどを熱心に語ら
れ、学生からは多くの質問が飛び
交っていました。

【問い合わせ先】

北九州市産業経済局中小企業振興課

担当：草本、菅

TEL:093-873-1433

2017.12

報告
8 月号で紹介した北九州市東京事務所「ひまわりテラス」において、10 月 25 日（水）に
「北九中小企業ネットワーク懇話会 in 東京」を開催しました。
この懇話会は、首都圏に営業所を有する市内中小企業を対象に、企業間並びに北九州市東京
事務所との相互交流等を通して、首都圏での更なる販路開拓につなげることなどを目的に設置
したものです。
当日は、市内中小企業の首都圏営業所、東京事務所、中小企業振興課、中小企業支援センタ
ー（FAIS）の関係者が初めて集まり、企業紹介や活動内容の発表の後、販路開拓や人材確保と
いった首都圏での営業活動を展開する上での課題等について意見交換を行いました。
今後は、懇話会を継続的に開催しながらネットワークの輪を広げていくなど、首都圏での営
業活動の強化につながるよう取り組んでいく予定です。

１ 活動内容
・情報交換・発信（参加企業間や市、国の最新動向など）
・市内中小企業と東京事務所との関係強化
・首都圏での営業課題等に関する意見交換
・市内大手企業（首都圏ネットワーク）との交流
など
２ 活動回数
年２回程度
３ 活動場所
主に北九州市東京事務所内
「ひまわりテラス」
４ 参加対象
首都圏に営業所を有する、
もしくは首都圏に営業所を有する予定の
市内中小企業
【会議での主な意見】
・様々な課題に対して企業が一丸となり「オール
北九州」で取り組むことは大切。
・このような集まりがあるとありがたい。是非、今後
も継続して欲しい。

【問い合わせ先】
北九州市産業経済局中小企業振興課
北九州市企画調整局東京事務所

担当：百武、畑間
担当：中島、杉本

TEL：093-873-1433
TEL：03-6213-0093

2017.12

報告
少子高齢社会において、子どもを産み育て、男女がともに働く喜びを感じることができる社会の実現は、企業、働
く人、市民、行政が協働で取り組むべき重要な課題です。本市では、女性の職業生活における活躍や、ワーク・ライ
フ・バランスの推進に取り組む企業・団体、個人を表彰し、その取組内容を広く市内企業や市民の皆さまに紹介して
います。
この度、第 11 回の表彰企業等を下記のとおり決定し、去る１１月１５日、同時開催いたしました「指定都市市長会
シンポジウム in 北九州」にて表彰式を行いました。

【特徴的な取組み内容】

【特徴的な取組み内容】

【特徴的な取組み内容】

・毎月の「労働時間外見積り」によ
る業務割当とプロセスの着実な見
直しにより時間外労働時間を 25%
削減

・ワークシェアリングを柱としたチー
ム運営で業務の可視化・共有化
を図り、定時退園を実現

・女性営業職や「トラガール（女性ドライバ
ー）」の採用・活躍を契機に、女性活躍を軸
とした人材確保と業界イメージ改革の推進

・繁忙期の時間外勤務における
労務管理と生産性向上の工夫と
して、時間外業務を職員室で集
合実施

・女性目線にシフトした営業スタイルで、女
性の職域を拡大

・妊娠がわかってから復職後ま
でのサポートとして、本人、上司
に人事担当を加えた面談をシス
テム的に複数回行う「ママリター
ンプログラム」の実施
・販売促進勉強会など北九州支
社の女性グループプロジェクトを
モデルにして展開

・半日休暇制度など、働く側であ
り、預ける側でもある自園のママさ
ん職員の意見を取組みに反映

□職業/経営コンサルタント
(プレイヤーズオフィス
太陽と月代表)

(敬称略）

・小型車の積極導入や女性目線の職場環
境、業務改善を図ることで、世代や性別を
問わない働きやすさを追求
・女性が参画することにより、女性ならでは
の仕事に対する丁寧さ、きめ細かさなどが、
男性にも広がることで、男性社員の意識変
化にもつながっている
※詳細は、折込みリーフレットをご覧ください

報告
経営者等が「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・企業が共に成長し、さらには、このまちの活性化に多くの人が参画する
ことへつながっていきます。「働きやすいまち北九州市」を目指し、市内企業・団体と一緒に
なって「北九州イクボス同盟」を設立し、加盟いただいた７１企業・団体(11/15 現在)の皆さま
と去る 11 月 15 日にＮＰＯ法人ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ安藤代表理事・川島理事立会いのもと
下記 QR コードにて、賛同いただく加盟企業を随時募集して
設立記念式典を行いました。

ロゴマーク発表にていたん
ブラックていたんも参加

おりますので、ぜひ御検討ください。
北九州イクボス同盟設立記念イベント！
会社の未来、そのカギを握るのはイクボスです。イクボスについて、はじめ
の一歩となる内容の研修会を開催します。

加盟企業･団体の皆さまと決意を新たにしました

【問い合わせ先】

日時：平成 30 年 2 月 14 日（水）13 時 30 分～（予定）
場所：AIM KIPRO ホール 募集人数：50 名程度
※加盟企業･団体の皆さまへの優先案内となります。

北九州市総務局女性活躍推進課 TEL：０９３－５８２－２２０９ FAX：０９３－５８２－２６２４

2017.12

セミナー
「知的財産」という言葉が気になるが何から始めればいいかわからない。知財活動に取り組んでいるが成果を
感じられない・・・そうしたお悩みをお持ちの中小企業者の皆様に向けて、多くの先進事例を紹介しながら知財活
動の多様な効果を解説し中小企業経営に活かす知的財産活動についてお話いただきます。
■日
■会

時 平成 29 年 12 月 12 日（火） 14:00～16:00
場 ミクニワールドスタジアム北九州 会議室 2
（小倉北区浅野 3-9-33）
■対象者 中小企業の経営者・知財担当者など
■受講料 無料
■定 員 50 名
■講 師 土生特許事務所 弁理士 土生 哲也 氏
■詳 細 北九州知的所有権センターホームページをご覧ください。
http://www.ktc.ksrp.or.jp/kipc/index.html

平成 29 年度知財功労賞
経済産業大臣表彰受賞

日本政策投資銀行で知財担保融
資の立上げなどベンチャーファイ
ナンスを担当した他、現在はジャ
スダック上場企業の社外監査役を
務めるなど、中小・ベンチャー企
業の事情に詳しい。2001 年の独立
後は知財実務の他、特許庁等の中
小企業関連の委員を歴任して中小
企業の事例調査や支援に携わり、
多くの先進事例を紹介するセミナ
ーは全国各地で好評を博してい
る。

【申込・問い合わせ先】（公財）北九州産業学術推進機構 北九州知的所有権センター 担当：國・光岡 TEL：093-873-1432

お知らせ 年末の中小企業融資の申込みはお早めに！
・・・・

年内に中小企業融資を受けるためには、１２月１５日（金）までの信用 保証

・・

協会 の受付が必要です。ご注意ください。
なお、年末のセーフティネット保証認定の申請などは、１２月２８日（木）

までです。窓口の混雑が予想されますので、お早めにお願いします。
【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：中津留、大羽 TEL：093-873-1433

今月のゲンバ男子
このコーナーでは製造業でイキイキと働く若者の心意気やたたずまいのかっこよさをお伝えしていきます。
山本さんプロフィール
株式会社戸畑製作所は、銅および銅合金の鋳造から加工までを一貫
生産する専門メーカー。製鉄所の高炉用部品などの製造のほか、新素材
の開発にも挑戦する老舗だ。
入社 10 年目の山本さんは介護系の大学出身で、現在は銅や銅合金の
溶解作業を担当。1000 度以上の高温で溶かした銅を鋳型に入れる「湯入
れ」と呼ばれる工程では、班長としてチームをまとめる存在だ。「事務や工
程管理も経験したけど、自分はひとつのことに集中したいタイプ」と、現担
当に立候補。現場での作業に関わり続けることが、山本さんのこだわり
だ。「きついときもあるけど、やりがいのある仕事」と語るその口調からは、
※「ゲンバ男子

北九州」で検索いただくと、25 人

のゲンバ男子・ゲンバ女子をご覧になれます。

充実感がにじむ。趣味はスポーツ観戦。野球とプロレスの迫力ある試合を
見て、気分転換している。

○ゲンバ男子・ゲンバ女子の仲間を募集しています。お申込は下記ホームページでご確認ください。
募集ページアドレス：http://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/genba-danshi/ad/index.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：北川、菅

TEL：093-873-1433

