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２０１７年１２月２２日、平成２９年度国補正予算案等が閣議決定されました。このうち、中小・小規模企

業のみなさまの関心の高い事業や税制改正についてご紹介します。（制度の詳細や募集開始日は追ってお知らせ

いたします。）

中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置の創設・拡充

【平成２９年度国補正予算案】

【平成３０年度税制改正案】

（１） 事業承継税制の抜本的拡充

今後５年以内に承継計画（仮称）を提出し、１０年以内に実際に承継を行うものが対象

① 後継者が売却・廃業を行った際、その時点での株価を基に納税額を計算し、減免可能

② 対象株式数の上限を撤廃（2/3→3/3）、納税猶予割合を 80%から 100%に拡大 

③ 近年の人手不足の状況に鑑み、雇用平均 8 割を満たせなかった場合でも猶予継続を可能に

④ 複数の株主から複数への後継者への事業承継についても対象者を拡大

（２） Ｍ＆Ａを通じた事業承継への支援策を新設

中小企業等経営強化法を改正し、Ｍ＆Ａによる事業承継を支援対象に追加。経営力向上計画の認定

を受けた事業者に対して、再編・統合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を軽減。

ものづくり・商業・サービス
経営力向上支援事業

【1,000 億円】

中小企業・小規模事業者が、

認定支援機関と連携して、経営

力向上に資する革新的サービ

ス開発・試作品開発・生産プロ

セスの改善を行うための設備

投資等の支援を行います。 

なお、設備投資等とあわせて

専門家に依頼する費用も支援

します。 

サービス等生産性向上
ＩＴ導入支援事業費

【500億円】

小規模事業者支援
パッケージ事業

【１20億円】

中小企業等の生産性向上を

実現するため、バックオフィス

業務等の効率化や新たな顧客

獲得等の付加価値向上（売上向

上）に資するＩＴの導入支援を

行います。 

小規模事業者が商工会・商工

会議所と一体となって取り組

む販路開拓、生産性向上等の取

組みを支援します。(持続化補

助金・展示会出展・商談会開催

の支援 等) 

なお、事業承継に積極的に取

り組む事業者による取組は重

点的に支援します。 
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（２） ※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。

募集 
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、補助金、融資制度を始めとした中小企業支援

情報の提供や各種相談窓口の紹介などのサポートも行いま

すので、ぜひ入居をご検討ください。 

なお、貸工場への入居企業選定にあたっては審査がありま

すので、詳しくは下記におたずねください。 

【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】 Ｂタイプ・・・３室（１６６．０５㎡/室）

【利用料金】 月額９９,６３０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】 ・応募締切：平成３０年２月１６日（金）

・面接審査：平成３０年２月下旬～３月上旬頃

・入居時期：平成３０年４月中旬（予定）

[室内] 

[外観] 
道　路

約17m

約11m

m9約m6.9約m6.9約m6.9約

至折尾

済

至黒崎

Ａタ

駐 車 場

Ｂタイプ
166.05㎡166.05㎡

Ｂタイプ Ｂタイプ
166.05㎡

募集① 募集② 募集③ 101.

【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:093-513-5300 

               北九州市産業経済局新成長戦略推進部中小企業振興課  TEL:093-873-1433

〈工場入居のメリット〉

○外部環境から隔離された空間で、夜間や早朝の作業も可能。 

○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。 

○南向きに窓が多く設置されており、工場内は明るい。 

○工場前に駐車スペースがある。（普通車で３台程度駐車可能）

○黒崎バイパス皇后崎ランプやＪＲ陣原駅からも近く、顧客 

との商談や立会にも便利。 

 ○市の中小企業支援施策情報が得られる。 

○中小企業の各種相談窓口との連携がスムーズ。 
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（３）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！

セミナー 

セミナー 

お知らせ 

●開催時期／Ｈ３０年１月より毎月１回程度（予定） 

●参加条件／若者ワークプラザ北九州へ求人掲載

をしている、又は掲載予定の市内企業 

●内容／企業の仕事内容、社員の様子、職場の雰

囲気等を求職者へ直接伝えるセミナー 

【申込・問い合わせ先】 北九州市産業経済局雇用政策課 担当：木村、中山 TEL：093-582-2419

「定着に向けた大卒採用 ３つの戦略」受講者募集中！
新卒、特に大卒の採用が困難な昨今。 

しかし、そのような状況下でも業界や企業規模に関わらず採用が成功する会社は確かに存在します。 

採用成功に導く手法を「３つの視点による戦略」でご説明します！ 

【日 時】平成３０年２月８日（木）１４：００～１６：３０

【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） 

【対 象】企業の経営者、人事・採用担当者等 

【定 員】６０名程度 

【受講料】無料 

【申込期限】平成３０年２月６日（火） 

【内容・講師】 

◆「定着に向けた大卒採用 ３つの戦略」

株式会社 就面 

   代表取締役 松田 剛次 氏 

◆トピックス～無期雇用転換ルールについて～

社会保険労務士 奥谷 紀子 氏 

中小建設業者が直面する現状や課題、そして今後

迎える大きな変化について、建設産業全体の政策面

と、住宅分野で大きな転換となるＺＥＨ（ネット・

ゼロ・エネルギー・ハウス）をテーマにわかりやす

く解説し、将来を見据えた経営を検討するための一

助とします。（受講には事前の申込みが必要です。）

※詳細は、中小企業振興課ホームページをご覧ください。

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700099.html

日時  平成 30 年 2 月 26 日（月）14：00～16：45 

会場  ﾐｸﾆﾜｰﾙﾄﾞｽﾀｼﾞｱﾑ北九州 1 階 会議室 2 

（小倉北区浅野 3-9-33） 

講師  （一財）建設業振興基金 総務部長 畑田 操 氏 

（一社）ＺＥＨ推進協議会 代表理事 小山 貴史 氏 

対象   市内中小建設業の経営者、後継者、管理者等 

定員   40 名(申込多数の場合は調整) 

参加費  無料 

申込み  FAX もしくはＨＰよりインターネットにて受付  

【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 

若者ワークプラザ北九州では、概ね４０歳未満の若者を対象に企業から求人をお預かりし、利用者

とのカウンセリングを通して、職業紹介を実施しています。そのほか、企業の魅力を求職者に伝える

セミナーの開催や職場体験も実施していますので、人材不足にお悩みの皆様、ぜひご活用ください！

【申込・問い合わせ先】   若者ワークプラザ北九州      TEL：093-531-4510 

地元企業ＰＩＣＫ ＵＰ

若者ワークプラザ 検索

●受入機関／３～５日間

●体験期間／１日あたり４～７時間程度        

●賃金等／職場体験のため賃金は発生しません

職場体験応援プログラム 
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（４） ※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。

お知らせ 

お知らせ 

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

北九州市とジェトロ北九州は、海外展開を目指す市内中小企業の皆様を後押しするため、事業計画の策定、

海外各国のビジネス環境情報の提供、専門家派遣（無料）、海外展示会への出展等販路拡大の取組など、様々

な支援メニューを用意しています。 

市内中小企業の皆様が、それら支援メニューと九州経済産業局、福岡県が用意する支援メニューをうまく活

用し、海外展開を進めることができるよう、説明会を実施いたします。 

説明会では、平成３０年度に予定する海外展開支援メニューの概要や上手な活用方法を紹介いたします。 

【日 時】 平成３０年２月２２日（木）

【セミナー】 １４：００～１６：３０

【場 所】 KIPRO ホール（小倉北区浅野３－８－１ AIM ビル８階）

【定 員】 ６０名

【主 催】 北九州貿易・投資ワンストップサービス（ＫＴＩ）センター

（北九州市、ジェトロ北九州、（公社）北九州貿易協会）

九州経済産業局 / 福岡県 / 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】 申込書（下記ＵＲＬ参照）に記入の上、ＦＡＸもしくはメールにてお申込ください。

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

【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 

海外展開を目指す市内企業の国際ビジネス人材確保支援のため、今年も留学生採用支援イベントを開催します！

北九州地域の大学キャリアセンターによる留学生採用説明会・相談会 開催（2/27 開催）

国内就職を希望する留学生は、各大学のキャリアセンターを活用して就職を決めることが多く、大学の 

キャリアセンターとのネットワークを持つことが留学生採用の近道です。北九州地域の大学キャリアセンター担

当者による留学生の就職状況に関する説明会・相談会を開催します。 

北九州会社合同説明会併催イベント 国際ビジネス人材交流フェア in 北九州 開催（3/14 開催）

市内企業との接点がないと困っている外国人留学生は少なくありません。 

北九州市では、留学生の就職活動を支援するために、会社合同説明会の併催イベントを開催しています。 

今年度より新規の取り組みとして、留学生と出展企業との面談事前マッチング を始めます。 

福岡県留学生サポートセンターによる留学生採用に関する相談コーナーも設けています。 

ぜひご活用ください！（同イベントを４月、７月にも開催予定） 

【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：田口・有田   TEL：093-551-3605 

【日 時】 平成３０年２月２７日（火） １５：００ ～ １７：００

【場 所】 KIPRO ホール（小倉北区浅野３－８－１ AIMビル８階）

【定 員】 ３０名程度

【参加費】 参加費無料（要事前申込）

※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！
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（５）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！

認定 
北九州市では、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“ものづくりのまち北九州”の発展を

支えてきた方々を『北九州マイスター』として認定・表彰しています。『北九州マイスター』の方々には、今後、様々な

技能伝承活動を通して、マイスターならではの“匠の技”を市内中小企業の技能者や若者へ伝授していただきます。

氏 名   （ 容内の能技）順音十五

千々和
ち ぢ わ

博之
ひろゆき

＜勤務先＞

㈱三井ハイテック

ワイヤー放電加工機械自体の精度では達成不可能な顧客からの要求に対し、材料の

変形やそりなどを考慮した効率よい加工が可能。また、加工機械やワイヤー、加工物

等を微細に調整し、放電ギャップも考慮したうえで、スチールのプレートから超硬・

超微細の刃物まで、±1/1000mm の公差で超精密加工を行う技能を有する。

各部品・機械メーカーにも積極的に改善提案を行い、ワイヤー直径の高精度化や超

硬専用水加工機械の高精度化など、部品や加工機械の開発にまで携わり、ワイヤー加

工産業の発展にも寄与している。

堤
つつみ

 和広
かずひろ

＜勤務先＞

山九㈱

回転機器計測器を用いるメーカーをも超越した、豊富な経験に基づいた触診で異常

を察知する、回転機器整備のスペシャリスト。取引先から指名が来るほど信頼が厚く、

産業への貢献度も高い。

化学プラントの回転機器の故障時に、緻密な計測等によりハンマー等での修繕で回

復可能と判断。稼働休止には至らず短時間で復旧させた。

知識や技能の伝承では、実際の工事や回転機器のオーバーホールを活用した具体的

な指導等を通じて、効果的な人材育成に取り組んでいる。

中井
な か い

ミヤ子
こ

＜勤務先＞

安川マニュファク

チャリング㈱

 インバータ製作におけるプリント基板の組立技能で特に重要な「手はんだ付け」の

熟練技能者。様々な新製品の開発・立ち上げの際に高品質のはんだ付け性を標準化し

生産に寄与。

はんだ付けの作業や教育、社内認定の基準を制定し、社内認定制度を確立。後進の

育成も長年続け、国内のみならず海外でも数多くの技術指導に取り組んでいる。

社内の育成にとどまらず、小学校等への技能伝承活動にも積極的に取り組んでいる。

（※北九州マイスターで初の女性マイスター）

野
の

﨑
ざき

 孝
たか

文
ふみ

＜勤務先＞

山九㈱

訓練を重ね、左右いずれの手でも高い水準の溶接が出来るという、非常に稀な技能を

有している。

非常に困難な条件の溶接に対して、経験、発想、知識を活用して無欠陥で正確な溶接

を実現してきた。「銅」と「鋼」といった異種材料溶接や、障害物により手が入り込む

隙間がないような厳しい条件下での配管溶接に対して、様々な経験を駆使して高品質な

溶接を実現する。

平成１０年度には全国溶接技術競技会で準優勝し、技能が国内トップレベルであるこ

とを証明した。

吉村
よしむら

 正浩
まさひろ

＜勤務先＞

新日鐵住金㈱

八幡製鐵所

冷延工場の電気保全業務に建設から 28年間従事し、工場の運転を制御する主幹制御装置

から大型溶接機に至るまで、幅広い知識と技能で稼働の安定化を担っている。

大型溶接機の円滑な立ち上げやメンテナンス方法の確立を始め、大型圧延機へ社内

初で導入された交流電動機の維持管理等に多大な貢献を果たし、冷延設備の電気保全

業務の第一人者として、保全者への教育も行っている。

機械・電気と要素毎に別々になっている設備概要を纏めて整理することで、要素間

の繋がりの見える化を推進。さらに、後進の育成では、問題解決型の勉強会を主催し、

若手社員の実力向上と設備トラブルの減少を両立させている。

「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！お気軽にご相談ください！

【お申込み・お問い合わせ先】 北九州マイスター技能伝承倶楽部事務局 ℡０９３－６６３－５５０７

〒802-0071 北九州市八幡東区東田二丁目２－１１（北九州ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ内）

分野：ワイヤー放電加工

分野：仕上げ（回転機器）

分野：電子機器組立(はんだ付け)

分野：溶接（特殊鋼配管）

分野：電気保全工

【事業全般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：093-582-2419

北九州マイスターの技術を伝授します！～ヘルプデスク事業～ 北九州マイスターヘルプ 検索
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（６） この紙は再生紙を使用しています。

募集 

お知らせ 
中小企業の自主的な経済活動を促進し、あわせて地域経済の発展に寄与することを目的に、北九州を代表

する財団法人のトップをお招きし、率直に語っていただきます。ご興味のある方は、ぜひご参加ください。

対談終了後には、交流会を開催します。 

■日時：平成 30 年 2 月 14 日（水） 

16:00～（15:30 開場） 

■場所：ステーションホテル小倉 5F「飛翔の間」 

■ゲストスピーカー 

八田 達夫 (公財)アジア成長研究所 所長 

（内閣官房国家戦略特区諮問会議議員） 

松永 守央 (公財)北九州産業学術推進機構 理事長 

■司会（質問係）

自見 榮祐 (一社)北九州中小企業団体連合会 会長 

■会費：無料（交流会は 5,000 円） 

■定員：100 名（定員になり次第締切） 

■交流会：18:00～ 

ステーションホテル小倉 4F「豊饒の間」 

【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:093-873-1430

中小企業支援センターでは、専門家派遣事業において、従来の「課題解決型」支援に加え、「出口・目標

伴走型」支援を行う「出口マッチング支援専門家」を募集しています。 

～このような専門家を募集します～

●業界事情に精通している、あるいは業界調査が可能

で、中小企業が保有する商品・サービスに適した出

口（取引先企業、卸・小売業者、ネット通販等）を特

定し、具体的なアポイント先を発掘等ができる方。 

●法人、業界団体、自治体、個人消費者向けの営業ル

ート、サービスをお持ちの方。あるいは、法人・個人

顧客を発掘する手法をアドバイス等ができる方。 

●プレゼン資料のブラッシュアップ等について具体的な

指導・アドバイスが出来る方。 

※募集対象とはならない専門家

■商品を買い取り（あるいは預かり）、手数料等を上

乗せして営業代行・販売することのみを行う方。 

■具体的な出口等を特定することなく、チラシ・PR

資料・HP の作成代行等を行う方。 

出口マッチング専門家は、通常の専門家登録要件を満たすことが条件です。登録要件や謝金・旅費等に

ついては、中小企業支援センターのホームページよりご確認ください。 http://www.ktc.ksrp.or.jp

「出口マッチング支援」とは�中小企業支援センターマネージャーが専門家と協働で、出口（販売先・取引先）

とのアポイント取りや、プレゼン機会の創出、ＰＲ資料のブラッシュアップ、メディア掲載・露出に向けたアプロ

ーチなど、中小企業の販路開拓・新規顧客獲得を目指し伴走型の支援を実施するものです。

業種（業界）は、問いません。特に北九州市内

で事業を営んでいる方、あるいは北九州市内在

住の方、歓迎いたします！

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★                                               ★ 
★                                               ★ 
★                                               ★ 
★                                               ★ 
★                                               ★ 
★                                               ★ 
★                                               ★ 
★                                               ★ 
★                                               ★ 
★                                               ★ 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

【問い合わせ先】  （一社）北九州中小企業団体連合会 担当：野瀬   TEL：093-531-0127 

【ゲストスピーカーへの質問】 

 ・IoT、AI の進化のスピード 

 ・北九州の交通インフラ 

 ・これからの自動車は電池か燃料電池か など

【昨年度の風景】


