
VOL. ３６5 （毎月１日発行）～がんばる中小企業お役立ち情報～ ２０１８．5

発行／（公財）北九州産業学術推進機構（FAIS）中小企業支援センター TEL093-873-1430 FAX093-873-1450  http://www.ktc.ksrp.or.jp
　　　〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町2番1号（JR九州工大前駅北側、 北九州テクノセンタービル1階）　※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。　6

2018.5

※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。　5

2018.5

お知らせ

～今月のトピックス～

中小・小規模企業の課題解決を全力でお手伝いします！
中小企業支援センターをご利用ください！

　( 公財 ) 北九州産業学術推進機構　中小企業支援センターでは、北九州市内の中小・小規模企業者、創業予定者や
創業間もない方などを対象に、経営に関する相談、課題解決のための専門家派遣などを行っています。
　経験豊富なマネージャーやマッチングコーディネーター、弁護士や社会保険労務士などあらゆる相談に対応する専門相
談員など、スタッフ一同、中小・小規模企業の皆様に寄り添いながら課題解決を目指します。

募集 ～育む！ つながる！～
北九州市立起業家支援工場の入居者募集

　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。詳しくは下記問い合わせ先までおたずね
ください。

中小企業支援センターをご利用ください……1P
女性職場環境改善支援助成金……………… 2P
事業承継・Ｍ＆Ａ促進化事業助成金…………3P

テクノフェア in 九州 2018 …………………4P
中小企業大学校直方校受講料補助制度……5P
起業家支援工場入居者募集………………… 6P

◆中小企業・ベンチャー総合相談窓口
　中小・小規模企業や創業予定者の皆様が抱える幅広い悩みに総合的にお応えする相談窓口です。各分野の専門家が
「経営」「資金繰り」「法律」「税務」など各種相談に個別に応じます（事前予約制、無料）。
　  相談日時 月曜日から金曜日 （祝日、年末年始は除く）　午前９時～午後５時 （正午から午後１時は除く）
　  相談時間 原則として、1回１時間程度 （内容、予約状況により異なります）
　  申込方法 事前に電話でご予約ください　　TEL０９３－８７３－１４３０

◆専門家派遣（専門家によるコンサルティング）
　創業や経営革新に積極的に取り組もうとする中小・小規模企業者等が抱える様々な課題の解決や円満な事業展開に向
けて、各分野の専門家を企業に派遣します。
　 派遣テーマ 創業・新事業進出、販売戦略、営業力の強化など
　 派遣専門家 中小企業支援センターに登録している専門家 （約２３０名）
 中小企業診断士、技術士、税理士、社会保険労務士、ＩＴコーディネーターなど
　 派遣の流れ 電話連絡のうえ、「専門家派遣申請書」を提出してください。
　 費 用 負 担 １回目無料、２回目以降、１回につき１万円程度を負担していただきます。
　 １企業、年度内１０回を限度としています。

◆あなたのビジネスを熱烈サポートする中小企業支援センターのマネージャーを紹介します！
チーフマネージャー
かわ ばた　 ひろし

河端 宏
地元金融機関出身
経験を活かし、中小企
業の経営全般に関わ
る相談への支援をきめ
細かく行う。　

【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　TEL：093-873-1430
　　　　　　　　北九州市戸畑区中原新町２－１　北九州テクノセンタービル １階

マネージャー
さかい　たけ　し

堺 武志
合同会社 JEXPO
代表
技術士（総合技術監
理、建設、上下水道部
門）。中小企業の欧州
等海外向け販路開拓
支援にも取り組む。

マネージャー
も　も　　   み　か

百々 美香
合同会社企画室М
代表
企業ブランディング、
プロモーション企画
等。女性起業家支援に
も力を入れている。

マネージャー
おち あい   ひろむ

落合 弘
落合弘税理士事務所
所長
事業計画策定、資金調
達、会社設立事業承継
のアドバイスなど、総
合的な支援を行う。

【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。）
【受付期間】　随時募集中

ここがポイント！

この他にも・・・

① 2tの走行ホイストが利用可能　　　　　②大型車での搬入・搬出が可能　　　　　③ 南向きの大きな窓で採光確保

○ 外部環境から隔離された空間で、夜間や早朝の作業が可能
○ 工場前に駐車スペースあり（普通車で3台程度駐車可能）
○ トイレ、流し台設置済
○ 黒崎バイパス皇后崎ランプやJR陣原駅から近く、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

【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：中津留・北野 　TEL：093-873-1433　　　

お知らせ 中小企業の「人づくり」をサポートします！！

　平素より、中小企業大学校直方校の研修事業に、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
　今年度の直方校では、中小企業の皆様向けの研修を42コースご用意しています。
　研修テーマは、「管理者養成」「企業経営・経営戦略」「組織マネジメント」「財務管理」「販売・マーケティング」「人事組
織」「生産管理」など幅広い分野を網羅しており、どのコースも体系的に学ぶことができ、第一線で活躍している経験豊
富な講師陣による実践的な研修を実施しています。
　皆様のニーズに合わせた多彩なカリキュラムを提供し、中小企業の皆様の人材育成に貢献して参りたいと考えてお
りますので、引き続き、ご活用のほど、よろしくお願い申し上げます。

　北九州市では、中小企業大学校直方校へ研修生を派遣した中小企業者または中小企業団体を対象に、受講料の一
部を助成しています。平成30年度の補助対象研修コースは、以下の30コースです。

人材育成は中小企業大学校直方校にお任せください！
中小企業大学校直方校　校長　奥田  裕二

北九州市の直方校研修受講料の補助制度をご活用ください！

《平成30年度中小企業大学校直方校の補助対象研修コース一覧》

【問い合わせ先】　研修申込先：（独）中小企業基盤整備機構　九州本部　中小企業大学校直方校
　　　　　　　　TEL：0949-28-1144　　URL　http://www.smrj.go.jp/institute/nogata/
　　　　　　　　補助金申請先：北九州市産業経済局中小企業振興課　　TEL：093-873-1433

《受講料補助の概要》

テーマ No. コース名テーマ
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管
理
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新任管理者研修 Ⅰ
利益を生み出す業務改革・トラック運送業
次世代トップリーダーが学ぶ経営力強化講座
成功するための経営戦略の策定とその実践 
管理者のリーダーシップ強化講座
組織力を高めるコミュニケーション強化講座
部下指導の考え方・進め方
チームマネジメント強化講座
輝く女性のステップアップ講座
管理者のための問題発見・解決法
管理者のための実践的仕事管理術
会社を強くする人事・労務管理
社員と組織を成長させる人事制度構築
基本から学ぶ決算書の読み方講座
業務に活かす財務分析実践講座 サ

テ
ラ
イ

ト
ゼ
ミ

122
106
118
119
123
128
103
120
124
125
130
133
201
202

302

目標を実現する利益・資金計画の考え方と進め方
営業スキルの決め手
提案力を高める営業プレゼンテーション
成果が出る提案営業の実践法
可能性を切り拓く新規顧客開拓
売れる顧客が見える！攻めの営業計画の作り方
実践で学ぶ 5Sと目で見る管理Ⅰ
生産現場の改善の進め方
実践で学ぶ 5Sと目で見る管理Ⅱ
顧客からの信頼を高める品質管理の進め方
利益向上のためのコストダウンの進め方
生産性を向上させるリードタイム短縮の進め方
経営管理者養成コース〔第32期〕
工場管理者養成コース〔第25期〕
サテライトゼミ in 北九州　後継者養成ゼミナール
～次世代経営ビジョンの描き方～
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次の要件を全て満たす中小企業者または中小企業団体
1. 受 講 者　北九州市内にある事務所または事業所に勤務する方（経営者を含む）で、修了証書の交付を受けた方
2. 対象研修　上表の「平成 30年度　中小企業大学校直方校の補助対象研修コース」

受講生1名につき受講料の1／3以内 （1,000円未満の端数は切り捨て）

1. 申請期限　平成 31年 2月28日（木）まで 〔補助金の交付対象となる企業には、平成 31年 2月頃、市より補助金申請の案内
　　　　　　 を送付します。その後、申請手続きとなります。〕
2. 申請書類　補助金交付申請書、受講料の振込みが確認できる書類等
※詳細は市のホームページをご確認ください。 URL http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700051.html

交付対象

補助金額

交付申請
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募集「中小企業テクノフェアin九州2018」の出展者募集中！

第11回 山口県しんきん合同 ビジネスフェア2018開催！

　今年で27回目を迎える同フェアは、“ものづくり”に積極的に取り組み、自ら培っ
た技術力や高品質の新製品をもとに、積極的にビジネスマッチングと経営革新を目
指す元気な中小企業を募集します。コーディネータによる北九州主要企業との橋渡
しが特徴です。 ご出展及びご来場お待ちしております。

　下関市で、山口県内 3 信金（西中国信用金庫、萩山口信用金庫、東山口信用金庫）合同によるビジネスフェア
が開催されます。食品や、ものづくりの分野など、下関市をはじめ山口県内の約 130の企業・団体が出展予定です。
当日は、出展企業と自由に商談できますので、ご関心のある企業はぜひご参加ください。
　当フェアに関する詳細は、西中国信用金庫ホームページ《URL:http://www.nishichugoku.co.jp/》または、
下記の問い合わせ先に直接お尋ねください。
＊北九州市では、下関市と「ものづくり」の分野での交流を図るため、両市の事業に関する情報の相互発信などに
取り組んでいます。

お知らせ

お知らせ

平成30年 工業統計調査を実施します！
　平成 30 年工業統計調査は、従業者 4人以上の全ての製造事業所を対象に、平成 30 年 6月1日時
点で実施します。工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的とする政府の
重要な調査で、統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。
　調査の結果は、中小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施策のための基礎資料として利活用
されます。調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外（税の資料など）に使用すること
は絶対にありません。調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いいたします。

助成金
中小製造業者・建設業者が行う女性の人材確保や定着のための女性専用設備の設置を支援します！

「ものづくり中小企業・女性職場環境改善支援助成金」のご案内
　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。

助成金 事業承継計画の策定やM＆Aの着手など、
市内中小企業の円滑な事業承継を支援します！

事業承継・M＆A促進化事業助成金のご案内
　北九州市では、市内の中小企業が持つ優れた技術や経営資源を将来にわたって継続させ、雇用の場の確保などを図っ
ていくことを目的に、事業承継計画の策定やM＆Aに着手する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。

人材確保支援 北九州しごと☆まるごと情報局「企業応援サイト」
北九州市が運営する下記就職支援サイトに求人情報等を掲載できます。
企業のPR・人材確保の一環として、是非ご利用ください！

3. 交付要件
　（1） 交付決定日からその年度末までに終了（精算を含む）する事業であること。
　（2） 設備を設置する建物は、市内にあり、自社が所有し、事業の用に供する既存かつ常設のものであること。
　（3） 設置する設備は、常設のものであり、専ら従業員の使用に供するものであること。
　（4） 工事の施工（設計を含む）及び備品の購入については、市内の事業者に発注したものであること。
　　  （ただし、市外の事業者からしか購入できない備品は除く）
　（5） 国及び関係団体など他の補助金等の交付を受けていないこと又は受ける見込みのないこと。
　（6） 助成金の交付は、同一年度内及び同一設備において1事業者につき1回までとする。
　　   また、年度及び対象設備が変われば、1事業者につき前回の交付を含め2回を限度とする。
4. 対象経費
　（1） 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
5. 助成金額
　 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）
6. 募集期間
　 平成30年5月1日（火）から随時受付 （予算終了もしくは平成31年1月31日（木）まで）

1. 対象者　　　市内に本社及び事業所を有する中小企業者で要件を満たすもの。
2. 対象事業　　事業承継を目的に、税理士事務所、法律事務所、金融機関など、事業承継及びM＆Aに関する
　　　　　　 　専門的な知識及び実績を有する専門事業者に委託して行う事業のうち、以下に掲げるもの。
　　　　　　　（1） 事業承継計画の策定等 （親族内、従業員等承継）
　　　　　　　（2） M＆Aの仲介委託等 （第三者承継）　※買い手側によるものは対象外
3. 対象経費　　対象事業の実施に要する委託料等
4. 助成金額　　対象経費の2分の 1、上限 50万円 （千円未満の端数切捨て）
5. 募集期間　　5月1日から随時 （予算が無くなり次第終了）

［開催日時］　平成 30年 10月10日（水）～12日（金）3日間
［開催場所］　西日本総合展示場 （北九州市小倉北区浅野 3丁目8番 1号）
［出 展 料］　Aタイプ：154,000 円／ Bタイプ：280,000 円 （税込）
［申込締切］　平成 30年 7月17日（火） 

　日　時：平成３０年５月１６日（水）　１０：００～１６：００ （９：３０～オープニングセレモニー）
　場　所：海峡メッセ下関　アリーナ１階展示見本市会場 （下関市豊前田町３－３－１）
　内　容：食品・アグリビジネス、ＩＴ・ものづくり、住・エコビジネス、健康・医療福祉・介護　など
　入場料：無料

助成金の概要 助成金の概要

申込方法

【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

その他事業の詳細、申込方法（申請書の様式、必要書類等）などは下記の市ホームページを必ずご確認いただき、
お申し込みください。　URL　http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700001.html

申込方法等

新卒学生向け 一般求職者向け

【問い合わせ先】　北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：畑間（はたま）　TEL：093-873-1433

【問い合わせ先】（公財）北九州観光コンベンション協会　　担当：武藤　TEL:093-511-6800

【問い合わせ先】　山口県しんきん合同ビジネスフェア実行委員会事務局　TEL：083-227-2228

【問い合わせ先】　北九州市企画調整局企画課　担当：明瀨、花岡　TEL：093-582-2135【問い合わせ先】　北九州市産業経済局雇用政策課　TEL：093-582-2419　FAX：093-591-2566

その他事業の詳細など、下記ホームページにてご確認のうえお申込みください。
URL　http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700210.html

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、次項の交付要件を全て備えているもの。
　　（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

【実施例】　トイレ兼更衣室をパウダールーム付きトイレへ

（改修後）（改修前）

利用無料

●キタキュー就職ナビ （市内・市外近郊企業）
　（http://www.kitakyushushoku.com/）
●学生のための地元就職応援サイト （市内企業のみ）
　（http://www.shigotomarugoto.info/ui-turn/gakusei/）

●北九州市U・Iターン応援プロジェクト
　（http://www.shigotomarugoto.info/ui-turn/）
※ご希望に応じて、
　「若者ワークプラザ北九州」（相談窓口）
　 （http://www.shigotomarugoto.info/wakamono/）
　でも、求人をお預かりできます。

利用登録による3つのメリット
③市主催の就職
　イベント等の
　情報提供！

北九州しごと☆まるごと情報局　企業応援サイト　
（http://shigotomarugoto.info/company_pr/）

「しごとまるごと」で検索！
　→　右上の「企業の方はこちら」をクリック！

①一括登録で
　求職者・学生へ
　広くアピール！

②職業紹介
　サービスの利用　
　OK！

※詳細は、ホームページ （http://www.kyushu-tf.com/）をご覧ください。
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募集「中小企業テクノフェアin九州2018」の出展者募集中！

第11回 山口県しんきん合同 ビジネスフェア2018開催！

　今年で27回目を迎える同フェアは、“ものづくり”に積極的に取り組み、自ら培っ
た技術力や高品質の新製品をもとに、積極的にビジネスマッチングと経営革新を目
指す元気な中小企業を募集します。コーディネータによる北九州主要企業との橋渡
しが特徴です。 ご出展及びご来場お待ちしております。

　下関市で、山口県内 3 信金（西中国信用金庫、萩山口信用金庫、東山口信用金庫）合同によるビジネスフェア
が開催されます。食品や、ものづくりの分野など、下関市をはじめ山口県内の約 130の企業・団体が出展予定です。
当日は、出展企業と自由に商談できますので、ご関心のある企業はぜひご参加ください。
　当フェアに関する詳細は、西中国信用金庫ホームページ《URL:http://www.nishichugoku.co.jp/》または、
下記の問い合わせ先に直接お尋ねください。
＊北九州市では、下関市と「ものづくり」の分野での交流を図るため、両市の事業に関する情報の相互発信などに
取り組んでいます。

お知らせ

お知らせ

平成30年 工業統計調査を実施します！
　平成 30 年工業統計調査は、従業者 4人以上の全ての製造事業所を対象に、平成 30 年 6月1日時
点で実施します。工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的とする政府の
重要な調査で、統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。
　調査の結果は、中小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施策のための基礎資料として利活用
されます。調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外（税の資料など）に使用すること
は絶対にありません。調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いいたします。

助成金
中小製造業者・建設業者が行う女性の人材確保や定着のための女性専用設備の設置を支援します！

「ものづくり中小企業・女性職場環境改善支援助成金」のご案内
　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。

助成金 事業承継計画の策定やM＆Aの着手など、
市内中小企業の円滑な事業承継を支援します！

事業承継・M＆A促進化事業助成金のご案内
　北九州市では、市内の中小企業が持つ優れた技術や経営資源を将来にわたって継続させ、雇用の場の確保などを図っ
ていくことを目的に、事業承継計画の策定やM＆Aに着手する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。

人材確保支援 北九州しごと☆まるごと情報局「企業応援サイト」
北九州市が運営する下記就職支援サイトに求人情報等を掲載できます。
企業のPR・人材確保の一環として、是非ご利用ください！

3. 交付要件
　（1） 交付決定日からその年度末までに終了（精算を含む）する事業であること。
　（2） 設備を設置する建物は、市内にあり、自社が所有し、事業の用に供する既存かつ常設のものであること。
　（3） 設置する設備は、常設のものであり、専ら従業員の使用に供するものであること。
　（4） 工事の施工（設計を含む）及び備品の購入については、市内の事業者に発注したものであること。
　　  （ただし、市外の事業者からしか購入できない備品は除く）
　（5） 国及び関係団体など他の補助金等の交付を受けていないこと又は受ける見込みのないこと。
　（6） 助成金の交付は、同一年度内及び同一設備において1事業者につき1回までとする。
　　   また、年度及び対象設備が変われば、1事業者につき前回の交付を含め2回を限度とする。
4. 対象経費
　（1） 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
5. 助成金額
　 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）
6. 募集期間
　 平成30年5月1日（火）から随時受付 （予算終了もしくは平成31年1月31日（木）まで）

1. 対象者　　　市内に本社及び事業所を有する中小企業者で要件を満たすもの。
2. 対象事業　　事業承継を目的に、税理士事務所、法律事務所、金融機関など、事業承継及びM＆Aに関する
　　　　　　 　専門的な知識及び実績を有する専門事業者に委託して行う事業のうち、以下に掲げるもの。
　　　　　　　（1） 事業承継計画の策定等 （親族内、従業員等承継）
　　　　　　　（2） M＆Aの仲介委託等 （第三者承継）　※買い手側によるものは対象外
3. 対象経費　　対象事業の実施に要する委託料等
4. 助成金額　　対象経費の2分の 1、上限 50万円 （千円未満の端数切捨て）
5. 募集期間　　5月1日から随時 （予算が無くなり次第終了）

［開催日時］　平成 30年 10月10日（水）～12日（金）3日間
［開催場所］　西日本総合展示場 （北九州市小倉北区浅野 3丁目8番 1号）
［出 展 料］　Aタイプ：154,000 円／ Bタイプ：280,000 円 （税込）
［申込締切］　平成 30年 7月17日（火） 

　日　時：平成３０年５月１６日（水）　１０：００～１６：００ （９：３０～オープニングセレモニー）
　場　所：海峡メッセ下関　アリーナ１階展示見本市会場 （下関市豊前田町３－３－１）
　内　容：食品・アグリビジネス、ＩＴ・ものづくり、住・エコビジネス、健康・医療福祉・介護　など
　入場料：無料

助成金の概要 助成金の概要

申込方法

【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

その他事業の詳細、申込方法（申請書の様式、必要書類等）などは下記の市ホームページを必ずご確認いただき、
お申し込みください。　URL　http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700001.html

申込方法等

新卒学生向け 一般求職者向け

【問い合わせ先】　北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：畑間（はたま）　TEL：093-873-1433

【問い合わせ先】（公財）北九州観光コンベンション協会　　担当：武藤　TEL:093-511-6800

【問い合わせ先】　山口県しんきん合同ビジネスフェア実行委員会事務局　TEL：083-227-2228

【問い合わせ先】　北九州市企画調整局企画課　担当：明瀨、花岡　TEL：093-582-2135【問い合わせ先】　北九州市産業経済局雇用政策課　TEL：093-582-2419　FAX：093-591-2566

その他事業の詳細など、下記ホームページにてご確認のうえお申込みください。
URL　http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700210.html

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、次項の交付要件を全て備えているもの。
　　（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

【実施例】　トイレ兼更衣室をパウダールーム付きトイレへ

（改修後）（改修前）

利用無料

●キタキュー就職ナビ （市内・市外近郊企業）
　（http://www.kitakyushushoku.com/）
●学生のための地元就職応援サイト （市内企業のみ）
　（http://www.shigotomarugoto.info/ui-turn/gakusei/）

●北九州市U・Iターン応援プロジェクト
　（http://www.shigotomarugoto.info/ui-turn/）
※ご希望に応じて、
　「若者ワークプラザ北九州」（相談窓口）
　 （http://www.shigotomarugoto.info/wakamono/）
　でも、求人をお預かりできます。

利用登録による3つのメリット
③市主催の就職
　イベント等の
　情報提供！

北九州しごと☆まるごと情報局　企業応援サイト　
（http://shigotomarugoto.info/company_pr/）

「しごとまるごと」で検索！
　→　右上の「企業の方はこちら」をクリック！

①一括登録で
　求職者・学生へ
　広くアピール！

②職業紹介
　サービスの利用　
　OK！

※詳細は、ホームページ （http://www.kyushu-tf.com/）をご覧ください。
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募集「中小企業テクノフェアin九州2018」の出展者募集中！

第11回 山口県しんきん合同 ビジネスフェア2018開催！

　今年で27回目を迎える同フェアは、“ものづくり”に積極的に取り組み、自ら培っ
た技術力や高品質の新製品をもとに、積極的にビジネスマッチングと経営革新を目
指す元気な中小企業を募集します。コーディネータによる北九州主要企業との橋渡
しが特徴です。 ご出展及びご来場お待ちしております。

　下関市で、山口県内 3 信金（西中国信用金庫、萩山口信用金庫、東山口信用金庫）合同によるビジネスフェア
が開催されます。食品や、ものづくりの分野など、下関市をはじめ山口県内の約 130の企業・団体が出展予定です。
当日は、出展企業と自由に商談できますので、ご関心のある企業はぜひご参加ください。
　当フェアに関する詳細は、西中国信用金庫ホームページ《URL:http://www.nishichugoku.co.jp/》または、
下記の問い合わせ先に直接お尋ねください。
＊北九州市では、下関市と「ものづくり」の分野での交流を図るため、両市の事業に関する情報の相互発信などに
取り組んでいます。

お知らせ

お知らせ

平成30年 工業統計調査を実施します！
　平成 30 年工業統計調査は、従業者 4人以上の全ての製造事業所を対象に、平成 30 年 6月1日時
点で実施します。工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的とする政府の
重要な調査で、統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。
　調査の結果は、中小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施策のための基礎資料として利活用
されます。調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外（税の資料など）に使用すること
は絶対にありません。調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いいたします。

助成金
中小製造業者・建設業者が行う女性の人材確保や定着のための女性専用設備の設置を支援します！

「ものづくり中小企業・女性職場環境改善支援助成金」のご案内
　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。

助成金 事業承継計画の策定やM＆Aの着手など、
市内中小企業の円滑な事業承継を支援します！

事業承継・M＆A促進化事業助成金のご案内
　北九州市では、市内の中小企業が持つ優れた技術や経営資源を将来にわたって継続させ、雇用の場の確保などを図っ
ていくことを目的に、事業承継計画の策定やM＆Aに着手する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。

人材確保支援 北九州しごと☆まるごと情報局「企業応援サイト」
北九州市が運営する下記就職支援サイトに求人情報等を掲載できます。
企業のPR・人材確保の一環として、是非ご利用ください！

3. 交付要件
　（1） 交付決定日からその年度末までに終了（精算を含む）する事業であること。
　（2） 設備を設置する建物は、市内にあり、自社が所有し、事業の用に供する既存かつ常設のものであること。
　（3） 設置する設備は、常設のものであり、専ら従業員の使用に供するものであること。
　（4） 工事の施工（設計を含む）及び備品の購入については、市内の事業者に発注したものであること。
　　  （ただし、市外の事業者からしか購入できない備品は除く）
　（5） 国及び関係団体など他の補助金等の交付を受けていないこと又は受ける見込みのないこと。
　（6） 助成金の交付は、同一年度内及び同一設備において1事業者につき1回までとする。
　　   また、年度及び対象設備が変われば、1事業者につき前回の交付を含め2回を限度とする。
4. 対象経費
　（1） 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
5. 助成金額
　 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）
6. 募集期間
　 平成30年5月1日（火）から随時受付 （予算終了もしくは平成31年1月31日（木）まで）

1. 対象者　　　市内に本社及び事業所を有する中小企業者で要件を満たすもの。
2. 対象事業　　事業承継を目的に、税理士事務所、法律事務所、金融機関など、事業承継及びM＆Aに関する
　　　　　　 　専門的な知識及び実績を有する専門事業者に委託して行う事業のうち、以下に掲げるもの。
　　　　　　　（1） 事業承継計画の策定等 （親族内、従業員等承継）
　　　　　　　（2） M＆Aの仲介委託等 （第三者承継）　※買い手側によるものは対象外
3. 対象経費　　対象事業の実施に要する委託料等
4. 助成金額　　対象経費の2分の 1、上限 50万円 （千円未満の端数切捨て）
5. 募集期間　　5月1日から随時 （予算が無くなり次第終了）

［開催日時］　平成 30年 10月10日（水）～12日（金）3日間
［開催場所］　西日本総合展示場 （北九州市小倉北区浅野 3丁目8番 1号）
［出 展 料］　Aタイプ：154,000 円／ Bタイプ：280,000 円 （税込）
［申込締切］　平成 30年 7月17日（火） 

　日　時：平成３０年５月１６日（水）　１０：００～１６：００ （９：３０～オープニングセレモニー）
　場　所：海峡メッセ下関　アリーナ１階展示見本市会場 （下関市豊前田町３－３－１）
　内　容：食品・アグリビジネス、ＩＴ・ものづくり、住・エコビジネス、健康・医療福祉・介護　など
　入場料：無料

助成金の概要 助成金の概要

申込方法

【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

その他事業の詳細、申込方法（申請書の様式、必要書類等）などは下記の市ホームページを必ずご確認いただき、
お申し込みください。　URL　http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700001.html

申込方法等

新卒学生向け 一般求職者向け

【問い合わせ先】　北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：畑間（はたま）　TEL：093-873-1433

【問い合わせ先】（公財）北九州観光コンベンション協会　　担当：武藤　TEL:093-511-6800

【問い合わせ先】　山口県しんきん合同ビジネスフェア実行委員会事務局　TEL：083-227-2228

【問い合わせ先】　北九州市企画調整局企画課　担当：明瀨、花岡　TEL：093-582-2135【問い合わせ先】　北九州市産業経済局雇用政策課　TEL：093-582-2419　FAX：093-591-2566

その他事業の詳細など、下記ホームページにてご確認のうえお申込みください。
URL　http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700210.html

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、次項の交付要件を全て備えているもの。
　　（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

【実施例】　トイレ兼更衣室をパウダールーム付きトイレへ

（改修後）（改修前）

利用無料

●キタキュー就職ナビ （市内・市外近郊企業）
　（http://www.kitakyushushoku.com/）
●学生のための地元就職応援サイト （市内企業のみ）
　（http://www.shigotomarugoto.info/ui-turn/gakusei/）

●北九州市U・Iターン応援プロジェクト
　（http://www.shigotomarugoto.info/ui-turn/）
※ご希望に応じて、
　「若者ワークプラザ北九州」（相談窓口）
　 （http://www.shigotomarugoto.info/wakamono/）
　でも、求人をお預かりできます。

利用登録による3つのメリット
③市主催の就職
　イベント等の
　情報提供！

北九州しごと☆まるごと情報局　企業応援サイト　
（http://shigotomarugoto.info/company_pr/）

「しごとまるごと」で検索！
　→　右上の「企業の方はこちら」をクリック！

①一括登録で
　求職者・学生へ
　広くアピール！

②職業紹介
　サービスの利用　
　OK！

※詳細は、ホームページ （http://www.kyushu-tf.com/）をご覧ください。

経済産業省
福岡県
北九州市

工業統計
キャラクター
コウちゃん
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お知らせ

～今月のトピックス～

中小・小規模企業の課題解決を全力でお手伝いします！
中小企業支援センターをご利用ください！

　( 公財 ) 北九州産業学術推進機構　中小企業支援センターでは、北九州市内の中小・小規模企業者、創業予定者や
創業間もない方などを対象に、経営に関する相談、課題解決のための専門家派遣などを行っています。
　経験豊富なマネージャーやマッチングコーディネーター、弁護士や社会保険労務士などあらゆる相談に対応する専門相
談員など、スタッフ一同、中小・小規模企業の皆様に寄り添いながら課題解決を目指します。

募集 ～育む！ つながる！～
北九州市立起業家支援工場の入居者募集

　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。詳しくは下記問い合わせ先までおたずね
ください。

中小企業支援センターをご利用ください……1P
女性職場環境改善支援助成金……………… 2P
事業承継・Ｍ＆Ａ促進化事業助成金…………3P

テクノフェア in 九州 2018 …………………4P
中小企業大学校直方校受講料補助制度……5P
起業家支援工場入居者募集………………… 6P

◆中小企業・ベンチャー総合相談窓口
　中小・小規模企業や創業予定者の皆様が抱える幅広い悩みに総合的にお応えする相談窓口です。各分野の専門家が
「経営」「資金繰り」「法律」「税務」など各種相談に個別に応じます（事前予約制、無料）。
　  相談日時 月曜日から金曜日 （祝日、年末年始は除く）　午前９時～午後５時 （正午から午後１時は除く）
　  相談時間 原則として、1回１時間程度 （内容、予約状況により異なります）
　  申込方法 事前に電話でご予約ください　　TEL０９３－８７３－１４３０

◆専門家派遣（専門家によるコンサルティング）
　創業や経営革新に積極的に取り組もうとする中小・小規模企業者等が抱える様々な課題の解決や円満な事業展開に向
けて、各分野の専門家を企業に派遣します。
　 派遣テーマ 創業・新事業進出、販売戦略、営業力の強化など
　 派遣専門家 中小企業支援センターに登録している専門家 （約２３０名）
 中小企業診断士、技術士、税理士、社会保険労務士、ＩＴコーディネーターなど
　 派遣の流れ 電話連絡のうえ、「専門家派遣申請書」を提出してください。
　 費 用 負 担 １回目無料、２回目以降、１回につき１万円程度を負担していただきます。
　 １企業、年度内１０回を限度としています。

◆あなたのビジネスを熱烈サポートする中小企業支援センターのマネージャーを紹介します！
チーフマネージャー
かわ ばた　 ひろし

河端 宏
地元金融機関出身
経験を活かし、中小企
業の経営全般に関わ
る相談への支援をきめ
細かく行う。　

【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　TEL：093-873-1430
　　　　　　　　北九州市戸畑区中原新町２－１　北九州テクノセンタービル １階

マネージャー
さかい　たけ　し

堺 武志
合同会社 JEXPO
代表
技術士（総合技術監
理、建設、上下水道部
門）。中小企業の欧州
等海外向け販路開拓
支援にも取り組む。

マネージャー
も　も　　   み　か

百々 美香
合同会社企画室М
代表
企業ブランディング、
プロモーション企画
等。女性起業家支援に
も力を入れている。

マネージャー
おち あい   ひろむ

落合 弘
落合弘税理士事務所
所長
事業計画策定、資金調
達、会社設立事業承継
のアドバイスなど、総
合的な支援を行う。

【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。）
【受付期間】　随時募集中

ここがポイント！

この他にも・・・

① 2tの走行ホイストが利用可能　　　　　②大型車での搬入・搬出が可能　　　　　③ 南向きの大きな窓で採光確保

○ 外部環境から隔離された空間で、夜間や早朝の作業が可能
○ 工場前に駐車スペースあり（普通車で3台程度駐車可能）
○ トイレ、流し台設置済
○ 黒崎バイパス皇后崎ランプやJR陣原駅から近く、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

【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：中津留・北野 　TEL：093-873-1433　　　

お知らせ 中小企業の「人づくり」をサポートします！！

　平素より、中小企業大学校直方校の研修事業に、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
　今年度の直方校では、中小企業の皆様向けの研修を42コースご用意しています。
　研修テーマは、「管理者養成」「企業経営・経営戦略」「組織マネジメント」「財務管理」「販売・マーケティング」「人事組
織」「生産管理」など幅広い分野を網羅しており、どのコースも体系的に学ぶことができ、第一線で活躍している経験豊
富な講師陣による実践的な研修を実施しています。
　皆様のニーズに合わせた多彩なカリキュラムを提供し、中小企業の皆様の人材育成に貢献して参りたいと考えてお
りますので、引き続き、ご活用のほど、よろしくお願い申し上げます。

　北九州市では、中小企業大学校直方校へ研修生を派遣した中小企業者または中小企業団体を対象に、受講料の一
部を助成しています。平成30年度の補助対象研修コースは、以下の30コースです。

人材育成は中小企業大学校直方校にお任せください！
中小企業大学校直方校　校長　奥田  裕二

北九州市の直方校研修受講料の補助制度をご活用ください！

《平成30年度中小企業大学校直方校の補助対象研修コース一覧》

【問い合わせ先】　研修申込先：（独）中小企業基盤整備機構　九州本部　中小企業大学校直方校
　　　　　　　　TEL：0949-28-1144　　URL　http://www.smrj.go.jp/institute/nogata/
　　　　　　　　補助金申請先：北九州市産業経済局中小企業振興課　　TEL：093-873-1433

《受講料補助の概要》

テーマ No. コース名テーマ

財
務

管
理

101
110
114
121
102
105
107
111
113
127
134
112
126
104
116

新任管理者研修 Ⅰ
利益を生み出す業務改革・トラック運送業
次世代トップリーダーが学ぶ経営力強化講座
成功するための経営戦略の策定とその実践 
管理者のリーダーシップ強化講座
組織力を高めるコミュニケーション強化講座
部下指導の考え方・進め方
チームマネジメント強化講座
輝く女性のステップアップ講座
管理者のための問題発見・解決法
管理者のための実践的仕事管理術
会社を強くする人事・労務管理
社員と組織を成長させる人事制度構築
基本から学ぶ決算書の読み方講座
業務に活かす財務分析実践講座 サ

テ
ラ
イ

ト
ゼ
ミ

122
106
118
119
123
128
103
120
124
125
130
133
201
202

302

目標を実現する利益・資金計画の考え方と進め方
営業スキルの決め手
提案力を高める営業プレゼンテーション
成果が出る提案営業の実践法
可能性を切り拓く新規顧客開拓
売れる顧客が見える！攻めの営業計画の作り方
実践で学ぶ 5Sと目で見る管理Ⅰ
生産現場の改善の進め方
実践で学ぶ 5Sと目で見る管理Ⅱ
顧客からの信頼を高める品質管理の進め方
利益向上のためのコストダウンの進め方
生産性を向上させるリードタイム短縮の進め方
経営管理者養成コース〔第32期〕
工場管理者養成コース〔第25期〕
サテライトゼミ in 北九州　後継者養成ゼミナール
～次世代経営ビジョンの描き方～

No. コース名

企
業
経
営 

・

　
経
営
戦
略

組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

人
事・

組
織

財務

販
売・マ
ー
ケ

　
　
テ
ィ
ン
グ

生
産
管
理

管
理
者

　
養
成

次の要件を全て満たす中小企業者または中小企業団体
1. 受 講 者　北九州市内にある事務所または事業所に勤務する方（経営者を含む）で、修了証書の交付を受けた方
2. 対象研修　上表の「平成 30年度　中小企業大学校直方校の補助対象研修コース」

受講生1名につき受講料の1／3以内 （1,000円未満の端数は切り捨て）

1. 申請期限　平成 31年 2月28日（木）まで 〔補助金の交付対象となる企業には、平成 31年 2月頃、市より補助金申請の案内
　　　　　　 を送付します。その後、申請手続きとなります。〕
2. 申請書類　補助金交付申請書、受講料の振込みが確認できる書類等
※詳細は市のホームページをご確認ください。 URL http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700051.html

交付対象

補助金額

交付申請
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中小・小規模企業の課題解決を全力でお手伝いします！
中小企業支援センターをご利用ください！

　( 公財 ) 北九州産業学術推進機構　中小企業支援センターでは、北九州市内の中小・小規模企業者、創業予定者や
創業間もない方などを対象に、経営に関する相談、課題解決のための専門家派遣などを行っています。
　経験豊富なマネージャーやマッチングコーディネーター、弁護士や社会保険労務士などあらゆる相談に対応する専門相
談員など、スタッフ一同、中小・小規模企業の皆様に寄り添いながら課題解決を目指します。

募集 ～育む！ つながる！～
北九州市立起業家支援工場の入居者募集

　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。詳しくは下記問い合わせ先までおたずね
ください。

中小企業支援センターをご利用ください……1P
女性職場環境改善支援助成金……………… 2P
事業承継・Ｍ＆Ａ促進化事業助成金…………3P

テクノフェア in 九州 2018 …………………4P
中小企業大学校直方校受講料補助制度……5P
起業家支援工場入居者募集………………… 6P

◆中小企業・ベンチャー総合相談窓口
　中小・小規模企業や創業予定者の皆様が抱える幅広い悩みに総合的にお応えする相談窓口です。各分野の専門家が
「経営」「資金繰り」「法律」「税務」など各種相談に個別に応じます（事前予約制、無料）。
　  相談日時 月曜日から金曜日 （祝日、年末年始は除く）　午前９時～午後５時 （正午から午後１時は除く）
　  相談時間 原則として、1回１時間程度 （内容、予約状況により異なります）
　  申込方法 事前に電話でご予約ください　　TEL０９３－８７３－１４３０

◆専門家派遣（専門家によるコンサルティング）
　創業や経営革新に積極的に取り組もうとする中小・小規模企業者等が抱える様々な課題の解決や円満な事業展開に向
けて、各分野の専門家を企業に派遣します。
　 派遣テーマ 創業・新事業進出、販売戦略、営業力の強化など
　 派遣専門家 中小企業支援センターに登録している専門家 （約２３０名）
 中小企業診断士、技術士、税理士、社会保険労務士、ＩＴコーディネーターなど
　 派遣の流れ 電話連絡のうえ、「専門家派遣申請書」を提出してください。
　 費 用 負 担 １回目無料、２回目以降、１回につき１万円程度を負担していただきます。
　 １企業、年度内１０回を限度としています。

◆あなたのビジネスを熱烈サポートする中小企業支援センターのマネージャーを紹介します！
チーフマネージャー
かわ ばた　 ひろし

河端 宏
地元金融機関出身
経験を活かし、中小企
業の経営全般に関わ
る相談への支援をきめ
細かく行う。　

【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　TEL：093-873-1430
　　　　　　　　北九州市戸畑区中原新町２－１　北九州テクノセンタービル １階

マネージャー
さかい　たけ　し

堺 武志
合同会社 JEXPO
代表
技術士（総合技術監
理、建設、上下水道部
門）。中小企業の欧州
等海外向け販路開拓
支援にも取り組む。

マネージャー
も　も　　   み　か

百々 美香
合同会社企画室М
代表
企業ブランディング、
プロモーション企画
等。女性起業家支援に
も力を入れている。

マネージャー
おち あい   ひろむ

落合 弘
落合弘税理士事務所
所長
事業計画策定、資金調
達、会社設立事業承継
のアドバイスなど、総
合的な支援を行う。

【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。）
【受付期間】　随時募集中

ここがポイント！

この他にも・・・

① 2tの走行ホイストが利用可能　　　　　②大型車での搬入・搬出が可能　　　　　③ 南向きの大きな窓で採光確保

○ 外部環境から隔離された空間で、夜間や早朝の作業が可能
○ 工場前に駐車スペースあり（普通車で3台程度駐車可能）
○ トイレ、流し台設置済
○ 黒崎バイパス皇后崎ランプやJR陣原駅から近く、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

【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：中津留・北野 　TEL：093-873-1433　　　

お知らせ 中小企業の「人づくり」をサポートします！！

　平素より、中小企業大学校直方校の研修事業に、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
　今年度の直方校では、中小企業の皆様向けの研修を42コースご用意しています。
　研修テーマは、「管理者養成」「企業経営・経営戦略」「組織マネジメント」「財務管理」「販売・マーケティング」「人事組
織」「生産管理」など幅広い分野を網羅しており、どのコースも体系的に学ぶことができ、第一線で活躍している経験豊
富な講師陣による実践的な研修を実施しています。
　皆様のニーズに合わせた多彩なカリキュラムを提供し、中小企業の皆様の人材育成に貢献して参りたいと考えてお
りますので、引き続き、ご活用のほど、よろしくお願い申し上げます。

　北九州市では、中小企業大学校直方校へ研修生を派遣した中小企業者または中小企業団体を対象に、受講料の一
部を助成しています。平成30年度の補助対象研修コースは、以下の30コースです。

人材育成は中小企業大学校直方校にお任せください！
中小企業大学校直方校　校長　奥田  裕二

北九州市の直方校研修受講料の補助制度をご活用ください！

《平成30年度中小企業大学校直方校の補助対象研修コース一覧》

【問い合わせ先】　研修申込先：（独）中小企業基盤整備機構　九州本部　中小企業大学校直方校
　　　　　　　　TEL：0949-28-1144　　URL　http://www.smrj.go.jp/institute/nogata/
　　　　　　　　補助金申請先：北九州市産業経済局中小企業振興課　　TEL：093-873-1433

《受講料補助の概要》

テーマ No. コース名テーマ

財
務

管
理

101
110
114
121
102
105
107
111
113
127
134
112
126
104
116

新任管理者研修 Ⅰ
利益を生み出す業務改革・トラック運送業
次世代トップリーダーが学ぶ経営力強化講座
成功するための経営戦略の策定とその実践 
管理者のリーダーシップ強化講座
組織力を高めるコミュニケーション強化講座
部下指導の考え方・進め方
チームマネジメント強化講座
輝く女性のステップアップ講座
管理者のための問題発見・解決法
管理者のための実践的仕事管理術
会社を強くする人事・労務管理
社員と組織を成長させる人事制度構築
基本から学ぶ決算書の読み方講座
業務に活かす財務分析実践講座 サ

テ
ラ
イ

ト
ゼ
ミ

122
106
118
119
123
128
103
120
124
125
130
133
201
202

302

目標を実現する利益・資金計画の考え方と進め方
営業スキルの決め手
提案力を高める営業プレゼンテーション
成果が出る提案営業の実践法
可能性を切り拓く新規顧客開拓
売れる顧客が見える！攻めの営業計画の作り方
実践で学ぶ 5Sと目で見る管理Ⅰ
生産現場の改善の進め方
実践で学ぶ 5Sと目で見る管理Ⅱ
顧客からの信頼を高める品質管理の進め方
利益向上のためのコストダウンの進め方
生産性を向上させるリードタイム短縮の進め方
経営管理者養成コース〔第32期〕
工場管理者養成コース〔第25期〕
サテライトゼミ in 北九州　後継者養成ゼミナール
～次世代経営ビジョンの描き方～

No. コース名

企
業
経
営 

・

　
経
営
戦
略

組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

人
事・

組
織

財務

販
売・マ
ー
ケ

　
　
テ
ィ
ン
グ

生
産
管
理

管
理
者

　
養
成

次の要件を全て満たす中小企業者または中小企業団体
1. 受 講 者　北九州市内にある事務所または事業所に勤務する方（経営者を含む）で、修了証書の交付を受けた方
2. 対象研修　上表の「平成 30年度　中小企業大学校直方校の補助対象研修コース」

受講生1名につき受講料の1／3以内 （1,000円未満の端数は切り捨て）

1. 申請期限　平成 31年 2月28日（木）まで 〔補助金の交付対象となる企業には、平成 31年 2月頃、市より補助金申請の案内
　　　　　　 を送付します。その後、申請手続きとなります。〕
2. 申請書類　補助金交付申請書、受講料の振込みが確認できる書類等
※詳細は市のホームページをご確認ください。 URL http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700051.html

交付対象

補助金額

交付申請


