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～今月のトピックス～

公益財団法人　北九州産業学術推進機構
理事長　松永　守央

ものづくり技術と情報技術の融合で、
　　　　　　　    新たなものづくりへ挑戦！

(公財)北九州産業学術推進機構理事長　新年挨拶 …1P
軽減税率制度の実施に向けての準備について …2P
個人事業者のための確定申告セミナー ほか ……3P

北九州マイスターヘルプデスクについて ほか …4P
「働き方改革」建設業向けセミナー ほか ………5P
ワークライフバランス表彰について ほか ……6P

　新年明けまして、おめでとうございます。
　皆様には、日頃から公益財団法人北九州産業学術推進機構(ＦＡＩＳ)の事業に対し、
ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
　さて、ＦＡＩＳは平成13年の財団設立以来、北九州学術研究都市を中心に、地域に
集積する大学・研究機関と産業界の橋渡し役として、また、中小企業・ベンチャー企業の総合的な支援機関
として活動してきました。
　本年も、地域企業の皆様の優れた製品・技術の開発や販売促進の支援、きめ細かな創業支援など、北九
州市のまち・ひと・しごと創生総合戦略の大きな柱である「北九州市にしごとをつくり、安心して働けるようにす
る」ための取組みに邁進していきたいと考えています。
　振り返りますと、昨年、ＦＡＩＳにとって大きな出来事がありました。ひとつは、情報通信分野で強みを持つ公
益財団法人九州ヒューマンメディア創造センターと合併し、ロボット・ＩｏＴ（モノのインターネット）の活用等による
地域企業への生産性向上に向けた支援を強化したことです。そして、こうした組織強化を機に、新たな行動
指針として新中期計画（2018年度～22年度）を策定し、ものづくり技術と情報技術の融合を進め、北九州市
の産業基盤の強化に寄与することを宣言したことです。
　ＦＡＩＳは多くのものづくり企業が存在する北九州地域の産業支援機関として、地域企業、特に中小企業と
大学との連携を推進する役割を担っていますが、最近ではＩｏＴやＡＩなど新しいものづくりシステムの活用が

急速に進んでおり、こうした動きや産業の新しい
姿を踏まえつつ、産学連携をさらに進めていく必
要があると考えています。関係機関の皆様に
は、一層のお力添えをよろしくお願いいたします。
　最後になりますが、皆様にとりまして、本年がよ
き年となりますことを心からお祈り申し上げます。



～軽減税率制度の実施に向け、準備状況を確認してみましょう～お知らせ

※ネットワーク北九州はデータ配信もしています！メルマガ登録をお願いします！2
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【問い合わせ先】　福岡国税局　消費税課　軽減税率制度係　TEL：０９２－４１１－００３１　（内線 ４２１２）

軽減税率制度の準備はお済みですか？
　ネットワーク北九州VOL.369（平成30年９月発行）では、消費税の軽減税率制度
の概要、ポイントについて解説を行い、事業者の方々は複数の準備が必要となる点
を説明しました。
　本号では、軽減税率制度の実施に向けて、事業者が具体的にどのような準備を行っていく
必要があるかを見ていきます。
　次の項目を参考に、ご自身の準備状況をご確認のうえ、準備がお済みでない項目がござい
ましたら、早めの準備をご検討ください。

ステップ１　軽減税率制度の内容の確認
軽減税率制度の実施時期、軽減税率の対象品目、仕入税額控除のための帳簿及び請求書等の記載事項、
納税事務（税額の計算）
事業者の準備を支援する仕組み：「軽減税率対策補助金」

※全国の税務署等で、事業者の方々に対する説明会を開催しておりますので、ぜひご参加ください。

ステップ 2　対応が必要な事項の把握と準備の開始
影響が生じる事務の確認及び業務手順の見直し

現行の帳簿及び請求書等の記載の仕方から区分記載請求書等保存方式への対応

会計システム等の導入・改修・入替え

軽減税率制度に対応したレジの導入・改修及び受発注システムの改修・入替え（「軽減税率対策補助金」
の活用の検討）

軽減税率対策補助金の交付申請手続き（一部ベンダーなどによる「代理申請制度」の利用が可能です。）

ステップ 3　売上・仕入商品の税率区分
売上・仕入商品に係る税率区分（軽減税率の対象取引の有無）の確認

ステップ4　業務手順の見直しやレジ・システムの操作確認
日々の商品管理や販売管理方法の見直し（商品マスタの見直し）

税率区分に応じた経理処理の見直し（経理処理マニュアルの整備）

納品書や請求書などの帳票の見直し（取引先との連絡・調整）

買換え又は改修したレジ・受発注システムの操作確認

商品ごとの税率区分等をシステムに登録（商品マスタの整備）

値札の付け替え、価格表示の変更準備

従業員への研修（説明会等への参加）、店頭などでの消費者向けの周知（店頭ポスターなど）

ステップ5　制度の実施に向けた本格的な準備
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【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

【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

セミナー
参加者募集

【問い合わせ先】　北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：松岡、中津留、北野　TEL：093-873-1433　　　　

お知らせ 平成３０年度第４四半期のセーフティネット保証５号のお知らせ！

「人手不足解消と企業の持続的発展へ向けた２つの改革」が開催されました！
北九州イクボス同盟イベント・経営者のための実学ナレッジセミナー

「個人事業者のための確定申告セミナー」受講者募集中！

207業種の確認 ： 中小企業庁トップページ>金融サポート>セーフティネット保証5号の対象業種を指定します
　　　　　　　　　（平成30年度第4四半期分）　　
業種の分類・内容  ： e-Stat(政府統計の総合窓口)トップページ>統計分類・調査項目>統計に用いる分類
　　　　　　　　　・用語>日本標準産業分類

　平成３１年１月１日から平成３１年３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。

　領収書などの帳票類の整理の仕方や帳簿の付け方から、決算書の作成方法、確定申告書の記載方法など、
経理と税金の基礎知識を学ぶ、個人事業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。

　11月21日（水）、北九州国際会議場（小倉北区浅野）で北九州イクボス同盟イベント・
経営者のための実学ナレッジセミナー『人手不足解消と企業の持続的発展へ向けた2
つの改革～「働き方改革」と「業務改善」が生み出す好循環～』を開催しました。
　基調講演には、株式会社リクルート専門役員・リクルートワークス研究所所長の大久
保幸夫氏をお招きし、『人手不足下の経営改革～「タスク・マネジメント」という方法～』
というテーマで豊富な実例をご紹介いただきながらご講演いただきました。
　パネルディスカッションでは、北九州市内のダイバーシティ実践企業にご登壇いた
だき、自社の課題や挑戦について発表していただきました。質疑応答の時間には参加
した企業経営者・人事担当者の皆様から多くの質問が寄せられ、活発な意見が交わさ
れました。

■日　時　平成31年1月25日（金）13:30～16:30
■会　場　北九州テクノセンタービル　多目的ホール
　　　　　　北九州市戸畑区中原新町2‐1
■対　象　事業所得のある個人事業者
　　　　　  ※事業所得以外の所得（不動産所得など）がある方
　　　　　　　は、計算方法や記載方法が異なりますので、対象
　　　　　　　とはなりません。
■受講料　1,000円／人
■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）
　 講義と演習を交えながら、皆様の理解を深めます。
　 　※電卓を持参してください！
■講　師　落合弘税理士事務所所長　落合　弘 氏
　　　　　　　中小企業支援センターマネージャー

確定申告って難しそうに感じませんか？初め
て申告される方や慣れていない方を対象に経
理と申告のポイントを基礎から分かりやすく
解説します。

指定業種の変更
１６７業種 ２０７業種

セミナー
ご報告
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【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

【問い合わせ先】　北九州マイスター技能伝承倶楽部事務局　担当：村上　　TEL：093-663-5507

募集 北九州マイスターの技術を伝授します
～ 北九州マイスターヘルプデスク事業 ～

「中小製造業における現場リーダーの育て方」が開催されました！
平成30年度　生産管理セミナーセミナー

ご報告

　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。
　その『北九州マイスター』が、技術上の課題を克服し、体力をつけようとする地域企業
の元へ出向き、技術指導を行います。
　是非、この機会に『北九州マイスター』に相談してみませんか。

技術指導項目

技術指導費用
  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

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）

申込み様式等はホームページからダウンロードできます。 ⇒  http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09901004.html
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　12月7日（金）、アジア太平洋インポートマート（AIMビル）〔小倉北区浅
野〕で生産管理セミナー『中小製造業における現場リーダーの育て方～プ
レイヤーからマネージャーへ進化させる方法～』を開催しました。

　講師には、合同会社ENコンサルティング代表の遠藤康浩氏をお招きし、
現在の中小製造業の皆様が抱える課題である、現場リーダーの育成を焦
点にご講演いただきました。

　当日は中小企業の経営者、管理・監督者、現場リーダーの方などが参加
され、講師の話に真剣に耳を傾けていました。

　参加者の皆様からは、「現場リーダーを育てるプロセスが良くわかった」
「話が具体的でわかりやすかった」「リーダー育成方法の改善や、組織の
意識改革をさっそく実践したい」といった意見が寄せられました。

【当日のプログラム】
①リーダーとは何か？　②リーダーに求められる思考法
③リーダー育成法　　　④リーダー育成過程で求められること

検 索検 索北九州マイスターヘルプデスク ※その他ご不明な点は遠慮なくお電話等でご相談ください。

※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。

※ネットワーク北九州はデータ配信もしています！メルマガ登録をお願いします！



昨年度建設業セミナー風景

発信している主な内容
●「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」など国の補助金の募集案内
● 販路拡大、技術開発、事業承継を支援するための市の助成金の募集案内
● 各種経営相談を行う窓口の紹介
● 経営に関するセミナーの紹介
● 中小企業に影響のある制度改正のお知らせ　　など

※ネットワーク北九州はデータ配信もしています！メルマガ登録をお願いします！5
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【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

　働き方改革関連法が成立し、平成３１年４月から順次施行されることになりました。働き方改革は、魅力ある職場
づくりを通じて人材の確保、業績の向上、利益増につなげる好循環を作り出すことが可能であり、人材不足に直面
する中小建設業者にとって、今後、積極的な取り組みが必要です。また、今回の法改正は広範囲にわたり、長年、
建設業が適用除外とされてきた、時間外労働規制が猶予期間を設けたうえで適用さることになるなど、その全体を
正確に把握する必要があります。
　今回のセミナーでは、働き方改革関連法で中小建設業者に直接関係する部分を中心に説明し、併せて中小建設業
者がまず取り組みやすい事例を紹介いたします。

　「ネットワーク北九州」（毎月1日発行）は、中小企業支援センターのホームページからも最新版をPDF形式でダウン
ロードすることができます。
この機会に、　発行お知らせのメルマガ登録 をしていただき、最新情報をご覧ください！

セミナー
参加者募集

平成30年度　建設業本業強化セミナー

～働き方改革関連法の影響と「働き方改革」への第一歩～
「今から始める、建設業における働き方改革講座」

『ネットワーク北九州』 メルマガ登録！

詳細は、北九州市ホームページでご確認ください。　　　　　　　　　　
北九州市　建設業本業強化セミナー 検 索検 索▷▷

ネットワーク北九州　メルマガ 検 索検 索▷▷

■日　時　平成31年2月19日(火)14：30～16：30
■会　場　アジア太平洋インポートマート(AIMビル)3階315会議室
　　　　　(小倉北区浅野3-8-1)
■講　師　福岡県働き方改革推進支援センター　
　　　　　河見　和彦 氏（社会保険労務士）
■対　象　中小建設業の経営者、管理者、総務担当者等
■定　員　40名(申込多数の場合は調整)
■参加料　無料（受講には事前の申込みが必要です。）
■申込み　FAXもしくはインターネットにて受付（2月1２日(火)まで）

＜登録方法＞ or



職域拡大 男性の
家庭参画

働き方の
見直し

職域拡大 両立支援

イクボス 両立支援 働き方の
見直し
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【問い合わせ先】北九州市女性活躍推進課　担当：西・藤木　TEL：５８２－２２０９

【問い合わせ先】　北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課　担当：小田、石松　TEL：０９３－５８２－２０５０

報告 第12回北九州市女性活躍･ワークライフバランス表彰 受賞者決定
　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
組み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１２回の表彰企業等を下記のとおり決定（企業部門
市長賞２社、奨励賞1社、個人部門 奨励賞1名）し、北九州市役所内にて表彰状授与式を行いました。
各受賞者の詳細につきましては、ＨＰ「はじめよう！ワーク・ライフ・バランス（http://wlb-kitakyushu.jp/commendation/）」をご覧ください。

セミナー
参加者募集「健康経営セミナー ～働く人の健康と生産性～」参加者募集中！
「健康経営」について、考えてみませんか？　
　企業の成長には、従業員一人ひとりが健康でいきいきと働くことが欠かせません。生産年齢人口が減少し「人材」の重
要性が高まるなか、従業員の健康管理を経営課題と捉え、働く人の健康について考えてみませんか。

■日　時　平成31年1月24日（木）14:00～17:00　　　   ■内　容　①「健康経営」とは
■会　場　西日本総合展示場新館AIM311会議室　　　　　　　　　②働く女性のパフォーマンス
■対象者　中小企業の経営者、管理者など　　　　　　　■講　師　①(株)サイズラーニング
■定　員　50名（定員になり次第、締切り）　　　　　　　　　　　　 専任コンサルタント　黒木怜香氏
■申　込　事前申込制・先着順　　　　　　　　　　　　　　　　　②Japan PMS Labo
　　　　　ＱＲコードまたはFAXにて、お申込みください。　　　　　　NPO法人九州ICT推進機構　理事長　瓜生尚希氏

【主な取組内容】
・ガイドブック配布や男性育休取得者の紹介など地道なPRで職場風土を醸成。全国平均(5.14％)を上回る取得率7.7％を達成
・育児休業制度を改定し、休業取得開始暦日5日間100％有給の特別休暇を導入
・「改善チーム」による改善の見える化、「女性ワーキンググループ」など作業見直し(改善件数170超)で作業時間を削減
・性別でなく個性をみて育成することで、女性の新たな役割へのチャレンジ意欲が向上、女性のいなかった分野への職域拡大
・定年後の再雇用制度を改定。短日数、短時間勤務などニーズに応じた雇用環境を整備

【主な取組内容】
・地域人材を活用することで、地域への雇用還元へとつなげるとともに派遣外注費用も削減
・「子連れ出勤」を認めることで、土日や長期休暇、急な休校などでも社員が安心して仕事に集中できる環境を整備
・次世代女性リーダー育成のため、社内外の研修に参加させるなど積極的に人材に投資

【主な取組内容】
・2年連続「健康経営優良法人」認定
・女性役職者の登用で、内勤と現場サイドとのコミュニケーションを活性化
・男性育児休業の取得や女性電気工事士採用などの実績で、世代間ギャップの強い「働き方」の意識改革を推進

株式会社 デンソー九州　輸送用機器製造業　八幡西区
「女性活躍推進」から「働き方」意識変革へ！製造業における「誰もが活躍できる働きやすい職場づくり」のモデルケースに！

異島電設株式会社　電気工事業　戸畑区
「当たり前」や「できることから」が自然に根付いた慣行と社内風土が働きやすさと女性の活躍を後押し

綿瀬 麻意子さん　アクセサリーブランドオーナー　戸畑区
「ライフシフト」で自分らしく紡いでいく
人生100年時代における女性の生き方、働き方のロールモデル

株式会社 プロデュース　福祉複合サービス業　八幡西区
自社内にとどまらない人材育成や個別の事情に合わせた働きやすい環境づくりなど、
会社経営に地域貢献を融合させた新しい経営スタイルの確立

詳しくは http://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000818478.pdf

「Itohen.M」代表

北九州市長と受賞者のみなさま北九州市長と受賞者のみなさま


