
固定資産税ゼロ特例事業（先端設備等導入計画）認定企業紹介紹介

有限会社BMハイドリック

　北九州市では、中小企業者の労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等導入計画の認定を行ってい
ます。この認定を受け一定の要件を満たした場合、固定資産税のゼロ特例を活用することができます。特例の
対象となった企業を導入設備と併せてご紹介します。

　有限会社BMハイドリックはステンレス・アルミ・銅・チタンの板
金、各種タンク・フレーム制作などの精密加工を得意とする会社で、
食品・医療・半導体関連の工場における計量器や包装機部品を製造し
ています。
　今回新しい設備を導入することにより、これまで生じていた３つの
課題の改善を目指しています。1つ目は作業者の技能や経験によりバ
ラつきが生じていた曲げ加工の品質の平準化です。次に、曲げ加工の
切替設定を自動化することによる作業時間の短縮です。最後はこれま
で人手が必要であった大型金属板の曲げ加工の1人作業を可能にし、
全体の人員配置を適正化することです。
　これらの課題を解決することで、増産体制の構築や納期の短縮によ
る新規顧客獲得、人員配置の適正化による働き方改革の実現を目指し
ています。

株式会社九州鉄筋加工センター
　株式会社九州鉄筋加工センターは充実した設備と高い技術力を持
ち、適切な在庫管理で高品質かつ迅速な納品に強みを持つ鉄筋加工業
者です。今回、新たな設備を導入し更なる作業時間の短縮と加工精度
のバラつきや不良品発生の改善を目指します。
　加えて、今回導入する機械では曲げ加工に従事する職員の高度な加
工技術習得の必要がなくなるため、短期間での人材育成や柔軟な人員
配置ができるようになり、新たな人材確保も容易になります。
　また、これまでの経験・技術を活かし技術力のさらなる向上に取り
組むことで新たな製品開発や付加価値サービスの提供が可能となり、
売り上げや利益率の向上も期待できます。
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【申込み・問い合わせ先】 事業承継研究会（弁護士法人大手町法律事務所内） 担当：中野　TEL：093-571-0220
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◆法人事業承継税制の抜本拡充（相続税・贈与税）
　事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」が、平成30年度より抜本的に拡充されています。
　主な内容は以下のとおりです。

お知らせ 拡充された「事業承継税制」をご存知ですか？

◎事業承継の際に納税猶予となる株式数の上限を撤廃。承継時の税負担がゼロに。
◎親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者（最大３人）への承継も対象に。
◎税制適用後５年間の雇用維持要件未達成の場合も猶予が継続可能に。
◎承継後の後継者が自主廃業などを行う場合の納税額算定を、承継時の株価から廃業などの時点での株価へ。

◆Ｎｅｗ！　個人版事業承継税制の創設
　個人事業者についても、平成31年度より10年間限定で、多様な事業用資産の継承に係る相続税・贈与税を
100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。主な内容は以下のとおりです。

◆税制拡充に伴い、利用者が飛躍的に増加しています
　法人事業承継税制の拡充前は平成20年～30年度の11年間で2,500件の利用でしたが、拡充後は、平成30
年度の12か月間だけで2,931件の申請がなされています。
　また個人版事業承継税制についても、平成29年度の認定件数は年間400件程度でしたが、制度創設後の申
請件数は年間6,000件に迫る勢いとなっています。

◆事業承継税制をもっと詳しく知るには
　国税庁ホームページ「事業承継税制特集」をご覧ください。
　【　URL：https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm　】
　また、北九州市では事業承継やM&Aをご検討の法人・個人事業者の方が利用可能な、専門家による訪問相談（相
談料無料）を実施しています。事業承継税制についても親切丁寧なアドバイスが可能ですので、ぜひご利用ください。

　北九州市では、事業承継に精通した弁護士・税理士・中小企業診断士で構成された「事業承継研究会」に運
営を委託し、無料の訪問相談を実施しています。
　事業承継税制に関するご相談はもちろん、事業承継やM&Aに関して知りたいこと・お悩み事がありました
ら、ぜひ専門家にご相談ください！

◎多様な事業用資産が対象。（土地建物、機械器具備品、車両運搬具、無形償却資産など）
◎生前贈与による早期の事業承継準備を支援するため、相続税だけでなく贈与税も対象。
◎承継時の後継者の現金負担をゼロにするため、納税額の全額が納税猶予。
◎10年間の時限措置（平成31年1月1日～令和10年12月31日の間に行われる相続・贈与が対象）

　事業承継の専門家（弁護士、税理士、中小企業診断士）がご希望の場所を訪問し、事業承継に取り組
むうえでの初期相談から課題の深掘り、方針決めまで、相談者のご要望に応じて対応します。相談内容
に最適な専門家がペアで伺いますので、ワンストップでの対応が可能です。
 「自社株の評価手法」、「相続税・贈与税の対策」、「株式分散の問題」、「経営改善の相談」といった専
門的なものを含め、事業承継に関することは何でもご相談ください。
【回　数】　1企業3回まで　【相談料】　無料（要事前申込）

中小企業の円滑な事業承継をサポートします！

専門家による訪問相談　【申込随時受付中！】



北九州学術研究都市フォーラムを開催！募集

※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。3
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　人口減少・超高齢化社会という危機的局面を迎える中、将来を見据えた「変革」が求められています。
　本フォーラムは、「生産性向上・テクノロジーイノベーション」を共通テーマとして、社会経済情勢の現状
認識を共有し、課題対応への方向性を考える契機とすることを目的に開催します。
　中小企業の生産性向上や新たなビジネスのヒントをお探しの方はもちろん、北九州学術研究都市にいらっ
しゃったことのない方も、ぜひこの機会にご来場ください！
　基調講演、研究交流会など、各プログラムについては、事前に参加申込みを受け付けておりますので、北九
州学術研究都市フォーラムホームページ（URL：下記参照）からお申込みください。

会期 ： 令和元年１０月３０日(水)・３１日(木)　　　　　　
場所 ： 北九州学術研究都市（北九州市若松区ひびきの）

【問い合わせ先】（公財）北九州産業学術推進機構　総務企画部　企画広報課　担当：神河・由元・江藤　TEL：093-695-3111

＜詳細と参加申込みはこちら＞
URL：https://www.ksrp.or.jp/forum2019/

北九州学術研究都市フォーラム
プログラム一覧

＜基調講演・講演者＞　
 (一財)日本経済研究所　
専務理事　　　　　　　
（チーフエコノミスト） 

鍋山　徹　氏

10月

30日水

10月

31日木

開会・基調講演

セミナー①

懇　親　会

サイドイベント①

研究交流会①

研究交流会②

セミナー②

研究交流会③

サイドイベント②

ハッカソン発表会

その他セッション②

サイドイベント③-2

サイドイベント③-1

サイドイベント④

プログラム 時 間
13：00

▼
14：40
15：00

▼
17：30
17：30

▼
19：00
10：00

▼
12：00
10：00

▼
11：00
11：15

▼
12：15
13：30

▼
15：00
15：20

▼
16：20
16：40

▼
17：30
10：00

▼
12：00

12：00
▼

13：00
13：00

▼
17：00

会 場

会議場メインホールこれからの世界と日本の経済と産業～人口減少社会を迎えて～
　　　　　   〈講演者〉（一財）日本経済研究所　専務理事（チーフエコノミスト）　鍋 山　徹 氏

生産性向上シンポジウム　～第２回 北九州生産性向上推進会議～

キッチンカーパーティー 《参加無料》

FAISエネルギーマネジメント研究会の紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （公財）北九州産業学術推進機構（FAIS）

スマートプロセスを実現するテクノロジーイノベーション  早稲田大学

ソフトロボットによる人間の労働や生活機能の支援    九州工業大学　

特別講演～北九州情報サービス産業振興協会（KIP）30周年記念講演～
データ流通で創る未来
                                       〈講演者〉（一社）データ流通推進協議会　理事　杉 山  恒 司 氏

IoTにおけるMATLAB活用セミナー
－MathWorks社ThingSpeakユースケース－
                                       　　　　　 北九州市立大学（MathWorks社 共催）

若者の地元定着を促す中小企業の魅力づくり　　　 北九州市立大学

北九州学術研究都市ハッカソン・デモンストレーション＆表彰式

Kitakyushu Venture Capital Meet-up
　　　　　　　　　　　　　　　　        北九州スタートアップネットワークの会

トークセッション
「きらりと光るWAKAMONO×地元企業経営者」

MATLABによる数式活用セミナー
                                       　　　　　 北九州市立大学（MathWorks社 共催）
ITを経営の力とする経営者向け講座
～ビジネスゲームで学ぶ「ITを経営の力とするポイント」～
                                                                （公財）北九州産業学術推進機構（FAIS）

会議場メインホール

会議場イベントホール

産学連携センター
研修室

産学連携センター
遠隔講義室１

産学連携センター
研修室

産学連携センター
中会議室２

会議場メインホール

会議場メインホール

会議場メインホール

会議場メインホール

会議場メインホール

定 員

450名

450名

100名

450名

450名

450名

450名

450名

200名

10：00
▼

11：30
産学連携センター

研修室 50名

50名

16名

14：00
▼

15：00
産学連携センター

展示ルーム 30名
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募集「クラウドサービスセミナー」参加者募集中
時間や人材が必要な事務処理を一括管理！

里親応援セミナー 「家族と暮らせない子どものために」のご案内

人手不足の解消・業務効率化ＵＰを検討中の方へ、日々発生する業務をクラウド化することで負担軽減勤
怠管理、給与管理、経費、会計…効率化することで経営力アップ！

　市内には、様々な理由で家族と暮らせない子どもが４００人以上いて、その内９０人程を里親が育てています。
　１０月の「里親月間」には、里親とそこで暮らす子どもへの理解を深めることを目的にセミナーを開催します。
里親というフィルターを通して今の子どもや家庭の問題を知ることで、社会全体が子どもを支えるということ
を、一緒に見つめなおしませんか。

　◆日時：１０月４日（金）１８：３０～２１：００　および　１０月２２日（火・祝）１３：００～１５：３０
　　　　　　　（両日とも同じ内容ですので、どちらかの日をお選びください。）　　　　　　　
　◆場所：ウェルとばた（戸畑駅横）５Ｆ研修室
　◆内容：①子どもが里親に育てられるようになったのはなぜ？
　　　　　②家族と離れた子どもたちの暮らしは？
　　　　　③里親インタビューＤＶＤの上映、現役里親さんの体験談　など
　◆申込：電話にて以下まで

セミナー

【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：大西、上野　 TEL：093-582-2050

【問い合わせ先】 北九州市子ども総合センター（児童相談所）担当：里親担当・松本　 TEL：093-881-4556

【対 象 者】市内で小売店や飲食店などのサービス業を営む中小企業者
　　　　　　（経営者や店舗責任者）
【 日　時 】令和元年１０月２３日（水）１４：００～１６：００
【 場　所 】北九州市立商工貿易会館５０１会議室
【受 講 料】無　料
【募集店舗】40店舗程度
【申込期間】10月1日(火)～10月21日(月)

【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、鐵見、北野 　TEL：093-873-1433

令和元年１０月１日から令和元年１２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。

２１３業種の確認　：　中小企業庁ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ>金融ｻﾎﾟｰﾄ>ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証5号の対象業種を指定します。
　　　　　　　　　　　（令和元年度第3四半期分）　　
業種の分類・内容　：　e-Stat(政府統計の総合窓口)ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ>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

お知らせ 令和元年度第3四半期のセーフティネット保証５号のお知らせ！

指定業種の変更

２ １ ９ 業種 ２ １ 3 業種

お申込みは
電子申請でも
受付中



お知らせ 一億総活躍社会の実現に向けて！「働き方改革」進んでいますか？
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　本市のＳＤＧｓやＥＳＤ活動者の意欲向上と、活動のさらなる推進を図るため、市内を中心に活動して
いる学校・団体・企業で、ＳＤＧｓやＥＳＤの普及と、ＳＤＧｓ達成に貢献する活動（２０１９年４月時
点で、２年以上継続しているもの）を募集します。皆様の素晴らしい活動を、ぜひご応募下さい！

【問い合わせ先】北九州市環境局総務政策部環境学習課　TEL：093-582-2784　FAX：093-582-2196

２０１９年４月１日から「働き方改革関連法」が順次施行されています！
事業主は、働く人の視点に立った「働き方改革」の取組みが必要です。改革の大きなポイントは次の３点です。

　時間外労働の上限について、月４５時間、年３６０時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年
７２０時間、単月１００時間未満（休日労働含む）、複数月平均８０時間（休日労働含む）を限度に設定する
必要があります。

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

※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。

「2019 北九州ＳＤＧｓ未来都市アワード」募集要項を確認の上、所定の応募用紙にてご応募ください。
詳細・応募用紙等ダウンロードは下記ホームページをご確認ください。
北九州市ＨＰ                https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/00300222.html
北九州ＥＳＤ協議会ＨＰ https://www.k-esd.jp/sdgs_award/
募集期間は、令和元年9月2日（月）から令和元年10月31日（木）です！

【表彰部門】
・年代別部門　①小学校・中学校　②高等学校等　③大学　④一般
・企業部門

【授賞数及び副賞（副賞は年代別部門のみ）】
・ＳＤＧｓ大賞（年代別部門：各年代１件　副賞５万円）
・ＳＤＧｓ賞   （年代別部門：各年代３件　副賞５万円・企業部門：１０件）
・ＥＳＤ賞      （年代別部門：各年代１件　副賞５万円・企業部門：１件）

POINT １　時間外労働の上限規制への対応！
（施行：２０１９年４月１日～ ※中小企業は２０２０年４月１日～）

　使用者は、１０日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年５日、時季を指定して有給休暇を与
える必要があります。

POINT ２　年次有給休暇を確実に取得させること！
（施行：２０１９年４月１日～）

　同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労
働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

POINT ３　正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消！
（施行：２０２０年４月１日～ ※中小企業は２０２１年４月１日～）

2019 北九州SDGs未来都市アワード 募集について募集

応募
方法
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※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。

　ＩＴ技術の進展に必要な「業務のシステム化」、「アプリケーションの活用方法」、「情報セキュリティの対
処法」といったＩＴリテラシー技術を習得するためのセミナーです。
　専門的な知見やノウハウを有する民間機関等の講師が基本から丁寧に説明します。
※企業（事業主）からの指示による方が受講対象となります（個人の申込みはできません）。
※各コース、定員は１５名です（応募多数の場合、先着順となります）。
※受講料には、消費税及びテキスト代が含まれます。

～12月開講のコース～
　ネット炎上とSNSの危険性、ビジネス文書作成術［Word］、効率よく分析するためのデータ集計［Excel］、視覚
　効果を活用するプレゼンテーション技法［Powerpoint］

セミナー ＩＴ活用力セミナー『１１月開講コース』のご案内（ポリテクセンター福岡） 

【問い合わせ先】 ポリテクセンター福岡  訓練第二課　　担当：日高、塚田  　TEL：093-622-5738

★詳細（１２月開講コース等）については「ポリテクセンター福岡」までお問い合わせください。
<ホームページ>　http://www3.jeed.or.jp/fukuoka/poly/biz/it_seminar.htmlポリテク福岡 検 索検 索

ＩＴ活用力セミナーとは

最新の技術トレンド＆業務のシステム化！！
【講 師】(株)日本能率協会コンサルティング　【会 場】八幡西区穴生3丁目5-1

ＡＩ（人工知能）の現状　［コース番号：A02-413］
【開 講 日】令和元年１１月８日(金)13：30～16:30　【受 講 料】2,200円

表計算ソフトを極めて、データ集計・分析＆一括管理！！
【講 師】アットワーク黒崎駅前教室　【会 場】八幡西区黒崎3丁目9-22RISOﾋﾞﾙ7階

基本項目 主な内容
AI(人工知能)の概要
AIの活用事例と今後の展望

①AI(人工知能)とは　②機械学習　③ニューラルネットワーク　④ディープラーニング
①AIの具体的な活用事例紹介　②AI導入の課題　③AIの今後の展望

申込〆切
10/25

ムダを発見するための業務とデータの流れの見える化　［コース番号：A07-414］
【開 講 日】令和元年１１月１４日(木）9：30～16:30　【受 講 料】3,300円

基本項目 主な内容
業務とデータの見える化とは
業務とデータの可視化技法

①業務とデータの見える化の必要性　②情報のムダについて　③見える化による業務改善
①テーブルとデータの関係　②業務を可視化する技法　③フロー図を使った演習

申込〆切
10/31

表計算ソフトの業務活用　［コース番号：B01-415］
【開 講 日】令和元年１１月１３日(水）9：30～16：30　【受 講 料】2,200円 

基本項目 主な内容
表計算ソフト概要と基本操作

ワークシートの活用

グラフの作成

①表計算ソフトの概要、特徴等　②データの入力方法【演習】 ③計算式の入力方法【演習】
①関数の入力方法【演習】　②罫線の設定の方法【演習】　③セルの書式設定【演習】
④複写と移動【演習】
①グラフの種類　②グラフの作成【演習】　③グラフの書式設定【演習】

申込〆切
10/30

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用　［コース番号：B02-416］
【開 講 日】令和元年１１月１９日(火）9：30～16：30　【受 講 料】2,200円

基本項目 主な内容
関数の応用
関数の実務活用１

①表様々な関数　②関数の活用法【演習】　③関数のネスト【演習】
①場合に応じた処理【演習】　②Excelを使ったデータベース【演習】

関数の実務活用２ ①日付と時刻を取り扱う処理【演習】　②その他の関数

申込〆切
11/5


