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第6回北九州オンリーワン企業を決定しました

北九州市では、独創的な製品や技術、サービスを提供する優れた中小企業を本市の看板企業として認定する「北
九州オンリーワン企業創出事業」を実施しており、これまで５回の募集で23社を認定しています。
今年度、第６回北九州オンリーワン企業として、新たに５社の認定を行いました。今後、本市の看板企業として情
報発信を行い、販路拡大や人材確保等を積極的に支援していきます。
また、令和３年12月17日に第６回北九州オンリーワン企業の認定式を開催し、北橋市長から認定企業
5社の代表者へ認定証が手渡されました。

第６回北九州オンリーワン認定企業
企業名（五十音順）

株式会社アステック入江

（八幡東区）

株式会社九州艤装

（小倉南区）

有限会社ゼムケンサービス

（小倉北区）

パイオニア工業株式会社

（門司区）

富士岐工産株式会社

（八幡西区）

※各企業の概要については、市のホームページをご覧ください。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700341.html

製品・技術・サービス名

都市鉱山リサイクル、塩化鉄液リサイクル、OGP 鉄粉
鉄道・船舶・バスの内装部材の設計・製作・施工・管理
AI+AR（愛ある）マネジメントツール
ペットボトル、ポリボトルの製造及び販売
製鉄用転炉排ガス回収設備（OG 設備）における
ガス冷却用構造物（フード）の製作

第６回北九州オンリーワン企業認定式
・令和３年12月17日（金）
北九州市役所本庁舎 5階プレゼンルームにて開催

北橋市長と第６回認定企業の皆様

【問い合わせ先】北九州市産業経済局中小企業振興課

担当：福田、柴田

TEL:093 873 1433

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 https://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）
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セミナー 「事業継続力強化計画策定セミナー」を開催します
近年、多く発生している大規模風水害等の自然災害や、新型コロナウイルス感染症の拡大は、企業にとって大きな
リスクであり、事業継続するための初動対応や事前対策等の計画策定の重要性が 高まっています。今回のセミナー
では、北九州市版ＢＣＰ・事業継続力強化計画策定マニュアルに沿って、計画の重要性、ＢＣＰと事業継続力強化計
画の違いなどを解説し、演習時間を設け実際に自社の事業継続力強化計画を作成し申請のサポートまで行います。
【日

時】 1日目 令和4年1月20日（木） 14：00〜17：00
2日目 令和4年2月 2日（水） 14：00〜17：00
3日目 令和4年2月16日（水） 14：00〜17：00

※３回を通じて事業継続力強化計画の作成を行います。
全講座の参加をお願いします。
【会

場】 北九州テクノセンタービル 5階 会議室
戸畑区中原新町2-1（JR九州工大前駅北側 徒歩3分）

【対 象】 市内中小企業者（業種は問いません）
【定 員】 ２０名
※１社２名まで（定員になり次第、締め切らせていただきます）
【受講料】 無料
詳しくはHPまで
⇒中小企業支援センター

【セミナー内容】
・BCPと事業継続力強化計画の違い
・計画策定の重要さ、ノウハウを学ぶ
・自社の事業継続力強化計画を作成
・講師による計画のブラッシュアップ
【講

師】

㈲薗田経営リスク研究所
代表取締役

薗田

恭久

氏

（中小企業診断士）

https://www.ktc.ksrp.or.jp/

【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：國（くに）
・北野 TEL：093 873 1430

セミナー 「事業再構築補助金申請支援セミナー」を開催します
コロナ禍で事業の再構築に取り組む中小企業者を国が支援する「事業再構築補助金」の申請を予定している事業
者の方に向けたセミナーを開催します。
複雑な制度の概要や採択のためのノウハウを、採択実績のある中小企業診断士がわかりやすく、丁寧に解説します。
【日

時】 令和4年1月11日（火） 14：00〜16：00

【会

場】 北九州テクノセンタービル 5階 会議室
戸畑区中原新町2-1（JR九州工大前駅北側 徒歩3分）

【対

象】 市内中小企業者（業種は問いません。但し、中小企業支援
コンサルティング業等の方の参加はご遠慮ください。）

【定 員】 ２０名
※（定員になり次第、締め切らせていただきます）
【受講料】 無料

【セミナー内容】
・事業再構築補助金とは
・事業再構築補助金申請のポイント
・採択される事業計画書の書き方

【講

師】

㈱まつしろビジネス
コンサルティング代表

松代

和也

氏

（中小企業診断士）

詳しくはHPまで
⇒中小企業支援センター

https://www.ktc.ksrp.or.jp/

【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：國（くに）
・北野 TEL：093 873 1430
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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。
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i-Designコミュニティカレッジ履修生募集

ご案内

北九州市立大学では、アクティブシニアや社会人の学び直し、キャリアアップを支援する大人のための大学
「i-Designコミュニティカレッジ」の履修生を募集します。
2022年4月からは、就労されている方に向けて、国などで重要視されているデータサイエンスやプログラミング
に関する新しい学びの領域「社会人のためのデータサイエンス基礎」を追加して、皆様のご応募をお待ちしています。
人生100年時代の到来に向けて、働きながら、またその後も人生を
通して学び続けるマルチステージの人生設計が必要な時代となってき
ています。
様々な経験を積み重ねた今だからこそ改めてできる「学び」を北九
州市立大学で始めてみませんか。

プログラムの特色
●社会人専用にデザインした５つの領域と一般学生とともに学ぶ科目など大学ならではの多彩な科目から興味・
関心に応じて選択できます。
領

域

内

容

学問と人生

生きがいある人生をデザインするため、自分が生きた時代、その時々の世界や日本
の状況を振り返りながら、自分の人生を自分史としてまとめる。

地域創生

地域の課題解決に必要な知識やノウハウの習得、現場での実践的な学びを通じて、
地域で活躍するために必要な力を身につける。

こころの科学

心理学は人間のこころを探究する実証的な学問で、その概要に触れる入門編として、
心理学に関する基礎的な理論や知識を学ぶ。

多様な世界との対話

日本語と英語のバイリンガルでのワークショップ形式の講義やゼミにより、異文化、
ジェンダーなど、多様性を学ぶ。

NEW 社会人のための
データサイエンス基礎

現在あるいはこれからのキャリアを意識し、Pythonプログラミングなどの情報技
術を駆使したデータ解析に関する知識やスキルを学ぶ。
オンデマンド中心（一部、平日夜間に対面授業等あり）

説明会開催
「社会人のためのデータサイエンス基礎」説明会

i-Designコミュニティカレッジ説明会（全般）

日

時

１月８日（土） 14：00〜15：00

1月22日（土） 14：00〜15：30

場

所

Zoomによるオンライン開催

北九州市立大学

北方キャンパス

説明会詳細や募集要項等はHPでご確認ください
https://www.kitakyu-u.ac.jp/contribution/i-design-community.html

【問い合わせ先】北九州市立大学
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経営企画課

担当：内木場、和田

TEL：964 4195

※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。
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「新型コロナウイルス」対策で事業者向けに支給された「給付金」
・

ご案内 「支援金」などは、原則【課税対象】となります。ご存知ですか？

新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給された「給付金」、
「 支援金」、
「 助成金」、
「 協力金」
等については、課税対象となり、確定申告・住民税申告が必要なものがあります。
それぞれの種類によって課税関係が異なるため、確認しておく必要があります。
ご不明な点は、以下相談窓口までご相談ください。
◆北九州商工会議所管内税務相談所（個人事業主が対象）
・門司税務相談所
門司区栄町2番3号ニッチクビル3階
・小倉税務相談所
小倉北区紺屋町13番1号毎日西部会館4階
・小倉南税務相談所
小倉南区下城野1丁目9番18号KM第5ビル3階
・若松税務相談所
若松区本町3丁目11番1号ベイサイドプラザ若松本館4階
・八幡税務相談所
八幡東区西本町4丁目1番1号さわらびガーデンモール八幡1番街2階
・八幡西税務相談所
八幡西区八枝3丁目7番19号
◆北九州産業学術推進機構
・中小企業支援センター 戸畑区中原新町2番1号北九州テクノセンタービル1階

TEL：332‑2380
TEL：531‑2431
TEL：951‑3033
TEL：771‑3726
TEL：681‑4538
TEL：603‑4777
TEL：873‑1430

事業の引継ぎをお考えの経営者・後継者向け
無料セミナーを開催

オンラインセミナー

参加者募集

開催概要

オンラインセミナー（Zoom使用）
「経験から紹介する事業承継・M＆Aの実践的ポイント」
▶ 開催日時
令和4年1月26日（水） 17:00〜19:00
※希望者には、セミナー終了後に個別相談会あり
▶受 講 料
無料
▶ 申込期間
随時申込受付中。1月25日（火）まで申込可。
▶ 申込方法 （下記2つの方法があります）
▶

①「FAX申込書」によるお申込み

北九州市事業承継セミナー

※申込書は北九州市HPからダウンロード可

②「電子申請」によるお申し込み
※電子申請画面はこちらから

→

【問い合わせ先】北九州市産業経済局中小企業振興課
第１回外国人材活用セミナー

参加募集

担当：古賀（康）、和田

TEL：873‑ 1433

外国人材就業サポートセンター
セミナー ＆ 個別相談会 外国人材の活躍が企業の成長に

技能実習、特定技能、高度人材・・在留資格別に外国人材が活躍している企業事例をご紹介しながら、企業ニー
ズにベストマッチする在留資格は何か？を探ります。またセミナー後、企業様向け個別相談会を開催します。具体
的なご相談から自社での外国人材雇用の可能性についてのご相談など、お気軽にどうぞ。

相談・参加 無料

詳しくは市HP https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09801267.html

■日 時：令和4年2月10日（木） セミナー 13：30〜15：15、個別相談会 15：15〜16：00
【セミナー】13：30〜15：15 基調講演 福岡出入国在留管理局北九州出張所
【個別相談会】15：15〜16：00 外国人材雇用に関する個別相談会（各社15分）
■会 場：西日本総合展示場AIM3階 311会議室 （北九州市小倉北区浅野三丁目8-1）
■定 員：セミナー50名、個別相談会6社 （事前申込制、先着順）
お申込みはこちら⇒
■申 込：令和4年2月7日（月）締切
【問い合わせ先】北九州市産業経済局雇用政策課（外国人人材担当） 担当：下前、馬場
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TEL：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。
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ご案内

ワークシェアリングの導入を支援します
〜シニアの働きやすいお仕事開拓事業〜

定年を迎えた後でも、まだまだ働きたいと思うシニアはたくさんいます。
しかし、シニアを【戦力】として捉えている雇用先は少なく、その実態もあまり知られていないのが現状です。
人手不足を解消するためにも、シニア雇用の現状を理解し、
【 採用ターゲット】として検討してみてはいかがでしょ
うか。シニア求人開拓員にお気軽にご相談ください。

ワーク
シェアリングの

メリット

◎従業員の業務負担の軽減
◎企業のイメージアップ
◎コスト削減と生産性の向上
◎迅速な対応
【問い合わせ先】北九州市高年齢者就業支援センター（シニア求人開拓員） 担当：林

ご案内

TEL：093‑882‑6260

お仕事のご依頼をお待ちしています
〜（公社）北九州市シルバー人材センター〜

高齢者の知識・経験・技術を活かし、皆様のお役に立ちます。業務多忙の際や困った際に
ぜひご利用ください。センター登録会員が企業、家庭、地域の様々なニーズにお応えします。
ご依頼内容に合わせて「請負・委任」又は「労働者派遣」のいずれかのご契約となります。
まずは、お気軽にご相談ください。
詳しくは、北九州市シルバー人材センターホームページ http://www.kitakyusilver.jp/

【問い合わせ先】公益社団法人 北九州市シルバー人材センター
※労働者派遣のお問い合わせは
北九州市シルバー人材センター西部出張所

ご案内

TEL：093‑922‑4801
TEL：093‑482‑6112

求人企業を募集しています

〜（公社）福岡県高齢者能力活用センター はつ・らつ・コミュニティ北九州〜

経験豊かなベテランが欲しい！繁忙期の人材が欲しい！
そんな企業の悩みを当センターが解決します。
当センターには幅広い分野で即戦力となる高齢者が
登録（派遣及び職業紹介）されています。
職種経験・人生経験豊富で、総合的判断力に優れている高齢者を是非ご活用ください。
詳しくは、はつ・らつ・コミュニティ北九州ホームページ https://www.hatsu-ratsu.com/

【問い合わせ先】公益社団法人 福岡県高齢者能力活用センター
はつ・らつ・コミュニティ北九州
TEL：093‑881‑6699
FAX：093‑882‑6705
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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。
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報
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第15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

少子高齢化が急速に進むなか、長時間勤務や画一的な労働を前提とした
働き方は、様々な課題に直面しています。
本市では、男女がともに活躍でき、働きやすく働きがいのある職場環境づ
くりに取り組む企業・団体等を表彰し、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15回の表彰企業を下記のとおり決定し、北九州市役所内にて
表彰式を行いました。

【企業・団体部門】
日鉄高炉セメント株式会社

北九州市長と受賞者のみなさま

製造業／小倉北区西港町16／従業員数：174人（うち女性16人）

トップの強い推進力で、社員とともに築く「幸せを感じる職場環境づくり」
【特長的な取組内容】
・トップ自ら推進する実行計画「夢リスト」の策定・進捗管理（130件超）。
・年４回のトップメッセージのオンライン配信により、会社の状況やトップの思いを全社員と共有。
・入社3年以下の社員研修「高炉塾」による若手社員の育成。
・会議室の増設、更衣室の整備、社屋のバリアフリー化などを含む新社屋の建替え。

大東コーポレートサービス株式会社 北九州事業所 地図情報センター

情報提供サービス業／八幡西区熊西1-2-5ランデージ黒崎ビル4階・5階／従業員数：95人（うち女性86人）

社内業務のＤＸ化により誰もが働きやすい職場環境づくりを追求する、人にやさしい企業
【特長的な取組内容】

・業務工程を細分化し、各社員の得意な工程に特化して処理できるようにしたことで、離職率の低減を実現。
・完全在宅勤務の体制構築により、現在39名が事務所勤務スタッフと遜色なく在宅勤務を実施。
・社員からの業務改善の提案を積極的に取り入れることで、作業効率や士気の向上に寄与。
・
「クスっと笑える理由」で有給休暇を申請し、その面白さを社内で投票し表彰する「ユーモア（You more）休暇」を導入。

三島光産株式会社

製造業／八幡東区枝光2-1-15／従業員数：2,239人（うち女性222人）

創業105年の伝統ある企業が女性の職域拡大と社員のワーク・ライフ・バランスを加速
【特長的な取組内容】
・全事業部への女性社員配置を目指し、事業部ごとに配置人数の数値目標と行動計画を策定。
・全女性事務職に自身のキャリア形成について考える研修を実施。女性ネットワーク構築にも寄与。
・男性の育児休業取得奨励のポスターを掲示。相談窓口も設置し、不安払しょくを図る。
・有給休暇について、採用４年目までの若手社員に最大２日を上乗せして付与。

株式会社タカギ

製造業／小倉南区石田南2-4-1／従業員数：1,337人（うち女性676人）

皆が楽しく働ける職場環境を目指し、社内公募のチームでダイバーシティを強力に推進
【特長的な取組内容】
・2020年に社内公募16名によるダイバーシティ推進プロジェクトを発足。
「意識改革」
「制度整備」
「キャリアパス」の３チームで施策を立案・実施。
・育トレ制度（育児休業20日間有給化）を導入、仕事と家庭の両立支援窓口を設置。
・トップの働きかけによる働き方改革や勤務時間管理、フレックスタイム制の導入などにより長時間労働が近年激減。

株式会社ハピクロ にじいろのはな保育園

児童福祉事業／八幡西区八千代町3-16／従業員数：21人（うち女性21人）

「お互い様」の精神とIT・IoTの積極的な利活用で、保育現場に新たな可能性を生み出す
【特長的な取組内容】
・３か月ごとの面談で個人の状況をしっかり把握し、各人のライフスタイルに合わせた柔軟な勤務体系を整備。
・自律的な行動や「お互い様」の精神が根付く組織への意識改革を徹底。
・昼寝中の乳幼児の見守りを補助するセンサーや出入口のスマートロックなど多様なIoTを導入し、
保育士の心理的負担を軽減。

※個人部門は該当なし
【問い合わせ先】北九州市総務局女性活躍推進課

6

担当：齊藤、城水 TEL：582 2209

※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。

