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ご紹介 小倉織が地域団体商標に登録されました

【問い合わせ先】 北九州知的財産支援センター（INPIT福岡県知財総合支援窓口）　担当：武内　TEL：093-873-1430

　このたび商標「小倉織」が、令和4年8月19日付で地域団体商標に登録されました。北九州市では2007年に
「合馬たけのこ」が登録されて以来2件目の登録となりました。

■商標権者：小倉織協同組合（小倉北区）
■登録商標：小倉織　　　　■登録番号：第6602824号
■指定商品：福岡県北九州市地域に由来する製法により北九州市及び、その周辺地域で生産された綿織物

　小倉織は丈夫でしなやかな木綿の織物です。江戸時代から袴や羽織、帯の
生地として使用され、武家の婦女子らにより手織で生産されておりました
が、幕末の動乱やその後の近代化の波にのまれて、昭和初期には生産が途絶
えていました。一度は途絶えた小倉織ですが、北九州市生まれの染織家築城
則子氏が1984年、伝統を継承しつつ、現代に息づく新しい「縞」の世界を蘇
らせました。小倉織の特徴は、経糸が緯糸より細く、密度も緯糸の約2～3倍
もありこれにより美しいたて縞が生まれます。
　
　地域団体商標制度は、地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、
「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として導入されまし
た。
　「地域ブランド」として用いられる
ことが多い地域の名称及び商品（サー
ビス）の名称等からなる文字商標につ
いて、登録要件を緩和する制度です。

　通常、「地域名＋商品（サービス）名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなけれ
ば登録できません。
　北九州知的財産支援センター（INPIT福岡県知財総合支援窓口）では、専門家（弁理士）と連携しながら地域
団体商標登録までの支援を行ってきました。
　近年、小倉織はインテリアや建築の分野への使用も盛んになっていますし、さらに、9月2日付で、手織りに
よる「小倉織」が、福岡県知事指定特産工芸品に指定されました。これを機に、小倉織ブランドの国内外への周
知を図っていく予定です。

築城則子小倉縞木綿帯「有明」

商品（サービス）の普通名称
地域の名称

「地域の名称」と「商品（サービス）名」等の
組み合わせからなること

＋
商品（サービス）の慣用名称

たていと よこいと
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ご紹介

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

　北九州市では、市内中小企業の新製品・新技術の開発を支援するため、中小企業技術開発振興助成金を交付して
います。昭和59年度の制度開始から令和3年度までの38年間で365件採択し、製品化・実用化による令和3年末時
点での累計売上高は240億円を超えています。
　今年度は、審査の結果、3社の事業を採択し研究開発を支援することになりましたので、概要をご紹介いたします。

　北九州市内で新技術・新製品などの研究開発を行う中小企業者、中小企業団体に対して、研究開発にかかる
経費の一部を助成します。
　・助成金額：助成対象経費の3分の2以内（創業5年未満の場合は4分の3以内）
　・上 限 額：500万円

　新規プラズマリアクタ技術を用い、①エタノール、アセトアルデヒ
ド、ホルムアルデヒド等のVOCの完全分解、②細菌・ウイルスの滅
菌不活性化、③超低濃度複合臭の分解を同時に実現する有害物質
除去装置を開発する。これにより、安心安全な生活環境の提供を実
現する。

中小企業の優れた新製品・新技術の研究開発への支援を決定しました!

【採択企業と技術開発の概要】

【制度概要】

次世代1Pass有害物質分解処理製品の開発

株式会社フジコー

　画像認識AIのためのデータセット作成を半自動的に行
うことのできるサービスを開発する。シミュレーターや合
成技術を使って画像と教師データを作成することで、デ
ータセット作成の課題であった「教師データの精度」「人
的・時間的コスト」「情報漏洩リスク」の3点を解決する。

画像認識AIの教師データ生成技術サービスAoIの開発

株式会社 Techno.send

　煙、臭い、ダイオキシン類を出さずに環境に優しく廃棄物を処理
することができるガス化焼却技術をもとに、①金属回収、②低融点
金属回収、③廃油、廃液、廃ペイント処理、④温水回収の機能を追
加した熱利用装置を開発する。

小型ガス化炉を用いた無公害型熱利用装置の開発

株式会社 Eternal Vision
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ご案内

第7回「北九州オンリーワン企業」を募集します!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：中川、柴田　TEL：093-873-1433

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

　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「オンリーワン企業」として認定し、
本市の看板企業として積極的にPRを行い、中小企業の成長を支援しています。この制度は平成21年度から始まり、
これまで28社が認定されました。今回も、オンリーワンの製品・技術・サービスを有する中小企業のみなさまのご応
募をお待ちしております。

11月は「下請取引適正化推進月間」です!
「下請かけこみ寺」のご紹介!

　中小企業庁及び公正取引委員会では、下請取引の適正化を推進するために、毎年１１月を「下請取引適正化推進月
間」とし、下請法の普及・啓発事業を集中的に行っています。その中で、中小企業の取引上のお悩み相談を広く受け付け
ている「下請かけこみ寺」をご紹介します。

①電話相談、②オンライン相談、③対面相談の３種類の相談方法が可能で、専用サイトから予約申し込みができます。
まずはお気軽にご相談ください。　 福岡県の窓口：（財）福岡県中小企業振興センター　☎0120-418-618

専用サイトはこちらから

地域社会等に十分な社会的使命と責任を果たしつつ、
オンリーワンの製品・技術・サービスを提供する、本市の看板企業となる中小企業

【オンリーワンの製品・技術・サービスとは】
・国外あるいは国内市場において高いシェアを持つ製品
・他社に真似のできない独創的かつ高度な技術・サービス

【地域社会に十分な社会的使命と責任を果たすとは】

【募集期間】 令和４年10月３日（月）～令和４年11月25日（金）
※応募方法など詳細は募集ページをご覧ください。

・従業員の教育や育児サポート、障害者の雇用
・地域貢献活動や地元企業との取引、地元在住者の採用
・環境保全やリサイクル活動等の社会的活動
・ユニバーサルデザインやアフターサービス等の顧客対応
　などの取組を積極的に行っていること

【認定企業への支援】
・認定式での顕彰
・HPや冊子等によるPR・プロモーション
・大規模展示会等出展支援助成金への推薦（別途審査あり）
・中小企業海外展開支援助成金の特別枠設定（別途審査あり）
・北九州発！新商品創出事業「北九州トライアル発注制度」
　の申請要件対象　など

2021年
認定式 過去認定企業PR動画

中小企業の取引上の悩み相談を
相談員や弁護士が受け付けます。



◇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
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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～

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～

【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　TEL：093-882-6260

　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。

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～

 

　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。

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。

http://www.kitakyusilver.jp/詳しくは、北九州市シルバー人材センターホームページ

https://www.hatsu-ratsu.com/詳しくは、はつ・らつ・コミュニティ北九州ホームページ

【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　TEL：093-922-4801
※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　　TEL：093-482-6112

【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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募　集 ものづくりマネジメントビジネススクール受講生を募集します

お知らせ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関するお知らせ

対象地域 開催日 開催時間 開催場所 事前予約（問合せ）先定員

門司区 20 門司税務署
（門司区西海岸1丁目3番10号 門司港湾合同庁舎）

門司税務署
総務課
℡：093‒321‒5831

11月22日㈫
11月24日㈭
12月20日㈫
12月22日㈭

10：00～11：00

10：30～11：30
13：30～14：30

16：00～17：00
14：00～15：00

若松税務署
（若松区本町1丁目14番12号 若松港湾合同庁舎）

若松税務署
個人課税第一部門
℡：093‒761‒2536

11月21日㈪
12月15日㈭

11月14日㈪
12月2日㈮

11月9日㈬
12月21日㈬

20

50

25 小倉税務署
（小倉北区大手町13番17号）

小倉税務署
個人課税第一部門
℡：093‒583‒1331

10：00～11：30

千草ホテル 光琳の間
（八幡東区西本町1丁目1－1）

八幡税務署
個人課税第一部門
℡：093‒671‒6531

若松区

小倉北区
小倉南区
八幡東区
八幡西区
戸畑区

説明会の日程は随時更新
しております。
最新版は福岡国税局ＨＰ
「消費税インボイス制度
説明会」をご覧ください。

令和５年10月開始のインボイス制度に備えて、下記の説明会、セミナー（事前予約必須）をご活用ください。
【消費税インボイス制度説明会（主催：国税局・税務署）】

開催日 開催時間 開催場所 事前予約（問合せ）先定員

40

40

（　説　明　会　）14：00～15：00
（個別相談会）15：00～

（　説　明　会　）14：00～15：30
（個別相談会）15：30～16：00

北九州商工会議所9階ホール
(小倉北区紺屋町13番1号)

ウェルとばた　多目的ホール
（戸畑区汐井町1番6号）

11月10日㈭

20（　説　明　会　）14：00～15：00
（個別相談会）15：00～

ベイサイドプラザ若松　4階会議室
(若松区本町3丁目11番1号)11月2日㈬

12月8日㈭

北九州商工会議所
若松サービスセンター
℡：093‒761‒2021
北九州商工会議所
小倉サービスセンター
℡：093‒511‒2307
北九州商工会議所
戸畑サービスセンター
℡：093‒871‒2721

開催日 開催時間 開催場所 事前予約（問合せ）先定員
福岡ひびき信用金庫 本店 中2階ホール
（八幡東区尾倉2－8－1）
北九州テクノセンタービル　5階
（戸畑区中原新町2－1）

4011月8日㈫ 15：30～17：00

2511月29日㈫ 14：00～15：30

（公財）北九州産業学術推進機構
中小企業支援センター
℡：093‒873‒1430

詳細は、中小企業支援セン
ターＨＰをご確認ください。【インボイス制度対策セミナー（主催：（公財）北九州産業学術推進機構中小企業支援センター）】

詳細は、北九州商工会議
所ＨＰをご確認ください。

【インボイス制度説明会（主催：北九州商工会議所）】

◆北九州市は、「夏のDigi田甲子園」において「内閣総理大臣賞・優勝」に選ばれました。
　授賞理由の一つにもなった、経営層向け「エグゼクティブビジネススクール」のスタッフが、
　今年度、新たに管理者層向けの「マネジメントビジネススクール」のカリキュラムを作成しました。
◆国際基準のデジタル技術を活用したものづくりの管理手法を実践的に学べる日本唯一のビジネススクール！
　DX（デジタルトランスフォーメーション）による企業の成長へ向けて、より実効性を高めるためのスクールです。
◆受講対象　　□中小ものづくり企業でDX推進に関わる管理者層の方
　　　　　　　□製造系システムイングレータとしてものづくりDXの推進に携わる方
　　　　　　　□ものづくりDXで活用されているデジタルツールに興味のある方
◆実施期間・募集期間　　講座ごとに異なります。講座1～3は、募集締切済です。

◆受講単位　　講座4～9より、希望される任意の講座に申し込んで下さい。複数講座の受講も可能です。
◆受講方法　　対面形式またはオンライン（リアルタイム）形式
◆受講料　　　今年度のみ、受講料「無料」
◆ホームページ　https://www.kct.ac.jp/kigyou/monozukuri_management_school
◆申込方法　　HP中の申込フォームよりお申し込みください。
【問い合わせ先】≪本スクールに関すること≫北九州工業高等専門学校　担当：久池井教授　TEL：093‒964‒7259
≪デジタル技術活用支援に関すること≫北九州市産業経済局　次世代産業推進課　担当：田口、池田　TEL：093‒582‒2905

（公財）北九州産業学術推進機構　ロボット・DX推進センター　担当：片脇　TEL：093‒695‒3077

HPはこちらから

コース
実施期間
募集期間

講座1～3

受付終了

講座4～6
12/2～1/14
11/18（金）まで

講座7～9
1/27～2/18
1/13（金）まで
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【11・12月開講】生産性向上支援訓練のご案内 
-ポリテクセンター福岡-

【12月開講】能力開発セミナーのご案内
-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：帆足、篠原　TEL：093-622-5738

【問い合わせ先】 ポリテクセンター福岡　生産性センター業務課　担当：津田、平松　TEL：092-738-8875

受講料日　程コース名
実践建築設計2次元CAD技術（木造平面図編）
建築設備機器廻りの配管施工・保守技術
マシニングセンタプログラミング技術
マシニングセンタ加工技術
内装材の部分リペア実践技術（襖編）
PLCによるタッチパネル活用技術
油圧実践技術

12/ 3（土），10（土）
12/ 3（土），10（土），11（日）
12/ 6（火）， 7（水）
12/ 8（木）， 9（金）
12/ 8（木）， 9（金）
12/13（火），14（水）
12/20（火），21（水），22（木）

■　時間はいずれも9:30～16:30（昼休憩60分）です。
■　会場はポリテクセンター福岡（北九州市八幡西区穴生3-5-1）です。
■　受講料はテキスト代及び消費税を含んだ金額です。
■　FAXまたはメールでお申込みください。申込書はポリテクセンター福岡ホームページからダウンロードしてご利用ください。
■　当センターホームページでは、その他のコースについての情報も紹介しています。
■　右記URLからご利用ください。　https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/poly/biz/seisansei.html
■　ご不明な点は、お気軽に下記までお電話ください。

￥ 8,500
￥ 18,000
￥ 8,500
￥ 11,000
￥ 10,000
￥ 9,500
￥ 14,000

受講料日　程コース名
事故をなくす安全衛生活動
生産現場の問題解決
提案型営業手法
DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進

①
②
③
④

11/24（木）
11/25（金）
12/ 7（水）
12/ 8（木）

¥ 3,300
¥ 3,300
¥ 3,300
¥ 3,300

セミナー

ご案内

■　FAXまたはメールでお申込みください。
■　申込書はポリテクセンター福岡ホームページからダウンロードしてご利用ください。
■　当センターホームページへは、右記URLからご利用ください。 https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/poly/zaishoku/index.html
■　ご不明な点は、お気軽に下記までお電話ください。

「生産性向上支援訓練」とは、企業や事業主団体の生産性を向上させることを目的とした職業訓練です。
訓練は、全国のポリテクセンターに設置した生産性向上人材育成支援センター（生産性センター）が、専門的な知見やノウハウを
持つ民間機関等に委託し、企業・団体の課題やニーズにあわせて実施します。
様々な内容・分野の幅広い職務階層の方を対象としたカリキュラムで、従業員の生産性向上をお手伝いします。

企業の成長・発展には、競争力及び経営資源を強化する「人材育成」が欠かせません。
ポリテクセンター福岡では、企業の生産現場で働く在職者が抱える課題解決のため、生産性の向上や業務の改善、新たな製品の
創造に必要な専門的知識及び技能・技術を習得する能力開発セミナーを実施しています。

受講者が10名以上の場合は、企業に講師を派遣する「オーダーコース」を実施できます！オーダーコース


