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・「第13回北九州マイスター」４名を認定！……………1P
・固定資産税ゼロ特例事業（先端設備等導入計画）終了について ほか…2P
・事業承継セミナー、若手リーダー養成研修のご案内 ほか…3P

・市内中小企業が開発した新商品を大紹介！その２…4P
・インボイスセミナー、北九州デザインシンポジウムのご案内…5P
・i-Designコミュニティカレッジ、生産性向上支援訓練のご案内…6P

ご紹介 『第13回北九州マイスター』に4名を認定!

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

　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。
　令和4年度は、下記の4名の方々を認定しました。『北九州マイスター』は、今回の認定者を含め合計60名とな
ります。認定された『北九州マイスター』の方々には、今後、様々な技能伝承活動を通して、マイスターならでは
の“匠の技”を市内中小企業の技能者や若者へ伝授していただく予定です。

技能分野：圧延
氏　名　（五十音順・敬称略） 技能の内容

技能分野：治具研削加工

技能分野：製缶

技能分野：熱絶縁施工（保温保冷工事作業）

「第13回北九州マイスター」に認定された方々

江藤　重信
＜勤務先＞
日本製鉄(株)

九州製鉄所 八幡地区

えとう しげのぶ

河野　雄一郎
＜勤務先＞

㈱三井ハイテック

かわの ゆういちろう

髙橋　宣敬
＜勤務先＞
富士岐工産㈱

たかはし のぶたか

西澤　末信
＜勤務先＞
㈲西澤保温板金

にしざわ すえのぶ

　日本製鉄㈱が高い世界シェアを有するハイグレード電磁材の製造において、長
年の経験に基づく高い技能により、圧延作業中の鋼板の見た目・油煙の色・圧延後
の板温等を総合的に判断して、磁性を保ちつつ脆性割れを起こさない最適な製造
条件と設備の操作方法を確立した。
　また、確立した製造条件・操作方法を作業標準化・マニュアル化するとともに、自
ら若手に対する勉強会や技術スタッフとの意見交流会を積極的に開催するなど、
後進の指導にも取り組んでいる。

　広く世界に認められている超精密金型の製作に従事している。超精密金型は高
精度に加工された数百点以上の部品を正確に組み立てるため、寸法精度と位置決
め精度が重要となるが、このために必要となる治具研削盤を用いた精密加工を確
立した。
　機械精度だけでは対応できない1ミクロン（1/1000㎜）の精度の加工を、人間の
五感を最大限に駆使し、研削加工時に発せられる火花や音、被加工物の面粗度を見
極め、ミクロン単位の調整を行う技能は、業界でもトップレベルである。

　富士岐工産㈱が、国内シェアの大部分を占める転炉ガス回収設備（OG設備）に
おけるフード（ボイラ）製作の中核人物として活躍している。
　大型の水管構造物を高い精度で組み立てるだけでなく、立体的に複雑な部分の
板取展開などの卓越した技能を持ち、また製造全体を俯瞰しながら作業を統率す
るリーダーシップも有しており、後進の指導にも尽力している。

　市内外の数多くの工場、発電所、焼却場などの設備の配管や機器などに施す保温
板金加工・施工において、複雑形状の保温箇所に対して長年の経験に基づく高い現
場対応力を有しており、高品質保温板金施工を手作業で行う卓越した技能を有し
ている。
　また、先代から継承してきた技術を現代にアレンジし、技術の向上を図るととも
に、後輩の育成に尽力している。
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【問い合わせ先】 北九州市中小企業振興課　担当：北間・藤原　TEL：093-873-1433

【問い合わせ先】 北九州市中小企業支援センター　担当：國・北野　TEL：093-873-1430

お 礼

ご案内

お知らせ

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

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700243.html

事業の見直し、改善をお考えの経営者の皆様へ

令和4年度北九州市中小企業実態調査について

固定資産税ゼロ特例事業（先端設備等導入計画）の終了について

１　先端設備等導入計画について
中小企業等が、計画期間内に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」を策定し、その計画が北九
州市の導入促進基本計画等に合致する場合に、認定を受けることができます。
認定を受けた中小企業等で条件を満たす場合は、北九州市の固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。
※当該事業の適用を受けるためには、令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受け、当該設備等を取得する
　必要があります。

２　計画の受付・認定を行う相談窓口
相談窓口：北九州市産業経済局中小企業振興課（北九州市戸畑区中原新町2番1号　北九州テクノセンタービル1階）
▽申請の流れ、計画の申請に必要な書類：以下のURL（北九州市HP）をご覧ください

　本年６月に北九州市中小企業振興課において実施しました、「令和４年度中小企業実態調査」につきまして、ご
多忙の中、ご協力いただき、ありがとうございました。本調査の結果につきましては、市の関係各部署で共有・分
析した上で、今後の施策への反映を検討させていただきます。

　　　　　　　　　　　　 市内の中小・小規模企業者が抱える経営課題の抽出や分析、経営計画・資金繰り
計画の策定を支援する専門家を派遣します。今後の事業展開の基礎固め、経営改善にお役立てください！

固定資産税ゼロ特例事業（先端設備等導入計画）の適用期限は、令和５年３月31日 設備取得分までです！

～ 調査へのご協力、ありがとうございました! ～

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700359.html
＜北九州市ホームページ「令和４年度北九州市中小企業実態調査」＞
集計結果はこちら

【専門家派遣回数】最大６回（派遣回数は専門家がヒアリングを行い決定します）
【派遣費用】初回は無料/２回目～６回目までは１回あたり3,000円
 ▷詳しくは、HPをご覧ください

【支援内容】

https://www.ktc.ksrp.or.jp/news/2022/12/post-116.html

ヒアリング・
データ収集1 課題の抽出

分析2 経営計画
方針の策定3 経営改善

計画の策定4

初回
無料

【経営力強化サポート事業】
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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：福田、柴田　TEL：093-873-1433

募　集

セミナー

【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

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700360.html◆北九州市HP

　中小企業大学校直方校サテライト・ゼミが北九州市で開催されます。この研修では、若手リーダーが周囲に積極的に
働きかけ、チームの目標達成を推進していくための、上司の補佐や後輩・部下指導のスキル、チームでの仕事の進め方
を学ぶことができます。
1　研修期間
2　対 象 者
3　定　　員
4　受 講 料
5　会　　場

6　募集期間
7　申込方法

令和５年３月14日（火）から３月15日（水）まで（２日間　計12時間）
企業等における管理者候補（係長・主任）
15名
22,000円（税込）
八幡西生涯学習総合センター２階204会議室
（北九州市八幡西区黒崎三丁目15番３号　コムシティ内）
令和４年12月１日～令和５年３月13日（前日）まで
中小企業大学校直方校（主催）へのお申込みが必要になります

詳しくは、
下記URL（北九州市HP）を
ご確認ください

北九州市事業承継SDGs

北九州市では、すべての企業が持続的に発展するために、２日構成の事業承継セミナーを開催します。引継ぎのための
「磨き上げ」に焦点を当てた本気で考える事業承継セミナーです。※どちらか一日だけでも参加可能です。

１日目　令和５年１月12日（木） 17：30～19：00
　承継できない本当の課題
・知ってほしい事業承継の現状
・親族承継問題における本当の課題とは
・経営者が落胆しないために知っておきたい社員承継の本質
・誰も教えてくれないM＆AというEXIT（出口戦略）

・その他、申込方法や詳細等は
 右記ホームページにてご確認をお願いします。

（公財）北九州産業学術推進機構　事業承継専門相談員　　
（前　福岡県事業承継・引継ぎ支援センター統括責任者）
奥山　慎次　氏

２日目　令和５年１月17日（火） 17：30～19：00
　持続させるための磨き上げとは
・自分の為の磨き上げ（安心できる将来設計）
 会社の未来・自分の未来を考える
・持続可能な企業のための磨き上げ（魅力ある企業設計）　 
 財務・事業・組織・経営の磨き上げ

北九州テクノセンタービル5階会議室
（北九州市戸畑区中原新町2－1）

Web申込みはこちらから→

事業承継 × SDGs 
本気で考える事業承継セミナー（無料）のご案内

日時
内容

講師 場所

中小企業大学校直方校サテライト・ゼミ
「若手リーダー養成研修（北九州市開催）」の案内について

ご紹介

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

【事業主の方へ】適切な労務管理のポイントについて
法令や労使間で定めたルールを遵守することはもちろん、事前に十分な話合いを労使間で行うことや、お互い
の信頼関係や尊厳を損ねるような方法を避けることは、労使間の紛争を防止するためにも欠かせないことです。
労働条件の変更や雇用調整をやむを得ず検討しなければならない場合であっても守らなければならない法令の
概要や、労務管理上参考となる主要な裁判例を取りまとめたパンフレットを紹介します。
「適切な労務管理ポイント」（厚生労働省発行）
●賃金の支払い等
●労働条件の変更
●解雇・雇止め
●民事上のトラブルの解決を図るための制度
◎お問い合わせ先・各種資料のご案内
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ご紹介 その２

【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

　本市では、市内中小企業者が開発した独創性豊かな新商品及び新役務（サービス）の販路拡大を支援する
ため、「北九州発！新商品創出事業」を実施しています。
　令和４年度は、従来の募集枠に加えて「DX 促進枠」を設け、DX 促進に資する優れた商品も募集しました。
このたび、審査会を経て、６件の新商品・新サービスを認定しました。
　先月の３商品に引き続き、下記のとおり３商品をご紹介します。

㈱吉川システック
RFⅠDでDX！まずは棚卸、物探しから業務改善「棚卸・探索システム」
RFⅠDを利用した、高品質なのに安価な、棚卸と探索に特化した
システムです。RFⅠD導入を検討したけれど高額で断念した方、
まずはスモールスタートで棚卸から試したいという方にお勧めで
す。時間のかかる棚卸業務をRFⅠD一括読取で効率アップするこ
とが可能です。棚卸時に未確認の物品も探索機能で探し出すこと
ができます。
業務内容によって、リーダーを選択できます。
（画面一体型／タブレット、リーダーセパレート型）

㈱ＨＡＮＡＴＡＢＡ
ロボットがZoomを自動進行！コミュニケーションを円滑に「tender」
tender（テンダー）は、ビデオ会議システムZoom
を利用したオンラインコミュニケーション用のサー
ビスです。ロボットによる自動司会進行で、人より
も、安定してコストが下げられます。
進行状況に応じた話題の提供、チャット送付、画面
共有のON/OFF等、コミュニケーションを円滑に行
うための自動進行機能を搭載しています。

市内中小企業が開発した新商品を大紹介!
―北九州発! 新商品創出事業―

㈱ｓｐｏｏｎ
備えない防災商品　災害・救援情報発信シート「TABシート」

北九州市小倉北区米町一丁目1番1号小倉駅前ひびきビル6階
contact＠src-spoon.jp

TEL：093‒342‒7070
https://src-spoon.jp/

北九州市八幡西区陣山二丁目3‒22 日神パレステージ黒崎
hanataba8708@gmail.com

TEL：080‒6400‒7123
https://tender.party/

北九州市八幡東区尾倉二丁目1番2号 吉川工業ビル内
pkg_support@yst-net.co.jp

TEL：093‒661‒3211　FAX：093‒681‒3139
https://www.yst-net.co.jp/

「TABシート」は１枚で２つの使い分けができる備えない防災商品
です。いつも（通常）の時は広告等の各種掲示物に、もしも（発
災）の時は救助や避難中を知らせる
「災害・救援情報発信シート」として
ご使用いただけます。耐久性重視のテ
ント素材３サイズと、撥水性重視のユ
ポ紙２サイズを展開しています。

【タブレット・リーダー
 セパレート型】

【画面一体型】
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募　集

お知らせ

【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：溝正・熊丸　TEL：093-582-2050

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

「北九州デザインシンポジウム2022」を開催します!
　デザインの分野で活躍される講師をお招きし、市民、市内企業がデザインに関す
る知識を深め、新しいビジネスの創出や課題解決に至るデザイン思考のきっかけと
なることを目指し、シンポジウムを会場とオンラインのハイブリッドで開催しま
す。是非お申込みください。

令和5年1月25日（水）18：00～19：30
西日本工業大学　小倉キャンパス3階
（小倉北区室町1－2－11）
※ZOOMによるオンライン配信も行います
アニメーション監督　吉浦　康裕　氏
アニメ監督と考える“心を掴むものづくり”
会場：80名　オンライン：500名
無料
令和5年1月23日（月）まで
右記のお申込み先または市HPから

●日　　時
●場　　所

●講　　師
●テ ー マ
●定　　員
●参 加 料
●申込期間
●申込方法

講師：吉浦　康裕　氏

お申込みは
こちらから！

よしうら やすひろ

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

24 門司生涯学習センター
（門司区栄町3－7）

10：30～11：30
13：30～14：30

10：00～11：00
14：00～15：00

公益社団法人 若松法人会 会議室
（若松区本町1丁目13－15 石炭会館２階）

若松税務署
法人課税第一部門
℡：093‒761‒2694

門司税務署
総務課
℡：093‒321‒5831

1月16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
①個人課税第一部門
②法人課税第一部門
℡：093‒583‒1331

①10：00～11：30
②15：00～16：00

1月18日㈬ 14：00～15：00

2月1日㈬ 15①10：00～11：00
②15：00～16：00

2月8日㈬ 16：00～17：00
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
法人課税第一部門
℡：093‒671‒6531

若松区

1月24日㈫
2月22日㈬

1月24日㈫
2月21日㈫

門司区

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。

【消費税インボイス制度説明会（主催：国税局・税務署）】
　　消費税の仕組みやインボイス制度について知りたい方は、事前予約（問合せ）先にお電話等で申込をした上で、
　説明会（無料）に是非ご参加ください！

令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。
インボイス制度の開始に備えて、ぜひ以下の説明会にご参加ください。
■インボイス制度とは
適格請求書（インボイス）とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの
〈売手側〉
　売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められた場合、インボイスを交付する必要があります。
〈買手側〉
　買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録事業者から交付を受けたインボイス
　の保存等が必要になります。

※駐車場に限りがありますので、ご来場の際は、なるべく公共交通機関等をご利用ください。
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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。　

【1・2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-

【問い合わせ先】 北九州市立大学 経営企画課　担当：押領司、田中　TEL：093-964-4195

【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

■　時間はいずれも9:30～16:30（昼休憩60分）です。
■　①③の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。
■　②④の会場は株式会社アットワーク黒崎駅前教室（北九州市八幡西区黒崎3-9-22 RISOビル7F）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又はメールでお申し込みください。申込書は当センター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。

受講料日　程コース名
ビジネスとSDGs(持続可能な開発目標)の融合
表計算ソフトを活用した業務改善
チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割
業務に役立つ表計算ソフトの関数活用

①
②
③
④

1/27（金）
1/28（土）
2/ 8（水）
2/25（土）

¥ 3,300
¥ 2,200
¥ 3,300
¥ 2,200

募　集

ご案内

「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。

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

　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2023年度履修生を募集します。

【日　時】 2023年1月21日(土) 14：00～16：00
【場　所】 北九州市立大学　北方キャンパス

【内　容】 カレッジ全体概要の説明やトークショー、個別相談会を予定。
※ご参加いただくには、お申込みが必要です。詳細はHPでご確認ください。
https://www.kitakyu-u.ac.jp/contribution/i-design-community.html

プログラムの特色

説明会開催

領　域
歴史を振り返りながら自分史を作成し、今後の人生をデザインするヒントを見つける。

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
の習得を目指す。 【オンデマンド開講】対面・オンラインでのフォローアップあり。

心理学を通じて、自分や人のこころ、人間関係について、多角的に分析・理解し、職場や
地域等への対応力を身に付ける。 【夜間開講】

学問と人生
地域創生

こころの科学

社会人のための
データサイエンス基礎

内　容

i-Designコミュニティカレッジ履修生募集!

●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。

地域活動に関する知識・理論を学修し、活動を進める実践力やノウハウを修得する。

オムニバス形式での講義やゼミの活動を行い、多様性についての知識を深める。多様な世界との対話


