経営に関する様々な情報を発信しています
http://www.ktc.ksrp.or.jp

ホームページ

支援施策や各種セミナーなどの情報を掲載しています。

中小企業や創業予定の皆様が抱える様々なお悩みに総合的にお応えする相談窓口です。マネー

北九州市内企業の情報や登録専門家の情報を公開しています。

メールマガジン

ネットワーク北九州【機関誌】

中小企業支援施策活用ガイドブック

各種セミナー・講座・助成金のご案内など経営に関

市や支援センターなどの中小企業支援

北九州市内の中小企業が利用可能な行政などの支援施策

するタイムリーな情報をメールマガジンで提供して

施策を紹介する情報誌です。中小企業

います（月4回程度）。登録・配信は無料です。中小企

支援センターホームページからはPDF

業支援センターホームページから登録申込ができ

形式（バックナンバーを含む）でダウン

ます。

ロードできます。

をまとめた冊子です。無料で配布しておりますので、ご希望
の方は中小企業支援センターまでご連絡ください。また、中
小企業支援センターホームページからPDF形式でダウン
ロードできます。

北九州テクノセンタービル
中小企業支援センター、北九州知的財産支援セン
ター、北九州市中小企業振興課が中小企業支援活
動を行っています。

北九州市中小企業支援センター
ジャーや各分野の専門家が経営等に関するご相談に無料で応じます。
経営に関することならどん
な相談でもOKです。

がんばる企業を応援します！

新日鐵住金 中原門

日明ランプ

至若戸トンネル

至小倉
北九州都市高速

至若戸大橋

中原東交差点

陸橋

駅

戸畑ランプ

畑

至JR小倉駅

ブランディング

技術

JR 九州工大前駅

九州工業大学

境川交差点
中井5丁目交差点

JR

戸

契約上の
トラブル

マーケティング

国道199号線
JR鹿児島本線

国道199号線

公園

知的財産

開業・創業

至戸畑バイパス／井堀5丁目交差点

至八幡

販路拡大

新日鐵住金 中原門

北九州テクノセンター
中原東
交差点

千房1号線

料金所

至若戸大橋

JR鹿児島本線

うどん店

北九州都市高速

九州工大前駅

戸畑ランプ

国道199号線

至小倉

至戸畑

都市高速入口

9
19
国道

あなたのビジネスを熱烈サポートする

号線

中小企業支援センターマネージャー

JR鹿児島本線
境川交差点

新池三丁目交差点

● JR小倉駅より九州工 大前駅まで6分 ● JR 九州工 大前駅下車、北側へ徒歩約３分
● 都市高速 道 路日明ランプより国道199号へ

ACCESS

情報やIT化

資金繰り

至小倉

至若戸トンネル

税務・財務

● 小倉 方面からは、国道199号中原 東 交 差 点よりテクノパークへ入る。

● 戸畑方面からは、都市高速 戸畑ランプ入り口よりテクノパークへ入る（一方通行）
または新池三丁目交差点より若戸トンネル連絡道路経由でテクノパークへ入る。

駐車場を

ご用意して
います。

● 若松 方面からは若戸トンネルより直 進、テクノパークへ入る。

中小企業の
範 囲
小規模事業者の
範 囲

◎この制度は、中小企業支援法によって定められた中小企業の範囲に該当する企業が対象となります。
●製造業
（ソフトウェア業、
情報処理業含む）
・建設業・運輸業／資本金3億円以下、
または従業員300人以下の会社および個人
●卸売業／資本金1億円以下、または従業員100人以下の会社および個人
●サービス業／資本金5千万円以下、または従業員100人以下の会社および個人
●小売業／資本金5千万円以下、または従業員50人以下の会社および個人

●製造業その他／常時使用する従業員数20人以下

●商業・サービス業／常時使用する従業員数5人以下

北九州市中小企業支援センター

公益財団法人 北九州産業学術推進機構

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号（JR九州工大前北側 北九州テクノセンタービル1階）

TEL 093-873-1430

FAX 093-873-1450

チーフマネージャー

マネージャー

マネージャー

マネージャー

河端 宏

堺 武志

百々 美香

落合 弘

（かわばた ひろし）

（さかい たけし）

（もも みか）

（おちあい ひろむ）

地元金融機関出身。

合同会社 JEXPO 代表。

合同会社企画室М 代表。

落合弘税理士事務所所長。

金融機関での長年の経験を活か

技術士（総合技術監理、建設、上下

大手広告代理店勤務経験等を活

税務・会計の専門家として創業予

し、中小企業の資金繰りや融資相

水道部門）。環境・建設分野での技

かし、企 業ブランディング、新 規

定 者に対する事 業 計 画 策 定、資

談、創業相談など、経営全般に関

術者としての経験と、自らＩＴ・外

事業プロデュース、ITサービスを

金調達、会社設 立のアドバイス、

わる相談への支援をきめ細かく

国 語を駆使して創業した知 識を

活用したプロモーション企 画 等

中 小企 業に対 する経 営改 善、資

行う。

生かし、中小企業の欧州等海外向

を得意とする。女性起業家支援に

金繰り、事業承継のアドバイスな

け販路開拓支援に取り組む。

も力を入れている。

ど、総合的な支援を行う。

中小企 業・ベンチャー 総 合 相 談 窓口
無料

相談料

日

時

場

所

中小企業や創業予定の皆様が 抱える様々なお悩みに総合的にお応えする相談 窓口です。
各分野の専門家が、
「 マーケティング」
「 資 金繰り」
「 販 路拡 大」
「 契 約上のトラブル」
「 税 務」
「 労務」

専門 家 派 遣
創 業や経営革 新などに積 極 的に取り組もうとする中小企 業の皆 様 が 抱える様々な課 題の解決や円 滑な事 業 展 開に向けて、各 分
野の専門家（中小企業診断士・技術士・公認会計士・社会保険 労務士・ITコーディネーターなど）を各企業に派 遣します。

「情報・IT」
「 技術」
「 開業」など幅広い分野のご 相談に個別に応じます。

北九州市中小企業支援センターに連絡のうえ、所定の「専門家派遣申請書」※を提出してください。

月曜日から金曜日（祝日・年末年始は除く）の午前9時〜午後5時（正午〜午後1時は除く）

TEL 093-873-1430 FAX 093-873-1450

申込み方法

※「専門家派遣申請書」はホームページよりダウンロードできます。

※土曜日、日曜日に完全予約制の「休日創業相談」を実施しています。

http://www.ktc.ksrp.or.jp より「経営相談・起業支援」→「専門家派遣」のページへ

北九州市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）
マネージャー・窓口相談員（中小企業診断士・税理士・司法書士・弁護士・社会保険労務士・金融相談員等）が対応。

相談員

支援センターのマネージャーが、現状や課題などについて事前調査し、派遣する専門家・回数・内容

派遣の決定

などを調整。この際、必要に応じて企業・マネージャー・専門家の三者で面談を行います。

※日によって相談員の専門分野が異なりますので事前にご確認ください

相談時間

専門家が現地で実状を分析し、様々なアドバイスをします。
● 就業規則の見直し

原則として1回1時間程度（内容、予約状況により異なります）

申込み

派遣例

TEL 093-873-1430

事前に電話でご予約ください。

派

● 工程管理の進め方

● ISOに準拠した品質マネジメントシステムの構築
● ホームページを活用した販売促進

遣

● 店舗の売り場改善

● 新たな販路開拓

● 資材の在庫管理と5S強化・・・・など

※専門家派遣は、専門的見地からの支援が必要とする場合にご利用いただけます。

窓口相談員紹介

ホームページの作成や就業規則の作成等、派遣先中小企業等の業務代行を目的とするものは派遣の対象とはなり
ません。

● 1回目無料。2回目以降は派遣費用（コンサル料＋交通費）の3分の1（10,000円程度／回）を負担して
派遣料金

いただきます。
1企業、年度内10回を限度とします。

中小企業診断士

宇野 裕 （うの ゆたか）

中小企業診断士

資金相談員

藤井 繁治 （ふじい しげはる） 平川 徹 （ひらかわ とおる）

資金相談員

特定社会保険労務士

青木 道生（あおき みちお） 三原 峰久（みはら みねひさ）

様々な分野の200名以上の専門家が課題解決に対応いたします！

中小企業支 援センターには中小企業 診断士・技 術士・ITコーディネーター・
5S 指 導員・マナー講 師など237名（平成 30 年3月現 在）が 専門 家として登
録しています。

司法書士

司法書士

梯 輝元

（かけはし てるもと）

司法書士

金源 成大

（かねもと しげとも）

中谷 陽子

（なかたに ようこ）

司法書士

藤井 昭裕

巡回専門相談員

（ふじい あきひろ）

特定社会保険労務士

高橋 和彦（たかはし かずひこ）

マッチングコーディネーター

村田 信敏

財前 秀生（ざいぜん ひでお）

中小企業診断士。

県内の中小企業情報や全国の発注企業、自動

市内の製造業を対象に訪問し、各種相談に応

車産業などの情報に精通。製造業の受発注の

じる。支援施策や担当部署を紹介。

マッチングを担当。

（むらた のぶとし）

特許庁「地方創生のための事業プロデューサー派遣事業」

北九州知的財産支援センター （特許、意匠、商標、技術ノウハウ）

（公財）北九州産業学術推進機構は、特許庁の「地方創生のための事業プロデューサー派遣事業」に応募し、全国３か所の一つに選ばれました。

事業プロデューサーとは？

「北九州知的財産支援センター」では、
特許や商標などに関するご相談にお
応えしています。
北九州テクノセンタービル１階

TEL 093-873-1432

FAX 093-873-1455

http://www.ktc.ksrp.or.jp/kipc/

知財トータルサポーター

熊本 洋

（くまもと ひろし）

電機、
窯業メーカー出身。

知財トータルサポーター

武内 洋介

（たけうち ようすけ）

住宅設備メーカー出身。

製品開発において多くの特許出願実績を有し、 研究、
開発、
製造の経験を活かし特許・意匠・商標
知財業務に精通。
知財基礎力の向上、
特許等出 の出願サポートに留まらず、
知的財産を通して企
願、
知財戦略等トータルで支援を行う。

業の業績向上に貢献できるような支援を行う。

地域のニーズ・シーズを掘り起こしながら、
地域のネットワークを活用し事業をプロデュースします。
新規事業創出の専門人材「事業プロデューサー」が北九州市に常駐し、新規事業に取り組む意欲のある中小
企業の事業化支援を行います。また、本事業の受託者である有限責任監査法人トーマツの全面的バック
アップ支援も期待できます。

ミッション
● 地域において多数の新規ビジネスを創出 ● 知財のみならず事業化に関する幅広い活動
● 金融機関を含む地域ネットワークを構築・活用しながら、潜在ニーズ・シーズを掘り起こして事業を構想
● ニーズとシーズのマッチングから事業資金調達、販路開拓まで含めた事業創出環境活動を支援

有限責任監査法人トーマツ
事業プロデューサー

近藤 真吾
（こんどう しんご）

大手自動車会社にて新規事業開発や知的財産
業務を多数手がけ、これまでの経験からビジ
ネス感覚の鋭さ、技術の目利きに優れている。

