NPO-KTS
特定非営利活動法人
北九州テクノサポート

北九州テクノサポート

■２００３年４月 北九州 TS は、NPO 法人としてスタート

■設立の目的
ＮＰＯ法人 北九州テクノサポートは、経験豊かで豊富な知識･技術を備えた
シニア世代を社会の貴重な人材・人的資源として捉えその活力をもって、地域住
民及び地域の企業、公私の組織･機関に対して、経営、技術開発、ＩＴ化、環境保
全、新規事業の創出等に関する調査、教育、指導、連携促進及び政策提言活動
などものづくり・まちづくりの根幹に関する事業を行い、北部九州地域の再生と活
力あるまちづくりに寄与することを目的としています。

北九州市戸畑区中原新町２－１（北九州テクノセンタービル 806）
TEL 093-873-1453／FAX 093-873-1453

■法人の経緯・概要
ＮＰＯ法人 北九州テクノサポートは、旧テクノサポート会（平成７年７月発足）をリニュアールし平成１５年４月にＮＰＯ法人化とし設
立しました。経験豊かで豊富な知識･技術を備えたシニア世代を社会の貴重な人材・人的資源として捉えその活力をもって、地域社会
及び企業、公私の組織･機関に対して、経営・技術開発、ＩＴ、環境技術、新規事業の創出等に関する調査、教育、指導、産学連携促進
及び政策提言活動などものづくりの根幹に関する事業を行い、地域の再生と活力ある環境にやさしいものづくりに寄与する。

■法人の機能・組織
NPO 法人 北九州テクノサポート
（シニアテクノサポートシステム）
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これら第一戦から退いた人的パワーはまだまだできることは山ほどある。このような、シニア世代の知識・経験技術などを埋もれさ
せることなく、積極的に活用することによって、「生きがい」と「尊敬」の善循環システムをつくり、社会と人間の活性化を図ることが、
シニアテクノサポートシステム（北九州テクノサポート）の目的である。
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■各専門分野の活動概要（競争力のある産業の育成と活性化を目指し、次の支援活動を行います）
（１）環境技術：地球環境社会貢献のため、企業やビル等が行う省エネ・省資源・再資源化等の経営改革の支援・指導を行います。
（２）産学連携：企業等のニーズにマッチした産学官連携活動支援、公的な研究・開発補助金・助成金等の応募支援を行います。
（３）生産向上：企業等の生産現場に於ける合理化・改善・提案に関する現場調査・分析・指導等、「生産性向上」支援を行います。
（４）ISO/EA21：ISO9001、ISO14001 等およびエコアクション 21 の認証取得や実践上の活動の支援を行います。
（５）情報技術：企業等のウェブによる販売支援や Excel・Access を活用した儲かる業務改善指導・支援等のＩＴ利用支援を行います。
（６）広
報：企業の広報・広告活動を支援します。例）会社案内・製品カタログ・広告デザイン等などの指導・支援を行います。

■北九州テクノサポート業務・事業実績案内
「特定非営利活動法人 北九州テクノサポート」は平成１５年度スタートしました。さらに皆様方のお役にたてるよう、会員一同努力いた
しますので、何卒ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いしますと共に、気軽にご用命下さいますようお願い申しあげます。
⑥「山口大学エコ・テクノ企業訪問コーディネート事業」…
業務内容 （充実した各種業務が準備されております）
（国立大学法人山口大学・平成 17・18 年度）
1．受託業務
⑦「エコ・テクノ 2007 産学ビジネス支援事業」…
2．技術課題の相談・助言・指導
（(財)やまぐち産業振興財団・山口大学・平成 19 年度）
4．新製品・新技術開発の支援
⑧中小企業テクノフェア in 九州～2013 ビジネスマッチング…
5．ISO 認証取得、ＥＡ21 認定登録支援協力
（（公財）西日本産業貿易コンベンション協会）
6．環境ビジネス・省エネの相談・指導・研究支援
⑨北九州地域産業人材育成インターンシップ支援事業…
8．マーケティング及び販売の支援
（（公財）北九州活性化協議会 2011～13 年度）
9．企業・大学の紹介及び連携支援
⑩「社会人 Dr.プログラム」の地域プロモーション推進事業
10．IT による情報サービスの提供
（九州工業大学 H23-24 年度）
11．技術調査業務
2．支援事業
12．講師・専門家紹介及び派遣
①「九州工業大学へコーディネータ派遣」…
14．他団体との交流・連携及び交流支援
（九州工業大学 H16～25）
15．研修会・交流会の企画及び支援
②「相談員・専門家派遣」…b （中小企業支援センターH16～20）
17．企業巡回相談・出前相談
③「ISO・EA21 認証取得支援事業」…
16．その他
④「ISO9001 内部監査員研修」…b
（A 社へ派遣、H16～20）
⑤「ISO14001
資格認証取得コンサルティング」…b
（N 社、H16）
状況
会員数：６８名（平成２５年９月１日現在）
会員
⑥「コミュニティビジネス事業化支援」…
1．専門登録状況
（（財）九州地域産業活性化センターH17）
機械・金属工学、電気・電子・制御工学、化学・応用化学工
⑦「ものづくり中小企業
IT 支援」… b (地域中小企業、H16・17）
学、情報通信工学、情報システム工学、経営管理、その他
⑧４県工業高校実践教育導入事業… （(財)FAIS H19・20・21）
2．経歴状況
⑨「ISO9001 認証取得支援事業」…
（H 社、H23 年度）
民間企業・大学・官庁･公的機関及び団体・個人等の経験者
3．調査事業
3．資格状況 (重複あり)
①「北九州市内中小企業の技術調査業務」… （(財)FAIS、H16）
資格名称 人数
資格名称 人数
資格名称 人数
②「産業見本市商談企業調査」 （財）西日本産業貿易見本市協会 H16）
技術士
7 名 公害防止管理者 22 名 高圧ガス主任技術者 7 名
中小企業診断士 3 名 ＩＳＯ審査員
14 名 エネルギー管理 士 5 名
③「産業廃棄物資源化・減量化企業実態調査」 （㈱KTR、H16）
危険物取扱主任 13 名
博士（工学・学術） 4 名 熱管理士
7名
④「北九州地域環境関連企業調査」… （北九州市立大学 H18）
電気主任技術者 3 名 一般計量士
2名 衛生管理者
5名
⑤「北九州の技術マップ」更新調査業務…
（(財)FAIS、H20）
22EA21 審査人 15 名 X 線主任技術者 3 名 浄化槽管理士
2名
⑥高度基盤技術ポテンシャル調査…
（(財)FAIS、H21）
英検２級
2 名 情報処理技術者 4 名 環境カウンセラー 12 名
⑦「研究活動の基盤データベース整備と研究支援体制の構築」
特定化合物質取扱 3 名 非破壊検査技術者 2 名 産廃技術管理者
8名
経営コンサルタント 2 名 電気工事士
2名
へ KTS 会員 33 名派遣… （九州工業大学 H21）
社会保険労務士 2 名 無線技術士
2名 その他
47 名
⑧ハイフォン市との交流・協力企業に係る北九州市内企業の
ニーズ調査…
（北九州私立大学 H21 年度）
事業実績 （受託事業・支援事業・調査事業・専門家派遣等）
⑨平成 24 年度環境ﾋﾞｼﾞﾈｽ促進調査 （県中小企業団体中央会）
1．受託事業
4．専門家派遣
⓪北九州産業技術継承センター関連業務…（九工大等 H14-18）
①「中小企業支援センターへ相談員・専門家派遣」… （H16-25）
①「金属プレス成形金型産学連携研究会」…
②「シーズ・ニーズ調査マッチングコーディネータの派遣」…
（福岡県商工部、福機連、H16・17・18）
（九州産業技術センター、H16～20）
②「北九州エコプロダクツ・エコプレミアム推進業務」…
③九州大学社会人教育への協力 （九州大学工学府 H19～21）
（北九州市環境産業政策室、H１6・17～20）
④「専門家企業派遣」実績… （市内中小企業多数、H15～25）
③「北九州産業技術保存継承センター関連業務」…
5．推進事業
（北九州市企画政策室、匠塾、H16・17・18・19） ①「ＥＡ21 地域事務局開設」 登録・認定業務開始
平成１７年度から（NPO 法人北九州テクノサポート）
④「ＥＡ21 実践講座講師派遣」…（北九州市環境局、平成 16～20 年度）
②「企業拡販支援事業」
（N.A.Y.K.H.…社、平成 15～25 年度）
⑤「北九州ＴＬＯライセンス活動」…（FAIS、平成 16～20 年度）

■ 事業項目
<①>ものづくり・まちづくりの活力となる地域の企業・組織などに対する、経営、技術、研究開発、技術移転、情報化な
どについて、研修会の開催、指導やコーディネートなどを行うサポート事業。
<②>環境保全の技術開発に関する調査、研究及び技術開発などの指導やコーディネート
などを行うサポート事業。
<③>国際規格(ISO)の認証取得に関するサポート事業
<④>福祉・介護・医療などに関する調査及び研究開発などのサポート事業。
<⑤>住民や地域に対する、広くまちづくりやものづくり及び環境保全のための教育、研修
などについて、研修会の開催や講師・指導者の派遣などのサポート事業。
<⑥>国際協力に関する調査及び技術交流などの推進・マッチングを行うサポート事業。
<⑦>行政や他団体との交流、連携及び協力することによるまちづくりサポート事業。
<⑧>広報及び情報の提供事業。

■ 北九州テクノサポートへご気軽にご相談下さい
色々な相談方法があります。北九州テクノサポートは豊富な経験をもつ会員が相談に対応しています。
気軽にご相談ください、お待ちしております。

■相談方法■
北九州テクノサポートは、企業の
お困りごとの「駆け込み寺」として、
この北九州から誕生しました！
ご気軽にご利用ください。

1.相談の連絡先
TEL/FAX：093-873-1453
E-mail：npo-kts@npo-kts.org
2.来訪による相談（無料）
北九州テクノサポート事務局(北九州テクノセンタービル8 F 806b)
3.出前による指導
企業へ出向いての指導は、テーマにより最適な専門家を派遣します。
4.企業ホームドクター
定期的に巡回し、情報提供・相談・助言・指導を行います。

無料

http:// www.npo-kts.org/

■ 賛助会員
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賛助会員登録申込書【法人・個人】 様式は、ホームページからタウンロードできます。
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貴社の
事業概要

会費

入会費
年会費

賛助会員特典

法人：10,000 円
/個人： 5,000 円
貴社のＵＲＬ
法人：20,000 円・1 口 /個人：10,000 円
当 NPO 法人の広報誌に貴社の広告記載（年２回）また、ホームページに広告記載し貴社ホームページに
リンクします。尚、当会員が定期的に貴社を訪問し、新着情報の提供・諸々のご相談に対応します。

■会員募集
企業の第一線をリタイヤされた方の第二の人生を地域社会発展のために貢献・恩返ししてみませんか…? 皆さん方が
持っておられる知識・技術・経験・人脈は、次の社会に伝えなければならないし、それは義務でもあり権利でもあります。
これからが本格的な社会貢献の時期なのです。当 NPO 法人を利用して、地域社会の潤滑剤として役立てて下さい。

会員の申込み

会員登録の申込みは、ホームページからタウンロードできます。
申込用紙に必要事項をご記入の上ご提出下さい。

会 費

入会費： 5,000 円
年会費： 5,000 円

北九州テクノサポート
北九州テクノサポート

TEL／FAX: 093-873-1453 E-mail：npo-kts@npo-kts.org
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町２－１（北九州テクノセンタービル 806 号）
KTS-2013.10.10 重藤デザイン

