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成長加速化協調資金のご案内
～通常よりも軽減された保証料でご利用いただけます！！～紹介

　中小企業の事業拡大を支援するため、プロパー融資と協調した資金を融資し、中小企業の事業拡大促進及び成長
加速化に資することを目的に、令和元年7月1日に成長加速化協調資金を創設しました。

1月号で掲載いたしました「令和元年度第4四半期のセーフティネット保証5号のお知らせ」の記事中、令和2年1月1日～

令和2年3月31日までの指定業種を151業種としておりましたが、正しくは152業種でした。訂正してお詫び申し上げます。

１　借入枠の実質的な増加！
　　本融資と金融機関の独自融資（プロパー融資）の併用により、実質的に借入枠が増加します。
２　軽減された信用保証料
　　北九州市が信用保証協会へ支払う保証料の一部を補てんしており、市融資制度の中でも、比較的低めの保
　　証料率（0.35～1.54％）で利用できます。
　　※融資申込みにあたっては金融機関と信用保証協会の審査があります。

【問い合わせ先】北九州市産業経済局中小企業振興課　  担当：松岡、鐵見、北野    TEL：093-873-1433
【融資の申込先】市内取扱金融機関15行

資金使途

運転・設備

申込対象者 期　間 金　利 保証料率
　市内に事務所・事業所を有し、現に事業を営んでいる方で、共通要件を満た
す次のいずれかに該当する方
〇借換以外の場合
　プロパー融資の金額が融資全体の40％以上を占めている方
〇借換を含む場合
　市融資制度の既往借入の借換を含む、次のいずれにも該当する方
　①借換金額を除く部分の融資金額が借換金額全体の20％以上を占めている方
　②借換金額を除く部分の融資金額のうち、プロパー融資の金額が40％以上を
　　占めている方

運転10年以内
（12月以内）

設備15年以内
（24月以内）

取扱金融機関
の定める率

0.35%
～

1.54%

この融資制度のポイント

軽減された保
証料の支払い

信用保証

信用保証料の補てん

具体的なイメージ（借換を含まない場合）
必要な資金　500万円

成長加速化協調資金　…300万円
プロパー融資　　　　…200万円

金融機関融資（プロパー融資）取扱金融機関取扱金融機関
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中小企業中小企業

福岡県信用保証会福岡県信用保証会北九州市北九州市

成長加速化協調資金（保証協会の保証付き）

実質的に借入枠の増加！！

訂正とお詫び
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紹介 令和２年度　国予算案等の紹介

　生産現場の作業者が安全で働きやすく、また生産性向上にもつながる「現場改善」の方策について、基礎知識や実践
方法を学ぶ、中小製造業向けの生産管理セミナーです。本セミナーでは、改善につながった他社の事例を学びながら、自
社の課題の発見や改善策の発案につなげます。皆様のご参加をお待ちしています。

　令和元年１２月２０日、令和２年度国の予算案等が閣議決定されました。このうち、中小・小規模企業のみ
なさまの関心の高い事業や税制改正についてご紹介します。（制度の詳細等は、経済産業省HPをご覧ください。）

　複数の中小企業・小規模事業者等が事業者間でデータ・情報を共有し、連携体全体として新たな付加価値の創造や
生産性の向上を図るプロジェクトを支援します。

　中小企業・小規模事業者等が行う
革新的なサービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善に必要な設備
投資等を支援します。

　小規模事業者が商工会・商
工会議所と一体となって取り
組む販路開拓や生産性向上
の取組を支援します。

　中小企業・小規模事業者等の生産性向上を実
現するため、バックオフィス業務の効率化や新
たな顧客獲得等の付加価値向上（売上向上）に
資するITツールの導入を支援します。

セミナー  『「見える化」でつなげる改善活動』受講者募集中！

【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：副島、國　TEL：093-873-1430

■日　時　令和2年2月25日（火）　14:00～16:30
■会　場　北九州テクノセンタービル　多目的ホール
　　　　　（北九州市戸畑区中原新町2‐1）
■対　象　中小製造業の管理者、監督者、リーダーなど
■受講料　1,000円／人（当日、会場でお支払いください）
■定　員　30名（定員になり次第、締切）
■共　催　北九州市

■内　容（詳細は、https://www.ktc.ksrp.or.jpまで）
・５Ｓからはじめる、ものの「見える化」　
・情報の「見える化」でモチベーションアップ　など
■講　師　改善アドバイザー　西田　正則　氏
　　　　　にしやん代表（中小企業支援センター登録専門家）

東証一部上場企業の子会社（住宅メーカー）で管
理職、工場長を歴任。主に製造現場での、環境改
善手法で儲かるしくみ作りを支援している。

【令和元年度第２次補正予算案】

ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進事業

小規模事業者持続的
発展支援事業

サービス等生産性
向上IT導入支援事業

●中小企業生産性革命推進事業　（3,600億円）

【令和２年度当初予算案】
●ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業　（10億円）

（１）少額資産に係る設備投資　特例措置
　　　　中小企業が取得する30万円未満の少額設備投資について、年間300万円まで即時償却を可能とする制度を創設する
（２）中小企業向けオープンイノベーション促進税制　創設
　　　　中小企業による創業10年未満・未上場のベンチャー企業に対する1,000万円以上の出資について、25％の所得控除を講じる
（３）中小企業再編・統合等（事業承継やM＆A）に係る税負担の軽減措置　期間延長
　　　　中小企業が事業再編・統合を行う際の登録免許税や不動産取得税を軽減する措置を2年間延長する

【令和２年度税制改正案】
●少額資産の設備投資や事業再編・統合等を支援する税制措置

　AIに関する専門的知見をもった人材の育成及び中小企業とのマッチングを支援し、データ分析等を活用した経営課
題解決の普及を促進します。

●AI人材連携による中小企業課題解決促進事業　（６億円）　【新規】



「BCP( 事業継続計画 )」とは？
～あなたの会社は大丈夫？「もしも」の災害のために～

紹介
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　昨今の自然災害によって、部品のサプライチェーンがストップし、一時的に、ラインの操業が停止状態に陥
る事態が発生するなど、緊急時の連絡体制や指揮命令体制、復旧体制などを予め文書で定めたBCP（事業継続
計画）策定の必要性や重要性が改めて再認識されています。今回は、BCPの簡単な概要を説明します！

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

　本セミナーでは、企業の危機管理の専門家を講師に迎え、BCPの概要や必要性、作成のポイント、事例など
をわかりやすく解説することで、市内中小企業の皆様がBCPに取り組む契機とし、防災・危機管理意識の向上
を図ります。

受講者募集「中小企業 BCP(事業継続計画)セミナー」を開催します！

【BCP関連の計画　一覧】

■事業継続計画（BCP）　：事業者が作成（国や自治体の認定制度なし）

■事業継続力強化計画　　：経済産業大臣が認定　※

■連携事業継続力強化計画：経済産業大臣が認定　※

※「防災・減殺設備の税制優遇」、「補助金の優先採択」「低利融資」等の
支援策を活用できます。

■　日　時　　令和２年２月１２日(水)14：00～16：30
■　場　所　　西日本総合展示場　新館　AIM　3階　３１２会議室
　　　　　　　（北九州市小倉北区浅野3-8-1）
■　講　師　　(有)薗田経営リスク研究所　代表取締役　薗田　恭久　氏
■　参加費　　無料　
■　定　員　　50名（先着順、各団体3名まで）　　　　　　　　　　
■　申　込　　事前申込制・先着順（定員に達し次第、受付終了）
　　　　　　　ＱＲコードもしくは、市HPより、電子申請していただくか、参加申込チラシに必要事項を
　　　　　　　記載のうえ、FAX(093-873-1434)にて申込ください。　
※申請方法など詳しくは、中小企業振興課ホームページをご覧ください。 北九州市　BCP　セミナー 検索

風水害
地震

テロ

詳しく知りたい方は、
セミナーへ！

企業価値の維持・向上

ＢＣＰ

⇒中核となる事業を継続・早期復旧し、企業価値の維持を図るための計画のことを指します！

事業継続計画（BCP）事業継続計画（BCP）
Business  Continuity  Plan

設備事故

火災
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社長、その商品名危なすぎます！九州知財活用セミナー in 北九州　受講者募集
　世の中には、たくさんの商品があふれています。ほとんどの商品には何らかのマークや目印がついています。そのマークや
目印が商標となります。消費者はこのマークや目印を頼りに商品を購入します。そのため、商標は商品と切っても切り離せな
い関係にあるものです。思いを込めてつけた商品名を、実は誰かが商標登録していたらどうなるのか・・・弁理士富澤正氏著
書「社長、その商品名、危なすぎます！」より事例をもとに皆さんが地雷を踏まない商標、ネーミングについてお話いたします。

■日　時　令和2年2月17日（月）14：00～16：00（13：45より受付開始）
■場　所　COMPASS小倉　イベントスペース（小倉北区浅野3-8-1　AIMビル6階）
■対象者　中小企業の経営者、知財担当者など
■受講料　無料　　　　　　　■定　員　３０名
■講　師　コスモス国際特許商標事務所パートナー　弁理士　富澤　正　氏
■詳　細　北九州知的財産支援センターホームページをご覧ください。
　　　　　https://www.ktc.ksrp.or.jp/kipc/

セミナー

【問い合わせ先】 （公財）北九州産業学術推進機構　北九州知的財産支援センター　担当：國、井上　 TEL：093-873-1432

コスモス国際特許商標事務所パートナー
弁理士　富澤　正　氏

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

HP インスタグラム

今月のゲンバ男子・ゲンバ女子 新たに掲載されたゲンバ男子・ゲンバ女子をご紹介します！
株式会社ワキノアートファクトリー　野崎　規裕さん 
　創業64年。大空を彩る花火の製造販売や、音楽・レーザー光線を取り
入れた花火ショー、特殊効果花火を使ったイベントの企画・演出なども
行う株式会社ワキノアートファクトリー。勤続5年目の野崎さんは福祉の
専門学校を卒業後、施設や一般企業で働きながら、やりたいことを探し
ていたが「偶然ハローワークでワキノの求人を見つけた時、高校生の頃、
花火の仕事っていいなぁと思っていたことを思い出して」。現在は花火を
開かせるための火薬(割薬)作りを配合から担当し、イベントの際は音楽
の構成なども担当する。「花火は同じものが作れない世界。玉も演出も
まだまだ反省ばかりですが、いいものを作って、お客さんが喜ぶ花火を
作れるようになりたい」。今や趣味も花火と話し、休日もインターネット
で花火大会や競技会の動画をチェックしている。

株式会社鶴元製作所　森下　貴夫さん  
　大規模工場などの換気・排煙・採光・免震装置、ならびに各種建築金
物を設計製作し、OEMメーカーとして国内有数のシェアを誇る株式会
社鶴元製作所。入社5年目の森下さんの前職は自動車の営業だったが、
小さい頃からプラモデルが好きだったこともあり、モノづくりの世界へ。
「会社一の努力家」と上司が認める実直さで結果を出し、現在は板金
加工機械を使い、鉄やアルミニウムなどの切断・せん断・曲げ加工など
を担当している。「従業員の意見が通る職場なので、改善提案などもで
き、やりがいを感じます。今後は工程全体の流れを把握できるよう経験
を積んで、上司に追いつきたいです」と意欲を燃やす。休日は3人の子ど
ものパパとして奮闘するだけでなく、地元の消防団にも在籍。昨年は全
国消防操法福岡県大会に出場し、地域貢献にも尽力している。
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　北九州市貿易・投資ワンストップサービスセンター（ＫＴＩセンター）<北九州市・ジェトロ北九
州・北九州貿易協会で構成>は、海外展開を目指す市内中小企業者の皆様を後押しするため、事業計
画の策定、海外各国のビジネス環境情報の提供、専門家派遣（無料）、海外見本市等への出展助成な
ど、様々な支援メニューを用意しています。

　この度、ＫＴＩセンターでは、九州経済産業局・福岡県と連携して、市内中小企業者の皆様を対象
に、令和２年度に、各機関が実施を予定している海外展開支援メニューの概要や年間スケジュール等
をご紹介いたします。

　海外ビジネスに関心のある市内中小企業者の皆様は、是非ご参加下さい。

　　【日　　時】　令和２年２月２８日（金）　１４：００～１６：３０
　　【会　　場】　ＡＩＭビル８Ｆ　キプロホール
　　　　　　　　　（北九州市小倉北区浅野３－８－１）
　　【対　　象】　北九州市内に事務所又は事業所を有する中小企業者
　　【定　　員】　６０名
　　【次　　第】　１４：００～１４：０５　開会挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市　中小企業振興課
　　　　　　　　　１４：０５～１４：３５　『（仮称）国の海外展開支援施策について』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州経済産業局　国際部　国際課
　　　　　　　　　１４：３５～１５：０５　『（仮称）福岡県の海外展開支援施策について』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県　商工部　新産業支援課
　　　　　　　　　１５：０５～１５：１５　休憩
　　　　　　　　　１５：１５～１５：３５　『（仮称）北九州市の海外展開支援施策について』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市　産業経済局　中小企業振興課
　　　　　　　　　１５：３５～１５：５５　『（仮称）北九州市の高度外国人材活用
           支援施策について』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市　産業経済局　雇用政策課
　　　　　　　　　１５：５５～１６：１５　『（仮称）ジェトロの海外展開支援施策について』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジェトロ　北九州貿易情報センター
　　　　　　　　　１６：１５～１６：３０　質疑応答・名刺交換会

　　【主　　催】　ＫＴＩセンター<北九州市　/　ジェトロ北九州　/　北九州貿易協会>
　　【申込方法】　下記のＵＲＬから電子申請をしていただくか、参加申込書に必要事項を記載のうえ、
　　　　　　　　　ＦＡＸ（０９３－５５１―３６１５)にて申込ください。
　　　　　　　　　https://www.kti-center.jp/shinchak/entry-656.html
　　【締切日】　令和２年２月２７日（木）

【問い合わせ先】 産業経済局中小企業振興課（国際ビジネス担当）　担当：平手・井上　TEL：093-551-3605

※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。

参加者募集 令和２年度　海外展開支援施策説明会in北九州
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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。

　『生産性向上支援訓練』とは、「生産・業務プロセスの改善」や「組織マネージメント」といった企業が生産性
を向上させるために必要となる知識を習得するための在職者向け訓練です。
　●専門的な知見やノウハウを有する講師の分かりやすい解説により理解しやすい。
　●「原因の解明・改善策の検討」により実践的な知識が習得できる。
　●短時間・受講しやすい料金により受講しやすいコース設定となっている。

受講者を１０名以上確保いただける場合、企業ごとに個別（オーダー型）コース設定が可能です。
オーダー型コースは、プラン作成に向けたご相談（企業の要望やカリキュラム設定等）やコースのコーディネート
（実習課題の決定や当日の訓練運営等）をとおして、きめ細やかな訓練実施が可能となっています。

セミナー 生産性向上支援訓練『２月開講コース』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  福岡事務所  生産性向上支援訓練担当：末永、吉田   TEL：092-738-8875

★詳細については「ポリテクセンター福岡（福岡事務所）」までお問い合わせください。
<ホームページ>　http://www3.jeed.or.jp/fukuoka/poly/biz/r1_seisan_open.html

「組織力強化」のためのセミナーを実施します！！

【コース名】成果を上げる業務改善　（コース番号：２０９）
【開講日】令和２年２月２５日(火)　9：30～16:30　【定　員】３０名
【受講料】３，３００円（消費税及びテキスト代込み）
【会　場】北九州市八幡西区穴生３－５－１（ポリテクセンター福岡）
【講　師】竹田　浩二氏（㈱インソース）

申込〆切
2/10

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局　中小企業振興課（国際ビジネス担当） 担当：小林、井上　TEL：093-551-3605

　北九州市では、市内食品事業者の海外への販路拡大支援を目的に、台湾・台北市内の高級百貨店「微風廣場」に
おいて、「第2回北九州物産展in台北(仮称)」を開催します。
　物産展の出展商品決定にあたり、昨年11月に台湾バイヤーとの事前商談会をＡＩＭビルで実施しました。商談の
結果、11社の商品が物産展で販売される予定です。
　出展商品は国内商談会・国内取引での買取りのため、為替や言葉の壁がなく、初めて海外に商品を輸出する事業
者にもチャレンジしやすくなっています。　
　今回の物産展は昨年１０月に引き続き２回目となり、前回実施の「微風廣場本店」に加えて、台北屈指の観光ス
ポットである超高層ビル「台北１０１」に隣接した「微風廣場南山店」でも実施の予定です。
　北九州市と台湾の高級百貨店が連携した取組に、今後もご注目下さい。

お知らせ 北九州市×微風廣場「第2回北九州物産展in台北(仮称)」を開催します！　

[第２回北九州物産展in台北（仮称）について]
　１．日　程　令和２年２月２０日（木）～３月４日（水）
　２．会　場　（１）微風廣場本店
　　　　　　　　　　（台北市松山區復興南路一段39號）
　　　　　　　（２）微風廣場南山店
　　　　　　　　　　（110台北市信義區松智路17號）
　３．参加企業数　１１社
　※内容変更の可能性あり

（写真：昨年度の様子）

概　要

内　容

中堅層の方に受講推奨するコースです。
生産性向上に資する業務改善の目的と必要性、改善の視点と具体的な進め方を理解します。
１．業務改善と業務の可視化　　２．業務改善手法

※企業（事業主）からの指示による方（個人の申込みはできません）が対象です。


