
　融資制度の改正
　市内中小・小規模企業の経営基盤確立を促進し事業の振興を図るため、本市では、事業者の資金調達が円滑に行え
るよう、より利用しやすい中小企業融資制度を目指し制度改正に取り組んでいます。
　令和２年４月１日より、事業承継の実施に必要な資金を融資する「事業承継資金」の創設をはじめ、以下のとおり融資
制度の改正を行いましたのでお知らせします。

　事業承継資金の創設
　中小企業の円滑な事業承継を支援するため、事業承継の実施に必要な事業用資産や自社株式の買取資金、贈与税や
相続税の納税資金、事業承継後の多角化や事業転換資金を融資する「事業承継資金」を創設しました。

※金利条件（融資利率や固定金利、変動金利の別など）は、取扱金融機関により異なります。
※金融機関、信用保証協会の金融上の審査があります。審査結果によっては、ご希望に沿えない場合があります。
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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：松岡、鐵見、北野　 TEL：093-873-1433

北九州市中小企業融資制度の改正について
令和2年4月

融資

○詳細は、市ホームページ又は問い合わせ先まで
　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/business/menu03_00025.html

　新成長戦略みらい資金の申込対象事業の拡大等
　従業員の給与アップにつながる事業計画の策定支援や進捗管理、国補助メニューのサポートなど、総合的なサポート
をする「給与アップで人手不足解消！労働生産性向上サポート事業」など、申込対象事業の拡大等を行いました。

１　信用保証料が最大ゼロ！
　　福岡県信用保証協会へ支払う信用保証料を、北九州市が一定の補てんを行うことで、信用保証料の本人負
　担を最大ゼロとしています。（※本人負担ゼロには一定の要件があります）
２　保証人なし
　　一定の財務要件等を満たした法人は、保証人が要りません。（※一部の申込対象者に限ります）
３　プロパー融資の借換可！
　　市融資制度の中で、金融機関独自融資（プロパー融資）の借換ができる唯一の資金です。
　　（※一部の申込対象者に限ります）

北九州市　中小企業融資

申込対象者 資金使途 金　　利期　　間
（据置期間）  保証料率

検索

て つ み

ＰＯＩＮＴ

市内に事務所・事業所を有し、現に事業を営んでいる方等で、共通要件を満
たす、次のいずれかに該当する方
〇３年以内に事業承継を予定している方
〇事業承継日から３年以内の方
〇経営権の集約を目的として、持株会社によって事業会社の株式を集約し、
　当該事業を承継しようとする方
〇経営承継円滑化法の規定による都道府県知事の認定を受けた方

事業承継に
必要な資金
など

取扱
金融機関の
定める率

0.00%
～

0.75%

運転10年以内
（12月以内）

設備10年又は
15年以内
（12月以内）



※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。

【問い合わせ先】北九州市産業経済局中小企業振興課
　　　　　　　　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：鐵見、松岡、北野 　TEL：093-873-1433
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　令和２年４月１日から令和２年６月３０日までのセーフティネット保証５号の指定業種が発表されました。
全国的に業況の悪化している業種が指定されています。

５８７業種の確認　：　中小企業庁ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ>金融ｻﾎﾟｰﾄ>ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証5号の対象業種を指定します。
　　　　　　　　　　（令和2年度第1四半期分）　　
業種の分類・内容　：　e-Stat(政府統計の総合窓口)ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ>統計分類・調査項目>統計に用いる分類・
　　　　　　　　　　　用語>日本標準産業分類

お知らせ 令和2年度第1四半期のセーフティネット保証5号のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に支障をきたしている中小企業者・小規模事業者（個
人事業主を含む）のためのワンストップ相談窓口を２か所設置しています。「資金繰り・経営相談」、「雇
用調整助成金申請支援」の相談・受付の対応をしていますのでご活用ください。

「ワンストップ相談窓口」を開設しています
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う緊急企業支援として

指定業種の変更
5 0 8 業種 5 8 7 業種

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

　新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として国が「セーフ
ティネット保証4号」、「危機関連保証」を発動しました。
・セーフティネット保証4号について
　本市独自の措置として、セーフティネット保証4号の認定を受け、本市景気対応資金を利用する中小企業者
の保証料の利用者負担をゼロ（本市が全額補てん）にするとともに貸出金利を引き下げます。（景気対応資金
の他にも金利引き下げとなる本市中小企業融資があります。）
・危機関連保証について
本市独自の措置として、危機関連保証の認定を受け、本市景気対応資金を利用する中小企業者の貸出金利を
0.9％の固定金利とし、保証料の利用者負担をゼロ（本市が全額補てん）にします。

お知らせ セーフティネット保証4号と危機関連保証についてのお知らせ

お知らせ

【設置期間】令和2年3月9日(月)から当面の間
【相 談 料】無料

雇用調整助成金申請支援窓口
【事前予約制】

社会保険労務士　1人
相談時間：月～金 9:00～17:00

社会保険労務士　1人
相談時間：月～金 9:00～17:00

資金繰り・経営相談窓口
中小企業診断士等　1人

相談時間：月～金 9:00～17:00
中小企業診断士等　２人

相談時間：月～金 9:00～17:00

小倉ワンストップ相談窓口
小倉北区浅野3丁目8-1(AIMﾋﾞﾙ8階)

　℡ 093-551-3619

戸畑ワンストップ相談窓口
戸畑区中原新町2-1(北九州ﾃｸﾉｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1階)

℡ 093-873-1433



募集開始しました！販路開拓に役立つ【中小企業成長加速化モデル事業】募集
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　販路開拓に特化した伴走型支援で、事業拡大や売上増等の企業成長を加速させ、本市経済をリードする中核企業
を目指していただく「中小企業成長加速化モデル事業」。
　市から委託を受けた専門スタッフの支援のもと、営業計画やプレゼンツール・商談の進め方の見直し、新規取引
先の獲得など、販路開拓を検討している貴社にフィットする事業です。
　今年度の募集は５月２２日（金）までとなっております。
　以下ホームページから事業の詳細・募集要項をご確認のうえ、忘れずにお申し込みください！！

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700238.html

【平成30年度支援企業】 　　 計測検査株式会社　様 （非破壊検査）

交通規制のないトンネル点検　ＭＩＭＭ（ミーム）

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

《本事業での取組み・改善点》 
◆営業先の再検討
◆営業先開拓のヒント
◆営業チームの情報共有
◆自社・製品のキャッチコピー
◆ホームページデザイン一新
◆展示方法の改善　　　など

◎売上額

前期比 +13.1%
◎受注件数

前期比 +37.8%
◎顧客管理の一元化

《成果》

　北九州市及び(公財)北九州産業学術推進機構では、下記のとおり新技術・新製品の開発等に対する助成を行い
ます。詳しくは、各担当課にお問い合わせください。
　なお、助成金に関する公募説明会を例年４月上旬に開催しておりましたが、令和２年度については開催しない
ことといたしました。
　つきましては、事業の詳細は、各「問合せ先」へお尋ねください。
　なお、募集開始日、締切日はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

助成金 中小企業の研究開発・技術開発を応援します！ 

事業名 概要 募集締切日

中小企業技術開発振興助成金 5月15日（金）

5月8日（金）

5月15日（金）

未定

新成長戦略推進研究開発事業
（実用化研究開発事業）

環境未来技術開発助成事業

中小企業アジア環境ビジネス
展開支援事業

問合せ先等

新技術・新製品等の開発はもとより、既存技術・製
品の高付加価値化や社内生産性向上・効率化を
目的とした開発等を助成します。

北九州市新成長戦略を推進するため、技術の
高度化、製品の高付加価値化並びに新産業の
創出を目指す研究開発を促進します。

循環型社会、低炭素社会の実現に向け、新規性
、独自性、実現性の高い環境技術の研究に対し
て研究開発費の一部を助成します。

アジア地域等に低炭素化技術の輸出を目指す
市内中小企業を対象に、現地での実証試験等
を行う費用の一部を助成します。

北九州市産業経済局中小企業振興課
TEL：093-873-1433
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700000.html

(公財)北九州産業学術推進機構　イノベーションセンター
産学連携部　TEL：093-695-3006
https://www.ksrp.or.jp/fais/iac/project/collab.html

北九州市環境局環境産業推進課
TEL：093-582-2630
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/file_0474.html

北九州市環境局アジア低炭素化センター
TEL：093-662-4020
http://www.asiangreencamp.net/topix.php
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紹介 認定・使用実績で新商品販促を！【北九州発！新商品創出事業】
　「北九州発！新商品創出事業」の審査・認定を受けることで、自社開発新商品・新サービスの販路開拓PRポイントと
して活用できます。また、市のニーズに合致すれば随意契約での調達・試用が可能となります。 
　今年度の募集は５月２２日（金）まで。お忘れのないようお申し込みください！！

【制度概要】
◆対象は市内中小企業が公的支援を活用し、自社開発した新商品・新サービス
◆市の機関での用途が見込め、販売開始から５年以内のもの
◆制度ホームページ　https://www.ktc.ksrp.or.jp/trial/index.html

　北九州市では、中小企業の技術開発力の向上及び技術集約型企業への転換を推進するため、市内で新技術・新製品等の
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。ぜひご活用ください。

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

サービスが対象に追加されました！

助成金 新技術・新製品等の研究開発を行う中小企業者を支援します！
「中小企業技術開発振興助成金」のご案内

中小企業技術開発振興助成金 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700000.html検索

１　対象者
２　対象となる研究開発
３　対象となる経費 
４　助成金の額
５　募集期間
※詳しい要件、対象経費、申込方法（申請書の様式、必要書類等）などは、下記ホームページをご確認いただき、お申し込みください。

市内の中小企業者又は中小企業団体で、要件（※）を満たすもの。
新技術・新製品等の開発で、要件（※）を満たすもの。
研究開発に要する経費（※）で指定されたもの。
助成対象経費の２/３以内（創業５年未満の場合３/４以内）で限度額５００万円
令和２年4月１日（水）　～　令和２年5月1５日（金）

　北九州市では、市内の中小企業団体が、若年者や女性等の人材確保を目的として独自に取り組む、業界のイメージアッ
プや職場環境の改善などを図る事業に必要な経費の一部を助成します。

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

助成金 中小企業人材確保支援助成金のご案内

※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。

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700170.html

１　対象者

２　対象事業

３　助成金額
４　募集期間

市内に事務所を有する中小企業団体（構成員の3／4以上が中小企業者で構成）で構成員の共同事業
又は共益的事業を行う営利を目的としない法人・任意団体
令和2年4月17日(金)～令和3年3月31日(水)の間に実施する以下の事業
◇団体が所属する業界の役割･魅力を伝える啓発事業(製造現場の見学会、建設機械の操縦体験等)
◇学生、教員等との交流事業(学生や教員・保護者と経営者の意見交換会など)
◇職場環境改善のための研修事業(労働条件や作業環境見直しのための勉強会等)
◇その他若年者や女性等の人材確保のために特に有効と認められる事業
対象経費の2分の1以内　限度額40万円　※審査の上、予算の範囲内で決定します。
令和2年4月17日(金)から随時受付(予算終了、もしくは令和3年1月29日(金)まで）

※認定の際は審査があります。事業の詳細・お申し込みはホームページをご確認ください。



お知らせ GW前の中小企業融資の申込みはお早めに！
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　ＧＷ前は、中小企業融資の申込みが増加し混雑が予想されるため、ＧＷ前に必要な資金は、お早めにお
申込みいただきますようお願い申し上げます。
※申込時期により、ＧＷ前に融資を受けることができないことがありますので、ご注意ください。

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

参加企業募集「就職氷河期世代応援企業」登録制度について
　北九州市では、「就職氷河期世代応援企業」として登録いただいた、就職氷河期世代の正規雇用に積極
的な市内企業に対して、主に以下の５つの人材確保支援を行っています。

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局雇用政策課　 担当：宮本、山田 　TEL：093-882-5400

※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。

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ

《５つの人材確保支援》

　①　市内外への企業情報発信
　②　国の助成金制度の情報提供
　③　合同会社説明会の案内
　④　社会人インターンシップの案内
　⑤　求職者の適性を踏まえた効果的な
　　　マッチング支援

《就職氷河期世代正規雇用化支援　全体イメージ》

就職氷河期世代応援企業にご登録ください！
①「北九州しごと☆まるごと情報局企業応援サイト」
　から、企業情報登録へ。
　　北九州市　企業応援サイト　を検索！
②「就職氷河期積極採用【応援企業】」にチェックを
　入れることで、ＰＲが可能となります。
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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。

【内容】IE活用による改善、IT活用手法　等
① 5/12(火) ビジネス文書作成術［2,200円］
② 5/26(火) サービス業におけるIE活用［3,300円］
③ 5/30(土) 業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用［2,200円］

セミナー 在職者向けセミナー5月開催コースのご案内（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　訓練第二課　  担当：園田、篠原     TEL：093-622-5738
●詳細はHPでご確認ください● http://www3.jeed.or.jp/fukuoka/poly/zaishoku/index.html

組織力・ＩＴ力を強化して生産性アップ！

「北九州イクボス同盟」に加盟しませんか？紹介

【問い合わせ先】　北九州市総務局女性活躍推進課　　担当：齊藤、藤木　　TEL：093-582-2209

　これからの未来、組織が持続可能に成長していくためには、企業におけるダイバーシティ・働き方改革の推進は必須
です。そこで、本市では経営者が「イクボス」として、自らワーク・ライフ・バランスを実践しながら、従業員の仕事と家庭
生活の両立、キャリア形成を応援し、生産性の向上や多様な働き方を推進することにより、働く人・企業がともに成長
し、さらには、このまちの活性化に多くの人が参画することを目指す、企業・団体のトップによる「北九州イクボス同盟」
を設立しました。設立趣意に賛同いただく企業を募集いたしますので、ぜひ加盟をご検討ください。

北九州イクボス同盟の目指す姿

北九州イクボス同盟に加盟すると・・・

①　企業の取組みを紹介します！
②　企業間の情報交換、研修等に参加できます！ 
③　専門家を派遣します！　など
ご加盟、支援事業等の詳細は
HP「今こそ、イクボス」をご覧ください
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/kitaq-ikuboss/

・ミッションの
　再認識
・経営戦略としての
　イクボスの取組み

働く人の幸せ
生産性の向上

業績の向上

人材確保

イクボスが増えれば
従業員が変わる

その家族が変わる
企業が変わる

そしてまち（北九州市）が変わる
（まちの賑わい、活性化に繋がる）

【内容】“ものづくり分野”に関する専門知識や技能・技術
① 5/9(土),16(土),30(土)  
② 5/9(土),16(土),30(土)  
③ 5/12(火),13(水),14(木)  
④ 5/16(土),23(土)　　　　
⑤ 5/20(水),21(木)　　
⑥ 5/21(木),22(金)　
⑦ 5/23(土),24(日)　　
⑧ 5/25(月),26(火),27(水)
⑨ 5/28(木),29(金)　
⑩ 5/30(土),31(日)
［ ］内は受講料（消費税及びテキスト代金込み）です。

フライス盤加工技術（加工方法編）＜匠塾＞［18,500円］
溶接作業における高度熟練技術＜匠塾＞［26,500円］
電動機制御のための有接点シーケンス制御［12,000円］
木造住宅における壁量計算技術［10,500円］
有接点シーケンス制御の実践技術［8,500円］
実践建築設計2次元CAD技術（木造立面・断面図編）［7,500円］
現場のための電気保全技術［9,000円］
設計に活かす3次元CADソリッドモデリング技術［12,500円］
設計者ＣＡＥを活用した構造解析［8,500円］
給水設備保守・管理技術［7,000円］

生産現場の抱える課題解決をサポート！

『生産性向上支援訓練・IT活用力セミナー』

『能力開発セミナー』


