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助成金 中小企業人材確保支援助成金のご案内

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

※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。 【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 

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６月19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。上限40万円（千円未満の端数切捨て）
令和２年６月19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）

HP

　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。

助成金 「ものづくり中小企業女性等職場環境改善支援助成金」のご案内
女性や高齢者の人材確保や定着のための設備設置等を支援します!

【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、柴田　TEL：093-873-1433

検 索

　北九州市では、ものづくり分野での女性や高齢者の人材確保や定着を支援するため、市内の中小製造業者・
建設業者が、女性専用設備（トイレ、更衣室、休憩室等）、また、女性や高齢者の作業をアシストする機器の
設置など、女性や高齢者が働きやすい職場環境の改善に取り組む際に必要な経費の一部を助成します。
１　対象者
２　対象事業

３　対象経費

４　助成金額
５　募集期間

市内に事務所を有する中小製造業者・建設業者で要件を満たすもの。
女性や高齢者の人材確保や定着を目的とした次の事業で、次項の交付要件を全て備えているもの。

助成対象経費の２分の１以内。上限50万円（千円未満の端数切捨て）
令和２年６月19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）

（１）女性専用設備の設置（新設、改修）
（２）女性専用設備の設置に伴う備品の購入
（３）女性や高齢者の作業をアシストする機器の設置や購入

例：トイレ、更衣室、休憩室など 
例：ロッカー、椅子、テーブルなど 
例：クレーン、バランサーなど 

（１）工事費（最小限必要と認められる付帯工事費を含む）、設計監理費 
（２）備品購入費  ※対象経費に係る消費税・振込手数料は除く

※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/10700001.html ものづくり中小企業女性等職場環境改善支援助成金 
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お知らせ 先端設備等の適用対象を拡充するとともに、
固定資産税を３年間ゼロにします!

【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、柴田　TEL：093-873-1433 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700243.html 検 索固定資産税ゼロ特例事業　北九州市 

　国では、中小企業の生産性向上のため、平成30年度～令和２年度の３年間を「生産性革命・集中投資
期間」と位置付け、「生産性向上特別措置法」に関連し、償却資産に係る固定資産税の特例措置を実施し
ています。 
　本市では、この特例を活用して、一定の要件を満たす場合に、中小企業の新規取得設備投資の固定資
産税を３年間ゼロにしております。
　このたび、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を
支援する観点から、適用対象を拡充するとともに、固定資産税を同じく３年間ゼロといたします。 

【固定資産税ゼロ特例事業】

【今回の変更について】

　計画期間内に、労働生産性を一定程度向上（年平均３％以上）させるため、先端設備等を導入
する計画を策定し、北九州市から計画の認定を受けた中小企業が、要件を満たした設備にかかる
固定資産税について、軽減が受けられる制度です。 
●対象者　：

●適用期限：

●対象設備：

資本金額１億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者（大企業の子会社を除く）
平成30年度～令和２年度
※生産性向上特別措置法の改正を前提に、現行の特例措置対象も含め２年延長見込み
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上する下記の設備
①機械装置 ②測定工具及び検査工具 ③器具備品 ④建物附属設備 ⑤構築物
⑥事業用家屋

※上記条件は抜粋になります。詳しくは、HPをご確認ください。
※先端設備等導入計画の認定要件とは異なりますので、ご注意ください。

※その他事業の詳細、申込方法（申請書の様式、必要書類等）などは下記の市ホームページを必ずご確認
　いただき、お申し込みください。

●適用対象の拡充
対象となる先端設備等を「機械及び装置、器具及び備品、工具、建物付属設備」に加えて、
「事業用家屋、構築物」（ともに取得価額が120万円以上のもの）を追加

※事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
※構築物は旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上する一定のもの。
※事業用家屋・構築物ともに、中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもの。

●事業用家屋及び構築物に係る適用期間
令和２年４月30日から令和３年３月31日（※）までに取得した資産が対象 

※生産性向上特別措置法の改正を前提に、現行の特例措置対象も含め２年延長する見込み。 

●事業用家屋及び構築物に係る特例措置
　事業用家屋及び構築物に係る固定資産税を同じく３年間ゼロ 
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【問い合わせ先】 研修について：（独）中小企業基盤整備機構　九州本部　中小企業大学校直方校
TEL：0949-28-1144　URL http://www.smrj.go.jp/institute/nogata/index.html 
補助金について：北九州市産業経済局中小企業振興課　TEL：093-873-1433

　平素より、中小企業大学校直方校の研修事業に、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
　今年度の直方校では、年間約40本の中小企業の皆様向けの研修をご用意しています。
　研修テーマは、「管理者養成」「企業経営・経営戦略」「組織マネジメント」「財務管理」「営業・マーケティング」
「人事・組織」「生産管理」など幅広い分野を網羅しており、どのコースも体系的に学ぶことができ、第一線で活躍
している経験豊富な講師陣による実践的な研修を実施しています。
　皆様のニーズに合わせた多彩なカリキュラムを提供し、中小企業の皆様の人材育成に貢献して参りたいと考えて
おりますので、引き続き、ご活用のほど、よろしくお願い申し上げます。

人材育成は中小企業大学校直方校にお任せください!
　　　　　　　　　　　　中小企業大学校直方校　校長　奥田　裕二

テーマ No. コース名 テーマ No. コース名 

104 コミュニケーション活性化講座 107 営業担当者のための営業スキルの決め手（福岡） 

106 実践で学ぶ！部下指導の考え方・進め方（福岡） 117 ビジネスチャンスを拡げる新規顧客開拓（福岡） 

術業営案提るす献貢に決解題課の客顧031座講化強力トンメジネマムーチ311

）岡福（座講発開品商の」考思ンイザデ「831月7・修研者理管堅中611

意極のンゼレプいすやりかわのめたの者当担業営241座講成養力トンメジネマの者理管性女721

129 中堅管理者研修・11 月 114 経営課題と対策が見えてくる財務分析講座 

術理管金資のめたるめ進を営経たし定安041法決解題問るす化強を力考思スネジビ141

144 ムダを省いて計画性を高める仕事管理術 105 人事・労務管理がよくわかる入門講座（福岡） 

123 ＩｏＴを活用した受注管理の効率的な進め方（福岡） 112 人が育つ会社になるための人材育成 

方め進・方え考の築構度制事人！ぶ学で践実821方め高の果成と化着定のＳ５531

139 不良品ゼロ化をめざす品質管理講座 201 経営管理者養成コース（第 34 期） 

）期72第（スーコ成養者理管場工202州九北htiwミゼトイラテサ203

交付対象
次の要件を全て満たす中小企業者または中小企業団体
１ 受 講 者 北九州市内にある事務所または事業所に勤務する方（経営者を含む）で、修了証書の交付を受けた方
２ 対象研修 上表の「2020年度 中小企業大学校直方校の補助対象研修コース」 

補助金額 受講生１名につき受講料の１／３以内（1,000円未満の端数は切り捨て） 

交付申請
１　申請期限　2021年２月26日（金）まで〔補助金の交付対象となる企業には、2021年２月頃、
　　　　　　　市より補助金申請の案内を送付します。その後、申請手続きとなります。〕
２ 申請書類 補助金交付申請書、受講料の振込みが確認できる書類等 
※詳細は市のホームページをご確認ください。 URL https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700051.html 

北九州市の直方校研修受講料の補助制度をご活用ください !
　北九州市では、中小企業大学校直方校へ研修生を派遣した中小企業者または中小企業団体を対象に、受講料の
一部を助成しています。2020年度の補助対象研修コースは、以下の24コースです。 

《2020年度中小企業大学校直方校の補助対象研修コース一覧》 

《受講料補助の概要》
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ご案内 能力開発セミナー9月開催コースのご案内(ポリテクセンター福岡) 

※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】　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

【問い合わせ先】　北九州市総務局女性活躍推進課　担当：南雲、荒牧　TEL：５５１-００９１

募集 女性社員の育成を応援します!
女性社員や管理職の育成・サポートに課題を抱える企業をはじめ、もっと前向きに仕事に取り組みたい、スキルの向上を図り
たい女性を対象に、北九州市内の企業の女性活躍推進をバックアップする2つの女性向け講座を開催します。

■女性管理職セミナー 
より広い視野で組織に貢献し、次のステージで活躍するためのスキルや心構えを学び、さ
らに同じ立場で働く女性管理職同士の交流も促進し、お互いに刺激し合う関係を作ります。 
対　象■ 管理職や同等の役割を果たしている女性
参加費■ 無料
定　員■ 20名
会　場■ 小倉駅周辺の会議室を予定
　　　 （詳細は参加者へ個別にご連絡いたします）
日　時■＜全4回＞9/29・10/27・11/20・12/11 

■働く女性のためのステップアップ講座 
自分らしさを生かしてスキルアップできる秘訣や、仕事に楽しみややりがいを見いだし、
今後も長く働き続けるためのヒントを学びます。 
対　象■ 概ね20～40代の働いている女性
参加費■ 6,000円
定　員■ 25名程度
会　場■ 北九州市立男女共同参画センタームーブ5F
　　　 （小倉北区大手町11-4）
日　時■＜全3回＞9/5・9/26・10/10 

【申込・問合せ】（受託事業者）
サイズラーニング
TEL：092-791-5442
Mail：kagayaku@psys.info

詳細は市HPをご覧ください（チラシもダウンロードいただけます）

【申込・問合せ】
北九州市立男女共同参画
センター・ムーブ事業課
TEL：093-288-6262

企業の成長・発展には、競争力及び経営資源を強化する「人材育成」が欠かせません。ポリテクセンター
福岡では、企業の生産現場で働く在職者が抱える課題解決のため、生産性の向上や業務の改善、新たな製
品の創造に必要な専門的知識及び技能・技術を習得する能力開発セミナーを実施しています。 

受講料日程コース名

実践建築設計 2次元ＣＡＤ技術(木造平面図編) 9/5(土),12(土) ¥11,000 

生産設備管理技術(回転診断編) 9/7(月),8(火),9(水) ¥11,500 

伝動装置の機械保全技術 9/10(木),11(金) ¥10,500 

ＰＬＣによる電動機制御の実務 9/16(水),17(木) ¥ 8,500 

現場のための電気保全技術 9/18(金),19(土) ¥ 9,000 

実践建築設計 3次元ＣＡＤ技術(木造住宅編) 9/26(土),10/3(土) ¥11,000 

事例で学ぶビルにおける給排水衛生設備の保守管理技術 9/26(土),10/3(土),4(日) ¥10,500 
● 受講料は教材費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。
● 当センターホームページへは、下記QRコードを読み取るか、
　 URLからご利用ください。

● ご不明な点は、お気軽に下記までお電話ください。
http://www3.jeed.or.jp/fukuoka/poly/zaishoku/index.html

☞https://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/15400138.html


