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北九州市中小事業者一時支援金

　2021年1月～３月の期間に売上が減少した事業者で、福岡県の感染拡大防止協力金や国の一時支援金等
の支援対象外となる事業者

【対　象】

【要　件】

【申請期限】

下記のすべての要件を満たす事業者

2021年6月18日（金）まで

【申請方法】
オンライン申請もしくは郵送申請
※特例による申請は郵送のみ

【ホームページ】
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09901261.html

【支給額】

北九州市内に事業所がある中小法人、個人事業者等
2021年1月～3月のいずれかの月の売上が、前年又は前々年の同月と比べ、30%以上減少していること
今後も事業を継続する意思があること
福岡県感染防止拡大協力金や、国の一時支援金、他の地方自治体が支給する時短営業協力金や2021年1月～
3月の売上減少に伴う支援金等の受給対象でないこと
公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体、風営法上の性風俗関連特殊営業事業者等でないこと

1.
2.
3.
4.

5.

飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けている事業者
売上減 30%以上50％未満　●法人　最大15万円　　●個人　最大10万円
その他の事業者
売上減 50%以上　　　　　 ●法人　最大15万円　　●個人　最大10万円
売上減 30%以上50%未満　●法人　最大10万円　　●個人　最大  5万円

1.

2.

※4月15日にＷＥＢ申請及び特例申請の受付を開始しました。
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【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　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１階　TEL：093－873－1430　FAX：093－873－1450
https://www.ktc.ksrp.or.jp　E-mail：k_info@ksrp.or.jp

中小企業支援センターをご利用ください!
中小・小規模企業の課題解決を全力でお手伝いします紹  介

相談日時
相談時間
申込方法

月曜日から金曜日（祝日、年末年始は除く）午前９時～午後５時（正午から午後１時は除く）
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）
電話でご予約ください（専門相談員への相談は 1週間前までに）。

派遣テーマ
派遣専門家
派遣の流れ
費用負担

創業、事業進出、工場の合理化、販売戦略、営業力の強化など
登録専門家（約270 名）：中小企業診断士、技術士、税理士、ITコーディネーターなど
電話連絡のうえ、「専門家派遣申請書」を提出してください。
１回目無料。２回目以降、１回につき１万円程度を負担。１企業、年度内６回を限度。

◆中小企業・ベンチャー総合相談窓口

◆専門家派遣（専門家によるコンサルティング）

◆あなたのビジネスを熱烈サポートする中小企業支援センターのマネージャーを紹介します！

チーフマネージャー
さわの けいいちろう

澤野  恵一郎
もみい たかし

籾井  隆志
マネージャー

きたじま ともみ

北嶋  知美
マネージャー

　中小・小規模企業や創業予定者の皆様が抱える幅広い悩みに総合的にお応えする相談窓口です。マネージャー
や専門相談員が「経営」「資金繰り」「法律」「税務」など各種相談に個別に応じます（事前予約制、無料）。

　創業や経営革新に積極的に取り組もうとする中小・小規模企業者等が抱える様々な課題の解決や円満な事業展開に
向けて、各分野の専門家を企業に派遣します（費用負担あり）。

地元金融機関出身
金融機関での経験を活かし、中小企業の資
金繰りや融資相談、創業相談など、経営全
般に関わる悩みを積極的にサポートする。

合同会社JEXPO 代表
技術士（総合技術監理、建設、上下水道部
門）である一方、ヨーロッパ等海外展開を支
援する企業を自ら立ち上げた経験を生かす。

アルテックソリューションズ ㈱代表取締役
一級建築士、中小企業診断士。
経営者、エンジニア及び経営コンサルタントの
経験を活かして、中小企業の持続的成長を支
える仕組みづくりなど総合的な支援を行う。

則松佳孝税理士事務所代表
特に、福祉に関する業務を得意とし、社会
福祉法人・NPO 法人の会計業務にも精通。
相談者に対し、専門用語を使わない理解し
やすいアドバイスを心掛けている。

㈱ヒロインコンサルティング  代表取締役
中小企業診断士として、戦略策定・実行、経
営改善等、中小企業の幅広い悩みの解決を
サポートする。

中小企業診断士
市内の製造業を対象に訪問し、各種相談に
応じる。支援施策や担当部署を紹介。あわせ
て、製造業の受発注のマッチングを担当。

さかい たけし

堺　  武志
マネージャー

のりまつ よしたか

則松  佳孝
マネージャー

むらた のぶとし

村田  信敏
巡回相談・マッチング担当
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【対　　象】

【公募期間】

申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前の同３か月の合計売上高と比較して
10％以上減少している中小企業等。
事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し 、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0％）以上増加、又は従業員一人当たり付加価
値額の年率平均3.0%（一部5.0％）以上増加の達成。

1.

2.
3.

補助率 中小企業3/4
中堅企業2/3

補助額 従業員数5人以下   ：100万円～　500万円
従業員数6～20人  ：100万円～1,000万円
従業員数21人以上 ：100万円～1,500万円

●通常枠　補助額　100万円～8,000万円　 補助率　1/2（4,000万円超は1/3）
●グローバルV字回復枠＊＊　補助額　8,000万円超～1億円　補助率　1/2

●通常枠　 補助額　100万円～6,000万円　補助率　2/3
●卒業枠＊  補助額　6,000万円超～1億円　補助率　2/3

上記1～3の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けた
ことにより、令和3年1～3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30％以上減少していること。

緊急事態宣言特別枠

中小企業

中堅企業

＊卒業枠：400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、
  資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。

①直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15％以上
　減少している中堅企業。
②補助事業終了後3～5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0％以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。

＊＊グローバルV字回復枠：100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。

補助金

　新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等
を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します！

企業の思い切った事業再構築を支援します
（中小企業等事業再構築促進事業）

令和３年５月20日（木）～令和３年７月２日（金）18：00まで
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医療・福祉（介護）

会社理念の共有、
離職率の低下

●毎週１回働き方を見直す会議を開催し、課題を抽出

●研修を開催し、ケアの在り方を共有。

●法人として取り組まないといけない課題が明確になり、その課題を
スタッフ間で共有することができた。

●テキスト、ケア方針を作成することで、法人全体の共通のものさ
しができた。

●結果的に離職防止につながった。

若手社員の人材育成・定着

●公平な人事評価制度への着手　
●社内アンケートの実施
●従業員の事情に合わせた働きやすい時間帯で勤務ができる雇用
形態の導入

●年次有給休暇の取得状況の把握、取得率が低い従業員に対する
声掛けの実施

●人事評価制度の着手により、若手社員のキャリアアップ計画が
必要だと分かった。

●社内アンケートにより、今まで見えなかった社内の満足、不満が
顕在化することができた。

取組事例

働き方改革に取り組む企業を支援します！
～参加企業募集中～

タイの大学からのインターンシップ生受入企業を
募集します！（エンジニアとしての就職を見据えて）

【問い合わせ先】 福岡県北九州労働者支援事務所　担当：帆足、末吉　TEL：９６７－３９４5

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局産業イノベーション推進室　担当：馬原、池田　TEL：５８２－２905

募　集

募　集

【開催日】 ７月１３日（火）「基本講座」、１０月２０日（水）「中間報告会」、来年１月１３日（木）「最終報告会」
【時　間】 １３時３０分～１６時３０分
【場　所】 [基本講座・中間報告会]　ウェルとばた（北九州市戸畑区汐井町１－６）
　　　　 ［最終報告会］　北九州市立男女共同参画センター「ムーブ」(北九州市小倉北区大手町１１－４)
【定　員】 ２５社（北九州会場）　　【申込締切】 ７月８日（木）　　【要　件】 全講座（３回）の参加　　【費　用】 無料

働き方改革に精通した専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)が、貴社の取組を個別支援
（計画案づくりから実践まで）します。

●内　容

◇基 本 講 座（７月） 
◇中間報告会（１０月）
◇最終報告会（１月）

他社事例、課題の洗い出し、解決策の検討、計画づくりの手法を学ぶ 
取組の中間報告、社内の本格実践に向け、必要に応じて計画見直し
取組結果の報告発表

R2年度インターンシップ生の市長表敬の様子

　北九州市では、地域企業への理工系高度人材の供給（就職）を見据え、タイのパンヤピワット経営大学から地域企業へ
インターンシップ生を受け入れる事業を、平成３０年度から行っており、これまでに１６名が就職済（内定者含む）です。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、企業においてはテレワーク、時差出勤、オンライン会議の導入など、新しい働
き方が模索され、働き方改革をめぐる情勢も変化しました。今こそ、自社の働き方を見つめ直し、課題の解決に取り組んでみませ
んか？皆様のご参加をお待ちしています。

　国内のエンジニアの不足への対応、海外の優秀なエンジニアの確保、
海外への事業展開のネットワーク強化等の面で興味のある企業様は、
是非、面談へご参加ください。
■インターンシップ期間 ： １０月～翌２月（予定）
■インターンシップ候補生：１４名（自動車生産工学科９名、ロボティクス・
　オートメーション学科１名、コンピュータ学科４名）
■申込方法：HPをご覧のうえ、6月３０日までに「参加申込書」「企業紹介動画」の提出をお願いします。
　（URL : https://kitakyu-robotech.jp/）
■これまでの事業をまとめた動画や、これまでの参加企業は下記を参照ください。
　URL : https://kitakyu-robotech.jp/training/training02/

業　　　種 建設業業　　　種

成　　果 成　　果

企業の課題 企業の課題

取組内容
取組内容

●ケアの方針が明確でなく、多職種・専門職同士のコミュニケー
ションが上手く機能していなかったことから、テキストやケア
方針を新たに作成。

●年次有給取得率が前年比で５倍以上UPした。
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　北九州市では、女性の職業生活における活躍またはワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進に関す
ることに積極的に取り組み、成果をあげている企業・団体及び個人を表彰し、その取組内容を広く市民の皆さまに知
っていただくため、「北九州市女性活躍・ワークライフバランス表彰」を実施しています。

　これから女性活躍やワーク・ライフ・バランスに取り組もうとしている、あるいはさらに取組みを進めようとしてい
る企業・事業所に、そのニーズにあった内容で講師を無料で派遣し、セミナーを実施いたします！
　詳しくはHP（http://wlb-kitakyushu.jp/aboutwlb/company/seminar.html）でご確認ください。

　社会保険労務士（アドバイザー）を派遣し、女性活躍やワーク・ライフ・バランスに取り組む企業、さらなる充実を
図ろうとする企業に対し、助言や情報提供を行います！助成金の活用や就業規則の見直しなど社会保険労務士とい
う専門的見地から支援いたします！
　詳しくはHP（http://wlb-kitakyushu.jp/relation/）でご確認ください。

女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進を支援します！

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

【企業・団体部門】
 ・市内に本社または主たる事業所を置く企業　・市内に活動の拠点を置く団体等
【個人部門】市内に活動の拠点を置く個人
【応募締切】令和３年７月７日（水）まで
【応募方法】北九州市ホームページ

●優秀な人材の確保や従業員の定着　　●時間外労働の削減
●業務効率化や働き方の見直し　　　　 ●イクボスの養成
●女性の育成・キャリア支援の促進　　　 ●従業員の子育てや介護等の家庭生活と仕事との両立
●女性活躍やワーク・ライフ・バランスの法的実務、コンプライアンスについて　など

【費　用】従業員300人以下の市内事業所は無料！（※301人以上の事業所にも有料で派遣可能です）

紹　介

第１５回「北九州市女性活躍・ワークライフバランス表彰」企業・団体や個人を募集しています！

「企業向け出前セミナー（無料）」実施企業を募集しています！

女性活躍・ワークライフバランス推進をアドバイスする社会保険労務士を派遣します！

＜募集の概要＞

【セミナー例】

●女性社員を採用するための準備　●育児・介護期の従業員が安心して働ける職場づくり
●働き方改革を実現するためには　●ハラスメントトラブルの防止
●「女性活躍推進法」「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画の策定
●助成金（女性活躍・ＷＬＢの取組の促進）を活用した自社の取組推進　など

【アドバイスの内容例】　※1回2時間程度で、4回まで派遣できます

●北九州市に事業所を有し、派遣場所が市内であること
●ワーク・ライフ・バランス推進サイトで「キタキューかえる宣言」をした（する）事業所　など

【対象事業所】

【対象事業所】北九州市内の企業･事業所

（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/12000000.html）から
応募用紙をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、北九州市総務局女性
活躍推進課（北九州市小倉北区城内1-1）へ郵送、FAX（093-582-2624）
または電子メール
（sou-joseikatsuyaku@city.kitakyushu.lg.jp）で応募してください。

昨年の表彰式の様子

5 ※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。　
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プレミアム付きキャッシュレス商品券
「Ｐａｙｃｈａ ペイチャ」の参加店舗を募集しています

【問い合わせ先】 Paychaコールセンター　TEL：０１２０-３７６-２５６

ご案内

　北九州商工会議所では、北九州市内の様々なお店で使える、プレミアム付きキャッシュレ
ス商品券「Paycha（ペイチャ）」を年2回販売します。キャッシュレス決済の普及と新型コロナ
ウイルスの影響で冷え込んだ北九州経済の活性化を目指します。
　現在、参加店舗を随時募集しています。ぜひご登録ください。詳細、申請手続きは北九州
商工会議所ホームページ内、ペイチャ概要ページをご覧ください。

概要（登録）ページはこちらから⇒

【プレミアム率】
【販売受付期間】

【 使 用 期 間 】

販 売 方 法 】

２０％（６，０００円分の商品券を５，０００円で販売します）
第１回：令和３年 ５ 月２１日～令和３年 ６ 月１０日
第２回：令和３年 ９ 月２１日～令和３年１０月１０日
第１回：令和３年 ６ 月２１日～令和３年 ９ 月３０日
第２回：令和３年１０月２１日～令和４年 １ 月３１日
スマートフォン専用アプリからの申し込みによる抽選販売

①北九州市内で営業している店舗であること
②一般消費者向けの商品やサービスを提供する店舗であること
　（一部ご利用いただけない商品・サービスがありますのでご注意ください）

商品券概要

加盟店登録条件


