北九州空港開港 10 周年
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平成 28 年度補正予算（国）による

の公募が始まりました！！
今回成立した国の平成28年度第2次補正予算は、平成28年8月2日に閣議決定された「未来への投資を実現する経済
対策」を実施するために必要な経費の追加を行うもので、一般会計の歳出総額の増加は3兆2,868億余りとなります。
このうち、中小・小規模企業のみなさまの関心が高い、「小規模事業者販路開拓支援事業(小規模事業者持続化補
助金)」及び「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」についてご紹介します。

小規模事業者持続化補助金
【概要】
商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その
計画に沿って販路開拓等に取り組む費用の一部を補助
します。
【受付締め切り】
平成 29 年 1 月 27 日(金)

※当日消印有効

【補助対象】
小規模事業者（「製造業その他の業種に属する事業を
主たる事業として営む商工業者(会社及び個人事業主)」
であり、常時使用する従業員の数が 20 人以下(卸売業、
小売業、サービス業(宿泊業･娯楽業を除く)に属する事
業を主たる事業として営む者については 5 人以下)の事
業者）であり、経営計画に基づき、商工会議所の支援を
受けながら実施する販路拡大等のための事業
※商工会議所の会員･非会員を問いません。
【補助内容】
補助対象経費の 3 分の 2（補助上限額 50 万円）
※以下の場合、補助上限額が 100 万円になります。
①従業員の賃金を引き上げる取組
②雇用を増加させる取組
③買物弱者対策の取組
④海外展開の取組
【問い合わせ先】
北九州商工会議所
（小倉北区紺屋町 13-1 毎日西部会館 1F）
TEL：093-541-0188

http://www.kitakyushucci.or.jp/

革新的ものづくり・商業・サービス開発
支援補助金
【概要】
国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経
済を構築するため、経営力向上に資する革新的サービス
開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中
小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援しま
す。
【受付締め切り】
平成 29 年 1 月 17 日(火)

※当日消印有効

【補助対象】
認定支援機関の全面バックアップを得た中小企業･小
規模事業者であり、以下の要件のいずれかに取り組むも
のであること。
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライ
ン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出･サービ
ス提供プロセスの改善であり、3～5 年で、「付加価値額」年
率 3%及び「経常利益」年率 1%の向上を達成できる計画であ
ること。又は「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづ
くり基盤技術を活用した革新的な試作品開発･生産プロセ
スの改善を行い、生産性を向上させる計画であること。
【補助内容】
補助対象経費の 3 分の 2（補助上限額 500 万円～3,000
万円）
【問い合わせ先】
北九州産業学術推進機構 中小企業支援センター
TEL：093-873-1430 http://www.ktc.ksrp.or.jp
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「事業プロデューサー」が新規事業創出を支援します！
～特許庁「地方創生のための事業プロデューサー派遣事業」に採択～
(公財)北九州産業学術推進機構は、特許庁の「地方創生のための事業プロデュー
サー派遣事業」に応募し、全国で採択された３機関のひとつに選ばれました。
11 月 15 日に特許庁や市、北九州商工会議所、金融機関、大学など支援団体の参加
の下、キックオフ会議を開催しました。
この事業は、地域の技術力や知的財産を活用し、新規事業をビジネスに結びつけ
る専門人材である「事業プロデューサー」を地域に
派遣し、地域の中小企業の新規事業創出のお手伝い
キックオフ会議の様子
をするものです。
事業プロデューサーである近藤真吾氏は平成 31 年 3 月までの約２年半、北九州市に
常駐し、新規事業に取り組む意欲ある中小企業の事業化支援を行います。所属する有
限責任監査法人トーマツの全面的なバックアップも期待できます。新規事業に取り組
む中小企業の皆様、是非一度ご相談ください。
事業ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 近藤真吾氏
【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：田村、國 TEL：093-873-1430

中小企業の人材育成･社員教育、技術支援、受託･共同研究など

変化の激しい時代の中で、企業が求める人材は、高度な技術と創造性を発揮できる人材です。基幹産業を支える
ものづくり企業の人材確保が困難となっている中で、九州職業能力開発大学校（九州ポリテクカレッジ）は職業能
力開発促進法に基づき、技術者育成のために設置された厚生労働省所管の教育機関です。
また、教育機関としての機能のほかに、地元企業の人材育成や技術支援などにも取り組んでおり、九州ポリテク
カレッジ主催のセミナーをはじめ社内研修の企画･提案、講師の派遣、施設･設備の開放などを行っています。

◆社員に研修を受けさせたい

◆自社の目的にあった研修を実施したい

九州ポリテクカレッジでは、
「機械系」
「電気･電子系」
「居住系」の各ジャンルに分かれた年間 70 コースあま
りのセミナーを開催しています。
〔機械系〕
設計･開発（機械設計、制御システム設計）
、加工･組立
（機械加工、金属加工/成形加工）
、検査（測定･検査）
、
保全･管理（生産設備保全）
〔電気･電子系〕
設計･開発（電子回路設計、制御システム設計、生産シ
ステム設計）
、加工･組立（機器組立/システム組立）、
検査（測定･検査）
、保全･管理（生産設備保全）
〔居住系〕
設計･開発（建築計画/建築意匠設計）
、工事･施工（建
築施工）
、検査（測定･検査）

企業・団体の皆様のご要望に応じたセミナーも開催
可能です。日程が合わない、自社の実績や目的に合わ
ない等の場合はお気軽にご相談ください。

◆研修計画を立てたい、教室・機器を利用
したい
事業主や事業主団体の方々が自ら行う社員教育や研
修の計画・カリキュラムの作成や講師の派遣、研修で
使用する教室･実習室、機器・設備の利用ができます。

◆技術的な課題を解決したい
新製品の開発、新技術の導入、業務の自動化や効率
化などの課題を解決するために、多様なニーズに対応
した研究開発事業を推進しています。過去には、技術
支援から受託・共同研究へと発展したケースもありま
す。

【問い合わせ先】
九州職業能力開発大学校（愛称：九州ポリテクカレッジ） 住所：小倉南区志井 1665-1
援助計画課 TEL：093-963-8352 FAX：093-963-8387
九州ポリテクカレッジ
WEB サイトをご覧ください！→
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少子高齢社会において、子育てしやすく、男女がとも
に働く喜びを感じることができる社会の実現は、企業、
働く人、市民、行政が協働で取り組むべき重要な課題で
す。本市では、子育て支援や男女がともに働きやすい環
境づくりなど、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活
の調和）の推進に取り組む企業・団体・個人を表彰し、
その取組内容を広く市内企業や市民の皆さまに紹介し
ています。
この度、第 10 回の表彰企業等を下記のとおり決定し、
去る 11 月 19 日、チャチャタウン小倉にて表彰式を行い
ました。

【問い合わせ先】 北九州市総務局女性活躍推進課 TEL：093-582-2209
はじめよう！ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ ｈｔｔｐ：//wｌb-kitakyushu.jp (北九州市女性活躍・ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ推進協議会)
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実学ナレッジセミナー第 2 弾「経営者のための危機管理セミナー」

「今から備える、中小企業のための BCP 対策講座」受講者募集！
～御社のリスク管理は大丈夫ですか？～
ＢＣＰ（事業継続計画）とは、企業がリスクに直面した時に、中核事業を継続し、事業の早期復旧を可能とする
ため、普段から平常時の活動や緊急時の事業継続体制などを取り決めておくことです。突然の集中豪雨による浸水
や地震・津波などの自然災害、インフルエンザの集団感染など、企業を取り巻くリスク要因は増加しています。
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の必要性や概要、作成のポイントなどをわかり
やすく解説し、あわせて、北九州市危機管理室が本市の地域防災計画などについて説明いたします。

日時
会場
内容

平成 28 年 12 月 15 日（木）13：30～16:30
アジア太平洋インポートマート（AIM ビル） 3 階３１５会議室
第一部 講演 13:30～15:30
◇講師 (有)薗田経営リスク研究所 代表取締役 薗田 恭久 氏
第二部 情報提供 15:40～16:10
◇北九州市危機管理室
質疑応答 16:10～16:30

※詳細は、ホームページ（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700135.html）をご覧ください。
【申込・問い合わせ先】

北九州市産業経済局中小企業振興課

担当：北川、畑間

TEL:093-873-1433

これから創業を目指す方、創業して間もない個人事業者及び初めて経理を担当する方を対
象に、決算書の作成方法、確定申告書の記載方法など所得税の確定申告が円滑に行えるよう
に必要な知識の習得を目指すセミナーです。
皆様の積極的なご参加をお待ちしています。
■日 時
■会 場
■定 員
■受講料
■講 師
■申込期限
■内容

平成２９年１月１３日（金） １３：３０～１６：３０
北九州テクノセンタービル２階研修室
◎設例に基づき決算書を作成します。
３０名
◎設例に基づき所得税の確定申告書を作成
一人あたり１,０００円
します。
公認会計士・税理士
宮川 英之 氏
◎わかりづらい箇所を重点的に説明します。
平成２９年１月１１日（水）
詳しくはホームページ（http://www.ktc.ksrp.or.jp）をご覧ください。

【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：田村、國 TEL：093-873-1430

年末の中小企業融資の申込みはお早めに！
・・・・

年内に中小企業融資を受けるためには、１２月１５日（木）までの信用 保証

・・

協会 の受付が必要です。ご注意ください。
年末のセーフティネット保証認定の申請や融資申込みは、窓口混雑が予想さ

れますので、お早めにお願いします。
【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：下川、大羽 TEL：093-873-1433

