ミクニワールドスタジアム北九州
行こう！街なかスタジアム！
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北九州市奨学金返還支援事業
対象となる企業を募集します！
北九州市では、貸与型奨学金を利用した方が、市が認定する企業等に就職し、市内に居住した場合、就職後２～
４年目に、年間最大１８万円を３年間（最大５４万円）補助する事業を実施します。
当事業を利用する新卒者の就職先となる認定企業等を募集しますので、新卒者に当事業を利用させたい企業の皆
様は是非ご応募下さい！

【事業イメージ】

①学生時代に
奨学金を貸与

奨学金
貸与団体

新卒者

②市が認定する企業等
に正規就職

市認定
の企業等

①新成長枠
②少子高齢対応枠

日本学生支援機構
自治体 等

③就職後に
奨学金返還

【支援対象者の要件】
・一定期間の就業
・市内定住

④奨学金返還支援の補助金交付

北九州市未来人材支援基金
積立
連携

北九州市

寄附
地元産業界等

Ⅰ 北九州市奨学金返還支援制度の対象となる認定企業について（下記１～３に該当する企業）
１．市内に本社又は採用権限のある主要事業所を置く中堅・中小企業等
２．新卒者の採用予定数を確保できていない企業等
３．北九州市新成長戦略に資する事業を実施し、下記Ⅱ-１の①又は②の職を新卒で採用している企業等

Ⅱ 返還支援の対象となる学生（年度定員３００名程度）※公務員は除く
１．平成３０年３月～平成３２年３月に大学等を卒業し、市が認定する企業等に下記①又は②の職に正規で就職
予定の方
①総合職（幹部候補の職、研究職、開発職、技術職）
②保育士・幼稚園教諭、介護福祉士
２．貸与型奨学金を利用している方
以上の条件を満たす学生からの応募申請の後、審査選考のうえ対象者を認定します。

Ⅲ 返還支援の対象となる貸与型奨学金
１．日本学生支援機構の奨学金
２．その他自治体等の公的な貸与型奨学金
※

具体的な申請方法等については、北九州市ホームページをご覧ください。

【問い合わせ先】

北九州市企画調整局企画課 担当：柳、和田

TEL：093-582-2064

2017.5
【中小企業団体の皆様】～業界への若年者や女性等の人材確保に～

中小企業人材確保支援助成金をご活用ください！
北九州市では、市内中小企業者の人材確保を支援するため、
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に、
業界のイメージアップや職場環境の改善などを図る独自の取組
に対し、必要な経費の一部を助成します。
昨年１１月１日、北九州工業団地（協）では、この助成金を
活用して、県立戸畑工業高校１年生約１２０名を招き、団地内
企業９社の工場・事務所を見学してもらう職場見学会（オープ
ンファクトリー）を初めて実施しました。
参加した学生からは、
「初めて名前を聞く企業もあったが、
地元に高い技術を持った企業が数多くあることがわかり、自分
の将来を考える上でとても参考になった」
、
「見学したような会
北九州工業団地（協）によるオープンファクトリー
社で働きたい」といった意欲的な意見が寄せられました。
同組合の田村和生専務理事は、
「実施後のアンケートで、市内には大企業の他にも技術力の高い企業がたくさん
あると感じた学生が約９割、さらに半数以上が働いてもいいと答えており、期待以上の反応が得られた」、
「受入
企業からも、自社を PR できたので今後も実施してほしいとの声が上がった」と、初めての取組にも手ごたえを感
じていました。
平成２８年度は、上記事業も含めて下記の６団体が採択され事業を実施しています。
団体名（五十音順）

事業名称

１

北九州管工事（協）（建設業）

工業高校生を対象にした「上下水道事業と管工事業」の体験学習会

２

北九州クレーン協会（建設業）

土木・建築系学科の高校生を対象とした移動式クレーンの体験学習等

３

北九州工業団地（協）（製造業）

工業高校生を対象とした工業団地内オープンファクトリー

４

北九州ものづくり光継会（製造業）

企業と学生の出逢いの場づくり～働きやすい職場づくり研修～

５

（一社）福岡県中小企業家同友会
北九州地区（異業種）

高校生を対象とした就労体験、キャリア教育及び先進事例の視察研修

６

八幡電気工事業（協）（建設業）

第二種電気工事士技能試験学生実技指導等

今年度も下記のとおり、４月より募集を開始しております（募集期間：４／３～６／３０）
。
皆様の業界でも人材確保に向けた独自の取組をご検討されていましたら、ぜひ当助成金をご活用ください。
ご質問・ご相談がありましたら、お気軽に下記担当者までお問い合わせください。

～ 中小企業人材確保支援助成金のご案内 ～
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。
１
２

３
４

対象者

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
対象事業
平成２９年４月３日～平成３０年３月３１日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等）
◇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）
助成金額
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。
募集期間
平成２９年４月３日（月）～６月３０日（金）
申請方法等詳細については北九州市中小企業振興課ホームページをご覧ください。
【URL】http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700170.html

【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

2017.5

「ものづくりはカッコイイ！」 製造業の魅力を伝える若者向け情報サイト『ゲンバ男子』

ものづくりの現場で輝く御社自慢の若者を大募集！
ものづくりの現場で輝く御社自慢の若者を大募集！
現在『ゲンバ男子』『ゲンバ女子』は２５人、これからもご紹介していきます！

○事業目的
製造業では若年者の採用難に伴い、将来の担い手不足が懸念されて
いることから、
「ものづくりの街」北九州市の製造業の現場で活躍す
る若者（男女）の姿をそれぞれの専用サイトで紹介することで、もの
づくりのイメージアップを図り、若年者の新たな人材確保に繋げるこ
とを目的としています。
○事業特色
プロのカメラマンとライターが、市内の製造業で働く若手社員（男女）
の現場を取材し、ものづくりの魅力を引き出す写真と紹介コメントを
掲載した特設サイトです。

自分のお店をオープンしたい！

○応募条件
①中小製造業の｢技術系｣の現場業務を担当
②３５歳まで
③北九州市内の中小企業に勤務
④勤務する企業がＨＰを持っている
⑤現場でイキイキと働いている男性社員、
女性社員
※上記①～⑤をいずれも満たすこと。
※その他、詳細や申込方法などはサイトか
らご確認ください。
○サイト URL
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/
page/genba-danshi/
※「ゲンバ男子 北九州」で検索！
【問い合わせ先】産業経済局中小企業振興課
担当：北川、菅

TEL：093-873-1433

あなたの夢の実現を応援します！

商店街空き店舗活用事業のご案内
商店街空き店舗活用事業のご案内

北九州市では、商店街の魅力向上、賑わいや
活力を生み出すことを目的に、空き店舗を活用
した新規開業時の賃借料や改装費の一部を助
成しています。
（助成には審査があります）
「大好きな場所で大好きなお店を開きた
い！」そんなあなたの夢を応援します。お気軽
にご相談ください。
なお、申請には当該空き店舗の賃貸借契約前
に事前相談が必要です。ご注意ください。

補助金を活用したお店の事例

補助の対象となる経費
年間賃借料の 50％（限度額 75 万円／年）
①賃借料
開業時の改装費の 50％（限度額 75 万円）
②改装料
※①か②のいずれか一つを出店者が選択できます。

お申し込みいただくための要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
◆市が指定する商店街等 25 地区のいずれかで営業
◆３ヶ月以上賃借されていない物件を活用
◆昼間の営業（12～13 時を含む３時間以上）を行う小売業と
サービス業（※事務所等は対象外）

～素敵なお店が続々と誕生しています！～

Cafe＆Pub tutti frutti
若松区本町 2-4-2（明治町商店街）

【問い合わせ先】

緑

屋

小倉北区室町 2-3-5（常盤橋横）

北九州市産業経済局 商業･サービス産業政策課 担当：山本、原
TEL：093-582-2050 FAX：093-591-2566

2017.5

「小規模事業者持続化補助金」
の追加募集が始まりました
「小規模事業者持続化補助金」
の追加募集が始まりました！
！
中小企業庁では、平成 28 年度第 2 次補正予算に「小規模事業者販路開拓支援事業」を措置し、その内「小規模
事業者持続化補助金」の追加公募を行っています。
この事業は、小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が、商工会議所の支援を受けて
経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等を支援するものです。

【公募期間】平成 29 年 4 月 14 日(金)～平成 29 年 5 月 31 日(水)
※商工会議所への書類提出は、5 月 24 日(水)までにお願いします。
【対象者及び補助率等】
◆対象者：全国の小規模事業者
◆補助率：補助対象経費の 3 分の 2 以内
◆補助上限額：50 万円 ※複数の事業者が連携した共同事業は500万円
【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 1 階） TEL：093-541-0188

「中小企業テクノフェアin九州２０１７」
の出展者募集中！
「中小企業テクノフェアin九州２０１７」
の出展者募集中！
（公財）北九州観光コンベンション協会は、
「中小企業テクノフェア in 九州 2017」を開催するにあたり、出展者
を募集しています。
フェアの特色は、開催の数か月前から出展企業のシーズを北九州主要企業及び近郊の企業に事前ＰＲして、シーズ
とニーズのマッチングを図り商談成立のサポートを行う『展示会活用型ビジネスマッチング』をはじめとする北九
州ならではの魅力を活かした出展メリットがあります。
■会
期：平成 29 年 10 月 11 日(水)～13 日(金) 10:00～17:00
■募 集 小 間 数：70 小間
■会
場：西日本総合展示場 新館
■申 込 期 限：平成 29 年 7 月 18 日（火）
■出展者説明会：平成 29 年 8 月末予定（別途ご案内）
※詳細は、ホームページ（http://www.kyushu-tf.com）をご覧ください。

【問い合わせ先】

（公財）北九州観光コンベンション協会

担当：武藤

TEL:093-511-6800

平成２９年 工業統計調査を実施します！

経済産業省
福岡県
北九州市

平成２９年工業統計調査は、従業者４人以上の全ての製造事業所を対象に、平成２９年６月１日時点
で実施します。
工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的とする政府の重要な調査で、
統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。
調査の結果は、中小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施策のための基礎資料として利活用さ
れます。調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外(税の資料など)に使用することは絶対
工業統計
にありません。
キャラクター
調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いいたします。
コウちゃん

【問い合わせ先】 北九州市企画調整局企画課 担当：泉田、塩澤 TEL：093-582-2135

北九州商工会議所「中小企業優良従業員表彰」のご案内
北九州商工会議所では、中小企業で働く従業員の皆さまの福利厚生のために、毎年「優良従業員表彰」を実施し
ています。この事業は、同一事業所で長年勤続されている従業員の方々を表彰し、勤労意欲の向上を図るものです。
従業員の福利厚生の一環として、この機会にぜひご利用ください。
【表彰式日時】
【表彰式会場】
【申 込 金】
【申 込 期 間】

平成 29 年 7 月 13 日(木) 17 時～19 時 30 分 （式典・記念パーティー）
リーガロイヤルホテル小倉（小倉北区浅野 2-14-2）
１名につき商工会議所会員事業所 5,000 円、 一般事業所 15,000 円
平成 29 年 5 月 15 日(月)～平成 29 年 6 月 9 日(金)

【問い合わせ先】

北九州商工会議所会員・共済課

TEL:093-541-0182

