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！

● 北九州市 中小企業支援情報 ●
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日本政策金融公庫と「北九州市企業の生産性改革支援制度」を開始しました
6 月 21 日、日本政策金融公庫と市が「企業の生産性改革支援」に係る協力推進に関する連携協定を締結し、新
たに「北九州市企業の生産性改革金融支援制度」を創設しました。

１

制度概要

公庫が行う各融資制度について、対象事業として市の証明を受けた場合、
「まち・ひと・しごと創生貸付利率特
例制度」の条件を満たすものとして、▲0.1％利率の引下げを適用する。
（平成 29 年 6 月 21 日現在）

２

対象となる事業

(１) 勤務体系の多様化(テレワーク等)や副業・兼業など、柔軟な働き方ができる職場環境の整備による人材確保
(２) IT、IoT、AI やロボット等の設備導入・業務改善による労働生産性の向上

３

など

対象となる事業者の要件

(１) 生産性改革の実施企業については、市内に事業所を有する中小企業者又はＮＰＯ法人。
(２) 生産性改革関連サービス・製品の提供事業者は、全国の中小企業者又はＮＰＯ法人。
※詳細についてはお問合せください。

４

市の証明を受けるのに必要な書類

証明願、事業計画書、納税証明、役員名簿

５

など

その他

※金融支援を受ける際は、公庫に対する借入申込を行った上で、公庫から貸付を行う承諾を得る必要があります。
【問い合わせ先】

北九州市産業経済局産業政策課
日本政策金融公庫 北九州支店
日本政策金融公庫 八幡支店

担当：大串、井村
TEL:531-9191
TEL:641-7715

TEL:582-2299

北九州市産業経済局に生産性改革の窓口を開設しました
生産年齢人口が減少し、働き手不足が深刻化する中、本市においても、労働生産性の向上や柔軟な新しい働
き方の実現が重要な課題となっています。この状況を踏まえ、市の産業経済局内に「生産性改革の窓口」を開
設しました。IT、IoT、AI を活用したサービス、ロボット等の設備導入に関する支援や、柔軟な働き方の先進事
例など、生産性改革、働き方改革に関する情報を総合的に発信するとともに、市の関連部署や地域の支援機関
等と連携しながら、広く事業者様の相談を受付けます。
【生産性改革の窓口】

北九州市 産業経済局 産業政策課 生産性改革担当係

TEL:582-2299

2017.7

北九州市では、市内の中小企業が持つ優れた技術力や経営資源を将来にわたって継続させ、雇用の場
の確保などを図っていくことを目的に、事業承継に積極的に取り組む中小企業をトータルでサポート
する新規事業を実施いたします。なお、啓発セミナー、訪問相談は、市から委託を受けた専門事業者
（事業承継に精通した弁護士・税理士で構成された「事業承継研究会」
）が運営いたします。事業承継
の課題解決や取組みなどに、ぜひご活用ください。

●事業の概要

①啓発セミナー（市委託事業）
事業承継に関心のある中小企業に対し、啓発セミナーを開催（８月から１２月まで月１
回、計５回予定）いたします。内容は、経営者の気付きを促すものや具体的な事業承継
計画の策定を動機付けるものなど、各回ごとに関心のレベル等に応じたテーマ設定で行
う予定にしています。
初期相談

課題の
深堀り

方針決め

②専門家による訪問相談（市委託事業）
事業承継に取り組もうとする中小企業に対し、事業承継の専門家（弁護士、税理士）が
直接企業を訪問し、事業承継に取り組むうえでの初期相談から課題の深掘り、方針決め
等まで、相談者のご要望に応じて対応いたします。
（１企業につき原則３回まで。無料）
親族内
承継

従業員等
承継

第三者
承継

③計画策定等支援（市補助事業）
事業承継に向けた計画の策定やＭ＆Ａにより第三者へ自社売却する際に支払う初期費用
に要する経費の一部を支援いたします。
（７月初旬から募集予定）

第１回事業承継啓発セミナーを開催します！
【日
【会
【定
【内

時】 平成２９年８月７日（月）１５:００～１６：３０（個別相談会１６：３０～１７：３０）
場】 北九州国際会議場３２会議室（北九州市小倉北区浅野３丁目９番３０号）
員】 ５０名程度
容】 「社長！会社の引継ぎ、大丈夫？（従業員・家族を守る事業承継）
」
～弁護士と税理士によるセミナー＆個別相談会～
【参加料等】受講料無料・要事前申込
【主 催】 事業承継研究会（北九州市委託事業を受託した弁護士・税理士の連合組織）
【問い合わせ先】
セミナー・訪問相談（市委託事業）：事業承継研究会事務局（弁護士法人大手町法律事務所） 担当：中野（なかの）
TEL：０９３－５７１－０２２０ FAX：０９３－５９２－１２０３
計画策定等支援（市補助事業） ：北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：畑間（はたま）、百武（ひゃくたけ）
TEL：０９３－８７３－１４３３ FAX：０９３－８７３－１４３４

2017.7

「ゲンバ男子 北九州」で検索してください。ゲンバ男子・ゲンバ女子の
皆さんの写真と紹介コメント、そして、ものづくりの魅力をご覧になれます。

○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・建設業で働
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。
○サイ ト URL 『 ゲン バ男子』（ 製造業）

○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。
※１社から複数のご応募も可能です。

ht t p: //www. ci t y. ki t akyushu. l g. j p/page/genba-danshi /

【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、菅

TEL：093-873-1433

2017.7

平成２９年７月１日から平成２９年９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。

指定業種の変更

１８４業種

２４７業種
１８４業種の確認

：

業種の分類・内容

：

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 号の指定業種を公表します
（平成 29 年度第 2 四半期分）
e-Stat(政府統計の総合窓口)ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ>調査項目を調べる>統計に用いる分類
(産業、職業等)・用語>日本標準産業分類(平成 25 年［2013 年］10 月改定)

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

これから創業を目指す方、創業して間もない方を対象に、起業の心構えや開業資金の調達方法など、
起業の基礎知識を学ぶ２日間の講座を開催します。皆様のご参加をお待ちしています。
■日

時：平成 29 年 7 月 22 日（土）
・
23 日（日）10 時～16 時
■会 場：北九州テクノセンタービル
2 階研修室
■定 員：30 名（定員になり次第、締め切
らせていただきます）
■受講料：一人あたり 2,000 円
※詳しくはホームページをご覧ください。
(http://www.ktc.ksrp.or.jp)
【問い合わせ先】

■内 容【１日目】
「起業の心構え」
「先輩が語る起業経験“最小コストで起業しよう”
」
「受講者自己紹介」
「開業資金の基礎知識」
「起業の基礎知識“届出・許認可・経理・税金”
」
【２日目】
「労務、社会保険の基礎知識」
「知っておきたい契約の基礎知識」
「好感度アップのためのコミュニケーション・マナー術」
「ＳＮＳを活用した広報戦略」
「開業計画書の作り方」

(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：副島、國

TEL：093-873-1430

【開催日程】

創業に興味がある女性、創業して間もない女性を対象

第１回

7/19(水)

第２回

8/3(木)

営業戦略の考え方

経営に関する基本的な知識を習得することができる

第３回

9/7(木)

PR・広報

セミナーや交流会を実施します。

第４回

9/28(木)

第５回

10/12(木)

に、創業に対する不安や悩みを払拭するため、先輩起
業家等からのアドバイスや、創業するための手続き・

講 義 時 間：１０：３０～１２：００
個 別 サ ポ ー ト：１２：００～１３：００

事業の棚卸し

お金の考え方
修了式&交流会

◇◆連続講座ですが、１回ごとの受講も可能です◆◇
★他にも SNS 講座や確定申告講座など、

※希望者は講義後に専門家による個別サポートを受けられます。

様々な講座を開設予定。

定員：各回１５名程度（先着）託児もあります（要予約）

詳しくは FB へ⇒

★７月８日（土）には、ウーマンワークカフェ

詳細は市 HP をご覧下さい。

北九州１周年記念イベントで先輩女性創業者

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/15400130.html

のお話が聞けます。
（ブース出展もあり）

【問い合わせ先】 北九州市総務局女性活躍推進課

担当：江口、福山

TEL：５５１－００９１

