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

◆中小企業・ベンチャー総合相談窓口

（事前予約制、無料）。 
相談日時  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）
相談時間  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） 
申込方法  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）。 

◆専門家派遣（専門家によるコンサルティング）

（費用負担あり）。
派遣テーマ 創業、事業進出、工場の合理化、販売戦略、営業力の強化など 
派遣専門家 登録専門家（約２５０名）：中小企業診断士、技術士、税理士、ITｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰなど 
派遣の流れ 電話連絡のうえ、「専門家派遣申請書」を提出してください。 
費 用 負 担 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１０回を限度。 

◆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！
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　(公財)北九州産業学術推進機構 中小企業支援センターでは、北九州市内の中小・小規模企業者、創業予定者や
創業間もない方などを対象に、経営に関する相談、課題解決のための専門家派遣などを行っています。

　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

　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

地元金融機関出身
経験を活かし、中小企業の資金繰りや
融資、創業相談など、経営全般に関わ
る相談への支援をきめ細かく行う。

合同会社企画室М 代表
企業ブランディング、新規事業プロ
デュース、ＩＴサービスの活用等を得意
とする。女性起業家支援にも注力。

落合弘税理士事務所所長
税務・会計の専門家として、事業計画
策定、資金調達、会社設立、事業承継
等を相談者の視点でアドバイス。

合同会社 JEXPO 代表
技術士（総合技術監理、建設、上下水
道部門）。中小企業の欧州等海外向
け販路開拓支援にも取り組む。

則松佳孝税理士事務所代表
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。理
解しやすいアドバイスを心掛ける。

ｱﾙﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 代表取締役
一級建築士の資格を持ち、コンサルティ
ング会社、製造業経営者及び技術者の
経験を活かした総合的な支援を行う。

【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ﾋﾞﾙ１階
　　TEL：093-873-1430　FAX：093-873-1450
　　https://www.ktc.ksrp.or.jp
　　E-mail：k_info@ksrp.or.jp
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【問い合わせ先】　北九州市産業経済局中小企業振興課　 担当：松岡、北野 　TEL：093-873-1433

固定資産税ゼロ特例事業　北九州市 検 索検 索

※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。2
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固定資産税ゼロ特例事業（先端設備等導入計画）活用企業紹介②紹介

株式会社 KOTANI 

〔受付時間〕 ８：３０～１７：１５（土日・祝除く） 
〔受付場所〕 北九州市産業経済局中小企業振興課 
　（戸畑区中原新町２番１号 北九州テクノセンタービル１階）

　北九州市では、国の償却資産に係る固定資産税の特例を活用して、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」としており、その活用企業を導入設備と合わせてご紹介します。

※固定資産税ゼロ特例事業（先端設備等導入計画）の申請は随時受付中です。
　申請方法・申請書様式等は、中小企業振興課ホームページをご覧ください。 

　水まわりの専門メーカーであるTOTO株式会社の協力企業として高
い技術と技能で衛生陶器、水栓機器、ステンレス手摺、セラミック製
品の加工、組立、検査を手掛ける株式会社KOTANI。
　 株式会社KOTANIとして基幹事業に位置付けているセラミック事業
部の拡大を目的とした新門司工場への設備増強を図るため、平面研削
盤３台、マシニングセンタ３台、CNCベンダー１台を導入。また、大
分県中津市に購入した中津第二工場には、機械装置１１台、検査工具
１台を導入。最新設備の大幅な増強により顧客の新たな要望に応える
ことができるため、セラミック部門の売上と利益の拡大が図れる。併
せて作業の標準化を進めることにより、人材育成の促進も図る。今後
も顧客要望に応え続けるため、設備投資を随時行っていきたい。

株式会社マツシマメジャテック 
　工場設備などに取り付ける計測機器の開発、設計、製造、販売から
設置工事、メンテナンスサービスまで一貫して行う株式会社マツシマ
メジャテック。
　今回、自社工場にロボットを固定せず生産負荷や工程に合わせて異
なる作業エリアに移動させられる人協働ロボット（ハンドキャリータ
イプ）を導入。複合加工機への製品部材の自動脱却、部材切断機から
切断部材の自動取り出しをさせる事で、ロボット稼働後は、基本的に
人が付く必要が無くなるため、人は他の業務に従事することができ、
夜間は無人運転が可能となる。
　将来の展望として、３Ｋ職場や人手不足が課題となっている市場向
けのロボットシステム製品を開発し、システムインテグレータとして
新規市場への算入を目指す。
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※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。

 ＜支援内容＞ 
　 【(1)消費者への還元】 

2019年10月1日の消費税率引上げ後９か月間について、消費者がキャッシュレス決済手段
を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合、決済金額
の一部を消費者に還元します。 
なお、決済事業者は、当該中小・小規模事業者に課す加盟店手数料を3.25％以下にしておく
必要があります。補助にあたっては、決済事業者が中小・小規模事業者に提供するキャッ
シュレス決済のプランを提示し、その中から、中小・小規模事業者が自らに望ましいプラン
を選択します。

 　【(2)決済端末等の導入補助】 
(1)の枠組みに沿って中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際に、必要な
端末等導入費用の１／３を決済事業者が負担することを前提に、残りの２／３を国が補助
します 。 
※事業者のみなさまに端末導入のご負担はありません！  

 　【(3)決済手数料の補助】 
(1)の枠組みに沿って中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を行う際に決済事業者に支払
う加盟店手数料（3.25%以下）の１／３を、期間中補助します。 

 ＜実施期間＞ 
    2019年10月1日～2020年6月
 
 ＜事業イメージ＞ 

キャッシュレス・消費者還元事業（国）
　2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策としてキャッシュレス対応による生産性向上
や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者による
キャッシュレス手段を使ったポイント還元・割引やキャッシュレス端末の導入を支援します。

紹介

【問い合わせ先】　九州経済産業局産業部  流通・サービス産業課サービス産業室　TEL: 092-482-5511  

※キャッシュレス・消費者還元事業の最新情報については、経済産業省ホームページをご覧ください。
  https://www.meti.go.jp/

国
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【問い合わせ先】
研修申込先：（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/
補助金申請先：北九州市産業経済局中小企業振興課 　TEL：093-873-1433

※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。

中小企業の「人づくり」をサポートします！！お知らせ
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 
　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５０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・労務」「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。 

　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。2019年度の補助対象研修コースは、以下の３０コースです。 

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！

《2019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》

テーマ No. コース名 テーマ No. コース名

101 新任管理者研修・4月 

103 リーダーシップ強化講座・4月 

105 実践で学ぶ！部下指導の考え方・進め方 

108 コミュニケーション活性化講座 

111 次世代トップリーダー養成講座 

113 成果を高める女性リーダーのための仕事術 

114 チームマネジメント力強化講座 

123 中堅管理者研修 

127 問題発見・解決力強化講座 

102 実践で学ぶ！５Sと目で見る管理 

121 生産現場の改善の進め方・９月 

124 ポカミス対策講座 

128 品質管理講座 

142 ５Sの定着化と成果の高め方 

131 原価管理講座 

104 営業スキルの決め手 

118 成約率を高める営業プレゼンテーション 

119 実践で学ぶ！提案営業の進め方 

126 新規顧客開拓の進め方（福岡） 

129 実践で学ぶ！営業計画のつくり方 

106 決算書の読み方講座・５月 

117 財務分析実践講座 

122 実践で学ぶ！利益・資金計画策定講座 

107 人事・労務管理講座（福岡） 

115 人材育成の考え方・進め方 

125 実践で学ぶ！人事制度構築の考え方・進め方 

112 トラック運送業の業務改善講座 

201 経営管理者養成コース〔第33期〕 

202 工場管理者養成コース〔第26期〕 

サテライト・ゼミ with 北九州 ～人手不足に負けない
元気な人づくり・会社づくりの具体策を学ぶ～ 301
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交付対象

補助金額

交付申請

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「2019年度 中小企業大学校直方校の補助対象研修コース」 

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） 
１　申請期限　２０２０年２月２８日（金）まで〔補助金の交付対象となる企業には、２０２０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
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※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。

　北九州市では、ものづくり分野での女性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）の設置など、女性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。ぜひご活用ください。

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

助成金 中小製造業者・建設業者が行う女性の人材確保や定着のための女性専用設備の設置を支援します！

「ものづくり中小企業・女性職場環境改善支援助成金」のご案内

助成金の概要

申込方法

１　対象者　　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。
２　対象事業　女性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。
　（１）女性専用設備の設置（新設、改修）　　　　例：トイレ、更衣室、休憩室など
　（２）女性専用設備の設置に伴う備品の購入　　　例：ロッカー、椅子、テーブルなど

３　交付要件
　（１）交付決定日からその年度末までに終了（精算を含む）する事業であること。
　（２）設備を設置する建物は、市内にあり、自社が所有し、事業の用に供する既存かつ常設のものであること。
　（３）設置する設備は、常設のものであり、専ら従業員の使用に供するものであること。
　（４）工事の施工（設計を含む）及び備品の購入については、市内の事業者に発注したものであること。
　　　（ただし、市外の事業者からしか購入できない備品は除く）
　（５）国及び関係団体など他の補助金等の交付を受けていないこと又は受ける見込みのないこと。
　（６）助成金の交付は、同一年度内及び同一設備において１事業者につき１回までとする。
　　　また、年度及び対象設備が変われば、１事業者につき前回の交付を含め２回を限度とする。
４　対象経費
　（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
５　助成金額　　　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）
６　募集期間　　　2019年４月１７日（水）から随時受付（予算終了もしくは2020年１月３１日（金）まで）

（改修前） （改修後）

【実施例】トイレ兼更衣室をパウダールーム付きトイレへ

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。　URL　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700001.html



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

【問い合わせ先】　 北九州市産業経済局雇用政策課　　担当：篠原、宮﨑　　TEL：093-582-2419

※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。6
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しごと☆まるごと情報局「企業応援サイト」

経済センサス・基礎調査を実施します！

　北九州市が運営する下記就職支援サイトに求人情報等を掲載できます。
企業のＰＲ・人材確保の一環として、是非ご利用ください！

　この調査は、我が国のすべての産業分野における事業所の活動状態等の基本的構造を全国及び地域別に明ら
かにするとともに、事業所・企業を対象とする各種統計調査の母集団情報を整備することを目的としています。　
　調査は、2019年6月から翌年3月にかけて調査員が全国すべての事業所の活動状態を外観などから順次確認
し、新たに把握した事業所など一部の事業所には、調査票を配布することにより行います。
　皆様の調査へのご理解・ご回答をよろしくお願いします。

お知らせ

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

2019年 工業統計調査を実施します！
　２０１９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、２０１９
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にありません。
　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。

お知らせ

人材確保支援

新卒学生向け 一般求職者向け

●キタキュー就職ナビ　（市内・市外近郊企業）
　（https://www.kitakyushushoku.com/）
●学生のための地元就職応援サイト（市内企業）
（https://www.shigotomarugoto.info/ui-turn/gakusei/）

●北九州市Ｕ・Ｉターン応援プロジェクト（市内企業）
　（https://www.shigotomarugoto.info/ui-turn/）
※ご希望に応じて、
「若者ワークプラザ北九州」（市内企業）
（https://www.shigotomarugoto.info/wakamono/）
　でも、求人情報をお預かりできます

利用無料

利用登録による３つのメリット
求職者・学生へ
広くＰＲ！

職業紹介のサー
ビス利用ＯＫ！

市主催の就職イベント
等の情報提供！

しごとまるごと　企業応援サイト
（https://shigotomarugoto.info/company_pr/）

しごとまるごと 検 索検 索
→右上の「企業の方はこちら」をクリック！

工業統計キャラクター
コウちゃん


