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令和元年7月

融資 北九州市中小企業融資制度の改正等について

１ 融資制度の改正
市内中小・小規模企業の経営基盤確立を促進し事業の振興を図るため、本市では、事業者の資金調達が円滑に行えるよ
う、
より利用しやすい中小企業融資制度を目指し制度改正に取り組んでいます。
令和元年７月１日より、中小企業の事業の拡大の促進や成長の加速化を目的とした
「成長加速化協調資金」
の創設をはじ
め、以下のとおり融資制度の改正を行いましたのでお知らせします。
（１）
成長加速化協調資金の創設
中小企業の事業拡大を支援するため、信用保証を付さない金融機関独自の融資
（プロパー融資）
と協調した資金を融
資し、中小企業の事業の拡大の促進及び成長の加速化に資することを目的に、成長加速化協調資金を創設しました。
資金使途

運転・設備

申込対象者

期間
（据置期間）

市内に事務所・事業所を有し、現に事業を営んでいる方で、共通要件を
満たす次のいずれかに該当する方
〇借換以外の場合
プロパー融資の金額が、融資全体の40％以上を占めている方
〇借換を含む場合
市融資制度の既往借入の借換を含む、次のいずれにも該当する方
①借換金額を除く部分の融資金額が借換金額全体の20％以上を占めている方
②借換金額を除く部分の融資金額のうち、プロパー融資の金額が40％以上を
占めている方

運転10年以内
（12月以内）
設備15年以内
（24月以内）

金 利

保証料率

取扱金融機関
の定める率

0.35%
～
1.54%

※金利条件
（融資利率や固定金利、変動金利の別など）
は、取扱金融機関により異なります。
※金融機関、信用保証協会の金融上の審査があります。審査結果によっては、ご希望に沿えない場合があります。

（２）
開業支援資金の申込要件緩和
〇準備資金要件の撤廃
開業支援資金の申込時に必要であった準備資金要件
（一般枠：必要資金の１／３、特別枠：必要
資金の１／１０）
を撤廃します。自己資金に乏しい開業時の中小企業の資金調達を支援します。
〇開業支援資金
「特別枠」
の拡充
市内での新規創業や雇用の創出を推進するため、市内に転入して創業する方や
雇用の創出を伴う方を特別枠に加えます。
（特別枠金利１．
１０％）
市融資制度

パンフレット▶
２ パンフレットの発行
本市融資制度についてわかりやすく説明したパンフレットを発行しました。取扱金融機関や北九州商工会議所の窓口、
本市中小企業振興課などに設置している他、市のホームページからも閲覧することができます。
パンフレットが必要な方は、中小企業振興課までご連絡ください。
〇市ホームページから閲覧
北九州市 中小企業融資
検索
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/business/menu03_00025.html

【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、鐵見、北野

TEL：093-873-1433

発行／（公財）北九州産業学術推進機構
（FAIS）中小企業支援センター TEL093-873-1430 FAX093-873-1450 https://www.ktc.ksrp.or.jp
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号（JR九州工大前駅北側、北九州テクノセンタービル1階）
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お知らせ 令和元年度第2四半期のセーフティネット保証5号のお知らせ！
令和元年７月１日から令和元年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

1 5 3 業種
2 1 9 業種の確認
業種の分類・内容

２ １ ９ 業種

：

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号の対象業種を指定します。
（令和元年度第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>統計分類・調査項目>統計に用いる分類
・用語>日本標準産業分類

【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、鐵見、北野

TEL：093-873-1433

半年間の密着支援で売上アップを目指します。

募集「あなたのお店！サポート事業」参加希望店舗募集中！
■

約半年間（内、５日間）、店舗に訪問して改善を行い、集客や売上アップに向けて寄り添いサポート。

■

経営状況を一緒に分析、お店に合わせた改善策を検討・実践しましょう。

■

商品陳列やPOPの改善、顧客データの活用など、実践的にサポートします！
【対 象 者】市内で小売店や飲食店などのサービス業を営む
中小企業者（経営者や店舗責任者）
【日

時 】臨店研修
8月27日(火)、9月25日(水)、10月29日(火)
11月26日(火)、1月28日(火)の10:00～18:00。
（1店舗あたり1時間程度）
さらに、全体研修・意見交換会も行います。
全体研修
8月27日(火)、1月28日(火)の19:00～21:00。
意見交換会
10月29日(火)、11月26日(火)の19:00～21:00。

【受 講 料】5,000円
【募集店舗】5店舗程度
【申込期限】令和元年7月31日（水）※必着

その他事業の詳細など、市役所ホームージでご確認のうえお申し込みください。
あなたのお店！サポート募集

検索

【問い合わせ先】北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課 担当：大西、上野 TEL：093-582-2050
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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。
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紹介 固定資産税ゼロ特例事業（先端設備等導入計画）認定企業紹介
北九州市では、中小企業者の労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等導入計画の認定を行ってお
ります。この認定を受け一定の要件を満たした場合、固定資産のゼロ特例を活用することができます。特例の
対象となった企業を導入設備と併せてご紹介します。

マルソー産業株式会社
クリーニング業界向けプラスチック製ハンガー・クリップの開発、設計、製
造販売を主な事業として行っているマルソー産業株式会社。
製造コストで大きな割合を占める電力費抑制や生産性の向上を目的として省
電力型・高効率型電動サーボ射出成形機を導入する。新しい設備の導入により
消費電力は従来の約５８kw/ｈから約２０kw/ｈと約６５％の削減が可能とな
り、成形サイクルタイムも３６秒から２９秒に短縮されることが見込める。ま
た、機械メンテナンスにおいても低床フレーム（従来比-１２０mm）や機械
上部昇降用梯子により、小柄な人でも機械への昇り降りが容易になり、安全性
と作業性が向上する。将来の展望として、高精度・高信頼性の技術による品質
向上や、生産プロセスの自動化と人員や機械装置も含めた製造システム全体の
ムリ、ムダ、ムラの削減を目指している。

オリオ精機株式会社
産業用ロボット部品加工を中心に、その他産業用機械部品加工を行っ
ており、多種少量生産から多種中量生産の精密加工まで低コスト、短納
期で提供できる技術を持つオリオ精機株式会社。
生産能力の拡大や高精度加工を可能にするためMC工作機械を４台、
複雑形状の部品に対しての測定能力増強のため、３次元測定器を１台導
入する。これらの新しい設備の導入により無人運転できる時間を拡充
し、夜間運転を可能にすることで、さらなる受注生産量の拡大や生産期
間の短縮、品質の向上を目指している。

【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、鐵見、北野

TEL：093-873-1433

募集 中小企業大学校 直方校 研修のご案内（北九州開催）
九州経営者塾【北九州】
北九州で活躍する企業の社長を交えて、北九州の
アツい未来を創り出す知恵と勇気を学びます。
◆日

清永

誠

株式会社ヒューマン
リソース・デベロップメント
代表取締役

時：令和元年7月22日（月）
９：５0～17：１０
◆受講料：16，０００円（税込）
◆会 場：八幡西生涯学習総合センター
コムシティ2階
204教室（JR黒崎駅徒歩１分）

西田

幸生

野坂

輝和

北九州エアターミナル株式会社
代表取締役社長
野坂建設株式会社代表取締役

サテライト・ゼミwith北九州
空

直美

株式会社B-GROOW
代表取締役

加藤

智恵美

株式会社
クレスコパートナーズ

人手不足に負けない元気な人づくり・会社づくり
の具体策や行動計画を考えます。

◆日時：令和元年8月7日（水）、9月9日（月）、
9月１０日（火）10：00～17：00
◆受講料：２８，０００円（税込）
（本講座は、北九州市の研修生派遣補助金（受講料
の１／３以内補助）の対象となっています。
詳しくは北九州市までお問い合わせください。
TEL：093－873-1433（北九州市中小企業振興課）
◆会場：西日本総合展示場 ３階 会議室
（JR小倉駅から徒歩５分）

【申込み】右記HPよりお申込ください。http://www.smrj.go.jp/institute/nogata/training/sme/2019/index.html
【問い合わせ先】中小企業大学校直方校 TEL：0949-28-1144 Mail：no-kenshu@smrj.go.jp
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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。
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募集「北九州イクボス同盟」に加盟しませんか？
これからの未来、組織が持続可能に成長していくためには、企業におけるダイバーシティ・働き方改革
の推進は必須です。そこで、本市では経営者が「イクボス」として、自らワーク・ライフ・バランスを実
践しながら、従業員の仕事と家庭生活の両立、キャリア形成を応援し、生産性の向上や多様な働き方を推
進することにより、働く人・企業がともに成長し、さらには、このまちの活性化に多くの人が参画するこ
とを目指す、企業・団体のトップによる「北九州イクボス同盟」を設立いたします。併せて設立趣意に賛
同いただく企業を募集いたしますので、ぜひ加盟をご検討ください。
北九州イクボス同盟の目指す姿

働く人の幸せ

・ミッションの
再認識
・経営戦略としての
イクボスの取組み

人材確保

生産性の向上

業績の向上

イクボスが増えれば
従業員が変わる
その家族が変わる
企業が変わる
そしてまち（北九州市）が変わる
（まちの賑わい、活性化に繋がる）

北九州イクボス同盟に加盟すると・・・
①

企業の取組みを紹介します！

②

企業間の情報交換、研修等に参加できます！

③

専門家を派遣します！

など

ご加盟、支援事業等の詳細は
HP「今こそ、イクボス」をご覧ください

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/kitaq-ikuboss/

現在１１３社のみなさまにご加盟いただいております。
各企業の取組みもご覧いただけます。(5/30現在)

【問い合わせ先】 北九州市総務局女性活躍推進課

担当：丸山野、藤木

TEL：093-582-2209

紹介「子ども参観日」を実施しませんか？
「子ども参観日」は、学校で実施されている「授業参観日」とは逆に、夏休みや春休みなどの学校の休業日を
利用して、子どもたちが自分の保護者等の職場を見学する取組みです。皆様の職場でも実施してみませんか。
メリットは？

いつ、どんなことをするの？

子どもたちに、職場で働く親の姿を見せることで
① 家庭での会話やふれあいを促進し、
家族のコミュニケーションや絆を深める
② 育児に対する職場の理解を深め、子育て支援
を盛り上げる
③ 子どもの勤労観につながり、職業観を育む
ことなどがあります。

子どもたちが参加しやすい長期休み期間中
（夏休み、冬休み、春休みなど）
・上司・同僚と名刺交換
・保護者の仕事見学（仕事の説明、質問）
・簡単な作業のお手伝い
・保護者と一緒に定時退社
・記念撮影 など

デンソー九州で
ものづくり体験中♪

参加方法などの詳しい内容は市のHPにてご確認ください
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/12001010.html
平成30年度実施内容についても、ご覧いただけます。

【問い合わせ先】

4

北九州市総務局女性活躍推進課

担当：齊藤、藤木

TEL：093-582-2209

※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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第2期募集開始
募集 「2019年度北九州市中小企業海外展開支援助成金」
まずは個別事前相談にご参加下さい
地域企業が海外展開に取り組みやすい環境を整えるため、海外での市場調査・見本市出展に対し、その経費
の一部を助成します
１

対象者（次の要件を全て満たす方が対象）
①中小企業基本法上の中小企業者であること
（大企業からの出資金が５０％を超える企業を除きます。）
②市内に事務所又は事業所を有すること
③市税を滞納していないこと
④個別事前相談に参加すること

２

個別事前相談

事業効果を高めるため、対
話を通じて、効果的な支援
策を考える【個別事前相談】
を実施します。

対象事業期間
①市場調査
２０１９年７月１日（月）～２０２０年２月２８日（金）
②見本市出展 ２０１９年７月１日（月）～２０２０年２月２８日（金）
＊（受付先着順に予算の範囲内で内容を審査の上、決定します）

３

助成対象経費及び、助成率・助成限度額
①市場調査
旅費・宿泊費（１名）、通訳経費、外国語版資料作成費、現地での展示装飾費
助成対象経費の2分の1以内の額。ただし、10万円を限度とします。
②見本市出展 旅費・宿泊費（１名）、通訳経費、外国語版資料作成費、出展物輸送費
出展（小間）料及び展示装飾費
助成対象経費の2分の1以内の額。ただし、30万円を限度とします。

４

個別事前相談 参加申込方法及び受付期間 ７月１日（月）～
KTIセンターホームページ：https://www.kti-center.jp/ より、事前相談参加申込書をダウンロードし、
必要事項を記入の上、指定の宛先（093-551-3615）へＦＡＸして下さい。

【問い合わせ先】北九州市産業経済局中小企業振興課（国際ビジネス担当） 担当：西山、井上 TEL：093-551-3605

お知らせ ベトナム事業展開セミナーを開催！
海外展開を検討される企業の皆様に向け、ベトナムでの事業展開支援を目的としたセミナーと事例紹
介、個別の課題にお応えする相談会を開催いたします。

セミナーの内容
■日
■会

参加無料！

時：令和元年８月22日（木） １３：００～１６：００
場：ＫＩＰＲＯホール
（北九州市小倉北区浅野三丁目8-1ＡＩＭビル8階）
■定 員：５０名程度(申込先着順)、主催：北九州市
■申込締切：令和元年８月20日（火）
■内容：【第1部】セミナー・事例紹介 １３：００～１５：００
１「ベトナムのビジネス環境について」
ジェトロ北九州貿易情報センター所長 新井 剛史
２「ディープシー工業団地の進出環境と現地ビジネスの可能性」
ディープシー工業団地日本ゼネラルマネージャー 土屋 博一
３ 現地進出企業等による事例紹介
十一屋工業株式会社代表取締役 佐々木 一道
EY税理士法人ベトナムタックスデスク グエン・ティアン・フィン
【第2部】個別相談会《事前予約制》 １５：００～１６：００
ジェトロ北九州、EY税理士法人、ディープシー工業団地による海外展開についての個別相談会

【問い合わせ先】北九州市産業経済局中小企業振興課（国際ビジネス担当） 担当：小林、井上 TEL：093-551-3605
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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。
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「働き方改革」に取り組む事業主の皆さまを支援します

お知らせ「福岡働き方改革推進支援センター」をご活用ください！
働き方改革推進支援センターは、働き方改革関連法の内容の周知と事業者の対応を支援するため、厚生労
働省の委託事業として、全国各都道府県に設置されています。福岡県においても、県内の全ての中小事業者の
皆様に対し、あらゆる相談支援を行っております。
当センターでは、罰則付きの時間外労働の上限規制、年5日の年次有給休暇の確実な取得、同一労働同一賃
金ガイドラインへの対応や労働関係助成金の活用などについて、社会保険労務士等の専門家が電話・メール・
来所により無料でご相談に応じます。
出張相談・セミナーへの講師派遣も行っています。

北九州市内に相談窓口を開設します！
令和元年７月5日（金）より北九州市では、毎月第１・３金曜日に当センターの専門家が下記窓口にて事業者
の皆さまのご相談を受け付けます。
第１金曜日

13:00～16:00

第3金曜日

13:00～16:00

北九州商工会議所
（北九州市小倉北区紺屋町13-1毎日西部会館1階

ＴＥＬ：093-541-0181）

（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）

※事前予約制。当日予約も可能です。
※第２・４金曜日は、中小企業支援センターの専門家による経営相談も実施しています。
（完全予約制）
ご希望に応じて、専門家が事業所を訪問し、課題解決のための
改善提案を５回まで無料で行います。

個別訪問も可能です

福岡働き方改革推進支援センター
電

お問い合わせや
相談はこちらへ

話：０８００－８８８－１６９９（フリーダイヤル） ＦＡＸ：０９２－７３４－３６７０

メール：fukuoka-hatarakikata@lec-jp.com
住

所：福岡市中央区天神１－１０－１３
天神MMTビル７階

㈱東京リーガルマインド（LEC）福岡本校内

【受付時間】９：００～１７：００（土・日・祝日を除く）
【ＵＲＬ】http://partner.lec-jp.com/ti/hataraki-fukuoka/

人材確保のための働き方改革

助成金活用セミナーを開催します

○日

時

令和元年7月5日（金）15:00～16:00

○講

師

福岡働き方改革推進支援センター
社会保険労務士

○会

場

○参加費

AIMビル3階
無

河見

和彦

アドバイザー

氏

311・312会議室（小倉北区浅野3-8-1）

料

人材確保のための働き方改革関連助成金の活用方法について、わかりやすくご紹介します。

申込み先：北九州市産業経済局生産性改革推進課
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ＴＥＬ：093-582-2973

※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。

