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【問い合わせ先】北九州市財政局税務部固定資産税課 ・償却資産について　  ＴＥＬ０９３－５８２－３２１０
・事業用家屋について  ＴＥＬ０９３－５８２－２０３６

　新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和３年度課税の１年分
に限り、「事業用家屋」及び「償却資産」に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を「２分の１」または「ゼロ」
とする軽減措置が設けられました。
　認定経営革新等支援機関等から確認を受けて、本市に、令和３年２月１日（月）までに本特例の申告が必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少してい
る中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の特例
措置が創設されました

【特例措置の内容】

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人（※）
・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
（※）次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。
　　・同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
　　・2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

【対象者】

【適用条件と特例率】

令和2年2月～10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計額が前年同期間と比べて、

となります

30％以上50％未満減少している者 課税標率は　2分の1

課税標準は　ゼロ50％以上減少している者

詳細は、北九州市財政局税務部固定資産税課のホームページをご覧ください。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/zaisei/26001057.html 北九州市 固定資産税 コロナ特例

認定経営革新等支援機関等の窓口が混雑するおそれがありますのでお早目に認定経営革新等支援機関等へご相談ください。



法人は最大６００万円、個人事業は最大３００万円が給
付金として支給されます。（返済不要）

法人は最大２００万円、個人事業は最大１００万円が給
付金として支給されます。（返済不要）

※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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募　集 「働き方改革地域実践事業」参加企業募集中！

ご案内 北九州よろず給付金申請支援窓口のご案内

【問い合わせ先】 福岡県北九州労働者支援事務所　担当：帆足、末吉　TEL:９６７-３９４５

【申込・問い合わせ先】 福岡県よろず支援拠点（受付時間：平日9:00～17:00）※予約電話番号は上表をご確認ください

【支給対象（①②③すべてを満たす事業者）】
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業
者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会
社以外の法人も幅広く対象

②５月～12月において以下のいずれかに該当する者
　・１ヵ月の売上高が前年同月比で50％以上減少 または、
　・連続する３ヵ月の売上高の合計が前年同月比で30％以上減少
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

【支給対象（①②③すべてを満たす事業者）】
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業
者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会
社以外の法人も幅広く対象

②2020年１月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影
響等により、前年同月比で事業収入が50％以上減少した
月（以下「対象月」という。）があること
③今後も事業を継続する意思があること
注：一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、企業においてはテレワーク、時差出勤、オンライン会議の導入な
ど、新しい働き方が模索され、働き方改革をめぐる情勢も変化しました。今こそ、自社の働き方を見つめ直し、課
題の解決に取り組んでみませんか？皆様のご参加をお待ちしています。

講師による講演のほか、専門家(社会保険労務士、中小企
業診断士など)による貴社の取組を個別支援(計画案づくり
から実践まで)します。

※窓口開設日は、いずれも祝日を除く。
■相談時間枠　※事前予約制です
①9:30～10:30／②10:45～11:45／③13:00～14:00
④14:15～15:15／⑤15:30～16:30

■相談場所
○小倉窓口　小倉北区浅野3-8-1(AIMビル8階)　毎週火曜日・金曜日
○戸畑窓口　戸畑区中原新町2-1(北九州テクノセンタービル1階)　毎週水曜日
○黒崎窓口　八幡西区黒崎3-15-3(コムシティ6階)　毎週月曜日・木曜日

「家賃支援給付金」、「持続化給付金」の申請書作成のアドバイスを行います！

よろず支援拠点
予約電話番号

080-6419-1540
080-6419-1771
080-6419-1398
080-6419-1601

0、1
2、3
4、5、6
7、8、9

お　客　様　の
電話番号の下1桁

　まずは、支給対象となるのかご確認するために下記にお電話をいただき、ご相談にお越しください。

開 催 日 ：
時間・定員 ：

場　　所 ：

講　　師 ：
費　　用 ：

◇基本講座(11月)

◇中間報告会(1月)
◇最終報告会(3月)

・働き方改革の必要性と成功事例、
 計画づくりの手法
・取組(試行)での課題検証
・取組(本格実施)の報告

■内 容１１月１７日（火）、来年１月２５日(月)、３月３日（水）
９時３０分～１２時３０分(午前グループ)
14時～１７時(午後グループ)・各１５社
北九州市立男女共同参画センター「ムーブ」
大セミナールーム(小倉北区大手町11-4)
(株)ワーク・ライフバランス社　園田　博美　氏
無料

詳細は、ホームページ（https://fukuoka-work.net/）

【家賃支援給付金】 【持続化給付金】

無料



※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。　3
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お知らせ 年に１度の健康診断で社員の健康を守りましょう！

【問い合わせ先】 北九州市保健福祉局健康推進課　担当：河野、古川　TEL：５８２－２０１８

　北九州市では、生活習慣病予防及び疾病の早期発
見のため、「北九州市国民健康保険加入の方」や「北九
州市在住の方で、勤務先で検診を受診する機会がな
い方」などを対象に、各種健康診査を行っています。疾
病の早期発見に加え、自らの健康状態を把握し、生活
習慣を見直す機会にもなりますので、定期的に受診し
ましょう。
　詳細については、北九州市のホームページでご確
認いただけます。

令和２年９月より集団検診については、新型コロナウイルス感染症予防対策のため、事前申込制となっています。
申込方法等については、市ホームページをご覧いただくか、保健福祉局健康推進課（５８２‐２０１８）までお問い合わせください。

北九州市　健康診査

●どういう人が受けられるの？
●検診の内容は？
●どこに行けば受けられるの？



◆講師　薗田　恭久 氏 ◆開催方法：セミナー全講座オンラインセミナー　
◆参加費：無料　◆共催：北九州市
◆セミナーお申し込み・詳細は中小企業支援センターホームページをご覧ください。中小企業診断士、経営学修士

独立行政法人中小企業基盤整備機構・
事業承継コーディネーター

（㈲薗田経営リスク研究所代表取締役）

2020.11

セミナー BCP・事業継続力強化計画基礎・実践セミナー

セミナー 「個人事業者のための確定申告セミナー」受講者募集中！

※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。　4

【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：國、北野　TEL:093-873-1430

【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：國、北野　TEL:093-873-1430

　国が防災・減災に取り組む中小企業を応援する「事業継続力強化計画」認定制度が始まっています。この認定を受け
た中小企業は、税制措置や補助金加点など支援を受けることができます。今回のセミナーではBCPおよび事業継続力
強化計画についてわかりやすくご説明するとともに、実際に作成するためのノウハウを学びます。

　領収書などの帳票類の整理や帳簿のつけ方、決算書の作成方法、確定申告書の記載方法や新型コロナウイルス
感染症関連の給付金会計処理など、経理と税金の基礎を学ぶ、個人事業者向けのセミナーです。

中小企業の事業継続力強化を応援します

11/6（金）15：00～17：00 11/16（月）前編15：00～17：00
12/ 7（月）後編14：00～17：00

BCP・事業継続強力化計画基礎・実践セミナー
セミナーを受講して「感染症」「自然災害」「地震」への備えをしませんか？

BCP・事業継続力強化計画基礎セミナー 事業継続力強化計画策定実践セミナー

オンライン開催
参加費無料

＜認定企業への支援策＞

https://www.ktc.ksrp.or.jp/ 北九州市中小企業支援センター

日本政策金融公
庫による低利融資

防災・減災設備の
税制優遇措置 認定ロゴマークの使用信用保証枠の追加 補助金の優遇措置

【講座のポイント】・企業経営からみた感染症・災害のリスク・事前対策の重要性 【講座のポイント】・事業継続力強化の目的を考えてみよう・感染症・自然災害が自社に与える影響を考えてみよう

実践セミナーは前編、
後編とも受講してください

●日　時：①令和2年11月25日（水）　②令和2年12月2日（水）
　　　　 両日とも14：00～17：00　※両日とも同じ講義内容です
●会　場：北九州テクノセンタービル　5階会議室　
　　　　 (戸畑区中原新町2-1)
●対　象：事業所得のある個人事業者※事業所得以外
　　　　 （不動産所得など）がある方は、計算方法や
　　　　 記載方法が異なりますので対象となりません。
●定　員：各回15名（定員になり次第、締切）　
●受講料：無料　　●共催：北九州市

※新型コロナウイルスの感染状況によってセミナーを
　中止する場合があります。 あらかじめご了承ください。

確定申告って難しそうに感じませんか？
初めて申告される方や慣れてない方を対象に経理と
申告のポイントを基礎からわかりやすく解説します。

●内　容 ：( 詳細は　https://www.ktc.ksrp.or.jp  まで )
　　　　　講義と演習を交えながら皆様の理解を深めます。
　　　　　またセミナー内で個別相談の時間も設けます。
　　　　　※電卓をご持参ください
●講　師 ：則松佳孝税理士事務所代表　則松　佳孝 氏
　　　　　落合弘税理士事務所所長　　落合　　弘 氏

定員
100名

定員
20名

災害の事例等を示しながらBCP及び事業継続力強化計画の必要
性や策定のポイントを初めての方にわかりやすく説明します。

実際の申請に利用できる事業継続力強化計画の策定に向け、
フォーマットに沿って演習を行います。
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5 ※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。　

サイバー空間と現実空間の連携

【URL】http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700089.html

認定企業への支援

募 集 期 間

募　集 第6回「北九州オンリーワン企業」を募集します！

募　集

【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：福田、柴田　TEL:093-873-1433

【問い合わせ先】≪本スクールに関すること≫　北九州工業高等専門学校　担当：久池井教授　TEL：９６４－７２５９
≪市の事業に関すること≫北九州市産業経済局産業イノベーション推進室　担当：馬原、池田　TEL：５８２－２９０５

　北九州市では、独創的な製品や技術、サービスを提供する優れた中小企業を「オンリーワン企業」として認定し、本市の看
板企業として積極的にＰＲを行い、中小企業の成長を支援しています。この制度は平成21年度から始まり、これまで23社が
認定されました。オンリーワンの製品・技術・サービスを有する中小企業のみなさまのご応募をお待ちしております！

○認定式での顕彰
○企業紹介冊子の作成など、ＰＲ・プロモーション
○大規模展示会等出展支援助成金への推薦（別途審査あり）
○中小企業海外展開支援助成金のうち、市場調査等助成事業
　及び海外見本市等出展助成金の特別枠設定（別途審査あり）
○北九州市版トライアル発注制度認定新商品の申請要件とする
　など

★「オンリーワンの製品・技術・サービス」とは
　①国外あるいは国内市場において高いシェアを持つ製品
　②他社に真似のできない独創的かつ高度な技術・サービス

★「地域社会に十分な社会的使命と責任を果たす」とは
　①従業員の教育や育児サポート、障害者の雇用
　②地域貢献活動や地元企業との取引、地元在住者の採用
　③環境保全やリサイクル活動等の社会的活動
　④ユニバーサルデザインやアフターサービス等の
　　顧客対応などの取組を積極的に行っていること。

地域社会等に十分な社会的使命と責任を果たしつつ、オンリーワンの
製品・技術・サービスを提供する本市の看板企業となる中小企業

令和２年11月２日（月）から令和２年12月25日（金）まで
※応募方法など詳しくは、中小企業振興課ホームページをご覧ください。

　DX（デジタルトランスフォーメーション、デジタル変革）、第４次産業革命に関する経営者の理解、国際標準に準拠した生
産管理知識の定着、海外工場で戦力となる人材育成、および中小企業の生産性向上等を目指すものです。
　業務革新・事業成長・技術継承の実現を目指す中小ものづくり関連の企業経営層の方々に、ぜひ参加して頂きたいプロ
グラムとなっています。

●受講対象：経営者及び経営幹部層あるいは次世代の経営を担う人材
●受講方法：対面形式とオンライン（リアルタイム）形式を選択できます。
　　　　　　講座の一部に参加出来ない場合、オンデマンドで講座の状況の映像を配信します。
●実施時期：本講座は11/13(金)・14(土)から始まり、全5回（特別講座は終了）
●募集期間：本講座は11/6(金)まで。特別講座の募集は終了しています。
●ホームページ：https://www.kct.ac.jp/kigyou/business_school.html
●申込方法：HPを参照のうえ、webまたはE-mail、FAX、郵送でお願いします。

北九州オンリーワン企業
k i t a k y u s h u  o n l y  o n e  c o m p a n y

デジタル技術活用支援セミナー参加者を募集します（日程が変更になりました）デジタル技術活用支援セミナー参加者を募集します（日程が変更になりました）
【中小ものづくり関連企業の経営層向け】
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募　集

セミナー

「北九州デザインシンポジウム2020」を
オンラインにて開催します

能力開発セミナー12月開催コースのご案内
(ポリテクセンター福岡)

※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。　

【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：襟立・上野　TEL：０９３－５８２－２０50

太刀川　英輔 氏

【問い合わせ先】 TEL：093-622-5738 ポリテクセンター福岡 訓練第二課 担当：園田、篠原あて

受講料日程コース名
マシニングセンタ加工技術

ＰＬＣによる電気空気圧技術

油圧実践技術

★冷凍空調設備の故障診断と予防保全

12/2(水)、3(木)、4(金)

12/8(火)、9(水)

12/8(火)、9(水)、10(木)

12/21(月)、22(火)

https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/poly/zaishoku/index.html

● 受講料は教材費及び消費税を含んだ金額です。
● FAX又はメールでお申し込みください。
● 申込書は当センターホームページからダウンロードしてご利用ください。
● 当センターホームページでは、その他のコースについての情報も紹介しています。
● 当センターホームページへは、下記URLからご利用ください。

● ご不明な点は、お気軽に下記までお電話ください。

　商品やサービスの開発に欠かせない「デザイン」。色や形だけでなく、ストーリーやビジネススキー
ムまでを含み、その重要性が注目されています。
　今回は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により発令された緊急事態宣言に先駆けて、パンデ
ミックから命をまもるための対策情報サイト「PANDAID（パンドエイド）」を立ち上げた「NOSIGNER
（ノザイナー）代表でデザイナー・太刀川英輔さんにご講演いただきます。是非お申込みください。

¥16,000

¥8,500

¥13,500

¥10,000

1 日　 時：
2 開催方法：

3 場　  所：
4 講　  師：

5 テ ー マ：
6 参 加 費：
7 定　  員：
8 申　  込：

令和２年11月25日(水)18：00～20：00
本シンポジウムは「Zoom」を用いたオンライン配信で開催します。
オンライン環境のない方は、下記会場で受講できます。
西日本工業大学　小倉キャンパス303講義室 （北九州市小倉北区室町1-2-11）
NOSIGNER 代表、デザインストラテジスト　
慶應義塾大学 特別招聘准教授　太刀川 英輔 氏
いま社会課題に対してデザインができること
無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
500名　教室での受講を希望する方は、定員80名程度
電子申請により、お申し込みをお願いします。
　　　　　　

A4クリアホルダーで
フェイスシールドを作る
方法などを紹介

企業の成長・発展には、競争力及び経営資源を強化する「人材育成」が欠かせません。 ポリテクセンター福岡で
は、企業の生産現場で働く在職者が抱える課題解決のため、生産性の向上や業務の改善、新たな製品の創造に必要
な専門的知識及び技能・技術を習得する能力開発セミナーを実施しています。

★技能検定対応
冷凍空気調和機器施工

学科  1・2級


