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～今月のトピックス～

令和３年度に北九州市中小企業振興課が予定している助成金等を事前にお知らせします。
各助成金等の詳細につきましては、４月以降に詳細が確定いたします。

令和３年度 北九州市中小企業振興課 助成金等のお知らせ

令和３年北九州市中小企業振興課助成金等
IoT Maker's Project DEMODAYのご案内 ほか

1P
2P

能力開発セミナー(4月開催コース)のご案内
働き方改革に取り組む企業を募集 ほか

3P
4P

※令和3年度中小企業振興課所管予定の助成金一覧であり、新型コロナウイルスの影響等により内容が変更する場合がございますのでご了承ください。

1

2

3

4

5

6

7

8

No 助成金等名

先端設備等導入計画
（固定資産税ゼロ特例）

設備投資 ３年間固定資産税
の課税標準がゼロ ～令和5年3月31日（予定）

令和3年4月1日～

決定次第お知らせします

決定次第お知らせします

令和3年4月1日～
令和3年5月17日
（予定）

令和4年2月3日～
令和4年2月28日
（予定）

対象経費の1/2
上限額：50万円

助成対象経費の2/3
（創業して5年未満：3/4)
上限額：500万円

1企業につき
1小間

上限額：40万円

対象経費の1/2
上限額：40万円

対象経費の1/2
上限額：５0万円

受講生1名につき
受講料の1/3以内

事業承継

販路開拓

技術開発

人材確保

人材育成

事業承継・Ｍ＆Ａ促進化
事業助成金

大規模展示会等出展支援助成金

中小企業技術開発振興助成金

中小企業人材確保支援助成金

中小企業大学校直方校
研修生派遣補助金

北九州発！
新商品創出事業対象企業公募

ものづくり中小企業女性等
職場環境改善支援助成金

区分 助成金額
令和３年度　北九州市中小企業振興課　助成金等一覧

募集期間 概要・支援内容

　中小企業者等が、計画期間内に、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」を策定し、市から計画の認定を受けた場合は、国補助
金の補助率アップや固定資産税の特例（一定の条件を満たした場合）といっ
た支援措置を受けることができます。

事業承継計画の策定等の支援をします。
　・課題分析（見える化）や経営改善（磨き上げ）等のコンサルティング委託料
　・株価など企業価値の算定委託料　など
M＆Aの仲介委託等の支援をします。
　・仲介委託料、マッチング登録料、着手金　など

　市内の中小企業が、技術開発助成などの公的支援を受けて開発した新商品
を対象に、行政現場での活用可能性などを提案していただき、審査を経て、
「認定新商品」を決定します。この認定を受けることによって、市の担当部署の
ニーズに合致する「認定新商品」は、市が随意契約で購入することができ、市
での使用実績を販路開拓PRに活用できます。

　市内で新技術・新製品等の研究開発を行う中小企業者、中小企業団体に対
して、研究開発にかかる経費の一部を助成します。
 （例）原材料及び副資材の購入に要する経費　など

　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。
 （例）団体が所属する業界の役割・魅力を伝えるための啓発活動　など

　市内の中小製造業者・建設業者が、女性や高齢者の人材確保や定着につな
がることを目的に行う働きやすい職場環境の改善に必要な経費の一部を助
成します。
　(例）女性専用設備の設置（トイレ、更衣室、休憩室など）
　　　女性や高齢者の作業をアシストする機器の設置や購入　など

　中小企業大学校直方校が実施する、市が補助対象として指定した研修コー
スに研修生を派遣する中小企業者又は中小企業団体に対して補助金を交付
します。補助金の交付対象となる企業には、令和４年２月頃、補助金申請の案
内を送付します。

出展を希望する展示会の出展小間料を助成します。
　※出展小間料以外の経費（小間設営費、展示パネル作成、光熱水費、人件　
　　費、旅費等）は、助成の対象外となります。
　※令和3年4月～令和4年3月の間に関東・中京・関西で開催される大規模な
　　展示会（募集小間数が概ね１５０以上又は出展予定企業が100社以上）。
　　ただし、物産展など即売目的の展示会への出展は対象外です。

令和3年4月5日から随時受付
予算終了、もしくは
令和4年1月31日まで

（予定）

令和3年4月15日から随時受付
予算終了、もしくは
令和4年1月31日まで

（予定）



お知らせ

お知らせ

IoT Maker’s Project DEMODAY のご案内（アーカイブ配信）

動画 de 危険予知 ～転倒災害の防止に向けて～

ものづくりの未来を創造する

※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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【問い合わせ先】 北九州市産業経済局スタートアップ推進課　担当：中村、岡本　TEL：５５1-３６０５

【問い合わせ先】 福岡労働局 労働基準部 安全課　TEL：０９２-４１１-４８６５

　「ものづくり」のDNAを受け継ぐ北九州からIoTで世界を変えるビジネス創出プロジェクトであり、共創企業から
提示されたチャレンジテーマを呼び水に、IoTに関連した「事業アイデア」を数カ月で「プロトタイプ完成」へと導く試
みです。プレゼン審査を通過した5チームが昨年10月からDEMO DAYに向けてセミナー、メンタリング、プロトタイ
プ製作等に取組んできました。採択チームの6ヶ月間の成果をぜひご覧ください!!

　職場・仕事中に「転んでしまう」、転倒災害が多発しています。令和2年は12月末速報値で1,184件であり、事故の型別では
最も多く発生し、前年同期比+8.0%（88件増）と増加しています。
　日常でも起こりうる転倒災害について、労働者の皆さんへ広く周知を行うため、福岡労働局では、危険予知訓練（※）のため
の動画を配信しています。
　福岡労働局管内でも転倒災害発生件数の多い「製造業」、「小売業」における事故事例を示しています。パソコンやスマート
フォンでご覧いただけますので、リモート教育等にもご活用ください。
（※）危険予知訓練：作業中・仕事場の事故・災害を未然に防ぐことを目的に、その作業に潜む危険を予想し、対策を練る訓練のことを言います。

●配信予定日：3月29日（月）視聴無料　
●URL ： https://kitakyushu-iot.com/

採択チーム紹介

Guest from Tokyo

㈱トラベルテックラボ
訪日外国人向け 免税IoT
宅配ロッカー“JaFun”

KiQ Robotics㈱
誰でも簡単に使える産業用
ロボットIoTシステム

株式会社kitafuku
スマートマスクバンド「yoboo」

入江康雄
AI ロボットGOS によるクリーンな
デジタル空間への自動殺菌装置

㈱マリスcreative design
視覚障害者向け歩行補助装置の開発

アプリで商品を注文すると日本の空港・ホテ
ルに設置されたIoT免税宅配ボックスにて免
税価格で受け取ることができ感染のリスクを
抑えることができます。

様々なシーンでのロボット導入を加速さ
せます。我々の技術で、ロボットIoTシステ
ムをスマホを扱うかのように操作でき、何
でもできる夢の道具にします。

ベルト型IoTデバイス
・ベルトの裏に以下を搭載
  生体センサー、位置情報を記録するセンサー、スピーカー
・ゴムのベルトを使用しスライダー付で長さ調節が可能
・異物混入防止の為、取付部は外れにくいボタンを使用

視覚障害者向けの歩行補助装置を開発し
たい。健常者と同じように出かけて、危険
な場面を単独で回避できるためのメガネ
型の歩行アシスト装置の開発を行います。

AI ロボット「GOS」はセンサーで位置、建物
容積、浮遊菌を確認し、AIで予測移動殺菌を
行います。

小笠原 治 氏
㈱ABBAlab 
代表

岩佐 琢磨 氏
㈱Shiftall
代表取締役CEO

木内 文昭 氏
㈱マクアケ 
取締役

その他の業種における対策など、転倒災害に関する総合情報は
厚生労働省「STOP!転倒災害プロジェクト」ページも併せてご活用ください。

【動画 de 危険予知～製造業編】

動画の視聴はコチラ
（製造業編）

動画の視聴はコチラ
（小売業編）

【動画 de 危険予知～小売業編】

検索福岡労働局
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ご案内 能力開発セミナー（4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。　3

2021.3

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

　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。

● 受講料は教材費及び消費税を含んだ金額です。
● FAX又はメールでお申込ください。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。
　 右記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。

令和3年度のパンフレットが完成しました。
ご希望の方には無料で送付しますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

コース名

電気設備のための計測技術

実践機械製図

機械組立仕上げのテクニック

有接点シーケンス制御の実践技術

現場のための電気保全技術

実践建築設計２次元ＣＡＤ技術（ＲＣ造平面図編）

木造住宅における壁量計算技術

給水設備保守・管理技術

２次元ＣＡＤによる機械設計技術

排水設備保守・管理技術

ＰＬＣプログラミング技術

精密測定技術

4/12(月)、13(火)

4/12(月)、13(火)、14(水)

4/14(水)、15(木)、16(金)

4/15(木)、16（金）

4/15(木)、16(金)

4/17(土)、24(土)

4/17(土)、24(土)

4/19(月)、20(火)

4/20(火)、21(水)、22(木)

4/21(水)、22(木)

4/26(月)、27(火)

4/26(月)、27(火)

¥  7,500

¥13,000

¥14,000

¥  9,500

¥  9,000

¥  8,500

¥11,000

¥  7,500

¥12,500

¥  7,500

¥  9,500

¥  8,500

日　程 受講料

新  着  情  報

https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/poly/zaishoku/index.html
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働き方改革に取り組む企業を募集しています!

※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】 福岡県北九州労働者支援事務所　担当：帆足、末吉　TEL：９６７-３９４５

【問い合わせ先】 （公財）北九州観光コンベンション協会　担当：大久保　TEL：093-511-6800

　自社の働き方を見直す取組を宣言し、実行する企業を募集しています。働き方改革は人材確保と職場への
定着、生産性や効率アップなどにつながります。企業力をアップし、企業価値を高めませんか？
　常時受付をしていますのでご参加ください。

　今年で３０回目を迎える同フェアは、“ものづくり”に
積極的に取り組み、自ら培った技術力や高品質の新製
品をもとに、積極的にビジネスマッチングと経営革新を
目指す元気な中小企業を募集しています。フェアの最大
の特色は、コーディネーターを介した「展示会活用型ビ
ジネスマッチング」。
　販路拡大を目指す出展社様のビジネスを全力で応援
致します。ご出展お待ちしております。

【開催日時】 令和３年６月３０日(水)～７月２日(金)３日間
【開催場所】 西日本総合展示場　新館（北九州市小倉北区浅野３丁目８番１号）
【出 展 料】 Ａタイプ ： １４０，０００円(税抜)　Ｂタイプ ： ２５０，０００円(税抜)
【申込締切】 令和３年３月１９日(金)

ご案内

「中小企業テクノフェアin九州2021」の出展社募集中！募集中

【対　　象】市内の事業所　※個人事業主を含む
（工場、事務所、営業所、商店、学校、団体等）

【参加申込】「働き方かえるばい」を検索し、県のHPからお申込みください
【特　　典】県の競争入札資格審査において加点対象となります

取組内容に応じた支援機関や助成金などをご紹介いたします
【宣 言 例】〇管理職が声かけを行い、誰もが休みを取りやすい職場にします

〇業務の標準化や効率化のため、業務マニュアルを作成します
〇ノー残業デー、ノー残業ウィークを実施します
〇子育てや介護をしながら働き続けられる職場にします
　まずは、取り組みやすいことから、始めてみましょう

※これまでに参加した企業の取組は県のポータルサイト「働き方かえるばい」で公開していますので参考にしてください

https://kyushu-tf.solution-expo.jp /※詳細は、ホームページ をご覧ください。

HOW TO WORK
CHANGE


