
中小法人等 上限60万円　個人事業者等 上限30万円
算出：2020年または、2019年の1月～3月の合計売上-2021年の対象月
　　（売上が50%以上減少した月）の売上×３
※登録確認機関での事前確認が必要になります。詳細については、HPをご覧ください。

【支 給 額】

支援金

【問い合わせ先】 北九州市中小事業者一時支援金コールセンター　0120-218-567（9：00～17：00 土日祝日含む）

【問い合わせ先】 一時支援金事務局 相談窓口　0120-211-240（8：30～19：00 土日祝日含む）
（北九州市）事業者向け相談窓口
●小倉相談窓口 ０９３-５５１-３６１９　●戸畑相談窓口 ０９３-８７３-１４３３　●黒崎相談窓口 ０９３-６４２-２８６１

～がんばる中小企業お役立ち情報～ VOL. 401（毎月１日発行）
２０21．5

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）　

～今月のトピックス～
・一時支援金/北九州市中小事業者一時支援金……1P
・先端設備等導入計画のご案内………………………2P
・「人づくり」をサポートします(中小企業大学校）……3P

・ものづくり中小企業女性等職場環境改善支援助成金のご案内…4P
・能力開発セミナーのご案内…………………………………5P
・社員研修/採用説明会等の会場をお探しの方へ など……６P

『一時支援金（国）』～緊急事態宣言の再発令により影響を受けた事業者へ～

『北九州市中小事業者一時支援金（市）』

一時支援金（国）、北九州市中小事業者一時支援金

HP URL：https://ichijishienkin.go.jp/

HP URL：https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09901261.html

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等の影響を受け、売上が減少した
中小法人、個人事業者等

【対　　象】

緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、
　2021年1月～3月のいずれかの月の売上高が対前年比（または対前々年比）50％以上減少していること。

【要　　件】

2021年1月～３月の期間に売上が減少した事業者で、福岡県の感染拡大防止協力金や国の一時支援金等の支援
対象外となる事業者

【対　　象】

【申請期限】2021年5月31日（月）まで

【要　　件】下記のすべての要件を満たす事業者
1. 北九州市内に事業所がある中小法人、個人事業者等
2. 2021年1月～3月のいずれかの月の売上が、前年又は前々年の同月と比べ、30%以上減少していること
3. 今後も事業を継続する意思があること
4.福岡県感染防止拡大協力金や、国の一時支援金、他の地方自治体が支給する時短営業協力金や2021年1月
　 ～3月の売上減少に伴う支援金等の受給対象でないこと
5. 公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体、風営法上の性風俗関連特殊営業事業者等でないこと

【申請期限】2021年6月18日（金）まで

中小法人等 上限15万円　個人事業者等 上限10万円
※給付区分によって上限額が異なります。詳細はHPをご覧ください。

【支 給 額】

北九州市の事業者向け相談窓口にて電子申請のサポートを行っています。

４月１５日にＷＥＢ申請及び特例申請の受付を開始しました。



金属加工設備 移動式クレーン

※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中小企業振興課　　担当：福田・柴田　TEL：093－873－1433

北九州市　先端設備等導入計画

先端設備等導入計画（固定資産税ゼロ特例事業）のご案内紹  介
　中小企業等が、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、その計画が北九
州市の導入促進基本計画等に合致する場合に、認定を受けることができます。
　認定を受けた中小企業等で、一定の要件を満たす場合、中小企業の新規取得設備投資の固定資産税を3年間ゼロに軽減します。

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700243.html

1 「先端設備等導入計画」について

2 計画の受付・認定を行う相談窓口

税制支援対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均 1 ％以上向上する下記設備（中古資産は対象外）

（3）

相談窓口：北九州市産業経済局中小企業振興課 
　　　　 （北九州市戸畑区中原新町２番１号　北九州テクノセンタービル１階）

（1）

計画の認定を受けられる者
中小企業等経営強化法上の中小企業者が対象。但し、固定資産税のゼロ特例を利用できるのは、資本金
額 1 億円以下の法人、従業員数 1,000 人以下の個人事業主等（大企業の子会社を除く）。

（2）

計画の概要
中小企業者が策定した、（①計画期間内（3～5年）に、②労働生産性を年平均3％以上向上させるため
の）③先端設備等導入計画を、本市が認定。

（1）

（2）申請の流れ、計画の申請に必要な書類：以下の市ホームページをご覧ください

※ 1：家屋と一体となって効果を果たすものを除く
※ 2：取得価額の合計額が 300 万円以上の先端設備等とともに導入される場合

【対象設備の例】

減価償却資産の種類
機械装置
測定工具及び検査工具
器具備品
建物附属設備　※1
構築物
事業用家屋　※2

最低取得価額
160万円以上
  30万円以上
  30万円以上
  60万円以上
120万円以上
120万円以上

販売開始時期
10年以内
  5年以内
  6年以内
14年以内
　　－
　　－

税制支援の内容
認定を受けた先端設備等の固定資産税の課税標準が３年間ゼロへ

（4）

（5）適用期限：令和５年３月末まで（予定）



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

お知らせ

※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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中小企業人の「人づくり」をサポートします!!
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　堀田  充徳
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実践で学ぶ！5Sと目で見る管理

不良品ゼロ化をめざす品質管理講座

生産現場の改善の進め方

収益性を高める原価管理の進め方

納期遅れを予防する工程管理の進め方

決算書の読み方入門講座・4月

決算書の読み方入門講座・11月

人事・労務管理がよくわかる入門講座

人が育つ会社になるための人材育成

経営管理者養成コース（第35期）

工場管理者養成コース（第28期）

新任管理者研修・4月

女性リーダー養成講座

中堅管理者研修・7月

中堅管理者研修・1月

次世代トップリーダー養成講座

コミュニケーション活性化講座・5月

ムダを省いて計画性を高める仕事管理術

チームマネジメント力強化講座

部下指導の考え方・進め方

コミュニケーション活性化講座・11月

ビジネスチャンスを拡げる新規顧客開拓

実践で学ぶ！提案営業の進め方

コース名 No. コース名テーマ

　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４０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」「組織マネジメント」「財務管理」「営業・マーケティング」「人事・組織」「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。2021年度の補助対象研修コースは、以下の２3コースです。

【問い合わせ先】 研修について：（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：https://www.smrj.go.jp/institute/nogata/index.html
補助金について：北九州市産業経済局中小企業振興課　　TEL：093-873-1433

《2021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》
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「2021年度　中小企業大学校直方校の補助対象研修コース」

１. 申請期限　２０２2年２月２８日（月）まで〔補助金の交付対象となる企業には、２０２2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

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）

交付対象

交付申請

補助金額



2021.5

※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。　4

　北九州市では、ものづくり分野での女性や高齢者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）、また、女性や高齢者の作業をアシストする機器の設置など、女性や高齢
者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。

お知らせ 第11回「北九州技の達人」を募集します

「ものづくり中小企業女性等職場環境改善支援助成金」のご案内
女性や高齢者の人材確保や定着のための設備設置等を支援します!

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

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

助成金

１．優れた技能をもって産業振興や市民生活の向上に貢献しており、今後も貢献が期待できる方。
２．技能が極めて優秀であり、当該職種における市内の第一人者又はこれに準ずる方。
３．公的資格（技能検定）のある職種は、原則として一級以上（又は単一等級）の資格取得者。もしくは、それと
　  同等の技能を持っていると認められる方。
４．指導育成能力を有し、他の技能者の模範となると認められる方。
５．当該職種に原則として２０年以上の従事経験を有し、かつその職種に現役で従事している方。
６．本市に５年以上在住、又は在勤する方。
７．北九州市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、第2条第2号に規定する暴力団員ではない方。
８．暴力団又は暴力団員と密接な関係を有することのない方。

【対象者】　次の要件を全て満たす方

1 対 象 者

【対象分野】　生活関連・サービス系技能職種等を含む全産業分野
（例：和裁・洋裁、調理、食品製造、貴金属加工、木工、建築、造園など）

【募集期間】令和３年５月１７日（月）～令和３年６月３０日（水） 詳しくはホームページを

「北九州
技の達人」
とは？

検索技の達人募集

検索ものづくり中小企業女性等職場環境改善支援助成金

　北九州市では、長年にわたり技能の研鑽、後進の育成に努め、優れ
た技能で産業振興や市民生活の向上に貢献している技能者のみなさ
んを、「北九州技の達人」として認定・表彰し、その優れた技能を「ま
ちの宝」として次代に継承する活動を推進しています。

※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。

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

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。

4 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）
5 募集期間 令和３年４月１５日（木）から随時受付（予算終了もしくは令和４年１月３１日（月））まで

3 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

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）女性や高齢者の作業をアシストする機器の設置や購入　例：クレーン、バランサーなど
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【6・7月開講】生産性向上支援訓練のご案内 
-ポリテクセンター福岡-

【6月開講】能力開発セミナーのご案内
-ポリテクセンター福岡-

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。　

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

【問い合わせ先】 ポリテクセンター福岡　生産性センター業務課　担当：津田・中山　TEL：092-738-8875

受講料日程コース名
シーケンス制御による電動機制御技術
実践建築設計２次元ＣＡＤ技術（木造平面図編）
排水設備保守・管理技術
設計に活かす３次元ＣＡＤソリッドモデリング技術
空気圧実践技術
旋盤加工技術
半自動アーク溶接技能クリニック
切削加工におけるコストダウンの進め方

6/10(木)、11(金)
6/12(土)、19(土)
6/12(土)、13(日)
6/1(火)、2(水)、3(木)
6/16(水)、17(木)、18(金)
6/8(火)、9(水)、10(木)
6/21(月)、22(火)
6/19(土)、26(土)

● 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。
　 https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/poly/zaishoku/index.html
● ご不明な点は、お気軽に下記までお電話ください。

● 時間はいずれも9:30～16:30（昼休憩60分）です。　● 会場はポリテクセンター福岡（北九州市八幡西区穴生3-5-1）です。
● 受講料はテキスト代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。
　 https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/poly/biz/seisansei.html　● ご不明な点は、お気軽に下記までお電話ください。

¥  9,500
¥  8,500
¥  7,500
¥ 12,500
¥ 13,500
¥ 17,000
¥ 14,500
¥  8,000

セミナー

ご案内

　「生産性向上支援訓練」とは、企業や事業主団体の生産性を向上させることを目的とした職業訓練です。
　訓練は、全国のポリテクセンターに設置した生産性向上人材育成支援センター（生産性センター）が、専門的な知見やノウハウ
を持つ民間機関等に委託し、企業・団体の課題やニーズにあわせて実施します。
　様々な内容・分野の幅広い職務階層の方を対象としたカリキュラムで、従業員の生産性向上をお手伝いします。

受講料日程コース名
中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成
ものづくりの仕事のしくみと生産性向上
品質管理基本
中堅・ベテラン従業員による組織の活性化のための相談技法

6月22日(火)
6月24日(木)
7月21日(水)
7月27日(火)

¥ 3,300
¥ 3,300
¥ 3,300
¥ 3,300

実践建築設計２次元ＣＡＤ技術（木造平面図編）
建築図面作成業務の効率化を目指して、Jw_cadによる木造平面図の作成方法を習得します。
Pick Up　オススメコース
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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。　

【問い合わせ先】 企画調整局企画課統計係　TEL：５８２-２１３５

令和３年経済センサス-活動調査にご協力ください！！

社員研修・採用説明会等の会場をお探しの方へ

【利用例】

　各区生涯学習センターの会議室等を利用しませんか。
　４月１日から利用対象を拡大し、企業の社員研修や会議、採用説明会、民間教育事業者の各種講座等の会場として
ご利用いただけるようになりました。
　詳細については、下記URLをご覧ください。
　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/shimin/03500154.html

ご案内

ご案内
全国すべての事業所・企業を対象とした「令和３年経済センサス-活動調査」を令和３年６月１日現
在で総務省と経済産業省が実施します。この調査は、日本経済の「いま」を明らかにし、「未来」を
つくるために大切なものです。
　調査票は、５月下旬に、「調査員証」「腕章」を身に着けた福岡県知事が任命した調査員がお伺いして直接配布する
か、国から郵送されます。調査票が届きましたら、同封されている「調査票の記入のしかた」をご覧のうえ、もれなくご
回答ください。
　なお、回答は、安全で便利なインターネット回答をおすすめしています！ぜひ、インターネットもしくは郵送での回答
にご協力をお願いします。
　調査の結果は、各種行政施策や学術研究の基礎資料としての利活用だけでなく、経営の参考資料として、事業者の
皆様方にも活用していただいております。詳しくは、「経済センサス2021」で検索していただくか、キャンペーンサイト
（https://www.e-census2021.go.jp/）をご覧ください。
皆様の調査へのご理解・ご回答をよろしくお願いいたします。

【問い合わせ先】 ◎利用対象拡大について
　北九州市市民文化スポーツ局生涯学習総合センター　　　　TEL：５７１－２７３５
　URL：https://www.city.kitakyushu.lg.jp/shisetsu/menu06_0175.html
◎貸室の空き状況や利用予約は各生涯学習センターへご連絡下さい。

・門司生涯学習センター
・門司生涯学習センター大里分館
・小倉南生涯学習センター
・小倉南生涯学習センター北方分館
・若松生涯学習センター

TEL：332-0887
TEL：371-4649
TEL：931-1286
TEL：951-0114
TEL：751-8683

・八幡東生涯学習センター
・八幡東生涯学習センター尾倉分館
・八幡西生涯学習総合センター
・八幡西生涯学習総合センター折尾分館
・戸畑生涯学習センター

TEL：671-6561　
TEL：661-1122　
TEL：641-9360
TEL：691-5653
TEL：882-4281

生涯学習センター が 幅広く利用 できるようになりました！

●八幡西生涯学習総合センター201会議室（約78㎡）を営業会議で2時間使用した場合 1,050円／１H × 2H ＝　

●生涯学習総合センター　ホール（約343㎡）を入社式で3時間使用した場合 2,050円／１H × 3H ＝　

2,100円
6,150円

1時間～
利用可能

1名～
利用可能 手軽な料金 北九州市内

各区にある
 調理室・和室等
多様な貸室


