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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】 北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：古賀、和田　TEL：093-873-1433

募　集

～がんばる中小企業お役立ち情報～ VOL. 403（毎月１日発行）
２０21．7

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～

北九州発の新商品・新サービスを募集中! 今年度は「ＤＸ促進枠」を新設!

【中小ものづくり関連企業の経営層向け】デジタル技術活用支援セミナー
（第４次産業革命 エグゼクティブビジネススクール）参加者を募集します

【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

募　集

・【国】事業再構築補助金………………………2P・北九州発の新商品・新サービスを募集中！…1P
・デジタル技術活用支援セミナー参加者募集…1P ・北九州市健康づくり活動表彰候補団体等募集他…3、4P

　市内中小企業者が開発した独創性豊かな新商品および新サービスの販路拡大を支援します!
市部署で活用が見込めるものは、市がトライアル的に購入して評価・フィードバックします。
　今年度は「DX促進枠」を新設し、DX促進に資する新商品・新サービスも募集します!
募集期間は7月16日㈮まで。 ご不明な点などありましたら、お気軽にお問合せください。

◆認定商品の販促において「認定ロゴマーク」が使用できます。
◆市の部署での活用が見込めるものは、市が試用購入して導入実績づくりを支援します。
◆本市ホームページやチラシ等により認定商品及び企業の紹介、市内開催展示会で認定商品の
　紹介等、広報支援します。　等
※認定の際は審査があります。事業の詳細や対象商品、申請方法等についてはホームページを
　ご確認ください。
URL： https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700090.html

【新商品認定のメリット】
認定ロゴマーク

　DX（デジタルトランスフォーメーション）、第４次産業革命が進む中で、デジタル技術を活用し、成長を目指す中小もの
づくり企業の経営層向けビジネススクールです。
　デジタル技術による、生産性向上、業務革新、事業成長、技術継承、人材育成、国際基準への準拠等の様々な利点につい
て理解を深めて頂き、自社の進むべき将来像を描けるようになって頂くための講座です。今年で3年目のセミナーであり、
これまでの受講者からは非常に高い評価を頂いています。

■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：特別講座 8/20㈮・21㈯　＋　５回の本講座　全６回
■募集期間：特別講座は8/6㈮まで、本講座は9/17㈮まで
■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。

検索北九州市新商品

サイバー空間と
現実空間の連携

【8・9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-

【7・8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-

【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
ＰＬＣプログラミング技術
実践建築設計２次元ＣＡＤ技術（木造立断面図編）
現場のための電気保全技術
電気設備のための計測技術
精密平面研削加工技術
ＮＣ旋盤加工技術
生産設備管理技術（回転診断編）
生産現場の機械保全技術（工作機械編）

7/14(水)，15(木)
7/10(土)，17(土)
8/5(木)，6(金)
7/8(木)，9(金)
7/13(火)，14(水)，15(木)
7/6(火)，7(水)，8(木)
8/25(水)，26(木)
7/10(土)，17(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。
●　②④⑤の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。
●　①③⑥の会場は大原簿記公務員専門学校小倉校（北九州市小倉北区京町3-9-20）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
¥ 　9,000
¥ 　7,500
¥ 14,000
¥ 15,000
¥ 10,000
¥ 10,500

セミナー

ご案内

日程コース名

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

８月10日(火)
８月24日(火)
９月  3日(金)
９月  7日(火)
９月  9日(木)
９月24日(金)

¥ 2,200
¥ 3,300
¥ 2,200
¥ 3,300
¥ 3,300
¥ 2,200

① 相手に伝わるプレゼン資料作成
② 品質管理実践
③ 業務効率を向上させるワープロソフト活用
④ 事故を無くす安全衛生活動
⑤ フォロワーシップによる組織力の向上
⑥ 表計算ソフトを活用した業務改善

受講料

「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。
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。
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　北九州市では、次世代を担う子どもや若者をはじめとするすべての市民が、社
会とのつながりの中で、健やかで心豊かに生活できる幸福な社会の実現を目指し
た「第二次北九州市健康づくり推進プラン」に基づき、各種の施策・事業に取り組
んでいます。
　その一つとして、個人の健康を支える社会環境整備の一環として、先進的・効果的な健康づくり活動に取り組んでいる
市内企業や地域団体を表彰し、その活動内容を広く紹介する『北九州市健康づくり活動表彰制度』を実施しています。
　日頃の健康づくりの取り組みを応募して、ぜひ、多くの方にお伝えしてみませんか？

　北九州市は、市民の皆さまの健康づくりへの取組みを促進するため、
健診受診やウォーキングなどでポイントを貯めると特典が受けられる
健康づくりインセンティブ事業を展開しています。 この事業に協賛し、
特典を提供いただける事業者様を協賛店として登録しています。

北九州市民の健康づくりを
応援して、店舗や商品のPRを
しませんか？

協賛店・協賛企業は何するの？
■来店者への優待サービス提供
応募した市民の皆さま全員に発行する「優待カード」を提示したお客
様に、お店の負担とならない程度のサービスを提供（令和３年９月～
令和４年６月まで。 期間途中からでも可）していただきます。

協賛するとこんな良いことが…♪
・専用ホームページ・スマホアプリにて協賛店・協賛企業の情報（位置、電話番号、写真など）をPR！（随時更新）
・応募者全員に配布するチラシに協賛店・協賛企業の一覧を掲載！　・新規のお客様の獲得が期待できる！
・健康づくりを応援するお店・企業として、イメージアップ↑↑

例）ランチタイム限定ワンドリンクサービス、
　 〇〇スポーツクラブ施設体験料無料

■賞品の提供
応募した市民の皆さまに抽選で当たる賞品を
提供していただきます。（抽選は令和４年３月）

例）〇〇（貴社製品）を50セット提供、
　 商品券〇〇円分を30名分提供

対 象 者　【企 業 部 門】

　　　　　【地域団体部門】

募集期間
募集方法

表　　彰

従業員やその家族を主な対象として実施する健康づくりに関して先進的・効果的に取り組んで
いる市内の企業。 今回より企業部門に応募することで公共工事の総合評価方式での入札におい
て配慮されます。
地域住民を対象として実施する地域に根ざした健康づくりに関して先進的・効果的に取り組んで
いる市内の地域団体や、地域住民と関わって健康づくりに取り組んでいる市内の企業

令和３年７月１日（木）から令和３年９月３０日（木）まで
応募用紙に、必要事項を記入のうえ、北九州市保健福祉局健康推進課あてに郵送してください。
応募用紙は、北九州市のホームページからダウンロードすることができます。
令和３年１１月頃、審査を経て表彰対象を決定し、令和４年２月頃、表彰します。また、「活動事例集」を作成し、
市ホームページに掲載するとともに、区役所や市民センター等に配布して活動内容を広く紹介します。

検索健康づくり活動表彰

検索健康マイレージ事業
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第９回 北九州市健康づくり活動表彰の
候補企業・地域団体を募集します!

令和３年度 北九州市健康づくりインセンティブ事業
協賛店・協賛企業を募集します!

【問い合わせ先】 北九州市保健福祉局健康医療部健康推進課　担当：日髙・上田　TEL：093-582-2018

【問い合わせ先】 北九州市健康づくりインセンティブ事業事務局　TEL：093-961-0717

募　集

募　集

※企業部門・地域団体部門、いずれも、営利を目的とした活動及び国や自治体等から受託した事業等は対象とはなりません。

詳しくは、
北九州市ホームページ https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17200411.html

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_0085.html詳しくは、北九州市ホームページ

【対　　象】

【公募期間】

2020年10月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前の同３か月の合計売上
高と比較して10％以上減少している中小企業等。
事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し 、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0％）以上増加、又は従業員一人当たり付加価
値額の年率平均3.0%（一部5.0％）以上増加の達成。

1.

2.
3.

補助率 中小企業3/4
中堅企業2/3

補助額 従業員数5人以下   ：100万円～　500万円
従業員数6～20人  ：100万円～1,000万円
従業員数21人以上 ：100万円～1,500万円

●通常枠　補助額　100万円～8,000万円　 補助率　1/2（4,000万円超は1/3）
●グローバルV字回復枠＊＊　補助額　8,000万円超～1億円　補助率　1/2

●通常枠　 補助額　100万円～6,000万円　補助率　2/3
●卒業枠＊  補助額　6,000万円超～1億円　補助率　2/3

上記1～3の要件に加え、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・移動の自粛等により影響を受けた
ことにより、令和3年1～6月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30％以上減少していること。

緊急事態宣言特別枠

中小企業

中堅企業

＊卒業枠：400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、
  資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。

①2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上
　高と比較して、15％以上減少している中堅企業。
②補助事業終了後3～5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0％以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。

＊＊グローバルV字回復枠：100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。

補助金

　新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等
を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します！

企業の思い切った事業再構築を支援します
（中小企業等事業再構築促進事業）

令和３年５月20日（木）～令和３年７月２日（金）18：00まで
＊令和３年度中にさらに３回程度実施予定です。
＊実施スケジュールについては中小企業庁のホームページ（https://jigyou-saikouchiku.jp）をご確認ください。
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令和３年７月１日（木）から令和３年９月３０日（木）まで
応募用紙に、必要事項を記入のうえ、北九州市保健福祉局健康推進課あてに郵送してください。
応募用紙は、北九州市のホームページからダウンロードすることができます。
令和３年１１月頃、審査を経て表彰対象を決定し、令和４年２月頃、表彰します。また、「活動事例集」を作成し、
市ホームページに掲載するとともに、区役所や市民センター等に配布して活動内容を広く紹介します。

検索健康づくり活動表彰

検索健康マイレージ事業

※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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第９回 北九州市健康づくり活動表彰の
候補企業・地域団体を募集します!

令和３年度 北九州市健康づくりインセンティブ事業
協賛店・協賛企業を募集します!

【問い合わせ先】 北九州市保健福祉局健康医療部健康推進課　担当：日髙・上田　TEL：093-582-2018

【問い合わせ先】 北九州市健康づくりインセンティブ事業事務局　TEL：093-961-0717

募　集

募　集

※企業部門・地域団体部門、いずれも、営利を目的とした活動及び国や自治体等から受託した事業等は対象とはなりません。

詳しくは、
北九州市ホームページ https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17200411.html

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_0085.html詳しくは、北九州市ホームページ

【対　　象】

【公募期間】

2020年10月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前の同３か月の合計売上
高と比較して10％以上減少している中小企業等。
事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し 、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0％）以上増加、又は従業員一人当たり付加価
値額の年率平均3.0%（一部5.0％）以上増加の達成。

1.

2.
3.

補助率 中小企業3/4
中堅企業2/3

補助額 従業員数5人以下   ：100万円～　500万円
従業員数6～20人  ：100万円～1,000万円
従業員数21人以上 ：100万円～1,500万円

●通常枠　補助額　100万円～8,000万円　 補助率　1/2（4,000万円超は1/3）
●グローバルV字回復枠＊＊　補助額　8,000万円超～1億円　補助率　1/2

●通常枠　 補助額　100万円～6,000万円　補助率　2/3
●卒業枠＊  補助額　6,000万円超～1億円　補助率　2/3

上記1～3の要件に加え、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・移動の自粛等により影響を受けた
ことにより、令和3年1～6月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30％以上減少していること。

緊急事態宣言特別枠

中小企業

中堅企業

＊卒業枠：400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、
  資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。

①2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上
　高と比較して、15％以上減少している中堅企業。
②補助事業終了後3～5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0％以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。

＊＊グローバルV字回復枠：100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。

補助金

　新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等
を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します！

企業の思い切った事業再構築を支援します
（中小企業等事業再構築促進事業）

令和３年５月20日（木）～令和３年７月２日（金）18：00まで
＊令和３年度中にさらに３回程度実施予定です。
＊実施スケジュールについては中小企業庁のホームページ（https://jigyou-saikouchiku.jp）をご確認ください。
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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】 北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：古賀、和田　TEL：093-873-1433

募　集

～がんばる中小企業お役立ち情報～ VOL. 403（毎月１日発行）
２０21．7

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～

北九州発の新商品・新サービスを募集中! 今年度は「ＤＸ促進枠」を新設!

【中小ものづくり関連企業の経営層向け】デジタル技術活用支援セミナー
（第４次産業革命 エグゼクティブビジネススクール）参加者を募集します

【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

募　集

・【国】事業再構築補助金………………………2P・北九州発の新商品・新サービスを募集中！…1P
・デジタル技術活用支援セミナー参加者募集…1P ・北九州市健康づくり活動表彰候補団体等募集他…3、4P

　市内中小企業者が開発した独創性豊かな新商品および新サービスの販路拡大を支援します!
市部署で活用が見込めるものは、市がトライアル的に購入して評価・フィードバックします。
　今年度は「DX促進枠」を新設し、DX促進に資する新商品・新サービスも募集します!
募集期間は7月16日㈮まで。 ご不明な点などありましたら、お気軽にお問合せください。

◆認定商品の販促において「認定ロゴマーク」が使用できます。
◆市の部署での活用が見込めるものは、市が試用購入して導入実績づくりを支援します。
◆本市ホームページやチラシ等により認定商品及び企業の紹介、市内開催展示会で認定商品の
　紹介等、広報支援します。　等
※認定の際は審査があります。事業の詳細や対象商品、申請方法等についてはホームページを
　ご確認ください。
URL： https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700090.html

【新商品認定のメリット】
認定ロゴマーク

　DX（デジタルトランスフォーメーション）、第４次産業革命が進む中で、デジタル技術を活用し、成長を目指す中小もの
づくり企業の経営層向けビジネススクールです。
　デジタル技術による、生産性向上、業務革新、事業成長、技術継承、人材育成、国際基準への準拠等の様々な利点につい
て理解を深めて頂き、自社の進むべき将来像を描けるようになって頂くための講座です。今年で3年目のセミナーであり、
これまでの受講者からは非常に高い評価を頂いています。

■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：特別講座 8/20㈮・21㈯　＋　５回の本講座　全６回
■募集期間：特別講座は8/6㈮まで、本講座は9/17㈮まで
■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。

検索北九州市新商品

サイバー空間と
現実空間の連携

【8・9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-

【7・8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-

【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
ＰＬＣプログラミング技術
実践建築設計２次元ＣＡＤ技術（木造立断面図編）
現場のための電気保全技術
電気設備のための計測技術
精密平面研削加工技術
ＮＣ旋盤加工技術
生産設備管理技術（回転診断編）
生産現場の機械保全技術（工作機械編）

7/14(水)，15(木)
7/10(土)，17(土)
8/5(木)，6(金)
7/8(木)，9(金)
7/13(火)，14(水)，15(木)
7/6(火)，7(水)，8(木)
8/25(水)，26(木)
7/10(土)，17(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。
●　②④⑤の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。
●　①③⑥の会場は大原簿記公務員専門学校小倉校（北九州市小倉北区京町3-9-20）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
¥ 　9,000
¥ 　7,500
¥ 14,000
¥ 15,000
¥ 10,000
¥ 10,500

セミナー

ご案内

日程コース名

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

８月10日(火)
８月24日(火)
９月  3日(金)
９月  7日(火)
９月  9日(木)
９月24日(金)

¥ 2,200
¥ 3,300
¥ 2,200
¥ 3,300
¥ 3,300
¥ 2,200

① 相手に伝わるプレゼン資料作成
② 品質管理実践
③ 業務効率を向上させるワープロソフト活用
④ 事故を無くす安全衛生活動
⑤ フォロワーシップによる組織力の向上
⑥ 表計算ソフトを活用した業務改善

受講料

「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。
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。


