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ご案内 適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関するお知らせ

対象地域 開催日 開催時間 開催場所 事前予約（問合せ）先定員

門司区 20 門司税務署
（門司区西海岸1丁目3番10号 門司港湾合同庁舎）

門司税務署
総務課
℡：093‒321‒5831

9月20日㈫
9月22日㈭
10月25日㈫
10月27日㈭

10：00～11：00

20 若松税務署
（若松区本町1丁目14番12号 若松港湾合同庁舎）

若松税務署
個人課税第一部門
℡：093‒761‒2536

9月20日㈫
10月18日㈫

10：30～11：30
13：30～14：30

25 小倉税務署
（小倉北区大手町13番17号）

小倉税務署
個人課税第一部門
℡：093‒583‒1331

9月27日㈫
10月27日㈭ 10：00～11：30

50 千草ホテル 光琳の間
（八幡東区西本町1丁目1－1）

八幡税務署
個人課税第一部門
℡：093‒671‒6531

9月29日㈭
10月26日㈬ 14：00～15：00

若松区

開催日 開催時間 開催場所 事前予約（問合せ）先定員

20 福岡ひびき信用金庫　小倉支店
（小倉北区米町1－1－1）9月6日㈫ 15：30～17：00

16 福岡ひびき信用金庫　曽根支店
（小倉南区下曽根2－10－32）
福岡ひびき信用金庫　門司港支店
（門司区栄町4－22）
福岡ひびき信用金庫 本店 中2階ホール
（八幡東区尾倉2－8－1）

9月8日㈭ 15：30～17：00

20

北九州テクノセンタービル　5階
（戸畑区中原新町2－1）

10月18日㈫ 15：30～17：00

4011月8日㈫ 15：30～17：00

2511月29日㈫ 14：00～15：30

（公財）北九州産業学術推進機構
中小企業支援センター
℡：093‒873‒1430

小倉北区
小倉南区

八幡東区
八幡西区
戸畑区

説明会の日程は随時更新
しております。
最新版は福岡国税局ＨＰ
「消費税インボイス制度
説明会」をご覧ください。

詳細は、中小企業支援
センターＨＰをご確認
ください。

令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。
インボイス制度の開始に備えて、ぜひ以下の説明会およびセミナーにご参加ください。

【消費税インボイス制度説明会（主催：国税局・税務署）】
　　消費税の仕組みやインボイス制度について知りたい方は、事前予約（問合せ）先にお電話等で申込をした上で、
　説明会（無料）に是非ご参加ください！

【インボイス制度対策セミナー（主催：（公財）北九州産業学術推進機構中小企業支援センター）】
　　市内の中小企業者、個人事業者を対象に、インボイス制度の理解を深めていただくことを目的としたセミナー
　を開催します。ご興味ある方は、ぜひ事前予約の上、ご参加ください。

開催日 開催時間 開催場所 事前予約（問合せ）先定員

30 門司生涯学習センター第1・2会議室
（門司区栄町3－7）

9月6日㈫
10月27日㈭ （説明会）

14：00～15：00
（個別相談会）
15：00～ 40

北九州商工会議所9階ホール
（小倉北区紺屋町13－1）
※オンライン参加可

ウェルとばた　多目的ホール
（戸畑区汐井町1番6号）

9月21日㈬

409月6日㈫
（セミナー）
14：00～15：30
（個別相談会）
15：30～16：00

北九州商工会議所
門司サービスセンター
℡：093‒321‒2381
北九州商工会議所
小倉サービスセンター
℡：093‒511‒2307
北九州商工会議所
戸畑サービスセンター
℡：093‒871‒2721

詳細は、北九州商工会
議所ＨＰをご確認くだ
さい。

【インボイス制度説明会（主催：北九州商工会議所）】
　　市内の個人事業主に向けて、インボイス制度の理解を深めていただくことを目的としたセミナーを開催します。
　また、セミナー終了後には、希望者を対象に「個別相談会」を実施します。ご興味のある方は、ぜひ事前予約の
　上、ご参加ください。
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ご紹介 「北九州感染対策施設構築＆実証プロジェクト」のご紹介
　株式会社フジコー（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：萩尾 寿昭 以下フジコー）は、国立大学法人九
州大学大学院農学研究院　片倉教授、土居教授、及び、北九州市・（公財）北九州産業学術推進機構との産学官
連携の体制で、ウィズコロナ時代の感染防止対策に対応した施設を構築し、感染症等に関する実証テストを実施
するプロジェクトを推進しています。
　具体的には、介護施設を対象とし、フジコーの消臭除菌製品を設置（同じ建屋構造で、同じ運用を行っている
2つの生活ユニット内の1ユニットに設置）。3年間にわたって、環境データ（浮遊ウイルス・菌や床等の付着ウ
イルス・菌のデータ）、及び臨床データ（感染症発症者数等）を取得し、2つのユニットのデータを比較するこ
とで、これらの製品を使用した環境の、感染防止対策の有効性を検証します。
　今回、2022年7月に、門司区大里にあります介護施設「好日苑　大里の郷」のご協力を得て、グループホー
ムの1ユニットに、一連の消臭除菌製品の施工・設置を行いました。

　長期化するコロナ禍の中、介護施設関係者、入居されている方々、またそのご家族含め、引き続き、消毒作業
や、手洗い、マスク着用、3密の防止といった各種感染対策でご苦労されている状況です。これらは、主に、各
個人の行動・努力に依存する対策ですが、施設自体も、より安全なものに改善できるのではないかと考えていま
す。ウィズコロナ、アフターコロナを見据え、今回の取組みが、少しでも、皆様の安心・安全にお役立てできる
よう、プロジェクトに取り組んでまいります。

【問い合わせ先】 株式会社フジコー　光触媒事業企画部　担当：江藤　TEL：093-871-3724
　　　　　　　（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：滝本　TEL：093-873-1430

■施工・設置したフジコーの消臭除菌製品

【空気消臭除菌装置】 【消臭除菌床タイル】 【除菌シート】

■今回の対象施設：好日苑　大里の郷 ■光触媒タイル施工の様子

■今後について
　2022年8月より、データ取得を開始しています。また、北九州市内でもう1施設、対象施設を増やす予定です。
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募　集

【問い合わせ先】 （公財）北九州産業学術推進機構 ロボット・DX推進センター　担当：片脇・林（あ）・合谷　TEL：093-695-3077

【現場リーダー向け】ロボット・IoT・AI等を活用して生産性向上に資する活動を行うため、中小ものづくり企業
の現場カイゼンを担える指導者育成を目的としたスクールを開催します。

助成金

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局産業政策課　担当：白石・小林　TEL：093-582-2299

１　対象者
　　国の事業再構築補助金の第７回公募分のうち「原油価格・物価高騰等緊急対策枠（緊急対策枠）」を申請した市内
　　中小企業等
２　対象経費
　　国の事業再構築補助金の申請にかかる経費として、行政書士・税理士・中小企業診断士・コンサルティング会社な
　　どの「専門家等」に支払う経費（事業計画策定費用や申請サポート費用等）
　　※ただし、消費税及び成功報酬は除く。
３　助成額
　　中小企業者及び個人事業主　対象経費の３／４
　　中堅企業者　対象経費の２／３
　　※いずれも上限は50万円とします。
　　※国の事業再構築補助金の採択・不採択に関わらず、上記の通り、助成します。
４　申請方法
　　郵送申請のみ（申請書類一式を以下提出先まで送付してください）
　　＜提出先＞　〒803‒8501　北九州市小倉北区城内１番１号
　　　　　　　　　　　　　　　 産業経済局産業政策課　事業再構築補助金活用促進助成金担当　宛
５　申請期間
　　国の事業再構築補助金（第７回）の申請開始日～令和４年10月31日まで　※消印有効
　　※令和４年８月22日時点で事業再構築補助金（第７回）の申請スケジュールは未定です。
　　　詳細は事業再構築補助金のＨＰでご確認ください。

事業再構築補助金「原油価格・物価高騰等緊急対策枠
（緊急対策枠）」の申請にかかる費用の一部を助成します

←詳細は市のＨＰを
　ご覧ください。

ロボット・IoT・AI等を活用した
生産性向上スクールの参加者を募集します

■会場（公財）北九州産業学術推進機構　ロボット・DX推進センター
■スクール詳細・申込方法は下記URL、QRコードからお願いします。

■スクールカリキュラム
基礎編　　　２講座 9/2（金）　Web方式
IoT編　　　５講座 9/21（水）～10/12（水） 対面方式
ロボット編　５講座 9/22（木）～12/1（木） 対面方式
■定員
基礎編：最大500名　IoT編：最大15名（講座によって異なります）
ロボット編：１講座につき４名
定員になり次第、募集を締め切らせていただきます。
■受講料
基礎編
・一般(生産性向上に興味のある方) 無料
・学生(大学生、大学院生、専門学生 無料
IoT編・ロボット編　※専門的な内容となります
・中小企業者、公的機関職員、企業OB 3,000円/日
・その他 10,000円/日

https://www.ksrp.or.jp/robo-dx/form/index.php?form=1
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【問い合わせ先】 （公財）北九州産業学術推進機構　ロボット・DX推進センター　担当：矢野　TEL：093-695-3077
　　　　　　　（九州工業大学キャリアオーナーシップ課　Email: co-recurrent@jimu.kyutech.ac.jp）

募　集

ご案内

URL: https://www.kyutech.ac.jp/yukyuintern-offer/

　九州工業大学では、北九州市ロボット・DX推進センターと連携して、有給インタ
ーンシップ事業を新たに始めました。
　キャリアカウンセラーがコンサルティングを行い、仕事内容を学生の専門分野に
関することに限定した、有給のインターンシップです。
　随時、参加企業を募集中です。勤務条件や給与条件は、相談により決定しますの
で、まずは、下記の問い合わせ先にご相談下さい。

新型コロナウイルス感染症の影響によりわたしたちの日常は大きく変化し、不安やイライラなどストレスを抱えてい
る人もいるかもしれません。自分自身を見つめ直し、ストレスと付き合う方法を身に付けませんか。

　「話す」ことはストレスを解消することのひとつです。誰かに話したり、思ったことを書き出すことで気持ちが
楽になることがあります。一人で悩まずに相談しましょう。

　ストレスは、わたしたちが生きていくうえで誰にでもあるものです。程よいストレスであれば「やる気」や「生活
の張り」に変えていくことができます。しかし、心身が疲れていたり、あまりに強いストレスがかかったりしている
と、心や体に悪い影響が出てきます。

ストレスに対処するには、自分に合った方法を試してみましょう。
①受け止め方を修正する
　少しの失敗でも「これでおしまいだ」と悲観的になってしまうなど、
　自分の思い込みによってストレスを強く感じるという場合もあります。
　このような考え方のクセを修正する方法です。
②リラクゼーションと気分転換（ストレスケア）
　ストレスのサインに気付いたときに、自身をケアすることで悪化を防ぐことができます。

〇理工系分野を専攻する学生がインターンシップに参加
〇地域企業の生産性向上の課題解決に貢献
〇インターンシップ活動中も九工大が企業と学生をフォローアップ

★特徴

詳細は、ホームページをご覧ください。　

インターンシップの様子（イメージ）

←詳細は
　こちらから

【参加企業募集中】
九工大学生の専門知識を活用した有給インターンシップを始めました!

【問い合わせ先】 北九州市立精神保健福祉センター　担当：鎌谷・渡辺　TEL：093-522-8744

北九州市いのちとこころの情報サイトストレスのサインと対応法は

こころの耳

ストレスと上手に付き合いましょう
～9月10日から16日までは自殺予防週間です

ストレスの影響とは

ストレスの対処方法（例）

あなたの悩みを相談してみませんか

インターネットを使って
相談窓口を検索できます

簡単！気軽に！
こころの健康チェック！

■北九州市いのちとこころの情報サイト
http://www.ktq-kokoro.jp/

◀QRコード　携帯・スマートフォンはこちらから

■こころの体温計（北九州市版）
https://fishbowlindex.jp/kitakyushu/
◀QRコード　携帯・スマートフォンはこちらから

働く人のメンタルヘルス・
ポータルサイト

■こころの耳
https://kokoro.mhlw.go.jp/
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ご案内

【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（康）、木本　TEL：873-1433

事業の引継ぎをお考えの経営者・後継者向け 無料セミナーを開催!ご案内

【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（康）、木本　TEL：873-1433

9月は「価格交渉促進月間」です!
適正な取引のための施策をご紹介します!

中小企業庁では、最低賃金の改定を含む労務費や原材料費等の上昇などが下請価格に適切に反映されること
を促すため、9月を「価格交渉促進月間」に設定しています。今回は適正な取引を支援するための施策をご紹介
します。

「下請かけこみ寺」は、下請取引の適正化を推進することを目的として国が全国48か所に設置。
①電話相談、②オンライン相談、③対面相談の３種類の相談方法が可能で、専用サイトから予約申し込みができます。
まずはお気軽にご相談ください。　
　→　福岡県の窓口：（財）福岡県中小企業振興センター　☎0120‒418‒618

受講料無料、オンライン形式やｅラーニング形式でいつでもどこでも学べます。
・適正取引のための様々な「講習会」を実施しています！

上記の「講習会」や「下請かけこみ寺」の情報を含め、その他の施策も紹介しています。
ぜひ一度ご覧ください。

・適正取引支援サイトのご紹介

・ご相談・トラブル等に対応する「下請かけこみ寺」のご紹介

適正取引支援サイトはこちらから↑

▶開催概要　会場およびオンライン（Zoom使用）
テーマ「スタンフォード大学発サーチファンドで事業承継」
▶開催日時　令和4年9月28日（水）　17:00～18:30
　　　　　 ※希望者には、セミナー終了後に個別相談会あり
▶開催場所　北九州弁護士会館　5階会議室
　　　　　 （小倉北区金田1‒4‒2）
▶受 講 料　無料
▶申込期間　随時申込受付中。9月27日（火）まで申込可。
▶申込方法 （下記2つの方法があります）
①「FAX申込書」によるお申込み
　※申込書は北九州市HPからダウンロード可

②「電子申請」によるお申し込み
　※電子申請画面はこちらから　 →→→→→

北九州市事業承継セミナー

事業承継をお考えの経営者・後継者の皆さまへ「事業承継セミナー」のご案内です。
会場とオンラインの両形式で開催しますので、ご自身に合ったスタイルでご参加できます。
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【10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-

【10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：帆足、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、平松　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３次元ＣＡＤ技術（プレゼンテーション編）
フライス盤加工技術（段加工編）
フライス盤加工技術（穴加工編）
ＰＬＣ制御の応用技術
設計に活かす３次元ＣＡＤソリッドモデリング技術
３次元ＣＡＤを活用したソリッドモデリング技術

10/ 6（木）， 7（金）
10/15（土），16（日）
10/18（火），19（水）
10/20（木），21（金）
10/20（木），21（金）
10/25（火），26（水），27（木）
10/31（月），11/1（火），2（水）

■　時間はいずれも9:30～16:30（昼休憩60分）です。
■　②～③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。
■　①の会場は株式会社アットワーク黒崎駅前教室（北九州市八幡西区黒崎3-9-22 RISOビル 7F）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。
　　右記URLからご利用ください。　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
¥ 9,500
¥ 11,000
¥ 11,000
¥ 9,500
¥ 12,500
¥ 12,500

受講料日　程コース名
業務に役立つ表計算ソフトの関数活用
成果を上げる業務改善
管理者のための問題解決力向上

①
②
③

10/15（土）
10/17（月）
10/19（水）

¥ 2,200
¥ 3,300
¥ 3,300

セミナー

ご案内

■　受講料は教材費及び消費税を含んだ金額です。
■　FAXまたはメールでお申込みください。申込書はポリテクセンター福岡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、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。

「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。

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。

受講者が10名以上の場合は、企業に講師を派遣する「オーダーコース」を実施できます！オーダーコース


