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お知らせ 『北九州学術研究都市20周年記念フォーラム』を開催します!
学研都市が誕生して20周年を迎えたことを機に、これまでの成果や今後のビジョンなどを関係者に語っていただきます。
今年は北九州学術研究都市・会議場（若松区ひびきの）において開催いたします。皆様、ぜひご参加ください。

【問い合わせ先】 （公財）北九州産業学術推進機構　事務局　総務部　企画広報課　TEL：093-695-3111

参加無料 先着400名まで（10/20は先着200名）　【お申込み】 https://www/ksrp.or.jp/20th/

10/20
（木）

13：00～13：30
日時 内容

13：30～15：00

15：15～17：00

10：00～12：00

13：00～16：50

13：00～15：40 【大学・大学院、FAIS編】 15：40～16：50 【学研都市入居機関・入居企業編】

13：00～北九州市立大学国際環境工学部

13：30～九州工業大学大学院生命体工学研究科

14：00～早稲田大学大学院情報生産システム研究科

14：30～産業医科大学産業保健学部

15：00～北九州産業学術推進機構（FAIS）

15：30～福岡大学大学院工学研究科

15：40～福岡県リサイクル総合研究事業化センター

15：50～株式会社コイシ

16：00～株式会社シキノハイテック

16：10～シャボン玉石けん株式会社

16：20～株式会社セキュアサイクル

16：30～株式会社FILTOM

16：40～株式会社ブラテック

16：50～17：00

開会挨拶・来賓挨拶
基調講演 『21世紀のビジョン：プラチナ社会』
【講演者】 三菱総合研究所理事長　東京大学第28代総長
　　　　 小宮山　宏 氏

学研都市の長期的な戦略等を語る会合
北九州学術研究都市の大学の研究者等が、学研都市の未来を見据え、
今後の研究テーマや長期的な戦略等（展望）を語り合います。

日台サイエンスパーク連携セミナー
台湾サイエンスパーク（新竹・中部・南部）や台湾の研究開発機関の方々と半導体やスタートア
ップ関連の議論を行います。

学研都市のハイライト
学研都市関係団体から、これまでの取組や成果、今後の展開についてご紹介します。

閉会挨拶

10/21
（金）
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お知らせ

ご案内

【問い合わせ先】 お取引先の各金融機関へご相談ください。

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

　現在返済中の借入金について、返済金額や返済方法等の条件の変更について、金融機関で相談することが可能です。
　具体的には、コロナ前の借入や、コロナ禍における実質無利子融資等について、月々の返済を当面の間猶予または減
額したり、返済期限を延長することで、新たな借り入れをせず、手元の資金繰りを緩和出来る可能性があります。

新型コロナウイルス感染症の影響による
資金繰りでお困りの中小事業者の皆様へ

【参　考】
　詳しくは以下のURLにアクセスしてください。
　　金融庁ＨＰ
　　https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf　
　　経済産業省ＨＰ（22ページをご覧ください。）
　　https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?081

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

10月25日㈫
10月27日㈭
11月22日㈫
11月24日㈭

10：00～11：00

10：30～11：30
13：30～14：30

14：00～15：00
16：00～17：00

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

10月18日㈫
11月21日㈪

10月27日㈭
11月14日㈪

10月26日㈬
11月9日㈬

20
20

50
50

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

10：00～11：30

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

若松区

開催日 開催時間 開催場所 事前予約（問合せ）先定員
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）

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

25

30

20

40

（　説　明　会　）14：00～15：30
（個別相談会）15：30～

（　説　明　会　）14：00～15：00
（個別相談会）15：00～

（　説　明　会　）14：00～15：00
（個別相談会）15：00～

（　説　明　会　）14：00～15：30
（個別相談会）15：30～16：00

門司生涯学習センター第1・2会議室
（門司区栄町3－7）

八幡西生涯学習総合センター
(八幡西区黒崎3－15－3
コムシティ2階204会議室)

ベイサイドプラザ若松
(若松区本町3－11－1)

ウェルとばた　多目的ホール
（戸畑区汐井町1番6号）

10月19日㈬

10月27日㈭

11月2日㈬

12月8日㈭

北九州商工会議所
八幡サービスセンター
℡：093‒642‒5381
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
若松サービスセンター
℡：093‒761‒2021
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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ご案内

好評につき下期も開催! 人材採用力強化プログラム「採用専門塾」

大規模展示会への出展小間料を助成します!

募　集

【問い合わせ先】 パーソルキャリア株式会社　TEL：03-4555-9676　【主催】 北九州市産業経済局雇用政策課

人事・採用担当者の方を対象に、ＤＸ時代に対応した「採用力」を身につける特別塾を開講します！
全５回の本カリキュラムは、人材大手のパーソルキャリア株式会社監修。最先端の採用ノウハウが習得できるだ
けでなく、採用チェックシートや採用ツールなど成果物を得ることができます。
受講者には、個別採用コンサルも実施。講義以外でも採用に関するお困りごとを相談できます。

身につくスキル例

・求人票の設計力
・自社のファン創造力
・令和式面接力
・ＳＮＳ等を活用した採用広報力
・多角的な採用力

申込締切　10月12日（水）
※参加には選考があります。

詳細・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：古賀（康）、木本　TEL：093-873-1433

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700236.html

関東・中京・関西で開催の大規模な展示会への出展小間料を助成します。
販路拡大を考えている中小企業の皆さま、北九州市が展示会への出展を支援します！

助成の概要

助成対象経費
助成限度額　　

北九州市大規模展示会等出展支援

※この他、対象者の要件や事業の詳細、申込方法等については、下記ホームページにてご確認ください。

 1　申請受付期間　　令和4年10月3日～10月31日 （申込み必着）

 2　対象となる展示会　　令和4年4月1日～令和5年3月31日の間に開催の展示会

QRコードはこちらから→

新製品・新技術の販路開拓のため、関東・中京・関西で開催の大規模な展示会
（募集小間数が概ね150以上又は出展予定企業が100社以上）への出展小間料を
助成します。
展示会の出展小間料（1小間分）　
上限40万円
※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）は助成対象外です。
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市内中小企業等
デジタル化枠………最大　80万円（補助率上限1／2）
DXモデル育成枠……最大200万円（補助率上限2／3）
DXモデル枠…………最大500万円（補助率所上限2／3）
人材育成・教育経費・製品・サービス・開発経費・システム導入経費・環境整備経費・付帯経費・その他
デジタル化枠：令和4年7月12日～11月30日まで
DXモデル育成枠・DXモデル枠（2次募集）：令和4年10月3日～10月14日まで（予定）

●対　象
●補助額

●補助対象経費
●申請受付期間

市内で小売店及びサービス業を営む中小企業、商店街組合
会場：30名（各団体2名まで）、オンライン：100名
セミナー　　：令和4年10月28日（金）
研修（全3回）：令和4年11月11日（金）、25日（金）
　　　　　　　令和4年12月9日（金）
全日程　15：00～17：00
北九州市立商工貿易会館
10月1日～10月25日

【対 象 者】　
【定　　員】　
【日　　時】  
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
【場　　所】　
【申込期間】

募　集 受講料無料! オンライン配信も行います!
「クラウドサービスセミナー・研修」 参加者募集中

お知らせ

DX・デジタル化に取り組む中小企業等に対し経費の一部を補助します。

福岡県最低賃金の改正を答申～時間額900円（30円引上げ）～

【問い合わせ先】 北九州市雇用政策課　担当：塩田、江口　TEL：093-582-2419

【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：溝正、熊丸　TEL：093-582-2050

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

　市内中小企業が実施するデジタル環境整備など社内の業務効率化に関する取り組みや、社内デジタル人材育成
に関する取り組みの他、個別の業務・製造プロセスのデジタル化や、組織横断／全体の業務プロセスのデジタル
化に要する費用の一部を補助します。

データ保存、勤怠管理、会計…効率化することで経営力UP！データの思わぬトラブルにも備える
日々の業務をクラウド化して負担軽減、みんなで共有！

福岡県の現行の最低賃金額870円に対し、令和4年10月8日に900円（引上げ率3.45%）に改定されます。
雇う上でも働く上でも、最低限のルールです。必ず確認しましょう。

賃金の引上げを実施していくためには、生産性向上が必要となります。
北九州市DX推進補助金（デジタル化枠）は、市内中小企業が実施するデジタル環境整備
など社内の業務効率化やデジタル人材育成に資する事業の各経費の一部を補助します。
詳細は、「ロボット・DX推進センター」のホームページをご覧ください。

電子申請受付中

北九州市　DX関連補助金

北九州市DX推進補助金を活用しませんか
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【問い合わせ先】 生涯学習総合センター　担当：平井　TEL：093-571-2735

　「市民の生涯学習活動の場」というイメージが強い生涯学習センターですが、実は企業の皆さまに
もお使いいただけることをご存知でしょうか。社内の営業会議や研修はもちろんのこと、地域の方々
を対象としたスポーツジムなどのオープン説明会、マッサージやお灸の効能解説や実演講習、きもの
の着付け教室など、市民の健康増進や技術習得などに役立つ無料の講習会や説明会等は、営業活動の
一環であっても生涯学習センター（北九州市内11館）を会場
として使えます。ご活用をお待ちしています。
　なお、室使用料は通常の５倍です。また商品販売や商談
などの直接の営業活動はできませんので、ご了承ください。

北九州市立生涯学習センター、使えます。

＜使用料の例示（企業の営業会議の場合）＞
生涯学習総合センター・ホール（343㎡）
○室使用料　　　2,050円／１時間
○冷暖房使用料　　420円／30分間

八幡東生涯学習センター・第６集会室（90㎡）
○室使用料　　　　600円／１時間
○冷暖房使用料　　140円／30分間

例１

例２
生涯学習総合センター・ホール

詳しくは、下記の最寄りの生涯学習センターにお問い合わせください。

生涯学習総合センター

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

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

小倉北区大門1－6－43

門司区栄町3－7

門司区下馬寄6－8

小倉南区若園5－1－5

小倉南区北方3－32－3

若松区本町3－13－1

八幡東区平野1－1－1

八幡東区尾倉2－6－6

八幡西区黒崎3－15－3

八幡西区南鷹見町6－1

戸畑区中本町7－20

571－2712

332－0887

371－4649

931－1286

951－0114

751－8683

671－6561

661－1122

641－9360

691－5653

882－4281

電話番号所　在　地施　設　名



6

2022.10

※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。　

【10～11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-

【11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
機械設計のための総合力学
在来木造住宅設計実践技術（構造・省エネ編）
構造強度設計のための材料力学
トラブル事例から学ぶ各種管の加工・接合技術
冷媒配管の加工・接合技術
振れ隅工法の加工実践技術

11/ 8（火）， 9（水），10（木）
11/12（土），13（日）
11/15（火），16（水），17（木）
11/19（土），20（日）
11/21（月），22（火）
11/26（土），27（日），12/3（土）

■　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。
■　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。

¥ 12,500
¥ 9,500
¥ 12,500
¥ 7,500
¥ 21,000
¥ 11,000

受講料日　程コース名
成果を上げる業務改善
管理者のための問題解決力向上
事故をなくす安全衛生活動
生産現場の問題解決

①
②
③
④

10/17（月）
10/19（水）
11/24（木）
11/25（金）

¥ 3,300
¥ 3,300
¥ 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


