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月次支援金・家賃等賃借料支援金

【問い合わせ先】 国の月次支援金　月次支援金相談窓口　ＴＥＬ：０１２０-２１１-２４０
市の月次支援金　北九州市中小事業者月次支援金コールセンター　TEL：０１２０-２１８-５６７

支援金

【 対 　 象 】
●月次支援金

令和3年8月又は9月の月間売上が減少し、福岡県感染拡大防止協力金の支援対象外となる事業者

【 対 　 象 】
●家賃等賃借料支援金

令和3年8月から9月の福岡県のまん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う時短営業・休業要請等
に応じた北九州市内の施設（飲食店、喫茶店等）を運営する事業者

【申請方法】 オンライン申請
オンライン申請もしくは郵送申請

国の月次支援金

市の月次支援金

【申請期間】8月分／令和3年10月31日まで、 9月分／令和3年11月30日まで

【 給 付 額 】 国の月次支援金

市の月次支援金

8月・9月分
8月・9月分
※国の月次支援金と市の月次支援金は併給が可能です。
※市の月次支援金は売上が50%以上減少した場合、先に国の月次支援金を申請いただくことが給付要件です。
※市の月次支援金は給付区分によって上限額、申請の流れが異なります。詳細はHPをご覧ください。

法人：上限20万円/月　個人：上限10万円/月
法人：上限70万円/月　個人：上限35万円/月

【　Ｈ　Ｐ　】 国の月次支援金

市の月次支援金
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09901267.html 国の月次支援金 市の月次支援金

【問い合わせ先】 北九州市家賃等賃借料支援金コールセンター　TEL：０１２０-１６８-１１２

【 給 付 額 】1施設につき1ヶ月分の家賃等賃借料の8割（上限40万円/月） ※8、9月分の2ヶ月分が支援対象

【申請期間】令和3年11月30日まで

【申請方法】オンライン申請もしくは郵送申請

【　Ｈ　Ｐ　】https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09901268.html
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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。　

【11・12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：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
制御盤製作技術
実務事例に基づく建築確認申請実践対策技術
製造現場におけるヒューマンエラー対策と実践的技法
機械設計のための総合力学
構造強度設計のための材料力学
ＴＩＧ溶接技能クリニック

11/17(水)，18(木)
11/10(水)，17(水)
11/9(火)，10(水)
11/9(火)，10(水)，11(木)
11/16(火)，17(水)，18(木)
11/16(火)，17(水)

●　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。
●　①②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。
●　③④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

¥ 　9,500
¥ 　8,500
¥ 　5,500
¥ 12,500
¥ 12,500
¥ 15,500

セミナー

セミナー

日程コース名
11/2(火)
12/6(月)
12/9(木)
12/16(木)

¥ 3,300
¥ 3,300
¥ 2,200
¥ 2,200

① 業務効率向上のための時間管理
② 原価管理とコストダウン
③ 大量データ処理に活用するデータベース（基本編）
④ 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用

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。
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。



◎従業員の業務負担の軽減　
◎企業のイメージアップ
◎コスト削減と生産性の向上
◎迅速な対応　

メリット
ワーク

シェアリングの

※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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※申し込みはこちらへ▶働き方改革地域実践事業運営事務局

検索北九州市大規模展示会等出展支援

【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）、和田　TEL：093-873-1433

※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。

※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。

関東・中京・関西で開催される大規模な展示会への出展小間料を助成します。

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

大規模展示会への出展小間料を助成します！ご案内

ご案内

【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】 北九州市総務局女性活躍推進課　担当：齊藤・城水　TEL：０９３-582-2209

コロナ禍の制約を力に変え、さらに働き方改革を進めているサイボウズ株式会社の社長、青野慶久氏を迎え、アフターコロナに
向け個人そして企業は何をすべきかを考えます。意見交換の時間もあるので、他社の状況を知りたい方もぜひご参加ください。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、企業においてはテレワーク、時差出勤、オンライン会議の導入など、新しい働
き方が模索され、働き方改革をめぐる情勢も変化しました。今こそ、自社の働き方を見つめ直し、課題の解決に取り組んでみま
せんか？　皆様のご参加をお待ちしています。

新製品・新技術の販路開拓のため、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）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）　

■内容
　○講演：「アフターコロナにそなえた
　　　　　 新しい組織のつくり方」
　　講師：サイボウズ株式会社　
　　　　　代表取締役社長　青野　慶久 氏
　○グループセッション
　・青野氏への質疑応答
　・今後の働き方とチームづくりについて他社との意見交換

■日　時　令和3年10月26日（火）13：30～15：30
■形　式　オンライン開催（Zoom）
■参加費　無料
■対　象　企業経営者・管理職・管理職候補等
■定　員　100名（先着順）
■申　込　右記申込フォーム
　　　　　令和3年10月14日締切

働き方改革オンラインセミナー
～アフターコロナ時代、企業はどう生きるか～

働き方改革に取り組む企業を支援します！
～参加企業募集中～

セミナー

対　象

内　　　容

助成対象経費 上限40万円助成限度額

福岡県内の企業・事業所 定　員 40社程度

時　間 会場、オンラインともに13時30分～16時30分

申込締切 会場：10月22日（金）、オンライン：11月2日(火)

要　件 全講座（3回）の参加 費　用 無料

スケジュール 対面での会場実施またはオンライン開催のいずれか
を選択できます。
10月27日（水）「基本講座」、12月15日（水）「中間報告会」、
来年2月3日（木）「最終報告会」
北九州市立男女共同参画センター・ムーブ
（北九州市小倉北区大手町11－4）

11月8日(月)「基本講座」、12月17日(金)「中間報告会」、
来年2月10日(木)「最終報告会」

【会　場】

【オンライン】

ミーティングツールは「Zoom」を使用します。

１ 事業対象期間 令和3年4月1日～令和4年3月31日
（この間に開催される展示会が対象）

２ 募集・受付期間 令和3年10月1日～10月29日（申込み必着）

※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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　定年を迎えた後でも、まだまだ働きたいと思うシニアはたくさんいます。
しかし、シニアを【戦力】として捉えている雇用先は少なく、その実態もあまり知られていないのが現状です。
　人手不足を解消するためにも、シニア雇用の現状を理解し、【採用ターゲット】として検討してみてはいかがでしょうか。
シニア求人開拓員にお気軽にご相談ください。

求人企業を募集しています
～（公社）福岡県高齢者能力活用センター はつ・らつ・コミュニティ北九州～

【問い合わせ先】 北九州市高年齢者就業支援センター（シニア求人開拓員）　担当：林　TEL：093-882-6260

ご案内

ご案内

 

　高齢者の知識・経験・技術を活かし、皆様のお役に立ちます。業務多忙の際や困った際に
ぜひご利用ください。センター登録会員が企業、家庭、地域の様々なニーズにお応えします。
　ご依頼内容に合わせて「請負・委任」又は「労働者派遣」のいずれかのご契約となります。
まずは、お気軽にご相談ください。

経験豊かなベテランが欲しい！繁忙期の人材が欲しい！
そんな企業の悩みを当センターが解決します。

当センターには幅広い分野で即戦力となる高齢者が
登録（派遣及び職業紹介）されています。
職種経験・人生経験豊富で、総合的判断力に優れている高齢者を是非ご活用ください。

お仕事のご依頼をお待ちしています
～（公社）北九州市シルバー人材センター～

ワークシェアリングの導入を支援します
～シニアの働きやすいお仕事開拓事業～

ご案内

http://www.kitakyusilver.jp/詳しくは、北九州市シルバー人材センターホームページ

https://www.hatsu-ratsu.com/詳しくは、はつ・らつ・コミュニティ北九州ホームページ

【問い合わせ先】公益社団法人　北九州市シルバー人材センター　TEL：093-922-4801
※労働者派遣のお問い合わせは
　北九州市シルバー人材センター西部出張所　　TEL：093-482-6112

【問い合わせ先】公益社団法人　福岡県高齢者能力活用センター
はつ・らつ・コミュニティ北九州
TEL：093-881-6699　　FAX：093-882-6705

http://www.acr.gr.jp/hatarakikata/
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◎企業のイメージアップ
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※申し込みはこちらへ▶働き方改革地域実践事業運営事務局

検索北九州市大規模展示会等出展支援

【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）、和田　TEL：093-873-1433

※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。

※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。

関東・中京・関西で開催される大規模な展示会への出展小間料を助成します。

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

大規模展示会への出展小間料を助成します！ご案内

ご案内

【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】 北九州市総務局女性活躍推進課　担当：齊藤・城水　TEL：０９３-582-2209

コロナ禍の制約を力に変え、さらに働き方改革を進めているサイボウズ株式会社の社長、青野慶久氏を迎え、アフターコロナに
向け個人そして企業は何をすべきかを考えます。意見交換の時間もあるので、他社の状況を知りたい方もぜひご参加ください。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、企業においてはテレワーク、時差出勤、オンライン会議の導入など、新しい働
き方が模索され、働き方改革をめぐる情勢も変化しました。今こそ、自社の働き方を見つめ直し、課題の解決に取り組んでみま
せんか？　皆様のご参加をお待ちしています。

新製品・新技術の販路開拓のため、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）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）　

■内容
　○講演：「アフターコロナにそなえた
　　　　　 新しい組織のつくり方」
　　講師：サイボウズ株式会社　
　　　　　代表取締役社長　青野　慶久 氏
　○グループセッション
　・青野氏への質疑応答
　・今後の働き方とチームづくりについて他社との意見交換

■日　時　令和3年10月26日（火）13：30～15：30
■形　式　オンライン開催（Zoom）
■参加費　無料
■対　象　企業経営者・管理職・管理職候補等
■定　員　100名（先着順）
■申　込　右記申込フォーム
　　　　　令和3年10月14日締切

働き方改革オンラインセミナー
～アフターコロナ時代、企業はどう生きるか～

働き方改革に取り組む企業を支援します！
～参加企業募集中～

セミナー

対　象

内　　　容

助成対象経費 上限40万円助成限度額

福岡県内の企業・事業所 定　員 40社程度

時　間 会場、オンラインともに13時30分～16時30分

申込締切 会場：10月22日（金）、オンライン：11月2日(火)

要　件 全講座（3回）の参加 費　用 無料

スケジュール 対面での会場実施またはオンライン開催のいずれか
を選択できます。
10月27日（水）「基本講座」、12月15日（水）「中間報告会」、
来年2月3日（木）「最終報告会」
北九州市立男女共同参画センター・ムーブ
（北九州市小倉北区大手町11－4）

11月8日(月)「基本講座」、12月17日(金)「中間報告会」、
来年2月10日(木)「最終報告会」

【会　場】

【オンライン】

ミーティングツールは「Zoom」を使用します。

１ 事業対象期間 令和3年4月1日～令和4年3月31日
（この間に開催される展示会が対象）

２ 募集・受付期間 令和3年10月1日～10月29日（申込み必着）

※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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　定年を迎えた後でも、まだまだ働きたいと思うシニアはたくさんいます。
しかし、シニアを【戦力】として捉えている雇用先は少なく、その実態もあまり知られていないのが現状です。
　人手不足を解消するためにも、シニア雇用の現状を理解し、【採用ターゲット】として検討してみてはいかがでしょうか。
シニア求人開拓員にお気軽にご相談ください。

求人企業を募集しています
～（公社）福岡県高齢者能力活用センター はつ・らつ・コミュニティ北九州～

【問い合わせ先】 北九州市高年齢者就業支援センター（シニア求人開拓員）　担当：林　TEL：093-882-6260

ご案内

ご案内

 

　高齢者の知識・経験・技術を活かし、皆様のお役に立ちます。業務多忙の際や困った際に
ぜひご利用ください。センター登録会員が企業、家庭、地域の様々なニーズにお応えします。
　ご依頼内容に合わせて「請負・委任」又は「労働者派遣」のいずれかのご契約となります。
まずは、お気軽にご相談ください。

経験豊かなベテランが欲しい！繁忙期の人材が欲しい！
そんな企業の悩みを当センターが解決します。

当センターには幅広い分野で即戦力となる高齢者が
登録（派遣及び職業紹介）されています。
職種経験・人生経験豊富で、総合的判断力に優れている高齢者を是非ご活用ください。

お仕事のご依頼をお待ちしています
～（公社）北九州市シルバー人材センター～

ワークシェアリングの導入を支援します
～シニアの働きやすいお仕事開拓事業～

ご案内

http://www.kitakyusilver.jp/詳しくは、北九州市シルバー人材センターホームページ

https://www.hatsu-ratsu.com/詳しくは、はつ・らつ・コミュニティ北九州ホームページ

【問い合わせ先】公益社団法人　北九州市シルバー人材センター　TEL：093-922-4801
※労働者派遣のお問い合わせは
　北九州市シルバー人材センター西部出張所　　TEL：093-482-6112

【問い合わせ先】公益社団法人　福岡県高齢者能力活用センター
はつ・らつ・コミュニティ北九州
TEL：093-881-6699　　FAX：093-882-6705

http://www.acr.gr.jp/hatarakikata/
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月次支援金・家賃等賃借料支援金

【問い合わせ先】 国の月次支援金　月次支援金相談窓口　ＴＥＬ：０１２０-２１１-２４０
市の月次支援金　北九州市中小事業者月次支援金コールセンター　TEL：０１２０-２１８-５６７

支援金

【 対 　 象 】
●月次支援金

令和3年8月又は9月の月間売上が減少し、福岡県感染拡大防止協力金の支援対象外となる事業者

【 対 　 象 】
●家賃等賃借料支援金

令和3年8月から9月の福岡県のまん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う時短営業・休業要請等
に応じた北九州市内の施設（飲食店、喫茶店等）を運営する事業者

【申請方法】 オンライン申請
オンライン申請もしくは郵送申請

国の月次支援金

市の月次支援金

【申請期間】8月分／令和3年10月31日まで、 9月分／令和3年11月30日まで

【 給 付 額 】 国の月次支援金

市の月次支援金

8月・9月分
8月・9月分
※国の月次支援金と市の月次支援金は併給が可能です。
※市の月次支援金は売上が50%以上減少した場合、先に国の月次支援金を申請いただくことが給付要件です。
※市の月次支援金は給付区分によって上限額、申請の流れが異なります。詳細はHPをご覧ください。

法人：上限20万円/月　個人：上限10万円/月
法人：上限70万円/月　個人：上限35万円/月

【　Ｈ　Ｐ　】 国の月次支援金

市の月次支援金
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09901267.html 国の月次支援金 市の月次支援金

【問い合わせ先】 北九州市家賃等賃借料支援金コールセンター　TEL：０１２０-１６８-１１２

【 給 付 額 】1施設につき1ヶ月分の家賃等賃借料の8割（上限40万円/月） ※8、9月分の2ヶ月分が支援対象

【申請期間】令和3年11月30日まで

【申請方法】オンライン申請もしくは郵送申請

【　Ｈ　Ｐ　】https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09901268.html
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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。　

【11・12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：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
制御盤製作技術
実務事例に基づく建築確認申請実践対策技術
製造現場におけるヒューマンエラー対策と実践的技法
機械設計のための総合力学
構造強度設計のための材料力学
ＴＩＧ溶接技能クリニック

11/17(水)，18(木)
11/10(水)，17(水)
11/9(火)，10(水)
11/9(火)，10(水)，11(木)
11/16(火)，17(水)，18(木)
11/16(火)，17(水)

●　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。
●　①②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。
●　③④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

¥ 　9,500
¥ 　8,500
¥ 　5,500
¥ 12,500
¥ 12,500
¥ 15,500

セミナー

セミナー

日程コース名
11/2(火)
12/6(月)
12/9(木)
12/16(木)

¥ 3,300
¥ 3,300
¥ 2,200
¥ 2,200

① 業務効率向上のための時間管理
② 原価管理とコストダウン
③ 大量データ処理に活用するデータベース（基本編）
④ 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用

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。
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。


