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学術研究都市20周年記念事業プレイベントの開催

平成13年4月に開設した北九州学術研究都市は、令和3年で開設20周年を迎えました。
令和4年度には「北九州学術研究都市20周年記念事業」の実施を計画しております。
それに先立ち今年度は、20周年記念事業プレイベントをオンラインにて開催いたします。
プレイベントでは、北九州学術研究都市の設立から現在までの歩みや、FAISの取り組みなどについてご紹介させて
いただくとともに、これからの学術研究都市の一層の発展について、関係者が集いディスカッションを行います。
会
期： 令和3年11月25日(木) 14時〜
開催方法： オンライン（Zoomウェビナー）先着500名まで
お申込み： https://www.ksrp.or.jp/20th-pre/
時間
14：00〜14：10

参加無料
内容

主催者挨拶
北九州市長

第１部

北橋

健治

公益財団法人北九州産業学術推進機構

松永

守央

基調講演

「北九州学術研究都市の設立当初の思いとこれからへの期待」
14：10〜14：50

●講演者

公益財団法人北九州産業学術推進機構・前理事長
九州大学高等研究院特別主幹教授
國武 豊喜 氏

第２部

北九州産業学術推進機構（FAIS）の最近の取組

⑴ 北九州産業学術推進機構（FAIS）のご紹介

15：00〜16：10

⑵「自立できる産業づくり」を目指して
①産業用ロボット導入支援事業の成果
②生産性向上リーディングモデル創出事業の成果
③国等研究開発プロジェクト受託事業の成果
⑶ これからの産業を支える「人材育成」の取組
サプライヤー応援隊事業の成果
⑷ 中小企業の支援
中小企業支援事業の成果
⑸ With/Afterコロナを踏まえたFAISの新たな取組

16：10〜17：10

第３部

パネルディスカッション

「北九州学術研究都市や北九州産業学術推進機構（FAIS）が今後目指すべきもの」

【問い合わせ先】
（公財）北九州産業学術推進機構 事務局 総務企画部 企画広報課 担当：江藤・西岡 TEL：695‑3111
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）
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支援金

月次支援金・家賃等賃借料支援金

●月次支援金

【 対

象 】 令和3年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

【 給 付 額 】

国の月次支援金

9月 法人：上限20万円/月

個人：上限10万円/月

市の月次支援金

9月 法人：上限70万円/月

個人：上限35万円/月

※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。

【申請期間】

国・市の月次支援金

9月分 令和3年11月30日まで

【申請方法】

国の月次支援金

オンライン申請

【

国の月次支援金

https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

市の月次支援金

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09901267.html

Ｈ Ｐ 】

市の月次支援金

オンライン申請もしくは郵送申請

※10月分の最新情報はHPをご覧ください。
【問い合わせ先】国の月次支援金
市の月次支援金

国の月次支援金

月次支援金相談窓口 ＴＥＬ：０１２０‑２１１‑２４０
北九州市中小事業者月次支援金コールセンター

市の月次支援金

TEL：０１２０‑２１８‑５６７

●家賃等賃借料支援金

【 対

象 】 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

【 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

【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

11月は「下請取引適正化推進月間」です

ご案内 「下請かけこみ寺」のご紹介

中小企業庁及び公正取引委員会では、下請取引の適正化を推進するため毎年11月を「下請取引適正化推進月間」
とし、下請法の普及・啓発事業を集中的に行っています。
その中で、中小企業の取引上のお悩み相談を広く受け付けている「下請かけこみ寺」をご紹介します。

専用サイトはこちらから

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 ☎092-622-6680

【問い合わせ先】北九州市産業経済局中小企業振興課
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担当：古賀（康）、和田

TEL：873‑1433

※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。
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ご案内

お得な商品券「北九州で食べてミール券
（プレミアム付食事券）」
を販売しています

プレミアム付食事券「北九州で食べてミール券」の概要
【プレミアム率】 20％（12,000円分の食事券を10,000円で販売）
【申 込 方 法】 以下の方法で申し込みができます
①公式ポータルサイトで申し込み
②郵送で申し込み
【申込受付期間】 令和3年9月1日〜売り切れ次第、終了
【利 用 期 間】 令和3年10月15日〜令和4年1月15日
※利用店舗や詳しい申込方法などの詳細は、公式ポータルサイトで確認ができます。
【問い合わせ先】北九州で食べてミール券事務局コールセンター

TEL：0570‑078‑556

「新型コロナウイルス」対策で事業者向けに支給された「給付金」
・

ご案内 「支援金」などは、原則【課税対象】となります。ご存知ですか？

新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給された「給付金」、
「 支援金」、
「 助成金」、
「 協力金」等
については、課税対象となり、確定申告・住民税申告が必要なものがあります。
それぞれの種類によって課税関係が異なるため、確認しておく必要があります。
ご不明な点は、以下相談窓口までご相談ください。
◆北九州商工会議所管内税務相談所（個人事業主が対象）
・門司税務相談所
門司区栄町2番3号ニッチクビル3階
・小倉税務相談所
小倉北区紺屋町13番1号毎日西部会館4階
・小倉南税務相談所
小倉南区下城野1丁目9番18号KM第5ビル3階
・若松税務相談所
若松区本町3丁目11番1号ベイサイドプラザ若松本館4階
・八幡税務相談所
八幡東区西本町4丁目1番1号さわらびガーデンモール八幡1番街2階
・八幡西税務相談所
八幡西区八枝3丁目7番19号
◆北九州産業学術推進機構
・中小企業支援センター 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

TEL：332‑2380
TEL：531‑2431
TEL：951‑3033
TEL：771‑3726
TEL：681‑4538
TEL：603‑4777
TEL：873‑1430

セミナー 「個人事業者のための確定申告セミナー」受講者募集中
領収書などの帳票類の整理や帳簿のつけ方、決算書の作成方法、確定申告書の記載方法や新型コロナウイルス感
染症関連の支援金会計処理など、経理と税金の基礎を学ぶ、個人事業者向けのセミナーです。
■日

時：令和3年12月10日（金）14：00〜17：00

■対

象：事業所得のある個人事業者※事業所得以外（不動産所得など）が

■会

■定

場：北九州テクノセンタービル

5階会議室（戸畑区中原新町2-1）

■内

容：
（詳細は https://www.ktc.ksrp.or.jp まで）

講義と演習を交えながら皆様の理解を深めます。
またセミナー内で個別相談の時間も設けます。

ある方は、計算方法や記載方法が異なりますので対象となりません。

員：20名（定員になり次第、締切） ■受講料：無料 ■共催：北九州市

確定申告って難しそうに感じませんか？初めて申告される方や慣れてな
い方を対象に経理と申告のポイントを基礎からわかりやすく解説します。

※電卓をご持参ください
■講

師：

落合弘税理士事務所所長

落合

弘 氏

上田とみこ税理士・行政書士事務所

上田

富子 氏

※新型コロナウイルスの感染状況によってセミナーを中止する場合があります。あらかじめご了承ください。

【問い合わせ先】
（公財）北九州産業学術推進機構

3

中小企業支援センター

担当：國、北野

TEL：093‑873‑1430

※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。
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ご案内

先端設備等導入計画（固定資産税ゼロ特例）のご案内

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、以下の要件を満たす場合、北九州市の固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減
します。
このたび、固定資産税が３年間ゼロになる特例制度について、適用期限を２年延長しました。

1 「先端設備等導入計画」
について
（1）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。
（2）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のうち「先端設備等導入計画」の
認定を受けた者（大企業の子会社等を除く）。
※ あらかじめ「先端設備等導入計画」を策定し、先端設備等を取得する前に市の認定を受けることが
必須です。
（3）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）
減価償却資産の種類

最低取得価額

販売開始時期

機械装置

160万円以上

10年以内

測定工具及び検査工具

30万円以上

5年以内

器具備品

30万円以上

6年以内

60万円以上

14年以内

120万円以上

14年以内

建物附属設備

※1

構築物
事業用家屋

120万円以上

※2

−

※ 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

（4）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
（5）資産の取得期間：計画認定日以降、令和5年3月31日までに取得した資産が対象
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計画の受付・認定を行う相談窓口

（1）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）
（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

北九州市

先端設備等導入計画

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

【問い合わせ先】北九州市産業経済局中小企業振興課
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担当：福田、柴田

TEL：093‑873‑1433

※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。
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オンラインセミナー

参加者募集

事業承継をお考えの経営者・後継者向け
無料セミナーを開催

事業承継をお考えの経営者・後継者の皆さまへ「オンラインセミナー＆相談会」のご案内です。
オンライン開催ですので、お手軽にご参加できます。
開催概要

オンラインセミナー（Zoom使用）
「三代目社長に聞く〜金メダル経営＆事業承継の秘訣」
▶ 開催日時
令和3年11月17日（水）17:00〜19:00
※希望者には、セミナー終了後に個別相談会あり
▶受 講 料
無料
▶ 申込期間
随時申込受付中。11月16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
北九州市事業承継セミナー

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 →

https://ttzk.graffer.jp/city-kitakyushu/smart-apply/
apply-procedure-alias/syoukei/door

【問い合わせ先】北九州市産業経済局中小企業振興課
第１回外国人材活用セミナー

オンラインセミナー

参加者募集

担当：古賀（康）、和田

TEL：873‑ 1433

第１回外国人材活用セミナー

アフターコロナを先取り 外国人材雇用

日本で働く外国人材と関係深い5か国について専門家が大胆予想

外国人材の採用をご検討されている中小企業の皆さま向けオンラインセミナーの参加者を募集します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、海外からの人材の流れは、大きく変化しています。アフターコロナに
向けて、今、企業が考えるべきことは何か、日本企業と関連の深いベトナム、ミャンマー、インド、ネパール、インド
ネシアの5か国の専門家が大胆予想します。アフターコロナ戦略にぜひご活用を！

内

容

参加無料！
時：令和3年11月12日（金） 15：00〜16：30
申込QRコード⇒
式：オンラインセミナー （事前申込制、PC等の環境が必要です）
催：北九州市外国人材就業サポートセンター
込：令和3年11月10日（水）締切
申込・詳細はホームページ https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09801264.html
■登壇者：
ベトナム、ミャンマー専門 株式会社One Terrace
代表取締役 石中 達也 氏
インド、ネパール専門
一般社団法人シルバーピークジャパン 代表理事 森 伊作 氏
インドネシア専門
株式会社JIRA
代表取締役 大坪 央治 氏
世界情勢と市場変化
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）
北九州貿易情報センター
所長 奈良 弘之 氏
■日
■形
■主
■申

高度外国人材から特定技能、技能実習まで、様々な在留資格の外国人材について取り上げます
【問い合わせ先】北九州市産業経済局雇用政策課（外国人人材担当） 担当：下前、馬場
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TEL：582‑ 2419

※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。

2021.11

能力開発セミナーのご案内
セミナー 【12月開講】
‑ポリテクセンター福岡‑

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。

コース名

日程

受講料

実践建築設計２次元ＣＡＤ技術（木造平面図編）

12/4(土)，11(土)

¥ 8,500

電動機制御のための有接点シーケンス制御

12/15(水)，16(木)，17(金)

¥ 12,000

設計者ＣＡＥを活用した構造解析

12/1(水)，2(木)

¥ 10,000

油圧実践技術

12/15(水)，16(木)，17(金)

¥ 13,500

マシニングセンタ加工技術

12/8(水)，9(木)，10(金)

¥ 16,000

Pick Up

オススメコース

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、Jw̲cadによる木造平面図の作成方法を習得します。
●
●
●
●

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。

【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

・1月開講】生産性向上支援訓練のご案内
セミナー 【12
‑ポリテクセンター福岡‑

「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。

コース名

受講料

① 原価管理とコストダウン

12/6(月)

¥ 3,300

② 大量データ処理に活用するデータベース（基本編）

12/9(木)

¥ 2,200

③ 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用

12/16(木)

¥ 2,200

④ 効率よく分析するためのデータ集計

1/27(木)

¥ 2,200

●
●
●
●
●
●
●
●

時間はいずれも9:30〜16:30（昼休憩60分）です。
①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。
②③④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。

【問い合わせ先】ポリテクセンター福岡

6

日程

生産性センター業務課

担当：津田・中山

TEL：092‑738‑8875

※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。

