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市議会平成２９年２月定例会において、平成２９年度予算が可決・成立しました。新年度予算は、キャッチフレー
ズを「住みよいまち･北九州市発信予算」とし、重点的に取り組むべき「５つの柱」として次のとおり掲げています。

①
②
③
④
⑤

新しいひとの流れをつくり、女性や若者が定着するまちの創出
学校施設等公共施設の老朽化対策の推進
本市の強みを活かし、魅力あるしごとを創出
安心して子どもを生み育てることのできるまちの創出
誰もが安心して暮らせるまちの創出

なお、産業経済局では、人手不足対策や生産性向上、創業・事業承継支援などをとおして、中小企業振興に取り組
んでまいります。以下では、平成２９年度における中小企業に関連する主な事業についてご紹介します。
事業名

概

要

予算額(千円)

担当課

新ロボット･IoT･AI を活用
した生産性向上支援事業

今後の実用化・普及が見込まれる新産業（ロボッ
ト・IoT・AI）に関して、地元中小企業への積極
的な導入支援策を講じることで、生産性向上や競
争力の強化を図る。

15,000

新産業振興課
TEL：093-582-2905

新 事業承継･Ｍ＆Ａ促進
化事業

事業承継の潜在ニーズの掘り起しから相談、事業
承継計画の策定など具体的な成果の創出までを
トータルでサポートすることで、事業承継の課題
を抱える経営者の支援を図るとともに、円滑な事
業承継を促進する。

4,000

中小企業振興課
TEL：093-873-1433

新ものづくり中小企業･女
性職場環境改善支援事
業

人手不足が深刻な中小製造業・建設業において、
人材確保を目的に実施する、職場環境の改善にか
かる経費の一部を助成する。

3,000

中小企業振興課
TEL：093-873-1433

新 IoT メイカーズ創出プロ
ジェクト

ベンチャー企業等によるアイデアコンテストを
実施し、大手企業や市内中小企業・北九州高専と
連携した試作品製作支援、クラウドファンディン
グなどの新しい資金調達支援などを行い、事業化
を強力にサポートする。

6,000

産業政策課
TEL：093-582-2299

地方創生インターンシップ
事業

市内学生に加え、東京圏等の大学生を対象とした
地元企業でのインターンシップを実施すること
で、若者の地元就職や人材還流を促進する。

10,000

雇用政策課
TEL：093-582-2419

学生の地元就職促進事
業

大学生等の地元就職を促進し、地元中小企業の人
材確保を支援するため、民間就職情報サイトを活
用し、北九州市での就職の魅力やメリットを発信
し、地元企業とのマッチング機会を創出する。

8,000

雇用政策課
TEL：093-582-2419

商店街プレミアム付商品
券発行支援事業

地域の消費を喚起し、商店街をはじめとした地域
経済の活性化を図るため、商店街等が実施するプ
レミアム付商品券の発行を支援する。

17,000

商業･サービス産業
政策課
TEL：093-582-2050
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中小・小規模企業の課題解決を全力でお手伝いします！

(公財)北九州産業学術推進機構 中小企業支援センターでは、北九州市内の中小・小規模企業者、創業予定者や
創業間もない方などを対象に、経営に関する相談、課題解決のための専門家派遣などを行っています。
経験豊富なマネージャーやマッチングコーディネーター、弁護士や税理士などあらゆる相談に対応する専門相談
員など、スタッフ一同、中小・小規模企業の皆様に寄り添いながら課題解決を目指します。

◆中小企業支援センターの支援内容（一部）◆
【経営に関する相談窓口】
中小・小規模企業や創業予定者の皆様が抱える幅広い悩みに総合的にお応えする相談窓口です。各分野の専門家
が「経営」
「資金繰り」
「法律」
「税務」など各種相談に個別に応じます（事前予約制、無料）
。
相談日時

月曜日から金曜日（祝日、年末年始は除く）
午前９時～午後５時（正午から午後１時は除く）

相談場所

中小企業支援センター

相談時間

原則として、1 回１時間程度

申込方法

事前に電話予約が必要

【専門家によるコンサルティング（専門家派遣）
】
創業や経営革新に積極的に取り組もうとする中小・小規模企業者等が抱える様々な課題の解決や円満な事業展開
に向けて、各分野の専門家を企業に派遣します。
派遣テーマ

創業・新事業進出、販売戦略、営業力の強化など

派遣専門家

中小企業支援センターに登録している専門家（約２００名）
中小企業診断士、技術士、税理士、社会保険労務士、ＩＴコーディネーターなど

派遣の流れ

電話連絡のうえ、
「専門家派遣申請書」を提出してください。

費用負担

1 回目無料、2 回目以降、1 回につき１万円程度を負担していただきます。

◆中小企業支援センターのマネージャー・相談員等をご紹介します◆

【問い合わせ先】 (公財)北九州産業学術推進機構 中小企業支援センター TEL：093-873-1430
北九州市戸畑区中原新町２－１ 北九州テクノセンタービル １階

（２）

※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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中小企業の研究開発・技術開発を応援します！
北九州市及び(公財)北九州産業学術推進機構では、下記のとおり新技術・新製品の開発等に対する助成を行います。
詳しくは、各担当課にお問い合わせください。なお、同助成金に関する公募説明会を下記のとおり開催します。

◇助成金に関する公募説明会◇
【日時】平成 29 年 4 月 7 日(金) 10:00～12:00
【場所】北九州学研都市 学術情報センター1F 遠隔講義室 1（北九州市若松区ひびきの 1-3）
※詳細は、ホームページ（http://www.ksrp.or.jp/fais/news/archives/2017/03-003034.html）をご覧ください。
中小企業技術開発振興助成金
助成目的

北九州市産業経済局中小企業振興課 TEL：093-873-1433

新技術・新製品等の開発はもとより、既存技術・製品の高付加価値化や社内生産性向上・効率化を目的とした開発等を助成
します。

支援対象

市内中小企業等

内

補助額：500 万円以内／年、期間：単年度

容

問合せ先

新成長戦略推進研究開発事業
（実用化研究開発事業）

申請期間
問合せ先

平成 29 年 5 月 19 日（金）まで

(公財)北九州産業学術推進機構 産学連携統括センター
産学連携部 TEL：093-695-3006

北九州市新成長戦略を推進するため、技術の高度化、製品の高付加価値化並びに新産業の創出を目指す研究開発を促進
概

要

します。本事業では、「自動車」、「ロボット・ＡＩ」、「医療・保健・介護・福祉」、「革新的ものづくり」の四分野において、実用化が
見込まれる新技術・新製品の研究開発に対して、その費用の一部を助成します。

支援対象

大学等と共同で研究開発を行う市内企業等

内

補助額 500 万円以内/年、最長 2 年度

容

環境未来技術開発助成事業
概

要

申請期間
問合せ先

平成 29 年 5 月 19 日（金）まで

北九州市環境局環境産業推進課

TEL：093-582-2630

循環型社会、低炭素社会の実現に向け、新規性、独自性、実現性の高い環境技術の研究に対して研究開発費の一部を助成
します。
【実証研究】北九州エコタウン実証研究エリア内で実証研究を行う者（原則）

支援対象

【社会システム研究】市内に事業所を置く企業又は市内企業と共同で、主に市内で研究開発を行う者
【ＦＳ研究】市内に事業所を置く企業、又は市内企業と共同で研究を行う市内の者
【実証研究】 ◇事業化チャレンジ枠：1,500 万円以内/年

内

容

◇一般枠：1,000 万円以内/年

申請期間

平成 29 年 5 月 19 日（金）まで

【社会システム研究・ＦＳ研究】200 万円以内/年
中小企業アジア環境ビジネス展開支援事業
概

要

支援対象
内

容

問合せ先

北九州市環境局アジア低炭素化センター TEL：093-662-4020

アジア地域等に低炭素化技術の輸出を目指す市内中小企業を対象に、自社の技術・製品を海外のニーズに合わせた現地で
の実証試験、又は事業可能性調査（FS）を行う費用の一部を助成します。
【実証事業】既存技術・製品を海外でのニーズに合わせた現地化や現地での実証試験に要する費用の一部
【ＦＳ事業】既存技術・製品を海外で事業を推進するために行う事業可能性調査に要する費用の一部
【実証事業】助成限度額：500万円（助成対象経費の1/2 以内）
【ＦＳ事業】助成限度額：200 万円（助成対象経費の 1/2 以内）

新製品・新技術の販路開拓のため、全国規模の展示会
出展の小間料（1 小間分）を助成します。
◆対象展示会：平成 2９年４月～平成３０年 3 月の間に
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）。
◆支援内容：出展小間料（1 小間分、上限 40 万円）

申請期間

平成 29 年 5 月 10 日（水）まで

地元企業が公的支援を受けて開発した新商品を市が
認定し、随意契約で購入することにより、市の試用実
績をマーケット拡大に役立てていただきます。

【問い合わせ先】北九州市産業経済局中小企業振興課
鍋川、大羽 TEL：093-873-1433

登録は、中小企業支援センターのホームページ（http://www.ktc.ksrp.or.jp）からどうぞ！

（３）
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【中小企業団体向け】中小企業人材確保支援助成金のご案内
市内の中小企業団体が、若年者や女性等の人材確保を目的として独自に取り組む、業界のイメージアップや
職場環境の改善などを図る事業に必要な経費の一部を助成します。
１

対象者

２

対象事業

３
４

助成金額
募集期間

市内に事務所を有する中小企業団体（構成員の３／４以上が中小企業者で構成）で構成員の
共同事業又は共益的事業を行う営利を目的としない法人・任意団体
平成２９年４月３日～平成３０年３月３１日の間に実施する以下の事業
◇団体が所属する業界の役割・魅力を伝える啓発事業（製造現場の見学会、建設機械の操縦体
験等）
◇学生、教員等との交流事業（学生や教員・保護者と経営者の意見交換会等）
◇職場環境改善のための研修事業（労働条件や作業環境見直しのための勉強会等）
対象経費の２分の１以内 限度額４０万円 ※審査の上、予算の範囲内で決定します。
平成２９年４月３日（月）～６月３０日（金）

※申請方法など詳しくは、中小企業振興課ホームページをご覧ください。
【URL】http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700170.html

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：上野、畑間（はたま） TEL：093-873-1433

「平成 29 年度北九州市中小企業海外展開支援助成金」を募集します！
まずは事前相談会にご参加ください！
地域企業が海外展開に取り組みやすい環境を整えるため、海外での市場調査･見本市出展に対し、その
経費の一部を助成します。つきましては、平成 29 年度助成金の募集に先立ち、
事前相談会日程
右記のとおり事前相談会を開催します。奮ってご参加ください。
【対象者】以下の要件を全て満たす方が対象です。
①中小企業基本法上の中小企業者であること ②市内に事務所又は事業所を
有すること ③市税を滞納していないこと ④事前相談会に参加すること
【対象事業等】平成２９年４月１日～平成３０年１月３１日に実施の事業
【事前相談会

参加申込方法】KTI センターHP：http://www.kti-center.jp/

上記 HP より参加申込書をダウンロードし、指定の宛先へ FAX でお送り下さい。

【問い合わせ先】

①４月１１日（火）
②４月１９日（水）
③４月２７日（木）
会場：小倉北区浅野 3-8-1
AIM ビル 8F
時間：いずれも
10:30～12:00

北九州市産業経済局国際ビジネス政策課（担当：高本、中村） TEL：093-551-3605

新卒就職情報サイト「マイナビ２０１８」への
求人情報掲載を支援します
大学生向け就職情報サイト「マイナビ２０１８」へ
の掲載や採用担当者へのアドバイスなど、採用活動を
バックアップします。
【掲載対象】 平成３０年４月に新卒大学（院）生を正社員
として雇用予定の市内企業１５社程度
【掲載期間】 平成２９年６月～平成３０年３月
【企業負担額】 １５万円（予定）
※募集期間、応募方法など詳しくは、下記までお問い合わ
せください。

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局雇用政策課
TEL：093-582-2419

（４）

市内で生産されている環境配慮型製品や環境負荷低
減に寄与するサービスを「北九州エコプレミアム」と
して選定し、広くＰＲを行うことにより、その販売の
支援を行います。
【募集対象】 市内で製造された製品・市内で提供する
サービス
【募集期間】 平成 29 年 4 月 3 日（月）～6 月 9 日（金）

【問い合わせ先】 北九州市環境局環境産業推進課
TEL：093-582-2630

※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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中小企業支援センター

「成果事例発表会＆知的財産講演会」を開催しました！
北九州市中小企業支援センターでは、
中小企業等の
課題解決のため、
窓口相談や専門家派遣などを実施し
ています。
去る３月１４日、
北九州テクノセンタービルにおい
て、
これらの施策を活用した課題解決に取り組まれた
企業３社による成果事例発表会を実施しました。
併せて、
偽ブランド商品等の取締まりをテーマとし
た知的財産講演会も実施しました。

成果事例発表会
■株式会社マツシマメジャテック（八幡西区）
＜事例１＞生産性向上のための改善活動
当社は、粉体計測機器などを製造している企業で
す。生産性向上を目指して従来は課ごとの改善活動を
行ってきました。
今回、専門家派
遣制度を活用し、
課を横断した５チ
ーム編成で１５％
向上を目指して活
動を行い、全体で
２０％を超える生
㈱マツシマメジャテック
産性向上が達成さ
波多野 有治 取締役
れました。専門家
からは「①固定観念は捨てる、②改善は早急にやる、
③改善が１００％出来なくてもよい。
次回の改善につ
ながればよい。
」等のアドバイスをいただきました。
■オーエーセンター株式会社（小倉北区）
＜事例２＞ネジチョコ製造の三次元造形システム構
築
当社は、
携帯電話の販売や洋菓子店を経営している
会社です。
官営八幡製鐵所関連施設等が世界文化遺産
に登録されたのを受け、
「世界遺産のある街、北九州」
を広めるため、３
Ｄプリンターで制
作した「ネジチョ
コ」を開発しまし
た。
発売当初は、シ
リコン型に人手で
チョコレートを絞
オーエーセンター㈱
り、また、型から
吉武 太志 社長
抜くときに商品が

割れたりして量産が難しい状況でした。
その改善のた
め、専門家の知恵を借りて３Ｄモデリングソフト、３
Ｄプリンターを導入しました。この結果、精度の高い
シリコン型の製作が可能となり、
量産化につながると
ともに、商品開発の可能性が大きく広がりました。現
在、衛生管理面でも専門家を活用しています。
■日本プライスマネジメント株式会社（若松区）
＜事例３＞学発ベンチャー企業の新事業創出と発展
のプロセス～１億円企業への道～
当社は、
バイオガス発電など環境関連事業を行う大
学発のベンチャー企業です。
平成２３年の創業時に学
研都市内の産学連携施設に入居し、
インキュベーショ
ンマネージャーに経営について随時相談し、
事業を展
開してきました。
売上も順調に増加
し、１億円を超え
るまでになってい
ます。今後５年間
で間接雇用も含め
た新規創出雇用者
２００人を目指し
日本プライスマネジメント㈱
て頑張っています。
吉 赫哲

社長

知的財産講演会
成果事例発表会と併せて
「税関における知的財産侵
害物品
（偽ブランド商品等）
の水際取締まりについて」
をテーマに門司税
関の担当者による
講演会を実施しま
した。
講演会では、税関
の使命や役割、偽ブ
ランド商品の取り
締まりについての
ご苦労が披露され
ました。
また、本物と偽ブ
ランド商品の展示
もあり、参加者から
は「どちらも本物に
見える」という声が
出ていました。

【問い合わせ先】 (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：田村、國 TEL：093-873-1430

登録は、中小企業支援センターのホームページ（http://www.ktc.ksrp.or.jp）からどうぞ！

（５）

2017.4

円滑な資金調達のために…より利用しやすくなりました！

平成 29 年度 北九州市中小企業融資制度の改正について
市内中小・小規模企業の経営基盤確立を促進し事業の振興を図るため、市では、事業者の資金調達が円滑に行え
るよう、より利用しやすい中小企業融資制度を目指し制度改正に取り組んでいます。
平成２９年度を迎えるにあたり、以下のとおり融資制度改正を行いますのでお知らせします。また、資金調達に
関する相談につきましては、随時受け付けておりますので、お気軽に下記問い合わせ先までご連絡ください。

１ 改正内容
（１）金利の引下げ
次の融資制度の金利を引き下げます。

新

制度名

現

行

小規模企業者支援資金

１.３０％

１.４０％

小口事業資金

１.４０％

１.５０％

短期運転資金

１.３０％

１.４０％

災害復旧資金

１.２０％

１.４０％

経営力強化サポート資金

１.４０％

１.５０％

開業支援資金

１.２０％(または１.３０％)

女性・若者・シニア特別枠

１.１０％(または１.２０％)

新事業開拓支援資金
新成長戦略みらい資金

１.３０％(または１.４０％)

１.４０％

１.４５％

１.２０％（１０年以内）

１.４０％（１０年以内）

１.４０％（１５年以内）

１.６０％（１５年以内）

１.６０％

１.７０％

高度化・準高度化資金

（※）責任共有制度対象の資金が対象外となる要件を満たした場合は記載の金利より割引となります。

（２）「開業支援資金」申込対象者の拡充
現在、市外に居住している者が市内に転入して創業する場合、転入前からの申し込みを可能とする。
２ 実施時期
平成２９年４月１日、福岡県信用保証協会受付分から
【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：下川、北野、大羽 TEL：093-873-1433

平成２９年度第１四半期のセーフティネット保証５号のお知らせ
平成２９年４月１日から平成２９年６月３０日までのセーフティネット保証５号の指定業種が発表
されました。 全国的に業況の悪化している２４７業種が指定されています。

◇国のホームページで業種の確認ができます！◇
２４７業種の確認

：

中小企業庁ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ>金融ｻﾎﾟｰﾄ>ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証 5 号の指定業種を公表します。
（平成 29 年度第 1 四半期分）

業種の分類・内容

：

e-Stat(政府統計の総合窓口)ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ>調査項目を調べる>統計に用いる分類
（産業、職業等）
・用語>日本標準産業分類(平成 25 年［2013 年］10 月改定)

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：下川、北野、大羽 TEL：093-873-1433

（６）

この紙は再生紙を使用しています。

