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

VOL. 376 （毎月１日発行）～平成31年度がんばる中小企業応援特集号～ ２０１9．4

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）　

設備投資
P1 固定資産税ゼロ特例活用企業紹介
P5 次世代エネルギー設備導入促進事業補助金
販路開拓
P2 中小企業成長加速化モデル事業
P4 北九州市版トライアル発注制度
P5 大規模展示会等出展支援事業助成金
事業承継
P2 事業承継・M＆A促進化事業助成金

技術開発・研究開発
P3 中小企業技術開発振興助成金
〃 新成長戦略推進研究開発事業助成金
〃 環境未来技術開発助成事業助成金　ほか
人材確保
P4 中小企業人材確保支援助成金
P6 奨学金返還支援事業認定企業募集
融資関係
P4 セーフティネット保証5号
P6 10連休に係る資金繰り相談（特別相談窓口の設置）

紹介紹介紹介紹介 固定資産税ゼロ特例事業（先端設備等導入計画）活用企業紹介①
　北九州市では、国の償却資産に係る固定資産税の特例を活用して、中小企業の新規取得設備投資の固定資産税を
「3年間ゼロ」としており、その活用企業を導入設備と合わせてご紹介します。

　半導体製造や医療など、さまざまなシーンで使用される高機能フッ素樹脂部品の
製造で、世界レベルの技術が評価されている株式会社陽和。
　今回、ユーザーからの増産希望に応えるため、「高精密小型NC旋盤」を導入。ただ
し運用にあたっては、人手不足や残業時間の軽減に対応できるよう、昼夜の無人稼
動をめざし、NC旋盤の付属設備として、「加工素材と完成品を脱着するロボットとそ
の動きに連動する搬出入装置」を設計・導入。これにより、時間当たりの生産量向上と
人手のない夜間でも加工が可能となり、1日あたりの生産高は従来機の200％とな
る。
　4月末には工場の増築棟が竣工し生産スペースも拡大、更にITを活用した新たな
生産管理システムが10月より稼動開始予定、今後も更なる生産性向上を図っていく。
　

株式会社陽和

　小倉織ブランド「小倉 縞縞 KOKURA SHIMA SHIMA」を展開する株式会社小倉
縞縞と連携した生地製造開発会社として、平成30年7月に設立された小倉織物製
造株式会社。
　これまで外注していた小倉織の生地生産を内製化するため、最新鋭の「全自動短
尺整経機」を導入。糸の小分けから整経まで長時間かかっていた作業を大幅に短縮
することで、生産量の拡大や納期短縮を実現。また、多様なデザインの生地を少量か
ら生産できるようになり、アパレルやインテリア業界が希望するサンプル製作等へ
の迅速な対応なども可能となる。
　設備導入を機に本格的に製造業に参入し、製品の認知度向上と更なる販路拡大
につなげていく。

小倉織物製造株式会社

重要



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

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

北九州市　中小企業成長加速化モデル事業 検 索検 索

URL : https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700210.html
北九州市　事業承継・M＆A促進化事業 検 索検 索

※事業の詳細や申込方法については、下記ホームページにてご確認のうえお申込みください。

出口マッチング支援

※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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「中小企業成長加速化モデル事業」のご案内

助成金 事業承継計画の策定やM＆Aの着手など、
市内中小企業の円滑な事業承継を支援します！

販路開拓・営業支援に特化した、伴走型の出口マッチング支援事業！
　優れた経営基盤を有する市内中小企業を対象に、事業拡大や売上増などの成長を加速させ、本市経済をリードす
る中核企業への育成を図るため、商談機会の創出など、販路開拓を支援します。

事業承継・M＆A促進化事業助成金のご案内
　北九州市では、市内の中小企業が持つ優れた技術や経営資源を将来にわたって継続させ、雇用の場の確保などを
図っていくことを目的に、事業承継計画の策定やM＆Aに着手する際に必要な経費の一部を助成します。ぜひご活用
ください。

●事業概要
1　対象企業　自社で開発した独創的かつ高度な製品や技術、サービスのほか、健全な財務等を有し、新たな
　　　　　　　取引先の開拓等を通して、事業拡大や売上増などの成長が見込まれ、将来、本市経済をリードす
　　　　　　 る中核企業となり得る市内中小企業者
2　支援企業　5社（予定）※選考のうえ決定
3　支援内容　営業計画やPR資料作成・商談の進め方等の助言、新規取引先の獲得、取引先企業での商談同行
　　　　　　  等について、専門の民間事業者による6回程度の指導を実施
●スケジュール（予定）

●助成金の概要
1　対象者　　市内に本社及び事業所を有する中小企業者で要件を満たすもの。
2　対象事業
事業承継を目的に、税理士事務所、法律事務所、金融機関など、事業承継及びM＆Aに関する専門的な知識及び
実績を有する専門事業者に委託して行う事業のうち、以下に掲げるもの。
　　（1） 事業承継計画の策定等　（親族内、従業員等承継）
　　（2） M＆Aの仲介委託等　　 （第三者承継）※買い手側によるものは対象外
3　対象経費　　対象事業の実施に要する委託料等
4　助成金額　　対象経費の2分の1、上限50万円（千円未満の端数切捨て）
5　募集期間　　4月1日から随時受付（予算が無くなり次第終了）
●申込方法等　その他事業の詳細など、下記ホームページにてご確認のうえお申込みください。

【募集期間】
　4月1日～5月10日
※営業計画等の支援申請書類を提出。

【審査（プレゼンテーション等）】
　6月
※申請書類及びプレゼンテーションによる
　審査を行い、支援対象企業を決定。

【事業実施】
　7月～3月末まで
※専門の民間事業者による営業計画の助言や
　商談時の同行などにより、新たな販路を開拓。

URL : https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700238.html
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【問い合わせ先】　北九州市産業経済局中小企業振興課　　　担当：草本、菅　　TEL:093-873-1433

中小企業技術開発振興助成金 検 索検 索

助成金 新技術・新製品等の研究開発を行う中小企業者を支援します！
「中小企業技術開発振興助成金」のご案内

　北九州市では、中小企業の技術開発力の向上及び技術集約型企業への転換を推進するため、市内で新技術・新製
品等の研究開発を行う中小企業者、中小企業団体に対して、研究開発にかかる経費の一部を助成します。ぜひご活
用ください。

●助成金の概要
1　対象者　　　　　　　 市内の中小企業者又は中小企業団体で、要件（※）を満たすもの。
2　対象となる研究開発　　新技術・新製品等の開発で、要件（※）を満たすもの。
3　対象となる経費　　　　研究開発に要する経費（※）で指定されたもの。
4　助成金の額　　　　　　助成対象経費の2/3以内（創業5年未満の場合3/4以内）で限度額500万円
5　募集期間 　　　　　 2019年4月5日（金）～2019年5月17日（金）
　　※詳しい要件や対象経費については、下記ホームページをご確認ください。
●申込み方法
　　事業の詳細、申込方法（申請書の様式、必要書類等）などは下記ホームページをご確認いただき、お申
　　し込みください。　

助成金 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】2019年4月5日(金)10:00～12:00　【場所】北九州学研都市　産学連携センター2F 研修室（北九州市若松区ひびきの2-1）
 ※詳細は、ホームページ（http://www.ksrp.or.jp/fais/iac/news/archives/2019/004381_0322_115149.html）をご覧ください。

　　　　　事業名

中小企業技術開発振興助成金

新成長戦略推進研究開発事業
（実用化研究開発事業）

新規プロジェクト創出支援事
業（北九州 e-PORT2.0 新ビ
ジネス創出支援補助）

環境未来技術開発助成事業

中小企業アジア環境ビジネス
展開支援事業

　　　　　　　　概　要

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。

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します。

ICTを活用し、市場のニーズに基づく新ビジ
ネスの創出に向けた、製品・サービスを事業
化する取り組みに対して補助します。

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。

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、現地での実証試
験等を行う費用の一部を助成します。

　　　　　　　　　問合せ先等

北九州市産業経済局中小企業振興課　
TEL：093-873-1433
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700000.html

（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
https://www.ksrp.or.jp/fais/iac/project/collab.html

（公財）北九州産業学術推進機構　情報産業振興センター
情報産業振興部　TEL：093-695-3077
https://www.e-port.gr.jp/grant.php

北九州市環境局環境産業推進課　　
TEL：093-582-2630
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/file_0474.html

北九州市環境局アジア低炭素化センター
TEL：093-662-4020
http://www.asiangreencamp.net/topix.php

募集締切日

5月17日（金）

5月10日（金）

5月10日（金）

5月17日（金）

5月22日（水）

※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。

URL : https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700000.html
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【問い合わせ先】北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：鎌田（かまだ）、畑間（はたま）TEL：093-873-1433

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

認定認定認定認定 北九州市版トライアル発注制度
新商品の販路開拓を支援します！

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

URL : https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700170.html北九州市　人材確保支援助成金 検 索検 索

北九州市　トライアル発注制度 検 索検 索

助成金 中小企業人材確保支援助成金のご案内
　北九州市では、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。

お知らせ 2019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！
2019年4月1日から2019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業種が指定されています。

153業種の確認　：　中小企業庁トップページ>金融サポート>セーフティネット保証5号の対象業種を指定します
　　　　　　　　　　（平成31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）トップページ>統計分類・調査項目>統計に用いる分類
　　　　　　　　　　・用語>日本標準産業分類

　市内中小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、市での試
用実績などを販路開拓に役立てていただける制度です。
【概要】
1　対象商品　概ね5年以内に開発した新商品
2　募集期間　6月21日（金）申請書必着
※事業の詳細や申込方法については、下記ホームページにて
　ご確認のうえお申込みください。

1　対象者　　　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
2　対象事業　　2019年4月17日（水）～2020年3月31日（火）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など）
　　　　　　　　　◇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）
　　　　　　　　　◇その他若年者や女性等の人材確保のために特に有効と認められる事業　
3　助成金額　　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。
4　募集期間　　2019年4月17日（水）から随時受付（予算終了、もしくは2020年1月31日（金）まで）
※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。

【昨年度認定新商品】

ポリウレア樹脂を使用した
コーティング材

（アーマライニングス㈱）

指定業種の変更
207業種　　　　　　　　　　　　　　　　 153業種

URL : https://www.ktc.ksrp.or.jp/trial/index.html

※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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【問い合わせ先】
北九州商工会議所産業振興課             （TEL：093-541-0185）  
北九州市環境局地域エネルギー推進課（TEL：093-582-2238）
【ホームページ】
URL : https://www.kitakyushucci.or.jp/topics/003564

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

北九州市　大規模展示会等出展支援事業助成金 検 索検 索

補助金
　北九州市では、工場や事業所における一層の省エネルギー対策を推進するため、消費エネルギーの見える化に
取り組み、かつ省エネ設備を設置する市内の中小企業等に対し、費用の一部を補助する事業を実施しています。
1　補助対象事業
　（A）の機器類を導入し、かつ（B）の省エネ設備を設置する事業が対象です。
　そのほか（C）の新エネ設備と（D）のサービスを加えることができます。
　生産設備に関するものは原則対象外です。
　（A） デマンドコントローラー等の消費エネルギーの見える化を図る機器類
　（B） 高効率空調設備、高効率照明等の省エネ設備　
　（C） 太陽光発電設備、蓄電池などの新エネ設備
　（D） 「北九州エコプレミアム」に認定された省エネに寄与するサービス

2　補助対象者
　・ 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で市内に事業所を置くもの（みなし大企業は対象外）
　・ 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に掲げる中小企業団体のうち、市長が認めるもの（中小企業で構成する組合等）
　・ 商店街振興組合法第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会のうち、市長が認めるもの
　・ 法人税法第2条第6号に規定する法人のうち、市長が認めるもの（医療法人、社会福祉法人等）

3　補　助　額
　設備代及び工事費等の合計の3分の1以内で、50万円から300万円まで
　（中小企業基本法に定める小規模企業者は補助額の下限なし）

4　補助金募集期間
　2019年4月19日（金）から2019年6月10日（月）まで

助成金 大規模展示会等出展支援事業助成金

※事業の詳細や申込方法については、下記ホームページにてご確認のうえお申込みください。

省エネ設備等設置の費用を補助します！
～北九州市次世代エネルギー設備導入促進事業～

1　対 　 象 　 者　次の①、②のいずれかに該当する中小企業者（その他要件がございます）
　　　　　　　　　　①本市に本社事務所又は主要工場、事業所（以下、事業所等とする）を有すること。
　　　　　　　　　　②対象となる展示会までに市内に事業所等を設置する中小企業者。
2　事業対象期間　2019年4月1日～2020年3月31日（この間に開催される展示会が対象）
3　募集・受付期間　4月1日～6月21日（申込み必着）

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。

内　　　　容　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。
助成対象経費　出展を希望する展示会の出展小間料（1小間分）　
助成限度額　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。

※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。

URL : https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700074.html
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【問い合わせ先】　　北九州市企画調整局企画課　担当：木村、和田　　　TEL：093－582－2064

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

～北九州市内企業の新卒者採用を応援します～認定企業
募集 北九州市奨学金返還支援事業 認定企業募集中！

～平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る資金繰り対策について～

資金繰りや経営に関する特別相談窓口を設置します

＜認定の条件＞
1．北九州市内に本社又は採用権限のある主要事業所を置く中堅・中小企業等
2．新卒者（既卒3年以内を含む。以下同じ）の採用予定数を確保できていない企業等
3．新卒者を下記①～③のいずれかの職に正規雇用で採用する企業等
　 ①幹部候補の職（総合職、研究職、開発職、技術職）　②保育士・幼稚園教諭　③介護福祉士
4．（上記①の職で採用の場合）「北九州市新成長戦略」に資する活動を行っている企業等

本事業を利用する新卒者の就職先となる「認定企業」を募集しますので、自社に入社する新卒
者に本事業を利用させたい企業の皆様は是非ご応募ください。

未来を支える
優秀な人材を
採用できる
チャンスです！

※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。

北九州市産業経済局中小企業振興課
受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで（平日のみ）
所在地：北九州市戸畑区中原新町２番１号テクノセンタービル１Ｆ
電　　話：０９３－８７３－１４３３
北九州市中小企業支援センター
受付時間：午前９時から午後５時まで（平日のみ）
所在地：北九州市戸畑区中原新町２番１号テクノセンタービル１Ｆ
電　　話：０９３－８７３－１４３０

【特別相談窓口（設置期間：４／１～４／２６）】

経営相談窓口
（要予約）

資金繰り相談窓口
（要予約）

お知らせ
　平成３１年４月２７日から５月６日まで例年にない長期の１０連休により、市内の中小企業者、小規模事業者の方々が資金
繰りに支障をきたす可能性があることから、４月１日に北九州市産業経済局中小企業振興課、北九州市中小企業支援セン
ターにおいて、資金繰りや経営に関する特別相談窓口を設置することとしました。お気軽にご相談ください。

　長期連休前には、中小企業融資の申込みが増加し混雑が予想されるため、必要な資金はお早めにお申込みいただきま
すようお願い申し上げます。
　※申込時期により、連休前に融資を受けることができないことがありますので、ご注意ください。
　なお、４月のセーフティネット保証認定などの申請は、４月２６日（金）までです。

長期連休前の中小企業融資の申込みはお早めに！


