
　北九州市では、先端設備等導入計画の認定を受けたみなさまの設備資金や運転資金などの資金調達を応援するため、
新成長戦略みらい資金のお申込みができるようにしました。
　この融資は、本市の中小企業融資の中でも最低水準の金利で、信用保証協会保証料についても本市が補填をおこな
うなど、利用しやすい制度になっています。
　みなさまの事業のさらなる成長のために、ぜひご検討ください。
〔新成長戦略みらい資金とは〕
　北九州市新成長戦略の推進に寄与する事業のうち、市が指定する事業において認定等を受けた市内中小企業者の事
業展開に必要な資金を融資するものです。
　今回、先端設備等導入計画認定が指定事業に追加されました。

　○ 融資の申込みには、新成長戦略みらい資金の認定申請が別途必要です。
　○ 融資を受けるには、金融機関と保証協会の審査があります。
　○ 資金使途は問いません。（既存融資の借換は認められない場合があります）
　○ 先端設備等導入計画の認定を受けた日以降、いつでもお申し込みいただけます。
　○ 平成30年１０月１日以前に先端設備等導入計画の認定を受けた方も対象となります。
※市が指定する事業一覧（下記の他、国・県の補助事業などが融資対象となるものもあります。詳しくは、下記までおたずね下さい。）
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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：鐵見、松岡、北野　 TEL：093-873-1433

新成長戦略みらい資金の申込が可能です！！
先端設備等導入計画の認定を受けられた方など

お知らせ

資金使途
運転・設備資金（10年以内）
設備資金（10年超15年以内）

金利（％）※固定金利
１.１０
１.３０

保証料（％）

0.45～1.51

局 課
総務局 女性活躍推進課

（TEL：582－2209） 北九州市女性活躍・ワークライフバランス表彰 中小企業技術開発振興助成金

環境学習課
（TEL：582-2784） 北九州市SDGs未来都市アワード オンリーワン企業創出事業

環境未来技術開発助成事業 北九州発！新商品創出事業（北九州市版トライアル発注制度）
北九州エコプレミアム産業創造事業 北九州市大規模展示会等出展支援助成金
「北九州市環境にやさしい事業所」感謝状制度 北九州市中小建設業新分野進出支援助成金

環境国際戦略課
アジア低炭素化センター
(TEL：662-4020)

北九州市中小企業アジア環境ビジネス展開支援事業 起業家支援工場管理・運営事業（公共）
（起業家支援工場への入居）

産業廃棄物対策課
（TEL：582-2177） 北九州市産業廃棄物排出事業者・処理業者認定制度 中小企業人材確保支援助成金

地域エネルギー推進課
（TEL：582-2238） 北九州市次世代エネルギー設備導入促進事業 ものづくり中小企業・女性職場環境改善支援助成金

北九州市スタートアップ支援貸付 事業承継・Ｍ＆Ａ促進化事業助成金
北九州市企業の生産性改革金融支援制度 中小企業成長加速化モデル事業
「北九州でＩoＴ」プロジェクト 固定資産税ゼロ特例事業（先端設備等導入計画）

北九州テレワークセンター管理運営事業
（一般オフィス、スモールオフィスへの入居） 北九州市中小企業海外展開支援助成金

商店街空き店舗活用事業 シーズ創出・実用性検証事業
中小企業団体共同施設等設置補助事業 実用化研究開発事業
いきいき健康生活応援！新サービス創出事業助成金 技術移転事業（北九州TLO運営支援事業）
リノベーションプラン評価事業 特許流通支援事業（北九州知的所有権センター運営事業）
北九州市「食品ブランド化プロジェクト」 北九州市産業用ロボット導入支援補助金
企業立地促進補助金
オフィス立地促進補助金

事業所管局・課(連絡先) 市が指定する事業 局 課
事業所管局・課(連絡先) 市が指定する事業

環境局

環境産業推進課
（TEL：582-2630）

中小企業振興課
（TEL：873-1433）

産業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進室
（TEL：582-2905）

産業経済局

産業経済局

生産性改革推進課
（TEL：582-2973）

商業・サービス
産業政策課

(TEL：582-2050)

企業立地支援課
（TEL：582-2065）



令和２年度に北九州市中小企業振興課が予定している助成金等をお知らせします。
各助成金等の詳細につきましては、４月以降に掲載予定です。
※今回掲載の助成金は予定であり、内容等が変更となる場合があります。

助成金 令和2年度 北九州市中小企業振興課 助成金等のお知らせ（予定）

※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。

【問い合わせ先】　北九州市産業経済局中小企業振興課 　TEL：093-873-1433
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No. 助成金等名 区分 助成金額 募集期間 概要・支援内容

1 固定資産税ゼロ特例 設備投資 3年間固定資産税
の課税標準がゼロ 令和3年3月31日まで

 

2 事業承継・Ｍ＆Ａ促
進化事業助成金 事業承継 対象経費の1/2

上限額：50万円 令和2年4月1日～

3
中小企業成長加速化
モデル事業対象企業
公募

̶ 令和2年4月1日～
令和2年5月22日  

 

4 大規模展示会等出展
支援助成金

1企業につき
1小間

上限額：40万円
令和2年4月1日～
令和2年10月30日

5 北九州発！新商品創
出事業対象企業公募 ̶ 令和2年4月1日～

令和2年5月22日

 

6 中小企業技術開発振
興助成金 技術開発

助成対象経費の
2/3（創業して
5年未満：3/4)

上限額：500万円

令和2年4月１日～
令和2年5月1５日

 

 

7 中小企業人材確保支
援助成金

対象経費の1/2
上限額：40万円

令和2年4月5日から
随時受付

（予算終了、もしくは令和
3年1月31日まで）

 

8
ものづくり中小企業
女性等職場環境改善
支援助成金

対象経費の1/2
上限額：５0万円

令和2年4月15日から
随時受付

（予算終了、もしくは令和
3年1月31日まで）

 

 
    

9 中小企業大学校直方
校研修生派遣補助金 人材育成 受講生1名につき

受講料の1/3以内
令和3年2月3日～
令和3年2月28日

 

10 中小企業海外展開支
援助成金 海外展開

対象経費の1/2
見本市出展：上限

30万円
市場調査：上限

10万円

令和2年4月1日から
受付開始

（予算終了まで）

 

販路開拓

人材確保

　中小企業者等が、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、市から計画の認定を受けた場合は、国補助金の補助率アップや
固定資産税の特例（一定の条件を満たした場合）といった支援措置を受けることができ
ます。

事業承継計画の策定等の支援をします。
・課題分析（見える化）や経営改善（磨き上げ）等のコンサルティング委託料
・株価など企業価値の算定委託料　など

M＆Aの仲介委託等の支援をします。
・仲介委託料、マッチング登録料、着手金 など

出展を希望する展示会の出展小間料を助成します。
※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、助成の対象外となります。
※令和２年４月～令和３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）。ただし、物産展
　など即売目的の展示会への出展は対象外です。

販路開拓に特化した伴走型の支援をします。
・営業計画（進捗管理を含む）の助言
・ＰＲ資料作成（プレゼン資料を含む）や商談の進め方など助言
・新規取引先（個別の営業・提携先等）の獲得（商談機会の創出）
・取引先企業での商談時の同行（商談時のフォロー）などの支援をします。
　※１社につき８回程度（うち６～７回訪問指導、１～２回商談時同行助言） 

　市内の中小企業が、技術開発助成などの公的支援を受けて開発した新商品を対象に、
行政現場での活用可能性などを提案していただき、審査を経て、「認定新商品」を決定
します。この認定を受けることによって、市の担当部署のニーズに合致する「認定新商
品」は、市が随意契約で購入することができ、市での使用実績を販路開拓PRに活用でき
ます。

　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。
（例）原材料及び副資材の購入に要する経費 など

　北九州市内の中小企業者が海外展開に取り組みやすい環境を整えるため、海外での見
本市出展などに必要な経費の一部を助成します。

　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。
（例）団体が所属する業界の役割・魅力を伝えるための啓発活動 など

　中小企業大学校直方校が実施する、市が補助対象として指定した研修コースに研修生
を派遣する中小企業者又は中小企業団体に対して補助金を交付します。補助金の交付対
象となる企業には、令和３年２月頃、補助金申請の案内を送付します。

　市内の中小製造業者・建設業者が、女性や高齢者の人材確保や定着につながることを
目的に行う働きやすい職場環境の改善に必要な経費の一部を助成します。
（例）女性専用設備の設置（トイレ、更衣室、休憩室など）やそれに伴う備品の購入、
　　　女性や高齢者の作業をアシストする機器の設置や購入 など



中小企業人材確保支援助成金の採択事業をご紹介します！紹介

※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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　北九州市では、市内中小企業者における人材確保を支援するため、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
を助成しています。令和元年度に助成しました９事業のうち、２事業をご紹介します。

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

　平成30年度より実施中の「中小企業成長加速化モデル事業」は、優れた経営基盤を有する市内中小
企業を対象に、販路開拓に特化した伴走型支援を行うことで、事業拡大や売上増等の成長を加速させ、本市経
済をリードする中核企業となっていただくことを目的としています。
　今年度は５社への支援を実施。市から委託を受けた有限責任監査法人トーマツの専門スタッフの支援のも
と、営業計画やプレゼンツール・商談の進め方の見直し、新規取引先の獲得など、各社とも着実に成果を挙げ
つつあります。
　貴社の販路開拓を打開するこの事業は、令和２年度も４月より支援対象企業の公募を予定。
　公募開始の際にはネットワーク北九州でもお知らせいたします。ぜひご検討ください！！

【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、和田      TEL：093-873-1433

お知らせ 『売り方』開発で『顧客』の開発を！【中小企業成長加速化モデル事業】

【令和元年度支援企業】　株式会社マツシマ メジャテック 様

※事業の詳細（※令和元年度分。内容の変更の可能性があります）はホームページをご参照下さい。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700238.html

マーケティング室長 的場様

『お客様目線で訴求するため
の営業ツールや展示会での
出展方法等は目からウロコ
の事も多く、効果も体感でき
ました。
顧客・営業先の分析などの手
法も参考になりました』

名刺交換した数は
前回の２倍にアップ !!

事業名：土木・建築系学科の高校生を対象とした移動式クレーンの体験学習
実施日：令和元年9月25日（水）
団体名：北九州クレーン協会
　福岡県立八幡工業高等学校土木科2年生３８名を対象に、移動式クレーンの体験学習
が行われました。平成２４年から第１３回目となる今回は、移動式クレーンの操作体験、高
所作業車搭乗体験が行われました。
　これまで約６００名の高校生が受講し、本事業をきっかけに北九州のクレーン業界に就
職するなど、クレーン業界の人材確保に結びついています。

事業名　：　工業高校生を対象とした工業団地内オープンファクトリー
実施日　：　令和元年１０月１８日（金）
団体名　：　北九州工業団地協同組合
　福岡県立苅田工業高等学校２年生７５名を対象に、北九州工業団地協同組合内の製
造業９社の工場見学が行われました。工場見学では、砂型作成など作業体験も実施され
ました。
　参加した生徒からは「中小企業のイメージが大きく変わった」「高い技術力を持ち、世界
にも進出しており、驚いた」など、中小企業への就職に前向きな意見が多くありました。



※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。4
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募集 「北九州市立桃園市民プール」ネーミングスポンサーの募集について

人材確保・定着のヒントをつかむ！
多様な人材が活躍できる「新しい働き方」とは

　市内唯一の公認５０ｍ室内プールである桃園市民プールは、現在、再整備を行っており、令和２年３月
に竣工予定です。このたび、同プールの供用開始にあわせ、ネーミングライツ（施設命名権）を導入する
こととし、以下のとおり募集を開始します。

　子育て中の女性やシニアなど、多様な人材を獲得する効果的な手法や、定着につなげるためのヒントな
ど、人手不足を乗り切るお役立ち情報満載のセミナーを開催します。

セミナー

【問い合わせ先】北九州市市民文化スポーツ局  スポーツ振興課　 担当：柳 　TEL：093-582-2395

【問い合わせ先】 北九州市総務局女性活躍推進課　　担当：南雲・荒牧　 TEL：093-551－0091

■日　時　令和２年３月１９日（木）14：30～17：00
■会　場　ＡＩＭ３階３１４・３１５会議室（北九州市小倉北区浅野3-8-1）
■参加費　無　料
■対　象　企業経営者・採用担当者等
■定　員　１００名
■申　込　右記申込フォームまたはお電話等で
■内　容　〇セミナー
　　　　　　業務分解による短時間勤務創出方法や各社取組事例紹介
　　　　　〇パネルディスカッション
　　　　　　介護、製造、卸売・小売業３社による事例紹介・意見交換 など
　　　　　　～成功事例はもちろん失敗談も含めて全部話します！～
■講　師　株式会社リクルートジョブズ
　　　　　ジョブズリサーチセンター　センター長
　　　　　宇佐川 邦子 氏

１　対 象 施 設　 北九州市立桃園市民プール
　　　　　　　　　（八幡東区桃園三丁目１番６号）
２　募 集 期 間　 令和２年２月１７日（月）～ 令和２年３月１３日（金）
３　希 望 価 格　 年間１００万円以上
　　　　　　　　　（消費税及び地方消費税相当額を除く）
４　希望契約期間　 令和２年６月１日～　３年以上

　プールの愛称を命名することで、まちのにぎわい創出や都市ブランドの向
上に寄与していただくとともに、企業のイメージアップ等の大きなＰＲ効果
が期待できます。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/shimin/01600237.html

申込フォーム【お詫び】
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　当セミナーは中止となりました。



㈱ユカシカド　代表取締役社長　美濃部 慎也 氏
　大学時代は関西学院大学アメリカンフットボー
ル部に所属。新卒で株式会社リクルート（現株式
会社リクルートホールディングス）に入社し、人材
領域の営業・企画を経て単身でオイシックス株式
会社（現オイシックス・ラ・大地株式会社）に出向
し事業企画に従事。リクルートとオイシックスの
JVの立ち上げに携わった後、2013年3月に株式会
社ユカシカドを設立し、代表取締役に就任。
　同社は栄養改善に特化した商品・サービスを開
発している会社。2017年には自宅でできる世界
初の栄養検査サービス『VitaNote(ビタノート)』
を開始し、「経済産業省ジャパン・ヘルスケアビジ
ネスコンテスト 2018 優秀賞」を受賞。1Hero 
1Missionを掲げ、国内外を問わず平等な環境と
機会の創造に全力を尽くし、努力できる才能を
持っている人が強くなれる世界を本気で作ること
を目指し活動中。

オーエーセンター㈱
代表取締役社長 吉武 太志 氏
　九州産業大学卒業後、オー
エーセンター株式会社に入社し、通信事業
を手掛ける。2015年官営八幡製鐵所関連
施設が世界文化遺産に登録された事を
きっかけに、同社の飲食事業部門にて北九
州らしさを前面に出したお土産「ネジチョ
コ」を製造、販売開始。その反響は大きく
日本全国、海外からも注文が殺到している。

キャンプ女子㈱ CEO
橋本 華恋 氏
　北九州市立大学卒業後、会
社員として働く中、日々のストレスを癒すた
めに友人に誘われキャンプに行ったことを
きっかけに、キャンプに魅了される。2018
年「キャンプ女子/キャンジョ」コミュニティ
立ち上げ、2019年キャンプ女子株式会社
を設立。業界初のサービスを展開。福岡デ
ジタルビジネスコンテンツ賞受賞。

㈱クアンド 代表取締役CEO
下岡 純一郎 氏
　九州大学理学部、京都大学
大学院卒業後、P&G(商品企画・生産管理)、
博報堂コンサルティングを経て、2017年株
式会社クアンドを設立。同社は2017年度
「北九州でIoT」プロジェクトの採択チーム
であり、StartupGOGO！、フクオカベン
チャーマーケット大賞など数多くのイベン
トで受賞している。

九州工業大学大学院 生命体
工学研究科 人間知能システム
工学専攻 准教授 井上 創造 氏
　九州大学大学院システム情報科学研究科
博士後期課程修了。2009年より九州工業
大学大学院工学研究院基礎科学研究系准
教授、2018年より同大大学院生命体工学研
究科、現在に至る。8ヵ国からの21名の学生
とともに、スマホを用いた人間行動認識、医
療、介護へのビッグデータ応用に取り組む。

ヨクト㈱
IoTセンサーヨガマットを利用
したクラウドヨガサービス
　ヨガ×システム×ＡＩの全てに知見を有する
のはヨクトだけ。ヨガへの深い造詣と豊富な
開発実績を武器に、"健康な人をひとりでも多
く"を願い、ITxヨガの融合したサービスを開発
していきます。彼らが巻き起こす”ヨガ革命”
にご期待ください！

サウンド・アイディア
高齢者に伝わりやすい
音声明瞭化放送システム
　メンバーは九州大学と北九州市立大学の
ＭＢＡ修了生のチーム「サウンド・アイディア」。
九州大学の技術シーズを使った社会課題の
解決を目指し、高齢者へクリアな音を届ける
とともに、将来的には防災放送への応用を目
指します！

島田電子工業㈱
金型IoT管理システム
「Mold Connection」
　弊社は40年以上、光センサーの製造を
行ってきたメーカーです。現在は第2創業期と
して、これまでのセンシングおよび製造技術
を応用し、IoT分野にも注力しています。「北
九州でIoT」を通じて、北九州からIoTで、日本
製造業の変革を支援します。

エネフォレスト㈱
人がいる空間でも紫外線で
空気環境対策を可能にした
「エアロシールド」
　私達は「大切な人たちが心身健康に暮らせる
世界をつくる」をミッションとして、日本の感染
症対策のレベルアップに貢献したいと考えてい
ます。その手段のひとつとして「空気環境対策
をインフラ化する」ということを目指しています。

まっちんブー！
出会いの効率を上げることで
イベントの価値を最高にする
デバイス''まっちんブー！'
　僕たちは北九州高専を中心に、モノづくり
と挑戦に燃える友達で集まったチームです！
まだまだ知識も浅い中、みんなで手探りで学
び、頑張ってきました。僕たちのチーム一番の
強みは''友達力'です！

① 基調講演

Guest from Tokyo

② パネルディスカッション

③ IoT Maker’s Acceleration Program in 北九州　成果発表（5チーム）

小笠原 治 氏
㈱ABBAlab代表

木内 文昭 氏
㈱マクアケ取締役

イベントＨＰは
こちら↑

岩佐 琢磨 氏
㈱Shiftall 代表取締役CEO

開催日：3月29日（日）14:00～18:30　　入場無料
会場：北九州芸術劇場 中劇場（北九州市小倉北区室町1-1-1リバーウォーク北九州6F）

お知らせ KTQイノベーションサミットを開催します
ひとつしかないあなたという存在の可能性を見つけませんか
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　３月２９日（日）、北九州芸術劇場にて「北九州からブチ抜け！イノベーションへのチャレンジ」をテーマとしたイベントを
開催します。参加する方全員のチャレンジ精神に火がつく、とにかくワクワクを体感できる1日となるはずです！年齢職種問
わず、どなたでもご参加いただけます。学生の方も大歓迎です！参加者一人一人がこれまでの枠を突破し、新しいモノや考
えを生み出す力を引き出す、そのきっかけとなるような企画を準備しております。みなさんのご来場をお待ちしています！

【問い合わせ先】北九州市産業経済局生産性改革推進課　担当：加地、岡本　TEL：093-582-2973

※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。

『ローカル発イノベーションの作り方！～北九州発若手経営者座談会～』イノベーターから知る！
ブチ抜くための必要なコト。
～世界発のサービスで
世界の栄養問題への挑戦～
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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。

　ＥＣが破竹の勢いで成長し、売り方も大きく変化しつつある今日、小売業はどのようにマーケティングを進
化させていくべきかが問われています。
　本セミナーでは、今後の小売業の使命やあり方について解説いたします。この機会にぜひご参加ください。

“ものづくり分野”に関する専門知識や技能・技術の向上を目的とした在職者対象のセミナーを実施します。
４月は、機械設計・加工（５コース）、建築設計（２コース）、電気制御（１コース）です。

[受講の申し込み]
●FAX又はメールでのお申し込みとなります。（申込書はHPからダウンロード可能です）
●申込期限は「開講日の二週間前」となりますので、お気を付けください。
●詳細は「HP（http://www3.jeed.or.jp/fukuoka/poly/zaishoku/index.html）」でご確認できます。
　※ご不明な点は、お気軽に問い合わせ先（下記）までお電話ください。

セミナー　「リアル小売業の逆襲」セミナーを開催！
リアル店舗の生き残り方、考えてみませんか？

【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（北九州市健康・生活産業振興協議会事務局）　担当：酒井、上野   TEL：093-582-2050

セミナー 能力開発セミナー 4月開催コースのご案内（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：日高、田邊　　TEL：093-622-5738

生産現場の抱える課題解決をサポート！！

■日　時　令和２年３月１３日（金）１８：００～２１：００（交流会　20：10～）
■会　場　ｆａｂｂｉｔ北九州
　　　　　北九州市小倉北区浅野２丁目１４－３ あるあるＣｉｔｙ２号館３階
■講　師　株式会社サンキュードラッグ
　　　　　代表取締役社長兼ＣＥＯ　平野　健二　氏
■対　象　小売業の経営改善について学びたい方
　　　　　これから事業を始めたい方　　など
■定　員　５０名（先着順）
■参加費　無料　　※交流会はワンドリンクオーダー制（500円）
■内　容　詳細は市ＨＰ
　　　　　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/27200011.html
■申込み　市ＨＰもしくは、右記ＱＲコードより電子申請していただくか、申込みチラ
　　　　　シに必要事項を記載のうえ、FAX（093-591-2566）にてお申込みください。

申請方法など詳しくは、市ＨＰをご覧ください 電子申請での
お申込みはこちら ▷▷▷

株式会社サンキュードラッグ
代表取締役社長兼ＣＥＯ　平野　健二  氏

北九州市健康・生活産業振興協議会

★受講料は消費税・テキスト代を含みます　★開講時間は9：30～16：30（昼休憩1時間）です

分 野 コース名 日　程 受講料番 号
1M011
1M311
1M321
1M111
1M331
1H011
1H071
1D011

実践機械製図
精密測定技術
機械組立仕上げのテクニック
２次元ＣＡＤによる機械設計技術
工具研削実践技術
実践建築設計２次元ＣＡＤ技術（木造平面図編）
実務事例に基づく建築確認申請実践対策技術
有接点シーケンス制御の実践技術

 8(水), 9(木),10(金)
13(月),14(火)
15(水),16(木),17(金)
20(月),21(火),22(水)
27(月),28(火)
 9(木),10(金)
15(水),22(水)
22(水),23(木)

 ¥13,000
¥8,500

¥14,000
¥12,500
¥11,000
¥11,000
¥8,500
¥8,500

居　住

機　械

電　気

検索

【お詫び】
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　当セミナーは中止となりました。


