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令和４年度 北九州市中小企業振興課 助成金等のお知らせ紹　介

【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

令和４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事前にお知らせします。
各助成金等の詳細につきましては、４月以降に詳細が確定いたします。

※令和４年度中小企業振興課所管予定の助成金一覧であり、新型コロナウイルスの影響等により内容が変更する場合がございますのでご了承ください。
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No 助成金等名

先端設備等導入計画
（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5年3月31日

令和4年4月1日～
令和4年5月16日
（予定）

令和4年6月1日～
令和4年7月15日
（予定）

令和4年10月3日～
令和4年10月31日

（予定）

令和5年2月1日～
令和5年2月28日
（予定）

対象経費の1/2
上限額：50万円

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

1企業につき1小間
上限額：40万円

対象経費の1/2
上限額：40万円

対象経費の1/2
上限額：50万円

受講生1名につき
受講料の1/3以内

事業承継

販路開拓

技術開発

人材確保

人材育成

事業承継・Ｍ＆Ａ促進化事業
助成金

大規模展示会等出展支援助成金

中小企業技術開発振興助成金

中小企業人材確保支援助成金

中小企業大学校直方校
研修生派遣補助金

北九州発！
新商品創出企業の認定

ものづくり中小企業
職場環境改善支援助成金

区分 助成金額
令和４年度　北九州市中小企業振興課　助成金等一覧　（予定）

募集期間 概要・支援内容

　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、固定資
産税の特例（一定の条件を満たした場合）などの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

　市内中小企業が開発した独創性豊かな新商品や新サービスの販路拡大を
支援するため、北九州市が新商品等を認定して広報支援等を行います。
（主な支援内容）
・認定商品の販促のために「認定ロゴマーク」を使用可能
・市のホームページ掲載やPRパンフレット作成、展示会への出展による広報支援
・市の部署で活用が見込めるものは、市が試用購入して導入実績づくりを支援

　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

　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

　市内の中小製造業者・建設業者が行う女性専用設備の設置や女性・高齢者
の作業をアシストする機器導入、暑さ対策設備の設置・機器導入等、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）
　　 女性や高齢者の作業をアシストする機器の設置や購入（クレーン、バランサーなど）
　　 暑さ対策設備の設置（天井換気扇など）
　　 暑さ対策に資する機器の購入（スポットクーラー、送風機など）

　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５年２月頃、補助金申請の案
内を送付します。

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4年4月～令和5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。

令和4年4月5日から随時受付
予算終了、もしくは
令和5年1月31日まで

（予定）

年3回の募集を予定
①令和4年4月1日～　
②令和4年8月1日～　
③令和4年12月1日～

（予定）

令和4年4月1日から随時受付
予算終了、もしくは
令和5年1月31日まで

（予定）
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ご案内

【問い合わせ先】 Ｐａｙｃｈａコールセンター　TEL：０１２０-３７６-２５６

【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：873-1433

プレミアム付きキャッシュレス商品券
「Paycha ペイチャ」の販売がはじまります

20％（5,000円チャージで6,000円分のご利用が可能です）
令和4年3月　4日～令和4年3月10日
令和4年3月18日～令和4年6月30日
スマートフォン専用アプリからの申し込み

プレミアム付きキャッシュレス商品券「Paycha」の概要

参加店舗登録条件

【プレミアム率】
【 受 付 期 間 】
【 利 用 期 間 】
【 販 売 方 法 】

（一部ご利用いただけない商品・サービスがありますのでご注意ください）

※詳細は公式サイトでご確認ください。

　北九州商工会議所では、北九州市内の様々なお店で使える、プレミアム付きキャッシュレス商品券「Paycha」
を販売します。キャッシュレス決済の普及と新型コロナウイルスの影響で冷え込んだ北九州経済の活性化を目指
します。参加店舗も随時募集中です。ぜひご登録ください。

①北九州市内で営業している店舗であること
②一般消費者向けの商品やサービスを提供する店舗であること

オンラインセミナー
参加者募集 事業承継・M&Aに関するオンライン無料セミナーを開催!

▶開催概要　オンラインセミナー（Zoom使用）
　　　　　 「M＆Aによる企業成長戦略のすすめ」
▶開催日時　令和4年3月23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。3月22日（火）まで
▶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

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　→→→

北九州市事業承継セミナー

事業承継やM&Aをお考えの経営者の皆様へ「事業承継オンラインセミナー」のご案内です。
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中小法人・個人事業者のための事業復活支援金のご案内
コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援します。

※詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。　　https://jigyou-fukkatsu.go.jp

■申請期間
　2022年1月31日（月）～5月31日（火）
■給付対象
①と②を満たす、中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。　
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
② 2021年11月～2022年3月のいずれかの月（対象月）の売上高が、
　 2018年11月～2021年3月の間の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較して
　 50％以上又は30％以上50％未満減少した事業者
■給 付 額

支援金

「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」・
「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。

ご案内

◆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 TEL：332-2380
　・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 TEL：531-2431
　・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 TEL：951-3033
　・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 TEL：771-3726
　・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 TEL：681-4538
　・八幡西税務相談所 八幡西区八枝3丁目7番19号 TEL：603-4777
◆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：873-1430

【問い合わせ先】 事業復活支援金 相談窓口　TEL：0120-789-140 （8：30～19：00 土日祝日含む）
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第11回北九州技の達人に８名を認定!

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

「第11回北九州技の達人」に認定された方 （々五十音順）

報　告

かねたけ つよし

兼竹　剛史 さん

か わ ら ぶ き

【㈱北部屋根総業　代表取締役】

和型かわらぶきは特に瓦の割り付けが大変重要で難しい
が、長年の経験と知識に基づき、大型台風や地震にも耐え
得るかわらぶきの実現する技能を有している。

さかもと

坂本 マスオ  さん

写 　 真 　 家

【㈲坂本写真事務所　代表取締役】

フィルム時代に経験したあらゆる被写体の表現技術を、
現在のデジタル時代の撮影に豊かに活かし、特に写真の
光の使い方、独創性を強みとしている。

さんのみや よう

三宮　洋  さん

樹 　 木 　 医

【㈱三宮造園土木　代表取締役】

「樹木医として樹木保全」と「街路樹診断士として樹木の
危険度」の視点を持ち、ロープクライミング技術により、
市街地だけでなく災害現場などでも活動している。

のぐち よしひろ

野口　芳廣  さん

建 　 具 　 工

【ノグチウッド工芸　代表】

素材となる木材の選定や、創造性、美観、耐久性などを考慮し
た緻密な設計、長年の経験と勘に裏付けられた手作業による
味わいと温もりを醸し出す高い加工技術を持っている。

はやし じゅんじ

林　淳司  さん

バーテンダー

【raisin（レザン） オーナー】

カクテルのデコレーションやフルーツ作品の独創的なアイ
ディア、フルーツカッティングの技術に優れており、バーテ
ンダーの大会での上位入賞や全国大会への出場歴もある。

もりやま しんいち

森山　真一  さん

調理師（日本料理）

【㈱食彩アシストMORIYAMA 代表取締役社長】

独創性と包丁さばき・盛り付けの調和の技能を強みとして
いる。また、傷みが速く保存が難しい鮟鱇の保存食「鮟鱇の
肝の味噌漬け」を考案するなど地域産業にも貢献している。

やまぐち あきら

山口　彰  さん

左 　 官

【神田工務店　代表】

塗り壁の技能に優れており、コテの技術力だけでなくモ
ルタルや漆喰等を塗っていく際の気候等を考慮して材料
の柔らかさを調整するなど高い技術を持っている。

やまもと たつお

山本　辰雄  さん

造 　 園 　 師

【小嶺造園　代表】

造園施工の基盤となる石組・石積みを得意とする。手作業
で石を割る・削るなどして、自然石の表情を巧みに組み合
わせ、風情のある景観造りに成功している。

　北九州市では、長年にわたり技能の研鑽、後進の指導育成に努め、優れた技能で産業振興や市民生活の向上に
貢献している技能者を『北九州技の達人』として、認定・表彰しています。
　『北九州技の達人』の皆さんには、次世代を担う若者たちに実演を交えながら、「ものづくりの大切さや面白
さ」を伝える技能伝承活動を行っていただいています。
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第１回外国人材活用セミナー
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【問い合わせ先】 保健福祉局健康医療部健康推進課　担当：日髙・上田　TEL：582-2018

報　告 第9回 北九州市健康づくり活動表彰 受賞者決定
　北九州市では、個人の健康を支える社会環境整備の一環として、先
進的・効果的な健康づくり活動に取り組む市内企業や地域団体を表彰
し、その活動内容を広く紹介する『北九州市健康づくり活動表彰制度』
を平成25年度から実施しています。
　令和３年度（第９回）は、新型コロナウイルス感染症が拡大する前
に取り組まれた活動や、感染症予防対策を講じながら工夫した取組みについて、各企業・地域団体から応募があ
りました。

活動事例集は、本市ホームページに掲載中！　http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/menu01_00081.html
トップページ > くらしの情報 > 健康・医療・衛生 > 健康づくり > 北九州市健康づくり活動表彰

※【地域団体部門】受賞４団体については、本誌では割愛します。

【 企 業 部 門 】
市 長 賞市 長 賞

光和精鉱 株式会社
『心とからだの健康づくり』への取組みで従業員を細やかにケア 独自の健康づくりイベントの実施で健康づくりの機会を創出

■業種／産業廃棄物処理業 ■住所／戸畑区大字中原先ノ浜46-93 ■従業員数／152名 ■代表取締役社長／平嶋 直樹

優 秀 賞優 秀 賞

健康づくり活動賞健康づくり活動賞

活動年間計画を策定し、「疾病予防や早期発見」「良好なメンタルヘルスの維持」「健康増進 
への啓発・促進」の３つの観点から活動を実施している。さらに2021年1月にSDGs宣言を 
行い、健康経営の推進を明確化した。 
健康診断結果より有所見項目の傾向を分析し、産業医・保健師の健康面談や産業医による 
健康講話を実施、追加検査費用の会社負担を行い、病気の早期発見に努めている。 
また、ストレスチェックを実施（実施率100％）し、自身のストレス度合いを把握するととも
に、 産業医巡視等、フォロー体制を整備している。さらに、独自の健康チャレンジキャンペー
ンや 皿倉山登山、スポーツイベントを開催することで健康づくりの機会を創出している。

コスモ海洋 株式会社
健康診断のオプション料金を全額会社負担 定期健診100％受診と再検査100％受診を目指す

■業種／海洋測量調査・海洋探査・海洋土木工事・海洋環境調査
■住所／門司区栄町11-9 ■従業員数／30名 ■代表取締役／金丸 市郎

病気の早期発見、早期治療という観点から、社員の希望する検診のオプション料金を全額会社負担としてい
る。追加オプション件数は年々増加しており、全額会社負担としてから4年間、社員の大病での入院や死亡事例
はなし。

株式会社 大和総合建設
会社で健康診断の予約設定と費用負担を実施 自転車通勤の推進などユニークな取り組み

■業種／建設業 ■住所／八幡西区則松七丁目3-18
■従業員数／16名 ■代表取締役社長／鶴山 研一

健康診断の実施にあたり、予約設定と費用の負担を会社で実施。また、自転車通勤を推進しており、まだ始めた
ばかりで効果は見えないが、今後の健康への効果を期待している。今後、がん検診推進員を設置し、従業員や、そ
の家族のがん検診を受診しやすい環境を整えたい。

株式会社 富士ピー・エス北九州営業所
問診結果を基に生活習慣の分析を行い、課題の洗い出し 課題改善を目指すための工夫のある取り組み

■業種／建設業 ■住所／小倉北区馬借一丁目16-10-801号
■従業員数／431名（うち北九州営業所3名） ■北九州営業所長／宮野前 敏雄

①健康LIVEセミナーの実施：飲酒・食事・睡眠の改善を目標に年３回実施
②毎日15時のストレッチタイムの導入：腰痛・肩こり解消によるプレゼンティーズムの改善を目標に実施
③禁煙タイムの導入：喫煙本数の減少・禁煙のきっかけづくりを目的に実施

大林建設 株式会社 （八幡西区則松）
喫煙・受動喫煙による社員の健康被害をなく
すため、年間計画を策定し、社内に禁煙ポスタ
ーの掲示、喫煙者へ定期的な啓発、リーフレッ
トの配布を実施。

下川都市企画 株式会社 （小倉北区黄金）
毎朝のラジオ体操や社内及び作業現場での
禁煙張り紙・禁煙通達を実施。年々禁煙者は
増加、喫煙者の喫煙回数は減少。
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生産性向上支援訓練のご案内 
-ポリテクセンター福岡-

【4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
実践機械製図
有接点シーケンス制御の実践技術
機械組立仕上げのテクニック
電気設備のための計測技術
実践建築設計３次元ＣＡＤ技術（プレゼンテーション編）
２次元ＣＡＤによる機械設計技術
実践建築設計２次元ＣＡＤ技術（ＲＣ造平面図編）
ＰＬＣプログラミング技術
精密測定技術

4/11(月)，12(火)，13(水)
4/13(水)，14(木)
4/13(水)，14(木)，15(金)
4/14(木)，15(金)
4/16(土)，17(日)
4/20(水)，21(木)，22(金)
4/23(土)，24(日)
4/26(火)，27(水)
4/26(火)，27(水)

●　受講料は教材費及び消費税を含んだ金額です。
●　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。

¥ 13,000
¥ 　9,500
¥ 14,000
¥ 　7,500
¥ 　9,500
¥ 12,500
¥ 　8,500
¥ 　9,500
¥ 　8,500

セミナー

セミナー

「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。

※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。　

生産管理／品質保証・管理／流通・物流／バックオフィス生産・業務プロセスの改善に関する
お悩み・ニーズ

こんなお悩みはありませんか︖ 生産性アップに役立つカリキュラムをご用意しております。

組織マネジメント／生涯キャリア形成組織の横断的な課題に関する
お悩み・ニーズ

営業・販売／マーケティング／企画・価格／プロモーション売上げの増加に関する
お悩み・ニーズ

ネットワーク／データ活用／情報発信／倫理・セキュリティITを活用した業務改善に関する
お悩み・ニーズ


