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事業再構築補助金 採択企業のご紹介

北九州市中小企業支援センターでは、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会に対応するための「企業の思
い切った事業再構築」を支援する中小企業等事業再構築促進事業（通称

事業再構築補助金）の申請サポートを行

っています。今回は事業再構築補助金を採択され新規事業を構築した市内企業をご紹介します。

オーエーセンター株式会社（小倉北区）
事 業 名：主力の通信事業から新たな冷凍商品事業を立ち上げる新分野展開
申請類型：中小企業・通常枠/新分野展開
オーエーセンター㈱は北九州を中心に通信業、ケーキシ
ョップ事業、お土産品事業を手掛けている企業です。通信業
は、NTTドコモ㈱の代理店として北九州市内にドコモショ
ップを5店舗運営、また、NTT西日本㈱の代理店としてビジ
ネスフォンやコピー機などのオフィス機器の販売も行って
います。
ケーキショップ事業は2003年に「ケーキショップ グラ
ン ダ ジュール」を立ち上げ、現在北九州市で2店舗を運営
しています。
お土産品事業は2015年に官営八幡製鉄所関連施設が世
界文化遺産登録されたことを機に 鉄の街、ものづくりの
街・北九州 をイメージしたお土産品「ネジチョコ」を開発
し、2016年から製造・販売を行っています。2020年1月に
はお土産品製造を拡大すべく「ネジチョコラボラトリー」を
新設しました。
現在は、移動通信事業、通信機器販売の売上が全体の約9
割を占めていますが、今回の申請により、新型コロナウィル
スの影響で閉鎖しているイートインスペースを再構築し、
新しく「冷凍商品事業」を立ち上げ、飲食事業が売上の20％
を占めるよう事業を再構築する計画です。
ケーキショップの1番人気商品であるチーズケーキを冷凍商品にする為、味や風味が損なわれないレシピや製
造工程を開発し、九州産とフランス産のチーズを使用したとろけるような滑らかな口当たりの生地に仕上げ、九
州産のチーズケーキとして全国的に認知される商品となるよう取り組んでまいります。
【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

担当：滝本

TEL：093‑873‑1430

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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「人づくり」
をサポートします
お知らせ 中小企業人の
人材育成は中小企業大学校直方校にお任せください
中小企業大学校直方校

校長

堀田 充徳

平素より、中小企業大学校直方校の研修事業に、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
今年度の直方校では、年間約50本の中小企業の皆様向けの研修をご用意しています。
研修テーマは、
「管理者養成」
「組織マネジメント」
「財務管理」
「営業・マーケティング」
「人事・組織」
「生産管理」など幅
広い分野を網羅しており、どのコースも体系的に学ぶことができ、第一線で活躍している経験豊富な講師陣による実践的な研
修を実施しています。
皆様のニーズに合わせた多彩なカリキュラムを提供し、中小企業の皆様の人材育成に貢献して参りたいと考えておりますの
で、引き続き、ご活用のほど、よろしくお願い申し上げます。

北九州市の直方校研修受講料の補助制度をご活用ください
北九州市では、中小企業大学校直方校へ研修生を派遣した中小企業者または中小企業団体を対象に、受講料の一
部を助成しています。2022年度の補助対象研修コースは、以下の30コースです。

《2022年度中小企業大学校直方校の補助対象研修コース一覧》
分野

No.

コース名

分野

財務管理

ムダを省いて計画性を高める仕事管理術

女性リーダーのためのステップアップ講座（博多）

106

部下指導の考え方・進め方

122

中堅管理者研修（博多）

110

コミュニケーション活性化講座

131

新任管理者研修・10月（博多）

114

チームマネジメント力強化講座

141

中堅管理者研修

121

実践で学ぶ！問題発見・解決力強化講座

145

次世代トップリーダー養成講座

126

ムダを省いて計画性を高める仕事管理術（博多）

102

実践で学ぶ！5Sと目で見る管理

130

部下指導の考え方・進め方（博多）

111

管理者のためのQCD講座「品質管理」

112

ビジネスチャンスを拡げる新規顧客開拓

120

生産現場の改善の進め方（博多）

134

実践で学ぶ！提案営業の進め方

127

管理者のためのQCD講座「原価管理」

140

営業担当者のためのわかりやすいプレゼンの極意

139

管理者のためのQCD講座「納期管理」

147

営業担当者のための営業スキルの決め手

143

5Sの定着化と成果の高め方

107

人事・労務管理がよくわかる入門講座

105

決算書の読み方入門講座（博多）

137

人が育つ会社になるための人材育成

124

決算書の読み方入門講座

201

経営管理者養成コース（第36期）

146

経営課題と対策が見えてくる財務分析講座

202

工場管理者養成コース（第29期）

営 業・
マー ケティング

生産管理

104

管理者
養成

113

コース名

人 事・
組織

新任管理者研修・4月
組 織マネ ジメント

階層別

101

No.

《受講料補助の概要》
交付対象

次の要件を全て満たす中小企業者または中小企業団体
１. 受 講 者 北九州市内にある事務所または事業所に勤務する方（経営者を含む）
で、修了証書の交付を受けた方
２. 対象研修 上表の「2022年度 中小企業大学校直方校の補助対象研修コース」

補助金額

受講生1名につき受講料の1／3以内（1,000円未満の端数は切り捨て）
１. 申請期限

交付申請

2023年2月28日
（火）
まで
〔補助金の交付対象となる企業には、2023年2月頃、
市より補助金申請の案内を送付します。その後、申請手続きとなります。〕
２. 申請書類 補助金交付申請書、受講料の振込みが確認できる書類等
※詳細は市のホームページをご確認ください。URL https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700051.html

【問い合わせ先】 研修について：
（独）中小企業基盤整備機構 九州本部 中小企業大学校直方校
TEL：0949‑28‑1144
URL https://www.smrj.go.jp/institute/nogata/index.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：福田、柴田 TEL
補助金について：北九州市産業経済局中小企業振興課
TEL：
：093‑873‑1433
093‑873‑1433
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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。
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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。
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

２

対象事業

令和４年４月５日（火）〜令和５年３月31日
（金）の間に実施する以下の事業

共益的事業を行う営利を目的としない法人・任意団体
◇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)
◇働きやすい職場環境づくりのための推進事業(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
４

助成金額
募集期間

対象経費の２分の１以内

上限40万円

令和４年４月５日（火）から随時受付
（予算終了、もしくは令和５年１月31日
（火）まで）

※申込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。

中小企業振興課HP
QRコード

https://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：中川、柴田

TEL：093‑873‑1433

北九州学術研究都市に

お知らせ 「北九州市ロボット・DX推進センター」を開設しました
概要

「ロボット・ＤＸ推進センター」は、地域企業の生産性向上
や産業の高度化を図ることなどを目的として、地域企業のロ
ボット導入やＤＸ（ＩｏＴの導入や業務のデジタル化等から
ビジネスモデルの変革まで）推進をワンストップで支援する
ために、令和４年４月に開設しました。
「導入支援」、
「操作体験」、
「人材育成」等の取組みを通じて
ロボット導入やＤＸ推進に意欲のある地域企業を総合的・一
元的に伴走支援します。
また、地域企業と高等教育機関、金融機関等との連携を促
進し、地域産業の高度化を目指します。

場所
北九州学術研究都市（技術開発交流センター1F）

センターの取り組み

ワンストップで支援
ロボット導入支援

DX推進支援

導入支援（無料相談、現場訪問、伴走支援）

企業の生産性向上に向けた相談にワンストップで対応。
FAISコーディネータや市内企業などの専門家が無料で相談、現場訪問、導入検討・導入実施まで切れ目の無い伴走支援を実施
事例紹介やSIer企業・大学等の紹介・連携など幅広くサポートします。

操作体験（ロボット・デジタル展示）
ロボット、デジタル機器のデモ展示を実施。見て、触れ、操作することができます。
コーディネータが丁寧に説明します。

人材育成
経営層向けスクール、現場リーダー向けスクール、地元大学生の専門知識を活用したインターンシップ
など、多様な人材育成メニューを用意し、中小企業を支援します。

導入補助金

産業用ロボット・デジタル化・DXに係る各種補助金を準備
企業のロボット導入・DX推進の段階に応じたきめ細やかな支援を行います。
※研究開発補助も実施します。

集いの場、産学官金連携、情報発信
地域企業、SIer、大学、金融機関等の集いの場を創出
（地域企業のニーズやSIer、九工大のシーズの情報共有を促進）
交流会の実施や協力企業等によるセミナー・説明会も企画します。

DX推進プラットフォーム・SIerネットワーク
その他、学術研究都市では技術相談、共同研究等の支援も実施しています。

【問い合わせ先】 ロボット・DX推進センター （（公財）北九州産業学術推進機構（FAIS））
〒808‑0138 北九州市若松区ひびきの北8−1 技術開発交流センター1F
TEL：093‑695‑3077 FAX：093‑695‑3667
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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。

2022.5

北九州市外国人材就業サポートセンター

お知らせ 市内企業向け「外国人材受入れ」に関する支援メニュー
北九州市では、外国人材の受入れを検討している、または、既に受入れている市内企業様の支援のため、次のサービ
スを無料で実施しています。お気軽にご活用ください。

内

容
事前予約制・利用無料！

■専門相談
高度人材（「技術・人文知識・国際業務」など）、
「特定技能」、
「技能実習」などの外国人材
受入れにかかるご相談に、専門相談員が対応します。
【相談例】自社での外国人材の雇用可能性、具体的なビザ等の申請手続き方法 など
専門相談・マッチング
■マッチング
の申込み
市内大学等の留学生とのマッチングや、紹介を無料で行います。
【採用例】海外との商談時の通訳、ITや機械のエンジニア、特定技能人材（外食、介護、飲食料品製造など）
■情報提供
年2回、外国人材活用セミナーを実施し、外国人材にかかる制度紹介や成功企業事例などをご紹介します。
北九州市外国人材就業サポートセンターの詳細については
ホームページ https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09801254.html（ページ番号000154782）

【お問い合わせ 北九州市外国人材就業サポートセンター 担当：早水、福﨑（運営委託：学校法人北九州YMCA学園）
・お申込み】 TEL：533‑8133 営業時間9：00−17：00 土・日・祝日を除く
事業所管課

ご案内

北九州市産業経済局雇用政策課（外国人人材担当） 担当：堂下、馬場

TEL：582−2419

パワーハラスメント防止措置について

令和４年４月１日より労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義
務化されました
「パワーハラスメント」の定義
職場で行われる、①から③の要素全てを満たす行為をいいます
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません
パワーハラスメント防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません（義務）
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する詳しい情報・お問い合わせ
・福岡労働局ハラスメント防止対策（ https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/̲00297.html ）
・事業主・労働者パンフレットや社内研修資料
職場におけるハラスメント防止のために

【問い合わせ先】北九州市産業経済局雇用政策課

4

・ポータルサイト「あかるい職場応援団」
あかるい職場応援団

担当：塩田、江口

HP

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。
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市内企業の皆さまの声をお聞かせください

お知らせ 令和４年度中小企業実態調査の実施について
市内中小企業を取り巻く経営環境は、継続的に抱えている「経営力強化に向けた労働生産性の向上」、
「労働人
口の減少に伴う働き手の確保」、
「経営者の高齢化による事業承継」等の課題と合わせて、新型コロナウイルス感
染症・為替変動（円安）・資材価格高騰等の影響が重なり、更に厳しいものになっております。
このたび、市内中小・小規模企業の経営環境の実態や支援ニーズを的確に把握し、今後の支援・施策等の方向性
を検討することを目的に、アンケート形式による実態調査を実施いたします。
（アンケート後、市の施策情報の紹介
及び現状の課題のヒアリングを目的とした、相談員による訪問を予定）
ご回答にご協力いただき、ぜひ皆さまの声をお聞かせください。
【実施概要】
北九州市中小企業振興条例（※）に基づき、市内中小・小規模企業についての実態

１

調査の目的

２

調査対象

３

調査項目

４

調査方法

郵送（回答は、郵送又はオンライン）

５

調査時期

令和４年５月下旬〜６月下旬

や支援ニーズを把握し、今後の支援施策の参考とするもの。
市内中小企業・小規模事業者

約28,000社

事業所概要、新型コロナウイルス感染症の影響、経営状況・経営対策、雇用、
人材教育・育成、事業資金の調達、海外との取引、設備投資、事業承継・Ｍ＆Ａ、
ＢＣＰ、ＤＸ／デジタル化への取組み、脱炭素への取組み等

※実施概要は、令和４年５月１日時点の情報です。今後、内容に変更が生じる可能性があります。
（※）中小企業振興条例： 本市の中小企業の経営基盤を強化し、本市の中小企業がその力を存分に発揮し成長できる環境を中小企業、
市、中小企業団体、大企業、金融機関、大学等及び市民が一体となって創り、本市の持続的な経済発展や
豊かな地域社会の形成に繋げることを目的に、平成27年4月に施行

北九州市

中小企業振興条例

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700164.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：北間、藤原

TEL：093‑873‑1433

令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式として、

ご案内 インボイス制度が導入されます。ご存知ですか？

■インボイス制度とは
適格請求書（インボイス）とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
〈売手側〉
売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付しなけ
ればなりません。
〈買手側〉
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録事業者から交付を受けた
インボイスの保存等が必要になります。
ご不明な点は、以下国税庁税務署までご相談ください。
・門司税務所
・八幡税務所
・小倉税務所
・若松税務所
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門司区西海岸１丁目３番10号
八幡東区平野２丁目13番１号
小倉北区大手町13番17号
若松区本町１丁目14番12号

門司港湾合同庁舎

TEL：321‑5831
TEL：671‑6531
TEL：581‑1331
TEL：761‑2536

※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。

2022.5

能力開発セミナーのご案内
セミナー 【6月開講】
‑ポリテクセンター福岡‑

コース名

日

程

受講料

ＩｏＴセンサシステム構築技術

6/ 4（土）， 5（日）

¥ 8,000

設計に活かす3次元ＣＡＤソリッドモデリング技術

6/ 7（火）， 8（水）， 9（木）

¥ 12,500

旋盤加工技術（外径加工編）

6/ 7（火）， 8（水）

¥ 10,000

旋盤加工技術（テーパ・ねじ加工編）

6/ 9（木），10（金）

¥ 10,000

実践建築設計2次元ＣＡＤ技術（木造平面図編）

6/11（土），18（土）

¥ 8,500

給水設備保守・管理技術

6/11（土），12（日）

¥ 7,500

排水設備保守・管理技術

6/18（土），19（日）

¥ 7,500

半自動アーク溶接技能クリニック

6/20（月），21（火）

¥ 14,500

電動機制御のための有接点シーケンス制御

6/22（水），23（木），24（金）

¥ 12,000

ビル設備管理の実務

6/27（月），28（火）

¥ 8,500

受講料は教材費及び消費税を含んだ金額です。
FAXまたはメールでお申込みください。申込書はポリテクセンター福岡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へは右記URLからご利用ください。 https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/poly/zaishoku/index.html

【問い合わせ先】ポリテクセンター福岡

訓練第二課

担当：帆足、篠原

TEL：093‑622‑5738

生産性向上支援訓練のご案内
セミナー 【6月〜7月開講】
‑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

日

程

受講料

①

ものづくりの仕事のしくみと生産性向上

6/21
（火）

¥ 3,300

②

ＲＰＡを活用した業務効率化・コスト削減

7/ 5
（火）

¥ 3,300

③

品質管理基本

7/ 8
（金）

¥ 3,300

オーダーコース

受講者が10名以上の場合は、企業に講師を派遣する「オーダーコース」を実施できます！

時間はいずれも9:30〜16:30（昼休憩60分）です。
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。
受講料はテキスト代及び消費税を含んだ金額です。
FAXまたはメールでお申込みください。申込書はポリテクセンター福岡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。
当センターホームページへは右記URLからご利用ください。 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
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生産性センター業務課

担当：津田

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。

