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ご案内 原油高・資材高等に対する支援策について

　ウクライナ情勢や為替（円安）、原油・資材高等の影響を受けている市内中小企業を支援するため、特別相談窓口を
設置し、資金繰りや経営に関する相談に対応しています。

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

【問い合わせ先】 FAIS 中小企業支援センター　TEL：０９３-８７３-１４３０

■詳しくは
　市のHP

■相談窓口について
　設置期間：令和４年６月３日（金）から当面の間
　設置場所：北九州市産業経済局中小企業振興課内
　　　　　　北九州市戸畑区中原新町2番1号（北九州テクノセンタービル1階）
　受付時間：平日10：00～16：00（事前予約制）
　相談体制：金融相談員常駐
■相談の内容
①資金繰り、経営相談
「原油・資材高等により、資金繰りに影響を受けている」等のご相談に、専門家がアドバイスを行います。
②価格転嫁問題等に関する相談
下請け取引を適正化する、国の「下請かけこみ寺」や「下請けGメン」の活用をご案内します。

■詳しくは
　市のHP

■専門家派遣 【FAIS 中小企業支援センター　電話：093‒873‒1430】
　事業者が抱えるさまざまな課題の解決や円滑な事業展開に向けて、各分野の専門家を派遣しています。
■省エネ補助金 【北九州商工会議所産業振興課　電話：093‒541‒0185】
　脱炭素社会の実現に向け、自家消費型太陽光発電設備、蓄電池、EV及び充放電器の導入支援を行っています。
■DX・デジタル化補助金 【FAIS 北九州市ロボット・DX推進センター　電話：093‒695‒3077】
　市内中小企業の生産性向上に向け、DX・デジタル化に取り組む経費の一部を補助します。産業用ロボット導入やDX
　推進等に取り組む企業に対し、経験豊富なコーディネーターが、相談企業の課題解決を伴走支援します。
■採用支援 【産業経済局雇用政策課　電話：093‒582‒2419】
　ウェブ等により、市内外の求職者に発信し、円滑な人材確保を支援しています。
■事業承継・M&A 【産業経済局中小企業振興課　電話：093‒873‒1433】
　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、雇用の場の確保等を図って
　いくことを目的に、事業承継の支援施策（セミナー、訪問相談、助成金等）を実施しています。

●中小企業向け特別相談窓口の設置

　北九州市とFAIS中小企業支援センターでは、本年6月に行った「北九州市中小企業実態調査」へのご回答などを元に、相
談員が各企業様を訪問し、市の施策情報の紹介などを行っていますので、ご協力・ご活用いただきますようお願いします。

●相談員による企業訪問

●その他の支援
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募　集

ご紹介

【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）、木本　TEL：093-873-1433

【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　担当：安武、熊丸　TEL：093-582-2050

■　約半年間（内、５日間）、店舗に訪問して改善を行い、集客や売上アップに向けて寄り添いサポート。
■　経営状況を一緒に分析、お店に合わせた改善策を検討・実践しましょう。
■　商品陳列やPOPの改善、顧客データの活用など、実践的にサポートします！

【対 象 者】 市内で小売店や飲食店などのサービス業を営む
　　　　　 中小企業者（経営者や店舗責任者）
【 日　時 】
　　　　　 8月18日（木）、9月15日（木）、10月14日（金）、
　　　　　 11月17日（木）、1月19日（木）　10:00～18:00。
　　　　　 （1店舗あたり1時間程度）
　　　　　 8月18日（木）、1月19日（木）　19:00～21:00
　　　　　 10月14日（金）、11月17日（木）　19:00～21:00
【受 講 料】 5,000円
【募集店舗】 5店舗程度
【申込期限】 令和４年７月29日（金）※必着

　その他事業の詳細など、市役所ホームページでご確認のうえお申し込みください。

半年間の密着支援で売上アップを目指します。
「あなたのお店! サポート事業」参加希望店舗募集中!

臨店研修

全体研修
意見交換会

検索あなたのお店！サポート事業

北九州市では、中小企業に対する各種支援を実施しており、下記事業を活用された企業をご紹介します。
【 中小企業技術開発振興助成金 】新技術・新製品などの研究開発にかかる経費の一部を助成。
【大規模展示会等出展支援助成金】関東・中京・関西で開催される展示会の出展小間料の一部を助成。

　当社は、北九州本社のほか、関東にも拠点を構え、産業用ロボットについて、
機械・設備の設計開発、シミュレーションによる構想検討、ロボットティーチン
グ、電気制御設計、システム開発とエンジニアリング事業を手掛け、様々な製造
業メーカーの生産現場での自動化に携わっております。
　近年、ものづくりの現場の労働者不足や新型コロナウイルスの影響により、現場の無人化、省人化に注
目が集まり、ロボットによる人作業の自動化が進められてきましたが、ロボット導入において、ロボット
に動作を教示する「ティーチング」作業がボトルネックとなっています。
　当社では、平成27年に北九州市から中小企業技術開発振興助成金の採択を受け、3Dスキャナで対象物をスキャンし、「ティーチング」
作業なしでロボット動作を自動生成する「ティーチングレスロボット自動塗装装置」を開発しました。そして、令和３年には大規模展示
会助成金の採択を受け、「2022国際ロボット展」に出展しました。この展示会では、ティーチングレスロボット自動塗装装置の他に、3D
スキャナで対象物の輪郭を認識しロボットバリ取り動作を自動生成する「ティーチングレスロボット自動バリ取り装置」や、人の動き
をモーションセンサでトレースしロボット動作に変換する「モーキャプティーチングシステム」を出展し、その後、多数の引き合いを受
けております。
　当社は、長年培ってきた技術とノウハウを基に、ユーザー様が「ロボットを簡単に扱えるように」という想いから、昨年、「Easy Robot 
Project」を立ち上げました。今後も、様々な分野のユーザー様が簡単にロボットを導入出来るようなシステムを開発し、製品・サービス
の提供を行ってまいります。

株式会社エイチ・アイ・デー
（製品名：ティーチングレスシステム）

頑張る中小企業を応援!
～市が製品開発から販路拡大までを支援します～
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働き方改革に取り組む企業を支援します!
働き方改革地域実践事業　～参加企業募集中～

人材採用力強化プログラム「採用専門塾」参加企業募集

【問い合わせ先】 福岡県北九州労働者支援事務所　担当：野平、末吉　TEL：093-967-3945

募　集

募　集

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

　働き手に選ばれるためには魅力的な職場づくりが不可欠です。
　同じ悩みを持つ方々とのワークショップ（全3回）と、働き方改革に精通したアドバイザーのフォローアップ
支援により働き方を見直す取組をサポートします。北九州市内の会場での開催のほか、オンラインでも参加可
能です。奮ってご参加ください！

【内　　容】

【日 程 等】

【定　　員】
【申込締切】
【要　　件】
【Ｈ　　Ｐ】

　・対面での会場実施またはオンライン開催のいずれかを選択できます。
　・会場、オンラインともに13時30分～16時30分
　　　（会 場 開 催）8月18日（木）「基本講座」、10月4日（火）「中間報告会」、11月25日（金）「最終報告会」
　　　　　　　　　　北九州市立生涯学習総合センター ホール（北九州市小倉北区大門1－6－43）
　　　（オンライン）11月1日（火）「基本講座」、12月7日（水）「中間報告会」、来年2月9日（木）「最終報告会」
　　　　　　　　　　※ミーティングツール「Zoom」を使用します。
　　　　　　（北九州会場）20社　　　　（オンライン）30社
　　　　　　（　会　場　）8月16日（火）、（オンライン）10月27日（木）
　　　　　　　全講座（3回）への参加　　【参 加 費】無　料
　　　　　　　https://www.ahc-net.co.jp/lp/f-hatarakikata2022/

　　働き方改革に精通した専門家（社会保険労務士、中小企業診断士など）が、貴社の取組を個別支援（計画案づくり
　から実践まで）します。

人事・採用担当者の方を対象に、ＤＸ時代に対応した「採用力」を身につける特別塾を開講します！
全５回の本カリキュラムは、人材大手のパーソルキャリア株式会社監修。最先端の採用ノウハウが習得できるだ
けでなく、採用チェックシートや採用ツールなど成果物を得ることができます。
受講者には、個別採用コンサルも実施。講義以外でも採用に関するお困りごとを相談できます。

身につくスキル例

・求人票の設計力
・自社のファン創造力
・令和式面接力
・ＳＮＳ等を活用した採用広報力
・多角的な採用力

申込締切　7月12日（火）
※参加には選考がございます。

■詳しくは
　市のHP

■詳しくは
　市のHP
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【問い合わせ先】 事業承継研究会（事業受託者）　担当：弁護士 小原（オバラ）　TEL：883-7840　FAX：883-7841

ご案内 事業承継に関する相談をお待ちしています!（無料訪問相談受付中）
【本訪問相談の４つの特徴！！】
☑ 無料（1企業3回まで。市の委託事業なので安心。）
☑ 事業承継に精通した弁護士、税理士、中小企業診断士が案件
　 に応じてチームで対応（法務、税務、経営面からしっかりサポート！）
☑ 出張相談なので出かける手間が不用。
☑ 会社以外の場所でのご相談にも対応いたします。

北九州市ＨＰから申込用紙をダウンロード

093-883-7840
r4.jigyousyoukei@gmai.com

■事業承継に係る経費支援
北九州市の助成金情報もご案内
（8月1日より募集開始）

・ＦＡＸ

・ＴＥＬ　
・Ｅメール

申込方法

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700211.html

検索北九州市事業承継

ご案内 適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関するお知らせ

■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
〈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）から求められた場合、インボイスを交付する必要があります。
〈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。

対象地域 開催日 開催時間 開催場所 事前予約（問合せ）先定員

門司区 20 門司税務署
（門司区西海岸1丁目3番10号 門司港湾合同庁舎）

門司税務署
総務課
℡：093-321-5831

7月26日㈫
7月28日㈭
8月22日㈪
8月23日㈫

10：00～11：00

20 若松税務署
（若松区本町1丁目14番12号 若松港湾合同庁舎）

若松税務署
個人課税第一部門
℡：093-761-2536

7月5日㈫ 10：30～11：30
13：30～14：30

30 小倉税務署
（小倉北区大手町13番17号）

小倉税務署
個人課税第一部門
℡：093-583-1331

7月4日㈪

8月18日㈭

8月10日㈬

14：00～15：30

10：00～11：30

30

50

八幡税務署
（八幡東区平野2丁目13番1号）
千草ホテル 光琳の間
（八幡東区西本町1丁目1－1）

八幡税務署
個人課税第一部門
℡：093-671-6531

7月6日㈬

8月3日㈬

14：00～15：00

16：00～17：00

若松区

主催 セミナー名 開催日 開催場所 問合せ先定員

①北九州商工会議所 40 北九州商工会議所９階ホール
（小倉北区紺屋町13番１号）

北九州商工会議所
中小企業振興課
℡：093-541-0188

7月26日㈫
14：00～16：00

30 北九州テクノセンタービル５階
（戸畑区中原新町２番１号）

（公財）北九州産業学術推進機構
中小企業支援センター
℡：093-873-1430

8月中～下旬②（公財）北九州産業学術推進機構
　中小企業支援センター

インボイス制度の概要と
実務上対応のポイント

令和4年度「適格請求書等保存方式
（インボイス制度）セミナー

小倉北区
小倉南区

八幡東区
八幡西区
戸畑区

説明会の日程は随時更新
しております。
最新版は福岡国税局ＨＰ
「消費税インボイス制度」
をご覧ください。

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インボイス制度が始まります。
インボイス制度の開始に備えて、ぜひ以下の説明会およびセミナーにご参加ください。

【消費税インボイス制度説明会（主催：国税局・税務署）】
　　消費税の仕組みやインボイス制度について知りたい方は、事前予約（問合せ）先にお電話等で申込をした上で、
　説明会（無料）に是非ご参加ください！

【インボイスセミナー（主催：①北九州商工会議所、②（公財）北九州産業学術推進機構中小企業支援センター）】
　　市内の中小企業者、個人事業者を対象に、インボイス制度の理解を深めていただくことを目的としたセミナー
　を開催します。ご興味ある方は、ぜひ事前申込の上、ご参加ください。
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雑がみ分別BOXの無料配布についてご案内

【問い合わせ先】 北九州市保健福祉局健康医療部健康推進課　担当：日髙・田村　TEL：093-582-2018

【問い合わせ先】 北九州市環境局循環社会推進課　担当：手島・合田　TEL：093-582-2187　FAX：093-582-2196

募　集

廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなけ
ればならない」とされており、事業者がごみを排出する場合は、適正な処理と、分別・リサイクルによる減
量化と資源化等に努めなければなりません。
そこで環境局では、適正処理と資源化・減量化の啓発のため、『雑がみ分別BOX』を事業所向けに無料配布
いたしますので、ご利用ください。

※申込方法など詳しくは北九州市ホームページをご覧ください。
　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/file_0408.html

オフィスペーパーをもっとリサイクルへ‼

雑がみ分別BOX
（段ボール素材90L・45L）

　北九州市では、次世代を担う子どもや若者をはじめとするすべての市民が、
社会とのつながりの中で、健やかで心豊かに生活できる幸福な社会の実現を
目指した「第二次北九州市健康づくり推進プラン」に基づき、各種の施策・事
業に取り組んでいます。
　その一つとして、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んでいる
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』を実施しています。
　日頃の健康づくりの取り組みを応募して、ぜひ、多くの方にお伝えしてみませんか?

対 象 者　【企 業 部 門】

　　　　　【地域団体部門】

募集期間
募集方法

表　　彰

従業員やその家族を主な対象として実施する健康づくりに関して先進的・効果的に取り組ん
でいる市内の企業。企業部門に応募することで「公共工事の総合評価方式」の評価・「北九州
SDGｓ登録制度」で優遇されます。
地域住民を対象として実施する地域に根ざした健康づくりに関して先進的・効果的に取り組
んでいる市内の地域団体や、地域住民と関わって健康づくりに取り組んでいる市内の企業

令和４年７月１日（金）から令和４年９月１５日（木）まで
応募用紙に、必要事項を記入のうえ、北九州市保健福祉局健康推進課あてに郵送してください。
応募用紙は、北九州市のホームページからダウンロードすることができます。
令和４年１０月頃、審査を経て表彰対象を決定し、令和４年１１月頃、表彰します。また、「活動事例集」を作成
し、市ホームページに掲載するとともに、区役所や市民センター等に配布して活動内容を広く紹介します。

検索健康づくり活動表彰

第10回 北九州市健康づくり活動表彰の
候補企業・地域団体を募集します!

※企業部門・地域団体部門、いずれも、営利を目的とした活動及び国や自治体等から受託した事業等は対象とはなりません。

詳しくは、北九州市
ホームページ https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17200411.html
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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。　

【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、平松　TEL：092-738-8875

ご案内 【8～10月開講】生産性向上支援訓練のご案内 
-ポリテクセンター福岡-

●　時間はいずれも9:30～16:30（昼休憩60分）です。
●　①～⑤、⑧～⑨の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。
●　⑥～⑦の会場は株式会社アットワーク黒崎駅前教室（北九州市八幡西区黒崎3-9-22 RISOビル7F）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又はメールでお申し込みください。申込書は当センター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。

●　ご不明な点は、お気軽に下記までお電話ください。

日程コース名
　８月　８日（月）
　８月　９日（火）
　９月　５日（月）
　９月　７日（水）
　９月　９日（金）
　９月１７日（土）
１０月１５日（土）
１０月１７日（月）
１０月１９日（水）

¥ 3,300
¥ 3,300
¥ 3,300
¥ 3,300
¥ 3,300
¥ 2,200
¥ 2,200
¥ 3,300
¥ 3,300

①　後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割
②　業務効率向上のための時間管理
③　品質管理実践
④　原価管理とコストダウン
⑤　ＩＴツールを活用した業務改善
⑥　表計算ソフトを活用した業務改善
⑦　業務に役立つ表計算ソフトの関数活用
⑧　成果を上げる業務改善
⑨　管理者のための問題解決力向上

受講料

「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。

https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/poly/biz/seisansei.html

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！オーダーコース

募　集

【問い合わせ先】 北九州市健康づくりインセンティブ事業事務局：Kanoプランニング㈱　TEL：093-967-1320

　北九州市は、市民の皆さまの健康づくりへの取組みを促進する
ため、健診受診やウォーキングなどでポイントを貯めると特典が
受けられる健康づくりインセンティブ事業を展開しています。こ
の事業に協賛し、特典を提供いただける事業者様を協賛店として
登録しています。

北九州市民の健康づくりを応援して、
店舗や商品のPRをしませんか？

検索健康マイレージ事業

令和４年度 北九州市健康づくりインセンティブ事業
協賛店・協賛企業を募集します!

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_0085.html
詳しくは、北九州市ホームページ


