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ご紹介 事業再構築補助金 採択企業のご紹介

【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：北嶋　TEL：093-873-1430

有限会社ニュー大成（小倉北区）

■事 業 名： 話題の「腸活」をワンストップで提供する美腸活サロンを開店
■申請類型： 中小企業　通常枠/新分野展開

有限会社ニュー大成は昭和33年に小倉北区京町で「大成旅館」として創業
し、すぐに旅館敷地内に軽食処「喫茶いち」を開店しました。その後平成
30年に旅館は廃業したものの、競輪選手宿舎事業、ビジネスホテル朝食調理受託、不動産賃貸業、インターネ
ットカフェとビジネスの幅を広げながら、長きにわたり時代の変化にいち早く反応・適応しつつ経済環境の変
化を生き抜いてきました。しかし、新型コロナウイルスの影響でインターネットカフェの事業継続が困難とな
り令和3年7月に撤退。これは新たな進化をすべきタイミングであるととらえ、今回の事業再構築補助金の申請
へと舵を切りました。

これまでもその時代に合った事業展開を行うことで成長してきた社長が目
を付けた新たなビジネスは【腸活】でした。「腸活」とは腸内環境を整える
ことで健康維持増進を図るものであり、ダイエット・美肌といった美容効
果や、腸内改善による健康促進効果が期待できます。

「美や健康に意識の高い20代以上の女性層」をターゲットとした【腸活
カフェICHI】がオープンしたのは今年の5月。インターネットカフェで使
用していたスペースをリニューアル改装し、開放的でナチュラルな空間に
仕上げました。天井の高い広々とした入口からのスペースにゆったりと商
品を陳列し、奥へと続くカフェスペースではこだわりの「腸活」メニュー
を提供します。身体（腸）に良いとされる野菜を多く使ったランチプレー
トやぬか炊き和定食、植物由来の材料のみを使用したスイーツ類を用意
し、健康茶や酵素ドリンク等も提供しています。物販コーナーでは、健康
食材やサプリメント、地元産オーガニック野菜、自社製ぬか漬けや、さば
のぬか炊きなどを販売。また、販売する食材を使ったカフェメニューのレ
シピも公開し、顧客の「腸活」への意識の向上を図っています。
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助成金

助成金

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局産業政策課　TEL：093-582-2299

【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

１　対象者
　　事業再構築補助金の第７回公募分のうち「原油価格・物価高騰等緊急対策枠（緊急対策枠）」を申請した市内中小
　　企業等
２　対象経費
　　事業再構築補助金の申請にかかる経費として、行政書士・税理士・中小企業診断士・コンサルティング会社などの
　　「専門家等」に支払う経費（事業計画策定費用や申請サポート費用等）
　　※ただし、消費税及び成功報酬は除く
３　助成額
　　中小企業者及び個人事業主　対象経費の３／４
　　中堅企業者　対象経費の２／３
　　※いずれも上限は50万円とします。
　　※国の事業再構築補助金の採択・不採択に関わらず、上記の通り、助成します。
４　申請方法
　　郵送申請のみ（申請書類一式を以下提出先まで送付してください）
　　＜提出先＞　〒803‒8501　北九州市小倉北区城内１番１号
　　　　　　　　　　　　　　　 産業経済局産業政策課　事業再構築補助金活用促進助成金担当　宛
５　申請期間
　　事業再構築補助金（第７回）の申請開始日（８月下旬の予定）～令和４年10月31日まで　※消印有効
　　※令和４年７月14日時点で事業再構築補助金（第７回）の申請スケジュールは未定です。
　　　詳細は事業再構築補助金のＨＰでご確認ください。

【第２次募集】事業承継に係る経費の一部を助成します!

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700210.html
中小企業振興課
ホームページのQRコード

　北九州市では、市内の中小企業の雇用の場を守り、優れた技術や経営資源を将来にわたって継続させることを目的
として、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。

１　対 象 者
２　対象事業

３　助成金額
４　募集期間

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。
事業承継を目的に、税理士事務所、法律事務所、コンサルティング会社、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。
⑴ 事業承継計画の策定等　（親族内、従業員等承継）
⑵ 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
対象経費の2分の1、上限50万円（千円未満の端数切捨て）
第１次募集　令和４年４月１日～４月28日（終了）
第２次募集　令和４年８月１日～８月31日（募集開始！）
第３次募集　令和４年12月１日～12月28日（予定）

北九州市　事業承継助成金

●お申込みについて　・申請要件、その他詳細は下記ホームページにてご確認をお願いします。
　・お申込みにあたっては、着手前に下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。

事業再構築補助金「原油価格・物価高騰等緊急対策枠
（緊急対策枠）」の申請にかかる費用の一部を助成します

←詳細は市ＨＰを
　ご覧ください。
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プレミアム付商品券の取扱店を募集しています

【問い合わせ先】
 ≪本スクールに関すること≫ 北九州工業高等専門学校　担当：久池井教授　TEL：093‒964‒7259
 ≪デジタル技術活用支援に関すること≫ 北九州市産業経済局次世代産業推進課　担当：田口、池田　TEL：093‒582‒2905
（公財）北九州産業学術推進機構 ロボット・DX推進センター　担当：岩下、山口、片脇　TEL：093‒695‒3077

募　集

募　集

【問い合わせ先】 北九州商工会議所プレミアム商品券コールセンター　TEL：０１２０-３７６-２５６

 ■受講対象：対面式とオンライン（リアルタイム）形式を選択できます。講座の一部に参加できない場合、
 　　　　　　オンデマンドで講座の状況の映像を配信します。
 ■実施時期：特別講座　8/19（金）・20（土） ＋　５回の本講座　全６回
 ■募集時期：特別講座は8/5（金）まで、本講座は9/16（金）まで
 ■ホームページ：https://www.kct.ac.jp/kigyou/business_school.html
 ■申込方法：HPを参照のうえ、webまたはE-mail、FAX、郵送でお願いします。

　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、プレミアム付商品券を販売します。
　今回はキャッシュレス商品券「Paycha（ペイチャ）」に加え、スマホなしでも使える紙の商品券「DX（デラッ
クス）」も販売します。
　現在、取扱店を随時募集しています。ぜひご登録ください。詳細、申請手続きは北九州商工会議所ホームペー
ジをご覧ください。

DX（デジタルトランスフォーメーション）、第４次産業革命が進む中で、デジタル技術を活用し、成長を目指す
中小ものづくり企業の経営層向けビジネススクールです。
デジタル技術による、生産性向上、業務革新、事業成長、技術継承、人材育成、国際基準への準拠等の様な利点
について理解を深めて頂き、自社の進むべき将来像を描けるようになって頂くための講座です。
今年で４年目のセミナーであり、これまでの受講者からは非常に高い評価を頂いています。

ホームページはこちらから⇒

【プレミアム率】
【 発 行 総 額 】
【 使 用 期 間 】

【換金手数料】

20％
60億円（ペイチャ42億円、デラックス18億円）
ペイチャ　：令和４年９月16日～令和５年１月31日
デラックス：令和４年９月16日～令和５年１月15日
換金額の2.2％

①北九州市内で営業している店舗であること
②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
　（たばこ、金券類、家賃など一部対象外あり）
※その他の条件は申請時に取扱店規約をダウンロードしてご確認ください。

商品券概要

取扱店登録条件

【中小ものづくり関連企業の経営層向け】 デジタル技術活用支援セミナー　
（第４次産業革命 エグゼクティブビジネススクール）参加者を募集します
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【問い合わせ先】 北九州市総務局女性活躍推進課　担当：柳、城水　TEL：093-582-2209

ご案内 「北九州イクボス同盟」に加入しませんか？

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

8月22日㈪
8月23日㈫
9月20日㈫
9月22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

8月18日㈭
9月20日㈫

10：30～11：30
13：30～14：30

25 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

8月10日㈬
9月27日㈫ 10：00～11：30

50 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

8月3日㈬

9月29日㈭

16：00～17：00

14：00～15：00

若松区

開催日 開催時間 開催場所 問合せ先定員

20 福岡ひびき信用金庫　相生支店
（八幡西区相生町3－31）8月4日㈭ 15：30～17：00

20 福岡ひびき信用金庫　若松支店別館
（若松区本町3－1－3）8月9日㈫ 15：30～17：00

25 北九州テクノセンタービル　5階
（戸畑区中原新町2－1）8月23日㈫ 14：00～15：30

20 福岡ひびき信用金庫　小倉支店
（小倉北区米町1－1－1）9月6日㈫ 15：30～17：00

16 福岡ひびき信用金庫　曽根支店
（小倉南区下曽根2－10－32）9月8日㈭ 15：30～17：00

（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

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。

詳細は、中小企業支援
センターＨＰをご確認
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！

【インボイス制度対策セミナー（主催：（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。

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/kitaq-ikuboss/

【経営者・管理職の皆様へ】企業が持続的に成長していくためには、今こそ
働き方改革が必要です。本市では、市内企業・団体が一丸となって働き方改
革に取り組み、「働きやすいまち北九州」を実現するために、「北九州イクボ
ス同盟」の輪を広げています。部下のキャリアと家庭生活を支援し、業績を
上げながら、自身もライフを楽しむ「イクボス」の養成を支援するメニュー
も各種揃えていますので、ぜひ貴社のご加盟をお願いいたします。 ２６５社加盟中!

（７月15日現在）

★ 社会保険労務士・研修講師を無料で派遣します！
★ 加盟企業限定の研修や情報交換の場に参加できます！
★ 加盟企業の取組をＰＲします！

北九州イクボス同盟に加盟すると…

ご加盟、支援事業等の詳細はHP「今こそ、イクボス」をご覧ください

▼北九州イクボス同盟
　ホームページ
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女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進を支援します!ご案内

【問い合わせ先】 北九州市総務局女性活躍推進課　担当：柳、城水　TEL：093-582-2209

社員向け研修やセミナーに、講師を無料で派遣します

ワーク・ライフ・バランス等に取り組む事業者にアドバイザー（社労士）を無料で派遣します

▼女性活躍に関する一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象
　が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大【女性活躍推進法：R4.4.1施行】
▼産後パパ育休制度（出生時育児休業制度）の創設や企業による雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置が、
　全企業で義務化【育児・介護休業法：R4.4.1から段階的に施行】など。

改正女性活躍推進法、改正育児・介護休業法が段階的に施行されています

　社員の意識改革や業務改善、働き方の見直しを図り、働きやすく働きがいのある職場環境を整える
ことは、有能な人材の確保や企業の生産性・競争力の向上など、企業にとっても多くのメリットをも
たらします。
　北九州市では、これから女性活躍やワーク・ライフ・バランスに取り組もうとしてい
る、あるいはさらに取組を進めようとしている企業・事業所の社員向け研修やセミナー
に、講師を無料で派遣します。企業の経営戦略として、女性活躍やワーク・ライフ・バ
ランスに取り組んでみませんか。

　ワーク・ライフ・バランスや女性活躍に取り組み、さらなる充実を図ろうと
する事業者にアドバイザーを派遣し、助言や情報提供を行います。助成金の活
用や就業規則の見直し等、専門的見地から支援します。

●女性活躍、ワーク・ライフ・バランスの基本 ●女性の育成、キャリア支援　 ●仕事と子育て、介護等の両立支援
●管理監督者のスキルアップ（イクボス養成） ●働き方改革による時間外労働の削減　
●これからの採用のあり方（人材の定着など） ●これからの男性育休（改正育児・介護休業法）　など

【テーマ・内容の例】

●育児期・介護期の社員が安心して働ける職場づくり　　　　　●働き方改革を実現するためには
●これから女性を積極的に採用するために準備しておくこと　　●ハラスメントのトラブルを防止するためには
●「次世代育成支援対策推進法」「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画の策定
●助成金を活用した自社の女性活躍・ＷＬＢの取組（仕事と育児・介護との両立等）の促進　など

【アドバイスの内容例（1回2時間程度で、4回まで）】

※従業員300人以下の市内事業所は 無料  （301人以上の事業所にも有料で派遣します。）

こうした動きに取り組む市内企業の皆さまに、専門家を無料で派遣
しています。この機会に「働き方改革」に取り組んでみませんか。

■専門家派遣の対象：
　北九州市内の企業･事業所
　（詳細は各ホームページ参照）

市ホームページ
▼

市ホームページ▶
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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。　

【9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-

【9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：帆足、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、平松　TEL：092-738-8875

受講料日　程コース名
ＶＬＡＮ間ルーティング技術
ＴＩＧ溶接技能クリニック
２次元ＣＡＤによる機械設計技術

9/ 6（火）， 7（水）
9/26（月），27（火）
9/27（火），28（水），29（木）

■　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/zaishoku/index.html
■　ご不明な点は、お気軽に下記までお電話ください。

■　時間はいずれも9:30～16:30（昼休憩60分）です。
■　①～③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。
■　④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。
■　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。

¥ 8,000
¥ 15,500
¥ 12,500

受講料日　程コース名
品質管理実践
原価管理とコストダウン
ＩＴツールを活用した業務改善
表計算ソフトを活用した業務改善

①
②
③
④

9/ 5（月）
9/ 7（水）
9/ 9（金）
9/17（土）

¥ 3,300
¥ 3,300
¥ 3,300
¥ 2,200

セミナー

ご案内

「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。

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！

オーダーメイドセミナー

オーダーコース

事業主や事業主団体のみなさまのご要望に合わせて実施することができます。
実施方法等はポリテクセンター福岡のホームページをご覧ください。


