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・第10回北九州市健康づくり活動表彰 受賞者決定、インボイス制度に関するお知らせ…5P
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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：滝本、堺　TEL：093-873-1430

■事 業 名：ＯＦＤＭ変調信号を無線送信する新製品を業種転換で小売販売する事業構築
■申請類型：中小企業・卒業枠/事業譲渡・業種転換
株式会社シスコムは、昭和63年3月に北九州市八幡西区幸神で創業したシステム開発事業者です。主力製品は、
港湾コンテナターミナルにおける輸出入コンテナの動静管理をする「コンテナターミナル統合管理システム」
で、北九州市門司区の太刀浦コンテナターミナル（北九州市：コンテナ取扱全国8位）及び広島市の広島国際港
コンテナターミナル（広島市：コンテナ取扱全国12位）に展開しています。また、米国製80GHz帯無線通信装
置をメーカーの日本代理店から仕入れ、卸売業として販売していました。
事業再構築事業において当社は、まず、上記の日本代理店が保有する米国メーカーから無線通信装置を輸入する
権利等の事業譲渡を受けます。続いて、卸売業から米国製80GHz帯無線通信装置を事業者に直販する小売業へ
業種転換を図りますが、対象の無線機は事業者向け特殊無線機であるために、総務省総合通信局においてエンド
ユーザーの利用場所登録をしなければ電波法の許認可を受けることができず、許認可を受けていなければ無線機
の電源を投入して電波を発射することができない状況でした。すなわち、お客様の事業場所に無線機を納品して
設置するまで米国から輸入した無線機が壊れていないか、または製品仕様が正しいかどうか、もしくは出力の規
定性能を達しているかを確認する術がありませんでした。
そこで、本補助事業により創業の地に社屋を新築し、無線機電波強度測定用の電波暗室を設置します。外部に電
波漏洩をしない電波暗室において、電波法の許認可を受ける前に輸入した無線機の製品検査をすることで、事業
者向けの販売における初期不良を排除できるようになります。今後は、全国の通信事業者や自治体等に向け、弊
社の無線システムを提案・販売することで、既存光ファイバー網の一部を無線で代替するソリューション提案や
ラストワンマイル地域における大容量無線通信の普及に貢献します。

株式会社シスコム（小倉北区）

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に採択され新規事業を構築した市内企業をご紹介します。
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【問い合わせ先】 お取引先の各金融機関へご相談ください。

【問い合わせ先】 北九州市中小企業支援センター　担当：國・北野　TEL：093-873-1430

ご案内

ご案内

お知らせ

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

事業の見直し、改善をお考えの経営者の皆様へ

福岡県特定最低賃金のお知らせ（令和4年12月10日発効）

　　　　　　　　　　　　 市内の中小・小規模企業者が抱える経営課題の抽出や分析、経営計画・資金繰り
計画の策定を支援する専門家を派遣します。今後の事業展開の基礎固め、経営改善にお役立てください！

【専門家派遣回数】最大６回（派遣回数は専門家がヒアリングを行い決定します）
【派遣費用】初回は無料/２回目～６回目までは１回あたり3,000円
 ▷詳しくは、HPをご覧ください

【支援内容】

https://www.ktc.ksrp.or.jp/news/2022/12/post-116.html

ヒアリング・
データ収集1 課題の抽出

分析2 経営計画
方針の策定3 経営改善

計画の策定4

初回
無料

【経営力強化サポート事業】

　現在返済中の借入金について、返済金額や返済方法等の条件の変更について、金融機関で相談することが可能です。
　具体的には、コロナ前の借入や、コロナ禍における実質無利子融資等について、月々の返済を当面の間猶予または減
額したり、返済期限を延長することで、新たな借り入れをせず、手元の資金繰りを緩和出来る可能性があります。

　令和4年10月8日に福岡県最低賃金は時間額900円（引上げ率3.45％）に改定が決定しました。
雇う上でも働く上でも、最低限のルールです。必ず確認しましょう。
　また、福岡県特定最低賃金は以下表のとおりです（効力発生日：令和4年12月10日）。

新型コロナウイルス感染症の影響による
資金繰りでお困りの中小事業者の皆様へ

【参　考】
　詳しくは以下のURLにアクセスしてください。
　　金融庁ＨＰ
　　https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf　
　　経済産業省ＨＰ（21ページをご覧ください。）
　　https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?1226

（注）百貨店、総合スーパーについては、令和4年の金額改定はありません。
　　　令和4年10月8日からは福岡県最低賃金（1時間900円）が適用されます。

特定最低賃金 1時間
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
自動車（新車）小売業
輸送用機械器具製造業

1,010円
977円
987円
987円
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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：福田、柴田　TEL：093-873-1433

募　集

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700360.html◆北九州市HP

　中小企業大学校直方校サテライト・ゼミが北九州市で開催されます。この研修では、若手リーダーが周囲に積極的に
働きかけ、チームの目標達成を推進していくための、上司の補佐や後輩・部下指導のスキル、チームでの仕事の進め方
を学ぶことができます。

1　研修期間
2　対 象 者

3　定　　員
4　受 講 料
5　会　　場

6　募集期間
7　申込方法

令和５年３月14日（火）から３月15日（水）まで（２日間　計12時間）
企業等における管理者候補（係長・主任）
・これから管理者になるリーダーの方　　・職場やチーム内で後輩や部下がいる方
・自分の仕事に対する意識や行動を変えたい方　など
15名
22,000円（税込）
八幡西生涯学習総合センター２階204会議室
（北九州市八幡西区黒崎三丁目15番３号　コムシティ内）
令和４年12月１日～令和５年３月13日（前日）まで
中小企業大学校直方校（主催）へのお申込みが必要になります
詳しくは、下記URL（北九州市HP）をご確認ください

「中小企業大学校直方校」×「北九州市」コラボ開催!
 中小企業向け「若手リーダー養成研修」受講者募集

助成金 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）」及び「通常枠」の申請にかかる費用の一部を助成します

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

１　対象者
　　国（中小企業庁）の事業再構築補助金の第8回公募分のうち「原油価格・物価高騰等緊急対策枠」及び「通常枠（※）」
　　を申請した市内中小企業等
　　※通常枠の場合は、2022年1月以降のいずれかの月の売上高が、2019～2021年の同月と比較して10％以上減
　　　少し、「足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けている事業者に対する加点」を申請してい
　　　ることが条件です
２　対象経費
　　国（中小企業庁）の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（中小企業庁）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
　　令和4年12月16日（金）～令和5年2月13日（月）まで　※当日消印有効

↑詳細は市ＨＰを
　ご覧ください。

3/14
（火）

月日 時間
 09:45
‒10:00 開講式・オリエンテーション

チームリーダーに求められる役割と
能力
チームの成果を追及する

 10:00
‒12:00
 13:00
‒17:00

内容

3/15
（水）

月日 時間
 09:30
‒12:00

チームでの仕事の進め方とコミュニ
ケーション
「理想のリーダー像」と今後のキャ
リアプラン
終講式

 13:00
‒16:30
 16:30
‒16:40

内容
カリキュラム
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ご案内

【問い合わせ先】 （公財）北九州観光コンベンション協会 事業部　担当：吉馴（よしなれ）　TEL：093-511-6800

事業の引継ぎをお考えの経営者・後継者向け 無料セミナーを開催!ご案内

【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

中小企業テクノフェア in 九州 2023の出展社を
募集中です!　申込締切：3月24日（金）

７月５日（水）～７日（金）の３日間、西日本総合展示場
新館で開催する展示会「中小企業テクノフェア in 九
州 2023」の出展社を現在募集しています！
本展示会は、〝ものづくり〞に積極的に取り組む中小
企業が自ら培った技術力による優秀な開発製品や技
術、サービスを一堂に展示実演し、広く発注企業、商社
に対して「製品開発力」や「加工技術力」を紹介するこ
とによって、広域的な受注機会の増大、及び新規取引
先の開拓を行うことを目的としています。
「課題解決EXPO」という名称のもと、各種製造現場を
対象とした「西日本製造技術イノベーション」、デジタ
ルトランスフォーメーション推進を目的とした「西日
本DX推進フェア」、環境ビジネス振興を目的とした
「エコテクノ」などと同時開催し、他業種の方々との積
極的な技術交流や商談を行うことが出来ます。
販路開拓や企業PRをお考えの企業様は、是非お気軽に
お問合せ下さい。
中小企業テクノフェアホームページ
https://kyushu-tf.solution-expo.jp/

▶開催概要　会場およびオンライン（Zoom使用）
　　　　　 テーマ「近年のM＆Aの状況（傾向）」
▶開催日時　令和５年２月22日（水）　17:00～18:30
　　　　　 ※希望者には、セミナー終了後に個別相談会あり
▶開催場所　北九州弁護士会館　5階会議室
　　　　　 （小倉北区金田1‒4‒2）
▶受 講 料　無料
▶申込期間　随時申込受付中。２月21日（火）まで申込可。
▶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

事承継をお考えの経営者・後継者の皆さまへ「事業承継セミナー」のご案内です。
会場とオンラインの両形式で開催しますので、ご自身に合ったスタイルでご参加できます。
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ご紹介

お知らせ

【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

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

第10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』を実施しています。
　令和４年度（第10回）は、企業部門19件・地域団体部門6件の応募があり、
表彰企業・地域団体を決定し、表彰式を開催しました。

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

24 門司生涯学習センター
（門司区栄町３番７号）

10：30～11：30
13：30～14：30

10：00～11：00
14：00～15：00

公益社団法人 若松法人会 会議室
（若松区本町１丁目13番15号 石炭会館２階）

若松税務署
法人課税第一部門
℡：093‒761‒2694

門司税務署
総務課
℡：093‒321‒5831

2月1日㈬

20

50

15 小倉税務署
（小倉北区大手町13番17号）

毎日西部会館９階ホール
（小倉北区紺屋町13番１号）

小倉税務署
①個人課税第一部門
②法人課税第一部門
℡：093‒583‒1331

①10：00～11：00
②15：00～16：00

2月8日㈬ 16：00～17：00

3月20日㈪ 50①10：00～11：30
②14：00～15：00

3月29日㈬ 14：00～15：00
千草ホテル 光琳の間
（八幡東区西本町１丁目１番１号）

八幡税務署
法人課税第一部門
℡：093‒671‒6531

若松区

2月22日㈬
3月23日㈭

2月21日㈫
3月22日㈬

門司区

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
説明会」をご覧ください。

【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！

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、ぜひ以下の説明会にご参加ください。
■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。

※駐車場に限りがありますので、ご来場の際は、なるべく公共交通機関等をご利用ください。

賞毎に50音順に掲載

株式会社池間組、岡﨑建工株式会社、
株式会社岡部組、河建工業株式会社、
九新建設株式会社、株式会社大幸組、
株式会社ダイコウ技建、株式会社千葉工務店、
日本乾溜工業株式会社北九州営業部、
村上建設株式会社、
明治安田生命保険相互会社北九州支社、
吉浦海運株式会社、株式会社ライフキット

税理士法人エルビーエー
健康活動を応援し、活動環境の整備を
目的に独自ウォーキングキャンペーン
を実施。健康企業への取組み意欲大。
株式会社小林組
社員の心と体の健康維持のため、ワー
クライフバランスを推進。時間外労働
削減や有給休暇取得促進に取り組む。
株式会社ランクルーズ
健康診断の結果をもとに、年２回の健
康指導を実施。社員の食生活改善や健
康意識の高まりが見られた。

鮎川産業株式会社
計画的な健康づくりの取組み（週1回の血
圧測定・特定保健指導の積極的利用・がん
検診による早期発見治療）や自社ホームペ
ージを活用した健康経営関連の取組みの
情報発信が高く評価。

日鉄高炉セメント株式会社
健康マニアとして社内で有名な社長自ら
の全社員への健康情報の発信や、全社員参
加型のチャレンジキャンペーン、インセン
ティブを設けたユニークな取組みなどが
高く評価。

市 長 賞 優 秀 賞

健康づくり活動賞

本市ホームページに掲載中！
活動の詳細は ※【地域団体部門】受賞６団体については、本誌では割愛します。

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/menu01_00081.html
健康づくり活動表彰
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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。　

【2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-

【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　TEL：092-738-8875

■　時間はいずれも9:30～16:30（昼休憩60分）です。
■　①の会場はポリテクセンター福岡 福岡事務所（福岡市中央区赤坂1-10-17 しんくみ赤坂ビル5F）です。
■　②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。

受講料日　程コース名
後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割
業務に役立つ表計算ソフトの関数活用

①
②

2/21（火）
2/25（土）

¥ 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。

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

事業主に雇用されている方、事業主の方
その他業務に必要な知識・技能・技術を
身につけたい方

対象

２日間から４日間（合計12時間から）日程

7,500円～30,000円料金
こんな方におすすめ

オーダーメイドセミナー

能力開発セミナーのご案内
-ポリテクセンター福岡-

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な知識や高度な技能・技術を習得する能力開発セミナーを実施しています。

「自社の生産現場に即した研修を実施したい」「能力開発
セミナーを受講したいが、掲載されているセミナーでは
日程が合わない」といった場合には、ご要望に合わせて
日程や内容をカスタマイズしたオーダーメイドセミナ
ーを計画・実施することができます。

在職者のみなさま
▶　業務で必要な知識を学びたい
▶　技能や技術を向上させたい
▶　担当業務のため、個人で受講したい
人材育成ご担当者様
▶　社員の業務理解度を深めたい
▶　社員に技術を習得させ、業務を効率化したい
▶　中堅・指導者向けの社員を育成したい


