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JR吉塚駅徒歩 1分 Wi - Fi 完備

週に１度は…
会議室で
『ミーティング』

【16名利用時】【16名利用時】

【会議室】

2時間 7,480円～
（15名程度）
ロの字で25名程度まで対応可
※テーブル・椅子の設営料金は別途必要です。

日ごろの業務は…
ワンコインスペースで
『テレワーク』

【バックパネル使用時】【バックパネル使用時】

【ワンコインスペース】

1日500円（税込）
（9：00～17：00）
途中入退出ＯＫ

※Web会議等でバックパネル使用の
場合330円が別途必要です。
（イヤホンマイクはご持参くださ
い。）
※お茶（280ml）1本サービスです。

安心 快適な



有効求人倍率及び完全失業率の推移（福岡県）

グラフdeふくおか

福岡県では毎年、「中小企業の動向」及び「中小企業施策の実施状況」を取りまとめ、年次報告を作成しています。
本誌では、最新の年次報告から県内中小企業の動向について抜粋して連載します。
※年次報告の全体版はこちら
「中小企業の動向及び令和２年度中小企業振興施策の実施状況」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/gyosei-shiryo/smepromotion-r2report.html

労働力市場の需給状況

年齢階級別人口（福岡県）　２０１５年

注 ：完全失業率は、モデル推計によるもので、全国結果に比べ結果精度が十分に確保できないとみられることから、結果の利用に当っては留意する必要がある
出所：福岡労働局「雇用失業情勢」、総務省統計局「労働力調査」より作成

注 ：労働力人口とは、就業者と完全失業者を合わせたもの
出所：「国勢調査」より作成

職業別有効求人倍率の推移（福岡県）

雇用のミスマッチ

職業別、一般フルタイム・一般パートタイム労働者別有効求人倍率（福岡県）

注 ：常用雇用（雇用契約において雇用期間の定めがないか又は４か月以上の雇用期間が定められているもの（季節労働を除く。））の職業別有効求人倍率。なお、常用パート含む。
出所：福岡労働局「職業紹介の状況」より作成

出所：福岡労働局提供資料より作成

　直近の職業別の有効求人倍率を見ると、１倍を大きく超える職業がある一方で、「事務的職業」や「運搬・清掃等の職業」
では１倍を下回っており、雇用のミスマッチが生じています。
　一般フルタイムでは、「サービスの職業」、「保安の職業」、「生産工程の職業」、「建設・採掘の職業」で、一般パートタイム
では、「販売の職業」、「サービスの職業」、「保安の職業」、「生産工程の職業」で、それぞれ有効求人倍率が２倍を超える状況
となっています。
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では、「販売の職業」、「サービスの職業」、「保安の職業」、「生産工程の職業」で、それぞれ有効求人倍率が２倍を超える状況
となっています。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、県内における2020年平均の有効求人倍率は1.15倍と、前年の1.57倍を0.42
ポイント下回りました。単年での下げ幅としては、リーマンショック時を超え、過去最大でした。また、完全失業率は3.0％
となり、前年から0.2ポイント上昇しています。
　2015年の国勢調査によると、労働力市場からの退出が進む団塊世代（65～69歳）、ポスト団塊世代（60～64歳）と、新た
に参入してくる世代（20～24歳及び15～19歳）との間に人口ギャップがあり、今後の労働力不足が懸念されます。
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（倍）
1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

（％）
8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
2000 2005 2010 2015 2020

1.15

3.0

有効求人倍率 完全失業率 （年）

 

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

（千人）

労働力人口 非労働力人口

503,847

742,476

総人口 5,101,556人
労働力人口 2,379,910人

0～
4歳

5～
9歳

10
～
14
歳

15
～
19
歳

20
～
24
歳

25
～
29
歳

30
～
34
歳

35
～
39
歳

40
～
44
歳

45
～
49
歳

50
～
54
歳

55
～
59
歳

60
～
64
歳

65
～
69
歳

70
歳
位
以
上

（倍）
6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
2014年8月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021年8月

保安の職業 4.64

建設・採掘の職業 4.05

サービスの職業 2.25

生産工程の職業 1.91

販売の職業 1.15

輸送・機械運転の職業 1.60

専門的・技術的職業 1.70

職業計 0.94

農林漁業の職業 1.04

管理的職業 1.06

運搬・清掃等の職業 0.64

事務的職業 0.34

2021年8月倍率

職業計

管理的職業

専門的・技術的職業

事務的職業

販売の職業

サービスの職業

保安の職業

農林漁業の職業

生産工程の職業

輸送・機械運転の職業

建設・採掘の職業

運搬・清掃等の職業

一般フルタイム 一般パート

２０２０年８月

０.９３

１.０５

１.５２

０.３２

１.３７

１.８９

４.７２

０.８０

１.６５

１.５８

４.７０

０.６３

２０２１年８月

１.０３

１.２１

１.７５

０.３４

１.３１

２.１０

４.７４

０.８９

２.１５

１.７１

４.３５

０.６５

対前年差

０.１０

０.１６

０.２３

０.０２

▲０.０６

０.２１

０.０２

０.０９

０.５０

０.１３

▲０.３５

０.０２

２０２０年８月

１.１９

０.０３

１.５３

０.５７

３.７０

２.８２

４.６２

２.１９

２.９４

１.４９

１.８６

０.９１

２０２１年８月

１.１１

０.０３

１.７４

０.５７

２.１６

２.７９

５.１１

１.８０

３.９０

１.５０

１.２４

０.８７

対前年差

▲０.０８

０.００

０.２１

０.００

▲１.５４

▲０.０３

０.４９

▲０.３９

０.９６

０.０１

▲０.６２

▲０.０４

02



有効求人倍率及び完全失業率の推移（福岡県）

グラフdeふくおか

福岡県では毎年、「中小企業の動向」及び「中小企業施策の実施状況」を取りまとめ、年次報告を作成しています。
本誌では、最新の年次報告から県内中小企業の動向について抜粋して連載します。
※年次報告の全体版はこちら
「中小企業の動向及び令和２年度中小企業振興施策の実施状況」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/gyosei-shiryo/smepromotion-r2report.html

労働力市場の需給状況

年齢階級別人口（福岡県）　２０１５年

注 ：完全失業率は、モデル推計によるもので、全国結果に比べ結果精度が十分に確保できないとみられることから、結果の利用に当っては留意する必要がある
出所：福岡労働局「雇用失業情勢」、総務省統計局「労働力調査」より作成

注 ：労働力人口とは、就業者と完全失業者を合わせたもの
出所：「国勢調査」より作成

職業別有効求人倍率の推移（福岡県）

雇用のミスマッチ

職業別、一般フルタイム・一般パートタイム労働者別有効求人倍率（福岡県）

注 ：常用雇用（雇用契約において雇用期間の定めがないか又は４か月以上の雇用期間が定められているもの（季節労働を除く。））の職業別有効求人倍率。なお、常用パート含む。
出所：福岡労働局「職業紹介の状況」より作成

出所：福岡労働局提供資料より作成

　直近の職業別の有効求人倍率を見ると、１倍を大きく超える職業がある一方で、「事務的職業」や「運搬・清掃等の職業」
では１倍を下回っており、雇用のミスマッチが生じています。
　一般フルタイムでは、「サービスの職業」、「保安の職業」、「生産工程の職業」、「建設・採掘の職業」で、一般パートタイム
では、「販売の職業」、「サービスの職業」、「保安の職業」、「生産工程の職業」で、それぞれ有効求人倍率が２倍を超える状況
となっています。

　直近の職業別の有効求人倍率を見ると、１倍を大きく超える職業がある一方で、「事務的職業」や「運搬・清掃等の職業」
では１倍を下回っており、雇用のミスマッチが生じています。
　一般フルタイムでは、「サービスの職業」、「保安の職業」、「生産工程の職業」、「建設・採掘の職業」で、一般パートタイム
では、「販売の職業」、「サービスの職業」、「保安の職業」、「生産工程の職業」で、それぞれ有効求人倍率が２倍を超える状況
となっています。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、県内における2020年平均の有効求人倍率は1.15倍と、前年の1.57倍を0.42
ポイント下回りました。単年での下げ幅としては、リーマンショック時を超え、過去最大でした。また、完全失業率は3.0％
となり、前年から0.2ポイント上昇しています。
　2015年の国勢調査によると、労働力市場からの退出が進む団塊世代（65～69歳）、ポスト団塊世代（60～64歳）と、新た
に参入してくる世代（20～24歳及び15～19歳）との間に人口ギャップがあり、今後の労働力不足が懸念されます。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、県内における2020年平均の有効求人倍率は1.15倍と、前年の1.57倍を0.42
ポイント下回りました。単年での下げ幅としては、リーマンショック時を超え、過去最大でした。また、完全失業率は3.0％
となり、前年から0.2ポイント上昇しています。
　2015年の国勢調査によると、労働力市場からの退出が進む団塊世代（65～69歳）、ポスト団塊世代（60～64歳）と、新た
に参入してくる世代（20～24歳及び15～19歳）との間に人口ギャップがあり、今後の労働力不足が懸念されます。

（倍）
1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

（％）
8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
2000 2005 2010 2015 2020

1.15

3.0

有効求人倍率 完全失業率 （年）

 

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

（千人）

労働力人口 非労働力人口

503,847

742,476

総人口 5,101,556人
労働力人口 2,379,910人

0～
4歳

5～
9歳

10
～
14
歳

15
～
19
歳

20
～
24
歳

25
～
29
歳

30
～
34
歳

35
～
39
歳

40
～
44
歳

45
～
49
歳

50
～
54
歳

55
～
59
歳

60
～
64
歳

65
～
69
歳

70
歳
位
以
上

（倍）
6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
2014年8月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021年8月

保安の職業 4.64

建設・採掘の職業 4.05

サービスの職業 2.25

生産工程の職業 1.91

販売の職業 1.15

輸送・機械運転の職業 1.60

専門的・技術的職業 1.70

職業計 0.94

農林漁業の職業 1.04

管理的職業 1.06

運搬・清掃等の職業 0.64

事務的職業 0.34

2021年8月倍率

職業計

管理的職業

専門的・技術的職業

事務的職業

販売の職業

サービスの職業

保安の職業

農林漁業の職業

生産工程の職業

輸送・機械運転の職業

建設・採掘の職業

運搬・清掃等の職業

一般フルタイム 一般パート

２０２０年８月

０.９３

１.０５

１.５２

０.３２

１.３７

１.８９

４.７２

０.８０

１.６５

１.５８

４.７０

０.６３

２０２１年８月

１.０３

１.２１

１.７５

０.３４

１.３１

２.１０

４.７４

０.８９

２.１５

１.７１

４.３５

０.６５

対前年差

０.１０

０.１６

０.２３

０.０２

▲０.０６

０.２１

０.０２

０.０９

０.５０

０.１３

▲０.３５

０.０２

２０２０年８月

１.１９

０.０３

１.５３

０.５７

３.７０

２.８２

４.６２

２.１９

２.９４

１.４９

１.８６

０.９１

２０２１年８月

１.１１

０.０３

１.７４

０.５７

２.１６

２.７９

５.１１

１.８０

３.９０

１.５０

１.２４

０.８７

対前年差

▲０.０８

０.００

０.２１

０.００

▲１.５４

▲０.０３

０.４９

▲０.３９

０.９６

０.０１

▲０.６２

▲０.０４

03Business Support Fukuoka  2022.5



録ビジサポ実 福岡県の中小企業支援機関とその支援事例を紹介します。

福岡県中小企業生産性向上支援センター

※支援についてのお問合せは、「福岡県中小企業生産性向上支援センター」へお願いします。
住所：福岡市博多区吉塚本町１３番５０号福岡県吉塚合同庁舎１Ｆ
TEL：092-292-8890　　FAX：092-292-8688
URL：https://www.f-seisanseikojo.jp　　E-mail：info@f-seisanseikojo.jp

　県内の中小企業（ものづくり・サービス業）が直面する人手不足、品質、コスト、納期などの生産性課題を
解決するため、経験豊富なアドバイザーが「作業環境改善」「改善職場づくり」「プロセス改革」「ＩＴ・スタッ
フ業務改革」「自動化・ＩｏＴ」など生産性向上の取り組みを現地現物で、期間や回数に制限を設けず無料で支
援しています。
　今回は、令和４年４月からの支援体制についてご説明します。

令和４年４月からの支援体制について
　コロナ禍の影響により、中小企業の事業継続、生産性向上のためには、デジタル化の推進が必須の条件となり、そ
の先にあるＤＸ、社会変革につなげる動きも加速しています。
　このため、生産性向上支援センターでは、中小企業の特性、ニーズに応じたデジタル化支援が進められるよう、デ
ジタル支援ユニットを設置し、支援体制を強化しています。
　なお、従来センターで行ってきた生産性向上の基礎となる５Ｓ、ＱＣ、工程改革などについては、引き続き改善支援
ユニットにより支援を行います。
　また、コロナ禍の影響が特に大きい宿泊事業者については、生産性向上、収益力の改善を通じた持続的な成長を目
的として、専門のアドバイザー及び企業診断スタッフによる宿泊業支援ユニットを設置し、個々の宿泊施設の課題抽出、
改善に向けた伴走支援を行います。

福岡県中小企業生産性向上支援センター　スタッフ紹介

※1　DE（デジタルエンジニアリング）とは、ものづくり製造業において、3DCADをはじめとしたCAEやCAM、3Dプリンタ、3Dスキャナなどの3D技術の活用から、
IoTやAI、VR、ロボットなどの最新技術を組み合わせて設計や生産を行うことをいいます。

※2　DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、デジタル技術でビジネスモデルそのものを変革して新たな価値を生み出し、企業の競争力を向上させることをいいます。

企業診断スタッフ まずは、企業診断スタッフが現場を診断し、課題の所在を伺い、診断シー
トにまとめます。

生産性アドバイザー 診断結果に基づき、各ユニットの生産性アドバイザーが現状分析と課題
の見える化を行い、企業と共に支援計画を作成します。

改善支援ユニット
生産性向上の基礎となる５Ｓ、
QC、工程改革などの支援を行い
ます。

デジタル支援ユニット
中小企業の特性、ニーズに合わせ、
DE（デジタルエンジニアリング）※1
やDX（デジタルトランスフォーメー
ション）※2に向けた支援を行います。

宿泊業支援ユニット
コロナ禍で大きな影響を受けた宿泊事業者
については、作業効率化、自動化など現場の
改善に加え、サービスの向上や新事業展開
といった売上向上に関する支援も行います。

生産性向上活動に取り組みませんか？生産性向上活動に取り組みませんか？

センター長
副センター長兼デジタル支援ユニット長
生産性アドバイザー
生産性アドバイザー
生産性アドバイザー
生産性アドバイザー
生産性アドバイザー
生産性アドバイザー
生産性アドバイザー

髙橋　茂雄
福田　　守
田形　昌宏
橋本　　太
山下　　厚
堤　　恒弘
大山　　昇
中村　　治
小野　哲夫

生産性アドバイザー（宿泊業専門）
生産性アドバイザー（宿泊業専門）
生産性アドバイザー（宿泊業専門）
企業診断スタッフ（技術士）
企業診断スタッフ（中小企業診断士）
企業診断スタッフ（中小企業診断士）
企業診断スタッフ（中小企業診断士）
企業診断スタッフ（中小企業診断士）
企業診断スタッフ（宿泊業専門）

甲斐　和郎
外山　由惠
北岡　敦広
末松　正典
道津　敬文
萩尾　重則
狭間  流
久野　靖治
柴垣　直紀

令和４年４月１日現在

〈お問い合わせ〉　知的財産支援センター　TEL：092-622-0035

知的財産支援センター
Bu s i n e s s  S uppo r t  F ukuoka

知財で拓く！ あなたの事業
福岡県知的財産支援センターでは、「福岡県知財総合支援窓口」等におけるご相談を通じ、 
中小企業の事業経営に活かせる知的財産の保護と活用についてお手伝いしています。

知財窓口担当者
北尾　尚子

（福岡県(吉塚)）

知財窓口担当者
高木 一美

（福岡県(吉塚)）

知財窓口担当者
木内 進
（久留米）

知財窓口担当者
武内 洋介
（北九州）

知財窓口担当者
花田　好子

（福岡県(吉塚))

北九州知的財産支援センター
 公益財団法人北九州産業学術推進機構
    住所：北九州市戸畑区中原新町 2－1
    TEL : 093－873－1432

福岡県知的財産支援センター
 公益財団法人福岡県中小企業振興センター
   住所：福岡市博多区吉塚本町 9－15 6F 
   TEL : 092－622－0035

久留米知的財産支援センター
  株式会社久留米ビジネスプラザ
   住所：久留米市宮ノ陣 4－29－11
   TEL : 0942－31－3104

特許流通コーディネーター
高橋 啓治

（福岡県(吉塚)）

知的財産の
保護と活用

ご相談対応
特許や商標、意匠の出願手続、

先行技術調査方法、権利侵害に関する
 ご相談、弁理士・弁護士の派遣等

特許
等の
調査
方法

企業
ニー
ズと
の

マッ
チン
グ等

特
許
活
用

外国出願に

かかる経費の助成

外
国
出
願
支
援

実
務
者
育
成

実
務
能
力
を

向
上
さ
せ
る

人
材
育
成

普
及
・
啓
発

経
営
者
の
皆
様
に

知
的
財
産
に
関
す
る

セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

※「福岡県知財総合支援窓口」は、（公財）福岡県中小企業振
興センターが（公財）北九州産業学術推進機構及び（株）東京
リーガルマイ ンド（LEC）と共同で、（独）工業所有権情報・
研修館（INPIT）よ り受託、運営する事業で、3 つの知的財
産支援センター内の他に 福岡市中央区天神のLEC福岡本
校にも窓口が設置されています。

04



録ビジサポ実 福岡県の中小企業支援機関とその支援事例を紹介します。

福岡県中小企業生産性向上支援センター

※支援についてのお問合せは、「福岡県中小企業生産性向上支援センター」へお願いします。
住所：福岡市博多区吉塚本町１３番５０号福岡県吉塚合同庁舎１Ｆ
TEL：092-292-8890　　FAX：092-292-8688
URL：https://www.f-seisanseikojo.jp　　E-mail：info@f-seisanseikojo.jp

　県内の中小企業（ものづくり・サービス業）が直面する人手不足、品質、コスト、納期などの生産性課題を
解決するため、経験豊富なアドバイザーが「作業環境改善」「改善職場づくり」「プロセス改革」「ＩＴ・スタッ
フ業務改革」「自動化・ＩｏＴ」など生産性向上の取り組みを現地現物で、期間や回数に制限を設けず無料で支
援しています。
　今回は、令和４年４月からの支援体制についてご説明します。

令和４年４月からの支援体制について
　コロナ禍の影響により、中小企業の事業継続、生産性向上のためには、デジタル化の推進が必須の条件となり、そ
の先にあるＤＸ、社会変革につなげる動きも加速しています。
　このため、生産性向上支援センターでは、中小企業の特性、ニーズに応じたデジタル化支援が進められるよう、デ
ジタル支援ユニットを設置し、支援体制を強化しています。
　なお、従来センターで行ってきた生産性向上の基礎となる５Ｓ、ＱＣ、工程改革などについては、引き続き改善支援
ユニットにより支援を行います。
　また、コロナ禍の影響が特に大きい宿泊事業者については、生産性向上、収益力の改善を通じた持続的な成長を目
的として、専門のアドバイザー及び企業診断スタッフによる宿泊業支援ユニットを設置し、個々の宿泊施設の課題抽出、
改善に向けた伴走支援を行います。

福岡県中小企業生産性向上支援センター　スタッフ紹介

※1　DE（デジタルエンジニアリング）とは、ものづくり製造業において、3DCADをはじめとしたCAEやCAM、3Dプリンタ、3Dスキャナなどの3D技術の活用から、
IoTやAI、VR、ロボットなどの最新技術を組み合わせて設計や生産を行うことをいいます。

※2　DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、デジタル技術でビジネスモデルそのものを変革して新たな価値を生み出し、企業の競争力を向上させることをいいます。

企業診断スタッフ まずは、企業診断スタッフが現場を診断し、課題の所在を伺い、診断シー
トにまとめます。

生産性アドバイザー 診断結果に基づき、各ユニットの生産性アドバイザーが現状分析と課題
の見える化を行い、企業と共に支援計画を作成します。

改善支援ユニット
生産性向上の基礎となる５Ｓ、
QC、工程改革などの支援を行い
ます。

デジタル支援ユニット
中小企業の特性、ニーズに合わせ、
DE（デジタルエンジニアリング）※1
やDX（デジタルトランスフォーメー
ション）※2に向けた支援を行います。

宿泊業支援ユニット
コロナ禍で大きな影響を受けた宿泊事業者
については、作業効率化、自動化など現場の
改善に加え、サービスの向上や新事業展開
といった売上向上に関する支援も行います。

生産性向上活動に取り組みませんか？生産性向上活動に取り組みませんか？

センター長
副センター長兼デジタル支援ユニット長
生産性アドバイザー
生産性アドバイザー
生産性アドバイザー
生産性アドバイザー
生産性アドバイザー
生産性アドバイザー
生産性アドバイザー

髙橋　茂雄
福田　　守
田形　昌宏
橋本　　太
山下　　厚
堤　　恒弘
大山　　昇
中村　　治
小野　哲夫

生産性アドバイザー（宿泊業専門）
生産性アドバイザー（宿泊業専門）
生産性アドバイザー（宿泊業専門）
企業診断スタッフ（技術士）
企業診断スタッフ（中小企業診断士）
企業診断スタッフ（中小企業診断士）
企業診断スタッフ（中小企業診断士）
企業診断スタッフ（中小企業診断士）
企業診断スタッフ（宿泊業専門）

甲斐　和郎
外山　由惠
北岡　敦広
末松　正典
道津　敬文
萩尾　重則
狭間  流
久野　靖治
柴垣　直紀

令和４年４月１日現在

〈お問い合わせ〉　知的財産支援センター　TEL：092-622-0035

知的財産支援センター
Bu s i n e s s  S uppo r t  F ukuoka

知財で拓く！ あなたの事業
福岡県知的財産支援センターでは、「福岡県知財総合支援窓口」等におけるご相談を通じ、 
中小企業の事業経営に活かせる知的財産の保護と活用についてお手伝いしています。

知財窓口担当者
北尾　尚子

（福岡県(吉塚)）

知財窓口担当者
高木 一美

（福岡県(吉塚)）

知財窓口担当者
木内 進
（久留米）

知財窓口担当者
武内 洋介
（北九州）

知財窓口担当者
花田　好子

（福岡県(吉塚))

北九州知的財産支援センター
 公益財団法人北九州産業学術推進機構
    住所：北九州市戸畑区中原新町 2－1
    TEL : 093－873－1432

福岡県知的財産支援センター
 公益財団法人福岡県中小企業振興センター
   住所：福岡市博多区吉塚本町 9－15 6F 
   TEL : 092－622－0035

久留米知的財産支援センター
  株式会社久留米ビジネスプラザ
   住所：久留米市宮ノ陣 4－29－11
   TEL : 0942－31－3104

特許流通コーディネーター
高橋 啓治

（福岡県(吉塚)）

知的財産の
保護と活用

ご相談対応
特許や商標、意匠の出願手続、

先行技術調査方法、権利侵害に関する
 ご相談、弁理士・弁護士の派遣等

特許
等の
調査
方法

企業
ニー
ズと
の

マッ
チン
グ等

特
許
活
用

外国出願に

かかる経費の助成

外
国
出
願
支
援

実
務
者
育
成

実
務
能
力
を

向
上
さ
せ
る

人
材
育
成

普
及
・
啓
発

経
営
者
の
皆
様
に

知
的
財
産
に
関
す
る

セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

※「福岡県知財総合支援窓口」は、（公財）福岡県中小企業振
興センターが（公財）北九州産業学術推進機構及び（株）東京
リーガルマイ ンド（LEC）と共同で、（独）工業所有権情報・
研修館（INPIT）よ り受託、運営する事業で、3 つの知的財
産支援センター内の他に 福岡市中央区天神のLEC福岡本
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事
務
局
長

総務管理部

経営支援部

知的財産支援センター

企画調整課

総務課

債権管理課

６次産業化・農商工連携
サポートセンター

よろず支援拠点

自動車産業支援課

経営革新計画に基づく補助金の
交付及び伴走支援 等

経営力再構築支援課

情報取引推進課

海外事務所

取引支援室

恒吉 隆裕

理
事
長

桑野 龍一

専
務
理
事
髙原 稔

部長　青佐 康広

部長　永利 修一
参事　山本 祐治

センター長　永吉 豊
特許流通　　　
コーディネーター　高橋 啓治

知財総合支援窓口
特許活用・人材育成

課長　前山　健一
職員　豊福 暁信・村山 舞・大谷 亜紀

総務・庶務・施設管理　　
インキュベート室の提供
ホール・会議室の提供

債権の管理

課長　前田 昭
参事　古賀 保彦
職員　中山 中・手島 明美

課長　永野 竜二
職員　長尾 祐実・山川 五月・溝上 浩子
 杉山　綾・岡﨑 友美・保田 史子
 梶嶋えりか・林田 弘・松本 美樹

課長　大石 光代
職員　藤島まゆみ・藤吉 典子
 笹山 絵美・伯川 亜矢
 吉留真規子

課長　鶴　祐一
職員　笹山 博史・須藤　強

課長　山本 祐治（兼務）
職員　櫻井 智菜・長 正明・山本 義尚

室長　山本 祐治（兼務）

（公財）福岡県中小企業振興センターの
メンバーがかわりました令和４

年

４月１
日から

新メンバーで県内の中小企業の皆様のために更に頑張ります!!

お問い合わせ
総務課　TEL：092-622-6230
　　　　FAX：092-624-3300（共通）
ホール・会議室の貸出
　　　　　　TEL：092-622-0011
債権管理課　TEL：092-622-6322
企画調整課　TEL：092-622-5432
６次産業化・農商工連携サポートセンター
　　　　　　TEL：092-622-7575
よろず支援拠点　　TEL：092-622-7809
経営力再構築支援課
　　　　　　TEL：092-612-5003
自動車産業支援課　TEL：092-622-0040
情報取引推進課　　TEL：092-622-6680
知的財産支援センター　TEL：092-622-0035
下請かけこみ寺　TEL：0120-418-618

無料相談・専門家派遣

専門家派遣・フードビジネスマッチング・
よかとこ起業支援金・経営強化改善提案

無料相談

下請かけこみ寺
下請取引に関する無料相談

自動車産業アドバイザー等による取引拡大支援
展示会・商談会の開催

取引あっせん・展示会・商談会の開催
インターネットによるビジネス支援
取引の適正化・国際取引の推進
情報誌の発刊

上海事務所　　　末永 尚也
香港事務所　　　波多野 直美
バンコク事務所　堀田 高広・西田 光孝

〈お問い合わせ〉　自動車産業支援課　TEL：092-622-0040

自 動 車 産 業 支 援 課

｢自動車産業アドバイザー・CASEプロモーター｣が
御社の取引を徹底サポート！！

｢自動車産業アドバイザー・CASEプロモーター｣が
御社の取引を徹底サポート！！

｢自動車産業アドバイザー・CASEプロモーター｣が
御社の取引を徹底サポート！！

　自動車産業アドバイザー・CASEプロモーターが自動車メーカー等での豊富な知識と経験をもとに、県内中小
企業の自動車産業における取引拡大に対する支援を行います！

CASEプロモーター
＜ 電子・電装系分野への新規参入や取引拡大に向けて、取引につながる助言・指導等の支援 ＞

有田 博文 九州松下電器㈱（現パナソニックシステムネットワークス㈱） 出身
九州松下電器㈱入社後、ラジオ、コードレス電話、FAX、インターホンなどの
電子回路設計業務を担当。その後、通信関連機器の商品開発部門責任者、国内外
の生産工場責任者に従事し、商品の開発から生産・出荷までの一連のモノづくり
と運営を幅広く経験。また経営革新プロジェクトリーダーとして全部門の業務の
効率化・改善を実施してまいりました。
これらの経験を活かして、電気系の開発や製造を行う県内中小企業の自動車関
連事業の推進に向け、お役に立てるよう努めてまいります。

山中 高行 ㈱デンソー 出身
㈱デンソーとその関係会社で自動車用 ECU など主にエレクトロニクス製品の開発・
設計～品質保証に携わり、ボデーエレクトロニクス系の各種ECUやメカニカルリレー
のモノづくりを経験してまいりました。
自動車に必要なハードウェア・ソフトウェア技術、デバイス・加工技術や車載
用製品に求められる品質の考え方を基に、福岡県の中小企業の皆さまの自動車
部品事業の支援を行ってまいります。

自動車産業アドバイザー
＜ 競争力向上や受注に関する助言指導、個別の取引斡旋等の取引拡大支援 ＞

坂本 高城 ダイハツ九州㈱ 在職
　ダイハツ九州では、生産技術部に所属し、大分工場建設プロジェクトや新型車
の生産準備業務を担当。その後、生産技術部の新型車生産準備のプロジェクトリー
ダーとして、品質、コスト、納期の各目標の達成に向けて生産準備を総括した業
務を推進してまいりました。
　これまでの経験をもとに、福岡県の中小企業の皆様の自動車産業への新規参入
及び事業拡大につきまして成果を上げる事ができますように尽力してまいる所存
です。どうぞよろしくお願いいたします。

小川 祐司 ダイハツ九州㈱ 在職
　ダイハツ九州では、大分（中津）工場の建設時より組立ライン・車両検査ラインの生
産技術業務を担当し、車両搬送コンベアから小さな治具まで多種多様な設備の新設や
改造など、計画から運用までを行ってまいりました。また、車両品質についても不具合
原因の解析から対策検討、標準化といった業務も担当していました。
　得意な分野は機械関係になりますが、今までの経験を活かして地元企業様の自
動車産業への新規参入や更なる取引拡大に貢献できますよう尽力いたしますので
よろしくお願いいたします。

さか もと たか き

お がわ ゆう じ

あり た ひろ ふみ

やま なか たか ゆき
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務
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長
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債権管理課

６次産業化・農商工連携
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自動車産業支援課

経営革新計画に基づく補助金の
交付及び伴走支援 等

経営力再構築支援課
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理
事
長
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専
務
理
事
髙原 稔
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日から
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取引の適正化・国際取引の推進
情報誌の発刊

上海事務所　　　末永 尚也
香港事務所　　　波多野 直美
バンコク事務所　堀田 高広・西田 光孝
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ダーとして、品質、コスト、納期の各目標の達成に向けて生産準備を総括した業
務を推進してまいりました。
　これまでの経験をもとに、福岡県の中小企業の皆様の自動車産業への新規参入
及び事業拡大につきまして成果を上げる事ができますように尽力してまいる所存
です。どうぞよろしくお願いいたします。

小川 祐司 ダイハツ九州㈱ 在職
　ダイハツ九州では、大分（中津）工場の建設時より組立ライン・車両検査ラインの生
産技術業務を担当し、車両搬送コンベアから小さな治具まで多種多様な設備の新設や
改造など、計画から運用までを行ってまいりました。また、車両品質についても不具合
原因の解析から対策検討、標準化といった業務も担当していました。
　得意な分野は機械関係になりますが、今までの経験を活かして地元企業様の自
動車産業への新規参入や更なる取引拡大に貢献できますよう尽力いたしますので
よろしくお願いいたします。
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展示会の様子
今回は「スマート金属加工」をテーマにタイ政

府が進めるタイランド４.０政策の促進を図り、各
種セミナーやマッチングサービスを通じて参加者に
新しいノウハウとビジネスネットワークを提供するこ
とを目的に開催された。事前登録の際に関心の高
い技術分野を選択することにより、マッチング確率
の高い10の企業がブース情報と共に選定される
「METALEX MATCH」サービスが導入されてい
た。著者も利用してみたが、来場時に企業のブー
ス情報が印字された紙を受け取ることができ、企
業ブースの訪問が容易になると感じた。

第21回OTAGAI FORUM
３月９日、同展示会の一区画において、タイ工
業省及び（独）中小企業基盤整備機構主催による
「第21回OTAGAI FORUM」※１が開催された。
FORUM冒頭、タイ工業省産業振興局のパサコン
副局長は、日本とタイがこれまで緊密な関係を築
いてきたことにより、工業省とMOUを締結している
日本の自治体が21にまで増えたことに謝意を示し
た。次に、医療機器産業及びBCG経済産業※２に

関連する日タイ
の中小企業６社
が、ビジネスプ
レゼンテーショ
ンを行った。日
本側のトップを
務めたのは、太
陽光パネルの設
置、保 守 等 一
環したサービス
を提供している

自然電力（株）（本社：福岡市）である。同社バンコ
ク事務所の牛窪所長が、タイにおける事業内容や
脱炭素社会への取り組みについて説明し、参加者
は熱心に耳を傾けていた。
また、300社以上の会員企業から構成されてい

るタイ裾野産業振興協会からは、車いすや介護用
ベッドといった介護医療機器分野におけるタイ企業
のニーズが紹介された。同協会は、自動車部品の
製造分野に歴史を有しているが、現在はタイが直
面している高齢化社会の課題解決にも取り組んで
おり、日本の中小企業の高い技術力に期待してい
るとのことである。最後に（独）中小企業基盤整備
機構の井上氏が、J-GoodTech・T-GoodTechの
プラットフォームを活用したビジネスマッチングの取
り組み事例を紹介し、今後の積極的な活用を呼び
かけた。

おわりに
コロナ前の2019年は10万人を超える来場者を
記録していた同展示会だが、今回の来場者は約２
万９千人であり、コロナによる渡航制限の影響が
残っている印象を受けた。同展示会は、今年11月
にも開催予定であり、タイでは今後も様々な大規
模イベントが開催される見込みである。当事務所
においても、タイで開催される展示会情報はもとよ
り、タイ政府や在タイの公的機関による支援情報
などの収集に努めていく。

No .
240

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

タイの首都バンコク近郊のバンコク国際貿易展示場（BITEC）で、2022年３月９日から４
日間にわたり開催された東南アジア最大級の工作機械と金属加工機械の展示会である
「METALEX2022」の調査結果をレポートする。例年11月に開催されている同展示会だが、
新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、昨年は延期され、約半年遅れでの開催となった。

「METALEX2022」について
海
外
駐
在
員
レ
ポ
ー
ト

バンコク事務所
所長

堀田 高広

有限会社英ルーテック
福岡県遠賀郡水巻町古賀2-17-5
事業内容：精密機械部品加工
従業員数：11名
敷地面積：759㎡
建屋面積：345㎡
創　　業：1993年
資 本 金：300万円

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

わが社の強み

一般産業向け部品や半導体
製造装置部品などの金属部
品を高品質、高精度にて加
工します。アルミ、ステンレ
ス、鉄等の多種多様な金属
加工に対応しています。
量産品から少量多品種、短納期等、様々なお客様のニーズに
丁寧に対応させていただきます。

TOPICS
2021年に５軸マシニングセンター、2022年1月にY530mm、
X1950mmのマシニングセンターを導入。５軸MC３台、３軸MC 
８台で手のひらサイズから２ｍの大物や複雑形状の物まで様々
な物に対応可能です。

企業詳細はこちら

九州セラミックス工業
株式会社
福岡県大牟田市四山町80番地の28
事業内容：長年の蓄積したノウハウでアルミナや窒化珪

素のセラミックス製品、耐摩耗二重管を製造
し販売しています。

従業員数：37名
敷地面積：6,685㎡
建屋面積：2,997㎡
創　　業：1988年
資 本 金：5,000万円

わが社の強み

技術開発と製造部門が連携し、
さらに設計から製造まで一貫し
た生産体制で行っています。
ニーズに素早く対応し、メンテナ
ンスフリーの製品を提供するこ
とで、持続可能な社会に貢献し
ています。

TOPICS
注文に応じやすくするため、焼成炉などの設備工事を2022年
に実施。

SKシステム株式会社
福岡県糟屋郡宇美町若草2-3-3
事業内容：発電装置・防音エンクロージャー・燃料タ

ンク・油庫の設計及び製作
架台・ベース・配管の溶接
倉庫業

従業員数：11名
敷地面積：（本社）856.17㎡　（天道工場）1,650㎡
建屋面積：（本社）861㎡

（天道工場）2,000㎡
創　　業：2015年
資 本 金：400万円

わが社の強み
電動ファンと内部完全分離通風方式
により、ワンパッケージ化と出力アッ
プを両立、環境に負担の少ない小型
超低騒音を実現した発電装置。次
世代標準の 65dB を楽々クリア。
　【特許取得】特許第6247718号 
可搬型・一般産業機器にも対応可

TOPICS
飯塚市にて生産工場・倉庫の天道工場運用を開始いたしました。
1,650㎡の工場で製缶、組立、倉庫業を承っています。

今月のモノづくりPICK UP！企業

会場の様子

開会挨拶（パサコン副局長）

プレゼンテーションの様子（自然電力（株））

機械の説明を受ける来場者

METALEX MATCH

※１　OTAGAI FORUMとは、2015年６月12日に設立されたタイ
工業省主幹のタイ王国政府の公益法人。日本、タイそして
ASEAN諸国の経済発展に貢献する「案件形成」を目的として
活動

※２　BCG経済産業とは、タイの強みであるバイオ資源を活用し、
環境にやさしい持続可能なビジネスエコシステムの構築を目指
すタイ政府の政策
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新しいノウハウとビジネスネットワークを提供するこ
とを目的に開催された。事前登録の際に関心の高
い技術分野を選択することにより、マッチング確率
の高い10の企業がブース情報と共に選定される
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第21回OTAGAI FORUM
３月９日、同展示会の一区画において、タイ工
業省及び（独）中小企業基盤整備機構主催による
「第21回OTAGAI FORUM」※１が開催された。
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関連する日タイ
の中小企業６社
が、ビジネスプ
レゼンテーショ
ンを行った。日
本側のトップを
務めたのは、太
陽光パネルの設
置、保 守 等 一
環したサービス
を提供している

自然電力（株）（本社：福岡市）である。同社バンコ
ク事務所の牛窪所長が、タイにおける事業内容や
脱炭素社会への取り組みについて説明し、参加者
は熱心に耳を傾けていた。
また、300社以上の会員企業から構成されてい

るタイ裾野産業振興協会からは、車いすや介護用
ベッドといった介護医療機器分野におけるタイ企業
のニーズが紹介された。同協会は、自動車部品の
製造分野に歴史を有しているが、現在はタイが直
面している高齢化社会の課題解決にも取り組んで
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プラットフォームを活用したビジネスマッチングの取
り組み事例を紹介し、今後の積極的な活用を呼び
かけた。

おわりに
コロナ前の2019年は10万人を超える来場者を
記録していた同展示会だが、今回の来場者は約２
万９千人であり、コロナによる渡航制限の影響が
残っている印象を受けた。同展示会は、今年11月
にも開催予定であり、タイでは今後も様々な大規
模イベントが開催される見込みである。当事務所
においても、タイで開催される展示会情報はもとよ
り、タイ政府や在タイの公的機関による支援情報
などの収集に努めていく。
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タイの首都バンコク近郊のバンコク国際貿易展示場（BITEC）で、2022年３月９日から４
日間にわたり開催された東南アジア最大級の工作機械と金属加工機械の展示会である
「METALEX2022」の調査結果をレポートする。例年11月に開催されている同展示会だが、
新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、昨年は延期され、約半年遅れでの開催となった。

「METALEX2022」について
海
外
駐
在
員
レ
ポ
ー
ト

バンコク事務所
所長

堀田 高広

有限会社英ルーテック
福岡県遠賀郡水巻町古賀2-17-5
事業内容：精密機械部品加工
従業員数：11名
敷地面積：759㎡
建屋面積：345㎡
創　　業：1993年
資 本 金：300万円

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

わが社の強み

一般産業向け部品や半導体
製造装置部品などの金属部
品を高品質、高精度にて加
工します。アルミ、ステンレ
ス、鉄等の多種多様な金属
加工に対応しています。
量産品から少量多品種、短納期等、様々なお客様のニーズに
丁寧に対応させていただきます。

TOPICS
2021年に５軸マシニングセンター、2022年1月にY530mm、
X1950mmのマシニングセンターを導入。５軸MC３台、３軸MC 
８台で手のひらサイズから２ｍの大物や複雑形状の物まで様々
な物に対応可能です。

企業詳細はこちら

九州セラミックス工業
株式会社
福岡県大牟田市四山町80番地の28
事業内容：長年の蓄積したノウハウでアルミナや窒化珪

素のセラミックス製品、耐摩耗二重管を製造
し販売しています。

従業員数：37名
敷地面積：6,685㎡
建屋面積：2,997㎡
創　　業：1988年
資 本 金：5,000万円

わが社の強み

技術開発と製造部門が連携し、
さらに設計から製造まで一貫し
た生産体制で行っています。
ニーズに素早く対応し、メンテナ
ンスフリーの製品を提供するこ
とで、持続可能な社会に貢献し
ています。

TOPICS
注文に応じやすくするため、焼成炉などの設備工事を2022年
に実施。

SKシステム株式会社
福岡県糟屋郡宇美町若草2-3-3
事業内容：発電装置・防音エンクロージャー・燃料タ

ンク・油庫の設計及び製作
架台・ベース・配管の溶接
倉庫業

従業員数：11名
敷地面積：（本社）856.17㎡　（天道工場）1,650㎡
建屋面積：（本社）861㎡

（天道工場）2,000㎡
創　　業：2015年
資 本 金：400万円

わが社の強み
電動ファンと内部完全分離通風方式
により、ワンパッケージ化と出力アッ
プを両立、環境に負担の少ない小型
超低騒音を実現した発電装置。次
世代標準の 65dB を楽々クリア。
　【特許取得】特許第6247718号 
可搬型・一般産業機器にも対応可

TOPICS
飯塚市にて生産工場・倉庫の天道工場運用を開始いたしました。
1,650㎡の工場で製缶、組立、倉庫業を承っています。

今月のモノづくりPICK UP！企業

会場の様子

開会挨拶（パサコン副局長）

プレゼンテーションの様子（自然電力（株））

機械の説明を受ける来場者

METALEX MATCH

※１　OTAGAI FORUMとは、2015年６月12日に設立されたタイ
工業省主幹のタイ王国政府の公益法人。日本、タイそして
ASEAN諸国の経済発展に貢献する「案件形成」を目的として
活動

※２　BCG経済産業とは、タイの強みであるバイオ資源を活用し、
環境にやさしい持続可能なビジネスエコシステムの構築を目指
すタイ政府の政策
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こうね馬油と炭のミネラ
ル成分の働きで洗いあが
りもしっとり！
香 料・着 色 料・鉱 物

油・防腐剤が無添加です。

2,750円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

 「よかもん市場」は当センターが運営する福岡を中心とする九州の地場企業のためのインターネットショッピングサイトです。

福岡をお取り寄せ
よかもん市場 今月の PICK UP！

店舗名：
有限会社メイン
商品名：
こうねマイルドソープ

福岡県は筑豊地方の福
智町生まれ。地元農産
物やこだわり食材など素

材を活かし無香料・無着色で仕上げたリッチなジェラートで
す。

3,780円（税込／送料込）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：
ふくち☆リッチジェラート
商品名：
ふくち☆リッチジェ
ラートベーシック

着けるだけで抗菌・保湿・
UVカットができるメイドイン
ジャパンの高機能手袋です。
天然の「保湿コラーゲン」「抗

菌成分」を加工した手袋で手軽にハンドケアができます。
フィット感もGOOD！

2,200円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：
もっと福岡 よかもんマルシェ
商品名：
抗菌・保湿・UV カット手袋

今までのごま豆腐と同じ
だと言わせない！
独特の食感と豊かなごま
の風味が特徴の独楽豆腐

は、決してスーパーなどでは味わえません。
創業以来No.1商品です。
　　　　　

4,200円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：
独楽 食卓の名脇役
商品名：
独楽豆腐 10個セット

店舗名：すすき牧場
商品名：
むなかたハンバーグ

生産者の意地と本気「はか
た地どり手羽元カレー」
はかた地どりの手羽元が丸
ごと１本入っています！ルー

は完熟トマトと地どりスープを贅沢に混ぜ合わせてじっくり煮
込んで仕上げています。

3,240円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから⇒

店舗名：
農事組合法人福栄組合
商品名：
はかた地どりカレーセット

（筑紫野市）

（福智町） （福岡市）

（鞍手町） （宗像市）

【むなかた牛】の美味しさ
を詰め込んだハンバーグ！
むなかた牛100％で作ら
れているので、むなかた
牛の特徴である、しっかり

とした赤身の旨味とあっさりとした脂の甘味が食べた瞬間、
口の中に広がっていきます！

594円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

（久留米市）

福岡県からのお知らせF rom 
Fukuoka 
Prefecture 

 設備投資をお考えの企業の皆様へ

１．税制上の支援措置
特区事業を行う事業者の設備投資を法人税の軽減等によって支援します。
　＜法人税の軽減＞
○機械・装置（２千万円以上）、研究開発用の器具・備品（１千万円以上）
税額控除　　10％　または　特別償却　34％

○建物及び附属設備、構築物（１億円以上）
税額控除　　５％　または　特別償却　17％

＜地方税の減免＞　不動産取得税の課税免除等
＜対 象 事 業＞　環境性能の高い製品の開発、生産
＜適 用 期 限＞　令和６年３月31日 ※適用期限が２年延長されました！  

２．金融上の支援措置（利子補給制度）
金融機関からの借入れに対して、国が予算の範囲内で利子補給金を支給します。
＜利子補給金概要＞　利子補給率0.7％以内　利子補給金の支給期間　５年間

３．地域独自の支援措置（中小企業設備投資促進補助金）
特区事業者に部品や素材を供給する県内中小企業の設備投資を補助金の交付によって支援します。
＜助 成 額＞○一 般 枠：設備取得額の15％以内の額（上限 400万円）

○特例枠（※）：設備取得額の25％以内の額（上限 600万円）
※半導体、蓄電池（車載用）、洋上風力発電機、水素エネルギーに関する一定の事業の用に
供する設備を取得する場合

＜交付要件＞
○生産設備 ：対象設備の取得額の合計が500万円以上
○開発設備 ：対象設備の取得額の合計が250万円以上

【お問い合わせ先】
福岡県 商工部 産業特区推進室

TEL：０９２―６４３―３４１６　　FAX：０９２―６４３―３４１７
e-mai l：greenas ia@pref . fukuoka . lg . jp　　URL：http : / /greenas ia . jp/

グリーンアジア国際戦略総合特区の支援制度

地域経済牽引事業を行う事業者の設備投資を法人税の軽減等によって支援します。
 ※（　）内は上乗せ要件（直近事業年度の付加価値増加率が８％以上 等）を満たす場合

＜法人税の軽減＞
○機械・装置、器具・備品：税額控除　４％（５％）または特別償却　40％（50％）
○建物及び附属設備、構築物：税額控除　２％　 または特別償却　20％

＜地方税の減免＞　不動産取得税の課税免除等
※取得価額の合計が２千万円以上であることが要件。
※上記特例を受けるためには県の計画承認に加えて、国
の先進性等の確認を受ける必要があります。

地域経済牽引事業への支援制度

地域経済牽引事業とは・・・
①地域の特性を活かし、
②高い付加価値を創出し、
③地域の事業者に対する相当の経済的波及効果が見込ま
れる事業

例えば・・・
○低燃費自動車 または その部品
○産業用ロボット または その部品
○再生可能エネルギー関連製品など、 
省エネ、省資源に資する製品

特例枠は
令和4年度から新設！
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○機械・装置、器具・備品：税額控除　４％（５％）または特別償却　40％（50％）
○建物及び附属設備、構築物：税額控除　２％　 または特別償却　20％

＜地方税の減免＞　不動産取得税の課税免除等
※取得価額の合計が２千万円以上であることが要件。
※上記特例を受けるためには県の計画承認に加えて、国
の先進性等の確認を受ける必要があります。

地域経済牽引事業への支援制度

地域経済牽引事業とは・・・
①地域の特性を活かし、
②高い付加価値を創出し、
③地域の事業者に対する相当の経済的波及効果が見込ま
れる事業

例えば・・・
○低燃費自動車 または その部品
○産業用ロボット または その部品
○再生可能エネルギー関連製品など、 
省エネ、省資源に資する製品

特例枠は
令和4年度から新設！
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温泉用熱交換器 ブライン用熱交換器 冷却コイル（管径50A）

フィンクーラー 冷却撹拌パイプ

再熱器 真空チャンバー

コイル式熱交換器

ジャケット式タンク
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