市町村施策一覧（経営革新関連）
地域 市町村名 事業区分

事業名

福岡市 融資

福岡市ステップ
アップ資金

福岡市 専門家派遣福岡市経営支援
アドバイス事業
福
岡
糸島市がんばる
糸島市 補助金 中小企業者応援
補助金

糸島市 補助金 糸島市農商工連
携事業補助金

事業概要等
ＵＲＬまたは連絡先
（資金用途）事業資金（設備・運転）
（融資限度額）2億8,000万円以内
（融資利率）5年以内：1.1％，5年超15年
以内：1.3％
（保証料率）0.33％～0.81％
（融資期間）設備・運転5年以内（措置1 http://www.city.fukuoka.lg.jp/keiz
年以内）、運転5年超10年以内（措置2 ai/keieishien/business/syohizei_2
年以内）、設備5年超15年以内（措置2 _2_4.html#06
年以内）
（担保）必要に応じて徴求
（保証人）原則として、個人は不要，法
人は代表者
（事業名）福岡市経営支援アドバイス事
業
http://www.city.fukuoka.lg.jp/keiz
（派遣する専門家）中小企業診断士等 ai/keieishien/business/senmonka
（派遣回数）5回以内
haken_3.html
（費用）無料
（概要）
商工業の活性化を図るため、商工業
者が行う経営革新事業に対し、市がそ
の経費の一部を補助
（補助率及び補助限度額）
▼経営革新計画に従って行われる経営 http://www.city.itoshima.lg.jp/sos
革新のための事業⇒補助対象経費の hiki/25/28gannbaru.html
2/3以内、限度額40万円
▼経営革新計画に準じ事業と市長が認
める事業⇒補助対象経費の1/3以内、
限度額10万円
（概要）
市内の農林水産物を有効に活用し、
地域経済の活性化を図ることを目的
に、商工業者が農林漁業者と協力し新
しい商品やサービスの開発・提供、販路 http://www.city.itoshima.lg.jp/s02
の拡大に取り組む事業に対して市がそ 6/020/010/120/yousiki1sinseish
の経費の一部を補助
o.docx
（補助率及び補助限度額）
補助対象経費の２分の１以内（１事業
当たり上限100万円）
(派遣する専門家）
中小企業診断士、社会保険労務士、弁護

久留米市中小企
久留米市 専門家派遣業経営改善支援
事業

士、行政書士など(福岡県中小企業振興セ
ンターに登録された専門家)を必要に応じて
派遣。
(派遣回数）
1事業3回まで
(費用)

久留米市役所商工政策課
TEL：0942-30-9133
久留米商工会議所
TEL：0942-33-0211

無料
※実施主体

久留米商工会議所

(概要)
すでに事業を営んでいる個人または法人が

八女市 補助金 八女市新事業展
開補助金

既存事業を維持し、市内において新事業ま
たは新分野に進出するときに、その経費の
一部を補助金として交付する。
(補助率)
補助対象経費の2分の1以内
(補助限度額）
50万円

http://www.city.yame.fukuoka.jp/
jigyosha/3/1457320369277.html

(概要)
すでに製造業を営んでいる小規模事業者

八女市 補助金 八女市ものづくり
推進事業補助金

の方が経営計画書に基づき新商品の製造
や販売に取り組む場合、その経費の一部を
補助金として交付する。
(補助率)

http://www.city.yame.fukuoka.jp/
jigyosha/3/1459504948825.html

補助対象経費の3分の2以内
(補助限度額）
30万円
（概要）
市内で新規創業又は新事業を展開しよう

筑後市創業者支
筑後市
補助金
援補助金
久
留
米
大川市経営革新
大川市 補助金 計画取得推進補
助金

とする個人や法人を対象に、その経費の一
部を補助。
（対象事業）
福岡県経営革新計画の承認を受けた新

http://www.city.chikugo.lg.jp/jigy
ou/_2256/_6126/_20065.html

事業展開事業
（補助率）
補助対象経費の１/２（上限５０万円）

（概要）
中小企業振興のため、新事業展開事業等
に対し、その経費の一部を補助するもの
（補助率）
補助対象経費の２分の１以内

４月以降HPに掲載

（補助限度額）
２０万円
(概要)
平成29年度より創設。「福岡県経営革新計

みやま市

みやま市新規創

補助金 業・新事業展開
補助金制度

画」の承認を受けることを条件。補助対象経
費は、店舗等建築費及び改装費、店舗等借
入費、設備費、委託費、広報費、商品開発
費（住居部分の工事費及び借入費等は対
象外）。

http://www.city.miyama.lg.jp/info
/prev.asp?fol_id=18999

(補助率）
対象経費の額に2分の1を乗じて得た額
（補助上限額）
50万円
(概要)
筑前町産農畜産物を活用し、６次産業化に
取り組もうとする町内の農業者や農業団

筑前町 補助金

体、農業者と連携する商工業者に対し、加
工品の開発や販路拡大を支援するため、そ

なし

の経費の一部を補助するもの。
(補助限度額）
最大３００万円(補助対象事業により異なる）

広川町

補助金

(３０年度より補助金制度設立予定。予算成
立後要綱整備)

（資金使途）

事業資金（運転・設備）

（融資利率） １０年以内 １．１０％、１０
年超 １．３０％
（保証料率） ０．４５%～１．５１%
（融資期間） 運転資金：１０年以内、設 改定作業中
備資金：１５年以内
（据置２４月以内）
（担保） 必要に応じて徴求
（保証人） 原則として、法人は代表者、
個人は不要
（融資限度額）

北九州市

融資

新成長戦略みら
い資金

１億円以内

・概要
中小企業の新たな事業の創出や新分野

芦屋町
北
九

芦屋町創業等促

補助金 進支援事業補助
金

への挑戦を支援するため、その創業等に係
る経費の一部を補助するもの
・対象者
町内で創業する者、既存の事業を継続し
て実施しつつ新たな分野に進出する者
・補助対象経費及び上限額
創業等に係る費用（改修工事費や備品購
入費等）の1/2を100万円を上限として補助
する

九
州

・概要
町内商工業者の資金調達の円滑化を図
るため、有利な条件での資金貸付をおこな

芦屋町

融資

芦屋町制度融資

うもの
・貸付対象
町内に店舗を有し、引き続き6ヶ月以上事
業を営む商工業者

・資金用途：事業資金

・融資限度額：1,000万円以内
・融資利率：1.45%

・融資機関：10年以内

芦屋町

吉富町

補助金

芦屋町制度融資
信用保証料補助

補助金

経営革新計画を策定し知事の承認を受
吉富町中小企業 けた町内の中小企業者に対し、計画の
経営革新支援制 遂行に要する費用（設備資金及び運転
資金）の２分の１、上限２０万円を助成
度
する。

金

・概要

芦屋町制度融資を利用して資金の借入を

おこなう者に対し、その借入に係る信用保

証料を町が補助するもの
・補助率：100%

http://www.town.yoshitomi.lg.jp/g
yosei/chosei/v995/y209/sangyo
kensetsu/v153/63/

（概要）本市における新産業の創出、新商

品の開発並びに地場産品及び特産品のブ

ランド化を推進することにより、本市の産業

振興を図るため、意欲ある企業、団体、農

業者等に対して、事業に係る費用の一部を
補助するもの

田川市

補助金

田川市産業創出
育成支援補助金

（補助金額）補助対象経費の２分の１以内

…（A）（６次産業化に関する事業に該当す
る場合の補助金の加算額 （A）の30％以内
の額）
（交付回数及び補助限度額）「新産業の創

出に関する事業」及び「新商品及び地域ブ

ランドの開発に関する事業」
１回限り

１事業につき

（平成２９年度）
http://www.joho.tagawa.fukuoka.j
p/kiji0034839/index.html
※平成３０年度申請に関しては５
月中に掲載予定

５００万円（６次産業化に関する事

業に該当する場合の交付回数及び加算限
度額

１事業につき１回限り

１００万円）

「販路開拓及び知名度向上に関する事業」

２回／年度

飯
塚
田川市

川市正規雇用
補助金 田
転換奨励金

１回につき５０万円

（概要）非正規雇用者の正規雇用への転換
促進及び生活の安定を図るため、市内に住
所を有する非正規雇用者を正規雇用者へ
転換した市内の事業所に奨励金を交付す
るもの

（奨励金の額）１人につき１０万円

（定員）２０名（１事業所あたりの上限は３名
まで）

小竹町で生産または販売を行っている、又
は行おうとする中小企業者で、店舗、事務

小竹町 補助金

小竹町商工業者
店舗等新築･増改
築補助金

所、工場又は倉庫を新築又は増改築した者
に対し、予算の範囲内で補助金を交付。
(補助対象となる工事

抜粋)

店舗等の工事にかかる費用が３０万円以上
であること。

(補助金の額)
店舗等の工事に要した費用に１０分の３を
乗じた額とし、５０万円を限度とする。

http://www.joho.tagawa.fukuoka.j
p/kiji0032880/index.html

