
The Fukuoka Dental TimesThe Fukuoka Dental Times
Vol.15  2019.3

発行元：福岡デンタル販売株式会社　マーケティング部
 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津 4-7-5 KN センタービル  　TEL:092-629-1491

www.fdental.co.jp

 こんにちは。税理士法人アップパートナーズの菅 拓摩です。 
今回は借入ではなく、ものづくり補助金についてです。
設備投資において、最大 1000 万の補助金がおりる素晴らしい制度ですが、残念ながら医療法人は対象外です。

具体的には３Dプリンター、CT、YAGレーザー等の医療機器の導入にあたり、
これらを用いた事業計画等を提出することで、最大 1000 万（投資額の 1/2、先端設備
導入計画を同時申請の場合は 2/3）、国から補助が受けられる可能性があります。
過去の全体の採択率は 40％程度で、歯科医院も毎年コンスタントに採択されています。
今ある課題を解決するために新しい医療機器を導入し、革新的な内容の事業計画を作成
することがポイントです。計画の作成はコンサルタントや行政書士等が行っており、
弊社の案件も毎年採択事されています。
今年の第二次締切は５月８日（消印有効）です。設備投資の際はご一考ください。

FDH Infomation 　

商品名：くびにかけるくん
売　価： 370 円（白・黒 各 1個入）
　　　　3,000 円（10個入）

FDHシリーズ 

 「今月のひと ...」
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税理士から見た歯科医院経営！

歯科医院の設備投資について③
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 匠な一品
みなさんのお耳は大丈夫ですか？

ジワジワ…とくる痛みから解放されませんか？

好評発売中！

　新営業所を下記のごとく開設いたし
ました。不足していた筑豊地区への営
業サポートをより充実させて参ります。
お近くにお立ち寄りの際は、お気軽に
来社ください。

住所：嘉穂郡桂川町吉隈 207-3
電話：0949-20-9002
FAX ： 0949-20-9022
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掲載内容につきましては、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
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    横浜本社 >神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1
   　　　　　ランドマークタワー 9F
　金沢本社 > 石川県金沢市浅野本町 1-10-10 official HP

×

　　　　まずは、まもなく ADI.G 様はまもなく決算。
今年度を振り返っていかがでしたか？

浅野社長 お得意先の皆さんに支えていただき、社員
とともに数多くのチャレンジをして、未来
に向けて大きな成果を生み出すことができ
た年でした。

西川社長 うちも、感染管理新事業や新営業所設立と
御社に負けずにチャレンジしています。
今月はいよいよ、筑豊エリアに新営業所が
立ち上がります。福岡県内へのサポートを
更に充実させていきますよ。

浅野社長 情報は聞いてますよ。九州では一番勢いが
あって、社員のみなさんが成長されている
と（笑）

　　　　ディーラーとメーカー機能を有する日本でも
数少ない企業ですが、浅野社長が今、一番大事にされ
ているのはどのようなことでしょうか？

浅野社長 ADI.G のミッションは、時代や環境の変化
の中で、お客様の繁栄に役立つサービスと
プロダクツを創り出すこと。
現在は、相互の成長や発展を実現する関係
性を表す「エンゲージメント」という考え
方を最も大切にしています。

歯科医療の未来を考える
業界トップランナー座談会  Vol.1

西川社長 そうですね。
弊社もここ数年退職者が出るなどの困難を
乗り越えてくるなかで、やはり「生産性」
を如何に高めるかを考え、働き方改革も含
めて、如何に属人化を防ぐかを重点的に取
り組んでいます。

浅野社長 社内だけでなく、社外の方々とも互いを尊
重し、自発的に取り組むことで、これまで
にないサービスやプロダクツを生み出す。
バイオガイア社のロイテリ菌製品に続いて
新しく発売した、花粉を水に変えるハイド
ロ銀チタンマスクやナノミネラルコーティ
ング歯ブラシ「MISOKA PRO」は、お客様
のチームビルディングや、クリニックと患
者様の関係を強くする「エンゲージメント
」という考え方体現することをコンセプト
にしています。

西川社長 本当にその通りですね。
弊社の滅菌商材もまた、唯一無二の新しい分野の製品で
すので、如何にユーザー目線にのめり込んで展開できる
かが重要ですね。

　　　　改元に消費増税、オリンピックを控える日本。
未曾有の「変化の現代」を突き抜ける両社における未来は？

西川社長 弊社今、限られた人材の中で、少数精鋭の組織づくりを
進めていく時代です。
その中で、福岡デンタル販売を心から愛する、本質的な
価値を理解する、会社の核となる人材育成を行い、より
良き企業体を創造していきたいですね。

浅野社長 時代や環境が激変するからこそ、常に新しいことに挑戦
する。それが人材採用にも、人材育成にも大きな意味を
持つ。そして、常識に囚われないで若い人にどんどん重
要な役割を担わせる。その過程で成功体験を重ねること
が、組織を活性し、成長させる。さらに、御社のような
果敢に挑戦する素晴らしいパートナーとの協業が、未来
を切り拓くチカラを加速させるアフターバーナーになる
と思っています。

西川社長 そうですね。
より良き歯科業界の為、今後とも良きパートナーとして
我々もアフターバーナーとして加速させていきましょう。

稼働日
288 日

平成30年度第２次補正予算 1,100 億円

中小企業生産性革命推進事業スタート
昨年12月に新天皇即位に伴う「10連休」法案が可決し、今年
の稼働日数は 288 日と例年に比べ大きく減少。また、10月には
消費増税も控え、祝福ムードと駆け込み需要が一気に加速する。

4/27 を除いた土曜日を含める 2019 年

 そんな中、「ものづくり補助金」に代表される中小企業生産性改革推進事業への補正予算が国会審議を通過し、来年
度も 1,100 億円の予算が振り分けられた。全国でこれまで 70,000 件の企業が本補助金を獲得し、歯科業界でも CAD
CAMや CT導入、ユニット増設、消毒コーナー改装などのケースで活用・採択されている。
来年度も残念ながら医療法人は対象外となったが、先進的技術を応用した生産性を高めるクリニック改革での活用が
見込まれ、特に今年は、前述の通り、増えた休日の有効利用や増税を避けた計画的な設備投資、更にはオリンピック
特需後の景気冷え込みを想定し、戦略的な設備投資を行うケースでの本事業活用が増えると見込まれており、本事業
における歯科医療での活用が期待される。利用可能な２事業を下記のごとく纏めてみました。ぜひご活用ください。

2018.12.8 JIJI.com Web 版より抜粋

１. ものづくり・商業・サービス
　　　　　　　　　　　生産性向上促進事業

2. サービス等生産性向上 IT 導入支援事業

中小企業・小規模事業者の生産性向上を図る事業を対象に
補助額 100~1,000 万円（補助率 1/2) を補助する事業

対象設備： 
歯科用ユニット、CAD/CAM、CT設備、消毒室、
マイクロスコープ 等、革新的サービスで生産性を
高められるもの

ものづくり補助金
過去３年間の
採択件数（採択率）

H27 1 次公募　7,729 件 (32％)
H27 2 次公募　   219 件 (  8%）
H28  6,157 件 (40%)
H29 1 次公募　9,443 件 (55%)
H29 2 次公募　2,471 件 (39%)

中小企業・小規模事業者の生産性向上を図る事業を対象に
IT 導入支援 補助額 450 万円（補助率 1/2)

対象設備： 
レセコン、会計ソフト、勤怠管理ソフト、自動精算機 
等、生産性を高められる IT ツール

IT 導入支援事業は登録事業者の製品に限り申請可能

ものづくり補助金の申請には、認定支援機関の認定が
必要となります。

<ものづくり補助金申請スケジュール >
　1次公募 平成 31年 2月 23日（土）  　終了
　2次公募 平成 31年 5月   8 日（水）　当日消印有効

<IT 導入補助金申請スケジュール > 　　　未発表 

ご利用をご希望の際は、弊社にてサポートし
実績あるコンサルティング会社をご紹介可能
です。営業員までお問い合わせください。

口から始まる全身の健康により、健康寿命を延伸する


