
3 0 7●　北九州市　中小企業支援情報　●

２０１3 ．7

◇ 2013年版中小企業白書 ダイジェスト ◇

自己変革を遂げて躍動する中小企業・小規模事業者を紹介します！

前編

今年の中小企業白書は、第１部「2012 年度の中小企業の動向」と第２部「自己変革を遂げて躍動する中小

企業・小規模事業者」の２部構成で、第１部では「中小企業の景況に持ち直しの動きが見られる」と概観し、

中小企業が雇用で果たす役割の大きさや資金調達、労働生産性に課題を抱えていることを指摘しています。

また、第２部では、変化する事業環境に合わせ、経営を変革させる中小企業者に焦点を当て、その活動を紹

介しています。その中から、人材を活用し女性が働き続けることのできる環境整備に取り組んでいる企業の事

例と、地域の中小企業が共同受注グループを立ち上げ、互いの技術・ノウハウを最大限に活用して、一企業で

は困難であった製品開発や受注獲得に成功している「試作サポーター四日市」の事例を紹介します。

詳細は、中小企業庁のＨＰ http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/130426hakusyo.htmlをご覧

ください。

熊本県熊本市の株式会社くまもと健康支援研究所（従業員50名、

資本金1,500万円）は、同社社長の松尾洋氏が、大学卒業後に特定

非営利活動法人に所属しながら、取り組んでいた自治体向けの保

健指導・介護予防事業を引き継ぐ形で、従業員10名程度の規模で

2006年に株式会社としてスタートした。

起業時、松尾社長は、熊本大学大学院医学部で、地域における

健康なまちづくりをテーマに学んでいた。このため、同社は大学発ベ

ンチャーとして注目され、事業立ち上げ時の資金調達については、

自治体と金融機関が運営する起業支援組織の出資や助成金によっ

て行うことができた。

しかし、民間企業での勤務経験がない松尾社長にとって、組織の

拡大に伴う総務・経理・人事の問題に一人で対応しなければならな

いことは、大きな負担であった。そこで、松尾社長は、経営コンサル

タントと契約し、マネジメント経験のある人材を総務・人事の責任者と

して採用し、自身が営業や新規事業の企画立案に集中できる環境

を整えた。

また、その後の段階では、従業員の就業環境が課題となった。女

性が業務の重要な担い手である同社にとって、結婚・出産後も働き

続けられる環境の整備は、急務であった。そのため、同社は、熊本

市内のショッピングセンター内に事業所を設置し、同社の従業員も

利用できる子育て支援サービスと、本業である高齢者介護予防のサ

ービスを提供する事業を始めている。

同社は、栄養指導・運動指導を主な事業として、県内の15の基礎

自治体と契約を結ぶとともに、地域の店舗で使える買物券「健康マ

イレージ」を活用した、独自の健康増進プログラムにより、地域の小

規模事業者とも連携した地域活性化にも、取り組んでいる。

三重県四日市市の試作サポーター四日市は、四日市機械器具工

業協同組合に所属する中小企業・小規模事業者16社が共同で立ち

上げたグループである。所属企業は、工作機械や半導体関連の部

品加工等、様々な業種の下請企業である。各社で培ってきた技術・ノ

ウハウを活かしつつ、「単独ではできない新たなことができれば。」と

いう思いで2009年に活動を開始し、2011年にはグループ活動のため

の法人を設立している。

同グループでは、試行錯誤を重ねつつ活動内容を見直し、現在

は、「自分たちにしかできないものを作る。」という考え方に基づいて

ターゲットを絞り、IH加熱技術を活用した試作や新製品の開発を中心

に活動し、2012年末現在、約50件の受注を獲得している。

また、地域に根ざした信頼関係のもと、互いの技術・ノウハウを共

有しながら活動することによって、グループとしての強みを発揮すると

ともに、自社以外の会員企業の技術等を自らの事業に活かすことが

できるようにしている。その結果、各社が既存顧客へも幅広い提案が

できるようになっている。さらに、全国

＜事例２－１－３＞

経営ノウハウの不足を乗り越え、地域住民の健康増進に

取組む若手企業家

＜事例２－２－６＞

地域で連携して新たな事業を展開した下請中小企業・小

規模事業者グループ

の企業グループのネットワーク

「monozukulink.net（モノヅクリンク

ネット）」を各地の企業グループと

共同で2011年に設立。企業グルー

プ同士で交流することで、更に幅

広い情報を交換し、事業展開の可

能性拡大につなげている。

今後は、IH 加熱技術を活用した

事業を米国で展開するなど、事業

拡大に取り組んでいく方針である。 IH 加熱反応装置の一例
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【問い合わせ先】 駐大連北九州市経済事務所 担当：田代、古賀 TEL：+86-411-8360-7298 

E-mail: yumeiyasu4411@yahoo.co.jp（田代）、kod_fusuochang@yahoo.co.jp（古賀）

【問い合わせ先】 NPO 法人 北九州市大連交流協会 TEL：070-5531-3839 E-mail: info2@kitaq-dalian.or.jp

中国マーケットに関心はあるけど、まずは市場を見たい。

大連で活躍する日系企業に商品を売り込みたいんだけど… 

→ 現地日系企業のニーズを実際にヒアリングできます！

中国から商品・部品を調達（輸入）したいんだけど… 

→ 現地企業のレベルを確認するための工場見学のアポ取

りから具体的な協議までサポートします！

中国の法制度などの規制情報が知りたいんだけど… 

→ 日本とは商慣行の違う中国。現状や規制動向についても

調査いたします！

　 北九州市から大連へは、福岡空港から2時間弱のフライトを含めても、

国内出張感覚で行けます。ぜひ、当事務所をご活用ください。

駐駐大大連連北北九九州州市市経経済済事事務務所所をを活活用用ししててみみまませせんんかか！！？？

◎ 中国（東北部・華北）のことなら当事務所にお任せください！

◎ 企業の皆様のあらゆるニーズにお応えします！

テテスストトママーーケケテティィンンググももででききるる！！『『北北九九州州大大連連デデススクク』』がが新新たたににススタターートト！！！！

大連を中国ビジネスの窓口として活用していただいてきた「大連チャレンジショップ」が、この 4 月から「大連デ

スク」として、これまでの展示中心から商談中心のサポートへと新たにスタートしました。

中国市場への販路開拓を目的とすることはこれまでと変わりませんが、展示スペースは持たずに B to B（企業

間取引）に特化しつつ、商品によってはデパ地下等でのテスト販売も可能です。

ご利用に当たっては、大連デスクへの登録が必要です。詳細は次のとおりです。

1 名 称 「北九州大連デスク」

2 運営主体 特定非営利活動法人（NPO）北九州市大連交流協会

3 運営内容 現地販路開拓員が、登録された製品を中国市場での販路を求めて現地バイヤーを

探して営業を行います。

4 登 録 料 13,000 円/社（NPO 賛助会員年会費 3,000 円を含みます）

5 相 談 料 1 案件ごとに 7,000 円/月（市内企業の場合）、15,000 円/月（市外企業の場合）

◎ 友好都市大連市に、北九州市経済事務所を開設しています！

北九州市と大連市は1979年に友好都市を提携しました。以後、両市長の相互訪問、文化・経済・環

境・スポーツ交流など活発な交流を行っており、2009年には姉妹都市提携30周年を迎えました。大連市

総人口は約600万人超で、遼寧省では省都の瀋陽市に次ぐ大都市です。

現地スタッフ（左から古賀副所長、
劉顧問、呂副所長、田代所長）

公益社団法人北九州貿易協会は、2005年度から現地に経済事務所を開設しています。大連に進出

している日系企業や、中国企業、また大連市政府をはじめ、貿易関係機関との情報交換を重ね、常に最

新情報を仕入れています。

中国ビジネスに関心のある皆様！インターネットや新聞では得ることのできない、生の中国情報を工場

視察等を通して収集してみませんか？ご要望に応じて、企業視察・面談のアポイントの手配や、日程的に

可能であれば現地への同行もさせていただきます！なお、ご利用は基本的に全て無料で、コンサル料もか

かりません。
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【問い合わせ先】 北九州市保健福祉局健康推進課 担当：寺戸、馬場 TEL：093-582-2018 

先進的・効果的な健康づくりの活動をしている企業・地域団体を募集します！

北九州市では、すべての世代が地域のつながりの中で、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現

に向け、「北九州市健康づくり推進プラン」に基づき、各種の施策・事業に取り組むこととしています。

この度、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ために、『北九州市健康づくり活動表彰制度』を創設し

ました。

企業部門では、従業員やその家族を対象に健康づくりに取り組んでいる市内の企業を表彰します。

受賞活動は、活動事例集や市ホームページなどで公表します。

『第 1 回北九州市健康づくり活動表彰』

【募集期間】平成 25 年 6 月 10 日（月）～8 月 30 日（金） ※当日消印有効

【活 動 例】・禁煙率 100％達成に向けて取り組んでいる。

・社員食堂で管理栄養士の指導の下に減塩メニューを提供している。

・ウオーキング大会や健康教室などを実施し、従業員の健康づくりに積極的に取り組んでいる。

【応募方法】応募用紙に必要事項を記入のうえ、北九州市保健福祉局健康推進課へ送付してください。

※ 応募用紙は、北九州商工会議所、各区役所等に用意しています。市ホームページからもダウンロードで

きます。

※ 詳細は、北九州市ホームページをご覧ください。 検索 ⇒ 「北九州市健康づくり活動表彰」

平成２５年度「販路開拓支援プロジェクト」の支援企業・製品紹介①

大久保設備工業株式会社 『スパイラルエルボ』

北九州市中小企業支援センターでは、独自の技術や製品を持つ中小企業を対象に、営業戦略構築から営
業ルートの開拓まで一貫した支援を行っています。

本年度当プロジェクトに選定された 3 製品について、シリーズで紹介していきます。

本プロジェクトでは、集合住宅の設備工事を主に行う地場設備業者、ダクト製作・施工会社、電設資材卸会社

への提案及びＰＲ活動のほか、当社が今年２月に進出したベトナム等、海外での販路開拓の可能性探索など

販路拡大に向けた支援を行います。

【企業情報】大久保設備工業株式会社（北九州市小倉北区赤坂海岸 7-7）

代表者：代表取締役社長 大久保康男

業種：管工事・空調設備工事、ダクト・管等設備製造

ＴＥＬ：093‐541-2388 ＦＡＸ：093‐541-2380 

ＵＲＬ：http://www.ohkubo.co.jp/ E-mail：haisi@ohkubo.co.jp

【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：小嶋 TEL：093-873-1430 

大久保設備工業株式会社 『スパイラルエルボ』
建物の空調換気設備等のコーナー部分で使用するスパイラル（丸型）ダクトです。

従来のプレスエルボ（2 枚の鉄板をプレス）・ハゼエルボ（パーツを溶接）などと違

い、鉄板をスパイラル状に巻きながら製造することで、従来品に比べ高い強度・気密

性の他、製造工程の省力化により低コストを実現します。また、製造時に端材がで

ないため、省資源化の観点からも優れた商品です。
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空空きき店店舗舗賃賃借借料料補補助助事事業業 ～～商商店店街街やや市市場場へへのの出出店店をを応応援援ししまますす～～

商店街や市場の魅力向上とともに開業支援を図るため、商店街や市場の空き店舗へ出店する方へ、賃借
料の一部を補助します。ぜひご活用ください。

「ワーク・ライフ・バランス表彰」企業・団体や個人を募集します！

【問い合わせ先】 北九州市子ども家庭局男女共同参画推進課 担当：萩原、川口 TEL:093-582-2405

北九州市では、子育て支援や男女がともに働きやすい環境づくりなど、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の

調和）の推進に取り組んでいる企業・団体及び個人を表彰し、その取組内容を広く市民の皆さまに知っていただ

くため、「北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰」を実施しています。
【 企 業 ・ 団 体 部 門 】

【 個 人 部 門 】

市内に本社や事業所を置き、ワーク・ライフ・バランスを積極的に推進している企業・団体等

仕事と仕事以外の生活の調和に向けて実践的に取り組んでいる個人等

【応募締切】平成２５年８月２日（金）

【応募方法】北九州市ホームページ（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ko-katei/12000000.html）から応募用紙をダウンロ

ードし、必要事項を記入のうえ、北九州市子ども家庭局男女共同参画推進課（北九州市小倉北区城内

1-1）へ郵送、FAX(093-582-2624)または電子メール（kod-danjo@city.kitakyushu.lg.jp）で応募してください。

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局商業振興課 担当：北川、宮崎 TEL：093-551-3646
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食品ブランド化プロジェクト

入江社長講話の様子

先月号から始まった「滋味五州（じみごしゅう）」通信ですが、今回は、八幡西区陣原

で飴や金平糖を製造している入江製菓㈱の取組みを紹介します。

金平糖を製造している会社は全国に１０社ありますが、そのうち西日本以西（兵庫

県より西）で金平糖を製造している会社は、入江製菓㈱だけです。

地域活動に積極的に取り組んでいる、北九州市立大学地域共生教育センターの

４２１Lab.の学生１９名と入江製菓㈱が連携して、新しい金平糖の味やパッケージなど

アイデアを出し、新商品開発に取り組んでいます。

６月３日の初顔合わせでは、プロジェクトに取り組む学生へ向けて、入江社長から

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：松林、鎌田 TEL:093-873-1433

補助の対象者
個人、中小企業者、社会福祉法人、特定非営利活動法人

(NPO)、一般社団法人、一般財団法人です。
※ 市外に在住している方、又は市外に所在する法人は、一定の条件が

あります。

対象業種
昼間（12時～13時を含む3時間以上）の営業を行う小売業と

サービス業です。（飲食業を含みます）

※ 小売業やサービス業であっても事務所等は対象となりません。

※ 風営法の対象業種や公序良俗に反する業種は対象となりません。

対象地域
小売業やサービス業の店舗が、概ね 30店舗

以上集積している市内の商店街・市場です。
※ 詳しくは商業振興課へお尋ねください。

対象となる空き店舗
対象地域にある空き店舗の１階部分で、3か月

以上賃借されていないものです。

【補助内容】

一般商店街 ※ 中活エリア内の商店街特例

賃借料の 50％（限度額は年間 75 万円）

補助期間：１年間

賃借料の 50％（限度額は年間 120 万円）

補助期間：平成 26 年 3 月 31 日まで

※ 中活エリア内の商店街とは、小倉・黒崎の中心市街地活性化基本計画区域内の商店街・市場です。

(注) 事業計画書等による審査があります。賃貸借契約

前にご相談ください。

金平糖やその商品開発について、「昭和初期から続くお菓子屋として、懐かしさが感じられる金平糖を次の世代

に残していきたい。」と熱い思いを語っていただきました。


