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環境未来都市 北九州市

Ⓒleitan,City of Kitakyushu

新年あけましておめでとうございます。

昨年は市制５０周年を迎え、様々な記念事業を

行うなど、市民の皆様と盛大に祝うことができま

した。

特に、市民の皆様からの寄付や公募債をもとに

若松区響灘地区に建設した「市民太陽光発電所」

は市民環境力の象徴であり、将来を担う子どもた

ちの夢や希望につながる存在となるでしょう。

また、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）から、「環

境」と「経済」が両立するグリーン成長都市とし

て、アジアで初めて選定された本市の取組みが、

ＯＥＣＤの「北九州レポート」によって国内外に

発表されるという、画期的な出来事もありました。

今年は、昨年末に改訂した「元気発進！北九州」

プランの基本計画を着実に推進し、次の５０年に

向けて、人や企業の集まる元気なまちづくりを進

めてまいります。

まず、ロボット、次世代自動車、健康・生活関

連サービス、再生可能エネルギー等の分野の産業

振興、「北九州モデル」による都市環境インフラビ

ジネスの海外展開など、「北九州市新成長戦略」を

着実に推進し、地域経済の活性化と新たな雇用や

市民所得の向上につなげてまいります。

次に、高齢者や障害者などを含めた全ての市民

が、安全・安心でいつまでも元気で自分らしく暮

らせるよう、「（仮称）北九州市安全・安心条例」

の制定、自然災害や都市防災体制の整備、健康モ

デル都市・北九州を目指した市民の自律的・主体

的な健康づくり活動への支援、認知症対策の推進、

２０１５年度からの次期高齢者支援計画の策定な

どに取り組みます。

また、２０１５年４月に予定されている「子ど

も・子育て支援新制度」の開始へ向けた準備を進

めるとともに、青少年の非行を生まない地域づくり、

子どもの学力・体力の向上など、次世代を担う子

どもや若者の健やかな成長を目指した施策、まち

づくりを支える人材の育成を進めてまいります。

さらに、ユネスコ（国連教育科学文化機関）へ

の推薦が決まった本市の八幡製鐵所関連施設を含

む「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連

地域」については、２０１５年の世界文化遺産登

録を目指し、関係自治体と連携しながら取組みを

推進します。

是非、出場するランナー、

大会を支えるボランティア、

沿道から応援する方など、市

民の皆様が一体となって成功

へ導き、新たな時代に向けた

第一歩を踏み出しましょう。

一方、２０２０年に東京でオリンピック・パラ

リンピックが開催されるという日本全体にとって

明るいニュースがございました。本市におきまし

ても、２０１６年度中の完成を目指した新球技場

の整備などスポーツ、芸術・文化の振興を通じて、

にぎわいを創出していきます。

これらの事業を着実に実現していくため、近日

中に取りまとめる行財政改革大綱の方向性に沿っ

て、より一層の行財政改革を進め、持続可能で安

定的な財政運営を目指します。

さて、２月９日には、市制５０周年記念事業の

フィナーレを飾る本市初のフルマラソン大会であ

る「北九州マラソン」が開催されます。

八幡製鐵所

写真提供：新日鐵住金㈱八幡製鐵所　※いずれも非公開施設です。

旧本事務所 八幡製鐵所 修繕工場
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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：松林、鎌田 TEL：093-873-1433 

独創的な製品や技術、サービスを提供する「北九州オンリーワン企業」をシリーズで紹介しています。

今回（４回目）は、日本初のスライド式ソファベッドを開発し、他社の追随を許さない高い技術力を背景に業界トップシェアを

誇るエキスパートである『株式会社シノハラ製作所』です。

以下は、（株）イノベーションマネジメントコンサルティング鈴木剛一郎氏の取材・執筆によるものです。

スライド式ソファベッド株 式 会 社 シノハラ製 作 所

スライド式ソファベッド

スライド式ソファベッドの市場を独占する

（株）シノハラ製作所は、1923 年に北九州市門司区で創業し

た、ソファベッドの製造販売を業とする企業である。日本のソファ

ベッド市場全体のおよそ 40%を占有し、その中でスライド式ソファ

ベッドに限ると、市場をほぼ独占している。

このスライド式ソファベッドは、1950年代に（株）シノハラ製作

所が試行錯誤を重ねた末、独自の金具を使った機構を開発し、

世に送り出した同社オリジナルの商品である。

一般のソファベッドは、背がそのまま後ろに倒れるため、その

分のスペースを必要とし、操作の都度ソファを移動させる作業が

必要になる。

同社のスライド式ソファベッドは、座面下部を手前に引き出すことにより背が連動して倒れる構造のため、後ろにスペー

スを必要とせず、操作が簡単にできることが特長になっている。

また、一般のソファベッドは、ベッドに変化した時に座面をフラットにするため、ソファ時では座面に傾斜がついておらず

座り心地に問題を抱えるが、同社の製品はソファ時に座面に5度の傾斜を持たせても、ベッドにした時にフラットにするこ

とができるという特長を有する。

Ｎｏ．１製品を支える他社の追随を許さない高い技術力

この顧客価値の高いスライド式ソファベッドを可能にしているのは、半永久的に締結効果を持つという金属製リベットを

用いた“スライド式金具（ヒンジ）”である。

留める箇所により、リベットの大きさを変えたり、ギアの精度を確かなものにする「ものづくりの技術」は、未だ他社から

類似品が出ないことを見ても相当な高さにあることがうかがわれる。

エコロジカルな“ソファの張替・再生事業”に進出

同社は、エコ活動としてソファの張替・再生事業の取組みを始め、顧客の口コミから

年々売上げを伸ばしている。張替時に廃棄物として出てくる布地やレザーは、手間を

加えてティッシュカバーなどの小物品に加工し、工場見学者などへのお土産として無

料提供し、喜ばれている。

また同社は、「地域活性化を意図した親子釣り大会」や「幸せ祈願の餅つき大会」、

「きれいな街づくりのための清掃活動」など、地域貢献活動に全社を挙げて積極的に

取り組んでいる。

株式会社シノハラ製作所

篠原社長

株式会社シノハラ製作所 代表取締役 篠原 猛
住所：北九州市門司区片上町 3-33
電話：093-381-4135 URL：http://www.shinohara-ss.co.jp/
【事業内容】①ソファベッドの製造

②ソファ、椅子などの修理・張替え
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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：古賀、床田 TEL：093-873-1433 

「北九州未来ビジネスプランコンテスト 2013」
受賞者が決定しました！！

北九州市では、北九州市新成長戦略の一環として、新たな事業にチャレンジする事業者を発掘するとともに、

優秀なビジネスプランの事業化を図るため、北九州市制５０周年記念事業「北九州未来ビジネスプランコンテスト

２０１３」を開催しました。

２４件の様々なビジネスプランの応募があり、このたび最優秀賞１件、優秀賞２件、奨励賞２件を決定しました。

今後、事業化に向けて事業費の助成や専門家派遣等を行い、支援していきます。

ビジネスプラン 受賞者 部門

投てき型撮影システム「ナゲトル」

による空撮サービス

(合)Next Technology 

代表社員 堀 航

創業・ベンチャー

部門

撮影装置を詰めたカプセルを打ち上げることで、地上１５ｍ超の低空域における投てき型の空撮を可能

とするシステム「ナゲトル」を事業化するもの。短時間で効率的に、かつ安全・安価に撮影できる空撮シ

ステムであり、近年需要が見込まれる構造物の劣化調査をはじめ、災害状況確認、太陽光パネル設置点検、

イベント時の記念撮影など様々な分野への需要が見込まれる。

ビジネスプラン 受賞者 部門

歯を本来の白さに戻す！

光触媒を利用したステイン除去と沈着

防止のデンタル・ホワイトニング事業

(株)フイルドサイエンス

代表取締役 濱野 滿子
第二創業部門

光触媒を加えて、歯垢・口臭の除去を促進するデンタル・ホワイト事業を事業化するもの。医療機関の

施術でなく、自身で使用できるよう、容器・アタッチメントでの提供を考えており、歯科、エステ、老人

介護、一般家庭等幅広いニーズが期待できる。

ビジネスプラン 受賞者 部門

タブレットを使った婚活イベント

i コン事業

アイコンテンツ

代表 橋本 大吉

創業・ベンチャー

部門

婚活イベントの際に男性と女性のコミュニケーションをサポートするサービスを、ソフトウェア・ＩＴ

技術を使って実施するもの。出会いの場を提供するのではなく、コミュニケーションをサポートするもの

であり、将来的にはアジア圏へのサービス提供も考えている。

ビジネスプラン 受賞者 部門

世界で初めて雲の上での結婚式”Air ウェディング”
(株)PROM WEDDING

代表取締役 樋口 利雄
創業・ベンチャー部門

”モノ作り業界に新たな風を”、３D プリント技術の C2C 事業
北九州市立大学

内村 友希
学生ベンチャー部門

平成２６年２月１４日（金）午後、北九州国際会議場にて、今回の受賞ビジネスプランのプレゼンテーションと

交流会を行う「北九州未来ビジネスプランコンテスト２０１３」発表会を開催する予定です。

「北九州未来ビジネスプランコンテスト２０１３」発表会の開催について

最優秀賞

優秀賞

奨励賞
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鹿児島・熊本・福岡・北九州 四都市交流連携事業

中小企業総合展に共同出展しました!!

北九州市出展企業 主な出展製品等

大久保設備工業㈱ スパイラルエルボ

佳秀工業㈱ 生産設備の一貫生産、設計段階の VA/VE 提案

㈱春日工作所 小型高輝度 LED 投光器“E-Ciel” 

㈱戸畑ﾀｰﾚｯﾄ工作所 非鉄金属製品の一貫生産技術

戸畑鉄工㈱ ロストワックス精密鋳造品

㈱マスクフジコー 高機能殺菌・消臭材料“MaSSC”  

㈱松島機械研究所 26GHz パルスレーダー式マイクロ波レベル計

八幡電機精工㈱ コアレス風力用発電機「中小企業総合展 東京 2013」 四都市連携ブース

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

食品ブランド化プロジェクト

【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  

カレーや５種類の揚げせんべい、金平糖など、各社が試作品を持ち寄り、プロジ

ェクトメンバー等で味やパッケージについて感想を述べ合いました。

１月～２月に下記の展示商談会に“滋味五州”ブースを出展しますので、どうぞお

立ち寄りください。

●１月２７日（月）「食の商談会 in 北九州」（リーガロイヤルホテル小倉）

●２月２０日（木）「ＹＭＦＧビジネスマッチングフェア」（西日本総合展示場 新館）

試作品の意見交換を行う

プロジェクトメンバー

１１月２５日に第３回目の全体ミーティングを行い、各社が開発した“滋味五州”商品を１月～２月の展示商談会で初めて

お披露目すること、ＷＥＢ通販の展開方針、各社関連商品の開発状況等について意見交換などを行いました。

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

平成２５年度第４四半期のセーフティネット保証５号のお知らせ
○セーフティネット保証５号の指定業種(６４２業種 ⇒ １９５業種）が発表されました。国は、今回の業種変更

について、一定期間経過後（国の２５年度補正予算成立後、３週間程度）に実施することとしています。

現在の６４２業種で認定を希望される方は、お早めに手続きをお願いします。

セーフティネット保証５号の運用については、経済産業省のホームページでご確認ください。

●一定期間経過するまでの指定業種（６４２業種）※平成２５年度１０月１日～１２月３１日までの指定と同様

http://www.meti.go.jp/press/2013/12/20131213004/20131213004-5.pdf

●一定期間経過後、平成２６年３月３１日までの指定業種（１９５業種）

http://www.meti.go.jp/press/2013/12/20131213004/20131213004-6.pdf
一定期間経過後、指定となる業種 【これは一部の例示です。】

石工工事業、電気配線工事業、粉末や金製品製造業、精密測定器製造業、船舶製造・修理業、ドラッグストアなど

一定期間経過後、指定から外れる業種 【これは一部の例示です。】

とび工事業、土工・コンクリート工事業、鉄骨工事業、舟艇製造・修理業、食肉卸売業、食肉小売業、鮮魚小売業、
自動車小売業、中古自動車小売業、土地賃貸業、貸家業、貸間業、駐車場業、理美容業、労働者派遣業など

鹿児島、熊本、福岡、北九州の四市は、交流、連携を図りながら、九州地域の一体的な発展を目指す事業を展開してい

ます。去る 10 月 30 日（水）～11 月 1 日（金）の 3 日間、東京ビッグサイトで開催された「中小企業総合展 東京 2013」（中小

企業基盤整備機構 主催）に、下表の市内企業 8 社が共同出展しました。

中小企業総合展は、経営革新に取組む中小企業が自社開発した技術・製品・サービス等を紹介し、販路開拓・業務提携

といったビジネスマッチングを促進することを目的とした国内最大級の異業種交流展で、会期中、ものづくり企業を中心に全

国から約 5 万 4 千人（主催者発表）が来場しました。

合計 24 社が出展した四都市連携ブースでは、出展企業同士の交流も生まれ、市域・業種を超えた活発な意見交換がで

きました。北九州市から出展した 8 社も、今後の取引や業務提携に向けて熱心に情報収集や商談に取組みました。


