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北九州市では、長年にわたり技能の研鑽、後進の指導育成に努め、その優れた技能で産業振興や市民生活の
向上に貢献している方々を『北九州技の達人』として認定・表彰し、その優れた技能を「まちの宝」として次代に継
承する活動を推進しています。
平成２４年度は下記２名の方を認定しました。去る平成２４年１２月１６日（日）に表彰式が行われ、北橋市長より
認定証が授与されました。『北九州技の達人』は、今回認定した２名を含め、合計５２名の方々が認定されています。

あまかわ

しょうどう

天川 正 道 さん

いしだ

調理師【西洋料理】

（西日本工業倶楽部 総料理長）
調理師専門学校を卒業後、昭和４７年から調理師業
界に入り、北九州の名店において西洋料理の修業を
積む。
昭和５５年の世界料理オリンピック個人の部で日本
代表として銅メダル獲得、昭和５９年の(公社)全日本司
厨士協会主催の料理技能競技会で優秀賞を受賞し、
昭和６１年には全日本司厨士協会会長表彰に輝くなど
数々の受賞歴を持つ。また、オーギュスト・エスコフィエ
の弟子正会員に日本最年少で認定される。
現在は、西日本工業倶楽部の総料理長として、近代
フランス料理の基礎とされるエスコフィエの伝統的な料
理を基本にしつつ、現代的な料理との融合に努める。
後進の育成にも尽力しており、料理は必ずレシピとして
記録し、誰でも作ることが出来るよう完成図をつけるな
ど工夫に満ち溢れている。

なおゆき

石田 尚之さん

ビデオカメラマン

（石田撮影事務所 代表）
長年にわたり映像撮影の第一線で活躍するビデオ
カメラマン。
㈱映像ボックスでの勤務を経て、平成７年に独立し
て石田撮影事務所を設立。撮影ポジションや構図な
ど様々な知識が必要とされる中、卓越した知識と豊
富な経験をもとに、精確に被写体を捉え、どのような
状況下でも取り直しなし（１カット１テイク）での撮影を
基本としている。また、様々な種類のカメラの操作が
可能であり、カメラの特性に合わせて操作すること
で、カメラの性能を最大限に引き出している。
これらの技法により、撮影時間の短縮、経費の削
減を実現し、業界から高い評価と信頼を受けている。
また、福岡スクールオブミュージック専門学校の非
常勤講師を１０年以上務め、後進の育成にも尽力し
ている。

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局産業政策課 担当：佐田、立山 TEL：093-582-2299
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北九州ミャンマー・タイビジネスミッション派遣報告
平成２４年１１月２１日（水）～２５日（日）までの５日間、北九州アジアビジネス推進会（KAB）、北九州国際ＩＴビ
ジネス推進会（KLIC）、北九州異業種技術交流研究会（テクノミクス北九州）、（公社）北九州貿易協会の４者合
同ミッション団をミャンマー・タイに派遣しました。今回、JETROヤンゴン事務所、ミンガラドン工業団地、AWITD社
(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｿﾌﾄ)開発拠点、日新電機タイを訪問しました。現地の状況について報告します。
【報告者：北九州市貿易振興課 国際ビジネス担当課長 岩田 和晶】
ミャンマーでは、最初に訪問したJETROヤンゴン事務所で、ミャンマーの投
資環境についてお話を伺いました。
ミャンマーは人口６２００万人（推定）で、ASEAN第５の規模があり、2011年
政権交代後に民政移管が実施され、経済制裁も緩和・停止されています。
民政移管で投資環境の潮目が変わり、進出意欲のある日系企業が多く
視察に訪れていますが、インフラ（特に電力）が整備されていない状況です。
電力の70%が水力発電のため、乾季には深刻な電力不足になるようです。
自家発電だと２-３倍のコストがかかるため、労働コストの安さを打ち消して
しまい、工場進出のメリットがあまりないとのことでした。
ヤンゴン市内
したがって、駐在員事務所開設の相談が大半になりますが、事務所の
需給関係も逼迫しており、２年前の＄12/㎡が現在は＄40/㎡、2013年４月からは＄60/㎡の打診が来ている
状況で、賃料が高騰しています。この状態は、ホテルが一斉に完成する2015年まで続くと予想しているとのこと
でした。
ミャンマー進出にあたって気になるミャンマー人の気質は、真面目だが残業や休日出勤は嫌う傾向があり、
「働くこととは何か」から教える必要があるというアドバイスをいただきました。賃金は、縫製工場勤務の２０歳女
性で月80～100＄、オフィススタッフで月250＄程度。生産性は、中国を100とすると、ベトナム80、ミャンマー60と
言われているとのことでした。
昨今、世界中から注目を集めるミャンマーですが、インフラ面、特に電力供給に不安があり、ミッション参加企
業からは、「進出は２〜３年後に本格検討するのが現実的。」との声も聞かれました。
次に訪問したタイでは、北九州市内企業の株式会社豊光社が生産委託をし
ている「日新電機タイ」を視察しました。こちらではアジア各地の部材を集めソラ
ナ（CCFL照明）の生産を行っています。
また、日新電機タイでは、企業が現地法人や駐在事務所を設立せずに投資
ゼロで海外生産ができる「サポーティングインダストリー事業」を行っています。
これは、同社の設備や技能工などのリソースを活用して現地での生産を支援
するというものです。初めて海外展開をめざす中小企業には敷居が低く魅力的
であるため、コスト的に行き詰まっている日系製造企業等の「駆け込み寺」にな
日新電機タイ
っています。
今回は短期間ではありましたが、ミャンマーとタイの実情を学ぶことができ、大変有意義な訪問となりました。
【問い合わせ先】 北九州市産業経済局貿易振興課

TEL：093-551-3605

～北九州製品・技術展示コーナー出展者を募集～
AIMビル４階のKTIセンターでは北九州市貿易振興課、北九州貿易協会、ジェトロ北九州
の三者が協同して地域企業の国際ビジネスを支援しています。当センターでは、地域企業
の製品や技術を、海外からの訪問者へＰＲするためのスペースを無料で提供しています。
パネル枠は市で準備していますので、出展者の方には、Ｂ１サイズの製品・技術の紹介
パネル１枚（日英併記）を作成していただきます。出展用件等の詳細は、ホームページ
（http://www.kti-center.jp/）の「新着情報」をご覧ください。
【出展期間】平成２５年４月～平成２６年３月末 【 定 員 】 １０社（先着順）
【応募受付】平成２５年２月６日（水）〜２０日（水） 電話にて受付します。
【問い合わせ先】北九州市産業経済局貿易振興課 担当：小田、碇（いかり） TEL:093-551-3605

2013.2

「防犯ビジネス」をテーマに建設業新分野進出セミナーを開催
～地域密着を一番の武器とする工務店こそ、防犯対策をアドバイスできる存在に～
昨年１０月１０日に開催した「中小建設業新分野進出セミナー」では、防犯のプロとして各種メディアで活躍す
るＮＰＯ法人日本防犯学校学長の梅本正行氏にご講演いただきました。以下、講演内容の一部を紹介します。
【なぜか防犯対策に無頓着な建築業界】
住宅購入希望者が知りたい住宅性能のトップ３は、
「耐震」
「省エネ」
「防犯」
です。にもかかわらず、建築業界はこれまで「防犯」に対して全く無頓着で
した。
住宅の「防犯」について提案できるのは、住環境を造る人です。どういう
生活をし、どういう建物に住めば犯罪に遭わないかを住人に指導するのは、
本来、工務店の役割なのです。
【まずは「防犯意識」の醸成から】
防犯とは、
「犯罪を防ぐ」と書きます。住宅の敷地と建物で起こる犯罪には、 【梅本正行氏プロフィール】
犯罪者心理を知り尽くした
殺人、強盗、放火などの凶悪犯罪のほか、空き巣、嫌がらせ、車上荒らし、
プロの目で、犯罪アナリストと
盗聴、覗きなど様々なものがあります。
して活躍。人情味あふれる独
防犯を考える上で一番大事なことは、住民の防犯意識です。鍵ひとつかけ 特のキャラクターで、予知防
ておけば防げた悲惨な事件は、枚挙にいとまがありません。犯罪者に狙われ 犯対策の重要性と人の命の
ない家にするには、まず生活の仕方から変えていかなければなりません。工 尊さを呼びかけている。
現在は、地域の防犯ボラン
務店の仕事は、防犯意識を芽生えさせていくことから始めるべきです。
ティアの育成や防犯住宅をつ
また、具体的な対策としては、警備会社の通報システム以外にも、侵入に
くる工務店の育成を全国で行
時間をかけさせる対策や、人の目に代わるカメラによる監視、防犯砂利やセ っている。
ンサーライトなどの音や光による対策などがあります。
なお、私が防犯リフォームで一番取り組んでほしいことは「減築」です。高齢者世帯には広すぎる家の不
要な部分を削ることで、犯罪に遭いづらい環境が生まれます。
このように、外溝や庭の木、窓まわり、ドアなど、家全体に対する安心安全のための総合的な提案力を持
つ専門家が、今求められています。
【地域防犯の中核となる、地域に根ざした頼れる工務店へ】
工務店の皆さんには、こうした犯罪に対し、対策をアドバイスできる存在になっていただきたいのです。
このことは、地域密着を一番の武器とする工務店にしかできません。様々な犯罪の特徴、対策など、学ぶ
べきことはたくさんありますし、ボランティアとしての地域の防犯活動なども含め、大変な労力も求められ
ます。しかし、このようにして地域の信頼を勝ち取ることが、後にビジネスにもつながってくるのです。
犯罪への不安を抱いて暮らす地域の方々に、
「俺に任せろ」と言える、地域に根ざした頼れる工務店にな
ってもらいたいというのが私の想いです。
【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、城戸 TEL：093-873-1433

環境エレクトロニクス北九州フォーラムを開催します！
北九州市は、平成２３年に「国際戦略総合特区」と「環境未来都市」にダブル選定され、低炭素モデル社会の
実現を目指しています。この取組みの一環として、低炭素社会のキーワードであるスマートグリッド、次世代自
動車のエレクトロニクスに焦点を当てたフォーラムを開催します。
注目の次世代自動車の情報が聞けるチャンスです！ ※詳細は、先月号の折込みチラシをご覧ください。
【日 時】平成２５年２月７日(木)１４時～１６時４５分
※交流会 １７時～１８時３０分
【場 所】北九州学術研究都市 学術情報センター 遠隔講義室１
【参加費】無料
【申込み方法】 下記の問い合わせ先にお電話ください。
【問い合わせ先】北九州市産業経済局企業立地支援課

担当：森下、吉田

TEL:093-582-2065

2013.2

中小企業の課題解決をサポート！専門家派遣成果事例発表会
中小企業支援センターでは、登録専門家が経営課題の解決に向けたアドバイスを行う「専門家派遣事業」
や、営業戦略の策定から販路開拓までの一貫した支援を行う「販路開拓支援プロジェクト」を実施しています。
これらの制度を活用して、課題の解決に取り組んだ企業より、活用に至った経緯や活動内容、その成果等に
ついて発表をしていただきます。 ※詳細は、今月号の折込みチラシをご覧下さい。
【日 時】 平成２５年２月１２日（火）１４時～１６時３０分
【会 場】 北九州テクノセンタービル２階研修室
（北九州市戸畑区中原新町２-１）
【対 象】 中小企業の経営者・管理者等
【定 員】 ４０名
【参加料】 無料

事例紹介企業《4 社》
①㈱リョーワ【販路開拓】
②リーフ㈱【販路開拓】
③㈱ホンダショップライフ【店長の経営能力育成支援】
④㈱RAID 【業務プロセス改善支援】

【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：國、菊澤 TEL：093-873-1430

平成２５年度「販路開拓支援プロジェクト」 参加企業を募集します！
中小企業支援センターでは、優れた新製品・新技術等を開発し、販路の開拓に強い意欲を持つ市内中小企
業を公募・選定し、マネージャーと販路開拓アドバイザーが中心となって、営業戦略策定から販路開拓までの
一貫した支援を行います。 ※詳細は、今月号の折込みチラシをご覧下さい。
【 対 象 者 】 独自の製品・技術を持ち、販路開拓に意欲的な北九州市内に事業所を有する中小企業者
【 選 定 数 】 ３社程度（書類選考後、訪問調査およびプレゼンテーション審査を実施し、選定します）
【 申 込 期 限 】 平成２５年２月２８日（木）まで
支援内容 【ＳＴＥＰ１】 販路開拓の戦略策定、体制づくりのアドバイス（営業戦略策定・市場・ニーズ調査など）
【ＳＴＥＰ２】 販売促進の実践（販売先の探索・紹介、ＰＲ支援、各種情報提供など）
【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

社会保険労務士による相談会を実施します!

利用無料

高齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正され、平成２５年４月１日から施行されます。
高年齢者雇用継続制度の見直し、又は確認はお済みですか？福岡県社会保険労務士会では、北九州市高
年齢者就業支援センターと共催して、無料相談会を実施しています。お気軽にご利用ください。
主な法改正内容
・継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
・継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
・義務違反の企業に対する公表規定の導入

【問い合わせ先】

【実施日】
平成２５年３月１日(金)※概ね毎月第１金曜日
【場所】ウェルとばた（JR 戸畑駅前）８階

福岡県社会保険労務士会北九州支部

TEL：093-663-5356

「ブランド＆デザインから考えるコミュニティビジネス」
コミュニティビジネスを成功させるための一つに「差別化」というキーワードがあります。
「差別化」には、様々な視点からのアプローチが考えられますが、今回セミナーでは「ブランド」と「デザイン」と
いう２つの視点から、コミュニティビジネスについて受講者の皆様と一緒に考えます。
テーマ１「ブランド」（全２回） 【日時】平成２５年２月１５日（金）、２２日（金）のいずれも１８時３０分～２１時
【講師】オフィスラバーリング 代表 置鮎 正則氏
テーマ２「デザイン」（全１回） 【日時】平成２５年３月１６日（土）１０時～15 時 30 分（昼１時間休憩）
【講師】 マキノデザイン
代表 牧野 剛己氏
【会場】 北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”５階 小セミナールーム（テーマ１，２共通）
【定員】 ２５名（テーマ１，２共通）
【受講料】無料（テーマ１，２共通）
【問い合わせ先】

北九州市市民活動サポートセンター

TEL:093-562-5309

