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迫田
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ひで

治
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さん 衛生陶器施釉
せ ゆ う

   <TOTOサニテクノ㈱> 

陶器ゆえに焼成後でなければ判明しない釉薬の塗装ムラなどの問題点を事前に回避する

ためのノウハウを開発し、不良を発生させないための塗膜厚さ管理と塗装技術を確立した。

手掛け塗装からロボット塗装への移行においては、これまで培った技能をプログラム化する

ことで品質・生産効率の向上に大きく貢献している。

北九州市は、長年にわたり技能の研さん、後進の育成に励み、卓越した技能で“ものづくりのまち北九州”の

発展を支えてきた方々を『北九州マイスター』として認定・表彰しています。

平成 25年度は下記の 6名の方々を認定しました。『北九州マイスター』は、今回の認定者を含め、合計 45名

の方々が認定されています。認定された『北九州マイスター』には、今後、マイスターならではの“匠の技”を様々

な技能伝承活動をとおして、市内中小企業の技能者等へ伝授していただく予定です。

岩丸
いわまる

敦士
あ つ し

さん 溶接 <エムイーシーテクノ㈱> 

石油、化学、医薬、食品等のプラントにおける配管・機器・槽等の溶接作業に従事してお

り、特に化学プラント特有の高品質な完全溶接が要求されるチタニウム鋼や、ステンレス鋼

におけるエックス線検査を要する製品の溶接において、非常に高度な技能を有している。ま

た、全国溶接技能大会で優勝するなどその溶接技能は国内屈指である。
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さん 金型保全 <日産自動車九州㈱> 

自動車の外板パネル（ボンネット、ドア等）の金型プレス工程において、金型に対して数

ミクロン単位の歪修正や、バーナーによる局所加熱技術を駆使した形状修復など、短時間で

修理を可能とする非常に高い技能を有している。さらに、高い発想力で、不良品の発生を未

然に防ぐ工法を考案し、生産効率の維持向上に大きく貢献している。

川添
かわぞえ

孝一
こういち

さん 金型保全・金型メンテ <吉川精密㈱> 

一般金型から超精密金型（部品精度±2ミクロン）まで幅広い種類の金型組立作業におい

て、最終調整（合口あわせ）の際に、和紙を咬ませ、切れ具合からクリアランスを瞬時に判

断し、調整が必要な場合は、パンチ部分をバーで叩いてミクロン単位の調整ができる非常に

高度な技能を有している。

玉井
た ま い

明人
あ き と

さん ＳＬ車両保守  <九州旅客鉄道㈱【㈱ケイ・エス・ケイ出向】> 

日本最古の 8620 形蒸気機関車の検査修繕において、指先の感覚や聴覚など長年の経験で
培った五感を駆使して、精度管理が非常に難しい、すり合わせ部分の不具合判断や調整を行
うことができる非常に高い技能を有している。

蒸気機関車の検査修繕ができる数少ない技術者のうちの一人。

山本
やまもと

英明
ひであき

さん 連続鋳造  <新日鐵住金㈱小倉製鐵所> 

製鋼工場第三連続鋳造機（溶けた鋼を固めていく工程）導入後の溶鋼漏れトラブルにおい

て、浸漬ノズル嵌合部（かんごうぶ）の設備改善の提案や、鋳型シール作業訓練用の疑似作

業台の考案により、年間 920トン発生していた屑発生量を 12.3%にまで低減させるなど、安

全・環境・防災・業績の面から多角的に貢献、生産性の向上に大きく寄与した。

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局高度人材育成課 担当：佐田、倉掛 TEL：093-582-2064
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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（５回目）は、“楽しい”をキーワードに、環境保全への取組みを通じて社会全体に好循環をもたらす環境関連事業のプ

ロフェッショナルである『楽しい株式会社』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。

楽 しい株 式 会 社
北九州エコタウン発

廃棄物とバイオマスの新資源化システム

普及が進む食品廃棄物の地域内循環型サービス

“メリーズシステム”

食品残渣発酵分解装置

廃プラ、可燃ごみなどをトータルに再資源化する“新資源化システム”を開発

竹箸“ＣＥＲＥＳ”を開発、福祉施設と連携し竹炭へのリサイクルを推進する

楽しい株式会社 松尾社長

楽しい株式会社 代表取締役 松尾 康志
住所：北九州市若松区向洋町 10-1

北九州エコタウン実証研究エリア内
電話：093-752-5300 URL：http://www.fun-c.jp/
【事業内容】環境関連サービス（食品廃棄物リサイクルシステム等）

　社名の“楽しい”は、創業時に「環境保全を楽しくやっていこう」と

の想いを込めてつけたという。同社の主力商品である食品廃棄物

地域内循環型システム“メリーズシステム”にも、メリー（Merry；陽気

な、面白い、楽しい）という結社時の熱い想いが込められている。

　このメリーズシステムは、地域全体や食品工場、またレストランな

どで発生する生ごみを、その場で微生物の力を利用して減量・堆肥

化し、その堆肥を用いて安全・安心な野菜をつくり、それがまた地域

や食品工場に戻るという地域内循環サービスである。これによりゴ

ミの量の削減とごみ処理コストの低減、さらには二酸化炭素の削減

にも貢献しているシステムである。

　同社は、堆肥化に必要な装置を販売するだけでなく、レンタルという形でも顧客に提供することができ、さらに堆肥の回収も

メリーズグループが担当するため、顧客は製品を購入する初期投資コストが削減できるとともに、手間いらずでサービスメリ

ットを享受できるようになっている。

　現在、メリーズシステムは全国の自治体や事業者など370もの事業体で採用されており、年間25,000トンの食品廃棄物がリ

サイクルされ、同社はこの分野でNo.1の地位を確立している。

　北九州エコタウンで開発された新技術である「接触分解油化装置」を利用し、廃プラスチックや食用油などから重油・軽油

相当分の油を抽出し、その他の可燃ごみは炭化装置で炭化、自社保有の堆肥化装置と合わせて、総合的な再資源化シス

テム“新資源化システム”を開発した。

　これにより、地域で発生する廃棄物のおよそ9割を再利用することが可能となる。焼却炉を持たない地方自治体や離島など

から高い関心が寄せられているという。

　また、竹炭へのリサイクル可能な抗菌竹箸“CERES”を開発し、年間6,000万膳を全国の

飲食店に供給している。そしてその6割を回収、全国16か所の障害者福祉施設の協力を

得て全量を竹炭化し、消臭剤としての利用や堆肥の副原料として土にかえす取組みを行

っている。

　このように、環境保全への取組みを通じ、地球環境への貢献はもとより、事業者や農業

従事者そして生活者、さらには社会福祉の分野にまで、好循環をもたらす“楽しい会社”と

言えるであろう。
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【問い合わせ先】 北九州市産業経済局国際ビジネス振興課 担当：染野、原田 TEL：093-551-3605 

【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 

「女性起業家 Woman ベンチャーマーケット&フォーラム in 北九州」
を初めて開催しました！

北九州市中小企業支援センターは、去る12月14日（土）、ＡＩＭビル３階展示場・会議室において「女性起業家

展示即売会

「展示即売会」では、出展者から商品・サービスの説明や販売を行い、来場者と出展者および出展者同士での

交流が生まれ、商談を行う光景が数多く見られました。

「フォーラムディスカッション」では、先輩女性起業家 3 名をパネラーとして招き、起業に至った理由や事業を行

っていく上での苦労話、後輩起業家へのアドバイスなどをお話しいただきました。参加者からは、「たくさんの気

づきを得ることができた」、「貴重な意見を聞けてよかった」等の意見をいただきま

した。

フォーラム後の「交流会」には、出展者・先輩起業家・一般来場者など、多数の

皆様に参加いただき、業種の垣根を越えて懇親を深めました。

中小企業支援センターでは、今後も「マネージャー等による総合窓口相談」、

「専門家の派遣」、「セミナー等の開催による情報提供」などにより、起業・創業を

目指す皆様を全面的にバックアップしていきます。

本イベントは、北九州地区における女性起業家の「ＰＲの場」、起業希望者の「気

づきの場」、先輩起業家及び起業希望者の「交流の場」の提供を目指し、北九州で

初めて開催したものです。

女性起業家 31 社による「展示即売会」のほか、先輩起業家に体験談をお話しい

ただく「フォーラムディスカッション」や、「交流会」を行いました。

交流会

中小企業の一般消費財の中国・台湾販路拡大を目的とするジェトロ主催アジア・キャラバン事業に、今年度は

（株）ロビンズ、（株）フジコーの２社が出展しています。

去る11月20日～21日には、アジア・キャラバン事業としては初めて台湾・台北市で商談会が開催されました。

この台北商談会には（株）ロビンズが参加し、「フェルトノート」や「エコバッグ」等のほか、新規展開の「化粧品」

をＰＲしました。商談会には、事前に 900 社余の台湾企業の商談参加登録があり、当日も商談待ちの企業の列

ができるなど、活気あふれる商談会になりました。（株）ロビンズは、23 件の商談を実施し、継続案件 9 件、有望

案件 5 件という成果（暫定値）で、日本帰国後も継続して台湾企業との交流を進めています。

また、11月 20日には、北九州市長も商談会会場に来場、（株）ロビンズを激励し、ジェトロ眞銅生活文化・サー

ビス産業部長から本事業の概要や成果についての説明を受けました。

今年度のジェトロ主催アジア・キャラバン事業は、これまでに上海市、北京市、広

州市、重慶市、台北市の 5 ヶ所での商談会が開催され、2014 年 2 月の日本商談会

（東京・大阪）が最終プログラムとなります。

上海市、北京市、台北市で行われた現地商談会に参加した（株）ロビンズは、上海

企業との成約など、今後に繋がる大きな成果を上げ、商談会終了後も積極的に現地

企業と交流し、中国展開に必要な人脈を獲得しています。また、（株）フジコーの光触

媒を用いた空気清浄機には多くの引き合いが来ています。来年度に向け、北九州市

内企業の中国事業展開への期待が高まります！

ジェトロ アジア・キャラバン事業（中国・台湾） 「台北商談会」に参加しました！

台湾・台北市での商談会の様子

《2013 年度 ジェトロ主催アジア・キャラバン事業》日本全国から 50 の中小企業・団体が参加。

《台北商談会全体情報》（暫定値）

○参加出品者数：39 社・団体 ○商談件数：1342 件 ○成約件数（見込み含む）：161 件

Womanベンチャーマーケット&フォーラム in北九州」（共同主催：フクオカベンチャー

マーケット協会（ＦＶＭ）、共催：北九州市）を開催しました。
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食品ブランド化プロジェクト

【問い合わせ先】 下請ガイドライン説明会事務局 TEL/FAX：03-3542-6012  

【問い合わせ先】 北九州雇用対策協会 担当：釘宮、森 TEL：093-571-8650  

【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

企業の人材確保を応援します！ 求める人材と企業のベストマッチを実現！

『北九州雇用対策協会』への入会をお勧めします。
北九州雇用対策協会は、北九州地区における若年層を中心とした人材確保をはじ

め、地場企業の振興と労働福祉の向上に寄与することを目的として活動しています。

新規大卒者などを対象とした会社合同説明会や、企業・大学関係者との交流会を開

催し、求職者とのマッチング機会を提供するとともに、各種セミナー等により雇用に関

する情報をお知らせしています。

また、全国の大学・短大など１,０００ヵ所以上に配布している「北九州市企業ガイド」

やホームページでの求人情報の掲載により、会員企業の魅力を発信しています。

ぜひこの機会に当協会への入会をご検討ください。 企業・大学関係者交流会

【入会資格】 北九州地区に事業所を有する事業主の方

【 会 費 】 入会費は不要ですが、年会費が必要となります。会費の

額は、事業所規模（従業員数）に応じた年会費（右表）と

なります。

【申込方法】 下記の問い合わせ先にお電話ください。

北九州雇用対策協会ホームページ http://www.k-kotaikyou.jp/

本説明会では、下請代金支払遅延等防止法（下請代金法）および下請ガイドラインや適正な取引事例を集め

たベストプラクティスなどを、中小企業診断士の講師がわかりやすく事例を用いて解説いたします。

また、消費税転嫁対策特別措置法、下請中小企業振興法の改正についても解説します。

※詳細は、ホームページ（https://shitauke-guideline.jp）をご覧ください。

【日 時 】 平成２６年３月６日（木）

① １０：３０～１２：３０ ② １４:００～１６:００ ※①・②は同じ内容の実施となります。

【場 所 】 ＡＩＭビル７階 ７２会議室 北九州市小倉北区浅野３丁目８番１号

【参 加 料 】 無料 【 定 員 】 各回 先着３０名程度 ※事前予約制

※ホームページ（https://shitauke-guideline.jp）より申込書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえＦＡＸしてください。
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食品ブランド化プロジェクト

今回は、小倉南区で揚げ菓子を製造している㈱しんこうの取組みを紹介します。

昭和２９年創業、かりんとうの製造からスタートし、今は、スーパーなどでよく目にする「どんと

揚げ」や「ミニドーナツ」、「ポリジュース」などを製造しています。また、毎年お菓子祭りを開催

し、多くの方が楽しんで参加するなど、地域を大切にしている菓子製造会社です。

その㈱しんこうが取り組んでいるのが、北九州の旧五市にちなんだ素材と食文化を基に作

製した「揚げあられ」です。例えば、戸畑であれば、ちゃんぽんの味つけで大きい野菜の素材が

入っています。また、八幡は、同じプロジェクト参加企業である八幡東区の㈱ごとう醤油の醤油

を使用するなど、今までにない新しい北九州のお菓子です。
旧五市にちなんだ揚げあられ

１月２７日に開催される「食の商談会 in 北九州」と、２月２０日（木）開催の「ＹＭＦＧビジネスマッチングフェア」に出展し、

PR に努めるとともに、ますます魅力的な商品にしていきます。

区分 事業所規模 年会費

１ 1～29 人 10,000 円

２ 30～99 人 15,000 円

３ 100～499 人 20,000 円

４ 500～999 人 30,000 円

５ 1,000 人以上 40,000 円


