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少子高齢社会において、子育てしやすく、男女がともに働く喜びを感じることが

できる社会の実現は、企業、働く人、市民、行政が協働で取り組むべき重要な課

題です。そこで、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）の推進に取り組む企業・団体・個人を表彰

し、その取組内容を広く市内企業や市民の皆さまに紹介していきます。

この度、平成２６年度、第８回の表彰企業等を下記のとおり決定し、去る１１月

１７日、北九州市立男女共同参画センター・ムーブにて表彰式を行いました。

（※詳細は、折込みリーフレットをご覧ください。）

市長賞
企業・団体部門

社会福祉法人 龍玉会 洗心保育園 児童福祉事業 小倉南区大字貫 795-1  従業員数：26 人（うち女性 26 人）

“職員の満足度を高め、長く働き続けられる環境整備により人材不足を解消”
園長や主任をはじめ、民間経験のある事務員を中心に、職員全員でよりよい職場環境づくりに努めている。代替

職員の十分な確保等により職員の急な退社や休暇にも対応することができており、有給休暇の高い取得率にもつな
がっている。また、所定労働時間や有給休暇の付与日数が法定を上回るなど、職員の満足度を高める制度となって
いる。これらの取組みにより、職員の平均勤続年数は全国平均を大きく上回り、人材不足を解消している。

奨励賞

社会福祉法人 もやい聖友会 社会福祉事業 八幡西区森下町 27-38 従業員数：68 人（うち女性 49 人）

“子育てしながら働きやすい職場環境の提供と職員にやりがいをもたらす地域貢献活動”
子育て世代にも働きやすい職場環境を提供するため、開設時より事業所内に保育施設を設置。「慣らし保育」などの短時間保

育や従業員の勤務にあわせた保育など、柔軟な運用が行われている。また、施設内にコミュニティ FM放送施設を備え、職場内
外に情報発信を行うとともに、社会貢献のためのセミナーや講座の開催、地域住民を含めたネットワーク構築など、職員に仕
事以外のやりがいを提供している。 

株式会社 北九州銀行 金融業 小倉北区堺町 1 丁目 1-10 従業員数：598 人（うち女性 255 人）

“労働時間短縮のための徹底した取組みと男性行員の子育て参画促進”
新銀行発足を機にスリム化した組織において、有給休暇の取得促進や労働時間短縮に向けて毎月の「全行統一早帰り日」や

「全行一斉消灯日」実施を本部及び各支店長が徹底管理し、個人の時間の増加を実現。また、小学校応援団に銀行として参加
し、授業参観などの学校行事に積極的に参加するなど、男性行員の子育て参画を銀行全体でサポートしている。

森 豪さん （会社員）

“働き方を見直し、ワーク・ライフ・バランスを推進するための勉強会や講座を開催”
まちづくりに関する研究、企画、活動等を行う「ひまわり塾」への参加を契機として、地域の父親のネットワークの構築を支

援することをテーマに活動を始めた。２児の父親として会社勤めの傍ら、父親の育児参加を支援する団体に所属して父親の働き
方の見直しをテーマにした勉強会を企画・実施するなど、父親の育児参画を促す活動を続けている。 

篠原 艶子さん （薬剤師）

“子育て、介護、仕事、家事、地域活動のそれぞれを楽しみながら実践”
３人の子育てと認知症の親の介護をしながら仕事を続けてきた。介護と仕事を両立するため、店舗兼自宅を改造し、地域の人

からも見守ってもらえる環境をつくりだしている。また、地域の人々の健康づくりに寄与したいとの考えから、健康セミナーな
どの開催や、趣味で始めたバイオリンのデイサービスでの演奏、学校薬剤師としての活動など、家族の協力を得ながら幅広い活
動を行っている。常に前向きで向上心を忘れず、周囲の人を元気にしている。

企業・団体部門

個人部門

【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 TEL：093-582-2405 

はじめよう！ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ ｈｔｔｐ：//wｌb-kitakyushu.jp  (北九州市ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ推進協議会) 
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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：長谷、鎌田 TEL：093-873-1433 

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局サービス産業政策課 担当：山本、片山 TEL：093-582-2285 
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鹿児島・熊本・福岡・北九州の４市は、互いに交流・連携しながら九州全体の一体的な発展を図るための事業を

展開しています。今回は、地場製造業の販路開拓のため、平成２６年１１月５日(水)から８日(土)に名古屋市で開

催された「メッセナゴヤ２０１４」に４市共同でブースを設け、北九州市からは５社が出展しました。

「メッセなごや」は幅広い分野・地域からの出展があり、出展者と来場者相互の取引拡大、情報発信、異業種交

流を図る、日本最大級のビジネスイベントです。今回は過去最大の１，３００社以上が出展し、６５，９７５人の

来場者（主催者ＨＰによる）がありました。熱気にあふれる出展各社のブースでは、自社製品・技術のＰＲ、企業

連携や販路開拓のきっかけを得る場となっていました。

オリジナル工具

「エンドミル」

は工学系の教科

書に掲載されているとのこと。企業情報

を収集する学生達が次々に足を止めて

見入っていました。

ロストワックス

精密鋳造の技術

を展示。「展示会

出展では、来場して下さるお客様と直に

お話することで、関係を深めています」

とのことでした。

( )Next

Technology

においを判定す

る「しゅんたろ

う」は看板犬として活躍。投てき型撮影

システム「ナゲトル」にも技術的な関心

が多く寄せられました。

モーター部品等

の精度の高い加

工技術を紹介。

「名古屋での取引は face to face が基

本。実際会って話すことで信頼関係が築

けます」とのことでした。

従来の油圧メン

テナンスの紹介

に加え、外観検

査装置も展示しました。「メッセナゴヤ

は業種の幅が広く、有意義な情報交換の

場となった」とのことでした。

北九州市コーナー入口の様子

北九州市は、ものづくり産業を側面から支え、市内中小企業の競争力強化や、

製品の高付加価値化を図るため、産業デザインをテーマとする啓発事業や、デザ

イン振興の目に見える成果として市内企業の「グッドデザイン賞受賞支援事業」

を実施しています。

「グッドデザイン賞」では、生活、産業、公共のデザ

イン部門と、もの、コミュニケーション、仕組みといっ

た幅広い領域を対象に、そのデザインが「くらしを、社

会を、豊かにしうるのか」という視点から審査されます。

今回、市内企業である「矢作昌生建築設計事務所(小倉

北区)」が設計した住宅及び調剤薬局が、「従来の用途や

周辺の環境と調和するデザイン」として高く評価され、グッドデザイン賞を受賞しました。

なお、今回受賞した 2つの物件は、本市の「グッドデザイン賞受賞支援の助成金」を活用

し、10月 31日～11月 4日に東京ミッドタウンで開催された「グッドデザインエキシビショ

ン 2014」へ出展しました。

【受賞デザイン】
住宅「行橋の住宅」

【受賞デザイン】
調剤薬局「つみきの薬局」

グッドデザイン賞及び受賞デザインについて詳しくは、

http://www.g-mark.org/ をご覧ください。
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北九州市の施策・事業を活用し、更なるステップアップを目指して市内でがんばる企業を、シリーズでご紹

介する「キタ！Ｑ（北九）ホットカンパニー」。今回は、市の販路開拓支援をきっかけに売上を伸ばしている、

有限会社タイシン九州（小倉南区）をご紹介します。

有限会社タイシン九州 ＴＥＬ：093-471-1331 FAX：093-471-1369

所在地：小倉南区津田新町１－１８－３５ http://sanso-power.com/

【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、上野 TEL：093-873-1433 

市の販路開拓支援を活用し、売上２倍！！

有限会社タイシン九州（無公害多目的洗浄剤製造）

年内に中小企業融資を受けるためには、１２月１５日（月）までの信用保証協会の受付
が必要です。ご注意ください。

セーフティネット認定の申請や融資申込みは、お早めにお願いします。

代表取締役 月見政仁さん

エコプレミアム選定商品
『サンソリキ』(右)と
『かわゆい花子』

【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：菊澤 TEL：093-873-1430

年末の中小企業融資の申込みはお早めに！

　クリーニング店などで使用される、業務用洗浄剤の製造メーカーとして創業し

た(有)タイシン九州は、洗剤を含んだ排水による河川の水質悪化が社会問題にな

った昭和５０年代、クリーニング工場からの要望で、環境に優しく洗浄力の高い

シミ抜き剤の開発に着手、国産の上質な原料にこだわった『サンソリキ(酸素系

多目的洗浄剤)』の販売を始めました。「当初、小売は行っていませんでした

が、クリーニング店従業員のみなさんからのリクエストで始めたんです」と話を

いただいたのは、代表取締役の月見政仁さん。その後、一般ユーザー向けに改良

した『かわゆい花子』を商品に加え、順調に売上を伸ばしていきました。

　しかし、昭和から平成に入ると、景気の低迷ととも

に業務用洗浄剤の売上が落ち込み、一般向け商品の売上についてもクリーニング店での

店頭販売のみだったため、減益を補うには程遠いものでした。

　「市の支援制度を初めて利用したのは、商業振興課が開催しているインターネットシ

ョップ開設に関するセミナーでした。平成１９年からネット販売を始めていましたが売

上はさっぱり。というのも、セミナーを受講するまでは『エコ』や『手肌に優しい』と

いった、作る側のこだわりや思いを前面に出して商品紹介していたんですね。でも、買

う側にとってはそんなことより『落ちなかった汚れがキレイに落ちる』の方が大事なん

ですよね」。このセミナー受講をきっかけに、商品ＰＲをはじめ営業活動の重要性を痛感した月見さんは、この後

も積極的に市の販路開拓支援策を活用しました。

　平成２２年には『かわゆい花子』と『サンソリキ』が北九州市エコプレミアムに選定され、翌２３年には北九州

市トライアル発注の認定新商品に選定されるとともに、(公財)北九州産業学術推進機構中小企業支援センター実施

の販路開拓支援プロジェクトの対象となり、経営アドバイザーによるハンズオン支援などを受けました。「エコプ

レミアム選定やトライアル発注の認定を受けたことによるＰＲ効果は計り知れないものがありました。特に支援セ

ンターの販路開拓支援プロジェクトでは、サイト運営や営業手法などを一から学ぶだけではなく、マネージャーさ

んの支援によって、老人ホームや保育所などへの商品紹介やプレゼンテーションの機会を得ることもできました。

現在も支援センターには何かと相談に乗ってもらっています。おかげさまで取引先も増え、３年前に比べて売上は

約２倍に伸びています。これからも、より多くの方に使ってもらいたいですね」と笑顔で語っていただきました。

　今後は海外進出も視野に、さらなる販路開拓を目指しているとのこと。これからの

躍進が楽しみな会社です。
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【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：田村、吉崎 TEL：093-873-1430

平成２６年 工業統計調査を実施します！

「経理基礎セミナー」の受講生募集！

「大和ハウス工業㈱個別商談会」を開催しました！！

（公財）北九州産業学術推進機構中小企業支援センターでは、平成２６年１１月６日(木)に、ＡＩＭビル６階テレ

ワークセンターにて、『大和ハウス工業㈱個別商談会』を開催しました。

このイベントは、前もって行われた説明会(９月号参照)の開催後、９月２６日までにエントリーシートを提出した

企業から、大和ハウス側のニーズに合致した２３社を対象に、個別商談の場を設けたものです。

当日は、午前１０時から夕方まで、３つの会議室に分かれて商談を行い、参加企業は熱心に自社の商材、技術等を

提案していました。

個別商談したある企業からは、「総合技術研究所や本社に採用のご検討をいただけるよう

だ」との内容や、「次回、研究所のグループ長を含め、改めて、商談の機会を設けることが

できた」「大和ハウスグループにて試験的に使用する旨の話ができた」等の声を聞くことが

できました。

また、大和ハウス担当者からは「このような機会を作っていただき、ありがとうござい

ました。今後とも宜しくお願いします」との感謝の言葉もいただきました。

【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：麻生 TEL：093-873-1430

個別商談の様子

これから創業を目指す方、創業して間もない方及び初めて経理を担当する方を対象に、日々の経理業務、給与計算、

年末調整など、事業を行う上で必要な経理に関する基礎知識の習得を目指す講座を開催します。

なお、個人事業編と会社経営編の２つのコースに分けて開催します（両方のコースを受講することもできます）。

■日 時 個人事業編：平成２７年１月１５日（木） １３：３０～１６：３０

会社経営編：平成２７年１月２２日（木） １３：３０～１６：３０

■会 場 北九州テクノセンタービル２階研修室 ■定 員 各３０名

■講 師 公認会計士・税理士 宮川 英之 ■受講料 各コース 一人あたり１,０００円

■内 容 詳しくはホームページをご覧ください。(http://www.ktc.ksrp.or.jp)

１ 日常の経理業務とは何をすればよいか？

２ 記帳や決算の方法、給与計算の方法とは？

３ 法人税、所得税のポイントとは？

■申込期限 平成２７年１月８日（木）

経済産業省
福岡県
北九州市

【問い合わせ先】 北九州市総務企画局企画課 担当：高橋、阪本 TEL：093-582-2135

平成２６年工業統計調査は、従業者４人以上の全ての製造事業所を対象に、平成２６年

１２月３１日時点で実施します。

工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的とする政府の重

要な調査で、統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。

工業統計
キャラクター
コウちゃん

調査の結果は、中小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施策のための基礎資料と

して利活用されます。調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外(税の資料

など)に使用することは絶対にありません。

調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いいたします。


