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北九州市新成長戦略 これまでの取組状況 

（平成２５年４月～７月分） 

＜地元企業の販路拡大＞ 

１ 富士見ホールに、5 月に「小倉南区魅力発信プラザ」を開設し、地元企業「七尾

製菓」による特産品販売や、平尾台をはじめとする小倉南区の魅力を紹介するパネ

ル展示などを行った。この結果、115 名の韓国人ツアー客に七尾製菓が用意した商

品のうち 3種類が完売（約 80 個）した。             【小倉南区役所】 

＜地域商業の活性化＞  

２ 減塩やバランス食の提唱、受動喫煙防止などに取り組む食関連事業者を支援する

「きたきゅう健康づくり応援店事業」について、登録店が１３５店に増えた。

【保健福祉局】 

＜地元製品・サービスの利活用＞ 

３ 門司区美術工芸研究所が地域貢献事業として製作した夏シャツ「門司港さらさ」

を、ブランド育成の観点から、20 着購入し、職員が着用する。  【門司区役所】 

４ ダンピング受注の排除を図るため、最低制限価格の基礎となる額（一般管理費等

の割合を 30%⇒55%へ）を変更し、受注者の利益確保につなげる。   【契約室】 

＜地元企業の新製品開発＞ 

５ 本年 4 月より、「じーも」の商標を生かした商品開発、サービス展開を市内外の

事業者に提案するパンフレットを作成し、配布・ウェブ上の閲覧を行っている。 

 ＜主な活用事例＞ロイヤル空港高速サービスによる土産品開発 

日本旅行による商標使用 など        【門司区役所】 

６ シャボン玉石けん・北九州市立大学、ＦＡＩＳ等が開発した泡消化剤が、ＪＩＣ

Ａの「インドネシア・バリクパパン市における泥炭・森林火災の消火技術モデル事

業」に採用内定。                      【産業経済局】 

７ 経済産業省「戦略的基盤技術高度化支援事業」に、戸畑製作所の「非常用電源と

してのマグネシウム空気電池を実現する難燃性マグネシウム合金鋳造薄板による

革新的電極素材の開発」、ダイキ工業（株）の「溶融亜鉛めっきの代替が可能な複

合酸化物を活用した高強度防錆塗料と工法の開発」が採択された。 【産業経済局】 

資料３ 
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８ ４月から、若松区マスコットキャラクター「わかっぱ」を活用した商品開発・販

売促進を個別案内・ＨＰ等で提案した。 

活用事例  商品包装への利用（２社）            【若松区役所】 

＜人材育成＞ 

９ 中小企業の技能向上を支援するため、北九州マイスター匠塾（２０名参加）など

を実施した。                        【産業経済局】 

＜次世代自動車＞ 

10 国土交通省の進める、超小型ﾓﾋﾞﾘﾃｲの普及や関連制度の検討に向け、先導導入や

試行導入の優れた取り組みを重点的に支援する「超小型ﾓﾋﾞﾘﾃｲの導入促進」事業に

本市の提案が採択された。                  【産業経済局】 

＜ロボット産業＞ 

11 ロボット産業の振興に向けて、6月 12 日～14 日にかけて、ロボット産業マッチ

ングフェア、市内中小企業のロボット活用セミナーなどを開催し、市内企業等の多

数の参加があった。                     【産業経済局】 

12 6 月 21 日、九州工業大学が「ロボット具現化センター」を開所した。リーディン

グプロジェクトのロボット産業振興の学の拠点となるもの。   【産業経済局】 

13 6 月 26 日、ロボット産業の振興に向けて、連携大学院インテリジェントカー・ロ

ボットティクスコースの開講セミナーを実施。新成長戦略と連携大学院への期待な

どについて説明。170 名の参加があった。            【産業経済局】 

14 民生用ロボットの開発支援の成果として、㈱ＴＯＴＯ「ベットサイド水洗トイレ」

が、経済産業省「ロボット介護機器開発導入促進事業」へ採択。３年間、本格普及

に向けた研究を行う。                    【産業経済局】 

15 （株）安川電機の「メカトロニクス技術を活用した移乗アシスト装置の開発」が

経済産業省「ロボット介護機器開発導入促進事業」に採択された。 【産業経済局】 

16 九州工業大学社会ロボット具現化センター主催のワークショップの中で、本市の

産業用ロボット支援施策の説明等を行い、約 100 名の参加があった。【産業経済局】 

17 市制 50 周年記念事業「水中ロボットフェスティバル」の 10 月開催に向け、第１

回目の実行委員会を行った。                 【産業経済局】 
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＜健康・生活支援ビジネス＞ 

18 医療現場等のニーズ、大学のシーズ、技術のマッチングを行い、市内企業の医療・

保健・介護分野への参入・集積を促進させることを目的とした、第３回北九州医歯

工連携研究会を 6月 12 日に開催。97 名が参加。        【産業経済局】 

19 介護等の現場で抱える課題を解決する製品開発をＦＡＩＳが支援。【産業経済局】 

20 高齢者などに配慮した質の高い在宅生活を支えるため、住宅のバリアフリー化や

断熱工事など、市内業者が実施するリフォーム工事に対する助成制度を実施した。

市に対する補助金の申請状況は、7月末現在で 313 件（39,821 千円）となっている。 

【建築都市局】 

＜にぎわいづくり＞ 

21 5 月 25・26 日に開催された「第 70 回門司みなと祭り」において、パレードや総

踊りへの参加勧奨を行った。その結果、パレードには、前年より 700 人多い、2,800 

 人の参加があるなど、例年以上のにぎわいを創出した。      【門司区役所】 

22 5 月 25 日、八幡西区役所やコムシティのＰＲ、黒崎地区のにぎわいづくりを目的

に「新八幡西区役所誕生祭 春の宿場まつり」を開催し、12,000 人の来場者があっ

た。周辺商業施設から、「最近では経験の無い多くの人の流れがあり、売上増加に

もつながった」とのコメントをもらった。                 【八幡西区役所】 

23 5 月 16 日に「第 8回皿倉山健康ウォーク」を開催。皿倉山や近代化産業遺産を巡

るコースを設定し、市内外から多くの参加があった。併せて、東田大通り公園で、

地元団体・企業によるバザーを開催し、3,444 人のにぎわいを創出。【八幡東区役所】 

24 4 月 14 日に「則松金山川チューリップ祭り」を開催し、約 15,000 人のにぎわい

を創出した。                       【八幡西区役所】 

25 4 月 27～29 日に「吉祥寺藤」を開催し、約 45,000 人のにぎわいを創出した。    

【八幡西区役所】 

26 5 月 18～19 日に「黒崎よさこい祭り 2013」を開催し、あいにくの雨天にも関わ 

らず、約 60,000 人の賑わいを創出した。             【八幡西区役所】 

27 漫画ミュージアムの認知度アップを図るとともに漫画文化の浸透を図る取り組

みとして、5月 11～12 日、ＴＯＴＯリモデルフェアにブースを出展した。2日間で

約 4,500 名の来場者があった。             【市民文化スポーツ局】 



- 4 - 

28 6 月 15 日、ふれあい花壇・菜園モデル事業の３箇所目となる「天籟寺地区ふれあ

い花壇」の開園式が開催された。地元では、地域の名所となるよう皇帝ダリア通り

と名づけて、花壇の管理や花の育成を行っていく予定であり、地域での多世代交流

を含め、にぎわいの創出が期待できる。                【財政局】 

29 6 月 15、16 日、小倉都心のにぎわいづくりを目的に「ロールケーキフェスティバ

ル」を開催。56,000 人の来場者があった。           【小倉北区役所】 

30 6 月 1、2 日に「香月・黒川ほたる祭り」を開催。約 10,000 人のにぎわいを創出。 

  【八幡西区役所】 

31 6 月 1、2 日に「折尾まつり」を開催。約 15,000 人のにぎわいを創出。 

 【八幡西区役所】 

32 6 月 8、9 日に「とばた菖蒲まつり 2103」を開催。今年は、地元のカフェや雑貨

店による蚤の市も開催し、60,000 人のにぎわいを創出。     【戸畑区役所】 

33 6 月 25、26 日に「全国消防長会総会」を開催し、全国から約 700 人の来北があっ

た。参加者へ北九州水道 100 年記念ボトルドウォーターを提供するなど、本市のＰ

Ｒ、イメージアップを行った。                  【消防局】 

34 7 月 16～20 日、市制５０周年及びフィルム・コミッション支援累計１５０作品を

記念し、映画の上映会や新作映画の公開イベントなどを開催し、計 610 人の参加が

あり、中心市街地の活性化に寄与した。                【広報室】 

35 7 月 26 日、「第 3回中央区ふれあいステージ」を開催。市制 50 周年を記念し、一

層の盛り上げを演出し、約 600 人の参加があった。      【八幡東区役所】 

36 7 月 28 日、「河内クリーンウォーク」を開催。散策と清掃を組み合わせたイベン

トとして、地元団体や小学生など 266 名の参加があった。    【八幡東区役所】 

37 7 月 19～22 日、黒崎祇園山笠を開催し、約 35 万人のにぎわいを創出し、中心市

街地の活性化に寄与した。その他、筑前木屋瀬祇園祭（1万 5千人）、洞南四地区山

笠競演会（1万人）を開催し、にぎわいを創出した。      【八幡西区役所】 

38 7 月 14 日、「関門港ボート天国」を開催した。門司港レトロ地区一帯で恒例のス

イム＆ランやクルーザー・プレジャーボートの乗船体験など各種のイベントに多く

の一般市民が参加（総参加者数：約 13,000 人、見学者：約 4,000 人）し、海への

理解を深めるとともに北九州港の夏を楽しんだ。        【港湾空港局】 
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39 7 月 14 日に、国立広島商船高等専門学校の練習船「広島丸」を北九州港に招聘し

た。小中学生とその保護者の方々（150 人）の参加があり、関門海峡を巡る体験航

海やロープワーク等を通してその素晴らしさを体験した。    【港湾空港局】 

40 7 月 19 日、旧大連航路上屋オープニングとして、記念式典の開催、特別展として

大連港写真展や船のパネル展等を開催、多くの市民や観光客で賑わった。（7 月 19

日から 3日間で約 1 万人）                  【港湾空港局】 

41 7 月 19 日、日本最大のクルーズ船「飛鳥Ⅱ」の門司港寄港に際して、おもてなし

イベントを開催。約 1000 名の乗客と約 1000 名の見送りの市民で賑わった。 

【港湾空港局】 

42 7 月 19 日、「くきのうみ花火の祭典」を開催。今年は北九州市制 50 周年の記念大

会として、音楽と共に「祝 50」の文字が浮き出る仕掛花火や 5市を 5色の色で表し

た記念花火などを実施。約 30 万人の来場者があった。【若松区役所・港湾空港局】 

43 ６月１５、１６日に「あじさい祭り」を開催し、臨時駐車場の設置などにより、

昨年に比べ千人多い、約２万人のにぎわいを創出した。     【若松区役所】 

44 ７月１９～２１日の「若松みなと祭り」期間中に昨年に比べ５万人多い３２万人

が若松中心市街を訪れ、にぎわいを創出した。         【若松区役所】 

45 ７月１９日から２１日までに開催された「若松みなと祭り」期間中の２１日に、

若松伝統の「火まつり行事」を開催した。この行事では、若松区内外から大人や子

供を含め１，６００人以上の人が火のついた松明を持って高塔山を登ることにより、

にぎわいを創出した。                    【若松区役所】 

46 小倉南区では、「平尾台を活用した釜山からの集客事業」を展開。韓国向け PR 媒

体「九州ビィーキ」に平尾台・小倉南区の紹介ページを掲載し、１５万部を配布す

るなどの取り組みを行った。この結果、４～７月の４ヶ月間で、404 人の韓国人ト

レッキングツアー客が平尾台を訪れた。           【小倉南区役所】 

47 4 月 6 日～14 日、市制 50 周年を記念して、小倉南文化連盟に加盟する団体等が

一堂に会し、小倉南生涯学習センターを会場に、ステージ発表や作品展示などを行

う「小倉南 文化芸術祭 春の祭典」を開催し、約 3,000 人の来場があった。

【小倉南区役所】 

48 4 月 21 日、「北九州・平尾台トレイルランニングレース」を開催し、市内外から

前年より 66 人多い、757 人（韓国人トレイルランナー2名を含む）の参加があった。     

【小倉南区役所】 
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49 4 月 29 日、ＪＲＡ小倉競馬場を会場に、「平成 25 年度第 39 回小倉南区子どもま

つり」を開催した。当日は大勢の親子連れを中心に、約 25,000 人のにぎわいを創

出した。                         【小倉南区役所】 

50 7 月 28 日、「第 20 回平尾台ピクニックコンサート」を開催し、あいにくの雨天に

もかかわらず、約 700 人の来場があった。           【小倉南区役所】 

51 7 月 28 日より、全国高等学校総合体育大会（「卓球」、「弓道」、「バドミントン」

の３競技）が本市で開催され、3 競技合わせて選手・監督約 3,400 名の参加、観客

延べ約 71,600 人の来場を得ることができ、まちのにぎわいづくりや活性化につな

がった。                          【総務企画局】 

52 八幡西図書館オープニング 1 周年記念イベントを実施した 7 月 22～26 日の 5 日

間で、2,988 人が会場を訪れ、にぎわいが創出された。      【教育委員会】 

53  4 月 27 日に行われた八幡西生涯学習総合センターオープン記念講演会に、市内 

外から 212 人の参加があり、にぎわいが創出された。       【教育委員会】 

54 小倉地区における遊休不動産の活用を促進するため、土地や建物の活用状況の調

査や地権者等に活用策の提案を行った。その結果、5 月に「ボルダリングジム小倉

店」、6月に「カフェ」 がオープンした。 

【建築都市局】 

55 7 月 13 日、14 日に、「紫川夜市」を開催した。リバーウォークや紫江’S 前の川

沿いや勝山橋において、夜のフリーマーケット、音楽ライブ、花火などを実施し、

同時にクロスＦМの生中継を行い、約 32,400 人のにぎわいを創出した。 

                              【建築都市局】 

56 「コムシティ」の再オープンを記念した式典を開催した。地元商店街や近隣企業、 

まちづくり団体等と連携して様々なイベントを実施、約 13,000 人のにぎわいを創

出した。 

6 月には、ハローワーク八幡コムシティ庁舎がオープンした。   【建築都市局】 

57 4 月 14 日にＪＲウォーキング「西鉄北九州線跡と金山川のチューリップ、トンネ

ル見学を楽しむ」が開催された。ウォーキングコースは、旧西日本鉄道折尾高架橋

（ねじりまんぽ）、西鉄北九州線跡、工事中の筑豊本線・短絡線トンネル内部等を

見学するもので、約 760 人のにぎわいを創出した。       【建築都市局】 
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＜都市インフラビジネスの推進＞ 

58 5 月 5、6 日、「日中韓三カ国環境大臣会合」が開催され、大気汚染について、政

策対話を進めていくことが合意された。また、会議には、政府関係者等約 600 人の

参加があり、にぎわいづくりを創出。               【環境局】 

59 日本磁力選鉱㈱は、アジア低炭素化センターの支援のもと、世界で初めてインド

からレアメタルを含む廃プリント基板類の輸入を開始し、コンテナが 6 月 19 日、

北九州港に到着。今回の取り組みは、国際資源循環という意味で意義は大きく、イ

ンドを対象に、バーゼル条約をクリアしたことは、各方面から高い評価を得ている。 

【環境局】 

60 7 月 11 日、日本貿易振興機構（ジェトロ）と一層の連携強化を図るため、連携協

定を締結した。ジェトロと政令市との連携協定締結は初めてである。パッケージ型

都市環境インフラや、水インフラの技術・ノウハウの海外展開などに、ジェトロの

ノウハウとネットワークを役立ていく。            【産業経済局】 

＜ブリッジ人材の育成・確保＞ 

61 留学生のための就活応援クラブを７月１８日に開催し、市内大学に通う留学生４

名が参加した。                       【総務企画局】 

＜雇用関連＞ 

62 中学生の職業観醸成のため、北九州マイスターや北九州技の達人による講演を行

った。（受講学生数、4 校、549 人）              【産業経済局】 

63 求職者を対象に「フォークリフト・玉掛け講座」を実施。19 名が修了し、うち 2

名の就職が決まった。                    【産業経済局】 

64 7 月 4 日、新卒者を対象にした合同説明会を開催し、82 社の出展企業と 525 名の

来場者があった。また、7月 13 日、求職者、転職希望者を対象にした合同説明会を

開催し、53 の出展企業と 228 名の来場者があった。       【産業経済局】 
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＜企業訪問・来訪状況＞ 

企業訪問・来訪件数     3,347 件 

【主な内容】 

・現在の業績状況 

・今後の事業展開の内容（採用計画、海外展開、事務所移転検討など） 

・自社製品の販路拡大に関する相談 

・新たな事業展開に際しての協力依頼 など 

＜戦略のＰＲ＞

・産業経済局 

経済団体等への出張説明（29 回）、市ＨＰに新成長戦略ページの開設、市ＨＰトップペ

ージへの掲載、市ＨＰに産業経済局記者発表資料コーナーの開設、 

冊子・概要・ＰＲツールの作成、商工会議所会報誌への掲載、 

中小企業者向け広報誌への掲載、市政だよりへのシリーズ記事掲載（3回）、 

各種団体（商工会議所、ＦＡＩＳ等）ＨＰへのリンク・メルマガへの記事掲載、 

職員向け出張説明（18回）、職員広報「ひびき」への特集記事掲載、 

庁内イントラに特集ページ開設 

・港湾空港局（企業訪問時に戦略の説明） 

・総務企画局（市長講演でのＰＲ）

・広報室（広報媒体を活用したＰＲ）

・建築都市局（業界団体との意見交換会でのＰＲ）

・環境局（ＯＥＣＤにおけるＰＲ）

・人事委員会事務局（学生に対し、戦略の説明）

＜その他＞ 

 ・財政局 

  局内各課の親睦会費等での購入品を地元産品にするように通知 

→給湯室の洗剤をシャボン玉せっけん（本社：若松区）へ変更 

→コーヒーをブルックス（神奈川県）から地元業者へと変更 

・消防局 

新成長戦略の推進に関する提案 180 件の提出 


