
～平成26年度の取組状況～ 

北九州市新成長戦略 

資料３ 

平成２７年４月 



１ Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備 

「北九州市中小企業振興条例」の制定 
 （平成２６年１２月議会にて可決・成立、平成２７年４月１日施行） 

基本理念（第３条） 
 
○中小企業者は、経営の改善及び 
 革新並びに経営基盤の強化に 
 自主的に努める。 
 
○市、中小企業団体、大企業者、 
 金融機関、大学等及び市民が 
 連携して中小企業者を支援する。 
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○主な取組状況 

○Ｈ26年4月（ 「fabbit」開設） 

 3Dプリンタ等の様々な機能を併せ持つ日本最
大級のインキュベーション施設 

○Ｈ26年5月（融資制度創設） 

 日本政策金融公庫と連携して、日本初となる
「北九州市スタートアップ支援貸付」制度創設
（10月現在4社の融資決定） 

 日本政策金融公庫と「革新的スタートアップ企
業支援に関する協定書」締結 

○Ｈ26年10月（投資支援プログラム始動） 

 投資支援事業「ものづくり系スタートアップ支援
プログラム（ABBALabファームプログラム）」の
本格始動 

ファビット 

 中小企業の競争力向上 
（ベンチャー企業の創出・育成） 

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設「fabbit」 

「北九州市ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援貸付」制度創設 



３ 

○主な取組状況 

Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備 

充実した物流基盤を活用した物流振興 

●「北九州空港将来ビジョン」の策定 

・物流・交流・産業に関する３つの将来像 

 を実現することにより、空港及び周辺地 

 域が相互に発展する好循環を目指す。 

 （H26年12月 北九州空港将来ビジョン 

                                    シンポジウムにて発表） 

   

  

●貨物取扱量増加の取組み 

・H27年3月 最新大型貨物機B747-8Fの就航 

       ⇒輸送力の向上（搭載量20t増） 

 

 

 
最新大型貨物機B747-8F就航 

北九州空港将来ビジョンシンポジウム 



  Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 ４ 

次世代自動車産業拠点の形成  

本市における水素ステーション整備が加速 

○主な取組状況 

○H26年10月22日、岩谷産業㈱ 

 による九州初の商用水素 

 ステーションが小倉北区に完成 

 
○スマート水素ステーションを 

 若松区に整備（H26年12月15日） 

 
○H27年夏頃に 

 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱ 

 による商用水素ステーション 

 が八幡東区に完成予定 

商用水素ステーション 
（小倉北区高浜） 

スマート水素ステーション 
 （エコタウンセンター） 
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Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 ５ 

H27.3 アイシン精機株式会社 九州開発センター開所 
 ・安心安全分野のキー技術となる画像認識や空間認識、車両制   
  御などの要素技術を開発 
  場 所：北九州学術研究都市 技術開発交流センター 
  従事者：H27年度末３０名、H32年度末１００名 予定 
 

H26.4 株式会社ＪＳＰ 北九州工場開所 
 ・クルマの軽量化に伴い需要が拡大している発泡樹脂の世界   
  トップシェアメーカーの工場が操業開始。 
  場 所：北九州空港跡地産業団地（敷地面積 約3.5ha） 
 

H26.10 企業立地セミナー  in 大阪 開催 
 ・電気・電子・素材メーカーが集積する関西地区において、企   
  業立地セミナーを開催。１６０名参加。 
  場 所：リーガロイヤルホテル（大阪） 
  講演者：北九州市長 北橋健治 
        日産自動車 取締役 上級技術顧問 山下光彦氏 
       トヨタ自動車九州 取締役 百瀬英典氏ほか 

次世代自動車産業の拠点化  

○主な取組状況 



北九州市内企業が開発した「移乗アシスト装置」の介護
施設（11ヶ所）における実証事業の実施 
○ロボット介護推進プロジェクトチーム 
・㈱安川電機      ・11ヶ所の介護施設 
・福祉用具プラザ北九州 ・（公財）北九州産業学術推進機構 
・北九州市 

我が国をリードするロボット産業拠点の形成 

 
 

Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 

１ 民生用ロボットの開発支援 

６ 

○主な取組内容 

◆経済産業省“ロボット介護推進プロジェクト”の採択（H26年6月） 

２ 地域企業のロボット導入支援 

・地域企業にロボット技術の専門家を派遣し、ロボッ
ト導入の相談対応（６２件） 
・ロボット技術者を養成するプログラム「ロボット道
場」を実施（５件） 

◆平成26年度“北九州市産業用ロボット導入支援補助金“の採択 

 地域企業のロボット導入時の設備投資に対し、市が
独自に設けた補助事業に採択（４件） 

◆産業用ロボット導入支援センターによる地域企業の導入支援 



 
 

Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 

◆北九州産業観光センター設置（H26年7月） 

７ 

○取組内容 

 北九州市・商工会議所・観光協会が
一体的な活動を行う「北九州産業観光
センター」を設置し、産業観光の受入
れ体制を強化 
 
○主な取組内容 
 ・受付専用ダイヤルの設置などに 
  よる、観光客や旅行会社の 
  「利便性向上」 
 ・産業観光専用ホームページ立上げ   
  などによる「情報発信力強化」 
 ・三位一体となった営業活動実施 
  などによる「誘致活動促進」     
 
  
 
  
 

平成２６年度 第８回 

 産業観光まちづくり大賞 金賞受賞!! 

この官民一体の取り組みが全国的
な評価を受ける 

全国的な賞をＷ受賞！ 



○期 間 平成26年12月6日（土）、7日（日） 

○場 所 ＪＲ小倉駅新幹線口エリア 

 （あさの汐風公園、西日本総合展示場、あるあるCity等） 

○集客数 １７万人 

○主なイベント 

・パトレイバーイングラム・デッキアップ 

・「妖怪ウォッチ」イベント 

・ご当地アイドル、ヒーローショー 

・ご当地グルメ 

・警察、消防、自衛隊車両展示 

・痛車展示 

・アニうたKITAKYUSHU 
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にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充 

（北九州ポップカルチャーフェスティバル2014の開催） 
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にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充  

○主な取組状況 

Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 

リノベーションスクールの題材物件が 

事業化 

Ｈ26年6月  ビッコロ三番街 
 ・あらゆる業態のスタートアップ拠点 

〃７月  ＢＡＲ「Ｅ」 

 ・南欧風のワインバー 

〃10月  クッチーナ・ディ・トリヨン 

 ・イタリアンバー 

〃３月 カフェダンジョン 

 
リノベーションスクール＠北九州を開催       
Ｈ26年8月  第７回（受講者数９９人） 
    〃2月  第８回（受講者数 １２７人） 

 ・リノベーションまちづくり 
  事業の全国展開を開始 
  （国土交通省補助） 

ＢＡＲ「Ｅ」  

リノベーションスクール＠北九州  

ビッコロ三番街  



あ 

○情報通信産業 
  自然災害が少なくＢＣＰ（事業継続計画）に 
  最適な都市として高い評価 
 ・Yahoo! JAPAN「Yahoo!ニュース」の 
  編集拠点設置（H26年4月） 
  南海トラフ巨大地震等大規模災害のリスク分散 
 

 ・三井生命保険㈱ 
  「北九州お客様ｻｰﾋﾞｽセンター」の開設 

  （H26年10月） 
  首都圏に集中する本社機能の一部移転 

 
〇航空機産業 
  次世代リージョナルジェット機ＭＲＪのフライ 
  ト関連（飛行試験・駐機）のサブ拠点として、  
  北九州空港の活用の検討を決定 
 （H26年2月） 
 

着実に進む産業集積～企業誘致①～ 

○主な成果 
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MRJ（三菱リージョナルジェット） 

「Yahoo!ニュース」の編集拠点 



あ 

○情報通信産業 
 
・ｉ６コンサルティンググループ株式会社     
「北九州オフィス」開設（H26年5月） 
 東京で受託している給与計算、人事業務 
 の一部移管 
 今後3年で１００名の雇用創出 
 
・株式会社メンバーズ 
 「ウェブガーデン北九州」開設 
 （H27年４月） 
 ウェブサイトの制作拠点として、 
 2020年3月までに２００名の雇用創出 
 ITエンジニア、WEBデザイナーなど 
 高度人材の活躍の場が市内に誕生！ 

着実に進む産業集積～企業誘致②～ 

○主な成果 
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 ㈱メンバーズ「ｳｪﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ北九州」 

       開設発表 

  Ｉ６ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 

 「北九州オフィス」開設発表 



～リーディングプロジェクト毎の取組状況～ 

北九州市新成長戦略 
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○料金値下げ 

◆工業用水道料金の値下げ決定！ （平成２６年４月より） 

○二部料金制の導入 

・政令市の工業用水道 
事業で一番の低料金を 
実現 
 
 

～より使いやすい工業用水が企業の皆様を支援します～ 

・使用水量に応じた料金体系 
 「二部料金制」を導入 

25 23.5

円/㎥ 円/㎥

※料金は、契約水量300㎥/日以上の場合です。

変動費
4円/㎥×使用水量

使用水量 契約水量 使用水量 契約水量

25円/㎥×契約水量

固定費
19.5円/㎥×契約水量

料金値下げと二部料金制責任水量制（現行）

コスト
ダウン！

※料金は、１日１㎥あたりの税抜料金です。

改正現行契約水量

300㎥/日未満

300㎥/日以上

４０円 ３８円
（基本料金34円＋基本使用料金4円）

２３．５円２５円
（基本料金19.5円＋基本使用料金4円）
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地元製品「街かどショールーム」開催 

○展示製品 
 
 ㈱ケミカルクリエイト エアー・ウォッシュ・フローリング 
  
 ㈲小倉クリエーション 小倉織を使った製品 
  
 ㈱シノハラ製作所 スライド式ソファベッド 
  
 シャボン玉石けん㈱ 無添加石けん他 
 
 ㈱タカギ ダブル節水機能付シャワーヘッド他 
  
 楽しい㈱ バイオマスの新資源化システム 
 
 ㈲ふく太郎本部 ふぐ業界初のＨＡＣＣＰ認定工場 

地元製品・サービスの利活用の推進 

地元製品「街かどショールーム」  

㈱福岡銀行北九州本社ビルにて展示（H26年5～7月） 

エコテクノ2014に出展（H26年10月） 

地元製品ＰＲホームページ開設 

北九州いいっちゃ！プロジェクト  

本市で生産された製品やサービスの魅力を 

紹介する北九州地元製品ＰＲホームページ 

「北九州いいっちゃ！プロジェクト」を 

平成２７年４月に開設 
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(公財)北九州産業学術推進機構[FAIS]では、中小企業の研究開発、
設備投資を国等の資金を活用して積極的に支援 

 
 

１．戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）支援 

 Ｈ２６年７月採択 
  「ＳｉＣ(炭化珪素)セラミックス大幅適用拡大の為の 

   新規２段反応焼結法（接合・精密加工技術）の開発」 

   （株式会社フジコー、九州工業大学） 

  

２．ものづくり・商業・サービス革新事業支援 
 （革新的なものづくりに取組む企業への設備投資資金を補助） 

            Ｈ２６年４月、６月、９月採択 

                                       企業投資経費：７．１億円 

             補助金獲得額：３．３億円 

 

地元企業の高度化・新製品開発支援 

○主な取組状況 

市内企業 

応募 

採択 

国資金 

研究開発 

設備投資 

支 援 

高度化を
実現 

研究開発
を支援 
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■フェリー、RORO航路の輸送力向上 
 ①新門司に拠点を置くフェリー３社が 

  H28までに8隻の新造船を投入。 

 ②小倉ー常陸那珂（茨城県）航路の 

  船舶を大型化。 

■新規航路の誘致 

 ①コンテナ航路の拡充（43航路） 

  中国、東南アジア、韓国との間に合計 

  ４つの新規航路が開設。 

 ②中古自動車輸出の新規航路開設 

  オーストラリア・ニュージーランドへ 

  の新規航路が開設。 

■北九州港の取組みをPR 
 H27.2 東京にて北九州港セミナーを開催 

    

充実した物流基盤を活用した物流振興 

○主な取組状況 

阪九フェリー新造船 「いずみ」 

北九州港セミナーin東京 
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○次世代自動車産業拠点化連絡会議設置（H26年5月） 

 ・産学官による推進母体を設立。 

 
○人材紹介会社との意見交換会（H26年8月） 

 ・人手不足に対応するため、関係者による意見交換実施 

 
○軽量化部品研究会設立（H26年8月） 

 ・次世代自動車産業への参入を目指す 

 ・部品メーカー17社が参加 

 
○設備投資アンケート調査実施（H26年8月） 

 ・全国主要3000社を対象 

 ・回答企業を訪問し、本市進出を促す 

次世代自動車産業拠点の形成  

○主な取組状況 

次世代自動車産業拠点化連絡会議設立 

Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 
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H26.5 自動運転・安全運転支援総合研究センター開設 
 ・北九州学術研究都市の３大学（九工大、北九大、早大） 
  が連携し、人工知能を持つ完全自動運転車両の開発を目 
  指す。 
   ＊交通事故の削減  ＊省エネルギー・省スペース化 
   ＊高齢者・要介護者のアシストシステムなど 
 

次世代自動車産業の拠点化  

○主な取組状況 

自動運転実証走行 

H26.9 内閣府「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム） 
                   ／次世代パワーエレクトロニクス」採択  
 ・北九州学術研究都市にて、ハイブリッド自動車向けSiC(炭化珪素)耐熱モジュール 
  実装技術の研究開発を開始。 
 ・トヨタ自動車㈱、㈱デンソーなどの大手メーカーの他、地元からは九州工業大学や 
  ㈱三井ハイテックなどが参画。北九州産業学術推進機構（FAIS）がサポート。 



あ 

〇「ゼロエミッション交
通システム」発表  
（H26年２月） 

Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 

次世代自動車産業拠点の形成（電気バス） 

○主な取組状況 
事業概念図 
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＜スケジュール＞ 
①Ｈ26年3月  
 電気バスの運行開始 
 
②Ｈ26年10月  
 再生可能エネルギー（太陽
光発電）による運行開始 
 
③Ｈ27年4月  
 大型蓄電池の運用開始 



  Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 

豊富な実績等を活かした環境産業拠点の形成  

○主な取組状況 
H26.5.14記者発表 

    

 H26年５月 
○古着をリサイクルし、自動車用内装 
 材として、北部九州の自動車メーカ 
 ーに供給する、地域循環型のリサイ 
 クル事業を開始 
○クリーニング店が回収に全面協力 
○事業主体㈱エヌ･シー･エスにおいて 
 18名の雇用創出！ 
 
 H26年７月 
○㈱エヌ･シー･エスと北九州市により 
 「北部九州･古着地域循環推進協議会」 
 を設立し、本市を中核とした広域的な 
 官民一体の事業推進体制を構築 

 

古着 

 

 

 
  

回収 

 

 

 
  

自動車用内装材 

 

 

 
  

＿ 

古着リサイクル事業の概要 

    

回収BOX 

区役所他 

公共施設 

15箇所 

  

店頭回収 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店 
市内83箇所 

市外177箇所 

 

 

 

 

 

 

 
  

ﾘｻｲｸﾙ 
工場で
処理 

  

持込 

  

古着リサイクル事業を開始 
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◆ひびきのLEDアプリケーション創出協議会 
 の事業化への取組 
H26年7月 LED照明総合カタログ製作 

  〃10月 LED照明総合カタログ掲載の右記２製品が 

           ・北九州市トライアル発注認定新商品、   
   ・北九州市エコプレミアム（エコプロダクツ） 
    に選定！ 
 〃12月 高輝度小型LED投光器・ＫＳＬ100Ｍａ 
    ４台が小倉城ライトアップ用照明に採用！    

20 Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 

ＥＩ-ＦＬ500Ｍ
（イーアイエス） 

ＫＳＬ100Ｍａ
（春日工作所） 

○主な取組状況 

【従前の投光器を使用】 【高輝度小型LED投光器を使用】 

豊富な実績等を活かした環境産業拠点の形成 

 （環境配慮型製品の開発支援） 
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Ｈ２６年４月～ 

○福祉皮膚美容サービスの新しい事業展開 

・㈱山水（福祉皮膚美容サービス事業者）と 

 井筒屋との連携による新しい事業展開 

 
○小国杉フローラル水 

・小国町と㈱FILTOM（市内メーカー）と  

 AROMA－DIRECTION（アロマサービス 

   事業者）の連携による新しい製品開発 

 
○北九州市夜景アプリ 

・㈱サンロードと市の連携による観光スポッ  

 トや飲食店、市の特産品など街の魅力を 

 発信する新しいアプリの開発 

 
 

    

高齢者を中心とした健康・生活支援ビジネスの推進  

○主な取組状況 

小国杉フローラル水  北九州市夜景アプリ  

北九州市健康・生活産業 

 振興協議会のプロジェクト① 

福祉皮膚美容サービスの新しい事業展開 
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Ｈ２６年度取組みの一例 

 
○介護サービスの国際展開可能性セミナー 

  急速な高齢化が予測されるアジア市場 

 への日本式介護サービス展開への展望に 

 関するセミナー 

 
○福祉車両ドライビング講習会 

  身体に障害のある方や福祉施設の運転 

 者等を対象とした福祉車両等の運転に関 

 する講習会 

 

高齢者を中心とした健康・生活支援ビジネスの推進  

○主な取組状況 

福祉車両ドライビング講習会 

北九州市健康・生活産業 

 振興協議会のプロジェクト② 

介護サービスの国際展開可能性セミナー 
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 ○モデル地区での社会実験（７か所） 

   地域における買い物支援活動の 

                                                  立ち上げ支援 

 
 H26年10月 買い物応援ネットワーク 

                          シンボルマーク受付開始 

           地域における買い物支援の取り組みの       

     PRにシンボルマークグッズを配布 

    

 H26年11月 第２回 買い物応援 

       ネットワーク会議の開催 
    第１６回西日本国際福祉機器展内 

                にて開催 

   

高齢者を中心とした健康・生活支援ビジネスの推進  

○主な取組状況 

（地域協働による買い物支援の推進） 

買い物応援ネットワークシンボルマーク  

第２回 買い物応援ネットワーク会議  
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 MICE誘致を市役所全体で 

 推進し、より一層の集客促進 

 や地域経済活性化を図る 

◆北九州市ＭＩＣＥ誘致推進本部の設置（Ｈ26年6月） 

北九州市ＭＩＣＥ誘致推進本部 

○本部長  市長 
○副本部長 副市長 
○本部員  各局区室長 
○事務局  産業経済局長 
        （観光にぎわい部） 
      西日本産業貿易 
        ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 

ＭＩＣＥ誘致推進員（課長級以上の全職員） 

  助成金制度周知 

 関連情報など 

誘致活動報告 

関係団体等 
の動向など 

MICE開催相談 

ｱﾌﾀｰｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 

所管団体、関係団体など 

 MICE誘致 

  MICEに関する周知・広報など 

※MICEとは 

Ｍeeting（企業等の会議） 

Incentive Tour（褒奨・研修旅行）
Convention（学会・国際会議）

Exhibition/Event 
（展示会・見本市・イベント） 

の頭文字をとった用語 

   

Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 
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H26年 4月 工場夜景定期クルーズ 

       開始 

 
H26年 5月 夜型誘致促進協議会 

     設置 

       

H26年10月 夜景サミットin北九州 

      開催 

  

H27年 2月 産業観光 

                  ワークショップ開催 

（産業観光、歴史的資産、環境観
光資源等を活用した集客） 

 にぎわいづくりによる 

集客交流産業の拡充 

○主な取組状況 夜景サミットin北九州 

夜型観光客誘致促進協議会 

産業観光ワークショップ 
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沿道の応援（約20万人） 

市内外から11,400人のランナー 

ボランティアのおもてなし（約4,900人） 

 平成27年2月8日(日)に開催しました 

 

『北九州マラソン2016』 

平成28年2月21日(日)開催予定 



   

 

Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 

 都心集客アクションプラン策定（Ｈ26年6月） 
27 
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■若者でにぎわうまちづくり事業 

１ 北九州ストリートダンスプロモーション 
（H26年7月～9月） 

 参加者数 9,500人 
 ・１ＤＡＹスペシャルダンスステージ 

 ・ストリートダンスコンテスト２０１４ 

 ・ストリートダンスサミット 

 
２ ＪＵＭＰＩＮＧＦｅｓ 
 ①ＪＵＭＰＩＮＧＦｅｓ２０１４（９月） 

 参加者数10,000人 
 ・約９０ブースのクリエイターによる出店 

 ・若者によるファッションショーや音楽ステージ 

 ・北九州の事業家によるセミナー等 

 ②ジャンプアップ講座の開催（全12回） 

   （H26年10月～H27年3月）    

にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充  

○主な取組状況 

ストリートダンスプロモーション  

ＪＵＭＰＩＮＧＦｅｓ２０１４  
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H26年６月 

・通販サイト「北九州よかもん市場」を 

開設し、北九いいと商品のネット通販を開始 

 
H26年８月 

・井筒屋本店に販売コーナー設置 

 
H26年11月 

・ギフトセット「北九いいとコレクション」 

開発 

 井筒屋のお歳暮カタログに掲載 

 にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充 

  （地元製品のブランド化） 
  

食の新ブランド『北九いいと』の立上げ 

通販サイト「北九州よかもん市場」 

○主な取組状況 
2014.8.6 お披露目式開催 

Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 
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【H26年度】            

  6月 通販サイト「北九州よかもん 

 市場」を開設し、市内の6次産品を紹介 
 
10月 食品ビジネスセミナー開催 
 
11月 商談会への共同出展（7団体） 
 
  2月 ６次産業化交流会開催 
 
  2月 産学官連携により、合馬の竹の粉を 

   練りこんだ「竹粉ラスク」が完成 

（地元産品の６次産業化の推進） 

にぎわいづくりによる 

  集客交流産業の拡充  

○主な取組状況 

ＰＲサイト開設 

竹粉ラスク完成 
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○主な取組状況 

Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 

にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充 
（北九州空港を核とした集客・航空関連産業の充実） 

●「北九州空港将来ビジョン」の策定 

・物流・交流・産業に関する３つの将来像 

 を実現することにより、空港及び周辺地 

 域が相互に発展する好循環を目指す。 

 （H26年12月 北九州空港将来ビジョン 

             シンポジウムにて発表） 

    

●新規就航路線の誘致 

・H27年3月 北九州⇔名古屋小牧線の就航 

       ⇒ビジネス・観光交流の活発化 

 

 

 北九州⇔名古屋小牧線就航 

北九州空港将来ビジョンシンポジウム 



32 Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 

サービス産業の高付加価値化の推進及び情報通信産業の集積 

○北九州コンタクトセンター協議会 

 
『日本で一番の質の高い』 

 コンタクトセンターが立地する地域   

 を目指して発足 

    

 ＜主な連携・協力事項＞ 

  

 ■人材育成や就労者支援に関すること    

  

 ■人材採用戦略の推進に関すること 

  

 ■業界全体の認知度向上に向けたＰＲ 

  

                など 

    

発足式 平成26年12月25日  

＜参加企業＞ 

富士通コミュニケーションサービス㈱ 

㈱ＮＴＴマーケティングアクト 

九州旅客鉄道㈱ 

ヤフー㈱ 

三井生命保険㈱ 

㈱ＴＭＪ 

㈱ゼンリン 

㈱スターフライヤービジネスサービス 

㈱タカギ 

ピットクルー㈱ 
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 アジアに貢献する都市インフラビジネスの展開 

○主な取組状況 

■平成26年度実施の主なプロジェクト 

〇ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ｽﾗﾊﾞﾔ市における都市ごみの廃棄 
 物発電事業 
〇ﾍﾞﾄﾅﾑ・ﾊｲﾌｫﾝ市ｸﾞﾘｰﾝ成長計画策定支援 
〇ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ﾀﾞﾊﾞｵ市廃棄物利用発電技術普及 
 促進事業 
〇ﾀｲ国廃棄物処理の高度化に向けた調査 

■主な成果 

〇国等の資金獲得：約７．６億円 
〇廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ油化装置の販売契約：約１億円 
〇新日鉄住金エンジニアリング㈱ 

 と「国際技術協力等に 

 関する包括連携協定」 

 を締結（平成27年3月） 

包括連携協定締結式 

Ⅳ グローバル需要を取り込む海外ビジネス拠点の形成 



Ⅳ グローバル需要を取り込む海外ビジネス拠点の形成 

北九州発ブランドの海外ビジネス支援 

34 

○食品テストマーケティング 

○シンガポールアンテナショップ 
 期間：H26年11月～H27年3月 

 場所：ジャパンプロダクトセンター 

    「極品=IPPIN」 

 出展企業：７社 

 主な出展品目：ぬか炊き、醤油 

       昆布佃煮、焼き菓子他 

 

○香港アンテナショップ 
 期間：H26年11月～H27年1月 

 場所：日本食品店「千賀屋」 

 出展企業：６社 

 主な出展品目：クリームあんパン 

       レタス、チーズケーキ他 

 

    

シンガポールアンテナショップ 

香港アンテナショップ 
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・上海に本部を置く「ＥＴＷ国際」が 

 ＡＩＭビル入居！ 
 ～世界に先駆けて北九州市に新サービス拠点を開設～ 

 
・平成２６年５月２６日 

 株式会社ＥＴＷの開所式を開催 

 
 ・本部のある上海から地理的に近い 

 ・都市インフラが整っている 

 ・顧客として見込める製造業が集積 

 ・行政の迅速な対応や今後の支援が見込める  等 

             

  

・結果、新たに３人の雇用を創出！！ 

 

    

対日投資の促進  

○主な取組状況 ㈱ＥＴＷ 開所式  

業務風景   



Ⅴ 地域エネルギー拠点の形成 

 
    

H26年3月 西部ガス㈱による「ひびき 

     天然ガス発電所（仮称）」の 

     環境アセスメントの手続き 

     開始 

H26年10月 ㈱響灘火力発電所による 

     「響灘火力発電所（仮称）」  

     環境アセスメントの手続き 

     開始 

再生可能エネルギー･基幹エネルギーの 

創出拠点の形成 
ひびき天然ガス発電所（仮称）※事業化検討中  

○主な取組状況 

響灘火力発電所（仮称） ※事業化検討中 

36 

○発電所の立地動向（響灘地区） 

 
    

H27年3月 若松区響灘沖が環境省「風力
発電等に係る地域主導型の戦略的適地抽
出手法の構築事業」に採択 

環境省「風力発電等に係る地域主導型の 

戦略的適地抽出手法の構築事業」 
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〔Ｈ26年度〕 
  若者ワークプラザ北九州を拠点に下記の事業を実施 

 
 ○マッチング事業〔地域人づくり事業〕 

  若年求職者を雇用して、地元企業での 

  職場実習（１か月）を中心にしたプロ 

  グラムを実施 ６５人 

   ・社会人基礎力講座（２日間） 

   ・実習前研修（１日間） 

   ・職場実習 

   ・フォローアップセミナー（１日間） 

   ・直接雇用切替のための働きかけ 

 
 ○地元企業お仕事100選（講座） 

  地元企業から人事担当者等を招き、 

       様々な仕事や、そのやりがい等を紹介 

       ・紹介企業 ９社 
  

    

若年者の就業意識の啓発や能力開発・就職活動への支援  

○主な取組状況 
若者ワークプラザ北九州 

マッチング事業 

お仕事100選 



雇用創出に向けて 38 

○介護保険サービス事業所の新設 

（平成26年度：149ヶ所新設・増床 

 雇用創出987名） 

 
   

 

○主な取組状況 

医療・介護・福祉、子育て支援分野での雇用創出 

○障害福祉関連サービス事業所の新設 

（平成26年度：70ヶ所新設、 

 雇用創出211名） 

 

 

 
   

 

○国の配置基準を上回る保育士加配 

（平成25～26年度：83名増員） 

   

 

  国の配置基準を上回る     

     保育士加配 

介護保険サービス事業所の新設  


