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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
（H27年7月 9月）
来場者数 7,200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２０１５
・ストリートダンスサミット
２ ＪＵＭＰＩＮＧＦｅｓ
①ＪＵＭＰＩＮＧＦｅｓ２０１５（9月）
来場者数12,000人
・約140ブースのクリエイターによる出店
・ものづくりワークショップ
・若者によるファッションショーや

パフォーマンスステージ
②ジャンプアップ講座の開催（全8回）

（H27年8月 H27年12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○主な取組状況

ストリートダンスプロモーション

ＪＵＭＰＩＮＧＦｅｓ２０１５
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H27年9月
・イオン九州の地域密着プロジェクト
「福岡うまいものフェア」への出展・ＰＲ

H27年11月
・北九いいと詰め合わせギフト
世界遺産記念特別セットの開発、販売

H28年２月
・北九いいと世界遺産記念特別セット
東京ビッグサイトで開催された日本最大級の
食品展示会「こだわり食品フェア」出展

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』の展開食の新ブランド『北九いいと』の展開

○主な取組状況○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

2015.9 福岡うまいものフェア

2015.11 世界遺産セット完成

2016.2 こだわり食品フェア
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【H27年度】
11月 食品ビジネスセミナー開催

（都市型マルシェから見える売れる
商品づくりのヒントなど）

11月 熊本商談会への共同出展（5団体）

2月 東京商談会への出展支援

2月 ６次産業化交流会開催
（生産者・食品加工業者と飲食店と
のマッチング）

（地元産品の６次産業化の推進）

セミナーの開催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○主な取組状況

食の展示商談会in熊本

６次産業化交流会



Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興
着実に進む産業集積 企業誘致 

○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
・情報通信系の大学、高専、専門学校が多く、
優秀な人材の確保が可能

■株式会社メンバーズ
「ウェブガーデン北九州」開設（H27.4）
ウェブサイトの政策拠点として、
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！

■企業立地支援セミナー（東京）
「北九州市ビジネスセミナーin東京」開催
（H27.10）
「企業の地方進出支援セミナーin東京」開催
（H28.2）

㈱メンバーズ「ウェブガーデン北九州」
開設発表

企業立地支援セミナー（東京）

○主な成果○主な成果
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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○主な取組状況
■平成27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低炭素化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
の面的拡大のための基盤構築調査事業

〇ﾍﾞﾄﾅﾑ･ﾊｲﾌｫﾝ市まるごと低炭素化事業
〇ﾀｲ･ﾗﾖﾝ県・都市廃棄物管理及びｴｺﾛｼﾞｶﾙ･
ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ﾀｳﾝの低炭素化推進事業

〇ﾏﾚｰｼｱ･ｲｽｶﾝﾀﾞﾙ地域における低炭素化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
の面的拡大のための基盤構築調査事業
■主な成果
〇雇用創出：18名
〇国等の資金獲得：約17.2億円
〇JCM設備補助事業採択：
・高効率ﾀｰﾎﾞ式冷凍機によるｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ省ｴﾈﾙｷﾞｰ事業
・衛生陶器生産工場への高効率焼成炉の導入 他
〇ｴﾑ･ｱｲ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱と「都市ｲﾝﾌﾗ輸出の推進等に関する
包括連携協定書」締結（平成27年7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
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H28年2月 JICA中小企業海外展開
支援事業に採択

 ベトナム国6都市でU-BCFの
実証実験を開始 

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○主な取組状況 ◆「チーム北九州」でU-BCF技術を

ハイフォン市からベトナム各地へ

案 件 名：ベトナム国上向流式生物接触
ろ過を活用した浄水処理の
普及・実証事業

契約期間：H28年2月 H31年2月
受 注 者：(株)ユニ・エレックス

（小倉南区）

◆北九州市が開発したU‐BCFの技術を普
及させていくことで、ベトナム国の水道
水質の問題解決と、本市及び地元企業の
新たなビジネスチャンス創出を目指す。

（普及・実証事業）

実証実験

（ビジネス展開）

U-BCF案件 Japan Advanced Water Technology Vietnam. Co., LTD

（平成28年1月6日設立・資本金100万米ドル）

・ U-BCFの設計・施工

・ 蛇口一体型浄水器の普及販売

・ 水道機材等の輸入代理店業務

日
越
合
資
会
社

出資会社：(株)タカギ、ハイフォン市水道公社、若築建設、
(株)北九州ウォーターサービス、北九州管工事組合、(株)松尾
設計、(株)ユニ・エレックス

(株)北九州ウォー
ター

サービス

（水質分析指導）

（H25年12月ビンバオ浄水場導入）
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・中小企業庁 平成26年度補正予算
「ふるさと名物応援事業補助金（地域ネット
ワーク活用海外展開支援事業）」採択事業

・事業規模･･･約６３０万円
（うち３分の２が国庫補助）

・取組内容及び成果
①香港バイヤー招聘商談会（H27.10）
②台湾・高雄食品見本市出展（H27.11）
③シンガポール現地商談会（H27.12）
④タイ・バンコク現地試食・商談会（H28.1）

市内参加企業：のべ２２社
商談件数：２０２件
継続案件数：８２件

北九州発ブランドの海外ビジネス支援
○北九州の食テストマーケティングプロジェクトINアジア○北九州の食テストマーケティングプロジェクトINアジア

タイ・バンコク 現地試食会

台湾・高雄食品見本市出展
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■JICA草の根技術協力事業（第Ⅱ期）
（H25年9月 H28年3月）

「ハイフォン市製造業の技術力・経営力向上
ノウハウ移転プログラム」
●現地企業幹部等の経営管理に関する訪日研修
●ハイフォン市企業との技術交流・商談会
（H27年11月11日・12日ハイフォン市で開催）

参加市内企業13社 商談件数174件
来場者 68社 約700人

●専門家（北九州マイスター等）による現地
での技術指導

■ハイフォン市商工局と「中小企業
経営者の相互交流の促進に関する
覚書」を締結（H27年11月11日）

北九州発ブランドの海外ビジネス支援

ハイフォン市商工局と覚書締結

専門家による技術指導／現地商談会○主な取組状況○主な取組状況
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Ⅴ 地域エネルギー拠点の形成

【石炭･バイオマス混焼火力発電】
H27年12月 響灘エネルギーパーク合同

会社（オリックス）による
建設工事着工

H28年 3月 ㈱響灘火力発電所（Ｆパワー）
による
環境アセスメント完了

○風力発電○風力発電
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○高効率火力発電○高効率火力発電

H27年 7月 若松区響灘沖で環境省
「地域主導型の構築モデル事業※」
の実施

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モデル事業※」

H27年12月 地域エネルギー会社
「㈱北九州パワー」の設立

○エネルギーマネジメント○エネルギーマネジメント

響灘エネルギーパーク合同会社

㈱響灘火力発電所

㈱北九州パワーの設立
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地元企業の魅力を伝える
キャリア教育イベント
「北九州ゆめみらいワーク」を開催！

○開催日 平成27年8月28日(金) 29日(土)
○会 場 西日本総合展示場
○対 象 学生、保護者、教員等
○来場者 ６，３５５名（２日間）
○出展者 １１５ブース

（企業：７７社、大学・専門学校等：３８校）
○場内開催イベント
①北九州技の達人、大学教授等による講演
②高校生マーケット
③高校生アイデアコンテスト
④みらい教室体験ブース
⑤大学生のための特別講演＆出展企業見学ツアー

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○主な取組状況
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医療・介護・福祉、子育て支援分野での雇用創出
○主な取組状況○主な取組状況

○介護保険サービス事業所の新設
（平成27年度：127ヶ所新設・増床、
雇用創出823.5名）

※兼務は0.5人換算

○障害福祉関連サービス事業所
の新設（平成27年度：64ヶ所新設、
雇用創出266名）
※介護保険サービスを一体的に行って
いる事業者は介護保険サービス事業所分に含む

介護保険サービス事業所の新設

○国の配置基準を上回る保育士加配
（平成25 27年度：88名増員）

国の配置基準を上回る
保育士加配


