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方向性Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備 １

○Ｈ2８年７月～

福岡県信用保証協会と市で、「創
業・雇用に係る国家戦略特区」にお
ける業務連携・協力に関する覚書を
締結
 これまで利用者が負担していた、
「開業支援資金（市の融資制度）
」の保証料を、市と福岡県信用保
証協会が折半して負担し、ゼロへ

 保証料 H28年6月末まで0.75％
⇒H28年7月から０％

（※利用者負担）
 新規貸出件数
H27年度 60件→H28年度 106件

中小・小規模企業の競争力向上
○主な取組状況○主な取組状況

信用保証協会
が金融機関に
対して中小企
業の債務を保
証する「信用保
証」の対価とし
て利用者が負
担するもの。

【保証料とは】【利用者負担イメージ】

金

利

金

利

H28･6月末

まで

H28･7月以降

保
証
料



方向性Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備 ２

○Ｈ2８年４月～

「ものづくりはカッコイイ！」製造
業・建設業の魅力を伝える若者向け
情報サイト『ゲンバ男子』、『ケン
セツ男子･ケンセツ女子』を開設！！
 「ものづくりの街」北九州市の製
造業・建設業の現場で活躍する若
者(男女)の姿を専用サイトで紹介

 ものづくりのイメージアップを図
り、若年者の新たな人材確保に繋
げる

 ゲンバ男子→25社、25名
ケンセツ男子・ケンセツ女子

→13社、13名を掲載中！

中小・小規模企業の競争力向上
○主な取組状況○主な取組状況



方向性Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備 ３

「中小企業人材確保支援助成金」
○Ｈ2８年５月～
中小企業団体の若年・女性向けイ
メージアップの取組み
 市内の中小企業団体が行う、若年
者や女性等の就労促進を目的とし
て独自に取り組む「業界のイメー
ジアップ」や「職場環境の改善」
などを図る事業に必要な経費の一
部を助成

 土木・建築系学科の高校生を対象に
した移動式クレーンの体験学習、工
業高校生を対象とした工業団地内オ
ープンファクトリーなど、6団体、
1,802千円に交付決定（H28年度）

中小・小規模企業の競争力向上
○主な取組状況○主な取組状況

高校生クレーン体験学習

工業高校生を対象とした工業団地内
オープンファクトリー



Ｘ ４

中小・小規模企業の競争力向上
○主な取組状況○主な取組状況

方向性Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける
環境整備

□フィンテック企業との連携による革命的
中小企業支援プロジェクト始動
・業務効率化やクラウド活用に関するセミ
ナー開催 （6月24日開催）
・商店街クラウド化プロジェクトの推進
・株式会社マネーフォワード、株式会社
北九州銀行、株式会社みずほ銀行と「中
小企業・小規模事業者の生産性向上及び新
たな起業促進に関する協定」締結

（8月23日締結）

□福岡県よろず支援拠点・北九州商工会議
所と連携した「北九州よろず経営相談
窓口」を開設（10月から開設） など

包括連携協定締結

クラウド化勉強会
（若松商店街）

北九州よろず
経営相談窓口
セミナー



Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備 ５

○「北九州高専との連携協定（H28.3）」の取組み
・北九州スタートアップネットワークの会での
議論から新たな人材育成の取組みへ発展
・高専「ものづくりセンター」を利用し、
スタートアップ企業による試作品作りが可能に
【28年度の実績】
・表情識別型アロマディヒューザーの開発
（YK STORES㈱、北九州高専、小国町森林組合）

○北九州市スタートアップ支援貸付（H26.5～）
・日本政策金融公庫と自治体の日本初の連携
・一定の条件を満たす場合に金利を優遇
・11社、8,950万円の融資実績（H26.5～29.3）

中小・小規模企業の競争力向上
（ベンチャー企業の創出・育成）
○主な取組状況○主な取組状況

連携協定調印式の様子

連携協定の一環で開発された
表情識別型ｱﾛﾏﾃﾞｨﾋｭｰｻﾞｰ



Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備 ６

○北九州スタートアップネットワークの会
・起業支援を目的に「産学金官」が連携した
ネットワークを構築（H27.4発足）
・起業を目指す人、金融機関、企業、学生等
会員数615名（H29.3末時点）

○北九州スタートアップラウンジ
・会員が気軽に集える場としてセミナー・交流会
を定期開催（28年度は全15回)
【主なもの】
「創業手帳セミナー」(H28.4）
「女性起業家フォーラム」(H28.11)
「スタートアップラウンジ in TOKYO」(H29.2)

中小・小規模企業の競争力向上
（ベンチャー企業の創出・育成）
○主な取組状況○主な取組状況

女性起業家フォーラムでの
交流会の様子（会場：fabbit）

スタートアップラウンジ in
TOKYOの様子（東京事務所）



Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備 ７

●貨物拠点化への取組みと集貨の促進

・大型貨物用エプロンの新設（H29.3.30供用開始）
⇒大型貨物機のノーズオペレーションに対応
⇒長尺貨物、重量貨物に対応が可能

・大型貨物チャーター便が就航
⇒B747－8Fなどの貨物チャーター便が月1～2便運航
⇒九州・西中国エリアの企業物流で利用可能

・東九州自動車道沿線からの集貨
⇒東九州自動車道（北九州ー宮崎）全線開通
⇒東九州自動車道沿線の精密機器等の工業製品、鮮魚
や野菜などの生鮮貨物の航空輸送の取り込み

充実した物流基盤を活用した物流振興
○主な取組状況○主な取組状況

新設された大型貨物用エプロン
（中央左部分）

大型貨物機による
ノーズオペレーション



Ⅰ地域企業が元気に活動し続ける環境整備 ８

■フェリー航路の輸送力向上
新門司に拠点を置くフェリー３社の新造
船８隻が投入完了し、輸送力が約２５％
向上した。

■新規航路の誘致
①コンテナ航路の拡充
韓国・中国を中心に３０以上の港とダイ
レクトに結び、また内航コンテナ航路も京
浜港まで延伸され、サービスが向上。
②中古自動車輸出の航路拡充
中古自動車の輸出のため、オセアニア・
カリブ地域への３航路が就航中
③半導体製造装置等の輸出拡大
半導体製造装置等の輸出量増加に伴い、
田野浦地区に拠点を置く物流会社が規模
を拡充

充実した物流基盤を活用した物流振興
主な取組状況

オーシャントランス「フェリーびざん」

北九州港セミナーin東京専用船による半導体製造装置輸出



Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 ９

H29.2 自動車産業セミナー ～自動運転技術の開発最前線～
・自動運転技術をテーマとしたセミナーを開催。地元企業を始めと
する６２社・団体が参加。」

次世代自動車産業の拠点化
○主な取組状況○主な取組状況

H28.6 北九州アップデートモビリティ研究会の発足
・ソフトバンク㈱が出資するＳＢドライブ㈱と締結した連携協定に
基づき、自動運転バスの実用化を目的とした研究会を発足。

・平成30年度後半の走行実証に向けて、課題の整理、実証計画の作
成等に取り組んでいる。
【研究会概要】

発 足 ：H28.6
メンバー：SBドライブ、先進モビリティ、第一交通産業、

西日本鉄道、九州工業大学、早稲田大学、
北九州産業学術推進機構、北九州市

H29.3 自動車工学基礎講座in北九州の開催
・研究開発機能の集積と高度人材の育成を推進するため、(公社)自
動車技術会との連携事業として、自動車工学基礎講座を九州で初
めて開催。２日間で若手エンジニアや自動車について学びたい学
生を中心に、延べ140人が参加。



Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 10

１ 民生用（サービス）ロボットの開発支援

我が国をリードするロボット産業拠点の形成
○主な取組状況○主な取組状況 介護ロボット

２ 地域企業のロボット導入支援

◆北九州市介護ロボット開発コンソーシアムを立ち
上げるとともに、市内の特別養護老人ホーム（２施
設）でロボットの導入実証を行い、介護施設の現場
ニーズに基づく新たな開発と実用化に取り組んだ。

◆老朽化インフラの点検作業の効率化を図るため、
点検ロボットの開発・実証支援を行った。

◆地元製造業の生産性向上を図るため、ロボット
の導入相談を行う「産業用ロボット導入支援セン
ター」を運営するほか、企業への導入補助を行った。
また、システムインテグレーターを育成する講座
を新たに開設した。

産業用ロボット

インフラ点検ロボット
⇒コンソーシアム会員：１6企業、４大学、2機関



Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 11

豊富な実績等を活かした環境産業拠点の形成

○回収実績（Ｈ２７）○回収実績（Ｈ２７）

市民に、より身近な回収体制を整備し、利便
性の向上と、古着リサイクル事業の安定的成長
を図るため、市民団体による回収制度を開始
■制度概要
○まちづくり協議会による拠点回収
・奨励金額：1kgあたり2円
・回収団体：43団体

○町内会等による集団資源回収
・奨励金額：1kgあたり1円

古着リサイクル事業の概要古着リサイクル事業古着リサイクル事業
○家庭や事業所から出る古着を自動車
用内装材としてリサイクルする官民協
働事業
○環境産業と自動車産業が集積する北
九州市の地域特性を活かし、北九州市
を中核とする「高度な地域循環圏」を
構築することにより、ごみの減量・資
源化とグリーン成長の推進を目指して
いる

＜スキーム＞

６６１トン
市内 ３６５トン
市外 ２９６トン

○新たな取組○新たな取組



Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 12

その他の主要施策（航空機産業）
○主な取組状況○主な取組状況

●北九州空港にMRJ量産機飛行試験用の
格納庫が竣工（H29.1月）

●福岡県航空機産業振興会議

福岡県と連携し、航空機人材育成講
習の開催や企業への専門家派遣、航空
機産業展示会への出展等の事業を実施

【会員】135企業・団体（県内企業中心）
（内市内 56企業・団体（H29.2月時点））
 ものづくりの街としてのポテンシャ
ルを活かし、航空機関連産業の誘致
や地元企業の参入支援に積極的に取
り組む
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○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

○高齢者世帯の「買物代行システム」構築
牛乳の宅配事業者が、高齢社宅への配達
の際に食品･生活雑貨全般をサポートする
御用聞きを行い、買物支援を行うサービス
を展開。

○高ストレス者のメンタルヘルス対策
精神科医とスポーツ医とトレーナーが連
携し、ストレスチェック等の結果を共有し
ながら、継続的なカウンセリングと運動療
法によってストレス改善を図るトレー
ニングプログラムを提供。

高齢者を中心とした健康・生活支援ビジネスの推進

北九州市健康・生活産業
振興協議会のプロジェクト①

高ストレス者へのトレーニング提供

買物弱者支援のための御用聞き事業
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○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
１ 高齢者を中心とした健康・生活支援ビジネスの推進

○コミュニティサロン事業者勉強会
高齢者や障害者、子育て世代など、あ
らゆる地域住民に交流の場を提供するカ
フェやサロンの生産性向上を目的とした
勉強会。

○グローバル人材育成に向けた幼児向け
英語モンテッソーリ教育事業
日常会話をほぼ100%英語で過ごしなが
ら子どもの自立を促すモンテッソーリ教
育を行うことで、グローバルマインドの
醸成と自立した人格形成を目指す。

北九州市健康・生活産業
振興協議会のプロジェクト②

英語モンテッソーリ教育
「カーサ･デ･バンビーニ」

サロン事業者を対象とした
税理士による生産性向上セミナー
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○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

にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充

釜山線初便 歓迎放水

●インバウンド需要の取り込み
・新規国際定期便の誘致
北九州＝大連線
（天津航空 H28.10.30～）
北九州＝釜山線
（ジンエアー H28.12.1～）
北九州＝ソウル（仁川）線
（ジンエアー H28.12.13～）

・国際チャーター便の誘致
H26年度 58便⇒ H27年度206便(3.5倍)

⇒H28年度245便
→観光交流の活発化
→訪日外国人による観光消費拡大、地域活性化

大連線初便 到着風景



Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 16

１ 海外旅行社へのセールス
韓国、中国、台湾、香港、タイ、
ベトナム、オーストラリア

２ 国際旅行博への出展
台湾、香港、タイ、ベトナム、
オーストラリア

３ メディアやブロガーなどの招へい
による現地への情報発信
■タイ：TV（すごいJAPAN）

雑誌（WATTENTION、Ray）
■韓国：TV（全国区情報番組）

雑誌（AB-ROAD、ELLE KOREA 他２誌）
■香港：雑誌（Weekend Travel、Wedding）

観光都市へ～インバウンドの推進～
○主な取組状況○主な取組状況

海外旅行社セールス

国際旅行展への出展

海外TV番組招へい
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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○主な取組状況

方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応した
サービス産業の振興

□地域でつくるコト消費インバウンドプロ
ジェクト
・第１弾「日本好き釜山女子のまちなか
体験」（2月3～5日）
・第２弾「韓国で人気の日本式飲食店モニ
タリング」（2月9～10日）
・第３弾「若松の商店街をインバウンドの
メッカに!」（2月11日）

□公共施設を活用した賑わいづくりと起業
支援
・旦過まちなかBBQ 週末起業プロジェクト
（北九州商工貿易会館広場、3月15日～9月

30日）

旦過まちなかBBQ 

地域でつくるコト消費
インバウンドプロジェクト（若松区）



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）

18



Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 19

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２０１６」の開催
○期 間 平成２８年１１月５日（土）、６日（日）
○場 所 ＪＲ小倉駅新幹線口エリア

（西日本総合展示場、あるあるCity等）
○来場者 １２万人
○主なイベント内容
・「イングレス」公式イベント「ミッションデイ」
・「世界コスプレサミット九州予選」
・仮面ライダー「ショッカー」入隊イベント
・アニソンライブ、声優トークショー
・「ファイナルファンタジー」体験
・カードゲーム大会
・ミニ四駆大会 など



Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 20

○期 間 平成２８年１０月９日（日）
○会 場 西日本総合展示場新館
○集客数 延べ約１２，９００人
○経済波及効果＋パブリシティ効果

１７億７５２万円
○主な取組み
・北九州市立大学の学生による
「北九州市ステージ」プロデュース

・公式アフターパーティー「TGC Night」
を小倉都心部で開催

・大型商業施設や商店街と連携した
TGCチケットキャンペーンを実施

にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充
「ＴＧＣ北九州２０１６」の開催



Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 21

【ミクニワールドスタジアム
北九州の整備】

・都心部に人が集い、にぎわいあふれる
北九州市の創出を目指し、市民に夢と
感動を提供できるスタジアムを整備し
ました。

・１万５千人収容の高規格なスタジアム

・新幹線の駅から（徒歩７分）
日本で最も近い街なかスタジアム

・２０１７年（平成２９年）３月
グランドオープン（来場者数14,935人）

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
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にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充
（国際会議等ＭＩＣＥ事業の推進）

西日本総合展示場
（本館）

西日本総合展示場
（本館）

国際会議の誘致開催
・Ｇ７北九州エネルギー大臣会合
・感染症に関する国際会議『ワンヘルス』
・第３回アジア未来会議 など開催

「北九州市グローバルMICE推進協議会」設立
・ホテルや旅行会社など地元関係者が一丸と
なり、「チーム北九州」での誘致や開催支援活
動を行い、「国際MICE都市 北九州」の確立を
目指す。

○平成28年の主な取組状況
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平成２８年１１月９日～１１月１２日
“ＯｎｅＨｅａｌｔｈ

に関する国際会議
・場 所 リーガロイヤルホテル小倉
・参加人数 ３１カ国・地域

６１６名

2016動物感謝デー in JAPAN
・場 所 西日本総合展示場新館

あさの汐風公園
・参加人数 約２４,０００名

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
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H２９年1～２月
・追悼特別展「高倉健」北九州開催
来場者数 延２万人

H２８年５月
・松永文庫が「日本映画批評家大賞・
特別賞を受賞」（文化拠点として初）

Ｈ２８年６月～７月
・映画「相棒-劇場版Ⅳ-」のロケが
北九州史上最大規模で実施
参加エキストラ等 約４千人

Ｈ２９年２月
・映画「相棒-劇場版Ⅳ-」北九州凱旋
プレミアイベント開催
観客 約４千人

にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充
「映画の街・北九州」の発信
○主な取組状況○主な取組状況

小文字通りでのロケに
は３千人が参加

追悼特別展
「高倉健」

日本映画批評家大賞・
授賞式

北九州FC支援作品「相棒‐劇場版Ⅳ‐]

小倉駅コンコース内
での映画イベントは初
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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○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＠北九州を開催
Ｈ２３年～Ｈ２８年 １２回開催
のべ受講者数 ９６１名

□これまでの成果
事業化物件 ２０件
雇用創出 ５２７名（うち創業 ２３７名）

□リノベーションまちづくり事業
・全国約20都市(浜松市、仙台市等)に波及
(国土交通省補助)
・市内各地(門司、若松、黒崎など)への
広がり

□今後の方向性
各地で活動する市民に寄り添い、リノベー
ションまちづくりの市内全域での展開を
図る。

MATERIAL中川町
(若松区)

リノベーションスクール＠北九州

室町シュトラッセ
(小倉北区)
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【平成28年度】
６月大手量販店でのイベント催事
７月北九いいと赤・黒セット開発・販売
８月市内百貨店でのイベント催事
10月ひびしんビジネスフェア出展
11月タウンミーティング出店

にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充
（６次産業化の推進及び食品ビジネス支援による食の産業化促進）

「北九いいと」の展開「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

６次産業化の推進の展開６次産業化の推進の展開
【平成28年度】
10月ワイン特区認定

FOOD EXPO Kyushu 2016出展
11月食品ビジネス交流会
３月キタキューグラム取材・編集

タウンミーティング

ビジネス
交流会開催

キタキューグラム

ワイン特区
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沿道の応援（約25万人）

市内外から約12,000人のランナー

ボランティアのおもてなし（約5,500人）

平成29年2月19日(日)に開催しました

『北九州マラソン2018』

平成30年2月下旬 開催予定
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着実に進む産業集積～企業誘致～
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○主な取組状況○主な取組状況
○情報通信系企業の誘致
・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
・第2新卒を対象としたU･Iターン施策を実施

■「北九州市企業立地2days スペシャルプログラム」
を東京で開催 (H29.2)

→1日目は情報通信系企業を対象とした誘致セミナー
2日目はU･Iターン希望者を対象とした
本市進出企業とのマッチングイベント

■「Kitakyushu IT JAM」開催（H29.2）
→本市進出企業の人事担当者と就活生の交流イベント

北九州市企業立地2days 
ｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（東京）

Kitakyushu IT JAM 
（北九州）

■ビープラッツ㈱「九州開発センタ」を開設 (H28.4)
→新規雇用30名予定

■JBSテクノロジー㈱「九州事業所」を開設 (H28.7)
→新規雇用100名予定

○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28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
〇ﾊｲﾌｫﾝ市(ﾍﾞﾄﾅﾑ)･低炭素化促進事業(ｴﾈﾙｷﾞｰ分野)
例：電気バスの実証走行
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JCM推進に向けたｲｽｶﾝﾀﾞﾙ(ﾏﾚｰｼｱ)･ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ推進事業
■主な成果

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

〇雇用創出：５名
〇国等の資金獲得：約41.4億円
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）
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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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・事業規模･･･約３００万円

・取組内容及び成果
①台湾バイヤー招聘商談会（H28.10)
②香港ビジネスセミナー＆
バイヤー招聘商談会（H29.1）

③タイ・バンコク現地商談会（H29.1）
④シンガポールバイヤー招聘商談会

（H29.2）

市内参加企業：のべ２０社
商談件数：４５件
継続案件数：３２件

北九州発ブランドの海外ビジネス支援
○北九州の食品

海外展開支援事業
○北九州の食品

海外展開支援事業
香港バイヤー招聘商談会香港バイヤー招聘商談会
（市内農水産物現地視察）

タイ・バンコク現地商談会タイ・バンコク現地商談会
（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）
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■「北九州市・ハイフォン市中小企業経営者
交流事業」H28年10月11日(火)～14日(金)
・市長表敬訪問
・両市の企業経営者による事業紹介
・本市の企業視察
・座学受講、展示会視察及び懇親会等

・参加企業数
北 九 州 市側： 10社
ハイフォン市側： 8社

◎今回の事業を契機として両市各企業間での
商取り引きに興味を示す動きあり

北九州発ブランドの海外ビジネス支援
○主な取組状況○主な取組状況 市

長
表
敬
訪
問

企
業
視
察

事
業
紹
介



■Jetro地域間交流事業
（Regional Industry Tie‐up:RIT）
（H27年4月～ ）

「北九州市－ドイツ・バーデン・ヴュルテンベ
ルク州（BW州）との協業による新たな市場開
拓・ビジネスモデル構築」

●派遣ミッション団の相互訪問
Ｈ28.7.5‐7 ドイツ訪問団来北
H28.11.7‐10 北九州訪問団ドイツ訪問
⇒ドイツ企業との共同研究開発２件着手

●ＢＷ州主催によるIndustry4.0セミナー
H28.9.7 開催

●北九州高専とＢＷ州大学間で交流ＭＯＵ締結
北九州高専からドイツへ学生を派遣(H29.3～）

産学官を巻き込んだドイツとの地域間経済交流
ドイツ企業による市内企業 訪問○主な取組状況○主な取組状況

ドイツでの企業・研究機関 訪問

製造業のための「インダストリー4.0」
実践セミナー

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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Ⅴ 地域エネルギー拠点の形成

【バイオマス・石炭混焼火力発電】
響灘ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟｰｸ(11万ｋＷ) 建設中
響灘火力発電所(11万ｋＷ) 建設中

建設工事着工
【バイオマス専焼火力発電】
優先交渉事業者2社決定(5万、3.7万ｋＷ)

【ＬＮＧ火力発電】
西部ガス(160万ｋＷ) 環境アセス中
○風力発電○風力発電

34

○高効率火力発電○高効率火力発電

H27.3 環境省モデル事業採択
H29.2 優先交渉事業者決定

(最大44基 22.8万ｋW)

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」

H27.12 地域エネルギー会社
「㈱北九州パワー」の設立

H28.4 「㈱北九州パワー」電力供給開始

○エネルギーマネジメント○エネルギーマネジメント ㈱北九州パワーの設立

○水素エネルギー○水素エネルギー

響灘エネルギーパーク合同会社

㈱響灘火力発電所西部ガス㈱

H28.4 スマート水素ステーションにて、
再エネからの水素製造実証開始
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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29年8月26日(金)～27日(土)
○会 場：西日本総合展示場
○対 象：大学生、中高生、保護者、教員等
○来場者：６，４８５名（２日間）
○出展者：１３１ブース（企業、団体、学校）
○場内開催イベント
①みらい教室体験ブース
②高校生マーケット
③こまバトル（出場チーム：企業５、学校７）
④クリエイティブ起業家、地元経営者等の講演
⑤地元中学生による発表（市内中学校３校）
⑥高校教員、保護者、大学生のための特別講演

○主な取組状況○主な取組状況

若年者の就業意識の啓発や能力開発・就職活動への支援
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市と国との連携により概ね50歳以上の
求職者に対する重点的な就職支援を行う
〇50代からの就業相談窓口を設置
（全国初）
〇50歳以上の求職者に特化した専門端末を
設置（全国初）
〇50歳以上の求職者に対して再就職の
ガイダンスを実施

能力や意欲を生かした中高年齢者や障害者の就業促進
○主な取組状況○主な取組状況

平成28年8月29日
全国で初めてとなる

「シニア・ハローワーク戸畑」
をウェルとばたに設置
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能力や意欲を生かした中高年齢者や障害者の就業促進
○主な取組状況○主な取組状況

首都圏・市内双方の企業の
ニーズに沿った重点的な支援

ウェルとばた東京事務所

連
携

首都圏 北九州

役職定年者等 市内中小企業等

シニア・ハローワーク戸畑と連携し「セカンドキャリア支援プロジェクト」
を実施
〇東京・北九州それぞれに支援員を配置
〇首都圏企業、市内中小企業等の潜在的ニーズを把握・提供
〇シニアインターンシップ・お試し転勤の実施、東京事務所にハローワーク
端末の設置



女性が輝く社会へ 女性の活躍推進

ウーマンワークカフェ北九州の開設（AIMビル）

①就業支援

②就業継続・
キャリアアップ支援

③創業支援

国・県・市が一体となり、女性の“はたらく”を
ワンストップで総合的に支援！

⇒開設により新規利用者数約５０％増加

雇用創出に向けて 38

④子育て支援
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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28年度：106ヶ所新設・増床、
雇用創出473.5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28年度：69ヶ所新設、
雇用創出323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


