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平成30年 1月 30日 

産業政策課 

新産業振興課 

ロボット・IoT・AI を活用した生産性の向上について 

１ 日本政策金融公庫と生産性改革金融支援制度を開始（平成29年 6月～） 

   IT、IoT、AI やロボット等の設備導入・ 

業務改善による労働生産性の向上や、勤務体系の 

多様化(テレワーク等)や副業・兼業など、柔軟な 

働き方ができる職場環境の整備を通じて生産性向上 

を目指す中小企業が、公庫の各融資制度により資金 

調達する場合、北九州市の証明により各制度から 

▲0.1％の金利の引き下げ 

２ 産業用ロボットの導入支援 

（１）産業用ロボット導入支援センター 

   （公財）北九州産業学術推進機構に「産業用ロボット導入支援センター」を設置し、 

   ロボット導入の相談や支援を行うとともに、技術者の人材育成を実施。 

   ＜平成 29年度の活動実績＞ （平成29年 12月末現在） 

① 企業訪問による支援活動 企業訪問件数 196件 

② セミナーの開催 平成 2９年６月２１日「中小企業向けロボット活用セミナー」 

参加者115名     

③ 人材育成 生産性向上スクール（ロボット編） 7講座 参加者延べ84名  

第１号は、創業100年の老舗餅店
高齢化の人材不足をロボットで解消
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（２）産業用ロボット導入支援補助金 

  市内中小企業の生産性向上、競争力強化を図ることを目的とし、産業用ロボットを 

 導入することで、人手不足の解消、作業の効率化等を目指す事業者を支援するもの。 

 ＜公募概要＞ 

① 対象企業  市内中小企業 

② 補助要件  産業用ロボットを導入することにより生産性向上を図る事業 

③ 補助率   補助対象経費の1/２以内 

④ 補助上限額 1件あたり500万円以内 

⑤ 補助実績  平成 2５年度～28年度 11 件 

      平成 29年度（予定）   ４件 

 【平成29年度補助案件（予定） 4件】 

３ ロボット・IoT・AI を活用した生産性向上支援事業（平成２９年度新規事業） 

   市内中小企業の生産性向上のため、経済産業省の補助事業であるスマートものづくり

応援隊事業を活用し、ロボット・IoT・AI を活用した生産性向上事業を開始した。今年度

は、新技術（ロボット・IoT・AI）の導入をコーディネートできる人材を育成するための

企業向けのスクールを開講した。（主催：（公財）北九州産業学術推進機構）

  ＜平成29年度の実績＞（平成29年 12月末現在） 

① 講座 平成 29年８月～平成２９年1２月  

19講座開催  

（基礎編・７講座、IoT編・５講座、ロボット編・７講座）

参加者 68社、延べ 502名の参加 

   ② 現場派遣事業 

     スクールを修了した指導者を企業の相談に応じて 

現場に派遣。 派遣件数 ２５件 

企業名 事業内容 

オーエーセンター㈱ 
ロボット導入によるネジチョコ工程の生産性向上、型抜き工程（手作

業）の自動化 

丸栄化工㈱ 
プラント向けFRP製品（パイプ、タンク等）の樹脂成形加工（手作

業）の自動化 

㈱ネクストクリエイション 餅製造における人力作業（丸める、詰める）の自動化 

㈱桑野鐵工所 
樹脂成形後の自動車部材（シフトレバー等の内装品）の取出し自動化

（高速化） 
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平成３０年１月３０日

産業経済局産業政策課

ベンチャー企業等の創業促進について 

１ 取り組み 

（１）拠点連携 

 市内４箇所にインキュベーション施設を整備し事業活動の場を提供。 

また民間のコワーキングスペースとも連携したセミナーや交流会なども実施。 

（２）金融支援 

  日本政策金融公庫と連携し「北九州市スタートアップ支援貸付」を創設。 

  融資相談の際には市職員がスタートアップ企業と共に公庫に同行するなど、 

きめ細かな支援を行っている。 

  また「開業支援資金」（制度融資）では初めて利用する際には信用保証協会の保証料率を 

「０％」にするなどの取り組みを行っている。 

（３）起業家の「ネットワーク形成」の支援 

   根幹となる取り組みとして、人的ネットワークづくりを支援。 

   起業家と「産学金官」がフラットにつながる「スタートアップネットワークの会」を設 

立。交流会などをとおして気軽に相談できる関係ができており、課題解決や新しいビジ 

ネス創出などにつながっている。 

（４）ものづくり、デザインの支援 

教育機関と連携したベンチャー企業の試作品づくりの支援。 

   ○北九州高専と「ものづくり人材育成に関する連携協定」Ｈ28 年 3 月締結 

  スタートアップ企業からの技術相談や高度な試作品づくりが可能。 

    ○西日本工業大学と「デザインに関する連携協定」Ｈ29 年 6 月締結 

  スタートアップ企業へのデザインに関するアドバイスや専門家紹介、  

  デザイン面からの試作品支援なども行う。   
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平成３０年１月３０日

産業経済局産業政策課

（５）チャレンジ支援・ビジネス創造など 

  各種チャレンジイベントに取り組み、起業機運やアントレプレナーシップの醸成、 

ビジネスアイデアの発掘などを支援。 

   ・起業体験イベント「スタートアップウィークエンド北九州」開催 

   ・オープンイノベーションイベント「北九州で IoT」プロジェクト 

   ・複数の大学や高専が共同で商品開発に取り組む「北九州ベンチャースクール」 

   ・女性起業家によるクラウドファンディング事業 など 

（６）女性の創業支援 

  「ウーマンワークカフェ北九州」「北九州女性創業支援 ひなの会」など設立し、 

  “女性の働く”をワンストップでサポートしている。 

これらの取り組みからユニークな商品企画や開発等が始まっており、こうした具体的案件

を積極的に支援していく。
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③ 計画策定等支援（「事業承継・M&A促進化事業助成金」）

・対象経費：事業承継計画の策定やＭ＆Ａに伴う初期費用などに要する経費 

・助成金額：対象経費の1/2、上限50万 

・募集期間：7～12月  

・採択件数：6社 

平成 30年 1 月 30 日 

中 小 企 業 振 興 課 

事業承継・Ｍ＆Ａ促進化事業 概要 

１ 事業目的・概要 
市内の中小企業が持つ優れた技術力や経営資源を将来にわたって継続させ、雇用の場の

確保などを図るため、事業承継に課題を抱える中小企業の潜在ニーズの掘り起しから事業

承継計画策定など具体的な成果の創出までをトータルでサポートすることで、中小企業の

円滑な事業承継を促進するもの（平成29年度新規事業）

２ 運営体制 
（１）業務委託先（啓発セミナー、訪問相談） 

事業承継研究会（弁護士、税理士22名） 

（２）連携先 

   北九州商工会議所、福岡県事業引継ぎ支援センター、中小企業大学校直方校 など 

３ 実施内容 

① 啓 発 セ ミ ナ ー

・実施回数：5回 

・参加者数：170名 

・会  場：AIMビル、毎日西部会館など 

・講  師：事業承継に精通した弁護士、税理士 

・内  容：気付きを促すものから具体的な相続税・ 

株価対策など、毎回異なるテーマで実施 

② 専門家による無料訪問相談 

・実施条件：1企業につき3回まで 

・実施回数：9社・13回 

・対  応：事業承継に精通した弁護士、税理士がペアで直接企業を訪問 

・内  容：初期相談から課題の深掘り、方針決めまで、相談者の要望に応じて実施 

課題の 

深掘り 
初期相談 方針決め 

親族内 

承継 

従業員等 

承継 

第三者 

承継 
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本市中小企業の事業承継連携スキーム 

※網掛け箇所が「事業承継・Ｍ＆Ａ促進化事業（平成２９年度新規事業）」で実施する内容 

※中小企業大学校直方校の研修については市の補助金（受講料の１／３）の制度あり

【①啓発セミナー】潜在ニーズ掘起し

[事業承継研究会] 

・事業承継の具体的な取組みを啓発するなど潜在ニーズを掘り起こす

内容とする（年5回開催・無料）

【相 談 対 応】 

【③事業承継・Ｍ＆Ａ促進化事業助成金】成果の創出（計画策定等支援）

・事業承継計画の策定（課題分析等コンサルティングﾞ、株価等企業価値算定、相続税等対策策定などを含む）
・Ｍ＆Ａにより第三者へ自社売却する際に支払う初期費用（仲介委託・マッチング登録・着手金など） 
に要する経費の一部（経費の1/2、上限50万円）を支援

親族内・従業員等承継 第三者承継 

【後継者育成セミナー】 

[北九州市、北九州商工会議所、ＦＡＩＳの共同企画事業] 

・後継者としての心構えや経営スキル等の講義に加え、参加者相互の

コミュニケーションを図る内容とする（年１回開催・無料） 

[ＦＡＩＳ中小企業支援センター]

相談体制：総合窓口相談（場所：北九州テクノセンター） 

相談対応：税理士（週２回）、弁護士（月１回） 

相談内容：初期相談

【②事業承継研究会】 

相談体制：専門訪問相談（場所：相談依頼先企業） 

相談対応：弁護士、税理士等（年30回・1社3回） 

相談内容：初期相談から課題の深掘り、方針決めなど 

 [北九州商工会議所] 

相談体制：総合窓口・巡回相談（場所：商工会議所各支所等）

相談対応：商工会議所経営指導員（随時） 

相談内容：初期相談

[福岡県事業引継ぎ支援センター]

相談体制：専門窓口相談（場所：北九州商工会議所） 

相談対応：中小企業診断士、税理士等（月2回） 

相談内容：初期相談から課題の深掘り、方針決めなど 

初
期
相
談
～
課
題
深
掘
り
・
方
針
決
め

[福岡県事業引継ぎ支援センター]

後継者人材バンク 
（第三者承継マッチング支援） 

【後継者育成】 

[中小企業大学校] 

【後継者研修】 
[直方校] 

・後継者としての心構えや
経営スキル等の習得、経
営ビジョン等の検討など 
・年1回（3日間） 

【経営管理者養成研修】 
[直方校] 

・経営者としての管理能力 
 や経営手法の習得、経営 
 戦略の策定など 
・年1回（4日間×6回）

【経営後継者研修】 
[東京校] 

・経営者としての管理能力
 や経営手法の習得、経営
 戦略の策定など 
・10 月～7 月の10 カ月
（土日祝以外毎日研修）

参 考
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平成３０年１月３０日 

商業・サービス産業政策課 

「地域商業の活性化」の取組状況について 

 地域商業を取り巻く状況  

○ ＥＣ市場、ネット消費の拡大 → リアル店舗での商売の限界 

○ インバウンド客の増加    → 地域商業にとっての新しい商機 

○ 買物行動のキャッシュレス化 → 外国人だけでなく日本人も 

… etc 

 平成２９年度の取組  

１ 商店街の活性化 

（１）「シャッターヒラクプロジェクト」（平成２９年１２月） 

「空き店舗活用事業」の要件を見直すとともに、「商店街で何かした

い」という思いに相談の段階からしっかり伴走する体制を整備。 

これまでの商店街支援 

＋ 

個別伴走型の寄り添うスタートアップ支援 

リノベーションまちづくりで培った人的ネットワーク

商店街を単なる買い物空間ではなく 

「起業の場」と位置づけることによって、 

商店街に様々な可能性が生まれる。

「シャッターヒラクプロジェクト」 
告知チラシ（Ａ４判）
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（２）「空き店舗の活用可能性検討プロジェクト」（平成３０年１月） 

商店街の空き店舗をこれまでにない方法で活用することで、新しい顧

客開拓の可能性を検討する。 

市内でもまだ数少ない「バースデープランナ

ー」として活動する女性起業家が空き店舗を装飾

し、フォトジェニックな空間を演出。ママと子ど

もたちをターゲットに写真撮影会なども実施す

ることによる誘客効果を検証するもの。 

（名称）ママ撮って！こがね市場 de フォトブース 

（場所）黄金市場（小倉北区） 

（期間）平成３０年１月９日（火）～２月２８日（水） 

２ インバウンド需要の取り込み 

（１）飲食店向けセミナー開催（平成２９年８月）

「現金よりキャッシュレス」「ポイント好き」という韓国人の傾向を

踏まえ、飲食店を対象としたセミナーを開催。 

（２）韓国現地に向けたラジオ番組制作（全国初）

韓国現地に向けオール韓国語による 30 分ラ

ジオ番組を制作。「韓国人が好きな日本のモ

ノ・コト」をテーマに 11 月 5 日放送開始。 

（番組名称）「キタキュウシュウ・オッテヨ ？」 

（北九州、どうでしょう？） 

（放送時間）毎週日曜日 ２１:３０～２２:００ 

（ラジオ局）FMKITAQ（インターネットによるサイマル放送） 

 放送終了分は FMKITAQ ホームページで

「空き店舗の活用可能性検討プロジェクト」 
告知チラシ（Ａ４判） 

「韓国現地に向けたラジオ番組」 
告知チラシ（Ａ４判） 
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（３）韓国語グルメマップの制作（平成２９年１１月） 

旅行目的の上位を占めるグルメ。韓国人観

光客のまちなか消費、コト消費を促進する情

報発信ツールとして制作。 

（掲載店舗）約１７０店舗 

（製作部数）３万部  

（サイズ） Ａ５判 

（４）プロモーション動画製作（平成２９年１０月） 

外国人の好む日本の風情がコンパクトに凝縮する若松エリアを対象

に動画制作。完成後は YouTube で公開予定。（一部公開中） 

テーマは「まつり」「自然」「まちなみ・くらし」。 

制作は、若松商店街連合会、（一社）ワカマツグラシパ

ートナーズ、北九州商工会議所と本市で構成する実行

委員会による。

まつり編、ただいま公開中 → 

３ クラウドサービスの活用促進（平成２８年度から継続） 

平成２８年８月のマネーフォワード社と「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」に関する連携協定締結以降、セミナー等

の開催を通して業務効率、生産性を大幅に向上させるＩＴサービスを積

極的に紹介。２００社以上が新規導入。 

「韓国語グルメマップ」 
表紙（Ａ５判）
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４ ＳＮＳの活用促進（平成２８年度から継続） 

ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、とりわけ画像や

短時間動画を共有するサービスであるインスタグラムは、ビジネスにお

いても欠かすことのできないツールとされている。事業者向けセミナー

実施だけでなく、本市においても活用開始。 

（１） 事業者向けにインスタグラムを活用した集客増やブランディング

セミナーを開催。個別店舗の支援も実施。 

（２） 商業エリアの魅力発信を目的に平成 28 年度からインスタグラム上

で「@kitakyupics」（キタキューピクス）を開設するとともにフォ

トイベント開催。フォロワー数、投稿数は現在も増加中。 

（フォロワー数）  ２，８７９人（H30.1.18 現在）

（投 稿 数） ２４，４２６件（   同 上   ）

@kitakyupics → 

インスタグラム「@kitakyupics」画面 
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平成３０年１月３０日 
産 業 経済局観光課 

産業観光等を活用した集客促進、インバウンド 

１ 産業観光・夜景観光 

〇過去最高の産業観光客数 

・平成２８年の産業観光客数は５７万４千人で過去最高。 

・世界遺産、安川電機みらい館、ＴＯＴＯミュージアムなどの効果。 

〇若戸大橋ライトアップ 

・本年１２月頃に点灯開始予定。 

・工場夜景観賞クルーズなどの新たな夜景スポット創出。 

２ インバウンド 

〇５年連続の増加で過去最大（国（２１．８％）を超える伸び率（３８％）） 

・継続的セールス、国際航空定期便の就航、大型クルーズ船誘致の成果。 

（平成２８年度の海外の旅行会社のセールス計２１５社） 

・国際的な観光サイトでインバウンド人気都市ランキング８位。 

・小倉城入館者の４人に１人は外国人観光客。 

・大型クルーズ船の今年度の寄港は、昨年度（５回）より大幅に増え、３８

回の予定。 

・韓国語クーポンブックや韓国語ポップ（ポスター）の制作、ＳＮＳを活用

した魅力発信・拡散など。 

羽織体験

飲食店クーポンブック 

若戸大橋ライトアップ イメージ
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平成３０年１月３０日 
産 業 経済局観光課 

〇台北との国際線定期便が就航予定（本年１０月からの冬ダイヤ期間中） 

〇国際会議の誘致 

・日本政府観光局の「２０１６年日本の国際会議開催件数」では、北九州市 

は１０５件で全国第１０位。今回初めてＴＯＰ１０入り。 

３ 観光資源の磨き上げ 

〇小倉城周辺魅力向上事業 

～平成２９年度：大型団体バス駐車スペースの整備、天守閣のライトアップ 

  平成３０年度～：天守閣展示リニューアル、城内の広場整備、 

おもてなし施設整備 など 

〇門司港エリアの磨き上げ 

・関門海峡ミュージアムのリニューアル 

   平成３０～３１年度：展示工事、平成３１年度中のリニューアルオープン 

・関門エリア（門司港レトロ地区）のライトアップ 

  平成３０年度     ：海岸線沿いを中心とした第１期工事 

   平成３１～３２年度 ：第１船溜まり・観光散策ルート拡大工事 

今後とも、国内外への情報発信、受入環境の整備、観光資源の磨き上げなどを

行い、魅力ある都市づくりと地域経済活性化を図っていく。 

天守閣ライトアップ

Ｇ７北九州エネルギー大臣会合 第三回アジア未来会議
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平成２８年次北九州市観光動態調査結果（概要）

１　観光客数【延べ人数】

２　観光地点の観光客数【実数】

３　観光消費額

※　本市における一人当たりの観光消費単価

宿泊観光　：２３，１０４円

日帰り観光：　５，３３６円

（単位：万人）

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 対前年比

宿　泊 155.8 170.0 177.5 ＋4.4%

日帰り 958.0 1,000.3 1,016.3 ＋1.6%

合　計 1,113.8 1,170.3 1,193.8 ＋2.0%

（単位：万人）

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 対前年比

観光地点 1587.9 1633.7 1635.0 ＋0.1％

行祭事・イベント 955.4 937.7 908.3 ▲3.1％

合　計 2543.3 2571.4 2543.3 ▲1.1％

（単位：億円）

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 対前年比

観光消費額 1005.3 1067.8 1418.7 ＋32.9%
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４　外国人観光客数の推移

５　産業観光客数の推移

６　修学旅行生数の推移

参考：地区別観光客数（延べ人数）

（単位：万人）

観光客数

247.6

門司港レトロ地区 218.2

和布刈地区 29.4

582.1

221.1

42.5

47.3

62.5

79.5

7.9

344.5

1635.0

地区名

門司港地区

 小倉都心地区

 皿倉山周辺地区

 平尾台地区

八幡東田地区

若松北海岸地区

 到津の森公園周辺地区

若松南海岸地区

その他

合計

（単位：万人）

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 対前年比

外国人
観光客数 11.4 13.2 16.7 25.2 34.9 ＋38.5%

（単位：万人）

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 対前年比

産業
観光客数 26.3 25.9 26.8 55.9 57.4 ＋2.7%

※平成26年までは工場見学者数。平成27年以降は工場見学者数＋産業史料館等の見学者数。

（単位：万人）

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 対前年比

修学
旅行生数 17.4 18.3 16.8 16.1 16.3 ＋1.2%
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産業経済局 MICE 推進課 

国際会議の開催状況について 

１ ２０１６年（平成２８年）国際会議統計について（出典：日本政府観光局公表） 

（１）都市別国際会議開催件数

順位 

2012 年 

（平成 24 年） 

2013 年 

（平成 25 年） 

2014 年 

（平成 26 年） 

2015 年 

（平成 27 年） 

2016 年 

（平成 28 年） 

都市名 件数 都市名 件数 都市名 件数 都市名 件数 都市名 件数 

1 位  東京(23 区) 500  東京(23 区) 531  東京(23 区) 543  東京(23 区) 557  東京(23 区) 574 

2 位  福岡市 252  福岡市 253  福岡市 336  福岡市 363  福岡市 383 

3 位  京都市 196  横浜市 226  京都市 202  仙台市 221  京都市 278 

4 位  横浜市 191  京都市 176  横浜市 200  京都市 218  神戸市 260 

5 位  大阪市 140  大阪市 172  名古屋市 163  横浜市 190  名古屋市 203 

6 位  名古屋市 126  名古屋市 143  大阪市 130  名古屋市 178  横浜市 189 

7 位  千里地区 113  千里地区 113  千里地区 104  大阪市 139  大阪市 180 

8 位  神戸市 92  神戸市 93  札幌市 101  神戸市 113  仙台市 115 

9 位  仙台市 81  札幌市 89  神戸市 82  札幌市 107  札幌市 115 

10 位  札幌市 61  仙台市 77  仙台市 80  千里地区 94  北九州市 105 

11 位  つくば地区 53  北九州市 57  北九州市 73  北九州市 86  千里地区 85 

12 位  北九州市 45  つくば地区 51  つくば地区 66  広島市 59  広島市 76 

13 位  広島市 37  広島市 50  広島市 50  つくば地区 53  つくば地区 50 

14 位  千葉市 32  奈良市 31  奈良市 45  奈良市 36  千葉市 43 

15 位  奈良市 30  千葉市 28  岡山市 33  岡山市 33  奈良市 39 

※１ 千里地区とは、大阪府の豊中市、吹田市、茨木市、高槻市、箕面市エリアを指す。 

※２ つくば地区とは、茨城県のつくば市、土浦市エリアを指す。 

（２）認定基準  ・主 催 者：民間企業以上  ・参 加 国：日本を含む３ケ国以上 

          ・参加者数：５０人以上   ・開催期間：１日以上 

（３）２０１６年（平成２８年）に開催された主な国際会議について 

・Ｇ７北九州エネルギー大臣会合（５月 リーガロイヤルホテル小倉） 

・第３回アジア未来会議（９月 北九州国際会議場・北九州大学北方キャンパス） 

・2016 国際ゴム技術会議（１０月 北九州国際会議場） 

・第２回ワンヘルスに関する国際会議（１１月 リーガロイヤルホテル小倉） 

15



16


