
平成３０年６月１１日 

                                                           産業経済局産業政策課

北九州市新成長戦略の平成２９年度実績について 

１ 平成２９年度の雇用創出実績について 

（１）新成長戦略 雇用創出実績            ・・・ 資料１ 

２ 平成２９年度の取組状況について 

（１）平成２９年度の取組状況（※主な取組）     ・・・ 資料２－１ 

               （※詳細資料）     ・・・ 資料２－２ 

（２）平成２９年度の企業訪問、出前講演等の取組状況 ・・・ 資料３ 

３ 新成長戦略推進懇話会（有識者会議）構成員からの意見 

（１）第１０回 新成長戦略推進懇話会 議事要旨   ・・・ 資料４ 



資料１

単位：人

27年度 28年度 29年度 3ヵ年計

378 548 454 1,380
○中小企業の競争力向上

○充実した物流基盤を活用した物流振興　など

491 1,023 1,021 2,535
○次世代自動車産業拠点の形成

○我が国をリードするロボット産業拠点の形成

○豊富な実績等を活かした環境産業拠点の形成　

1,046 2,447 1,198 4,691
○高齢者を中心とした健康・生活支援ビジネスの推進

○にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充

○ｻｰﾋﾞｽ産業の高付加価値化の推進及び情報通信産業の集積

20 16 19 55
○アジアに貢献する都市インフラビジネスの展開

○北九州発ブランドの海外ビジネス支援　など

13 80 20 113
○省エネルギー（ネガワット）の推進

○再生可能エネルギー・基幹エネルギーの創出拠点の形成 など

1,430 1,018 1,693 4,141
○若年者の雇用創出

○女性の雇用創出

○医療・介護・福祉、子育て支援分野での雇用創出　など

3,378 5,132 4,405 12,915

単位：人

雇用のマッチング実績 27年度 28年度 29年度

（１）若年者の雇用マッチング 1,070 1,122 1,231

（２）女性の雇用マッチング 89 926 1,023

（３）高齢者の雇用マッチング 1,084 1,056 1,086

（４）障害者の雇用マッチング 67 95 88

（５）Ｕ・Ｉターンの雇用マッチング ー 163 231

2,310 3,362 3,659

　項　　　　　　　　　　　　　　　目

方向性Ⅰ　地域企業が元気に活動し続ける環境整備

方向性Ⅱ　高付加価値ものづくりクラスターの形成

方向性Ⅲ　国内潜在需要に対応したサービス産業の振興

方向性Ⅳ　グローバル需要を取り込む海外ビジネス拠点の形成

北九州市新成長戦略　雇用創出実績

方向性Ⅴ　地域エネルギー拠点の形成

雇用創出に向けて

総　　　計

　　　　　　　　　　　　　　総　　　計



資料２－１ 

北九州市新成長戦略 平成２９年度の取組状況 

平成２９年度の主な取組 

方向性Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備 

 ・生産性改革に係る日本政策金融公庫、九州職業能力開発大学校、福岡労働局 

  及び地元金融機関との協定等締結 

 ・事業承継・Ｍ＆Ａ促進化事業実施 

 ・ＡＮＡ Ｃａｒｇｏによる国際定期貨物便運航開始 

方向性Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 

 ・ロボット・ＩｏＴ・ＡＩを活用した生産性向上支援事業実施 

 ・次世代自動車産業拠点の形成を目指した自動車産業セミナー開催 

 ・中小企業向けロボット活用セミナー開催 

方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 

・インバウンド需要を取り込む新規国際定期便の誘致 

・地元飲食店や商店街等を対象としたインバウンドセミナー開催 

・漫画やアニメ、映画といったメディア芸術拠点化の推進 

 ・ＴＧＣ北九州２０１７開催や北九州フィルムコミッションによる映画ロケ誘致 

方向性Ⅳ グローバル需要を取り込む海外ビジネス拠点の形成 

 ・ダバオ市（フィリピン）との環境姉妹都市提携に関する覚書締結 

 ・高度外国人材活用支援を目的としたインターンシップ、セミナーや交流会の開催 

方向性Ⅴ 地域エネルギー拠点の形成  

 ・響灘ウインドエナジーリサーチパーク竣工 

・響灘洋上風力発電施設の設置・運営事業に係る基本協定締結 

雇用創出に向けて 

 ・北九州ゆめみらいワーク開催 

 ・市内企業等トップによる「北九州イクボス同盟」設立 

・Ｕ・Ｉターン応援プロジェクト   など 



平成2９年度の取組状況 

北九州市新成長戦略

平成３０年４月

資料２－２

方向性Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備

○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→H29年度 122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

１



方向性Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備

○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→28社、44名
ケンセツ男子・ケンセツ女子

→23社、23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

２

方向性Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備

「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、7団体、
1,508千円を交付決定（H29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

３



方向性Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備

○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
会員数約700名（H30.3末時点）
・スタートアップラウンジ等の交流会開催

○スタートアップウィークエンド（H29.6,12）
・スタートアップ体験型イベントを年2回開催
・高校生、大学生、社会人等多数参加

○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
・12社、105,500万円の融資実績（H26.5 30.3）

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

北九州スタートアップネット
ワークの会の交流会の様子
（会場 fabbit）

スタートアップウィーク
エンドの様子（会場 fabbit）

４

方向性Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備

○「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

○北九州でＩｏＴプロジェクト（H29）
・ＩｏＴをテーマとしたビジネスアイデア
コンテストを開催。
・全国から８５件のビジネスプランの応募あり。
・選抜された５チームが市内企業や高専と連携し
試作品を作り成果発表。
・「スマートねこトイレ」など事業化に向けた
取り組みもスタート

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

北九州でＩｏＴ
成果発表会の様子

５



方向性Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備

〇九州職業能力開発大学校
（九州ポリテクカレッジ）と
「生産性向上のための人材育成
及び人材確保に関する協定」締結

中小・小規模企業の競争力向上
生産性改革へ多様な主体との連携
○主な取組状況○主な取組状況

〇日本政策金融公庫との連携し
中小企業の生産性改革を後押
しする金融支援制度の創設

〇労働局・地元金融機関と
「働き方改革の推進に係る
包括連携協定」締結

生産性改革金融支援制度
老舗餅店の人材不足をロボットが解消

九州ポリテクカレッジと
連携協定締結

６

方向性Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備

「事業承継・Ｍ＆Ａ促進化事業」
○Ｈ2９年４月 
市から委託を受けた専門事業者が、

啓発セミナーと訪問相談をワンストッ
プで行うほか、市が事業承継計画の策
定等に必要な経費の一部を助成金とし
て支援する取組み

（H29年度実績）

・啓発セミナー 計5回開催、１70名参加
・訪問相談 １５社
・助成金交付 ６社

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 【事業スキーム】

啓発セミナー（市委託事業）

訪問相談（市委託事業）

計画策定等支援（市補助事業）

初期
相談

課題の
深掘り

方針
決め

親族内
承継

従業員等
承継

第三者
承継

７



方向性Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備

「ものづくり中小企業・女性職場環
境改善支援助成金」
○Ｈ2９年５月 
女性が働きやすい職場環境の改善

に取り組む中小製造業者・建設業者
を支援
女性の人材確保や定着のため、女
性専用設備（トイレ、更衣室、休
憩室等）の設置、改修に必要な経
費の一部を助成
平成29年度実績
7社、2,472千円を交付決定

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

トイレ兼更衣室 倉 庫

トイレとパウダールーム 更衣室兼休憩室

改修前

改修後

８

Ｘ

中小・小規模企業の競争力向上（地域商業の活性化）

○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

□ 商店街の活性化
１ シャッターヒラクプロジェクト

（１２月開始）
従来の「空き店舗活用事業」の補助対象要件
の見直し（商店街の1階部分以外にも拡大）、
支援の在り方も伴走型の寄り添うスタート
アップ支援とした。
２ 空き店舗の活用可能性検討プロジェクト
高齢化が進む商店街に、若い世代の取り込み
を目指した事業を実施。
（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）１月９日（火） ２月２８日（水）

こがね市場de
フォトブース
上）チラシ
左上・左下）
ブース設置状況

左）シャッターヒ
ラクプロジェクト
チラシ（Ａ４判）

９


