
   

平成２５年度「北九州市新成長戦略」関連予算（案） 
 
本市では、取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、ポテンシャルを十分に発揮しながら、
国際的な競争時代においてもアジアの中核的な産業都市として、持続的な発展・成長を 
目指していくため、「北九州市新成長戦略」の策定に取り組んでいます。 
この「新成長戦略」に基づいた取組が、平成２５年度からスタートすることとなります。
本資料は、「新成長戦略」の主要な事業について、それぞれの方向性ごとに予算案を取りま
とめたものです。 
 
 

２２９事業  約１,０７９億円（うち新規４０事業、約２５億円） 

【予算総額】 

 
 

Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備    ５９事業 約８９５億９千万円 
地域企業が本市で元気に産業活動を行うことができるように、これまでの中小企業

支援はもとより、大企業も含めた地域企業への徹底した支援を行います。 

 
Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成    ２４事業 約 ６８億円 
「次世代自動車」、「ロボット」、「環境産業」など、本市の強みを活かした高付加価

値ものづくりクラスターの形成を図ります。 

 
Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興  ９３事業 約 ２４億３千万円 
高齢者を中心とした健康・生活支援ビジネスやにぎわいづくりによる集客交流産業、

情報通信産業など本市のポテンシャルを活かしたサービス産業の振興を図ります。 
 
Ⅳ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ需要を取り込む海外ﾋﾞｼﾞﾈｽ拠点の形成  １５事業 約  ４億４千万円 
都市インフラビジネスの展開、生産技術やメンテナンス技術といった本市に強みの

ある分野での海外展開、海外展開の足がかりやノウハウ、人材が不足している市内中

小企業への多様な支援を行います。 
 
Ⅴ 地域エネルギー拠点の形成          １０事業 約 ４５億１千万円 
環境・エネルギー分野でのトップランナーとして、地域の成長を支える地域エネル

ギー拠点の形成とともに、それを活用した最先端モデルの構築を図ります。 
 
（Ⅰ～Ⅴ共通）雇用関連施策           ２８事業 約 ４１億円 
若者、女性、高齢者、障害者を含め多くの市民が働くことができる雇用機会の創出

や求職者一人ひとりに対するきめ細かな雇用のマッチングに取り組みます。 

 

【方向性ごとの取組】 

【問い合わせ先】 
産業経済局産業政策課  
中島、正野 TEL：582-2299 
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平成２５年度 北九州市新成長戦略における主な取組 
 

※チの標記は、地域活性化戦略事業（チャレンジ枠） 
 
Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備  ５９事業 約８９５億９千万円 

 
【戦略全体を推進する事業】 
○新規 チ新成長戦略推進事業 
＜予算額：20,000 千円 担当課：産業経済局産業政策課 582-2299＞ 
北九州市新成長戦略の着実な推進を図るとともに、健康増進・長寿産業を含むサー

ビス産業振興に向けた調査や女性・高齢者等の雇用拡大に向けた調査などを行う。 

 
○環境未来都市・国際戦略総合特区推進事業 
＜予算額：18,000 千円 担当課：総務企画局政策調整課 582-2156＞ 
環境未来都市については「環境」と「超高齢化」に対応する未来のまちづくりに向

けた検討と取組の実施、国際戦略総合特区については地域協議会の運営及び規制改革

などに関して国との調整・協議を進めることで、「緑の成長戦略」の実現を目指す。 
 
【個別事業】 
○新規 チちいさな企業未来ビジネス応援プロジェクト 
＜予算額：5,000 千円 担当課：産業経済局中小企業振興課 873-1433＞ 
ビジネスプランコンテストの開催を通じ、創業・第二創業により新たな事業にチャ

レンジする事業者を掘り起こすとともに、魅力あるビジネスプランの実現に向けて総

合的な創業・ベンチャー支援を行う。 

 
○中小企業融資 
＜予算額：73,000,000 千円 担当課：産業経済局中小企業振興課 873-1433＞ 
厳しい経営環境への対応とともに、企業の成長に必要となる資金を融資することに

より、中小企業の経営基盤の安定・強化を支援する。 

売上の減少等に直面する企業を対象とする「景気対応資金」の融資枠を十分に確保

するとともに、「小規模企業者支援資金」等の融資期間の延長等の制度改正を行う。 

 
○新規経営力強化サポート資金融資 
＜予算額：1,300,000 千円 担当課：産業経済局中小企業振興課 873-1433＞ 
中小企業金融円滑化法の終了を受け、国の「経営力強化保証制度」に対応し、経営

革新等支援機関の支援を受けて経営改善に取り組む中小企業を資金面から支援するた

め、融資制度を創設する。 
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○新規新成長戦略みらい資金融資 
＜予算額：600,000 千円 担当課：産業経済局中小企業振興課 873-1433＞ 
北九州市新成長戦略を推進すべく、独創的なアイデアや高度な技術等により新事業

を展開する中小企業を支援するため、融資制度を創設する。 

 
○建設業総合対策事業 
＜予算額：12,617 千円 担当課：産業経済局中小企業振興課 873-1433＞ 
厳しい経営環境にある中小建設業の経営力を強化するため、経営革新や新分野進出

などの取組みを総合的に支援する。 

 
○新規 チ健康づくり応援店事業 
＜予算額：5,000 千円 担当課：保健福祉局総合保健福祉ｾﾝﾀｰ管理課 522-5311＞ 
市民の健康増進、飲食店等の消費拡大や雇用創出を図るため、減塩やバランス食の

提唱及び、受動喫煙防止などに取り組む食関連事業者等を「（仮称）健康づくり応援店」

として登録し、ＰＲすることで食関連事業者等を支援する。 

 
○新規 チ地元製品街かどショールーム事業 
＜予算額：4,000 千円 担当課：産業経済局企業立地支援課 582-2065＞ 
北九州市新成長戦略を具現化する取り組みの一環として、地元企業製品の街全体で

のＰＲや活用方法について検討する。 
 
○新規 チ地域企業の環境・医療等成長産業分野への新規参入支援事業 
＜予算額：13,000 千円 担当課：産業経済局新産業振興課 582-2905＞ 
北九州市新成長戦略の実現に向けて、環境・医療等成長産業分野への市内ものづく

り企業の新規参入を促進するため、参入可能分野（部品）の調査、試作部品の図面化、

試作品づくり、大規模展示会への試作品展示、商談等を一貫して支援する。 

 
○地域産業人材育成事業 
＜予算額：6,350 千円 担当課：産業経済局新産業振興課 582-2905＞ 
地域の理工系学生の地元密着や地域企業の技術力向上を図るため、産学官で構成する

「北九州地域産業人材育成フォーラム」に参画し、地域連携型インターンシップ等の事

業を実施する。 

 
○新規 チ北九州市物流拠点化チャレンジ事業 
＜予算額：10,000 千円 担当課：港湾空港局物流振興課 321-5941＞ 
国内外における広域的で効率的な集貨に取り組むため、北九州港を利用した新たな

広域輸出入にチャレンジする事業者に対して助成を行う。 
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Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成  ２４事業 約６８億円 
 
【共通事業】 
○企業立地促進資金融資 
＜予算額：3,859,000 千円 担当課：産業経済局企業立地支援課 582-2065＞ 
低利な融資制度により、企業立地を促進し、本市経済の振興及び雇用創出・拡大を

図る。 

 
○新産業創出研究開発強化事業 
＜予算額：69,971 千円 担当課：産業経済局新産業振興課 582-2905＞ 
学術研究都市を中心とした知的基盤が生み出す研究成果等と、本市に蓄積されたも

のづくり企業の高い技術を活用し、専門人材の育成や産学連携による研究開発の促進

に取り組む。 

 
○環境・エネルギー技術革新企業集積特別助成金 
＜予算額：855,000 千円 担当課：産業経済局企業立地支援課 582-2065＞ 
低炭素社会の実現に不可欠な、温室効果ガスの低減に貢献する技術開発、または製

品製造に取り組む企業の本市への集積を促すため、対象企業に対し助成金を交付する。 

 
【個別事業】 
○自動車産業新規参入・取引拡大支援事業 
＜予算額：11,493 千円 担当課：産業経済局企業立地支援課 582-2065＞ 
自動車産業への参入可能な部品分野の発掘、自動車部品企業とのマッチング、技術

力向上や人材育成に係る助成などを行い、地元企業の新規参入・取引拡大を支援する。 

 
○新規 チロボットテクノロジーを活用したものづくり力強化事業 
＜予算額：25,000 千円 担当課：産業経済局企業立地支援課 582-2065＞ 
地元企業のものづくり力（競争力）強化という喫緊の課題を解決するため、産業用

ロボットメーカー等の協力を得ながら解決策を検討し、ロボットテクノロジーの活用

支援に取り組む。 

 
○新規 チ次世代資源循環型産業拠点形成推進事業 
＜予算額：25,000 千円 担当課：環境局環境未来都市推進室 582-2630＞ 
エコタウン企業をはじめとした市内企業における事業性のより高い研究開発の支援

や、リサイクル原料の調達面を中心とした海外展開の可能性の模索等により、本市環

境産業の新たな展開を図り、次世代資源循環型産業拠点の形成を目指す。 
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Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興  ９３事業 約２４億３千万円 
 
○新規 チＩＣＴを活用したホームヘルパー支援サービス創出事業 
＜予算額：10,000 千円 担当課：産業経済局新産業振興課 582-2905＞ 
介護ヘルパーの事務作業の効率化及び労働環境の改善のため、タブレット端末を活

用した介護記録入力支援や情報共有化を進めることにより、介護現場の生産性向上を

目的としたＩＴ事業者の新分野進出を支援する。 

 
○いきいき健康生活応援！新サービス創出事業 
＜予算額：9,993 千円 担当課：産業経済局新産業振興課 582-2905＞ 
地域企業の健康づくりに関する分野における新規事業展開や、事業者間の連携・交流を

支援することにより、市民が健康でいきいきと快適に生活していくために求められる新し

いサービスを創出し、健康生活支援に関連するサービス産業の育成を図る。 

 
○環境未来都市住宅リフォーム等促進事業 
＜予算額：200,000 千円 担当課：建築都市局住宅計画課 582-2592＞ 
「環境未来都市」として本市が解決すべき課題として掲げる「環境」、「超高齢化」

に対応した良質な住宅ストックの形成を促進するため、住宅の省エネ性能やバリアフ

リー性能向上に係る工事等について助成を行う。 

 

○新規 チ地域協働による買い物支援モデル事業 
＜予算額：1,000 千円 担当課：保健福祉局総務課 582-2497＞ 
地域社会の協働による買い物支援の推進を図るため、買い物支援に取り組む個人、

団体、事業者などの情報を集約・発信し、地域に密着した商業・サービス業の振興と

新しい協働のネットワークづくりを推進する。 

 
○新規サービス産業専門家育成事業 
＜予算額：2,600 千円 担当課：産業経済局新産業振興課 582-2905＞ 
「（仮称）サービス産業専門家育成道場」を開設し、高度な専門知識を有する人材を

育成することにより市内サービス産業の生産性の向上による競争力の強化を図る。 

 
○情報産業振興事業 
＜予算額：76,760 千円 担当課：産業経済局新産業振興課 582-2905＞ 
北九州ｅ－ＰＯＲＴ構想の推進、地域課題に対応したＩＣＴプロジェクトの推進、

情報産業の高度人材育成を図り、地域の情報産業の振興と集積促進を図る。 

 

○新規 チ「知的好奇心の旅」創造事業～北九州の産業観光強化事業～ 
＜予算額：20,000 千円 担当課：産業経済局観光・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ課 582-2054＞ 
本市の強みである「産業観光」や「近代化産業遺産」などを活かすべく、メディアとの

タイアップ等のプロモーション強化や即戦力ガイドの育成等を行い、「過去・現在・未来に

出会い、知的好奇心を満たす旅」を創造することで、賑わいの創出・集客促進を図る。 
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○新規 チ門司港レトロリニューアル事業 
＜予算額：40,000 千円 担当課：産業経済局門司港レトロ課 332-1188＞ 
旧大連航路上屋及び旧三宜楼がリニューアルオープンする。この機を捉え「リニュ

ーアル」をテーマとした門司港レトロ地区全体の賑わいづくりに取り組み、さらなる

魅力向上と集客増を図る。 

 
○北九州市漫画ミュージアム関連事業 
＜予算額：220,000 千円（他に債務負担 2,000 千円） 

担当課：市民文化スポーツ局漫画ミュージアム 512-5077＞ 
平成２４年度に開館した漫画文化の拠点施設「北九州市漫画ミュージアム」の企画

展開催やイベント等の事業及び管理運営を行う。 

 
○中心市街地商業活性化推進事業 
＜予算額：20,000 千円 担当課：産業経済局商業振興課 551-3646＞ 
小倉地区及び黒崎地区の中心市街地活性化基本計画を１年間延長し（現在、国など

と調整中）、引き続き官民一体となって中心市街地活性化基本計画に位置付ける商業活

性化事業を推進する。 

 
○新規 チ都市型ビジネスの推進による街なか再生事業 
＜予算額：8,200 千円 担当課：産業経済局新産業振興課 582-2905＞ 
リノベーションスクールを運営できる人材を育成するとともに、不動産オーナーが

物件活用意欲を高めるセミナーや、入居者が経営に関するノウハウを身につけるセミ

ナーを開催する。 

 
○新規 チ国際路線強化事業 
＜予算額：18,500 千円 担当課：港湾空港局空港企画室 582-2308＞ 
国内外からの集客及び関連産業の振興を図るため、北九州空港を利用する消費単価

の高い海外観光客の誘致を図る。 

 
○新規 チ６次産業化キーマン育成とネットワークづくり支援事業 
＜予算額：14,500 千円 担当課：産業経済局農林水産部 582-2078＞ 
６次産業化を推進するため、新しい発想や経営感覚・技術に富み、事業を成功に導

けるキーマンの育成・獲得を行う。 

また、市民による農林水産業への応援団ネットワークづくりを推進することにより、

新たな販路開拓や消費拡大を図る。 

 
○新規 チ農林水産業６次産業化等ビジネス支援事業 
＜予算額：15,500 千円 担当課：産業経済局農林水産部 582-2078＞ 
農林水産業の６次産業化を推進するため、加工業者等のニーズと農林漁業者のシー

ズのマッチングを図るマーケティング調査の実施や展示商談会への出展を支援する。 

また、農林漁業者が行っている 6 次産業化事業への支援強化及び新たな特産品づく

りの支援事業を展開する。 
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Ⅳ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ需要を取り込む海外ﾋﾞｼﾞﾈｽ拠点の形成  １５事業 約４億４千万円 

 

○アジア低炭素化センター関連事業 
＜予算額：259,646千円 担当課：環境局環境国際戦略課・ｱｼﾞｱ低炭素化ｾﾝﾀｰ 662-4020＞ 
市内の中小企業のアジア環境ビジネスに対する助成や国等が公募する補助事業等の

予算を活用した事業などを通じて、アジアを中心に環境に資する多様な技術等を海外

に輸出することにより、地域経済の活性化を進めていく。 

 
○新規ＯＥＣＤグリーンシティプログラム世界普及事業 
＜予算額：15,200千円 担当課：環境局環境国際戦略課 582-3804＞ 
OECD グリーンシティプログラムにおけるアジア初のモデル都市として本市の環境

政策などが「北九州レポート」としてまとめられる。このレポートをもとに、アジア

を中心に世界に向けた情報発信や政策提言を行い、「世界の環境首都」の都市ブランド

確立や環境ビジネス展開を図るもの。 
 
○海外水ビジネスの推進 
＜予算額：120,454 千円 担当課：上下水道局海外事業課 582-3111＞ 
「北九州市海外水ビジネス推進協議会」を軸に、官民の技術やノウハウを結集し、

カンボジア、ベトナム・ハイフォン市、中国・大連市等において、海外水ビジネスの

具体的な案件形成に向けた取組みを着実に推進する。併せて、ウォータープラザを中

核とした水ビジネスの国際戦略拠点づくりを進める。 

 
○新規 チアジアものづくりサポート推進事業 
＜予算額：15,000 千円  

担当課：産業経済局産業政策課 582-2299、貿易振興課 551-3605＞ 
鉄鋼分野やプラントメンテナンスなど、本市の強みを活かした技術をパッケージ化

し、海外企業のニーズに応じた提案を行うことにより、省エネルギー化や生産性向上

に寄与する技術や設備の販路拡大に取り組む。 

 
○新規 チ国際ビジネス新規参入促進事業 
＜予算額：6,000 千円 担当課：産業経済局貿易振興課 551-3605＞ 
これから海外展開を目指す中小企業を対象に、実践的研修の実施、海外展開に対す

る助成などを通して、国際ビジネスへの新規参入を促進する。 

 
○国際競争力強化事業 
＜予算額：14,842 千円 担当課：産業経済局貿易振興課 551-3605＞ 
ジェトロ北九州、北九州貿易協会、北九州市の３者で構成する「北九州貿易・投資

ワンストップサービスセンター」を中心に、海外での販路開拓・委託生産など、国際

ビジネスを支援することにより、地域企業の国際競争力の向上を図る。 
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Ⅴ 地域エネルギー拠点の形成         １０事業 約４５億１千万円 
 
○新規地域エネルギー政策推進事業 
＜予算額：100,000 千円 担当課：環境局環境未来都市推進室 582-2238＞ 
地域エネルギー政策を推進するため、響灘地区における再生可能エネルギー・基幹

エネルギーの導入可能性調査およびスマート化の検討、市域における安定・安価なエ

ネルギー供給の仕組みの検討を行う。 

 
○北九州スマートコミュニティ創造事業 
＜予算額：278,165 千円 担当課：環境局環境未来都市推進室 582-2238＞ 
国の「次世代エネルギー・社会システム実証事業」に選定された「北九州スマートコ

ミュニティ創造事業」を推進するもの。平成２５年度以降は、実証事業を着実に推進す

るとともに、事業の成果を市の成長戦略の一つとして、広く国内外へ展開していく。 

 
○北九州市中小企業省エネ設備導入促進事業 
＜予算額：150,000 千円 担当課：環境局環境未来都市推進室 582-2630＞ 
工場や事業場における一層の省エネルギー対策を推進するため、高効率な省エネ設

備等を導入する中小企業等に対し、設備導入費用の一部を補助する。また、当事業に

より、新たなビジネスの創出や市内における投資を促進し、地域産業の活性化を図る。 

 
○環境産業融資 
＜予算額：2,005,270 千円 担当課：環境局環境未来都市推進室 582-2630＞ 
市内において環境・エネルギーに関する設備投資を行う企業に対し、必要な資金を

融資することにより、北九州市経済の振興と低炭素社会づくりの両立を図る。 

 
○新エネルギー設備導入支援事業 
＜予算額：10,500 千円 担当課：環境局環境未来都市推進室 582-2238＞ 
「家庭用燃料電池（エネファーム）」を設置する市民に対して、市が設備費用の一部

を補助することで、当該設備の導入を促進し、地球温暖化防止につなげていく。 

 
○城野ゼロ・カーボン先進街区形成事業 
＜予算額：1,881,300 千円（他に債務負担 404,300 千円） 

担当課：建築都市局区画整理課 582-2469＞ 
小倉北区城野地区において、様々な低炭素技術・方策を総合的に取り入れて、ゼロ・

カーボンを目指した先進の住宅街区を形成するため、土地区画整理事業（施行主体で

あるＵＲ都市機構への補助金）や駅前広場等の整備を行う。 
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（Ⅰ～Ⅴ共通）雇用関連施策         ２８事業 約４１億円 
 
○新規 チ若年者雇用創造チャレンジ！！事業 
＜予算額：46,000 千円 担当課：産業経済局雇用開発室 582-2419＞ 
厳しい就職環境にある若年者の雇用を促進するため、新分野進出等にあたって新た

な正規雇用を行う地元企業に対して、当該人件費の一部を助成する。 

 
○求職者を対象としたスキルアップ事業 
＜予算額：20,285 千円 担当課：産業経済局雇用開発室 582-2419＞ 
求職者の早期就職を支援するため、就職活動の強みとなる資格取得を目的とした講

座を実施する。また、将来にわたっての働き手の確保として、就職希望の女性向けに、

企業での就労体験を盛り込んだマッチング支援等を実施する。 

 
○多様化する保育ニーズへの対応 
＜予算額：1,420,524 千円 担当課：子ども家庭局保育課 582-2412＞ 
保護者の多様な保育ニーズに応えるため、延長保育や一時保育の実施箇所数を増や

すなど、特別保育や家庭的保育等の充実を図る。 

 
○再就職トータルサポート事業 
＜予算額：17,141 千円 担当課：産業経済局雇用開発室 582-2419＞ 
中高年齢層を中心とした求職者等を対象に、カウンセリング・能力開発・就業支援

の三段階の支援を総合的に行うことにより、再就職の促進を図る。 

 
○障害者就労支援事業 
＜予算額：38,023 千円 担当課：保健福祉局障害福祉課 582-2424＞ 
「北九州障害者しごとサポートセンター」において、就職を目指す障害のある人や

雇用する企業に対する支援を強化するため、障害者就労プロモーターの設置や、就労

支援機器の整備を行う。 

 
○新規 チ介護の現場イメージアップ・環境改善チャレンジ応援事業 
＜予算額：8,000 千円 担当課：保健福祉局介護保険課 582-2771＞ 
おもに中小介護事業所の人材獲得の支援や求職者の介護職へのマッチングを目的に、

介護職のＰＲや、事業所向けの人材獲得ノウハウセミナー等の実施による「介護の仕事

のイメージアップ」を図るとともに、経営労務相談等により「介護現場の労働環境の改

善」を支援する。 


