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Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備 １

○主な取組状況○主な取組状況
○Ｈ2７年4月
「北九州スタートアップネットワークの会」
発足
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
（会員：起業を目指す人、金融機関、
企業、学生など約４００名）
「北九州スタートアップラウンジ」
人や情報の交流の場として毎月開催
・Ｈ2７年１１月
「女性起業家セミナー＆フォーラム」
・Ｈ2８年３月
「ママドラフト会議」

中小企業の競争力向上
（ベンチャー企業の創出・育成）

「スタートアップラウンジ」

女性を対象にした起業家・就業セミナー



Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備 ２

○主な取組状況○主な取組状況
○Ｈ28年3月
「北九州高専との連携協定」締結
「北九州スタートアップネットワークの
会」での議論から、あらたな人材育成の取
り組みに発展
起業家と学生が連携して製品開発を行うこ
とにより更なるイノベーションを期待

○Ｈ26年5月
「北九州市ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援貸付」創設
日本政策金融公庫と自治体の連携
（日本初）
９社7,200万円の融資決定（Ｈ28年3月）

中小企業の競争力向上
（ベンチャー企業の創出・育成）

株式会社レセプター
（ポイントカードシステム）
市長・公庫・銀行共同記者会見

担保・保証料不要、貸付最長２０年

融資を活用した事業化

北九州高専との連携協定



３

○主な取組状況○主な取組状況

Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備

充実した物流基盤を活用した物流振興

●貨物拠点化への取組みと集貨の促進
・九州唯一の国際貨物定期便が運航

九州・西中国エリアの企業の物流を支える貨物専用機
成田空港で北米、欧州、アジアの路線に接続
最新大型貨物機（B747－8F）による運航

・貨物専用エプロンの新設（H28年度供用予定）
→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

・東九州自動車道沿線からの集貨
→平成28年4月、東九州自動車道(北九州－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

最新大型貨物機B747-8F運航

貨物専用エプロンの新設



Ⅰ地域企業が元気に活動し続ける環境整備 ４

■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社が

H27からH28に８隻の新造船を投入。
（これまでに５隻が就航済）

■新規航路の誘致
①コンテナ航路の拡充（45航路）
国際コンテナ航路が前年比３航路増加、

内航コンテナ航路も神戸港から京浜港に
延伸する等サービスが向上。
②中古自動車輸出の航路拡充
オセアニア・カリブ地域への３航路が

新たに寄港。

■北九州港の取組みをPR
H27.2 東京にて北九州港セミナーを開催
H27.2 北九州港見学会を開催

充実した物流基盤を活用した物流振興
主な取組状況

名門大洋フェリー新造船 「きたきゅうしゅうⅡ」

北九州港セミナーin東京



Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 ５

H27.４ ゼロエミッション交通システム完成
・太陽光発電による電力を蓄える大型蓄電池の運用を開始
し、廃棄物を一切排出しない全国初のゼロエミッション
交通システムが完成。

H27.７ NEDO次世代ロボット中核技術開発採択
（九州工業大学・北九州市立大学・早稲田大学）
・産総研 人工知能研究センター との連携が開始し、学術
研究都市3大学連携による研究開発が加速。
人工知能を活用した、人間の知能・操縦法を凌ぐ完全自
動運転車両の開発を目指す。

H28.2 東九州自動車産業シンポジウム開催
・東九州の持続的な発展に向けて、本市と大分、宮崎両県
の自動車部品メーカーなどが集まり、東九州自動車産業
の持続的成長と広域連携の可能性を探った。

次世代自動車産業の拠点化
○主な取組状況○主な取組状況



Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 ６

次世代自動車産業拠点の形成
本市における水素ステーション整備が加速本市における水素ステーション整備が加速

○主な取組状況○主な取組状況

○H26年10月、岩谷産業㈱による九
州初の商用水素ステーションが小
倉北区に完成

○スマート水素ステーションを
若松区に整備（H26年12月）

○H27年12月に
ＪＸエネルギー㈱による商用水素
ステーションが八幡東区に完成

商用水素ステーション
（小倉北区高浜）

スマート水素ステーション
（エコタウンセンター）
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Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 ７

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

⇒経済産業省「カイゼン指導者育成事業」採択
（H27年6月、H28年3月）

◆介護施設におけるロボットの導入実証を行い、
現場ニーズに基づく新たな開発と実用化を目指す。

◆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・実証支援を行う。

◆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う。
また、システムインテグレーターを育成する講座
を新たに開設する。

産業用ロボット

⇒「国家戦略特区」指定（H28年1月）
インフラ点検ロボット



Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 ８

豊富な実績等を活かした環境産業拠点の形成

○主な取組状況○主な取組状況
家庭に加え、事業所でのリサイクルの取組を拡大
■回収拡大状況(H27)
○事業所の制服・作業服等の回収
・㈱安川電機
・㈱西日本シティ銀行
・ワタキューセイモア㈱ 等

○従業員の家庭から出る古着を回収
・日鉄住金テクノロジー㈱
・㈱西日本シティ銀行 等

○来客用回収ボックス設置
・㈱井筒屋

■成果（H26)
○回収実績 ２０８トン

市内 １７６トン
市外 ３２トン

※H27は約700トンの見込

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＞



９

○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

○中小企業家族ぐるみ健康増進プロジェクト
（㈱サンキュードラッグ他）
身近なドラッグストア店頭における健康

改善プログラムの提供と健康データを活用
したビジネス化の検証。（経済産業省：健
康寿命延伸産業創出推進事業に採択）

○「おたがいさま推進事業」MOYAIステー
ション（もやいネット北九州㈱他）
商店街空き店舗を活用して多世代交流サ

ロン（認知症カフェ、親子カフェ等）を運
営する新しいビジネスモデルの実証。

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

多世代交流サロン「MOYAIステーション」

ドラッグストア店頭での健康測定
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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

高齢者を中心とした健康・生活支援ビジネスの推進

○介護サービスの国際展開に向けた勉強会
急速な高齢化が予測されるアジア市場

へ日本式介護サービスを展開していくた
めの勉強会を官民で立ち上げ。

○在宅高齢者の食生活改善・生活支援に向
けた宅配等事業（団らん処 和菜屋）
手作り惣菜の配達に合わせ、見守り・

安否確認や生活必需品の買い物支援など
の新たなサービスを展開。

北九州市健康・生活産業
振興協議会のプロジェクト②

技能実習制度を活用した介護事業の国際展開

在宅高齢者に向けた惣菜等の宅配事業



Ｘ 11

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の題材物件が
事業化、新たなにぎわいの誕生
ビッコロ三番街
・あらゆる業態のスタートアップ拠点
カフェダンジョン
・地域コミュニティの拠点となるカフェ
ＴａｎｇａＴａｂｌｅ
・北九州のまちの「あじわい」を
届ける食堂兼宿泊施設

リノベーションスクール＠北九州を開催
Ｈ27年8月 第９回（受講者数１２５人）
Ｈ28年3月 第10回（受講者数 １０８人）

リノベーションまちづくり事業が
全国約20都市(浜松市、仙台市等)に展開
(国土交通省補助)

TangaTable

リノベーションスクール＠北九州

ビッコロ三番街



Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 12

明治日本の産業革命遺産 － 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 －

世界遺産のある街 北九州市

「官営八幡製鐵所 関連施設」

平成２７年７月 世界文化遺産に登録！

官営八幡製鐵所 旧本事務所 （非公開）

修繕工場 （非公開）

旧鍛冶工場 （非公開）



Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 13

平成26年6月 北九州市MICE誘致推進
本部の設置

平成27年6月 観光庁から「グローバル
MICE強化都市」に選定

平成27年7月 G7北九州エネルギー大臣
会合開催地に決定
（H28年5月1,2日開催）

平成28年2月 感染症に関する国際会議
開催地に決定
（H28年11月10,11日開催）

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）

○主な取組状況○主な取組状況 グローバルMICE強化都市選定で、
本市の取組を加速、
国際ＭＩＣＥ都市 北九州 に！

国際会議開催件数
７３件

（JNTO国際会議統計）
国際MICE都市 北九州

確立

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙMICE
強化都市 選定

2014年 2015年 2020年

◇国内外への効果的なプロモーション
◇「チーム北九州」での誘致活動
◇本市ならではのユニークベニュー提供
◇案内の多言語対応など受入環境整備

ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ小倉
ＪＲ小倉駅

北九州国際展示場

北九州国際会議場

西日本総合展示場

《今後の主な取組の方向性》



Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 14

観光都市へ ～ インバウンドの推進 ～

○韓国や台湾など東アジアを中心に、
インバウンド誘致を推進

○今後、タイをはじめとした東南アジア
諸国への取組を強化

旅行展への出展

メディア等の招へい
現地情報誌への掲載

《外国人観光客誘致の取組》

○海外旅行会社へのセールス

○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

○国際旅行展への出展



●空港アクセスの強化・拡充（H27年7月 ）
・エアポートバス小倉線増便

航空機の早朝始発便から深夜最終便まで全便に対応
・福北リムジンバス運行開始
→北九州空港と福岡市内（博多・天神）
との直行アクセス開設
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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

福北リムジンバス

●インバウンド需要の取り込み
・国際チャーター便の誘致
H26年度 58便⇒ H27年度 206便(3.5倍)
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

中国・大連チャーター



Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 16

○期 間 平成２７年１０月１７日（土）
○会 場 西日本総合展示場新館
○集客数 延べ約１１，８００人
○経済波及効果＋パブリシティ効果

１４億５，３７０万円
○開催趣旨
・女性や若者がワクワク胸をときめかせる
「東京の最先端」を体験

・都心部におけるにぎわいの創出や
消費マインドの喚起

・若者や女性が憧れる、住みたくなる
といった都市イメージの向上

・シビックプライドの醸成

「ＴＧＣ北九州２０１５」の開催
にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充



Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 17

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２０１５」の開催
○期 間 平成２７年１１月２８日（土）、２９日（日）
○場 所 ＪＲ小倉駅新幹線口エリア
（あさの汐風公園、西日本総合展示場、あるあるCity等）
○集客数 １７万人
○経済波及効果 約１４億３，７００万円
○主なイベント内容
・「ラブライブ！ねぶた」九州初上陸
・世界コスプレサミット九州予選
・パトレイバーイングラム・デッキアップ
・痛車展示、警察・消防車両展示
・アイドル列車
・小倉駅南部エリアとのタイアップイベント
（「ラブライブ！」上映会、コスプレパーティー）



Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 18

沿道の応援（約24万人）

市内外から約11,000人のランナー

ボランティアのおもてなし（約5,300人）

平成28年2月21日(日)に開催しました

『北九州マラソン2017』

平成29年2月19日(日)開催予定



Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 19

【北九州スタジアムの整備】

・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
ます

・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月オープン予定

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

工事は順調に進んでいます

快適でダイナミックな観戦環境

完成予想図



Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 20

■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



あ 21

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

23
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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）



Ⅳ グローバル需要を取り込む海外ビジネス拠点の形成

・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

26



Ⅳ グローバル需要を取り込む海外ビジネス拠点の形成

■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

27



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

28

○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



雇用創出に向けて 29

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



雇用創出に向けて 30

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


