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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

○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
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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

○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
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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

「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
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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

○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）
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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

○「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
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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

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
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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

「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
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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

「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



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

□クラウドサービスの活用推進
（平成２８年度から継続実施）

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。

□ＳＮＳの活用促進（同上）
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開催等

２ 商業エリアの魅力発信を目的とした
「@kitakyupics」（キタキューピクス）を
に継続運用。フォロワー数、投稿数は
現在も増加中。
（フォロワー数） 4,217 人（H30.３末時点）
（投稿数） 28,669 件（ 同 上 ） 「@kitakyupics」アカウント
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■ 集貨促進
・貨物定期便の長期安定運航を目指した集貨促進
・東九州自動車道沿線など集貨背後圏の拡大（大分・宮崎）
・精密工業製品や鮮魚・野菜などの生鮮貨物の集積

■ 国際貨物チャーター便の誘致
・「B747-８F」「アントノフ124」などの大型貨物機
・カナダから馬、オーストラリアから乳牛を輸入
・一般貨物の輸出入チャーター
・H29d（1３便）、H2８d（１９便）、 H2７d（2０便）

■ 海上空港の特長を活かす「シーアンドエア輸送」
・長大重量貨物など陸上輸送が困難な輸送ニーズに対応

■ 国際貨物定期便の運航が決定
・ANA Cargo（2018.6.4～、週5便）
・関西（22:00発）⇒北九州（23:10着/0:40発）

⇒那覇（2:30）⇒中国・アジア6都市（早朝）
・「沖縄貨物ハブ」を活用し新たな国際物流ルートを提供 ANA Cargoの運航機材

（B767-300F） ANA Cargo 提供

方向性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
○主な取組状況○主な取組状況

成田関西

ANA Cargo沖縄貨物ハブの路線展開

羽田

8：25着

那 覇

北九州

0：40発

ソウル（仁川）

7：25着

上海（浦東）

4：35着

台北（桃園）

6：40着

8：25着

9：00着

香 港

バンコク

シンガポール

ANA Cargo提供

7：20着

6：40着

8：10着

9：30着

2：30着
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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

■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。平成２９年まで長距離
フェリーの貨物量が８年連続で増加。
■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、サービスが向上。２９年の
コンテナ取扱量は過去最大。
②定期国際RORO航路が新規就航
自動車部品や半導体製造装置等の輸送需要
に対応するため、北九州港で初めての定期
国際航路が平成30年4月より週６便運航開始。
③中古自動車輸出の航路拡充
新門司自動車物流センター等の拠点化が
進み、中古自動車の輸出のため、オセア
ニア・カリブ地域への３航路が就航している。

充実した物流基盤を活用した物流振興
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RORO船による積み込み

12
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方向性Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成

北九州アップデートモビリティ研究会の開催
•SBドライブ㈱との連携協定に基づき、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年度の走行実証の検討に向けた研究会を４回開催
【研究会概要】
発 足：H28.6
メンバー：SBﾄﾞﾗｲﾌﾞ、先進ﾓﾋﾞﾘﾃｨ、第一交通産業

西日本鉄道、西鉄ﾊﾞｽ北九州、九州工業大学
早稲田大学、愛知製鋼、日本信号
北九州産業学術推進機構、北九州市(事務局)

次世代自動車産業拠点の形成
○主な取組状況○主な取組状況

自動車産業セミナーの開催
•自動車関連サプライヤーに対し、最新の業界動向を学ぶ機
会を提供し更なる技術底上げを図るため、電動化・共有化
などの現状と影響などについてセミナーを実施。
（Ｈ29.7.7開催 52社・団体 65名の参加）

研究会開催状況

自動運転バス試乗会

自動車産業セミナー

(沖縄)

13



方向性Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成

２ ロボット技術の実証・実用化支援

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

１ 産業用ロボットの導入支援
◆産業用ロボット導入支援センター
・企業訪問による支援活動 企業訪問件数 205件
・中小企業向けロボット活用セミナー開催（平成29年6月21日）
参加者115名

・人材育成：生産性向上ｽｸｰﾙ・ﾛﾎﾞｯﾄ編 7講座、参加者115名

産業用ロボット

インフラ点検ロボット
◆産業用ロボット導入支援補助金
・補助案件：3件（ﾌﾟﾗﾝﾄ向け強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ加工、ﾁｮｺﾚｰﾄ、お餅）

◆インフラ点検ロボット実証・実用化支援
・実証フィールドの提供：市内5ヶ所
・実用化研究会：市内開発企業10社を含む22会員
・国家戦略特区の活用：
電波法に係る特定実験試験局の免許発給手続の短縮

３ 介護ロボットの導入支援
◆介護作業の見える化（介護施設における作業観察・分析）
◆介護ロボットの導入実証（7分野11機種）
◆北九州市介護ロボット開発コンソーシアム（39会員）
◆北九州市介護ロボットマスター育成（修了者数41名）
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方向性Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成

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

●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】1４１企業・団体（県内企業中心）
（内市内 5７企業・団体（H30.1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

方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興

○農業を軸としたコミュニティ型ビジネスの
構築
都市近郊の耕作放棄地を借り受け、農場や

機器を会員向けに提供し、農業を通じたコ
ミュニティの形成と心と体のリフレッシュに
つながるサービスを提供。

○小学生向けプログラミング教室
プログラミング学習を通じ、子どもの

「論理的思考力」「プレゼン力」を育むサー
ビス開発に取り組む九州工業大学の学内ベン
チャー企業が、子育て・教育分野における新
サービスの可能性を探るため、市内放課後児
童クラブにて実証実験を実施。

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

小学生向けプログラミング教室

農業を軸としたコミュニティ型
ビジネス「コルホネス」事業
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○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

高齢者を中心とした健康・生活支援ビジネスの推進

○フレイル対策による新産業創出推進事業
市内ドラッグストアによるアクティブシ
ニアのためのフレイル（虚弱）や認知機
能の低下予防に必要な「社会参加、栄養、
体力づくり」を組合わせたプログラムを
提供。

○IoTを活用した高齢者等の見守りサービ
スの創出
高齢者の交通事故防止等に向け、IoT向

けの新たな無線規格「LPWA」を活用した
新サービス開発のための実証実験を実施。

北九州市健康・生活産業
振興協議会のプロジェクト②

IoTを活用した高齢者等
見守りサービス（イメージ）

生涯学習トライアル教室
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○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

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、利用促進
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～）
北九州＝務安(ムアン）・襄陽（ヤンヤン）線
(コリアエクスプレスエア H30.5.13～）
北九州＝台北線（スターフライヤー H30.10.28～）

・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
⇒H29年度648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

18



方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興

１ 海外旅行社へのセールス
韓国、中国、台湾、香港

２ 旅行者やメディア、ブロガーなどの
招へい事業
韓国、台湾、香港、タイ、ベトナム、
イギリス、オーストラリア

３ クルーズ船寄港に伴う小倉城周辺の
観光バス受け入れ体制づくり
クルーズ船寄港に伴い、小倉城周辺にお
ける観光バスのスムーズな受け入れを実施。

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

19



Ｘ

にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充
（インバウンド対策の充実）○主な取組状況○主な取組状況

１ セミナー等開催
（１）訪日韓国人の傾向を踏まえ、

飲食店を対象としたセミナー（８月）
（２）商店街等を対象にキャッシュレス決

済の導入に向けた勉強会（３月）

２ 全国初の、韓国現地に向けた
ラジオ番組制作（11月放送開始）
韓国現地に向けたオール韓国語による30分
ラジオ番組。「韓国人が好きな日本のモノ
・コト」をテーマに放送。
（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 ２１回放送
（ラジオ局）FMKITAQ（インターネットによるサイマル放送）
→サイマル放送、1回の放送につき4千アクセス

ラジオ番組
下）チラシ
（Ａ４判）

右）収録風景

上）キャッシュレス
決済セミナー

方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 20



３ 韓国語グルメマップの制作（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制作（７月～）
外国人の好む日本の風情がコンパクトに
凝縮する若松で、「まつり」「自然」
「まちなみ・くらし」をテーマにした
動画を制作し、YouTubeで公開。
（制作者）若松魅力発信－ワカマツテラス－実行委員会

（市とまちの有志で構成する実行委員会）
（公開先）ＹｏｕＴｕｂｅ
→『街の暮らし編』ほか計４本シリーズ 累計視聴回数 約２万回

Ｘ

にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充
（インバウンド対策の充実）○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

右上）
街の暮らし編
右下）
若松みなと祭り編

左）韓国語グルメマップ
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方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興

■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

日程 H29年7月～9月
場所 コレットアイム北側公開空地
来場者数 約7,800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２０１７

２ こくらハロウィン
日程 H29年10月
場所 小倉駅JAM広場、
来場者数 約22,000人
・仮装コンテスト＆パレード
・トリックオアトリート
・ハロウィンファッション＆ヘアメークショー

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

こくらハロウィン
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方向性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

「北九州ポップカルチャーフェスティバル２０１７」の開催

○期 間 平成２９年１１月４日（土）、５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 約１４万人
○主なイベント内容
・劇場版「マジンガーＺ」とのコラボイベント
（オリジナル描きおろし、マイスター製作像展示など）
・ジャパニーズモダン・イラスト展（著名なイラスト
レーターが本市建造物をモチーフに描きおろした
イラストの展示）
・デジタルイラスト作画、声優アフレコ、
VR、最新ゲーム体験
・ｅスポーツエキシビジョンマッチ
・世界コスプレサミット九州予選 など

23

○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

○期 間 平成２９年１０月２１日（土）
○会 場 西日本総合展示場新館
○集客数 延べ約１２，７００人
○経済波及効果＋パブリシティ効果

１５億１，７１４万円
○主な取組み
・北九州市ステージの出演者を募集
（全国枠・市民枠）
・市民モデル公開オーディションの開催
・TGC北九州フォトスポットを小倉の街
なかに設置
・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２０１７」の開催

24

○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

4コマ漫画の国際公募コン
テストを開催。
世界２２カ国・地域から
１０６０作品が集まる。
第2回は未来の漫画家を育
てるジュニア賞を新設。

北九州市漫画ミュージアム 北九州国際漫画大賞

大賞に輝いた「もーちゃん氏」（福岡県）と
松本零士審査委員長

『訪れてみたい日本のアニメ聖地88（2018年版）』
に福岡県内では唯一漫画ミュージアムが選定。

北九州メディア芸術創造拠点推進事業
平成２９年３月に、文化庁公募の先進的文化芸術創造活用拠点形成事業に本市の事業が採択された。
芸術と産学官の連携による先進的なメディア芸術創造拠点の形成を目指す。
全国で７事業が採択され、メディア芸術分野は全国で唯一。

常設展では、北九州
市ゆかりの作家・作
品を中心に紹介。

芸・産学官連携の
人材育成講座を定期開催

アジアMANGA サミット・日本大会の

2019年北九州市開催が決定
北九州ポップカルチャーフェスティ
バルや日中韓新人MANGA選手権

25

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

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）

第三回アジア未来会議

北九州国際
会議場

北九州国際
会議場

西日本総合展示場
（新館）

西日本総合展示場
（新館）
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○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

・市、商工会議所、観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会の
三者で『北九州産業観光センター』を
設置し、産業観光のワンストップサー
ビスを提供（H26年度～）

・産業観光ツアーの実施支援
・全国からの視察等を積極的に受け入れ
・産業観光ボランティアガイド育成・活用
・産業観光ＰＲイベント実施・ブース出展、
ＨＰ・パンフレット等の制作等情報発信

→ H30.3時点協力事業所数：59箇所
→ H28 産業観光客数：57.4万人

（産業観光等を活用した集客促進）
○主な取組状況○主な取組状況

工場見学・企業博物館
産業遺産（世界遺産）

工 場 夜 景

環 境 観 光

対象業務：産業観光「４本の柱」

産業観光フェア in 天神（H29.11）

工場夜景ガイド（ナビゲーター）
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にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充



方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興

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）

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

Ｈ２９年５月
・北九州フィルム･コミッションが舞台
のドラマ「GO!GO!フィルムタウ
ン」のロケが実施
参加エキストラ等 約１千人

Ｈ２９年８月
・映画「HiGH&LOW THE MOVIE2」
北九州凱旋プレミアイベント開催
観客 約５千人

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

浅野汐風公園でのロケ
には１千人が参加

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-]

小倉城・歴史の道で
イベントを開催
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Ｘ

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

□リノベーションまちづくりの推進
○これまでの成果
・事業化物件 ４７件
・雇用創出 ５９４名
（うち創業 ２６２名）

○小倉北区から市内各地への広がり
・門司区（門司港地区）
・若松区（中川町地区）
・八幡西区（黒崎地区）
・戸畑区（中原地区）

○今後の方向性
リノベーションスクール等をきっかけ
に広がった市内各地での活動に伴走し、
さらなるリノベーションまちづくりの
市内展開を図る。

秘密基地
(小倉北区)

室町シュトラッセ
(小倉北区)

コトブキッチン
(八幡西区)

cobaco tobata
(戸畑区)

29
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【平成29年度】
11月 FOODSTYLE2017出展
１月～３月九州マルシェ出品（博多リバレイン内）
３月新商品登場（門司港王様焼きカレー）

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

方向性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29年度】
11月 FFGフードチャレンジ商談会出展
12月ヤフー社員食堂にて北九州フェア開催
２月藍島産さわらブランド化発表会
３月食品ビジネス交流会

街ぶらバル小倉（地元産品の提供）

門司港王様焼きカレー

街ぶらバル小倉
オープニング

ビジネス
交流会開催

ヤフー
北九州フェア

九州福岡おみやげ
グランプリ

（受賞等）
九州福岡おみやげグランプリ（ちょびぬか、※093）
料理王国100選（関門旨み醤油の種）
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方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興

平成30年2月18日（日）に開催しました平成30年2月18日（日）に開催しました

ボランティアのおもてなし（約5,000人）ボランティアのおもてなし（約5,000人） 沿道の応援（約27万人）沿道の応援（約27万人）

【北九州マラソン2019】
平成31年2月中旬 開催予定

31

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 市内外から約12,000人のランナー市内外から約12,000人のランナー



方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興

○主な取組状況○主な取組状況
■情報通信系企業の誘致

→市内及び近郊に大学、高専、専門学校が多く、
優秀な人材の確保が可能

→第2新卒を対象とした情報発信手法を構築
■学校との関係構築

→立地企業への人材供給支援の一環として、九州・
沖縄、山口県内の高専を訪問

→学校教員を対象に立地企業の東京本社見学会を実施
■「キタキュー IT JAM」開催

→本市進出企業の人事担当者と就活生の交流イベント
→立地企業と誘致企業との横連携の推進イベント

キタキュー IT JAM
（北九州）

BEENOS㈱本社機能一部
移転・拡充共同記者会見

■BEENOS㈱が本社機能を一部移転・拡充 (H30.3発表)
→新規雇用60名予定（関連会社含む）

■WELLCOM IS㈱が郊外型ｺﾝﾀｸﾄｾﾝﾀｰを開設 (H29.12)
→新規雇用50名予定

◇主な成果◇主な成果
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サービス産業の高付加価値化の推進及び情報通信産業の集積
（着実に進む産業集積～企業誘致～）



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29年度実施の主なプロジェクト
〇ﾀﾞﾊﾞｵ市(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ)における廃棄物発電
施設導入にかかる調査事業
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JCM推進に向けたモデルプロジェクト
推進事業（ﾀｲ・ﾍﾞﾄﾅﾑ・ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ・ﾐｬﾝﾏｰ）

■主な成果

ダバオ市との環境姉妹都市締結式

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

〇雇用創出：６名
〇国等の資金獲得：約4.９億円
〇ﾀﾞﾊﾞｵ市(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ)との環境姉妹都市提携に関す
る覚書締結（平成29年11月）
〇新ケミカル商事との環境連携協定締結
（平成30年1月）
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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

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

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。
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北九州発ブランドの海外ビジネス支援

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

●香港食品バイヤー招聘
・市内農水産物や加工品企業を訪問し、
個別商談会を実施。
・H２９．４月開催
・参加市内企業：５社

●中国大連市 食品テストマーケティング
・大連の食品展示会に出店し、
現地バイヤーとの商談会を開催。

・ H２９．１０月開催
・参加市内企業：２社

●食の商談会in北九州
・上海・台湾から食品バイヤーを招聘し、
市内企業との商談会を開催。
・H２９．１０月開催
・参加市内企業：１０社

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
香港食品バイヤー招聘

中国大連市食品テストマーケティング

食の商談会in北九州
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○主な取組状況○主な取組状況



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・ハイフォン市中小企業経営者
交流事業」(H29.10)

・ハイフォン市副市長表敬訪問
・本市企業経営者による事業紹介及び
ハイフォン市企業との商談会等
・参加企業数 北九州市側 5社

ハイフォン市側 15社
■「ベトナム南部経済交流事業」

(第1回：H29.6、第2回：H30.1)
・本市企業と現地企業とのビジネスマッチング等
・参加企業数 第1回：5社、第2回：7社

◎これら事業を契機として各企業間での具体的
商取引や、商取引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

ハイフォン市副市長表敬訪問

ビジネスマッチング

○主な取組状況○主な取組状況
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zzzzzzzzz

その他の主要施策
○主な取組状況○主な取組状況

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

市内企業訪問

「インダストリー4.0」と中小企業の
生産性向上セミナー

ドイツ見本市会場での商談

37

産学官を巻き込んだ
ドイツとの地域間経済交流
■JETRO地域間交流事業 （H27.4～）
（Regional Industry Tie-up :RIT）

「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」
●北九州高専・ロイトリンゲン大学間で
ＭＯＵ締結 （H29.7.4 締結）
●派遣ミッション団の相互訪問
生産設備自動化見本市「MOTEK」他への
北九州訪問団派遣 （Ｈ29.10.9-14）
BW州中小企業経営者訪問団受入れ及び
市内企業マッチング（H29.11.16-17）
●ドイツ・セミナー開催
「インダストリー4.0」と中小企業の生産性向上
~ドイツBW州の取組み~（H29.11.16）



●インターンシップや交流会を活用した
外国人留学生獲得支援
Ｈ29.6月~10月
⇒参加留学生のうち４名が
市内企業就職

●韓国人材活用セミナーin北九州
平成29年7月5日開催
⇒参加企業が韓国人エンジニア採用！

●国際ビジネス人材交流フェアin北九州
平成30年3月14日開催
⇒セミナー・事前マッチングに
約50名の外国人留学生が参加

その他の主要施策
外国人留学生インターンシップ○主な取組状況○主な取組状況

韓国人材活用セミナーin北九州

会社合同説明会
「国際ビジネス人材交流フェア」

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
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高度外国人材活用支援



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
の竣工（平成３０年１月１日）
平成２５年度に実施した公募により
選定した事業者が、風力発電と太陽
光発電のハイブリッド型発電所を建設。

・「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
（平成３０年１月１０日）
平成２８年度に実施した響灘洋上風
力発電施設の設置・運営事業者の公募
で選定したひびきウインドエナジー㈱
と本市とで、両者の連携及び協力によ
り、事業を円滑かつ確実に実施するた
めの協定を締結。

再生可能エネルギー・基幹エネルギーの創出拠点の形成
○主な取組状況○主な取組状況

響灘ウインドエナジーリサーチ
パーク

（㈱北拓及びジャパン・リ
ニューアブル・エナジー㈱との
合弁会社によるハイブリッド
型発電所）

Vestas社製 3.3MW

（洋上設置モデル）

基本協定締結
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再生可能エネルギー・基幹エネルギーの創出拠点の形成
方向性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、7.5万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

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実施
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○主な取組状況○主な取組状況



若年者の職業観の醸成と地元就職の促進

雇用創出に向けて

様々な職業体験を通して
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25（金）～26日（土）
○会 場：西日本総合展示場
○対 象：小・中学生、高校生、大学生、保護者、

教職員等
○来場者：6,586名（2日間）
○出展者：139団体（企業、大学、専門学校等）
○主な内容
・小・中学生向け職業体験コーナーの設置
・企業制服ファッションショー
・「北九州技の達人」による職人技の披露
・出展企業と大学生による座談会
・企業の出展内容を大学生が提案

若年者の雇用創出
○主な取組状況○主な取組状況
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雇用創出に向けて

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（AIMビル）

①就業支援

④子育て支援

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
約５０％増加

働きやすいまち北九州市を目指し、
Ｈ29年8月、市内企業等トップによる
「北九州イクボス同盟」設立
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女性の雇用創出
○主な取組状況○主な取組状況



常設窓口での伴走型支援（北九州・東京）

雇用創出に向けて

・専任コンサルタントが常駐

U・Iターン応援プロジェクト

○主な取組状況○主な取組状況
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U・Iターン夏季集中キャンペーン
・転職フェアへの出展やチラシ配布（空港等）

・U・Iターン希望者、U・Iターン経験者、市
内企業の3者が気軽に交流できる場を提供

U・Iターン応援交流会

平成29年度の就職者：２３１名
過去最高数値を更新！

U・Iターン応援オフィス

U・Iターン応援交流会

お正月のU・Iターン相談会


