
第 11回新成長戦略推進懇話会議事録要旨 
               日時：平成３０年８月２８日（金） １０時～１２時 

                場所：クラウンパレス小倉 ２階 

【観光について】 

・観光地として、メディア・ユニバーサルデザインなど誰もが見て分かりやすい表示・表

示機能は充実させる必要がある。

・インバウンドで、市が店主向けにＳＮＳ講座をしているが、店が効果的発信をするまで

には１、２回では難しい。もっと厚く継続的にサポートする必要がある。

・観光客へのアナウンスについて具象化できないか。観光客が利用できるようなアプリな

どを開発できるといいのでは。

・北九州市に強いコンテンツを持ってくると、福岡市から集客できる。福岡市から新幹線

で 15 分の立地の良さがある。新幹線とコラボできることはないのか。

【都市イメージの発信について】 

・市の施策をビジュアル的に広報すると、学生や若い方たちに伝わる。

・小倉駅が、南側においても再開発等を行うことにより、ブランド戦略の核となる駅にな

れば、安全なまちというイメージを強く発信できる。

・北九州市が芝居、映画、漫画など文化の発信地となり、市民のシビックプライドも非常

に高まってきている。もっと強いコンテンツをつくっていくことを期待する。

・もっと市民が市の素晴らしさを口に出せるような仕組みづくりを期待する。

【起業について】 

・主婦のような社会に出ていない方の起業に関するガイダンスが少ない。

・起業したいという高齢者・女性・若者がまだまだ多い。

【ものづくりの可能性について】 

・市のものづくりは、ものすごい底力を持っている。ものづくりの方向を引き続き取り組

んでいただきたい。

・市のものづくりは、非常に分厚く、簡単に他が真似できないベースがある。このポテン

シャルを、市の成長などの原点にするべき。

【ＳＤＧｓへの取組みについて】 

・2030 年がＳＤＧｓのゴール、2040 年が高齢者のピークになる。その延長線上で市はモ

デル化する必要がある。

・ＳＤＧｓはインバウンドの一つの重要なキーワード。スターバックスのプラ製ストロー

廃止のようなイノベーションが、市で発信されることを期待する。

【その他の意見】 

・生産性向上は、３～５年先に当たり前になっていることに取り組むこと。

・高齢者の大半は、健康を意識していても行動しておらず、その方たちの健康寿命が短い。

・時代の変化が急速なので、新成長戦略もそれに応じて適宜対応いただきたい。

・これからの 10 年で、車は自動運転などすごい勢いで変化する。

・若者に人気のあるＩＴ産業や情報産業が、他都市に比べて少ないのであれば、もっと集

積させることが重要。
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第１１回 北九州市新成長戦略推進懇話会委員意見に対する対応について

項目 委員意見 対応 取組・事業・その他コメント

観光地として、メディア・ユニ
バーサルデザインなど誰もが見
て分かりやすい表示・表示機能
は充実させる必要がある。

一部
実施

外国人や特定の来訪者が多い、ニーズの高い施
設を案内する場合は、イラストやＪＩＳ規格の
案内用図記号（ピクトグラム）を用いた案内看
板等を設置している。

インバウンドの件で、北九州市
で店主向けにＳＮＳ講座をして
いるが、店が効果的発信をする
までには１、２回では難しい。
もっと厚く継続的にサポートす
る必要がある。

実施

講座後の店舗向けサポートとして、ＳＮＳによ
る具体的な情報発信に繋げることを目的に、
「グーグルマップへの登録方法」を説明する
リーフレットの作成と店舗への配布、個店の登
録をサポートするワークショップの開催を予定
している。

観光客へのアナウンスについて
具象化できないか。外国人が利
用できるようなアプリなどを開
発できるといいのでは。

一部
実施

現在、５ヶ国語に対応したアプリ「COME ON
KANMON」を制作している。しかし、アプリはダ
ウンロードしてもらうにはハードルが高く、観
光ウェブサイトの多言語コンテンツの充実を推
進し、一層の魅力発信を行っている。なお、航
空会社の観光アプリにもコンテンツを提供して
いる。

北九州市に強いコンテンツを
持ってくると、福岡市から集客
できる。新幹線で15分で来られ
る立地の良さがある。新幹線と
コラボできることはないのか。

一部
実施

マンガやアニメなどのポップカルチャーを切り
口に、特に若い世代に人気のコンテンツを誘致
している。
新幹線については、訪日外国人向けの博多⇔小
倉間の割引切符が発売中。また、コラボ企画と
して、「名探偵コナンミステリーツアー（H30.7
～H31.2）」や「ハローキティを活用した観光
キャンペーン（H30.8）」などを実施。
これらにより、市外、海外からの誘客を図って
いるところである。

北九州市の施策をビジュアル的
に広報すると、学生や若い方た
ちに伝わる。

実施

本市の施策が市民や学生などの若者に効果的に
伝わるよう、ホームページ、SNS、動画などの広
報媒体を活用した広報に努めていく。
首都圏の若年層向け広報に関しては、漫画や写
真を多用したweb記事の配信に取り組んでいる。

小倉駅が、南側においても再開
発等を行うことにより、ブラン
ド戦略の核となる駅になれば、
安全なまちというイメージを強
く発信できる。

実施

小倉駅南側では、小倉駅南口東地区で再開発が
進められているほか、ホテル、商業、業務等の
ビルが更新されてきており、今後も引き続き、
再開発等の民間開発を支援していく。合わせ
て、ペデストリアンデッキ等の歩行者空間の整
備や、ライトアップによる夜間景観の形成な
ど、魅力あるまちづくりに取り組んでいる。

北九州が芝居、映画、漫画など
文化の発信地となり、市民のシ
ビックプライドも非常に高まっ
てきていると感じる。もっと交
流人口アップやインバウンド促
進になるよう、強いコンテンツ
でつくっていくことを期待す
る。

実施

2020年の東アジア文化都市の開催に向けて、多
言語化の推進やおもてなし対応の充実など、イ
ンバウンド対策を進めるほか、本市の文化資源
を活用し、文化・芸術をテーマとした魅力ある
事業を展開し、交流人口を増やしていきたい。

もっと市民が北九州市の素晴ら
しさというのを口に出せるよう
な仕組みづくりを期待する。

実施
市民自らが地域資源の発掘・再発見し、効果的
な情報発信を展開する「北九州市時と風の博物
館」に取り組んでいる。
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項目 委員意見 対応 取組・事業・その他コメント

主婦のような社会に出ていない
方の起業に関するガイダンスが
少ない。

実施

起業に関する情報の集約・発信を強化するた
め、今年度COMPASS小倉をリニューアルオープ
ンした。効果的な情報発信の点ではさらに改善
すべきところもあると考えており、指定管理者
及び関係部署と連携して強化を図りたい。

学びたいとか、今までできな
かった事業を起業したいという
高齢者の方がまだまだいる。
「スタートアップのまち　北九
州」に、女性もあれば、若者も
あれば、高齢者もある。

実施

起業に関する情報の集約・発信を強化するた
め、今年度COMPASS小倉をリニューアルオープ
ンした。効果的な情報発信の点ではさらに改善
すべきところもあると考えており、指定管理者
及び関係部署と連携して強化を図りたい。

北九州のものづくりは、ものす
ごい底力を持っている。ものづ
くりの方向を引き続き取り組ん
でいただきたい。

実施

本市には、鉄鋼業、化学工業、窯業などの大手
企業の他に、自動車・ロボットといったハイテ
ク産業や最先端の環境関連産業等、新たなもの
づくりに取り組む企業の集積も進みつつある。
戦略を推進することで、これらの地域企業の抱
える課題を組織横断的に対応し、課題解決に取
り組んでいきたい。

北九州のものづくりは、歴史に
裏打ちされていて非常に分厚
く、簡単に他が真似できない
ベースがある。大企業から中小
企業まで、各階層ですごく力の
ある企業がある。このポテン
シャルを、市の成長を考えた
り、市にいろいろなものを呼び
寄せる原点にするべき。

実施

本市には、鉄鋼業、化学工業、窯業などの大手
企業の他に、自動車・ロボットといったハイテ
ク産業や最先端の環境関連産業等、新たなもの
づくりに取り組む企業の集積も進みつつある。
戦略を推進することで、これらの地域企業の抱
える課題を組織横断的に対応し、課題解決に取
り組んでいきたい。

2030年がＳＤＧｓのゴール、
2040年が高齢者のピークにな
る。その延長線上で北九州市は
モデル化する必要がある。

実施

「北九州市ＳＤＧｓ未来都市計画」（平成３０
年８月策定）の「北九州市のＳＤＧｓ戦略」の
３つの柱の１つに「一人ひとりが行動し、みん
なが輝く社会を拓く」があり、具体的な取り組
みとして「高齢者の生きがいづくり」を挙げて
いる。
内容としては、高齢者のボランティア活動支援
や就労支援などを挙げ、取り組んでいくことと
している。

ＳＤＧｓはインバウンドの一つ
の重要なキーワード。スター
バックスのストローのプラス
ティック廃止は、全国を駆け巡
り、飲食店にブームやイノベー
ションを起こしている。このよ
うなことが、北九州市で発信さ
れることを期待する。

検討

「北九州市ＳＤＧｓ未来都市計画」（平成３０
年８月策定）において、「官民連携による海外
水ビジネスの展開」の取り組みとして「海外か
らの研修員の受入」を行っており、平成29年実
績で410名の海外研修員が北九州市を訪れてい
る。
今後は、ＳＤＧｓの取り組みや成功事例を海外
等に発信することで、視察や研修の受入など増
やしていきたい。
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項目 委員意見 対応 取組・事業・その他コメント

時代の変化が急速なので、新成
長戦略もそれに応じて適宜対応
いただきたい。

実施

外部有識者からご意見をいただく「新成長戦略
推進懇話会」のほかに、民間の先見性のある人
材と目指すべき産業構造について議論する「羅
針盤会議」を実施し、いただいた提言を戦略に
反映させている。
引き続き、社会や経済動向の調査等を踏まえ、
社会経済情勢の変化を捉えるよう努めたい。

これから10年、車はすごい勢い
で変わっていく。自動運転にな
り、交通網整備にもつながって
いく。北九州のこうゆうものの
潜在力は非常に強い。

実施

ＳＢドライブ㈱や先進モビリティ㈱による自動
運転バスの技術実験が本年４月に本市の学術研
究都市で行われた。今後も将来の地域交通に活
用される自動運転技術の実証や大学との共同研
究などの取組みを支援していく。

生産性向上は、３年先、５年先
に当たり前になっていることを
今から作りはじめること。

実施

平成29年度に生産性改革の窓口を設置。働き方
の生産性を上げるために、次世代ワークデザイ
ン研究会を立ち上げ、地元企業と一緒に新しい
働き方を考える対話会を実施。
また、ロボット・IoT・AIをはじめとする先端技
術を活用した市内中小企業の生産性向上スクー
ルの実施など継続的な支援を行う。

高齢者の３分の２とか４分の３
の人たちは、健康を意識してい
ても行動はしていない。この人
たちの健康寿命が短い。

実施

「地域でGO！GO！健康づくり事業」における市
民センター等を拠点とした健康づくり環境の整
備、健康づくりの活動をポイント化しインセン
ティブを付与する健康マイレージ事業の実施、
ウオーキングアプリを提供し市民が健康に対し
て関心をもつよう啓発すること等により、市民
全体の健康寿命延伸を目指している。

若者の就職先の選択肢を増や
す。若者に人気のあるＩＴ産業
とか情報産業に関し、北九州市
は他の政令指定都市に比べて従
事者が少ないということであれ
ば、もっと集積させることが重
要。

実施

立地した上場IT企業を中心に安定操業が早期に
実現できれば、本市にて優秀な人材が獲得でき
る証明となり、更には新たなIT企業への誘致イ
ンセンティブとなる。ものづくり産業を支えた
理工系学校の集積を活かし、立地企業への人材
採用支援を進めながら、首都圏で人材獲得に悩
むIT企業の新規誘致に繋げ、更なる集積に努め
ていく。
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