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令和元年度 地方創生関連予算について 

 本市は、女性と若者の定着などにより社会動態をプラスにしていき、地方創生の「成功

モデル都市」を目指すため、産・官・学・金・労・言・住が一体となり、「オール北九州」

で地方創生の推進に取り組んでいます。 

 戦略の最終年度である令和元年度は、本市における地方創生を着実に進めるため、 

２４７事業（約３４８億円）の事業に取り組みます。 

予算総額 

２４７事業   約３４８億円 

うち、地方創生推進交付金活用事業 

⇒５２事業 約１９億円 

政策パッケージ（５つの柱）ごとの主な取組内容 

Ⅰ 北九州市にしごとをつくり、安心して働けるようにする（ ９０事業 約３９億円）  

①新規海外大学生市内中小企業就職促進事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：2,000千円 担当課：産業経済局雇用政策課 582-2419】 

市内中小企業の外国人人材の受入れを支援するため、人材不足などの課題に直面し

ている市内中小企業と、日本での就職を希望している「高度外国人材」との交流事業

等を実施する。 

②新規人生１００年時代の「元気にお仕事」応援事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：3,000千円 担当課：産業経済局雇用政策課 582-2419】 

就労にあと一歩踏み出せない高齢者をターゲットに、高齢者を積極的に採用してい

る企業の事例やシニア就労者の声を紹介し、潜在するシニア人材の掘り起こしを行う

ことで、市内企業の人手不足解消を図るとともに健康寿命延伸に寄与していく。 

平成３０年度 

２２０事業  約３２８億円 

うち、地方創生推進交付金活用事業 

 ⇒２６事業 約１６憶円 

問い合わせ先 企画調整局地方創生推進室 

佐藤、大山 TEL 582-2174 



２ 

③北九州で働こう！U・Iターン応援プロジェクト事業  

【予算額：22,383千円 担当課：産業経済局雇用政策課 582-2419】 

本市へのU・I ターン就職希望者に対する地元企業の求人情報の提供や転職相談、職 

業紹介等の支援を総合的に実施。また、若年人材等の市内への還流を促進するため、学

生等に対するU・Iターン就職活動を支援する。 

 ④『第二新卒』採用促進プロジェクト事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：６,000千円 担当課：産業経済局雇用政策課 582-2419】 

20・30代で初めての転職を行う層＝「第二新卒」をターゲットとした民間転職フ

ェアの活用や情報発信の強化を図ることで、企業と求職者のマッチングを支援し、若

い世代の市内就職促進を図る。 

⑤市内大学生の地元就職促進強化事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：9,000千円 担当課：産業経済局雇用政策課 582-2419】 

市内就職を希望する学生と企業とのマッチングを体系的に推進することで、若者の

地元就職及び地元企業の人材確保につなげる。 

⑥九州・山口一円の学生就職応援プロジェクト 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：9,000千円 担当課：産業経済局雇用政策課 582-2419】 

九州・山口一円の大学・高専・工業高校等を訪問し、各学校と強固な関係を構築す

ることで、市内企業やまちの魅力、住みよさ、暮らしやすさを発信し、学生の市内就

職、市内還流を促進する。 

⑦北九州市未来人材支援事業 

【予算額：130,000千円 担当課：企画調整局企画課 582-2064】 

市内の企業で中長期的に活躍し、本市の産業を担う人材を全国から確保・育成するこ

とを目的に、市内企業への就職と定住を条件に奨学金の返還を支援する。 

⑧「地元就職力アップ」大学支援事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：7,000千円 担当課：企画調整局企画課 582-2064】 

市内企業の採用情報を市内大学の就職担当者に提供し、市内各大学の地元就職の取

組を支援する。併せて、全国から応募のある北九州市未来人材支援事業（北九州市奨

学金返還支援事業）応募学生の市内企業への就職も支援する。 



３ 

⑨シニア活躍！セカンドキャリア支援プロジェクト 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：14,520千円 担当課：産業経済局雇用政策課 582-2419】 

首都圏企業等の役職定年者や早期退職者と市内企業の人材ニーズとのマッチングを

効率・効果的に実施するための仕組みづくり等を行い、シニア・ハローワーク戸畑と

連携して首都圏等から本市への人材還流を促進する。 

⑩介護ロボット等開発・導入実証事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：80,000千円 担当課：保健福祉局先進的介護システム推進室  582-2712】 

少子高齢化の進展、介護人材の不足に対応するため、介護ロボット等の導入を踏まえ

た介護現場の働き方改革を進め、人とテクノロジーが融和した「北九州モデル」を構築

する。 

⑪北九州空港航空貨物拠点化推進事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：47,712千円 担当課：港湾空港局空港企画課 582-2308 】 

24 時間運用や税関・検疫空港の指定など、北九州空港の特性を活かし、国内外の

航空貨物の集貨に向け、航空会社やフォワーダーへの貨物の横持ち助成、貨物チャー

ター助成等を行い路線誘致につなげていく。 

⑫北九州空港大型貨物専用機就航支援事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：223,671千円 担当課：港湾空港局空港企画課 582-2308】 

北九州空港の貨物拠点化、滑走路延伸の実現に向け、貨物便誘致のための着陸料の

助成を引き続き行うとともに、通関体制構築に係る助成等を新設する。 

⑬北九州空港新規路線就航促進事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：461,205千円 担当課：港湾空港局空港企画課 582-2308】 

 北九州空港に新規の国際・国内定期便を誘致するために、運航経費の助成や新規路

線の定着を図るための事業を実施するとともに、北九州空港の利用促進に貢献してい

る一部の路線に対して、期間を拡充して助成を実施する。 

⑭女性輝き！推進事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：9,854千円 担当課：総務局女性活躍推進課 582-2209】 

 女性創業者や企業等の女性管理職の支援を実施するほか、ウーマンワークカフェ北

九州のさらなる周知広報と新規利用者の獲得を図る。さらに、経営者・管理職の意識

改革のきっかけとするため、企業と行政等で立ち上げた「北九州イクボス同盟」を活

用し、北九州市内にイクボスをさらに普及させるための取組を実施する。 



４ 

⑮ロボットテクノロジーを活用した地方大学・地域産業創生事業 

地方大学・地域産業創生交付金活用事業 

【予算額：164,000千円 担当課：産業経済局産業イノベーション推進室 582-2905】 

 内閣府の「地方大学・地域産業創生交付金」を活用し、産業用ロボットの研究開発

を行うとともに、地域のものづくり企業の生産性革命を推進する。 

⑯北九州港利用促進補助事業 

【予算額：140,300千円 担当課：港湾空港局物流振興課 321-5941】 

北九州港の利用促進を図るため、国内外の船会社や荷主企業等に対する補助制度を

充実・強化する。 

⑰シームレス物流（ＲＯＲＯ）新規航路誘致事業 

【予算額：10,000千円 担当課：港湾空港局物流振興課 321-5941】 

アジアとのシームレス物流を推進し、製造業や物流企業の集積を加速させるため、

海上輸送を行う定期国際RORO航路を誘致する。 

⑱再生可能エネルギー導入促進事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：8,000千円 担当課：環境局地域エネルギー推進課 582-2238】 

風力発電を中心とした再生可能エネルギー分野の人材育成等を図る。 

具体的には、北九州市立大学環境技術研究所と共同で、ドイツ・ブレーマーハーフ

ェン大学との連携を進めるともに、北部九州の大学や産業界と連携したインターンシ

ップや大学間連携講義等を実施し、風力発電産業のマネジメントや、運用・メンテナ

ンスを担う人材の育成を図る。 

これらの取組により「風力発電を学ぶなら北九州」というブランド化を進める。 

Ⅱ 北九州市への新しいひとの流れをつくる（４９事業 約２４億円） 

①新規海外大学生市内中小企業就職促進事業【再掲】 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：2,000千円 担当課：産業経済局雇用政策課 582-2419】 

 市内中小企業の外国人人材の受入れを支援するため、人材不足などの課題に直面し

ている市内中小企業と、日本での就職を希望している「高度外国人材」との交流事業

等を実施する。 

②新規若者の市内就職・定住に向けた環境調査事業  

【予算額：3,000千円 担当課：産業経済局企業立地支援課 582-2065】 

若者の市内就職・定住及び企業の人材確保の両方を実現するため、オフィスや社員

の住環境整備に関する新たな仕組みの検討を実施する。 



５ 

③新規外国人との共生社会の実現に向けた環境整備事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：5,500千円 担当課：企画調整局国際政策課 582-2146】 

外国人と日本人が共生するための環境づくりを進めるため、日本語を教えるボラン

ティアの支援や、外国人が日本の生活習慣を理解するための交流会等を実施する。

④新規災害時外国人支援事業  地方創生推進交付金活用事業

【予算額：1,000千円 担当課：企画調整局国際政策課 582-2146】 

外国人が安全安心に本市に滞在することができるように、災害時に日本語に不安が

ある外国人を支援するための「北九州市災害多言語支援センター」の設置や通訳サポ

ーターの育成などを行う。 

⑤新規ラグビーW杯ウェールズキャンプ受入事業 

【予算額：50,000千円 担当課：市民文化スポーツ局国際スポーツ大会推進室  582-2411】 

ラグビーワールドカップ2019におけるウェールズ代表チームのキャンプ受入れ

や市民に向けたPR等を展開する。 

 ⑥新規なでしこジャパン国際親善試合開催事業  

【予算額：15,000千円 担当課：市民文化スポーツ局国際スポーツ大会推進室  582-2411】 

本市では初となる女子サッカー日本代表（なでしこジャパン）の国際親善試合を開

催することで、市民に世界トップレベルの試合を間近で「みる」機会を創出する。 

⑦新規若者が語る北九州市の未来創造プロジェクト 

【予算額： 3,000千円 担当課：企画調整局地方創生推進室 582-2174】 

人口の社会動態の改善に向けた重要な課題である「若者層の定着」を促進するため、

若者の声の収集等を行う担当ラインを設置する。併せて、市内大学生等からなるプロ

ジェクトチームを編成し、本市の未来予想図を作成・発信する。 

⑧新規わくわく地方生活実現支援事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額： 30,000千円 担当課：企画調整局地方創生推進室 582-2174】 

地方創生推進交付金を活用し、東京圏からの移住者に対して、就業した場合は最大

100万円の移住支援金を支給する。 

⑨北九州で働こう！Ｕ・Ｉターン応援プロジェクト【再掲】 

【予算額：22,383千円 担当課：産業経済局雇用政策課 582-2419】 

本市へのU・I ターン就職希望者に対する地元企業の求人情報の提供や転職相談、職 

業紹介等の支援を総合的に実施。また、若年人材等の市内への還流を促進するため、学

生等に対するU・Iターン就職活動を支援する。 



６ 

⑩『第二新卒』採用促進プロジェクト事業【再掲】 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：６,000千円 担当課：産業経済局雇用政策課 582-2419】 

20・30代で初めての転職を行う層＝「第二新卒」をターゲットとした民間転職フ 

ェアの活用や情報発信の強化を図ることで、企業と求職者のマッチングを支援し、若

い世代の市内就職促進を図る。 

⑪シニア活躍！セカンドキャリア支援プロジェクト【再掲】地方創生推進交付金活用事業

【予算額：14,520千円 担当課：産業経済局雇用政策課 582-2419】 

首都圏企業等の役職定年者や早期退職者と市内企業の人材ニーズとのマッチングを

効率・効果的に実施するための仕組みづくり等を行い、シニア・ハローワーク戸畑と

連携して首都圏等から本市への人材還流を促進する。 

 ⑫九州・山口一円の学生就職応援プロジェクト【再掲】 地方創生推進交付金活用事業 

【予算額：９,000千円 担当課：産業経済局雇用政策課 582-2419】 

九州・山口一円の大学・高専・工業高校等を訪問し、各学校と強固な関係を構築す

ることで、市内企業やまちの魅力、住みよさ、暮らしやすさを発信し、学生の市内就

職、市内還流を促進する。 

⑬ＫｉｔａＱフェス in TOKYO開催事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：20,000千円 担当課：企画調整局東京事務所 03-6213-0093】 

首都圏における認知度やイメージの一層の向上を図り、首都圏からの交流人口の拡

大や移住、Ｕ・Iターンを促進するため、都内において、本市の様々な魅力を発信する

イベントを開催する。 

⑭定住・移住促進事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：48,600千円 担当課：企画調整局地方創生推進室 582-2174】 

本市への定住・移住の促進を図るため、お試し居住の受入れ住居の拡大など、本市

に移住してもらうための受入れ体制を強化し、「北九州市版生涯活躍のまち」の取組を

推進する。 

⑮住むなら北九州 定住・移住推進の取組 

【予算額：102,300千円 担当課：建築都市局住宅計画課 582-2592】 

市外から移住する世帯等に対し、一定の要件を満たす街なかの住宅を取得又は賃借

する費用の一部を補助する。住宅の取得について、令和元年度内に入居する世帯向け

に、募集枠を拡大する。 



７ 

⑯地方創生に向けた留学生等受入定着促進事業  地方創生推進交付金活用事業

【予算額：12,500千円 担当課：企画調整局国際政策課 582-2146】 

社会動態プラスに向け、留学生等の受け入れや定着を促進するため、専門学校等と

連携した留学生の誘致、生活支援、就職支援の施策を一体的に取り組むとともに、留

学生支援ネットワーク団体と連携した国際交流イベントを実施する。 

⑰ラグビーW杯ウェールズ交流プログラム推進事業 

【予算額：11,000千円 担当課：市民文化スポーツ局国際スポーツ大会推進室 582-2411】 

ウェールズ代表チームによる本市でのラグビーワールドカップ 2019 事前キャン

プ実施に関連し、市民との交流プログラムを実施する。 

⑱クルーズ船誘致事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額： 98,500千円 担当課：港湾空港局クルーズ・交流課 321-5939】 

国内外の船社や旅行社等へのセールス活動を通じて、クルーズ船の誘致を図るとと

もに、クルーズ船寄港時における体験型おもてなし、警備員の配置、シャトルバスの

運行等による安全対策を実施する。 

Ⅲ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる（４０事業 約２６７億円）  

 ①新規保育士宿舎借り上げ支援事業  

【予算額：9,000千円 担当課：子ども家庭局保育課 582-2412】 

 保育士の雇用確保を図るため、市内保育所・認定こども園を運営する法人と連携し、

保育士宿舎に入居する保育士の家賃費用として、最長５年間、一人当たり最大月額５

万円を補助する。 

②放課後児童クラブの管理運営 

【予算額：2,438,547千円 担当課：子ども家庭局子育て支援課 582-2410】 

放課後児童クラブについて、利用を希望する児童を円滑に受け入れるとともに、児

童への対応を充実するため、放課後児童クラブアドバイザーや巡回カウンセラーの派

遣を行う。 

③ウーマンワークカフェ北九州運営事業 

【予算額：31,933千円 担当課：総務局女性活躍推進課 551-0091】 

就業・キャリアアップ・再就職・創業等、女性の職業生活における活躍をワンスト

ップで総合的に支援する。 
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④女性輝き！推進事業【再掲】  地方創生推進交付金活用事業

【予算額：9,854千円 担当課：総務局女性活躍推進課 582-2209】 

女性創業者や企業等の女性管理職の支援を実施するほか、ウーマンワークカフェ北

九州のさらなる周知広報と新規利用者の獲得を図る。さらに、経営者・管理職の意識

改革のきっかけとするため、企業と行政等で立ち上げた「北九州イクボス同盟」を活

用し、北九州市内にイクボスをさらに普及させるための取組を実施する。 

Ⅳ 時代に合った魅力的な都市をつくる（６６事業 約１８億円）  

①新規東アジア文化都市2020北九州推進事業  

【予算額：168,400千円 担当課：市民文化スポーツ局東アジア文化都市推進室 582-2390】 

 日中韓３カ国において実施される「東アジア文化都市」の開催に向け、2020年3

月の開幕式典を皮切りに、1年を通じて様々な文化芸術事業や交流事業を実施する。 

②新規空き家等活用推進事業 

【予算額：7,000千円 担当課：建築都市局空き家活用推進室 582-2777】 

 空き家に関する相談体制づくりをはじめ、空き家の適正管理の啓発や流通促進、有

効活用など、専門家団体等と連携して総合的に空き家活用の取組を推進する。 

③関門地域魅力向上事業 地方創生推進交付金活用事業 

【予算額：18,200千円 担当課：企画調整局政策調整課 582-2156】 

 下関市と連携し、遊休スペースを活用した新たな観光サービスの開発を目的とした

実証実験及び「フォトウェディングの聖地」としての需要を喚起するプロモーション

等の取組を行い、観光地としての地域ブランド向上を推進する。 

④関門海峡都市・観光まちびらき連携事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：463,451千円 担当課：産業経済局門司港レトロ課 322-1188 

                 産業経済局観光課     551-8150】 

関門地域の夜間観光の更なる魅力向上や宿泊滞在観光客の増加を図るため、門司港

エリアの日常的なライトアップや、夜景観光を中心とした「関門海峡周遊バス」の運

行、ビッグデータを活用した効果的なプロモーション、観光客向けのコンテンツや情

報を発信するアプリの管理運営、関門海峡ミュージアムリニューアルを行い、関門地

域の連携による観光客誘致を促進する。 
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⑤関門連携による国内外映画・テレビドラマ誘致・支援事業 

地方創生推進交付金活用事業

【予算額：18,000千円 担当課：市民文化スポーツ局文化企画課 582-2391】 

 関門海峡を中心としたロケ地としての北九州市・下関市の魅力を活用し国内外の映

画・テレビドラマの誘致を行うとともに、インバウンドの増加につなげるための取組

を実施する。 

⑥クルーズ船誘致事業【再掲】  地方創生推進交付金活用事業

【予算額：98,500千円 担当課：港湾空港局クルーズ・交流課 321-5939】 

 国内外の船社や旅行社等へのセールス活動を通じて、クルーズ船の誘致を図るとと

もに、クルーズ船寄港時における体験型おもてなし、警備員の配置、シャトルバスの

運行等による安全対策を実施する。 

⑦北九州都市圏域連携事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：9,100千円 担当課：企画調整局政策調整課 582-2156】 

 北九州市と近隣 16 市町で形成する連携中枢都市圏「北九州都市圏域」の認知度向

上を図るため、首都圏での特産品販売など、主に食を中心としたプロモーションを実

施する。 

 ⑧住まいの安全安心・流通促進事業  

【予算額：30,000千円 担当課：建築都市局空き家活用推進室 582-2777】 

 耐震性能がある既存住宅を購入又は賃借し、エコや子育て・高齢化対応に資するリ

フォーム工事に要する費用の一部を補助する。また、相続した既存住宅に新たに居住

するために行う工事について対象を拡大する。 

⑨夢・スポーツ振興事業 

【予算額：9,000千円 担当課：市民文化スポーツ局スポーツ振興課 582-2395】 

 国際・全国大会で活躍する選手を育成するため、ジュニア世代がトップアスリート

等から直接指導を受ける講習会等の対象種目を増やして実施する。 

 ⑩地域コミュニティ活性化推進事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額： 28,614千円 担当課：市民文化スポーツ局地域振興課 582-2111】 

地域が一体となった地域づくりを促進するため、自治会をはじめとした地域の団体

に対して地域コミュニティ活性化のための支援を行う。 
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 ⑪「NPOとの協働によるまちづくり」人材育成事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額：1,491千円 担当課：市民文化スポーツ局市民活動推進課 645-3104】 

 協働に対する理解とノウハウをもった人材を育成し、協働環境の基盤を強化してい

く。また、NPOが自立して持続的な団体経営が行えるように、資金調達力や企画力等

の向上を目指したセミナーを開催する。 

⑫みんなde Bousai まちづくり推進事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額： 16,393千円 担当課：危機管理室危機管理課】 

  「地域ぐるみの防災ネットワーク構築事業」を全市展開するとともに、幅広い世代を

地域防災の担い手として育成するため「人材育成事業」を実施する。 

⑬障害者就労支援事業 地方創生推進交付金活用事業 

【予算額： 39,031千円 担当課：保健福祉局障害者就労支援室 582-2986】 

就職を目指す障害のある人及び障害のある人を雇用する企業を支援するため、国・

福岡県と協力して北九州障害者しごとサポートセンターを運営するとともに、障害者

雇用促進面談会や障害者雇用促進セミナー等を開催する。 

⑭女性輝き！推進事業【再掲】  地方創生推進交付金活用事業

【予算額： 9,854千円 担当課：総務局女性活躍推進課 582-2209】 

 女性創業者や企業等の女性管理職の支援を実施するほか、ウーマンワークカフェ北

九州のさらなる周知広報と新規利用者の獲得を図る。さらに、経営者・管理職の意識

改革のきっかけとするため、企業と行政等で立ち上げた「北九州イクボス同盟」を活

用し、北九州市内にイクボスをさらに普及させるための取組を実施する。 

⑮働き方改革先進都市事業 地方創生推進交付金活用事業

【予算額： 2,580千円 担当課：総務局女性活躍推進課 551-0091】 

 女性の理工系分野への関心を高めることを目的とした女子中学生向けの「理工チャ

レンジ」体験プログラムや、子育て女性向け就業支援等、将来にわたっての多様な働

き方の実現を推進する。 


