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〇 北九州市ＳＤＧｓ協議会
学識者や経済団体、市民の代表が委員と
なり、本市のＳＤＧｓの取り組みの方向性
や効果的な普及活動について議論を深めて
いる。

〇 北九州ＳＤＧｓクラブ
企業や団体、市民など、約５３０団体の
様々なステークホルダーが参画し、ＳＤＧ
ｓの達成に資する活動の発表や会員同士の
情報交換等を行い、活動を促進している。

この２つの組織を両輪として、ＳＤＧｓの
達成に向け、産官学民が連携した取り組み
を推進していく

地域企業のビジネス展開を推進する組織横断的な体制の整備
「ＳＤＧｓ」達成に向けた取組

○主な取組状況○主な取組状況

産官学民の連携による取り組み概要図

北九州ＳＤＧｓクラブの活動の様子
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○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→H30年度 178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

２
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○Ｈ2８年４月～
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・ゲ
ンバ女子』、『ケンセツ男子･ケンセ
ツ女子』を運営！！
 「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・ゲンバ女子
→36社、60名
ケンセツ男子・ケンセツ女子
→30社、33名を掲載！

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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「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、
1,621千円を交付決定（H30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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「固定資産税ゼロ特例事業（先端設
備等導入計画）」
○H３０年６月～
国では、中小企業の生産性向上に
向け、２０１８年～２０２０年度を
「生産性革命・集中投資期間」と位
置付け、償却資産に係る固定資産税
の特例を創設。
本市では、固定資産税の特例率を
「ゼロ」とし、申請受付を平成３０
年６月１３日に開始。(九州最速)

【平成３０年度実績】
○認定件数 ：１５７件
○投資見込額：４,１２９百万円

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

認定企業導入設備定

高精密小型NC旋盤 全自動短尺整経機

マシニングセンタ人協働ロボット
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「中小企業成長加速化モデル事業」
○Ｈ30年４月～
中小企業を対象に、市から委託を受
けた専門事業者が、販路開拓に特化し
た伴走型の出口マッチング支援を実施
することで、事業拡大や売上げ増など
の成長を加速化させ、本市経済をリー
ドする中核企業への育成を図る取組み

（H30年度実績）

・支援企業：5社
・マッチング実施：計16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 【事業スキーム】

伴走型出口マッチング支援

本市経済をリードする中核企業へ

事業
拡大

売上増

新規取引先の開拓に向け、商談機会の創出等を伴走
型で支援

①営業計画（進捗管理を含む）の助言

②ＰＲ資料作成や商談の進め方などの助言

③新規取引先の獲得（商談機会の創出）

④商談時の同行（フォロー） など

支援企業の成長

雇用の受け皿確保、市内二次下請への発注増など

地域経済全体への貢献・波及効果



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

（H30年度実績）

・啓発セミナー：計5回開催、１25名参加
・訪問相談：22社
・助成金交付：4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

7
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「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30年度実績
6社、2,583千円を交付決定

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
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□ シャッターヒラクプロジェクト
１ 補助金を活用し、H30年度は６
店舗が開業

２ 黄金市場空き店舗ツアー＆お試
し出店
黄金市場の賑わい創出のため、同
青年部がコンシェルジュとなり市
場内の空き店舗を新規出店希望者
に紹介するツアーを開催。希望者
は空き店舗でのお試し出店を実施。
（参加:空き店舗ツアー21名、お試
し出店5名）

○主な取組状況○主な取組状況
上）
黄金市場空き店舗
ツアーポスター
中・下）
黄金市場空き店舗
ツアー当日の様子

中小・小規模企業の競争力向上（地域商業の活性化）



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支援
（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。
更なる普及を目指し、クラウドサービス導
入モデルづくりを実施。

□商業者等に対する支援
市内の商業者等を対象に、経営や販売の
ノウハウ、インターネットを活用した販
売促進などに関する講座の開催や、具体
的かつ実践的な個別サポートを実施。
・実践あきない塾「あなたのお店！サポート」

ほか。
実践あきない塾

「あなたのお店！サポート」

10

クラウドサービス導入モデル支援
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○ＣＯＭＰＡＳＳ小倉
リニューアルオープン

○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

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）

・創業支援の中核施設としてAIMビル
６階の北九州テレワークセンターを
「COMPASS小倉」として
改装リニューアルオープン（H30.6）

・明るく開かれた創業相談窓口や
コワーキング機能を追加。
・イノベーションを起こすための交流会
やイベントを多数開催。
・平成３０年度の利用状況
来館者数：約５万７千人
セミナー：１６１回（約７千人参加）
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○ 北九州でＩｏＴプロジェクト

○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

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）

・ＩｏＴとものづくりをテーマとした
ビジネスアイデアコンテスト開催。
・大手企業とベンチャー企業による
オープンイノベーション企画。
・単なるイベントではなく、事業化まで
徹底的に支援するのが特徴。
・全国から８７件のビジネスプランの
応募あり。
・選抜された６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。
・実証実験など事業化に向け継続支援中。



■ 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
・H30d（23便）、H29d（13便）、H28d（19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

■ 国際貨物定期便が週5便で運航

・ANA Cargo（2018.6.4～、週5便）
・成田（21:00発）⇒北九州（23:05着/0:35発）

⇒那覇（2:25着）⇒中国・アジア4都市（早朝着）
・「沖縄貨物ハブ」を活用した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 13

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

那 覇

北九州

0：35発

上海（浦東）

4：35着

香 港

バンコク

シンガポール

ANA Cargo提供

6：40着

8：10着

9：30着

2：25着

沖縄貨物ハブ
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■新規航路の誘致
①コンテナ航路の拡充
韓国・中国などを中心に30以上の港とダイレ

クトに結び、サービスが向上。
平成30年のコンテナ取扱量は過去最大。
②国内貨物航路が就航
平成30年3月、沖縄・那覇港と結ぶ定期貨物

航路が就航。
■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
の更新が完了、貨物輸送能力約25％向上。
平成30年の長距離フェリーの貨物量は、9年

連続の増加で過去最大。
■半導体製造装置の輸出拡大
田野浦ROROターミナルを中心に、半導体製

造装置の輸出数量は2年連続1位。

充実した物流基盤を活用した物流振興
主な取組状況

オーシャントランス「フェリーびざん」

那覇港と結ぶ定期貨物航路
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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、自動運転技術を活
用した“持続可能な地域交通システム”を実用化するための
ビジネスモデルの検討を目的として設立（H28.6）
• H30年度は北九州学術研究都市周辺の公道（約3㎞）にお
いて先進ﾓﾋﾞﾘﾃｨが開発した自動運転バスの技術実験を実施
【研究会メンバー】

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。
（Ｈ31.2.1開催 45社・団体 63名の参加）

研究会開催状況

自動運転バス技術実験

自動車産業セミナー

方向性Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成



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 188件
・中小企業向けロボット活用セミナー開催（平成30年6月15日）
参加者170名

・人材育成：生産性向上ｽｸｰﾙ・ﾛﾎﾞｯﾄ編 回数15回、参加者68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：５件（自動車部品、半導体部品、鉄道部品、計測機器、金属加工）

◆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6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
◆介護ロボットの導入実証（3分野5機種）
◆北九州市介護ロボット開発コンソーシアム（44会員）
◆北九州市介護ロボットマスター育成（修了者数51名）

16



◇内閣府 地方大学・地域産業創生交付金
首長のリーダーシップの下、産学官連携により、
地域の中核的産業の振興や専門人材育成などを
行う優れた取組を、新たな交付金により重点的に
支援
◇採択：全国７地域（申請16地域）
・市レベルは本市のみ（他は県レベル）
・九州では本市のみ
◇推進体制
北九州市
北九州産業学術推進機構
(株)安川電機
九州工業大学
(株)戸畑ターレット工作所
(株)福岡銀行(北九州銀行協会)

新設の交付金事業に採択！

我が国をリードするロボット産業拠点の形成
地方大学・地域産業創生交付金事業 (H30.10.19採択)

本市の提案

◇ロボット産業振興による地方大学・
地域産業の創生 事業費：約17億円（5年間）

地域企業
の生産性
革命実現

人材育成
若者定着

ロボット
産業振興

キラリとキラリと
光る地方大学

未来のロボット開発 地域の生産性革命

採択決定 共同記者会見
（平成30年10月24日）

安全・安心

教示レス

高度な作業能力

「安川テクノロジーセ
ンタ（仮称）」におけ
る未来のロボット開発
（安川電機・九工大）

地域ものづくり
企業の生産性革命
に向けた導入支援

研究開発 導入支援

方向性Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 17
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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】1５１企業・団体（県内企業中心）
（内市内 5８企業・団体（R1.6月末時点））

 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

方向性Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成



○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

○ドラッグストアを起点とした健康無関心層
へのアプローチと就労機会創出によるフレイ
ル対策事業
ドラッグストア等の地域密着の場を起点と
して、健康無関心層の高齢者を対象に、筋
力・栄養・社会性に着眼したサービスの提供
や就労機会創出によるフレイル対策プログラ
ムの実証実験を実施。

○耳ストレッチ健康法の新サービス事業展開
アロマ・耳つぼ・ストレッチを融合させた
オリジナルの耳マッサージを開発。椅子に
座ったまま一人15分程度で施術を受けられる
ため、企業における福利厚生の一環としての
展開を図る。

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

耳ストレッチ体験会

シニアボランティアによる健康長寿講座

19
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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

台北線初便 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＝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）線

(t-way H30.11.2～）
北九州＝襄陽（ヤンヤン）線

(コリアエクスプレスエア H30.5.27～）
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

⇒H28年度245便
⇒H29年度648便
⇒H30年度180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

t-way航空務安線就航セレモニー



方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 21

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
◆海外旅行社へのセールス
・台湾、ベトナム、香港、中国

◆旅行社やメディア、ブロガーなどの招請事業
・韓国、台湾、香港、タイ、イギリス、ベトナム等

◆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。

◆小倉都心部での観光・商業施設等を結ぶループ
バスの運行による利便性向上

・観光庁、西鉄バス北九州㈱との連携による小倉ループ
バス運行の実証事業を実施。⇒実証後は、西鉄バス北九州㈱による試験運行。



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 小倉中央商業連合会との勉強会（全6回）
商店街に向けてSNSによる情報発信や
外国人観光客のおもてなしなどをテー
マとした勉強会を実施。実施後はテー
マ・参加事業者に応じた支援を行った。

２ インバウンド向け体験教室の実施
小倉の商店街にある手芸店で韓国人観
光客を対象とした手作りポーチ作成の
体験教室を実施。
（実施日時）毎週土曜日 11時～ 15時～ インバウンド向け

体験教室

方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 22

小倉中央商業連合
会との勉強会



３ 韓・英・中グルメマップの制作
旅行目的の上位を占めるグルメ。外国人
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１９０店舗
（サイズ）Ａ５判

４ 商店街ＰＲ動画制作
フランス人レポーターによる商店街ＰＲ
動画を作成。しろテラスのオープンから
大型ビジョンで放映。
（時間）約６分
（紹介店舗）１４店舗

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

グルメマップ

商店街ＰＲ動画

23

韓国語【3万部】 英語【5千部】 中国語（繁体字）
【5千部】



方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 24

 門司港駅グランドオープン
約６年間の保存修理工事を経て、平成３１
年３月１０日（日）にグランドオープン。
創建当時(大正３年)の姿に復原され、新たに
レストランやカフェなどが設けられた。

 記念イベントの実施
官民一体となって、平成３１年３月の1ヶ

月間、様々なイベントを開催。
【主な取組内容】
・駅舎のライトアップ点灯式
・プロジェクションマッピング
・フィナーレ音楽花火 ・駅キャンドル等
【期間中の観光客数】 約４０万人

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 復原された門司港駅

グランドオープン記念イベント



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

「ＫＰＦ（北九州ポップカルチャーフェスティバル）
２０１８」の開催
○期 間 平成３０年１１月１０日（土）、１１日（日）
○場 所 ＪＲ小倉駅新幹線口エリア

（西日本総合展示場新館、あるあるＣｉｔｙ、
ＪＡＭ広場等）

○来場者 約１５万人
○経済波及効果 約１１．５億円
○主なイベント内容
・人気声優のトークショー、アニソンライブ
・日本を代表するアニメ制作会社の周年記念展示
・人気アニメ作品のＰＲブース
・アニソンラジオ番組公開収録
・デジタルイラスト作画、声優アフレコ、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

25

○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３０年１０月６日（土）
○会 場 西日本総合展示場新館
○集客数 延べ約１３，２００人
○経済波及効果＋パブリシティ効果

１９億４，８００万円
○主な取組み
・ウエディングステージに出演する一般のカップルを
募集。TGC史上初となるカップルオーディションを開催。
・小倉駅JAM広場にて事前イベントを実施。（地元グル
メの出店や市民ステージ等）２日間で約1万人が来場。
・被服・美容関連の北九州市立戸畑高等専修学校・北九
州市立高等理容美容学校の学生が、就業体験企画として
新たにボランティアに参加。
・TGC北九州参加者以外も市内商業施設や商店街等で割
引や特典が受けられるよう、キャンペーンを拡充。

にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充

「ＴＧＣ北九州２０１８」の開催

26

○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 27

「2017年国際会議開催件数」

○主な取組状況○主な取組状況

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）

北九州市 全国８位！！

・アジア管理学会（AAOM）
・構造物の損傷評価に関する
国際会議（DAMAS2017）

・ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｿﾌﾄｳｪｱの方法論、
ﾂｰﾙ、ﾃｸﾆｯｸに関する国際会議
（SOMET）

◇2017年の主な国際会議◇2017年の主な国際会議

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）

西日本総合展示場
（本館）

西日本総合展示場
（本館）

SOMETの様子SOMETの様子（2016年は全国10位☝）



方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 28

◆夜景観光
・2018年10月「日本新三大夜景都市」認定

・2018年12月 若戸大橋ライトアップ

・市内宿泊者を対象とした「若戸大橋・洞海湾
ぐるっと夜景バス＆ミニクルーズ」実施

・夜景シンポジウム＆夜景鑑賞ツアー実施

◆産業観光
・産業観光ツアーの実施支援、産業観光ボラ
ンティアガイド育成・活用

・産業観光ＰＲブース出展、
ＨＰ・パンフレット等での情報発信
→協力事業所数：59箇所（2019年3月時点）
→産業観光客数：57.8万人（2018年）

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

ツーリズムEXPO
ジャパン2018→
（2018.9）

←工場夜景ガイド
（ナビゲーター）



方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 29

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）

Ｈ３０年５月
・「劇場版仮面ライダービルド」で
市役所前の道路を封鎖しロケ実施
参加エキストラ等 約３千人

Ｈ３０年８月
・「劇場版仮面ライダービルド」公開
プレミアイベントをミクスタで実施
観客 約４千人

H３０年９月
・タイで人気のアーティストが本市で
ミュージックビデオを撮影、ファン
とともにロケ地ツアーを実施

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

映画資料館・松永
文庫

支援作品「劇場版仮面ライダービルド]

海外作品の誘致を
通じて集客

タイの人気アーティストが
ファンとともに北九州市へロケ地ツアー



Ｘ 30

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 ５５件
・雇用創出 ６６２名
（うち創業 ２９４名）

○小倉北区から市内各地への広がり
・門司区（門司港地区）
・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)



方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 31

にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充
創造都市推進事業
「 」開催！

3月28日

日中韓の3か国から選ばれた都市が1年を通じて様々な文化芸術イベントや文化交流を実施



方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興 32

平成31年2月17日（日）に開催しました平成31年2月17日（日）に開催しました

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

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25万人）沿道の応援（約25万人）

【北九州マラソン2020】
令和2年2月16日 開催

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 33

○主な取組状況○主な取組状況

【平成30年度】
８月新商品登場（ふく白子リゾット）
10月九州・山口食の商談会in北九州出展
11月 FOODSTYLE2018inFukuoka出展
６次産業化の推進の展開６次産業化の推進の展開

【平成30年度】
10月九州・山口食の商談会in北九州出展
３月食品ビジネス交流会
（受賞等）
九州福岡おみやげグランプリ（ちょびぬか、
ひですけ餅、豊栄のたこめしの素）
第1回長野県甘酒鑑評会名誉審査長賞（門司
猿喰あまざけ）

ふく白子リゾット

ビジネス
交流会開催

九州福岡おみやげ
グランプリ

九州・山口食の
商談会in北九州門司猿喰

あまざけ

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）



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

■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
人材確保支援の施策（例）
①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、山口県内の全12高専を訪問

②学校教員対象の「東京本社見学会」を開催
③「キタキュー IT JAM」開催

→立地企業の人事担当者と就活生の交流イベント
④「市内IT企業経営層交流会」開催

→立地企業同士の横連携推進イベント

GMOインターネット㈱
GMO KitaQ開設
SOC(※)部門設立

(※) ｾｷｭﾘﾃｨｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

㈱ラック
ﾗｯｸﾃｸﾉｾﾝﾀｰ北九州開設

ｾｷｭﾘﾃｨ監視ｾﾝﾀｰ基幹部開発

■GMOインターネット㈱が北九州オフィスを開設
(H30.6共同記者会見) →新規雇用100名予定
■㈱ラックが北九州オフィスを開設 (H30.8共同記者会見)

→新規雇用100名予定

◇主な成果◇主な成果

（着実に進む産業集積～企業誘致～）
○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 34
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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30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
施設導入にかかる支援事業
〇本市中小企業の国際展開支援事業
(ﾍﾞﾄﾅﾑ・ﾏﾚｰｼｱ)
〇国の助成金制度(環境省・JICA・JETRO等)を
活用したﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進事業
(ﾀｲ・ﾍﾞﾄﾅﾑ・ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ・ﾐｬﾝﾏｰ）

■主な成果

カンボジアでの活動

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：7名
〇国等の資金獲得：約７６億円

ベトナムでの活動



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 36

◆ベトナム国6都市でU-BCFの
実証実験を実施
（JICA中小企業海外展開支援事業）

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

○期 間：2016年2月～2019年2月
○受注者：㈱ユニ・エレックス

ベトナム国における取組み ～高度浄水処理技術（Ｕ－ＢＣＦ）の海外展開～

北九州市が開発した高度処理技術ＢＣＦ（生物接触ろ過）

微生物による浄化作用を利用した高度浄水処理施設で、

水道水源の有機物対策として有効（アンモニア性窒素、

マンガンも除去が可能）

オゾン処理と比べ

・建設コスト約1/2

・ランニングコスト：約1/20

【第1ステップ】JICA草の根技術協力事業(2010～2012年)

ハイフォン市へU-BCFの実証プラントを設置

【第2ステップ】小規模浄水場(ビンバオ)へ導入(2013年)

ハイフォン市は、自己資金で小規模浄水場

（5,000㎥/日）にU-BCFを導入

【第3ステップ】主力浄水場(アンズオン)へ導入(2016年～)

日本の無償資金協力で、ハイフォン市の主力浄水場

（100,000㎥/日）にU-BCFを整備し、ベトナムにおける

U-BCFの普及に向けた広告塔とする。

ハイフォン市に完成した

U-BCF（2013.12）

ホーチミンなど6都市で

実証実験を実施

1年間の実証実験の結果、有効性を確認

北九州のU-BCFは、途上国にも輸出可能であることが証明された

ベトナム国のU-BCF普及に向けた横展開を図る

2020年竣工予定

完 成

完 了

ベトナム国内・東南アジア諸国へ拡大

◆ベトナム国ハイフォン市の
主力浄水場へのU-BCF導入
（JICA無償資金協力）
○2020年竣工予定
○受注者：㈱神鋼環境ソリューション・

山九㈱で構成する共同企業体

【第4ステップ】ベトナム各地の浄水場に導入

➢ ホーチミンをはじめ６都市で普及実証事業を実施

➢ ホーチミン市では、経産省補助による事前調査を実施

(2017年9月～2018年3月) 進行中

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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公害克服の経験から培った
「ものづくりの技術力」や「市民力」
をベースに、SDGsを先取りする取り組み
を実施
（例）
〇風力発電等の地域エネルギーの拠点化
〇環境国際協力・ビジネスの推進

「SDGsの先進都市」として
国内外から高い評価

今後は、国のモデル事業に選定されている
「地域エネルギー次世代モデル事業」など
先導的な事業の推進により、「SDGsの
トップランナー」の地位を確立していく。

北九州市のSDGsの取り組みに対する国内外からの評価
○主な取組状況○主な取組状況

表彰式（写真提供：内閣広報室） 共同記者会見

市長会見 設立総会

ＯＥＣＤより
「ＳＤＧｓ推進に向けた
世界のモデル都市」
に選定（2018年4月）

国の「地方創生
ＳＤＧｓ官民連携
プラットフォーム」
の会長に市長が就任
（2018年8月）

国より
「ＳＤＧｓ未来都市」
「自治体ＳＤＧｓ

モデル事業」
に選定（2018年6月）

第１回「ジャパン
ＳＤＧｓアワード」
特別賞を受賞
（2017年12月）

その他の主要施策



≪外国人留学生対象事業≫
●会社合同説明会における留学生サポート
プログラム（全３回）

⇒留学生250名参加
≪海外大学生対象事業≫
●韓国・永進専門大学校 就職博覧会参加
ツアー⇒市内企業４社参加
●韓国・釜山外国語大学校・仁済大学校×
市内ＩＴ企業との交流会

⇒学生20名、市内企業9社参加
≪企業向け情報提供等事業≫
●外国人材採用・受入セミナー

⇒市内企業85社参加

高度外国人材活用支援

会社合同説明会
留学生サポートプログラム○主な取組状況○主な取組状況

韓国・永進専門大学校
就職博覧会参加ツアー
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その他の主要施策



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)
響灘火力発電所(11万ｋＷ)
【バイオマス専焼火力発電】
優先交渉事業者2社決定(7.5万ｋＷ、7.5万ｋＷ)
【ＬＮＧ火力発電】
西部ガス(160万ｋＷ) 環境アセス
風力発電風力発電

39

高効率火力発電高効率火力発電

【響灘洋上風力発電】
H29.12 優先交渉事業者決定

(最大 22万ｋW)

環境省
「風力発電に係るゾーニング実証事業」

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

㈱響灘火力発電所西部ガス㈱

H30.7 八幡東区東田地区において、
北九州水素タウン再始動

再生可能エネルギー・基幹エネルギーの創出拠点の形成
響灘エネルギーパーク合同会社○主な取組状況○主な取組状況
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・基地港湾のSEP基地化
（平成３１年１月）
・五洋建設㈱が保有する国内初となる

SEP（船名：CPｰ8001）は、本市の
基地港湾を母港とすることが決定。
・SEP基地では、給水や燃料補給、メ
ンテナンス作業、作業員用の物資搬
入等が行われる。

・基地港湾整備に対する公共事業評価の実施
（平成３０年１１月～３１年３月）
・基地港湾整備について、本市の公共事業
評価を実施。
・内部評価や有識者による会議により公共
事業の必要性や効果等を客観的に評価す
るとともに、市民の意見を踏まえ、市の
対応方針として「計画通りに実施」する
ことに決定した。

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

SEP(CP-8001)
提供：五洋建設㈱

【SEP（CPｰ8001）概要】
・全長73ｍ、全幅40ｍ、デッキ面積1,750㎡

・800ｔ吊全旋回式クレーンを搭載

・レグの長さ66ｍ、水深30mまで対応可能

・5～10MWクラスの洋上風車を施工可能

■ 風力発電産業の総合拠点（イメージ）

洋上風力発電所

風車部材仮置きヤード

SEP

事業用地

耐荷重岸壁基地港湾整備エリア



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30年8月24（金）～25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：7,103名（2日間）
○出展者：121団体（企業、大学、専門学校等）
○主な内容
・子どもの就職や将来について考えるトークセッション＆
講演会を保護者向けに開催
・ロボット展示・デモンストレーションコーナーの設置
・「北九州技の達人」による職人技の披露
・子ども向けスタンプラリーの実施
・企業の出展内容を高校生・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 42

・常設窓口での伴走型支援（北九州・東京）
専任コンサルタントが常駐
・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）
・お正月のU・Iターン相談会
市内企業や市政情報も提供
・U・Iターン応援交流会

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ターン応援プロジェクト

○主な取組状況○主な取組状況

平成30年度就職者:230名
2年連続230名超！

Ｕ・Ｉターン応援オフィスコンサルタント

Ｕ・Ｉターン応援交流会



雇用創出に向けて

【対 象 者】 ＩＴ分野での就職に興味を持つ
ニート等未就労の若者

「ニート×ＩＴ企業」架け橋事業
○主な取組状況○主な取組状況 実践演習（スクラム型）

研修報告会（成果発表）

【研修内容】ホームページ制作の基礎研修

【研修期間】平成３０年９月～１１月（３ヶ月）
【研修修了者】 ５名

※心理面でのサポート

・座学・演習 （ＨＴＭＬ／ＣＳＳコーディング等）

・５人一組での模擬ＨＰ作成（スクラム型開発）

・研修生による成果発表

ＹＥＬＬ、若者ワークプラザ

※参加企業・その他関係者１６名参加

◆研修報告会（平成３０年１２月１０日）

◆実践演習（１１月）

◆ＩＴ基礎研修（９・１０月）

サポートステーション
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H30年度から産業経済局内にプロ
ジェクトチームを設置し、市内企業や
まちの魅力をPRする取り組みを実施

○学校訪問
・約100校を延べ500人の職員が訪問

○市長講演会
・382名が参加（九州産業大学）
○企業見学＆まちあるきツアー
・7件、約240人が参加
○学生と企業の交流会
・3件、約400人が参加
○就職先調査
・2019.3月卒業生の本市就職者数680名

（目標500名）

九州・山口一円の学生就職応援プロジェクト
○主な取組状況○主な取組状況

雇用創出に向けて



雇用創出に向けて 45

・高校生の保護者に対する出張説明会
就職希望の高校3年生や保護者を対象に
セミナーを開催（2校開催）
【参加者】約440名

・保護者向けセミナー
キャリア教育イベント「北九州ゆめみ
らいワーク」で親の役割についてトーク
セッション＆講演会を開催
【参加者】約50名

・親世代向け広報
市政だよりの紙面を使った親向け
広報や合同会社説明会での親世代
向けツアーを開催

親向け取り組み
○主な取組状況○主な取組状況 出張説明会

市政だより１面・2面



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
（H30年度末加盟企業数：111社）
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女性の雇用創出
○主な取組状況○主な取組状況


