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令和３年度 産業経済局の主要施策 

新型コロナウイルス感染症の影響により、本市経済は 

大きな打撃を受け、企業や人々の行動・ニーズが大きく様 

変わりする中、本市経済に対する支援や成長のためには、 

ニューノーマルの社会に対応した経済政策を推し進めていく 

必要があることから、以下の３項目の柱に沿って 

新規・拡充事業を実施する。 

１ ニューノーマルに対応した人や企業の取り込み 

  ２ 就業支援による生活の下支えと人材確保  

  ３ 地域産業の活性化に向けた環境整備と支援  

【令和 3 年度当初予算 産業経済局案 】      
(単位：千円)

 一般会計 

令和 3 年度 

当初予算案 

令和２年度 

当初予算案 
増減額 

122,949,734 54,794,948 68,154,786 

令和 3 年 2 月 12 日 

産業経済局総務課 

Tel 582-2190 



〇市内企業の求人開拓と人材採用を提案するマッチング支援員の配置
〇人手不足業種への就職に有利となる短期資格取得支援や職場体験の実施
〇ＷＥＢを活用した合同会社説明会や未内定学生相談会の開催

〇ため池の統廃合及び安全対策の実施
〇放置竹林対策
〇農林水産業のスマート化の推進

令和３年度 産業経済局の主要施策について

〇デジタル技術等の仕様を備えた次世代スマートビル
の建設に対する補助制度を新設

〇オフィスビル改修（感染症対策）の拡充
〇若者が就職を希望するＩＴ企業等の誘致を強化

１ ニューノーマルに対応した人や企業の取り込み 110,408,000千円

２ 就業支援による生活の下支えと人材確保 383,307千円

② 観光産業への支援と観光需要の回復を見据えた受入環境整備
② スタートアップ企業育成とロボット分野、中小企業への支援

〇ユーザー企業とベンダー企業をつなぐ
北九州市ＤＸ推進プラットフォームの運営

〇専門家による個別相談や企業訪問等の伴走支援
を行う北九州デジタル化サポートセンターを拡充

〇旅行予約サイト(OTA)を活用して、客室を割安で
販売し、市が差額を助成するキャンペーンを実施

〇小倉城庭園・国際会議場のライトアップ及び
皿倉山頂でのイルミネーション等の整備

〇消費喚起を図るため商店街等が発行するプレミアム付商品券
や飲食需要の喚起を図るプレミアム付食事券の発行を支援

【主な事業】
・新次世代スマートビル建設促進補助金 10,000千円
・オフィスリノベーション補助金（拡充） 10,000千円
（参考：９月補正350,000千円を令和3年度予算に繰越）
・お試しサテライトオフィス誘致促進事業 30,000千円

【主な事業】
・新スタートアップSDGsイノベーショントライアル事業 80,000千円
・ロボットテクノロジーを活用した地方大学・地方産業創生事業 203,000千円
・中小企業融資 110,000,000千円

【主な事業】
・中小企業のＤＸ推進支援事業 70,000千円

【主な事業】
・コロナ禍における早期再就職・正規就職支援事業 37,000千円
・コロナ禍における新卒者地元就職強化事業 14,000千円

U・Iターン促進事業 12,000千円

【主な事業】
・OTAを活用した宿泊キャンペーン事業 100,000千円
・新施設ライトアップ整備事業（皿倉、会議場、庭園） 53,000千円
・日本新三大夜景都市と産業観光コラボレーション事業 15,000千円

【主な事業】
・新 11,000千円

【2月補正で計上・令和3年度に繰越分】
・商店街プレミアム付商品券発行支援事業 547,000千円
・新北九州市プレミアム付食事券発行事業 300,000千円

〇本市が認定したベンチャーキャピタルが投資する有望な
スタートアップ企業の事業化に必要な費用の一部を補助

① ＩＴ企業誘致の強化

③ 中小企業ＤⅩの推進

３ 地域産業の活性化に向けた環境整備と支援 12,158,427千円

③ 農林水産業の振興

【主な事業】
・ため池関連整備事業 132,600千円
・放置竹林対策事業 33,615千円
・新農林水産業スマート化推進事業 10,000千円

① 商業・サービス産業の活性化

２

④ その他

【主な事業】
・MICE誘致推進強化事業 88,000千円
・ＴＧＣ北九州２０２１開催事業 35,000千円
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１ ニューノーマルに対応した人や企業の取り込み 

① IT企業誘致の強化 

（１）新規 次世代スマートビル建設促進補助金         10,000 千円 
     感染症対策（室内換気機能の強化）、デジタル技術の活用（通信環境の充

実）、ゼロカーボン（再生エネルギーの活用）などの仕様を備えた新規賃貸用
オフィスの整備に係る建設費を補助する制度を創設し、賃貸用オフィスの新
規供給を促す。 

（２）継続 オフィスリノベーション補助金            10,000 千円 
リノベーションによるオフィスビルのＯＡ化等の改修費に対する補助に 
加え、新たに感染症対策を補助対象に追加し、ＩＴ企業等に選ばれるオフィ
スづくりを促進する。 

（３）拡充 お試しサテライトオフィス誘致促進事業       30,000 千円 
首都圏ＩＴ企業等を対象に、サテライトオフィス設置に向けた検討のため
の経費（旅費、宿泊費など）を助成するとともに、進出検討企業と本市企業
や学生とのマッチングを支援するコーディネータを配置することで、より一
層のサテライトオフィスの誘致を図る。 

②スタートアップ企業育成とロボット分野、中小企業への支援 

（４）新規 スタートアップSDGsイノベーショントライアル事業  80,000千円  
優れた目利き能力を有するベンチャーキャピタルと協調して、事業化から出
口まで切れ目のない支援を行うことで、スタートアップの成長を加速させ、市
内の魅力ある雇用を創出する。 

（５）継続 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 
                              203,000 千円 

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、ロボット導入等を支援し、地域のものづくり企業
の生産性革命を推進する。 
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（６）拡充 中小企業融資                110,000,000 千円 
     新型コロナの影響をうけた多くの市内中小企業からの融資申し込みに 
     対応するため、各金融機関への預託金を拡充する。 

③中小企業のＤＸ推進 

（７）拡充 中小企業のDX推進支援事業            70,000 千円 
ユーザー企業とベンダー企業をつなぐプラットフォームの運営と、専門家 

による個別相談や企業訪問等の伴走支援を行うサポートセンターを拡充す 
る。更に、ＤＸ推進に向けたシステム導入経費や人材育成経費の補助を拡充
するなど、市内中小企業のデジタル化等を強力に推進する。 

２ 就業支援による生活の下支えと人材確保 

（８）拡充 コロナ禍における早期再就職・正規就職支援事業    37,000 千円 
市内３か所の就業支援施設において、カウンセラーと、企業への人材採用を
提案するマッチング支援員を配置し、失業者の再就職や就職氷河期世代の正規
就職を支援する。さらに、早期の就職を支援するために、建設、製造、介護な
ど人手不足業種への就職を希望する求職者には、短期間で受講可能な資格取得
支援や職場体験を実施するなど、さらに踏み込んだ支援を行う。 

（９）拡充 コロナ禍における新卒者地元就職強化事業       14,000 千円 
学生の就職支援と市内企業の採用支援を目的に、WEB を活用した会社説明
会や業界研究会、学生と企業との交流会等を開催するとともに、未内定学生へ
の個別丁寧な支援を行うことで、地元就職を促進する。 

（１０）継続 民間転職サイト活用U・Iターン促進事業   12,000 千円 
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方移住の関心が高まっているこ
とを踏まえ、民間転職サイトや転職フェア等において、市内企業の求人情報や
転職支援情報を PRするとともに、市内企業のｗｅｂを活用した採用力を強化
することで、Ｕ・Ｉターン転職者の増加を図る。 
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３ 地域産業の活性化に向けた環境整備と支援 

① 商業・サービス産業の活性化 

（１１）新規 黒崎応援プロジェクト事業             11,000 千円 
クロサキメイトビルの閉店など、活気が失われつつある黒崎地区において、
ストリートマルシェやシャッターアートなどを実施し、賑わいの創出を図る。 

（１２）拡充 商店街プレミアム付商品券発行支援事業       547,000 千円 
     新型コロナウイルスの感染拡大の影響により深刻な打撃を受けた商店街等

に対し、福岡県の助成制度を活用して商店街や北九州商工会議所が自主的に
取り組む、プレミアム付商品券の発行を支援する。（2月補正） 

（１３）新規 北九州市プレミアム付食事券発行事業       300,000 千円 
北九州商工会議所と連携して新型コロナウイルスの影響を大きく受けて

いる飲食店を対象とした「プレミアム付食事券」を発行し、消費を喚起し、
地域経済の活性化を図る。（2月補正） 

②観光産業への支援と観光需要の回復を見据えた受入れ環境整備 

（１４）継続 OTAを活用した宿泊キャンペーン事業            100,000 千円 
旅行予約サイト（ＯＴＡ）を活用して、国内及び海外個人を対象に、市 

内の主要宿泊施設において1,000 円、2,000 円、3,000 円のいずれかで 
客室を販売し、市が差額を助成するキャンペーンを実施する。 

（１５）新規 皿倉山頂夜間景観整備事業             18,000 千円 
夜間観光客や本市での宿泊者増を図るため、本市を代表する夜景観賞地で
ある皿倉山山頂において、夜間観光を楽しめる景観整備を実施する。 

（１６）新規 小倉城庭園ライトアップリニューアル事業       25,000 千円 
小倉都心部における「日本新三大夜景都市」の新たな夜型観光資源として、
小倉城庭園のライトアップをリニューアルし、周辺地域への回遊性向上を図
り、ナイトタイムエコノミーを促進する。 
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（１７）新規 国際会議場ライトアップ整備事業              10,000 千円 
本市の玄関口となる小倉駅北側の夜間景観の磨き上げを図り、「日本新三大
夜景都市」としての更なる夜景観光ＰＲにつなげるため、磯崎新氏が設計し
た意匠性の高い国際会議場のライトアップを実施する。 

（１８）継続 日本新三大夜景都市と産業観光コラボレーション事業  15,000 千円 
日本新三大夜景都市の再認定を目指して、全国名月サミット等、夜景に関

する全国的なコンベンションの誘致や夜景イベントを開催し、本市の夜景の
魅力のＰＲを更に強化する。また、工場夜景など特色ある本市の夜景と産業
観光施設を組み合わせたツアーの国内外向けプロモーション等を実施する。 

（１９）継続 小倉城周辺歴史文化観光磨き上げ事業         10,000 千円 
長崎街道（シュガーロード）など、小倉城関連の歴史的・文化的資源の掘
り起こしや観光資源の磨き上げを図り、広域的な連携を含めた情報発信を実
施する。 

③農林水産業の振興 

（２０）継続 ため池関連整備事業                   132,600 千円 
ため池を原因とする災害を防止するため、引き続き、ため池統廃合、ハザ

ードマップ作成、監視カメラ等設置などを行い、安全対策を進める。 
 また、改修が必要なため池（１箇所）の整備に着手する。 
さらに、防災重点農業用ため池（２１３箇所）の劣化状況評価を実施する。 

（２１）拡充 放置竹林対策事業                    33,615 千円 
放置竹林の拡大を防止するため、周辺の森林へ侵入した竹の伐採、放置竹

林の皆伐及び他樹種への転換を行うとともに、市民参加による竹林管理への助
成や竹が資源として活用される循環システムを構築し竹材の利活用を促進す
る。 
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（２２）新規 未来の農業スマート化推進事業              5,000 千円 
農業者の高齢化や担い手の減少による労働力不足の解消を図るため、最先
端の工業技術等を活用して省力化や高品質生産を実現する「スマート農業」
の実証試験等を実施する。 

（２３）新規 スマート水産業推進事業                  5,000 千円 
これまで長年の経験や勘で行ってきた漁業の効率化を図るため、大学と連
携して最新の漁場や水産資源に関するデータを収集し漁業者に提供すること
で、漁業の生産性を向上する。 

④その他 

（２４）継続 MＩＣＥ誘致推進強化事業             88,000 千円 
従来のＭＩＣＥ開催助成金制度に加え、感染症対策やハイブリッド型会議
（Web配信を組み合わせた会議形態）に対応した特別支援制度を実施するこ
とで、With コロナ期における誘致・開催促進の取組を強化する。 

（２５）継続 ＴＧＣ北九州２０２１開催事業           35,000 千円 
本市のイメージアップ、シビックプライドの醸成を図るため、「東京ガー 
ルズコレクション」とコラボレーションした「ＴＧＣ北九州」を開催し、本市
の魅力発信とともに若者の人材育成に取り組む。 



担当課 電話番号

(1) 新規 次世代スマートビル建設促進補助金 企業立地支援課 093-582-2065

(2) 継続 オフィスリノベーション補助金（コロナ対策分拡充） 企業立地支援課 093-582-2065

(3) 拡充 お試しサテライトオフィス誘致促進事業 企業立地支援課 093-582-2065

(4) 新規 スタートアップSDGsイノベーショントライアル事業 スタートアップ推進課 093-551-3605

(5) 継続 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 産業イノベーション推進室 093-582-2905

(6) 拡充 中小企業融資 中小企業振興課 093-873-1433

(7) 拡充 中小企業のDX推進支援事業 緊急経済対策室 093-582-2299

(8) 拡充 コロナ禍における早期再就職・正規就職支援事業 雇用政策課 093-582-2419

(9) 拡充 コロナ禍における新卒者地元就職強化事業 雇用政策課 093-582-2419

(10) 継続 民間転職サイト活用U・Iターン促進事業 雇用政策課 093-582-2419

(11) 新規 黒崎応援プロジェクト事業 商業・サービス産業政策課 093-582-2050

(12) 拡充 商店街プレミアム付商品券発行支援事業 商業・サービス産業政策課 093-582-2050

(13) 新規 北九州市プレミアム付食事券発行事業 商業・サービス産業政策課 093-582-2050

(14) 継続 OTAを活用した宿泊キャンペーン事業 観光課 093-551-8150

(15) 新規 皿倉山頂夜間景観整備事業 観光課 093-551-8150

(16) 新規 小倉城庭園ライトアップリニューアル事業 観光課 093-551-8150

(17) 新規 国際会議場ライトアップ整備事業 観光課 093-551-8150

(18) 継続 日本新三大夜景都市と産業観光コラボレーション事業 観光課 093-551-8150

(19) 継続 小倉城周辺歴史文化観光磨き上げ事業 観光課 093-551-8150

(20) 継続 ため池関連整備事業 農林課 093-582-2078

(21) 拡充 放置竹林対策事業 農林課 093-582-2078

(22) 新規 未来の農業スマート化推進事業 農林課 093-582-2078

(23) 新規 スマート水産業推進事業　 水産課 093-582-2086

(24) 継続 ＭＩＣＥ誘致推進強化事業 MICE推進課 093－551-8152

(25) 継続 ＴＧＣ北九州２０２１開催事業 MICE推進課 093－551-8152

掲載事業　担当課一覧
事業名

１　ニューノーマルに対応した人や企業の取り込み

２　就業支援による生活の下支えと人材確保

３　地域産業活性化に向けた環境整備と支援
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