
産学官金労言＋住
「オール北九州」の力を結集

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

Ⅲ 若い世代「ひと」の
結婚・出産・子育ての

希望をかなえる

地方創生の
「成功モデル都市」

Ⅱ 北九州市への
新しい「ひと」の流れ

をつくる

Ⅳ 時代に合った
魅力的な「まち」をつくる

北九州市版総合戦略

北九州市における官民連携について

平成２９年１月２２日

北九州市副市長 梅本 和秀

ＴＧＣ(東京ガールズコレクション)
北九州を２年連続で開催！

◇全国から若者が北九州に！
（観客数延べ約１万2,900人）
◇北九州市立大学学生企画に
よる北九州市ステージの実施

◇経済波及効果＋パブリシティ
効果＝14億5,370万円(H27実績）

小倉駅新幹線口年間集客数
３３７万人達成（H27年度）

官民連携モデルプロジェクトによる賑わい創出

平成２６年から北九州マラソンを
毎年開催！全国から集まった1万人
を超えるランナーが市内の名所を巡
るコースを力走！
◇5千人以上のボランティアが温か
いおもてなし

◇24万人が沿道から声援
※前回大会実績

大規模イベント開催の推進
シビックプライドの醸成

産業界×住民×行政

©ＴＧＣ ＫＩＴＡＫＹＵＳＨＵ 2016



「国家戦略特区」の規制改革の特例を活用することで、
まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組みを強力に後押し

介護ロボット等を活用した「先進的介護」の実証実装

介護ロボットの開発・導入が進みます。

特定非営利活動法人の設立促進

設立期間が約１カ月半短縮されます。

５０歳以上の求職者を重点的に支援します。
首都圏からのＵ・Ｉターンも促進します。

シニア・ハローワークの設置

道路でのオープンカフェ等によって、
まちのにぎわいが生まれます。

エリアマネジメントの民間開放

自然体験と「地域住民との交流」を
テーマとした特区民泊を実施します。

郊外エリアにおける「特区民泊」

酒類製造免許の最低製造数量基（果実酒）の
特例措置を適用します。 ６ｋℓ→２ｋℓ

認定された特区事業

汐風香る魅惑の「ワイン特区」

特区活用全国初！

特区活用
全国初！

国家戦略特区制度の活用

創業５年以内のスタート

アップ企業が、初期段階

で有能な人材を確保

「官民人材移動の柔軟化」

介護ロボット特区ＷＧ

シニアハローワークＷＧ

にぎわい創出ＷＧ

福岡県内初！

北九州ゆめみらいワーク
昨年を超える参加者約6,500人！

「ＣＯＣプラス」事業
市内・下関市の13の大学等が一体で学生地元就職を促進

インターンシップの充実
東京圏への対象拡大、理系・文系学生とも実施
【北九州地域産業人材育成フォーラム】

中小企業向け新卒採用支援
民間就職情報サイトの活用

若者の地元就職を促進するための取組

地元企業の魅力を伝え、学生・若者の地元就職を促進！

地方創生奨学金返還支援（計画中）
特定分野の市内就職者に対する奨学金返還支援

学界×産業界×行政

【総合戦略基本目標(平成３１年度）】
市内大学生地元就職者数 １．５倍
（地元就職率１０ポイントアップ）



○早稲田大学入試に北部九州枠（10名程度）

大学と連携した地方創生の取り組み （若者の地元定着）
早稲田大学「地域連携型教育・研究構想」

○１～３年は東京（西早稲田）キャンパス、
４年･大学院は北九州キャンパス

○産業界と連携した教育・研究活動を行う
コンソーシアムを設立（約40社が参画）

○企業と連携して学生の指導や共同研究等を行い、
即戦力人材の育成、地元企業への就職を促進 左：橋本副総長、右：北橋市長

早稲田大学×産業界×行政

リノベーションまちづくりによる事業展開

○小倉家守構想のリーディングプロジェクト。

○空きビルを若手クリエイターのスタートアップ拠点とし
てリノベーション。平成23年オープン。

リノベーションまちづくりの役割分担

≪リノベーションまちづくり事業を進めるための官民協働≫
【官】リノベーションスクール開催による持続的な人材育成（輩

出）、事業化に際しての側面支援
【民】連続的な事業化（補助金に頼らない事業）

まちづくり会社
↓

○事業企画立案
○不動産マッチ
ング

○転貸・投資他 挑戦しやす
い環境を求
めている

○ビジネスオーナー：

まちへ新しいコンテン
ツを提供

○不動産オーナー：
遊休化した不動産

賃貸 転貸

家賃 家賃

使い方に困っ
ている

成功事例を横展開

○実際の空き物件を題材にして、実践力のある人材を
育成する（リノベーションスクール）。

○地域の事業家として継続的に活躍できる事業・ネット
ワークをつくり出す。

メルカート三番街（インキュベーション施設）

遊休不動産の再生による雇用創出、産業振興などを推進（リノベーションまちづくり）。

遊休不動産の再生を通じた新しいコンテンツの創造
（リノベーション）による若者の起業促進

【総合戦略ＫＰＩ(H31年度）】
◇新規雇用者 300人以上

（H27～31）

これまでの成果

○事業化件数 20件
○新規創業・雇用者数 445名（内、新規創業者200名）
○商店街の通行量 3割増加
○全国からの視察件数 264件、1,572人

産業界×学界×金融機関×行政



NPO
NPO

北九州市が
取りまとめ

北九州市への移住希望者へ移住情報等を直接届けるため、
移住希望者登録制度「北九州市すまいるクラブ」を創設、運用。

①住むなら北九州市！応援団体登録制度

魅力・情報発信、移住サポート

定住移住
サポート等

住むなら北九州市！プロジェクトに賛同し、自らも北九州市への定住・
移住促進に向けた取組をする団体を「住むなら北九州市！応援団体」
として登録。官民一体となって北九州市への定住・移住促進に取り組む基盤を
構築・運用。

④ 移住相談員（首都圏）・移住コーディネーター（地元） 設置

首都圏の移住希望者の相談等に対応するために、首都圏に移住相談員を設置。
北九州市での受け入れ体制構築やお試し居住等で市を訪問した移住希望者の
相談等に対応するため、北九州市に移住コーディネーターを設置。

② 北九州市すまいるクラブ

③ お試し居住

移住希望者に北九州市での暮らしを実感してもらう「お試し居住」を実施。

相談・
情報提供

企業

企業

企業

北九州市での定住・移住の促進 産業界×学界×金融機関×行政

0

ウーマンワークカフェ北九州の開設

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
ワンストップでの総合支援

国・県・市が一体となり、
女性の活躍推進を
トータルでサポート！

平成28年5月23日AIMビルにオープン

女性の活躍日本一を目指した女性活躍施策の充実

行政×産業界×労働団体等

行政（国×福岡県×北九州市）

平成28年10月 女性活躍推進法に基づく「北九州市女性活躍・
ワークライフバランス推進協議会」を設立



【北九州都市圏域(6市11町)連携】

１次産業の６次産業化と産業観光等
の有機的連携による観光振興

【総合戦略(H31年度)】
都市圏域内への観光客数3,658万人

【関門連携】
夜間景観等の充実による『通過型』
から『滞在・宿泊型』への転換

【総合戦略ＫＰＩ(H31年度)】
観光客数増加に伴う消費増加額

6,451,100千円

地方創生関連交付金を活用した地方創生の推進

地方創生推進交付金 地方創生拠点整備交付金

旧安川邸利活用

小倉城周辺魅力向上

産業界×学界×金融界×民間×行政
【関門地域連携推進協議会、北九州地域懇談会等】

産業観光等を活かした
インバウンドの取込み



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     範囲: 全てのページ
     トリム: 同サイズ 11.689 x 8.264 インチ / 296.9 x 209.9 mm
     シフト: 無し
     ノーマライズ(オプション): 改良
      

        
     32
            
       D:20141106105508
       841.6063
       Acrobat A4
       Blank
       594.9921
          

     Wide
     1
     0
     Full
     659
     376
     None
     Up
     2.8346
     0.0000
            
                
         Both
         15
         AllDoc
         189
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     595.2756
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0g
     QI+ 3
     1
      

        
     0
     9
     8
     9
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     新規書類
     シートの余分なスペースをトリミング: いいえ
     ページの拡大・縮小を許可: はい
     マージン: 左 0.00, 上 0.00, 右 0.00, 下 0.00 ポイント
     横方向のスペース(ポイント): 28.3465 
     縦方向のスペース(ポイント): 28.3465 
     ページ周囲にフレームを追加: いいえ
     シートサイズ:  8.264 x 11.689 インチ / 209.9 x 296.9 mm
     シートの最適化:  縦
     レイアウト: 1列 1行
     調整:  中央
      

        
     0.0000
     8.5039
     28.3465
     0
     Japanese
     0.2835
     Fixed
     0
     0
     1
     1
     0.5900
     0
     28.3465 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20170117130806
       841.6063
       Acrobat A4
       Blank
       594.9921
          

     Tall
     628
     281
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     1
     28.3465 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0g
     QI+ 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





