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平成 30年度 取組み実績一覧 

（１）経営基盤の強化 

 ①経営に関する相談・助言  
 

１ ☆経営相談・診断助言事業 

（経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 

  中小企業サポートセンターにおける経営，金融，受発注，返済に関する相談及び専門家派遣による診断

助言等を行う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

○各種相談窓口の運営 

相談件数：7,287 件（経営相談 610 件，金融相談 6,305 件，返済相談 17 件，受発注相談 355 件） 

○専門家派遣事業 

派遣回数：6 社 17 件（経営支援 1 社 5 件，小規模事業者支援：1 社 1 件，創業支援 4 社 11 件） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

平成 30 年度と同様に継続実施。 

 

２ 経営支援施策普及事業 

（経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   個別訪問による景況調査，中小企業支援施策の案内や，窓口での返済相談を実施。 

 （１）訪問員による中小企業支援施策のご案内等 

  相談員が本市中小企業（約 5,000 事業者）を対象に，事業所を直接訪問し，景況感を把握するとと

もに，市の制度融資や，関係機関の窓口を案内する。 

 （２）返済相談窓口の強化 

    福岡市中小企業サポートセンター窓口において，融資金の借り換え等返済相談を実施。また，相談

があった中小企業者のニーズに応じて，専門家派遣や商工会議所等支援機関の相談窓口に引き継ぐ。 

 〈取組みの目標〉 

   訪問件数：5,000 件 

〈平成 30 年度の実績〉 

  訪問件数：6,156 件 

アンケート回収：1,362 件 

 〈平成 31 年度以降の対応〉 

   平成 30 年度と同様に継続実施。年間 5,000 件程度訪問を目標。 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 15,733 千円 

平成 30 年度決算額 9,895 千円 

★…平成 30年度新規事業 

☆…平成 30年度拡充事業 
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３ 小規模事業対策   （経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   商工会議所，商工会が行う小規模事業者に対する経営改善普及事業へ助成する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ○交付先 

 ・福岡商工会議所：6,890 千円 

・早良商工会  ：3,200 千円 

・志賀商工会  ：3,000 千円 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

平成 30 年度と同様に継続実施。 

 

４ 相談しやすい窓口の整備 

（経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   商工会議所ビル 2 階にある市と商工会議所の相談窓口の受付方法や案内表示等を改善し，利用者の利

便性向上を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  フロア案内板，サイン等の設置・改善を実施。 

今後とも，利用者が相談しやすい窓口の整備のため関係機関と協議を行っていく。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   平成 30 年度と同様に継続実施。 

 

５ 図書館における起業・経営相談会 

        （教員委員会 総合図書館 図書サービス課） 

 〈取組みの概要〉 
   福岡市総合図書館にて，起業を目指す方や経営で悩んでいる方を対象に無料の相談会を実施する。 

   開催日 毎月第２，第４日曜日 

   会場  福岡市総合図書館（早良区百道浜 3-7-1） 

   相談員 中小企業診断士 

〈平成 30 年度の実績〉 

  72 回開催（1 日 3 回×月 2 日間×12 月） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   平成 30 年度と同様に継続実施。 

 

 

 

平成 30 年度決算額 13,090 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 
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 ②資金の供給の円滑化  
 

６  ☆商工金融資金・金融対策 

（経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   中小企業者の経営の安定化や事業の拡大，新たに創業する場合等に，低利・固定金利の融資制度によ

り金融機関からの資金調達を支援する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

○融資実績  新規貸付額： 39,370,044 千円 

       融資残高 ：134,333,604 千円 

○制度改正 

 ・小口事業資金，創業支援資金の融資限度額引き上げ。 

・「福岡 100」スタートアップ資金の創設。 

・ステップアップ資金の対象にふくおか「働き方改革」推進企業認定制度の認定事業者を追加。 

・事業（業種）転換・多角化資金を第二創業・多角化資金に改称し，融資期間を 10 年以内（据置 2 年

以内）へ延長。 

・経営安定化特別資金（特例枠）の対象に危機関連保証の認定を受けた事業者を追加。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   平成 30 年度と同様に継続実施。平成 31 年度に次のとおり制度改正を行う。 

○制度改正（平成 31 年度実施） 

・ステップアップ資金の対象に生産性向上特別措置法に基づき，設備投資を通じて労働生産性の向上

を図るための「先端設備等導入計画」を策定し，本市の認定を受けた事業者を追加。 

 
 

 ③販路開拓の促進  

 

７ マッチング商談事業  （経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   地場中小企業・小規模事業者が参加しやすいよう福岡市内において，地場，地場外のバイヤー（首都

圏等の大手・中堅企業などの発注企業）を招いて商談会を開催することにより，販路開拓を支援する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

 ○福岡市受注促進商談会 ３回 

発注企業：51 社，受注企業：142 社 

○福岡市個別商談会 ３回 

発注企業：4 社，受注企業：16 社 

 〈平成 31 年度以降の対応〉 

   首都圏等の大手中堅企業のバイヤーを招いた商談会や異業種間による商談会を開催するなど，新たな

販路拡大につながる商談会を実施する。 

平成 30 年度決算額 70,953,117 千円 

平成 30 年度決算額 2,498 千円 
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８ 販路開拓事業（経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   地場中小企業・小規模事業者の販路開拓や新たな需要の掘り起こしなどに関する企業自身の積極的な

取組みや受注促進への支援を行う。 

   また，福岡，北九州，熊本，鹿児島の４市が連携し，地場中小企業の販路開拓に関する調査・研究を

行う。 

 〈平成 30 年度の実績〉 

  ・受注促進相談員による相談件数：355 件（企業訪問：294 件） 

・2 団体に補助金を交付（（公財）福岡県中小企業振興センター，福岡市機械金属工業会） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  関係機関と受発注情報を共用することにより，より多くの地場中小企業の販路開拓の支援を行う。 

 

９ 福岡市トライアル優良商品認定事業 

          （経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 

   地場中小企業が開発した優れた新製品やサービスを福岡市が認定し，積極的に PR することで企業の

販路拡大を支援する。 

  ・新製品，新役務の認定 

・認定製品等のホームページ掲載，カタログ作成及び配布，認定マークを活用した積極的な PR 

・認定製品の庁内への購入依頼 

・展示会への出展機会の提供 

〈平成 30 年度の実績〉 

  5 月：募集開始 

7 月：事前調査 

8 月：評価検討会実施，認定商品決定 

○認定商品：物品 5 件，役務 3 件 

○平成 30 年度庁内購入実績  購入件数：3 件，契約金額：14,585,616 円 

  ○展示会への出展機会の提供等 

8 月 29 日：認定式開催，8 月 29 日～8 月 31 日：展示会開催(市役所 1 階) 

10 月 17 日～19 日：モノづくりフェア 2018 への出展支援を 4 事業者に対し実施 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   引き続き，認定マークを活用した認定商品のＰＲを実施し，市の機関に限らず，市場での販路開拓の

支援を行う。 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 5,854 千円 

平成 30 年度決算額 806 千円 
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10 中小企業・スタートアップ企業マッチング事業 

        （経済観光文化局 創業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   既存企業と新しい技術やアイデアを持つスタートアップ企業とのビジネスマッチングを促進するイベ

ント「フクオカ・スタートアップ・セレクション」を福岡市内で開催し，創業特区の効果の増大を図る

とともに，既存企業の新たな事業展開や成長・発展につなげる。 

 〈取組みの目標〉 

   既存企業とのマッチング件数：50 件 

〈平成 30 年度の実績〉 

○フクオカ・スタートアップ・セレクション 2018 

開催日：平成 30 年 11 月 29 日（木），30 日（金） 

開催場所：Fukuoka Growth Next 

マッチング件数：135 件 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

 引き続き，既存企業とスタートアップ企業のビジネスマッチング促進するイベントを開催する。 

 

11 ★中小企業元気都市推進事業 

          （経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 

   中小企業の生産性向上を図り，チャレンジを後押しするため，ＩＴ技術（キャッシュレスなど）活用

や普及を促進するイベント，セミナー等を開催する。 

 〈取組みの目標〉 

   キックオフイベント延べ参加者数：300 名 

〈平成 30 年度の実績〉 

5 月     キャッシュレス実証実験公募 

6 月 12 日  認定式 

6 月下旬以降 順次実証実験開始 

7 月 26 日  キャッシュレスＦＵＫＵＯＫＡフェア 出席者 214 名 

11 月     Ｗｅｂサイト作成 

12 月     実証実験結果分析 

1 月 9 日      実証実験結果報告会 出席者 120 名 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   引き続き，セミナー等を通じ，ＩＴ技術活用の普及を行い，中小企業の生産性向上を図る。 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 3,665 千円 

平成 30 年度決算額 7,083 千円 
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12 ★暮らし安心・適応リノベーション促進事業 

             （環境局 環境・エネルギー対策課） 

 〈取組みの概要〉 
熱中症などの気候変動の影響に対する適応策として，市民モニターを活用した広報・啓発により，住

宅窓の複層ガラス等への改修を促進する。 

本事業で改修需要を喚起することで，地場中小企業の販路拡大につなげる。 

 〈平成 30 年度の実績〉 

Ｈ30.5 月～ ：市民モニター募集開始 

Ｈ30.7，12 月：複層ガラス等への改修の効果が分かるパネル展開催 

Ｈ31.2 月  ：住まいの見学会開催 

Ｈ31.3 月  ：モニターによる座談会開催 

随 時   ：市のＨＰ，Ｆacebook の更新 

通 年   ：市民モニターと協力した広報活動 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

 引き続き，本事業で住宅窓の複層ガラス等への改修需要を喚起することで，地場中小企業の販路拡大

につなげる。 

 

 

 

 

 ④経営の承継の円滑化  

 

13 事業承継支援事業 

（経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 

   福岡県事業引継ぎ支援センター，商工会議所等と連携し，セミナーの開催などにより，中小企業者の

事業承継の意識を啓発する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

○事業承継セミナー 

開催日：平成 31 年 2 月 19 日 

後継者が語る！体験談から学ぶ事業承継セミナー 

出席者： 47 名 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

事業見直しによる廃止を行うが，福岡県事業引継ぎ支援センター，商工会議所等と連携は継続。

平成 31 年度は，新規事業の「経営ソリューション支援事業」において，事業承継の意識啓発も

含め，中小企業の経営改善を支援する。 
 

平成 30 年度決算額 343 千円 

平成 30 年度決算額 235 千円 
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 ⑤人材確保・育成  

   a.人材確保  

 

14 就労相談窓口事業（経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 

   福岡市内の求職者と地元企業とのマッチングを支援するため，各区の就労相談窓口で，就職相談や職

業紹介などの就職支援を行う。 

〈取組みの目標〉 

  就職決定件数：500 件 

〈平成 30 年度の実績〉 

・就職決定件数：420 件 

・求人数：2,110 人 

・新規相談者数：504 人 

・相談件数：3,735 件 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，各区の就労相談窓口で，就職相談や職業紹介などの就職支援を行う。 

 

15 ハローワークとの連携（経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   福岡市内の求職者と地元企業とのマッチングを支援するため，各区の就労相談窓口で，オンラインで

提供されるハローワーク求人情報を活用した就職支援を行う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ・オンライン提供された求人をもとに応募した人数      ：39 人 

・オンライン提供された求人をもとに採用が決定した人数： 3 人 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，各区の就労相談窓口で，オンラインで提供されるハローワーク求人情報を活用した就職支

援を行う。 

 

 

 

 

  

平成 30 年度決算額 51,667 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 
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16 ★ふくおかのしごと見える化事業 

          （経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   福岡へのＵＩＪターン就職希望者と地元企業がインターネット上で求人・応募・選考活動を行えるよ

う，福岡市限定の求人情報サイトを開設するとともに，求人検索・応募アプリをリリースする。 

 〈取組みの目標〉 

   アプリのダウンロード数：2,000 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ・アプリのダウンロード数：4,380 

・求人掲載企業数：200 社 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   引き続き，福岡市の求人特集サイト，求人検索・応募アプリを運用し，地場企業と求職者のマッチン

グを促進する。 

 

17 ★ふくおか地元就職・人材確保支援事業 

         （経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   市内の大学や商工会議所と連携して，学生向けや地場企業向けの勉強会・講座，学生と地場企業との

交流イベントなどを開催することにより，学生の職業観の涵養や地場企業のインターンシップ導入の支

援等に取り組むとともに，学生と地場企業の相互理解を図る。 

 〈取組みの目標〉 

   交流イベント参加数  ： 学生 400 人，企業 400 人 

〈平成 30 年度の実績〉 

  交流イベント等参加数 ： 学生 943 人，企業 408 人 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   引き続き，地場企業の採用力向上を図るセミナーや，学生と地場企業が相互理解を図る交流イベント

等を開催することにより，学生の地元就職を促進するとともに，地場企業の人材確保を支援する。 

 

18 ★人材確保相談事業（経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   商工会議所と連携して，キャリアコンサルタント等の専門家による窓口相談や訪問による個別相談を

実施する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  相談件数：47 件 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   引き続き，商工会議所と連携して，専門家による窓口相談などの支援を実施する。 

 

平成 30 年度決算額 3,643 千円 

平成 30 年度決算額 3,000 千円 

平成 30 年度決算額 299 千円 
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19 はたらくふくおか （経済観光文化局 産学連携課） 

 〈取組みの概要〉 
   大学生の福岡の企業への就職意識向上を図るため，地場企業で働く人の取材動画を制作し，WEB サイ

ト等で配信する。 

 〈取組みの目標〉 

   WEB サイト年間閲覧数：4,000 人 

   編集メンバー大学生の福岡の企業への就職に対する意識向上：意識向上者 80％以上 

〈平成 30 年度の実績〉 

  WEB サイト年間閲覧数：4,452 人 

編集メンバー大学生の福岡の企業への就職に対する意識向上：81.8% 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，福岡の企業への就職に対する意識向上及び福岡の企業の認知度向上を図るため，情報を発

信する。 

 

20 Ｕ／Ｉターン促進事業（経済観光文化局 企業誘致課） 

 〈取組みの概要〉 
   首都圏等のクリエイティブ関連人材の福岡へのＵ/Ｉターンを促進するため，市内企業とのマッチング

等の移住・転職支援を行う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  移住支援に関する情報発信やイベント等開催 

   ・イベント参加者 140 名 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   平成 30 年度と同様に継続実施。 

 

21 介護人材就労支援事業（保健福祉局 高齢社会政策課） 

 〈取組みの概要〉 

   潜在的介護人材を対象とした合同就職面談会を実施する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

 ○合同就職面談会の実施 

ワールドカフェ形式，介護に関するトークショー，事業者のアピール等 

（参加者・出展者）第１回：325 人・福岡市介護事業者 40 社 

第２回：411 人・福岡市介護事業者 30 社 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  平成 31 年度は当該事業の見直しを行い，「福祉人材確保事業」により介護人材の就労支援を図る。 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 1,812 千円 

平成 30 年度決算額 7,044 千円 

平成 30 年度決算額 8,246 千円 
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22 介護人材定着支援事業（保健福祉局 高齢社会政策課） 

 〈取組みの概要〉 
   介護保険事業所に就労して間もない介護職員を対象に，苦手分野を克服し，定着を支援するためのコ

ース別介護技術研修を実施する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  本市指定介護保険事業所の従業員のうち，就労して間もない従業員（目安として１年未満）へ，３コ

ース（各コース３日間）の研修を実施。 

・コミュニケーションコース：６人参加 

・介護技術コース：16 人参加 

・虐待防止コース：13 人参加 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  平成 31 年度は当該事業の見直しを行い，「福祉人材確保事業」により介護人材の定着支援を図る。 

 

 

 

 

b.人材育成  

 

23 人材育成の支援（経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   中小企業の従業員の資質向上を図るための各種研修を実施する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ○商工会議所との共催研修 

・研修実施数 ３コース 

・受講者数   275 人（4 月 5～6 日：200 人，7 月 24 日：39 人，11 月 7 日：36 人） 

○福岡地区職業訓練協会との共催研修 

・講座実施数 94 コース 

・受講者数   1,250 人 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，福岡商工会議所及び福岡地区職業訓練協会との共催研修の開催により，中小企業の従業員

の資質向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 4,656 千円 

平成 30 年度決算額 1,127 千円 
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 24 生活支援型訪問サービス従事者研修 

           （保健福祉局 介護保険課） 

 〈取組みの概要〉 
   平成 29 年 4 月開始の総合事業において実施している訪問型サービスのうち，生活支援型訪問サービ

スを提供する人材を養成するための市基準による研修を実施する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

 ・研修受講者数 195 名 

・研修受講者に対し就業促進のための説明会を開催した。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  平成 30 年度に国が，介護未経験者向けに「介護に関する入門的研修」を創設したため，国基準に合わ

せた「介護に関する入門的研修」として実施するよう見直しを行い，継続実施する。 

 

 25 ミニふくおか（こども未来局 放課後こども育成課） 

 〈取組みの概要〉 
   子どもがつくる仮想のまち「ミニふくおか」において，子どもたちが遊びを通して，まちづくりや

仕事を体験することにより，子どもの主体性を育むとともに，福岡市のまちづくりへの参画意識を醸

成する契機とする。 
〈平成 30 年度の実績〉 

  子ども実行委員会で決めたテーマ「創造のまちミニふくおか～小さなまち・大きな夢～」に沿って，

まちづくりや体験活動を実施した。 

開催日：8 月 21 日～23 日 

会 場：九電記念体育館 

参加対象：小学 3 年生～中学 3 年生 

参加者数：3 日間で延べ 1,701 名 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  平成 31 年度は，九電記念体育館の閉館に合わせて総合体育館に会場を移し，広くなったスペースを活

用して参加人数を増やし，余白の空間を残すことでまちづくりの自由度を高めるなど，事業を拡大する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 4,644 千円 

平成 30 年度決算額 14,578 千円 
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26 アントレプレナーシップ教育 

 ～ふくおか立志応援プロジェクト～ 

（教育委員会 学校指導課） 

 〈取組みの概要及び目標〉 
   子どもたちが自分の将来に夢や希望をもち，新しいことにチャレンジしていく意欲を育成する。 

   ○チャレンジマインド育成事業 

    ＜小学校＞・夢の課外授業：10 校実施 

 ・CAPS（キャップス）：全市立小学校実施（6 年生対象） 

    ＜中学校＞・未来を切り拓くワークショップ（旧 起業家による社会人講話）：23 校実施 

          （H27～29 年度：全市立中学校 69 校で実施） 

   ○ふくおか立志応援文庫：全市立 小・中学校図書室に設置済みのコーナーの活用 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ○チャレンジマインド育成事業 

   ＜小学校＞・夢の課外授業：10 校実施 

  ・CAPS（キャップス）：全市立小学校実施（6 年生対象）※小規模校悪天候のため中止 

＜中学校＞・未来を切り拓くワークショップ：23 校実施 

○ふくおか立志応援文庫 

全市立小中学校の学校図書館に「立志」「チャレンジマインド」に関する書籍・資料を配備 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  平成 30 年度と同様に継続実施。 

 「ふくおか立志応援文庫」については，寄贈本や寄贈社誌などを活用し，さらに充実を図る。 

 
※「CAPS（キャップス）」：ディスカッションをしながら帽子店の経営シミュレーションを行い，業績を

チームで競う教育プログラムのこと（対象：小学校高学年から中学１年生まで）。 

※アントレプレナーシップ：起業家精神 

 

27 中学生のためのキャリアデザイン啓発事業 

（市民局 男女共同参画課） 

 〈取組みの概要〉 
   中学校に大学・企業等から講師を派遣し，男女共同参画の必要性を学び，性別にとらわれないキャリ

ア形成への意識を高めるセミナーを実施する（H28~30 年度（3 年間）：全市立中学校で実施）。 

〈平成 30 年度の実績〉 

市立中学校 19 校で実施済み。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  平成 31 年度～令和３年度 全市立中学校で実施。平成 31 年度は 26 校にて実施予定。 
 
 

平成 30 年度決算額 5,667 千円 

平成 30 年度決算額 284 千円 
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28 夢ふくおかネットワーク 

（教育委員会 発達教育センター） 

 〈取組みの概要〉 
   特別支援学校高等部生徒に対して，企業・事業所，学校，関係機関等が連携し，高等部生徒の職業的

自立を実現する。 

 〈取組みの目標〉 

   就労率：30%以上 

〈平成 30 年度の実績〉 

平成 31 年 3 月 31 日時点で 51 人が就労しており，就労率は 29.8％であった。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  企業就労を希望する高等部３年生の就労率 100％としていく。 

 

29 職場体験    （教育委員会 研修・研究課） 

 〈取組みの概要〉 
   全市立中学校で，２年生の生徒を中心に職場体験学習を実施する。 

   学校や地域の実態に応じて期間を設定するなど，充実した体験学習を実施する。 

   関係機関との連携のもと，職場開拓や広報・啓発活動等の支援を行い，職場体験の円滑な実施を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  職場体験学習の 100％実施 

参加生徒数：11,695 名 

体験事業所数：3,168 箇所 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，全市立中学校で２年生の生徒を中心に職場体験学習を１００％実施継続できるよう，体験

先となり得る事業所の早期紹介と職場体験学習に係る情報提供を実施する。 

 

30 【再掲 68】博多織技能開発養成学校支援事業 

（経済観光文化局 地域産業支援課） 

 

31 【再掲 69】博多人形の振興 

 （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 

32 【再掲 73】小学生からのキャリア教育事業 

 （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 

 

 

平成 30 年度決算額 134 千円 

平成 30 年度決算額 233 千円 

平成 30 年度決算額 4,000 千円 

平成 30 年度決算額 1,000 千円 

平成 30 年度決算額 1,925 千円 
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c.労働環境の整備 

 
33 労働施策の推進（経済観光文化局 政策調整課） 

 〈取組みの概要〉 
   労働福祉向上のための事業を関係機関と行うほか，労働環境の改善や従業員の福祉を増進する事業へ

の助成等を行う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

 ○県との共催事業 

・労働教育講座２回実施（受講者数 50 人） 

・労働経営セミナー２回実施（受講者数 91 人） 

・相談会４回実施（相談件数合計 407 件） 

・パネル展２回実施 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，県との共催により労働福祉向上のための事業を実施する。 

 

34 ☆働き方改革の推進（経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
  ①勤労者総合啓発誌「働くあなたのガイドブック」 

   労働関係法令等を分かりやすく解説するとともに，就労や労働に関する相談窓口などを紹介する「働

くあなたのガイドブック」の発行・配布を行う。 

  ②ふくおか「働き方改革」推進企業認定事業 

   企業認定等を行うことにより，企業の「働き方改革」を支援する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

 ①【働くあなたのガイドブック】 

・H29 年度改訂版 3,000 部増刷 

・H30 年度改訂版を H31 年２月に 9,000 部発行 

【働くあなたのリーフレット】 

ガイドブックの内容を学生向けに抜粋 

・H30 年度改訂版を H31 年２月に 40,000 部発行 

②ふくおか「働き方改革」推進企業認定事業 

・H30 年度認定 12 社 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，勤労者総合啓発誌「働くあなたのガイドブック」「働くあなたのリーフレット」の発行・配

布，ふくおか「働き方改革」推進企業認定事業を実施する。 

 

 
 
 

平成 30 年度決算額 2,758 千円 

平成 30 年度決算額 1,547 千円 
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35 働く人の介護サポートセンター事業 

           （保健福祉局 地域包括ケア推進課） 

 〈取組みの概要〉 
   働く世代が仕事と介護の両立に関する必要な情報やアドバイスが得られるよう，平日の仕事帰りや休

日にも対応する相談窓口を開設する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  相談件数 344 件，出張相談 8 社・13 件 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，窓口相談を行うとともに，企業への出張相談を実施する。 

 

 

d.多様な人材の活用 

 

 36 スタートアップ人材マッチングセンターの運営 

（経済観光文化局 創業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保を支援するため，創業者と創業企業で働くことを希望す

る方との人材マッチングなどを行う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

 マッチング件数：119 件 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

引き続き，創業者の人材確保を支援するため，創業者と創業企業で働くことを希望する方との人材マッ

チングなどを行う。 

 37 留学生と企業との交流サロン 

（総務企画局 国際政策課） 

 〈取組みの概要〉 
   福岡で就職を希望する留学生と，グローバル人材としての留学生に興味を持つ地場企業との交流の場

の提供。 

  予算：247 千円（市 107 千円, 財団 140 千円） 

    実施主体：（公財）福岡よかトピア国際交流財団 

〈平成 30 年度の実績〉 

  11 月  9 日：福岡大連未来委員会加盟企業他と実施 

11 月 27 日：福岡県中小企業家同友会と実施 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

引き続き，福岡で就職を希望する留学生と，グローバル人材としての留学生に興味を持つ地場企

業との交流の場を提供する。 

平成 30 年度決算額 8,482 千円 

平成 30 年度決算額 ※ 千円 

平成 30 年度決算額 49 千円 

※【102 スタートアップカフェの運営】の 
64,827 千円の内数 
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38 よかトピア留学生奨学金（就業体験付き奨学金） 

              （総務企画局 国際政策課） 

 〈取組みの概要〉 
   「アジア太平洋博覧会（よかトピア）」の成果を有効に活用するために設立された財団からの寄付を基

に創設した留学生向け奨学金。福岡で就職を希望する優秀な留学生を選抜して奨学金を給付し，地場企

業での就業体験を通じて，地場企業への定着と地域の国際化・活性化を図る。 

   予算：5,040 千円（財団：5,040 千円） 

   実施主体：（公財）福岡よかトピア国際交流財団 

〈平成 30 年度の実績〉 

4～5 月：奨学生の募集 

5 月：選考委員会 

5～6 月：就業体験先とのマッチング 

6 月：奨学生決定(8 名) 

8 月～：就業体験 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，福岡で就職を希望する優秀な留学生へ奨学金を給付し，地場企業での就業体験を通じて，

地場企業への定着と地域の国際化・活性化を図る。 

 

39 既卒留学生を対象とした有償の長期就業体験事業 

               （総務企画局 国際政策課） 

 〈取組みの概要〉 
   留学生の地場企業等への就職を支援するため，地場企業への就職を希望する既卒留学生と，優秀な留

学生の受け入れを希望する地場企業等とのマッチングを行い，採用試験を兼ねた約４週間の就業体験を

実施。グローバル人材の活用による地域経済の活性化にも寄与。 

〈平成 30 年度の実績〉 

 ・ 4～ 9 月（前半期） 参加留学生 6 名 

・10～ 3 月（後半期） 参加留学生 3 名 

・地元企業への就職・内定者等 3 名 

・参加企業 30 社 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，既卒留学生を対象に事業を継続するほか，新たに現役留学生に対象を拡充し，さらに留学

生の定着促進を図る。 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 3,222 千円 
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40 ★福岡市国際財団奨学金 （総務企画局 国際政策課） 

 〈取組みの概要〉 
   海外から新たに福岡へ留学し，福岡での就職・創業を希望する外国人留学生の学習環境を整え，留学

生と市民，企業との交流の機会を増やし，地域の国際化と地元定着の促進に寄与するために，在籍課程

の間継続して奨学金を給付する。 

  予算：3,000 千円（財団： 3,000 千円） 

   実施主体：（公財）福岡よかトピア国際交流財団" 

 〈平成 30 年度の実績〉 

5 月～：奨学生の募集 

10 月 ：選考委員会 

10 月 ：奨学生決定（5 名），交付式，市長表敬 

10 月～：定期面談，交流会 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，福岡で就職・創業を希望する優秀な留学生へ奨学金を給付し，地場企業での就業体験を通

じて，地場企業への定着と地域の国際化・活性化を図る。 

 

 

  

平成 30 年度決算額 ― 千円 
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41 女性活躍推進事業 

（市民局 女性活躍推進課，事業推進課） 

 〈取組みの概要〉 
   女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」策定の支援や企業における女性活躍への取組みの「見

える化」を推進する。また，女性を対象に，意識啓発やスキルアップなどを目的とした講座を実施。 

  ・「一般事業主行動計画」策定を支援するセミナー等の実施 

 ・企業における女性活躍への取組みの「見える化」を推進（「ふくおか女性活躍ＮＥＸＴ企業 見える化サイト」での公表） 

  ・企業の経営者や人事労務担当者向け女性活躍推進講演会の開催 

・女性の就職支援セミナー 

  ・女性リーダー育成研修 

 〈取組みの目標〉 

  ・計画策定支援出前セミナー 計画策定：10 社 

  ・「見える化サイト」 新規掲載：25 社 

  ・女性活躍推進講演会受講者満足度：75％ 

〈平成 30 年度の実績〉 

○女性活躍推進法に基づく行動計画の策定支援 

・集団セミナー：参加者 14 人 

・個別訪問型ワークショップ（計画策定支援出前セミナー）：実施企業 14 社，うち計画策定 10 社 

○「ふくおか女性活躍ＮＥＸＴ企業 見える化サイト」 

  掲載企業の増加を図るとともに，「企業インタビュー」や「お知らせ」ページの新設などサイトの 

充実を実施。 

・掲載企業 21 社増（H31.3 月末掲載企業 244 社） 

○企業向け「女性活躍推進講演会」の開催 

参加者：262 人，満足度：83％ 

○女性の就職支援セミナー 

・ママのためのお仕事スタートアップ 

参加者 18 人（①6/1：8 人，②8/3：10 人） 

・女性のための就職応援プログラム 

参加者：33 人（①6/22～7/6：17 人，②9/7～9/21：16 人） 

○女性のリーダー育成研修 

・土曜コース・全３回：10/13～12/ 1， 参加者：17 人 

・平日コース・全３回：10/11～10/24， 参加者：29 人 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

    「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の法改正に注視しつつ，引き続き実施し，女性

の活躍を推進する。 

 

 

平成 30 年度決算額 5,071 千円 
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 ⑥その他の経営支援  
 

42 高度化の推進（経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   中小企業が協同組合等の組織化（法人設立）に要した費用のうち一部を助成する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  補助金交付団体なし 

〈平成 30 年度以降の対応〉 

  引き続き，共同で事業を行う協同組合等の組織化に対して支援する。 

 

43 中小企業関係団体支援事業 

（経済観光文化局 政策調整課） 

 〈取組みの概要〉 
   福岡市中小企業振興条例に基づき，中小企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め，福岡市中小企業振興審議会の開催や，基本計画「みんなで応援！中小企業元気都市プラン」に基づ

く取組みの進捗管理を行う。また，中小企業者の組織化や中小企業者の事業及び経営の支援などを行う

事業への助成等を行う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

・福岡市中小企業振興審議会の開催（平成 30 年 9 月 26 日開催） 

・「みんなで応援！中小企業元気都市プラン」に基づく取組み一覧及び実績をまとめ公表 

・中小企業組織化促進等事業補助金を１団体に交付 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

平成 30 年度と同様に継続実施。 

 

44 中小企業サポートセンター運営管理 

（経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   経営相談，融資等をはじめとした中小企業支援施策の実施拠点として，福岡商工会議所内に設置する

「中小企業サポートセンター」の運営・管理を行う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  中小企業サポートセンターの運営・管理を行った。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  平成 30 年度と同様に継続実施。 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 2,744 千円 

平成 30 年度決算額 17,511 千円 
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45 ★中小企業実態把握調査 

（経済観光文化局 政策調整課） 

 〈取組みの概要〉 

   中小企業の支援ニーズを的確に把握するため，実態調査を実施する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  市内の中小企業等 約 1,800 社にアンケートを送付し，565 社から回答を得た（回収率：31.4％）。 

  実態調査の集計結果は中小企業振興施策を検討する上での参考として活用。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  平成 30 年度と同様に継続実施。 

 

46 ★生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入 

計画の認定     （経済観光文化局 政策調整課） 

 〈取組みの概要〉 

   生産性向上特別措置法に基づき，中小企業・小規模事業者が作成した，設備投資を通じて労働生産性

の向上を図るための「先端設備等導入計画」について，市が認定を行う。 

なお，同計画に基づき対象設備を新規取得した場合，新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を 

３年間ゼロとする特例措置を行う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  先端設備等導入計画の認定を行い，中小企業の設備投資を後押しした。 

・認定件数 ： 86 件 

・設備投資額：約 14 億円 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，先端設備等導入計画の認定を行うとともに，より多くの事業所に制度を活用してもらうた

め，広報に努める。 
 

47 （公財）福岡市中小企業従業員福祉協会による 

   福利厚生事業  （経済観光文化局 政策調整課） 

 〈取組みの概要〉 
   中小企業従業員のための福利厚生事業（会費：１人１月 600 円） 

   給付事業，余暇事業，健康管理事業，研修事業 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ・加入事業所 1,537 社 

・会員数 31,707 人（H31 年 3 月末時点） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，中小企業従業員のための福利厚生事業を実施する。 

 

 

平成 30 年度決算額 313 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 



21 
 

 

 48 事業系一般廃棄物資源化施設の整備支援 

          （環境局 事業系ごみ減量推進課） 

 〈取組みの概要〉 

   事業系一般廃棄物の資源化推進に寄与する施設及び設備を市内で整備するために要する費用について，

その一部を補助する。（補助率：補助対象経費の２分の１以下，補助限度額：３億円） 

〈平成 30 年度の実績〉 

  平成 30 年 5 月に稼働開始した古紙資源化施設に対し，補助金を交付した。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  事業系一般廃棄物の資源化に寄与する施設整備への支援を継続して実施する。 
 

 49 ☆事業所省エネ計画書制度 

          （環境局 環境・エネルギー対策課） 

 〈取組みの概要〉 

   一定規模以上の事業所に対して，省エネ計画書の作成・提出を促し，事業所への省エネサポート等を

通じて，自律的・計画的な省エネの取組みを促進するとともに，参加事業所の取組みの公表などにより，

市内事業所への波及・浸透を図るもの。 
〈平成 30 年度の実績〉 

  ・ホームページにて省エネ取組事例を紹介 

・20 事業所が制度に参加 

・制度参加事業所に書面によるフィードバックを実施 

・制度参加事業所の内，13 事業所にて現地調査を実施 

・制度周知のための説明会や，訪問による個別案内等を実施 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  事業所の要望を受け，平成 30 年の実施内容に加えて，支援内容に電力計測支援を新たに追加する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 188,198 千円 

平成 30 年度決算額 4,986 千円 
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「（１）経営基盤の強化」の目標の達成状況一覧 

 

○・・・達成　　

△・・・一部達成

番号 取組みの名称 取組みの目標 担当課
掲載

ページ

2 経営支援施策普及事業 訪問件数：5,000件 ○
訪問件数：6,156件，
アンケート回収：1,362件

経済観光文化局
　経営支援課

1

10
中小企業・スタートアップ企業マッチング事
業

既存企業とのマッチング件数：50件 ○ マッチング件数：135件
経済観光文化局
　創業支援課

5

11 ★中小企業元気都市推進事業 キックオフイベント延べ参加者数：300名 ○ キックオフイベント延べ参加者数：334名
経済観光文化局
　経営支援課

5

14 就労相談窓口事業 就職決定件数：500件 就職決定件数：420件
経済観光文化局
　経営支援課

7

16 ★ふくおかのしごと見える化事業 アプリのダウンロード数：2,000 ○
・アプリのダウンロード数 ： 4,380
・求人掲載企業数：200社

経済観光文化局
　経営支援課

8

17 ★ふくおか地元就職・人材確保支援事業 交流イベント参加数：学生400人，企業400人 ○ 交流イベント等参加数 ： 学生943人,企業408人
経済観光文化局
　経営支援課

8

19 はたらくふくおか
WEBサイト年間閲覧数：4,000人
編集メンバー大学生の福岡の企業への就職に
対する意識向上：意識向上者80％以上

○
WEBサイト年間閲覧数：4,452人
編集メンバー大学生の福岡の企業への就職に
対する意識向上：81.8%

経済観光文化局
　創業支援課

9

26
アントレプレナーシップ教育
～ふくおか立志応援プロジェクト～

○チャレンジマインド育成事業
＜小学校＞
・夢の課外授業：10校実施
・CAPS（キャップス）：全校実施（6年生対象）
＜中学校＞
・未来を切り拓くワークショップ：23校実施
○ふくおか立志応援文庫
全市立小・中学校の学校図書館に「立志」「チャレンジ
マインド」に関する書籍・資料を配備

○

○チャレンジマインド育成事業
＜小学校＞
・夢の課外授業：10校実施
・CAPS（キャップス）：全校実施（6年生対象）
＜中学校＞
・未来を切り拓くワークショップ：23校実施
○ふくおか立志応援文庫
全市立小・中学校の学校図書館に「立志」「チャレンジ
マインド」に関する書籍・資料を配備

教育委員会
　学校指導課

12

28 夢ふくおかネットワーク 就労率：30％以上 就労率：29.8％
教育委員会
　発達教育センター

13

41 女性活躍推進事業
・計画策定支援出前セミナー計画策定：10社
・「見える化サイト」 新規掲載：25社
・女性活躍推進講演会受講者満足度：75％

△
・計画策定支援出前セミナー計画策定：10社
・「見える化サイト」 新規掲載：21社
・女性活躍推進講演会受講者満足度：83％

市民局
　女性活躍推進課
　事業推進課

18

目標の達成状況
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（２）持続的発展の促進 

 ①商店街の振興  

 

50 商店街活力アップ事業 

       （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 

   商店街が実施するソフト事業全般を積極的に支援することにより，商店街等の活力アップを推進する。 

 〈取組みの目標〉 

  ・商店街活力アップ支援事業：20 商店街の活用を目標に実施する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

   19 商店街で実施 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  15 商店街の活用を目標に実施する。 

 

51 商店街空き店舗情報提供事業の実施 

       （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   商店街の空き店舗解消を図るため，市，商工会議所，宅建協会との連携により，商店街と空き店舗の

情報の一元化を図り，web 上で情報発信を行う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

ＷＥＢサイトのリニューアルを行うとともに，バナー広告事業により延べ 23 社のバナー広告を掲載

した。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  随時商店街情報を更新し，情報発信を行う。 

 

52 商店街空き店舗における創業応援事業 

       （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   商店街の空き店での，若者の創業や，商店街に不足する業種での出店に対し，出店経費の補助を行う

ことで，人材の確保と商業機能集積の充実を図る。 

 〈取組みの目標〉 

   ・商業機能充実型：５事業者の活用を目標に実施する。 

・創業支援型：２名の活用を目標に実施する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ・商業機能充実型：新規 ５事業者（継続 ２事業者） 

・創業支援型  ：新規活用なし （継続 １事業者) 

〈平成 31 年度以降の対応〉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  ５事業者の活用を目標に実施する。 

平成 30 年度決算額 10,113 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 2,744 千円 
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53 商店街活性化パートナー発掘事業 

       （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   人手やアイデア，資金などが不足し，単独での活動に限界を感じている商店街が，外部から，活性化

に向けた新たなアイデアや，活性化に共に取り組むパートナーを発掘する事業を実施する。 

 〈取組みの目標〉 

   2 商店街で実施予定 

〈平成 30 年度の実績〉 

  2 商店街で実施 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  2 商店街で実施予定 

 

54 地域との共生を目指す元気商店街応援事業 

       （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   商店街やＮＰＯ法人等が商店街を少子化・高齢化など地域社会の課題解決の場所として実施する取組

について，その事業経費の一部を補助し，その実施場所である商店街の活性化を図るもの。 

 〈取組みの目標〉 

   2 商店街で実施予定 

〈平成 30 年度の実績〉 

  3 商店街で実施 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  3 商店街で実施予定 

 

55 商店街と地域との連携による魅力向上事業 

       （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 

   商店街と地域団体との地域課題等の解決に向けた連携を促すため，意見交換，協議の場を提供し，両

者の対話や地域資源（人，もの，団体，店，逸品など）を通して，互いの実情や魅力を知ることで理解を

深め，双方の地域課題解決に向けた連携の促進を図る。 

 〈取組みの目標〉 

   10 商店街で実施予定 

〈平成 30 年度の実績〉 

  3 商店街で実施 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  10 商店街で実施予定 

 

平成 30 年度決算額 1,750 千円 

平成 30 年度決算額 2,608 千円 

平成 30 年度決算額 98 千円 
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 56 商店街高度化支援事業 

       （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   商店街が経営の合理化，高度化を図るために，アーケードやカラー舗装，コミュニティ施設，共同店

舗，お客様駐車場などの施設を組合員が共同して設置する場合に，その計画に関する助言・診断及び設

置経費の一部を助成する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  2 商店街で実施 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  平成 30 年度と同様に継続実施する。 

 

 57 商店街インバウンド対策支援事業 

       （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   外国人観光客のニーズに対応した商店街における受入環境整備の取組みを支援することにより，イン

バウンド消費の商店街への波及を図る。 

 〈取組みの目標〉 

   1 商店街で実施予定 

〈平成 30 年度の実績〉 

  実施なし 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  １商店街で実施予定 

 

 58 ★商店街チャレンジ応援プロジェクト 

       （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   平成 29 年度に実施した商店街実態調査の結果を踏まえ，次世代を担う若手人材の育成や，商店街の集

客力・販売力強化に向けた支援により，商店街のチャレンジ意欲を引き出す。 

〈取組みの目標〉 

   ・商店街 NEXT チャレンジャー育成事業  参加者：20 名，研究会（ラボ）：全 9 回開催 

  ・商店街 NEXT・FOOD グランプリ    フリーペーパー掲載商店街数：16 商店街 

〈平成 30 年度の実績〉 

・商店街 NEXT チャレンジャー育成事業  参加者：32 名，研究会（ラボ）：全 9 回開催 

  ・商店街 NEXT・FOOD グランプリ    フリーペーパー掲載商店街数：15 商店街 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

・商店街 NEXT チャレンジャー育成事業  参加者：32 名，研究会（ラボ）：全 9 回開催 

  ・商店街 NEXT・FOOD グランプリ    フリーペーパー掲載商店街数：32 商店街 

平成 30 年度決算額 4,249 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 5,075 千円 
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 59 商店街施策事業評価・研究事業 

            （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 

   効率的な商店街支援施策や市内の商店街等が各種の商店街支援施策を活用して実施しようと計画した

事業，または実施した事業の内容等について協議し，商店街の一層の活性化を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

 ○福岡市商店街支援施策等協議会 

第 1 回：平成 30 年 5 月 31 日開催 

第 2 回：平成 31 年 1 月 28 日開催 

第 3 回：平成 31 年 3 月 14 日開催 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  福岡市商店街支援施策等協議会 年３回程度開催予定 
 

60 「福岡市商店街活性化支援部会」の運営 

           （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   地域コミュニティの担い手としての役割も持つ商店街の地域活動や地域の課題解決に向けた活動の促

進に向け，地域住民の様々なニーズを把握している本市役所内部の組織間の連携を強化し，協力して商

店街支援に取り組む体制を構築する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  年１回開催（平成 30 年 8 月 20 日開催） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  年１回開催予定 

 

61 福岡商工会議所との連携支援 

（経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   商店街情報の共有や，広報協力，情報発信，セミナーの共催など，福岡商工会議所と連携した，効果

的かつ効率的な商店街支援を行う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  平成 30 年 7 月 10 日 意見交換会実施 

毎月１回 商工会議所との連携会議の開催 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  定期的に連絡会議，意見交換会を開催し，情報の共有を行い，連携した支援を行う。 

 

 

 

平成 30 年度決算額 3,942 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 
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62 「商店街支援施策等に伴う関係機関連絡調整会議」    

   の開催      （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   商店街支援施策を有する機関（福岡市，福岡商工会議所，九州経済産業局，福岡県，福岡県中小企業

団体中央会）の職員を構成員とした会議を開催し，施策内容や商店街情報などの連絡調整を行う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  平成 30 年 8 月 1 日開催 

平成 31 年 3 月 22 日開催 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  年１～２回程度開催予定 

 

63 香椎地区まちづくり賑わい支援事業 

       （住宅都市局 商業対策課） 

 〈取組みの概要〉 
   福岡広域都市計画事業香椎駅周辺土地区画整理事業施行地区において行う商店街の賑わいを創出する

事業を支援することにより，土地区画整理事業施行期間における活力と賑わいの持続するまちづくりを

推進する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

 助成団体：香椎商工連盟 

  助成対象事業：アートコムシティ in 香椎 

  事業概要：香椎地区の賑わい創出のため，以下のイベント等を実施 

       ○香椎まちなか美術館（平成 30 年 10 月 24～28 日） 

       ○香椎ごちそうマルシェ（平成 30 年 10 月 27 日） 

       ○食べ飲みウォーク「遊バル香椎」（平成 30 年 11 月 13～15 日） 

       ○とくとく香椎商品券発行(総額 5,000 万円） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，香椎駅周辺土地区画整理事業施行地区内の賑わいを創出する事業への支援を行う。 
 

64 地下鉄沿線商店街の表示（交通局 乗客サービス課） 

 〈取組みの概要〉 
   地下鉄利用者への商店街のＰＲとして，各駅に設置している「付近案内図」「出入口案内」に駅周辺商

店街の名称の表示 

〈平成 30 年度の実績〉 

  新たな掲載なし 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  新たに掲載依頼があった場合は掲載を検討する。 

 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算

 

4,000 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 



28 
 

 

65 ★道路管理の充実と道路空間の有効活用に関する 

実証事業     （道路下水道局 路政課） 

 〈取組みの概要〉 
   商店街等の地域団体と，商店街等に面する道路の管理や有効活用について協力して取り組むことで，

道路空間の魅力の向上と地域の実情に応じた道路管理の充実を図るもの。 

〈平成 30 年度の実績〉 

   商店街３団体（新天町商店街商業協同組合・上川端商店街振興組合・川端中央商店街振興組合）と 

平成 31 年 1 月に協定を締結し，各団体と道路管理や道路空間の有効活用に関する取組みを進めている。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  協定を締結している３団体と協力しながら，引き続き，道路空間の魅力の向上と地域の実情に応じた

道路管理の充実を図るため，道路管理や道路空間の有効活用に関する取組みを進めていく。 

 

 

 

 

 

 ②伝統産業・技能の振興  

 

66 インバウンド向け伝統工芸品開発事業 

        （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   インバウンド需要を視野に入れた商品開発の支援により，業界の活性化を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

博多織・博多人形の制作過程を紹介するパンフレットの多言語化（英・韓・簡体・繁体） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

本事業は平成 30 年度で終了し，平成 31 年度以降は福岡市伝統的工芸品振興委員会事業としてインバ

ウンド関連事業を実施する予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 700 千円 
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67 はかた伝統工芸館管理運営 

       （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   福岡市を代表する伝統的工芸品である博多織や博多人形，その他の伝統工芸品の紹介・展示・販売・

情報提供等を行う「はかた伝統工芸館」において，市民や外国人を含めた観光客へ向けて本市伝統工芸

品のＰＲを行う。 

  〈取組みの目標〉  

   年間来館者数 13 万人 

〈平成 30 年度の実績〉 

  年間来館者数 135,494 人 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  福岡アジア美術館や博多町家ふるさと館など，博多部全体への回遊性を高める仕組みづくりを検討す

るとともに，国内外への販路拡大を検討していく。平成 31 年度目標年間来館者数 13 万 5 千人。 

 

68 博多織技能開発養成学校支援事業 

       （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   博多織の後継者を育成する博多織技能開発養成学校（博多織デベロップメントカレッジ）の事業を支

援する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  4 名が研究科を卒業し，内 3 名が織元への就職や独立等，博多織関連の仕事に就いている。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

卒業後の動向に注視しつつ，引き続き支援を行う。 

 

69 博多人形の振興（経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   博多人形商工業協同組合が行う育成指導者支援事業・博多人形師育成塾・後継者育成研修・新製品開

発事業・青年部事業に対する支援を行う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

 ・育成指導者支援事業 対象者 2 名 

・博多人形師育成塾  1 年目 10 名／2 年目 15 名が修了 

・後継者育成研修   5 日間のべ 133 名出席 

・インテリア博多人形展の開催支援（平成 30 年 8 月開催） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 
   修了者を後継者として育てる仕組みづくりを検討するとともに，「博多人形・観光大使プロジェクト」

等の新しい取り組みを含め，引き続き支援を行う。 

平成 30 年度決算額 27,689 千円 

平成 30 年度決算額 4,000 千円 

平成 30 年度決算額 1,000 千円 
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70 ★博多人形・観光大使プロジェクト 

      （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   博多人形師と大学生がコラボして，福岡・博多の顔となるオリジナル博多人形を制作し，観光大使と

して市内各所へ設置。 
 〈取組みの目標〉 

   ・オリジナル博多人形の制作 

   ・市内 10 か所へ人形設置 

〈平成 30 年度の実績〉 

  福岡市にゆかりのある企業等 10 か所のオリジナル博多人形「ハカタオフク」の制作・設置を行ったほ

か，市内巡回展示を実施した。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

平成 31 年度も同様に，市内 10 か所を目途に「ハカタオフク」を制作・設置する。 

71 その他の伝統産業の振興 

 （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   博多織・博多人形の販路拡大等を目的とする福岡市伝統的工芸品振興委員会の活動支援や，福岡県知

事の指定を受けかつ本市にゆかりのある伝統工芸品の振興を目的とする博多伝統職の会への支援等を行

う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

・東京新作展の開催（平成 30 年 5 月 16～22 日） 

・博多伝統職の会展の開催支援（平成 30 年 9 月 27 日～10 月 2 日，Ｈ31 年 3 月 14～19 日） 

・関係団体に対する負担金等の交付 等 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

各産地や工芸品ごとの活動に加え，産地を超えたコラボや一体となった取り組み等で，海外への積極

的な PR を図る等，引き続き支援を行う。 

72 ★伝統的工芸品活性化事業 

         （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   平成 30 年 11 月に開催された「第 35 回伝統的工芸品月間国民会議全国大会」及び 「博多織 777 周年

記念事業」の開催支援。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ・第 35 回伝統的工芸品月間国民会議全国大会開催 

メインイベント「KOUGEI-EXPO」をマリンメッセ福岡にて開催支援（平成 30 年 11 月 2～4 日） 

・博多織 777 周年事業の開催支援 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

平成 30 年度事業終了。 

 

平成 30 年度決算額 200 千円 

平成 30 年度決算額 4,660 千円 

平成 30 年度決算額 14,285 千円 
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73 小学生からのキャリア教育事業 

          （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   若者の「技能離れ」などの課題を踏まえ，市内 8 つの小学校で「ものづくり体験講座」を実施するな

どし，子どもの職業観の醸成を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ○ものづくり体験講座の実施 

・実施校８校（応募 22 校） 

・参加児童数 509 人 

・実施講座数 28 講座 

○こどものものづくり体験の実施 

・会場 福岡国際会議場 

・日程 平成 30 年 8 月 17～19 日（3 日間） 

・参加者数 2,477 人 

・実施講座数 13 講座 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  既存の取り組みについて，引き続き同様の支援を行う。 

 

74 博多マイスター事業（経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   優れた技能の保持者で，市民に対する伝承活動や後継者の育成活動に意欲のある技能職者を「博多マ

イスター」に認定し，技能伝承活動などのマイスター活動を支援する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

○博多マイスター活動の支援 

・5 職種 6 名（のべ 8 名），8 回活動 

・参加者 215 名（講演 1 回，体験 4 回，講演及び実演 2 回） 

○博多マイスター公開講座の実施 

 ・１回目：平成 30 年 9 月 29 日 造園工による実施（4 名参加） 

 ・２回目：平成 31 年 1 月 27 日 和菓子製造工による実施（16 名参加） 

○博多マイスターの認定（平成 30 年 11 月 27 日，天神スカイホール） 

・2 名を認定 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  既存の取り組みに加え，博多マイスターが持つ高い技能の継承を目的とした公開講座を実施する等，

引き続き支援を行う。 

 

 

 

平成 30 年度決算額 1,925 千円 

平成 30 年度決算額 390 千円 
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75 技能功労者表彰式（経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   永年同一職業に従事し技能の研鑽や，後進の指導，育成に努め，市民生活の向上に功績のあった技能

職者を表彰する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

 表彰式の開催（平成 30 年 11 月 27 日，天神スカイホール) 

受賞状況 技能功労者 9 名／技能優秀者 4 名 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   既存の取り組みについて，引き続き同様の支援を行う。 

 

76 技能振興事業補助金（経済観光文化局 地域産業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   複数の技能職団体相互の異業種連携等により本市の技能振興に努める団体が行う事業に対して補助を

行う。  

〈平成 30 年度の実績〉 

技能奨励賞表彰式，ふくおか技能フェスティバル等の開催支援 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  既存の取り組みについて，引き続き同様の支援を行う。 

 

77 福岡マラソンの表彰メダルに博多織のメダル 

リボンを使用  （市民局 スポーツ事業課） 

 〈取組みの概要〉 

   福岡マラソンの表彰メダルに博多織のメダルリボンを使用することで，県内外からの参加者に対して，

福岡市の伝統工芸品である博多織をＰＲするもの。また他大会との差別化を図り，福岡マラソンの付加

価値を高めるもの。 

〈平成 30 年度の実績〉 

福岡マラソン 平成 30 年 11 月 11 日(日）実施 

マラソン種目男女 1～3 位，車いす競技１～3 位の合計 9 名に入賞メダルを授与。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

平成 30 年度と同様に実施。 

マラソン種目男女 1～3 位，車いす競技１～3 位 合計 9 名に入賞メダルを授与。 

 
 

 

 

  

平成 30 年度決算額 336 千円 

平成 30 年度決算額 6,450 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 
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 ③農林水産品などの地域資源や特産品に係る地場産業の振興  

 

 78「ふくおかさん家のうまかもん」事業者認定事業 

              （農林水産局 農業振興課） 

 〈取組みの概要〉 

   ふくおかさん家のうまかもん（市内産農林水産物及びその加工食品等）を優先的に提供または販売す

る事業者を認定し，専用ホームページでの紹介やＰＲグッズの交付などの支援を行うことで，地産地消

の気運の醸成，市内産農林水産物の生産・消費の拡大を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  「ふくおかさん家のうまかもん」事業者認定数 557 件（平成 31 年 3 月末日現在） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，ふくおかさん家のうまかもん認定事業者の募集・広報を行っていく。 

 
 79 市内産農畜産物６次産業化推進事業 

              （農林水産局 農業振興課） 

 〈取組みの概要〉 
   市内産農畜産物の６次産業化による，新商品の開発及び販路拡大への支援を行うなど，市内産農畜産

物のブランド化・地産地消及び農山村地域の活性化を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  開発・販売した加工品数：31 品 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，市内産農畜産物を活用した６次産業化による商品開発及びブランド化を含む販路拡大 

への支援を行っていく。 

 

 80 女性農業者ステップアップ事業 

            （農林水産局 政策企画課） 

 〈取組みの概要〉 
   女性が持つ生活技術やセンス等を活かせる６次産業の体験機会や情報の提供を行うとともに，先駆的

に取り組んでいる女性農業者のもとで研修を受けることにより，６次産業に取り組む女性農業者の掘り

起し及び育成を図る。 

 〈取組みの目標〉 

  ・農業女子ガイダンス 参加者：20 名   ・農業女子インターンシップ 受講生：3 名 

〈平成 30 年度の実績〉 

・農業女子ガイダンス 参加者：19 名   ・農業女子インターンシップ 受講生：3 名 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  就農や６次産業化に関する情報提供等を行うとともに，福岡市で活躍している女性農業者から直接指

導を受ける研修を実施し，女性農業者の掘り起し及び育成を図る。 
 

平成 30 年度決算額 5,697 千円 

平成 30 年度決算額 22,487 千円 

平成 30 年度決算額 408 千円 
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 81 農の応援事業 （農林水産局 政策企画課） 

 〈取組みの概要〉 
   人手を求める農家と農業に興味を持つ市民を雇用に結びつけ，農業経営の改善や生産拡大を支援。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  マッチング件数 延べ 24 件（42 名） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  事業の活用を促進し，市内農家の経営規模の拡大・改善につなげる。 

 また，雇用期間中に相互に不具合が出ないよう支援を行っていく。 

 

 82 小学校給食物資の地場調達（教育委員会 給食運営課） 

 〈取組みの概要〉 
   地産地消の観点から，市内産，県内産，九州産の食材を優先的に使用する。 

   特に鮮度が求められる青果・食肉については，各小学校周辺の小売店から購入している。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  53 事業者から購入を実施。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  平成 30 年度と同様に継続して実施。 
 

 83 ふくおか応援寄付 記念品 

（財政局 財産活用課） 

 〈取組みの概要〉 
   市内産農林水産物のブランド化や地産地消を目指して，市内産農林水産物やその加工品を記念品に選

定。パンフレットやホームページなどで記念品の紹介を行うとともに，記念品として寄付者へ贈呈する

ことで市内産農林水産物のＰＲと消費拡大につなげる。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  記念品としてパンフレットやホームページなどで紹介を行うとともに，寄付者へ贈呈した。また，各

種イベント参加の際には，サンプル掲示や試食品として提供するなどし，直接来場者への記念品紹介を

行った。 

・記念品贈呈件数 338 件 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  市内産農林水産物やその加工品に加えて，伝統的工芸品博多織の製品を記念品に追加した。引き続き

パンフレットやホームページなどで記念品の紹介を行うとともに，記念品として寄付者へ贈呈すること

で市内産農林水産物及び伝統的工芸品のＰＲと消費拡大につなげる。 

 

 

 

平成 30 年度決算額 1,519 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 693 千円 

 ※予算額は関連局計上額を含む 
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 84 青果市場ブランド化推進事業 

      （農林水産局 青果市場） 

 〈取組みの概要〉 
   ベジフルスタジアムそのものや食の安全・安心に対する取り組みの認知度を高め，青果物の消費拡大，

生産者の生産意欲向上等に寄与し，青果物取扱店の販売促進や生産者の所得向上などを目的とする。 

〈平成 30 年度の実績〉 

・毎月第３土曜日に青果物の試食・販売等を行う市場開放イベント「ベジフル感謝祭」を開催 

・視察・見学者の受け入れ 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  平成 30 年度で事業終了 

 

 85 志賀島ミニ産直市（東区 企画振興課） 

 〈取組みの概要〉 
   志賀島の季節の特産品や加工品などを区役所の敷地内で販売（主催：志賀島振興協議会） 

〈平成 30 年度の実績〉 

  平成 31 年 3 月 26 日に開催。 

出店事業者：4 社 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  継続実施し，特産品のＰＲを行う。 

 

 86 【再掲 90】志賀島金印まつり（東区 企画振興課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 8,843 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 796 千円 
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 ④地域と中小企業との連携  

 

 87 “ふくおか”地域の絆応援団事業 

          （市民局 コミュニティ推進課） 

 〈取組みの概要〉 
  ・地域活動を応援する企業等を登録・公表するとともに，特に貢献する活動を行っている企業等に感謝

状を贈呈することにより，地域との連携を促進する。 

  ・企業間及び地域と企業との情報交換や交流の場を設け，共創の取組みを推進する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

○応援団登録企業等数 

69 団体（平成 29 年度末から 13 団体増） 

○平成 30 年度地域のまち・絆づくり応援企業・商店街等感謝状贈呈 

贈呈数：15 企業・商店街等（10 月 23 日開催の「“共創”自治協議会サミット」内で贈呈） 

○“ふくおか”地域の絆応援団セミナー 

10 月 23 日：「地域と共創する，地域の絆応援企業」，参加者：86 名 

12 月 10 日：「「社会的責任」から「社会価値の創造へ」」，参加者：22 名 

3 月 5 日：「地域の自治協議会長に聞く，自治組織のアレコレ」，参加者：23 名 

3 月 19 日：「地域とともに価値をつくる企画のポイント」，参加者：19 名 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，セミナー等の開催により，共創の取組みの推進を図る。 

 

 88 ☆市街化調整区域の土地利用規制の緩和 

           （総務企画局 企画調整部） 

 〈取組みの概要〉 

   市街化調整区域の土地利用規制の緩和を契機とした，地域産業の振興に繋がるビジネスの創出に向け

た取組みを推進する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

 ・事業者へのアプローチ：約 120 件 

・事業者からの新規個別相談：8 件 

・地域と連携した活用可能な空き家・空き地の発掘 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，地域産業の振興に繋がるビジネスの創出に向けた取組みを推進する。 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 48 千円 

平成 30 年度決算額 4,990 千円 
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 89 香椎賑わいづくりの会（東区 企画振興課） 

 〈取組みの概要〉 
  ・年 2 回会議を開催 

  ・香椎の校区自治協議会，商工連盟，ＮＰＯ，企業及び行政が連携し，賑わいづくりにつながるイベン

トの情報共有や事業への協力依頼などを実施。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ○会議の開催（8 月 31 日，1 月 29 日(臨時)，3 月 18 日） 

○イベント  6 事業実施 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

地域・企業等と行政が連携し，引き続き情報共有などを行う。 

 

 90 志賀島金印まつり（東区 企画振興課） 

 〈取組みの概要〉 
   志賀島の地域振興を図るため，自治協議会・NPO・企業（漁協・農協・商工会）・行政で実行委員会を

組織し，歴史や自然を活かしたイベントを共働で実施する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  10 月 13 日(土)，14 日(日)，20 日(土)・21 日(日)にイベントを実施。 

参加人数：約 4,200 人 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  地域・企業等と行政が連携し，活性化に向けたイベントを共働で実施する。 

 
 91 スマートフォンを活用したまちの魅力発見事業 

                  （中央区 企画振興課） 

 〈取組みの概要〉 
   スマートフォンアプリを活用した，地域の史跡や魅力スポット，商店街を巡らせるまち歩きを 

地元商店街等と連携して実施。 
〈平成 30 年度の実績〉 

  平成 31 年 3 月 30 日に中央区都心部や商店街（唐人町，新天町，親不孝通り）及び博多旧市街等を巡

るまち歩きイベント「ミッションデイ福岡 福岡城と城下町」を実施。同日に舞鶴公園を舞台としたス

マートフォンを活用した陣取り合戦「福岡城マリー」を開催。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，地元商店街等と連携して実施。 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 82 千円 

平成 30 年度決算額 796 千円 

平成 30 年度決算額 2,410 千円 
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 92 ☆中央区まちづくり推進事業 

（地域の魅力を活かしたまちづくりへの支援） 

                  （中央区 企画振興課） 

 〈取組みの概要〉 
  ・「親不孝通りエリアまちづくり協議会」におけるまちづくりビジョンの策定や街路灯の活用事業，

イベント事業などを支援するとともに，親不孝通り周辺の中小の事業者からなる商店会の設立を

目指し，協議会機能の充実とともに，まちづくりの促進を図る。 
・平成 30 年度新規に，地元商店街や地域団体などからなる「ホークスとうじん通りまちづくり協

議会」のまちづくりにおける課題解決への支援や，地元商店街などの活性化，一人一花運動への

参画を支援することで，まちづくりの促進を図る。 
〈平成 30 年度の実績〉 

  ・「親不孝通り」 

ワークショップ・パークピクニック開催支援，スリーゼロキャンペーン（ゴミ，落書き，飲酒運

転ゼロ），夜間街頭キャンペーン実施を支援，商店会設立支援 

・「とうじん通り」 

バナー設置事業，一人一花運動支援 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，親不孝通りエリアまちづくり協議会と親不孝通り商店会が共働して実施するイベント等の

活動や，「ホークスとうじん通りまちづくり協議会」の活動を支援することにより，エリアの活性化を図

る。 

 
 93 飲酒運転撲滅・自転車マナーアップキャンペーン 

への支援         （中央区 地域支援課） 

 〈取組みの概要〉 
    平成 18 年に発生した飲酒運転死亡事故を機に，中央区内の一部商店街の連合組織（事務局：福

岡商工会議所）である「福岡市中央区商店街連合会」と中央区交通安全推進協議会，中央警察署

などの交通安全機関が共働して実施しているキャンペーンや取組みを支援することにより，中央

区内における飲酒運転の撲滅，自転車のマナーアップを促進するとともに，区民の交通安全意識

の高揚を図る。 
〈平成 30 年度の実績〉 

    ・交通安全啓発物等の配布 

・9 月 25 日「飲酒運転撲滅・自転車マナーアップキャンペーン」初日啓発活動の実施を支援 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，商店街組織と地域の交通安全組織との共働したキャンペーンを支援することにより，事業

の継続を図り，安全安心のまちづくりを推進する。 

 

 

 

平成 30 年度決算額 730 千円 

平成 30 年度決算額 81 千円 
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 94 大橋駅周辺活性化事業“楽しかおおはし” 

               （南区 企画振興課） 

 〈取組みの概要〉 
  ・周辺校区の自治組織協議会，商店街，企業などと行政で組織された「大橋駅周辺活性化委員会」が主

催もしくは協力し，大橋駅西口広場でイベント「楽しかおおはし」を開催。 

  ・内容は，区内各地域の音楽，文化，地元芸能などのサークル活動の発表会を中心とする多彩なステー

ジイベントと，地元商店などの食べ物中心の露店も加わり，子どもから大人まで誰もが楽しめるファ

ミリー空間を演出。 

〈平成 30 年度の実績〉 

 ・「大橋駅周辺活性化委員会」主催で，5 月，7 月，12 月にイベントを開催。 

また，8 月に 2 回共催でイベントを開催した。 

・3 月 25 日に当委員会総会開催。平成 30 年度の報告，大橋駅周辺活性化委員会の解散及び新たな団体

への活動の継承について決定した。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  平成 30 年度で当委員会設立から 10 周年を迎え，新たな団体へ活動を継承したため，今後の活動を見

守る。また，必要に応じて，広報面のサポートを行う。 

 

 95 地域と企業等の縁むすび事業（南区 企画振興課） 

 〈取組みの概要〉 
   企業や商店街，NPO，大学など多様な主体が持つさまざまな資源（人やモノ，場所，情報・スキル・

ノウハウ・専門性等）を，地域課題の解決に活かす取り組みを推進し，地域・企業・行政間のさらなる共

働を促進する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  １１月に「まちづくり懇話会」を開催し，１９団体３２名が参加した。 

３月に地域活動事例集を作成し，公民館や福祉施設等に配布を行った。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   地域課題を把握・分析しつつ，企業へヒアリングを行い，地域ニーズにマッチした企業の地域活

動を支援する。また，ホームページにて，活動を紹介する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 30 年度決算額 424 千円 

平成 30 年度決算額 193 千円 
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 96 さわら魅力アップづくり事業（サザエさん通りを 

   生かしたまちづくり事業） （早良区 企画課） 

 〈取組みの概要〉 
   「サザエさん通り」を活用したまちづくりを進めるため，ハード整備やＰＲ・イベント実施などを 

地域・企業（地元商店街）・行政が共働で行う。 

 〈取組みの目標〉 

   近隣商店街との共働イベント実施数：2 件 

〈平成 30 年度の実績〉  

 ・近隣商店街との共働イベント実施数：2 件 

サザエさんウィークの一環として，5 月 27 日にサザエさん商店街通りやサザエさん通りで「サザエさ

んぽ」まち歩きを実施した。 

また，秋のイベントとして，10 月 8 日に西南学院大学と共働で，講演会と映画上映会を実施した。前

日のサザエさん商店街通り夢まつりにも早良区としてパレードに参加した。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

長谷川町子先生生誕 100 周年を迎えるため，商店街を含む推進協議会等と記念事業を検討・実施する。 

従来のサザエさんウィークや秋のイベントも引き続き行う。 

 

97 【再掲 55】商店街と地域との連携による魅力向上 

        事業 （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 

98【再掲 136】市街化調整区域における観光ビジネス 

活性化事業（経済観光文化局 地域観光推進課） 

 

99【再掲 85】志賀島ミニ産直市 （東区 企画振興課） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 3,547 千円 

平成 30 年度決算額 98 千円 

平成 30 年度決算額 2,179 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 
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「（２）持続的発展の促進」の目標達成状況一覧 

 

 

  

○・・・達成　　

△・・・一部達成

番号 取組みの名称 取組みの目標 担当課
掲載

ページ

50 商店街活力アップ事業 20商店街で実施 19商店街で実施
経済観光文化局
　地域産業支援課

23

52 商店街空き店舗における創業応援事業
・商業機能充実型：５事業者の活用
・創業支援型：２名の活用

△

商業機能充実型
　新規５事業者（継続２事業者）
創業支援型
　新規活用なし（継続１事業者）

経済観光文化局
　地域産業支援課

23

53 商店街活性化パートナー発掘事業 ２商店街で実施 ○ ２商店街で実施
経済観光文化局
　地域産業支援課

24

54
地域との共生を目指す元気商店街応援事
業

２商店街で実施 ○ ３商店街で実施
経済観光文化局
　地域産業支援課

24

55
商店街と地域との連携による魅力向上事
業

10商店街で実施 ３商店街で実施
経済観光文化局
　地域産業支援課

24

57 商店街インバウンド対策支援事業 １商店街で実施 実施なし
経済観光文化局
　地域産業支援課

25

58 ★商店街チャレンジ応援プロジェクト

・商店街NEXTチャレンジャー育成事業
　参加者：20名， ラボ：全9回開催
・商店街NEXT・FOODグランプリ
　フリーペーパー掲載商店街数：16商店街

△

・商店街ＮＥＸＴチャレンジャー育成事業
　参加者：32名，ラボ：全9回開催
・商店街ＮＥＸＴ・ＦＯＯＤグランプリ
　フリーペーパー掲載商店街数：15商店街

経済観光文化局
　地域産業支援課

25

67 はかた伝統工芸館管理運営 年間来館者数　１３万人 ○ 年間来館者数　135,494人
経済観光文化局
　地域産業支援課

29

70 ★博多人形・観光大使プロジェクト
・オリジナル博多人形の制作
・市内10か所へ人形設置

○
・オリジナル博多人形「ハカタオフク」の制作
・市内10か所へ人形設置

経済観光文化局
　地域産業支援課

30

80 女性農業者ステップアップ事業
・農業女子ガイダンス　参加者：20名
・農業女子インターンシップ　受講生：3名

△
・農業女子ガイダンス　参加者：19名
・農業女子インターンシップ　受講生：3名

農林水産局
　政策企画課

33

96
さわら魅力アップづくり事業
（サザエさん通りを生かしたまちづくり事業）

近隣商店街との共働イベント実施数：２件 ○ 近隣商店街との共働イベント実施数：２件 早良区企画課 40

目標の達成状況
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（３）多様で活力ある成長発展の促進 

 ①創業，第二創業，経営の革新  
 

100 ☆スタートアップ支援施設運営事業 

          （経済観光文化局 創業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   民間事業者のアイデアやノウハウを活かした官民共働型のスタートアップ支援施設を整備・運営する

ことで，利用者をはじめとする多様な事業者の相互作用によるイノベーションを創出し，スタートアッ

プ企業のさらなる成長や既存中小企業の第二創業促進を図る。 

 〈取組みの目標〉 

   平成 29～30 年度 総投資額：40 億円 

〈平成 29～30 年度の実績＞ 

※平成 29～30 年度の実績（平成 31 年 1 月末現在累計） 

・ビジネスマッチング件数：33,580 回 

・雇用増加者数：147 人 

・投資件数及び投資額：31 社 82 億円 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   マッチング件数 14,000 件／年，雇用者増加数 100 人／年，投資件数及び投資額 20 社で 40 億／年を

KPI（成果指標）とし，令和 5 年度まで現在の運営事業者と協力し，運営を行っていく。 

 

101 スタートアップカフェの運営 

        （経済観光文化局 創業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   スタートアップの裾野を拡げるため，敷居の低い空間を提供し，創業から人材確保までワンストップ

で支援する。 

 〈取組みの目標〉 

   相談対応件数：1,700 件 

 〈平成 30 年度の実績〉 

   相談対応件数 2,026 件 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  スタートアップの裾野を拡げるため，敷居の低い空間を提供し，創業から人材確保までワンストップ

で支援する。 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 63,147 千円 

平成 30 年度決算額 64,827 千円 
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102 福岡スタートアップ・サポーターズ協議会事業 

          （経済観光文化局 創業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   市内の有望なスタートアップ企業とベンチャーキャピタル及び既存企業とのマッチング等を行うこと

により，「スケール」「グローバル」のロールモデルとなるような企業を生み出していく。 

 〈取組みの目標〉 

   マッチングに参加するスタートアップ数：10 社以上 

〈平成 30 年度の実績〉 

  マッチングに参加するスタートアップ数：15 社 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   引き続き，市内の有望なスタートアップ企業とベンチャーキャピタル及び既存企業とのマッチング等 

を行う。 

 

103 スタートアップ都市推進協議会関連事業 

       （経済観光文化局 創業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
スタートアップ推進に先進的に取り組む自治体とともに設立した「スタートアップ都市推進協議会」

の活動を進めることで，地域の個性を生かしたロールモデルとなり，経済団体とも連携して日本をチャ

レンジが評価される国に変えていく。 

 〈平成 30 年度の実績〉 

   ビジネスマッチングイベントの開催回数：１回（参加人数：255 名） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，東京でのビジネスマッチングイベントを実施する。 

 

104 ☆スタートアップ資金，ステップアップ資金の充実 

             （経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   創業者や第 2 創業者を対象とした融資制度の対象要件，融資条件の見直し等により制度の充実を図る。 

   ※【再掲 6 】商工金融資金・金融対策 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ・【再掲】「福岡 100」スタートアップ資金の創設 

・【再掲】ステップアップ資金の対象にふくおか「働き方改革」推進企業認定制度の認定事業者を追加 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  【再掲】○制度改正 

【再掲】ステップアップ資金の対象に生産性向上特別措置法に基づき，設備投資を通じて労働生産性

の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し，本市の認定を受けた事業者を追加。 

 

平成 30 年度決算額 2,949 千円 

平成 30 年度決算額 1,755 千円 

平成 30 年度決算額 ※ 千円 

※商工金融資金・金融対策の 70,953,117 千円 
 の内数 
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105 創業者応援団事業（経済観光文化局 創業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   地場企業経営者や専門家でつくる「福岡市創業者応援団」との共働により，市内で起業する創業者の

成長段階に応じたきめ細かい支援や様々な人との出会いの場を提供する。 

 〈平成 30 年度の実績〉 

  ステップアップ助成事業エントリー数：32 件 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   地場企業経営者等との共働により，市内で起業する創業者への支援や様々な人との出会いの場を提供

する。 

 

106 産業競争力強化法に基づく創業支援事業 

          （経済観光文化局 創業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   産業競争力強化法に基づく創業支援事業を受けた創業者に対し，会社設立時の登録免許税の軽減等を

国が支援する。支援を受ける際には，創業支援事業を受けた旨証明書が必要となるもの。 

〈平成 30 年度の実績〉 

支援人数：704 人 

創業者数： 88 人 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，創業支援事業を実施する。 

 

107 外国人創業活動促進事業 

        （経済観光文化局 創業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   国家戦略特区における「経営・管理」の在留資格申請時の要件緩和制度を活用し，外国人の創業活動

を促す。 

 〈取組みの目標〉 

   申請人数：20 名 

〈平成 30 年度の実績〉 

  申請人数：18 件 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   引き続き，国家戦略特区における「経営・管理」の在留資格申請時の要件緩和制度及び，経済産業省

告示における「特定活動」の在留資格申請時の要件緩和制度を活用し，外国人の創業活動を促す。 

 
 
 
 

平成 30 年度決算額 3,114 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 771 千円 
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108 外国人創業環境形成事業 

       （経済観光文化局 創業支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   福岡市で創業する外国人創業者に対して，事務所と住居の費用を補助することで，海外からの優秀な

人材集積を加速させ，グローバル創業都市福岡の実現を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  平成 29 年度および 30 年度に事業認定を行った事業者に対し，住居および事業所の賃料の一定額に相

当する額を補助金として支援した。 

・平成 30 年度採択件数：3 件 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，ニーズを踏まえながら，事業を継続していく。 

 

109 ☆グローバルスタートアップ推進事業 

            （総務企画局 企画調整部） 

 〈取組みの概要〉 

   海外スタートアップ拠点との連携，市内スタートアップの海外研修，海外展開の相談対応等により，

グローバル展開を見据えた創業環境づくりを推進する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ○国内外イベント開催・参加 

延べ件数：9 件 

延べ参加者数：4,727 人 

商談件数：742 件 

○海外都市・創業拠点連携数 

連携数：14 件 

連携先：サンフランシスコ，台湾（2 箇所），台北市，エストニア（3 箇所），ヘルシンキ市，ボルド

ー，NZ オークランド市，シンガポール，タイ，バルセロナ，サンクトペテルブルク 

○起業家向け海外派遣研修プログラム 

7 月～9 月事前研修，11 月海外派遣研修（5 日間），11・12 月事後研修 

参加者：162 名 

派遣先：サンフランシスコ・シリコンバレー 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  市内スタートアップの海外研修，海外スタートアップ拠点との連携，海外展開の相談対応，国際ビジ

ネスマッチングイベントの開催等により，海外展開を見据えた創業環境づくりを推進するとともに，具

体的かつ専門的な相談に対応するコーディネーターの設置により，ビジネスの具体化・マッチング支援

の強化を図る。  

 
 

平成 30 年度決算額 3,462 千円 

平成 30 年度決算額 93,550 千円 
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110 スタートアップ法人減税（総務企画局 企画調整部） 

 〈取組みの概要〉 
   革新的なビジネスにチャレンジする創業者を対象とした，「福岡市グローバル創業・雇用創出特区」を

活用したスタートアップ支援（法人市民税法人税割の課税の特例）により，革新性を持った成長性の高

い企業の創業，成長及び国内外から福岡市への集積を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  対象法人数： 2 件 

  相談件数 ：34 件 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  制度の活用促進のため，引き続き，周知を図っていく。 
 

111 スタートアップ奨学金（総務企画局 国際政策課） 

 〈取組みの概要〉 

   福岡市内の大学に在籍し，大学の交換留学制度等により留学する日本人大学生を対象とした奨学金。 
   留学前・中・後において，地元でのスタートアップに向けた支援を実施。奨学金は貸与だが，地元（福

岡都市圏）でのスタートアップ（創業・就職）をした場合は返還免除。 

  予算：6,300 千円（市 3,000 千円，財団 3,000 千円，福岡商工会議所 300 千円） 

  実施主体：（公財）福岡よかトピア国際交流財団 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ①5 期生（平成 30 年度奨学生）への取組み 

4 月～5 月：奨学生の募集 

6 月：企業との交流会，選考委員会，奨学生決定（6 名） 

7 月：市長より奨学生認定証交付 

7 月：留学前研修 

8 月～：随時留学出発   

②4 期生（平成 29 年度奨学生）への取組み 

4 月：奨学生帰国，帰国後の個別サポート開始 

8 月：帰国後研修 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   引き続き，地元でのスタートアップを希望する日本人大学生へ奨学金を貸与する。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 2,820 千円 
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112 女性の創業チャレンジ支援事業（市民局 事業推進課） 

 〈取組みの概要〉 
   起業を目指す女性向け研修の実施及び相談，交流の機会の提供を行う。 

   ・起業支援セミナー 

   ・女性の起業 IT 活用セミナー（起業に必要なネットスキルを学ぶ講座） 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ○女性の起業支援セミナー 

開催日：6/9～7/8（全 6 回），参加者：14 人 

○女性の起業 IT 活用セミナー 

開催日：①8/4，②9/1，③1/19，④2/2 

参加者：①44 人，②43 人，③49 人，④41 人 （延べ参加者：177 人） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   引き続き実施し，起業を目指す女性の支援を行う。 

 

113 ☆アクティブシニアの創業・就業支援 

          （保健福祉局 高齢福祉課） 

 〈取組みの概要〉 
高齢者が培ってきた知恵と経験を活かして，生きがいとしての創業・就業を通じて新たなライフスタ

イルを実現するための支援を行う。 

・就業支援：シルバー人材センター等による雇用開拓を強化することにより，元気シニアが社会の支え

手として活躍する場を増やす。 

・創業支援：スタートアップカフェとの連携により，シニア起業のきっかけづくりのための支援を行う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

・シルバー人材センターの事務系職種の雇用開拓を支援 

・就業セミナー・合同説明会  4 回開催，参加者 85 名 

・起業セミナー        1 回開催，参加者 10 名 

・アラカンフェスタでの就業セミナー・説明会 参加者 567 名 

・その他，各就労支援機関と連携したセミナー・説明会  5 回開催，参加者 283 名 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   シニア活躍応援プロジェクトへ移行 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 642 千円 

平成 30 年度決算額 5,852 千円 
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114 ★ケア・テック・ベンチャーの支援 

          （保健福祉局 健康先進都市推進担当） 

 〈取組みの概要〉 
医療・介護などのケア分野における現場の課題とスタートアップ企業の多彩なアイデアや技術を結び

付け，ケア分野の課題解決を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

介護事業者とベンチャー企業のマッチングを行い，６つの取組みを実施した。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

引き続き，ケア分野における現場とスタートアップ企業のマッチング促進に取り組む。 

 

115 【再掲 52】商店街空き店舗における創業応援事業                

          （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 
 
 
 
 ②新商品・新サービスの開発，技術革新，事業化の促進  

 

116 地方発イノベーション創出環境の構築事業 

           （経済観光文化局 産学連携課） 

 〈取組みの概要〉 
   中小企業の研究開発力の向上やスタートアップ創出・育成などの推進を行う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  よろず相談対応件数：143 件 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，企業や大学等の製品・材料等の分析・解析に関する課題解決を支援するよろず相談対応を

実施するなど，中小企業の研究開発力の向上やスタートアップの創出・育成などを推進する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 30 年度決算額 5,994 千円 

平成 30 年度決算額 2,744 千円 

平成 30 年度決算額 20,940 千円 
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117 IoT新サービス創出支援事業 

           （経済観光文化局 新産業振興課） 

 〈取組みの概要〉 
   誰もが利用可能な実証環境整備を行うことで実証実験を促進し，IoT 分野での新たなイノベーシ

ョン創出を図るため，IoT 向けの通信ネットワークを市内広域で構築する。 
 〈取組みの目標〉 

 通信ネットワークを活用した企業数：10 件 
〈平成 30 年度の実績〉 

  ・実証実験プロジェクト完了数   ：38 件 

・通信ネットワークを活用した企業数：49 社 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，ネットワークの運用を行い，IoT 分野での新たなイノベーション創出を図る。 
 

118 九州先端科学技術研究所による新産業・新事業の 

    創出支援等 （経済観光文化局 新産業振興課） 

 〈取組みの概要〉 
   ＩＴやナノテクノロジー分野等の産学連携を推進する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  よろず相談対応件数：143 件 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，ＩＴやナノテクノロジー分野等の産学連携を推進する。 
 
119 産学連携交流センター運営 

         （経済観光文化局 産学連携課） 

 〈取組みの概要〉 
   産学官連携による共同研究・開発の促進のため，レンタルラボ・オフィスを提供する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  レンタルラボ・レンタルオフィスを提供するとともに，共用の分析機器等を活用し，産学連携による

共同研究・開発を促進。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，レンタルラボ・レンタルオフィスを提供するとともに，共用の分析機器等を活用し，産学

連携による共同研究・開発を促進する。 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 3,582 千円 

平成 30 年度決算額 287,814 千円 

平成 30 年度決算額 116,856 千円 
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120 ★Society5.0（超スマート社会）へのチャレンジ 

              （総務企画局 企画調整部） 

 〈取組みの概要〉 
   AI や IoT といった先端技術等を活用した民間提案等を支援するなど，社会課題解決等の促進に取り組

む。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  民間提案受付件数（連携に向けて対応した件数）：75 件（32 件） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，AI や IoT といった先端技術等を活用した民間提案等を支援するなど，社会課題解決等の促

進に取り組む。 

 

121 福岡ヘルス・ラボ（保健福祉局 健康先進都市推進担当） 

 〈取組みの概要〉 
   産学官民の共働により「楽しみながら」「自然に」健康になれる新たなサービス・製品の普及を促進す

る取組み。市民の協力のもと，健康への効果を検証する実証事業を実施する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

新たに企業から提案を受けた 5 事業を採択し，個別に実証のサポートを行っている。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   引き続き，採択済み事業の実証サポートや認証等を行いながら，新たな実証事業の募集についても実

施する予定。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 30 年度決算額 3,466 千円 

平成 30 年度決算額 8,836 千円 
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 ③海外市場への事業展開，海外需要の取り込み  

 

122 アジアビジネス促進・支援事業 

        （経済観光文化局 国際経済課） 

 〈取組みの概要〉 
   地場中小企業の海外販路拡大や，外国企業とのビジネス連携を支援する。特に，食産業に加え，サー

ビス産業，ヘルスケア関連産業等，福岡市に強みのある産業分野に注力した支援を実施する。 

(ア) 食産業 

福岡フードビジネス協議会等を通じた福岡・九州の食の海外でのブランド化，販路拡大 

(イ) サービス産業 

外食等のサービス産業分野において，情報提供のためのセミナーやパートナー確保等の実施 

(ウ) ヘルスケア関連産業 

ヘルスケア(美容・健康等)関連分野において，交流会を通じた企業間ネットワークの構築，展示会・

商談会を通じた販路拡大 

 〈取組みの目標〉 

   商談件数：780 件 

〈平成 30 年度の実績〉 

商談件数：816 件 

○福岡アジアビジネス支援委員会(福岡市，福岡商工会議所，ジェトロ福岡，福岡貿易会)の活動を通し

て，下記事業を実施(共催事業含む) 

・セミナー開催： 13 回 

・展示会・物産展参加支援： 2 回 

・商談会開催： 7 回（運営・広報の支援を含む) 

○福岡フードビジネス協議会 

下記事業を実施 

・定例会開催： 9 回(総会 1 回除く) 

・展示会・物産展参加支援： 6 回 

・商談会開催： 2 回 

○ギフトショー／ビューティーショー商談会 

・招聘企業： 13 社 

・参加企業： 23 社 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，地場中小企業の海外販路拡大や，外国企業とのビジネス連携を支援する。特に，食関連産

業，サービス産業，ヘルスケア関連産業等，福岡市に強みのある産業分野に注力した支援を実施する。 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 9,966 千円 
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123 福岡市貿易振興審議会（経済観光文化局 国際経済課） 

 〈取組みの概要〉 
 市の附属機関として設置され，本市貿易の振興に関する基本的な事項について審議する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  平成 30 年 12 月 4 日（火）開催 

議題 ・東アジアや ASEAN 諸国におけるビジネス展開とその課題について 

・グローバル人材の育成・活用について 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  開催未定 

 
124 国際展示会等支援事業（経済観光文化局 国際経済課） 

 〈取組みの概要〉 
   市内で開催される国際展示会の海外出展者へ出展支援を行い，地場中小企業に海外企業と取引する機

会を提供する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ○第 13 回福岡インターナショナル・ギフト・ショー2018 

会期 平成 30 年 6 月 7 日(木)～9 日(土) 

出展支援 海外企業 15 社（20 小間） 

○第 6 回福岡国際ビューティー・ショー2018 

会期 平成 30 年 6 月 7 日(木)～9 日(土) 

出展支援 海外企業 4 社（6 小間） 

○モノづくりフェア 2018 

会期 平成 30 年 10 月 17 日(水)～19 日(金) 

出展支援 海外企業 5 社（10 小間） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  事業の見直しによる廃止 

 

125 アジア経済交流センター等事業 

        （経済観光文化局 国際経済課） 

 〈取組みの概要〉 
   （公社）福岡貿易会において，地場中小企業の貿易実務やグローバル人材育成等を支援する。 

 〈取組みの目標〉 

   グローバル人材育成事業受講者：3,250 人 

 〈平成 30 年度の実績〉 

   グローバル人材育成事業受講者：3,721 人 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  （公社）福岡貿易会において，地場中小企業の貿易実務やグローバル人材育成等を支援する。 

平成 30 年度決算額 244 千円 

平成 30 年度決算額 2,238 千円 

平成 30 年度決算額 32,000 千円 
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126 フードエキスポ九州（経済観光文化局 国際経済課） 

 〈取組みの概要〉 
   地元経済団体と連携し，世界的にも優れた高付加価値の九州産農林水産物，加工食品を国内外に発信

し，地場食品関連産業の更なる売上向上，販路拡大及び地域経済の振興を促進する。 

 〈取組みの目標〉 

   商談件数：880 件（平成 29 年度実績）以上 

〈平成 30 年度の実績〉 

○＜BtoB＞国内外食品商談会 

出展企業 219 社・団体，個別商談数 887 件，来場者数 4,351 名 

○＜BtoC＞一般消費者向け展示即売会 

出店企業 65 社，来場者数約 91,000 名 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

 ○＜BtoB＞国内外食品商談会 

令和元年 10 月 9 日～10 日開催予定 

○＜BtoC＞一般消費者向け展示即売会 

会期：令和元年 10⽉12⽇～14⽇開催予定 

 

127 「福岡市国際ビジネス展開プラットフォーム」の 

    運営 （総務企画局 国際協力課） 

 〈取組みの概要〉 

   平成 26 年 10 月に国際貢献を通じたビジネス展開を目指し，官民連携の枠組みとして「福岡市国際ビ

ジネス展開プラットフォーム」を設置。官民連携した海外案件の受注や，地場企業等のビジネス機会の

創出をめざして，案件化に向けた企業からの協力依頼の受付けや情報発信などに取り組んでいく。 

・主な対象分野：「上水道」「下水道」「環境」における公共インフラ整備 

〈平成 30 年度の実績〉 

  〇技術職員のヤンゴン市への長期派遣 

平成 29 年 2 月より 3 年間の予定。 

技術協力に加え，地元企業のビジネス機会創出に向けた情報収集等を実施。 

〇情報交流セミナー 

平成 30 年 5 月に市の活動報告や会員企業間のネットワーク構築などを目的に開催。 

〇ミャンマーウォーター 

平成 30 年 10 月に会員企業 9 社と共同出展。市内企業の製品や技術をＰＲ。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   引き続き，姉妹都市ヤンゴンへの取組（職員派遣，国際展示会等への参画）を中心に，官民連携した

海外案件の受注や，地場企業等のビジネス機会の創出をめざして取り組んでいく。 

 

 

平成 30 年度決算額 4,200 千円 

平成 30 年度決算額 42,187 千円 
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128 ★「姉妹都市ビジネスコミュニティ」の運営 

 （総務企画局 国際交流課） 

 〈取組みの概要〉 

   平成 30 年 10 月，中国・広州市，フランス・ボルドー市，ミャンマー・ヤンゴン市とのビジネスに関

心のある企業を対象とした「姉妹都市ビジネスコミュニティ」を設置。企業へのビジネスセミナーなど

の情報提供や姉妹都市現地における支援に取り組んでいく。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  会員企業へのビジネスセミナーなどの情報提供や，姉妹都市現地で開催されたビジネスイベントに参

加した会員企業の支援を行った。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   引き続き，会員企業へのビジネスセミナーなどの情報提供や，姉妹都市現地における支援に取り組ん

でいく。 

 

129 【再掲 66】インバウンド向け伝統工芸品開発事業 

            （経済観光文化局 地域産業支援課） 

 
 
 
 
 ④知識創造型産業などの次世代を担う産業の振興  

 

130 クリエイティブ関連産業の振興 

       （経済観光文化局 コンテンツ振興課） 

 〈取組みの概要〉 
   ゲーム，映像，ファッション，音楽，デザイン等のクリエイティブ関連産業の振興を図り，地元企業

の底上げや，強みのある業種においての拠点形成に繋げる。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  〇「福岡ゲーム産業振興機構」において，人材育成事業等を実施。 

・ゲーム関連企業数：37 社 

・ゲーム関連企業従業者数：2,135 人 

〇「福岡アジアファッション拠点推進会議」において，ビジネス機会拡大支援等を実施。 

・合同展示商談会（ファッション）商談件数：1,166 件 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，ゲーム関連産業における人材育成や広報事業，ファッション産業におけるビジネス機会の

拡大支援等に取り組む。 

 

 

平成 30 年度決算額  ― 千円 

平成 30 年度決算額 700 千円 

平成 30 年度決算額 21,542 千円 
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131 クリエイティブ・エンターテインメント都市づくり 

   推進事業   （経済観光文化局 コンテンツ振興課） 

 〈取組みの概要〉 
   若い人材が活躍する活気のある街「クリエイティブ･エンターテインメント都市･ふくおか」の実現に

向け，国内外に向けたブランド化を図るとともに，クリエイティブ関連産業の集積を目指す。 

   さらに，民間のクリエイティブ関連団体との連携を強化し，ビジネスマッチングを促進する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  〇産学官で構成する「クリエイティブ福岡推進協議会」において，セミナー・交流会などのイベント

を通じた交流の場を創出。 

・セミナー・交流会の開催：6 回 

・参加人数：12,155 人 

〇アジアとクリエイティブをテーマとした各種事業を「アジアンパーティ」として開催。 

・18 事業約 44 万人参加 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  ・引き続き，セミナー・交流会を開催するとともに，民間のクリエイティブ団体との連携を強化し，

ビジネス拡大等を支援。 

・福岡市の各事業や民間企業・団体と連携し，引き続きアジアンパーティを開催。 

 

132 アジアフォーカス・福岡国際映画祭  

       （経済観光文化局 コンテンツ振興課） 

 〈取組みの概要〉 
   アジアの優れた映画の紹介を通して，アジアに対する理解と文化交流を促進するとともに，福岡から

優れたアジア映画を世界に発信し，新しい才能を発見，育成する。また，ビジネスマッチング，人材育

成など新しい機能を組み込み，映像分野を中心とした，クリエイティブ関連産業の振興を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

 「アジアフォーカス・福岡国際映画祭」を開催し，アジアの映画の上映等を実施。 

・23 か国・地域 56 作品を上映。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，アジアとの文化・国際交流の観点に加え，映像分野をはじめとしたクリエイティブ関連産

業の振興に資する事業を実施。 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 82,066 千円 

平成 30 年度決算額 41,150 千円 
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133 フィルムコミッション事業  

       （経済観光文化局 コンテンツ振興課） 

 〈取組みの概要〉 
   国内外の映画，テレビドラマ，ＣＭ等の撮影を支援することにより，映像を通じて「福岡」を発信し，

知名度向上，観光資源の開拓，人材育成，映像関連産業の振興などに繋げる。 

〈平成 30 年度の実績〉 

 映画やドラマのロケ誘致・支援を通じて，地元映像関連産業の振興を図るとともに，福岡を国内外に

発信する事業を実施。 

・撮影支援件数 112 件 

・ロケ支援事業者登録数 243 社 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，映画やドラマなどのロケ誘致・支援を通じて，地元映像関連産業の振興を図るとともに，

福岡を国内外に発信する事業を実施。 

 

134 ロボット・システム産業振興事業 

         （経済観光文化局 新産業振興課） 

 〈取組みの概要〉 
   地域の企業や大学等に蓄積されてきたロボットや半導体に関連する技術を総合的に活用できる体制を

整備し，地域ポテンシャルを活用した出口戦略を加速する。 

   医療福祉機器やロボットなど，今後の成長が期待されている市場のニーズにマッチした製品開発がで

きる企業を育成し，本市を新しい製品や部品を創出する産業の集積地へ発展させる。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ・普及・啓発セミナー：１件 

・製品開発及び可能性調査・試験：１３件採択 

・展示会への出展：７件 

・人材育成のための講座：1,516 名 

・インキュベーション等の提供 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，半導体やロボットに関連する技術について，①普及・啓発，②新製品・サービスの創出支

援，③販路開拓支援，④人材育成，⑤インキュベーション支援を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 7,444 千円 

平成 30 年度決算額 34,729 千円 
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 ⑤観光・MICEの振興  

 

135 ★市街化調整区域におけるグリーンツーリズムの 

    推進 （経済観光文化局 地域観光推進課） 

 〈取組みの概要〉 
   早良区南部の農山地域における自然等を活用した観光ＰＲと観光商品の造成により，域内の集客促進

を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ・英語版観光マップの配布 

・店舗の商品メニューの多言語化 

・外国人対象モニターツアー実施 

・外国人歓迎のぼりの作成 

・観光誘導板の設置 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  早良区南部の農山地域における自然等を活用した観光ＰＲと受入環境の整備により，域内の集客促進・

回遊性の向上を図る。 

 

136 市街化調整区域における観光ビジネス活性化事業         

（経済観光文化局 地域観光推進課） 

 〈取組みの概要〉 
   志賀島周辺エリアについて，地域事業者と連携し，サイクルツーリズムの PR や促進を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

   ・サイクリストの安全走行のため，道切部の砂清掃を実施 

・渡船利用の外国人観光客に英語版観光マップと島内で使える割引クーポンを配布 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  志賀島周辺エリアについて，地域事業者と連携し，サイクルツーリズムの PR や促進を図る。 

 

137 おもてなし力向上支援事業 

         （経済観光文化局 地域観光推進課） 

 〈取組みの概要〉 
   民間事業者等が連携して実施する「おもてなし力向上に資すると見込まれる観光客向けの取組み」に

対し，費用の一部を助成 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ・助成の実績なし 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，民間事業者等が連携して実施する「おもてなし力向上に資すると見込まれる観光客向けの

取組み」に対し，費用の一部を助成する。 

 

平成 30 年度決算額 2,000 千円 

平成 30 年度決算額 2,179 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 
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138 歴史文化を活かした観光振興事業 

     （経済観光文化局 地域観光推進課） 

 〈取組みの概要〉 
   寺社・仏閣や市の文化施設等の周辺エリアにおいて，歴史文化資源を活用した観光プログラムの造成

支援やプロモーションなど，観光客受入環境の整備を推進する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  博多旧市街インバウンド調査 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  寺社・仏閣や市の文化施設等の周辺エリアにおいて，歴史文化資源を活用した観光プログラムの造成

支援やプロモーションなど，観光客受入環境の整備を推進する。 

 

139 日本で唯一の歴史資源活性化事業 

            （経済観光文化局 地域観光推進課） 

 〈取組みの概要〉 
   「日本に一つしかない」重要な歴史・文化資源（鴻臚館・福岡城，元寇防塁，志賀島など）を観光資源

として更に磨き上げ，魅力向上に取り組む。 

〈平成 30 年度の実績〉 

・福岡城むかし探訪館の管理運営委託 来館者数： 28,398 人 

・三の丸スクエアの管理運営委託   来館者数：119,165 人 

・バーチャル時空散歩の管理運営委託 

・ストリートミュージアムへのコンテンツ掲載 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  「日本に一つしかない」重要な歴史・文化資源（鴻臚館・福岡城，元寇防塁，志賀島など）を観光資

源として更に磨き上げ，魅力向上に取り組む。 

 

140 博多旧市街プロジェクト 

     （経済観光文化局 地域観光推進課） 

 〈取組みの概要〉 
   博多部のストーリー性のある情報発信やロゴを活用した博多旧市街のＰＲ，エリア全体の観光振興の

検討，観光案内板の改修等を実施。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ・博多旧市街ロゴのＰＲ，観光案内板等の改修，インバウンド向け体験プログラムの造成等を行った 

・多言語ガイドツアー事業を行う事業者を募集し，事業者１社を採択 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

・ラグビーワールドカップ開催時のおもてなしイベントとしてライトアップウォークやその他民間イ

ベント等と連携して実施。 

・インバウンドガイド養成講座の実施 

・PR ツール作成，観光案内板の作成 

平成 30 年度決算額 2,447 千円 

平成 30 年度決算額 28,086 千円 

平成 30 年度決算額 10,821 千円 
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141 戦略的情報発信事業 

      （経済観光文化局 観光ブランド・クルーズ課） 

 〈取組みの概要〉 
   観光情報サイトの管理運営・情報発信，着地型観光プログラムの商品化支援・ＰＲ実施などによ

り，観光推進を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  観光情報サイト掲載情報の追加・更新，着地型観光パンフレット等の発行によって，着地型観光プロ

グラムをＰＲした。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，観光情報サイトの管理運営・情報発信，着地型観光プログラムのＰＲ実施などにより，観

光推進を図る。 

 

142 観光バスの受入環境の改善 

（経済観光文化局 観光ブランド・クルーズ課）  

 〈取組みの概要〉 
   クルーズ船の寄港数急増を背景とした観光バスによる交通課題の解消を図るため，公有地を活用した

乗降場・駐車場の確保に取り組む。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  百道浜地区における交通混雑対策 

近隣の観光バス待機場を活用し，福岡タワーを訪問する観光バスのオペレーションを実施 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  クルーズ船の寄港数急増を背景とした観光バスによる交通課題の解消を図るため，公有地を活用した

乗降場・駐車場の確保に引き続き取り組む。 

 

143 国家戦略道路占用事業 

（総務企画局 企画調整部） 

 〈取組みの概要〉 

   国家戦略特区の道路法の特例を活用し，各地域団体等が，それぞれの公道を活用したにぎわい創出の

ためのイベント等を実施し，ＭＩＣＥの魅力向上及び更なる誘致促進を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  国家戦略道路占用事業実施団体として認定された 9 の地域団体等と連携して，道路空間を活用した

MICE 懇親会などのイベントを 14 回実施。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き MICE の魅力向上及び更なる誘致促進を図るため，公道を活用したにぎわい創出のためのイ

ベント等を実施する。 

 

 

平成 30 年度決算額 27,609 千円 

平成 30 年度決算額 42,407 千円 

平成 30 年度決算額 428 千円 
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144 ☆屋台の魅力向上事業 

（経済観光文化局 まつり振興課） 

 〈取組みの概要〉 

   屋台の観光資源としての効用等を積極的に活用するため，屋台営業候補者の公募や「利用しやすく，

安心できる屋台づくり」に取り組む。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ・屋台営業候補者の公募を実施（14 区画） 

・屋台キャッシュレス化の支援 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

引き続き，屋台の観光資源としての効用等を積極的に活用するため，必要に応じて屋台営業候補者の

公募を実施するとともに，屋台イベント開催に取り組む。 

 

145 ★屋台の魅力発信事業 

（経済観光文化局 まつり振興課） 

 〈取組みの概要〉 

   大規模集客イベントの際に屋台イベントを併催することで相乗効果を狙うとともに，イベント開催後

の屋台利用に繋げ，にぎわいの創出を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

   大規模集客イベントでの屋台イベント併催（２回） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

事業の見直しにより，屋台の魅力向上事業と統合 

 

146 ★スポーツＭＩＣＥの振興 

（経済観光文化局 ＭＩＣＥ推進課） 

 〈取組みの概要〉 

   2019 年ラグビーワールドカップの開催に向けて，地元中小企業等での集客促進や，地域の経済効果を

高めるために，九州で試合が行われる国の旅行ニーズ等を分析するとともに，事業者や商店街等に対し，

セミナーや勉強会を開催する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

   おもてなし向上セミナーの開催（全４回：参加者合計 160 人） 

    ①10/25：参加者 44 人，②11/26：参加者 42 人，③11/27：参加者 32 人，④1/21：参加者 42 人 

 〈平成 31 年度以降の対応〉 

   2019 年ラグビーワールドカップ，2020 年東京オリンピック・パラリンピック，2021 年世界水泳選手

権と大規模な国際スポーツ MICE の開催を控え，地元中小企業等が期待される高い経済効果をしっかり

と享受できるよう，平成 31 年度も引き続き，事業者向けインバウンド対策セミナー等を実施していく。 
 

平成 30 年度決算額 2,002 千円 

平成 30 年度決算額 1,378 千円 

平成 30 年度決算額 1,500 千円 
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147【再掲 57】商店街インバウンド対策支援事業 

（経済観光文化局 地域産業支援課） 

 
 
 
 ⑥企業立地及び産業集積の促進  

 

148 福岡流通センターの振興（経済観光文化局 経営支援課） 

 〈取組みの概要〉 
   福岡流通センターの振興を推進する諸事業に対して助成を行い，福岡流通センターの機能強化を支援

する。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  1 団体に補助金を交付（福岡流通センター連合会） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，助成を行い，福岡流通センターの機能強化を支援する。 

 

149 企業立地促進制度の実施 

（経済観光文化局 企業誘致課） 

 〈取組みの概要〉 
   本市経済の活性化や雇用創出を図るため，企業立地促進制度を実施。「立地交付金」の活用により，国

内外企業の立地促進，市内既存事業所の転出防止を図る。 

 〈取組みの目標〉 

   立地企業数：50 社 

   雇用者数：3,000 人 

〈平成 30 年度の実績〉 

  立地企業数：57 社 

雇用者数：1,334 人 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

平成 30 年度と同様に継続実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 540 千円 

平成 30 年度決算額 1,778,238 千円 
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「（３）多様で活力ある成長発展の促進」の目標達成状況一覧 

 
  

○・・・達成　　

△・・・一部達成

番号 取組みの名称 目標 担当課
掲載

ページ

100 ☆スタートアップ支援施設運営事業 H29～H30総投資額：40億円 ○ H29～H30総投資額：82億円
経済観光文化局
　創業支援課

42

101 スタートアップカフェの運営 相談対応件数：1,700件 ○ 相談対応件数：2,026件
経済観光文化局
　創業支援課

42

102
福岡スタートアップ・サポーターズ協議会事
業

マッチングに参加するスタートアップ数：10社以
上

○ マッチングに参加するスタートアップ数：15社
経済観光文化局
　創業支援課

43

107 外国人創業活動促進事業 申請人数：20名 申請人数：18名
経済観光文化局
　創業支援課

44

117 IoT新サービス創出支援事業 通信ネットワークを活用した企業数：10件 ○ 通信ネットワークを活用した企業数：49件
経済観光文化局
　新産業振興課

49

122 アジアビジネス促進・支援事業 商談件数：780件 ○ 商談件数：816件
経済観光文化局
　国際経済課

51

125 アジア経済交流センター等事業 グローバル人材育成事業受講者：3,250人 ○ グローバル人材育成事業受講者：3,721人
経済観光文化局
　国際経済課

52

126 フードエキスポ九州 商談件数：880件(平成29年実績)以上 ○ 商談件数：887件
経済観光文化局
　国際経済課

53

149 企業立地促進制度の実施
・立地企業数：50社
・雇用者数：3,000人

△
・立地企業数：57社
・雇用者数：1,334人

経済観光文化局
　企業誘致課

61

目標の達成状況
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（４）公共事業などの受注機会の確保 

 ①公共事業の予算確保や計画的な発注  
 

150 スピーディかつ計画的な発注（財政局 技術企画課） 

 〈取組みの概要〉 

  【平成 30 年度の発注目標】 

   第 1 四半期：工事 53％を目指す  第 2 四半期：工事 80％を超える 

〈平成 30 年度の実績〉 

 【平成 30 年度の発注実績】 

第 1 四半期：工事 65％      第 2 四半期：工事 93％ 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，スピーディかつ計画的な発注に取り組む。 

 

151 適正な予定価格等の設定（財政局 技術監理課） 

 〈取組みの概要〉 
   地場中小企業の採算性を確保しつつ，公共事業の円滑な施工を確保するため，最新単価の適用に取り

組む。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  ○資材単価の改定 

・土木工事の資材価格（主要資材）   ：年 4 回（4 月，7 月，10 月，1 月） 

・建築・設備工事の資材価格（主要資材）：毎月 

・公共工事設計労務単価・設計業務委託等技術者単価の改定：平成 31 年 3 月 1 日 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

   引き続き，最新単価の適用に取り組む。 
 
 
 
 ②地場企業の育成・振興及び受注機会の確保  

 

152 指定管理者の選定等に係る地場企業優遇の評価 

項目の設定 （総務企画局，関係局・区） 

 〈取組みの概要〉 

   指定管理者の選定等に係る地場企業優遇の評価項目を設定し，選定機会の増大を図る。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  選定にあたり，地場企業優遇の評価項目を設定した施設数：157 施設（77.7％） 

(平成 30 年 4 月 1 日現在 公募 202 施設） 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  平成 30 年度と同様に継続実施。 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 35,452 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 
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153 地場企業への優先発注（財政局 技術企画課） 

 〈取組みの概要〉 
   分離・分割発注等の推進により，受注機会の増大を図る。 

 〈平成 30 年度の実績〉 

   引き続き，地場企業への優先発注に取り組んでいる。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，地場企業への優先発注に取り組む。 
 

154 総合評価方式の運用等による地場企業の育成 

                （財政局 技術企画課） 

 〈取組みの概要〉 
   総合評価方式の運用により，品質の更なる向上を図るとともに，専門的かつ高度な技術力を持った地

場企業の育成を行う。 

〈平成 30 年度の実績〉 

  引き続き，総合評価方式の運用等による地場企業の育成に取り組んでいる。 

〈平成 31 年度以降の対応〉 

  引き続き，総合評価方式の運用等による地場企業の育成に取り組む。 

 
 
 
 ③公共調達における参入機会の拡大  

 

 155【再掲 9】福岡市トライアル優良商品認定事業 

             （経済観光文化局 経営支援課） 

 
 
 
 
「（４）公共事業などの受注機会の確保」の目標達成状況一覧 

 
 

○・・・達成　　

△・・・一部達成

番号 取組みの名称 目標 担当課
掲載

ページ

150 スピーディかつ計画的な発注
・第１四半期：工事５３％を目指す
・第２四半期：工事８０％を超える

○
・第１四半期：工事６５％を目指す
・第２四半期：工事９３％を超える

財政局
　技術企画課

63

目標の達成状況

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 ― 千円 

平成 30 年度決算額 806 千円 
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<参考>事業名一覧
★…H30年度新規事業
☆…H30年度拡充事業

（１）経営基盤の強化
　①経営に関する相談・助言
番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

1 ☆経営相談・診断助言事業 経済観光文化局 経営支援課 1

2 経営支援施策普及事業 経済観光文化局 経営支援課 1

3 小規模事業対策 経済観光文化局 経営支援課 2

4 相談しやすい窓口の整備 経済観光文化局 経営支援課 2

5 図書館における起業・経営相談会 教育委員会 総合図書館 図書サービス課 2

　②資金の供給の円滑化
番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

6 ☆商工金融資金・金融対策 経済観光文化局 経営支援課 3

　③販路開拓の促進
番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

7 マッチング商談事業 経済観光文化局 経営支援課 3

8 販路開拓事業 経済観光文化局 経営支援課 4

9 福岡市トライアル優良商品認定事業 経済観光文化局 経営支援課 4

10 中小企業・スタートアップ企業マッチング事業 経済観光文化局 創業支援課 5

11 ★中小企業元気都市推進事業 経済観光文化局 経営支援課 5

12 ★暮らし安心・適応リノベーション促進事業 環境局 環境・エネルギー対策課 6

　④経営の承継の円滑化

番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

13 事業承継支援事業 経済観光文化局 経営支援課 6

　⑤人材確保・育成

　 　a. 人材確保
番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

14 就労相談窓口事業 経済観光文化局 経営支援課 7

15 ハローワークとの連携 経済観光文化局 経営支援課 7

16 ★ふくおかのしごと見える化事業 経済観光文化局 経営支援課 8

17 ★ふくおか地元就職・人材確保支援事業 経済観光文化局 経営支援課 8

18 ★人材確保相談事業 経済観光文化局 経営支援課 8

19 はたらくふくおか 経済観光文化局 産学連携課 9

20 Ｕ／Ｉターン促進事業 経済観光文化局 企業誘致課 9

21 介護人材就労支援事業 保健福祉局 高齢社会政策課 9

22 介護人材定着支援事業 保健福祉局 高齢社会政策課 10
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　 　b. 人材育成
番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

23 人材育成の支援 経済観光文化局 経営支援課 10

24 生活支援型訪問サービス従事者研修 保健福祉局 介護保険課 11

25 ミニふくおか こども未来局 放課後こども育成課 11

26 アントレプレナーシップ教育～ふくおか立志応援プロジェクト～ 教育委員会 学校指導課 12

27 中学生のためのキャリアデザイン啓発事業 市民局 男女共同参画課 12

28 夢ふくおかネットワーク 教育委員会 発達教育センター 13

29 職場体験 教育委員会 研修・研究課 13

30 【再掲68】博多織技能開発養成学校支援事業 経済観光文化局 地域産業支援課 13

31 【再掲69】博多人形の振興 経済観光文化局 地域産業支援課 13

32 【再掲73】小学生からのキャリア教育事業 経済観光文化局 地域産業支援課 13

　 　c. 労働環境の整備
番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

33 労働施策の推進 経済観光文化局 政策調整課 14

34 ☆働き方改革の推進 経済観光文化局 経営支援課 14

35 働く人の介護サポートセンター事業 保健福祉局 地域包括ケア推進課 15

　 　d. 多様な人材の活用
番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

36 スタートアップ人材マッチングセンターの運営 経済観光文化局 創業支援課 15

37 留学生と企業との交流サロン 総務企画局 国際政策課 15

38 よかトピア留学生奨学金（就業体験付き奨学金） 総務企画局 国際政策課 16

39 既卒留学生を対象とした有償の長期就業体験事業 総務企画局 国際政策課 16

40 ★福岡市国際財団奨学金 総務企画局 国際政策課 17

41 女性活躍推進事業 市民局 女性活躍推進課，事業推進課 18

　⑥その他の経営支援

番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

42 高度化の推進 経済観光文化局 経営支援課 19

43 中小企業関係団体支援事業 経済観光文化局 政策調整課 19

44 中小企業サポートセンター管理運営 経済観光文化局 経営支援課 19

45 ★中小企業実態把握調査 経済観光文化局 政策調整課 20

46 ★生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定 経済観光文化局 政策調整課 20

47 （公財）福岡市中小企業従業員福祉協会による福利厚生事業 経済観光文化局 政策調整課 20

48 事業系一般廃棄物資源化施設の整備支援 環境局 事業系ごみ減量推進課 21

49 ☆事業所省エネ計画書制度 環境局 環境・エネルギー対策課 21
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（２）持続的発展の促進

　①商店街の振興

番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

50 商店街活力アップ事業 経済観光文化局 地域産業支援課 23

51 商店街空き店舗情報提供事業の実施 経済観光文化局 地域産業支援課 23

52 商店街空き店舗における創業応援事業 経済観光文化局 地域産業支援課 23

53 商店街活性化パートナー発掘事業 経済観光文化局 地域産業支援課 24

54 地域との共生を目指す元気商店街応援事業 経済観光文化局 地域産業支援課 24

55 商店街と地域との連携による魅力向上事業 経済観光文化局 地域産業支援課 24

56 商店街高度化支援事業 経済観光文化局 地域産業支援課 25

57 商店街インバウンド対策支援事業 経済観光文化局 地域産業支援課 25

58 ★商店街チャレンジ応援プロジェクト 経済観光文化局 地域産業支援課 25

59 商店街施策事業評価・研究事業 経済観光文化局 地域産業支援課 26

60 「福岡市商店街活性化支援部会」の運営 経済観光文化局 地域産業支援課 26

61 福岡商工会議所との連携支援 経済観光文化局 地域産業支援課 26

62 「商店街支援施策等に伴う関係機関連絡調整会議」の開催 経済観光文化局 地域産業支援課 27

63 香椎地区まちづくり賑わい支援事業 住宅都市局 商業対策課 27

64 地下鉄沿線商店街の表示 交通局 乗客サービス課 27

65 ★道路管理の充実と道路空間の有効活用に関する実証事業 道路下水道局 路政課 28

　②伝統産業・技能の振興

番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

66 インバウンド向け伝統工芸品開発事業 経済観光文化局 地域産業支援課 28

67 はかた伝統工芸館管理運営 経済観光文化局 地域産業支援課 29

68 博多織技能開発養成学校支援事業 経済観光文化局 地域産業支援課 29

69 博多人形の振興 経済観光文化局 地域産業支援課 29

70 ★博多人形・観光大使プロジェクト 経済観光文化局 地域産業支援課 30

71 その他の伝統産業の振興 経済観光文化局 地域産業支援課 30

72 ★伝統的工芸品活性化事業 経済観光文化局 地域産業支援課 30

73 小学生からのキャリア教育事業 経済観光文化局 地域産業支援課 31

74 博多マイスター事業 経済観光文化局 地域産業支援課 31

75 技能功労者表彰式 経済観光文化局 地域産業支援課 32

76 技能振興事業補助金 経済観光文化局 地域産業支援課 32

77 福岡マラソンの表彰メダルに博多織のメダルリボンを使用 市民局 スポーツ事業課 32
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　③農林水産品などの地域資源や特産品に係る地場産業の振興

番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

78 「ふくおかさん家のうまかもん」事業者認定事業 農林水産局 農業振興課 33

79 市内産農畜産物６次産業化推進事業 農林水産局 農業振興課 33

80 女性農業者ステップアップ事業 農林水産局 政策企画課 33

81 農の応援事業 農林水産局 政策企画課 34

82 小学校給食物資の地場調達 教育委員会 給食運営課 34

83 ふくおか応援寄付 記念品 財政局 財産活用課 34

84 青果市場ブランド化推進事業 農林水産局 青果市場 35

85 志賀島ミニ産直市 東区 企画振興課 35

86 【再掲90】志賀島金印まつり 東区 企画振興課 35

　④地域と中小企業との連携

番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

87 “ふくおか”地域の絆応援団事業 市民局 コミュニティ推進課 36

88 ☆市街化調整区域の土地利用規制の緩和 総務企画局 企画調整部 36

89 香椎賑わいづくりの会 東区 企画振興課 37

90 志賀島金印まつり 東区 企画振興課 37

91 スマートフォンを活用したまちの魅力発見事業 中央区 企画振興課 37

92
☆中央区まちづくり推進事業
（地域の魅力を活かしたまちづくりへの支援）

中央区 企画振興課 38

93 飲酒運転撲滅・自転車マナーアップキャンペーンへの支援 中央区 地域支援課 38

94 大橋駅周辺活性化事業”楽しかおおはし” 南区 企画振興課 39

95 地域と企業等の縁むすび事業 南区 企画振興課 39

96
さわら魅力アップづくり事業
（サザエさん通りを生かしたまちづくり事業）

早良区 企画課 40

97 【再掲55】商店街と地域との連携による魅力向上事業 経済観光文化局 地域産業支援課 40

98 【再掲136】市街化調整区域における観光ビジネス活性化事業 経済観光文化局 地域観光推進課 40

99 【再掲85】志賀島ミニ産直市 東区 企画振興課 40
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（３）多様で活力ある成長発展の促進

　①創業，第二創業，経営の革新

番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

100 ☆スタートアップ支援施設運営事業 経済観光文化局 創業支援課 42

101 スタートアップカフェの運営 経済観光文化局 創業支援課 42

102 福岡スタートアップ・サポーターズ協議会事業 経済観光文化局 創業支援課 43

103 スタートアップ都市推進協議会関連事業 経済観光文化局 創業支援課 43

104 スタートアップ資金，ステップアップ資金の充実 経済観光文化局 経営支援課 43

105 創業者応援団事業 経済観光文化局 創業支援課 44

106 産業競争力強化法に基づく創業支援事業 経済観光文化局 創業支援課 44

107 外国人創業活動促進事業 経済観光文化局 創業支援課 44

108 外国人創業環境形成事業 経済観光文化局 創業支援課 45

109 ☆グローバルスタートアップ推進事業 総務企画局 企画調整部 45

110 スタートアップ法人減税 総務企画局 企画調整部 46

111 スタートアップ奨学金 総務企画局 国際政策課 46

112 女性の創業チャレンジ支援事業 市民局 事業推進課 47

113 ☆アクティブシニアの創業・就業支援 保健福祉局 高齢福祉課 47

114 ★ケア・テック・ベンチャーの支援 保健福祉局 健康先進都市推進担当 48

115 【再掲52】商店街空き店舗における創業応援事業 経済観光文化局 地域産業支援課 48

　②新商品・新サービスの開発，技術革新，事業化の促進

番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

116 地方発イノベーション創出環境の構築事業 経済観光文化局 産学連携課 48

117 IoT新サービス創出支援事業 経済観光文化局 新産業振興課 49

118 九州先端科学技術研究所による新産業・新事業の創出支援等 経済観光文化局 新産業振興課 49

119 産学連携交流センター運営 経済観光文化局 産学連携課 49

120 ★Society5.0（超スマート社会）へのチャレンジ 総務企画局 企画調整部 50

121 福岡ヘルス・ラボ 保健福祉局 健康先進都市推進担当 50
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　③海外市場への事業展開，海外需要の取り込み

番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

122 アジアビジネス促進・支援事業 経済観光文化局 国際経済課 51

123 福岡市貿易振興審議会 経済観光文化局 国際経済課 52

124 国際展示会等支援事業 経済観光文化局 国際経済課 52

125 アジア経済交流センター等事業 経済観光文化局 国際経済課 52

126 フードエキスポ九州 経済観光文化局 国際経済課 53

127 「福岡市国際ビジネス展開プラットフォーム」の運営 総務企画局 国際協力課 53

128 ★「姉妹都市ビジネスコミュニティ」の運営 総務企画局 国際交流課 54

129 【再掲66】インバウンド向け伝統工芸品開発事業 経済観光文化局 地域産業支援課 54

　④知識創造型産業などの次世代を担う産業の振興

番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

130 クリエイティブ関連産業の振興 経済観光文化局 コンテンツ振興課 54

131 クリエイティブ・エンターテインメント都市づくり推進事業 経済観光文化局 コンテンツ振興課 55

132 アジアフォーカス・福岡国際映画祭 経済観光文化局 コンテンツ振興課 55

133 フィルムコミッション事業 経済観光文化局 コンテンツ振興課 56

134 ロボット・システム産業振興事業 経済観光文化局 新産業振興課 56

　⑤観光・MICEの振興

番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

135 ★市街化調整区域におけるグリーンツーリズムの推進 経済観光文化局 地域観光推進課 57

136 市街化調整区域における観光ビジネス活性化事業 経済観光文化局 地域観光推進課 57

137 おもてなし力向上支援事業 経済観光文化局 地域観光推進課 57

138 歴史文化を活かした観光振興事業 経済観光文化局 地域観光推進課 58

139 日本で唯一の歴史資源活性化事業 経済観光文化局 地域観光推進課 58

140 博多旧市街プロジェクト 経済観光文化局 地域観光推進課 58

141 戦略的情報発信事業
経済観光文化局
　観光ブランド・クルーズ課

59

142 観光バスの受入環境の改善
経済観光文化局
　観光ブランド・クルーズ課

59

143 国家戦略道路占用事業 総務企画局 企画調整部 59

144 ☆屋台の魅力向上事業 経済観光文化局 まつり振興課 60

145 ★屋台の魅力発信事業 経済観光文化局 まつり振興課 60

146 ★スポーツＭＩＣＥの振興 経済観光文化局 ＭＩＣＥ推進課 60

147 【再掲57】商店街インバウンド対策支援事業 経済観光文化局 地域産業支援課 61
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　⑥企業立地及び産業集積の促進

番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

148 福岡流通センターの振興 経済観光文化局 経営支援課 61

149 企業立地促進制度の実施 経済観光文化局 企業誘致課 61

（４）公共事業などの受注機会の確保

　①公共事業の予算確保や計画的な発注

番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

150 スピーディかつ計画的な発注 財政局 技術企画課 63

151 適正な予定価格等の設定 財政局 技術監理課 63

　②地場企業の育成・振興及び受注機会の確保

番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

152 指定管理者の選定等に係る地場企業優遇の評価項目の設定 総務企画局，関係局・区 63

153 地場企業への優先発注 財政局 技術企画課 64

154 総合評価方式の運用等による地場企業の育成 財政局 技術企画課 64

　③公共調達における参入機会の拡大

番号 取組みの名称 担当課 掲載ページ

155 【再掲9】福岡市トライアル優良商品認定事業 経済観光文化局 経営支援課 64


