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1.2014年に策定した現在の戦略は着実な成果をあげつつある。
2.その一方で、2014年の戦略策定以降、国連で採択(2015年)されたSDGsをはじめ、AIやIoTなどの先端
技術の台頭、人口減少下での働き方改革の推進など新たな動きが出てきている。

3.こうした新たな動きを踏まえ、2021年度以降のEarth戦略については、現行戦略の取組を継続しつつ以下
の観点で見直しを行った。
①KPIの見直し含めた２１のプロジェクトの再設定
②４つ（SDGs、先端技術、働き方改革、アフターコロナ）の視点の付加

「九州・沖縄地方成長産業戦略（Earth戦略）」 ~Stage２の方向性~

Earth

医療・ヘルスケア・コスメ／Health

観光／Tourism農林水産業・食品／Agriculture

クリーン／Energy & Environment

ダイバーシティ

外国人材活用先端技術活用

創業・ベンチャー

●戦略４分野の更なる推進（１５の個別プロジェクト）

●横断的取組（６の横断的プロジェクト）

SDGsの普及・実装

ドローン

ＳＤＧｓ
（持続可能な成長を意識）

先端技術
（地域課題の解決を意識）

働き方改革
（人材確保や生産性向上を意識）

アフターコロナ
②アフターコロナも含めた４つの視点を個々のプロジェクトに付加

①KPIの見直し含めた２１のプロジェクトの再設定

１



分野 NO プロジェクト名

クリーン
（エネルギー
・次世代自動車
・環境）

1 再生可能エネルギー等の産業拠点化推進ＰJ

1-1 九州水素エネルギー社会実現PJ

1-2 地熱・温泉熱エネルギー産業拠点化推進ＰJ

1-3 海洋再生可能エネルギー産業の拠点形成ＰJ

2 北部九州自動車産業アジア先進拠点推進ＰJ

3 九州スマートコミュニティ産業化ＰJ

4 有機光エレクトロニクス産業拠点化PJ

5 アジア・クリーンクラスター戦略分野展開PJ

医療・ヘルスケア
・コスメティック

6 ヘルスケア産業振興PJ

7 九州次世代創薬拠点化PJ

8 バイオ産業振興PJ

9 唐津コスメティック構想推進PJ

農林水産業
・食品

10 『九州』ブランド確立PJ

11 九州木材活用促進PJ

12 九州水産業活性化PJ

13 大規模施設園芸生産性向上PJ

14 九州農業成長産業化PJ

観光 15 九州観光戦略PJ

横
断
的

国際化 16 グローバル人材の育成・活用促進PJ

ものづくり基盤
技術 17 ものづくりにおける組込みソフトウェアへの軽量

Ruby活用促進PJ

第４次産業革
命 18 九州ＩoT推進PJ

(ＩＣＴ／
ＩｏＴ等) 19 ドローン産業振興PJ

創業・ベン
チャー 20 創業・ベンチャー企業創出PJ

九州～沖縄連携
事業

21 九州－沖縄連携推進プロジェクト

①KPIの見直し含めた２１のプロジェクトの再設定 ー１／３ー

○ 完了
・ＫＰＩ達成済かつ自走
可能なもの

【 現 行 】

※既存の４分野（Earth）の
枠組みについては継続

【 次期戦略 】

1 継続
・ＫＰＩの見直し
・取組内容の見直し

2 統合
・ＫＰＩの見直し
・取組内容の見直し

※4つの視点(先端技術、
働き方改革、ＳＤＧｓ、
アフターコロナ)を踏まえ
た見直し

3 新規
・ＫＰＩの設定
・取組内容の設定

分野 NO プロジェクト名

クリーン （エネルギー・
次世代自動車・環境）

1 九州水素エネルギー社会実
現PJ

2 地熱・温泉熱エネルギー産
業拠点化推進ＰJ

3 海洋再生可能エネルギー産
業の拠点形成ＰJ

4 北部九州自動車産業アジ
ア先進拠点推進ＰJ

5 有機光エレクトロニクス産
業拠点化PJ

6 九州・アジア環境エネルギー
産業推進PJ

医療・ヘルスケア
・コスメティック

7 ヘルスケア産業振興PJ

8 革新的医薬品等創出拠点
PJ

9 バイオ産業振興PJ

10 唐津コスメティック構想推進
PJ

農林水産業・食品

11 九州の食の輸出推進PJ

12 スマート農業推進PJ

13 スマート水産業推進PJ

14 農山漁村発イノベーション
等の推進PJ

観 光 15 九州観光戦略PJ

横断的取組

16 SDGs経営推進PJ

17 創業・ベンチャー企業創出
PJ

18 先端技術活用推進PJ

19 ドローン産業振興PJ

20
ものづくりにおける組込みソ
フトウェアへの軽量Ruby活
用促進PJ

21 グローバル人材の育成・活
用促進PJ

～2021.3 2021.4～

完
了
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了
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了
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了
完
了

完
了
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規

新
規

新
規

新
規

完
了

新
規

完
了

新
規
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第二期九州観光戦略と同様の目標を目指す
（過去の消費単価や平均日数の伸び率等を加味して設定）
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九州の農林水産物・食品輸出額

農林水産業 観 光

✓日本の食料供給基地「九州」

農林水産業の産出額は全国の２割超

✓温泉、自然、食、文化など
観光資源の魅力満載
統合型リゾート（IR）の誘致も推進

※コロナ後のインバウンド回復状況を注視
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九州の観光消費額と訪日外国人数

観光消費額 訪日外国人数

2.9兆円

1.1兆円

2.2兆円

4.0兆円

168万人

422万人

512万人

786万人

九経連、各県等の取組により、伸び率2.2倍を目指す
（現状約1,000億円×2.2＝2,200億円）

３

①KPIの見直し含めた２１のプロジェクトの再設定 ー２／３ー

40.5万人

※2020年は日本人のみの速報値



４

①KPIの見直し含めた２１のプロジェクトの再設定 ー３／３ー
九州・沖縄Earth戦略Ⅱ KPI一覧表

目標（2025） 現状 プロジェクト 幹事団体

水素 水素利活用ＰＪ：30件 水素利活用ＰＪ：18件（2019) 九州水素エネルギー社会実現PJ 福岡県

地熱・温泉熱 PJ組成：500件 PJ組成：134件（2019) 地熱・温泉熱エネルギー産業拠点化推進ＰJ 大分県

海洋
①実証事業数：14件（2030）
②商用フィールド：8カ所（2030）
③海エネ発電導入量：2.5GW（2030）

実証事業数：9件（2019）
（内訳）潮流3/8、浮体式洋上風力4/4、海流2/2 海洋再生可能エネルギー産業の拠点形成ＰJ 長崎県

次世代自動車 ①地元調達率：70％（2023）
②生産台数：180万台 国内シェア：20％（2023）

①地元調達率：65％（2019）
②生産台数：141万台 国内シェア：17.3％（2019） 北部九州自動車産業アジア先進拠点推進ＰJ 福岡県

省エネ向け
次世代部素材 有機EL分野における支援企業数：130件 － 有機光エレクトロニクス産業拠点化PJ 福岡県

環境・エネルギー ①新規事業：240件
②売上増加額：40億円

①新規事業件数：178件（2019）
②売上増加額：24.8億円（2019） 九州・アジア環境エネルギー産業推進PJ 九経局

医療・福祉機器 許可事業者数：327者 許可事業者数：302事業所（2020） ヘルスケア産業振興PJ 大分県

革新的医薬品等の開発：10件 革新的医薬品等の開発：4件（2019） 革新的医薬品等創出拠点PJ 福岡県

機能性表示食品制度届出件数：570件 機能性表示食品制度届出件数：284件（2019） バイオ産業振興PJ 熊本県

化粧品 ①コスメ関連企業立地件数：13社（2022）
②コスメビジネス参入及び起業件数：193件（2022）

①コスメ関連企業立地件数：8社（2019）
②コスメビジネス参入及び起業件数：156社（2019） 唐津コスメティック構想推進PJ 佐賀県

食の輸出 【全体目標】九州の農林水産物・食品輸出額：2200億円(2025)
九州の食の輸出協議会による販路開拓件数：100件（2022）

【参考】九州の農林水産物・食品輸出額：975億円（2019）
九州の食の輸出協議会による販路開拓件数：10件（2020） 九州の食の輸出推進PJ 九経連

九経局

スマート農業を活用した営農体系モデル数：20件 スマート農業を活用した営農体系モデル数：2件（2019） スマート農業推進PJ 宮崎県

スマート水産業導入件数：184件 スマート水産業導入件数：100件（2020） スマート水産業推進PJ 鹿児島県

農山漁村発イノ
ベーション等推進

①都市と農山漁村の交流人口：230万人
②農福連携に取り組む主体：1,140件（2024）

①都市と農山漁村の交流人口：180万人（2018）
②農福連携に取り組む主体：690件（2019） 農山漁村発イノベーション等の推進PJ 九州農政局

①九州を訪れる外国人数：786万人（2023）
②観光消費額：4.0兆円（2023）

①九州を訪れる外国人数：40.5万人（2020）
②観光消費額：1.1兆円（2020）
※2020年は日本人のみの速報値

九州観光戦略PJ 福岡県

SDGs経営への取組企業数：250社 SDGs経営への取組企業数：26社（2020推定） 九州SDGs経営推進PJ 九経局

開業率：11％（2023年） 開業率：4.6％（2019） 創業・ベンチャー企業創出PJ 福岡県
福岡市

①先端技術を活用したPJ創出件数：757件
②交通情報のオープンデータ化取組自治体数：5割

①先端技術を活用したPJ創出件数：118件（2019）
②交通情報のオープンデータ化取組自治体数：-（2019） 先端技術活用推進PJ 大分県

①ドローンを活用した自治体の取組件数：166件
②自治体が支援し九州民間企業が参画したドローン実証実験件数：
89件

①ドローンを活用した自治体の取組件数：52件（2019）
②自治体が支援し九州民間企業が参画したドローン実証実験件
数：17件（2019）

ドローン産業振興PJ 大分県

mrubyを活用した製品開発：65件 mrubyを活用した製品開発：34件（2019） ものづくりにおける組込みソフトウェアへの軽量
Ruby活用促進PJ 福岡県

①管理的職業従事者に占める女性の割合：30％（2024）
②働き方改革実践企業数：8,000社（2024）

①管理的職業従事者に占める女性の割合：16.3％（2017）
②働き方改革実践企業数：1,623社（2019）

（第２期九州創生アクションプラン“JEWELS+”
KPIより） （九州地域戦略会議）

九州内企業への留学生就職人数：2,000人 九州内企業への留学生就職人数：1,370人（2019） グローバル人材の育成・活用促進PJ 九州グローバル人材
活用促進協議会

宇宙関連セミナー等開催数：5件（2023） － －
（九州宇宙戦略推進会議）
（宇宙ビジネス創出推進自治
体：山口、福岡、大分）

分野

ダイバーシティ経営

グローバル人材

宇宙ビジネス

戦略分野
バイオ

スマート
農林水産業

観光

SDGs

創業・ベンチャー

先端技術
横断的
取組

医療・ヘルスケア
・コスメティック

クリーン

農林水産業・食品



・先端技術活用、ドローン産業振興、軽量Ruby活用の各プロジェクト実施
・再エネ由来水素を低コストで利活用する技術の開発
・核酸医療の特許保有企業やゲノム編集技術を有する九大発ベンチャー
企業を中心とした革新的医薬品開発

・オンライン診療など医療ニーズの変化に対応する医療機器・サービス開発
促進
・オンラインを活用した環境エネルギー産業のアジアプロジェクト展開や食の
輸出促進
・ディスプレイ需要を追い風にした有機EL関連産業の拠点化推進
・新しい旅行ニーズに対応するワーケーションなどの推進
・テレワークや副業・兼業の普及、地方移住への関心の高まりなどの環境変
化を捉えた大都市圏の人材獲得推進

・テレワークや副業・兼業など「新しい生活様式」の定着を見据えた
働き方改革のさらなる推進
・AIやロボットを活用した医療・福祉従事者の負担軽減
・ドローンやロボット、ビッグデータによる農林水産業の省力・効率化実現

・九州SDGs経営推進プロジェクトの実施
・九州・沖縄における再エネの導入拡大やカーボンニュートラルを背景と
するESG投資の呼び込み
・健康・長寿に貢献する機能性食品の開発促進
・女性、外国人などあらゆる人材の活躍を促すダイバーシティ経営の推進

SDGs 先端技術

働き方改革 アフターコロナ

水素ステーション 洋上風力発電

自動収穫ロボット

ドローンアナライザー ボナック核酸

ワーケーション

紫外線殺菌装置
テレワーク

②アフターコロナも含めた４つの視点を個々のプロジェクトに付加

５



設定目標（２０３０年）

ＳＤＧｓ、先端技術、働き方改革、アフターコロナの観点から

（ＳＤＧｓ）
・気候変動対策として「脱炭素化」の取組が重要となる中、温室効果ガス排出量
のうち最も多くを占めるエネルギー供給部門の脱炭素化は喫緊の課題

・持続可能かつ二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギー全体の中でも
地熱・温泉熱は昼夜を問わず供給が可能な安定したエネルギーであり、豊富
な地熱資源を有する九州には特に大きな期待が寄せられている。

（アフターコロナ）
・新型コロナウイルスを契機として、欧州を中心により持続可能かつ強靭なエネ
ルギー社会へと転換する「グリーンリカバリー」の動向が活発化。再生可能エ
ネルギーの更なる導入拡大に向けた機運が高まっている。

ロードマップ

目的

地熱エネルギーの産業拠点化を図るため、豊富な地熱資源や地熱関連企業の技
術力を生かして、九州全域で温泉熱発電や農業や観光などへの地熱の有効利用
と言ったプロジェクトを加速するとともに、東南アジアなどポテンシャルが高い海外
への事業展開を目指す。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要

○地熱・温泉熱エネルギー産業化実務者会議

九州地域戦略会議内の再エネ産業化推進委員会の実務者組織として設置され、
２０１５年６月に策定した「再生可能エネルギーの産業化を目指すアクションプラ
ン」の推進に向けた取組を実施してきたほか、２０２１年から改定予定の新アクショ
ンプランの策定についても議論（事務局：大分県）

２．具体的取組（計画）

プロジェクトを推進する上での課題

１．これまでの取組実績

プロジェクト組成件数 144件（R2.6時点）
（15.6：7件⇒16.3：32件⇒17.3：68件⇒19.3：127件→20.3：134件）

２．課題

これまでの取組によりプロジェクト全体は大きく進展したが、近年は自治体に
よる温泉資源への影響を懸念した開発規制を伴う条例の制定や系統連携に
費用や期間を要する等により、新規案件が減少傾向にある。

② 地熱・温泉熱エネルギー産業拠点化推進プロジェクト【幹事：大分県】

活動内容 2021 2022 2023 2024 2025

技術向上

モデル事業

国内・海外展開

人材育成

情報発信

地熱・温泉熱・温泉廃熱の活用推進

■九州内の技術を結集し、国内･海外展開が可
能となる優位な製品の開発、技術力の向上

２ 九州の技術力を活かした地熱・
温泉熱利用技術の向上 ３ 他産業と連携したモデル事業の構築

■地熱ポテンシャルの高い域内において、温度帯や地
域特性に応じた、発電と熱利用を組み合わせたモデ
ル事業（＝「九州モデル」）を構築

４ 国内・海外展開

７ 規制緩和等

■ＪＩＣＡ事業等活用によるプロジェクトの創出

１ ネットワークの形成（産業化推進体制の形成）

５ 適切な地熱開発を担う人材育成 ６ 情報の発信

地熱を活用したスマートコミュニティの創生

コンサル技術向上のための研修会開催に向けた検討

HPによる地熱・温泉熱関連技術等の発信
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九州内における地熱・温泉熱活用
プロジェクト組成件数 ５００件（２０３０年度）

国内外関係機関との連携・海外展開案件の創生
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標
を
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※見直し後の第６次エネルギー基本計画（２０２１年予定）やエネルギー供給強靱化法
（２０２２年４月施行）を踏まえながら、地熱・温泉熱エネルギー産業化実務者会議に
おいて活動内容の見直しを検討 ６



設定目標（２０２５年）

ＳＤＧｓ、先端技術、働き方改革、アフターコロナの観点から

（ＳＤＧｓ・先端技術）

先端技術やオープンデータ・衛星データ等の活用により、県民、市民の安全、
安心を含めた生活の質の向上や、豊かな教育環境の提供、域内企業の生産性
向上や新産業の創出を図り、次世代の九州・山口域内経済の成長に貢献する。
（働き方改革）

オープンデータの利活用や新たなﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによる研究や事業化によって、交
通情報を効率的に入手することができるなど、これまで働き方よりも効率の良い
働き方が可能となる。
（アフターコロナ）

先端技術等を活用したプロジェクトなどに支援しマッチング等を図ることで、コ
ロナに対応した社会の一翼を担うプロジェクトの創出に貢献する。

ロードマップ

目的

ＩｏＴ、ＡＩ、ロボット等の先端技術やビッグデータ等の活用により、域内企業の生
産性向上や、県民、市民の安全、安心を含めた生活の質の向上、豊かな教育環
境の提供といった地域課題の解決、及び九州・山口の特色を活かした競争力の
高い産業の創出を図る。
また、九州・山口各県・政令市が保有するデータのオープンデータ化を推進し、

特に、移動・交通の面においては、九州・山口全域が一体となって交通情報を
オープンデータ化することで、九州・山口域内を網羅した交通情報アプリ等の開
発を促進し、国内外の観光客の長期滞在、周遊促進を目指す。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．先端技術やオープンデータ・衛星データを活用したプロジェクトの創出
〇先端技術を活用したプロジェクトへの支援
・先端技術を活用した研究開発・実証事業等に対する財政的支援
・県内外の企業等のマッチングイベントの開催

〇先端技術やオープンデータ・衛星データ活用の普及啓発
・普及啓発セミナー、フォーラムの開催
・支援施策や導入事例についての情報発信
・オープンデータを活用したアイデアソン、ハッカソンの開催

２．九州・山口地域における交通情報のオープンデータ化
◇市町村が運行するバスや船等の運行ダイヤ及び停留所のGPTFS-JP形式での
オープンデータ化を推進する。

〇交通情報データの活用に向けた関係者会議の開催
（各県、政令市ごとに交通事業者、システム事業者等を集めて開催）

〇九州・山口各県、政令市の交通情報データを集約したポータルサイトの開設
・各県、政令市でオープン化している交通情報データをワンストップで取得できる
ポータルサイト（各県、政令市のオープンデータサイトへのリンク集）を開設
・交通情報データを整理出来ていない県、政令市は、交通情報のオープンデータ
化を目指す

プロジェクトを推進する上での課題

〇多くの中小企業にとって、先端技術の活用は挑戦的な取組であることから、そ
の促進にあたっては、各自治体による積極的、効果的な情報発信や、財政面
での支援等、主体的な取組が求められる。

○交通情報のオープンデータ化には交通事業者の協力が必要不可欠だが、必
要性への理解やデータ管理手法に差があるため、オープンデータ化の進捗に
各県で差が生じることが予想される。

⑱ 先端技術活用推進プロジェクト【幹事：大分県】

活動内容 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

交通情報データの活用に向
けた開催者会議の開催

交通情報データを集約した
ポータルサイトの開設

先端技術を活用したプロ
ジェクトへの支援

先端技術やオープンデータ
活用の普及啓発 先端技術に関する情報発信・セミナーの開催

プロジェクト実施の支援

交通事業者・システム事業者等との意見交換

ウェブサイト開設・随時データの掲載

年度
目標 ’19 ‘20 ’21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25

先端技術を活用したﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの創出件数・
九州・山口全の累計 （件） 118 270 410 560 631 696 757

九州・山口地域における交通情報のｵｰﾌﾟﾝ
ﾃﾞｰﾀ化
・取組自治体（市町村） （割）
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