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九州・沖縄Earth戦略Ⅱ ～新たな課題解決に挑むアジアのゲートウェイ・九州～

背景
◇国の成長戦略は道半ば
◇米中覇権争いとグローバル
サプライチェーンの揺らぎ
◇新型コロナウイルス感染症
の猛威と激甚化する自然災害

九州・沖縄の現状と課題
◇再エネ導入、医療機器産
業参入、食の輸出、インバウ
ンドの拡大
◇人口減少、カーボンニュート
ラル等への対応

九州・沖縄の強み
〇ものづくり産業の集積
〇豊かな自然
〇アジアとの近接性

九州・沖縄の強みを活かす戦略分野の推進
クリーン、医療ヘルスケア、農林水産業・食品、観光

アジアのゲートウェイ化の推進
アジアへの輸出とインバウンドの拡大

新たなテーマへの挑戦
SDGs、先端技術、働き方改革、アフターコロナ

九州・沖縄の強みを活かす戦略分野

1 クリーン分野
【水素】 再エネ由来水素利活用の技術開発や水素関連産業の参入促進
【地熱・温泉熱】 地域と共存可能なプロジェクトの創出と海外展開
【海洋】 専門人材の育成やサプライチェーン形成による地場企業の参入促進
【次世代自動車】 地元企業の開発力強化と電子・電装系企業の集積
【省エネ】 有機EL分野の共同研究開発や参入促進 など

２ 医療・ヘルスケア・コスメティック分野
【医療・福祉機器】 自治体間連携による医療機器産業への参入促進
【バイオ】 核酸医薬やゲノム編集技術活用等による革新的医薬品の開発推進
【コスメティック】 地産農林水産物を活かした化粧品の研究開発の推進

３ 農林水産業・食品分野
【食の輸出】 食品製造事業者への地域商社を介した販路開拓支援
【スマート農林水産業】 事例共有や体験機会等の提供、データ活用の推進
【農山漁村発イノベーション等の推進】 農泊や農福連携の推進

４ 観光分野
【観光基盤】 宿泊施設のグローバル対応促進と観光産業の人材育成
【誘客と観光消費】
欧米豪や中国個人客等へのプロモーション強化による誘客地域の多角化
自然や食、歴史、文化を活かした観光サービスや広域旅行商品の創出
統合型リゾート（IR）の誘致活動推進

分野を超えた横断的取組

1 SDGsの普及・実装
・産学官金プラットフォーム「九州SDGs経営推進フォーラム」による
地域・社会課題解決に向けた企業と自治体との対話促進

２ 創業・ベンチャーの創出
・「Fukuoka Growth Next」など地域における創業支援体制の強化
・九州・山口ベンチャーマーケットなど国内外とのビジネスマッチングの強化

３ 先端技術やビッグデータの活用
・多様なステークホルダー が共創できる環境づくり
・衛星データや民間データも含めたビッグデータの連携・オープンデータ化

４ ダイバーシティ経営の推進
・男性の家事・育児の促進等、妊娠・出産・子育てをしやすい環境の整備
・テレワークや副業・兼業などの定着を見据えた働き方改革のさらなる推進
・オンラインも活用した域内就職やUIJターン就職の促進

５ グローバル人材の確保・育成
・自治体、企業の連携による留学生の域内企業への就職、起業促進

６ その他
【宇宙ビジネス】 九州宇宙戦略推進会議による宇宙ビジネスへの挑戦
【その他】 国際化、オープンイノベーション、インフラ強靱化、九州～沖縄連携



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）

・再エネ等の地域資源を活用した水素製造・利用の拡大を推進することにより、
エネルギーのクリーン化やエネルギーセキュリティの向上を図る。

・水素を活用した自立分散型エネルギーシステムの導入を推進し、防災機能の
強化を図る。

ロードマップ

目的

水素エネルギーの普及と再生可能エネルギー等の地域資源を活用した水素製造・
利用の拡大を図るとともに、水素エネルギー分野を牽引する企業等が立地してい
る地域の強みを踏まえ、域内地場企業への情報力・技術力向上支援に取り組み、
地域における水素・燃料電池関連産業の集積を目指す。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要
「水素エネルギー産業化実務者会議」

九州・山口地域の自治体等により組織されており、九州地域戦略会議において
策定された「再生可能エネルギー産業化を目指すアクションプラン(九州モデル)」を
推進するため、会議における情報共有や地域一体となった取組みを実施。
２．具体的取組（計画）
（１）水素・燃料電池関連製品の普及拡大、水素需要の拡大
製品の普及拡大や水素ステーションの整備促進、地域住民の理解促進を図る

（２）域内企業の参入促進
情報入手から人材育成、研究開発、マッチングまできめ細やかに支援する

（３）関連産業の集積
再エネ比率が高い地域性をＰＲし、企業のＥＳＧ投資や企業誘致を図る

（４）水素の製造から貯蔵、利用に至る産業化モデル構築
再エネ由来水素等を低コストに利活用する技術の開発・実証等を推進

（５）産業化モデルの国内他地域・海外展開
モデル事業を通して抽出した課題を解決し、産業化モデルを構築する

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
FCV・水素ステーションをはじめとする水素利用の普及や、水素の地産地消モデ

ルの構築に取り組むとともに、域内企業の水素分野への参入促進に取り組んでき
た。これにより、地場企業による水素ステーション事業に参入した事例が生まれた
ほか、域内ものづくり企業による水素関連製品・部品への参入が進みつつある。
２．課題

域内の工場からの副生水素や、集積が進む再エネなどの地域資源を活用して、
水素の製造から輸送・貯蔵、利用を行う地産地消モデルを構築し、水素利用の普
及を図る取組みが重要。

また、今後、水素エネルギーの本格普及によるビジネスチャンス拡大が見込まれ
るため、水素・燃料電池関連分野を牽引する企業・研究機関等が立地している地
域の強みを活かし、当該分野への域内企業の参入を一層促進することが必要。

① 九州水素エネルギー社会実現プロジェクト【幹事：福岡県】

活動内容 2021 2022 2023 2024 2025

①水素・燃料電
池関連製品の普
及拡大、水素需
要の拡大

②域内企業の参
入促進

③関連産業の集
積

④水素の製造か
ら輸送・貯蔵、利
用に至る産業化
モデル構築

⑤産業化モデル
の国内他地域・
海外展開

情報入手から人材育成、研究開発、マッチングまで一貫した支援

FCV等のモビリティや家庭用・産業用FCの普及拡大、水素ステー
ションの整備促進、水素・燃料電池に関する社会受容性の向上

エネルギーの地産地消につながる
水素利活用プロジェクト件数

累計３０件

18 20 22 24 26 28 30

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
(目標)

各自治体において水素・燃料電池分野のセットメーカー等
関連企業誘致を推進など

国プロ等を活用した水素の地産地消モデル事業の実施
大学等と連携し、水電解等の関連技術開発を促進など

九州の産業化モデル、関連産業、研究開発拠点等の情報発信を
強化、パッケージ化した産業化モデルを国内他地域へ展開など



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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※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



設定目標（２０３０年）

① ２０３０年の九州圏内海域における実証事業数
・洋上風力発電 ４件
・潮流発電 ８件
・海流発電 ２件

② ２０３０年の九州圏内海域における
・商用ウィンドファーム ８カ所
・海エネ発電導入量 ２．５GW

ＳＤＧｓ、先端技術、働き方改革、アフターコロナの観点から

（ＳＤＧｓ）

ＳＤＧｓを推進する実証フィールドとして、国の支援による、離島における実証に
必要な送電ケーブル、変電所、大型蓄電設備、水素の製造・貯蔵等のインフラ
整備を目指す。

ロードマップ

目的

海洋再生可能エネルギーに関する自然条件や大学等研究機関の知見、充実し
た港湾インフラと広大な産業用地及び関連産業の集積といった九州の高いポテ
ンシャルを活かし、関連拠点を整備するとともに、商用化フィールドの導入を促進
することで、九州地域における需要を拡大し、関連企業や研究機関の集積を図り、
産業拠点を形成する。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要
〇自治体（福岡県、佐賀県、長崎県、鹿児島県、北九州市）
〇大学（佐賀大学、長崎大学、長崎総合科学大学、鹿児島大学）
○民間企業等

２．具体的取組（計画）
〇展示会やセミナーの開催によるエネルギー分野への新規参入支援や情報発信
〇長崎海洋アカデミー等における専門人材の育成
〇商用フィールドの導入に向けた調査や関係機関との調整
〇潮流発電等の実証事業

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

〇実証事業の誘致：潮流発電3件、浮体式洋上風力発電4件、海流発電2件
〇商用フィールド：港湾法１（北九州港）、促進区域１（五島市沖）

２．課題

〇再エネ海域利用法の施行により、洋上風力発電の大幅な市場の拡大が期待
されることから、専門人材の育成や、サプライチェーンの形成など、地場企業
の受注体制整備のための支援が必要。

③ 海洋再生可能エネルギー産業の拠点形成プロジェクト【幹事：長崎県】

活動内容 2021 2022 2023 2024 2025

実証事業の
誘致

ネットワーク
の形成

商用フィール
ドの形成と地
場企業の関
連産業化

海洋産業クラスターの地域間連携の強化

実証事業実施者確保のためのプロモート活動

インフラ整備のための国への要望

【具体的な取組例】海洋エネルギー開発の専門人材の育成

今後成長が見込まれる洋上風力発電において、

実践的技術を持った海洋再生可能エネルギー

開発技術者等が不足することから、日本財団

の支援のもと産学官連携により社会人向けの

専門人材育成機関として、令和2年10月、長崎

大学文教キャンパスに「長崎海洋アカデミー」

を創設

専門人材育成機関の活用

２０３０年の九州圏内海域における
〇商用ウィンドファーム８箇所
〇海エネ発電導入量２．５GW



設定目標（２０２３年）

ＳＤＧｓ、先端技術、働き方改革、アフターコロナの観点から

（先端技術）
〇電動化技術道場の開催
電動車の基幹部品・関連技術を習得する場を提供することで、新規参入を
目指す地元企業を支援する。

〇自動車電動化部品研究会の開催
自動車の電動化の流れに対応するため、電動車の共通部品について各
部品の構造や材料、加工技術等について研究し、地元企業の理解促進を図る。

ロードマップ

目的

次世代自動車の生産・開発拠点化に向け、地元企業の開発・提案力の向上や生
産技術の高度化支援、産業人材の育成、次世代自動車に関する自動車メーカー
等の生産・研究開発機能の誘致等を推進する。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要
〇北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議
北部九州の産学官が一体となって、「北部九州自動車産業アジア先進拠点推進
構想」のもと、地域の力を結集し、自動車産業の振興に取り組み、アジア
をリードする自動車の一大生産拠点の構築を目指す。

〇九州自動車・二輪車産業振興会議
九州７県が一体となって、開発から生産までを一貫して担える先進的生産拠点の
構築を目指し、自動車・二輪車産業の振興に取組む。

２．具体的取組（計画）
〇地元企業の取引拡大支援
自動車産業アドバイザーによるマッチング支援やカーメーカー本社等での商談
会の開催等、地元企業の取引拡大を支援。

〇地元企業の開発力強化

・次世代自動車分野への参入を目指す企業に対し、電動車の基幹部品･関連技術の
習得を目指す電動化技術道場を開催。

・自動車の性能向上等に伴い求められる新たな部品・技術の開発のための研究会
等を実施。

〇電子・電装系企業の集積促進
カーエレプロモーターによるマッチング等の支援に加え、他の産業からの参入を
促進するための商談会を開催。

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
各種商談会の開催や自動車産業アドバイザー・カーエレプロモーターによる支援、
新技術等への理解促進を図る取組により、地元企業の取引拡大やカーエレクトロ
ニクス分野への参入が進んだ。

２．課題

電動化や自動運転技術の開発などの進展により、自動車産業を取り巻く環境
が大きく変化する中、地元企業がその変化に対応するための施策が重要で
ある。

④ 北部九州自動車産業アジア先進拠点推進プロジェクト【幹事：福岡県】

活動内容 2021 2022 2023 2024 2025

地元企業の
取引拡大支援

地元企業の
開発力強化

電子・電装系企
業の集積促進

① 地元調達率：７０％ ② 生産台数：１８０万台 国内シェア：２０％
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設定目標（２０２５年）

①九州の半導体関連企業等の
有機光エレクトロニクス関連
産業への新規参入に向けた
共同研究

②有機光エレクトロニクス関連
企業の九州地域への誘致

③有機ＥＬ分野における支援
企業数 累計130社以上

ＳＤＧｓ、先端技術、働き方改革、アフターコロナの観点から

（先端技術、アフターコロナ）
新型コロナウイルスによる企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の加速

によりディスプレイ需要が高まる中、世界から高い注目を集める新たな有機EL材
料（TADF）の実用化開発を引き続き支援するとともに、有機EL関連産業の拠点
化を目指して引き続き関係機関が連携した取組を実施。

ロードマップ

目的

九州を有機光エレクトロニクス関連産業の拠点とすることを目的として、九州全
域の半導体関連企業等による共同開発や、有機光エレクトロニクスの特性（低消
費電力、軽量・薄型化、フレキシブル等）を活かした用途開発による有機光エレク
トロニクス関連産業への参入促進、関連企業の誘致を実施する。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要
〇有機光エレクトロニクス実用化開発センター（i3-opera）
・九州大学が開発した新たな有機EL材料（TADF）の実用化に向けた研究開発支援
・文部科学省地域イノベーション・エコシステム事業の成果等を活用した参入支援
・有機光エレクトロニクス関連ベンチャーの起業・育成支援

〇（公財）九州先端科学技術研究所（ISIT）有機光デバイス研究室
・有機光デバイスの実用化・高性能化のための研究開発
・九州大学および民間企業等との連携による材料、製造・評価装置等の実用化
研究開発

○熊本県産業技術センター
・くまもと有機薄膜技術高度化支援センター（Phoenics） 等の取組成果を活用した
関連企業への支援

２．具体的取組（計画）
○有機光エレクトロニクス実用化開発センター（ i3-opera）
・九州大学と連携した企業等との共同（受託）研究開発の実施
・有機光エレクトロニクス関連ベンチャーとの共同研究開発の実施
・産業化に向けた情報発信（国際ナノテクノロジー総合展への出展／有機光エレ
クトロニクス産業化研究会の開催／TADF国際ワークショップへの参画 等）

・有機EL等次世代発光材料分野参入促進支援補助金の交付
○（公財）九州先端科学技術研究所（ISIT）有機光デバイスグループ
・国際ナノテクノロジー総合展への出展
・有機EL討論会および有機エレクトロニクス研究会の運営委員会への参画
・九州大学および民間企業等との連携による材料、製造・評価装置等の実用化
研究開発の実施

○熊本県産業技術センター
・くまもと有機薄膜技術高度化支援センター（Phoenics） 等の取組成果を活用した
関連企業への支援

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
九州大学等と連携した研究開発、セミナー・展示会等の情報発信、コーディネー

タによるマッチング等の取組みにより、共同（受託）研究実施件数は目標を達成。
２．課題
有機EL関連産業への参入促進や関連企業の誘致に向けて、引き続き、九州大

学と連携した共同（受託）研究や産業化に向けた情報発信・助成等が必要。

⑤ 有機光エレクトロニクス産業拠点化プロジェクト【幹事：福岡県】

活動内容 2021 2022 2023 2024 2025

九州大学等と
連携した共同
（受託）研究
開発の実施

産業化に向
けた情報発信

有機EL分野
参入補助金

九州大学・企業等との共同（受託）研究開発の実施
（i3-opera、ISIT、熊本県産業技術センター）

国際展示会、セミナー等における情報発信
（i3-opera、ISIT）

有機EL分野への参入または事業拡大を目指す企業への
製品開発、販路開拓等に対する助成（i3-opera）



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）
・民間セクターのノウハウやソリューショ ンを活用したSDGs貢献ビジネス促進。
・環境エネルギー関連企業に対するSDGs経営の普及と本業への埋め込み。

（先端技術）
・2050年カーボンニュートラルへの対応、先端産業を含めたマッチングによる
新ビジネス・イノベーション創出支援。

・環境リサイクル技術のアジア展開支援、課題解決型プロジェクト展開支援。
（アフターコロナ）
・オンラインミッション、セミナー、商談会などDXを活用したアジアビジネス展開。
・循環性の高いビジネスモデルや生産性向上に資するサーキュラーエコノミー
への移行を通じた世界に通用する環境エネルギー産業の育成・振興。

ロードマップ

目的

九州では、過去の公害克服の経験等を通じて培った環境関連技術やアジアと
の近接性など多様な強みやプロジェクト等を通じて、アジアにおける環境エネル
ギー産業を先導。
今後、2050年カーボンニュートラル実現に向けた新ビジネス・イノベーションの

創出を図るとともに、循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行を進め、環境リ
サイクル技術のアジア展開、SDGs貢献ビジネスや課題解決型プロジェクトを牽引。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要

九州環境エネルギー産業推進機構（K-RIP）
九州を世界に通用する競争力を有した環境エネルギー産業の先導的地域と

することを目指し、九州の環境産業の育成・振興のために、特に中小企業の環
境ビジネスを支援することを目的とした産学官のネットワーク組織。

２．具体的取組（計画）

〇2050年カーボンニュートラルへの対応、新ビジネス・イノベーション創出支援
2050年カーボンニュートラルに伴う資源循環産業の振興、各種情報提供やセ

ミナーの開催、DXを活用した技術ニーズ・シーズのマッチング及び先端産業と
地域産業との技術融合による新ビジネス・イノベーション創出を支援。

〇サーキュラーエコノミーへの移行を通じた環境リサイクル技術のアジア展開、
ESG投資の呼び込み、SDGs貢献ビジネスや課題解決型プロジェクト展開支援
環境エネルギー分野の課題・ニーズが高まるアジア各国のコロナ禍における

環境関連産業の市場調査やオンラインマッチング等の実施、サーキュラーエコ
ノミーへの移行を通じた環境リサイクル技術のアジア展開、ESG投資の呼び込
み、SDGs貢献ビジネスや課題解決型プロジェクト展開を支援。

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
○オンラインでの異業種交流会や商談会を実施。商談件数16件、成約見込み

3件、継続件数8件（2020年度オンライン商談会等）
２．課題
〇アジアを中心とした海外市場・投資の取り込み
○既存プロジェクトのステージアップ（マッチング→商談成立）、新規プロジェクト
組成やコロナ禍における新しいネットワーク形成のあり方。

⑥九州・アジア環境エネルギー産業推進プロジェクト【幹事：九州経済産業局】

活動内容 2021 2022 2023 2024 2025

新製品開発・
新事業創出
支援

国内外へのプ
ロジェクト展
開支援

国内外関係機関との連携ネットワークの拡大

各プロジェクトの域外・海外事業の加速化

提案型公募事業による商品開発支援

実証フィールドの提供

Ｋ－ＲＩＰ会員調査結果による。

新規プロジェクトの組成

新規事業の創出支援

設定時
（２０１４
年度）

実績
（２０１９
年度）

目標
（２０２５
年度）

新規事業数
（件）

１９ １７８ ２４０

売上増加額
（百万円）

４５５ ２，４８４ ４，０００



設定目標（２０２５年）

○医療機器製造業者・製造販売許可事業者数

ＳＤＧｓ、先端技術、働き方改革、アフターコロナの観点から

１７の目標のうち、該当するゴール（目標３．８．９）

○日本式医療システムや九州産医療関連機器の輸出（ASEAN諸国へ
の展開）
○ＡＩやロボットを活用した従事者の負担軽減（働きがいと経済成長）
○自治体間連携の深化（産業基盤の充実と技術革新の継続）

ロードマップ

目的

半導体関連産業やロボット産業等の蓄積技術を活用し、最先端医療新サービス
拠点整備や高齢化市場の早期到来等に対応した地域萌芽と特性を踏まえ、東九
州メディカルバレー構想等地域プロジェクトと連携し、医療・福祉機器関連産業及び
医療・介護周辺サービス業の創出と集積、さらには積極的な海外展開を図り、「健
康寿命が延伸する社会」の構築の実現を目指す。

２０２１年度以降の取組（計画）

○自治体間連携による医療機器産業の拠点形成

大分県・福岡県・宮崎県が連携し、医療機器産業への参入促進等を目的とする
マッチング事業等を実施する。具体的には、医療機器メーカーのニーズ等に対する
ものづくり企業の商談会を実施することで、より効率的な取引拡大や、より質の高
い機器の開発を目指す。
○九州ヘルスケア産業推進協議会（HAMIQ）を活用した九州連携事業

九州ヘルスケア産業推進協議会を中心に、医療関連機器の国際展示会等への
九州地域での共同出展等を実施するとともに、各県単独の取組への相互連携を推
進し、九州域内の連携強化を図る。
○ASEAN諸国への展開

大分県・宮崎県の産学官が連携し、海外医療技術者の育成を実施し、医療関連
機器の販路拡大に取組む。

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
〇自治体間連携による医療機器産業の拠点形成
〇九州ヘルスケア産業推進協議会（HAMIQ）を活用した九州連携事業
自治体間で連携し、ビジネスマッチング会を平成２８年度から計５回開催

２．課題
○各県での取組をうまく活用しながら、それぞれが連携し、九州の地場
企業と全国の医療機器メーカーをつなぐための取組の継続が必要

○新規参入支援から優れた臨床ニーズの発掘、機器開発、販路開拓支
援等を一貫して行う、参入企業のレベルに応じたきめ細かい支援が必要

○特に、臨床ニーズの深掘りと販路開拓における幅広い企業に参加して
もらうための関係機関との連携強化が必要

⑦ ヘルスケア産業振興プロジェクト【幹事：大分県（福岡県・宮崎県）】

2021 2022 2023 2024 2025

自治体間連
携による医療
機器産業の
拠点形成

九州ヘルスケ
ア産業推進
協議会を活用
した九州連携
事業

ASEAN諸国へ
の展開

地域間が連携した、マッチングのための商談会の実施

医療関連機器展示会への共同出展

海外技術者の育成と販路開拓
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設定目標（２０２５年）

革新的医薬品等の
開発案件 累計１０件

ＳＤＧｓ、先端技術、働き方改革、アフターコロナの観点から

（先端技術）
○ボナック社

核酸医薬分野において、核酸干渉に関する基本特許を欧米企業が独占して
いる中で、後発でありながら既存の特許に抵触しない「ボナック核酸」を開発した
久留米市のベンチャー企業。

○エディットフォース社
日本発のゲノム編集技術であるPPR技術を有し、スマートセルインダストリーの

社会実装の加速化に向け事業を実施する九州大学発のベンチャー企業。

ロードマップ

目的

核酸医薬や国産ゲノム編集などの先端バイオ技術を核とし、国のバイオ戦略に
基づくバイオコミュニティ形成を通じて、革新的な医薬品等（医薬品、部外品、化
粧品、医療機器等）の創出拠点化に取り組む。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要
「福岡県バイオ産業拠点推進会議」

福岡県久留米市を中心とした県南地域では、古くから酒や醤油などの醸造業が発
展し、発酵・醸造といったオールドバイオ技術の蓄積や、九州大学、久留米大学、産
業医科大学などの医療系大学や研究機関の集積などの特色を有している。その特
色を生かし、産学官が連携してバイオ関連企業の集積を目指す「福岡バイオバレー
プロジェクト」を推進している。
２．具体的取組（計画）
（１）革新的医薬品等バイオ産業創出拠点推進体制の整備

福岡バイオバレープロジェクトにおける革新的医薬品等バイオ産業創出拠点化を進
め、九州・沖縄を含めたバイオ関連企業の集積を促進するため、九州地域バイオクラ
スター推進協議会と連携を図る。
（２）革新的医薬品等創出拠点化の推進
①核酸医薬など創薬分野の取組み強化
（福岡県とバイオベンチャーによる新型コロナウイルス治療薬の開発 など）

②国産ゲノム編集技術を活用した革新的化粧品等の創出
（スマートセルを活用した天然ヒト型セラミド（化粧品の保湿成分）の開発 など）

③先端バイオ技術による企業の研究開発から製品開発までを一貫して支援できる
バイオ製造実証機関（福岡バイオイノベーションセンター）の活用促進

（３）セミナー等の開催
九州・沖縄各県の企業等を対象とするPMDA薬事戦略出張相談や薬事関連セミ

ナーを開催するなど、医薬品等に関する広域的支援を進める。

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

バイオ産業の拠点化及び産業振興に不可欠な土壌の形成を目指した取り組み
を行い、国内外で競争優位性のあるバイオ技術を有する企業の創出や成長等に
繋がる成果を挙げている。
２．課題

九州の創薬拠点化については、各県の取組みに応じた連携に関して引き続き
検討が必要。

⑧ 革新的医薬品等創出拠点プロジェクト【幹事：福岡県】

活動内容 2021 2022 2023 2024 2025

①推進体制
の整備

②創出拠点
化の推進

③セミナー等
の開催 医薬品等の審査機関であるPMDAによる出張相談の開催

法的規制、販路開拓や知財活用等セミナーの開催など

企業の成長段階に応じた製品開発支援
福岡バイオイノベーションセンターの活用促進など

各県の取組みに応じた連携を検討
九州地域バイオクラスター推進協議会との連携など

4 5 5
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9 10

0
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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）
目標２，３，８，９，１１，１２

（アフターコロナ）
①免疫機能の改善など保健用途における新たな表示（専門家相談、勉強会等）

②健康寿命の延伸に資する新たな機能性に関する科学的知見の収集・利用促進。専門
家や国内外クラスター等との連携による機能性食品の開発・提供。WEB活用の促進、バ
イオ産業とデジタルも視野に入れた新たなビジネスモデルの構築に向けた検討。

③ヘルスケア領域等への新規参入（既存の取組を活用した参入検討）。健康意識の高ま
りにあわせ「食」の重要性の意識向上や、付加価値の高い農林水産物・加工品の需要拡
大等に資する取組を推進（セミナーや勉強会など）

ロードマップ

目的

九州の豊富な農林水産資源や伝統的に育まれた発酵・醸造技術の蓄積、それらを活
かした機能性食品・健康食品産業やバイオ関連の大学・研究機関等の集積を活かし、
フランスフードクラスターなど国内外の支援機関とも連携した、機能性食品・健康食品
の開発・提供。さらには予防医学・サービス産業と連携した、安全・安心な「フード・健
康アイランド九州」を構築する。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要

「バイオクラスター計画」（九経局）の推進機関「九州地域バイオクラスター推進協議
会」を中心したバイオ関連企業、研究者、関連機関のネットワークによる取組を推進。
２．具体的取組（計画）

これまでの取組を継続するとともに、「機能性食品について、科学的知見の蓄積を進
め、免疫機能の改善など保健用途における新たな表示を実現(バイオ戦略2020)」及び

「付加価値の高い農林水産物・加工食品の需要拡大のため、健康寿命の延伸に資す
る新たな機能性に関する科学的知見の収集・利用を推進(農林水産業・地域の活力創
造プラン)」に向けた取組として、「九州素材を活用した機能性食品の創出及び新分野
参入に向けた競争環境整備調査（九経局）」の提言に基づく以下の取組を実施。
①新たな機能性食品の創出、機能性表示食品届出の促進へのオール九州での支援体制の確立
②九州の地域特性を活かした機能性食品のブランド化支援
③参入を目指す新分野の各業種特性を加味した連携、健康寿命延伸に関する意識啓発の取組等

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
①各県に食品機能性の有識者「食品機能性コーディネーター」を配置（2019年）
②GABA等の九州機能性素材活用の推進（～現在）
③展示会や商談会等を活用した販路開拓支援や薬局等との連携可能性調査など。

２．課題
①企業・自治体の取組の地域差。また、中小企業等の自助努力での課題解決は困難。
②保健機能食品で定められていない成分や機能性等の科学的根拠情報の収集整理。
③参入を目指す新分野の各業種特性の把握と連携方法の検討

⑨ バイオ産業振興プロジェクト【幹事：熊本県】

活動内容 2021 2022 2023 2024 2025

①機能性食品
創出・届出促進

②オール九州
支援モデル・ブ
ランド化

③新規参入支
援、「健康寿命
延伸」意識啓発
等

新たな機能性に関する科学的知見の収集・利用促進

食品機能性コーディネーター等による商品開発・届出支援

【具体的な取組例（イメージ）】
①九州各県の「食品機能性コーディネーター」等の取組の拡充。

②九州地域で「素材探求」や「商品開発」に一体で取組むオール九州の支援モデルの構築、『九州
ブランド』としての情報発信。国内外クラスター等との連携による機能性食品の開発・提供。

③福祉施設、スポーツジム、薬局等の市場ニーズに合致した形での企業の参入支援、健康寿命延
伸に関する意識啓発の取組等。

2015年度から始まった機能性表示
食品制度について、機能性表示食
品制度届出累計件数を2020年3月
末時点の284件から2025年までに
570件達成を目指す。

専門家や国内外ｸﾗｽﾀｰとの連携による機能性食品の開発提供

WEB活用の促進、バイオ×デジタルの新たなビジネスモデル構
築検討

ヘルスケア領域等への新規参入（既存の取組を活用）

「食」の重要性の意識向上や、付加価値の高い農林水産物・加
工品の需要拡大等に資する取組の推進（セミナーや勉強会等））



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）

耕作放棄地を活用し、農薬や化学肥料を一切使わない自然農法で、化粧品の原
料（例：ミカン、ハーブ）を生産する。地域資源を活用した持続可能な活動を行う。
≪耕作放棄地を再生≫

（先端技術）

ビューティー＆ヘルスケア市場における付加価値及び生産性向上のためのテクノ
ロジーやサービスを持っているスタートアップ企業を支援する。
≪テクノロジーが創造する新たな美容商品やサービスによる価値創造≫

ロードマップ

目的

唐津市・玄海町を中心とした佐賀県及び北部九州に美と健康に関する産業、「コス
メティック産業を集積」し、コスメティックに関連する「天然由来原料の供給地」となるこ
とを目指す。
中長期的には、成長するアジア市場のコスメの拠点となることを目指す。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要
ＪＣＣ（一般社団法人ジャパン・コスメティックセンター）

コスメティック構想を推進する産学官の連携組織。2013（平成25）年11月設立。
事務局は唐津市にあり、JCC会員数は175社（R2年3月31日現在）。

２．具体的取組（計画）
【1.アジアのコスメの拠点（国際取引の推進）】
・国際化粧品展示会への出展、テストマーケティングの開催

【2.コスメ産業の集積】
・企業・研究施設等の誘致

【3.天然由来原料の供給地（農林水産業の参入）】
・原料・商品に有用な地産素材の探求

【4.コスメのまちづくり（環境の整備）】
・産学官連携支援、情報発信、人材育成・起業創業支援整備

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
・ＪＣＣ会員企業（174社） ・地産素材を活用した原料化・商品化（104件）
・国際取引の実現（36件） ・地域ブランド構築、情報発信

SAGAN BEAUTY WEEKEND （来場者2,228名/4回）
２．課題
〇競争力のある商品がまだまだ少ない。
〇コスメ構想の認知度が不足している。
〇同構想が目指すコスメティック関連産業の集積までには至っていない。

⑩ 唐津コスメティック構想推進プロジェクト【幹事：佐賀県】

活動内容 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

ＪＣＣと連携して活動

コスメスタートアップ
起業支援

共同研究講座
人材育成プログラム

情報発信
SAGAN BEAUTY WEEKEND 

事業化の創出とコスメ専門人材の輩出

ＪＣＣコーディネーターによる伴走支援

国際取引、販路開拓、原料開発、企業誘致

指標 【上段：目標 下段：実績】 ’19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ’25

コスメ関連企業立地件数（累計） 10 11 12 13

佐賀県総合計画の
見直しに合わせて

設定する

8

ＪＣＣ会員企業等のコスメビジネス（国
際取引、地産素材活用）及びコスメ産
業分野起業（既存事業者でコスメ産業
への事業展開を含む）件数（累計）

127 149 171 193

156

【具体的な取組例】
〔コスメ創業・成長支援事業〕
・国内外のコスメスタートアップ企業に対し、短期間で事業を加速化させるため
のプログラム（成長支援）を実施する。

〔コスメ技術開発・人材育成拠点整備事業〕
・コスメ研究の第一人者を招聘し、次世代化粧品に関する共同研究を行う。
・コスメに興味のある学生等への人材育成プログラムを実施する。

コスメ構想認知度向上のためのイベント



目的

九州の農林水産業・食品関連産業の持続的な発展を実現するため、海外需要獲得に
向けた食の輸出を推進する。具体的には、意欲ある生産者に対して、海外事業戦略の策
定、マーケットインによる商品開発、海外への商流確保等を一気通貫して支援し、同産業
の収益力及び海外市場に対する訴求力の向上を目指す。
政府が掲げる農林水産物・食品輸出額の目標値2025年・2兆円の達成に貢献すべく、
九州の食輸出を加速化する。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要
〇九州経済連合会は、2020年1月、生産者の輸出相談や地域商社間の共同事業実施
のための地域商社プラットフォーム「九州の食輸出協議会」を設立。

【正会員：地域商社５社、賛助会員：地方銀行等５機関（2021年2月末現在】

〇九州経済連合会及び九州経済産業局は、2020年3月、生産者の輸出取組を創出・
支援するため支援機関の連携による「九州の食の輸出推進チーム」を結成。

【構成機関：農研機構、農林中央金庫、中小機構九州本部、九商連、ジェトロ】

２．具体的取組（計画）
＜九州の食輸出協議会＞
■生産者からの輸出相談・商品開発の指導・助言、生産者と地域商社とのマッチング
■九経連と中国とのMOU活用等による海外バイヤーとのネットワーク形成
■共同輸送スキーム構築等の地域商社間の共同事業
■生産者の生産性向上のためのデジタル技術の活用支援

＜九州の食の輸出推進チーム＞

■輸出を目指す生産者の発掘、九州の食輸出協議会への生産者とのマッチングの場
の提供、輸出用商品の鮮度保持等技術課題への支援

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 （九州の食輸出協議会の取組※2021年2月末現在）
①体制構築：2020年6月、九州の食輸出協議会の事務局体制整備
②生産者の輸出相談・指導助言：15件
③販路開拓事業（国内）：協議会会員（地域商社）と生産者とのマッチング《延べ90件》

・協議会独自事業（9月～3月）、Food EXPO Kyushu（10月）

④販路開拓事業（海外）：協議会会員と海外バイヤーとのマッチング《延べ96件》
・台湾フードショー（12月）、中国・山東省（12月）、イオン海外店（2月）、FOODEX・JAPAN（3月）

⑤共同物流実証事業：物流コスト削減のための小口配送輸送の実証《12月～2月》
２．課題
①地域商社プラットフォーム「九州の食輸出協議会」の認知度向上

②輸出を目指す生産者の掘り起こし及び生産者の輸出スキル等の底上げ
③コロナ禍での生産者のオンラインスキルや生産性向上等の経営力向上

④九州の食の高付加価値化、他地域の商品との差別化による海外市場の獲得

設定目標（２０２５年）

・九州の食輸出協議会による
生産者の海外販路開拓件数

⇒2022年までに累計100件

・九州・沖縄地方産業競争力
協議会が掲げる九州全体の
輸出額

⇒2025年までに2200億円

ＳＤＧｓ、先端技術、働き方改革、アフターコロナの観点から

（ＳＤＧｓ）
・健康や長寿等消費者ニーズを踏まえたマーケットインの商品づくりとそれら商品の
世界市場への持続的な供給体制の構築

・生産現場等のデジタル化による生産性向上や働く場としての魅力・働きがいの向上、
持続的な稼ぐ力の実現

（アフターコロナ）
・巣ごもり需要の拡大等消費行動の変化を踏まえた商品開発と供給の推進
・感染リスク低減のための生産者等のオンラインスキル向上、ＥＣ等の販路拡大ツー
ルの活用

ロードマップ

⑪九州の食の輸出推進プロジェクト 【幹事：九州経済連合会、九州経済産業局】

活動内容 2020 2021 2022 2023 2024 2025

①九州の食
輸出協議会
（地域商社プラッ
トフォーム）

②九州の食
の輸出推進
チーム
（支援機関連携）

輸出を目指す生産者の発掘、輸出取組の
創出・拡大支援

2020年から2022年の
取組実績等の検証

海外バイヤー（中国等）とのNW構築による新
しい商流の構築

会員拡大、生産者の輸出相談、生産者と会員
とのマッチング

共同物流・実証

地域商社PFへの生産者、海外バイヤー等
の情報提供、マッチング機会の提供

共同物流の実装・活用

九州の港等からの農林水産物・食品輸出額

生産者のデジタル
ニーズ発掘・実証

生産者のデジ
タル化の実装

市場動向等を
踏まえたプロ
ジェクト拡大
の検討・実施

2020年から2022年の
取組実績等の検証

生産者の販路開拓件数



設定目標（２０２５年）

○スマート農業を活用した本県の営農体系モデル数
2019年度：２件 → 2025年度：２０件

（本県の営農体系モデル数を増加し、
各県に情報共有し水平展開を図る。）

【目標設定の考え方】
・ドローンやロボットトラクターなどを体系的に
導入したスマート営農モデル事例を把握
・国のスマート農業実証プロジェクト採択地区
を含む

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）
・ドローンやロボットトラクターなどスマート農業機器の導入や収穫ロボット等の
開発支援

（働き方改革）
・省力・効率化等により生産性を向上させ、農業の就業環境改善へ繋げる
（アフターコロナ）
・社会全体のデジタル化に対応した生産体制のスマート化による安定した食料
の確保

ロードマップ

目的

農業者の高齢化や減少が見込まれる中、産地が今後も持続的に成長していく

ためには、少ない労働力の下でも効率的かつ高品質な農産物生産を可能とする
「スマート農業」の導入が必要不可欠となっている。
このため、九州各県においてスマート農業に取り組む事例を収集し、各県で情

報共有するとともに、その技術等を活用することで「日本の食料基地・九州」の安
定生産供給体制の構築を図る。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要
○スマート農業実証プロジェクト協議会

２．具体的取組（計画）
県で策定したスマート農業推進方針に基づき、21年度は以下の取組を実施。
○事例の収集と情報共有

国の実証プロジェクト採択地区を中心に、各県農業の特色を生かしたスマー
ト農業の事例を収集するとともに、情報共有を図る。

○先進事例の調査
スマート農業を活用した営農モデルの優良事例を調査し、スマート農業の推
進に関する課題や解決方法等について情報交換を実施。
（特に、「働き方改革の推進」や「先端技術の活用による省力化」に寄与する
先進事例について、優先的に現地調査を実施。）

○その他
各県で取り組まれているスマート農業に関する施策やフォーラム等について
情報共有を図るとともに、九州各県が連携して取り組むテーマ等を議論。

【展開イメージ】

プロジェクトを推進する上での課題

○ スマート農業は、露地園芸、施設園芸、畜産など営農体系ごとに使用する機
械や技術が異なることに加え、平場や中山間地域など耕作条件によっても推進
方策が変わるため、九州全体で議論する場合には、対象や方向性を定めた上
で議論を展開していく必要がある。

⑫ スマート農業推進プロジェクト【幹事：宮崎県】

活動内容 2021 2022 2023 2024 2025

事例の収集
と情報共有

先進事例の
現地調査

各県連携に
よるフォーラ
ム等の開催

連携強化によるスマート農業の
加速化

各耕作条件ごとに現地調査を実施、最新情報を集約

優良事例の継続収集・蓄積

2
5

8
11

14
17

20

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025



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）

・近年技術革新が著しいＩＣＴやＡＩ等の利用により，持続可能な水産業の実現
に寄与

（働き方改革）
・データに基づき，省人・省力化した効率的な漁業の推進
・漁業に関する知識・技術習得への利用による新規就業者の確保・育成

（アフターコロナ）
・ＩＣＴ等の利用により省人化され、密集及び密接のない職場環境の実現

ロードマップ

目的

水産業においては，漁業生産量の減少，漁業就業者の高齢化・減少等の

ほか，海水温の上昇等により，水産資源や漁業・養殖業への影響が懸念さ

れている。

このことから，ＩＣＴやＡＩ等の先端技術の導入・普及により，適切な

資源管理や養殖管理を推進しつつ生産性の向上や新規就業者等の担い手確

保を図り，水産資源の持続的な利用と持続可能な漁業経営の実現を目指す。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．漁海況予測情報の活用

○ 漁海況予測情報システムの開発，漁業者等へ提供・支援

・海況予測・海況情報提供システムの開発

・漁海況予測情報の活用促進のための普及啓発

・情報を活用する漁業者等のフォローアップ

２．養殖漁場環境情報等の活用

○ 養殖管理・赤潮監視システムの開発，漁業者等へ提供・支援

・ICTブイや衛星情報等を活用した養殖管理・赤潮監視システムの開発

・両システムの活用促進のための普及啓発

・情報を活用する漁業者等のフォローアップ

３．水産新技術の普及

○ 説明会・フォーラム等への参加促進

・漁業者等へ各種説明会やフォーラムの開催情報を提供

・県主催の報告会等における情報発信

プロジェクトを推進する上での課題

○ 各地域のニーズや将来のあるべき姿に沿った普及啓発等の取組や新型

コロナウイルス感染症の影響により，各県で推進状況に差が生じること

が想定される。

○ ICT等の新技術導入には多大な経費を要し，ICT等の新技術導入を本格

的に推進するためには、漁業者等への導入支援策が必要である。

○ 各種情報の提供等により，遊漁者とのトラブルや乱獲，密漁及び違反

等の増加につながる可能性がある。

⑬ スマート水産業推進プロジェクト【幹事：鹿児島県】

活動内容 2021 2022 2023 2024 2025

漁海況予測情
報の活用

養殖漁場環境
情報等の活用

水産新技術の
普及

情報提供システムの普及・フォローアップ

各種説明会，フォーラム等への参加促進
報告会等での説明会の開催

漁海況情報の収集，情報提供システム開発

養殖管理・赤潮監視システムの普及・フォローアップ

養殖漁場環境情報の収集，養殖管理・赤潮監視システムの開発



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）
・地域資源や地元食材を見直し、観光コンテンツを開発すること等により、農山漁村が有する多
面的機能の維持・発揮に貢献。
･農福連携の推進は、障がい者などの社会参画を通じた地域共生社会の実現にも貢献。

（先端技術・働き方改革）
・農泊をはじめとする農山漁村地域でのビジネス化の推進において、ＥＣサイトを活用したマーケ
ティングやＡＲ（拡張現実）ツールなどを活用したプロモーションが普及・拡大することが期待される。
・障がい者等の雇用に必要な農作業の工程見直しや効率的な人員配置等において、ＩＣＴによる
工程管理や就労者管理等の普及が期待できる。
・農泊地域でのワーケーションや出張先での延泊・休養するブレジャーの推進により、働き方改革
や新たな旅行スタイルの拡大に貢献。

（アフターコロナ）
・ インバウンドに偏重しない新たな観光需要として「密」を避ける屋外の体験型観光である「農泊」
を推進。併せて、テレワークを取り込んだ「ワーケーション」を農山漁村地域で推進。

ロードマップ

目的

農山漁村に人を呼び込むためには、所得と雇用機会の確保が不可欠であり、農

山漁村を舞台とした「農山漁村発イノベーション」（活用可能な地域資源を発掘し、磨
き上げた上で、他分野と組み合わせる取組）により新たなビジネス展開を促進。併せ
て、農山漁村発イノベーションに取り組む人材確保のため、事業創出に取り組む者の
育成や交流人口の創出・拡大を推進。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要
◆九州農泊推進ネットワーク

ネットワーク会員（農泊団体、各県農泊担当部署、九州運輸局、九州地方環境事務所、九州
農政局等）相互の情報共有や支援策の連携などにより、持続的なビジネスとして実施できる農
泊地域を創造し、農山漁村の所得向上と地域の活性化を推進。

◆九州地域農福連携推進情報連絡会
農福連携に関する国や県の施策情報の共有と農福連携に関する取組事例、事業者ニーズ

等の情報共有により、各県の農業関係機関と福祉関係機関等が連携して農福連携を推進。

２．具体的取組（計画）
◆農泊地域のビジネス化

各種情報提供やセミナー等の開催による実務的支援、魅力ある観光コンテンツの開発、新た
な取組に必要な人材確保、インバウンド受入環境の整備、多言語対応やワーケーション受入対
応、地元食材等を活用した高付加価値コンテンツ開発等。

◆農福連携の裾野の拡大とマッチングの普及
シンポジウムやセミナー等開催による実務的支援、 障がい者や生活困窮者等の技術習得や

作業工程のマニュアル化、障がい者等の雇用・就労に配慮した施設（農業生産施設、苗木生産
施設、水産養殖施設等）及び安全・衛生にかかる付帯施設等の整備。

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
〇農泊地域の創出及びビジネス化の支援をH29年度から本格的に開始し、令和２年度までに81
地域を創出・支援。
〇農福連携は、令和2年度までに技術習得や作業工程のマニュアル化、福祉農園整備等の支援
及び農福連携に関する支援策や優良事例等を250団体等に対して情報提供。

２．課 題
〇農泊地域のビジネス化

農山漁村地域の豊かな資源を活用した体験や 「食」など付加価値の高いコンテンツの開発や
他産業と連携した人材確保等とともに、農山漁村及び農泊の魅力を発信する効果的なプロモー
ションなどが必要。

〇農業側の農福連携の取組意欲の向上

農福連携に取り組む団体等は、圧倒的に福祉側が多く、農福連携の裾野を拡大するには農業
側の気運醸成が必要。

⑭ 農山漁村発イノベーション等の推進プロジェクト【幹事：九州農政局】

活動内容 2021 2022 2023 2024 2025

農泊地域のビ
ジネス化

農福連携の拡
大

実績
（２０１８・１９

年度）

目標
（２０２４・２５

年度）

交流人口
（万人）

１８０ ２３０

農福連携
取組件数
（件）

６９０ １，１４０

地域資源を活用した高付加価値コンテンツの開発・ビジネス化

ワーケーション・インバウンドの受入ができる環境整備の推進

シンポジウムやセミナー、動画プロモーション等を通じたＰＲ

シンポジウムやセミナー等による取組の拡大

技術習得・作業工程のマニュアル化の促進・普及

マッチングの普及のための人材育成



設定目標（２０２３年） ※第２期九州観光戦略の目標を準用

①九州を訪れる外国人数 ７８６万人 ②観光消費額４・０兆円

※2020年は日本人のみの速報値

ＳＤＧｓ、先端技術、働き方改革、アフターコロナの観点から

（ＳＤＧｓ）

「地産地消」、「リピート客の長期滞在への取組 ＯＮＥ ＭＯＲＥ ＳＴＡＹ」を進めていく
ことで、観光と地域の経済や社会の発展につなげ、地域住民が観光による恩恵を実感
できるようにすること。
また、自然、伝統・文化を活かした体験型観光により、旅行者と地域の人々の対話を

通じて地域の価値を学び愛着を深めること。（ＳＤＧｓ目標８、１１、１２等）
（アフターコロナ）
〇“旅”に対する志向の変化を捉える〈都会志向から自然・安全志向へ〉
・自然素材の磨き上げ、健康素材としての温泉の磨き上げ、観光施設への感染症安
全対策の導入

〇観光産業の再構築によるインバウンド消費単価の向上
〈ＯＮＥ ＭＯＲＥ ＳＴＡＹの実現〉
・モノ消費→コト消費へ（体験型メニュー・イベント参加型メニュー・ナイトライフの拡充）、
ＭＩＣＥの強化、インフラ整備・魅力的な地域づくり

ロードマップ

目的

九州への国内観光需要を喚起するとともに、急速に成長するアジアをはじめとする海外
からの観光需要を取り込むため、九州一体の観光プロモーションを強化する。
特に海外からのインバウンド誘客の取組みを強化することにより、九州経済の活性化、

雇用機会の増大などにつなげる。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要
〇（一社）九州観光推進機構について

九州地方知事会と九州経済連合会、九州商工会議所連合会、九州経済
同友会、九州経営者協会から成る九州地域戦略会議で策定された「九州観光戦
略」の実行組織として2005年４月に設立された。

２．具体的取組（計画）
（１）観光の持続的な発展に向けた基盤の強化

〇「九州ならではの価値」（Ｅｎｅｒｇｙ・Ｆｅｒｔｉｌｉｔｙ・Ｇａｔｅｗａｙ）の進化・浸透

※Ｅｎｅｒｇｙ：生きた火山とともに生きる Ｆｅｒｔｉｌｉｔｙ：海に囲まれた豊かな大地
Ｇａｔｅｗａｙ：人と文化が融合する日本の玄関口

〇ストレスフリーな環境の整備
・通信環境や多言語化対応、手ぶら観光、二次交通等の充実
・バリアフリー化の推進

（２）誘客地域の多角化と観光消費の拡大
〇市場の選択と集中、ＯＮＥ ＭＯＲＥ ＳＴＡＹの実現

（国内：首都圏、修学旅行 海外：欧米豪、中国ＦＩＴ）
〇九州のコンテンツの質と販売の強化
・コンテンツ開発、広域周遊の促進
世界遺産の活用、体験・ナイトプログラム、アドベンチャーツーリズム等
・地域のコンテンツの集約（コンテンツプラットフォーム構築）と販売促進

プロジェクトを推進する上での課題

１．これまでの主な取組
〇第二期九州観光戦略策定（九州地域戦略会議）
〇温泉アイランド九州などのブランド戦略
〇九州オルレや祭りアイランド九州などの広域周遊促進

２．課題

① 海外における九州のブランドイメージの弱さ（特に欧米豪）
② 訪日外国人数の国籍の偏り（韓国・クルーズ船（中国）で全体の8割）
③ 観光消費額の伸び悩み
④ 新型コロナウイルス感染症の観光への影響

⑮ 九州観光戦略プロジェクト【幹事：福岡県】

活動内容 2021 2022 2023

観光の持続的な発展
に向けた基盤の強化

誘客地域の多角化と
観光消費の拡大

「九州ならではの価値」の進化・浸透

市場の選択と集中、ＯＮＥ ＭＯＲＥ ＳＴＡＹ

九州のコンテンツの質と販売の強化、広域周遊の促進

ストレスフリーな環境の整備
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目的

地域企業が SDGs を本業に埋め込み、経営戦略に実装することで、ぶれない経営
の創造とビジネスの潮流に乗ることを後押しし、もって地域企業の持続的な企業
価値の向上と地域課題・社会課題の解決による九州地域の持続的な発展に寄与
することを目指す。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要
〇九州SDGs経営推進フォーラム

SDGs経営を推進する産学官金のプラットフォームとして、2020年2月に設立（事
務局：九州経済産業局）。①情報提供（九州SDGs情報交流ネットワーク）、②地
域・社会課題解決に向けた企業と自治体等との対話（九州SDGsダイアログ）、③
地域企業へのSDGs経営支援（九州SDGs金融連携プログラム）等の活動を実施。
【フォーラム会員数】 ６５３者
（内訳）企業・団体：３９７、行政機関：７０、個人：１８６ （2021年3月1日現在）

２．具体的取組（計画）
①普及啓発・交流促進
会員拡大及び交流促進、メルマガやHP等での情報発信、セミナー開催

②ビジネスマッチング（ダイアログ）

課題を有する自治体等とシーズやソリューションを有する企業等との対話の場
の提供、プロジェクトの創出
③SDGs経営支援
金融機関と連携して、SDGsの考え方に沿った持続可能な企業経営や事業創出

の支援プログラムを検討し、地域企業のSDGs経営実装を支援
④関係機関との連携他
会員が行う自主事業や、「ALL九州SDGsネットワーク」をはじめとする自治体・関

係機関との有機的連携により事業を展開

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 －（新規）
２．課題

○地域課題・社会課題の解決に向けたシーズ・ニーズの見える化
地域循環につながる課題解決のため、シーズ・ニーズを探索しそれらの見える

化によりマッチングを図る必要がある
○SDGs経営の普及啓発と導入支援

SDGsの認知度向上と、地域企業への導入支援に向けた金融機関、支援機関
等との連携

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

（先端技術、働き方改革）

・社会課題、地域課題の解決のため、シーズとなり得る先端技術の適用や社会実
証プロジェクトの展開。

（アフターコロナ）

・コロナにより顕在化した緊急性の高い課題を優先的・重点的に設定し、アフターコ
ロナのより良い社会（BBB：Build Back Better）の実現に積極的な自治体等と企業と
の共創、金融機関と連携した課題解決プロジェクトの創出及び事業推進を目指す。

ロードマップ

⑯ 九州SDGs経営推進プロジェクト 【幹事：九州経済産業局】

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

①普及啓発・
交流促進

②ビジネス
マッチング
（ダイアログ）

③SDGs経営支援

④関係機関との
連携他

会員拡大（地域未来牽引企業他）
普及啓発（HP、メルマガ、セミナー、事例集）

・SDGs経営への取組企業数

現在：26社（推定）

⇒2025年：250社

※フォーラム会員企業数の
拡大を前提とした上で、現在
の10倍（大企業と同水準の5
割）に設定

交流促進（会員間、パートナー企業との交流・ビジネス）

戦略分野の課題抽出、ビジネスマッチング

フォローアップ・プロジェクト組成

金融機関等の募集・連携分野の調整

プロジェクト実施、事例PRによる横展開

勉強会、支援プログラムの検討

企業のSDGs経営支援、事例PRによる横展開、評価指標活用

EXPO2025
での発信
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設定目標（２０２３年）

○開業率 11％
（九州・沖縄全体の開業率）

ＳＤＧｓ、先端技術、働き方改革、アフターコロナの観点から

(SDGｓ)
コロナ禍により、非接触、非対面ビジネスやコロナ治療薬など新たな分野のビジネス
チャンスが拡大している。感染防止対策を講じ、ビジネスパートナーとのマッチングを
進めることで、新たな社会のニーズを捉え、優れた技術とアイディアを持つベンチャー
企業の事業拡大に繋げる。

ロードマップ

目的

世界で活躍できるベンチャー企業の創出を図り、産業の新陳代謝促進、経営資源の有効
活用、雇用の創出等により、九州から我が国経済の活性化を図る。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要
「福岡県ベンチャービジネス支援協議会」
中小・ベンチャー企業の成長発展を目的に、資金調達や業務提携、国内外への販路

開拓を一体的に支援。
［設立］1999年11月 ［会長］貫正義（九州電力 相談役）
［会員数］250社・団体（VC、銀行、商社、メーカー、証券会社、監査法人、生保・損保、

地方自治体、ベンチャー支援機関など）（2020年10月23日現在）
２．具体的取組（計画）
(１)フクオカベンチャーマーケット(ＦＶＭ)等によるベンチャー支援
・フクオカベンチャーマーケット(ＦＶＭ)の開催
・九州・山口ベンチャーマーケット(ＫＶＭ)の開催
・大学生向け「ベンチャー起業家出前講座」の実施
・大学ビジコン入賞に向けた支援の実施
・ＩＰＯを目指すベンチャー企業を対象としたセミナーの実施

(２)官民協働のスタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next」を中心とした取組
①国家戦略特区による規制緩和の実施
・スタートアップビザ(国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業)を実施
・スタートアップ法人減税を実施

②スタートアップ企業の交流会等の実施
・ベンチャー企業と大企業等とのマッチングイベント
・スタートアップシンポジウムを開催

③内閣府「スタートアップ・エコシステム拠点形成戦略」に係る事業の実施
・海外アクセラレーターによるプログラムの実施

(３)地域における創業支援
・地域の商工会議所、商工会、金融機関等と連携し、創業相談、セミナー等を実施

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
・ＦＶＭでの商談開始率は74.9％、商談成約率19.8％と上昇傾向。ＦＶＭ登壇企業
からＪ－Ｓｔａｒｔｕｐに選定された企業や、上場した企業が出てきている。

・スタートアップカフェにおいて、毎年約2,000件の創業に関する相談が寄せられてお
り、創業への関心向上や創業の裾野の拡大について、十分な成果があがっている。

・Ｆｕｋｕｏｋａ Ｇｒｏｗｔｈ Ｎｅｘｔにおけるメンタリングや資金調達支援などにより、スター
トアップの成長に繋がっており、入居企業151社(2020年9月末時点)、資金調達実
績16社約32億円という成果を上げている。(2019年度実績)

２．課題
・創業機運の醸成や支援施策の更なる強化
・スタートアップエコシステム構築に向けた支援体制の強化
・スタートアップの「スケールアップ」「グローバル化」支援の更なる強化

⑰ 創業・ベンチャー企業創出プロジェクト【幹事：福岡県・福岡市】

活動内容 2021 2022 2023

フクオカベンチャー
マーケット

九州山口ベンチャー
マーケットの開催

Fukuoka Growth Next
を中心とした取組

地域における
創業支援

創業相談、セミナー等の開催

ビジネスプラン作成から資金調達、販路拡大の支援

5.3 5.4 5.7 6.0 
4.7 4.6 

11.0 

3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0
11.0
12.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

創業支援施策の推進



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）

- - 1 2 3 4 5



設定目標（２０２５年）

①ドローンを活用した自治体の取組件数
設定時：52件（2019年実績）
目標：166件（2025年度）

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
設定時：17件（2019年実績）
目標：89件（2025年度）

ＳＤＧｓ、先端技術、働き方改革、アフターコロナの観点から

（ＳＤＧｓ）
17の目標のうち、該当するゴール（目標２．３．８．１１．１５）

特に過疎地域では、労働力の確保や買い物弱者の課題解決、地域住民等に対す
るサービス水準を向上させるための新たな手段としてドローン活用を図る。
（先端技術）

各県・政令市におけるドローンを活用した地域課題解決の具体事例を収集し、効果
が検証されたものについては横展開の検討を図る。

（アフターコロナ）
世界的には、ドローンはウイルス拡散を抑制し、コロナを封じ込めるための有用な
ツールとして活用。医療用ドローンによる配送やネット販売の需要拡大に伴う自動
配送サービスなど様々な用途での活用を後押しする。

ロードマップ

目的

九州各県・政令市におけるドローン実証実験などの取組みや民間企業の実用化に
向けた取組みを情報共有するとともに、九州地域でのドローン産業の振興と利活用
の促進を図る。

２０２１年度以降の取組（計画）

具体的取組（計画）
〇ドローン産業振興プロジェクト実務担当者会議の開催
・九州民間企業が実施する実証実験など取組事例を情報収集
・効果が実証されたものは各県・政令市の施策活用やビジネスマッチングの機会
を創出するなど、企業の活発なビジネス展開を後押しする。

〇ドローン物流社会実装プロジェクト（大分県）
インフラが脆弱な地域への荷物配送などドローン物流による実用化事例を創出
し、確立した技術・ノウハウについては、九州各県にも横展開を図る。（大分県内
５地域５プロジェクト）

○ドローンビジネスプラットフォーム事業（大分県）
利用者とドローンサービス提供者をつなぐ連携の核となる事業者（ドローンビジ
ネスプラットフォーマー）と九州民間企業との連携を進めていくことで、利用者の
課題解決や新たなサービスの創出、産業への活用拡大を図る。

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
〇OITAドローンフェスタ2019の連携開催（19.12.20～21＠大分県）
〇各県・政令市における取組（2018年度、2019年度2カ年累計件数）
・ドローンを活用した自治体の取組件数／52件
・自治体が支援し九州民間企業が参画した実証実験件数／17件

２．課題
分野別に進捗しているドローンの利活用を横断的に把握し、先駆的な取組みを支

援していくためには、企業や行政を含めた関係機関の理解とネットワーク構築が必
要不可欠。

⑲ ドローン産業振興プロジェクト【幹事：大分県】

活動内容 2021 2022 2023 2024 2025

担当者会議
の開催

ドローン物流
社会実装プロ
ジェクトの取
組み

ドローンプラッ
トフォーム事
業者との連携

大分県内企業との連
携ネットワーク構築

九州各県企業との連携ネットワーク拡大

効果が実証されたものは九州各県・政令市に横展開

【ドローン物流プロジェクの取組みの横展開例】
・大分県で確立した遠隔・省人化によるドローン物流の技術を九州各地に横展開

・複数ルートの運航管理を一元的に行うことで、運用コストの低減を実現し、ドローン物流
の事業化を推進する。
【ドローンプラットフォーム事業者との連携拡大例】

・地域課題解決型マッチングサイトの運営や新サービス創出のための最適なシステムや
ビジネスモデルを大分県内で構築。九州民間企業等と連携し、九州全域にサービス展開
することを目標に様々な分野でドローンの社会実装を加速させる。

過疎地等に
おける実証

人口集中地域（ＤＩＤ地区）における実証

ドローン活用の様々なユースケースの把握、九州民間企業等の情報共
有、九州各県・政令市の施策に活用 ド

ロ
ー
ン
の
社
会
実
装
を
加
速

23
52

166

6 17

89

2018 2019 2025

①自治体の取組件数 ②実証実験件数

(目標)

累計件数



設定目標（２０２５年）

mrubyを活用した

製品開発数 ６５件（累計）

ＳＤＧｓ、先端技術、働き方改革、アフターコロナの観点から

（アフターコロナ）
mruby技術研修会や情報発信等については、ケースに応じたオンラインとリア

ルを上手く組み合わせたやり方を実践し、参加者獲得につなげる。

ロードマップ

目的

九州・沖縄地域の製造業、ソフトウェア開発企業等に、IoT開発に親和性の高い
九州発のプログラミング言語「mruby（軽量Ruby）」による組込みシステムを普及さ
せることで、域内のものづくり基盤技術の高度化を図る。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要
「福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議」
開発効率が高くスタートアップと親和性の高い国産プログラミング言語Rubyと、

Rubyをものづくり分野でも活用できるよう国の支援を得て開発した九州発の組込み向
けプログラミング言語mrubyを核に、IT・IoTスタートアップの育成のため、製品開発助
成、販路開拓支援、人材育成等の支援を実施。

［設立日］2012年7月 ［会 長］まつもとゆきひろ（プログラミング言語Ruby開発者）
［会員数］809（産764、学18、官27） ※令和３年２月末日現在

２．具体的取組（計画）
（１）mruby普及・実用化促進ネットワーク事業の実施
①mruby技術研修会の実施

mrubyを用いたIoTプラットフォーム体験会や実践的なハンズオン研修等を実施。
②mruby技術情報ポータルサイトの運用・更新
ポータルサイト内で技術者が必要としているmrubyに関する技術情報を随時更新。

（２）mrubyに関する情報発信、ビジネスマッチング
①大型展示会等への出展

ET ＆ IoT Technology（横浜市：パシフィコ横浜）やRubyWorld Conference（くにびき
メッセ：松江市）等のものづくり企業やソフトウェア開発企業が多く参加する展示会に
出展し、mrubyに関する情報発信やビジネスマッチングを図る。

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
mruby技術情報の発信やmruby普及・実用化促進ネットワーク事業の取組みに

より、mrubyを用いた試作品・製品開発数は目標を達成。また、世界最大級の国
際会議「Rubykaigi2019」の福岡開催にあわせたmrubyワークショップの開催や、
murbyを搭載した超小型レーダー衛星の打ち上げ等、mrubyの普及につながる取
組みを着実に実施している。
２．課題

mrubyは安定版の公開から5年程しか経過しておらず、さらなる普及を進めるた

めには、引き続き、技術研修会の実施や技術情報の発信等が必要。あわせて、
小型衛星のような、実際にmrubyが活用された先進的事例を創出することが必要。

⑳ ものづくりにおける組込みソフトウェアへの軽量Ruby活用促進プロジェクト【幹事：福岡県】

活動内容 2021 2022 2023 2024 2025

（１）mruby普
及・実用化促
進ネットワー
ク事業の実施

（２）mrubyに
関する情報発
信、ビジネス
マッチング

mruby技術研修会の実施やmruby技術情報ポータルサイ
トの運用・更新
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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）
８．働きがいも経済成長も

（働き方改革）

九州企業と留学生のマッチングにより、労働力不足を解消するとともに、企業のダ
イバーシティを促進し、生産性向上に寄与する。

（アフターコロナ）

各種セミナーの開催にあたっては、オンライン方式も活用し、感染リスクを低減さ
せるとともに、遠隔地に住む留学生が、九州内企業とマッチングしやすい環境づくり
を促進する。

ロードマップ

目的

九州圏内の産学官との連携を強化し、九州内企業のグローバル化に資する人材を
育成するため、人材マッチングサイト「Work in Kyushu」の運営やセミナーの開催等を
通じ、グローバル人材の九州内企業への就職を促進する。

２０２１年度以降の取組（計画）

１．主体となる組織の概要
〇九州グローバル人材活用促進協議会

・九州における留学生等の就職活動を支援して九州域内での定着を図ることで、九
州内企業のグローバル化を支援することを目的とする組織で、九州７県、九州経
済産業局及び九州経済連合会で構成。

２．具体的取組（計画）
（１）留学生と九州内企業のマッチング支援
・留学生及び九州内企業を対象とした人材マッチングサイト「Work in Kyushu」を運営

するほか、対面及びオンライン形式で、留学生と九州内企業のマッチングイベント等
を実施。

（２）九州内企業への情報発信

・留学生を積極的に採用・活用している企業の情報収集を行い、九州内企業に対し、
留学生採用のメリットや留学生の活躍事例等の情報を提供。

（３）留学生への情報発信

・九州内企業に就職した元留学生を招き、自身が勤める企業や九州の生活環境を紹
介してもらうセミナーの開催等を通じ、留学生に九州で働くことの魅力をPR。

（４）九州各県・各機関の就職支援の取組みとの連携
・九州各県や各機関が実施する就活セミナー等や、JEWELS+（第2期九州創生アクショ
ンプラン）の取組みとも連携・情報共有し、相乗効果を生み出す。

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

〇利用者（企業及び留学生）から寄せられた意見をフィードバックし、マッチングサイト
「Work in Kyushu」の改良を行うことで、利用しやすい環境を整備。

〇留学生と企業との交流会や「Work in Kyushu」に関するシンポジウム等を開催
２．課題

〇これまでわが国の留学生数は年々増加傾向にあったが、新型コロナウイルス感染
症の収束が見通せない中、留学生の新規入国や企業の人材採用をめぐる状況は
依然として不透明なものとなっている。このような「ウィズコロナ」の状況下で、留学
生に九州で働くことのメリットを、また、企業に留学生を採用するメリットをいかに伝
え、留学生と企業のマッチングにつなげていくかが課題。

㉑ グローバル人材の育成・活用促進プロジェクト【幹事：九州グローバル人材活用促進協議会】

活動内容 2021 2022 2023 2024 2025

留学生と九州
内企業のマッチ
ング支援

九州内企業へ
の情報発信

留学生への情
報発信

九州内企業に就職した元留学生の体験を紹介するセミナーを
開催し、留学生に、九州で働くことの魅力をPR

留学生を採用した企業の取組みを紹介するセミナーを開催

マッチングサイト「Work in Kyushu」の運営や、各種セミナー等
の開催により、留学生と九州内企業とのマッチングを支援

九州内企業への留学生就職人数：2,000人
（2019年全国における留学生の就職人数 30,947人 × 6.5% ≒ 2,000人）

1,370 人 1,475 人 1,580 人 1,685 人 1,790 人 1,895 人 2,000 人

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


