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これからの県政の基本的な考え方

・誰もが住み慣れたところで「働く」

・長く元気に「暮らす」

・安心してお子さんを産み「育てる」

この３つができる地域社会づくり

① 災害からの復旧・復興

② 時代の変化とそれへの対応

③ 地方創生の推進

「雇用の場」「魅力ある働く場」をつくること
・中小企業の振興 ・地域の特性を生かした産業の振興

・第４次産業革命（AI、IoT等）とその取組み

・人生100年時代の到来と「100年グッドライフ福岡県」の構築

・少子高齢化、人口減少の進展と地方創生



雇用の場の創出 ①中小企業の振興

支援企業(４５７社)のうち

約６割(２８０社)で売上または利益が向上

県内約１７０の関係機関で構成する
「福岡県事業承継支援ネットワーク」

で支援

２０１５年１０月
「福岡県中小企業振興条例」を制定

【承認件数：２０１８年度、創業率・廃業率：２０１７年】

経営革新計画承認件数 ６，３６０件
（前年比 ＋５７５件）

創業率 ５．４０％

（全国平均 ４．５２％）

廃業率 ２．９２％

（全国平均 ３．２９％）

全国
３位

県内４地域に
「地域中小企業支援協議会」を設置

成長段階と事業環境に
応じ、きめ細かに支援

地域ぐるみで支援

【県内の６０歳以上の経営者の事業承継の準備状況】（２０１９年度）

後継者未定 ４８％

後継者
決定済み

準備未着手 ２２％

準備着手済み ３０％

経営者への
働きかけが
必要:７０％

【主な取組内容：２０１８年度】

事業承継診断 ３，５３０件
専門家派遣 ２０４件
事業承継計画 ２６社策定

事業承継に伴う税制上の
１０年間の特例措置を国が準備

現場の実態とニーズに合わせて、企業診断→改善提案→設備導入まで一貫した支援をきめ細かく行うため、

全国で初めて「福岡県中小企業生産性向上支援センター」を設立。

■ 中小企業振興条例に基づく支援

■ 「中小企業の生産性向上」に向けた支援

■ 事業承継の支援
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雇用の場の創出 ②企業誘致や特区による雇用の創出

〈企業誘致〉

【2011～2018年の合計】

立地件数 433件

設備投資額 4,948億円

雇用人数 7,650人

５２年連続
九州ナンバー１

本社機能の移転・拡充 ３7件 （全国１位） ※2019年9月末時点

（主な立地企業）

・資生堂（久留米市）（スキンケア製品等）

・ユニ・チャームプロダクツ（苅田町）（紙おむつ製品等）

・山口油屋福太郎（添田町）

（旧校舎を、めんべい生産工場に活用）

・日立ハイテク九州（大牟田市）（検査分析装置の製造）

〈グリーンアジア国際戦略総合特区〉
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全国初！
指定法人の
指定

全国初！
利子補給
制度活用

特区
指定

特区制度
活用企業数

73社

設備投資額
1,160億円

設備投資額
約 3,160億円

新規雇用
約1,750人

新規雇用
730人
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「開発・設計」から生産までを一貫して担う
アジアの一大生産拠点に成長

県の基幹産業

ﾀﾞｲﾊﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ九州開発ｾﾝﾀｰ
（2015年8月開設）

ﾄﾖﾀ自動車九州ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ
（2016年3月開設）

生産能力:159万台 関連企業も576社に拡大

（年度）

久留米地域を中心にバイオ関連企業や研究機関の集積
を目指す「福岡バイオバレープロジェクト」を推進

○ 核酸医薬・機能性表示食品の開発支援
理化学研究所との核酸医薬や革新的な

機能性表示食品の共同研究を推進

○ 革新的バイオ産業の創出
生物の持つ物質生産能力を最大限に

引き出した細胞である「スマートセル」の
実用化に向けた研究開発を支援。また、
それを支援する施設の整備に着手。

北九州空港を核とした「航空機関連企業の誘致」と「県内企業の参入」を促進

ＦＡＩＮ（福岡県航空機産業研究会）

※「Fukuoka Aircraft
Industry Network」の略称

航空機産業への参入に意欲のあ
る県内企業８社により発足した、
受注獲得に挑む研究会三菱重工の専用格納庫

（北九州空港内）

ため池管理システム農作物栽培支援システム

福岡県ＩｏＴ推進ラボの主な先進プロジェクト

八女伝統本玉露
生産支援システム

先端成長産業（自動車、バイオ、IoT、航空機）の育成

■ 自動車産業 ■ バイオ技術を活用した製品開発

■ IoT技術を活用した新たな製品・ｻｰﾋﾞｽの創出

■ 航空機産業の振興
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雇用の場の創出 ③先端成長産業における取組み
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雇用の場の創出 ④農林水産業における取組み

「ブランド化」「輸出促進」「担い手確保」に取り組み、
「稼げる産業、魅力ある産業」に

○ あまおう、夢つくし、ラー麦、八女茶、はかた地どり、

福岡有明のりなどは、ブランドとして広く認知

○ 秋王、甘うぃ、実りつくしなどの認知度向上を図る

○ アンテナレストラン「福扇華（ふくおか）」を活用

した「福岡の食」の魅力発信を強化

○ 県産農林水産物の輸出額は着実に増加し、2018年度、

33.6億円と過去最高を更新

○ ベトナムに梨(昨年８月)、米国に柿(昨年10月)、タイに

みかん(今年１月)を初めて輸出

○ 新規就業者数：2018年度も500人を突破※着実に増加

○ 「福岡県就農マッチングセンター」を林業、漁業に拡大

■ ブランド化

■ 輸出促進

■ 担い手の確保

＜県が誇る農林水産物＞

秋王 実りつくし

アンテナレストラン「福扇華」

あまおう 福岡の八女茶

柿の販売状況（米国） 博多和牛のＰＲ試食会（タイ）

はかた地どり

＜「福岡の食」の魅力を発信＞

＜輸出促進＞

福岡有明のり

最新技術（AI、IoT等)の導入 ⇒「スマート農林水産業」に ６



雇用の場の創出 ⑤観光の振興

CNNで紹介された「2019年に訪れるべき19の場所」福岡県

宿泊税

外国人観光客の誘致

観光消費額

外国人入国者数

（2013年）
591億円

（2010年）
81万人

【2018年】
2,888億円

【2018年】
328万人

受入環境の整備

Wi-Fi環境の整備 多言語表示

24時間365日利用可能17言語対応
ふくおかよかとこコールセンター

■ ■

小倉城 太宰府天満宮

九州国立博物館 柳川川下り

■
税率 一人一泊につき200円

※福岡市内での宿泊は、20,000円以上の場合500円

使途 県全体の観光の魅力を高め、旅行者の
満足度向上を図るための施策に活用

施行時期 ２０２０年４月１日
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設置年月 2004年7月

対 象 おおむね29歳までの求職者

事業内容 個別就職相談、各種セミナー
合同会社説明会
学校と地元企業の交流会
ＵＩＪターン就職支援 等

新規登録者数 6,720人(2018年度実績)

就職者数 5,471人(2018年度実績)

個別就職相談

若者の雇用対策 ①福岡県若者しごとサポートセンター

センター利用登録

個別就職相談

職業紹介

就職決定

就
職
決
定
ま
で
の
流
れ

イベント(合同会社説明会等)参加

若者の就職促進のため、個別就職相談等を実施

就職支援セミナー

８

企業・求人検索コーナー



■高校教員と地元企業の交流会 (2019年度実績)

参加企業:297社 参加学校:137校

■大学等と地元企業の就職情報交換会 (2019年度実績)

参加企業:86社 参加学校:73校

高校教員と地元
企業の交流会

若者の雇用対策 ②地元企業との出会いの場の創出

〈学校関係者と企業の出会いの場〉

〈若者と企業の出会いの場〉

■大学等合同会社説明会 (2019年度実績)

参加企業:100社 参加者:487人

■地元企業紹介事業 (2018年度実績)

魅力発見授業/見学会 参加企業:44社 参加者:1,032人

座談会/見学会 参加企業:52社 参加者:463人

■インターンシップの推進 (2018年度実績)※

受入企業等:293機関 参加者:663人(うち福岡県庁への参加者44人)

※ 一般社団法人九州インターンシップ推進協議会の受入実績

合同会社説明会

大学等と地元企業
の就職情報交換会

魅力発見授業 座談会

インターンシップ

個別就職相談等のほか、各種イベントを実施
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若者の雇用対策 ③ＵＩＪターン就職支援事業

ＵＩＪターン就職を希望する県外学生等への支援

九州・山口しごとフェスタ＠東京・池袋

九州・山口８県及び経済界が一体となり
地元企業の魅力をＰＲ

東京での九州・山口しごとフェスタの開
催や九州・山口の企業へのインターン
シップ等を実施
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■県外学生への支援 ■九州・山口８県及び経済界一体での取組み

東京圏等の４６大学等とＵＩＪターン

就職支援協定を締結

県内企業と学生の座談会・業界研究会や保

護者会での個別就職相談等を実施

（資料出典） 総務省「住民基本台帳人口移動報告」

福岡県の年齢別転入・転出超過

2,889人

1,150人

▲ 1,590人▲ 1,282人

226人
626人 555人 270人 313人 346人 354人
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全体 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳

２０代は転出超過

2018年度



○期間 ２０２０年４月２１日（火）～２６日（日）
○場所 北九州市立総合体育館
○出場国 およそ２０カ国
○種目 男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルス

○期間 ２０１９年１２月２０日（金）～２３日（月）
○場所 マリンメッセ福岡、福岡国際会議場、

福岡国際センターほか
○テーマ 人とクルマが つながる未来
○出展社
四輪：国内８ブランド、輸入１９ブランド
二輪：国内２ブランド、輸入９ブランド

Seamaster2020ITTFワールドツアープラチナ
卓球ジャパンオープン荻村杯北九州大会

福岡県で開催される大規模国際イベント
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福岡県知事 小川 洋
ご清聴ありがとうございました。

日本代表チーム

福岡県ゆかりの選手

韓国出身・具智元選手

JR博多駅前のファンゾーン

ラグビーワールドカップ2019日本大会（福岡会場）への
ご声援、誠にありがとうございました！

福岡会場の試合（イタリア対カナダ）
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