
北九州市国家戦略特区 
～高年齢者の活躍や介護サービスの充実による 

人口減少・高齢化社会への対応～ 

参考資料３ 



国家戦略特区制度の趣旨・目標 

 「日本再興戦略 -JAPAN is BACK-」（H25.6.14 閣議決定）において、「国
家戦略特区」の創設が位置づけられました。 
  
 この国家戦略特区は、国の経済成長に大きなインパクトを与えるものであっ
て、国・地方自治体・民間が三者一体となって取り組むプロジェクトを対象と
しています。 
 
 このため、地域における取組を踏まえつつ、国家戦略の観点から、内閣総理
大臣主導の下、大胆な規制改革等を実行するための強力な体制を構築して取り
組むこととしています。 
 
 この国家戦略特区を活用して、いわゆる「岩盤規制」全般について速やかに
具体的な検討を行い、規制改革等の突破口を開きます。これにより、民間の能
力が十分に発揮できる「世界で一番ビジネスのしやすい環境」を整備し、経済
成長につなげることを目標としています。 
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6 区域計画として認定されれば、全ての特例が活用可能 
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 【規制改革メニュー】 
・官民の垣根を越えた人材移動の柔軟化の特例 

【規制改革メニュー】 
・シニア・ハローワークの設置 

【規制改革メニュー】 
・滞在施設の旅館業法の適用除外 
・歴史的建築物に関する旅館業法の特例 



活用予定の規制の特例 内容 

滞在施設の旅館業法の適用除外 国内外旅行客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき７日から10
日間以上使用させ、滞在に必要な役務を提供する事業を行おうとす
る者が、都道府県知事の認定を受けた場合は、旅館業法を適用しな
い。 

歴史的建築物に関する旅館業法
の特例 

地方自治体の条例に基づき選定される歴史的建築物について、施設
基準の適用を一部除外し、ビデオカメラが設置され、緊急時の対応の
体制が整備されている場合はフロントなしで認める。 

官民の垣根を越えた人材移動の柔
軟化 

スタートアップ企業における優秀な人材確保のため、国・自治体等に
勤務する者をスタートアップ企業で働きやすくする枠組み（一定期間
内に再び国・自治体の職員になった場合の退職手当の算定への配
慮）を構築。 

エリアマネジメントの民間開放（道
路の占用基準の緩和） 

国際的な活動拠点の形成に資する多言語看板、ベンチ、上屋、オー
プンカフェ等の占用許可に係る余地要件の適用を除外。 

※シニア・ハローワーク、介護ロボットに関する特例は新たな規制改革となり、国において精査中 
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「環境」「ものづくりの技術」「高齢化対応」「アジア諸都市とのネットワーク」という 
本市の強みを活かし、さらなる地域の発展につながる技術の開発やビジネスの創出につなが
る規制改革を提案。 

プロジェクト② シニア･ハローワークの設置 

 首都圏方面等から「北九州生まれ」「北九州に住ん

だことがある」方々に移り住んでいただき、地元中小

企業への技術還元、企業、コミュニティ活動などを通

して活躍していただく「北九州市版ＣＣＲＣ」事業を

推進するための規制改革を提案。 

 アシストツールによる作業支援によってシニアの就

労が拡大されれば、シニア・ハローワークとの連携に

よる介護分野の求人増も期待。 

 ５０歳以上の求職者への重点的な就労支援を可能とす
る「シニア・ハローワーク（仮称）」を設置して、働く
意欲のあるアクティブシニアの就職を応援。 

提案の内容 

プロジェクト① 「先進的介護」の実証・実装 

 高齢化の進行で介護ニーズが高まる一方で、介護職員の不

足や、「腰痛」問題などによる離職が大きな社会的課題。 

 こうした課題解決策の一つとして、国もロボット技術の活

用を推進するものの、費用や使い勝手の問題のほか、介護ロ

ボットの評価・検証の仕組みについては未整備。 

 北九州市はものづくりや介護の分野の企業・研究者と行政

が連携を図り、全国初の「人とロボットの協働による介護」

のあり方を検証し、提案。 

 ロボット技術を活用した介護現場の基準 
づくりのため、「介護保険法」の改正を提案。 

提案の内容 

 「先進的介護」・「高齢者等の活躍」の拠点作りに向けた２つのプロジェクト 
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ＰＡＬＲＯ 

（コミュニケーションロボット） 

Ｔｒｅｅ 
（歩行リハビリ支援ツール） 

ロボットアシストウォーカー 

（電動歩行アシストカート） 

    ＡＧＶ 
（食事無人搬送システム） 

 

２ユニットでの「共同生活室」共同利用を可能とする特例の創設    
「１ユニットに１共同生活室を設置」とされている基準を緩和し、２倍の面積を確保した 
上で、「２つのユニットで共同利用する共同生活室を設置」することにより、入所者の 
満足度の向上、介護職員の作業効率化・負担軽減、及び介護職員の補助・代替機能を有する 
ロボット技術の開発・改良に資する実証実装を実施する。 

提案 先進的介護の実証・実装 
これまでの介護施設 

共同生活室 

食事、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、談話等 

10 



 

▶福祉用具プラザ 
  (社会福祉法人 北九州市福祉事業団 ） 

▶ 産業医科大学 

▶九州工業大学 社会ロボット具現化センター 

▶北九州市介護ロボット普及推進会議 

▶ ＴＯＴＯ㈱ 

ベッドサイド水洗トイレ ＰＡＬＲＯ 
（コミュニケーションロボット） 

▶ リーフ㈱ 

Ｔｒｅｅ 
（歩行リハビリ支援ツール） 

▶ ㈱安川電機 

移乗アシスト装置 

世界的に有名なロボット企業の存在 

充実した開発体制、豊富な人材 
（理工系大学・大学院、高専等の卒業予定者数：約４，５００人/年） 

「極限環境」「医工連携」「メカトロニクス」「ロボット教育」を柱とし、研究成果の
社会還元、次世代ロボット開発を推進 

REWALK 
（脊髄損傷患者向け 

  歩行アシスト装置） 

産業医の育成と労働安全衛生に関する研究を行う日本唯一の医科大学 

▶ FAIS（北九州産業学術推進機構） 

     ロボット技術センター 

▶ 富士ソフト㈱ 

産 

学 実証・導入支援体制 官 

産・学・官の連携により「研究開発」「実証」「評価」の拠点を北九州市に形成 
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高年齢者の就職支援の総合窓口（北九州市高年齢者就業支援センター） 

 
 
  【実施主体】 国 
  【年齢】全年齢層 
 
 ●正規雇用、フルタイム 
 ●職業相談、職業紹介 
  職業訓練、失業給付 
 

 
 
 
 
 
【実施主体】 
 公益社団法人 
【年齢】60歳以上 
 
●臨時、短期の 
 仕事の提供 

 
 
 
 
 
【実施主体】 
 公益社団法人 
【年齢】60歳以上 
 
●派遣による仕事 
 の提供 

シルバー 
人材センター 

高齢者能力 
活用センター 現 

 

在 

規
制
改
革
後 

 
 
 
 
 
【実施主体】市 
 

【年齢】全年齢層 
 
 
●カウンセリング、 
 能力開発講座、 
 就業支援の 
 トータルサポート 

キャリア 
カウンセリング 

コーナー 

アクティブシニアの多様な就業ニーズに総合的に対応する 
「高齢者の活躍拠点」「創業・雇用創出拠点」を整備 

ハローワーク 

 

シニア・ 
ハローワーク（仮称） 
  【実施主体】国 
  【年齢】50歳以上 
 
●５０歳以上の求職者への 
 重点的な就労支援 
  

追加 
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本市のポテンシャルを最大限に発揮し、取組みをさらに推進するために 

国家戦略特区法の規制改革メニューを積極的に活用。 

プロジェクト③ 国内外の交流・インバウンド拠点の形成 

 本市は旅行の予算や滞在期間、趣味、関心事が多種

多様な外国人の個人旅行客が多く訪れており、その他

にも環境関連産業における海外からの研究者やビジネ

スマン等も滞在していることから、様々な宿泊者の

ニーズにきめ細かく対応できるようにするため、旅館

業法の特例を活用。 

 さらには、本市の代表的な観光スポットである門司

港レトロ地区には、宿泊施設として活用可能な歴史的

建築物があり、多様な宿泊ニーズへの対応が可能。 

  
・滞在施設の旅館業法の適用除外 
・歴史的建築物に関する旅館業法の特例 

活用する規制改革メニュー 

プロジェクト④ グローバルベンチャーを育成するス
タートアップ拠点の形成 

 本市は平成26年４月に市内外の起業家が集うオープンス

ペースを保有した文化創造拠点「fabbit（ファビット）」

を開設。このfabbitでは定期的に官民の交流が図られてい

るほか、貸しオフィスやスタートアップのための起業相談

業務等の場を提供しており、fabbitを核として官民のマッ

チング機能を発揮することが十分可能。この特例を活用す

ることによって、グローバルベンチャーを育成するスター

トアップ拠点の形成を加速。 

 また、介護サービス人材などの流動化を実現させること

によって先進的介護の拠点化形成をさらに加速。 

 
・官民の垣根を越えた人材移動の 
 柔軟化の特例 

活用する規制改革メニュー 
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グローバルベンチャーを育成するスタートアップ拠点の形成 

秘密基地 MIKAGE1881 

旧ＪＲ九州本社ビル 門司港レトロ地区 

観光地での歴史的建築物を活用 外国人向けの滞在施設の充実 

タンガテーブル リトルアジア 

fabbit（ファビット） 

様々な滞在ニーズに対応した宿泊施設 豊富な観光資源 

起業家が集う豊富なオープンスペース 
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連携 

北九州市国家戦略特区推進本部 

【本部長】  市長 

【副本部長】 副市長 

【構成員】  関係局長・各区長 

【事務局】  総務企画局政策調整課 

【主な協議・検討事項】  

 ○特区事業の推進 

 ○既存の規制改革メニューの活用 

 ○新たな規制改革の提案 など 

（仮称）北九州市国家戦略特区 
アドバイザリーボード 

※産業界、大学・研究機関等の有識者で構成 

 【主な役割】 

  ・特区事業推進に係る助言 

  ・新たな規制改革提案に係る助言 など 

北九州市まち・ひと・しごと推進協議会 

北九州市内の産学官金労言及び住民代表 

事業ごとに官民によるプロジェクトチームを設置 

【先進的介護・高齢者活躍】 【創業・雇用創出】 【国内外の交流･インバウンド】 

介護ロボットＰＴ 人材移動ＰＴ 民泊ＰＴ 
歴史的建築物ＰＴ 

ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄＰＴ 
シニアハローワークＰＴ 

○介護職員の作業分析 
○ロボット等の評価 
○介護ロボットを活用した実証実装 
                   など 

○人材移動の仕組みの検討 
○企業ニーズの把握方法の検討 
○マッチングシステムの検討 など 

○ＣＣＲＣ事業との調整 
○既存の高齢者就労支援事業との調整 

○国との調整 
   など 

○国内外の観光客増加に 
 つながる民泊及び歴史的 
 建築物の活用について検討 

○道路など公共空間を活用 
  した街のにぎわいづくり 
  について検討 



今後想定されるスケジュールについて 

時期 内容 

平成27年12月15日 ・国家戦略特別区域諮問会議において北九州市の区域指定が決定。 
 国家戦略特区第３弾として広島県・今治市、千葉市とともに指定が
決定。 
 北九州市のテーマ：高年齢者の活躍や介護サービスの充実による
人口減少・高齢化社会への対応 

平成28年１月末 ・国において「国家戦略特別区域法」に基づいて、「国家戦略特別区
域を定める政令」が施行され、区域及び区域方針が正式に決定。 

平成28年２月以降 ・国（国家戦略特別区域担当大臣）、関係地方公共団体の長及び国
が選定する民間事業者で構成される「区域会議」を発足。 
・区域会議において具体的な規制改革事項を活用した事業計画であ
る「区域計画」を策定。 

平成28年春頃 ・内閣総理大臣が「区域計画」を認定することにより特区内で規制改
革事項を活用した事業開始。 
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北九州市まち・ひと・しごと 
総合戦略の取り組み 

Ⅰ北九州市にしごとを
つくり、安心して働ける

ようにする 

Ⅲ若い世代の結
婚・出産・子育て
の希望をかなえる 

Ⅱ北九州市への
新しいひとの流れ

をつくる 

Ⅳ時代に合った
魅力的な都市を

つくる 

Ⅴ地方創生推進のための
国の施策への対応 

◎国家戦略特区 

地方創生の 
「成功モデル都市」 

規制改革 
特例の活用 

「北九州市まち・ひと・しごと総合戦略」における国家戦略特区のイメージ 

まち・ひと・しごと総合戦略の取り組みを 
「国家戦略特区」で強力に後押し 

国家戦略特区の指定自治体は、 
 国家戦略特区の全ての規制改革メニューを活用可能 
 新規の規制改革提案も区域会議で提案可能 

 地方創生の「成功モデル都市」を目指す 


