
福岡バイオコミュニティ及び県の関連施策の紹介

福岡県



福岡県・九州大学包括連携協定

and more…

● 九州大学は、昨年11月、「指定国立大学法人」への指定を機に、「総合知で社会変革を牽引す
る大学」として、世界最高水準の教育、研究を目指した取組に挑戦。
● その九州大学と福岡県が、改めて強固な連携体制を構築し、九州、福岡から、スタートアップ、
脱炭素、医療など幅広い分野で新たなイノベーションを創出することを目指し、本年4月、包括連
携協定を締結。

【主な連携プロジェクト・テーマ】
（ベンチャー支援）・「福岡県大学発ベンチャーCXOバンク」・福岡バイオバレープロジェクトの推進
（脱炭素） ・風力発電産業集積の促進 ・福岡水素戦略の推進 ・有機EL研究開発拠点化の推進
（DX推進） ・DX人材育成と産業創出の推進
（学研都市） ・九州大学学術研究都市構想の推進
（医療・福祉）・医療・福祉機器関連産業の振興 その他（農林水産業）（教育）など



世界に先駆けた福岡県の挑戦
ベンチャーマーケット

自動車生産100万台構想

有機EL産業化研究会、Ruby・コンテンツビジネス振興会議

ブロックチェーン研究会、航空機産業振興会議

先端半導体開発拠点構想、バイオバレープロジェクト

水素エネルギー戦略会議

三次元半導体研究センター

医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク設立

宇宙ビジネス研究会

グリーンデバイス開発・生産拠点協議会
福岡県・九州大学包括連携協定
自動車産業グリーン先進拠点推進構想
バイオコミュニティ推進会議
水素グリーン成長戦略
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福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議

会員数：８３５ （産 790 学 18 官 26 ）

・ 国産プログラミング言語Rubyと、本県発の

組込み等言語mruby（軽量Ruby) を核に、

IT・ソフトウェア産業を振興
会長：まつもと ゆきひろ

（Ruby開発者）

宇宙ビジネス ＩＴバイオ グリーンデバイス水素

成長産業を支える産学官プラットフォーム

福岡県半導体・デジタル産業振興会議

会員数：１０２５ （産 723 学 167 官 135 ）

・ 「グリーンデバイス」の一大開発・生産拠点

の構築とロボット、IoT、や宇宙ビジネスを振興し、

新たなニーズに対応した新産業を創出
会長：津田純嗣

（㈱安川電機 特別顧問）

福岡バイオコミュニティ推進会議

会員数：７０７ （産 525 学 136 官 46 ）

・ 久留米市と連携し、「創薬」と「機能性

食品」を柱にした、バイオ産業を振興
会長：西村慶介

（キリンホールディングス(株) 

代表取締役副社長）

福岡県水素グリーン成長戦略会議

会員数：８７８ （産 717 学 121 官 40 ）

・ 環境施策を経済成長につなげるため、

水素による「グリーン成長」を図る取り組み

を進め、水素産業を振興
会長：佐藤直樹

（日本製鉄(株) 代表取締役副社長）



【成長産業】 バイオ

https://www.fbv.fukuoka.jp/

https://www.fbv.fukuoka.jp/


福岡バイオコミュニティ推進会議
【 会 長 】 キリンホールディングス㈱

代表取締役副社長 西村 慶介

【特別顧問】 九州経済産業局長

福岡県知事、久留米市長

【設 立】 令和４年7月8日

【会員数】 707会員（令和４年7月現在）

振興会議の目的に賛同する企業、

大学、行政、個人

※福岡県バイオ産業拠点推進会議からの引継ぎ

【主な会員企業】

東レ㈱、京セラ㈱、田辺三菱製薬㈱、

㈱ユーグレナ、㈱ヘリオス、㈱東洋新薬

【取 組】 ①創薬拠点化の推進

②スマートセル実証拠点化の推進

③バイオ技術を活用した食品開発の推進

西村会長



バイオバレープロジェクトの事業

研究開発
支援

ベンチャー
育成

事業化支援

販路開拓
支援

人材育成

■ 福岡バイオ産業創出事業（研究開発支援）

■ 産学官共同研究開発リーディングプロジェクト

■ インキュベーション施設（4棟：77室）

オープンラボによる支援

■ 機能性表示食品開発支援

■ 専門人材による製品開発支援

■ 大規模展示会への出展支援（BioJapan等）

■ 機能性表示食品等の展示商談会開催

■ セミナー（バイオビジネス最前線）開催
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完成イメージ

インキュベーション施設の概要

研究開発棟
福岡バイオ

インキュベｰション
センタｰ(F-BIC)

福岡バイオ
ファクトリー
（F-BF）

福岡バイオ
イノベーション
センター

外観

開業 1989年4月 2004年4月 2007年4月 2021年4月

施設概要 ・延床面積 3,935㎡
・地上３階建
・33室
・オープンラボ

・延床面積 1,365㎡
・地上4階建
・17室
・商談室、会議室
※BSL2対応

・延床面積 2,219㎡
・地上4階建
・15室
・商談室、会議室
※BSL2対応

・延床面積 1,758㎡
・地上5階建
・12室
・オープンラボ
・商談室・会議室
・コワーキング・スペース
※BSL2対応

入居率
（2022.3.31）

84％ 100％ 100％ 66％

・研究開発、ベンチャー企業育成支援 ・実用化、販路開拓支援 ・室料助成
・オープンラボの使用料減額 ・専門人材によるアドバイス 等

支援メニュー

オープンラボ設置機器 自動分注装置、ガスクロマトグラフ質量分析計、リアルタイムPCR、DNA抽出解析装置、セルソーター、
全自動電気泳動装置、ジャーファメンター、安全キャビネット、微量分光光度計など、最新機器を設置
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機能性表示食品届出件数488件 ※東京､大阪に次いで全国3位

福岡バイオバレープロジェクトの成果

【平成13年】32社 【令和３年】240社以上

バイオ関連企業
の集積

170件以上

地元企業
による製品化

１位 東京都 2,565件
２位 大阪府 804件
３位 福岡県 488件
４位 静岡県 283件
５位 愛知県 276件

■届出企業 120社
㈱東洋新薬 98件
㈱ZERO PLUS       51件
㈱ハーブ健康本舗 19件
㈱エバーライフ 16件
プライム製薬合同会社 12件
キューサイ㈱ 12件
㈱やずや 10件
他 113企業 ※ほとんどが小規模事業者

8
（R4.12月末現在）



バイオ産業を支える県内大学

九州大学 【中村 崇裕 農学研究院 教授】

福岡バイオコミュニティが、ゲノム編集を利用したモノ
づくりの試験研究から実証試験までを支援するプラッ
トフォーム「ゲノム編集産業化実証ラボ」を、九州大学の
協力を得て久留米市に開所。

九州大学、久留米大学、産業医科大学、福岡大学、九州工業大学

ライフサイエンス分野での研究成果の早期社会実装を目指し、各参加大学と連
携した「福岡バイオコミュニティ・アクセラレーションプログラム」により、教育プ
ログラムの提供、研究成果レビュー、専門家によるメンタリング等の支援を実施。

▲ゲノム編集産業化実証ラボ
開所式での記念撮影



注目のバイオベンチャー

・九州大学発ベンチャー

・同社が権利を保有するゲノム編集
技術「PPR」を利用した中枢神経系疾

患分野の医薬品の研究・開発・商業
化に関し、田辺三菱製薬㈱と総額
200億円を超えるライセンス契約を締
結。

エディットフォース㈱ （福岡市）

・九州大学発ベンチャー

・優れた嗅覚をもつ線虫の、がん患者
の尿に集まる習性を利用した、がんの
超早期診断

R2年1月に事業開始。
※推計企業価値

1,000億円以上
（NEXTユニコーン調査）

㈱HIROTSUﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ
（研究所：福岡市）



注目のバイオベンチャー

・令和4年12月、東京証券取引所グ

ロース市場へ上場した九大発ベン
チャー。

・立体的な組織・臓器を作製すること
ができる独自のバイオ３Ｄプリンタを
用いた再生医療等製品を開発。
・令和2年11月に医師主導治験(患者
様を対象とした臨床試験)を開始する

など、再生医療等製品の実用化に向
けた開発に取り組む。

㈱サイフューズ
（東京都、福岡市）

・九大発ベンチャー

・ドラッグリポジショニング（既存薬
の効能追加）を用いた希少疾病
治療薬の開発

・起業から3年で3億円資金調達

㈱フェリクス
（久留米市）



令和３年６月、「バイオ戦略」に基づく
「地域バイオコミュニティ」に認定！
～全国第１号、西日本唯一～

■福岡バイオバレープロジェクトの取組が、
「バイオ戦略」に基づく「地域バイオコミュニ
ティ」第1号（全国4カ所）に認定
（北海道、山形県鶴岡市、新潟県長岡市）

■COVID-19治療薬、ワクチン開発など、創
薬、医療、食品、スマートセル開発が加速

■県南の久留米地域を中心にバイオエコシ
ステムを構築し、バイオ産業拠点化を目指
す。

▲共同記者会見（R3.7）の様子

「地域バイオコミュニティ認定」
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令和3年6月
認定！



久留米市を中心としたバイオ産業拠点化に取り組む中で、創薬・医療、食品、スマートセル分野の強みを生かし、社会的課題の解決に資
する技術を早期に実用化するエコシステムを構築

【体制】
ネットワーク機関：福岡県バイオ産業拠点推進会議 （事務局：㈱久留米リサーチ・パーク）

〈問合せ先〉 TEL: 0942-37-6124 E-mail: fbv@krp.ktarn.or.jp

主な構成主体：福岡県、久留米市、九州大学、久留米大学、㈱ボナック 等

【対象市場領域】
❸持続的一次生産システム

❺生活習慣改善ヘルスケア、機能性食品、デジタルヘルス

❻バイオ医薬･再生医療･細胞治療･遺伝子治療関連産業

❼バイオ生産システム

【現状と課題】
久留米市を中心にバイオ産業拠点化を2001年から推進し、バイオベン
チャーをはじめバイオ関連産業の育成・集積・拠点化が進んでいる

•バイオ関連企業集積：232社（うちベンチャー企業150社）

•新製品開発：155件

•機能性表示食品届出受理：286件【全国3位】

首都圏等に比してバイオ企業は少なく低給与のため、バイオ人材が首都
圏等に流出しており、魅力的で安定した雇用の場の増加が必要

九州大学等の研究機関の科学的基盤を基にスタートアップ企業を多く創
出しているが、企業の成長を支える資金調達等の仕組みが不完全

社会的課題の解決を目指すリーディングカンパニーが育成されている中、
関連バイオ企業の集積が必要

【あるべき姿】
社会的課題の解決に資する技術を早期に実用化し、社会実装を可能とするヒト・
モノ・カネの好循環を生むバイオエコシステムを構築

対象市場領域を拡大するとともに、「アジアへの玄関口」の特性を生かした海外展
開や、IT・ロボット等の異分野との融合を実現

国や他のバイオコミュニティと連携し社会的課題を解決
するバイオコミュニティを形成

【あるべき姿の実現に向けた具体的な方策】
新たなネットワーク機関の構築による推進体制の強化
⇒ 投資ファンド等の多様なプレイヤーの呼び込み、多様な人材登用とグローバル社会への対応

対象市場領域の拡大のための研究開発、実証事業等の推進
⇒ 地場産品の高付加価値化に向けた機能性食品開発支援
⇒ 支援体制を活用した医薬品開発（COVID-19治療薬・ワクチン、オーファンドラッグ等）

国内外から投資を呼び込む環境の整備
⇒ 地域マッチングイベント連携、ローカルアクセラレータープログラム構築、企業情報等発信

【指標】（2030年目標）

福岡県の市場規模：5,034億円（市場領域③：108億円、

⑤：2,092億円、⑥：209億円、①②⑦：2,625億円）

温室効果ガス排出量の削減目標：2013年度比26％削
減

バイオ関連企業増加数：50社

スタートアップ起業数：15社

IPO企業数：3社

福岡バイオコミュニティ（概要） 認 定
地域バイオコミュニティ
（令和3年6月認定）

⇒ 企業集積・成長支援を通じた仕事機会・給与
増加による人材集積

⇒ 資金調達や人材交流など、企業の成長段階に
応じた支援

⇒ 健康寿命延長や温室効果ガス削減等に資す
る技術を持つリーディングカンパニーを核とした集
積



【成長産業】 水素

https://f-suiso.jp/

https://www.fbv.fukuoka.jp/


福岡県水素グリーン成長戦略会議

【会 長】 日本製鉄㈱

代表取締役副社長 佐藤 直樹

【顧 問】 九州経済産業局長

九州地方環境事務所長

九州大学総長

福岡県知事、北九州市長、福岡市長

【設 立】 令和４年8月２日

【会員数】 878団体（令和４年9月現在）

※福岡水素エネルギー戦略会議からの引継ぎ

【主な会員企業】

トヨタ自動車九州㈱、岩谷産業㈱、

ENEOS㈱、パナソニック、九州電力㈱

【取 組】 水素製造のイノベーションの推進

水素利用拡大の推進

水素関連産業の集積促進

佐藤会長 服部福岡県知事

北橋北九州市長 髙島福岡市長



福岡県水素グリーン成長戦略

【戦略の２つの視点】
①「水素」の巨大市場形成と、カーボンニュートラルの流れを受け、産業政策を展開
②「グレー水素」から「ブルー水素」、そして「グリーン水素」へ

戦略① 水素製造のイノベーション
■大規模グリーン水素製造拠点の構築 ■廃プラガスによる水素製造
■下水バイオガス由来の水素製造 ■次世代水電解装置などの研究開発
■再エネ水素を活用した合成メタンやアンモニアの製造・活用

戦略② 水素利用の拡大
■水素ファクトリーパッケージの開発普及 ■ＦＣトラックの先進拠点
■多様なＦＣモビリティ導入 ■水素燃料船の導入
■超高圧水素技術の研究開発

戦略③ 水素関連産業の集積
■水素グリーンイノベーションサポート窓口 ■水素エネルギー人材育成センター
■グリーン水素関連製品の開発支援 ■水素関連企業の誘致



最先端の水素研究に取り組む県内大学等
九州大学の世界最先端の水素研究開発機関・センターと、国内唯一の公的水素製品
試験機関（HyTReC）が集積

九州大学 水素材料先端科学研究センター（HYDROGENIUS）
■水素材料物性分野における国内外のトップレベルの研究所

九州大学 次世代燃料電池産学連携研究センター（NEXT-FC）
■次世代型燃料電池の開発・早期実用化を進める国内発の集中研究所

九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 (I2CNER)
■水素を中心に世界各国の大学・研究機関と連携

（公財）水素エネルギー製品研究試験センター (HyTReC)
■小型製品から大型の水素タンク等まで対応可能な世界最高水準の試験機関

HYDROGENIUS I2CNER / NEXT-FC HyTReC

【佐々木 一成 副学長・NEXT-FCセンター長 、杉村 丈一 教授・HYDROGENIUSセンター長】



主な水素分野参入企業

・金属表面処理（めっき）業

・同社の持つ高機能樹脂へのニッケ
ルめっき技術を応用した部材が川崎
重工業が開発した世界初の液化水
素運搬船「すいそふろんてぃあ」に採
用された。

九州電化㈱ （福岡市）

・メンテナンスフリーな金属製
パッキンを販売

・同技術を応用し水素配管用メタル
パッキンや宇宙ロケット用緊急離脱
装置の開発（JAXA共同開発）を行っ
ている。

TOKiエンジニアリング㈱ （福岡市）



【成長産業】 グリーンデバイス

https://www.robot-system.jp/

https://www.robot-system.jp/


福岡県半導体・デジタル産業振興会議

【会 長】 ㈱安川電機

特別顧問 津田 純嗣

【顧 問】 文部科学省科学技術・学術政策局長

九州経済産業局長

福岡県知事、北九州市長、福岡市長

【設 立】 令和４年６月２日

【会員数】 １，０25会員（令和４年9月現在）

振興会議の目的に賛同する企業、

大学、行政、個人

※福岡県ロボット・システム産業振興会議からの引継ぎ

【主な会員企業】

ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱、

三菱電機㈱、ローム・アポロ㈱

【取 組】 ①半導体産業（ｸﾞﾘｰﾝﾃﾞﾊﾞｲｽ）の振興

②ロボット、IoT、デジタル化システムの振興

③宇宙ビジネスの振興

全国トップクラス
１，０25の産学官の会員
プラットフォーム

津田会長

Robot

IoT・ＡＩ

Semiconductor

Space 
Business

産

学 官

7２3

１６７ １３5



【目 的】
福岡県の“強み”を活かして、産学官が連携し、カーボンニュートラル時代の製
造業を支える“グリーンデバイス”の一大開発・生産拠点を構築する

【設立日】

令和４年２月２日

【メンバー】
産 ・(株)安川電機

・ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)

・三菱電機(株)パワーデバイス製作所

・ローム・アポロ(株)

・(株)ロジック・リサーチ

・(株)ピーエムティー

・日清紡マイクロデバイス福岡（株）

学 ・九州大学、九州工業大学、福岡大学

官 ・福岡県、（公財）福岡県産業・科学技術振興財団、九州経済産業局、北九州市、福岡市

▲発足時の記者会見の様子（令和４年２月２日）

福岡県グリーンデバイス開発・生産拠点協議会



福岡県グリーンデバイス開発・生産拠点協議会に以下の3大学が参画

先端半導体の研究・開発を支える県内大学

九州工業大学

【中村 和之 マイクロ化総合技術センター長・教授】

半導体とデバイスの両方を開発可能な施設で
ある「マイクロ化総合技術センタ－」を設置し、
設計から試作・評価まで一貫した支援を実施。

九州大学 【井上 弘士 システムLSI研究センター長兼量子コンピューティングシステム研究センター長、教授】

光・量子プロセス研究開発センター、プラズマナノ界面工学センター、システムLSI研
究センター、量子コンピューティングシステム研究センター の４センターにより、先端
半導体製造技術の社会実装を目指す。

福岡大学 【末次 正 半導体実装研究所長・教授】

ふくおかIST「三次元半導体研究センター」と連携し、半導体
の三次元実装技術や、部品内蔵基板技術の開発等を支援

▲九州工業大学マイクロ化総合技術センター

▲三次元半導体研究センター

三次元半導体研究センター 三次元実装の試作、評価等を一貫支援する国内唯一の公的機関。部品内蔵技術
や微細配線技術の要素技術を有し、開所以来10年間のノウハウを蓄積。



グリーンデバイス企業の集積

三井ハイテック
（ICリードフレーム）
※世界最大手

住友ベークライト
（封止材料）
※世界シェア１位

ローム・アポロ
（SiCパワー半導体）

ピーエムティー
（半導体の少量多品種生産）

トッパンテクニカルデザインセンター
（アナログLSI設計）

ソニーセミコンダクタソリューションズ
（画像センサー）
※世界シェア１位

三菱電機パワーデバイス製作所
（パワー半導体）
※世界シェア３位

日清紡マイクロデバイス福岡
（パワー半導体）

ローム・アポロ
（半導体素子）

■本県には、後工程、製造装置、材料等の半導体関連企業約400社が集積。
■電力・電圧を制御する「パワー半導体」や、IoT社会を支える「画像センサー」、
製造を支える「産業用ロボット」など、世界トップレベルの関連企業が立地。

デンカ
（封止用フィラー）
※世界シェア１位

上野精機
（テストハンドラー）

※世界最速

第一施設工業
（クリーンエレベーター）

※世界大手

ロジックリサーチ
（LSI設計）

アドバンテスト九州システムズ
（半導体テスター）
※世界シェア１位

アムコー・テクノロジー・ジャパン福岡
（ICパッケージ）
※世界２位

三菱ケミカル
（半導体封止エポキシ樹脂）
※世界シェア１位

安川電機
（ウエハ搬送用ロボット）
※産業用ロボット世界大手

TRIPLE-1
（LSI設計）
※TSMC5nm最先端プロセス

ウォルツ
（TEG：評価テストパターン）



【成長産業】 宇宙ビジネス

https://www.robot-system.jp/space/

https://www.robot-system.jp/space/


世界最高レベルの小型レーダー衛星コンステレーショ
ン構築を目指す㈱QPS研究所

■(株)QPS研究所 ■ＱＰＳ-SAR衛星の特徴

▶ 県内中小企業17社を中心に開発

▶ 衛星制御には本県発のプログラミング言語
「軽量Ruby」を採用

今後、36機を打ち上げ、令和7年以降に地球
のほぼどこでも10分間隔で観測できる「準リ
アルタイムマップ」の実現を目指す

①小型・低コスト

②天候・昼夜不問

③高解像度

▲小型レーダー衛星で世界最高水準の分解能70cmを
達成。最新機ではさらに高分解能を目指している

・福岡を中心とした地場企業と連携し、世界
最高水準の超小型レーダー衛星を開発

・令和元年１２月に初号機の「イザナギ」、
令和３年１月に二号機の「イザナミ」の打上げ
に相次いで成功

・令和4年3月、内閣府「宇宙開発利用大賞」で
「内閣総理大臣賞」を受賞

・令和5年初頭、実運用に用いられる５号機を
アメリカから打上げ予定



日本の宇宙開発を支える県内大学

九州大学 【花田 俊也 工学研究院 教授、外本 伸治 同 教授】

航空宇宙工学コースを設置。宇宙飛行士の 若田 光一 氏を
はじめ、宇宙工学分野で活躍する人材を輩出

さらに、世界最高水準の小型レーダー衛星を開発する宇宙
ベンチャー、㈱QPS研究所を生み出している

九州工業大学 【趙 孟佑 工学研究院 教授、布施 哲人 先端研
究・社会連携本部 特任准教授】

学生が主体となり超小型人工衛星の開発から運用までを
行うプロジェクトを実施

超小型衛星の宇宙環境試験に特化した世界初の衛星試験
施設「超小型衛星試験センター」を設置し、国内のほぼすべて
の超小型衛星が同センターで打ち上げ前に試験

▲九州工業大学
超小型衛星試験センター

▲QPS-SARプロジェクトの衛星

福岡大学 【川端 洋 工学部 助教】

流体工学研究室において、ロケット（燃料やエンジン）に関
する研究開発を実施

▲福岡大学
ロケット打ち上げ実験



【成長産業】 ＩＴ（Ｒｕｂｙ/ブロックチェーン）

https://www.digitalfukuoka.jp/

https://www.digitalfukuoka.jp/


福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議

【会 長】 Rubyアソシエーション

まつもと ゆきひろ

【名誉会長】 福岡県知事

【顧 問】 九州経済産業局長、北九州市長、福岡市長

【設 立】 平成２４年７月

【会員数】 会員８３5（令和４年９月現在）

【主な会員企業】 AWSジャパン合同会社、グリー㈱、

㈱カカクコム、日本マイクロソフト㈱

【取 組】 ① Ruby、mruby（福岡発の軽量Ruby

プログラミング言語）を核としたソフト

ウェア分野のビジネス支援

② ブロックチェーン拠点形成

③ ITスタートアップ支援

まつもと ゆきひろ
会長

福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センター
（福岡県千代合同庁舎内）



ブロックチェーン技術に取り組む県内大学

九州工業大学【荒木 俊輔 情報工学研究院 准教授】

国立唯一の情報工学部、産学で研究を行う「ブ
ロックチェーン技術研究室」を開設。

ブロックチェーンの情報技術と最新事情を広く
社会に教授することを⽬的とした「ブロックチェー

ン基礎技術セミナー」を開催。

「カーボンニュートラル・キャンパス」を目指し
て産学官が一体となったコンソーシアムを構築し、
「ブロックチェーンを活用した地域脱炭素モデル」
の実現を目指す。

近畿大学 【山崎 重一郎 産業理工学部 教授】

ブロックチェーン技術とブロックチェーン経済圏にお
ける応用技術の研究開発を実施。

「ブロックチェーン研究プロジェクト」の一環として、
ブロックチェーン特性を生かして学生が開発した事前決
済サービスを、学内のカフェに試験導入する実証実験を
実施。

（上）：戸畑キャンパス
（下）：飯塚キャンパス

▲ブロックチェーン基礎技術セミナー



注目のＲｕｂｙ、ブロックチェーンベンチャー

・プログラミングの知識がなくても、直
感的な操作だけで自由に作れる創造
的プログラミングアプリ「スプリンギン」
を開発。
・小学校プログラミング教育の充実を
図る国からも、国産の優れたプログラ
ミング教育ツールとして紹介。

㈱しくみデザイン（福岡市）

・ブロックチェーンを活用したアプリ
ケーションを開発プラットフォーム
「Tapyrus」を独自開発

・ブロックチェーン技術を活用し、福
岡県産ブランドいちご「あまおう」の
台湾向け輸出トレーサビリティ実証
に成功

株式会社chaintope（飯塚市）



スタートアップ・エコシステムの創出

https://www.fvm-support.com/

https://www.digitalfukuoka.jp/


フクオカベンチャーマーケット（FVM）

ＦＶMマンスリーマーケットとは
「中小・ベンチャー企業とビジネスパートナーをつなぐマッチングの場」

・開催：1999年より毎月1回に開催 （現在はオンライン開催）
・流れ：プレゼンテーション２０分間＋商談３０分間

（専任のコーディネーターによる事業プランのブラッシュアップ、
商談支援・フォローアップ）

・対象：中小・ベンチャー企業（月４～６社）
：全世界の企業が登壇可能 （福岡60％、その他（海外含） 40％）

2,700社以上

登壇
企業数

上場
企業数

商談
成約率 20パーセント

30社



スタートアップ・ベンチャー拠点の形成

○ 福岡県アクセラレーションプログラム「ISSIN」による徹底した伴走支援を実施。
（R3年度開始）

■スタートアップ企業コース（GROWTHコース）
• 専門家による個別面談等を通じた事業計画の具体化や会社の組織作りの支援に

加え、投資家との個別マッチングや企業の情報発信を支援。
• 5社中4社がプログラム期間中に資金調達（約2.6億円）。

■アトツギベンチャーコース（CRAFTEDコース）
• ワークショップ等を通じて家業を活用した新商品の試作、クラウドファンディング

（ウェブの応援購入サービス）への出展による資金調達を支援。
• 10社中9社が新商品をリリース。全社がクラウドファンディングを達成。

○ 令和７年4月、CIC（米ケンブリッジ・イ
ノベーション・センター）が新福ビルに進出
検討を発表。これを核に、福岡の産学官が
一体となって、アジアをターゲットにした国
内外のスタートアップ・ベンチャーが集積・
交流するグローバル拠点の形成を目指す。

CICTokyoイベントスペース



福岡県大学発ベンチャーCXOバンク

福岡県と九州大学の包括連携協定に基づき、R4年度から、九州大学と連携して、
高度経営層を対象とした人材バンクを構築・運営し、大学発ベンチャーの創出・育
成につなげる。
【高田 仁 副理事・経済学研究院教授、大西 晋嗣 副理事・学術研究・産学連携本部教授】

＜概要＞
• ベンチャー企業にとって、高度経営人材の獲得は喫緊の課題。
• R3年度に九大が募集した副業人材に非常に多くの応募者があり、県内で活用で

きないかという提案を受け、県と九大の包括連携事業の中で、応募者である高度
経営人材を県内で活用する手段として、CXOバンクを立ち上げて取り組むことと
なったもの。

• CXOバンクは、ベンチャーとのマッチングに加え、福岡県のベンチャー企業と知り
合うイベント等を開催し、人材の活用につなげていく。

• 本年7月に立ち上げ、現在219名(R4.11.24時点）が登録。

CXOバンク

登録者の概況
・九州ゆかりの人が1/4
・年収1,000万円以上が1/3
・起業・経営経験者が1/3



国際金融機能誘致



国際金融機能誘致 TEAM FUKUOKA 

福岡への国際金融機能の誘致に向けて、産学官

がそれぞれの特性を活かしながらオール福岡で取

り組んでいくための推進組織。

2020年9月設立以降、香港の資産運用会社やシン

ガポールのFinTech企業など14社が福岡に進出。

■F CUBE INNOVATION ‐FUKUOKA×FINANCE×FUTURE‐

中小・ベンチャー企業と国内外の投資家及び地元金融機関等とFinTech企業

とのマッチングイベント。TEAM FUKUOKAの活動の

一環として福岡県・福岡市が共催。

・開催：2022年11月16日（初開催）

・構成：プレゼンテーション＋個別商談

・登壇企業：中小・ベンチャー企業6社、FinTech企業8社

・参加者：投資家42名（うち海外15名）、金融機関等177名

福岡進出企業の記者会見

※米国ニューヨークの資産運用会社「Phoenician Capital LLC」のJohn氏を招聘



環境分野の取り組みは、

「福岡県環境総合ビジョン」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/env-vision.html

「環境白書」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kankyohakusyo-69.html

に詳しく紹介されています。

【環境分野】

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/env-vision.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kankyohakusyo-69.html


ワンウェイプラスチックの
使用削減

 ふくおかプラスチック資源循環ネットワーク

 ふくおかプラごみ削減協力店の登録促進

 ふくおかプラごみ削減キャンペーンの実施

効果的・効率的で持続可能な
リサイクルの推進

 使用済プラスチックのリサイクル施設整備に対する助成

 自動車内装材等の再資源化スキームの構築

 使用済プラスチックの回収・再資源化に関する実証事業支援

バイオプラスチック等の
代替品の適切な利用促進

 大規模商談展示会でのプラスチック代替品PR

 飲食店のテイクアウト容器等の代替品等への切替支援

 SNS、アプリ等を活用した消費者への啓発、代替品使用店舗の利用促進

県の事業概要

プラスチック資源循環の促進



使用済プラスチック回収・再資源化実証事業（クリーニングの衣類用カバー）

 クリーニングの衣類用カバーを店頭で回収し、再資源化する実証事業を実施中

 Ｒ４年７月から、ハニー東京１０店舗、そらいろクリーニングファクトリー４店舗での回収を開始

①クリーニング品から
衣類用カバーを外す

②店頭で衣類用カバーを回
収
持参者にはポイント還元

③工場で圧縮・一時保
管

④衣類用カバーを
再生樹脂にペレット化

消費者 クリーニング店

圧縮機

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ再生事業者

⑤再生樹脂から
衣類用カバーを製造

ﾌｨﾙﾑﾌﾟﾗ成形ﾒｰｶｰ

⑧再生した衣類用カバー
が再び消費者のもとへ

ｶﾊﾞｰ
持込

クリーニング工場

ﾍﾟﾚｯﾄ

売却

※まずは点線囲みの範囲を実施中

⑥再生した衣類用カバー
を仕上げ時に使用

再生ｶﾊﾞｰ
売却

⑦再生衣類用カバーを使
用
した仕上げ衣類を引渡

し

仕上衣類
運搬

仕上衣類
引渡し

ｶﾊﾞｰ
運搬

圧縮物
運搬

クリーニングの衣類用カバー

• プラスチック資源循環法で使用の合理化が求められる特定プラ
スチック使用製品（スプーン等１２品目）に指定された。

• しかし、衣類用カバーは、衣類の保護や汚れ防止に必須であり、
使用削減が困難。

対象品目

目 指 す
スキーム



使用済プラスチック回収・再資源化実証事業（医薬品のボトル）

 薬局での使用後に廃棄されている医薬品ボトルを回収し、再資源化する実証事業を実施中

 Ｒ４年１０月から、（公社）福岡県薬剤師会と協同して、福岡市東支部、久留米三井、八幡の各
薬剤師会の会員薬局で回収を開始

医薬品のボトル

•調剤薬局や病院で高齢者用の錠剤の一包化
（朝昼夜分の個包装化）に伴い使用量が増加。

•汚れもなく再資源化に適しているが、回収
ルートがないこと、ラベルが付着していること
などから、現状では焼却処理。

対象品目

目 指 す
スキーム

①使用済みの医薬品
ボトルを収集

②ボトルが一定量貯ま
るまで保管

③医薬品ボトルを
ペレット化

薬局 地域の薬剤師会
事務所等

④ペレットから
調剤用トレー、
ピルケースの作成

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形ﾒｰｶｰ

⑤薬局で使用する資材
として活用

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ再生事業者

調剤用トレー、ピルケース売却

ボトル
運搬

ペレット
売却

ピルケース 調剤用ト
レー

※まずは点線囲みの範囲を実施中

ボトル
持込

調剤後に空の医薬品ボトルが発生



製造業者
再資源化業者
流通業者 等

大学
研究機関 等

国
市町村
一部事務組合 等

住民
ＮＰＯ 等

産

学

官

民

研究会・共同研究
プロジェクトの編成

福岡県リサイクル
総合研究事業化センター

共同研究開発の実施

社会システム リサイクル技術

研究成果の実践支援

福岡県

保健環境研究所
農林業総合試験場
工業技術センター
水産海洋技術センター
建設技術情報センター

県の試験研究機関
等

国
特殊法人
等

参画

提案

研究費

政策課題
運営費等

提案
参画

福岡県リサイクル総合研究事業化センター（リ総研）

 ３Ｒに関する新技術・社会システムの構築及び事業化を支援する機関として県が設立

 産学官民の連携による研究開発を、事業化に向けて総合的にサポート

（所在地：北九州市若松区）



共同研究チーム

研究代表者：(株)大石物産

国立大学法人九州大学

アドバイザー：福岡県農林業総合試験場

研究開発成果例 シュレッダー古紙等をリサイクルした園芸用培養土

成果

シュレッダー古紙、浄水場の浄水ケーキ、規格外の園芸用軽石に、九州大学で発見された有用

微生物「トリコデルマ911菌」を添加して、作物の生育促進に効果がある新たな土壌改良資材

（土壌サプリメント）を開発。これを添加した園芸用培養土を製造・販売。

研究会・プロジェクトの名称

・浄水汚泥を利用した農業用高機能資材の開発に関す

る研究会」（平成28～29年度）

・リサイクル資材と微生物を活用した土壌改良材の開

発研究会（平成30年度）

・園芸用軽石を活用した新規微生物農業用資材の開発

（令和元～2年度）

トリコデルマ菌911株 浄水ケーキ

シュレッダー古紙

菌のすみか
（担体）

栄養源

生育促進
環境改善

菌数増量
保存性向上

規格外園芸用軽石

作
物
生
育
に
効
果
的
な

土
壌
改
良
資
材

園芸用培養土「実のなる野菜の土」



食品ロス削減の推進（計画の策定）

 県では、平成２８年度から食品ロス削減の推進に取り組んでおり、令和４年３月には「福岡県食

品ロス削減推進計画」を策定。

食
品
ロ
ス
の
削
減

・フードバンク活動の普及促進 等

・食べもの余らせん隊の登録促進 等

・食品ロス削減マイスターの養成・派遣 等

製 造
流 通

外 食
販 売

消 費

各
主
体
に
よ
る
取
組

• 本計画の実施により、県民一人ひとりが食品ロス削減の必要性を認識した上で、食品の製造・
流通、外食・販売、消費の各段階において、各主体が連携して食品ロス削減を推進していく社
会を目指す。

計画の趣旨

計画期間 令和４～８年度（５年間）



福岡県商工部新産業振興課 バイオ班
０９２－６４３－３５４３
shinsangyo@pref.fukuoka.lg.jp

※関係部署に取次いたします。

皆様との連携のご提案をお待ちしております。

今回のキックオフシンポジウムの講演を聞いてと
お伝えください。

全 般 （窓口）

お問い合わせ先

tel:０９２－６４３－３５４３
mailto:shinsangyo@pref.fukuoka.lg.jp

