
Kitakyushu City Initiatives for
Decarbonization and Degitalization

The City of Kitakyushu supports the 
Sustainable Development Goals (SDGs).

March, 2023
City of Kitakyushu, Japan

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
みなさんこんにちは。北九州市産業経済局の大庭と申します。本日は脱炭素化とデジタル化に向けた北九州市の取組みについてご紹介させていただきます。
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About Kitakyushu City

Population：925,000 people
(as of Jan 2022)

Area：492.5 Km2
2

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
はじめに、北九州市について簡単に紹介します。北九州市は上海と東京の中間に位置しています。本市には自然環境やブランド食材が多くある一方、日本を代表するものづくり産業が多く立地しており、自然と産業が共生するまちづくりを行っています。



1901

Serious industrial 
pollution

“Grey city” to a “Green city” : 
“marvelous metamorphosis” 

according to OECD

1960s

1985

2018

The government-run 
Yawata Steel Works 
began operation.

Selected by the 
OECD as a Model 
City for Promoting the 
SDGs.
Kitakyushu’s Mayor 
attended the High-
Level Political Forum 
at the UN.

Experience in Overcoming Pollution & Environmental Policies 

Anti-pollution movement
by women’s groups

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
北九州エリアは、1901年に官営八幡製鉄所が操業を開始して以来、工業・製造業の中心地として発展してきました。戦後の急激な工業化により、1960年代には深刻な産業公害が発生しました。しかし、住民や行政の努力と企業の協力により、これらの問題は改善され、再び青い空が見られるようになりました。こうした努力がOECDに認められ、1985年に北九州市はOECDの環境報告書で「灰色の都市から緑の都市へ」と紹介されました。2018年にはOECDが北九州市を「持続可能な開発目標」を推進するモデル都市（Model City for Promoting the SDGs) として、アジアで初めて選定しました。北九州市の北橋・前市長は2018年、国連ハイレベル政治フォーラムに「ローカルボランタリーレビュー」で出席しました。The Kitakyushu area has been an industrial and manufacturing hub since 1901 with the start of operation of the government run Yawata Steel Works.  Rapid Industrialization in the post war years resulted in serious industrial pollution in the 1960s. With efforts from the residents and the local government along with the cooperation of companies, much of these problems were rectified, and blue skies were once again visible.  These efforts were recognized by the OECD, and in 1985 Kitakyushu City was introduced in the OECD’s Environmental Report as “from Grey City to Green City”.  In 2018 OECD selected Kitakyushu City as a model city for promoting the Sustainable Development Goals, a first in Asia. Kitakyushu City’s Mayor Kitahashi attended the UN High Level Political Forum in 2018 for a “Local Voluntary Review”.



Five Pillars to
Achieve Zero-Carbon Status

Ⅰ Use low carbon energy
Ⅱ Advance innovation
Ⅲ Change our lifestyle
Ⅳ Become a resilient city that tackles climate change
Ⅴ Contribute to the international community

ⅰ) Strategically secure low carbon energy sources
①Wind Power ②Storage 

Batteries
③Hydrogen

ⅱ) Encourage innovation for early realization

“Kitakyushu Green Growth Strategy”

2005 2013 2017 2030 2050

FY 2030 (Target)
At least 47% reduction from FY 2013 levels Aim for net zero greenhouse gas emissions in city

2050 (Goal)

Image of
reduction target

Achieve a positive cycle 
between the environment and 
the economy collaborated with 

industries

Net zeroAt least 47% 
reduction
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Kitakyushu’s Ambitions as a Zero Carbon City

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さて、世界的な脱炭素社会実現に向けた機運の高まりを受け、北九州市は、2050年における温室効果ガス排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を宣言しました。この目標達成に向け、まず2030年度までに温室効果ガス排出量を47％以上削減するという目標を設定しています。北九州市が目指すゼロカーボンシティは、脱炭素化を軸に、都市や企業の競争力を高め、快適で災害に強い誰もが暮らしやすい街になることです。そのため、産業の競争力強化を目的として、「エネルギーの脱炭素化」と「イノベーションの推進」に重点を置いた「グリーン成長戦略」を2022年2月に策定しました。



Robotics Industry

Environmental Industry

Semiconductor Industry
Automobile Industry

Digital Industry

Leading ＆ Taget Industries

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ロボット産業では、 安川電機をはじめとする産業用ロボットの世界的メーカーをはじめ、ロボット産業を支える企業や研究者が集まっています。自動車産業では、トヨタ自動車や日産自動車などの大手自動車メーカーが北九州エリア立地し、それに伴い自動車部品メーカーも集中しています。次世代エネルギー産業については、北九州港は西日本で唯一の風力発電の港であり、風力発電に関連する産業の拠点を目指しています。 Robotics industry The city is host to companies and researchers supporting the robotics industry, and this includes global manufacturers of industrial robots, such as Yaskawa Electric Corporation. Automobile industryThe Kitakyushu area hosts major automobile manufacturers such as Toyota and Nissan, which has also resulted in a concentration of automobile parts manufacturers in the city. Establishing a base for next-generation energy industryKitakyushu port is the only wind powered port in Western Japan, and the city aims to be a base for industries related to wind power generation. 



4 universities

10 research institutes

44 research & development companies

825 international students (28 countries)

Opened in 2001 as a one-of-a-kind experiment bringing together national, 
municipal, and private universities and research institutes focusing on science 
and technology in a single campus.

Kyushu Institute of 
Technology

Fukuoka UniversityWaseda University The University of  
Kitakyushu 6

Kitakyushu Science & Research Park

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・産業都市として発展していくための知的基盤として、2001年、「北九州学術研究都市」を整備しました。・学術研究都市には、理工系の大学や研究機関が一つのキャンパスに集積しており、これらの集積を活用し、北九州産業学術推進機構（FAIS）が産学連携のコーディネーター役となり、研究開発の支援を行っています。



Digital Garden City Nation

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
内閣府による「デジタル田園都市国家構想」



The center opened in the Kitakyushu Science and Research Park in 2022 to serve as a 
meeting space for local companies, SIers, universities and financial institutions.

Robotics & DX Promotion Center

Local 
companies

Universities, 
technical schools

SIer 
Network

DX Promotion 
Platform

Financial 
institutions

Comprehensive support 
needs for introducing
robots/digitalization

Introduction of
robots/digitalization
Demo machine displays

Seeds of 
part-time jobs 
for students

Seeds
Needs
Information sharing

Local company 
needs

Functions: - Support for introducing robots/digitalization, hands-on experiences, 
human resources development, networking 

Work content: - Awareness raising, consultation and advisory services on improving productivity
- Support for introducing robots, IoT, digitalization and other advanced technologies   (subsidies, etc.)
- Support for  human resources development
- Promotion of collaboration between local companies, vendors and local universities
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Kitakyushu Robotics & DX Promotion Center

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
北九州市のもう一つの強みは、研究開発への取り組みです。2001年にオープンした北九州学術研究都市は、科学技術関連の大学や研究機関を集めた施設です。Another strength of Kitakyushu City, would be its commitment to Research and Development.  Opened in 2001, the Kitakyushu Science and Research Park is a one of a kind establishment that brings together science and technology related universities and research institutes. 



Seamless accompaniment supports

Creating opportunities 
toward DX
(725companies)

ＤＸ ready
(370 companies)

ＤＸ Implementation
(146companies)

-Productivity
improvement

-New value   
creation

Starting with creating opportunities toward DX, we build seamless 
accompaniment support scheme such as advises and diagnostics of DX 
specialists, H/R developments, implementation subsidies. We make 500 local 
SMEs realize productivity improvement and new value creation.

2027targets：
500 companies

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ＤＸの気づきから、専門家によるアドバイスや診断、人材育成、実践時の補助金制度など、切れ目のない伴走支援体制を構築し、市内企業の生産性向上・価値創出を実現させる。ＤＸの気づき・機運醸成(725社)⇒ＤＸ準備(370社)⇒ＤＸ実践(146社)　生産性向上　新たな価値創出



DX Prime Minister Award in 2022

“Kitakyushu city’s DX acceleration initiatives” got “DX Prime 
Minister Award” held by the cabinet office of Japan in 2022 
summer. They admired it as the ideal case which should be 
referred by local governments across Japan.

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
デジタル日本一、内閣総理大臣賞受賞「北九州市 中小企業のＤＸ支援加速化」が、内閣官房主催「夏のDigi田甲子園」で内閣総理大臣賞・優勝受賞。「全国各地でぜひ参考にしてほしい模範的モデル」との講評。



Partnerships with Asian countries for mutual prosperity
Progress of low carbon project in Asia: 16 countries and areas, 87 cities, 251 cases, over JPY 32 billion
Trainees accepted: more than 10,000 people from 180 countries 
Sending specialists: more than 240 people to 30 countries

Advancing the Kitakyushu model to cities in Asia

To develop together with cities
through mutual connection 11

Initiatives for decarbonization of the world

Promoting Decarbonization in Asia through 
an environmental business technique

Creating an eco-friendly city to meet varying needs

Joint operation through mutual connection
Overall capability of leading environmental city 

(Kitakyushu City)
Experience of 
overcoming 

pollution
Advanced social system
(Kitakyushu Eco Town and more)

Outstanding 
environmental 
technologies

Talent
training

Research
study

Technology
export

Export base of city infrastructures
Kitakyushu Asia Center 

for Carbon Neutrality

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以上のように、北九州市は公害対策や気候変動対策について多くの先進的な取組みを行ってきました。こうした環境改善の取組みは、１９８０年代から、国際協力という形で海外の都市に対しても行ってきました。２０１０年にはアジア低炭素化センターを設立し、アジアの都市と連携して多くのプロジェクトを実施しています。　　２０２３年１月にはアジアカーボンニュートラルセンターと名称変更し、活動を広げています。今後、これまで培ってきたノウハウを、アジアの国・都市へ展開し、アジアの脱炭素化を強力に推進することを目指しています。
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①Project of introduction EV vehicles for tourism sector

②Project of introduction EV vehicles for waste transportation sector

Feasibility Survey of the implementation of EV vehicles 
in the state of Koror, Republic of Palau

Koror and Kitakyushu have been cooperating for a long time to establish a 
comprehensive resource recycling system.

Since FY2020, City of Kitakyushu has been conducting a feasibility study for the 
introduction of EV buses and EV Garbage trucks.

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こうした海外プロジェクトの代表が、コロール州との事業です。北九州市とコロール州とは、長年にわたり包括的資源循環システムの導入に向けた調査を行うなど、協力関係にあります。2020年度からは、本日も参加している北九州市内企業のEVモーターズジャパン様と連携しながら、観光EVバスとEVパッカー車の導入に向けたFS調査を行っています。EVモーターズジャパン様からは、後ほどEV車両についての詳細なご説明をいただく予定です。



Project on the formation of an eco-industrial park to promote 
decarbonization in Haiphong, Vietnam 
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Reconditioning

Haiphong

Solar panels

Controller

AC power 
supply Lead-acid battery

TRANSFER

Kitakyushu's know-how regarding the dissemination of renewable energy

Locally produced energy Utilization and recycling of storage batteries

Formulation of an action plan for green growth Installation of energy-efficient facilities

Installation of solar power generation Using of energy from waste

Installation of energy-efficient facilities

For example, converting the energy used on Cat Ba Island to renewable energy

people living on the water Cat Ba Island

Sharing know-how on decarbonization

Spread out
all over 
Vietnam

“Sister City” agreement
was signed in April 2017 
between Haiphong and 

Kitakyushu

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
その他の代表的な例としてベトナム・ハイフォン市での取組みを紹介します。今年度、環境省の支援を得て、本市の再エネ導入ノウハウ等を姉妹都市であるハイフォン市に展開することを目指しています。この事業は、２０２１年１１月、両国の環境大臣が調印した協力計画書の中で、具体的な強化事業として取り扱われるなど、大変注目を浴びています。こうした取組みが、ベトナム全土での環境配慮型の工業団地整備のモデルとなることを期待しています。



Resource Recycling of Marine Plastic Waste in Thailand
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Utilizing
• Using produced oil, charcoal, water and salt 

within the island aiming to develop closed 
island plastic recycling system

• Promoting tourism as a Zero Plastic Island

Hotel owners / Ferry companies

SEA Circular Initiative
(existing activities)

• Reducing plastic brought onto the island
• PET to PET recycling by Coca Cola

Established Recycling System

• Recycling system using superheated steam 
to convert plastic and organic compounds 
into oil and charcoal

One World 
Corporation

Collection system
• Collecting waste plastics and marine plastics 

and improve the solid waste management 
system on the island

Rayong
Province

Verification for 
Zero Plastic Island

• Measuring and verifying the plastic neutrality of 
the island to offset activities through recycling   

Synergy

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
もう１つは、タイのサメット島で実施している廃プラスチックの油化事業です。この事業はUNEPと連携して実施しており、世界中で課題となっている廃プラスチック問題の解決に貢献しようとするものです。観光地の島で発生するプラスチックごみを回収し、油や炭に転換してホテルや船会社で利用することを目指しています。このような事業を通じて、本市の技術、ノウハウが世界の脱炭素化はもとより、循環型社会の実現にも貢献できればと考えています。



Kitakyushu’s environmental technologies

and helping the world achieve the SDGs!!

Decarboni
zation

Economic
growth

Waste plastic
measures
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Solving common 
global issues

Finding Solutions to Common Global Issues with Kitakyushu's Environmental Technologies

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
産業都市である北九州市は、産業界を含めた市民一丸となって、アジアにおける脱炭素のモデル都市を築いていきたいと考えています。そしてそこで培った環境技術・ノウハウを海外に展開することで、脱炭素化をはじめとした課題の解決をサポートしていきたいと考えています。世界共通の課題解決をサポートすることで、世界のSDGs達成に貢献していきたいと思います
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