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【福岡県への主な進出企業（2017年1月～3月）】 

 
 

①(株)ＳＩＯＮ（本社：京都府）と熊川工業(株)（本社：福岡市）が出資して設立したリソース

フォレスト(株)（本社：大分県）が、東峰村所有の倉庫を活用して、(株)ＳＩＯＮの技術を用

いた木質舗装材等の製造を行う工場を新設することが決定。新規雇用は7人程度を予

定、平成29年5月に操業開始予定。 
  

②医薬品等の卸売を行っているアルフレッサ株式会社（本社：東京都）が、久留米市の

藤光産業団地内に、同社として九州初の物流センターを新設することが決定。平成30年

11月に操業開始予定。 
 

③自動車向けエアコン用ダクトなど、プラスチックの成形・加工を行うムロオカ産業株式

会社（本社：栃木県足利市）が、豊前市の小石原工業団地内に、工場を新設することが

決定。新規雇用は約20名を予定、平成31年以降に操業開始予定。 
 

④フロアカーペットなどの自動車内装部品の製造を行う寿屋フロンテ株式会社（本社：東

京都港区）が、当社工場隣接地である豊前市の小石原工業団地内に、工場の新設をす

ることが決定。新規雇用は約15名を予定、平成30年5月に操業開始予定。 
 

⑤九州圏内のスーパーを中心にカット野菜の卸販売を行う（株）ＪＡＭ(ジャム)（本社：大

阪府大阪市）が立ち上げたカット野菜の製造子会社（株）ファーストダウン（本社：大阪府

大阪市）が、久留米市に当社初の製造工場を新設することが決定。新規雇用は約100名

を予定、平成29年7月頃に操業開始予定。 
 

 
 

（写真）右から楢原久留米

市長、アルフレッサ株式会

社の松田取締役副社長、福

岡県商工部企業立地課の

髙原課長 

企業名
本社
所在地

立地場所 業種等

① リソースフォレスト㈱ 大分県 東峰村 木質二次加工製品の製造

② アルフレッサ㈱ 東京都 久留米市 医薬品等卸売

③ ムロオカ産業㈱ 栃木県 豊前市
自動車向けエアコン用ダクト
等の製造

④ 寿屋フロンテ㈱ 東京都 豊前市 自動車内装部品の製造

⑤ ㈱ファーストダウン 大阪府 久留米市 カット野菜の製造

他１０社
※新増設・移転

1月 1.43 1.40 1.68 1.39 1.19 1.42

2月 1.43 1.39 1.67 1.41 1.23 1.43

3月 1.45 1.41 1.63 1.35 1.25 1.42

福岡
地域

北九州
地域

全国 福岡県
地域別

筑豊
地域

筑後
地域

2017年



 企業立地関連 

◆ 「福岡県・久留米市・うきは市 企業立地セミナー」を開催！ 
 

 ２月２１日、福岡県が現在整備中の『久留米・うきは工業用地』を紹介する「福岡県・

久留米市・うきは市企業立地セミナー」を福岡市内で開催しました。  

 セミナーでは、服部副知事が「福岡県の企業立地上の魅力、また、新たな企業立地

の拠点となります「久留米・うきは工業用地」につきましてご紹介させていただきました。

今回は「さわり」だけのご紹介となりましたが、まずは本セミナーをきっかけに、関心を

持っていただけると幸いです。新たなビジネス展開の候補地としてぜひ検討してくださ

い。」とあいさつし、筑後地域における本県の産業振興や、本社機能強化に向けた取り

組み、福岡県へ進出する際のメリットについて紹介しました。 

 また、久留米市・うきは市の立地環境や支援制度について両市長によるプレゼン

テーションが行われました。 

 

◆ 三井金属鉱業株式会社へグリーンアジア国際戦略総合特区の法人指定書

を交付 
  

 ３月３０日、総合特別区域法に基づく課税の特例措置を受ける法人として、三井金属

鉱業株式会社に法人指定書を交付しました。今回の指定は、使用済み電子機器などか

らレアメタルであるタンタルを高効率に回収し、高純度五酸化タンタルを生産するための

設備導入に対するものです。 

 小川知事は、「レアメタルはハイテク産業に欠かせない素材で、その安定供給の確保

は大きな課題です。この分野のトップメーカーである御社が、大牟田の地で、生産能力

の増強を図られますことを大変嬉しく思っています。県として、できる限りの応援をさせて

いただきます。」と述べました。 

 これを受けて中島工場長は、「雇用を増やしていくとともに、従来よりも高効率な設備を

導入して、競争力のある工場を立ち上げています。日本国内のものづくりに貢献すると

ともに、循環型社会の推進に寄与していきたい。」と応じました。 

（写真）右から三井金属鉱

業株式会社の中島機能粉

事業部三池レアメタル工場

長、小川知事 

 グリーンアジア国際戦略総合特区関連 

◆ 「福岡県企業立地セミナーin東京」を開催！ 
 

 ２月３日、首都圏の企業に対し本県への理解と進出意欲の促進を図るため、県内の

優れた立地環境や生活環境、優遇制度を紹介する「福岡県企業立地セミナー」が東京

都内で開催されました。  

 小川知事は「これまでも、本県の災害リスクの低さや充実した交通インフラ、豊富な人

材などの立地環境をＰＲすることで、本社機能の誘致に取り組んできました。本社機能

の移転・拡充をはじめ、事業所・工場の新増設など、新たなビジネス展開の候補地とし

て、『福岡県』をぜひ検討してください。」とあいさつし、グリーンアジア国際戦略総合特

区の取り組みや、本社機能強化に向けた取り組み、福岡県へ進出する際のメリットに

ついて紹介しました。 

 また、本県に子会社を設立された株式会社日立ハイテクノロジーズや、新工場を立

地予定の東邦チタニウム株式会社による講演が行われました。 

（写真）挨拶する小川知事 

（写真）会場の様子 
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 福岡県の先端成長産業関連 

◆ 「九州水素・燃料電池フォーラム/水素先端世界フォーラム2017」を開催！ 
  

 ２月２日、九州経済産業局、九州大学との連携により、「九州水素・燃料電池フォーラ

ム／水素先端世界フォーラム2017」がアクロス福岡で開催されました。 

 フォーラムでは、経済産業省資源エネルギー庁や米国エネルギー省（ＤＯＥ）から水素

エネルギー普及に向けた取り組みについて、国内外の企業・大学から、ＦＣＶ（燃料電池

自動車）や燃料電池フォークリフト、水素材料、再生可能エネルギー由来水素製造に関

する取り組みなどについて紹介がありました。 

 小川知事は、「今後、水素・燃料電池の利用を飛躍的に進め、我が国の大きな産業の

柱として育てていくことが重要です。福岡県としても、国や産業界、九州大学などの関係

者の皆さまと連携を密に、水素・燃料電池の普及、市場拡大、産業化に向けて全力で取

り組んでいきたい。」とあいさつし、県の水素・燃料電池分野に対する取組みを紹介しま

した。 

（写真）挨拶する小川知事 

◆ 台湾・台北市で九州産農産物のトップセールスを実施！ 
 ２月１２日、小川知事は中尾議長らとともに、台湾（台北市）の百貨店で開催

されている「九州・山口連携農産物フェア」において、九州産農産物のトップ

セールスを行いました。 

 知事は、店頭で試食用の福岡県産のいちご「あまおう」や大分県産の梨、鹿

児島県産の金柑を手渡し、集まった大勢の台湾の皆さまに積極的なＰＲを行

いました。 

 また、トップセールスに先立ち、台湾の輸入業者や小売業者の皆さまとの意

見交換会が行われました。知事は「九州産の農産物が台湾の皆さまに末永く

愛されるよう、今後とも業者の皆さまのお力添えをお願いします。」とあいさつ

し、福岡県をはじめとする九州産農産物の輸出促進に向けて、活発な意見を

交わしました。 

（写真）挨拶する小川知事 

 ～その他～ 

◆ 「産総研・九大 水素材料強度ラボラトリ」が開所 
 県では、｢福岡水素エネルギー戦略会議｣のもと、水素エネルギー社会の実現に

向け、研究開発、人材育成、関連産業の育成・集積などに取り組み、国内外から高

い評価を得ています。 

 県として、この取り組みをさらに推進すべく、研究開発機能の強化のため、産業技

術総合研究所（以下、「産総研」）の一部機能の移転を国に提案し、その実現に向

け、関係自治体や九州大学の皆さんと取り組んできました。 

 １月１１日、「産総研・九大 水素材料強度ラボラトリ（通称：HydroMate(ハイドロメイ

ト)）」が九州大学 伊都キャンパス内に開所されました。 

 来賓として出席した知事は、「産総研と九大という我が国の２大水素研究拠点が

相互に強みのある分野を連携・強化し、信頼性と経済性を兼ね備えた理想的な水

素材料の開発が加速することを大いに期待しています。県としましては、１日も早い、

水素エネルギー社会の実現を目指し、引き続き、全力を挙げて取り組んでまいりま

す。」とあいさつしました。 

（写真）トップセールスを行う

小川知事 
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 福岡県の有効求人倍率 

◆ 平成28年の福岡県への工場立地は、件数・面積ともに九州1位！ 
 経済産業省が3月31日に発表した工場立地動向調査（※）によると、平成28年の福岡県への工場立地は、件数

で全国14位の27件（前年36件）、面積では全国27位の13.6ha（前年30.5ha)となりました。なお、九州での順位は

件数・面積ともに1位となりました。 

  地域別では、北九州9件（前年14件）、福岡9件（前年12件）、筑後7件（前年5件）、筑豊2件（前年5件）となって

います。業種別の上位立地件数は、食料品製造業が7件（前年7件）、はん用機械器具製造業が3件（前年2件）、

電気機械器具製造業が3件（前年0件）となっています。 
 

※工場立地動向調査…工場立地法（昭和34年法律第24号）に基づき実施されており、工場又は事業場を建設する目的で、

1000㎡以上の用地を取得した企業等の状況を調査し、取りまとめたもの。対象業種は、日本標準産業分類による製造業、

電気業(水力発電所、地熱発電所、太陽光発電を除く）、ガス業、熱供給業。今回は、平成２８年（１～１２月期）が対象期間。 

  

「福岡県企業立地情報」  http://www.kigyorichi.pref.fukuoka.lg.jp 

工場等の事業所用地・優遇制度の詳細はHPをご覧ください！ 

  
 

（出典：福岡労働局「平成29年4月28日発行 雇用失業情勢（平成29年3月分）について」） 

※全国及び福岡県の数値は季節調整値（地域別は原数値） 
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