
平成22年度 福岡市中小企業振興審議会 議事録（要旨） 

 

１．開催日時 平成22年 8月 6日（水）午前 10 時から 正午まで 

２．開催場所：西鉄イン福岡「Ａホール」 

３．出席者 

（１）福岡市中小企業振興審議会委員 

区      分 氏      名 職              名 

正木 計太郎 福岡地区中小企業団体連合会 会長 

矢野 羊祐 
福岡商工会議所工業部会 部会長 

（代理出席 井上 賢司 副部会長） 

栁瀬 眞澄 福岡商工会議所小売商業部会 

安部 泰宏 福岡商工会議所卸売商業部会 部会長 

井上 正 福岡商工会議所情報・文化・サービス部会 部会長 

西川 ともゑ 福岡商工会議所女性会 副会長 

原  公志 福岡地区商店街連合会 会長 

土屋 直知 
福岡エレコン交流会会長 

（代理出席 松尾 正博 代表幹事） 

山本 駿一 
福岡市機械金属工業会会長 

（代理出席 廣津 良二 副会長） 

橋口 慎二 商工組合中央金庫 福岡支店長 

江口 信介 福岡県信用保証協会 会長 

中小企業関係者 

鎌倉 智之 福岡銀行協会推薦 福岡銀行地域金融部公務室長 

山本 久義 九州産業大学商学部 教授 

森本 廣 九州経済調査協会 理事長 

井手 信一 九州経済産業局産業部長 

塚元 憲郎 
福岡県商工部長 

（代理出席 家守 良明 中小企業経営金融課長） 

久留 百合子 消費生活アドバイザー 

学識経験者 

山岡 三重子 福岡市七区男女共同参画協議会代表 

光安 力 福岡市議会議員 

おばた 久弥 福岡市議会議員 

久保  浩 福岡市議会議員 

楠  正信 福岡市議会議員 

玉井 輝大 福岡市議会議員 

倉元 達朗 福岡市議会議員 

外井 京子 福岡市議会議員 

市議会議員 

高山 博光 福岡市議会議員 

＜欠席＞ 九州経済調査協会 理事長 森本 廣 

     福岡市議会議員 おばた 久弥 

（２）市側 

    福岡市経済振興局長他 24 名 

（３）傍聴人 

    なし 
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４．議題 

福岡市の産業施策について     

 

５．議事概要 

  経済振興局長挨拶後，委員紹介に引き続き議事に入る。 

【事務局】 

 資料１「福岡市産業施策の概要」に基づき，説明。 

 

【会長】 

中小企業関係委員の方々に，業界の現状や課題について発言いただきたい。あらかじ

め業界関係委員の方々に景況、課題についてお尋ねして、資料２としてまとめているの

でこれに沿って順番にお話をお伺いしたい。皆様の意見を広く伺いたいので、各委員、

３分程度でお話しいただきたい。 

 

【委員】 

 中央会が毎月実施している情報連絡員約100名の報告によると、自動車、電子機器を中

心に受注・売上回復の報告が見られるが、業種によっては依然として低迷している。 

 原油・原材料価格が上昇する一方で、価格転嫁ができず、販売価格は高水準のままで

収益状況が厳しいとの報告が多い。また、食品業界、小売業界などでは、天候不順が売

上等に大きく影響したとの報告が入っている。 

 今後の景況については、内需低迷や低下したままの販売価格、製造業（特に金属・機

械関連業種など）と非製造業との業種間格差の拡大が見られ、原材料価格の上昇など、

先行き懸念材料も多く、全体的には改善の動きに停滞感が見られる。 

 今後の景況判断を踏まえると、経営環境の厳しさが続く中で、経営資源に制約がある

中小企業は個々では解決しがたい課題も多く、中小企業組合をはじめとするネットワー

ク組織を活用し、経営資源を相互補強することにより、新事業の展開等を積極的に支援

していく、また、関係行政庁に対し、支援や対応策を要請するなど相まった活動を行う

必要があると思う。 

 

【委員】 

 工業部会の現在の景況については、エコカー補助金等があったにもかかわらず、前年

度33.9％の減少となっている。今回の発表内容は、工業部会でもトラック関係が主とな

るので、ご了承をお願いする。 

 ディーゼルトラックについても同様にエコカー減税が延長されたにもかかわらず、前

年度に比べ、２割強のダウンである。 

 今後の景況については、平成22年下期は上期の２割減と予想している。さらに、非常

に不透明であるが、業界では、平成23年上期まで厳しい状態が続くものと考えている。 

 経営上の問題・課題については、原材料関係は多少上げどまりが収まっているが、中

国などの新興国の景気次第でさらに今後上昇するのではないか。 

 また、普通トラックの平均使用年数は、10年前は10年だったのが現在は15年となり、

この10年間で約５年延びている。 

 安全対応に対する市場要求の高まり、環境対応、雇用対応など、業界では、さまざま

な問題が山積している。 

 

【委員】 

 小売業については、梅雨明けした途端に急に売上が上がってきた。夏物が動き出し、

ようやく一息ついている。売上に影響するのは天気７割、景気３割と言われているが、

景気の影響を非常に受けているというのが正直な心境。もう一つ、何とか天気もよくな

ってほしい。 
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 この審議会も毎年同じことを言っているが、長期的に見ると、小売業の需要は、これ

からマイナス傾向になるしかないと思う。 

少子・高齢化により、長期的にはマイナストレンドの傾向ということであり、もう一

つは、消費者の所得が増えないこと、雇用不安など、環境的によくないことである。短

期的に見れば、天候不順やデフレの影響で客単価が下がり続けている。 

全体の市場のパイが広がらないため、小売業同士の競争が非常に激化しているのが現

状である。また、国際的な問題として通貨不安があり、ギリシャ、ヨーロッパ問題が、

いつ日本に飛び火するか、それに対する円高の問題や株価も非常に不安定になっている

が、この辺がどう影響するのか、周りを見てもいい材料はほとんど見えない。 

 今期についてもおそらくこの状態は続くと思う。もう一つの不安材料は、政権交代後

に参議院選挙があったが、いきなり消費税の話が表に出てきたことである。消費税５％

を10％にするとどれだけの税収が増えるかというと、大体５兆円か６兆円ぐらいだが、

子ども手当、高速道路の無料化、もしくは農業に対する支援でこの５兆円か６兆円分の

消費税は吹き飛んでしまう。これで本当に財政問題は解決するのか。 

 消費税を上げれば財政赤字が解消するようなニュアンスだが、消費税を上げられるこ

とが、我々小売業にとって、どれだけのダメージを与えるのか、その辺はしっかり考慮

してほしい。短期的な問題をどうこうするよりも、長期的にマイナストレンドであり、

厳しい環境の中でどう生き残っていけばいいのかということを真剣に考えざるを得な

い。そういう意味では、心理的な閉塞感が大きい。 

何とか頑張るという意識を持って、自分たちが生き残る手だては何があるのか。それ

を本当に真剣に、新しい未来に向かって今やるべきことは何なのかをしっかり考えてい

くしかない。 

 我々は小売業なので、同業他社ではなく、お客様の生活がどう変わっていくのかをし

っかり見るべきだと思う。物がたくさん余っていて、物の豊かさを追求する時代ではな

く、崩壊した家庭生活をもう一回復活させること、家庭の絆、心の豊かさを追求する時

代になるのではないか。 

 

【委員】 

卸部会は問屋筋がほとんどで、今のところ個人消費は冷え込んだまま、不況の中にど

っぷり浸かっている。どのように脱却するかというより小売が良くならないことには、

問屋筋は良くならないと思う。日本の町の通路というか、道という道は、外国と違い、

全部が店屋であり、その道を我々は朝昼晩通っているわけなので、その小売が良くなら

ないということは問屋筋も良くならない。 

 私は水産に携わっているが、とにかく取れない、売れない、買わない状況である。昔

は、お父さんは魚で子どもはハンバーグという生活だったが、その子どもたちが40歳ぐ

らいになり、そのままハンバーグを食べ、魚を食べなくなった。魚を食べていると言う

人は多いが、主食が副食になっただけであり、昔はもっと魚を中心に食べていた。 

 今はアメリカだろうと、中国だろうと、ソ連だろうと、世界中の値段や相場が電話一

本でその日にわかる。問屋筋は特に値段の需要と供給のアンバランスで商売しているた

め、情報がこれだけ密になると、不況の上に情報公開で大変な状況である。いろいろ皆

と試行錯誤して脱皮を図っていきたいと思っている。 

 

【委員】 

  会議所と行政、市の皆様方とは車の両輪であるということを現市長も前市長もずっと

言っている。私どもの業界にも、コンベンションの振興など行政は非常に力を入れてい

る。そういう面で人が集まるということは経済波及効果があると言える。 

先月・今月の日本経済新聞の経済欄を見ていると、一部上場企業は増収減益というと

ころがあり、大体右肩上がりになっている。 

 近はマスコミを初めとして悲観的な話が多く、企業も「大変だ、大変だ」と言って
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いるが、つぶれるかというとつぶれない。これはやはり経営努力であり、経営資源も福

岡市は豊富にあるため、悲観的な考えはやめた方がいいと思う。世界経済ナンバー２の

日本だから、悔やんだところでしようがないと思う。 

 大手企業が上向いてきたら、業界も今年の秋口にかけて反転してくる可能性は大いに

ある。特にコンベンション等については、大手企業をはじめ、宣伝効果というか、セー

ルスプロモーションに非常に力を入れるようになった。 

 そういう面では福岡市のマーケットの先は明るい気がする。行政が力を入れていただ

ければ、世界の福岡市ということで、コンベンション、イベント等については参加者が

増えると思う。 

 特徴的なのは、福岡市は10万人近い学生がいることで、商工会議所主催の福岡アジア

ファッション拠点推進会議などで、学生や若い人たちの力を利用して点を線に変え、面

に持っていくと、福岡のファッション、デザイン界もまだまだ伸びる価値は十分ある。 

 ファッション関係ということになると、化粧メーカー、靴メーカー、被服メーカー、

ネイルメーカーまで様々な産業に波及効果がある。このようなコンベンションの振興に

ついては、ぜひ今まで以上に市と協力できたらいいと思う。 

 

【委員】 

 飲食業は全般的に低迷、厳しい状況が引き続いている。那珂川の向こう側の看板も減

っている。今後については、政界が変わり消費税が上がるということなので、逆に有効

となるよう何かしなければいけないと思う。現状維持ではもう後はない。私はとにかく

何をされるにも応援したいと思っている。 

 業界の経営上の問題点は、個人消費低迷により安売り合戦となっていること。どの業

界でもそうだと思うが、自分の会社がナンバーワンでなくて、オンリーユーと言われた

い。あなただけと言われるオリジナリティを持つものを考えている。 

 全国商工会議所女性会連合会の大会が昨年長野であり、全国起業家大賞を福岡の人が

受賞したように女性起業家もたくさん出ている。そういう人を応援していきたい。商工

会議所ビルに起業する人のためのブースがたくさんある。来年度は女性を選んで申し込

みたいと思っている。 

 一番言いたいのは、「中洲が元気でなければ博多・福岡も元気ではない。博多・福岡

が元気でなければ、日本は元気ではない」ということだ。 

 昨日、一昨日と市と民間から話を聞いたが、市はいろんなことをよくしているがちょ

っとＰＲ不足であると思った。民間の考え方はまた違って、30年前に博多駅から港へケ

ーブルカーをつくろうという話があった。博多には港があるので中国の船が来ても倉庫

ばかりの場所ではなく、博多がきれいな町であることを誇りを持って言えるよう、もう

一度博多の振興を考えてもらいたい。 

 東長寺の五重塔が来年５月には完成するので、博多部、川端、中洲、那珂川を活かせ

るよう、民間と一緒になって考えたいと思う。 

 

【委員】 

消費者と直接接する大きな窓口を持っている商店街は、消費者と一番の窓口であり、

お客の顔色から血圧までわかるほど私たちは間近にいる。 

 業界の景況について小売サービス業で構成される商店街は、平成22年の上半期、４月

から６月期は雨で全く良くなかった。４月～６月というのは、うきうきした気分で一番

人が移動する時だが、天候に非常に左右され、お客の足も遠のいていた。 

 そういう中で、景気という言葉は今の消費生活と小売業では全く結びつかないぐらい

悪い。新聞、テレビ等では、大企業のトヨタやホンダがよく利益を言っているが、小売

業のうち、商店街の景気については、おそらく全店マイナスではないかと思っている。 

 役員としては、いかにお客さんをこの商店街、この地域に呼び寄せるかを考えてい

る。売れる、売れないは各店、魚つりで言う餌のつけ方によって違うと思う。よく会議
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では「私は人集めをするだけ、あとはあなたたちが料理しなさい」と荒っぽい言い方を

している。景気については非常に厳しく、マスコミ等が発表しているのは上の方の数字

だけで、庶民の商店街としては非常に困窮している状況。 

 今後の景况については、全く見通しが立たない。九州新幹線が開通するが、これも今

の景気では一過性に終わると思う。１カ月続くかどうか、懸念している。 

 このような商店街は、市内に幾つもあり、地域を盛り上げるため、活性化するために

頑張っているが、とにかく景気がよくなっても、なかなか私たちのように一番末（商店

街）の小売業には影響してこない。大企業が今年景気が良くなったとしても、大体２年

から３年後に、商店街に景気のおこぼれがいくらかあるかというぐらいで、景気は非常

に良くない。 

 商店街活性化法とか、市街地活性化法、まちづくり三法などいろいろな法律があり、

国、県、市から指導も受けているが、書類作りがもう少し簡単にならないか。取り組み

についても、行政と司法が絡み合った問題が発生すると一介の商売人の集まり（商店

街）の手には負えない。その中で非常に困惑している。 

 また、大型店、中規模店の進出も今の景気で多少鈍くなってきているが、商店街で一

番の課題は後継者不足だ。景気のいいときに子どもがいい大学に行けば、役がつくと戻

ってこない。各店の50年ないし100年の計が少し狂ったかのようだ。商店街として高齢者

が非常に多くなっている。 

観光関係では、中国や韓国からの外来が増えたが、団体でただ通っているだけで、ど

こに行っているかわからない。おそらく大型店に連れていくのではないか。引率してい

ないと、彼らは途中でいなくなるそうで、一カ所で買物をしているそうだ。そのような

観光客は、あまり博多に来てもらいたくないと思い、日夜、知恵を絞っている。 

この会場には、市会議員や行政からの出席者も多い。いろいろな商店街があるので、

知恵を貸していただきたいと思う。 

 

【委員】 

 この業界（コンピューターのソフトウエアとハードウエア、電子部品とか半導体部

門）のここ数年は、特に景気が良かったというわけではないが、それとなく推移をして

いた。しかし、昨年と今年は、急激にダウンした。もちろん金融危機の影響であり、各

企業の設備投資がなくなり、ソフトの開発、ハードの販売は落ち込んできた。 

また、大手電気メーカー、大手ベンダーも国内のアウトソーシングを止め、自社で開

発案件を行なうということで、中小企業まで仕事が回ってこなくなったという現状だ。 

 また、半導体関連においても、大手メーカーの仕事はあるが、業界全体のパイが少な

く自社内で消化することが多い。中小企業にとって、まだ仕事量が少なく厳しい状況。 

 今後の景況について、情報関連サービスは、公共、あるいは官公庁が、今一番良いと

ころだが、予算規模が小さく、仕事はあるが若干減っている状況。今後の先行きも不明

で、企業の情報部門への投資も縮小し、人余りの状況が続いている。 

 半導体関連については、３Ｄテレビやｉ-padなどの新しい技術をはじめ、エネルギー

分野の制御や通信が普及することにより、事業が増えることは予想されるが、海外との

競争により、厳しい状況が続いている。逆にｉ-padに入れるソフトを活用することによ

って、また、各企業がどういう使い方をするのか研究することで、ソフトウェアの事業

は増えてくるのではないかと思う。 

経常の問題、課題については、大手メーカー、大手ベンダーからの２次受け、３次受

けの仕事が多いということだが、大手電気メーカーもたいへん苦しい状況で、なかなか

仕事が降りてこないのが問題。現実に優秀な人が余っていたり、また、転職する人もい

たりで、優れた人材をどう使っていくのかが大きな課題である。半導体についてもグロ

ーバルの中で海外との価格競争が激化しており、強み、得意分野をこれから持っていか

ないといけないと思っている。 
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【委員】 

 機械金属工業会は、以前の会員が半分以下になっている。これは、今の不況が原因だ

と思う。さらに会員でも仕事が回ってこないうえ、会社に大した利益もないということ

で退会する人が年々増え、現在は半数を切っている状況。今後どうしたら会員を増やし

ていけるのか、いろいろ勉強して、もう一度企業に声をかけていこうと話している。 

 以前、福岡市に仕事をお願いに行った際「二億、三億の仕事はできるのか」と言われ

たが、そう言われるとどうしようもない。福岡市の企業でもできるようなものを、福岡

市で分けて仕事を配分してもらえたらという希望がある。仕事がなく、無理して取って

倒産するという会社も出ているような状況である。 

 鉄工所関係も頑張っているが、職人や、会社の従業員は、残業もなく、公休出勤も日

曜出勤もなく、給料は、今までのおそらく60％～70％ぐらいだと思う。結局、行くとこ

ろがなく、そのまま辛抱せざるを得ない状況となっている。 

 現在の造船界は仕事はあるが、この不況が続いている関係で、来年あたりから本格的

な不況の波が来るのではないかと心配している。円が80円台ではどうしようもなく、オ

ーナーが「船を造るのは、しばらく様子を見ておこう」ということを言われたら、現在

の持ち船が終了したあと、しばらく仕事がない状態となる。 

 以前の造船不況時は、鉄工所などにお願いして職人を派遣するなどしていたが、今、

そのような状況になれば、従業員は仕事がなくなるということで、心配している。 

 秋から春までは、大手メーカーの下請けとして仕事を行い何とかやっていけるが、そ

の後の公共工事が始まる４月までは仕事がなくなっている。 

 業界の経営上の問題点として、福岡市は金属工業会にあまり力を入れていないと感じ

ている。金属工業会としても、今後どうしたら会社を経営維持していけるかを勉強しよ

うと考えている。 

 

【委員】 

私はマクロ的な部分も含めて話したいと思う。 

 まず、景況については、新興国（中国）が元気で輸出は堅調だということを受け、個

人消費もエコ減税やポイント制などにより緩やかに持ち直していると思う。設備投資も

一時期のボトムから上に来ているので、緩やかに回復しているというのが全体の状況。

雇用環境はまだまだ厳しいということだが、数字的には若干改善しているのが、全国的

な話だと思う。 

 これは大企業も含めた話であり、中小企業千社に毎月、景況判断を聞いているところ

では、７月の景況判断指数は48.1であり、前月比 0.7改善している。製造業は50で、境

である真ん中まで返ってきた。非製造業は46.5となっている。先ほど小売の話があった

が、飲食店、宿泊は 42ということで厳しい状況が続いている。 

過去の流れを見ると、リーマンショックが2008年９月に起こり、その後ずるずると落

ち、2009年１月は 24.8まで落ちていた。先行きは暗いということだったが、現在は 

48.1まで何とか回復し、マインドが上がってきているというのは事実と思う。 

 ただ、中小企業の業種間、地域間格差はますます広がっており、昔のように地方も

二、三年後に返ってくるというのは、なかなか難しいと認識している。 

 今後については、輸出は堅調だと思うが、先ほどから話があるように円高、ドル安、

ユーロ安が非常に効いてくるのではないかと思う。よくウオッチしていく必要がある。

今日も１ドル85円でつけている。ユーロは107円ぐらいから 113円に返っているが、まだ

まだ輸出企業は採算的には厳しくなっていくのではないか。長期国債、10年国債が１％

のあたりをうろうろしているということは、銀行がまだまだ金余りで国債を買ってお

り、景気が悪い、資金需要がないということを示していると思う。 

 今後も国内の需給ギャップを何で埋めていくかということがあるが、その辺が埋まっ

ていかない状況であれば、地方と中央は非常に格差が出てきて、まだまだ予断は許され

ないと考えている。ただし、福岡については、来年、新幹線も開通し、ますます人は集
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まってくるので、そこをいかにチャンスとして取り込んでいくかということだと思う。

天神ＶＳ博多駅という構図ができると思うが、消費については、かなりお金を持って来

ていただけるというのが現実で、先ほど新幹線効果も１カ月ぐらいで終わるのではない

かという話があったが、基本的には継続的に来ていただくために、市も県もいろいろな

施策を打っているし、商店街でも同じなので、しばらくは続くと思う。 

 現状、パルコの開業によって新天町なども非常に人が増えている。増えているという

ことはいいことで、どれくらいお金を使っているかどうかはわからないが、そんないい

状況に福岡はあると感じている。 

 商工中金は、一昨年の10月に、特殊会社ということで株式会社になった。ただし、法

定の指定金融機関であり、以前の政府系の時よりも、ますます政府系的な仕事をしてい

る。今は、危機対応業務ということで、2008年10月以降、貸出しを推進して、危機対応

貸出の片道実績は、昨日現在で３兆 3,000億ということになっている。 

 ５月現在での件数は、約42,000件、３兆ぐらいだったが、着実に増えている。福岡県

も福岡支店に限って言えば 560億、1,200件ぐらいである。全国シェアでいくと 2.2％ぐ

らいということであり、全店で10位ぐらいのところなので、都内とか大阪に大きい店が

ある中では堅調に推移していると思う。 

  また、金融円滑化法ができたが、返済ができないので繰り延べしてほしいという話が

あり、３月までで 281件ぐらいの申し出があった。 

取引先の決算内容を見ると、いい企業については、減収でも増益とか横ばいというと

ころもある。リストラしながら何とか利益を確保していこうという企業がある一方、厳

しいところは返済もできないという企業もあり、ほとんど対応しているが、ただ返済を

繰り延べだけであり、今後その返済が始まるまでにいかに努力していくのかということ

が大事になる。 

 先ほど話もあったが、エコ減税とか、エコポイントなどの施策効果がなくなった時に

どうなるかを危惧しており、よくウオッチしながらやっていかなければと考えている。 

 また、政府の成長戦略プログラムがあるが、私たちも中小企業向けの制度をつくり、

成長戦略総合支援プログラムということで、この３年間で2,000億円、金利面も優遇しな

がら進めていこうとしている。日銀からお金を引っ張ってきながら、低利で安定した資

金をいろいろな業種に使っていただくような努力をしていこうと思っている。そういう

ことで、中小企業の皆さんと目線を合わせながらやっていきたい。 

 

【委員】 

近の中小企業の金融と保証の状況について説明したい。 

 承知のとおり、一昨年の10月末に現行の緊急保証制度が始まり、現在で１年と10カ月

が経過している。 

 数字は６月末だが、現在、福岡で保証件数は 55,000件、承諾額が 9,800億円となっ

ている。承諾額の 9,000億円超えというのは、全国的にも非常に少なく、東京、大阪、

愛知、福岡の４県だけとなっている。特に 9,800億というのは、福岡が全国の３番目

で、保証の実績は全国的に見ても非常に高い水準にあると思っている。 

  これは、制度融資の枠を拡大したり、利用しやすい仕組みを作るなど、福岡市や福岡

県など、自治体の努力による結果と分析している。 

  しかしながら、 近、全国的にも保証申込が落ちている。資金繰りが一巡したという

こともあるが、借り換え等に変わっていて、額にして大体前年の85％程度に落ち込んで

いる。率直に言うと、金よりも仕事が欲しいという現場の声が多い。 

 今後、企業が借金を返済できなくなった場合、協会で代位弁済を行うことになるが、

前年に比べ、金額にして３割増と一気に増えてきている。こういった特別制度を実施す

ると、その制度の効果を上げるために、保証協会としても一歩踏み込んで精いっぱい保

証するために、代位弁済そのものは約３割増となっており、今後も増えてくると思う。 

 そこで、今後の保証について協会の対応は、現在の緊急保証制度は大体来春には終わ
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るだろうと言われている中で、積極的に一歩踏み込んだ保証は必要であり、そのために

いろいろな商品を作っていくなど、積極的な対応を継続しようと考えている。 

 また、経営の面から、今まで保証をスポットでやっていたものを、継続して支援して

いく、長い目で経営を見ていくということで、経営支援課を全社につくり、「スポット

保証からライン保証へ」と切り換える態勢づくりをしている。 

 それにもう一つ、まだ組み立てていないが、福岡の場合も再生支援協議会というのが

あり、財務上問題を抱えた企業の再生を図るという仕組みがある。残念ながら福岡は金

融機関が主だったところでも 15機関あるなど非常に乱立しており、金融機関相互の協

力・調整が難しい土地柄だと思う。 

 そこで、ベンチャー企業、あるいは創業企業に対する支援のネットワーク化といった

ものを保証協会が音頭をとって、金融機関や商工団体にも協力を願い、創業支援の観点

からスキームを作っていこうかと考えている。 

 

【委員】 

 現在の景況については、緩やかな回復傾向と見ている。家計部門においては諸要因に

よって消費は鈍化しており、企業部門についても収益は低下傾向にあると見られている

が、持ち直しの動きはあると見ている。 

 今年度の下期から来年にかけての景況については、再三、話が出ているように、家計

部門においては経済の先行き不透明感や株安による消費マインド低下に対する懸念があ

り、企業部門においては円高やヨーロッパ景気への懸念ということで、非常に予断を許

さない状況と見ている。 

 実は、この４月から、弊行でも３年間の中期経営計画をスタートさせているが、この

３年間についても金利シナリオは横ばいと見ており、通常３年間の中計をつくるに当た

っては、金利上昇シナリオ、横ばいシナリオ、低下シナリオと描いていくが、今回につ

いては、この３年間の金利上昇はないのではということから、金利横ばいシナリオで作

成しており、景気はなかなか上がってこないと見ている。 

 一昨日だったか、10年国債が１％を切ったというような状況もあり、金利について

は、横ばいから低下傾向になるのではないかと、本当に予断を許さない状況にある。 

 中小企業の融資については、かなり金融機関が乱立して同じパイを食い合っているよ

うな状況で、全体的に伸びているということではなく、パイを食い合っていると見て、

中小企業の貸出しが伸び悩んでいる実態がある。 

 弊行においてもいろいろカテゴリーのある中で、昨年比で融資残高が伸びているのは

自治体向けの貸出金だけで、あとはすべて昨年比マイナスというような状況であり、中

計をスタートさせているが、非常に厳しい状況である。 

 銀行としても中小企業が活性化しないと収益も上がってこないというところがあるた

め、福岡市や福岡県の制度資金の活用や、いろいろなファンドの創出や、日銀の制度な

どを活用しながら、お金が循環していくような役回りを担っていきたいと考えている。 

 

【会長】 

続いて、学識経験者のカテゴリー委員に発言をお願いしたい。 

 

【委員】 

先行きの景況感を判断する上で、経済産業省で産業構造ビジョンを１年間かけて勉強

してきた。今までの我が国の経済がどういう形で利益を得てきていたのか、それがどう

変化したのかという実態を調べた結果、例えば自動車や半導体などで外貨を稼いできた

が、収益率がかなり悪くなってきており、加えて生産に係る労働者に対する労働分配率

は高止まりしている状況である。 

 これは何を言っているかというと、どれだけ売っても儲けがなくなってきているとい

うことが一つ。もう一つは、賃金を上げるだけ上げてしまったが、その賃金が実際に市
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場に回らない、いわゆる消費に回っていないという実態があり、先行きと言っても、国

内市場を開拓するという話ではなく、世界市場の中で日本のビジネスモデルをどうやっ

て強めていくかということで、方向性を考えている。 

 承知のように、海外での原子力発電所や水のプラントなどを受注して我が国の利益を

上げていこうということで、新聞等にも出ているように、設備のみでなく運用やメンテ

ナンスを含めた一連をパッケージで輸出するという形の取り組みを進めている。 

 また、工業系の人材が足りないという話について、工業高校等の人材育成事業を数年

やってきたが、その中でいろいろ話を聞くと、工業高校を出て製造現場に入るのではな

く、工業系の大学に行って、設計部門などに行きたいという生徒の希望がある。加え

て、家族の意見としては現場で製造するよりも、設計部門や開発部門などへ行かせたい

ということがあり、学校教育の中に「ものづくり」に対する尊敬を回復させて、その分

野に入るべき子どもたちが入っていくというような環境整備が至急に必要ではないかと

考えている。 

 新成長戦略の中でも７つの部門、いわゆる戦略部門と同時に、それを支える科学技術

とか、人材ということの重要性についても考えているし、そういう形の施策をつくって

きていると思っている。 

 

【委員】 

委員の話を聞き、いろいろな意味で閉塞感があると感じた。 近、新聞に時々出てい

るが、県で今、アジア特区、福岡アジア国際戦略特区というものを国に対して呼びかけ

ている。その発想としては、この閉塞感を破るために、世界市場、アジア市場を狙って

いくものとして、中小企業も直接海外の市場を視野に入れていかなければならないとい

う視点で提案している。 

 ただ、現実は、中小企業の直接海外展開というのは非常に少ない。為替の問題、ある

いは貿易に伴ういろいろなリスクの問題があり、県内で数百もないと思う。百社とか二

百社ぐらいしかないということで、これを何とかして増やす必要があると考えている。

そういった面も含めての特区であり、ぜひ期待していただきたい。従来の規制緩和だけ

の特区ではなくて、むしろインフラ投資も含めて、いわば中国の上海などのように経済

特区を目指しての提案になっている。 

 日本を見ると、東京、大阪、愛知など、大都市は太平洋、アメリカを向いている。ぜ

ひ日本海、アジアを向いた拠点都市をつくるべきであるという発想で国にも提案してい

るので、期待してほしい。 

また、福岡市に期待するのは、港湾についてである。港湾は、政令市の管轄事項にな

っているので、中国からのクルーズ船が増えているということもあり、港湾のホスピタ

リティも含め、ぜひ一緒になって取り組んでいけたらと考えている。 

 

【委員】 

私は消費者の立場から感想を申し上げたい。 

 確かに景気の動向、全体的な日本経済とか、それから政治も含めて、何か将来に明る

い見通しがないというような、そういう消費者のマインドは感じる。私たちは、いろい

ろな消費者の調査をしているが、その消費者の調査から見る限りでは、マインドは冷え

ているが、本当にいい商品、サービスを提供されている企業の商品は売れている。 

 確かに以前のようにパイを大きく、ひとり勝ちをするというところはたいへん少なく

なってきているが、地道に一つ一つ、いい商品を作り、サービスをして、そして一人一

人の消費者の気持ちをつかんでいるところは、売上が伸びていると見ている。消費者の

側もそういう企業を応援していこうという気持ちは非常に強くなってきている。 

 小売店にしても、関連する卸売にしても、商店街にしても、飲食店にしても、決して

いい時代ではないかもしれないが、こつこつと地道にやっていっているところは客がし

っかりとついていくと信じて、消費者の心を捕らえる努力をしてほしい。 
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 もう一つ、決して福岡市の環境は悪くないと思う。他都市に比べてこんなに人口が増

えているところはあまりないのではないか。少子化と言われながらも人口が増えている

こと、またクルーズ船が来るなど、客も来ている。それからコンベンションも非常に盛

んであるということを考えると、福岡市としての環境はそんなに悪くないと思う。 

 そんな人たちをどう客として捉えていくか、もっと努力していかなければいけないと

思うし、行政にお願いしたいことは、民間の企業と消費者も含めて、連携するために、

行政のコーディネートとして力を発揮して、客たちをどう企業が捉えたらいいのかとい

う手伝いをしてほしいと思う。正直、私が知らないだけかもしれないが、中国からあれ

だけのお客が来ているのを、福岡市があまり対処しきれていないのではないか、掴みき

れていないのではないかという感想を持っている。消費者ニーズ調査も含めて、行政が

企業支援するという意味でも福岡市に期待したい。 

 

【委員】 

西区周船寺は、伊都の区画整理、九大移転により急速に発展し、大学が来てからの環

境は激変している。その中で大型店舗などが進出して、身近な商業地帯がどんどん廃れ

ていく懸念がある。しかし、商店街は一生懸命頑張っていて、何かいい方法がないか努

力している。 

 一つは九大が来たことによって頭脳の先端である、科学、文化といったものは急上昇

しているが、水素の開発とか、そういうところで地場産業等の取り組みというか、手を

つないでやっていこうという、そういう機運も見られ、プラス、マイナス合わせて、両

方どっちかと思うが、それはこれからの私たちの努力で決まるのではないかと思う。 

 また、少子高齢化を身近に感じている。私たち男女共働参画を進める会もそういう点

で一生懸命頑張っているが、なかなか少子化問題が解決できない。子どもが増えるため

には生活の安定が必要で、企業が頑張って、私たち消費者も頑張って、景気の上昇に努

めなければならないと感じている。 

 

【会長】 

  続いて、市会議員の委員に発言をお願いしたい。 

 

【委員】 

各業界の生の声を聞いて、たいへん参考になり、皆さんの苦労もよくわかった。 

 あまりいい話、元気な話は出なかったが、それでも福岡は、特に九州の各都市から比

べたら一番元気があって、それなりの市民生活も謳歌しているのではないかと思ってい

る。しかしながら、福岡をもっと経済振興するために、議会としても、これから積極的

な経済政策について議会を挙げて取り組んでいくこととしている。 

 一つお願いというか、いつも気にとめていることがある。来年３月に九州新幹線が開

通し、文化面からもより多くの人たちが来福されると思うが、港エリアの一連の施設、

ベイサイドから国際センター、サンパレス、国際会議場、そして今、ホテルも予定して

いると聞いているが、マリンメッセや国際ターミナルに行くまでの交通アクセスが非常

に遅れているということを、かねがね思っているので、今後それに向けて当局のほうも

整備についてお願いしたいと思う。 

 

【委員】 

今日、各委員から極めて現実的な話を聞き、全くそうだろうと実感した。その中で民

間と行政という話もあったが、福岡はいろいろな意味で、これからさまざまに発展する

ものを含んでいる都市ではないかと思っている。 

 景気の動向は極めて厳しい状況であるが、その中で行政と民間がタイアップしなが

ら、どう引き上げていくかが重要。例えば先ほども少し出ていたが、学生の数もたくさ

んいるし、また留学生も大変多く来ている。しかし、その学生が卒業して福岡にとどま
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るのではなく、福岡から関西、関東、東京へ流れていくという現象がある。それはたい

へん残念なことなので、受け皿や何が必要かということ、国もそうだが、まさに福岡市

としての成長戦略、これがまだ今の段階では極めて不明確であると思っている。 

 まさにこれからの経済を伸ばすためには、政治の力は、たいへん大きいと思ってい

る。私たちもたいへん大きな責任があるということを自覚しているが、これからの福岡

市の発展のためには行政並びに民間の皆様と、消費者の皆様とタイアップして、その中

でリーダーシップをとるのは、やはり行政であり、政治ではないかと思うので、そこを

しっかり見定めながら支えていきたい、伸ばしていきたいと考えているところです。 

 

【委員】 

去年はマグロがないというニュース、実はマグロは安いという話を伺った。機械工業

会の方には、福岡市は工業界のことを何も言ってくれない、鋳物工業は九州の３分の１

が福岡市にあるというような話も伺った。 

 今年は商店街の活性化が一番大事ということを痛切に感じた。商店街や小売業界の景

気の実感が福岡市にとって一番大事なことではないかなと思っており、「商店街にぎわ

い再生プロジェクト」を立ち上げたので、ぜひ「活力アップカルテ事業」をしっかり活

かして、本当にどうすれば困っているところに手が届くのかということを具体的に進め

ていきたいと思っている。 

 

【委員】 

各委員からの話では、去年に比べ、少し雰囲気的に下がってきているという感想があ

る。そういう中で、実際の消費の世界で本当にいいものは売れているという話があり、

どの店の何が売れているのか、どんな人が買っているのかということを知りたいと考え

た。 

 先ほど、川端商店街では、クルーズ船（中国）の人は、何も買わず、通っていくだけ

で、ごみだけが残っているという話があったが、議会の中でも何度か申し上げたよう

に、やはりマーケティングじゃないかと思う。目の前を通り過ぎている中国人なり、ク

ルーズ船の方が何を求めているのかということがもし分かったならば、それを売るべき

ではないか。このミスマッチがまずあると思う。 

 売れている商品は、あるのだということ、買いたい人があるのだということ、これが

一番の鍵だと私は思う。マーケティングデータを個人の中小企業が集められるわけない

ので、開発というのか、都市として行政が中心になるのか、業界団体が中心になるのか

分からないが、実際、今、中国のクルーズ船で来ている人たちが何を欲しがっているか

という話はできるのではないか。どこかが財布のひもを緩めることを考えることができ

るのではないかと思うので、これは公がタクトを振ってぜひともやってほしいと思う。 

 あと二つだけ、日ごろ考えていることというかアイデアだが、一つに福岡は飲食業が

強いのではないか。これは実を言うと私の友人から言われた話だが、福岡ほど値段の割

にいい物が食べられるところはないと。これをテレビメディアにより、ＣＳ放送のチャ

ンネルでシンガポールあたりで流さないかという、これはアイデアだけなので、そんな

話ができるのかと思うが。 

 私はニューヨークにいたことがあるが、ＳＯＨＯという場所にディーン・アンド・デ

ルーカという小さなお店があった。甘い物やキッチンウエアのほか、変わった物をいろ

いろ売っていたが、この店は今、世界に出ていっている。中小企業の会に行って新商品

開発の場で、つい 近、大橋の食堂でヤマイモを毎日すりこぎで擦ってネットで売って

いるという話を聞いた。宣伝がうまくいって（引き合いが多く）毎日すりこぎをずっと

擦らないといけない状態になっている。当然ロットは大きくないが、高く売れるという

実感を持っている。 

 アジアからのお客は世界からも来ているので、そういう企業を世界に売り出していけ

るような公的な仕組みをぜひともと思っている。 
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 もう一つは、数日前にあった会議で聞いたのだが、仕事で上海に行った時にインタビ

ューをしたことがある外食産業の会社で、現在は撤退したということだが、その時に中

国で何を苦労しているかという話を聞いた時、中国には卸売業がないと言われたとのこ

とだった。福岡は卸売業が主力なので日本と中国は少し違うし、やれるのかどうか分か

らないが、福岡（博多）の卸売業の方々が中国で実際に卸売業を定着させていくような

こともあるのではないか。 後の二つは余計ですがちょっと思ったことです。 

 

【委員】 

 福岡市が中小企業のために何をするのかということを、私も常々考えていますので、

今ある施策は、すべて否定するわけではないので、大いにやっていいと思う。ただ、一

つ欠けていることは、小規模の中小企業にどう支援するのかということだ。企業統計調

査によると、小規模というのが従業員20人未満、商業・サービスが５人未満で、いわゆ

る飲食や、商店街に軒を連ねるお店とかは、そういう小規模になると思うが、規模が小

さいところは体力がないので、こういう不況のときに一番ダメージを受けている。 

 そういうダメージを受けているところに行政がどう手を差し伸べることができるのか

ということが、今の時代に非常に求められているところではないか。今の福岡市の施策

を見ると、融資にしても、お金を借りられる体力があるところは助かっている。元気な

企業、うまくいっている企業は大いに制度は利用できるが、そこに至らない小規模な中

小企業、統計によると福岡市には小規模の中小企業の従業員が 13万人いるとのことだ

が、これは非常に大きな層をなしており、ここにどういう手を差し伸べるのかというこ

とは非常に重要だと思う。 

 こういう人たちが今、どういう生活実態にあるかというと、非常に厳しい状態で、税

金、各種保険料、年金などを滞納しているといい、滞納率が非常に高いというデータも

私は持っている。さらに廃業に追い込まれて蓄えもないので、そのまま生活保護世帯に

なるという事例もたくさん見てきた。こういう人たちの一番のニーズは、やはり仕事の

確保。いかに仕事を作るかということを行政がもっと真剣に考えてほしい。 

 また、建設業界が中心になるが、私は議会で住宅リフォーム助成制度、リフォームを

する時に自治体が一定の10％とか20％を助成し、需要を刺激する、後押しするという制

度を推進している。これは全国でも100以上の自治体が行なっており、秋田県や、政令市

では札幌市が導入している。経済波及効果も数字がきちんと出ているのでこういうこと

をやってみるということも、引き続き私は提案していきたいと思う。また民間住宅の耐

震化、これは非常に遅れている。 

 さらに今、スクール・ニューディール政策で各自治体が学校や公共施設にパソコン、

地デジ対応のテレビなどを大量に購入しているが、ＷＴＯの関係で大手家電販売店がほ

とんどその受注を持っていっているというような実績もある。これを工夫して地元の業

者に発注するという仕組みをつくるとか、もちろん公共事業の前倒し、融資制度の拡大

という大きな施策もいいが、もっときめ細やかに、中小零細、小規模の業者にも手を差

し伸べるという施策を福岡市にはぜひ打っていただきたい。私もそのために頑張りたい

と思う。 

 

【委員】 

私も消費者の代表として議員をしていると思っているので、生活の中での不安という

ものの聞き取り調査を４月から行なっている。実際に会って話ができた 250～ 300人近

くの聞き取りの中で、生活の中の不安といった時の答えは大きく３つに分かれている。 

 一つは、国や自治体の財政は大丈夫かということ、２つ目は福祉関連で、障がいがあ

っても高齢になっても安心して暮らせるのか、福祉の充実を求めるという声。３つ目は

若者の雇用で、これはあらゆる世代で一番不安と言われている。年金生活の人たちも支

えられる、安心して支えてもらうためには、支えてくれる世代の人たちが安心して働け

るという状況がなければ、自分たちの生活も不安と言われている。 
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 財布の紐が相変わらず固いのは、皆さんの話から非常に感じる。要するに働く世代の

人たちは下がった給料が元に戻ってきていない。それから年金生活に入られている人た

ちは、年金がこれから増えるということは考えられない。どこまで下がるのかが不安と

いうことで、そういう先行きへの不安があり財布の紐が固くなっている。 

 そういう中で、若者の雇用は非常に不安と言われている。先ほどハローワークに求職

に来る人たちに真剣味が足りないという話もあったが、その中でも一番の問題は新卒者

だと思う。今年の春に高校や大学を卒業したが就職がないという人たちが非常に身近に

いることが不安になっていると思う。短期間のトライアル雇用について中小企業には、

県などからお金が入っているのではないか。 

 短期間、新卒者を採用し、その中で期間終了後には正社員にしてもらえることが大体

見えている人と、正社員にしてもらえるかどうかわからないという人がいる状態だが、

そこで雇用してもらえる若い人たちがいる。近所に住む新卒者に「期間終了後、正社員

にしてもらえないならば、その後の求職活動はどうするのか」と尋ねたら、大学の就職

窓口は、新たな４年生の就職活動で精一杯で、大学ではとても面倒を見てもらえる状況

ではないという。短期間ではあるが、働きながら次の就職口を探すことはとても大変と

言っていた。 

 ですから、やはり県や市の若者の就職相談窓口を充実させ、中小企業の皆さんもなか

なか業績が伸びない中、リストラをしながら新しい人を採用するということも大変とは

思うが、若者の雇用の状況が社会的な不安になっていくというのは、ますます消費も伸

びない状況になることと思うので、高卒、大学の新卒の人たちの雇用を官民あげて進め

ていくことが、今必要ではないかと思っている。 

 

【委員】 

資料の数字を見ると、福岡市の市民総生産のうち卸・小売が非常に激減している。平

成９年ごろまでは、卸・小売で福岡市のＧＤＰの39％から40％弱を稼いでいたが、平成 

19年度の数字では、２兆 1,200億円と 30％に減っている。 

 福岡市民の 40％を稼いでいた卸・小売が今は 30％で、売上も平成９年度が卸・小売

18兆 8,200億円、約19兆円売っていたのが、平成19年度は 13兆９千億円となり、約５

兆円減っている。19年にリーマンブラザーズのショックがあり、さらに下がっているわ

けで、40％稼いでいた福岡市のメイン産業の卸・小売が、ネット販売の増加等でリカバ

ーが非常に不可能になってきた。 

 現在、ネット販売が非常に多くなってきたために、東京、大阪から仕入れて、九州の

半分に卸し、利ざやで食べていた町が非常にだめになった。流通形態が根本的に変わっ

てきているような気がする。だから、この卸に代わるメイン産業を福岡市としてどう作

っていくかが、非常に大事なポイントになるのだが、今、福岡で伸びている貿易はどう

か。10年前から倍増して３兆８千億ぐらいで、今はリーマンショックでちょっと落とし

ているが10年間で倍増している。ですから、まだマイナスばかりいっているが、福岡市

としてもこの物流と人流、観光、この近辺を次の戦略産業で意識的に育てていったら良

いと思う。 

ところが現状は、博多港はコンテナの取り扱いは66万ＴＥＵで、釜山の 1,345万ＴＥ

Ｕに比べると 20倍以上開いている。１年間で 300万ぐらい増やしているから、来年は、

日本全体と釜山一つが匹敵するほどになるのではないか。だから、この博多港と板付の

空路をどうして伸ばすかは、人流、物流が重要と考えている。 

 福岡市には非常に強い面が多くあると思っているが、一つはＲＯＲＯ船が来ているこ

とだ。上海から 26時間で博多港に入っているので、東京で荷物を船で引っ張ると５日

半かかるところ、26時間で福岡に着くＲＯＲＯ船を１日で東京に持っていけば２日半で

デリバリーができる。だから、このＲＯＲＯ船にいかに国内のデリバリーを有機的に結

びつけるかなど、ＲＯＲＯ船の強化を考える。それから釜山との路線であるビートルが

この 20年で85万人という、日本一の海路による人移動のラインを作ってきていること
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からこの強化も考える。 

  高速道路が無料化になると、相手の好き嫌いにかかわらず、コンテナは全部博多に来

ると思う。中国の人口の多さと経済力の伸長は無視できず、このコンテナは、韓国・台

湾も非常に伸びているため、福岡～東京のトラック１台６万円が無料になれば、コンテ

ナは非常なスピードで福岡に入ってくる。だから、高速道路の無料化をしなければなら

ないと思う。 

  また、福岡市はアジア時代の到来の日韓・台湾の至近距離にあり、入口にある。しか

も、福岡県内には 150万台の車の生産態勢ができ上がっているわけで、この自動車産業

と、空路・海路の強化を考える。空路は夜飛べない飛行場で、稼げないから、昼間の航

空貨物の強化はどうか。車産業というのはカーエレクトロニクスと言い、もうエレクト

ロニクス部品なので飛行機で運ぶ時代だ。港で２兆円、貿易額を稼いでいるが、空路は

わずかの荷物で１兆３千億を２年前ぐらいから稼いでいるので、空路、海路を軸に、福

岡市は人流・物流に特化して、パイを大きくしないといけないと思う。 

 それから商店街の非常に衰退している姿を見たが、大規模小売店法の規制を緩和した

ことが原因と思う。皆がショッピングセンターに行っている。こんな卸・小売の急激な

形態の変化というのは良くない。大規模小売店法をもっと強化し、街が栄えないといけ

ないという気がしている。 

一つ 後に質問したいと思うが、去年、一昨年だったか、川端商店街をアーケードに

するだけで 4,200万かかる。それが高いことと、道路・下水が厳しくて椅子一つ置けな

い、何とかしてくれないかとの声が出ていたが、それに対して経済振興局は対応してき

たのか。 

 

【担当課長】 

 平成21年度に市内全部の商店街実態調査を行い、そのなかでアーケードの保有状況に

ついても調査した。その結果では、上川端商店街振興組合が保有しているアーケードの

維持費は、年間約150万円であるとの回答をいただいている。その維持費捻出に商店街が

苦労されていることはそのとおりである。また、ばんこなどをアーケード内に置くこと

は、道路上にものをおくということになるので、なかなか交通管理者である警察や道路

管理者である道路下水道局の了承がいただけない状況であるが、これに対して、なんと

かならないかというご要望は経済振興局にいただいており、局としても、そうしたご要

望があれば、所管の部署と協議をしているところである。具体的な進展には至っていな

いが、今後とも協議していきたい。 

 

【会長】 

 それでは、 後に私から、一言申し上げたい。 

非常に貴重で、しかも中身が含蓄にとんだ提案等々をいただき、福岡市も大いに参考

になったのではないかと思う。 

委員から、中小企業においてもマーケティング力が必要なのではないかという発言に

非常に感銘した。「行き詰まったら成長戦略をとれ」というのがマーケティングの実践

理論の定番だが、「次のステップを打て」ということだ。また、その分野に出て、今ま

でターゲットとしていたお客様にそれを提供していくのか、あるいは、さらなる新しい

顧客層に提供していくのか、そのあたりをしっかり見極める。あるいは、現在ターゲッ

トにしているお客様と新規のお客様を同時にターゲットにできるような分野もある。 

たとえば、ある和菓子屋で、和菓子が行き詰まり、売れにくいというところから、洋

菓子に打って出ると、これは延長製品ということになるが、洋菓子は、和菓子が好きだ

ったシルバーの人も若者も食べられるので、和菓子から洋菓子にでることによって、既

存のターゲット市場と新規の若者ターゲット市場の両方がとれるということで、和菓

子、洋菓子の両方を扱い、お菓子のデパートとして非常に反映している。 

 さらに、伝統産業では、（佐賀県）有田市の話になるが、ある会社とある会社が組ん
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で、非常に高級な万年筆をつくったところ、国内でも相当売れていて、現在では、ドバ

イに進出しており、新たなコラボレーションとなっている。 

また、久留米絣も傘の分野に出て、 50種類くらいのパターンを作ったところ、「私だ

けの傘」ということで、売れたそうだ。このように他分野とのコラボレーションによっ

て新製品を造り、既存のまたは新規の市場に持って行くという勇ましいやり方もある。 

さらには、海外に出よということで、鹿児島のお茶の卸問屋はヨーロッパに進出、熊

本のラーメン業界は中国に進出し、好評と聞いている。また、福岡のラーメン業界は、

シンガポールに進出している。 

浮羽町にある企業は、テイラーメイド（=オーダーメイド）で農家や林業の方々の細か

な要望を聞いてそれを製品に反映した小型運搬機を作って、非常に売れている。テイラ

ーメイドなので、中小企業ながらもセル生産をやっている。かわいいデザインで、おも

しろい製品名を付けて、非常に受けている。とてもきめ細やかなマーケティングをやっ

て、大成功している会社で、これもヨーロッパに進出し、売上高の４割を海外であげて

いる。 

海外進出の成功例を見てみると、現地に信頼の置けるパートナーを見つけ、その人と

組んで行なうということが常套手段になっているようだ。 

市、県、商工会議所等々が主催で、「海外見本市に出しませんか」と中小企業の皆さ

んに問いかけオファーを出すと、初めは渋りながらもやってみたところが、すばらしい

パートナーに出会って成功しているというケースが九州管内で見受けられる。 

現在、中洲に中国のお客が来るようになり、もっと呼び込もうと、関係者が中国語の

勉強を始めているそうだが、このように自ら努力をすることが、初めは小さい芽でもだ

んだんビジネスの発展に繋がってくるのではないかと思う。 

九州新幹線が来年３月全面開通するが、鹿児島から１時間10分程度、熊本から35分で

南部のお客が福岡に多く来るようになる。この人たちを福岡市が、どのようにうまく受

け止めて、経済巡回させるか、循環させるかということになると思う。 

 以上、市の中小企業振興に係わっている皆様方のさらなるご努力をお願いしたい。何

より中小企業の皆様が、元気で、特に精神上、バイタリティがあることが基本であり、

もうダメだと思ったら本当にダメで、知恵を使えばまだまだ道はあると思うので、中小

企業の皆様のご努力に期待したいと思う。 

これを持って本日の審議を終了する。事務局にお返しする。 

 

６ 閉会 

【事務局】 

  長時間に渡り、お疲れさまでした。これを持って審議会を閉会します。 


