
平成 24 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 24 年 8 月 10 日（金）午前 10 時から 正午まで 
２．開催場所：福岡国際ホール「志賀」 
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 

田中 千雄 福岡商工会議所 工業部会 部会長 

太田垣 立郎 福岡商工会議所 小売商業部会 部会長 

野口 宣夫 福岡商工会議所 卸売商業部会 副部会長 

芦塚 日出美 福岡商工会議所 情報・文化・サービス部会 部会長 

安東 友子 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 

山本 駿一 福岡市機械金属工業会 会長 

中山 英敬 福岡県中小企業家同友会 代表理事 

牛尾 長生 福岡県信用保証協会 会長 
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小
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業
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者 

 
 

 
 

（12 名） 

成瀬 岳人 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 財団法人 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 

馬場 忠久 
福岡県 商工部長 

※代理出席 鷺山 俊勝 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
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（6 名） 

山岡 三重子 福岡市七区男女共同参画協議会 代表 

川上 晋平 福岡市議会議員 

大石 修二 福岡市議会議員 

高木 勝利 福岡市議会議員 

田中 しんすけ 福岡市議会議員 

笠 康雄 福岡市議会議員 

綿貫 英彦 福岡市議会議員 

市
議
会
議
員 

 

（7 名） 

吉武 輝実 福岡市議会議員 

 ＜欠席＞ 福岡市議会議員 おばた 久弥 

（２）市側 

    福岡市経済観光文化局長他 20 名 

（３）傍聴人 

    なし 



４．議題 
  福岡市の産業施策について 

 

５．議事概要 

  経済観光文化局長挨拶後、委員紹介。委員の互選により、会長・副会長が選任された後、

議事に入る。 

 

【会長】 

 まず、中小企業施策を中心に福岡市の産業振興施策について事務局から説明を受け、その後、

中小企業関係委員の方から業界の現状をお聞かせいただいた上で、討論を進めていきたい。 

 中小企業関係委員以外の委員の皆様には、自由討議の中でご意見を伺いたいと思う。それで

は、事務局より、福岡市の産業施策について説明をお願いする。 

 

【事務局】 

 資料 1「福岡市産業施策の概要」に基づき、説明。 

 

【会長】 

続いて中小企業関係の委員の皆様に、業界の現状や課題についてご発言いただきたい。業界

関係委員の方々に景況、課題等について順番にお話をお伺いしたい。その後の自由討議におい

ても、皆様の意見を広く伺いたいので、各委員、3 分から 4 分程度でお話しいただきたい。 

   

【委員】 

 現在の景況については、石油化学の高騰は一段落し、値下がり傾向にあるものの、石油化学

製品素材の高騰が収支を圧迫しており、今後の動向を注視する必要がある。 

建設関連業界では、公共事業の減少に加え、新規の大型物件が皆無であり、さらには発注単

価下落などにより先行きを懸念している。 

 商店街では、イベントなど開催当日の人出は多いものの、天候不順などもあり、客足は落ち

てきており、売り上げも低迷している。一方、7 月以降のクリアランスセールに期待している

向きも見受けられる。一部に節電対策もあり、省エネ商品、ＬＥＤ商品の売り上げが好調との

声もあったが、全体的には全ての業種において、昨年度の 悪期は脱したものの、依然として

厳しい状況にある。 

 24 年度下期から 25 年度上期の景況については、景気回復が不透明な中、再延長された金融

円滑化法の延長期限が到来することから、これ以上の景気悪化を防ぐためにも、破綻懸念のあ

る中小企業に対する支援強化、連鎖倒産防止に向けた支援のため、これまで以上に行政機関、

支援機関の連携が必要であると考える。 

 また、この夏、10％の節電目標が掲げられているが、電力需要逼迫による計画停電発生時の

生産低下など、企業経営に及ぼす影響が懸念される。 
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 今後の景況判断を踏まえて、指導団体としての取り組みの一つめとして、「地域資源活用」

「農商工連携」「新連携」を継続実施、そのほか、「知的資産経営」設計書作成の支援、さら

に、今年度はＢＣＰ（事業継続計画）の策定事業に取り組んでいる。 

 二つめとして、関係行政庁に対し中小企業の意見を取りまとめ、支援や対応策など、要請、

陳情活動を行うこととしている。 

 三つめとして、「地域中小企業の人材確保・定着支援事業」を受託。中小企業の優秀な人材

確保と企業と学生のミスマッチ等の防止を目的として、大学などと連携し、中小企業と新卒者

のマッチング、採用定着までを一体で支援していきたいと考えている。 

 中小企業振興施策に対する意見としては、まず、景気弾力条項は附帯されているものの、2014

年度導入予定の消費税増税には、小規模事業者に及ぼす影響が大きいことから、増税法案には

反対であり、仮に導入された場合には景気対策に万全を期していただきたい。 

 続いて、平成 18 年、改正まちづくり 3 法が全面施行されたことに伴い、私ども中小企業 4

団体は都市機能の拡散に伴う行政コスト増を防ぐためにも、大規模小売店舗の郊外開発にはブ

レーキを、中心市街地の開発にはアクセルをと、行政関係機関に強く要望した。こうした中、3

月 27 日、規制制度改革に関する分科会、行政刷新会議第一ワーキンググループで検討されてい

る大規模小売店舗に対する都市計画法による用途規制の緩和が盛り込まれ、都市計画法の改正

前に戻す改革案が検討されていることは極めて遺憾である。 

このたびの立地規制の改革案は、改革によって利益を受ける一事業者である経団連のみの要

望を受けて策定されており、コンパクトで賑わい溢れるまちづくりの推進という基本政策があ

る中で、大規模小売店舗の立地規制の緩和は、中心市街地活性化法の基本政策を阻害し、否定

するものである。今回の第一ワーキンググループの審議に当たっては、不動産業など 6 名のメ

ンバーであり、中小商業者を初め関係者のさまざまな意見を十分に聴取しているとはいえず、

このまま拙速に結論を出すべきではない。 

今後、都市計画法の規制緩和が実施され、大規模集客施設の立地規制が廃止されると、全国

の中小企業、商店街などに与える影響は極めて大きいため、都市計画法の改正には断固反対で

あり、国の施策ではあるが、ご支援をお願いしたい。 

 

【委員】 

 今回は私たちが行っている科学工業薬品の状況についてお話しする。 

 私たちは基礎科学工業薬品の取り扱いが九十数％。そのほかに、石油化学工業薬品があるが、

9 割以上が基礎科学工業薬品ということで、全体で何万種類という工業薬品が動いている。こ

れらは、中間材として使用されているものであるために、全産業の景況に大きく影響を受けて

いる。我々科学工業業界は設備投資は低めながらも、前年より若干上回る状況できているが、

生産活動としては、自動車、デバイス部門が好調であるということで、全体的には横ばいであ

る。ただ、8 月からこのデバイス部門は日本全体の操業が 3 割ダウンということ、つまり出荷

額 30％は今から落ち込んでいくということであり、非常にスピードの速い、変化の激しい業界
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である。 

そういう状態の中で現在やっているが、その他に、我々はこの科学工業薬品を環境事業部門

の多方面で使用していただいており、官公庁を初めさまざまな企業の水処理や大気汚染関係等

と取引があるが、特に官公庁関係は公共投資の減少に加えて、地方財政の健全化のため財政支

出減少を目指すということによって、原料部門への支出圧縮による影響、長期的視点では少子

化や地方都市の人口減少に伴う上下水道、あるいは燃焼設備等の施設の縮小、統合、減少といっ

たこともあり影響を受けている。全体としては横ばいというような動きで推移している。 

 続いて、24 年度から 25 年度上期の状況については、先に述べたように、この科学工業は全

産業の景気に影響を受ける業種であることから、海外経済の影響、ヨーロッパ圏の問題による

影響、また中国の景気減速等、いろんな影響を受けている。また、輸入商品の市場の問題等が

あり、為替市場や円高の影響等もあり、またエコカー補助金の終了後の販売動向など、先行き

不安な要素が非常に多く存在している。国内要素としては、東日本大震災後、復興事業を注目

しなければならないが、いまだにがれき処分をめぐる調整段階であり、進行は著しく遅く、復

興効果はまだまだ見られていない状態である。 

 九州域内では、相次ぐ半導体事業の統合や撤退などの計画が発表されているところから、当

事業所向けの科学薬品、製品の納入減少が確実だと見込んでいる。 

 リーマンショックのようなグローバル規模に起因するものを除けば、全体の業況感は今後横

ばいプラスでいくものと思われるが、先行きは海外の状況によってどう変化するか、非常に難

しいところである。 

 また、次に経営上の問題点・課題としては、科学工業会社の統合からの脱却ということも今

後必要になってくるのではないか。そしてまた、国際化に対する考え方として、当初から海外

の新興国ニーズを反映した商品開発を進めてきた海外のセットメーカーのような発想も我々と

して必要になり、国際指向に遅れることのない活動が必要だと考えている。 

 後に、中小企業施策に対する意見ということだが、中小企業円滑化法が来年 3 月 31 日まで

再延長ということだが、これは先行きの倒産の増加を意味することになるのではないか。その

ような点から消費税増税を行うとすれば、中小企業の活性化、活力強化につながる対策、ある

いは中小企業の海外需要の取り込み策というものの対策を講じていただきたいと考えている。 

 

【委員】 

 業界全体の景況としては、全体的に微増で、昨年の東日本大震災の問題、原発事故等により

昨年についてはかなり消費が落ち込んだが、そこから回復してきている。 

 今後の景況についてどう考えるかということだが、これは九州だけに限らず、日本全国、欧

州債務危機の世界経済の下振れリスクというもの、また消費税の導入問題が決定するため、消

費者心理に非常にマイナスの影響がある。それが小売業の場合は微妙に消費者心理に反映をし

てくるため、全体としてはまだまだ厳しい状況が継続するのではないかと思われる。 

 また、物の売れ方が変化をしているということが言えると思う。非常に高付加価値の商品に
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対する要望が強くなっている。ただ単に価格が安ければいいという時代は終り、完全に高付加

価値商品、価値に対する要望、要求というのが非常に強くなっており、そういった業態が伸び

ている状況があると思われる。 

 後に中小企業振興に対する意見ということで、部会の中で 3 つ意見が出た。一つは、福岡

としての観光振興をより強力に推進すべきであるということ。特に外国人観光客の受け入れ態

勢の充実を図るべきだ。これは福岡市全体の商業者にとって非常に重要なポイントになると思

われる。二つめは、ファッション関連産業の振興の問題。これは商工会議所が福岡市と一緒に

なって「福岡アジアコレクション」というものを開催しているが、さらに福岡ファッションウィー

クを加えた二つのイベントをただ実施すればいいということでは決してない。ファッション産

業については関連産業の裾野が広いため、その広がりに対しての対応をきちんとしていくべき

だと思う。三つめは、商店街の空き店舗問題。先ほども少し述べられたが、これをどのように

解決をしていくのか。さまざまな声があるが、車が走り抜けるまちづくりではなく、人が歩け

るまちづくりに切り替えをしていく発想が絶対に必要だろうと考えている。 

横浜の元町のようなまちづくりをすることによって、商店街の空き店舗問題というものを解

決していくべきであると考える。 

 

【委員】 

 現在の景況感、今後の見込み、業界の課題については資料のとおりである。中小企業振興施

策に対する意見等があればということだが、産業振興を原動力とする強い力を構築するために

は、アジアの中核都市を目標とし、早期の実現を目指すことが重要だと思う。そうしていくこ

とで卸売・小売業も自然と活気が出てくると思う。 

それからもう一つは、東京、大阪、名古屋に続く中核を福岡は担っていかなければならない。

特に東日本大震災の後に注目されているのは福岡ではないかと思っている。 

そういった意味で、東・名・阪に次ぐ中核都市の機能の構築を早期に立ち上げていかなけれ

ばならないのではないか。それが、ひいては中小企業の産業施策も大きな役割を担っていくこ

とになるのではないかと考えている。 

 

【委員】 

 手元の資料については、これは情報・文化・サービス部会の会員からの聞き取り調査による

ものだが、やはり大半の人が需要が減少してきたとしており、売り上げは低迷したままである。

また、販売価格の値下げ圧力が強く、さらに企業の競争が激化してきている。これは、資料の

冒頭で述べているとおり、リーマンショック以後の景気低迷と大震災の影響等であると認識し

ている。 

 博多座でもリーマンショック前は大体 60 億弱の売り上げだったが、去年は 40 億弱と、売上

が約 3 分の 2 になっている。震災以後も、演目の比較を考えて一、二割はダウンというような

状況が続いている。 
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 皆さんの意見では今後どのようになるのかと不安があり、先行きは不透明。やはり早く景気

好転をするとは考えられないというような発言が多いと感じる。そういう中で、皆さんがよく

言われるのは 3 点。まず現状の売り上げ水準を前提に利益率を上げるしかないということ。そ

れから、2 点目はマーケティング、四方を見回して需要を開拓しなくてはならないということ。

それから、3 点目は新製品や新市場といったものの開拓に頑張って取り組まなければならない

という認識である。 

 また博多座ではどうかというと、やはり演劇企画という点において、集客力があるもの、そ

れから収益性が出るものをよく選ぶ、あるいは自分でつくる、あるいは新しい分野を入れると

いうことを一生懸命まずは考えている。それから、2 番目が、やはり演目をＰＲして、そして

営業を強化して売り上げを上げるということである。3 番目は、原価抑制、一般管理費を抑制

して、目標管理をやって収益を回復させるということなどに取り組んでいる。皆さんが取り組

まれているようなことと大きくは同じようなものだと思う。 

 皆さんが も期待するのは、福岡市がどういう戦略で中小企業振興を行っていくのか。方向

性といったところが、先行き不透明な中で気になっている。またこれまでも行ってもらってい

るが、どういう支援をしてもらうかというのが頭にある。 

そういうことから考えると、今回説明を受けた資料の中で、我々の分科会にとってやってほ

しい内容としては、コンテンツを核とした国際競争力の向上、戦略的な観光コンベンションの

推進、福岡市の資源や財産を活かした文化施策の展開、今回新たに具体的に紹介してもらって

いる。こういったものが今後の柱になっていくように感じている。 

 

【委員】 

 私たちの業態はさまざまでデパートのように運営しているが、物の消費が厳しくなればなる

ほど、私たちのような時間消費型の営業というのは成長産業の一つだととらえている。ただ、

成長産業の中でも東日本大震災により、マーケットとしては縮小している面もあり、全体とし

ては二極化が大きく進んでいる。路面店など、退店傾向が顕著に進んでおり、毎年 20％のダウ

ンが続いている。その中で、サービス産業の中の技術という特殊性もあるが、消費者に支持さ

れていることと、高齢化社会という追い風もあり、二極化の中でそのニーズにマッチした方は

成長産業として伸びている。 

 私たちのこれから先の状態については、二極化の中でも悪くても横ばいか、3％、5％の消費

税増加のときの動向を経験しているため、今の状態での消費税 8％の問題は、消費者のマイン

ドがある程度低下して、成長産業の中の分野の二極化の中でも 10％近くの下落傾向は一時的に

はなるのではないかと思っている。 

それは、一つは高齢化社会という問題があるが、福岡の場合は、福岡を取材していただいた

方のお陰もあって、中国からのコラボの要請が結構増加している。どういう形でこれを受け入

れて具現化していくかということが私たちの業界の、特に福岡でのマーケットのこれからの問

題点である。やはり先進国の共通の問題である高齢化社会に向かって、健康できれいに年を重
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ねるというそのマーケットの拡大が始まっている。美しくありたいという予防美学ということ

を男女ともに考えれば、それはイコール予防医学を考えなければ成り立たないことでもあるた

め、予防医学と予防美学とのマッチングということを、これからの成長産業の戦略として具現

化していった方がもっともっと成長する。そういうところを見極めきれないところがますます

整理統合されていくというような、ある意味では氷河期の部分もある。 

 続いて経営上の問題点、課題点を簡単に書いているが、優秀な人材を育てようと思えば、教

育時間が大変長くかかる。特に予防医学と美学であれば、内面、外面の両方を行うため、大変

教育時間が長いうえ、国際的な資格も取得するため、営業時間のキャパシティとのバランスが

やはり課題である。合わせて、収益率の向上ということも一つの問題としてある。 

 市への意見としては、高齢化社会に向けて福祉美容という概念のジャンルとしては着実に伸

びていっているが、補助金制度というのが全くない。国内ではさまざまな技術取得への支援が

あるが、先進国から学ぶこと、そして日本の持っているよいものの双方の交流を考えた場合、

少しは海外での技術取得に対しても支援するような政策をとっていただければありがたいと思

う。 

 

【委員】 

 消費者と一番関わりのある立場にあるのが商店街である。 近、景気はこのところ緩やかに

回復しつつある、個人消費も緩やかに増加していると、よくマスコミ等などで発表されている

が、商店街関係者としては全く実感がない。懸念材料として、消費税の増税は商店街にとって

は全くよい結果にならないと断言できると思う。 

 消費税の増税は、増税前の一時的な駆け込みで需要をもたらして非常に景気がいいような誤

解を招き、また消費者心理に悪い影響を与える。増税後は節約指向、買い控えなどが助長され、

商店街としては非常に悪い方向に向かっていくのではないか。また、増税分を小売価格に上乗

せできるかどうかも大きな問題であり、今後に対し我々は危機感を感じざるを得ない。 

 商店街には従来から大型店の影響、経営者の高齢化、後継者不足などのいろいろな課題があ

る中で、商店街への出店テナントも多くなっているが、出店者が商店街の雰囲気になかなかな

じめず、商店街の運営に協力を得られなくなってきているのが新たな課題で、商店街運営に関

する苦労が非常に多くなっている。 

 中小企業振興施策に対する意見として、まず一つ目が、地域商店街活性化法を初め、商店街

活性化に関する施策について行政機関に申請する際の書類づくりが非常に煩雑で、専門家でな

いと書けないような申請書もあるので、もう少し簡素になるよう改善していただきたい。 

 それから、二つ目に、商店街の空間を利用するため、ストリート広告を活用したエリアマネ

ジメント広告事業を実施する場合の支援措置をお願いしたい。これは以前にも同じようなこと

を言ったと思う。よろしくお願いしたい。 
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【委員】 

 エレコン交流会は、情報関連の産業とエレクトロニクス関連の産業とが一緒になった企業集

団であり、非常に変化の激しい業界である。 

 現在はクラウドサービスというインターネットを使った出来合いのシステムを非常に安価な

価格で提供できるようになっているため、従来の大きなシステムの下請けは中国やインドに行っ

てしまい、国内ではもう競争力がなくなってきているため、こういった状況にどう対処してい

くのかというのが業界の課題である。 

 自社のコア技術を見直し、スマートグリッドや医療分野、あるいはＩＴが余り進展していな

い領域へ参入することが重要だと考えている。大手企業等はどんどん海外にシフトしているた

め、我々も国際的な視野で市場をとらえる必要があると思う。物づくりだけではなく、サービ

スの方にシフトしていかないと事業としては成り立たないのではないか。 

 逆にいえば、インターネットを利用したサービスというのは、距離も時間も全然意識せず、

世界を相手にする事業環境が整ったということにもなる。つまり、アイディアだけで大きな投

資やインフラを要さず、世界相手に商売できるという時代であるといったとらえ方でチャレン

ジしていくことが必要ではないか。 

 施策に対する意見を幾つか申し上げると、一つは、他にない特徴を出すということが中小企

業に求められると思う。そうしたときに、自力だけではなかなか難しいため、市の行う研究開

発拠点形成に地元の中小企業が参画し、自分たちなりのニッチな領域をつくるということが非

常に重要なのではないか。そういう場づくりをぜひ一緒になってやっていただきたい。 

 二つ目としては、海外市場および海外企業の情報にアプローチできる場を数多くつくってい

くことが必要だと思う。 

 三つ目に、情報基盤というのは非常に重要であり、福岡ではどこでも Wi-Fi の環境が整って

いる、無料で使える、となれば観光客にも非常に便利であるため、ぜひ情報基盤を整備してい

ただきたい。 

 

【委員】 

 現在の景況について、機械加工関連では復興景気と言われているが、実感がない。電気代の

値上がり等は収益を非常に圧迫しており、下期の見通しもなかなかきかない状況である。それ

から、公共工事の発注が予定どおりではないような気がする。 

 自動車関連は円高ということもあり、九州の方に来るのも非常に厳しいと聞いている。造船

業界は建造がゼロということもあり、非常に状況が悪い。印刷機メーカー等々は、全体が好転

しないとなかなかよくならない。一部防衛産業に従事しているところもあるが、防衛費の削減

も行われており、必ずしも好調ではない。新しい分野に対しての研究・開発等も必要だと考え

られる。 

 今後についてはやはり見通しがきかない。電力の問題により、加工業界を中心にあまりよろ

しくないと思われる。 
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 対応としてはコスト削減が考えられるが、今までの個々の削減というよりも、全体の社会的

なコスト削減とつながるものがあればいいと考える。 

 市の施策として組織化による助成というのがある。我々としても、公共工事やいろいろな所

から受注するために、事業者の組織として受注したいという考えがあるため、この助成金をもっ

と活用できるように仕向けていただきたい。これに関連して、公共工事の発注については地場

中小企業への優先的な下請の発注を要請するとしているが、むしろこれよりも発注を平準化し

ていただきたい。というのも公共工事は下期に行われるので、企業は非常に苦しい。雇用が不

安定になる要因ともなっているので、公共工事を何とか平準化していただきたい。 

 また新市場の開拓や研究については、できればこんなものをつくってみたらどうかというこ

とを言っていただくと面白いのではないか。 

 定年を迎えた金型製作の技術者が韓国や中国に行っているということはよくあることだが、

私は、自動車産業は下請けの技術というものを日本国内にとどめてうまくやっていると思う。

家電メーカーはそのあたりが上手くない。家電メーカーのほとんどは、国内でだめだったら海

外に持っていけば良いということで、もう既に技術などが流出してしまっている。そういった

ことが無くなるような制度も必要としているのかもしれない。 

 

【委員】 

 私たちの団体では四半期ごとに景況調査を実施している。その景況調査レポートを抜粋して、

現在の景況と今後の見通しについて述べさせていただく。一言でいえば、今回はやや上向き傾

向にあるという結果が出ている。 

 今後の見通しとしては、改善・悪化とも 20％強で同程度であり、業種を問わず、勝ち組、負

け組が分かれているといえる。勝ち組のところを調べてみると、非常に元気がいい。経営指針、

経営理念や方針をしっかり成文化して、従業員と共有し、社員も希望を持って生き生きと頑張っ

ている。物販、サービス業において商品力はもちろん、社員の対応力、しっかり人間的魅力を

育成してお客さんを惹きつけているというところが要因となっている。 

団体として、新卒者の採用を毎年継続して行うという信念を掲げて採用活動に取り組んでい

るが、地元のどんなにいい会社であっても社会的知名度は高くないため、学生の親の反対の声

等で苦しんでいるようで、社会全体で中小企業の認識を高めなければならないと感じている。 

 また若い人たちに対して職業観だけではなく、勤労観、あるいは起業家精神といったものを

伝えていく場も必要だ。  

 今後の要望としては、2 年前に政府が閣議決定をした中小企業憲章をいろんな施策、団体で

幅広く中小企業経営者や学校関係者や市民全体に広める工夫、努力もしていただきたいと思う。 

 また福岡市の中小企業振興条例を、中小企業が元気になれば経済も元気になるということが

幅広く伝わるような内容への改定に向けて、勉強会などさせていただきたいと思う。 
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【委員】 

 福岡県内において福岡県信用保証協会が保証をしている中小企業が 6 万 8,000 社。これらの

会社の分析でしか我々は話せないので、その傾向で申し上げる。 

 保証の状況は、昨年度末の保証残高が 1 兆 2,000 億。企業数が 6 万 8,000 社。福岡市内では

2 万 4,466 社に保証しており、保証残高は 4,561 億になっている。 

 福岡県では、中小企業の雇用が 8 割を超えているということから、1 兆 2,000 億の融資のう

ち制度資金が 1 兆 9 億円、84％が制度資金の利用となっており、このことが全国でも特徴的な

傾向となっている。手元にある表は今年の 3 月までなので、4 月以降はどうなったのかと言う

と、生産・売上、あるいは採算で非常に苦戦しているのが製造業で 16.9 ポイント悪化となって

いる。改善しているのが卸売業で 17.1 ポイントの改善、サービス業 10.6 ポイントの改善、こ

ういった業種が我々の目から見ると回復してきているということになる。 

 保証の状況を紹介すると、対前年比では 4,600 億減っている。一番大きいのは福岡市緊急景

気対策特別資金という制度資金があり、これにより 600 億円の保証を行っていたが、これが終

了したことが大きな原因ではないかと思っている。事故率を見てみると、大きいのが飲食店143％、

不動産業 190％といった業種が多くなっているといえる。 

 当協会でつかんでいる今後の大きな課題としては 2 点ある。1 点目は、平成 20 年 12 月から

はセーフティネット保証 5 号というのが、全業種を対象に 100％保証、無担保で保証していた

が、これが 9 月で終了する。終了後にどうなるのかというのが 1 点。2 点目は、21 年度に金融

円滑化法が導入されているが、3 月にこれが終了する。このときに金融業界がどういう対応を

するのか、中小企業の方が今までどおりスムーズに融資を受けられるのかどうか、こういった

ところが課題だと思っている。 

当協会としては、ただ代位弁済を待つのではなく、これからは経営支援に入るべきだという

ことで、平成 22 年度から経営支援課を設置している。今年度から福岡県、福岡市、西日本銀行、

福岡銀行、あるいは日本政策金融公庫、福岡市商工会議所、商工会連合会といった方々と一緒

に、福岡県創業支援連絡協議会を立ち上げる。ここで中小企業の方をどのようにサポートして

いったらいいのかを具体的に検討していくこととしている。 

 

【委員】 

 生産活動について簡単に言うと、生産自体は減産等の影響により低迷していたようであるが、

自動車生産等の回復により、化学および鉄鋼の方はある程度持ち直してきたということがいえ

ると思う。消費面では、大型小売店舗の販売額の推移から見ると、駅ビル効果が一巡した結果、

前年を下回っているという状況である。住宅建築着工についてもほぼ前年並みということであ

り、公共工事は県、市町村からの発注が減少しているということで厳しい状況にある。特殊要

因で、国の大型工事があって数字としては増えている。 

 5 月の倒産については、小口の倒産が依然として多く、大型の倒産があったにもかかわらず、

負債額としては前年を下回っている。非常に厳しい状況にあるといえる。 
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 今後について、実質経済成長率は前年をやや上回る見込みである。全国的には震災復興の影

響を受けて上向きが予想されるが、九州ではそういった復興需要の期待が薄く、一部見られる

業界があるとはいえ、依然として厳しい。内需による自律的な成長力も限られているため、円

高の逆風、それから外需に支えられた成長に留まるのではないか。 

 民間の消費についてはやや回復の兆しが見られ、設備投資についても一部の更新需要につい

てプラスに転じるものの、新規需要については非常に厳しい状況である。 

 今後については、アジアの需要を積極的に取り込むことが重要だと思う。新しいインフラを

活かした国際観光が、今後の柱になることを期待している。 

 中小企業の融資の状況だが、全般的に設備投資の新規需要が非常に低迷しており、資金需要

の低迷から銀行間の競争が非常に激しくなっている。そのため、以前と比べると比較的好条件

での資金調達が可能になっている面が見られる。また、金融円滑化法により金融支援の要請に

応じているが、その後の突発的な経営環境の変化により資金繰りを圧迫しているケースが多々

見られる。 

 今後はセーフティネットや金融円滑化法の終了の影響で、中小企業の資金繰りの悪化が危惧

されている。銀行協会としても、リスク管理の精度の向上が求められ、また企業の再生・再建

のコンサルティング力の向上、それからさまざまな問題を抱える企業の問題解決型営業の強化

が求められると思う。 終的には地場金融機関として円滑な資金供給を継続することが大事だ

と考えている。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、今、中小企業関係者のご意見をお聞きしたので、今度は学識経験者の方や市議会

議員の方々から意見を述べていただきたい。 

 どちらの委員も自由に発言していただいて構わないが、時間が限られているので、発言は手

短にお願いしたい。 

 

【委員】 

 さまざまな業界の方からいろんなお話をお聞かせいただき、大変勉強させてもらった。私も、

福岡市は今から物流と観光を含めた人流と情報というのが経済で頑張っていかないといけない

と思っており、福岡市もその部分に力を入れようということで、今年から経済観光文化局とい

う局をつくって、その中でさまざまな施策を打って頑張っている。 

今いろんな意見を聞いて私が考えたのは、もっとほかの局や民間と連携することで、現在の

施策をもっと効果的にすることができるのではないかということだ。例えば、観光の部分で言

えば博多港というのは19年連続で旅客の数が日本一だ。海外クルーズということで、1回に3,800

人ぐらいの方が福岡に来られて、福岡に滞在している中で 1 人 4 万円ぐらいのお金を落として

いただける。しかし、今受け入れている福岡の港というのが、それこそウェルカムゲートとい
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うのがあるだけで、港の方もボイジャーは先の方がはみ出して停留がしにくい。対応として港

やターミナルビルの整備もやっていかなくてはならないが、福岡市の考えでは、港の方でそれ

をペイできないということで、福岡市全体ではものすごくプラスだけど、なかなか進まない。

しっかり話をしながら進めていっていただきたい。 

また観光客が観光バスで回遊する際に、福岡のほかの観光地への観光ルートをつくるとか、

市内を回るときには住宅都市局の交通計画等をあわせてその辺も考えていただきたいと思って

いる。 

さらに、韓国などでは国と民間企業が一緒になって海外に商売をしていくということをやっ

ているが、市内のいろんな企業が持っている、水道、下水道、観光などの技術を福岡市が先頭

になってインフラの整備がまだ進んでいないアジアにしっかり商売をしていくなどしてもらい

たい。 

今日もこういう形で経済界の方と勉強させてもらっているということは本当にありがたいと

思うが、もっと細かい一つ一つの施策の中で、課程度の単位で担当の業界としっかり話をしな

がら、福岡の経済を考えていくというのが大事じゃないかと感じている。 

 

【委員】 

 今後の施策についての要望の中で、公共工事については早期発注をお願いしたいという部分

があったと思うが、公共工事は非常に予算が縮減されたという状況の中で、人材が足りないと

いう状況がある。そのため、仕事は安い値段でとったものの、工期内になかなか仕上げられな

い、というよりも着工できない。仕事がなかったので、東北とかそちらの方に行ってあるとい

うところもあると思うが、倒産したような業者もいる。 

そういった事情を役所の方の単価には反映していないということだ。だから、工期と単価と

いう問題について非常に困っているという話も聞いている。土木建設業界を代表される方、ど

こか所属部会の方、何か現実に困っているという実態があるのかどうか、あったらお教え願い

たい。 

 

【委員】 

 今日は皆さんのいろんな話を聞いて、その賛否は別として、私は消費税の増税が、中小企業

の皆さんや商店街を始めとした皆さま方に多大な影響を及ぼすのは確実だと考えている。それ

もおそらく悪化する方向になるということを改めて認識させていただいた。 

私は消費税の増税には絶対反対であり、商店街の皆さん、小売りの皆さんからも消費税が10％

になった場合の懸念が出されていたと思う。大企業は容易に価格の転嫁はできるが、小さいと

ころは価格に転嫁することができない。しかも消費税を納めるのは事業者なので、それだけ経

営が厳しくなる。多分いろんな税金の中で も負担が大きいのは消費税なのではないか。そう

いった点について対策等があれば、また聞かせていただきたい。 
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【委員】 

 私は消費者の立場から意見を述べさせていただいているが、 近、天神等でアジアの観光客、

特に中国人の方たちを多く見かける。そのとき、買い物だけでなく、本当に福岡に満足して帰っ

ているかどうかが気になる。福岡ならでは、博多ならではのもてなしというか、観光と地域と

が連携したような施策をもう少し考えられないかと思う。福岡で一泊してもらうということは、

やはり相当な魅力がないとできないのではないか。そのためには行政だけでなく民間の知恵も

活用しながら行っていただきたい。 

 それから、市が行っている施策は、今年新規に開始した事業もあるが、これが真に継続され

ていくかどうかというところをこれからも見ていきたい。福岡というのは、打ち上げはするが、

それをきちんと検証して継続していくということが弱いように感じる。なので、施策をやるだ

けではなく、検証をきちんと行い、悪いところは改善しながら継続する。そうすることで施策

が浸透してくると思う。合わせて、市民との連携もできてくると思うので、施策の継続の重要

性を訴えたい。 

例えば、私は商店街の活性化事業にはずっと関わっているが、継続性があり、毎年検証され

ながら続けており、とても効果が出ているのではないか。そういった事業のやり方をこれから

も続けていただければと思う。 

 

【委員】 

 難しいことではないが、やはり人材の育成ということがとても大切なことじゃないかと思う。

部品等の製造はコストが安い海外に持っていくようになっているが、海外はその技術を受け入

れることとなる。そうなると日本の技術はどんどん海外に流出していってしまう。我々として

も身近なところで人材育成を目指す必要があるのではないか。 

そして、男女共同参画の立場から女性の活用をしていただき、高齢者の方も 60 歳、70 歳の

方はまだまだ活動できる。また、退職された方々は素晴らしい技術を持っていると思う。その

技術を海外に流出させるのではなく、国内で若い技術者の方を集めて育成していけば、日本の

立場をよくするし、また、後継者ができるのではないかと思う。もう少し人材育成にも力を入

れる必要があるのではないかと考える。 

 

【委員】 

 福岡市は商都福岡ということで、九州の商業の中心地、あるいは支店経済と言われてきたが、

これは九州のマーケットを対象にしたものであった。九州全体の産業構造は、基本的には地場

の大手の企業は電力や交通、金融機関等のいわゆる公益企業で、これらは内需を対象にした企

業である。これだけグローバル化やアジアと言われながら、福岡市の産業自身が九州に向かっ

ての内向きの企業しかなく、なかなか企業としてのビジネスが育たない。 

これをどう突破するかということで、特に注目したのはコンベンションの回数が東京都に次

いで全国で 2 番の地位にあるということ。それから、クルーズ船がたくさん来るようになった
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ということも素晴らしいことだが、これをビジネスとして、雇用を産み出すということがなか

なかできていない。したがってその点をどのように解決していくかかということを真剣に考え

ないといけない。 

資料では、福岡の市内総生産は 6 兆 7,000 億円あまりであり、その 95％が第 3 次産業である。

これはほとんど内需であり、この中でどの程度を外需に向けられるのか。内需を外需に変える

のではなく、プラス 1 兆円、あるいは 2 兆円を外需で稼げるようにするにはどうしたらいいか

ということをぜひ考えていただきたい。 

たとえば自動車メーカーというのは、国際水準を達成して世界でナンバーワンになるために

下請けの関連企業を一生懸命鍛えており、簡単には海外の部品は使わない。そのために一生懸

命創意工夫をしている。福岡のサービス業も同じである。 

アジアの人たちは、日本の水準の高いサービスを受けることにものすごく憧れを持っている。

特に富裕層になればなるほどそういう傾向が強い。特に機械製品などは、完成品だけではなく

て、部品なども含めて全て日本製なら買うというような意識を持っている。富裕層であればそ

の意識はなおさら強い。その部品はだれがつくっているのかということを考えると、中小企業

で創意工夫をして真面目にやっている人たちである。アジアの人たちはこの素晴らしい製品が

どうやったらできるのかと注目し、また非常に研究したがっている。それはメーカーに対して

だけではなく、サービス業にも言えることだと思う。 

したがって、中国、韓国、インドネシア、タイといった成長市場に日本のサービス業の素晴

らしさというものを広め、現地の市場に合うようにカスタマイズすれば高い評価を受けると思

われる。随分前からアジアの玄関口と言われてはいるが、言うばかりでまったくグローバル化

していないという印象は非常に強く持っている。ぜひ、そういう面から産業政策全般に、いろ

んなところからグローバル化するにはどうしたらいいのかということを一つ一つの政策に生か

していただきたい。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 本日は、各業界の現況、今後の景況予測、今後の取り組み等を聞かせていただき、行政の施

策にはこういうことを期待したいという、非常に貴重なご提言、ご意見、ご要望が出された。

経営環境が非常に厳しいという中での経営の舵取りが非常に大変だということを、ひしひしと

身にしみて感じた。 

しかしながら、そういう中で高齢化や、あるいはアジア市場の成長、クルーザー客の増加、

新幹線の全線開通といった市場の動きがある。そういう中に新たな産業の成長の芽、既存事業

の成長の芽、新たな市場開拓の芽というものがあり、民間と行政と、さらにはシンクタンクの

知恵とパワー、これを活かした取り組みが必要ではないかと。皆様方からいただいた貴重なご

意見、ご要望、ご提案については、市の方としても真摯に受けとめさせていただき、これをよ

り魅力のある福岡市になるように活かしてもらいたいと思う。 
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 それでは時間も来ているため、これにて本日の議事を終了する。司会を事務局にお返しする。 

 

６．閉 会 

【事務局】 

 長時間、皆様どうもお疲れさまでございました。 

 それでは、これをもちまして、平成 24 年度福岡市中小企業振興審議会を閉会させていただき

ます。どうもありがとうございました。 


