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１.開 会 

 

【事務局】 

 ただいまより，福岡市中小企業振興審議会を開催させていただきます。 

 本日は，お忙しい中，当審議会にご出席いただきましてありがとうございます。 

 私は，本日の進行役を務めさせていただきます，福岡市の産業振興部長の塩手でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは，まず，福岡市経済観光文化局長の重光より，一言ご挨拶を申し上げます。 

 

２.経済観光文化局長挨拶 

 

【重光経済観光文化局長】 

 皆さん，おはようございます。福岡市の経済観光文化局長の重光でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 福岡市中小企業振興審議会の開催に当たりまして，一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日は，大変お忙しい中，また，足元の悪い中，本審議会にご出席を賜りましてまことにありが

とうございます。また，皆様には日ごろより，中小企業振興の分野はもとより，市政全般にわたり

まして，いろいろとご指導，ご支援を賜っておりますことを改めて厚く御礼を申し上げます。本当

にありがとうございます。 

 さて，皆様ご承知のとおり，いわゆるアベノミクスが推進されまして，景気の回復がより確かな

ものとなりつつある一方で，この 4 月からの消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要の反動など，

懸念される材料もいろいろとあるところでございます。そのような中，本年 3 月末に福岡市はいわ

ゆる「創業特区」として国家戦略特区の地域指定を受けまして，九州のみならず，日本経済全体を

牽引する役割が強く期待されているところでございます。 

 経済観光文化局といたしましては，この創業特区の取り組みをスピード感を持ってしっかりと取

り組んでまいりますとともに，市内事業者の大部分を占め，福岡市経済を支えていただいておりま

す中小企業・小規模事業者の皆様が，経済や社会の構造的な変化の中で新たに前向きな一歩を踏み

出し，活躍できる環境を整備していくことが大変重要であると認識いたしております。需要に応じ

ましたビジネスモデルの再構築，多様で新たな人材の活用によります事業の展開や創出，地域のブ

ランド化や賑わいの創出などの取り組みを推進しまして，中小企業や小規模事業者の持続的な発展

を図る必要があると考えているところでございます。 

 本日は，こうした本市の取り組みにつきましてご報告をさせていただきますとともに，消費税率

の引き上げを踏まえました最新の業界の景況や動向をお伺いし，委員の皆様の忌憚のないご意見を

頂戴いたしまして，今後の福岡市の中小企業振興施策に生かしてまいりたいと考えております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 
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【事務局】 

 それでは，本日ご出席の委員の一部にご異動等があっておりますので，ご出席の皆様方を名簿の

順でご紹介をさせていただきたいと思います。 

〔委員紹介〕 

 

【事務局】 

 それでは，早速，議題の方に入らせていただきたいと思いますが，先に，配付いたしております

資料を確認させていただきたいと思います。 

〔配付資料確認〕 

 

【事務局】 

 では，本審議会の進行につきましては，福岡市中小企業振興条例施行規則第 28条第 2 項に基づき，

会長が行うこととなっております。 

 それでは，これ以後の進行につきまして，会長に議長をお願いしたいと存じます。よろしくお願

いいたします。 

 

【会長】 

 僭越ではございますが，規則により議事進行を務めさせていただきます。 

円滑な議事の進行につきまして，ご協力のほどをよろしくお願いいたします。 

なお，本審議会につきましては，昨年度は，中小企業関係者の皆様の景況感を発表していただい

て，その後，自由討議とさせていただきました。 

本年は，消費税増税の影響等に関するご意見，福岡市において 4 月に設置されました「福岡市中

小企業・小規模事業者振興推進本部」の状況報告と，そこでの検討に当たってご意見等をいただく

場としたいと考えておりますので，よろしくお願い申し上げます。 

会議資料につきましては，事前にお手元に届いていたと思いますが，時間短縮のため，内容につ

いて，特に補足することがあれば事務局からご説明をお願いします。 

【事務局】 

 政策調整課長の大場でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料につきまして，位置づけだけ補足をさせていただきます。 

 資料 1 につきましては，中小企業関係委員の意見につきましては事前に照会させていただきまし

て，本日，ご欠席の委員のおられる団体も含めまして，業界ごとの景況感などを伺ったものでござ

います。議題 1 の資料としてお使いいただきます。 

 資料 2「中小企業・小規模事業者振興推進本部の設置について」及び資料 2－2「国家戦略特区の

概要」は，後ほど議題 2 の資料としてご説明させていただきます。以下が参考資料でございまして，
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資料 3「平成 26年度経済観光文化局施策概要」は，今年度の福岡市経済観光文化局の取り組みと特

色ある事業，予算をまとめたものでございます。資料 4「福岡市経済の概況」は，福岡市経済の概

況を表わす主な指標などについてまとめたものでございます。資料 5「福岡市の経済と産業の動向」

は，経済観光文化局において，現時点で把握しているデータなどについてまとめた資料集でござい

ます。資料 6「Ｎews Ｒelease」は，昨年 9 月に施行されました小規模企業活性化法，現在，閣議

決定を経て国会に提出されている小規模基本法案，小規模支援法案についての概要でございます。

資料 7，福岡市中小企業振興条例抜粋及び福岡市中小企業振興条例施行規則抜粋は，審議会の関係

条例等でございます。以上でございます。 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 

３.議 事 

   議題１ 消費税増税の影響等について 

   議題２ 福岡市中小企業・小規模事業者振興推進本部について 

 

【会長】 

 それでは，議事に入ります。 

 まず，議題 1「消費税増税の影響等について」でございます。 

 今年の 4月から消費税税率が 8％になりました。間もなく 2カ月が経過しようとしておりますが，

ここまでの状況やこれからの予測について，資料に基づき，私の方から少しお話をさせていただき

たいと思います。 

 資料はございませんが，新聞でもかなり詳しく報道されておりまして，皆様よくご存じのことと

思いますけれども，デパートとか家電，あるいは高額品において増税の影響が特に 4 月に出ている

ようでございますけれども，大方の意見では，そういった影響は半年以内にとどまるのではないか

ということで，専門識者の方々，あるいは財界の方々，大体 70％の方がそのように見ておられるよ

うでございます。それから，大方の意見では，今年も，若干ではございますけれども，経済成長を

するであろうという見方もあるようでございます。しかしながら，こういう状況の中で，しかも日

本の人口は減少傾向にございまして，市場がシュリンクするということは間違いないトレンドでご

ざいます。こういう中でも元気に頑張っている中小企業及び小規模企業の方がおられるわけですけ

れども，その中で，私もコンサルテーションをやっているものですから，幾つかの会社に，特に中

小企業，小規模企業に接する機会が多いわけですけれども，中には，この時期こそ「攻めの経営」

に徹しなければならないということで，勇猛果敢にまさに攻めておられる企業がございます。それ

も経営基盤がどうしても中小企業，小規模事業者の方々は弱いので，大手と組んでやるというとこ

ろが目につくようですね。一例を挙げますと，ＪＲ九州さんとか西鉄さん，あるいはハウステンボ

スのように，いわば飛ぶ鳥を落とすように活発な事業活動，マーケティング戦略を展開されている
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ところと組みまして，ポテトチップスの会社が西鉄と組んで星野村の抹茶をまぶした「ポテ茶」と

いう，プライベートブランドで市場に出したわけです。西鉄の各ステーションで売ると，これが飛

ぶように売れておりまして，そのポテトチップスの会社は大忙しでたまらんと嬉しい悲鳴を上げて

いるようでございます。さらに，そこはハウステンボスと組みまして，そこのお土産用品というこ

とで，これまたプライベートブランド品を開発しております。ということで，非常に頑張っておら

れます。 

 さらには，日本の市場はシュリンクするけれども，アジアは今，高度な経済成長を続けておりま

して，タイ，インドネシア，ベトナム，シンガポール，香港などにどんどん出て行っている中小企

業，あるいはそこに商品を輸出している中小企業もあるわけですね。消費税の影響もあるでしょう。

それから，シュリンクマーケットという負のマクロ的な方向というものもあるわけですけれども，

そういう中で，だからこそ「攻めの経営」ということを中小企業，小規模事業者の皆様方は再度考

えていただくとよろしいのかなと思います。余り長く時間をとるつもりはございません。前段でご

ざいますので，これくらいでとどめさせてもらいます。 

では，ここから中小企業関係者の皆様のご意見をお伺いし，そのご発言をもとに，それ以外の委

員の皆様には議論をお願いしたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

          〔「異議なし」の声あり〕 

【会長】 

 特に異議がないようでございますので，まず，金融機関の立場から福岡銀行公務金融法人部公務

室長の田代委員，お願いいたします。 

 

【委員】 

 福岡銀行の田代でございます。消費税増税の影響ということで，金融機関の目から幾つか申し上

げさせていただきます。 

 福岡銀行の取り引きのお客様に対して，今回の消費税の増税について，幾つかヒアリングをさせ

ていただいた声をもとにお話しさせていただければと思います。 

 まず一つは，設備投資という面につきまして，メーカーさんと今後の売り上げ増，アベノミクス

の影響に伴う景気回復を見込むという声が大半でございます。しかしながら，消費税増税というこ

とで，今後，景気への影響がどれくらいあるのかというのが現状まだ見えない。加えて，海外の景

気の減速という懸念も加わって，思い切った設備投資については，現状は慎重という企業さんの声

が多いという状況でございました。 

 地場の中小企業の中で，小売店や飲食店，こういったところからの声は，消費税の増税分の価格

転嫁をしていますという声が多く聞かれております。また，建設業界においては，直接の増税の影

響は小さいという声です。これは資材の高騰や作業員の不足の影響の方が大きくて，それに比べれ

ば消費税増税の影響は小さいという声があります。 

 福岡銀行に限って申し上げれば，例えば住宅ローンの駆け込み需要，3 月単月で相当額，住宅ロー



 

6 

ンの申し込み実行がございました。この反動で，4 月の実行件数が昨年の 4 月に比べればやっぱり

落ち込みがありましたが，予想していたほどではない，そこまで落ち込んではいないという状況で

す。思ったより反動減は少なかったというところです。ただし，新規の住宅ローンの案件，現在申

し込みをいただいている，ご相談をいただいている件数，こちらが例年の 4月の状況に比べて伸び

悩んでいるところがございますので，上期の住宅ローンの実行総額は，銀行の立場から申し上げさ

せていただければ，ちょっと厳しい状況になるのではないかというところでございます。以上でご

ざいます。 

 

【会長】 

 ありがとうございます。 

 続きまして，福岡地区商店街連合会会長の原委員にお願いいたします。 

 

【委員】 

 私どもの商店街連合会というのは，一番消費者に接点の多い職場でございまして，このところ新

聞，テレビ等でも景気は着実に直っているとか，個人消費も持ち直しているという言葉を聞きます

けれども，私ども商店街で直接商いをやっている中では，その言葉の意味がわからないといいます

か，全くその影響が感じられない。というのが，以前の消費税増税のときは駆け込みが非常にあり

ました，あとは落ちましたけれども。今回は駆け込みもなければ，その後の売り上げのアップとい

いますか，そういうふうなことは全くなく，これは社会的なものかなと。自分が今まで勉強してき

た，体験したことの耳を疑うような状態でございます。これからいろいろな策もございましょうけ

れども，小売業者として，商店街として，これからの景気が上向いていくことを非常に期待してお

ります。特に，これからの商店街とか，人の集まるところ，高齢者が増えますので，その対策も我々

は考えていかなければならないんじゃないかと思っております。以上でございます。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして，福岡県中小企業家同友会代表理事の中山委員，お願いします。 

 

【委員】 

 私どもでは，四半期ごとに会員対象に景況調査を行っておりますが，事前資料としまして，1 月

から 3 月の調査結果を簡潔にまとめたものを付けさせていただきました。3 月までは，当然，すべ

ての項目が高いレベルで順調に推移していますが，次期予想以外がすべての項目で急に悪化してお

ります。当然ながら，4 月以降の消費税増税による影響を懸念しているわけですが，この中小企業

経営にとって消費税増税がどのように影響したかというところが 4月にならないとわかりませんか

ら，ゴールデンウィーク明け，4 月 7 日から昨日まで影響調査を実施しました。今日から集計作業
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に入るところですが，メールとファクス，コンピューターの中にある状況を少し昨日確認してまい

りました。123 社程度ですけれども，増税による大きな影響が出たというところが 11.7％，若干影

響が出ているが 43％，合わせて 54.7％，過半数でございます。今後影響が出るであろうという 8.6％

を含めて，63％以上が何らかの形で影響が出ている，出るだろう，影響がないと答えたところは27.3％

でございました。 

 売上利益の状況ですけれども，やはり 3月に比べて 4月は圧倒的に悪かった。また，前年 4 月に

比べても悪かったという結果が出ておりますが，ここは当然，3 月の駆け込み需要で，3 月が前年と

比べても 130％増しだとか，過去最高の売り上げだとかいう声が出ておりますので，4 月はその分落

ち込むのは当然であって，3月と 4 月を込みで考えて，5月，6月の状況を見るというような前向き

な声も出てきております。したがいまして，5 月，6月，7 月というところがどのようになるかとい

うことですけれども，ここが依存的な経営体質の企業が非常に多いですね。しかしながら，経営指

針に基づいた戦略的な経営，それから，人材育成を戦略的に取り組んでいる企業は，経営環境が変

化しても影響を受けない。景況感，あるいは売上利益，新規受注ともにいいと回答する企業が圧倒

的に多い。したがって，私たちはこんな時期だからこそ強靭な企業体質づくり，経営指針をすべて

の企業がつくり，それに基づいた経営を実践しようということをテーマに掲げて取り組んでおりま

す。 

 それともう一点，予測が非常に難しい，何が起こるか，どう経済環境が変わるか，激変するか，

非常に不安な，先が見えない状況ではありますけれども，一つ，先が予測できる項目，高齢化と人

口減少，ここは特に人材確保と人材育成というものを戦略的に取り組まないと，最近の景況調査の

項目においても，人材不足や人材獲得難が急激に増えております。そういったところを長期戦略的

な人材戦略と人材確保，育成計画というところもキーワードとして呼びかけております。以上です。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは，ただいまの中小企業関係者の皆様からのご意見も踏まえた上で，ほかの委員の皆様か

らご意見を賜りたいと思います。 

 どちらの委員も自由に発言していただいて構いませんが，時間が限られておりますので，発言は

手短にお願いいたします。では，よろしくお願いいたします。 

【委員】 

 今，消費税の増税の影響等を含めて聞かせていただきました商店街を含めて，一番消費者に近い

ところがアベノミクスとか，一般的に言われているところに比べたら大分解離があるのかなと。そ

れで私，1 点だけお聞きしたいのが，消費税の増税は 5％から 8％だけではなくて，既に来年 10 月

には 8％から 10％に上がるということが決まっております。ただ，景気がどうなのかというところ

で判断されるみたいですけれども，この 10％への増税というところへのご意見だとか，その辺を聞

かせていただけたらありがたいと思います。 
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【会長】 

 ありがとうございます。いかがでございますか。 

【委員】 

 今回行いました調査の中に，ずばり，10％に対してどう思うかという質問をしておりまして，そ

の回答が，「実施すべき」が 30.9％，「中止すべき」が 13％で，「延期すべき」も同じく 30.9％

という回答が出ております。ここら辺の中小企業の生の意向というところは，今後追跡して，また

踏み込んでいきたいと思っております。数値のみですが。 

【委員】 

 ありがとうございました。「延期すべき」が 30.9％ということは，例えば消費税の問題について，

将来的には増税は仕方がないというふうに思っている方も，今の段階で，8％から 10％に上げるの

はどうなのかという意見が多いということで理解をしておった方がいいですか。 

【委員】 

 実際，具体的に出ている声で圧倒的に多いのは，「その他の改革」ですね。削減改革がまだでき

ていないと。消費税だけが先行しているように感じているという声が多いように思いました。 

【会長】 

 ほかにございませんでしょうか。 

【委員】 

 先ほどのお話の中で，大店法の復活なども視野に入れた方策を考えることも必要だというご意見

がありまして，私も全くそのとおりだと考えております。これは，何か全国組織でそういう組織的

な取り組みはされているんでしょうか。 

【委員】 

 現在のところやっておりません。福岡市の商店街連合会の中で話をやっているだけで，実際にま

だそういう動きはしておりません。これを実際に復活していただくと，今何とか維持している商店

街の生きる道がまたあるんじゃなかろうかと。大店法が廃止になった途端に，雨後の竹の子みたい

に続々と大型店が郊外，それから商店街近辺にできたので，どこの商店街も「シャッター通り」と

いう，これは全国的な言葉ですが，それがまさにはやっているといいますか，それが現状で，早く

これを何とかしなきゃいかんという言葉だけで，福岡地区の商店街連合会では話をやっているとこ

ろでございます。具体的な話まではいっておりません。 

【委員】 

 今言われたように，大店法撤廃をする意義というのは，一度撤廃をしたことによって，もうなく

なったというふうに思うんですよね。いわゆる大規模店舗もかなり飽和状態に来ておりますし，そ

の中で地域の商店会の皆さんが生き残っていくのに大変ご苦心をされている。そういう状況の中で

は，ある程度現状の形を固定化させて，新規の大規模店舗の出店はこの福岡市においては認められ

ないんだということを発信していく必要があるのではないか。この中小企業振興審議会というのは
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中小企業を振興するための審議会であるわけですから，そういうものをこの場から発信していく必

要があると私は考えております。これは福岡市だけの問題ではなくて，この大規模店舗の撤廃とい

うのはやっぱり外圧もあったと思いますし，大型チェーン店のいろんな働きかけが経済産業省にあっ

たという背景もあったと思うんですけれども，これをすることによって，逆に，私は大規模店舗の

チェーン店の方も助かるのではないかと思うんです。何らかの具体的なアクションを起こしていく

のは，この消費税云々と言われている今が一番いいチャンスじゃないかと思いますので，その辺の

ところを，やはり商店街の大きな組織の中で皆さんがご協議いただくときは今かと思いますので，

よろしくお願いします。 

 私の地元でも，商店街さんで元気なところは一つもありません。大きな商店街があるところは地

元から市議会議員が出ているんですけれども，どの議員に聞いても，地元の商店街が元気だという

ところは一つもありません。どこかで切り換えないと，私たちの地域のそういうコミュニティが壊

れてしまう直前まで来ていると思います。 

【委員】 

 今言われたことは我々もひしひしと感じているんですけれども，それに付け加えて，小売業の集

まりの商店街という組織で地域を活性化させなきゃいかんとか，戦後 70年，我々の先輩からいろい

ろなことを教わりながら現在やっているんですが，ただ，残念なことに最近後継者が不足してきて

おります。景気のいいバブル期に小売店商のお子様はみんないい大学に行って，いいところに就職

された。そして，現在は役付きでおられるから，親父がばてたから帰ってきてくれと言っても，出

世街道まっしぐらの息子さんたちは決して商店街の方には戻ってこない。各店で訪ねますと，そう

いう話がもう耳障りになるくらいよく聞こえます。またかまたかというのが現状です。後継者不足

というのは大店法以上に我々は身近に感じているところでございます。 

【会長】 

 ほかにございませんか。 

【委員】 

 議題が消費税増税の影響というテーマでございますので，その辺の影響をいかに小さくするかと

いうのが我々に課せられた課題であろうかと思いますので，実態も含めて少し聞きたいと思います。 

 いろんな業界からの報告を聞くと，少なからず影響はあるんだという話であったと思います。ま

ず，市民税の非課税世帯については 1人 1万円をお配りするという国の方針もあって，これは地方

議会の中で条例で決めていくという話も来ております。資料をもらった中では，例えば福岡でいう

と，33 万人ぐらいだったと思います。33 万人に 1 万円ということになれば，相当の金額になるんで

すけれども，これを早く具体化して，消費税で非常に売り上げが減っているという部分に期待して

あるのかどうかも含めて，その辺のことをお話ししていただきたい。まず，行政の方から制度がど

うなっているのかということを説明していただいて，そして概要を聞いていただいて，その上でそ

ういう部分ももう少しタイミングよく，もう少し前にそういう部分はきちんと決めて実行していた

だきたいと思うんですね。そのような部分をお聞かせいただければ非常に幸いでございます。 
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【会長】 

 ありがとうございました。委員からそういうご意見が出ておりますが，事務局の方から，ご説明

を賜ってよろしゅうございますか。 

【事務局】 

 ご指摘がございました 1万円の支給の話でございますが，これは保健福祉局の方で，いわゆる低

所得者の方とか，そういう一定の要件を満たす方々に対して一律で 1万円を支給するということで，

本日の新聞報道で，そういう募集をこれから始めるということを発表していたかと思います。ちょっ

と私どもの方で具体的な制度のことが把握できておりません。申しわけございません。 

【委員】 

 いずれにしましても，この消費税という部分に付随してそういう対策を打たなければならないと

いう問題が背景にあろうかと思うわけですね。消費税を導入したことによる反動減，売上減という

部分からいうと，早くやってあげるべきだと。福岡市で三十数万人となれば，相当な金額になって

くるわけですね。そういうお金というのは，適切な時期に，適切な金額でもって打ち込まないと，

なかなか効果は上がってこないと思っております。だからこそ，皆さん方も言いたいことがあれば，

声を大にして，生の声をここでお届けいただいた方がよろしいんじゃないかと思って発言させてい

ただきました。別になければよろしいんですけれども。 

【会長】 

 ありがとうございました。いかがですか。 

【委員】 

 ただいまの住民税の一部還付に関しては勉強不足で，そういったことに対しての状況はとらえて

おりません。一つ，消費税ではないんですけれども，安倍政策の一つでもありました賃上げを政府

主導で持っていったというのは過去初めての経験でしたが，上場企業を中心に大手は賃上げを実行

したというテレビ，新聞の報道がされておりまして，給与が上がっていったんだという認識になっ

た中で，中小企業の経営の実態というのは，この時期，先がまだ見えない中で上げるわけにはいか

ないというのが大半の意見でございました。しかしながら，極力，賞与あるいは手当でその分はカ

バーしていると。何を申し上げたいかといいますと，人材確保が命綱です。人あっての中小企業で

すから，あれだけ中小企業の実態と違うような報道を社員が聞くと，うちの会社は何だと。頑張っ

てそこそこの状況も出ている中で，内部留保も最も少ない中小企業経営にとって，この時期に上げ

るということができない中のこの不安材料といいますか，中小企業労働者，就労者に与える影響を

もう少し考えてほしかったというのが，政府に伝えたい件でございます。 

【委員】 

 同友会の会員というんですか，企業の中で実際に賃上げをしたという割合はどれぐらいですか。 

【委員】 

 まず，非常に難しかったのは，ベースアップをしようということに関して，中小企業の賃金体系
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の実態というのは，ベースと昇給と分けて考えていないというところが圧倒的に多いんですね。し

たがいまして，ベースアップなるものは，給与の底上げというのはやっぱりできないと。しかしな

がら，昇給は手当の見直し，そういったところで取り組んだというのが実情じゃないでしょうか。 

【委員】 

 大変貴重な意見を聞いて助かります。議員になる前は，私も脱サラで十何人かの小さな会社を経

営しておりました。ベースアップを言われましても，僕らが目指していたのは，まず雇用の確保な

んですね。まず従業員を 1人も首切ることなく，たとえ売り上げが下がったとしても，あるいは利

益が出なくても，従業員それぞれの生活がありますから，それを確保して維持していくということ

の方が，企業経営の判断のより上位に来る。ある日突然ベースアップと言われましても，そこには

何らいろんな要素が入ってきていないというので，非常にお困りになっただろうと思う。現実，う

ちの息子も困っておりましたけれども。そういう経済というのはただ単に一つの面から見ればいい

というものではない。非常に複合的な要因があるという部分の一端を聞かせていただいたような気

がしておりまして，国に申し上げる部分も多いでしょうけれども，福岡市の方ももうちょっと細か

にやってほしいという部分がたくさんありますので，ぜひ貴重な意見をお伺いしたいと思っており

ます。 

【事務局】 

 いろいろとご意見をいただきましたが，まず，福岡市が今回の消費税の対策としてどういうこと

を今年度計画しているかについて，少し私の方からご紹介をさせていただければと思います。 

 まず，私どもは商工会議所の 2 階の中小企業サポートセンターというものでいろんな支援をさせ

ていただいているわけですが，今年度につきましては，専門家の派遣による診断・助言の強化とい

うことで，まず，消費税の引き上げに対応した経営改善等の個々の中小企業の状況に応じた診断・

助言を図るための体制の強化というものを今年度実施いたしております。それと，今後，いろんな

融資の関係で返済相談等が増えてくるかと思っております。そういう関係につきましては，訪問件

数は例年でございましたら 5,000 件程度でございますが，今年については 8,000件ということで，

その相談体制についても強化をしているということで，今後，そのような専門家の派遣事業とか経

営相談，金融相談等の本市の施策等のＰＲも含めて，支援等を実施していきたいと考えておるとこ

ろでございます。 

 それと，平成 25 年度までの時限措置として実施しておりました経営安定化の特別資金というもの

も今年度も継続実施ということで，中小企業の資金繰り等の支援についても引き続きやっていきた

いと考えております。 

 それと，商工会議所さんの方で相談体制，サポートセンターの方を含めていろいろと体制をとっ

ていただいているわけでございますが，会議所の方に開設されております消費税の転嫁対策の特別

窓口と連携して，私どもいろんなご相談等にも応じておりますので，そういう実情等の中でお困り

のことがございましたら，ぜひお声を聞かせていただければと考えておりますので，今後ともどう

ぞよろしくお願いいたします。 
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【会長】 

 ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。 

【委員】 

 今，いろいろご意見を聞いて，かなり厳しいという話があっておりました。しかし，消費税アッ

プということで，相当日本全体が危機感を持っていて，アベノミクスがうまくいくかどうかの瀬戸

際のときがあったわけです。この国全体からすると相当量のお金をつぎ込んでいるわけですから，

ここで少しでも躊躇すると日本全体の経済が危なくなるという状況の中での消費税アップだったん

じゃないかという感じがするんですが，そういう状況から考えると，一時の危機を何とか乗り越え

たのかなという感じを持っておりますけれども，いわゆる第三の矢に関する，今のところお金と財

政投入で辛うじてこの 1 年間はもっているような状況なんですが，後，先ほどから言われているよ

うに，実際に経営をなさっている個々の企業の方々のところに将来展望が持てないような状況が非

常に多く残っているということ，これは中小企業だけではなくて，大企業もそうです。大企業は大

企業なりに，古い体質を持ったまま政府から保護された部分を構造的に抱えながら走っているわけ

です。だから，そういうものが本当に変わるのかという危機感がまだまだあるわけで，確かに中小

企業の対応策を個々に考えていくということは非常に大事なんですけれども，まずそういう状況に

あるということを念頭に置きながら，では，何を現実に困っているかという問題については，何を

するのかということを先ほどからお聞きしていて感じるんですけれども，特に商店街の状況という

のは非常に厳しいし，後継者もいない，駆け込み需要すら余り感じられなかったという。これを聞

いていて，これは本当にビジネスとして成り立っているのかという危機感を持ったわけです。これ

を乗り切るためには何をすればいいのか。行政が 5,000件を 8,000 件にサービス強化すると言って

も，後継者はいない，老朽化はしている。付近にコンビニができても，その対応策すらなかなか出

てこないということであれば，これを個々に何を攻めとして打っていくのかということがない限り，

周りの政策だけになるわけです。先ほど会長が言われましたけれども，やはり攻めの経営が必要だ

と。お茶をＪＲさんに売ったとか，この厳しい中で何とか這い上がろうとする中小零細企業の方が

大変少ない中，10 社，20 社，30 社と，こんなに頑張っている人がいるよというところを発掘して，

俺たちも頑張らなければいかんねと，息子帰ってこいよという話ができるようなことを皆さん方が

共通認識として持たない限り，これはかわいそうだから，あれもかわいそうだから行政でやってく

れと言ったら，地域全体，日本全体が潰れてしまいますよね。だれかが稼がなきゃいけない。稼ぐ

ためにはどうしたらいいのかということを真剣に考えていかなきゃいけない。次世代の若い人たち

が東京から帰ってこようか，福岡もこれからアジアでえらい元気がよさそうだと，スタートアップ

もあるじゃないかと，そういうチャンスの芽をもっともっと広げられるような施策をやりながら，

もちろん落ちこぼれというか，そういう厳しい状況の中でサポートしていく施策というのは非常に

大事なんですけれども，そればかりでは中小企業は全滅するんじゃないかという印象を持ちます。

やはり会長が冒頭に言われた攻めの経営をするにはどうしたらいいかというところを，もう少し議
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論として行政の方から提案していただければ，我々はもっともっといろんな意見が出るんじゃない

かという感じはいたしました。 

【会長】 

 ありがとうございました。 

私も全く同感でございまして，ほかの皆様からご意見ももっと賜りたいんですけれども，時間が

迫っておりますので，簡単に私の取りまとめ，取りまとめというよりも，もう十分言い尽くされた

感がございますが，要は，委員の皆様からありましたけれども，この消費税増税というのはアベノ

ミクスの一貫でなされたわけでありますし，アベノミクスの第三の矢でございます成長戦略という

のが景気の上昇にどう効果を発揮してくるか，その景気の上昇という上げ潮というのが，商店街に

とっても必要であろうし，ただ，商店街さんの場合は，福岡市もひっくるめまして，オーバーフロー

の状況にあるのではないかと思うんですね。大型店も含めて中小小売店等々，総売り場面積という

ものを考えますと，福岡市は景気がいいから，消費が活発だからということで，どんどん大型店も

入ってくるということもありまして，今度も三越の下の方にそういう計画もあるようでございます

が，おっしゃっておられる事柄というのは非常に現実味を持っていると思うんですね。そのことは，

大型店にとってもプラスになるのではないか。しかし，そこには構造的な問題がいろいろ絡んでい

るので，だからといってすぐにプラスの効果が出るとは考えられませんけれども，いずれにしまし

ても，この景気の上昇，上げ潮ということを期待したいということですね。特にこの消費税増税を

実施されたアベノミクスにそのあたりを期待したいということでまとまるのではないかと思います。 

 ただ，私の方から申し上げたいのは，市の方で中小企業として実際に成長している企業というの

は，こんな攻めの経営をやっているよという具体例がちょこちょこございますので，そのあたりを

冊子にまとめて中小企業の皆様，小規模事業者の皆様に配布するなり，そういう議論といいますか，

パネルディスカッションのような形でも結構ですけれども，「しんどい，しんどい」と言うばかり

ではなくて，民間事業者の方がこれは参考になったと，こういう状況の中でも生き延びる道もある

ぞという希望が持てるような，そういうディスカッションの場を，これは先ほどのご意見の中にも

ございましたけれども，設けられるといいのではないかと。場当たり的に，ここが患っているから，

そこを治療しようということももちろん必要ですけれども，それをしながら，並行してそのような

場があるといいのかなという気がいたしまたね。そういったことも考えておられると思いますが，

時間が来ていますので，続きまして，議題 2 の方に移りたいと思います。 

 「福岡市中小企業・小規模事業者振興推進本部について」でございます。 

 事務局の方からご説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

 それでは，資料 2「福岡市中小企業・小規模事業者振興推進本部について」をご説明させていた

だきたいと思います。資料 2 をご覧ください。 

 福岡市の中小企業・小規模事業者支援につきましては，先ほど参考資料としてお配りしておりま
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した資料 3 に記載のとおりでございますが，本日は，この中でこれに係る今年度の大きな動きとし

まして，福岡市が庁内組織として「福岡市中小企業・小規模事業者振興推進本部」を 4月 1日に設

置いたしましたので，その件についてご説明させていただきたいと思います。 

 1 ページをお願いいたします。 

 中小企業や小規模事業者を取り巻く環境は，高齢化の進展や国内外の競争の激化などにより，中

小事業所数につきましては，平成 21 年から平成 24年にかけて，約 5,000 事業所が減少いたしてお

ります。中小企業営業利益指数は，回復傾向にあるものの，依然としてマイナスという状態が続い

ております。 

 商店街組織会員の平均年齢は，50 歳代，60歳代が中心となっており，経営層の高齢化が進行して

おります。先ほど後継者の問題のご指摘があったところでございます。 

 このような中，福岡市の事業所の大部分を占める中小企業・小規模事業者が前向きに一歩を踏み

出し，活躍できる環境を整備していくことで，持続的発展を図る必要があると考えております。 

 国におきましても，小規模企業の事業活動の活性化を図る観点から，中小企業施策の基本理念と

小規模事業者に対する施策の方針を明確化することにより，小規模企業を中心に据えた新たな施策

の体系を構築するため，法制化の動きがあっております。 

 2 ページをお願いいたします。 

 そのような状況を踏まえまして，当推進本部の設置の目的でございますが，本市の中小企業施策

の基本姿勢を明確化するとともに，事業者の課題を全庁的な課題としてとらえ，国の制度も活用し

ながら，関係機関などと連携した，きめ細かな支援を実施することで地域経済の安定と発展を図る

ものでございます。具体的には，中小企業・小規模事業者の支援メニューを体系化した振興推進プ

ランを 9 月末を目途に策定しようと考えております。 

 振興推進プランは，10 年間の基本計画，4 年間の政策推進プランに基づいた実行計画であり， 

施策の方向性やその成果指標などを記載し，具体的な事業の拠りどころとしたいと考えております。 

 例えばでございますが，記載のとおり，さまざまな課題，問題点を 5つに分類し，それぞれに対

応した施策の方向性を考え，その下に具体的な事業を位置づけるといったイメージになります。こ

れが 2ページの表でございます。 

 3 ページをお願いいたします。 

 推進体制につきましては，中園副市長を本部長，経済観光文化局長を副本部長としまして，経済

観光文化局に限らず，全庁的に取り組んでいくため，本年 4 月 1 日に立ち上げたところでございま

す。 

 4 ページは，その推進本部の設置要綱でございます。 

 以上が推進本部の概要でございます。 

 続きまして，資料 2－2，国家戦略特区の概要をご覧ください。 

 先ほど局長挨拶で述べさせていただきました国家戦略特区について，若干の説明をさせていただ

きます。 
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 ご存知のとおり，福岡市は「創業特区」に指定され，新たな事業にも取り組んでいくこととなり

ますが，これらの事業が福岡市と新しく会社を興す人のためだけではなく，地元の企業にとっても

新しい分野への挑戦がしやすくなったり，新しい会社の増加に伴い，新しい取り引きのチャンスが

増えたりと，好影響をもたらすものだと考えております。そのため，今回の推進本部の取り組みに

おいては，こういった創業特区のメニューを取り込んだり，連携したりしながら，その効果の最大

化を図ってまいりたいと考えております。 

 1 ページをお願いいたします。 

国家戦略特区については，アベノミクスの第三の矢である成長戦略の一つであり，特定の分野を

限定して規制緩和や税制上の優遇措置などを行うことで，産業の国際競争力を強化するものです。 

 福岡市では，「スタートアップ都市ふくおか」を宣言し，これまで取り組みを進めてきましたが，

今回，これを土台に国に提案を行い，3 月 28 日に指定を受けたところでございます。 

 2 ページをお願いいたします。 

 指定に当たって，福岡市は「創業特区」とされており，スタートアップとＭＩＣＥに係る 2 つの

政策課題がございます。その政策課題の実現のため，現時点で求められている項目及びその内容が

記載のとおりでございます。この項目と内容については，実際は今後の区域会議で協議されて決まっ

ていくことになります。 

 3 ページをお願いいたします。 

 スケジュールとしましては，2 つ目の区域及び区域方針が正式に決定というところまで終わって

おりまして，今後，3 つ目以降の取り組みが進んでいくことになっております。なお，現在，福岡

市のホームページにおいて，規制緩和の案やビジネスプランなどのアイディア募集を行っておりま

すので，何かございましたら，ご提案をいただければと存じます。 

 関連する国家戦略特区の件も含め，説明は以上でございます。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは，ただいまの事務局からの説明につきまして，ご意見等がございましたらお願いしたい

と思います。 

【委員】 

 まず，小規模事業者推進本部の件ですけれども，事務局側にお尋ねをしたいことがございます。

この設置目的の中で，基本姿勢を明確化するということと，事業者の課題を全庁的な課題としてと

らえること，私はこの視点はものすごく重要だと思っているんですが，その全庁的な課題としてと

らえる場合に，いろんなことをやっていかないといけないと思うんですけれども，今後何か考えて

おられることとか，そのようなことがございましたら，教えていただきたいと思います。 

【事務局】 

 現時点としましては，全庁的な課題というふうに強調させていただいておりますのが，これまで
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中小企業，小規模事業者に関する施策につきましては，経済観光文化局の仕事ではないかという観

点で見られることが多かったのではないかと思っております。ただ，福岡市は，ご存知のとおり，

中小企業，小規模事業者が大半を占める街でございますし，それに係る施策というのは経済観光文

化局に限らず，各局が持っております。例えば市民局におきましては，女性の起業化支援の動きを

行っておりますし，農林水産局においては六次産業化の動きがあると，そういった動きも多々ござ

います。財政局においては，公共工事の関係もございます。各局がいろいろ持っております事業と

いうものを，それぞれが情報交換するというところも十分にはできていない現状ではないかという

問題認識を持っておりまして，具体的にはこの推進本部を 4 月 1 日に立ち上げましてから，幹事会

という形で各局関係者が集まりまして，現在，中小企業・小規模事業者の振興に取り組んでいる施

策，こういうものを玉出しといいますか，そういうところから始めさせていただいているところで

ございます。そういった中で，体系に分けてどの分野が主として施策が弱いのか，そういったとこ

ろを見出していきたいと，そのように考えております。 

【委員】 

 どうもありがとうございました。私は議会の方でも何回か質問させていただいたんですけれども，

今，課長が言われたことをもっと促進するためには，東京の墨田区で振興条例ができるときに，1979

年だったと思うんですけれども，係長級の職員 195 名で，これは製造業だけだったんですが，都内

の製造業の 9,314 社に係長級以上の職員の方でずっと実態調査をやっているんですね。そこでも，

さっき課長が言われましたけれども，中小企業の仕事というのは経済だけだというような認識から，

すべてのところでこの中小企業対策をやっていこうという認識が広まって，私がすごいなと思った

のが，例えば教育関係のところは，中小企業で働くことの意義を共通認識にするために，例えば修

学旅行で町工場などを回る取り組みをしたり，また，道路のところでいけば，工場集積地を回りや

すいようにするために道路整備を行い，また，保健福祉のところでいけば，家内労働者への労災保

険料への助成とか，それぞれが実態をつかんだ上でいろんな施策を打っていくということがずっと

広がってきているんですね。今でもやっているとは思うんですけれども，ぜひこれは全庁的に実態

を見て，中小企業はこんなところで頑張っているんだ，こんなに厳しいけれども頑張っているんだ

というところをつかんでいただくような施策をしてはどうかと思っています。何か意見があればよ

ろしくお願いします。 

【事務局】 

 ありがとうございます。今いろいろと御指摘がございましたように，そういう他都市の取り組み

の事例なども参考にさせていただきながら，先ほど申しましたように，広い分野から市の行政の中

のさまざまな視点から，特に私どもが考えておりますのは，先ほどからいろいろと問題が出ており

ます商店街の問題とかいいますのは，私どもの経済分野だけで考えるというよりは，地域のコミュ

ニティとしてどう商店街を活性化していくかとか，そういう視点も必要だと思っておりますし，そ

ういう視点から広く行政内部で，今ご指摘いただきましたように，それぞれの課題を共通認識とし

て持って，その中で各施策の中でどういうことができるかということを共通の中で考えていきたい
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と考えております。 

【会長】 

 ほかにございませんでしょうか。 

【委員】 

 ちょっと思いを述べさせていただきますが，非常に嬉しく思います。今回のこの本部の設置とい

うのは，設置目的も含めて，福岡市行政が中小企業，小規模企業に対して応援するよというものが

とてもよく伝わってきます。ありがとうございます。ダブりますけれども，一応言わせていただき

ます。やっぱり現状をどうとらえるかという，これが職員たちの訪問によって生の実態を目と耳で

つかむというところがとても大事だと思っておりますので，その辺をどのようにやっていくかとい

うところを戦略的に組み立てていただきたい，ダブりますけれども，あえて言わせていただきまし

た。 

【委員】 

 この推進本部を立ち上げられたことは，本当に立派なことを始められたと思っております。ただ，

ちょっと心配しているのは，支援策を中心にということになっているんですけれども，支援策を幾

らしても余りうまくいかない。支援策が全部うまくいくのであれば，一次産業は衰退しないわけで

す。今の農業，水産業の状況を見ると，補助金などはいっぱいありますけれども，それでは一次産

業の衰退に歯止めがきかない。それがこの中小企業・小規模事業者振興推進本部をつくられて，支

援策をされるということで，本当にこの部分はうまくいくのかというと，そんなに簡単なものでは

ないだろうと思います。例えば，この本部員の中に保健福祉局長とかこども未来局長さんとか入っ

てありますが，では，この方々がどのくらい協力するのか。中小企業，あるいは小規模事業の経営

者，あるいはそこで関係しておられる方々の身内は，簡単に老人ホームに入れるようになるのか，

あるいは保育園に入れるようになるのかという，そこまで踏み込まないと，本当に支援をすること

にはならない。ですから，これは支援策というよりも，そういうところのシステム自体にも手を入

れて変えるという，そういう力を副本部長である経済観光文化局長さんが持っていただかないと，

安心して年寄りは老人ホームに預けようとか，あるいは子供を保育園に預けようと，中小企業者だ

から，あるいは小規模事業者だから，商店街のメンバーだからというふうなことまで，皆さん本当

にやれるの。やらなきゃいかんと思う。そこまでの覚悟がないと，こんなのは絵に描いた餅ですよ。

いかがですか。僕は福岡市が小規模事業者のために非常に融資金を充実させている，三千何百億と

いう融資枠がありますよね。僕も素晴らしいことだと思っています。例えば福岡市と同じ規模の京

都とか神戸に比べると，福岡市の方が多いでしょう。でも，それはニーズがあるからでしょう。そ

のニーズがあるということは，僕は逆に金融機関が，都市銀行，地方銀行，あるいは信用金庫，信

用組合が中小企業，あるいは商店街に金を貸さないから，福岡市がそれだけの金を用意しないとい

けなくなっているんじゃないかと思うんです。ですから，それに対応して福岡市のこの融資枠が増

えてきたということは，それはニーズに応えているわけだから，それは評価します。ですから，今

度の推進本部も，融資枠ではないですけれども，先ほど言ったぐらいのことにも踏み込んでやって
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いただかないと，私は実効性がないと考えますが，いかがですか。 

【事務局】 

 いろいろご意見ありがとうございます。私どもといたしましては，今ご指摘をいただきましたよ

うな，全庁的な立場から，中小企業の施策に対してどういうことができるかということをこれから

しっかりと考えていきたいと思っておりますが，特にこれからの施策の中で，国の方においても，

先ほどご紹介いたしましたように，小規模企業振興基本法という法律が検討されております。この

法律の柱の中にも少し関連する項目がございまして，今後の中小企業のあり方としては，顧客との

関係，例えば中小企業の方々は，商店街などは顔の見える関係で商売をされている。そういう中で，

例えば高齢者向けにこだわった商品をどうやっていけるか。例えば一つの事例でございますが，そ

うした中での需要の拡大とか，需要を掘り起こしていくことができるのではないか。そのほか，例

えばこれから労働人口が非常に減少していく中で，事業者自身のあり方として，小規模事業者の方々

においては個人の才覚の中で事業を行う必要がある。例えば主婦のネットワークを生かしたビジネ

スなど，施策とあわせて，そういう新しいことができないかという，国においてもそういう新しい

検討がされておりますので，私どもはそういう国の施策の動きも含めて，これからいろいろ検討し

ていきたいと思っております。今，いろいろご指摘をいただいておりますように，どういうことが

できるかについて，各委員の方からもご意見をいただきながら，それを参考にさせていただいて，

これからどういうことができるかを全市的な立場で検討していきたいと思っております。ただ，基

本的には私どもは実効性のあるものをどこまでできるか，どこまでうたい込むかというのは，確か

に今後の推進プランの大きな課題だと考えておりますので，その辺，これからもいろいろご指導を

いただければと思っております。 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 そういう観点からご意見を賜りますとありがたいと思います。 

【委員】 

 私どもは製造業が中心になっておりまして，こういう本部ができるということですけれども，中

小企業の実態をまず把握していただきたいと思いますね。特に製造業だけで申し上げますと，ここ

にも出しておりますが，こう言っては何なんですが，自動車産業とか建設業界などがトップで出て

いますからあれだけの利益が出ているんですけれども，協力会社は利益そこそこにやっているとい

うことで，消費税にしても何にしても，カバーできるような状況でやっておるんですよ。しかしな

がら，利益率というのはほとんど変わっていない。自動車産業では最高益だとか書いてあるんです

けれども，協力企業に少しでも返却されれば，返却というのは変な言い方ですけれども，貢献とい

うのが戻されれば，十分私はこういう中小企業規模的なところはベースアップももちろんできます

し，十分にいけると思っておるんです。例えば，ここに書いておりますが，そういうところが景気

もよろしいし，生きていけると判断されているんですね。それからもう一つ，ここにあるように，

ニッチなもの，つまりオンリーワンの商品と書いておりますが，言葉で言ったら簡単なんですけれ
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ども，こういうものを持っているところはそれなりにちゃんと利益を上げられる。というか，消費

税にしてもカバーできるし，いろんな意味でやっていけると思われるんです。ただ，そういう企業

をどうして探して，どういうふうに具体的にやるかというところが大切なんで，中小企業の実態を

もう少し把握していただきたいと思います。そうしないと，こういう方向性というのは出てこない

と思います。実際に簡単じゃないですよ。ここに書いてあるように，国内外での販路開拓支援とおっ

しゃるんですけれども，それを製造業は死にもの狂いでやっているんです。そういう簡単に売るも

のは変えられませんので，それをやっていて，どうやって支援していただくかということが大きな

問題ですけど，必要ないものをつくって支援してもらっても売れないんです。ですから，どういう

中小企業であるかということ，それから製造業は，必要なもの，オンリーワンであれば必ず皆さん

買うわけです。つまり，いいものをつくっておれば向こうから来るわけです。オンリーワンのもの

をつくっていればだれだって来ますから。いかにオンリーワンをつくるかということが問題なんで

すけれども，一つの例をとってみますと，鋳物の業界があるんです。鋳物というのは，中小企業で

いいますと，要するに下請けというか，協力企業です。いろんな部品をつくっています。一部をつ

くるんですけれども，ものすごく技術が必要なところは海外に出してやってきています。しかしな

がら，やっぱり粗雑なものになるんですね。ですから，国内でどこかやるところはないかというこ

とで探してみますと，いろんな中小規模の鋳物屋さんがたくさんいるんです。福岡県だけでも 20

社以上はあると思います。そのうち上位何社とか考えてもいいんですけれども，同じようなことを

やって同じようにしているわけですね。ですから，私はこの機械金属工業会の中で一番言っている

のは，皆さん，少しまとまりましょうよと，こういう話をしているわけなんです。もちろん後継者

の問題もございますから，少しずつまとまっていくと，例えば売上が年間 5 億，5 億といったら大

きいところですよ，5 億円のようなところが 3社集まれば 15 億とか，そういうことを考えていかな

いと，みんな共倒れになってしまいますよと。例えば鋳物といいますと，川口なんかは鋳物組合を

つくっていますよね。ああいうものを勉強してつくりましょうと。私どもも鋳物を持っております

が，これは自分たちのものでつくっているわけですから成り立ってはいるんですけれども，そうい

うところを集めて，みんなで協同組合をつくろうという提案をして，まとめていっているんです。

そういうときに，例えばそういう中小企業の支援策といいますか，どういうふうに支援していただ

こうかと考えていますけれども，そういうところが本当の役目になるんじゃないかと思っておりま

す。今は鋳物の例を挙げましたけれども，ほかにも機械工業とかいろいろございます。我々は日ご

ろから主張しておりますように，公共事業というのは非常にいいわけですが，公共事業の発注を前

半にやってくださいということで，昨年，発注枠が，福岡の方もそうですが，北九州なんかも 8割

ということで発注されているんです。実態は，確かに昨年はそういう効果が若干あったんですけれ

ども，8 割発注される時期がずれてくるんですね。4 月，5月，6 月ぐらいにちゃんと発注して，前

半に工事が終わるようであれば非常に助かるんですが，発注が 6 月以降になりますと，工事は後半

になるんです。そういうことになると，8 割発注した意味がありませんので，初めから 8 割ぐらい

を目指して平準化していただくということをさらに進めていただくという支援というのは，中小企
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業には雇用の安定にもつながるわけです。それから，今，人手不足と言われているんですが，私は

不思議だと思うんです。東北の方の復興で忙しいから人手不足になっていると建設業界は言うんで

すけれども，そこが人手不足なんですよ。一体全体，人手不足というのはどういう実態なのかとい

うことを調べずに，人材不足だからといって，建設業界はいつも困っていると言っているんですが，

そういうものをどう解決するか。我々中小企業は応札できないということがあるんです。工事がで

きないので，応札してもだめですから，みんな断っている。すると，その工事はどうするんだと。

延ばすのか。延ばしてもできないわけですね。前半そうなっても，なかなか動かせない。やめるし

かない。やめると，その分だけ人が余るはずなんです。それをどうしてほかのところに持っていけ

ないのかとか，その人の見積り実態を把握して，どうすればそれがうまく平準化できるか，そうい

うところを考えるのがこの本部だと思いますので，そういう実態をまず把握していただくことで，

施策をもっと具体的に考えていただきたいという気がいたします。せっかくいいものをつくられた

んですから。 

それから，後継者のことも書いてありますが，確かに，後継者というのは単独の企業ではなかな

か難しいんです。ですから，ある程度グループでそういうものをやるということが必要だと思いま

すし，分散してしまうと，また同じことなんですね。先ほどもどなたか言っておられましたが，支

援だけということではだめなんで，やっぱり恒久的なというよりも，少なくとも中・長期的なビジョ

ンを持ってお金を使わないと，ばらまきになってしまうということがありまして，組織的にお金を

使うべきじゃないかと思っております。そういうところで，あまりいい例ではなかったかもしれま

せんが，そういうことを毎年申し上げていることについてお聞きしていただいているところがある

んですが，実効面でまだ効果がないところがございますので，特に福岡では製造業のポリシーは非

常に低いんですけれども，そういうふうに我々は思っておるわけでございます。 

【会長】 

 ありがとうございます。 

【委員】 

 簡潔に 2点だけ申し上げます。まず 1 点は，この 2 年間の国の動き，中小企業に関する関連法案

の見直しから新しい法律の施行，経済に与える，あるいは社会に与える影響，中小企業はとても大

きいというところから，振興支援をしていかなきゃいかんという中においての主体者は，中小企業

経営者自身だと思います。すべての中小企業経営者の認識が本当に国が地域行政，政策担当者が思

うところを意識しているのかどうか。やはり中小企業経営者の意識改革がとても重要だと思います。

そういったところの実態をとらえながら，役立つ事例などが一番伝わりやすいのかなと思います。

その主体者の意識改革が 1点。 

 もう一点は，市民全体の大企業信仰，特に若者や子供たちの親，就職活動においても圧倒的に大

きな会社に行こうとしている風習，実態。中小企業にも夢もあるし，ロマンもあるし，働き甲斐か

らいえば，大企業にない人生をかけてやれるような独特のものも沢山あるわけですが，若者たちが

大企業，安定企業志向が強いというところをいかに教育段階からも，行政施策も含めて，将来をと
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もに考えるような取り組みとか，経営者の意識改革と市民全体の大企業信仰ではなく，地域に根ざ

す企業に目を向けさせるというところがとても重要だと思います。 

【会長】 

 ありがとうございました。 

【委員】 

 今日は福岡市さんが小規模事業者振興推進本部というものをつくられるということで，中小企業

者施策も，今も同友会の委員からも話がありましたけれども，ここ数年，中小企業施策というもの

は小規模事業者に非常に重きを置いているという話もあって，今回の補正予算，それから新規予算

についても，創業とかものづくり補助に商業サービスを付けたとか，また，商店街の予算について

もかなり付けておりますけれども，個店に対する補助ということで，事業化補助金という，少額で

はありますけれども，多面的に小規模事業者に力を入れておるところでございます。先ほど，福岡

市さんの方で推進本部をつくられるということで，今，皆様方にお配りした一枚紙ですけれども，

2014 年度版中小企業発注説明会，これは中小企業庁からこの白書作成に関わった者が全国各地に説

明をさせていただいているところですけれども，今回の中小企業白書というのは，今私が申し上げ

たように，主要施策がどんどん小規模事業者に光を当てるようになっております。先ほどお話もあっ

たように，小規模事業者振興基本法を国会に上げておりますし，商工会議所が小規模事業者を振興

する法律についても，支援法と言っておりますけれども，それについても小規模事業者に焦点を当

てた形で変更の法律を国会に上げております。こうした趣旨で，この白書はそのバックボーンにな

ります。先ほど機械金属工業会の委員からもお話があったように，今，小規模事業者，中小企業者

の方々がどんな状況にあるのかと。そういったところもきちんと説明しておりますし，今ほど話題

になった創業とか事業承継とか，こうした面もいろんな角度から分析し，データにしております。

ですから，これから推進本部で具体的な小規模事業者，中小企業者の方にプランを立てられるしと

思うんですけれども，事業者はもとより，今日は議員さんがたくさん見えておりますけれども，議

員の皆様とか，それに係わる行政関係機関の皆様についても，今度の白書については，そういう意

味で小規模事業者を十分に分析し，これからの方向付けについてもかなり語っておりますので，ご

参加いただこうと思って紙を配りました。5 月 27 日火曜日，午後 2 時から 4時半までですけれども，

アクロスの国際会議場でやることとしております。この中には，私もＢＣＰ関係で説明しますし，

地域の産業の構造分析について，例えば福岡市にいろんな地域に志向型の企業，また広域志向型の

企業，そういった方の資金繰りが時系列にどういうふうに分析されているのかという，そのシステ

ムについてもご紹介しますし，施策マップといって，よく事業者の方が国の補助金と県の補助金と

市の補助金と，非常に重複してわかりにくいという声が聞かれます。この施策マップは，県，市の

方々にご協力をいただいて，できるだけ柱立てにして，その事業者がその地域で使える補助金が国，

県，市，どういうものがあるかという，そういったマップにしようという動きでございますので，

先ほどご説明した中小企業の白書のほかに，ＢＣＰ，地域産業構造分析説明，施策マップと，結構

たくさんの説明をしますので，ぜひ，今日お帰りになられたら，委員様のお知り合いとかに声を掛
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けていただいて，まだ案内し，募集中でございますので，ぜひご参加いただいて，これからの小規

模事業者のあり方について沢山の検討の材料にしていただきたいと思います。私の説明は以上です。 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 国内の事業家の皆様の間のトレンドとして，福岡市が非常にキラキラした，経済的に豊かな都市

ということに加えまして，災害に強い街というイメージがございまして，本部機能もひっくるめて

オフィスを福岡市に持ってきたいということがトレンドとしてあるようでございますね。そういう

中で，アベノミクスの一環で国家戦略特区に福岡市が選ばれたと。そこの中では，具体的には規制

緩和とか税制の優遇措置があるということで，オフィス事業の塊の中で，さらに追い風が吹いてい

るのではないかと思うんです。このことが福岡市の景気の向上にも期待できるのではないかと思う

んですが，そういう中で，福岡市がこのような推進本部を立ち上げられたということは非常に意義

のあることと思います。つきましては，その施策の追加，施策を実行した成果として，どういうこ

とを我々は期待としたいというご意見がございましたら頂戴したいと思うんです。そのことを実際

の企画の運営の実施段階で反映したいという声がございますので，その観点からお願いしたいと思

います。委員さんの中には，先ほど社会福祉の面での成果とか，一次産業の面での成果まで波及さ

せるべきだというご意見もございましたけれども，そういったこともひっくるめまして，ご意見を

賜りたいと思います。 

 いかがでございますか。 

【委員】 

 福岡市が一生懸命やってあることについては評価をいたします。いろいろやられた結果が，まず

スタートアップでやられる，それはそれでいいんです。だから，その結果として，この資料 2 の 1

ページに載っておりますけれども，事業所数の推移が大幅に減っていると。これはある意味では福

岡市の活力をそぐということにもなりますので，スタートアップという部分，その創業支援をしっ

かりやっていく中で，歩留まりですね，福岡市の事業所数が減っているということは廃業率も高い

という部分になるわけですから，そこがだんだん縮小して歩留りがよくなっていくと。そのことに

よって福岡市の事業所数が増えていくということに結果的につながるように，ある意味では数値目

標を，開業率もですが，廃業率も含めた中で数値目標も導入して，行政にはしっかり取り組んでい

ただきたいと思っております。以上です。 

【委員】 

 今の廃業率に関連してのご意見ですが，この特区で，福岡市は 4％ぐらいの開業率で，廃業率が

7.8％という数字が出ていますけれども，おっしゃるとおり，廃業率が大きいから事業所は減ってい

くということになっているわけです。今，特区で開業率を 20％にしましょうという目標を挙げられ

ていますよね。この 20％に上げるということは，廃業率をもっと高めなきゃいけない。そこで新陳

代謝をしなきゃいけないという話になって，当面のところ，これを 20％目標にすると，20％以上の

廃業率を掲げなきゃいけない，実態としてそういう状況になるのではないか。そうすると，何が起
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こるかというと，既存の中小零細が自分の事業をもう一度見直して新たに開業できるかどうか。例

えば福岡市は，さっきの本部の資料に「課題と問題」と書かれておりましたけれども，ここで私は

もう一つ，課題でも問題でもなく，可能性としては，福岡は若い人が非常に多い。そして女性も非

常に多いということで，既存の中小零細は後継者がいないと。これは若い人に継いでもらえるよね

と，これは俺が一生懸命につくってきたノウハウなんだから，これをだれか引き継いでくれればう

れしいよねという話のものがあれば，それを若い人にどんどんつなぐ役割といいますか，これは売

買の形態もあるでしょうし，雇用の形態もあるでしょう。そういう可能性をもっとやって，そこで

大胆に，俺はとにかく自分の息子が継いでくれないから，これを市のために新しい経営を興すんだ

というような形で，少なくとも形としては，今の事業を廃業して新しく企業を興すというようこと

をやらないと，20％の起業なんていうことはまず難しいんじゃないかという感じがするんですね。

今おっしゃった目標をつくるというのは大事なことなんですけれども，廃業についてどういうふう

に考えるのかということを，だれも嫌がる，もうやめたらどうかと言われたら，冗談じゃないよと

いう話になるわけで，ではどうするのか。20％目標があって，世界中から頭脳とお金を集めるには

どうしたらいいかということで考えていくわけですね。これを論じ始めると，今までとは全く違っ

た世界が福岡市に現れてくるんじゃないかと思うんです。そういうことについては若い人はものす

ごく敏感だから，このおっさんのやっていることはすごいんだなと，これに自分も賭ければ，ひょっ

としたらアジアに出ていけるかもしれないと，そういう芽が出るためには，この開業と廃業をどう

いうふうなバランスでこれからリードしていくのかというのが，非常にこの特区運営の中で大事な

ことじゃないかと思うんですね。それが一つ。 

もう一つは，この推進本部，これは非常に素晴らしいことなんですが，各部局が集まって連合体

でやるということと，この国家戦略特区というのは，非常にトレードオフの関係にあるのではない

かと思っております。これは，各部局が集まるということは，農林水産から住宅から道路，港湾，

消防，水道，交通，教育も含めてですけれども，全部法律があって，やっぱり岩盤なんですね。そ

の岩盤にすべての中小企業が，あるいは大企業もですけれども，企業が張り付いていると。それを

いかに調整しながら，新たに企業に横串を刺していくのかというのは，この本部長さん，副本部長

さん，あるいは幹事課長さんは大変だろうと思うんですけれども，そういうことをやるということ

は，とりもなおさず，この国家戦略特区で世界に通じるために新陳代謝をもっと激しくしましょう

と，もっと若返りましょうと，福岡市はもっと若返るということにつながるわけで，このトレード

オフ関係をもっとミックスさせられるかどうかということが，両方の施策に非常にポイントになる

んじゃないかと思っておりますので，ぜひそのことを当局の方も考えていただければありがたいと

思っております。 

【会長】 

 時間が迫っておりますので，手短にお願いいたします。 

【委員】 

 一言だけご意見をいただきたいんですけれども，この国家戦略特区の問題ですけれども，「創業
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特区」とか「雇用特区」というような言われ方をしますけれども，今の業界の皆さん方の正社員の

雇用の状況，福岡でいけば，15 歳から 39 歳まで，正規の若い人が 13 万人ぐらい今いるんですけれ

ども，正社員として雇用する場合に何が妨げになっているのか。それと，今度福岡市が提案をして

採用されたのが，いわゆる事前解決型ということで，創業 5年以内であれば金銭解決ということで，

正社員であっても解雇していいということになっています。私は，先ほどの人材の確保とか，人材

育成をどう図るのかという点からいけば，非常に問題が出てくるんじゃないかと思っていますし，

また，中小企業が 98％ぐらいですか，3分の 2の雇用を担っている中で，こういうような特区とい

うものが入ってくると，人材の育成とか，そういう面でどういうような影響が出るのかということ

を懸念しております。今，全体的に雇用の維持型から流動型ということで国がかなりやっています

けれども，そこのところの懸念があれば教えていただきたいと思います。 

【事務局】 

 皆様のご意見が出るかなと思ったものですからお待ちをしておりましたが，今のご指摘の中で，

一つ，事前解決型の解雇の点が今ご発言の中にございました。確かにこれは，市の方がそういった

提案をしておりました。当時，国の方もそういったことを考えていることもあったものですから。

資料 2－2の 2ページにその辺の内容を書いておりますのでご参照いただきたいんですが，この分野

の中の一番目に「雇用条件の明確化」というところの右側にその内容がございます。これは，いわ

ゆる特区法という法律がございまして，その中で規定がされている内容でございますが，この 2行

目の「雇用指針」といったものを活用して，事前に労使の方々，事業者の方だけではなく，雇われ

る側も事前にその会社の例えば就業規則であるとか，そういったものをよく理解が図れるようにと

いう趣旨なんですね。いわゆる事前解決型も金銭によって解雇ができるといった内容は，今回は法

の中には入っておりませんし，また，市としてもあくまでもそういった雇用指針を活用して事前に

労使双方の情報共有を行い，十分に行き渡るような，そういう仕組みをつくろうと。その仕組みの

一つがここに書いてございます「雇用労働相談センター（仮称）」の設置ということでございます

ので，このあたりをご理解賜ればと思っております。 

【委員】 

 「その他」のところで発言を持ってきたんですけれども，よろしいでしょうか。 

【会長】 

 はい。どうぞ。 

【委員】 

 国の中小企業に関連する法案も大幅に見直され，今年，小規模基本法とそれから支援法も施行さ

れる，そういう状況を見て，本会議は福岡市の中小企業振興基本条例に基づいての諮問機関の振興

会議であります。その大もとになる条例そのものも基本法の変化，変更に準じて見直されてはどう

かということを前回の会議でも提起させていただきました。これは，この本会議においても議題と

して協議した方が，特に設置されたこの推進本部との関係，位置づけもより明確になると思います

ので，昨年の会議の続きを本年も提起させていただきます。もう一度言いますと，福岡市中小企業
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振興条例の一部見直しということを提起させていただきます。以上でございます。 

【事務局】 

 私ども事務局の方から，今，ご意見をいただきました内容についてお答えさせていただきたいと

思います。 

 昨年もお答えさせていただいたところでございますが，私どもの現在の条例につきましては，中

小企業基本法の第 3 条の基本理念に基づきまして，その融資の斡旋，助成金の交付，診断・助言な

どの具体的な中小企業施策を掲げて運用している状況にございます。今ご指摘のとおり，国の方で

もさまざまな法律の検討をされているところでございまして，実際，基本理念の一部については昨

年見直しがされたという実情もございます。今後はまた，先ほどご指摘がございましたように，こ

の推進本部の中でさまざまなご意見をいただきながら，その辺の方向性についても，あわせて協議

していきたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

【会長】 

 まだまだご発言なさりたい方は沢山おられるかと思いますけれども，時間も迫っておりますので，

スケジュールの都合上，ご発言はここまでとさせていただきたいと思います。 

 事務局の方から何かございましたら。 

【事務局】  

本日はいろいろと貴重なご意見，また重要なご指摘をいただきまして，本当にありがとうござい

ました。現場の実態をしっかりと把握して施策を検討すべきである，あるいは従来の単なる支援策

ではだめである，それから，経営戦略をしっかり持って，人材育成にも取り組んでいる企業は，こ

の厳しい経営環境の中でもしっかりと成長していっているといったご指摘もございました。また，

経営者の皆さんの意識改革，起業家指針とでもいうんでしょうか，そういったものをしっかり持っ

てもらうような取り組みも必要であるいったご指摘もございました。 

それから，福岡市は先ほどご説明しましたとおり，一方で創業，起業というんでしょうか，スター

トアップしやすい都市づくりをしっかりと進めていくわけでございますけれども，また他方では，

これまで福岡市を支えてきていただいております既存の中小企業，小規模事業者の方々もしっかり

と支えていく必要があると考えております。ただ，その際に，この文章の中では「前向きな一歩を

踏み出していただけるような」という表現をしておりましたけれども，先ほど会長からおっしゃっ

ていただきました言葉をかりさせていただきますと，「攻めの経営」をやっていただけるような環

境づくりというものも，あわせてしっかりと取り組んでいく必要があると改めて痛感いたした次第

でございます。 

本日いただきました貴重なさまざまなご意見につきましては，9 月を目途にまとめることといた

しております福岡市中小企業・小規模事業者振興推進プランの中にできるだけ反映をさせてまいり

まして，また，後日いろいろとご意見をいただきまして，より具体的な，従来とは違った施策をで

きるだけ取り入れてまいりたいと考えておりますので，今後ともご理解，ご指導いただきますよう

よろしくお願いいたします。 
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本日はどうもありがとうございました。 

 

４．その他 

 

【会長】 

 その他の事項といたしまして，事務局の方からご提案があるということですが，お願いいたしま

す。 

【事務局】 

 もう一点，事務局の方からその他でお諮りをしたい件がございます。昨年，この審議会の活性化

ということで審議会の場でご意見等をいただいたと聞いておりますが，今年はやり方を変えてさせ

ていただきました。これについてご意見があればというのが 1 点。 

 それから，現在の審議会の委員につきまして学識経験者の方，それから，中小企業関係者の方に

つきましては今年度の 6 月 30 日までの任期，それから，議会選出の委員さんにつきましては，来年

の 6 月 30日までの任期という状況でございます。このような状況の中，活性化のために，例えば委

員数の減員などが必要かどうかという観点で，もしご意見があればということが 1 点。 

 それから，福岡市の方としては，男女共同参画の観点から女性委員の割合が一定割合以上必要だ

という考え方がございます。そういった考え方に基づきまして，うちの審議会というのが苦しい状

況にあるものですから，その点についてのご意見，この辺を少しいただければと思います。 

【会長】 

 以上の点につきまして，ご意見等を賜りたいと思います。いかがですか。 

【委員】 

 女性の委員さんが少ないということで，男女共同参画協議会の方から取り入れてくださるという

意見が上がっておりますので，私たちとしては大いに賛成でございます。今日の会議を見ても女性

は 2 人，いかに少ないかと。2020年までに 30％という国の指針がありますので，それに向けてもう

少し女性の登用を図っていただきたい。でも，女性が飾りでいるのではだめですから，そこに私た

ちが発言できるような，そういう女性を私たちが育成していくことで，お互いに向上しながらいく

ということで，ぜひ女性の登用をお願いしたいと思います。 

【会長】 

 ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。 

 1 件だけご意見が出ましたけれども，ほかにございませんようでしたら，そろそろ締めにかから

せていただきたいと思いますけれども，ただいま 1点ございましたご発言につきましては，事務局

に一任するということでよろしゅうございますか。 

          〔「異議なし」の声あり〕 

【会長】 

 それでは，以上をもちまして，本日の議事を終了したいと思います。 
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 委員の皆様には，議事の進行にご協力いただきまして，まことにありがとうございました。 

 進行を事務局にお返しします。 

 

○閉 会 

 

【事務局】 

 会長，どうもありがとうございました。また，皆様方には長時間にわたりましてご議論をいただ

きまして，ありがとうございました。 

 今日は，私どもの推進本部のことにつきましてもいろいろとご紹介させていただいたところでご

ざいますが，各団体の皆様方におかれましては，今日の資料やご発言を踏まえまして，ご意見など

ございましたら，ぜひ私どもの事務局の方にもご意見をいただければと思っております。 

 本日は，長時間にわたりまして，ご審議ありがとうございました。 

  

〔 閉 会 〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


