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１.開 会 

 

【事務局】 

おはようございます。 

 皆様おそろいでございますので，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，誠に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，福岡市の中小企業振興部長の藤田でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは初めに，福岡市の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】 

皆様，おはようございます。経済観光文化局長の重光でございます。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。 

 委員の皆様におかれましては，本日は，大変お忙しい中，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，日ごろより皆様には，市政全般にわたりまして，ご指導，

ご支援を賜っておりますことを改めて心より御礼を申し上げます。本当にありがとうございま

す。 

 さて，国におきましては，まち・ひと・しごと創生基本方針 2015 が閣議決定されまして，ロー

カルアベノミクスの実現を目指して，地方創生の深化に向けた政策の推進が図られているとこ

ろでございます。 

 人口の減少など，我が国が経済社会の構造的な変化に直面する中，東京の一極集中を是正し，

若い世代の就労，結婚，子育ての希望の実現などに向けまして，地方それぞれの特性を踏まえ

た処方箋が強く求められているところでございます。 

 福岡市におきましては，皆様ご承知のとおり，昨年 5 月に国家戦略特区の指定を受けまして，

規制緩和に加えまして，さまざまな施策をあわせてパッケージとして実施することにより，グ

ローバル創業都市・福岡の実現に向けて，取り組みを進めているところでございます。また，

この特区の成果も生かしつつ，市内事業者の大半を占め，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に，大変厳しい経営環境の中にあって新たな一歩を踏み出

し，活躍していただける環境の整備を図っていくことが大変重要であると認識いたしておりま

す。 

 このため昨年 9月に，中小企業・小規模事業者振興推進プランを策定しますとともに，福岡

市中小企業・小規模事業者推進本部を庁内に立ち上げまして，全庁一体となって施策の推進に
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努め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いてご報告をさせていただきますとともに，地方創生

の取り組みを踏まえました最新の業界の景況や動向をお伺いし，委員の皆様には忌憚のないご

意見をいただきまして，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申し上げます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

 当審議会の委員におかれましては，前回の会議まで 26 名で構成されておりましたが，審議会

の議論の活性化を図るため，任期改選に合わせまして 17 名とさせていただいております。 

 それに伴いまして，今回新たに委員にご就任いただいておりますので，私のほうから皆様方

を座席順にご紹介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，議題に入らせていただく前に，配付した資料の確認をさせていただきます。 

〔配付資料確認〕 

 

【事務局】 

 それでは，本審議会の進行に当たりまして，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が，任期の更新の関係によりまして，現在会長

が不在となっております。会長選任までの間，私のほうで議事を進行させていただきます。 

 

３.議 事 

   議題１ 会長・副会長の選任について 

   議題２ 中小企業の現況と地方創生関連の取組みについて 

   議題３ 福岡市中小企業・小規模事業者振興推進プランとその取組み状況について 

 

【事務局】 

 それでは，議題 1 の会長及び副会長の選任につきまして，福岡市中小企業振興条例施行規則

第 28 条第 1 項によりまして，会長及び副会長は委員の互選となっております。まず，会長の選

出をお願いしたいと思いますが，どなたかご推薦などはございませんでしょうか。 

 

【委員】 

 福岡大学商学部教授の川上委員にお願いしたらいかがでしょうか。 
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【事務局】 

 ありがとうございます。ただいま川上委員のお名前をいただいておりますが，ほかにご推薦

はございませんでしょうか。 

          〔「なし」の声あり〕 

【事務局】 

 ほかにご推薦がないようでございますので，川上委員にお願いすることでよろしいでしょう

か。 

          〔「異議なし」の声あり〕 

【事務局】 

 ご承諾をいただけたということで，よろしくお願いいたします。それでは，会長は川上委員

にお願いいたします。川上委員，お手数でございますけれども，会長席のほうにご移動をお願

いいたします。 

 

【会長】 

 それでは，議事の進行をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

 それでは，以降の審議会につきましては，川上会長に議長をお願いしたいと存じます。川上

会長，よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

 それでは，議題を進めたいと思います。 

 引き続きまして議題 1 の審議会の副会長を選出したいと思いますが，皆様のほうからどなた

かご推薦などございませんでしょうか。 

          〔「なし」の声あり〕 

【会長】 

 特にご意見がないようでございますので，差し支えなければ私のほうから推薦させていただ

きたいと思いますけれども，いかがでしょうか。 

          〔「異議なし」の声あり〕 

【会長】 

 ありがとうございます。それでは，前回に引き続きまして，福岡地区中小企業団体連合会会

長でおられます正木委員にお願いしたいと考えております。皆様方，いかがでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

          〔「異議なし」の声あり〕 

【会長】 

 どうもありがとうございます。それでは，副会長を正木委員にお願いいたします。正木委員，
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こちらのほうへご移動をお願いいたします。それでは，正木副会長，一言ご挨拶をお願いでき

ますでしょうか。 

 

【副会長】 

 ただいま副会長を仰せつかりました正木でございます。 

 川上会長を少しでも補佐することができればと思っているところでございます。皆様のご協

力をよろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

 正木副会長，よろしくお願いいたします。 

 続きまして，議題 2 の「中小企業の現況と地方創生関連の取組みについて」を進めさせてい

ただきます。 

 なお，議題 2 につきましては，50 分程度を予定しております。最初の 30 分は，今回配付し

ております中小企業関係者の皆様からの意見を発表していただきます。その後，自由討議とさ

せていただきたいと思います。残りの 20 分で事務局から地方創生関連の取り組みについての説

明と，これらに関してのご意見等をいただく場としたいと考えておりますので，どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは，中小企業関係者の皆様のご意見を伺いたいと思います。 

 ただ，申しわけございませんけれども，お時間の関係上，この場では三名の方をこちらから

指名させていただいて発表いただき，そこでの発言をもとに，それ以外の委員の皆様も議論を

お願いしたいと思いますが，そういうことでよろしいでしょうか。 

          〔「異議なし」の声あり〕 

【会長】  

では，どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは，まず，金融機関の立場から日本政策金融公庫福岡支店の佐野様からお願いしたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【委員】 

  金融機関という立場から，現在の景況等について説明させていただきたいと思います。 

 まず，九州地区の小規模企業――従業員 20 人以下の企業さんに絞って，公庫のほうで四半期

に一度景況調査という形でさせていただいておるんですが，今回，公庫の取引先 661 企業へ調

査を実施させていただきまして，業況判断ＤＩは，2015 年 1 月～3 月のデータになるんですが，

マイナス幅が 6.9ポイント，前期比縮小しておりまして，マイナス 29.5という数字になってお

ります。 

 ただ，マイナス幅はいまだ大きい状態で，3 社の中で 2 社が業況が悪いと感じておる状況で

ございまして，中小企業の方，とりわけ小規模，零細企業の方にとっては，なかなか景況の回
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復を実感できていないという状況にあるのかなと感じております。 

 ただし，業況判断ＤＩの四半期ごとの数値の傾向としては，改善の方向が見られております。

また，設備投資のほうも，7 期連続で増加という形で調査結果が出ておりますので，景況感と

しては，先行きに懸念材料はあるんですが，持ち直しの動きが見られると見ております。 

 2 点目として，27 年度の下期から 28 年度上期の景況についてですが，26 年 4 月に消費税増

税がありまして，駆け込み需要があったんですが，その反動で売り上げ不振に苦しんでいらっ

しゃる中小企業さん，その他円安で，いろいろな材料価格等が上昇しておるんですが，なかな

か販売価格のほうに転嫁できずに，利益率が圧迫されているという企業さんが多い。 

 また，有能な人材の求人難等もありまして，そのあたりの懸念材料はあるんですが，公共投

資の一部回復とか，個人消費の持ち直しという面もありますので，今後緩やかな形にはなろう

かと思うんですが，回復基調を辿っていくのではないかと見ております。 

 3 点目の中小企業の融資の状況についてですが，公庫の北九州地区（北部九州の福岡，大分，

佐賀，長崎）の状況で，27年度の融資実績としては，ほぼ前年並みで推移しております。 

 融資の特徴としては，主に 3 点ございまして，1 点目が民間金融機関との協調融資が伸びて

いるというところがございます。今まで創業の資金の融資というと，日本政策金融公庫で申し

込みをされる方が大半だったんですが，民間の金融機関さんのほうも創業支援に力を入れてい

らっしゃって，創業支援の専門部署も設けられているという動きがございます。今まで公庫だ

けではリスクの観点からご融資に踏み込めなかったお客様についても，民間金融機関のほうと

協調融資という形でリスクを分散することによって，創業に結びつけるという形がとれるよう

になっております。 

 実際にあった事例ですと，飲食店の開業で，総投資金額が 2,000 万ということで，その中で

公庫のほうに 2,000 万という形で申し込みがあったんですが，公庫だけでは 2,000 万の融資が

難しいという事案だったので，民間金融機関さんのほうに協調でどうでしょうかと相談したと

ころ，民間金融機関さんのほうも，それでは協調融資で支援するという形で，今まではお断り

していたような事例でも融資に結びついているという形になっております。 

 2 点目としては，介護とか保育とかいった社会的な課題の解決ということで，ソーシャルビ

ジネス向けの融資が伸びております。事業形態としては，ＮＰＯ法人とか営利法人とかさまざ

まなんですが，そういった観点のご相談ですね。創業しかり，既存の業者さんも含めてご相談

が多くなっておるという状況にあります。 

 3 点目の特徴としましては，海外展開企業への融資の実績が伸びているという実情がござい

ます。人口の減少や高齢化で国内の市場のほうが縮小していく中で，中小企業の方が活路を求

めて海外市場へ打って出るという形のご相談が増えてきているように思います。 

 実際にあった事例としては，発展途上国向け，主に東南アジアやアフリカ等に，中古車とか

中古車の部品等を輸出するという形で，既存の中古屋さんがそういった展開をするという事例

がございました。 

 その他，中国の所得水準が上がってきているので，中国の富裕層向けにおむつとか衛生製品
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とか，日本の製品を仕入れて海外に輸出するという資金での申し込みもございました。以上が

融資の特徴かと思われます。 

 融資上の問題点としましては，リーマンショック以降，業況のほうは徐々には回復してきて

いるんですが，過年度の設備投資とか赤字補填でかなり借り入れが多くなっている企業さんが

多いので，なかなか新規融資においての債務償還のほうが見通せず，金融支援が難しいという

ケースも多くなっております。 

 その中で，私どものほうで取り組んでいることとしまして，現在認定支援機関である商工会

議所様，商工会様，その他税理士様，そのあたりの方と，あと公庫，お客様と一緒になって，

今後の事業計画書を一緒に作成して，融資後も定期的にフォローアップをしていくという形の，

俗に言う伴走型支援という形でさせていただいて，今までは融資して終わりだったんですけれ

ども，その後のフォローもやりつつ，中小企業さんの経営改善のほうに協力していくという動

きが，今後また強くなっていくのではないかと思っております。 

 以上でございます。 

 

【会長】 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして，エレコン交流会会長の土屋委員のほうにお願いしたいと思いますが，よろしい

でしょうか。 

 

【委員】 

  エレコン交流会は，情報サービス産業の団体でございまして，どちらかというと中小企業

の情報産業ということになります。 

 まず，業界の全般的な状況でございますけれども，ここ二，三年ぐらいからかなりＩＴ投資

が活発化しておりまして，業界全体としてはかなり忙しい状況になっておると。ずっと低迷が

続いていましたので，金融機関とか証券，あるいは大手企業さんがＩＴ投資のほうに，競争力

あるいはサービス向上という観点で投資を活発にしたというのが一つあろうかと思います。こ

れはどちらかというと東京中心のマーケットになろうかと思います。 

 もう一つは，マイナンバー制度が立ち上がりますので，これに向けての準備といったような

ことで，全般的にここ 2 年前ぐらいから忙しくなってきていると。この状況は，この福岡の地

区も同様でございまして，ＩＴ技術者不足という現象が深刻化している状況でございます。 

 ただ，忙しさはあるんですけれども，単価は低迷しておりまして，東京のほうでは大分高い

単価で技術者を集めているという話もございまして，東京シフトが続いているのと，単価のほ

うの二極分化という状況になりつつあるのかなと思っております。 

 今後の景況につきましては，引き続きＩＴ投資は続くんだろうと見ておりまして，さらに地

方創生絡みで活発に地方のＩＣＴ投資に対する，プロジェクトに対するいろいろな支援等も受

けられる状況がございますので，期待しておるところでございます。 
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 それから，経営上の課題でございますけれども，先ほど言いましたように，人材が不足して

おります。と同時に，やはり高度な人材がなかなか確保しづらいということで，一つの方向と

しては，留学生とか海外の人材を積極的に活用しようという動きがございますし，また，海外

展開も考えますと，英語力とか，あるいはマインドの問題等でそういった流れが一つあろうか

と思います。 

 ここには書いておりませんけれども，やはり下請の構図から脱却して，自社ブランドをいか

につくるか。特にウエブサービス分野等では，会社の規模や場所はあまり選ばない事例がたく

さんございますので，そういった観点からも独自ビジネスを試行するというのが必要なんじゃ

ないかと，そういった取り組みを今後やっていく必要があると考えております。 

 それから，一つの流れとして，大手の情報会社が地方から撤退するといいますか，再編で，

どうしても東京に集めたほうが効率がいいというのがあるようでございまして，これにどう対

応していくのかというのがあろうかと思います。 

 先日，大連のほうへ，ＩＴ会社を訪問したんですけれども，円安で日本からのオフショア開

発が非常に苦しいと。つまり単価の引き下げ要求が来ていると。逆に中国側から見ると上げて

ほしいという状況の中で，非常にオフショア業務そのものが難しくなりつつある。つまり国内

回帰といいますか，円安であまり海外のメリットが，特に中国あたりではなくなりつつあるの

かなと思います。 

 その中国企業が沖縄に進出して，沖縄の人を採用して，大連の人も採用して，そっちに送り

込むと。そうすると為替の問題がなくなるというようなことを言っていました。かなりＩＴの

環境も変わってきたなと思います。そういった課題にどう対処していくかというのが一つあろ

うかと思います。 

 それから，中小企業の振興施策でございますけれども，福岡の場合は若者がたくさん集積し

ておるし，コンテンツ産業とかＩＴ産業に近い領域がたくさんありますので，そういった若い

力をいかに結集するか。いろいろな業界内外の各社と連携したコミュニティづくりをやって，

先ほど言いました福岡独自の特徴が生かせるＩＴ産業ができればいいなと。ウエブサービスと

か，Ｒｕｂｙという言語開発の拠点になっていますので，こういったものも一緒に集積を重ね

ていけば，ほかの地域に負けないＩＴサービス産業が育っていくんじゃないかと期待しており

ます。 

 以上でございます。 

 

【会長】 

 どうもありがとうございました。 

 それでは，引き続きまして，商工会議所女性会副会長の安東委員，お願いしてよろしいでしょ

うか。 
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【委員】 

 1 番目，現況についてですけれども，お手元の資料にございますが，理容室のほうは店舗数

が 13 万 4,500，年々減少してきております。市場規模としましても 6,600 億円，来店サイクル

が長期化しておりますことと，低価格サロンが台頭してきております。それから，若年層の理

容室離れというのも大きゅうございますし，理容学校への入学者が激減しております。 

 反対に，美容室のほうですけれども，20 万から 22 万 3,600 という形で店舗数は増加してお

ります。市場規模は 1 兆 5,487億円です。これは横ばいの状態です。やはり理容と同じように

来店サイクルの長期化や低価格サロンの台頭もございますし，美容学校の入学者も激減してお

ります。美容室のほうは店舗数は増加いたしましたけれども，1 店舗当たりの売り上げの低迷

が続いておりまして，サロン間の競争は激化しています。 

 そのほか，エステティックのほうですけれども，店舗数は 2万 4,056 で減少でございます。

市場規模は 3,611 億円で若干の増ですが，これ自体は非常に低価格路線の台頭というのが，数

字的にも押し上げております。 

 ネイル産業のほうですけれども，店舗数は 2 万 3,600店で増加でございます。市場規模とし

ましても，2,158 億円で増加でございます。 

 理容と美容のほうは，保健所の届出義務がございますので，実態が把握できやすいんですが，

その他，大手，中小の化粧品メーカーが販社として展開しておりますサロン数などは把握が困

難な状況でございます。中規模や大規模サロンの動向が，スクラップ・アンド・ビルドも進ん

でおりますし，現状としては厳しい，激しい状況です。 

 その他，日本の各化粧品メーカーの状況ですけれども，2008年のリーマンショックの前は，

化粧品メーカー全体としましては，1 兆 5,000 億円前後で推移しておりましたけれども，近年

は 1 兆 4,000 億円前後で推移しております。化粧品 1 キログラム当たりの平均出荷単位で見ま

したら，リーマンショック前は 4,500 円です。リーマンショック後は，少しずつ持ち直してお

りますけれども，3,000 円台と落ち込んでおります。現在はインバウンド効果が一番顕著にあ

らわれている分野でもございまして，これからはかなりの上昇の効果が見込まれております。 

 2 点目でございますけれども，今後の景況です。少子高齢化社会とかベビーブーム世代が顧

客のボリュームゾーンになってきております現在，中高年層の取り込みの戦略に絞っておりま

すサロン，もしくは低価格サロンの二極化傾向がさらに進行していくと考えられています。売

り上げ数字としましては，現状維持でございます。 

 3 点目でございます。私どもの業界の経営上の問題点でございますが，一つには全国的に入

学者の減少のために専門学校の縮小や閉鎖が続いてきております。今後ますます人材不足が深

刻化していくことが見込まれます。 

 2 番目ですけれども，理美容師は国家資格ですが，その他の技術職，例えばネイル，エステ，

アロマ，メイク，その他等々ございますけれども，この分野での資格制度の不統一さが，仕事

のレベルやモラルに影響いたしまして，普及に対しては社会的認知度が上がってきていないの

が現状でございます。 
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 3 番目でございます。長時間の労働など，それから社会保険の未加入，そういうものを含め

ましての全体的な労務管理。それから，財務体質の改善が急務の現状です。 

 4 番目ですけれども，これから伸びます産業予測の中で健康産業というのがございますが，

健康産業とのマッチングができるサポート体制だとか，高齢化社会の中で行う福祉美容のジャ

ンルの確立。福祉美容または予防医学の分野での活躍の場ですが，実はこの分野では既に福岡

市のご協力で，10 年近く福岡市とボルドー市の姉妹都市交流の一環として続けさせていただい

ております。 

 この福祉美容も，予防医学分野での人材育成は既に着手しておりますけれども，今度，育成

しました人材の次のステップ，では，実際に活躍できる場がどういうふうに求められるかとい

いますと，まだまだそこの分野が確立されておりませんので，施策の会議またはプロジェクト

などが，こういう福祉美容だとか予防医学の分野としてのミーティングが始まればいいなと期

待をいたしております。 

 以上でございます。 

 

【会長】 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまの中小企業関係者の皆様から，三人に時間の関係で絞らせていただきましたけれど

も，発表していただきました。 

 それでは，ほかの委員の皆様，何かご意見，ご質問とかございましたら，もう少し時間がご

ざいますので，いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【委員】 

 福岡市は，もちろん商業都市でもあるわけですが，特にサービス産業が多いところだと思い

ます。さらに美容関係は，消費者としての若い女性が多い都市ですので，大変期待されている

分野だと思います。 

 ご質問したいのは，ちらっとおっしゃいましたが，エステ関係とかそういうところでのトラ

ブル，技術的なこともありますが，特に契約上のトラブルとか，それは会社自体の問題という

こともあると思いますけれども，業界として人材教育というものをもっとしっかりされないと，

安心して消費者がサービスを受けることができないというのではないかと思うんですよね。業

界としての動きというのは，どのような状況でしょうか。 

 

【委員】 

 ご質問ありがとうございます。お尋ねになった三つの要点を承りましたけれども，最初の一

つは，この業界のマーケットですけれども，やはり戦後一貫して続いてきましたモノの消費が，

ここ数年，モノの消費ではなくて，こういうコトの消費ですね。コトを平たく言えば，心の満

たされ方といいましょうか，癒やしという言葉もございますけれども，そういう形で消費者の
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ニーズがモノよりもこういう時間の消費，コトの消費ということで，マーケット自体が確実に

拡大してきている様相を呈しております。 

 では，（二つ目の）それに対してどう対応していくかということですけれども，業界全体で

のダーティーな部分の自浄努力というのがなかなか行われてきておりませんでしたので，法律

の部分で高額ローンだとかチケット制だとかをクリアにするようにということで，行政の規制

が入っております。それが若干功を奏して，ある程度の，消費者センターに上げるようなとこ

ろは少し自然淘汰されましたけれども，それでもまだまだ法律をかいくぐってやるようなとこ

ろもあります。それはおっしゃられました三つ目にありましたように，教育の問題がございま

す。 

 なかなか統一資格というものができませんで，若干半官半民みたいな形での統一資格制度が

動き出しました。ここに民間がやっていたものが少し統一されたところがありますけれども，

それに対しての受験者数が伸びるかというと，まだまだ無資格でも手がけることができますの

で，その教育レベルがまだまだ上がっていっていないところが実情でございます。 

 ですから，消費者センターのワーストの部分は，ここ近年，少しずつさま変わりしまして，

法律で使えなくなるとかいったクレジットの問題なんかがありまして，業態的にはさま変わり

しておりますけれども，エステのクレームが減ってきた分，今度は逆に美容室でのまつげのエ

クステという問題ですね。今度はそちらクレームのゾーンが増えてきた。 

 それから，脱毛でエステ業界もかなり悪名をはせましたけれども，これが今度は医療外科へ，

医療のほうに少し移りました。医療外科のほうでは，技術者の熟練不足もありまして，今度は

そちらの比率も伸びてきているということで，業界全体を挙げて技術レベルを上げていかない

と，産業としてのニーズはありますけれども，これがほんとうに速やかに時代とともに成長す

るかというと，業界自体のレベルアップを図らないと，絵に描いた餅で終わるんじゃないかな

と懸念しているところが現状でございます。 

 

【会長】 

 それでよろしいでしょうか。少しコンプライアンスとか，またいろいろな問題がありそうで

す。 

 

【委員】  

特に最後のほうの医療関係のところとの連携というのは，すごく期待されるところですけれ

ども，そこに至るまでには，現状をきちっと把握していただいて，業界としてよくしていかな

ければいけないなと思います。 

 

【会長】  

どうもありがとうございました。 

 ほかに何かご意見，ご質問なりございませんでしょうか。 
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【委員】 

これから健康産業とか，そういった部門ですが，観光産業にこれは入っていけないものかな

と思うんです。観光客，特にアジアから来てあります。美容レベルが福岡はかなり高いと聞く

のですが，きれいになって帰っていただくという，そういった観光ビジネスに入っていけたら

いいのではないかなと思います。素人の発案ですけれども。 

 

【委員】 

ご指摘ありがとうございます。現実的に，福岡の購買の場合は，私もデパートに寄りますけ

れども，デパートでのいわゆる爆買いは，今はまだ化粧品だとか宝飾品だとかに限られており

ますが，実は旅行代理店のほうからもいろいろなお話は，この業界もそうですけれども，入っ

てきております。今度は富裕層を対象に，中国が一番近い福岡でもありますので，そういうツ

アーを組みたいというお話はいただいております。 

 では，それを現実的にどういう形にするか。まず通訳の問題もありますし，それから，日本

は 40 年近い歴史がありますので，いろいろな意味での体制はとれておりますが，お見えいただ

くお客様方のほうに，これをお受けいただくことの体制がまだいまいちとれていないのではな

いかなと感じるところがございます。 

 ですから，ツアーとしてどんどん受け入れさせていただいたときに，そこに生じます文化の

違いだとか，体験されたことがない方たちにとってのあり方，そこのところのギャップがまだ

少し埋まっていないかなと思います。 

 でも，これもまた近い将来，新しい観光の産業として，福岡で爆買いが終わった方，もしく

は富裕層の方たちの次のステップとしての観光産業の中になるのではないかなと思います。あ

る意味，期待もしておりますけれども。 

 

【委員】 

中小企業の現況について，三人の代表の方に意見をいただきまして，ほんとうに勉強になり

ます。いつもありがとうございます。 

 それで，現況について，これは福岡市のほうにも認識をお尋ねしておきたいんですけれども，

これに書かれてあること，そしてあと三人の方の意見を聞いても，国の経済政策，アベノミク

スについて，これが今中小・零細企業にとってどういう状況になっているのかというところの

認識をしっかりと持たないといけないなと思いました。 

 地方にアベノミクスの効果が広がっていないという言い方もありますけれども，私はアベノ

ミクスが逆に中小・零細企業の状況を苦しめているのではないかという意見を持っています。

円安では，大企業や中堅企業にとっては確かに利益を生んでおりますけれども，商店街連合会

の意見，そして中小企業団体連合会の意見を見ても，円安によって原油と原材料費の高騰が続

いて，悲鳴を上げていると。それに追い打ちをかけて消費税 8％の増税の中で，販売価格に反

映できていないという状況があると思います。 
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 さらにここのところをしっかりと見ていかないと，この中小・零細企業に対する対策をとる

ことはできないんじゃないかと思っています。その辺の実態についての認識をお聞かせいただ

きたいと思います。また，他にあれば，ぜひ委員の方から聞かせていただきたいと思います。 

 

【事務局】 

 円安等に伴います原材料の高騰ですとか，そういったものに関する影響というお話だったか

と思います。 

 福岡市としましては，中小企業の方々がどのような環境におられるのかというものを，景気

動向調査ですとか，私どもの施策の一つであります経営支援施策普及事業といいまして，8,000

件ぐらいの中小企業の方々を直接訪問して回るという事業を行っておりますので，そういった

直接訪問等も通じまして，企業の皆様方の環境，状況の把握に努めておるところでございます。 

 また，一方で，経営相談とか金融相談，窓口でのお話等も承りながら，状況を把握しながら

経営基盤の強化のお手伝いをさせていただきたいと思っております。 

 また，原材料の仕入れ単価上昇につきましては，売り上げ等の減少に伴う融資等もまた特別

資金として設けておりますので，そういったもので柔軟に対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

 

【会長】 

 どうもありがとうございました。 

 そうしましたら，中小企業者の方に，アベノミクスの効果とかのお話がございましたけれど

も，何か感じられておることとか，ご意見とかありませんでしょうか。 

          〔「なし」の声あり〕 

【会長】 

 特にございませんようですので，よろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 はい。 

 

【会長】 

 どうもありがとうございました。 

 では，そのほかに何かご質問なり，ご意見なりございませんでしょうか。 

 

【委員】 

  今，プレミアム商品券に盛んに各商店街が取り組んでいらっしゃいますけれども，このよ

うな政策というのは過去にも似たようなものがあったんですが，これによって売れるのはいい

んですけれども，そういった部分に対する反動が，消費税の駆け込み需要の反動も報告がなさ
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れておりましたけれども，この辺は皆さん方は影響はないというような，過去の経験からでも

結構なんですけれども，ご意見がありましたらお聞かせ願いたいなと思っております。 

 

【会長】 

 これは地方創生関係で，次に説明をしていただいて，それからご意見を伺ったほうが，より

議論が深まるかなという感じもいたしますけれども，よろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 はい。 

 

【会長】  

委員の皆様方，よろしいでしょうか。 

          〔「なし」の声あり〕 

【会長】  

そうしましたら，次の議題に移らせていただいてよろしいでしょうか。 

 地方創生関連の話題でございますけれども，ただいまもご質問がございましたので，まず事

務局のほうからご説明をよろしいでしょうか。 

 

【事務局】  

 地方創生における福岡市の取り組みにつきまして，話題提供という形でご説明をさせていた

だきます。 

 資料 2 をご覧ください。 

 まず，ページをめくっていただいて，1 ページ目をご覧ください。 

 地方創生に係る地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定でございますけれども，1 の背

景に書いておりますように，今後本格化する日本全体の人口減少と，これに伴う地域経済の縮

小の克服というものに向け，国において昨年 11 月に，まち・ひと・しごと創生長期ビジョンと，

まち・ひと・しごと創生総合戦略が策定されております。 

 これに伴って市町村におきましても，国の総合戦略を勘案し，区域の実情に応じた地方人口

ビジョン及び地方版総合戦略を定めるように努めることとされておりますので，福岡市におい

ても，その策定作業を進めているところでございます。 

 1 ページ目，2 ページ目に，福岡市における地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定状況

について記載しております。 

 策定の基本的な視点としましては，1 ページ目下のほうにあります 3.策定の基本的視点にご

ざいますように，国の総合戦略に沿って，しごとの創生として雇用の質，量の確保，向上。そ

れから，ひとの創生として，有用な人材確保，育成及び出産，子育てへの切れ目ない支援。そ

れから，まちの創生としまして，地域の特性に則した課題の解決，こういった三つを基本的な
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視点として検討を行うこととしております。 

 また，右の 2 ページ目に，策定する主な内容を記載しておりますが，人口ビジョンにつきま

しては，人口の現状分析と，平成 42年までの人口の将来展望といった形にする予定でございま

す。 

 また，総合戦略につきましては，平成 27 年度から平成 31年度までを計画期間として，基本

目標と基本的方向，基本目標を達成するための具体的な施策と客観的な指標，それから進行管

理といったものを書き込んでいくという形にしております。 

 また，その下にあります策定のスケジュールにつきましては，5 のスケジュール表にありま

すように，今後総合計画審議会のご意見を受けて原案を作成し，9 月にその原案を市議会に報

告するという予定になっております。その後，パブリックコメントを経て，10月に策定という

形の予定です。 

 以上が，地方創生に関して，市でも作成中の地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定状

況でございます。 

 そのページをめくっていただきまして，続きまして，この戦略の策定等と並行しまして，今

年度から実施しております地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金，これは俗に言う地方

創生交付金，こちらを活用した取り組みが同時並行で進んでおりますので，簡単にご説明させ

ていただきます。 

 この 3ページ目ですが，国において創設された地方創生交付金につきましては，地域消費喚

起・生活支援型というものと，後ほど説明します地方創生先行型という 2 種類の交付金がござ

います。 

 この交付金を活用した施策についての簡単なご説明でございますけれども，地域消費喚起・

生活支援型交付金は，地方公共団体が実施する地域における消費喚起策，あるいはこれに直接

効果を有する生活支援策，これらに対して国が支援するというものでございまして，本市では

13 億 1,800 万円余の交付金を活用しまして，1にありますようなプレミアムつき商品券事業及

び 2 の多子世帯応援券事業を実施しております。 

 4 ページに概要を記載しておりますが，1 のプレミアムつき商品券事業につきましては，発行

した商店街等で利用できる商品券や，市内の利用可能店舗で利用できる商品券にプレミアムを

つけて発行し，市内経済の消費喚起を図る事業でございます。市内において総発行額 57億円を

超える商品券が順次発売されているところでございます。 

 ここの下段にあります多子世帯応援券事業につきましては，日常的に経済的負担が大きい多

子世帯を支援するとともに，子育て関連用品を中心とした消費を増やすことを目的に，多子世

帯応援券を配付するといった事業でございます。 

 次に，めくっていただいて 5ページをご覧ください。 

 こちらが地方創生先行型の交付金を活用した事業の一覧表でございます。この交付金は，地

方公共団体による地方版総合戦略の早期かつ有効な策定と，これに関する優良施策等に対して

国が支援するというものでございまして，本市では 1 億 5,800 万円余の交付金を活用して，今
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年度はここに記載しておりますように，1 から 9 までさまざまな事業を実施しております。 

 本日はお時間も限られておりますので，このうち幾つかをご紹介いたしたいと思います。1

の新製品開発促進サポート事業につきましては，インターネットを活用した新たな製品やサー

ビスが生まれている IoT 分野における試作品開発補助からクラウドファンディングによる支援

を一貫してサポートすることにより，創業や既存企業による新製品・サービスの創出を促進す

る事業でございます。 

 4 番の「福岡の食」国際ブランド化事業につきましては，福岡の食の魅力を世界に発信し，

存在感や競争力を強化するとともに，海外展開を含めた販路拡大を通じて，食産業のさらなる

成長及び福岡の食のブランド化を図ってまいるという事業でございます。 

 飛びまして 7 番，グローバル人材育成のための研修費用助成事業につきましては，国内外企

業が行うグローバル人材育成を支援するということで，人材の質と量の向上を図るとともに，

グローバル展開を目指す国内外企業の集積を図るといったものです。 

 ここに記載しております 1 から 9 の事業の内容につきましては，6 ページ以降に概要を一つ

ずつ記載させていただいておりますので，本日はお時間の都合で全部ご紹介できませんが，ご

参照いただければと思っております。 

 簡単でございますが，現在の福岡市の地方創生に関する取り組み状況のご説明は以上でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 

【会長】  

どうもありがとうございました。 

 今，地方創生についてご説明がございましたけれども，先ほどのプレミアム付商品券につい

てのご質問ですが，すみません，ポイントはどういうところにあるのでしょうか。効果とかそ

ういうことなんでしょうか。 

 

【委員】  

まず一番は，どれほどの効果があって，その反動が実際やってくるのかどうか。ここの 4ペー

ジに，57 億円の消費が発生すると，市内経済が活性化すると書いてあるんですけれども，通常

の消費行動があっている中に，このプレミアム商品券で，この 57 億円のプラスアルファとして

どれだけ新規に発生してくるのか。そして，その 57億円が後々何の反動もなく，それが行われ

ていくものであるというのであれば，非常に万々歳だと思うんですけれども，その辺の解説を

してほしいと思います。 

 

【事務局】  

福岡市経営支援課でございます。 

 私どものところで，商品券 2 種類の総括的な役割をさせていただいておりますが，商品券事

業につきましては，この 57億円プラスアルファというところで，国の方向性もございますが，
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新たな消費喚起という形で，商品券を考えてございまして，通常の消費にプラスアルファで何

か消費喚起していただきたいということでの交付金と伺っておりますので，通常お買い求めに

なるものに少し交付金を活用して，プラスアルファしていただきたいという事業でございます。 

 ただ，ご指摘のように，その後の部分といいますか，商品券事業が終了した後の影響につき

ましては，実際のところ我々としましても，まだ見通せない部分もございますけれども，消費

喚起を通じて，地域経済全体が活性化していってほしいという趣旨で実施しておりますので，

その後の部分につきましては，また状況を見ながら対応を検討していきたいと考えております。 

 

【委員】  

意図はわかったんですけれどもね。せっかく税金でもってやるわけですから，通常の例えば

生鮮三品あたりを買えば，そんなに新しい需要がそこに発生するとは思えない。やはり福岡の

こういったものを買ってほしいと，何かそこに少し戦略があればいいんだけれども，そのよう

な部分をしっかり本市としては考えてやっていただきたいなと思います。そうすれば，反動と

かいったものもあまりないのではないかなと思っておるわけです。もっときめ細かい部分を政

策としてやっていただきたいという要望で終わらせていただきます。 

 

【会長】  

どうもありがとうございました。 

 

【委員】  

地方創生のところの説明をしていただきましたけれども，私は地方創生についての認識につ

いてお伺いしておきたいんですが，まち・ひと・しごと創生法というのは，昨年できましたけ

れども，これは安倍政権の今の目玉政策でもあると思うんです。 

 この法の地方創生の中心的な問題，柱の中に，人口減少の是正ということと東京一極集中の

是正という 2本の柱があると思うんですけれども，なぜ人口減になってきたのか。それと，東

京一極集中になってきたのか。その要因について，国としてはいろいろと分析していると思い

ますが，福岡市はどう考えているのかということ。 

 それと，今の交付金を活用した取り組みが，そういう是正の方向での施策になっているのか

というところでの認識をお伺いしておきたいと思います。 

 

【事務局】  

人口減少及び東京一極集中の是正，それに対する対応策というご指摘かと思いますけれども，

人口減少や東京一極集中の理由という部分に関しましては，いろいろなところでもご指摘いた

だいているところかと思います。 

 実際の私どものそれに対する地方創生を活用した取り組みといった形になりますと，先ほど

の 5 ページの地方創生先行型，例えば人材育成事業，それから 9 番に福岡クリエイティブキャ
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ンプ事業がございますけれども，これらの事業は福岡の特色であるクリエイティブ産業といっ

たものを活用して，福岡に東京圏の方々を逆に呼び込もうといったことも考えておる事業でご

ざいますので，人口減少あるいは福岡で九州全体の人口減を食いとめるといった方向性を見据

えた形で，さまざまな取り組みをさせていただいているところでございます。 

 

【委員】  

ここで意見を言わせていただきたいんですけれども，やはりここの二つの柱が，国のほうも，

また今のご答弁では福岡市のほうも，なかなか分析されていないのかなと思っています。ここ

をしっかりと捉えなければ，地方創生という言い方，また人口減，そして東京一極集中の是正

はできないと思います。 

 人口の減少ということでいけば，今の若い人たちが結婚して，子供を本来三人産みたいと言っ

ているのに二人になっている原因はどこにあるのか。私は不安定雇用の問題とか，保育，安心

して産み育てられる環境にはないと，そこの原因があるとともに，先ほど地方から東京圏への

人口の流出ということでいけば，やはり私は地方の産業は壊されて，雇用が失われて，地方か

ら東京圏などへの人口の流出があるんじゃないかと，今さっきの最初に言われておりましたけ

れども，そういうのを感じるんです。そこをどう正していくのかということをやっていかない

といけない。 

 あと，それに対して総務企画局が仕事の創生というところで，スタートアップ都市づくりと

か，観光・ＭＩＣＥの振興とか，企業誘致ということを書いてありますけれども，これでは従

来型の施策で，何も人口減とか東京一極集中を是正するためではなく，福岡にどんどん集める

ような状況になるんじゃないかなと思っています。ぜひその辺のことをしっかりと分析してい

ただいて，有効な手だてをとらないと，従来の反省がないままこのような施策を進めても，是

正にはつながらないという意見を述べておきたいと思います。 

 以上です。 

 

【会長】  

そういう意見でございまして，背景とかに踏み込んだところを分析して，行政のほうに生か

してほしいというご意見かと思いますので，よろしくお願いしたいと思います。 

 

【事務局】  

1点だけ補足させていただきます。 

 先ほどの人口減少の分析等につきましては，今ご説明させていただきました資料 2 の 2 ペー

ジ，5 のスケジュールのところにございますけれども，総合計画審議会，これは総務企画局が

所管しておりますが，ここの中で 8月上旬に開催予定されております。 

 その中で，4の主な内容のところに書いておりますけれども，人口ビジョンにつきましては，

現状の分析ということで，先ほどご指摘がございましたいろいろな分析を，ここで説明等があっ
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て，議論されるものと考えております。 

 それから，3 のしごとの創生とかひとの創生，まちの創生，こういった基本的な視点につき

ましても，この中でいろいろなデータ等をもとに議論されると思っておりまして，今市の中で

はそれぞれ関係局の事業等についても，意見等を総務企画局のほうで取りまとめており，その

資料を基に審議会において議論等がなされると思いますので，経済観光文化局としてもしっか

り取り組んでいきたいと考えております。 

 

【会長】  

どうもありがとうございました。 

 

【委員】  

関連で。東京一極集中の是正ということで，企業サイドから見ますと，本社機能があまりに

東京一極集中しているんですね。これを地方に分散させるというのが一番重要ではないかなと。

人も集まるわけですし，お金も集まるということになりますので。 

 今，東京はオリンピックに沸いていますけれども，一方では自然災害の危険性が非常に高い

地域ということが言われているわけです。日本海側が安全で，しかも福岡がそういう意味では

拠点になり得る，一番ポテンシャルの高い地域だと思います。 

 地域戦略としていかに本社機能を引っ張ってくるか。ＢＣＰを訴える，あるいは住みやすさ

とか働きやすさを訴えて，それを大きなメッセージとして福岡から発信するということが非常

に重要だなと最近痛感しておりますので，参考までに，企業サイドの。経済同友会等では，そ

ういう特別委員会をつくって，東京に働きかけを今継続的にやっているところでございます。 

 

【会長】  

先ほど福岡から東京のほうに，御社の業界だと引き上げているというのは，本社が福岡にあ

れば，それも対応できるということでしょうか。 

 

【委員】  

そうですね。そうなると思いますね。 

 

【会長】  

本社とかこういうところは，何か市のほうでも対応ができるものなのでしょうか。 

 

【事務局】  

私のほうから補足させていただきます。 

 今のお話とも関連しますが，先ほど委員からご質問がございましたので，先ほどの分析の観

点も少し踏まえましてお話しさせていただきたいと思っています。と申しますのは，この地方
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創生先行型につきましては既に予算として議会での審議を経て，成立しているわけですので，

この政策を上げたときの背景といったものも当然あるわけでございます。 

 先ほど中小企業振興部長が申しましたように，詳細には 8 月の総合計画審議会でさらなる分

析が加えられると理解しているわけなんですが，この地方創生先行型の政策をここに並べてい

る背景といたしましては，福岡市としては今人口が増えているというのはございますが，ただ，

その中身といたしましては，九州の各県から若年層が福岡に移動してくる。しかし，福岡から

は東京圏等に流れているといった数字もあるわけなんですね。 

 福岡がこの間，大学との連携を強めてきたというのも，非常に福岡を愛していらっしゃる若

い方々が，いかに福岡市に定着をしていくのか，就職していくのかというのが大きな課題でご

ざいまして，その数字も今徐々に定着の方向に出ているような傾向も一部出ております。 

 そういった中で，いろいろ観点があるんですけれども，福岡自体は人口が伸びているけれど

も，若い方々の流出をいかにとめていくのか。そしてまた，市内での既存企業の皆様方，ある

いは新しい企業が育っていくのかということを，この政策に盛り込ませていただいているわけ

でございます。 

 いろいろな観点があるかと思うんですけれども，一つは，先ほどの分析のお話でもありまし

たが，今ＩＴ業界に関しては非常に開発の人材が減ってきていると，なかなか獲得しづらくなっ

てきているというところがございまして，この 9 番のクリエイティブキャンプ事業というのが

ございます。ページでいいますと 10 ページのほうにも詳細に記載がございますけれども，これ

はあくまでもクリエイティブ産業の集積を，福岡がこの間，これは百道の埋め立てに始まって，

もう 25 年ぐらいの歴史があるんですね。この情報関連産業といったものをいかに育てていくの

かという観点から，東京からも福岡のほうに人材を持ってくるという観点が一つ。 

 それから，今，本社機能のお話がございましたけれども，ご指摘のとおりでございまして，

これは今年度の市政方針の中でも市長が述べておりますが，支店経済からいかに脱却していく

のかと。では，なぜ東京に行くのかといえば，それはやはり本店機能があるし，そこに販路と

いうネットワークがあるから出て行かざるを得ないという面もあるわけですよね。 

 そういったことから，いかに本社機能を福岡に持ってくるのか。その点は，ページでいいま

すと 8 ページの下のほうに，簡単な絵柄がございます。先ほどご指摘がございましたＢＣＰの

観点もございます。そういった中で，ここに外資系企業の国内二次投資誘致と書いてございま

すけれども，この意味は，いわゆるビッグネームのような本社といったものを福岡に持ってく

るというのは，なかなか非現実的な部分がございますね。非常に大きなネットワークを既に関

東圏で成立している場合がございます。 

 しかし，外資系企業というのは，最近福岡市のほうでもようやく事例が出てまいりまして，

まずは一旦東京に海外から来るんですけれども，しかしＢＣＰの観点等々から，西日本ないし

はアジアの拠点という観点から，福岡に本社化するという事例が出てまいっております。そう

いった観点から，本店の誘致を進めていく一つの大きな流れをつくるためにも，こういった外

資系企業の東京からの福岡への二次投資ということを念頭において，6 番の事業をさせていた
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だいているものでございます。 

 また，市内におきましては，市内の企業，先ほど若い方が出ていくというお話をいたしまし

たけれども，それは二つございまして，市内の企業を学生によく知っていただかなければいけ

ないということで，ここの地方創生事業にはございませんが，当初予算の中で，これは商工会

議所様とも連携しながら，いかに市内の企業のことを学生にわかっていただくのかといった事

業を展開するとともに，ＩＴというところから，今はＩｏＴというモノのインターネットと呼

ばれるようになりましたけれども，このようなものを促進するという観点から，1 番の事業，

新製品開発促進サポートというのは，まさに中小企業の皆様方が，今ＩｏＴ，ＩｏＴという言

葉が出ていますが，そのことの意味は，センサーをいろいろなものにつけて，そしてそれがイ

ンターネットとつながっていくことによって，健康管理であったりとか，あるいは福祉関係で

いえば見守りであるとか，いろいろな活用の展開の方向性があるわけですね。こういったもの

を支援するために，1 番の事業で，補助事業として，今公募しておりまして，事業者に対して

補助していく事業も入れているわけでございます。 

 また，2 番も同様に，これは九州大学であるとか，あるいは先般，理化学研究所のほうとも，

福岡市，九大とで基本協定を結びましたけれども，地方からイノベーションを起こしていこう

ということで，これも地場に向けた創業，仕事をつくっていくということの背景から，2 番も

つくらせていただいているものでございます。 

 そういったことで，一つ一つを申し上げますときりがなくなりますが，やはり人口減少，特

に福岡は人口が増えてはいるけれども，その中身をよく分析した中で，若い方が定着するよう

な方向性というのが 1点。 

 それから，福岡にとって必要な人材を，しっかりそれはそれで東京から流入を図るような施

策をするということで，市内の産業を発展させていこうといったものが，この 1番から 9 番の

背景にございますので，その点も説明の時間が足りないかもしれませんが，ご理解賜ればと思っ

ております。 

 以上でございます。 

 

【会長】  

どうもありがとうございました。 

 ほかに何か。 

 

【委員】  

1 点だけ教えてください。プレミアム商品券のことですけれども，先週，新聞に，大分県の

ほうで，商店の方が換金するのに若干時間がかかって，次の資金繰りに困っているということ

が報道されていました。福岡の方ではそういった声はないのか。また，そういうところがある

とすれば，大分のほうでは緊急融資にすると市のほうが言っていたと新聞に書いてあったんで

すけれども，そういった事例は福岡にはないのかどうかだけお伺いします。 
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【会長】  

今の点はどうでしょうか。 

 

【事務局】  

経営支援課でございます。 

 確かにご指摘いただいたように，大分市の事例とかで，換金までに時間がかかるという問題

が起きているというお話だと思います。 

 福岡の場合も，業者さんが商品を売って，商品券を預かる。それから換金にかかるまでの時

間というのが，最長で 3，4週間はかかるというお話でございます。どうしても偽物とか，そう

いったものをきちんと見分けるという作業が生じますので，一旦銀行からそういうチェックす

るところに回して，それを改めて振り込みという形にさせていただく関係で，若干お時間をい

ただくようになっています。 

 商品券事業にご登録いただく利用店舗さんのほうには，事前に十分ご説明をさしあげる場を

設けて，その辺のところをご了解いただいた上で登録いただいているという形になっておりま

す。やはり若干，その換金の時間差が気になって，登録に至らなかったお店もあるやとは聞い

ておりますので，その辺のところは商品券事業を委託している業者さんには，市役所のほうか

らも，なるべくご負担がないようにということは，事業開始前に重々指摘をした上で取りかかっ

ているところでございます。 

 

【会長】  

よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 ほかには何か地方創生に関してご意見なりございますでしょうか。 

 

【委員】 

 プレミアム商品券についての意見なんですけれども，私ども日本政策金融公庫のほうで，県

内の商工会等の総会等に出席させていただいて，やはりその中で話題になるのがプレミアム商

品券の話です。 

 中小企業者さんの方からよく出る意見として，プレミアム商品券の発売になると，すぐその

日に売り切れになるんですが，その後，プレミアム商品券の使用については，大手のスーパー

とかホームセンターとかそういうところで使う人が多くて，実際に中小企業さんのほうの売り

上げになかなか貢献していないんじゃないかと。市町村の中での消費自体は増えるとは思うん

ですけれども，中小企業の振興策もあわせてやるということであれば，そのあたりは対策もやっ

てもらえないかというお話をよく聞きます。 

 聞いた話だと，市町村によってはプレミアム率を，大手で使う場合は 20％で，中小企業で使

う場合は 30％にして，中小企業の売り上げに貢献させるという形で取り組んでいらっしゃる地

方自治体もあるようです。そのあたり，福岡市のほうも今後，またプレミアム商品券というも
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のがあるのかどうかわからないんですが，今後の取り組みの参考としていただければと思いま

すので，よろしくお願いいたします。 

 

【会長】  

その点，今後の検討課題でしょうか。 

 

【事務局】  

福岡市の商品券事業ですけれども，よその市町村さんは，交付金を全市で使える商品券にす

るという形のものが多いんですが，福岡市の場合は，一部を商店街が発行して，商店街のみで

使えるという，地場のところだけで消費するというタイプ，我々は 1 型と呼んでいますが，そ

の商品券にも交付金を充てるという形のもの。それから，全市的に，今回抽選の形でやってお

りますけれども，そういった形で消費できる，2 パターンを用意しています。そういう地場だ

けで使える商品券も準備するという形で配慮させていただくということでやっております。 

 

【委員】  

プレミアムで 1 点だけ。商店街のうち，このプレミアム商品券をやっている率がちょっと少

ないのかなと思っているんですけれども，その辺の理由について教えていただければ。多分四

十いくつぐらいですかね。 

 

【事務局】 

 ただいまのご説明の中でありました 1 型，商店街等でございますけれども，福岡市内の商店

街及び商工会で発行されております商品券への補助を行っております。 

 現時点で申し込みいただいておりますのは，商工会も含めまして 50 団体で，その中には一つ

の商店街だけではなくて複数で，商店街連合会ですとか，幾つかの商店街が共同して発行され

ていらっしゃるところもあります。そこを含めますと，個々の商店街数でいきますと，70ぐら

いの商店街さんでは発行を，予定を含めてされているところでございます。 

 今回，交付金でこういう支援をさせていただく際に，説明会等をさせていただきました。昨

年までは，福岡市はこちらに特化したような支援は行っておりませんで，福岡県さんのほうで

従来から商品券の支援を行っておられましたけれども，昨年は市内の商店街で 22 団体へ交付を

されておりましたので，そういった意味では今回倍以上の商店街等が交付金を活用して，商品

券の発行をされているところでございます。 

  

【会長】  

どうもありがとうございました。 

 まだご意見をいただきたいところなんですけれども，申し訳ありません，時間のほうが押し

ております。 
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【事務局】  

すみません，一つ訂正だけ。換金の期間なんですけれども，私が勘違いしておりまして，3，

4週間と先ほど申し上げましたが，2 カ月程度はかかってしまうということでございます。こち

らはどうしても民間のチェック，券のチェックが必要ということで，それは利用店舗さん向け

のマニュアルにきちんと明記した上でご理解賜っているところでございます。よろしくお願い

いたします。 

 

【会長】 

 どうもありがとうございました。 

 まだまだご意見があろうかと思いますけれども，今いろいろと出していただいたご意見を市

のほうでも受けとめていただいて，中小企業の政策のほうに生かしていただきたいと思います。 

 それでは，三つ目の議題でございます。「福岡市中小企業・小規模事業者振興推進プランと

その取組み状況について」ということを，まず説明を事務局のほうからお願いしたいと思いま

す。 

 

【事務局】 

 引き続きご説明させていただきます。 

 福岡市中小企業・小規模事業者振興推進プランとその取り組みの状況でございます。資料の

ほうは，3－1のほうにプランの本文をつけさせていただいております。 

 このプランにつきましては，福岡市の中小企業や小規模事業者を取り巻く環境が，高齢化，

競争の激化，ＩＴ技術の発達による流通構造の変化，働き方の変容，こういった社会経済の構

造的変化に直面する中で，国におきましても，小規模事業者の事業活動の活性化を図る観点か

ら，中小・小規模事業者の施策の方針，あるいは小規模企業振興基本法といったもので体系化

されていっているという状況がございます。 

 こういった状況を踏まえまして，中小企業施策の基本姿勢を福岡市として明確化するととも

に，事業者の課題を本市の全庁的な課題と捉えて，関係機関等と連携した支援を実施する。か

つ，そういったことを通じて地域経済の安定と発展に資するといったことを目的に，昨年 4月

に本市では，中園副市長を本部長，経済観光文化局長を副本部長とした福岡市中小企業・小規

模事業者振興推進本部を設置いたしております。その本部の中での議論，また，この中小企業

振興審議会や市議会などのご意見も踏まえた上で，昨年 9月に福岡市中小企業・小規模事業者

振興推進プランを策定いたしました。 

 この策定した振興推進プランにつきまして，今回ご説明いたしますが，お時間の関係もござ

いますので，簡単なご説明となってしまいますが，よろしくお願いいたします。 

 まず，推進プラン，このページの 1 の（1）プラン策定の趣旨にございますように，市内の大

多数を占める中小企業・小規模事業者が，地域経済の安定と経済社会の発展に寄与するという
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重要な役割を担っているということに鑑み，福岡市として，中小企業の振興の意義，目標像，

支援の基本姿勢といったものを明確化するとともに，全庁的なきめ細かい支援を実施するため

の取り組みをまとめていくといったものでございます。 

 1 の（3）で，プランの期間を 26年度から 28年度までの 3カ年のプランとして事業を進めて

いくといったものにしております。 

 2 ページ目をご覧ください。 

 2 ページ目以降に，その基本姿勢や取り組みの方向性について記載しております。 

 下のほうの 4 にございますように，取り組みの方向性としては五つございますが，（1）新た

な需要を見据えた経営の推進。それから，3 ページ目中ほどの（2）多様な人材・新たな人材の

活用による事業の展開・創出。それと次，めくっていただいて 4 ページになりますが，中ほど

（3）地域活性化のための地域資源の活用と商店街の振興。それから，5ページになりますが，

（4）公共事業などの受注機会の確保，及び一番下（5）支援体制の強化と利用促進，これらが

五つの柱となっております。 

 また，最後，6 ページ目になりますけれども，中ほどの 5 に，中小企業・小規模事業者振興

の成果指標といったものをつくっておりまして，こちらは 28 年度の福岡都市圏の中小企業・小

規模事業者の事業所数及び従業者数を目標数値として掲げた上で，推進本部におきまして進捗

状況の検証等を行いながら，全市的に中小企業・小規模事業者振興に資する事業を推進してい

くという形にいたしております。 

 中身ですが，資料 3－2 をご覧ください。 

 推進プランに掲げる取り組みの方向性に合致する福岡市の具体的な事業や取り組みについて，

平成 27 年度分の事業を取りまとめております。 

 代表的な取り組みなどにつきまして，ご説明をさせていただきたいと思います。 

 資料右肩に書いてございますように，平成 27 年度の事業総数は，107 事業，昨年 26 年度か

ら 7 事業増えております。また，資料内に黒い星印をつけておりますのは，平成 27年度の新規

事業，こちらは 18 事業。また，白い星マークをつけておりますのは，平成 27年度に前年度よ

り拡充した事業ということで 19 事業，こちらも昨年度から 9事業増加しております。 

 27 年度の取り組み事業につきまして，新規事業を中心に幾つか，推進プランの五つの取り組

みの方向性に沿った形でご説明させていただきたいと思います。 

 取り組みの方向性の一つ目，新たな需要を見据えた経営の推進につきましては，先ほど議題

2 のほうでも触れましたけれども，国の地方創生交付金を活用した多子世帯応援券事業，それ

から下から 4 行目，プレミアムつき商品券事業が 27 年度新規事業として実施しております。 

 めくっていただいて，2ページ目をご覧いただけますでしょうか。 

 中ほどに黒い星マークがございますが，中小企業・スタートアップ企業マッチング事業でご

ざいます。こちらは福岡市内を中心とした既存の中小企業と，新しい技術やアイデアを持つス

タートアップ企業とのビジネスマッチングを促進するイベントである，フクオカ・スタートアッ

プ・セレクションを今年度市内で開催し，創業特区の効果の増大を図るとともに，既存中小企
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業の新たな事業展開や成長・発展につなげていくといったものでございます。 

 続いて，ページをめくっていただきまして，4 ページのほうをご覧いただけますでしょうか。 

 取り組みの方向性の二つ目，（2）多様な人材・新たな人材の活用による事業の展開・創出で

ございます。下のほうに黒い星がございますが，創業初期の企業の発掘・成長支援事業は，成

長性の高い創業初期の企業に対する民間投資を促進し，その成長に資する資金調達環境を整備

するため，民間ファンド等と連携し，成長性の高い創業初期の企業の発掘や，その成長支援を

行う事業でございます。 

 また，次めくっていただいて，6ページをご覧いただけますでしょうか。 

 中ほどの黒星の一つ目，中小企業グローバル人材育成事業になりますけれども，こちらは市

内の中小企業が海外企業や海外市場とのビジネス機会をより多く創出し，海外への販路拡大を

図れるよう企業の経営者の方，従業員の方を対象に講座を実施するといったもので，グローバ

ルな取引ができるような人材育成を目指す事業でございます。 

 それから，7ページをご覧いただけますでしょうか。 

 三つ目の取り組みの方向性である（3）地域活性化のための地域資源の活用と商店街の振興で

ございます。中ほど，黒星一つ目，福岡よる旅推進事業と書いてございますけれども，こちら

は夜の観光が楽しい街・福岡のイメージの確立や情報発信を行い，観光客の消費の機会を増加

させる長期滞在や回遊・再訪を促すといった事業でございます。 

 めくっていただきまして，8ページをご覧ください。 

 下のほうの黒星の三つ目，商店街空き店舗における創業応援事業になりますが，商店街の空

き店舗での若者の創業に向けた講座の開催や出店経費の助成を行うことで，商店街役員の新た

な担い手を確保するとともに，商店街に不足する業種での出店者に対し，出店経費の助成を行

うといったもので，人材の確保と商業機能集積の充実を図る事業でございます。 

 また，9ページに，四つ目の取り組みの方向性である（4）公共事業などの受注機会の確保を

記載してございます。まだ新規の取り組みはございませんが，昨年度からずっと継続して公共

事業確保や地場企業の受注機会確保に取り組んでおります。 

 また，次めくっていただきまして，10 ページをご覧ください。 

 五つ目の取り組みの方向性でございます（5）支援体制の強化と利用促進につきまして，中ほ

どの黒星，中小企業・小規模事業者をサポートするための組織体制の強化でございますけれど

も，こちらにつきましては，福岡市中小企業・小規模事業者振興推進プランを推進し，地域経

済の活性化を図るために，今年度 27年 4月 1日付で経済観光文化局の組織体制を強化いたしま

した。 

 具体的には，1 にありますように，中小企業振興部を新設，また，振興課を地域産業支援課

に改め，商店街と地域との連携を促進し，商店街の活性化を図るための担当主査を新設するな

どいたしております。 

 また，推進プランに基づく取り組みにつきましては，年度途中におきましても，中小企業・

小規模事業者の振興に資する新たな取り組みが出てまいりましたら追加するという形で，改め
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て広報・周知を図ってまいりたいと考えております。 

 プランに基づく平成 27 年度の主な新規事業，簡単でございますが，ご説明は以上ですけれど

も，最後に資料 3－3 をご覧ください。 

 推進プランの成果指標としまして，先ほどご説明いたしましたように，平成 28 年度末におけ

る福岡都市圏の中小企業の事業所数，従業者数を目標値として設定しております。上の折れ線

グラフが事業所数，下のグラフが従業者数の推移をあらわしておりまして，それぞれ緑の部分

がこれまでの実績，黄色の線が計画という形になっております。 

 上の事業所数では，平成 26 年度の計画が 4 万 760事業所でございましたけれども，実績のと

ころでは 4 万 788事業所ということで，若干でございますが 28事業所の増。また，下の従業者

数につきましても，26年度の計画が 32万 6,874 人だったところ，実績が 32 万 9,368 人で，約

2,500 人の増ということで，目標に向けて順調に推移していると考えておりまして，引き続き

中小企業・小規模事業者の方々の事業の振興に取り組んでまいりたいと考えております。 

 大変簡単で恐縮でございますが，議題 3についての説明は以上でございます。 

 

【会長】  

どうもありがとうございました。 

 それでは，委員の皆様からご意見，ご質問をいただきたいと思いますが，何かございますで

しょうか。 

 

【委員】 

  今ちょうどご説明をいただきました，まさに中小企業・小規模事業者さんのご支援の現場

でさせていただいております。 

 意見といいますか，お願い事なんですけれども，どうしても事業者さんと交流の場というか

ご支援の場でお話をさせていただくと，支援はたくさんあるけれども，どこに行ったらいいの

かわからないというご意見はまだまだ多いんですね。 

 今回の取り組みの中で支援のわかりやすい窓口をというお話もあっていたかとは思うんです

けれども，そのあたりをもう少し，例えば市政だよりですとか，そういうところで，雇用の悩

みだったらこういうところにみたいな，もっともっとわかりやすさのある情報発信をぜひとも

お願いしたいと考えております。 

 お悩みをお持ちなんだけれども，相談に行っていいのかどうかわからないみたいな，こんな

ぐらいで相談に行っていいんだろうかみたいな，そういうことをおっしゃる方も多々いらっしゃ

いますので，具体的にはこんなのでも大丈夫ですよ，みたいなわかりやすさを，ぜひともより

推進していただけますと，現場でやっている者としては非常にありがたいなと思っております。 
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【会長】 

 情宣というか広報というか，その辺りのことについて，何か事務局のほうでわかりますでしょ

うか。 

 

【事務局】  

ご意見大変ありがとうございます。確かに市政だよりでは，紙面に限りがございますので，

なかなか活用できていなかったということもあるかと感じております。そういった部分は，ご

意見を参考にさせていただいて，なるべく中小企業者の方々にわかりやすい窓口のご案内に努

めてまいりたいと思います。 

 また，今年度から経営支援施策普及事業という形に，以前からやっていた事業の形態を変え

て，先ほどもちょっとお話ししましたように，8,000 件ぐらいの中小企業者の方々を直接訪問

するような事業をやっておりまして，これまでは返済相談とかが中心だったんですけれども，

そういった中に経営支援施策の普及という形で，こういった施策がございますよとか，窓口は

ここですよとか，そのようなご案内も一緒にさせていただくように，今年度から改めておりま

すので，事業を通じまして，積極的に施策の普及，わかりやすい説明等に努めていきたいと考

えます。よろしくお願いします。 

 

【会長】  

どうぞよろしくお願いします。 

 ほかに何か委員の皆様からございませんでしょうか。 

 

【委員】  

 幾つかあるんですけれども，資料3－2の5ページの円滑な事業承継支援のところなんですが，

大事な課題ということで取り上げていただいていますけれども，ここに入っているのが，実際

に「福岡県事業引継ぎ支援センターなどの活用も」とは書いてあっても，具体的に出てくるの

が伝統的な産業の引き継ぎみたいになっているので，このあたりが少し弱いのかなと思ってい

ます。 

 事業所自体は今かなり減っていく傾向にある中で，事業承継は金融機関とか，そういうとこ

ろのお手伝いもないと，なかなかうまくいかないと思っていますので，もう少しこのあたりは

検討していただければと思います。 

 それから，全体としてなんですけれども，今中小企業で一番困っているのは，人口減の影響

かもしれませんけれども，人手不足の問題だと思います。人手不足の問題について，具体的に

施策が出ているとは思えない。人材育成という形で書いてあるんですが，少し時間がかかる問

題なので，今起きている人手不足の問題にどういうふうに対応していくかということについて

は，市としても何かが要るのではないかなという気がします。 

 それから，商店街のところなんですけれども，空き店舗対策については，商工会議所として
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も，随分要望してまいりましたし，具体的な施策として出てきて，大変うれしく思っています。

ぜひ具体的にもっと進めていただければと思うんですが，もう一つの問題として，インバウン

ドの問題があって，なかなかインバウンドのお客さんたちが，中心部のところでしか消費をし

ないということがあるので，できれば商店街に引き込みたい。 

 そういう意味では免税店の手法的な，免税店取り扱いができるということがありますし，も

う少し福岡の商店街であれば，そのような可能性があるんではないかと思っています。そうい

うところについて，全てができるとはとても思えませんけれども，そういう施策についてもご

検討いただければと思っております。 

 以上です。 

 

【会長】  

今幾つか取り組みについて，今後の課題をあげていただいたと思いますけれども，事務局と

して何かございますでしょうか。 

 

【事務局】  

ご指摘いろいろありがとうございます。 

 最初にご指摘いただきました事業承継の関係の問題ですけれども，確かに 5 ページのほうに

記載させていただけていないんですが，なかなか予算等が厳しい中ですけれども，実は今年度

何とかやりくりをしまして，事業引継ぎ支援センターさんと協力する形でセミナーを実施する

ような形にはさせていただきましたので，先ほどプランの中で説明しましたように，追加の事

業という形で何らか反映させていくことができるかなとは考えております。重要な観点だとは

認識しておりますので，今後もそういった取り組みができるよう検討してまいりたいと考えて

おります。 

 それから，人手不足につきましては，すぐにこちらのほうで何かというふうなものをご用意

できていないかなと思うんですけれども，こちらも先ほどからのいろいろなご指摘がございま

すので，重要な視点として取り組みに反映させていただければと考えております。 

 

【事務局】  

もう一つ，商店街の関係でございますけれども，インバウンドの対応につきましては，現在

幾つかの商店街で実際に外国人のお客様向けに多国語の，3 カ国語，4カ国語等のマップをつく

られたような事例もございます。そういったご支援を既にさせていただいているところもござ

います。 

 また，免税制度の改正などの情報提供につきましては，商店街のほうにも，私どもは商工会

議所さんとも協力させていただいて，情報提供等は現在もさせていただいております。今後も

そういった商店街のご要望等もお聞きしながら，必要なご支援等を検討してまいりたいと思い

ます。 
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 以上でございます。 

 

【会長】  

どうもありがとうございました。 

 

【事務局】  

続けて，人手不足の問題に関連して，人材確保について就労支援課からお答えさせていただ

きます。 

 市内 7 カ所に就労相談窓口を設置して，15 歳以上の求職者に就職支援を行っております。最

近かなり雇用情勢がよくなっておりますので，全国的に求職者が減ってきているという状況が

ございますので，就労相談窓口の広報等に力を入れてまいりたいと思っております。 

 また，育児などのために退職された女性の再就職などにつきましては，市民局と連携して，

力を入れてまいりたいと考えております。 

 それから，保健福祉局で高齢者の就労について検討しているところでございます。高齢者の

方の働き方のご希望は様々ですが，就労相談窓口で，求人企業とのマッチングを進めてまいり

ます。 

 また，新卒者につきましては，合同会社説明会を実施するほか，地元企業の魅力を学生に伝

えるために，ウェブを使った情報発信をしているところでございます。 

 以上でございます。 

 

【会長】  

どうもありがとうございました。 

 

【委員】  

私は消費生活アドバイザーで，消費者としてもなんですけれども，小さな会社ですが会社経

営もしておりまして，今回その立場から質問をしたいと思います。 

 資料 3－2 の 2 ページにあります中小企業・スタートアップ企業マッチング事業というところ

で，今までどちらかというと県では，例えば新生活産業くらぶですとかＦＶＭですかね，あの

ようなベンチャー支援のところがコーディネートになって，ある意味そこでマッチングという

ことも試みたりしているわけなんです。 

 この事業は福岡市の中小企業とスタートアップ企業とのマッチングと理解しましたが，どう

いう形でいつごろ，どういう内容でこういうことをされていくのかなというのを，もう少し詳

しくお伺いしたいと思います。 

 

【事務局】  

担当させていただいております経営支援課でございます。 
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 この中小企業・スタートアップ企業マッチング事業につきましては，ご指摘のとおり福岡市

内の中小企業に元気になっていただくということを趣旨に，スタートアップ企業が持つ新しい

事業アイデアですとか，新しい技術ですとか，そういったものを取り込んでいただくためのきっ

かけづくりとしてマッチング事業をやっていくように考えております。 

 今年度はまだ企画中でございますけれども，今の段階では 11月の上旬，及び 2月頃，2 回に

分けて実施しようということで，現在鋭意計画中ということでございます。特に 11 月に実施す

るものにつきましては，スタートアップ企業，それから地場の中小企業さんになるべく数多く

お声かけをして，新しい取り組みに積極的にチャレンジしていただく，そういった機運を高め

ていただけるような事業にしてまいりたいと考えております。 

 また，2 回目につきましては，年が明けて 1 月か 2 月ごろを予定していますが，そちらのほ

うは，具体的にスタートアップの方と中小企業の方が個別に商談ができるような場を設けるよ

うな形にしまして，実際の事業につながっていくような支援をしたいと今のところ考えており

ます。計画中ということで，あまり詳しく申し上げられなくてすみません。 

 

【委員】  

ぜひ情報が渡るようにお願いします。 

 

【事務局】 

 はい。 

 

【委員】  

あまり時間がありませんので，まとめて何点かお聞きしたいと思います。 

 いろいろと今施策を，国の動向も踏まえてやられていると思うんですが，この中小企業振興

審議会で，中小企業の代表の皆さんの意見，市に対する施策は大変いつも参考になります。 

 それで，福岡地区の商店街連合会の方の意見では，福岡市に対する要請として，商店街の活

性化に関する施策を行政機関に申請する際の書類づくりの問題を改善してほしいという意見が

毎年のように挙がっています。 

 今日は来ておられませんが，中小企業家同友会からは，福岡市の中小企業振興基本条例，今

は福岡市にありますけれども，これをもっと改正してほしいという意見が毎年のように出され

ているんです。これはなぜできないのか，検討されているのかという点が，私はいつも気にな

るんです。 

 中小企業の現場の皆さんの意見というのは，大変重いものがあって，それをどう検討してい

るのかというのが，やはり施策の中に見えないというのは，一つ私は大きな不満があります。 

 それと，これの成果指標の中で，いろいろありますけれども，経済センサスを使っておりま

せん。いわゆる都市圏の雇用保険適用事業所のみということになっていますが，これも都市圏

で把握してもいいんですけれども，経済センサスを使わないと，福岡市の施策に基づく正確な
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指標がわからないと思うんです。福岡市について必要だと思うんですけれども，その点をお聞

かせください。 

 

【事務局】  

まず，商店街の申請書類の関係につきましては，地域産業支援課でございます。 

 こちらにございます，ご指摘いただいております地域商店街活性化法をはじめ，いろいろな

書類が複雑だということで，ご意見はお聞きしております。私どもも国や県との意見交換の場

などの機会を捉えまして，こういったご要望，お声があるということはお伝えしております。 

 また，福岡市におきましても，商店街のさまざまな支援をしていただく際の書類につきまし

ても，補助金等を交付させていただきますので，公金を適正に支出するという観点で，一定程

度書類をお出しいただくことは必要かと思っておりますけれども，できるだけ商店街の方に負

担のないようにということで，見直しをさせていただいておりまして，ソフト事業の申請につ

きましては，平成 25年度から一部については簡素化させていただいているようなところもござ

います。 

 また，あわせまして，商店街に関しては，市もそうですし，国や県に申請される際にも，そ

ういう事務的なところで必要なサポート等もご相談に応じてさせていただいているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

【事務局】 

 続きまして，基本条例の関係でございますけれども，本市の条例のほうは，昭和 48 年に設定

されているということでございますが，その後，国のほうで中小企業基本法ですとか，あるい

は中小企業憲章といったものが出されるという中で，いろいろな中小企業支援の理念といった

ものが，そこでうたわれているものでございます。 

 そこで福岡市の条例のほうを見ますと，具体施策が中心となった条例ではございますけれど

も，その中に中小企業が国の経済を支えるものであるといった基本的な理念は，十分反映され

ているのではないかと考えております。また，一定の条例の見直しに当たっては，今のところ

は現行条例の中で十分施策に反映できていると考えているものでございます。 

 あと，推進プランのほうで，経済センサスを使っていないというご指摘なんですけれども，

こちらのほうは便宜上といいますか，通常我々は施策の中では経済センサスのデータを使わせ

ていただいているんですけれども，推進プランにおきましては，28年度までの成果を毎年チェッ

クするために，毎年数字が出てくるデータを必要としていたということがございまして，経済

センサスですと概ね 2 年に一度の発表という形になってしまいますので，そのデータをとるた

めに，次善の策として，雇用の統計のほうを採用させていただいたということで考えておりま

す。 
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【会長】  

よろしいでしょうか。 

 

【委員】  

最後に，ぜひ今言った商店街の問題でも，まだ不十分だということで出されていると思いま

すし，また，中小企業振興条例はぜひ私は必要だと思っています。これは小規模企業振興基本

法の制定を踏まえた，その精神を踏まえたと書いてあります。この小規模企業振興基本法とい

うのは本当に重要な定義が国においてもされておりますので，それを踏まえた改正がぜひ必要

だと思います。 

 経済センサスの問題でいけば，今言われましたけれども，これもしっかりとしていかなけれ

ば，福岡市の正確な指標は反映できないということを最後に言っておきたいと思います。 

 

【会長】  

どうもありがとうございました。 

 

４．その他 

 

【会長】  

まだご意見をいただきたいところなんですけれども，時間のほうが押してまいりましたので，

「その他」ということで，委員の先生方から何かございませんでしょうか。よろしいでしょう

か。 

          〔「なし」の声あり〕 

【会長】  

今日は活発にご議論いただきまして，また，進行にご協力いただきまして，どうもありがと

うございました。 

 私は大学の学部と大学院で，中小企業論という科目で，中小企業の発展ということで研究し

ていますけれども，いかに自分が遅れているかということが，今日のご意見を伺っていて感じ

たところです。 

 あと，もう一つには，10月に日本中小企業学会の全国大会が，福岡大学で開かれますが，ちょ

うどテーマが「地域社会に果たす中小企業の役割」ということになっております。従来は大体

地域の経済だけを考えようということだったんですけれども，それでは足りないということで，

地域の経済と社会に果たす中小企業の役割を考えようというわけです。今日のご意見でも感じ

たんですが，文化的なところまで踏み込んだ議論を期待して，統一論題ということで計画をし

ております。その場で私も今日のご意見を参考にさせていただいて，発言しようかなと思いま

した。 

 それでは，これで議事のほうは終わらせていただきたいと思います。 
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 あと，事務局から何かございますか。 

 

【事務局】  

経済観光文化局長でございます。 

 長時間にわたりまして，いろいろとご議論いただきまして，本当にありがとうございました。

大変参考になるご提案が幾つも出ておりました。私どものＰＲ不足も改めて痛感したところで

ございます。 

 今，非常に大きな，いろいろな企業の方々の経営環境の変化というのが一つございます。長

期的にはもちろん人口が大幅に減少していくという，非常に重大な経済社会の構造的な変化が

前提にございます。 

 福岡市といたしましても，先ほどご説明しまして，ご意見もございましたけれども，福岡市

が持っておりますいろいろな強みがございます。アジアに近いこと，災害が少ないこと，それ

から第三次産業に特化していて非常にすぐれた企業がたくさん育っていること。こういった強

みも一方で生かしながら，中国を中心とするアジアのいろいろな経済的な動きに的確に対応し

て，しっかりとした市全体としての経営戦略を立てまして，また一方で各企業，業界の皆様の

ご意見を反映させた，きめ細かな施策をやっていく必要があると思います。その前提としまし

ては，私ども行政だけではとても経済を担っていくことはできないわけで，できることは環境

整備など，実は逆に限られていると思います。 

 まず第一番目に大事なのは，企業の皆様方にしっかりと新たな時代に対応するためのチャレ

ンジをやっていただく，そういうお気持ちを持っていただくことかと思います。そういったお

気持ちを持っていただけるような取り組みを，私どもとしましてもしっかりと進めてまいりた

いと思っておりますので，今後ともご支援，ご協力を賜りますようによろしくお願いします。

本日は本当にありがとうございました。 

 

【会長】  

ありがとうございました。 

 それでは，これをもちまして本日の議事を終了いたします。委員の皆様には議事の進行にご

協力いただきまして，誠にありがとうございました。 

 それでは進行を事務局にお返しいたします。 

 

５.閉 会 

 

【事務局】  

川上会長，どうもありがとうございました。また，委員の皆様方にも長時間にわたりまして

ご審議をいただきまして，ありがとうございます。 

 それでは，これをもちまして平成 27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
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す。 

 本日は，誠にありがとうございました。 

 

〔 閉 会 〕 


