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１.開 会 

 

【事務局】 

こんにちは。お時間となりましたので，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。 

 本日はご多用の中，当審議会にご出席をいただきまして，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，福岡市経済観光文化局中小企業振興部の藤田で

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，福岡市経済観光文化局理事の合野より，一言ご挨拶を申し上げます。 

 

【合野経済観光文化局理事】 

 皆様，改めまして，こんにちは。経済観光文化局理事の合野でございます。本来ならば局長の重

光がご挨拶申し上げるところでございますが，急用によりまして本日どうしても出席がかなわず，

欠席させていただいております。本日は私のほうからご挨拶申し上げます。 

 委員の皆様には，酷暑の中，また大変お忙しい折，本審議会にご出席を賜りまして，誠にありが

とうございます。また，日ごろより皆様には本市市政推進に多大なるご指導，ご支援を賜りまして，

改めて心より御礼申し上げます。 

 さて，先月，福岡市の人口は 155 万人を突破し，神戸市を抜きまして，政令指定都市で第 5 位に

なり，また，成長戦略の中でも短期的な戦略である交流人口増に向けた観光・ＭＩＣＥの振興によ

りまして，入込観光客数は 3 年連続で過去最高を更新いたしております。好調な経済を反映して市

税収入が増え，この 4年間の伸び率は，全国の政令指定都市の中で第 1位と大きく躍進しており，

本市を含む福岡地区の有効求人倍率が本年 6 月で 1.34 倍，前年同月比で 0.26 ポイントの増になっ

ております。 

 一方で中小企業を取り巻く環境は，超高齢化社会の進展，経済のグローバル化，ＩｏＴ技術の発

達など，経済社会情勢の変化に直面しており，企業において現在の社会ニーズにしっかりと対応し

ていくことが必要となっております。 

 そのような中，国家戦略特区であるグローバル創業・雇用創出特区の取り組みや，中小企業・小

規模事業者振興推進プランに基づく取り組みをしっかりと進め，福岡市経済を支えておられます中

小企業・小規模事業者の皆様が新たな一歩を踏み出し，活躍できる環境を整備することが地域経済

の次のステージへの飛躍につながるものと確信しております。今後も福岡市の中小企業振興施策が

中小企業・小規模事業者の皆様方にとってより充実したものとなるよう進めてまいりますので，ご

理解とご協力を賜りますよう，よろしくお願いいたします。 

 本日は，こうした本市の取り組みにつきまして報告するとともに，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。本日はどうぞよろしくお願いします。 
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２.委員の紹介 

【事務局】 

 それでは今回，一部の委員に交代等がございますので，私のほうから座席表の順番に委員の皆様

のご紹介をさせていただきます。 

〔委員紹介〕 

 

３.議 事 

   議題１ 副会長の選任について 

   議題２ 中小企業の現況について 

   議題３ 福岡市中小企業・小規模事業者振興推進プランについて 

   議題４ 中小企業振興条例改正について 

 

【事務局】 

 それでは，議題に入らせていただく前に，お手元の資料について確認をさせていただきます。 

 

〔配付資料確認〕 

 

【事務局】 

 なお，市議会議員の委員の方を除く，今回 7 月 1日付でご就任いただきました委員の皆様へは，

お手元に辞令書を置かせていただいておりますので，ご了承いただきますようお願いいたします。 

 本審議会の進行に当たりましては，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。以後の進行につきましては，川上会長に議長をお願いいたしたい

と存じます。川上会長，よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

 僣越ではございますけれども，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，皆様のご協力のほど，よろしくお願いいたします。 

 それでは，議題 1 の副会長の選任につきまして，先ほどの事務局からの委員紹介の際にも触れら

れておりましたけれども，副会長を務めておられた福岡地区中小企業団体連合会の正木前会長がか

わられたということで，現在，副会長が不在となっております。 

 福岡市中小企業振興条例施行規則第 28 条第 1 項により，副会長は委員の互選ということになって

おります。どなたか，特にご推薦などございませんでしょうか。 

          〔「なし」の声あり〕 
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【会長】 

 特にご意見がございませんようでしたら，差し支えなければ私のほうから推薦させていただきた

いと思いますが，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，前任の福岡地区中小企業団体連合会の正木前会長の後任とし

て，同じく福岡地区中小企業団体連合会の会長，桑野委員に副会長をお願いしたいと思いますが，

委員の皆様，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】 

 では桑野委員，ご承諾いただけますでしょうか。 

 

【副会長】 

 よろしくお願いします。 

 

【会長】 

 ありがとうございます。それでは，副会長は桑野委員にお願いいたします。桑野委員，お手数で

すけれども，こちらの副会長の席へご移動をお願いいたします。 

 桑野副会長，一言ご挨拶をお願いできますでしょうか。 

 

【副会長】 

 今日初めて参加させていただいて，副会長ということで，私も本当に務まるのだろうかと心配し

ておりますけれども，どうぞ皆様のご指導により，役目を精いっぱい果たせますよう頑張ってまい

りますので，今後ともご指導よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは続きまして，議題 2「中小企業の現況について」でございます。 

 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。議題 2につきましては 30 分程

度を予定しております。申しわけございませんけれども，お時間の関係上，この場ではまず 3 名の

方をこちらから指名させていただいてご発表いただき，そこでの発言をもとに，それ以外の委員の

皆様にも議論をお願いしたいと思いますが，それでよろしいでしょうか。 

          〔「異議なし」の声あり〕 

【会長】 

 ありがとうございます。 
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 では，まず福岡地区中小企業団体連合会の桑野委員にお願いいたします。 

 

【委員】 

 それでは，私のほうから幾つかお話をさせていただきます。私ども福岡地区中小企業団体連合会

の意見としては，皆様のお手元の資料に取りまとめておりますが，これに幾つか追加で発表させて

いただきます。 

 先ほども福岡市内の有効求人倍率が非常に伸びているという話がありましたが，これを裏返せば，

非常に人手不足の状況の中にあるということです。特に福岡市内の小売・サービス業においては，

募集してもなかなか人が集まらない，どこか店を出そうかということになっても，その辺のところ

がネックになって，事業展開もままならないという状況にまで来ているようです。 

 明日，正式発表があるようですけれども，今回も福岡で最低賃金が 22 円の引き上げという目安の

とおりに決まったようです。これによって 765 円にアップ，昨年がたしか 16円の引き上げだったと

思いますので，それよりも上がって，3 年連続で非常に大きな最低賃金の引き上げになります。た

だ，パート募集，求人募集のチラシ等々を見ていただくとわかりますけれども，今，なかなか最低

賃金で募集しているところはありません。一部を除いてですね。ですから，それぐらい賃金の実質

的なところは上がっているということです。最低賃金がこれだけ上がったということは，当然，今

勤めていただいているパート，社員の方々にもこれを反映していかなくてはいけないということで

すので，その分だけまた人件費の負担が増えてくる，なおかつ人がいないということで，中小企業

にとっては非常に大きな負担になっているということです。 

 特に女性のパート勤務の方については，今言われていますけれども，103 万円と 130 万円の壁と

いう税務署の配偶者控除，社会保険の上限がありまして，その中でしか勤められないという方がほ

とんどなんですね。ですから，最低賃金，時間給がアップするということは，働きたくても，時間

調整をして，その枠の中におさめなければいけない。逆に言うと，働く時間がそれだけ短くなる。

事業主からすれば，パートの方が今まで 100時間働いていたのが，今度は 90 時間しか働けないので，

残りの 10時間を新しく募集しなければいけない。またそこで人手不足の問題が出てくるという，私

ども中小企業にとりまして非常に厳しい状況があります。 

 これは国の税制上の問題も控えていますので，なかなか難しいと思うんですけれども，その中で，

私どもにとりましては，どうやってこの人件費の負担を乗り越えていくか，ということが大きな課

題になっております。 

 2 番目の今後の景況ということですが，参議院選挙が終わりまして，与党が大勝ということで，

早速，経済対策，最初は 10兆円とかいう話でしたけれども，最終的に 28 兆円を超える経済対策が

打ち出されております。これがどういう形で私ども中小企業の現場に効果が出てくるのかなと。私

どもとしては大いに期待しているんですけれども，その効果が出てくるまで，何とか中小企業も頑

張ってやっていかなきゃいけないとは思っております。ただ，為替の変動，それから株価，最近は

妙な感じで落ちついているようなところがありますけれども，これ以上株価の低迷，円高が続きま
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すと，大企業の下請が福岡県内には非常に多いものですから，おそらくいろいろな影響が出てくる

だろうということです。 

 それから，外国人観光客のインバウンドにつきましても，落ち込みが大きいということでござい

まして，外国人相手のいろいろな出店を計画してあるところも，やはり考えざるを得ないというと

ころになっております。 

 3 番目の景況判断を踏まえての取り組みということですけれども，私どもは，あくまでも福岡地

区の協同組合，商店街振興会，そういった団体がまとまって作っている会ですので，それぞれの組

合事務局を通じて個別の組合員さんを指導，あるいは一緒に頑張っていくということです。何より

も大事なのは，個々の中小企業が集まっている，それぞれの業界における組合の力を強化していく

しかないだろうということです。福岡市をはじめ，国，県などからさまざまな支援施策や経営革新

支援ということでいただいておりますので，これを広く組合員それぞれに徹底させまして，個々の

組合，そして，それを通じた個々の企業の力をつけようということをこれからやっていきたいと思っ

ております。資料の②に，ものづくり，まちづくりと書いておりますけれども，これがやはり地場

の中小企業にとりまして一番大事なところかなと考えております。 

 4 番目の中小企業振興施策ですけれども，福岡も個別に見ますと，従業員数が極めて少ない零細

の商店，企業が非常に多いということです。こういった商店，企業は，後継者がこれからどうなっ

ていくのかという問題をそれぞれ抱えております。今までは商売できていたけれども，自分の子供

たちにこれをつなぐことができるんだろうかということですね。これは，今までやっていた商売が

これからの環境の中では難しいということもありますし，当然，いつまでも同じことをできる状況

でもないと思います。そういった個人商店がどんどん消滅していくのは，街にとりましても非常に

マイナスなのですが，商店街の中でシャッターがどんどんおりてしまうという状況があります。将

来に夢が持てる，後継者が跡を継ごうというようなお店，企業を一社でも一店でも増やしていきた

い，そういう思いで，ぜひ零細・中小企業に対する振興施策，会社や店，あるいは承継の問題をご

支援いただきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 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，福岡エレコン交流会の土屋委員の代理でご出席いただいております，同会代表幹事

の松尾様にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【委員】 

 ご紹介いただきました，私は福岡エレコン交流会の土屋会長の代理で参りました，代表幹事の松

尾でございます。よろしくお願いします。 

 福岡エレコン交流会は，福岡市内で約 55 社のソフトウエアとハードウエアと半導体など電子部品
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を扱う会社などが加盟している団体でございます。 

 お手元に資料がございますので，あとは追加として私のほうから少し発表させていただきます。 

 まず，現在の景況についてどのようにお考えですかということでございますけれども，福岡のＩ

Ｔ業界は，首都圏からの仕事を結構受注しております。したがいまして，首都圏の動向に左右され

ているところがございます。2014 年から 2016 年の初めぐらいまで，ＩＴ業界は金融や公共及び社

会インフラを中心に好調でございましたけれども，約 3,000 億円ございましたみずほ銀行プロジェ

クトが総合テストフェーズに入り，2 万人体制を今は大幅に縮小しているということです。また，

かんぽ生命の 2,000 億円の大型プロジェクトが一段落したことで，ソフトベンダーに人余りの状況

が発生していて，現在，人員に少し余剰感があるのかなというところでございます。 

 片や，専門的な用語になりますけれども，ご挨拶の中にもございましたＩｏＴとかビッグデータ，

人工知能，ロボットなどを利用した新サービスモデルの提供に向けて，大手ベンダーさんや大手メー

カーさんを中心に，研究・投資・開発が行われているところでございます。 

 続きまして，2 番目の，今後の景況についてどのようにお考えですかということでございますけ

れども，番号利用法，通称マイナンバー法のシステム開発 3,000 億円が今年中に終息するというこ

とです。これらの大型金融・公共については，システムの更新や新制度対応が継続はいたしますけ

れども，来年度にプロジェクトが終息局面を迎えるということでございます。反面，電力会社の送

配電分離システムが 4,000 億円ほどございますけれども，これから徐々に電力会社さんを含め，い

ろいろなところから広がるのではないかと思っております。 

 また，猶予期間がございますけれども，特定労働者派遣法が 3 年後に廃止されます。これが一般

労働者派遣法に移行しないといけないということで，Ｍ＆Ａが発生し，ＩＴの中小企業の縮小や統

合がこれから進み始めるのではないかということが噂されております。 

 それから，3 番目の経営上の問題点・課題でございます。先ほども申し上げましたけれども，既

存ビジネスモデルから新ビジネスモデルへの変化にどう対応するかというのが課題であります。既

存ビジネスモデルというのは，先ほど申しましたいろいろなプロジェクトからの受注，ソフトウエ

アの開発でございますけれども，これが新ビジネスモデル――人工知能とかロボットとかフィンテッ

クとかビッグデータとかＩｏＴなど，これからの主流となるプラットホームの対応の仕方をどうす

るかというのが課題でございます。中小企業は現状の体制で売り上げを確保しながら，今までと違

う新しい技術を取り入れなければならず，今後，経営戦略が必要となると思われます。 

 4 番目，その他，中小企業振興施策に対するご意見があればということでございますけれども，

先ほど申しました新サービス，新プラットホームにおいて，異業種や海外企業，大学，企業さん，

また産学連携，交流接点の提供などをお願いいたしたいと思っております。 

 さらに，セキュリティーですけれども，これは自治体，国，企業は避けては通れませんが，セキュ

リティー技術とかロボットとかセンサーとか人工知能などは，研究の貸し出し，あるいは共同研究

の場などをいただけたらうれしいかなと思うところでございます。 

 以上でございます。 
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【会長】 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして，金融機関の立場から，日本政策金融公庫福岡支店の池隅委員，お願いいたします。 

 

【委員】 ご紹介いただきました，日本政策金融公庫福岡支店の池隅でございます。 

 私ども日本政策金融公庫は，以前の国民生活金融公庫，中小企業金融公庫，農林漁業金融公庫，

この三つが統合して日本政策金融公庫となっております。私はその中で，いわゆる国金，つまり国

民生活金融公庫に所属しておりまして，中小企業の中でも小企業あるいは零細企業，全国で取引先

数が約 90万社，事業所数で言って全国の 4社に 1 社ぐらいとお取引いただいているところでござい

ます。 

 1 点目の現在の景況についてということでございますけれども，私どもで四半期に 1 回，全国中

小企業動向調査を実施しております。直近のデータは 6月中旬に実施したものでございまして，そ

のうち，国金がやっています小企業，原則として従業員が 20 人未満のところで，業況判断ＤＩ，つ

まり自社の業況が「よい」と回答した割合から「悪い」と回答した企業の割合を差し引いた値，こ

れが 4月－6 月実績で全国がマイナス 33.8，福岡県がマイナス 23.1ということで，全国につきまし

ては前の期に比べてマイナス 2.9 ポイント，福岡につきましては前期に比べてマイナス 8.1といっ

たところです。県内企業ということで母数も限られているので，本当に正確かどうかはともかくと

して，ＤＩの値自体は福岡市を含む県内企業のほうが高いんですけれども，前期に比べた落ち込み

幅は全国よりも大きくなっており，やはり熊本地震の影響なんかが大きかったのかなという感じが

しております。7－9 月の見通しにつきましては，全国，福岡，いずれもマイナスが続いているとこ

ろです。 

 一方，中小企業，主に中小公庫が使っている従業員 20 人以上のところなんですけれども，県内の

比較はございませんが，全国の数値でこのＤＩを見ると，先ほど言いましたように，小企業がマイ

ナス 33.8で，ある程度大きな中小企業はマイナス 4.9 でございます。全国の分を本店がプレス発表

するときの，いわゆる見出しがございますけれども，小企業については「足踏みが続いている」，

中小企業につきましては「緩やかな回復基調の中，弱い動きが見られる」といったところでござい

まして，要は，大企業に比べて中小企業ということで一くくりにしているんですけれども，同じ中

小企業の中でもレベル感が随分違うといったところでございます。 

 政権がかわってアベノミクスが開始される直前，前回の景気の谷と言われているのが 2012 年 11

月ですけれども，このときの小企業のＤＩがマイナス 42。これが昨年の 2－4 月から 3－4 月にかけ

てマイナス 24というぐらいで，確かに回復はしているんですが，特徴的なところは，小企業の業況

判断のＤＩにつきましては，過去からずっと見て，バブルのときに唯一プラスになっただけで，以

降は一度もプラスになっていません。小企業は本当に，これはあくまでも感覚の世界なんですけれ

ども，景気が「いい」と感じているよりは「悪い」というほうがずっと多い状態が続いているとこ
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ろでございます。 

 それから，今後の景況ということで，今年度の下期から来年度の上期についてどのようにお考え

ですかということです。私どもは別に経済予測をするシンクタンクではなくて，正確なところは全

然わかりませんが，県内企業につきましては，7－9 月，さらに 10－12 月の業況判断の見通しにつ

いて聞いておりましても，マイナス 15.3ということで，マイナスですけれども改善はしてきていて，

先ほどから話が出ていますようなインバウンド客の回復，あるいは生産活動の回復，それから熊本

地震の負の影響がなくなる，さらに復興・復旧事業が本格化するといったところで，回復するとい

う見込みにはなっております。 

 全国で見ると，半期ごとで業況判断をやっていますけれども，昨年，これは暦年ですが，昨年の

下期は業況判断ＤＩがマイナス 11.2，それが今年の上期はマイナス 40.3 ということでどんと落ち

て，今年の下期は 24.8 ということでかなり回復はするんですが，昨年のよかったころに比べれば，

水準としてはまだ低いといったところでございます。 

 それから 3番目，融資の状況等につきまして，ここはまず融資を受ける小企業の立場から，業況

判断ＤＩとかそういったものとは別に，資金繰りのＤＩ，これは前期に比べて資金繰りが「好転し

た」と回答した企業から「悪化した」と回答した企業の割合を引いたものですが，直近，マイナス

16.8 ということで，マイナスではありますけれども，前期に比べれば 4.3 改善している。あるいは

借入ＤＩ，借り入れが「容易になった」と回答した企業から「難しくなった」と回答した企業の割

合を引いた値はプラス 3.0で，前期に比べて 4.4 の改善ということでございます。 

 冒頭，業況判断ＤＩの話をいたしました。これはあくまで感覚として，御社の業況はいいですか，

悪いですかと聞いたものですから，具体的な数字ではなくて感覚の世界かもしれませんが，業況判

断ＤＩは相当厳しいものの，資金繰りについてはマイナスで楽ではないけれども，借入ＤＩはプラ

スということで，これはいろいろな要因があろうかと思いますけれども，借り入れ自体は，小企業

といえどもそこまで困っていない状態かと思います。 

 あと，経営上の課題として，ほかの委員の方，同友会の資料にもございますけれども，何が御社

にとって一番の経営上の課題ですかというのをずっと聞いております。この 1 番目が「売り上げ不

振」です。特に問題ないという企業も含めて，複数回数ではなくどれか一つを回答してもらうこと

になっていますが，一番の課題は何ですかといったときに，「売り上げ不振」が 47.7％と，半分ぐ

らいの企業でした。リーマンショック直後が 65％程度ですから，それから見れば改善はしています

けれども，依然として一番大きいといったところ。それから，「利益の減少」が 2 割をちょっと切

るぐらい，「求人難」が 13％ほどということで，人手不足という話がかなり出ていて，これは業種

によっても大分違うとは思うんですが，小企業の場合にはまだまだ絶対的な売り上げが足りないこ

とを一番の経営課題に挙げているところが特徴かなという感じがしております。 

 それで融資の特徴として，件数・金額云々といったところは省略いたしますけれども，福岡市は

創業特区ということで，私どもは福岡市のスタートアップカフェにも深く関与をさせていただいて

おります。国金の中では，いわゆるセーフティーネット，これが一番大きいんですけれども，それ
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を除き，次に来るものが創業支援ということで，ボリューム的に，わかりやすく言うと，福岡市内

に私どもの福岡支店と大名の福岡西支店がございます。同じような経済規模で，神戸に神戸支店と

神戸東支店がございます。創業貸し付けの件数を見ると，多分，経済規模はほぼ一緒だと思うんで

すが，創業貸し付けに関しては，福岡・福岡西を合わせたものが神戸・神戸東を合わせたものより

も 3 割程度多いということで，これは当然，福岡市の取り組みもあるでしょうし，もともとが創業

マインドが非常に高い地域だといったところかと思います。 

 ちょっと長くなりましたが，以上でございます。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 今，3 人にご意見をいただいたんですけれども，ただいまの意見も踏まえた上で，ほかの委員の

皆様から，中小企業の現況などについて何かご意見，ご質問などございませんでしょうか。 

 

【委員】 

 貴重なご意見，ありがとうございました。これは意見というよりも質問になると思いますけれど

も，今日の各方の意見を聞いてみても，労働力の確保が厳しいであるとか，アルバイト・パートの

募集をかけても少ない，人員不足，従業員不足，後継者不足ということが本当に深刻な問題だろう

と思います。それで，先ほど言われたように，最低賃金の問題を踏まえて，これをどう解決していっ

たらいいんだろうか，ここが一番のネックなんだということとか，あと，私は市議会議員ですけれ

ども，後からも中小企業・小規模事業者振興推進プランについて議題がありますが，市の施策とし

てこういうところをもうちょっと見てほしいとか，そういうものがあれば聞かせていただきたいと

思います。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。委員の方々で，今の点に関して何か。人手不足とかその辺のことです

が。 

 

【委員】 

 菓子製造業をやっております。新宮に工場があるのですが，近くに大学が多くアルバイトの募集

もそう困らないと思っていましたが，募集してもなかなか集まらないのです。 

 アルバイトの多様化と言っていいのか，学生が好むアルバイトが他にあるのか，工場のアルバイ

トは本当に希望者が少ないですね。また，留学生も多く，彼らと話すと「アルバイトをしたい」と

いう希望があるのですが，留学生の就労というのは法律上長期に継続するというのは難しい。特に

菓子業は人手が欲しい時は周りの会社もほしいところで，新宮地域には菓子パン製造業が多く，ク

リスマス時期には毎年悩まされます。今の時代，留学生が就労しやすい仕組み，企業と学校と留学
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生を含む学生の連携，また日本に来ている外国人の就労しやすい仕組みが出来ることを要望します。 

 

【委員】 

 先週，長崎で九州地域戦略会議夏季セミナーというのがございまして，知事さんとか経済界，大

学の先生が集まって，九州の課題について議論する場があったんですけれども，そこで留学生の就

業の問題が議論されました。留学生は勉強するために日本に来ているんだから，アルバイトとかし

ちゃいけない，1 週間に 28時間以上働いてはいけないという規制があるわけですね。その規制があ

るので，留学生はなかなかアルバイトできない。だけど私費留学生が多いので苦労していると。一

方，日本人学生も勉強しているはずなんですけれども，そういった規制がない。それはやはりおか

しいんじゃないかということで，28 時間という規制を緩和してはどうか，それを九州全体で国に要

望してはどうかという議論がありました。福岡市は国家戦略特区ですから，先行的にそういったこ

とを要望するという手があるのではないかと思っております。 

 

【会長】 

 資格外活動ということで，全国的に 1週間に 28 時間という縛りがあるんですよね。特区であれば，

それを利用して何かできるかもしれませんけれども。 

 

【委員】 

 先ほど私のほうから，パート・アルバイトの採用が非常に厳しいということを述べさせていただ

いたんですけれども，実は大学の新卒の採用についても，地場企業は極めて困っております。とい

うのは，五，六年前まで，世の中の景気がよくなくて就職が難しいという時代があったんですけれ

ども，そのときには学生さんのために県も市も，こういう地場産業があるんだから，あまり中央に

ばかり，東京にばかり目を向けないで，地元の企業にもっと目を向けなさいということで，いろい

ろなイベントをやっていただいたんですけれども，だんだん就職率がよくなってきますと，もうあ

まり学生のことは心配しなくていいのかなというような判断をされたのか，そういう機会が減って

きているようです。 

 やはり自分としては，あくまでも地場の学生，もちろん優秀な方が来られればいいんですけれど

も，とにかく大手に負けないだけの魅力を持った企業もたくさんありますので，そういったことで

ももっともっと市のほうからのご支援をいただきたいなと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

 

【委員】  

 先ほどおっしゃられたように，大卒の問題も一つはあるんですけれども，高卒についての問題も

あります。中小企業の中でも，ある程度の規模の中小企業と，いわゆる小規模企業，私どもの会員

で見ても福岡地区で 1,500 名ほどいるんですけれども，やはり個人事業主プラス，社員が四，五人
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ぐらいまでという会員の方が非常に多いです。そういった企業になりますと，新卒を採用していて

も高卒までとか，あと中途という形になってきます。去年も高校をかなり回ったんですが，今まで

大手企業は全く来られなかったのが，どんどん高校まで回ってきていらっしゃるということで，高

卒からも入りにくくなっているというところがあります。一つは，本人が応募してきたとしても親

御さんから反対されると。その方のお父さん，お母さんは中小企業なんだけれども，「中小企業に

は行くな」というお話しをされるということが本当にあります。 

 私どもで時々，中学生とか高校生に対して，中小企業というのはこういうものなんですよとか，

そういったものも含めた形で学校での講話を行っています。今回の改正案にもいろいろあるんです

けれども，学校というと産学連携とかがありますので，大学とかが重点的な目標とされるんですけ

れども，その前の段階で中学校ぐらいから職業観を持っていただくのと，中小企業の意義を伝えら

れればというのを市としても何らかの形で進めていただくと，採用面でもかなりいい状況が出てく

るのではなかろうかと思います。 

 以上です。 

 

【会長】 

 どうもありがとうございました。 

 ほかに何かご意見とかご質問とかありますでしょうか。 

 

【委員】 

 女性の就労の件で，女性が生き生きと活躍できる社会の仕組みになっているようで，まだまだ改

善しないといけないところが多いと思います。できている企業もあるのかとは思いますが，育児休

暇の間の会社との接点の持ち方持たせ方，また戻ってきても落ち着いて家庭を持ち育児をしながら

も働くことの意義，働くことによる自分自身の成長をしていくという仕組みに中小企業では経費を

かけられない。また，研修の在り方も仕組み化されていないところが大部分です。女性に役職を付

ける女性管理職○○％を目指すという数値目標だけは出来ないこともないですが，中小企業の中で

実際に女性が活躍できる実力という点ではなかなか難しいところです。 

 

【会長】 

 そのほかに何かご意見なりありませんでしょうか。 

 今の女性の勉強というのは，そういう教育をする施設なり機関なりをどこかで設置してくれれば

ということでしょうか。それとも，外に出す場合に費用がかかるので，そういった助成をどこから

かしていただければいいかなという感じなのでしょうか。 

 

【委員】 

 そうですね。自社での準備もしないといけないと思いますが，コストパフォーマンスのいい仕組
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みもあるのではないかと思います。情報の取り方にも問題があるのかもしれません。子育てが終わ

りフルタイムで働いている女性も多い中，９時～１６時勤務，土日祝日休み，また子供が熱を出し

たりすると休まないといけないというのはサービス業の中ではシフト組みの不満が生じることがあ

ります。何か方策がないのか，またいろいろな事例の情報を，どこを見たらわかるのかアナウンス

があると参考にしたく思います。 

 

【会長】 

 それは将来にわたっての課題かもしれないですね。 

 

【委員】 

 そうなんですよ，非常に大きな課題なんですよ。 

 

【会長】 

 どうもありがとうございました。 

 そのほかにはよろしいでしょうか。 

          〔「なし」の声あり〕 

【会長】 

 そうしましたら，時間の関係もございますので，次の議題 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り組み状況について」に移らせていただきたいと思います。 

 これは事務局のほうから説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

 それでは，資料 2 をごらんいただけますでしょうか。中小企業・小規模事業者振興推進プランに

基づく取り組みについてご説明いたしたいと思います。 

 まずは資料をおめくりいただきまして，1 ページをごらんください。 

 初めに，福岡市中小企業・小規模事業者振興推進プランの概要についてご説明いたします。 

 まず，1（1）プラン策定の趣旨でございますけれども，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重要な役割を担っていることに鑑み，

福岡市として中小企業等の振興の意義，目標像，支援の基本姿勢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，体系的に示すというものでございます。 

 （2）のプランの位置づけにつきましては，平成 25年 6 月策定の第 9 次福岡市基本計画の第 1 次

実施計画である政策推進プランにおける施策6－3 地域経済を支える地場中小企業などの競争力強

化を推進する具体的な取り組みをまとめたものでございます。 

 （3）のプランの期間につきましては，平成 26 年から 28 年度までの 3 年間のプランとして事業を

進めているところでございます。 
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 プラン本文につきましては，この資料の 14 ページ以降に原文をつけておりますので，後ほどご参

照いただければと思います。 

 1 ページの 2の経緯でございますけれども，平成 26 年 4月に，副市長を本部長としまして，市の

中小企業施策を全庁的に推進していくために，中小企業・小規模事業者振興推進本部を設置いたし

ました。その後，本審議会や市議会からのご意見などを踏まえて，26 年 9 月にこの中小企業・小規

模事業者振興推進プランを策定したというものでございます。 

 3 の今後のスケジュール（案）でございますけれども，引き続きプランに基づく施策を推進しま

すとともに，今年度，現行プランの総括を行いまして，次期プランの検討を同時並行で行ってまい

ります。 

 今日の次の議題で詳細をご説明させていただきますけれども，来年 7月に中小企業振興条例を改

正したいと思っておりまして，現行の振興推進プランにつきましては期間が来年 3 月までとなって

おりますけれども，改正後の条例に合わせたプランとするために，少し間はあきますが，次期プラ

ンはそれに合わせて決定したいと考えております。 

 次に，2ページをごらんいただけますでしょうか。 

 こちらは平成 28年度中小企業・小規模事業者振興推進プランに基づく取り組みをまとめたもので

ございます。これは，プランに掲げる取り組みの方向性という部分がございまして，こちらに合致

する平成 28 年度の具体的な事業や取り組みについて，全庁的に取りまとめて掲載したものでござい

ます。 

 取り組みの方向性には，2ページの（1）新たな需要を見据えた経営の推進，4 ページの（2）多様

な人材・新たな人材の活用による事業の展開・創出，7 ページの（3）地域活性化のための地域資源

の活用と商店街の振興，10ページの（4）公共事業などの受注機会の確保，11ページの（5）支援体

制の強化と利用促進という五つの柱がございます。プランにおいては，この 5 本の方向性ごとに複

数の小項目を設けて，その小項目の下に具体的な取り組み事業を位置づけるという形になっており

ます。 

 続きまして，28年度の取り組みのうち，新規事業を中心に幾つか，五つの取り組みの方向性に沿っ

てご説明をさせていただきます。再び 2 ページに戻っていただけますでしょうか。 

 2 ページのページタイトルの下に掲載しておりますとおり， 28 年度は事業総数が 118 事業，それ

から，黒い星マークの新規事業が 16 事業，白い星マークの拡充事業が 14 事業という形になってお

ります。 

 取り組みの方向性の一つ目，（1）新たな需要を見据えた経営の推進につきましては，3ページの

一つ目の黒星マーク，北欧ビジネス交流促進事業として，ＩＴやコンテンツをはじめとする地場企

業の海外展開支援という形で，北欧地域とのビジネスマッチングを行うような事業。それから二つ

目の黒星，ＩｏＴ拠点形成事業，こちらは国の地方創生加速化交付金を利用しまして，製品開発の

促進や新規ビジネスの創出等を目指した事業を新たに実施するというものでございます。 

 めくっていただいて，4 ページをごらんいただけますでしょうか。取り組みの方向性の二つ目，
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（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。最初の二つの黒星に掲

げておりますグローバルスタートアップ推進事業と先導的スタートアップ推進事業，こちらは創業

特区の取り組みとしてスタートアップ支援を実施するといったもの，また，その次の農山漁村地域

スタートアップ応援事業とあわせ，この欄の新規のうち三つは総務企画局の事業でございます。こ

のほか，外国人創業活動の支援などを新規に実施しております。 

 次に， 5ページをごらんいただきまして，②に円滑な事業承継支援と書いてございますが，こち

らの中ほどの黒星，事業承継支援事業の新規事業として，セミナーの開催などにより中小企業者の

事業承継の意識の喚起・醸成を行っていくという事業でございます。 

 また，③人材の育成・確保でございますけれども，新しい取り組みとしましては，めくっていた

だいて 6 ページですが，黒星マークの働く人の介護サポートセンター事業，それから下のほうにな

りますが，農林水産局の農の応援事業，こちらを 28年度新規事業として掲載しております。 

 次に 7 ページをごらんいただきまして，取り組みの方向性の三つ目，（3）地域活性化のための地

域資源の活用と商店街の振興という欄でございますけれども，こちらのページの中ほど，黒い星で，

インバウンド観光客受入環境向上事業や観光バスの受入環境の改善をはじめとした観光関連の事業

を掲載させていただいています。 

 また，めくっていただきまして，8 ページには，農林水産局の青果市場ブランド化推進事業です

とか，市民局の“ふくおか”地域の絆応援団事業などを掲載しております。 

 次に， 10 ページをごらんいただけますでしょうか。こちらが取り組みの方向性の四つ目という

ことで，（4）公共事業などの受注機会の確保となります。こちらにつきましては，28 年度新規と

いう形での取り組みはございませんけれども，公共事業の予算確保，また地場企業の受注機会の確

保に継続して取り組んでいるものでございます。 

 11 ページ，取り組みの方向性の五つ目である（5）支援体制の強化と利用促進でございます。こ

ちらについても 28年度新規の取り組みはございませんけれども，例えば一番下の，白星マークをつ

けています福岡市商工金融資金制度の拡充ですけれども，平成 28 年 4 月の融資利率の引き下げ，そ

れから創業支援資金やステップアップ資金の融資枠の拡大などを掲載しております。 

 なお，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，中小企業や小規

模事業者の振興に資する新たな取り組み等がございましたら追加するという形で，改めてホームペー

ジ等で広報・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 28 年度の新規事業等のご説明につきましては以上でございますけれども，次に，

12ページをごらんいただけますでしょうか。 

 こちらが中小企業・小規模事業者振興推進プランに基づく事業数の推移についてでございます。

実施事業数の推移についてでございますけれども，プランの期間である平成 26年度から平成 28年

度までの事業数の推移を示した資料をおつけしております。27年度と 28 年度を比較いたしますと，

事業総数は 114 事業から 118 事業で 4 事業増加，新規事業は 20事業から 16事業ということで 4事

業の減少，拡充事業は 20 事業から 14 事業で 6事業の減少となっておりますが，経済社会環境の変
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化や中小企業のニーズに応じていくということで，スクラップ・アンド・ビルドで事業を継続的に

見直しまして，福岡市の中小企業振興を進めてまいりたいと考えております。 

 あと，13 ページになりますけれども，こちらの中小企業・小規模事業者振興推進プランの成果指

標についてご説明いたします。 

 プランの成果指標としましては，先ほどお示ししたプラン本文の19ページになるんですけれども，

中ほどに，5，中小企業・小規模事業者振興の成果指標というものを書かせていただいております。

こちらで福岡都市圏の中小企業・小規模事業者の事業所数並びに従業者数を，平成 28年度末におい

て事業者数を 4 万 3,000 事業所，また従業者数を 34万人に増やすことをこの推進プランの目標とし

て設定しております。この成果指標につきましては，取り組みの効果を毎年把握できる数である必

要がございますから，調査ベースではない実数で把握できるような雇用保険の適用事業所数，また

被保険者数を指標としまして，プランに位置づけている多様な事業における全体的な効果を示すと

いうことで，その事業所数や従業者数を成果として目標にしたものです。 

 戻っていただきまして，13 ページをもう一度ごらんいただけますでしょうか。 

 こちらはその成果指標につきまして，平成 27 年度末のプランにおける計画と実績をグラフで示し

たものでございます。上のほうのグラフが事業所数の推移，下のほうのグラフが従業者数の推移を

示したものです。それぞれ緑の線がこれまでの実績，黄色の線がプランに対する目標値でございま

して，事業所数につきましては，平成 27 年度計画が 4 万 1,849 事業所に対し，実績が 4 万 1,621

事業所，それから従業者数につきましては，平成 27年度計画が 33万 3,026人に対しまして，実績

33万 8,674 人と，目標に向け，おおむね順調に推移していると考えております。引き続き中小企業・

小規模事業者の振興に取り組んでいきたいと考えております。 

 以上，簡単でございますが，中小企業・小規模事業者振興推進プランに基づく取り組みについて

ご説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

【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，ご質問，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】 

 これは事務局への質問ということになると思いますけれども，3 点あります。 

 まず，先ほどの議論等も踏まえながら，5 ページに人材の育成・確保という施策があります。こ

れを見ておりますと，先ほど各代表の方から述べられたような施策が書かれてありますけれども，

これについて，今のところどういう成果なり，足りないところがあるのかというのを教えていただ

きたい。 

 それと，これも先ほどちょっと意見が出ていたと思うんですけれども，中小企業・小規模事業者
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の振興推進プランと。中小企業の大きなくくりの中でやっているわけですけれども，中小企業と小

規模企業，そして小企業というのは全くレベルが違うものがあります。中小企業といったら，従業

員でいけば 300 人のところでも中小企業。小規模事業者というのは 20 人以下ですね。その小規模事

業者の中でも半分ぐらいを占めるのが 5 人以下の小企業，サービス業。そういうところが混在して

いるので，今日とは言いませんけれども，本当に分けて見ていく必要があるのではないかと私は思っ

ています。それはぜひ意見を言っておきます。 

 それと最後，19 ページに成果指標がありますけれども，これは中小企業・小規模事業者の事業所

数，従業員数を増やすということでいけばうまくいっているんですが，この指標が雇用保険の適用

事業所，被保険者ですね。これは毎年，福岡都市圏ということでやっていますけれども，これと同

時に，経済センサス，これは福岡市だけの指標が，一番新しいものでいけば 2014 年が出ていると思

いますので，こういった場合はその数も出していったほうが客観的に見えるのではないかと私は思っ

ております。ぜひ，そのように改善をしていただけないかということです。 

 以上です。 

 

【事務局】 

 では一つ目のご質問，中小企業の人材の育成・確保につきましては，福岡市でも経済観光文化局

就労支援課がやっている事業の中に，全庁的にさまざまな分野での人材確保や就労支援施策を行っ

ているところでございまして，最近，景気の動向がよいので，どちらかというと就職の支援という

よりは人材確保ということで，そちらのほうに必要性が高まってきているのかなという印象がござ

います。就労支援につきましてはそういうことで，実際には市の施策を使っての就職者というのは

最近減っておりますけれども，これは全体的な状況がよくなっている影響だろうと考えております。 

 先ほども出ましたけれども，新卒者の人材確保につきましては，高校生向けには福岡商工会議所

さんのご協力をいただきまして，高校生の就職希望者の方に，福岡商工会議所会員企業さんを中心

に，高校生を募集していらっしゃる企業さんのリストを学校のほうに渡して役立てていただくとい

う事業も行っておりますし，商工会議所さんがなさっている合同会社説明会も共催させていただき

まして，ご協力させていただいておりますし，福岡市単独でも年明け 1月に合同会社説明会を行っ

ておりまして，これは地場の中小企業さんで，なおかつ正社員の求人がある企業さんに限って出展

いただける形で合同会社説明会を開催しているところでございます。平成 27年度の実績として，62

人の人材確保ができたということもあります。なかなか希望する人材を確保されるというのは難し

いかもしれませんけれども，それなりに成果を出してきているところではないかと考えております。 

 以上でございます。 

 

【事務局】 

 もう一つ，中小企業・小規模事業者振興推進プラン担当の経営支援課ですけれども，人材確保と

いうことで先ほどご指摘いただいた分ですが，5 ページのページ番号のすぐ上に，女性の活躍推進
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事業といったものも掲載させていただいております。先ほどから話題になっておりますけれども，

女性活躍推進のほうは，今回の審議会での意見はきちんと関連部署のほうに伝えて，施策に生かし

ていきたいと思っております。 

 それから，2 番目の中小企業と小規模企業，それから小企業をきちんと分けて考えていくように

というご指摘ですけれども，もちろんいろいろな統計データですとか，商工会議所さんの経営動向

調査ですとか，そういったものも参考にさせていただきながら事業をやっておりまして，そういっ

た中で規模ごとの数字が出ていたりするものですから，施策推進に当たってはそういったものも参

考にさせていただきながら対応させていただきたいと思っております。また，次の推進プランの中

にどう反映させていくのかとか，そういったものも検討課題として考えさせていただきたいと思い

ます。 

 それから，成果指標の部分でございます。雇用保険の統計を使わせていただいているわけなんで

すけれども，少し説明のときに申し上げましたが，雇用保険の数字であれば毎年実数でわかるとい

うことがございまして，経済センサスでいきますと，今現在が 2014年時点調査のデータということ

で，推進プランが 3 年区切りでありますので，経済センサスだけだと数字が追い切れないというこ

ともあって，毎年数字が出てくる雇用の統計調査を活用させていただいております。もちろん経済

センサスも，ちょうど今，28年の活動調査が行われているところだと思いますけれども，そういっ

た基礎データもきちんと把握しながら施策に生かしてまいりたいと考えておりますので，よろしく

お願いいたします。 

 以上，よろしいでしょうか。 

 

【会長】 

 どうもありがとうございました。 

 三つまとめての回答は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。 

 そうしましたら，ほかに何か。 

 

【委員】 

 意見でいいですか。 

 

【会長】 
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 ご意見なり，ご質問でもよろしいですけれども，どうぞ。 

 

【委員】 

 まず 15ページで，今のお話にあった中小企業・小規模事業者振興の意義のところですけれども，

区分をどうするかということについては，定義をはっきりさせて数を数えればいいと思うんですが，

ここの意義のところに，「需要を開拓し，能力の発揮の場を与え，地域経済の活性化に寄与する」

ということが書いてあるんですけれども，実際には小規模企業・中小企業は赤字企業が多いという

ことで，そっちのほうが強調されて，本当は経済に貢献していないのではないかということがよく

言われていると思います。実態としてはそうではなくて，雇用の面でいくと多分 7 割近くを占めて

いると思いますし，それから法人税の納税額についても 4 割から 5割だったと思います。何より社

会保険とかそういうものについても相当な額を納めているというところで，きちんと社会に貢献し

ているということを捉えていかないと，こういう抽象的な書き方だけでは，意義というものが本当

には理解されないのではないかと思いましたので，その点，考慮いただきたいと思います。 

 それから，全然違うところなんですけれども，7 ページの地域活性化のための地域資源の活用の

ところで，ここの①に地域資源の中で「農林水産物」とはっきり書いてありますが，以降は水産物

というのが全然出てきません。福岡の場合，漁獲額ですか，博多港の額は全国 1位だと思います。

水産の役割は相当に大きいはずなんですけれども，一切出てこない，ここは少し偏っているのでは

ないかと思っていますので，そのあたりも考慮をお願いしたいと思います。 

 以上，二つです。 

 

【会長】 

 今，二つほど出ましたので，事務局のほうでよろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 ご指摘ありがとうございます。意義につきましては，確かにご指摘のとおり，少し抽象的な表現

になっているかとも感じます。次期の推進プランを今後考えてまいりますので，先ほどのご指摘も

踏まえて，そういったところを工夫して表現していけるように，中小企業・小規模事業者の重要性

をきちんと訴えていけるようにしたいと考えます。 

 それから，7 ページの農林水産物のところなんですけれども，福岡市で言いますと農林水産局が

所管することになりますが，そういったご意見をきちんと伝えてまいるようにしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

【会長】 

 どうもありがとうございました。 
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【委員】 

 まず，8 ページの姪浜買物広場管理事業は拡充事業になっていますが，これは市内にここしかな

いんですよ。しかも，条例で定めて使用料を市が取っているんですね。商店街のいろいろな事業に

使うための広場になっているんですけれども，決算で言うと，年間で 1,000 円ぐらいしか入ってき

ていないんですよね。だから私は，1,000 円のために条例をつくらなくていいから，もう一般に開

放した方がよい，メーンは商店街が使っていいですよというふうにした方がよいと言ったんだけど，

これはそういう意味での書き方なんですか。どうとでもとれるから，どういう運用をしようとして

あるのか，まず 1点目にこれを聞いてみたい。 

 それから，5 ページの女性活躍推進事業なんですけれども，おっしゃっていた部分で，うちも十

何人かの会社を持っているんですけれども，女性がいます。そのぐらいの規模で女性を半分ぐらい

雇うとなると大変なんですよ。産休しますと，おっしゃるように，かわりを入れなきゃいけない。

しかもうちは市の指定業者で，市からいろいろなものを発注でもらったりしているので，これが技

術者にやめられたら，市は技術者を入れろと言うんですよね。現場監督をさせる人は免許を持った

人をと。免許を持っている人を短期間入れるというのは現実的に難しい。やはり永久に正社員とし

て定年まで雇いますよというようなことでやらなきゃいけない。 

 だから，行政側が数値目標として，女性をどんどん入れなさい，入れなさいと言うのであれば，

そういう経営者側の潜在的な心をわかって，何らかの手助けをしてあげないと，実態としては女性

にいろいろな苦しみを与えることになるし，あるいは企業経営者に非常な苦しみを与えることにな

ると。だから市はプラス何か，産前産後で 1 人 2 年ぐらい，2 人生まれたら 4 年ぐらいと，そんな

の簡単にできるけど，おっしゃるように，従業員が 10 人程度のところでされたら大変なんですよ。

だから潜在的に男性のほうを雇おうかと，同じぐらいのレベルでいらっしゃったらそうなるので，

そこはちょっと，もう少し突っ込んで議論を市の中でやっていただいて，手助けするための施策を

何か打っていただきたいなと思っております。 

 それから，最後に意見だけ言っておきますが，福岡市がどんどん，こんなに立派な施策を打つと，

地場企業というのは登記簿上の企業であればいいわけですから，福岡市の地場企業になるわけです

から，周りの市町村から本社だけ動かすんですよ。実態は外にあります。それが果たしていいのか

という議論を私はずっと問題提起しております。福岡市は体力があるからいろいろなことができま

すけれども，逆に言うと，福岡市にいろいろな部分で一極集中してくることの弊害がいつか出てく

るんじゃないかと思っています。これは意見でいいです。 

 以上です。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 そうしましたら，2点について，事務局から何かございましたら。 
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【事務局】 

 それでは，買物広場のご質問につきまして，地域産業支援課からお答えいたします。 

 ご指摘のとおり，姪浜の買物広場の利用状況がなかなか伸びないということで，区役所，それか

ら地元公民館，地域団体等にも利用の働きかけをしております。これまで商店街を中心に利用を図っ

てきたわけでございますが，もっと広く地域団体等，地元の活動に積極的に使っていただきたいと

いうことで，地域のにぎわいづくりであったり，地域団体の公的な社会活動での利用については，

商店街の利用と同じように減免，無料で使えるように取り扱い要領の見直しをしたところです。今

後，これを広く地元にＰＲして，利用を活発化させていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

【事務局】 

 続きまして，5 ページの女性活躍の部分でということなんですけれども，今すぐこちらで何か具

体的なお答えができるかというと，なかなか難しいと思っていますが，おっしゃったような人材確

保の視点からも，そういう経営者の心をわかって施策をというところは行政としてもきちんと考え

ながら，そういった施策をつくっていくべきと考えます。また，市ならできるけれども小規模なと

ころは厳しいというところも，女性の活躍推進を担当しているところにも伝えながら，施策を検討

してまいりたいと思います。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す。 

 時間の関係がございますので，どうしてもとか，何かほかにご意見なりご質問なりございますで

しょうか。 

 

【委員】 

 もう一ついいですか。 

 

【会長】 

 どうぞ。 

 

【委員】 

 障がい者の就労についての質問です。福岡市は他に先駆けて早い時期に障がい者就労支援センター

を立ち上げられ，障がい者に対しての対応の早さは大変素晴らしいと思います。当社も知的障がい

者の方に工場の中で働いてもらったりしていますが，福岡ジョブサポートというこれから就労に向

かう方のサポートをする事業所の障がい者の方に店舗で長く働いてもらっています。法律上ジョブ
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サポートから来て働いてもらっている方は障がい者の法廷雇用率の中には含まれないようになって

おり，先ほどの留学生の就労と同様に再考する必要があると思います。また，障がい者の仕事とい

うのはマッチングすることが非常に難しく，A 社で月曜日働き，B 社で水曜日午後働くというよう

なジョブミックスのシステム含め障がい者の就労しやすい方策を考えて欲しいと願います。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 障がい者雇用ということですが，事務局で何かご意見なり回答なりできますか。 

 

【事務局】 

 すみません，今こちらにいるのが経済観光文化局ということで，直接にお答えする人間がいない

んですけれども，障がい者雇用の部分はきちんと所管のところにご意見を伝えるような形にしたい

と思います。 

 

【会長】 

 よろしくお願いします。 

 それでは，もう少しご意見をいただきたいところですが，時間ということでございますので，次

に議題 4，福岡市中小企業振興条例の全面改正についてです。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

 それでは，資料 3，福岡市中小企業振興条例の全面改正についてご説明したいと思います。 

 お手元のＡ3カラーのとじ込みの資料でございますけれども，現行の福岡市中小企業振興条例は，

本市が政令指定都市に昇格した直後の昭和 48 年に制定されております。その後，経済環境の変化な

どを踏まえ，今後，全面的に見直しを行おうとするものでございます。 

 この中小企業振興審議会におきましても，過去，条例改正に関してご提案をいただいておりまし

た。また，本市の 6 月議会におきまして，中小企業の振興についてのご質問がございまして，その

中で現行条例の改正についてご提案をいただき，その際，市長のほうから条例改正に取り組んでい

く旨を答弁させていただきました。今後，市として条例改正に向けて取り組みを進めさせていただ

きたいと考えておりますので，本審議会におきましても改正についてのご意見を賜ることができれ

ばと思って，ご説明させていただきます。 

 それでは，お手元の資料に基づきご説明させていただきます。福岡市中小企業振興条例の全面改

正について（案）というふうにさせていただいております。 

 最初に，左上の 1，市内中小企業の状況についてでございます。右のほうに棒グラフ，折れ線グ

ラフを描いていますが，市内中小企業の事業所数及び従業者数の推移を示したものでございまして，
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こちらは経済センサスベースの数字です。いずれもリーマンショック後に一旦減少という形になっ

たんですけれども，その後は増加傾向でございます。 

 また，福岡商工会議所様の地場企業の経営動向調査を参考にさせていただきますと，熊本地震の

影響もあり，全業種において景況判断指数ＤＩ値は悪化という形が 28 年度第 1 四半期の結果として

出ております。ただ，次期のＤＩ予測値については改善の見通しとなっているんですけれども，地

震の影響は和らぎつつあるものの，慢性的な人手不足，それから消費の減退への懸念から，中小企

業においては先行きへの慎重な姿勢を崩していないと考えられるという情報がございます。 

 また，真ん中の 2，市内中小企業を取り巻く主な現状・課題につきましてでございます。先ほど

の議題 2 の中でご説明しました中小企業・小規模事業者振興推進プランにも記載しておりますが，

①資金，人材，商品開発力などの経営資源に制約があること。また，②事業の存続が個人の能力に

大きく依存すること。それから，③商圏が狭く，地域経済の動向に影響を受けやすいということ。

それから，④知名度や信用力などの不足。そういった課題を抱えておられることかと思います。こ

れらの状況や課題を踏まえて，中小企業の振興の基盤となる条例を改正したいと考えております。 

 続いて，その下の 3，条例改正の趣旨についてでございますけれども，現行条例の制定が，先ほ

ど申し上げましたように昭和 48 年ということでございますので，その後，経済社会環境もかなり変

化しております。そのため，施策のよりどころとしての条例を見直しまして，地域社会全体で中小

企業振興の取り組みをしたいと考えております。 

 そのような背景と考え方のもと，条例改正の趣旨としましては，①特区で生まれたチャレンジの

機運を中小企業へ波及させる。②中小企業の進むべきビジョンを地域社会で共有し，中小企業の主

体的な取り組みをバックアップする。③経済社会の環境変化を踏まえた中小企業振興施策を戦略的

に展開するといった形にさせていただいております。 

 続いて，右上の 4，条例改正のイメージのほうをごらんいただけますでしょうか。この四角い枠

の左側半分につきましては現行条例なんですけれども，こちらは目的をはじめ，中小企業者等に対

して，組織化や集団化などに対する助成や融資のあっせん，経営診断や助言などについて規定され

ておりまして，市として施策の根拠が規定されたような条例に今のところなっております。なお，

現行条例の本文自体は，お配りしているつづりの参考 2のところに資料としておつけしております

ので，ご参照くださればと思います。 

 条例改正の資料の右側半分は今回検討する新条例なんですが，イメージとしましては，前文，そ

れから条文等を通じて，中小企業振興と地域振興の理念や考え方を規定するとともに，関係機関等

の責務や役割，施策の基本方針を示した理念・戦略型の条例としたいと考えております。 

 下のほうに関係機関等の責務・役割を図で表示しておりますけれども，中小企業の自主的な努力

とともに，行政や地域経済団体，それから大企業，金融機関，大学や研究機関，市民など，地域に

おけるそれぞれの主体の責務や役割を定めて，地域社会全体で中小企業がイノベーションを起こし，

チャレンジするようなまちを目指していけるように条例を改正し，中小企業施策の質的転換を図り

たいと考えております。 
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 最後に，5 のスケジュールについてですが，企業様等へのヒアリングやアンケートのほか，こち

らの審議会の学識経験者，委員の方を中心に，例えば有識者の方々に条例改正に関する意見をいた

だく場を設けるなどして，内容の検討を行いまして，それらの結果をこの審議会においてもお諮り

し，さらに市議会への報告やパブリックコメントを経て，平成 29 年 6 月議会に改正条例案を上程さ

せていただきたいと今のところ考えております。 

 つきましては，今年度はこの条例改正の内容をお諮りするため，中小企業振興審議会を年内にも

う一度開催して，改めて条例案についてご意見を賜りたいと考えておりますので，委員の皆様にお

かれましてはご協力のほど，よろしくお願いいたします。 

 以上，簡単でございますけれども，中小企業振興条例の全面改正についてこれから取り組みたい

ということで，ご説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

【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，ご質問，ご意見等がございましたら，よ

ろしくお願いいたします。 

 

【委員】 

 時間も限られておりますので，意見と考えを述べさせていただきたいと思います。 

 この中小企業の振興条例の改正については，私も議会の中で，やはり改善すべきだということを

たびたび質問でも取り上げて，意見でも言わせてもらっていました。そういったことで，今回改正

されるということで，非常に期待も持っているところです。 

 そこで意見を言わせていただきたいんですけれども，まずスケジュールのところです。やはり条

例改正という中で，多くの中小・小規模・小企業の方々に参加をしていただいて，時間をかけて十

分に審議をしていただきたいと。この期間がどうなのかということは私はあえて言いませんけれど

も，するべきだと。 

 それをする場合にぜひ参考にしていただきたいのが，小規模企業・小企業の代表を加えた検討組

織を立ち上げて，そこで十分な審議を行ってはどうかと。これは北海道の帯広市で，中小企業の振

興条例を改正した後に部門別にそういう組織を立ち上げて，施策の進行管理も含めてやっていたん

ですけれども，非常にそこが参考になりますので，そういったことも考えていただきたいと。 

 それと，これも言っておきますけれども，東京の墨田区がこれをやったときに，悉皆調査を行っ

ています。墨田区のその当時の職員 180 人が全ての中小・零細企業を回って，現場に行って話を聞

いたと。これを福岡市でもやるべきだと。福岡市はものすごく規模が大きいんですけれども，私が

計算してみたら，700 人ぐらいの職員を使ったら十分にこれをできますので，よろしくお願いした

いと思っております。 

 それと，5 人以下の小企業は，小規模企業，中小企業とは別に条例をつくったほうがいいと私は
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思っています。新潟県で小企業の条例をつくっていますので，ぜひそれも参考にしていったらどう

かと思っております。 

 それと，まとめて言いますけれども，理念のところでちょっと気になるところがあります。条例

改正の趣旨のところで，「特区で生まれたチャレンジの機運を中小企業へ波及」と書いてあります

けれども，果たしてそうなんだろうかという思いがあります。特区については私もいろいろと意見

を持っておりまして，やはり特区でグローバル企業といいながら，起業しやすい環境整備を進めて

おりますが，グローバル企業というところが発展しても，なかなか地場の中小企業なんかには波及

してこないだろうと。ですので，グローバル企業と一般の地域の中小・零細企業は別物だと。私は，

グローバル企業というのは外に出ていって，ものすごく鍛えられていく企業だと思っております。

一方で中小・零細企業というのは，守り，発展させていく，守っていくというのが福岡市の姿勢と

しては求められているのではないかと思っております。 

 それとあと 2 点，先ほど意見が出て，本当にそのとおりだと思いますけれども，中小・零細企業

が地域で雇用をつくって，いろいろな地域のまちづくりなんかにもものすごく役に立っていて，循

環の経済をつくっていく。その中心が小規模企業で，地域循環型の経済をつくるということをこの

理念の中で明確にうたうべきだと思っております。 

 最後になりますけれども，雇用のところです。経済センサスで 2009 年と 2014 年を比較したら，

ほとんど雇用は変わっていません。雇用が変わっていない中で，やはり正規が減って非正規が増え

ているという状況があります。そういう雇用の問題で，しっかりと正規を増やしていくんだという

ことも，ぜひ目標に入れていくべきだと思っております。 

 以上で，ちょっとまとめてですけれども，意見を言わせていただきました。 

 

【会長】 

 今，六つほどかなと思いましたが，少し大きいような問題もいろいろありました。まずはスケジュー

ルのことから，小規模企業の代表者も入れたらどうかというご意見をいただきましたので，そこか

らご回答，ご意見なり，よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

 事務局でございます。 

 小規模企業の代表を入れる検討会を検討してはどうかということなんですけれども，条例をつく

るに当たりましては，今，同時並行で企業様へのアンケートをやっております。また，中小企業の

団体ですとか，そういったところへのヒアリングもやっておりますので，そういった中で，小規模

企業の意見も十分聞けるかなと今のところは考えております。先ほど，条例に少し期間をかけてで

もというお話があったんですけれども，条例をつくるに当たってあまり長く時間をかけるのもどう

かという意見も途中ございましたので，今のところ，中小企業，それから小規模企業，小企業の雇

用を踏まえた形で条例を組み立てていく，その中で審議会の意見等も十分参考にさせていただきな
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がらというふうに考えております。 

 また，悉皆調査等もご意見をいただいたんですけれども，今回，条例の検討をする中で，80企業・

団体ぐらいはヒアリングで実際に生の声を聞かせていただこうということで，経済観光文化局の職

員で回らせていただくように考えておりまして，一部もう実施中でございます。そういった形で，

しっかり現場の声を拾うようにしたいと思っております。 

 また，小企業向けの条例ということで，新潟等の条例を参考にしてはいかがかということですが，

政令指定都市のいろいろな条例も，我々は研究していく中で参考に資料等をもらい，あとは各政令

指定都市の事務局のほうに，条例をつくるに当たっての課題や途中で出てきたものを重々ヒアリン

グしながら進めさせていただいておりますので，他都市の例も参考にさせていただきながら考えて

まいりたいと思っております。 

 また，理念のところで，特区で生まれた機運を波及させるというところでございますけれども，

ご指摘いただいたように，グローバル企業等だけを今回の条例で考えるというものではなくて，中

小・零細の地域における重要性を十分うたっていきたいと考えております。当然その中で，今，福

岡市の特色として特区に勢いがありますので，そういった勢いを，ベンチャーのみならず，既存の

中小企業にどう伝えていけるか，利用・活用していただけるかといった視点も入れていきたいと考

えての表現でございます。 

 また，地域循環経済をつくるといったものにつきましては，今後，条例を形づくる中で，ご意見

として参考にさせていただきたいと思います。 

 また，正規・非正規の部分なんですけれども，条例にうたえるかどうかというのはまだわかりま

せんが，ご意見として参考にさせていただきながら取り組みをさせていただきたいと思っておりま

す。 

 

【事務局】 

 1 点だけ補足をさせていただきますが，先ほどのご意見として，中小・零細企業を守り，発展さ

せるというご意見でございましたけれども，今回の新しい条例におきましては，チャレンジに意欲

のある中小企業についてはそれなりの支援をすることを考えております。また一方で，これまでの

融資，診断・指導，あるいは従業者の福祉施策などの基礎的，一般的な施策につきましては，当然，

しっかりと継続をしていきたいと考えております。いろいろご意見をいただきながら条例案をつくっ

ていき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。 

 以上でございます。 

 

【会長】 

 どうもありがとうございました。 

 ほかに何かございますでしょうか。 
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【委員】 

 中小企業の課題のところで，左側には「経営者の高齢化等により倒産・廃業が進展している」と

書いてあるんですけれども，右側のほうに行くと，そういうことについての対応方針や理念みたい

なものがないような気がします。あると思いますが，明示的に書いていないと思います。やはり廃

業の問題は，これから本当に大きく問題になってくると思います。せっかく築かれてきた中小企業

の資産が途絶えてしまうことになるので，事業承継であるとか，Ｍ＆Ａによる事業の存続であると

か，そういうことについて，大きな課題になっていると思いますから，やはりそこは明示的に挙げ

るべきではないのかなと思います。今，中小企業条例を改正するというのは，その点が大きな問題

になってきているからではないかなと思っています。 

 それからもう一つ，「戦略的」と書いてあるんですが，それが最終的にはイノベーションになっ

ていくということはそのとおりだと思います。ただ，その背景の中に，中小企業の中でも福岡市の

場合はサービス産業が多い。そのサービス産業の生産性が低いことが問題になっているんだと思っ

ています。生産性を上げるということのために，イノベーションという形で一くくりにしていいの

かどうか，ちょっとよくわからないんですけれども，人手不足の問題が出てきたときに，新たに女

性とか高齢者とか，そういう人たちを雇うか，生産性を上げるか，その二つの方法しかないはずだ

と思っています。その生産性を上げるということをもう少し明示的に書くべきではないのかなと思

います。 

 以上，感想です。 

 

【会長】 

 どうもありがとうございました。 

 2 点，事業承継の問題とサービス産業の生産性ということですけれども，それを盛り込んでほし

いということですか。 

 

【委員】 

 できたら。 

 

【会長】 

 できたらですね。それはどうでしょうか。 

 

【事務局】 

 事務局でございます。ご意見大変ありがとうございます。 

 条例改正のイメージの，先ほどご説明した上のほうの箱の右側の少し下のほう，「中小企業振興

審議会」の上に，「施策の基本方針」というところを書き込むような形で考えておりまして，そこ
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に，福岡市がこれから中小企業・小規模事業者向けの施策をどういう方向性で打ち出していくのか

を書き込むことにしたいと思っております。そういった中に，今いただいたようなご意見等を参考

に検討させていただければと思っております。 

 以上でございます。 

 

【委員】 

 団体として，ずっと改正のお話をさせていただいて，こうやって前に進めていただいてありがと

うございます。 

 実際にここの案の文言の中でひとつ，今，福岡市というのは人口も増加して，経済規模も大きく

てということで，日本的に見ても非常に恵まれた市場なんですけれども，やはり人口構成とかを考

えていきますと，今後，人口が減っていくとか，高齢化率が 2010 年の 3 月から去年の末まででいく

と，65歳以上が 20％増えていらっしゃるという自治体でもあるので，財政的にも非常に厳しくなる。

その中で，「地域づくり」という文言を入れていかれて，地域をつくっていく中での中小企業の役

割とか振興という形で捉えていただくと，先ほどもあったように，せっかく特区でチャレンジの機

運というのがありますので，そこら辺を生かしながら，地域を生かすということでされると，言葉

の整合性も大分つくのではなかろうかと思います。 

 最終的には，条例が改正されて施行された後，中小企業に対する施策をどのようにやっていくか

という実際のいろいろな施策に関することは，この振興条例の大もとの理念で進めていかれること

だと思います。今度，実際の運用面で，施行後の振興会議とかいろいろあるかと思いますので，そ

の辺のところをしっかり組み立ていただければ，非常に中小企業にとってはありがたい形になるの

ではないかと思っております。 

 以上です。 

 

【事務局】 

 ありがとうございます。事務局でございます。 

 今おっしゃいました地域づくり，そういったものにつきましても参考にさせていただきたいと思

います。 

 資料 3 の右側のちょうど真ん中あたりに，関係機関等の責務・役割という形で，中小企業の役割

を真ん中に書いておりますけれども，自主的な経営改善等のほかに，地域社会の発展や市民生活向

上に貢献していただける役割を担っていただけたらなとも考えておりますので，このあたりを中心

に，どういった表現をしていくのかとか，そういったところをまた相談させていただき，いろいろ

な方々からご意見をいただきながら，条例案に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】 
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 どうもありがとうございました。 

 時間の関係で，あと，どうしてもという方がもしいらっしゃいましたら。よろしいでしょうか。 

          〔「なし」の声あり〕 

【会長】 

 貴重なご意見をいただきまして，ありがとうございました。この議題でのご発言はここまでとさ

せていただきたいと思います。 

 

４．その他 

 

【会長】 

 予定されている議題は以上でございますけれども，このほかに，もし委員の方々でご意見とかご

質問などございましたらお願いします。特にございませんでしょうか。 

          〔「なし」の声あり〕 

【会長】 

 ありがとうございます。 

 そうしましたら，事務局から何かございませんでしょうか。 

 

【合野経済観光文化局理事】 

 本日は長時間，本当に活発なご議論，貴重なご意見を賜り，ありがとうございます。本日，私の

ほうもしっかりキーワードをチェックしていたんですけれども，やはり皆様方のご意見で我々とし

てまず肝に銘じなければいけないのは，中小企業といえども，小規模からいろいろある。これをしっ

かり明確に，中小企業一くくりじゃなくて，いろいろなところでいろいろな企業に応じて，ちゃん

とそれを捉えながら施策を打っていくということ。それから，中小企業・小規模企業は，商店街を

はじめ，地域のコミュニティーを支えている，地域に貢献しているということをしっかり押さえな

がらやらなくちゃいけないということを意識しました。 

 それから，今日の一番の問題は労働力。有効求人倍率は上がっていますけれども，逆に言えば労

働力が足りない。中小企業の方々は，優秀な人材をどう確保するか本当に困っていらっしゃる。そ

の中で，今日出ましたように，他局にもまたがりますけれども，女性の活躍，女性の問題，それか

ら経営者側の事情をしっかり把握しながら施策を打っていくと。それから障がい者の問題，留学生

の対策，また，分野的には別ですけれども，水産の問題，いろいろな他局にまたがることもしっか

りお聞きしました。これを踏まえまして，他局のほうに今日の状況をお伝えしながら議論していき

たいと思っています。 

 それから，冒頭にありましたように，確かにインバウンドは落ち込みましたけれども，最近は若

干回復していまして，クルーズ船も回復しており，一般のインバウンドも着実に伸びつつあります。

ということで，しっかりこういう機運を捉えながら，インバウンドを生かしながら，地域を活性化
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するような施策に持っていきたいと思っています。 

 それから，エレコン交流会からも出ましたように，今後，いろいろな社会の環境で技術等の更新，

ロボット，ＡＩ，ＩｏＴというところで，我々としましても，こういった中小企業の方々が共同研

究などをしやすいように，しっかりと産学連携とか横の連携の仕組みというか，プラットホームを

つくっていきたいと思っております。 

 その他，いろいろな条例の改正の話につきましても，貴重な意見をありがとうございました。皆

様の本日の意見を反映しながら，今後の中小企業・小規模企業の活性化に我々一同しっかり取り組

んでいきたいと思います。本当に今日は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，誠にありがとうございました。 

 それでは，進行を事務局のほうにお返しします。 

 

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ってご議論い

ただきまして，ありがとうございました。 

 これをもちまして，平成 28 年度福岡市中小企業振興審議会を閉会いたします。本日は誠にありが

とうございました。 

 

〔 閉 会 〕 


