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平成２９年度第１回福岡市中小企業振興審議会 議事録（要旨） 

 

１ 開催日時 

  平成 29 年５月 18日（木） 10:00～ 

   

２ 開催場所 

  西日本新聞会館 16 階 天神スカイホール ウエストルーム 

 

３ 出席者 

（１）福岡市中小企業振興審議会委員 
区 分 氏  名 職  名 

中小企業関係者 

（６名） 

桑 野  龍 一 福岡地区中小企業団体連合会会長 

安 東  友 子 福岡商工会議所女性会副会長 

原   公 志 福岡地区商店街連合会会長 

土 屋  直 知 福岡エレコン交流会会長 

中 山  英 敬 
一般社団法人福岡県中小企業家同友会代表理事 
※代理出席 高谷 幸一 福岡地区会長 

勝 又 政 司 日本政策金融公庫福岡支店長 

学識経験者 

（３名） 

川 上  義 明 福岡大学商学部教授 

髙 木  直 人 公益財団法人九州経済調査協会理事長 

千 葉  真 弓 中小企業診断士 

市議会議員 

（４名） 

高 木   勝 利 福岡市議会議員 

笠    康 雄 福岡市議会議員 

綿 貫 英 彦 福岡市議会議員 

落 石 俊 則 福岡市議会議員 

 ＜欠席＞  福岡商工会議所専務理事 境 正義 
         福岡県産業デザイン協議会副会長 石村 一枝 

       九州の暮らし創造研究所代表 吉田 まりえ 

       福岡市議会議員 大原 弥寿男 

（２）市側 

   福岡市経済観光文化局長ほか 13 名 

（３）傍聴人 

   なし 
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４ 議題 

  ・中小企業振興条例改正について 

  その他 

  ・今後の今後のスケジュールについて 

 

５ 議事概要 

 経済観光文化局長挨拶の後、議事に入る。 

 

【会長】 

○議題「中小企業振興条例改正について」の説明を、事務局である福岡市にお願いする。 

 

【事務局】 

○資料１ 福岡市中小企業振興条例の全面改正について 

○資料２ 福岡市中小企業振興条例（案） 

○資料３ 「福岡市中小企業振興条例の全部改正（案）」に対するパブリック・コメントの実施結

果について 

に基づき説明 

 

【委員】 

○まずはパブコメについて、変えられたところもあるが、今後、施策として検討していきたいとい

うことで、ぜひそのようにやっていただきたい。 

○ただ、「意見の提出状況及び対応」で、31 通、57件というのが、少なかったと思う。私が知って

いる方に、「中小企業振興条例の全面改正は、これからの市の中小企業の施策を考えていく上で

ものすごく重要だから、ぜひ意見を出していただきたい。」と言ったが、仕事が忙しいとかで提

出していないようである。 

○条例をどう活用していくかを考えた場合、中小企業、小規模企業、小企業が、これを活用して頑

張るかという覚悟を持ってもらわないといけない。行政も覚悟を持たないといけないと思う。 

○しかし，この条例があって，全面改定されるということ自体を知らない方々がまだいっぱいいる。

だからこそ、もっと広報、周知しなくてはいけないと思う。 

○その点どうなのか、この数はどうだったのかという思いがある。 

 

【事務局】 

○パブコメの数について、ホームページや区役所ごとにチラシを置く以外にも、多くの関係者に、

お知らせを差し上げた。また、積極的にご意見を出していただきたいと、中小企業支援団体、組

合などにも、ご紹介をさせていただいた。 
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○意見の数についてであるが、過去に市役所で実施されたパブコメでは、住民により身近な基本計

画、福祉、まちづくり分野などは少し多目に集まるが、条例については、ものによっては１桁の

意見だったりする。周知を頑張ったが、結果、このような形となった。 

○ただ、企業の皆さんにこの条例をよく知っていただくことが大事だと考えている。今後、条例が

議決されたのちには、市政だより、あるいはリーフレットなどによる周知を考えており、地域全

体で頑張っていけるよう、広く周知したいと考えている。 

 

【委員】 

○理念条例ではあるが、今後の運用が非常に重要だと思う。資料３の 10 ページのパブコメの意見「そ

の他」で、円卓会議―審議会附属のワーキンググループのようなものが必要だと書かれている。

私はこの意見に賛成である。 

○帯広市は、産業振興会議等をつくって、そこで施策を諮り、アイデアや意見をもらいながら、計

画を充実させていくし、変えていく。より幅広い方々から、いろいろな意見をもらうということ

でいえば、帯広市の取り組みを参考にしていただきたいと思う。 

○パブコメの意見への市の対応と考え方で、そのようなことを考えていたりするのか。 

 

【事務局】 

○円卓会議のご意見についてであるが、それぞれの施策を実施する際に、民間の方々も含めて、ご

意見を聞く場を個別に設けている。そのような幅広い意見を聞くという姿勢については、今後も

市として続けていきたい。 

○どのような意見収集の方法が一番適しているのかは、その都度検討をしながら、皆さんの意見も

聞きながら施策を展開していきたいと考えている。 

 

【委員】 

○条例自体は、問題ないとは思うが、先ほどお話があったような円卓会議とか――これは先日、松

山市で条例を制定された後の審議会において、その下に幾つかワーキンググループがつくられて

いる。いろいろな項目ごとに組織分けをした上で、課題を持って動かれている。 

○その中のワーキンググループでつくられた未来デザインゲームということで、小学生とかに職業

観を持っていただくために実際に動いておられる。 

○審議会は、全体的な討議が必要になっていて、細かいことは別のワーキンググループで、いろい

ろな形で専門的にやっていくことも必要と思う。予算的措置が少なく済むと思うし、実際に事業

をやっている方、学識の方、その分野で精通された方が一緒に活動ができる。 

○それに関して、審議会に関する第 18条第２項で「前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運

営に関し必要な事項は規則で定める」となっているが、規則で付属のワーキンググループの準備

をされていらっしゃるのかどうか。 
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【事務局】 

○現在も審議会の規則があり、それが新しい条例に対応したものになるということで考えている。 

○ご意見をいただいたワーキンググループなどは、市でいろいろな施策を展開する際に、それぞれ

で、ご意見を聞く場を設けている。ご意見は参考にさせていただき、関係部署に、今回のご意見

を周知し、いろいろな対応ができないかを考えていきたい。 

 

【委員】 

○中小企業経営者の立場から二つ意見を述べさせていただく。新しい条例案は、将来に向けて非常

によく考えてあって、私どももこれを真摯にやっていけば、これからも大いに助かる。 

○一つ目は、子供に対する教育で、いろいろな業種の団体が実際に学校の現場まで行って、ものづ

くり教室をやっている。これはボランティアの世界であるが、これに対するご支援をさらにお願

いしたい。これは人材確保という将来のことも考えながら、いろいろな業界が積極的に取り組ん

でいるので、ぜひお願いしたい。 

○二つ目は、現行の条例は、中身が助成金に関する内容が多い。今度の新しい案では、助成金につ

いては第 15 条にまとめてあり、市がその辺を狭くされたのかなと感じる。 

○現行の条例は、わりと具体的に書いている。今回、それが本当にどうなるのか。私どもとしては

ぜひ今までどおり継続していただきたい。その辺のご説明をお願いしたい。 

 

【事務局】 

○一つ目、ものづくり教室についてのご意見について、教育委員会等でもいろいろと小学生向けの

教育事業等をやっている。今後の参考にさせていただきたい。 

○二つ目、条例第 15条の助成金は、第１項で、現行の条例で助成しているものは、対象とすること

ができるように、財政の部署とも話した上で、このような文言にしている。 

○現行の条例では、それぞれの助成について、詳しく記載しているが、内容については、この条例

に基づく規則を同時に修正させていただく中で、これまでの現行の条例にあった細かい助成の手

続きや対象などを規則に残すことで、今のところ検討している。 

○今回、市がこれまで現行の条例で対応していた助成を削るということではなく，引き続き対応し

て，規則で読み込めるようにする予定である。 

 

【委員】 

○内容的にはそのまま継続されるということで安心したが、これだけを見た場合に、全然ボリュー

ムが違う。現行の条例は随分詳しくいろいろと規定されているので。 



 

5 

【会長】 

○そこは規則のほうで整理していくということでよろしいか。 

 

【事務局】 

○第 15 条の１項の助成における組織化、集団化、共同施設といったものが、現行条例では詳しく書

いてあるということであるが、改正する条例にこの文言を残して、細かいことは規則に書くとい

うことで、現在と同じような体制で臨めるように工夫したつもりである。 

 

【事務局】 

○補足で説明をさせていただく。現行条例は、財政上の措置というよりも、助成という形で補助を

することが行政の中心的な役割として書かれていた。 

○今回、理念条例にするに当たって、中小企業の振興は、助成という方法だけが全てではありませ

ん、むしろ地域におけるそれぞれの役割とそのための具体的な施策の方向性、特に方向性につい

ては、第 11 条、第 12 条、第 13 条、配慮事項としては第 14条という形で、多様な側面において、

いろいろな形で施策を推進していきます、と規定している。 

○その推進の具体的な方法が、財政上の措置として、第 15条第１項が助成措置、第２項が助成措置

以外の施策――助成以外にも行政が行う中小企業の振興は、たくさん方法があるので、幅広にやっ

ていくということである。 

○助成金の規定のボリュームは少なくなったが、むしろ全体としては、それ以外のものも含めて、

しっかりやっていくということで、理念条例としての看板を掲げさせていただいている。ご理解

願いたい。 

 

【委員】 

○条文として、助成とか融資の項目をきちんと残していくということは、はっきりしている。ただ、

今、ご質問があったように、知らない方からすると、そこが縮小されているというイメージがあっ

て、不安をお持ちになる方もいると思う。 

○他の自治体では、条例を新規に制定されるとか改正されるとき、条例をこのような考えのもと、

理念型にしていくという説明を記載して広報している。そのような準備いただけると、より安心

いただけるのではないか。 

 

【事務局】 

○今後、リーフレット作成の際に、参考にさせていただきたい。 

 

【委員】 

○３ページの第７条と第８条に金融機関等の役割，大企業者の役割について、この条例が議決され
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た場合に、大企業者の役割については、福岡の財界関係の方とかも含めて、懇談をしたり、説明

をしたりということを考えているのか。 

 

【事務局】 

○金融機関は、融資等もございますので、普段からおつき合いさせていただいている。条例ができ

た際には、ぜひリーフレット等も持って、ご案内をしっかりさせていただきたい。 

○当然、大企業への集まる会合などへ、事務局を通じて、お知らせをしていきたいと考えている。 

 

【委員】 

○第 13 条の多様で活力ある成長発展の促進の主に５号、６号に規定している観光及びＭＩＣＥの振

興、企業立地及び産業集積の促進のところについては、髙島市長を中心に、予算措置も含めてそ

れぞれ結構、取り組まれているところだと思うが、中小企業振興条例の中に，観光・ＭＩＣＥ、

企業立地も含めるのはいかがなものかという意見を持っている。 

○観光客の増とかＭＩＣＥの増によって、現在、どのような効果を得られているのかとか、業界の

方々に教えていただきたい。 

 

【事務局】 

○平成 22 年度に「福岡 観光・集客戦略 2013」を策定いたしまして、その当時の入り込み観光客

数 1,642 万人という数字などをもとに経済波及効果等々を推計している。平成27年の福岡への入り込

み観光客数の数字は 1,974 万人でして、観光客の増とともに、そういった経済波及効果も拡大している

ものと思っている。 

○観光・ＭＩＣＥの推進に伴って、今の好調の部分を、今後、地域の隅々に波及させていきたいと

いう思いもある。例えば、今後は地域の商店街の皆さんと連携したような事業等々を展開してい

きたいと思っている。今後、皆さんのご意見等々を具体的に聞きながら事業を推進していければ

と考えている。 

 

【委員】 

○ＭＩＣＥのほうは何かデータがあるか。 

 

【事務局】 

○国際会議の件数は、平成 23 年当時は 221 件、現在は 363 回、福岡市で開催されている。全国で東京

に次いで２番目の数字である。 

 

【委員】 

○観光客が 1,974 万人、国際会議であれば 363回と、ものすごく多いが、業界に与えている影響と
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いうか、どのような経済波及効果があるのか。数字的に、実際どうなのか、このような点で、も

うちょっとというところがあれば、せっかくの機会ですので、何か伺いたい。 

 

【事務局】 

○昨年６月に開催されたライオンズクラブ大会では、地元の飲食店とか商店街の皆さんが連動しま

して、おもてなしの事業をいろいろ展開していただいた。 

○地元商店街の小売店から、売上げが上がったという意見もあった。具体的な数字は手元にないが、

昨年度末の指紋認証の実施に、川端商店街を中心に取り組んだが、全国的に見ても利用者件数が

福岡は高かったという結果も出た。地元の皆様と意見交換をしながら、今後、そのような施策を

推進していきたいと考えている。 

 

【会長】 

○ＭＩＣＥだと一般的な観光旅行よりも経済波及効果が大きいと言われている、その辺について補

足があればお願いしたい。委員もそれを聞かれたいのではないか。 

 

【委員】 

○せっかくなので、業界の方々からも何かご意見を伺いたい。 

 

【委員】 

○外国からの観光客の皆さんも、行かれるところが大体限られている。 

○ＭＩＣＥにしても、食事は、非常に飲食店は多いが、これもまた場所、店が限られている。福岡

市全体の商店街とかサービス業にあまねく恩恵が行きわたってはいない。 

○市全体の消費が活発になればいいが、現状では残念なことに、中心部以外の商店街・お店に関し

ては、また何かやっている、道が混んで大変である、くらいの感覚で終わっている。 

 

【事務局】 

○団体行動で移動されるクルーズ客は、交通手段がバスということもあり、バスを停めやすいとこ

ろを中心に行動されるということで、限定的な消費効果も見受けられる。 

○はっきりと行動パターンを把握できてないが、観光客は非常に多様化しており、数の上では個人

旅行のほうが多くなっている。個人旅行者も最近はいろいろな手段を使って情報を収集し、自分

の好みの場所に行って消費し、おいしいものを食べたりしているという実態であるため、中小企

業の皆様の持つ魅力を積極的に観光客に届けていくことが非常に大事だと考えている。 

○そのためにも、今年度からは商店街でのインバウンド対策も始めますし、またエリア観光といっ

た地域の観光資源――文化財、文化施設、地域に眠っているような魅力ある資源を掘り起こして、

そこを観光客の皆様に提供する。その流れの中で地域に消費が落ちていくような仕組みをつくっ
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ていく取り組みを開始することにしている。 

○すぐに効果が現れるかわからないが、早めに対策として取組み、見えるような効果がありました

ら、積極的にその広報をしていきたいと考えているので、ご理解のほどお願いしたい。 

 

【委員】 

○第４条の市の責務の第２項に「前項の施策の策定及び実施に当たっては，中小企業者の実態の把

握に努めるとともに」とあるが、中小企業者の実態の把握が非常に重要である。 

○全国の企業の 99％が中小企業、雇用の７割、８割、場所によっては９割ぐらいの雇用のほとんど

が 20 人以下の小規模企業、５人以下の小企業である。実態把握に努める場合、ぜひ規模別に正

確につかんでいただきたい。 

 

【事務局】 

○例えば、アンケートをとる際は、企業の規模別の統計がとれるとか、実際に相談に来ていただい

ている事業者の規模がわかるようにするなど、なるべく実態がわかるように工夫を重ねていきた

いと考えているので、ご理解願いたい。 

 

【会長】 

○私から１点だけ。前文の６行目、あまり「ビジネスマン」と言えないというか、言いにくいとい

うか。こなれていない言葉と思うが、「ビジネスパーソン」と言ったりもするので、そちらのほ

うが、通りやすいと思う。 

 

【委員】 

○確かにビジネスマンと言われると、男性というイメージが強い。今、おっしゃったように、あえ

て「ビジネスパーソン」という言葉を使うことが増えている。変えても良いのではないか。 

 

【事務局】 

○前文は、前後の文章のつながりなども含めて、法務担当部署に相談したい。検討させいただきた

い。 

 

【会長】 

○特に、こだわらないが。 

 

【委員】 

○改正案は、第 11 条で「経営基盤の強化」ということで、挙がっている。通常の振興条例であれば、

主に基本方針という形で、このあたりの施策を載せて終わられているものがほとんどである。 
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○第 12 条で「持続的発展の促進」、第 13 条で「多様で活力ある成長発展の促進」という項目が加わっ

ている。理念型条例では、第 12 条、第 13 条、特に第 13 条がどちらかというとビジョンというか、

主に福岡市が目指すものをアピールし、明確にするために盛り込んでいるような印象を受ける。 

○この第 13 条を加えたのは、何か意図的なものがあり、このような条文構成になっているのかをお

伺いしたい。 

 

【事務局】 

○福岡市における中小企業の振興の大きな方向性を示すことを考え、「経営営基盤の強化」、「持

続的発展の促進」、「多様で活力ある成長発展の促進」としている。 

○中小企業基本法に「多様で活力ある成長発展」、また小規模振興基本法で「事業の持続的な発展」

という理念が謳われている。時代の大きな流れに沿った形で、中小企業振興の姿を構成するよう

な形にしている。 

○他都市ではわりと大きな方向性を並べてあるが、福岡ならでは、というか少し他と違う形で、そ

のような大きな理念でくくって構成している。 

 

２．その他 

  今後のスケジュールについて 

 

【会長】 

○その他の「今後のスケジュールについて」事務局から説明をお願いする。 

 

【事務局】 

＜資料なし、口頭説明＞ 

○６月開会の福岡市議会に議案を上程予定。議決されれば７月１日施行。 

○条例案の第 16 条に基本計画を定めることを記載している。期間が平成 28 年度までであった「福

岡市中小企業・小規模事業者振興推進プラン」を、この条例に基づく基本計画と位置づけ、第二

次プランに改定するように考えている。  

○そのため、次回、審議会を８月上旬頃開く予定にしている。その際、第二次プラン案をご提示さ

せていただき、ご意見をいただきたいと考えている。今後、委員の皆様方に日程調整のご連絡をさ

せていただきたい。ご協力をお願いしたい。 

 

【会長】 

○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。 

 

経済観光文化局長挨拶の後、閉会。 


