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資料１

平成 29 年 3 月 29 日

産 業 政 策 課

北九州市の人口構造の推移（階層別（実数）の推移）
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出典：国立社会保障・人口問題研究所
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資料１

平成29年3月29日
産業政策課

第１回目「１０年後の新しい働き方について」

＜主な意見＞
・モテる人材の確保
・ＳＮＳの活用
・人材のシェア
・北九州には優秀な人材が隠れている
・経営における女性目線の取入れ
・年配で技術力を持った方の地元就職
・サービス業の生産性向上
・前向きに色々なことをやっているまちが北九州

・
・

＜議論の整理＞

・働き方改革、柔軟な働き方（フリーランス、テレワーク、副業など）
・創業しやすい環境づくり（NPO、オープンイノベーションなど）
・人材育成（職業体験・訓練、再就職支援など）
・ソフト面で魅力のある街（人・街・食など）
・地域資源の充実（交通インフラ、子育て施設、医療機関など）
・自由のブランディング（若者の求める要素を育む都市など）

・
・

第２回目「モテる都市になるために」
サブテーマ①　「日本一柔軟な働き方が出来るまち」

＜主な意見＞
・５連休取得の推進
・フリーランスの集まり
・生産性の向上、副業
・飲食店のスタートアップ事業
・超短期間でのオープンイノベーション
・様々な価値観の受入れ
・教え過ぎないことが重要

・
・

１０年後の新しい働き方を考える羅針盤会議

今後のテーマ「モテる都市になるために」

今後も２ヶ月に１回を目途に開催予定

議論を整理、課題に落し込むと・・・

サブテーマ①「日本一柔軟な働き方が出来るまち」
サブテーマ②「日本一魅力のあるまち」
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資料２

本市における主な地元就職促進・就業支援事業について

具Ⅰ．具体的なマッチング支援 
①「若者ワークプラザ北九州」（小倉ＡＩＭ、黒崎コムシティ） 

 ・概ね４０歳までの若年者対象 

・カウンセリングからセミナー、マッチングまで一体的に支援（独自の求人開拓） 

（H27年度実績：延べ利用者数18,331人、就職決定者数1,070人） 

②「北九州市Ｕ・Ｉターン応援オフィス」（ＡＩＭ、H28年5月23日開所）

 ・Ｕ・Ｉターン就職希望者（学生含む）とその家族対象 

 ・専任コンサルタントによる就職・転職相談、マッチング 

（H27年度実績：登録者数875人、就職決定者数142人） 

③「シニア・ハローワーク」（ウェルとばた、H28年8月29日開所） 

・概ね５０歳以上の中高年齢者対象 

・国の設置する「シニア・ハローワーク戸畑」と「北九州市高年齢者就業支援センター」

が連携して就業支援を実施 

・カウンセリングからセミナー、マッチングまで一体的に支援（ハローワーク併設） 

・地元企業の求人開拓（潜在的な人材ニーズの掘り起こし）、首都圏大企業等へのアプ

ローチを行い、マッチングを効率的・効果的に行うセカンドキャリア支援を実施 

  （H27年度実績：延べ利用者数19,754人、就職決定者数1,084人） 

企Ⅱ．企業と求職者との出会いの創出 
④求職者と地元企業が一同に会する「合同会社説明会」の開催

（H28年度実績：計6回、延べ参加企業数572社、延べ参加者数2,170人） 

⑤地元企業の新卒採用情報等を掲載した就職情報サイト「キタキュー就職ナビ」の運営

（H28年度実績：会員登録企業数357社、うち企業情報掲載数169社） 

⑥「中小企業向け新卒採用支援事業」の実施（H28年度～） 

  ・民間就職情報サイト活用による採用支援：市内中小企業10社

  ・採用担当者向け研修会の開催（年２回） ：市内中小企業 延べ70社 

地Ⅲ．地元企業を知る機会の創出 
⑦「北九州ゆめみらいワーク」の開催（H28年8月26日・27日） 

（H28年度実績：出展者131団体、延べ参加者数6,485人） 

⑧「地元企業見学バスツアー」の実施

（H28年度実績：高校5校、大学等1校、参加学生数175人） 

⑨市の魅力や地元企業を紹介した学生向けの冊子の作成

（H28年度実績：高校生就職応援マガジン「Ｓｏｄａ！（そうだ）」5,000部） 

⑩大学生等を対象にしたインターンシップの実施

（H28年度実績：参加企業数延べ118社、参加学生数226人）【速報値】 

地Ⅳ．地元企業への情報提供  
⑪人事担当者向け人材確保セミナーの開催 

（H28年度実績：計4回 延べ参加企業数148社、延べ参加者数187人） 

平成 29 年３月 29 日

雇 用 政 策 課
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資料３

平成29年 3月 2９日 

国際ビジネス政策課 

国際ビジネス人材について 

１ 現状 

  日本の文化や考え方を理解し、高い語学力と優れた国際感覚を持つ外国人留学生

は、海外事業展開を目指す地元企業にとって、大変魅力的な存在。 

  本市では 2,000 名を超える外国人留学生が生活しているが、地元への定着には

結びついていないのが現状。  

２ 地元企業からのニーズ 

 （１）海外販売を委託化しているが、外国人材が採用できれば直販化したい 

 （２）現地の政府系職員との直接交渉役として、留学生を採用したい 

 （３）インバウンド需要の増大に対応できる外国人材がほしい など 

３ 外国人留学生の地元定着を妨げる阻害要因 

 （１）地元企業に関する情報の不足 

 （２）就活を含む日本の企業文化に関する理解不足 

 （３）在留資格の変更など入国管理制度に対する地元企業の知識不足 など 

４ これまでの取組み 

 （１）留学生と企業の交流会の開催 

 （２）会社合同説明会における留学生向けのセミナーや相談ブース設置 

 （３）企業向けに、海外人材を雇用する際に知っておくべき制度に関するセミナー

の開催 

５ 新たな取り組み  

  平成２９年度新規施策「国際ビジネス人材獲得応援事業」 

 （１）外国人留学生を対象とした地元企業でのインターンシップ 

 （２）個別マッチング及び入管手続き等コンサルティング 

 （３）駐福岡韓国総領事館との連携による日本語が堪能な韓国人材の地元企業への 

   紹介 
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資料４

平成２９年３月２９日

企 業 立 地 支 援 課

クラウド名刺管理サービス「Ｓansan（サンサン）」活用による 
生産性向上に向けた取組みについて 

１ クラウド名刺管理サービス「Ｓansan」について 

近年、企業が情報資産を管理する手段として、インターネットを利用した「クラウドサ

ービス」が急速に普及している。名刺管理サービス『Sansan（サンサン）』も、スキャナで

読み込まれた名刺情報を、インターネット経由でオペレータが入力し、データ化するクラ

ウドサービスである。

このサービスは、個人の名刺管理業務を大幅に軽減するだけではなく、データ化された

情報を活用し、折衝記録などもインターネット上で組織的に共有できるため、多くの企業

で導入が始まっている。

２ 本市が導入に至った背景

企業立地支援課では、『Sansan』サービスの普及に伴い、名刺をデータ化する入力作業が

大幅に増加しているため、市内コールセンター等の雇用創出の観点から『Sansan』の業務

誘致を行ってきた。

一方、生産年齢人口の減少を背景に、本市でも「新しい働き方」や「労働生産性の向上」

について、市内企業に対して積極的に提案している。そこで、市が率先して『Sansan』な

ど新たなＩＴサービスを利用し、労働生産性を向上させたいと考え、試験的に企業誘致業

務に導入することとした。 

３ これまでの課題

  企業誘致の業務は、企業情報を組織的に共有することが重要であり、東京、大阪にも事

務所を置き、日々連携しながら積極的な誘致活動を行っている。

  しかし、報告書は全て紙で回覧しているため、東京や大阪との情報共有や上司への報告

の即時性、また過去の履歴の検索性の低さに課題があった。また職員は外出先から職場に

戻り、パソコンで報告書を作成する必要があり、業務時間外で作業を行うこともあった。

４ 『Sansan』導入で期待される効果と今後の取り組み 

導入の結果、以下のような「業務効率化」、「営業力強化」に繋がる効果が認められる。 

（１）インターネット上での情報共有により、個々の企業へ適宜適切なフォローが可能

（２）テレワークと組み合わせ、外出先や移動中での報告書作成が可能

（３）過去のコンタクト情報の把握のほか、人事異動の際のスムーズな引継ぎ 

今後も市役所内部での実証・検証を行うとともに、労働生産性向上に資するサービスと

して、セミナーなどを通じて市内企業への導入促進に取り組んでいきたい。
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産業経済局/企業立地支援課

生産性の向上について
Sansan /クラウド名刺管理サービス

報告書
印刷/
製本

部内報告
/回覧

ファイ
リング 引継ぎ

打合せ
記録
入力

名刺をスキャン スマートフォンでも入力・閲覧可能

いつでも、どこでも入力/閲覧可能!
情報共有もスムーズ！

名刺
整理

企業情報
/担当者
情報入力

名刺
整理

打合せ
記録
入力

引継ぎ
企業情報
/担当者
情報入力

報告書
印刷/
製本

部内報告
/回覧

＜課題＞
報告書作成などの事務処理に追われ、
本来業務に十分時間が取れない

例）これまでは…

一方、 では、煩雑な事務処理が自動化

訪問
名刺交換/
打合せ

訪問
名刺交換/
打合せ

データ入力不要！

ファイ
リング
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資料５

平成２９年３月２９日 

商業・サービス産業政策課 

クラウドサービス活用による生産性向上に向けた取組みについて 

１ 背景・目的 

  近年、フィンテックやクラウドサービスと呼ばれる、IT を活用して経理業務や勤怠

管理などの業務の負担を大幅に軽減させる画期的なサービスが生まれている。

  一方、多くの中小企業・小規模事業者は、人手不足の中、手作業による帳簿作成等

に追われながらも、IT に対する苦手意識や情報不足等から、こういった新しいサービ

スの導入に踏み切ることができない現状がある。

  そこで、市内企業の生産性向上や起業しやすい環境づくりを促進することを目的に、

平成 28 年 8 月、マネーフォワード社、北九州銀行、みずほ銀行、北九州市の 4 者で

連携協定を締結し、市内企業に向けて積極的にこういった便利なサービスの紹介、導

入サポートを行っている。

２ 協定の内容 

  マネーフォワード社の提供するクラウドサービスを媒体として、以下の事項を実施。

（１）サービス導入による生産性向上や経営改善事例の積極的な紹介

（２）サービス導入によるモデルケースを構築

（３）サービスの導入、経営改善に向けたサポートの実施

３ 期待される効果 

（１）経理業務など直接売上に結びつかない業務の効率化による利益率向上

（２）効率化された時間、人手を営業や商品開発等に投入することによる売上拡大

（３）経営状況がリアルタイムに把握できることによる経営判断の迅速化

４ 取り組み状況 

協定締結以降、スタートアップ企業や商業者、飲食店向けなど、合計１１回のセミ

ナー、勉強会を開催してクラウドサービスについて紹介し、実際の導入事例も生まれ

ている。

 今後は、引き続きサービスの周知に努めるとともに、実際の導入企業をモニタリン

グし、効果を数値化した上で、ロールモデルとして広く紹介していく。

  また、実際のサービス導入に当たっては、税理士等の理解が不可欠となるため、こ

うした士業の方に向けた勉強会も検討していく。
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帳簿付け、売上日報、給与計算･･･
面倒な作業を自動化し、本業に集中できる環境に

クラウドサービス導入による生産性向上モデル

8


