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第８回北九州市新成長戦略推進懇話会議事録 

日時：平成 29 年３月 29 日（水）14 時 00 分～ 

場所：ホテルクラウンパレス小倉 ２階 香梅 

（事務局） 

予定時間となりましたので、ただ今から、第８回北九州市新成長戦略推進懇

話会を開催いたします。本日の司会を務めます、新成長戦略推進部の岩見と申

します。よろしくお願いいたします。 

最初に、資料の配付確認をさせていただきます。お手元に配布しております

配布資料一覧をご覧ください。１～８ページまで資料がございます。不足がご

ざいましたら、お申し出ください。よろしいでしょうか。 

それでは、北九州市市長 北橋より、ご挨拶申し上げます。 

（北橋市長） 

皆様、こんにちは。この懇話会も、今回で８回目を迎えますけれども、大変

お忙しい中、ご臨席をいただいて、本当にありがとうございます。 

この懇話会では、新成長戦略の進捗の状況を皆様に報告申し上げまして、そ

して、皆様から忌憚のないご意見を頂くという場所でございます。昨年の８月

に前回開かれておりまして、その時はこの政策全般にわたりまして、大変有益

で貴重なご意見を頂きました。私も、また後ろに控えております各部局の管理

職員も、その会議録をよく読ませていただいて、政策に反映すべく努めてきた

ところでございます。 

その中で、前回、特に意見が多かった、焦点になりましたのは、人手不足と

いう問題と生産性の向上という、このテーマにどう私たちがチャレンジしてい

くかということでございます。ご覧のとおり、国の予測を見ましても、2015 年

を基準にして 2025 年には、全国で約 600 万人、本市においても約５万人、生産

年齢人口が減少するということになっております。そのため、今後、新たな働

き手を増やすこと、生産性を得るということがますます重要になってまいりま

す。 

この新成長戦略の重要な KPI は、５年間で約２万人の新規雇用を創出すると

いうことでございまして、そのためには、皆様方のご意見を踏まえまして、よ

り一層、地場の企業へのきめ細かな支援を行う必要があると思っておりますし、

また、地域経済活性化をして働く場所が増えて、所得も上がって、また人口減

に歯止めがかかっていくように、好循環を目指していきたいと思っております。 

今日は、忌憚のないご意見を頂きますように、当初、たくさん報告事項があ

ったのですけれども、時間を半分にせよということで、もう短くしております。

そして、皆様方にしっかりとご意見をおっしゃっていただこうということでご

ざいますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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（事務局） 

それでは、座長をお願いしております、近藤学長よりご挨拶を頂きたいと思

います。近藤学長、よろしくお願いいたします。 

（近藤座長） 

皆さん、こんにちは。年度末の大変忙しい時にお集まりいただきまして、あ

りがとうございます。また今日は、市長・副市長はじめ、多くの皆さん方にご

臨席いただき、感謝申し上げたいと思います。 

今年になって、１月４日だったと思うのですが、確か日本老齢学会が高齢者

の定義を変更しました。これまでは、65 歳になると高齢者というネーミングだ

ったのですけれども、それが 75 歳に変更する提案がありました。私自身今年９

月に 65 歳を迎えるということで、いよいよ高齢者かなと思っていたのです。そ

れで、名称が変わりまして、あまりネーミングは良くないのですが、65 歳から

「準高齢者」に。ということはどういうことかといえば、もっと働きなさいと

いうことかなと。 

先ほど市長がおっしゃったように、市全体が人手不足、少子高齢化というこ

とで、今後の 10 年後ということで、今日は考えていただきますけれども、そう

いう中で人手不足をどのような形で解消するアイデアがあるだろうかというこ

とを、今日は皆さん方にお聞きしたい。 

それから、私は鹿児島本線を利用していますけれども、１月、年が明けて、

折尾駅に行くと折尾に新しいホームができました。このホームが３ｍくらい高

くなったのです。すると、風景が変わって見えるのです。随分と。こういうふ

うな形で建物ができると変わるんだなという思いを抱きました。しかも、折尾

駅というのは、若者が非常に多い所で、いわゆる乗降客も多いという所です。

また黒崎をはじめ、いろいろなところで、新しい息吹というものを感じていま

す。 

そしてまさに、年が明けてから、北九州マラソンが開催されましたけれども、

初めてではないですかね。こんな良い天気でマラソンをやったのは。３月には

ミクニスタジアムができ、ギラヴァンツも引き分け後に１勝を挙げ、しかも先

週末、商業地に関しては地価も少し値上がりするというふうな、明るい状況が

少しずつ見え始めたと思っています。そういう中で、今日、この新成長戦略の

懇話会の中では、10 年後を見通した上でのテーマを設定されているという形で

す。ぜひ、皆さん方に忌憚のないご意見を頂ければと思っております。 

大学のことを申しますと、平成 27 年度に、市内と関門地域の大学と一緒にな

りまして、ＣＯＣ＋という、若者を地域に定着させる取組みを文科省の支援事

業で行っています。平成 28 年度が実質的にスタートの年だったのですけれども、

ちょうど先週の３月 20 日に報告会を行いました。随分と、若者たち、学生たち

がこの地域で動くような状況になってきたと感じています。今、小倉駅に「ま

なびと JOB ステーション」をつくって、多くの学生たちがそこを利用して活動
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しています。３年生、４年生は、実際に就職活動に携わるわけですが、１年生、

２年生も地元の企業の研究も始めながら、いろいろな形でシビックプライドの

醸成という形で活動しています。 

大学では、10 月から２学期が始まりますが、昨年、「地域の文化と歴史」と「地

域の社会と経済」という科目を設定して、地域における企業の皆さん方、ある

いは文化人、例えば、小倉織の築城さんとか、そういう方を呼んでお話をして

いただいています。受講者の数にびっくりしたのですけれども、「地域の文化と

歴史」に関しては 487 名、それから、「地域の社会と経済」に関しては 378 名と、

非常にたくさんの学生たちが、地域を知るという形での授業に参加しています。

この様な取り組みの中で、少しずつ将来を担っていく、定着に結び付くような、

授業が進められています。 

少し長くなりました。８月以来の会となりますけれども、市長の発言のよう

に、皆さん方のご意見を聞く時間を長くしたというのに、しゃべりすぎました。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

（事務局） 

近藤学長、ありがとうございました。それでは、議事に従って進行いたしま

す。次第に記載しておりますとおり、本日は「生産年齢人口が減少する中での

本市産業について」をテーマに、２つの議題についてご議論いただきます。１

つ目の議題は、「人手不足、雇用の確保について」、２つ目の議題は、「生産性の

向上について」、ご意見を頂きたいと思います。 

ここから先の進行は、近藤学長にお願いいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

（近藤座長） 

それでは、今日の議題について、皆さん方に議論をしていただこうと思いま

す。次第書を見ていただくと分かりますように、２番目の事務局説明、そのあ

と議論のところで意見交換という形になっております。 

まず、事務局のほうから１～５までの資料についてご説明いただいたあと、

それをテーマにしながら、３番目のところを見ていただきますと、（１）「人手

不足、雇用の確保について」、そして、（２）「生産性の向上について」というふ

うに、２つのテーマに分けて議論をするという形になっております。それぞれ、

資料１、２、３までが（１）のテーマ、資料４、５が（２）のテーマに当たる

資料です。 

事務局のほうから説明を、よろしくお願いいたします。 
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３．事務局説明 

（１）人手不足・雇用の確保について 

・「10 年後の新しい働き方を考える羅針盤会議」の概要について 

（産業政策課長） 

それでは初めに、「10 年後の新しい働き方を考える羅針盤会議」について、ご

説明いたします。お手元の資料の１ページ目をご覧ください。先ほど、北橋市

長からもお話にございました、これが我が国、本市が直面する大きな課題とし

て、生産年齢人口の減少というのがございます。棒グラフが、本市の人口全体

の推移、その上の赤枠の中が 15 歳～64 歳の生産年齢人口の推移でございます。

これから 10 年間で生産年齢人口が５万人、20 年間で 10 万人減少するというこ

とを共通認識とした上で、今後、新たな働き手を増やす取組み、あるいは生産

性の向上というのが、非常に大きな課題となるというところまでを共通認識と

した上で、産業界の方々とざっくばらんに意見交換をするという場を設けまし

た。 

そのメンバーとしては、ベンチャー企業を立ち上げた企業家や市内中小企業

の若手経営者、あるいは税理士、シェアオフィスを運営する方々、それと産業

経済局の職員による意見交換会を「羅針盤会議」と名付けて行っております。 

この中で、２ページをご覧いただきたいのですけれども、昨年 12 月に小倉の

ファビットというコアワーキングスペース、シェアオフィスで会議を行いまし

て、第１回目と書いておりますけれども、さまざまな意見を出していただく場

ということで、ざっくばらんにいろいろ頂きました。その意見を、真ん中の四

角のところですけれども、議論を整理して課題に落とし込む。そうしたところ、

６つの事柄が言えたのかなと。フリーランス、テレワーク、副業など、働き方

改革、柔軟な働き方。あるいは、創業しやすい環境づくり。人材育成。あるい

は、人・街・食など、魅力のある街。そして、交通インフラ、子育て施設、医

療機関など、地域資源の充実。それには、自由のブランディイングが必要だと

いうような論点が整理できました。 

それで、今後のテーマとして、大きなテーマを「モテる都市になろうじゃな

いか」ということで、サブテーマを２つ「日本一柔軟な働き方が出来るまちに

なるためには」、それと「日本一魅力のあるまちになるためには」というような

ことを設定いたしまして、第２回目を２月に行い、今後も２カ月に１回をめど

に議論を続けていきたいということで、10 年後を一つの目途として、どんなま

ちになって、どんな働き方をしているまちになるのかというようなことを、今、

議論を始めているところでございます。これにつきましては、継続的にこの場

でもご報告させていただきたいと思っております。 

・本市における主な地元就職促進・就業支援事業について 

（雇用政策課長） 

引き続きまして、「本市における主な地元就職促進・就業支援事業について」
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を、ご説明させていただきます。配付資料３ページ、資料２をご覧いただけれ

ばと思います。大きく４つの視点から事業を推進しておりまして、まず初めに

「Ⅰ．具体的なマッチング支援」について、お話しさせていただきます。 

主に３つの拠点で、マッチング支援を実施してございます。①「若者ワーク

プラザ北九州」でございます。市内に２カ所、小倉ＡＩＭビル、黒崎コムシテ

ィの中に設置してございます。概ね 40 歳までの若年者を対象に、カウンセリン

グからセミナー、マッチングまで一体的な支援を実施してございます。さらに、

正規雇用を希望する若者と人材を求める地元中小企業等を、職場実習を通して

マッチングを行う事業も実施してございます。 

次に、②「北九州市Ｕ・Ｉターン応援オフィス」でございます。Ｕ・Ｉター

ン事業につきましては、平成２年度より実施しております。昨年度まで、2,100

名を超える方の地元就職の実績がございます。さらに、女性・若者の地元就職

やＵ・Ｉターン就職を促進するため、昨年５月からＡＩＭビル２階の若者ワー

クプラザ「ウーマンワークカフェ」に隣接して、常設のオフィスを開設してご

ざいます。Ｕ・Ｉターン就職希望者及びその家族への、時期に関わらない相談

受付。専任コンサルタントによるカウンセリング、職業紹介を実施しておると

ころでございます。 

次に、③「シニア・ハローワーク」でございます。これは、概ね 50 歳以上の

中高年齢者を対象に就業支援を行う「シニア・ハローワーク戸畑」と、従前か

らあります「北九州市高年齢者就業支援センター」が連携いたしまして、中高

年齢者のさまざまな就業ニーズに応えていく、ワンストップサービスを実施し

てございます。具体的には、進路、適職相談、再就職支援、各種セミナーの開

催、臨時・短期的な就業相談、人材派遣就業の紹介などについて、きめ細かな

支援を行っているところでございます。 

また、首都圏大企業等において、豊富な知識と経験を持った役職定年者など

の方と市内中小企業の求める人材ニーズを結び付けることで、首都圏からの人

材還流、市内企業の発展の双方を目指す「セカンドキャリア支援事業」も実施

しているところでございます。 

「Ⅱ．企業と求職者との出逢いの創出」でございます。主なものといたしま

しては、実際に多くの企業と求職者が一堂に会する「合同会社説明会」の開催。

インターネットを活用して、幅広く地元企業の新卒採用情報を発信する就職情

報サイト「キタキュー就職ナビ」の運営。それから、学生の就職活動の主流と

なっています「マイナビ」などの大手民間就職サイトを活用した掲載支援を行

うなど、地元企業の採用活動支援を行っているところです。 

「Ⅲ．地元企業を知る機会の創出」でございます。高校生、大学生の他、教

員や保護者などの地元就職のさまざまな職業の話を直接聞き、体験できるキャ

リア教育イベント「北九州ゆめみらいワーク」の開催をはじめとして、地元企

業の見学バスツアーや地元企業を紹介する就職応援マガジン作成、産学官連携

によるインターンシップの実施などによりまして、学生はもとより、保護者や
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先生方に対しましても、オンリーワンの技術を持っている企業、100 年続く老舗

企業など、地元に素晴らしい企業があることを知っていただくことで、将来の

地元就職定着に結び付けていきたいと考えてございます。 

最後の「Ⅳ．地元企業への情報提供」ということで、人材確保セミナーと題

して、地元企業に対して採用や学生の就職動向に関する情報提供にも取り組ん

でいるところでございます。 

・国際ビジネス人材について 

（国際ビジネス政策課長） 

それでは、引き続きまして、私のほうから、４ページの資料３をご覧いただ

きたいと思います。「国際ビジネス人材について」ということで、フォーカスを

外国人留学生の地元就職に向けての取組みについてのお話をさせていただきま

す。 

現在、本市では 2,000 名を超える外国人留学生の方が生活しておられます。

日本の文化や考え方を理解し、高い語学力、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企業にとって、即戦力のある大変魅力的な存在で

あります。皆さん、母国との掛け橋となるべく、日本での就職に意欲を持って

おられますが、さまざまな事情により帰国されたり、市外企業に就職するなど、

必ずしも地元への定着には結び付いていないのが現状です。 

一方で、地元の企業のほうからは、海外販売を委託化しているが、外国人材

が採用できると直販化したいとか、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。また、インバウンド事業の増大に対応できる外国人材がほ

しいといったような採用ニーズをお聞きすることがございます。 

しかしながら、課題といたしまして、留学生の地元企業に対する情報不足や

就職活動を含む日本の企業文化に関する理解不足。また、企業サイドとしまし

ては、在留資格の変更など入国管理制度に対する知識不足などが挙げられてお

ります。 

これまでも、これらの課題を解決するため市としては、留学生と企業の交流

会の開催、会社合同説明会における留学生向けセミナーや相談ブース設置。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企業向けセミ

ナーの開催などを行ってまいりました。 

平成 29 年度からは、さらに新規の施策を実施します。「国際ビジネス人材獲

得応援事業」ということで、この事業では外国人留学生を対象としたインター

ンシップ、個別マッチング及び入管手続き等のコンサルティング。また、在福

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な

どを行うこととしております。 

冒頭にもありましたように、生産年齢人口が大きく減少する中、外国人留学

生の獲得は、海外展開を目指す地元企業の国際ビジネスの進行やインバウンド

による地域活性化など、本市の成長戦略上、他の都市に先駆けて取り組むべき
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課題ではないかと考えております。外国人留学生の地元定着は、新たな働き手

の確保にもつながり、今後とも地元企業への就職支援に取り組んでまいるとこ

ろでございます。 

（２）生産性の向上について 

・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 

（情報・通信産業担当課長） 

それでは引き続きまして、生産性向上に向けた取組みとしまして、クラウド

名刺管理サービス「Sansan」の市役所での導入事例をご紹介いたします。まず、

「Sansann」の仕組みについて、簡単にご説明したいと思います。お手元の資料

４、５ページと６ページをご覧ください。 

近年、企業が情報資産を管理する手段としまして、インターネットを利用し

た「クラウドサービス」が急速に普及しております。Sansan 株式会社が展開し

ます名刺管理サービス「Sansan」は、各自が名刺交換しました名刺を職場に設

置したスキャナ、あるいはスマートフォンアプリで読み込ませまして、インタ

ーネット経由で送信しますと、ＯＣＲ処理とオペレーターによる入力で、顧客

データベースを自動で構築するクラウドサービスでございます。このサービス

を利用することで、個人の名刺管理業務を大幅に軽減するだけでなく、データ

化された名刺情報を活用しまして、折衝記録などインターネット上で組織的に

共有が可能となります。 

現在、全国で 5,500 を超える企業で導入実績がございまして、国内シェアが

80％を超えるシステムと聞いております。本市におきましても、企業誘致部門

において、この新たなＩＴサービスを利用しまして、上中心の日常業務の生産

性を向上させたいと考えまして、昨年の 11 月より試験的に導入してございます。 

導入を検討した背景としまして、これまでの業務に幾つかの課題がございま

した。企業誘致におきましては、情報を組織的に共有しまして素早く行動する

ことが非常に重要であります。このため、東京や大阪にも事務所を置きまして、

日々連携を取り積極的に誘致活動を実施しております。年間、4,000 件程度、企

業の方と面会をしております。 

しかしながら、報告書は全て紙で回覧しておりまして、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というところ

に課題がございました。また、担当の職員は外出先から職場に戻って、パソコ

ンで訪問先の入力、報告書を作成しており、業務時間外で作業を行うことにも

なっておりました。 

そこで、この「Sansan」導入後の効果としましては、インターネット上での

情報共有によりまして、個々の企業への適宜、適切なフォローが可能になった。

タブレットやスマートフォンなどモバイル端末を用いたテレワークと組み合わ

せまして、外出先や移動中での履歴の検索、報告書作成が可能になりました。
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また、人事異動の際のスムーズな引継ぎの実施などがございまして、顧客情報

の共有管理によりまして、業務の効率化、営業力の強化につながる効果が見ら

れるようになっております。 

今後も、当課を中心にしまして、市役所内部で効果を検証するとともに、生

産性向上、競争力強化に資するサービスとしまして、セミナーなどを通じまし

て、市内企業への導入促進に取り組んでまいりたいと考えております。 

・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 

（商業・サービス産業政策課長） 

では、次に「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」、ご説明いたします。７ページ、資料５をご覧ください。 

近年、「フィンテック」、「クラウドサービス」という言葉がよくメディアでも

取り上げられますけれども、日々の企業経営におきまして、経理、勤怠管理等、

いわゆるバックオフィスの業務というものの負担を大幅に軽減するサービスが

出現しております。地元企業の皆さんと会話しておりますと、なかなかこうし

たＩＴサービスに対する心理的ハードル、特に費用面と、こういった取組みに

対してコミットする社員の確保ができないといったような理由から、なかなか

地元企業でのこういったサービスというのが普及しにくいという現状を我々は

感じておりまして、何らか生産性の向上に対するソリューションとして、極め

て有効と我々考えている中で、地元企業の皆さんに、何とかアプローチしたい

ということで、そこに書いてありますとおり、昨年の８月、マネーフォワード

という会社と地元の北九州銀行、みずほ銀行、本市ということで連携協定を締

結したところでございます。 

協定の内容について、２番に書いてございますけれども、こうした便利なサ

ービスを、まず地元の皆さんに知っていただく機会が必要ということで、これ

まで 11 回、月２回程度、小規模ではありますけれども、まめにセミナーを開催

してきたということです。 

あと、やはりこうした新しいサービスについては、ロールモデルが必要なも

のですから、地場の事業者の皆さんと会話しながら、実際に導入して数字を改

善していくといったものを、とにかく早く見ていただく必要があろうというこ

とで、今、モデルケースを構築しているところでございます。そのモデルケー

スの構築にあたっては、必要に応じたサポートを産業経済局のほうで実施して

おるというのが現状でございます。 

クラウドサービス、クラウドツールといわれるものについては、１枚めくっ

ていただきまして、８ページに模式図を書いてありますけれども、今まで手作

業でやっていた作業というのが、スマホ上、もしくはタブレット上での入力に

よって、即座に帳簿等に反映できると。一番分かりやすいのは、右下にありま

す「クラウド経費精算」というのがあるのですが、例えば、業務でタクシーに

乗った場合に、その領収書はそれまで会社に持ち帰って、経理の方に記帳して
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いただいていたものを、自分のスマホで画像を撮ってアプリ上に送ると、自動

的に仕分がされるということで、先ほどありましたけれども、そうした各種デ

ータの即時性、経営数値がただちに確認できると。言ってみれば、日々決算が

可能な状態になるというところに、非常に有益であると考えております。 

昨年の８月、連携協定締結以降について、いろいろと課題もございます。実

際に、事業者の方に理解していただくのはもちろんなのですけれども、事業者

の皆さん、経営に伴走してある方、皆さんのこうしたクラウドサービスに対す

る理解。特に、そこに書いてある税理士さんが、やはりこうしたクラウドサー

ビスに対して少しまだ抵抗感があるといったところ。そういったマインドと言

いますか、メンタリティの変化、変容というのを、何か作用していけないもの

だろうかというところを、今、考えているところでございます。 

以上で、事務局からの説明を終わります。 

３．議論（意見交換） 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。今、資料１～５までについて、各テーマで

ご説明いただきました。ここからは、議事次第に従いまして、３番目の「議論・

意見交換」というところに移りたいと思います。テーマは、先ほどありました

ように、「生産年齢人口が減少する中での本市産業について」ということで、ま

ずは、主に資料２と３に限定いたしまして、「人手不足、雇用の確保について」

という課題から議論をしたいと思います。 

事務局からご説明いただきましたので、まずは、この説明に対してご意見を

伺おうと思います。もちろんご質問でも結構です。どなたからでも結構ですの

で、挙手いただければありがたいのですが。なかなか、最初に手を挙げるとい

うのは難しいので、こういう場合は松永先生にお願いするということになって

おりますので、では、先生、よろしくお願いします。 

（松永構成員） 

まず、人手不足の話でよろしいですか。資料を見せていただいて、やはり重

要なテーマの１つということで、羅針盤会議で言われているのは、「柔軟な働き

方」という言葉だと思うのです。特に、先ほどから出ていますように、65 歳以

上、60 歳、70 歳も含まれるかも分かりませんけれども、せっかくスキルを持っ

た経験者の方がおられて、その人はフルタイムで働いてない人も結構おられる

と思うのです。そうすると、雇用形態として、例えば時間を制限した形でそう

いう人たちを活用するというような、柔軟な給与体系というのがつくれると思

うのです。多分、これが一番端的に重要なことだと思います。 

ただし、もう１つ考えなければいけないのは、人手不足というのは、実はも

う今はどこでも人手不足です。どの街に行って聞いても人手不足。１カ月くら

い前に名古屋の、もう本当に超優良の大手企業さんと話をしたのですが、名古
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屋はもう全然人が採れないと。結局、自動車産業の大手とかティアワンとか、

そういうところに全部集まってしまって、日本でもトップクラスの企業が人手

不足に陥っている。だから、これはもう、人の取り合いが始まっているという

ことだと思うのです。だから、日本の特徴というのは、やはりそこで働いてき

た人たちで定年された方をいかにうまく使っていくのかということは、これは

各企業さんが知恵を絞っていただくしかないと私は思います。 

私ももう 67 歳なので、同じ年齢と人と話をすると、年金をもらっている人た

ちは、別にたくさん給料が欲しいわけではないのです。自分の働きがいのある

働き方をしたいと言う人が結構おられるので、そういう人たちをどうやって活

用するかということは、これはやはりそれぞれの業態によって違うと思うので、

それぞれの企業で知恵を絞ってもらう必要があると思います。 

２点目は若者の話をすると、当然、北九州の中堅とか中小企業さんは、大企

業に比べて待遇は悪いです。大企業ほど給料は払えない。だけど、やはり、い

い待遇というのは常に考えておかないといけなくて、やれる範囲内でいい待遇

を、もちろん賃金も含めてですけれども考えないといけないし、実は、そのた

めには何か必要かというと、２番目のテーマの生産性を上げるということだと

思うのです。いかに生産性を上げるか。ただし、IoT とか、フィンテックもそう

ですけれど、今言われているいろいろなもので、重要な点は、先ほど説明があ

りました、ほとんど ICT 技術を使うのです。ところが、私はヒューマンメディ

アの理事長をやっていますけれども、北九州だけではないのですが、ICT の技術

を駆使できなくてもいいけれど、ある程度、自分で自由に使えるような人たち

が非常に少ない。少ないけれど、これは必要なのだから、そして、一方では有

効求人倍率も１点何倍という話になっている時代に、やはりミスマッチが起こ

っていて、就職ができない人もおられるのです。そういう人たちは、今までと

同じ仕事でやっていると、多分、やはりいい就職はないので、社会人の再教育、

特に ICT に関わる再教育というのは必要だと思います。 

ただこれは、コストとの兼ね合いと先ほど言われましたけれど、実はそんな

に難しい話ではなくて、今の時代、やはり生産性と関係あります。例えば、我々

も IoT 育成をやっていますけれども、ある企業さんが IoT を導入するのに、大

体１セット 20 万円くらいで支援しているのです。なぜそんなことができるかと

いったら、パソコンさえあれば、センサーは本当に何十円か、100 円、1,000 円

くらいの範囲内であるし、ソフトウエアも、若い子に少し教えるとできるよう

なオープンソースを使ってやれば、ほとんどただ同然でソフトウエアが作れる

のです。高校生だと、もう１日か２日教えればできるくらいのところまでいき

ますから、そういう意味で、やはり社会人の再教育の部分でそういうことを教

える仕組みを、既に始めているのですけれども、なかなか人が集まってきてい

ない。そこの意識のギャップをどう埋めるかというのは、それこそ市民だより

でも徹底的に、毎回そういう広告を打ってもらって、どんどん皆さん方にそう

いうものに参加してもらう。そうすると、就職はできますよというスキームを
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うまく作っていけば、女性の方でもできるし、年寄りになると、もうやる気が

ないのですけれども、もう少し若い人だとできると思います。そういう点は、

まだ工夫の余地があると思います。 

あともう１つ重要なのは、外国人です。これは、私がおりますＦＡＩＳでも、

実は４月から体制づくりを変えて、留学生に、今も教育をやっているのですけ

れども、実は欠けている部分があると思うのは、日本で働くのだったら、日本

の企業はこうなのだということを留学生に知ってもらう機会をどんどんつくら

なければいけないし、教えなければいけないと思うのです。日本の企業のやり

方を外国人の人に知ってもらって、それで、日本で働きたい人は就職できるよ

うなチャンスをどんどんつくる。 

もちろん、企業との交流という意味では、留学生のインターンシップだと思

うのです。これも、実は今年１つ成功した例があって、活性化協議会がやって

いる長期インターンシップの学生がいる企業で、実は IOT をＦＡＩＳが入れた

のです。ものづくりの企業なのですけれど、そこの技術者は全然扱えないのに、

インターンシップの学生は簡単に扱うのです。だから、学生のインターンシッ

プと IT 化というのを連動させることも、私は一つの方法と思うのです。それを

通して、社員の人にも学んでもらう。 

そういういろいろな手を打たない限りは、本当の意味で人手不足というのは

解消しないと思いますし、それを北九州市として前面にフラグを立てて、北九

州市は IT 最先端都市と、こう揚げてもらったら、今度、東京にＩターン、Ｕタ

ーンするときに、ああ、そうだったら北九州に戻ろうかという人も出てくる。

そこのイメージ戦略、ブランド戦略も非常に重要だと思っています。それは、

市役所だけにお願いするのではなしに、いろいろな方がそういうことをやって

いただく。 

最後にもう１点ですけれども、北九州の企業さんになぜ学生が就職しないか

ということです。まず、知らないというわけです。それから、実は、彼らは就

職活動をするときに、決して紙ベースの媒体を見るわけではないのです。やは

り、ネット上で情報を集めるときに、ホームページがあまり貧弱だったら、学

生は行きたいとは思わないのです。その部分は、そんなに大きなお金ではない

から、自分たちが発信したいことを企業に発信してもらう必要があると思いま

す。特に重要なのは、成功している企業さんは全部そうなのですけれども、社

長さんが直接若い人に声を掛けているのです。メッセージを飛ばしているので

す。私はこんなことがしたい、私の会社はこんなことがしたいんだということ

を、特に中小企業の社長さんにはインターネット上でどんどん言ってもらう必

要があると思います。だから、２～３分のビデオを作って流してもらうだけで、

私の会社はこんなことをしたいのですよと言ったら、今の学生はすぐ見ますか

ら、それに意気を感じるというのもあります。そういう意味では、いろいろな

手を打っておかなければいけない。 

実は、こういう人手不足になる前にそういう手を打っておかなければいけな
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かったのを、人手不足になってから打ったのでは遅いのです。だけど、そうは

言っても仕方ないから、今からでもやったほうがいいと思います。 

（近藤座長） 

どもうありがとうございました。多岐にわたるご意見を頂いたと思います。

まず、資料１のところで、先ほど私も冒頭に話したのですけれども、この赤で

囲った部分を少し伸ばしましょうという、アクティブシニアではないですけれ

ども、そういう発想が必要だろうということと、それから、リカラント的な教

育ということで、年代に合わせた形での、いわゆる再教育をする仕組みづくり。

それから、留学生、外国人に対しては、インターンシップ等に関してもう少し

手当てをする。それから、ホームページに関しては、学生たちが見やすいもの。

場合によっては、そのホームページを作成する段階で学生たちを活用するとい

うことも当然含まれるだろうと思いますが、そういうことが必要だろうと。 

まさに、今お聞きして思ったのは、インターンシップを企業の中でやってい

ただきますと、留学生を受け入れる企業のほうはかなり大変なのです。それで、

インターンシップをやること自体の効率を上げるためには担当者を付けなけれ

ばならない。そのときには、ＯＢの方をお願いしたり、いろいろな工夫がある

だろうと思います。そういうことも含めて、松永先生からご指摘いただきまし

た。 

他に何か、まずこのテーマ１に関して、ご意見を頂ければと思います。金さ

ん、どうぞ。 

（金構成員） 

今日の議論のテーマを見ながら思っていたことを、松永先生が全ておっしゃ

っていただきました。全く同感です。 

中小企業の活性化のためには３つの要素がいるということを、どなたかから

聞いたのですが、１つは、ブランド化するのと、人材育成と IT 化。これは、ま

さにそういう要素が入っているのです。人手不足を解消しようとしたときに、

北九州市内でパイの奪い合いにならないようにするには、今働いてない人たち

をどこからもってくるかということです。そうしましたとき、今働いてない主

婦だったり、流出されがちだった学生を確保することとか、生産性の向上もあ

りますし、外国人材をもっと積極的に採用するとかあると思うのです。私ども

は、女性向けの仕事をしていますので、働いてない主婦といまだに子どもが産

まれたら辞めていく６割の女性たちにしぼった意見をさせていただきます。女

性たちにおかれた環境を考えるとリモートワークとか在宅勤務ができると、復

帰する時とか、会社を辞めずに済むなどメリットがあります。これができるに

は、なんとしても IT のスキルが必要になるわけです。 

弊社も、産休で辞めた人たちが戻っているのですが、例えば福岡のスタッフ

はその間に、県か福岡市の助成をもらってウェブの勉強をし資格を取ったりし
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ます。子どもが小さいので、週３回働くというような働き方を提案されました。

本人の希望にあわせて会社が体制を組むことにしました。またのケースは旦那

さんの転勤で辞めざるを得なかったスタッフが鹿児島に移ってもパソコンやＩ

Ｔを使い仕事をしています。 

企業が時代の激しい変化の中に対応していくには IT 戦略はとても大事。です

が社内での IT 人材がとても足りないのです。弊社はホームページ制作をしてい

ますが、人材がいなくてうまく活用できないケースも非常に多く感じます。 

弊社でアンケート調査をした時に、子育てをきっかけに会社を辞めた女性た

ちが元の会社に戻りたいかというと違うようでした。多くが新しい仕事をした

いと言っています。女性たちもこれから 10 年後の働き方を考えます。どういう

資格を取っていれば、10 年後に企業の中でもしくは創業するときに有利になる

かというと、IT は外せない。女性に限ったことではないのですが、北九州でも

IT の資格が取れる所があればいいのにと思います。 

私自身も、もっと IT 関係のスキルを高めたくネットでいくら調べても、北九

州にはなかなか見つかりません。松永先生がおっしゃったように、もっと北九

州もデジタルに力を入れて、IT 人材を育てていけたらと思います。 

（近藤座長）  

どうもありがとうございます。金構成員からは、新たな働き手ということで、

家庭にいる人を中心にした女性を、もっと働けるような状況にするというのが、

人手不足といいますか、そういうものを解決する１つとして、松永先生に加え

た部分として、あるのではないかというご発言だったと思います。ありがとう

ございました。 

私も、資料１を見て、これは「人口の推移」という形で、男性、女性という

ところの中で、どういう工夫があるのかということも含めて。では、ご発言を

どうぞ。 

（籠田構成員） 

私は、今、北九州市の戦略のお話をお聞きしまして、もう、ほぼほぼ全部、

我が社では 10 年以上前から取り組んでいることでございます。私が会社の経営

者として、今、この人口構造の推移を見てどういうふうに感じているのかとい

うと、全く心配をしていません。いわば、今おっしゃっている成長戦略がまあ

まあ進んでいくと、こういう人口構造についての心配というのは、あまりない

というのが実際ではないだろうかと思っています。 

そんな中で、テレワークやいろいろな取組み、ワークシェアリングというの

も、女性技術者を 11 年前から活用したりとか、子育て中とか独身とか男性とか、

いわゆる、社会の中でギャップを感じている人たちを、シェアリングをしてい

くというのが、ほぼほぼ社内で取組みができてきていて、今度、社内と社外の

シェアリングというのも進んできましたので、そういう意味で心配していない
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と。 

ただ、私自身の経験として、テレワークを、４年前くらいから構想を練って、

３年前に導入しようとした時に、本当に生産性が上がるのかというような心配

でした。なにせ、いろいろな所で仕事をしているので、１日当たり、これくら

い図面を描けるだろうとか、こういう打ち合わせをきちんとやってくれるだろ

うと、社長として期待していることに対して、うまく乗ってくれるかなと思っ

たら、もうびっくりするくらい頑張っていました。要は、会社に来たほうが、

生産性が悪いと。それはもう、無駄な話というか、まあまあ、それも大事なの

ですけれども、電話をとったり、来客があったり、お茶を出したり、だから、

会社に来た人のほうが給与を上げないといけない。会社手当てというか、雑用

手当てというか、そういうものを、実際、私自身は考えています。それで、全

員週に１回は必ずテレワークというふうに半年間し続けて、全く問題がありま

せんし、仕組みも新しくつくることができたというところは、ご報告します。 

私からは４点あります。先日、安倍プログラムで来られている、カメルーン

の中小企業庁の方とお話する機会がございました。その中で、今、大手と中小

企業となると、先ほどもおっしゃったように、全く給与体系だったり、いろい

ろな設備がいろいろ違うというところで、人に中小企業は今、究極迫られてい

るのですけれど、いろいろなニュースを見ても、これだけ大手が心配で、大丈

夫かというようなことになってきて、実際、もう本当に勝手な私の考えですけ

れども、やはり、世界は日本の中小企業モデルがこれから救っていくというか、

活性化していくというふうに考えています。カメルーンの方から聞いても、や

はり中小企業の、特に全社経営で、いわば家族経営で改善、改善、改善と。フ

ランス語でずっと通訳の方が入るのですけれども、彼は必ず「改善」という日

本語を使うので、すごく耳に残るのですけれど、改善という言葉を何度もおっ

しゃっていました。ここはやはりあらためて、我々中小企業が経営のスタイル

というのを、いろいろな会社の成長戦略の中で本当にいいところを棚卸しする

というところが必要になってくるだろうと。 

それと、この資料１の２番目ですけれども、第２回の「モテる都市になるた

めに」ということで、いろいろな意見が出ていて、なるほどと全て納得してい

ます。ただ私は、このフリーランスとか柔軟な働き方というところにおいて、

やはり、一つ絶対に重要になってくるのが、先ほど金さんがおっしゃっていま

したけれども、ブランド力で、「ザ・北九州」というような、何かバックボーン

で、北九州のビジネスのコミュニティというのは、何か信用ブランド。例えば、

上を見れば、シリコンバレーという言葉はもう皆さんよく知っていて、北九州

といったらこういう人たちがすごくたくさん集まっていて、フリーランスでや

っていても、何かユニークで面白いぞ、何かチャレンジできるぞというような、

北九州なのか、何かの言葉の、飛び抜けた、何か突き抜けたものが必要になっ

てくるだろうと思いました。 

３点目は、資料３の「国際ビジネス人材について」ですけれども、我が社は
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建設業でございますので、ベトナムから技術者、技能者を雇用しています。そ

の中で、ベトナムの女性技術者は頑張っていて、かなりスキルが高いのです。

ただ、やはり日本語が流ちょうにできないので、生活、暮らしをデザインして

いくことに関しては、なかなか理解が難しい。ＣＡＤとか、一般的に形式化し

ているものというのは、もう日本人よりもと言うと変ですけれど、すごくいい

のですけれども、暗黙知的なものを教えていくのがすごく難しいです。そんな

中で、母国に１年に２回くらい帰るのですけれども、どんどん、ベトナムはも

のすごく良くなっているのです。 

先ほど、外国人労働者は安価な働き手を確保できるからというような言葉が

ちらっと耳に残ったのですけれども、私、とんでもないと。そういう考えでは、

永遠に国際ビジネスの北九州にはならないと、実は思っています。アジアのほ

うは、もうどんどん右肩上がりで給与は上がっていっている中で、より日本に、

北九州に魅力がその人に伝わらない限りは難しいと。そうなったときに、暗黙

知的なものを共有する、やはりベトナムとかアジアの人たちのコミュニティを

１つつくってあげる。日本語で一生懸命お伝えしても、やはり、なかなか分か

らない。でも、分かった人同士、分かり合えるというような、やはり、ホーム

シックになっていく彼女たち、彼たちのコミュニティが必要ではないかと思い

ました。 

それと、最後の生産性向上についてのクラウド名刺管理サービスというので、

私は違うメーカーのクラウド名刺管理サービスを会社の中ではやっていたので

すけれども、実際、これの有効性というのは、こういう財務、お金の管理まで

やっていくということは、今、試運転というか、私自身、社長だけが今やって

います。この辺りのセキュリティとか、私はそれがすごく心配で、口座とかを

入れていくと、本当に残高がそのままリアルに見えるので、本当に、これ、大

丈夫かというような気持ちに少しなっています。それがもしも本当にＯＫであ

れば、会社に経理が要らないというか、生産性向上という別の仕事というとこ

ろもあるのですけれども、北九州市がこの「Sansan」というメーカーにしたと

いうところについて、これからのさらなるセキュリティの問題も含めて、お話

を少しお聞きしたいなと思いました。 

（金構成員） 

ちょっと続いて。この生産性向上にいったので、少しお話しさせていただき

ます。 

市のほうで、生産向上でこういったクラウドサービスのセミナーをよくして

いただき、私どももとても興味がありまして２、３回行ったのですが、目から

うろこで、説明を新たに聞いたり導入に向けて模索したりしています。その中

で思ったのは、これはややもすると、北九州市が「Sansan」とか、いろいろな

企業、大企業さんの業績アップを支援しているような誤解をうけかねないなと

ふと思ったのと、できたら全国企業でなく北九州市内のベンチャー企業の支援
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と併せて、何か仕組みをつくれないかと思いました。 

（近藤座長） 

籠田構成員、よろしいですか。 

（籠田構成員） 

はい。 

（近藤座長） 

今、４点お話がありました。それから、追加的に金さんのほうからお話を頂

きました。４点の３つは、前半の人手不足・雇用の確保という形で、更に一つ

４番目のお話は次のテーマのほうに入って、補足も頂いたという形になります

けれども、もう少し、人手不足・雇用の確保について、ご発言を頂きたいと思

います。 

（齊藤構成員） 

雇用の確保・人手不足に関して、私が着目したのが、先ほど近藤座長もおっ

しゃっていましたけれど、若年層の流出をいかに食い止めるかという視点、こ

こにフォーカスして見たいなと思っています。つまり、大学進学等で県外から

北九州市に来る。最初の縁が北九州でできるわけですが、その期間、４年間あ

るわけです。この４年間の期間を使わない手はないのではないかと、私はすご

く感じています。 

これは私事ではありますが、私も県外から、今から約 30 年くらい前に北九州

市立大学に進学いたしました。そして、大学卒業後、北九州本社の会社に就職

し、その後、独立開業して９年目を迎えているのですが、やはりその間、県外

から北九州に来て、これだけの魅力といいますか、本当に良さを私自身は実感

しています。一度、３年くらい福岡市に引っ越したことがあるのですが、水が

合わなくてこちらに戻ってきました。その決め手は何だったのかなというのを、

私自身、いろいろと考えたのですが、やはり人の縁なのです。そこが大学の恩

師であったり、あるいは、その恩師がつなげてくれた社会人の先輩だったり、

あるいは、恩師の行きつけのクラブのママだったりとか、多種多様な人脈がそ

こで出るのですが、非常に泥臭い話なのですけれども、結局そこに私は、実は

魅力を感じました。今、地方創生とかで、結構シニアの移住とかいうのもあり

ますが、縁もゆかりもない方がそこに魅力を感じるというのも、やはり、気候

だったり、仕事だったりするのでしょうけれども、やはり、その人の存在を受

け止めてくれる地域コミュニティがあるかどうか。その要素も非常に大きいの

ではないかなと思っています。 

そこで、大学４年間の学生さんたちにアプローチするというところなのです

が、これで私が今考えておりますのが、学生さんを対象としたホームシェア＆
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ジョブアカデミーということで、住むという日々の日常の暮らしと、そこで人

とのつながりができて、実務を学ぶという場所が１カ所でできるような場所と

いうのを少し考えております。 

学生のホームシェアを考えているのですが、４年間、マンションに一人暮ら

しをするのではなくて、共にご飯を食べ、語らう場があって、そこにもう１つ、

私の本業であります、経営コンサルという支援で、女性の起業家支援というの

があります。この女性が、いろいろ起業家向けのセミナーがたくさんあるので

すが、その次のステップで、自分で実際にやってみる。例えばヨガの教室をや

ってみるとか、あるいは、人前に出て講座をやってみるとか、そういう、はじ

めの一歩。セミナーを受けたから、受け身では、ああ、もう終わったと。では、

次、実践の場ということで、その女性起業家が、講座ができる「ジョブアカデ

ミー」と付けていますが、その学生さんのホームシェアとジョブアカデミーが

１カ所のスペースで完結している。そこで学生さんたちは、いろいろな、地域

で今から何かやりたいと思う方々と人脈が生まれるというようなことで、いか

に、普段の日常生活と人脈づくりといいますか、人の縁というのを普段から結

び付けておくかというところが非常に重要なのかなと思って、そういったこと

を、今、考えています。 

これは、実は北九州の空き家率が非常に増えている。今後、北九州が増えて

いくものというのは、空き家率と高齢化率ではないかと思っていまして、その

空き家率というところで考えていきますと、実は今、不動産事業者さんと一緒

にこのプロジェクトといいますか、この事業を企画しています。空き家を使っ

て、学生さんが共に住まう。そして、その一画で、女性の新たな企業をサポー

トする活動の場がそこであるということで、ゆくゆくは、学生さんが北九州と

いうことで、４年間、ただ学校に来て、学校で４年間、ただ過ごして去って行

くのではなく、そこに人の縁とか、あるいはいろいろなお店のマスターとの知

り合いとか、本当に泥臭い話なのですが、そういった人とのご縁が生まれてい

く。 

そうすると、何かそこに、北九州に残るという選択肢の非常に根っこの部分

があるのではないかなと思っています。その先は、いろいろ行政のほうでして

いただいている、マッチングの場とか、今日説明がありましたけれども、いろ

いろ知る場所とか、知る機会とか、出会いの創出とか、就業支援の事業は用意

されていますので、その手前の段階を、実は民間がもっともっとやれるビジネ

スチャンスといいますか、そういったものも実は残っているのではないかなと

思って、これはもう民民レベルの話なのですけれども、今、そういった企画を

考えております。これが広がっていったら、また何かいいのかななんて思いま

す。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございます。かなり具体的なご提案を頂きました。こちら
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で、テーマを２つに分けてというお話で、最初、進めましたが、もう２つのテ

ーマにまたがりながらのご発言がありますので、説明いただいた資料１～５合

わせてご発言いただければと思います。 

（原田構成員） 

今、すごくいろいろなお話を伺ったのですけれども、人材不足と雇用の確保

について、我が社がどういう取組みをしているかということを少しお話しさせ

ていただこうと思います。 

新しい人材を新卒で雇用するのは、この３、４年、どんどん難しくなってき

ているのが実態です。今まで 60～100 人来ていたのが、それがもう半分くらい

に減ってしまい、その中から面接までいって、最終雇用までいくのは３人とか

４人とかいう、こんな実態です。我が社は女性がすごく多い会社でございまし

て、できれば男性が欲しいというふうにいつも、この３年、４年、男性が欲し

いと言いながら、男性がほとんどこない。男性がどこに流れていってしまって

いるのだろうなというのを本当に感じることが多いです。女性が悪いとかいう

のではなくて、女性は本当にしっかり仕事をしてくれますし、今、どこでも男

女平等ということがあるのに、こんなことを言ったら申し訳ないのだけれども、

それでも、やはり男性が欲しいなと思う日々でございます。中小企業ですので、

今、本当に企業さん、頑張っていらっしゃるので、大手さんが全部取っていく

のかな、中小まで来ないのではないかなというふうなことを感じているところ

でございます。 

でも、それをどうにかして来てもらうようにしなくてはいけないということ

で、うちもインターンシップを何年か前にさせていただいておりましたが、イ

ンターンシップをすれば、それだけそこに関わる者が出てまいりまして、そし

て、本業が少しおろそかになることがございました。それで、去年でしたか、

インターンシップはお断りしたという経緯がございましたけれども、今日、松

永先生が、インターンシップの学生さんに IOT ですか、それを一緒にしましょ

うという感じで、最初からそういうお話があって、インターンシップを受け入

れるという感じにすれば、働く側もインターンシップで来たほうもやりがいが

あったり、企業のことがよく分かったりするのではないだろうかと感じたとこ

ろです。 

それともう１つ、我が社はシニアの人材が豊富で、うちは 73 歳が定年退職と

いうところですので、シニアの方が働くということにすごく会社全体で寛容で

ございます。若い者もおりますけれども、上から下まで、皆さん一緒に働くこ

とが寛容な会社でないだろうか。それは裏返して考えると、やはり、70 歳を過

ぎて働いている方がいることに、他の企業さんの中で不協和音が出るところは

ないだろうかなと感じることもございます。でも、それはうちの会社の良い所

で、長く勤めていただいているのですけれども、今、シニア人材センターから

40 名ほど来ていただいております。１日４時間ですけれども、うちは製菓業で、
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工場で働いていただくのですけれども、それが本当に、今、人材不足をそこで

補っているという感じでございます。 

シルバーの人材を雇用するにあたって、やはり、中にいろいろなコミュニケ

ーション不足というふうなところがたまにございますが、それをフォローして

いただくシルバー人材センターのシステムも、とてもよくしたものだと思って、

感謝しております。これからも、そういう、会社側と高齢者の方の間に入って、

お話を聞いてくださる方がいらっしゃることをうれしく思っておりますし、こ

れからもそれを続けていただければと思っております。 

それと、国際ビジネス人材についてですが、うちの会社は直販化に力を入れ

ておりまして、できれば、外国の方を雇用したいと思っておりましたが、今回

４月から、中国から留学生を１人雇用することになりました。それも、うちの

合同説明会にたまたま来たという感じで、本当はもっと留学生と企業の交流会

等で巡り合ったというふうなことであれば、ここに来た時に、もっとその話が

できるかなと思いましたが、働きたいと向こうのほうからお話があって、それ

で、面接をするととてもいい方だったので来ていただくようになりましたが、

やはり、来ていただくことに関して、入管のシステムとか、そういうふうなと

ころがなかなか、司法書士にお願いすると、１人 10 万円くらいかかります。そ

れを、うちの会社では、自分たちでやってみようということで、自分たちで入

管に行って手続きをして、印紙代 3,000 円くらいで済んだというところでござ

います。そうして、今度、入って、この４月から入社するのですけれども、今

度は、住む所がなかなか決まらない。やはり、外国人なので何か保障がないと

できない。最終的には会社が借りるということになりましたが、何か、それが

もっと簡単にできればいいなと感じたところでございます。 

それと、ちょっとお聞きしたいのが、資料３の「新たな取組み」の（３）「在

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」というところでございますが、今、韓国の方ですが、これは第１弾として

あるのか。次は中国人の方の人材を確保するために、こういう連携をとられる

のか。今、商売していく上で、東南アジアのほうで商売させていただいている

のですけれども、やはり中国語が話せる方を確保したいと強く思っております

ので、韓国もよろしいのですけれども、うちは直販化でお菓子を売るときに、

やはり 3.11 のことがありますので、韓国は少し難しいところがあります。徐々

に、九州産ですからということで、何とか少しずつ門戸は開いてきたのですけ

れども、逆に、インバウンドでこちらにお買い物に来られる方にはいいのかも

しれないけれども、韓国の方もそうなのですが、中国の方とか、そういう人材

を確保する連携を将来とられるのかということをお伺いしたいと思いました。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございます。今、質問がありましたので、国際ビジネス政

策課長さんに、資料３の５「新たな取組み」の、（３）のところを補足いただけ
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ればと思います。 

（国際ビジネス政策課長） 

今、質問いただいたことについてお話しさせていただきます。 

韓国に関しましては、書いてありますように、政府を挙げて、雇用に関して

韓国のほうが非常に財閥経済でございますので進んでないところもありますし、

新卒者の就職が厳しい中で、日本語の堪能な学生が結構おられるということで、

ぜひ、日本の企業のほうに就職をさせたいということで、お国を挙げていろい

ろなセミナーとか、そういうマッチングの場とかを設けられています。それが、

昨年の秋くらいに福岡のほうでありましたのですが、今度、北九州でもそうい

うものを開きましょうということで、お話を頂きましたものですから、ぜひ、

うちのほうとしてはお手伝いをさせていただくということと、あと逆に、北九

州の魅力も含めて、韓国の学生の方に北九州の魅力を感じていただくように、

アピールの場というか、向こうに行くことも含めまして検討していきたいと思

っております。 

また、先ほど少しお話しいただいた、中国の方の採用に関してですけれども、

おっしゃるとおり、冒頭で私が申し上げましたように、現在、市内に 2,000 人

くらいの留学生がおられるみたいですけれども、その多くは中国からの留学生

が結構多ございます。今、企業様のほうからお声を頂くのは、おっしゃるとお

り、中国とか、あと、東南アジアのほうに、皆さん、目が向いています。ベト

ナムの人材とか、いろいろおっしゃられますので、ぜひ、29 年度から、先ほど

も申し上げましたとおり、新規事業をさせていただきます。その中には、個別

マッチングとか、あと、入管手続き等のコンサルティングのサポートもできれ

ばと思っていますので、その辺でご活用いただくなり、ご相談させていただけ

ればと思っております。 

（近藤座長） 

よろしいでしょうか。まさに、中国、韓国だけではなくて、北九州市自体が

ベトナムなど、それから、九工大はマレーシアとの交流があり、いろいろな東

南アジアの国との関係、そして、それに関わる、留学生、あるいは研究者も含

めて来ておられますので、限定的にではなく、そういう形で広げ、ご支援を頂

ければ非常にありがたいと思います。 

（福田構成員） 

人材不足、雇用の確保についてですが、私は皆さんと少し意見が違っている

かもしれません。まず、弊社ですけれども、従業員が 90 名、正社員が 65 名、

派遣・パートが 25 名の所帯になります。ご多分に漏れず、優秀な人材が不足し

ているというのは慢性的な問題です。ここ 10 年、20 年を振り返っても、いつも

人がいない、人がいないという話がよく出ています。 
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では、冷静に同規模の業種、地元の他と比べてどうかと見てみると、意外と

うちは人がいるのです。「あれ？ 人材いるじゃん。粒そろってるじゃん」とい

うのが実感です。よそを見ると、もっとひどいな、よく会社が回るなというく

らい、人がいないところがもっとあります。社長が１人で踏ん張っている、社

長が休むと会社が回らないという会社もよく見ます。それで、「あ、ちょっと恵

まれているな」というのが、実は実感です。 

これはなぜかなと冷静に考えてみると、やはり社長以下、いろいろなものを

活用しています。いろいろと出ています。行政が出してくれました資料２にあ

りますように、今、行政はこれだけのマッチングとか、いろいろな活動をやっ

てくれています。これを知らないという人も、もしかしたらいるかもしれませ

ん。もし知っていても行かないという社長さんもいるかもしれません。言葉が

悪いのですけれど、下請け根性が身に付いてしまって、ぽかんと口を開けてい

れば人が来るわと思っていると大間違いで、やはり、こういう情報発信、もし

くはニーズをいろいろ満たしてくれる企画があれば、そこに足を運ぶ。中小企

業で知名度が低いのであれば、自ら学校に行って、先生に直接お願いをする。

そういう泥臭い作業というのが意外に効くのです。やはり、そういうことを地

道に、こつこつ、こつこつ、続けていくことの積み重ねで、新しい若い人が入

ってくるのではないかと。 

これは本当に、特効薬でも何でもありません。何ら変わったことはないので

すけれども、そういうことを自分たちは繰り返しています。それを繰り返して

いく中で、やはり会社が良くなっていきます。うれしいのが、社員さんが自分

の知り合いとか友人を引っ張ってくれるのです。うちの会社はいいから来いよ

という形で入れてくれます。これは非常にうれしいです。社員とか、その親と

か知り合いが、いい会社だからということで声を掛けてくれるというのは、や

はり非常にうれしいですし、そういう人たちをやはり大事にします。一度、う

ちの会社を何らかの理由で辞めて、よそで働いて、また戻ってくる人もいます。

陽和が気に食わないから辞めたけども、よそに行ってもっとひどかったと。や

はり陽和が良かったと。10 年前は頑として断っていましたけれども、最近は入

れます。よその会社でいろいろな経験をした人間も、やはり重要ではないかと

いうことで所帯を組んでいます。 

結果的に、振り返ってみると、下は 18 歳から上は、今、71 歳ですか、製造の

現場は 71 歳までおります。障害を持った子も、最近採り始めましたので、いろ

いろ心配はありますけれども、それこそ 65 歳を過ぎた、我々はシルバーさんと

呼んでいるのですが、そういう方が、本当に孫の面倒を見るような形で、そう

いう障害を持った子の面倒を見てくれるのです。本当に、最初は不安で不安で

仕方がなかったのですけれども、いざやってみると、きちんとそういう雰囲気

が出来上がっている。 

結果的に、皆さん、採ることにずっと傾注するのですけれども、入った社員

さんが辞めない会社、離職率の低い職場というのがすごく大事だと私は思いま
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す。だから、よく学生としゃべる機会があるのですけれども、大手に行くのも

いいけれども、面談で必ず離職率を聞いてみろと。福利厚生もいいよ、職場も

いいけれども、入った社員が何人残っているか。続けていくということはすご

く難しいからと。よく言葉でブラック企業とか言うけれども、本当にいい会社

は辞めないから、だから、そこを大事にしなさいと。我々もそういう気持ちで

やっています。せっかくご縁があって入ってこられた社員さんが辞めない会社。

若い方から高齢の方までが、仕事ができる。特に 65 歳から、将来 75 歳までな

のですけれども、この方がフルタイムでなくてもいいので、半日でもいいので、

仕事ができて、お孫さんにお小遣いをあげられる、自分の稼ぎを自分できちん

と蓄えられるという、そういう環境を提供するのが、我々中小企業の役目だと

思って、今、取り組んでおります。 

引き続きまして、生産性の向上です。こちらも、どういう切り口がいいか、

実は悩んだのですけれども、そもそも、なぜ生産性の向上が必要か。これは経

営者には当たり前のことです。ただ、現場で働く従業員にとっては、「なぜ？」

と面と向かって聞くと、なかなか答が返ってこないのです。ですから、本当に

組織体が生産性の向上を必要として、それを進めるのであれば、まず、それを

実際やっている従業員の人たちに理由をきちんと説明して、こうこう、こうい

う理由で生産性の向上が必要なのだということを理解してもらう必要があると

私は思います。そして、第２に、ではいつまでに、どのレベルまで改善しなけ

ればいけないのだということを具体的な数字で示してやること。３番目は、目

標値は自分たちで、各部門で決めさせて方法も任せる。大筋離れてない範囲で、

自分たちでやってみなさいという形でさせてみて、定期的に確認をする。この

繰り返しが必要だと思います。 

手前どもで恐縮なのですけれども、例えば一例として、弊社は今年１年で 800

万円のコストダウンをしようという改善のテーマを挙げました。90 人の会社で

すから、１名約９万円です。１年間で９万円のコストダウンをしなさいと。最

初は、社員さんは「え？」という顔をしていました。「なぜ俺らがそんなことし

なければいけないの」と、非常に不平不満がいっぱい出ました。ただ、ここで

はっきり言ったのが、期末に来年の給与のベースアップの話をしました。幾ら、

幾ら、給与を上げます、賞与もこれだけ出しますと。皆さん、メンバーは変わ

らないのに、会社として、うん百万の費用がかかりますよ。このまま売上が上

がらなかったら出せませんよと。景気はそんなに良くないから、売上は上がり

ませんと。であれば、自分たちで生産性を向上して、コストダウンの改善をし

て、自分たちの取り分は自分たちで稼ぎないと。そうしないと、あなたたちの

もらえる給料が減りますよ、賞与も出せませんよと。出せなくて、給料も上が

らなくて我慢できるのなら、別に生産性の向上は要りませんと。どうしても給

料が欲しい、いい暮らしもしたい、給料がもっと欲しいと言うのだったら、頑

張ってその分コストダウンに努めてくださいと、こういう理由をきちっと説明

しました。結果、半年たちましたが、半期の予想から約 35％くらいアップして、
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135％の割合で、これは今、いい形で動いています。 

こういう形で、生産性の向上を言葉で出して言うのは簡単なのですけれども、

具体的な方法に落とし込んでＰＤＣＡを回すというのは、なかなか難しいとこ

ろがあるなというのを実感しています。 

また、生産性の向上というと、どうしても自動化というイメージが我々は付

いています。自動化とか、IOT、はやりの言葉ですね。これ、技術的な実はハー

ドルとか資金的なハードルもあるのですけれども、意外に隠れて見えないとこ

ろは、やはり働く方たちの心理的なハードルです。ロボットや自動機が入るこ

とで自分たちの職が失われるのではないかとか、そんな新しいものについてい

けないのではないか、自分たちは切り捨てられるのではないかという、こうい

う不安をかなり抱えながら、彼らは話を聞いています。ですから、まず、この

不安をきちんと取り除いてあげて、入ることで会社にも彼らにもどういうメリ

ットがあるか。これをきちんと説明して、導入する必要があるのではないかと

考えています。 

ですから、あくまで IOT やロボット化というのも手段の１つなのです。なぜ

生産性を上げなければいけないのか。人口が減るからだよ。みんなの給料も上

がるからだよ。アジアの諸国が右肩上がりでどんどん追い掛けてくるからだよ。

こんな中で、自分たちの生活を確保していくためにはどうしなければいけない

か。残業するのですか。残業時間も限られているでしょう。36 協定で制限され

ているよね。有給もどんどん増えるよ。そんな中で、自分たちが生き残ってい

くためにはどうしなければいけないのか。この周知、理解がまずベースにあっ

て、それで、従業員たちのスイッチをきちんと入れないことには、前に進まな

いと思っています。その上でのツールとして、ロボットを選ぶのもいいと思う

し、IOT を選ぶのもいいと思うし、他の方法でもいいと思います。 

だから大切なことは２側面ですすめてゆくこと。まずは前述のように従業員

の始点にたった土壌づくりをやることと、そしてもう片方では経営者の我々は

戦略的に、５年、10 年先を見据えて、どういうツールがあるのかをきちんと考

えて、この生産性の向上に取り組んでいく必要があるのではないかと考えてい

ます。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございます。経営者側から、実際のリーダーシップという

のですか、そういうことも含めた意味でのご発言だったと思います。 

では、北川構成員、いかがですか。 

（北川構成員） 

ずっといろいろなお話を今お聞きしていて、非常に思っていたことなのです

けれども、うちの会社は、多分、今言われたところに全く該当しない、とても

変わった会社であることだけは、今、はっきり分かりました。もともと、うち
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の会社はハンドメイドという主軸の雑貨の商品を自らの手で作って販売をする

という作家のプロ集団でして、いわゆる働いてどうのこうのというよりは、ほ

とんど、ほぼほぼフリーランス、もしくは副業でやっている者の集まりなので

す。 

うちもやっと今年３期目を迎えまして、正社員も雇っている形になるのです

が、正社員の雇い方も非常に変わっていまして、月間幾ら給料が欲しいのかと。

それについては、幾らの売上、生産ができるのかというのをまず聞いた上で、

全部給料を決めているのです。それをやっていく形の作家たちが非常におりま

して、彼女たち、彼らたちというのは、年齢は全く関係ないです。なので、大

体、うちは 20 代～70 代、80 代まで生産する人口がいますし、例えば、働きた

い、うちに登録して作品を置いてほしいというのは、１回に５～10 人面接に来

るので、雇用においても別に困ってない状態なのです。 

ただ、本当に物を長く作って、生産し続けていただきたいという気持ちがあ

るので、そのための育成支援としての基軸を、私たちの会社としてしっかりつ

くっていこうという考え方に基づいて動いています。逆に言うと、どれだけ長

く作家さんたちが私たちの会社を利用して働いていけるかというところに対し

て、非常に重きを置いているというのが、うちの会社のモットーなので、日本

一柔軟な働き方ができる会社を目指そうと思って、今、進めているところです。

要は、仲間がたくさんできてくるので、１人でこつこつ作っている人たちが、

仲間意識が増えて生産性が上がるという部分もありますし、いろいろなところ

にアウトプット先を私のほうが営業してつくっていきますので、そこをチーム

で動いていくという形を今後もつくっていきたいと思っています。 

一つ雇用の問題で、うちの会社は多分独特なことをやっているということが

あります。まず、うちはニートやうつ病で、外で働けない作家がたくさんいる

のです。これは、きちんと物が作れて、人に訴え掛けられる所があれば、うち

の会社を窓口にして、外に向かって発信をするということをさせてみようと思

って、実際に何名もいらっしゃるのですが、販売して、全く家にこもっている

だけではないという状況をつくりつつ、病気と向かわせる部分の立場をつくっ

ていって、少しずつ社会復帰ができるように回復させていくというプログラム

をもう１つやっているのですが、今、５名くらいいらっしゃいます。その中で、

例えば、脳梗塞を起こして倒れて半身不随になったけれども、働きたい、人に

ものを教えたいという意思があって、そういう方に資格を取らせて、実際にう

ちの会社でアルバイトをしていただいたりという、変わった働き方ができる場

所としても活用できるのではないかなと。 

今、精神を病んでいる世代というのは、若い方からお年寄りの方までとても

多いので、何か自分を表現できる場所として、うちの会社を利用していただけ

たらいいのではないかなというのが、ひとつ面白い取組みと言ったら変ですけ

れども、うちの会社としてはテーマにして取り組んでいきたいなというのを一

つ思っています。 
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実は、個人商店、個人事業主になる方がとても多いのですけれども、みんな

やり方を知らないのです。それで結局、これというのは創業に対して、非常に

真面目な取組み方ができるので、うちの中ではきちんと確定申告をさせていく

方向であったり、会社の中で指導していっていますので、そういうことによっ

てきちんとした働き手を増やしていくということを、年代関係なくつくってい

けるなというのは、もう１つ感じていることなのです。 

当然、いろいろと私自身も動いて忙しいので、雇用の問題としては、そうい

った形で全国に今度広げていけないかなというのがあって、６月までに大きな

インターネットの販売サイトをうちのほうが北九州市で立ち上げて作っていく

のですけれども、今実際にハンドメイドは非常に業態的に売り上げが伸びてい

る業態なので、要は中間マージンを取る形ではなく、うちは会費制というもの

をとっているので、会費制として、いわゆるインターネット上に販売の枠を貸

して、その中で販売をしながら活用させていってもらって、きちんとした育成

支援ができるように、教育と指導とつなげていこうという働きを今後やってい

こうと思っているのです。 

国際ビジネスについても、これは逆に、うちは海外からの作家さんがインタ

ーネット上で売っていただくのは全然ＯＫなのですが、一つの取組みとして、

ちょうど去年、福岡県の大企業と中小ベンチャーとのマッチング事業で募集が

あったときに、実はＪＴＢ九州さんに、できればインバウンドの世界で物を教

えるというのを英語で教えれば可能なので、日本の文化というのを、そういう

ワークショップをさせていただいて、良ければその手作りしたものをＪＴＢの

カウンターで販売させていただけないかという案を持ち込んだ結果、協業にな

りまして、ここから海外とどういうコネクトをとっていくかというのをもう一

つ課題にしていくことによって、いわゆる品物を出していただく作家さんとい

うのがまた増えてくれば、うちとしては一つの働き手になってくるし、国を越

えての交流というのが出てくるのではないかというのを、もう一つ長い取組み

にしていきたいなという感じで動いていかせていただければいいなという取組

みをしています。 

それと、生産性の向上について、皆さんプラスアルファを言われていたので

私も思ったことなのですけれども、私自身もすごく忙しいので、実は一番最初

から IT の会計の freee というソフトをうちの会社は入れたのです。これは意外

と、先ほど言っておられたように、口座を登録すると自動で全部流れてくると

いうメリットとデメリットがありまして、やはり、いわゆるクラウドの中身を

知らないと非常に使いにくいなという感じはしました。うちの税理士さんのほ

うとお話をして、いったんその freee でやっていたのを、やはりものすごく使

いにくいので、その使いにくさを克服できるのだったら、弥生会計のクラウド

のほうがいいという話になって、もう一回システムチェンジした形があるので、

そこをどのようにやっていくと分かりやすいのかという内容の講座なり企画と

いうのは絶対に必要だなというのを強く感じています。 
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ただし、インターネットが非常に活用できると、どんなところで、どんな場

所で動いていても、結局一括管理というのが可能なので、うちは会議にしても

何にしてもクラウドを非常にうまく取り入れています。全て作家さんとも全部、

messenger であったり、Facebook であったり、LINE であったりとＳＮＳを多様

に活用していますので、クラウドでのミーティングというのも、今後、うちは

積極的に取り入れていきたいなと思っています。 

それと、名刺管理については、「Sansan」ではなく「Eight」をやっているの

ですが、一つこれはいいメリットだなと思ったのは、勝手につながれるところ

が活用できる。非常にインターネット上で名刺交換ができて、要はそこから自

己紹介ができるという部分に関しては、今、私は非常に活用していますので、

そこは使い方次第かなと感じました。インターネットは便利さもあるのですけ

れども、いかにうまくその機能を活用して、どのように自分たちが使っていく

かということによって変わってくるので、やはり、時間がない私たちにとって

は、生産性の向上につながるなという感じはしているので、どういう取組みを

していかれるかというので情報公開していただけると、また私たちもいろいろ

な取組み方ができるなと感じています。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。全体にわたってのコメントを頂きました。 

今まで、企業のトップの皆さん方のお話をお聞きしましたが、商工会議所の

ほうから、これまでのご意見を聞きながら、そしてまた、今日のテーマという

形でのご質問があったと思いますので、その辺で岩井構成員のほうからご意見

を頂ければと思います。 

（岩井構成員） 

今日、初めてなので、とんちんかんなことを言うかもしれませんけれども、

私は転勤族でございますので、結構いろいろな地方をうろうろして、北九州は

２回目であります。まず結論から言うと、北九州はとても好きなまちです。い

ろいろな所に行きましたけれども、入り込むと、これほどディープでいいまち

はないなと本当に思っています。 

ところが、人口減少に歯止めがかからないということで、こちらに来てから、

北九州市の方々とか商工会議所で、「あれはやっていますか」、「これはやってい

ますか」、という質問を色々としたのですけれども、考えつく大体のことは既に

取り組んでおられることが、この１年間で分かりました。 

こうした中で、北九州市をどうやって活性化したらいいのか、といったとき

に、コンテンツを数え上げるとキリが無く豊富で、もともとは多分、「鉄の街」

だったり、「石炭・炭鉱の街」だったり、「ものづくりの街」だということだっ

たのですけれども、今やそれだけでは駄目なので、脱皮をしようとしている中

で、東京ガールズコレクションの話だとか、映画の話であるとか、門司港レト
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ロの話とか、若い人たちのいろいろな活動とか、コンテンツは沢山あるのです。

結果、最近思っているのは、コンテンツや施策があり過ぎて、何となくぼやけ

ているというのが、正直な感想なのです。 

先ほどどなたかのご意見でもありましたが、北九州市はどういうまちですか

といったときに、県外の方からすると、小倉城とか、何か思い付くのがぽっと

出てきたり、実は下関のことだったり、北九州というイメージがぼやっとした

感じがどうしてもしてしまうというのが、今の悩みではないかなと思うのです。 

そうすると、やはりパンチがないので、先ほどシリコンバレーのお話があり

ましたけれども、こういうまちなんだというはっきりとしたイメージができれ

ば、多分そういうところに特化した人がたくさん流入してくる。買い物や食べ

物がいいんだといったら、外国人の爆買いがどーんと来たりする訳なので、北

九州市の産業構造・労働分野構成をこういう形にもっていきたい、とそろそろ

決める時期にきているのではないか、と思っています。それを見ないと、やは

りマッチングといったときに、若い人が必要なのか、もしくは 65 歳とか 70 歳

の方々がこのように暮らせるまちがいいんだという、労働における需給のマッ

チングがどうもうまくとれていかないのではないかなという感じがしています。 

というのも、例えばいろいろな意見があって、いろいろな施策を見たときに、

ステレオタイプに、「大企業か中小企業か」とか、あと「若い人か年寄りか」と

か、学生にしても大学生は「文系の人と理系の人」はやはり就職しようとする

所は当然違ってくるのですね。だから、「生産性の向上」とか、耳ざわりの良い

テーマでやっていると、実際の論点であったり施策がぼけるかなと思っていま

す。では、どうしたらいいんだ、こんなにコンテンツがいっぱいあるので、今

さらものづくりの街だけでいくのですか、いや映画の街でいくのですか、とい

った単純な議論でもないと思うのです。 

ただ、例えばもう少しエリアを絞って、最近テレビで見たのですが、空き家

を学生さんに貸して、好きな店をやってみなさいと。だったら、空き家のエリ

アは、若い人たちが集うエリアとして、全九州からおいでよとか、熊本とか福

岡から、ただで貸してあげるから、ここに１回住んでみなよみたいな、このエ

リアはそうする。あとは、お城のエリアはどうしようかとか、映画の街という

のであれば、どこかにレトロの映画の街をつくりましょうかみたいな、産業構

造と言ったら大げさなのですけれども、少し的を絞ったＰＲの仕方をやったほ

うがいいかなと最近思っております。てんこ盛り過ぎという感じがしています。

もう少し段階を踏んでいいのではないかなと。どこかに若い人たちがたくさん

来ると起爆剤になって、全部連関していくので、食べ物も売れたり、お店がど

んどんできたり、ソフト産業が発展したりとか、そういう視点で何に着火をし

たらいいかなというところを、そろそろ考えたほうがいいのではないかなと思

っております。導火線みたいなところですね。 

それから、生産性の向上について皆さんに大体同感することが多かったので

すが、当社の場合は鉄鋼業が、少子化にともなって 10 年後には働く人が少なく
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なって、それでラインが止まるかもしれないという危機感があります。だから、

生産性の向上と言っているのは、むしろ今まではペイしない機械化でも、無理

やり機械化しないと働いてくれる人がいなくなるではないか、どうするんだと

いうのが、まず現場的には今悩んでいることです。 

したがって、これも多分、企業さんとか業種によって、生産性の向上の意味

合いが少し違うという気がしています。まだまだコスト削減が必要な会社もあ

るし、人手がいなくて、５人でやらざるを得ないのだから、何を効率化できる

のですかという意味での生産性の向上というのもあると思います。これも、先

ほどと同じなのですけれども、どの業界、どの業種ですかということをもう少

し踏み込んで考えていかないと、名刺整理の効率化だけの話でみんなが幸せに

なれるという話は少し違うかなという感じがしますし、各会社ごとに考えるべ

き生産性の向上というのは、独自の努力が必要かなと思います。情報提供とい

う意味ではいいかなと思います。 

ということで、結論から言うと、そろそろいろんな施策に優先順位やメリハ

リをつけていったらどうかなという感じが、私はしております。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。多様過ぎて、財産が多過ぎて、それでぼや

けてしまうということで、ゾーン化をするなどの幾つかの工夫が必要。その中

で、優先性があるというお話だと思います。 

それでは、アドバイザーの福本さんのほうから、全体を通してご意見を頂け

ればと思います。 

（福本アドバイザー） 

アドバイザーをさせていただいています、日本銀行の福本でございます。い

ろいろなお話を聞いて、大変勉強になりました。 

私自身が思っていることを何点か申し上げますけれども、まず、人口減少を

過度に悲観すべきではないというのは、私は本当にそう思います。全体として

は、人口は多分減っていくのだと思います。そのときの成長戦略というときの

置き方というのは、北九州全体の経済のパイを拡大を目指すのでなくて、１人

当たりの経済規模、市内総生産を増やすことに置くべきだと考えています。１

人当たりの市内総生産が増えていけば、みんな豊かになっていくということな

のです。当然、それを達成するためには、労働生産性を上げていかなければい

けないという話になります。労働生産性を上げられれば、結果として企業は、

先ほど陽和の福田構成員がおっしゃっていましたけれども、それだけ賃金を多

く払えるわけで、多く賃金を払えたら、この北九州に残ろうかなという人も増

えてくるのだと思います。 

実は、ここ数年、人手不足が全国規模で進む中、北九州からの人口流出が深

刻化しているということの背景には、様々な要因があるとは思いますが、重要
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なのは、やはり北九州の賃金水準が、主な流出先である福岡市とか東京都など

に比べると低いという問題があるかと思います。福岡市は、市民一人当たり雇

用者報酬で北九州より６％高い水準ですし、東京都に至っては３５％高い。人

手不足だとそっちに流れていくという流れがあるので、そうすると、北九州で

賃金をたくさん払えるような職をどれだけつくっていくかということが大事な

のだろうなと思います。 

もう１つ、１人当たりの市内総生産を増やしていくという意味では、先ほど

から議論にあったように、働いていない人に働いてもらうというのも重要です。

その意味で女性の雇用や高齢者の雇用というのは必要だと思います。高齢者関

連で、ぜひ市にここは頑張っていただきたいなと思うのは、健康寿命の引き上

げです。これは私、数字を見てびっくりしたのですけれども、北九州市の男性

の健康寿命、要するに元気に働ける健康寿命は 68 歳なのですね。全国平均は 70

歳で、２歳低い。女性も北九州は 72 歳で、全国平均 74 歳より２歳低い。冒頭、

座長から 75 歳以上を高齢者と定義するという有識者会議の提案について言及が

ありましたが、健康でないと働けないという問題があるわけです。ここに関し

ては、野菜の摂取量が全国平均より明らかに少ないとか、色んな背景がありえ

ます。健康寿命を引き上げて、元気に働けるアクティブシニアをしっかりつく

っていただきたいと思います。 

一方、女性の雇用に関しては、ここ数年大分改善しています。女性の労働参

加率は、全国平均に対してキャッチアップしていると思います。ただ、やはり

ミスマッチの問題は深刻です。女性だけの数字ではないですけれども、例えば、

事務職の有効求人倍率は北九州全地区合わせて 0.35 倍と非常に低いのに対して、

製造の現場での倍率は 1.9 倍と高いです。 

籠田社長の所の建築も同様ですが、製造の現場に女性がもっと入っていかな

ければいけない。その意味で、例えば最近ムーブさんがやっていらっしゃる七

尾製菓さんとか戸畑ターレットさんに、女性 10 数名を、連れていって、製造の

現場を見せたら、「あっ、これなら私たちも働けるわ」ということで、皆さん、

かなり認識を新たにされた。その認識ギャップみたいなところは、やはり行政

がそういった活動をして埋めていただく必要がある。 

さらに、女性や高齢者の雇用というと、松永さんがおっしゃったような働き

方の柔軟性を向上させていかなければならない。体力的に、または、子育ての

ために１日フルに５日働くというのはきついという人が多いと思いますし、テ

レワークみたいなものも必要になってくる。 

さらにもう一点。外国人雇用というものについて、私も原則、積極的に活用

することに賛成です。特に、高度な人材の積極活用に大賛成でございます。た

だ一方で、先ほど安価なという話がありましたが、安易に安価な外国人雇用に

依存しないでほしい。当地でもスーパーマーケットが、最近、大々的に語学学

校に動員をかけて外国人留学生のアルバイトを募集していると聞きますが、そ

れがパートさんの職の場所確保に影響し始めているのですね。また、取りあえ
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ず稼ぎたいから、昼夜問わず幾らでも働きますみたいな外国人が無制限に来る

と、高齢者や女性をうまく活用して雇用しようという、その努力に水を差すこ

とにもなる。それで全体の賃金が下がってしまうと、先ほど言った賃金水準を

上げていこうという動きとは、逆行してしまう。 

また、安価な労働力に頼ると、労働生産性を上げようではないかというイン

センティブも抑制しかねない。こうした状況は、労働生産性の上昇と賃金の上

昇という好循環に持っていきたいところに水を差しかねない。本日の新聞で、

九州が全体として週 36 時間働けるような特区としての申請を出されたと聞きま

した。それはそれでいい。受け入れられた方には、しっかりと、蟹工船みたい

な過酷な労働条件にならないようきっちり管理することが大事だと思います。

しかし、大事なのは優先順位です。女性や高齢者にしっかり働いてもらえる環

境づくりを急ぐことの方が単純労働の外国人雇用の拡大よりもプライオリティ

としては高いと思うので、プライオリティ付けはしっかりやっていただきたい

なと思っております。 

それから、生産性の向上につきましては、私、ずっとこの話を今までもして

きていますので、どちらかというと効率化の話を今までしてきましたけれども、

やはり非製造業の生産性が全国よりも低いというところの要因は、個々の企業

レベルで何とかやっていく部分と、行政全体として一体としてやっていかなけ

ればいけないという部分があって、北九州市が今おっしゃったようにコンパク

トザウルスという、コンパクトシティ化を積極的にやられるというのは、相当

に意識して加速していかなければいけないだろうなと。北九州市の資料を見る

と、これから 2040 年までに人口が 40～50％減る地域が、八幡東区の南のほうと

か門司とかあるわけですから場合によっては、行政が移転費用の一部を出して

でもコンパクトシティ化を急いだ方が、結果として、行政サービスのコストも

低くなるかもしれないみたいな議論もあるかもしれないなというのが１つです。 

それから、労働生産性の分子である付加価値を増やすという意味で、やはり

交流人口の流出とかを食い止める策、それから流入の促進をやっていくという

ことになれば、八幡も小倉も門司もというのはなかなか難しくて、少なくとも

ハレの日消費をやるところは小倉に集中させるという意味で、小倉のまちづく

りを、要するに天神とか博多に行かないようなまちづくりというものを相当頑

張ってやっていく必要があるのかなと思います。 

いろいろ言いまして、すみません。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。終わりの時間がそろそろまいりました。最

後にどうしてもこのことは言いたいという方があれば。では、原田構成員、ど

うぞ。 
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（原田構成員） 

今、福本構成員のお話で外国人のお話がありましたが、それこそ今、４月か

ら中国人の方を雇用しようと思っているのですけれども、安価なお給料でとい

うのではなくて、私が考えているのは、５年勤めていただいて、弊社のファン

になっていただいて、中国に帰っていただいて、中国で弊社の代理店ではない

のですけれども、そういうふうなお仕事をしていただいて、中国の方に弊社の

商品をどんどん紹介してもらえるような感じで考えております。 

だから、５年、10 年くらいいていただければ本当にいいのですけれども、こ

れから本当に外国人を雇用していこうと思えば、終身雇用とか、今まで日本の

私たちが考えていた雇用体系ではない、短いスパンでというようなものの考え

方をして、ファンをつくって帰ってもらうという考え方をしないといけないの

ではないかなと思ったことを思い出しました。 

（近藤座長） 

まだご意見がたくさん。では、もうひとつに限らさせていただきます。 

（籠田構成員） 

年収の件ですけれども、北九州市は今、全国市区町村の 383 位という、2015

年の調査があって、それは実は下がっているのですね。2014 年は 369 位が 2015

年に下がっているというところが、少し私は気になっていまして、世の中みん

な年収が上がっていくところで、北九州市の下がっている原因というのも、今

この場でということではないのですけれども、市の調査研究とともに、今後、

年収がやはり福岡市や宗像市よりも低いという 2015 年、この辺り、北九州市と

して、生産性向上があってのことなのですけれども、何か施策はないものかな

と、ちょっと思いました。 

（近藤座長） 

それでは、どうもありがとうございました。５分くらいで、私に総括をしな

さいということなのですけれども、総括は非常に大変だということが分かりま

したので、一言だけ。 

今日、ご意見をたくさん伺いまして、それぞれ、産官学にとって持ち帰りの、

いわゆる宿題といいますか、そういう課題が見えてきたのではないかと。そし

て、今日お集まりの構成員の皆さん方は、ある意味では先進的な取組み、優れ

た取組みでのご発言がありましたので、それをいかにして発信していくかとい

うことが大切だと思います。そして、統計的に人が少なくなって、雇用環境が

人手不足になるということの中で、幾つかの解決策といいますか、もう具体的

に実践されているというところがありましたので、その実践例をつなげていく。 

１点私が申し上げたいのは、人、一人一人の能力は非常に多様性を持ってい

るということで、今、職に就きますと兼業ということが制度的に限定されてい
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ます。あるときにはこういう仕事、あるときにはこういう仕事という、24 時間

の中で、あるいは８時間の中での兼業という可能性を検討する。私も大学にい

たり、公務員の時代がありましたので、なかなか難しいことではあるのですけ

れども、そういう中で能力が発揮できるような、社会というのが必要かなと。

それは、松永さんが言ったような形での、いわゆる柔軟な対応という形の中に

入るかなと思います。 

それから重要なのは、IoT、テクノロジーという考え方と、それから齊藤さん

がおっしゃったような泥臭い部分、人と人とのつながりですね。そういうもの

を、どのようにバランスを取るかということがまさに喫緊の課題だと。非常に

たくさんの宝がこの街にはあるということを前提にしながら、そのような形で

の新しいスタイルをつくっていく。北九州スタイルという形、そしてブランド

をつくっていく。そのような形で、それぞれの立場の中から進めていただけれ

ばと思います。 

今日は、構成員の皆様方に多様なご意見を頂きまして、誠にありがとうござ

います。それでは、司会を事務局のほうにお返ししたいと思います。 

（事務局） 

先生、ありがとうございました。本日は、大変活発なご意見を頂きましてあ

りがとうございます。 

本日頂きました意見につきましては、市役所内部にフィードバックさせてい

ただきまして、戦略推進の参考にさせていただきたいと思っております。その

際に、皆様に個別にご相談させていただくこともあろうかと思いますけれども、

その際にはどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは最後に、北九州市長、北橋より閉会のご挨拶を申し上げます。 

（北橋市長） 

今日は長時間、あっという間に過ぎましたが、皆様に非常に率直に忌憚のな

いご意見を述べていただいて、本当にありがとうございました。 

副市長、理事をはじめ、課長も皆おりまして、いろいろなご質問に対してお

答えをしたいという気持ちはいっぱいあると思いますが、まずは今日頂いたご

意見をよく私どもなりに咀嚼をし、みんなでよくディスカッションして、正面

からしっかりと受け止めて、ご指摘いただいたことに対して、一つ一つ方向性

を示して頑張っていきたいと思いますので、引き続いて、またいろいろな機会

にご教授を賜りたいと思っております。 

私も議員になったのは 32 年前ですから、この間のことを見てまいりまして、

生活が非常にしやすいと。でも、たまに怖い人がいるというのが大体の定番の

イメージだったのですが、今は怖い人というか、ややこしい人災がぴたっとな

くなって、そして雑誌が日本で一番住みやすいとか子育てがいいとか、何か少

しずつ時代が、北九州の良さを見つけてきて発信をしてくれるような時代にな
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ったと思います。人口の問題であるとか所得の問題とか、依然として冷たい風

は時折吹くわけですが、三寒四温ではありませんが、少しずつ温もりの追い風

を感じる昨今でございます。 

今後、そういったことを真っすぐ進めるためには、今日頂いたご意見をしっ

かりとそしゃくをして、頑張って、またこれから邁進していきたいと思います。

どうぞ今後とも、皆様方のお立場から、忌憚のないご指導を賜りたいと思いま

す。 

本当に、ありがとうございました。 

（事務局） 

それでは、会議を終了させていただきます。皆様、本当にありがとうござい

ました。 


