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第 11 回北九州市新成長戦略推進懇話会

日時：平成 30 年８月 28 日（火）
10 時 00 分～

場所：ホテルクラウンパレス小倉

２階 香梅

事務局（岩見部長）

おはようございます。予定時間となりましたので、ただ今から「第 11 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、北九州市産業経済局新成長

戦略推進部の岩見でございます。よろしくお願いいたします。

最初に、資料の確認をさせていただきます。まず最初に、資料１「北九州市新成長戦略

工程表」、資料２「北九州市新成長戦略工程表の特徴的な取組み」、資料３「北九州市新成

長戦略概要」、Ａ３版でございます。資料４「北九州市新成長戦略」、本体でございます。

資料５「新成長戦略 雇用創出実績」を配付しております。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。

なお、今回、構成員として、熱産ヒート株式会社 川口社長、北九州商工会議所常議員、

新日鐵住金株式会社 三好部長にご就任いただいております。

また、アドバイザーとして、日本銀行 梅田支店長にご就任いただいております。初出席

の方々には、後ほどご挨拶を頂きます。

それでは、北九州市長、北橋より、ご挨拶申し上げます。

（北橋市長）

皆様、おはようございます。今日も大変お忙しいところ、もう第 11 回となりますが、懇
話会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

この懇話会は、新成長戦略の進捗の状況を定期的に、皆様に報告申し上げまして、皆様

から忌憚のない助言を頂く重要な機会でございます。この席には、市の各部署から幹部職

員が多数参加いたしておりまして、皆様にご議論いただきました内容を、これからの私ど

もの政策に反映させていただきたいと、このように考えております。

さて、私どもの大きな目標は雇用であります。５年間で新規雇用２万人という目標を立

てて、平成 27、28、29 年の３年間で１万 2,915 人の新規雇用を創出しております。これ
は、計画を上回るペースで進んでいると考えております。皆様の貴重なご意見を受けての

戦略が、具体的な成果として表れてきているものと感謝をいたしております。

さて、昨今の本市をめぐる状況の中で、今後未来に向けて非常に明るい材料が２つござ

います。

１つは、「ＳＤＧｓ」持続可能な 17 の開発の目標であります。これにつきましては、国
連の合意を受けまして、日本政府も一生懸命であります。このたび、今年になりまして政

府から、このＳＤＧｓのモデル都市に本市を選んでいただき、自治体としても先頭切って

頑張るように、励ましを受けているところであります。
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この点については、ＯＥＣＤのほうからアジア地域で唯一、モデル都市に選んでいただ

きまして、現在、調査・分析が行われております。また、ＯＥＣＤから世界に対して、北

九州のＳＤＧｓのレポートが発信される予定でございます。こうしたことは、本市のプロ

モーション、また、明るい地道な努力というものを内外に発信する絶好の機会だと考えて

おります。

もう１つは、文化庁が東京オリンピックに向けて、東アジアの文化交流というものを重

視しているということです。そのために日中韓、それぞれ毎年１都市ずつ選び、文化の交

流を精力的にこの数年行ってきております。先般、2020 年の選考がございまして、今年の
８月に 2020 年オリンピックイヤーの東アジア文化都市は北九州市に決まったと、このよ
うにご報告を頂いたところであります。これから精力的に準備に入るわけでございますが、

これも非常に明るい材料で、北九州市が注目される。そしてまた、投資や人の流れを呼び

込むという面においても追い風になるものと考えております。

今日は、本市の発展のために、皆様方から忌憚のないご意見、助言を賜りますように、

よろしくお願い申し上げたいと思います。

事務局（岩見部長）

続きまして、北九州市新成長戦略推進懇話会開催要綱４の１の規定に基づきまして、本

懇話会の座長を市長が指命いたします。よろしくお願いいたします。

（北橋市長）

近藤先生、いかがでしょうか。

（近藤座長）

ただ今、市長から、座長のご指命を受けましたので、謹んでお受けしたいと思います。

前回に引き続いて、２年間、座長の職を引き受けることになります。どうぞよろしくお願

いいたします。

事務局（岩見部長）

では、近藤座長、ありがとうございました。

それでは、議事に入ります前に、初出席の方々からご挨拶を頂きたいと思います。川口

構成員、自己紹介として、一言ご挨拶をお願いいたします。

（川口構成員）

皆様、おはようございます。戸畑区のほうで製造業を営んでおります、熱産ヒート株式

会社の代表をしております、川口と申します。

我が社は、新しく金属を接続するために必要な加熱装置を開発、製造販売している会社

でございます。44 年間ずっと研究・開発ともにやってまいりまして、熱を中心とした技術
開発をやっている会社でございます。

今回、私、この会議は初めて参加させていただきます。北九州市の職員の方には、今ま
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でもかなりお世話になっておりまして、いろいろな施策を活用させていただいている企業

の１社でございます。

どういう形で北九州市を良くしていくための意見等々が、私自身、述べられるか分かり

ませんけれども、頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局（岩見部長）

川口構成員、ありがとうございました。

続きまして、三好構成員、一言お願いいたします。

（三好構成員）

皆さん、こんにちは。新日鐵住金の三好でございます。４月に、前任の岩井の後任とし

てこちらにまいりまして、この職も岩井の後を受ける形で引き継いでおります。よろしく

お願いします。

新日鐵住金も八幡製鐵所も今、非常に変革の時期でございます。官営八幡製鐵所以来、

100 年以上お世話になっておりますけれども、４年前に旧住金の小倉製鐵所と一緒になり
まして、現在、小倉もくっつけたところで、新八幡製鐵所ということで、八幡・戸畑・小

倉の３カ所で製鉄業を営ませていただいております。さらに、ここから先、100 年、200 年
と続く企業になるように、今、体質強化に取り組んでおります。

あと、会社のほうも来年４月から新日鐵住金を改め、日本発祥の製鉄業ということで、

日本製鉄ということで、大きく世界に、日本の中で存在力を高めていこうということで、

やっています。

北九州市については、私、今回住むのは初めてでございますが、大変住みやすくて、よ

いまちだなと思っております。この市の発展に微力ながら、少しでも貢献できるように、

積極的に意見を言っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局（岩見部長）

三好構成員、ありがとうございました。

続きまして、梅田アドバイザー、一言お願いいたします。

（梅田アドバイザー）

６月に就任いたしました、日本銀行北九州支店長の梅田でございます。就任時にも申し

上げたのですけれども、この北九州市、北九州京築地区は、産業面、交通の面とか、高い

成長を続けるアジアに近いといった立地条件において、他の地方都市対比で非常に恵まれ

ています。それから、ここで３カ月間くらい過ごしていますけれども、生活基盤や食の面

でも非常に潜在的に成長を促すような材料がたくさんあるなというのが今までの印象です

し、それは最初に思ったことと、全く変わりがないということです。

恐らくこれからご説明いただく、新成長戦略工程表の中にも、さまざまな分野でその潜

在力を活かしていく、そういう努力、そういう施策というのが含まれていると思います。

ぜひ、今日はいろいろなお話をお聞きして、私もこの地域の経済をしっかりと見ていく
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ということが本分でございますので、その分析、あるいは提言なども、これからやってい

こうと思っていますので、今日の会議を非常に楽しみにしていますし、もし何か気付いた

ことがあれば、提言をさせていただきたいと思っています。

どうぞ皆様、よろしくお願いいたします。

事務局（岩見部長）

梅田アドバイザー、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、本日は新成

長戦略工程表について、自由にご意見を頂きたいと思います。

これから先の進行は、近藤座長にお願いいたします。よろしくお願いします。

（近藤座長）

それでは、今説明がありました、お手元にあります議事次第に従って、ご議論いただき

たいと思います。まず、事務局から「新成長戦略工程表について」資料の説明をお願いし

ます。

事務局（田原課長）

それでは、工程表についてご説明いたします。資料１が工程表です。これは新成長戦略

の５つの方向性と雇用創出に向けた取組みについて、本年度から３年間のアクションを包

括的、体系的に示したものです。本日はこれとは別に、資料２として、工程表の中から特

徴的な取組みについて、具体的な事業を取りまとめた資料をご用意いたしました。

現在、本市で最も注力しておりますのが、生産年齢人口の減少に対応した労働生産性の

向上や、新たな産業の担い手の創出です。これらに加え、インバンド事業の取組みや、次

世代エネルギーの拠点化について、具体的な事業を集約しております。

委員の皆様に、より具体的なイメージをお持ちいただけると思いますので、本日は資料

２を中心にご説明させていただきます。それでは資料２をご覧ください。資料は、上から

３枚が目次兼要約版、４枚目以降が各事業の概要です。

では、戦略の方向性Ⅰ「地域企業が元気に活動し続ける環境整備」からご説明いたしま

す。全体の４枚目、右肩に１と記載のあるページをご覧ください。「中小企業成長加速化モ

デル事業」です。中小企業の春の改革の支援です。公募による５社を対象として、新規取

引先の獲得によって、事業拡大や売上増など、成長を加速させ、本市経済をリードする中

間企業への育成を図るものです。

次に１枚めくっていただき、右肩ページ２です。中小企業の円滑な事業承継を促進する

事業です。事業承継に課題を抱える中小企業を、啓発セミナーと専門家による相談対応、

事業承継計画策定など、具体的な成果の創出までをトータルでサポートするものです。

次に３です。中小企業の新規設備投資の固定資産税を３年間ゼロにする特例措置です。

国がこれからの３年間を「生産性革命・集中投資期間」と位置付けて創設した「生産性向

上特別措置法」の特例を、本市では九州最速で導入し、いち早く展開しております。

次のページ、４ですが、ＡＩＭビルにある創業支援施設、北九州テレワークセンターを
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国内最大級のワーキングスペース「ＣＯＭＰＡＳＳ小倉」として、今年６月にリニューア

ルオープンさせました。本市が日本一起業家に優しいまちになるための中核施設として、

新たに創業を考えている方、それを応援する方など、多様な方々が集い、新しいビジネス

が創出されることを目指します。

次の５からは、新成長戦略の方向性Ⅱ「高付加価値ものづくりクラスターの形成に関す

る取組み」となります。昨年から引き続いての取組みですが、北九州産業学術推進機構

（FAIS）が中小企業の生産性向上を図るため、ロボット、ＩｏＴ、ＡＩの導入を推進でき
る人材を育成するスクールを開催しております。

次の６は、ロボットの活用で介護職員の負担軽減や介護の質の向上を図るとともに、高

年齢者などの雇用機会の拡大、ロボット産業の振興を目指した事業です。産学官民の連携

により、介護ロボット等を活用した先進的介護システムを推進するものです。

１枚めくっていただき、次の７からは、戦略の方向性Ⅲ「国内潜在需要に対応したサー

ビス産業の振興」に関するものです。７ですが、本市は 2020 年、東アジア文化都市の国
内都市に選定されました。これは、日中韓３カ国において、文化芸術による発展を目指す

都市を選定し、現代の芸術文化や伝統文化、また、多彩な生活文化に関連するさまざまな

文化芸術イベントなどを実施するものです。

次の８です。好調なインバウンドに関する取組みの１つとして、関西方面からの誘客に

取り組みます。ＪＲ西日本との共同で、外国人観光客が日本を鉄道で旅行するのにお得な

切符「レールパス」とタイアップした、市内観光施設の入場料割引やモニターツアーを実

施します。

次に９ですが、市営バスを利用して市内の観光施設を巡ると、限定デザインのキティグ

ッズがもらえるスタンプラリーです。ＪＲ西日本が運行するハローキティ新幹線との連携

により、若松・小倉への誘客、市内周遊観光の促進を図ります。

次の 10 ですが、人気アニメ「名探偵コナン」とコラボし、北九州市、宗像市、福津市内
のチェックポイントを巡る謎解きツアーです。アニメの世界観で謎解きしながら、周遊観

光を楽しむことができます。

次の 11 です。今年 12 月から、若戸大橋、若戸トンネルが無料化されますが、これに合
わせて、若戸大橋のライトアップを行います。市民から愛されるシンボルとして価値を高

め、シビックプライドの醸成につなげたいと考えております。

次の 12 です。門司港駅は、大正３年（1914 年）に建設された２階建て駅舎で、平成 24
年から復元工事を進めておりましたが、来年３月にグラウンドオープンいたします。復元

にあたりましては、昭和４年（1929 年）に設置された、車寄せの庇を取り除くなど、大正
３年当時の姿に戻すことをコンセプトに、工事が進められております。

13 です。最近、猫目当ての外国人観光客を多く訪れている藍島に、４カ国語の案内板を
設置いたしました。

次の 14 ですが、小倉魚町地区のお得なグルメ情報を掲載した韓国語版クーポンブック
を作成し、韓国人観光局の選択肢を増やし、まちなか消費の促進につなげるものです。英

語版も発行予定でございます。

次の 15 ですが、空き店舗を活用する事業者を応援するプロジェクトです。「お店を出し
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たい」「何かしたい」、そういう相談者の出店に伴奏し、専門家による相談、補助金、リノ

ベーション、アフターフォローを行うことで、円滑な出店、商店街関係者とのネットワー

クの構築を支援し、商店街の活性化を図ってまいります。

次の 16 ですが、国内外の観光客の取込みに向けて、「観光拠点」としての商店街の魅力
の磨き上げや、ＩＴを活用した生産性向上による人手不足などの課題解決を目的とした勉

強会を実施しております。７月の勉強会では、「ＳＮＳによる情報発信と集客」がテーマで、

今の若者はどうやって情報を検索しているかなど、目から鱗が落ちたと好評を頂いており

ます。

１枚めくっていただき、17 です。本市は、次世代を担う情報通信産業の集積に向け、積
極的な誘致活動や地元大学・高専・専門学校とのマッチングによる採用支援に取り組んで

おります。ページ裏面に記載のとおり、近年、ＩＴ関連企業の立地が相次いでおります。

次の 18 ですが、本市の誇るものづくりを活かした取組みです。革新的なビジネス創出
を目指すため、大手企業から提示されたチャレンジテーマをスタートアップ企業などとの

連携により、オープンイノベーションで解決するとともに、ＩｏＴ関連のものづくり、試

作品づくりまで支援する、他都市にない特徴的なプロジェクトでございます。

次の 19 からは、戦略の方向性Ⅳ「グローバル需要を取り込む海外ビジネス拠点の形成」
に関するものです。

19 ですが、本市は世界的な取組みである持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について、今
年４月、ＯＥＣＤのＳＤＧｓ推進に向けた世界のモデル都市に選定されました。さらに、

裏面ですが、今年６月、国から自治体のモデルとなる、「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されま

した。今後、関係機関、企業や市民の皆様とともに取組みを推進してまいります。

次に 20 です。官民の技術やノウハウを結集した「北九州市海外水ビジネス推進協議会」
を軸に、地元企業の技術・製品を国内外に広く情報発信するなど、水ビジネス展開を積極

的に支援しています。

次に 21 ですが、新たな産業の担い手としての高度外国人材確保に向けた事業です。具
体的には、外国人留学生獲得のためのオンキャンパス会社説明会、会社合同説明会、留学

生サポート事業、アジア太平洋大学（ＡＰＵ）との協働事業、韓国ＭＯＵ締結校や台湾の

大学との交流、市内企業への情報提供・コンサルティング等に取り組んでおります。

次に、方向性Ⅴ「地域エネルギー拠点の形成」に関するものです。

22 です。再生可能エネルギーや高効率火力発電所の立地ポテンシャル、スマートコミュ
ニティの実証を通じた、エネルギーを賢く使う省エネの知見を活かして、低炭素で安定し

たエネルギーを供給することを目的として、地域エネルギー拠点化を推進します。

次に 23 の「グリーンエネルギーポートひびき」事業です。広大な産業用地や充実した港
湾インフラを有する若松区響灘地区におきまして、風車の実証や洋上ウインドファームの

誘致を通して、今後大きな成長が見込まれる風力発電関連産業の総合拠点の形成を目指し

ております。

最後に、「雇用創出に向けて」に関するものです。

24、若い働き手を本市に呼び込み。社会動態をプラスへとつなぐことを目的として、今
年、産業経済局内にチームを設置し、九州・山口一円の大学・高専・工業高校の約 100 校
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を市職員が直接訪問し、市内企業やまちの魅力をＰＲする新たな取組みを始めております。

訪問した学校からは、「大変ありがたい」「学校を紹介したい」との声のほか、寮の要望な

ど、有益な情報を頂いております。

次に 25 ですが、24 でご紹介いたしましたプロジェクトのヒアリングを行う中で、親の
意見やアドバイスが、学生や第二新卒の就職先の決定に影響するという近年の傾向がつか

めました。そのため、我が子の就職・転職を控えた親御さん向けに、最近の就職活動の傾

向、市内企業や市内で働く社会人の魅力を伝える講演会やトークセッションなどを開催し

ております。

26 です。ＩＴ分野での就職に興味を示すニートなど、未就労の若者を対象として、ＩＴ
スキルの取得支援に実績のある市内企業の研修制度を活用したモデル事業を実施します。

資料２は以上です。

戻りまして、資料１の工程表ですが、戦略の方向性ごとに、今後３年間のアクションを

包括的・体系的に記載しております。その中で、今、ご説明いたしました特徴的な取組み

について、黄色のマーカーを付けて分かるようにしておりますので、後ほどご覧いただけ

ればと思います。工程表についてのご説明は以上です。

最後に資料５をご覧ください。平成 29 年度、昨年度の雇用創出実績について、ご説明い
たします。

平成 29 年度に、リーディングプロジェクトの取組みによって創設された新規雇用につ
いて、方向性ごとに実績を取りまとめたものです。平成 29 年度合計で 4,405 人で、方向
性ごとの実績はご覧のとおりです。平成 27年度から５年間で２万人の目標に対しまして、
これまでの３年間で、１万 2,915 人の雇用を創出し、計画を上回るペースで進捗しており
ます。なお、新規雇用創出の目標とは別に、従前からある求職・求人者のマッチングにも

きめ細かく取り組んでおり、3,659 人が雇用に結び付いております。
以上で、ご説明を終わります。

（近藤座長）

どうもありがとうございました。かなり膨大な資料ですが、それを要領よく説明いただ

きました。

冒頭、梅田構成員から、ご挨拶の中であったように、かなり多くの事業を取り組んでい

るというのは明らかだと思います。今日は、構成員の皆さん方に、それぞれのお立場でご

意見を頂こうと思います。発言内容に関しては、順不同で結構です。資料２に基づいて説

明がありましたので、皆さん方のご関心のあるところから、ご提案いただくという形にし

たいと思っております。資料２は 26 事業ということでありましたけれども、それに関連
したもので結構です。構成員の皆さん方から順次ご発言いただいて、そのあと、自由な立

場でのディスカッションという形に移りたいと思います。

偶然ですが、私を挟んで男性と女性に別れておりますが、これは意図的ではございませ

んで、あいうえお順でこのような状況になっています。最初に、川口構成員から、ご意見

頂ければと思います。よろしくお願いします。
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（川口構成員）

よろしくお願いします。市のほうで、さまざまな施策を取り組まれているということ、

私も知っている事業から、全く聞いたことのなかった事業まで取り組まれているのですけ

れども、この素晴らしい知的資産といいますか、北九州市にある資産をどのように広報し

ていくかというところについて、まだまだビジュアル化といいますか、具体するにはなっ

ていないようなところが、まだまだあるのではないかなと感じています。

中小企業の魅力やまちの魅力というのは、本当は盛りだくさんあるはずなのですけれど

も、周知しているかというところにおいて、少し課題はあるのかなと感じています。

私たちはこういうふうに関わらせていただいていますので、こういうふうに知っている

ところではあるのですが、それを私たちも伝える必要はあるのですが、伝えるというとこ

ろに関して、もう少し派手にというわけではないけれども、ビジュアル的に伝えると、も

う少し市民の方たちとか学生、若い方たちに伝わっていくのかなと感じます。

いろいろな施策の中で、外国人の受け入れだったりとか、そのようなことはすごく私も

ウエルカムなのですけれども、その中でひとつ、せっかくの観光地というところで、メデ

ィア・ユニバーサルデザインといいますか、誰もが見て分かりやすい表示であったりとか、

そういったところはまだまだ、まちを歩いてみると分かりづらかったりとかというところ

があるので、訪れた方たちが二度、三度、やはり魅力に感じていただけて、さらにお年寄

りとか、長く住んでいただきたいなと思ったときには、表示機能だったりというのは充実

させていく必要があるのかなと思って、取り組む中でも、さらに加えていただければなと

いう点で感じました。

あとは、教育というところで、充実した機能がさまざまあるのですけれども、例えば出

光佐三さんの記念館であったりとか、そういったところで、出光佐三さんは「道徳とモラ

ルは違う」と明言されていまして、その道徳という和の心みたいなところを、いろいろな

外国のたちとかがが来るからこそ、北九州にいろいろな、例えば、門司港のリニューアル

も大正のイメージをということで、先ほどご説明ありましたけれども、昔ながらの日本人

の和の心の部分を伝えるというところを、もう少しともにしていくことも、日本人として

というか、それを北九州市が発信できると、すごく魅力が高まるのではないかなと思いま

した。

（近藤座長）

どうもありがとうございました。まず、口火を切っていただきました。

多々ある事業等に関して、やはり広報活動ということが挙げられました。今月、８月１

日と７日に地方創生シンポジウムが市の主催でありました。私も出席し、市長にも２回パ

ネリストで登壇いただきましたが、数百人の方がお聞きになって、そのアンケートの中で

は、非常に新しい面を知ったということが多々あったので、まさにそういうことを伝えて

いく場が本当に必要だなと。

それから、ユニバーサル・デザイン等において、これはインターナショナルにもですが、

グローバルの中でもそういうものが必要になるだろうと。

それから、文化振興を含めた形で、佐三さん、あるいは文化施設のこともありました。
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市長から先ほどありました、東アジア文化都市という、後世に結び付くような流れの中

で何かできればいいなと感じました。どうもありがとうございました。

それでは、北川構成員のほうから、よろしくお願いします。

（北川構成員）

株式会社フムフムの北川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

私も今、川口構成員が述べたところに一番ポイントを置いて聞いていました。同じよう

な思いをすることが多かったのですが、現在、弊社が店舗を構えている場所は福岡市です。

北九州市から福岡市に移転しておりまして、福岡市はやはり観光客が非常に多く、案内も

観光客のわかりやすいものが多いです。北九州市というのは非常に魅力がたくさんあるの

ですけれども、観光客に対してのガイダンス的なアナウンスがとても少ないような気がし

ています。それをもう少し、何か具象化できることはないかなというふうに、日々お店を

しながら考えているところがあります。

例えば、店舗がある館の中のインフォメーションに通訳の方がいらっしゃいまして、４

カ国語で対応をしています。例えば、中に入っている店舗さんが英語とか韓国語、そうい

うところがしゃべれなくても、コミュニケーションが取れるツールが結構しっかりしてい

る、私が福岡市に対して思っている心証があるのです。結構、至る所にそういう告知があ

る、看板がある。

北九州市もそういうところをもう少し増えてくるといいなと思いますし、逆にＳＮＳな

どを使って、北九州ナビのような、外国人が利用できるようなアプリなどのコンテンツを

開発できると、せっかく、アジアの文化都市になっている部分と観光ということで考える

たら、強いコンテンツを持ってくると、もっと福岡市からこちらに集客ができるのではな

いかなという思いがあったり、新幹線を使うと 15 分で来られる立地の良さがあるので、
そういう新幹線とコラボできることはもっとないのかなと思ってみたりとか、そのような

観点から、いろいろ取組みができたらいいのではないかと思いました。

それと、もう１つは、今回「ＣＯＭＰＡＳＳ小倉」ができていますけれども、私もこの

北九州市でなかったら起業は難しかったなと思う情報量の密接さというのが、北九州市の

とてもいいところだと思います。これがもっと大きな枠でいくと、どうやって起業したら

いいのかというのを、社会と女性、例えば主婦をやっていて、こういうアイデアがあるか

ら起業したいと思ったときに、社会に出ていない場合ガイダンスがとても少ないのです。

それをもっと分かりやすく、皆さんに告知していけるといいなというのを、自分の実体験

を通して思っています。そういうふうな市民に対する分かりやすさというのを考えて、自

分たちもやってきたことの中で、もう少しアプローチをかけていけるような企業体として

活動していけたらいいなと、現在思っております。以上になります。

（近藤座長）

どうもありがとうございます。かなり具体的なお話の中で、先ほど川口構成員からあり

ましたが、それを実体験にした形での伝え方といいますか、コンシェルジュが必要だとい

う意味合いかなと。コミュニケーションの仕方、あるいは分かりやすさというところとい
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うのは、多くの自治体の課題だと思いますけれども、そういうものを含めた形で。具体的

には、ＩｏＴ関係のお話も少しありました。後ほど、松永構成員に、その辺のことも含め

てご意見頂けたらと思います。

それでは、金構成員、お願いします。

（金構成員）

アヴァンティの金です。よろしくお願いします。

後ほど、フリートークのときに、方向性に関していろいろ思うところを語らせていただ

こうと思いますが、全体的に先に２つくらい先に申し上げたいです。まず一つ目は都市間

の競争を高めるために、まちの魅力アップが先決でないか？ということです。先ほど、近

藤座長がおっしゃった地方創生シンポジウムでも、若い世代はまちの格好よさを求めてい

たように思いました。学生たちにインタビューしたシーンにはまちにごみが落ちているこ

とが気になるという言葉が多くありました。え？まちにそんなごみが落ちてるの？と不思

議に思われる方もいらっしゃると思いますが、実際、よそ者から見るとそういうところも

気になるものです。まちの美化だったり、まちの魅力アップにぜひ力を入れていただきた

い。

もう１つは、北九州市民の念願の北九州のＰＲをもっと強化していただきたい。例えば、

先ほど親に大学入学の説明をするとありますが、実際、北九大に行きたいと思っている我

が社のスタッフも、親が危ないから行くな、というのでやめたという話も聞いたりしてい

ます。企業誘致にしろ、何にしろ、一番は北九州のイメージアップをもっと強化していく

ことが一番ベースにあるのかなと思っております。以上です。

（近藤座長）

どうもありがとうございます。また後ほど、フリートークのところで、ご発言をいただ

ければと思います。

それでは、籠田構成員、お願いします。

（籠田構成員）

籠田です。私は、まず北九州市のこの会議までの間で、すごくいいと思っているところ

がＳＤＧｓです。よく取れたなと思っています。この新成長戦略にとって、総合的に都市

を評価する素晴らしいキーワードであり、ものすごく市の職員さん、皆さんが頑張られた

のだなと私は思います。

それともう１つ、これだけ本当に異常気象といいますか、災害が次から次に、日本列島

各地の取組みです。この北九州において、本当に紫川の水位、そして、今まで神岳川も水

害というものが、北九州市民の恐怖だったところが、今年はこの水害がないというところ

も、素晴らしい北九州市の、今までの長い営みだと思っています。こういうふうに成長し

ていくのには、３年、５年と言わず、やはり 10 年、20 年かけて新成長を促していかない
といけないというところにおきまして、私は前回、ＩＴ化と英語とかグローバル化という

話をずっとやっていると思います。
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もう１つ、最近気が付くことが、やはり高齢者が多いというところが一つの特徴で、本

当に高齢者のための戦略だったり、高齢者のための文化だったり、「高齢者のための」とい

うようなのは、ひょっとしたら耳にする回数が多いのではないかと。私の長男は、東京の

大学に進学して、夏休みに帰ってきて冒頭言ったのが、「東京に行ったら、北九州の情報を

ものすごく見るようになった」と。いいことだと思ったのですけれども、「うーん、北九州

やばいね」と。「何？」と言ったら、「駅前に若者が集まるところ、なくなるやん」と言わ

れたのです。小倉駅前、黒崎駅前、やはり、ああいう若い人たちが集まる商業施設という

所は、若い人が働けるし、若い人たちの集まり場所になるというところにおいて、そこを

一つ突かれました。

そして、やはり年寄りが多いというところは、ちょっと言葉はすみません。適切な言葉

に表現していったほうがいいのかもしれないのですけれども、そこに関して、最近、私は

ひびきのによく行くようになって、これはもっともっと市が関わるべきところがあるので

はないかなと。大学機関が研究するテーマとか目的というのと、企業が研究する目的とい

うのは違うかもしれませんけれども、先ほど川口構成員が研究開発という言葉を言われて、

民間企業が研究したり開発するのはものすごく大変なことで、もう本当に赤字覚悟で、そ

こにお金を投資しないといけない。でも、大学は研究費を国から、いろいろな所からもら

って、その研究をやはり市の民間企業の財産にしていけるような仕組みがもっと必要では

ないかなと。もっといっぱいしゃべりたいのですけれども、マイクを置きます。

（近藤座長）

では、後ほど、話していただこうと思います。

最初に籠田構成員からＳＤＧｓ、これは事業ナンバー19 番のところで、冒頭市長からも
ありましたように、世界６カ国地域で、ＯＥＣＤから唯一日本では選ばれたということ。

恐らくは、2030 年に向かってのグローバルスタンダードという形になりますので、そうい
う意味では、市が牽引していかないといけない。ある意味では、そういう大きな責任を持

ったということと思います。

それから、災害については、短期間でできるものではなくて、これは経験が重要だと。

今の話を聞いて、この新成長戦略は５年間という期間を決めておりますけれども、実はそ

うではない。これは長い経験の中の一部だという位置付けだと。長い新成長というのを今

後とも考えていく必要があるというご発言だと思います。

それから、やはり市の中にいますとなかなか見えないものが、離れてみるといろいろ見

えてくる。息子さんのご経験もありましたような形で、やはり鹿児島線沿線といいますか、

駅が、やはり北九州のある意味では拠点になる所であろうと。そういう所で若者、そして

高齢者も含めた形で集まれるような空間をどういうふうに創造していくかというご発言だ

ろうと思います。

もう１点、これはまた松永構成員になるかもしれませんけれども、ひびきの等、いわゆ

る学研都市等で、人生 100 年時代と言いますか、高齢化社会に対応するような、ＩＴ関係、
自動走行の車などの研究開発が企業と一緒になっていくような環境をつくる必要があるだ

ろうというご意見を頂いたと思います。どうもありがとうございます。また後ほど、ご意
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見頂ければと思います。

それでは引き続きまして、隣の齊藤構成員、お願いします。

（齊藤構成員）

株式会社ＳＡＫＵの齊藤と申します。よろしくお願いします。

私のほうから２点ほど、北九州の特徴ということで、多くの方が挙げるキーワードとし

て、「ものづくりのまち」と、それから、先ほどやはり、籠田構成員から出ました「高齢化

のまち」という、大きくこの２つのキーワードが、私もよく県外でお仕事をしているうえ

で聞く内容です。

この２つが、北九州の特徴としたときの、先ほどのご説明で方向性のⅠ～Ⅴまであった

のですが、その中でも方向性Ⅱのものづくりの点が、雇用実績も 2,500 人くらいが達成で
きているという中で、先週、九経局の方と勉強会がありまして、その時に出て来たデータ

ーが、非常に私自身興味深く聞いていたのです。中小企業の事業所数、従業者数、付加価

値額の３つのテーマで、業種ごとにどういう割合で占められているかというデータがあり

ました。

これは日本全国のお話ですが、事業所数で一番多いのはサービス業で全体の４割を占め

ている。それに対し、製造業の割合が 11％。つまり事業数で言えば、サービス業が４割、
製造業が１割でした。それを、従業者数の割合で見ていくと、今度はサービス業が 35％、
製造業が 19％に上がっていきます。サービス業は５ポイントくらい下がるのですが、製造
業は８％、９％アップしている。最後の付加価値額を見ますと、なんとサービスは、全体

で占める割合が 23％になる。それに対して、製造業 25％ということでいきますと、事業
所数の割合と最後の付加価値額までの推移を見ますと、サービス業は事業所数４割に対し

て、付加価値額が 23％になる。製造業は、事業所数が 11％に対して、25％の付加価値を
もたらすというふうに、そのデータを見たときに、この北九州のものづくりの都市という

のは、実はものすごい底力を持っているのではないかなというのを、すごく私は自分勝手

な解釈ですが、実は非常に明るい兆しを感じました。

従業者数も製造業も増えていくという流れの中で、北九州市が方向性のⅡ番で「高付加

価値ものづくりクラスター形成」ということで取り組んでいらっしゃるこの数字は、もっ

ともっと増えていく要素を持っているのではないかなと。実際、今、企業誘致の分野で、

北九州市の取組みをちらっとお聞きしたところ、非常に土地が売れているという話も聞い

ております。ですので、そういった土地が売れていって、そこに雇用が生まれて、かなり

時間差はあるかもしれませんが、もう少し長い目で見ていくと、やはりしっかりとした、

ここが一つの手厚い層になっていって、北九州の底力の部分の産業構造になっていくので

はないかなと感じました。ぜひ、ものづくりの方向を、引き続き取り組んでいただければ

なと思います。

もう１点ですが、高齢化の街ということで高齢者です。私もこれは非常に、先ほど駅前

に若者の集う場所がないというお話がありました。今、毎朝９時 45 分くらいに、小倉駅の
とある場所に、シニアの方が 30 人くらい行列をなして、あるお店が開くのを待っている
行列ができている施設があるのです。それはどこかと言いますと、スポーツクラブでござ
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います。小倉駅の中にあるフィットネスクラブ、スポーツジムのオープンを待っているシ

ニアの方たちがいらっしゃいます。

なかなか「モノ消費」というのが、今苦戦している中で、よく言われる「コト消費」と

いうのが、これからさらに進んでいくのだろうなと、高齢者の方たちが並んでいらっしゃ

る「健康」というキーワードですね。やはり、そういうところにお金と時間を費やすとい

うところを見ていくと、高齢者に限らずでしょうが、「コト消費」というのも、高齢者の方

含めて、今後伸びていく要素ではないかなというところで、そこを何か後押しできるもの

があるといいのではないかなと思いました。

（近藤座長）

どうもありがとうございました。

最初２点、お話があったと思います。ものづくりということで、潜在的な能力といいま

すか、底力というものを、齊藤構成員の言葉を借りますと、いろいろな意味でものづくり

というのは、裾野も含めて底力というものが非常にあると。これはいわゆるＳＤＧｓのＳ

Ｄ（Sustainable Development）、持続可能な発展のための基礎的なものとして強化する必
要があるのではないかというご発言だったと思います。

それから、９時 45 分のお話は、非常に新しい視点といいますか、若者と高齢者も含めた
形で集まれるという、そういう空間をどういうふうに創造するかの一つのヒントとして。

私も、高齢者は、夏場は朝早く、それこそ５時、６時くらいには散歩を始めるのです。あ

る地方の街で、ジョイフルに早朝から並んで待って利用しているのです。高齢者の憩いの

場所になっているのです。いろいろな可能性というのが、高齢者のコトと言いますか、そ

ういうものをモノ消費も含めた形であると思います。

人生 100 年時代にとっては必要な、そういう部分に関して、北九州市は高齢者のまちで
すので、食や健康面に対するものに対しての視点を指摘頂いたと思っております。どうも

ありがとうございました。

それでは、男性陣のほうで、福田構成員のほうから、よろしくお願いいたします。

（福田構成員）

陽和の福田です。最初に、実は資料２をざっと拝見させていただいたのですけれども、

改めまして、ここ数年、行政の方々の迅速な対応、非常にスピーディに、我々の問い掛け

なり要望に対して対応してくださることに、感謝の意を表したいと思います。先ほどちら

っとありましたけれども、先端設備の導入なども、「え！ もうやってんの」というくらい

に早く、北九州が一番にやってくれましたので、いろいろな業務がスムースにいきます。

改めて、恵まれているなということを実感しております。

これは、お世辞でも何でもなくて、私は先週、全国の異業種の仲間と打ち合わせをして

きたのですけれども、関西の某府などはほどんどサポートがないと。なぜと聞くと、「あん

たら自分でできるやろ」と、「勝手にしいや」と言われていると。「自分たちでせなならん

のや。北九州はええな」と、ちょっとうらやましがられたと。自分の所にいると、なかな

か気付かないのですけれども、やはりかなり手厚いサポートを、しかもかなり迅速にやっ
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ていただけていると。これは、改めて感謝しなければいけないことだなと感じております。

それで、弊社もものづくりですので、キーワードの１つ「生産性の向上」とか、「ロボッ

ト」とか、「ＩｏＴ」、もう昨今、毎日これを聞かない日はないというくらい、しょっちゅ

う聞かされるキーワードです。これだけ聞かされているのですけれども、では、正確に「御

社にとって生産性の向上というのは何？」、「あなたにとって生産性の向上何？」と言われ

ると、これまた答えにくい言葉でもあります。

私も、これを社員さんたちに説明するとき、非常に困るのですが、「生産性が向上すると

どうなるの？」。「まあ、分かりやすく言うと、付加価値が高くなって物がたくさん作れて、

会社がもうかるよ」と。「会社がもうかったら、皆さんに給料でこうやって還元できるし、

新しい社員も雇えるし、生活が安定するね」と、一般的な話をします。

例えば、パートさんクラスにはこれでいいと思うのですけれども、幹部社員さんたちに

は、君たちがやらなければいけない生産性向上というのは、３年先、５年先に当たり前に

なっていることを今から作りはじめること。これを口を酸っぱくして言っています。

１つの例ですけれども、２年がかりで苦労してロボットを入れました。外部の方、社内

の若手、いろいろな方の協力、行政の方の協力も含めてロボットを入れました。半年かけ

て立ち上げました。ものすごいインパクトがありました。例えば、みんなが夜帰る時にス

イッチ押して帰ると、電気の消えた真っ暗な工場の中でロボットが１人動いているのです。

朝来ると、物ができている。社員が言うのです。「常務、チンみたいです」と。「朝食べて

きたチンみたいで、夜ボタン押したら、朝、物ができているんです」と。当たり前のこと

ですけれども、すごいインパクトなのですね。単純に言うと、人が付いて動かすよりも、

倍くらい物を作ります。１日当たり、単純に生産性は倍なのです。

ここでみんながどう思うか。自分の仕事がなくなるのではないか。ロボットに取られる

のではないか。これを放置すると、経営者としておしまいです。そうではなくて、「人間が

ついてコストが倍かかるのだったら、倍かかっても利益が減るような仕事を考えようよ。

そういう仕事の仕方をしようよ」。ここでみんな考えるのです。では、どうやったら無人の

ロボットよりも付加価値の高い仕事ができるのだろうと。半分の時間でやればいいのか。

いや、価値が倍ある仕事をすればいいのではないか。ロボットができない仕事をやればい

いのではないか。これの繰り返しが、やはりものづくりの生産性の向上につながるのでは

ないかと考えています。

生き残る企業は、ここのストーリーがきちんとできている企業だなと。要は、トップか

ら末端まで、きちんとその企業の分析ができていて、自分たちの生産性を上げるというこ

とがどういうことか。その中で、ロボットの位置付けがどういうことか。ＩｏＴをどう使

えばいいのか。こんな格好いいことを言っていますけれど、非常にまだまだ手探りのとこ

ろが、弊社にも実はあります。始終現場で文句言いながら「なんで、夜中動いてるのに、

朝、止まってんだ」とかね。

こんなことを繰り返しながら、やはり無人のロボットがやる仕事は何で、人間がやる仕

事は何で、そして、高齢者にお願いできる仕事は何。障がい者にお願いできる仕事が何。

こういうことを、みんなで一生懸命考えていきながら、やはり生産性を高めていく。付加

価値の高い仕事を取りながら、利益を出していくということが必要かなと。
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そういう意味で、今、行政が出してくださっていますこの戦略は非常に染みます。ごめ

んなさい。昔は、ものを頼んでも、上司に相談しますとか、検討しますと言われて、よく

からぶっていたのですけれども、最近は、動いてくれているな、マッチングしているなと

いうニュアンスが非常に強いので、方向性が非常に合ってきたなという感じがします。改

めて、お礼を言いたいと思います。

（近藤座長）

どうもありがとうございました。

実際に、ロボット、ＩＴ等を導入しながらの経験等を含めてのご発言をいただきました。

これまでロボット、あるいはＩＴが入ってきますと、人間の仕事が取られてしまうとい

う、そういう発想から一歩先に進む、いわゆる共存という、まさに多様性というものを、

これから考えいく上での示唆であったのだろうと。

そういう中で、生産性向上というところに関して、いわゆる人間ができること、競争相

手がロボットという形よりも、むしろ共存という形の中でどう積み上げながらいくのかと

いう点にご苦労されているというご発言だったと思います。どうもありがとうございまし

た。

それでは、松永構成員のほうに、宿題も幾つかありましたので、それも含めてご発言い

ただければと思います。

（松永構成員）

近藤座長から幾つか宿題を頂いているのですけれども、ちょっとそれはさておいて、私

が今、悩んでいることをお話しさせていただきたいと思います。

基本的に新成長戦略は、まちづくりだというようなことですね。そのときのキーワード、

別に北九州市に限らず全てのまちのまちづくりのキーワードは、今、何かなというのを考

えると、実は、北九州市はすべて網羅しているのです。

１番目に、やはり世界の中で、日本の中でということになれば「ＳＤＧｓ」。これを、い

ろいろな側面で、全面的に出す必要があるし、前回、申し上げたかも分かりませんけれど

も、今回の新成長戦略の中にも、それぞれの事業に「ＳＤＧｓ」のマークが入ってもいい

のではないか。そうすることによって、世界に対してアピールしていく。

２点目は、「グローバル化」という話でして、グローバル化に対して、海外に出て行くこ

ともありますし、海外から来られるのもあるし、海外とどういう情報を交流していくかと

いうこともありますから、そういうキーワードで、これも入ってくる。

３番目は、もちろん、北九州市は高齢化社会になっています。これは別に北九州市だけ

ではなく、ほかのまちもそうです。先週か今週の新聞を見ていると、中国がもうすぐ超高

齢化社会になります。韓国は、既に高齢化社会に入りました。そういうものに対して、答

えを北九州市が発信できるかどうか。

４番目は、先ほどから出ています生産性。我々はどちらかというと、生産性革命と言っ

ているのですけれども、それをなぜやらなければいけないかというと、実は高齢化社会だ

からなのです。生産人口が減っているので、これをやらない限りは、今までのＧＤＰも含
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めた、いい生活レベルが維持できなくなる。

そういうことを、この中に全て網羅されているわけです。網羅された上で、そうしたら、

北九州市はどういうまちづくりをしたいのかということを、トータルとして、実は私、今

悩んでいます。なぜ悩んでいるかというと、まだ私には見えていないからです。

先ほどから、幾つかお話が出ていますけれども、例えば小倉駅を降りたときに、若者が

いる場所がなくなるのではないかとかですね。私などが思っているのは、小倉駅を降りた

ときに、初め北九州市は 100 万人いたと言えども、あれだけ大きな都市の駅前にしては、
ちょっと貧弱だなと。

北九州市のいいところを申し上げるのですけれども、例えば、どこに行っても海と山が

見えるという点です。なのに、小倉の駅前は緑がまったくない。今ちょうど、高層ビルが

建っていますから、今から再開発が始まりますし、コレットの問題はあるのですけれども、

せっかくだから、ＪＲ九州さんと西鉄さんに協力していただいて、あそこをまちの核にし

て、みんなが来たいなと思うような、ブランド戦略的な核になるような駅。北側は、そう

いうようになっているのですけれども、北側と南側の人口は全然違いますので、南側にも

やはりほしいなと。その上で、そういうことをやれば、安全なまちというイメージを、も

っと強く発信できるのではないかと思います。

もう１つの大きな側面は、実はこの中には出てこなくて、市役所の皆さん、ご存じのは

ずですけれども、北九州市自身の財政の問題をどう解決していくか。これは、収入と支出

のバランスを取っていかなければいけないのです。支出で言えば、やはり高齢化社会に対

応できるようなまちづくりだと思うのです。

先ほど、齊藤構成員、おっしゃいましたけれども、実はスポーツクラブに女性が行って

います。私は、国の「次世代ヘルス産業推進協議会」という大きな組織があって、そこの

委員もやっているのですけれども、今年の４月にあった会議では、大体、高齢者のうちの

３分の１から４分の１の人たちは、健康に配慮して自らが行動している。意識するだけで

はないのです。じつは、スポーツクラブにしてもそうなのですけれども、行動しているの

です。

だけど、３分の２とか４分の３の人たちは、意識していても行動はしていないのです。

この人たちの健康寿命が短いのです。このような人々の数を半分にできれば、医療支出が

半分くらい軽減できるだろうと言われています。３分の２の人がやってくれれば、かなり

の部分を軽減できて、財政的には非常に助かる。これをどういう方法や政策でやるのかと

いうのは、今のところ誰も解決手段を持たないので、これを北九州市で考えることができ

れば、すごくいいのではないかと思います。

実は大手企業の定年になられた方というのはすごく健康意識が高いのです。多分、何か

の補助されているのではないかと思うくらい健康意識が高くて、スポーツクラブにたくさ

んおられます。ところが、中小企業の方々はそれができない。これは、やはり働いている

ときから、そういう意識を高める部分が、絶対要るだろうと思います。

その上で、収入を増やすために、先ほどのロボット導入とかＩｏＴとかがあるわけで、

これは人手が減っても、福田構成員がおっしゃったようにちゃんと企業がもうかっていき

ます。今から労働人口は減っていくわけですから、北九州市では、本当に中小企業さんは、
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求人しても人が集まらないというのは事実です。これを前提にした上で、我々は活動しな

ければいけないと思って、ＩｏＴとかロボット化と言っているわけです。

そうすることで企業の価値が上がってくれば、当然、市の税収も増えてくるわけです。

収入を増やしながら支出を減らしていかないと、財政的なバランスが取れなくなるので、

そういうことも含めて、今度は次の新成長戦略に向けて計画を作る必要があるのではない

かなと思いますので、今、私が悩んでいるということのお話をさせていただきました。何

かあれば、情報を頂ければと思います。

（近藤座長）

どうもありがとうございました。

かなり包括的なところから、５年間の新成長戦略を見込んで、それ以降の部分も含めて

お話しいただきました。まさに、一番最初のキーワードとして「ＳＤＧｓ」を挙げていた

だいて、それから、高齢化社会にどういう対応が必要か。私もそれに関連して、少し発言

したいと思います。

今年の７月に総務省から、「自治体戦略 2040 構想研究委員会」の一次・二次報告が出ま
した。これは、「2040 年」をキーワードにしています。これは、どういう意味があるかと
言えば、これから 22 年後ですけれども、日本の人口の中で高齢者が最もピークを迎える
という時代です。ですから今、松永構成員がおっしゃったようなことで、社会保障費をど

ういうふうに減らすかというのは、先ほどの「健康」という形も含めて非常に重要になっ

てくる。その中での一つの目安が 2040 年に向けた取組みです。
関連して、文科省も、「今後の高等教育の将来像の提示に向けた中間まとめ」を今年の６

月に提出しました。その中で、最初の書き出しの「はじめに」に、書かれているのが「Ｓ

ＤＧｓ」です。グローバルスタンダードとして、大学、高等教育の中にもこれを掲げると。

どういうことかというと、先ほど松永構成員がおっしゃったように、いろいろな所にその

17 のゴールを張り付けるのか。そして、169 というターゲットに対して、どう取り組むか。
ある意味では、この都市がＳＤＧｓ未来都市にＯＥＣＤにより、認定されたということは、

この分野で先端を切りなさいと、具現化しなさいという責任を負うことといえます。同時

に、我々はシビックプライドを持ってこの課題に取り組む必要があります。

大学人として、私も松永構成員もそうですけれども、2018 年、今年度は非常に大きな意
味がありました。どういうことかと言えば、18 歳人口がこれから減少していくということ
です。18 歳人口のフラットの段階が終わります。それで、松永構成員や私が学長の時、こ
の 2018年問題にどう対処するかで大学運営を行いました。18歳人口は、今 120万人です。
今年、2018 年度には０歳児が約 90 万人生まれます。すなわち４分の１減る。そして、今
年生まれた０歳児が大学を卒業するときが 2040 年なのです。その意味での 2040 という意
味合いがあります。

この新成長戦略の５年間だけではなくて、それに向けた取組み、2030 年がＳＤＧｓのゴ
ールですし、2040 年には高齢者がピークになる、そういう延長線上で、北九州市はモデル
化する必要があるだろうということを、松永構成員はおっしゃったのだろうと、勝手に解

釈しました。
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この問題をどういうふうに考えるか。答えはなかなか出てこないというお話もありまし

たけれども、それを考えていくというのが、この会での話題としても必要になってくるの

かなと。

それでは、引き続きまして、三好構成員のほうから、お願いします。

（三好構成員）

三好です。今回、初参加ということで、新成長戦略を初めてまじまじと拝見しました。

この取組みは、行政はどうしても縦割りになりがちなのですけれども、新成長戦略という、

横串を通してやっていこうという意欲だとか、あとは成果の目標、雇用数とか、具体的な

数値を決めて取り組むということ、あと、いろいろ迅速にやられているなというようなと

ころで、大変良い取組みだなと関心した次第です。

一方で、各方面を意欲的、精力的にやっているということで、５つの方向性とか個々の

施策自体は、まったく反論ないのですけれども、やや若干、総花的になってしまったりし

ないかなと思いました。

成長と言っても、企業でいうところの売上を伸ばすという成長もあれば、逆に収益性を

上げるといったような成長というものもあるだろうし、あと、この成長戦略の目標像に「新

たな技術と豊かな生活を創り出す アジアの先端産業都市」ということで、解説を読むと

「人と文化」とか、「世界と繋がる」とか「環境と技術」とか、「世界の環境都市」とか、

「地方創生の『成功モデル都市』」とかいうことで、いろいろなキーワードが出ていて、行

政としては全部を追い掛けていくのだと思うのですけれども、この辺が先ほど言った、総

花的にならないようにというあたりが少し気になりました。

というようなことで、初めてということも含めて、３点ほど意見を申し上げたいと思い

ます。

１点目は、この戦略を、ぜひ軸を持って進めていただければと思いました。先ほどの５

つの方向性とか施策はいいと思うのですけれども、市として軸を持って、優先順位付けだ

ったり、それに基づく施策の間の連関というか、そういうことを取っていただきながら、

進めていただければと思います。

北九州に来て感じることは、実は齊藤構成員とかぶってしまいますが、２点あって、１

つはぶ厚いものづくりの基盤と、技術とか人というところと、２つ目は人口減少と高齢化

というところ、この２つを強く感じています。

これは、実は日本でも同じようなことが起きていて、そういう意味では、北九州は日本

の縮図というふうにも思います。ある意味、日本における課題の先進都市ということも言

えるのだと思うのですけれども、これを未来志向で、前向きに解決していくことが、日本

にとっても一つの解決の方向を示すことにもなるし、この市にとっても新しい道が開ける

のではないかと思っています。

この「ものづくり」と「高齢化」という２つの軸で考えると、１つ目にものづくりのほ

うは、資源のない日本にとっては、やはり最後までエンジンということで大事なものだと

思っていまして、この北九州のものづくりは、歴史に裏打ちされていて、冒頭申し上げた

ように、非常に分厚い、これはもう簡単にほかが真似できないベースがあると思っていま
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す。大企業から中小企業まで、各階層ですごく力のある企業があるというふうに、私自身

も実感しています。いいパートナー、いいお相手がたくさんいると思っています。ここの

ポテンシャルを、市の成長を考えたり、市にいろいろなものを呼び寄せてくれる原点にす

るべきではないかと思っています。

幸い、九工大さんをはじめ、技術人材だとかを輩出するまなびやもあって、あと、労働

力の面でも全国的に見たら、恐らく、まだ優秀な現場の人材なども、九州だと採用が期待

できるということもあるのだと思いますけれども、私が感じたり知っている範囲でも、自

動車の部品会社だとか、そのほかものづくりの企業なども、結構よそから、九州、この地

域に来たいけれども、どんな感じかなみたいな相談だとか打診みたいなことを受けること

も多く、ほかの地域よりも活発だと思います。ということで、この点に関して、今こそ加

速するべきというふうにも思います。

あと施策の中でも、ＩＴとかベンチャーの話もあるのですけれども、これもＩＴとかベ

ンチャーということだけで進めるのではなくて、ものづくりとうまく関連付けてあげるだ

とか、そういったようなことをすれば、もっと力強く進むことがあるのではないかと思い

ます。

あと施策の中でも、サービス産業のところが雇用も多いということで、たくさん施策が

出されていて、これ自体は悪いことではないのですけれども、位置付けとして、やはりベ

ースとして博多と違うので、北九州はものづくりのところをベースに、エンジンがある上

にサービス業が成り立つというか、そういう軸で捉えていくということも大事ではないか

なと思います。

２つ目は、人口減少と高齢化ですけれども、こちらのほうは、今、北九州は団塊の世代、

高度成長を支えていただいた方々がたくさんいて、そういった方々を活用するとか、あと

女性活躍というあたりを、全部施策の中に取り入れていただいているので、特段加えて申

し上げることはないのですけれども、既に、先ほど話があったように、50 年くらい先まで
の人口動態が、日本全体で見たら大体決まっているので、「一億総活躍」だけで支えきれな

いマンパワーみたいなことがあるのではないかと思うので、外国人の高度な技術を有した

方だけでない部分についても政策を考えるうえで少し頭の中に置いておく必要があるので

はないかと思っております。

以上、少し長くなりましたが、１点目は軸を持って運営いただけたらということです。

２点目、３点目はかぶるところもあるので、簡単に。

２つ目は、この戦略を運営する上で、昨今、時代の変化が急速なので、変化を踏まえ、

この戦略もそれに応じて適宜対応いただけたらと思います。既に資料を見たら、そういう

取組みもしていただいているのですけれども、ぜひ、先ほどのものづくりだとか、高齢化

などでも、どんどん新しい動きがあると思いますので、柔軟かつ先見性を持って対応いた

だけたらと思っています。

３点目、これも既に意見が出ていますけれども、北九州の認知度向上です。初めて住ん

でみて、北九州市にはこれだけ魅力があって、すごく積み重ねてきた懐の深さだったり、

地域資源としても多様なものがあるのですけれども、残念なのは、これが知られていない

ということだと思います。北九州と言っても、本当に関東だとかそういった方々はぴんと
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こないというところがあると思います。個別に見たら、小倉、門司、戸畑、若松、八幡と、

すごくそれぞれ特徴的な文化や人がたくさんいるのですけれども、それこそ総花的になっ

ているのではないかなと思います。

いろいろな施策をやっていく中で、今、北九州と言うと他の構成員の話にもあったとお

り、暴力的なイメージだったり、マイナスなイメージがあると思うのですけれども、そう

ではなくて、にぎわいの施策などでいっぱいいろいろな発信をしているので、こういうと

ころで「北九州」のイメージやブランドを、上げる意味でどんどん打ち出していただけた

らと思っております。

以上３点ですが、最後に、この成長戦略自体は、先ほど言った成長で言うと、売上げを

上げて雇用を増やしましょうというのが主眼だと思っておりますけれども、高齢化などを

考えると、逆にこのスマートシティみたいなところも含めて、この成長戦略ではない、行

政のほうの仕事かもしれませんけれども、生産性、収益性を上げるといったようなところ

も、ぜひ、取り組んでいただけたらと思います。以上でございます。

（近藤座長）

どうもありがとうございました。

三好構成員からは３点のお話がありました。資料２で説明いただきましたように、多様

な取組みがある中で、やはり総花的な感があるという中で、優先順位等々、付ける必要が

あるだろうと。トータルとして、非常にたくさんのものがあるということで、先の松永構

成員のほうからは悩みの種というか、全体的な部分で、それをどうコーディネート、まと

めていくかという点があったのではないかと。

それから、ものづくりにスタンスを置いたサービス業にしても、それを基幹とするよう

な、いわゆる取組みというものが必要になるだろうと。その中には、人口減少や高齢化と

いった、問題も含めながらのものづくり。それから、先ほどいろいろな優先順位、関連性

といいますか、それぞれが独立ではなくて、連関するという視点も必要だろうと。まさに、

この新成長戦略が平成 27 年度に始まりましたけれども、それ以降、先ほど、市長からもあ
ったように、「ＳＤＧｓ」に認定されたり、2020 年の「東アジア文化都市」に認定された
り、新しい出来事がありますので、そういうものの中で、新成長戦略の基軸の中にどう位

置付けるかという、そういう連携性が時代の流れとともに必要になるだろうということで

す。

それから、本当に当初から言われてきた、この北九州市の認知度、アイデンティティー

と言いますか、そういうものをどういう形で、「This is 北九州」をどう発信するかは、か
なり時間がかかるものですけれども、必要だというお話を頂きました。

それでは、最後になりますけれども、梅田アドバイザーのほうから、発言を頂ければと

思います。

（梅田アドバイザー）

日本銀行北九州支店の梅田です。各メンバーの方々から、この北九州にかかる課題もた

くさん出たと思いますけれども、一方で魅力、潜在的な魅力も含めて、そういったものを
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たくさんご紹介していただいたかなと思います。それに関連して、これからいろいろな意

味で、社会的、あるいはグローバルにも、あるいは地域的にも大きな変化が、黙っていて

も起きるようなことがあると思います。

少し抽象的になりますけれども、そういうこれから必ず起きる、黙っていても起きるよ

うな大きな変化を、北九州の強みというものをしっかりと活かしながら、同地の発展に着

実に結びつけていくということが、重要なことではないかと思っています。そのためには、

各種の取り組みに関して、多少の順番（プライオリティー）付けが必要になってきます。

上記の観点から今日、思ったことを２点ほど申し上げますけれども、１つは、分かりや

すい例ですけれども、これから 10 年、車はすごい勢いで変わっていくはずですね。今まで
車を運転したものが、自動運転になり、それがもしかすると、交通網の整備みたいなもの

にもつながっていく。こういうものに、やはり北九州の潜在力というのは非常に強いもの

をもっているかなと思います。

これは北九州市ではありませんけれども、昭和 50 年代、近隣の市に自動車産業が出て
きたということは、これは北九州の産業を持続的に発展させる上でも、非常に大きな功績

があったのではないかなと思います。これから、大きくそこが変わってくるわけですから、

今までは自動車部品を中心に、北九州周辺に産業が集積してきたわけですけれども、これ

からは、先ほどあったような、ＩｏＴの世界になってくるので、情報産業の集積も必然的

に必要になってくるということだと思います。

先ほどご説明いただいた資料の中にも、確か 17 ページくらいにありましたけれども、
「企業誘致の主な取組み～ＩＴ企業向け採用支援～」の話がありました。情報・通信系の

企業を集積させるということですね。これは、非常に今申し上げたような話の中では重要

なことだと思います。

考えてみれば、この地域には地図の大手の企業さんもいます。これから、こうした企業

さん無しに自動運転ということが日本で成り立つということは、あまり考えられないです。

そういったものと、今、市が取り組んでいる情報産業の誘致をコラボさせていくというこ

とは、非常に分かりやすいですし、すごく近道になるのではないかなと思います。実は、

今市で検討が進んでいるいろいろな施策というものは、一つ一つのものが有機的につなが

っていると思うのです。私は、この話というのは、実は若者の地元定着というものにも、

大きく寄与するのではないかと考えています。

ここに来る前に、ちょっと勉強したかったので、北九州市さんが作っている「北九州ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」をみてきましたけれども、この中では毎年約 4,500 名の
理工系の新卒者を輩出しているということでした。理工系だけでなく、この北九州には多

くの学校、大学があります。皆さん、優秀な生徒がいると思います。しかし、人口統計を

見てみますと、18 歳～22 歳くらいまでの人というのは、かなりの勢いで、福岡だったり
東京だったり出て行ってしまうという事実もあります。一方で、同じレポートの中では、

課題として情報通信産業、金融、保険、教育、学習支援、こういったものに従事する人の

割合が、他の政令都市に比べて低くなっているということも課題として上げられています。

第２次産業への就職に対する学生の親のイメージについては、私も、第２次産業、製造

業の方からいろいろな話を聞いています。製造業のかっこよさをアピールすることも一つ
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重要です。けれども、これと同時に、若者の就職先の選択肢を増やす、すなわち今若者に

人気のあるＩＴ産業とか情報産業に関し、北九州市は他の政令指定都市に比べて従事者が

少ないということであれば、こういったものをもっと集積させることも重要です。しかも、

これを集積させる基盤に関しては、自動車産業、ロボット、地図などがすでに当地にはあ

るわけですから、他の都市対比で対応が進めやすいのではないでしょうか。この点に関し

ては、すでに北九州でもいろいろな検討や実証実験をされているし、この工程表の中にも、

実は 11 ページにそういうことが書かれています。このあたりというのを、高いプライオ
リティー付をして集中的にやっていくことが、私はこの地域の大きな発展につながるので

はないかなということを、１つの例として思います。

それからもう１つ、黙っていても転がってくる話として、北九州空港の話があるかなと

も思います。これはもう、福岡空港が民営化されていくということもありますし、混雑度

合いを見れば、間違いなくこの北九州空港にたくさんの海外ＬＣＣや国内の飛行機も来る

のだというふうに思います。この点、北九州の市町村もいろいろ考えてくださっていると

は思いますけれども、このチャンスを少しも逃さずに十二分に活かしていくということが

重要かなと思います。

例えば、たくさん飛行機が来るわけですけれども、燃料の問題とか、税関の問題とか、

もちろん、これはきちんとやってくださるとは思いますけれども、間違っても需要がたく

さんあるけれども対応できませんということにならないように、しっかりと今から対応し

ていかなければいけないと思います。この対応が非常に重要だし、皆さん、民間・市とも

にやっていくと思いますけれども、やはり競争相手としては、当然、九州佐賀国際空港と

いうのもあります。彼らとも競争しているということも忘れずに、周りも見ながらスピー

ド感を高めていくということが必要になってくるのかなと思います。

今、２つしか時間の関係で申し上げられなかったのですが、いずれにしろ、今後必ず起

きる変化と北九州が本来持っている強みを両睨みしながら、成長に向けた施策をプライオ

リティー付をしっかりとしつつ実施していくことが、近道とまでは言いませんけれども、

北九州市の新しい発展、ここから 10 年、20 年の発展につながっていくのではないかと思
いましたので、少しそういった意見を述べさせていただきました。

（近藤座長）

どうもありがとうございました。

これから 10 年を見据えたというお話の中で、車という一つの産業形態といいますか、
その蓄積、それに関わる、裾野が広いという部分に向けた取組みというのが、優先順位と

して、非常に重要になるのではないかと。この地域には車、ＩｏＴ・情報、そういう産業

があるということも踏まえながらの優先順位というのが必要だろうというご指摘だったと

思います。

まさに、このＥＶが国家戦略として取り上げられたと。そういう中で、ある意味では 2020
年のオリンピックを境にして、そういう自動運転の車、あるいは空を飛ぶ車や水陸両用の

車というのもあり得るかもしれない。すなわち、陸上だけではなくて、いろいろ広がる移

動機関としての、潜在的な能力も含めた形でのあり方というものが、恐らくはあるだろう
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と。重要なことは、そういうロボットや車が有機的に結び付くと、若者の雇用や、いろい

ろなものに結び付くという発想です。「有機的なつながり」という発言を頂きました。これ

は、重要なことだと、私も感じました。

そういう意味で、いろいろなものが関連し合いながら、あるいは、三好構成員は「連関」

という言葉を使われたと思いますが、総合力としていくというのが、松永構成員が悩んで

いる一つの答えみたいなものにつながってくるような形になるのかなと思います。

それから、異なる視点として、北九州空港のことを挙げていただきました。まさに、福

岡空港が民営化することが決まった段階の中で、どういうふうなすみ分けがあるかという

こと。24 時間空港、あるいはアジアに近いという、そういう意味合いでの、これまでも議

論になったと思いますけれども、その辺を再度見直すということが、新しい時代の変化と

ともに必要になる。

それから、「まち・ひと・しごと」という、全体的な戦略の中で、考えてみますと、この

新成長戦略はその中核になっている。まさに、エンジンになっていると思いますので、そ

ういう基幹の部分としても、この新成長戦略をつなげていただければありがたい。

皆さんのご発言に添えて、私の意見も述べさせていただきました。

委員の皆さん方から、まずご意見を順番に頂きました。時間もあまりなくなってきまし

たが、お２人の方が発言を予約されたと思っています。金構成員と籠田構成員からご発言

いただけますか。まず金構成員からご発言を。よろしくお願いします。

（金構成員）

皆さんのご発言をお聞きしながら、普段北九州にいながら感じていたいろいろなまちへ

の思いや課題などをおっしゃっていただいて、とてもうれしく思っています。

 さて、方向性Ⅰですが、これも皆さん、発言していただいたのですけれども、サービス

産業の経営者のみなさんに会うと、人材が足りないということを一番に挙げてらっしゃい

ます。今、市のほうも頑張っていただいていますが、より効果的なマッチングや、即戦力

の人材給付支援を厚くしていただきたいなと思います。

最近、福岡に行くことが多いのですが、福岡のほうも長年やっている店も人がいなくて

閉店している話も結構聞こえてきますが、北九州も同様だと思うのです。その担い手にな

りつつある外国人の人材の高度化支援だったり、あわせて多文化理解への機運の醸成も必

要ではないかと思っています。

あと、インバウンドの件ですが、福岡の街を歩くと、束になって人が並んでいる所を見

てみると、外国人というケースが多いです。聞くと、店がうまくＳＮＳを使い発信してい

るからだと。今、北九州市でも店主向けにＳＮＳ講座をしていますが、店が効果的発信を

するまでには１、２回では難しいと思うので、もっと厚く継続的にサポートする必要があ

ると思われます。

それと今、全国的に、インバウンドだけではなくて、来客のためにモノを PR するのみ

ではなくて、人を PR するというチャレンジも多く見られます。そのまちに行くと、こう

いう面白い人に出会えるよという仕組みでして、例えば、ある所はブラザース制度とか、

シスターズ制度とか。北九州の魅力は何かなと思うと、人の魅力も多いと感じており、北
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九州の魅力的な店、プラス、北九州の魅力的な人を、売っていくということもありかなと

思っています。

もう１つ、これは前々から思っている小さな企画ですが、この場で言わせていただけた

らうれしいです。北九州にはしご酒のイベントが多くありますが、インバウンド用のはし

ご酒はいかがでしょうか？ 一晩飲みに行けるのが１カ所でなく数カ所だと、まちの魅力

にもっと触れることができ、もっとたくさん人に触れ合うことができます。知り合いが増

える、お気に入りの店ができると、また北九州に来よう！という流れになるのではないで

しょうか？それを期限限定のイベントでなく、常に北九州では可能であることがポイント

ですね。

あと、ロボットとかＩｏＴについてです。最近若者や女性たちの農業への進出も増えて

いますが、小倉で脱サラして野菜農園をしている方より「北九州の農業は未開拓だよ」だ

とおっしゃっていまして、私も触れ合うごとにつれ、将来農業をやってみたいなと思う気

になったのですが、従来的の労働力に頼られる農業だとこれからの農業分野において女性

活躍は難しい。ＩＴやＩｏＴ、ロボットなどの技術をもっと農業分野に生かすことができ

ればと思っています。

あと介護ロボットのことですが、介護だけではなくて障がい者向けの支援もあるといい

なと思います。最近、障がい者の起業も多く、注目されています。北九州の強みや技術を

使えば、先端をいけるのではないかなという思いもありました。

最後ですが、北九州が「東アジア文化都市」に選定されたこと、とてもうれしく思って

います。16 年前に北九州に来たときに、「北九州には文化もない」という言葉をよく耳に

していたのですが、市や関係者が頑張っていただいたおかげで、もう北九州に文化がない

という発言はまったく聞かなくなりました。芝居、映画、漫画など文化の発信地となり、

市民のシビックプライドも非常に高まってきていると感じます。これからはそれをもっと

交流人口アップやインバウンド促進になるよう、強いコンテンツでつくっていくことを期

待しております。

（近藤座長）

どうもありがとうございました。

金構成員から、多々具体的なご提案も含めて頂きました。多文化の理解ということが根

底にあったのだろうと思います。そういう中で、インバウンドに対応するということはど

ういうことかということでのお話がありました。それから、ものづくりだけではなくて、

魅力的な人を伝えるという。これは、歴史的な部分でもそうかなと思います。最後に文化

の話を頂きました。この地が生んだ文化人、いろいろな作家も含めて魅力的なものをアピ

ールできるような、活用できるような場なども提案したらいいのかなと思いました。

それから、起業、障がい者のお話が少しありました。ＩｏＴ、あるいはロボット技術と

いう、そういうものをどういうふうに。まさに、人生０歳～100 歳という年齢を考えた場

合には、これは障がい者に限らず、我々が人生を永らえると言いますか、年齢を重ねる中

で、いろいろなトラブル、できないことが誰にでも出てきます。それを、どういう形でサ

ポートするかという技術。先ほど、福田構成員もおっしゃった形での足りない部分を補う
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ような、そういうものとしての新しい技術、あるいはそういうものがこれらにつながると

いう話だと思います。

ちょっと、すべてはフォローできませんが、そういうご発言だったと思います。

それから、重要なことでした。忘れるところでした。やはり金構成員はお酒が好きだか

らですね。インバウンドの方、御用達の、立ち飲み、角打ちができるような、そういうも

のも文化としては必要かなというご指摘を頂いたと思います。どうもありがとうございま

した。

籠田構成員も予約がございましたので、ご発言いただければと思います。

（籠田構成員）

ありがとうございます。籠田です。

まず、インバウンドにＳＤＧｓと、皆さんと共通の意見を持っています。私は、毎年、

定点観測で、京都の中小企業研究をしています。その中で今年の夏、初めて気が付いたこ

とが、アジアの観光客がすごく少なかったのです。たまたまなのかということを聞いたら、

やはり京都の方がそうおっしゃっていまして、日本は非常に災害が多いということで、ア

ジアの方が少なくて、白い肌の外国人の方は結構いらっしゃいました。要は、やはり韓国・

中国、アジア圏の人たちは非常に情報網を今まで以上に、正確にその時の情報を知ってい

るなというようなことも感じました。

やはり、インバウンドはもう絶対に必要だと思っていまして、本当にＳＤＧｓはそこの

一つの重要なキーワードで、スタバのストローの、プラスティックの廃止というのは、本

当にちょっとしたニュースですけれども、全国を駆け巡り、飲食店にすごいブームという

か、イノベーションを起こしていると思うのです。こういうようなことが、北九州市で本

当に発信されることを、私はすごく期待しています。

同時に、やはり「映画の街」というところも含めて、もっと市の全員が北九州市の素晴

らしさというのを口に出せるような仕組みづくり。例えば、景観審議会ですけれども、景

観賞に関しても、まだまだ応募が少ない。ここは市の職員の方がたくさんいらっしゃいま

すけれども、市の職員がそれに応募したならば、今、第１締め切りで九十数名というふう

になっていたのですけれども、もう本当に縦割りが、私はまだまだ弊害だと。北九州市の

資産は景観だということを、私は思っています。

２番目に、ＮＨＫの「西郷どん」の薩長同盟を見て、非常に大事なことを感じました。

私はそれを見て、先ほど、高齢者のことでちょっと言ったのですけれども、やはり私は、

母親と父親はみんなビジネスマインドで、家庭の経営や企業の経営に関して参画すべきだ

というふうに、自分の哲学では思っています。

同時に、そのマーケティングとして、高齢者と若者の声を聞きましょうと。薩長同盟で

泣けたのが頭を下げる。どちらが頭を下げるかという、侍の根性を見たのですけれども、

やはり若者と高齢者の両方を合わせていくことを、もっともっと私たちがやらないといけ

ないし、もっと言うならば、本当にまだまだ役所の人たち――先日も出前講演をお願いし

て、すごく反響が良かったのです。もっと出前講演や、もっと言ったら出前教育。教育と

いうのも、教える「教育」もあるし、共に作っていくという「共育」もあるし、もっとも
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っとそこの、今まで異質と思われていたものが重なっていくところというのを、仕込んで

もらいたいなというのがあります。

最後、３番目に、私は国土交通省の建設市場整備課の女性活躍リーダーをしています。

私がいるこの北九州市は、よく国のほうで話をするのですけれども、女性の数字がないの

です。建設業は、平成 26 年度に 10 万人の女性技術者・技能者を、平成 31 年に 20 万人に

すると、国交省は明確な数字プラン、アクションプランを出したのですけれども、まだま

だ到達していません。ましてや、北九州市におきましては、まだその数字の実態把握とい

うのが、私は明らかでありませんし、そのアクションプランも、まだ耳にすることがござ

いません。北九州市がなかなか動かないのだったらと思って、今、福岡県と話をしたりし

ていますので、私が住む、私が愛する北九州市で、ぜひ、そこの動きをお願いしたいと思

います。

（近藤座長）

どうもありがとうございました。

籠田構成員からは、３点、ＳＤＧｓ、それから高齢化社会、女性活躍を推進する仕組み

づくりをどうやるかということ。

「景観」についてはとても重要だと感じました。私も福岡に一時期いまして、北九州に

来たときに、海外からの人、これはヨーロッパからの人ですけれども、福岡は面白くない

と言うのです。近代的な都市感覚、衣食住にはいいのですけれども、連れて行く場所がな

くて。ところが、北九州に来ると海峡、山野があり、それから洞窟があり、海峡を挟んだ

まちがあり、それから皿倉山、いろいろな自然の地形があって、ここは素晴らしい景観を

持っていると。ところが、それがあまり活かされてないのをつくづく感じました。

そういう意味でも、景観という、北九州市は大きな財産があるということを、活用する

という必要性があると思いました。

それから、女性活躍のところでは、ぜひ、これは北九州でも進めていただければと。も

ともと非常に、お母さんたちが強い所、北九州市を支えてきた強みですから。

いろいろなお話を聞いて、それぞれ、北九州市の持っている良さと課題というのが、か

なり明確になってきたと思います。

意見交換を 40 分くらいまでに終わってくださいと言われていますので、そろそろ時間

になりました。どうしても、ここで発言したいという方がいらっしゃったら、１人、２人、

ご意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。

（齊藤構成員）

では、１点だけ、時間がない中、すみません。

先ほど、高齢者の話で、「モノよりコト」という話をさせてもらったのですが、この「雇

用創出実績」のところの、方向性Ⅲの１番に、「高齢者を中心とした健康・生活支援ビジネ

スの推進」と明記してあります。この健康・生活支援ビジネスの「支援」の前に自立とい

うのがあるのではないかと思っております。高齢者の自立というのがあっての支援という

流れには入っていくのかなと。
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私、今、九州各地の女性創業塾の講師をさせていただいている中で、実は一番上の年令

層、参加者の方が 75 歳。一番若い方でも 25～26 歳ということで、非常に年令層が幅広く

参加されているのです。ですので、やはり学びたいとか、今までできなかったこんなこと

を事業で起業したいという高齢者の方は、まだまだいらっしゃるのではないかなと。

そして、この「スタートアップのまち 北九州」というところに、掛け算の高齢者とい

うところも、一つキーワードとして、女性の掛け算もあれば、若者の掛け算もあれば、高

齢者の掛け算というものもあるのではないかなと思っておりますので、こちらのほうを付

け加えさせていただきます。

（近藤座長）

どうもありがとうございました。

お盆の後に、私の娘と息子が、家族で帰って来ました。孫が３人いるのですけれども、

そこで感じたのは何かというと、先ほど 2040 年のお話をしました。市長、副市長も私と

同世代です。この 2040 年に、88 歳、米寿になります。そのときに思ったのは、これまで

は、子育て、人材育成は３世代で、いわゆるおじいちゃん、おばあちゃんの役割がありま

した。これから、人生 100 年時代は、４世代を考える必要があるだろうと。４世代の中で

家族、社会構成を形成する一つのモデルが必要になってくるのではないかなと、孫たちを

見ながら考えていました。

実際、若い頃には、還暦になるということは遙か先のことと思っていました。ところが、

なった瞬間には、あっという間に還暦になったなというふうに思いました。恐らく、米寿

もあっという間だろうと思います。

そういう中で、高齢者の問題を考えるという、これはまさに人材育成、社会参加という

観点から新しいパラダイムが必要になってくるのではないかと思います。３世代住宅まで

はこれまで言われていますけれども、４世代という、新しい家族形態も含めた形で、少し

成長戦略を考えることも必要かなと思いました。

今日の議論の総括は難しいと思いましたので、個人的な感想を述べました。

今日は、非常に多くのご意見を頂きました。恐らく、議論の時間が足りなかったのだろ

うと。先ほど、個人的に金さんから、「もっと時間が必要だよ」と。４時、５時くらいから

この会議を始めて、あとは一杯飲みながらでも議論を続けると議論が更に深まるよと。「市

長は忙しいからね」とお話をしましたけれども。

構成員の皆さん方の熱意に対して、非常にありがたいと思いながら、今日は時間がきま

したので、閉じたいと思います。第 11 回の北九州市新成長戦略推進懇話会を終わります。

どうもありがとうございました。

それでは、事務局に、マイクを返します。

事務局（岩見部長）

本日は、大変活発な意見交換いただきまして、ありがとうございました。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しまして、戦略推進の参考にさせ

ていただきたいと考えております。また皆様に、個別に相談させていただくこともあろう
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かと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

なお、年明けに予定しております次回の会議では、今回の皆さんのご意見を参考にいた

しましてテーマを設定させていただき、ご議論いただきたいと思っております。

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）

長時間、誠にありがとうございました。

こうやって有識者の皆様のご意見を、関係部署の幹部職員と一緒に聞かせていただくと

いうことは、大変いい刺激になっております。それを、私どもこれから大いに参考にさせ

ていただいて、反映できるものをしっかりとフィードバックできるように、頑張らせてい

ただきたいと思います。

今、何といっても人手不足という、この声が本当に渦巻いております。そこで、いろい

ろなことを試行錯誤、また実践をしているわけでありますが、その中で、本市の強みの１

つはロボットとか、ＩＯＴというところにあると思います。日本の近未来におけるモデル

地域になるように､産学官、特に産業界と大学でこのロボット研究開発、あるいは中小企業

の皆様にもっと活用していただけるような、そういう人手不足という問題意識を踏まえて

いるところです。

さまざまな課題につきまして、今日は非常に貴重なご提案、ご意見を頂いたと感謝して

おります。

未来志向の明るいプロジェクト、ものづくりという面で見ると、中央からも注目されて

いる洋上風力発電のファームに北九州が初めてチャレンジをします。その準備に、既に企

業と一緒に入っておりまして、これはうまくいくと相当大きなインパクトになるというこ

とであります。

それと、介護支援ロボットですが、こうした先端的なものづくり、技術というのは、非

常に高く評価されている面があります。

それともう１つ、北九州空港、私ども民営化という問題にどう対応するか、いよいよこ

れから半年くらいの間で方向性を模索していくのですけれども、この空港は、確かに大き

なチャンスが、手応えが出てきているように思います。そこで、私どもＰＲということで、

東アジア文化都市、それからＳＤＧｓというのはシティプロモーションの面でも大変大き

く、また、いろいろな面で波及効果、追い風ということも期待できますので、そういうこ

とも頭に置いて、いろいろなことを組み立てようとしているところであります。

たくさんの大きな問題意識、またご提案を頂いており、皆様と一緒に共有させていただ

きましたから、今後ともいろいろな機会に、お顔を見る度にいろいろと叱咤激励を賜りた

いと、こう思っております。

本当に、産業振興のために力強いご提案、ご支援を頂きまして、厚くお礼を申し上げま

す。ありがとうございました。

事務局（岩見部長）

それでは、会議を終了させていただきます。本日は、皆様、ありがとうございました。


