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第 12 回北九州市新成長戦略推進懇話会 

 

日時：平成 31 年２月５日（火）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（岩見部長） 

皆様、定刻となりましたので、ただ今から「第 12 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、産業経済局新成長戦略推進の岩見でございます。

よろしくお願いいたします。 

まず最初に、配布資料の確認をさせていただきます。まず資料１「人手不足による今後

の都市機能維持の動向について」です。資料１－１～１－５までございます。次に参考資

料です。１～９までを一括してとじております。25 ページございます。 

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、北九州市長、北橋よりご挨拶申し上げます。 

 

（北橋市長） 

本日は、大変お忙しいところ、この懇話会にご臨席いただいて、誠にありがとうござい

ます。第 12 回を迎えることになります。ここでは、新成長戦略の進捗状況のご報告をさせ

ていただきまして、皆様から忌憚のない助言・ご意見を承る大変重要な機会であると思い

ます。今日は関係する部局の幹部職員も一緒に同席をさせていただいております。  

さて、前回は昨年８月でしたけれども、貴重なご意見を幾つか頂いております。今回で

すが、人手不足の状況が大変シリアスであるということで、それも踏まえて、今後の方向

性、取組みについて、議論をしていただければ幸いであります。 

昨年からの動きとしましては、SDGs 未来都市として、本市は注目されて、それを励みに

努力を進めているところでありますが、日経新聞から今年になりまして、都市の比較ラン

キングというのが発表されました。実は、この SDGs の達成状況の具体的な基準といいます

か、インジケーターといいますか、そういうものがまだ明確には定まっていないわけであ

りますが、社会環境面ではトップですけれども、経済面において、１位の京都をはじめと

して差が出ていたということであります。京都に次いで、わずかの差で、SDGs の全国トッ

プ２という評価を頂いたことは、今後のよき励みなると思います。  

同時に、本市のこれからの取組みの中で、改めて経済成長、イノベーション、技術革新、

雇用、こういうところが極めて大きなテーマにあるということを、再認識したところであ

ります。 

さて、そういった意味では、経済の新しい地平線を開くという意味で、洋上風力発電、

また、政府から指定を受けましたロボットの中小企業向けの普及が進むような開発の拠点、

そういう幾つかの課題に挑戦をしているわけであります。また、中小企業が生産性を上げ

るために、いろいろな投資をしたときの助成でありますとか、非常に大きなテーマが目の

前にあると認識しております。 

また、世界の発展する都市の一つの特徴としては、文化の魅力といいますか、行ってみ
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たいという、わくわくするような文化・芸術の香りというものも非常に大事であると思い

ます。その意味では、いよいよ来年はオリンピックイヤーで、「東アジア文化都市」という

文化庁の選定を受けまして、その準備に入るということでございます。  

また、ここにきまして、AKB48 の握手会が北九州で開かれ、２万人は来るのではないか

ということでありますが、そういうサービス部門におきましても、非常に大事なテーマで

はないかと、このように感じております。 

それでは、今日は、どうぞ忌憚のないご意見・助言、叱咤激励を賜りますように、よろ

しくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

 

事務局（岩見部長） 

続きまして、近藤座長に一言ご挨拶いただきます。近藤座長、よろしくお願いいたしま

す。 

 

（近藤座長） 

それでは、私のほうから一言。第 12 回の懇話会になります。市長がおっしゃったよう

に、前回が昨年８月の 11 回目。そこでは事業の中間年ということで、成長戦略自体は、平

成 28 年から 32 年までの５年間で工程表を作っています。今年は平成 31 年、あと２カ月

ちょっとくらいで新しい元号になります。平成 32 年ではなくて、新元号の２年、2020 年

が工程表の最終年です。 

３年目を終えようとしている中で、20 のリーディングプロジェクト、雇用創出など、こ

の成長戦略はスタートしているわけですが、もう既に５年間の目標をクリアしているもの、

少し遅れているもの、いろいろあります。今日も説明があると思います。参考資料の中で

は、外国人観光客が、当初、平成 28 年度には最終年の目標を 40 万人に設定でしたが、既

に平成 29 年度で 70 万人近くになっています。社会の情勢が非常にめまぐるしい中で、懇

話会自体も状勢に対応した形で修正が必要です。その点に関してもご意見を頂きたいと思

います。 

それから、もう１つ確認しておきたいのは、2020 年という新元号で２年目になりますけ

れども、それで終わりではないという視点で、今日は皆さん方に３番目の議事のところで

「今後の戦略の方向性について」意見交換をお願いします。１つの節目として５年目の

2020 年がありますけれども、その先をどういうふうに進めていくのか、ということも含め

た上でのご意見を出していただければありがたいと思います。 

これは、この成長戦略に限らず、北橋市政が定めた 2011 年の「元気発進！」北九州市の

マスタープラン、グランドデザインであり、これが 2020 年までの 10 年間の計画です。そ

ういう区切りの年でもあるということで、その後どういうふうにこの地域を活性化してい

くのかという視点も、ぜひ、皆さん方にご発言いただければと思います。  

少し長くなりましたけれども、私の挨拶はこのくらいにしたいと思います。今日は、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局（岩見部長） 
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近藤座長、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、本日は事務

局からの報告の後に、「今後の戦略の方向性について」について、ご議論いただきます。  

ここから先の進行は、近藤座長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。  

 

（近藤座長） 

それでは、議事は着席のままで進めたいと思います。 

今、事務局からありましたように、次第に沿って、今日の懇話会を進めていきたいと思

います。 

最初は、２番目の事務局説明です。今後の戦略の方向性については、後ほどご議論いた

だきますけれども、その前に現在の状況等、あるいは８月以降、新たな取組みとして始ま

った部分の報告を受け、それを参考に議論してまいりたいと思います。 

それでは、２番目の「人手不足による今後の都市機能維持の動向について」、事務局から

説明をお願いします。 

 

事務局（田原課長） 

新成長戦略の推進に関しまして、人手不足に関する調査を実施いたしましたので、結果

をご報告いたします。 

まず、資料１－１をご覧ください。本市の「有効求人倍率の推移」です。下が年度別の

グラフですが、平成 21 年度を境に、その後ぐっと上がってきており、今後も数値は上昇を

続けるものと思います。 

資料１－２をご覧ください。今後も引き続き、毎年 5,000 人程度生産年齢人口が減少す

る見込みでございます。 

資料１－３をご覧ください。今回の調査について、ご説明いたします。  

「１ 調査の目的」ですが、今回の調査は生産年齢人口の減少により、都市機能を維持す

る人材について、実態を把握する為に実施したものです。基礎調査と主要業者の企業に対

するヒアリング調査の２つの手法で調査を行っております。 

「２ 基礎調査について」。これは、オープンデータや文献を用いて、全国と北九州市の

人手不足の状況について整理したものです。 

主な調査結果といたしまして、①本市の生産年齢人口は、2015 年から 2045 年にかけて

３割減少すると推計されている。③「北九州市雇用動向調査」では、人手不足と回答した

企業の割合は、この８年間で約３倍に増加している。④昨年２月に行った市の実態調査で

は、従業員が不足していると回答した企業が 63％を占めているとなっており、おのおのの

企業だけでなく、都市の機能を維持する上でも人手不足と高齢化が、今後大きな課題とな

ることがうかがえます。 

続いて、２ページをご覧ください。「３ ヒアリング調査」の概要です。市内のインフラ

維持や都市の基盤を支える主要業種の民間事業者など、16 社に対してヒアリング調査を行

いました。業種別に、主なコメントをご紹介します。 

まず、「建設業」です。建設需要は増加傾向にあるが、若年層の人口減により人材不足と
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なっている。下請の発注についても、断られることがある。 

次に、「製造業」です。人手不足は、３Ｋの仕事をやりたがらないことに一因がある。同

じ３Ｋ作業であれば、ブランド力のある企業に人をとられてしまう。働き方改革による残

業時間の制約から、同じ作業でもこれまでより多く日数が必要となることから、調整に苦

労している。 

「運輸業」です。トラックドライバーが高齢化しており、平均年齢 57 歳、最高齢が 68

歳。引っ越しなど季節的要因が大きい業務は、断らざるを得ない場合がある。 

「小売業」です。販売員が不足しており、土日祝日出勤のため、親からも敬遠されてい

る。 

３ページをご覧ください。続きまして、「飲食業」です。店内のクルーについては、３Ｋ

の職場であることから、なり手が少ない。経営者がクルーをコストとしてしか見ておらず、

将来のビジョンが描けず離職率が高いため。 

「医療業」です。介護分野は人手不足。低賃金で厳しい職場環境の仕事で人が来ない。

配置の規制も厳しく、求められるサービスも増え、さらに有休取得の徹底により、人員は

従前より多く必要となっている。 

「清掃業」です。現場の清掃員が慢性的に不足しており、高齢化が進んでいる。同業他

社で断られた案件を、やむなく受注した際、赤字になったことから、なるべくひきうけな

いようにしている。 

「警備業」です。雑踏警備、交通誘導警備の整備員は慢性的な人手不足。インフラメン

テナンスは、現状警備員不足で受注できない。同業他社も同様の状態。  

「ビルメンテナンス業」です。マンションの管理人が不足している。主に高齢者の応募

だが、他のビルメンテナンス業と取り合いになっている。 

「イベント業」です。警備は規制が厳格になり、人が多く必要。一過性の人が多く集ま

るイベント警備については、リスクも高く、請け負わない事業者も出てきている。  

以上が、ヒアリング調査結果の概要ですが、今回、ヒアリングした事業者は業界の中で

も優良な企業であり、全体としてはさらに状況が良くないことが推測されます。  

４ページをご覧ください。「４ 人口構造がもたらす課題」について、ご説明します。 

グラフは、昨年９月時点の 50 歳～80 歳までの人口について、１歳刻みで示した人口ピ

ラミッドです。ご覧のように、団塊の世代（69 歳～71 歳）の人口が著しく多い構造となっ

ています。一方、厚生労働省が発表している健康寿命では、男性は 71 歳、女性は 74 歳と

なっています。男性は３年後、女性は５年後に、団塊世代のほぼ全てが健康寿命を迎える

ことから、この数年で高齢者に頼っている業種の働き手が大きく減少する恐れがあります。

団塊の世代が多く、また、高齢化率の高い北九州市において、人手不足への対策は喫緊の

課題と考えられます。 

５ページをご覧ください。このような構造的な産業の担い手の減少に対し、本市では「新

たな働き手の確保」「労働生産性の向上」「まちの活力創出」を重要な産業政策の柱として

取り組んでいます。 

６ページをご覧ください。具体的な取組みをご紹介しています。九州・山口一円の 104

校の学校訪問による顔の見える関係づくりをはじめ、次の７ページにかけまして、ＵＩタ
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ーン推進の取組み、韓国大学との連携。 

８ページをご覧ください。若者が地元企業を知る「ゆめみらいワーク」の開催や、女性

や高齢者のための「ウーマンワークカフェ」「シニアハローワーク」の設置。  

９ページ下段からは、労働生産性向上の取組みです。ＡＩとクラウドの活用。そして、

10 ページは市内中小企業へのロボット導入支援として、ロボット導入支援センターや生産

性向上スクールの開催。 

最後の 11 ページは、新しい働き方や副業・兼業など、柔軟な働き方を考え、推進する取

組みです。 

以上、主要な取組みをご紹介させていただきました。 

なお、資料１－４、資料１－５は、今回の他の業種を含めた全体の調査報告書です。後

ほどご覧ください。 

以上で、報告を終わります。 

 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。それでは、事務局から資料に基づいて説明がございま

したので、３番目の議事「意見交換」という形で委員の皆さん方にご意見を頂ければと思

います。 

まず最初に、それぞれのお立場から２～３分程度で、概観の状況といいますか、全体に

ついてのご意見を頂いて、そのあと、フリーな意見交換に移りたいと思います。 

それでは、川口委員から、よろしいでしょうか。 

 

（川口委員） 

人手不足についてということですけれども、我が社もやはり採用という面に関して苦労

しているところがございます。大学の方とか、遠方に行かれる方も多いですし、中小企業、

我々の会社に就職したいと思う方が少ないようにも感じます。それは、企業努力の面で私

どもは足りていないところがあるのかなとも思っておりますので、それぞれがどういう仕

掛けをするのかなというところにかかっているのではないかなと思います。 

最近、社内を見てもらって、それからこういう会社もあるのだなと知っていただく機会

を設けましたところ、意外と反応もよく、まだ採用には至ってはいないのですが、面接に

来られたりという状況もあったりしますので、人手不足と一くくりにして、周りの問題と

いうよりは企業の問題もあるのかなと、実際は感じています。 

ただ、先ほど市長もおっしゃっていたように、文化の関係で「わくわく」というキーワ

ードの話をされたのですけれども、まち全体に人が集うためには、やはりわくわくという

ところの場が必要なのではないのかなと常々感じています。そこで、やはり、夢を描く力

というのをみんながつけていかないと、若者や年齢層によってもわくわくが違ってきます

ので、そういう年齢層にいろいろ特化した、どう未来を描けるかという場所をつくるのが、

我々の仕事なのかなと感じています。 

まちづくりという点でも、わくわくは必要ですし、まず生活をしていく中で、ここで生

活をしたいという拠点でこの場がなければ、やはりそこで働きたいと思わないだろうなと
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思いますので、「まち全体もわくわくする」ということはキーワードとして必要なのかなと

感じています。 

そして、私の会社もものづくりの会社ですので、私のほうの話で言いますと、会社の中

でも、どういう未来を描けているかということがとても大事になってくると思っています

ので、ものづくりという点に関しても、小さい時から、どういう所でどういうふうに働き

たいかという自分の夢が描けるような、そういう体験ができる場があるといいのかなと思

っています。 

以前、異業種交流会の団体の中で、京都にある「京都まなびの街生き方探究館」という

場所に、私ども探索に行ったことがあるのですけれども、そこは銀行、商店、新聞社、区

役所など、さまざまなブースが体験できるようになっていまして、実際に街を再現して、

その街で児童は学校の学びを得た後に、そこで体験学習ができるというところで、消費者

役と、実際に企業側で働くという体験が、それぞれの立場での学びができるという場には

なっているのですけれども、そういった場所を北九州にどうしても持ってきたいなという

思いが、私どもにはございます。 

そこで、ものづくりであったり、働くことの大切さというものが学ぶ場、体験する場が

あることによって、ここで働くというイメージをまちづくり全体の中でキーワードとして

入れていくというのが、施策として１つあるといいなと思っています。  

以前は、「キッザニア」というものを、北九州にできたらいいなという妄想を抱いていた

ことがあるのですけれども、福岡でやられるということで、北九州市らしさというところ

で何が表現できるのかなというところで、せっかく素晴らしいことには SDGs の未来都市

に選ばれているということをひも付けて、いろいろなことに関連性を持たせて、そういっ

たものを取組む場所があって、学ぶ場、体験をする場というものが増えて、ここで働きた

い、このまちで働きたい、このまちに住んで何かをしたい、成し遂げたいという人が増え

ていく、そういう夢を描く力を持つのがいいのかなと感じているところです。  

 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。まち全体わくわくするという、実際その場所、そうい

う所で夢を描きながら。重要なのは、やはり体験をするということで生まれるものは、も

のづくりにはたくさんあると思います。 

  

（川口委員） 

やはり場がないというところは、感じています。 

 

（近藤座長） 

参加型のショールームがあればという、そういうことだったと思います。どうもありが

とうございました。 

では、北川委員、よろしくお願いします。 

 

（北川委員） 
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我が社は、今の川口委員と、同じものづくりですけれど、個々の個人生産、いわゆる手

仕事、ハンドメイドという分野で、ここに経営している皆様方と比べると、本当に１人 1

人の、個人の力で物を作っていくという個人商店の集合体で運営している会社です。 

それで、弊社の取り組みとして、去年、何を改革したかというと、個人ではあるけれど

も、生産性をより上げていくということで、その個人が自分の「好き」を仕事するという

過程を、会社として支えていく運営方法ですので、人材不足という点においては、逆に定

期的に個人の応募があって、不足になることがない状態です。 

ものづくりに関しても、アマチュアの方もやって来れば、プロになって、きちんとした

商品を販売していきたいという形で応募して来られる方と、２手いらっしゃるので、プロ

として活動をやっていくというところを徹して、個人の生産性を上げて、弊社も個人のコ

ンサルタントに取り組み、きちんとした個人開業をさせていくというスタイルに切り替え

た事によって、去年、60 人ほどの弊社登録ハンドメイドの作家の人員を半分に減らしまし

た。しかしながら売上は上がり、年商、微々たる金額ですが 1,600 万円ほど売り上げを計

上して、やっと創業して４年目で黒字転換できたという形をとることができたのです。  

その時に、はっきりとした目標を会社として掲げて、個人のバックアップをしていくこ

とによって、個人の生産性は伸びていくのだということを実体感し、もう一度、個人開業

される方の気持ちに沿ってみようということで、昨年、秘密基地で行っている創生塾とい

う、いわゆる事業を最初に起業していく人たちが学ぶセミナーがあるのですが、弊社取締

役自ら全員参加し３カ月間受講。その中で学んだことから、さらに会社の改革をやってい

こうという形を、今とりつつあります。 

やはり、弊社としては、働き手側と会社の運営側が、ニーズをきちんと擦り合わせする

ということが今までなく、そこをしっかりつくることによって、お互いの生産性と数字が

伸びていくというのを、現実に体感致しました。個人レベルでもできるのだということを

認識してさせていただいたのです。それを気付きときっかけを与えていく会社ということ

であれば、必ずどこかに見いだせる問題点というのがあるので、それを丁寧に、お互いに

クリアしていくという形であれば、本当に働きたいと思ってもらえる場所というのは、も

っともっと増えていくのではないかということを感じております。  

 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。非常に分かりやすい体験を、実際に語っていただきま

した。そういう体験、経験を伝えるような場というのはいかがですか。 

 

（北川委員） 

それを、今度はセミナー形式で、教えていけるということに気付きまして、そのための

ツールをＳＮＳを中心に、今後使っていきます。今後、ＳＮＳのあり方が大きく変わって

いっきますので、その中で発信していくということを、２月末から始めよう思っています。 

ハンドメイドの人口は、皆さんご存じないかもしれませんが、日本の国内でも 10 万人以

上いらっしゃいます。その中で、きちんとした生産性を上げている作家は、たくさん存在

します。例えば弊社の実例で、主婦の２人組のユニットで活動している作家がおりますが、
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１カ月で大きな催事のときは、売上げベースで 100 万円は売るのです。 

そういった個人の力量を上げていくときに、やり方が分からなくて困っている人という

のはたくさんいらっしゃいますので、そこに対しては、弊社は SNS を使って発信を続けて

いこうと思います。弊社として収入になり得るような新しいビジネスチャンスを、逆に SNS

を通して学び取るということができたと思います。 

 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。また、意見交換のときに発言お願いします。  

籠田委員、よろしくお願いいたします。 

 

（籠田委員） 

私は、建設業の圧倒的多数の男性社会の中で、ほとんどが女性という建設業です。ちょ

っと今、この３人でランチ、女子会をしていたので、好き放題言っていい前提が、何か私

たちの中にはあるので言わせていただきます。 

弊社でいきますと、私は経営者、後継しまして 20 年になります。10 年間は、自分１人

でも１億円くらいの売上が、社員が 10 人いても１億円くらいというような時代をずっと

過ぎました。何を言いたいかというと、人が育つには 10 年くらいかかるというところで、

今、我が社は、多分今期、５億円くらいの売上になると思います。社員は、取締役が７人、

社員が３人という会社で、７人のうち３人は社外取締役、それ以外の４人は社内で取締役

ですけれども、独立させていくというような、非常に変っている小さな工務店だと思いま

す。私は、職住一体化ということで、ワークライフバランス、仕事と住まいと一体させて

いくというようなことをやっていまして、その人の住んでいる地域を守って維持できるよ

うな建設業というふうに、会社のビジョンは言っていますし、一人一人がそれに向かって

いると思います。 

併せまして、私は国土交通省の建設市場整備課の女性活躍リーダーの委員をしておりま

すので、いろいろ建設市場についてここ数年、霞ケ関で行われる会議に出ています。ここ

に書いてあるとおり、今、さまざまな年代に建っている建物の維持・修繕で、建設市場は

たいへん危機的な状況で、作り替えの維持管理の時期にきました。併せて、災害が立て続

けに起きましたので、建設市場は 50 兆円を下らないと言われていまして、この北九州市に

おいても早くからたくさんのまちづくりを行ってきたので、私は非常にこの建設業の人手

不足を危惧しています。同時に、北九州市のイメージと建設業のイメージは、私からしま

すとニア・イコールでございまして、非常に若い人や性から見ると悪いと思います。 

今の北九州市の建設業界の方が、どれくらい女性を温かく迎え入れて育てようかという

雰囲気になっているのかというと、私は全然なっていないと思っています。建設業におい

て女性は、結婚するまでだというくらいの感覚で、北九州市立大学で学んでいる、九工大

で学んでいる、九州大学で学んでいる、山口大学で学んでいるという女性に対してでも、

同じように、女は結婚するまでだというようなのが業界の、口に出されるか出されないか

分かりませんけれども、腹の底で思っている雰囲気を醸し出している。そんな人たちが、

北九州市のこの建設業界で、自分の人生、キャリアデザインができるのかというふうに、
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私は懸念しています。 

私は、一応今、ずっと人手不足というところでお聞きしますと、「人手づくり手不足」だ

と私は思っています。人づくりをしようという人が、あまりにもいないのです。  

私の会社も、そしてその建設現場において、ほとんど仕事ができる職人さんというのは

70 歳以上です。60 代、70 代という人は、本当に私が思う職人です。そういう人たちの職

人の暗黙知をどうやって、この 20 代、30 代に渡していけるのか。ここには、やはり通訳

が要るのです。そして、それをするための場づくりが必要です。場づくりは、この行政に

共通することで、失敗を許さなすぎるのです。人が成長していくときというのは、多くの

失敗をしていきます。だから、失敗を許してもいいという、それは問題もたくさんあるけ

れども、やはり大丈夫だというような温かい場をつくってあげる。そのようなことが、本

当にこれから成長していくためには重要かなと思っております。 

 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。少し辛口なコメントも含めて頂きました。２点ほど重

要なことを、お話になられたと思いました。 

１つは、やはり建設業界における、先ほどから人手不足で市のほうでも挙げています「女

性活躍の場」というのをどうするかということで、これは喫緊の課題として、この業界に

もあるということを認識するという、そういう対応が必要だということが１点。  

もう１つは、私も説明が分からないところがあったのですけれども、職人さんとその文

化をつなぐために、その技術・技能を継承していくという、そういう仕組みづくりという

のが非常に重要である。しかし、その部分に関して手当てが十分ではない。職人さんと素

人さんというか学生もそうなのですけれども、そういう人たちを結ぶ通訳という話をされ

たと思うのですが、そのイメージが私の中ではよく分からなかったので、もし補足いただ

ければありがたいと思います。 

 

（籠田委員） 

通訳というのは、外国の言葉を通訳するのと同じように、異国の地の人、若い人、女性

と男性。若い人と熟練のいわゆる職人ですね。その人たちと使っている言葉が違います。

持っている同じ言葉を言われても、意味合いが違うのですね。非常に建設現場ではきつい

言葉で言うのも当たり前ですし、同じノコギリと言わず「ノコ」と言いますし、スコップ

のことを「ケンスコ」とか「カクスコ」とか普通に言うと。そういう言葉からして、大学

で学んでいる言葉とは全然違うというところで、通訳という言葉を使いました。  

 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。人手が足りないではなく、人手をつくる。そういう人

材が不足している。そういうところに通訳とか、そういうものを介した仕組みというか、

新しい業界、業態、そういうものが必要だ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、福田委員、お願いします。 
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（福田委員） 

人手不足解消に関する提言というお話しですけれども、今までの方も言葉が出てきてい

ますけれども、正確に言いますと、人手不足というマスの問題もですけれども、「人材不足」

という言葉のほうがむしろしっくりくるかもしれません。我々が望むべく能力なり技量を

持っている人が、なかなか集まって来ない。募集しても、ちょっと違うよな、この人なら

育ててもいいかなという子もなかなか来ないと。そういう意味で、マッチングがなかなか

できないというのが実感です。 

その中で、最初にお礼になってしまうかもしれないのですが、施策を身近に感じていま

すという話です。この会も参加させていただきまして３年目になりますが、今回も、北九

州市の東京営業所が企画してくれました、Ｉターン・Ｕターンの人材の募集で１名、北九

州のほうに戻って来たいという人材がいて、ご縁があって２月１日から弊社に入ってくだ

さいました。 

加えて、ロボット等を導入して生産性の効率をというテーマで補助金の話がありました

けれども、こちらも無事 30 年度分を採択させていただきまして、秋くらいに導入させてい

ただいております。結果すこぶる目覚ましい成果を、今、社内で上げております。おかげ

さまで、人の面、加えてハード面含めて、市の政策を身近に実感しているという事例でご

ざいました。 

資料も見たのですが、まず人手不足。若い人は確実に東京とか博多だと思うのですけれ

ども、そういう所に学校を卒業したら出てしまう。仕方がない面もあると思います。一般

的には宣伝不足ですね。どうしても学校という狭い社会で、就職先を選ばなければいけな

いときにどうするか。ブランドで決めてしまう。先輩から引っ張られたと行ってしまう。

親がいいよと進める所に行ってしまう。先生がいいよと言った所に行ってしまう。これは

仕方がないのですね。 

それでは、我々はどうしないといけないのか。四の五の言わずに、やはり自分で動かな

ければいけないのです。間違いないです。事実、やはりここ３年くらい、地元の異業種交

流の仲間とさまざまな活動をしました。何度も大学に足を運んだり、イベントを組んでイ

ンターンシップという形なり、いろいろな企画で学生さんに来てもらって、自分たちと一

緒に仕事をしてもらって、ある意味一緒に生活してもらう。そして、ある場で発表しても

らう。その時のことはいまだに忘れません。 

最初は、中小企業なんか行きたくもなかったと。先生に言われて、単位も心配だし、卒

業したいからやむなく行ったと。でも、行ってみたらすごかったと。面白かったと。その

時、中小企業に入りますとは言ってくれなかったのですけれども、就職先の選択肢として

中小企業も広がりましたという言葉を頂戴しました。ご縁があって、昨年と今年、そのイ

ベントに参加してくれた学生さんは弊社に入ってくれました。もともと地元志向はなかっ

たらしいのですけれども、行って雰囲気がよかったと。こういう所で働いてみたいという

言葉が出ました。 

これはうちだけの話かなと思ったので、私もずるいので、異業種交流会の仲間が、今、

大阪にもたくさんいますので、実は昨年、半年くらい前から、大阪の会社６社くらいをピ
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ックアップして、大阪の大学とコラボさせてインターンシップをやって、今度は逆に企業

のほうからプレゼンテーションかけさせて、逆ドラフトです。会社が学生を選ぶのではな

くて、学生に、このプレゼンテーションが面白かった、この会社にインターンシップに行

ってみたいという会社を選ばせて、選んでもらう。選んでもらった会社は、単に雑用をさ

せるのではなくて、例えば新製品を売るとか、学生に対する新しいプロモーションビデオ

を作るとか、必ず１個そういうテーマを決めて、きちんと学生さんにやってもらう。それ

を公の場で発表するというテーマを決めてやったところ、かなりの学生さんが集まりまし

た。恐らく、ここで経験した方たちは、中小企業を見直して、そういう所に就職すると思

います。やはり我々企業側も、今後一歩、二歩、三歩、前に進んで歩み寄って、学生さん

を取り込んでいかなければいけないのではないだろうか。つくづくそれを感じています。  

参考までに１社、非常に職人気質の会社さんで、我々が見たら素晴らしい製造業だなと

思う会社さんがあって、自社のＤＶＤを流したのですけれども、学生さんの反応は真反対

でした。「怖い」とか、「昭和の会社だ」と言うのです。やかましいという感じだったです

けれどもね。昭和の会社で悪いかと思ったのですけれども、やはり、今の 20 歳とか 20 代

前半の子は、そういうふうに感じるのだと思います。価値観の差ですから、それが間違っ

ているとか間違っていないとかではないのです。でも、そういう子たちと、これから一緒

に仕事をしていかなければいけない。そういう子たちが、10 年、20 年、30 年後、北九州

を背負ってくれるのだったら、まずはそういう子たちをきちんと受け入れる土壌を我々が

つくらなければいけない。そして、受け入れるように、何歩も前に出て、引っ張ってこな

ければいけない。そして、彼らがここなら入ってみたいな、一緒に仕事をしてみたいなと

いう環境を我々がつくらないと、いつまでたっても東京とか博多に、人が逃げて行ってし

まうのではないかと、そういうふうに少し感じています。 

資料も見て気になったのですけれども、20 代の学生さんはしようがないなと思いながら、

30 代で言う人が意外に多いので、ここはやはり気になります。30 代というのは転職を考え

る年でもあり、結婚をして子育てを考える年でもあり、いろいろな人生の一つの節目、転

機の歳であり、大事な年齢だと思うのです。世間もそこそこ分かっていると。なぜそうい

う人たちが、北九州を去ってほかに行くのか。 

恐らく博多だと思うのですけれども、福岡に行ってしまうのかと。この辺をきちんとや

らないと、例えば、みんなが一生懸命、北九州を活性化しようと思っている。北九州とい

うバケツに、一生懸命水を汲んで一生懸命入れる。いつまでたっても水かさが増えないと

思ったら、底に丸い穴が空いていて、そこから水が流れていくと。何かそういう印象です

ので、一生懸命入れることも大事なのですけれども、抜けていく水が抜けないように栓を

して、中にとどまるようにするということも一つ大事かなと、今回、資料を見て思った次

第です。 

 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。福田委員の所は、先進的な取組みをなされ、市のいろ

いろな取組みに対して、手を上げて進められていると思います。そういう意味で、ロボッ

トにしてもＩターンにしても、成果を上げられているということです。  
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私も３年前、２年前くらいかな。当時、松永委員が九工大の学長で、私も北九大にいた

のですけれども、九工大の副学長の鹿毛先生と２人で工場に行きました。確かに変わりま

した。「中小企業はこういうふうにやっているんだな」と。大学のほうへも出向くというお

話だったのですけれども、リーダー、経営者がそういう視点で学生に伝えると、ダイレク

トに伝わると思います。これは地道ですけれども、そういう活動は重要だと感じました。 

それから１点、20 歳～29 歳という、その人口流出と 30 代流出は、質的な部分が違うの

ではないかということで、恐らくそのとおりで、質が違えばそれに対する対応策も変わる。

ただ単に、東京や大阪や福岡に出ていくことだけではなくて、どういう理由によるのか。

20 代であれば就職という、大学を卒業するということがメインになると思いますし、29 歳、

30 代という形になれば、家族を持っているという形などいろいろな形態がある。対策を打

つ場合には、それぞれの内容に沿った対策が必要だというお話だと思います。ありがとう

ございました。 

それでは、松永委員、よろしくお願いいたします。 

 

（松永委員） 

私が言いたいことは、籠田委員も言われたところです。実は、運用の人手不足だけでは

なしに、いろいろな問題を見ているときに、そもそも総論で見ると本質が見えなくなる。

特に「人手不足」という話を、北九州市内だけでなしに、東京に行っても、名古屋に行っ

ても人手不足と言われるわけです。それで、聞いていると、今日も出ていますけれども、

企業の中で、私ども人手不足でないと言われる所が結構あるのです。ところが、地方の一

流企業さんで、名前の売れている企業さんでも人手不足だという所があるのです。そこが

何かということを、先ほど皆さん方が言われたと思うのですね。 

このアンケートを見せてもらうと、きちんと対応していますよと書いてある所もあるわ

けです。まず、それぞれの企業、組織が本当に、待っていても人が来てくれるくらいの企

業というのは何なのだろうかということを本気で考えられて、それぞれ実行されれば、そ

ういう企業には、人は集まってくる。 

ただ、１つだけ問題はあると思います。大きな問題は、先ほどもお話が出ましたけれど、

実は学生さんと若い人たちというのは、あまりこういう問題を考えてないのです。  

それは教育の問題であって、我々も大学でいろいろやりますけれども、分かってくれる

学生と分かってない学生がいるわけです。いろいろな活動をして、自分で気付いた学生と

いうのはそんなに選択肢を間違わない。間違う学生は、人の言うこと、特に友達の言うこ

とを信じてやる。 

そういう教育問題はあるのですけれども、ただ、日本全体の問題としては教育の対応は

すごく遅いです。前回も申し上げたと思いますが、どこの論拠も同じなのですけれども、

業種とか仕事の内容、先ほどの陽和さんの話ですが、仕事の内容でミスマッチングが起こ

っていて、若い人たちが働きたいと思っている仕事は、ない事が多いのです。 

もう１つ大きな問題は、いろいろな所でお話するのですけれども、ある熊本の女子大学

の就職担当の先生に伺ってびっくりしたのですけれども、２年くらい前の話ですが、学生

にアンケートを採って、「どういう仕事をしたいの」といった時に、一番多い意見は半分以
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上、福岡の天神で働きたい。これはおかしいですよね。福岡市の統計を見ると、平均給与

はどちらかというと下がってきていて、それで何が多いかというと、非常に給料の安い仕

事は増えています。サービス業が増えているわけですね。 

実は、そうではなしに、各企業さんが狙うべきは、どうやって給料を上げて待遇を良く

するのか。そのためにはどういうことをしなければいけないのか。今までと同じ仕事をさ

せていたら、給料は上げられないので、それよりもっとレベルの高い仕事をしてもらえる

人は、給料は上がります。そういうことを全体として考えていけば、そういう組織が増え

てくれば、多分、人手はものすごく集まってくるし、その人たちを、実はお客さんとする

ような、先ほど川口委員が言われた集まる場もできてくる。 

やはり、そういう好循環を生み出すためには、逆に人手不足だと言っておられる企業さ

んを全部集めて、議論してもらったほうが、ずっといいのではないか。その中で、うちは

人手不足ではないですよという企業の方に話していただいて、実は何が間違っているのか

ということを気付いてもらうのが、まず一番やるべきことではないのかなという気はして

います。 

ところが、そういうことをやると、そういう意識の高い企業さんだけが集まってきて、

単に嘆いておられる人は絶対集まってこられないという矛盾があるのですけれども、それ

は仕方がないと思っています。個人もそうだし組織も、意識の差というのは将来の成果に

差が出てくるのは仕方がないという前提で、まちの中でいろいろな活動をされてもいいの

ではないかと思います。 

もちろん、我々も生産性を上げるということは、すごく重要なので、その話については、

また別の話として議論させていただきたいと思います。 

 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。松永委員からは、全体をまとめる形と教育という視点

で、学生が、就職活動をする中、大学もキャリア教育等が進んで、随分変わってきてはい

ますけれども、なかなか実態が、先ほどの例であれば、働く内容よりも天神で働きたいと

いう事例のように、まだ学生たちには届いてないのではないか。 

ですから、生涯の生活を、どう考えるかなどという基本的なところで教育者としても取

り扱わなければならないというところをご指摘いただいたと思います。また、生産性につ

いては意見交換のときにご意見、お話いただければと思います。 

 

それでは、三好委員、よろしくお願いします。 

 

（三好委員） 

今回の資料も拝見しましたが、人口減少とか少子高齢化というのは日本全国で起きてい

ることで、自然体だったらそうなってしまう、こういうことだと思います。全体がそうな

る中で、北九州市として北九州らしく、この問題をどうやって解決していくかというふう

に、今回のテーマと捉えました。 

現状を拝見すると、北橋市政の中で、雇用を増やすという施策をずっととってきていら
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っしゃっていて、雇用の数は増えているけれども、雇用需用に対応する労働力の供給が足

りないということだと理解しました。 

その前提で、２点お話ししたいと思います。１つは、施策の軸という話で、２つ目は人

手不足そのものの認識と対応ということです。 

１つ目の施策の軸ですが、これは前回の会議でも少し申し上げたのですけれども、施策

のストーリーというか、軸が大事だと私は思っています。北九州の持ち味、特徴、現状で

もあるのですけれども、２つあって、１つは「ものづくり」、もう１つは「高齢化」だと思

います。この両方とも、どうやって前向きに活かすかがポイントではないかと思います。  

ものづくりのほうは、前回も申したのですけれども、ほかの都市にない、大きな企業だ

けでなくて、中小という企業まで、各階層で分厚い層と技術、人材がいます。これは、長

い歴史の中で、非常に苦しい時代が続いている中で生き延びるために、横や斜めやら、い

ろいろな方向へ進出していて、私は去年の４月に北九州へ赴任して来たのですが、最初に

感じた以上に、最近、しぶとい企業、技術が多く、ものづくりの層が厚いなと、改めて思

っています。鉄だけでなくて、ロボットですとか、陶器ですとか、化学ですとか、いろい

ろな産業がここの地には集積していて、こういうものづくりの核というのを、せっかくの

基盤を活かして拡大するということを軸に据えるべきだと思っています。  

私が認識している、聞こえている範囲でも、結構、東京とかほかの地域から九州のこの

地域に進出してくることを考えている企業が多いと感じています。  

資料１－３の５ページの３本柱については、結構だと思うのですけれども、今申し上げ

たとおり、ものづくり企業の誘致だとか育成みたいなことを、もっともっと真ん中に打ち

出してもいいのではないかと思いました。そういう軸があって、にぎわい、わくわくとい

う話などがあると、もっとそういう施策も全部有機的に結び付いて、地に足が付いたもの

になるのではないかと思いました。 

あと、高齢者についてですけれども、北九州の高齢者の団塊の世代で、日本を引っ張っ

て来ていただいた方が多いので、知恵の宝庫、経験の宝庫というふうに思います。人口減

少が見えている中で、日本としては、「一億総活躍」で、女性、シニア、足りない場合は海

外からの人材を活用するとか、いろいろな施策を取らないといけないと思うのですけれど

も、高齢者には、知恵とか知見を武器に頑張っていただいて、頑張っていただければ、健

康になって、そういう面でも市の財政とか全体にもいい効果となるのではないかなと思い

ました。 

そういう目で施策で見ていて、市のシニアのハローワークというのはすごく面白い施策

だと思いました。以上が１点目の施策の軸という話です。 

２点目人手不足の認識と対応ですけれども、人手不足の分母分子というのは、「仕事の量」

と「人」と思うと、幾つかのパターンがあると思うのです。仕事は増えない、もしくは減

っている一方で、それ以上に人も減るみたいなことになるのは、もう衰退の状況ですが、

今の北九州はそうではなくて、仕事は増える一方で、人が増えない、人が減ると。こうい

う状況なのかなと感じました。 

その中で、行政として目指していただきたいとすると、まず仕事に関しては、今たくさ

ん話が出ていましたけれども、やはり有意義な内容に人材を投入するという観点で、３Ｋ
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のような仕事を減らしていくだとか、ＡＩというようなことを使って、無機質な事務作業

など無くして、より価値があるものに人をシフトしていくというようなことが大事なのか

なと思います。 

それとあと、人については、生産年齢人口を増やす。女性、シニア、外国人など、多種

多様な方策を取り入れることで、頭数を増やすことが基本になるのですけれども、一人一

人の能力だとか生産性を上げていただくことも大事だろうと思いました。  

この人手不足の対応について、幾つかキーワードごとにコメントさせていただきます。

まずは「生産年齢人口」の人口ということについては、やはり北九州に住んで仕事がした

いというふうに思っていただくことが、今、一番大事なのではないかなと思いました。魅

力的な働き口というのは、今後とも施策の継続でどんどん増やしていただくとして、先ほ

ど申し上げたものづくり企業の誘致ですとか育成ということをどんどんやっていっていた

だきたいです。やはり、問題は北九州に住んで働きたいというところに、まだ火が付いて

ない、そこではないかと思います。 

ターゲットは、やはり北九州に住んでいる学生だとか、東京都か福岡に出て行っている

人のＩターン・Ｕターンが一番手っ取り早いのかなと思います。この点は、市も地道に取

り組んでいらっしゃるのですけれども、北九州に住んでみて、魅力はすごくあると思うの

ですが、この魅力が伝わっていない。ここに住んで働くことが、いかにいいことかという

ことをきちんと理解してもらう施策が大事だと思います。 

行政ということだと、例えば、住民税も住宅を取得する時の優遇だったり、育児の支援

とか、何か北九州に住むとこういうメリットがあるというようなことを、先ほどあったよ

うに、我々住んでいる人たちが魅力を発信するというのが大事だと思うのですけれども、

行政の立場でいうと、そういうようなことをサポートしていただくというのも手かなと思

いました。 

キーワードの２つ目で「女性活躍」ですけれども、こちらは拡大してきたのですけれど

も、やはり女性の場合、家庭、特に育児と両立させるということというのが大事なのでは

ないかと思っています。当社の例ですけれども、製鐵の現場に５年ほど前から、全体の採

用数の中の２割を女性にしています。これは、３交代の勤務を前提としているので、３交

代の方のお子さんを預かる保育所というのを、自前で持たないとなかなかできないなとい

うことで、社宅の中に保育園を開設しました。まだ、数を増やして５年なので、実際にお

子さんを産んで、３交代の現場で働いていらっしゃる方まで出てきていないのですけれど

も、こういったことが必要なのですけれども、中小の規模の企業の方に、こういうことと

いうのは、なかなか難しいことだと思うので、こういう育児面とかでも、女性に限るわけ

ではないのですけれども、働く環境づくりみたいなことというが一つ大事ではないかと思

います。 

あと、高齢者ですけれども、ここは先ほど述べたので詳細は言いませんけれども、我々

も結構、シニアの団塊の世代の方がいらっしゃるのですが、思っている以上に、60 歳を超

えてくると、個々人で健康だとか思っていることもばらばらだというのがあります。この

点をよく認識した上で、多様な活躍の場を提供していただいて、それぞれの価値観、それ

ぞれの持ち味を活かしてもらうというのが大事かなと思います。 
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それと、ＡＩ等を活用した生産性向上ということで、昨年末に商工会議所の視察で、東

京とか新潟でＩｏＴをものづくりに展開しているような事例というものを勉強してきまし

た。その中で下町の、それこそ、もともと旋盤の小さな会社だった所が、若い人に場を提

供して、いろいろな知恵を出してもらって、それを使って実際に企業だったり、ものづく

りの、彼らが持っていないコネだったり、資本みたいなところとつなげるということをや

っていることで、すごく活性化している事例などを幾つも見ました。ものづくりというこ

とでいくと、そういう若い人たちも引き付けて、そういう人たちに場を与えるというか、

具体的には、みんな一人一人がベンチャーみたいな人たちが集う場所だったり、試作品を

作れるような、設備を勝手に使わせてあげるとか、そういう場を提供できればいいのでは

ないかと思いました。 

あと、「３Ｋ」の話ですけれども、こちらの作業レスにしていくことを考えないといけな

いと思っています。当社でも、当社本体は、おかげさまで、まだ何とか採用できているの

ですけれども、関連企業で、やはり厳しい作業の所は人が採れないとか、一生懸命育てて、

資格を取らせたら、自動車系の企業に転職してしまうみたいなケースも多いようです。自

社のことだけでなく、関連企業の作業であっても、お互い協力して 3K 作業をなくすように

投資なども一生懸命しているのが実態です。 

最後に質問で１個だけ、基礎調査の 13 ページで、北九州の有効求人倍率が全国より低い

となっているのですけれども、本当かなと思ったのですが、いかがでしょうか。以上です。

ありがとうございました。 

 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。まず、質問のほうから。資料はどれになりますか。  

 

（三好委員） 

資料１－４の 13 ページです。全国より求人倍率が低いとなっているのですけれども、も

っと求人があるのではないかなと、実感とあわないなと思っただけなのですけれど。 

 

事務局（田原課長） 

2017 年度、北九州市 1.46、全国が 1.54 ということで、全国より若干低いという状況で

ございます。 

 

（富高理事） 

東部が高く、西部が低い。それと、製造業はすごく高いのです。事務職が低いので、ト

ータルで少しずつ下げています。 

 

（三好委員） 

そうなのですか、分かりました。ありがとうございました。 

 

（富高理事） 
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もう少し細分化すると、理解できるような話になると思います。 

 

（三好委員） 

ありがとうございました。 

 

（近藤座長） 

三好委員からは、大きなお話では新成長戦略の施策軸について、北九州の特徴としては

ものづくりと高齢化という形の中でのご発言いただきました。方向性としては、非常にい

ろいろな取組みをやっているという評価を伺ったと思います。幾つかの点で改善の動きが

あるだろうということも含めて、ご発言いただきました。 

それから、人手不足の認識と対応というところでは、これまで委員の皆さんから出たＵ

Ｉターン、あるいは女性の活躍など。先ほど籠田委員のほうから、建設業界は非常に厳し

い状況というお話があったのですけれども、新日鐵さんは保育園をつくる等の働きやすさ

に取り組んでいる。 

それから、１つ指摘されたのは、先ほど松永委員がおっしゃったように、どういうふう

に就職するのか、あるいは天神にというお話を引いて、住んで働くという、その住み場所

といいますか、そういうところのＰＲ、その辺が少し足りない。実際に、北九州に住みな

がら働けるという、環境づくりまで広げた形で。これは、先ほど女性委員の皆さん方、３

人の会のお話がありましたけれども、文化的な、いわゆる「住む」という、そういう SDGs

が目指すものでもありますが、文化とはそういう側面も含めた衣食住、そういうところで

のフォローが必要ではないか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。 

アドバイザーの梅田さんから、これまで委員の皆さん方のご発言があったので、今の段

階で、ご発言があればお伺いしたいのですけれども、いかがでしょうか。  

 

（梅田アドバイザー） 

今日も皆様方のいろいろなご意見、それから作っていただいた資料、大変興味深く拝見

させていただきました。 

もう本当に、皆様方がおっしゃっていたとおりではあるのですけれども、今日のポイン

トは、労働力人口の確保と、それに不可欠な若者の定着ということに尽きるのかなと思い

ます。これは、特に北九州だけではなくて、全国の問題でもあるわけですけれども、私は、

この問題については大きく２つ。１つは、企業の、あるいは産業面での対応。もう１つは、

これも皆さんおっしゃっていた、そもそも若者があこがれるまちづくり。まさに、定着し

て仕事をする、それがどういうことなのかという、この２つが大きなポイントになるのか

なと思います。 

それで、１つ目の産業面での対応というのは、先ほど三好委員からも３Ｋの話がありま

したし、今回、この資料を見せていただいて、３Ｋとか、親から敬遠されるとか、こんな

に辛らつな意見がたくさん出ているのだなと、改めて思いました。  

やはり、この３Ｋからの、あるいは３Ｋというイメージからの脱却をしていかなければ
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いけません。先ほど福田委員からもあった、いろいろな市の助成なども使いながら、より

働きやすい職場、労働環境の改善というものをして、その効果も出ているということであ

りましたので、まさに、それはこれからもどんどん進めていかなければいけません。  

標語的なものになりますけれども、３Ｋすなわち、「汚い・きつい・危険」を北九州のい

ろいろな技術を使って、「きれい・快適・かっこいい」という３Ｋに転換するような、その

くらいのイメージ変換をしていかないと、なかなか親も生徒も、製造業や、資料で事例が

紹介されている飲食業なり、小売業という業種に就職したいという気持ちにはなってこな

いのかなと思います。 

それと、ここまでは既存の企業のお話をさせていただきましたけれども、もう１点、こ

れは８月にも申し上げたことですけれども、若者たちが就職したいと思うような、やはり

新たな産業の集積というのが必要だと思います。 

この北九州の周辺地域には車の一大集積地があるわけなので、これを利用しない手はあ

りません。車が「CASE」（“Connected：コネクテッド化”、“Autonomous：自動運転化”、

“Shared/Service：シェア/サービス化”、“Electric：電動化”）という形で、ＩＴ化して

いきますので、これを機にＩＴ産業、情報産業を北九州に集積させるということです。こ

の点は、今回の参考資料の⑤に「ＩＴ企業の集積について」ということで、ここへきて、

また加速度的にいろいろな取組みを市のほうもしていただいているようでありますけれど

も、これを進めていただくとともに、車の IT 化という大きな軸・文脈の中で、これをどう

いうふうに、さらに加速させていくのかということを考えていくということが、１つポイ

ントになってくるかなと思っております。 

それからもう１つ、２つ目の「若者が住んで働きたい、あこがれのまち」ということで

す。先ほど松永委員から、学生に「どこで何をしたいの」と聞くと、天神で働きたいとい

う話がありました。これはある意味では合理的ではないけれども、一方でシンパシーを感

じます。要するに、きらきらしたまちで働きたいという、彼らの気持ちを否定することは

できないということだと、私は思います。 

そういう意味で、今からは非常に軟らかい話をしますけれども、北九州にもこの点大き

なチャンスがあると思います。もともと、大都市であるということもありますけれども、

例えばファッションの面から言うと、東京ガールズコレクションをもう何年もやっている

ということです。これは私も、いろいろな所で書いたりしていますけれども、「ファッショ

ンのまち 北九州」ということを言ってもおかしくないくらいの、今までそういう開催実績

があるということです。 

よく関西では、大阪は「食い倒れのまち」、京都は「着倒れのまち」とか言われるわけで

すけれども、北九州も九州の中での「着倒れのまち」くらい言われて、若者たちがすてき

なファッションしながら闊歩するとか、あるいは若者にとって素敵なここでしか手に入ら

ないような洋服を買うことのできる小売店ができるとか、こういったことでまちのにぎわ

いというのを、今あるチャンスを活かすことで作り上げることができるのではないかと思

っております。 

私の会社でもそうですけれども、若者たちに「服はどこで買うの」と聞くと、「天神に買

いに行きます」と言います。なんでと聞くと、自分の欲しいものが天神にあるからという
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ことなのですが、もしも今申し上げたような、イメージ戦略として、北九州がファッショ

ンのまちだということであれば、逆に博多から、ひいては東京からも若い人たちが、ここ

にファッションを求めにくるということも夢ではないのかなと思います。以上イメージ戦

略の一例で非常に柔らかい話をしましたが、今あるせっかくのチャンスを逃さずぜひ活か

していただきたいです。 

それともう１つは、「まちのおもてなし力」というものを、もう少し向上させたほうがい

いのかなと思います。これは、若者だけではなくてインバウンド客に対しても。先ほどの

お話ですと予想を超えるようなインバウンドの入込み数になっているということですので、

まちを挙げて、外から来る人、あるいは若者をもてなすという気持ちをどう具現化してい

くかということも、少し抽象的にはなりますけれども、ポイントになってくるのかなと思

います。私からは、以上です。 

 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。梅田アドバイザーからは、最初は３Ｋに対して、非常

にネガティブな意見が調査の中で表れている。逆に３Ｋをかっこいいものにするという、

そういう発想があるだろう。むしろ３Ｋをやりたいと。 

今朝テレビを視たのですが、農業者が取り上げられていました。農業は、もともとは３

Ｋというイメージの職種ですけれども、最近は随分変わってきて、６次産業化する中で、

若者たちがかっこよく、サツマイモを作っていたのです。焼き芋をニューヨークに出そう

と、パティシエと組んだりしながらスイーツとして新しい形態で。 

もしかしたら、そういう従来的なイメージというのは、３Ｋの質的な部分、あるいはイ

ノベーション等の組み合わせ、ＩＴ、ＡＩ、ロボットなど、その辺の組み合わせ、あるい

は新しい科学技術等を組み合わせることによって、イメージが変わる可能性をもった、あ

る意味ではフロンティアかもしれないなというふうにお伺いしました。そういう意味でも、

３Ｋだから避けるではなくて、３Ｋだから行きたいというような、そういう発想の転換み

たいなもの、そういうものができるような素地があるのではないか。 

それともう１つは、北九州のシーズをイメージ戦略という形でつくっていく。非常に可

能性があるというお話も伺いました。そういう意味では、なかなか灯台下暗しで、我々、

地元にあるものの良さに気がつかない部分が多いのだろうと思います。それを掘り起こし、

工夫することができるのではないかと。 

最後に、「まちのおもてなし」ということ。これは、市民一体となった形での取組みだろ

うと思います。いわゆる都市力といいますか、それをアップさせるようなことが必要なこ

とではないか。潜在性の中で、可能性にチャレンジする、そういうご発言いただいたと思

います。どうもありがとうございました。 

それでは、委員の皆さん方に、それぞれのお立場からご意見を頂きました。ここからは、

フリーな話をしたいと思います。冒頭に申しましたように、新しい元号の２年までで終わ

りというのではなくて、このあとも続くわけですから、そういう視点からも、この成長戦

略の先にあるものも含めた形で、あるいは目の前にある「人手不足」、福田委員の言葉を借

りれば「人材不足」、それから、籠田委員の言葉を借りれば「人づくり不足」。そういうこ
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とも含めて、ご発言いただければありがたいと思います。 

恐らく、それぞれ委員さんのご発言を聞いて、聞きたいこと、あるいはさらに付け加え

えることがあると思いますので、ここからは挙手をしていただければありがたいと思いま

す。 

それでは、どなたからでも結構ですが、いかがでしょうか。福田委員からどうぞ。  

 

（福田委員） 

「３Ｋ」という言葉が何回か出ています。これは、業界のものなのか、もしくは各組織

体固有のものなのか。私は、組織体固有のものだと信じています。例えば医療業界、看護

士さんは「６Ｋ」だという言葉がありますし、確かに油まみれになって汚いとか、飲食産

業のバックヤードは汚いということはあるかもしれないのですけれども、いつまでも３Ｋ

３Ｋ職場と言っていると変われないと思うのです。 

だから、固定概念ですよね。うちの業界３Ｋだからと思った時点でおしまいだと思って

います。少なくとも弊社も、私が入った 23 年前は超３Ｋでした。とんでもないくらい危険

な、本当に汚い会社だったのですけれども、今はまったく違います。 

１つの分かりやすい例は、工場でヘルメットも帽子も、かぶっている人間は誰もいませ

ん。ものづくりの製造業なのに、無帽で仕事をしています。見学している方には、安全だ

からですときちんと理由を説明しております。その代わり、社員さん一人一人に、きちん

と自覚を持って安全作業を徹底させていますと。もし、それができないのだったら、帽子

をかぶれ、ヘルメットかぶれと言っていると。でも、みんな、帽子かぶりたくない、ヘル

メットかぶりたくない、危険な作業しません、安全に留意して仕事をしますと言いながら、

きちんとそれを実行できているので、帽子をかぶらずに、ヘルメットかぶらずに仕事がで

きています。 

これは自慢ではないのですけれども、自分の会社は北九州の将来の縮図だと思っていま

す。以前にも話しましたが、一番若い子は 18 歳、一番お年を召された方は 72 歳くらいで

すが、現場で働いています。障害を持っている方も、今年春からはいる方を含めて 3 名い

らっしゃいます。ベトナム人の技能実習生も５名います。女性が４割です。ロボットもい

ます。ロボットも人間も、男も女も、年よりも若い人も、１つの箱の中で仲良く仕事して

います。本当に仲良くしているのかという意見もあるのですけれども、20 年間、新卒で採

用した人が１人も辞めていません。先ほどのバケツの底の話ではないですけれども、うち

のバケツの底は、きちんとせんがふさがっていて、20 年間辞めません。働きやすいからだ

と思います。 

でも、お恥ずかしい話、人手不足です。なぜかというと、先ほど申しましたように、ま

だ知名度が低いのだなと、外にアピールしていないのだなと、井の中の蛙になっているの

だなという気がするからです。 

ですから、一生懸命頑張って、働きやすい環境をつくる。それを実現して、少なくとも

箱の中にいる人間には、それをきちんと共有してもらう。これからもっと多くの人に、そ

れを若い人に共有してもらうためには、きちんと外部に向けて発信ということが、これか

ら重要になってくると。これを拡大すると、北九州も同じかなと。  
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ファッションの話が出ましたけれども、お恥ずかしい話、ファッションで毎年話題にな

るのは成人式の話ばかりなのですね。あれも悪くないと思うのです。18 歳で卒業して 20

歳になるまで２年間、真面目に手を汚しながら働いて、お金をためた子たちが、あの一瞬

だけはじけるのです。だから、そのプロセスをマスコミが宣伝して「いいじゃないか」と。

それでまた、翌朝、髪の毛を黒くして真面目に仕事をしているのですから、そこまで映し

てほしい。北九州はこういうまちなんだということを言ってほしいのですけれども、ちょ

っととんがった部分だけ映してしまうという。宣伝が下手なのですよね。  

そういう意味で、ファッションも、私はいいと思うし、もう少し、梅田アドバイザーが

おっしゃってくれたように、若者が定着しやすい町とはどんなイメージのまちなのか。お

年寄りも安心して住めるまち、小さい子どもさんを抱えている方が、教育も含めて安心し

て暮らせるまちってどういうまちなのだろうというイメージを共有しながら、それを常に

継続して、外に発信していくということが、やはり大事なのではないかなと、今、お話を

伺って感じた次第です。 

 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。先ほど、福田委員の陽和という会社自体が、北九州の

将来の縮図であると。それはある意味では、全世界的にそうだと思いますが「ダイバーシ

ティ」という言葉で表現できるかもしれません。いろいろな方がどういうふうに協力しあ

うか。そのためには、それぞれの持っている能力や、個性が発揮でき、それが総合力にな

るという、そういうような形態が必要だという認識です。 

ですから、北九州市自体も五市合併から 55 周年という中で、いろいろ特徴を持った、ま

さにダイバーシティの縮図のような地域ですから、そういうものが個を失わずに活躍でき

るといいますか、同化する必要は全然ないというふうに、逆に思うのですけれども。その

中で、市からベクトルをそろえるというのですか、その辺の工夫が、恐らくこれまでやら

れてこられていると思います。 

今、新しい局面といいますか、人口が減少するという、これまで社会が経験したことの

ない時代に突入しますので、まさにそのフロントだと。そして、少子高齢化、人口減少で、

北九州市はトップを走っているわけですから、あとに続くものがたくさんいるわけです。

そのためにも、フロントランナーとして、そういう道しるべになる苦しさというのはある

と思うのですけれども、それをしっかりと意識しながら続けていかないといけないと思い

ました。 

 

（川口委員） 

一巡して、皆さんのお話を聞いて、いろいろなキーワードを思い付いたというか、降っ

てきたのですが、やはり先ほどの３Ｋというところのキーワードに対してですけれども、

逆手に取る戦略が取れないかなと感じました。 

いろいろな３Ｋといわれる職場・現場があるからこそ、それに対応してきたから、昔は

環境に対して汚いまちと言われていたところが、今、北九州市はクリーンなイメージを勝

ち取っているという、そのプロセスを考えても、危ない現場だったり、そういう３Ｋの職
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場がたくさんあるからこそ、それを逆手にとって改善する、まだ枠があるのではないかと

感じました。 

その逆手に取るというところで、やはりイメージ戦略というのは、すごく大事なことで、

３Ｋをいかにいいイメージにするかということなのですけれども、実際に危ないという、

多分、危険な場所というのはたくさんあって、うちのお客様の現場は、確かに危険な場所

が多く、安全打ち合わせをしっかりして、安全対策をして臨まなければならない場所がた

くさんあるのです。でも、逆にこうすれば、きちんと安全に対応できるということを知っ

てさえすれば、別に危険ではないというところなのです。それは、やはり働きたくないと

思っている若者の方には、伝えないと分からないところがあるのです。  

うちも電気を扱っている作業ですので、一つ間違ったら感電するだとか、危険な作業が

たくさんあるのです。でも、子どもたち、あるいは若い方たちにも、きちんと正しく手順

をもって、正しく教えて使えば、全然危険ではないということを伝える必要があるなと、

常々思っています。そういう危険予知の学べる場所というのは、やはりイノベーションギ

ャラリーとかも含めて、そういう伝える場所、マイスターさんもいらっしゃるし、伝えて

いける人も豊富に実はいらっしゃって、そういう危険というのは、ここの北九州だけでは

なく全国、どこのいろいろな現場に行ってもあるわけです。そういうイメージをどう、き

ちんと正しく知識を伝えるとか、体験して、やはり危なくないということを知っていただ

くということが大事なのかなと思っています。 

そういう現場がたくさんあるというイメージを持たれているからこそ、逆手にとって、

まだアイデアは浮かびませんけれども、こういうふうにしたという改善をイメージ戦略と

して打ち出せれば、ほかのいろいろな国、県に対しても提案できるのかなと思います。そ

ういう現場がたくさんあるからこその発信力をしていくべきなのかなと感じました。  

私は、福田委員の所の工場見学をさせていただいたことがあって、場所が人を呼ぶとい

うのは感じるところだったりするのです。私どもも、今後は場が人を呼ぶというふうに思

いますので、うちは研究型開発企業として理念をもってやっているわけですが、研究者が

集まるような場をつくって、ここに行けばこういう研究ができるという、とんがったもの

を作っていきたいなと思っています。 

こういう思いを、私はまだ妄想レベルですけれども、２～３年後に実現するように、今

動いているのですが、こういうふうに何かをしたいという人が行動することが、やはり一

番だなと思うので、こういう発信をもとにというか、一人一人が意識ある人からでも変え

ていけるような、まちづくりというか、そういう場づくりというか、そういうものをして

いかないといけないなと思いましたし、逆にチャンスがたくさんあるまちなんだなという

ふうに、改めて認識しました。 

あと１点、育児のところで場がという話も出たかと思います。私は、中学１年の娘がい

るのですが、もっと小さい時期に、子育てをしながら働いていた時に、私は自分が会社を

やっていましたので、自分が思うように育児をしながら、会社勤めができていると思うの

ですけれども、周りの人たちの雰囲気というのが、やはり一番だなというふうに思いまし

た。いくら設備があっても、やはりやむを得ない事情で早退したりとか、お休みをしたり

とかというのは、仕事をしながらでも、どの人でもあると思うのですけれども、そういう
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時に、周りの方たちが、要は一会社が「それでもいいよ」というか、言ってあげられる場

があるかどうかで、その人たちが気ままに働けるような、安心して働けるような空気感と

いうのが大事だと思うのです。その空気は、お金をかけずしてできることなので、意識改

革の部分が育児をやりやすい環境というのに一番大事なのではないかと感じています。  

それは、本当に意識に訴えかける、何かイメージ戦略になるのですけれども、そういっ

たことをいろいろな場面で、大手さんもしかり、行政もしかり発信していけば、そういう

雰囲気に、世の中がというより周りがなれば、いくら施設として保育園がなくても――本

当はあるに越したことはないですが、なくても本当は会社で赤ちゃんを見るくらいのイメ

ージのものがあっても悪くないわけです。でも、周りがそれを許さないから、それができ

ないだけなのです。お金をかけずしてできることはたくさんあるので、そういう施策も、

施策というか、イメージ戦略みたいなところで意識改革、意識に働き掛ける何かをできた

らいいなと感じました。 

 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。３Ｋのお話で、これはチャンスだというお話で、まさ

に３Ｋを請け負いますみたいなコンサル、あるいは企業、そういう起業ができても面白い

ですね。そういうところのイメージがあれば、それを積極的に改善したり、起業ができる

ような新しい形態の業種というのはあり得るかもしれないと感じました。３Ｋと呼ばれて

いる所でも、改善され実際にはそうではない所はたくさんあるわけですから、そういう知

識を集めていくというか、むしろ、３Ｋ直しますというような宣言をするような取組みも

あると思いました。 

それから、育児に関して、まさにそうだと思います。私も大学に長いこといて、学生た

ち、特に男子学生も含めてですけれども、子どもたちと一緒に接すると、違和感がなくな

ります。ところが、就職して何年かたつと、だんだんに社会の中で、そういう家庭とかを

もつなかで、そういうものが逆に形成されてくる。そこのところの社会の仕組みづくりと

いうところを、どういうふうに考えるかということが、大きな課題だと思います。まさに

「女性活躍」ということを言うのであれば、本当にそういう環境ができるような、そうい

う仕組みを。社会・文化を変えないといけないところがあると思います。 

特に、北九州市はイクメン等で、積極的にやっていますけれども、それがどの程度、民

間とかそういう所に届いているか。先ほど籠田さんが男性社会と言ったように、業界によ

って全然違うということですね。ぜひそこは、前向きなコミュニケーションができればい

いと思います。どうもありがとうございました。 

ほかに、委員の皆さん方、ご発言お願いします。では、北川委員、どうぞ。  

 

（北川委員） 

今、川口委員が言われたことに補足ではないのですけれども、私の主人は濱田重工なの

です。まさしく、その３交代です。その中で、私は結婚が遅かったせいもあり、今、小学

校３年生の息子がいますが、育児をしながら起業をしたのです。 

その時に思いましたのは、女性が仕事を持ったとき夫に手伝ってもらうという事。仕事
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の分量の分担であったり、男性の意識改革が、とても必要なのではないかと思いました。

確かに、保育園をつくっていただくというのはすごくいい案ですけれども、結婚してから

何年も、私はすべて主人と、夜勤の時はこうする、朝の勤務の時はこうするという、仕事

の仕様を全部話し合ってやりくりしてきました。 

逆に言うと、本当に育児の街という、例えば女性が働きやすい街というような、アテン

ドも結構いいのではないかなと、先ほど話を聞いていて思いました。男性が、女性は育児

をするものだという風潮がまだまだあるのであれば、これから先、本当に人口が少なくな

ってくる中で、男女問わず働かなければいけない時代は必ず来るのです。その時に意識の

改革が非常に進んでいる街であれば、すごくいいなというのを感じながら、先ほどお話を

聞いていたのです。 

まさしく３交代でもこういうことができますよ！という事例を、自分が持っているので、

これはお伝えしたいなと思いました。あともう１点、やはりハンドメイドを商いにしてい

る事で、私の周りにはコスプレーヤーが集まってきます。当然、北九州市にもバナナ姫ル

ナであるコスプレ公務員、井上純子さんもいらっしゃいますが、この度、私はバナナ姫の

衣装のリニューアルに関わることになりましたので、今後このポップカルチャーの分野で、

実は北九州市は非常に地域的に発信できることがあると思うのです。 

コスプレーヤーの成り立ちを皆さんご存じないと思うのですが、あのコスプレを作るの

に何百万円ものお金を投資するのです。ということは、そういう人たちが、例えば、一つ

の文化をつくっていくことを、海外からも積極的に参加が可能だということ、実際、海外

のコスプレイヤーはすさまじいコスプレをするので、北九州市にやってきたいと思うこと

も、ＴＧＣの話を聞いていて、例えばファッションということのイコールと、漫画家の巨

匠である松本零士先生がいらっしゃったり、いろいろ有名な漫画家を北九州市は排出して

いるので、そういう事例をもっと組み合わせて街に入れていくと、一つのイメージ形成に

は湧出というよりも、楽しい街づくりという形をもっと強烈なインパクトで訴えられるの

ではないかと、お話を聞いて思いました。 

すみません。個人的な意見になりますけれども。 

 

（近藤会長） 

どうもありがとうございました。では、籠田委員。 

 

（籠田委員） 

私も夫のおかげで、ここまで仕事ができましたので、ワークライフバランスの市長賞も

夫婦で頂いたので、よく分かります。 

私は２つ、少し違う観点で、私は東京の大学院にずっと通っていまして、その大学院の

友達のつながりで、北九州市に移住する人と、今度会おうということになりました。私は、

正直うれしいという気持ちと、びっくりした気持ちで、どうして移住するのということだ

ったのですけれども、移住のプロモーションというか、北九州市が結構頑張ってされてい

るようで、今、会社にいることが働くことではなくて、生産性というところでいくと、出

勤すれば給料がもらえるというものではないので、本当に、北九州に期待しているという
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声でした。 

こういう人が、多分結構いらっしゃるのだろうというところで、私たちが気付いていな

い北九州市の魅力というものを知りたいなと、正直思っています。そういうところも、こ

れからの成長戦略においては必要かなという話です。 

それと、「和して同ぜず」という言葉がありますけれども、ダイバーシティマネジメント

の３つのステップというふうに、私は言うときに、一番最初のステップが同じになってい

くというステップ。２番目は違いを認め合う、３番目はそれがインクルージョンされてい

くというようなステップの中で、確実にそういうふうに建設産業で、女性が進んでいくに

はそういうステップだというふうに自分で捉えて、今、マネジメントを進めていますけれ

ども、近隣の福岡市、北九州市の近隣というところで、やはり違うというところを、どん

どん戦略というか、必要かなというふうに正直思っています。 

私も若い頃、わざわざ天神に買い物に行っていましたけれども、もう買い物ということ

に関しての移動というものではないと。北九州には、買い物でないものがたくさんあるわ

けで、そういう「和して同ぜず」の戦略というところにおいては、打つ手がたくさんある

なと。そこは、これから全国から移住してくる人、そしてもう１つは外国人。日本人の移

住と外国人の、ここに来る人たちの声をどこまで聞きだしていけるのかなというところも、

大事なことではないかなと思います。 

 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。では、どうぞ。 

 

（松永委員） 

籠田委員の話を聞いていて、ちょうど同じようなことを実は考えていたのですけれども、

北九州の良さというのは、ここに住んでいる人間はよく分かってない。外部の人のほうが、

分かっているのではないかなということが、結構あるのだなと、最近思っています。  

例えば、この間、博多で話をしている時に、博多の人たちはおすしを食べるのに、わざ

わざ北九州に行きます。北九州にいると、非常に不思議なのですけれども、これは事実で、

わざわざ東京からも北九州におすしを食べに来られます。これはあまり宣伝してないけれ

ども、する必要がなくて、知っている人は知っているのです。 

そういう意味合いで、このまちのいいところというのは少しずつ出ているので、同じ手

法で、いいものをつくって、少しだけ発信すれば、あとは勝手に発信してくれるのではな

いか。その辺の仕掛けを、やはり考えられる部署等が、ビジネスとして人がいたら一番い

いのかなというようなことを思っています。 

それと最近、先ほどからずっと個別のヒアリング調査を見て、文章を読ませてもらって、

すごく面白いなと思っています。何が面白いかというと、先ほど３Ｋの話も出たのですけ

れども、この中で出ているものというのは、実はすごくビジネスチャンスの固まりかなと

思っていて、例えば、清掃が人手不足としたら、それこそＴＯＴＯさんが清掃の不要なト

イレをつくりましょうとかですね。これだって、いずれ必要になる話です。時間や人手が

なければ、絶対必要になる話だし、そういうものがたくさんこの中に転がっています。  
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先ほどの３Ｋのお話も、３Ｋを変えるというビジネスがあっても構わない。それは、実

はそういう課題をたくさん、わざわざ調べられているので、調べられたものをみんなが共

有して、それをビジネスの目から逆に見られたら、ここから新しいビジネスが起こってい

くのではないかという、そういう非常にいい参考データになると思っています。  

もちろんできないこともたくさんありますけれども、その中からできることが幾つかあ

れば、このアンケートの価値は非常に高いと思いますので、そういう意味で、これをベー

スに議論していただければなというのは感じました。 

 

（近藤座長） 

ありがとうございました。松永委員がおっしゃったように、大学が変わりつつあるのも

そういうことなのです。課題発見から課題解決という学習です。授業をフィールドでやる

ようになったのです。学生たちも教員も、いきいきしています。課題を探すのです。何か

まずいところ、問題点を探すということを、自分たちの学びの糧にしているのです。それ

は、解決をするという、一つの新しいものをつくる、答えを見つけるという、そういう教

育や研究の一端になるからです。 

ですから、そういうものほど、ある意味では宝なのではないかと。そんな発想をする。

それで、北九州に課題がたくさんあれば、それを解決するということを我々の強みにする

というような、そういう形のご提案を、松永委員から頂いたのではないかと思います。  

そろそろ時間がなくなってまいりました。どうしてもというご発言を頂ければ、ありが

たいのですけれども、どなたか。 

では、市長からよろしくお願いいたします。 

 

（北橋市長） 

ありがとうございます。まだ、続くと思いますが、この１～２カ月の間に、人手不足の

話題はたくさん聞くチャンスがありました。その中で、自分も不勉強だったと思うのです

が、インドネシアに日本語学校をつくった北九州市に本社がある企業があります。そこで、

介護の研修と日本語の勉強をしているのです。そこはたくさん事業所を持っている所です

ので、これが日本における、本格的なインドネシア人の介護士をたくさん養成して日本に

入れるモデルになるのではないかと思います。 

それから、地元の大手の銀行は、お得意様の中で「人手不足で弱った」という会社、20

社くらいに声をかけまして、ミャンマーとか東南アジアのほうに視察ツアーに行くのだそ

うです。そこで、日本語学校だとか、その労働力がどのように自分の会社と合うかどうか

を、現に地元の企業のトップに見てもらうというか、そういう試みも始まっているという

ことを知りました。 

女性とシニアが、本論だと思ってきたのですけれども、本当にどこに行っても、「やって

いるけれども大変」という話になる。国も門戸を開きましたので、今後地場の企業の中で、

女性とシニアを一生懸命やる。若手も一生懸命やるのだけれども、外国人の優秀な日本語

が分かる人材をどうすれば円滑に北九州、また、自分の会社に来てもらえるかということ

のサポートを最近考えておりますので、ぜひまた、そういった面でもご指摘をいただけれ
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ばと思います。 

 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。議論は尽きませんけれども、そろそろ時間ということ

です。私がまとめるということですけれども、まとめることはできませんので、少し違っ

た角度から２～３分、提案をして、まとめに代えさせていただければと思います。  

実は、資料１－２に関してですけれども、「生産年齢人口」という言葉に、私は引っ掛か

っています。これは、成長戦略のこの会議の問題ではなくて、国の仕事だろうと思ってい

ます。なぜかと言いますと、今、この会議の場を見ますと、私、松永委員、市長、副市長

を含めて、「非」生産年齢人口に入っているということなのです。この分類自体がいかがな

のかなと思っています。15 歳～64 歳という区切りです。15 歳であれば中学校３年生です。

今、高校に 98％の進学がありますから、実際に労働生産という側面から生産年齢人口を考

えるのであれば、それは外れているわけです。 

逆に、先ほどの説明で清掃業・警備業の年齢分布がありましたが、70 歳以上の方まで含

めて、もう既に、生産年齢人口を出た方がかなりの部分で働いている。しかも北九州市は、

いわゆるアクティブシニアを掲げ取組んでいます。 

こういう生産年齢人口ということ自体――これは国の統計等に基づく雇用形態の区分

です。厚労省で今、問題になっているのはここですけれども、全てのデータが変わるとい

うことになりますけれども、人生 100 歳の時代になった場合には、これまである考え方と

いうのは本当に大転換をしないといけない時代ではないかと。 

そういう意味でも、北九州市は先ほど申しましたように、少子高齢化と人口減少のトッ

プを走っているわけですから、ファーストペンギン、改革を行う勇敢な挑戦者になりうる

かと。リスクを侵してでも、そういうチャレンジャーになるかが問われることになると思

います。60 歳定年は実態を考えていくと見直す必要があるかもしれません。逆に言えば、

この見直しをすることによって、世界、社会が随分違って見えてくると思います。 

この資料の図に関しても、生産年齢人口は 2020 年で 52 万 3,000 人ですと、2025 年にな

ればシニアの内の 18％くらいは働くように繰り入れれば人数は変わりません。私も感じて

いますが、当然シニアになると認知能力、身体機能の能力が低下をします。そういうとこ

ろに、ＡＩであるとかロボットであるとか、そういう形での、ベストミックスとは言いま

せんけれども、ベターミックスというのはあり得るのだろうと。そういう意味で、非常に

多くの世代にわたって社会参加ができるような環境をつくるという、そういう側面が一方

で必要ではないかと思います。 

しかし、これはすぐにという話ではありませんが、いつもこの「生産年齢人口」という

言葉を見ると、だんだん疎外感を感じながら、実際に自分が 66 歳、67 歳になってきたと

きに考えるようになります。社会的枠組みを見直すと価値観、意識というものが変わると

いうことを理解いただき行政のほうも対応いただければと。そういう側面があるというこ

とを、やはり認識する必要があると思います。 

実際の実体的な社会と既存の制度自体が遊離しているというのが、本当にいろいろなと

ころで起こっているということも、考えておくべきと思いました。  
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まとめにはなりませんでしたけれども、今日の議論、非常にたくさんの方から、いろい

ろご提言を頂きました。最初に、市長がおっしゃっていましたように、これは新成長戦略、

それから、さらなる北九州の今後の展開のために役だっていただければと思います。  

それでは、今日の議論はこれで終わりたいと思います。皆さん、どうもありがとうござ

いました。事務局に、マイクを返したいと思います。 

 

事務局（岩見部長） 

ありがとうございました。本日は、本当に大変活発なご意見を頂きまして、ありがとう

ございます。本日頂きましたご意見につきましては、市役所内部にフィードバックして、

参考にさせていただきたいと思います。また、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） 

どうもありがとうございました。私の時間を半分にしますので、梅本副市長、今思って

いることを。 

 

（副市長） 

今日は、本当にありがとうございました。 

実は、私も体験談の話から一つ言うと、北九州市役所は 8,000 人の職員がいるのですけ

れども、2040 年問題がございまして、生産年齢人口のお話にも関わるのですけれども、人

手不足で人手がいなくなるので、市役所・自治体は多分、今の半分くらいでやってくださ

いと。それはなぜかというと、お金がないということではなくて人がいないのだから、役

所だけが 8,000 人を採れるような時代ではないというふうに言われました。ということで、

4,000 人なわけです。 

4,000 人を、今から削減できるような役所をつくらないといけないということで、これ

から頑張っていかないといけないのですけれども。やはり製造業の皆さんと違って、非製

造業の事務系の仕事がメインの所というのは、やはりこれから気付きも含めて、ＡＩ、Ｉ

ｏＴ、ロボットとか含めて、どんどん人を、首を切っていくという意味ではなくて、要す

るに全体で人をうまく活用していくためには、それぞれの事務的な企業が社員さんの数を

少なくしていく。少なくても、今まで以上のことができるというようなことを本当にやら

ないといけないと思っているし、そういう意味で、意識改革というのはそういう職場のほ

うが、むしろやらないといけない部分があるのだろうと思います。  

製造業の皆さんは、当たり前のようにラインをつくって、きちんと生産ラインをしてい

るというところがあろうかと思いますけれども、事務的な職場というのは、何となく、今

までずっとそれでやってきたというところもありますので、その辺を、今日お話を聞きな

がら、新たにやらなければいけないなと思った次第です。 

今日は、ありがとうございました。 
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（北橋市長） 

昨年、20 代、30 代の社会増減、これを足すとプラスになったのです。そして、空港の利

用客や観光客は過去最高になるとか、少し明るいきざしも見えてきている。そういうとき

に大事なことは、それぞれ業種ごとによって思いというのは多種多様になるかもしれませ

んが、今日ご指摘いただいたそれぞれのご意見は、部課長も一緒に聞かせてもらっていま

すので、真摯に受け止め咀嚼いたしまして、これからの経済成長に資するように一生懸命

取り組んでまいりたいと思いますので、引き続いて叱咤激励を賜ればと思っております。  

いずれにしても、日経新聞を通じて京都市とリターンマッチを一戦交えさせてもらいた

いなと。そして、SDGs で日本のトップは同時にアジアのトップで、世界のトップ３にいく

くらいのポジションに日本はいると思うのですけれども、やはり経済と雇用ということが、

このまちの本当の大きな課題であるということを、日経新聞のランキングは教えてくれて

いるし、そのことは我々も改めて受け止めています。 

その課題を乗り越えるために、今日、皆様方からご指摘があったと、このように考えさ

せていただきます。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。皆様、本当にありがとうございました。  

 

 


