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第５回北九州市新成長戦略推進懇話会議事録 

日時：平成27年 10月 28日（水）  13:00～14:45 

場所：ホテルクラウンパレス小倉 ３階 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾎｰﾙ 

（松永座長） 

それでは、議事に従いまして、ただ今、事務局のほうからご説明いただきました新成長戦

略の取組状況及び新成長戦略の見直しについて、これからご議論いただきたいと思います。 

どなたからでも結構です。既に、ご説明にはうかがっていると思いますので、ご意見をよ

ろしくお願いいたします。では、船越さん、お願いします。 

（船越構成員） 

新日鐵住金八幡製鐵所総務部、船越です。まず、ここの内容がというよりも、全体的な意

見になるのですけれども、今回、広域地方選なんかもあったりして、大体当選された首長の

方々は地域創生、地方創生とみんな同じように言われるのです。国のほうも都市間競争など

ということを言われて、この前、ある県の副知事と友人らと話していたら、市町村ごとに雇

用目標とか人口目標を立てていると。それを全部足し合わせると、実はその県全体の目標と

している数よりすごく多くなってしまう。すなわち、結局、近隣の市町村から来るというこ

とをそれぞれが前提にしているので、それを全部足し合わせると、日本の人口が増えていか

ないと回らないみたいな、そういうことになるという誤謬があるということです。 

何を言っているかというと、福岡県内の恐らく福岡市以外の市町村は同じように雇用創出

とか、人口とか言われているわけです。もっと言えば、九州全体が、恐らく福岡市以外は同

じようなことを思っているわけで、それで、同じようなことをして奪い合いをして、結果と

して非効率になるようなことではいけないと私は思うのです。せめて福岡県内くらいならい

いと思うのですけれども、それぞれの市町村でやるべき目標とかやるべきことが、ある程度

分担されるというか、それぞれが同じようなことをやって、同じような目標でやっていると、

結局、それぞれ奪い合いになって行政効率にも非常に無駄だという感じがするので、コラボ

レーションというか、そういうすなわち、都市間競争をするのだったら、札幌とか仙台に勝

つというのは意味があっても、熊本とか鹿児島とか長崎に勝ってもあまり意味がない。そう

いう横の連携というか、それぞれの、例えば、北九州はこれをやるけれど、久留米はこっち

だとか、福津はこうだとか、そういうのをやっていかないと、結局は地域間でお互いに取り

合っている形で、北九州は勝ったけれども飯塚が負けましたみたいなことでは全然よくない

ということです。 

少し中身の話とずれるかもしれませんけれども、そういう、少なくとも県単位くらいとか、

そういう何ていうのですか、ある種の整合政治みたいな感じで、優先順位なり重点付けみた

いなことがないといけないのではないかと思います。 
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（林田構成員） 

幾つかあるのですけれども、まず、雇用創出ということに関してですけれども、私、高校

生に話しをする機会がございまして、ぶゆう会という会から出向させていただいているので

すが、そのときに高校生に、「ここの企業で一番大きいところは、どこだと思う？」と、「う

ちの北九州は何の産業が一番強いところですか。私は東京の人ですということで説明をして

みてください」という質問をします。そうすると答えられないのです。ということは、どう

いうことかといつも思います。ということは、学校の先生が北九州市の企業の話を熱っぽく

話す機会があったりするのだろうかと疑問に思ったりします。 

恐らく同じなのですけれども、学生さんというのは情報源がどこから来るのかなと考えた

ときに、学校もしくはおうちということになります。それでさらに、昨日も実は、これは福

岡県のほうですが、ある高校さんにお話をしに行って、「おうちでお話ししますか」と、「こ

の中でお母さんと毎日話す人」と聞いたら、３分の２が手を挙げたのです。「じゃあ、お父さ

んと話す人」、３分の１が手を挙げたのです。ということは、情報源がどこかと言ったら学校

が主なる所で、その次がお母さんということになります。では、お母さんがどこを勧めるか

といったら、大企業を勧めるのであって、地方企業のことを知らないということになれば、

その情報源なのかなと思います。 

なので、どこからいったい、学生さんをアプローチして、この間も「ゆめみらいワーク」

のようなこともされて、6,000人の高校生が西日本総合展示場のほうに来て、企業のことを知

ったということもあるのですが、そこに先生たちの姿があまりなかったということに、私は

結構危機感を感じていて、学校さんなのですが、その前に生徒、教育者、または、お母さん

たちかなということも思ったりするのです。そこをフォーカスしてフューチャーしてあげる

と、いうことも必要なのかなと思いました。 

私は、その時、ＴＯＴＯの話を少ししたのですが、「ＴＯＴＯさん、雇用は何人いると思い

ますか」と言ったら、200 人とかいうような答えが返ってくるわけです。「うちにある大きな

企業さんはこれだけ大きな企業で、もしかしたら就職してもアジアに飛ばされるかもしれな

いよ、あなたたち」という話もしたのですが、私たちが思っている以上に、うちにある企業

さんのことが分かっていない子が多いのかもしれないということは感じました。 

そういったことが１点と、あと、東京ガールズコレクションに関して、この事例を挙げて、

私が何をお伝えしたいかというと、北九州市はいろいろなことをやっている方がむちゃくち

ゃたくさんいるのです。もうサイドとてもとても動いているのですが、何せ船頭が多くて、

まとまっていないというのがあるわけです。では、10月 17日に何が行われていたかというの

をひもときますと、その時、フードフェスタが金曜日から行われていました。行われて終わ

るのが21時です。東京ガールズコレクション１万2,000人の人たちは、９時まででそこのフ

ードフェスタは終わり、何が起こったかというと、福岡にあるアフターパーティに出かけて

います。それがもっと早い段で、何か、ここ北九州市でできたら、１万 2,000 人どうかこう

か、アフターパーティまで含めて入れたのかなと思います。それが、観光系とかツアーリズ

ムとかいうところの、それぞれが何かをやるのではなく、横串を刺すというか、「うちたち、
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ここまでやるから、この21時から、ここ何かやらないか」とか、何でもいいのですが、何か

の連携が陽気な力を生むのではないかと思います。 

それは、いろいろな事業に関してもそうなのです。北九州市はたくさんの事業が行われて

います。同じ日にちに同じことが、似たようなことが、どこかで行われていたりとか、ステ

ージをシェアしたらもっとたくさん効果があるとか、費用が収まるのではないかなというこ

ともあったりとか、というようなことがあります。広告に関してもそうです。何か、１つに

まとめるコーディネーター的な、何か人と人をつなぐとか、横串を刺すということをどんど

んしていくことで、さらに相乗効果が生まれるのではなかろうかと思います。 

私は、助成金の申請とかも、審判員の側に回ったことがあるのですが、その方々が出す申

請の費用は、ほぼほぼは広報なのです。紙に印刷して、デザインしてというお金にすごくか

かっていると。そうしたら、同じ日にちに近くである何かだったら、１枚の紙を半分に分け

てもいいのではないかなとか、いろいろそういうことはいつも思います。配付先にしてみて

もそうです。何かルートがあって、乗って配れるような仕組みがあったら、ああ、いいなと

いつも感じます。 

それを踏まえて、先ほどの「横串を刺す」なのですけれども、大臣会合が行われるという

のは、本当に素晴らしいことだと思います。本当に快挙です。しかし、これに向けて、終わ

ってから何かが起こっていないといけないということです、それは数値目標でもそうです。

何かなといろいろ思ったりしたのですが、環境首都検定も伸び悩んでいるとか、いろいろ聞

いたこともありますが、それに乗せて、そのタイミングで環境首都検定の人数がものすごく

上がりましたとなれば、成果として数が増えるわけですから、そういうこともありなのかな

と。 

いろいろなところが、エネルギー会合で連携してつながって、それを機に、何か大きく数

値として出るようなものとか、発信されるとか、さらには、環境都市北九州なのですが、な

にせ市がやっていることであって、市民がやっているという意識が市民は全くなくて、どう

やら北九州はすごいらしいという意識づけもあるし、エコライフステージもあるのですが、

なかなか市民レベルまで落ちていないというのが、私はなぜかなと、いつも悩ましいなと思

っているところです。 

せっかくの機会ですから、何か、やはりエネルギー会合を機にでもいいですし、それに向

けて「こうこうしましょうや」という、勝手に子ども産んだよというような、市民の気運も

高めるとかいうか、そういうような仕組みや仕掛けがあったら、どんどん盛り上がるのでは

ないかなと思います。 

（石田構成員） 

雇用についてのお話ですけれども、自分自身が情報サービス産業の一員なので、情報サー

ビス産業の企業の立場からお話をさせていただきたいと思います。 

最近、新入社員の面接等々をやる機会が多くありまして、この２、３年を見てみますと、

北九州市の中で応募してくる人材を採ったほうが、東京で応募してくる人材を採るよりも優
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秀な人間が採れて、なおかつ定着率が高い、途中で逃げていかないという重要な事実があり

ます。昔は大企業志向があって、優秀な人材は東京に出て大企業に就職したがる傾向があっ

たかと思うのです。けれども、最近は、割と地元志向が強く、地元の企業で働きたいという

声が多々聞こえます。 

その際、企業側は何と言うかというと、「転勤の可能性ありますよ」と。やはり、一生働く

間では転勤というのは職種上などの事情があるので、そのことを必ず質問しますが、それに

対しては先生から指導を受けているのか、金太郞飴のように「それは大丈夫です」と答えま

す。そして、「地元企業に就職して地域に貢献できれば、別に働く場所はどこでもいいのです」

という優等生の答えが返ってきます。本当にそう思っているかどうか分かりませんが、そう

いう地元志向・地元貢献の意識をもって応募してくる人が増えているという意味では、昔に

比べると、少し地元で雇用を創出するという可能性は高くなっているのかなと感じています。 

特にＩＴ企業は、今、大変な人手不足で、特にこれは銀行のシステム開発、マイナンバー

関係での自治体の需要が2018年までは集中しているという事情があるためです。どこの会社

も人を求めており、就職が売り手市場になっている中にあって、地方の中にいる企業として

は、地元でよい学生が来てくれれば一番いいなと感じています。 

ただ、そんな中で問題は、昔に比べて学生が非常におとなしい。金太郞飴のようにみんな

同じ発言を繰り返し聞くことになります。大学生については、就職面談の受け答えが全部決

まっていて、それをマニュアルのように記憶して面談に臨んでいるのです。そういう子が多

くなっていて、雇う側から見ると非常に危惧を覚えるというか、雇った後、これでやってい

けるのかしらという感じがあります。 

そういう中、ベンチャー志向であるとか、最初はどこかの企業に就職するけれども、数年

後には自分で起業してもいいとか、いろいろな経験を積み、自分でビジネスを考えていきた

いという人材が増えていけば、企業側としても、それが若いうちだけであっても、そういう

人を積極的に雇いたいという気持ちにもなります。それから何より、そういう人材にとって

は、大企業に就職し歯車になって働くよりも、実は中小企業に就職したほうがよいはずなの

です。それは小さい所で自分のキャリアアップの糧として、幅広く多くのことを経験し、経

営に近い立場で、若いうちから学ぶという形になっていったほうがいいからです。米国のよ

うに、そういうベンチャー・マインドを持った若い人をより多く育てることによって、企業

のほうも助かるし、中小企業で働くという人も増えてくる可能性もあるという好循環が生ま

れてくるのではないかと思っています。 

そんな若者に育てるには、金太郞飴のように均一で、指示待ち症候群に陥った大学生では

もう間に合わないかなという風にも思え、米国のように中学生とか高校生がそんな起業家精

神や夢をもって育ってくれないと、やはり競争に打ち勝てないと感じます。何かここで市と

して、あるいは地域として対策を取るのであれば、中学生・高校生に対して、そういう起業

家精神を持つきっかけとなる場をつくるとか、あるいは、キャリアプランというと普通「企

業が作れ」みたいな話になるのですが、キャリアプランの一貫として、人生の中でこんな 



 - 5 -

生き方をしていくと将来があるよというモデルを作って示すのも面白いのではないかと思い

ます。 

（濱村構成員） 

新成長戦略については推進懇話会ということで出席させていただいていますが、幅広い政

策の中で少しずつ結果が数字に表れてきており、対応しなければならないことは多々あると

思いますが優先順位の中で何をやっていくのかということが、大事かと思います。 

業界活動において、地方に出張に行く機会が非常に多いのですけれども、北九州市という

街のイメージを皆さんがどう捉えているかというと、まだそこは、努力をしていかないとい

けないところがあるのではないかと思いますが、しかしその中で、facebook 効果等もあると

思いますが、例えば秋田や北陸に行って業界の会合等に参加したときに、同じ業界の方から

フィルムコミッションの話が出たり、あと東京ガールズコレクションが今回北九州で開催さ

れるという話をしたときに、「博多じゃなくて北九州なのですか」ということで、そこで、北

九州というまちのイメージが変わったり、ということを感じることが徐々に増えています。

このような流れが引き続きあるといいのではないかと思います。 

また成長戦略のためには、地元の企業がしっかり強くなっていかなければならないと思う

のですが、消費財というか、サービス業というか小売を含めてのところでは、少し大ざっぱ

な言い方かもしれませんけれども、世の中がアマゾン一本勝ちという流れになってきたかな

という感じがあります。 

今、全国のお部屋探し20代の方を対象に、何をどういう媒体でお部屋を探すのかというア

ンケートを採ったときに、今年初めてインターネットからスマートフォンが逆転で１位をと

ったということがありました。スマートフォン１台あれば何でも生活が事足りるという状況

になってきたなと感じています。 

実は、私どもの業界も、今、国土交通省の下で８月31日から社会実験が始まったのですが、

インターネット上で賃貸借契約と売買契約ができると。現在は宅地建物取引業法の中で、対

面で重要事項説明をして契約をしなければなりませんが、インターネット上で契約ができる

ようにしようという話がスタートしています。ただこれは多分、実験結果を待たずして、そ

の流れを止められないと思っており、既にソニーさんや、ヤフーさん等の異業種、大手が業

界に参入してきています。特に、賃貸仲介のみの会社は存続が難しいのではないかという話

もあります。ただ、私見ではやはり地元にきちんと責任が取れる会社が、地元でしっかり根

を張り経営をしていきたいという思いがあります。 

その中で、民間企業も変わらないといけないと思っており、例えば、この北九州で民間企

業が連携をして業種業態を越えて互いが学び合う場をつくったり、もしくはお互いの経営資

源を活用して、このまちにしかないサービスをつくったり、それが、まちの暮らしやすさと

か住みやすさにつながるとよいのではないかと思います。 

民間企業が成長していく中で、一番今、危機感を感じているのは人材が確保できないこと

です。今年は就職時期がずれたということもありますが、金融機関等に人材が集中してしま
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うということで、地元でもそうですし他の街でも、人材確保に頭を悩ませています。新卒、

中途を募集しても採れない。アルバイトを募集しても応募が来ない。そこで仕方ないから、

仕事の工程を見直し、作業と仕事に分けＩＴを取り入れる等工夫をしているという話を聞い

ています。 

そのような状況下で、女性の活躍推進はやはり大事だと思います。弊社も 180 人従業員が

いまして、女性が101人いるのですけれども、平成20年に麻田前副市長に来ていただいてワ

ーク・ライフ・バランスの講演をしていただいた当初は産休所得者は、まだゼロでしたが平

成 28 年４月までには産休取得者が延べ 21 名になるということで、集中して増えている状況

があります。 

市方にも、いろいろな支援をしていただいていると思いますが、社内の女性に話を聞くと、

理想かもしれませんけれども、育児もしくは介護に対して、選択できるサービスがあればよ

いのではないかと思います。家がこちらにあるとかないとか、各々家庭の状況も違いますし、

例えば託児所やベビーシッター、家事支援等のサービスが選択できる、等。それを行政に準

備をしてほしいということではなくて、人と情報のコーディネートをしていただいて、NPOや

起業支援等、働きながら育児・介護も安心して両立できるという環境づくりをしていくこと

が大切ではないかと思います。 

まだまだ、なかなか預ける場所がなくて、産休復帰したくてもできないという声を聞きま

す。エリア格差があるかもしれませんが。そういう話をよく聞きますのでお伝えさせていた

だきます。 

（齊藤構成員） 

私のほうからは、創業・開業、創業サポートという観点、切り口でお話をしていきたいな

と思います。 

今、国が創業の補助金ということで、平成 24 年度補正から平成 27 年度の直近の分まで、

計４回ほど公募があっています。私の手元の資料ですが、独自でいろいろ入手したのですが、

１万1,867件がこの全４回の年度補正、あるいは平成27年度本予算の分で採択をされている。

その中で、どの時期で切っても女性の比率というのが３割を超えています。これは、国の政

策というところもあろうかと思うのですが、見事にどの年度で切っても、毎回３割、31％と

か 32％が女性となっています。 

国がここまでサポートして打っているところの、私が次に危惧しているところが、こうい

った国の補助金ということが一つのインセンティブになって企業促進があったとしても、本

当に続くのかなということが私の中の１つの懸念です。そこで、私が考えたのですが、「起業

家難民」という言葉をつくってみました。 

どういうことかというと、創業しているけれども、そこが「難民」ということで、国の補

助金という一つのニンジンがぶら下がっての創業ができたけれども、果たして本当の意味で、

自分から自発的に開業の必要性、そして自分のノウハウなり技術が、地域・社会に認められ

通用するのかというところの本当の部分が、開業者にとっても、考えてからのスタートだっ
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たのかなということを考えたときに、そこで、開業した後に立ち止まる人たちが、かなり多

く出てくるのではないかと。それを私は、「起業家難民」という言葉をつくっているのです。 

今度は福岡県内の市町村レベルの採択内訳というのがありまして、これは去るところから

頂いた資料ですけれども、県内全体の採択者数を 100 としたときの半分は福岡市です。福岡

県内全体を 100 としたときの 51％は、福岡市が創業者を輩出しています。北九州市は、全体

の11％、約１割ということで、人口比率からいえば20％くらいかなと思うのですが、創業比

率でいえば県内の内訳でいくと10％ということになっています。 

私は数ではないかなと。負け惜しみではないのですけれども、私も北九州で長年いろいろ

と、大学から就職まで、そして独立開業までこの北九州市でやってきたのですが、福岡うん

ぬんというよりも、数というよりも、この北九州市で創業をしたいと思って開業した人たち

を「起業家難民」にしないための、その次の政策というのが、国が 200 万円の創業補助金と

いう枠で、１発でやっていますが、その次のサポートが、やはり１～２年、理想は３年くら

い、その人が難民にならないようには、そういったサポート体制があっていいのかなと思っ

ています。国が打ち出した創業補助金で、そこでぱたっとみんなが行き倒れるよりは、そこ

を北九州市が独自の政策で、国の政策と市の政策でもって、抱き合わせで創業者を伴走型で

支援していくというのがあるといいのかなと思っています。 

私自身もそこを何とかしたいと思っていまして、年に１回は女性起業家フォーラムという

のを開催しています。起業した女性が事業を継続するために、事業拡大のターニングポイン

トがどこにあるのか、そのチャンスはどうつかんでいったらいいのかというものを、多くの

起業家に伝えていくべくフォーラムとセミナーを年１回やっていまして、今度も 11 月の 27

日にスタートアップラウンジと共同企画でさせていただくことになっています。 

私は、いろいろ言っていますが、この北九州市のすごい強みは、行政と民間の距離の近さ

だと思っているのです。これは、実は他の自治体もうらやましがるくらい、行政と民間企業

がなぜこんなに距離が近いのかというところはすごく言ってくださいますし、私もそれはす

ごく自慢だと考えています。距離の近さというのはどういうことか、もう少し具体的に言え

ば、例えばこの間のフードフェスタなどもそうですが、イベントを行政が委託し、それを受

注する側の委託者と受託者というお金のやり取りだけではなく、そこに共に現場で汗を流し

ているという。企画段階から一緒に何か楽しいことをやりたい、北九州をＰＲしようという

ことの思いがそこで一緒になって、現場の、そこにまでお互いの、民間と行政の距離を超え

ての取組みがなされていて、多分そういうのが、より民間でもやる気が出てくるでしょうし、

行政の方もそこで頑張ってくれているのかなということで、この政令都市において、そこそ

この人口規模がありながらもこの距離感の近さというのは、私は最大のポイントだと、強み

だと思って、これは私自身も自負したいなと。 

だからこそ、今回の、私は女性起業家サポートという一つのテーマがあるのですが、そう

いったところでも一緒になって汗を流せるチャンス、そしてそれが一つ政策としての心のサ

ポートというところもあれば、もっと女性が、この小さい商圏ではありますが、自分たちの

成長志向型のベンチャーというよりも、女性の場合は課題解決型の非常に地元に根付いたビ
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ジネスで開業するケースが多いのです。私は、これは両方あっていいのかなと。いわゆるベ

ンチャーという海外向けの成長志向型もある一方で、女性がいろいろなことを生活しながら

気付いたビジネス、解決していくという観点での創業のあり方、そういったことが２つ同時

に起きていっているというのも、北九州からそういったのが発信できたらいいなと思ってい

ます。 

（自見構成員） 

基本的には先ほど船越部長が言われた意見に共感するところが多いのですが、今、少子高

齢化の問題は国を挙げて認識されています。その上で、今の安倍内閣もＧＤＰ600兆円と高め

の目標を掲げています。国全体でみれば、特定の産業とか特定の企業がグ－ンと伸びてくれ

れば、そういう数字を達成することも不可能ではないとは思いますが、今の地方創生という

レベルの、まち・ひと・しごと、という議論の中で、全国の自治体の全てが国と同じように

上昇志向の目標を持っていると思います。みんながみんな、こんなことをやってみたら、と

いう思い付きでやると、随分無駄な投資になってしまわないかと心配です。企業ベ－スの判

断ではそういうことは絶対にやりません。成功の確率がどれくらいかを見極めた上でやりま

すが、行政がやる場合には、そこに何もブレ－キがかからないのでは、と危惧されます。 

今度の中間報告を拝見してちょっと気になるのは、つい最近の私の体験ですが、ある経済

団体の大会の折に、各県の代表がパネリストで話されたときに、大分県の代表が、うちの行

政は過去 10 年間で 54 社の企業誘致に成功した、と胸を張っていますが、実はその裏で出て

行った企業が84社あるのです、差し引き2.950 億円のＧＤＰの減少です、と地場の金融機関

などは冷静に分析しているわけです。 

だから北九州でも企業誘致を随分やっていますが、逆に、出て行ったところ、そしてそれ

は何故か？という事例をとことん勉強してほしいのです。でないと次の戦略が出てきません。 

今日、私は北九州の中小企業団体の代表ということで出席しています。福岡県の中小企業

団体連合会の副会長や金融・税制委員会の委員長の立場でも発言することもしばしばですが、

ト－タルで中小企業を語るとすれば、国や自治体から見たら、国民、や市民を名乗られたら、

すべての人を平等に見るしかないのと同様に、中小企業の企業にも従業員にも実はピンから

キリまでいろんな人が居ます、とは絶対に言えません。詰まる所、政治や行政に何か要望す

るとしたら、税金は極力安く、中小企業を1社も潰すな、という話になってしまいがちです。

昔、通産省の事務次官をやられた方が、中小企業向けの金融機関である商工中金の理事長に

なられたのですが、たまたま多少のご縁のある方でしたので、ある会合で私に言われたのは

「最近国を挙げてベンチャ－ベンチャ－、起業家を育てないと、というけど日本の経済界を

見たら、中小企業群の存在そのものが巨大なベンチャ－マ－ケットなんですよね」とポンと

言っていただきました。建て前的にはそういう発言はできない立場でしょうが、中小企業群

の中ではしょっちゅう新陳代謝が起こっているわけです。成功者も出るし失敗者も出るし、

倒産して経営者が自殺しても新聞のベタ記事にもならないし、法人には基本的な生存権があ

る訳ではない世界で頑張るからこそ、日本の中小企業には活力があるんですよね、という意
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味です。今、斉藤さんから補助金の話が出ましたが、全国的に補助金ゲッタ－という言葉も

生まれています。行政の補助金を上手に貰うことを覚えた企業に諸々の補助、支援金が行っ

てしまうということで、制度の精神が生きているのかどうかという問題です。起業家難民と

いう言葉もありましたが、普通は何か商売始めても 100 に一つも成功しませんよ、半年持ち

ますかね、2年持ちますかね、ということがざらにある訳で、本当の市場原理の商売の現場で

生き抜いて初めて起業であって、登記された数だけ勘定しても意味がありませんよというこ

とです。斉藤さんの意見に半分だけ反論させて頂きますと、「北九州は行政と民間の距離が非

常に近いですね」ということですが、逆に言えば「行政がここまでやるの」という印象もあ

る訳です。昔話ですが福岡の人から聞かれたことがあります「北九州で何か事業をやろうと

思ったら、何で役所がこんなにしゃしゃり出てくるの？」と。一長一短の話で、行政は本来

の行政の本分をしっかりやってくれればいいという考えもありますし、もっともっと行政は

街の中に足を踏み込んで、実態を良く知ってもらって民間と共に考えて欲しいという考えも

あります。 

行政はいつも中小企業が生き延びるためにはもっと付加価値を高めて下さい、と言います

が私はいつも私たちは付加価値をちゃんと付けていますが、生み出した価値に対するお代を、

安いことが最大の正義という世論の中で、ちゃんと頂けてないだけです、と言ってます。中

小企業に優秀な人材が来てくれない、のは単純に給料が安いからです。林田さんの話に子供

に対する情報の情報元は母親です、という話がありましたが、親が勧める職業は倒産の無い

所、給料の高い所、となれば今の時代は圧倒的に公務員なのです。大学を覗いても、最近は

女子学生の方が成績は圧倒的に良くて、彼女たちは最難関の国家公務員試験を受けるための

塾通いをしています、という話すらあります。社会学の教授が一体どんな教育をしているの？

と文句も言いたくなるのですが、そういう風潮の中で、今の日本を代表する建築家、安藤忠

雄、とか磯崎 新さんなどの座談会の話を聞くと、今はコンピュ－タ－の発達のおかげで、

難しい建物の設計も地域開発計画も簡単にできるようになりました。でも現地で建ててくれ

る職人さんが居なくなったんですよね、がそろっての悩み事です。 

今やビッグデ－タを使えば何でもできますよという時代でもありますが、本来の熟練工と

は自分の脳や身体に経験値からとことんビッグデ－タを蓄積した人のことだと思っています。

彼らをどうやって再生産していけばいいのというのが中小企業の最大の悩みなのです。 

何か面白そうなことを官民挙げて考えるのもいいのですが、この委員会にもそんなことに

予算を付ける必要はないとか、それを査定する権限がある訳ではないので、事務局にはそれ

なりの配慮をお願いしておきたいと思います。 

事務局（籠田構成員の意見紹介） 

それでは、ご紹介させていただきます。籠田様のほうは、当社は中小の建設業だが、現在、

千葉・埼玉・東京・神戸の業務を受注している。受発注が広域自由化しているように、自治

体も広域から選ばれる時代になっており、市の特徴や魅力を見える化してブランドして育っ

ていく必要がある。 
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また、過去にインターンシップに来ていた学生が、一度は大手ゼネコンに就職したものの、

Ｕターンして当社に就職した事例もある。よりインターンシップについては、効果が高いと

いうご意見も頂いています。 

それから、先日、「ゆめみらいワーク」に参加いただきまして、「ゆめみらいワーク」で建

築志望の京都大学の法学部の女子大生など、いろいろな学生と対話することができた。すぐ

に実績が出るイベントではないが、とても有益だったという感想を頂いております。 

それから、ワーク・ライフ・バランスやダイバーシティといった考え方は、建設業の中で

はなかなか浸透していない。まず、理論を分かってもらうことが重要ですというご意見です。 

それから、どんな産業にもリノベーションを起こすためのデザイン志向が必要。ビックデ

ータをうまく活用して、地域に対する戦略的なマーケティングを考えるべき。デザイン思考

を持った企業家にリノベーションなどのまちづくりをデザインしてもらうと面白いものが出

来るのではないか。こういったご意見を頂いております。 

（福本アドバイザー） 

三点申し上げます。一つ目は、経済成長をどうやって達成していくかについてです。日本

全体としては、もう生産年齢人口は減り続けていますので、成長するためには、単純に言う

と労働参加率を上げていくことと、あとは１人当たりの生産性を上げるというこの２つしか

ないわけです。雇用創出２万人という目標もいいのかもしれませんけれども、やはり私は生

産性を上げていく、ここの部分がすごく大事なのではないかと思います。生産性を上げると

いった場合に、グローバルに活躍されていらっしゃる企業がさらに生産性を上げていくとい

うものと、もう１つは第３次産業を中心とした、ローカルだけれどもサービス業を中心に、

こういったものの生産性をどう上げていくのかというのが、多分成長戦略を考える上ではキ

ーになってくるのかと思います。 

グローバルに活躍されていらっしゃる企業にとって、生産性向上という意味では産業ロボ

ットをどんどん入れていくとか、そういったものが非常に大事になるわけです。この間、安

川電機の社長様と面談させていただいて、憂慮されていましたのが、ロボットがあればそれ

で工場が動かせるわけではなくて、それを工場に導入するシステムエンジニアが不足してい

てロボット化を進めるネックとなっている。これは、日本の生産性向上の非常に危機になる

のではないかと危惧をされておられました。 

その意味では、マクロ的な人手不足も問題ですが、そうした高度人材を育成していくとい

うところに、特に北九州のように安川電機とかいったものがある所では非常に重要かなと思

いました。サービス業のほうも、生産性を向上させていくという観点からいろいろ考えてい

くということかなと。 

二つ目は、製造業の生産拠点としての北九州の可能性です。グローバルという点では、や

はりこの何年間かの変化というのは大きくて、まず、円高が是正されて、円安が定着してき

たことで、企業を訪問していても、考え方は、海外シフトから国内回帰の方向に変わってき

ているという感じがいたしました。円安の定着と、あと周りの国の人件費上昇ですね。私は
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中国におりましたけれども、中国の大連で、日系企業の方々にお聞きすると、大体５年間で

賃金が倍になったとおっしゃっているのです。５年間で賃金が倍になって、しかも80円だっ

た為替が120円になるというと、これはすごい変化です。 

これはメディア等でも報道されていることですが、北九州市のお隣の苅田町にある日産自

動車九州は、来年以降、10 万台程度増産をされることを決められました。ローグという、日

本ではエクストレイルと言っている車が北米で非常に好調で、これはどこで造ろうかという

ことを考えていたけれども、グローバルに見て、北九州・京筑地区は中国、韓国に近いとい

う意味で地の利があることもあり、日産の世界の工場の中でもトップクラスのコスト競争力

があると判断し、ここで生産することに決めたとのことでした。同社は、韓国や中国からも

部品を輸入していますが、部品は、日韓ダブルナンバーのトラックを使って、韓国からスム

ーズに運んで来ることができる。今度、日中ダブルナンバーもやろうとされている。そうい

ったグローバルなサプライチェーンの中で、北九州には地の利があるのだろうと感じていま

す。 

行政としては、こうした地の利をいかに活かすのかを考えることだと思います。自動車や

電子業界のグローバルサプライチェーンがどうなっているのかを念頭に入れて、企業とも相

談しながら、物流等のインフラをいかに整備するかを考えることが大事だと思いました。 

３つ目は、インバウンド消費についてです。私は中国にずっといましたから、最近、中国

の株が下がったり、経済が減速しているので、中国人の観光客が来なくなって爆買いが止ま

るのではないかとか、そういう懸念を、結構皆さん、おっしゃるのですけれども、私は中国

人観光客の増加は止まらないと思っています。マッキンゼー社の調査によると、中国では、

年収1.6万ドル以上の上位中間層・富裕層の比率は、都市部でまだ2割弱でしかないけれど、

これが 2022 年には 63％くらいになるのです。しかも彼らは消費性向が高いので、2022 年に

は都市部の消費の 8 割くらいがこういう中の上以上の所得を持っている方が占めるようにな

ります。彼らは消費する際、やはりいいものを求めるようになります。これに対して、日本

に来訪する中国人は、去年は240万人、今年は多分倍の480万人くらいになると思いますが、

これは中国13億人の人口中のごく一部なので、まだまだ増加するポテンシャルがあると思い

ます。 

この面では、中国の方というのは、これは多分韓国もそうですし、他国もそうですけれど

も、今、企業による広告というのをあまり信頼しないです。ＳＮＳ、中国ではマイクロブロ

グとかウェイボーといわれるものがすごく出ているのですけれども、こういったもので行っ

た人が良かったと言うと、その情報がすごく広がっていきます。先般も当地のドン・キホー

テが大変口コミで韓国に広がって、売り上げが急激に伸びているという話を伺いましたけれ

ども、中国も同じです。なので、成長戦略で書かれているように、ＳＮＳをうまく活用して、

そういったインバウンド需要を取っていく。福岡だけでは吸収できないものが、多分染み出

してくると思いますので、そういったものを確実に取っていけるような施策というのも重要

だと思いました。 
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（松永座長） 

どうもありがとうございます。今かなり重要なお話をいただいて、特に最初のほうの生産

性の向上については、多分日本中どこに行っても生産性の向上で、特にサービス産業等、中

小企業の生産性向上というのはなかなか難しい。すんなり入っていけたら、ということはあ

るかもしれません。それに実は関係しているのは、優秀な人材不足というのは先ほどおっし

ゃったとおりで、北九州も、以前データを出していますけれども、人材の需給バランスが悪

い。要は、逆に人を育てる側の育て方が、方向性が間違っているとはっきり言っているわけ

で、国全体でも実はこういう傾向が明確に出ている。 

そのほかで北九州市としてはどんな手を打つのかと。林田さんからも、高校生の話も出ま

したし、親御さんの話にも出て、やはり本当の雇用を増やすために、なおかつ給料を上げよ

うとすると優秀な人材が出てきてない。それは、このまちで今何ができているのかというの

は、私は大学の人間でも、実は悪いところがあると思っているところがある。全国の大学が、

今、地方何とかという学部をたくさんつくってきているのですけれども、あれでいいのかな

というのは、私は思っていまして、多分成功するのは、滋賀大学が経済学部、教育学部を変

えて、これをどちらかというと理系の要素を入れたデータベースを扱えるような人材に変え

ていきます。これは、需給バランスにちょうどフィットするのです。それ以外のところは、

何がやれるのかなというのがあります。 

そういう意味からいうと、北九州市の中で、今日、ご説明がなかったですけれども、地元

定着率促進のために、多分、うかがった時にご説明いただいていると思いますけれども、北

九州市立大学を中心に「COC+」というのをやって、北九州と下関の、ほぼ全部の大学が教育

内容を変えながら地元に必要な人材を育てていきましょう。それをやって、地元雇用率を 10

ポイント上げようという形で動き出しています。 

その他で、言わなくてはいけないこともいっぱいあると思うのです。齊藤さんがおっしゃ

ったように、北九州市の行政と民間と、実は大学等は他地域とは違って、お互いに言いやす

い立場で、やはり成長戦略の中で、そういうことを結構言っていただく必要があるのではな

いか。そのために、今日頂いたご意見は、非常に貴重だと思っています。 

ただ、もう１点は、テーマを変えると、横のつながりというか、横串とかいう話が出てい

て、成長戦略そのものは北九州市の局をまたいでやっておられるということで、ある意味横

串でやっている。ここがいろいろな意味で、キーポイントで、林田さんが言われたように、

実はそうは言いながら、実際にやっているイベントは、ばらばらでやっていたりしている。

これはかなり重要な点だと思うのです。何かそういう点に対して、自見さん、横串の話でご

意見を頂けるようなことはございませんでしょうか。 

（自見構成員） 

先ほど官と民のボ－ダ－が無くなってきたという話がありましたが、まさにボ－ダ－レス

というのが一つのキ－ワ－ドですよね。最近ベテランの市議会議員さんと話しましたが、地

方議会の存在感が全国的に薄れてきていますが、北九州は区議会がある訳ではないのに議員
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さんの選挙区は旧 5 市の枠組みのままで、北九州市全体への政策立案に支障はないのですか

ね？と話しました。それぞれの街が独特の歴史や文化を持っていること自体は良いのですが、

タコつぼ型ではなく垣根を取っ払っていく努力も必要ではないかと。近隣市町村、福岡市も

含めて横串を通して国にぶつけて行かないと、金はありませんと宣言している国に耳を傾け

させるのはできないのでは？地方、と言っても行政区を超えて、広範囲なエネルギ－を結集

して国に当たることが重要ではないでしょうか？ 

（船越構成員） 

前回の持ち回りの時に、私も同じようなことを申し上げたのですけれども、今、横串とい

うか、全体、最適ということなのだろうと思うのですね。まず、横串のことを少し、現実に

議論すると違うのかもしれないけれども、やはり行政がやることと、そうでないことという

部分に１回戻って、先ほどの人材育成でも、これは多分大学生くらいの話をメーンにしてや

ることですので、これは新聞に昨日か今日か、いじめが 2.5 倍と結構ありますという話があ

りましたけれども、要するに行政からだとすると、恐らく大学とか高校もさることながら小

学校とか、それというのは普通、国政主義とかそういうことではなくて、公共心とか人を大

事にする、そういうことをやはり行政というか、学校の本当に行政レベルで教えないといけ

ないことなのです。 

あまり人が足りないので、ある処方箋というのかな、対処療法的な分野で、もう少し遅効

性ヒリョウみたいなものをある程度、１個１個の効率を考えずにやれるのが行政の一番いい

ところのような気もするのです。効率で考えると、どうしてもそれはなかなか難しいところ

になるので、やはり民間それぞれではできないけれども、行政がやらなくてはいけないこと

というのをしっかり見据えてやるみたいなことが、１つの横串というか、全体の、最近いっ

たことを考えてみても、最後、その議論に戻るのではないかと思います。 

人材育成の話になると、すぐに大学がどうとか、企業がということになるけれども、行政

がもう少し下支えして、そこそこ家にお金がなくたって、きちんと立派に公共心のある子ど

もを育てたとかいうのが、よほど将来的にはこのまちにとってもいい話になるわけで、そう

いう仕分けた議論みたいなことが、本当は重要な気がします。 

（濱村構成員） 

横串ということでは、地元にいながらも、地元の企業同士も知らないことがたくさんあり

ます。３カ月に一度、地元の企業さんを取材に回っているのですが、取材に行って初めて知

るとか、こんな会社さんだったのだとか、こんな得意分野があったのだとか、本当は企業が

お互いのことをもっとよく知っていたら、そこでマッチングして、新しいサービスの創出や

コラボ企画ができるかもしれない。もっと地元の企業同士がお互いを知るような機会が、今、

実際あっているのかもしれないですけれども、あるといいのではないかと思います。 

もう１つ、先ほど人材育成の話がありましたが、毎年、新卒採用をやっていて、特に今年、

昨年と感じましたのが、まなびとESDステーションの取組みが非常に大きいということです。
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北九州市立大学の地域創生学群、また大学問わず、まなびと ESD ステーションの活動に関わ

っていたという学生さんが受けに来るケースが最近増えてきています。内定研修もしくは新

入社員研修において非常にコミュニケーション能力が高いですし、１人のときとまた印象が

違って、集団になると、人をまとめていくことが習慣づいています。 

中小企業としてありがたいのは、地域の課題解決という経験を通じて、課題提起だけでは

なくて、その課題を解決していくためにはどうすればいいかという志考が習慣化されている

ので、解決策を提案してもらったり、周りの若い社員たちが引っ張られていくところもあり、

地元企業としては大変ありがたく思っています。 

（石田構成員） 

縦串・横串の位置づけの話ですが、やはり各々立場も違いますし、やっている生業も違い、

実は縦串、横串の２次元ではなくて、業種であったり、立場であったり、世代であったりい

ろいろ多次元の軸があるので、これは縦、これは横ときれいに線を引いていくというのは難

しいかと思います。 

本質的なことに立ち返って考えたときに、これは新成長戦略ということなので、行政とは

言いながら、テーマは、産業の活性化、地域の活性化だと思うのですね。たまたま雇用の創

出、雇用の数がＫＰＩになっていますけれども、それはＫＰＩに過ぎなくて、目標は何かと

いうと、やはり国の言葉でいうところの「稼ぐ力を上げる」、先ほどの生産性を上げるという

ことであったりとか、元気になる(活性化する)ということなので、あまり全てがうまくいく

ようにとか、課題を解決するようにとか、そういうふうに線を引く(縦横のフレームワークを

つくる)よりも、大きくここが課題だと思われるところに対して成功モデルをつくることを実

現できればよいのではないかという気が、私個人はしております。 

（濱村構成員） 

細かいことなのですが、今、施策の中でも、交流人口を増やすという目的がありますが、

その中で駅周辺のタクシーの方のマナー向上をやっていったほうがよいかと思います。 

というのは、そのまちに行ったときに、一番最初に誰としゃべるかで非常にまちの印象が

変わるところがあると思うのです。例えば初めて会う街の人が運転手さんで、とても荒っぽ

かったりとか、タクシーの中がすごく汚かったりとか、ドアを開けたらヒョウ柄のシートが

あったりとか、期待して北九州に来てもそのようなことがあると出鼻をくじかれるところが

ありますので、観光産業強化を考えたときも、気になりましたので、申し添えます。 

（松永座長） 

タクシーはまちの印象なので、例えば別府とか、今、まちを挙げてやっておられるのです

よね。まちを紹介するようなタクシーの運転手の教育とかですね。 
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（濱村構成員） 

神戸等も、非常に運転手さんのマナーのレベルアップに力を入れて、されているというこ

とです。 

（自見構成員） 

この前市立文学館と昭和館の企画で、リリ－フランキ－を呼んでのト－クイベントとそれ

を聞いた後で新聞記者のパネルディスカッションがありました。市長、副市長もご挨拶にお

見えでしたが、新聞記者さん達に質問ではなくお願いという形で私が発言したのは、これは

村田喜代子さんか、藤原新也？さんが言ったのですが、北九州のイメ－ジはどういう交通手

段で入ってくるかでまるで異なる、ＪＲで入ってくると門司から八幡西まで線路から海側は

全部工場群で成る程工業都市かという印象になるし、福岡から高速道路で入ってくれば福智

山系にまずぶつかり、更に帆柱山系、北九州道路に入れば足立山系から風師山山系と続き日

本の四季折々の風景を感じることができるし、大都市としての都市基盤を持つ都市で市内に

これだけ豊かな自然を持つ街は無いでしょう、ということ。ある記者が北九州を取り巻く海

には６つくらい名前がついてますね、と感心していましたので、名前が違うだけではなくそ

れぞれの海の色合いも違うのですよ、と言ってあげました。若松海岸の美しさからいくつも

の港湾、関門海峡、周防灘まで長大な海岸線で多様な顔を持っていますよ、だから新聞記者

の皆さん、職場と取材先を往復するだけでなく北九州の隅々まで是非足を踏み込んで歩いて

みてください、北九州の印象が変わりますよ、と。残念なのはフランキ－が乗りに乗って、

文学館でも昭和館でも大幅に時間オ－バ－して熱弁をふるったのはいいのですが、つい映画

館の方では、北九州の方はピストルの音とかに鳴れてるでしょうからここで爆音映画をやり

ましょうや、というとみんなゲラゲラ大笑いになります。昔から北九州出身の芸能人は最近

の北九州を知りませんから、随分と自虐的な故郷論をまき散らした実績があります。文化大

使を任命する時に、そのような事実も交えて教育して頂いて、悪いけど福岡よりも北九州の

方がはるかに懐は深く、魅力もあり住むにはいいところですよ、ということを行政としては

じわりじわりとそのイメ－ジを浸透させて欲しいし、我々は間違ったイメ－ジの発信元のマ

スメディアに対して常にそういう姿勢で気長に臨んでいます。 

（船越構成員） 

冒頭のことを、少し具体的に１個だけあれすると、全部のことを北九州でやらなくてもい

いのだろうという気がするのです。これは、すごくあえて振った気もしますけれども、北九

州空港などもそれはあって一ついいのだろうと思うけれども、例えば、よそから来るという

と、福岡から新幹線で、17 分で来れるまちというのは、やはり相当魅力的みたいな。東京と

横浜の間でも、電車で多分40分くらいかかるので、17分くらいでは行けないです。 

だから、それはそれで福岡に引っ付いてうまくやっていくということでもいいような気が

するのです。どうしても北九州に空港がある、そこの空港を使って、ぜひ、みたいなことに

なるのでしょうけれども、別に昼間は福岡空港を使ってもらって、夜だけ北九州空港を使っ
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てもらって、それでうまい具合に新幹線で北九州に人が来てもらってもいいみたいな。そう

いう意味で、私は最初に、何をそれぞれの市町村でやるのかということを、要するに擦り合

わせることは極めて重要だと申し上げたのです。 

例えば、ちょっと、すごくセンセーショナルかもしれません。空港だって、別に福岡空港

だっていいじゃないかというようなことも、例えばそこに含めて、要するに全部やらなくて

もいいのではないかというのでないと、やはりお金だけ使って、結局は40点でしたみたいな

ことになったら絶対いけないのかなという気がすごくしています。 

（福本アドバイザー） 

全然違う話をするのですけれども、今、国はビジット・ジャパン・キャンペーンと、もう

１つ、インベスト・ジャパン・キャンペーンというのをやっているのです。日本というのは、

先進国、主要国の中で対内直接投資がずばぬけて低い国なのです。 

お隣の中国は、今、対外直接投資をすごく増やしていて、他の国に向けては結構投資して

いるけれども、日本への投資は少ない。中国で対外直接投資のビジネスをやっていらっしゃ

る方に聞くと、日本の障壁の一番大きいところは、日本企業のガバナンスであるとおっしゃ

られていました。中国の企業が、アメリカの企業に出資しようと思えば、株主に説明し、納

得すれば出資できる。例えば、中国の企業が、「私があなたの企業にマイナー出資して、あな

たの技術を持った子会社を一緒に中国で立ち上げれば、中国のこんな大きな需要が獲得でき

ます」と説明する。株主は、「そうか、株主価値が上がるのであれば、出資してもらおうでは

ないか」というふうに決めるらしいのです。しかし、日本の場合は、企業は、株主ではなく

経営者が牛耳っているので、経営者は、自分が変えられてしまうと嫌だなとか、そういうよ

うな気持ちでなかなか応じてくれないといっていました。もしくは技術が流出するのではな

いかとか、そういったことの懸念もあるのだと思います。 

もちろん、技術流出の懸念とかというのはあるのですけれども、今は、先ほど申し上げた

ような形で、マイナー出資をしてもらって、その結果として中国の需要を取るというような

形の提携の話というのが、徐々に動きつつあります。 

北九州市を活性化していくといううえで、海外企業による当地への投資、例えば当地企業

にマイナー出資を受けながら、中国で、例えば子会社をつくっていくとか、いろいろやり方

はあるのかなと思っております。 

（松永座長） 

ありがとうございます。時間が近づいているのですが、最後に一言、ございますか。よろ

しいでしょうか。 

それでは、今日は成長戦略に関しまして、それぞれの立場からのご意見を頂きました。特

に、先ほど申し上げましたが、人材教育、人材育成の件もございますし、中小企業の活性化

をどうするか。そのためには、中小企業を知っていただかなければいけない。これは、企業

間の方は、ある程度情報を持っておられると思うのですけれども、まず一般市民はよく知ら
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ない。そういうところについても、いろいろなやり方があるだろうと思うし、自見さんから

ご指摘いただいたのは、北九州の魅力を、もっとうまく押し出せていないという、これは別

に観光だけではなしに産業を含めて、もう少し東アジアの人たちにも知ってもらうというの

が、一つ大きな動きには必要ではないか。 

その上で、これだけの規模といっても、まあ 100 万人ほどの規模でしかないので、その中

で、林田さんがおっしゃいましたように、いろいろな事業を、これはなかなか難しいですけ

れども、ぶつからないか、お互いに相乗効果を出すためにはどうすればいいのか。やれるこ

とはたくさんあると思うのです。それによって、ぜひ雇用とか、それで個人の収入も増えて

くるだろうというところも、ここの具体的な例を含めてお示しいただいたと思っています。 

何度も申し上げますけれども、あと半年で最初の３年間が終わってしまうので、雇用につ

いては、当初目標を達成できると思いますが、それ以外の収入とかＧＤＰの問題というのは、

すごくスパンの長い話で提示されていますので、今後、新しい創生総合戦略を結びつけてい

くだろうと思いますので、その点は市役所のほうでもご検討いただければと思っております。 

以上で、本日の私のお役目は、これで終わらせていただきたいと思います。よろしいでし

ょうか。 

（北橋市長） 

長時間、どうもありがとうございました。もっともっとお話をしたいということもあろう

かと思いますが、頂いたご意見は担当部署みんなそろって出てきておりますので、全部が全

部、ご意見に賛同というわけでは、正直言ってありませんけれども、しかし、お一人お一人

から非常に貴重な視点、そして、真摯にそれぞれの部局で議論すべき重要なテーマを与えて

いただいたと思います。ありがたく思います。 

せっかくの機会でございますので、所感を一言申し上げますと、最初に横串のお話が出ま

した。具体的に、イベントのフードフェスティバルのお話が出たのですが、一事が万事とは

申しませんが、私たちのまちのさまざまな取組みにおいて、やはり考えるべき断面をご指摘

頂いたと思います。 

それで、今、文化振興計画の見直しをやっておりますが、文化というのは非常に幅が広く

て、それぞれ各局、あるいは門司港レトロ室であるとか、いろいろな局が重なっております。

そして、官民実行委員会でやっておりますので、ある意味では最も重なり合って、しかも一

生懸命やっている世界なのであります。これがもし、一体的に運営・発信されると、どれだ

け集客効果も、また発信力も強まるかということは、各方面から指摘されてまいりまして、

文化の面におきましては、何らかの、例えばアートカウンシルか、アートディレクターズか

分かりませんが、組織的な行政としての対応も検討課題になっております。今日は、産業全

般ということでございますが、それぞれのテーマごとにおいて、もっと連携を強めれば、官

民さらに大きな力を発揮できる余地はあり得ると思いますので、検討させていただきたいと

思います。 
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空港の話は、来年いよいよ混雑空港に福岡が指定されますので、これから成長するアジア

の需要はどこで受け止めるかといえば、まあ佐賀と北九州空港になります。もろもろの状況

を考えますと、北九州空港の役割はますます重要になってくるものと思いますので、今後と

も、空港ビジョンに基づいて、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。 

女性の起業家の率が 31％。ありがとうございました。この具体的な数値のご指摘は、我々

にとっても非常に重要でございます。今、来年の前半のオープンを念頭に、国・県・市が女

性の働くことについて、ワンストップで対応できるサービスコーナーの立ち上げに動いてお

りまして、それが出来れば、日本で初めてのコーナーになります。その中の１つのセクショ

ンに、女性の起業家の支援というのを盛り込んでおりますが、今日頂いた意見をじっくりと、

私どもで咀嚼させていただきまして、ぜひそこに反映をさせていただきたいと思っておりま

す。 

「ゆめみらいワーク」について、ご指摘いただきました。キャリア学習というのは、高校

生、大学生から今回スタートいたしましたが、多くの識者によると、早ければ早いほどいい

という意見もあります。そういう意味では、このまちのためにも、子どもたちのためにも、

キャリア学習のチャンスをたくさんつくっていきたいということで、「わっしょい百万夏まつ

り」と同じ程度の予算を投入して、初めてトライしたのが「ゆめみらいワーク」でございま

す。これにぜひ、高校生、大学生に加えて、親御さんも、また学校の先生方も、もっと低学

年の方々も、楽しく集まれるようなにぎわいの場をつくることを考えておりますので、今日

頂いたご意見もぜひ反映させていただきたいと思っております。 

その他、たくさん頂いておりますが、いよいよＳＮＳの問題が不動産にも入ってきたとい

うことで、私どももドローンで宅配が始まろうというのは、もうアメリカで始まっておりま

すし、今度の東京ガールズの最大のインパクトはＳＮＳを通じて発信されたことでございま

す。ある意味では、ネガティブな一面をもたらす可能性もあると見て、どのように対応する

かなのですが、工場部門は世界の産業ということで、強烈な、リストラも含めて、技術革新、

本当に先駆的に取り組んでいただいておりますが、役所の中とサービス部門において、どこ

まで高められるかが課題だと自分は思います。そういった意味では、今回は新しい視点も織

り交ぜてのさまざまなご指摘でございますので、よく議論をさせていただきます。 

ということで、お礼のご挨拶に代えさせていただきます。ありがとうございました。 


