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第７回北九州市新成長戦略推進懇話会議事録 

日時：平成 28 年 8 月 19 日（金）  

 14:00～15:30 

場所：ホテルクラウンパレス小倉 

2 階 香梅 

事務局（新成長戦略推進部長） 

予定時間となりましたので、ただ今から「第７回北九州市新成長戦略推進懇

話会」を開催いたします。なお、岩井構成員、籠田構成員につきましては、本

日ご欠席となっております。私は、本日の進行を務めます、北九州市産業経済

局 新成長戦略推進部長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。資料は４つございます。

資料１「北九州市新成長戦略工程表」でございます。資料２「北九州市新成長

戦略（平成 28 年３月改訂）の概要」、１枚ものでございます。資料３「北九州

市新成長戦略 平成 28 年３月改訂」、資料４「新成長戦略 雇用創出目標・実

績」を配布しております。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。 

それでは、北九州市長の北橋よりご挨拶申し上げます。 

（北橋市長） 

大変、お暑い中、貴重なお時間を割いていただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 

この懇話会ですが、新成長戦略という各界の皆様と一緒に練り上げたプラン

がございまして、地方創生の大号令がかかる前から、本市はそれをスタートし

ております。その進捗を定期的に、有識者の皆様に報告を申し上げまして、皆

様から忌憚のない助言を頂くという、私どもにとりましては、大変重要な機会

だと考えております。 

今日は、局長の他に、それぞれの部局にまたがることもございまして、少し

大人数になりますが、それぞれの部署の責任者も一緒に後ろのほうで、識者の

皆様方のご意見を拝聴させていただいております。 

今回、戦略の改訂に伴いまして、新たに有識者の構成員とアドバイザーをお

願いさせていただきました。また、近藤学長には座長をお務めいただくという

ことで、ご心労おかけいたします。皆様方に厚くお礼申し上げたいと思います。 

さて、本市が新成長戦略を策定したのは、３年前、平成 25 年であります。そ

の時もスピード感をもって取り組むべきだという、識者の声が多数ございまし

て、私どもその思いを受けて取り組んでまいりました。それで、平成 27 年度ま

での３年間で１万人の新規雇用創出という目標を立てておりましたが、１万

2,551 人ということで新規雇用を創出しております。 

今年の３月には、この戦略の内容を改訂いたしまして、今年度から新たなス

タートを切ることになりました。今後も国家戦略特区の指定を受けたことを最

大限活用いたしまして、介護ロボットの活用や、シニア、若者、女性などの多

様な働き方を志向する人たちへの相談アドバイス体制の充実など、こうした戦

略を進めていく所存でございます。新たな目標は、５年間で新規雇用創出２万

人ということにしております。地域、企業へのより一層の支援が重要と考えて
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おります。ぜひ、地域経済の活性化、市民所得の向上につながる好循環を生み

出していきたいと考えております。 

本日は、どうか奇譚のないご意見を頂きますように、よろしくお願い申し上

げます。ありがとうございました。 

事務局（部長） 

続きまして、座長をお願いしております近藤学長より、ご挨拶を頂きたいと

思います。近藤学長、よろしくお願いいたします。 

（近藤座長） 

皆さん、こんにちは。ご紹介にあずかりました、北九州市立大学の学長の近

藤と申します。構成員の皆さん方の中には、もう既にいろいろな所でお会いし

た方もいらっしゃいますので、この場でも多くの発言を頂きたいと思います。 

私は、1987 年およそ 30 年前に、当時、北九州大学という名称でしたけれど

も、赴任をしてまいりました。それから 30 年間、大学という立場から北九州市

を見つめてまいりました。2011 年４月、ちょうど５年半くらい前になりますで

しょうか、学長を拝命しました。この年は３月に東日本大震災があった年で、

非常に日本全体が沈んだ雰囲気の中でした。その年の暮れに、市長と２人で話

す機会がございまして、北九州市の行く末や大学の行く末についてお話をいた

しました。 

大学は市立の大学ですので、北九州市が大学に対して６年間の中期目標を策

定します。大学はその目標を達成するために中期計画を策定します。私の指命

は、市が作った中期目標を達成していくという形で６年間努めてまいりました。

その中で、いろいろな形で市長、行政の皆さん方、それから市民の皆さん方と

協力しながら、いろいろな形でその目標を一つずつクリアしていきたいという

形で、今、６年目を迎えています。 

一昨年になりますけれども、北九州の基本構想・基本計画であります「元気

発進！北九州」が、ちょうど５年目を迎えて見直しの時期になりました。その

時に、私が座長を依頼されて務めることになりました。そして、市長のほうに

見直しをお返しする際に、この新成長戦略を中心に据えた、いわゆる市のあり

方というものを、ぜひ検討いただきたいという形で見直しを行なった背景がご

ざいます。そういう流れの中で、恐らくは今回、この懇話会に関しましても座

長が回ってきたのかなと、感じております。 

私自身、個人としても 30 年間という、そういう流れの中で見てきた部分、そ

して、どういうふうな形で市に対して貢献できるかなということも含めながら、

この平成 28 年３月に出来上がりました新成長戦略、そして具体的には、今日ご

議論いただくのは、その工程表という重要な点です。工程表というのは、どう

いうふうにこれを実行していくかという道筋で、それぞれ各界の皆様のご意見

を頂ければと思います。 

まさに、地球の反対側では、リオ・オリンピックがたけなわで、2020 年には

東京にやって来ますけれども、工程表のこの４年間はもう既に始まっています。

この４年間の中で、この目標を立てているということが、非常に大きな意味が

あると思います。そのために、今日からいったい何をやっていくのかという、

視点の中からご意見を頂ければと思います。 
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少し長くなりましたけれども、挨拶に代えさせていただきます。皆さん方の

ご協力をよろしくお願いいたします。 

事務局（部長） 

近藤学長、ありがとうございました。本日は、初顔合わせということもござ

います。構成員、アドバイザーの皆様から自己紹介と一言ご挨拶を頂きたいと

思います。近藤学長には、先ほどご挨拶を頂きましたので、北川構成員より時

計回りでお願いしたいと思います。 

（北川構成員） 

どうも皆様、初めまして。私は、株式会社フムフムという会社を運営してお

ります、代表取締役の北川ひかりと申します。 

北九州市のほうで、今から４年前に魚町商店街の活性化の一環として、ポポ

ラート３という中屋興産ビルの中で、手作りのハンドメイド作家をもっと街な

かに出して、地域の活性化をしようということで、一番最初に、そこの屋号の

中に入りまして、それから約２年後に、門司港の海峡プラザに出店させていた

だく際に起業いたしまして、今年やっと３期目を迎えた会社でございます。 

全て、オールハンドメイドということで、いろいろな手作りの作家さんをい

ろいろな地域で抱えているのですが、広くいろいろな事業で、いわゆるものづ

くりというものを、北九州市ということで、イコールで提唱させていただきな

がら、現在は、九州のほうでは長崎のハウステンボスさんのワークショップイ

ベントですとか武雄図書館さんという、いろいろな形でものづくりというもの

を広めていこうということで、今、活動させていただいております。 

本当に若い会社で、私自身は、結構、年をとっているのですけれども、会社

としては本当にここ３年ほどの会社でございますので、なるたけフレッシュな

意見をこの中で述べさせていただけたらと思いますので、どうぞ皆様、よろし

くお願いいたします。 

（金構成員） 

こんにちは。私は、株式会社アヴァンティ北九州支社の金と申します。 

働く女性向けの情報誌アヴァンティを通じて、女性の働き方、生き方を応援

しているのですが、その中で、私は北九州に来まして 14 年になるので、よそ者

と言えるかどうか分かりませんが、よそ者の視点と女性の視点で、北九州市の

産業に、この会議にお役に立てればと思っております。よろしくお願いします。 

（齊藤構成員） 

こんにちは。ＳＡ－ＫＵコンサルティングの齊藤久美と申します。私は、北

九州に来て 28 年で、北九州大卒で、学部と大学院、ビジネススクールと、２回

入学、２回卒業しました。 

今現在、私がやっていることは、中小企業、とりわけ小規模事業者の経営の

持続化サポートと言いますか、それと女性の創業サポートというのを中心にや

っております。昨日も、実は伊万里市で創業セミナーをやってまいりました。

明日は、遠賀町、来週は、宮崎でということで、非常に今、九州内でも創業に

関して、いろいろな自治体が、あるいは商工会議所さんが主催で取り組んでお
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ります。 

そういった面から、私のこの北九州の創業、中小企業のサポートをご支援す

るという立場で、今回、何かお手伝いできればいいかなと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

（原田構成員） 

皆さん、こんにちは。私は、小倉南区で、来年で創業 60 年になりますが、小

麦粉焼き菓子メーカーの七尾製菓をやっております、原田と申します。 

私は、昔から地産地消の商品、お菓子作りをしていきたいということを願っ

ておりましたが、なかなか北九州ではその芽が育たなくて、案外、全国のいろ

いろな地域の方々のお話を伺いながら、そこの商品を作るというような、少し

思いとは違うような現実の中で、今、商売をしております。できれば、こうい

う機会を頂きながら、北九州のお菓子作りのお力添えになればいいなというこ

とと、今、目下、東南アジアの香港、タイ、ベトナムなどにお菓子を、私ども

から積極的に輸出をさせていただいておりますが、なかなか、大手とは違いま

すので、いろいろなことで苦慮しながら商売をやっております。 

そういうようなことをフィードバックして、北九州のお菓子メーカーさん、

食品メーカーさんのお力になればと思って、今日はやってまいりました。よろ

しくお願いいたします。 

（福田構成員） 

初めまして。株式会社陽和の福田と申します。 

弊社は、北九州の一番端っこ、苅田と本当にぎりぎり境の所でプラスティッ

クの部品を作っています。部品屋です。ものづくりという製造業の範疇に入り

ますが、少し変わった会社でして、お客様の 95％以上が県外です。地元で商売

は、ほとんどできておりません。おかげさまで、昔は出稼ぎ企業などと陰口を

たたかれたのですが、しぶとく生き残りまして、日本国中、あちこちにネット

ワークを持つことができました。 

そういうご縁がありまして、今、全国の中小企業ばかり約 500 社が集います

「モノヅクリンク」という団体に所属しまして、地元の元気のいい会社 10 社く

らいを率いまして、市のお花、ひまわりの名を頂いて、「Team-向日葵」という

名前で、北九州を代表して参加させてもらっています。 

北九州の成長戦略の会議なのですが、いろいろな地域を見ますと、北九州以

上にいろいろな課題を抱えている都市もいっぱいあって、悩みはみんな同じだ

なと。どうやって、みんな生き残って、これから成長していこうか。同じ悩み

を抱えて、それぞれ地域、会社で頑張っている。そういうことを見聞きしてお

りますので、何らかのお手伝いができればと考えております。よろしくお願い

いたします。 

（松永構成員） 

北九州産業学術推進機構の松永です。とは言いましても、この職になってま

だ２カ月でして、その前は 37 年間、九州工業大学に勤めておりました。 

新成長戦略の会議は、大学時代から関わらせていただいていて、その時は大

学からの視点という形で、いろいろ意見を述べさせていただいたのですが、今
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は少し立場が変わりまして、ある意味では、北九州市さんと一緒に動かなけれ

ばいけない立場で全体を見させていただいて、いろいろ発言したいと思ってい

ますので、よろしくお願いします。 

（福本アドバイザー） 

日本銀行北九州支店長、福本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

私はこちらにまいりまして、早いものでもう１年が経とうとしています。日

本銀行が地域経済調査をしている関係で、北九州の製造業や非製造業の状況が

どうかということを調査しております。北九州にはまだ１年しか住んでいない

新参者の目で、「何かご助言ができることがあれば」と思っております。また、

前任地が中国でございまして、中国に比較的長く勤務しておりました。北九州

市はアジアとの交流も活発でございますので、そういった観点から、市の成長

戦略に何か申し上げられることがあればなと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

事務局（部長） 

皆様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」の内容について、

自由にご意見を頂きたいと思います。工程表と申しますのは、新成長戦略のリ

ーディングプロジェクトを実施していく担当部局において、取組内容、目標を

整理したものでございます。施策を推進していく上でのご助言をいただければ

と思います。 

ここから先の進行は、近藤学長にお願いいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

（近藤座長） 

それでは、今、ご説明がありました２番の議論ですけれども、議事に従って

進めたいと思います。まず、「新成長戦略工程表」についてご議論をいただきま

すけれども、まずその前に、事務局のほうからご説明をお願いできればと思い

ます。よろしくお願いします。 

事務局（課長） 

それでは、事務局から、工程表の主な取組内容と方向性ごとの雇用目標につ

いてご説明いたします。まず、お手元の資料２、Ａ３のペーパーをご覧くださ

い。 

「北九州市新成長戦略」は、一番右上に記載の目標像「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」の実現に向けまして、５つの方向性を

示しています。すなわち、一番左上のⅠ「地域企業が元気に活動し続ける環境

整備」、左下のⅡ「高付加価値ものづくり」、Ⅲ「サービス産業振興」、Ⅳ「海外

ビジネス拠点」、Ⅴ「地域エネルギー拠点」の５つです。この方向性に、括弧付

番号で記載されている全部で 20 のリーディングプロジェクト、プラス一番右下

の箱の「雇用創出に向けて」の３つの取り組みで構成されております。 

それでは、資料１をご覧ください。これからご説明いたします「工程表」は、

これらのプロジェクトにつきまして、施策、達成手段などアクションプランを
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示したものです。 

主な取組内容についてご説明いたします。一番右に、ページ番号が書いてあ

ります。２ページをご覧ください。 

まず、方向性Ⅰ「地域企業が元気に活動し続ける環境整備」です。中小企業

の経営支援では、一番上の枠、大規模展示会への出展支援や、オンリーワン製

品を有する市内企業の発掘に努めながら、企業の受注拡大や販路開拓を支援い

たします。２つ目の枠ですが、中小企業融資による資金繰り支援や専門家によ

る資金繰り相談を行うことにより、経営基盤の安定・強化を図ります。また、

中小食品製造業の新商品開発、販売促進や、中小建設業の新規事業展開を支援

いたします。 

３ページをご覧ください。一番上の枠、地域企業への産業ロボットの導入を

支援します。 

上から３つ目です。新技術・新製品開発に取り組む中小企業に対する研究開

発費の助成を通じまして、技術開発力の向上や技術集約型産業への転換を推進

します。また、中小企業支援センターによる窓口相談、専門家派遣の他、一番

下です、企業とデザイナーが出会う場を創出し、地域企業の競争力強化に努め

ます。 

続いて、４ページをご覧ください。地域商業の活性化では、商店街への出展

助成や、次世代を担う商業リーダーの育成、セミナーの開催の他、商店街と多

様な事業主体との連携促進、商店街等による新規のイベント開催支援などを行

います。ページの下半分の、ベンチャー企業の創業促進では、インキュベーシ

ョン施設の管理運営や、ベンチャースクールの開催、インキュベーションマネ

ージャーによるバックアップなどを行い、日本一起業しやすいまちづくりを推

進します。 

５ページをご覧ください。地元製品・サービスの利活用の推進では、真ん中、

市内で生産されている環境配慮型製品や環境負荷低減に寄与するサービスを

「北九州エコプレミアム」として選定し、広くＰＲを行うことにより、その販

売促進の支援を行います。一番下、市内中小企業が、助成制度を活用して開発

した優れた新商品を市が購入することで、市での使用実績を販路開拓やマーケ

ットの拡大に役立ててもらいます。 

６ページをご覧ください。上の段、地元企業の研究開発・事業化の支援では、

研究者情報の発信、産学官交流の促進とともに、環境・医療介護・エレクトロ

ニクス・自動車・ロボットなどの戦略的な研究開発、事業化に向けた支援を行

います。下の段、学術・研究基盤整備の推進、インダストリー4.0 などＩｏＴ

の対応強化では、アジアを中心とした大学・研究機関との連携を強化し、共同

研究開発を推進します。 

７ページをご覧ください。人材育成では、中小企業の人材育成や、若年者へ

のものづくり技術の継承を促進するため、セミナーの開催やインターンシップ、

九工大ドクターチャレンジプログラム、北九州市立大学グローバル人材育成や

ＭＢＡを活用した取り組みを行います。また、北九州マイスター、技の達人に

よる技能伝承を推進します。 

８ページをご覧ください。物流振興では、東九州自動車道の宮崎市までの開

通や北九州空港の強みを活かし、官民一体となったポートセールス活動による

集貨・創貨の取り組みや、新規コンテナ航路や国内・国際ＲＯＲＯ航路の誘致、
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道路整備による広域的な物流ネットワークを形成していきます。 

９ページをご覧ください。多様な価値観に呼応した働き方支援では、北九州

市スタートアップネットワークの会を通じて、学生・女性・起業家など多様な

働き方を志向する人たちを支援します。スタートアップ支援貸付、北九州高専

「ものづくりセンター」での新製品開発支援など新たな動きも始まっておりま

す。 

10 ページをご覧ください。ここからは、「方向性Ⅱ 高付加価値ものづくり

クラスターの形成」に向けた取り組みです。 

最初にＥＶ、ＦＣＶ、電気バス等の次世代自動車です。一番上、自動車メー

カーへの働きかけを行い、関連産業の集積を目指します。また、水素がエネル

ギーとして社会に浸透することを目指し、水素供給拠点の形成に努めていきま

す。上から２つ目、環境配慮型部品の供給基地の形成では、環境対応自動車向

け部品メーカーの誘致を行い、新技術開発を推進していきます。上から３つ目、

自動運転・安全運転の開発推進では、北九州学研都市の３大学で構成する「自

動運転・安全運転支援総合研究センター」を軸に、関連産業との連携を進め、

人工知能を活用した自動運転技術の開発や実証に取り組み、研究開発機能の集

積を図ります。一番下、国内自動車生産の九州シフトや地元調達率向上に向け

て、一次部品メーカーの誘致とパーツネット北九州への加入促進、地元部品メ

ーカーの技術力向上、学研都市の連携大学院による人材育成を図ります。 

11 ページをご覧ください。ロボット産業です。地元企業への産業用ロボット

の導入では、導入支援センターによるセミナーの開催、システムインテグレー

タの育成、導入支援補助金の開設により、産業用ロボットの市場拡大や人材育

成に積極的に取り組んでいきます。また、国家戦略特区の指定を受け、先進的

介護・高齢者活躍拠点の形成に向け、介護ロボットの開発支援・実証事業を進

めていきます。 

12 ページをご覧ください。環境産業です。一番上、次世代資源循環型産業拠

点の形成では、小型電子機器、太陽光発電パネル、リチウムイオン電池のリユ

ース・リサイクルシステムを確立していきます。一番下、水素や風力などエネ

ルギー関連産業の集積では、水素エネルギーの実用化を目指した技術開発実証

プロジェクトや、風力発電産業の総合拠点化に向けた取り組みを進めます。 

13 ページをお願いします。ここからは、「方向性Ⅲ サービス産業の振興」

に向けた取り組みです。 

上の段、高齢者の健康増進・長寿産業の振興では、北九州市健康・生活産業

振興協議会におけるセミナーや勉強会を開催、新しいビジネスモデルの構築な

ど、高齢者のニーズに対応したビジネスを創出します。下の段、生活支援ビジ

ネスの振興では、介護ロボットの開発支援・実証事業や、高齢者が安心して買

い物ができる環境づくりに取り組みます。 

14 ページをお願いします。集客交流産業です。一番上、産業観光による集客

促進では、世界遺産施設と連携した周遊観光の促進や、環境観光に関する体験

型メニューの充実などを行います。真ん中、インバウンド対策では、旅行社へ

のセールス、国際観光展への出展などの海外プロモーションやＷi－Ｆiの整備

を進めます。一番下、都心集客アクションプランの推進では、「あるあるＣity」

とタイアップした「北九州ポップカルチャーフェスティバル」の開催など、大

規模イベントを開催していきます。 



 - 8 -

15 ページをお願いします。街なかのにぎわいづくりでは、古いオフィスビル

のリノベーションを行い、誰もが起業しやすい環境を整えることで、雇用とに

ぎわいの創出を図ります。また、商店街への出店助成や専門家を活用した経営

支援など、地域の集客・交流拠点としての商業の活性化に向けて取り組んでい

きます。 

16 ページをお願いします。６次産業化の推進では、ＩＣＴを活用した販売支

援やセミナー・交流会の開催、商談会への出展支援を行うことにより、販売促

進を図ります。また、地産池消の取り組み強化、中小食品製造業の新商品の企

画から製造・販売まで一貫した支援、食のブランド「北九いいと」の知名度向

上に取り組みます。 

17 ページをお願いします。一番上と２番目の枠、サービス産業の生産性向上

につきましては、セミナーの開催や専門家派遣、ネットワークづくりなどを通

じて、ＳＮＳを活用した効果的な情報発信、市内サービス産業の競争力強化へ

取り組みます。３番目の枠ですが、情報通信産業の集積では、データセンター、

情報通信・ＩＣＴ企業の新規誘致に向け、営業を強化するとともに、コンタク

トセンターの人材定着支援、セキュリティ等の条件を備えたオフィスビルの供

給に取り組みます。また、一番下、情報コンテンツ産業、情報サービス産業の

創出ですが、「北九州ｅ－ＰＯＲＴ構想 2.0」に基づき、その担い手となるクリ

エーターの育成やスタートアップの支援、地域課題解決型新ビジネスの創出に

取り組みます。 

18 ページをお願いします。ここからは、「方向性Ⅳ 海外ビジネス拠点の形

成」に向けた取り組みです。 

アジア低炭素化センターによる廃棄物や上下水道など都市インフラビジネス

では、各国のニーズに応じた各種プロジェクトの支援や、北九州市海外水ビジ

ネス推進協議会を軸とした地元企業の技術・製品の売り込みなどを行います。 

１ページ飛ばして、20 ページをお願いします。北九州発ブランドの海外進出

の支援です。製造業や飲食、小売り、介護、サービス業の海外ビジネス支援で

は、本市、ＪＥＴＲＯ、貿易協会の３機関で設置しておりますＫＴＩセンター

を活用し、製造業を中心としたミッション派遣やビジネスマッチング、商業・

サービス業では欧米やアジア諸国でのテストマーケティングや見本市の出展に

よる北九州ブランドの支援、市内介護事業者を対象とした勉強会の開催などを

行います。 

２ページ飛ばして、23 ページをお願いします。ここからは、「方向性Ⅴ 地

域エネルギー拠点の形成」に向けた取り組みです。 

再生可能エネルギー・基幹エネルギーの創出拠点の形成では、洋上風力発電

やバイオマス発電・高効率火力発電の事業化と立地促進、関連産業の総合拠点

化に向けた取り組みを引き続き進めていきます。 

１ページ飛ばして、25 ページをお願いします。水素エネルギーの推進では、

市内水素需要拡大策の検討や水素ステーションの整備、ＦＣＶの普及促進を行

い、水素供給拠点の形成を図ります。また、水素エネルギーの実用化を目指し

た技術開発実証プロジェクトを推進します。 

26 ページをお願いします。５つの方向性に含まれない、その他の雇用創出の

取り組みについてご説明いたします。若者の就職支援では、若者ワークプラザ

を活用した就業相談やセミナーをはじめ、「北九州ゆめみらいワーク」や、合同
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会社説明会の開催、地元企業でのインターンシップ、見学ツアーなどによる地

元企業の魅力発信と新卒学生とのマッチング、ＵＩターンの掘り起こしを図り

ます。女性の活躍では、今春開設した「ウーマンワークカフェ」を通じた女性

の就業・創業のワンストップ支援を行っていきます。また、子育て世代が安心

して働くことができるよう民間保育所の新規開設や定員増、放課後児童クラブ

の利用児童数増への対応を進めていきます。 

27 ページです。中高年齢者や障害者の就業促進では、生涯現役で、社会で活

躍する人材の育成や、特区制度を活用したシニア・ハローワークや障害者しご

とサポートセンターを活用した就業促進を行っていきます。医療・介護・福祉、

子育て支援分野では、特別養護老人ホームの新設や、福祉人材バンクの運営、

潜在的有資格者への就労支援などにより、雇用創出を図ります。 

工程表の取り組み内容につきましての説明は、以上でございます。 

最後に、資料４をご覧ください。方向性ごとの雇用創出目標をご説明いたし

ます。 

この３月で、当初の計画期間である３年が経過し、目標の１万人に対し、１

万 2,551 人の新規雇用を創出しました。今年の３月に戦略の改訂を行いまして、

今後５年間で２万人の新規雇用創出を目標に掲げ、全市一丸となって取り組み

を進めております。方向性ごとの雇用目標につきましては、方向性Ⅰで 1,788

人、Ⅱで 1,537 人、Ⅲが 9,253 人、Ⅳが 106 人、Ⅴが 786 人、その他で 6,530

人となっております。 

以上、簡単でございますが、工程表と雇用創出目標の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。５つの方向性、20 のリーディングプロジェ

クトについて、内容が非常に多岐にわたっているということで、主なところだ

けの説明で、５年間の工程表の中では平成 28 年、29 年度と、それから 30 年度

以降という形で、それぞれ担当部局が策定した工程表に基づいてご説明があり、

最後に雇用創出の目標、いわゆる５年間における２万人という、その振り分け

についてのご説明をいただきました。 

先ほど、部長のほうからもお話がありましたけれども、この工程表について

自由にご意見を頂きたいということで、今日は皆さん方に、お集まりいただき

ました。まず、どこというふうに限って議論するというよりも、むしろ全体を

見回していただいて、皆さん方の最も興味関心といいますか、バックグラウン

ドに近い部分に関して、ご発言をいただければと思います。ご意見、ご質問で

も結構です。あえて、こちらからご指名するというよりも、もし自発的なご発

言があればという形で頂ければ、ありがたいと思っております。いかがでしょ

うか。どなたからでも結構ですので、ご自由にご発言いただければと思います。 

最初の発言はなかなか難しいですよね。そういうときには、一番バッターを

座長のほうは指名しないといけない形になりますけれども、方向性の一番最初

のところは、オンリーワン企業等もありました。福田構成員、何か、まずは口

火を切っていただければと思いますけれども、いかがでしょうか。 

（福田構成員） 

進め方として、当然、ものづくりの部分とかサービスの部分とかを分けて、
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きちっ、きちっと考えるのが必要なことだと思うのですけれども、例えば、サ

ービス業で使う物をものづくりの企業が作るとか、もう少し複合的な進め方が

できないかなとよく思うのです。 

よく他地域の方とか異業種の方と話すのですけれども、「北九州ってどう思

う？」と県外の方に聞くと、十中八九、まず博多と勘違いされます。中洲でラ

ーメンを食べたいと言われます。その次に、危ない人がいるから怖いと言われ

ます。なかなか北九州のいいところが正確に伝わってないのです。私が思うに、

例えば北九州空港。海の上にあって 24 時間使える素晴らしい空港があるのに、

なかなか活かせてない。道路が全部つながって九州が一体で動けるのに、なか

なかうまく動けてないなと。他にも、例えば日本屈指の、世界でも誇れるくら

いの病院施設があるのに、なかなかそれも有名にならない。 

では、例えば中国とか東南アジアに行って、安い所で物を作るのではなくて、

向こうのお金持ちを日本に呼んで、例えば世界一の医療サービスを受けられる

ようにしたらどうか。北九州空港は 24 時間使えるではないか。そこで使う医療

機器とかいろいろな物を、職人の技があるのなら、世界に誇れるものを北九州

で物を作ればいいではないか。あと、九州全部を利用して、別府温泉を含めて

リゾート地でも使えるではないか。もっとお金が落とせるのではないかなと、

みんなで垣根を越えて動かせば、もう少しいくのではないかなという気がしま

す。 

個々に分けて考えてしまうと、どうしても、どこの地域も似たり寄ったりに

なってしまうのです。おいしいものを作ってお客さんを呼ぼうよとか、よそが

できないものを作ろうよと。でも、それでぴたっと終わってしまうのです。た

だ、平凡なものでも、上手に組み合わせて地域の特色を出して、加えて、それ

を上手にＰＲすることで、それを積み重ねると、結果的にオンリーワンという

か、北九州らしいなというものが、サービスなりものづくりでもできるような

気がします。 

すみません、雑ぱくな意見で恐縮ですが。 

（近藤座長） 

とても重要な視点が２つほど入っていたのではないかと思います。最初に部

長から、この工程表の方向性等についてご指摘があったときに、担当部局にお

願いしてという形で作り上げたというところがある。その部分が、やはり方向

性５つの中での個別の部分として出てきていると。福田構成員は、それを横断

するような、いわゆる組み合わせ、ベストミックスみたいな形で使うと、異分

野とは言いませんけれども、そういう新しいものができるのではないかという

ご発言だったと思います。 

これは、これから実際にこの工程表の中でそれぞれの部署が運営していく中

で、相互の連絡・情報交換といいますか、そういうものの重要性をご指摘いた

だいたと思いますので、ぜひ、この辺に関してはそういう運用の仕方を考えて

いただきたいと思います。 

それから、もう１点あったのは、やはり情報発信かなという気がします。先

ほど、北九州は、中洲や博多と間違えられる。いわゆる北九州としてのアイデ

ンティティをどういうふうに発信していくか。国内外含めて、その辺の戦略と

いうのが、この方向性の中全体をくくるものとして必要ではないかというご指
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摘だったと思います。 

その２点が、福田構成員のご発言の中にあったのかなという気がしておりま

す。どうもありがとうございました。 

今度は女性チーム、いかがでしょうか。齋藤構成員、どうぞ。 

（齊藤構成員） 

では、女性チームの最初ということで。何か、男女できれいに分かれていま

すね。 

私からは、先ほども申し上げましたけれども、創業という観点でのお話をさ

せていただきたいと思います。ちょうど４ページに当たるところでしょうか。 

先ほどのご報告の中で、日本一創業しやすいまちを目指してというご発言が

あまりして、ここにも記載してありますが、私も普段そういった仕事をしてい

る関係上、非常に心強いバックアップ体制だなと思っております。 

先ほども言いましたように、創業するということに関しては、いろいろな施

策が打ってありますし、いろいろなセミナーを毎日のようにどこかでやってい

るという現状かなと思います。私自身もそこで講師として多方面に行く機会が

あるのですが、やはり、その後の問題というのが一番ネックになってこようか

と思っています。創業した後、どうフォローするか、どう足腰をきちんと鍛え

て踏ん張っていくかというところに関するサポートというのが、やはり、どこ

もまだまだ弱いのかなと思っております。 

そこで１つ、事例を交えたご提案ですが、これは創業後という限定はありま

せんが、実は今、久留米市で、経営革新計画書という県が認定する計画書を作

成したものに関して、その計画に沿って企業がきちんと事業を進めていく。こ

の経営革新計画書を作って、そして事業を進めるということになれば、それに

対して一定の補助金を与えるということを、久留米市がやっています。 

その施策が面白いのは、先ほど福田構成員がおっしゃった、ものづくりとい

う観点の設備を買うというような場合もＯＫですし、販路開拓をするという出

口支援の分でもいいという、国の補助金で言えば、ものづくり支援と持続化補

助金が一緒くたになったような内容なのです。ですから、非常に使い勝手のい

い施策なのです。経営革新計画書というのは、今、商工会議所さんが主にサポ

ートしている分野ですが、そういったところとタイアップして、そして、創業

５年以内とかいうような１つのくくりをつくって、市から計画書認定を受けた

事業所さんがその計画に沿って活動していく場合に、２分の１補助ということ

で、久留米市はやっております。 

実際、私もそこで審査員をさせていただいているということで、少し情報が

あるのですが、多種多様な業種が申請されています。年５件か 10 件くらい、実

際にやっているのですが、やはり、計画をきっちり立てて、県の認定まで受け

た事業所に対しては、北九州市は、プラスアルファで補助金のサポートをする

という、複数の施策をつなぎ合わせるというのが、今、求められているのかな

と感じています。 

そこで、少し、創業したフォローアップというところで、市の施策が打てた

りすれば、もっと創業者が、雇用もどんどん生まれるような大きな成長のステ

ップが踏めるかなと思います。 
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（近藤座長） 

どうもありがとうございます。かなり具体的な事例をご報告いただきました。

起業自体、あるいは創設するまでのそういう支援というのは、どこでもある意

味では行われるけれども、その後、フォローアップという形での支援の仕方の

あり方というのが非常に重要ではないかと。逆に言えば、そういう会社なり企

業なりを起こしたときに、それを継続するという中での、別の形でも構わない

ということが柔軟に行われているという事例報告だったと思います。 

私から質問ですけれども、それは久留米市内の企業に対してということです

か。海外とかよそからに関しては別にないということですか。 

（齊藤構成員） 

久留米市内の事業所さんです。ただ、業種は一切問わないです。久留米絣の

伝統工芸のところもあれば、食品加工会社もあれば、新規創業の個人事業主も

いらっしゃいます。さまざま、久留米市内の……。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございます。 

（近藤座長） 

４ページに関連した、いわゆるベンチャーの部分に関して、それを継続させ

るための１つの事例報告という形で、この北九州にとっても非常に参考になる

部分があるのではないかというご発言だったと思います。他に。原田構成員、

どうぞ。 

（原田構成員） 

２ページ目と 16 ページにありますが、「中小企業・食品製造業に対する、食

品の企画・販売から試作・製造」うんぬんというところなのですけれども、前々

から私が思っていることなのですが、北九州市はもう、工業系、鉄、自動車に

関しては、ものすごく優遇されていますけれども、その他食品になりますと全

然狭いところがあります。この前、うちの者が市のものづくり補助金を頂こう

と思いまして、中原の中小企業振興課に申請に行ったそうなのですけれども、

その申請の文章から、もう全て工業系のものにマッチするようなもので、結局、

できなくて、県のものづくり中小企業新製品開発支援補助金のほうで補助を頂

きました。 

福岡の県のほうになりますと、とても、食品のいろいろな新製品開発に対す

る補助金の申請も、優遇というとおかしいですが、ありますし、申請にするに

いたっていろいろなノウハウが必要なものも、全部、一緒になって助けていた

だきながらさせていただけるので、経産省の「ものづくり・商業・サービス新

展開補助金」で 1,000 万円の補助金も頂けるようになりました。そういうとこ

ろで、研究開発をして新しい商品を作ろうというところになれば、市も、食品

はどういうもので開発するのかということを少し勉強されて、新しい物を作ろ

うと思って行っている私たち食品業界の者もまだ手探りの状態だと思うので、

そこを指導してもらわないと、行ったわ、合致しませんよということで、肩を

落として帰るということが多いのではないかと思うのです。だから、まずそこ
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のところが県のありようと少し違うのではないかというのがあります。 

新しい新商品を作るというのは、画期的な新しい技術開発したものを作るの

か、先ほど言いましたように、地産地消で北九州の食材を使う、そこにあたっ

て、やはり技術がとても難しいので、その食品をどういうふうに変化させて菓

子に使えるか、そういうことを勉強しながら日々やっているのです。そういう

ことになりますと、農産物ということになりますと、結局、新しいものができ

ても、原材料が安定的に供給されないと、もうそれは一時的な花火みたいなも

ので、ぱかーんと上がって、いいですよというふうになっても原材料が入りま

せん。それで、入らないから県外のものを使う。そうなると、表示法の問題で

引っ掛かってしまうのです。そういう難しい問題が食品に関してはあるので、

そういうことをフォローしてくださるような機関がとても必要だと思います。 

小さな菓子メーカーさんとかが、新しいものを作って、これからとやってい

くときに、今まで上がるまで上がって、はしごを外されたみたいな感じで、に

っちもさっちもいかなくなるような状態になったら、今は本当に表示１つで大

変なことになりますから、そういうことのフォローアップをお願いしたいと思

います。食品に関しては以上です。 

（近藤座長） 

今、原田構成員から、これまでの経験の中で、食べ物、食に関する１つの支

援体制ということで、北九州市は少し勉強される部分があるのではないかとい

うご提案だったのですが、理事、何かご意見はありますか。突然求めて、申し

訳ございませんけれども。 

（企業立地・食ブランド推進担当理事） 

原田構成員から言われたようなことを最も大事にしていこうということでや

っている最中に、こういう意見が出たというのは、本当に、私どもの取り組み

が足りないということで、ただちに今日の内容を持ち帰って、なるべく早く改

善していくとともに、ここに書いているようなことをしっかりやっていくとい

うことを、組織でしっかり考えてやっていきたいと思います。 

ただ、食品関係について、そういうふうに差別をしているということはない

のですけれど、経験が少ないのか、十分にできてないということであれば、し

っかりやっていきたいと思います。 

（近藤座長） 

これから北九州ブランドという形で、食品も含めてつくっていく上で、そう

いう支援体制というのは非常に重要であろうと。大学も、焼酎を作ったり、お

酒を作ったり、ラスクを作ったりしていますので、ぜひよろしくお願いしたい

と思います。 

それでは、金構成員、お願いします。 

（金構成員） 

私からは、女性の雇用創出とＩＣＴ人材というところについて、少しお話し

したいと思います。 

私どもの会社は福岡・北九州で全員女性で、23 名くらいいますが、本当に多
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様な働き方をしています。もちろん正社員でみっちり仕事をする人がほとんど

なのですが、例えば夫の転勤で辞めて鹿児島に行かないといけなかったスタッ

フは今までのキャリアがもったいないので、ＩＴでできる仕事にシフトし鹿児

島で１人でネットを使って仕事をしたり、同じく夫の転勤で東京に移ったスタ

ッフも辞めず自宅で仕事し、数年後、福岡転勤時に戻って会社に復帰しました。 

また、子育て中のスタッフが、もう毎日来るのは厳しいということで、２日

間会社に来て、あとは在宅勤務をしています。つい最近は、スタッフみんなか

ら副業を認めてほしいと提案がありました。この近年は１つの仕事ではなくて、

副業という２つのわらじを履くような働き方をしたり、女性たちの働き方がと

ても多様化しているのです。会社に出て夫と同じように頑張らないといけない

という働き方ではなくて、各々が自分の置かれている状況で、才能を発揮し働

ける環境ができれば、女性たちは働きたいと思いますので、そんな環境づくり

の推進が必要でないかとしょうか。 

弊社で、今、２日間通っているスタッフは、東京でＩＣＴの仕事で勤務して

いたので、それができることで、通わなくても、在宅でも十分成果を出すよう

な働き方をしています。 

福岡市は子育て中の女性たちが会社に出てこなくてもできるような、例えば

ウェブマーケティングの講座を半額で受けることができて、それを修了すると

自宅で仕事を受けてやることができるなどの支援をしています。 

つまり、女性雇用においてＩＣＴ人材育成はとても大事だと思っています。 

我が社にも、子育てが終わって仕事をしたいと面接にくる人がいます。ただ、

やる気があってもパソコンスキルがない。パソコンができないとちゃんとした

仕事を任せることができない。本当に会社の戦力としてやっていくには、こう

いったパソコンやＩＣＴの能力が必要かと思っていますので、そこを強化して

いけたらいいなと思っています。 

それと、昨日、中経協の委員会でＪＥＴＲＯの所長の話を聞いたのですけれ

ども、そこに集まった人たちは、ＪＥＴＲＯの名前は聞いているけれども、本

当にこういういろいろな支援をしてくれることは知らなかったと口をそろえま

した。中経協の中でも積極的に周知して、利用を促進していこうという話があ

りました。 

今、ＪＥＴＲＯでは「つじり」さんをバックアップしています。代表の辻さ

んは以前よりつじりを海外進出させ、北九州市の名前を世界に広めたいと抱負

をおっしゃっていました。このように海外進出する北九州のブランドが多けれ

ば、北九州のイメージも良くなっていくと思うので、ＪＥＴＲＯの存在をもっ

とＰＲし、もっと積極的に利用いただくようにできたらと思います。例えば原

田構成員のところとかに積極的に出向いて、海外進出をアドバイスしたりとか、

そういう説明があってもいいかなと思っています。 

それと、もう１点、北九州は最近まちの活性化のためにたくさんのイベント

をしています。コンベンションもとても力を入れています。すごくうれしいこ

とですが、もう少し頑張っていただきたいのは、例えばＴＧＣ、頑張って開催

したけれど、西展で盛り上がるだけで、それが街全体に、街がわくわくすると

か、その人たちが動いてお金が街に落ちるとか、そういったことまでの展開が

弱い気がしています。もっとコンベンションとかイベントをするには、街全体

がシビックプライドを醸成できるチャンスにし、お金を生むような仕組みを、
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もっと強化していただければいいなと思っているところです。 

また、ここには書いてないのですけれども、北九州の産業を強化するにあた

って、先ほど、福田構成員がおっしゃいましたが、北九州市のＰＲは絶対的に

必要かなと思っていますので、何かしらいいことをするときには積極的に市内

外にＰＲをしたほうがいいと、あらためて思いました。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。金さんからは、女性の働き方についてでし

た。少し私からお聞きしたいのですが、例えば、ＩＣＴを使って北九州に残っ

て、東京とか海外とかの会社の支店機能みたいな形で１人でやるとか、そうい

う形がもしできるとすれば、それは、どこでそういう議論がなされますか。女

性のほうから提案するという形で、そういう働き方というのがあるのですか。

それとも、会社が決めたものとか、その辺はいかがですか。 

（金構成員） 

私たちは、今、スタッフが女性ばかりなので、どうしても夫の転勤でいなく

なったりするのです。その都度人材を確保するのはとても大変なので、辞めず

に働き続けることを本人に提案し、働き方を一緒に考えて決めております。な

ので、働き続けられるようなことは、私の会社だからできるということではな

くて、工夫すれば他の会社でも十分できると思います。 

（近藤座長） 

少し考えてみますと、北九州から外に出てしまうという、流出ということを

防ぐために、北九州で生活をしながら他の都道府県とか海外とかの仕事もでき

るような、そういう仕組みをつくった場合に、その雇用はどこでやられるのか。

この戦略の中では、人はこちらに住むのだけれども、会社としては向こうの雇

用になっているとか、その辺の考え方はどうなのですか。 

（金構成員） 

おっしゃるように逆のことも考えられます。また、仕事がないから東京に出

る、といった発想でなく、北九州市にいながらクラウドを使い、全国の仕事を

することが十分できます。ネット時代だから、人が多い・物価が高い大都会で

暮らせなくても仕事ができる、北九州はそんな働き方を支援できたらいいです

ね。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。その辺は少し勉強する余地があるかなと感

じました。 

市長、どうぞ。 

（市長） 

転勤に伴う雇用の問題なのですが、地銀協会で、銀行の皆さん方が、ご主人

が転勤されるときに女性が銀行員を辞めると大変もったいないということで、
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地銀協会全体の中で女性活躍、また、優秀な行員の確保ということで、経営者

団体が合意をして、そちらに向かって準備を進めているという報道がありまし

た。 

それを見て、自治体同士でそれができないかということの検討に入っており

まして、言い出しっぺが自分だったものですから、20 の指定都市の中で、女性

活躍という視点から、ご主人が転勤したときに工夫ができないか、今、検討に

入っているところです。 

（近藤座長） 

市長、どうもありがとうございます。ぜひ、その辺、前向きに進めていただ

ければと思います。 

それでは、北川構成員から、何かございましたらどうぞお願いします。 

（北川構成員） 

今、いろいろと頭の中でぐるぐると考えております。多分、私たちが一番関

わってくるところは、やはりベンチャー企業の、例えば、創業促進だったりと

かだと思います。 

私は、もともと福岡市に大変長く住んでいるのですが、いろいろな所に転勤

をしました。今は作家業をやっていますけれども、外資の化粧品会社のプロダ

クトマネジャーをしておりましたおかげで、アメリカに行ったり、フランスに

行ったり、東京を拠点として、結構全国を動き回っていました。北九州市に、

今現在、結婚して今年 10 年目に入るのですけれども、福岡市よりもものすごく

情報が得やすいというのが、１点、すごい利点があるのです。地域に拡散して

いるものが、１点集中型というのが北九州市はあるなというのを感じるのと、

やはり、ものづくりのまちなので、非常にエネルギッシュなのですけれども、

インプットとアウトプットの仕方が、どこかバランスが取れてないがために、

要は、情報がうまく伝わっていないのだなというのを常々すごく感じているの

です。 

今回、今、お話をお聞きして私なりに思ったことなのですけれども、この情

報の共有というものをどのようにやっていくと、北九州市に住んでいて、これ

が雇用とか活性化につながるのかなというのが、非常に、やはりインターネッ

トの世界を通じてというのもあると思いますし、例えば、地元の事業者でそう

いうネットワークの構築が、もう少し強力なものができないのかなというのが、

今、お話を聞きながら少し思った点です。 

例えば、今回、私どもはものづくりという視点から面白い取り組みをやって

いるのです。皆さん、ご存じかご存じでないか分からないのですが、実はハン

ドメイド業界というのは、インターネットで販売をするというやり方をここ近

年に始めて以来、ものすごい伸び率を図っているのです。この間、「サキドリ！」

という番組でやっていたのですが、いわゆる作家さんで、大きなインターネッ

トサイトの中で物を販売するというのが、４年前に比べると登録者数だけで 84

倍になっていて、そこに媒介している人たちが、今、80 万人もいるのです。そ

の中で、作家さんと私たちの一環を、リアルショップを、今のところリバーウ

ォークさんで持ちながら、今後、インターネットの業界に進出していくのです

けれども、その中で、情報を均一化するというのがとても大切だなということ
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を感じています。 

創業するときに、まず情報がとても少なかったのです。セミナーに行くとい

うことが分からないのです。だから、それは、例えばウーマンワークカフェを

つくられているのであれば、どう活用するかというのは、女性というのは、先

ほど言ったように、例えば子育てなどでいったん職場を離れると、情報がない

のです。男性は働いていますから、情報はどこかから得てくるのですけれど、

まずそこがないので、私たち、創業するときに何が困ったかというと、会社の

つくり方から分からないわけです。 

そういう、もっと分かりやすいガイダンスをいろいろな箇所に設けて、いろ

いろな人がコネクトしていくと、ここはとても面白い業態というのがもっとも

っと生まれやすいのではないかなと。それを、例えばイベントに落とし込むと

かという、目的というのをはっきりさせたらとてもいいのではないかなという

のは、今、箇所箇所で参加していて思います。 

少し外れましたが、新しい取り組みで、「fabbit」という施設が北九州市にご

ざいます。今、コワーキングスペースといって使われているのですが、実はそ

こに３Ｄプリンターが大変たくさんあるのですが、４機種あって、それが実際

にはあまり活用されてないというのを聞きまして、私たちは、今、ハンドメイ

ド作家養成講座という取り組みを行政とやっていて、20 名枠で、現在、３回行

って、前回倍近い応募があります。その中で、ものづくりを北九州市でやって

いくということを提唱して進めているのですが、その３Ｄプリンターを使って

オリジナルの商品を作るということを、一般から公募して、今度、やってみる

のです。 

例えば、そういうところで特殊な技能を持っている人がいれば、それを企業

さんに見つけて、支援して、それが雇用に結び付いたりとかということはでき

るのではないかと感じています。そういうインプットとアウトプットと、流れ

という部分、お互いの結託ができるかどうかというのをつくっていったら面白

いなというのを、今の話を聞きながら思いました。 

（近藤座長） 

北川構成員、どうもありがとうございました。ＩＣＴという社会の中で、こ

れまでは隙間とかいうふうな形で言われていた部分が、非常に巨大な販路とか、

そういうものに直結していく部分だと。 

そして、北九州市が潜在的に持っているメリットとして、規模的なものも含

めてでしょうか、情報を収集しやすいのだけれども、どこに行けばいいかとい

う、それに気が付くまでがなかなか時間がかかるという、その辺の、初期段階

での情報の提示の仕方、あるいは、先ほど福田構成員が言ったような形で、い

ろいろな異業種とのコネクションといいますか、そういう人材、あるいはもの

づくり、いろいろなことを含めた情報のネットワーク化というところが、非常

にこれからの課題としてあるのではないかというお話だったと思います。 

松永構成員、無茶振りをしますけれど、ＩＣＴのご専門家と、それから、大

学で高度な、クラスター部分で先端的なものを作っていくと同時に、情報の共

有といいますか、そういう中で、民間に対してどういう情報をつないでいくの

かという辺りに関して、大学とＦＡＩＳの両方の立場で結構ですので、ご発言

いただければと思います。 
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（松永構成員） 

非常に難しい問題で、実は私自身も今悩んでいる部分もあるのですけれども、

先に、この新成長戦略の方針と計画をもう一度見直してみたのです。その時に、

実は工程表を見せてもらって一番違和感があったのは、何かばらばら感があっ

て、どうしてかなと思うと、全体をつないでいく横串みたいなものが、断片的

には出てくるのですけれど、全体を通してつながってないのです。それは、き

れいにつなぐ必要はないと思うのです。活力があるというのは、いろいろなも

のがばらばらで動いても活力はあるので、ただし、つながっているものは何か

あると。ちょうど、今、その話が出ている最中で、インターネットとかＩＣＴ

とか出ていますけれど、今流に言うとＩｏＴです。 

ＩｏＴは、実は、マニュアルには入っていないのですけれど、国がやってい

るＩｏＴ推進室というのが、北九州市も地方版のＩｏＴ推進室に選ばれている

のです。これは最近の、１カ月前の話ですから、当然載らないのですけれど、

実はそういう活動を、多分、市民の方は全然ご存じない。これは１つの横串に

なる武器だと思います。 

私、実はヒューマンメディア創造センターの理事長もやれと言われて、やっ

ています。そこが、「ｅ－ＰＯＲＴ2.0」とここの中に書いてありますけれど、

それを推進しているのですけれど、私たちは組織が小さいので断片的にしかで

きないのですけれど、このＩｏＴを広げていくことによって、もう少し横串が

刺せて、先ほどから出ているように、複数のものが１つのところで結び付いて

くる。 

情報提供もそうなのです。例えば、サッカー場ができますとか、リバーウォ

ークの所にＮＨＫの大きなデジタルサイネージがあるのですが、あそこに情報

を流すとか、キーのものは市全体で幾つかの場所で、そういう情報を提供でき

るようなものを横串として出していけば、北川構成員が言われたような情報提

供というのは、いろいろな人が見るチャンスが増えるだろうと思うのです。 

それだけではなしに、実は私も、今まで仕事をやって初めて知ったのですけ

れども、そういうＩＣＴ技術というのはもっと入っているだろうと思ったら、

北九州のものづくりの企業に意外と入ってないのです。入っている率は全国平

均以下です。そういう意味で、実はＩＣＴ技術をうまく使ってもらってない。

これを使わないと、先ほどから言っていますように、海外とかグローバル化の

対応に全く追い付かないというか、そういうところから見捨てられていく立場

にあるわけで、そういう意味で、ＩＣＴに強い人たちをどう育てていくのか。 

視点を変えれば、国がやっている地方創生の中で、まち・ひと・しごとがあ

るのですけれど、別の言い方をすると「まち」というのは何かといったら、そ

こにあるビジネスがあって、それから、人が生活している空間があって、その

生活をする中に実は文化がある。それを支えているのは、やはり、人材のレベ

ルを上げるという人材育成なのです。そういうものが、実はこの中にいっぱい

入っているのですけれども、そこの整理がよく見えないというところが、複数

のものが結び付いていかない１つの要素になっていると思うのです。 

先ほどから幾つか出ているのですけれど、北九州市のイメージといったとき

に、私も、福田構成員が言われたことはよく言われるのです。ところが、一度

北九州に住んだ人は、例えば東京におられる方に北九州の話を聞くと、「いい所
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よね」と言われるのです。ということは、いいのです。いいのだけれども、そ

ういう情報が伝わってない。ここをどうしていくのかといのが、まさにインタ

ーネットの世界の中で動いていく部分が非常に強いはずなので、そういう意味

では、極端なことを言いますと、北九州市のホームページのイメージを全部一

新するとか、もう少し若い人がウケに変えてしまって、みんなに注目されるよ

うなものをするとか、北九州市の企業さんが外に出すときは、共通の北九州の

ロゴがあって、ただ、これはすごく難しくて考えなければいけないのは、例え

ば九経連などは、それぞれの地域ではなしに、九州というブランドで売り出そ

うとしているわけです。 

そうすると、ここまで考えたら、北九州はいいなと思うのです。北と九州を

分けてハイフンでつなぐと、九州の北にある、トータルで北九州だよとか、そ

ういう、どこにあるかがすぐに分かってもらえるようなロゴみたいなものを作

って、それを例えばアジアに発信していくとか、まだいろいろな手が打てそう

な気がしているのです。 

実は文化も、北九州に住んだ人とか博多の人などに言わせると、博多の文化

というのはどちらかというと若者とか大衆向けで、少しハイレベルな文化は北

九州のほうがたくさんあると。これは、市の方はよくご存じですけれども、例

えば東田にあるような「いのちのたび博物館」とか、「環境ミュージアム」とか、

ＫＩＧＳとか、ああいうものは全国探してもなかなかないのです。それをうま

く日本国中とかに知ってもらってないと思うのです。 

やはり、これをばらばらにやるのではなしに、全体として情報を流す手段を

みんなで考えると、結局、ＩｏＴがどんどん広がっていく形になって、いろい

ろな形で使えるのではないかと思います。そういう意味では、本市の新成長戦

略の中で、もう一工夫あるともう少しみんなに分かってもらえるし、特に市民

の方に分かってもらえると思うのです。それが１つ、私が今、ここをどうやっ

てやるのかというのを悩んでいるところです。 

もう１点、全然違う立場なのですけれど、雇用創出の話と、１人当たりの年

収、収入レベルを上げるという話です。このデータを見せてもらって、非常に

たくさんの人数、雇用目標が大きいとか、実績のあるところというのは、残念

なことに、給与が比較的低い部分の雇用が増えている。それが増えやすいから

増えているのですけれど、逆に言うと、この層の年収をどうやって高めるのか

ということ、これは日本全体の課題だと思っているのですけれど、ここをやら

ないと、本当の意味でまちの活性化にはならないのではないかと思うのです。 

そういう意味で、本当にこれで全部が見えてくるかというと、実は私がヒュ

ーマンメディア創造センターに行って一番驚いたのは、東田地区にデータセン

ターがもう巨大に集積しつつあって、それがまだどんどん増えつつある。多分、

市民の人はこれはほとんどご存じないのです。ある意味では、西日本の拠点化

に近づいているくらいのレベルになっています。ただし、そこでどんな人がた

くさん働いているかというのは、よく分かりません。私もそこに住んでいると、

昼ごろになると皆さんがぞろぞろと出て、食べ物を買いに行かれるのですけれ

ど、その人数が結構たくさんおられるのです。そういう意味では、成功してい

る部分があるのだけれど、ここにはうまく反映されてないのかもしれないとい

う気がします。そういう人たちは、多分、非常にハイサラリーな人たちなので、

意外と増えているかも分からないけれど、小倉から離れた八幡にあると、なか



 - 20 -

なかその市場価値は見えないのかなという気がしています。 

少し余計なことを言ったのですけれど、要するに、何を言いたいかというと、

やはり、収入をどうやって上げるかというところに重点を置かない限りは、全

体としてまちに元気は出てこないのではないかと。 

最後は、私など年寄りが考えると、当たり前のことしか考えられないので、

やはり最後の実際の行動のところのイメージというのは、特にインターネット

とかＩＣＴとかいうと、若い人のセンスをどう吸い上げるかという仕組みはつ

くらなければいけないと思っています。これはもう、近藤座長のところが、ま

ちなかステーションをつくっているわけですし、若い人が集まる場所はできつ

つあるので、そういうところの若い人たちにいろいろな仕掛けを提供して、そ

こから生まれてくるものを、若い人たちがビジネスとしてつくると一番いいの

ですけれども、やはりそういう仕組みが、fabbit であるとか、ＦＡＩＳとＨＭ

Ｃ（九州ヒューマンメディア創造センター）でも、そういうインキュベーショ

ンは持っているのですけれども、みんなばらばらに動いているので、何とかこ

れを統一したいなという動きを、実は今、やっています。 

そういう形で、まち全体の中に、ここが情報共有なのです。情報共有で、あ

るステージごとに、人たちが行く場所が徐々にステップアップしていくような

仕掛けというのを、これからは重点的につくらないといけないし、その中から、

とんでもないことをやる人が出てくるかも分からないと思いますので、それも

含めて、トータルとして収入をどうやって上げていくのかというのが、ここの

一番の肝になるのではないかと思います。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。私にはまとめきれませんけれども、松永構

成員のお話を聞きながら、雇用、収入、経済的な部分に関して、最後になりま

すけれども、福本アドバイザーから、金融の部分のほうからそういう経済との

関係の中で、新成長戦略をどう考えるか、アドバイスをお願いします。 

（福本アドバイザー） 

ありがとうございます。先ほどの松永構成員のご発言に関して申し上げると、

収入を上げていくためには、やはり生産性を上げるしかないのです。生産性を

上げるためには、サービス業の生産性向上が重要です。北九州市は、特にサー

ビス業の生産性が全国対比で見劣りしています。その背景には、５市合併の残

りがあって、いろいろなものが分散しています。 

従って、サービス産業の振興、生産性向上というときに、コンパクトシティ

化というのは、もう避けて通れない話だと思います。 

また、現在は全体として人手不足になっていますので、どちらかといえば、

雇用の確保よりは、賃金をいかに向上させるかが大事だと思います。 

それと関連して言うと、これは半ば質問なので、後で事務局の方に教えてい

ただきたいのですけれども、新たな雇用創出２万人ということなのですが、今、

北九州の生産年齢人口というのは、もう既に、かなり全国以上に減り始めてい

ますので、多少労働参加率を上げるにしても、多分、総労働人口というのはや

はり減っていくものだと思うのです。そこで、辞める人も含めた総労働者数が

今後どのように推移するかを想定することが重要だと思います。。新たな成長性
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がある産業では人がどんどん増えていく一方、廃業する人が出ていくとか、辞

めていく人が出ていく、その全体像をみることが重要だと感じております。 

それは、産業についても同じで、いろいろな産業振興を書かれているのです

けれども、実は、生産性を上げるのに一番手っ取り早いのは、生産性の低い企

業が買収されるとか、もしくは廃業されるとか、なかなかそういうことは市と

して言いづらいところはあるのですけれども、実はそういった部分をどう活性

化していくか、それをどううまく促進していくかというところを戦略に入れた

らいいのではないかと思ったのが、私が経済的に見た観点です。 

あと１点、質問にもなるのですけれども、印象として、この戦略工程表を拝

見しますと、５年間の中で、大体大半のものはずらーっと１つの項目で、こう

いうことをやりますとあります。まだ戦略工程表自体が始まったばかりなので

そうなのだと思うのですが、当然、工程表というのはだんだん細分化していっ

て、始めはこういうことをします、次にはこういうことをしまうという、そう

いう工程表に変わっていくべきだと思います。そのような理解でよろしいでし

ょうか。 

あと、この新規雇用のこの積算根拠というのは、それぞれあるのでしょうか。

数字を２万人にするための、ある程度のところが何かあるのでしょうか。 

（近藤座長） 

それでは、市のほうから答えられる範囲で、手短に頂ければと思います。 

（産業経済局長） 

まず、生産年齢人口の話がありました。多分 10 年間で、単純に、いろいろな

視点からいきますと、５万人くらいは生産年齢人口が減るということですから、

当然、そのまま女性とかアクティブシニアとか、いろいろな方に働いてもらわ

ないと、減っていくのは間違いないということで、当然廃業していく部分もあ

ると思っております。それで、まち・ひと・しごと創生総合戦略の母体になり

ます国の考え方の中でも、廃業とか新陳代謝について、きちんとした知見がま

だつくれていないので、その数字というのは、出したいのだけれど出せないと

いうことがありまして、私どもも出すことができていないということを、正式

見解として出しております。 

ですから、当然、その２万人の雇用を生む中で、廃業とかそういうことで辞

めていく、新陳代謝というのは当然あるということで、それはノーカウントに

した上での２万人ですから、グロスで言うと、またもう少し減るのだろうとい

うのは間違いないことであります。その中で、ＧＤＰも上がると見ているのは、

当然、生産性を上げていかないといけないということで、今、支店長ご指摘の

とおり、サービス産業の生産性向上というのが非常に重要なファクターだと思

っておりまして、先ほど、福田構成員からもありましたけれど、実はものづく

りの生産性向上は素晴らしいのです。だから、何か、そういうところの知恵と

かノウハウとかいうものも融合していかないといけないということを、今、宿

題として思っております。 

それから、そういうことをやっていく中で、いろいろな多様化していく中で、

工程表を細分化していくということも念頭には置いておかないといけないなと

思っています。いろいろな働き方で、むしろそのほうが生産性向上になるなら
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ば、やらないといけないところがあるのかなと思っています。 

それから、この人数の工程表の中で出している人数の数字というのは、ある

程度バックキャスティングで、２万人という高い、結構挑戦的な目標なのです

けれども、そういうバックキャスティングをする中で、各局が数字を積み上げ

て、その中で最終的には産業経済局が責任を持って、この部分はこれだけ増や

していくのだというものを、積み上げをいたしました。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございます。私の司会の不手際もありまして、誠に申しわ

けございません。３時 20 分に終わるようにということで、まとめなければなり

ません。どうしてもこのことをご発言したいという方がありましたら、もう１

つ受けますけれども、いかがでしょうか。では、１つずつ、お願いします。 

（原田構成員） 

すみません、もう１つだけ。20 ページの、北九州発ブランド海外ビジネス支

援というところですけれども、私どもは今、10 年かかって、やっと海外と直接

貿易ができるところまでやってこられましたのは、本当にいろいろ、商工会議

所や、もちろんＪＥＴＲＯさんのご支援のたまものなのですけれども、それは

実際、本当に、釜山や台北とか香港とかの国際見本市に参加する、それを積み

上げていかない限り、その道は開けないのです。それと、一番大きかったのが、

ケルンでありました国際菓子専門見本市、世界で一番大きな見本市なのですけ

れども、そこに出展させていただいたということが、すごいブランドになるの

で、もしこれからそういうご支援を、多分、いろいろな企業さんにされると思

うのですけれども、そういうところにご支援を賜れれば、これからもどんどん

海外に出ていく企業さんが増えると思います。 

（近藤座長） 

それでは、福田構成員、最後にどうぞ。 

（福田構成員） 

私も経営者の端くれですから、雇用というキーワードで一言言わせてもらい

ます。 

本音のところ、まず若い人を採りたいです。体がよく動きますし、よく働き

ますし、安い賃金で雇えます。反面、今は 60 歳定年ではないですよね。65、70、

下手をすると 75 歳まで頑張ってもらわなければいけない。シルバーさんと我々

は呼んでいますが、高齢者の雇用もきちんと確保して、彼らができる仕事もき

ちんと確保していかなければいけない。 

少し視点を変えまして、行政が２万人という数字を出してくれているのです

けれども、誰が雇うのですか。市内の企業さんは人を雇う気はありますか。あ

なたたちはその努力をしていますかということを、１つ言いたいです。皆さん

に聞いても、「人が欲しい。若い人が欲しい。優秀な人が欲しいけれど、来ない

んだよ」と。来ないですよ。皆さん、努力していませんから。学生に聞いても

「そんな会社は知らない」。では、どこに行くのと聞いたら、「先輩がどこどこ

に行ったから、どこどこに行きます」、「ブランドが、どこどこが有名だから、
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どこどこの会社に行きます」。中小企業は存在すら知られません。こんな中で、

地元の大半を占める中小企業に新しい雇用など絶対に生まれません。 

ですから、行政がこれだけ頑張ってくれている中で、我々中小企業に何がで

きるか。その視点をもっと見て、啓蒙活動を含めて、そういう動きが必要では

ないか。極端な話、女子社員が欲しい、女の子に頑張ってほしいと言いながら、

女子の更衣室すらない、女子トイレがない会社だってあるわけです。女の子は

絶対そういう会社には来ません。分かりますよね。 

反面、もう賃金ではない、キャリアプランが素晴らしいからこの会社に行き

たいとか、この企業に入りたいという子もいるわけです。先ほど、年収の問題

がありました。やはり、高学歴で高いスキルを持っている子は、金額はもうど

こもおしなべて同じだから、自分の 10 年先、20 年先、結婚して出産して、そ

れでも働きたいから、キャリアプランがしっかりした会社を選びたいという子

もいます。 

反面、これは事実ですけれども、先日雇った弊社の派遣さんに、なぜうちを

選んだのと聞いたところ、「エアコンが１年中効いていて、働きやすいからです」、

「更衣室がきれいで、ちゃんとトイレもきれいだったから、この会社を選びま

した」。本当にピンからキリまでいます。だから、いろいろな人がいることをき

ちんと理解した上で、自分の会社の立ち位置が、業界でどのポジションにいる

のか、県外と比べてどこにいるのか、ちゃんと魅力的な会社なのかと、雇用す

る側が雇用する視点でもっと考えないと、２万人という数字にはなかなかいか

ないのではないかと思います。 

行政がせっかくこれだけやってくれているのだから、では、実際に雇う側が、

何ができるのかということをもう少し考え、ディスカッションする場が設けら

れると、私はよりうまく進むのではないかと思います。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございます。非常に貴重な意見だったと思います。 

それでは、やはりこのくらいの時間ではなかなか……では、最後に１分くら

いで、お願いします。 

（金構成員） 

北九州市はこの前 50 歳以上の人が暮らしやすいまちナンバーワンとありま

した。その以前には、子育てしやすいまちナンバーワンなどあるのですけれど

も、とてもうれしい反面、北九州市は、子育てしやすい主婦と高齢者のまちと

いうイメージが何となく出てきています。それも大事なのだけれども、若い人

たちに魅力あるまちになってほしいと思います。ですので、若い世代向けへの

施策の強化をぜひお願いしたいと思います。 

この前、若い経営者にお話を聞いたら、北九州は創業しやすいまちだが、こ

の地で創業する理由に一つインパクトが足りない。若い人たちが憧れる世界的

に有名な経営者を北九州で呼べたりすると、「北九州はすごいね」と言って、北

九州で創業しやすくなるのではないかなという話をしていました。できれば、

孫さんくらいを呼べたらいいなと思っているところです。 
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（近藤座長） 

どうもありがとうございました。それでは、本日、工程表についてそれぞれ

の業界の皆様方からたくさんの意見をもらいましたので、それを受けてぜひ、

28 年度からこの工程表に基づいて市が運営していく。それから、それぞれのと

ころで、皆さんが傘下の皆さん方に促していく。工程表自体はスタートしたば

かりですから、見直しも含めて、さらにいいものにしてもらいたいと思います。 

最後に、私のほうから。方向性が５つほど出されていますけれども、いかに

その方向性を束ねていくかという、そういう視点が先ほどからいろいろな議論

の中で、それぞれの横串というお話の中であったと思います。その辺と、それ

からＩｏＴも含めた新しい技術、そういうものとの関連の中で、新しい魅力を

つくって、そして、本当に魅力あるまちにするような、そういう新成長戦略に

する。この成長の意味の中には、北九州市が成長するという意味と、北九州に

住む我々も含めて、人が成長していくということも含めた形での戦略であって

ほしいと思います。 

それでは、今日は、45分ではなかなか出尽くさないところもございましたけ

れども、それぞれ担当の部局、そして、市長にも聞いていただきました。これ

を、この後、次の東京オリンピックまでの１つの努力目標として、今日からま

た新たな形でこの工程表を進めていただければと思います。そして、ＰＤＣＡ

を回すような管理をしながら、工程表管理を併せ持って、これを進めていただ

ければと思います。 

この辺で司会を部長にお返ししたいと思います。構成員の皆様方、どうもあ

りがとうございました。 

事務局（部長） 

本日は、大変活発な意見交換を頂きまして、ありがとうございました。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ながら、戦

略推進の参考にさせていただきたいと思っております。その際、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、今回の皆様のご意見を参

考にして、テーマを設定させていただきまして、ご議論いただきたいと思って

おります。 

最後に、北九州市長北橋より閉会のご挨拶を申し上げます。 

（北橋市長） 

今日は、ありがとうございました。本当に、時間があればもっともっとそれ

ぞれのご意見をしっかりと承りたいところでございますが、私ども、聞いてお

りまして、大変大事な、また、はっとするような点のご指摘もたくさん頂いた

と思います。また、機会を見まして、個別にまたお時間を頂けるようでしたら、

さまざまな機会を通じて、さらに掘り下げて、いろいろなご意見を承らせてい

ただければありがたいと思っております。 

今回、この時期に、大変暑い中で、こういう時期にやらせていただきました

のは、秋から来年度の予算編成の作業が具体的に始まります。ご意見を頂く以

上は、できる限りそれを咀嚼して、来年度予算にそれを盛り込んでいきたいと
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いう思いで、今日の時間の設定となったところです。 

今日、改めてご意見を頂いたのですが、人口減という問題が、政府からもシ

リアスなテーマで問題提起されましたし、数の上では私どものまちが一番早く、

大きく減っているところもありまして、これまでの議論は何人雇用の場を増や

すということが非常に主眼であったように思います。ところが、介護をはじめ

として、処遇の点で改善が期待されている分野に相当数がシフトしております。

洋上風力だとか、あるいは空港の問題などが、ようやく福岡がいっぱいになっ

てきて、北九州にチャンスが生まれてきました。今、チャーター便は１年間で

３、４倍に伸ばしましたけれども、定期便化とか、見えないところで一生懸命

やっているのですが、どうしても、洋上風力でも４、５年くらいかかってくる

と。でも、これはヒットすればすごく大きなポテンシャルになるということで、

時間がかかっている、私どもその焦りも感じながら、まずはこの雇用の数を増

やすということが、当初からの大きな議論の流れの中核であったように感じま

した。 

そして、やはり所得を上げていかないと、思うような初期の効果が出てこな

いということも感じながらの作業をやっておりまして、今日は、市民の所得を

どう増やすのか、そして、雇用をどう増やしていくのかという２つのテーマを、

改めて私どもなりにしっかりと考えていかねばいけないということです。 

そして、議会ではＩｏＴの議論が初めて論議されましたのは、この１年以内

でございます。その先端的な分野の中に、この工程表に組み込んでいくヒント

がある。先ほど、松永構成員からもお話がございましたけれども、そういうヒ

ントや助言も踏まえて、また汗をかいていきたいと思いますので、来年度予算

編成に向けまして、またお時間をその都度頂ければありがたいと思っておりま

す。今日はありがとうございました。 

事務局（部長） 

それでは、会議を終了させていただきます。皆様、本日はどうもありがとう

ございました。 


