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第 10 回北九州市新成長戦略推進懇話会 

日時：平成 30 年１月 30 日（火） 

14 時 00 分～16:00 

場所：小倉リーセントホテル 

２階 玄海 

事務局 

予定時間となりましたので、ただ今から「第 10 回北九州市新成長戦略推進懇話会」を

開催いたします。本日の司会を務めます、北九州市産業経済局新成長戦略推進部の岩見で

ございます。よろしくお願いいたします。 

最初に、資料の確認をさせていただきます。お手元に配布しております「資料配付一覧」

をご覧ください。資料１～８まで、計 28 ページの資料でございます。不足がございました

ら、お申し出ください。 

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） 

今日は、ご多用のところ、またインフルエンザが大変猛威を振るっておりますが、その

中をこの懇話会にご出席いただきまして、ありがとうございました。第 10 回を数える懇話

会であります。新成長戦略の進捗を定期的にご報告申し上げまして、皆様から助言を頂く

貴重な機会であります。本市からは、35 名の幹部職員が参加しておりまして、会合はマス

コミにオープンとなっております。 

前回は昨年８月の開催でありまして、大変貴重なご意見を皆様から頂戴したところであ

ります。今回は、その中で多くのご意見を頂きました IT、インバウンド、洋上風力発電を

含めまして、本市の主なプロジェクトについて議論をいただくわけであります。 

昨年は、ミクニワードスタジアムがオープンし、大型クルーズ船が 40 隻、また、国際

定期航空便も増便になりまして、外国人を含めて観光客は最多となりました。まちに彩り、

にぎわいが少しずつ戻ってきているような感じがいたします。また、宝島社の「住んでみ

たい田舎シリーズ」でありますが、人口 10 万人以上で住んでみたい都市の全国ランクの１

位に、本市が選ばれたところであります。暮らしやすさというのが、本市の魅力、ポテン

シャルであろうかと思いますが、それを活かしたまちづくりを進めていきたいと考えてお

ります。 

また、産業面では、介護ロボットなどを活用した先進的介護の実証が特区で進められて

おります。また、日本で初めて、響灘での洋上風力発電の拠点化が進み始めております。

ものづくり、環境のまちという進化を図っているところでございます。 

今日は、どうか忌憚のないご意見を頂きまして、政策議論を深めさせていただきたいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局 
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座長をお願いしております、近藤学長特別顧問よりご挨拶を頂きたいと思います。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。今、市長からもありましたように、前回、第９回が８月 18

日ということで、５～６カ月の時を経て、第 10 回目を開催することになりました。この間、

私が北九州市で感じたことについて少しお話をしながら、今日の話題に結び付けたいと思

います。 

昨年８月以降も非常にダイナミックな変化を北九州市に感じています。具体的には、小

倉ホテルの跡地利用や、東芝の跡地利用がつい先日新聞等でも報道されました。スペース

ワールドが 12 月末営業を終え、新しい形を生み出す努力がこれから出来上がってくるだろ

うと思っています。 

それから、市長がおっしゃったように洋上風力が具体的に動き始めます。 

つい先週、私が新聞で目にしたのは、上海から外国語学校のいわゆる修学（教育）旅行

を、西日本シティ銀行と北九州市のあっせんで来月迎えることになったこと。これは新し

い形のインバウンドで、今回、資料５にありますけれども、海外からの教育旅行というの

も、一つの戦略として、非常に面白い効果が生まれつつあるということを感じました。 

大学関係で申しますと、FAIS の松永理事長にもご尽力いただきまして、enPiT という文

科省の競争的資金に、北九大が代表校で、九工大、熊本、宮崎の国立大学と、広島の市立

大学との５大学で申請し採択され、５年間の事業がスタートしています。この enPiT とい

う事業は、日本語では長くなるのですけれども、「成長分野を支える情報技術人材の育成拠 

点の形成事業（enPiT-Pro）」です。まさにこれから動き始めます。先ほど松永理事長に

お伺いしたら、来年度からの、人材育成の教育プログラムが完成しつつあるということで

す。そういう中で、資料１にあるロボット、IoT というところ、あるいは介護の問題、そ

ういうものにリンクした形で、この成長戦略にあるプロジェクトとどういう形で結び付け

ていくのかというところが課題になるのかなという気がいたしました。 

少し長くなりますけれども、もう一つ私が印象に残っているのは、昨年の 10 月末に天

皇、皇后両陛下が北九州市におみえになったことです。この出来事は北九州市のこれから

の姿を象徴しているのではないかと私自身は感じました。 

御幸はまず安川ロボットで、いわゆる介護や高齢者、医療のためのロボット技術をご覧

になられた。その後エコタウンを訪問され、そして、環境未来都市のリサイクル事業、そ

して 2020 年のオリンピックのメダル。つい先日、市長が北九州マラソンで、まずそのメダ

ルを採用するというお話もあったと思います。印象深かったのは、その中で北九州高専の

学生たちがデザインを担当した。ある意味オール北九州という取り組みの中でそういうも

のができつつあるのだなと感じました。 

それから、市長がご案内をされたときのエコタウンでの両陛下とのスリーショットとい

うのでしょうか、まさに市民にとっては誇りとなる出来事だったのではないでしょうか。

こういう中に、北九州市が持っている潜在的な力、可能性が象徴されたのではないかと私

自身は思いました。 
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このようなダイナミックな変化の中で、北九州市を牽引するのがこの新成長戦略のプロ

ジェクトだろうと私は認識しております。今日はそのリーディングプロジェクトについて、

それぞれのお立場から忌憚のないご意見を頂ければと思っております。よろしくお願いい

たします。 

事務局 

近藤委員、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「主

なリーディングプロジェクトの進捗について」をテーマに、ご議論いただきたいと思いま

す。ここから先の進行は近藤座長にお願いいたします。 

（近藤座長） 

それでは、座って司会をさせていただきたいと思います。 

今日はお手元にありますように、議事の議論のところですけれども、「主なリーディン

グプロジェクトの進捗について」ご議論いただきたいと思います。先ほど市長からもご説

明ありましたように、構成員の皆様よりご意見のあった IT、インバウンド、洋上風力を含

め、特に重点的な取り組みで進めているプロジェクトについて事務局から報告をいただき、

その後、議論いただきたいと思っています。資料１から８に沿って事務局から説明をお願

いしたいと思います。 

事務局 

それでは、ご説明させていただきます。 

まず、配付資料一覧、表紙をご覧ください。本市の産業政策におきまして、生産年齢人

口の減少が大きな課題だと捉えております。この問題に真っ正面から取り組むために、現

在も、また来年度予算編成におきましても、産業経済局の経営方針として、新たな働き手

の確保と労働生産性の向上を最重要課題と位置付け、力点を置いた戦略を打ち出しており

ます。本日ご説明させていただきます８つの事業も、そういった観点から重視していると

いうこともいえると思います。 

では、お手元の資料、表紙をめくっていただいて、１ページをお開きください。最初に

ロボット・IoT・AI を活用した生産性の向上についてご説明いたします。 

大きく３つの取り組みを行っております。 

まず、昨年６月に日本政策金融公庫と連携し、生産性改革金融支援制度を創設いたしま

した。生産性向上を目指す中小企業が、例えば IT、IoT、AI、ロボット等々の設備投資を

行う際、市の証明により有利な金利で融資を受けることができます。 

第１号案件といたしまして、門司区にあります創業 100 年の老舗の餅店があん餅を作る

際の生産工程につきまして、今現在、高齢の方が餅を作っていたわけですけれども、そこ

にロボットを導入することによって、人手不足の解消、それと生産性の向上というのを両

立させて目指すという取り組みが第１号案件として採択をされました。 

２つ目の取り組みといたしまして、産業用ロボットの導入支援です。FAIS──公益財団法
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人北九州産業学術推進機構の「産業用ロボット導入支援センター」では、ロボット専門家

３名が、企業が導入する際の支援を行うとともに技術者の人材育成を行っております。 

引き続き、裏面の２ページをご覧ください。産業用ロボットを導入する際の補助制度も

設けております。市内中小企業を対象に補助率２分の１以内、上限 500 万円以内の補助を

行うものです。昨年度、平成 28 年度までに 11 件、今年度４件が予定されております。 

項目番号３が大きな３つ目です。経済産業省の補助事業、スマートものづくり応援隊事

業を活用した取り組みです。今年度はロボット、IoT、AI など、新技術の導入をコーディ

ネートできる人材を育成するための企業向けスクールを開講いたしました。12 月末までに

19 講座行いまして、参加者は 68 社、延べ 502 名に上ります。また、スクールを修了した

指導者を企業の相談に応じて現場に派遣する事業も 25 件になりました。 

次に、３ページをご覧ください。ベンチャー企業などの創業促進についてです。 

（２）金融支援といたしまして、日本政策金融公庫と連携し、「北九州市スタートアッ

プ支援貸付」を創設するとともに、融資の相談の際に企業に同行するなど、きめ細かな支

援を行っております。 

（３）ですが、創業支援の根幹となるのがネットワークづくりの支援です。起業家と産

学金官が気軽にフラットにつながるゆるやかなコミュニティとして、「スタートアップネッ

トワークの会」をつくっております。会員が 12 月末で 691 名になりました。この会を基盤

といたしまして、スタートアップラウンジと称する顔の見える交流会、イベントを毎月１

回以上、行っております。 

（４）ですが、ものづくりの裾野が広い本市の特徴的な支援として、北九州高専と連携

協定を結び、スタートアップ企業からの技術相談や高度な試作品づくりを支援し、好評を

博しております。また、昨年６月からは西日本工業大学と連携協定を締結し、デザインに

関するアドバイスや専門家の紹介、デザイン面から事業化を支援する取り組みも行ってお

ります。 

裏面、４ページをご覧ください。これまでご説明したような制度やネットワーク、他機

関との連携した取り組みを基盤といたしまして、新たなチャレンジ、ビジネスを創出する

仕掛けを行っております。例えば、起業体験イベント「スタートアップウィークエンド北

九州」を初めて開催いたしました。あるいは、複数の大学や高専の学生が共同で商品開発

に取り組む「北九州ベンチャースクール」、クラウドファンディングに挑戦する事業等々を

行うとともに、今年度の目玉の新規事業といたしまして、「北九州で IoT」プロジェクトを

行っております。全国から集まった 80 件を超えるビジネスプランから採択された５チーム

が、現在、新しい価値を創造する商品、ビジネスに磨きをかけて行う。中には新しい機能

を付加した猫のトイレを作りまして、体重や尿の重さから腎臓病の早期発見につなげると

いう TOLETTA という商品を開発するチームもあります。 

また、最後の（６）ですが、特に女性の創業支援をする「ウーマンネットワークカフェ

北九州」、「北九州女性創業支援 ひなの会」の取り組みもございます。 

これらの取り組みから、ユニークな商品企画や開発などが始まっておりまして、具体的

な案件を積極的に支援してまいります。 

以上です。 



 - 5 -

事務局 

次に、資料３、事業承継・M＆A 促進化事業についてご説明いたします。新聞などでも報

道されているとおり、中小企業の経営者の高齢化に伴い、後継者問題の対応が全国的な課

題となっております。本市が行った実態調査の中でも、後継者がいないと回答した事業者

が全体の 46％を占め、円滑な事業承継は大きな課題であることが分かりました。 

このような状況を踏まえ、平成 29 年度の新規事業として、１の下線部分ですが、潜在

ニーズの掘り起こしから具体的な成果の創出までをトータルでサポートする事業をスター

トしたところです。 

次に運営ですが、事業承継に精通した市内の弁護士と税理士で構成された事業承継研究

会と共同で実施しており、相続などデリケートで専門的な問題にもしっかりと対応する体

制を取っております。また、北九州商工会議所などの支援機関とも連携し、横展開を図り

ながら事業を進めております。 

事業の内容ですが、３本の柱で事業を構成しております。 

まず１つが、①啓発セミナーです。経営者の気付きから具体的な相続対策まで、さまざ

まなテーマで実施しています。 

次に、②無料訪問相談です。弁護士と税理士のペアが直接企業に伺い、初期相談から課

題の深掘り、方針決めまで、相談者の個別要望にきめ細かく対応しております。 

最後に③計画策定等支援です。事業承継計画の策定をする上で必要な課題の分析などに

要する経費の一部助成を行っております。 

これまでに月１回のペースでセミナーを開催し、170 名の方が参加するとともに、具体

の承継に関する相談が９社、助成の申し込みが６社などの実績が上がっております。 

現在、国においても事業承継税制の優遇拡大を打ち出しており、事業承継を行いやすい

環境整備に取り組むこととしております。また、本市においても後継者にスポットを当て

たセミナーや中小企業大学校の北九州サテライト・ゼミ誘致なども検討しております。 

裏面６ページには参考として、市内における連携スキームを掲載しております。掘り起

こしから相談、成果の創出、育成までを一連の流れで実施しております。引き続き、国や

関係機関との連携を密に図り、しっかりと事業を進めていきたいと考えております。 

事務局 

次に、地域商業の活性化の状況についてご説明いたします。資料４でございます。 

地域商業を取り巻く状況について、そこに３つほど挙げさせていただいております。EC

市場と e コマースの市場、そして消費者の多様化とネット商品の拡大が加速化している。

リアル店舗は商売が大変きつくなっているという一方で、インバウンド客は、大変増えて

いる状況で、地域商業にとっては、これは新しい商機であると考えております。 

それと、もう一つ、買い物行動で、インバウンド客も、日本人においてもキャッシュレ

ス化が進んでいる。IT の普及、情報化の推進と大量の情報が高速で処理される時代ならで

はの現象であります。こういったものと地域商業の状況も無関係ではないと考えておりま

す。 
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平成 29 年度の取り組みでございますが、まず一つ、商店街についてです。「シャッター

ヒラクプロジェクト」と称しまして、空き店舗の活用をこれまで商店街の１階部分を中心

に助成してきましたけれども、これを２階部分、もしくは地下部分と、１階以外のものに

おいても助成するということで、対象要件の見直しを図ったところでございます。また、

これまでハード、ソフト含めて商店街支援に取り組んでまいりましたが、これまでの個別

伴走型の寄り添うスタートアップ支援と、リノベーションまちづくりといった、人的ネッ

トワークがまちにございます。こういったものを活用しながら、商店街を買い物空間とし

てだけではなく、起業する場所として位置付けて、商店街の再度の価値向上を目指したい

と考えております。 

次に「空き店舗の活用可能性検討プロジェクト」でございます。商店街では、経営者も

お客さんも高齢化が進んでおり、若い世代の取り込みを目指していきたいと考えまして、

空き店舗の中にフォトブース、今、インスタグラムがはやっておりますけれども、そうい

った新しいスキルを持った方、バースデープランナーという資格もあるようでして、そう

いった方の力を借りて、フォトジェニックな空間をつくりまして、フォトブースをつくっ

てみました。期間中、１月９日～２月 28 日、黄金市場で２回、お母さんと子どもたちの撮

影会を実施しているというところです。実際、かなりお子さんにしてもママにしても、大

変楽しんでいただけている様子が見て取れましたので、これについては効果があると考え

ております。 

次に「インバウンド需要の取り込み」でございます。飲食店向けのセミナーについてで

すが、冒頭申し上げたインバウンド客に関してはキャッシュレス化が大変進んでおりまし

て、こういった点に作用しておく必要があるということをまちの飲食店の皆さんによく理

解していただくという意味で、セミナーを開催いたしました。 

次に「韓国現地に向けたラジオ番組の制作」、これは全国初でございます。韓国現地に

向けまして、オール韓国語で 30 分の番組を週１回放送しております。FM KITAQ、これはコ

ミュニティ FM 局ですので、電波は微弱ではありますが、インターネットに接続することに

よって、あちこちで、極端な話、世界中で聞けるという状態にしております。 

次に「韓国語のグルメマップ」でございます。これまでグルメマップというのがこのま

ちには存在していないということでして、韓国語で 170 店舗、小倉を中心に門司港と、関

門の一部のエリアを対象にしたグルメマップを製作しました。韓国語によるこれだけの店

舗数のグルメマップの製作は初でございます。 

次に「プロモーション動画の制作」でございます。外国人は日本の風情を大変好まれま

すので、そういったものを短めの動画にまとめまして、YouTube に公開するという取り組

みを進めております。テーマが「まつり」「自然」「まちなみ・くらし」ということで、主

に若松地区のプロモーションを兼ね実行委員会を組織しまして制作に取り組んでおります。 

次に「クラウドサービスの活用促進」でございます。一昨年の８月に家計簿アプリで有

名なマネーフォワード社と連携協定を提携いたしました。これによって、かなりの回数の

セミナー等を開催してまいりまして、現在のところ、コンサルタントのヒアリングを通し

て把握している分については、200 社以上が新たにこういったクラウドサービスの活用を

開始したと聞いております。 
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最後に「SNS の活用促進」でございます。特にインスタグラムですが、こうした SNS が

ビジネスにおいても大変重要な役割を果たしているということで、SNS 抜きにビジネスの

戦略は考えられないと言われております。これについても集客、ブランディング等につい

て皆さんに理解していただくために、セミナー、それと個別店舗の支援を実施したところ

でございます。 

一昨年から「＠kitakyupics」というのをつくりまして、この中で市民参加型の画像投

稿を継続しております。行政が持っているインスタグラムのページとしては、大変多くの

方に興味を持っていただいているという状況でございます。 

以上でございます。 

事務局 

次に、産業観光等を活用した集客促進、インバウンド対策についてご説明させていただ

きます。資料の 13 ページをご覧ください。 

中段、観光地点の観光客数です。平成 28 年に本市の観光地点を訪れた実数は 1,193 万

8,000 人で、前年に比べ２％増加となっております。そのうち宿泊客数は 177 万 5,000 人

で、4.4％の増加となっております。市内の宿泊事業者へのヒアリングによると、外国人観

光客やビジネス出張などが増えているとのことです。 

資料の 11 ページをご覧ください。最初に「１ 産業観光・夜景観光」についてです。産

業観光客数は対前年比で 2.7％増加し、57 万 4,000 人と過去最高となっています。これは

平成 27 年途中からオープンした安川電機みらい館や TOTO ミュージアムが１年を通して稼

働した効果が大きな要因です。また、今年 12 月には若戸大橋のライトアップを予定してお

ります。年間 100 回を超える夜景観賞ツアーや、新日本三大夜景である皿倉山からの夜景

観賞の新たな魅力的なスポットになると考えております。 

次に、「２ インバウンド」についてです。平成 28 年に本市を訪れた外国人観光客数は

34 万 9,000 人で、前年より９万 7,000 人の増加となっており、国の前年比増加率 21.8％を

大きく超える 38％の伸びとなりました。国籍、地域別では、韓国が最も多く、13 万 4,000

人、次いで台湾が 12 万人、中国が４万 7,000 人の順となっており、特に韓国と台湾の観光

客が大きく伸びております。 

今回の大幅な増加は訪日旅行意欲の高まりに加え、本市による継続的なセールスや国際

航空定期便の就航等の結果であると考えております。市内の商業施設や飲食店からも、韓

国人観光客に対応するため新たに韓国人を採用した、客足が途切れがちだった時間帯を外

国人観光客が埋めてくれたなどのご意見を伺っております。 

また、２月１日には新たな取り組みとして、西日本フィナンシャルホールディングスさ

んと一緒に誘致した、上海市甘泉外国語中学の生徒が訪日教育旅行として本市を訪れます。

さらに今年の 10 月には台湾との定期便が予定されており、さらなる飛躍が期待されます。 

資料 12 ページをご覧ください。平成 28 年は G7 北九州エネルギー大臣会合や、第２回

世界獣医師会‐世界医師会“One Health”に関する国際会議、第三回アジア未来会議とい

った大規模な国際会議をはじめ、105 件の JNTO の基準による国際会議が開催され、全国 10

位と初めて TOP10 入りしました。 



 - 8 -

最後に、「３ 観光資源の磨き上げ」についてです。さらなる観光客の増加を図るために、

本市の代表的な観光地である小倉城周辺および門司港地区では、展示のリニューアル、ラ

イトアップ等を実施します。また、本市は玄界灘、周防灘、関門海峡に囲まれ、新鮮な魚

介類が豊富です。市内には食べブログの回転寿司部門日本一に輝いた京寿司さんや、シン

ガポールに進出した平四郎さんの回転寿司をはじめ、大物アーティストが福岡でライブが

あった際にはライブ後にわざわざ来店する天寿司さん、ミシュランガイドの星を獲得した

二鶴寿司さん、竹本さん、その他にも東京にも多くのファンを抱える、もり田さん、つば

ささん、照寿司さんといった、Ａ級を超えるＳ級の料理店が多くあります。特色のある食

というのは観光の大きな要素と考えております。 

今後ともハード、ソフト共に SNS 等を活用した国内外の情報発信、受入環境の整備、観

光資源の磨き上げなどを行い、魅力ある都市づくりと地域経済の活性化を図っていきたい

と思います。 

事務局 

続きまして、企業誘致の状況等につきましてご説明させていただきます。17 ページ、資

料６でございます。 

まず、「１ 企業立地の実績」ということで表を挙げさせていただいております。ここ数

年の企業誘致の実績でございますけれども、毎年 40 社前後で推移をいたしております。今

年度につきまして、今、中間の状況で 37 社ということでございますので、ほぼ 40 社前後

だと考えております。 

内容が少しずつ変わってきております。業種別の区分を記載させていただいております

けれども、最近、特に増えておりますのが情報通信の関係でございます。これは背景とい

たしましては、特に大型の製造業等で人材確保が非常に問題となる中、本市におきまして

も人材の確保は今非常に厳しい状況でございます。それに市内の用地不足、この辺もござ

いまして、最近大型の製造業等の市外からの誘致は非常に難航しているという状況でござ

います。 

この中におきまして近年注力しておりますのが、情報系の企業、これを特に首都圏等か

ら呼び込んでこようという動きに注力をいたしております。理由としましては、首都圏で

やっている仕事でも地方に非常に切り出しがしやすいということが１点。もう一つは、市

内での、冒頭に近藤学長のほうからお話もございましたけれども、情報系の人材が非常に

多うございますので、人材確保が可能だというところでございます。 

具体の取り組みを２点ほど、２番以降に挙げさせていただいております。 

１つが、「キタキューIT JAM」というものをやっておりまして、これは昨年 11 月 24 日、

東京で開催いたしました KitaQ フェス、これと同時開催で、北九州を PR する絶好の機会だ

ということで、ここで IT 企業向けの PR をやらせていただきました。誘致をする中で、IT

系の企業は非常に口コミだとか横方面への情報の共有が非常に活発だということが分かり

まして、主に首都圏から本市に進出した企業さんの情報交換と同時に、これから立地検討

の企業も加えて、本市の情報提供を行ったというものでございます。 

次のページでございます。これはキタキューIT JAM の地元開催の部分でございます。こ
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れは逆に地元の学生等、若年層をターゲットにしまして、市内に立地しました IT 企業の認

知度を高めて、人材採用の支援を行うと同時に、若者にそういった企業に就職していただ

いて、地元に残っていただこうということを目的に、若者と企業の交流イベントを開催し

ておるというものでございます。こういった取り組みを通じまして、情報系企業を呼び込

んできて、なおかつ本市に定着していく人材をつくっていこうということをやらせていた

だいております。 

（２）のほうに最近の誘致実績を挙げさせていただいておりますけれども、比較的 IT

系の企業といいましても、雇用の規模が非常に大きいものが本市のほうに進出してきてい

るというところでございます。今年度も、残り２カ月ほどになっておりますけれども、今

からまた頑張りまして、今後いい発表ができるように努力してまいりたいと思います。 

以上でございます。 

事務局 

それでは、私のほうから、介護ロボットにつきましてご報告させていただきます、資料

７、19 ページをお願いいたします。 

介護人材の確保という問題が全国的な課題でございまして、本市はその解決策の一つと

いたしまして、介護ロボットを活用することで、介護職員さんの負担軽減や、介護の質の

向上、高年齢者の方の雇用機会の拡大、あるいはロボット産業の振興を目指しまして、産

官学の連携によりまして、介護ロボット等を活用した先進的介護システムの創造を今進め

ているところでございます。 

それでは、まず「１ 国家戦略特区を活用した介護ロボットの導入実証」でございます。

一昨年、平成 28 年４月に国家戦略特区の指定を受けまして、具体的には実証施設の選定と

介護作業の見える化を行ったところでございます。詳しいデータは、21 ページ以降にグラ

フを提示してございます。この結果は、これまで経験と勘で進められてきました介護現場

が初めてデータ化されたということで、厚労省からも画期的なデータということで評価を

いただいているところでございます。 

それから、介護ロボットの実証につきましては、具体に導入したロボットは 23 ページ

以降に資料を付けておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 

続きまして、「２ 介護ロボットの開発等」でございます。介護現場のニーズに沿いまし

た日常的な介護ロボットの技術開発を進めるために、私どもは平成 28 年度に介護ロボット

開発コンソーシアムを設置してございます。現在、会員数は 36 会員でございます。私ども

からの支援の内容としましては、作業分析データの提供、あるいは実証フィールドの提供、

開発助成、倫理審査などを行っているところでございます。これまでの開発、改良の案件

でございますが、実績としては、移乗支援、体位変換、記録支援等の４件でございます。 

もう一つ、北九州市発の取り組みといたしまして、安川電機、TOTO、パラマウントベッ

ドの３社によりまして、３社の機械がそれぞれ連動して動くというものでございまして、

これを昨年の 11 月に開催されました西日本国際福祉機器展において発表したところ、来場

者の方にも非常にインパクトがあったのではないかということで考えてございます。 

続きまして、「３ 人材育成」でございます。各介護施設におきましては、入居者の状態
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であったり、レイアウトは一つずつ異なってございます。それぞれの特性を踏まえた活用

が重要となってございます。そのため、私どもはロボットの機器の特性や使用方法などを

習得しまして、適切にロボットを選択、活用できるリーダーの人材を今、育成していると

ころでございます。今年度から開催しておりまして、現在、41 名の方が受講してございま

す。 

続きまして、20 ページをお願いします。シンポジウムの開催でございます。私ども、北

九州市の目指します先進的介護につきまして、国や企業、関係者の方々の理解が深まりま

して、北九州モデルを創造するための、構築するためのきっかけづくりとして、昨年の７

月に開催をいたしました。具体的な内容としましては、市長による事業報告をはじめ、基

調講演、パネルディスカッション、コンソーシアムの会員によります展示会等々を実施し

てございます。500 人の方々の来場をいただいております。 

「５ その他」でございますけれども、これまでの取り組みにつきまして、国の VIP の

方々、大臣の方、いろいろな方に視察に訪れていただいております。国の方々の視察も多

く、私どものほうに国のほうから非常に注目を集めていると感じまして、今後とも、介護

現場の見える化をはじめといたしまして、働き方改革の検討、北九州発の介護ロボットの

開発支援などを行いまして、総合的な取り組みを進めていきたいと考えてございます。 

以上でございます。 

事務局 

続きまして、風力発電関連産業の「総合拠点」形成についてご説明をいたします。資料

27、28 ページをご覧ください。 

一番最後の写真が分かりやすいかと思うので、そちらのほうで概要を説明させていただ

きます。 

こちらが、私どもが事業を行っております若松区の響灘地区になるのですけれども、こ

ちらの特徴といたしまして、広い産業用地、充実した港湾施設というものがございます。

産業用地につきましては、結構立地もしていただいているので、残り少ないという話もご

ざいますけれども、こういった環境で、巨大な風車を扱う産業に非常に有利だということ

で、この風力発電にターゲットを絞った産業誘致といいますか、そういうことを行ってい

ます。 

さらには、この響灘地区、比較的風況がいい場所でございまして、こちらの写真のほう

にアイコンで示しておりますけれども、既に陸上のほうに風車が立っております。海沿い

に立っておりますのはエヌエスウインドパワーひびきさんの 1.5メガの風車 10基ですけれ

ども、これに加えまして、現在、実証機であるとか、西部ガスさんの関係であるとか、増

えておりまして、合計で現在 17 基、大型の風車が建って回っているところでございます。

こういったところで、平成 22 年度から「グリーンエネルギーポートひびき」事業というこ

とで事業を進めております。 

事業は段階的に推進をしておりまして、前のページなのですけれども、２番目ですね。

フェーズ１としまして、風力発電実証事業、これは平成 25 年度になりますけれども、響灘

地区の一角を実証研究ゾーンと定めまして、風車に関する実証研究や、響灘地区への立地
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を進める事業者さんを公募しております。 

これは、また裏の写真のほうになるのですけれども、ちょうど写真の真ん中辺りに、少

し読みにくくて申し訳ないのですが、Ｂという印が付いてあるのですけれども、ここを一

応実証研究ゾーンといたしまして、風車に関する実証ですとか、太陽光をうまく活用して

いただくとか、そういったことを進めている公募事業でございます。この選択した事業者

のうちの北拓・JRE さんのグループが、欧州のほうでは洋上に設置をされている、すみま

せん、3.4ＭＷと書いてありますが、実は 3.3ＭＷでございました。修正をお願いします。

3.3ＭＷの風車２基を設置いたしまして、約３ＭＷの太陽光発電所と合わせてハイブリッド

発電所ということで、今年早々、平成 30 年の１月１日に竣工をしております。場所は先ほ

どの丸Ｂと書いてあるところになるのですけれども、こういった事業を進めてきておりま

す。 

次、３番なのですけれども、フェーズ２としまして、響灘洋上風力発電施設の設置運営

事業を実施しております。こちらは、すみません、たびたび裏になりますが、写真の上側

に点線で囲んであるところがあるのですけれども、こちらが洋上風力発電候補対象水域と

なっております。こちらに風車を設置していただく方を公募いたしまして、平成 28 年度、

「ひびきウインドエナジー」というグループさんを選定しております。同社はおよそ 22

万ｋＷの風車の設置運営をするという提案をされております。22 万ｋＷというのは、５Ｍ

Ｗ級の風車で、最大 44 基という提案でございます。若干風車の仕様が変わると基数も変わ

るということがあると思いますけれども、一応現在の提案はそういうふうになっておりま

す。 

それに加えまして、私ども、市で行っている総合拠点の形成への貢献ということでの提

案をしていただいております。今年の１月 10 日になりますけれども、市とひびきウインド

エナジーの間で基本協定を締結いたしまして、今後は同社と連携しまして、まずは響灘洋

上風力発電事業の着実な実施に向けるということと、もう１点、地域貢献に関する取り組

みということで、今後、具体的に協議をしながら進めていくということになっております。 

このフェーズ１、フェーズ２、どちらも先ほどお話ししましたように、響灘地区の良好

な風況ということで、実際に風車を設置する事業でございます。特にフェーズ２の洋上風

車につきましては最大で 44 基が設置されるわけでございまして、それだけの風車が実際に

響灘を経由して造られることとなります。それがきっかけとしまして、このフェーズ３、

総合拠点化に向けましては、この響灘の洋上風力発電事業だけではなくて、今後、国内他

地域、あるいは、今、アジアで計画をされようとしております、その洋上ウィンドファー

ム事業においても、この響灘地区から組み立て、設置、あるいはその部品供給、そういっ

たことを行えるような総合拠点の形成ということで、港湾空港局として目指して事業をさ

せていただいております。 

そのためには、３つ課題があると考えております。 

まず一つは、洋上風力発電自体が国内、あるいはアジアでしっかりと普及していただく

ということと、それをしっかり響灘地区で取り込めるようにしていくということと考えて

おります。 

２番目は、そのためにも、この響灘地区に風力発電に関する各種機能といったものを集
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積させていこうと。現在でも北拓さんという、メンテナンスを日本国内で主に扱うような

事業者さんが拠点を構えていただいていたり、部品につきましても、日本ロバロさん、あ

るいは近隣でいいますと、石橋製作所さんのような部品を供給する企業さんもございます

ので、それに加えてさらなる誘致を行う、あるいは地域から参画をしていただくような活

動をいたしまして、この響灘地区に各種機能が集積するような取り組みをしていくことと

考えております。 

３番目ですけれども、洋上風車のプレアッセンブルが可能な基地港湾というものが形成

されていかなければならないと考えております。まず、44 基をしっかりこの響灘地区で組

み立てて、洋上に設置をするということを、いろいろな方に見ていただくということも非

常に重要なことかなと考えております。そういったことを今後進めてまいりたいと考えて

おります。 

５番目になりますけれども、取りあえずは、まずこの響灘洋上風力発電事業を着実に進

めていくことが最も重要であると考えております。併せまして、総合拠点化に向けては、

他地域の事業をこの響灘地区から供用できるように、しっかりマーケティング、あるいは

基地港湾に関する本格的な調査検討、そういったところを開始するというふうに進めてい

るところでございます。 

以上でございます。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。ただ今、所管事務局から、資料１から８まで、かなり

膨大な量でしたが、説明いただきました。 

まず、議論に入る前に、今の説明部分でご質問等があれば、関係の事務局のほうに聞き

たいと思います。委員の皆さん方、いかがですか。何か。 

（福田委員） 

風力発電のところでお聞きしたいのですけれども、この３～４㎿ですか。１基、これく

らいの発電能力があるとして、今、北九州で消費されている電力、特に化石燃料を使って

作られている電力を、一つの仮定ですけれども、この風力で賄うとしたら、何基くらい必

要なものでしょうか。 

（近藤座長） 

事務局、どなたか、よろしいですか。 

事務局 

すみません、北九州市の電力事業を風力でどれくらいか、私は正確に存じ上げてはいな

いのですけれども、一般的に話をされていることがあります。例えば、エヌエスウインド

パワーひびきさんの 1.5 ㎿の風車が 10 基あそこに建っております。それが何世帯分かとい

う話があるのですけれども、一般的に１万世帯分といわれております。先ほどお話しした

22 万㎾というのが、これから洋上に設置をされるということなのですけれども、この 22
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万㎾で何世帯分かという話もございまして、こちらで企業さんのほうで答えられているの

は、大体 15 万とか 17 万世帯分という話をされております。例えば、北九州市内の住宅で

いいますと、40 万世帯とかいう話があったと思うのですけれども、一般家庭でいうとそう

いう感じだと思います。ただ、もちろん企業さん、工場さんがたくさん電力を使われてお

りますので、そういったところも含めてどうかということについては、すみません、私の

ほうではまだそこまで把握できておりませんので、もしご存じの方がおられれば、フォロ

ーいただければと思います。 

（梅本副市長） 

若干補足しますと、私の記憶では、北九州市域で大体 150 万㎾だったと思うのですね。

これは 22 万㎾ですから、単純に言うと、これの７倍くらい。もし 44 基ということになる

と、300 基くらいということになりましょうか。多分これが、北九州全域での消費電力か

ら換算すると、そういうことになろうかと思います。 

（近藤座長） 

福田委員、よろしいですか。 

（福田委員） 

ありがとうございます。一般世帯だけですね。工業は別ですよね。 

（梅本副市長） 

工業も入れてです。もちろん自社でやっている部分とかいろいろあるので、多少の誤差

はあろうかと思います。 

（福田委員） 

ありがとうございます。あと、これは要らぬアドバイスかもしれませんけれども、例え

ば、今治地区はタオルで有名ですよね。あそこは上手だなと思っていたのが、今治のタオ

ルは風車のマークを入れて、要はエコな電力を使ってやっていますよ。環境に優しくて、

しかもさわり心地がいいタオルですよというブランディングを上手にしているなと思いま

した。 

ちょうどこちらに、響灘地区で風力発電に関する各機能が集積すること。要は、一つの

ブランディングを目指すのであれば、電気だけに注目せずに、何か上手にうまく組み合わ

せて、世界中に広げることで、北九州は、風力発電で非常にエコな発電をしていて、いい

ものづくりをしているよなということを同時に広められると面白いのではないかと思いま

した。 

（近藤座長） 

もう既に議論に入ってきました。 

委員の皆さん方には資料を先にお配りしていましたので、それぞれの分野でご意見を頂



 - 14 -

きたいと思います。私から指名させていただいて、まずは委員の皆さん方、一人一人から

ご意見を頂いた後に議論、意見交換という形にしたいと思います。 

では、岩井委員からよろしいでしょうか。 

（岩井委員） 

本懇話会では毎回いろいろ勉強させていただいて、北九州市が着実にいろいろな取り組

みを進められていることに毎回感心させていただいております。進捗報告を読めば読むほ

ど、聞けば聞くほど、全ての施策が、なるほどという納得感のある施策だと思います。 

しかしながら、前回も申し上げたのですが、たくさんあるこのテーマ、課題、施策をど

ういうふうに有機的に結び付けるのかというのが、最後の北九州市の出口ではないか、と

いう感じがしております。どの政策をとっても、１つ１つ、方向性は正しいし、まずやっ

てみようというトライアルはとてもいいいと思うのですけれども、はてさて、最後はどん

な都市になるのか、個々の施策は、誰にとってのサービスなのか、どういう成長を目指し

ているのだろうか、と思うわけです。 

私なりに思うのは、大きく言うと、労働人口がどんどん減少していく中で、ものづくり

系の企業の雇用は、人手不足やサービス産業への傾斜もあり、爆発的にこれから増えるこ

とはなく、何とかこの地域で生き残っていくということを踏まえると、北九州市の成長の

カギの一つは、やはり観光客、インバウンド、外国人といったところになるのだろうなと。

こういう方々の目線から見ていったときに、「買いたい」というところから、「食べたい、

見たい、体験したい」というふうに、だんだん皆さんのニーズが変わっているようですね。

したがって、従来、東京で買い物消費していた方々が、富士山を見に行ったり、九州に来

るようになってきたということなのかなと。 

そういう目線で見たときに、ここに報告されている施設は全部つながっている気もする

のですね。観光といえば、小倉城もあるし、産業観光もあるし、体験であれば、山歩きや

平尾台などの自然だったりもするし、みたいなところですね。こうした観光資源をどうや

って横軸でコーディネートできるか。これを市がすべきなのか、民間がすべきなのかとい

う点が、私はいつもうまく整理ができない、というのが正直なところです。 

でも行政の役割は、北九州市の成長のための基盤を整備してあげるということだと思い

ます。例えば、分かりやすいのは、大型船を着ける港をきちんと整備すること。加えて交

通網、アクセスですね。それから、あとはやはり宿泊施設だと思います。外国人観光客に

対して北九州市推奨ツアーというものを考えると、小倉城に行って侍の格好をしてみる、

北九州の美味しいものを食べてみるというのもあるし、もしかしたら、人間ドックを１日

受けてから、それから遊ぼう、みたいな病院のツアーというのも最近ありますよね。 

JTB さんみたいな仕事を市がやるべきではないのですけれども、そういった一連の、い

わゆる回遊型の観光をするために、何と何と何をまず整備したらいいのだという、この軸

の優先順位を早めにつけていただいたほうがいいと思います。鶏と卵ですけれども、魅力

のある観光資源、アイテムはたくさんあるので、北九州市に来て、滞在して、泊まって、

こういう魅力もあるよ、というような形で、最後、うまく結び付けられるような基盤整備、

施策をまとめて頂きたいと思います。変な言い方ですけれども、行政のなかで縦割りにな
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らないようにと思っております。 

次に、ものづくりの町という観点での意見を述べます。先般、私は商工会議所さんの関

係で、関西視察のツアーというものに参加させていただき、大阪、東大阪のコテコテの中

小企業の集積地を訪問して参りました。中小企業の方が後継者不足に悩んでいるというの

は、北九州市と似たような感じなのですが、少し違うのは、大阪の中小企業は、系列化さ

れていない会社が多いというのが特徴なのだそうです。系列の親会社みたいなものがある

会社は 1～2 割しかなくて、9 割方は地場で自分たちの力でやっている。 

対照的に、北九州市はオーナー系の会社でも、多くが系列の中に入っているピラミッド

型だということのようです。大企業を中心にして、そのピラミッドで強くなってきたとい

うのは事実ですが、大企業と言っても、TOTO さんとか安川電機さんみたいな強い企業は残

ってはいるものの、それだけでは限界があるかも知れないし、これから伸びる、もしくは

成長が期待される中小企業というのは、必ずしもものづくりだけではなくて、もしかした

らお菓子屋さんだったりもするでしょう。 

そういうことになったときに、大阪で努力されていると聞いたのは、産業の横連携、も

っと言えば中小企業間の「町工場ネットワーク」だそうです。例えば何かの部品を作りた

いときに、金型作りから始まって、加工したりするのにどうしたらいいのかわからない、

そういうニーズに対して、ワンストップで○×製作所に行って、○△工業に行って△×に

行ったら、一連でロボットの部品が出来上がりますよ、みたいな、そういうネットワーク

をかなり充実させておられると聞きました。これはもしかしたら市というよりは、商工会

議所の仕事かもしれないのですけれども。 

そういう横連携で、先ほどの税金の助成だとか、自動化という話も、横でつなぐような

働きを市なり商工会議所なりが、もう少し踏み込んでやってみたらいかがでしょうか。要

するに有機的に中小企業がつながっていく。観光もしかり、病院のように関係ないように

見えても、全部横でつながるみたいな、この連携を目指して、どういう橋渡しをしていく

かというのが、次のテーマかなと思ったりしております。 

まとめますと、産業もそうですし、観光も、横軸をどうやって通すか、これを誰がどう

いう責任を持ってやるか。市はそのための必要な基盤を早めに、優先順位をつけて税金を

投入していく、ということをぜひ考えていただけたらと思います。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございます。中小企業を含めて、産業や観光など行政施策が北九州市

にはいろいろなものがある。それをどう取りまとめていくかという横の連携。行政も同じ

で、縦割りをどういう形で連携をしていくか。今日も３つの局が出ていますけれども、局

間の連携、あるいはこれ以外の局もあるわけですから、そういう中で、共通な点について

連携を考えるというのが次のテーマとなるというご発言だったと思いました。どうもあり

がとうございます。 

金委員、お願いします。 

（金委員） 
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岩井委員同様、この会議に参加して、普段は知ることができない北九州市のさまざまな

取り組みを拝見ながら、本当に頑張ってくださることに感謝し、うれしく思っています。 

私は、岩井委員と違って、細かなところ、女性視点になると思いますが、昨年、地方創

生の山本大臣の講義を聴きましたが、地方創生とはずばり「地方の所得アップ」とおっし

ゃっていました。そこで生産人口の半分である女性観点から考えると、地方創生には女性

の稼ぐ力を高めることが大事でないかと思うのです。 

前からも申しているのですが、いまだに女性の６割の方が子育てで休んでいます。そう

いう方々を、もっと担い手とするには、産休のときから支援することが大事。昔と違って、

今は時代の変化がとても激しいので、産休から戻って来たときは世の中の変化についてい

けない。最近は企業における IT とかウェブなどに関しての技術の担い手が足りない状況な

ので、そこに女性の活躍の場を作ることができないと思うのです。 

今、国のほうでも、女性や高齢者の学び直しというところに力を入れています。北九州

でもウーマンワークカフェができて、頑張っていただいていますが、もう少し一方進んだ

支援ができたらいいですね。子育てしやすい街ナンバーワンの評価をもらっていますので、

さらに女性たちがスキルアップしやすい、活動しやすいナンバーワンの都市になるべく、

強力な支援体制があればうれしいなと思います。 

そこには北九大も九工大をはじめ、大学が多くありますし。大学の力をもっと借りて、

一過性のセミナーではなくて、女性たちが稼ぐ力をしっかり身に付けられるような、キャ

リアアップできるような、そういった人材教育が積極的にできればうれしいです。 

先ほど、近藤座長が enPiT ですか。勝手にそういう方向なのかなと思ってうれしかった

のですが、そういうこともありますでしょうか。 

（近藤座長） 

enPiT のことは松永委員が詳しいのですけれども、大学を指名されましたので、一歩話

を進めますと社会人教育、社会人大学をどう構想するかという、それは大きな課題になる

でしょう。実際には、産休で休んだり、あるいは辞めてしまわれたりする人たちにとって

の将来像を辞めるときにつくるということが必要なのではないか。２年間、育児休暇を取

ってください。その後はこういうふうな形で、いわゆるリカレントをしながら、職場に戻

りましょうという、その将来を展望したような人生設計を作れるような仕組みづくりを、

大学、あるいは地域行政も含めてつくっていく、あるいは企業も含めてですね。そういう

ことかなと感じました。 

（金委員） 

ありがとうございます。あと、もう１点なのですけれども、北九州の新しい担い手とし

て、外国人も入れられないかなと思っています。今も非常に外国人が増えています。留学

生と話すと、ほとんどの方が日本で就職したいと言っています。ただ、北九州でなかなか

マッチングが少なく、情報が少ないので、他の街に出てしまうことが多いのが現状。北九

州でしっかり囲い込みをし、市民の１人として、担い手の１人になってもらう施策をと願

っています。 
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あと、インバウンドについてなのですけれども、さまざまなツールをつくってインバウ

ンドに頑張っていただいていますが、小さいことなのですけれども、国によって情報発信

を変える必要があると思いました。例えば韓国人が旅行に行きたいと思ったときの情報源

は口コミと個人ブログがダントツ多いのですね。なので、そこに届ける手段の強化が欲し

いです。今、北九州空港を使う韓国人は、飛行機が安いからという理由が６割なのですけ

れども、その中に北九州市が魅力あるからという方も、１割～2 割出てきていますので、

北九州の魅力発信をどんどん高めていただけたらと思います。 

また、国内でもそうなのですが、外国人にも北九州という言葉は北部九州というふうに

勘違いしやすいこともあると思います。「北九州シティ」として発信していくということを

１回検証していただければと思います。 

取り急ぎ、そんなところでしょうか。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。女性の視点からということ、外国から来られる方とい

う視点からご意見を伺いました。先ほどの女性が６割ほど家庭の中にいるという中で、ど

ういう形で社会参加していただくかというお話があったと思います。これは、また松永さ

んからコメントがあると思います。 

それから、インバウンドでは、情報発信をきめ細やかにするということで、先ほど事務

局からの説明で、韓国の旅行者が最も多いということで、それに向けたという説明があっ

たわけですけれども、中国であったり、あるいは東南アジアの国々であったりします。我々

にとっては外国人を一つにくくってしまいがちですけれども、全く違う国民性、また目的

もあるだろうと思いますので、きめ細かな情報発信するような形が必要です。 

それから、北部九州ではなくて、「北九州シティ」としての一つのステータスといいま

すか、そういう情報発信が大切というご提言だったと思います。どうもありがとうござい

ました。 

原田委員よろしくお願いします。 

（原田委員） 

本当に、この会議に出席させていただくようになりまして、自分の会社以外のことも考

えないといけないなと、ひしひしと考える昨今でございます。 

今日、資料をいただきまして、IT ロボット、生産性を上げる工業用ロボット導入の補助

資金のところで、食品メーカーさんが、ネジチョコさんとかお餅屋さんとか、そういうふ

うな菓子メーカーが補助金申請して、それをＯＫしていただけるようになったということ

は、今までなかったことではないかと思って、すごく感激しておりますが、こういう補助

金がありますよというご案内がなかなか薄いのではないかと思うのです。中小企業庁とか、

県のほうだったら、もう少し補助金として、どんどん会社のほうにメールやファクスでご

連絡があるのですけれども、北九州は市からはお話がなかなか来ないので、もしかしたら、

本当に必要としている北九州の企業さん、食品会社さんの中で知らないでいる方もいらっ

しゃるのではないかと思った次第でございます。 
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それと、ベンチャー企業等の創業促進について、ものづくり、デザイン支援というのは

とても素晴らしいことだと思っております。私も、西日本工業大学のデザイン科と連携す

るプロジェクトに、うちも参加したいなと思うほどでございます。でも、ここで少し思う

のは、商標登録、商標の面のバックアップもとても必要で、デザインを作って、さあ発売

の段階に来たときに、商標面とかデザインのところでできない。広く流通してしまわない

とこういうふうな目に遭わないのですけれども、これは商標がダブっていますよとか、小

さな市内だけでやっている分では、もしかしたらそういうふうなクレームが入らないかも

しれないのですけれども。今、SNS の時代ですから、そういうふうなことがパッと出ると、

これはうちの商標とダブルよねとかいうところが来ると、特にベンチャーなんかになりま

すと、それだけでつぶれてしまうのではないかと思いますので、皆さん、そういうふうな

ところのご支援を考えていただきたいと思います。 

それと、事業継承のことでございますが、何回か見ておりますと、もう実施５回という、

啓発セミナーとか専門家の相談等が何回もやっておられますけれども、平成 30 年で税制改

正の大綱が大きく変わるとされています。今回の事業継承税制の拡充は喜ばしいことに、

中小企業の大きな課題であった事業継承時の株の問題を解決する拡充といえると思います。

しかし、それも今、発表されている所によりますと特定承認継承会社としての承認を受け

る際、平成 30 年４月１日～平成 35 年３月 31 日に県に申請を提出した会社でないと、事業

継承の税制制度の拡充にあてはまらなくなる可能性があるとの事です。また、10 年間とい

う期間が決まっておりますので、なるべく早く正しい情報をお知らせしていただければと

思います。 

それと、インバウンドのことで感じたことを申します。本当に最近、中国人の方とか韓

国人の方とか、たくさん来ていらっしゃいますけれども、私は一番に感じますのは、北九

州空港の搭乗口の辺りが何となく国内線だけの空港のような感じで、北九州に来たよとい

うよりも、田舎の道の駅に来たような感じがするので、できれば、小倉織のちょっとした

お店をつくってもらうとか、ひと味違うような、小さなスペースでもいいのですけれども、

そういうふうなところをつくっていただきたいと思います。韓国でも、今、本当に発展し

て、とても素晴らしい空港から出国して、北九州に来たら、道の駅かとがっくりくるので

はないかというところを思っておりますので、どうか北九州空港の搭乗口辺りを、もっと

国際線を持つ空港としての顔にしていただきたいというのを切にお願い申し上げます。 

それと、先ほど韓国ラジオ番組を 11 月からやりましたというお話を伺いまして、もう

３カ月たっていらっしゃると思いますが、効果のほうはどうなのでしょうか。検証をして

いただけているのかなと、単純に感じております。 

それと、先日、北九州に来ている留学生の方たちとお話しする機会がございまして、今

の北九州にどれだけの日本語学校があって、生徒さんがいらっしゃるというのを初めて知

りました。1,000 人近く、ちゃんとした大きな日本語学校が北九州にはございます。素晴

らしい施設を持った日本語学校がございます。でも、やはりアルバイトがなかったりとか、

就職マッチングができなかったりとかして、北九州を離れざるを得ないという話を聞きま

すし、そういう話を聞くと、そういう方たちが北九州の企業とマッチングして就職できた

り、北九州の大学に入学できたりとか、相談に行って、できますよという窓口みたいなと
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ころができたら、とても素晴らしいのではないだろうかと感じました。 

それと、今日、風力発電のお話を伺いまして、とても素晴らしいなという感じで聞いて

おりました。産業としても素晴らしいし、北九州は産業を観光の１つとして取り入れてい

るならば、とてもそれも素晴らしいなと思いましたが、あそこは響灘ビオトープがありま

すよね。あの近くに風車がずらっと並んで、これから洋上の風力発電の施設やその関連の

建物が建っていくのだろうと思うのですけれども、やはり景観も考えていただいて、観光

資源の一環として考えていただければありがたいなと思いました。 

以上です。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございます。多岐にわたってのご発言を頂きました。私はすべてフォ

ローできませんが、事務局にお願いします。 

まず、ロボットの補助金という形で、小さな工場への支援。その支援自体が非常に有効

なものではないかということ。その反面、こういうことをやっているのに、情報が届きに

くいというところがあるということで、ぜひもう少しＰＲのやり方を工夫して、個々の事

業所まで届ける必要性があると思います。 

それから、ベンチャー企業促進で、西工大や高専、先ほど協定を結んだというお話で、

ものづくりの中で、商標、これはオリンピックのときにかなり大きな問題になった、そう

いう問題であろうと思います。一つの個人的な経営業態ではなかなかやりづらいところに

対して行政の公的な支援が必要だろうと。 

インバウンドに関しては、まさに具体的なお話で、北九州空港の片山社長さんにお願い

しないといけないかもしれませんが、北九州のいわゆる玄関、ゲートウェイという言い方

があると思います。最初に日本に降り立つ。それが北九州であるというときに、どういう

インパクトを持つかというところは非常に重要だろうし、そういうことも含めた形で、北

九州市にとってのふさわしい顔づくりというものをやってみてはどうかというご提案だっ

たと思います。 

一つ、質問としてあったのは、韓国に向けた放送を３カ月前からやっているということ

で、その反響はいかがですかということで、後ほど関係のところで答えていただければと

思います。 

それから、風力発電のお話の中で、先ほどは福田さんのほうから出力何キロワットとい

う具体的な、洋上発電のエネルギー量としてのお話がありましたが、一方でそれは観光資

源としての視点を、最初に岩井委員がおっしゃったように連携の横軸のところで必要にな

ってくるご指摘だったと思います。 

必ずしも全部フォローできませんでしたけれども、また後ほどご意見ください。 

先ほどの韓国向け放送に対しての３カ月の実績、もしデータが分かれば教えていただけ

ればと思います。 

事務局 

今、お尋ねの「北九州オッテヨ」というラジオ番組でございますけれども、これまで、
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11 月に放送して 13 回、放送を終えました。それで、インターネットを経由した聴取につ

いて、実はまだ数字が取れておりませんで、韓国現地の反応というのは個別に、少数では

ありますけれども寄せられている状況です。北九州の情報、おいしいものも少し紹介した

りしていますので、そういったものの情報が分かって良かったという感想でありますとか、

北九州ならではのものではなくて、ドン・キホーテであるとか韓国の方が好きなもの、北

九州に由来するものではないけれども韓国の方が興味を持っているもの、コンビニスイー

ツもそうですし、うどんとかおでんもそうなのですけれども、そういったものをテーマと

して取り上げている部分が大変ユニークだという声を個別にいただいている状況です。 

これまでの 13 回の放送が、今、FM KITAQ というラジオ局のホームページで聞ける状態

になっていますので、それをもって、年度内にできるかどうか分からないのですけれども、

韓国側のメディアに対して営業をかけていこうと考えているところでございます。 

以上です。 

（近藤座長） 

実態はそういうことで、今後ともデータを集積していただければと思います。 

それから、具体的な向こうからのアクションとして、コンビニスイーツやドン・キホー

テなどが出てきたら、コンビニやドン・キホーテにもそのことを伝える、フィードバック

するとか、情報共有や、仲を取り持つというのも行政の一つの役割かなと思います。ぜひ

よろしく検討いただければと思います。 

それでは、福田委員のほうから。 

（福田委員） 

私のほうから、資料１のロボット、IoT、AI を活用した生産性の向上と、こちらについ

てコメントをさせていただきます。 

当該のテーマにつきましては、私自身、かなり前から興味を持っていまして、ここ２、

３年、実はずっと追い掛けております。特に去年末から、今年頭ですね。東京の展示会に

行きまして、特に今年の１月の展示会ですね。スマート工場とかロボットの展示会でした

けれども、真っすぐ歩けないくらいにものすごい人混みで、世の中がやはり流れですね。

この辺のキーワード、もしくはこの辺のツールを利用した何かに向かって大きく流れてい

るということを強く実感しております。 

そういう流れの中で、いち早く北九州市のほうが助成金、補助事業とか、教育事業、こ

ういうプログラムを組んでくれたことに、まず感謝の言葉を述べたいと思います。ありが

とうございます。 

ご多分に漏れず、私もセミナーに数回参加させていただきました。率直な感想なのです

けれども、相変わらず IoT という言葉は分からんなと、難しいなというのが個人的な感想

です。ロボット、IoT は、全て手段、ツールなのですけれども、ひょっとしたら、ツール

という言葉、手段という言葉が適切ではないのかなと考えます。インターネットが最初は

道具と言われながら、いつの間にか環境になったように、この辺も３年、５年たったら環

境になってしまうのかなと。あって当たり前、その環境の中で我々が暮らしていくという
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位置付けになるのではないかなと考えています。 

特にキーワードで、生産性の向上という言葉を北九州市が挙げてくれています。非常に

難しい言葉だと思っています。我々はものづくりの中で、現場の人間、つまり実際に手足

を使ってものを作っている人間に、「生産性の向上は何だと思う？」と聞くと、「速く作る

ことです、多く作ることです、効率よく仕事をすることです」と答えます。ただし、我々

は経営者ですし、もう少し高い次元からものを見なくてはいけませんので、幹部社員には、

生産性の向上というのは３年先、５年先の当たり前をつくることだと。つまり標準化する

ことだと伝えています。 

先ほどの言葉で言いますと、３年、５年先にロボットや IoT や AI がある環境が当たり

前になるだと。その環境をイメージしながら、それに向かって少しずつ少しずつアプロー

チしていくことが、我々個人企業も必要なのではないか。それを考えて、じゃあ、３年後、

５年後にこのロボットや IoT、AI はどのように活用されて、どのように我々の会社、もし

くは北九州市という生活の基盤の中に溶け込んでいるか、これをまずきちんとイメージし

ないと、行き先を間違うのではないかと考えています。 

実際、１年程、弊社でも計画を前倒ししまして、昨年の秋くらいにロボットを導入して、

３カ月、４カ月回しています。この導入に約１年、準備期間をかけました。北九州が用意

してくれたプログラムでは、大きく資金的な課題と技術的な課題、この２つを解決するよ

うなプログラムが組まれているのですが、私が非常に気にしたのが３つ目の人的な、心理

的な課題です。あまりこれはロボットや IoT を導入する上で語られないのですけれども、

例えばドイツなんかで、事細かに作業者がモニタリングされて、たばこを何分吸ったとか、

トイレに何秒行ったとか、ぼーっと何秒していたか、そういうことまできっちり見られて

いるのですね。プレッシャーはかなりきついのではないかと思います。 

あと、ロボットを入れると、自分の仕事がなくなるのではないか。取って代わられるの

ではないか。自分たち、将来、仕事がなくなるのではないか。反面、小難しい技術をぽん

と押し付けられて、おまえ、このロボットを立ち上げろと、生産性を倍にしろと、毎月の

生産量を倍だと言われてプレッシャーがかかる。いろいろな意味で働く人間に心理的なプ

レッシャーがかかるわけですね。それを上手にクリアして、先々のイメージを共有しなが

ら、３年後にはこういう姿、ロボットと人間がきちんと共同しながら働ける環境をイメー

ジしながら、こういうふうなアプローチをしていかなきゃいけないよということを教育し

て、彼らが率先してこれを導入してくれるような環境をつくっていかなくてはいけない。 

この心理的なアプローチというのが非常に重要ではないかということを、ここ１、２年、

感じています。恐らく介護の現場にも導入するということですので、実際に介護される方、

それを使う方が、この機械なりツールを使うことでどういうふうに感じるか。冷たいと感

じるのか、助かると感じるのか、アレルギーを出すのか、これは大事なパートナーだと思

うのか、そういう心理的なフォローも含めて必要なのか。それが次の第２段階、第３段階

の課題なのかなと、今、強く感じております。 

生意気なことを言いますけれども、私自身も一生懸命、試行錯誤しながら、会社のメン

バーと、特に若い子たちとディスカッションしながら、ああでもない、こうでもないと言

いながら、彼らの気持ちを、意見をくみ取りながら、じゃあ、こうしようか、こういうふ
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うがいいだろうかということを一生懸命迷いながら手探りでやっている状況ですので、何

が正解かは正直分かりません。 

ただ、何度も繰り返しますけれども、正解がない中で前に進まなくてはいけない。先ほ

どの展示会もそうですけれども、世の中の潮流も、はっきり言って IoT が何か訳が分から

ないまま、みんなで、「行け」と、突き進んでいる訳ですから、その中で我々ができること

が何か。そしてゴールが何かというイメージをきちんと共有していくことで、なるべく最

短距離で前に進めると思います。そして結果的に横軸ですね。いろいろなものがつながっ

てくるのではないかと、今、感じている次第です。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。福田さんから、１年くらい前からロボットを導入して

いるという中で、実際にそれを利活用しながら、将来的に、３年後、５年後という未来予

測というのが企業にとっては必要だと。通常、セミナー等で IoT、あるいは支援のところ

では資金的、人的な支援はあるけれども、いわゆる現場の悩みとして、カウンセリング、

心理面での相談といったものが、非常に大きな課題である。それから、IoT についても、

新たなツールという状況から当たり前の環境にという、視点を含めたご発言でした。 

今あげられた幾つかの観点については、この会議はいい流れで、次にご発言いただく松

永委員に関連してお話が繋がるのではないかと思います。資料でいえばロボット、IT、そ

れから介護系に関したところでの疑問、あるいは実践での報告だったと思います。 

それでは、松永委員のほうから、これまでの委員からのご意見を含めながらのご発言を

いただければと思います。 

（松永委員） 

先ほどご質問のあった話もしなくてはいけないと思っています。 

まず、金さんが言われた話の中で、主婦の方とかの IT 教育をどうするのか。これにつ

いて、最初に近藤座長が言われた enPiT 事業と併せて、実は今、フューチャーセンターと

いうのをつくろうとしています。プログラムを講義形式だけではなしに、要するに、ネッ

トを通して自主学習していただけるような教材も、今、並行して作っています。これは大

切なことですけれども、そういうのを今からどういうふうに動かせばいいのか。最初は国

のお金でやっていますから、ただで見てもらえるので、そういう形で社会人の方、それか

ら子育て中の方にもそういうものを勉強してもらえるチャンスができるようにしたいと思

っていますので、それは担当者にも伝えておきたいと思っています。 

原田委員の承継の話で、実は原田委員もご存じの中小企業支援センターですね。これと

同じところに知的財産センターがあるのです。あそこも商標を扱っていて、２人のコーデ

ィネーターがおられますので、現実に商標の相談も結構来ているというのは知っています

ので、ご相談いただければと思います。 

福田委員の質問が一番難しいのですけれども、そういうストレスがかかるか、かからな

いかという問題に関しては、実は事業を始めています。幾つかのアプローチで始めていて、

言えないこともあるのですけれども、ある企業さんが、ある方法を使って、社員の方にス
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トレスがかかっているかどうかという試験をやっておられます。これは、東大の技術なの

ですけれども、東大でできないことを北九州でやっている。それの実証事業をやってもら

って、これはいずれビジネスにされるだろうと思っています。 

それから、我々の FAIS という組織の中で、今、FAIS の職員が多分数十名、そういう活

動と精神的なストレスの状態をチェックするようなモニターを付けて、３カ月くらい活動

をやっています。そのデータも多分取れてくるだろうと思います。 

もう一段先を今、悩みながらやっているのは、変な名称ですが、人間研究会というのを

つくっていて、特にこちらのほうは、まだ事業は始まっていないのですけれども、例えば

車を運転する人たちはどういうストレスがかかるのかとか、そういう実証をしたいと思っ

ておられるお医者さんのグループが全国にあるのですけれども、実はまだどこも実証でき

ていないのです。個人情報が入ってくるので、うまく実証実験ができる場所が今のところ

なくて、これもいずれ、北九州でやりたいなと思っています。 

そういうものを全部合わさってきて初めて、労働者の方がどの場面でどういうストレス

を感じるのかというようなことは並行してやらないといけないし、最初からの議論ですの

で、今ご心配されていることは、完成しているわけではないのですけれども、取りあえず、

アプローチを始めたばかりです。そういう意味では、単に生産性向上で IoT とかロボット

をやっているわけではないのです。それをお伺いになっているかどうかはちょっと分から

ないのですけれども。 

それだけをお答えしておいて、この全体のお話を聞いていて、私が最近少し悩んでいる

のは、成長戦略という言葉で、成長戦略とは何なんだろうというのを、議論をしているわ

けではないのですけれども、私なりに考えています。 

そのとき、一つの条件は、日本は少なくとも人口は減っていく。人口が減っていく中で、

成長というのは何なんだといったら、一つのキーワードは、１人当たりの GDP だろうなと

思っている。それは、ただ GDP を高めていけば、実は人口減がキャンセルしてくれれば維

持できるわけですけれども、それができるかどうかも分からない。だけど、日本全体の GDP

が、世界 OECD の最近のデータは 17 位か 18 位か、それくらいだと思うのですけれども、決

して高くない。1990 年は世界１位です。そういう意味では、GDP をどのように換算をする

のかという問題はあると思うのですけれども、北九州市のような政令都市で、注意すると

ころであって、GDP が一番大きなターゲットだろうと思うのです。その中で何をやるかと

いうことで、今日、いろいろなことを言っていただいたと思っています。 

幾つかオーバーラップした答えになると思うのですけれども、一番端的なのは、やはり

インバウンドだと思っています。原田委員がおっしゃったように、空港はあれでいいので

すか。福岡・マレーシア友好協会というのがあって、私はそこの会長をやっているのです

けれども、福岡空港もマレーシアと直行便がないのです。インドネシアも直航便がないの

ですね。ということは、九州に東南アジアのイスラム圏の人たちが来るルートがないので

す。その人たちがどこへ行っているかというと、北海道に行ったり、最近、彼らが注目し

ているのは、ベトナム人が増えて、茨城県に結構行っているのです。これは私は驚いたの

ですけれども、茨城県の観光協会の人たちが、海外に直接乗り込んで、彼らのニーズを吸

い上げて、彼らが見たいような場所を、要するに旅行のプランを提供している。それです
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ごく人が増えているという話を聞いています。 

直行便はどうするのかというのでずっと動いてきています。最近、エアアジアが福岡空

港に入りたいという申請を出しているのですけれども、福岡空港は満杯だから入れない。

実は彼らははっきり教えてくれなかったのですけれども、少し問い合わせて教えてもらっ

たのは、実は北九州空港も佐賀空港も調べました。だけど、自分たちのニーズに合わない。

そう言っているのですね。それは何が合わないかは教えてくれないから分からないのです

けれども、そこを探る必要があるのではないかと思います。 

多分、一つの大きな理由は、イスラム圏の人たちはお祈りする部屋が要るので、福岡空

港はさすがにあるのです。ただし、福岡の問題は博多駅にはないのです。今、北九州に来

られているのは韓国、中国、台湾ですけれども、イスラム圏は人数が多いので、特にイン

ドネシアが入ると、あそこは２億 4,000 万人と膨大な人数がいますので、その体制が実は

日本はまだ十分に取れていないのです。九州はもちろん取れていないのです。彼らは、お

祈りする場所と、ハラール料理が絶対要りますので、これは大きなビジネスです。そうい

うものを次のステップとして、北九州市は考える必要があるのではないかと思っています。 

それ以外の、実は欧米の人たちも同じなのです。欧米の人たちも直航便というのは、今、

夏の間だけ、フィンエアーが福岡空港に来るのですけれども、あとは直行便が九州にはな

いのです。ただ、彼らは九州にすごく興味がある。なぜかというと、岩井委員がおられま

すけれども、八幡製鐵所があるからなのですね。八幡製鐵所ができて、日本の、それこそ

100 年くらいの高度成長の原点は八幡にあるわけですよね。彼らはなぜ日本がそういうふ

うに成長したのかを知りたい。それは多分、九州にそれを見る場所、ルートをつくれば、

欧米の人たちにとって、非常に魅力的な観光ルートがつくれるのではないかと思っていま

す。 

そういう観点も入れて言うと、今日お話があったインバウンドの話は、私は北九州市で

閉じていたら絶対駄目だと思うのです。どこかで連携する必要があると思う。韓国の人や

中国の人たちは、多分、別府に行くと思うのです。温泉に行って、また北九州空港を利用

して帰る。そのときに直に別府に行かれないようにしておかないといけないので、北九州

にきちんと入ってもらってから別府に行きますというような、そういう他の地域との連携

プレーといいますか、そういうのをやはりインバウンドとしては、非常に考えなくてはい

けないのではないかと思っています。 

もう一つは、記憶が曖昧なのですけれども、北九州の企業さんで、今、名前が出てこな

いのですけれども、ソフトバンクの Pepper を使って、英語と中国語と韓国語と日本語の４

カ国語でしゃべる通訳機能を持った Pepper を作った。これは東京の展示会で出していたの

ですけれども。出していたら、一番最初に食いついたのは JR 東日本なのです。九州は全然

食いつきがなかった。本当はそういうのは、地元企業があるので、例えばそういうのを北

九州空港なり、JR の小倉駅なり、商店街でうまく使われると、観光客の方が自由に歩ける

ような、インバウンドの人たちが自由に歩けるような空間ができるのではないかなと思い

ます。そういうことも可能な企業が北九州にはあるということは、お話しする機会等をつ

くって、詳細はヒューマンメディアセンターに聞いていただければ、彼らはよく知ってい

ますので、聞いていただければいいと思います。 
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あとは、自分たちがやっている事業は、先ほど言ったこと以外に、介護をやっているの

ですけれども、今、私たちが議論を始めているのは、介護ロボットはいいのですけれども、

一番要るなと思っているのは、そういうロボットとか、IT 化した施設に一番フィットする

ような介護施設を何とか北九州でつくれないかということです。それを思ったのは、アメ

リカに行った時に、アメリカの新しい病院というのは結構ロボットが走っているのです。

そのほとんどのロボットは日本製なのですけれども。彼らはそのロボットを使えるような

病院を設計しているというのです。日本は介護施設が先にできて、後でロボットを入れて、

我々は苦労しているのです。 

せっかくここまで来ているのだったら、最終的にそういう絵を描いて、それは厚労省が

金を出すべきだと思っていますので、何とか厚労省に交渉してもらって、そういうモデル

になるような介護施設を北九州につくってもらう。そうすれば、もっといろいろな人が見

に来て、例えば TOTO さんなり安川さんなり、他の地場の企業さんが協力して、そういうの

をつくってもらって、設計する方もいっぱいおられると思いますので。そうすると、それ

をパッケージでその企業さんが出していく。そういうビジネスモデルができるような構想

を最終的に考えていかないといけないのかなと思っています。 

最後は、風力発電なのですけれども、私も風力発電のスケジュール感を忘れたのですけ

れども、今、日本でも一番問題になるタイミングが、第１番目のタイミングが 2025 年くら

いに車会社さんが EV をかなり大量に出してくる。そのときに、一番最初に、EV を充電す

る電力不足が起こるのです。そのタイミングまでに何とか風力発電の設備を造っていただ

けると、例えば北九州だと、電力は余裕があるので、そういう EV を増強しても大丈夫です

と。 

そういう環境をどこの地域がまずつくれるか。九州は、仮に原子力発電所が止まったと

しても、再生エネルギーのキャパは全国でかなり大きいので、九州の中で造るのが一番い

いだろうと思っています。そういうモデル地域になれば、そこに風力発電がきちんとあり

ますとなれば、一つの北九州の売りが出てくるのではないかと思っていますので、その辺

も勘案いただければと思います。 

以上です。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。幾つか委員の皆さん方からのご質問に対してのご回答

を頂いたと思っています。それから、資料１のロボット、IoT 関係について、実際にどん

な形で取り組むか。表に出すことができる部分、できない部分を含めてご説明いただきま

した。 

インバウンドのところでは、確かに、次の一手をどういうふうに考えるか。もちろん韓

国や中国に対しての、先ほどからの議論での必要性に加えて、次を見据えたというところ

で、茨城県の例を出していただきながら、もう少し積極的にアプローチする必要があるだ

ろうと。 

私が感じたのは、ストーリーをどう作るかというお話だったような気がします。 

例えば、イスラム圏であれば、そういう新しい受入先を実際につくっていく、欧米に関し
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ても同じだと思います。 

もう一つ重要なことは、例えば、ベトナムであれば、市の企業と北九州市自体の都市イ

ンフラでの連携があるわけですから、そういう北九州市と海外の拠点との関係を結ぶとこ

ろでのインバウンドということもあり得るのではないかと思います。私が冒頭でお話しし

た、上海の外国語学校の中学生たちが来月やってくるという中で、訪問先がどういうとこ

ろかといえば、新聞上では安川のロボット館とか、小倉城、マンガミュージアム、それか

ら北九州高専との交流。その後に、先ほど松永委員がおっしゃったように別府にも立ち寄

る。新たな発想として、インバウンドの連携ということが重要になってくると思います。 

上海からやって来るということで、私自身、もう数年来、日中大気環境改善推進会議とい

う北九州市と中国のそれぞれの都市が交流している環境会議の顧問会に参加していますが、

上海、大連と北九州市は、大気環境、PM2.5 から始まった会議で、もう４年目になります

が、非常に成果が上がっている地域なのです。ですから、せっかくだから、上海から教育

旅行生が来るのであれば、この地域は既にこういう取組を上海と一緒にやっているという

ことを勉強してもらうとか、そういうことも含めた訪問を組めないかと。これは環境局が

やっていますので、また違う部局になりますが、こういった連携が本当に必要だと思いま

す。それがある意味では、次のステップを考えるインバウンドの中でのこれまでの課題を

解決すると同時に、新しい面を発掘するという取り組みにとって必要ではないかと思いま

す。 

それから、介護ロボット、病院、この辺の発想も重要だと思います。今までは既存の病

院等に合わせるような形での技術等の導入でした。松永委員のお話は逆に、新たな技術か

らどういうものが新しいモデルとして、21 世紀型の病院、福祉施設が出来上がるかという、

パッケージという言葉を松永委員は使われたのですが、１つの都市であったり、病院であ

ったり、福祉施設であったり、そういうもの全部をトータルに設計する、これはまさに連

携です。今日のキーワードは連携になるのかもしれません。そういう意味で、TOTO さんや、

安川さん、医療福祉関連業界など、加えて市や大学も含めたいろいろな方たちが協力して

いくこと、オール北九州が必要ではないかというお話だったと思います。 

私の話が長くなりました。次に、先ほど松永委員のほうからも、やはり経済指標の GDP

が成長戦略では非常に重要だというご意見を伺いましたので、緒方さんからは、その辺に

ついてご意見、あるいはご説明、コメントを頂ければと思います。 

（緒方アドバイザー） 

では、その点を多少含めてお話をしたいと思います。 

まず、今日ご説明いただいた内容については、各項目、ポイントが押さえられていて、

そのポイントもずれていなくて、しっかり取り組みをやられているという印象を持ちまし

た。個別の施策についても、例えばイベントをやるとか、あるいは民間部門と連携して、

いわばソフト的な対応で、結果を出そうとしているという取り組みの方向性も大変適切な

ものだなと感じています。 

重要なことは、こういうことは PDCA をしっかり回して結果を見ていくということかと

思いますし、その中で Plan と Do というところはもう動き始めているわけで、これをどう
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Check するかというのは重要なところかと思います。 

こういう場で議論するというのも Check 機能の一つだと思うのですけれども、もし可能

であれば、可能な部分はきちんと目標を作って、目標の達成度合いを見ながら Check して

いくという取り組みも重要なのかなと思います。事柄によっては目標を立てるのは難しい

ものもあると思いますので、可能であればということであります。 

それと、先ほどお話のあったことで多少お話をすると、地方創生の流れというのは、も

ともと日本の人口減少が激しいので、地方のほうがまだ出生率が高くて、人口を地方に移

して、その一方で、地方は東京に比べると生産性が低いから、地方の生産性を引き上げて

いきましょう。そういうことをやろうとすると、当然、地方間の競争が生まれてくるので、

より競争力の高いところが、人口減少を止められるという流れになるかと思うのです。 

一方で、最近の経済の流れを見てみると、世界経済の調子が良くなってきて、直近でい

くと、今年と来年はどうも４％近い世界の成長率になりそうだと。日本経済のほうもだい

ぶ調子が良くなってきているということなのですが、あるところで足元を、意識が強まる

というか、認識が出てきているのが、日本の潜在成長率というのが米国とかヨーロッパに

比べると少し低いと。日本銀行でも試算をしていますけれども、0.8％強くらいしかない中

で、今ようやく２％に届くか届かないかの成長率になってきて、これ以上伸ばしていくと

いうのはなかなか難しいのかなというような感じであります。 

そうした中で、先ほどの松永委員のご説明にも関わってきますけれども、潜在成長率と

いうのを分解すると３つくらいに分けられまして、１つは労働資本というところと、２つ

目は設備とか、そういう資本ストックというところと、最後が生産性というか、その他の

ものも含めた効率性を引き上げていくというようなところになります。 

まず、労働力については、今、北九州市さんのほうでやっていらっしゃいます、人口が

減るというのはやむを得ないところでありますけれども、働く人を何とか減らさないよう

に、健康寿命を高めていって、高齢の人がより働けるような環境をつくっていくというの

がかなり重要なのかなと思います。 

一方で、その資本ストックのところなのですけれども、あまり資本ストックを積み上げ

てしまうと過剰生産という話になるので、経済的にはよろしくない部分が出てくるのです

が、重要なのは、やはり競争力のある資本を伸ばしていくということかと思いますので、

そういう意味においては、北九州市の場合は、北九州地区と言ったほうがいいかもしれま

せんけれども、高度成長期に導入した設備が、今、40 年、50 年くらいたってきて、これの

競争力をいかに引き上げていくかということが、これはこの地域だけではなくて、むしろ

日本の中の位置付けとしても結構重要な話ではないかなと思います。 

それと、もう一つの労働生産性というところもあるのですけれども、私は北九州市に来

て、地方創生という言葉と北九州というのがどれだけフィット感があるのかなというのを

ずっと考えていたのですが、なかなか地方創生という枠の中では、この都市は語れないな

という感じがしております。この集まりも地方創生ではなくて、新成長戦略ということで

すので、いかに成長を達成していくかと。そういう意味においては、北九州市のような産

業都市が、やはりイノベーションを起こしていくという道筋をつけるのが重要なのではな

いか。 
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もちろん言うは易しで、そんな簡単なことではありませんけれども、国際的な競争を考

えていくと、目先数年は先ほど言ったような状態でいいかもしれませんけれども、中国と

か、そちらの技術水準が上がっていくにつれて、日本の成長力がやはり、さらに下押しに

なるかもしれない。そうした中で、産業都市である北九州がグローバルな競争に勝ち残っ

ていくというのは一つ重要なのではないかと、あらためて最近感じております。 

そうすると、グローバルな企業に任せておけばいいのではないかというようなお話もあ

るかもしれないのですが、いろいろと調べてみると、やはり社会的なインフラであるとか、

情報のインフラであるとか、あるいは人材とか。人材の育成というのは多分学生さんをま

ずやるべきだと思いますし、中長期的に見れば、もっと小さな子からしっかりと IT 人材を

育てていって、将来的に IT 企業に集められるような人材のインフラをつくるというのが重

要なのではないかと思います。 

イノベーションという話になりますと、全てが全てうまくいくわけでもないので、いろ

いろな芽を育てられるように、種まきはたくさんやっておいたほうがいいのかなと思う次

第であります。 

話が少し飛ぶのですけれども、近藤座長には恐縮なのですが、10 日ほど前に北九州市立

大学のほうで講義をさせていただいて、教養部門で 300 人近い生徒さんの前で話をしたの

ですけれども、その話が終わった後に、生徒さん一人一人に、北九州市を良くするために

あなたはどういうプランを提案しますか。それを感想文として出してください。当然 300

人近いので、ほとんど感想もなかった人もいるのですけれども、幾つかざーっと目を通し

て印象に残ったことをご紹介します。 

一つは、北九州市立大学の学生さんは、結構県外から来ていらっしゃる人の割合が高く

て、北九州市に来るにあたって、すみません、少し誤解があるとあれなのですが、親族の

方から反対されたという方がいらっしゃいました。何であんな危ないまちに行くのかとい

うような感じで言われたそうなのです。その方々が文章で書いていたのは、皆さんそろっ

て、そう言われてきたけれども、全然危なくなかったと。何でこういう事実をもっと情報

発信してくれないのか。情報発信をすることだけでも、北九州はものすごく知名度が上が

って印象が変わるはずであるというようなお話がありました。 

それと、その他で幾つか挙げますと、やはり高齢者の活用について、私は講義で言った

ので、そのお話を聞きつつも、若者が住みやすいまち、若者が活力を生かせるまちにして

ほしいという意見も結構多く見られました。そういう意味では、地元の有力企業に地元の

採用も高めてほしいという話がございました。 

あと、やはり若い方なので、商業とか観光に興味があるというような感じでして、食も

おいしいですし、観光資源もたくさんあるということなのですが。 

ここで、すみません、話が少しそれますけれども、私も観光の関係で、この半年強いま

して、自分で感じたことは、やはり連携という意味においては、関門連携というのが一つ

柱なのではないかと思います。今日、日経新聞の地方版のところにクルーズ船の出港船数

が載っていましたけれども、北九州は 33 隻ということで、前年対比 3.7 倍ということなの

ですが、この表をよく見てみると、下関が 57 隻なのですね。２つ合わせると 90 隻という

ことです。そうすると、ベスト 10 に入るくらいのクルーズ船が、実は関門地域には来てい
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るということで、この２つの地域といいますか、対岸のところで一体となって観光をやっ

ていけば、かなりの潜在能力があるのではないかとあらためて感じました。 

この点について、地元の雰囲気はどうかなというので、あまりこれまでは積極的に言っ

てこなかったのですが、かなりの方とお話をしている中では、どちらかというと、観光面

での関門連携については肯定的に考えていらっしゃる方の割合のほうが高いのかな。アン

ケートを採ったわけではありませんけれども、あくまでもそういう印象を持っている次第

であります。 

それと、学生さんの話に戻しますと、今日はご説明がなかった中で関心が高そうだった

のが、似たような話なのですが、一つはコンパクトシティの話で、やはりそういうものに

きちんと取り組んでほしいという意見があったのと、これは他の先生の授業と関係してい

るのかもしれませんが、関心があったのは、空き家をどう利用するのかというようなこと

についても関心が高まっているような雰囲気でございました。 

最後に、私のほうから申し上げますと、やはり空港の問題が、北九州空港をどう位置付

けていくのか。先ほどの地方創生の中で、空港間の競争で考えるのか。もう一つは、やは

り新成長戦略として、将来目指す北九州のビジョンみたいなもので、北九州空港をどのよ

うな位置付けにしていくのかということについては、まだ議論の幅があるのかと思う次第

でございます。 

話がまとまりがなくて恐縮ですけれども、一応、今日のお話で感じたところを述べさせ

ていただきました。 

（近藤座長） 

緒方さん、どうもありがとうございました。大学への教育に携わっていただきありがと

うございます。 

経済に関するお話からということで、潜在成長率の文脈の中で労働人口の減少、これは

金委員の発言と重なるのではないかと思いますが、人口が 95 万人を割り、転出が 2,000

人を超える状況です。市長が一番悩んでいるところだと思います。その中で、働く人をど

う確保していくかが非常に重要だという視点です。金委員が言ったように、女性の場合、

６割の方が職から離れていると考えれば、まさにここをどういうふうに市の中で取り込ん

でいくかという話に繋がると思いました。 

それから、こういう計画を実施する中での目標、これは皆さん方の机の上にあります改

訂版の概要に、最終的なこの成長戦略の５年間の目的、目標像がそこに先端産業都市をつ

くり出すとして示されています。そして成果目標として、それぞれ数値的な目標がありま

す。大切なことは PDCA をまわすこととの緒方さんのご指摘です。この PDCA には幾つかの

レベルがあって、階層的だと思います。ロングレンジの PDCA もあるし、それぞれ局が担当

しているプロジェクトに対しての PDCA、ショート、ミドル、ロングといろいろな意味での

階層的 PDCA を回していくという、形が組み込まれているかどうか、チェックが必要だとい

うお話だったと思います。 

それから、やはりインバウンドでは空港の位置付け、福岡空港とのすみ分けが課題にな

る。 
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関門連携について最後にお話しいただきました。経済圏として関門は一つの経済圏をつ

くっている。観光や COC+をはじめ、下関と門司、北九州を含んだ形での連携、その中での

空港を含めた北九州市のビジョン。大学間でもコンソーシアムという形での連携をしてい

ますので、そのことをどのように、より一層、強化するかということが課題だというお話

だったと思います。 

時間がなくなってきました。最後、私が取りまとめるという予定でしたが、なかなかま

とまりそうにありません。委員の皆さん方に、大変活発にご発言いただきました。最後に

なりますが、これまでそれぞれの委員さんがご発言になって、どうしても話しておきたい

ということがあればお伺いをして終わりたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

金委員、最後に何かご意見ありますか。 

（金委員） 

僭越に、貴重な時間を頂きました。 

先ほど、緒方アドバイザーがおっしゃったように、まちが発展していくには、私はまち

への期待がとても大事かなと思うのです。市民がこのまちにかける期待、市外の北九州市

への期待。そうしていくには、本当に北九州は今頑張っている、いいものを積極的に市外

にＰＲしていく、分かってもらうことが要ると思うのですが。そのときに、先ほど岩井委

員もおっしゃったのですが、それぞれ今頑張っているけれども、そこが混ざってわかりに

くくなっている可能性がある。北九州がどこに行こうとしていることを、ビジュアルとい

うか、ビジョンということをもっと分かりやすく市民に伝える方法はないかと思っていま

す。 

例えば、今、風力の再生エネルギーのことをと書いていますけれども、頑張っているの

はわかるけど、それがシビックフライドに結びつかない。その先に、例えば北九州は、あ

と 20 年で再生エネルギーだけで行くんだとか、映画のまちと周知されつつありますが、う

んと分かりやすく、北九州に来るとＶＲを使って、どこに行ってもロケ地に映画が観られ

るとか、ロボットのまちにふさわしく、ロボットホテルやロボットの病院があったり、こ

の 10 年先、20 年先市民が分かりやすいビジョンと指針を出せたらと思います。思い付き

ではありますが、市民としていつも悶々としているところなので、ぜひ期待感あふれる北

九州市になってほしいなと、市民として思います。 

（近藤座長） 

どうもありがとうございました。課題と期待を持って、今日の議論はこれで終わりたい

と思います。委員の皆さん方のご発言を聞いて、私の中で、キーワードは連携かなと。い

ろいろな意味での連携。そして、北九州市のビジョンをどういうふうに示すかということ。

例えば、グリーン・クリーン・北九州のような。グリーン北九州に加え、クリーンも主張

する。金委員からは分かりやすいビジョンということで、何時までに○○を目指しますと

いう提案でした。実際に目標を立て、それに向かうのですけれども、実現するかどうかは

分からないけれども、進みたいという、姿勢を出すことが必要というご発言だったと思い

ます。 
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今日は構成員の皆様、ありがとうございました。それでは時間となりましたので、事務

局にお返しします。 

事務局 

本日は大変活発なご意見を頂きましてありがとうございます。本日頂きました意見につ

きましては、市役所内部にフィードバックして、成長戦略の参考にさせていただきます。 

また、皆様に個別にご相談させていただくことがあろうかと思いますので、その際には

どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、現在のメンバーでの懇話会は、任期の関係で、今回で最後になります。これまで

皆様には専門的な立場から貴重なご意見を賜り、深く感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。 

最後に、北九州市長、北橋より閉会のごあいさつを申し上げます。 

北橋市長 

長時間、誠にありがとうございました。今日は 35 名の幹部職員が一緒に聞かせていた

だきましたので、お一人お一人の識者のお考えに対して丁寧に回答する余裕はなかったの

でありますが、それぞれの部署で真摯に有識者のご意見を受け止めて、反映できるものを、

今後の政策立案の中でしっかりと取り組んでいきたいと思っております。 

今日、私もいろいろ聞かせていただきまして、ヤバイまちだと思って学生が来ていて、

いいまちだったと。この情報発信については何としてもと思うのでありますが、ヤバイま

ちだと発信したのはマスコミでございます。マスコミの皆さんが書いてくれなければ話に

ならないわけでありますが、まだまだ努力不足だと今感じております。 

観光、インバウンドについて、国際線の顔でいいのかというのは、実は役所から発信す

るときには、かなり関係者のコンセンサスを得ながら、ビジョンもある程度固めて、財政

局ともそれなりに話をして、程よいときに発信することが多いわけであります。ただ、こ

の空港ターミナルをこの機会に、どんどんこれから増えていきますし、いいあんばいに少

し工夫をしようということで、作業を進めているところでございます。 

日本語学校留学生についてのご指摘は、私ども、今、非常に大きなテーマだと考え始め

ておりまして、現に、ものすごく一生懸命働いて成果を上げている事例も多く、アジアの

都市には、日本という国は礼儀正しくて本当にいい国で、できれば働きたいという人は相

当にいると。そして、また観光客もそういうフィーリングを背景に増えているような感じ

がしておりまして、その意味からすると、そういう留学生や専門学校の生徒をもっと大事

にして、いろいろなマッチングその他に力を入れるべきだなと、今議論をしているところ

でございます。 

KPI を設定してしっかりとというのは、全くそのとおりであります。ある懇談会でたく

さん KPI の数値を出しまして、総花的だよというご指摘もいただきまして、今日のところ

はそれを出すのは少し控えておこうかということでありますが、非常にしっかりとチェッ

クをしながら前に進むということの重要性をあらためて感じております。 

介護ロボットは、今、大事な局面にきておりまして、政府も地方の大学にもっと頑張っ
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てもらいたい。そして、若者の定着に資するようにと。東京の本社も関心を持つような、

いい教育を産学官でしっかりやってもらいたい。そのモデルをこれから選んで成果を上げ

てほしいと、今年度の非常に大きなテーマにしておりまして、そして、今、プラットフォ

ームをもう一遍つくり直す、新たにつくっていくということが大事だなと思っておりまし

て、松永委員のおっしゃった医療にしても介護にしても、外国はすごく進んでいるところ

もありますので、さらにバージョンアップを目指す必要があるなと議論しているところで

ございまして、まさにその点をご指摘いただいたわけであります。 

もう時間が参りましたということで、今後とも頂いたご意見を基にして、私たちの目標

は、あれをやる、これをやる、いろいろありますけれども、一言で言うと、雇用を増やす

ということ、そして市民所得を高めるということ、そして、できる限り若者に転職してほ

しいという、これに尽きるわけであります。そのための新成長戦略といっても過言ではご

ざいません。ご指摘を頂いたことを基にしてさらに研さんに励む所存でございますので、

引き続きご指導をよろしくお願い申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

事務局 

それでは、会議を終了させていただきます。皆様、ありがとうございました。 


