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令和２年度福岡県中小企業対策審議会議事録 

 

開催日時：令和２年１１月４日（水）１４：００～１６：００ 

場所：吉塚合同庁舎６階（６０３会議室） 

 

１ 開会（略） 

 

２ 会長挨拶 

（会長） 

皆さんこんにちは。当審議会の会長を務めさせていただいております、福岡県商工会議所

連合会の藤永でございます。 

本日は、１１月に入りまして、何かとお忙しい中、当審議会に出席いただきまして、大変

ありがとうございました。 

もう、今年１１月ということで、残り２月足らずということになりました。改めて申すま

でもありませんが、今年は１年社会も経済もコロナでかき回されたような１年だったと思

います。年の初めには、今年はオリンピックイヤー、オリンピックパラリンピックイヤーと

いうことで、昨年のラグビーワールドカップに続いて、全国的に盛り上がるということが期

待されておりましたが、２月からはコロナでございました。 

そして、福岡県では、７月に大牟田・久留米地区を中心に、大規模な豪雨災害に見舞われ

ました。改めて、亡くなられた皆様にはお悔やみ申しますし、一日も早い地域の復興を願っ

ているところでございます。 

コロナにつきましては、ようやく最近ここに来て、感染の拡大には少し歯止めといいます

か、下火になってきているような気がいたしますが、これから冬に向かって寒さが厳しくな

る中で、インフルエンザとも相まって、感染が拡大するのではないかといった危惧がござい

ます。 

経済的にも、国、県、市町村等による様々な支援策によりまして、６月頃には底を打って、

回復過程にあると言われておりますが、Ｖ字型回復にはとても至らないような状況で、この

ままの状態が続けば、もっと厳しい状況も危惧されるところでございます。色々なところで

言われておりますが、当面は、コロナの感染拡大の防止と経済の活動・経済の復興の両立を

図っていく、社会全体で図っていくということが重要かなという気がいたしております。 

本日はそういう状況の中で、お手元に資料がありますように、中小企業の動向と令和元年

度の、昨年度の中小企業振興施策の実施状況についてご審議いただき、それから新型コロナ

ウイルス感染症への対応状況についてご報告をいただくということにしておりますので、

最後まで熱心なご討議をよろしくお願い致します。簡単でございますが、開会への挨拶とさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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３ 議事 

（１） 審議事項 

「中小企業の動向及び令和元年度中小企業振興施策の実施状況（案）」について（福岡県

中小企業振興基本計画年次報告） 

 

（商工部長） 

議事冒頭挨拶（略） 

 

（商工政策課長） 

資料２「中小企業の動向及び令和元年度中小企業振興施策の実施状況（案）【概要版】（福岡

県中小企業振興基本計画年次報告）」に基づき説明 

 

（会長） 

はい、ありがとうございました。（１）審議事項、中小企業の動向等につきまして、事務

局から説明いただきました。これに対してご意見、ご質問等がございましたら、挙手の上、

発言をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

（学識・専門家代表委員） 

ご説明ありがとうございました。何点か質問させていただきたいのですけれども、まず、

全体の経済環境の説明の中で、これ全国も一緒なのですけれども、起業件数が、ここ２年ほ

どちょっと下がっているということについて、どういう環境分析をされておられるかとい

う点を１点お伺いしたいと思います。 

それと、概要版の資料１０ページ、あるいは１２ページ、１３ページあたりの、目標指標

の進捗状況なのですけれども、例えば、ページ１０ページの「重点支援企業のうち売上又は

経常利益が向上した企業数」について、ここで当初値として平成２９年度に２０６社と、そ

ういうふうにございまして、令和元年度が２９２社で、目標値が令和３年度は２８０社とあ

るのですけれど、向上したというのは、いつに対して向上したということなのか、それが明

確ではございませんので、対前年度なのか、あるいは平成２９年度との比較なのか、その辺

りを教えていただきたいと思います。 

それと、１２ページの目標指標のやはり進捗のところで、一番上の、「経営革新計画策定

企業のうち売上が向上した企業数」がございまして、ここについても、全般に順調に推移し

ているというお話だったかと思うのですが、この「経営革新計画策定企業のうち売上が向上

した企業数」の実績値というのは、令和元年度の数字がまだ出てないということなのですが、

よっぽど改善しているということなのでしょうか。平成３０年度までの数字だとすると、必

ずしも進捗は順調とは言えないのではないかと思います。それらの点についてお答えいた

だければと思います。 
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（新事業支援課課長補佐） 

新事業支援課でございます。まず私の方から、１点目と３点目についてご説明をさせてい

ただければと思います。 

創業数のところでございます。全国も福岡県も、創業数の伸びが横ばいになっているとい

うご指摘でございました。全国的に見ると、福岡県の創業率というのは高い状況にあるとい

うことでございます。２０１９年の開業率が、全国で２番目になっているのですけれども、

伸びが落ちてきているというようなことでございますが、全国的に分析をさせていただき

ますと、開業率が低下しているというところが、これは厚生労働省の雇用保険新規適用事業

所数を元に開業数を判定をさせていただいているというような状況でございます。これは

国の統計でも、開業率はこれで発表させていただいているというところなのですけれども、

どこが減っているかというところを見ると、建設業のところの新規の開業の状況が落ちて

きているというようなことでございます。これが、開業率低下の一因ではないかというふう

に、私どもでは、分析をしているところでございます。 

それから、３点目の「経営革新計画策定企業のうち売上が向上した企業数」のところで、

当初値から３０２社増加し順調に進捗というところなのですけれども、あまり伸びてない

のではないかと、こういうようなところでございます。 

経営革新計画自体が、元々取り組まれている企業数がそこまでなかったというようなと

ころがございまして、私どもは、経営革新計画に取り組んでいただく企業数をどんどん増や

していこうということで取り組んできているところでございます。それに基づいて、経営革

新計画の策定に伴って、地元の商工会であるとか、商工会議所も一緒に伴走支援をしていこ

うという計画でございまして、これを策定していただくことによって、どんどん売り上げを

向上させるような企業数を伸ばしていこうと考えているところでございます。この企業数

も伸びているということでございますので、売り上げが向上するということに繋がってい

くのではないかと考えております。 

 

（会長） 

よろしいですか。 

 

（中小企業振興課長） 

中小企業振興課でございます。１点目の、企業数についての分析の話が出ましたけれども、

県内の中小企業数の減少の内訳を見ますと、中小企業庁が発表した最新中小企業数である

２０１６年と、前回調査時である２０１４年を比較すると、中規模企業数については１，２

２４者減少で、これがマイナス５．２％、小規模企業につきましては６，７８２者減少で、

これがマイナス５．７％となっております。 

中小企業数の減少については、全国的な傾向でありますけれども、本県の中小企業数の減

少率は５．６％で、全国の減少率が６．１％ということで、全国に比べて低くなっている状
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況でございます。中小企業数の減少の背景には、人口減少社会によりまして、需要の停滞や、

競争の激化、高齢社会による経営者や従業員の高齢化等によりまして、廃業をする企業が増

加していると考えられます。 

それで、全国的に中小企業数の減少があるのですけれども、全国的に小規模企業数の減少

率が中小企業数の減少率に比べて高くなっているという状況がございます。 

県で実施したアンケート結果によりますと、中規模企業と小規模企業の経営者について、

年齢についてそれほど差は無いということなのですけれども、「自分の代で廃業するので事

業承継について考えてない」、また「事業承継について考えたことがない」と考える経営者

が、小規模企業の経営者に大変多いという状況がございまして、小規模企業の廃業の多さに

繋がっているものと考えております。 

続きまして、目標数値の重点支援企業の売上の関係ですけれども、重点支援先として重点

支援企業を選定いたします。県内４カ所にあります地域中小企業支援協議会というところ

で、各関係機関と連携して支援をやっていくわけですけれども、まず事業計画というものを

立てていただきます。事業計画を策定して、事業計画が終了した段階で、その時点の売上が

上がっているということで、売り上げの向上という判断をしております。その数字をここに

挙げております。以上でございます。 

 

（学識・専門家代表委員） 

すいません、最後の点、私が質問させていただいたのは、「重点支援企業のうち売上又は

経常利益が向上した企業数」、この数字というのは、向上というのは、いつとの比較をされ

ているのか、ということを教えていただきたくて質問をいたしました。 

 

（中小企業振興課長） 

申し訳ありません。重点支援企業を選定しまして支援を開始いたします。それで、支援の

前と支援の後を比較して、売上・経常利益の向上を判断しております。 

 

（会長） 

よろしいですか。他に何かありましたらお願いします。 

 

（学識・専門家代表委員） 

数字よりも最初に、色々と確認しながら私の質問を進めさせていただきます。 

これはあくまでも令和元年度という概念ですよね。「年度」の概念は４月からスタートし

て、翌年の３月と理解してよろしいでしょうか。どういうことかというと、数字の中では、

２０１９年、２０１７年と、「年」が出てくるんですね、そうすると「年」と「年度」は違

うのかということをまず理解しなければならないので、確認したいのです。これを作られた

方はどう表現されているのでしょうか。「年度」は、例えば今年であれば２０２０年の４月
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からスタートで、２０２１年の３月で終了だと、こうふうに考えるのか、そこをまずどこか

に書いていただきたいです。 

また、先ほど部長からもご説明があったのですけれど、令和３年度までの目標があります

よね。本体でいうと５４ページに書いているのですが。そうするとこの資料は何年度分にな

るのか、ということです。（令和元年度は）２９年度からスタートしたら（令和３年度まで

の）５年分のうち３年分ですよね。そのようなことを書いておかないと、いったい何の報告

なのか良く分からないところがあると思います。ですから、最初のほうでもいいですけれど、

平成２９年から令和３年で５年あるわけですが、この資料は令和元年度分ですから、３年度

分ですので、その部分をどう説明するのかというところ、これを一番最初に書かれると分か

りやすいかと思います。 

また、私が申し上げた、４月からスタートで３月までという「年度」だとすると、実は令

和元年度は、皆さんご存知のように今年の２月、３月が入るわけです。その時に、コロナの

問題が出てくるのですけれど、その辺りは何かこの中に取り入れてあるのかなと。本体を読

みましたが、載っていませんでした。それは、コロナの事はまた別だからということなので

しょうか。どこかに書かなくていいのかな、という気がするのですが、いかがでしょうか。 

 

（商工政策課長） 

商工政策課でございます。確かに今回の報告の趣旨としては、あくまでも前年度というこ

とが基本になるわけでございます。ただ、統計の関係で、「年」で表記せざるを得なくなっ

ている部分もあるかと思います。その部分が混在しており、分かりにくいというご指摘であ

ろうと思いますので、その辺が何か整理できる、分かるような形で、表記する工夫ができな

いかということを少し考えさせていただきたいと思います。また、ＫＰＩにつきましても、

そのような観点から、工夫を考えてみたいと思います。 

 

（学識・専門家代表委員） 

ありがとうございます。要するに、これは５年を１つのタームにしているということでよ

ろしいんですよね。平成２９年スタートで令和３年度が目標値になっていますから、そうす

ると５年ですよね。だから令和元年度は３年目になったところですよね。それで間違いない

ですよね。 

 

（商工政策課長） 

第２次基本計画の計画期間は、令和元年度から３年度までの３年間でございますが、ＫＰ

Ｉで設定しております当初値につきましては、平成２９年度ということでございます。 
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（学識・専門家代表委員） 

平成２９年度が初年度ということでしょうか。 

 

（商工政策課長） 

平成２９年度を初年度と位置づけたＫＰＩとなっております。 

 

（学識・専門家代表委員） 

そのことは分かったのですが、この第２次基本計画は（令和元年度が）初年度ですよね。

今のご説明で言うと、３年計画のうちの初年度ということですね。このようなことが混在す

ると分からないので、きちんとこれを整理していただかないと、これを読まれる方は確実に

間違うのではないかと思うのです。私も読んでいて、どこに記載があるだろうかと思ったら、

本体の５４ページに記載がありました。資料の目標値が令和３年で、比較がほとんど平成２

９年度だったものですから５年計画だったかなと思ってしまいました。３年計画というよ

うに説明されたのですけれども、年度が合わなかったので最初に確認いたしました。ぜひ、

整合性を取られるようお願いします。 

 

（会長） 

要するに、まず第２次中小企業振興基本計画の計画年度は令和元年度から令和３年度ま

で。それから、ＫＰＩの当初値が平成２９年度ということでいいですか。 

 

（商工政策課長） 

はい、当初値は平成２９年度においております。 

 

（会長） 

令和元年度は計画の初年度ということですね。 

 

（商工政策課長） 

そのとおりでございます。 

 

（会長） 

他にありましたらお願いします。 

 

（県議会議員代表委員） 

２つ質問させていただきたいのですれけど、まず１点目は、基本的なことかもしれません

が、３ページ目の「きまって支給する給与の推移」で、パートタイム労働者の方々より、一

般労働者の方の賃金が下がっている原因があれば教えていただきたいと思います。 
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もう１点は、この計画は、条例に基づいて計画が走っていますが、コロナの関係で今後、

この計画そのもの、ＫＰＩの項目を見直したり、あるいは数値目標を見直したり、そういう

考えがあるかどうかについてもお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

（労働政策課長） 

労働政策課でございます。資料３ページの下にあります、１点目の「きまって支給する給

与」の一般労働者が去年に比べ下がっている要因ということでのご質問についてです。これ

は毎月勤労統計調査を基にしたグラフでありまして、この調査の中で深堀りして要因まで

はなかなか難しいのですけれども、ここで記載しております「きまって支給する給与」とい

うのは、所定内給与と所定外給与を足し合わせたものでありまして、それを分解していきま

すと、この２０１９年の数字につきましては、一般労働者所定内給与が、対前年で比較しま

すと約３，５００円減っておりまして、これが大きく影響していると。その中で、所定内の

労働時間、これにつきましても、前年と比べまして、１．７時間減少しているという状況に

あります。所定内給与の時間単価、時給換算したものは１，９０６円でして、これは去年と

比べて１円ほどの減少でありますのでほぼ横ばいということです。全体をおしなべて推測

をしますと、一般労働者の「きまって支給する給与」の減少は、所定内労働時間の減少が主

な要因かと考えております。統計上、そこまでの分析にしか至っておりませんが、以上です。 

 

（商工政策課長） 

商工政策課でございます。今回のコロナ禍に伴います県経済に対する非常に大きな影響

というものは、現計画策定当初には想定をしておりませんでした。従いまして、こうした大

きな状況の変化を踏まえまして、ウィズコロナ、ポストコロナ時代に適応した計画を策定し

ていく必要があるだろうというように考えております。現計画は、令和３年度までの計画で

ございまして、来年度は計画の見直しということになってございます。国の方におきまして

も、成長戦略会議が新たに立ち上げられまして、来年６月の策定を目指して、審議が始まっ

たところでございます。 

県におきましては、来年度、次期総合計画の策定を行う予定でございます。そうした、国

の成長戦略、県の総合計画の方向性、そういったものも見ながら、また当審議会の委員の皆

様のご意見等を踏まえながら、来年度に、次期計画の策定へ向けて、ウィズコロナ、ポスト

コロナ時代に適応した中小企業振興施策について検討してまいりたいと考えております。 

ただ、まだ今コロナは現在進行形ということでございまして、収束の時期が見えない状況

でございますので、それをしっかり見極めて、来年度の計画策定に反映していきたいと思っ

ております。 
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（会長） 

他にありましたらお願いします。 

 

（県議会議員代表委員） 

今のお話ですと、新たな支援策が必要であると。私も同じ認識です。コロナの対策として、

新たな支援策を計画に入れることはなかなか難しいですれけども、計画に入れれば、おそら

くスムーズに支援できることが沢山あると思いますので、ぜひ、この計画に付加することが

できるかどうか、技術的な問題は分からないのですけれども、ぜひ、検討していただいて、

この後、コロナ対策をご説明いただくことになっていますけれども、新たな支援についてし

っかりとやっていただければと思います。よろしくお願いします。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

（会長） 

ありがとうございました。他にありましたらお願いします。 

 

（商工関係団体代表委員） 

中小企業の現場からということでお話しさせていただきたいのですけれども。 

まず、６ページの中小企業の人手不足の状況ですけれども、確かに昨年度までのことを言

いますと、人が足りない、足りないということで大変な状況だったのですけれども、このコ

ロナ禍でだいぶこの辺りの状況が変わってきているなというところです。 

１つは若い方、それから正社員でおられる方については、まだまだ、本当にこれから人口

が減ってきますので、就職されるのですけれども、短期のパートの方、あるいは高齢者の方、

ようやく何年ぶりかで働きだしたら、このコロナによってまた仕事がなくなってきたとい

う、そういう状況がだいぶ見られます。 

それからやはり業種によって、介護職は相変わらず不足ということなのですけれども、流

通・小売においては、逆にもう人減らしも始まっているようなところも見られます。これが

今後どういう形になるか分かりませんけれども、ぜひ今後の支援策の中に、あるいは、人手

不足という事が、ちょっと変わってきたなということは考えておいていただきたいなと。ま

た、企業から辞めて出ていった場合に、社会的なコスト、そういったものも大変な負担にな

るだろうと思います。 

それから、７ページの経営者の高齢化と事業承継ですが、本当に中小企業は頭が痛いとこ

ろでして、何十年も頑張ってきて業績も残しているのに、辞めざるを得ない。なぜ辞めるか

で１番大きな要因は、こんなきつい仕事は子供にさせられない、夢も希望も無いという現状

があるからなんです。どうせ子供を大学まで苦労して出したなら、大きな会社に勤めさせて

安心したい、もう自分の仕事は自分の代で終わりという。ある意味では、寂しいことなので、

今、重点支援企業等色々ありますが、ぜひ、そういった企業、あるいは経営者が今後仕事を

していくうえでどうすればよいのかということを、ある意味では協業、協同化、あるいは設
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備の更新、高度化を図って合理化する。今、このビルの１階に、中小企業生産性向上支援セ

ンターを県でやっていただいていますが、そこが非常に人気があり、中小企業が相談に行っ

ているのですけれども、そういう施策をぜひ強化していただきたいし、中小企業としてお願

いしたいのは、何十年も頑張ってきた中小企業の創業者が仕事を辞める時に、仕事をやって

いてよかったなと、一般の社員の方が定年で辞める時に、これも当然退職金をもらわれて辞

められるわけですけれども、やっぱり何らかの形で少しでも手元に残る、そして本当にこの

仕事を何十年もやっていてよかったな、社会にもそれなりに貢献できたなという思いがで

きるようにしていただきたい。言ってみれば、店じまい、廃業、そういう形で中小企業が減

っていくのは仕方がない部分もあるのかなと。そういう形でいきたいなと思いますので、ご

支援をお願いいたします。私からは以上です。 

 

（会長）  

何か、ご意見はありますか。 

 

（労働政策課長） 

労働政策課でございます。６ページの中小企業の人手不足の状況について、コロナの関係

でこの状況に変化があるのではないかというご示唆をいただきました。これとは別の統計

でありますけれども、日銀の短観の人員判断を見ますと、確かに、コロナが起きる前は、ほ

ぼすべての業種が、この６ページの資料と同様に、人材不足の方向に大きく振れておりまし

たが、コロナが起きて、一部の宿泊飲食ですとか、自動車が過剰のほうに振れているという

部分もあります。一方で、それ以外の業種は、足下では人員の不足という状況はやや過剰の

方向に振れておりますけども、引き続き不足という状況になっております。足下の職業別の

有効求人倍率を見ますと、建設、警備それから輸送、介護など、いわゆる従来から人手不足

分野と言われていたところが、引き続き有効求人倍率 1 倍を大きく超えているという実態

もあります。そういった雇用のミスマッチ、人材不足分野の存在というものもしっかり見な

がら、マッチング支援をやっていかなければならないのかなと思っております。この間、

色々な現場の声を聞きますと、コロナがあって以降は、中小企業の方で、今まで若者が応募

してくれなかったけれども若者の応募があって、採用に至ったという声も聞かれています。

そういった今の状況の中で、雇い入れの意欲を持っている企業に、いかにマッチングを進め

ていけるかという観点で、今後も努力をしていく必要があると思っています。また次の議題

のところで足下の取り組みをご説明したいと思います。 

 

（会長） 

以上でよろしいですか。 
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（商工政策課長） 

商工政策課でございます。商工部におきます人材確保に資する取り組みといたしまして

は、地元福岡に、魅力的な企業、働く場が多数あるのだということを、広くＰＲしていく必

要があると思っています。その中の１つの取り組みといたしまして、ものづくり企業におけ

る取り組み等をまとめた冊子を作成しまして、理工系大学あるいは高専の学生向けに、県内

企業の紹介を行っているところでございます。また、福岡県プロフェッショナル人材センタ

ーによりまして、新たな事業展開に必要な技術開発、販路開拓あるいは海外展開などに精通

した即戦力人材、そういったものの確保の支援を行っております。 

さらに、人材を育てるといったような観点からは、技能向上支援ということで、工業技術

センターにおきまして、製造基盤の技術講座でありますとか、デジタル技術活用講座、水素

ロボット、医療福祉機器、バイオ航空機等の講習会、研究会、こういったものを開催して、

人材の育成を行っているところでございます。 

 

（会長） 

ありがとうございました。他にありましたらお願いします。 

 

（学識・専門家代表委員） 

今の人手不足の話ですが、私も仕事柄、福岡県内の中小企業をいくつも回っていますが、

求人が少ないという話は、よく聞いていましたけれども、昨今それだけではなくて、いった

ん就職していただいても短期で辞めてしまう方が非常に多いと。４月に採用して、特にゴー

ルデンウィークが終わったら出て来られないとかですね。そういうふうな話を聞くことが

すごく多くなったように感じます。その点で、今のその人材不足という話だけではなくて、

例えば３年内に離職される方がどのくらいいらっしゃるかという統計であるとか、離職さ

れる方、特に若い方ですが、理由はどういうものがあるのかとか、それに対する対策はどう

いうものをとればいいのかと。何か対策というのは取ってらっしゃるのでしょうか。それを

お聞きしたいと思います 

 

（労働政策課長） 

労働政策課でございます。早期離職ですけれども、データで見られるのが、新卒で卒業し

て、そのあと３年以内に離職した割合というものの統計は、厚生労働省の方で取れます。福

岡県におきましては、高校を卒業して就職をした後に、３年以内に離職している割合が４３．

８％。それから、大卒の場合は３５％ということで、いずれも全国平均よりもやや高いとい

う状況になっております。この早期離職対策といいますか、防止といいますか、そういうも

のについては、多面的な対応が必要だと考えておりまして、私どもが働き方改革を進めてい

るのもそういう企業の個別の課題を克服するための１つのアプローチという認識でやって

おりますし、直近で、今年度からスタートしておりますのは、先ほどの資料の中でありまし
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た若者就職支援センターで新卒の時に就職でお世話をした方、この方々が就職した後、定着

しているのかというフォローアップを、学生で希望する方については行っているというよ

うなものがあります。 

もう１つ、早期離職の要因。これも様々ですけれども、最近言われておりますのが、その

企業の中での上司と部下、あるいは経営者と若者のコミュニケーション。これをどう取って

いくべきかという課題も、１つあると思っています。その点につきましても、今年度の若者

就職支援センターの事業で、企業の若手の社員、あるいはその上司にあたる方、あるいはメ

ンターと呼ばれる存在の方向けのセミナーを実施しております。そういう形で色々な方向

から、定着支援を県としても実施しているという状況でございます。 

 

（学識・専門家代表委員） 

今言っていただいた数字は、何年度の数字でしょうか。 

 

（労働政策課長） 

平成２８年の３月に卒業された方です。 

 

（学識・専門家代表委員） 

これは、年々増えているとか、減っているとかいうことはありますか。 

 

（労働政策課長） 

申し訳ありません。今、手元に資料がないのですが、全国平均と比べて福岡県がやや高い

というのは構造的な課題であり、今回の調査時点から始まったことではありません。 

 

（学識・専門家代表委員） 

分かりました。ありがとうございます。 

 

（会長） 

他にありますか。 

 

（商工関係団体代表委員） 

２点ほど、申し上げたいと思います。 

冒頭、商工部長より福岡県のコロナに対する取り組み、緊急融資ですとか、支援金、補助

金でしっかりやっていただいているとのお話がございました。確かに、中小企業の経営者の

団体としては、いち早い動きをとっていただきまして、手元の資金というところでは、ある

程度確保しながら、なんとか当面はやりくりをしているというところではないかと思いま

す。 
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ただこれは長期にわたるので、今後どのように企業の業況が悪化していくか気になると

ころであります。先ほどから、企業数の推移というところで、中小企業、それから小規模事

業者が年々減っていると。平時で減っているわけです。これが平時でない今の状況で、どの

ぐらい影響が出るかというのは、非常に危惧しているところです。先ほどから色々な施策を

ご説明いただいておりますけれども、ひき続き、特に小規模事業者。先ほどからの廃業の話

もですね。特に小規模事業者に対して、しっかり注視して、タイムリーに施策対応を取って

いただきたいと思っております。これは次の議題になるかもしれませんけれど、そういうこ

とを希望いたします。 

それともう１点。この目標指標の進捗のところの、指標の値の取り方なんですけれども、

先ほどちょっとお話がありました。重点支援企業、それから経営革新計画策定企業も、目標

値で売上ですとか経常利益というところを指標にとっていただいております。先ほどのデ

ータのお話の中で、人口構成の変化で消費市場が縮小しているという傾向、さらにこのコロ

ナ禍で消費が減っていると。となると、企業におきましては、特に売上を増やすというとこ

ろは、やはりなかなか大変なことです。そういうことの現れだと思うんですけれども、経営

革新計画策定企業が、過去最高になっているというふうにもお聞きします。これがどういう

ことかと言いますと、企業はこのままではいけないと、新たな取り組みをということで、真

剣に向き合っているということではないかと思います。そういうところで、重点支援企業の

指標ですとか、経営革新計画の策定企業の目標値につきましては、売上ということではなく

て、やはり今大事なのは、いかに利益を稼げる企業になるか、いかに付加価値を稼げる事業・

商品・サービスを開発して、見つけて、それを展開していくかということだと思います。そ

のための経営革新ということでもあろうかと思いますので、売り上げもいいんですが、例え

ば、利益率であるとか、付加価値率や雇用者数とかですね。そういう指標も合わせて、利益

をどれだけ稼げるようになったか、どれだけ雇用を生み出せる企業になったかというよう

な指標を１つ、掲げていただければなと思います。 

 

（新事業支援課課長補佐） 

新事業支援課でございます。経営革新のところでご指摘をいただきました。この経営革新

計画というのは、国の計画に基づくものでございまして、県ではこれに基づいて経営革新を

進めているというような状況でございます。これが、経営の相当程度の向上ということでご

ざいまして、国のほうで、目標をまずどういうふうに定めるというのが決まっておりまして、

その中で、まず付加価値額であるとか、経常利益というものが、目標の中に入っているとい

うようなこともございます。これを考慮して、売り上げが向上した企業ということとさせて

いただいているようなところでございます。 

 

（会長） 

ありがとうございました。時間の関係もありますので、次の議題に移りたいと思いますが、
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よろしいでしょうか。 

１つ目の議題は、今日のご意見を踏まえて修正するということですか。 

 

（商工政策課長） 

商工政策課でございます。本日の委員の皆様からのご意見を踏まえまして、最終的な報告

書としてまとめさせていただきたいと思っております。 

 

（２）報告事項 

「新型コロナウイルス感染症への対応状況について」 

 

（会長） 

次の議題に移ります。「新型コロナウイルス感染症への対応状況について」ということで

ございます。事務局から説明をお願いいたします。 

 

（商工政策課長、労働政策課長） 

資料４「新型コロナウイルス感染症への対応状況について」に基づき説明 

 

（会長） 

コロナへの対応状況について説明いただきました。何かご質問等ありましたらお願いし

ます。 

 

（商工関係団体代表委員） 

様々なコロナ禍の対応をしていただきまして、本当にありがとうございました。 

１点、まだ分からないと思いますが、４ページの２から、資金融資に加えて、「『新しい生

活様式』を踏まえた産業・社会の活性化」で、様々な施策を実施していただいておりますが、

ぜひ、来年度が始まる前になるのでしょうか、それとも１年ぐらいかけてになるのかも分か

りませんが、予算で相当な金額が付けられていると思いますので、是非、その効果検証がど

うであったかというのは、確実に押さえておいていただきたいなというふうに思います。 

それから、雇用の面に関しましては、様々な開拓要員も設置するということでございまし

たが、せっかく、ここには各経済団体も来ておりますので、そちらの方から人材の受け皿と

なる企業の掘り起こしを依頼されてはいかがかなという風に思いますので、よろしくお願

いいたします。以上です。 

 

（会長） 

何かコメントはありますか。 
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（商工政策課長） 

商工政策課でございます。１点目の、「新しい生活様式」を踏まえての様々な取り組みに

ついてでございますけれども、ここについては、しっかりと効果検証をした上で、今後の施

策に活かしてまいりたいと思っております。 

 

（労働政策課長） 

２点目の求人開拓につきまして、センターでの求人開拓の準備ができ次第、また経済団体

の皆様にもご協力の呼びかけをさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 

（会長） 

ありがとうございました。ほかに、ご質問はありませんか。 

 

（労働団体代表委員） 

時間がない中ですけれども、３点ほど発言させていただきます。 

リーマンショックの時と比べた融資の状況等を示していただいて、本当に、これに限らず、

様々な企業を支援する助成金等の対応を行政としていただいたことに、誠に感謝を申し上

げたいと思います。 

本当に積極的にやられたと思います。ただ、その結果として言いますと、私どもの労働相

談に寄せられた相談でも、事業主の方が国の制度活用をしてくれず、無給の状態に置かれて

いるというような相談をたくさん受けましたし、経営者の方からは、行政の窓口に電話が繋

がらないというような電話がかかってきたような状態でしたので、以前より今回、色々改善

された点を評価し、さらに、今回どんな問題があったかをぜひ検証していただいて、さらに

次の備えに繋げていただきたいというふうに思っております。 

それから２点目は、今日いくつか話題になっていましたが、やはり雇用が続けられない状

況が出た中で、失業せずに労働移動できるような仕組み、できれば産業内で、今までの経験

を活かして、長期的には人手不足の状況が続く中で、産業外に人手を出すんじゃなくて、同

じ産業内で経験が活かせるような労働移動の仕組みですとか、あるいは休業した場合に、一

時的にその労働力をレンタルするような仕組みですとか。それからもう１つは、やはりこの

産業で人が余っていて、この産業で人が足りない状況があるから、そこを速やかにマッチン

グする仕組みなど、今回雇用の問題も多く受けましたし、これからまだ深刻化が想定される

中で、そういった仕組みの検討をぜひお願いしたいというふうに思っております。 

それから３点目ですけれども、対策について、フリーランスの方への対策が若干触れられ

ていました。フリーランスの方、個人事業主の方というのが実態としては労働者性が高いこ

ともあって、私どもの主張としては、労働者としての保護が必要な働き方の方が多くいらっ

しゃるんじゃないかと思っています。しかし、法制度上そうなっていない中で、フリーラン
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ス、個人事業主の方の対策というのも、中小企業行政の関係になってくるのかなということ

です。中小企業行政として、フリーランス、個人事業主の方の実態をどれぐらい把握されて

あって、コロナの中でどのような課題が出て、どのような対策を打たれたのかということに

ついて、詳しくご報告を求めないのですが、本当にそういう中小企業行政の中での対応が適

当なのか、やはり労働者としての保護という視点が必要なのかというのを、実態も踏まえて、

今後、課題としてご検討いただきたいというふうに思っております。以上です。 

 

（商工政策課長） 

商工政策課でございます。１点目と３点目についてご回答させていただきます。 

今回、様々な支援策を、私どもで考えながら、講じてまいったわけでございますが、確か

に、電話がなかなか繋がらないといったような苦情をいただいたところでございます。 

そういったような今回の支援策に伴う効果、あるいは、クレームといったようなことを検

証しながら、次に繋げて参りたいというふうに思っております。 

それから、ご指摘がございました、フリーランス、そして個人事業者の方々、こちらの方々

に対しましても、私どもの講じた支援策というものが十分に行き渡るということが、もちろ

ん重要でございますので、そういった方々に、私どもが講じた支援策が広く周知できますよ

うに、今後とも努力を重ねてまいりたいというふうに思っております。 

 

（労働政策課長） 

２点目の雇用に関する部分、色々な状況がある中で、重層的に対応が必要だという意味で

のご指摘だと思います。 

国のハローワークとも連携しながら、先ほど申し上げました、外部労働市場でのマッチン

グ支援というのをやるとともに、これも厚生労働省で全体を推進しておりますが、各県にあ

ります産業雇用安定センター、これを通じまして、在籍型出向、これをしっかり活用して、

従業員の雇用を守る企業を支援していこうという動きもありますので、そういう関係機関

とも連携して、必要な周知、啓発など、我々もやれるところをしっかりやっていきたいとい

うふうに思っております。 

 

（会長） 

ありがとうございました。時間の関係がありますので、次のご意見が最後ということでよ

ろしいでしょうか。 

 

（労働団体代表委員） 

端的に２点申し上げさせていただきます。 

８ページ目にあります「福岡の魅力再発見」キャンペーン並びに「福岡の避密の旅」、こ

れは第１弾ということで「福岡の魅力再発見」、その後、今回からの「福岡の避密の旅」な
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のかなというイメージを持っておりますけども、第１弾といいますか、「福岡の魅力再発見」

の場合に、１５万人分ご用意されていたようなんですが、販売状況としては宿泊８万人と日

帰りが５，０００人ということでございました。 

今回、「避密の旅」において、１０万人泊分ということで準備されてるようでございます

けども、現在、ＧｏＴｏトラベルの盛り上がりとかもありますので、今回は非常に、期待し

ていいのかなと思っております。 

ぜひ、準備されています、この１０万人泊分、この辺りは使い切ると言いますか、場合に

よって足りないようなら追加措置も含めた積極的な対応をお願いしたいというふうに考え

ておるところであります。 

もう１点は９ページ目ですけども、観光需要の回復に向けたＰＲの関係であります。今現

在も県のＨＰに少しあるんですけれども、移住やリモートワークということで、ワーケーシ

ョンというのも非常に増えてきております。 

ぜひ、この観光需要と併せて、移住それからワーケーション、こういったところのＰＲ活

動も積極的にやっていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

（観光振興課長） 

観光振興課でございます。今委員からお話がございました、キャンペーン。宿泊助成を含

むキャンペーンでございますけれども、第 1弾の「福岡の魅力再発見」キャンペーンにつき

ましては、７月１日から事業を開始させていただきました。 

７月は、７月の初旬に豪雨がございましたこと、それから７月の中旬には、コロナウイル

スの再拡大が始まったこと、それと１番最大の要因としまして、ＧｏＴｏトラベルキャンペ

ーンが大きく前倒しされたことが挙げられます。ＧｏＴｏトラベルは、当初８月の中下旬ぐ

らいから実施されるという想定がされていたところだったんですけれども、大きく前倒し

されまして、７月２２日からＧｏＴｏトラベルキャンペーンが実施され、私どもはＧｏＴｏ

トラベルに先行して、「福岡の魅力再発見」を実施させていただきました。その関係上、Ｇ

ｏＴｏトラベルとの併用は不可ということにさせていただいたものですから、国の事業に

流れたというようなところがございまして、当初目標としていました１５万人泊のところ

が、８月末の時点の段階で、まだ最終的な数字ではないのですけれども、８万５，０００人

分の利用が見込まれるというようなことで、記載をさせていただいてるところございます。 

今度、１１月５日、明日から、第２弾といたしまして、「福岡の避密の旅」観光キャンペ

ーンを実施させていただきます。これにつきましては、今１０万人分の宿泊ということで、

準備をさせていただいております。これはしっかりとプロモーションも兼ねて、１０万人の

販売をしっかりとやっていきたいというふうに考えております。 

それから、９ページ目、安心・安全のＰＲということで、１０月から福岡出身の女優の今

田美桜さんにご出演いただいて、国内向けにはＰＲ動画を制作しＨＰを、それから１１月か

らは、東京それから関西の駅、ＪＲ東京駅とかですね、そういったところでのプロモーショ
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ンの展開をしているところでございます。 

委員ご指摘の移住、ワーケーションという部分につきましては、県庁内の関係部署とも連

携しながら、しっかりとその部分も見据えた形で、ＰＲに努めてまいりたいというふうに思

っております。以上ございます。 

 

（会長） 

ありがとうございました。時間の関係もありますので、以上で、予定しておりました議事

は終了させていただきたいと思います。この他に何かご意見等ありましたらこの場で出し

ていただければと思います。 

特にありませんでしょうか。特にないようでございますので、本日の審議会はこれで終了

させていただきたいと思います。熱心なご意見をありがとうございました。 

 

４ 閉会 

（商工部長） 

 閉会挨拶（略） 


