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令和３年度第１回福岡県中小企業対策審議会議事録 

 

開催日時：令和３年１１月１９日（金）１４：００～１５：４０ 

会場：吉塚合同庁舎６階（６０３会議室） 

 

１ 開会（略） 

 

２ 会長選出・挨拶 

（会長） 

ただいま会長にご承認いただきました、福岡県商工会議所連合会会長の谷川でございま

す。どうぞよろしくお願いを申し上げます。皆様のご協力をいただきながら、審議会での議

論が実り多いものとなりますよう、全力を尽くしてまいりたいと存じますので、どうぞよろ

しくお願いを申し上げます。 

先ほどお話がありましたように、新型コロナの影響で 1 年半以上大変な思いをしてまい

りました。これを戦争に例える見方もございますが、まさにそのとおりであろうかと存じま

す。私は福岡商工会議所の会頭、福岡県商工会議所連合会会長、それから九州の７８の商工

会議所の連合会会長といろんな役を仰せつかっております。また、日本商工会議所の副会頭

も仰せつかっており、昨日東京で日本商工会議所の会議がございました。その一連の会議の

中で、日商正副会頭と、経済産業大臣、副大臣、政務官、次官、各局長との懇談会がありま

した。商工会議所からは経済政策に注文をいたしました。私は中小企業の自立的な努力に向

けた支援についてお願いしました。経済団体として出来ることは全てやるというのが、私ど

も商工会議所の考え方でございまして、三村日商会頭以下、全員が一丸となってこのコロナ

と対峙していこうということで頑張っております。 

商工会議所の会員数は福岡商工会議所だけで見まして、昨年度末は１万６千社くらいだ

ったのが、この１年間で１万７千を超える勢いで増加しております。会員の皆様の私どもに

対する期待が増しているということを実感しているところでございます。 

商工会議所である私どもは、中小企業施策のデパートのような感じで、経営相談、ＤＸな

ど各指導を行っており、併せてビジネスマッチング的商談会事業も行っております。できる

ことは何でも取り組んでいるというのが私ども商工会議所でございます。 

この審議会は中小企業の施策を議論する場でございますけれども、私どものそういった

活動を施策に反映することを期待されて、私を会長にご推挙いただいた最大の理由であろ

うかと思います。 

コロナは第６波が来るか来ないか皆さんが神経を尖らせているところでございます。一

方で、あまりにもコロナの影におびえて、何もしないというのでは、私どもの生活が成り立

たないということでもございます。幸いに福岡県は、服部知事以下、県議会の皆様も力を尽

くされて、医療機関と連携をする、あるいは、市町村等と連携するということで、医療体制

は東京、大阪に比べて格段に整っております。テレビでは東京、大阪のとんでもない事例が

報道されており、全国民が不安になっていると思いますけども、福岡に関しましては、本当

に県の医師会の松田会長以下、知事と一緒になってきちっと対応しようということで頑張
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っていただいているところでございます。 

また、私、福岡市の社会福祉協議会の会長もやっておりまして、これは県の社協も同じで

ございますけれども、本当に困窮しているご家庭には、色んな救いの手を差し伸べていると

ころでもございます。 

今日は審議事項が「中小企業の動向及び令和２年度中小企業振興施策の実施状況」という

ことでございますけれども、報告の後に皆様の忌憚のないご意見を拝聴できればと存じま

す。ぜひとも皆様と一緒に頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

を申し上げます。 

 

３ 議事 

「中小企業の動向及び令和２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） 

 

（商工政策課長） 

資料２「中小企業の動向及び令和２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） 

説明ありがとうございました。それでは、これから意見交換を始めたいと思います。どな

たかご意見ご質問等ございましたら、挙手の上、ご発言いただければと思います。いかがで

しょうか。 

 

（県議会議員代表委員） 

国の施策で、金融緩和から公共事業投資、そして成長力を確保するということで３本の矢

でここ数年来たわけですが、なかなか成長力、生産性向上が日本の場合、上がっていないと

いうことが大きな停滞の原因というふうに言われておりますけれど、今ご説明いただいた

中で、かなり県も努力はされていると思いますし、必要なことをされていると思いますが、

例えば先端的な部分では人材が不足しているのに、今後労働力が不足していく傾向にある

というお話でしたけれども、労働人材が余っているところもあるでしょうし、どうしても足

らなくて、例えば半導体のように必要とされながらも生産ができていないというような分

野もあるわけで、それと同じように、労働市場においても、必要とされる人材の業種がある

のに必要な人材を見つけることができない、補うことができないというようなことで、生産

性向上を実現できないというケースがかなりあって、日本経済が停滞しているのかなと。９

９％を占める中小企業の方々が、生産性向上のためにＩＴ化を進めるとか、もっと新しい時

代に向けてこうしなければいけないと分かりながらも、５人、１０人の規模ではとてもそう

いう人材は求められないというようなことで停滞している、跡継ぎがいないので停滞して

いると言える。色んな条件があって、うまくいってないんだろうと思いますけど。例えば、

商工会議所さんとか商工会の皆さんで、どういう人材を、企業が伸びていくためにはどうい

う人材が必要なんだという、その人材、職種ですね、これを明らかにしていただいて、今い
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る労働力、働き手の方にスキルアップをしてもらって、この人材バンクを作って、そしてそ

この必要とされる人材を人材バンクから選んでいくというような、社会全体の仕組みがで

きると生産性が向上する１つの大きなきっかけになるのではないか、というような感じを、

今のずっと一連の説明をいただく中でですね、思ったわけなんですが。そういうことに対す

る事業家の皆さんのご意見とか実態とか、そういったものを聞かせていただければ、ありが

たいという気持ちで意見を言わせていただきました。 

 

（会長） 

皆さん、今日は着座にてご発言いただければと思います。 

 

（商工政策課長） 

着座にてご回答させていただきたいと思います。確かに委員ご指摘のとおりですね、必要

とされる、例えばＩＴ化を進めたいけれども、中々そういった人材がいないとか、後継ぎが

いないので中々生産性向上が図れないといったような実態というものはあるんだろうとい

うふうに思います。そういう意味で商工部としての取組といたしましては、例えば、新たな

事業展開をしたいんだけれども、そのためには技術者がいるとか、あるいは販路開拓、ある

いは海外展開をしたい、そのためには知識を持った専門家が欲しいんだといったような企

業もあるかと思います。そういった部分につきましては、ご説明の中でも出てきましたけれ

ども、プロフェッショナル人材センターにおいてそういったような企業のご要望に応じた

即戦力となるような人材の採用といったようなものをサポートさせていただいているとこ

ろでございます。会社の中の従業員にそういった必要とする技術を持った者がいないとい

ったような場合につきましても、例えば工業技術センターにおいては、金型、めっき、プラ

スチック等に関する製造基板技術講座というものを開催いたしておりましたり、あるいは

３次元設計、CAEなどのデジタル技術活用講座でありますとか、水素、ロボット、バイオ等

に関する講習会、研究会なども開催をして、従業員の技能向上といったことを通じた専門人

材の確保といったものも支援をさせていただいているところでございます。そういった取

組を通じて、必要とされる人材の確保を図ってまいる考えでございます。 

 

（労働政策課長） 

 労働のサイドで少しコメントをさせていただきますが、先ほど委員がおっしゃられまし

たとおり、ある職種では人を求めているんだけれども、ある職種では人が余っているという

ことで、私共、毎月ハローワークの統計で有効求人倍率というものに注目しておりまして、

先ほど、全体としては去年、コロナで大きく有効求人倍率が下がりましたと資料にも出てま

いりましたが、職種別に細かく見ていきますと、従来から人材不足と言われています介護の

専門職ですとか、建設の専門職ですとか、倍率が非常に２倍、３倍を超えているような職種

もあって、そこのアンバランス、ミスマッチというのは、コロナ禍でも顕在化しているとい

う状況でして、これも説明の中で出てきました県の若者とか中高年の年代別センター、就職

支援センターにおいて、まさにそういう今の労働市場を見ながら、人材を欲しているところ

に、今足元で仕事を探している求職者の方にいかに目を向けていただくか、中々、事務職を
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希望する方が現実的に多いものですから、その辺りをしっかりじっくり型のキャリアコン

サルティングをしながら、そのご本人の能力が生かせる分野にマッチングをしていくこと

で、就職支援の現場においてはそういう努力をさせていただいております。加えまして、い

わゆる成長分野もそうなんですけども、今、業種横断的に、これも委員がおっしゃっていた

だいたＩＴとかデジタル人材とかそういうものの重要性が高まっているということで、こ

れも公共職業訓練や産業ニーズを踏まえた人材育成など色々な講座で、今いる人材の能力

を育てるという事業も一部やっておりますので、そういうものでしっかり育てながら県内

の企業、中小企業にマッチングをしていくことの努力、色んなものを組み合わせながらやっ

ているというのが現状でございます。 

 

（会長） 

はい、どうぞ。 

 

（商工関係団体代表委員） 

 中小企業のＩＴ化について、現場サイドからお願いさせていただきますと、ＩＴの技術者、

専門家といっても、色んな仕事のレベルがあるわけでして、例えば小企業でプログラムを自

分で書けるとか、色んなソフトを作れるという人材が必要かというと、そうでもないんです

ね。ですから、その辺の仕事の内容、あるいはスキルの内容について、細やかな要望それぞ

れ違いがあると思います。ただ残念なのは、中小企業経営者自身が、この報告にありました

ようにＩＴ関係について疎いものですから、果たして自分の事業でどれだけの人材が必要

なのか、どんな人材にどんなことをやってもらえばいいのかということ自体もはっきりし

ていないということがあります。ですから、全て高いレベルの人が必要ということではなく

て、言ってみれば、できたものを使いこなせるレベルでもいいんだと。あるいは少しそれを

自分のとこの会社の内容に合わせて作り替えていく。そんなレベルでいいんだというよう

な、色んな仕事があると思いますので、その辺の細やかな対応、これをぜひ、行政の方でも

考えてやっていただければいいんじゃないかと思います。以上です。 

 

（谷川会長） 

 ありがとうございます。事務局からお願いします。 

 

（商工政策課長） 

ご意見ありがとうございます。確かに、中小企業におけるですね、中小企業の規模、経済

力も様々でございまして、一口にＩＴ化と申しましてもですね、やはり小規模事業者と中堅

企業に近いような規模の中小企業では、大分事情が異なるだろうというように思います。い

きなりデジタルトランスフォーメーションだと言ってもですね、それは一足飛びには中々

難しいわけでございまして、先ほどもご説明しましたＩＴ導入のネックになっているのが

経営者のＩＴへの理解不足といったようなことが１番にあげられているような状況もござ

いますので、まずはどのような企業の規模に応じて、どのようなＩＴ化から始めればよいか

といったようなことなどを踏まえてですね、例えば財務会計のデジタル化とか、顧客管理シ
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ステムを入れたらどうですかとかですね、そういったような部分から始めていただくよう

なこともご支援できるだろうというふうに思いますので、そうした色んなレベルに応じた

きめ細かな支援というものが必要だということで、そのように取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。 

 

（会長） 

県議会議員代表委員の問題提起は、おそらく国際競争力も視野に入れておられると思い

ます。今、色々ご説明のあった議論というのは、地域の中でのいろんな人材の話であろうと

思います。それで全体を俯瞰してみますと、一つ、ローテクの世界というのですか、そこで

の人材のミスマッチというのはあると。もう一つはかなりハイテクの世界で、そこでも相当

人材不足というのがあるということだと思います。日本の現状は、労働集約型のローテクの

仕事はやりたくないとか、様々な要素があって、例えば建設業では現場労働者がかなり不足

しております。一方で仕事を求めている人いっぱいいるのではないかと、ハローワークとか

いっぱいあるじゃないかと言っても中々来てくれないと。もちろん建設業の中でも色んな

職種があって、熟練工もいればそうでないレベルの工員さんもおります。例えば左官修行な

どは、中々人がやってくれないというのは、やはり３Kというのでしょうか、そういった職

種に就きたくないという。特に今、大学進学率が高いものですから、大学出てから今さら左

官の仕事なんてできないという人が多くて、結局、相当熟練工だとかを求める声は多いので

すけれども中々来てくれない。一方では職人を求める人の数が多いと。しょうがないので外

国から人を入れるとかになっているわけです。できれば型枠工だとか左官さんとか、ああい

う世界というのは本当に多くの人に修行していただきたいのですけれども、中々そういう

ふうにはならない。これをローテクというのはちょっと違うとは思いますけれども、同じ技

術でも、ハイテクのコンピューターみたいな世界とは違って、修行して長い間かけて身につ

けていくというか、そういう世界でのミスマッチというのは非常に多い状況です。 これは、

どうしても事務職がいいとか、そういったその気持ちで中々ミスマッチが解消しないとい

う要因のひとつになっているのではなかろうかと見受けられます。それから、ハイテクの世

界というのは、これは圧倒的に人材が不足しているというのが実情だと思います。それに向

けた教育が、どこの大学でも十分なされていない。例えば、すぐに役に立つような技術者と

いうのは、今高専の人達が引っ張りだこになっているわけですけれども、大学の工学部を出

たからといって、すぐに使い物になるわけではない。そういう世界では日本は研究職も含め

て相当程度、テコ入れをしないと世界に伍していけないと思います。中国あたりは、もうア

メリカに相当の人を送り込んで、そして、それを戻して、それで今日の隆盛を招いているわ

けです。日本もかつては多くの留学生がアメリカに行って学んで帰ってきて起業したり、会

社に入って生産性を高めてきたわけですけども、それを他の国は実行しているけども、今は

日本からの留学生は極めて少なくなっており、どんどん減っている状況にあります。それは

ある程度豊かになって、もう国内で十分、もうこのままでいいやというような若者がかなり

増えているということもあると思います。なんでそのようになっていくのかということで

すけども、一つはそういった意味では国家的な研究支援とか、あるいはそういう技術支援で

すね、あるいは、ローテクの人がハイテクをやりたいという場合の職業訓練、そういったこ
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とがまだまだ不十分であるというのが一つの要因であると思います。それからもう一つは、

戦後はうまくいっていたのですが、特に大企業あるいは中堅企業ですけれども、終身雇用、

それから年功序列賃金制度、そういうものがあると、高度成長はうまく機能したのですけど、

もう今の時代は人口が逆三角形になってきておりますので、１回その会社に入って、そして

よほどの失敗をしない限りはクビにならない。そうするとせっかく立派な学校を出て、その

優秀な人材も企業に入ると、ニッパチの法則というのがあって、上の２割、それから下の２

割というのは必ず、どんな集団にも生まれてくるわけで２割ぐらいの人が、どこの企業でも

使い物にならないようになってしまう。せっかくの能力、頭脳がありながら腐れてしまって、

企業内の事実上の失業みたいな状態になってしまうわけです。世の中の変化、企業はどんど

ん変わらなければいけないけども、結局そういった企業は中々うまくやっていけない。やっ

ぱり今の日本の労働市場が横に中々円滑に移動できないということに大きな要因があろう

と思われます。 

今回の政府の緊急提言にも、円滑な労働移動ということが入っておりました。まさに、そ

こは問題を政府も認識しているなあと思います。ただ、これは労働改革の関係などそう簡単

ではない問題もございますから、企業だけの都合で物事を考えるわけにいかないのでしょ

うが、ただ、生産性の高いところに低いところからどんどん労働が移っていくという、それ

は職業訓練なり、この企業の壁をもうちょっと取っ払うとか、そういうことができていない

というのが要因ではなかろうかと思います。そのようなご指摘をなさる先生方もたくさん

いらっしゃると思います。私も企業を経営しておりまして、日々そういった問題を、感じて

いるところでございます。すいません、私の意見みたいなものが随分長くなってしまいまし

たけども、他に今の点について何か、「いやそうじゃない」というご意見がありましたら、

お立場の違う方もいらっしゃると思いますのでいかがでしょうか。 

 

（学識・専門家代表委員） 

 今の、私も同じような意見を申し上げたかったんですけど、ちょっとだけ。やはり政府の

提言のようにですね、労働を移動させるというのは理想的だと思うんですけれども、やはり

中小企業にいらっしゃる、働いていらっしゃる方々は、やはりそのようなことは中々ちょっ

と厳しい、実際はですね。ただ、求職されている方も今までと同じような仕事を探されてい

る方もいらっしゃいますし、企業は企業で一生懸命どうやったら魅力的な企業になるのか

ですね、中小企業も頑張っていらっしゃる企業もたくさんあるんですけど、中々いい人材と

巡り合えなかったり、同じように、例えば人手不足のところはいつまでも人手不足という状

況が続いていますので、中小企業で頑張ってもちょっと厳しいのかなと正直思っています。

県のお力もあるのかなと思いますので、何か対策を、先ほど地道な対策を求職者に向けて色

んな求職の案内をされているということだったので、もうちょっと範囲を広げないともう

間に合わないような状況かと思いますので、ちょっとあれば教えていただければと思いま

す。 

 

（会長） 

県の労働施策としてどの程度の労働者を斡旋しておられるのかとか、ちょっとその辺り、



 7 / 14 

 

今のご質問はそういったことも含めた話ですよね、どうぞ。 

 

（労働政策課長） 

 ありがとうございます。県でですね、先ほど申し上げた若者とか中高年の就職支援センタ

ーをあえて持っているというのはですね、ハローワークでももちろん就職支援というのは

やっているんですけれども、どうしても職業紹介という行為が中心になりますので、一人一

人のこれまでのキャリアをしっかり見える化して、就職をスムーズにするという、ある程度

就職困難性の高い人とか、あるいは就職活動に困難を抱えた人を支援するというのが中心

になっています。もう一つ一方で、特に若者就職支援センターの方はそういうミッションと

プラスして、もう少しハイレベルな層も含めて福岡県の県内の中小企業を含めた企業の魅

力を知ってもらう、求職者にそれをお届けするというのも併せて、求職者への支援だけでな

く、地元企業の情報、魅力をしっかりと求職者に伝えるというミッションも持っているとい

うことです。そういう意味で、今お話のあった中小企業も努力している、それが中々届かな

いという話について、我々も働き方改革に取り組んでいる企業を見える化する、「よかばい・

かえるばい企業」という取組をやっていまして、平成３０年に始めたんですけども、５０社

ぐらいだったものが今足元で５００社を超えています。その内訳を見ますとしっかり企業

の中で、単に長時間労働是正とか、休暇取得促進ということだけではなくて、自分のところ

で人材育成を力入れてる企業ですよとかですね、多様な取組で努力いただいている地元の

企業がいっぱいありますので、そういう魅力を労働市場の中で求職者に伝えるというのも

併せて我々の年代別センター、就職支援センターのミッションになっています。 

 

（会長） 

 よく政府の施策として、東京の例えばメガバンクにいた人とかが里帰りをしたいとか、そ

ういうのは国が斡旋しますよ、みたいな話がありますけども、逆に県のサイドからそういっ

た人に福岡県の企業への就職斡旋などという施策というのは行っていませんか。 

 

（商工政策課長） 

 まさにそういったノウハウを持った方々をご紹介するセンターとしてのプロフェッショ

ナル人材センターというものをやらせていただいておりまして、そこで、そういった即戦力

となるですね、必要とされる知識に精通した方々をご紹介させていただいているところで

ございます。 

 

（県議会議員代表委員） 

 県の施策とですね、現場で経営されている方々、あるいは今、ご発言になられました学識・

専門家代表委員とか企業と関わりを持って指導的な経営アドバイスができる立場の先生方、

団体、そういったところと県の施策の理解度といいますか、浸透度、これがないのでうまく

マッチングできていない部分があるんじゃないかと思うのですが。中小企業１３万件に対

して実行できたのは５００件とかそういうところですから、まだこれから宣伝してですね、

理解してもらって実施していくという途中だろうと思うんですけど、その辺が、せっかくい
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い政策をしてるんだと思いますけど、浸透しないっていうのはそのへんの宣伝力にあるの

かなと思ったんですがいかがでしょうか。 

 

（商工政策課長） 

 確かに、全体の中小企業の数がものすごく多いという中で、各商工会議所、商工会の皆様、

特に経営指導員の皆様方にですね、やはり日々巡回指導あるいは相談に応じていただいた

りといったようなことが基本的にはベースとなっていくものと考えております。そうした

経営指導員の皆様方にですね、県の施策については十分ご理解いただいているものと思い

ますけれども、その中で色 「々こういったような施策をおたくお使いになったらいかがです

か」といったようなアドバイスというものを、今後も広くより多くの企業の方にさせていた

だければというふうに思っております。 

 

（会長） 

 人を派遣するというのはプラザ合意以降、日本の企業が世界各地で賃金の安い国に出て

行ってそこで工場を営むと。そういった流れの中で日本国内の中で競争力を保つにはどう

しても、正社員では困るということで、非正規労働者というか、その中に派遣労働者とかも

当然入ってくるのですけども。そういう形で全体としては単純系の仕事については派遣に

担当させると。ところがＩＴ化が進展するとそういう仕事もＩＴシステムに変わってしま

います。私どもの銀行も昨年の４月１日に事務職の職員８００人以上を、４月１日付で転勤

総合職に全て転換をしました。それはなぜかというと、デジタル化が進んでかなりの仕事が

もう人手でなくていいとなりました、今後はそれ以外のいろんな、コンサル的な仕事だとか

に移ってもらおうという戦略で実施しました。段々、デジタル化というものが労働市場に大

きな影響を及ぼしつつある現状があるわけです。一方で派遣会社もどんどん変わってきて

おりまして、従来は単純労働の派遣が多かったのですけども、今は博士号を持った人を大量

に抱えて、研究機関に派遣をするとか、ＩＴ技術、高い技術を持った人を金融機関に派遣す

るとか、そういったハイレベルの派遣を行う企業も出てきて、非常に民間のサイドでは大き

く構造の変化に応じて派遣の質を変えていっております。単純な労働ではなくて、もっとハ

イレベルのものまで扱うようになってきている。そのあたりは行政としてどうお考えでし

ょうか。そういった時代の流れ、あるいはデジタル化という流れに対して、行政はそれをど

う受け止めて仕事の中身を変えてこられたのか。ちょっとそのあたりをお伺いしてみたい

と思います。 

 

（商工政策課長） 

 会長ご指摘のように、デジタル化ということで、やはり今後、労働者にとっても労働の質

というのが変わっていかなければならない。特に、今回のコロナ禍を踏まえてですね、ペー

パーレス化といったようなこと、テレワーク、ウェブ会議、その他キャッシュレスとかウェ

ブ販売とか色々状況は大きく変わったんだというふうに思います。そうした中で旧態依然

の手法では中々立ち行かなってくるといったようなことがあろうかと思います。そうした

ことでございますから、中小企業にも新たな日常に対応できるようなデジタル化というの
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を進めていただけるように、県としても支援をしていかなければなりませんし、また、それ

は決してマイナスの面だけではないというふうにも思っておりますし、新たなビジネスチ

ャンスという捉え方もできようかとも思いますので、前向きに捉えていただいて、社員教育

でありますとかですね、そういった部分についてもやはり変わっていくべきなんだろうな

というふうに思っております。また、その点についても、県としてご支援できる部分につい

て支援をさせていただきたいというふうに思っております。 

 

（会長） 

 ご担当の範囲ではそのとおりのお答えでいいと思うのですけども。ただ労働関係でいえ

ば、デジタル化っていうのは非常に企業から見れば、省力化だとか、いろいろな仕事の中身

もよくなるというプラスの面が非常に大きい。だからこそデジタル化にしっかり取り組ま

なければいけない。他方でデジタル化によって事務職がいらなくなってくるわけです。する

と労働市場に変化が起きてきて、あちこちで事務職いりませんということになるわけです。

そうすると労働者の側の事務職やりたいとか、そういう希望は関係なくソフト一発ででき

てしまうようになります。それに対して労働サイドはどうそれに対応しようとしているの

か。その両面あるなという感じです。 

 

（労働政策課長） 

 ありがとうございます。人材のスペックとして、どこの部分で語るかということで、違う

部分もあると思うんですけども、公がやる人材育成というのは、就職をしっかり後押しでき

るようなというところを中心に今までやってきていますし、おっしゃっている時代のニー

ズに応じて公共職業訓練でどういう人材を輩出していくかということも、市場の動きも見

ながら少しずつ変化させていっています。デジタルについていえば、会長がおっしゃる単な

る事務職の領域が非常に今後どうなっていくのか、機械に置き換わるんじゃないかという

ところもあって、それは間違いなくなくなっていく仕事もあると思うんですけれども、一方

でＲＰＡとかそういうデジタルの技術を活用して企業の生産性を高められるような人材、

デジタルを活用して自社の企業の生産活動とか経済活動をどう変革できるかという、プラ

スアルファのですね、単なる言語を知っているだけではなくて、プラス何か専門知識がある

という、色んなオプションを知っている人材が生きていく領域というのは、また新たに生ま

れてくる可能性もあると認識しています。それを全部が全部広く支援するというのはかな

り難しいんですけれども、その一部をお手伝いしながら、企業の中でもその自社の人材に必

要な知識を企業の中の訓練としてやってもらうとか、外部労働市場で育てる領域と企業の

内部労働市場の中でどう育てていくかという領域と両方うまくベストミックスといいます

か、そういう形でもって全体の労働力の質を高めていくということが大事だと思っていま

す。 

 現状の公共訓練は非常に重要な役割を果たしていますし、私どもも産業ニーズに沿った

形での人材を引き続き労働市場に、外部労働市場における役割として出していくことが必

要だと思いますけれども、併せてそういう最先端のところは企業の中でも頑張ってもらえ

るようにする。厚労省でも事業主が自社で訓練した場合に、補助金を出すというような雇用
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関係助成金、色んなメニューもあります。先ほどの議論でもありましたように、そういう助

成金が中小の現場に届いていないという部分もあると思いますので、そういうのもお届け

する、周知するということも含めて県として頑張らないといけない部分はあるのかと思い

ます。 

 

（労働局長） 

 一言付け加えさせていただくならばですね、先ほどからご指摘いただいているデジタル

化、あるいは成長分野への適切な労働移動ですね、これは私どもとしても非常に今、まさに

重要な取組課題というふうに認識をしております。非常に、フェーズと言いますか幅広くて

ですね、高度なところから一般の人のスキルまで幅広く、しかも一気に人を育てていく必要

があるというふうになるわけですね。その中で適切に役割分担をしていく。教育の分野、そ

れから産業政策の分野、そして労働政策の分野、これらが一体となって、総合的に進めてい

く必要があるというふうに考えていまして。例えば先ほどからの高度な人材ですね、これに

ついてはやっぱり大学教育、ここが核になってというふうに思っています。これちょっと若

干時間はかかるんですけども、ここをしっかりやっていく。それから裾野を広げるためにも

小学校・中学校レベルから教育を進めていく。企業のサイドでも生産性向上の関係から企業

経営者の方に少し学んでいただいて、社員を企業内で育てていく、というふうにもっていっ

ていただく。そして労働サイドでは適切に労働市場に人を送り出すための学び直しですと

か、ちょっとした教育、そして意識付けですね、キャリアコンサルティング。大まかに言う

と、こういうふうな役割分担になると思います。今日いただきましたご意見というのは、今

後の、施策の本当の大きな柱になっていくと思いますので、そのような観点でそれぞれ検討

し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。女性委員の中でご意見などはありませんか。今の議論は皆様の

関わりのある方々に影響が大きいというか、特にデジタル化というのは事務職がかなり少

なくなる。私の銀行で去年８００人以上いた職員を一気に事務職じゃなくて地域総合職に

変更したときに、自分は事務をやりたくて入ったのに、ということで数十人が一挙にやめて

しいました。ちょっと残念だったのですけれども、大半はそういう職種は女性だったわけで

す。あんまり企画的な仕事ではなくて、事務職をやって平穏な生活を送って、それであれば

結婚してもそのまま続けられるというような気持ちの女性もやっぱり一定割合いて、そう

いう人たちが最初から総合職じゃなくて事務職で入ってこられたわけです。ところがそう

いう職種がもういりませんと。デジタル化を一挙に進めたことによって担当替えとなり、そ

こで別の仕事をお願いすることで、賃金を上げるということで変わっていただいたのです

が、新規採用ではもう去年から事務職は入れておりません。それでほかの企業でも今そうい

うことがどんどん起きています。ＲＰＡも採用しましたらすごい効果を発揮しております。

女性にとっての仕事の選択の幅が、事務職的なものがなくなってくるとなると、学校での学

びだとか色んなものに影響してくると思います。私は福岡女子大の理事とか九州大学の経

営評議会の委員をやっているのですけど、女性のこれまでの勉強の仕方が今までとは違っ
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てきていると思います。九大でも非常に優秀な人達がいまして、そういった人達が今後どう

いうふうな方面で仕事をしていくのか、ご自身の体験も含めて、あるいは周囲の方々のこと

を含めてちょっと女性の方々からご意見を賜れればと思うのですがいかがでしょうか。 

 

 

（学識・専門家代表委員） 

 人材ビジネスに従事しておりますので、谷川会長がおっしゃったように人材の流動化で

すとか、今、雇用のあり方というのも変わってきているというふうに考えておりまして、や

はりＩＴ人材ですとか、やはり給与とか高騰していますので、中小企業で一人雇用するとい

うやり方はなかなか難しいというふうに考えています。ですので、大手 IT 企業なども今、

兼業、副業等を許可しているところも多くございますので、中小企業はですね、一社で１人

を雇用するというやり方ではなくて、委託ですとか委任というような、この業務をこの方に

委任するというような形で何社かでお一人の方を運用していくとかというような考えも一

つあるかなというふうに思っております。もう一点、先ほど女性の働き方ということがあり

ましたが、おっしゃるとおりどうしても事務職というと、女性というようなこれまでの考え

方がございましたが、やはり今、共働きというのが一般化してくる中で、お互いに共に働い

て生計を担っていくという若い世代は多くなってきていますので、若い人ほど自分のキャ

リアを今後どういうふうにやっていくかというのはすごく考えている人が多くなってきて

いるかなと思っています。あと、企業の方もそういった若い人達にですね、今後の社会人生

活、自分はどういったキャリアを積んでいきたいのか、そこには結婚、出産ですとか、女性

ですとライフイベント、もちろん男性にとっても育休制度だとか始まってきますので、男性

も自分のライフプランを考えていくというのを、新入社員の時から考えさせるというよう

なプログラムを企業の方では行っていますので、女性も入社したときに、入った職業がずっ

と一生続くかというと、そうではないので、その段階を踏まえてどういったことを学んでい

けばいいのか、各時代の変遷とともにＩＴ技術は今からは必須になっていきますので、ＩＴ

を学ぶですとか工学を学ぶというようなところも自分のキャリアとして考えていくという

人達が増えてきているような形では思っております。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。 

 

（学識・専門家代表委員） 

 今、女性の側からのっていうご意見を会長からいただいたんですけれども、労働人口とい

うか働き方という点で見たときに、私、創業塾っていうのをたくさん、あちこち県内でいく

つかさせていただいていますが、創業率、開業率が上がっているというデータも先ほどあり

ましたけれども、以前は参加者の大体１～２割が女性かなという感じだったんですけれど

も、最近は場合によっては半数以上が女性の地域とかも増えてまして、併せて、創業塾とい

うセミナー関係の参加者も、今までよりも、コロナの前よりも今の方が、各会場での参加者

数は非常に増えています。そういうのを見ておりますと、女性の側にもかなり意識改革とい
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うか意識変化は出てきていると思うんですね。なのでそこと併せて、例えば企業の中であれ

ば、この女性活躍推進というのを、「女性の活躍の場をつくる」という捉え方ではなく、経

営戦略ですとか経営の方針の中での戦略とかマーケティングとか、そういう事業全体の中

での位置付けで再度捉え直していただいた方が経営的にも役に立つと思いますし、先ほど

からマクロなお話が多かった中で、私、非常にミクロな話をしていて申し訳ないんですが、

そういった中で一つ一つのこの捉え方を、「女性だからこう」とかというよりも、女性の活

躍が、イコール単に女性を活躍させようとか女性のキャリアを、とかいうことではなく、経

営の中での再度位置付けをしていただく方がいいんじゃないかなというふうに捉えていま

す。とりとめのない話で申し訳ありません。それと最後にちょっと一つ気付いたといいます

か、お願いをしたいなと思ったことがあるんですが、先ほど、プロフェッショナル人材セン

ターと若者就職支援センターのサイトを、実はちらちらとここで iPadで拝見していたんで

すけれども、非常になんというか申し訳ないんですが、県のサイトにくっついているという

感じでとても堅苦しいなあと思いましたので、できれば人材というか、休職している方とか

仕事を探している方が見たときに、もっと興味をそそるようなものに変えていただいた方

が、より「福岡ってやるな」という感じに見てもらえるんじゃないかなと感じました。利用

者さんの、実際の企業さんの声というのは載ってたんですけれども、利用して就職して福岡

でこんな頑張っているよという人の、利用者の声を載せていただいた方が、求職者側、人材

側から見ると気持ちが動くんじゃないかなと思いましたので、すいません、ちょっと余計な

ことかもしれませんが、そういうふうにしていただいた方が、より効果が出るんじゃないか

なというふうに少し感じました。 

 

（会長） 

 ご意見ありがとうございました。 

 

（学識・専門家代表委員） 

私事なんですけれども、私は大学を出まして、それこそ最初は普通の民間企業で営業をや

っておりましたが、その後結婚して専業主婦になって、その時は親からもそういうふうに

「ちょっと腰掛で務めて結婚して主婦になればいいんだよ」という形でやってたんですけ

れども、結局その後ですね、資格を取って、それから独立起業して、今一人でやっているわ

けなんですけれども、女性もですね、最初はそういう保守的な事務職で、ご主人のもとでお

手伝いできれば、という感覚を持っている人も多いかもしれませんけれども、やっぱり考え

方というのはすごく変わってくると思うんですね。それで、今は私はもう本当に自分の中で

はバリバリ働いているつもりなんですけども、それが普通になっております。夫も家事とか

もやってますし、それが普通になっていますけれども、今の時代、もっと早い段階からです

ね、女性もちゃんと男の人と変わらず働けるんだよと、もちろん実力は皆さん同じようにあ

りますので、そういう教育も必要かなと思って。私、卒業した県立高校とかで職業紹介とか

にも行っているんですけれども、そこで紹介される職業って本当に少なくて、それこそやっ

ぱ事務系の、どちらかといったら綺麗系な仕事ばっかりなんですけれども、今、女性でも職

人さんみたいな仕事もしてある方もいらっしゃいますし、色んな仕事を持ってある方もい
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らっしゃいますので、より多くの方をですね、そういう職業紹介とかに色々送り込んでいた

だいて、女性も色んな可能性があるんだよということを早くからですね、女性の皆さんに教

えていただくということは、すごく大切だと思います。またですね、先程、ちょっと税制の

話ありましたけれども、それはここで言ってもしょうがないのかもしれませんけれども、や

っぱどうしても今、まだ税制が少し変わったといっても、女性は扶養の範囲でというふうな

色々そういう、私にとってはそれは制約なんじゃないかなと思うんですね。そういうものも

なるべく少しずつ見直していただいて、女性が普通に一人の人間として同じように働ける

ようなことを今後進めていっていただけたらうれしいな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。時間が迫ってきておりますが、次の方お願いします。 

 

（商工関係団体代表委員） 

今回、初めて審議会委員に拝命させていただきましたので、少し質問を含めて。令和２年

度だけじゃなくて、３年度も計画に入っているということを聞きましたので、それも含めて

ご意見させていただきたいなと思います。少しまだ勉強不足で、ずれるところは申し訳ござ

いません。私どもは日本全国でこの中小企業振興条例の推進の活動をやっています。私自身

も福岡県内の市町村において、条例推進を担当して今やっております。県内１１市町村で今

できていますけども、まだまだできていない市町村がいっぱいあってですね、やっています。

私どもが考える振興条例に伴う考え方ですけれども、今日の報告を聞いてですね、令和２年

度の報告なんですが、まず最初に統計をある程度引っ張ってきていただいて、統計から見る

施策と。それは恐らく基本条例の中に、基本的な施策の中の取組だと思うんですが、統計か

らとるものじゃなくて、やっぱり地域の中小企業の実態をしっかり捉えないと、中小企業が

抱えている問題、課題というのは少し違うのかな。そして、その統計から出たこの令和２年

度のことで言えば、重要な時点で言えば、人口減少、人材不足、事業承継、急速に進むＩＴ、

コロナの影響等なのかなと、私なりにその課題を捉えたんですけど、じゃあその課題につい

て、この施策が計画されたのかなといったら少し違うのかなと。いわゆる基本的な施策につ

いての計画だったんじゃないかなというふうに思います。それでやっぱり今、令和３年度が

進んで令和４年度、要は今、コロナも含めてどんどん急速に変わってます。私どもの統計で

いくと、この頃とった緊急調査によっては、資金繰りが１８％の企業においてもう厳しいと、

5社に 1社がもう資金繰りが厳しいという報告を受けています。やっぱり時代とともにもう

本当に１か月、２か月、どんどんどんどん中小企業に係る問題、課題が急速に変わっていま

すので、そういうところも含めて施策がしっかり対応できないといけないのかなとも思い

ますので、地域の中小企業の実態調査をしっかりやる、そしてなおかつ、その時その時に応

じた緊急的な対策をしっかりやるということがやっぱり大事なのかなというふうに思いま

した。まずやっぱり、私どもも協力いたしますので、地域の中小企業の実態調査を早急にや

っていただきたいなというふうに思います。以上です。 

   

 



 14 / 14 

 

（会長） 

ありがとうございました。時間が来ておりますので次の方で最後ということにさせてい

ただきます。 

 

（商工関係団体代表委員） 

 先ほども話しました、県内の９９．８％を占める中小企業、その中の８３．４％というの

は小規模事業者なんですね。小規模事業者というのは、会社としての組織化をまずなさって

ないところが多いんです。ここの人達というのは、先ほどからありました条例に伴う補助金

とか助成金とかをもらうことができない会社なんです。この方達はほとんどの小規模事業

者を占めている中で、いわゆる組織化した方達だけの話をされてもですね、実質的には先ほ

ど県の方も言われましたけれども、広がっていかないというのは、広がらないんじゃなくて、

それを受ける方達がもういなくなってしまっているんですね。それは、もらえる人達がもら

う、助けていただけていない人達が助けていただく人達の審議を是非ともお願いしたいと

思います。先ほどご意見がありましたように、まず実態調査をしていただいて、それからか

なというふうに思っております。 

 

（会長） 

時間がまいりましたので、そろそろこれで締めたいと思いますが、様々なご意見を賜りま

した。マクロ的な話は話として、商工関係団体代表委員がおっしゃったような視点も必要で

すし、また、同じマクロでも、この福岡県ということに絞ってみたときにはどうなのだろう

か。個々の企業が事業をしておりますので、それぞれの企業がどんな状況にあるのか、複数

の委員の方々から様々なご意見をいただきました。実際に仕事をしている人達の話をよく

聞いて欲しいという趣旨のご発言もございました。いずれも貴重なご意見であったかと存

じます。 

事務局におかれましては、本日賜ったご意見を踏まえて、もう一度この案を直していただ

いて、もし必要と思われるような箇所があれば修正をしていただく。また、修正に至らなく

ても今後の行政に生かしていただければ幸いに存じます。それから委員の皆様方でまだご

意見がある方はこの審議会が終わってからも事務局にご意見をお伝えいただければと存じ

ます。では、本日の審議を終わらせていただきたいと存じます。私も、初めての議長で進行

してまいりまして、委員の皆様のお名前もまだ覚えてないようで、大変失礼を申し上げまし

たけれども、次回からはそういうことがないように気をつけてまいりたいと思います。本日

はどうもありがとうございました。 

 

４ 閉会（略） 

 


