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令和３年度第２回福岡県中小企業対策審議会議事録 

 

開催日時：令和４年２月８日（火）１０：００～１１：３０ 

会場：吉塚合同庁舎６階（６０３会議室） 

 

１ 開会（略） 

 

２ 会長挨拶 

（会長） 

皆様おはようございます。本審議会の会長を務めております、福岡県商工会議所連合会

の谷川でございます。大変ご多忙の中、本審議会にご出席をいただきまして誠にありがと

うございます。 

さて、どこに行っても新型コロナウイルス感染症が話題になりますが、猖獗を極めてあ

り、現在、第 6波の真っただ中で、コロナ対策と経済活動の確保の両立が非常に大きなテ

ーマになっており、政府をはじめ多くの関係の方々がその両立をどうするかに腐心してい

る様子がうかがえます。 

そのような中で、中小企業はこれまでの様々な制約のもとで何とか事業維持して参りま

したが、その打撃が相当積もり積もって大変厳しい状況に置かれていることであろうかと

思います。他方で、業種によって、あるいは企業によってこれをチャンスに大変収益を上

げている企業もあります。このコロナの影響は全体とすれば斑模様と言うのでしょうか、

苦しい企業もあれば儲かっている企業もあるというのが現状ではないかと思います。 

県内の企業の 99.8％を中小企業が占めており、雇用の約 8割を中小企業が担っていま

す。その中で、中小企業の活力強化は、今後、県内の経済活性化を目指す上で不可欠な前

提でございます。コロナ禍によって明らかとなったデジタル化の遅れを取り戻し、デジタ

ル化を中小企業にも推進していくことが必要です。そのために、企業内のデジタル人材、

DX人材の育成は大変重要になってきております。これからは成長分野への新しいチャレ

ンジに取り組み、中小企業が持てる力を遺憾なく発揮できる環境整備に努める必要があり

ます。その実現には、福岡県をはじめとする行政等関係各機関が協働して中小企業支援を

これまで以上に力強く推進していくことが重要です。 

本日は、今後 3年間における本県の中小企業振興の方向性を定める、第３次福岡県中小

企業振興基本計画を審議するという重要な会議となります。各委員の皆様におかれまして

は、忌憚のないご意見を頂戴したいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。以

上、簡単でございますが私からの挨拶とさせていただきます。 
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３ 議事 

（１）審議事項  

「第３次福岡県中小企業振興基本計画（案）」について 

（商工部長） 

 議事冒頭挨拶（略） 

 

（商工政策課長） 

 資料２「第３次福岡県中小企業振興基本計画（案）概要版」に基づき説明 

 

（会長） 

ただいま、事務局からご説明いただきました。これから意見交換に移りたいと存じま

す。今回はオンライン開催でございますので、ご意見、ご質問等のある方は台紙の掲示を

お願いします。 

それでは、どなたかご意見ございませんでしょうか。 

 

（学識・専門家委員） 

ご報告ありがとうございました。内容については、私たちのことを考えて一歩一歩進ん

でいると思います。いつも言いますが、報告書というのはホームページに出て、皆さんは

PDFでダウンロードしているものですから、そのあたりのことを少しご指摘したいと思っ

ております。 

概要版を中心にお話なされましたが、まず、概要版の 1ページをご覧いただきたいと思

います。概要版なので、この新しい計画がどういう形で作られたかということは、残念な

がらきちんと説明することができません。しかし、二重括弧の中をご覧いただきたいと思

いますが、二重括弧の中を読んで、今後どうすれよいのかということがちょっとわからな

いのです。なぜこのようなことを言うかというと、報告書、ここでは本体と言いますが、

その本体の方では、1ページ目に「はじめに」というのがあり、計画策定の趣旨その他を

しっかり説明されています。これが実は概要版にはありません。そのため、概要版にも趣

旨を少し入れて欲しいというのが一つです。 

それから、二次計画の進捗状況と課題について、見直し、評価して、またいずれ取り組

まれるかと思いますが、一番最初の黒の丸点の文面について、二次計画における 13件の

目標から始まって最後の部分、「コロナ禍にあって一定進捗」という形で体言止めになっ

ています。一定進捗がどういうことかというのは、私にはよくわかりません。むしろ、13

分の 8がうまくいっているはずです。進捗していると見られるので、言葉としては、「一

定の成果を上げている」という方がよろしいかと思います。このページ、いくつか黒の丸

点がありますが、体言止めについては少し考えてください。3番目の黒の丸点で言います

と、支援していくことが「最重要課題」となっていますが、支援していくことは「最重要
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課題である」というように、である調であればよろしいかと思います。その下にも三つあ

りますが、「である」であったり「となっている」というような日本語ですが、言葉を変

えてみたらどうでしょうかというのがあります。 

次に 2ページ目ですが、福岡県中小企業振興条例第 12条の 1号から 4号が柱になって

いると思います。しかし、概要版のここからは、柱とはどういうものかということがわか

りませんので、このあたりは 4本の柱は 12条 1号から 4号に則しているという簡単な説

明があればわかりやすいかと思います。注釈を入れても構いませんので、その辺りのこと

をぜひお願いしたいと思っています。 

そして、次に述べることについては理由がよくわからないので、質問を交えながら意見

を述べさせていただきます。3ページと 4ページの図をご覧ください。概要版では、これ

が始まりです。本体で言うと推進の施策は 17ページ以下から入っていきます。17ページ

をめくっていくと、一番最初に四つの柱の基本的考え方と方向性があります。その後、重

視する視点とか目指す姿が載っています。概要版の 3,4ページは本体の 22ページ 23ペー

ジにて推進する施策の体系という形になっています。なぜ入れ替えたのか、私にとってよ

くわからないのです。なぜかというと、これは本体で説明していくと、17ページから入っ

ていき、18,19,20ページを受けて最後 22,23ページとなり綺麗な説明の形となっていま

す。概要版では綺麗な説明の形が出る前に、推進する施策の体系が出ていますので、これ

は何なのだろうとなりますのでこの点は少し考えていただきたいと思っています。 

それと、私は今日商工政策課長の説明により分かりましたが、事前に読んだとき、概要

版の太字はどういう意味なのかはよくわかりませんでした。一般の方が PDFでダウンロ

ードした時にわからないですよね。太字はなにか。「二次計画から少し変えています、新

しいことです。」こういうことですから、そのコメントもぜひよろしくお願いしたいと思

います。細かいことはたくさんあるかもしれませんが、本体全部の内容を読めなかったの

で、形式的なことですが、いつも言いますように、読むのは素人の相手方ですので、ぜひ

分かりやすく作成していただきたいと思います。 

 

（会長） 

ありがとうございました。事務局からご説明いただきたいと思いますが、ご発言の中

で、読み手のためにわかりやすくいうこと。それから、非常に大事なことについては、概

要版でも触れておいた方がいいのではないかということ。読み手から見てもわからないよ

うな部分も若干ありますので、その点はこれから少し答弁をいただきたいと思います。 

それから体言止めの話ですが、これは政府の発表のもの、要約版や概要版は基本的には

体言止めをして、短く簡潔に表現するということでございますので、これは事務局が今後

どうするかにもよりますが、体言止め自体は決して意味が通じないということではなかろ

うかというのは感じたところです。 

事務局の方からご説明よろしくお願いします。 
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（商工政策課長） 

ご意見ありがとうございます。ただいま委員の方からご指摘がございました、この概要

版の作成を一般県民の方にもわかりやすくということでございます。本体にあります策定

の趣旨を概要版に入れるということ、あるいは本体の 17ページ以降の順番や太字の意

味、それらについて、実際にホームページ等で概要版を公開する際には、今のご意見を踏

まえて検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

（会長） 

多くの方は、概要版しか読まないと理解された方がいいのではないと思います。本体を

お読みになるのは、研究者などで、それ以外の方は新聞記者を含めて概要版しか読まない

と思いますので、そこで大事なことを伝え損ないますと、大事な計画が十分伝わらないと

いうことになります。事務局はその点をよく配慮していただきたいと思います。 

それから、学識・専門家委員からは、まだ伝えきれてない部分がおありだと感じました

ので、この会議が終わりました後でも、お気づきになりました点を事務局にお伝えいただ

ければと存じます。 

それでは、他にご発言ございませんでしょうか。 

 

（労働団体委員） 

今回の計画の見直し、新たに盛り込まれた要素を大学との連携や地域の特性の活用、人

材の育成などという視点は賛成しますので全体的には今回の計画の見直しの方向は評価す

るというスタンスの上で、一言少し、十分に練っているわけではないので、方向違いのと

ころはあるかもしれませんが。 

今回の計画、概要版 5ページの重視する視点というところで、生産性を向上させという

のが 1点目にあり、3点目に人材育成という点が書かれていますが、やはり中小企業にお

ける、生産性の向上という時に、適正な価格で取引ができる環境にあるのかという視点が

欠かせないだろうと。今の取引環境の中で、そのサービスが商品に対する適正な価格で販

売ができなければ結果的に生産性に繋がる数字は生まれてこないわけですが、今そこが厳

しい環境にあると。とりわけ原材料が値上げの環境にある中で、そこに対して適正な価格

転嫁などができないと、その先の人件費への原資の確保なども非常に厳しいのではないか

ということで、先日、中小企業庁の課長さんから少しお話伺ったのですが、今やはり政府

としてもその辺りの問題意識は強く持って、適正取引の強化について、大手企業・中小企

業の取引関係適正化に向けたパートナーシップの構築宣言の改めての取り組みや、あるい

は適正価格の点検強化ということで、価格 Gメンによる調査強化なども、あえて 2月、3

月に取り組み、強化月間を設定して、中小企業における春闘の賃上げもにらみながらとい

うところもあるようですが、そういったこともやっていくと、政府としても力を入れて、

中小企業の取引環境の改善に取り組んでいくということになっていると思いますし、福岡
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においても、8割の労働者が働く中小企業におけるそのような環境改善は非常に重要だろ

うと思います。この計画にそういう視点をどう盛り込むのかというのはなかなか難しいと

ころはあるかと。ただ、生産性上げていく、人材確保していくということを謳っている計

画の中でそういう視点も必要なのではないかと思いますので、この計画に直接盛り込むと

いうことではないにせよ、この計画を推進していくにあたり、いかにこの計画を進めるに

あたっても、そのような環境整備をできていけるかという視点でぜひ施策の推進をお願い

したいということで意見させていただきます。 

 

（会長） 

大変重要なポイントをご指摘いただきましてありがとうございます。事務局に答えてい

ただきます前に私の方から若干解説を申し上げますと、今、委員がおっしゃいましたよう

に、これは国にとって大変重要な施策になっております。企業の「パートナーシップ構築

宣言」、いわば大企業等が中小企業との取引において適正な価格を提示するといったよう

な趣旨、これを宣言してもらうということを進めております。また、行政が適正な価格が

提示されているかを監視するとも重要で、私が属しております日本商工会議所では、これ

を極めて強く政府に要請しており経済産業大臣会合につきましても、この点を強くお願い

を申し上げているところです。 

そのような点を少し解説申し上げて、事務局の方で委員のご指摘に対してお答えいただ

ければと思います。 

 

（中小企業振興課長） 

今、委員並びに会長からご指摘がございました、中小企業の価格の適正化、適正な取引

の推進について、まず県の環境整備としては、いわゆる官公需と呼ばれる、自治体から発

注をいたします様々な取引について、毎年 8割以上といった目標を定め、中小企業への発

注の確保を図っております。価格ということもございますけれども、官公庁として安定し

た取引ができるようにする取り組みを、目標を持って、市町村にもご協力をいただきなが

ら県として進めています。そういったところの環境整備が一つございます。 

それから、こういった価格を含めました、特に下請けの方々の様々な悩みを専門家の方

に相談していただける窓口を、県の外郭団体でございます中小企業振興センターに作って

おり、そこでいろんな専門家の方にご相談いただきアドバイスをいただけるというような

取り組みを進めております。 

この計画を進めていくに当たりましても、こういった取り組みを合わせて行いまして、

中小企業の皆様の、価格の課題や適正な取引の推進を図っていきたいと考えております。 
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（会長） 

今のご答弁に対してもう少し補っていただければと思いますが、国がなぜ、多くの企業

にその「パートナーシップ構築宣言」を求めているかというのは、下請け企業や取引先の

中小企業が付ける値段に対して抵抗できないと。それに抵抗しているということを誰かに

言えば、取引を切られるおそれもあるかもしれない。大企業自ら襟を正せということで、

その施策の体系が出来上がっているわけです。今のお答えは県なり自治体が発注する取引

については答えになっており、あとは相談窓口というかもしれませんが、相談そのものが

なかなかできにくいというのが実態です。それは国がやっていれば、もうあとは国におま

かせというのも一つの姿勢かもしれませんが、国は監視をする人を置いてもなかなか目が

行き届かないというのが予想される姿ではないかと思います。先ほどの委員のご指摘を踏

まえると、何かもう一歩、県として踏み込んだ施策があってもいいのではないかとお伺い

したのですが、その点はどうでしょうか。先ほどの事務局のご説明だとその辺りが少し欠

けているように思いますがいかがでしょうか。これは、あるいは部長からでもご発言いた

だければと思います。 

 

（商工部長） 

非常に貴重な大事な視点をいただいたと思っております。先ほど、中小企業振興課長が

申し上げましたように、前段の話は官公需のお話をさせていただきましたが、後段につき

ましては、適正な価格転嫁がしていただけないような悩みを抱えていらっしゃる中小企業

の方々に向けて、まず今窓口を設置いたしまして、そこで課題をお聞きし、どう解決策に

結びつけていけるのかという、そういう専門相談員を設けているところでございます。

今、委員、また会長からもご指摘いただきました視点は、非常に重要な視点であります

し、国も動いておりますので、この計画の中でどういった表現が盛り込めるかについては

検討課題とさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

（会長） 

ご発言ありがとうございました。どなたかご発言のご意思がおありの方どうぞ。 

 

（商工関係団体委員） 

価格転嫁の話が出ましたので、少し別の視点のお話を１件させていただきたいと思いま

す。 

価格転嫁については、原料関係でものすごくきつくなっているところ、それからいろん

な条件で、その他できつくなっているところもそれぞれございます。今回は国もいろんな

窓口を作っていただき対応していただいていますが、流通関係における中小企業の立場に

ついては非常に弱いものが特にございましてなかなか通らない、あるいは、例えば同じ流

通関係において取引しても、大企業同士でしたら比較的話は進むようですが、様々な細か
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い問題も出されて、中小企業の値上げが遅れているという事実がございますので、県の方

はそういうところもぜひ拾っていただきたいなということです。 

それともう一つ話がありますが、基本計画の中でずっと大きく扱われている事業承継の

問題がございます。実はこのコロナになりまして、国、県からいろんな手厚い支援いただ

き、中小企業としても大変助かっております。これがいつまで続くのかということなので

すが、このコロナが収まった時に本当に元の状態に戻るのか、あるいはいろんな条件がも

うすでに変わってしまい、中小企業にとってより厳しいいろんな条件下に置かれるのでは

ないか。その場合に、今まで辛抱している中小企業が体力気力もなくなってしまい、もう

廃業という形にするのではないかということで、今私が一番心配しているのは、このコロ

ナが収まった時に、大廃業時代が来るのではなかろうかということです。その場合、中小

企業の経営者も高齢化していますが、そこで働いている社員、従業員の方々も同じように

高齢化しております。そのときに、どういった労働市場でその方達をうまく支援していく

ことができるのかということ。そのためにもまず、そういった廃業を出さないというこ

と。それから、例えばM＆Aにおいて整理されていった場合においても、余剰の労働力が

出てくると思いますが、そういった方々への支援策をぜひ充実していただきたい、強化し

ていただきたいと思っております。 

また、話変わりますが、この基本計画の中にあるプロフェッショナル人材センター、そ

れから、中小企業生産性向上支援センター、いずれも中央会の組織の中にありますので、

これについて県の方々と一緒になって、少しでも多く活用していただけるように頑張って

いきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

ご発言ありがとうございました。事業承継やM＆A について言及がなされました。ご指

摘された問題点について、事務局の方で何かございましたら、ご発言いただければと思い

ますが。 

 

（中小企業振興課長） 

事業承継につきまして、大変ご懸念を示すというご意見、特にコロナの終わった後に廃

業が大きく増えるのではないかというご懸念がございました。 

まず事業承継の取り組みについては、県内事業者 2万者への訪問をして、まずはその意

識を高めるという取り組みを進めているところでございますが、今、大体その半ばの 1万

社ぐらいに達しているところでございます。今後もそういった意識啓発といった取り組み

もあわせて進めていきますが、まずは、概ね 1万件ほどの事業者を訪問したというところ

がございますので、意識の啓発から実際の取り組みを促進していく。一足飛びに計画をす

ぐに作るというところまでは難しいかもしれませんが、今回の計画に掲げておりますよう

に、まずは専門家の方を紹介して、より具体的な取り組みにつなげる、あるいは、具体的
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なM＆Aの登録のために、センターなどにつなげる取組を、商工会議所、商工会と連携し

ながら進めていくというところで、この事業承継がより具体的に進むよう、次の段階にい

きたいということを考えているところでございます。 

それから価格転嫁のことについてもご指摘がございました。これは正直申し上げまして

なかなか難しい問題がございます。当面、価格転嫁の推進ではないのですが、その原材料

費等の高騰に対し必要となる資金についての融資制度といったものはご準備をさせていた

だいておりますが、今後のことについては、さらにまた検討進めさせていただきたいと思

います。 

 

（会長） 

少しコメントしておきますと、商工会議所や商工会でも事業承継あるいはM＆A といっ

た問題を取り扱っておりますし、それから各金融機関、銀行から信用金庫、信用組合に至

るまで、これはこの高齢社会の中で大変重要な営業上の課題になっております。お客様が

せっかく培ったビジネスがその代で消滅してしまうことがないようスムーズな事業承継等

が行われるように対応しておりますが、できましたら、一番頂点にある県の方でいろんな

商工会議所等公的な機関はもとより、銀行等々の間でも情報の可能な限りの共有をしてい

ただき、うまくマッチングができるようにご対応お願いいたします。 

事業承継者が現れるためには、それぞれの機関では情報に限界があるかと思いますの

で、連携をぜひともよろしくお願いしたいと思います。地方銀行ぐらいですとかなり幅広

いエリアで営業しておりますから、かなり情報は持っているのですが、ただ、これまでの

経験で言いますと、銀行の枠を超えたところと情報交換をすることによって、事業承継が

うまくいったという例もございます。そういう意味では、様々な情報共有が相互に協力し

合うということ考えていただければありがたいと思います。 

その他の委員の方からご意見ご質問がございましたらどうぞ意思表示をしていただけれ

ばと思います。 

 

（商工関係団体委員） 

本体の 24ページから 58ページに書かれております推進する施策と主な取組のうち、商

工会議所、商工会が主体となるものが全体の 29項目、約 15％になると思っています。特

に、小規模企業者の事業の持続的な発展を図るための施策においては、中項目 43％が該当

いたしております。改めて、県の中小企業施策における商工会等の役割の大きさを認識し

ており、中小企業の最も身近な支援機関として伴走型支援にしっかりと取り組んでいくつ

もりであります。しかしながら、商工会単独では難しい取り組みもあり、他の団体で先ほ

どお話がありましたが、他団体との連携強化も重要であるため、県には各団体で構成され

ます地域中小企業支援協議会の運営などで今後リーダーシップを発揮していただきたいと

思っております。 
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次に DXについてですが、DXの推進につきましては、ウィズコロナ・ポストコロナに

おいて必要不可欠な取組であると思っております。中小企業、特に小規模事業者において

は、まだまだ ITリテラシーの低い事業者が多いのが実態でございます。このため、現在

商工会の重点事業として、デジタル化に向けた基礎力の向上に取り組んでいますが、具体

的な施策の実施段階においては先進的な取り組みだけではなく、事業者の事情に応じたデ

ジタル化推進を図っていきたいと思います。 

また、先ほどから話があっております、事業承継に関してですが、事業承継の取組と経

営指導員による巡回指導、今回入れていただきました窓口指導の本数については、意見を

反映した内容になっているということをお礼申し上げます。 

 

（会長） 

ありがとうございました。他にご意見のある方お願いします。 

 

（商工関係団体委員） 

気になった点が二つほどあります。 

施策の部分を読んでいくと、県民の立場からものを考えたときに、福岡県の中小企業の

いわゆる振興施策が、「商工会議所、商工会等による」という文言がずっと出てきます。

そうすると何となく思ったのが、福岡県の施策を商工会議所と商工会がやるのかなと。私

も実は、地元田川では商工会議所に所属していますが、何となくそこの団体だけがやって

しまうのかなあと思うように読み取れます。また、企業側から見ると、例えば商工会議所

や商工会に所属してない企業から見ると、自分たちには何も手を差し伸べてもらえないの

かというように感じとれますので、例えば、概要版６ページ（１）経営基盤強化に係る計

画策定の促進、事業計画の策定支援ということで、商工会議所商工会の経営指導員による

巡回指導や窓口相談、事業計画の策定支援という文言なると、それに所属していない団体

には支援がないのかなと何となく感じてしまいます。この文言をもう少し、福岡県がやる

施策として、団体名を入れるのか、もうちょっと幅広く福岡県が中小企業に対してやると

いう大枠で物事をとらえた方がいいのかなと感じました。 

もう一つは、私ども中小企業の中で、今一番の課題は人材不足です。アンケート調査に

よっても、人材不足、ここ何年かずっと一緒なのですが、いわゆる人材不足に関わる施策

として出ているものが少し弱いのかなと。人材確保に対してウェブ等でという発信もあり

ますが、概要版じゃなくて、本体に出ているインターンシップというのがものすごくいい

なと実は思っています。地域の小学生や中学生、高校生、大学生をしっかり、中小企業、

大企業も含めて、地域の企業がインターンシップをやることによって、地域の企業の魅力

を発信し、地域の企業で働きたいなと思えるような、やっぱりこれが一番大事なとこでは

ないかと思いますので、僕としてはインターンシップが人材確保には一丁目一番地なのか

なと思っています。以上です。 
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（会長） 

今の点について、事務局いかがですか。 

 

（商工政策課長） 

はい、ご意見ありがとうございました。 

まず 1点目でございます。商工会議所商工会の経営指導員による支援といった言葉がた

びたび出ており、例えば会員企業でない方々、あるいは個人事業主、フリーターの方々含

めて、支援がどうなるのかが少し見えにくいといったご指摘だと思いますが、基本的に、

地域における個人事業主の方々も含めたすべての中小企業の皆様を支援するために、県内

4地域に設置しております地域中小企業支援協議会というものがございます。ここが地域

における支援体制の拠点であると位置付けているわけですが、その支援協議会には商工会

議所商工会をはじめ、中央会、中小企業振興センター、あるいはよろず支援拠点、あるい

は金融機関、そして専門家団体の方々、こういった方々が一緒になって、地域の中小企業

を支援するという体制を組んでおります。その中で、すべての事業者の方々を支援してお

りますので、そういった部分が伝わるような形で表現ができればと思っております。 

 

（労働政策課長） 

労働政策課長でございます。人材不足とインターンシップの件でご意見をいただきまし

た。 

まず、人材不足の全体の対応ですが、先ほど触れていただきました概要版で言います

と、6ページの（２）に当たる、事業活動を担う人材の確保、それとあわせて、私どもの

理解としましてはその次の 7ページの人材の育成という部分でも、その両方でしっかり中

小企業の人材確保をご支援できるように頑張っていきたいという理解をしております。 

それからインターンシップについてご意見をいただきありがとうございます。私どもコ

ロナの中で、もともとリアル型でインターンシップをずっとやってきたものがなかなかで

きないということでオンラインでやったところ、県外からも非常に参加をいただいて、そ

して地元の企業も、今まで出会えなかった学生層と接点ができたという声もいただきまし

た。それが一つヒントかなと思いまして、全体版の 30ページ、冒頭の部分でウェブを活

用して若者と地元企業の接点をしっかり作っていき、その中でインターンシップという手

法も使っていくということを記載しております。この部分、ぜひしっかり力を入れてやっ

ていきたいと思いますし、地元の企業の魅力を伝えたいというのが私たちの思いですの

で、実施の段階で各経済団体の皆様にもぜひ参加企業としてご協力いただくということも

含めてお願いをできればと思います。 

 

（会長） 

ありがとうございました。他にご意見、ご質問はありますでしょうか。 
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（学識・専門家委員） 

一言だけ簡単に自己紹介申し上げてから意見を申し上げたいと思います。 

私実は中小企業に大変縁がありまして、社会人生活を経済産業省でスタートしておりま

して、中小企業庁にも籍を置いて創業支援といったことをやっていたことがございます。

そのあと民間企業に転出し、様々な会社の企業経営をやって参りました。これまで 5社ほ

どで代表取締役を務めた経験を有しております。直近は、日本人材機構という政府系の会

社だったのですが、首都圏の人材を地方中小企業の経営幹部に招く市場をつくるという活

動して参りました。その観点で多くの中小企業の方々とお話をして参りまして、まさに今

お話のあった人材不足を本当に実感したところでございます。こうした経験を踏まえて、

一昨年から教鞭を執っております。 

私の意見はたった１件なのですが、特に人材に関して、ぜひ首都圏人材の兼業と副業を

活用していただきたい、これが強いお願いです。前職の時に、ものすごく効果がありまし

た。驚くような人が集まってきます。例えば、関西地方の小さな和菓子屋さんが、来日中

国人観光客の評判が良いので、ぜひ越境 ECをやりたいが全くノウハウが無い。何とかな

らないかということで、オンライン前提で兼業副業人材を集めましたら、ものすごい人が

集まってきました。一部上場会社の元アメリカ法人トップや中国の EC企業の元執行役員

など、そのような人が集まってくるんですね。そのぐらい実は大企業の人はやりがいを求

めていて、地方中小企業の、特にその経営に直結するような仕事というのが本当に彼らに

とって魅力的なのです。報酬はすごく安いです。月額 15万円払うとちょっと高いぐらい

です。なので安くいい人が本当に集まりますし、福岡の場合には地の利がありますので、

これは本当にいけると思っています。 

資料拝見しまして様々な人材の話が入っているのですが、ぜひ実際の運営にあたって

は、首都圏の兼業と副業の人材をWEBで使う。特にこのコロナになってウェブに慣れま

したので、本当にいい人が週 1回でも来ていただけると中小企業は力を得ますので、ぜひ

そのような観点で考えていただければと思っております。以上です。 

 

（会長） 

ご意見ありがとうございました。今の点について、事務局の方から何かありますでしょ

うか。 

 

（中小企業技術振興課長） 

中小企業技術振興課長でございます。先ほど教えていただきました兼業副業についてお

答えいたします。当課が所管しているプロフェッショナル人材センターがございますが、

そちらで昨年度より兼業副業人材を地元の中小企業に積極的に活用していただこうという

取り組みを強化しているところです。首都圏の大企業で兼業副業を、地元で働ける、福岡

で働けるという方を積極的に地元の企業にご紹介するということ、併せて兼業副業の人材
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を使おうということ自体はなかなかまだ発想として地元の企業にございませんので、プロ

フェッショナル人材センターのスタッフが地元の企業の様々なニーズをお聞きし、兼業副

業の人材で解決できそうなところは積極的に活用を促すという活動を行っているところで

す。これからも兼業副業は積極的に行っていくべき施策だと思っておりますので、その辺

につきましても引き続き強化して継続していきたいと考えているところでございます。以

上です。 

 

（会長） 

ありがとうございました。時間が迫っていますが、もしご発言を希望される方がいらっ

しゃいましたら、最後にしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（商工関係団体委員） 

私から 2点申し上げたいのですが、1点は、概要版の 8ページ、目標指標の中頃から下

のところに、「中小企業における DXの実践割合」と書かれていますが、実践割合の基準

となるものが一体何なのかということを少しお聞かせ願えればと思います。 

それからもう 1点は DXの話で、DX人材ということがよく出てきますが、DX人材と

一言で言ってもいろんな人材がいると思われます。例えば、この概要版の 5ページ、3の

ところの主な取り組みのところに書かれていますが、このデジタル技術を使いこなせる

DX推進中核人材ということで、これはまさに、その業務の内容にきちっと精通をしてお

り、しかもデジタルで何ができるかということを理解して DXの取組をリードしていく人

材というように読みかえていいのではないかと思いますが、中小企業者と小規模企業者で

は人材に対するニーズがかなり違うのではないかと思います。これは要望ということにな

りますが、ぜひ人材に関する支援についてもきめ細かな対応をお願いしたいと思っており

ます。 

それともう 1点だけ、今育成の話が主となっていますが、一方、外部人材を活用するこ

とも一つの方法としてあるのではないかと思いますので、そこも考えていただければと思

います。私からは以上です。 

 

（会長） 

大変重要なご指摘いただきましてありがとうございました。 

今、3点、DXの実践割合について、DX人材の持つ意味合い、もう一つは外部人材の活

用について、その 3点についてご意見とご質問がございました。事務局からお答えをいた

だきたいと思います。 

 

（中小企業技術振興課長） 

中小企業技術振興課長でございます。DXの実践割合について、これは国の白書で、今
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現在、DXを実践していると回答した企業の割合が 9％ということでしたので、これを基

準として採用しているところです。次に、DXの推進人材、企業の状況に応じていろいろ

違うのではないかということについてです。当然、考えられますので、人材育成事業につ

いても、企業の様々な要望を取り入れた内容を今後構築できればと考えているところで

す。また伴走支援、生産性向上支援センターなどが中小企業の現場に入りまして、企業の

DX、デジタル化を支援していますが、ここでは企業の状況をしっかりとセンターのスタッ

フが把握、分析した上で、その企業に合った DXの推進を行っているところでございま

す。 

続きまして外部人材の活用ですが、当課が所管しておりますプロフェッショナル人材セ

ンターで、企業に専門人材を、副業兼業という形態も含めて、紹介するという事業を行っ

ておりますので、こういった事業を活用して、外部の専門人材、有力な人材を企業で活用

していただくということも進めたいと考えております。 

 

（会長） 

ありがとうございました。以上でご発言の時間は終わりにしたいと思いますが、最後の

委員からのご指摘について、大変重要な意味合いを持っていると思います。DXの実践割

合について、経済産業省の審議会の答申で定義された DXでは相当レベルが高いものを要

求していると思います。この DXの割合は 30％というのは、デジタル化の割合ではないか

と思われます。デジタル化を 30％やろうとすれば可能だと思いますが、DXというのはお

そらく 5％、10％も行くかどうかが経済産業省の定義で言う DXということじゃなかろう

かと思います。ここで使われる DXはどういう定義なのかをしっかりしていただければと

思います。 

それから、概要版の 8ページに生産性が向上した中小企業数の目標値が 300社とあり、

零細事業については１0ページに目標値 90社とございます。県の支援によりということで

対象は限定されるのかもしれませんが、福岡県内には 13万 5000社の中小企業がありま

す。その中で 300社や 90社は、県が直接やるには限界があるにしても、目標として掲げ

るには感覚的に桁が二桁ぐらい違うのではないかと思います。いずれにしても目標の意味

合い、その前提となるこの DXなり生産性の向上の意味合い、あるいは県の支援というこ

との意味合い、その辺りが読む人によくわかるように、明確にわかりやすい表現にしてい

ただきたいし、またそういう意味で目標数も適当かどうかも、計画を確定されるにあたっ

てよく検討していただければと思います。 

今日、いろんな方から大変重要なご指摘をたくさんいただきましたので、計画の中にそ

れを織り込めるものは織り込む。そうでないものは、また施策を展開される上でご参考に

していただければと存じます。 

時間も参りましたので、本日の議事はこれで終了いたしたいと存じます。委員の皆様に

は活発なご議論を、どうもありがとうございました。 
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４ 閉会 

（商工部長） 

 閉会挨拶（略） 


