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【自由コメント～人手不足の解消策】 

業種 
地区 

(11区分) 
内容 

農林水産業 菊池 障害者支援センターなどの就労施設からの見学、インターンシップの受け入れを行っている。 

製造業 宇城 

地震に関係なく地域性が強い。若年層だけではなく高年層でも他の地域と比較しても労働意欲が低い。

閉鎖的であり意見交換が少ないが自己評価が高すぎる傾向にある。女性軽視の側面が見えかくれす

る。 

製造業 宇城 

２０１６年末～所要が急増し、派遣社員を中心に募集活動を強化したが、ほとんど採用できず。止むなく

現行社員の残業増で約１年半を凌ぐ。その間人材確保の為、①派遣社員・嘱託社員のうち希望する者

全員に正社員転換試験を実施。②従来比で高めのベア・定昇の実施③正社員の募集などの施策で社

員の定着と新規採用に結びつき残業の抑制に寄与した。今後「働き方改革」に基づく①同一労働同一

賃金②女性の登用等を推進し、より人の集まってくる職場づくりを目指す。 

製造業 熊本市 

作業の効率化による残業の防止を行いたいが客先の突発的な変更要請の為計画的な作業工程が出

来ない。その為納期に間合わせるには残業が必要となる。日本人特有の客に対する「おもてなし」が末

端の作業者に過度な残業を強いている。 

製造業 菊池 
人手不足の解消策に特化した取り組みではないが、時間外労働の上限規制、ハラスメント対策の実

施、子育て介護等と仕事の両立支援、高齢者の就業推進は実施済 

製造業 上益城 
離職者が一時的に増え（地震によるもの）ハローワークに求人を出すも人が来ない。ミャンマー人の実

習生を２名受け入れることで当面の対応はしたが、技術や技能の継承にはつながらない。 

製造業 熊本市 〇技術者（職人）の確保が難しい。 〇外部指導者がいない。困難。 

製造業 玉名 基本的に時間外労働はしない。 

製造業 芦北 
弊社は自然相手の為漁が多ければ売上増で、少なければ売上減である。もしかしたら、地震によって

漁が減った部分があるのかもしれないがわかりません。 

製造業 菊池 １８名前後で仕事しているので人手不足の解消の取り組みはしてない。その度話してしていっている。 

製造業 熊本市 

高齢者を受け入れましたが、事故・クレームが多く（すべての方がそういう状況ではないと思います）指

導にも限界があり改善をされる話し等しましたが、最後は無断欠勤、無断辞職されました。なので、現時

点では考えられません。逆に外国人人材には興味があります。国によって違いはあるかもしれないが、

とても勤勉な外国人がおられると聞いた時、検討の余地はあると思いました。 

製造業 芦北 
地震に関連していないと思うが、地方での人手不足は深刻な問題。若者が流出して、そもそも人がいな

い。賃上げや職場環境の改善では人材獲得には結びつかない。 

建設業 熊本市 
当社は建築業のため技術職が必要。外国人就業は行いたいが現状では無理。個人住宅の新築やリフ

ォーム主体のため個々でいやがられるおそれがある。土木部では入れてみたい。 

建設業 熊本市 
当社は管工事業なので当てはまらないところもありました。人材の確保は本当に当面の問題として取り

組んでいます。 

建設業 上益城 

日本建築は田舎に行く程、木造建築（伝統）が多く仕口の名称や種類を多く和風建築は特に洋風建築

より仕事がむずかしいので名称をおぼえるだけでたいへんだと思っている。当社にも高卒を昨年より 2

人雇用したけど学校で思っているのと実際現場での仕事内容や名称がわかりにくいので 1 人はやめて

1 人だけになっている。後継者育成がたいへんであると思っています。外の業種とちがって日本建築は

むずかしいと学校で教えないとかんたんに思っている様に思える。 
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業種 
地区 

(11区分) 
内容 

建設業 熊本市 

昨年９月より人材募集広告を H３０年３月まで毎月継続実施し３名募集に対し１名採用できたのみ！！

高齢者含む退職者３名中、将来の若手技術者２名不足中！！全工員に人づて採用を依頼し採用者１

名に６万円の報奨金でお願い済。 

建設業 熊本市 

建築業の中で専門工事業（ビル建物の外部工事）の為、安全性の向上、お客様との対応、技術向上の

みが目的で仕入先は大手合成化学メーカーで問題ありませんが、人手不足のみが今後の問題で給与

関係が良くても雇用がないのが大変です。 

建設業 熊本市 

建設業を営んでいます。心身共にリフレッシュでき、建設業のイメージアップにも繋がる現場での完全週

休２日制を実施していきたいのですが、進まない現状です。若手技術者を確保のためには、導入が欠

かせません。発注者の理解を得るための努力も必要であり、定着を急がなければと思っております。 

建設業 玉名 

ハローワークとは常に連携とって情報交換している。常に求人しているが反応はうすい。ハローワーク

スタッフに対しても危機感が感じられず対応に不満がある。典型的なお役所仕事だと見ている。人材確

保について相談窓口を探している。 

建設業 阿蘇 

同一労働、同一賃金については、建設業において非正規社員もある一定の継続勤務実績で正規社員

に格上げするのが、中小企業の現状であるので、結果的に実施しているように感じられる。さらに、現場

技術者には、待遇面での性的差別がないので、そちらも結果的に出来ているのが現状であろう。 

建設業 上益城 時間外労働はほとんどない。 

建設業 菊池 カタカナの質問の内容が分かりにくい。日本語でお願いします。 

建設業 上益城 人手不足の為人材確保が難しい。 

建設業 宇城 
ハローワークより数名紹介を受けたが永続きはしなかった。就職希望者と当社作業状況に差があったと

思われる 

建設業 上益城 外国人の受入中である、もうすぐ１年となる。日本人が学ぶ事も多く私達自身考えさせられる事も多い。 

建設業 上益城 高齢者の就業推進と PPK（ピンピンコロリ） 

建設業 天草 
公共工事等が被災へ復工費として多く行く為、地方は予算を削減されて、公共工事が少なくなっている

みたい。 

建設業 八代 職方（建築関係などで、特定の技術をもっている作業者。 職人。）の世代交代。若手職人不足。 

建設業 八代 若手社員の育成が困難。 

卸・小売業 球磨 

大型店又はチェーン店、そして行政の出先機関等の本社決定本部決定により地方の業者には何もする

べき事が出来ず店をやめるか決定にしたがう条件でしか仕事が出来ない。店は減るばかり働く場所は

なくなり都会に出ていかざるばかりで人口は減るばかり！ 

卸・小売業 芦北 

同一労働同一賃金の件ですが年数（労働年数）も違えば能力も違う人が賃金が同等というのは馬鹿な

話です。政府は何を考えているのか聞きたいくらいだ。残業なし、ハラスメントする人はやめてもらう。い

らない。 

卸・小売業 球磨 
人手不足、人材の確保が非常に難しくなっています。現在も人手不足状態。何か有効な手段は有りま

せんか？ 情報を欲しいです。 

卸・小売業 熊本市 若手人材の県外流出がやや懸念されます。 

卸・小売業 八代 
就業規則上の定年は６０歳ですが本人と協議の上賃金等の労働条件は全く変更せず継続して雇用して

おります。大変喜ばれていますが従業員の平均年齢が上昇しています。 
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業種 
地区 

(11区分) 
内容 

卸・小売業 熊本市 得意先展示会土日が開かれる 代休日にて展示会出席日を補足する 

卸・小売業 熊本市 

復旧・復興が企業、個人含め、優勝劣敗が広がっていると思う。それが見えにくい、それについて「サポ

ート」が薄いと感じる。「東日本」と「熊本」を比較し生かす項目と比較して参考にすべきでない事とがコチ

ャまぜによるものかな⁉と思う。中期・長期的施策がもっと必要ではないかと思っている。 

卸・小売業 上益城 

権利ばかりを主張し、協調性、会社への貢献、社会への貢献などが欠けている者、その反面、意欲が

高く、向上心ある者とでは、社会的評価が変わるのは当然のこと。またその評価を判断するのは、現場

やその周辺の人であるべき、関わりのないマスメディア等の風評に流され前者のような者ばかりを守ろ

うとする社会性は如何なものか。当然いままで通りの評価ではなく、その基準は多様化するべき。これ

から先は、まったく新しい仕組みづくり、法整備、働き方の意識改革は必要だと感じる。 

卸・小売業 熊本市 薬局という営業形態上有資格者の作業が求められるので、ある程度の規制がかかる。 

卸・小売業 熊本市 長時間労働の抑制に取り組んでいる。 

不動産業 熊本市 若年層の人材確保が急務だが売上減の今、給与等人件費を増やせない 

不動産業 熊本市 
・優秀であれば国籍は関係ないので、外国人材の受入れ対策を積極的に進めていきたい。 

・人手不足により今後が心配。 

医療・福祉業 熊本市 人出不足でない為、解消策の取組はないです。取組事項内容はすでに取組しているものもあります。 

医療・福祉業 上益城 １８：００に帰れるように（10月から） 

医療・福祉業 熊本市 

本事業所は障害のある方の就労継続支援 B 型事業所で熊本地震により建物は被災しましたが、人的

被害もなく利用者の皆さんの活動にも特段の影響はありませんでした。運営に関しても特に問題はあり

ません。 

医療・福祉業 熊本市 以前と変化なし。 

医療・福祉業 玉名 
ハラスメント対策については、職員同士というよりは、患者さんと職員という関係です。現状問題がある

訳ではないが、問題があっても難しいだろうということから困難を選びました。 

医療・福祉業 熊本市 介護の仕事の為、時間から時間での仕事の為フレックスタイム等は導入できない 

医療・福祉業 球磨 時間外労働はない。同一労働、同一賃金→職種によって話合って合意している。 

宿泊業 球磨 
今年ネパール人１名、ベトナム人１名社員として入社いたしました。また、台湾の大学生のインターンシ

ップの受入れなどを行っております。 

飲食サービス業 熊本市 地震から２年、ずっと人手不足で大変でしたが、H３０年６月に入りようやく落ちついてきました。 

飲食サービス業 熊本市 働き方改革＝働かせない改革   このままでは職人は日本からいなくなる 

飲食サービス業 熊本市 
※飲食業（割烹、仕出し）で人手不足の為臨時休業をしなくてはならない日がある。※時間外労働の問

題が出て来る場合がある。 

飲食サービス業 熊本市 

外国人にばかり補助が付くのはおかしい。日本語学習は自国である程度終えてから受け入れるべき。

その分日本人の給料を上げてやれば、人材は来ると思います。（介護士・保育士等）移民ありきで事が

進んでいる様にしか思えません。10 年後・20 年後を考えて欲しいです。（その家族も受け入れ？病気に

なった場合等） 

その他サービス業 玉名 現在女性社員はおりません。 
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業種 
地区 

(11区分) 
内容 

その他サービス業 熊本市 測量作業現場が遠方（たとえば会社から２時間以上かかる）の場合の定時間労働の問題が課題。 

その他サービス業 熊本市 女性社員は原則残業をさせていない。子育て等については育休等を利用して積極的に対応している。 

その他サービス業 八代 現時点で深刻な事項はありません。 

その他サービス業 熊本市 県内での雇用が無理でしたので福岡県より一人雇用してアパートも手配しました。 

その他サービス業 熊本市 
賃金上げにしても、それなりの売り上げと賃金上げ分の請求をしないといけない。なかなか難しい。子育

て・介護等と仕事の両立支援では、その人のかわりの職員がいない。負担できる、お金がない。 

その他サービス業 熊本市 人が辞めない職場づくり（チームワークが高まる職場づくり）→社員教育・キャリア形成支援 

その他サービス業 菊池 ※外国人材については、今秋より実施。 

その他サービス業 熊本市 ※給与、就業規程は熊本市に準じて改正している。 

その他サービス業 熊本市 社員が高齢化して、特に整備工員がもうちょっと欲しい感があります。 

その他サービス業 熊本市 職種によっては、全然来ない部署がある 

その他サービス業 熊本市 人手不足で困っています。 

その他サービス業 芦北 ご苦労様です。今のところ問題はほとんど感じません。 

その他サービス業 熊本市 

同一労働同一賃金等の導入は就業規則にて賃金に関する規定あり。時間外労働の上限規制について

は、残業が多くても５０時間以内。ハラスメント対策は応相談。副業兼業に対する取組みについて就業

規則では禁じていない。子育て・介護等と仕事の両立支援は就業規則で労使協定あり。高齢者就業推

進は６５才以上技師２名の雇用している。 

その他サービス業 八代 ケアマネという頭脳労働のみの為、外国人や有資格者の登用がむずかしい。 

その他サービス業 球磨 天草には若い人が少ないので専門学校や短大をつくってほしい。バイト生やパートが足りない 

その他サービス業 熊本市 特殊な業種、事業体であるため一般的な人手不足対策では対応ができないものが多い 

その他サービス業 熊本市 
開業当時からほぼ残業もなく、副業・兼業の規制もなく、子育てしながら女性もしっかりと仕事が出来る

職場です。 
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【自由コメント～イノベーション】 

業種 
地区 

(11区分) 
内容 

製造業 宇城 県内企業で連携は数が少ない。 

製造業 宇城 

従来当社は大手電気メーカーの協力会社として成長してきたが、現在は多くの顧客から仕事を請負う

形態にシフトしてきた。協力会社の時代は、最先端技術が大手メーカーを通じて導入されていたが、独

立系のメーカーとなった為、技術や製品マーケティングを独自に持たねばならない。現在は各種展示会

や設備メーカーを通じてマーケティング戦力をたてているが、まだまだ力不足で検討を要す。 

製造業 上益城 賃上げ（単純なものではなく流通 他の見直しによる） 

製造業 阿蘇 よくわからない 

製造業 上益城 想いはあるが実行資源に課題 

製造業 天草 経営する立場ではないので上記の質問に関しては回答できません。 

製造業 熊本市 企業は新規お客の獲得なくして継続することはできないと思う。震災前後関係なく取り組んでおります。 

建設業 上益城 建設業の為、生産等はナシ 

建設業 熊本市 
現在同業種の連合会長をしていますが小さな会社でメーカーや問屋と共に新しい技術や国に向けての

全体の勉強や技術の習得が必要ですし、イベントやＩＴの活用にも取り組みたい。 

建設業 芦北 

建築業従事者の高齢化を改善する為の方策。 近い将来に危機感を感じて全業種間で現状が進行し

ている 仕事を通して、やりがい、人間関係のあり方をこの業種が、先頭に立って考えなければならな

い。 

建設業 菊池 

設備工事業ですので、人が手仕事をするものなので、まず人を育てることが重要です。仕事が出来るよ

うになり、責任がある仕事になると続かなかったり…。我社の場合、メインが 25年位のキャリアがあり仕

事は出来るのですが、外の業種も人手不足の為仕事に行っても待ちで半日仕事がなかったりとかなり

のロスがあります。長い目で人を育てる世の中にして欲しいと思います。目先の利益ばかりでなく未来

を明るくする対策をお願いしたい。 

建設業 宇城 

瓦工事業は震災後瓦ばなれが進み軽量屋根材へと変化しております。（例）板金屋根とかコロニアルな

ど。瓦仕事だけでは、仕事がなくなります。屋根材の関係の異業種の方々の技術を学ぶ時が来た（総合

屋根工事業） 

建設業 阿蘇 
ICTの重要性を認識し、組織改革を行い ICT導入部門を確立し、建設業で電子情報工学の学生の採用

を実施してきた。現在、職員の研修及び機器・設備の充実を図っている。 

建設業 宇城 客先間の口コミによる増客(新規客)が有り営業活動はほとんどやっていない 

建設業 玉名 生産、販売してない。商品は仕入れです。 

卸・小売業 芦北 
仕入れについては代理店などと共同仕入れ価格になる様に一括仕入（大量仕入）をお願いして安く入

れる事をしている。 

卸・小売業 八代 
営業地域を熊本県（特に八代市）に限らず今後は九州地区全体を目的に拡大して行きたい。現在、大

分県の同業者と共同で取り組むべく活動しております。 

卸・小売業 上益城 ICTはとても重要ではあるが、そのほとんどが導入コストが高いため、なかなか導入できない。 

金融・保険業 熊本市 保険業にこの質問はそぐわない 
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業種 
地区 

(11区分) 
内容 

不動産業 熊本市 業種から該当なし 

医療・福祉業 上益城 業界の体質がイノベーションをはばんでいる！ 

医療・福祉業 熊本市 現状のままで取り組んでいきたいと考えています。 

医療・福祉業 芦北 老人施設の為生産販売なし 

医療・福祉業 熊本市 医師、歯科医連携 

医療・福祉業 熊本市 公式ホームページによる情報提供 

宿泊業 球磨 
個人事業の販売先仕入れには料金の面も割高になり共同仕入も重要だが、平等性等で躊躇する事が

ある。 

その他サービス業 熊本市 親会社の仕入商品に付加価値を付けて親会社が販売を行う為、当社に自主性はない。 

その他サービス業 球磨 福祉サービス事業なので、よくわからない。 

その他サービス業 熊本市 業務形態が測量設計では基本的要素が違うので一概にはいえない。 

その他サービス業 熊本市 当社は特殊なレンタル業の為異業種連携は無理と思われます。 

その他サービス業 熊本市 
熊本地震で土地、建物が損壊し（２１，０００千円）たので、補助金制度を申請しましたが、条件が合わず

（５年間、同一社名、同一代表者）退会しました。上記の金額保険等を使い何とか頑張っています。 

その他サービス業 熊本市 生産・販売なし 

その他サービス業 上益城 グループ会社・親会社との連携や、県外同業者との連携に力を入れていく事を考えています。 

その他サービス業 熊本市 生産・販売はしていません。 

その他サービス業 熊本市 ＩＣＴは事務効率化の一環として検討中 
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【自由コメント～社会とのつながり】 

業種 
地区 

(11区分) 
内容 

農林水産業 菊池 
就業者が増えて多様な方（アルバイト 大学 旧先生等）が出入りするようになり専属的に仕事が出来

ているので 

製造業 宇城 
元来知り合いに対しての意識は高く、消防団等の連携は良いが、会社に対しての意識は低い。それ

が、労働意欲に連動している。 

製造業 宇城 

お客様より、復旧の為の建設・インフラ業者の支援や救援物資、寄付金など多大なご支援をいただい

た。当社は他社ではバックアップ不能な製品を多数生産している為、当社の生産ストップは、直ちにお

客様のデリバリートラブルにつながり、最悪競合他社への乗りかえにつながる。社員全員が被災者の

中、顧客ひいては当社の製品が社会でたいへん必要とされているという実感が、モチベーションを高

め、社員会の協力体制も一歩進んだと思う。お客様、社員に改めて感謝したい。 

製造業 菊池 
新入社員がやる気が見られないので仕事の内容が覚えられず、ミスが目立つ改善できない状態で過ご

している所です。 

製造業 熊本市 

震災直後はお互いを気遣い助け合う気持ちは強かったと思いますが、２年過ぎると関心は薄れていると

いうか、通常に戻ったように思われます。しかし、少なからず仮設住宅で生活される方等々まだ震災前

の生活に程遠い方々もいらっしゃる現状がある。 

製造業 球磨 震災とは関係なしにやる気/士気、職場との一体感、社会との一体感とも高まっている。 

建設業 熊本市 
熊本地震により災害には合ったが全体的に一体感が出た。早く復興し人々の安定した生活が望まし

い。 

建設業 鹿本 高い賃金に誘われて２名離職、残った人達は頑張っています 

建設業 上益城 
転職をする人が多い。今は給料が良いので別の会社へ移ろうとするが、今だけである。今度は倒産す

る会社が増えるので安定している会社しか残らない。 

建設業 熊本市 

人材、人手確保が難しいので、今の従業員を第一に考え、福利厚生等を充実させ、震災後も少数精鋭

でやってきています。今後も生産性向上のためにも従業員「人」への投資が必要であると考えておりま

す。 

建設業 上益城 全員退社しました 

建設業 玉名 
元々、当社には社会とのつながりを大切にする人材へと育成しているので、震災を機にという印象はあ

まり無い。ただ、事の変化に対して冷静な行動が重要だとは感じているようだ。 

建設業 宇城 台風だけだった時は、瓦屋さんは瓦を飛ばすな、震災後は瓦は落とすなと変化し工事もより強力 

建設業 上益城 従業員の高齢化と若年労働者の人手不足が課題である。 

建設業 宇城 
不可能と思える納期要求にも全員に朝礼等で協力依頼すれば何とか達成出来る。各作業工程に各人

が責任持って行っており出荷後のＮＧは殆どない。 

建設業 熊本市 独立や引き抜きが多くなり、全体的に儲け主義になっている。 

卸・小売業 八代 八代市の被害が少なかったので特別な実感はありませんでした。 

卸・小売業 熊本市 食のライフラインを支える使命感を改めて全員が共有できました。 

卸・小売業 八代 

震災とは直接関係はありませんが仕事上の解釈の違いでユーザーと問題を起こし、ペナルティーを受

けました。その件を契機として従業員全体の一体感が一層高まり、以前にも増して良い雰囲気になった

と思っています。 
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業種 
地区 

(11区分) 
内容 

卸・小売業 八代 
震災により工場（旧）にダメージがあったため菊陽町から大津町に移転をしたばかりで社員は新しい工

場でやる気も上がり頑張っている。 

卸・小売業 熊本市 

社員一人一人は震災の程度や種類、置かれている状況が違う中、心のケアやアドバイス関わり方・・・、

もっと他にフォローの仕方があったのではと後悔があります。自分の尺度との違い認識が甘かったなぁ

と思っています。 

卸・小売業 上益城 防災に対する意識は高まったと思う。発電機の設置も実施した。 

卸・小売業 熊本市 
お客様や取引先から１日も早い店舗再建の要請、又、励ましの声、多数有り。これを受けてスタッフ、及

び関係者のやる気、士気は高まってます。 

運輸・情報通信業 熊本市 高齢者が多く、年金で不足分を補う感じで、労働意欲があるものが以前よりすくない。 

医療・福祉業 熊本市 ２年経過で「変化なし」に戻った感あり。 

医療・福祉業 上益城 地域同業者があまりに被災者につめたいのをまのあたりにして士気が著しく高まった。 

医療・福祉業 鹿本 
働き方改革と似ているが労働時間、昼休みのとり方、就業終了等効率よくテキパキとさばける(急ぐよう)

になった。 

医療・福祉業 熊本市 当初は高まったが元に戻った。 

医療・福祉業 宇城 

災害拠点病院として、DMAT（災害派遣医療チーム）の派遣や治療に貢献するだけでなく、耐震施設とし

て避難場所としても地域を支えることができた。未曾有の災害を経験した事による職員のメンタルケアも

重要で、今後の災害に対する意識確認ができた。 

宿泊業 球磨 

震災後、予約１００％キャンセルになり０になりました。その後、復興のためガス会社、道路、コンビニ関

係のご宿泊でどうにか乗りきりました。道路も JR も通行不可の中、陸の孤島となり、復興のため各地か

ら工事の皆様が何時間もかけ熊本市内に行かれる姿を見て、夜遅くなる食事の準備等熊本のために

がんばって頂いている工事関係の皆様に就業者全員感謝の日々でした。売上減少の中、就業者もその

まま熊本復興のため、必ず回復と信じがんばりました。 

飲食サービス業 熊本市 安定指向 大企業指向が強くなっている 

その他サービス業 球磨 震災の影響は、ほとんどありませんですが、就業者の意識での社員教育が難題です。 

その他サービス業 宇城 
震災により心身的に大変苦労された方、障害を受けられた方がおられ、仕事を辞められた方など回りへ

の影響は大きく業績にも人手不足で低下しました。不安材料が増えました。 

その他サービス業 熊本市 被災者を受け入れた。 

その他サービス業 球磨 
震災の被害は、全くなかったが、熊本市内の震災をうけて、「もし自分のこの地域だったら」と意識の改

革は少し出来たのかなと思う。 

その他サービス業 熊本市 震災の影響による変化は特にない。 

その他サービス業 上益城 震災に関係なく、会社が変化の時期に直面し、社内全体が良い雰囲気になりつつある。 

その他サービス業 熊本市 全体的に熊本県内の就業可能な人達の就業意欲が保助制度により低下していると思います。 

その他サービス業 熊本市 代表者が交替しました。社員との間に一体感不足！ 

その他サービス業 球磨 被災地域に応援に入った職員からの話で、考え方の変化があったように思う。 
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業種 
地区 

(11区分) 
内容 

その他サービス業 熊本市 
各団体より支援等を受け、深く感謝している。以前より小規模ながら震災の支援はしていたが、今回多

方面から支援を受けたことで、助け合う意識が実感となっているようである。 

その他サービス業 熊本市 写真が人々の思い出としてより大事な物だと感じました。 

その他サービス業 八代 何となく地域とのつながりが必要と思われる。 
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【自由コメント～三方よし】 

業種 
地区 

(11区分) 
内容 

農林水産業 菊池 
昨年より太陽光発電を敷地内にて行い環境への配慮を行っている。発酵飼料を家畜に食べさせて周辺

の自然環境と地下水の維持に努めている 

農林水産業 上益城 

少し問いと違うかもしれませんが、当社は地下水(井戸)を掘って利用しています。地震後より水質の変

化がみられ、しいたけ菌の培養に不具合がみられ、現在に至っています。そのために光による除菌を行

っています。(100％除菌できず、質・生産量の減少で困っております。) 

製造業 熊本市 エコアクション２１取得 H３０ ６月 

製造業 宇城 

もともと CO２排出削減は（予算制約はあるが）進めてきた。LED照明への切替え、省エネ型空調機やボ

イラーコンプレッサーの更新等で省エネをはかっている。設備（ロボット）の安全対策はもちろんだが、建

屋の耐震強化を現在の課題として進めている。 

製造業 阿蘇 食品関係なので HACCP との関りも考えながら設備、製造工程の見直しを考えていきます。 

製造業 玉名 建屋の耐震性 

製造業 上益城 社有林を売却せず、そのまま保有。 

製造業 八代 省エネについては、重要だと考え、少しづつですが、実施しています。 

製造業 熊本市 
震災後、学校、施設あらゆる所に、ベッド、ポータブルトイレ、杖、マスク、車椅子、健康器具、あらゆる

物を提供しました。 

建設業 熊本市 家作りの為、特に安全性を重視している。 

建設業 鹿本 EV車変更など費用面で取り組みが困難。 

建設業 熊本市 ISO１４００１活動を通じて以前より継続中です。 

建設業 玉名 

私共の仕事そのものがCO２削減につながるので、県産材利用を促進している。運搬によるCO２排出を

問題視し、流通経路の見直しを進めている。具体的には、運搬経費が明確な見積書の作成に努めてい

る。 

建設業 阿蘇 
ISO１４０００導入の時点で環境負荷軽減の意識は社内全体に十分浸透しているので震災の影響での

変化は特に見られない。 

建設業 菊池 実感ない 

建設業 宇城 

昨年度のものづくり助成金で大型乾燥炉新設の申請を行ったが採択されなかった。一旦諦めていたが

１２月に上京の機会があり東京の様子を見て気持ちが変わり今年４月に自前で設備完成。大型物件の

注文急増中 

建設業 上益城 ライフサイクル CO2排出量＝新車＞中古車 （倫理的課題） 

建設業 熊本市 各社員車通勤者に、ガソリンは半分になったら満タンにするよう意識付け。緊急連絡網の再構築。 

卸・小売業 熊本市 
東日本大震災から原発や自然災害などの言葉をよく耳にします。弊社ではわずかだが遮熱塗料や断熱

塗料を 1缶購入するとクオカードをプレゼントするエコペイントキャンペーンを 6年間実施している。 

卸・小売業 熊本市 フォークリフトをガソリン車から EVへ変更 

卸・小売業 八代 節水・節電アイドリングストップ等々の経費節減を朝礼毎に徹底するよう指導しております。 
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業種 
地区 

(11区分) 
内容 

卸・小売業 熊本市 月如に会議にて相互の勉強会 

卸・小売業 阿蘇 省エネ家電の販売 

卸・小売業 熊本市 効率重視一辺倒ではまずい！と痛感しました。 

卸・小売業 阿蘇 設備工事（埋設部）に地震に強い材料を使用。 

卸・小売業 熊本市 
・LED 照明に交換中 ・更なる耐震補強工事の実施 ・食品廃棄ロス削減プロジェクト（環境問題） ・

BCP策定の検討 

医療・福祉業 熊本市 
不自由な生活を強いられて、水や電気の大切さに改めて気付き、節減への意識が高まったように思い

ます。 

医療・福祉業 鹿本 短時間労働にて成果を上げる。 

医療・福祉業 鹿本 資源は大切に上手に使ってます。 

医療・福祉業 八代 ５年前に太陽光発電７０ＫＷＨを設置。全て自己消費。大型非常用発電設備を導入 

医療・福祉業 天草 

今迄の御質問が医療業の当院におきかえた時、この答えでいいのかな？と頭をひねり乍ら記入いたし

ました。販売＝患者さんの来院状況（診療点数）などを考えてみましたが、考え違いだったら誠にすみま

せん。 

宿泊業 球磨 
関心はあるが、現状復旧のための工事代金銀行への利息返済、及び震災のすぐに借り入れした額返

済があり取組がむずかしい。 

飲食サービス業 熊本市 
ＥＶ車のどこがエコなんですか。都市部で出る排ガスも田舎（発電所）に押し付けることになるだけで

は？日本の原発は安全です。 

その他サービス業 球磨 
仕事柄、再生可能エネルギー、建物の省エネルギー等環境面に配慮した設計をしておりますが、今後

も継続していきたいと思います。 

その他サービス業 熊本市 あまり考えていない。 

その他サービス業 熊本市 原子力発電は廃止してもらいたい。地震、水害等あってもすぐ復旧できるから 

その他サービス業 熊本市 地震の前から取組を始めていたので、地震を原因とする変化としてはありません。 
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【自由コメント～熊本の方向性】 

業種 
地区 

(11区分) 
内容 

農林水産業 菊池 それぞれの地域の特徴や文化を生かし継続していく中小の企業や人を育てていくことだと思います。 

農林水産業 球磨 
天草（旧本渡市）は熊本地震の被害がなく、大きな変動がありませんでした。当社は地元密着の取引で

すので特に。 

製造業 芦北 伐採地再植林に付いて検討する時期と思われる。是非取り上げてほしい。 

製造業 宇城 

県内企業内での連携では無く、県外企業との交流を増加させ、幅広い市場と人的交流が重要。新卒の

７０％が県外に流出している。現状を考え対策が必要。労働力が低下すれば県外企業に移転もあり得

る。都市計画が必要であり住民分散では人は集まらない。 

製造業 熊本市 
震災により建設業界は特需となったが、一定期間を過ぎ市場が落ち着いて来てからの冷え込みに対す

る対策をしておかなければ業績悪化と必ずなると思われる。 

製造業 熊本市 交通ネットワーク 

製造業 宇城 

当社は半導体の設計・製造の受託業務を主としているが、人材を如何に確保・定着していくかが最大の

課題。大手との賃金を比べれば２０～３０％の差があり、福利厚生も含めれば、待遇では勝負にならな

い。当社は①現在の知識より社内教育で人材を育成していくこと②地元志向（九州管内）の学生に対

し、地方にあって最先端の技術・製品に携われること③雇用維持を最も大事にしている事をアピールし

ているが、まだまだ成果は不十分である。今後はより付加価値の高い業務へシフトし、労働分配を高め

ていく必要がある。課題としてマーケティングの強化と技術実現力の強化、業務提携や M＆A も選択肢

となろう。 

製造業 熊本市 

熊本県内の出荷が伸び悩んでいます。食生活の多様化で日本の伝統の調味料が減少しつつありま

す。これをいかに食い止めるかが私達食品（特に醸造業）業界の大問題です。食の洋風化が進みみそ 

しょうゆの販売も下降気味です。家族構成が変化したのも原因の一つです。 

製造業 八代 九州全体のライフライン １）高速 ２）新幹線 関東 関西には勝てない！ 

製造業 熊本市 
情報誌で県内の経済について回復しているとありますが、あくまで一時的なものという表現が良いかと

思います。 

製造業 宇城 補助金など優遇制度の推進を強化して欲しい。 

製造業 菊池 

AI IOT を含め、スマートシティ化への変革とロボット、外国人労働者の拡大、又、EV 自動車・安全運

転・自動運転など新しい時代の幕開けとなる変化の中にさらに中国企業の戦略的台頭に対して、産・

学・官・商・金の全ての分野で対処を講じなければならない時代になっていると考えております。 

製造業 菊池 

熊本は阿蘇、天草等の観光資源、農産物等の食料資源など素材は申し分ない。素晴らしく良い物をたく

さん持っている。しかしながらそれを生かしきれてない。例えば福岡との違いは、交通網の極端な遅れ

が挙げられる。高速道路から市内中心部に行くのにすごく時間を要する（渋滞もひどい）。これからは箱

物ではなく、まずは道路の整備に力を入れる事（特に熊本市）が重要である。 

製造業 芦北 
弊社は木材関連工場ですが、国産材を使用する事で山林の整備が進み、環境に好影響を与えると考

えており、熊本でも更なる造林が必要と思います。 

製造業 菊池 特に震災の影響はありませんでした。 
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業種 
地区 

(11区分) 
内容 

製造業 熊本市 

地震後のインフラ整備 どうせ行うなら思いきった、将来を見越した整備がひつよう！日中から主要道

路の大渋滞・市電・バスが街中の交通が主流？ 〇道路→自動車専用道路ができなければ主要交差

点の立体交差化 〇街中（中心部）だけでもモノレール、地下鉄化（駅→中心部）いつまで路面電車に

頼る？  〇熊本城石垣の再生→内は新たな工法で（新たな石で）石垣新たに組む。旧石使用は（コス

トのムダ） 

製造業 八代 
IOT の講演会に出席しましたが、「益田連盟」の話を聞いて。日本規模、世界規模の考え方が、今後重

要になってくると再認識しました。 

製造業 上益城 

①九州の中心地としての、物流発進地となる為のインフラ整備、基地局誘致！②東南アジア諸国等

の、国際線の増便。③革新的な少子化対策。 ※①、②、③の対策先駆者となる元気で勢いの有る熊

本造りが大事。 

製造業 熊本市 特にありません。ありがとうございました。 

製造業 熊本市 〇交通網の発展 ・点と点を結ぶ（駅と中心部） ・空港、駅、港湾を結ぶ（アクセス） 

製造業 宇城 特になし 

製造業 菊池 
外国人を雇わざる得ないとは思うが基本的には日本人（熊本含む）が働いて日本を良くしていかないと

ダメになると思います。 

製造業 球磨 天草当地に於いては特別地震の被害ありませんでした。事業にも変化ありません。 

製造業 阿蘇 人材不足の今いかに少人数で効率よく機械導入しながら試行錯誤し無人化できればと思います。 

製造業 上益城 

人口減少を踏まえた方向性を、業種に関わらずどの様な方向性か、ベクトルを合わせる必要がある。あ

る市では、市が人口減で市民全員にサービスを提供できなくなるので、駅前を集中して開発すると方向

性を出しています。同じような取組が必要だと感じます。１０年後、２０年後をイメージできていません。 

製造業 宇城 人手不足の解消 

製造業 阿蘇 行政が足で歩いて積極的に行動すること。 

建設業 熊本市 

住宅の応急復旧はできつつあるが本格的な復旧には時間とお金（資金）が必要。社会の弱者である高

齢者や障害を持つ家、子育の家等への復旧支援策が必要。若い社員、技術者の育成に務め、新風を

入れたい。今こそ OB施主の力になる時だと思うし、恩返し。 

建設業 熊本市 

弊社は、九州一円社寺仏閣の設計施工を手掛けております。２１名の宮大工職人が働いております。

毎年、高校、大学卒業の子供達が入社してきます。来年も、３名入って来ます。２年間は、全く仕事が出

来ませんけど、労働基準局の法律で、最低２０万円以上は会社に負担が掛かります 昔は、弟子の頃

は、小遣い程度でしたが、現在は仕事が出来なくても、決められた賃金は支払わなくてはなりません。こ

ういう状況で、日本の職人を育てる事は出来るわけ有りません。今後、他の職もすべて職人を育てるに

は、行政の協力が必要だと思います。 

建設業 玉名 
ここ数年人手不足で困っている。ハローワークに相談しても求人者がまったく無いのが現状です。人材

の確保をぜひお願いします。 

建設業 熊本市 

県庁のある健軍方面、市役所のある辛島方面、再開発中の熊本駅方面！！大きく開けているし開けて

きつつある。西区方面（田崎～熊本港ライン）の開発が必要！！熊本港内の敷地は空き地が多い。熊

本港内に水族館設備必要！！島原港との人の流れが出来て行く！ 

建設業 熊本市 
現在私共の会社においては事業継続に当たり足元の充実を図っています中基本となる方針を決めた

後に他社（異業種）連携を考えて行く事となると思われます。 
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業種 
地区 

(11区分) 
内容 

建設業 上益城 

建設業における人材不足は良い方向にはならない。新規に建設業を始められた方もいるが、5 年後に

は半分の業者が倒産するだろう。５年後には人があまってくるだろうが、必要な時に人がいない事はどう

しようもない。 

建設業 熊本市 

まだまだ復旧・復興には時間がかかるかもしれませんが、今一番の問題点は技能者、職人の不足で

す。これから駅前開発も始まれば益々人手がどの業種もたりなくなり、人件費の値上げ等起こりうる事

は充分に考えられます。国、地方自治体上げて人手の確保に動いていただきたい。個人企業では無理

です。震災復旧後,東日本の建設業者数が半減したそうです。その点も今から手を打っていただきたい。 

建設業 熊本市 特にありません。 

建設業 鹿本 中小企業に対する支援をもっと行ってもらいたい。 

建設業 菊池 
当社の業務が設問と離れているように思います。設問の意図が分かりづらいです。 熊本も他県から多

くの人が入ってきているので、昔風なつながりに頼るビジネス以外に目を向ければ良いと思います。 

建設業 玉名 少子化対策 

建設業 熊本市 課題を解決する場を提供していますとあるが、どこで。何時かよくわからない。わかる方法を知りたい。 

建設業 阿蘇 
震災復興に向けて拡大してきた事業規模が、その終焉とともに極端な減少を行ってきた場合の状況が

懸念される。あくまでソフトランディングを試みるよう多方面で検討すべき課題ではないだろうか。 

建設業 宇城 

私達は半導体製造装置の焼付塗装工場として九州一円のお客様より仕事の依頼を受けていますが、

ここ近々に思う事は熊本の事業所が関東、関西営業所を開放されると大手の仕事が回ってきたり、大

型乾燥炉の稼働に合わせて思いがけない遠方からの依頼があたり口コミのうわさが広がっているようで

す。 

建設業 熊本市 
くまモンやワンピース等だけでなく、真の熊本らしさ、熊本の魅力を全国に世界に発信する。(自然、物

産、歴史、産業、市街地ｅｔｃ）のブランド化 

建設業 宇城 とにかく労働力不足が続いている。１にも２にも人手が足りない現状です。 

建設業 阿蘇 若手人材不足です。募集しても応募なしです。資格の取りやすい環境づくりが大切です。 

建設業 上益城 Build Back Better！ 原況復旧原則を人智で超える。 

建設業 上益城 人手不足。技術者の減少。 

建設業 菊池 会社の売りを作り、表現する力。 

卸・小売業 熊本市 

地震を機に熊本らしさ、熊本の良さを再確認、分析し、地場企業が発信をし、連携していくことが必要。

市役所を再開発しバスターミナル（天神のような）を設け熊本城と中心街を結ぶポイントとして整備が必

要。桜町では位置がずれすぎている。 

卸・小売業 熊本市 空港へのトラフィック、都市高速導入 

卸・小売業 熊本市 災害に強い町作りとして、災害時に役立つ LPガスをエネルギーとして検討して頂きたい。 

卸・小売業 熊本市 高齢者や仮設住民の方々への支援のはっきりした方針を示す必要がある。 

卸・小売業 阿蘇 当地域は比較的地震の被害は軽く、主顧客は大分方面に多いので影響は少ない 

卸・小売業 玉名 

県内における熊本市への一極集中が地震後一層の加速をしているように思います。県内各地の特性

や地域資源を生かしたバランスの良い開発が望ましいと思います。熊本の地理的な状況を考えると JR

の熊本駅ビル開発は疑問です。民業を圧迫することになるのでは。 
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業種 
地区 

(11区分) 
内容 

卸・小売業 熊本市 

やはり 地産地消を目指すべき。それには地場企業のお客様上位主義のサービスの徹底を重視すべ

き。熊本人の稼いだお金を東京や大阪に持っていかれている事をキャンペーンとして熊本人に教え育

成すべし 

卸・小売業 熊本市 人材不足、全く人が集まらない。求人広告費が負担 

卸・小売業 熊本市 意識改革 イノベーション 世代交代 

卸・小売業 八代 熊本市以外の発展 

卸・小売業 熊本市 将来を見据えた事業展開 ハード面だけでなくソフト（心）面の充実 熊本らしいおもてなしの心 

卸・小売業 八代 

熊本のシンボルである「熊本城」の一日も早い復元を願っております。震災復興は熊本県民全員の意識

改革が必要だと思います。自分のことばかり考えるのではなく「利他」の心で物事に対処して行くことが

大事だと思います。 

卸・小売業 熊本市 
観光資源の早期回復と同時に新規観光資源の創造  新規雇用事業の誘致並びに設立。 上記による

消費の拡大を計る事で安定した収益の確保をさらに推進して頂きたい。 

卸・小売業 阿蘇 少子高齢化対策、地方の経済活性化 

卸・小売業 阿蘇 
道路の早期復旧 企業の誘致 公共団体の地元企業活用 商工会連携 被災者に対する積極的な生

活再建支援 

卸・小売業 宇城 

今一番大切な事は、山の５合目から上を自然林にかえていく。そうしないと地下水がへって山の頂上か

ら砂漠化が始まり、山崩れが起こる。昔、流れていた谷川の役８割が現在枯れて流れがなくなってい

る。 

卸・小売業 熊本市 

公共の重要性と公共でなければいけない！という事をしっかり守る。効率ばかりを追い求めるのではな

く、非効率でも維持・更新・新たな開発を長期に渡り継続する事が軽んじられていると痛感しておりま

す。元来の「公共」と「民間」の役割をしっかりと議論し日本・熊本が守られ続いていくことを実行していか

ねばと思います。 

卸・小売業 球磨 
※福岡との連携及び関西・関東との連携、九州を面として、東アジアにおける日本の玄関口を形成して

いく！ 

卸・小売業 球磨 物価上昇 

卸・小売業 玉名 

浅学非才の私の頭では世の中の変化について行けるのか、生活が維持出来るのか不安である。しかし

願いは、熊本は政治経済の中心都市になって欲しいと思います。福岡を追い越せ追い抜けと、リーダー

の方々のご活躍を御期待申し上げます。 

卸・小売業 熊本市 企業の誘致と人材流出の防止 

卸・小売業 熊本市 少子高齢化の加速にどれだけ早く対応できるのか？ 

卸・小売業 熊本市 
マーケットが伸びない中、県主導による企業誘致や、県産品の県外、海外販路他、活発な活動が望ま

れる。 

卸・小売業 熊本市 
熊本はもっと農業県であることをアジア周辺各国にアピールして、安全で安心な食材の宝を売り出して

行く。 

卸・小売業 阿蘇 

・現在、阿蘇地域は非常に交通アクセスが悪く、観光客等の入込数が減っている。これを早く解決した

い。 ・地震後、人、人材不足で、社員が辞めていく。（引き抜きにあう） ・募集しても、なかなか人材が

いない。 
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業種 
地区 

(11区分) 
内容 

卸・小売業 熊本市 
色々とやらなければいけないことは山積しているのですが、今は店舗再建に向けて集中しているところ

であり、残念ながらその他のことを考える余裕はございません。 

不動産業 熊本市 
当県のみの課題ではないが、少子化、高齢化に対する認識が極めて甘いのではないか。未だ右肩上

がりの過去の思想がまかり通っているようですね。 

不動産業 熊本市 
観光産業の発展、外国人労働者の受入、行政によるより積極的な営業活動、IOT を取り入れたシステ

ム化された都市。 

運輸・情報通信業 上益城 

今熊本は大きな変革期が始まっている気がします。中心市街地の再開発 又、熊本駅周辺の開発や少

し先になると思いますが現市役所の移設等予定され、ここ数年で熊本は大きく変わろうとしています。し

かし今 世の中は、問題は沢山ありますが、特に少子高齢化の進行による人口減少や自然環境の維持

再生などを考慮し、住みやすい熊本を目指して欲しいと思います。 

運輸・情報通信業 熊本市 
政令都市であることの意識を新たにし、行政が先頭に立つことはもちろんですが、私たちも協力し存在

感を高めたいと思います。 

運輸・情報通信業 球磨 
海運業を運航しておりましたが数年前より運休致しております。アンケートに御協力できなくて申訳けご

ざいません。 

運輸・情報通信業 熊本市 今後とも御所の熊本でのリーダーシップ（各提言）がますます重要だと思います。期待しております。 

医療・福祉業 宇城 
日本の国で考えた場合、東京一極集中、熊本では熊本市に集中している。田舎で暮らすのが大変な状

況が進んでいる。若い人でも夢と希望を持てるような社会にしていく必要性を強く感じている。 

医療・福祉業 上益城 
いわゆる「肥後の引き倒し」の逆をめざす事が大切でしょう。イノベーションにおいて熊本は圧倒的に意

識が低くて残念です。革新的な方々がいらっしゃればぜひコラボしたいです。 

医療・福祉業 宇城 地震による人口流出等を防ぐ、住環境、商業施設等の整備。 

医療・福祉業 鹿本 人材不足の解消 

医療・福祉業 球磨 過疎化が急激に進んでいます。 田舎に移り住んでもらえる様な施策を望みます。 

医療・福祉業 球磨 

こちらは、保育園という立場であり球磨郡に立地しておりますので、熊本地震の影響は、ほとんどありま

せんでした。復旧作業で、こちらの建設業、大工さん等が、被災地に向かわれ、依頼した作業が後回し

になるということはありましたが、仕方のない事だと、地元のものは考えています。知り合い血縁が被災

し、不便な生活を強いられております。ただ、ただ一日も早い復旧を祈るのみです。 

医療・福祉業 熊本市 

医療を業としている我家がこのアンケートに充分返答出来ているかどうかわかりませんが、従業員不足

で病棟を再開出来ていないうちに、医療法の改正などがおこなわれて、益々困難になっています。設備

は充分に整っているのに人手不足(看護師)で出来ないのが大変困っています。熊本の方向性の間とは

ちがいますが、我家の当面の課題です。 

医療・福祉業 玉名 当地区(県北)は福岡県大牟田市に隣接し地震の影響はほとんどありませんでした。 

医療・福祉業 熊本市 
限られた人材に比較し、過剰投資のように思います。お互いに労働力が不足し、質の低下をきたし、共

倒れになるのではないでしょうか？ 

医療・福祉業 天草 

当地は被害も少なく、あまり影響は有りませんでしたが、熊本市内や益城町は本当になかなか復興が

まだまだ遅れています。心が痛みます。家を建てるにしても材料代や人件費の高騰が続いていると聞き

ます。行政の力で健康で当たり前の暮らしが出来るように、被災者の方に温かい支援の手を更に伸ば

していただけたらと思います。もちろん、私達も出来る事は協力していくつもりです。（乱雑になりまして

すみません） 
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業種 
地区 

(11区分) 
内容 

医療・福祉業 玉名 

看護学校を卒業して、地元でなく東京、大阪、名古屋等、大都市に就職する人がほとんどで、すごい人

材不足に個人経営の医院は悩んでいます。だんだん病棟閉鎖をして、クリニック（無床医院）にするとこ

ろが多くなり、当医院も悩んでいます。（当直する看護師さんがいない） 地元に就職するよう准看護師

を増やしてほしいです。今、准看護師→高看に進学している現状です。震災以降、医療事務員も募集し

ても、面接すら来ない状況です。昔は沢山来て、断るのが大変なくらいでしたが・・・ すみません、方向

性についてではありませんでしたが。 

宿泊業 熊本市 人手不足の解消 

宿泊業 球磨 熊本の復興がすすみ、熊本に住む人々が、幸福を感じられる森と水の都であってほしいと思います。 

宿泊業 阿蘇 
国道 57号線の早期復旧と JR豊肥本線の早期復旧。二つのインフラ設備がなされないと阿蘇地区の本

当の意味での早期復興は見込めない。 

宿泊業 阿蘇 

地域性もあるとは思いますが、事業を継続するには人材の確保が大切だと思います。売上減少と人材

確保の問題を何とか取り組まないと、地震からの真の復興はまだまだ先が見えない状態ではないでしょ

うか。 

宿泊業 芦北 
人口を増やす。出産率を上げる。熊本県南の人口減は恐ろしいスピードですべての産業に重大な影響

を及ぼしていると思う。 

宿泊業 阿蘇 被災地としての認識を早く払拭したい。 

宿泊業 芦北 
熊本災害復旧の為、特に建設業、解体業等日当が多大にアップしたことに問題あり。地方の事も考慮

願いたい。指導に県は取り締まりを！ 

飲食サービス業 熊本市 
サロン的な企業間交流や団体のあり方に疑問あり。大企業や有名企業のトップの集まりだけでは意味

をなさない。もっと現場の人達の交流勉強会を推進してもらいたい。 

飲食サービス業 熊本市 熊本地震で得られた教訓、防災計画が大事だと思う。 

その他サービス業 阿蘇 一般業種と異なるので回答しにくい。 

その他サービス業 熊本市 

弊社は測量、設計（公共事業）を業務としており、熊本地震後は、事業ニーズが増えましたが、これも一

時的なことで数年後は必然的に減るはずである。また、業種的にも人手不足（特に若者）が深刻化して

来た。今後も未曽有の災害も否定出来ないので、公共事業関係の会社の発展と若者の人材確保を業

界のみならず、教育、行政も含めて、連携が必要と思われる。 

その他サービス業 球磨 
農林漁業なくしては、熊本県は衰退してしまいます。現状は高齢化、少子化の一途を辿り、後継者不足

も否めませんが、これからは、観光面、物流等に力を注いでいけたらと思います。 

その他サービス業 球磨 
業種にもよりますが、八代、熊本市人材不足が同業者間でいわれます。今後、外国人の雇用が重要に

なってくる時代になるのかな、と思います。 

その他サービス業 宇城 人材育成無料 セミナー等があれば社員を行かせたい。若い人の話し合う場。とりくみ体験等。 

その他サービス業 熊本市 

我々の業界にしぼって言えば、熊本震災により潤った業者あまたいたと思われる。現在では震災復興

特需の後の公共事業の低下が予想されているのに危機感をもっていると思う。この業界における熊本

県の閉塞的慣行を断たなければならないと考える。 
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業種 
地区 

(11区分) 
内容 

その他サービス業 熊本市 

現在の熊本の状況としては人手人材(技術者）等の不足で市場に商品は多数あれど、手が出せない状

態であり県内業者は大きな事業は県外大手業者において受注され下請業者として受注されている そ

れは事業費の事業単価が県・市町村事業価格差に開きが大きい為でもある。この状態を市場もコスト

ア upを受け入れる事が大事であり現在行われている事業調査を定期的に行う事が大事である。その他

人材確保の為、再雇用等を行い、人手確保を行っているが、これには限界があると思われます。色々

問題は出ている外国労働者の雇用の道をふさぐ事がよいのでは？ 

その他サービス業 熊本市 
九州の中心に熊本県は位置しており産業 交通のかなめとなる力を持っている。とくに産業に関しては

北九州、大分に差をつけられている感じがある。もっと企業誘致に力を入れるべきである。 

その他サービス業 宇城 
労働者の確保、適正価格と適正賃金 それらのバランスが悪くなっていると思う。震災特需が終わり氷

河期になるような気がします。 

その他サービス業 熊本市 

今回の熊本地震で当社は約２１，０００千円程度の損害を受けましたが（イノベーション）補助金の制度

が合わず途中で退会しましたが、ローカル事業所では高齢者が多く将来の経営が描けません。その現

状で補助金申請資格として、５年間現状維持はキツイ条件でした。しかも最終判定は、５，５００千円程

度でした。ローカルの実状解っていませんね。 

その他サービス業 熊本市 

熊本自体、派遣が多く、先の安定性がない。正社員ではないので、結婚、子供の事を考えられない男性

が多い。農地が多いので、田舎の土地等、活用出来る若い人に引き継いでもらう方を考えた方が良い。

大手が良い見本をしてほしい。お金ばかりつかうのではなく、熊本の大地、自然活用。（工場を増やすば

かりではなく） 

その他サービス業 宇城 
熊本の企業（中小）は今、人手不足で倒産の危機状態が増えています。助成金を出して賃金を高くして

あげれば、人材が県外からとられないかもしれません。中小企業を、いま救って欲しいです。 

その他サービス業 熊本市 
熊本の魅力を知るためには、もっと多くの人が、海外へ出て行き、外を体感する必要性を痛感していま

す。 

その他サービス業 菊池 地震をプラスにして成長していくこと、前向きにとり組んでいくことの大切。 

その他サービス業 八代 
震災の被害は、ほとんどなく、職場としての方向転換などは意識しておりません。復興、回復にはグリー

ンコープグループで尽力してまいります。 

その他サービス業 菊池 
毎日雨が続きますので、子供達の出足は少ないです。私は公的場所で集いの広場と一時預かりをして

います。地震とはあまり関係なさそうです。お疲れ様です。 

その他サービス業 球磨 

復興に向けて、多くの人材がそちらに流出しているような感じがする。その結果、製造業、非製造業に

従事する人材の不足が著しいような気がします。人材を確保する為には、賃金を上げる等して工夫せざ

るを得ませんが、反面コスト高となり経営を圧迫するのではないかと心配せざるを得ません。 

その他サービス業 球磨 足の引っぱりではなく個々を大事に持ち上げる風土になってもらいたい。 

その他サービス業 上益城 
中小企業の復興に御支援をお願いしたい。特に益城町は、４車線問題や、区画整理などで復旧がおく

れている為に、観客の減少が多くなっている。 

その他サービス業 熊本市 まず会社経営を安定させ、熊本の復興に寄付できればと思います。 

その他サービス業 熊本市 熊本県自治体の財政健全化 

その他サービス業 熊本市 
工場の修理等もまだ進まないために、今のところ、現状維持で行っているが、資金も不安定であるため

に、先がなかなかわからない。お客様にご迷惑をかけないように、心がけるのみである。 
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業種 
地区 

(11区分) 
内容 

その他サービス業 熊本市 

震災で被災した自治体の多くが、基金を減らし、加えて少子化・高齢化に伴う生産人口の減少で自治体

そのものの経営基盤が危うくなっていく中、各自治体は独自の生き残り策を考え実行していくことが求め

られている。 

その他サービス業 熊本市 働き手がいなくて困っている事業所も多いと思います。熊本県で人材確保等に力を入れてほしいです。 

その他サービス業 阿蘇 整備士の技術者がいなく人材不足(若手がいません)で困っております 

その他サービス業 八代 復興を機に県南にも力を入れて欲しい。 

その他サービス業 熊本市 

震災後の需要は公共事業の関係で増大したが、作業量が多く、外注費で収益に直結していない。ま

た、震災復興が一段落すると、手のひら返しの如く、公共事業の減少が生じ、経営的に困難が生じてい

る。困った時だけの県・市からの協力要請は問題視せざるを得ない。 

その他サービス業 天草 

観光業に力を入れ国内・国外より人を呼び込む仕掛けが重要では。阿蘇や熊本城がダメージを受けて

いる今、新一号橋も開通したので、天草に目を向ける絶好の機会では？何の援助もなく、設備投資に頑

張っている我々に補助を！ 

その他サービス業 熊本市 店舗が福岡にある為、何の被害もありませんでした。 

その他サービス業 阿蘇 町村の人口流出の対応。 

その他サービス業 上益城 

過度な価格競争や入札価格の下落は地方経済を悪化させ、業界から優秀な人材を流出させる事にな

る。適正価格（入札等）を維持するしくみが必要。IT を活用、推進させるための補助金等の導入増加が

必要。 

その他サービス業 八代 情報をどう扱うのか？が今、むずかしいです。 

その他サービス業 熊本市 諦めず頑張るだけです。 

 

 


