まざまな金融機関に育てていただき

した。土地の調達や資金面など、さ

雇用創出で未来に通用する都市へ
―まずはお二人の自己紹介からお
願いします。
ながら事業展開してきました。
―地元飯塚に対する思いについて

片峯 もともとは中学校教諭で教
育行政に従事し、飯塚市教育委員会
お聞きしたいと思います。片峯市長

片峯 学校教諭として子ども達を

教育長を７年務めた後、今年２月に

ていたのですが、在学中の学校実習
育てたいという思いで選んだ仕事で

は教育を通じて地元へ貢献してこら

において、教育に対する未来と喜び
すので、教育から離れることは想定

飯塚市長に就任致しました。学生時

を感じたことで、当時の福岡大学高
外でしたし、まさか自分が市長に立

れました。

宮校に夜学で通い、教職の道へと進
候補するとは思っていませんでした。

代は第一薬科大学で薬剤師を目指し

みました。市長として、飯塚の街を

然と社長になりたいという起業意識

できる方ではなかったのですが、漠

科を卒業して就職しました。勉強が

野見山 佐賀大学経済学部経営学

社会人になった時に、この地域に自

いという思いとともに、子ども達が

おります。そしてそれを継続させた

果を上げることができたと自負して

が教育界の中では私自身、一定の成

立候補の際にも非常に悩みました

を持っていましたので、その年の１
らが望む働く場所があるのかという

元気にしたいと思っています。

２月には地元飯塚に戻り、不動産活
心配もあったことで立候補しました。
そういった面では野見山社長をはじ

用業として現在の㈱ティーティーエ
実家は小さな地主でしたが、田舎
め、企業経営者の方々にアドバイス

経済分野に関しては勉強中であり、

の田畑はそのままではお金を生みま
をいただきながら雇用創出を進めて

ス企画を創業しました。

せん。ですからまずは土地を活用し
―飯塚市は大学との連携も含めて

いきたいと考えています。

観点で、近畿大学の学生寮や九州工

リサーチパークなどの情報工学分野

てお金を生む資産に変えようという
業大学の学生向けのワンルームマン

う声が多かったんです。当初は他社

における産業振興に関する取り組み

近畿大学、近畿大学九州短期大学の

に常時接続のインターネット設備導

ションなどをつくることから始めま

３大学がありますが、がっちりスク

入を頼んだのですが、なんと５０部

も進められています。この方面での
ラムを組んで連携するという体制で

屋で１５００万円という大変高価な

たのですが、なかなか時代の流れに

をスタートしたところまでは良かっ

十数年前に情報工学分野の産業振興
向けて企画立案しながら動いている

いと思い、幅広い形での産業振興に

しっかり未来に通用する都市にした

な費用がかかってしまいます。

てのネット工事を他社に頼むと莫大

屋ほどを所有していましたが、すべ

について学び、その知識を生かして

そこで私が独学でネット接続工事

ところです。
野見山 情報工学のお話に関連し

時はまだダイヤルアップのインター

からニーズをヒアリングすると、当

その際、満室入居を目指して学生

したことがありました。

よる入居率の低下という危機に直面

を展開する中で、１８歳人口減少に

を生かして仕事をすることの面白さ

れるまでは満室状態が続き、発想力

したね。それからネットが一般化さ

出すと翌年にはすぐに満室になりま

ンターネットマンションとして打ち

費用は１棟で１００万円を切り、イ

ネットを導入することができました。

もとを回り、この思いをぶつけたと

つながると思い、すぐに旧炭鉱主の

として復活させることが地域貢献に

を活用して、新たなエネルギーの街

の遺産となってしまったボタ山跡地

数のボタ山跡地があります。この負

一番必要なのは土地で、飯塚には無

自前で各部屋に常時接続のインター

ネット接続の時代でしたので、ネッ

を実感しました。

ころ、皆さんから快くご協力いただ
―現在の主力事業である再生可能

Ｔ）がスタートし、再生可能エネル

い取ることを義務付けた制度（ＦＩ

ソーラーを設置しています。

域で４０カ所６０メガワットのメガ

くことができました。現在、筑豊地
エネルギー事業は故郷への思いが

―そこから現在は全国で展開され

ギー事業も面白いのではないかと感

貢献できる仕事をしていかなければ

いう仕事の基準から、地域のために

の街が今度は再生エネルギーの街と

として成り立っていましたので、そ

もともと筑豊は全国有数の産炭地

どを皮切りに全国展開を進めている

着手しており、宮崎、大分、岡山な

特別高圧案件という大型発電所にも

野見山 ２００メガワット以上の

ていますね。

と思い始めていた頃、ちょうど電力

して活性化できるのではないかとひ

状況です。しかしこうして事業エリ

じました。

会社に再生可能エネルギーで発電さ

らめいたんです。太陽光発電事業で

野見山 自分が食べていければと

きっかけと聞きました。

地域イメージ払しょくによる人材確保で地域活性化

ト費用が高く、それを抑えたいとい

また、飯塚市内には九州工業大学、 て言えば、学生向けマンション事業

りできていないのが実状です。

は乗れず、継続的な取り組みがあま

めていきたいと思っています。ただ、 ういった部分も修正を加えながら、 ものでした。その頃すでに６００部

可能性はどうお考えですか。
片峯 特にこれからもニーズが拡
はありませんでした。これからはそ

福岡県の中央に位置し、交通の要衝としての役割を担ってきた飯塚市。石炭産業隆盛の時代に
は、筑豊炭田の中心地として賑わい、エネルギーの街として日本の産業振興をけん引してきた。
しかし、1960年代のエネルギー革命によって石炭から石油への燃料転換が起こり、石炭産業が
衰退。2006年には5つの市町が合併し、新「飯塚市」としてスタートを切り、新産業の創出や
教育水準の向上、医療・福祉の充実などに取り組み、魅力ある街づくりを進めている。
今回の対談では地元飯塚の未来に向けて、同世代でもある片峯市長と野見山社長に行政と企業
の両面から今後の提言を聞いた。

大するＩＴ産業について本格的に進

「未来の飯塚市、これからの街づくり」
れた電気を一定期間、固定価格で買
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特 別 × 対 談

飯塚市有安のティーティーエス企画飯塚事務所

方針です。
―飯塚市は人口が約１３万人です

る教育水準で、市内４校の高校の状
況も極めて上向きです。医療環境も

が、減少率は決して高くないです。 十分ですが、唯一の問題は経済力に
な取り組みをされていますので、市

あります。企業それぞれがさまざま

ということが今後の街の発展に大き
は企業間連携の橋渡しをすることで、

その意味では若い世代の流出を防ぐ
な意味を持ちますね。

―企業側の立場からするとどうで

きたいと考えています。

片峯 その通りです。だからこそ、 働きたくなる場所のある街にしてい
これまではともに動くということが
なかった自治体と民間企業が協力し、

近畿大があり、優秀な学生もいるの

しかし、せっかく飯塚に九工大や

したいという方針です。

からの雇用創出によって地域に貢献

思いがより強くなっています。地域

市にしっかり根を生やしたいという

アが全国に広がったからこそ、飯塚

からこそ九工大や近畿大の学生と地

尖った企業がたくさんあります。だ

めとして、特色を持った良い意味で

はティーティーエス企画さんをはじ

チャンスはありません。筑豊地域に

メージを払しょくするには、今しか

う気持ちを持ってきました。このイ

な思いとともに、何とかしたいとい

地誘致に全力を挙げています。誘致

片峯 パラリンピックのキャンプ

しょうか。

市の未来構想はどういったもので

―その中で、お二人の考える飯塚

す。

材確保に最大限努力したいと思いま

メージ回復と受け皿の整備による人

さ ん に ご 協 力 い た だ き な が ら、 イ

ことにもなると思います。企業の皆

ければ自治体間競争に埋もれていく

しまうとなかなか故郷に戻ってこな

ました。一般的には一度中央に出て

て子ども３人を東京の大学に行かせ

やしていきたいという気持ちが強い

きて仕事をしたいと思える企業を増

くいます。その人達が地元に帰って

に飯塚を出ていった優秀な人材も多

ルートはもちろんですが、これまで

野見山 地元の大学からのリク

しょうか。

に飯塚本社の企業ということで、そ
域企業をマッチングする取り組みを
を機会として、子どもにも、お年寄

いまイメージを変えることができな

ういった人材を確保できないという
行政として力を入れていきたいと

教育界でも聞いており、非常に残念

ね、所詮は筑豊やね」という言葉を

も感じていました。
「やっぱ筑豊や

と に 関 し て 言 え ば、 教 育 分 野 で 私

片峯 まず地域イメージというこ

実験の真っ最中です（笑い）
。

に発信し、人材確保を支援していく

地域企業の情報や特色なども積極的

政情報の発信を始めました。今後は

タグラムなどのＳＮＳを利用して行

かありませんので、７月からインス

は自ら新たな情報を発信していくし

また、イメージ払しょくのために

社にこだわりを持ちながらも、活躍

ており、小中学校は全国平均を超え

また、飯塚はインフラ整備が整っ

ある風土にしていきたいですね。

し、そういう取り組みが当たり前で

の共通目標としてキャンプ地を誘致

いと思っています。そのための市民

することができる街・飯塚にもした

りにも、障害がある方にも優しく接

すので、野見山社長を信じてどんど

動き、働くことの面白さを感じられ

子ども達には自分が主体となって

確保にもつながっています。

大学で培った人脈を生かして人材の

生懸命働いていますし、子ども達が

ましたが、次女と長男は我が社で一

帰ってきました。長女は医師になり

いのですが、うちは３人とも飯塚に

を連れてきていいと伝えています。
そういう考え方は取り入れていきた

片峯 素敵ですよね。市役所でも

がっていますので、若い力をどこま

の フ ィ ー ル ド は 全 国、 海 外 ま で 広

―それでは最後にそれぞれ抱負を

ん協力していきたいと思っています。
お願いします。
えていることを市民に発信し、とも

片峯 こうやって行政や企業が考

片峯 規制緩和してでもチャレン

に地域の未来をつくりあげていくこ

います。

そのためには経営者としても親とし
とチームとしてもハイレベルな仕事

でも突っ走らせてあげたいと思って

有言実行できるように取り組んでい
はできませんから。

ジすべきものは多くあると思ってい

野見山 抱負とは少し異なります

とを目指します。

ますね。まだ具体的な中身はお話し

が、先日、福岡県内の大学を卒業し

ますので、その点では共通項があり
できるものではありませんが、飯塚

た海外留学生の就職先紹介の案内が

行政と企業、市民が一体となった街づくりを

市としては人材の確保と地域の流通

来たんですね。私としては海外の優

片峯市長

に、地域への電力供給だけでなく、 の２つにおいて特区もしくは規制緩

秀な人材が採用できると喜んで手を

雇用創出という形でも貢献していき

この再生可能エネルギー事業を主軸

和にチャレンジしたいと考えていま

エネルギーの地産地消で地域に貢献

―野見山社長の目指す会社とはど
ういった姿ですか。
野見山 電力事業参入の規制緩和

挙げました。しかし、
「福岡市本社

生可能エネルギー事業に目を向ける

にシフトし、そこからさまざまな再

ており、そこに必要な海外からの資

バイオマス発電所建設の許可も受け

すでに苅田港で５０メガワットの

ポイント制にし、貯まったポイント

ければ、例えば地域ボランティアを

で飯塚を「電力の街」にしていただ

野見山社長が再生可能エネルギー

を確保して能力を発揮してもらうこ

地域性の問題を解決し、優秀な人材

飯塚の活性化のためにはこうした

たいと考えています。

ようになりました。エネルギーは地

を電気料金と交換できるという仕組

とが不可欠です。どうしても私達だ
株式会社ティーティーエス企画 代表取締役社長

1955年2月22日生まれの62歳。佐賀大学経済 学部経 営学科卒。
1997年4月、不動産管理業などの㈲ティーティーエス企画を設立し、
その後インターネット、介護保険、飲食店など、多角的に事業を展
開。2013年2月から再生可能エネルギー事業に参入し、全国で太陽
光発電所を建設している。趣味はスキー、ゴルフ。

是非、片峯市長にも橋渡しをお願い
片峯 とても心強いです。現状に

ですね。それはまさに私達が目指し
実験として今後も進めていきたいと

問題提起できる意識をお持ちの方し

したいですね。
思います。その中で片峯市長には無

概を持って、地域活性化に向けたさ

かチャレンジ精神は湧いてきません
片峯 常に地域のためを思って行

まざまな取り組みに挑戦していきま

理難題も申し上げるかもしれません

動される方だということは多方面か

しょう。

から。福岡市に負けないぞという気

らの声をお聞きして承知しておりま

が…（笑い）

ていることです。私の人生をかけた

野見山 「エネルギーの地産地消」 けではできないこともありますので、

とてもがっかりしました。

の企業に限る」という条件があり、

域にとって不可欠なものですから、 材調達なども進めています。飯塚本

みも面白いなと思います。

により、不動産活用から太陽光発電

す。

野見山社長

ます。しかし、まだまだ私の壮大な

ても、大きな責任がありますから、 いです。やはり個々の力が高くない

考えでしょうか。

―これについて片峯市長はどうお

る会社にするから自信を持って友人

実験の意味合いと、社会勉強も含め

これについては私自身、ひとつの

ですね。

ジレンマを抱えていることも事実で

1956年3月30日生まれの61歳。第一薬科大学薬剤学科卒業後、飯塚
市内の中学校教諭となり、2008年に飯塚市教育委員会学校教育課
長、10年に福岡県筑豊教育事務所副所長、同年から7年間にわたり
飯塚市教育委員会教育長を務めた。17年2月に飯塚市長就任。趣味
は読書、家庭菜園、ゴルフ。

思っています。

飯塚市 市長

す。イメージの問題でしょうね。

Makoto Katamine

Toshiyuki Nomiyama
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片峯 誠
野見山 俊之

