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熊本地震からの創造的復興、
国際スポーツ大会を契機とした
九州地域の経済活性化に向けて

（一社）九州経済連合会

特別顧問

蒲島 郁夫
〔熊本県知事〕

震度７の地震が立て続けに２回発生し、未
曾有の被害をもたらした熊本地震から１年余
りが経過しました。これまで、日本全国、そ
して世界中の皆様から数多くの温かい御支援
をいただき、心から感謝申し上げます。
本県では、傷ついた熊本を一日も早く復活
させ、これまでの流れを取り戻し、更に発展
させるため、県政運営の新たな基本方針とな
る「熊本復旧・復興４カ年戦略」を昨年12月
に策定しました。この基本方針では、
「災害に
強く、誇れる資産（たから）を次代につなぎ、
夢にあふれる新たな熊本の創造」を目指し、
①安心で希望に満ちた暮らしの創造、②未来
へつなぐ資産の創造、③次代を担う力強い地
域産業の創造、④世界とつながる新たな熊本
の創造という４つの方向性に沿った施策を展
開しています。
また、熊本地震から得た教訓を記録に遺し、
後世に伝えていくことは、未曾有の大災害を
体験した本県の責務です。今後の災害対応に
も活かしていくため、昨年から熊本地震への
対応に係る検証を行っています。
発災後概ね３か月の対応に関する検証につ
いては、本年３月末にとりまとめ、本県ホー
ムページで公表しています。今年度は、その
後の４か月目以降について検証することとし
ています。さらに、熊本地震の被害状況や復
旧・復興の過程で得たノウハウ・教訓等が分

かる写真や映像、文書資料を幅広く公開する
ウェブサイト「熊本地震デジタルアーカイブ」
を今年の４月から公開しています。防災対策
の参考として皆様に是非御活用いただきたい
と考えています。
本県での検証のほか、九州地方知事会にお
いても、熊本地震に対する広域応援に関する
検証・評価の最終報告をとりまとめていただ
き、熊本地震を踏まえた今後の九州・山口地
域における災害対応力の強化を図っています。
また、九州市長会と「大規模災害時の広域応
援・受援に関する覚書」を本年５月に締結し
ました。地方知事会と市長会による防災連携
の覚書締結は全国初であり、大変喜ばしいこ
とです。
熊本は今、被災者の住まいの再建や経済の
再生、交通インフラの復旧など、本格的な復
興の段階を迎えております。被災された方々
の一日も早い生活再建と被災地の復興に向け
て、県民とともに歩みを進めて参ります。
さて、本県では、東京オリンピック・パラ
リンピックの前年の2019年に女子ハンドボー
ル世界選手権大会が開催されます。また、福
岡 県、 大 分 県 と 同 様 に、 ラ グ ビ ー ワ ー ル ド
カップの開催地となっています。これらの国
際スポーツ大会の成功は、震災からの復興の
一つの目標地点（マイルストーン）として大変
重要であると位置づけています。
また、これらの国際スポーツ大会は、国内
外からより多くの観光客に九州地域を訪れて
いただく絶好の機会です。大会期間中は観光
客の長期滞在も予想され、九州地域全体に波
及効果を及ぼす重要な大会といえます。この
ため、九州・山口地域が一体となって国際ス
ポーツ大会を盛り上げ、協力体制を構築して
いく必要があると考えています。
これらの国際スポーツ大会が九州地域の経
済活性化につながるよう、今後も、各県や経
済界の皆様と緊密に連携しながら一丸となっ
て取り組んでいきたいと考えておりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
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寄稿
働き方改革（その２）
～コンサルティングの現場から～
日本経営システム株式会社

副社長

宇佐美 嘉彦

前回は、
「働き方改革」のアプローチとして、業務、人事、組織の三位一体での改革が必要
であることや、業務プロセス改革について寄稿いただいた。第２回は、
「働き方改革」のメイ
ンテーマである「人事制度の再構築」について述べていただく。

１．働き方改革を契機とした人事制度の再構築
（１）３＋１による再構築
現在の企業経営において、経営者の頭を悩
ませているテーマのひとつに労働力不足があ
る。絶対的に日本の労働人口が減少する中、
人手不足は避けて通れないが、これに加えて
「働き方改革」推進の一環で、残業削減への対
策を講じなければいけないとなると経営者に
とっては頭が痛い。確かに、これらへの対応
は企業経営にとって一義的には足かせとなる
と思われがちであるが、むしろ「働き方改革」
の下で、これを契機として社員のやりがいや
離職防止、女性登用、シニア層の活用等のさ
まざまな施策を積極的に打って出て、活力の
ある企業経営に繋げていくチャンスだと認識
することが重要である。
この意味で、人事制度の再構築は働き方改
革のメインテーマとして位置づけられよう。
コンサルティング現場では、労働力確保と企
業活力を維持するために、次の「３＋１のア
プローチ」で再構築を検討する場合が多い。
つまり、①シニア層にどう活躍してもらうの

手
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か、②女性活躍のための制度をどう構築する
のか、③更には、ビジネスモデルの変革に伴
い人事評価制度をどう見直していくか、であ
る。加えて、再構築した制度の上に各層・各
キャリア毎の人材育成や研修プログラムを構
築して根付かせていくことが重要である。
（２）金融機関にとっての働き方の変化
私も経験してきた業界という意味で、金融
機関における働き方の変化を例として挙げて
みたい。ご存じの通り、金融機関の新入行員
は入社するとほとんどが支店長を目指して、
サラリーマン人生をスタートさせる。換言す
れば、支店長になることがキャリアの到達点
であった。そのためには残業を厭わず、夜遅
くまで働く典型的な業種であったと思われる。
時代が変わった今でも、支店長は引き続き目
標達成のために毎日東奔西走し、家族と離れ
て単身赴任も厭わない。一方で、労働環境や
経済環境の変化の中、部下の業務内容に目配
せしながら残業時間をコントロールしつつ、
場合によっては、部下を家路に就かせた後に
自らが他の管理職と共に残務処理をするとい
うこともあると聞く。
確かに支店長の処遇とステイタスは捨てが
たいものがあるかもしれないが、こうした姿
をみている部下は「支店長は大変な仕事」と
いうとらえ方も出てこよう。同じサラリーマン
であるならば、そこそこの収入で転勤もなく、
家族や友人と共に充実した生活を送る中に幸福
を求めることを優先したい、といった考え方
も出てきてもおかしくない。
金融機関は一例であるが、同じことは他の

事業会社にも当てはまろう。銀行の支店長を
一般企業の部長や支店長に置き換えたり、皆
さんの会社の現状と照らし合わせてみると想
像に難くないのではないだろうか。
（３）多様なライフスタイルを許容する制度
ある調査によれば38％の若者が自分の将来
に不安を感じているそうだ。類まれなる経済
成長を経て、日本はある意味生きるには困ら
ない社会となった。こうした背景を踏まえた
うえで、企業は社員に求める人材像をしっか
り提示したうえで、彼らのニーズに応えた人
生設計像やキャリアパスを示し、更には、社
員が会社のことを「自らを成長させてくれる
場所」という期待を持ち、会社もそれを適切
に評価するという好循環となる仕組みを作り
出していくことが求められている。
また、人生80年となった今、まだまだ元気
なシニア層、能力があって技能伝承のために
会社に是非とも残ってもらいたいベテラン技
能職層、高い能力がありながら諸事情でフル
には働けない女性、これら各層の人達全員が
活躍できるような会社になれば、企業の労働
力不足の解消は勿論、日本全体の活性化に資
しよう。こうした人材に活躍してもらうには、
これまでの仕組みを再構築する必要があり、
それぞれの能力やライフスタイルに応じた多
様な生き方を許容し、各層の社員が能力を最
大限に発揮できる人事制度を提示していくし
かない。

手

手す

入

３．業務プロセス改革と人事制度再構築
「働き方改革」という名の下に、画一的な時
短や定年延長といった間違った改革で対応し
ようとするケースがある。単なる残業廃止だ
けで働き方が変わるということはなく、評価
の仕組みを変えるだけで社員は生き生きと働
き出す訳もない。また、生産性向上の切り口
の一つとして人件費削減というアプローチが
あるが、これにより果たして本当に生産性が
向上するであろうか。生産性向上は付加価値
分析に始まり、人件費削減、労働時間の創出
といった指標で評価することが多いが、単な
る時間短縮では真の意味での生産性は向上し
ない。また、ムリ・ムダ・ムラを排除して業
務の削減や見直しを行ったとしても、現状の
業務管理やフロー、組織制度を前提とした改
善では自ずと限界がある。
「働き方改革」を実のある改革に繋げて行く
には、その裏にある「生産性を上げつつも社
員にいきいきと働いてもらう改革」の意味を、
企業規範として理解し、現状を十分に把握し
た上でその方向性を社内に明示し、具体的な
行動に起こせる業務と人事の仕組みにまで変
革していかなければ効果に繋がらない。すな
わち、前回の業務プロセス改革と今回の人事
制度改革が有機的に繋がってこそ、真の意味
での生産性向上に繋がっていくのである。
コンサルティングの現場でも、業務プロセ
ス改革、人事制度改革、組織改革、加えて企
業理念の再定義といったアプローチにより、
広範囲かつ輻輳的に絡み合った「働き方改革」
という課題について解決の方向性を見出そう
としているが、一筋縄ではいかない。「社内を
活性化すべく人事制度を変えてみたが…」「中
期経営計画の中で働き方改革を標榜したが…」
といった悩みもよく伺う。こうした疑問は、
企業経営において、働き方改革がもはや個別
テーマとして解決できなくなっていることの
証左とも言えよう。なぜならば、働き方改革
の根底には、これまで日本が培ってきた事業
構造や雇用構造の「抜本的な再構築の必要性」
という課題をかかえているからである。
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九経連活動紹介

「九州・沖縄Earth戦略」の新たなプロジェクトと
今後の取り組みについて議論
と

き

ところ
出席者

６月３０日（金）
ホテル日航福岡
九州・沖縄地方産業競争力協議会
オブザーバー１１名 計３０名

第６回

九州・沖縄地方産業競争力協議会

委員１９名、

＊委員は、民間事業者、県知事、政令市市長から構成。オブザーバーは国の出先機関の長など。

「九州・沖縄地方成長産業戦略～九州・沖縄Earth戦略～」（平成26年３月策定）のフォロー
アップ、大規模国際スポーツイベント活用分科会（第５回協議会にて設置）の取り組み、外国
人材活用検討チームの活動状況、IoTに関するオール九州での取り組み等について報告し、意
見交換を行った。
新規に「九州IoT推進プロジェクト（以下PJ）」、
「大規模施設園芸生産性向上PJ」の立ち上げ
と、１つのPJの完了、６つのPJの見直しとともに、策定から３年が経過した戦略の改訂に着
手することを確認した。

１．プロジェクトの進捗状況及び見直し
各プロジェクト（以下 PJ）は幹事団体を中
心に、官民が連携して進めている。今回は８
つのPJについて、幹事団体が取組の見直し・
新規設置等を発表した。
○再生可能エネルギー関連の４つのPJを一つ
にまとめ、水素、地熱・温泉熱、海洋等分
野間での連携した取り組みをさらに促進す
ることを提案し、了承された。
○農山村再生可能エネルギーPJは目標達成し
たため完了とし、新規に「大規模施設園芸
生産性向上PJ」の立ち上げを提案し、承認
された。委員からは、オランダ型施設園芸
ではコスト高になるとの懸念が示されたが、
幹事団体からはスケールダウンし初期投資
を押さえて取り組みたいとの回答があった。
大規模施設園芸生産性向上PJ概要
・国 はオランダを参考にした大規模な施
設園芸を推進しており、先進事例には、
ＩＣＴを活用した環境制御技術等で飛躍
的に収量を伸ばしているところもある。
・九 州各地域に存在する大規模施設園芸
４

九経連月報 ２０１
７/９

の優良事例を共有するとともに、各県の
持つ課題解決に向けた方策を検討する。
【設定目標】
●実施期間：平成29年度～平成32年度
●推進組織：（仮称）施設園芸生産性向上
プロジェクト会議（各県で構成）
●設定目標
①各県調査対象施設（果菜類）における単
位面積当たりの収量向上
（平成32年度：10％向上）
②各県優良事例の収集と情報共有

○観光戦略PJは好調なインバウンド需要を受
け、設定目標の上方修正と取り組み状況を

報告した。2023年の訪日外国人数目標440
万 人 ⇒ 786 万 人、 観 光 消 費 目 標 額 3.5 兆 円
⇒4.0兆円。
○グローバル人材育成・活用促進PJは２月に
システム稼働 した留学生と企業との人材
マッチングサイト（Work in Kyushu）の進捗
等を報告（登録数［6/28現在］：企業77社、
留学生105名）。
 委員からは、
「登録数が少ない。グローバ
ル人材を必要とする地元企業は沢山あり、
地元の大学・企業への働きかけが必要」と
の意見があり、麻生会長からも出席者へ活
用促進の協力依頼があった。

ツイベントを活かしつつ、農泊を進め、イン
バウンドを伸ばしたい。九州は安心院、小値
賀、高千穂等、農泊の先進地が多い。また、
オリパラ組織委の基準に対応した食材提供に
向け、法人・産地の認証体制づくり等の各県
の取り組みを後押ししていきたい」との発言
があった。
＊2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京オリン
ピック・パラリンピック等の機会を活用したアース戦
略の取り組み加速化、プロジェクトの横断的取り組み
推進、ビジネス機会創出の観点から、具体的な取り組
み強化を目的として第５回協議会で設置。

４． 関連する取り組み報告など
４－１．外国人活用の検討チーム
外国人材の活用検討チーム（メンバー：企
業、大学、自治体等。事務局：大分県、九経
連）は、外国人材の活用について、就労、起
業、アルバイト等に関する国への要望活動、
就業や起業支援等の特区提案、九州での活用
促進メッセージ発信について報告。委員から
は、技能実習制度の手続き簡素化や実習対象
職種の拡大、自社での社員採用経験にもとづ
く就労ビザ取得への意見等の発言があった。

２．沖縄成長産業戦略の改訂
Earth戦略の沖縄編として策定された「沖縄
成長産業戦略」の改訂を沖縄総合事務局から
報告。スポーツ関連産業の創出、ICTの利活
用促進等を盛り込んだ内容となった。
３．大規模国際スポーツイベント活用分科会
活動報告
分科会では、オリパラ関連調達の受発注マッ
チングサイト「ビジネスチャンスナビ2020」
活用を進めるため、ワークショップを開催し
ており、２月の福岡市、６月の那覇市に続い
て今後も実施する。また、九州産品の魅力紹
介のため首都圏等での物産展開催やメール配
信による情報提供等の取り組みを報告した。
九州農政局からは、
「九州で行われるスポー
＊

４－２．九州におけるIoT関連の取組
○おもてなし実証事業報告
経済産業省のIoT活用おもてなし実証事業、
九州ローカルプラットフォームについて九経
連と実際に事業を運営した㈱NTTアドから報
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告を行った。
スマホアプリ（Japan Travel Guide）とプリ
ペイドカードを活用して、約5,000件の訪日外
国人の行動・購買履歴を取得し、利用者の満
足度アンケートも併せて分析した結果を報告
した（結果概要は７ページ参照）。
「おもてなしプラットフォーム」実証事業概要
・訪 日観光客の同意の下、属性情報・行
動履歴等の情報を事業者・地域間で共
有することを可能にする仕組み。
・ま ずは地域単位での情報連携を可能と
する仕組みを構築。
・そ の上で、地域間でも一定の情報連携
を可能とすることで、地域を越えた情
報分析や訪日観光客への情報発信等を
可能にし、おもてなしサービスの実現
と訪日観光客の消費拡大を図る。
2020年までの社会実装を目指す。
○九州IoTコミュニティの設置
九州経済産業局におけるIoT関連の取り組み
として、
「IoT・第４次産業革命」研究会や「IoT
推進のためのシステムインテグレーション・
ネットワーク構築に関する調査」からの提言と
平成29年度の取り組み予定など報告があった。
そして、
「九州IoTコミュニティ」を核とし
た、新規PJ「九州IoT推進プロジェクト」を立
ち上げ、幹事団体は九州経済産業局が務める
こととなった。
（7/31に「九州IoTコミュニティ」設立）
九州IoT推進プロジェクト概要
・I oTの活用による生産性の向上や新たな
サービスの創出が更なる経済発展には
欠かせない。
・こ のため、①地域のものづくり企業が
第４次産業革命の主要技術を体験し、
効果を検証することができる「実証ラ

６
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ボ」の整備・活用と、②課題解決やア
イデアを具現化するための場として、
IoTユーザー企業とIoT技術提供企業や
支援機関（大学・高専、産業支援機関、
金融機関、行政等）によるコミュニティ
（ネットワーク）を形成し、 九州・沖縄
地域の地方版IoT推進ラボやスマートも
のづくり応援隊等と連携してIoTの活用
促進及びIoTビジネスの創出に取り組む
ことで、九州・沖縄地域の更なる発展
を目指す。

５．九 州・沖縄地方成長産業戦略の改訂につ
いて
平成26年３月の九州・沖縄Earth戦略の策定
から３年が経過し、戦略は着実に推進されて
いるが、急速な生産年齢人口の減少による労
働力不足、第４次産業革命の進展等経済・社
会情勢の変化が生じている。
こ の た め、
「４ つ の 戦 略 産 業 分 野 」（ ① ク
リーン、②医療・ヘルスケア・コスメ、③農
林水産業・食品、④観光）に加え、
「横断的取
り組み」を充実することで本戦略をさらに加
速させる。
〔改訂の視点〕
・新 たに注力すべき分野や横断的な取り組み
の推進等、既存プロジェクトの加速化に必
要な内容が盛り込まれているか。
（例：IoT、分野を越えた産業展、大規模国

際スポーツイベントの活用、外国人材の活
用）
・戦 略策定後生じた情勢変化及び現状を踏ま
えた内容となっているか。
〔今後の進め方〕
・第６回協議会終了後、作業を開始。
・年 内を目途に案を作成、第７回協議会まで
に改訂を行う。

《九州・沖縄Earth戦略プロジェクト》

九州グローバル人材活用促進協議会

《IoT活用おもてなし実証事業

九州ローカルプラットフォーム

結果概要》

回遊や消費及び再訪問を促進する要素
【可変要素検証にあたってのポイント】
①延べ5,000サンプルの移動履歴データと購買履歴データをID統合したシングルソースデータを獲得
②サンプルサイズの大きいデータを活用することで多くの統計学的に有意である可変要素を抽出すること
ができた
【態度変化プロセスにおける行動段階】
・通信環境を活用したコミュニケーションが有効（アプリを活用したPUSH配信・特集ページ等の情報配信）
・プリペイドカード（プレモカード）は来店促進を実現する施策
【態度変化プロセスにおける購買段階】
・女性へのアプローチが重要
・家族連れや滞在期間の長い旅行者へのリーチ
【再訪問につながる満足度を高める戦略的コンテンツ】
・満足度とそのクチコミ意向はその関係性が高い
・
「街歩き」や「日本の酒」の他に、
「街歩きと温泉」「街歩きと現代文化」といった複数の観光資源におけ
る経験の満足が、相乗効果によって再訪問意向をより高めることも確認
【再訪問につながる満足度を高める受入環境整備】
・訪日外国人旅行者では、母国語でのコミュニケーション環境整備が相対的に重要
・サービス提供事業者では、多様な支払い環境・商品やサービス等の母国語表示が相対的に重要
・両者の間にギャップがあることが確認された。これらのギャップを埋めていくことが、購入喚起促進策
として重要と想定される。
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「平成２９年７月九州北部豪雨」災害の復旧に関する
緊急要望を実施
と

き

訪問先

７月２０日（木）
財務省、国土交通省、観光庁、経済産業省

７月５日以降の記録的な集中豪雨により、福岡県及び大分県を中心に甚大な被害をもたらし
ました。
交通網の途絶、生産活動の停滞、周辺ホテル・旅館のキャンセル増加等に伴う、地域経済へ
の深刻なダメージを回避すべく、九経連として行政と一体となって復旧・復興に取り組んでお
ります。７月20日には、関係省庁へ緊急要望（次頁参照）を行いましたので、各要望先のコメ
ントをご紹介します。
なお今回は、九州商工会議所連合会による要望（経済政策、熊本地震復旧・復興、九州北部
豪雨復旧）に合わせ、同連合会（礒山会長、宮脇副会長、姫野副会長、田川副会長、岩崎副会
長ほか）と合同で関係省庁を訪問しました。
（1）麻生太郎副総理・財務大臣

（3）瓦林康人観光庁審議官

・被害額も大きく、風評被害も懸念される。

・風評被害も実際現れていると認識している。

・農 林水産大臣や林野庁長官には流木被害対
策についても検討いただきたい。
・異常気象は地球温暖化によるものではないか。

（4）世耕弘成経済産業大臣
・先ずお悔み、お見舞い申し上げる。
・被 災された方々の復旧支援など、経産省と

（2）毛利信二国土交通事務次官

してもスピーディーに対応する。中小企業

・被 災状況を把握の上、激甚災害に指定して
対応する。

対策は、販路開拓・事業承継拡大・サプラ
イチェーン確保等が重要である。

・九 州では特に、インフラ整備はストック効
果を出さねばならない。

・局 地的な被害であり、グループ補助金が使
えない分、個社支援・オーダーメードで対
応していく。

麻生副総理・財務大臣

８
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世耕経済産業大臣

「平成29年７月九州北部豪雨」災害の復旧に関する緊急要望
本年６月の入梅以来、梅雨前線の停滞により各地で大雨が発生する中、特に７月５日以降
の記録的な集中豪雨により、福岡県及び大分県を中心に甚大な被害をもたらしています。
国、政府におかれては、いち早く関係省庁災害対策会議等を設置し、被災状況の把握、救
命・救難等に迅速に対応いただいており、心から感謝申し上げます。
交通網の途絶、生産活動の停滞、周辺ホテル・旅館のキャンセル増加等に伴う、地域経済
への深刻なダメージを回避すべく、地域経済界といたしましては今後とも行政と一体となっ
て復旧・復興に取り組んで参ります。
しかしながら、被害の甚大性、復旧・復興の困難性に鑑みれば、国による強力な支援が不
可欠であり、下記事項の被災対策について、速やかかつ特段の措置を講じられますよう強く
要望いたします。
１．社会基盤の早期復旧
○

ライフラインの確保・安定化への支援

○

輸送インフラの早期復旧（鉄道・道路等）

○

災害復旧事業等への国庫補助の嵩上げを含む被災地への優遇措置

２．農林水産業、商工業、観光産業への支援
○

被災事業者の復旧に関わる無利子融資制度の拡充、短期資金繰りへの金融支援

○

農地、林地、水産・畜産・事業施設等の復旧を促進するための財政措置

３．被災者の生活支援
○

安全・安心の確保のための正確かつ迅速な情報提供（二次災害の危険性等）

○

生活基盤の再建、自立支援を促進するための財政措置

○

二次災害対策としての緊急避難場所の安全確保、医療支援・心理的ケアの充実

４．復旧・復興対策への財政支援
５．被災・復旧状況に関する適正な情報発信
○

被災状況だけでなく復旧状況の正確・迅速な発信
以

２０１
７/９

上

九経連月報

９

九経連国際交流事業「九州企業×発見・体験プログラム」
Kyushu Explore and Experience Program (KEEP)紹介
「九州企業×発見・体験プログラム」（以下、
「KEEP」）は、
（九州で学ぶ）外国人留学生に対
し、九州の経済・企業の理解促進を通じて九州域内企業への就職を促すビジネス研修プログラ
ムであり、平成27年度にスタートした。
KEEPの構成は以下を基本とするが、参加学生の関心に応じて各回柔軟に企画している。
（1）九経連スタッフによるワークショップにより、参加学生に九州経済の概要や日本の企業
文化としてのビジネスマナーについて基本的な知識を身に付けてもらう。
（2）九州企業の方による講演や討論、あるいは九州企業の工場等の現場案内により、参加学
生に企業人と交流し九州企業の特徴や魅力を知ってもらう。
平成28年度以降の実施概略について今月号で報告する。
Ⅰ．平成28年度第１回
平成28年11月１日に、九州大学に短期留学
１
中のマレーシア・マラヤ大学 の学部生12名
（２〜４年次）に対し、KEEPを実施した。

なった。
マラヤ大学は、首都クアラルンプールにある、マレーシア初
の国立大学。政治家や各界のリーダーを輩出。世界大学ラン
キングQS University Ranking 2015-2016のアジアの大学部門
で29位にランクイン。（参考：「マレーシア大学留学」HP）
１

〈プログラム〉
①九州経済を学ぶワークショップ
②西日本シティ銀行による国際業務に関する講演
③ネットワーキングタイム

プログラム①実施後は、12名の学生が、１
名ずつ自らの進路について発表し意見交換を
行い、九州（経済）の知識を得るだけでなく、
改めて進路を見つめることができた。
プログラム②では、日本の金融機関に関す
る知識がない学生が多かったものの、講演後
の質疑応答で、西日本シティ銀行の井上一成
執行役員国際部長、深田浩章国際部主任調査
役及び山中康子国際部副調査役（開催当時）よ
り、学生が理解できるよう各質問に明快に回
答いただいた。
全体を通して、参加学生が、九州経済につ
いて学び、九州に興味や親近感をもつ機会と

１０
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Ⅱ．平成28年度第２回
平成28年12月16日に、九州大学工学部学士
２
課程国際コース ２年次の学生17名（出身国・
地域：インド、インドネシア、スリランカ、
韓国、中国、台湾、ベトナム）に対し、KEEP
を実施した。
〈プログラム〉
①九州経済を学ぶワークショップ
②TOTO㈱を題材とした企業研究発表
ⅰ企業情報、沿革、コーポレートガバナンス、海
外拠点
ⅱ企業理念、ミッション・中長期経営計画
ⅲCSR活動、グローバル環境ビジョン
ⅳ技術・研究開発、社外からの評価
③ネットワーキングタイム

プログラム②では、学生が、テーマ別に４

〜５名程度の４つのグループごとに、あらか
じめまとめた企業研究について発表を行った。
発表は、企業研究に相当の時間をかけて準備
したことがわかる充実した内容であった。
九州大学工学部学士課程国際コースは、文部科学省「国際化
拠点整備事業」の採択を受け、平成22年に設置された。応用
化学コース、建設都市工学コース、電気情報工学コース及び
機械航空工学コースから成り、日本語教育以外は全科目英語
のみで開講。毎年度各国から20名程度入学。（以上、九州大学
担当者より聴取）
２

発表後、TOTO㈱の浅田協二グローバル事
業戦略部長、山岸祐グローバル事業戦略部次
長及び室井太郎グローバル営業推進グループ
長（開催当時）よりコメントと各グループへの
労いの言葉をいただいた。学生は、全体を通
して、TOTO㈱や九州企業に対する理解を一
層深めた。

Ⅲ．平成29年度第１回
平成29年７月３日、九州大学とオーストラ
３
リア・クイーンズランド大学 との連携企画
“UQ-JPIE:University of Queensland-Japanese
Program for Industrial Experience”で来福中
のオーストラリア・クイーンズランド大学工
学部の学生15名（２〜４年次）に対し、KEEP
を実施した。
クイーンズランド大学は、クイーンズランド州最古の大学
で、研究重視の総合大学。オーストラリアを代表する大学連
合Group of Eightの１校で、国際的な大学連合Universitas
２１研究機構のメンバー。世界大学ランキングQS University
Ranking 2016-2017で46位にランクするなど高い評価を得て
いる。（参考：クイーンズランド大学HP）
３

〈プログラム〉
①在福岡オーストラリア総領事館によるオーストラ
リアと九州経済の関係性に関する講演
②九州電力㈱によるエネルギーサービス事業の取り
組み・課題と展望に関する講演
③ネットワーキングタイム

プログラム①では、イアン・ブレイジア総
領事から、九州の産業の特色や歴史、オース
トラリアと九州の産業での関係性について、
② で は、 西 正 貴 九 州 電 力 ㈱ 国 際 室 国 際 ソ
リューショングループ長より、九州経済や九
州電力の概要、再生可能エネルギーの推進、
熊本地震の停電復旧等について講演があった。
学生は、全体を通して、日本でのビジネスの
特徴や電力の需給調整等について意欲的に意
見交換を行った。

Ⅳ．おわりに
KEEP実施にあたり講演等で協力いただい
た関係機関の皆様に感謝申し上げたい。
現在、KEEPへの参加を契機に長期インター
ンシップにつながる事例も生まれている。今
後も、本会は多くの外国人留学生が九州に興
味、関心、愛着を持ち、卒業後も九州域内で
就職を希望し、活躍できる形を目指し、取り
組みを推進してまいります。
【国際部 野口】
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１１

九州から世界トップレベルの衛星情報ビジネスを
−九州航空宇宙開発推進協議会総会
と

き

ところ

特別講演会より−

７月２８日（金）
九経連会議室

九州航空宇宙開発推進協議会（会長：麻生泰

や悪天候では撮影できない。また、常に衛星

九経連会長）では、九州地域の研究シーズや技

が上空を飛んでいる状態にするには、多数の

術力をベースに、産学官が連携して航空宇宙

衛星（莫大なコスト）が必要となり、リアルタ

産業の育成・振興に取り組んできた。このよ

イムの情報提供にはこれまで問題があった。

うな中、九州各地で小型衛星の開発・製作が

QPSでは、世界初の小型レーダー衛星を開

始まり、九州大学と九州の企業が協働で開

発、これまでと比べて1/100のコストで生産す

発・打ち上げたのが「QSAT-EOS」である。

る道が開けたことから、36機の衛星を打ち上

この小型衛星プロジェクトは、その後、世界

げることで、世界のほぼどこでも約10分以内

トップレベルの衛星情報ビジネスを創造する

に撮影することが可能となる。

ベンチャー企業へと成長する。開発ステージ
を終え、世界をマーケットにビジネス展開へ

社

（Q-shu Pioneers of Space）

と向かう㈱QPS研究所の野心的な挑戦につい
て講演いただいた。この機会に㈱QPS研究所
についてご紹介したい。

設

立：2005年６月15日

代

表：代表取締役社長

ウェア等の開発・製造・販売
②上記に関する技術コンサルティング

2005年に創業した九州発の宇宙ベンチャー
教授陣と若手が相乗し合う「宇宙工学の梁山
泊」と呼ばれている。31歳の若さで社長を務
める大西俊輔氏は「九州より世界に誇れる宇

大西  俊輔氏

事業内容：①人工衛星、衛星搭載機器、ソフト

１．QPSが目指すもの
「㈱QPS研究所」（QPS）は、九州大学の名誉

名：㈱ＱＰＳ研究所

③研究会、セミナー等の企画・運営  
住

所：福岡市中央区天神5-5-19
天神赤い風船ビル4F-B
TEL：092-751-3446
FAX：092-791-6975

宙企業を作りたい」との夢の下、世界初100kg
以下の小型SAR（レーダー）衛星を実現するべ
く日々奮闘している。
「遊園地に行きたいけど混んでいないか？」
「渋滞に巻き込まれてしまったが、この渋滞は
どれほど続いているのか？」。常に最新の衛星
画像がGoogle Mapのような地図アプリに更新
され、すぐに行動に移せる便利な時代がすぐ
そこまで来ている。しかし、人工衛星のほと
んどが光学カメラを使用しているため、夜間

１
２
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QSAT-EOS（2014.11打上げ）

２．衛星による地球観測市場の成長可能性

３．どのようなことが可能になるのか

世 界 の 衛 星 市 場 は10.6 兆 円（2006 年 ）か ら

蓄積された継続性のある画像は、価値のあ

20.8兆円（2015年）へと、ここ10年で２倍に成

るリアルな「データ」となる。AIへの期待が

長した。QPSがターゲットとしている「地球

高まる中、データ解析ビジネスは今後益々拡

観測衛星」「軍事・偵察衛星」「地球観測デー

大していくと思われる。

タ（ 画 像 ）」 分 野 は9,100 億 円（2015 年 ）だ が、

「人の数や動きを分析して、土地・建物の価

衛星専門データ会社のNorthern Sky Research

値を算出する」「店舗のカメラと連携して、街

社 に よ る と、 小 型SAR衛 星 の 出 現 に よ り、

全体のセキュリティシステムを構築する」「交

SAR市場は今後2025年までの10年間の累計で

通状況のトレンドから、その地域経済を予測

62億ドルに拡大すると予測されており、光学

する」など、ビジネスの世界でも、衛星の観

衛星の２倍以上のペースで成長すると考えら

測情報を使うことで、
「人」「モノ」の動きを

れている。

可視化したり、過去のデータと組み合わせる

世界には小型SAR衛星の実現を目指すベン

ことで未来予測のできる世界が近づきつつある。

チャーはいるものの、実際に100kg級の小型衛

また、夜間や悪天候でも撮影可能なSAR衛

星向けのSARシステムを開発しているのは世

星は災害時の迅速な状況確認においても大き

界の中でもQPSだけである。

く期待されている。例えば、昨年起きた熊本

資金調達を完了すれば、直ぐにでも製造し

の震災は前震、本震共に真夜中に起きており、

て、打ち上げができる段階に来ており、まだ

光学衛星は撮影ができず迅速な状況確認が困

明確なプレーヤーのいない小型SAR衛星市場

難であった。７月の九州北部豪雨でも、光学

において先行者利益を享受できる可能性があ

衛星はもちろん、航空機やドローンによる撮

る。国内外の投資家からも高い関心を示され

影も悪天候では不可能であるため、やはり迅

ている。

速な状況確認が大変困難であった。そのよう
な中、QPSの「24時間」
、
「天候関係なく」、
「ク
イック」に撮影できるソリューションは災害
時の迅速な状況把握と効率的な災害対応の面
で武器となると考えられている。
先進技術と斬新なアイデアをもとに、九州
から海外へと世界トップレベルの衛星情報ビ
ジネスの創造に日夜挑戦するQPSの活躍に期
待したい。
【産業振興部

荒木】

QPS-SARイメージ画像
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「第１２回再生可能エネルギー世界展示会」へ出展
と

７月５日（水）～７日（金）
横浜市・パシフィコ横浜

き

ところ

はじめに

②場

所

本会は、九州地域戦略会議のもと「再生可

パシフィコ横浜
展示ホールＣ・Ｄ

能エネルギーの産業化」に取り組んでいます

③主

催

再生可能エネルギー協議会

が、その具体的活動内容について横浜市の

④後

援

経 済産業省、環境省、国土交通

「パシフィコ横浜」において開催された「第12

省等

回再生可能エネルギー世界展示会」に出展・

⑤出展者

展示いたしました。

国 内 外 の93の 企 業、 研 究 機 関、
行政機関等（昨年110社）

⑥来場者
出展の目的

26,938名（昨年25,123名）

※P V（photovoltaic：太陽光発電）Japan2017

九州では、再生可能エネルギー及び水素の

も同時開催

ポテンシャルが高く、先端的な取り組みが始
まっています。一方、企業参入が限定的であ
り、国際競争力強化も課題となっています。

２

出展概要
①ブース出展

こうしたことから、2011年11月の第21回九

 九州地域戦略会議「再生可能エネルギー

州地域戦略会議において、半導体、自動車に

産業化推進委員会」名で会場内にブースを

次ぐ、九州経済を牽引する産業として「再生

設け（３m×３m）、その壁面にポスター（②

可能エネルギーの産業化」が今後の検討テー

のリーフレット拡大版および各県等の個別

マとして位置付けられ、2015年６月開催の第

取り組みを紹介したもの）を掲示して、当ブー

27回同会議において、産業化が有望な分野

スを訪れた来場者にその内容等を概略説明

（地熱・温泉熱、海洋、水素）に絞り込んだ

しました。なお説明に際し、九州地域産業

「再生可能エネルギーの産業化を目指すアク

活性化センターにも応援いただきました。

ションプラン」を策定しました。
このような取り組みを全国の方々に知って

 また、アンケート（16ページ参照）も実施
しました。

いただくとともに、関連企業等の九州地域へ

②リーフレット作成・配布

の進出のきっかけとなるよう本展示会への出

 地熱・温泉熱・地中熱、海洋、水素エネ

展を企画しました。なお、本展示会への出展

ルギーに関する、九州地域のポテンシャル

は、昨年度に続き２回目となります。

や各地域における具体的な取り組み等を紹
介したそれぞれのリーフレットを、実務者

出展の概要

会議のメンバー等にご協力いただいて作成。

１

ブースを訪れた来場者に配布しました。な

展示会概要
①日

１４

程

平成29年7月5日（水）～7日（金）

九経連月報 ２０１
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お、今回から、日本語版に加え、外国人向

○具体的な問い合わせ・依頼の主な内容

た、希望のあった各県、各企業等の取り組み

①自社製品の売り込み ④機関誌への出稿依頼

等を紹介したパンフレットも配布しました。

②パートナー紹介

⑤電気新聞からの取材

③設備見学希望

⑥再エネ委員会に対する
組織・体制等

成

けに英語版も新たに作成しております。ま

果
①ブ ースへの来場者

200名程度（説明でき

た人）

・昨年と比べ、ブース内の出展物が大幅に充

※リーフレット（日本語、英語）のみ配布
100名程度
者へ配布60名、その他

40名程度

であった。
・来場者からの問い合わせ等も多く、九州の

②来場者の分析

ポテンシャルの高さやアクションプラン等、

○来場者が興味を持たれた分野（社）
海

60

洋

水

86

九州全体の取り組みが整理され、わかりや
すいとの評価や九州はまとまっているとの

素

77

声も聞かれた。

○来場者の業種別上位内訳
地熱・温泉熱（社） 海
① エネルギー

実。内容を説明できたブース来場者は、３
日間で昨年並みの200名程度あり、大変盛況

 同 時に開催された海洋フォーラム出席

地熱・温泉熱

全体評価

洋 （社） 水

・一方で来場者が多く、説明に時間を取られ、
素 （社）

10 大学・研究機関 14 大学・研究機関 15

② 大学・研究機関 7 電気機械

13 電気機械

14

③ 官庁・自治体

11 官庁・自治体

11

7 官庁・自治体

お客様のニーズ把握が十分にできなかった。
・英文のリーフレットを用意するなど、海外
の来場者対応の準備をしたものの、来場者
は７社程度であった。

２０１
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（参考） ブース来場者の問い合わせ・依頼内容など
展示会ブースでのアンケートおよび主な質問内容等は以下のとおり。
【地熱・温泉熱・地中熱】
分類
セールス

業種
（伊）パイプ配管
メーカ

問合せ・相談内容
配管材の売り込み

対応状況
関係する県に内容を連絡・調整中

セールス

パイプメーカ

地中熱パイプの売り込み

同

上

投資

投資会社

地熱発電所を九州エリアで検討中

同

上

投資

不動産

地点の検討中

同

上

その他

研究機関

バイオ燃料を製造する際に地熱など
の再エネを活用したい

同

上

その他

建設

農業と地熱の連携を検討

同

上

【水

素】
分類

業種

問合せ・相談内容

対応状況

取材・
出稿依頼

燃料電池開発情報セ
ンター

リーフレットでのご紹介の各県の取
り組みを紹介してほしい。

全国へのＰＲ機会となることから
お受けする方向で検討中。

セールス

電機メーカ

水素センサーの売り込み

関係する県に内容連絡・調整中

セールス

〃

自動車搭載用水素製造タンクのセー
ルス

同

上

セールス

〃

電設部材の売り込み

同

上

【海

洋】
分類

業種

問合せ・相談内容

対応状況

取材

新聞社

取材

対応済

セールス

運輸

九電みらいエナジー㈱とのコンタク
ト

先方からのパンフレットと名刺を
手渡し。

セールス

電機メーカ

ブイの売り込み

関係する県に内容連絡・調整中

セールス

〃

ブイの売り込み

同

上

セールス

機械メーカ

ベアリングの会社。響灘の風力プロ
ジェクトに参入したい

同

上

【地熱・水素・海洋共通】
分類

１
６

業種

問合せ・相談内容

対応状況

取材

新聞社

取材

掲載済

パートナー
探し

観光業

再エネ施設と観光とのタイアップを
模索しているが、何かよいアイデア
はないか。

実務者会議で審議予定

セールス

電機メーカ

自社の高周波加熱・塗装技術の再エ
ネ活用

関係する県に内容連絡・調整中

セールス

研究機関

分析ニーズの問い合わせ

その他

研究機関

九州で活動中の「再エネ委員会」に
ついての体制・組織について問い合
わせ

九経連月報 ２０１
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同
対応済

上

農林水産業の振興に関し要望
と

き

要望先

７月２６日（水）
１．農林水産省
２．
〃
３．
〃
４．
〃

礒崎 陽輔 副大臣
奥原 正明 事務次官
沖
修司 林野庁長官
長谷 成人 水産庁長官

農林水産委員会

ほか

農林水産委員会の企画部会（６/21）、林業部会（６/13）、水産部会（５/30）での審議、承認
を経て、要望書「九州・山口地域における農林水産業の振興に関する要望」をとりまとめ、次
の主要な内容について、礒崎農林水産副大臣へ要望活動を行った。
主な要望項目
震災対応

熊本・大分震災への対応を継続して要望

農業

飼料用畑作物への政府補助（耕作放棄地対策）

林業

森林環境税（仮称）創設

水産業

養殖産業戦略研究所の九州への設置（養殖産業の司令塔）

当日は、礒崎陽輔副大臣から、熊本地震に
続き、今回の九州北部豪雨と災害が続く九州
地域に対して、お見舞いの言葉をいただいた。
引き続き、小池光一委員長より要望事項の概
要を説明後、別掲の方々よりそれぞれ以下の
回答をいただいた。なお、要望書の内容は、
本会ホームページをご参照ください。
（震災対応）
・熊本地震での農業用水整備の進捗について、
一遍に全てはなかなかできないが、インフ
ラ整備の約1/3が着工。遅れているところは
予算を使ってやって参りたい。
（農 業）
・耕 作放棄地を活用する際、農地の拡大扱い
となるため、補助額は４万円/haと少ないの
が現状。新たな飼料耕作についても検討し
て参りたい。
（林 業）
・森 林環境税の原案は、市町村の贈与税とす
る方向。今後、関係者間の調整が必要。
（水産業）
・新 たな行政組織の設置は難しいが、現状と
しては、養殖漁業が中心となってきている
ので、ブリの育種等の研究にも力を入れて
いきたい。

礒崎農林水産副大臣へ要望書手交
ご対応（農林水産省）
氏

名

所

属

礒崎

陽輔

奥原

正明（秘書へ手交）

沖

修司

林野庁

長官

長谷

成人

水産庁

長官

役

職

役

職

副大臣
事務次官

意見交換
氏
沖

名

所

属

修司

林野庁

長谷

成人

水産庁

保科

正樹

〃

長官
長官
増殖推進部長

伊佐

広己

〃

栽培養殖課長

悦喜

達也

〃

環境管理指導係

手交者
氏
小池

名

光一

所

属

九経連

役

職

農林水産委員会委員長

西

太一郎

九経連

農林水産委員会副委員長

古賀

稔久

九経連

農林水産委員会林業部会長

熊山

忠和

九経連

農林水産委員会水産部会長

【農林水産部
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観光委員会・観光施設視察
－熊本地震の復興支援と学びのプログラム－
と

き

ところ
参加者

７月２７日（木）
熊本県 南阿蘇村～立野地区・阿蘇大橋～益城町～熊本城
１８名（現地合流者１名、事務局３名含む）

観光委員会では今年度より話題性や先進性のある九州の観光資源や取組み事例等について理
解促進と情報共有を図る事を目的に観光視察を実施いたします。
初回は「熊本地震の復興支援と学びのプログラム」と題して熊本地震から１年３か月を経過
した南阿蘇村を中心に上記により、被災地の視察を行いました。
１．観光視察の意義について
マグニチュード７を超える前震と本震が続

なったコンビニエンス店舗跡では、地震直後

き、九州で過去に類をみない規模の地震によ

に車中に取り残され動けなくなった母娘を学

り大きな被害を受けた熊本県。その中でも特

生たちが救出し避難させた話を聞き、緊急時

に阿蘇大橋の崩落、国道57号線、JR豊肥線ご

の青年達の行動に希望を見た思いがした。

と土砂崩れで流された立野地区がある南阿蘇

３．参加者による「視察アンケート」

村を中心とした被災地視察と語り部ガイドに
よる被災地の紹介をメインメニューとして、
また、移動途中では、町内の住宅の９割以上
の１万155棟が被害を受けた益城町の様子や大

１．全体満足度（視察先、内容等）
構成比
回答数
7
50%
非常に良かった
良かった
7
50%
普通
0
0%
0
0%
あまり良くなかった
0
0%
良くなかった
計
14
100%

きな被害を受けた熊本城の復興状況の視察を

２．視察実施時期

通し、震災から１年が過ぎた被災地の生の姿

４月〜６月
７月〜９月
１０月〜１２月
１月〜３月
計

を視察した。
２．現地視察の感想
南阿蘇にある道の駅施設内においてガイド
による地震当初からの被害状況や人々の暮ら
しについて詳細な解説を受けた。自身も自宅
を全壊する被害にあったガイドが話す地震の
実態と復興に掛ける思いは、参加した私達に
深い感銘を与えた。
阿蘇大橋の崩落、広範囲な山の地崩れによ
り分断された立野地区を東海大学敷地側から
視察し、その圧倒的な被害規模の大きさを目
の当たりにした。崩落した山頂で無人重機の
作業が続いていたが、復興までの時間の長さ
を感じさせられた。谷側方向へ引っ張られる
１８

ように駐車場一面に地割れが残る空き家に
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３．視察実施曜日
平日が良い
休日が良い
どちらでも良い
計

４．視察参加費用
高い
少し高い
普通
少し安い
安い
計

回答数
5
7
10
1
23

構成比
22%
30%
43%
4%
100%

回答数
11
0
3
14

構成比
79%
0%
21%
100%

回答数
0
2
11
1
0
14

構成比
0%
14%
79%
7%
0%
100%

非常に良かった 良かった
50%
50%

１月〜３月
4%

４月〜６月
22%

10月〜12月…

７月〜９月
30%

どちらでも良い
21%

平日が良い
79%

少し 少し
安い 高い
7% 14%

普通
79%

５．今後、希望する視察先
8
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【観光・サービス産業部

立崎】

空港を活用した地域振興セミナー in 鹿児島 を開催
と

き

ところ

７月２８日（金）
鹿児島市・かごしま県民交流センター

かごしま県民 交流センター中ホールにて
「空港を活用した地域振興セミナーin鹿児島」
を開催した。

続いて、山崎氏からは空港活性化のための
手段として空港経営におけるコンセッション
方式（運営権の民間委託≠民営化）の有用性と
事例報告として、すでに民間委託した仙台空
港と今後予定されている各地方空港の民間委
託進捗状況についての説明があった。
冒頭、本セミナー座長の慶應義塾大学商学
部加藤一誠教授による地方空港経営に関する
問題提起の後、鹿児島県企画部次長地頭所恵
氏より「鹿児島 空港の現状と取り組み」を
テーマに、①鹿児島空港は年間利用旅客人員
が5.2百万人を超え、全国の空港において９位
の規模であること、②国際線利用者がこの５
年で３倍に増加していることから運用時間の
延長やCIQ機能の充実と地元官民連携により、
更なる国際線の拡充を図っていること、など
が報告された。

引き続き、国土交通省航空局航空事業課長
大沼俊之氏と空港経営改革推進室長山崎雅生
氏により「航空・空港政策の現状」をテーマ
に講演いただいた。
まず、大沼氏からは、地域航空会社と地域
航空ネットワークの概要と国交省の「持続可
能な地域航空のあり方に関する研究会」の中
間取りまとめに基づいた地域航空の抜本的な
対策についての提言があった。

休憩後、提出されたアンケートをもとに、
加藤座長と㈱MK総合研究所代表幕亮二氏によ
る論点整理及びフロアディスカッションを行
い、盛会裏にセミナーを終了した。
◎空港を活用した地域振興セミナーについて
本 会 で は、 昨 年 度 に 福 岡 空 港 の コ ン セ ッ
ションを見据えながら、
「福岡空港等の運営及
び地方創生に関する研究会」を立ち上げ、本
会会員に限定せず、域内外幅広く110社の参加
のもと、産官学の有識者を招聘し、九州の将
来を展望した福岡空港のあり方や運営等につ
いて検討を進めてきた。
今年度は、福岡空港以外の九州内空港の利
活用や、急増するインバウンドを地方創生に
結び付ける官民双方の取り組みをテーマとし、
福岡市以外を会場としたセミナーを、空港問
題の権威である加藤教授に引き続き座長をお
願いして、企画・実施していく。
【社会基盤部 藤岡】

２０１
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台湾セミナー ～九州発 日台アライアンス形成を目指して～
と

き

ところ
出席者

７月19日（水）
福岡市・ホテルニューオータニ博多
118名

九州経済国際化推進機構は、台湾行政院の鄧振中政務委員（新南向政策担当大臣）を招聘し、標記セミ
ナーを開催した。
冒頭、麻生泰会長と台北駐福岡經濟文化辦事處の戎義俊處長による主催者挨拶の後、鄧政務委員より
「台湾新南向政策と台日アライアンスの契機」と題した基調講演が行われた。講演では、今後消費市場の
拡大が期待されるアセアンを中心とした18か国の市場開拓に向けた日台企業協力のあり方などについてお
話しいただいた。
続いて日本側から、㈱三菱総合研究所の河村憲子主任研究員より「平成28年度内外一体の経済成長戦略
構築にかかる国際経済調査事業～台湾との東南アジア等第三国市場における産業協力の可能性～」と題し
てご講演いただいた。その後、九州の３つの産業クラスター（化粧品、環境・エネルギー、半導体）にお
ける台湾との経済交流事例の紹介があった。
本セミナーでは、日台企業が連携することで、アセアン等へ進出する九州企業が更に増える可能性があ
ることが示唆された。

九州女性の会
と

き

ところ
出席者

【国際部

宮本】

７月例会

７月26日（水）
福岡市・九経連会議室
45名

冒頭、九州女性の会の濱砂圭子会長（㈱フラウ代表取締役社長）が挨拶し、
「この会では、九州で働く女
性が管理職や経営者として、九州ひいてはグローバルに経済界で活躍できるための資質を高める事を方針
としています。充実した勉強会や交流・参画活動に取り組み、会員数の拡大やネットワークづくりにも努
めてまいりますので、是非一緒に学んでいきましょう」と女性の会への入会を呼びかけた。その後、九経
連の麻生泰会長による講演を行った。
講演の中で麻生会長は、リーダー（経営者・管理職）の心構えとして「経済をマクロで捉えて３年後・
５年後のビジョンや目標を持つ事」「地方企業こそ情報収集し出会いを増やし人脈を築き早くマインド
チェンジしていく事」
「未来の目標から現在の自分のポジションを見つめる事」「明るく部下を引っ張り、
決して悔やんだりぼやいたり嘆いたりしない事」「自分の熱い思いを現場まで丁寧に何度も語り続ける事」
など、自らの経験を基に語った。
さらに「10年前と比べ女性が働く環境は良くなっているはず。仕掛け・仕組み・仕込みを駆使して、
パッションを持ってチャレンジしてほしい」と女性の活躍への期待を示した。

２０
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【総務広報部

岩佐】

日誌
７月
３日（月）

［福岡市・九経連会議室］

平成２９年度第１回九州企業×発見・体験プログラム
（Kyushu Explore and Experience Program（KEEP））

ネーターとして、比田勝尚喜対馬市長を中心に「シカ被害と再
造林」をテーマとしたパネルディスカッションを行った。
※九経連ＨＰ「委員会活動実績」に内容を掲載

出席者：28名

今回は、
（九州大学との連携企画で来福中の）オーストラリア・
クイーンズランド大学の学部生15名に対し、オーストラリア総
領事館と九州電力㈱それぞれから、オーストラリアと九州経済
のつながりや、エネルギーサービス事業の取り組み・課題と展
望についてご講演いただき、意見交換を行った。
※本誌10〜11ページに詳細を掲載

５日（水）〜７日（金）

［横浜市・パシフィコ横浜］

再生可能エネルギー世界展示会への出展

１９日（水）

台湾セミナー ～九州発 日台アライアンス形成を目指して～
出席者：118名

九州経済国際化推進機構は、台湾行政院の鄧振中政務委員（新
南向政策担当大臣）を招聘し、標記セミナーを開催した。当日
は鄧政務委員より基調講演をいただき、日本側からは、㈱三菱
総合研究所による講演並びに民間事業者３団体による台湾との
※本誌20ページに概要を掲載
経済交流事例の紹介があった。
※次号（10月号）にて講演要旨を掲載予定

来場者延総数：約27,000名

九州地域戦略会議のもと取り組んでいる「再生可能エネルギー
の産業化」の具体的活動内容について広く知っていただくた
め、
「第12回再生可能エネルギー世界展示会」に出展・展示した。
ブースの出展と来場者への説明、地熱・温泉熱・地中熱、海
洋、水素エネルギーに関する九州地域のポテンシャルや各地域
における具体的取り組み等を紹介したリーフレットの配布を
行った。ブース来場者は約200名にのぼった。
※本誌12～13ページに詳細を掲載

６日（木）

［熊本市・熊本市国際交流会館］

［福岡市・ホテルニューオータニ博多］

２１日（金）

［大分市・トキハ会館］

第１回大分地域委員会
出席者：38名

「労働人口減少社会における働き方改革の必要性と具体的事例」
をテーマに、大分労働局雇用環境・均等室の藤原幹大室長によ
る「働き方改革実行計画」についての講演、大分岡病院のダイ
バーシティセンターにおける具体的な取り組み事例の紹介を
行った。その他、九経連の2017年度事業計画及び大分地域委
員会の活動計画についての報告を行った。
※九経連ＨＰ「委員会活動実績」に内容を掲載

九州中央自動車道建設促進協議会総会
出席者：23名

九州中央自動車道建設促進協議会（会長：河野俊嗣宮崎県知
事）は、平成29年度総会を開催した。
まず、事業計画並びに収支予算等の審議があり、続いて国土交
通省による九州中央自動車道の進捗状況についての説明の後、
出席者間で意見交換が行われた。

１８日（火）

［福岡市・電気ビル共創館］

第１回観光委員会
出席者：74名

「第二期観光戦略 第二次アクションプラン」2023年目標修正、
「観光施設の視察予定」についての発表と「観光振興に関する
要望（案）
」について審議を行った。後半は、Airbnb Japan㈱の
長田英知統括本部長より「旅館などの既存宿泊施設でのAirbnb
の活用方法」など事例を交えて、基調講演をいただいた。
※九経連ＨＰ「委員会活動実績」に内容を掲載

１９日（水）［対馬市・厳原地区公民館

対馬交流センター］

２５日（火） ［宮崎市・シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート］
五大陸食品バイヤー輸出商談会
出席者：バイヤー６名、セラ－26社

イギリス、オーストラリア、中国（上海）
、アメリカ、ブラジル
の５か国６名を招聘して、宮崎県内企業との個別輸出商談会を
開催（共催：JETRO宮崎）
。総じて牛肉、ブリ、お茶、焼酎に
ニーズが集まった。特に牛肉、ブリについては鮮度保持輸送や
賞味期限に関する問答が多く見られた。具体的な価格交渉や輸
送試験の打合せもあり、内容の濃い有意義な商談会となった。

２６日（水）

［東京・農林水産省］

農林水産関係要望活動
出席者：６名

農林水産委員会でとりまとめた要望書を農林水産省の礒崎陽輔
副大臣へ手交した。礒崎大臣からは、今回の九州北部豪雨が激
甚災害指定（本激）となり、早急な復旧に向けて取り組んでい
ることや、EPA合意への対応として国内対策を今後充実して
※本誌16ページに詳細を掲載
いく旨の回答をいただいた。

九州の森林・林業・木材産業交流会ｉｎ対馬
出席者：116名

農林水産委員会林業部会（部会長：古賀稔久九州林産㈱社長）
は、
「九州の森林・林業・木材産業交流会in対馬」を開催。第一
部では、大分県農林水産部森との共生推進室の渡邊芳郎副主幹
より「大分県におけるシカ被害対策の取り組み」と題した講演
を、第二部では、宮崎大学農学部の藤掛一郎教授をコーディ

２６日（水）［福岡市・ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ博多駅前］
ＩｏＴビジネス研究会報告会
出席者：133名

報告会では、IoTビジネス研究会の座長である（一財）日本経済
研究所の鍋山徹専務理事より「IoTの新たなビジネスの可能性

２０１
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について～九州の中堅・中小企業への影響と処方箋～」と題し
てご講演いただいた。
続く意見交換会では、
「IoTによる新ビジネスの可能性にかかる
20の提言について」をテーマに、鍋山座長と４名のアドバイ
ザーによるパネルディスカッションを実施した。
※九経連ＨＰ「委員会活動実績」に内容を掲載

２６日（水）
九州女性の会
出席者：45名

［福岡市・九経連会議室］

７月例会

女性経営者の有志で構成する九経連・九州女性の会は、７月例
会に麻生泰会長を講師として迎え、講演会・意見交換会を行っ
た。今回は九州女性の会以外の九経連会員へも例会参加を呼び
かけた結果、当日多数の女性経営者・管理職が集まり盛会と
※本誌20ページに概要を掲載
なった。

２７日（木）［長崎市・ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル］
第１回長崎地域委員会
出席者：32名

森拓二郎委員長の挨拶に続き、九経連事務局より、前回の長崎
地域委員会での意見・要望に対する九経連の取り組み状況につ
いての報告を行い、意見交換を行った。その後、
「IoTの現状と
展望～テクノロジーの進化がもたらす新たな産業革命」をテー
マに、㈱みずほ銀行産業調査部の中村浩之副部長より、IoTに
よる新たな価値創造について、ビジネスモデルの具体的な事例
とともにご講演いただいた。
※九経連ＨＰ「委員会活動実績」に内容を掲載


２７日（木）

［熊本市・ザ・ニューホテル熊本］

第１回熊本地域委員会
出席者：50名

「イノベーションがもたらす生産性向上と新たなビジネス創出」
をテーマに、
（一財）日本経済研究所の鍋山徹専務理事よりIoT
の利活用について、具体的な事例とともにご講演いただいた。
その後、IoTを活用した新たなビジネス創出の事例報告として、
シタテル㈱の河野秀和社長より、衣服生産プラットフォーム構
築により展開されている事業についてお話しいただいた。
※九経連ＨＰ「委員会活動実績」に内容を掲載

２７日（木）

［熊本県南阿蘇村、熊本市他］

出席者：18名

観光委員会では、今年度より話題性や先進性のある九州の観光
資源や取り組み事例等について理解促進と情報共有を図る事を
目的に観光視察を計画した。
今回は「熊本地震の復興支援と学びのプログラム」を計画し、
熊本県南阿蘇村を中心とした地震被災地と益城町、熊本城等の
※本誌17ページに詳細を掲載
視察を行った。

九経連月報 ２０１
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［鹿児島市・かごしま県民交流センター］

出席者：80名

昨年度より開催している「福岡空港等の運営及び地方創生に関
する研究会」を今年度は、福岡空港以外の九州内の空港の利活
用や官民双方の取り組みをテーマとして、九州各県で順次セミ
ナーを開催することとしている。座長には昨年度から引き続
き、慶應義塾大学商学部教授の加藤一誠氏をお迎えし、このた
び第１回セミナーを鹿児島市で開催した。当日は、県企画部、
国土交通省航空局担当者よりご講演いただいた後、会場参加者
によるフロアディスカッションを行った。
※本誌18ページに詳細を掲載


２８日（金）

［福岡市・福岡東総合庁舎］

ＬＧＢＴインバウンドツーリズムセミナー
出席者：75名

2019年、2020年の大型国際スポーツ大会を見据え、九経連と
して初めて標記セミナーを開催（共催：福岡県、後援：国土交
通省九州運輸局）
。LGBT＊の基礎知識の解説や既にLGBTの受
入れに取り組んでいる地元企業の事例紹介、LGBTツーリズム
の誘致方法など４名の方々にお話しいただいた。参加者からは
「LGBTに対する理解が深まった」
「このセミナーを契機に取り
組みを検討したい」との声が多くあがった。
＊LGBT：Lesbian（女性同性愛者）、Gay（男性同性愛者）、Bisexual（両
性愛者）、Transgender（心と体の性の不一致）
※次号（10月号）にて講演要旨を掲載予定

２８日（金）

［福岡市・九経連会議室］

九州航空宇宙開発推進協議会総会
出席者：42名

九州航空宇宙開発推進協議会は総会を開催し、今年度取り組む
事業計画・収支予算を承認した。航空機分野では「航空機関連
企業とのマッチング機会設定」
「共同受注生産を可能とする企
業グループ設立」を、また宇宙分野では「衛星データ活用によ
る連携プロジェクトの検討・実施」
「小型衛星の事業化支援」
などを進める。また、㈱QPS研究所による特別講演会を開催
※本誌14～15ページに講演概要を掲載
した。

３１日（月）

［宮崎市・宮崎観光ホテル］

第１回宮崎地域委員会

観光委員会・観光施設視察

２２

２８日（金）

空港を活用した地域振興セミナー in 鹿児島

出席者：30名

小池光一委員長の挨拶の後、新たに役員（副委員長、幹事）に
なられた２名の紹介、宮崎地域委員会の昨年度の活動報告と今
年度の活動計画の審議を行い、矢野佳秀総務広報部長より、九
経連の今年度の事業計画について説明を行った。
その後、麻生泰会長を交え、宮崎地域における課題、参加会員
の取り組みとそれに伴う課題等について質問や意見交換を行っ
た。最後に宮崎県より、地産地消県民推進ツールについての紹
※九経連ＨＰ「委員会活動実績」に内容を掲載
介があった。
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新入会員 紹 介

＜2017年６月14日入会＞

会

ＴＫＰは、０から１を創り出す 空間再生流

設

通企業です。私たちは２００５年の創業以来「オ

代

フィスのタイムシェアリング化」
「ホテル宴会

社

名
立

表

者

事 業 内 容

場のビジネス再生」
「ハイブリッドな空間の再
生」などイノベーションを続けて参りました。
中核事業である貸会議室事業は、企業が保有

従 業 員 数
本社所在地

する遊休不動産を集約し、法人向け貸会議室
ネットワーク「ＴＫＰ貸会議室ネット」として

電 話 番 号
関連会社等

利便性高くリーズナブルに「タイムシェアリン
グ」する仕組みにより、新しいマーケットの創
出に成功しました。
現在ではＴＫＰが運営する貸会議室・ホテル
宴会場は日本全国および海外６都市で１，
７８０室、
１２万席を超える規模に成長してまいりました。
次世代の礎とすべく、貸会議室事業の設備・

ホームページ

株式会社 ティーケーピー
２００５年８月１
５日
代表取締役社長 河野 貴輝
ホテル宴会場・貸会議室運営事業／
ホテル＆リゾート事業／料飲・ケー
タリング事業／イベント運営政策事
業／コールセンター・ＢＰＯ事業
２，
００６名 ２０１
７年５月１日現在
〒１６２-０８４４ 東京都新宿区市谷八
幡町８番地 TKP市ヶ谷ビル2F
０３-５２２７-７３２１
（代表）
㈱コンビニステーション、㈱ＴＫＰ
プロパティーズ、㈱ＴＫＰテレマー
ケ テ ィ ン グ、 ㈱ 常 盤 軒 フ ー ズ、 ㈱
ＴＫＰメディカリンク、3L entrance㈱、
TKP NEW YORK, INC.（ニューヨーク）、
TKP SINGAPORE IN PTE.LTD.（シンガ
ポール）、TKP International Limited（香
港）、TKP NEW JERSEY LLC（米国）、
TKP MEETING AND CONFERENCE（M）
SDN. BHD.（マレーシア）
http://tkp.jp/

会社概要
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サービスの更なる拡充を図るとともに、貸会議
室事業から派生する多様なニーズに対応する、
ホテル＆リゾート事業、料飲・ケータリング事
業、 イ ベ ン ト 運 営・ 制 作 事 業、 コ ー ル セ ン
ター・ＢＰＯ事業などの多岐にわたる分野を有
機的に結び、お客様にとってより付加価値の高
い総合サービスの実現に注力いたします。
今 後 も Ｔ Ｋ Ｐ は 創 造・ 改 善・ 革 命 の ベ ン
チャー精神を大切にしながら、空間を再生し、
快適な「場」
「空間」
「時間」を創出する「空間
再生流通事業」を展開することで、社会に貢献
してまいります。ＴＫＰの成長力にぜひご期待
ください。

はじめまして！㈱
ティーケーピー九州
支社長の重伸仁（し
げのぶひと）と申し
ます。この度の九州
経済連合会への入
会、非常に光栄に存
じます。九州支社は
現在、九州・山口地
九州支社長 重  伸仁
区 で２０の 会 議 室 施
設・ホテル宴会場を運営しております。弊
社は起業してまだ13年目の若い会社で、九
州ではまだ馴染みの薄い会社ではございま
すが、弊社の空間再生流通事業を通じ、微
力ながらも九州経済の発展に寄与できるよ
うに頑張っていきたいと思います。

２０１
７/９
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Introduction of new members

新入会員 紹 介

有限会社s t y l e f i t
＜2017年６月28日入会＞

会

社

名

有限会社ｓｔｙ
ｌ
ｅｆ
ｉ
ｔ

立

１９９５年

者

代表取締役 浦岡 香

当社は、平成７年２月、眼科医院のＭＳ法人

設

としてスタートいたしました。コンタクトレン

代

ズ、白内障手術用眼内レンズ受託販売業、医院

事 業 内 容

企業研修、ソーシャルマナー研修、
書道教室運営、書家

従 業 員 数

７名

１７年後の平成２４年、業務内容を大幅に変更。

本社所在地

〒８１０-００５２ 福岡市中央区大濠２-１１-２９

社名も「有限会社ｓ
ｔｙｌ
ｅｆ
ｉ
ｔ」に改称。本社を、

電 話 番 号

０９２-７９１-９８８７

福岡市中央区薬院から新社屋のある同区大濠２

関連会社等

ＡＴＥＬＩＥＲＫＯＵＨｏｎｇＫｏｎｇＣｏ．Ｌｔｄ

ホームページ

http://www.atelier-kou.net

表

への事務等スタッフ派遣、不動産賃貸等にて業
績を上げておりました。

丁目ｓ
ｔｙｌ
ｅｆ
ｉ
ｔ大濠に移転いたしました。当時

会社概要

会社概要

は、不動産賃貸業と料理教室等食に関する事業
のみでしたが、２年後に書道全般に関わるグー
ルプ会社である「株式会社アトリエ香」と統
合。業種を書道教室運営、書画作品制作、道具
販売等に拡大し、教室数も増加させてまいりま
した。
平成２６年には、敷地内に「大濠ギャラリー現
ＵＴＵＴＵ」を増設。展示会、セミナー等に利
用し、本社社屋１Ｆに「ｓｔｙｌｅ ｆ
ｉ
ｔｃａｆé」を
オープンいたしました。平成２７年に、
（一社）日
本マナーＯＪＴインストラクター協会にて講師
資格を取得することにより、九州地区の窓口と
してアドバイザー業務を受託。ソーシャルマ
ナー講座開講、講師資格養成講座、セミナー
ルームレンタル等徐々に業務内容を拡大させて
います。

～福岡からアジアへ
そして世界へ～
皆 様、 こ の 度 は、
新たに九州経済連合
会に入会させていた
だき誠にありがとう
ございます。
弊社、そして創設
者である私は、書家
代表取締役 浦岡  香
活動、社員教育事業
を軸に、福岡、東京、香港を中心とするア
ジアにて国内だけでなく事業のグローバル
化を図っています。弊社の企業理念「伝え
たい、広めたい、残したい」を胸に、可能
性は無限大という意志のもと、新たなチャ
レンジを重ねています。皆様方とのご縁を
大事に、今後ともご指導ご鞭撻賜りますよ
う末長く宜しくお願い申し上げます。

弊社の基本業務形態は「教育」に関わるビジ
ネスで、人材教育、書写教育、学研教室業務等
を中心に行っています。尚、書道部門におきま

道と企業研修等のビジネスマナーを福岡からア

しては、関連会社の香港現地法人「ＡＴＥＬＩＥＲ

ジアへ、そして世界へ広めるよう日々努めて参

ＫＯＵ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ」と連動して国内外１５箇所

ります。

の書道教室開講。海外におきましては、プノン
ペン、バンコクにても活動中です。平成２９年５
月には、東京事務所を新設いたしました。イン
バウンド事業等にも着手し、福岡～東京～香港
の流れを仕組み化し、日本の伝統文化である書

２４
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新入会員 紹 介

＜2017年６月29日入会＞

当社は１９９６年（平成８年）に前身であるキッ
ズワールドから事業をスタートいたしました。
２００６年（平成１８年）に法人化、２０１６年（平成２８

会

社

設
代

表

名

株式会社Ｂｒａｎｃｈｅｓ
（ブランチェス）

立

１
９９６年設立

者

代表取締役 権藤 光枝

事 業 内 容

保育園の運営、企業主導型保育園の運営受託
病児、病後児保育の運営
英語保育園の運営、出張保育
訪問看護リハビリステーション

従 業 員 数

約９０名

本社所在地

〒８１
２-００３８
福岡県福岡市博多区祇園町２－１１
マッコウ祇園ビル２階

電 話 番 号

０９２-２６０-７６６７

関連会社等

・リトルワールド博多ぎおん園
・リトルワールド博多駅南園
・リトルワールド吉塚本町園
・リトルワールド井尻園
・リトルワールド箱崎園
・リトルワールド室見園
・リトルワールドイングリッシュハウス
・メディアファイブ保育園 薬院
・四季のいろ保育園
・ありす訪問看護リハビリステーション

ホームページ

・㈱Branches http://www.branches.co.jp
・リトルワールド http://little-world.jp
・イングリッシュハウス
http://lw-english-house.com

年）に株式会社へと組織変更し、現在は、株式
会社Ｂｒａｎｃｈｅｓとして、福岡市内を中心に保育
事業・訪問看護事業を展開しております。
保育事業といたしましては、現在、博多区・
南区・東区・早良区において英語の保育園を含
めた直営保育園を７か所運営しております。直
営保育園のほかに、２０１７年（平成２９年）５月に
メディアファイブ保育園・四季のいろ保育園の
企業内保育の運営受託を開始いたしました。昨
今、女性の働く環境も大きく変化しています。
法人様向けの企業内保育園の整備をはじめ、夜
間保育や出張保育（ウエディング保育）などの
様々なニーズにお応えできる保育サービスを提
供しています。
一方、２０１７年（平成２９年）４月には訪問看護

会社概要

会社概要

事業として、城南区に「ありす訪問看護リハビ
リステーション」を開設しました。赤ちゃんか
らシニアまで全年齢の疾患を訪問の対象として
おり、障がいや病気で在宅生活を送っている方
たちの病状の観察・医療機器の管理や、介護す
るご家族の生活の支援を行っています。
私たちブランチェスは、これからも保育事
業・訪問看護事業を中心に、一人ひとりの人生
に寄り添い、笑顔の絶えない毎日をサポートし
ていきます。

私たちは、子ども
たちがのびのび遊べ
る環境作りと、保護
者にとって安心でき
る保育園作りを目指
し「利用者の気持ち
を常に考え、徹底的
にニーズに応え柔軟
に対応する」という
代表取締役 権藤  光枝
理念のもと、様々な
シーンで必要な保育サービスの提供をして
います。また、企業内保育園の整備や夜間
保育、出張保育などのサービスを通して、
「困った」や「課題」にお応え出来るサー
ビスを提供しています。訪問看護リハビリ
ステーションでは、小児在宅医療に力を入
れており、子どもやご家族が安心して生活
が出来るようサポートしています。

２０１
７/９
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健康経営の取り組み
株式会社正興電機製作所
本会の会員が取り組まれている先進的な取り組みをご紹介します。今回は、社員の健康を重要
な経営資源と捉え、健康経営に取り組まれている㈱正興電機製作所の取り組みをご紹介します。
健康経営宣言
社員の健康を重要な経営資源の一つと捉え、

産業医科大学と共同研究した、
「10分間ラン
チフィットネス©」を実施し、自社内設備の

家族を含めた自発的な健康維持増進活動に対

フィットネスジムの活用を図りました。

する積極的な支援と組織的な健康づくりの推

③その他

進で、
「社員が活き活きと仕事ができる」企業

健康レクレエーション・スポーツイベント

グループを目指して、2016年７月に健康経営

の開催や自治体や企業への展開にも取り組み

宣言を行いました。

ました。

この背景には、プラチナ構想ネットワーク
（三菱総合研究所）が提唱する「プラチナ社会

健康管理システム（Health Ledger

づくり」の３つのイノベーション、①グリー

レジャー）

ンイノベーション（持続可能な環境社会づく

①見える化・気づかせる化

ヘルス・

り）②シルバーイノベーション（健康高齢化社

体重・血圧・食事摂取カロリー・運動消費

会づくり）③ゴールドノベーション（これらを

カロリーデータと過去の健康診断データを確

支えるICT社会づくり）に強い共感を受けて、

認することで、日々の健康状態や生活状況を

2013年から取り組みをスタートしました。健

「見える化」し、無意識のうちに習慣化してし

康社員の育成やビジネス展開を通して、元気

まった問題点や、改善ポイントの「気付かせ

な家族、元気な高齢者、元気な地域づくりに

る化」を行います。

貢献しようと考えました。

②生活習慣改善プログラム
九州大学が開発した生活改善プログラム（運

具体的な取り組み

動・食事・睡眠・ストレスケア・飲酒・禁煙コー

①生活習慣改善

ス）を活用し、生活習慣の問題を改善します。

九州大学、佐賀大学との共同研究により、
健康データの収集と見える化をし、自社で開

SNSで産業医・保健士からアドバイスを受

発した健康管理システムを活用し、その改善

けたり、同じ悩みを持つ仲間を応援したり、

を推進しました。また、
「健康管理システム」

相談したりと健康情報の交換ができます。

と連動した運動記録用ウェアラブル端末を全

④スマートフォンアプリ

社員に配布しました。
②運動サポート

２６

③ほけんSNS

九経連月報 ２０１
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日々の生活の中の動きを運動イベント化し、
自分専用トレーナーを育成することができ、

健康管理システムの画面

ほけんSNS

やさしくアドバイスをしてくれます。ポイン
トを蓄積することで、アイテムをゲットし、
進捗がアップします。
プラチナ大賞・審査委員特別賞受賞
平成28年10月26日に開催された「第４回プ
ラチナ大賞」において、当社の「健康経営の
取 り 組 み 」 が、
「 審 査 委 員 特 別 賞（ イ ノ ベ ー
ション賞）」を受賞いたしました。
このプラチナ大賞は、イノベーションによ
る新産業の創出や、アイデアあふれる方策に
よる地域課題の解決等、
「プラチナ社会」が目
指す姿を実行しようとしている取り組みを称
えるものです。
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観光イベント「旅ミルン」への出展（７／２：岡山）

NEWS

九州観光推進機構
ニュース

イオンモール岡山１Ｆ未来スクエアで開催されたＪＲ
西日本・ＯＨＫ岡山放送主催のイベント「ＪＲで行く！夏
の旅さがし 旅ミルン」に出展しました。九州各県のパン
フレットをもとに観光ＰＲ
を行ったほか、抽選会を実
施 し ま し た。 各 地 の ゆ る
キャラや岡山放送のアナウ
ンサーによるステージイベ
ントも行われ、会場は大勢
のお客さまで賑わいました。

デジタルメディアでの情報発信事業（７／１９）
当機構では、２０１
０年よりＦａｃｅｂｏｏｋページを運用して
おり、現在（２０１７．
８．
３時点）
９７，
８１４の「いいね！」を頂
いております。毎日、最新の観光情報を投稿しており、
２０１６年度は、全４０４投稿し、平均のリーチ数（表示人数）
は、３５，
０５６でした。７月１９日には、別府の「湯～園地」
をテーマに動画で投稿したところ、約６５万回のリーチ、
約２２万回の再生、
５千以上の「い
い ね！」 を 頂 き
ました。今後も、
毎日投稿してい
きますので、ぜ
ひチェックして
ください。
◆九州観光推進機構公式 Ｆａｃｅｂｏｏｋ
https://www.facebook.com/visitkyushu/

台湾における九州観光説明会及び商談会（７／２５～
２
７：台湾 ７／２５：高雄市、７／２６：台中市、７／２７：台北市）
台湾から九州へのインバウンド誘客の拡大を図るため、
台湾３都市で九州観光説明会・商談会を実施しました。
九州からは自治体や観光事業者など５４団体が台湾を訪問
し、台北・台中・高雄の各都市で、各地の旅行会社と活
発な商談を行いました。なお、各地で開催した九州セミ
ナー（プレゼンテーション）では、九州北部豪雨に係る風
評被害対策として、被災地及び周辺観光地の情報や交通
情報等の紹介も行いま
した。当機構では、今
後も観光事業者の皆様
にこの様な機会を提供
することで、台湾から
の誘客促進に取り組ん
でいきます。

感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅 18

長崎街道の旅

その〔２〕

〜長崎街道はシュガーロード〜
−長崎県（長崎市、諫早市）、佐賀県（塩田町、武雄市、小城市、佐賀市）、福岡市（筑紫野市、飯塚市、北九州市）−

長崎街道の旅１で述べたように、海外の文明の品々が長崎に集まった。その中の一つに砂糖があった。
長崎の人は、日本で初めて砂糖の甘味にふれた。日本の食文化に甘味が加わったことは、まさに食文化
の革命であった。やがて砂糖を生かした文化が長崎を起点とした街道沿いに広がっていく。
最近、この長崎街道をハイカラな名前の「シュガーロード」
（砂糖の道）と呼ぶ。長崎街道を共通資源
とする長崎、佐賀、福岡の三県と沿線市町村、民間団体が県境を越えて地域づくりに取り組んできた結
果、成果の一つとして「シュガーロード」の言葉が生まれた。佐賀新聞論説委員の故・河村健太郎氏が
「佐賀文化」に砂糖街道（シュガーロード）論を「シュガーロード長崎街道を行く」として、村岡安廣村岡
総本舗社長に発表を依頼したのが最初である。当初は、歴史・文化史蹟などの掘り起こしであったその活
動が、さらに極まり、街道の奥に流れる共通の風土・食文化の底に流れている“砂糖文化”の究明にまで
辿りついたのだ。
当時貴重な砂糖は長崎に陸揚げされ、南蛮菓子として代表的な「カステラ」が生まれた。思いつくまま
列挙すると佐賀では「丸ボーロ」
「小城羊羹」
、飯塚では「ひよ子」
「千鳥饅頭」直方では「成金饅頭」
、小
倉では「鶴の子」などなどが、街道沿いの歴史ある銘菓として誕生した。福岡の「鶏卵素麺」の素形もポ
ルトガルだ。
長崎をふり出しにして、シュガーロードの由縁と歴史を肌に感じ、各地の伝来、新作の銘菓の味を口に
楽しんでいこう。
たかがお菓子というなかれ。庶民の創意工夫から生まれ、歴史の中で愛し続けられているお菓子だから
こそ、その奥の「味わい」は深い。
２８
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島根県

１日目
２日目
３日目

２泊３日コース山口県

各 地→長崎空港（長崎駅）→長崎市［福砂屋］→諫早市［菓秀苑森長
「おこし」］→塩田町［逸口香（工場見学）、金花糖］→武雄温泉（泊）

北九州空港

北九州市木屋瀬
飯塚市

 雄温泉［十円饅頭］→小城市［村岡総本舗本店、村岡総本舗羊羹資料
武
館、羊羹・抹茶］→佐賀市［丸ボーロ製造元］→二日市温泉（泊）

二日市温泉
佐賀県

 日市温泉→飯塚市［千鳥屋本店、その他］→北九州市（木屋瀬）→北
二
九州空港（小倉駅）→各地

小城市
塩田町
長崎空港

福岡県

諫早市

長崎市

大分県

佐賀市

武雄温泉
熊本県

長崎県

宮崎県

まず「出島」
。復元建物の一の蔵は砂糖蔵であった。
ポルトガル、オランダの数多い輸入品の中から砂糖のことを嗅ぎ
カステラ
分けてみよう。長崎の繁華街、思案橋近くの福砂屋は旧遊廓丸山の
鹿児島県
すぐ下、街の中。創業寛永元年（１６２４年）
。以来すべて手づくりの伝
統を守る。コウモリの商標は、中国の幸運の印とされていることか
ら。店内にはビードロやギヤマンが展示されて、買物をしなくても
楽しめる。余裕があれば近くの崇福寺、眼鏡橋も。共に中国と長崎
とのかかわりが学べる。新地と呼ばれる中華街での昼食もおすすめ。
諫早の菓秀苑森長の「おこし」も立ち寄りたいところ。
街道宿場町の塩田街、港町として栄えた古い町に「逸口香」
「金花糖」の製造本舗
南蛮渡来の長崎名物!
がある。現地で味わう焼きたて、造りたての味は忘れられないだろう。
カステラが日本に誕生したのは、今か
湯のまち武雄には、一に楼門、二に温泉、三に「十円饅頭」
。限定品。庶民の味が ら400年前。
カステラは、天正時代（約400余年前）
嬉しい。
ポルトガル人から伊藤小七郎（村山等
小京都・小城は羊羹のふるさと。水がよい。家内生産が多く、どの店も愛情こめ 安）らが伝授を受け、その後、京、大
坂、江戸へとその製法が伝えられてい
た昔ながらの手づくりだ。
きました。
村岡総本舗隣の村岡総本舗羊羹資料館はかつての砂糖貯蔵庫。
（国の登録文化財） カステラの語源は、今のスペインの中
佐賀、北島の丸ボーロは元禄９年（１
６９６年）創業、鍋島藩の御用商人だった。本店 央から北部にかけて治めていた古王国
カステラのポルトガル呼称（Castella）
であるといわれています。
内ではくつろぎのスペースもある。
飯塚では、炭坑景気がもたらしたまちの隆盛ぶりを偲ぶとよい。筑豊の人は太っ カステラの製法が伝えられた頃、焼か
れていたカステラは現在のカステラと
腹、宵越しの金は持たない気風がお菓子産業を大きく支えた。‥‥これほどお菓子 かなり違っているといわれており、時
にこだわる旅も珍しい。どのお菓子にも物語がついてまわる。それも古い由緒が。 代とともに味や風味の改良が行われ今
日に至っています。
明治時代には当時珍重されていたチョ
古い由緒を掘り起こすと、街道物語やまちづくりが出来ることも学んだ旅になる。

おこし（諫早市）

村岡総本舗と
村岡総本舗羊羹資料館
（小城市）

小城羊羹（小城市）

コレートを加えた新商品が開発され、
現在でも、みかんカステラ・抹茶カス
テラ・チーズカステラなど、カステラ
に様々な味を加える試みが盛んに行わ
れています。

栗饅頭（北九州市）

江戸時代からの諫早の伝統的な銘菓
長崎県随一の米どころ、諫早平野で取
れたお米を使ったお菓子です。おこし
は藩庁が許可していた数少ない菓子の
一つで、香ばしく煎られた乾飯の歯触
りと独特の風味は、江戸時代からの諫
早の伝統的な銘菓です。

丸ボーロ（佐賀市）

福砂屋（長崎市）

豊臣秀吉が名護屋（なごや）本陣に向
かう途中、小城で休憩した際に献上さ
れたといわれています。日清戦争の時
には、戦地に運ばれる際、他の食物が
腐っていく中、小城羊羹は風味を損な
うことがなく、一躍全国的に有名にな
りました。小豆、砂糖、寒天を原料と
し、ほどよい甘さとつややかな風味が
現在も受け継がれています。

昔ながらの素朴な味わいが人気の名物和
菓子。小ぶりのものから栗を丸ごと使っ
た大きなものまでサイズが多種である。

千鳥饅頭（飯塚市）
九州観光推進機構のホームページ

http://www.welcomekyushu.jp「九州旅ネット」 も併せてご覧ください。
《問い合わせ先》一般社団法人

九州観光推進機構

TEL：092−751−2943
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山口

Yamaguchi

明治１５０年プロジェクト「やま
ぐち未来維新」展開中！
平成３０年は明治改元から１５０年という大きな節目の
年となる。山口県では、これを契機に、明治維新や日
本の近代化を成し遂げた先人たちの「志」や「行動
力」に学び、これを今に生かし、未来へつないでいく
ため、明治１５０年プロジェクト「やまぐち未来維新」
として、さまざまな取り組みを、本年度から展開して
いる。
特に、次代を担う若者への働き掛けに重点を置いた
取り組みを進めており、今年５月には、留学生を含む
県内外の学生約７０人が、
「松下村塾」などを訪れて、
幕末・明治期の先人たちに学びながら現代の課題につ
いて討論する「大学生国際会議ｉｎ山口」を開催した
ところであり、今後も、
「若者『志』ミーティング」
を開催するなど、若者の将来に向けた「志」を育む取
り組みを進めていく。
また、明治１５０年に向け全国的な機運醸成を図るた
め、明治維新にゆかりの深い鹿児島県、高知県、佐賀
県と連携し、１０月７日には、東京ビッグサイトで４県
の知事が一堂に会して、パネルディスカッションや情
報発信などを行う「明治１５０年記念薩長土肥フォーラ
ム」も開催する。
さらに、来年度には明治１５０年プロジェクトの中核
イベントとなる「山口ゆめ花博」を開催することとし
ており、さまざまな取り組みの成果
を、ここにつなげていく。
明治１５０年に向けて、ぜひ、多くの
皆さんに、
「明治維新胎動の地」であ
る山口県にお越しいただきたい。
《問い合わせ先》
山口県政策企画課 TEL：083-933-2425
ポータルサイト https://meiji150.net/

福岡

Fukuoka

「第３７回全国豊かな海づくり大会
福岡大会」を開催！
福岡県は、１０月２８日（土）
、２９日（日）に「第３７回全
国豊かな海づくり大会福岡大会」を開催する。
「全国豊かな海づくり大会」は、水産資源の保護・
管理と海や河川の環境保全の大切さを広く国民に伝え
るとともに、漁業の振興と発展を図ることを目的に、

３０
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例年、天皇皇后両陛下の御臨席のもと開催されている
国民的行事である。
今年開催の福岡大会では、
「育もう 海 人 地域 み
んなの未来」をテーマに、宗像市をメイン会場として
式典行事、海上歓迎・放流行事を行うほか、宗像市、
福岡市、柳川市、豊前市、久留米市の５会場で関連行
事を開催する。
福岡県では、筑前海、有明海、豊前海の３つの海域
と、筑後川、矢部川などの内水面でそれぞれの地域の
特色を生かした漁業が営まれ、特にトラフグ、マダ
イ、ノリなどは全国有数の生産量を誇っている。
このような福岡県が誇る水産物を、大会を通じて全
国に広く発信し、漁業に携わる地域の振興・発展に努
めるとともに、海や河川、水源地域の大切さや伝統的
な食文化である魚食の大切さを伝えていく。
また、県内５か所の関連行事会場では、式典行事、
海上歓迎・放流行事の映像中継のほか、県産農林水産
物とその加工品の販売やステージイベントなど、福岡
県の海に親しめるイ
ベントを実施する。
ぜひ会場へお越しい
ただきたい。

佐賀

Saga

日本近代化の礎を築いた、鍋島直正
～マンガと小説で佐賀藩の歴史をＰＲ～
幕末維新期に、国内最先端の科学技術を誇り、日本
の近代化の礎を築いた佐賀藩。当時、佐賀藩を牽引し
ていた人物こそ、第１０代藩主鍋島直正だ。直正は財政
難の藩を立て直し、日本の近代化をリードした中心人
物。直正の偉業はもちろんのこと、佐賀藩の功績や魅
力を歴史に関心が低い方にも知っていただくべく、６
月からウェブマンガ“鍋島直正”を毎月１５日に１話ず
つ、無料配信している。
佐賀藩は、幕末維新期の名君として名高い薩摩藩藩
主島津斉彬に「西洋人も人なり、佐賀人も人なり、薩
摩人も同じく人なり。退屈せず、ますます努力すべ
し。
」と言わしめた藩。その佐賀藩を率いていた鍋島
直正の視線は、西洋諸国の科学技術に危機感を抱き、
日本の未来を危惧していたからこそ、世界へと注がれ
ていた。鍋島直正とは一体どんな人物なのか。その魅
力をぜひ、知っていただきたい。
また、６月１日からは佐賀新聞で小説「かちがら
す」の連載がスタート。物語は毎日掲載され、マンガ
とは一味違う、人間味溢れる直正の姿が描かれてい
る。史実に基づきながら物語は展開していくが、読み
手の心をぐっと引き付ける、直正の心模
様。直正の心を通して、時代の変遷を見
ているような感覚になる物語だ。
マンガと小説は連載終了後、それぞ
れ単行本として発刊する予定。時代を切
り拓いた佐賀藩主の姿を、ぜひ、ご覧い
ただきたい。
《問い合わせ先》
こちらのQRコードから、
佐賀県文化課
マンガをぜひ
ダウンロード！
TEL：0952-25-7236
E-mail:bunka@pref.saga.lg.jp

長崎

Nagasaki

長崎しま旅キャンペーン実施中！
長崎県は、全国の「しま」
６，
８５２島のうち９７１島

を巡る「のんびりコース」
、くま川鉄道に乗車する
「ファミリーコース」
、起伏に富んだ大自然を感じられ
る１１０ｋｍの「チャレンジコース」の３コースを設定。

（１４．
２％）を有する、
「しま」の数日本一の県。なかで

人吉球磨の秋の景色、地元の素材を使った昼食、走っ

も国境離島の対馬・壱岐・五島列島には、その「し

た後は「美肌の湯」といわれる人吉温泉も楽しめる。

ま」でしか味わえない多彩な魅力がある。
長崎県では、そんな魅力あふれる「しま」の振興を

昨年の熊本地震からの復興を願い、
「がんばろう熊
本！」をキャッチフレーズに、

目的に、現地でしかできない体験などの素材を生か

県内外からの参加者を広く募

し、もう一泊してもらうことによる「滞在型観光」を

集中。詳細はホームページをご

促進している。具体的には、従来の宿泊・交通機関を

覧いただきたい。

組み合わせたパッケージ商品に、地元（対馬・壱岐・
五島列島）の体験メニュー等を加えた通常料金よりお
得な旅行商品の企画・販売に県と関係市町、旅行会社

《問い合わせ先》
日本遺産巡りサイクリング

昨年度のスタート時の様子

inひとよし球磨実行委員会事務局
（事務局：球磨サイクルセンター内）

が連携して取り組んでいる。
滞在型の体験メニューとして、対馬では「国境の
島・対馬 日本遺産を歩くトレッキング」や「対州そ

TEL：0966-24-1819

FAX：0966-24-1699

http://hitoyoshibicycle.jp/

ばのそば打ち体験」
、壱岐では「パワースポット散策」
や「イルカパーク餌やり体験」
、五島列島では「キリ
シタンクルーズ」や「競り見学と漁師料理の朝飯」
、
「う
どん作り体験」など、この秋も離島を満喫できる体験
を盛り込んだおすすめの旅行商品が盛りだくさんだ。
今夏、
「勝手に長崎しま旅応援大使」に就任したお
笑い芸人「ＡＮＺＥＮ漫才」のみやぞんとあらぽんが、

大分

Oita

水郷日田の風物詩
日田市は、北部九州のほぼ中央、大分県の西部に位

ＣＭやＷＥＢムービーで引き続き「しま」の魅力を発

置し、周囲を阿蘇・くじゅう山系や英彦山系の美しい

信中。キャンペーンロゴが付いた旅行商品を利用して

山々に囲まれた地域。古くより山紫水明の里「水郷

長崎の「しま」を訪れ、現地でしか味わえない魅力を
感じていただきたい。

（すいきょう）
」として知られている。
江戸時代には、幕府直轄地・天領として九州の政

くわしくは長崎県観光ポータルサイ

治・経済・文化の中心地として繁栄し、豊かな町民文

ト「ながさき旅ネット」離島特集ペー

化が花開いた。長い歴史を背景とした町並みや伝統文

ジでチェック！

化が、今もなお受け継がれている。

《問い合わせ先》

キャンペーンロゴ

長崎県観光振興課 TEL：095-895-2645
長崎しま旅

検索

そんな天領の面影を残す水郷日田の風物詩といえ
ば、
「屋形船」と「鵜飼い」
。
２００年の伝統を誇る屋形船は、全国でも長良川と並
び称され、市内中央を流れる三隈川に４０艘以上の屋
形船が川面に浮かぶ姿は、古くより日田の風物詩と

熊本

Kumamoto

「がんばろう熊本！日本遺産巡りサイク
リングｉｎひとよし球磨」参加者募集！

なっている。
お座敷に仕立てた屋形船が、夏は涼を求めて繰り出
し、秋には名月を愛で、冬には障子とコタツを備えた
雪見船として、一年中優雅な川遊びを楽しむことがで
きる。

熊本県南部の九州山地に囲まれた人吉球磨地域は、

また、５月から１０月下旬までは、日田自慢の鵜飼

日本遺産「相良７００年の保守と進取の文化」の物語、

いも鑑賞できる。かがり火のもと、三隈川に浮かんだ

世界かんがい施設遺産、球磨川サイクリングロードな

屋形船の間を縫い、綱さば

どを有する地域であり、それらを活用したサイクリン

きも見事に鵜を操る鵜匠の

グイベントが１０月２２日（日）に開催される。

技を眺めながら、日田の情

コースは、人吉市から湯前町まで３１ｋｍの球磨川

緒あふれる屋形船で水上の

沿いのサイクリングロードを往路に、復路は日本遺産

宴を楽しんでいただきたい。
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宮崎

Miyazaki

外務省地方連携事業 駐日各国外
交団の宮崎県視察ツアーを実施
宮崎県では７月１３日から１４日までの２日間、駐日
各国大使や公使等による地方視察が行われた。
この視察は、大使等に日本の地方に対する認識を深
めてもらうことを通じて、諸外国との交流発展を目指
すもので、平成２２年から外務省と地方自治体等との共
催で実施されており、今回の地方視察では１４か国と
欧州連合（ＥＵ）の１９名の大使や公使等が本県を訪問
した。
期間中は、神話や伝説に彩られた本県の歴史や文化
の奥深さを体感してもらうとともに、歓迎レセプショ
ンでは、
「神楽宿」で高千穂の夜神楽を堪能していた
だいた。また、宮崎の豊かな海の幸、山の幸を存分に
堪能していただき、本県ならではの「食」をＰＲする
こともできた。さらに、綾中学校での交流において
は、中学生が英語でプレゼンテーションを行うなど、
国際交流を図ることもできた。
参加された大使等からは「訪問地の方々によるおも
てなしに大変感激した」
、
「宮崎の美しい自然は実に印
象的だった」
、
「自治体と地元との自然保全の取組を高
く評価したい」などといった声が聞かれ、宮崎の魅力
を広くアピールすることができた。
今回の経験を生かし、ラグビーワールドカップやオ
リンピック・パラリンピック東京大会に向けて、広く
宮崎の魅力を発信してい
きたいと考えている。
《問い合わせ先》
観光推進課
TEL：0985-26-7530

鹿児島

Kagoshima

２０２０年開催！燃ゆる感動かごし
ま国体・かごしま大会
２０２０年に鹿児島県で、第７５回国民体育大会「燃ゆ
る感動かごしま国体」
（１０月３日から１３日まで）と、
第２０回全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま
大会」
（１０月２４日から２６日まで）が開催される。
両大会は東京オリンピック・パラリンピックと同年
開催であることから、大会の成功はもとより、その感
動と興奮を引き継ぎ、オリンピック・パラリンピック
イヤーにふさわしい大会となるよう取り組むこととし
ている。
また、全国各地から多くの方々が本県を訪れること
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から、まごころのこもったおもてなしでお迎えし、豊
かな自然、歴史・文化、食など、鹿児島の多彩な魅力
を全国に発信する大会を目指している。
かごしま国体・かごしま大会のロゴやマスコット
キャラクター「ぐりぶーファミリー」のデザインを
ホームページ（http://kagoshimakokutai2020.jp/）にて
公開している。使用に
当たっては、事前に許
可申請が必要となる
が、同ホームページ内
の「使用取扱規程」を
ご覧のうえ、積極的な
活用をお願いしたい。
《問い合わせ先》
鹿児島県国体・全国障害者スポーツ大会局総務企画課
検索
TEL：099-286-2874 鹿児島国体

沖縄

Okinawa

沖縄の心を世界へ「沖縄平和賞」
「沖縄平和賞」は、平和を希求する「沖縄の心」を
世界に発信するとともに、国際平和の創造に貢献する
ことを目的として、平成１３年に創設された。
授賞式は２年に１回行われ、沖縄と地理的・歴史
的・文化的に関わりの深いアジア太平洋地域の平和の
構築・維持に貢献活動を行っている個人・団体へ、賞
状と賞牌及び副賞１，
０００万円が贈られる。副賞は、恒
久平和を願い、受賞者の今後の平和貢献活動に期待す
る県民や企業等からの寄付による「沖縄平和賞支援募
金」が主な財源となっている。
平成２８年度には、特定非営利活動法人難民支援協会
を顕彰するなど、これまでに８団体が受賞している。
受賞された団体は受賞後も医療支援活動や難民支援
活動等の平和貢献活動に尽くされており、沖縄平和賞
の理念を世界的に発信していただいている。
なお、第９回沖縄平和賞授賞式は平成３０年１０月に
開催を予定している。
沖縄県は、これからも沖縄平和賞を通して、平和を
願う「沖縄の心」を世界に
発信し、沖縄がアジア太平
洋地域の平和交流拠点とな
ることを目指していきたい
と考えていている。
《問い合わせ先》
沖縄県平和援護・男女参画課
TEL：098-866-2500

表紙説明

今も生きづく「肥後象がん」
肥後象がんは、国の伝統的工芸品にも指定された熊本を代表する工芸品の一つです。加藤清正が
天正16年（1588年）に肥後へ入国したおり、清正に仕えていた林又七という鉄砲鍛冶が、火縄銃の
銃身に象がんをほどこしたことが始まりといわれています。その後、寛永９年（1632年）藩主とし
て入国した細川忠利の父、細川三斎は千利休の門人であり、文人とし名高く名匠をかかえ、技術の
奨励を図りました。
武士たちが刀や 拵 、兜、鎧、など自分らしさを主張し、おしゃれを競い合った戦国時代から江戸
時代において、熊本では「肥後拵」を身につけることが武士のおしゃれでした。
明治期になると、日常生活の中で使われる装身具等に用途が変化して、現代に引き継がれています。
現在、10数名の象がん師がいますが、鉄地に布目を切り、金や銀などを埋めこんでいく工程は、
400年前と全く変わっていません。
今日においても「肥後象がん」は、熊本県民にとってシンボリックな価値観をもつ工芸品として
広く愛用されています。
こしらえ

《写真》

あざみ文小箱

坊田 透 作

《問い合わせ先》 熊本県伝統工芸館 熊本県熊本市中央区千葉城町3番35号
TEL:096-324-4930 E-mail:info@kumamoto-kougeikan.jp
スケジュール（９月）
日（曜）

会合名等

１０日（日）～１
７日（日）

オランダ・デンマーク農業視察

１
７日（日）～２４日（日）

スペイン・フランスの観光政策と先進事例視察

２０日（水）

鹿児島地域委員会（鹿児島市・城山観光ホテル）

２５日（月）～２７日（水）

第４９回日韓経済人会議（韓国ソウル特別市・ロッテホテルソウル）

２７日（水）
２７日（水）

第１４９回理事会、理事・審議員合同会議（福岡市・ホテルニューオータニ博多）
新入会員交流会（福岡市・ホテルニューオータニ博多）

新入会員企業（７月）
Airbnb Japan㈱
代表取締役

田邉

泰之

事業内容：コミュニティ主導型マーケットプレイス、体験コンテンツ開発・提供
https://www.airbnb.jp

菅谷

俊二

佐賀市与賀町4-18
TEL：0952-41-4277
事業内容：ライセンス販売、保守サポートサービス

涂

国剛

福岡市博多区博多駅前3丁目22-6
TEL：092-473-7143 従業員数：5名
事業内容：肥料、農業資材、飼料、農業機械等の販売（輸出・輸入業務）

中山

弘志

佐賀県武雄市朝日町甘久2246-1
TEL：0954-22-4171 従業員数：122名
事業内容：砕石・選別等機械及び同プラントの開発・製造販売

古川

幸弘

北九州市門司区白野江1丁目21-24
事業内容：フグ加工販売

㈱オプティム
社長

従業員数：152名

㈱泰安物産
代表取締役

㈱中山鉄工所
社長

㈲ふく太郎本部
社長

TEL：093-341-2951

従業員数：45名

お知らせ：本誌裏表紙に広告を募集します。詳しくは、本会総務広報部（Tel：092-761-4261）
までお問い合わせください。

◆九経連ホームページ

◆九経連メールアドレス

http://www.kyukeiren.or.jp

info@kyukeiren.or.jp
月報・ホームページをご覧になったご感想やご意見をお寄せください。

２０１
７/９

九経連月報

３３

