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新年のごあいさつ
一般社団法人

明けましておめでとうございます。
旧年中は九経連の活動に対して、格別のご理
解とご協力をいただき御礼申し上げます。一昨
年の熊本地震、そして昨年の九州北部豪雨水害
と、被災された方々に心よりお見舞いと一日も
早い復興をお祈り申し上げます。
九経連の会長に就任して５年が経ちます。大
事でやりがいのある仕事をいただいたことに感
謝するとともに、強い使命と責任を感じます。
多くの新しい学びをしていく中で現役リーダー
の使命、少し高い目標設定をすることの大事さ
を感じます。多くの組織の長とお会いする中
で、私に魅力と可能性を与えるのはこの点だと
思い始めました。ぼやく、悔やむ、そして動け
ない理由を話されても流れは変わらないと思い
ます。動かす為に何をするべきかを考えようで
はありませんか。
幸い政府は世界でもごく稀な安定政権であ
り、かつ規制改革を推し進めようとしてくれて
います。地域から官民挙げて改革、改善の具体
例を示しての要請に、中央は聞く耳を持ってい
ます。具体的な提案の提示が魅力があり、効果
が期待できるとなれば動いてくれる環境が出来
ていることをいくつかの行動事例から実感して
います。
九州地域戦略会議は年に２回開催され、そこ
では民間の経済４団体の長と、九州、沖縄、そ
して山口県の知事９人が一堂に集まり、九州の
経済活性化、魅力づくり等について話し合いま
す。１１月の会合では、来年の熊本市での女子ハ
ンドボール世界選手権大会、福岡、熊本、大分
でのラグビーワールドカップ、そして再来年の
東京オリンピック、パラリンピックにと、世界
から日本、九州に観光客が訪れる際に、風光明
媚で温泉もある、阿蘇もそして熊本城の復興も
お見せできるというキャンペーンをしていくと
いう九州が一体となった行動、広報を強化する
事を決めました。創造的復興を実施中の行政と
経済界の動きに敬意を表します。

九州経済連合会
会 長 麻生
泰

観光事業は間違いなく基幹産業になっていき
ます。九州へのインバウンド客は３年連続して
対前年比３０％以上の増加です。２０１６年に２兆
４千億円であった九州の観光収入がこの流れを
続け２０２３年には４兆円になるだろうとみていま
す。この１兆６千億円の純増は巨大です。リー
ダーの皆さん方とその流れが強まるような観光
広報の実行プランを作成していき、皆で動き、
九州のＰＲに繋がる様に活動します。地域挙げ
て、会社挙げて、そして家族挙げてのサービス
向上策を皆さん方も学習し、工夫して、楽しみ
ながら売り上げ増に繋げていく機会とお考えに
なってみてはどうでしょうか。
安全、美味しい、親切、コスト安、温泉も豊
富、こうした世界には存在しない、多くの魅
力、競争力を九州は持っているのです。それも
ご先祖様や先輩が築いてくれたものです。伸び
行くアジアと隣接地に存在し、日本の強いブラ
ンド力の好条件下で、現在のリーダーとして現
役の我々が是非、事業拡大に結び付ける仕掛
け、仕込みをして、次世代に喜んで貰い、地元
の魅力再確認に繋げていきたいものです。
大学発ベンチャーも期待しています。ファン
ドもついて私たちビジネスマンも選考に立ち会
い、助言や要請をして磨きをかけ、成功事例を
複数誕生させる気持ちです。
生涯学習が大事だと思います。定年退職後の
活動を、そしてライフワークとなる課題を、ま
だ現役のうちに考え、見つかるように、企業も
大学も研修活動や出会いの機会づくりをして下
さい。定年後、まだ３０年もあります。しかも現
役時代の多くの経験を通して人を見る目を持ち
合わせての１０,０００日です。定年後も明るく社会
参加し続ける中で健康寿命も延び、次世代も地
元や家業に戻る気になってくれる地方創生のモ
デル地域を九州から形成していきましょう。
今年がそうした明るい兆しとなる１年にお互
いしていきましょう。本年もよろしくお願いし
ます。
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寄稿
事業承継の勘どころ（その３）
～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

前号では、事業承継を契機にグループ事業の整理を行うことで事業譲渡に道筋をつけたＡ社
の事例を紹介していただいた。最終回となる今号では、事業承継を契機に社内管理体制を行っ
たＢ社、および創業の精神の再確認を行ったＣ社の事例を紹介いただく。
※本件事例は、実際のモデルに基づいたフィクションであり、実在する企業とは一切関係がありません。

１．社内管理体制の整備を通じた事業承継
Ｂ社は中部地方で不動産業の傍ら外食チェー
ン店を展開する企業である。創業以来不動産
業を主業としてきたが、事業の多角の一環で
外食のフランチャイズを開始し着実に拡大し
つつあった。社長は、不動産事業が堅調なこ
の機に、成長途上の外食店をさらに拡張させ
て上場を企図していた。
これまで、社長は資金決済に始まって事務
の隅々まで目を行き届かせる堅確な社内管理
に細心の注意を払っていた。斯かる中、足許
は新事業の拡張のために日々の営業活動に追
われる毎日を送っており、本業での不在が続
くと業務決裁にも支障をきたしていた。社長
自身も管理体制に課題を感じており、このま
までは事業承継の集大成として取り組んでい
た上場も危ぶまれる状態であった。
社長は自身の懸念を払拭すべく、自らは両
事業の営業に専念し、管理業務を社員に任せ
る体制を構築すべく、
「上場に向けた社内管理
体制の整備」と銘打ってプロジェクトチーム
を組成して業務改革に取り組んだ。
プロジェクトチームがまず着手したのは、
業務管理とフローの見直しと社内規定の整備
である。これまで社長決裁がほとんどであっ
た業務のすべてを棚卸しした上で優先順位付
けし、現場の業務フローに落し込んでいった。
社長不在で不便な思いをした現場は、プロ
ジェクトを前向きにとらえて改善案を積極的
に提言していき、こうした姿勢が思わぬ相乗
効果にも繋がっていった。
つまり、社内業務の改善の過程で新たな課
２
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題 の 発 見 が あ り、 こ れ に 対 し て、 社 長 は 業
務・決裁の業務管理やフローの整備に留まら
ず、社内システムの整備や人事制度の見直し
と矢継ぎ早に改革項目を指示し、その都度組
成されたプロジェクトチームにより管理体制
が着実に整備されていったのである。
社長は、一連のプロジェクトメンバーに社
長の子息をリーダーとして参画させていた。
業務プロセス整備や改革は地味でおざなりに
なりがちであるが、社長はあえて後継者であ
る子息をリーダーに据え、会社の業務内容、
管理上の課題等、会社を支える基盤を一望さ
せると同時に、その解決策を社員と共に検討
させることで、名実ともに事業を承継させん
とした。リーダーとして陣頭指揮をとった子
息にとっても、プロジェクトを通じて事業の
理解を深めることができ、自らが作った仕組
みとしての自覚の醸成にも役立った。
社長業における事業承継は、営業ノウハウ
や人脈の承継が中心となりがちであるが、事
業内容や管理システムを鳥瞰させ、会社の基
礎を学ばせるためにも、後継者に中期経営計
画や事業戦略、ひいては社内体制整備といっ
た社内プロジェクトの責任者として検討を委
ねることの好例である。
２．創業精神を再確認したＣ社の事例
最後に、創業精神について今一度問うたＣ
社の事例である。Ｃ社は100年を超える歴史を
持つ企業グループである。代々家業を引き継
ぎ、今では三代目となる兄弟が事業を営むに
至っている。

その彼らも事業を引き継ぐタイミングにな
り、次の世代にスムーズに事業承継できるか
不安を抱えていた。つまり、兄弟の間で事業
への関わり方に温度差が顕著となりつつあっ
たのである。長兄が創業事業に強い責任感を
持つ一方、事業意欲は次男が勝り、新たな事
業展開も計画していた。斯かる課題は兄弟間
で解決するのが一番であるが、両家の事情や
思惑が異なり複雑に絡み合っていることから、
中立かつ客観的な立場で両者の合意を図るべ
くコンサルタントが招請された。
コンサルタントはまず、100年史を紐解き創
業の精神と事業変遷の勉強から入り、グルー
プの歴史と経営状況の把握に注力した。その
後、兄弟および関係者に丹念にインタビュー
を行い、これまでの事業への取り組み、思い、
今後の方向性をまとめていった。
最終的に、コンサルタントは次の３つの内
容の解決策を示し合意を得た。つまり、創業
事業の維持、発展に今後も貢献することを前
提に、①創業精神の象徴として創業事業に関
連する研究の支援並びに安定株主としての位
置づけで財団を設立し、社会貢献と経営の安
定を両立させる、②事業意欲の強い次男に対
して経営の自由度を許容するために、次男の
持株比率を大幅に引き上げる、③一方で、将
来にわたって両家の経済的な平等を担保する
ために、事業承継のタイミングで各種資産の

入れ替えを行う、といった内容である。
今回の合意で重要だったのは、
「創業の精神
に立ち返る」ということであった。世代交代
により薄くなりがちな創業者や関係者の思い
を再認識した上での合意形成であった。今回
の検討により、長兄の創業の精神への思いは
財団という形で引き継がれ、これにより、所
有と経営の在り方を整理できたとすれば、更
なる検討によりいずれは従業員の会社へと展
開していく選択肢があるかもしれない。
３．事例にみる事業承継の本質
事業承継にはいろいろな目的があるが、承
継するために整理しなければならないことが
山とある。加えて、事業承継は人間関係が絡
んでくるので、合理性だけでは解決しないの
が通例である。前号、今号でご紹介の３例を
見ても、Ａ社の子息への事業の切り分け、Ｂ
社の経営管理を核とした事業の引継ぎ、Ｃ社
の創業精神を踏まえた合意形成、はどれもが
事業承継である。こうした事業承継の本質を
理解したうえで、関係者で検討、合意形成し、
推進していくことが大切である。
そして、何よりも、従業員、株主、取引先
といったステークホルダーへの責任を果たす
うえでも、最後に決めるのは事業を引き渡す
経営者本人である。その意味でも、事業承継
とは企業経営者の最後の大仕事である。

【事業承継に向けた事業戦略・社内管理体制の整備の項目例】

【事業承継検討の目的と手順】

＜事業承継の目的＞

次世代への安定的かつ発展的な事業の継続

＜検討領域＞

創業精神・理念の
伝承と浸透

後継経営者の
選定・育成
（親族内／親族外）

議決権(株主構成)の
あり方の見直し

＜マスタープラン策定＞

□理念浸透・風土改革
□組織機構・組織運営改革
□業績管理・予算管理

□中期経営計画・事業戦略
□グローバル事業戦略
承継を見据えた
経営計画の策定
（中長期の事業
戦略・体制）

事業･資産構成や
グループ経営体制の
整理・再編

株式承継手法の具体化
(含、課税問題対処)

Ｂ．組織・経営管理

Ａ．経営戦略・事業計画

Ｆ．生産・物流

□生産戦略・SCM

□物流戦略・物流革新

Ｅ．人事制度・人材育成
□人事制度の構築・運用
□役員報酬制度の構築
□人材育成・研修

テーマ例

Ｃ．営業強化・新規事業

□営業戦略・マーケティング
□営業力の強化
□新規事業の探索

Ｄ．業務改革・情報システム
□業務改革・BPR
□情報システム構築
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九経連活動紹介

ＢＣＰ（事業継続計画）について（その３）
ＢＣＰ策定の効果、策定企業の実感
～災害対応力の向上、平時からの経営改善効果～
行財政委員会
11月から３回にわたって、安心・安全な経営基盤を九州・山口地域の“強み”にしていく
ため、会員各位のBCP強化の参考になるよう、BCPに関する特集記事を掲載してきた。これ
まで、
「企業が抱えるリスク」、
「東日本大震災」や「熊本地震」時の取り組み事例を紹介してき
たが、最終回である今回は、
「BCP策定の効果、策定企業の実感」について紹介する。

１. 前号までの振り返り
BCPは、Business Continuity Planの略で、
企業などが「緊急事態」に遭遇した場合にお
いて、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、
中核となる事業の継続のための方法・手段な
どをあらかじめ取り決めておく計画であるが、
BCPを策定している九州・沖縄の企業は、熊
本地震後にも関わらず全国と比べ低調である。
なお、企業が抱えるリスクは、自然災害、事
故、地政学的リスクなど様々あるが、原因の
違いに関わらず事業経営の視点で結果的に起
きることは、１）社員が勤務できない（人員不
足）
、２）施設・設備が使えない、３）情報シス
テム（IT）が使えないなど共通の結果である。
また、
「東日本大震災」や「熊本地震」の事
例からのBCPに関する教訓は、以下の４つで
ある。
①命を守る ～社員とその家族、地域の方々
②トップの言動 ～リーダーシップ、やる気と
決断力
③平時の備え ～中核事業の絞り込みと緊急事
態時の対応、訓練
④地域貢献 ～被災状況下で地域にどう役立つ
か？

２．BCPの策定と運用・メンテナンス
BCPを策定する際、シンプルかつ使いやす
さを優先すべきである。なお、BCPの構成は
以下の３つである。
４
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（１）基本方針［全社共通］
BCPの目的、対象範囲、前提条件、対応方
針など事業継続に関する基本的な考え方をま
とめたものである。
（２）基本手順［全社共通］
発動基準、緊急対策本部の設置や事業の継
続・復旧などに関する基本的な手順を記述し
たものである。緊急事態時に使用するため、
フローチャートやチェックリストを中心に簡
潔にまとめておくべきである。
（３）個別マニュアル
部門・チーム単位で、主に暫定復旧時に使
用する手作業などによる代替手段やシステム
切替えに関する具体的な行動について記述し
たマニュアルやチェックリスト類である。
ま た、 緊 急 事 態 時 に 最 も 重 要 な の が、 コ
ミュニケーションの確立である。そして初動

対応のポイントは、身の安全の確保、安否確
認、そして組織との連絡方法などが周知され
ていることである。財布などに入れられる「携
帯緊急カード」には、安否確認方法や情報伝
達方法などを記載しておくと大変有効である。
そして、BCPを実行するのはあくまで「人」
で あ り、 極 論 す れ ば、 緊 急 事 態 時 に は リ ー
ダーシップと現場力がすべてと言っても過言
ではない。普段からできないことは、緊急事
態時にもできないので、日頃からの教育・訓
練が大変重要である。教育・訓練には、１）役
員・社員に頭と体でBCPを覚えてもらう、２）
BCPが本当に機能するかどうか、無理、無駄、
モレがないかを確認する、という２つの目的
がある。BCPを策定しただけでは必ず形骸化
するため、策定後すぐ、かつ定期的にBCPの
実施テストあるいはシミュレーションを行う
ことが必要である。

３．BCP策定の効果、策定企業の実感
BCP策定の効果は、１）緊急事態時に個人
および組織の初動や取り組みが迅速になり、
社員などの人的被害の防止や早期参集の実現
が可能、２）事前の取り組みを行うことで減災
に繋がる、３）緊急事態時の早期復旧、などで
ある。一方、BCP未策定もしくは事前の取り
組みが行われずに緊急事態に遭遇した場合は、
１）事業規模および雇用の縮小、２）多額の被
害額が発生、３）取引先企業に対する生産活動
への影響、などである。
また、中小企業庁「平成26年度中小企業BCP
に関する調査」によると、BCP策定により、

８割以上の企業が「災害対応力の向上」を感
じている上、同程度の企業が取引先の信頼度
向上、環境整備・業務改善、人材育成・雇用
改善、資金繰り改善など「平時からの経営改
善効果」も感じている。
４．まとめ
３回にわたりBCPについて紹介してきたが、
BCPを策定していない理由である「策定に必
要なスキル・ノウハウがない」場合は、先ず
はBCPの専門家がいる損害保険会社などに相
談されてはいかがだろうか。そして、人材不
足や時間的な制約などの「余裕がない」場合
は、まさに企業経営者の真価が問われている
のである。
BCPには企業を存続させるという第一命題
のほか、副次効果として、取引先の信頼度向
上→取引量の拡大、従業員の安心感→社員の
定着化、地域で復旧支援の取り組み実施→企
業イメージの向上といった期待効果もあり、
これらは企業にとってBCPを推進するインセ
ンティブである。
BCPは単なる防災・被災マニュアルではな
い。 緊 急 事 態 時 に、 企 業 が 生 き 残 る た め の
“拠り所”である。昨今の政情不安や繰り返し
ある自然災害を踏まえ、会員各位・サプライ
チェーンには今一度BCPの意義や位置づけを
踏まえ、BCPの策定・強化を図っていただく
ことを期待したい。
【企画調査部 角】
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必見！

サイバーセキュリティ対策
−対策に役立つ情報源の紹介−

昨年６月に、当会全会員を対象に実施したアンケート調査の結果、大企業に比べ中小企業の
セキュリティ対策が進んでいないことが判った。また、昨年７月に設置した経営者層へのサイ
バーセキュリティ対策の理解促進を目的とする「サイバーセキュリティ推進WG」に対して
は、
「サイバー攻撃の手口」などの情報提供を期待する声が寄せられている。こうした状況を
踏まえ、今回、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）等が公開している、セキュリティ対策に
役立つ情報を紹介する。
１． 映像によりサイバーセキュリティの重要
性を知る
サイバーセキュリティ対策の実施にあたっ
ては、攻撃の手口やウイルス感染後の影響を
認識することが重要である。以下のサイトで
は、
「企業や組織の経営者･管理者」「中小企業
の経営者･管理者」「企業や組織の従業員」な
どを対象にドラマやデモンストレーションを
通じて最新の脅威と対策が学べる映像が多数
公開されている。ここでは、おすすめの動画
を何点か紹介する。
サイト名 映像で知る情報セキュリティ ～映像コンテンツ一覧～
URL

https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/videos/
index.html

⑴企業や組織の経営者･管理者向け
①組 織の情報資産を守れ！～標的型サイ
バー攻撃に備えたマネジメント～
 組織の情報資産を
守るためには経営者
のリーダーシップに
よって対策を進める必要がある。この動
画では、経営者の視点で標的型サイバー
攻撃に備えた組織マネジメントのポイン
トが解説されている。
②見 え ざ る サ イ バ ー 攻 撃 〜 標 的 型 サ イ
バー攻撃の組織的な対策〜
 標的型サイバー攻撃に対して組織的
な対応ができなかったため被害が拡大
したケースの再現ドラマを通じて、標
的型サイバー攻撃に備えた組織的な対
６
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策のポイントが解説されている。
⑵中小企業の経営者・管理者向け
①あなたの会社のセキュリティドクター〜中
小企業向け情報セキュ
リティ対策の基本〜
 人間ドックの結果
を聞きに医院を訪れた中小企業の社長。
そこで待っていたのは中小企業の情報
セキュリティを診断する女医だった…。
この動画では、中小企業における情報
セキュリティ対策の必要性とまず実践
してほしい対策「情報セキュリティ５ヶ
条」が、人間ドックの診断に見立ててわ
かりやすく解説されている。
⑶企業や組織の従業員向け
①情 報を漏らしたのは誰だ？～内部不正
と情報漏えい対策～
 顧客リスト漏えい
の疑いをかけられた
主人公は、システム管理部に属する同
期と漏えいの可能性を一つ一つ洗い出し
ていく。浮かび上がってきたのは内部不
正による漏えいの可能性だった…。この
動画では、ドラマを通じて情報漏えい
の基本的な対応が解説されている。
２．中小企業向け役立ちサイトの紹介
昨年６月に実施したアンケート調査（結果に
ついては、2017年10月号に掲載）では、企業
規模に関係なく、回答した企業のほとんどが、

サイバーセキュリティのリスクを経営リスク
として認識していた。一方、セキュリティポ
リシーの策定・宣言率やリソース（人・予算）
の確保といったセキュリティ対策の実施状況
については、企業規模が小さいほど、対策が
進んでいないという結果であった。この結果
を 踏 ま え、 こ こ で は、 中 小 企 業 の セ キ ュ リ
ティ対策に役立つサイトを２つ紹介する。
サイト名 中小企業向け全国普及啓発事業
URL

https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/
index.html

このサイトでは、サイバーセキュリティ
を「はじめたい」「学びたい」「強化したい」
「相談したい」といった企業のニーズにあわ
せた情報が準備されている。以下に、主な
コンテンツを抜粋して紹介する。
■はじめたい
「新５分でできる！情報セキュリティ自社診断」
25個の診断項目に答えることで、自社の
情報セキュリティ対策状況を簡単に把握
できるツール
「MyJVNバージョンチェッカ」
P C内のソフトウェア製品のバージョンが
最新であるかを確認できるツール
■学びたい
「５分でできる！情報セキュリティポイント

学習」１テーマ５分で勉強できる学習ツール
「映像で知る情報セキュリティ」
情 報セキュリティの脅威と対策を、ドラ
マを通じて学べる映像シリーズ
■強化したい
「中小企業のセキュリティ対策ガイドライン」
中 小企業にとって大事な情報に対する漏
えいや改ざん等の脅威から保護するため
の考え方や実践方法について説明
「対策のしおり」情報セキュリティの脅威

への様々な対策をテーマ別に説明した小
冊子シリーズ
「脆弱性対策」脆弱性対策をテーマとした

各種情報を掲載

■相談したい
「あんしん相談窓口」
マルウェアや不正アクセスの被害に遭われ
た方に対して技術的なアドバイスを実施
「セキュリティプレゼンター」
I PAのコンテンツを活用して情報セキュリ
ティに関する啓発やその普及活動を行う
方々をご紹介
サイト名

企業（組織）における最低限の情報セキュリティ対
策のしおり ＋１

URL

https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/shiori/
management/01_guidebook.pdf

IPAが昨年６月に発行した「企業（組織）に
おける最低限の情報セキュリティ対策のしお
り＋１」の中では、最近の中小企業を取り巻
くIT環境の変化、新しい形態のコンピュータ
ウイルスやサイバー攻撃の増加に合わせた解
説や対策にも対応し、最低限実施してほしい
25の診断項目が列挙されている。アンケート
でも多くの声があった「セキュリティ対策と
してどこまですべきか分からない」に応える
内容にもなっており、是非、一読してほしい。
３．その他セキュリティ関連サイトのご紹介
・首相官邸（内閣官房）内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）
http://www.nisc.go.jp/
・経済産業省 情報セキュリティ政策
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/index.html
・総務省 情報セキュリティホームページ
h ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/
security_previous/security.html
・警察庁 サイバー犯罪対策プロジェクト
http://www.npa.go.jp/cyber/
・警察庁 セキュリティポータルサイト@police
https://www.npa.go.jp/cyberpolice/
・（国研）情報通信研究機構 ネットワークセキュリティ研究所
http://www.nict.go.jp/csri/
・（独）情報処理推進機構 情報セキュリティ関連サイト
https://www.ipa.go.jp/security/index.html
※今回ご紹介した内容は、当該ページの情報セキュリ
ティ啓発のコンテンツの一部となります。

【社会基盤部
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第４次産業革命に応じた九州・山口地域一体となった取り組みテーマに

『スマート農業の促進』を決定
と

き

ところ
出席者

１１月１日（水）
熊本市・ホテル日航熊本
１９名

第３２回九州地域戦略会議
（九州地方知事会、九州経済連合会、九州商工会議所連合会、
九州経済同友会、九州経営者協会）

官民が一体となって九州・山口地域の発展戦略を協議し、具体的な施策を推進する九州地域
戦略会議（以下、戦略会議）の第32回会議（共同議長：九州地方知事会・広瀬勝貞会長、九経
連・麻生泰会長）が開催された。
今回の主な審議結果は、以下の３点。
①ラグビーワールドカップ2019へ向けた九州・山口地域のPR強化の取り組みを決定
②「九州・山口地域 世界遺産登録に向けた応援宣言」を採択
③第４次産業革命に応じた取り組みテーマに「スマート農業の促進」を決定

【審議事項】
（１）九 州創生アクションプラン（JEWELSプ
ラン）フォローアップ
（しごとの場づくりPT、教育環境づくりPT、出

産等の希望が叶う社会づくりPT、安心安全な暮
らしづくりPT ）
※

※ＰＴ：プロジェクトチームの略

九州・山口地域の官民が一体となって「地
方創生」に取り組むため、平成27年10月の戦
略会議で決定した九州創生アクションプラン
の４つのPT毎に、掲げたKPI（主要業績評価
指標・目標）の達成に向けた現在の取り組み状
況と実績・評価を踏まえ、今後の課題と取り

８
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組みについて各PTリーダーから説明を行った
後、意見交換を行った。
しごとの場づくりPTからは「九州・山口地
域大産業展（仮称）」に関する平成30年度の開
催概要について報告があり、以下のような意
見が出た。
・九 州における食とモノづくりの連携といっ
た効果も見込めることから、是非、盛り上
げて欲しい（二橋岩雄九経連副会長）
・海外のバイヤーへのPRと同時に、ＢtoＣも
意識して内容を工夫して欲しい（礒山誠二九
州商工会議所連合会会長）
・需 要が高まるアジアに向けて、九州の売る

力を強化するこうしたイベントを充実させ
ていくべき（麻生泰九経連会長）
また、
「九州の統一的ロゴマーク」につい
て、これまで検討されてきた３つのデザイン
候補が示され、その中から最終のデザイン案
を決定した。今後、商標登録などの手続きを
経て、来春に発表される予定である。

麻生泰共同議長あいさつ

（１）−２ 九
 州・山口地域のPR強化に関する
取り組みについて
前 回 の 戦 略 会 議 で 提 議 さ れ た、 ラ グ ビ ー
ワールドカップ2019をはじめとする大規模国
際スポーツイベント開催を契機とした九州・
山口地域のPR強化への具体的取り組み案につ
いて、事務局より提案がなされた。
主な内容としては、海外において、九州の
強みや魅力を直接PRする為に、以下について
決定された。
・日仏友好160周年事業として、フランス・パ
リを中心に開催される「ジャポニスム2018」
へ、オール九州で参画する。
・ラ グビーワールドカップの開催を見据え、
九州・山口地域の「祭り」を活用した訪日
観光客へのプロモーションにより、九州の
伝統文化や魅力の発信、さらには創造的復
興・地方創生の実現に繫げていく。
今後、実施時期や具体的内容などの詳細に
ついて、官民一体となって検討し、実現に向
けてスピード感を持って取り組んでいくこと
が確認された。

（１）−３ 「九州・山口地域

世界遺産登録に
向けた応援宣言 ～『九州の宝』を
『世界の宝』へ～」を採択
観光産業を九州の基幹産業とすべく、官民
一体となって取り組む中、平成28年の熊本地
震で九州の観光シンボルともいうべき阿蘇が
大きなダメージを受けたが、九州・山口地域
には、その価値を国内外へ広く知らしめ、将
来に守り継いでいくべき遺産が数多く存在し
ている。
そこで、九州・山口地域のPR強化と合わ
せ、九州・山口地域のブランド力を更に高め、
地域活性化に繋げていくことを目的に、創造
的復興の象徴ともいうべき阿蘇をはじめ、九
州各地の世界遺産登録に向けた取り組みを応
援していくことを確認し、
「九州・山口地域
世界遺産登録に向けた応援宣言」を採択した。
（２）第 ４次産業革命に応じた九州・山口地域
一体となった取り組みテーマの具体案に
ついて
前回の戦略会議において、
「九州・山口地域
第４次産業革命“Kyushu4.0”宣言」を採択し
たが、その取り組みテーマの具体案として、
事務局より「スマート農業の促進」が提案さ
れ、承認された。
＜狙い＞「第１次産業従事者の“稼ぐ力”と
“魅力”の向上」
「伸び行くアジアへ
市場を拡大する突破口づくり」の２
点。生産者の高齢化等により事業承
継が深刻化する中、先進技術の導入
などにより、九州の特色である農林
水産業をより魅力ある産業にしく。
事例として、㈱オプティム、㈱カミ
チクグループを紹介。
＜意見＞「我が県では、先んじてオプティム
と連携し取り組んでいるが、是非、
九州全体で積極的に取り組んで欲し
い」
（山口祥義佐賀県知事）
「スマート農業は政府も注目してい
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る取り組みであり、是非、九州の
尖った実績づくりとして取り組んで
いきたいので、各自治体の協力をお
願いする」
（麻生泰九経連会長）
今後、実証事業の検証、モデル農場の選定、
その実績を踏まえた上で、九州・山口地域へ
広く水平展開を図っていく予定である。
（３）九州地域戦略会議の運営
①予算・決算
②役員選任
〈関連事業等報告〉
・九 州・沖縄文化力推進会議 平成30年度
事業計画
・再 エネ委員会の活動報告と平成30年度事
業計画
【報告事項】
（１）災 害時の広域応援に関する取り組みにつ
いて
昨年７月に沖縄県で実施した広域応援訓練
の結果が報告された。
訓練には、九州北部豪雨対応のため欠席し
た福岡県を除く、各県から14名の職員が参加、
人員や物資の輸送方法などの検証結果が報告
された。
将来起こりうる南海トラフ巨大地震の発生
などに対し、万全の備えを行うため、熊本地
震の教訓を活かし、官民一体となって実効性
の 高 い 応 援 体 制 を 確 立 し、 安 心・ 安 全 な 社
会・暮らしを九州・山口地域の強みにしてい
くことを改めて確認した。
また、大規模広域災害に対する防災連携・
広域応援の重要性を鑑み、九州地方知事会と
して、
「防災連携の強化宣言 熊本宣言」を採択
した旨の報告がなされた。
（２）第15回夏季セミナーの開催について
（３）外 国人材活躍促進に向けた要望活動の結
果について
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◆第32回九州地域戦略会議

出席者名簿
（敬称略）

【九州地方知事会】
会

長

広瀬

勝貞（大分県知事）〈共同議長〉

副会長

中村

法道（長崎県知事）

小川

洋（福岡県知事）

山口

祥義（佐賀県知事）

蒲島

郁夫（熊本県知事）

河野

俊嗣（宮崎県知事）

三反園

訓（鹿児島知事）

村岡

嗣政（山口県知事）

浦崎

唯昭（沖縄県副知事）※代理

【（一社）九州経済連合会】
長

麻生

泰（麻生セメント㈱会長）〈共同議長〉

副会長

石原

進（九州旅客鉄道㈱相談役）

〃

甲斐

隆博（㈱肥後銀行頭取）

〃

二橋

岩雄（トヨタ自動車九州㈱会長）

会

【九州商工会議所連合会】
長

礒山

誠二（㈱西日本シティ銀行副頭取）

副会長

田川

憲生（くまもと新世紀㈱会長）

副会長

岩崎芳太郎（岩崎産業㈱社長）

会

【九州経済同友会】
代表委員

貫

正義（九州電力㈱会長）＊当会副会長兼務

代表委員

坂井

俊之（協和機電工業㈱会長）

【九州経営者協会】
会

長

竹島

和幸（西日本鉄道㈱会長）＊当会副会長兼務

広瀬勝貞、麻生泰両共同議長による共同記者会見

九州・山口地域 世界遺産登録に向けた応援宣言
～「九州の宝」を「世界の宝」へ～
政府においては、2017年度から2020年度の４年間の新たな「観光立国推進基本
計画」を策定し、2020年訪日外国人旅行者数4,000万人などの目標を掲げ、世界が
訪れたくなる「観光先進国・日本」への飛躍に向けて積極的な取り組みが進められ
ている。
ここ九州・山口地域でも、
「九州観光戦略」の実行組織として、2005年に九州観
光推進機構を設置し、観光産業を九州の基幹産業とするべく、官民一体となって取
り組んできた。
また、2019年のラグビーワールドカップなど、国際スポーツ大会開催の契機を
生かし、世界遺産をはじめとした九州の文化遺産や自然遺産、ナショナルパーク化
を進める国立公園などを積極的に活用した九州広域の商品開発・プロモーションを
行っている。
【参考】九州・山口地域の世界遺産
〈文化〉
・琉球王国のグスク及び関連遺産群（沖縄）〈2000/12〉
・明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業（山口・鹿児島・佐賀・長崎・福
岡・熊本）〈2015/7〉
・「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 （福岡）〈2017/7〉
〈自然〉
・屋久島 （鹿児島）〈1993/12〉

しかしながら、昨年の熊本地震により九州の観光のシンボルである阿蘇も大きく
傷ついたため、その価値を改めて国内外へ広く知らしめ、将来に守り継いでいく必
要がある。
そこで、観光地としての九州・山口地域のブランド力を更に高め、地域活性化に
繋げるためにも、九州・山口地域の世界遺産登録に向けた取り組みを官民一体と
なって応援していくことをここに宣言する。
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阿蘇
長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産
奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島
その他の取り組み
平成29年11月１日
九州地域戦略会議

共同議長
共同議長

広瀬
麻生
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“スポーツで稼ぐ、スポーツ産業の創出”を議論
第１０回沖縄連携フォーラム
と

き

ところ
参加者

１１月２０日（月）
那覇市・ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー
８４名

第10回目となる今年の沖縄連携フォーラムは、
「大規模国際スポーツイベントを契機に考え
るスポーツ産業の創出」をテーマに、スポーツイベントがもたらす経済効果、どんな分野の産
業にどういう効果が見込めるのか、またイベント終了後も継続的な経済効果を享受するために
新たなビジネス（スポーツ産業）へとつなげる可能性について、知見をお持ちの方々によるシ
ンポジウムを開催した。

このフォーラムは、本会と沖縄県経済団体会

科学学術院教授の原田宗彦氏より、基調講演

議の共催により開催されるもの

として「大規模スポーツイベントがもたらす

である。冒頭、主催者として本

社会・経済効果」と題した講演をしていただ

会の麻生泰会長、沖縄県経済

いた。講演では、スポーツがアマチュアイズ

団体会議の石嶺伝一郎議長（沖

ムからビジネスイズムへ進化している。以前

縄電力㈱会長・本会副会長）よ

は互いに独立していたスポーツ関連の産業が

り、今後３～４年の間に多く

複合化、ハイブリッド化することでスポーツ

の国際的な大会が開催される

のグローバルビジネス化が促進されている。

ことを機に、九州・沖縄にお

大規模スポーツイベントは、社会資本蓄積、

いて新たな産業としてのス

都市知名度向上、地域連帯感向上、消費誘導

ポーツについて大いに学びたい

という社会・経済効果をもたらす。大規模ス

とのあいさつをいただいた。

ポーツイベントの開催後には観光客が急増す
る。このレガシーを生かし、スポーツという

基調講演
フォーラムは、まず、早稲田大学スポーツ
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明確な目的を活用した新たな旅行需要を創出
する「スポーツツーリズム」への期待がもて

る。スポーツツーリズムを促進するために、

ツ産業クラスターの形成に取り組まれている

近年各地で「スポーツコミッション」が設置

内閣府沖縄総合事務局から各々パネリストを

され、その地域で経済効果を上げていること

お招きし、①大規模国際スポーツイベントの

が述べられた。

開催により期待できる経済効果、効果を受け

※講演の要旨については、次号以降に掲載

る業種、②大規模国際スポーツイベントを契
機としたスポーツ産業化への展望、③九州・
沖縄においてスポーツ産業創出のためになす
べきことの３点について、それぞれの視点か
ら発言をいただいた。
ディスカッションでの意見
・地 域ならではの特色を掛け合わせること
で、スポーツの力が最大化される（津々木）
・東京オリンピック・パラリンピックの経済
効果は、30兆円と見込む。特徴は、直接効
果２兆円、付随効果28兆円と付随効果が直
接効果の10倍あるということである（森田）
・スポーツに観光や健康、IoTといったもの
を掛け合わせることでスポーツを成長産
業化できる（寺家）
・国 としては、従来の概念にとらわれず、
スポーツで稼ぎ、その収益をスポーツに
還元するシステムの実現を目指している

パネルディスカッション
基調講演・モデレーター
原田 宗彦（早稲田大学スポーツ科学学
術院 教授）
パネリスト
津々木晶子（スポーツ庁 参事官付産業
連携係長）
森田 倫史（みずほ銀行 産業調査部戦
略プロジェクト室長）
寺家 克昌（内閣府沖縄総合事務局 経
済産業部長）
基 調 講 演 に 続 い て、 原 田 教 授 を モ デ レ ー
ターに、スポーツ政策を進めるスポーツ庁、
スポーツ産業について調査研究をされている
みずほ銀行産業調査部、沖縄におけるスポー

（津々木）
・沖縄ではスポーツを基幹産業化しようと考
えている。期間限定のキャンプやイベント
に依存せず、通年で稼ぐ着地型の新しいス
ポーツビジネスモデルの創造をしたい。沖
縄スポーツ産業推進クラスター推進協議会
を設立し、検討を進めている（寺家）
・国 際観光客数ランキングで日本より上位
にマレーシアがいる。1990年代から国を
挙げてスポーツツーリズムの拡大に注力
し、国際的な大会の継続した誘致ととも
に近隣の観光資源とのセットなど経済効
果を狙っている（森田）
※パネルディスカッションの内容については、次号（２月号）にて掲載予定

【総務広報部
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「九州の国際医療を考える」セミナー開催報告

ところ

１０月２１日（土）
福岡市・電気ビル共創館

参加者

８２名（医療機関４７名、企業他３５名）

と

き

政府が打ち出した日本再興戦略において、
「医療の国際化」は市場創造の柱の一つとして掲
げられ、各界からの期待が高まっている。しかしながら、足元の医療現場においては、外国人
患者受入れに伴う様々な混乱や停滞が起こっており、国際医療をめぐる課題もある。今回、本
会主催により、国際医療セミナーを開催した。

プログラム
基調講演
「九州大学病院における外国人患者受入れについて」
九州大学病院 国際診療支援センター長 中島直樹 氏
事例紹介１
「在住外国人と訪日外国人の急患対応」
済生会福岡総合病院 副院長 関口直孝

氏

事例紹介２
「中国人医師による医療渡航支援」
城山国際医院 院長 城山隆季 氏
事例紹介３
「PET検診を軸とした国際化の取り組み」
医療法人祥仁会 理事長 千葉憲哉 氏
質疑応答・パネルディスカッション

２．国際医療をめぐる課題
国際医療をめぐる課題は大きく以下の二つ
に分けて考えられる。
（１）訪日客の急患
2016年の訪日外国人数は過去最高の2,400万
人を超え、今年度は更なる増加が見込まれる。
観光庁の調査によると、日本滞在中に不慮の
病気や怪我を経験する外国人は約４％という
データがあり、医療機関を受診する外国人患
者数も増加傾向にある。
訪日外国人の利用交通機関は、航空より船
舶が過半数を占めており、クルーズ船の寄港
数が全国１・２位を占める博多港・長崎港周
１４
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辺をはじめ、言葉・文化・未収金といった問
題に悩まされる医療機関が増えている。
（２）医療観光の伸び悩み
医療観光とは、医療を目的とした渡航のこ
とである。日本の高度医療技術は世界からも
注目されており、2011年に創設された医療滞
在ビザは、中国を中心に前年比２倍のペース
で年々伸びてきている。日本政策投資銀行の
調査によると、医療観光には2020年時点の潜
在需要として年間43万人の患者がおり、観光
を含む市場規模は約5,500億円と言われる。
しかし、タイやシンガポールや韓国のよう
に、数十～数百万人の患者を積極的に受入れ
る国々に比べ、日本はまだ数千件というレベ
ルに収まっている。また、日本へ来る患者の
中には「都市部の方が優れた医療サービスが
受けられる」というイメージが根強いため、
行先が東京など首都圏に集中する傾向がある。
アジアからアクセスが便利で移動の負担が
軽い九州で、首都圏と遜色ないハイレベルの

医療が提供でき、自然や温泉といった観光資
源に恵まれているという点をPRしていくこと
が必要であろう。
３．講演概要
基調講演：九 州大学病院 国際診療支援セン
ター長 中島 直樹 氏
タイトル「九 州大学病院における外国人患者
受入れについて」
国籍にかかわらず、先進医療を必要とする
全ての人々へ適切な医療を提供することが、
高度医療・三次救急を取り扱う大学病院とし
ての存在意義であるという理念のもと、国立
大学病院では全国で二番目の早さで、外国人
患者対応部署が設置された。また、厚生労働
省の事業である「外国人患者受入れ医療機関
認証制度（JMIP）」の認証を、2017年３月に受
けた。これも、国立大学病院としては全国二
番目である。
国立大学病院国際医療連携ネットワークの
事務局を立ち上げ、患者の症状や希望に合わ
せた全国各地へ医療機関への紹介を行うとと
もに、多数の海外医療機関や留学生と密接な
関係を持っているため、世界中の最適な医療
機関へフォローアップ紹介が可能という点も、
大学病院ならではの強みである。
外国人患者数は、初診だけでも年間約400
名。常駐の通訳スタッフに併せ、電話通訳・
ボランティア・福岡アジア医療サポートセン
ターなどを活用しながら、言葉の問題には対
応している。また、多言語のホームページを
作成し、院内の看板や案内表示も、多言語に
て表記している。
医療スタッフの派遣や受入れも積極的に
行っており、これまでに33か国、289名の外国
人医師や看護師等を受入れた。
現在の課題は、①医療費 ②未収金 ③医
療通訳 ④安全管理 の４点である。保険未
加入の救急搬送外国人患者は、2015年からの
累計で15名おり、現時点でも数百万円の未収

金が残っている。今後は、遠隔医療とインバ
ウンドの融合に挑戦し、来日前から帰国後ま
で、患者や現地医療機関と連携できる仕組み
づくりに繋げたい。

事例紹介①：済生会福岡総合病院 副院長
関口 直孝 氏
「在住外国人と訪日外国人の急患対応」
東京・大阪に次ぎ、全国３位の留学生数を
誇る福岡。済生会福岡総合病院は、そんな福
岡市の中心部、天神に位置している。１年半
の準備期間を経て、2017年７月に「国際医療
支援室」という部署を立ち上げた。
2016年は、648名の在住外国人、162名の訪
日外国人患者が受診しており、その数はとも
に毎年増加傾向にある。在住外国人と訪日外
国人の一番の違いは、来院・救急搬送される
時間である。在住外国人は、88％が診療時間
内であるのに対し、訪日外国人の場合51％が
診療時間外であった。当院は急患対応を24時
間休みなく行うため、全職員が外国人患者に
対応できる仕組みづくりが必須であり、数種
類の翻訳ツールを準備する他、診療契約書や
同意書など緊急治療に必要な書類は、優先的
に翻訳を進めている。
日本に無い特殊な感染症が疑われる場合は、
転院してもらうケースもある。
事例紹介②：城山国際医院 院長
城山 隆季 氏
「中国人医師による医療渡航支援」
中国医科大学卒業後、国費留学生として来
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日。1996年に日本における医師免許も取得し、
2009年には日本国籍を取得した。自身の家族
を福岡で看取った経験から、日中の懸け橋と
なるため福岡での開業を決意し、2016年に城
山国際医院を開設した。
医療機関が外国人患者を受入れる際には、
患者情報の不足、価値観の相違、言葉が通じ
ず意思疎通がままならないことなどから、躊
躇したくなる気持ちはよく理解できるが、医
療に国境は無い。自身が中国人患者を日本の
医療機関へ紹介する際には、医療機関と患者
の間に立ち、医療通訳や帰国後のフォローも
行っており、中国では得られなかった治療効
果に非常に満足しているという喜びの声が多
く寄せられる。
日本の医療は、技術力の高さを評価される
ことが多いが、それだけでなく、常にエビデ
ンスに基づき治療法のメリット・デメリット
を考えながら患者の選択を尊重する理念が素
晴らしいと感じる。

事例紹介③：医療法人祥仁会 理事長
千葉 憲哉 氏
「PET検診を軸とした国際化の取り組み」
総務省事業に採択されたメディカルツーリ
ズムの実証実験に参加したことをきっかけに、
2010年から中国人のPET検診ツアーを開始し
た。現在も、年間40～50件を受入れている。
医療機関側で準備しなくてはいけないこと
は、受入れ部署の設置、通訳手段の確保、書
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類の多言語翻訳、外国語による院内表示など
である。医療以外のこと（交通、宿泊、ビザ、
支払い、スケジュール調整等）は、国際医療
コーディネート事業者がやってくれるので安
心ではあるが、ともに密な調整を図りながら
進めていかないと、トラブルに発展する可能
性がある。
医療観光の受入れ先として九州の知名度を
上げるには、医療機関および官民一体となっ
たPR活動や交通整理が必要であり、そのため
の組織「九州国際医療機構」の設立を呼び掛
けたい。
４．まとめ
土曜開催のセミナーにもかかわらず、医療は
もちろんのこと金融・建設・航空・商社等、
様々な業界から定員を大幅に上回る申し込みと
参加をいただいた。終了後のアンケートでは、
「大変よかった」
「割とよかった」 と好意的な
評価が合わせて95％を占め、興味がある分野に
ついて尋ねた項目（複数回答可）は、１位が
「通訳・翻訳」
（36件）
、 次いで２位が「医療観
光（メディカルツーリズム）
」
（32件）であった。
医療を目的とした渡航者の受入れには、慎
重意見も多数あり、課題は多い。しかし、世
界各地から日本の医療が求められる以上、そ
の期待に応える努力をすることは必要であろ
う。また、2020年に訪日観光客4,000万人とい
う政府目標を支えるインフラとして、外国人
受入れ体制整備は、多くの医療機関に課され
る使命でもある。
これまでも九経連では、医療機関を対象と
した勉強会を定期開催しているが、今回のセ
ミナーはその集大成といえるものであった。
九州の経済活性化・観光振興にも、医療観光
は貴重なヒントを含んでいると考えられる。
本会としては、今後も、医療を切り口とした、
九州の強みや資源を生かした地域貢献に取り
組んでいく。
【観光・サービス産業部 高野】

「新潟ニューフードバレー構想」を推進する
新潟国家戦略特区視察報告
農林水産委員会
国家戦略特区に指定（平成26年５月）された新潟市では、農業分野の規制緩和等を活用し、
農業を含めた食産業全体が連携し成長産業として一体となって発展し、食産業No.1都市とな
ることを目指す「新潟ニューフードバレー構想」を推進している。農林水産委員会企画部会と
しても、その取り組みを学ぶため、新潟市役所等を視察した。
１．期 日
２．視察地

平成29年11月７日（火）～９日（木）
新潟県新潟市（国家戦略特区）
新 潟市役所（農林水産部ニュー
フードバレー特区課）、特例農業
法人「㈱たくみファーム」、新潟
雇 用 労 働 相 談 セ ン タ ー、 朱 鷺
メッセ
３．参加者（敬称略）
部会長 三和酒類㈱
取締役名誉会長 西 太一郎
委 員 ㈱十八銀行 ソリューション推進部
副部長 松永 雄三
委 員 農林中央金庫福岡支店 食農法人営業本部
九州営業統括部長 黒沢 敬之
委 員 農林中央金庫福岡支店
食農法人営業本部 次長 原田 裕造
委 員 ヤマエ久野㈱ 顧問 手嶋 泰樹
事務局 (一社)九州経済連合会 農林水産部
部長 小田 保、次長 中山 郁夫
４．視察先の概要
（１）新 潟市農林水産部ニューフードバレー特
区課
■ニューフードバレー構想
・新 潟市は、農業はもとより食品関連産業の
集積地（フードバレーを形成）として発展し
てきたが、６次産業化では全国的にも遅れ
て い た。 ま た、 人 口 減 少 に よ る 国 内 マ ー
ケットの縮小、コメ消費量の減少、TPP問
題等の環境変化も踏まえ、平成23年度から
「農業を含めた食産業全体が連携し共に成長
し 発 展 す る 」 新 た な 姿 を 目 指 し て、 新 潟
ニューフードバレーの形成に向けたプロ

ジェクトを開始した。
・同プロジェクトは、
「農商工連携と６次産業
化 」「 食 産 業 集 積・ 創 造 」「 高 度 な 技 術 研
究・人材」「食品リサイクル」「ブランド力、
情報発信」「フードデザイン」の６つの戦略
で取り組みを推進している。
・生 産・加工・販売を一連で支援する６次産
業化、農商工連携の拠点として、
「農業活性
化研究センター」を開設。また、食品加工
技術や新商品のテストマーケティング等の
支援や宿泊して農業体験のできる施設「食
品加工支援センター」を設置した。
■国家戦略特区
・
「国家戦略特区」は、国の経済政策アベノミ
クスの「第３の矢」である成長戦略の一つ。
特定の地域や分野を限定して規制緩和や税
制上の優遇措置などを行うことで、企業の
投資や人材を呼び込み、地域の活性化を目
指す政策であり、補助金はない。
・新 潟市は、ニューフードバレープロジェク
トを推進するため、国際的な農業・食品産
業の拠点をつくる「ニューフードバレー特
区」を国に提案し、
「大規模農業の改革拠点」
として、国家戦略特区（名称：新潟市革新的
農業実践特区）に指定された。
■規制緩和を活用した主な取り組み
◎農業生産法人の役員要件の緩和
 農業生産法人の役員要件の緩和（役員の過
半数が農作業に従事⇒役員の１人以上が農
作業に従事）に伴い、㈱ローソンファーム新
潟（全国初）、㈱たくみファームなどが新た
に設立された。農業を実際にやっているの
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は地元の農家。地元の農家と企業が連携し、
企業の強みを活かして、農業、商品開発・
加工・販売力の強化、耕作放棄地の解消を
図っている。なお、この規制緩和は、平成
28年４月より全国に展開されている。
◎農用地区域での農家レストランの設置
 農用地区域は、
「農地」と「農業用施設用
地」に区分される。
「農業用施設用地」には、
原則、農業用施設しか建設できないが、
「農
家レストラン」が農業用施設に追加され、
農業者が農村地帯で地域の農産物を材料と
した料理を提供するレストランの開設が可
能となった。
 現在、３つの農家レストランがあり、全
部での集客は87,000人、雇用は正規、臨時
で22人である（平成29年３月末）。農家レス
トランは、農村地域の雇用増や農家所得の
向上、交流人口の拡大につながっている。
（２）特例農業法人「㈱たくみファーム」
■設立日
平成27年８月10日
■設立目的等
障 害者の就労支援などを手掛ける㈱アイエ
スエフネットライフ新潟（新潟市中央区）
が、親会社の㈱アイエスエフネットと共に
国家戦略特区の規制緩和を活用し、障害者
が担い手となる農福連携を目的として同法
人を設立。また、営業支援で、農事組合法
人アグリ悠悠が農業指導を行う。
■主な事業内容
農産物生産・加工・販売、その他関連事業
■資本金
500万円
■施設等概要（※ミニトマトのビニールハウス
を見学）
〈ICT農業〉
・日 射比例式かん水装置（日射量に応じて給
水）や農業IoTソリューション（田畑の温湿
度や日射量、土壌内の温度や水分量、CO2な
どを計測できる各種センサーを搭載する子
機からデータを収集し、親機を経由してパ
ソ コ ン 上 で 収 集 デ ー タ を 管 理。 ス マ ー ト
フォンなどから、栽培時に必要となるデー
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タを参照でき、収集したデータをもとに栽
培方法をナビゲート）の導入等、ICTを活用
した先進的な農業に取り組んでいる。
・ハウス内は28度に設定し、それを超えたり、
風が強くなりハウスに気圧がかかった場合
は、自動で熱や気圧を下げる空動扇を設置。
また、暑さ対策のため、空調機や遮光カー
テンの設置等、通年で安定した生産量が確
保できるような環境づくりが整備されてい
る。
〈農福連携〉
・知 的障害や精神疾患などを抱えた人たちが
働いており、ミニトマト、イチジク等を生
産。生産した農産物は、産直やスーパーに
出荷している。また、ミニトマト「天使の
唇」は、
「野菜ソムリエサミット2016年７
月」で金賞を受賞。
・障 害者が農作業することを前提に、ハウス

ミニトマト栽培のビニールハウス内

スマートフォンに表示された計測データ

内の通路を広くして作業がしやすいように
整備したり、温度計や湿度計は見えやすい
ようにはっきりとした色で表示したり、ま
た、
「頭上注意」等のシートも大きく掲示す
る等、障害者目線に合わせた工夫が随所に
されている。
・障 害を持つ人でも、安心して働ける労働安
全、環境整備を基本とする考えから、国際
的 農 作 物 の 安 全 管 理 規 格「 グ ロ ー バ ル
GAP」の認証を取得した。
（３）新潟雇用労働相談センター
■概 要
 国家戦略特別区域法に基づき設置される
もので、雇用条件の明確化等を通じ農業ベ
ンチャー等の創業を支援するため、弁護士
や社会保険労務士による相談対応等を行う。
ただし、相談は個別労働紛争の未然防止に
限られる。
■営業時間
 ８：30～19：00（日曜、国民の祝日、年
末年始を除く）
■対象者
・新規開業直後の企業（概ね５年以内）及び新
規開業を目指す企業
・日 本国外から新潟市に進出を目指すグロー
バル企業
・新 潟市における事業拡大に伴って雇用創出
を目指す企業
・上記の企業で働く方（就労を希望する方を含
む、日本人・外国人）
（４）朱 鷺 メ ッ セ（「 フ ー ド メ ッ セinに い が た
2017」）
■開催期間
平成29年11月８日（水）～10日（金）
10：00～17：00（最終日は16：00まで）
■場所
朱 鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
「展示ホール」
■メインテーマ 「より良い食を求めて」
■主催 フードメッセ in にいがた運営会議・
新潟市

■特徴
①本州日本海側最大の食の国際総合見本市
・平 成19年の第１回開催以来、今回で９回
目。国内外から過去最多となる450社が出展。
②地 域の高付加価値を探す１万人を超えるバ
イヤーが来場
・期 間中来場者は延べ10,033名（平成28年
9,277名）と目標の１万人を上回った。

国家戦略特区のPRコーナー

５．まとめとして
・新 潟市は、全国トップクラスの農業力、食
品製造力を誇り、国家戦略特区という国の
政策を活かし、農業を含めた食産業全体が
連携し共に成長して発展する新たな姿を目
指 し て、 さ ま ざ ま な 取 り 組 み を 通 じ 新 潟
ニューフードバレー構想を推進している。
・国 家戦略特区に指定され、農業生産法人の
設立要件が緩和されたことに伴い、企業の
農業参入が進み、販路を持った事業者との
連携により、
「生産・加工・販売」が一体と
なった農業の競争力強化、ひいては地域の
活性化につながっている。
・国 家戦略特区指定の影響は大きく、数多く
の企業から新潟市にアグリプロジェクトの
提案があり、ICTを活用した実証プロジェ
クトなど、革新的農業の取り組みが開始さ
れている。
・食 品、食材、機器、技術などが数多く集ま
る、本州日本海側最大の商談型見本市（フー
ドメッセ）を開催し、新潟ブランドの構築・
情報発信に取り組んでいる。
【農林水産部 中山】
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響灘エネルギー産業拠点形成に関し国交省等に要望
響灘エネルギー産業拠点化推進期成会
北九州市響灘地区において、今後の成長が期待されるエネルギー産業の振興を加速し、雇用
の創出やビジネスチャンスの一層の拡大を図ることを目的に2015年７月に結成された響灘エネ
ルギー産業拠点化推進期成会（会長：利島康司北九州商工会議所会頭、本会麻生泰会長が副会
長）では、響灘地区におけるエネルギー産業の拠点形成に向けて、11月８～９日、石井啓一国
土交通大臣をはじめ国土交通省幹部と地元選出国会議員に対し要望活動を行った。

北九州市臨海部に位置する響灘地区は、約

港湾局長らの幹部や、三原朝彦衆議院議員、

2,000haの広大な土地と港湾インフラを有し、

山本幸三衆議院議員、秋野公造参議院議員を

様々なエネルギーの拠点として非常に大きな

はじめとする地元選出国会議員に対し、①洋

ポテンシャルを有しており、北九州市の官民

上風力発電の基地港湾のあり方の早期検討な

を挙げて新たなエネルギー産業の拠点形成を

どを通じた支援、②一般海域における洋上風

目指している。

力発電の導入促進に向けた法律による早期

具体的には、北九州市の強みであるものづ

ルール化等の環境整備を訴えた。

くり産業の集積と、充実した港湾インフラを
活かした「風力発電関連産業の総合拠点の形
成」「燃料集配基地などバイオマス発電関連産
業の拠点形成」、さらに「未利用エネルギーを
活用した新たな産業集積モデルの構築」など
に取り組んでいるところである。
こうした新たなエネルギー産業の拠点形成
は、雇用の創出やビジネスチャンスの一層の
拡大など、北九州市をはじめ広範囲における
地域経済の発展に大きく貢献するだけでなく、
わが国のエネルギー政策の方向性に合致した

なお、当日は北九州市建設局道路計画課が

エネルギー産業の成長を大きく加速させるも

事務局を務める「国道３号黒崎バイパス建設

のである。

促進期成会」も同行し、石井大臣をはじめ国

今回の要望活動では、利島会長や北橋健治

土交通省の藤田耕三大臣官房長等の幹部と上

北九州市長、麻生会長の代理として本会平井

記の地元選出国会議員に対し、国道３号黒崎

彰常務理事をはじめ同期成会役員が、石井国

バイパスの早期全線供用開始を訴えた。

土交通大臣をはじめ国土交通省の菊地身智雄

２０

石井国土交通大臣に対し要望書を手交
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【事務局長

平井】

東九州自動車道の早期完成に向け、促進中央大会
及び提言活動を実施
１１月１０日（金）
（中央大会）ところ 東京都・都市センターホテル
（提言活動）ところ 財務省、国土交通省、自由民主党
と

き

出席者
出席者

１２０名
２１名

東九州軸推進機構（会長：麻生泰・九経連会長）
（以下「機構」
）は、東九州の四県一市（福岡
県・大分県・宮崎県・鹿児島県・北九州市）で構成する東九州自動車道建設促進協議会（会長：
河野俊嗣・宮崎県知事）
（以下「協議会」
）との共催で、東九州自動車道建設促進中央大会及び
提言活動を実施した。
１．中央大会
中央大会は、広瀬勝貞大分県知事の挨拶に
より開会し、河野俊嗣宮崎県知事〔協議会会
長〕、米良充典宮崎商工会議所会頭〔機構副会
長〕による主催者挨拶の後、衛藤征士郎衆議
院議員〔東九州自動車道建設促進議員連盟会
長〕による国会議員代表挨拶、国会議員紹介、
来賓挨拶、来賓紹介があり、さらに、若者の

長代行）、国土交通省（石井啓一国土交通大臣）

視点からの高速道路の必要性について、未開通

を訪れ、東九州自動車道の未開通区間の早期

区間の沿線高校生による意見発表が行われた。

整備、暫定二車線区間の四車線化早期実現、

最後に、大会決議を読み上げ、
「がんばろう
三唱」により、大会は盛会のうちに閉会した。

休憩施設の更なる充実などについて提言を
行った。

石井国土交通大臣からは、
「（未開通区間で
２．提言活動
また、大会終了後に、機構、協議会、沿線

ある）清武南から日南北郷は、難しい工事であ
り時間がかかっているが、大切な道路なので、

自治体、道づくりを考える女性の会、及び高

安全を確保しながら、引き続きしっかりやっ

校生代表は、財務省（長峯誠大臣政務官、岡本

てまいりたい」等のコメントがあった。

薫明主計局長）、自由民主党（萩生田光一幹事

【社会基盤部
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関】

２１

「活力と魅力溢れる地域の実現による日本再興への貢献」
−西日本経済協議会
と

き

ところ
出席者

提言・要望活動−

１１月１０日（金）
東京・首相官邸、関係府省、自由民主党
１１名

10月４日（水）に金沢市で開催した西日本経済協議会第59回総会において採択した決議について、６経済連合会
（中部、北陸、関西、中国、四国、九州）の会長・専務理事が、政府・与党に対して共同で提言・要望を実施した。
（訪問先・面談者）
・首相官邸
内閣官房長官
菅 義偉氏
・経済産業省 経済産業大臣政務官
平木大作氏
・国土交通省 国土交通大臣
石井啓一氏
・財務省
財務大臣
麻生太郎氏
・内閣府
地方創生担当大臣
梶山弘志氏
・自由民主党 幹事長
二階俊博氏
総務会長
竹下 亘氏
政務調査会長
岸田文雄氏
各訪問先で、北陸経済連合会の久和進会長が提言・要
望活動の総括的な説明を行った後、各地経済連合会の会長
から、地域の取り組みを踏まえた国への提言・要望を行
い、活発な意見交換を行った。
〔本会からの発言〕
・昨年の熊本地震や今年７月の九州北部豪雨による災害
などを踏まえ、九州では県知事と経済４団体による
「九州地域戦略会議」において、災害発生時の初動対
応や受援体制の整備、訓練をし、体制強化に努めてい
るところ。政府においても、国民生活・経済活動の前
提となる社会資本の防災・減災対策について、引き続
き取り組んでいただきたい。
・外国人留学生の就業・創業等、今年６月に要望した件
について重ねてお願いしたい。
・九 州では、昨年「IoTビジネス研究会」を設置して、
海外や国内の先行事例を調査し、ビジネスにどのよう
に取り入れていくかを研究したものを、今年７月に事
例を紹介する場を設け、九州が特に力を入れている農
業分野へのIoTの導入など、様々な分野の産業におい
ても啓蒙をしているところ。IoTを活用した生産性向
上というものが期待されており、是非九州経済の活性
化に繋げていきたい。
・
「九州IoTコミュニティ」が設置され、各種情報提供、
ビジネスマッチング、人材育成など多角的な支援を開
始して貰っているが、実際に中小企業の方々に聞いて
みると、より現場に寄り添った支援をお願いしたいと
いう声が出てきている。国においても、現場の声を踏
まえて、地に足を着いた支援をお願いしたい。
〔政府・与党からの発言〕
・イ ンフラはしっかりと整備していきたい。（国土交通
省 石井啓一大臣）
・生産性が上がるものにインフラを付ける。その方向で
財務省主計局の方針が大きく動いている。これは結構
な予算だと見えるような形で出てくると思う。（財務
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省 麻生太郎大臣）
・地域の中堅・中小企業にどうやってIoT・AI等を使っ
ていただくのか、各地域に相談窓口をつくり、IoTを
使った研究開発・試験をやっていただく仕掛けづくり
をしていきたい。（経済産業省 平木大作大臣政務官）
・やらなければならないのは、最先端の分野であり、生
産性を上げ、競争力ある状況を作っていく事。田舎出
身の総理はその点についてよく分かっている。ローテ
クからハイテクまで全部やらなければならない。（自
由民主党 竹下亘総務会長）

内閣官房長官

国土交通大臣

財務大臣

地方創生担当大臣

自由民主党幹事長

【総務広報部

岩佐】

６次産業化・農商工連携個別商談会開催
と

き

ところ
参加者

11月８日（水）、９日（木）
熊本県益城町・グランメッセ熊本
セラー43社、バイヤー８社９組、商談件数97件

九州経済産業局、九州農政局、
（一財）九州地域産業活性化セン
ター及び九州経済連合会が共同事務局となって構成する九州農業成
長産業化連携協議会の事業として、九州経済連合会が担当事務局と
なり開催した。
商談会の様子
本商談会は、
「九州食の展示商談会2017inくまもと（主催：九州食
の展示商談会実行委員会［事務局：熊本市］）」と同時開催事業として例年開催しているもので、今回で４
回目となる。
６次産業化或いは農商工連携に取り組む九州の生産者または加工販売事業者と、通常ではあまり商談機
会のない大手流通・小売事業者（大手スーパー、百貨店、大手通販会社など）との商談機会を設けること
により、九州の生産者、加工販売事業者の販路拡大を目的に開催しているものである。
今回の成果としては、セラーアンケートで５社（８商品）から、成約見込み額５千８百万円ほどの過去
最高額が報告されたことが挙げられる。一方で、商品の食の安全性や供給量の安定性に関してバイヤーか
らの理解が得られるような説明資料の不足もあり今後の課題となった。
九州地場の生産者や加工販売事業者の活性化・発展を目標に今後ともセラー、バイヤー共に価値ある商
談会の開催を継続していきたい。
【農林水産部 秋山】

九州・山口７０歳現役社会推進大会 福岡県大会
と

き

ところ
参加者

～人生のマイスターたちがつくる豊かな未来～

11月27日（月）
福岡市・ホテルオークラ福岡
480名

九州・山口各県、経済団体及び労働者団体は、
「九州・山口70歳現
役社会推進協議会」を設立し、急速に進行する高齢化に対応するた
め、豊かな長寿社会のモデルとなる「70歳現役社会」の実現に向け
一体となって取り組んでいる。この取り組みを九州・山口各県及び
全国に発信し、
「70歳現役社会」を推進する気運を高めるため、本大
会を開催した。
冒頭、小川洋福岡県知事と麻生泰九経連会長による主催者挨拶の
後、基調講演では、㈱ジャパネットたかた創業者の髙田明氏より
「夢持ち続け日々精進 ～高齢者が現役で活躍し続ける秘訣～」と題
し、何歳になっても夢を持ち続けること、前向きに今を一生懸命に
生きることの大切さについて、ご講演いただいた。
続いて、
「エイジレス時代の到来 ～豊かな長寿社会に向けた現状と
課題とは！～」をテーマに、高齢者の就業等について、有識者によるパネルディスカッションが行われ、
高齢者一人ひとりがいきいきと活躍する未来を考える大会となった。
【観光・サービス産業部 下地】
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日誌
１
１月
１日（水）

［熊本市・ホテル日航熊本］

［福岡市・電気ビルみらいホール］

地域政策デザイナー養成講座

官民が一体となって九州・山口地域の発展戦略を協議し、具体
的な施策を推進する九州地域戦略会議の第32回会議（共同議
長：九州地方知事会・広瀬勝貞会長、九経連・麻生泰会長）が
開催され、2019年ラグビーワールドカップなどへ向けた九州・
山口地域のPR強化、スマート農業の促進、
「九州・山口地域 世
界遺産登録に向けた応援宣言」の採択等行った。

８年目となる本年度の講座の締め括りとして、
「ダイバーシ
ティ」をテーマに、企業・行政人材や学生で構成する５チーム
から、自ら検討した政策やビジネスプランが提言された。引き
続き「政策デザインの社会実装」に関するパネルディスカッ
ション（国土交通省の伊藤明子局長他）の後、本講座の修了式
が行われた。

出席者：19名

出席者：251名

※本誌８～11ページに詳細を掲載

１日（水）

［福岡市・九経連会議室］

下関北九州道路建設促進協議会第１回幹事会
出席者：12名

幹事会では、まず、事務局から①平成29年度上期事業報告②下
関北九州道路中央要望活動（8/10）報告③下関北九州道路調査
検討会の報告を行った。次に、
「下関北九州道路の必要性検討
調査報告書」について、委託先である（公財）九州経済調査協
会調査研究部次長の片山礼二郎氏より報告していただいた。

７日（火）〜９日（木） ［新潟県新潟市（国家戦略特区）］

１３日（月）

政策研究発表会

［大分県九重町］

九州エネルギー問題懇話会
出席者：23名

八丁原発電所見学会

九州電力㈱八丁原発電所見学会を開催した。現地で地熱発電の
概要説明を受けた後、発電施設の外観を見学した。活発な質疑
応答も行われ、再生可能エネルギーの現状や課題について、理
解を深めていただいた。当会では、会員企業の皆さまにエネル
ギー問題の理解を深めていただくため、今後も施設見学会を
行っていく。

１４日（火）

［福岡市・九経連会議室］

農林水産委員会第３回企画部会

第１回社食で地産地消ＷＧ

水田耕地面積全国第１位等、全国トップクラスの農業力を誇る
新潟市。新潟市は、国家戦略特区の指定を受け、規制緩和によ
る企業の農業参入等、国の政策を活かして、新潟ニューフード
バレー構想を推進している。当部会では、同市のニューフード
バレー構想や特区における規制緩和の取り組み等を学び、知見
を広め、今後の当会活動に資するため、視察を行った。

九経連会員企業が保有する給食施設において、地産地消を行う
ための事業（案）を策定すべく、この度「社食で地産地消」ＷＧ
を設置した。
先進事例として、㈱読売新聞西部本社総務局総務部の関治次長
より「弊社の地産地消の取り組み～『あさくらフェア』の開催
について」と題してご講演いただき、事業策定のイメージを共
※ホームページ「委員会活動実績」に詳細を掲載
有した。

出席者：７名

※本誌17～19ページに詳細を掲載

８日（水）〜９日（木） ［熊本県益城町・グランメッセ熊本］
６次産業化農商工連携個別商談会
出席者：セラー43社

バイヤー８社９組

九州農業成長産業化連携協議会（会長：麻生泰九経連会長）の
事業として九経連が担当事務局となり開催。九州地場の農・
林・水産物とそれらを材料とした加工食品の販路拡大を通じて
九州の農林水産業の発展を目的に例年開催しているものであり
今回で４回目となる。今回は、セラーアンケートで５社８商品
で成約見込み額が過去最高の５千８百万円となった。
※本誌23ページに概要を掲載

１０日（金）

［東京都・都市センターホテル］

出席者：19名

１７日（金）

［福岡市・ＴＫＰガーデンシティ博多］

第１回産業振興委員会
出席者：30名

第一部では、平成29年度の産業振興委員会事業計画に基づいた
活動状況として、IoTビジネス研究会、中堅・中小企業の販路
拡大、ロボット等利活用促進の各テーマについて報告した。第
二部では、嘉穂無線ホールディングス㈱の柳瀬隆志社長より
「ビッグデータの活用・可視化によるデータドリブン経営」に
ついてご講演いただいた。
※ホームページ「委員会活動実績」に詳細を掲載

２０日（月）［那覇市・ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー］

東九州自動車道建設促進中央大会・提言活動

第１０回沖縄連携フォーラム

東九州軸推進機構（会長：麻生泰九経連会長）は、福岡県・大
分県・宮崎県・鹿児島県・北九州市で構成する東九州自動車道
建設促進協議会（会長：河野俊嗣宮崎県知事）との共催で、東
九州自動車道建設促進中央大会及び提言活動を実施した。

第10回目となる今年の沖縄連携フォーラムは、今後多くの大規
模国際スポーツイベントが九州等で開催されることから「大規
模国際スポーツイベントを契機に考えるスポーツ産業の創出」
をテーマに、基調講演とスポーツ庁、内閣府沖縄総合事務局、
みずほ銀行からパネリストを招いたパネルディスカッションを
開催した。また、翌日には九州と沖縄の経済人の親睦を兼ね、
※本誌12～13ページに概要を掲載
懇親ゴルフ会を開催した。

出席者：120名

※本誌21ページに概要を掲載

１０日（金）［東京都・首相官邸、関係府省、自由民主党］
西日本経済協議会
出席者：11名

提言・要望活動

中部、北陸、関西、中国、四国、九州の６経済連合会で構成す
る西日本経済協議会は、10月４日金沢市で開催した第59回総会
において採択した決議をもとに、６経済連合会の会長・専務理
事が共同で、政府・与党に対して提言・要望を実施した。
※本誌22ページに概要を掲載

２４

１
１日（土）

第３２回九州地域戦略会議
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出席者：83名

２４日（金）

［福岡市・九経連会議室］

九航協エアロスペース・ネットワーク（ＱＡＮ）２０１７年度第５回全体会議
出席者：32名

航空機「機体・エンジングループ」
「機内装備品グループ」に
よるターゲット企業に対するアプローチ方針を説明し、今後の
取り組みにあたって関係自治体や産業支援機関等に対して支援
要請を行った。また、エアロマート名古屋2017での商談成果
と今後の対応について報告するとともに、
「全国航空機クラス
ター・ネットワーク」への参加について協議した。

２７日（月）

［熊本市・ホテル日航熊本］

２９日（水）

［福岡市・電気ビル共創館］

第２回熊本地域委員会

経営者層向けサイバーセキュリティセミナー

今年度第２回目の熊本地域委員会は、経済界が一体となった復
旧・復興に向け、熊本経済同友会との合同開催とし、
「サービ
ス産業生産性革命～ピンチ（人手不足）をチャンス（変革）に！
～」をテーマに、ユニクロやローソンの社長を務めた玉塚元一
氏を講師に招き、人手不足の解消に向けた生産性向上について
の講演会を開催した。

経営者層のセキュリティ意識向上を目的として本セミナーを開
催。長崎県立大学の加藤雅彦氏による基調講演、情報処理推進
機構の平原隆氏による一般講演、サイバーセキュリティ推進
WGメンバー全員によるパネルディスカッションを実施。セ
キュリティの最新動向や自社診断のポイントに加え、WGメン
バー所属企業の対策内容や人材育成、関連補助金の情報など、
内容は多岐にわたり、各企業経営者をはじめ約90名が出席。盛
※ホームページ「委員会活動実績」に詳細を掲載
会となった。

出席者：100名

出席者：90名

※ホームページ「委員会活動実績」に詳細を掲載

２７日（月）

［福岡市・ホテルオークラ福岡］

九州・山口７０歳現役社会推進大会福岡県大会
出席者：480名

小川洋福岡県知事と麻生泰九経連会長による主催者挨拶の後、
基調講演では、㈱ジャパネットたかた創業者の髙田明氏より
「夢持ち続け日々精進 ～高齢者が現役で活躍し続ける秘訣～」
と題し、ご講演いただいた。続いて、有識者によるパネルディ
スカッションが行われ、高齢者がいきいきと活躍する未来を考
※本誌23ページに概要を掲載
える大会となった。

２８日（火）

［福岡市・電気ビル本館］

２９日（水）〜30日（木）［鹿児島市・城山観光ホテル］
第２４回九州（日本）・韓国経済交流会議及び九韓ビジネス商談会
出席者：162名

九州経済国際化推進機構は、鹿児島市にて、九州・韓国双方の
政府・経済団体と共に、
「ヘルスケア分野を中心とした日韓協
力」をテーマとした九韓本会議を開催し、また食品・観光分野
における九州企業と韓国企業との「九韓ビジネス商談会」を開
※次号（２月号）にて詳細を掲載予定
催した。

３０日（木）

［鹿児島市・城山観光ホテル］

第１回行財政委員会

第１
６回環黄海経済・技術交流会議

出席者：56名

出席者：265名

今回の委員会では、
「地域活性化施策に関する提言」について
審議し、採択された（関係機関へ送付）
。また、委員会にあわ
せて、中央大学大学院経済学研究科の山﨑朗教授に「これから
の地域創生について」と題してご講演いただき、全国各地の地
域創生に関する活動について理解を深めた。

九州経済国際化推進機構は、鹿児島市にて、
「地域間交流の促
進」
「イノベーションを通じた新産業・新市場の創出」をテー
マに、九州、韓国、中国の環黄海地域における産・学・官のプ
ラットフォームである「第16回環黄海経済・技術交流会議」を
※次号（２月号）にて詳細を掲載予定
開催した。

※ホームページ「委員会活動実績」に詳細を掲載

２８日（火）

［福岡市・九経連会議室］

九州女性の会１１月例会

出席者：42名

出席者：50名

女性経営者および女性管理職の有志で構成する九経連・九州女
性の会は、11月例会に大曲昭恵福岡県副知事を講師として迎
え、
「よか・ろう・もん 変えよう 変わろう 働き方！」と
題して働き方改革に関する講演会を行った。今回は九州女性の
会以外の福岡県内九経連会員へも案内した結果、当日多数の女
性経営者・女性管理職が参加し盛会となった。

事務局コラム

３０日（木）［福岡市・ＴＫＰガーデンシティ福岡渡辺通］
ＩＣＴ人材育成・上期成果発表会
「先導的ICT人材育成事業」の一環で、通算18回目の成果報告
会を開催。今年度インターンシップに参加した学生のうち12名
が、技術面での学びや、生活・意識面での気づき、経験を踏ま
えた今後の取り組み等について発表。発表後には、質疑応答に
加え、受入企業からのコメント、修了証書の授与等を実施。参
加学生の成長を実感するとともに、関係者一同が本事業の有効
性を再認識した。 ※ホームページ「委員会活動実績」に詳細を掲載

― 九州から日本を ―

2018年は、日本復活に向けて、九州が一体となって元気よく活動している、そんな姿を初夢で見ました。
九州から日本をという姿は古くは、日本の曙から始まります。大陸との交流拠点であった九州から日本が形作られていくので
す。昨年世界遺産に登録された「宗像・沖ノ島と関連遺産群」がその交流の様子を表しており、祀られている宗像３女神を巡る
物語は、日本各地に広がっていきます。
次に、明治維新から日本の近代化へと繋がる大きな動きの中心となったのも九州です。これは「明治日本の産業革命遺産」と
して世界遺産に登録されています。
では次の変革は？「コネクテッド」
、
「融合」が今後の経済のキーワードになりそうです。九州地方知事会、九州4経済団体が
枠を越えて一体的に取り組む九州こそが、その実現に向けて一歩を踏み出すのです。2019年のラグビーＷ杯以降のビッグイベ
ントを前にした本年こそ、そのチャンスを掴める年です。
九州全体の地図を見ましょう。天草島をラグビーボールと見れば、九州はボールを抱えて突破するラガーマンのように見えま
す。
「ONE for ALL，ALL for ONE」の精神で、九州経済連合会は会員企業の皆さまとスクラムを組み、成果に繋がる取り組み
を進めていきます。
【専務理事 長尾成美】
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講演要旨

「風力発電関連産業の『総合拠点』を目指して」
～「グリーンエネルギーポートひびき」事業～

北九州市港湾空港局
エネルギー産業拠点化推進担当部長

（平成29年９月21日（木）再生可能エネルギー産業化推進委員会での講演）

光武 裕次

はじめに
北九州市は、
「環境都市としての経験・ノウ
ハウ」、
「産業都市としての100年以上の歴史」
及び「130年の歴史を持つ充実した港湾施設」
を有している。

環境アセス等の調査や関係者との協議を
進める。
・現 在の予定としては、2022年度に着工、
順次運転開始の予定。

このうち、港湾施設については、これまで

・30年の長きにわたり着実に運営するため

のコンテナ貨物を取り扱う「集貨」から企業

地域サプライヤーのバックアップは不可

誘致を活発化させ、その企業が新たに貨物を

欠（地元企業参入の可能性）。

生み出す「創貨」に力を入れ、現在は、
「グ

◆フェーズ３：

リーンエネルギーポートひびき」事業を通し

風力発電関連産業の総合拠点の形成（最終

て、港湾を核とした新たなまちづくりを目指

目標）

している。

国 内外の洋上風力発電事業をマーケティ

「グリーンエネルギーポートひびき」事業の概要

ングし、北九州港の優位性を活かした市

北九州市では、産業のすそ野が広く雇用創

場開拓を図り、港湾区域に限らず、他地

出効果が高い風力発電産業を主たるターゲッ

域でのプロジェクト・サイトへの支援を

トに据え、あらゆる機能を集積させた「風力

行う。

発電関連産業の総合拠点」の形成などを目指

一 般海域での洋上風力発電の導入促進に

し、2010年度から「グリーンエネルギーポー

向けた環境の整備が必要。

トひびき」事業を推進しており、具体的には、
以下の３つのフェーズに分け、取り組んでい

・総 合拠点に必要な拠点機能として、以下
の３つを備える必要がある。
①風車の積出拠点

る。
◆フェーズ１：
風車実証公募事業（2013年５月～）
大 小風車の実証拠点、サプライセンター

洋上風車を設置サイトに積み出す際に、完
成体に近い形で海上輸送するための機能
②輸出入／移出入拠点

の設置、メンテナンス拠点等の整備に向

風 車部品の輸出入、移出入拠点としての

けた事業を推進する。

機能

◆フェーズ２：

③風力発電産業拠点

洋 上ウインドファームの誘致（2016年３

背 後地に風力発電に関連するあらゆる産

月～）

業が集う拠点機能

響 灘海域に洋上ウインドファームを誘致
することにより背後地へ関連産業の集積
を促進する。
・2016年７月施行の改正港湾法に基づき、

２６

今後、優先交渉者は、海底の状況や風況、

支援体制
支援体制としては、2015年地元産業界を中
心に設立された「響灘エネルギー産業拠点化
推進期成会」（会員数

232企業・団体）があ

港湾区域における洋上風力発電の占有公

り、響灘地区におけるエネルギー産業拠点形

募制度に沿って公募を実施し、優先交渉

成を側面的に支援する“応援団”として活動

者を選定した国内初の事業である。

いただいている。
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講演要旨

「地政学リスクの時代と
日本経済」
（平成29年10月4日（水）西日本経済協議会 第59回総会での記念講演）

１．地政学リスクが経済に及ぼす典型
北朝鮮がミサイル発射や核実験を行うと
マーケットが動く、金融市場が真っ先に反応
すると言われる。今年９月３日、核実験を行
うと円高となり、11日、国連安保理で北朝鮮
への制裁措置が決定されると円安へと戻った。
私達エコノミストでは、この現象を「有事の
円買い」と呼んでいる。
この現象の理由は３つあると考えている。
１つ目は円が安全な国、有事でも人が死なな
い日本の資産である事、２つ目はリスクオフ
の展開（投資家が低金利の日本円を借りて高金
利の通貨国債へ投資し、有事が起こると手仕
舞いとして日本円を買い戻す）、３つ目は日本
が世界最大の債権国（350兆円保有）だから、
有事が起こると手放すだろうと思っている投
資家による円買いである。
２．地政学とは
地政学という言葉はよく使われる言葉だが、
実は地政学をきちんと勉強したという人はあ
まりいない。大学の講義でもあまり出てこな
い学問である。
奥山真 司 先生によると、政治学の一部に国
際関係論があり、その中で安全保障をテーマ
にするものがあって、更にその中に戦略研究
があり、その一部にあるのが地政学。私なり
に言えば、地政学とは、国家の立場で考え、
地理で政治を考える学問、特に戦争を考える
指向が多いものだとイメージしている。
３．地政学リスクとは
「地政学リスク」という言葉を作ったのは、
アラン・グリーンスパン元FRB議長である。
2002年９月の議会公聴会において、
「最近の
マーケットが不安定になってきているのは何
が原因か」と記者から聞かれたときに、彼が
「地政学リスクのせいだ」と答えたのが始まり
で あ る。 前 年 の 9.11か ら １ ヶ 月 後、 当 時 の
ブッシュ大統領がアフガン侵攻を開始し、翌
年９月国連総会においてはイラク派兵を唱え、
国際政治の不透明性が高かった頃である。こ
の半年後にはイラク戦争が勃発し、マーケッ
トでは大幅な株価上昇、ドル高、石油安が起
きた。ここで大事なのは、マーケットは不透
まさ し

㈱双日総合研究所
チーフエコノミスト

吉崎 達彦
明感を恐れる、という事である。
世界を分類すると、外交・安全保障、いわ
ゆるパワーの世界と、経済・金融、マネーの
世界の２つがあり、更にこれを先進国、新興
国、フロンティアの３つに分けてとらえると、
昔の日本企業であれば、先進国だけ見ていれ
ばよかったが、ある時期から新興国へ出てい
かなければならなくなった。中国で商売をや
らなくてはいけないとか、或いはブラジルか
らいろんな資源を買わなくてはいけなくなっ
たとか。
新興国は政経不可分の世界である。例えば、
2010年に起きたレアアースの禁輸問題。中国
は、日本がけしからん国だからと売らないよ
うにした。もちろん、WTO上問題となり排除
された訳だが。また、2012年にはフィリピン
に対して衛生問題をからめてバナナの輸入制
限を行った。更には、ここにアナーキズムみ
たいな世界があって、その中には北朝鮮の軍
事的挑発とか、シリアの問題などもある。
こういう問題が出てきたら、先進国と新興
国が結託してフロンティアを封じ込めるのが
普通の考えだが、例えば中国は北朝鮮をとこ
とんまで追い詰め、或いはロシアはシリアの
アサド政権を助ける、そんな形で逆に新興国
とフロンティアが結託して先進国に対抗する。
このような事が地政学リスクの現れだと思っ
ている。
もう一つ地政学リスクの例を話すと、アン
チグローバリズムも気がかりな話である。直
近４～５年の世界経済は成長が停滞し、政治
ではアメリカでトランプ政権が発足し、ヨー
ロッパでイギリスがＥＵ離脱など、先が読め
なくなっている。今までのグローバリズムで
は、国境を越えてお互いにWIN-WINな関係、
自由貿易や開かれた社会というのが良いとさ
れてきたが、今や世界的に経済の低成長が続
き、そこに経済ナショナリズムが台頭してト
ランプというユニークな大統領を作ってし
まった。今の地政学リスクには経済ナショナ
リズムの勃興というのも背景にあると思って
いる。
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講演要旨

「電力・ガスのシステム
改革の現状と今後」
（平成29年10月17日（火）第１回資源エネルギー・環境委員会での講演）

１．電力システム改革の現状について
電力システム改革について
電 力 シ ス テ ム 改 革 は、
「安定供給の確保」
「電気料金の最大限抑制」「需要家の選択肢や
事業者の事業機会拡大」を目的とし、次の３
つの段階に分けて実施される。
①広域的運営推進機関の設立
 全国の電気事業の需給の状況の監視、需
給の状況が悪化した場合の指示等を行うこ
とで、電気需要の広域的運営を推進するこ
とを目指すもの。2015年４月に設置された。
②小売及び発電の全面自由化
 2016年４月実施。低圧部分については経
過 措 置 と し て 規 制 料 金 も 残 さ れ て お り、
2020年４月以降、事業者毎の競争状況を見
極めて解除されることとなっている。
③法 的分離の方式のよる送配電部門の中立性
の一層の確保
 一般送配電事業の中立性確保を目的に、
電力会社の発電部門、送配電部門、小売部
門から送配電部門を分離して、2020年４月
までに別会社化。
電力自由化の現状について
電力自由化は、2000年３月から段階的に始
まり、2016年４月には小売を含めて全面自由
化され、家庭でも自由に電気が選べるように
なった。また、全面自由化によって、国に登
録すれば電力の小売事業ができるようになり、
全国の登録事業者は422社。うち約４割が東京
に集中しており、九州・沖縄の事業者は45社。
また、全体の約６割が、最大需要電力１万kW
（家庭約2,500軒分程度）以下の小規模事業者で
占めている（2017年10月12日現在）
。
全面自由化後、新電力への切替件数につい
ては、全国の家庭用契約口数約6,253万件のう
ち377万件（6.0％：九州3.6％）。また、旧一般
電気事業者の自由化メニューへの切替件数は、
289万件（4.6％：九州2.0％）で、合計で633万
件（10.6％）となっている。
一方、販売電力量でみると、総需要におけ
る新電力のシェアは約11.4％で、シェアの高
い順に、関電エリア、北海道エリア、東電PG
２８
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経済産業省
電力・ガス取引監視等委員会事務局
総務課長

新川 達也
エリアとなっている（2017年６月時点）。
新電力は、販売する電源を調達する必要が
あるが、日本卸電力取引所（JPEX）から調達
する方法がある。電力業界の自主的取り組み
後、JEPXの取引量は拡大し、2017年６月時
点で5.0％となっている。他方、欧州では、卸
電力取引所の利用率がより高く、北欧では約
８割、英、独でも約５割の電力を調達してい
る。欧州では、自社内調達の一部を取引所経
由で行い（グロス・ビディング）、自社取引の
市場を活用した透明性の向上も図っており、
わが国でも2017年から開始した。
２．ガスシステム改革の現状について
日本の都市ガス普及率は約46％（2014年度）
であるが、導管が敷設された供給区域は国土
面積の約６％に過ぎない。都市ガスの小売自
由化は電力より早く、大口向け自由化が1995
年から始まり、2017年４月から家庭向けを含
めて全面自由化された。LPガスは、元々自由
化料金である。なお、大手ガス３社（東京・大
阪・東邦）のガス導管の管理部門は、電力同
様、基地・小売部門から2022年４月までに別
会社化される。
自由化後、ガス小売も電力同様、登録すれ
ばできるようになったが、登録事業者数は全
国で50社と電力に比べて少ない。小売市場の
競争状況も、関東エリア、大阪ガスエリア、
東邦ガスエリア及び福岡・北九州エリアとエ
リアが限られ、各地域の電力会社等との競争
という構図である。
３．今後の課題
電力については、更なる小売競争の活性化
に向けた取組、連系線利用ルールの見直し、
各種の電源市場の整備等の検討が必要。また、
ネットワーク部門における託送料金のあり方
の見直し、2020年の法的分離に向けた準備等
が必要。また、資源エネルギー庁の審議会で
議論されている、容量市場や調整力市場導入
に向けた検討も適切に実施することが必要。
ガスについては、全面自由化に係る広報・啓
発、競争状況の適切な監視等が必要。

Introduction of new members

新入会員 紹 介

学校法人

都築育英学園
＜2017年８月18日入会＞

会

社

設
代

表

名

学校法人 都築育英学園

立

１
９６６年

者

理事長 都築 明寿香

会社概要

会社概要
㈻都築育英学園を始めとする都築学園グルー
プは「個性の伸展による人生練磨」を建学の精
神としており、１９５４年に福岡市高宮に創設さ
れ、皆さまのご支援のもと、お陰様で一昨年６０
周年を迎えさせていただきました。現在は、全
国に教育機関約４０校を展開し、英国Oxford・
Cambridge大学、米国ハワイ大学等の世界３５校
の学術・文化交流提携校を持つ総合学園へと成
長いたしました。
日本経済大学は東京渋谷・神戸三宮・福岡太
宰府にキャンパスを構え、世界２３か国、約４千
名の国内学生・留学生が在籍する国際性と多様
性に富んだ大学です。国内学生がグローバルに
活躍するために英語を使ったビジネス実践教育
に力を入れており、海外企業と協働したＰＢＬ
（Ｐｒｏｂ
ｌ
ｅｍ Ｂａｓｅｄ Ｌｅａｒｎｉｎｇ）教育にも取り組
んでいます。また、留学生が日本で活躍する上
で必要な経済・経営の専門知識はもとより、
キャリア教育や日本ビジネスマナーの習得にも
力を注いでいます。一方本学では、２０００年よ
りインキュベーション施設を開設しこれまで有
数のイノベーティブなスタートアップ企業の支
援をして参りました。昨年には福岡市と創業支
援・観光推進を目的とした連携協定を締結させ
ていただき、今後は九州でのスタートアップ支
援等をさらに進めて参ります。
文科省認可の一条校で且つ国際バカロレア認
定校のリンデン小中高校は、英語イマージョン
教育の中、日本の歴史文化の習得に重きを置い
ております。卒業生は国内の有名私立国立大学
並びに米国Ｉｖｙ Ｌｅａｇｕｅや英国Ｒｕｓｓｅ
ｌ
ｌ大学群
へ 進 学 し、 グ
ローバルに活躍
できる人材の育
成に取り組んで
います。キャン
パス内には市民
公開型のイング
リッシュガーデ
ン（ 敷 地 面 積
９万㎡）を設け
た緑豊かな学園
グループです。

事 業 内 容

教育機関・学校法人運営
だいいち幼稚園・だいいち保育
園・リンデンホール小学部・リ
ンデンホール中高学部（国際バカ
ロレア認定校）
・福岡こども短期
大学・日本経済大学大学院・日
本経済大学・インキュベーショ
ンセンター“Ｈａｔｃｈｅｒｙ”
・学生
寮（オックスフォードハウス・ケ
ンブリッジハウス）

従 業 員 数

約４００名

本社所在地

〒８１８-０１９７ 福岡県太宰府市五条３-１１-２５

電 話 番 号

０９２-９２２-５１３１

関連会社等

都築学園グループ（http://tsuzuki.ac.jp/）
日本文明研究所／都築国際育英財団

ホームページ

http://www.jue.ac.jp/（日本経済大学HP）

平成３０年に都築育
英学園並びに日本経
済大学が開設５０周年
を迎える節目に、九
経連入会へのご縁を
いただけましたこと
を誠に光栄に存じま
す。
「温故知新」－先
人たちから継承し守
理事長 都築 明寿香
るものと、変化させ
るもの－を常に心に
留めつつ、外国人との共生社会、日本から
の新しい資本主義、ＡＩ等様々な社会的様
相を内含し伸展し続ける教育機関として、
九州を基本としながらも、日本と世界に貢
献していく所存でございます。ご指導ご鞭
撻のほどを何卒宜しくお願い致します。
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Introduction of new members

新入会員 紹 介

＜2017年10月１日入会＞

会

弊 舗 は、 寛 永 元 年（１６２４年 ）の 創 業 以 来、

社

設

名

株式会社カステラ本家 福砂屋

立

寛永元年（１
６２４年）

者

代表取締役社長 殿村 育生

代々福砂屋と称し、長崎カステラの製法を家伝

代

継承して今日に至っております。寛永の初め

事 業 内 容

菓子製造業

頃、日本人とポルトガル人は長崎の街中で親し

従 業 員 数

５７０名

く交流しておりました。初代福砂屋は、ポルト

本社所在地

〒８５０-０９０４
長崎県長崎市船大工町３-１

あったものと思われます。江戸時代の商標や引

電 話 番 号

０９５-８２１-２９３８

札が集められた『諸国板行帖』では、店舗は五

関連会社等

株式会社
株式会社
株式会社
株式会社

ホームページ

http://www.fukusaya.co.jp/

表

ガル人からカステラづくりを伝えられる契機が

代頃まで引地町（現：長崎市桜町付近）にあり
ました。今の船大工町に移転したのは、六代市
良次事大助のときで、丸山遊郭や唐人屋敷も近

会社概要

会社概要

福砂屋 長崎
福砂屋 東京
福砂屋 福岡
福砂屋商事

く賑わいを見せていました。
明治に入ってから、弊舗もまた新しい時代の
息吹にふさわしくと、十二代清太郎は、中国で
桃と並んで慶事・幸運の印しとして尊重されて
こうもり

いる蝙蝠を商標としました。また、卵に工夫を
ご さ ん やき

凝らした特製『五三焼カステラ』を創案いたし
ました。五三焼とは、卵と砂糖の配合を多く
し、粉を少なく配した福砂屋独得の特製カステ
ラです。カステラ以外には、干菓子、蒸し菓
子、砂糖漬けもつくっておりました。十三代為
三郎のときには、宮中御買上げの栄に浴し、以
来各宮家のご用命を多年に賜っております。
十四代史郎の際は、戦中戦後の混乱期にあたり
ましたが、昭和２４年、天皇陛下長崎御臨幸の折
に、弊舗のカステラを献上しましたのを機会に

弊舗は、寛永元年
（１６２４年）の創業以
来、永々、長崎カス
テラの製法を家伝継
承し今日に至ってお
ります。弊舗には創
業以来一貫して不変
のものがあります。
手づくりによる一人
代表取締役社長 殿村 育生
一貫主義の製法で
す。この古法による「手わざ」を継承育成
すべく創意工夫につとめ、カステラの本家
としてカステラ文化の創造、普及、発展を
使命としています。
これからも、時代認識を大切に、企業理
念「すべて誠実を旨とします。
」を基本と
して経営してまいる所存です。

生産を再開しました。昭和２７年には、東京赤坂
の地に支店を開設。昭和５８年には福岡支店を開
設。現在では各地有名百貨店や空港へ店舗を構
え今日に至っております。
ここに、長崎の街とともに、その歩みを刻ん
福砂屋本店

３０
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で参りました弊舗の由来を略述致しました。

Introduction of new members

新入会員 紹 介

国際協商株式会社
＜2017年10月20日入会＞

会社概要
【卸売事業】
ファッション品、コンフェクショナリー、キャ
ラクター、酒・食品類など多彩な商品群をお届

会

社

設
代

表

名

国際協商株式会社

立

１
９５２年（昭和２７年）

者

代表取締役社長 岩松 孝昭

事 業 内 容

日本全国の免税店や一般店舗への
商品の卸売及び外国航路のターミ
ナル及び船内向け免税品、ホテル
客室用アメニティグッズ等の卸売

従 業 員 数

１
０２名

本社所在地

〒１
４４-００４１
東京都大田区羽田空港３-３-２

給される「豊富な商品力」と地道な営業活動で

電 話 番 号

０３-５７５７-８３１１

初めて実現する「営業ネットワーク」がありま

関連会社等

株式会社浜眞

す。日々、変化するお客様のニーズに対し、ど

ホームページ

http://www.kyoushou.co.jp/

けいたします。各地の特色あふれる限定商品を
メーカーと共同開発するなど、提案型営業が当
社ならではの特徴です。
永年にわたり築き上げられた深い信頼が実現
する５００社にも及ぶ多種多様なメーカーから供

会社概要

日本全国の免税売店や一般売店へ、ブランド

こよりも早く、どこよりも確実に、そしてどこ
よりも充実したサービスを提供することにより
お客様からの厚い信頼を得ています。
また「空」のみならず、博多港などの「海」
、
高速道路サービスエリアなどの「陸」に対して
も、商品の供給を行っております。
【施設サービス】
空港ロビー・ラウンジ・ショップ・オフィス
などの設備に関してさまざまなシステム、家具・
什器、備品などをトータルに提供しています。
【ショップ運営】
羽田空港にて、専門店、ギフト＆コンビニエ
ンスストアを運営しています。旅行や見学・送
迎、レジャーなどで来訪された方々など、さま
ざまなお客様に「旅の楽しさ」を演出する商品
を販売。店頭でダイレクトにキャッチした消費
者ニーズは、商品企画や品揃えにフィードバッ
クさせ、新たなトレンドとして送り出していき
ます。
また、空港利用者だけでなく、空港勤務の
方々の利便性向上にも貢献しています。

当社は１９５２年に設
立し、羽田空港を拠
点として全国４０箇所
以上の空港・海港へ
商品の卸売事業を展
開しております。主
な 取 引 商 品 は、 菓
子・化粧品・家電・
時計・雑貨類などの
代表取締役社長 岩松 孝昭
免税商品。この他に
も、空港で使用される什器・パソコン機器
や事務用品も取り扱っております。
近年では、空港免税店・海港の売店の他
にも、増加傾向にある市中の免税店も新し
い取引先に加わりました。すなわち当社は
「空・海・陸」の全市場を網羅した事業展
開をさらに拡張していく経営ビジョンを
持っているのです。また今後、現在の商品
に加えて化粧品を始めとする高品質のブラ
ンド品にも力を入れ、より幅広い商品構成
によって性別・年代を問わず多くの消費者
ニーズに応えていきたいと考えております。
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「インド−長崎・九州ビジネスセンター
（ＩＮＫＹＵ−Ｂ）」の設立とその活用について
株式会社十八銀行
本会の会員による独自の取り組みのご紹介。今回は、九州から巨大市場・インドへの進出の懸
け橋となるべくその種をまく取り組み、㈱十八銀行によるインド経済視察団と「インド−長崎・
九州ビジネスセンター（INKYU−B）
」についてご紹介します。
十八銀行では、去る平成29年９月に、創立

んでしたが、政権交代による新知事の就任で

140周年を記念してインド経済視察団の派遣を

今後インドの中で最も成長することが期待さ

行 い、 イ ン ド の 首 都 ニ ュ ー デ リ ー、 北 部 の

れる州のひとつだと言われています。日本の

ウッタル・プラデシュ（UP）州、ラジャスタ

地方銀行とインド州政府の覚書締結は初めて

ン州などを訪問し、各地で関係機関訪問や交

であり、ビジネスセンターはインド企業に委

流事業を実施しました。

託して現地窓口を開設し、日本国内の窓口を

９月18日に経済視察団とUP州との交流行事

弊行ソリューション推進部が担当します。

を首都ニューデリーで行い、団長の森拓二郎

UP州は治水事業や省エネ技術、農業の生産

頭取と州工業省のアロク・シンハ筆頭次官に

性の向上のために日本企業の進出に高い興味

よって、経済成長が続くインドへ九州の中小

を示していることから、長崎県を含む九州の

企業が進出するのを後押しするための支援組

製造業などのインドへの事業展開が期待され

織「 イ ン ド − 長 崎・ 九 州 ビ ジ ネ ス セ ン タ ー

ます。

（INKYU−B）」設立の覚書を交わしました。

インドに対する日本からの投資は大企業が
中心で、長崎はもちろん九州の企業のインド
進出はほとんどないのが実情です。弊行とし
ましては、巨大市場・インドへの進出の足掛
かりとしてUP州との更なる友好関係を構築し
ていくとともに、九州の企業の皆さまのインド
進出のお役に立てるよう、積極的なINKYU−B
の活用をお願いできればと考えています。
《問い合わせ先》

覚書締結式の様子

UP州はニューデリーの東に位置し、人口は
２億人とインドで最大で、州西部アグラには
有名な観光名所のタージマハルがあります。
同州はこれまではあまり開発が進んでいませ
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十八銀行ソリューション推進部アジアデスク
「INKYU−B相談窓口」
担当：山下、岡野

電話：095-827-8170

インド企業
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NEWS

九州観光推進機構
ニュース

観光PR動画「ONSEN ISLAND KYUSHU JAPAN」が
完成！情報発信にご協力ください。（１１／２１）
九州観光ＰＲ動画「ＯＮＳＥＮＩ
ＳＬＡＮＤＫＹＵＳＨＵＪＡＰＡＮ」を１
１
月２１日より公開しました。この動画は、世界での九州の知名度
向上、更なる外国人観光客の誘客推進に繋げていくため、動画
を利用することにより視覚的に、九州の自然豊かな温泉文化
を、特に欧米豪のターゲット層に対して訴求し、九州のブラン
ドイメージ向上を図ることを目的にしています。１２月１２日時
点での再生回数は、１，
２６３，
８７０回（①約９１万回、②約１
７．
９万回、
③約１
７．
５万回）となりました。ハイクオリティで、感動的な動
画になっております。ぜひご覧になり、情報発信にご協力くだ
さい。

◆特設Ｗｅｂサイト https://www.welcomekyushu.com/onsen-movie

ＲＷＣ２０１９の公式旅行代理店に対するワーク
ショップへの参加（１１／１０：イギリス・ロンドン）
１１月２日、２０１
９年に日本で行われるラグビーワールドカッ
プ（以下、ＲＷＣ）の試合日程が発表されました。九州では、
福岡、大分、熊本の３ヶ所で開催されます。欧米豪市場におい
てはラグビー観戦が盛んであることから、九州にも欧米豪から
多くの観戦者が訪れる大きな機会と考えています。そのため、
１１月１０日にロンドンで開催された公式旅行代理店（以下、
ＯＴＡ）に対するワークショッ
プに参加し、九州の情報発信や
商談を行うとともに、ＯＴＡと
のネットワークを構築し、欧米
豪の旅行トレンドとＯＴＡの活
動についても情報収集を図りま
した。

インバウンド受け入れセミナーの開催（１１／１４：熊本市）
外国人観光客の利便性・満足度の向上に向けて、受入環境を
充実させていくため、熊本市において、
「インバウンド受入対
策セミナー」を実施いたしました。このセミナーは、昨年度、
株式会社ぐるなびと締結した包括連携協定の一環で実施したも
のです。今年度は、飲食業に加え、一般小売業向けの対策につ
いても言及した内容で開催し、６０名の方に参加いただきまし
た。セミナーでは、熊本県・
（一社）ジャパンショッピング
ツーリズム協会・株式会社ぐるなびより、インバウンドの状況
や受入に関する事例紹介、具
体的な受け入れ方法や消費行
動を促すための取組などをご
講演いただきました。また、
会場内にはモバイル決済サー
ビスやＩＣＴを活用した通訳
サービスなどの事業を行う企
業４社の展示も行いました。

感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅 22

鹿 児 島 ・ 宮 崎 の 偉 人 ・ 先 哲 の 旅（鹿児島・宮崎編）
〜維新の源流を訪ねる。宮崎にとんで牧水の生家で遊ぶ〜
−鹿児島県（鹿児島市、隼人町）、宮崎県（日南市〈飫肥〉、宮崎市、日向市、美郷町）−

つとに知られている鹿児島の加治屋町を皮切りに、宮崎の地に。伝説を探り、牧水の生家まで旅しよ
う。桜島、霧島を望みながら、先哲、偉人の生家やゆかりの故地を歩く。のびやかな南国の風土が、とて
つもなくスケールの大きい人物を生み出す土壌となっていることが判る。併せて「薩摩の芋づる式」とい
われている人脈の相互扶助の精神も汲みとれる。それと共に加治屋町で強く感じるのは、人間は地理的条
件と歴史的条件から切り離しては存在しない、こと。
司馬遼太郎さんは「肥薩のみち」の中で、
「…薩摩人集団やその個々が風土的存在として発光している
ものはじつに鮮烈で、日本の他の地帯とはひどく違ったものなのである。……風土を除いてはとても桐野
は存在しがたい。西郷隆盛もそうである。
軍人では大山厳や東郷平八郎…明るさというよりそれ自身が一体の発光体であったようなものを持って
いる」
。
まこと風土というものは恐ろしい。
故・大宅壮一は「南国の潜在的エネルギーは計るベからざるものがある。それがいつまたどのような形
で爆発するのかわからない。歴史的時限爆弾だ」と述べている。
観光地という視点でなく、偉人・文人輩出の地としての視点で宮崎を見るのもよい。総じて南国の人は
エネルギッシュである。大きく、屈託がない。歌人・牧水の生家でゆっくり時を過ごすと、その気風が伝
わってくる。
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福岡県
大分県

佐賀県

１日目
２日目
３日目

長崎県

 地→鹿児島空港（鹿児島中央駅）［西郷公園］→鹿児島市［若き薩摩の群像、加治屋町界
各
隈、維新ふるさと館、鶴丸城跡、城山、黎明館、多賀山公園］［西郷隆盛、大久保利通、大
山 巌、東郷平八郎、山本権兵衛、黒田清輝、その他多数］→鹿児島市又は日当山温泉（泊）

２泊３日コース
熊本県
宮崎県

美郷町

鹿児島市又は日当山温泉→霧島市隼人町［鹿児島神宮］→宮崎市清武町
［安井息軒生家］→日南市［小村記念館］→日南市（泊）
 南市→美郷町→日南市東郷町［若山牧水記念館、牧水生家］→宮崎
日
空港（宮崎駅）→各地

日向市東郷町

宮崎空港

鹿児島県

宮崎市清武町

鹿児島空港
鹿児島市

日向市

霧島市隼人町

加治屋町出身の偉人
●西郷隆盛（１８２７年〜１８７７年）
明治維新の元勲。島津斉彬に用いられる。幕末、大久保利通らと倒幕運動にか
かわり、王政復古を実現・新政府では参議・初の陸軍大将となる。岩倉遣欧使節
団の出発後、政府の中心人物として開明的な諸政策を実現するも、征韓論に敗れ
て下野し、のち西南戦争をおこす。
●大久保利通（１８３０年〜１８７８年）
明治維新の元勲。幕末、西郷隆盛と協力し、藩政改革派の指導者とな
若き薩摩の群像（鹿児島市）
り、薩長同盟を成立させ、討幕、明治新政府の樹立に尽力。新政府で参
議・大蔵卿・内務卿に任ぜられ、版籍奉還、廃藩置県、地租改正等を断行。
西郷隆盛の下野後、新政府の中心人物として活躍。
●東郷平八郎（１８４７年〜１９３４年）
明治の海軍軍人で日清・日露戦争で活躍。特に日露戦争では、海軍大将、
連合艦隊司令長官として、旅順のロシア艦隊、日本海海戦におけるバルチッ
ク艦隊を撃破して名声を上げた。
●山本権兵衛（１８５２年〜１９３３年）
西郷隆盛
明治・大正の軍人・政治家。大正時代に二回総理大臣となる。日本海軍の
近代化と強化に尽力。日露戦争時には海軍大臣・海軍大将として、政戦両面を指導。
大久保利通
●大山 巌（１８４２年〜１９１６年）
明治維新以来の功臣で、新政府で陸軍大臣をつとめ、近代的日本陸軍の建設に効あり。臣下で最初の元帥となる。特に
日露戦争での満州軍総司令官としての活躍で有名。西郷隆盛の従兄弟。

北九州市

（戸畑・門司

上椎葉

玉名温

隼人塚（隼人町）

隼人塚（隼人町）

この一帯に勢力を張っていた隼人族の不思議に迫る。公園化され敷地内には石塔が数
基と、隼人塚史跡館がある。景行天皇に討伐された熊襲の霊を鎮めるためとも、また大
和朝廷軍に討たれた隼人の乱の霊を鎮めるために作られたといわれているが、平安時代
の仏教遺跡とも考えられている。

小村寿太郎記念館（日南市）
「ポーツマス条約を結んだ外務大臣」として日本近代外交の基礎を築いた明治の外交
官・小村寿太郎侯の遺徳を顕彰した国際交流センター小村記念館には、数多くの資料やビ
デオにより、生い立ちから業績まで広く紹介してある。
小村寿太郎記念館（日南市）

安井息軒生家（宮崎市清武）

安井息軒生家（宮崎市清武）

清武町が生んだ幕末の儒学者・偉人で息軒の生家が保存されている。息軒は、寛政１１
年（１７９９）に漢学者の安井滄洲の次男として誕生。幼年の時から父の教えを受け、十五歳
の頃には家にある書物はほとんど読み尽くしたという。江戸の昌平黌に学ぶ。文政十年
（１
８２７）
、郷里に帰って近郊の子弟教育に当たった。天保７年（１
８３６）に再び江戸に上がっ
て三計塾を開く。門下からは陸奥宗光や谷干城ら多くの逸材を輩出した。

若山牧水記念館（日向市東郷）
日向市から車で約４０分、東郷町坪谷に歌人・若山牧水の生家がある。瓦ぶき二階建てで、牧水の少年時代のままに保存
されている。牧水は、歌に生き、旅に生きた。向かいの牧水公園には平成１
７年４月に若山牧水記念文学館が開館し、牧水
の書籍や遺品のほか、中原中也と親交のあった郷土の詩人「高森文夫」の遺墨などが展示されている。
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

山口県で農業を始めてみませんか？
県では、募集から研修、就業、定着までの一貫した
「日本一の担い手支援策」を掲げ、県内外からの新規
農業就業者の確保・定着に取り組んでいる。
県外に向けた取り組みに関しては、首都圏において
継続的に就農相談会を開催するほか、県内産地を巡る
バスツアーを企画するなど、山口県農業の新たな担い
手となる人材の呼び込みに力を入れている。
また、就農者を受け入れる農業法人に対して、全国
トップクラスとなる最長５年間の給付金を支払うこと
により、法人に就業した人が安心して農業を続けるこ
とができる環境づくりを進めている。
このほかにも、県立農業大学校を拠点として、作物
栽培の基礎知識を習得する研修や、就農後の経営安定
を支援するフォローアップ研修など、豊富な研修メ
ニューを用意している。
このたび、上記研修の一環として、フルタイムで実
践的な栽培管理を学ぶ「やまぐち就農支援塾 担い手
養成研修」の３月入塾生の募集を開始する。
今後も、山口県では、
「日本一の担い手支援策」に
より、担い手確保に取り組んでいく。
農業就業を検討されている方は、ぜひ、山口県へ。
やまぐち就農支援塾 担い手養成研修生募集
研修期間：平成３０年３月から約１年間
場
所：県立農業大学校（防府市）
内
容：自営就農コース
法人就農コース
《問い合わせ先》
山口県農業振興課
TEL：083-933-3375

福岡

Fukuoka

第１９回福岡デザインアワードの
開催について
デザインは、ビジネスの新たな価値を創造し、私た
ちのライフスタイルを変革させ、豊かな未来を実現す
る力を秘めている。
福岡デザインアワードは、中小企業者が製造・販売
する商品やサービスの「デザインを競う」場として、
１９９９年にスタートした。
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１９回目を迎えた今回は、募集対象を福岡県内から
全国に拡大し、全国１３２社から１４７件の応募があった。
９月に書類審査（１次審査）を行った後、１１月７日
にＪＲ九州ホールにおいて、現物審査（２次審査）を
実施した。また、あわせてバイヤーやデザインを学ぶ
学生などに一般公開する応募商品展示会を７、８日の
２日間開催した。
九州大学芸術工学部教授を始めとするデザイン有識
者や大手流通関係者からなる審査委員２０名による審査
を行い、３６社・３８点の受賞者を決定した。
大賞を受賞したのは、田川市の株式会社ＢＯＯＫの
「廃校利活用事業『いいかねＰａｌｅｔｔｅ』
」
。人口の流出
抑制や雇用機会の創出など地方都市が抱える課題を解
決するとともに、持続的な成長が期待できるビジネス
デザインとして高く評価され、１１月８日の表彰式で
小川県知事から賞状とトロフィが贈呈された。
福岡県では、引き続き中小企業者のデザイン活用に
よるものづくりや新サービス開発と、販路開拓に向け
た支援を進めていく。
《問い合わせ先》
福岡県新事業支援課（福岡県産業デザイン協議会事務局）
TEL：092-643-3591 FAX：092-643-3226
http://award.fida.jp

佐賀

Saga

わかものやきものプロジェクト始動！
日本磁器が誕生して４００年。日本人の生活に密着
し、生活の中に息づいていた“肥前のやきもの”は、
近年、日本人のライフスタイルの変化により、若い世
代を中心に以前ほど使用されなくなってきた。そこで
県では、若い世代にも“肥前のやきもの”を気軽に楽
しんでいただこうと『わかものやきものプロジェク
ト』に取り組んでいる。
中心となって活動しているのは、佐賀県内のやきも
の産地の若い活動家、そして佐賀大学芸術地域デザイ
ン学部の学生達や福岡県在住のインスタグラマー。商
品開発をする彼ら自体が“インフルエンサー”とな
り、同じ世代の若者に拡散していくことを狙う。流行
に偏ったものではなく、伝統を守りつつ、若い世代に
も『ウケる』商品を開発中だ。実際に制作中の商品は
「リング」や「ピアス」などのアクセサリーが中心で、
肥前ブランドのカジュアルライン“ＨＩＺＥＮ５”とし
て販売し、ブランドが自走することを目指す。
ＨＩＺＥＮ５は３月に佐賀県内で商品発表と販売会を
実 施 予 定。 販 売 会 会 場 は マ ル シ ェ を イ メ ー ジ し、
ＨＩＺＥＮ５の商品や佐賀の伝統的なやきものの販売、
磁器の紋様でのネイルアート体験など、新しい「やき
もの文化」を体験できるイベントとなる。
ＨＩＺＥＮ５がやきもの文化の入り口となり、若い世
代に１０年後２０年後の“肥前のやきものファン”に
なってもらえるような取り組みを今
後も続けていく。
《問い合わせ先》
佐賀県文化課
TEL：0952-25-7236
FAX：0952-25-7179

長崎

Nagasaki

新たな長崎県庁舎が始動！
平成２６年１２月からＪＲ長崎駅に近接した長崎市中
心部に整備を進めていた新県庁舎（行政棟、議会棟、

的に活躍中の人気ロックバンド“ＷＡＮＩＭＡ（ワニ
マ）
”の代表曲「ともに」に決定！復興へのメッセー
ジが込められた歌詞にも、ぜひ注目いただきたい。
公開は、平成３０年１月下旬を予定しており、今後、

警察棟、駐車場棟）が昨年１１月に完成し、県は１月４

公式ＷＥＢサイトにてドラマの制作過程を随時発信し

日から業務を始める。

ていく。ドラマを通して、被災地の今を多くの方々と共
ひら

「県民とともに新しい時代を切り拓く庁舎づくり」
の基本理念のもと整備された新庁舎の行政棟には、県
民と職員が協働活動を行えるスペースを設けるととも

有し、
「ともに」熊本の復興に向けて
進んでいきたい。
《問い合わせ先》

に、１階には、各種イベントにも利用できるエントラ

熊本県 広報グループ

ンスホールのほか、県政情報や県産品、文化観光情報

TEL：096-333-2027

などの発信ゾーンを配置し、来庁者にも自由に利用い

特設WEBサイト：http://tomoni-susumu.jp

ただける。

ともに すすむ くまもと

検索

また、大規模な自然災害等の発生時における防災拠
点施設としての機能を備え、県民の安全･安心を支え
る役割も担う。
さらに、最上階８階の展望室･展望テラスや２階海
側に配置した食堂からは、長崎港や長崎市街地の眺望
を楽しめるようになっている。
エントランスホールや展望

大分

Oita

みんなの想い、ときめく未来へ
宗麟大橋開通
そ う り ん

大分市中心部に近い大分川河口部で建設中の「宗麟

室・展望テラスは閉庁日にも
利用可能。県民はもちろん、

大橋」が１月１４日（日）に開通する。橋長は３４９９
．ｍと

県外の方々にもぜひ足を運ん

大分川河口部に架かる橋としては最長であり、約半世

でいただき、長崎の風景を楽
しんでいただきたい。
《問い合わせ先》

写真手前から行政棟（８階建）、
議会棟（５階建）、駐車場棟
（３階建）、警察棟（８階建）

長崎県県庁舎建設課 TEL：095-894-3161

紀ぶりの道路橋の新設となる。
新橋梁の名称は公募により決定。戦国時代のキリシ
タン大名「大友宗麟」の名前に由来しており、橋のた
もとに大友氏遺跡があることから「宗麟大橋」と名付
きごう

けられた。橋名板の文字の揮毫は、県小中学生書道
チャンピオン大会で選ばれた１２名が行ったほか、
「宗

熊本

麟大橋」をキャンバスに見立てたアートイベントを開

Kumamoto

熊本復興ドラマ制作プロジェクト
「ともに すすむ くまもと」始動！

催するなど、建設中から多くの県民に親しまれ、開通
が待ち望まれていた。
開通によりＪＲ大分駅周辺などの市中心部と米良ＩＣ
や大分スポーツ公園とのアクセスが向上し、周辺道路

熊本県では、昨年度、熊本地震からの復興プロモー

の交通渋滞緩和が期待されるほか、大規模な津波被害

ションとして、熊本県出身の水前寺清子さんが歌う

が発生した際には、市中心部と防災拠点となる大分ス

「三百六十五歩のマーチ」にのせたＷＥＢ動画「フレ

ポーツ公園をつなぐ緊急時の輸送道路の役割を果たす。

フレくまもと！」を公開し、ご支援いただいた全国の

大分県では、今年から来年にかけて、国民文化祭、

皆様への感謝の気持ちと、元気に頑張る熊本の姿をお

全国障害者芸術・文化祭、ラグビーワールドカップ

伝えした。

２０１９ＴＭなどのビッグイベント

そして、今回、復興プロモーション第二弾として、

が控えており、交通や輸送体

ドラマ制作プロジェクト「ともに すすむ くまもと」

制の強化にも効果を発揮する

がスタート！

ことが期待されている。

ドラマは、復興に向け歩みを進めてきた県民の実話
をもとに、笑いや感動を交えたストーリーで展開する。
主題歌は、メンバー全員が熊本県出身であり、全国

《問い合わせ先》
大分県都市・まちづくり推進課
TEL：097-506-4648
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宮崎

Miyazaki

美しい宮崎づくりを推進！
宮崎県では、平成２９年４月に施行した「美しい宮崎
づくり推進条例」に基づき、美しい宮崎づくり（景観
の保全・創出・活用による魅力ある地域づくり）に関
する施策を総合的かつ計画的に推進するため、
「美し
い宮崎づくり推進計画」を策定した。
この計画では、東京オリンピック・パラリンピック
をはじめ、本県で開催される２０２０年の国民文化祭や
全国障害者芸術・文化祭、２０２６年の国民体育大会や
全国障害者スポーツ大会を大きなチャンスと捉え、自
然環境や農林水産業、歴史・文化、まちづくりなど、
各分野で取り組む施策の方向やその具体的な内容を定
めている。なかでも価値の高い景観づくりや発信力の
強化、魅力ある観光地づくりや快適に観光できる環境
づくり、普及啓発や未来の景観を担う子供たちの育成
などを推進することとしている。
また、美しい宮崎づくりを県内全域に広げていくた
めに、１１月を美しい宮崎づくり推進強化月間に定め
るとともに、美しい宮崎づくりに貢献された個人や団
体に対する表彰制度を設けるなど、県民の関心を高め
る取組にも力を入れている。
人口減少や少子高齢化の進行に対応できる持続可能
な地域づくりが求められる中、県民の心豊かな暮らし
の実現と、本県を訪れる方々
へのおもてなしにつなげるた
め、県民や事業者と手を携え
ながら、愛着と誇りを持てる
「美しい宮崎」を創造し、次
の世代に継承してまいりた
県道宮崎空港線における
ブーゲンビリアの植栽
い。
《問い合わせ先》
宮崎県都市計画課 TEL：0985-26-7191

鹿児島

Kagoshima

平成ＩＳＨＩＮの逸品！大発表・商談会
今年２０１８年は明治維新から１５０年。鹿児島県では、
せ ご
大河ドラマの主人公「西郷どん」をはじめとする郷土
の偉人や、当時の出来事にちなんだ新商品が、続々と
誕生している。
県ではこの機をとらえて関連商品の販路開拓と更な
る機運醸成を図るため、
（公社）鹿児島県特産品協会と
ともに、明治維新関連商品を一堂に集めた「平成ＩＳＨＩＮ
の逸品！大発表・商談会」を昨年１０月に開催した。
県内特産品生産者に加え、薩長土肥として明治維新
にゆかりの深い山口県・高知県・佐賀県からの出品も
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あり、会場には計８８社１９８品目が集結。県内外の流
通・観光・メディア関係者等約１８０名が来場し、活発
な商談が交わされた。
出品商品には、地域の歴史に根ざしたストーリー性
を持ちつつ、県外の方々からも注目されるような商品
が多く見受けられ、明治維新１５０周年に対する、本県
特産品業界の期待と熱意の高まりが伝わる商談会と
なった。
多彩な農林水産物の素材を活用した加工食品や、豊
かな自然や伝統の技から生み出される特色ある工芸品
など、鹿児島が誇る魅力的な特産品の数々を、今年の
明治維新１５０周年の機を最大限に活かして、オール鹿
児島で官民一体となって発信
してまいりたい。
《問い合わせ先》
鹿児島県かごしまPR課
TEL：099-286-3050

沖縄

Okinawa

「おきなわ花と食のフェスティバル２０１８」
沖縄の旬の農林水産物の魅力が詰まった「おきなわ
花と食のフェスティバル２０１８」が、１月２７日（土）か
ら１月２８日（日）にかけて、那覇市奥武山公園にて開
催される。
本県では、冬場でも温暖な気候を活かして、花や青
果物を中心に、数多くの品目が冬春期に出荷の最盛期
を迎える。
地産地消をメインテーマにした当イベントでは、旬
を迎える沖縄県産食材を使った試食・販売コーナー
や、花や野菜のコンテスト・展示・オークション等、
多彩なイベントを用意している。今年も県産農林水産
物を使った加工品旨いものＮｏ.１を決める島ふ～どグ
ランプリや、県内ホテルシェフによる料理体験ができ
るクッキングプラザなどの家族で楽しめるイベントが
盛りだくさんだ。
フェスティバル開催時期には、県内各地で桜が見頃を
迎え、温暖な沖縄を満喫できる格好のシーズンになる。
是非ご家族、お友達で暖かい
沖縄にご来県いただき、当イベ
ントにて、沖縄の豊かな農林水産
物の魅力をご堪能いただきたい。
《問い合わせ先》
おきなわ花と食のフェスティ
バル推進本部事務局
（JAおきなわ農業統括部内）
TEL：098-831-5565

表紙説明

職人技が香り立つ つややかで気品の高い漆器

（山口県）

大内塗

ひろ よ

室町時代、西国一の権勢を誇った守護大名大内氏は、第24代大内弘世の時代に拠点を山口に移
し、京に模した街づくりを行うなど、多くの京文化を取り入れた絢爛豪華な大内文化を開花させま
した。大内塗は、200年間にわたる華麗なる大内文化の象徴として、その流れを今に受け継いでい
ます。
きんぱく
おおうちしゅ
「大内朱」と呼ばれる赤でもなく
大内塗は、天然木、本漆、純金箔が用いられた本格的な漆器で、
茶色でもない渋い朱色の上に、色漆で描かれた繊細な秋草模様と、金箔で大内家の家紋「大内菱」
をあしらった優雅な絵模様が特徴の、国の伝統的工芸品です。
大内塗の代表的な作品には、男女一対の「大内人形」があります。
「大内人形」は、大内弘世が都
を恋しがる花嫁を慰めようと、京から多くの人形師を呼び寄せ、屋敷中を人形で飾って花嫁を喜ば
せたという、ほほ笑ましいエピソードから生まれたもので、夫婦円満の象徴として広く愛されてい
ます。
また最近では、
「大内人形」を現代風にアレンジしたオーダーメイドの「Ouchi 夫婦」のほか、萩
焼と融合した新しい技法の作品や、ストラップ、アクセサリーなど新しいデザインの製品も作られ
ています。
山口市にお越しの際には、ぜひ一度、大内塗のお店にお立ち寄りください。
けんらん

おおうちびし

《問い合わせ先》
大内塗漆器振興協同組合（事務局：083-927-0619）
・大内塗工房ふるや（TEL：083-932-5737）
、桑原大内塗大内人形製作所（TEL：083-922-1790）
、
谷口漆香堂（TEL：083-927-1871）
、冨田大内塗（TEL：083-928-3333）
、
中村民芸社（TEL：083-927-0619）
、牧野大内塗製作所（TEL：083-922-4181）
スケジュール（１月）
日（曜）

会合名等

４日（木）
１
６日（火）
３０日（火）～３１日（水）

事務局仕事始め
資源エネルギー・環境委員会（福岡市・ＴＫＰガーデンシティ天神）
オール九州食品商談会（東京・池袋サンシャインシティ）

新入会員企業（１１月）
芦森工業㈱
社長
特命顧問

瀬野 三郎
永野 芳宣

大阪府摂津市千里丘7丁目11-61
TEL：06-6105-1679 従業員数：2,700名
福岡市博多区博多駅東3丁目1-29
TEL：092-473-4650
事業内容：自動車用シートベルト、エアバッグ、電動リアサンシェード、各種産業用繊維資材（合繊帆布、ロープ等）の製造

白石

大阪市北区大淀北1丁目1-17
TEL：06-6450-1800 従業員数：20名
事業内容：養魚用各種サプリメントや添加物の開発・製造・卸・販売業務、尿素SCRシステム専用尿素水溶液「アプロノックス」の製造及び販売

㈱アプロジャパン
社長

俊訓

㈱テックウィンエンジニアリングセンター
代表取締役

秀瀬

渡

福岡市中央区天神3丁目10-20
TEL：092-717-8611 従業員数：23名
事業内容：各種電気機器、電子機器、光学機器並びにその素材及び部品類の開発、製造、販売、保守

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。
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