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「九州はひとつ」を考える
たとえば、
“産業映像ライブラリー”

（一社）九州経済連合会

理事

石坂 淳子
〔㈱ひよ子

社長〕

「九州産の販路開拓、九経連が支援」の見出
しに目を引かれた。昨年末の新聞報道である。
中国のネット通販大手を活用して、養殖ブリ
を海外へ、という事業の紹介だった。九経連
は、JAなどと連携して、農水産物の輸出拡大
を推進している。その成果だと興味深く目を
通した。
弊社でも九州の農水産物を生かした商品づ
くりを多面的に進めている。ひよ子創生100
とき
年記念菓である「季ひよ子」もそのひとつで、
福岡産のお茶、苺、熊本産の栗、天然塩、沖
縄産の黒糖などの原料食材を使っている。他
にも、大分産の海老や柚子胡椒、佐賀産の餅
米、鹿児島産の芋など九州のそれぞれの特産
地に協力をいただき商品づくりに生かしてい
る。九州には多くの優れた食材があり、これ
を高度活用することで九州の食の可能性が広
がっていくと考えている。
こ の10 年 ほ ど、 農 商 工 連 携 や ６ 次 産 業 と
いった動きが大きくなっている。６次産業は、
農業側が生産、加工、販売を主体的に行うこ
とであるが、そんな動きの中で私としては、
「農商工連携型高度６次産業」の構築こそが九
州農水産業の振興につながるのではないかと
考えている。新聞では九経連の麻生会長の談
話として、
「日本の養殖技術はすごいが、売る

力がない」と紹介されていたが、これは、農
業や林業でも同様だと思う。そこに、高度な
意味での農商工連携を組み入れることの意義
があるのではないだろうか。さらに考えれば、
「売る力」については、
「未来の九州ビジネス」
への視点も含めるべきだと思う。
この考え方を踏まえると、
「農商工連携型高
度６次産業」を成功させるには、
「多様な異分
野への理解力」と「未来の九州ビジネスへの
考察力」さらには、
「新しい形での連携力」が
重要になる。その力を養うために、
「産業情報
の異分野交流の活性化」が大切になると考え
ている。
その推進策のひとつとして、
「産業映像ライ
ブラリー」の設置を提案したい。九州各地の
企業や地域産業、公的機関などの映像資料を
収集して、随時閲覧可能な機能を設けること
ができるようになれば、それを起業支援や教
育などの観点も含め、多角的に活用すること
によって、その中から未来の九州ビジネスへ
の考察力、構築力、連携力などが育ち、九州
はひとつになり、これからの九州の発展につ
ながっていくと思う。
また、それによって、一般には公開されてい
ない映像資料なども、時代の動きの中で存在
価値が高まっていくはずである。
資料映像の収集については、九経連から関
係機関に協力を求めれば可能になるのではな
いだろうか。
九経連による「九州はひとつ」という考え
方を踏まえて、農商工連携型高度６次産業を
推進することが重要だが、ここでは多様な異
分野間理解についての「産業映像ライブラ
リー」の設置についてのみ述べた。複雑に絡
み合う動きの中で、九州という土地柄の持つ
優位性を生かして、人や企業が連携し共生し
ていくことで、新しい「九州はひとつ」が生
まれるのだと思う。
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寄稿
住民主体の社会の新たな仕組み『九州つなぎ隊』
－九州からの挑戦！－
九州つなぎ隊事務局代表

初鹿野 聡

人口減少、高齢化により中山間地における社会インフラや行政サービスの維持については、
今後の大きな課題である。それ以外にも日常生活やその地域の文化の維持など、身近な場面で
の課題もある。今回、地域の中に入り込み、住民への様々なお手伝いの活動をされている「九
州つなぎ隊」事務局代表の初鹿野聡氏からその活動についてご寄稿いただいた。

はじめに

夫をしています。高齢者の傾聴活動では、地元

市町村や分野の枠を越えて、住民が主体と

以外の人が入ることでマンネリ化を防ぐことが

なる新たな仕組みを目指した活動を始めて９

でき、活動が継続しています。さらに、この

年目となる平成29年４月、私たちは『九州つ

活動では、視察研修を兼ねて、他の市町村の

なぎ隊』を発足しました。本活動は驚きと可

人が九州つなぎ隊として活動に参加する動き

能性に満ちており、ある村で私たちが「村外

もみられます。

村民」と今までになかった形で呼ばれたこと

担ぎ手の若者の減少で、軽トラックで運ぶ

はその現れの一つではないかと思います。着

など廃れ始めていた神輿担ぎで、九州つなぎ

実に成果をあげるとともに、常に新しい展開

隊を入れることで神輿担ぎを復活させ、地域

を模索している私たちの活動と今後の構想の

の活性化につながっている例もあります。集

一端をご紹介することで、より多くの方々と

落道の草刈り等の集落活動でも、地元の方々

つながるきっかけとなることを願っています。

と一緒に活動を行っています。その他、
「九州
つなぎ隊の広場」（http://hiroba.9tt.jp/）で、

１．現在の私たち
（１）九州つなぎ隊とは

隊員たちの「生の声」を含めて、活動状況を
綴っていますので、そちらをご参照ください。

地域で起こる様々な問題や課題にフィット
して対応できる人材は、人口減少や高齢化な
どの影響で減り続けています。各地・各方面

（２）仕組みと概要
「九州つなぎ隊」は地域の中に入って、住民

の「いま動ける人」同士がつながって、その
解消を目指すのが「九州つなぎ隊」です（立ち
上げの趣旨全文は、九州つなぎ隊ホームペー
ジ http://9tt.jp/ をご参照ください）。
活動内容は、中山間地域の集落活動や高齢
者の訪問、被災地や農家での活動など様々で
す。例えば、高齢化と人手不足が大きな課題
となっている農作業の手伝いを、地域通貨を
導入して、農家の収益とのバランスを取る工

２
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ピーマンの苗吊りの手伝い

の 皆 さ ん と の ふ れ あ い を 大 切 に し な が ら、
様々なお手伝いを行います。地域などから
「九州つなぎ隊」に活動を要請してもらい、事
務局がコーディネートしマッチングを行い、
隊員が現地入りし活動します。基本は無償で
すが、農業など個人的な収益につながるもの
はポイント制の地域通貨を導入し、恵みを分
地元ボランティアと高齢者宅の訪問

かち合う仕組みになっています。
□九州つなぎ隊の概要
１．立ち上げ：平成29年４月１日
２．隊員数（平成29年９月７日現在）：
登録人数

111人、登録団体

５団体

（九州電力㈱宮崎支社、㈱山崎産業、

日置農業連盟他）
３．参加手続き：登録制
（無料・ボランティア保険と帽子は自

己負担）
４．事 務 局：NPO法 人 み ん な の く ら し
ターミナル（TEL：0985-88-1057）
５．立ち上げ準備室メンバー：
集落の神輿担ぎの手伝い

初鹿野聡
（ 宮 崎 県・NPO法 人 み ん な
のくらしターミナル 代表理事）
武藤元美
（福岡県・㈱福岡情報ビジネ
スセンター 代表取締役）
福井樹夫（長崎県・佐世保市職員）
藤村美穂
（ 佐 賀 県・ 佐 賀 大 学 農 学 部
准教授）
沢畑

亨（熊本県・愛林館 館長）

高橋利行（宮崎県・宮崎大学 准教授）

（３）立ち上げまでの経緯
平成19年頃から宮崎県内の高齢化、人口減
集落道の草刈りの手伝い

少、過疎化などによる影響を感じ始めました。
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３

それに対応すべく実態の調査を行いつつ検討

継 承者の問題だけでなく、行事を支える地

を始めたところ、県や市町村、分野の枠を越

域住民が高齢化や過疎化で人手が不足して

えた社会の新たな仕組みが必要と考えるに至

終わっていくものも多い。

りました。何度か再構築を行い「九州つなぎ
隊」の立ち上げとなりました。

③高齢者の見守りや生活支援などの福祉
今 後高齢化や人口減少が進めば、これまで
の枠組みのままで地域社会を支えるのは困

２．こ れからの『九州つなぎ隊』－つなぎ隊
の生かし方－
これまでの社会の仕組みは、都道府県や市

仕組みとして活用できる。
④介護予防

町村などのエリアや行政の縦割りの中で、そ

本 活動には男性の参加が多く介護予防に活

れぞれに仕組み（ネットワーク）が作られ運用

用できる。

されていました。そのため、エリアが変わる

⑤教育への活用

と活動できなかったり、活動の分野（内容）が

子 どもや学生、社会人、企業の教育プログ

変われば、それぞれ別のネットワークに属さ

ラムなどとして活用できる。

なければならなかったりしました。人口も動

⑥孤立、自殺防止

ける人も多くいる時代ならばそれでも対応で

自 分の居場所としての時間、空間の確保に

きました。しかし、人口減少と高齢化が進め

つながり、生きがいや自己肯定感などの醸

ばそうはいきません。これからは、エリアや

成につながる。

分野を越えて活動することを可能にするネッ

⑦一次産業の新たな仕組み

トワークが必要になり、エリアや分野側が、

高 齢化などの人手不足に対し新たな仕組み

このネットワークにプラグインする逆の方が

が構築できる可能性がある。

効率も効果も上がると考えています。「九州つ

⑧新しい観光システム

なぎ隊」が、目指しているのはそのような

九 州の生活文化の観光化や交通手段、イン

ネットワークなのです。

バウンドの仕組みとして活用できる。

「九州つなぎ隊」のネットワークを、質・量

⑨防災

ともにより充実させることで、より多くのエ

災 害時に即応でき、日ごろの活動は防災の

リア・分野で機能するようにしていきたいと

リーダーを育成できる。

考えています。既に活動を始めているものも

⑩ボランティアの仕組みとリーダーの育成

含めて、例えば、以下のような分野での活動

東 京オリンピック・パラリンピックで話題

が期待されます。

のボランティアリーダーの育成や住民主体

①中 山間地域などの集落活動の地元住民との

の活動の仕組みそのものとしても汎用性が

共同作業
高 齢化、少子化、過疎化などによって困難
になった集落で地元住民と共同作業。
②伝統芸能などの継承

４

難になる。枠を越えて住民主体で助け合う
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高い。
⑪企業の社会貢献
本 活動の活用によりニーズにタイムリーに
応える形で社会貢献ができる。

九州つなぎ隊

⑫新たな社会システムの構築
人 口が減り、高齢化が進めば、今までの社
会の括りやシステムでは無理がある。県や
市町村、分野の枠を越えた柔軟な仕組みと
して取り入れ、AIなどを活用し新しい社会
システムを構築する。汎用性を高めること
で新たな仕事や分野の創出につながる。
これらは、あくまでもこれからのつなぎ隊
の発展の方向性の一端ということになるかと
思います。しかし、また一方で、私たちがま
だ気づいていない別の方向も多く残されてい
ることでしょう。そして、その方向が広がれ
ば広がるほど、地域住民、行政、企業などの
方 々 に と っ て も、 ま た、 つ な ぎ 隊 の 隊 員 に
とっても、つなぎ隊の生かし方（活用の仕方）
が広がることになっていきます。多くの方々
に、
「九州つなぎ隊」を知っていただき、それ
ぞれの方々のアイディアや「できること」を、
つなぎ隊のネットワークにつなげていただき
たいと思っています。
「九州つなぎ隊」の活動をしていると、私も
気づいていない嬉しい発見や驚き、楽しさへ
の出会いがあり、この仕組みには大きな可能
性を感じています。そして、
「九州つなぎ隊」
のネットワークは、九州の魅力創出につなが
ると確信しています。

平成29年度活動実績及び活動予定

（平成30年１月17日現在）

2017年４月１日
都農町「都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
４月２日
西米良村「こしのお春まつり」当日
４月８日～９日 日之影町追川上地区「やまじゅう山菜まつり」準
備と運営
４月９日
日之影町中川「チューリップ祭り」
４月16日
木城町中之又中野地区「御大師講」
４月17日
日之影町中央地区「青雲橋下日之影川のこいのぼ
りの設置」
４月22日
日之影町大人地区「大人歌舞伎桜公演」
４月23日
新富町「日向新富駅周辺のゴミ拾い」
宮崎市高岡町飯田地区「あじさい広場の下草払い」
４月29日
４月29日
都 城市高崎町笛水地区「第10回笛水ウォーク」
昼食作りなどのお手伝い
５月３日
西 米良村小川地区「第18回カリコボーズの山菜
まつり」
都農町「都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
５月13日
５月14日
宮崎市高岡町飯田地区「田植え体験」
日之影町中川集落チューリップの球根掘りのお手伝い
５月14日
５月20日
新富町町「新富町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
５月27日
新富町「富田小中学校周辺のゴミ拾い」
宮崎市高岡町飯田地区「あじさい広場の下草払い」
５月28日
６月10日
都農町「都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
６月10日
新富町町「新富町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
６月11日
日之影町追川地区「草切り作業」
７月１日
新富町「富田小中学校周辺のゴミ拾い」
宮崎市高岡町飯田地区「あじさい広場の下草払い」
７月２日
７月８日
都農町「都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
７月８日
新富町町「新富町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
７月９日
日之影町追川地区「草切り作業」
７月16日
日之影町大人地区「大人神社夏祭り」
７月27日
大分県日田市被災地支援
７月29日
新富町「富田小中学校周辺のゴミ拾い」
７月30日
宮 崎市高岡町飯田地区「あじさい広場の下草払
い、植栽、屋根の吹き替え作業」
８月４日
福岡県朝倉市市被災地支援
都農町「都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
８月５日
８月13日～14日 日之影町大菅地区「第9回大菅納涼花火大会」運
営と片付け
８月26日
新富町「ピーマンの糸吊り」
８月27日
宮 崎市高岡町飯田地区「あじさい広場の下草払
い，池干し作業」
都農町「都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
９月２日
９月２日
新富町町「新富町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
９月９日
新富町「ピーマンの糸吊り」（ポイントボランティア）
９月10日
新富町「ピーマンの糸吊り」（ポイントボランティア）
９月13日
新富町「ピーマンの苗植え」（ポイントボランティア）
９月18日
宮崎市高岡町飯田地区「稲刈り体験」
新富町「ピーマンの糸吊り」（ポイントボランティア）
９月30日
10月１日
長崎県佐世保市「海岸漂着ゴミ回収と海岸道路除草活動」
10月７日～８日 日之影町大人地区「大人歌舞伎公演」準備と運営
都農町「都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
10月14日
10月14日
新富町「新富町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
10月14日
宮崎市高岡町飯田地区「コスモス祭」
10月15日
都城市高崎町笛水地区「笛水ウォーク」
10月27日
諸塚村八重の平地区「八重の平天神社秋季大祭」
11月４日
宮崎市台風片付け（ポイントボランティア）
11月10日～12日 日之影町追川上地区「やまじゅう秋まつり」準備と運営
11月11日
都農町「都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
11月11日
諸塚村立岩地区「立岩桂霜月祭」
11月12日
日之影町見立地区「見立渓谷紅葉まつり」
11月24日
諸塚村八重の平地区「生コン打ち」
11月24日～26日 西米良村越野尾地区「児原稲荷神社例大祭」
都農町「都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
12月２日
12月２日
新富町「新富町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
12月３日
日之影町中川集落チューリップの球根植え付け
12月９日～10日 木城町中之又地区「中之又鎮守神社大祭」
都農町「都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」
2018年１月13日
１月12日～14日 日之影町大人地区「岩井川大祭」
１月14日
西 都市尾八重地区「第39回新伊東一族東後落ち
道を歩こう会」事前準備作業
１月21日
西 都市尾八重地区「第39回新伊東一族東後落ち
道を歩こう会」補助作業
１月28日
串間市古竹地区「野焼き準備」
２月２日
諸塚村南川・中尾地区「南川神楽」準備
２月３日～４日 諸塚村南川・中尾地区「南川神楽」当日
２月４日
串間市古竹地区「野焼き」

チューリップ球根植え
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企業経営を揺るがすサイバー攻撃の脅威
(平成２９年度第１回経営者層向けサイバーセキュリティセミナー)より

ビジネスを脅かすサイバー攻撃は年々高度化・巧妙化し、増え続けていることから、当会で
は「サイバーセキュリティ推進ＷＧ」を設置し、経営者層へのサイバーセキュリティ対策の理
解促進に取り組んでいる。その取り組みの1つとして昨年11月29日に経営者層向けサイバーセ
キュリティセミナー「企業経営を揺るがすサイバー攻撃の脅威」を開催した。今回はその内容
について紹介する。
１． サイバーセキュリティの最新動向と脅威
について【基調講演】
（長崎県立大学情報システム学部情報セキュ
リティ学科教授 加藤雅彦 氏）
⑴サイバーセキュリティの脅威
パソコンに限らずスマートフォンや監視カ
メラ等、現代社会ではコンピュータを内蔵し
た機器が幅広く利用されており、利便性の高
い社会が実現している。一方、サイバー攻撃
の脅威が年々増していることも意識しなくて
はならない。
サイバー空間における脅威は時代と共に変
化しており、2004年頃までは個人を標的とし
た愉快犯的な攻撃が主流であったが、それ以
降は組織や重要インフラ・国家を標的とした
経済犯・組織犯的なものに移行している。ま
た、攻撃手法も高度化・複雑化している。
最近ではウイルスに侵入されていることに
気付かず、気付いたときには既に攻撃が始
まって手に負えなくなるケースもある。

⑵サイバーセキュリティ対策の課題
サイバーセキュリティの伝統的な対策とし
て「境界防御（ネットワークに境目を作って、
入口でまとめて通す・通さないといった制御
を行う）」と「エンドポイントプロテクション
（PCにアンチウイルスを導入）」があるが、攻
撃は年々高度化しており、それだけで防ぐこ
とは困難である。

特に気を付けなければならないのは、伝統
的な対策を実施していることによる“思い込
み”である。例えば、
「境界防御を行っている
ので侵入されるはずがない」「アンチウイルス
を導入しているので万が一ウイルスに侵入さ

出展：平成26年度版情報通信白書第１部第４章第３節「安全安心なインターネット利用環境の構築」
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れても対処してもらえる」と思い込んでしま
うことにより、万が一侵入された場合、やら
れ放題になってしまう危険性がある。境界防
御やエンドポイントプロテクションの導入に
よる効果はあるが、万全ではないので過信し
てはならないということを意識してほしい。
⑶最近の攻撃の特徴
①ランサムウェア
 データを人質（暗号化）に取って身代金を
要求する攻撃である。要求する身代金の額
は支払い可能な金額が設定されていること
もあるが、決して支払ってはならない。例
え身代金を支払うことで一時的に暗号が解
除されたとしても、詐欺と同様で繰り返し
暗号化の被害にあう可能性がある。
 ランサムウェアには「テスラクリプト」
や「ワナクライ」などの種類があるが、テ
スラクリプトについては、既に復元ツール
が公開されており、復元が可能である。ワ
ナクライについても、感染後にPCを再起動
していない状態であれば、メモリに残って
いる暗号化時のデータを利用して復元でき
る可能性があるので、感染後はPCの電源を
入れた状態にしてセキュリティベンダに相
談するなど、適切な対応を行ってほしい。

 IoT機器（ネットワークカメラ等）は、機
器が安価であることが普及拡大に繋がって
いるが、セキュリティ対策が不十分なため、
ネットワーク攻撃を行うための踏み台とし
て悪用されるケースが多い。購入後はパス
ワードを変更するなどのセキュリティ対策
を行う必要がある。
⑷情報セキュリティ事故の発生状況（情報漏えい）
長崎県立大学ではJNSAと連携して「2016
年情報セキュリティインシデントに関する調
査（情報漏洩編）」を行っている。インシデン
トの原因について、件数では、管理ミス（159
件）、誤操作（73件）、不正アクセス（69件）の
順に多かったが、漏洩人数では、ワーム・ウ
イルスや不正アクセス等、インターネットを
介した漏洩が殆どを占めていた。ここからも
情報セキュリティ対策の重要性が読み取れる。

⑸地域別のセキュリティ意識
トレンドマイクロ社が実施した「法人組織
におけるセキュリティ実態調査 2017年版」に
よると、
「経営層・上層部のセキュリティに関

②無線LAN脆弱性による通信の盗聴
 無 線LANの 暗 号 化 方 式 と し てWEPや
ＷPA２などがあるが、WEPについては既
に脆弱性が発見されており、安全ではない
ため、使用してはならない。現在推奨され
ているＷPA２についても昨年10月16日に脆
弱性が発見されたため、使用にあたっては、
製品会社からの情報に基づきソフトウェア
アップデートの適用等の対策を行ってほしい。
③「踏み台」となるIoT機器
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するリスク認識度（地域別）」において、セ
キュリティをリスクとして「十分認識してい
る」「ある程度認識している」と回答した人の
割合が、九州地域は61％であった。これは、
全国平均（71％）を下回り、地域別で最下位の
結果となっている。今後の認識度向上に向け
て、本日のセミナーもその一助になればと思う。
２． 新５分でできる情報セキュリティ自社診
断の解説【一般講演】
（
（独）情報処理推進機構（IPA）技術本部セ
キュリティセンターIT人材育成本部専門委
員 平原隆 氏）
⑴サイバーセキュリティ対策の重要性について
加藤氏の講演において「九州地区はセキュ
リティ意識が低い」との調査結果が紹介され
た。私自身も各企業を訪問しセキュリティ対
策を促してきたが、費用対効果について問わ
れることが多い。その都度「パソコンを利用
している環境において、セキュリティ費用は
経費ではなく投資である」と伝えてきたが、
なかなか理解いただけなかった。企業では、
物理的なセキュリティ対策として、部外者の
侵入を防ぐための壁を設け、セキュリティ会
社に監視を委託し、受付での本人認証や入館
目的等の確認を行っているが、サイバーの世
界でも同様の対策が必要である。
⑵新５分でできる情報セキュリティ自社診断
①概要
 サイバーセキュリティ対策を実施するう
えで、
「始めの一歩」を踏み出すのが難し
い。 セ キ ュ リ テ ィ 診 断 に よ り 現 状 把 握 を
行ったうえで最適な対策を実施することが
理想だが、セキュリティ事業者に診断を依
頼すると費用が
発 生 す る た め、
「始めの一歩」
が踏み出せない
企業も少なくな
い。そのような
企業に「新５分
でできる！情報
セキュリティ自
社診断」を活用
していただきた
い。情報セキュ
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リティ対策は「ネットワークセキュリティ」
「物理的セキュリティ」「人的セキュリティ」
などハードとソフトを併せて実施する必要
があるが、それも網羅されているので、是
非活用をお勧めしたい。
②情報資産区分
 対策を行う前提条件として、情報資産毎
にセキュリティ区分を設け、区分ごとにア
クセス権限等を設定するなどの対策が必要
である。それによりセキュリティが担保さ
れ、事故が発生した場合の対処も容易にな
る。会社の機密情報を従業員等に持ち出さ
れた場合、本来であれば「不正競争防止法」
が適用されるが、機密情報に誰でもアクセ
ス可能になっている場合や、卓上に放置さ
れるなど機密扱いとなっていない場合、た
とえ不正に持ち出されても「不正競争防止
法」は適用されない。
③脆弱性対策
 脆弱性対策として利用しているソフト
ウェアは「修正プログラムを適用する」も
しくは「最新版を利用する」必要があるが、
ソフトウェアが最新版かの把握が難しい。
その場合はMyJVNバージョンチェッカを使
用 し て 確 認 し て ほ し い。 た だ し、 企 業 に
よってはシステムの安定運用等のため、あ
えてソフトウェアのバージョンを落として
利用している場合もあるので、バージョン
アップにあたってはシステム部門と連携し
てほしい。

④ウイルス対策
 ウイルス対策ソフトを導入することは重
要だが、過信してはならない。最近はツー

ルを使って簡単にウイルスの亜種（既にある
ウイルスの一部を変更して作られた変種）を
作ることができるが、ウイルス対策ソフト
は、ソフト会社がパターンファイルを配布
した後でないと亜種の検知は困難である。
こうしたことを踏まえ、ウィルス対策ソフ
トが万全で無いことを理解するとともに、
攻撃対象が特定である標的型攻撃の検知は
非常に困難であることを認識しなければな
らない。
⑤標的型メールの見分け方
 標的型メールは、差出人がフリーメール
アドレスとなっているケースや、差出人欄
と署名欄のアドレスが異なっているケース
が多い。また、ファイルが添付されている
ことがほとんどだが、実行ファイルはどん
なアイコンにも偽装できるほか、ファイル
拡張子についてもその偽装手法がある。こ
のため、疑わしいメールに添付されたファ
イルを開く場合は、ファイルを一旦デスク
トップなどにダウンロードした後、ファイ
ルのプロパティにより偽装されていないか
などを確認することが望ましい。

⑥電子メールのルール
 誤送信を防止するため、メール送信時は
アドレスを目視にて確認するとともに、重
要情報が含まれるファイルを送信する場合
は、パスワードを設定し、パスワードは電
子メールとは異なる手段（電話やFAXなど）
で伝えるなど、情報保護を徹底してほしい。
⑦組織としての対策
 情報流出は外部からの攻撃や内部犯行が

あるが、内部犯行の防止に向け、従業員に
は採用時に守秘義務や罰則規定があること
を伝えるとともに、情報管理の大切さを定
期的に説明して意識付けを行う必要がある。
さらに、経営者は以下の３原則を認識し対
策を進めてほしい。
・原則１：情 報セキュリティ対策は経営者
のリーダーシップで進める
・原則２：委 託先の情報セキュリティ対策
まで考慮する
・原則３：関 係者との情報セキュリティに
関するコミュニケーションは、
どんなときにも怠らない
⑶SECURITY ACTION 制度
SECURITY ACTION
制度とは、中小企業自ら
が情報セキュリティ対策
に取り組むことを自己宣
言する制度で、
「中小企業
の情報セキュリティ対策
ガイドライン」の実践を
ベースに２段階の取り組
み 目 標 を 用 意 し て い る。
「情報セキュリティ５か
条」に取り組むことを宣
言すると１つ星、
「５分で
で き る！ 情 報 セ キ ュ リ
ティ自社診断」で自社の状況を把握したうえ
で、情報セキュリティポリシー（基本方針）を
定め、外部に公開したことを宣言すると２つ
星を付与している。ロゴマークを名刺やパン
フレット等に印刷することで、情報セキュリ
ティの取り組みをアピールできる。
平 成 29 年 度 第 ２ 回 サ イ バ ー セ キ ュ リ
ティセミナーのご案内
九経連では、今年度２回目となるサイ
バーセキュリティセミナーの開催を予定
しています。ぜひご参加ください。
日時：平成30年３月８日（木）
13時開始予定
場所：福岡市科学館６階サイエンスホール
（福岡市中央区六本松4-2-1）
【社会基盤部
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「スポーツで稼ぐ！スポーツ産業の創出」を
テーマにパネルディスカッション
第１０回沖縄連携フォーラム
前号で報告した、第10回沖縄連携フォーラムにおける「スポーツ産業の創出」をテーマと
したパネルディスカッションについて、その内容を報告する。

モデレーター
パネリスト

原田 宗彦（早稲田大学スポーツ科学学術院 教授）
津々木晶子（スポーツ庁 参事官（民間スポーツ担当）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）

（原田）各パネリストに、①大
規模国際スポーツイベントの

①大規模国際スポーツイベントの開催により、
期待できる経済効果、効果を受ける業種

開催により、期待できる経済

（津々木）2015年に文部科学省の外局として、

効果、効果を受ける業種、②

スポーツ庁が発足した。スポーツ庁の中に、

大規模国際スポーツイベント

スポーツビジネスを活性化させていく部署が

を契機とした、スポーツの産業化への展望、

あり、文部科学省の他、経済産業省、大学、

③九州・沖縄においてスポーツ産業創出のた

民 間 企 業 か ら の 出 向 者 で 構 成 さ れ て い る。

めになすべきことの３点について、お尋ねし、

2020年の東京オリンピック・パラリンピック

ご発言をいただく。

以降のスポーツ産業施策について考える「ス
ポーツ未来対策会議」をスポーツ庁と経済産
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業省とで立ち上げた。

ラ」「技術」「成長産業」という３つの軸で見

スポーツ産業の具体的な事

れる。都市インフラでは、ダイバーシティに

例として、地域ならではの特

配慮した街づくりが行われ、技術ではロボッ

色を生かして様々なイベント

ト、AIなど日本の技術が出てくる場となる。

により活性化をしている。群

そして観光や健康といった分野の場があり、

馬県みなかみ町では利根川源流の起伏にとん

日本文化やブランドを世界にアピールしてい

だ環境を生かし、アウトドアスポーツで誘客

く場になる。

を図っている。富山県南砺市では、廃スキー

（寺家）スポーツは、いろいろ

場や廃道などを活用し、スポーツ＋村ならで

な産業と融合できる可能性が

はのおもてなしで観光誘客を図っている。沖

あり、スポーツイベントを単

縄県では、糸満市で伝統漁船「サバニ」をス

発で終わらせるのではなく、

ポーツと融合させ、MICEの商材としても活用

他産業と結びつけることでレ

している。

ガシーとして残していくことでスポーツ産業

地域の特色だけでなく、経済効果も出して

と し て 発 展 し て い く と 考 え る。 例 え ば、 ス

いこうという事例として、
「ツール・ド・フラ

ポーツと観光の融合によるスポーツツーリズ

ンスさいたまクリテリウム」では約25.3億円、

ムは、外国人旅行客が増えている沖縄でも経

「NAHAマラソン」が約16.9億円の経済効果を

済効果が期待できる。スポーツと健康という

出している。スポーツイベントだけでなく、

点でも、健康寿命を延ばすという社会的な課

飲食、宿泊、観光といったものと組み合わせ

題への対応策としてスポーツを健康に生かし

ることで経済効果を出していける。

ていくということも考えられる。また、IoTや

（森田）みずほ銀行では、東京
オリンピック・パラリンピッ

AIをスポーツに取り入れることで新しい経済
効果が生まれるのではないかと思う。

クの経済効果を30兆円と試算

そういう中で、沖縄の強みとして東アジア

している。このうち大会開催

の中心にあるという「地の利」がある。観光

による直接効果が２兆円、そ

客をスポーツにつなげていくという可能性が

れに付随する効果が28兆円とみている。この

ある。次に「知の基盤」として沖縄にも琉球

付随効果の内訳としては、都市インフラ整備

大学などアカデミックな拠点がある。科学的

や首都圏での民間投資加速として12兆円、観

な根拠やビッグデータを活用した付加価値の

光需要の増大や関連施設の整備加速で12.7兆

高いサービスが提供できる。また、
「地域資

円、その他スポーツ教室など関連産業の拡大、

源」として温暖な気候、健康にいい食材など

多様な人々への対応としてのダイバーシティ

があり、健康や食という面からスポーツにか

対応の加速での効果もある。また、ＴＶの需

かわることができる。このような沖縄の強み

要や日本食の輸出、スポーツやアニメなどの

をスポーツと掛け合わせることで産業として

放送コンテンツの輸出といったところでも経

のスポーツが期待できる。

済効果があるとみる。
大会後のレガシー効果として、
「都市インフ
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②大規模国際スポーツイベントを契機とした、
スポーツの産業化への展望

（原田）補足として、鳥取のＪリーグチーム

（津々木）これまでスポーツで稼ぐということ

「ガイナーレ鳥取」は、3.8億円でサッカース

は考えなかったが、スポーツで稼ぐぞ！とい

タジアムを作った。それを参考に今治では3億

う旗を振っている。単に稼ぐだけではなく、

円で作り上げた。行政は、せっかくだからと

その収益をスポーツに還元し、スポーツ人口

殿堂のような施設を作るが、そこまでしなく

が増え、スポーツ市場が拡大していくという

とも、もっとローコストで作れるという事例

好循環を作っていく。

であり、アリーナ建設を活性化させている一

「日本再興戦略2016」の中に初めてスポーツ

要因である。

の成長産業化が盛り込まれた。具体的な目標

（森田）これまで、みずほ銀行ではスポーツを

として、スポーツ市場規模を5.5兆円（2015年）

産業としてとらえたことがなかった。多くの

から2025年までに15兆円に拡大する。また、

企業にヒアリングを行ったが、
「企業として何

スポーツ実施率（成人の週１回以上のスポーツ

をすればいいのかわからない」というのが大

実施率）を40.4％（2015年）から2021年までに

半であった。

65％に向上させることを掲げている。

スポーツには、
「する」「見る」「支える」の

そ の た め に 行 う 施 策 と し て、 ① ス タ ジ ア

３つの主体が存在している。「する」はプロ・

ム・アリーナ改革（コストセンターからプロ

トップアスリート、アマチュア、一般・趣味

フィットセンターへ）、②スポーツコンテンツ

という３つの層に分かれる。企業としては

ホルダーの経営力強化、新ビジネス創出の推

「支える」のところに位置している。企業がど

進、③スポーツ分野の産業競争力強化の３つ

こで稼ぐかというと「する」の中の一般・趣

を挙げている。具体的な内容として、スタジ

味の層と「見る」のところで稼ぐことになる。

アム・アリーナ改革について述べる。これま

スポーツとメガトレンドを掛け合わせてい

でスタジアム・アリーナは、スポーツを「す

くことが重要と考える。スポーツがいろいろ

る」という視点で整備されてきたが、
「見る」

な処方箋となっていくと言える。スポーツと

スポーツの場としての視点もあるのではない

グローバル市場の変化が掛け合わさり、イン

かとして、民間の資金や経営能力を活用した

バウンドを含むスポーツツーリズムにつなが

在 り 方 を 議 論 し、2017 年 ６ 月 に「 ス タ ジ ア

る。テクノロジーの進歩により、スポーツの

ム・アリーナ改革ガイドブック」を公表した。

見方が変わり、スポーツを見る人が増えてく

スタジアム・アリーナ改革は、スポーツの

１
２

進事例として支援をしていく。

る。
「する」側としても一般・趣味層において、

成長産業化への大きな柱と考えている。これ

テクノロジーの力で高齢になってもスポーツ

までのスポーツ施設に対する考えや固定観念

が続けられるようになるかもしれない。

を刷新して、スタジアム・アリーナを核とし

ヘルスケアというものは、予防、治療、介

て、地域の成長や官民の連携を図っていきた

護という側面と公的保険の内か外かという側

いと考えている。沖縄市の多目的アリーナ施

面から６つの象限に分かれる。医療費の削減

設整備をはじめ、佐賀県、長崎市、鹿児島市

が国の大きな課題となっている中で、公的保

に具体的な構想がある。こういったものを先

険の外でもっと予防をしていこうと取り組ん
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でいる。これは、
「する」の一般・趣味層を増

うなビジネスモデルを作っていかないと実現

やしていくことと同じ施策である。

できないと考えている。

また、高齢化・少子化に伴う地域の課題解

現在は、点の状態であり、これをつないで

決に向け、スポーツを中心とした街づくり、

ネットワーク化して、そこに異業種が混じっ

コンパクトシティ化もある。地方創生で何を

てイノベーションが起こり、新しいビジネス

コンテンツにするか、スポーツを使って街づ

モデルができる。そういう環境整備をしなけ

くりをしていく、スポーツアリーナを中心に

ればと思っている。さらに言えば、成長のエ

コンパクトシティ化を図っていくということ

ンジンとなるような核が欲しいと思っている。

も考えられる。

例えば、スポーツ医科学の研究者や実践者を

（原田）中国では、アプリを使ってマラソン大

集め、最先端の研究成果が実践できるトレー

会をやっている。そのアプリで参加し、走る

ニング環境を提供する拠点を作れないか、そ

コースはどこでもよく、一斉にスタートしタ

うすることでアジアの富裕層の取り込み、一

イムを競う。その結果によりメダルが贈られ

般の方々への展開により裾野の広い取り込み

てくる。これに41万人が参加したそうである。

ができるのではないかと思っている。

これまでとは違う発想や視点からのスポーツ
振興策というものが出てくるのではないかと
感じている。
（寺家）沖縄にはいろんなスポーツ施設が整備

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
（津々木）九州、沖縄は多くの魅力的なコンテ

されている。野球場68施設、陸上競技場37施

ンツを持っており、環境的にも優れている。

設、サッカー場43施設あり、１市町村に１つ

そういう地域特性も生かして、日本のスポー

はあるという状況である。そういうこともあ

ツ産業をリードしていけるといいと思う。国

り、プロ、アマを問わず、キャンプや合宿が

と し て は、 ス タ ジ ア ム・ ア リ ー ナ 改 革 を ス

年間295件、大会や試合、イベントが年間240

ポーツ産業のハードの施策とすれば、ソフト

件開催されている。

面としてチームや協会などのスポーツコンテ

沖縄のスポーツ市場規模は、約770億円であ

ンツホルダーを強化していこう、新ビジネス

り、スポーツツーリズムが330億円である。沖

を創出していこうと考えている。特に、経済

縄は観光が大きく伸びている。これとスポー

界と連携することが重要であり、民間活力を

ツを掛け合わせることもでき、将来的には

使って進めていけたらと思う。

3,000 億 ～4,000 億 の 規 模 に 拡 大 さ せ、 観 光、

スポーツの特徴として、いろいろな波及効

情報通信に次ぐ、沖縄の基幹産業にできれば

果があると思う。健康、観光、テクノロジー

と考えている。

の活用、食といったところに波及していける。

ただ、現状のままではその実現は難しい。
キャンプや合宿、イベントといったものは季

スポーツをツールとして、地域の核となって
いければいいと思う。

節や期間限定のものであり、また、沖縄の施

（森田）国際観光客数の世界ランキングで日本

設を使っているだけでサービスの面では必ず

は16位（2015年）である。その上にマレーシア

しもそうではない。通年型で稼いでいけるよ

（14位）がいる。マレーシアにそんなに観光資
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源があっただろうかと思われるだろう。マ

まっていないが、経済効果が見込める大会で

レーシアはスポーツツーリズムで観光客を呼

はないかと思う。実際に開催した県へのヒア

んでいる。マハティール政権下の1990年代か

リングでは、効果があったとの声が聞けた。

ら国際的なスポーツ大会を積極的に誘致して

（原田）2021年にワールドマスターズゲームと

い る。 自 転 車 レ ー ス（1996 年 ）、 Ｆ １（1999

いうものが開催される。参加者は１万人を超

年）、トライアスロン（2000年）
、ヨット（2005

えるが、予選もなく、家族連れで海外旅行を

年）といった国際大会を誘致している。観光振

兼ねての参加であり、大きな経済効果がある。

興策の一つにスポーツを掲げており、さらに

日本スポーツマスターズと共通するところが

経済効果、雇用創出の目標を立てて取り組ん

ある。

でいる。
誘 致 に あ た っ て は、 金 融 で い う と こ ろ の

ズムに力を入れている。タイでは観光、文化、

ポートフォリオのように誘致するスポーツを

スポーツの３つを担当する省を設置しており、

入れ替え、インバウンドの消費額を増やすよ

ここが中心となって進めている。こういった

う滞在長期化を図り、近隣観光資源とのセッ

国で中間層が増えると、日本でのスポーツ

ト販売や官民、中央と地方、省庁間の連携を

ツーリズムの顧客として期待ができる。

図るような体制をとっている。このような取
り組みは九州、沖縄でもできるものである。
また、テクノロジーにより、障がいを持つ

１４

マレーシアと同じくタイもスポーツツーリ

（寺家）沖縄での取り組みとして、スポーツ産
業クラスターを作っていこうということで、
2017年８月にスポーツ関係の産業界、大学、

人とそうでない人、あるいは、高齢者と若者

金融機関、行政の産学官金でネットワークを

が共に競技ができることを実現しようという

作るべく、
「沖縄スポーツ産業クラスター推進

取り組みがある。テクノロジーを使ったもう

協議会」を立ち上げた。ここでネットワーク

一つの例として、ｅスポーツがある。いわゆ

を作ることで、スポーツビジネスのイノベー

るゲームであるが、米欧中韓を中心に市場が

ションが起きることを期待する。行政として

伸びている。2021年の中国・杭州でのアジア

は、先進的なスポーツビジネスのモデルづく

大会では正式種目となった。観客はアリーナ

りを支援したいと考え、５つの研究会の立ち

等の会場だけでなく、ネットにおいて数十万

上げを計画している。例えば、トップトレー

人が観戦できる。ここに広告を出すというこ

ナーや旅行エージェント、大学医科学部など

とも効果が見込める。

の参加により、スポーツ・ヘルスケアとツー

高校総体、国体などの国内総合スポーツ大

リズムの掛け合わせによる商品企画・実証を

会は、金銭的、労力的な負担が大きいことか

行う「スポーツ・ヘルスケア観光商品開発研

ら自治体への評判は良くない。しかし改革を

究会」、スポーツジムやＩＴ企業、健康関連企

していく余地はある。例えば、35歳以上が参

業の参加による「スポーツによる健康寿命延

加できる「日本スポーツマスターズ」は、規

伸研究会」、大学を中心に、人材育成に成功さ

模は大きくないが、参加年齢から見れば、競

れている企業等の参加により、スポーツ経営

技終了後にその開催地でお金を落とせる年代

人材の育成を考える「スポーツ人材育成研究

である。この大会は2020年以降、開催地が決

会」などである。
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「九州から日本を動かす取り組み」について
意見交換
と

き

ところ
出席者

１２月４日（月）
東京・ホテルオークラ
１２名

会員企業の東 京本社のトップで構成する
「顧問会」（会長の諮問機関）を開催し、本会活
動に対する様々な意見や要望を伺った。
会議ではまず麻生泰会長が挨拶し、
「九州は
アジアに近く、農林水産物の輸出や海外から
の観光客の受入れに有利な環境にあり、九州
から地方創生のモデルとなる事業を生み出し、
実績を出していくことが重要と考えている。
本日は『九州から日本を動かす取り組み』を
テーマに忌憚のないご意見をお願いしたい」
と述べた。
続いて、長尾成美専務理事より、2017年度
主要事業の上期取り組み状況と今後の進め方
について説明した後、自由懇談に入った。
懇談では、①国際スポーツイベント、②観
光、③農林水産物、④人材、⑤国際交流等に
ついて意見を頂戴し（右記参照）、それぞれ今
後の各委員会活動等へ反映させることとして
いる。

九経連顧問会

〔懇談要旨〕
①国際スポーツイベント
・2019ラグビーワールドカップが九州の３カ
所で開催される。もっと地方から発信し、
盛り上げられないか。
・万一、災害が起こっても九州へリピーター
が来るよう、耐震強化など災害対策が必要。
②観光
・S NSで「家庭料理」など想定外の魅力があ
るから外国人が集まる。「口コミ」戦略を組
んだ方が良く、魅力を研究すべき。
・A PUの留学生などの外国人を活用して九州
を海外へPRできないか。
・ホテル投資増加には、大規模イベント後の
盛り上がりの見える化が必要。
・国内観光も重要であり、道の駅をうまく活用
し消費や宿泊の増加に繋げられないか。
・お寺に宿泊し仏の世界観を体験する、日本
の音楽に触れる機会を提供するなど、体験
型のコンテンツを増やせないか。
③農林水産物
・スーパーで安く販売する生鮮品がある一方
で、ネット販売の成功例もある。流通まで
手が届かない生産者へのサポートが必要。
・農業に従事する高齢者には技術力はあるが
力仕事がきついので、若者や大企業の壮年
層の方などと分担できないか。
④人材
・女 性活躍同様、高齢者の活躍も重要。農業
等への人材活用を検討してはどうか。
⑤国際交流
・外資誘致では、教育面で対象国のインター
ナショナルスクール充実も策の１つ。
・北九州市がアジアで展開し先導している水
ビジネスを九州全体に拡大できないか。

【総務広報部
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九州、中国、韓国により「環境・エネルギー」「物
流・商流」「医療・ヘルスケア」分野の交流拡大を
と

き

ところ
参加者

１１月２９日（水）〜１２月１日（金）
鹿児島県鹿児島市
日本側１
１５名、韓国側４７名、中国側１０３名

第１６回環黄海経済・技術交流会議
総計２６５名

１．環黄海会議の概要
黄海沿岸の中国と韓国の成長活力を取り込
み、九州の産業と企業の持続的な成長発展と、
九州、中国、韓国三国の交流促進を目的として、
中国商務部、韓国産業通商資源部、九州経済
産業局の合意のもと、2001年３月より九州−韓
国−中国の持ち回りで毎年開催している。今
回は鹿児島県鹿児島市城山観光ホテルで開催。
＜訪問団日程＞
月

日

内

中村学園大学
小林修准教授

講演

容

韓国産業視察（アルテンハイム、
11/29（水） 七ツ島メガソーラー、仙巌園）
夕食会
環黄海ビジネスフォーラム
食・観光フォーラム
11/30（木） 三国政府間局長会議
環黄海本会議
歓迎レセプション
中国産業視察（アルテンハイム、
12/１（金） 垂水漁協、坂元醸造、七ツ島メガ
ソーラー、仙巌園）

２．環黄海ビジネスフォーラム
今会議のメインテーマである「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」の下、
「環境・エネルギー産
業」「物流・商流」「医療・ヘルスケア産業」
の３つをテーマとして、各国の産・学・官の
取り組み事例紹介、提言等があり、環黄海地
域での課題等への共通認識や今後のビジネス
に繋がる情報交換が行われた。

九州経済国際化推進機構
麻生泰会長挨拶

１
６
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アルテンハイム加世田
楠元寛之氏 講演

環黄海ビジネスフォーラム

プログラム

⑴開会
⑵主催者挨拶
・九州：九州経済連合会 会長 麻生 泰
・韓国：韓日経済協会 副会長 徐錫崇 氏
・中国：江蘇省商務庁 巡視員 趙進 氏
⑶環黄海地域での取り組み事例
（テーマ：環境・エネルギー産業）
・九州『鹿児島県の再生可能エネルギーの取り
組みについて～海流発電～』
鹿児島県企画部エネルギー政策課長
本 一郎 氏
・韓国『済州特別自治道での再生エネルギー開
発方針、EV普及拡大等の政策紹介』
濟州大學校 敎授 金鎬民 氏
・中国『省エネ環境保護産業の発展による河北
省の革新と進化の促進』
河北省商務庁 副庁長 张锋 氏
・中国『日韓との交流利点を大連に波及させる
ことによる日韓協力の拡大』
遼寧省大連金普新区商務局 局長
王大生 氏

（テーマ：物流・商流）
・九州『イノベーションによるグローバル物流
の拡大』
学校法人中村学園大学流通科学部
准教授 小林 修 氏
・韓国『グローバル物流の動向と韓中日協力案』
韓林海運株式會社 代表理事 李漢烈 氏
・中国『連雲港市の地理的利点を活かした中央
アジアとの経済貿易協力』
江蘇省連雲港市人民政府
副市長 吴海云 氏
・中国『北京におけるさらなるサービス産業の
探索と実践』
北京市商務委員会 副処長 郭红雨 氏
（テーマ：医療・ヘルスケア産業）
・九州『介護職のイメージチェンジを目指して
−介護ロボットの活用とその成果−』
社会福祉法人野の花会 法人本部
理学療法士・博士（医療福祉学）
アルテンハイム加世田 楠元 寛之 氏
・韓国『医療ヘルスケア業界の動向と日中韓の
３カ国の協力の課題』
大韓貿易投資振興公社（KOTRA）
日本地域本部 本部長 趙恩鎬 氏
・中国『塩城市による養老介護特徴のある街の
構築と日韓による実践的な協力促進』
江蘇省塩城市 副市長 蒋巍 氏
・中国『日本と韓国の養老産業の新しい理念と
新技術導入による煙台市での国家レベ
ル医療養老モデル構築への期待』
煙台市投資促進局 局長 陈新姿 氏
⑷全分野共通事例
『異常気象で増大する世界の災害被害の削減に、
優れた日本の防災技術で打って出る！』
（一社）日本防災プラットフォーム
事務局長 土井 章 氏
⑸質疑応答
⑹閉会

３．食・観光フォーラム
食・観光フォーラムでは「展示セッション」
と「PRセッション」を設けた。
「展示セッショ
ン」では、鹿児島県、九州、韓国、中国によ
る 食・ 観 光 商 品 及 び 企 業 の 展 示 ブ ー ス、 休
憩・商談が可能な交流スペースを設置し、別
フォーラム参加者でも展示品を閲覧できるよ
うに幅広く時間を設定した。

展示ブース

食・観光フォーラム

プログラム

Ⅰ 展示セッション
・鹿児島県、九州、韓国、中国による食・観光
商品及び企業の展示ブース、休憩・商談が可
能な交流スペースを設置。
Ⅱ PRセッション
⑴開  会
⑵鹿児島県PRセッション
・『お伝えします！開催地 鹿児島の魅力～
第16回環黄海経済・技術交流会議～』
鹿児島県ＰＲ・観光戦略部
総括監兼次長 倉野 満 氏
・『鹿児島の観光と食』
（公社）鹿児島県観光連盟
専務理事 白橋 大信 氏
⑶食・観光分野における各国ＰＲセッション
・（韓国）『東北アジア観光市場の拡大及び相互
理解増進に向けた、韓中日間の国際
観光交流活性化のための協力提案』
韓国文化観光研究院 副研究員 崔慶恩 氏
・（中国）『上海の国際貿易センターを活用した
国際経済貿易基盤の構築と中国、日
本、韓国による協力促進』
上海市外国投資促進センター日本代表処
副専務理事 刘刚 氏
・（中国）『OFOによるインテリジェント交通の向上』
OFO共用自転車 都市オペレーション
マネージャー 尹牧宇 氏
※OFO（オッフォ）：中国の自転車シェア企業

・（九州）
『九州の観光の魅力について』
（一社）九州観光推進機構 事業本部
本部長 渡邉 太志 氏
⑷閉会
日本防災プラットフォーム 土井事務局長

講演
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４．環黄海経済・技術交流会議本会議
本会議では、メインテーマである「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」に関して、三国間での協
力事例紹介や交流深化への各地域の取り組み
紹介・提言、三国の地域間協力に係る提案が
行われた。また、併催事業の報告・総括、
「環
黄海経済・技術交流大賞」の表彰を実施した。
最後に、九州経済国際化推進機構の麻生泰会
長が全体総括を行い、
「伸びゆくアジアの中
心、この三国の現役のリーダーとして、我々
が先輩達から受け継いだアセットを次世代に
どうつないでいくか。官民が一体になって、
地域・国家のため・次世代のために考え、動
き、流れをつくり、当然結果を出していくこ
と、次の時代に向けて責任を持って動いてい
くことが重要である」との呼びかけを以って
閉会となった。

九州経済産業局

環黄海会議本会議

髙橋局長

プログラム

⑴三国代表挨拶
日本経済産業省 九州経済産業局
局長 髙橋 直人 氏
韓国産業通商資源部
通商協力局長 李鎬俊 氏
中国商務部亜洲司 司長 吴政平 氏
⑵開催地挨拶
鹿児島県 知事 三反園 訓 氏
⑶三国政府間局長会議 報告
九州経済産業局 局長 髙橋 直人 氏
⑷環黄海ビジネスフォーラム 総括
（一社）九州経済連合会 専務理事 長尾 成美
⑸食・観光フォーラム総括
鹿児島県PR・観光戦略部
総括監兼次長 倉野 満 氏
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環黄海経済・技術交流会議

本会議

全景

⑹国際機関日中韓三国協力事務局取組事例の紹介
『日 中韓ビジネス・自治体の三国協力強化に
おける日中韓三国協力事務局の役割』
国際機関日中韓三国協力事務局
事務次長 韓梅 氏
⑺三国経済・技術交流事例紹介及び提案
・（九州）『環黄海圏（大連市）への展開と地域間
交流の深化』
清本鐵工㈱
代表取締役社長 清本 邦夫 氏
・（韓国）『東北アジア観光市場の拡大及び相互
理解増進に向けた、韓中日間の国際
観光交流活性化のための協力提案』
韓国貿易協会eBiz戦略室長 金賢哲 氏
・（中国）『輸出食品、農長製品品質安全の模範
である山東省による環黄海地域にお
ける新たな地域間協力への貢献』
山東省商務庁 副庁長 呂偉 氏
・（九州）『鹿児島企業の環黄海圏を中心とした
海外展開』
㈱九州経済研究所
経済調査部長 福留 一郎 氏
・（韓国）『環黄海から世界市場へのチャレンジ』
ダブルスコープ㈱ 大内 秀雄 氏
・（中国）『遼寧省と中国、日本、韓国との間の
経済貿易協力強化のための、遼寧省
自由貿易地域と瀋撫新区の推進』
遼寧省商務庁 副庁長 王景明 氏
⑻質疑応答
⑼次回開催地の紹介
韓国全羅北道國際協力課
専門経歴官 文宗善 氏
⑽環黄海経済・技術交流大賞表彰式
贈与者：九州経済国際化推進機構
会長 麻生 泰
九州側受賞者：㈱エコファクトリー
（公財）九州経済調査協会
⑾全体総括
九州経済国際化推進機構 会長 麻生 泰
⑿閉会

「環黄海経済・技術交流賞」表彰式

カンパチの養殖場視察

５．産業視察
産業視察では、主に中国、韓国の参加者が
アルテンハイム、七ツ島メガソーラー、垂水
漁協、坂元醸造、仙巌園を視察した。垂水漁
協での「カンパチ」の養殖や加工工場の視察、
坂元醸造での「黒酢」の製造、介護施設であ
るアルテンハイムでの介護ロボットの活用等
の先進的な取り組みに特に興味を示していた。

坂元醸造視察

アルテンハイム加世田での視察

坂元醸造の黒酢壺畑と桜島

アルテンハイム加世田
介護用ロボットスーツ「HAL」試着体験

６．おわりに
環黄海地域の発展のためには、引き続き三
国の産・官・学が相互理解の上、連携・協働
して交流を深化させ、具体的な成果に結び付
けていく努力が重要であることを改めて感じ
た。今会議の提案や今後の協力等の経過を三
国間でフォローアップしていく必要がある。
なお、次回開催は韓国・全羅北道・セマン
グムに決定した。
【国際部 宮本】
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「ヘルスケア分野を中心とした日韓協力」をテーマに九州、韓国で協議
と

き

ところ
参加者

１１月２９日（水）～３０日（木）
鹿児島県鹿児島市
６９名（日本３７名、韓国３２名）

１．会議の概要
九州（日本）・韓国経済交流会議は、九州と
韓国が双方の資金、技術、人材等の地域資源
を相互補完し、貿易、投資、産業技術の交流
拡大と地域間交流の促進を目的とする定期交
流の場として、1993年から毎年開催。
九州経済連合会と九州経済産業局が事務局
を務める九州経済国際化推進機構では今回、
鹿児島県鹿児島市において、環黄海会議に合
わせ、九州管内の関係機関及び韓国政府等と
連携・協力し「第24回九州（日本）・韓国経済
交流会議」を開催した。
月

日

内

容

＜産業視察（環黄海会議）＞
・坂元醸造
・アルテンハイム鹿児島
11/29（水）
・七ツ島メガソーラー
・仙巌園
＜九韓本会議＞
11/30（木） ＜商談会＞

２．本会議
当日は、
「ヘルスケア分野を中心とした日韓
協力」をテーマに、両国の代表挨拶をはじめ、
民間の代表から各国のヘルスケア分野におけ
る重点施策について発言後、意見交換を実施
した。

２０

九経連月報 ２０１８/２

第２４回九州（日本）・韓国経済交流会議
内容は次の通り。
１．開会
２．両国代表挨拶
経済産業省 九州経済産業局長 髙橋 直人
韓国産業通商資源部 通商協力局長 李 鎬俊
３．各国の産業施策・情勢
テーマ：ヘルスケア分野を中心とした日韓協力
⑴九州側のヘルスケア分野における重点施策について
九州経済連合会 会長 麻生 泰
国際部長 安藤 博昭
⑵韓国側のヘルスケア分野における重点施策について
韓日経済協会
常勤副会長 徐 錫崇
４．意見交換
⑴韓国側発言に対する九州側からの発言
経済産業省 九州経済産業局 髙橋局長
九州経済連合会 麻生会長
九州日韓経済交流会 篠原統理事長
九州経済連合会 安藤部長
⑵九州側発言に対する韓国側からの発言
韓国産業通商資源部通商協力局 李局長
韓日経済協会
徐常勤副会長
韓日経済協会
趙 德卯事務局長
５．まとめ・閉会
経済産業省 九州経済産業局
国際部長 伊集院 健夫
６．記念撮影

会議では、介護・IT分野を中心に全産業の
人材マッチング等について議論を行った。そ
の中で、九州側から９月に施行された改正入
国管理法による在留資格「介護」の創設に伴
う韓国人材の留学提案を行ったが、韓国側か
らはあまり現実的ではないという反応であっ
た。しかしながら、韓国の若年層の就職難と
日本の人材不足を解決するために、全産業に
おける人材マッチングに関して、両国で小さ
な実績を積み上げていくことで意見が一致し
た。今後、会議メンバー間で連絡を密に取り
ながら具体的方策について協議していく予定。

また、七ツ島メガソーラーでは、太陽光発
電所（発電量70MW）概要の説明・太陽光パネ
ルを視察、仙巌園では、1658年に島津家19代
光久が築造した名勝庭園の視察を行った。

九州経済国際化推進機構

麻生

泰

会長

３．九州（日本）
・韓国ビジネス商談会
本会議の翌日には、両国のビジネス交流・
貿易等の経済活動をより一層活性化させ経済
関係の緊密化を図るために「九州（日本）・韓
国 経 済 交 流 会 議 」 の 一 環 と し て「 九 州（ 日
本）・韓国ビジネス商談会」を開催した。当日
は、両国の食品・観光の産業分野で27社（日本
側：16 社、 韓 国 側：11 社 ）の 企 業 が 参 加 し、
１対１（通訳付）で39件の商談が行われた。商
談に参加した多くの皆さまから「満足な商談
会だった」との感想をいただいた。

坂元醸造

アルテンハイム
鹿児島

七ツ島
メガソーラー

商談会の様子

また、両国の防災機器分野での「日韓防災
機器商談会」を併催した。
４．産業視察（環黄海会議）
九韓会議の当日、環黄海会議の産業視察と
して、鹿児島県内の食品製造・ヘルスケア・
エネルギー・観光分野に関する施設である、
坂元醸造、アルテンハイム鹿児島、七ツ島メ
ガソーラー、仙巌園を視察した。
坂元醸造においては、江戸時代後期から続
く伝統製法についての説明、アルテンハイム
鹿 児 島 で は、 介 護 支 援 用 ロ ボ ッ ト（ 腰 タ イ
プ）・コミュニケーションロボット・次世代予
測型見守りシステムの説明と実演が行われた。

仙巌園

５．おわりに
①両国が直面する高齢化社会への対応に伴
うヘルスケアに関する課題、②介護・IT分野
に限らず全産業における日本の人材不足と韓
国の若年層の就職難という課題解決のために、
九州と韓国が連携して、小さな実績を積み上
げていくことにより、その後の大きな流れに
していきたいという思いを強くした。次回は
本年秋、環黄海会議同様、韓国・全羅北道・
セマングムで開催する予定。
【国際部 松尾】
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トヨタ自動車九州で企業発見・体験プログラムを実施
と

き

ところ

１２月２１日（木）
宮若市・トヨタ自動車九州株式会社

九州企業発見・体験プログラム（以下、
「KEEP」
）は、平成27年度にスタートした、
（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る。
本年度第２回目となる今回は、九州大学工
学部学士課程国際コース留学生２年次19名に
対してKEEPを実施した。

工場見学
講演後に工場見学を行った。工場内の見学
コースは製造現場の頭上に設置されていて、
講演
今回トヨタ自動車九州で実施した第２回

な工夫が見られる箇所で詳細な説明があり工

KEEPは、製造現場の管理者から「レクサス

夫の程が分かるため、先に受けた講演内容等

のこだわりについて」、品質管理者から「技術

を含めて実際に見て感じることができる見学

員業務内容紹介について」それぞれ講義を受

であった。

け、トヨタ自動車の思いや取り組み、工夫等

おわりに

をわかり易く学んだ。
レクサスシリーズとトヨタの他車種との製

KEEPの事業は、2017年７月に九経連の国
際部から観光・サービス産業部へ業務移管さ

造工程の違いや拘りの差を対比し、噛み砕い

れ、少子高齢化・雇用委員会に包括された。

た内容になっていてわかり易いものであった。

よ っ て 高 齢 者・ 女 性・ 若 者・ 外 国 人 等 ダ イ

また「技術員業務内容紹介」は、品質管理

バーシティな人材の雇用促進や育成の取り組

者自身が過去に経験してきた業務を品質管理

みの一つとして扱うことになる。

者の視点やトヨタの点検基準をもとにした説

今後はKEEPを留学生の九州への興味・関

明があり、時にクイズ形式や学生への質問形

心・愛着の開拓目的に終わらせずに、九州域

式を織り交ぜて飽きさせない工夫を凝らした

内の企業が積極的に留学生と交流する機会と

講話であった。全体として学生の質問も多く

して利用していただけるよう実践していく。

活発な研修となった。

２２

コースを辿り進むと生産ライン毎にある様々
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【観光・サービス産業部

立崎】

日誌
１２月
４日（月）

［東京・ホテルオークラ］

１３日（水）

［福岡市・九経連会議室］

顧問会

第２回社食で地産地消ＷＧ

会員企業の東京本社のトップで構成する「顧問会」
（会長の諮
問機関）を開催。本会活動に対して、
「九州３カ所で開催の2019
ラグビーワールドカップをもっと地方から発信すべき」
「外国
人観光客向けの体験型メニューを充実すべき」
「農林水産物生
産者への流通面サポートが必要」などの意見を頂戴した。今
後、各委員会活動等へ反映させる。
※本誌15ページに概要を掲載


青果物の社食への提供方法について主に検討する内容で開催し
た。会合の中で、イオン九州㈱九州商品開発部長の池畑哲也氏
より「イオン鮮魚士制度」の取り組みについてご説明いただい
た。また、学校給食において魚食の地産地消に成功された大野
北小学校 栄養教諭・管理栄養士の松尾真由美氏に「学校給食
での魚食における地産地消」の取り組みについてご説明いただ
※ホームページ「委員会活動実績」に詳細を掲載
いた。

出席者：12名

出席者：18名

６日（水）

［下関市・シーモールパレス］

１６日（土）

［出水市・高尾野農村環境改善センター］

山口・北九州合同地域委員会

島原・天草・長島架橋構想及び九州西岸軸構想推進地方大会

山口県の会員で構成される山口地域委員会と、北九州市並びに
周辺地域の会員で構成される北九州地域委員会は、合同地域委
員会を開催し、
「観光を通じた関門地域の活性化」をテーマに、
オラガ総研㈱の牧野知弘代表取締役から講演をいただいた。地
方創生と観光、関門地域における可能性などについて、具体的
な事例とともに「演出」の重要性を学んだ。

島原・天草・長島架橋建設促進協議会（会長：三反園訓鹿児島
県知事）及び九経連は、島原・天草・長島架橋構想及び九州西
岸軸構想推進地方大会を実施した。主催者挨拶、来賓挨拶に続
き、九州大学大学院の塚原健一教授による「地域連携による発
展の可能性」をテーマにした講演が行われた。最後に、地元に
よる意見提言があり、大会決議が採択された。

出席者：約600名

出席者：54名

※ホームページ「委員会活動実績」に詳細を掲載

７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２回長崎地域委員会
第２回長崎地域委員会では、九経連の取り組み状況の報告と麻
生泰会長との意見交換を行った。矢野佳秀総務広報部長より、
取り組み状況の報告を行った後、意見交換に移り、
「長崎地域
における人材確保」
「外国人患者の受入れ」など多くの意見が
出された。その中で、人材の流出は地域の魅力の差であり、首
長のビジョンとそれを応援する経済界の役割が重要であること
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

［福岡市・福岡市科学館］

九州女性の会１
２月例会

観光委員会第２回企画部会
第 ２ 回 企 画 部 会 は、
「2017 年 度 観 光 委 員 会 事 業 状 況 」 及 び
「2018年度観光委員会事業計画（案）
」を報告した。また今回は
㈱リクルートライフスタイル地域創造部じゃらんリサーチセン
ター主席研究員の北嶋緒里恵氏を招き、
「DMOが変える地域の
未来」と題して、最近のインバウンドの消費動向とあわせて幅
広い内容の講演をいただいた。
※ホームページ「委員会活動実績」に詳細を掲載

２０日（水）

［福岡市・電気ビル本館］

第２０回外国人介護士受入れ検討ＷＧ
出席者：16名

出席者：12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、12月例会を開催した。今回は九経連会議室を飛び出
して、2017年10月に開館した福岡市科学館を視察し、最新鋭
投影機を備えたプラネタリウムを鑑賞した。鑑賞後には、新メ
ンバーを交えての懇親会も行った。

１１日（月）

［福岡市・九経連会議室］

出席者：25名

出席者：29名

８日（金）

１８日（月）

［福岡市・電気ビル共創館］

エネルギー講演会

WGの集大成として、2018年６月19日（火）に外国人介護士受入
れに関するセミナーを開催することを決定した。テーマは、技
能実習制度と、受入れ側日本人向け教育について。講師・講演
内容・広報手段等の詳細について、議論を行った。
※ホームページ「委員会活動実績」に詳細を掲載

２１日（木）

［宮若市・トヨタ自動車九州］

第２回九州企業発見・体験プログラム（ＫＥＥＰ）
出席者：19名

出席者：131名

社会保障経済研究所代表の石川和男氏を招き、エネルギー講演
会を開催した。経済産業省OBである石川氏は、社会保障政策
に留まらず、広くエネルギー政策についても提言活動をされて
いる。今回の講演では、
「今後の日本のエネルギーは再エネと
原子力が中心になるべきだが、再エネには安定供給やコストな
どの課題が多く、その解決が必要だ」と話された。

第２回KEEPは、トヨタ自動車九州に九州大学工学部学士課程
国際コースの留学生19名を迎え企業体験を実施した。今回は、
宮田工場の現場管理者による「レクサスのこだわりについて」
と品質管理者より「技術員業務内容紹介」について講話をいた
だき、学生達からも積極的な質問があった。その後工場見学を
行い、生産ラインでの様々な工夫を知ることができ有意義な体
※本誌22ページに詳細を掲載
験であった。

１２日（火）

第２回大分地域委員会・視察会

※３月号にて講演要旨を掲載

［福岡市・九経連会議室］

第１回「九州を経営者と女性管理職から動かすセミナー（仮称）」開催ＷＧ
出席者：15名

女性活躍を九州全体として推進していくためのセミナー開催を
検討しており、この度、
「九州を経営者と女性管理職から動か
すセミナー（仮称）
」開催WGを設置した。第１回WGでは、女
性活躍のイメージ共有や、女性活躍における課題認識、九経連
としての特長をどう出していくのかなどについて、活発な議論
を行った。

２２日（金）

［筑紫野市、佐賀市］

出席者：28名

第２回大分地域委員会は、IoT等に関する先進的な取り組みを
されている、筑紫野市の㈱三松と佐賀市の㈱オプティムの２社
を視察した。㈱三松では、IoTと職人技の融合によるモノづく
り、多品種小ロット生産の現場を視察。㈱オプティムでは、
「ネットを空気にかえる」をコンセプトに、様々な分野におけ
るIoT活用事例と、ドローンによるピンポイントの農薬散布の
デモを視察した。 ※ホームページ「委員会活動実績」に詳細を掲載
２０１８/２
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講演要旨

「林業の現状と課題」

～田島山業株式会社の取り組み～

田島山業株式会社
代表

（平成29年10月18日（水）農林水産委員会での講演）

田島  信太郎

はじめに
私の実家は、伝え聞くところによると鎌倉
時代より、現在の日田市中津江の地を脈々と
守り続けてきた。このような家に生まれ育っ
た私の、そして我社の基本理念は、
「断固森を
守る」。この一言に尽きる。
森を守るために林業を営んでいる訳だが、
その林業が経営的に非常に厳しい状況で、こ
の現状を打破し将来も森を守り抜いていくた
めに弊社が新たに取り組んでいる事業につい
てお話させていただく。
１．林業とは
林 業 と は、 山 に 木 を「 植 え る 」「 育 て る 」
「使う」そして「また植える」こと。このワン
ターム50年から100年かかる循環をひたすら継
続することで初めて成立する産業である。付
帯する様々な仕事があるが、
「林業とは何か」
と言えばこれに尽きる。
森 林 の も つ「 国 土 保 全 」「 水 源 の 涵 養 」
「CO2の吸収」などの多面的機能を発揮させ維
持していくことは、林業の大切な役割であり
課題でもあると考えている。
２．林業の現状
林業の循環プロセスの中で収入を得られる
のは、
「使う」段階であり、その殆どは主伐
（育った木を最後に全部伐採する）によるもの
である。
ところが林業の実態を経営数値で見てみる
と、50年生杉人工林主伐収入は87万円/ha、林
業経営経費は、114万円/ha ～225万円/ha（林
野庁編「平成29年度版森林・林業白書」より）
となっており全く採算が取れていないことは
明らかである。
また、日田は杉の産地なので杉材の価格動
向を見てみるとピーク時の1980年は、１㎥当
り４万円であったのが、2016年には１万２千
程度まで下落している。（農林水産省の「木材
統計調査」による）
このように収支採算性が非常に厳しく林業
本来の「植える→育てる→使う→植える」と
いった業務サイクルが実現不可能な状況で、
従って当社は皆伐を避け、祖父が50年前に植
２４
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えた森林を更に間伐し育てつつ、生き残りを
掛けた事業に取り組んでいる。
３．田島山業の具体的取り組み
弊社の施業面積は、1,200haで個人所有の民
有林では日本最大級である。路網状況は、ト
ラック道と作業道を合わせて260m/haとなっ
ており、これは全国平均17m/ha（林野庁 平成
21年度森林・林業白書）と比べて群を抜いて充
実している。
※
また、ハーベスタ を始めとする高性能林業
機械を複数台保有している。
このように豊富な路網密度と高性能林業機
械により、省力化、効率化、作業員の安全確
保を実現している。これらが弊社の強みと考
えている。
新たな取り組み実績としては、
①バ イオマスエネルギーの地域自立システム
化実証事業（NEDO受託事業）
②バイオマス発電需要に向けた早生樹実験
③木材輸出事業
④日 田地区地域産業集積の利活用による林
業・木材産業の６次産業化
（産直サプライチェーンの構築）
・日 田杉活用による産直住宅と材料生産体
制の構築
・日田杉活用による店舗リノベーション
・日田杉によるインテリア開発
・地域中核組織の設立
（一般社団法人「森を守り地域を活性化す
る協議会」の設立）
などが挙げられる。
これらの取り組みは「林業による地方創生」
の一環として取り組んでいるが、やはりその
根底にあるのは「断固森を守る」という一念
である。
都市の市民やユーザー各社が、今後はその
木材が伐り出された森林が、健全に育ってい
るかを常に念頭に入れて使っていただく事を
心よりお願いしたい。
※従来チェンソーで行っていた立木の伐倒、枝払い、測
尺玉切りの各作業と玉切りした材の集積作業を一貫し
て一人で行うことのできる自走式機械
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「東町漁協
“輸出への取り組み”」
（平成29年10月18日（水）農林水産委員会での講演）

はじめに
東町漁協は、鹿児島県最北端の島全体が町
となっている長島町に拠点を構えている組合
員数が正・准合わせて633名、出資金約６億
５千万円の漁業協同組合である（平成29年３月
末時点）。
東町漁協の主な事業は、販売事業、餌飼料、
燃油等を扱う購買事業そして加工事業である。
販売事業売上118億円の内93億円を養殖ブリ事
業が占めている。
本日は、その養殖ブリ事業の一翼を担う輸
出事業の現状と今後の輸出展望について紹介
させていただく。
１．養殖ブリ輸出への取り組み
養殖ブリ輸出の歴史は、昭和57年の対米輸
出から始まった。その後、平成15年に対EU、
平成17年に対中国、平成19年に対ロシアと立
て続けに輸出先を拡大した。
このような輸出拡大の成果もあり平成20年
には、大台として目標にしていた養殖ブリ加
工尾数100万尾を突破することができた。この
間、平成10年に国内養殖魚では初となる加工
場のHACCP認証を取得、平成13年には「鰤
王」の名前で商品名の統一化を図り、平成16
年には正式に「鰤王」を商標登録した。
ここまでの話では、輸出が右肩上がりに伸
びてきたような印象となるが、実は、平成19
年から平成22年にかけては売上高16億円が
２億円にまで落ち込むという事態が生じた。
特に平成21年と22年は、シャトネラ赤潮被害
で周年出荷が途絶える事態にまで追い込まれ
た。その後は順調に輸出高が伸び平成27年に
は過去最高額の19億円を記録した（平成28年
は、16億円）。
輸出先別では、北米２カ国（アメリカ、カナ
ダ）が額で50％を占めダントツ一位で、後に
EU11カ国、アジア12カ国と続き、最近では中
東諸国（UAE、レバノン、ヨルダン、サウジ
アラビア）やオーストラリアにも販路を拡大し

東町漁業協同組合
参事

山下  伸吾
現在では29カ国に及んでいる。
２．今後の輸出展望
安定的かつ持続可能な事業運営を目指して
国の補助事業制度を活用し「ICTを活用した
生産管理システム」を導入している。また、
従来の「鰤王」は、天然種苗由来であったが、
これまで以上に生産・供給及び品質の安定性
を図る目的から人工種苗の導入を始めた。尚、
この人工種苗由来のブリを「新星鰤王」と名
付けている。
人工種苗には、
①天然資源に依存しない持続可能な養殖
②早 期種苗による育成期間の短縮（効率化、
品質の向上）
③育種への期待（養殖ならではの魚づくり）
などが期待される。
今後の輸出展望としては、平成30年度まで
に50万尾輸出体制を構築し、長期的には100万
尾（総生産数の50％）輸出体制の構築を目指し
ている。
これを実現していくための戦略として、
①世 界的に「Buri–Oh（鰤王）」のブランドを
確立し世界へ発信
②人 工種苗による早期採卵・安定生産の確立
と生産管理体制の厳格化による目標値を
持った育成管理の実践
③「ASC※ 等への対応」（資源を保護、環境に
やさしい持続的養殖）
などを柱として着実に遂行していく。
最後に東町漁協が目指す先（将来像）につい
て要点だけ紹介する。
それは、
「組合員の為の組合」「信頼される
組合」という基本理念に従い活動し『漁業者
が漁業で生活ができる』漁業環境を提供し続
けている漁業組合になることである。
※ASC（Aquaculture Stewardship Council：水産養殖管
理協議会）による、環境に負担をかけず地域社会に配
慮して操業している養殖業に対する国際的な認証制度
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講演要旨

「九州地方整備局における
ＩＴＳの取り組み」

国土交通省九州地方整備局
道路調査官

阿部  俊彦

（平成29年10月30日（月）交通委員会での講演）

１．道 の駅を使った九州地方整備局の自動運
転の実証実験について

積される、時刻、位置情報等の「走行履歴」、

国交省では、高齢化が進行する中山間部に

急ブレーキ、急ハンドル等の「挙動履歴」が

お け る 人 流・ 物 流 の 確 保 の た め、 自 動 運 転

プローブ情報として膨大なデータとして収集

サービスの導入を目指した実証実験を全国で

され、形成されたビッグデータを道路交通安

実施しており、九州地方整備局では熊本県葦

全、渋滞、道路交通調査等、さまざまな用途

北郡の道の駅「芦北でこぽん」において平成

に活用するものである。

29年10月１日（日）～７日（土）にかけて実証実
験を行った。

特に、このビッグデータ活用の例として、
増加している外国人観光客によるレンタカー

実験車両については公募の結果、ヤマハ発

事故への対策があり、実際に外国人観光客の

」７人乗り小型自動車

高速道路での休憩施設の選択や急ブレーキ発

動機㈱の「路車連携型

（注）

を使用した。
（注）地中に埋設された電磁誘導線に従い走行し、停止や
加速度はその位置に埋設された磁石の配置パターン
を感知して行うもの

生の状況などは、日本人ドライバーとは異な
る状況などを確認し、ピンポイントでの外国
人レンタカー事故対策実験を実施する予定。
また、一般の生活道路や通学路における交

実証実験のルートは、芦北町役場から芦北

通事故対策も、これまでの事故発生箇所への

町市街地を経由して道の駅「芦北でこぽん」

対症療法的な交通事故対策から、潜在的な危

までの間を運転手付きの「既存交通との混在

険箇所が特定されることで、より効果的、効

区間」と運転手不在の「専用区間」を循環走

率的な対策の立案、実施が可能となってきて

行するルートとした。

いる。

検証の内容としては、既存交通との混在区

最後に、ETC2.0搭載車両については、高速

間での後続車の追い越し、専用区間での運転

道路からの一時退出を可能とする「賢い料金」

手不在での自動走行、道の駅への農作物の出

での利用について実証実験も実施している。

荷、道の駅からの宅配便の配送、図書館への

一時退出しても、近隣の道の駅に立ち寄っ

本の返還などであり、実験に先立ち公募した

て高速道路に戻れば、再度初乗り料金を支払

高齢者・周辺住民等194名のモニターからのア

う必要がなく、高速道路を降りずに利用した

ンケートを集計し、実験効果の検証を行って

料金のまま、長距離逓減等割引も継続したま

いく。

まになるもので、九州では２カ所の道の駅、

２．ETC2.0プローブ情報の活用について

長崎道の「彼杵の荘」、九州道の「えびの」で

ETC2.0プローブ情報の活用とは、路側機と
ETC2.0対応カーナビとの無線通信により、車

２６

載器、車種等の「基本情報」と、車載器に蓄
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実証実験を実施する予定。

講演要旨

「自動運転時代の新たな
モビリティサービスへの挑戦」
（平成29年10月30日（月）交通委員会での講演）

１．DeNAについて
DeNAと聞くとゲーム会社・ベイスターズ
をイメージすると思うが、中長期的にはイン
ターネット＋AI、パートナリング、事業化能
力といった自社の強みを生かして、社会課題
の解決に取り組んでいきたいと考えている。
政府の未来投資戦略にも示されている「健
康寿命の延伸」「移動革命の実現」「快適なイ
ンフラ・まちづくり」
等の社会的課題につい
て、スポーツ、ヘルス
ケア、オートモーティ
ブ等を通じて解決して
いきたい。
２．オートモーティブの取り組み
⑴交通の課題
交通は、日本経済が抱える大きな課題の一
つである。具体的には、
「（交通網の未整備に
よる）700万人の買物弱者」「５％前後と言わ
れる自家用車の稼働率」「タクシー業界の人手
不足」「年間約50万件の交通事故」などが挙げ
られ、こうした課題の解決に向けては、
“イン
ターネット＋AI”を活用して、交通の仕組み
そのものをアップデート（Auto Tech化）して
いく必要がある。
⑵Auto Tech時代の業界構造イメージ
Auto Techを実現するためには、インフラや
車両、組み込みシステム、モビリティサービ
スプロバイダー等の企業による密な連携が必
要である。DeNAは、自社の強みである“パー
トナリング”
と“事業化能
力”を活かし
て、他業種の
様々なパート
ナーとタッグ

㈱ディー・エヌ・エー
オートモーティブ事業部
シニアマネージャー

隅本  直輝
を組み、１つのパッケージとして提供するこ
とを目指している。
⑶既存有人サービスから次世代へ
既存有人サービスでは、自治体やタクシー
協会とパートナリングを形成し、２つの実証
実験を行っている。１つは、AIを用いて需要
予測等を行うことにより、効率的な配車を実
現しようというものであり、もう１つは、AI
を活用して高度な運転診断を行い、ドライ
バーの安全運転をサポートすることによって、
交通事故を削減しようというものである。
次世代に向けては自動運転を低コストで実
現することにより、生活を便利・豊かにする
ことを目指している。それに向けては、技術、
法律、社会受容性という３つの大きな壁があ
るが、実証実験等を繰り返し行いながら解決
していきたいと考えている。
⑷実証実験
DeNAは、2016年８月にロボットシャトル
（完全自動運転による交通サービス）のサービ
ス を 開 始 し て お り、2018 年 に は ま ず プ ラ イ
ベートエリアでの定期運行を目指している。
九州大学の伊都キャンパスでは、2017年１月
から九州大学・福岡市・NTTドコモ等と連携
して、キャンパス内自動運転バスの実証実験
を行っており、４者で策定したロードマップ
に基づき、2018年下期のサービスインを目指
している。ロードマップは封鎖された道路で
の単独走行～教職員・
学生向けの実証検証ま
で、 ５ つ のSTEPに 分
けて段階的に進めてお
り、現在はSTEP３（交
通の往来が少ないリア
ル交通環境）の実証が
終了したところである。
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Introduction of new members

新入会員 紹 介

芦森工業株式会社
＜2017年11月９日入会＞

大口径ホース

２８
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事 業 内 容

従 業 員 数
本社所在地
電 話 番 号
関連会社等

ホームページ

芦森工業株式会社
１
８７８年（明治１１年）
取締役社長 瀬野 三郎
自動車用シートベルト、エアバッ
グ、トノカバー、電動シェード、
手動シェード等
管 路 更 生 工 法「 パ ル テ ム 」 用 材
料・資機材、土木資材等
消防用ホース、産業土木用ホース、
防災関連資機材等
産業用繊維資材（合繊ロープ・帆布
など）
、物流省力化システム関連、
墜落阻止器具等
約２７
，５０名（連結）
〒５６６-０００１
大阪府摂津市千里丘７-１１-６１
０６-６３８８-１
２１
２
（代）
芦森エンジニアリング㈱、芦森工
業山口㈱、オールセーフ㈱、㈱柴
田工業、アシモリセンイ㈱、ジェッ
ト商事㈱、アシモリ・タイランド
㈱、芦森科技（無錫）有限公司、ア
シモリ・インディアプライベート
リミテッド、アシモリ・コリア㈱、
アシモリ・メキシコ㈱
http://www.ashimori.co.jp/

わたしたちは１４０
年の社歴を経て、卓
越した開発力、技術
力で多くの新しい商
品を世に出し、繊維
を用いた産業資材の
担い手として確固た
る基盤を築き、現在
では繊維産業のイ
取締役社長 瀬野  三郎
メージを超えた分野
でも活躍するようになりました。これから
も、企業経営の目標を達成するため、長年
にわたって蓄積してきた「ものづくり」の
強みをさらに発展させ、新たな付加価値を
創造し、激変する時代のニーズに柔軟に対
応すべく、さらに向上、成長を続けてまい
る所存でございます。

会社概要

会社概要
芦森工業は、明治１１年に創業、伝導用綿
ロープの製造・販売事業から始まった、今年で
ちょうど１４０年になる歴史ある会社です。
繊維を加工した産業用製品から始まり、紐、
ロープ（組む技術）
、消防・消火栓用ホース、産
業用広巾織物（織る、樹脂加工する技術）
、自動
車用シートベルト、エアバッグ、およびトノカ
バー（後部車室用カバー）
・電動シェード・手動
シェードなどの内装品（巻き取る、固定する、
膨らませる技術）へと製品展開を図り、さらに、
ライフラインを支える下水道・上水道等の管更
生に関わる材料の製造から施工まで、幅広い分
野に製品を利用いただいております。
取り扱う製品に共通するキーワードである
「安全、安心、快適の提供」を会社の使命とし
て、 品 質・ 技 術・ 生 産 す べ て の 面 に お い て
ＰＤＣＡサイクルを絶やすことなく、改善・改
革に日々取り組んでおります。
現在、自動車安全部品事業本部と機能製品事
業本部という２事業本部体制にて運営してお
り、大阪本社を中心に、東京をはじめ日本全国
に営業展開をしております。海外では、自動車
安全部品事業本部がタイ・中国・インド・韓
国・メキシコに拠点を構えており、機能製品事
業本部では、今後、特にＡＳＥＡＮ諸国への展
開に注力していく予定です。
当社にとって九州地区は、営業所開設から１
年あまりであり、まだまだ未開の地区となって
おります。今後は、九州地区さらにＡＳＥＡＮ
諸国へと、防災・減災、ライフラインの更生分野
で事業拡大を図っていきたいと考えております。

Introduction of new members

新入会員 紹 介

株式会社アプロジャパン
＜2017年11月10日入会＞

会

社

設
代

表

名

株式会社アプロジャパン

立

２００６年（平成１
８年）

者

代表取締役社長 白石 俊訓

事 業 内 容

高級養殖魚飼料、製造販売
大型トラック排気ガス浄化液（尿素
水）
、製造販売

本社所在地

〒５３１-００７７
大阪市北区大淀北１-１-１７ アプロビル５Ｆ

電 話 番 号

０６-６４５０-１８００

関連会社等

株式会社アプロライフ

ホームページ

http//www.applejp.com

会社概要

会社概要
回転寿司店で輸入魚のマグロやサーモンは
３６５日廻っていますが、国産魚代表のブリ（ハ
マチ）は殆どの店で冬場の１００日間しか並んで
いません。夏場になると脂が少なく身質の変色
や生臭くなるのがその理由のようです。
「夏場に脂をたっぷり蓄えて魚臭も変色もし
ないブリの養殖に成功すれば消費拡大に繋が
る」と高級養殖魚の機能性飼料の技術開発に挑
戦しています。昨年８月には、東京ビッグサイ
トでの展示会で、寒ブリ以上に脂（２０％以上）
を蓄えたブリやアカバナを出展できるまでにな
りました。試食された方は驚嘆されるが、試食
したことのない職人さんは「夏のブリは痩せて
旨くない」との固定観念があり、食文化の壁は
厚く消費拡大までには至っていません。
昨年は、
「世界で日本列島にしかいない貴重
なブリの国魚制定」を長谷水産庁長官や前農林
水産大臣の山本有二先生にもお願いしました。
今年は、九州経済連合会にもお願いしてぜひ実
現させていただきたいと願っています。
ブリが国魚に制定されると、来日する大統領や
首相そして王室の方々の招待会でお寿司や和食の
食材としてお召し上がりいただくことになりま
す。東京五輪に来日する３０
，００万人以上の方々が
日本の高級養殖魚で握った本物のお寿司に満足
されれば、帰国後は味の伝道師となって世界中
に語り継がれる事になります。国魚の制定が引
き金となり、国内外からの関心も高まり、日本
の養殖魚の消費拡大に繋がると確信しています。
さらに当社では、大型トラックの有害排気ガ
スを無害化するアプロノックス(尿素水)を製造
して全国の運送会社に販売もしています。

先祖のお墓参りに
帰省すると人影のな
い波止場には野さら
しの漁網が放置さ
れ、冷蔵庫の屋根に
は葛が覆い被さって
い ま す。４０年 前 ま
で、いわしやサバの
水揚日本一を誇った
島の面影はなく、最
代表取締役社長 白石  俊訓
盛期７５社あったブリ
の養殖業者も５社になっていました。
世界の食用魚の５０％が養殖魚となりまし
たが、日本の生産高は０．
４％に過ぎません。
国境の最西端の島で育った私の脳裏から離
れなくなりました。
退任後楽しみにしていた豪華客船での世
界一周の計画は罪悪感に変わりました。世
界一美味しい高級養殖魚の新技術開発を目
指して、退職金３億円を叩いて６６歳で設立
した会社も１０年を過ぎましたが、まだ半分
も貢献できていません。

九州第一工場

九州第二工場
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NEWS

九州観光推進機構
ニュース

観光庁へ「日本版ＤＭＯ候補法人」登録申請を実施（１２／８）
２０１７年４月より当機構の日本版ＤＭＯの申請について検討
を進めてまいりましたが、九州７県の承認を経て、観光庁へ広
域連携ＤＭＯ候補法人として、登録申請を行いました。今後、
日本版ＤＭＯ法人登録へ向け、機能強化、体制整備を行ってい
きます。
※日本版ＤＭＯとは？（観光庁ＨＰより）
：日本版ＤＭＯは、地域の「稼
ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経
営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者
と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現
するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調
整機能を備えた法人です。

ＡＳＥＡＮ２か国における九州観光説明会・商談会
事業（１２／１２～１４：シンガポール・タイ）
経済発展やビザの緩和等により訪日旅行者が増加している
ＡＳＥＡＮ２か国（シンガポール・タイ）からの誘客促進のため、
九州観光説明会・商談会を実施しました。
シンガポールでは、１
２月１
２日Ｎｏｖｏｔｅ
ｌにて商談会を開催し、
シンガポール側旅行会社１６社、九州側１７団体に参加いただき
ました。また、タイの商談会は、１２月１４日にバンコクで開催
し、タイ側旅行会社５２社、九州側２０団体の方々に参加いただ
きました。九州側からは自治体を中
心に宿泊施設、ランドオペレーター
等に参加いただき、九州内観光地な
どの紹介から具体的な商談まで幅広
い話がなされ、今後の九州への誘客
につながることと期待されます。

「ご来福の旅」及び「六郷満山開山１３００周年事業」
現地視察事業（１２／１９～２０：福岡、大分）
九州の旬の観光素材を当機構会員旅行会社に提案し、周遊観
光を促進していくため、福岡県「ご来福の旅」及び大分県「六
郷満山開山１３００周年事業」の２素材の現地視察事業を開催し、
１
５社２１名に参加いただきました。
「ご来福の旅」では、竈門神社は女子旅向けの素材として活
用できる、宮地嶽神社は奥の院のスタンプラリー企画を商品化
したい、との意見をいただきました。また「六郷満山」は、今
まで訪れたことがなかった、文殊仙寺の護摩炊き体験や真木大
堂の仏像が圧巻の迫力だった、との感想をいただきました。一
方で２素材の周遊に向けては、移動距離の長さや２次交通、現
地ガイドの有無が素材の理解度を左右するなどの課題も多く見
受けられました。今後、福岡県、大分
県両県において広域観光の検討が進む
予定であり、今回の結果を共有しなが
ら九州の新たな周遊モデルルートとな
るよう支援してまいります。

感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅 23

焼酎文化を極める
〜麦、米、そば、芋‥‥

四つの味が風土を語る〜

−宮崎県（五ヶ瀬町、高千穂町、日向市、西都市、北郷町、綾町、日南市、都城市）、鹿児島県（枕崎市、日置市〈市来町〉、いちき串木野市、薩摩川内市、西之表市）−

このコース、九州の焼酎の二大幹線コースの一つ。行く先々で、全国ブランドの焼酎が待っている。い
ずれも個性派、飲みくらべて、お好みをみつけて欲しい。
五ヶ瀬、高千穂は熊本からがぐっと近い。かつての難所の知花峠もトンネルであっという間。高千穂は神
話の里、神様といえばお酒がつきもの。冬、刈取りが終わった頃、民家の座敷で夜神楽が夜を徹して舞う。
土間も履物の置き場がないほど満杯。焼酎一升瓶が４〜５０本空になる。二日酔はないほどスッキリ。
日向地方といえば、日向の酒仙若山牧水が思い浮かぶ。
「朝から晩まで酒を飲んでいた」という。彼の
母も祖母も大の左党、その血を引いた。
「お前の体は酒で焼き固めているから酒をやめたらいかん」と母
が言ったと牧水は書いている。‥‥焼酎づくりの説明の合い間に、こんな小ばなしも聞ける。やはり地元
に行けば行っただけトクをする。牧水の歌に「焼酎に蜂蜜を混ずればうまい酒となる酒となる春の外光」
ひとつ真似してみませんか。東郷町には牧水自筆の文字がラベルになった焼酎もある。
照葉樹の杜・綾を代表するのは酒泉の杜。このコースは焼酎づくりの工程、歴史資料などの展示が揃っ
ている。
「試飲」もたっぷり出来るので、ついつい飲みすぎてしまわないように。お次が控えているから。
ところで焼酎の肴に何がピッタリか？好きずきだと思うが名物のしおから、さつま揚げ、きびなご、地
鶏、黒豚など肴が豊富なのが嬉しい。隠れた名物料理に酒ずしがある。
思いきって、鉄砲伝来とロケット基地の種子島の焼酎蔵も見てみよう。ここでは、珍しい紫芋の焼酎の
仕込みを見ることができる。紫色の芋からできる焼酎の味はどんな味なのか、期待が湧く。
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山口県

１日目
２日目
３日目

福岡県

２泊３日コース
大分県

 地→阿蘇くまもと空港（熊本駅）→五ヶ瀬町［雲海酒造］→高千穂町
各
［トンネルの駅（焼酎蔵）］→日向市・美々津［焼酎博物館］
（泊）

佐賀県

 向市→西都市［都萬神社（清酒発祥の地）］→綾町［酒泉の杜］→北郷町［焼酎道場］→日南市
日
［日南酒造会館］→都城市［霧の蔵ブルワリー、霧島ファクトリーガーデン］→鹿児島市（泊）

長崎県

 児島市→枕崎市［明治蔵］→いちき串木野市［焼酎蔵薩州（濱田屋伝兵衛）、薩
鹿
摩金山蔵］→薩摩川内市［田苑酒造資料館］→鹿児島空港（鹿児島中央駅）→各地
  又は 鹿児島市［貴匠蔵、無双蔵］→鹿児島本港→西之表港（西之表市）
［種子島酒造、高﨑酒造］→種子島空港→各地

高千穂町

熊本空港

五ヶ瀬町
宮崎県

熊本県

日向市

西都市
鹿児島空港 綾町
都城市
薩摩川内市
北郷町
いちき串木野市
日置市
鹿児島市 日南市
鹿児島県

枕崎市

トンネルの駅（高千穂町）

酒泉の杜（綾町）

大隅諸島
種子島
屋久島

長湯温泉

トンネルの駅（高千穂町）

酒泉の杜（綾町）

霧島ファクトリーガーデン

霧島ファクトリーガーデン

笠利町
奄美空港
龍郷町
喜界島
名瀬
奄美大島
住用町

霧島ファクトリーガーデンは焼酎の製造工程が見学できるほか、地ビール醸造
奄美諸島
場、レストラン、ギャラリーなどを備えている。

徳之島

沖永良部島

与論空港

与論島

明治蔵（枕崎市）

明治蔵（枕崎市）

「白波」のふるさと枕崎の明治蔵はゆったり製造工程を案内、炉端のある展示場
沖縄県
を行き届いたサービスでもてなしてくれる。
那覇空港

薩摩金山蔵（いちき串木野市）
薩摩金山蔵の特色は串木野金山旧坑へトロッコで。熟成の貯蔵施設が潜む。

濱田屋伝兵衛
濱田屋伝兵衛は製造コースの見学。試飲コー
ナーなど初代以来の創業理念を守り続けている。

薩摩金山蔵（いちき串木野市）

田苑酒造資料館（薩摩川内市）
濱田屋伝兵衛

田苑酒造は古文書などの資料はじめ昔の蒸留機
や木樽が展示。資料館の建物は200年以前の酒蔵

を移築したもの。
田苑酒造資料館（薩摩川内市）

高﨑酒造
種子島（西之表市）には４軒の蔵元があるが、高
﨑酒造は紫芋を使った焼酎の商品化にいち早く着
手し、
「しまむらさき」がヒット。他に代表銘柄の
「しま甘露」減圧蒸留の「碧の手紙」があり、い
ずれも音響熟成を施している。
高﨑酒造

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

ご存知ですか？「やまぐち食彩店」
～山口の地産・地消を堪能しよう～
三方が海に開け、豊かな自然と温暖な気候に恵まれ
た山口県には、安心・安全で「ぶちうまい（とてもお
いしい）
」農林水産物が数多くある。
「やまぐち食彩店」は、これらの山口県の農林水産
物を積極的に使用した「地産・地消料理」を年間通じ
て提供している飲食店、ホテルなどである。それぞれ
の店舗が、地元の良質な食材にこだわり、自信を持っ
て、とっておきのご当地メニューの数々を提供する。
山口県産のおいしいお米をはじめ、国の天然記念物
「黒柏鶏」をもとに県が開発したオリジナル地鶏「長
州黒かしわ」や、全国でも有数の水揚げを誇る「やま
ぐちのあまだい」など、山口県産の厳選された旬の食
が堪能できる。
「やまぐち食彩店」の情報は、本年度リニューアル
した「やまぐち食彩店 地産・地消グルメガイドブッ
ク」のほか、ホームページでご覧いただける。
山口県に観光やビジネスなどでお越しの際には、ぜ
ひ「やまぐち食彩店」を訪れていただき、山口の新た
な「ぶちうまい！」を発見していただ
きたい。
《問い合わせ先》
山口県ぶちうまやまぐち推進課
TEL：083-933-3395
http://www.buchiuma-y.net/
くろ かし

わ

ぶちうま！やまぐち

福岡

検索

Fukuoka

省エネ・省資源に取り組む「エ
コ事業所」を表彰しました！
福岡県では、事業所における地球温暖化防止の取り
組みを応援するため、省エネルギー・省資源に努める
「エコ事業所」を募集・登録しており、現在３，
４００以上
の事業所が参加している。毎年、特に優れた取り組み
を行っている事業所を表彰しており、今年度は、空調
の更新やＬＥＤ照明への更新などの取り組みを行った
株式会社大平建工（電気使用量の削減部門・最優秀
賞）
、車通勤の削減や紙使用量の削減などの取り組み
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を行った社会医療法人喜悦会那珂川病院（地球にやさ
しい活動部門・最優秀賞）など９事業所を表彰した。
県ではＨＰなどによりこれらの取り組みを紹介して
おり、受賞した事業所の取り組みを参考に、県内事業
所の省エネルギー・省資源の取り組みが拡がることを
期待している。
福岡県では、エコ事業所を随時募集しており、登録
対象は、県内に所在するあらゆる事業所で業種・規模
は問わない。登録すると、事業所をウェブサイト等で
ＰＲ、福岡県競争入札参加資格審査での加点、エコア
クション２１認証取得の支援、低
金利融資などの特典がある。
詳しくは、
「ふくおかエコライ
フ」で検索。
《問い合わせ先》
福岡県環境部環境保全課
TEL：092-643-3356

佐賀

Saga

佐賀県の県立高校が再編されます
佐賀県の平成２８年の出生率は全国８位と比較的高い
が、県内の子どもの数は減少の一途を辿っている。平
成３３年３月に県内の中学校を卒業見込みの生徒数は約
７８
, ００人。平成２６年３月に卒業した生徒数に比べ、約
１２
, ００人減少している。そこで、県では平成２６年に
「新たな生徒減少期に対応した佐賀県立高等学校再編
成整備実施計画（第１次）
」を策定した。
計画では平成３０年度に鹿島・嬉野・杵島の３地区
で、翌３１年度には伊万里地区で再編による県立高校が
新たに開校する。また、唐津地区の厳木高校は不登校
経験のある生徒や発達障害の生徒を積極的に受け入れ
る「多様な学びのできる学校」へと改編となる。再編
校は統合前の２つの高校の校舎を利用する『校舎制』
とし、地域に学校を残す。再編しない場合と比べ、教
員数を確保でき、多様な選択科目を設定したり、部活
動も現状維持が期待できるなど、生徒の選択肢や可能
性を広げることに繋がる。
少子化による学校の統廃合は、今や避けては通るこ
との出来ない問題なのかもしれない。しかし、子ども
達に負担をかけることなく、地域に根付く学校を守り
ながら、佐賀県の教育環境を引き続き整備していく。
＜平成30年度の再編により開校する高校＞
新設高校名
鹿島高等学校
嬉野高等学校
白石高等学校

校舎名
赤門学舎
大手門学舎
塩田校舎
嬉野校舎
普通科キャンパス
商業科キャンパス

設置学科
普通科
商業科、家庭科
工業科
総合学科
普通科
商業科

＜平成30年度に改編を行う高校＞
高校名
厳木高等学校

募集定員
西部学区枠40人
全県募集枠40人

設置学科
普通科

《問い合わせ先》
佐賀県教育総務課県立高校再編整備推進室
TEL：0952-25-7424 佐賀県 新高校

検索

長崎

Nagasaki

Ｖ・ファーレン長崎、Ｊ１での新
たな航海が始まる
Ｖ・ファーレン長崎は、
「スポーツで豊かな長崎を
創る」という理念のもと、２００５年に県内初のプロス
ポーツクラブとして誕生した。クラブ名の由来は、本
県にゆかりのあるポルトガル語で「勝利」を意味する
「ＶＩＴÓＲＩＡ（ヴィトーリア）
」と「多様性」を表す
「ＶＡＲＩＥＤＡＤＥ（ヴァリアダーデ）
」
。同じくオラン
ダ語で「平和」を意味する「ＶＲＥＤＥ（ブレーダ）
」
と「航海」を意味する「ＶＡＲＥＮ（ファーレン）
」か
らなり、この「Ｖ」からはじまる４つの言葉は、クラ
ブの活動哲学となっている。
２００８年にＪＦＬ、２０１２年にはＪ２に昇格。そして、
チーム誕生から１３年目の昨年１１月１１日のホーム最終
戦で、クラブ史上最多となる２万人を超える観客が見
守る中、３－１と勝利をおさめ、Ｊ１への自動昇格と
なるリーグ２位が確定した。
チームは、シーズン序盤から、高木琢也監督が選手
の能力を最大限に引き出し、強固な組織力と持ち前の
ハードワークで勝利を重ねた。シーズン終盤には連続
１３試合負け無しのチーム新記録を樹立するとともに、
悲願のＪ１昇格を掴み取った。
２０１８シーズンは、強豪ひし
めくＪ１の舞台で厳しい戦い
が予想される。
県としてもＪ１の昇格が県
内外からの観戦者増加による
©VVN
交流人口拡大やそれに伴う県
満員の観客の前でJ1昇格を
産品の消費拡大、ＰＲなど、 決めたV・ファーレン長崎
地域の活性化に大いに寄与するものと
期待している。
《問い合わせ先》
長崎県スポーツ振興課
©VVN
クラブマスコットのヴィヴィくん
TEL：095-895-2781

チアリーディングチーム『梅花女子大レイダース』と
のコラボステージは必見。他にも楽しいプログラムを
企画中。
●くまモン誕生祭２０
１
８
期日：平成３０年３月１０日（土）～１１日（日）
場所：市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民
会館）
見どころ：
「魅せるくまモン」をテーマに、くまモ
ンの新たな魅力を引き出す楽しいステージショーをく
まモンと一緒に企画中！また、くまモン関連の楽しい
コンテンツが盛りだくさん。
《問い合わせ先》
くまモンファン感謝祭2018 in OSAKA
熊本県大阪事務所
TEL：06-6344-3883
くまモン誕生祭2018
熊本県くまモングループ
TEL：096-333-2133

大分

Oita

姫島村・豊後大野市
「日本ジオパーク」再認定
平成２５年９月に日本ジオパークとして認定された
姫島村と豊後大野市が、４年に一度の審査を経て昨年
１２月に再認定が決定した。
「おおいた姫島ジオパーク」は、
“火山が生み出した
神秘の島”として、随所に見られる火山活動の痕跡
や、砂州の地形を利用して発達してきた産業、生態系
など、コンパクトな島内に多くの見どころがある。ま
た、神秘さを色濃く残す姫島の歴史や文化、人々の暮
らしが織りなす景観も魅力となっている。
一方「おおいた豊後大野ジオパーク」は、国定公園
にも指定されている祖母傾山系の美しい景観や、９万
年前の阿蘇火山の巨大噴火があったからこそ生まれた
滝や棚田群、井路、石橋群、磨崖仏など巨大噴火と
人々との関わりが体感でき、この地で培われてきた神
楽や獅子舞など独自の文化が魅力である。
今回の再認定は、地元の皆さんが一体となって取り
組んできた、豊かな自然や歴史・文化を学び、守り、
活かす活動が評価された結果である。
この再認定を新たなステップに、両地域におけるジ
オパーク活動が一層進展し、地域の発展につながるこ
とが期待される。
《問い合わせ先》
大分県自然保護推進室
TEL：097-506-3025
そぼかたむき

熊本

Kumamoto

くまモンファン感謝祭及び誕生祭
くまモンや熊本県に対する全国各地からのご支援に
感謝の気持ちを伝えるため、
「くまモンファン感謝祭
２０１８」及び「くまモン誕生祭２０１８」を以下のとおり
開催する。くまモンの誕生日を一緒にお祝いしよう！
●くまモンファン感謝祭２０
１
８ in ＯＳＡＫＡ
期日：平成３０年２月１０日（土）～１１日（日）
場所：大阪城公園 太陽の広場
見どころ：くまモンのテーマ曲『くまもとサプライ
ズ！』の生みの親、ボンボ藤井さんや日本を代表する
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宮崎

Miyazaki

九州初！林業大学校を開講
スギ素材生産量が２６年連続日本一の本県では、大型
製材工場やバイオマス発電施設の稼働等により伐採や

状況を踏まえ、ＩＣＴ技術を最大限活用したＰＲの重
点化について盛り込むとともに、メディア目線を意識
したＰＲの必要性やテーマに着目したターゲット設定
の考え方等、より具体的かつ実践的な戦略とした。

再造林の林業生産活動が拡大しているところである。

また、新しいＰＲ戦略の策定と併せて、新しい県の

このような中、将来にわたり持続的に林業の振興を

キャッチコピーを「どんどん 鹿児島」に決定。鹿児

図るためには、地域が求める人材の育成と本県に適合

島らしい躍動感や健康的な力強さ、
「何がどんどん出

した効果的な研修等の仕組みづくりが喫緊の課題と

てくるのかな？」という期待感やわくわく感といった

なっている。

ものを表現している。

このため、林業現場に関わるさまざまな事業体や市

せ ご

本年は明治維新１５０周年や大河ドラマ「西郷どん」

町村等が求める多様なニーズを踏まえた、九州では初

の放送の年であり、また、２年後には本県で国民体育

めてとなる「林業大学校」を、美郷町の県林業技術セ

大会・全国障害者スポーツ大会の開催が予定されてい

ンターを拠点に２０
１
９年に開講する。

るなど、国内外に鹿児島県の多彩な魅力をアピールす

林業大学校では、これまで県が実施してきた「みや

る絶好の機会である。
「新鹿児島ＰＲ戦略」と新しい

ざき林業青年アカデミー」をはじめとする研修をさら

キャッチコピーを積極的に活用して、鹿児島県の魅力

に拡充させ、林業・木材産業に精通した人材を総合的

を「どんどん」情報発信していきたい。

に育成することとしており、新規就業者を対象にした

《問い合わせ先》

１年間の「長期課程」をはじめ、現場技能者や木材加

鹿児島県かごしまＰＲ課

工技術者を対象にした１０日間程度の「短期課程」
、こ

TEL：099-286-3045

のほか、林業経営者を対象にした「経営高度化課程」
や一般県民等を対象にした「公開講座」などのコース
を設置する計画となっている。
なお、
「長期課程」は、２０１８年４月より募集を開始
（募集人員１５名）するとともに、全てのコースをあわ
せて年間約４００人の受講者を予定している。
民間企業や林業事業体、行政が一体となった「オー

沖縄

Okinawa

「プロ野球キャンプ沖縄２０１８！
！」
沖縄は年間を通して比較的暖かいことなどから、毎

ルみやざき」の支援体制を構築し、本県林業の成長産

年多くのプロ野球球団が春季キャンプを行っており、

業化をリードする人材の養成

２０１７年春は日韓合わせて１７球団（日本９球団、韓国８

に取り組むこととしている。

球団）が県内にてキャンプを実施した。県外訪問者数

《問い合わせ先》

は過去最高の７万９００人となり、経済効果は過去最高

宮崎県森林経営課

の１０９億５，
４００万円となるなど、依然好調をキープし

TEL：0985-26-7154

県林業技術センター（美郷町）

ている。
好きな球団や選手を間近で観ることができるとあっ
て、毎年多くのファンがキャンプ地を訪れている。

鹿児島

沖縄県では、プロ野球キャンプの魅力を発信し、よ

Kagoshima

り多くの方々に沖縄に来ていただけるよう、那覇空港

「新鹿児島ＰＲ戦略」策定！
新キャッチコピーは「どんどん 鹿児島」

２階にプロ野球キャンプ沖縄特設ブースの設置、キャ

県では、昨年の全国和牛能力共進会で「日本一」を

発、キャンプ地来場者へのプレゼントなど、様々な取
り組みを実施している。

獲得した鹿児島黒牛をはじめとする農畜水産物のブラ

「ベースボールキャンプｉｎ沖縄２０１８」ポータルサイ

ンド力強化や観光その他本県が有する様々な地域資源

トにて随時情報発信しているので、ぜひご覧いただ

をＰＲするため、
「新鹿児島ＰＲ戦略」を策定した。

き、２月のプロ野球キャンプ沖

前回の戦略策定から１０年が経過し、その間、ス
マートフォンを利用したＳＮＳが飛躍的に普及するな
ど、時代背景や広報媒体等が大きく様変わりしている

３４

ンプ風景の発信、周遊客の利便性を高めるアプリの開
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縄にご来場いただきたい。
《問い合わせ先》
沖縄県スポーツ振興課 TEL： 098-866-2708

表紙説明

三川内焼

（長崎県）

み かわち

長崎県佐世保市の東部に位置する三川内では、慶長３年（1598年）の開窯以来、朝廷や将軍家へ
の献上品を数多く手がけ、日用品から室内装飾品にいたるまで常に高級感のある焼物づくりを行っ
てきました。
まつら
南蛮交易で財政が豊かであった平戸藩主・松浦家の御用窯として、篤い保護のもと採算性を度外
視したものづくりが行われ、
「透かし彫り（器面の一部をくり抜く技法）
」
、
「手捻り（手で粘土をこね
て形作る装飾技法）
」
、
「置き上げ（白色の化粧土を重ね厚く盛り上げる技法）
」
、
「薄づくり（厚さ１ミ
リ弱の薄い焼き物）
」などの技術を極めました。19世紀半ばには「Hirado
（平戸焼）
」としてヨーロッ
パにも輸出され、その繊細優美な造形が王侯貴族にも愛されるなど、高い評価を得てきました。
明治維新を迎え、民窯に転じることとなりましたが、産地の努力によって御用窯の技術は現代の
職人に受け継がれ、昭和53年に国の伝統的工芸品に指定されました。
◯三川内焼美術館／三川内焼伝統産業会館
開館時間：９時～17時
料金：無料
住所：佐世保市三川内本町343 TEL：0956-30-8080
《問い合わせ先》
長崎県食品産業・産地振興室 TEL：095-895-2637
スケジュール（２月）
日（曜）

会合名等

１日（木）
２日（金）
４日（日）～９日（金）
１
３日（火）
１
９日（月）
２３日（金）
２７日（水）

正副会長・委員長会議（福岡市・西鉄グランドホテル）
各地経済団体専務理事会議（熊本市・熊本ホテルキャッスル）
九州・ミャンマー経済交流ミッション２０１
８
宮崎地域委員会（宮崎市・ニューウェルシティ宮崎）
観光委員会（福岡市・電気ビル共創館）
国際委員会（福岡市・電気ビル共創館）
資源エネルギー・環境委員会（福岡市・電気ビル共創館）

新入会員企業（１２月）
蝶屋㈱
社長

髙倉

慶応

久留米市中央町31-9
事業内容：呉服小売業

TEL：0942-34-4711

従業員数：11名

鬼木

敏之

福岡市中央区舞鶴2丁目1-10
TEL：092-735-8882
事業内容：コールセンターによる多言語通訳・翻訳

従業員数：53名

尾持

繁美

東京都品川区上大崎2丁目25-5
TEL：03-5436-4877 従業員数：114名
事業内容：エンターテインメント関連事業企画・販売、ＬＥＤレンタルシステムの販売、人材関連事業、新規ビジネスの事業化

西脇

章

㈱ビーボーン
代表取締役

㈱プレンティー
社長

宮崎日機装㈱
社長

宮崎市橘通西5丁目1-24
TEL：0985-41-5271 従業員数：60名
事業内容：炭素繊維強化プラスチックを使用した航空機部品の製造

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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