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おとなの学校を広く、深く

（一社）九州経済連合会

理事

大浦 敬子
〔㈱おとなの学校

代表取締役〕

私は熊本に住んでいますが、ここから、
「お
となの学校メソッド」という高齢者介護の中
で、高齢者もスタッフも元気にする教科書を
全国に販売しています。ありがたいことに、
昨年は、導入施設数が300を超えました。
高齢者のための教科書といっても、解らな
い方も多いはず。若干、説明を加えます。介
護施設では、アクティビティを行っています。
それが日本では、レクレーションで終わるこ
とが多いのです。遊んでいる気分になります。
ところが、おとなの学校メソッドという教科
書を使って、授業形式のアクティビティを行
いますと、レクレーションよりも、ピリッと
できる。このピリッとが、濃淡の少ない介護
施設の生活に良いスパイスとなり、高齢者も
スタッフも元気が出てくるのです。それが時
には、高齢者の要介護状態の改善につながり
ます。何しろ、高齢者が、学生のような気分
になれるのですから。人は心で動くもの。80
歳の気分で生きるのと、17歳の気分で生きる
のでは、体の動き一つが変わります。当然、
17歳の方がよく動くのです。
このおとなの学校メソッドは、2015年に創
刊しました。それまで培ってきたノウハウを
凝縮して、教科書という形にして販売。教科
書ですが、
「学習と科学」のように毎月届きま

す。もちろん、毎回新しく編集しますので、
今年の４月号は、昨年の４月号とは全く違い
ます。内容は、国語、算数、理科、社会、音
楽、体育、保健、家庭科。そして、笑いヨガ
やゆるスポーツのようなアクティビティも掲
載されています。
実は、このようなオールインワンの介護ア
クティビティ商材が今までなかったので、お
となの学校メソッドは急速に売り上げを伸ば
してきました。介護施設職員はとても忙しい。
その中で、アクティビティやレクレーション
の準備をするのは、大きな負担なのです。お
となの学校メソッドは、この負担を肩代わり。
そして、職員自らが先生役となることで、現
場を活性化します。日本人は、学校が大好き
なのです。行っていた頃はめんどくさいと
思っていた学校も、歳をとった今となっては
懐かしいものですから。
今年は、さらにこの販売に力を入れ、日本
中の介護施設を元気にすべく、邁進する所存
です。
さらに、今年は、このおとなの学校メソッ
ドを基礎にしまして、
「おとなの学校プレミア
ム」を立ち上げることにしています。「おとな
の学校プレミアム」はどこがプレミアムなの
か？
今まで、介護施設で要介護高齢者に対して
のみ使っていましたが、これを元気な高齢者
の方々が使えるようにおとなの学校メソッド
に加えて、新しいコンテンツを準備しました。
こ の 新 し い コ ン テ ン ツ に 関 し て は、 今 は、
「ひ・み・つ」です。それを、介護の資格がな
い人でも、簡単にできるようにします。まだ
まだお元気な方が多い有料老人ホーム、コ
ミュニティカフェ、いつでもどこでも「おと
なの学校プレミアム」。そんな日本の姿を創り
出していきます。
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寄稿
人材還流による国際介護は新しい段階に入った
NPO法人 アジアン・エイジング・ビジネスセンター

理事長

小川 全夫

政府は「アジア健康構想」を推進する方針を立て、外国人介護人材の受け入れについて、二
国間経済連携（EPA）の枠組みに加えて、技能実習生および留学生の介護福祉士資格取得後の
在留資格付与を開始することとなった。今回、NPO法人アジアン・エイジング・ビジネスセ
ンター理事長の小川全夫氏に、今後の取り組みについて寄稿いただいた。

１．外国人による介護と人材還流
昨年、内閣府は「アジア健康構想」推進本

負うことになる。出稼ぎのひとつとして送り

部を立ち上げ、二つの法改正を行い、2017年

出してくるあっせん団体や希望者をそのまま

11月には外国人介護技能実習生の受け入れを

受け入れれば、給与条件のよい他産業の職場

開始し、外国人介護留学生が国家資格取得後

に不法に流出する現象が生じる懸念は大きい。

の就労が可能な在留資格も与えられるという

人材還流という理念を果たすためには、そ

新しい時代を迎えた。これは二国間経済連携

れぞれの介護事業所が、ふたつの発想転換に

協定でしか外国からの介護人材を受け入れら

取り組む必要がある。そのひとつは、自分た

れなかった枠組みが大きく変化したことを意

ちの職場の業務再設計を行って、外国人技能

味する。

実習生を受け入れられる条件整備を行うこと

だが、
「アジア健康構想」で注目すべきは、

である。エントリーレベルから初任者レベル、

ただ外国から新しい枠組みで介護人材を受け

実務者レベル、国家資格を取得した標準レベ

入れられるようになったということだけでは

ルなど、職場の業務分析を行って、それに必

ない。介護技能実習生が５年間滞在した後は、

要な知識と技能を標準化して、外国人技能実

自国に戻って介護の仕事に就けるようにする

習生の受け入れから到達水準までのトレーニ

という人材還流の考え方が明確に打ち出され

ングが事前評価、実習、モニタリング、事後

ている。それには日本の介護事業者が海外で

評価できるようにシステム化する必要がある。

の事業展開をして、介護の職域を開発するこ

その訓練課程を担う指導者の指導（ToT）の整

とが含まれている。つまり、これから外国人

備も欠かせない。

介護人材を考える場合には、一方通行的な日

もうひとつは、人材還流をする上での国際

本の都合だけでなく、相手国との双方向的な

的な事業展開に関する研究開発と市場開発で

課題の共有を踏まえることが必須条件となる。

ある。

２．介護の労働力不足対策発想の転換

３．世界の高齢化と高齢者の要介護化

現実として、介護事業者は介護人材の不足

２

策として考えた場合には、かなりのリスクを

日本は世界でトップの人口高齢化国である。

感をもっており、施設整備はされてもそこで

しかし高齢者人口の規模でいえば、すでに中

働く労働力の確保ができないために空き室、

国では日本の総人口と同じ規模の高齢者人口

空きベッドにせざるを得ないというところが

がいる。高齢化する速度では日本はフランス

増えていることも事実である。しかしだから

の４倍速、５倍速の勢いがあったというが、

といって、外国人技能実習生を労働力不足対

ベトナムなどは日本よりもさらに高齢化の速
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度が速い。2017年サンフランシスコの国際老

族・親族に期待できない実態が現れている。

年学会議では「世界の高齢化」が論議され、

一人っ子政策を続けてきた中国では、この問

とりわけアジアの人口高齢化の規模と速度に

題が深刻である。一人っ子は、一人っ子と結

注目が集まっていた。しかしそうした国々は

婚した後、老いを迎えた双方の親４人の介護

まだまだ介護のインフラ整備も、人材育成も

を家族で担うことなどできないとして、一

されていない状態にある。日本に比べればま

人っ子政策をとってきた国により本格的な介

だまだ数十年単位の遅れがあるとはいえ、高

護施策の具体化を要求している。

齢者の絶対数でいえば、一刻の猶予も許され
ないと考える国々が増えている。

「介護についての制度をつくることはでき
る。施設を整備する資金もある。介護事業を
経営したいと考える人もいる。しかし決定的
に不足しているのは、直接介護業務を担う人
材である」と中国の要人が語ったことがある。
まさにこの点で日本に期待がかけられている
のである。こういう事情は中国だけでなくほ
かのアジアの国々に共通してみられる。
だからこそ、日本の介護事業者はこの期待に
そった研究開発と市場開発をするべきである。
５．介護技術訓練の国際調和化
だが、日本の介護は国際的にみるといわゆ
る「ガラパゴス状況」にある。ほかのどこに

0

20

40

図１ 65歳以上人口割合が７%から14%にな
るまでに要する年数

もないような介護の社会保険制度を構築し、
多くの国々が看護助手と位置付けている業務
を「介護職」に充てるだけでなく、それを国
家資格として認証するために長期間の教育訓
練を課する仕組みになっているからである。

長生きする高齢者の数が増えれば、要介護

確かに、日本という社会だけに目を向けてそ

状態に陥る高齢者の数も増える。これを緩和

こに適応する社会システムを考えれば、それ

するために、日本は介護予防活動を促進して

でもよいだろう。しかし国際的な高齢者介護

おり、福岡県は姉妹縁組を結んでいるバンコ

のニーズに応える汎用性の高い社会システム

ク都の要請に応じて、その技術協力を始めて

を考える場合には、
「ガラパゴス状況」は阻害

いる。しかし、たとえそれが効果を上げたと

条件になる。EPAで日本の介護福祉士の資格

しても、要介護高齢者の増加は避けられない

を取ったとしても、それを職業経歴として認

だろう。

証し、評価する国はひとつだにない。これで

４．家族・親族に頼れなくなる高齢者介護

は人材還流の理念はとん挫する。

要介護高齢者を支える家族・親族の力はま

EUは加盟諸国の違いを越えて、職業の継続

だまだアジアの諸国では強いといわれている

性と移住の円滑性を図るために、レオナル

が、着実に労働市場に組み込まれる人口が増

ド・ダ・ビンチの名を冠したプロジェクトで

加しており、次第に介護の担い手として家

「ヨーロッパ認証枠組みEQF」を構築してい
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る。これは各国の職業資格などの違いを乗り

社会保険制度としての介護保険の導入を準備

越えて、人々がどのような教育訓練を受けれ

しながら、一転して税で介護に対応すること

ばどういう業務に就けるかを明らかにした枠

を決めた台湾もある。医療保険の中で介護に

組みである。各国の教育訓練期間はこれに基

対応しようとする国もある。当面は地域保健

づいて自国の教育訓練プログラムを実施する

所の業務で高齢者介護を取り入れようとする

ことができるようになっている。いわば、各

国もある。民間介護事業を確立するためには

国の違いを踏まえて、相互に調和化が図れる

外資導入、外国人労働力導入、さらには外国

ような仕組みにしたのである。さらに、高齢

人高齢顧客の受け入れなどに関心を持つ国も

者 介 護 に 限 定 は し て い な い が、 福 祉 ケ ア

ある。これらさまざまな各国事情に合わせて、

（Social Care）の分野では、17か国が参加する

どういう介護人材を育成すればよいのかを考

ヨーロッパ・ケア認証（ECC）という調和化も

えなければならない時代である。

図られており、いわばエントリーレベルの教

「ガラパゴス状況」から脱してユニバーサル

育 訓 練 と し て、 基 礎 的 福 祉 ケ ア 学 習 成 果

な介護の構築を果たし、人材還流が円滑に行

BESCLOを標準として共有している。

えるようにするためには、できるだけ多くの

６．各国事情に合わせた協力体制構築

国々と協力体制を整えて、アジアに必要な共

日本が人材還流という理念を掲げて、これ

有人材としての介護人材育成という目標を達

からの高齢者介護人材を、アジアの諸国と共

成するための体制整備が急がれる。

に育成していこうとするのであれば、EUでの

７．国際介護訓練センター構想

取り組みに倣って、日本の介護をいったん組

その一つのアイデアとして国際介護訓練セ

み立てなおして、アジアで汎用できる部分と、

ンターの構想がある。ねらいは「アジアの人

日本独自の部分に分けて、できるだけ共通す

口高齢化に伴い増加する要介護高齢者の増加

る部分を基軸に組み立てなおすことが必要に

に対して、アジア全体で介護する人材を養成

なるだろう。

するための知識と技能を訓練する拠点施設を
日本につくる」ことである。場所としては、
訓練を受けるアジアの人々にとって移動の距
離が少なくて済む福岡市などが適している。
ここでは、外国人介護人材を養成するための
指導者養成プログラム、いわゆる「訓練者の
訓練（ToTあるいはTrain the Trainer）
」を、
アジア各地域の研究者、政策立案者、実務経
験者などが参加して研究開発することを想定
している。これには、さまざまな介護事業者
が参加する機会がある。介護技術のイノベー

図２

４

介護人材の構造転換

ションとその実証施設として協力することで、
外国人が働く職場の職務再設計や、介護ロボ

韓国のように長期療養保険制度を持つ国も

やICT利用の環境整備や、国際化に対応する

あれば、社会実験を終えていよいよ介護保険

介護職員のキャリアパスなどのメリットも生

に取り組もうとする中国もあれば、いったん

まれるだろう。
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とも想定しているだろう。
そもそも高齢社会に適した教育訓練は、短
期間の教育訓練モジュールを必要に応じてい
つでも受けられるような生涯教育・リカレン
ト教育型でなければならない。老年学者Ｍ．
Ｈ. ライリーは、子供の時は教育を受け、成人
は働き、老年期は余暇を過ごすという年齢輪
切り型の人生設計は高齢社会には合わなくな
図３ 「福岡100」のケアの国際化を進めるま

ち戦略

り、いつの人生段階でも教育と労働と余暇を
得られるようにならなければならないと主張
していた。最近ベストセラーになったＡ. ス
コットの「ライフシフト」という概念もこう

こ こ 数 年 来、
（NPO）ア ジ ア ン・ エ イ ジ ン

いう考え方と軌を一にしている。学校教育も

グ・ビジネスセンターは、各種の実験事業を

また生涯教育・リカレント教育の方向に切り

実施してきたが、2016年に福岡市に誘致した

替える時期になっているといえるだろう。

第10回アジア太平洋アクティブ・エイジング
会議（通称ACAP）では、福岡市に対する提言
の 中 に、 こ の 構 想 が 盛 り 込 ま れ た。 そ し て
2017年福岡市は「福岡100」という戦略を打
ち出し、この中の７本の柱の一つとして、国
際ケア人材の養成拠点形成を盛り込んだ。こ
れからはその具体化にむけて動き出す時期に
なっている。
８．アジア高齢者ケアの基準構築
介護人材受け入れについての直接的な所管
は、厚生労働省であるが、EPAには外務省や

図４

Ｍ. Ｈ. ライリーの統合型人生設計

経済産業省や法務省がかかわっている。技能

EUでは、各国の制度の違いを越えて、教育

実習生には、経済産業省や法務省が深くかか

訓練や労働移動を円滑にするために「ヨー

わっている。地域住民として外国人介護人材

ロッパ認証枠組」という基準を作成し、ある

を受け入れるということでは総務省の対応も

水準の業務能力を達成するのに必要とされる

必要となるだろう。介護を学ぶ留学生が増え

知識と技能を標準化し、格付けるという枠組

るということになれば、教育に責任を持つ文

みを共有するようになっている。そのうえで

部科学省も対応策をしっかりと立てなければ

この基準に即して自国の教育訓練を独自に位

ならない。すでに学校基本法が改正され職業

置づけている。おそらくアジアでもこうした

大学という新しいカテゴリーもいよいよ2018

努力が求められることになるだろう。九州か

年４月から開学する運びになっている。おそ

らこうした機運を作り出せれば幸いである。

らく介護を学ぶ外国人留学生を受け入れるこ
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寄稿
医療人材に新しい働き方を
−ベンチャー企業が挑戦する潜在看護師の活用−
4U Lifecare株式会社

取締役COO

伊藤 久美

九州のみならず、日本全体で医療コストの高騰は大きな問題になっている。その原因のひとつ
が医療人材の働き方が硬直的になってしまっていること。一方で、政府は働き方を改革すること
で人材不足や税収不足に対応しようとしている。この２つを解決する方法はあるのか？今回、医
療人材の働き方を変える「シェアリング型サービス」を提供することで、この社会問題を解決し
ようとしている4U Lifecare株式会社の取り組みについて、大企業からこの会社へ転じ、取締役
COOを務めている伊藤久美氏に寄稿いただいた。

突然ベンチャーに参画
私は新卒で国内のメーカーでマーケティン

代に学んだヘルスケア、両方を組み合わせて

グや経営企画を担当した後、IBMやGEヘルス

マーケティングを実現するために来ないか、

ケアといった外資系企業でやはりコンサル

と誘われて、40万人以上の社員がいた会社か

ティングやマーケティングを18年業務として

ら、社員４名のベンチャーに転じたのが2016

行ってきました。上司にも恵まれ、充実した

年の10月のことでした。

毎日でしたが、ある日偶然にも今の会社の社

後に何人もの人から「なぜそんな決心をし

長であり、東京2020オリンピック・パラリン

たのか」と尋ねられましたが、実は明確な理

ピック組織委員会のチーフ・イノベーショ

由はありませんでした。なんとなく直感で、

ン・テクノロジー・オフィサーでもある宇陀

「この二人は真剣に日本を変えようとしてい

栄次さんに再会したのが人生の転機になりま

る。人生のうちでそういう経験を一緒にして

した。

みてもいいかな」くらいの軽い気持ちで参加

宇陀さんはちょうど在宅医療やオンライン
診療で先進的な取り組みを続けている現役医
師の武藤真祐さんと一緒に4U Lifecare株式会

６

し、IBM時代に学んだITと、GEヘルスケア時

したのが正直なところで、悲壮な決断も、高
尚な思いもなかったのです。
私をそういう思いにさせた二人の事業は、

社（フォー・ユー・ライフケア、以下4UL）を

偶然見た「潜在看護師70万人」というニュー

立ち上げたばかりでした。元セールスフォー

スがきっかけでした。

ス・ドットコムの会長だった宇陀さんの目か

看護師が足りない！

らは、ヘルスケア業界がITをさらに活用すれ

日本には資格を持っていながら看護師とし

ば、効率化や新しい取り組みが加速するポテ

て働いていない「潜在看護師」と呼ばれる方

ンシャルが見えていました。武藤さんもさら

が約70万人いると言われています。その一方

に新たな取り組みをするためにITが不可欠だ

で、看護師の需要は増加しています。高度な

と認識していました。その二人が「ヘルスケ

医療を提供する病院における高度急性期およ

アをITで変革しよう」と立ち上げたのが4UL

び急性期病棟はもちろんのこと、高齢化に伴

です。そのタイミングで私が宇陀さんと再会

い病床数が増える回復期（リハビリ）や慢性期
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病棟、クリニックなどに加え、在宅医療を支

める人も少なくありません。そして、また同

える在宅医療や訪問看護も今後増加してきま

じ思いはしたくない、という気持ちからその

す。有料老人ホームや介護老人福祉施設、訪

まま現場を離れてしまうのです。

問入浴など、介護の現場でも看護師が活躍す
る領域は大きく広がっています。

そんな皆さんにどのようにしたら職場に
戻ってきてもらえるのでしょうか。

しかし現実には、約150万人が働いている現

すぐに頭に浮かぶ以前の職場である病院だ

場から、毎年約15万人の看護師が職を離れて

けでなく、すぐ近所の介護の現場やクリニッ

います。毎年看護師の資格を得て入職してく

クも選択肢のひとつであることを伝えること

るのは約５万人。需給のギャップは広がる一

も必要でしょう。復帰に伴う支援を充実させ

方です。

ることも必要だと思います。

しかし潜在看護師はなかなか現場に復帰し
ません。なぜなのでしょうか？
いろいろなヒアリングの中でわかってきた

そして、何より「常勤で長時間」でなくて
も責任を持って業務を遂行できる、そんな人
材が活躍できるようにすることが大事ではな

のは、
「戻るにはあまりにも大変」な現場であ

いかと考えたのです。例えば、火曜日だけ、

る、ということです。

午後だけ、そんな働き方ができれば戻ること
ができる人材は多いのではないでしょうか？
これが、4ULがスタートさせた「なでしこ
ナース」の起点となりました。

図１-１

潜在看護師が戻らない

看護師の９割は女性です。女性は結婚や出
産など、人生で何度かライフイベントによっ
て働き方を変えざるを得ない状況に直面しま
す。今、一般的な企業であれば結婚や出産で
退職する人はかなり少なくなってきています。

図１-２

潜在看護師が戻るとしたら

なでしこナース、発進
私たちは何十人もの現役看護師、元看護師、

しかし、看護師はまだまだそのようなライフ

病院やクリニックの事務長、院長などへのイ

イベントをきっかけに「やっと辞められる」

ンタビューを通じて、もう一つ理解したこと

と退職する人が多いのです。体調を崩して辞

がありました。「今の看護師獲得のしくみはさ

２０１８/３
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らに工夫が必要」だということです。ホーム

〜40代の女性なので、よく使っているスマホ

ページや広告だけではなかなか人材は集まら

で検索しやすい画面設計を行い、特に地方の

ず、人材紹介会社から紹介されてくる人材は

場合は車や自転車など公共交通機関以外での

必ずしも現場のニーズと合致した人ばかりで

通勤も多いので、地図で勤務地がすぐわかる

はない上、手数料も多額で大変、そんな声が

ような工夫もしました。また、週に２回役立

多く聞かれました。

つ情報や体験談、クスッと笑える小ネタなど

その時に頭に浮かんだのがUber（ウーバー）
です。Uberは時間が空いていて近くにいる車
を持った運転手と、車である地点まで移動し

の記事を「なでしコラム」として配信してい
ます。
病院や施設の方が使われるシステムはシン

たい利用者をITでマッチングするサービスで、

プルながらセキュリティが堅牢なセールス

海外では広く普及しています。この「Uberの

フォース・ドットコムのシステムを採用して

看護師版」を作ればいいのではないか？看護

います。

師のスキルや働きたい空き時間と、病院や施
設 な ど の 求 人 情 報 をITで 引 き 合 わ せ れ ば、
もっと手数料を下げられるだけでなく、もっ
とマッチングの精度を上げられる可能性があ
るのではないか？このアイデアをベースに開
発を開始し、2017年７月からパイロットをス
タートさせました。

図２-２ 潜在看護師向けのなでしこナース画面
パイロットがスタートしてから病院、クリ
ニック、介護施設から求人情報を登録いただ
き、また潜在看護師を含む求職中の看護師
ユーザーからの登録も増えています。
女性の働き方の新たな提案
図２-１ 看護師版UBERを目指すなでしこナース

８

女 性 の 一 人 で あ る 私 は、 配 偶 者 の 転 勤 に
伴って最初の会社を退職し、福岡で２年半過

なでしこナースには二種類のユーザーがい

ごした経験があります。専業主婦をしたあと

ます。求人情報を出される病院や施設の担当

に幸いなことに子育てをしながら契約社員と

の方、そして短時間ならまた看護師として働

して復帰しました。その後前述のように外資

いてもいいかな、と思う潜在看護師の方です。

系企業に転職したのですが、一時期であって

ターゲットとする潜在看護師のほとんどが20

も専業主婦や契約社員という立場を経験して、

九経連月報 ２０１８/３

常勤と非常勤、正規と非正規という一般的な

治体それぞれの課題を深掘りして、解決をお手

表現に少し違和感を感じました。

伝いするアプローチも並行して続けています。

「非」という漢字の強さは、本当は正しくな

看護師はスタート地点

いのにそうせざるを得ない、というニュアン

短時間で活躍できるのに、今現場で足りな

スを感じさせたのです。政府は女性の活躍を

いのは看護師だけではありません。薬剤師、

支援し、働きたいと思う誰もが活躍できる社

医師、技師などさまざまな医療系人材は同じ

会をめざしています。潜在看護師の方にとっ

状況におかれています。

ても、非常勤や非正規という表現ではなく、

なでしこナースを運営しながら、このよう

自分が働くことができる時間で働く「短時間

な他の医療人材のマッチングサービスの立ち

勤務プロフェッショナル」なのだ、という新し

上げも並行して企画、開発を進めています。

い働き方、新しい表現を伝えたい、という思

ITとの連携が拓く未来

いがあります。そのようなアプローチが、例

今後、ヘルスケアの分野ではますますITが

えば育児や介護、または自分の病と両立しな

普及し、診療報酬体系もそれを後押しする方

がら仕事を続けていきたいと考えるすべての人

向にあります。遠隔診断、遠隔診療もそのひ

を後押しできるのではないか、と思うのです。

とつでしょう。ITを使って自宅にいながら診

各自治体の課題に対応

断や診療、相談に応じることが経営上のメ

今、なでしこナース事業は看護師に特化し

リットにもなるようになれば、さらに短時間

て１都３県（東京・千葉・神奈川・埼玉）で

勤務、在宅勤務のプロフェッショナルの活躍

サービスをスタートしていますが、講演など

の場は広がってくるのではないかと考えてい

でお話しさせていただくと地方自治体の方から

ます。

ご相談を受けることも多くあります。潜在看

ライフ・シフト時代の新しい働き方

護師の問題といってもその実情は様々で、人

ベストセラーとなったリンダ・グラットン

数は足りていても偏在している地域もあれば、

教授の「ライフ・シフト−100年時代の人生戦

そもそも人数が足りない地域もあります。自

略（東洋経済新報社）」によれば、これからの
働き方は生涯１つの会社に勤務するよりも、
長期にわたって複線化した働き方が一般的に
なると言われています。4ULでは「まず自分
たちが新しい働き方を実践しよう」と、全員
が複線化キャリアを実践しています。その中
で気づいた課題を解決できないか、アイデア
をみんなでわいわい議論していると、もしか
したら何かが変わるかもしれない、そんな気
がしています。
ぜひ、これからも皆さんのお力をお貸しく

図３

多様な医療人材の働き方を支援

ださい。どうぞよろしくお願いいたします。
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九経連活動紹介

サイバーセキュリティ
２０１７年度の振り返りと２０１８年度の脅威と対策
社会基盤部
2017年10月号からサイバーセキュリティに関する記事を連載してきたが、今回は「2017年
度の振り返り」「2018年度に予想される脅威と対策」「年度末～年度初めのセキュリティ対策」
について、昨年発足した「サイバーセキュリティ推進ＷＧ」メンバーにインタビューを行っ
た。その内容を座談会形式で報告する。

【サイバーセキュリティ推進ＷＧ】
工藤英雄（九州電力㈱ 情報通信本部 サイバーセキュリティ対策室 セキュリティ総括グループ長）
右田和寛（㈱九電工 情報通信部 情報通信１グループ 副長）
平原 隆（
（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）
有水俊彦（㈱セキュアスカイ・テクノロジー 社長付シニアエバンジェリスト）
加藤雅彦（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）
姫野知一郎（西鉄情報システム㈱ ITサービス本部 データセンタ運用部）
伊佐治真（西日本電信電話㈱ 九州事業本部 新ビジネス推進室 担当部長）
松本匡弘（㈱ラック 営業本部 福岡事業所）
【事務局】金城 均（一社）九州経済連合会 社会基盤部次長

１．2017年度の振り返り
（事務局）お客様へのセキュリティ提案や社内

月に大阪府で中学生が逮捕された事件のよ

のセキュリティ対策業務などに携わってい

うに多少の知識があれば攻撃が可能となっ

る皆様にとって、2017年度を振り返って印

た。また、ビットコインなどの電子マネー

象に残ったことは。

の普及により、身代金を要求しても身元が

（平原）2017年度はランサムウェア（身代金要
求型ウイルス）の被害が多かったのが印象的
である。表面化には至っていないが、九州
においても中小企業を中心に多くの被害が
発生しており、一部の企業から相談を受け
た。ただ、感染してしまうとセキュリティ
の専門家でも暗号を解くことは難しいので、
定期的にバックアップを取り、万が一感染
しても業務継続が可能な状態にしておく必
要がある。
（伊佐治）ランサムウェアの被害が拡大した理
由として攻撃用ツールの入手が容易になっ

１０

たことがあげられるのではないか。昨年６
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特定されにくいことや、要求金額が「なん

合、脆弱性が見つかっても修正プログラム

とか支払える金額」に設定されていること

が適用されない場合がある。地方は都市部

も要因ではないか。

に比べセキュリティ関連のイベントなども

（工藤）ランサムウェアに代表されるように、

少なく、情報収集する機会は限られている

攻撃の目的が以前の愉快犯的な攻撃から、

が、早めに対策を打たなければ被害は更に

金銭を狙った攻撃に変わりつつあるような

拡大するのではないか。また、これまで都

気がする。攻撃ツールを安価に入手し、効

市部で多かった被害が身近なところで発生

率良く攻撃する。それにより、攻撃ツール

しているのも印象的だ。

開発者、攻撃者ともに利益を得ることがで

（右田）標的型メール攻撃の手口が年々巧妙化

きるようなビジネスモデルがアンダーグラウ

しており正常メールとの判断が難しくなっ

ンドの世界で確立されているのではないか。

ている。2017年はマイナンバー制度の本格

（事務局）確かに2017年度は、ランサムウェア

運用に向け、自治体ではセキュリティ強化

の被害を耳にすることが多かった。攻撃者

策としてネットワーク分離を実施したが、

は金銭を狙った犯罪目的で攻撃するように

今後は企業においてもそのような対策が必

なり、攻撃ツールも容易に入手できるよう

要 に な る か も し れ な い。 た だ、 セ キ ュ リ

になっているということで、手法もより一

ティ対策の強化により日常業務に支障をき

層高度化、巧妙化していくことが考えられる。

たす事例も出ているので慎重に進める必要

では、ランサムウェア以外ではいかがか。

がある。

（有水）Webサイトの脆弱性を狙った攻撃も増

（松本）2017年は企業規模に関係なくセキュリ

加している。九州においてもホテルや船舶

ティの相談件数が増えてきた。特に中小企

会社のサイトへ不正アクセスが発生し、個

業からの相談件数の増加は著しい。重要イ

人情報が漏洩した可能性が懸念されている。

ンフラや個人情報を持っているお客様から

情報漏洩は発生後の対応に多くの稼働と費

は、機器導入後の運用方法や体制、人材育

用が発生するので、特にWebサイトで個人

成についての相談が増えている。攻撃とし

情報等を扱う会社は他人事と思わずに対策

てはWannaCry・Petyaといった古くて新し

を行う必要がある。

い攻撃や目的が明確なDDoS攻撃、海外に目

（姫野）Webサイトへの攻撃を防ぐにはサーバ

を向けると不正送金を目的にインターネッ

基幹ソフトなどのサポート期間にも気を付

トバンキングを狙った攻撃が増えているの

けなければならない。サポート期間が終了

が印象的である。

したOSやミドルウェアを使用し続けた場

（加藤）Webカメラや各種センサーに代表され
るIoT機器への攻撃や金銭目的の攻撃が増加
しているように感じる。IoT機器への攻撃で
はtelnetやsshでログインを試みる単純な攻
撃が多いが、金銭目的はWannaCryなど比較
的手の込んだものが多かった。
２．2018年度に予想される脅威と対策について
（事務局）2018年度は、どのような脅威が考え

出展：Webサービスから個人情報の盗取（IPA）

られるか。また、それに対してどのように

２０１８/３
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対応すべきか。
（加藤）仮想通貨が身近になり攻撃者が金銭を
入手しやすくなってきているので金銭目的

情報を入手し、それによって社員を騙し金
銭を要求するような詐欺は増えると思う。

の攻撃がより一層増加すると思う。特に管

（右田）東京オリンピック・パラリンピックを

理が行き届きにくいConnected Device（ネッ

含め、2019年のラグビーワールドカップな

トワークに接続される多種多様な機器）の悪

ど国際的なイベントで海外からの旅行者が

用などに注意が必要ではないか。悪用に関

増えるので、それを狙った攻撃が危惧され

しては、製造者、利用者双方の対策が必要

る。 不 特 定 多 数 が 使 用 す るWi-Fiが タ ー

で、製造者は各種ガイドラインなどを参照

ゲットになる可能性もあるので、カフェや

し設計時点から安全を作りこむことが重要

空港ラウンジなどでのPC利用も注意する必

で、利用者は自身の責任において管理すべ

要があるのではないか。Wi-Fi接続時には無

きことは何かをしっかりと把握し、安全な

闇に接続せず、それが信用できるWi-Fiな

運用を心掛けることが重要である。

のか確認の上、利用することが必要である。

（松本）数年前から海外で見つかっている不正

自治体ではマイナンバーの運用が本格化し

送金マルウェア（感染するとオンラインバン

ていくが、それに伴うインシデントが出て

キングの認証情報を搾取）が日本で活発化し

くる可能性がある。マイナンバー法には罰

てくるのではと懸念している。また、某航

則規定もあることから、マイナンバー管理・

空会社が被害を受けたビジネスメール詐欺

運用体制について各社再チェックを行い、

や、市場規模の拡大が見える仮想通貨（ビッ

必要に応じて対策を検討する必要がある。

トコインなど）のマイニングを狙った攻撃が

（平原）国際イベント開催の場合、開催の年も

増えるのではないか。それらに対し防衛の

重要だが、攻撃者はその準備段階から攻撃

ための対策も重要だが、インシデント発生

してくることが予想される。従って、2019

後の対応策についても検討しておく必要が

年のラグビーワールドカップや2020年の東

ある。

京オリンピック・パラリンピックに向けて

（伊佐治）リオ五輪では、サイバー攻撃の回数

準備が急ピッチで進むと思われる2018年は

はロンドンに比べると減少したようだが、

ランサムウェアや標的型攻撃などあらゆる

東京オリンピック・パラリンピックは「技

種類の攻撃の脅威が考えられる。

術の見本市」の位置付けでもあることから、

（有水）国を挙げてIoTの推進が進められてい

攻撃側のモチベーションが高まり、日本企

る昨今、IoTを実装する企業は増加すると思

業向けの攻撃が増えてくるのではないか。

われるが、それに伴い、IoT機器を踏み台に

また、AIスピーカーなどのIoT機器が家庭や

したDDoS攻撃の脅威も増大するのではない

オ フ ィ ス へ 普 及 拡 大 す る こ と で、 そ れ を

か。IoT機器のログイン情報を初期値にしな

ターゲットにした攻撃が増えると思う。

いなどの対策が必要である。また、Webサ

（工藤）たしかに東京オリンピック・パラリン

イトへの不正アクセス等の対策として、ま

ピックでは日本企業に向けたサイバー攻撃

ずは、Webサーバ等に脆弱性が存在するか

は増加すると思う。サイバー攻撃がビジネ

を調査するWebサイトのセキュリティ診断

ス化することにより、サイバーは金銭を奪

（Webサイトの健康診断）が有効である。OS

うためのツールになるのではないか。ラン

１
２

サムウェアの身代金要求型だけではなく、
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やミドルウェアの脆弱性を突く攻撃には、

ソフトウェア を最新バージョンにアップ

と変わらないので確実な教育が必要である。

デートすれば基本的に防げる。最近では、

（姫野）新入社員の教育は重要だと思う。昨年、

外部からの攻撃からWebサーバを守る専門

「インスタ映え」が新語・流行語大賞に選ば

的な装置として、WAF（Webアプリケーショ

れたように、新入社員の世代では写真の共

ン・ファイアウォール）等があり、外部から

有も含めたSNSの利用が日常的である。こ

の攻撃はかなり防げる。

のため、アップロードした写真に不注意か
ら業務情報が写り込んだり、有名人のお客
様の情報を書き込んだりする可能性がある
ので、SNS利用上の注意も含めて教育する
必要がある。
（松本）人の入れ替わり時期でもあるが、昇格
等が行われる時期でもある。昇格等により
業務内容が変わるとともにセキュリティ対
策についての役割・権限も変わってくる。

（姫野）AIという言葉を耳にすることが多く

内部関係者の不正行為による情報漏洩など

なった。将来攻撃側・防衛側ともAIを駆使

のインシデントが度々発生しているので、

した戦いになることが考えられる。2018年

それを認識したうえでの教育が重要である。

はその最初の年になるのではないか。また、

（伊佐治）４月はほとんどの企業で新しい年度

働き方改革により在宅勤務などリモートで

のスタートである。新入社員に限らず全社

の 業 務 も 増 え る と 思 う の で、 サ イ バ ー セ

員が一丸となってサイバーセキュリティに

キュリティのみではなく、情報紛失等も併

取り組むことを宣言する良いタイミングで

せて考えていかなければならない。可能で

はないか。標的型メール訓練等により、日

あれば、外部で使用するパソコンにはデー

ごろの心構えを持つようにすることと、万

タを残さない運用（VDIやシンクライアント

が一被害に遭ってしまった時の対処方法を

など）が望ましい。

徹底してはいかがだろうか。

３．年度末～年度初めに注意すること

４．終わりに

（事務局）これから年度末～年度初めを迎える

「IoT実装の拡大」「仮想通貨の普及」「国際

が、それに向けてセキュリティ上注意すべ

イベント」など、2018年は攻撃者にとって好

きことがあればアドバイスをいただきたい。

条件が整った年ではないだろうか。セキュリ

（右田）４月の人事異動時、入ってくる人には

ティ対策が不十分な場合、不正アクセスの被

業務に支障が出ないようアカウント等の追

害者でありながら、サーバが踏み台にされ迷

加が行われるが、去る人については対応が

惑メールなどの不正中継を許し、加害者にな

されないケースが良くある。使用されない

り、企業の信用失墜につながる可能性もある。

アカウントを残すことは不正侵入などの脅

情 報 通 信 委 員 会 で は、 サ イ バ ー セ キ ュ リ

威に繋がるので、チェックリストなどを作

ティへの理解促進並びに意識の向上に向け、

成して確実な対応が必要である。また、新

引き続き情報発信などに取り組んでいきたい。

入社員は交通ルールを知らないドライバー

【社会基盤部
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台湾ＩＴ企業Ｇｏｌｆａｃｅとの協業型ビジネスモデル成功事例
―九経連による新規事業創出・ベンチャー支援の取り組み―

１．新 規事業創出・ベンチャー支援に関する
九経連の取り組み

ビジネスコンテスト」の開催（2017年12月
最終審査会）

第４次産業革命と呼ばれる情報技術革新を

前述①の延長線上に台湾ＩＴ企業「Golface」

背景に、世界的潮流として産業、社会、そし

と西日本鉄道㈱・西鉄旅行㈱（以下、西鉄）の

て生活のあり方そのものが大きく変わろうと

協業型ビジネスモデルが生まれ、昨年12月よ

している。

り台湾富裕層向け九州ゴルフツアー事業が開

九州においてもIoTやAIなど新技術への対
応やビジネス実装が始まっており、大学発ベ

始された。九州発の協業型成功モデルとして
紹介する。

ンチャーなど創業支援、大企業×ベンチャー
によるオープンイノベーションなど、これま

２．台湾ＩＴ企業Golfaceとは

で余り見られなかった新たな挑戦が各地で行

・2013年台湾で設立されたゴルフ関連ＩＴア
プリ、ゴルフ場システム開発等を行うベン

われている。
こうした中、九経連においても「新規事業
の創出」や「大学発ベンチャーの促進」を目
指して、以下の取り組みを進めている。
■新規事業の創出

チャー企業。従業員数16名。
・台 湾スポーツアプリ部門ダウンロード数、
提携ゴルフ場数、サービス利用者数No.1
・九 州最大級IT関連スタートアップイベント

①一般社団法人StartupGoGoとの連携による
九経連会員企業×ベンチャー×海外企業の

「StartupGoGo2016」最優秀賞受賞。西鉄と
の協業を契機に、福岡で会社を設立。

ビジネスマッチング支援（StartupGoGo2017、
2017年10月）
②福岡市、Fukuoka Growth Next等との連携に
よる九経連会員企業×ベンチャー×ベン
チャーキャピタルのビジネスマッチング支
援（Growth Pitch、毎月第２木曜開催）
③九 州・沖縄・山口９県との連携による九経
連会員企業×ベンチャーのビジネスマッチ
ング支援（九州・山口ベンチャーマーケッ
ト、2018年２月）
■大学発ベンチャーの促進
④「九州・大学発ベンチャー振興会議」（九州
12大学、12企業、６経済団体

2017年２月

発足）による大学が有する研究シーズの事業
化支援
⑤九州NBCとの連携による「大学発ベンチャー

１４
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StartupGoGo2016

最優秀賞受賞の様子

【会社名】ゴルフェイス株式会社
【創 業】2013 年 台 湾 に て「Green Jacket
Sports Co., Ltd.」創業。2017年５月、
福岡市内に日本法人「Golface」設立
【代表者】イアン・リャオ 氏（CEO）
【事業内容】独 自のアプリケーション開発によ
るスマートゴルフ支援サービス
「Golface」を提供

・スマホ用ゴルフアプリ開発
・アップルウォッチ用ゴルフアプリ開発
・ゴルフカート用i-pad搭載システム開発
・オンラインでのゴルフ場予約システム開発など

（２）協業開始
・2017年12月、Golfaceと西鉄との協業による
台湾富裕層向け九州スマートゴルフツアー
「球人（きゅうじん）」事業開始

西鉄、golface、西鉄旅行の事業提携発表

３．Golfaceと西鉄の協業
（１）協業前夜
・2017年１月、九経連の仲介により、Golface
を西鉄へ紹介。西鉄グループが有する多様
な経営資源とスタートアップが有する革新
的技術を組み合わせた新規事業創出を目指
すオープンイノベーションプログラム「西

【名称】「球人（きゅうじん）ツアー」
【期間】2017年12月18日（月）～ 22日（金）
【人数】20名
（台湾ゴルフ場オーナーや経営者等の富裕層）
【募集】11月３日よりインターネット上にて告知
し、11月６日正午に発売、３時間で完売。
【内容】12月18日（月）柳川観光、太宰府観光
12月19日（火）smartゴルフ（筑紫ヶ丘ＧＣ）
12月20日（水）smartゴルフ（麻生飯塚ＧＣ）
12月21日（木）smartゴルフ（福岡国際ＣＣ）
12月22日（金）福岡観光

鉄Co＋Lab」へ企画書を提出。
・2017 年 ４ 月、
「 西 鉄Co＋Lab」 審 査 会 に て
Golfaceが最優秀賞獲得。以降、受入先とな

４．今後の展望
西鉄が海外ベンチャーとの連携を強める。

る九州内ゴルフ場やパートナー企業開拓を

これは次代の九州経済を考えるうえで最良の

九経連等のネットワークを活かして支援。

ヒントを与えてくれる。少子高齢化が進み、
市場規模縮小が避けられない九州で外需に目
を向けて、既存の経営資源と海外ベンチャー
が有する新しい技術を掛け合わせて新規事業
を起こす事が最良の解決策の一つといえる。
西鉄の成功事例を基に、多くの九州企業は
新規事業に挑戦する動きを起こしている。今
後九州から第二、第三の協業型イノベーショ
ンが生まれることを切に願っている。

西鉄コラボ最優秀賞受賞の様子

【産業振興部
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ＩｏＴビジネス推進に向けた取り組みについて
社会基盤部
産業振興部
我が国においては、急速に進行する少子高齢化に伴う人口減少（労働人口減少）が経済成長
を阻害する社会課題として懸念されており、その解決に期待されているのがIoT・ビッグデー
タ・ＡＩ等の技術である。当会では九州地域におけるIoTを活用したビジネスの普及推進に向
け、平成28年６月「IoTビジネス研究会」を設置し活動を行っている。今回、その取り組みに
ついて紹介する。
１．IoTビジネス研究会の目的

２．IoTへの取り組み状況

IoT（Internet of Things：モノのインター

当会では「IoTビジネス研究会」設置に先立

ネット）は、さまざまなモノをセンサーなどに

ち、会員企業のIoTの取り組み状況等を把握す

よってインターネットでつなぐことでデータ

るため、アンケート調査を行った。その結果

を集め、情報を“可視化（見える化）
”して、

について紹介する。

相互に制御する仕組みである。それにより、

⑴アンケート概要

これまで測定できなかったものが測定できる

○調査期間：平成28年４月12日～４月28日

ようになったり、測定したデータを統合でき

○実施対象：九経連全会員（1,018社）

るようになったりする。結果として、新たな

○調査方法：窓口担当へのFAX送付

価値や派生的な価値を生み出すビジネスモデ

○アンケート回答数：125（12.3％）

ル（事業で収益を上げるためのシステム）を創

○協力いただいた会員の内訳：下表参照

出することができる。
IoTビジネス研究会では、国内外のIoTを活
用したビジネスの先進事例を検証して、地域

3

の中堅・中小企業に新たなビジネスの可能性

7
6
3

を探り、九州地域のIoTを活用したビジネスの

6

普及促進に繋げることを目的としている。

67
7
7

3

7
3
3
6

3

⑵アンケート分析結果（抜粋）
①I oTによって大きく変化すると思う分野を
お選びください（複数選択可）
：回答数409件

１
６
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⑤I oTビジネスに取り組むために必要な支援
策は何だと思いますか（複数選択可）
：回答数215件

②I oTで実現したいこと・解決したいことを
教えてください（複数選択可）
：回答数209件
⑶アンケート分析結果と考察
IoTによって大きく変化すると思う分野につ
いては、家電・スマートハウスと自動車が上
位で、IoTで実現したいこと・解決したいこと
については、新サービス開発・利便性向上が
上位となっているが「社内で取り組みを始め
③I oTビジネスについて、社内で取り組みを
始めていますか（一つだけ選択）
：回答数112件
7

6

い」が過半数を占めている。また、IoTビジネ
スに取り組む際の課題として「企画力」、必要
な支援策として「ビジネスマッチング」が求
められている。
以上のアンケート結果をもとに、国内外の

17
20

ていますか？」の質問に対しては「予定はな

62

IoTビジネスの先進事例を検証することによ
り、IoTへの理解を深めるとともに、企画力・
創造力の向上を図り、会員間の交流により、

④I oTビジネスに取り組む際の課題は何だと
思いますか（複数選択可）
：回答数246件

ビジネスマッチングの推進を図っていくこと
が必要である。
３．平成28年度のIoTビジネス研究会の活動結果
⑴体制（所属・役職は研究会発足当時のもの）
○座長：鍋山

徹

（一財）

日本経済研究所

チーフエ

コノミスト 専務理事・地域未来研
究センター長
○メンバー：ア ドバイザーとして有識者５
名とアンケートにより参加希

２０１８/３
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望をいただいた委員27社
⑵活動状況
平成28年７月から平成29年３月まで延べ６
回の研究会を開催し、各回分野ごとの講師を
招いて海外事例や業種毎の事例紹介等を行っ

業がとるべき対応を３つの視点で示し、IoTビ
ジネスの処方箋を提示している。巻末には、
本研究会での意見交換における発言を集約し、
「新たなビジネス創出の可能性にかかる20の提
言」としてまとめている。

た。各研究会では参加者間での意見交換や、
ビジネスマッチングの醸成を目的に交流会を
開催しメンバー間の交流を図った。
以上の活動の結果は、平成29年６月に“IoT
ビジネス研究会 報告書―九州の中堅・中小企
業への影響と処方箋―”としてまとめられ、7
月にはこの報告会が開催された。この報告書
では、先進事例を紹介しながら、IoTが企業に
与えるプラスとマイナスの影響を踏まえ、企

４．平成29年度の活動状況
平成29年度は、平成28年度のIoTビジネス
研 究 会 で の 知 見 を 受 け、 農 業・ 畜 産 業・ 林
業・水産業など、農林水産業のサプライチェー
ンの可視化とともに、
“食”の視点から、イン
バウンド観光までの“ビジネス・サイクル”
を創造することを目標として、IoTでつなぐ
「農林・畜産・水産物⇔インバウンド観光サイ
クル」をテーマにプロジェクトチーム“FoodTourism Cycle PJ”を設置した。
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⑴体制

②六 次産業化に取り組む企業・農林水産業

○座長：鍋山

徹

（一財）

日本経済研究所

者の実態調査
専務理事

（チーフエコノミスト）・新産業創

③ト レーサビリティの現状とビジネスモデ
ルの提示

造業務統括・地域未来研究センター

④九州における“食”観光の可能性を検討

エグゼクティブフェロー

平成30年度前半には、本プロジェクトの成

○メンバー：アドバイザーとして有識者３名
と九経連事務局より12名
⑵活動状況

果を公表する予定である。
５．今後の取り組み
第４次産業革命と言われている現在、IoTの

平成29年８月からおおよそ月１回のペース

活用は産業界全体にかかわる非常に有用な手

でプロジェクトミーティングを開催し、以下

段である。現在、前述の農業・観光のプロジェ

を進めている。

クトを進めるのみならず、各産業の先進的な

①農 林水産業における輸出ビジネスの実例
調査

事務局コラム

IoTの活用事例やノウハウを提示していく。
【社会基盤部

金城、産業振興部

藤石】

シンガポールにて

今年１月下旬、週末と合わせて１日休暇をいただき、シンガポール在住の従兄弟に会いに行きました。
折しも、私ども九経連が注力する九州産の農水産物輸出に関して、これまでの輸出先の香港デイリー
ファームに次いで、今年に入りシンガポールへ輸出を開始し、デイリーファームインターナショナル系列の
「Cold storage」や「Giant」等のスーパーを通じて販売をしており、今回の旅行では、それらのスーパーでの
販売状況等も是非見てきたいと思っておりました。
シンガポールではこれまで、高島屋や伊勢丹、明治屋等の食品
売り場で博多あまおう等の果物や野菜をはじめとする日本産の安
心安全な生鮮食品が販売されていましたが、九州では、より安い
値段で食品をお届けしたいとの思いがありました。ところが昨年
12月、
「ドンキホーテ」がシンガポール中心部であるオーチャー
ドにDon Don Donkiオーチャードセントラル店をオープンし、
我々が日本で馴染のある家庭雑貨・日用品・化粧品等々の商品に
加えて生鮮食品・加工食品を他店に比べて非常に安価で販売され
ていました。また、店内には北海道マルシェがオープンし、北海
道をテーマとした食・商品が提供されていました。
シンガポールでは、北海道がジャパンブランドとして国民に浸
透していますが、九州ブランドを早く浸透させ、九州産の安心安
全安価な生鮮品を彼の地の方々にご提供したい。そのためには九
州からの物流について一層の改善を図り安定供給を図らねば。そ
のような思いを強くした今回のシンガポール旅行でした。
ドンキホーテとパラゴン内のコールドストレージ
それぞれの食品売り場
【常務理事事務局長 平井 彰】
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日誌
１月
９日（火）

［福岡市・九経連会議室］

２４日（水）

資源エネルギー・環境委員会第２回企画部会

社食で地産地消を実施するには、メニューの策定が大事である

今年度第２回目の企画部会（部会長：戸上信一㈱戸上電機製作

ため、今回はその際の留意点となる「健康経営」を軸に検討を

所社長）を開催した。今年度の当委員会活動状況を報告した

行い、企業が進める健康経営を食生活の面から応援する「健康

後、来年度の事業計画案について審議した。原案に特段の異議

な食事・食環境」の基準に準拠したメニューを策定することと

はなかったが、後日アンケートを提出いただくことで充実を図

した。

ることとした。また、提出予定のエネルギー・環境に関する要

また、社食がない会員が「地産地消」事業に参加するための事

望について説明を行い、了承いただいた。

出席者：20名

出席者：22名

業として、
「物販」イベントの企画を検討した。
※ホームページ「委員会活動実績」に詳細を掲載

１６日（火）

［福岡市・ＴＫＰガーデンシティ天神］

資源エネルギー・環境委員会～電池電力貯蔵装置セミナー～

※ホームページ「委員会活動実績」に詳細を掲載

２９日（月）

［福岡市・九経連会議室］

九州女性の会１月例会
出席者：14名

出席者：71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

資源エネルギー・環境委員会活動の一環として、最近話題と

性の会は、
（公社）九州経済調査協会調査研究部の柿野和平氏を

なっている電池電力貯蔵装置のセミナーを開催した。本セミ

迎え、今年の九州経済の動向について講演していただいた。ま

ナーでは（一財）電力中央研究所材料科学研究所（兼）エネル

た、九州女性の会会員であり、書家として東南アジアや国内で

ギーイノベーション創発センター研究参事の池谷知彦氏から

活躍されている㈲style fit 浦岡香社長を講師として、今年にか

「低炭素社会実現に向けた二次電池技術の期待」と題して基調

ける会員それぞれの思いを漢字一文字に表し書き初めを行った。

講演をいただいた後、ＮＡＳ電池、レドックス・フロー電池、
リチウム電池、鉛電池、ニッケル水素電池の各メーカから商品

３０日（火）〜３１日（水）［東京・池袋サンシャインシティ］

の紹介と活用事例等が報告された。

オール九州食品商談会

※次号（４月号）にて講演要旨を掲載予定

来場者数：1,037名

九経連では、高い商品価値を持つ九州の農畜水産物、加工食品

１６日（火）

［福岡市・九経連会議室］

第２回「産地表示コンソーシアム」運営委員会
出席者：18名

をはじめとする多彩な食品の九州域外への販路拡大を図ること
を目的に「がんばろう九州～第３回オール九州食品商談会in東
京～」を開催。九州・沖縄・山口の各県から107の出展者が一

社食を保有する企業と保有しない企業が共に「地産地消」事業

堂に会し、食に関わる様々なバイヤーとの商談を行った。

に参画するための事業（案）を検討した。



物販のマルシェについては、既に自治体や民間でも大規模なも

※次号（４月号）にて開催内容を掲載予定

のが開催されているため、新たに事業を起こさず、社食への食

３１日（水）

材提供などとリンクできるようにすることを、今後の検討課題

各地域委員会事務局連絡会

［福岡市・九州電力ＴＶ会議］

とした。また、社食で地産地消をした場合のコストアップの負

出席者：34名

担については、各社各様であるため、あくまで目安の基準を示

８つの地域委員会の事務局と九経連本部の担当とで連絡会を開

すにとどめることにした。

催し、2018年度の各地域委員会事業計画を検討するうえで参考
としてほしい情報を本部より提供した。また、今年度の各地域

２３日（火）

［福岡市・九経連会議室］

農林水産委員会林業部会第２回調査・研究ＷＧ
出席者：15名

委員会の開催内容をもとに、委員からの感想や意見、運営上の
問題や改善点等について各事務局から報告があった。その後、
地域委員会運営にかかる事務的な取り扱いについて、本部より

平成29年度林業部会第２回調査・研究WG（座長：藤掛一郎宮崎
大学教授）を開催した。今回は（一社）日本木材輸出振興協会と
の共催で「福岡木材輸出検討会」と称して、３月に開催するベ
トナム向け商談会の事前勉強会を行った。
（一社）日本木材輸出
振興協会の井上幹博事務局長より「ベトナム等新たな輸出先へ
の木材輸出について」と題して講演いただいた後、質疑応答等
が行われ、非常に興味ある意見が出された。
※ホームページ「委員会活動実績」に詳細を掲載

２０

［福岡市・九経連会議室］

第３回「社食で地産地消」ＷＧ
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注意点等について説明した。

講演要旨

「大規模スポーツイベントが
もたらす社会・経済効果」
（平成29年11月20日（月）第10回沖縄連携フォーラム基調講演）

進化するスポーツ産業
1980年以前は、スポーツ産業という言葉は
なかった。スポーツ用品やスポーツ施設運営
といった産業はあったが、それぞれが独立し
ていた。その後、時代の変遷とともに、有名
選手の名をつけた商品やアパレル業界のス
ポーツへの進出によるスポーツ用品のブラン
ド化、健康とスポーツが結びついてフィット
ネスクラブといった産業が生まれてきた。結
果、スポーツのパワーが拡大し、スポーツ＝
ビジネスへと変わってきた。スポーツがハイ
ブリッド化することで、価値創造の媒体と
なっている。
スポーツの成長産業化に向けて
スポーツ庁は、スポーツをコストセンター
からプロフィットセンターにすることで、ス
ポーツをコアとして周辺産業に波及効果を生
むスポーツ産業を創造し、さらには、わが国
の基幹産業にしようと考えている。その施策
として、スポーツ人口をまず増やし、それに
よりスポーツ市場が拡大し、その収益をス
ポーツ環境の充実に還元させることでさらに
スポーツ人口を増やすという好循環を実現さ
せようとしている。
オリンピック大会の経済効果
オリンピックは、多くの世界規模の大会の
中で、世界的に注目され、膨大な企業協賛金
や高額の放送権料を勝ち取った大会といえる。
そ の 認 知 度 は94％と 言 わ れ て い る。 メ ガ ス
ポーツイベントが開催されると「社会資本蓄
積」「都市知名度向上」「地域連帯感向上」
「消
費誘導」といった効果が期待できる。
オリンピックの社会・経済効果は、直接的
には全国で３兆円、そのうち1.7兆円は東京と
試算されている。また、森記念財団は、2013
年～2020年の間に15兆円の効果があると試算
している。最近、東京都が2013年～2030年の

早稲田大学スポーツ科学学術院
教授

原田  宗彦
18年間の経済効果として、全国で32兆円とい
う試算を出している。
ただ、この効果測定の問題点としては、測
定方法に統一性がなく、結果もバラバラであ
るし、宿泊費の高騰による機会損失といった
負の経済効果もある。また、費用を差し引い
たネットではなく、グロスのベネフィットを
出している。さらに地域の住民が使った金は
域内を循環するだけで、真水の経済効果（域外
からの金）ではないという点もある。
オリンピックのレガシーと経済効果
2012年のロンドン大会における訪英外国人
旅行者は、オリンピック開催前の1年間は、対
前年1.7％増であったが、オリンピック開催時
期には宿泊費の高騰もあり、4.2％減少した。
ただ、五輪目的の旅行者はそれ以外の目的の
旅行者の２倍の消費額であった。一方、オリ
ンピック終了後の１年間では6.2％増加すると
いう結果であった。ロンドンでは大会後も効
果が出て、その効果は4.1兆円と言われてい
る。日本でも2020年以降に何をするかを考え
なければならない。
レガシーとしてのスポーツツーリズム
スポーツは隠れた資源と言える。例えば、
自分の限界に挑戦できる自己実現方法と言わ
れるトライアスロンは約300回、マラソンやラ
ンニングイベントは2,000回ほど開催されてい
る。 こ れ ら は 着 地 型 旅 行 商 品 で も あ る。 ス
ポーツという明確な目的を活用して新しい旅
行需要を創出する。スポーツで人を動かす仕
組みづくりを行うのである。
このスポーツツーリズムの司令塔となるの
が、スポーツコミッションであり、各地で出
来てきている。埼玉では、大きな観光資源が
少ない中、自転車競技のツール・ド・フラン
スなどを誘致し、４年間で233億円の経済効果
を出している。
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講演要旨

「これからの地域創生に
ついて」

中央大学
大学院経済学研究科
教授

山﨑  朗

（平成29年11月28日（火）平成29年度 第１回行財政委員会の講演）

１キロメッシュで見る人口減少
国土交通省によると、国土を１キロ×１キ
ロのメッシュ状に区切ったエリアにおいて、

⑵沖縄県の成長
沖縄県は、人口増加率１位（国勢調査／2010

2005年に居住者が居たエリアの内、2050年ま

年－2015年）、有効求人倍率は2016年に初め

でに約２割が「無居住地区」になり、人口が

て1.0 倍 を 超 え、 過 去 最 高（2017 年 ６ 月 1.18

９人以下となる「低密度居住地区」も増加し

倍）になっている。また、都道府県別クルーズ

ていくと推計されている。この無居住地区・

船寄港回数では、2016年に387回と、初めて

低密度居住地区では、商店、学校、病院、銀

トップになるなど、めまぐるしい成長を続け

行といった地域サービスの供給に深刻な影響

ている。

があり、将来的には、それらの維持が非常に
難しくなってくる。

さらに、LCCの航空路線拡大によって、国
内外から非常に安価で沖縄を訪れることが出

様々な方面から批判はあるであろうが、こ

来るようになっており、那覇空港は、国内外

ういったエリアからは「撤退」するという選

への貨物ハブ空港としても活躍している。こ

択も「地域創生」の技法の一つである。

の沖縄貨物ハブは、地域振興という観点から

国土の末端を国土の先端へ

捉えるだけでなく、日本のグローバル物流力

⑴福岡市の成長

の向上に寄与しているという点も見ていく必

2003年に発行した福岡市国際化推進計画で

要がある。

は2015年を目標年次として、留学生数3,500

このように、国土の末端は、見方を変えれ

人、博多港外国人旅客数80万人、外国人延べ

ば海外に近いという地理的優位性を持ってい

宿泊者数60万人、国際会議開催件数220件など

る。それを最大限活かすことが地域の発展に

の成果指標を定めた。実際には、2015年に留

非常に重要である。

学生数7,500人、博多港外国人旅客数86.6万

プレミアム地域創生

人、外国人延べ宿泊者数210万人、国際会議開

近年、国内外における富裕層の増加と、こ

催件数363件と、うれしい意味で「予想外」の

だわり消費の拡大（消費の熟成化）に伴い、例

結果となった。

えば、古民家を改装した宿泊施設や、ななつ

福岡市の住みやすさは世界的にも高く評価

星in九州といったプレミアムトレインなど、

されており、世界の住みやすい都市ランキン

日本国内で「プレミアム」ブームが起こって

グ（モノクル/2016年）において、シドニーや

いる。

京都を抜いて、７位にランクインしている（１
位は東京）。
クルーズ船入港数は博多港が328回で全国１

２２

れる。

日本には、地域の自然環境や街の景観、社
会の安全・安心、伝統・文化といった、たく
さんの魅力がある。

位（2016年）、外国人居住者数は28,189人で、

本来プレミアムな価値があるものを、外国

伸び率が政令市の中で１位（2015年対前年比）

人も含め、様々な人に評価してもらい、それ

となるなど、今後、福岡市はグローバル化に

をどのように磨きをかけていくのかということ

向けて、ますます成長していくことが期待さ

を考えていく必要があるのではないだろうか。
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講演要旨

「再エネと原子力、これからの
エネルギーミックスを考える」
（平成29年12月11日（月）平成29年度エネルギー講演会での講演）

自己紹介を兼ねて
経済産業省時代には、1995年の卸電力自由
化と2000年の大口電力自由化を担当したが、
家庭向け自由化には今でも反対だ。私は、メ
ディアに対して、時々厳しい批判をする。報
道では、再エネが良くて原子力は悪い、と対
立させるが、再エネも原子力も火力もエネル
ギーの一つである。大切なのは安全保障やコ
ストなど総合的な面での最適な組み合せを常
に目指していくこと。
個別政策と選挙について
2017年10月の総選挙でも争点になった消費
増税については、嫌だというのが皆の本音だ
ろう。新聞、テレビが街頭で消費増税につい
て、〇か×かの二者択一アンケートを取ると、
当然の様にみんな×と答える。消費増税は国
民みんなが影響を受けるので、世論調査でも
反対が多く、選挙の争点になりやすい。
同じ様に不人気な政策である原子力につい
ては、立地県では議論になっても、国民的議
論にはなり難い。その為、世論調査で原子力
への否定的な意見が多くても政党支持率や内
閣支持率には大きく影響しない。この様に個
別政策への評価が選挙結果に、即、結びつく
とは限らない。
2030年目標の進捗について
「ゼロエミ電源比率」「省エネ」「CO2 排出
量」「電力コスト」「エネルギー自給率」の５
つの指標の全てで震災前後と比較すると、全
ての面で悪くなっている。再エネを普及させ
ていくためには、コストの低廉化と信頼感の
醸成が必要である。コストが4.8兆円も上昇し
ているのは国民経済にも影響が大きい。
2011年４月から2017年３月までの６年間で
国民が負担した追加燃料費は総額15兆円を超
える。消費税１％あたりの負担額は2.5兆円に
なる。みんな消費増税については議論するが、
不思議とこの15兆円の追加負担については話
題にしない。ちなみに、我が家もそうである
が、現在、電気料金のお知らせをよく見ると、
再エネ賦課金の方が消費税を抜いている。

社会保障経済研究所
理事長

石川  和男
再エネを主力電源にするための課題
コスト、調整力、ネットワークの３つの課
題がある。コストは、買取価格で見ると、太
陽光がかなり下がっているが、世界的に見る
と圧倒的に高い。発電コストでも太陽光は欧
州平均10円と比べると倍の20円かかる。
調整力については、EU各国の状況を見ると、
安定再エネ（水力、地熱、バイオマス）は別と
して、変動再エネ（太陽光、風力）の比率が高
いところは、総じて火力への依存度が高い。
例えば、デンマークでは変動再エネが５割あ
るが、火力も３割を超えており、CO2は安定ゼ
ロエミの多いスウェーデンやフランスよりも
多い。
EU各国でいろんな取り組みを行っている
が、平均すると安定ゼロエミ４割強、変動再
エネ１割強、火力４割強と非常にバランスが
取れている。2030年の目標値に非常に近い。
世界の原子力事情
設備容量で見ると原子力は微増している。
2016年では７基８GWの増加。また、発電実
績では、日本の原子力発電が停止した時に大
きく低下したが、徐々に増加し、2016年は増
設 分 と 既 設 の 機 能 改 善 効 果 を 合 わ せ て、
35TWh増えている。世界は脱原子力に舵を
切ったという報道がしばしばなされるが、大
間違い。シェアで見ると需要の増加もあり、
2000年以降、原子力の比率は下がっているが、
原子力利用国で見ると2012年に反転し増加し
ている。
日 本 の 原 子 力 発 電 所 は40 年 運 転 が 原 則 と
なっているが、運転年数に関わらず、原子炉
は80％台の利用率をキープしている。そもそ
も40年という期限は会計上の目安のようなも
のであって、技術的な根拠はない。
むすび
再エネへの異常かつ過剰な期待感の沈静化
が必要。その為には政治家のリーダーシップ
が必要であり、それを有権者がきちんと支え
ていく事が求められる。
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Introduction of new members

新入会員 紹 介

株式会社 ビーボーン
＜2017年12月４日入会＞

会

社

名

株式会社 ビーボーン

業

２００１年９月

者

代表取締役 鬼木 敏之

会社概要

会社概要
当社は２００１年（平成１３年）にコールセンター

創

業務及びＦＡＸ情報サービスを主業務として事

代

業をスタート致しました。翌２００２年（平成１４

事 業 内 容

多言語電話通訳業務に特化した
コールセンター事業、翻訳事業、
ＳＮＳ監視事業

従 業 員 数

５４名（平成３０年１月１日現在：パート社員含む）

本社所在地

〒８１０-００７３ 福岡市中央区舞鶴２-１-１０
オフィスニューガイア福岡赤坂ビル２Ｆ

９時～２４時・３６５日対応のサービスを開始いた

電 話 番 号

０９２-７３５-８８８２

しました。現在では、対応言語１５言語、２４時

ホームページ

https://beborn.jp/

表

年）タクシー事業者向け「ハングル通訳セン
ター」の開設を期に、翌２００３年（平成１５年）現
業務の前身である「電話通訳センター」を開
設、英語・中国語・韓国語の３カ国語による、

間・３６５日対応のサービス提供を行っておりま
す。お客様は、省庁、県市町村、保険・金融、
不動産関連、鉄道・バス、タクシー、レンタ

私が創業した頃に

カー、小売、電力・ガス、宿泊・観光施設、医

は「電話通訳？多言

療、警察、消防など、多種多様な事業分野へ

語コールセンター？」

サービスを提供させていただいております。国

…と、訪問する先々

内随一の対応言語数を２４時間・３６５日提供でき

で首を傾げられてま

る通訳体制と業務報告体制をお客様より高く評

いりましたが、今で

価をいただいております。特に報告体制に関し

は訪日外国人・在住

ましてはオリジナル開発した『ＷＥＢ報告書』

外国人対応の切り札

で、お客様はクラウド管理された対応履歴（概

として広範囲な業

要）を随時閲覧・確認・分析が可能です。つま

種・業態の皆様へサービス提供をさせてい

り『多様な言語の通訳依頼でも、高品質のサー

ただいております。現在、サービス提供範

ビスを２４時間３６５日受けることが可能、その報

囲は全国に拡大しておりますが、これも偏

告も随時閲覧・確認可能、且つ分析も行える』

に九州の皆様のご支援の賜物と心より深く

ということがお客様に評価いただいていると思

御礼申し上げます。今後とも「九州は一

います。また、お客様の『個人情報や機密情

つ」という一心で九州各地の外国人対応に

報』に対しましても情報取扱いに対するマネー

奔走する所存でございます。何卒よろしく

ジメントプログラムを構築しており『プライバ

お願い申し上げます。

代表取締役

鬼木 敏之

シーマーク』及び『ＩＳＭＳ』の認定も受けて
おります。“
「おもてなし」より「おもいやり」
”
をモットーにお客様のビジネスチャンス拡大へ
の貢献を目指して日々の業務を誠心誠意行って
まいります。
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＜2017年12月７日入会＞

宮崎日機装株式会社は２０１７年３月に、産業用
特殊ポンプやそのシステム製品、血液透析用の

会

社

設
代

表

名

宮崎日機装株式会社

立

２０１
７年３月３０日

者

代表取締役社長 西脇 章

事 業 内 容

航空機などの炭素繊維強化複合材製品
等の製造、販売
産業用特殊ポンプ、システム、その他
日機装グループ製品の製造、販売

従 業 員 数

６２名（２０１
８年１月現在）

医療機器、炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）
を使用した航空機部品などを主力事業とする日
機装株式会社（東証第一部上場）の１００％子会社
として宮崎県宮崎市に設立しました。
日機装の主力事業には、日本初、世界初と呼
ばれるものが多くあり、その市場のパイオニア
として業界をリードし成長させてきました。な
かでも航空機事業の主力製品である航空機用逆
噴射装置部品「カスケード」は、１９８３年に初
めて開発に成功して以来、世界の民間航空機市
場をほぼ独占しています。
宮崎日機装では、近年の世界的な航空機需要
の高まりを背景に、
「カスケード」の増産需要
に対応するため、２０１８年秋に新工場を竣工し
日機装の技術力のもと、生産技術の高度化と生
産量の増大を通じて、事業のさらなる拡大を進

会社概要

会社概要

〒８８０-０００１ 宮崎県宮崎市橘通西５-１
-２４ 矢野興業第２ビル３Ｆ
（２０１８年９月以降）宮崎県宮崎市高岡町
高浜 宮崎ハイテク工業団地
電 話 番 号 ０９８５-４１-５２７１
関 連 会 社 等 【親会社（１００％）】日機装㈱（東証第一部上場）
【主な国内関連企業】マイクロトラック・ベ
ル㈱（分析機器）、日機装技研㈱（ＬＥＤ開発）
【主な海外関連企業】
《特殊ポンプ》LEWA GmbH／独、Geveke
B.V.／蘭、Nikkiso Cryo, Inc. ／米、
Cryogenic Industries, Inc. ／米、上海日機
装ノンシールポンプ有限公司／中、
台湾日機装股份有限公司／台
《医療機器》威高日機装（威海）透析機器
有限公司／中、Nikkiso Europe GmbH／独
Nikkiso Vietnam MFG Co., Ltd. ／越、
Nikkiso Medical (Thailand) Co., Ltd. ／泰、
《航空機部品》Nikkiso Vietnam, Inc. ／越
《 そ の 他 》Nikkiso America, Inc. ／ 米、
Microtrac, Inc. ／米
本社所在地

ホームページ

https://www.miyazaki-nikkiso.co.jp/

めていきます。
加えて、将来的には産業用特殊ポンプ・シス
テムを取扱うインダストリアル事業をはじめと
した、日機装の事業全般における生産活動の高
度化・拡大を担う基幹工場として、日機装グ
ループの国内最大規模、最重要の生産拠点とす
る計画です。

宮崎日機装は、単
なる製造拠点ではな
く、日機装グループ
全体の生産技術を
リードしサポートす
る役割を担っていま
す。現在は今秋の工
場操業を目指し、社
員一丸となって準備
を進めています。宮
代表取締役社長 西脇 章
崎という地の利、人
の利を生かして世界
シェア９割を有する「カスケード」と呼ば
れる炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）
製航空機用部品の製造をはじめ、将来的に
は日機装の事業全般における最大規模、最
重要の拠点としていく見込みです。宮崎日
機装は「宮崎初・宮崎発」の製品や取り組
みを通じて、宮崎に、そして世界に貢献で
きる企業を目指していきます。
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九州観光推進機構
ニュース

韓国におけるＦＩＴ、訪日リピーター客による九州滞在型観
光促進のための招請及び情報発信事業（１／８～２２：九州７県）
韓国のＦＩＴ旅行者やリピーター客向けに、韓国からテレビ
局、雑誌社、新聞社等の各種メディアを招請し、レンタカーを
利用して九州各地の「歴史」
「温泉」
、
「自然」
、
「文化」
、
「グル
メ」
、
「ショッピング」等を楽しむ旅行に関する情報を、映像や
記事を通じて発信してもらい、九州内における広域観光周遊
ルートの拠点地域等の磨き上げを図る事業を実施しました。
今回は、福岡・佐賀（２泊３日）
、佐賀・長崎・熊本（３泊４
日）
、大分（２泊３日）
、宮崎・鹿児島（３泊４日）の４つのコー
スを用意し、ご当地バーガー、ご当地丼等の「グルメ」や飛び
鉋（とびがんな）模様付け実演見学等の「文化」体験等、興味
を引く内容を取材してもらいました。
「グルメ」では、ご当地
グルメへの関心が高く、例えば呼子のイカはすでに韓国で有名
ですが、実際に食してみてその美味しさに感激されたようで
す。
「温泉」では、別府の海地獄が韓国
にはない景色として高評価でした。
韓国からのお客様はリピーターが多
いことから、当機構では引き続き、九
州のまだ知られていない魅力的なス
ポットや食などを紹介してまいります。

２０１８年度第２回会員旅行会社国内窓口担当者会議（１／１５：福岡）
国内誘致推進部の本年度事業経過報告として、会員旅行会社
１４社（２３名）
、九州観光推進機構からは９名参加にて実施いた
しました。

渡邉本部長の開会挨拶後、国内誘致推進部田上部長より
２０１８年度中間報告（総括）
、宿泊統計及び２０１
９年トピックスを
報告。その後「旅行会社タイアップ事業の進捗状況」
「九州か
らありがとうキャンペーンの報告」等各担当より機構事業の進
捗と結果を報告しました。最後に緒方副本部長から、２０１
９年
度機構事業方針を発表し締めくくりました。
意見交換会においては会員旅行会社より「着地型商品のプロ
モーションのバックアップを希望」
「修学旅行の動向はどのよ
うに変わってきているのか」等のご
意見・ご質問があがりました。
後日、参加者からのアンケートを
集約し、会員旅行会社のご意見や要
望を汲み取り、機構事業の充実を
図ってまいります。

九州観光ボランティアガイド研修会ｉｎ 福岡・宗像
を開催（１／２５～２６：福岡）
当機構と九州各県・観光連盟、日本観光振興協会九州支部で
構成する実行委員会により、
「九州観光ボランティアガイド研
修会 ｉｎ 福岡・宗像」が、宗像ロイヤルホテルにおいて開催さ
れ、九州各地で活躍されている観光ボランティアガイドの
方々、約２４０名の参加をいただきました。本研修会は「九州観
光ボランティアガイド大会」をリニューアルしたもので、研修
会形式としては第４回目、２００７年度の第１回大会からは１１回
目の開催となります。
基調講演では、宗像大社の葦津幹之権宮司より「宗像大社の
由緒と歴史」と題して、講演をいただきました。宗像大社の歴
史だけでなく、地域に根差した信仰が脈々と続いているなかで
「守るための世界遺産」としての考えなどの話に、参加者は聞
き入っておられました。その後、事例発表会で各地の事例を参
加者で共有し、情報交換会では各地の参加者との交流を深めま
した。
翌日は、４つの分科会（テーマ：
「ガイド（団体）を楽しくする取組」
、
「後継者の育成と組織の持続性につ
いて」
、
「外国人観光客向けのガイド
方法」
、
「行政との関わり方」
）に分
かれ、ワークショップ形式で現状
や課題の話し合いを行いました。

感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅 24

焼酎文化を極める
〜麦、米、そば、芋

そ の〔 ２ 〕

四つの味が文化を語る〜

−長崎県（壱岐市）、佐賀県（有田町）、大分県（宇佐市〈安心院〉、九重町、日田市）、熊本県（人吉市、あさぎり町）、鹿児島県（姶良町）−

「焼酎は生きものです」お腹の中から気づかい、生まれるとき気づかい、無事生み終えた後も…。だから
「毎晩、夜遅く起きて発酵状態を見て廻ります」
、女性杜氏寿福絹子（人吉市）さんの女性ならではの言葉だ。
お酒、焼酎…などは生きもの。製造過程で一瞬の目も離せない。生きものだから、手づくりだからその
地方の風土が色濃く反映されている。ひたむきに造るから造った人柄までが。だから「文化なのだ」
。
焼酎王国・九州の代表的産地を巡り、昔ながらの味、個性ある味にこだわるその地の「文化」を味わっ
てみよう。麦焼酎の本場、壱岐（長崎県）を振り出しに大分～熊本～鹿児島と焼酎代表格の土地の旅は容
易ではない。四つの土地めぐりは行程的にも苦しいが、そんな不満を言うようでは資格なし。ツアーの性
格上、それなりのグループの見学、試飲できる蔵元を選ばざるを得なかった。
本当は、家族ぐるみで造っている、あの「わかば」のような蔵元にこそ、文化を極める真骨頂があるの
だけれど…（後日、単独で訪ねればよい）
。
駆け足で、
「ハシゴ焼酎」して、微醺を温泉で洗い流して、また飲みなおす―まさに非日常ここにあり
ということか。焼酎の肴には、その土地の伝統の味がぴったりする、ことも知るだろう。
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島根県

１日目
２日目
３日目
４日目

山口県

 地→福岡空港（博多駅）→博多港→芦辺港→壱岐市［玄海酒造、山乃
各
守酒造場、壱岐焼酎協業組合、壱岐の華酒造］→壱岐市（泊）
 岐（印通寺港）→唐津市（呼子）→有田町［宗政酒造］→九重町［八鹿
壱
酒造］→宇佐市（安心院）［三和酒類安心院葡萄酒工房］→日田温泉（泊）
 田市→［いいちこ日田蒸留所、燕長酒蔵資料館］→山鹿市［千代の
日
園酒造］→熊本市［瑞鷹酒造］→人吉温泉（泊）

２泊３日コース
博多港

芦辺港

福岡県

宇佐市安心院
福岡空港
印通寺港
唐津市呼子 佐賀県
九重町
有田町
日田温泉 大分県
山鹿市
熊本市
長崎県
熊本県

 吉市・あさぎり町［繊月酒造、松の泉、寿福酒造、その他の蔵めぐり］→姶良町［白金
人
酒造］→鹿児島空港［錦灘酒造（酒匠工房ＧＥＮ）、日当山醸造］（鹿児島中央駅）→各地

宮崎県

あさぎり町

人吉温泉
鹿児島空港
姶良町
鹿児島県

壱岐焼酎
壱岐は長崎県に属しているが、博多から近い。麦焼酎発祥の地、その歴史
は４００年を超えるとも言われる。何故か、島とはいえ豊かな田畑がある。長
崎県下、第２の平野があると聴いて驚くが、本当だ。米麹（１/３）
・大麦（２/
３）を順次仕込み醪を熟成させ蒸留、麦の香りの風味と、米麹を使用するこ
とによる天然の甘味が特長。７軒の焼酎蔵があり４つの蔵元で見学できる。
球磨焼酎と同じく「壱岐焼酎」と産地表示ができる。

大隅諸島
種子島
屋久島

いいちこ
玄海酒造（壱岐市）

いいちこは、山紫水明の日田で一次仕込みも二次仕込みも大麦麹だけ。まろやかなコクと
深みを追求している。安心院には三和酒類の工場、試飲も出来る設備が備わっている。

三和酒類安心院
葡萄酒工房（宇佐市）

八鹿酒造（九重町）

笠利町
奄美空港
龍郷町
喜界島
名瀬
奄美大島
住用町
いいちこ日田蒸留所（日田市）
奄美諸島

与論空港

球磨焼酎

徳之島

沖永良部島
与論島

ブランデーの「コニャック」
、ウィスキーの「スコッチ」
、ワインの「ボルドー」と肩を並
沖縄県
べて、
「球磨焼酎」も産地名を名乗ることが世界の基準で認められている。米１
００
％の球磨の誇
那覇空港
りだ。２７の大小の蔵元がいそしんでいる。人吉球磨地方は、全体が生きたテーマパークだ。
田園風景の中に調和したたたずまいがゆかしい。

松の泉（人吉市）

人吉には石蔵がある

寿福酒造（人吉市）

白金酒造
白金酒造

白金酒造は鹿児島で最も古い蔵元の一つとして、手造りの芋焼酎の製造工程が見学できる。

錦灘酒造
錦灘酒造（酒匠工房ＧＥＮ）は、白麹の生みの親である先代に続き、
独自の麹で作る焼酎や麹菌の開発にも力を注ぐ蔵元だ。

日当山醸造
日当山醸造は、焼酎の味の大部分を決める水に霧島山系より湧き出
る水を使用。十分な時間と真心を注ぎ、本格焼酎を追求している。

九州観光推進機構のホームページ

錦灘酒造

日当山醸造

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

高度産業人材の確保に向けた
奨学金返還補助制度
山口県では、急速に進む人口減少に歯止めをかけ、
将来にわたって活力ある社会を築いていくため、最重
要課題として「地方創生」に取り組んでいる。
「地方創生」に向けては、安定した雇用の場を確保
し、地域経済の活性化を図っていくことが重要であ
り、そのための取り組みの一環として、県内製造業を
支える高度な専門知識を有する人材の確保を目的とし
た、奨学金返還補助制度を設けている。
この制度は、日本学生支援機構の無利子奨学金の貸
与を受ける理系大学院生および薬学部生を対象とし、
その学生が卒業後県内の製造業で一定期間就業した場
合に、奨学金の返還額の全部または一部を補助するも
のである。また、対象学生には、就職ガイダンスや企
業見学会などを開催し、きめ細かな就活サポートも実
施している。
なお、この奨学金返還補助の資金を確保するため、
産業界の皆さまからご協力（寄付※「企業版ふるさと
納税」の対象）をいただきながら、基金の積み立てを
行っている。本県の経済活性化・地方創生を支援する
観点から、ご協力をお願いしたい。
《問い合わせ先》
山口県産業戦略部計画推進室
TEL：083-933-2470
山口県

産業人材

福岡

検索

Fukuoka

福岡県女性の活躍推進ポータルサイト
「女性の活躍応援たい！」オープン！
多くの中小企業にとって、人材の確保・育成、雇用
慣行の見直し、就労環境の改善等が重要な課題となっ
ているが、こうした課題を解決し、中長期的に成長し
ていくには、女性の活躍の観点からの取組が効果的で
ある。そこで福岡県では、女性の活躍推進に関する
ポータルサイトをオープンした。
このポータルサイトでは、取組にあたり参考となる
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事例を掲載。掲載企業は、女性が働きやすい職場環境
であることのＰＲの場として活用できる。また、セミ
ナー・イベントの開催情報、中小企業が活用できる県
や国の支援施策（助成制度や相談窓口等）などを積極
的に情報発信していく。
ぜひ、企業の皆様にご覧いただき、取組に役立てて
いただきたい。
ＵＲＬ：http://joseikatsuyakuoentai.pref.fukuoka.jp/
（
「福岡県 女性の活躍推進」で検索。福岡県トップ
ページ上のフラッシュバナーからもアクセス可。
）
《問い合わせ先》
福岡県男女共同参画推進課
女性活躍推進室
TEL：092-643-3399

佐賀

Saga

肥前さが幕末維新博覧会いよいよ開幕！
幕末維新期の佐賀の偉業や偉人たちの志を未来につ
なぐ「肥前さが幕末維新博覧会」が佐賀市城内エリア
を中心に県内各所で３月１７日（土）から開幕する。
メインパビリオンの「幕末維新記念館」では“歴史
と未来をつなぐ架け橋”をテーマに、幕末維新期の佐
賀の偉業や偉人などをデジタル映像等で紹介。館内に
設置された「
『幕末維新』体感シアター」では、壁一
面に広がる大型スクリーンで１５０年前の佐賀をダイナ
ミックな映像とともに紹介する。館内の他のコンテン
ツとともに、当時の佐賀が日本の近代化に大きく貢献
したことを、多くの方に知っていただける内容となっ
ている。
近隣の「葉隠みらい館」
「リアル弘道館」
（リアル弘
道館は４月１６日オープン）のデジタル技術を駆使した
コンテンツのほか、佐賀藩と縁が深かったオランダと
佐賀の交流をテーマにした「オランダハウス」や人間
国宝の器などで食事が楽しめる「ユージアム サガ」
もオープン。歴史・食・文化の多方面から佐賀の魅力
を県内外にＰＲする。
入場券及び期間中３館に何度でも入れるフリーパス券
は、全国のコンビニや主要旅行代理店などで購入できる。
幕末維新期の「志」を未来につなぐ博覧会にぜひ、
お越しいただきたい。
〈開催期間〉
２０１８年３月１７日（土）～
２０１９年１月１４日（月・祝）
メインパビリオン「幕末維新記念館」
〈入場券料金〉
〇障害者（介助者１名を含む）
単館
チケット３（３館共通）
フリーパス券
と高校生以下は入館無料
前売券 当日券 前売券 当日券
〇前 売券は開幕前日（３月16
幕末維新記念館 600円 800円
日）まで購入可能
葉隠みらい館 300円 400円 1,000円 1,200円 3,000円 〇団 体料金の設定あり（有料
リアル弘道館 300円 400円
入場者20名以上）

テーマ館

《入場券問い合わせ先》
入場券販売管理本部チケット管理センター
TEL：0952-29-3671
■主催 肥前さが幕末維新博推進協議会
TEL：0952-25-7504 さが維新博

検索

長崎

Nagasaki

「朝鮮通信使に関する記録」がユ
ネスコ「世界の記憶」に登録
昨年１０月３１日、
「朝鮮通信使に関する記録」がユネ

これにより全ての踏切が撤去され、渋滞が解消される
ことに加え、周辺住民の利便性向上や高架下スペース
の有効活用による地域の活性化も期待される。
高架切替後も引き続き、熊本の「陸の玄関口」とな

スコ（国際連合教育科学文化機関）の「世界の記憶」

る熊本駅の駅舎整備な

に登録された。

どに取り組み、熊本市

「朝鮮通信使に関する記録」は、１６０７年から１８１１年

やＪＲ九州、地元経済

までの間に１２回、朝鮮国からわが国へ派遣された外交

界と連携しながら、熊

使節団に関する資料で、日韓両国の民間団体（ＮＰＯ

本駅周辺地域の魅力向

法人朝鮮通信使縁地連絡協議会と財団法人釜山文化財

上に努めていく。

団）により共同申請された。
登録物件は１１１件３３３点（日本側：４８件２０９点、韓国
側：６３件１２４点）で、Ⅰ外交記録、Ⅱ旅程の記録、Ⅲ

《問い合わせ先》
熊本県熊本駅周辺整備事務所
TEL：096-323-8200

熊本県

現在の熊本駅舎（左）と
在来線ホーム（中央）、
奥は新幹線ホーム
駅周辺整備

検索

文化交流関係記録に区分される。
このうち、本県関係の資料は、全てⅡ旅程の記録
で、①朝鮮国信使絵巻（上下巻）
、②朝鮮国信使絵巻
（文化度）
、③七五三盛付繰出順之絵図、④馬上才図
巻、⑤朝鮮通信使迎接所絵図の５件６点である。
「朝鮮通信使に関する記録」には、多くの困難を乗
り越え、長きにわたり朝鮮半島とわが国の友好関係を

大分

Oita

大分県初！ラグビー日本代表戦開催
６月９日（土）
、
「リポビタンＤチャレンジカップ

継続させた知恵と方法が凝縮されている。今後は、

２０１８ ラグビー日本代表ＶＳイタリア代表戦」が、大

２００年もの間、隣国同士の平和に貢献した朝鮮通信使

分銀行ドーム（大分県大分市）で開催される。大分県

の歴史的意義やその根底に流れる誠信交隣の精神を後

内でラグビーの国際テストマッチが行われるのは今回

世にしっかりと引き継ぐとともに、日韓両国国民の信

が初めて。

頼と友好の絆がさらに強固なものとなるよう、引き続
き地域間交流や民間交流の発展に取り組んでいく。
《問い合わせ先》
長崎県国際課 TEL：095-895-2087

大分県では、２０１９年のラグビーワールドカップに
おいて、プール戦３試合、準々決勝２試合の開催が決
定している。国内のみならず、世界各国から訪れる多
くの観戦客を受け入れる準備が着々と進められてお
り、今回の代表戦でも本番さながらに交通輸送やボラ
ンティアの活用等を行うこととしている。
今回の代表戦の見所は、何と言っても世界ランキン
グ１１位の日本代表と、１４位のイタリア代表の一歩も

朝鮮国信使絵巻（文化度）［長崎県立対馬歴史民俗資料館 所蔵］

引かない白熱した戦い。イタリア代表は現時点で日本
代表より下位に位置するものの、欧州６強（シックス
ネーションズ）の一角を占める、まさに強豪チーム。

熊本

イタリア代表との対戦成績は１勝５敗となっており、

Kumamoto

熊本駅周辺の鉄道高架切替が３月
１７日に完了！

次期ワールドカップでベスト８を目指す日本代表に
とって、絶対に負けられない試合といえる。
ラグビー熱がま
すます盛り上がる

熊本県は、熊本駅周辺地域の交通の円滑化や都市機

大分で、一足先に

能強化を図るため、平成１３年度からＪＲ鹿児島本線・

世界レベルの戦い

豊肥本線（上熊本駅～熊本駅付近）約６km区間におい

を体感しよう！

て、鉄道の高架化に取り組んできた。
平成２７年３月に一部区間の高架切替を行ったが、平
成３０年３月１７日（土）に全区間の高架切替が完了する。

《問い合わせ先》
大分県ラグビーワールドカップ推進室
TEL：097-506-2079
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宮崎

Miyazaki

福岡大学とＵＩＪターン就職支
援協定を締結
本県では、若者の進学・就職時における県外流出が
続いていることから、産学官が連携して、県内産業界
の活力となる若手人材の育成・確保に向けたさまざま
な取組を行っている。
その一環として、昨年１２月に福岡大学とＵＩＪ
ターン就職支援協定を締結した。県外大学との就職支
援協定締結は、８月の専修大学に続き２校目である。
また、福岡大学が九州の自治体と当協定を締結するの
は初めてのことである。
協定締結により、大学には、本県出身の学生はもと
より、他県出身の学生にも、県内の企業情報や生活情
報、合同企業説明会などのイベント情報を周知してい
ただく。
また、県は、大学内で開催される合同企業説明会へ
の県内企業の参加調整や、学生の県内企業でのイン
ターンシップの参加支援などを行っていく。さらに、
大学が本県で行う保護者向け就職セミナーなどにも参
加し、県内就職に関する説明なども行う。
これらの取組により、西日本屈指の総合大学である
福岡大学の学生に、本県が就職先として選ばれるよう
に、県内企業の魅力や就業環境の周知を図っていくこ
ととしている。
さらに、今後とも、両大学
との取組の効果を検証しつつ、
他の大学との協定締結を順次
進めていくこととしている。
福岡大学との協定締結式の様子
《問い合わせ先》
宮崎県雇用労働政策課 TEL：0985-26-7105

鹿児島

Kagoshima

知事がフランスでトップセールス
を実施
今年１月、フランス・パリ郊外で開催されたインテ
リアとデザイン関連の国際見本市「メゾン・エ・オブ
ジェ」に、薩摩焼をはじめとする鹿児島の工芸品を出
展した。くしくも薩摩藩が独自に出展した第２回パリ
国際博覧会（万博）から１５０年の時を経ての取り組み
で、これを記念し、パリ日本文化会館で知事主催レセ
プションを開催した。
レセプションでは、在フランス日本国大使をはじめ
とする政府関係者や工芸品関係者、メディアなど約
１００名の招待者に対して、工芸品だけでなく、鹿児島
県が世界に誇る鹿児島和牛や焼酎、お茶などを提供
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し、食や観光などの多彩な魅力を情報発信した。
また、この出展に併せ、パリ市街地にあるレストラ
ンやカフェにおいて、鹿児島和牛やお茶、水産加工品
等を使用したメニューを提供する「鹿児島フェア」を
開催し、参加者からは、日本一の和牛や水出しのお茶
に高評価をいただいた。
さらに、ミシュランの星を持つパリ屈指の高級レス
トラン４店舗を訪問し、鹿児島県の優れた食材や工芸
品等の魅力を伝え、各店舗での採用や展示を訴えた。
今回のトップセールスを契機に、安心安全で優れた
鹿児島県の食材がフランスの方々に広く認知され、販
路拡大に繋がるよう取り組ん
でいきたい。
《問い合わせ先》
鹿児島県かごしまPR課
TEL：099-286-3053

沖縄

Okinawa

「サンゴ礁ウィーク2018」開催！
２月２４日（土）から３月１１日（日）までを「サンゴ礁
ウィーク２０１８」とし、期間中県内各地で様々なサン
ゴ礁の保全に関するイベントを開催している。
沖縄のサンゴ礁は、沿岸域の開発や埋め立て、オニ
ヒトデの異常発生、赤土等の流入、排水による水質汚
濁、高水温による白化現象などにより広範囲な影響を
受け危機に瀕している。
このような中、今年で５回目を迎える「サンゴ礁
ウィーク２０１８」では、磯の観察会、ビーチクリーン、
ワークショップなど多彩なイベントが開催される予定
で、サンゴ礁の大切さを考えるきっかけとなることか
ら、多くの方の参加を呼びかけている。
また、２０１８年は国際サンゴ礁イニシアティブ（ＩＣ
ＲＩ）の定める「国際サンゴ礁年」であり、国内外に
おいてサンゴ礁保全に向けた様々な取り組みが検討さ
れていることから、これま
で以上にサンゴ礁の保全へ
の気運が高まることが期待
されている。
ぜひこの機会にサンゴ礁
の大切さについて考えてみ
サンゴ礁の生き物観察会
てほしい。
《沖縄県サンゴ礁推進協議会ホームページ》
http://coralreefconservation.web.fc2.com/
《問い合わせ先》
沖縄県サンゴ礁保全推進協議会事務局（県自然保護課内）
TEL：098-866-2243

表紙説明

名尾手すき和紙

（佐賀県）

佐賀市大和町名尾地区で300年以上前から作られている手すき和紙。昭和初期までは、この地区
に100軒以上あった工房も現在では１軒が残るのみとなっています。
名尾手すき和紙の特徴は自家栽培された梶の木の「長くて切れにくい」強靱な繊維。そのため、
照明器具や建具などの幅広い用途に使用されています。
佐賀県で2016年10月から取り組んでいる「さが土産品開発コンサルティング」によって、新ブ
ランド「PAPER VALLEY」
（ペーパー・バレー）が誕生し、名尾手すき和紙の伝統に新たな１ページ
が加わりました。
県内最古の伝統的和紙工房として「残しておきたい紙」をコンセプトに、人生の節目に温かな色
を添える『ものづくり』を目指しています。
《名尾手すき和紙およびPAPER VALLEYに関するお問い合わせ》
名尾手すき和紙株式会社（旧名：肥前名尾和紙）
TEL：0952-63-0334
PAPER VALLEY http://www.paper-valley.com/
   名尾手すき和紙 http://www.naowashi.com/

PAPER VALLEY サイト

《
「さが土産品開発コンサルティング」に関するお問い合わせ》
佐賀県経営支援課
TEL：0952-25-7095
スケジュール（３月）
日（曜）

会合名等

１日（木）

九州・大学発ベンチャー振興会議（福岡市・電気ビル共創館）

２日（金）

大分地域委員会（大分市・トキハ会館）

２日（金）

情報通信委員会（福岡市・電気ビル共創館）

５日（月）

佐賀地域委員会（佐賀市・ホテルニューオータニ佐賀）

７日（水）

第７０回九州経済懇談会（経団連との懇談会）（福岡市・ホテルオークラ福岡）

７日（水）

再生エネルギー産業化推進委員会（福岡市・九経連）

８日（木）

鹿児島地域委員会（鹿児島市・城山観光ホテル）

８日（木）

第２回サイバーセキュリティセミナー（福岡市・福岡市科学館）

１１日（日）～１
６日（金）

九州・ベトナム経済交流ミッション２０１
８
（ベトナム・ホーチミン、ダナン、ハノイ）

１
３日（火）

ＩＣＴ人材育成１０周年イベント（福岡市・ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ博多駅前）

１
３日（火）

農林水産委員会（福岡市・電気ビル共創館）

１
９日（月）

第１５０回理事会（福岡市・九経連）

２０日（火）

産業振興委員会（福岡市・電気ビル共創館）

２２日（木）
２２日（木）

山口地域委員会（下関市・シーモールパレス）
空港を活用した地域振興セミナー（福岡市・電気ビル共創館）

新入会員企業（１月）
㈱関家具
社長

関

文彦

福岡県大川市幡保98-7
事業内容：家具卸売業

TEL：0944-88-3515

従業員数：505名

お知らせ：本誌裏表紙に広告を募集します。詳しくは、本会総務広報部（Tel：092-761-4261）
までお問い合わせください。
◆九経連ホームページ

◆九経連メールアドレス

http://www.kyukeiren.or.jp

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