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国土をしっかり守り、
発展に向けて果敢に攻める

増田 博行
〔国土交通省

九州地方整備局長〕

九州は、豪雨による洪水や土砂災害、火山
噴火、地震など自然災害が非常に多い地域で
す。これらの災害へ備えるとともに、熊本地
震や九州北部豪雨からの復旧・復興に全力で
取り組み、国土をしっかり守って参ります。
熊本地震の発生から２年が経ちましたが、
復旧・復興はこれからが本番です。今後も気
を引き締めて対策に取り組んで参ります。
昨年の九州北部豪雨で甚大な被害を受けた
河川では、再度災害の防止・軽減を目的とし
た「九州北部緊急治水対策プロジェクト」に
着手し、概ね５年間で緊急的・集中的に治水
機能を強化する改良復旧工事等を河川事業、
砂防事業が連携して実施します。
頻発する豪雨災害の備えとして、社会全体
で豪雨災害に備える水防災意識社会再構築へ
の取り組みを進め、社会経済被害の最小化、
逃げ遅れゼロを目指していきます｡
また、今後発生が予測されている南海トラ
フ巨大地震発生時に道路啓開を強力かつ着実
に実施することを目的として、関係機関が連
携し「九州道路啓開計画（初版）『九州東進作
戦』」を一昨年策定しました。
防災・減災の取り組みを進め、地域をしっ
かり守るとともに、中長期的な視点から将来
の九州のあり方を考え、今打つべき一手を、
時機を逃さずに打っていきたいと考えており

ます。
九州地方の発展に向けては、地理的優位性
であるアジアのゲートウェイとしての特色を
活かしつつ、将来の活力を維持するため、地
域間の交流・連携の強化が必要不可欠です。
そのためにも、高速道路ネットワークの整備
や空港・港湾の機能強化が、地域の基幹産業
の競争力強化やインバウンドによる観光振興
に有効です。
例えば、港と高速道路や新幹線との連結に
より、クルーズ船で訪れた観光客に九州全体
を回遊してもらうことを可能にするなど、交
通モードの連携を強化する「モーダルコネク
ト」の取り組みを進めることで、利用者が多
様な交通手段を選択しやすい環境づくりが可
能となります。
また、地域の景観、歴史、文化及び観光資
源と、道路空間、河川空間といった貴重な公
共空間を効果的に連携させ、有効活用するこ
とにより、地域の個性、特長を活かした賑わ
いのあるまちづくりへと可能性が広がります。
インフラ整備については、計画段階から地
域全体で総合的にいかに「使いこなす」かを
考えることで、その効果を最大限に発揮する
ことにつながります。また、新たな整備と併
せて、今あるものを賢く使う、一工夫して使
う取り組みも地域の発展に寄与できるものと
考えます。
また、新技術導入、平準化などにより生産
性の向上や効率化を図ることで、受発注者双
方がＷＩＮ－ＷＩＮの業務改善を実現するなど、
建設業の担い手確保に向けた「働き方改革」
の取り組みを強化して参ります。
今後も、九州地方の発展に向けて、しっか
り守り、果敢に攻める取り組みを推進して参
ります。
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九経連活動紹介

「『稼ぐ力』を高める」をテーマに経団連と意見交換
〜第７０回九州経済懇談会

意見交換要旨〜

前号では「第70回九州経済懇談会」（経団連と九経連の懇談会、３月７日開催）の概要につ
いて報告した。意見交換は、
「『稼ぐ力』を高める」を基本テーマに、３つのテーマを設け、そ
れぞれについて九経連から問題提起を行い、経団連から意見をいただくという形式で行い、計
16名から発言があった。今号では、その発言要旨を掲載する。
テーマ１：海 外への進出、海外市場の取り込
みで稼ぐために
問題提起①「農 林水産品の海外輸出の拡大に
向けて」
小池  光一：九経連副会長
九経連の取り組みの１つ目は、

求められている。
今後更に中国・上海等の一大需要地へも輸
出できるよう中国に対する非関税障壁の緩
和・撤廃に向け、省庁を越えたオールジャパ
ンで働きかけられるよう経団連に支援、協力
をお願いする。

九経連主導で立ち上げた「九州
農水産物直販㈱」による輸出拡
大。香港のディリーファーム社
と直接取引契約を締結し、現在、

の成長に向けて」
石原  進：九経連副会長

野菜、果物、畜産品は15店舗程度、認知度の

全国の伸び率を10％以上うわ

高い甘藷やイチゴ等の特定品目は100超の店舗

まわる九州のインバウンドだが、

で販売。本年１月からシンガポールへの輸出

１人あたりの消費額は98,000円

も開始した。

と全国平均より50,000円以上低

２つ目は、海外通販サイト（中国のアリバ
バ）を活用した養殖魚の販路拡大。九州地域の

い。要因として、韓国からのク
ルーズ船が８割を占めることも背景にある。

養殖魚生産額は全国の４割を占め、次代を担

今後やるべき課題は５つ。１つは、
「九州ブ

う成長産業として期待している。資源の制約

ランドイメージの形成」。歴史、文化、温泉な

から、2013年には生産量において、養殖業は

ど九州の多彩な観光素材を活用しているが、

漁獲漁業を追い抜き、現在も増加の一途にあ

「九州」という地名がなかなか浸透していな

る。アジア圏への新たな販路先を開拓すべく、

い。２つ目は「インバウンドの人員増」。ベス

現在、十数件の商談案件に取り組んでいる。

ト４の韓国、中国、台湾、香港に加え、直行

輸出拡大で問題なのは、国内販売用の農産

２

問題提起②「九 州の観光産業の４兆円産業へ

便のある東南アジアの国や、欧米豪を増やし、

物をそのまま輸出すると、輸送途中で過熟し

2023年786万人を目指す。３つ目は「観光消費

て し ま う こ と。 航 空 便 に お け る コ ー ル ド

額のアップ」。消費額の大きい欧米豪や中国か

チェーンが完全に繋がっておらず、夏季期間

らの個人旅行の取り込み、スマホ決済など消

中の品質ダメージが危惧されている。一方、

費拡大のための環境整備などがある。４つ目

船便では、博多港のハブ機能強化への支援が

は「『おもてなし』とも言えるお客様目線にお
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ける整備、対応」。飲食店メニューなどの多言

観光インターンシップを実施している。九州

語対応、夜の観光メニュー、エンターテイメ

にも観光学を学べる大学があるので、国内外

ントの拡充など魅力的な街、地域づくりを進

から積極的に学生を受け入れ、貴重な観光人

め、真に魅力的で実効力のある九州域内広域

材として地域に根付かせる取り組みを是非進

ルートの開発が必要である。５つ目はこれら

めていただきたい。

を実行していく「組織の機能強化」。九州観光

経団連としては、観光産業を九州、ひいて

推進機構もそのひとつであり、今年の４月に

は日本の基幹産業として育成すべく、今後も

DMOに認定される。地域ごと、各市町村単位

九経連とともに尽力していく。

での実行組織の設置と整備・強化が求められる。

（農業の輸出力強化に関して）
飯島  彰己：経団連副会長

意見交換

世界の食需要拡大を見据えた

（観光振興に関して）
岩沙  弘道：経団連審議員会議長

農林水産物・食品の輸出促進は、
わが国農業の成長産業化、地域

これまでの観光振興の取り組

活性化の観点からも極めて重要

みが着実に実を結び、九州地域

な取り組みである。政府も輸出

の訪日外国人旅行客数は年々増

に注力しており、2017年の農林水産物・食品

加 し て い る が、 今 後、 更 な る

の輸出額は、前年比7.6%増の8,073億円と過去

「攻めの戦略」が必要である。
まず、来訪者の満足度を向上させリピート

最高を更新した。
一方で、ビジネスとして持続的に輸出する

率を上げ、観光地として「稼ぐ力」を最大限

には、輸出環境の整備が欠かせない。第１に、

発揮することが重要。訪日外国人の興味が

効率的かつ低コストの物流網の整備は大きな

「モノ消費」から「コト消費」にシフトするな

課 題 で あ る。 経 団 連 で は、 政 府 に 対 し、 流

か、九州の多彩な魅力にコト消費のプランを

通・加工も担う国内大規模輸出拠点の整備、

組み合わせ、外国人でも周遊しやすいルート

鮮度保持等の物流関連技術の集中的な開発・

を整備するなど、複数のDMOが連携し、九州

普及、輸出先となる途上国等におけるコール

全体の観光戦略を策定・推進することが重要

ドチェーンの整備支援等を求めてきた。

である。

また、Society 5.0時代の農産物輸出のあり

外国人への情報発信の工夫も必要。多言語

方を見据え、栽培から消費に至るセンシング

対応のホームページやSNSを活用し、外国人

データをビッグデータ化し、最適な生産、物

に響く発信を行ったことで来訪者数を大幅に

流、そして輸出拡大へと繋げる仕組みの構築

増やした例がある。美しい景観を活かし「イ

が重要になる。

ンスタ映え」を競うなど、参加型の楽しいイ

第２に、動植物検疫等の緩和・撤廃も重要。

ベントの実施なども一つのアイデアかと思う。

放射能規制についても、東北・関東の輸出を

「高度観光人材の育成」も重要な課題であ

阻害するのみならず、他地域における書類や

る。経団連では、大学と協働し、大学生向け

検査の煩雑化をもたらしており、障壁の撤廃
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に向けた不断の努力が欠かせない。九経連と

国内においては、ローソンが全店舗で導入

連携して、政府に強力に働きかけていきたい。

す る ほ か、 九 州 で は、JR博 多 シ テ ィ な ど で

（日中関係に関して）

Alipay、WeChatPayが導入されており、太宰

進藤  孝生：経団連副会長

府天満宮門前会などでも実証実験が始まって

経 団 連 も、 中 国 の 官 民 リ ー

いる。国内でも加速する基盤はできたと思う。

ダーとの交流を進めており、昨

ただ、中小企業が個々に導入するには、導

年も日中経済協会や日本商工会

入の投資資金の負担、店内の中国語表記やIT

議所と合同で北京に訪中団を派

スキルの向上といった課題があり、１店舗だ

遣し、李克強総理との会談等を

けでやるより、商店街など町全体でやること

行った。また、両国経済界同士の対話を深め

により効果が出てくるものである。

るため、2015年より、日中の企業家ならびに

九州は中国からの観光客が多いという状況

元政府高官による「日中企業家及び元政府高

から早期に対応すべきという課題がある。九

官対話（日中CEO等サミット）」を毎年開催

経連だけで対応できるものでもなく、今後協

し、日中経済関係の促進方策について対話を

力をお願いしたい。

行っている。
同時に、昨年は日中国交正常化45周年、本
年は日中平和友好条約締結40周年と記念すべ
き年を迎えていることから、政府・与党をは

テーマ２：官民で取り組む具体的成長戦略
問題提起①「九州地域戦略会議での官民一体
となった継続的な取り組み」
貫  正義：九経連副会長

じめ関係者との連携の下、
「日中交流促進実行
委員会」を設置し、既に経済、文化、芸術・

九州地域戦略会議の取り組み

学術、スポーツなど多岐にわたる分野で400件

の 一 部 を 紹 介 す る。 １ つ 目 は

を超える交流事業が進められている。
日中関係が大きく改善・強化の流れにある

ト」の開催（年１回）。９県イチ

中、経済界全体でこの動きを確かなものとす

押しのベンチャー企業が優劣を

べく、九経連とも連携して、活動を強化して

競うコンテストや展示商談会で、500名以上が

いきたい。

来場、120件近くの商談で成約率30％以上を目

（スマホ決済の導入促進について）
張本  邦雄：九経連副会長

４

「九州・山口ベンチャーマーケッ

指して支援している。
２つ目は、インバウンドや農水産物の輸出

中国の電子決済利用率は98％

推進を目指した「九州ブランドの海外PR強

で日常的に行われている（日本

化」。本年７月にフランスで開催されるジャポ

で は ６ ％）。QRコ ー ド を 提 示、

ニスム2018とジャパンエキスポに九州の官民

それを読み取り、処理すること

で参加。まずは九州の名前と位置を知っても

で決済が終わる。手数料が安い

らい、九州の名産物や豊富な観光資源等の紹

こともあり、一気に普及し、クレジットカー

介とともに、2019年ラグビーワールドカップ

ドを抜いた。

や2020年オリンピック開催の際、九州まで足

九経連月報 ２０１８/６

を運んでもらうキャンペーンを実施する。
３ つ 目 は、 ド ロ ー ン やAIを 活 用 し た「 ス
マート農業の推進」。推進委員会を設置し、九
州農政局や事業者も参加し、IoTを駆使した安

本ではこのプロセスが遅れており、既存の企
業で働いている人々も含めた全世代での人材
育成が必要となる。
IT投資と人材投資は相乗効果を持っており、

心・安全・高品質な食品の生産と収穫量の向

IT投資と人材投資による生産性向上策の不足

上を目指す。

が日本での利益率低下の主因であることを示

その他、2020年オリンピックに向けて、世界

唆している。経団連には、
「地域の中小企業の

約200カ国のイメージを表した着物と帯を制作

IT化とそれを担うIT人材の確保による生産性

し、平和と友好のメッセージを示す「KIMONO

向上への取り組み強化」の政府等への働きか

プロジェクト」を九州の経済４団体で応援し

けや支援をお願いする。

ている。
官民挙げての取り組みは、地方創生のために
は必要不可欠であり、経団連においても、九

意見交換
（Society5.0の実現に関して）
山西  健一郎：経団連副会長

州の取り組みへの一層のご支援をお願いする。

IoTやAIの活用を通じて社会
問題提起②「IoT、AI活用による生産性向上に

全体を最適化することで、産業

向けて」

競争力を強化し、日本社会が抱

姫野  昌治：九経連副会長

える課題を解決することができ

人口減少等に伴う労働力需給

る。これを「Society 5.0」と称

の逼迫にもかかわらず、賃金も

し、経団連ではその実現に向けて取り組んで

上げられず、さらに人手不足を

いる。

招くという悪循環に多くの企業

Society 5.0の実現に向けては、様々な取り

が陥っている。根本的な原因は

組みが必要であり、法制度の改正もその一つで

労働生産性の低さであり、特にサービス産業

ある。九州地区では、国家戦略特区制度を活

の生産性向上は喫緊の課題だが、九州の大半

用し、福岡市での「実証実験フルサポート事

の県がサービス産業の労働生産性が極めて低

業」や九州大学内での「自動運転バス」など、

い水準である。

新しいモデル事業に積極的に取り組んでいる

ITやAIが新たな価値を生み出す時代になっ
ても、それを具体的に担うのは人材である。

が、Society 5.0実現に向けては現状の特区制
度から一歩進んだ規制緩和策が求められる。

2020年にはIT人材が約37万人不足すると予想

現在、政府では、革新的な技術・ビジネス

されており、今後、更に多くの人材がITスキ

について、規制にとらわれることなく実証を

ルを身につけていくことが必要となる。本来

行える「規制のサンドボックス」制度創設に

はITやAIに精通した若い世代が起業し、そう

向けた法改正案を国会に提出している。経団

した企業が成長することで世代交代と技術革

連としても早期の法改正の実現を働きかけて

新の浸透が図られていくのが理想的だが、日

いく。制度が成立した際には、九州をはじめ、
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各地から積極的な提案が出ることを期待して

を通じた時間と心のゆとりの創

いる。

出が重要との考えのもと、昨年

（産学官連携について）
中西  宏明：経団連副会長
Society 5.0の実現に向けては、

２ 月 よ り「 プ レ ミ ア ム フ ラ イ
デー」が開始された。
経団連も普及促進に努めてき

イノベーションを効率的に生み

た結果、プレミアムフライデーの認知度は約

出す仕組みが重要。経団連では、

９割にまで高まり、来客増や売上増といった

そのカギとなるのは産学官連携

効果があるという事業者も出ている。一方で、

であると考えており、政府に対

月末金曜日は仕事が忙しく早帰りができない、

し「 企 業 か ら 大 学・ 国 研 等 へ の 民 間 投 資 を

あるいは東京だけで盛り上がっているのでは

2025年までに３倍にする」ための環境整備を

ないかといった意見もある。実施できない人

求め、今年２月には、
「Society 5.0の実現に向

に向けては、
「振替プレミアムフライデー」を

けたイノベーション・エコシステムの構築」

取得するなど、各々の事情に応じた柔軟な対

を提言した。

応をお願いしたい。大分県では、
「休めるとき

企業のオープンイノベーションのパート

は、休みをもっと実感しましょうよ」をテー

ナーとして、知の源泉である大学や研究開発

マにした“プレミアムフロイデー”という非

法人との連携は重要である。九州大学が推進

常に魅力的な提案がなされている。全国各地

する「組織対応型連携」は、企業と大学によ

において事業者や行政関係者が連携し、地域

る組織対組織の大型共同研究の先駆けと言え

の特徴を活かした取り組みを実施していくこ

るもので、産学連携本部のコーディネートの

とが重要である。

もと数多くの共同研究が生まれており、大変
良い取り組みである。また、九経連には、九

テーマ３：「稼ぐ力」を高めるための環境整備

州地域の大学や高専の多くが会員登録してお

問題提起①「ベ ンチャー支援、起業促進への
取り組みと整備」

り、産学のトップレベルによる定期的な対

二橋  岩雄：九経連副会長

話・意見交換が行われている。こうした活動
が産学官連携の更なる活性化に繋がるものと
期待している。

た研究成果が多数生まれている

経団連は、今後もSociety 5.0の実現に向け

ものの、研究シーズを事業化し

て、産学官連携を強く推進していく。九経連

社会に還元していく仕組みを、

とは引き続き緊密に連携していきたい。

各大学が独自に整備するのは難

（プレミアムフライデーの取り組みについて）

しい。一方、産業界では、大学の優れた研究

石塚  邦雄：経団連副会長

シーズや新技術を取り込み、生産性向上、新

個人消費の伸びが十分とは言えない中、税

事業や新産業を興していく期待感が高まって

や社会保障の制度改革による将来不安を払拭
させ、魅力的な商品・サービスや働き方改革

６

九州各県の国立大学では優れ
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いる。
地域連合型で大学発ベンチャーを振興する

ため、昨年２月、九州各県の大学や企業、経

アジアに近い九州は、クルーズ船の寄港が

済 団 体 が 一 体 と な っ て「 九 州・ 大 学 発 ベ ン

多く、日本の上位10港湾の内、８つが九州・

チャー振興会議」を設立。①「九州・大学発

沖縄の港湾、さらに「官民連携による国際旅

ベンチャー振興シーズ育成資金の創設」②

客船拠点を形成する港湾」も全国７港湾中５

「ベンチャー教育の充実」③「各大学でのシー

港湾が当地域の港である。これら港湾施設の

ズ発掘、ベンチャー支援体制の整備」の３点

着実な整備促進や、CIQの迅速化等の諸施策

に取り組む。

の実施にあたり、支援と協力が必要である。

この１年間の取り組みを踏まえ、提案した

昨年、
「訪日誘客支援空港」に九州地域から

いことが２つ。１つは、
「ベンチャー支援の受

10空港が認定されたが、着陸料の割引や、空

け皿」。九州にはベンチャーの持続的成長のた

港施設の整備など、ソフトとハード両面にお

めに必要な資金提供や人材供給、販路開拓な

いて国の確実な支援が必要である。九州の農

どの支援を行う企業の絶対数が十分ではない

水産物は既に高い評価を得ており、アジアへ

ので、ぜひ九州のベンチャー支援にも関与い

の航空輸送ルートが確立すれば、今後、更な

ただきたい。

る供給の拡大が可能である。

２つ目は、
「本社機能・研究開発機能の地方

道路、港湾、空港といった交通基盤は、総

分散」。ベンチャー育成に地方が勝ち残るに

合的かつ一体的に整備されることが重要であ

は、大学と産業界が密接に連携し、自律的に

る。九州、わが国全体の｢稼ぐ力｣を確実に後

イノベーションを興していく仕組みが重要。

押しするため､経団連の理解と支援・協力をお

こうしたイノベーションを担う研究開発部門

願いする。

や人材・資金の地方分散を一層推進していた
意見交換

だきたい。

（ベンチャー推進について）
問題提起②「社会インフラの整備」

國部  毅：経団連副会長

竹島  和幸：九経連副会長

ベンチャーを含め、既存企業、

一昨年４月に東九州自動車道

大学・研究開発法人等の多様な

の北九州～宮崎間が開通し、九

主体によるイノベーション・エ

州を循環する高速道路網が完成

コシステムを構築することが、

したが、東西を結ぶ「九州中央

Society 5.0の実現に向けて極め

自動車道」の供用率はわずか２

て重要である。大企業においては、尖った技

割に過ぎず、国土強靭化の観点からはまだ十

術やアイデア、ビジョン、スピード感を持つ

分 と は 言 え な い。 ま た、 政 府 が 推 し 進 め る

ベンチャーとの連携が競争力向上のカギとな

「スーパー・メガリージョン構想」がブロック

る。経団連でも、革新的な技術を有する大学

間連携を深め、効果を全国に波及させるため

発の研究開発型ベンチャーの創出・育成に努

には、本州と九州を繋ぐ「下関北九州道路」

めている。

の早期整備も必要である。

九州には大きなポテンシャルを感じており、
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福岡市の特区活用によるスタートアップビザ

また、全国各地で空港運営の民間委託の事

の交付等の施策や、九州大学公認の部活動

例が本格的に創出されつつあるが、住民の暮

「起業部」などユニークなものまである。

らし、観光振興、産業活動等、様々な観点か

ベンチャーの成長・発展に向けては、その

ら地域の将来像を描き、その実現に資するよ

技術・ビジネスモデルに対する目利きができ、

う空港を戦略的に活用することが重要。福岡

適切に資金提供ができる機関が必要。その役

空港、熊本空港にはその先進事例となってい

割は担う国内のベンチャーキャピタルの多く

ただきたく、今後の取り組みに期待している。

は首都圏にあり、地方のベンチャーに目が行

（エネルギーについて）
木村  康：経団連副会長

き届かない部分もあるので、地域金融機関に
その役割を期待する。
経団連は、ベンチャー・エコシステムの構

活動や国民生活の基盤となる重

築に向けて、今後も投資環境の整備等、必要

要なインフラであり、
「稼ぐ力」

な政策提言を行っていく。

を高めるためには、一層整備す

（社会インフラの整備、クルーズ振興について）

８

エネルギーは、わが国の事業

べき大事な要素の１つである。

工藤  泰三：経団連副会長

わが国のエネルギー政策の根幹は、
「安全

政府は、地方圏の産業・観光

性」を大前提に、
「エネルギー安定供給」「経

投資を誘発する都市・地域づく

済効率性」「環境適合性」（S+3E）のバランス

り を 推 進 す る 観 点 か ら、 道 路、

を追求すること。ただ、このS+3Eの全てを満

港 湾、 空 港 等 の 整 備 を 強 化。

たすには、多様なエネルギー源を組み合わせ

2020年までに、外国人旅行者数

て使っていく必要がある。原発の再稼働を引

4,000万人、クルーズ旅客500万人等の達成を

き続き着実に進めながら、九州で精力的に取

目指し、全国各地でクルーズ船やLCCの拠点

り組んでいる太陽光をはじめとする再生可能

形成のための港湾・空港整備に向けた施策の

エネルギーを最大限利用していくことも重要

拡充が図られている。

な政策課題である。

2017年度から、全国24港を対象に「国際ク

エネルギー政策を考えるうえでは、省エネ

ルーズ旅客受入機能高度化事業」が実施され

や各エネルギー源の組み合わせなど、エネル

て い る ほ か、 九 州・ 沖 縄 ５ 港 を 含 む ７ 港 が

ギー需給の全体を考えることが欠かせない。

「国際旅客船拠点形成港湾」に指定された。ス

経団連としては、今年、政府が取り組んでい

ピード感をもってハード・ソフト両面で受入

る「エネルギー基本計画」の見直しへの対応

体制の整備が進み、クルーズ拠点のモデル港

をはじめ、様々な機会を捉えて、常にエネル

湾づくりに大いに貢献するものと、今後の進

ギ ー 需 給 全 体 に 目 を 配 り な が ら、
「リアリ

展に注目している。加えて、港湾全体につい

ティーのあるS+3E」を追求するよう訴えてい

ても、20年ぶりに中長期政策の策定に向けた

く。九経連においても、こうした経団連の活

検討が進んでいる。

動について理解と協力を賜りたい。
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「“新たな挑戦”をテーマに、経済発展目覚ましいベトナムの市場を開拓」
〜九州・ベトナム経済交流ミッション２０１８〜
と

き

ところ

３月１１日（日）～１６日（金）
ベトナム・ホーチミン、ダナン、ハノイ

日程

概要

結団式
3月11日（日） 福岡空港 発
①イオンモール・ビンタン店視察

12日（月）

②JETROホーチミンでのブリーフィング
③在ホーチミン日本国総領事館表敬（表敬班）
④ヘルスケア＆ビューティ商談会（商談会班）
⑤プラッツベトナム視察（視察班）
⑥現地機関との夕食懇親会

13日（火）

⑦FPTシティ訪問
⑧ダナン日本商工会との意見交換会
⑨現地機関との夕食懇親会

14日（水）

⑩ダナン市人民委員会表敬及び
ダナン市政府（IPA）ブリーフィング
⑪VINMEC国際病院視察

15日（木）

表敬班

訪れる毎に発展してゆくホーチミン市街の喧騒

【九州・ベトナム経済交流ミッション2018行程表】

視察班

１．はじめに
九州経済国際化推進機構（以下「機構」
）は、ベトナ
ムのホーチミン、ダナン、ハノイへ経済ミッション
団を派遣した。６回目となる今回のミッションでは、
“新たな挑戦”をテーマに、これまでのミッションで
取り組み事例がなかったヘルスケア＆ビューティ関
連産業に焦点をあてた産業視察及び現地バイヤーと
の商談会を実施。また、ホーチミン・ハノイに加え、
ベトナム第３の都市であるダナン（2017年11月APEC
開催都市）を訪問し、中部エリアの発展を感じると共
に新たな市場開拓を目指した。加えて、主に介護分
野において日本式介護技術の習得を目指すベトナム
人材支援や、外国人材活用に関心を持つ事業者支援
のため、現地教育機関や介護事業所の視察を行い、
将来的な日本式介護サービス等の海外展開の足掛か
りを築くなど、より「実績・成果」を意識した内容
となった。
ベ ト ナ ム と 機 構 と の 関 係 は、2007 年 ま で 遡 る。
2009年には、機構とベトナム計画投資省（MPI）とで
経済交流に関する覚書（MOU）を締結し、相互による
経済交流を継続してきた。その良好な関係をさらに
強固にすることも今回の目的の一つである。
２．開催実績
日 程：３月11日（日）～16日（金）
（４泊６日）
訪問地：ホーチミン、ダナン、ハノイ
参加者：39名
（団 長）九州経済連合会・麻生泰会長
（顧 問）九州経済産業局・髙橋直人局長
（副団長）九州ベトナム友好協会・矢頭美世子会長
（㈱やずや 会長）
（団 員）１地方自治体、４団体、九州企業16社

⑫JETROハノイでのブリーフィング
⑬⑭人材育成機関視察（２社）
⑮現地老人ホーム視察
⑯在ベトナム日本国大使館表敬
⑰ベトナム副首相表敬
⑱計画投資省表敬
⑲農業農村開発省表敬
⑳フエ省との意見交換

16日（金） 福岡空港 着

【１日目】３月11日（日）
①イオンモール・ビンタン店視察
今回のミッションのテーマであるヘルスケア＆
ビューティ商品の小売状況の視察を目的にイオン
モール・ビンタン店を訪問。イオンモールベトナム
の川端真也部長よりイオンモールの概要を、イオン
ベトナムの妹尾文郎部長からはイオンベトナムの概
要とベトナムのヘルスケア市場について説明を受け
た。同店舗はイオンとしてベトナムでは４店目であ
り、2016年７月にオープン。ベトナム人家族連れで

イオンモール・ビンタン店
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賑わっており、オープン以来、100万人／月以上の来
店をキープしているとのこと。団員は説明を熱心に
聞き入っており、説明会後は日本と変わらないモー
ル内の様子、店舗や置いてある商品等を興味深く視
察した。
【２日目】３月12日（月）
②JETROホーチミンでのブリーフィング
JETROホーチミン事務所において、滝本浩司所長
よりベトナム市場や経済に関するブリーフィングを
受けた。ベトナム全体のGDPは、一人当たり約2,400
ドルで、日本の昭和44年～45年（これから大阪万博と
いった時代）に近いとのこと。最近は一人当たりGDP
の上昇により、不動産や小売業、外食産業等のサー
ビス業の進出が盛ん。農業については、主にダラッ
ト（ホーチミンから北へ車で１時間程度）に日本から
農業関係が進出。標高1,500mで日本と同じような冷
涼な気候であり、イチゴが中心とのことであった。
団員は具体的な最新事情の説明に対して、その後の
質疑応答を積極的に行っていた。
③在ホーチミン日本国総領事館表敬訪問
表敬班にて河上淳一総領事を囲んで、ベトナムの
近況、今後の両国の交流等について意見交換を実施
した。
④ヘルスケア＆ビューティ商談会
会 場：ニッコーサイゴンホテル
参加者：九州側セラー５社、ベトナム側バイヤー８社
都市中間層の消費の伸びに伴いニーズが高まりつ
つあるヘルスケア＆ビューティ製品における商談会
を開催。ベトナムで事業を展開中のみずほ銀行、ベ
トナム日通、明倫国際法律事務所から商談会前段の
セッションにてそれぞれの観点から商談会参加者に
有益なプレゼンを実施いただき、商談会中は、会場
内に設置したよろず相談ブースにて参加企業の後押
しをいただいた。
個別商談会は九州からの参加企業５社がベトナム
のバイヤーと30分×５回の商談（計25コマ）を実施。
会場内に熱気が込み上げる商談が行われ、当日の成
約は４件、交渉継続の件数は14件と契約に向けた交
渉が現在も継続中である。
かわうえ

ヘルスケア＆ビューティ商談会

⑤プラッツベトナム視察
ベトナムで台湾企業と合弁で介護ベッドを製造し
ている九州企業プラッツベトナムを視察。古賀慎弥
社長より、企画・設計・開発は日本本社で実施し、
ベトナムの製品は主に日本へ輸出している等同社の
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取り組みの説明を受け、現場の視察を行った。従業
員に対する日本式の教育や作業の効率化の推進など
を目の当たりにした団員は暑さも忘れ積極的に質問
をしながら工場内を見学した。

プラッツベトナム工場視察

⑥現地機関との夕食懇親会（ホーチミン）
在ホーチミン日本国総領事館やJETROホーチミ
ン、現地進出日系企業との交流を目的とした懇親会
を実施。
【３日目】３月13日（火）
⑦FPTシティ訪問
開発が進むダナンを体感すべく、その象徴でもあ
るFPTシティを訪問。ダナン支社のタン（Thanh）副
社長から取り組みについて説明を受けた。同社はベ
トナムのIT最大手で、民間初のソフトウェア会社。
人材育成や社員の日本語教育にも力を入れている。
ベトナム政府やダナン市の支援を受けながらFPTシ
ティ（都市づくり）を構築中。その中心が今回視察し
たFPTコンプレックスという開発拠点施設であると
いう。説明後の視察において、団員は開発が進むダ
ナンを肌で感じ取っていた。

FPTコンプレックス

⑧ダナン日本商工会との意見交換
⑨現地機関との夕食懇親会（ダナン）
進みゆくダナンの現況情報を収集すべくダナン日
本商工会の事務局と意見交換会を実施した。冒頭、
会長から商工会の概要、出席の商工会企業よりベト
ナムでの事業概要について説明を受けた後、人材確
保や現地での事業展開について情報交換を実施。団
員は積極的に意見交換を行い、その後の夕食懇親会
でも活発な交流が図られた。
【４日目】３月14日（水）
⑩ダ ナン市人民委員会表敬及びダナン市政府（IPA）
ブリーフィング
冒頭、団長代行の九経連・長尾成美専務理事が九

州とベトナムの交流の歴史や今後の経済交流促進へ
の期待を述べた。一方、ト（Tho）ダナン人民委員長
からは、ダナン市の紹介と共に「九州からの投資の
チャンスがある」との答礼があった。ダナンの投資
環境に関する団員からの質疑応答において、
「特に優
遇の対象となるのはハイテク産業やIT産業であるが、
ハイテク農業にも関心があり、是非日本と一緒に
やっていきたい」とのコメントもあった。

実施。また、日本での実習後（帰国後）
、出来る限り
その経験をベトナムで活かしてもらうという観点で、
帰国後の就労もフォローしている。看護・介護につ
いても、施設を提供して、日本から教育者を呼んで、
日本で必要なスキル等を確認しているとのこと。日
本での就労を目指して勉学に励むベトナムの若者を
目にして、目頭を熱くする団員もいた。

LOD人材開発㈱（人材育成機関）
ダナン市人民委員会との記念撮影

⑪VINMEC（ビンメック）国際病院視察
ベトナムの最新医療状況を探る目的でVINMECダ
ナン国際病院を視察した。施設は９階建てで病床数
は222床の設計で現在74床が稼働。内科、外科、産
科、小児科のほか、救急医療や検査医療にも対応し
ており、2017年にダナンで開催されたAPECでは、
公式の医療機関として指定されたという。団員はベ
トナムでも未だ数少ない最新の医療設備の説明を熱
心に聞き入っていた。

VINMEC（ビンメック）国際病院

【５日目】３月15日（木）
（1）視察班
⑫JETROハノイでのブリーフィング
JETROハノイ事務所において、北川浩伸所長よ
り特にベトナム北部の市場や経済に関するブリー
フィングを受けた。ベトナム北部（ハノイ近郊）は大
型案件（大企業）中心の進出と思われがちだが、実際
は殆どが中小案件。また、ベトナムは若いイメージ
があるが、日本が経験した以上のスピードで高齢化
が進んでおり、昨年は介護ビジネス案件の問い合わ
せが多かったとのこと。団員は意欲的に質疑応答を
行った。
⑬LOD人材開発㈱視察
ベトナムでの人材育成機関の現況を把握すべく
LOD人材開発を視察した。ここは技能実習生及びエ
ンジニアへの教育が中心で、日本語や日本文化等の
ソフト面と、日本の大手企業と連携した技術教育を

⑭AN DUONG会社グループの人材育成機関視察
LODとは多少カラーの異なるAN DUONG会社グ
ループの視察を行った。日本へは技能実習生、エン
ジニア及び留学生を送り出しており、これまで日本
をはじめ韓国・シンガポールに約５万人の実習生及
びエンジニアを提供している。日本語教育、技能実
習のほか、慣れない海外生活の中で、健康面を考慮
し、体力訓練を実施しているのが、このグループの
特徴であり、体力づくりを実践する学生の輪に加わ
る団員の姿があった。

AN DUONG会社グループ（人材育成機関）

⑮現地老人ホーム視察（トゥット タイ老人ホーム）
介護が未だ事業としては未成熟であるベトナムの
介護事業所の現況把握のため、トゥット タイ老人
ホームを視察。同施設は2010年に日本からの支援
（ODA）で設備・整備を行ったという。施設内では実
際に入居されているベトナムのお年寄りとも触れ合
い、団員は今後の介護事業のベトナム進出への足掛
かりを掴んだ。

トゥット タイ老人ホーム（現地老人ホーム）
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（2）表敬班
⑯在ベトナム日本国大使（梅田邦夫特命全権大使）
表敬班11名は大使館での情報交換を挟んで、永井
克郎公使同行の下、首相府、計画投資省、農業農村
開発省等の表敬訪問を行った。大使館表敬では、矢
頭友好協会会長から、ベトナムへの高校の修学旅行
生派遣事業が５年間で累計１万人を超過したこと、
昨年からベトナム人留学生の九州企業への就職支援
事業に取り組んでいることを伝えた。梅田大使から
は長年の貢献への感謝の弁があった。
⑰首相府（チン・ディン・ズン 副首相）
まず、首相府で副首相を表敬訪問し、意見交換を
行った。ズン副首相は、今回のミッションについて
「貿易・投資をはじめ、あらゆる分野で日越関係発展
に向けた大きな礎となる」と評価した上で、九州の
企業による投資・事業の拡大に期待を示した。
麻生会長は「両国をビジネスで繋ぐ大変やりがい
のある役割を持って訪越した」と応じ、ベトナムを
重視する姿勢を強調。一段の関係強化に取り組む姿
勢を示した。

の若手農業経営者の事例を紹介した上で、必要とな
る支援を求めた。
ゾアイン副大臣からは「九州からの農業分野への
展開に係る適地の検討等、JICAジャパンデスクを窓
口として具体的に連携していく」との回答があり、
今後に繋がる会談となった。

農業農村開発省（ゾアイン副大臣との意見交換）

⑳フエ省人民委員会との意見交換会
（グェン・バン・カオ 委員長）
フエ省からの希望を外務省がアレンジする形で、
本ミッション団へのフエ省紹介（工業団地等、フエ省
への投資促進）の場が持たれたもの。フエ省の幹部数
名がハノイを訪れ、日本語によるパンフレットで説
明を行った。九州側からは「フエ省の熱意を感じた。
まずは知名度向上を図るためのセミナー等を九州で
行ってほしい」と応じた。

首相府（ズン副首相との意見交換）

⑱計画投資省（グェン・バン・チュン副大臣）
次にMOU相手先である計画投資省を訪問。九州側
から農業・環境（水ビジネス）
・エネルギー（電力）等、
九州の産業によるベトナムでの展開事例の紹介を行
い、投資受入れ環境整備への期待を伝えた。チュン
副大臣は「外国からの投資誘致を促進するための新
たな法案を整備中」と、九州側への期待を述べた。

計画投資省（チュン副大臣との意見交換）

⑲農業農村開発省（レー・コック・ゾアイン副大臣）
農業農村開発省では麻生会長から、農業分野にお
いて九州からベトナムへ展開する場合の課題として、
「適地・道路・水等のインフラ整備」への期待を伝え
た。特に、ベトナムでの農業実践を考えている九州
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フエ省人民委員会（カオ委員長との意見交換）

３．総括及び今後の対応
政府表敬訪問では農業分野を中心に具体的な要望
を行ったのに対し、ベトナム政府側も大いに賛同の
うえ担当窓口を明示する等、次のステップに繋がる
着実な意見交換を行えた。
また、少数ながらも分野を絞り込んで高い継続率
となった商談会に加え、各勉強会や視察・訪問先で
の意見交換も非常に活発であり、団員、訪問先等の
協力の下、充実したミッションとなった。
アジアの中でもベトナムと九州との経済交流は非
常に活発で、今回の派遣により訪問団員は延べ270名
を超えた。本ミッションのフォローも含め一層ベト
ナムとの経済交流を図り、伸び行くアセアンの活力を
取り込むための事業を今後も積極的に展開していく。
【国際部 別府】

社員食堂で九州産食材を食す〜社食で地産地消事業〜
農林水産委員会
（委員長：小池光一㈱宮崎銀行会長）

社員食堂等の給食施設の特長は、
「特定の喫食者に対して、継続して、安心・安全な食事を
提供する」ことである。しかし、喫食者の性別、年齢別、身体活動レベルに応じたカロリー・
摂取栄養素までをも考慮していることをご存じだろうか。
本稿では、この給食施設において「地産地消」を導入する「社食で地産地消」事業を紹介す
る。「産地直送」による新鮮な食材提供で喫食率向上を目指し、企業が進める健康経営を食生
活の面から応援する、こうした事業が１次産業の新規販路開拓に繋がることを主眼としている。

１．事業の趣旨

（３）対象地域と期間

九州地域は現在、農林水産業の全国生産額

地産地消と言うと、単県内での農水産物の

シェア２割を占めるものの、就業者数の減少

生産・消費をイメージする向きがあるが、本

と高齢化という問題に直面している。生産者

事業は、九州・山口・沖縄の９県内で生産さ

の所得向上が後継者不足解消や就業者増に繋

れた食材を域内で消費することを「地産地消」

がるとの考えから、当地域産品の当地域内消

と定義している。

費を促し、少しでも生産者の所得向上に貢献
するため「社食で地産地消」イベントを実施
する。
（１）目的

イベント実施期間は、本年度の９～11月の
秋季平日５日間を予定している。
（４）費用
現状の食材の地産地消比率がどれくらいか

社員食堂等の給食施設において、現状以上の

については、事業の検討段階でも指摘された

地産地消を行い、会員による地産地消への意識

ものの、外食においては原料原産地表示が義

醸成と事業の定着・恒常化を目的としている。

務付けられていないため、地産地消比率が掴
めないという問題が浮上した。このため、現
状以上の地産地消を目指す際、どのくらいの
食材費アップになるのかに関するシミュレー
ションを行った。これは、仮に現状の食材費
を200円アップとし、提供数を限定100食とし

（２）参加対象
参加対象は、①九経連会員②給食事業者③
生産者（企業、協同組合、生産法人含む）である。
本事業に参画するメリットは、①の会員の

て５日間提供したとすると、200円×100食×
５日間＝10万円のコストアップとなるが、こ
れを価格アップの上限に据えている。
また、このコストを誰が負担するのかにつ

立場では、健康経営の増進、地域貢献、②は、

いては、各企業と給食事業者とで決めること

喫食率向上、社食の特長ＰＲ、③は新たな売上

としており、企業負担となれば福利厚生費等

機会増、宣伝、である。

の支出として、価格転嫁となれば従業員の支
払増という扱いになる。
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（５）献立
地産地消イベントの献立モデルメニューは
既に策定しており、これに準拠すれば、別途
献立を策定するまでもなく、事業に参加でき
る。ただし、厚生労働省の「健康な食事」の
普及に端を発する「健康な食事・食環境」認
証基準に準拠しつつ、食材費を極力削減する
ためにも、主要食材を九経連会員から安価に
提供いただく「協力企業」を募ることにして
いる。
（６）提供先
九経連会員も企業にとどまらず、学校、病

２．今後のスケジュール
（１）説明会の開催

院も含まれる。このため、食事の提供先につ

今後は、実行委員会を６月に設置し、
「社食

いては、健康一般人（病院等を除く）を対象と

で地産地消」事業の説明会を開催して、多く

した給食施設に限定している。

の参画会員を募る予定である。

（７）出張直売について

（２）主要食材を提供いただく協力企業

また、
「道の駅」等で直売をしている生産者

喫食率向上に協力いただく生産者を九経連

が、出張という形式で都市部において販売可

会員から募集するが、これは、献立の主要食

能な場所の提供も検討している。

材となる和牛、黒豚、マグロ・ブリ・ウナギ
等に限定して本事業期間中のみ、商品ＰＲ等を
する代わりに割安で提供いただく企業のこと
で、こうした取り組みにより、社食にお得感
を演出し、喫食率向上に繋げる。

これは、企業等が社屋の一部を生産者へ販
売スペースとして無償で提供し、従業員や近
隣へ周知・広報することで売上増に貢献する
取り組みで、既に㈱読売新聞西部本社の社屋
において、
「㈱三連水車の里あさくら」が出張
直売をしている事例を参考にしている。仕組
みとしては、社屋の玄関口スペースを生産者
へ無償提供する代わりに、社食の食材をリー
ズナブルに仕入れ、社員へ提供することで、

に、来年度以降も継続実施できるよう取り組

地産地消を一層ＰＲし、出張直売の更なる売り

んでいく。

上げに貢献しようというものである。
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【農林水産部

真次】

九州国立博物館で５カ国の総領事等による書道体験
などを実施
第８回九州領事会
と

き

ところ
参加者

４月１７日（火）
福岡県太宰府市・九州国立博物館
３２名

主催：（一社）九州経済連合会
参加者：在福岡総領事館（オーストラリア、中国、韓国、
アメリカ、ベトナム） 総領事、首席領事他
九経連 麻生会長、長尾専務、平井常務 他
九州国立博物館 島谷弘幸館長
福岡教育大学 坂井孝次准教授 他
（一社）イマジン・ワンワールド 髙倉慶応代表理事 他

九経連は、域内に総領事館を置く５カ国（オーストラリア、中国、韓国、アメリカ、ベトナ
ム）のうち在福岡公館総領事館との交流の場として、2011年から九州領事会を毎年開催。
第８回目となる今回は、
「面白いぞ！九州～見て・触れて・納得～」をテーマに、各総領事
館の方に九州の面白さを実際に体験していただくことで、九州へのインバウンドを促進すると
ともに、各総領事館と九経連との交流を深めた。

〔プログラム〕
１．国際的スポーツイベント・観光に関する意見交換
２．博物館平常展の鑑賞
３．書道体験（席上揮毫、解説、書道体験、歓談）

１．開会挨拶
開 会 に あ た り、 麻 生 泰 会 長 が 挨 拶 の 中 で
「九州では観光が基幹産業になっている中、総
領事館の方々に日本の文化をもっと知ってい
ただきたい。また、2019年からの大規模な国
際スポーツイベントに伴い、多くの外国の方
が九州に来られることが予想されるが、その
ような方々が福岡、熊本、大分だけでなく、
九州全域を訪れてほしい」という九経連とし
ての思いを述べるとともに、当領事会におい
て九経連が支援している「KIMONOプロジェ
クト」事務局による５カ国の着物展示や書道
体験等が予定されていることを紹介した。

ラグビーワールドカップ2019（福岡県、熊
本県、大分県）、2019女子ハンドボール世界大
会（熊本県）、2021世界水泳選手権（福岡市）等
の国際スポーツイベントによる地元への経済
波及効果が期待されている。そのため、この
機会を活用して、九州経済の活性化、全世界
から集まる訪日外国人に九州の魅力を知って
もらいリピート客を増やすこと、キャンプ誘
致やホストタウン活動を通じた町おこしを図
ることを目的とした、官民合同プロジェクト
を 検 討 中。 具 体 的 に は、 ① 九 州 の 広 域 周 遊
ルートの拡充②海外での九州PR活動の強化③
九州の伝統文化の発信を検討しており、その
一環として、
「KIMONOプロジェクト」等を支
援していることを紹介した。
（２）「観光」に関する説明（九経連事務局）
2017年成長可能性都市ランキング（野村総
合研究所発表）の上位10都市の中に、九州の４
市（福岡、鹿児島、久留米、佐世保）が入って
いる。九州の観光の強みは、①歴史・自然・気
候が作り出した多様性②「Value for money」
（コストパフォーマンス）③ホスピタリティで

２．九 経連から国際的スポーツイベント等・
観光に関する説明、意見交換
（１）
「大規模国際スポーツイベントを活用した
取り組み」に関する説明（九経連事務局）
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あることを説明し、九州の歴史的象徴（７か
所）
、絶景地（６か所）、絶品（黒毛和牛）の紹
介や九経連が福岡市内の街頭にて実施したイ
ンバウンドツーリスト（韓国、オーストラリ
ア、タイ、スイス）へのインタビューの模様を
紹介した。
（３）意見交換
意見交換では、総領事館の参加者から「ラ
グビーワールドカップは海外から富裕層も来
るチャンスなので、積極的に観光商品の売り
込みをすべきではないか」といった意見も出
された。

３．博物館平常展の鑑賞
博物館４階の文化交流展示室において、縄
文土器、金印、沖ノ島、太宰府、シルクロー
ド、遣唐使、博多と明との貿易、安土桃山時
代のヨーロッパとの交流、水墨画、陶磁器等
に関する展示物を鑑賞した。
４．書道体験
（１）席上揮毫、解説
まず、博物館の島谷弘幸館長から、藤原佐
理や西行法師等の書を映像で見ながら「書は
形だけでなく、書風やバランス、
『かすれ』等
の要素がある」等の説明があった。その後、
福岡教育大学の坂井孝次准教授が「かな」の
席上揮毫をしている時に、島谷館長がその解
説をするという「書」のデモンストレーショ
ンを行った。その中で「かすれ」の変化や押
印の位置によって作品の評価が大きく変化す
る等の紹介もあった。
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（２）書道体験
坂井准教授や福岡教育大学大学院生の指導
のもと、総領事館と九経連の参加者が真剣な
面持ちで書道体験を行い、最後は色紙に書い
たものを額に入れて作品を完成させた。

（３）歓談
参加者は当会場の隣室の和室にて、久留米
市の（一社）イマジン・ワンワールドによる５
カ国のイメージを表現した着物の展示を鑑賞
した後、歓談を実施した。歓談の中では、総
領事館の参加者から「外国人が野球等のス
ポーツのチケットを入手しやすい仕組み作り
をお願いしたい」との要望が出された。

５．閉会挨拶
記念撮影後の閉会挨拶において、麻生会長
から「九州国立博物館という資産の一層の活
用と、九州の力をもっと発信して次世代が九
州で生まれた事を誇りに思えるような地域に
していきたい」という思いを述べるとともに、
今後も同博物館への総領事館のバックアップ
をお願いして閉会した。
６．おわりに
当日はテレビ局２社、新聞社１社の取材が
あり、当日及び翌日に放映・記事化された。
また、各総領事館向けのアンケートによれ
ば、スポーツイベント等・観光に関する説明
や書道体験、着物展示に対する評価が高く、
また九州国立博物館の良さも実感されたよう
である。今後も高評価が得られるような企画
を実施し、一層総領事館との連携を深めてい
きたい。
【国際部 松尾】

チーム九州にて映像・コンテンツを海外へ売り込み
「香港フィルマート２０１８九州パビリオン」出展事業
と

き

ところ
参加者

３月１９日（月）～３月２２日（木）
香港コンベンション＆エキシビジョンセンター
３０名

アジア最大の映像・コンテンツの見本市「香港フィルマート2018」が香港貿易発展局（九経
連MOU締結先）の主催にて開催された。九州の放送局・フィルムコミッション・コンテンツ保
有会社等からなる14団体30名が「九州パビリオン」として初の共同出展。来場した世界各国
からの放送・映画関係者に対して積極的な商談を行った。
＜九州・ベトナム経済交流ミッション2018行程表＞
１．香港フィルマート（Hong Kong International
Film & TV Market）とは
世 界 第 ２ 位、 ア ジ ア 最 大 級 の 映 像・ エ ン
ターテイメント作品の見本市。カンヌ国際映
画祭、アメリカン・フィルム・マーケットと
並ぶ世界３大映画・映像マーケットの一つで
ある。香港貿易発展局（HKTDC）の主催によ
るもので期間中37カ国850社が出展、52カ国
8,700名超が来場した。
２．九州パビリオン結成の経緯
在九州の事業者は昨年度まで他地域が主導
する地域連携ブース「REGIONS OF JAPAN」
にて出展していた。
しかし、今年度から当該ブースの設定がな
くなったため、香港貿易発展局（九経連MOU
締結先）及びFCNet九州・山口（九州・山口の
映画ロケ誘致などを行う自治体等約20からな
る団体）より九経連に対しオール九州での共同
出展についての取りまとめ要請があった。当
会はオール九州での一体性についてご賛同い
ただいた（特非）映像コンテンツ産業研究会と
ともに、九州パビリオンでの共同出展を企画
した。

九州パビリオンでの商談の様子

３．九州パビリオンメンバー一覧
地域

出展団体

事務局

（一社）九州経済連合会、
（特非）映像コンテン
ツ産業研究会

福岡

北九州フィルム・コミッション、福岡フィル
ムコミッション
RKB毎日放送㈱、九州朝日放送㈱、TVQ九州
放送㈱、㈱福岡放送、九州映画㈱

山口

下関フィルム・コミッション

熊本

熊本県、㈱テレビ熊本、㈱熊本県民テレビ、
熊本朝日放送㈱

九州パビリオンカタログ

くまモンによる九州パビリオンへの集客の様子
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４．イベント内容
①決起集会
日本ではライバル関係にある出展事業者同
士が系列・企業を越えたオール九州の出展成
功を期して、情報交換を行った。

④各国パビリオン訪問
香港貿易発展局の紹介により、地元香港の
他、中国・タイ・フィリピン・カナダ等各国
ブースを訪問。九州パビリオンへの誘致と
ネットワーク構築を図った。

②九州PRイベント
香港貿易発展局の計らいにより、会場内イ
ベントホールにて、九州のPRプレゼンイベン
トを開催した。100名超の参加者を得ることに
成功。九経連・安藤博昭国際部長の冒頭挨拶
を皮切りに、各FC・企業・放送局より九州へ
のロケ誘致・サポート体制・保有コンテンツ
の紹介を行った。熊本県の営業部長であるく
まモンも登場し、会場を賑わせた。九州の魅
力発信とともにイベント参加者とのネット
ワーク構築に繋がる場となった。

５．総括
今 回、 九 州 パ ビ リ オ ン と し て 初 の 出 展 と
なったが、出展企業からの評判は非常に良い
ものだった。香港貿易発展局とのMOUを活用
した九経連独自の各種イベントにより、これ
までにはなかった出展取りまとめ団体からの
企業紹介等各種ネットワーク構築に繋がった
との声が出展団体より聞かれた。来年度以降
も継続的に取り組んでほしいとの要望も多数
聞かれた。
九州パビリオンでの出展とはならなかった
他の九州各地の団体についても、来年度以降
九州パビリオンへの合流を前向きに考えたい
との話があった。今後九州各地への広がりが
見込まれることから、更なるオール九州への
取り組みへと進化し得ると考える。
今回の共同出展にて、九州にて映像・コン
テンツ分野の海外への販路拡大を目指す同じ
志を持つ集まりを組成することができた。今
後、本フィルマート以外の面でも九州から世界
へ発信できるインフラ整備を進めていきたい。

③昼食会
九経連と香港貿易発展局とのネットワーク
により香港国際映画委員会のフレッド・ワン
事務局長主催昼食会に招待された。九経連国
際部長他１名にて参加の上、香港他海外映
画・テレビ関係者・投資家等総勢約150名が参
加する場において、関係者とのネットワーク
構築を図った。

【商談実績】
商談件数302件、成約４件、成約見込13件、継続
88件
～商談事例～
・香港の配信会社に機内上映用として日本で放映し
たくまモンの番組を販売
・香港のテレビ局に地上波放送用として日本で放映
した旅バラエティー番組を販売
・アメリカのコンテンツ代理店にアニメ番組を販売
・中国の制作会社に対しスポーツ用品のＣＭ撮影を
するロケを九州に誘致
※出展団体アンケート結果より

【国際部
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中林】

未来の日本を担うＩＣＴ人材育成～九州から～
〜先導的ＩＣＴ人材育成事業のご紹介〜
第四次産業革命が進展する中、日本がその競争を勝ち抜いていくためには、その中核を担う
ＩＣＴ人材の育成が急務である。今回、2007年度より情報通信委員会で取り組んでいる「先導的
ＩＣＴ人材育成事業」について紹介する。
１．世 界中で進む第四次産業革命。日本にお
けるICT人材の不足状況は一層深刻に
現在、IoTやAI、ビッグデータ、ロボットな
どをコア技術とした第四次産業革命が世界中
で 進 展 し て い る。 ほ ぼ す べ て の 産 業 が イ ン
タ ー ネ ッ ト に 接 続 さ れ、 収 集 さ れ た 膨 大 な
データをAI等で解析することによって、新た
な価値を創出する、あるいは、これまで人手
で対応していたものをマシンが代替すること
で生産性を大幅に向上させるといったことが
可能となる。これらは、ICTの技術革新によっ
て実現されるものであり、現在様々な分野で
ICT人材への需要が高まっている。しかしな
がら、日本のICT人材の需給状況は、不足の
一途をたどっている。経済産業省の調査によ
ると、2016年現在のIT人材（IT企業及びユー
ザ企業情報システム部門に所属する人材）の不
足数は約17万人であり、それが2020年には約
37万人、2030年には約79万人に上る見込みで
ある（図１）
。このようなICT人材不足の解消
に向けては、政府の未来投資会議等でも議論
され、文部科学省のenPiTをはじめ、経済産業

図１ Ｉ
Ｔ人材の不足状況（経済産業省「ＩＴ人材の最新動向と
将来推計に関する調査結果」）

省、総務省などを中心に様々な施策が展開さ
れているところである。
２．九 経連では11年前からICT人材育成の取
り組みを推進
現在から遡ること13年前の2005年、e-Japan
戦略やIT国家戦略などに基づきICTの利活用
が推進される中、日本経済団体連合会が高度
ICT人材育成の必要性を提言した。こうした
動きや当時のICT人材不足の状況等を踏まえ、
本会情報通信委員会では、2006年に九州工業
大学と連携して「先導的ICT人材育成WG」を
発足させ、翌2007年に「先導的ICT人材育成
事業」を開始した。
本事業では、下記のような「先導的ICT人
材」の育成を通じて、九州のICT関連の研究
開発の更なる活性化や、九州から優秀なICT
人材を輩出することを目的としている。
本事業が目指す「先導的ICT人材」像
・実践力のあるICT人材
・産業界や社会を改革するリーダーとなる人材
こ う し た「 先 導 的ICT人 材 」 の 育 成 に あ
たっては、学生時代に企業体験を行うことが
有効なことから、具体的な取り組みとして、
実践を重視したインターンシップ（以下、実践
インターンシップ）を推進している。
３．キーワードは「実践力」、産学＋九経連が
強固に連携した取り組みを推進
本事業で取り組んでいる実践インターン
シップの概要は以下のとおりである。
（１）テーマ
ソフトウェアや情報システム開発等の実業
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務に関連するテーマで、開発プロセスの一部
や検証・評価作業等の技術的要素を含む業務
を採用している。
（２）実働日数
※
実働日数20日以上 を目安としている。
※他機関では１週間程度が一般的。

（３）推進体制
学生の育
成を共通の
目的として、
九 経 連、 大
学、 産 業 界
が強固に連
携して運営
している。
（４）年間スケジュールと主な関連イベント
４～５月 学生、テーマの募集
６～７月 学生と企業のマッチング
８～１月 インターンシップの実施
・キ ックオフ会議（８月）：インターンシッ
プ参加前に、本事業の実施内容の説明や、
過去の経験者からのアドバイス等を実施
し、参加に向けた心構えを醸成している。
・成 果 報 告 会（11 月、 ２ 月 ）： イ ン タ ー ン
シップ修了後に参加学生による成果の報
告を行い、プレゼン能力の向上や他学生
との成果の共有を図っている。
（５）その他の取り組み
・修了証書
の授与：
本プログ
ラム修了
の証とし
て、成果
報告後に
修了証書を授与している。
・学 生能力要素評価シートの発行：学生自
身・指導教員・企業チュータによる参加
前後の評価を記録した「学生能力要素評
価シート」を発行している。これは、参
加者へ参加前後の主観的・客観的な変化
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や、自身の強み・弱みへの気づきを与え
ることにより、インターンシップ後の成
長を期待するものである。
４．これまでに合計191名の学生を育成
事業開始当初は、九州工業大学の学生が５
名程度参加する小規模な取り組みであったが、
徐々に連携校、協力企業を拡大し、近年では
年間20名前後の受入れを行っている。これま
で11年間の取り組みを経て、累計24の企業・
団体、10大学と連携し、191名の学生を育成し
ており、今後も継続して取り組んでいく予定
である。
５．本年３月に10周年記念講演会「未来の日本
を担うICT人材育成～九州から～」を開催
2007年に開始した本事業は、2016年度末に
事 業 開 始 10 周 年 を 迎 え た。 こ れ に あ た り、
2018年３月に「未来の日本を担うICT人材育
成～九州から～」と題する記念講演会を開催
した。第１部の講演会では、九州工業大学・
尾家祐二学長、経済産業省・大田祐史課長補
佐に基調講演をいただくとともに、一般講演
として、本事業経験者の田中洋平氏（凸版印刷
㈱）、参画大学の前田佐嘉志氏（福岡大学助
教）、協力企業の齊藤民雄氏（富士通九州ネッ
トワークテクノロジーズ㈱執行役員）より、本
事業参画の効果についてご講演いただいた。
また、第２部の成果報告会では、今年度参加
学生より成果の報告が行われ、小澤正憲情報
通信委員長より修了証書が授与された。
本講演会には92名の方々にご参加いただい
た。本事業の有効性も然ることながら、ICT
人材育成の重要性を改めて実感する機会に
なったと確信している。
６．今後の本事業の推進にあたり
第四次産業革命が進展する中、未来の九州、
そして日本を担うICT人材の育成に向け、情
報通信委員会では、今後も本事業の取り組み
を推進していく予定である。九州一体となっ
た人づくりに向け、会員企業の皆さまの積極
的な参画を期待する次第である。
【社会基盤部 尾形】

日誌
４月
３日（火）

［福岡市・九経連会議室］

２４日（火）

［福岡市・電気ビル共創館］

第３回「社食で地産地消」メニュー策定小ＷＧ

九州経済国際化推進機構幹事会

九州農政局経営・事業支援部地域食品課長の林稔久氏より「九州のブランド
畜産物について」と題して、地産地消を実施する上での地域産品のブランド
についてご講演いただいた後、前回委員から提示いただいたメニューについ
て、投票により10程度に絞り込む作業を行った。選定されたメニューについ
ては、各給食事業者において調理し、写真撮影まで行っていただくこととし
ている。

32の構成機関出席のもと、2017年度事業報告及び収支決算、2018年度事業
計画案及び収支予算案に関する審議が行われた。2018年度事業計画には台
湾経済交流ミッション、フィリピンを対象とした新規MOU可能性調査等
が織り込まれ、これに可決承認を得た。なお、議事終了後には経済産業省
等から講師を迎え、新輸出大国コンソーシアム九州ブロック会議が開催さ
れた。

出席者：９名

９日（月）

［宮崎市・ホテルメリージュ］

第３３回九州地域戦略会議幹事会
出席者：44名

２５日（水）

［福岡市・ＪＲ博多シティ］

東九州軸推進機構第１回実務者会議
出席者：20名

５月開催の第33回九州地域戦略会議に向け、九州創生アクションプラン
（JEWELSプラン）のフォローアップやスマート農業促進、九州の統一的ロ
ゴマークに関する取り組み内容について、各県、各経済団体の事務レベルで
の協議を行った。

１７日（火）

出席者：72名

［福岡県太宰府市・九州国立博物館］

第８回九州領事会

2017年度事業報告及び収支決算報告、2018年度事業計画案及び収支予算案
等、2018年度総会議案について審議を行った。続いて、大分県企画振興部観
光・地域局の土田宏道参事監兼交通政策課長より「九州の東の玄関口として
の大分県づくり」と題してご講演いただいた。

２６日（木）

［福岡市・九経連会議室］

各地域委員会事務局連絡会

出席者：32名

出席者：26名

九経連と在福岡の５カ国（オーストラリア、中国、韓国、アメリカ、ベトナ
ム）の総領事館は、毎年交流の場として「九州領事会」を開催している。第
８回目となる今回は「面白いぞ！九州～見て・触れて・納得〜」をテーマ
に、国際的スポーツイベント等・観光に関するプレゼンや博物館平常展の鑑
※本誌15〜16ページに詳細を掲載
賞、書道体験を実施した。

８つの地域委員会（北九州、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、大分、宮崎、山
口）事務局が集まり本部事務局と連絡会を開催した。2017年度の地域委員会
の開催実績、2018年度事業計画について各地域委員会間で共有した。また、
各地域委員会の中で出された会員意見の九経連活動への反映状況を踏まえ、
意見交換を実施した。

１８日（水）

２６日（木）

［福岡市・九経連会議室］

［福岡市・ＢＩＺＣＯＬＩ］

下関北九州道路建設促進協議会第１回幹事会

第３回「産地表示コンソーシアム」運営委員会

出席者：13名

出席者：15名

2017年度事業報告及び収支決算報告、2018年度事業計画案及び収支予算案
等、2018年度総会議案について審議を行った。続いて、2017年度に地元自
治体、経済界及び整備局により設立された「下関北九州道路調査検討会」に
関して、事務局である福岡県県土整備部道路建設課から昨年度の検討結果に
ついて報告があった。

2017年度の総務省「IoTサービス創出支援事業」を受託し実施した「ブロッ
クチェーン技術を利用した中食・外食の食材トレーサビリティーの社会実
装」事業の事業報告並びに今後の取り組みについて審議を行った。2018年度
の九経連事業として、引き続き産地表示の取り組みを実施すべく、
「九州ミ
シュランガイド（仮）
」のような、中食・外食において九州産食材を提供し
ている飲食店リストを発刊するための検討を行うことが確定した。

２０日（金）

［金沢市・北陸経済連合会］

西日本６経済連合会国際担当部長会議
出席者：14名

北陸、中部、関西、中国、四国、九州の６つの経済連合会の国際部間の情報
共有と意見交換を目的とした会議が開催された。昨年の本会での開催に続き
８回目となる今回の会議では、各経済連合会より2017年度の事業報告や
2018年度の事業計画案、国際部としての取り組み等について概要説明があ
り、引き続き意見交換を実施した。

「国土強靭化税制」の整備・創設の要望に関する賛同署名への御礼
北陸・中部以西の６つの経済連合会（北陸、中部、関西、中国、四国、九州）で
構成する「西日本経済協議会」では、1965年の設立以降、毎年総会を開催して意
見交換を行い、６経済連合会の総意としての決議を取りまとめ、協同して政府関
係各所への提言・要望活動を行っています。
昨年10月４日に開催した第59回総会において、かねてより要望していた大規模
地震に備えた事業用施設の耐震化の設備投資等を促進するための減税制度（国土強
靭化税制）の整備・創設を早期に実現すべく、私たちの強い意志と熱意をより一層 たくさんの署名をありがとうございました。
明確に示すため、各地域経済連合会において署名の募集活動を展開することといたしました。
九経連では、今年１月から２月にかけて、会員の皆様へ署名のお願いを行った結果、356の企業・学校・
団体等より合計12,475名分もの賛同署名をお送りいただきました。署名いただきました方々には、厚く御
礼申し上げます。
西日本経済協議会全体では、３月末現在で約８万６千名もの署名が集まっており、また、新たに北海道
経済連合会、東北経済連合会も趣旨に賛同して署名募集活動を行っているところです。
署名集約後には、来年度税制改正での実現を目指して、皆様からの署名を携え北海道から九州までの８
経済連合会が協同して政府関係各所へ要望活動を行う予定です。
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春の叙勲・褒章受章者
恒例の春の叙勲・褒章で、本会会員より下記の方々が受章されました。
心よりお慶び申し上げます。

褒章受章者

叙勲受章者
旭日大綬章
石原 邦夫
鎌田 迪貞
旭日重光章
石原 廣司
德植 桂治
中垣 喜彦
福井 威夫

東京海上日動火災保険㈱ 相談役
九州電力㈱ 特別顧問

古河電気工業㈱

黄綬褒章
木下
顕

㈱静岡塗装組

藍綬褒章
清原 生郎

関門港湾建設㈱

社長

社長

相談役

太平洋セメント㈱
電源開発㈱

（種類順、敬称略）

特別顧問

名誉顧問

本田技研工業㈱

社友

旭日中綬章
利島 康司
中村 量一

㈱安川電機

特別顧問

㈻中村学園

理事長

旭日小綬章
出光
秀
山本 厚生

㈱新出光
㈱フジコー

旭日双光章
米満 弘之

医療法人社団寿量会熊本機能病院

顧問
会長

会長・総院長

〈九州エネルギー問題懇話会からのお知らせ〉

平成30年度

放射線取扱主任者試験のご案内

１．試験の日程
第１種試験 平成30年８月22日（水）、23日（木）
第２種試験 平成30年８月24日（金）
２．試験地及び試験場所
試験地
福 岡

試験場所
九州大学（伊都キャンパス） 福岡県福岡市西区元岡744番地

３．受験の申込期間
平成30年５月14日（月）～平成30年６月18日（月）
（郵送の場合、平成30年６月18日消印のあるものまで有効）
４．受験申込書の頒布
九州エネルギー問題懇話会
福岡市中央区渡辺通２丁目1-82 電気ビル共創館６階
TEL：092-714-2318
取扱時間 ９時～17時（但し、12時～13時と土・日・祝日を除く）
※郵送をご希望の方は、下記の登録試験機関にお問い合わせのうえ、ご請求ください。
５．お問い合わせ先
登録試験機関 公益財団法人 原子力安全技術センター 放射線安全部 主任者試験グループ
〒112-8604 東京都文京区白山５丁目１番3-101号 東京富山会館ビル４階
TEL：03-3814-7480 FAX：03-3814-4617
ホームページ http://www.nustec.or.jp/
電子メール shiken@nustec.or.jp
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講演要旨

「電波政策の最新動向」
（平成30年３月２日（金）第２回情報通信委員会での講演）

１．はじめに
現在の人工知能（AI）に関する技術開発の状
況は、米国・中国に比べ、日本は大きく遅れ
ている。しかし、自動車産業の歴史を見てみ
ると、T型フォードを開発したのは米国だが、
乗り心地や環境面での創意工夫により、現在
では、日本が世界の自動車産業を席巻してい
る。AIの分野も同様であり、AI単独で米中に
勝つのは困難かも知れないが、AIとデータの
組合せにより、新たな価値を創出することで、
日本にもチャンスがある。特に重要なのは、
GoogleやAmazonが保有するインターネット系
のデータではなく、現場や生活に密着したリ
アルタイムデータの活用である。日本は高齢
化等の課題を抱えているが、医療や介護分野
でのチャンスも多い。
２．５Gで生活が変わる
リアルタイムデータの活用で重要な通信手
段が、第５世代移動通信システム（５G）であ
る。 ５Gは、 超 高 速、 大 容 量 な だ け で な く、
超低遅延、多数同時接続という特徴を有して
おり、単なる携帯電話の高度化に留まらない。
例えば、超低遅延通信により、無人トラック
の遠隔制御や、都市部での無人建機の制御と
いった即時性を要求するサービスが実現可能
となる。
また、５Gは非常に高い周波数の電波を使
用するため、基地局を多数設置する必要があ
り、設備投資も高額となる。この投資を回収
し、５Gを普及させるため、B2B2Xモデルが
期待されている。これは、通信事業者（B）が
提供する５Gのネットワーク上に、サービス
提供事業者（B）がアプリケーションやAI等の
サービスを乗せて、個人や企業（X）に提供す
るモデルであり、サービス事業者との協業が、
ビジネスの成否を分けるポイントとなる。
３．IoTでビジネスが変わる
IoT社会の到来に向けて、低消費電力で遠距
離通信を実現するLPWAが期待されており、
LoRa、SIGFOX等の導入や、それらを活用し
たサービス（見守り、機器監視等）の実証が進
んでいる。また、総務省では経済産業省と共
同で「IoT推進コンソーシアム」の取り組みを
進めており、IoTの導入には、企業が抱えてい
る課題を把握し、その解決策としてIoTを提案

総務省 総合通信基盤局
電波政策課長

野崎  雅稔
することが重要だと感じている。さらに、コ
ンソーシアムの下の「スマートIoT推進フォー
ラム」では、ユーザ企業のIoT導入事例をWeb
に掲載している。こうしたIoT導入事例の紹介
や、ベンダとユーザ企業のマッチング等によ
り、ユーザの課題解決につなげる形で、IoTの
普及に取り組んでいる。
４．クルマが変わる
自動走行は、電波による周囲の認知、AIに
よる判断、自動操作という流れで実現してお
り、車車間通信を含め様々なシーンで電波が
活用されている。また、日本の混雑した道路
で安全性を確保するためには、路車間通信（路
側のカメラで撮影した映像を５Gの基地局で
即座に処理（
（エッジ処理）
）し、車両に送信、ブ
レーキ操作を行う等）が重要であり、その面か
らも５Gへの期待が高まっている。
さらに、今後は、クルマがインターネット
に接続されることにより、運転者の支援やメ
ンテナンスサービス等が提供可能となる。一
方で、こうしたネットワークとの接続の進展に
伴い、セキュリティ対策も重要となってくる。
５．2020年のワイヤレス社会
５GやAI、IoT等の技術の進展・導入により、
今後の社会は大きく変わる。例えば、救急医
療の分野では、超大容量通信により、移動中
でも高精細映像を用いた遠隔手術が実現可能
になるし、センサーやAIの活用、建機の自動
操縦等により、農業や建設現場等での仕事の
やり方も大きく変わる。
「 未 来 の 年 表 」（ 河 合 雅 司 著、 ㈱ 講 談 社、
2017年）によると、2030年には全国の都道府
県の80%が生産力不足に陥り、2040年には自
治体の半数が消滅の危機に瀕すると言われて
いる。人口減少の時代こそ、IoTやロボット、
AI等の活用が重要であり、その中で、電波の
利用は非常に大きな役割を担っている。
６．おわりに
人口減少といった課題は、都市部よりも地
方で急速に進展するため、地方こそ、５Gや
ＡＩの活用が重要である。すなわち、５Gの
ネットワークは、人口減少時代を迎える2040
年代の日本の経済基盤であり、国を挙げて知
恵を出し合い、立ち上げていかねばならない。
今後も、ご協力をお願いしたい。
２０１
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講演要旨

「事故対応の経験から考える効果的な
サイバーセキュリティへの投資」

新日本有限責任監査法人
FIDS（不正対策・係争サポート）事業部
エグゼクティブ ディレクター

（平成30年３月８日（木）サイバーセキュリティセミナー）

杉山  一郎

１．サイバーセキュリティ事故と現場の現状
現在、標的型攻撃はもとより、自己増殖型
のランサムウェアや、ビジネスメール詐欺、
仮想通貨のマイニングをねらった攻撃、IoT機
器への攻撃や、閉じられた環境下にある制御
系システムへの攻撃など、多種多様なサイ
バー攻撃が発生している。また、その被害と
しては、個人情報や営業秘密等の漏えい、シ
ステム機能の停止、被害にあったシステムか
ら他の標的への攻撃などが挙げられる。そし
て、サイバー攻撃は、攻撃に気づかれないよ
うに巧妙に仕組まれており、また犯行手法も
高度化されてきているので、当該脅威に対応
するために、管理策も常に見直していかなけ
ればならない。
サイバー攻撃等のサイバー犯罪による被害
は、 約 580 億 円 の 被 害 額 と も 言 わ れ て い る
2018年１月の仮想通貨取引所へのサイバー攻
撃に代表されるように、年々増加傾向にある。
「Ponemon Institute’
s 2017 Cost of Data Breach
Study: Japan」によれば、情報漏えいへの対応
にかかる総コストは、一人当たり15,600円と
されている。例えば、顧客数10万人の被害が
出れば、対応コストは、約15.6億円と試算で
きる。当該試算結果より、もはや情報漏えい
等を引き起こすサイバー攻撃、事故等（以下、
「サイバーインシデント」という）は、システ
ム担当の課題ではなく、事業リスクとしてと
らえ、経営者の積極的関与、また適切な意思
決定（経営資源の適切な配分）が要求されてき
ている。
２．事 故対応の経験から考える課題解決への
アプローチ
事故対応の経験から①サイバーインシデン
トが発生することが前提の対策になっていな
い②日々変わるサイバーセキュリティ脅威を
モニタリングする仕組みが無い③事業リスク
としてサイバーインシデントをとらえていな
２４
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い④セキュリティ対策が網羅的でなく、また
は活かしきれていない⑤セキュリティ対策の
本来の目的を見失ってしまっているなどが良
く見受けられる。よって課題解決のアプロー
チとしては、まずは、サイバーインシデント
は起こることを前提に、組織横断で対策を講
じる必要がある。特に、事件等発生時の管理
態勢を構築し、当該態勢が実行可能なのかど
うかを予め訓練しておく必要がある。
また、自組織の現状からリスク評価し、リ
スクが高く、より効果がある項目順に対応し
ていくことが望まれる。そして、リスク対応
に際しては、
「経営（ガバナンス）」「マネジメ
ント」「オペレーション（運用）」の視点でそれ
ぞれ対策を検討する必要がある。
３．サイバーセキュリティへの投資
投資効果を計る例としては、自組織で起こ
りうる最悪の被害（額）と投資後の目指すべき
姿から投資効果を予測するなどが考えられる。
サイバーセキュリティ投資における経営（ガ
バナンス）やマネジメントの視点としては、サ
イバーセキュリティ対策を効率的、かつ効果
的に行うために、①自組織のサイバーセキュ
リティ管理態勢の現状把握②改善計画の策定
③改善計画の推進④業務的改善を継続的に実
施することが必要になる。また、対策のため
の資源配分は、
「組織・人」「プロセス」
「テク
ノロジー」にバランス良く配分しなければな
らない。当該対策の目的は、サイバー攻撃を
早期発見し被害の極小化を目指すことである。
マネジメントやオペレーション（運用）の視
点としては、与えられた資源の中で、目標と
した被害の極小化を実現するために最適な態
勢を構築することである。また、すぐに理想
的な態勢を構築できるとは限らないので、そ
の際は、中長期的な計画を立てて、当該計画
に従い態勢構築を行うことが必要になる。
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「成長可能性都市
鹿児島市のポテンシャル」
～次の10年で目指す都市の姿～

（平成30年３月８日（木）鹿児島地域委員会での講演）

１．成長可能性都市ランキングの目的
国内都市の産業創発力の現状及び将来のポ
テンシャルを可視化することを目的に国内の
100都市を対象に調査した。現在の実績だけで
なく、将来のポテンシャルも評価し、統計デー
タだけでなく、各都市の住民へのアンケート
により、情緒的な要素も指標化した。これに
より、各都市の「強み」「弱み」や特徴を可視
化し、地方都市に「何が足りないのか」「今後
何をやっていくべきか」を提示している。
総合ランキング、現状を表したランキング
では東京が１位であるが、２位に福岡市が入
り、鹿児島市は５位である。潜在力を秘めた
成長可能性都市であるかを示すポテンシャル
ランキングでは、福岡市が１位、鹿児島市は
２位である。
２．鹿児島市の分析
鹿児島市は、都市の魅力（２位）、都市の暮
らしやすさ（７位）、多様性を受け入れる風土
（８位）が高く、暮らしている人の満足度が高
く、居心地のいい町、魅力ある都市と言える。
ただ、創業・イノベーションを促す取り組み
（40位）、多様な産業が根付く基盤（29位）、人
材の充実多様性（68位）といった点が弱く、低
廉なビジネスコスト、アジアとの近さ、交通
アクセスなど、ビジネス環境は比較的整って
いるが、経済基盤・主要企業の集積が弱い、
創業支援の取り組みも少なく、創業も活発で
はない、ビジネスに必要な高度人材の集積が
乏しいということが言える。
鹿児島市が成長するには、創業・起業しや
すい環境を整えること、起業家と地元企業・
地域資源をマッチングさせ、ビジネスを生み
出す仕組み・仕掛けを創ること、生活・ビジ
ネス環境の魅力を発信し、優秀な人材をひき
つけることが必要と言える。
３．地方都市がめざすべき都市像
今後、人口増加が見込めるのは全国で６都
市（刈谷、安城、守山、那覇、沖縄、石垣）し

野村総合研究所
社会システムコンサルティング部
上席研究員

小林  庸至
かない。一人当たり付加価値額が高いのは、
東京と一部の企業城下町のみである。しかし、
製造業の国内投資額が急増することは考えに
くく、企業城下町モデルで支えられる地域は
多くない。
地方都市は、人材を大都市圏に供給し、グ
ローバル市場で稼ぎ、補助金や交付金で支援
してもらうというこれまでの「大都市依存型」
の 構 造 か ら 抜 け 出 し、 自 ら が 自 立 し て、 グ
ロ ー バ ル 市 場 か ら 稼 ぎ、 地 域 を 牽 引 す る
「ローカルハブ」を目指すべきである。
ドイツの人口12万7,000人の都市、レーゲン
スブルグは、大手企業の存在をベースに、グ
ローバルに活動する中堅企業が育っている。
ＢＭＷと連携し、
「生産拠点」型ではなく「研
究開発」型の企業城下町を目指した。部品を
供給するサプライヤーが研究開発拠点を置く
ようになり、そこからスピンアウトした人材
が同地で創業する流れが生まれている。
４．ローカルハブとなるために
シ ー メ ン ス 社 は、 グ ロ ー バ ル 本 社 は メ ガ
リージョンであるミュンヘンに置くが、各事
業部門の本社や研究開発部門はローカルハブ
といえる都市に置いている。ローカルハブに
立地するメリットは、大学・研究機関と連携
し、最先端の研究開発成果や研究人材を獲得
できること、良質な人材を適正なコストで採
用できること、事業シーズを有した事業パー
トナーとの連携の可能性が高まること、コン
パクトで良質な都市・住宅インフラを活用で
きることがあげられる。
また、新たな産業を創出するためには、ク
リエイティブな人材が住み、働きたいと思え
るような魅力的な都市づくりが必要である。
ローカルハブとなるための要件は、企業や大
学・研究機関の立地に加え、優秀な人材をひ
きつける「寛容な風土」と「都市の魅力」で
あると言える。
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講演要旨

「第４次産業革命（IoT ／AI
／バイオ）と競争戦略
−文明の衝突と探検科学のすすめ−」
（平成30年３月20日（火）平成29年度第２回産業振興委員会での講演）

１．第４次産業革命とイノベーション
第４次産業革命と言われる現在、必要なの
はイノベーションである。イノベーションに
はリラックスして自由な発想が生まれる場が
重要である。その場で偶然からモノを見つけ
だす能力（偶察力：セレンディピティ）が生ま
れる。イノベーティブなアイデアを生み出す
人（イノベータ）は、
“０”から“１”を創る
人。そのスキルは、質問力、観察力、ネット
ワーク力、実験力だが、これらを関連付ける
力も必要になる。
人類の歴史をみると、欧米中など大陸では
人と人の紛争による“紛争死”が多く、日本
では水害や震災による“災害死”が多い。欧
米中では事前に人に関する情報を入手して危
機管理ができるのに対して、日本では事前の
情報で災害を予見することが難しい。そのた
め、日本の危機管理は、災害発生後に知恵を
出し合って解決していくことになる。
21世紀は情報が“産業の米”である。世界
では1980年生まれ以降のデジタルネイティブ
世代が過半数だが、少子高齢化の日本は３分
の１と、IT活用の面から不利である。人口増
加の時代では不良率を減らせばよいといった
negative思考で良かったが、人口減少の時代で
はpositive思考が必要になる。コップの水に喩
えると、
「水が半分しか入っていないコップを
みて、日本人（negative思考）は水を捨てるが、
ドイツ人（positive思考）は水を足す」。発想の
切替えが必要である。
２．IoTとAI
地球の歴史にカンブリア爆発というのがあ
る。５億４千３百万年前の話である。生物は
最初に触覚、次に臭覚、味覚、聴覚を獲得し、
最後に目（視覚）をもった。砂時計（時間の可
視化）のように、人類の歴史は可視化（見える
化）の歴史である。第４次産業革命の特徴は、
機械が目をもった（画像処理）という点にあ
２６
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鍋山

徹

る。これがIoT（モノのインターネット）の本
質である。そこに、AI（人工知能）が加わった。
AIは、人が気づかない視点を見つけるのが得
意である。新たな気づきを教えてくれるツー
ルなのだ。
IoTでは、製造業は国際競争力の面からすで
に効率化を進めていたのに対して、農林水産
業やサービス業はこれからである。センサー
など電子部品が低価格化、高性能化している
ほか、ITベンチャーの台頭が、IoTの普及を後
押ししている。米国のガートナー・グループ
はIoTの効果として４つ指摘している（①リ
モートによる制御・監視②プロセスの最適化
③製品サービスの拡張④新しい課金システ
ム）。しかし課題もある。日本の産業構造面の
特 徴 と し て 企 業 数 の 多 さ と 閉 鎖 性 が あ り、
データの利活用が各事業者で閉じ、ビッグ
データ分析ができない。これが、日本の“ス
モールデータ問題”である。
３．探険科学
日本人が子々孫々に伝えるべき発想法が、
KJ法（故川喜田二郎氏の発想法）である。その
プロセスは、机上の書斎科学、仮説検証の実
験科学、現場観察による野外科学の３つ。KJ
法は、野外科学、特に視野を広げるため、外
の環境へ出向いて観察する探検科学を重視し
ている。探検なくして仮説なし！
４．日本の競争戦略
日本の強みは洗練性。車、家電製品、最近
では和製の漢方薬然り、リバースエンジニア
リングはお家芸で、商品の信用力も高い。ま
た日本は自然環境の多様性（湿潤、活火山な
ど）が財産であり、資源のない国ではない。
ダライ・ラマの言葉を借りれば、
「日本の進
む道は、東洋と西洋の二つをあわせること。
閉じるのではなく、開くこと」これらの知見
をヒントに、新しいビジネスの創造へとつな
げてほしい。

講演要旨

「観光を通じた関門地域の
活性化」
（平成29年12月６日（水）山口・北九州合同地域委員会での講演）

１．美しい景色は５分で飽きる
観光における「売り物」は、景観、食事、
歴史文化といったものである。見たこともな
い景色を眺め、珍しくておいしいものを食べ、
その地の文化や歴史、風俗に触れ、お土産を
買って帰るというのが観光の基本。結果とし
て観光収入が得られ、地域内消費が活発にな
り、人が増え、地域が活性化する。これがひ
とつのストーリーである。
しかしながら、いくら美しい景色でも長く
眺めておけるものではない。美しい景色の賞
味期限は３～５分である。美しい景色がある
のになぜ観光客が来ないのかと言われる方も
おられる。現実は、美しい景色をスマホで撮
影 し て 終 わ り な の で あ る。 ま た、 イ ン タ ー
ネットでそういう景色はいくらでも見ること
ができる。インターネットが自然の魅力を壊
してしまったとも言える。
食事はどうかというと、ネットでいつでも
お取り寄せができる。現地に行かなくてもそ
の地の名物を食べることができるようになっ
ている。現地での食のサプライズがなくなっ
てしまった。
歴史や文化ではどうか、外国人は日本の歴
史を知らない。明治維新150年は日本人には魅
力があるかもしれないが、外国人には魅力と
はなりにくく、外国人観光にはつながらない。
２．世界遺産登録ブームの寿命は１年
世界遺産に登録された年は観光客が大きく
伸びる。しかし、その翌年には戻ってしまう。
マニアと物見遊山が一巡すればおしまいであ
る。同じく、大河ドラマや連ドラのロケ地は、
放映年は多くの観光客が訪れるが、翌年には
元通りになる。
顧客が喜ぶ「仕掛け」をしなければ、観光
資源があるからと「待っている」だけでは顧
客は反応しない。良いものだから見に来てあ
たりまえではなく、今後いかに上手に「魅せ

オラガ総研㈱
代表取締役

牧野  知弘
て」いくか、演出が必要な時代になっている。
顧客を呼ぶ地域独自の戦略が求められている。
これまで、地場産業の振興、産業誘致、人
口増加ということで地域を発展させてきた。
この取り組みは間違ってはいなかったが、自
力再生の限界も見えている。円高、人口減少、
高齢化といった環境の中で、
「ミニ東京」とし
ての発展には限界がある。自力再生が困難な
地方は、戦略を構築し直し、
「外」に活路を見
出し、外部から「ひと」「もの」「かね」を引
きずり出していくべきである。
３．エリア全体での演出
観光客にとって、県境は関係なく、これか
らは自治体単位での再生よりも、エリア全体
での演出を狙うべき。関門海峡を香港のよう
にひとつのエリアとして発信していくことも
いいのではないか。
そのためには、広域ルートと周遊ルートの
構築がカギとなる。例えば、中部・北陸９県
を跨ぐ「昇龍道」と名付けた、観光エリアへ
のインバウンドを推進するプロジェクトがあ
る。名古屋から入り、金沢へ抜けるルートで
日本を楽しんでもらうための地域間連携とし
て、自治体の壁を取り払った取り組みである。
また、外国人目線でのニッポン紹介という
ことも大事である。小布施、高山、ニセコと
いったところは外国人が作った観光地とも言
える。小布施は、酒蔵をレストランに改装、
高山は外国人に電動自転車を貸与し、地元の
農家がおもてなしをする。ニセコでは役場に
外国人を採用している。
関門地域でいえば、
「平家物語」は外国人に
もわかる一大エンターテイメントである。壇
ノ浦は立派な観光要素。毎年５月の「下関海
峡まつり」のみならず、瀬戸内全体のイベン
ト化を検討できないか。地域全体をルート化
することにより、観光客の周遊につながる。
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経済データ

訪日外客数の動向（2017年１月～12月）

１．日 本政府観光局（JNTO）の報道発表によ
る訪日外客数

と中国735万６千人（対前年比115.4％）は全市

2017 年 1 月 ～12 月 の 訪 日 外 客 数 は2,869 万

場で初めて700万人台に達したほか、これに台

1,073人（対前年比119.3％）となり、JNTOによ

湾・香港を加えた東アジア４市場は2,129万２千

る1964年の統計開始以降で最多となりました。

人（対前年比121.9％）となり、訪日外客数全体

国籍別では主要20市場全てで過去最高を記

訪日外客数（出典：日本政府観光局（JNTO））
◆ 2010年～2017年推移

◆ 2016年～2017年 国籍別内訳

２８

録し、中でも韓国714万人（対前年比140.3％）

九経連月報 ２０１８/６

の70％以上を占めました。
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２．九州への直接入国外国人数（九州観光推進
機構集計）

が168万5,775人（対前年比119.4％）です。
また国籍別内訳は、通常入国では韓国219.8

2017年１月～12月の九州への直接入国外国

万人（対前年比158.4％）、台湾35.7万人（対前

人数は494万1,468人（対前年比132.8％）とな

年比120.0％）
、中国23.1万人（対前年比111.2％）
、

り、過去最高記録であった2016年を更に更新

香港22.9万人（対前年比122.5％）と、主要４カ

しました。

国全てにおいて高い伸びを記録しています。

内訳は、通常入国が325万5,693人（対前年比
141.0％）、大型クルーズ船等による14条入国

また14条入国では中国籍の入国者が多くを占
めています。

九州への直接入国外国人数（法務省「出入国管理統計」より 九州観光推進機構にて集計）
※JNTO推計とは異なる
◆ 2010年～2017年推移（2014〜2017年は４年連続で30％以上の伸び）

◆ 2016年～2017年 国籍別内訳

本件に関する問い合わせ先：観光・サービス産業部（TEL：092-761-4261）
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業とも積極的に連携しながら、マーケティング機能を強
化し、地域の稼ぐ力を引き出すことで消費拡大へ繋げ、
「観光を九州の基幹産業へ」を目指していきます。

九州観光
推進機構
ニュース

第３回運営協議会の開催（３／１６）

観光庁より日本版ＤＭＯ（広域連携ＤＭＯ）として
（３／３
０）
認可いただきました。

九州観光推進機構
ニュース

当 機 構 は、 ３ 月３０日 に 観 光 庁 が 認 定 す る「 日 本 版
ＤＭＯ法人」として認可されました。
「日本版ＤＭＯ法人」
とは、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。
３月３０日時点、全国で７０組織（う
ち広域連携ＤＭＯは当機構含め７
組織）が認可されております。
４月４日に九州運輸局
これに伴い当機構では、九州観 宇都宮博文観光部長より
光のハブとして、自治体、経済団 「日本版DMO登録証」を
交付いただきました。
体に加え、各地域ＤＭＯ、民間企

本年度第３回目の運営協議会を開催し、２４名の委員の
皆様にご出席（代理出席含む）いただきました。会議では、
２０１
７年度事業計画の変更（案）
、２０１
８年度事業計画（案）
、
２０１
８年度予算（案）を含む審議事項５件、報告事項１件に
ついて審議が行われ、原案どおり理事会に提案されるこ
とが確認されました。
運営協議会開催後には、石原会長をファシリテーター
として九州のさらなる観光の発
展にむけて、地域ＤＭＯ等の地
域単位での活用状況や外国人旅
行者への効果的なＰＲの仕方な
ど活発な意見交換を行いました。

第４回理事会の開催（３／２６）
本年度第４回目の理事会を開催し、２０１
７年度事業計画
の変更（案）
、２０１８年度事業計画（案）
、２０１８年度予算
（案）を含む審議事項５件、報告事項１件について審議が
行われ、原案どおり承認いただきました。当機構が観光
庁日本版ＤＭＯ登録になる
ことに対する期待、当機構
のホームページの多言語化
の更なる充実などのご意見
をいただきました。

九州観光
感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅 27
推進機構
ニュース
九州の麺文化〈北部九州編〉
〜直伝の麺の味、さまざま〜

−福岡県（北九州市、福岡市、久留米市）、佐賀県（佐賀市、神埼市）、長崎県（島原市、雲仙市、南島原市、長崎市、五島市）−

世界の麺のルーツは、中国黄河流域の華北平野とされる。ここで小麦栽培の技術と粉にする技術の双方
が発展し、朝鮮半島、長江流域から東南アジア、さらにはシルクロードのオアシスを経て、最終的にはイ
タリアまで伝わった。
大陸文化の影響を受けやすい地理的条件にある九州は、当然、我が国の中でも、早くから麺文化が根付
いた地域だと言えるのだろう。製粉の技術が中国から伝わったことで、我が国にも、麺だけでなく饅頭等
の小麦を使用した独自の食文化が発展した。福岡市博多区にある承天寺は、中国から製粉の技術を持ち
帰ったとされる聖一国師を請じて開山し、
「饂飩蕎麦発祥之地」の碑が残る。そして現在、福岡の「うど
ん」は広く地元の人たちに愛されている。
また、長崎県五島列島に伝わる「五島うどん」も歴史は古く、一説には、遣唐使の往来により中国から
伝えられたとも言われ、生地を延ばす際、島特産の「椿油」を使うという「そうめん」にも似た製法を
取っているところに特徴がある。さらに、この項で紹介する北部九州には、とんこつラーメン、ちゃんぽ
んといった今や全国で食べられている麺料理のオリジナルが存在するだけでなく、小豆島から製法が伝
わったとされる「神埼そうめん」や「島原そうめん」
、
「南関そうめん」などの伝統的な麺づくりもまた盛
んである。
おそらく、これだけバラエティに富んだ麺文化を有する地域は他にはあるまい。そのため、これから
コースを２つに分けて各地毎の麺料理を紹介していくが、麺の種類毎にテーマを決めて、九州を巡ってみ
るのも楽しいかもしれない。
麺料理のアレンジにもまた、地域独自のものがある。例えば、福岡県を中心とした北部九州のうどん屋
さんに必ずあるメニュー「ごぼ（う）天うどん」
。このメニューは、福岡では戦前からあったとされている
が、この地域限定の具で、他の地域には見られない。一説によると、九州から関門海峡を越えてしまうと
全く見ることが出来ない、と言われているほどである。九州以外の地域では「幻の」メニューであり、九
州に来た際には話題の一つとして食しておくのも一興か。
３０
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島根県

１日目
２日目
３日目

 地→北九州空港（小倉駅）→北九州市［焼きうどん］→福岡市［博多
各
うどん、博多ラーメン］→久留米市［久留米ラーメン］→古湯温泉（泊）

北九州市
福岡空港

 湯温泉→佐賀市［三瀬そば］→神埼市［神埼そうめん］→島原市・
古
雲仙市［六兵衛］→南島原市［島原そうめん］→雲仙温泉（泊）

福岡市

北九州空港
福岡県

久留米市
神埼市
佐賀市

古湯温泉

 仙温泉→長崎市・外海［ドロさまそうめん］→長崎市［ちゃんぽん、皿う
雲
どん］→五島市［五島うどん］→五島福江空港→福岡空港（博多駅）→各地

佐賀県
長崎県

五島市

焼きうどん（北九州市）

山口県

２泊３日コース

雲仙温泉

外海

五島福江空港

大分県

熊本県
雲仙市
島原市

長崎市
南島原市
宮崎県

終戦直後、当時の小倉の駅にほど近いとある飲食店が、ソース
焼きそばを作ろうとしてそば玉が手に入らず、干しうどんを湯がいてソース
味で炒めたのが最初と言われ、今では全国に広がっている。
鹿児島県

饂飩蕎麦発祥の地（福岡市）
福岡市博多区にある承天寺は、中国から製粉の技術を持ち帰った
とされる聖一国師を請じて開山しており、その敷地内には「饂飩蕎
麦発祥之地」の碑が残る。

焼きうどん（北九州市）

博多うどん（福岡市）
基本的に麺は柔らかく、ダシ汁の中でふんわり浮いているような感じがするのが特徴。また、
丸天やごぼ（う）天など、ここにしかない具も特徴的。
博多うどん（福岡市）

博多ラーメン（福岡市）
豚骨スープを使用したご当地ラーメンとして全国的にも有名。九州の他地域の豚骨ラーメンとの違いの一つは細い麺。
麺の固さを注文できたり、
「替え玉」ができるのも特徴の一つ。

久留米ラーメン（久留米市）
九州各地の豚骨ラーメンのルーツは、久留米の屋台であった、という説は、今や定説に近い。スープに豚骨を使うとい
う発想は、長崎ちゃんぽんの影響を強く受けていると言われ、九州でなければ生まれることの無かったラーメンと言える
だろう。

三瀬そば（佐賀市）
周囲のほとんどが山林という佐賀市三瀬村の山里に、今や十数件のそば屋が軒を並べる。三
瀬村の「そば街道」
。手打ち、十割そば、隠れ屋的そば屋など、各店舗それぞれ個性があふれる。

神埼そうめん（神埼市）

三瀬そば（佐賀市）

寛永の中期（１
６３０年代）小豆島の僧が諸国行脚の旅に出たが、神埼宿で病に倒れた。それを助けたのが、伊之助という神
埼町商人であった。僧はお礼として、小豆島の名産そうめんの製法を伝授した、というのが始まりとされる。

六兵衛（島原市・雲仙市）
江戸時代に島原半島を襲った飢饉の際、六兵衛という人が考案したと言われる、さつまいもを原料として、押し出し式
で作られる麺料理。押し出し式のため、うどんなどよりも麺は短く、鰹節と醤油によるダシ汁で食べる。また、対馬にも
同じ名前でやはりさつまいもを原料とした麺料理が存在するが、製法は若干違う。

島原そうめん（南島原市）
島原地域は天草・島原の乱により、当時多くの働き手を乱で失っていた。
その後、幕府の命により島原に移住してきた住民の出身地が小豆島であった
ため、小豆島のそうめんの製法が伝わったのが由来、とされている。全国第
２位の生産量を誇る。
島原そうめん（南島原市）

長崎ちゃんぽんと皿うどん（長崎市）
長崎ちゃんぽんと
皿うどん（長崎市）

ちゃんぽんの由来、語源については諸説あるが、中国福建省の料理人が中国人留学生向けに安くて
栄養のある料理を食べさせてあげよう、として作り出したボリュームある料理が始まり、と言われて
いる。皿うどんは、材料はちゃんぽんとほぼ同じ。最初は、ちゃんぽん麺を炒めたものだったが、そ
のうち油で炒めた細麺も生まれ、今の形になった。

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

「フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の３００年」
山口県立萩美術館・浦上記念館で開催
１８世紀、ヨーロッパでは、磁器への憧れが極まり
ひ
をみせ、フランスでは国王ルイ１５世の庇護の下、パリ
近郊のセーヴルに王立磁器製作所が生まれた。以後、
優雅で気品あふれるセーヴル磁器は、ポンパドゥール
侯爵夫人や王妃マリー・アントワネットを始め、ヨー
ロッパの王侯貴族を魅了し、現在まで常にその高い技
術と芸術性を保持し続けてきた。
本展では、そうした３００年におよぶセーヴル磁器の
創造の歴史を、セーヴル陶磁都市所蔵
の名品から紹介する。
この機会に、フランス陶磁器の豊か
さを知っていただくとともに、創立か
ら現在まで、常に時代の先端にあり続
ける「陶磁芸術」セーヴルの姿を、心《ポプリ壺「エベール」》
セーヴル陶磁都市所蔵
行くまでご堪能いただきたい。 1757年
Photo (C) RMN-Grand Palais
(Sèvres, Cité de la céramique) /
【開催期間】
Martine Beck-Coppola/
7/24（火）～9/24（月・振休）
distributed by AMF
※8/6（月）､8/20（月）
、9/10（月）は休館

福岡

Fukuoka

福岡県災害時多言語支援センター
を設置します！
４月１６日、福岡県と公益財団法人福岡県国際交流
センターは、大規模災害発生時に「福岡県災害時多言
語支援センター」を設置・運営することについて協定
を締結した。
県の在留外国人の数は平成２９年末時点において
７２０
，３９名で、前年比１０％増と年々増え続けている状況
にあり、昨今の大規模災害発生時の経験から、災害時の
外国人への情報提供の充実が重要な課題となっていた。
今回の協定締結により、福岡県災害対策本部が設置
された場合に、
「福岡県災害時多言語支援センター」
を福岡県国際交流センター内に設置する。同センター
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は、被災市町村からの依頼に応じ、災害情報の提供や
避難所運営に関する通訳・翻訳支援や、現地への災害
時通訳・翻訳ボランティアの派遣などを行う。対応言
語は原則、英語、中国語、韓国語、やさしい日本語の
４言語。
また、今回の協定締結に合わせ、災害関連情報を提
供する防災メール「まもるくん」の英語版に加え、中
国語、韓国語、やさしい日本
語による情報提供も始める予
定であり、国籍にかかわらず、
すべての方が安心して暮らせ
る福岡県を目指している。
協定書を持つ小川知事・藤永理事長
《問い合わせ先》
福岡県国際政策課 TEL：092-643-3201

佐賀

Saga

男性の育児休業取得促進事業
〜子育てパパの応援企業奨励金〜
たい

佐賀県では「子育てし大県“さが”プロジェクト」
として、結婚・出産・子育てまでのライフステージを
通した切れ目のない支援に力を入れている。事業の一
つとして、男性が育児休業を取得しやすい環境を整え
るため「子育てパパの応援企業奨励金」を設けている。
この事業では、県内の事業所に常時雇用されている
男性労働者が連続３日以上の育児休業を取得した場
合、事業主に対して休業期間に応じた奨励金が支給さ
れる。奨励金の金額は、育児休業期間が３日以上で
１０万円、３ヶ月以上で２５万円の支給となっている。
事業は今年度で６年目を迎え、制度を利用した企業
からは「育児休業を取得するよう、声かけがしやすく
なった」等の好意的な意見が寄せられている。県内の
男性労働者の育児休業取得率も平成２８年度は５．
９％と
前年度の１．
２％から大幅アップ。少しずつではあるが、
企業や労働者の意識も変わってきていると考えられる。
奨励金を利用するには、佐賀県内に事業所を有する
ことに加え、
「さが子育て応援宣言事業所」及び「女
性の大活躍推進佐賀県会議の会員」となることが必
要。詳しい申請手続き等はＨＰに掲載しているので、
ぜひご確認いただきたい。
県では、男性の育児参画を促進する気運を高め、女
性が活躍できる社会づくりにつな
げていくとともに、子育て世代が
「佐賀で子育てしたい」と思える環
境づくりに力を入れていく。
《問い合わせ先》
男女参画・女性の活躍推進課
TEL：0952-25-7062
佐賀県

子育て

パパ

検索

長崎

Nagasaki

「九州のＩＲ」としての区域認定
に向けて
４月２６日、長崎県知事は「長崎県・佐世保市ＩＲ推
進協議会」会長として、佐世保市長（同副会長）とと

めることで、地域に「もやいの心」が育まれている。
また、音楽祭開催にあたっては、多くの市民がボラン
ティアとして関わっていることから、ボランティア精
神の向上や福祉分野への住民の参画の広がりも期待さ
れる。

もに、
「ＩＲ基本構想有識者会議」から取りまとめの

今年は６月１７日の

報告を受けた。これは、平成２９年度の４度にわたる議

１３時から、水俣市文化

論や関係事業者からの意見を踏まえ、長崎ＩＲの基本

会館で開催。当日はく

的な考え方を同有識者会議が取りまとめたものである。

まモンステージや芸能

報告の中では長崎ＩＲのあるべき姿や施設整備の方

集団「紬衣ＹＵＩ」の

向性などが示され、併せて「ユニーク・マリンＩＲ

迫力ある演奏もあり！

（ＵＮＩ-９・Ｍａｒｉｎｅ ＩＲ）
」というキャッチフレーズも

第10回のフィナーレ

《問い合わせ先》

発表された。
「ユニーク」には九州が連携・連帯した

もやい音楽祭実行委員会事務局

ＩＲとの想いを込め、英語で「団結」を意味する

TEL：0966-62-3120

“Ｕｎｉｔｅｄ”の“Ｕｎｉ”に「九州」の“９”を組み合
わせ、これに交流の歴史や開放的で進取の気性に富む
人柄を育んできた九州の海＝“Ｍａｒｉｎｅ
（マリン）
”を
つなげた。
長崎県にＩＲという玄関口を設けることで、九州の
持つポテンシャルを活かし、九州が一体となった観光
消費を促進するとともに、九州発の国内観光周遊ルー
トを構築することで日本全体の観光促進を目指すもの

大分

Oita

「国民文化祭、全国障害者芸術・
文化祭」開催迫る
１０月６日から１１月２５日まで「第３３回国民文化祭お
おいた２０１８」
「第１８回全国障害者芸術・文化祭おおい

となっている。
同協議会は、今回の取りまとめを踏まえ、九州内の

た大会」を大分県全域で開催する。

さらなる連携と理解促進を

テーマは「おおいた大茶会」
。老若男女、障がいの

図りながら、
「九州のＩＲ」

ある方もない方も、誰もが参加し楽しむことができ、

としての区域認定に向けた

大会を通じ、芸術文化の新しい出会いや発見、地域が

取組を加速させていく。

元気になり、多くの人材が育っていくことを目指して

《問い合わせ先》

「ユニーク・マリンＩＲ」のロゴ

長崎県ＩＲ推進室 TEL：095-895-2037

いる。
大分県での国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭は
総合的な文化祭として、文化事業や地域で受け継がれ
ている祭り、食などの地域体験を同時に紹介する「文

熊本

化＋観光＋地域振興事業」として実施される。各地域

Kumamoto

第１１回「もやい音楽祭」を６月
１７日に開催

で実施する事業は、地勢や歴史・文化などの特性を踏
まえ、県内を５つのブロックに分け、それぞれに設定
したテーマをもとに芸術文化事業を展開する。
７月上旬には１００日前イベントを実施。音楽とアー

水俣病の被害を受けた地域における人々の絆を再生

トを通じ、子どもたちの様々な可能性を引き出すこと

するため、水俣市をはじめ地元市町では、
「もやい直

をテーマにした「アトりうむ遊園地」や参加アーティ

し」の取り組みが続けられている。

ストによるトークイベント、障がいのある方を対象と

もやい音楽祭は、その「もやい直し」の一環として
開催されており、水俣病被害者の方々や障がいのある
方々の様々な思いが込められた詩に、素晴らしい曲が

したワークショップなどが予定されており、本番に向
け、着々と準備が進んでいる。
《問い合わせ先》

添えられ、会場の方々とともにハーモニーの輪を広げ

国民文化祭・

ていく、心温まる音楽祭である。詩に曲がつき、音楽

障害者芸術文化祭局

となって人の心に届き、その思いを多くの人が受け止

TEL：097-529-6283
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宮崎

Miyazaki

宮崎県産完熟マンゴー「太陽の
タマゴ」誕生２０周年！
本県産の完熟マンゴー「太陽のタマゴ」が４月１６日
に販売解禁となった。本県産完熟マンゴーは、樹上で
完熟させ、ひとつひとつにつけたネットに自然落下し
たものを収穫しているため糖度が高いのが特徴であ
る。平成１０年からは本県産完熟マンゴーの中でも、糖
度１５度以上、重さ３５０ｇ以上、外観の１／２以上が鮮
紅色という厳しい基準を満たしたものを「太陽のタマ
ゴ」と命名し、販売してきた。この名前は形が恐竜の
タマゴに似ており、炎のような赤い色が太陽のくに・
宮崎にふさわしい名称だったことから採用された。生
産者と関係機関が一体となって品質向上やブランディ
ングに取り組んだ結果、完熟マンゴーは本県を代表す
る果実へと成長し、今では全国的にも高い認知度を
誇っている。そして今年、
「太陽のタマゴ」は誕生か
ら２０周年の節目を迎えた。
２０周年を記念して、東京や宮崎の卸売市場の初競り
で知事ら関係者によるトップセールスを実施し、東京
では５Ｌサイズ一玉が３０万円、宮崎では４Ｌサイズ二
玉が過去最高となった昨年度と同額の４０万円で落札
された。また、２０周年記念シールの化粧箱への貼付や
ＣＭの作成、各種メディアを通じた情報発信など、さ
らなる認知度向上や販売拡大に向けたプロモーション
強化に取り組んでいる。
出荷のピークは５月下旬から６月上旬頃。昨年秋の
曇天や冬期の低温などの影響もあったが、その後天候
にも恵まれ、全体的に糖度は高く、出荷量は前年より
も多くなる見込みである。
本県ではこれからも生産
者と関係機関が一体となって
高品質な農産物ブランドの確
立、信頼される産地づくりに
向けた取組を進めていく。
《問い合わせ先》
農業連携推進課 みやざきブランド推進室
TEL：0985-26-7127

鹿児島

Kagoshima

奄美群島ＰＲ動画
「ＳｏｕｎｄｏｆＡＭＡＭＩ」公開！
鹿児島県の奄美大島及び徳之島は、沖縄県の沖縄島
北部及び西表島とともに、世界自然遺産の推薦地と
なっている。
鹿児島県では、世界自然遺産登録を目指す奄美の認
知度向上、観光客の誘致等を目的として、ＰＲ動画
「Ｓｏｕｎｄ ｏｆ ＡＭＡＭＩ」を制作し、今年３月から公開
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している。
この動画は、世界自然遺産に推薦されている奄美大
島、徳之島をはじめ、喜界島、沖永良部島及び与論島
といった、奄美群島を構成する島々で撮影しており、
それぞれの個性豊かで美しい自然景観はもちろん、ア
マミノクロウサギに代表される、独自の進化を遂げ現
在まで生き残った希少な生き物たちを映し出している。
動画のナレーションとＢＧＭの島唄には、奄美大島
出身で“地上で、もっとも優しい歌声”と称される
アーティスト・中孝介（あたり こうすけ）さんを起用。
ロケ時には風の音や鳥の鳴き声など３６０度全方位の音
声素材を録音するなど、動画タイトル「Ｓｏｕｎｄ ｏｆ
ＡＭＡＭＩ」の名のとおり奄美群島の「生音」にこだ
わって制作している。
１０分、３分、３０秒の３種類を制作し、英語及び中
国語にも対応している。県の公式ホームページや動画
投稿サイトＹｏｕＴｕｂｅにて
公開しているので、ご覧
いただくとともに、広く
ご活用いただきたい。
《問い合わせ先》
鹿児島県自然保護課奄美世界自然遺産登録推進室
TEL：099-286-2759

沖縄

Okinawa

島ぜんぶでおーきな祭
「第１０回沖縄国際映画祭」
２００９年から始まった、沖縄国際映画祭は、節目と
なる第１０回目を迎えた。沖縄の春を彩る風物詩として
定着している本映画祭だが、今年は、４月１９日から
２２日までの、４日間、那覇市、宜野湾市、沖縄市、北
谷町、北中城村をはじめとする本島内各所で開催され
た。また、県内全４１市町村及び県内の学生、横浜の
鶴見区、京都、群馬、大阪の大正（たいしょう）区など
の地域で応援団も立ち上がるなど、沖縄県内のみなら
ず、県外でも盛り上げようという機運が高まっている。
今回のおーきな祭（さい）では、豊かな自然環境と
歴史、伝統、文化が息づく沖縄各地域の魅力を発信す
る地域発信型映画や地元ＣＭ、国内外から集まった優
れた映画の作品上映や、芸人さん達と一緒に行われる
県内各地でのイベントなど盛りだ
くさんの内容で行われ、エンター
テイメントを通して、沖縄が持つ
様々な魅力を、世界に発信する厚
みのある映画祭になった。
《問い合わせ先》
同映画祭ホームページ
http://www.oimf.jp/

表紙説明

幸水

（佐賀県）
佐賀県は西日本有数のなし産地であり、施設栽培面積は全国１位を誇ります。特に伊万里市は佐
賀県内のなし栽培面積の約９割を占め、栽培が盛んな地域です。
生産されるなしの大半を占めるのが「幸水」
。施設栽培により早いものでは６月から出回り始め、
果汁たっぷりでシャキッとした果肉を楽しむことができます。
現在、伊万里市内には６つの観光農園があり、なし狩りが７月頃より順次楽しめます。とてもみ
ずみずしい、甘い佐賀県産の「幸水」をぜひ、ご賞味ください。
《問い合わせ先》
佐賀県 流通・通商課 TEL：0952-25-7252
スケジュール（６月）
日（曜）

会合名等

７日（木）

第５８回定時総会、第１５２回理事会（福岡市・ホテルニューオータニ博多）

１８日（月）

第１回大分地域委員会（大分市・ホテル日航大分オアシスタワー）

１
９日（火）

外国人介護士受入れセミナー（福岡市・電気ビルみらいホール）

２０日（水）～２２日（金）
２３日（土）

再生可能エネルギー世界展示会（横浜市・パシフィコ横浜）
地域政策デザイナー養成講座（福岡市・ＪＲ博多シティ）

新入会員企業（４月）
㈱Ｆ＆Ｆアセットマネジメント
代表取締役

福原

純

石橋

一海

福岡市東区香椎照葉3丁目2-7
事業内容：不動産取引業

TEL：092-671-8806

従業員数：4名

エヌビーエス㈱
代表取締役

福岡市博多区奈良屋町5-10
TEL：092-263-8833 従業員数：86名
事業内容：発電所及びエネルギー関連プラントの電気・計装・制御分野の技術委託

弁護士法人大野慶樹法律事務所
弁護士

大野

慶樹

福岡市中央区天神4丁目2-20
事業内容：弁護士業務

TEL：092-714-3450

従業員数：8名

鹿島

克介

福岡県飯塚市筑穂元吉937-6
TEL：0948-72-0798 従業員数：8名
事業内容：プレキャストコンクリート用鋼製型枠の設計、製造

日髙

美治

福岡市博多区板付6丁目3-32
TEL：092-582-9001 従業員数：60名
事業内容：ガス工事、設備サービス、水まわり工事、住宅設備機器の販売

羽田

正治

福岡市博多区博多駅前2丁目12-10
事業内容：農産物・水産物の海外輸出

㈱カシマ製作所
社長

キューハイテック㈱
代表取締役

九州農水産物直販㈱
社長

TEL：092-409-7131

従業員数：7名

㈱コングレ
社長
取締役九州支社長

武内 紀子
西村真規子

東京都千代田区麹町5-1
TEL：03-5216-5551 従業員数：300名
福岡市中央区天神1丁目9-17
TEL：092-716-7116
事業内容：コンベンションの展示・イベント事業、施設運営・管理、人材サービス他

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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