２０１６年度 事業計画
（平成 28 年度）

Ⅰ．はじめに

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

Ⅱ．主要事業（７つの中長期的課題別）

・・・・・・・・・・・・

4

Ⅲ．理事会・総会等の主要スケジュール

・・・・・・・・・・・・

5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6

Ⅳ．具体的取組
１．委員会

２．九州地域戦略会議

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15

３．懇談会等

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15

４．事務局

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16

（付１）海外調査団・経済交流訪問団派遣等
（付２）関連団体の活動

・・・・・・・・・・・

17

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

18

２０１６年 5 月

Ⅰ．はじめに
近年、アジア諸国は著しい経済成長を遂げており、近隣する日本にとって
大きなビジネスチャンスが生まれている。日本への外国人観光客数の増加や
国内における企業業績の回復など、明るい兆しが出てきた。日本経済はデフ
レ脱却までもう一息のところまで来ている。
さらに、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックなど多くの国際ス
ポーツイベントが開催され、世界に日本をアピールするチャンスが到来する。
国は 2020 年頃にＧＤＰ600 兆円の目標を表明しており、目標達成のため
に地方自治体や民間企業による地方創生を先導する取組みを支援していくこ
ととしている。
この絶好の機会に、自らチャンスをつかみに行く現役リーダーのアクショ
ンが求められている。
一方で、中国経済の減速や円高・株安の動きなど、先行きに不透明感が出
始めており、企業は今新たなビジネスにチャレンジしておかなければ、チャ
ンスを逃すリスクもある。
九州は伸びゆくアジアに近く、農林水産業の生産額は全国の 2 割と高い供
給力を有し、外国人観光客数は全国を上回る伸びを見せるなど、多くの強み
を持っている。
九経連は昨年度、他地域に無い先駆的な取組みとして、九州の農水産物を
アジアに輸出する商社の設立支援や地域ブロック単位では初となる外国人観
光客の利便性を向上させるＷｉ‐Ｆｉスポットの接続認証一元化への支援な
どを行った。
今年度は、農林水産物の更なる輸出促進や観光施設の多言語対応促進など
昨年よりもステップアップした取組みを行うとともに、ＩｏＴや航空機部品
といった新たな産業の芽を育てるなど、新事業にもチャレンジする。
九経連は今年度事業を通じて、「九州から日本を動かす」気概で、民間企
業の事業意欲を喚起し、九州から多くの明るい実績を出すことによって、九
州の地方創生に貢献していきたい。
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１．取り巻く環境
世界経済は、アジア諸国が著しい経済成長を遂げており、日本への外国人観光客
数も増加している。また、ＴＰＰ交渉大筋合意によって、今後さらにグローバル化
が進行する見通しである。
国内経済は、これまで約 20 年間の長きにわたり低成長期が続いてきたが、アベ
ノミクス『新 三本の矢』の実行や東京一極集中の是正に向けた地方創生の取組みが
今年度から本格化することなど、近年になく恵まれた環境が整えられつつある。
一方で、国及び地方の財政健全化や社会基盤の老朽化、少子高齢化・人口減少社
会の下での人口流出、労働力不足の進行など重要かつ先行き不透明な課題も山積し
ている。
２．取組方針・視点
上記の環境の中で、九州が真の経済成長を成し遂げるために、当会は中長期事業計
画（2015～2020 年度）に基づき、次の方針と視点で今年度事業に取り組む。
Ｌｅｔ’ｓ ｍｏｖｅ ＪＡＰＡＮ ｆｏｒｗａｒｄ ｆｒｏｍ

九 州 ！

<視点>
～九州一体～
九州から日本を動かす気概で、
１．民間の事業意欲を喚起
『実績づくり』を使命として、
２．成果重視
３．連携（地域、産学官、企業・産業）
“九州の強みを活かした”地方を創生する
４．グローバル

＜方針＞

３．新規事業と最重点事業
○新規事業
（１）平成 28 年熊本地震からの復旧・復興に九州一体となって取組む
（２）2019 ラグビーワールドカップ及び 2020 東京オリンピック・パラリン
ピック等を契機とした九州エリアの活性化対策を検討・実施する。
（３）「ＩｏＴビジネス研究会（仮称）」を設置し、ＩＣＴやロボット等を
活用した新たなビジネスの可能性を研究する。
（４）「福岡空港等の運営及び地方創生に関する研究会」を設置し、
民間委託や地域活性化方策などについて研究・支援する。
（５）地中熱利用拡大による省エネ対策を推進するため、研究会を立ち上げて
課題や対応策を検討する。
○最重点事業
（１）九州への外国人観光客の数・滞在日数・消費額の拡大及び受入態勢の
整備に向けた対策を検討・実施する。
（２）アジアへの九州の農水産物の輸出拡大を促進する取組みを実施する。
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参考：2016 年度

経済の見通し

○ 世界経済の成長率は 3.4％
ＩＭＦ（国際通貨基金、2016 年 1 月）の見込みでは、今年の世界経済の成長
率は、昨年の 3.1％から 0.3%ポイント上昇する。
先進国・地域では、原油価格の下落や緩和的な金融環境を背景に、緩やかで
ばらついた回復が続く。一方で、新興市場及び途上国・地域は、中国経済の鈍
化とリバランス（再調整）、エネルギーなど一次産品価格の下落、及び一部の
主要新興市場国・地域での緊張が成長見通しの重しになる。

○ 日本経済の実質経済成長率は 1.7％
政府（2016 年 1 月閣議決定）の見込みでは、今年度の日本経済の成長率は昨
年度の 1.2％程度から 0.5%ポイント上昇する。
「緊急対策」などの政策の推進等により、雇用・所得環境が引き続き改善し、
経済の好循環が更に進展するとともに、交易条件が緩やかに改善する中で、堅
調な民需に支えられた景気回復が見込まれる。
物価については、経済の好循環の進展により、需給のバランスが均衡してい
く中で上昇し、デフレ脱却に向け更なる前進が見込まれる。

○ 九州経済の実質経済成長率は 1.8％
九州経済調査協会（2015 年 12 月）の見込みでは、今年度の九州経済の成長率
は昨年度の 1.0％から 0.8%ポイント上昇する。
成長をけん引するのは、実質賃金の上昇に伴って増加が見込まれる民間消費
と、製造業による設備投資である。
また、原子力発電所が再稼働したことによる燃料輸入量の減少や、引き続き
好調が見込まれるインバウンド需要が域外との財・サービスの収支改善要因と
なる。モノの輸出についても、中国経済の減速など懸念材料があるものの、底
堅く推移するため純移輸出も成長率を押し上げることが見込まれる。
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Ⅱ．主要事業（7 つの中長期的課題別）
【全体】
新規 １． 平成 28 年熊本地震からの復旧・復興に九州一体となって取組む
Ｉ．地域産業の振興・育成（重点分野：観光、農林水産業）
【オリパラ】
【新規】２． 2019 ラグビーワールドカップ及び 2020 東京オリンピック・パラリンピック等を契機とした
九州エリアの活性化対策を検討・実施する。
［九経連事務局］
【新たな産業】
【新規】３． 「ＩｏＴビジネス研究会（仮称）」を設置し、ＩＣＴやロボット等を活用した新たなビジネスの可能性を
研究する。
［産業振興委員会、情報通信委員会］
【新規】４． 航空機部品産業の振興を図るため、九州航空宇宙開発推進協議会（九航協）の活動を支援する。
※九航協は九経連の関連団体

［産業振興委員会］

【観光】
【進展】５． 「第二期九州観光戦略～第二次アクションプラン～（2017～19 年度）」を策定する。
［第二期九州観光戦略委員会］

【進展】６． 九州への外国人観光客の数・滞在日数・消費額の拡大及び受入態勢の整備に向けた対策を
検討・実施する。
［観光委員会、情報通信委員会］
【農林水産】
【進展】７． 木材の利活用、森林保全及び移出・輸出の推進に向けた「九州地域の森林・林業木材産業アクション
プラン（2013 年 5 月）」を推進する。
【継続】８． 水産業の国際競争力強化、雇用創出・所得増加及び流通改革に向けた「水産業アクションプラン
（2015 年 3 月）」を推進する。
【継続】９． アジアへの九州の農水産物の輸出拡大を促進する取組みを実施する。
［農林水産委員会］
Ⅱ．社会基盤の整備促進
【新規】10．福岡空港等の運営及び地方創生に関する研究会」を設置し、民間委託や地域活性化方策など
について研究・支援する。
【継続】11． 循環型高速道路網の整備拡充などに向け、国などへの要望活動を行う。
Ⅲ．アジアとの交流及びビジネスの拡大

［交通委員会］

【継続】12． アジア各国・地域と締結したＭＯＵ等を活用し、経済交流を拡大する。
【継続】13． クールジャパン機構との連携による九州における案件組成（海外展開、対日投資誘致等）
の実現に向け、域内での情報収集・ＰＲを行い支援する。
［国際委員会］
Ⅳ．少子高齢化・人口減少社会への対応
【継続】14． 九州一体となった外国人観光客の消費拡大の仕組みづくりやワーク・ライフ・バランスの推進など
（「九州創生アクションプラン（ＪＥＷＥＬＳプラン）」の目標達成）を通じ、雇用拡大や子どもを産み育て
やすい環境の整備を推進する。
［九州地域戦略会議］
【新規】15． 介護人材不足の解決策の一つとして介護現場にて外国人人材を活用しやすくなるよう
推進策を検討する。
［産業振興委員会］
【新規】16． 労働力不足を解決するため、多様な働き方や人材育成等について調査・検討を行い、
報告書を取りまとめる。
［少子高齢化・雇用委員会］
Ⅴ．環境・エネルギー問題への対応 （低炭素・循環型社会の形成）
【進展】17． 「再生可能エネルギーの産業化を目指すアクションプラン（2015 年 6 月）」のフォローを実施する。
【新規】18． 地中熱利用拡大による省エネ対策を推進するため、研究会を立ち上げて課題や対応策を検討する。
［資源エネルギー・環境委員会］

Ⅵ．地方分権の推進及び道州制の導入
【継続】19． 道州制推進基本法案の制定に向けた環境整備について他の経済団体と連携して政府へ提言する。
［行財政委員会］

Ⅶ．人材育成
【新規】20． グローバル研修やインターンシップ等を通じて、九州企業のグローバル人材の育成と活用に
資する事業を行う。
［国際委員会］
【継続】21． 産学連携の先導的ＩＣＴ人材育成事業を実施するとともに、今後の事業のあり方や運営方策など
を検討する。
［情報通信委員会］
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Ⅲ．理事会・総会等の主要スケジュール
2016年
5月

理事会（12 日、福岡市）
九州地域戦略会議（25～26 日、萩市）

6月

定時総会、理事会（6 日、福岡市）

8月

九州地域戦略会議・夏季セミナー（3～4 日、長崎市）

10 月

西日本経済協議会総会（5 日、広島市）
理事会、理事・審議員合同会議、新入会員交流会（6 日、福岡市）
九州地域戦略会議（24～25 日、沖縄県）

11 月

沖縄連携フォーラム（那覇市）

12 月

顧問会（2 日、東京都）

2017年
2月

正副会長会議（福岡市）
諮問委員会（福岡市）

3月

第 69 回九州経済懇談会（2 日、沖縄県）
理事会（27 日、福岡市）
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Ⅳ．具体的取組
１．委員会
（１）資源エネルギー・環境委員会
低炭素社会および循環型社会の実現のため、九州の地域ポテンシャルの高さや環境関
連産業および研究機関が集積している強みを活かし、再生可能エネルギーの産業化や
環境関連産業の振興等に取り組むとともに、エネルギー問題・環境政策等について要
望活動を行う。
【具現化】
①再生可能エネルギーの産業化を目指すアクションプラン（2015 年 6 月）のフォロー
・会員企業間の情報共有を図る。
・「再エネ世界展示会（横浜）」に出展し、九州の魅力をＰＲする。
（九州のポテンシャルや関連企業を紹介するパンフレットを作成する）
②地中熱利用拡大による省エネ対策の推進
・地中熱の利用拡大による省エネ対策の推進を図るため、九州の関係企業等で構成
する研究会を立ち上げ、課題や対応策、九州地域にあった地中熱活用（九州モデ
ル）を検討する。
③産業用・系統用蓄電池電力貯蔵装置の実態把握とビジネスへの活用
・現在、市場で導入されている産業用・系統用蓄電池電力貯蔵装置の情報を整理し、
課題対応策や活用事例集を作成することで九州でのビジネス活用を支援する。
【要望】
①エネルギーの安定供給と経済性及び環境適合性の確保
・安全性確保を前提とした原子力発電所の早期再稼働や安定供給と経済性及び環境
適合性に重点を置いた中長期的なエネルギー・環境政策を国・自治体に要望する。
②再生可能エネルギーの産業拠点化
・「再生可能エネルギーの産業拠点化」に向け、必要となる規制緩和・財政支援策
を国・自治体に要望する。
【講演会等】
①環境関連産業の振興
・「環境ビジネス交流会」や「環境イノベーションフォーラム」を九州地域環境・
リサイクル産業交流プラザ(K-RIP)等と共催する。
・新エネルギーの先進的取り組み事例の見学会等を実施する。
・自治体と連携し「グリーンアジア国際戦略総合特区」に関する講演会を実施する
など情報提供を行い、企業進出等を支援する。
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（２）産業振興委員会
地域産業の振興のため、販路拡大に資するビジネスマッチング、あるいは IoT、航空
機部品、ヘルスケアといった新たな産業の振興・育成を図る。また、労働力不足の解
決策として、介護分野等でのロボット利活用促進、外国人の活用等に取り組む。
【具現化】
①中堅・中小企業の販路拡大
・中堅・中小企業の販路拡大に向けて、外部の支援ネットワークの拡充とともに九
経連会員企業のネットワークの活用を強化する。
②外国人介護人材の活用の推進
・介護人材不足の解決策の一つとして、外国人人材を初めて受け入れる事業所を支
援しながら受入れモデルを構築する。また、言語等の障壁を下げるためにＩＣＴ
の活用を検討する。
③九州への外国人患者の受入れ環境整備
・外国人患者受入れに必要となる様々な支援をワンストップで行う医療渡航支援企
業を九州において育成するとともに、受け皿となる九州の医療機関（歯科を含む）
の情報を取りまとめ、海外へ向けてＰＲを行っていく。
④航空機部品産業の振興
・九州航空宇宙開発推進協議会（事務局：九経連）が設立した九航協エアロスペー
ス・ネットワーク（QAN）の活動を支援し、九州の新たな産業の一つとして航空
機部品産業の振興を図る。
【調査及び提言】
①ICT の利活用による新たなビジネスの創出
・情報通信委員会と共同で「IoT ビジネス研究会（仮称）」を設置し、ICT やロボ
ット等を活用した新たなビジネスの可能性を研究する。
②ロボットの利活用促進
・特区や補助金などの支援施策を活用した、介護や製造業の労働力不足や生産性向
上等に資するロボットの利活用を促進する。
【講演会等】
①異業種連携・ビジネスマッチング
・農業など異業種と連携して新たな事業に取り組む企業や大学への見学会を実施す
るとともに、ビジネスマッチング機会の創出に資する交流会を開催する。
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（３）観光委員会
観光を九州の新たな基幹産業とするため、九州一体となった観光戦略の第二次アクシ
ョンプランを策定するとともに、全国を上回る数の伸びを示すインバウンドに対する
消費拡大策、受入れ環境整備策の検討や実施、MICE 産業の振興に資する取組みや各種
要望活動等を行う。
【具現化】
①「第二期九州観光戦略」の実現
・「第二期九州観光戦略～第二次アクションプラン～」（2017 年度～2019 年度）
を策定する。
②外国人観光客の旅行消費額の拡大と受入態勢の整備
・九州への外国人観光客の数・滞在日数・旅行消費額の拡大に向けた対策を検討・
実施する。
（外国人観光客消費拡大の仕組みづくりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進、旅館への外国人宿泊客誘致
及び旅館業振興など）
・外国人観光客受入態勢の整備に向けた対策を検討・実施する。
（無料 Wi-Ｆi 環境整備促進、飲食施設・商業施設の多言語対応推進、地方空港へ
の国際航空路線の誘致手法の検討など）
③九州への来訪促進戦略の実現
・九州内各都市コンベンション協会と協力し、海外からのインセンティブツアーの
誘致体制構築及び大型コンベンションの誘致を実施するとともに、ＭＩＣＥ※人
材の育成に関して大学との協力体制を構築する。
※ＭＩＣＥ：企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・
団体、学会等が行う国際会議（Convention）、イベント、展示会・見本市（Event/Exhibition）
の頭文字。多くの集客交流が見込まれるビジネスイベント等の総称。

④広域連携事業の実現
・九州ならびに沖縄の観光素材を活かしたクルーズ船周遊ルート実現に向けて、関
係機関と連携しプロモーション活動を実施する。
【調査及び提言】
①ＩＲ誘致実現による来訪者の滞在・消費促進
・ＩＲ※の周知・啓蒙を図るため、ＩＲ推進協議会に参画すると共に、九州へのＩＲ
誘致実現に向けた活動を行う。
※ＩＲ：Integrated Resort、カジノを含む統合型リゾート

【要望】
①観光振興
・観光委員会および企画部会の運輸事業者・宿泊施設運営事業者・旅行事業者等の
来訪客と直接相対している組織の委員を中心に検討を実施し、訪日観光客に対す
るビザ免除・発給要件の緩和、出入国手続体制の充実及び外国人旅行者の受け入
れ環境整備に対する支援などを関係機関に要望する。
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（４）農林水産委員会
九州の農林水産物のアジア等海外への輸出拡大等を図るため、農林水産業生産額が全
国の約 2 割占める九州の高い供給力を活かし、農産物の販路拡大や林業、水産業のア
クションプラン推進等に取り組むとともに、規制緩和等の要望活動を行う。
【具現化】
①木材の利活用、森林保全及び移出・輸出の推進
・「九州地域の森林・林業・木材産業アクションプラン」（２０１３年 5 月）に基
づき、モデル地域における木材利活用・森林保全の推進や海外バイヤー招聘によ
る木材輸出商談会の実施など、スターティングプロジェクトを推進する。
②水産業の国際競争力強化、雇用創出・所得増加及び流通改革
・養殖魚の輸出拡大を主軸としつつ、水産物販売における広域連携構想の検討の他、
産地表示とブランド化事業のあり方や次世代型水産業のプロジェクト創出等、九
州ひいては日本の水産業振興を図る「水産業アクションプラン」（２０１５年３
月）を推進する。
③農産物の輸出拡大の支援を通じ、生産者の所得増加や後継者不足等の課題を解決
・九州農業成長産業化連携協議会と共同で、海外での商談会開催や海外からのバイ
ヤー招聘による農産物の販路拡大を図る。
・香港・シンガポール・台湾等、アジアへの九州の農水産物の輸出拡大を促進する
取組みを実施する。
④農林水産物・食品メーカーの域外における販路開拓支援
・「オール九州食品商談会」を九州域外（国内）で開催し、移出を推進する。
【要望】
①農林水産業の振興
・農地所有の規制緩和、農業生産法人への出資制限の緩和、国産木材の利用推進及
び養殖業等の水産業振興策などを関係機関に要望する。
【講演会等】
①農林水産事業者の経営力等の強化
・農林水産業における先進的な取組事例の視察会や国際競争力強化などに関する講
演会を実施する。

（５）情報通信委員会
ＩＣＴイノベーション九州を実現するため、無料Ｗｉ-Ｆｉサービス等ＩＣＴ基盤の
整備促進、ＩｏＴやビッグデータの利活用によるビジネス創出、先導的ＩＣＴ人材の
育成等に取り組む。
【具現化】
①産業振興に資する人材育成
・産学連携による先導的 ICT 人材育成事業を実施するとともに、今後の事業のあり
方や運営方策等について検討を行う。また、10 周年記念事業の開催時期並びに内
容について検討する。
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②ICT 利活用の推進
・各種情報化推進関連機関と連携し、域内の産業活性化に資する地域情報化支援活
動を実施する。
③観光振興に資する環境整備と活用
・観光委員会と共同で、九州内に利便性の高い（認証一元化）無料 Wi-Fi サービス
「Kyushu_Free_Wi-Fi」の整備促進を図るとともに、ビッグデータ活用に伴うビ
ジネスの可能性を検討する。
④災害時の企業間情報共有サイトの検証
・災害時の情報共有ポータルサイト「かんさい生活情報ネットワーク」九州版のモ
ニター運用結果を踏まえ、実用性について検証する。
【調査及び提言】
①ICT の利活用による新たなビジネスの創出
・産業振興委員会と共同で「IoT ビジネス研究会（仮称）」を設置し、ICT やロボ
ット等を活用した新たなビジネスの可能性を研究する。
②ICT を活用した街なか交通のあり方の提言
・交通委員会と共同で、ICT を活用したタウンモビリティ等、中心市街地における
安全・安心・便利な交通システムを提言する。
【講演会等】
①ICT トレンド、サイバーセキュリティに関する普及啓発
・ICT トレンド、セキュリティ対策等に関するセミナーを開催する。

（６）交通委員会
九州がアジアに近いという強みを活かした産業振興や九州の一体的な発展に資する
社会基盤を整備するため、アジアのゲートウェイとしての機能向上や循環型高速交通
網の整備促進等を推進する。
【調査及び提言】
①ICT を活用した街なか交通のあり方の提言
・情報通信委員会と共同で、ICT を活用したタウンモビリティ等、中心市街地にお
ける安全・安心・便利な交通システムを提言する。
②福岡空港のスムーズな民間委託と地域活性化
・「福岡空港等の運営及び地方創生に関する研究会」を設置し、民間委託や地域活
性化方策などについて研究・支援する。
【要望】
①アジア向け拠点港湾としての機能向上
・アジア向け拠点港湾としての機能向上に向けて、以下の事項を関係機関に要望す
る。
о北部九州港湾（博多港・北九州港・下関港）の大水深岸壁の整備
о細島港、志布志湾など域内重要港湾の整備
о日中韓のシャーシ（車台）相互乗り入れなどに関する規制緩和等
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②東九州自動車道の早期完成
・循環型高速道路網の整備拡充に向けて、以下の事項を関係機関に要望する。
о北郷～日南間の 2017 年度内の確実な供用開始
о清武南～北郷間並びに志布志～鹿屋串良間の供用予定年次の明示
о日南～志布志間の早期事業化
③九州中央自動車道（九州横断自動車道延岡線）の早期完成
・循環型高速道路網の整備拡充に向けて、以下の事項を関係機関に要望する。
о小池高山～北中島間の 2018 年度までの確実な供用開始
о北中島～矢部間、高千穂～日之影間の供用予定年次の明示
о矢部～高千穂間、日之影～蔵田間の早期事業化
④高規格幹線道路の早期完成
・循環型高速道路網の整備拡充に向けて、一般国道の自動車専用道路（西九州自動
車道及び南九州西回り自動車道）の早期整備を関係機関に要望する。
⑤地域高規格道路の早期完成
・循環型高速道路網の整備拡充に向けて、有明海沿岸道路（Ⅱ期含む）、中津日田
道路、中九州横断道路及び都城志布志道路など地域高規格道路の整備促進を関係
機関に要望する。
⑥地域間格差の是正
・人流の活性化を図り、九州経済の一体的発展をめざし、以下の事項を関係機関に
要望する。
о九州新幹線西九州ルートの 2022 年度の確実な供用開始
о日豊本線高速化のための複線化及び東九州新幹線の整備計画格上げ
⑦地域拠点空港としての確実な整備
・アジアのゲートウェイとしての役割を果たすため、以下の事項を関係機関に要望
する。
о福岡空港の空港容量の拡大（滑走路増設と誘導路二重化）と国際線へのアク
セス利便性向上
о那覇空港滑走路増設事業の 2019 年度供用に向けた確実な遂行
о那覇空港自動車道の豊見城・名嘉地～那覇空港間の供用予定年次の明示
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（７）国際委員会
九州がアジア等海外諸国の成長とともに発展するため、海外政府機関・海外経済団体
との MOU（１０ヵ国・地域）等を活用し、九州企業の海外ビジネス展開や対日投資の
誘致、諸外国とのネットワーク強化を図るとともに、グローバル人材の育成・活用を
推進する。
【具現化】
①九州企業の海外ビジネス展開の支援
・会員企業等の海外ビジネス展開や対日投資誘致等に資する情報提供、交流事業等
を実施する。
②アジア各国・地域と締結したＭＯＵ等を活用した経済交流の拡大
・上海新滬商連合会とのＭＯＵを活用し、観光、食品、環境分野等での貿易・投資
拡大に向けたビジネス交流を行う。
・マレーシア投資開発庁とのＭＯＵを活用し、マレーシアの最新の経済・産業情報
(IT、ハラル食品、医療・教育等サービス産業など)に関するセミナーを開催する
とともに調査団等の派遣、企業交流事業を実施する。
・ミャンマー商工会議所連盟とのＭＯＵを活用し、ミャンマーへの進出関連情報を
現地視察にて収集の上、会員等への進出に関する情報提供、現地ネットワーク作
りに資するセミナー等を開催する。
③グローバル人材の育成と活用
・グローバル研修やインターンシップ等を通じて、九州企業のグローバル人材の育
成と活用に資する事業を行う。
【調査及び提言】
①九州企業の海外ビジネスと対日投資誘致の促進
・クールジャパン機構との連携による九州における案件組成（海外展開、対日投資
誘致など）の実現に向け、域内での情報収集・PR を行い支援する。
【講演会等】
①九州企業の海外ビジネス展開の支援および諸外国とのネットワーク強化
・時宜を捉えた関心の高いテーマを都度取り上げ、会員企業の海外ビジネスに役立
つセミナー等を開催する。
・九州領事会の開催等諸外国とのネットワーク強化に資する会議、セミナー等を開
催する。
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（８）行財政委員会
域内企業の競争力強化と地域経済活性化を図るため、道州制の実現に向けた要望活動
を実施するとともに、法人税改革、財政健全化、社会保障・税一体改革など行財政に
関わる諸課題に取り組む。
【調査及び提言】
①企業の競争力強化と九州の地域活性化に繋がる行財政の基盤づくりの推進
・道州制の実現、法人税改革、財政健全化、社会保障・税一体改革など、行財政に
関わる諸課題への対応策などについて調査・検討する。
②地方分権の推進及び道州制の導入に向けた環境整備の推進
・道州制推進基本法案の制定に向けた環境整備について、他の経済団体と連携して
政府への提言を実施する。

（９）少子高齢化・雇用委員会
人口減少・少子高齢化社会における労働力不足を解決するため、外国人や高齢者の活
躍推進、若年者の雇用の充実、多様な働き方の推進と人材育成・教育等について対策
を取りまとめ、企業対応を促進する。
【調査及び提言】
①多様な働き方の推進と人材育成・教育
・これまで外国人、高齢者、若年者の各テーマを検討する過程で浮かび上がった多
様な働き方の推進に関する課題や人材育成・教育等について調査・検討する。
・外国人や高齢者の活躍推進、若年者の雇用の充実などこれまでに検討した各テー
マを包含した最終とりまとめを行い、報告会を開催し労働力不足への企業対応を
促進する。

（１０）関門連携委員会
九州と山口の連携を強化し、両地域の一体的発展を図るため、下関北九州道路の早期
事業化に向けた要望活動や整備促進大会を実施する。(中国経済連合会との合同委員会)
【要望】
①下関北九州道路の早期事業化
・「下関北九州道路建設促進協議会（事務局：九経連）」及び「下関北九州道路整
備促進期成同盟会」と連携し、下関北九州道路の早期事業化に向けた要望活動を
実施する。
【講演会等】
①下関北九州道路の早期事業化に向けた地元コンセンサスの形成と機運の醸成
・地元経済界、自治体、地域住民を含めた幅広いコンセンサスの形成と機運の醸成
を図るため、下関北九州道路建設促進協議会及び下関北九州道路整備促進期成同
盟会と連携して、整備促進大会を実施する。
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（１１）各地域委員会
○ 各地域の課題について研究、意見交換し、委員会活動へ反映させる。
①課題に関する講演会、視察会を実施する。
②九経連本部委員会の活動状況の報告、各地域の課題についての意見交換を行い、
本部委員会活動への反映を図る。
③会員相互の交流・連携の促進を図る。
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２．九州地域戦略会議
（１）九州地域戦略会議

第 29 回：2016 年 5 月 25～26 日（山口県）
第 30 回：2016 年 10 月 24～25 日（沖縄県）

○ 官民一体となった九州独自の発展戦略の研究や具体的施策を推進する。
・メンバー：九州地方知事会（各県知事）、九経連会長及び会長が指名する者、九
州商工会議所連合会会長及び会長の指名する副会長、九州経済同友会
代表委員、九州経営者協会会長
・テ ー マ：「九州創生アクションプラン（ＪＥＷＥＬＳプラン）」（しごとの場
づくり、出産等の希望が叶う社会づくり、他）のフォローアップ 等
（２）第 13 回夏季セミナー

〔2016 年 8 月 3～4 日（長崎県）〕

○ 産官学のトップリーダーが一同に会し、九州の発展に向けた共同体意識を醸成し、
様々な課題について討議・提言を行う。
・メンバー：九州地方知事会（各県知事以下三役等）、域内大学学長、各県議会議
長、経済４団体の会員企業など

３．懇談会等
（１）沖縄連携フォーラム（2016 年 11 月・沖縄県）
○ 沖縄県経済団体会議との共催により、九州・沖縄の連携と両地域の相互理解、共通
課題について意見交換、検討を行うとともに、交流を図る。
（２）経団連との懇談会（2017 年 3 月 2 日・沖縄県）
○ わが国並びに九州地域が当面する課題について意見交換する。
（３）産学連携懇談会
○ 九州の発展戦略や産学連携に関する課題について意見交換を行い、対応すべき課題
を明らかにする。また、産学官が取り組むべき施策の具体化推進を図る。
①九州地域に求められる人材の育成について取り組むべき施策をとりまとめて、具
体化を推進する。
②大学の「プロジェクト設計 WG」による共同研究体制構築を支援する。
（４）九州経済を考える懇談会
○ 九州の経済団体※の長が、九州経済の現状と重要課題について共有するとともに、課
題の解決に向けた具現化策の妥当性について、年４回程度議論する。
※九州の経済団体：九州経済連合会、九州地域産業活性化センター、九州商工会議所連合会、九州経済
同友会、九州経営者協会、九州経済調査協会

15

４．事務局
（１）新たな取組
①平成 28 年熊本地震からの復旧・復興に九州一体となって取組む。
②2019 ラグビーワールドカップ及び 2020 東京オリンピック・パラリンピック等を
契機とした九州エリアの活性化対策を検討・実施する。
（２）会員サービス
①国の政策や九経連の取組などを特集し、タイムリーに情報提供することを検討、
実施する。
②新入会員交流会を開催する。
③総務担当の管理職を対象に総務部長セミナーを開催する。
④九経連「九州女性の会」（会員企業の女性経営者が参加）の活動を支援する。
⑤九経連全体の取組みに関して会員へのアンケートやヒアリング等を行い、事業計画
（中長期、単年度）などに反映する。
（３）広報
①活動スケジュール、主要な取組み等をタイムリー、かつ効果的に報道機関に提供
する。
②月報「あすの九州・山口」を活動報告だけでなく、寄稿なども加え、内容や構成を
再考し、充実を図る。
③ホームページでの活動実績、予告の提供を充実させ情報提供を強化するとともに、
Webbook（HP 上に掲載の月報「あすの九州・山口」)の改善など月報との連携を
図る。
（４）調査・研究等
①域内各県等の国土強靭化地域計画の策定状況を注視し、県域を越えた連携や官民連
携などの可能性を探る。
②国家戦略特区に指定された福岡市及び北九州市（2015 年 12 月に追加指定）の「グ
ローバル創業・雇用創出特区」、沖縄県の「国際観光イノベーション特区」の事業
等を支援する。
③地域委員会などの機会を活用し、経済産業省による企業実証特例制度及びグレーゾ
ーン解消制度の説明会の開催や申請の支援を行う。
（５）その他
①地域の課題解決に貢献できる高い政策立案能力を持った人材育成に関する九州大
学の取組に協力する。（地域政策デザイナー養成講座実行委員会）
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（付１）海外調査団・経済交流訪問団派遣等
（１）九州・台湾経済交流ミッション 2016
・趣

旨： 中華民国工商協進会との MOU を活用し九州経済連合会と九州経済国
際化推進機構が協力して九州訪問団を派遣。同時に「FOOD TAIPEI
2016」にオール九州で出品。
・時
期： ２０１６年６月
・派 遣 先： 台湾（台北市）
・団
員： 会員企業を中心に 20 名程度
・主
催： 国際委員会、九州経済国際化推進機構

（２）九州・マレーシア経済交流ミッション
・趣

旨： マレーシア投資開発庁との MOU を活用し九州経済連合会と九州経済
国際化推進機構が協力してマレーシアでのビジネスを志向する企業
を募り市場調査や現地パートナーとのネットワーク作りを行う。
・時
期： ２０１６年下期
・派 遣 先： マレーシア（地域は未定）
・団
員： 会員企業を中心に 20 名程度
・主
催： 国際委員会、九州経済国際化推進機構

（３）欧州再生可能エネルギーミッション
・趣

旨： 本年 5 月に就航する福岡―ヘルシンキ直行便を利用し、再生可能エネ
ルギー先進地である欧州において、現在検討中の再生可能エネルギー
産業化に資する調査を行う。
・時
期： ２０１６年 9～10 月（フィンランド航空就航期間内）
・派 遣 先： フィンランド、北欧（地域は未定）
・団
員： 会員企業を中心に 20 名程度
・主
催： 資源・エネルギー環境委員会
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（付２）関連団体の活動
１．西日本経済協議会
（総会：2016年10月5日・広島市、要望活動：2016年10月19日・東京）
○ 北陸、中部以西の６つの経済連合会※により、西日本地域の直面する課題を取りまと
め、国等に要望する。
※6つの経済連合会：北陸経済連合会、 (一社)中部経済連合会、(公社)関西経済連合会、中国経済連合会、
四国経済連合会、(一社)九州経済連合会

２. ILC アジア－九州推進会議 （事務局：九経連）
○ 九州での国際リニアコライダー（ILC）※計画の実現を目指し、行政・大学等との連
携を図る。
※ 国際リニアコライダー(International Linear Collider):
全長約30～50㎞の地下トンネルに直線加速器を設置し、電子と陽電子をほぼ光速度まで加速して衝突させる
ことでビックバン(宇宙のはじまり)直後の状態を再現する大規模研究施設。ヒッグス粒子の性質解明や未知の粒
子の発見や宇宙誕生の謎の解明につながると期待される。アジア、北米、欧州が協力し、世界に一か所建設を目
指す国際プロジェクト。

３.九州・沖縄地方産業競争力協議会 （事務局：九州地方知事会、九州経済産業局、九経連）
○ 日本再興戦略の趣旨のもと、2014 年 3 月の協議会において九州地方知事会と九州
経済界、国の出先機関の３者が議論し取りまとめた「九州・沖縄地方成長産業戦略
～九州・沖縄 Earth 戦略～」について、具体的プロジェクトの推進と、目標年度で
ある 2020 年度までフォローを行う。また、国に対し戦略推進のための規制緩和な
どの要望活動を行う。
＜地域の産業戦略４分野と横断的取組（産業人材、創業等）の目標値＞
①クリーン（エネルギー・次世代自動車・環境）分野
・九州におけるエネルギー市場規模を2020年までに3.0兆円に拡大すること。
②医療・ヘルスケア・コスメティック分野
・九州における市場規模を2020年までに2.6兆円に拡大すること。
③農林水産業・食品分野
・九州における農林水産物・食品の輸出額を2020年までに倍増すること。
④観光分野
・九州を訪れる外国人旅行者数を2023年までに440万人にすること。
⑤横断的取組
[産業人材戦略]
・2020年に女性の就業率（25～44歳）を73％にし、管理的職業従事率の上昇
を図ること。
[創業]
・九州における開業率を、2023年度までに11％にすることを目指す。
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４．福岡地域戦略推進協議会
○ 福岡地域戦略推進協議会（Fukuoka D.C.）の活動※に対し、経済界として参画し、
意見出しや支援を行う。
※福岡の地域経済をグローバル化し、活力を維持強化していくため、福岡都市圏を中心とした産学官民が一体
となった公共的な場（プラットフォーム）において、地域の成長戦略の策定から実施までを一貫して行う。

５. 下関北九州道路建設促進協議会 （事務局：九経連）
○ 関門地域の一体化と交流拡大、地域経済の活性化に寄与するため、下関北九州道路
の早期事業化を目指し、以下の活動を実施する。
①地元経済界、自治体、地域住民を含めた幅広いコンセンサスの形成と機運の醸成を
図るため、関門連携委員会（九経連、中国経連）及び下関北九州道路整備促進期成
同盟会と連携して、整備促進大会を実施する。
②関門連携委員会及び下関北九州道路整備促進期成同盟会と連携して、要望活動を実
施する。
③早期事業化に向けた課題と対応策について、下関北九州道路整備促進期成同盟会な
どの関係機関と意見交換会を開催する。

６. 女性の大活躍推進福岡県会議 （事務局：九州地域産業活性化センター、九経連）
○ 企業の発展及び地域経済の活性化のため、産学官民が連携し、女性の社会進出を促
進し、女性が大活躍する社会づくりの運動を推進する。
・会

員：福岡県内の企業、団体、大学、地方自治体、女性支援機関及び女性活
動グループなど

①各界における女性管理職比率の目標を設定し実現する活動
②女性の能力・意欲・意思を高める活動
③女性が活動しやすい育児支援など社会的環境を整備する活動

７. 東九州軸推進機構 （事務局：九経連）
○ 東九州地域の発展を図るため、沿線自治体、経済団体及び企業などと連携し、以下
の活動などを実施する。
①東九州自動車道建設促進大会及び提言活動を実施する。
②東九州自動車道（清武南～日南間及び志布志～鹿屋串良間）の早期完成、並びに（日
南～志布志間）の早期事業化を要望する。また、暫定二車線区間の四車線化を要望
する。
③東九州自動車道の早期完成またはストック効果の発現に資する事業、もしくは東九
州地域内活性化に資する事業に対する支援・協力を行う。
④東九州自動車道をはじめ、東九州地域の産業活性化に資する社会資本整備の促進に
関する要望を行う。
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８. 九州航空宇宙開発推進協議会 （事務局：九経連）
○ 産学官連携により、小型衛星を中心とした宇宙利用ビジネスの創出及び航空機産業
の育成に資する事業を実施する。
<航空機技術研究会>
①九航協エアロスペース・ネットワーク（ＱＡＮ）の陣容を増強し、業界に認められ
るクラスタ―を形成する。
②ビジネスマッチングの機会を増やし、会員企業の本格的参入を開始する。
<小型電動航空機検討会>
①九州での小型電動航空機の製造への実現に向け実践的な組織体を形成し、概要設計
やマーケティング調査などを行う。
<宇宙利用創出研究会>
①衛星情報を防災や産業振興に導入する仕組みを構築し、各自治体が実際に活用でき
るようにする。

９．九州農業成長産業化連携協議会
（事務局：九州経済産業局、九州農政局、九州地域産業活性化センター、九経連）
○ 九州の農水産業の成長産業化に向け、農水産物の販売・加工・輸出等を促進する事
業を推進する。
<輸出部会>
①海外での商談会開催や海外・国内からのバイヤー招聘による販路拡大を図る。
②輸出貿易実務、国際認証に関するセミナー及び成功事例・先進事例に学ぶセミナー
などを開催し、九州の関係業界全体の輸出のスキルアップを図る。
③農水産物輸出の取組み実績を検証し、輸送効率化のノウハウを構築する。
<企画部会>
①６次産業化・農商工連携ビジネスマッチング交流会を開催する。
②国内市場における流通・販路の拡大を図るため、広域ビジネスマッチング交流会（個
別商談会）を開催する。
<外食部会>
①生産者側と外食事業者側のビジネスマッチング推進策の一層の強化を提案する。
<流通部会>
①物流コストの低減に向けて、鮮度保持技術の向上や大量・混載輸送など、輸出部会
との連携を強化し、課題解決の促進を図る。
②生産から流通・消費に至るまでの過程において、農業のバリューチェーン構築に必
要な人材像（スキル）や人材育成事業等について意見・提案する。
< IT部会>
①生産者の様々なニーズ把握と IT 事業者による IT ツール提案によるマッチングの促
進を提案する。
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10．九州グローバル産業人材協議会

（事務局：麻生塾、九経連）

○ 企業向けグローバル産業人材※活用セミナーの実施など九州圏内の産学官と連携し
て、グローバル人材の九州企業への就職を支援する。
※グローバル産業人材：日本語に堪能な外国人留学生、及び外国語に堪能で外国事情に詳しい日本人学生
など、企業が海外ビジネスを展開する際に活躍できる人材。

11. 九州経済国際化推進機構 （事務局：九州経済産業局、九経連）
○ 九州の国際化・グローバル化に向け、九州経済産業局、九州各県、企業などとの連
携を図り、国際会議やアジアとの交流事業を実施する。
①環黄海経済・技術交流会議の開催などアジア各国・地域との交流事業を実施する。
②台湾、マレーシア、ミャンマーなどアジア各国・地域との MOU に基づく交流事業
を実施する。
③中国・上海との貿易・投資促進に資するインダストリアルツアー等の事業を実施す
る。
④JICA や JETRO など支援機関と連携した海外ビジネス情報に関するセミナー開催や
海外研修員の受入支援などを実施する。
⑤ホームページやパンフレットなどで、九州の投資・ビジネス環境情報を発信する。
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2016年度事業計画【主要事業】について

参考

≪ 環境条件（2015～2016） ≫
【世界】
（1） アジアの著しい経済成長
①東南アジア：ASEAN経済共同体（AEC)発足
②中国：経済成長の減速
（実質経済成長率 2014年：7.3% 2015年：6.9% 2016年：6.3%（見込み））

【日本】
（4） アベノミクス 『新 三本の矢』の表明
①強い経済：ＧＤＰ600兆円(2020年)※
②子育て支援：出生率1.8(2020年代半ば)
③社会保障：介護離職ゼロ(2020年代初)

（5） 地方創生の取組みが2016年度から本格化、
地方自治体への国の支援が拡充される方向

（7） 少子高齢化・人口減少社会の下での
人口流出、労働力不足の進行

（6） エネルギー・環境イノベーション戦略※の策定、
原発再稼働への動き

（8） 2019ラグビーワールドカップ及び
2020東京オリンピック・パラリンピックの開催

※『未来投資による生産性革命の実現』を掲げる
日本再興戦略（改訂版）が閣議決定された

（2） 訪日外国人数の増加 ※以下、ｸﾙｰｽﾞ船一時上陸者を含む
（九州7県では 2014年 168万人 2015年 283万人）

※電力ｼｽﾃﾑ改革、ｴﾈﾙｷﾞｰﾐｯｸｽ策定を受け、GDP600兆円の
実現に向けたｴﾈﾙｷﾞｰ・環境分野への投資拡大を図るため、
有望分野の特定や研究開発の強化を進める国の戦略

（3） ＴＰＰ交渉大筋合意によるグローバル化の更なる進展

≪ 九州経済連合会の事業 ≫
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取組方針：

九州から日本を動かす気概で、『実績づくり』を使命として、“九州の強みを活かした”地方を創生する

視

～九州一体～

点 ：

１．民間の事業意欲を喚起

2016年度 事業計画

全体

地
域
産
業
の
振
興
・
育
成

Ｌｅｔ’ｓ ｍｏｖｅ ＪＡＰＡＮ ｆｏｒｗａｒｄ ｆｒｏｍ 九 州 ！

１．平成28年熊本地震からの復旧・復興に九州一体となって取組む
２．2019ラグビーワールドカップ及び2020東京オリンピック・パラリンピック等を契機とした九州エリアの
活性化対策を検討・実施する。
【目標】 九州経済界としての東京五輪等への対応計画の策定（10月目途）
［九経連事務局］
３．「ＩｏＴビジネス研究会（仮称）」を設置(上期)し、ＩＣＴやロボット等を活用した新たなビジネスの可能性を
研究する。
［産業振興委員会、情報通信委員会］
４．航空機部品産業の振興を図るため、九州航空宇宙開発推進協議会（九航協）の活動を支援する。
①QAN（九航協 ｴｱﾛｽﾍﾟｰｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ）の強化の支援 【目標】 QAN参加企業15社への増加など
②QANにおけるビジネスマッチングの機会創出の支援
【目標】 新規・拡大取引件数 20件(商談中含む）
⇒中長期目標）九州内航空機部品生産総額 15年 40億円[推定] →20年 50億円 →25年 100億円
※九航協は九経連の関連団体であり、QANは九航協内の組織［産業振興委員会］
５．「第二期九州観光戦略～第二次アクションプラン～（2017～19年度）」を策定する。
⇒中長期目標） 観光消費額 14年 2.2兆円 →16年 2.7兆円 →23年 3.5兆円
［第二期九州観光戦略委員会］
６．九州への外国人観光客の数・滞在日数・消費額の拡大、受入態勢整備に向けた対策を検討・実施する。
①広域観光周遊ルート形成事業の支援
②アプリによる認証一元接続が可能な無料Wi-Fiスポット数の拡大や観光アプリダウンロード促進等による
利便性向上への取組み、およびビックデータ活用を検討するワーキンググループの開催
【目標】 ・スポット：1.2万ヵ所 ・観光アプリ ダウンロード数：19万
③ぐるなび、JSTOと連携した飲食施設・物販施設へのセミナー開催等による多言語対応の促進
④旅館へのｲﾝﾊﾞｳﾝド拡大の対策を検討し、ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝや受入態勢整備を推進（課題ﾋｱﾘﾝｸﾞ・ｾﾐﾅｰ開催等）
⇒中長期目標） 第二期九州観光戦略 インバウンド目標数値 23年 440万人
［観光委員会、情報通信委員会］
７．木材の利活用、森林保全及び移出・輸出の推進に向けた「九州地域の森林・林業・木材産業アクション
プラン（2013年5月）」を推進する。
［農林水産委員会］
【目標】 木材輸出商談会 成約 300百万円、新たに中国での視察会・個別商談を実施
⇒中長期目標） 林産物輸出額 12年 21億円 →15年 83億円 →20年 100億円
８．水産業の国際競争力強化、雇用創出・所得増加及び流通改革に向けた「水産業アクションプラン
（2015年3月）」を推進する。
［農林水産委員会］
【目標】 水産物輸出額450億円、オール九州の包括的養殖魚販売戦略構築、水産物販売広域連携構想策定
⇒中長期目標） 水産物輸出額 12年 235億円 →15年 387億円 →20年 700億円
９．アジアへの九州の農水産物の輸出拡大を促進する取組みを実施する。
[農林水産委員会］
【目標】 シンガポール、台湾等への輸出拡大
⇒中長期目標）農産物輸出額 12年 113億円 →15年 211億円 →20年 330億円

【
新 １０． 「福岡空港等の運営及び地方創生に関する研究会」を設置(4月)し、民間委託や地域活性化方策
などについて研究・支援する。
［交通委員会］
規
【目標】
九州全体からみた福岡空港に求められる基礎的条件等について関係者の共通認識を作る
】
１１．循環型高速道路網の整備拡充などに向け、国などへの要望活動を行う。
［交通委員会］
①アジア向け拠点港湾としての機能向上(北部九州港湾の大水深岸壁の整備など）
②東九州自動車道 ③九州中央自動車道 ④高規格幹線道路 ⑤地域高規格道路 の早期完成
⑥地域間格差の是正（九州新幹線西九州ルートの整備、日豊本線の高速化など）
⑦地域拠点空港として確実な整備（福岡空港・那覇空港）
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３．連携（地域、産学官、企業・産業）
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１２．アジア各国・地域と締結したＭＯＵ等を活用し、経済交流を拡大する。
［国際委員会］
①上海新滬商連合会とのMOUを活用した観光、食品、環境分野等での貿易・投資拡大に向けた ビジネス交流
②マレーシア投資開発庁とのMOUを活用し、マレーシアの最新の経済・産業情報(IT、ハラル食品、医療・
教育等サービス産業など)に関するセミナーの開催および調査団等の派遣、企業交流事業の実施
③ミャンマー商工会議所連盟とのMOUを活用し、ミャンマーの進出関連情報を現地収集し、セミナー等を開催
【目標】 ＭＯＵ締結先、協議体等を活用した対応 75件 ⇒中長期目標） 〃対応 2020年度 100件
１３．クールジャパン機構との連携による九州における案件組成（海外展開、対日投資誘致など）の実現に向け、
域内での情報収集・PRを行い支援する。
[国際委員会］
【目標】 クールジャパン機構との案件協議 6件
⇒中長期目標） 九州出資［累計］ 15年 9.6億円 →20年 150億円
１４．九州一体となった外国人観光客の消費拡大の仕組みづくりやワーク・ライフ・バランスの推進など（「九州創生
アクションプラン（ＪＥＷＥＬＳプラン）」の目標達成）を通じ、雇用拡大や子どもを産み育てやすい環境の整備を
推進する。
［九州地域戦略会議］
⇒中長期目標） 雇用者創出数[累計] 2020年 2.5万人
１５．介護人材不足の解決策の一つとして介護現場にて外国人人材を活用しやすくなるよう推進策を検討する。
［産業振興委員会］
①九州内介護事業所の受入れモデル構築20
【目標】 外国人介護人材と受入れ事業者のマッチング
②外国人介護人材を想定したＩＣＴ活用の検討20【目標】 ワーキンググループによるシステムの協同開発
１６．労働力不足を解決するため、多様な働き方や人材育成等について調査・検討を行い、報告書を取りまとめる。
［少子高齢化・雇用委員会］
１７．「再生可能エネルギーの産業化を目指すアクションプラン（2015年6月）」のフォローを実施する。
①会員企業間の情報共有を図る
［資源エネルギー・環境委員会］
②再ｴﾈ世界展示会（横浜）に出展し、九州の魅力をPRする（九州のﾎﾟﾃﾝｼｬﾙや関連企業を紹介するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを作成）
【目標】 企業誘致並びに実証フィールド利用企業の確保
⇒中長期目標） 2020年 地熱・温泉熱 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ組成 200件
⇒中長期目標） 20〃20 海洋 実証ﾌｨｰﾙﾄﾞ利用者数 潮流 8 浮体式洋上風力 4 海流 2
⇒中長期目標） 20〃20 水素 水素ｴﾈﾙｷﾞｰの地産地消利活用ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 20件
商用水素ｽﾃｰｼｮﾝ整備数 20ヵ所
【
新 １８．地中熱の利用拡大による省エネ対策の推進を図るため、九州の関係企業等で構成する研究会を
立ち上げ(上期)、課題や対応策、九州地域にあった地中熱活用（九州モデル）を検討する。
規
［資源エネルギー・環境委員会］
】
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１９．道州制推進基本法案の制定に向けた環境整備について、他の経済団体と連携して政府へ提言(10月)する。
［行財政委員会］

２０．ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ研修やｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ等を通じて、九州企業のグローバル人材の育成と活用に資する事業を行う。
【目標】 企業や学生のニーズを的確に把握しながら実施内容を充実させていくこと
［国際委員会］
２１．産学連携の先導的ＩＣＴ人材育成事業を実施するとともに、今後の事業のあり方や運営方策などを検討する。
【目標】 実践インターンシップ修了者 20名以上
［情報通信委員会］

