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～働き方改革で、
「最高の品質で社会に貢献」～

業による業務分担および自社の強みへの注力
化、
「技術」ではIoTを活用したデータの収集、
分析、活用、
「意識」では小集団活動推進によ
る改善マインドの醸成などが挙げられます。
（一社）九州経済連合会

理事

岩嵜 義和
〔㈱ブリヂストン 九州生産本部長 兼 久留米工場長〕

１月30日、総務省統計局による2017年12月

このような活動を定着させ、次世代にわたり
仕事の質向上を行う事が日本の働き方改革に
寄与していくのではないでしょうか。
一方で、最近では組織に属さずに仕事をさ
れる方も増えております。また副業に関する

の労働力調査が発表されました。全国の完全

議論も為されております。こうした働き方も、

失業率は2.8％、九州地域の完全失業率は2.9％

視野の拡充/自社の常識からの逸脱等の観点か

と、人手不足の状態にあります。また、日本

ら、仕事の質の向上に寄与していくと考えて

の人口推計は総人口、生産年齢（15～64歳）人

おります。

口ともに減少と推計されております。

さて、この原稿を書いているなか、テレビ

この構造的な問題である少子高齢化に真正

に目を移しますと平昌オリンピックが開催さ

面から挑むため、政府はみんなが活躍できる

れております。オリンピアン、パラリンピア

一億総活躍社会の実現に向け、働き方改革等

ンの方々は競技という世界で、質の向上を極

の取り組みを進めております。当社において

めている方々で、その業を拝見しインタビュー

も、多様な人材が「自信と誇り」をもって活

を聞き、あらためて「仕組み」「技術」「意識」

躍すべく、働き方改革を推進中です。

に思いをはせ、トップアスリートとしての

働き方改革において「自信と誇り」と書か

「自信と誇り」を感じさせていただきました。

せていただきましたのは、単に業務時間の削

当社は社是として「最高の品質で社会に貢

減を行うのではなく、一人ひとりの仕事の質

献」を掲げております。最高とは、ゴールに

の向上を目指すためです。仕事の質の向上が、

たどり着くことのない、永続した変革、向上

自信と誇りを生み出し、お客様への価値を生

が求められます。この最高の品質を維持提供

み出し、働く事の意義を内省し、働き方への

するための「仕組み」「技術」「意識」が常に

本質的な変革を促すと考えております。

三拍子揃っているか？従業員一人ひとりが、

この仕事の質の向上を達成するには、組織

そして私自身が「自信と誇り」を胸に仕事の

としての「仕組み」、効率化のための「技術」、

質向上に邁進出来ているか？日々、自問自答

そして個々人の「意識」の３つが揃う必要が

しながら、これからも九州・山口地域の経済

あります。例えば、
「仕組み」では他社との協

および世界中のお客様に貢献してまいります。
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米国に投資するなら今
在日米国大使館

ジョセフ・Ｍ・ヤング首席公使に聞く

我が国、そして九州地域の経済成長を実現していくには、海外への輸出拡大、海外市場の取
り込みが必須である。今回、アメリカ市場への投資に対する日本企業の優位性・地方企業への
チャンス、アメリカからの訪日（九州）観光の促進、アメリカにおける日本産農林水産品の評
判やアメリカへの輸出について、また、アメリカから見た日本の労働生産性の向上や高齢化社
会への対応、日本が世界経済に果たす役割、今後の日本の経済成長について、在日米国大使館
のジョセフ・Ｍ・ヤング首席公使に聞いた。
―九 州に対して、どのようなイメージをお持

製品の製造における九州の先端企業です。安

ちですか？また、アメリカ国内での九州の

川電機の視察では、同社が製作したロボット

知名度はいかがなものでしょうか？

とゲームでスピード対決しましたが、完敗しま

九州は何度も訪れたことがありますが、そ

した！

これらの企業は米国への長期投資が

の度に人の温かさ、活気あふれる町並み、雄

利益をもたらしており、今後予想される堅調

大な自然に感動します。この２月の訪問では、

な景気拡大を享受することができるでしょう。

折しも予期せぬ大雪に見舞われた日の夜に到

米国民は、九州、そして日本との間に非常

着しました。滞在した長崎県針尾のホテルか

に建設的な関係を築いています。ビジネス関

ら見る景色は、降り積もる雪と相まってさら

係だけでなく、自治体間で結んでいる姉妹提

に美しく、また翌日車で移動しながら見た自

携も、人と人とのつながりや経済関係の拡大

然美も雪による趣が加わっていました。

に寄与しています。例えば、ハワイ州と姉妹

九州は世界屈指のラーメン大国です。私は

提携を結んでいる福岡県は、このつながりを

大のラーメン好きで、２月の九州訪問では一

通じて温州みかんを初めて輸出し、その後カ

蘭本社総本店を視察し、ラーメンの試食や対

リフォルニア州への輸出につなげました。九

米投資について意見交換しました。米国では

州の焼酎や酒造メーカーも対米輸出を拡大し

ラーメン人気が高まっており、消費者は質の

ています。

高いとんこつラーメンを求めています。九州
は、日本有数の食の宝庫であり、有名な飲食

―ア メリカ市場への投資に対して、日本企業

チェーン店が米国市場に進出し、成功を収め

の優位性、地方企業へのチャンスについて

ています。しかし、米国には、まだラーメン

お聞かせください。

店がない都市もあります。成長の余地はまだ

米国ほどオープンで、規模の大きい市場は

まだあります。

２

ありません。また、安定した、予測可能な市

九州の企業で米国市場で成長しているのは、

場の基礎となる法の支配をしっかりと順守し

食品会社だけではありません。北九州市では、

ています。さらに、米国に投資するなら今で

米国に投資するTOTOと安川電機を視察しま

す。九州の皆さんには米国を訪れ、多くのビ

した。この２社は、技術開発およびハイテク

ジネスチャンスがあることを、ご自分の目で
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確かめていただきたいと思います。
先ごろ成立した税制改革法により、米国の
法人税率は35％から21％へと大幅に引き下げ
られました。その効果は、企業の資本利益率
の改善だけではありません。税構造が簡素化
されたことにより、税法を順守する米国企業
のコストが削減され、日本企業の現地法人が
税戦略を練り直す機会が生まれます。
日本企業の対米投資額は4,000億ドルを超
え、過去５年間は、年率９％で拡大してきま
した。日本企業が雇用する米国人従業員数は、
大企業から中小企業まで含めておよそ85万人
です。日本企業は米国で順調に事業を展開し、
利益を挙げています。株主配分も高く、それ
ぞれの業界全体の成長に寄与しています。
この投資の大部分は、東京をはじめ各地の
大企業によるものですが、日米の景気拡大を
支えているのは中小企業にほかなりません。
うれしいことに、日米の中小企業はIoTなど現
代の経済の特徴を生かして、太平洋を越えて
投資や貿易を行っています。
九州はよく「日本のアジアへの玄関口」と

ジョセフ・M・ヤング
ボロメオ大学で古典学の学士号、ジョージタウン大学で国際関係学
の修士号を取得後、1991年在シンガポール米国大使館領事担当書
記官、1994年在ケニア米国大使館政治担当書記官、1996年国務省
付属外務研修所経済研究員、1999年在中国米国大使館経済担当書
記官を務め、2002年国務省経済局航空交渉官、2004年在アイルラ
ンド米国大使館政治経済部長、2009年在日米国大使館政治部安全
保障課長、2012年米太平洋軍外交政策次席顧問、2014年国務省日
本部長を歴任、2017年８月に現職に就任。日本語、中国語を話す。
家族は妻と３人の娘。

呼ばれていることから、九州の地元企業の多

九州は魅力的な観光地であり、この魅力を

くは、アジア市場を国際的なビジネスを拡大

知っている米国人は、九州に対して非常に良

する場として位置づけています。しかし今日

い印象を持っています。今後必要となるのは、

の世界において、米国市場は距離的にさほど

九州の観光資源の認知度を米国内で高めるこ

離れているわけではありません。貿易障壁は

とです。九州の観光振興を担う組織や団体の

低くなっています。コミュニケーションが容

皆さんは、米国の新聞やテレビの旅番組など

易になったことに加え、直販力や信頼性、日

の米国メディアに直接働きかけ、旅行プラン

米の市場の類似性に鑑みると、中小企業にも

を提案してみてはいかがでしょうか。米国人

ぜひ米国市場での投資・貿易機会を開拓して

は旅行先の情報をネットで集めますから、情

ほしいと思います。ご質問があれば、在福岡

報を英語で、そしてネット上で発信する観光

米国領事館にお問い合わせください。また、

地が増えるといいですね。

www.selectusa.govでも情報を提供しています。

他にも、英語で体験できる観光イベント、
宿泊施設や飲食店など観光地で英語を話せる

―アメリカからの訪日（九州）観光を促進して
いくために必要なことは何でしょうか？

スタッフを増やすことが挙げられます。福岡
市では外国人観光客向けに、英語、中国語、
２０１８/４
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韓国語で書かれた観光雑誌「Fukuoka Now」

を手伝う時間を確保することができます。日

が発行されており、役立つ情報がたくさん

本がワーキングマザー（働きながら子育てをす

入っています。九州の他の都市も同様のウェ

る母親）を増やしたいと考えるならば、ワーキ

ブサイトや雑誌を作ってみるのもいいのでは

ングファーザー（働きながら子育てをする父

ないでしょうか。

親）も増やさなければなりません。社員が現在
の職責を果たしながら、家族との充実した時

―アメリカにおける日本産農林水産品の評判、

間や自分自身のための時間を増やせるように

アメリカへの輸出について教えてください。

することを目標として設定すれば、全体的な

日本の「こだわり」文化と高品質な生産品

生産性向上につながるでしょう。

についてよく知っている米国人消費者は増えて

高齢化社会はまた介護福祉産業に経済的な

います。
「メイド・イン・ジャパン」は高品質

機会をもたらします。この点で米国が提供で

の証で、日本から輸入される農林水産物は非常

きるものは多く、日本企業は今後も米国企業

に高く評価されています。本物の和食や日本の

との協力関係を維持し、全く新しい解決策を

生産物は特に大都市で人気があり、その需要

見つけていくことでしょう。

は今後も増えるでしょう。この分野における
貿易の最大の課題は、多くの場合、規制であ

―日 本が世界経済に果たす役割、今後の日本

り、生産物の輸出入に関する問題について、

の経済成長についてお聞きします。

米国農務省の担当者が詳しく説明します。米

トランプ大統領は昨秋の来日時に、
「日本は

国動植物検疫局のサイト（https://www.aphis.

非常に特別な場所です。国民は豊かで、都市

usda.gov/aphis/home/）をご参照ください。

は活気を帯び、世界有数の強い経済をつくり

また九州の皆さんには、おいしいアメリカ

あげました」と語っています。70年以上の間、

ンビーフのステーキ、上質のウイスキー、さ

日米両国は通商分野で連携し、両国民を結び

まざまな米国の飲み物やスナックなど、日本

つけ、何世代にもわたり成長と繁栄を生み出

で手に入るおいしい米国の食品を試していた

してきました。これを成し得たのは、ひとつ

だきたいと思います。実際には、米国は日本

には、両国が今も世界有数の経済大国である

にとって最大の食料供給国です。

からです。安倍政権は成長拡大に取り組んで
います。日米両国の経済は深く結びついてお

―日 本の労働生産性の向上や高齢化社会への

り、日本の成長は米国経済に、米国の成長は

対応についてお聞きします。

日本経済にプラスとなります。両国にとって

日本の少子高齢化は大きな問題であり、経

最善の選択肢の１つとして挙げられるのは、

済的な懸念材料です。日本政府はこの問題解

互いの協力関係を継続することです。科学と

決に全力で取り組んでおり、女性の経済参加

テクノロジー分野で両国が協力すれば、我々

などさまざまな方法を模索しています。その

の生活と経済を豊かにすることができます。

た め に は、 日 本 企 業 が、 男 女 と も に 健 全 な

イノベーションが経済成長の鍵です。

ワークライフバランスを享受できる職場環境
をつくることが有効でしょう。そうすれば、
男性も家族と過ごす時間を増やしたり、家事

４
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―ありがとうございました。

九経連活動紹介

２０１８年度事業計画について意見交換
と

き

ところ
出席者

２月１日（木）
福岡市・西鉄グランドホテル
１３名

正副会長・委員長会議を開催し、2018年度
事業計画（主要事業）について審議を行った。
会議ではまず麻生泰会長が挨拶。
「九州、日本の経済にフォローの風が吹く中
で、さらに勢いをつけていきたい。次世代が
『九州には将来性がある』と考え、九州に戻っ
てくる流れができるよう、我々現役が行動し
実績を出すことが大事。一例として、2019年
ラグビーワールドカップ、2020年オリンピッ
ク・パラリンピックに向けて、来年度９県の
知事とともに欧州に九州のPRを仕掛けていき
たい。そこで本日は2018年度の主要事業の案
をご説明し、議論させていただきたい」
次に、事務局から2018年度事業計画／主要
事業（案）を説明し、ご意見を頂戴した。

１．「社食で地産地消」事業への正副会長各企業の参画
◆コ ストが多少高くなるのは許容できるが、地元の食材
を使用するだけではなく地元の物産展もセットで開催
すると取り組みにつながりが生まれ、社食利用者にわ
かりやすく伝わる。
⇒

事務局）物産を組み合わせて実施する。

⇒

 生会長より副会長へ事業参画の可否を伺い、了
麻
承を得た。

２．観光消費額の拡大
①中国人観光客キャッシュレス化ニーズへ対応
◆九 州でも中国人観光客は増大しており、スマホ決済
ニーズに対応できなければ販売機会を失う可能性があ
る。一方で、特に小さな商店にとって決済システム導
入は簡単ではない。
◆大 手のコンビニチェーンなど中国人観光客を受け入れ
るビジネスでアリペイ（アリババグループのオンライン
決済サービス）等の導入が進んでいるはずだ。まずは、

九経連

正副会長・委員長会議

アリペイなどの導入を促進してはどうか。
⇒

事務局）
ま ずは現状について、導入によるメリットも含
めて調査を行いたい。

②アウトバウンドの促進について
◆ク ルーズ船などの団体旅行客は消費額が小さく、今後
呼び込みが課題となる個人旅行客（FIT）は、LCC（格
安航空）を使用する傾向があるが、LCCは九州に来た後、
折り返し便の利用者が少ないため、新規に就航しても
すぐに路線を維持できなくなる。
◆九 州でのパスポート取得率は福岡で23％程度であり、
他県ではさらに低い。修学旅行などで取得し、子供の
時から海外に慣れる等、若者のアウトバウンド促進に
取り組めないか。
⇒

事務局）
・海外航空路線の現状調査を行う。
・アウトバウンド促進方策を検討する。

３．会員への情報発信
「伸びゆくアジアと、九州のアドバンテージ」
冒頭、麻生会長より発信概要を説明
・20年以上、日本のGDPは横ばい。世界経済に占める
シェアは半減。
1990年 13.4％ → 2016年 6.6％
・九州への外国人観光客数
４年連続＋30％以上の記録的な伸び。
・日本の食糧供給基地「九州」
全国シェア２割以上
・九州の設備投資の伸び率
+25.2％（全国１位）、生産はフルに近い。
（以下、主な意見）
◆企 業は海外進出し海外資産をため込んできたが、日本
国内の活性化にはつながっていない。
◆海 外で稼いだ分を、いかに日本国内に持ってくるかと
いう課題はある。
◆人口減少下では、日本人の所得拡大については、
「一人
当たりGDP」の概念が適切。
◆海 外への日本人留学生数の減少を示すと、日本を相対
化してみることに寄与するのでは。
⇒

 生会長より副会長・委員長へ「意見をもとに内
麻
容を修正し、情報発信を行うこと」について伺い、
賛同を得た。

⇒

 議終了後次の通り、アドバンテージに関する情
会
報発信を実施した。
2/13 福岡金融・経済記者クラブとの懇談会で紹介
3/1 月報に同封し会員へ情報提供
3/7 九州経済懇談会（経団連との懇談会）で紹介

【総務広報部
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がんばろう九州～第３回オール九州食品商談会
in東京～の開催報告
１月３０日（火）～３１日（水）
ところ 東京都・池袋サンシャインシティ展示ホールＣ
来場者数 １，
０３７名
と

き

九州には高い商品価値を持つ農畜水産物、加工食品が多く存在する。この魅力的な食をバイ
ヤーに広く知ってもらう機会として「がんばろう九州～第３回オール九州食品商談会in東京
～」を開催した。多彩な食品の九州域外への販路拡大を図るのはもちろんであるが、その先に
は次代を担う若者が九州の農業や水産業に戻るきっかけにしたいという思いもある。今回は第
１回大阪（平成27年１月）、第２回横浜（平成27年12月）と続き、初の東京での開催となった。

１．はじめに
当会では、高い商品価値を持つ九州の農畜
水産物、加工食品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っている。その
きっかけとして「オール九州食品商談会in横
浜」に引続き、初の東京開催として「がんば
ろう九州～第３回オール九州食品商談会in東
京～」を開催した。商談会開催に当たっては
実行委員会を組成し、出展者募集を行った。

開会直後の様子

九州・山口の各県から107の出展者が一堂に会

つのコンセプトで開催。１つ目は出展者が商

することとなった。

品を展示するブースを多数のバイヤーが訪問
し、試食や商談を行う「フリー商談会」。２つ

２．内容

目は出展者とバイヤー双方の希望を事前に事

開催場所は池袋サンシャインシティ展示ホー

務局で取りまとめ、直接商談を行う「個別商

ルＣにて２日間にわたり開催した。内容は２

談会」。出展者募集に当たっては当会会員企
業、過去の出展者、実行委員会メンバーから
の推薦企業、他の商談会に参加していた出展
者に幅広く声掛けを行い、九州各県から出展
者を募った。また、
「平成28年熊本地震」、
「平
成29年７月九州北部豪雨」を受けて復興自治
体枠として熊本県、福岡県朝倉市、大分県日
田市の３自治体が参加。被災した地域の事業

開会式の様子

６
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者の参加だけでなく、自治体からも観光を絡

めた復興PRを行った。さらに熊本県から「く

を増やすべく、日本通信販売協会に後援いた

まモン隊」が来場し、会場を盛り上げた。バ

だき、通販・ギフトを取り扱うバイヤーへの声

イヤーについては実行委員メンバーからの紹

掛けや関東圏の飲食事業者へのメール配信、

介、大手卸・問屋、関東圏の大手スーパー、

関東圏の食関連の事業者へのDM送付など行い

百貨店への声掛けを行った。販路のチャネル

集客に努めた。

【復興ブース参加３団体】

３．開催に当たって
出展事業者向けの説明会を９月26日に電気
ビル本館カンファレンスにて実施。出展に当
たっての注意事項を出展者マニュアルを用い
説明。またイオン九州㈱、㈱マイダスコミュ
ニケーションを講師に迎えミニセミナーを開
催。 バ イ ヤ ー に 響 く 小 間 作 り や、 商 談 に 当
たっての心構えなどを資料を用い説明。アン
ケートで個別商談会の希望を確認し、運営に
熊本県ブース

役立てた。説明会欠席者についても説明会資
料を送付し、フォローを行った。
商談会開催までのスケジュール

福岡県朝倉市ブース

７月10日

出展者募集開始

８月10日

出展者募集締切←８月25日まで延長

９月26日

出展者説明会

10月23日

出展料振込期限

12月28日

バイヤー個別商談募集締切

１月19日

バイヤーフリー商談募集締切

１月29日

出展者搬入日

１月30日～31日

がんばろう九州～第３回オール九州
食品商談会in東京～開催

４．開催初日
商談会の開催に先立ち、開会式が行われ、
主催者を代表して麻生泰九経連会長が挨拶し、
大分県日田市ブース

「九州には魅力ある食が多くあるが売る力を付

２０１８/４
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ける必要がある。大消費地である東京に売り

込件数110、成約見込金額129百万円（来場者

込み、バイヤーとの接点を持つ良い機会にし

アンケートより）。来場者数は目標の1,700人

て欲しい」と出展者を激励した。続いて来賓

には及ばなかったものの成約見込目標額は90

を代表して日本小売業協会の清水信次会長か

百万円を超える見通しとなった。

らご挨拶をいただき、
「東京で是非売り込んで

また、事前に開催した出展者説明会ではフ

欲しい、今回第３回になるが今後も継続して

リー商談会に臨む出展者への支援の一環とし

商談会を行うことが大事」と述べられた。そ

て小間作りの工夫と出展者の心構え等につい

の後、当商談会の後援をいただいている方、

て説明し、実行委員会メンバーとの会議を重

バイヤー招聘に尽力いただいた方によるテー

ねた結果、基本設備に加えて土台となる机を

プカットが行われ、商談会が開幕した。テー

出展者全員に追加。また、当初予定していた

プカットでは熊本県を代表して、くまモンも

小間の広さから2.5ｍ×2.0ｍの広さにすること

駆けつけ、会場を盛り上げた。

で適度な空間を醸成し、商品陳列を立体的に
行う出展者が数多く見られた。

５．開催実績

個別商談会では事前に個別商談の申込をい

２日間で1,037人が来場。商談件数587件、
（１事業者当たりの平均商談件数5.4）。成約見

ただいた企業と出展者からいただいたアン
ケートを基に事務局でマッチングスケジュー

会場入り口付近

商談会の様子

８
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ルを作成。実際の商談では「見積もりが欲し

一方で、出展者側の意見では「地元では会

い」といった声や、
「パッケージを見直すと良

えないようなバイヤーと面談する機会が持て

いのでは」といったアドバイスなど双方で情

た」「大手バイヤーとの接点を持てたので成約

報交換を行う場となった。また既に取引があ

金額が増えそう」「来場者数が少なく感じたが

る同士での個別商談も散見され、新たな商品

その分ゆっくりと話をすることができPRでき

の提示や親交を深める場にもなったとの意見

た」との意見が出た。また「来場者が少ない」

もあった。

「個別商談会のマッチングをしていただいてい
たが当日になってキャンセルになり残念だっ
た」など今後の運営について改善を求める声
もあった。出展者ブースによってバイヤーの
賑わいにばらつきもあり、幅広くバイヤーへ
の声掛けが必要と感じた。出展者の販路拡大
に繋がるよう当会主催の商談会や他の商談会
の案内等含め引続き支援していきたい。
【がんばろう九州～第３回オール九州食品商談会
in東京～ 開催実績】

全

体

出展者数

出展ブース例

６．まとめ

107者

来場者数（２日間延べ）

1,037人

ブース訪問企業数

3,401社

名刺交換企業数

2,488社

商談件数

587件

本商談会は初の東京開催であり、来場者こ
そ少なかったが、成約見込額が前回横浜開催

成約見込額

12,940万円

時の6,305万円よりも多かったことで一定の成
果は出せたのではないかと考えている。来場
者からは「九州特産品を使用した色々な情報
収集が出来た」「丁寧な商品説明を聞けて良
かった」などの意見が聞かれた。

商談継続数（商品数）

604品目

※上記は出展者及び来場者からのアンケートに基づく金額及
び件数。

【農林水産部
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「九州・山口ベンチャーマーケット２０１８」開催報告
２月６日（火）
ところ 福岡市・ホテルオークラ福岡
来場者数 ５
２９名
と

き

九州・山口ベンチャーマーケット実行委員会
（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県、
（一社）九州経済連合会、
九州商工会議所連合会、九州経済同友会、九州経営者協会、
（一社）九州ニュービジネス協議会、福岡証券取引所、
（独）中小企業基盤整備機構九州本部）

九州・山口・沖縄９県と経済団体等が連携し、各県イチオシのベンチャー企業と国内外の投
資家やビジネスパートナーが集うビジネスマッチングイベント「九州・山口ベンチャーマー
ケット」を開催した。
３回目の開催となる今回は、新技術・新商品を有する九州・山口のイチオシ企業57社の展
示会をはじめ、九州・山口９県が選抜した各県代表ベンチャー９社によるピッチコンテスト、
ＧＬＭ株式会社の小間社長の基調講演、各県の企業、経済団体、ビジネスパートナーが一堂に
会する大交流会など、盛りだくさんの内容で行われた。
当日の福岡は数年ぶりの大雪のため、交通機関に大きな影響が出たものの、529名の方にご
来場いただき終日大盛況であった。（第１回：490名、第２回：570名）
１．新技術新商品等展示会
メイン会場では、九州・山口各県のイチオシ
ベンチャー57社によるブース展示が行われた。
57社の業種別内訳は、情報通信９社、生活
文化・アミューズメント16社、食品10社、住
宅・建設５社、航空宇宙１社、人材・教育５
社、医療・福祉４社、エネルギー２社、環境
リサイクル３社、バイオ２社と多様であった。
また地域別内訳は、福岡県７社、佐賀県６
社、長崎県７社、熊本県７社、大分県７社、
宮崎県６社、鹿児島県６社、沖縄県４社、山
口県７社と幅広いエリアからの参加であった。
通常このような展示会は、業種や地域に幅
があるため総花的になり、実質的な商談に結
び付きにくい場合もあるが、本イベントでは
事前に展示企業から提出していただいた商談
先希望リストに基づき、九経連が中心となっ
てマッチング可能性が高いと想定される九経
連会員企業（九州電力、総合メディカル、日通
商事、西部ガス、凸版印刷等約20社）に声掛け
を行い、商談タイムを事前にセッティングし
た。この結果、卓上商談件数だけで117件の商
談となり、各社20分ずつというタイトなスケ
ジュールながらも、日頃出会うチャンスが少
ない大企業とベンチャーが出会う貴重な場を
提供することができ、後日、正式な商談に発

１０
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展したケースも見られた。

２．九州・山口ベンチャーアワーズ（ピッチコ
ンテスト）
九 州・ 山 口 ９ 県 が 選 抜 し た 各 県 代 表 ベ ン
チャー９社が、事前にプレゼン資料やプレゼ
ン手法のブラッシュアップを重ね、当日壇上
にてビジネスプランを発表した。
審査に際しては、伊藤忠テクノロジーベン
チャーズ㈱社長（日本ベンチャーキャピタル協
会地方創生部会長）の中野慎三氏や経済産業省

経済産業政策局新規産業室新規事業調整官の
石井芳明氏など首都圏で活躍するベンチャー
支援スペシャリストなど10名のメンバーが招
聘された（政府関係者１名、国内ベンチャー
キャピタル３名、大手事業会社３名、メディ
ア２名、地域プランナー１名）
各社のプレゼン後、活発な質疑応答がなさ
れ、審査員の適切なアドバイスによって、ベ
ンチャー企業は今後の事業展開のヒントを得
ることができた。

３．講演会
電気自動車開発ベンチャーGLM㈱社長の小
間裕康氏より「ベンチャーの自動車産業への
挑戦」というテーマでご講演をいただき、九
州のベンチャー企業に対するエールを送って
いただいた。小間氏は2010年にGLMを創業、
独自開発のＥＶプラットフォームをもとにEV
ス ポ ー ツ カ ー「 ト ミ ー カ イ ラZZ」 を 開 発。
2015年に日本のベンチャーとして唯一、ＥＶ
の量産を開始したことで知られている。

七島イ（国東半島のみで作られている
畳の材料）ブランド化と海外販路開拓

大分県

㈱国東七

宮崎県

歌で英単語を効果的に学べる
VOCALib（ボカリブ）
英語学習アプリ開発

鹿児島県 ㈱ユニマル

デジタルマーケティングの企画、制作、システ
ム構築までをワンストップかつ低コストで提供

沖縄県

㈱note

沖縄無人島におけるチームビ
ルディング事業の企画

山口県

㈱SunYell

インターネット学習塾サービ
ス Weveryの展開

４．大学合同新技術説明会
大学合同説明会では、九州５大学による新
技術の展示説明会が行われ、参加者との間で
活発な議論が交わされた。
５．表彰式・大交流会
「九州・山口ベンチャーアワーズ」で特に優
秀だった３社の表彰が行われた。受賞企業は
以下の通り。
		
大賞
㈱ユニゾンシステムズ（福岡県）
		
		
優秀賞
オヤモコモ（佐賀県）
地域活性化賞

㈱SunYell（山口県）

九州・山口ベンチャーマーケット実行委員
会実行委員長の九州電力㈱貫正義会長から大
賞を授与された㈱ユニゾンシステムズの今村
勉也社長は「この受賞を機に世界に大きく羽
ばたくベンチャー企業を目指したい」と決意
を語った。
＜各県代表ベンチャー９社＞
企業名

事業概要

福岡県

ビッグデータ・動画・画像など大容量
㈱ユニゾンシステムズ
データの高速転送システムの開発・販売

佐賀県

オヤモコモ

赤ちゃんの緊張を和らげる抱っこピロー
や簡易ベッド型トートバックの販売

長崎県

㈱NOVEL

世 界 初！ 丸 型 ス ー ツ ケ ー ス
「Snail」の開発

熊本県

㈱クマモト敬和

南阿蘇産ハーブ等を活用した
ティー開発・製造・販売

【産業振興部
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ＫＩＭＯＮＯ ＰＲＯＪＥＣＴ（キモノプロジェクト）
～世界１９６カ国をデザインした着物と帯で“おもてなし”～
九州の経済界が応援する会を立ち上げて支援
KIMONO PROJECT（キモノプロジェクト）は、日本が世界から注目される2020年に向け、
世界196カ国をデザインした着物と帯を制作するプロジェクトで、2014年に久留米市で生まれ、
全国へと広がっている。全ての国のKIMONOを完成させて「世界はきっと、ひとつになれる」
という、平和と友好のメッセージを発信するものであり、日本の卓越した染色や織の技を伝
え、オール日本で伝統産業の振興を図るものでもある。（一社）イマジンワンワールド（代表理
事：髙倉慶応氏［蝶屋㈱代表取締役社長］）が主宰。2018年４月までに100か国を完成させ、
100人のモデルによる披露式典を開く予定。
KIMONO PROJECTを応援する会は、このプロジェクトの推進に関わる広報活動や機運醸
成を目的に九州の経済界が中心になって設立した。
設 置：2018年１月11日
会 員：九州経済連合会、九州経済同友会、九州商工会議所連合会、九州経営者協会、報道機関 等
会 長：九州経済連合会会長
副会長：九州経済同友会代表委員、九州商工会議所連合会会長、九州経営者協会会長
事務局：久留米商工会議所、九州経済連合会
１．K IMONO PROJECT（キモノプロジェク
ト）の事業概要
＊「KIMONO」は各国をイメージして制作される
着物と帯を総称する

○2020年までに世界196カ国をイメージした
KIMONOを制作する
・日 本の伝統的技術の伝承・発展、若手作者
の育成を狙い、全国の着物・帯の制作者か
らバラエティー豊かな人選を行っている。
・デ ザイン案作成には、当該国の大使館や出
身者から情報を収集し、文化や習慣などか
らおもてなしに相応しいデサインかを確認
している。
○KIMONOを用いたおもてなし事業を行う
（⇒２．KIMONO PROJECTの活動）
○KIMONOを通じた地域事業や教育事業を行う
・ホ ストタウン等地域と連携したデザイン案
作成や教育機関と連携した学生への着物文
化や異文化理解の促進を図る。
（⇒４．KIMONOを通じた国際交流事業）
１
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○2020年以降の予定
・K IMONOを活用した平和と友好の理念の発
信、着物産業および地域の活性化、他の日
本文化とのコラボレーションなどを通じて、
日本のブランディングに注力する。
２．KIMONO PROJECTの活動
２－１．国内での活動
これまでに完成したKIMONOを活用し国際
会議での披露や大臣・大使・知事等への表敬
訪問、きものショーやテレビへの出演などに
より、平和と友好のメッセージを発信。
＜2016年＞
・安 倍晋三内閣総理大臣を表敬訪問し、首相
HPでも紹介された。

・Ｇ ７北九州エネルギー担当大臣会合にて歓
迎レセプションに出演。エクスカーション
プログラムも参加しておもてなし。

・天 皇 陛 下 誕 生 日「 茶 会 の 儀 」 で ペ ル ー の
KIMONOを大使夫人が着装し出席。
天皇家・秋篠宮家に謁見。
・日テレNEWS ZEROへの出演
・福岡アジアコレクション出演
・日 本 橋 き も の サ ロ ー ネ53カ 国 制 作 発 表 会
（後援：外務省、経済産業省）
など
＜2017年＞
・ア ジア開発銀行（ADB）50周年年次総会に
て披露
・ブ ー タ ン 王 国 全 国 誌「KUENSEL紙 」 に
ブータンKIMONOについて掲載
・デンマークとの外交樹立150周年記念でデン
マーク皇太子同妃両殿下へKIMONOお披露目

・フィンランド独立100周年記念式典にて大使
夫人がKIMONOを着装
・長 崎出島表門橋完成記念式典にてオランダ
KIMONOお披露目
など
＜2018年＞
・九州の経済４団体が「KIMONO  PROJECT
を応援する会」を設立（10ページ参照）

・東京証券取引所大発会にて職員が着装

２－２．海外での活動
米 国（ ロ サ ン ゼ ル ス・ ツ ア ー）、 イ タ リ ア
（ミラノ万博）、オーストラリア（ツアー）、ス
ウェーデン（オレブロ城での展示）、カナダ
（ジャパンフェスティバルカナダ）、インドネ
シア（文化交流ツアー）、カザフスタン（アス
タナ万博）など各地でパレードや交流会などで
当該国等のKIMONOを披露し、友好を深める
とともに日本文化への理解促進にも貢献して
いる。

ロサンゼルス・ツアー

オーストラリア・ツアー

３．制作者・産地
全国の生産地で多くの作者が制作に携わって
いる。その数は2017年11月現在、作者 約70
名、企業約40社。京友禅、加賀友禅、東京友
禅、米沢織、ローケツ染、本場大島紬、西陣
織、博多織、久留米絣、小倉織、琉球紅型な
ど高度な伝統技術が活かされている。
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くの市民が犠牲になった東欧の小国ボスニ
ア・ヘルツェゴビナ。首都サラエボと唐津市
内の小学校の交流がきっかけとなり、昨年12
月 にKIMONOの 制 作 が 決 ま っ た。 市 民 や 団
体、企業に寄付を呼び掛けている。
○このほかにも、チーム船橋市（デンマーク）、
チーム群馬（ポーランド）、久留米インドネシ
ア実行委員会、久留米絣イマジンプロジェク
ト（キリバス）などがある。
(

)

by

MARI

４．KIMONOを通じた国際交流事業
地域の市民団体とその地域に縁のある国と
が連携し、KIMONO制作を通じた異文化交流
を行っている。
○福岡スウェーデンKIMONO PROJECT
（福岡市とスウェーデン）
2020東京オリンピック・パラリンピック競
技大会（＝以下、2020東京大会）で、福岡市は
スウェーデンのホストタウンに決まったこと
から、スウェーデンや着物に興味・ゆかりの
ある人を公募で集め、アイデアを出し合って
デザイン案を作成した。お披露目は母国ス
ウェーデンのOpen ART2017というアートイ
ベントへの参加となった。

○唐津市とボスニア・ヘルツェゴビナ
（唐津商工会議所が事務局）
唐津市の相手国は内戦で子どもをはじめ多

１４

九経連月報 ２０１８/４

５．KIMONOを通じた教育事業
教育機関と連携したKIMONO制作を通じて
日本文化、異文化への理解の促進を図っている。
制作前には授業で着物の歴史、制作工程、
着物の種類、ＴＰＯ、着物に込められる思い
などを学ぶとともに、留学生などを招き自国
のプレゼンをしてもらうなど対象国の歴史や
文化を学び、理解を深めてデザイン作成に臨
んでいる。
○福岡市立舞鶴小学校：ノルウェー
2020東京大会の事前合宿で福岡市がノル
ウェー選手団を受け入れるにあたり、舞鶴小
学校の５年生が同国のデザインに協力した。
○学校法人麻生塾：タイ
㈱麻生はタイとの経済交流もあり、麻生塾
の専門学校でデザインを学ぶ学生たちが、タ
イKIMONOの色や柄を考案した。
○福岡県立久留米高等学校：マレーシア
久留米高校英語課の２年生が「着物文化」
を 学 習 し た こ と が き っ か け でKIMONO
PROJECTを知り、総合学習の時間でマレー
シアのデザイン案作成に取り組んだ。

麻生塾

久留米高等学校

６．応援メッセージ
○サンマリノ共和国特命全権大使
マンリオ  カデロ  閣下
日本に駐在する各国大使の代表である駐日外交団長として、日本文化への造詣も深いカデロ大
使からのメッセージ
私は昨年、旧知の友人である福岡の宗像大社の葦津宮司を通して、イマジンワンワールドの皆様と知り合いまし
た。彼らはKIMONO PROJECTという名前で、各国をイメージして日本で作った着物を通じて、世界へ平和と友好
のメッセージを届けるという活動をされています。
サンマリノのKIMONOは、アドバイスを求められデザイン決定のプロセスに加わりました。採用するモチーフにつ
いては本国の承諾も得ました。
このプロジェクトの着物が揃うことを楽しみにしています。
着物は日本の伝統であり、文化です。外国人は着物に大変憧れていますし、私自身美しく歴史のある着物のファン
です。私は日本の伝統文化も大好きですので、外交団長ということもありますし、サンマリノのKIMONOに限らずボ
ランティアで彼らの活動を心から応援しております。
世界196カ国全てのKIMONOの完成とプロジェクトの成功をお祈りしております。

○シドニーオリンピック金メダリスト／スポーツキャスター

高橋  尚子  氏

日本を代表する伝統文化である“KIMONO”にさまざまな国の個性や特徴を取り入れて表現
することで世界と繋がろうとしているプロジェクトがあると知ったとき、なんて素敵な挑戦なの
だろう！ と心がときめきました。
たとえ生まれ育った土地や文化、風習が違ったとしても、いまこの同じ時代、同じ地球上に生
きる人たちがお互いを分かり合って尊重し合えたら、どんなに素晴らしい世界が開かれるでしょ
うか。
一人の日本人として、美しい着物が世界との架け橋になってかけがえのない絆を紡いでいって
くれることを願っています。

７．文化プログラム認証
「KIMONO PROJECT」は、内閣官房 東京
オリンピック競技大会・東京パラリンピック
競技大会推進本部事務局より、日本文化の魅
力を発信するとともに、2020
年以降を見据えたレガシー創出
のための文化プログラムとして
「beyond2020プログラム」の認
証を受けている。
（認証番号：a001000864）
８．これからの活動
○KIMONO 完成スケジュール
・2018年４月 100か国
・2018年12月 140か国
・2019年12月 196か国
○おもてなし事業予定（＊関係省庁と調整中）
・2018年５月「太平洋・島サミット」にて全

参加国のKIMONOでおもてなし
・2019年ラグビーワールドカップのオープニ
ングでのおもてなし
（参考）イマジンワンワールドの概要
・法人名：一般社団法人イマジンワンワールド
・代表理事：髙倉 慶応 氏
・所在地：福岡県久留米市中央町31-9（蝶屋株式会社内）
東 京 都 千 代 田 区 神 田 神 保 町 3-5（ 株 式 会 社
SOW内）
・事業名：KIMONO PROJECT
・事業規模：制作費予算総額 約４億円（着物100万円＋
帯50万円＋その他諸経費50万円×196カ国）
・寄付金（個人）一口1,000円より（法人）一口10,000円より
・スポンサー：グローバルスポンサー：300万円より
ネイションスポンサー：200万円
スポンサー及び寄付を募集しています。ご興味のある
方は、KIMONO PROJECT事務局までご連絡ください。
KIMONO PROJECT事務局 （蝶屋㈱）
TEL：0942-34-4711
FAX：0942-35-7514
E-mail:info@piow.jp
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地域活性化に向けた各地域の先進事例について意見交換
と

き

ところ
出席者

２月２日（金）
熊本市・熊本ホテルキャッスル
１０名

各地経済団体専務理事会議

経団連主催による「2017年度各地経済団体専務理事会議」が熊本市で開催され、
『地域活性
化に向けた各地域の先進事例』をテーマに意見交換を行った。併せて、熊本城、阿蘇地区を訪
問し、熊本地震の被災と創造的復興への取り組みを視察した。

経団連と全国８つの経済連合会による「各
地経済団体専務理事会議」を年一回持回りで
実施、九州での開催は2010年以来となる。

に取り組む。
②構造改革の推進
企業活動を更に促進する制度改革（規制改

経団連では、地方創生の実現に向けて、各

革、税制改革）に取り組むとともに、社会保障

地域の特徴を数値で「見える化」し、先進事

制度の持続可能性確保や財政健全化の必要性

例を他地域へ「横展開」することで、地域の

を強く訴えていく。

成長力引上げに取り組んでいる。

③経済外交の推進

■GDP600兆円経済に向けて

自由で開かれた国際経済秩序の維持・強化

会議では、経団連・榊原定征会長の新年メッ

への貢献。日EU・EPA及びTPP11の早期実

セージ「GDP600兆円経済に向けて邁進する

現への働きかけや、世界経済のけん引役であ

年に」をもとに、経団連で取り組む４つの課

るアジア諸国との緊密な互恵関係を強化して

題について説明があった。

いく。

①成長戦略の推進

④万博誘致の実現

成長戦略の中核は、経済界提唱の「官民戦

大阪・関西における2025年万国博覧会の誘

略プロジェクト10」であり、特にSociety 5.0

致実現に全力で取り組む。11月の開催国決定

（超スマート社会）の実現が最優先課題。この

に向けて、３月には博覧会事務局調査団の来

未来社会は、国連が掲げる持続可能な開発目

訪・国民の万博支持状況調査がある。現状43

標（SDGs）を達成した社会でもある。経団連

万人超の賛同者数のさらなる拡大への協力を

では、昨秋「企業行動憲章」を改定、日本が

お願いする。

世界のフロントランナーになれるよう積極的

■各地域の先進事例
続いて、各地経済連合会より、地域活性化に
向けた先進事例を報告し、意見交換を行った。
【北海道】
「北海道フード・コンプレックス国
際戦略総合特区」や、全国初の自治体版食品
機能性表示制度「ヘルシーDo」により、食の
研究開発・輸出拠点化を推進。特区が関与し
た食品の輸出・輸入代替等による売上増は

１
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1,214億円（2012～2016の5年間累計）
。

大、地産地消や中食・外食での産地表示など

【東北】世界最先端プロジェクト「国際リニア

の国内需要の開拓に取り組む。また、日本文

コライダー（ILC）」の誘致や「東北放射光施

化を世界へ発信するため、2020年に向けて世

設（SLiT-J）」の設立に取り組む。東北は、加

界196カ国をデザインした着物・帯を制作する

速器関連技術の集積が高いエリアであり（要素

「KIMONO PROJECT」を支援、４月に100カ

技術を持つ事業所は約700件超）、産業活性化
による地方創生が期待される。
【中部】中部圏の将来を見据えた取り組みを加
速。
「未来を支える人材育成」の提言（2017.2）、
新たな社会像への中部圏の努力を呼びかけた
「中部圏5.0の提唱」
（2018.2）のほか、スーパー・
メガリージョンへの対応を踏まえた「中部圏
の将来ビジョン」を秋頃までに策定する。
【北陸】経団連との連携協定締結（2016.9）によ
り、北陸地域の技術を経団連企業へ紹介。「北
陸のシェアトップ150」を発刊し、地元就職・
企業誘致を推進する。魅力ある職場を創造し、
地方に新たな力を呼び込むことで、地方創生
のモデルケースを目指す。

国完成イベントを計画している。
2017年度各地経済団体専務理事会議出席者
日本経済団体連合会
北海道経済連合会
東北経済連合会
中部経済連合会
北陸経済連合会
中国経済連合会
四国経済連合会
九州経済連合会

専務理事
常務理事
専務理事
専務理事
専務理事
専務理事
専務理事
専務理事
専務理事
常務理事

濱
根本
瀬尾
大江
小川
水野
内山
石原
長尾
平井

厚
勝則
英生
修
正樹
一義
誠一
俊輔
成美
彰

■創造的復興の現場視察
専務理事会議に併せ、熊本地震にて被災し
た熊本城、阿蘇神社を視察。熊本城では、被

【中国】山陰の強い産業圏域（医工連携、特殊

災当時の状況から被災の実態、被災による影

鋼技術、IT産業）の育成により、県境を越えた

響と復旧・復興への取り組みを説明いただき、

60万人規模の経済圏を形成。また、
「道の駅」

阿蘇神社では権禰宜の池浦秀隆氏より、阿蘇

を活用した地域活性化では、道の駅を起点と

神社の由来、被災の状況と解体修復など現在

した、町内の観光施設への送客・情報発信強

の復旧状況について説明いただいた。

化による創客のモデルを創出。広島県世羅町
の観光消費は、2014年19億円から2016年27億
円（＋43％）に増加。
【四国】四国独自の健康食品民間認証制度「ヘ
ルシー・フォー」を創設（2017.6）、国の認証
より簡易な手続き制度を実現し、４製品に認

二の丸駐車場より被災した熊本城を望む

証マークを付与。また、民間主導の都市型産
直市「とくしまマルシェ」を月一回開催、６
次産業化のための見本市・商談の場として定
着している。
【九州】稼げる第一次産業を目指し、九州農水
産物直販㈱やAlibaba.comの活用による輸出拡

阿蘇神社権禰宜による被災と復旧の説明を聞く
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１
７

日誌
２月
１日（木）

［福岡市・西鉄グランドホテル］

［福岡市・九経連会議室］

九州地域戦略会議幹事会

冒頭、麻生泰会長が挨拶し「経済全体にフォローの風が吹く中、
2019ラグビーワールドカップ等の域内開催があり、来年度は欧州に
九州PR団を派遣する等したい」と述べた。次に、事務局から事業計
画／主要事業（案）を説明。
「社食で地産地消」
「中国人観光客スマホ
決済ニーズ対応」
「アウトバウンド促進」
「会員への情報発信」等、
ご意見を頂戴した。
※本誌５ページに詳細を掲載

各県の知事会担当課長、各経済団体の実務担当者が集まり、今年８
月に福岡県で開催が予定されている第15回夏季セミナーについて、
各分科会のテーマ、幹事団体等の役割を決定した。また、昨年11月
の戦略会議で決定した３つの新規プロジェクト（海外PR、祭集結イ
ベント、スマート農業）の検討状況の進捗確認を行った。

出席者：13名

２日（金）

出席者：30名

［熊本市・熊本ホテルキャッスル］

各地経済団体専務理事会議
経団連主催による「2017年度各地経済団体専務理事会議」が熊本市
で開催され「地域活性化に向けた各地域の先進事例」をテーマに、
経団連及び各経済連合会の取り組み等について意見交換を行った。
併せて、熊本城、阿蘇地区を訪問し、熊本地震の被災と創造的復興
への取り組みを視察した。
※本誌16～17ページに詳細を掲載

２日（金）［福岡市・ベジフルスタジアム、宗像市・「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群］
観光施設視察会
出席者：18名

今年度２回目となる今回は、平成28年２月に既存の３市場を統合し
てアイランドシティに移転した新青果市場「ベジフルスタジアム」
と、昨年７月に世界遺産に登録された「神宿る島」宗像・沖ノ島と
関連遺産群の中の「辺津宮」の視察を行った。暮らしに直結するも
のの接点が無い野菜のセリ場見学と世界遺産登録後改めて詳細に視
察した同遺産群での体験は、参加した委員から概ね好評を得た。

４日（日）〜９日（金）

［ミャンマー・ヤンゴン］

九州・ミャンマー経済交流ミッション２０１８
出席者：33名

九州経済国際化推進機構（事務局：九経連、九州経済産業局）は、
2013年２月にミャンマー商工会議所連盟（UMFCCI）とMOU締結時以
降初となるミッション団を派遣した。現地の日本政府機関や日系企
業との勉強会・視察、ミャンマー政府や経済団体への表敬・ビジネ
スマッチング交流会等を通じ、ミャンマーの投資環境調査のみなら
ず、具体的なビジネスの萌芽を確認できる有意義なミッションと
なった。
※次号（５月号）にて詳細を掲載予定

５日（月）

［福岡市・九経連会議室］

行財政委員会第３回企画部会
出席者：11名

今回の企画部会では、まず、㈱日本総合研究所の東博暢氏より「第
４次産業革命期における地域経済のエコシステム」をテーマにご講
演いただいた。その後、地域活性化施策に関するアンケートの結果
報告、ならびに今後の対応について、事務局より説明を行った。加
えて、2017年度の活動報告と2018年度の事業計画（案）について審議
した。

６日（火）

［福岡市・ホテルオークラ福岡］

九州・山口ベンチャーマーケット
来場者数：529名

九州・山口・沖縄９県と経済団体等が連携し、各県イチオシのベン
チャー企業と国内外の投資家やビジネスパートナーが集うビジネス
マッチングイベント「九州・山口ベンチャーマーケット」を開催し
た。ベンチャー企業57社による展示商談会をはじめ、各県推薦ベン
チャー企業９社によるピッチコンテスト等が行われた。
※本誌10～11ページに詳細を掲載
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９日（金）

［福岡市・ＴＫＰガーデンシティ福岡渡辺通］

農林水産委員会第２回林業部会
出席者：22名

出席者：10名

１８

６日（火）

正副会長・委員長会議

平成29年度農林水産委員会第２回林業部会（部会長：古賀稔久九州林
産㈱社長）を開催した。事務局より平成29年度活動報告の後、平成30
年度事業計画（案）及び平成30年度要望（案）についての審議を行っ
た。今回審議した要望（案）を農林水産委員会に諮ることとなった。

１３日（火）

［宮崎市・ニューウェルシティ宮崎］

第２回宮崎地域委員会
出席者：46名

今年度２回目となる宮崎地域委員会では、まず経営者の情報セキュ
リティに対する意識を高めるセミナーを行い、㈱シーアイエーの平
原隆社長より、具体的な事例紹介とともにお話しいただいた。続い
て、宮崎県の田中保通危機管理統括監より、南海トラフ地震発生に
伴う被害想定、県としての対応策と企業における防災・減災対策に
ついてご講演いただいた。

１３日（火）

［福岡市・九経連会議室］

福岡金融・経済記者クラブとの懇談会
出席者：25名

本会から情報提供を行っている福岡金融・経済記者クラブとの懇談
会を開催した。記者クラブから11社の新聞、テレビの担当記者が参
加し、本会から麻生泰会長はじめ長尾成美専務理事、平井彰常務理
事のほか、事務局の各部長が参加した。また、KIMONO PROJECT
の紹介を行い、
（一社）イマジンワンワールドの髙倉慶応代表理事か
らこのプロジェクトの説明を行い、協力を依頼した。

１３日（火）

［福岡市・九経連会議室］

九航協第２回幹事会
出席者：18名

「衛星データ利用に関する連携プロジェクト」
「小型電動航空機の事
業可能性」に関する検討結果を報告するとともに、九航協の取り組
むべき課題と今後の事業について協議を行った。認証（JISQ9100）取
得や新規受注の獲得等の成果が表れてきており、航空機分野でスキ
ル企業の増強を進めていくこととした。また、九州で開催される
「宇宙科学技術連合講演会」
（10月24～26日）等の機会を利用して、九
州からの情報発信を積極的に進めるべきとの意見が出された。

１４日（水）

［福岡市・ＴＫＰガーデンシティ福岡渡辺通］

第２１回外国人介護士受入れ検討ＷＧ
出席者：14名

６月19日（火）に開催予定である「外国人介護士受入れセミナー」の
概要について協議を行った。セミナーのテーマは、技能実習制度だ
けでなく、在留者・EPA・留学生など、幅広い受入れ手段を網羅す
る。外国人介護士の受入れ・育成に関し、綺麗ごとだけではなくリス
ク管理などの厳しい面も伝え、真の意味で有意義な内容になるよう、
引き続き詳細を構築していく。

１９日（月）

［福岡市・電気ビル共創館］

第２回観光委員会
出席者：72名

１９日（月）
出席者：24名

［熊本市、益城町］

ＢＣＭ視察ツアー

BCP（事業継続計画）の策定・強化につなげていただくことを目的に、
BCM（事業継続マネジメント）視察ツアーを開催した。
今回のツアーでは阿蘇熊本空港ホテルエミナース（益城町）
、金剛㈱
（熊本市）
、熊本城を訪問し、地震直後からの対応や復旧への取り組
み状況ならびにBCP策定のポイントについて話を伺った。

２０日（火）

［福岡市・ホテルレオパレス博多］

海外展開支援施策説明会・無料相談会
出席者：69名

九州経済国際化推進機構が主催する本事業の今年度最終回を福岡市
で開催。これまでも開催地の特性や要望に応じて改善を重ねてきた
本事業、今回は既に海外展開中の企業による座談会、参加企業相互
の意見交換・質疑応答など更にプログラムを充実。九州経済連合会が
支援する九州農水産物直販㈱も登壇し、海外展開支援施策活用企業
の立場から他社にアドバイスを送った。

２１日（水）

［福岡市・九経連会議室］

農林水産委員会第４回企画部会
出席者：21名

今年度４回目の企画部会では、平成29年度部会活動実績をはじめ、
中食・外食における産地表示事業や社食で地産地消事業等の内容に
ついて報告を行った。続いて、平成30年度部会活動計画（案）及び農
業・畜産関係の国への要望（案）について審議を行った。国への要望
では、口蹄疫、鳥インフルエンザ被害農家の支援充実等の追加要望
が出され、農林水産委員会に諮ることとなった。

２２日（木）

［福岡市・ＴＫＰガーデンシティ福岡渡辺通］

情報通信委員会第２回企画部会
出席者：31名

今回の企画部会では、サイバーセキュリティ推進の取り組みを中心
に活動報告を行った後、次年度の事業計画について審議し、社会人
向けICT人材育成事業を新規追加することで了承された。その後、
九州大学の小出洋氏と㈱セキュアスカイ・テクノロジーの乗口雅充
氏から「セキュリティ人材の育成について」と題してご講演いただ
いた。

２３日（金）

［福岡市・電気ビル共創館］

出席者：57名

まず議事に入り、2017年度事業実施状況の報告、2018年度事業計画
（案）の説明を行った。今回の委員会は進行の時間配分を変えて、前
半の議事と後半の講演の間に休憩時間を設けて会員の相互交流を
図った。講演では㈱Fun Japan Communications代表の藤井大輔氏から
「アジア×デジタルマーケティング・親日アジア経済圏430万人のコ
ミュニティ」と題して、新しいデジタルマーケティングについて講
話をいただいた。

行財政委員会

２３日（金）
国際委員会

［唐津市水産業活性化支援センター］

農林水産委員会第３回水産部会
出席者：21名

今年度の事業報告は、１．海外販路開拓事業、２．中食・外食にお
ける産地表示事業、３．
「社食で地産地消」について、審議事項とし
ては、要望（案）について検討した。ブリの育種事業を国として実施
することや、沖合に輸出専用の養殖区画漁業区域を設定すること、
販売促進に資するようブリを国魚とする案なども検討を行った。ま
た、視察として唐津Ｑサバの養殖施設やトラフグの陸上養殖を行う
キョーヨー活魚を訪問した。

まず張本邦雄委員長（TOTO㈱会長）を議長として議事に入り、国際
委員会の平成29年度事業実績と平成30年度事業計画（案）を事務局よ
り説明、質疑応答を行った。続く特別講演会では時事通信外信部編
集委員の水本達也氏より「米朝、対話か戦争か―ニュースの読み方
―」と題してご講演いただいた。

２４日（土）

［福岡市・九経連会議室］

医療通訳ツールセミナー
出席者：40名

言葉が通じない外国人患者の対応に苦慮する医療機関を対象に、医
療通訳サービスについて、通訳派遣・電話通訳・タブレット通訳の
３つの切り口から、各社説明および模擬患者演習を行った。質疑応
答時には、どう使い分けるのがよいかといった質問も寄せられ、現
場目線のリアルな情報交換がなされた。

２６日（月）

［福岡市・九経連会議室］

第２回「九州を経営者と女性管理職から動かすセミナー（仮称）」開催ＷＧ
出席者：11名

第２回WGでは、セミナー概要について大枠の方向性を検討した。基
調講演や分科会のテーマ候補（少子高齢化・人口減少、女性活躍にお
ける課題、働き方等）
、分科会の形式等について議論を行った。今回
の検討結果を踏まえ、次回のWGでは更に詳細に検討していく。

２６日（月）

［福岡市・電気ビル共創館］

第２回行財政委員会
出席者：35名

今回の委員会では、まず、福岡地域戦略推進協議会（FDC）の豊島徹
浩氏に「地域活性化プラットフォームとしてのFDCの取り組み」に
ついてご講演いただいた。その後、2017年度の活動報告と2018年度
の事業計画（案）について審議を行い、予算・税制改正、規制・制度
改革への要望ならびにBCP策定の促進等に取り組んでいくことを確
認した。

２７日（火）

［福岡市・電気ビル共創館］

第２回資源エネルギー・環境委員会
出席者：43名

冒頭、貫正義委員長からの開会挨拶後、
（一財）省エネルギーセン
ター九州支部の藤原洋記専門員から「平成29年度省エネの進め方と
無料診断事例」と題して基調講演をいただいた。その後、2017年度
の活動報告と2018年度の事業計画（案）について審議を行い、事業計
画（案）については了承された。続いて、提出予定の「エネルギー・
環境政策に関する要望について」を説明、委員長・メンバーの協力
に謝した。
※本誌20ページに講演要旨を掲載

２７日（火） ［熊本市・ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ］
第３回熊本地域委員会
出席者：48名

来年に迫った女子ハンドボール世界選手権大会やラグビーワールド
カップの県内開催を見据え、スポーツがもたらす社会・経済効果や
スポーツの成長産業化の動向、各地のスポーツコミッションの動向
などについて、早稲田大学スポーツ科学学術院の原田宗彦教授にご
講演いただいた。スポーツがビジネスとして、地域振興に大きな可
能性を与えることから、その実行部隊としてのスポーツコミッショ
ンの必要性を説かれた。

２７日（火）

［熊本市・くまもと県民交流館パレア］

九経連・クールジャパン機構海外展開活用セミナーｉｎ熊本
出席者：19名

日本の魅力ある商品・サービスの海外需要開拓に関連する支援・促
進を目指す官民ファンドとして設立された㈱海外需要開拓支援機構
（クールジャパン機構）と共に「九州経済連合会・クールジャパン機
構海外展開活用セミナーin熊本」を開催。熊本県内企業と海外展開に
関する積極的な意見交換が行われた。
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講演要旨

「平成29年度 省エネの進
め方と無料診断事例」

（一財）省エネルギーセンター
九州支部
エネルギー使用合理化専門員

（平成30年２月27日（火）第２回資源エネルギー・環境委員会での基調講演）

藤原  洋記

業種別のCO2 排出割合は、おおむね産業部
門４割、業務・運輸部門４割、家庭用２割の
比率である。また、最近の産業用の原単位は
低下せず横ばい状態である。結果として省エ
ネしていないということに解釈される。この
一つの要因は設備の老朽化があり更新されてい
ないことがある。いわゆる「もったいない」が
省エネに逆効果をもたらしている一面もある。
政府は、2030年までに原油換算で5,030万kl
相当の省エネを達成する目標を掲げている。
このため、ベンチマーク制度、SABCクラス
（※）
分評価制度 、各種補助金制度など多様なメ
ニューを用意し取り組んでいる。
※SABCクラス分評価制度は、
「省エネ法」に基づいて
行われるもの。
１ 年間のエネルギー使用量が原油換算値1,500kl以
上の全国の特定事業者の約12,000社を、省エネ法の
定期報告書に基づいて、省エネの実施状況をS ～C
のクラスに分けて公表している。その企業名は公表
されている。(省エネを啓発、改善指導する制度。
平成28年度から制度開始)

Bクラス以下であれば、国の現地調査や立
ち入り検査等が実施される。しかし、このよ
うな事を責任者が理解していないことが多く、
連絡がきてからあわてて準備するケースが多い。
省エネ法とは、取り組みを義務付け規制す
るものというより、この規定を順守すること
により、自然と省エネが達成できるような仕
組みと構成になっている。このような事から、
エネルギー管理者等の専門家は定期的な教育
講習が免除されており、新しいことを知らな
いことが多く問題が生じるケースがある。一
方、教育講習が義務付けられているエネル
ギー管理員等の非専門家のほうが詳しいこと
が多いのでエネルギー統括者（一般に取締役）
は留意されたい。
省エネは、コスト管理の一手法であり、経
営改善に役にたつ。省エネ効果を出すには、
企業ぐるみで取り組まなければ期待できない。
具体的には、経営者が取り組み目標を一方的
に決め、エネルギー管理者や保守メンテナン
ス等の特定部門だけ実施させる、といった社
内の一部の取り組みだけでは効果が期待でき
ない。
まず、経営者が現実的な省エネ目標を掲げ
るとともに目標を達成する強靭な意志をもち、
２０
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そのための全社的な組織を編成し、メンバー
全員が取り組めば必ず効果が上がる。具体的
な例として、ある大企業において、トップが
省エネ50％の目標を掲げて取り組みを指示し
たが、社員から現実的でないと異論が出た結
果、30％に緩和して全社で取り組みを始めた
ところ、あっという間に目標を達成し今も維
持し続けている。
最近の設備投資をする省エネで照明をLED
に変更する方法がある。その際は、必ず調光
装置を導入することを推奨する。某自動車
ディーラーで実施したLED設備について調光
装置有無で比較したところ、その効果が絶大
であることが判明した。
本日配布した九州経済産業局が作成した29
年度の「省エネ取組事例集」のなかには、清
本鐵工殿のように補助金を使って最新型の加
熱炉に入れ替えた結果、劇的に省エネが進ん
だ事例もある。また、ホテル日航福岡殿の例
では、特段の大きな費用をかけず、EMSと従
業員による組織的な省エネの取り組みが業務
効率化につながり、大幅な省エネが達成でき
た。最近は外国人宿泊客が大幅に増えたにも
拘わらず、省エネ水準は維持できている。
費用をかけて、EMS（エネルギーマネジメ
ントシステム）を導入する場合の注意点は、
しっかりした省エネ組織を確立して、全従業
員で運用することが必須である。そうでない
企業の場合は数年経つと利用されなくなり、
宝の持ち腐れ状態となることが多く見受けら
れる。
省エネは、将来の化石燃料の枯渇に備え、
エネルギー自給率を向上させる目的で始まっ
たが、いまや地球温暖化対策が主な目的であ
る。目的は、取り巻く環境が変わればそれに
つれて変化する。
省エネは、極力コストをかけずにやるのが
基本である。したがって省エネ組織を強化、
見直したり、人員配置を変えたり、従業員の
意識を高める方策を工夫したりして、人的資
源を有効活用して行う。そして成果に関する
フィードバックが必要である。本日ご参加の
皆さまの大半は、企業経営の側に立つ方。今
までの省エネ対策と省エネ組織を見直し、再
検討して、メリットある省エネ対策と大きな
効果を出していただきたい。

Introduction of new members

新入会員 紹 介

株式会社 関家具
＜2018年１月４日入会＞

会

社

名

株式会社 関家具

業

昭和４３年４月

者

代表取締役 関 文彦

会社概要

会社概要
昭和３６年、高校卒業後、久留米市の家具店に

創

住み込みで修業を始め、４年目からは修行のか

代

たわら大学にも通い、経理など経営に必要な知

事 業 内 容

識を身に付けるために４年間学びました。７年

家具・インテリア・住関連商品企
画・製造・卸・小売

従 業 員 数

５００名

間の修行後、昭和４３年４月大学卒業と同時に大

本社所在地

〒８３１-００３３ 福岡県大川市幡保９８-７

川に帰郷し、関家具の前身となる家具卸売業を

電 話 番 号

０９４４-８８-３５１５

創業しました。

関連会社等

株式会社 関家具大川デザインミュージアム
株式会社 関家具カーゴ
株式会社 関家具工房木馬
事業所／国内営業所／東京・大阪
海外拠点／中国（大連）
直営店／宮城・東京・神奈川・愛
知・大阪・兵庫・岡山・広島・福
岡 全国３４店舗

ホームページ

http://www.sekikagu.co.jp/

表

昭和５７年１１月 法人化し「株式会社 関家具」
と改称
平成４年

ショールームを兼ねた１０階建の

ペガサスビルを建設。
平成１７年 東京デザインセンターに他県初と
なるショールームを開設。
平成２２年 初めての自社工場となる一枚板専
門の工場を開設し、一枚板家具専門ブラン
ド「アトリエ木馬」を立ち上げ。

関家具の使命は社
会貢献が最大の目的

その後青山、新宿、神戸などに直営店をオー

であり、社員一同そ

プンし、日本橋三越、新宿小田急百貨店にも

のことにやりがいを

ショールームを常設しています。

持って業務に励んで

一枚板は海外でも人気が高く、韓国、中国、

まいります。

台湾、シンガポール、ドバイ、スペインなどに
も輸出しています。

代表取締役

関  文彦

平成３０年４月で創業５０周年を迎え、その間
一期も赤字なしの経営を継続中。
今では北は北海道から南は沖縄まで約２，
０００
社３，
０００店舗のお得意先様の販売網を構築する
ことができ、直営店は前述の青山、新宿や自由
が丘、五反田、横浜など関東、関西を中心に北

は仙台から南は大牟田まで３４店舗を運営中。今
期の売り上げは１７０億円を見込んでいます。
今後も、戦後一大繁栄した郷土大川の家具産
業復活の一翼を担い、地方創生に尽くしてまい
ります。
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場：４１名、パリ会場：４２名）
。
今後とも、今回つながりができた旅行会社・メディア
を始め、ＢｔｏＣ向けにも継続的に九州の物産及び観光の情
報を発信することで、
ラグビーワールドカッ
プ２０１９に向けて九州
の認知度向上と誘客促
進に努めていきます。

九州観光
推進機構
ニュース

九州アジア観光アイランド特区ガイドスキルアッ
プ＆マッチングセミナーの開催（２／２４：福岡）
欧州市場（英国・フランス）における九州観光プロ
モーション事業（１／２３〜２／５：ロンドン、パリ）

九州観光推進機構
ニュース

欧州市場における九州の認知度向上と誘客促進を目的
に、英国とフランスで、九州の伝統工芸品や物産、食材
等の展示、体験を絡めた九州観光フェア及び九州観光説
明会を実施しました（ロンドン会場：１月２３日～２８日、
パリ会場：１月３１日～２月５日）
。
当機構主催での欧州市場に対するプロモーション事業
は初めての試みでしたが、期間中はロンドン会場約５００
名、パリ会場約３００名と多くのお客様が足を運んでくださ
り、直接九州の物産及び観光をＰＲすることができまし
た。また、期間中各会場にて、旅行会社・メディアを対
象にした企業向け九州観光説明会を実施し、プレゼン
テーション及びミニ商談会を行いました（参加者数：ロン
ドン会場９社１０名、パリ市場１３社１５名）
。さらに、日本
に関心のある個人旅行者を対象に、個人向け九州観光説
明会も実施し、プレゼンテーション及び展示品を使った
ワークショップ等を行いました（参加者数：ロンドン会

九州アジア観光アイランド特区ガイドの合格者を対象
とした九州アジア観光アイランド特区ガイドスキルアッ
プ＆マッチングセミナーを開催いたしました。このセミ
ナーは、特区ガイドのスキルアップと就業機会創出のた
めに特区ガイドと旅行会社や人材派遣会社を対象として
開催しており、今回が第３回目となります。
午前中に実施したスキルアップセミナーでは、５７名の
特区ガイドが参加し、空飛ぶドクターとして医師添乗
サービスを行っている坂本泰樹氏より旅行中の緊急時の
対応方法など、温泉ソムリエ師範である六三四氏により
温泉の楽しみ方などをご講演いただきました。午後に実
施したマッチングセミナーには４６名の特区ガイド、１０社
の旅行会社・人材派遣会社が参加しました。また、今回
はキャリアコンサルティングのブースを設け、新たなガ
イドとして活動する契機として活用いただきました。
当機構では、今後も特区ガイドの質の向上や活躍の機
会を創出していくため、スキルアップに関する研修や就
業に関する情報提供などに取り組んでいきます。

九州観光
推進機構
ニュース
感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅

25

文化庁の全国重要伝統的建造物群保存地区を巡る（北部九州編）
〜町並みが語る歴史の物語〜
−福岡県（朝倉市、うきは市、黒木町、八女市）、大分県（日田市）、佐賀県（鹿島市、嬉野市、有田町）、長崎県（雲仙市、長崎市）−

城下町、商家町、門前町、港町…そこにある町並みは誰かが意図したのではない人の営みのうちに形作
られた。そういうものの集まりを、町並みといわないか。
昭和５０年の文化財保護法の改正によって伝統的建造物群の制度が発足し、城下町、宿場町、門前町、
港町、農漁村集落など歴史的な集落・町並みの保存が図られるようになった。市町村は、伝統的建造物群
保存地区を定め、国はその中から価値の高いものを重要伝統的建造物群保存地区として選定し、市町村の
保存事業への財政的援助や必要な指導または助言をすることができるとされている。
重要伝統的建造物群保存地区については、市町村が、条例で保存地区の現状を変更する行為の規制など
の措置を定め保護を図っており、管理、修理、修景などに対して補助を行っている。
市町村は景観に配慮した防災施設等の整備事業を進めている。
平成１８年８月現在、重要伝統的建造物群保存地区に選定されている地区は、全国に８０地区あるうち、
九州には１８地区があり、伝統的建造物が保存すべき建造物として特定されている。
このうち北部九州編では、幕府の直轄地となってからは、九州の政治、経済の中心地として発展した日
田市・豆田町。江戸時代の地割がそのまま残る山麓の城下町、朝倉・秋月。漆喰と土蔵による重厚な耐火
構造の町うきは市・筑後吉井。鹿島や嬉野の河口の港まちや、有田の町並みを歩き、最後は長崎の洋風
ゾーンを訪れる。そのままが個性、そのままが魅力である。
２２
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１日目
２日目

 地→福岡空港（博多駅）→日田市豆田町［商家町］→朝倉市秋月［城
各
下町］→うきは市筑後吉井［在郷町］→原鶴温泉（泊）

２泊３日コース
福岡空港
福岡県

 鶴温泉→黒木町黒木［在方町］→八女市八女福島［商家町］→鹿島
原
市浜庄津町浜金屋町［港町］→鹿島市浜中町八本木宿［醸造町］→嬉
野市塩田津［商家町］→嬉野温泉（泊）

３

 野温泉→有田町有田内山［製磁町］→雲仙市（国見町）神代小路［武
嬉
家町］→長崎市東山手・南山手［港町］→長崎空港（長崎駅）→各地

原鶴温泉
日田市

うきは市
佐賀県

黒木町

有田町

日目

朝倉市

大分県

八女市

嬉野温泉
嬉野市 鹿島市

熊本県

長崎空港

雲仙市
長崎県

うきは市・筑後吉井

長崎市

城下町久留米と天領日田を結ぶ豊後街道の宿場町として栄えた
地域。また櫨の実から木蝋生産、酒造業等の発生や、吉井銀と称された特異な
金融活動で資力を蓄えた商人の町でその繁栄を誇った。しかし、その間明治初
期までに３回の大火に見舞われた人々は、土蔵造りなどの家を構え、家造りに
工夫を凝らして火災から家を守り、また町中にめぐらされた川や水路は当時の
人々の生活を支えた。水に守られた町の人々は今日の緑と清流の景観を残し、
国道２１
０号、旧豊後街道筋に見事な町並みが存在し、西の倉敷と呼ばれている。

朝倉市・秋月

宮崎県

鹿児島県

うきは市・筑後吉井

小さくまとまった城下町、一巡りするのに３０分ほどだが、一軒一軒を覗くと深い。たっぷり時間が欲しい。

日田市・豆田町
小京都にも登場する日田市は、豆田一帯が指定ゾーン。天領の町だがこの地域はかつての商家、町家が妍を競い、武家
屋敷の残照はない。整然と町割りされた中に「長福寺」
「草野本家」
「岩尾薬局」などなど江戸時代から明治にかけての建
物が懐の深さを物語る。

黒木町・黒木
黒木地区は、黒木氏が拠った猫尾城の落城後、江戸時代に新たに町立てされ、久留米藩の在方町として発展した。明治
１
１年の大火後に出来た町並みで、妻入二階建が続く。
入母屋造桟瓦葺を基本に、両袖に下屋を降ろす形式（居蔵造）を特徴とし、屋敷尻には土蔵が連担する。

八女市・八女福島
福島は慶長６年（１６０１）に城下町として整備された。一国一城令で城がなくなった後も、周囲
の豊かな農山村の物資の流通によって、久留米藩の中でも有数の在方町として栄えた。隆盛は
明治以降も続き、現在の福島地区には、当時の繁栄を物語る江戸末期
から昭和初期の伝統的な町家が、連続して数多く残っている。

鹿島市・浜中町八本木宿

鹿島市・浜中町八本木宿

八女市・八女福島

江戸時代の宿場町「浜宿」の面影が残る、当時から酒造元が多い通りで、現在も数軒が醸造し
ている。白壁土蔵が立ち並び、伝統的な景観を色濃く残している。この地区は昔から業種ごとに住
み分けしていた名残で、町の雰囲気が変化に富み、独特の趣きがある。

嬉野市・塩田津
湯の町と河口の港町・塩田津が合併して嬉野市になった。塩田津は長崎街道の海路の拠点で
あった。整然とした町割りの屋並の中に重文の西岡住宅や古い商家の杉光陶器店などが、江戸
後期の面影を残し重厚さを添えている。さらに「塩田石工」の集団の手になる石垣、仁王像、
恵比須像も加わって歴史的風致を醸している。鹿島の浜町も歴史ある港町の特色が残っている。

嬉野市・塩田津

有田町・有田内山
内山地区は陶磁器生産の拡大に伴い江戸初期に形成され、今も歴史的価値の高い建物が数多
く残る。窯の煉瓦を利用した土塀が趣を出す陶器の町。

雲仙市国見町・神代小路
神代小路は、天正１５年（１５８４）の九州国割を経て、慶長１３年（１６０８）鍋島信房が初代領主と
なったことに始まる。城址の森と堀を兼ねた川に囲まれた武家地ならではの閉鎖的空間を有す
有田町・有田内山
る。江戸中期の地割をよく残し、武家屋敷建築の母屋や長屋門が屋敷囲
いを構成する生垣や石垣、水路などの環境要素とあいまって美しい町並み景観を醸し出している。

長崎市・東山手
長崎市・東山手

幕末に開港した外国人居留地時代に造られたオランダ坂の石畳や煉瓦塀のある地域で、主に旧
長崎英国領事館、旧プロシア領事館東山手１０番館が建ち並び、このほか明治から大正時代の洋風
建築などが特異な歴史的景観を形成している。

九州観光推進機構のホームページ

http://www.welcomekyushu.jp「九州旅ネット」 も併せてご覧ください。
《問い合わせ先》一般社団法人

九州観光推進機構

TEL：092−751−2943
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山口

Yamaguchi

やまぐち幕末ＩＳＨＩＮ祭
「ＩＳＨＩＮ満喫キャンペーン」実施中！
平成３０年は、明治改元から１５０年の節目の年。
本県では幕末維新をテーマに、観光キャンペーン
「やまぐち幕末ＩＳＨＩＮ祭」を展開している。
いよいよ記念の今年は、
「明治維新１５０年」特別企画
として、お得に県内を周遊できる「おいでませパス
ポート」を活用した特別キャンペーン「ＩＳＨＩＮ満喫
キャンペーン」を１２月まで実施する。
「おいでませパスポート」は、提示するだけで、県
内の宿泊施設や飲食店、観光地、お土産店など５００カ
所以上の施設で、料金割引や一品サービス、グッズプ
レゼントなど、さまざまな「おもてなし」が受けられ
るもので、発行は無料。
キャンペーンでは、このパスポートで、さらにお得
になる三つの特別企画を用意している。
ぜひ、この機会に、
「やまぐちの旅をもっと便利に
より楽しくさらにお得に！！」満喫いただきたい。
特別企画
ぐる得編
薩長土肥会席編
長州こだわり
グルメ編

主な内容
観光施設での記念企画（展覧会など）参加で、特製ご当
地トレカプレゼント
薩長土肥４県（鹿児島・山口・高知・佐賀）の料理を味
わう特典付きの特別宿泊プランを提供
飲食店で幕末維新の歴史や人物にちなんだ料理を提供。
料理画像のインスタグラム投稿で、旬のフルーツを抽選
でプレゼント

《問い合わせ先》
山口県観光プロジェクト推進室
TEL：083-933-3170

福岡

Fukuoka

北九州空港に貨物定期便が就航
～関空－北九州－那覇線 週５便～
今年６月４日から、株式会社ＡＮＡ Ｃａｒｇｏが北九州
空港に貨物定期便を運航する。
本定期便の就航により、北九州空港を深夜に出発
し、那覇空港を経由して翌早朝にはアジア主要都市に
到着するという、２４時間空港の特長を活かした新た
な物流ルートが実現する。
これにより、九州全域の荷主企業の輸送コスト低減
や輸送時間の短縮化、更には荷受企業側にとっての利
便性向上にも寄与する。また貨物専用機という特性か
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ら、旅客機では運べない特殊貨物・大型貨物等が、九
州において搭載可能となる。
国を挙げ、官民一体で取り組んでいる農林水産物の
輸出拡大については、九州の「新鮮な食材」をアジア
市場に展開することが可能となり、更なる輸出促進、
新たな市場開拓にもつながることが期待される。
ANA Cargo
《問い合わせ先》
ソウル（仁川）
7:25 着
福岡県空港対策局
上海（浦東）
空港整備課
4:55 着
0:40 発
台北（桃園）
TEL：092-643-3173
7:20 着
2:30 着

香港 6:40 着
バンコク
8:25 着

シンガポール
9:00 着

（運航ダイヤは現時点の計画であり変更になることがあります。）

佐賀

ANA Cargo提供

Saga

特別展「肥前さが幕末維新の『技』」
を開催中！
！
３月１７日（土）から開催中の「肥前さが幕末維新博
覧会」
。メインパビリオンから程近い佐賀城本丸歴史
館では、
『技』
『人』
『志』をテーマとした特別展を、
博覧会の会期中順次開催する。
第１弾は『技』
。
“日本の産業革命は佐賀から始まっ
た”をテーマに鉄製大砲鋳造や実用蒸気船の建造な
ど、国内最先端の科学技術力を誇った佐賀藩が、日本
で初めて成し遂げた偉業を貴重な資料とともに紹介し
ている。今回の特別展では九州初出品となる国の重要
文化財「江川英龍宛鍋島直正自筆書状」や教科書でお
馴染みの「ペリー提督横浜上陸図」の原画などを展示
している。特に鍋島直正が韮山反射炉を手掛けた江川
英龍に宛てた書状には、鉄製大砲鋳造にかける直正の
心情を垣間見ることができる。
また、館内大広間に子供たちが幕末維新期の佐賀の
歴史を楽しみながら学べる、体験型アミューズメント
スペース『こどもいしんラボ』が誕生。佐賀藩の精煉
方で活躍した田中久重が創業した東芝グループの最新
型アンドロイドがお出迎えするほか、凌風丸の「デジ
タル塗り絵」や触って学ぶ「からくり年表」など様々
な仕掛けが盛りだくさんだ。
歴史に造詣がある人も、そうでない人も楽しめる佐
賀城本丸歴史館の特別展。幕末維新期の佐賀藩が
『技』にかけた熱い思いをぜひ、感じていただきたい。
〈開催期間〉
３月17日（土）～５月13日（日）
〈観覧料〉無料（募金の御協力をお願いしています）
《問い合わせ先》
佐賀県立佐賀城本丸歴史館
TEL：0952-41-7550
え が わ ひでたつ
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佐賀城本丸

検索

長崎

Nagasaki

「ＮＡＧＡＳＡＫＩＢＬＵＥＩＳＬＡＮＤＳ
ＰＲＯＪＥＣＴ」始動！
長崎県では、首都圏や関西圏の多くの方に「長崎県
には魅力的なしまがある」ことを認知していただき、
観光客誘致や移住促進、県産品販売促進などの取り組
みに繋げていくことを目的に「ＮＡＧＡＳＡＫＩ ＢＬＵＥ
ＩＳＬＡＮＤＳ ＰＲＯＪＥＣＴ（長崎ブルーアイランズプロ
ジェクト）
」を始動した。
このプロジェクトは、国境離島交付金を活用した事
業で、本県出身の福山雅治さんとともに日本一の数を
誇る本県の島々の魅力を発掘し、その独特な風土や歴
史、美しさを県内外に伝えていく取組。長崎を愛し、
長崎を盛り上げる活動をしてきた福山さんに、島の素
晴らしさを体感してもらい
ナビゲートしていただく。
具体的には、福山さんが
五島列島、壱岐、対馬など
長崎の島々の名所・旧跡等
で、まさに「島と一体」に
なり、海の青さや文化など
「しま」の魅力を伝えるス
ペシャルムービーをプロ
しまのナビゲーターに就任した
ジェクト公式ＷＥＢサイト
福山雅治さん
で公開中。
今後のプロジェクトの展開は、公式
ＷＥＢサイトやＦａｃｅｂｏｏｋページを通
じて公表していくので、乞うご期待！
《問い合わせ先》
プロジェクトロゴマーク
長崎県広報課 TEL：095-895-2021
■特設サイト：http://nagasakiblueislands.jp/
■Facebookページ：
https://www.facebook.com/nagasakiblueislands/
青いぜ長崎の島

熊本

検索

Kumamoto

「平成２８年熊本地震」復興祈念
ウィーク
平成２８年４月１４日、１６日と２度にわたる震度７の
地震に襲われた熊本県。この４月で２年が経過する。
復旧・復興が着実に進む一方、熊本地震の記憶を風
化させず、県民全体で復興に向けた決意を新たにする
ため、昨年と同様に４月中旬の約２週間を「復興祈念
ウィーク」と位置付け、１４日には地震で命を失われ
た方々への哀悼の意を表す「犠牲者追悼式」
、１５日に
は、熊本の創造的復興に向けたご意見をいただく「く
まもと復旧・復興有識者会議」
、そして、１６日には
「職員参集訓練」と復興の進捗状況や課題を共有し、

さらなる復興の加速化を図るため「復旧・復興本部会
議」を開催する。
また、民間団体と連携した取り組みも実施すること
としており、４月９日から２０日までの間、熊本県ユニ
セフ協会とともに、東日本大震災を含めた被地の状況
や、復興に向けた活動などの写真展を県庁で開催する。
この他の関連行事についても、県のホームページに
掲載し紹介。
この「復興祈念ウィーク」の行事
を通して、復興に向けた思いを県民
全体で共有し、熊本地震の経験を県
民の災害対応力の向上につなげると
ともに、復興していく熊本の姿を全
国に発信していく。
《問い合わせ先》
熊本県広報グループ TEL：096-333-2027
熊本県復興祈念ウイーク

大分

検索

Oita

世界最高峰の音楽を「おんせん県おおいた」
から～第２０回記念別府アルゲリッチ音楽祭
鍵盤の女王と称される世界最高峰のピアニスト、マ
ルタ・アルゲリッチが総監督を務める別府アルゲリッ
チ音楽祭が、今年、第２０回の記念大会を迎え、５月
６日から６月８日まで、ビーコンプラザ（別府市）等
で行われる。
今回の音楽祭のテーマは、
「ローマから大分への道
～音楽が結ぶもの」
。メインコンサートでは、昨年、
歴史的な名演で大きな感動を呼んだ世界的指揮者の小
澤征爾さんとアルゲリッチ総監督の再共演が実現。大
変魅力的なプログラムとなっている。
また、１２月には、２０回記念事業としてローマ公演
も予定しており、アルゲリッチ総監督の大分への思い
を、大分の魅力とともに発信できる公演にしたいと考
えている。
みどころ満載の「第２０回記念別府アルゲリッチ音
楽祭」は、この秋、大分で開催される「国民文化祭、
全国障害者芸術・文化祭」の１５０日前イベントに位置
づけられている。ぜひ、
「日本一のおんせん県おおい
た」で、極上の音楽を心ゆくまで楽しんで貰いたい。
《問い合わせ先》
大分県芸術文化スポーツ振興課
検索
TEL：097-506-2053 別府アルゲリッチ音楽祭
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宮崎

Miyazaki

首都圏における本県の情報発信拠点「新宿みやざき館
ＫＯＮＮＥ」が４月２８日（土）リニューアルオープン！
開設以来、節目の２０年を迎えた本県のアンテナ
ショップ「新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ」
。今後ますます
高まる首都圏の活力を本県に取り込むため、このたび
リニューアルを行う。
１階には、３年連続出荷量日本一の焼酎など、厳選
された「これぞ宮崎」という特産品がずらりと並ぶ物
販コーナーとともに、催事コーナーやチャレンジコー
ナーを設置し、市町村や企業等のイベント開催や商品
磨き上げの支援を行う。
２階には、宮崎ならではの食材を使用したメニュー
が味わえる本格和食レストランが新たにオープンする。
また、館内の内装には県産材をふんだんに使用し、
建物全体で宮崎の魅力をアピールする。
さらに外向けに大型ビジョンを設置することで、建
物前を通る多くの人に対しても本県の情報を発信して
いく。
このリニュー
アルにより、
「食」
外観パース
１階内観パース
をはじめとする
本県の総合的な魅力を発信するとともに、集客力のあ
る拠点となることを目指していく。
《問い合わせ先》
宮崎県オールみやざき営業課 TEL：0985-26-7591
新宿みやざき館KONNE TEL：03-5333-7764
西新宿１丁目

ルミネ１

小田急新宿
サザンテラス 新宿みやざき館
ＫＯＮＮＥ
バスタ新宿

東京都渋谷区代々木２－２－１新宿サザンテラス内

鹿児島

JR新宿駅
甲州街道改札

ミロード

JR新宿駅
南口

Kagoshima

鹿児島と世界をつなぐクルーズ
拠点『Kagoshima Port』
鹿児島県におけるクルーズ船の寄港数は、近年、飛
躍的に伸びており、昨年、県全体で１５３回、このうち
鹿児島港へは１０８回と、いずれも過去最高となる寄港
があった。
本県においては、クルーズ船の寄港数の増加やさら
なる大型化に対応するため、クルーズ船の受入環境整
備を進めており、鹿児島港にあるマリンポートかごし
まのクルーズ専用岸壁を改良し、３月には１６万トン級
の「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」が寄港したとこ
ろである。
また、４月７日には、ＣＩＱ（税関・出入国管理・
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検疫）機能等を有する「かごしまクルーズターミナル」
の供用を開始することとしている。
さらに、マリンポートかごしまでは、世界最大の
２２万トン級のクルーズ船が接岸できる新たな岸壁の整
備に向け取組を進めている。
２月には、鹿児島港が「
『官民連携による国際ク
ルーズ拠点』を形成する港湾」に国土交通省から選定
され、県とクルーズ船社とが連携して、港湾管理者
（県）がクルーズ船社に岸壁の優先的な使用を認める代
わりに、船社が旅客施設等を整備することとなった。
また、この新たな岸壁整備の事業化についても、平
成３０年度の国の直轄事業として新規事業に採択される
見通しである。
今後とも、クルーズ船の受入環
境整備を進め、積極的な誘致を行
うなど、本県の観光振興に役立て
るよう取り組んでまいりたい。
《問い合わせ先》
鹿児島県港湾空港課 TEL：099-286-3645

沖縄

Okinawa

日本最大級の国際食品商談会
「沖縄大交易会２０１７」開催
今年で５回目となる「沖縄大交易会２０１７」
（主催：
沖縄大交易会実行委員会）が、２０１７年１１月２７日、２８
日の両日、沖縄コンベンションセンター（宜野湾市）
で開催された。沖縄県では、国際物流拠点の形成によ
り、２１世紀の「万国津梁」
（アジアを結ぶ貿易・交流
の架け橋）の実現を目指している。
沖縄大交易会は、国内サプライヤーと海外バイヤー
のビジネスマッチングを行うことで、沖縄国際物流機
能を活用した日本全国の特産品等の海外輸出促進を図
るもので、事前マッチング型個別商談会としては日本
最大規模の「食」をテーマとした国際商品商談会と
なっている。２日間で４３都道府県から２５１社のサプラ
イヤーと、１８の国と地域より２７０社のバイヤーが参加
し、過去最高の３，
１３１件の商談が行われた。
次回は、２０１８年１１月２９日、３０日に同会場での開催
を予定している。詳細は沖縄大交易会実行委員会事務
局ホームページ（ｈｔｔｐ：//
ｇｏｔ
ｆｊ
. ｐ/）まで。
《問い合わせ先》
沖縄県アジア経済戦略課
TEL：098-866-2340
沖縄大交易会実行委員会事務局
TEL：098-851-7463

表紙説明

ゆめほっぺ

（山口県）

山口県東部の、瀬戸内側に位置する島 “周防大島町” は、かんきつ栽培に適した比較的雨が少な

い気候と日当たり・水はけが良い地形に恵まれており、山口県全体のかんきつ生産量の約８割を担
う一大産地となっています。

特に、ここで育てられる山口県オリジナルかんきつの “せとみ” は、山口県農林総合技術セン
き よ み

ター柑きつセンター（旧山口県大島柑きつ試験場）において、昭和56年（1981年）に “清見” を母親、
よしうら

山口県の在来種である “吉浦ポンカン” を父親として交配し、20年以上の歳月をかけて育成された
うんしゅう

品種で、果実の大きさは180～200グラムと温州みかんの倍近くあり、糖度も他の品種より高く甘
いほか、簡単に皮がむけて柔らかな中袋ごと食べられる手軽さも魅力です。

表紙写真の「ゆめほっぺ」は、そんな “せとみ” の中でも、一定の品質基準（糖度13.5度以上、

酸1.35%以下、外観品質など）を満たしたえりすぐりの逸品だけに冠される商品名で、味や品質に
優れ全国に誇れる “やまぐちブランド” にも登録されています。

やまぐちブランド「ゆめほっぺ」は、かんきつ栽培を行う上でのリー

ディング品目として位置付けられており、産地では、温州みかんから

ちゅうばんかん

中 晩 柑類まで多くの品種を組み合わせた生産振興が進められています。

《問い合わせ先》

全国農業協同組合連合会 山口県本部 園芸課 TEL：083-988-0677

スケジュール（４月）
日（曜）

会合名等

１
７日（火）

九州領事会（太宰府市・九州国立博物館）

２６日（木）

各地域委員会事務局連絡会（九経連）

新入会員企業（２月）
㈱日田天領水
社長

石井

嘉英

大分県日田市大字庄手647
TEL：0973-22-7777
事業内容：日田天領水の製造・販売

従業員数：140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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