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九州農業のスマート化

石井 俊道
〔農林水産省

九州農政局長〕

「いやー、びっくりしたよ。うちに来て３年
目のこの子が、34年間やってきた俺と同じ収
量をとるんだよ！」
生産経営管理システムを導入した、九州のあ
る大規模露地野菜経営の社長さんの弁である。
経営する圃場ごとに、気温、湿度、日射量、
土中温度、土中水分等を計測するセンサーが
設置され、品目ごと、圃場ごとに、栽培環境、
肥培管理、生育経過、生産された農産物の品
質と収量のデータが蓄積され、相互に関連づ
けされて分析されている。これにより、社長
が長年培ってきた経験知・暗黙知が新規就農
者にも「見える化」されている。
また、昨年の同時期と生育を比較すること
により、細かな出荷予測が可能となるほか、
数百筆におよぶ圃場ごとの毎期の作付け計画
もできるようになっている。社員一人一人に
つけられている無線で、作業時間、移動時間
も把握・記録され、効率的な労務管理や、人
件費を含めた原価計算も圃場ごとに可能と
なっている。その結果、規模拡大に当たり、
基盤整備に係る投資判断にも活用が可能と
なっている。
こ の よ う にICT技 術 を 利 用 し た 農 業 の ス
マート化の目的の一つは、データに基づく精

密農業の実現であり、①栽培環境データ、②
肥 培 管 理 デ ー タ、 ③ 生 育・ 収 穫 デ ー タ を 蓄
積・分析して、秀品率向上と収量向上のため
にPDCAを回していける農業経営を確立する
ことである。
九州の大規模農業法人の中には、早くから
このようなシステムを導入したところが多く
みられる。共同利用施設に目を向けると、集
出荷場には膨大な選果データが農家ごとロッ
トごとにあるが、十分に活用されているとは
言えない状況にある。このデータと農家ごと
の環境データ、肥培管理データとが紐づけら
れ、産地全体でデータに基づくPDCAを回し
ていけるような産地が出現してくれば、九州
の農業生産現場は、画期的な段階に至るもの
と考える。
農業のスマート化のもう一つの重要な目的
は、人手不足への対応である。高齢化及び人
口減少により、国内食料市場の縮小化が言わ
れてきたが、農業生産の現場では、国内食料
市場の縮小のスピードを上回るスピードで労
働力不足が進んでいる。このため、労働力を
国内の他部門から、または外国から調達して
くるか、あるいは一人当たりの労働生産性を
飛躍的に引き上げる必要がある。後者へのソ
リューションとして、機械装備率の向上、特に、
自動操舵トラクター等の超省力化技術が期待
されており、すでに実用化が始まっている。
６月15日、政府は「骨太方針」と併せ「未
来投資戦略2018」等を閣議決定した。「未来投
資戦略」では、重点分野の一つとして、農林
水産業のスマート化が打ち出されている。
今後も九州農業の一層のスマート化を図っ
て参りたい。
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寄稿
日本のキャッシュレス化進展に向けて（第１回）
〜キャッシュレス化の意義、現状について〜
㈱みずほ銀行

産業調査部

事業金融開発チーム

堀 加奈子

九経連ではインバウンド観光客の消費額拡大施策として、
「キャッシュレス決済の導入推進」
を掲げている。キャッシュレス化で遅れをとらず、地域の「稼ぐ力」を強化すべく先進的な分
析・取り組みを行っている、㈱みずほ銀行産業調査部事業金融開発チーム 堀加奈子氏より、
キャッシュレス推進への課題、対応の方向性について今月号～10月号まで３回に分けて寄稿
していただく。
１．キャッシュレス化の意義について
日本におけるキャッシュレス化の主な意義
は、①インバウンドへの対応、②現金社会コ
ストの低減、③決済情報の活用である。
①インバウンドへの対応
政府は、訪日外国人観光客数を、東京オリ
ンピック・パラリンピックが開催される2020
年には4,000万人、2030年には6,000万人とす
る 目 標 を 掲 げ て い る。 一 方、 観 光 庁 に よ る
「外国人旅行客に対するアンケート調査結果」
では、旅行中に困ったことの上位に両替・ク
レジット／デビットカードを利用できる場所
の少なさが挙げられている。以前と比較する
と改善されてきているものの、外国人観光客
にとって利便性の高いキャッシュレス決済環
境を提供することは、インバウンド消費の獲
得を成長戦略の一つとする日本にとって不可
欠である。
②現金社会コストの低減
現金決済は、紙幣や硬貨の物理的なやり取
りのみで取引が完了することから、表面的に
はコストが低い決済手段に見える。しかし、
現金流通を支えるATM運営コストだけでも日
本全体で２兆円／年とも言われ、更に、小売
事業者等の現金管理コストやセキュリティコ
ストなど、様々なコストを社会全体で負担し
ている。金融機関の支店・ATM網が全国に張
り巡らされている日本では、金融機関や企業
がコストの大部分を負担しており、キャッ
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シュレス化によってこのコストが効率化され
る意義は大きい。
③決済情報の活用
従来の現金決済では捕捉出来ていなかった
決済情報が、キャッシュレス決済では、誰が、
何時、何処で、何を買ったかというレベルで
入手可能になる。個人情報保護への配慮は必
要なものの、そのデータを活用することが出
来れば、従来と比較して高度なマーケティン
グが可能になると考えられている。「未来投資
戦略2017」においても、決済に関するビッグ
データを活用することで国内消費における
ニーズの多様化に対応するだけでなく、外国
人観光客の消費喚起及び販売機会の拡大に繋
げることも課題として挙げられている。
２．日本におけるキャッシュレス化の状況
（１）キャッシュレス化の進展
現代社会における個人の決済手段は、現金
決済と現金を利用しない非現金決済（キャッ
シュレス決済）に大別される。キャッシュレス
決済は、紙幣や硬貨ではなく、支払能力があ
ることを示す情報を交換することで取引が行
われる。以降、主要なキャッシュレス決済手
段の状況について確認する。
指定された預金口座宛に資金を払い込む
サービスである振込・送金や、各種サービス
利用代金を申込者が指定した預金口座から引
き落とす口座振替サービスは、日本では古く

から金融機関が提供するキャッシュレス決済
である。現状、個人の振込・送金や口座振替
のそれぞれの取扱高を統計から正確に把握す
ることは困難であるが、調査会社ユーロモニ
ターによる数値から推計すると、2016年の個
人の振込や口座振替の金額は約28兆円となる。
クレジットカードは、職業や年収などに基
づいて事前にカード会社から付与された与信
枠内で、商品の購入等が可能となる決済手段
であり、日本のキャッシュレス化を最も牽引
している。クレジットカードショッピング取

【図表１】個人の決済手段の分類

（出所）みずほ銀行産業調査部作成

【図表２】カードショッピング市場の推移

扱高は、リーマンショックや東日本大震災等
の影響による成長の鈍化やマイナス成長は
あったものの、足下では52兆円に達している。
この成長の背景には、クレジットカード決
済が全体の６～７割を占めると言われる国内
EC市場の拡大や、家賃や税金等クレジット
カードの利用可能領域の拡大がある。更に、
米SquareやCoinyなどスマートフォンに装着
するだけでカード決済が可能となるサービス
を展開する実店舗事業者向けの決済代行事業
者の登場も、クレジットカード市場の拡大に
影響している。
クレジットカードの次にキャッシュレス化
を牽引している決済手段は、プリペイドカー
ドである。プリペイドカードは資金決済法上
の「前払式支払手段」に該当し、利用者から
モノやサービスの代金として事前に対価とし
て受け取っているものと定義されている。こ
の プ リ ペ イ ド カ ー ド 市 場 拡 大 の 背 景 に は、
カード会社や信販会社が従来のクレジット
カード加盟店で利用可能な国際ブランドプリ
ペイドカードの発行を強化していることや、
交通系や小売系事業者の非接触IC型電子マネー
の普及がある。特に非接触IC型電子マネーは、

【図表３】主要非接触IC型電子マネーの市場の推移

（出所）経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」よ
りみずほ銀行産業調査部作成

（出所）日本銀行決済関連統計よりみずほ銀行産業調査部
作成
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交通系ICカード全国相互利用サービスなど事
業者による利便性の向上が図られた結果、少
額決済ツールとして消費者の生活に浸透し、
足下の決済金額は５兆円を突破している。
デビットカードは、商品の購入等に利用し
た金額が即時に銀行口座から引き落とされる
非与信の決済手段であるが、その市場規模は
9,000億円程度とまだ小さい。
【図表４】デビットカード市場の推移

（出所）日 本銀行「最近のデビットカードの動向につい
て」よりみずほ銀行産業調査部作成

日本のデビットカードは、1999年に開始さ
れ、金融機関が発行したキャッシュカードを
店舗における支払いにそのまま利用できる
J-Debitと、今後普及が期待されるブランドデ
ビットの二種類がある。既存のクレジット
カード加盟店で利用可能なブランドデビット
は、近年の発行金融機関の増加等から急速に
成長しており、今後もその傾向が続くものと
想定される。
一 方、 日 本 独 自 の デ ビ ッ ト カ ー ド で あ る
J-Debitの取扱高は、2016年に約4,000億円と
なり10年間で半減した。2017年５月に公表さ
れた日本銀行の「最近のデビットカードの動
向について」では、この要因の一つとして
スーパーやコンビニ等の加盟が限定的である
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ことが指摘されている。1,000以上もの金融機
関が発行するキャッシュカードを持つ全ての
人という膨大な会員基盤を持ちながら、加盟
店開拓が十分に進んでおらず、その会員基盤
を活かせていない状況となっている。
このように日本ではクレジットカードや非
接触IC型電子マネーを中心とするプリペイド
カードの利用が拡大し、キャッシュレス化が
進んでいる。デビットカード市場も、金融機
関によるブランドデビットの取り組み強化や
消費者の認知度が向上することによって、今
後、日本のキャッシュレス化を後押ししてい
くものと考えられる。
なお、各キャッシュレス決済手段間の重複
があるため正確な数値を把握することは困難
であるものの、主要なキャッシュレス決済手
段の取扱高を合計した足下のキャッシュレス
決済市場は約102兆円、キャッシュレス比率は
約34％（対2017年名目民間最終消費支出）と推
定される。
し か し、 国 際 的 に み れ ば、 日 本 の キ ャ ッ
シュレス化は劣後している状況にある。国際
決済銀行（BIS）の決済・市場インフラ委員会
が公表しているデータを基に、現金流通残高
とカード決済金額の対名目GDP比率を見る
と、カード決済の比率が高い程現金流通残高

【図表５】現金流通残高とカード決済金額の対
名目GDP比率

カード
中心

現金
中心

（出所）Bank For International Settlementより（みずほ
銀行産業調査部作成）

が小さくなるという相関関係が認められる。
すなわち、カード決済比率が低く、現金流通
残高が多い（図表５）右下に位置している日本
は、相対的にキャッシュレス化が進展してい
ない状況にあることが確認できる。
（２）日本の現金決済を支える要素
日本においてキャッシュレス化が進展せず、
現金決済が選ばれている一因が、充実した金
融機関の支店・ATM網にある。日本の金融機
関は膨大なコストと時間を費やし、主要都市
を中心に支店網を構築してきた。更に、それ
を補完するように駅やショッピングモール等

【図表６】1,000㎢あたりの金融機関店舗数

【図表７】1,000㎢あたりのATM数

（出所）図 表６、７ともIMF等より（みずほ銀行産業調査
部作成）

の人が集まる場所に多くのATMを設置してい
る。金融機関に留まらず大手コンビニも傘下
に銀行やATMネットワーク会社を抱え、来店
客数の増加や売上管理等小売業とのシナジー
も狙い、日本全国のコンビニ店舗にATMを設
置している。その結果、日本の金融機関店舗
数・ATM数は国土の広さを踏まえると他の先
進諸国より多い状況にある。
現金決済が選ばれるもう一つの理由として、
紙幣そのものへの信頼の高さも指摘できる。
日本銀行券の偽造防止技術は世界最高峰と言
われており、偽造するとしても多大なコスト
が必要となる。結果、日本の偽造通貨流通量
は低く抑えられており、国立印刷局の資料に
よると、ユーロ券、ドル券、ポンド券の偽造
紙幣発見枚数は、それぞれ日本銀行券の223
倍、659倍、1,585倍となっている。日本の紙
幣に対する信頼の高さは、安心感のある現金
決済の実現に寄与していると考えられる。
また、海外の主要都市と比較すると、日本
は犯罪認知件数が少なく、極めて治安が良い
国である。実際、ほとんど躊躇することなく
現金を持ち歩いているのではないだろうか。
この治安の良さも現金決済比率が高い理由の
一つと考えられる。
消費者側の現金決済志向を反映して、店舗
における現金取扱のオペレーションも向上し
ている。消費者から受け取った現金をレジに
投入すれば、自動的におつりが出てくる自動
釣銭機や店員がいなくても支払いが可能なセ
ルフレジも登場しており、現金決済の効率性
向上に繋がっている。
今号では、日本のキャッシュレス決済市場
の状況について分析するとともに、利便性の
高い現金決済システムの存在によって、日本
のキャッシュレス化は相対的に劣後している
ことを述べた。次号では、キャッシュレス化
が進展している他の国を挙げ、その状況や背
景について分析する。
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九経連活動紹介

９つの新規事業で実績づくりへ
と

き

ところ
出席者

６月７日（木）
福岡市・ホテルニューオータニ博多
定時総会３５０名

第５８回定時総会・第１５２回理事会

１．第58回定時総会

活動や情報取得を行い、九州から日本を動か

⑴麻生会長挨拶（要旨）

す流れにつながるような情報発信や迫力を

九州は恵まれている。日本という国が安定
しており、九州はアジアに近く、インバウン
ド数が４年連続で対前年比30％を超えている。
これはバブル時代の関連指標にも無かった伸
びであり、まだまだこの流れは続いていくは
ずだ。第一次産品の海外輸出も伸びている。

持った活動を行っていきたい。
⑵議事
報告事項１
報告事項２
第１号議案
第２号議案

2017年度 事業報告
2018年度 事業計画・収支予算
2017年度 収支決算（案）
理事、監事 選任（案）

日本品は安心・安全、美味しいというブラン
ドがあるからだ。

報告事項１・2017年度 事業報告

先細りの国内市場、伸び続けるアジア市場

８つの中長期的課題の解決に向け、明確な

と い う 構 図 の 中 で、 現 役 の リ ー ダ ー で あ る

目標値と強い使命感をもって、委員会等を中

我々が動けない理由を説明するのではなく、

心に積極的に活動を展開。

伸びゆくアジアとリンクし、引き込んでいく
ことが我々の大事な役割であり、次世代への
大きな責任であると考える。
九経連としても、対応力、情報力を付け、
海外展開へのチャンスを広げていきたい。こ
の７月にはフランスで九州の観光資源やお祭
りをＰＲする。2019年ラグビーワールドカッ
プ、2020年オリンピック・パラリンピックへ

Ⅰ．熊本地震からの復旧・復興
Ⅱ．地域産業の振興・育成
Ⅲ．環境・エネルギー問題への対応
Ⅳ．アジアとの交流及びビジネスの拡大
Ⅴ．社会基盤の整備促進
Ⅵ．人口減少社会（少子高齢化）・働き方改革
への対応
Ⅶ．人材育成
Ⅷ．地方分権の推進及び道州制の導入

向けた、九州７県と沖縄県、山口県の知事、
あるいは副知事との共同事業である。

九州地域戦略会議では、①フランスでの九

今後も九経連として会員約1,000社のパワー

州ＰＲ活動、②2019年ラグビーＷ杯を見据え

やネットワークを活かし、個社ではできない

たお祭り集結の検討、③スマート農業の推進
に向け引き続き取り組むことを決定した。
報告事項２・2018年度 事業計画・収支予算
2020年度までの中長期事業計画に基づき、
８つの中長期的課題の下、21の主要事業に取
り組む。
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第１号議案・2017年度 収支決算（案）
【2018年度 事業計画】
「新規事業と最重点事業」
★：新規且つ最重点事業
◯新規事業
（１）外 国人観光客等の消費拡大を推進する新
たな取り組みを検討・実施
★最高級ホテルの誘致
★旅館の生産性・競争力の向上（別府温泉）
★地域振興を目指した温泉街の活性化（原鶴温泉）
★社会的ニーズ対応など新たなツーリズムの
創設及び普及
（２）九州の農水産物の国内需要拡大を支援
★社員食堂での地産地消の推進（旬の野菜の
活用、物産展との連携等）
★ブロックチェーンを活用した産地履歴追跡
の社会実験実施
（３）第１次産業従事者の稼ぐ力と魅力の向上
・スマート農業の促進
（４）IoTで農業・観光をつなぐ循環システムを
構築
★先進的農林水産業者を軸とした農・観シス
テムのモデルケース創出
（５）公 共交通空白地域でのライドシェアのあ
り方を検討
（６）地 域活性化のため、高速道路からの一時
退出を可能とする料金システム及び退出
可能ICの拡充
（７）経 営者と女性管理職が経済問題等を議論
することで、双方の理解を深め、女性の
管理職登用を促進
（８）産業振興に資する人材（セキュリティ関連
及びデータサイエンティスト）の育成を支援
（９）
「専修学校グローバル化対応推進支援事業

（文科省事業）
」による留学生受け入れ増と就
職支援（福岡地域戦略推進協議会と協働）

◯最重点事業
（１）ア ジアへの九州の農林水産物の輸出拡大
を促進
（２）生産性向上をもたらす先進技術（IoT、AI、
ビッグデータ、ロボット等）の利活用を促進
（３）航空機部品製造産業の振興
（４）ラ グビーＷ杯・東京五輪等を契機とした
九州エリアの活性化

新入会員実績29社による収入増（総会時の会
員1,025社）、及び外部資金を充当して活動強
化を図りつつ、九経連支出を絞り込んだ結果、
当期収支差額は870万円となった旨報告し、異
議なく了承された。
第２号議案・理事、監事 選任（案）
理事４名、監事１名が新たに選任された。
（理事）
平野亘也
金子達也
佐藤尚文
谷 潤一

㈱宮崎銀行 頭取
トヨタ自動車九州㈱ 会長
㈱九電工 会長
新日鐵住金㈱執行役員
八幡製鐵所長
（平野理事と金子理事に本会副会長を委嘱）
（監事）
山﨑 拓
㈱NTTドコモ 執行役員
九州支社長

２．第152回理事会
定時総会に引き続き、第152回理事会を開
催。第１号～第２号議案を審議し、議案書ど
おり満場一致で了承された。
第 1 号議案
第 2 号議案

副会長選任（案）
審議員、諮問委員、顧問選任（案）

３．特別講演会
特別講演会では、スポーツ庁長官の鈴木大
地氏より、
「スポーツを通じた地域・経済活性
化 〜スポーツが変える。未来を創る。〜」を
テーマにご講演いただいた。
（講演要旨は14ページに掲載）

【総務広報部
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九州各地域の声を九経連活動へ反映
各地域委員会
（北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・山口）

各地域委員会は、九州各地域会員の生の声を九経連の共通の課題として取り上げるため、
2010年に設置。率直かつ建設的な意見交換が行われる貴重な場として存在感を高めている。
昨年は８つの地域で計18回の会合を実施、多くの意見をいただき、2018年度の九経連活動
へ反映させている。今回、その内容を７項目（観光、農林水産業、新ビジネス・医療、社会基
盤整備、若者の県外流出、働き手の確保、大学と地域）に集約し、反映状況を整理した。今後
も各地域の意見を九経連全体の活動に反映することで、地域に根差した活動を展開していく。

１．観光
＜各地域会員意見＞
○地方の魅力を世界へ発信
地方にしかない豊かさ、世界自然遺産のように
手をかけていない豊かさがある。地方の魅力を
どう世界に発信していくかが、これからの課題。
○最高級ホテル、日本式の格付け基準を
欧米基準の五つ星もあるが、旅館の良さを加
味した日本式の格付けがあってもいい。良い旅
館はあるが、欧米基準では五つ星にならない。
○クルーズ船の経済効果をもっと
鹿児島へのクルーズ船は、あまり地元への経
済効果が出ていない気がする。地元企業への効
果、福岡はどのように経済に結び付けているの
か知りたい。
○観光税は業界全体から
観光税はなぜ宿泊施設だけにかかるのか。お
土産店、旅行会社なども観光で潤っており、観
光に関わる業種全体から取るべき。
○IRのメリット説明を
負の部分ばかり強調され、IRによるメリット
の説明がない。

≪九経連活動への反映方策≫
①九州各地の魅力発信
■ラグビーW杯を活用したに海外PR強化
・フ ランス「ジャポニスム2018」にオール九
州で出展、官民トップが九州の魅力を直接
プロモーション（７月、パリ）
・ラ グビーＷ杯開催期間中の「九州のお祭り
集結」イベントの計画立案
②外国人観光客の旅行消費額の拡大
■温泉街の活性化
・旅 館への外国人宿泊客誘致及びまちづくり
の観点での旅館振興
・旅館の生産性・競争力の向上
■九州への最高級ホテルの誘致
【目標】自治体の新規誘致見込１ヵ所
■クルーズ船客の消費拡大
・キャッシュレス決済の導入推奨
・寄港地観光の新スキーム検討
③観光振興の要望 等
		
■国への要望活動
・宿 泊、運輸、物販の各事業者ごとの検討
会を実施し、関係機関へ要望
■IR誘致への理解促進
・域 内住民向けのIR誘致セミナー等、九州
地域へのIR誘致に向けた支援活動

九州ロゴマークの発表（2018.5月）
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２．農林水産業
＜各地域会員意見＞
○中国、台湾への輸出障壁
中国、台湾からのインバウンド客は日本食に
感動する。しかし、中国・台湾への輸出は壁が
高い。中国は放射能であり、台湾は関税（35％）
である。現場は理解しても、国が決めたことな
ので対処できないと言う。
○産地間での価格競争をどう考えるのか
九経連のオール九州での輸出の一方で、各産
地や自治体が個別でも取り組んでいる。産地間
競争のメリットもあるが、価格競争になる場合
もある。このあたりのバランスをどう考えてい
くべきか。
○今後の供給能力の確保は
輸出促進の一方で、一次産業就業者数は減っ
ていく。今後、需給関係は成り立つのか。外国
人材で賄うのか、生産者を集約していくのか、
そのあたりがよくわからない。

≪九経連活動への反映方策≫
①農水産物の輸出拡大
■中国輸出への突破口
・養殖魚の輸出における海外通販サイト（アリ
ババ）の活用支援
・山 東省、威海市と九経連との両国間食品流
通に関するMOU締結（６月）
■アジアへの輸出拡大
・九 州農水産物直販㈱を活用した香港、シン
ガポール、台湾への輸出拡大
【目標】売上2018年６億円、2020年20億円
②国内需要の開拓
  
■地産地消
・社員食堂での地産地消事業の推進
■中食・外食における産地表示
・ブ ロックチェーン技術を活用した産地履歴
追跡の社会実験
③スマート農業促進		
  
■モデル農場での実証事業
・スマート農業促進で生産者の収入増を図り、
後継者・担い手増の好循環へ繋げる

３．新ビジネス・医療
＜各地域会員意見＞
○新ビジネス・製造業にも注力を
一人あたりの生産性、付加価値では製造業は
高いが、事業計画での言及が少ない。研究開発
的なものや新たなビジネス創出が盛り込んでほ
しい。
○RPAの導入事例は
RPA（間接業務の自動化）の県内･中小企業で
の導入事例があれば教えてもらいたい。
○再生可能エネルギーの商用化ビジョンは
特に、海洋エネルギーについての九経連の商
用化へのビジョンを教えてほしい。伸ばしてい
こうという方向性が出れば、そのための具体的
な取り組みが見えてくる。
○外国人患者受入れへの連携
訪日外国人の患者は増え、受け入れようとい
う気運も高い。しかし、通訳をはじめ医療業界
だけでは受入体制が整わないので、経済界との
連携が不可欠。

≪九経連活動への反映方策≫
①新たなビジネス・市場の創出
■ベンチャー育成
・九 州・大学発ベンチャー振興会議、各種ビ
ジネスプランコンテストによる大学シーズ
の事業化支援や起業家育成
■先進技術の利活用促進
・先進技術（ビッグデータ、AI、ロボット等）
の調査探索と、非製造業分野への応用展開
②再生可能エネルギーの産業化
■再エネアクションプランの推進
【目標】プロジェクト組成件数（累計）
地熱・温泉熱140件、海洋８件
水素利活用16件、水素ステーション15件

  

③九州への医療渡航の推進		
■外国人患者の受入体制の整備支援
・医療界・経済界の連携による組織新設
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４．社会基盤整備
＜各地域会員意見＞
○西九州ルート、フル規格化への期待
九州新幹線西九州ルートについて、長崎では
フル規格でという声が高い。メガリージョン構
想に長崎も加わるためにも、九経連に支援いた
だきたい。
○生活バス路線の維持
中山間地のバスの80％が赤字で、生活路線の
維持が大きな課題となっている。宅配業者と連
携した貨客混載（クール宅急便）の動きが小さな
町から始まっている。
○移住のための基盤整備（光ケーブル）
移住のための魅力となる基盤は、光ケーブル
である。地方都市では1/4のエリアしか整備さ
れていないところもある。行政も予算が足りな
いとして広がらない。

≪九経連活動への反映方策≫
①交通基盤整備
■国への要望活動
・九 州新幹線西九州ルートの2022年度の確実
な供用開始
・日 豊本線高速化のための複線化及び東九州
新幹線の整備計画路線への格上げ
・高 規格幹線道路・地域高規格道路の早期完
成、地域拠点空港としての確実な整備、ア
ジア向け拠点港湾としての機能向上
■九州新幹線西九州ルート
・全 線開業に向けて、新幹線を活用した地域
振興策の検討
②シェアリングエコノミー
■公共交通空白地域でのライドシェア検討
・シ ェアリングエコノミーの包含する諸問題
についての調査検討・提言

５．若者の県外流出
＜各地域会員意見＞
○地元に就職先がない
学生の約３割は地元を希望しても就職先がな
い。大学と経営者のマッチングが必要。
○福岡から各地への学生Ｕターン促進
福岡へ進学した人材が戻ってこない。長崎県
は福岡の大学との連携協定を提案しており、U
ターン促進の構図を九経連としてバックアップ
できるものはないか。
○大学生を地元に残す取り組みを
地元に魅力がないから、学生が地元に残らな
いということを認めるべき。高校生を地元に残
す取り組みはあるが、大学生を対象にしたもの
がない。
○学生に面白いと思わせるまちづくり
一回東京に出てみたいという気持ちは止めら
れない。あることに特化した町にするとか、何
か面白そうだなと思わせないと、現状を変える
ことはできない。
○企業の発信力不足
昔よりは地元志向の学生は増えているが、多
くは公務員志望。企業の発信力が弱い。
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≪九経連活動への反映方策≫
①東京圏からの人材還流促進
■JEWELSプランの推進
（Job, Education, Work Life Balance/
Embrace, Living Safely & Securely）
・九 州地域で「九州創生アクションプラン」
を制定（2015.10月）、４つのプロジェクト
チームで、18のプロジェクトを推進
〔2017実績〕
・東 京圏等の学生を九州・山口の企業へイン
ターンシップ
〔42社 59名〕
・転職イベントへの各県ブース出展（東京）
〔ブースの来場者287名〕
・九州・山口業界研究Week（東京）
〔参加者延べ50名〕
・九州・山口しごとフェスタ（東京）
〔参加者304名〕

６．働き手の確保
＜各地域会員意見＞
○留学生のアルバイト時間延長を
戦略特区で、外国人留学生のバイト時間を週
28時間→36時間への延長を要望しているが、今
のところ進展なし。九経連で何か情報をもって
いないか。
○技能実習生の雇用へ（規制緩和）
技能実習生の中から採用ができるといった、
海外人材獲得の規制緩和ができないか。
○移民を議論すべき時
人口減少・働き手不足で、このままでは日本
は滅びるのではないか。いろいろと課題はある
が、移民を議論すべき時にきているのでは。
○定年後の人材を域内各地へ派遣する仕組み
プロフェッショナル人材が不足している。リ
タイヤして意欲のある人を福岡から九州各地へ
派遣するということを進められないか。

≪九経連活動への反映方策≫
①グローバル人材の育成と活用
（2017.6月 外国人活用推進を要望）
➡ 2018.1 月、 起 業 に 必 要 な 在 留 資 格「 経
営・管理」の取得要件に関して、資金調
達等の要件が一部緩和
■留学生の受入拡大・就職支援
・専修学校グローバル化対応推進支援事業（文
科省事業）との連携
■外国人材 受入環境の整備促進
・政 府の外国人就労拡大の動向を踏まえ、日
本版「雇用許可制」導入への課題調査
②女性活躍推進を拡大
■女性の管理職登用促進
・経営者と女性管理職が経済問題等を議論し、
双方の理解促進（セミナー・分科会）
③多様な人材の活躍推進
■外部のプロフェッショナル人材の活用
・フリーランスセミナーの開催（高度な専門人
材を活用した企業の成功事例の紹介）

７．大学と地域
＜各地域会員意見＞
○本気で産学官の人材育成・人材不足を
人材育成の話はよく出るが、産官学が本気で
取り組まないといけない。学生が企業の中身を
知らないのは、大学と産業界との関係が薄いこ
とが原因。
○鹿児島がローカルハブとなるために
鹿児島のポテンシャルの高さは感じている
が、逆に暮らしやすさが危機感の低下につな
がっているのでは。ローカルハブとなるための
優先順位的なものはないか。
○チャレンジングな大学へ
大学と企業との接点をさらに増やし、チャレ
ンジングな大学への変革が必要。
○体育、美術分野での企業との連携事例は
工学部、理学部は、地域企業との関係も作り
やすく資金援助もあるが、体育、美術などの分
野では地域企業との関係が作りにくい。海外の
大学でこの分野での地域企業との連携事例はあ
るのだろうか。

≪九経連活動への反映方策≫
①産業振興に資する人材の育成
■先導的ICT人材の育成
・学 生向け実践インターンシップ、社会人向
けセキュリティ・データ分析関連人材の育成
■観光人材の育成
・東 海大学と連携した観光カリキュラムの策
定と課外枠授業の実施
②産業を創発する風土・基盤づくり
■創業・イノベーションの促進
・大 企業×ベンチャー協業型ビジネスマッチ
ング支援（StartupGoGo!, 九州・山口ベン
チャーマーケット等）
■世界と結びつく
・MOUを活用した経済交流の拡大
（台湾への経済交流ミッション派遣、ベトナ

ム・ミャンマー等のミッションフォロー事
業、フィリピンとの新規MOU調査等）
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日誌
６月
１日（金）［福岡市・ふくや

博多食と文化の博物館］

８日（金）

［福岡市・博多グリーンホテル］

農林水産委員会第１回水産部会

第１回「社食で地産地消」事業実行委員会

今回の水産部会では、
（１）要望活動（２）飲食店にお

九経連会員が保有する給食施設で実施する「社食で

ける産地表示事業（３）
「社食で地産地消」事業（４）

地産地消」事業の運営を担う実行委員会の初会合を

海外販路開拓事業「アリババ」について審議した。

福岡市内にて開催した。検討事項として、既に作成

沖合域に輸出用養殖漁場（輸出用区画漁業権）を新設、

済みのメニュー表の承認に加え、
（１）地産地消だけで

ブリの育種を国として実施すること、天然由来の魚

なく、
「健康な食事・食環境」認証制度への申請を促

種（ウナギ、サバ等）の完全養殖技術の確立等を検討。

す（２）メイン食材は、会員からの調達ルートもある

また、視察として㈱ふくやの明太子製造工場を見学

が、野菜類は既存の食材流通とする（３）給食施設の

した。

役割が一般消費者に知られていないが、栄養管理の

出席者：17名

出席者：18名

再認識を促す、以上の３点を確認した。また開催時期
を11月12日～22日のうち５日間とした。

１２日（火）

［福岡市・九経連会議室］

農林水産委員会第１回林業部会
出席者：40名

今回の林業部会では、鹿島建設㈱建築設計本部グ
ふくや明太子工場の見学

ループリーダーの佐々木直幸氏はじめ３名の講師に
「鹿島の木造建築と耐火集成材の開発と実例」をテー

６日（水）

［福岡市・九経連会議室］

行財政委員会第１回企画部会
出席者：12名

マにご講演いただき、公共建築物等への木材利用拡
大の可能性について意見交換した。その後、参加者
間の意見交換の中で林業の現状や課題、今後の取り

今回の企画部会では、国連ハビタット福岡本部の是

組みについて活発な議論を行った。

澤優本部長に「地域におけるSDGsの実践」をテーマ
にご講演いただき、SDGsの理解浸透に向けて出席者

※本誌16ページに講演要旨を掲載

と意見交換を行った。その後、
「大規模災害からの復

１８日（月） ［大分市・ホテル日航大分オアシスタワー］

興及び防災・減災に関する要望」の事務局案につい

第１回大分地域委員会

て協議を行った。

７日（木）

出席者：45名

姫野昌治委員長の挨拶につづき、九経連矢野佳秀総
［福岡市・ホテルニューオータニ博多］

第５８回定時総会

務広報部長より、2018年度事業計画の説明と昨年度
各地域委員会でいただいた意見の九経連活動への反

出席者：350名

映について説明があり、意見交換を行った。この中

当日は麻生泰会長を議長に、①2017年度収支決算

で姫野委員長からは「ニュービジネス等考えていく

（案）②理事、監事選任（案）の２つの議案についての
審 議 と（１）2018 年 度 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算（２）
2017年度事業報告について２つの報告を行った。総
会に引き続き第152回理事会を行い、副会長選任（案）
と審議員、諮問委員、顧問選任（案）について了承さ
れた。また、総会終了後、スポーツ庁鈴木大地長官
による特別講演会を開催した。
※本誌６〜７ページに詳細を掲載
姫野委員長挨拶

１
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上で、九経連が開催する委員会が参考になるので、

スポーツを楽しむことがあたりまえの未来を目指し

ぜひ参加してほしい」との発言があった。その後大

て、次回は冬に開催する予定である。

分地域委員会の昨年度活動報告と今年度の活動計画
の審議を行った。講演では㈱伊藤園の笹谷秀光顧問
より「地域資源・人材を活かす生産性向上・高付加
価値経営」をテーマに、積極的な地域資源の発信の
ポイントと今後生産性向上に向け重要性が増すSDGs
の詳細についてお話しいただいた。


１９日（火）

※本誌15ページに講演要旨を掲載
［福岡市・電気ビルみらいホール］

外国人介護士受入れセミナー
出席者：176名

在留者・EPA・留学生など様々な形で介護の仕事に
就く外国人は増加傾向にある。日本人と外国人が、
介護現場で相乗効果の活躍をするためにどのような
準備をすればよいのか、行政・施設・教育面から掘
ボッチャ大会の様子

り下げるセミナーを開催。
セミナー前半では、厚生労働省福祉人材確保対策室
長の柴田拓己氏による基調講演をはじめ、計５名の

２０日（水）〜２２日（金）

講師による講演を行った。後半では、講師全員に登

第１
３回再生可能エネルギー世界展示会

壇いただき、参加者から寄せられた質問をベースに

［横浜市・パシフィコ横浜］

来場者数：21,881名（総入場者）

パネルディスカッションを行った。外国人から選ば

再エネの普及・開発を目的に開催されている本展示

れる国になるために、我々日本人はどのような意識

会に、当会も一昨年からブース出展し、九州におけ

改革をすべきか、活発な議論がなされた。

る再エネの取り組みを紹介している。当会ブースで
は、地熱・温泉熱、海洋、水素各エネルギーに関す
る取り組みを、ポスターを展示して外国人を含む訪
問者に対して説明するとともにリーフレットを配布
し、九州への進出及び事業展開を促すべくＰＲに努
めた。当会ブースへの訪問者は、３日間でのべ200名
に達し、九州の取り組みに対する関心の高さを窺わ
せた。

柴田室長の基調講演

２０日（水）

［福岡市・九経連会議室］

農林水産委員会第１回企画部会

１９日（火）

［福岡市・野村證券㈱福岡支店］

企業対抗ボッチャ大会
出席者：300名

参加者：24名

今回の企画部会は２部構成とし、前半で㈱WorldLink
& Company SkyLink Japanの須田信也代表取締役に

障がい者と健常者がスポーツを通して交流する共生

「ドローンと農業分野における親和性と課題」をテー

社会づくりを目的に開催し、51の企業・団体が参加

マにご講演いただき、スマート農業とドローンの活

した。当日はボッチャの現役アスリートが試合を解

用等について出席者と意見交換を行った。後半では、

説するなど、参加者達にボッチャの奥深さと魅力を

2018年度活動計画内容を報告した後、今年度視察先

紹介した。障がいのある人もない人も一緒に気軽に

について審議した。
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講演要旨

「スポーツを通じた地域・経済活性化
〜スポーツが変える。未来を創る。〜」

スポーツ庁 長官

（平成30年６月７日（木）第58回定時総会での特別講演）

鈴木  大地

第２期スポーツ基本計画 2017.4～2022.3
この期間には、九州も開催地となる2019ラ
グビーワールドカップ等、大規模な国際ス
ポーツイベントが目白押しであり、日本を世
界に誇れるスポーツ立国にしていきたい。
また、スポーツの市場規模は海外と比べる
とまだ伸びしろがある。スポーツは健康増
進・医療費抑制にも貢献するため、散歩など
身近なスポーツ、する・見る・支えるスポー
ツなど様々な形でスポーツの価値を高めてい
きたい。

の産業とのコラボレーションが様々な形で起
こってくると良い。例えば、いつ・どこで・ど
んなスポーツを誰から教われるのかが見える化
された「食べログのスポーツ版」サービス等。

テーマ１ スタジアム・アリーナ改革
スポーツ庁の推進する事業として、2025年
までに全国で20施設程度が新たに建設される
ことを目指している。官民連携の協議会など
を通して、
「試合が無いときでも楽しい」施設
など、投資以上の効果を地域にもたらすプロ
フィットセンターを生み出していく。

テーマ４ スポーツを通じた地域活性化
第２期計画の中で次の目標を設定している。

テーマ２ 大学スポーツの振興
今年度中に日本版NCAAを創設する。各大
学にアドミニストレイターの配置を支援し、
地域住民に体育施設を貸し出す、研究成果を
社会に還元する等の取り組みを進めている。
例えば、箱根駅伝のような全国的にも注目さ
れる地元イベント開催など、地域活性化の起
爆剤創出へ、大学のスポーツ資源活用などを
推進する。経済界の皆様にも賛助会員として
ご参画いただきたい。
テーマ３ スポーツと他産業の融合
IT技術は日々進化しており、スポーツや他
１４
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目標達成に向け、地域資産を保護するだけ
でなく、スポーツツーリズム需要戦略に基づ
き、イベント等への活用を推進していく。世
界の関心が高い武道の稽古見学・体験も一つ
の案だ。既に全国18の地域が「地域スポーツ
コミッション」を設置しており、スポーツ庁
としても設置地域を支援していきたい。
テーマ５ スポーツ参画人口の拡大

健康増進へ、特に仕事や家事で忙しいビジ
ネスパーソンの習慣作りが必要。水泳場早朝
営業のトライアルでは、多くの利用者が集
まった。また、喫煙者は勤務時間中に合計30
分程度休憩を取るので、たばこを吸わない人
が休憩を取り軽い運動をするのも良いだろう。

講演要旨

「地域資源・人材を活かす生
産性向上・高付加価値経営」
（平成30年６月18日（月）第１回大分地域委員会）

１．積極的な地域資源の発信
今は、地域で積極的に興味深い「発信」を
するところに、感度の良い企業が集まってく
る。 地 域 資 源 活 用 と ブ ラ ン ド 化 に は「 セ ン
ス・ オ ブ・ プ レ イ ス 」（ 地 域 の 個 性 ）と「 シ
ビック・プライド」（地域の誇り）の２点がポ
イントだ。
大分も「おんせん県おおいた」を徹底して
ＰＲしている。「世界で美しい駅17選」で金沢
駅が選ばれているが、大分駅も選ばれても不
思議はない。大友宗麟像もあり、大分県を深
く知りたくなる。このように大分のストー
リーが巧く回っているのは大分県関係者全体
が協力している現れである。
２．「産官学金労言」のプラットフォーム
ここで、私が提起したいのは、活動の共通
基盤（プラットフォーム）の重要性である。産
（経済界）官（行政）学（教育）はよくあるが、そ
こに、金融（ファイナンス）労働（働き方改革）
メディア（良い事例を広く伝える）を加え、連
携・協働が必要である。
うまくいっている地域では、このプラット
フォームが機能している。
ところで、なぜ「産官学金労言」なのか。
これは直面する課題が難しくなったからだ。
今は連携し、その中でイノベーションを生ん
でいく必要がある。
３．生産性向上とSDGs
アベノミクスの第３の矢の中に「日本再興
戦略」があるが、ESG（環境、社会、ガバナ
ンス）投資の動きが重要である。
パリ協定、持続可能な開発目標（SDGs）が
出来たのが2015年で、いわば「ESG元年」で
あった。で昨年はジャパンSDGsアワードの受
賞企業も発表され、2020年の東京五輪・パラ
リンピックに間に合う。五輪ではSDGsを踏襲
して、様々な調達ルール、運営ルールが決め

株式会社伊藤園顧問

笹谷  秀光
られていく。2025年の開催に向けた大阪・関
西万博の招致にも必須の要素だ。
SDGsとは、国連が決めたこれからの社会づ
くりの重要な文書であり、持続可能な開発目
標である。17の目標からなるが、５つのPで
できている。
・ People（人間）
：世界の貧困をなくすために、
目標１（貧困）目標２（飢餓）目標３（保健）目
標 ４（ 教 育 ）目 標 ５（ ジ ェ ン ダ ー）目 標 ６
（水・衛生）等。
・P rosperity（繁栄）：続く経済をつくるため
に、目標７（エネルギー）目標８（成長・雇
用）目標９（イノベーション）目標10（不平
等）目標11（持続可能な都市）等。
・P lanet（地球）：環境を守り育てるために、
目標12（持続可能な生産と消費）目標13（気
候変動）目標14（海洋資源）目標15（陸上資
源）等。
・Peace（平和）：SDGsを実現する仕組みのた
めに、目標16（平和）。
・P artnership（協働）：SDGsを実現する資金
と協力関係のために、目標17（実施手段）。
４．SDGsはビジネスチャンスとリスク管理
経済界でも経団連がSDGsを踏まえ企業行動
憲章を改定した。今後、Society5.0の構築や働
き方改革、生産性向上などすべてでSDGsが有
効な目標である。「他社に勝ち、リスクにも勝
つ」の両方を実践するのがSDGsである。九州
経済連合会大分地域委員会の幹部企業もそれ
ぞれ企業の目指す方向性をうまくアピールさ
れていて素晴らしい。SDGsを経済活性化に活
用いただきたい。
私はこのSDGsを日本に徹底して広めるべき
と考え、環境新聞社から「経営に生かすSDGs
講座」という新書を発刊した。様々な講演や
研修にも幅広く対応するのでいつでも声掛け
いただければ幸いである。

２０１
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講演要旨

「鹿島の木造建築と耐火集成材
の開発と実例について」
（平成30年６月12日（火）農林水産委員会林業部会）

鹿島建設株式会社 建築設計本部

佐々木  直幸
鹿島建設株式会社 建築設計本部

比留間  基晃
鹿島建設株式会社 技術研究所

抱  憲誓
佐々木  直幸氏

１．はじめに
弊社では様々な木造、木質化した建築物に
携わっている。地元材を使用するという意味
では、JR高知駅は高知県産材を使用し、静岡
県の草薙総合体育館では天龍杉、長崎県庁の
行政棟は展望テラスに長崎産材による耐火集
成材を使用した。
２．耐火建築の技術
木造建築には耐火性が重要視されているが、
耐火建築物を造る方法は２通りあり、一つ目
は建物の部位ごとにそれぞれの基準に合わせ
て耐火構造にする方法。もう一つは建築物全
体として総合的に耐火性能を持たせる方法で、
天井に火が届かないとか、避難しやすいとか、
状況をロジカルに説明し基準と合致させる性
能 検 証 法 が あ る。 木 質 化 と い う 点 で は、 ア
リーナや、建物のロビーは可燃物が少ないの
で木質化しやすい。
木造で造っても耐火構造の場合は木の表面
を不燃材で囲むと木が見えなくなってしまい、
木を使う意味が薄れてしまう。そこで、弊社
では、仕上となる木材で表面を囲い、中は燃
やさないよう薬剤処理をした燃え止まり層を
設けるFRウッドを開発した。１時間耐火の性
能確認実験は、ISOで定められた温度で加熱
し、加熱終了後炉内で放冷した後でも荷重支
持部は炭化温度まで達していないことを確認
している。その他にも、部材だけではなく接
合部の実験を細かい条件で行い、耐火性能を
担保している。
FRウッドは全体が木なので、現場でも加工
できるのが特徴。集成材と同様の扱い方がで
きるし、軽いので利便性に優れている。
３．木造建築の現状、効果
木 造 化 率 は 平 成 28 年 で 住 宅 64％、 非 住 宅
９％、全体では47％。低層の住宅の着工率が
高く、高層は耐火性能の問題点から非木造が
多いのが実情だ。諸外国ではCLT（板の層を
各層で互いに直交するよう積層接着した厚型
１
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パネル）を使用した高層建築物が多いと言われ
ているが、法令上は日本とあまり変わらない。
海外では経済性が重視されていて、木造は経
済的であるという考え方で多く建てられてい
るようだ。
そもそも木造建築は人に優しい建築物であ
る。断熱効果、防虫効果にも優れているし、
利用する人への精神安定や情操形成、教育施
設ではインフルエンザの罹患率低下等に効果
があると言われている。木の施設に児童が留
まるようになるという実証もあり、地元材を
使用されている校舎で学ぶことで児童が地域
に関心を持ち、森林や木材に関心を持つこと
で自然への興味を持つという効果を期待して
導入をすすめている自治体も多い。
４．建物への木の使い方
木を使用する場合は、単に木を使うという
だけではなく、どのように使用したら効果的
か考えていくのが重要。過去、建築物は雨風
を防ぐ機能が重視されていたが、次第にデザ
インが重視され、今ではストーリーがないと
良いものだといえない。現在は高級ブランド
のショールームも木の空間に変わってきてい
るし、医療施設でも使用された例があるが、
利用者は癒やしを感じ、そこでまた治療した
いと思うそうだ。つまり、木造化、木質化建
築は癒しやプレミアム性を持たせる価値ある
ものだと受け止められつつある。
５．今後の課題
耐火技術も技術革新はまだ続いている。接
合部の耐火をどう考えるか、鉄骨部材と木を
どう組み合わせるか等が課題だが、逆に言え
ばまだまだ耐火技術は進化していくものだと
考える。
RC造（鉄筋コンクリート）はゼネコン、Ｓ造
（鉄骨）は鉄鋼メーカーが技術開発を担った。
木造でも鉄骨ファブのような組織があると設
計も技術開発が進めやすく、木造建築物の普
及、技術革新に役立つと考える。
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奄美の人と文化にふれる
〜西郷さんの故地である陸の竜宮〜
−鹿児島県（与論島〈大島郡与論町〉、奄美大島〈笠利町、龍郷町、住用村、名瀬市〉）−

奄美は、奄美大島から与論島までの奄美諸島全域をさし、薩摩藩の勢力下にあっても沖縄との関
係は密接で、言葉・食・文化など生活の全てにおいて沖縄の影響を大きく受けている。そんな奄美の
人と文化にふれるべく、沖縄から北上してみよう。
亜熱帯の風土は訪れる私たちを全く異次元の世界に誘う。
島根県
先ず冬がない。海の色が違う。食べもの、聴く音楽、飲むお酒…五感で接するものすべて「ここ
も日本か！」と唸ってしまう。日本列島が縦に長いことを実感する。
山口県
周りをサンゴ礁がとり囲む与論島は周囲２２km、ということは半径が３．
５kmの輪の中にすっぽり収ま
る。島全体が入場料の要らない楽園だ。
福岡空港
奄美大島は名瀬市を中心に定期観光バスが島を南北のコースに分けて走っている。それほど見ど
大分空港
福岡県 大分県
ころに溢れている。龍郷町では、島に流された西郷さんの話も聞ける。親切な島人に囲まれて結構奄
大分市
佐賀県
南関町
長崎県
佐伯市
美では楽しかったのだなぁと思ったりする。
玉名市
玉名温泉
熊本市
おしゃれな人には大島紬が安く求められるのも魅力。精がつく黒糖焼酎、ハブ酒を島美人から注
熊本県 宮崎県
いで貰うと浦島太郎の気分に。龍宮は海の底だったが、ここは陸の上の龍宮だ。
もう一泊したくなる。

１日目
２日目
３日目

いちき
鹿児島市
串木野市
各地→那覇空港→与論空港→与論町［ユンヌ楽園、サザンクロスセンター、与論民
鹿児島県
南さつま市
指宿市
俗村、百合が浜］→与論島［黒糖焼酎、島料理と島唄］
（泊）
枕崎市
指宿温泉

 論空港→奄美空港→笠利町［奄美パーク、奄美民俗村］→住用村［マングローブ
与
大隅諸島
種子島
原生林］→名瀬市（泊）
屋久島
 瀬市［奄美海洋展示館、黒糖焼酎、島料理と島唄、奄美観光ハブセンター］→龍
名
郷町［西郷南洲謫居跡］→奄美空港→鹿児島空港→各地

２泊３日コース
笠利町
奄美空港
龍郷町
喜界島
名瀬市
奄美大島
住用村
奄美諸島

与論町
与論空港

徳之島

沖永良部島
与論島

沖縄県

那覇空港
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ユンヌ楽園（与論町）
トロピカルムード満点の熱帯植物園。色とりどりのハイビ
スカス、ガジュマル、アダンなどがいつでも楽しめ、５，
０００坪
の敷地に集められた熱帯の花は３００種以上に及ぶ。

与論民俗村（与論町）
昭和３０年代までの住居や生活用品を保

ユンヌ楽園（与論町）

存・復元した民具館。島の素朴な生活を感
じることが出来るとともに染物や芭蕉布織他、様々な体験教室が実施されて
いる。

百合が浜（与論町）
干潮時のみ現れる幻のビーチ“百合が

与論民俗村（与論町）

浜”は島の東部、大金久海岸の沖合い約
１．
５ｋｍの場所にある。浅瀬のところでは熱
帯魚を楽しむことができ、砂浜では星の形
百合が浜（与論町）

をした砂（星砂）が採取できる。

奄美民俗村（ばしゃ山村）
（笠利町）
奄美民俗村では奄美の昔ながらの郷土芸
能や焼き物、お菓子作り等を体験できる。
奄美民俗村（ばしゃ山村）（笠利町）

マングローブ原生林（住用村）
沖縄県西表島のマングローブにつぐ国内第２の広さ。オキナワナジャコ、
ノコギリガザミ、シレナシジムなどの珍しい生物も生息している。カヌー

マングローブ原生林（住用村）

ツーリングも楽しめる。

奄美観光ハブセンター（名瀬市）
沖縄諸島に生息するハブをはじめ、世界中の毒蛇を多数飼育・展示してい
る。ハブとマングースの死闘は団体であればいつでも見ることができる。

奄美観光ハブセンター（名瀬市）

奄美海洋展示館（名瀬市）
サンゴ礁と色鮮やかな熱帯魚、灼熱の太

陽に育まれた奄美の海を体感できる施設。奄美独特の貴重な魚介類を展示し
ており、生態をじっくり観察してもおもし
ろい。
奄美海洋展示館（名瀬市）

大島紬村（龍郷町）

白い絹糸から大島紬が出来上がるまでの全ての工程を見学体験することが
できる。１３００年来伝わる泥染や手織りの技を学ぶと同時にショッピングも楽
しめる。
大島紬村（龍郷町）

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
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九州観光推進機構

TEL：092−751−2943

沖縄観光通信
８月号より「沖縄観光通信」コーナーを新設しました。
（一財）沖縄観光コンベンションビューロー
様より、沖縄観光の状況、旬の情報を発信いただきます。

沖縄観光の現状について
沖縄観光は、第５次沖縄県観光振興基本計画が改訂され、２０２１年度に向けた目標は、入域観光客数
１，
２００万人、観光収入１兆１，
０００億円へ上方修正されました。
目標入域観光客数の内訳では、国内客８００万人、外国客４００万人（空路・海路ともに２００万人）と掲げら
れており、その達成のためには、沖縄への玄関口でもある空路・海路ともに既存就航路線需要の拡充や新
規路線需要の獲得、お客様の目的や視線に沿った誘客力の強化や受入体制の更なる整備など、多角的な施
策の確実な実行が必要となります。
平成２９年度の沖縄県への入域観光客数は約９５８万人（前年比１０９．
２％）で約８１万人増となり５年連続で過
去最高を更新しました。そのうち外国客は目標値２６５万人に対し実績は約２６９万人（同／１２６．
４％）
、国内客
も目標値６８５万人に対し約６８９万人（同／１
０３．
７％）と目標を上回り、国内客・外国客ともに過去最高となり
ました。目標値を達成した背景として、国内・海外航空路線の拡充、およびクルーズ船の寄港回数増、官
民あげてのプロモーション活動などが挙げられ、入域観光客数全体を押し上げる結果となりました。

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローについて
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー（ＯＣＶＢ）は、沖縄観光の強力かつ効率的な推進体制を
再構築するため、観光とコンベンション分野を統合一元化し、平成８年４月に発足した「官民一体型」の
県内唯一の推進母体です。
発足以来、多様化する国民の旅行動向や国内外観光先進地との熾烈な競争などに対応すべく、国内外に
おける誘致宣伝事業の展開及び受入体制整備事業の推進や観光・リゾート関連産業の人材育成、多彩なイ
ベントの開催などにより、新たな観光・リゾート産業の一層の活性化に寄与しています。
ＯＣＶＢの役割は、
「沖縄のソフトパワー」を県内にくまなく浸透させ、磨き上げ、積極的に創造していく
ことです。
そのためにも、私達は「感動・創造」を指針として掲げ、訪れる人々に感動をもたらす施策を立て、県
外から訪れる人々や沖縄県民をつなぐ役目として観光振興に取り組んでまいります。

２０１８/８

九経連月報

１
９

山口

Yamaguchi

サイクル県やまぐちＰｒｏｊｅｃｔ
「やまぐち自転車旅」をさらに快適に
山口県では、青い海と緑が創り出す美しい雄大な景
観や、明治維新などの史跡、観光スポットを自転車で
ゆったりと周遊する「サイクル県やまぐちＰｒｏｊｅｃｔ」
に取り組んでおり、３年目を迎える本年度は、山口県
に「サイクルツーリズムを確立」させるためのさまざ
まな取り組みを展開している。
まず、レンタサイクルを常備したサイクルステー
ションの整備等を一層進め、来県者が自由に周遊する
ための多言語版「サイクリングマップ」を制作した。
また、利用者それぞれのニーズに合った、安全で楽
しいサイクリングツアーを提案するため、
「サイクリ
ングツアーガイド」の養成を重点的に進める。
今年９月には、子どもから大人まで、幅広い年齢・
レベルの人が楽しめる「総合サイクルイベントAll
Yamaguchi Ride Festa 2018」を開催する。
ぜひ、この機会に山口県を訪
れ、サイクリングからプロツ
アー観戦までさまざまなジャン
ルのサイクルスポーツを快適に
楽しんでいただきたい。

【All Yamaguchi Ride Festa 2018】

9／15（土） 秋吉台カルストロードレー 日本三大カルストの秋吉台をJプロツ
ス（美祢市）
アー選手が走り抜ける！
9／16（日） 維新やまぐちクリテリウム Jプロツアー選手の集団走行の迫力と
（山口市）
チーム同士の駆け引きが魅力
9／17（祝） Let’sエンジョイゆめ花サイ BMXショー、キッズバイクレース、プ
クル（山口市）
ロライダーとの交流サイクリングなど
10／6（ 土 ）、やまぐち十種ヶ峰国際ダウン マウンテンバイク・ダウンヒルの国際
7日（日）
ヒル（山口市阿東）
レースなど

《問い合わせ先》
サイクル県やまぐち推進協議会事務局
山口県観光スポーツ文化部スポーツ推進課
TEL：083-933-2435

福岡

Fukuoka

九州で学んだ留学生を採用してみませんか？
～人材マッチングサイト「Work in Kyushu」～
九州各県及び九州経済産業局、九州経済連合会で
構成する九州グローバル人材活用促進協議会は、九
州の企業と留学生をつなぐ人材マッチングサイト
「Work in Kyushu」を運営し、福岡県が事務局を
担っている。
本サイトの対象は、九州に本社・支店・事業所を
有する企業・団体と、九州の大学や短期大学、高等

２０
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専門学校に在籍している留学生。登録料・利用料と
もに無料である。
サイトの主な特長は、留学生が、自己ＰＲをサイ
ト内の動画撮影機能を使い手軽に撮影、投稿できる
点。採用担当者へ積極的にＰＲできる。企業は、文
章では伝わりづらいリアルな人物像や語学能力など
を確認することができる。
また、チャット機能（テキスト、ビデオ）により、
双方からコンタクトを取り合い、ウェブ面接を行う
ことも可能である。
この他、留学生のための就職・採用活動に役立つ
情報や、すでに留学生を採用している企業や採用さ
れた元留学生のインタビューなどを掲載。
九州には、全国の約１０％にあたる約２６，
４００人の留
学生が生活している。しかし、国内企業に就職する
全国の留学生のうち、九州の企業へ就職する者の割
合は約５％に留まっている。
このサイトを活用して九州での留学生の就職を促
進することで、九州経済の成長につなげていきたい。
《問い合わせ先》
福岡県国際政策課 TEL：092-643-3201
「Work in Kyushu」
（企業向け）
http://blog.kghrpc.org/company/

佐賀

Saga

「ＳＡＧＡものスゴフェスタ４」開催！
現在、佐賀県内にある企業のうち、創業して１００年
以上経つ企業の割合は、１．
４％と九州内では群を抜い
て高い。大部分をものづくり企業（製造業）が占めて
おり、佐賀県が非常に「ものづくり」の盛んな地域で
あることが分かる。一方、県内高校生の県内就職率は
全国ワースト５位という現状で、佐賀県を支える「も
のづくり産業」の人材確保が課題となっている。
そこで、県では将来の「ものづくり産業」に携わる
人材確保を目的に、平成２７年度より小中学生を対象と
した、ものづくり体験イベント「ＳＡＧＡものスゴフェ
スタ」を開催している。今年で４回目の開催となる
が、来場者数は右肩上がりで伸びており、昨年は２日
間で１万５０
, ００人以上の方が来場。幅広い年齢層の方々
が「ものづくり」や「科学」を楽しめるイベントだ。
ものづくり体験ブースでは、多くの県内ものづくり
企業に協力していただいており、出展企業・団体数は
５０を超え、県内の優れたものづくり技術の一端に触
れることができる貴重な機会だ。ほかにも、ものづく
り体験ショー、将棋ＡＩの開発者の講演会など楽しい
企画が盛りだくさん。これらのイベント等への参加費
は無料となっている。
この機会に明治維新期から脈々と現代に受け継がれ
ている、
「佐賀のものづくりの技術力」に触れてほしい。
《開催日時》
８月25日（土）〜26日（日） 午前10時〜午後５時
《会場》
・佐賀県総合体育館 ・佐賀市文化会館
・佐賀県立美術館
《問い合わせ先》
佐賀県ものづくり産業課
検索
TEL：0952-25-7129 ものスゴフェスタ

長崎

Nagasaki

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン
関連遺産」が世界文化遺産に登録
６月２４日から７月４日までバーレーンで開催され
た第４２回ユネスコ世界遺産委員会において、
「長崎と
天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界文化遺産
として登録された。長崎県や関係市町が開催したパブ
リックビューイングでは、多くの県民が審議の状況を
見守り、登録決定の瞬間には大きな拍手と歓声ととも
に喜びを分かち合った。
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」は、キ
リスト教禁教による宣教師不在の中、日本の伝統的宗
教や一般社会と関わりながら信仰を続けた潜伏キリシ
タンの伝統の証しとなる遺産群で、長崎県と熊本県の
半島部や島しょ部に点在する１２の資産で構成される。
今後県では、国や関係自治体等と連携し、関連する
文化財や地域資源をあわせて広域的に活用しながら、
かけがえのない遺産を次の世代に継承し、さらなる地
域の活性化や交流人口の拡大につなげていく。
〈構成資産〉
◎長崎県【長崎市】外海の出津集落、外海の大野集
落、大浦天主堂／【佐世保市】黒島の集落／【平戸市】
平戸の聖地と集落（春日集落と安満岳）
、
平戸の聖地と集落（中江ノ島）／【五
島市】久賀島の集落、奈留島の江上集
落（江上天主堂とその周辺）／【南島
原市】原城跡／【小値賀町】野崎島の
集落跡／【新上五島町】頭ヶ島の集落
◎熊本県【天草市】天草の﨑津集落
大浦天主堂（長崎市）
《問い合わせ先》
長崎県世界遺産登録推進課 TEL：095-894-3171
潜伏キリシタン遺産

熊本

検索

Kumamoto

ＪＲ九州×熊本県「列車でいき
なり 熊本ばケーション」開催
ＪＲ九州と熊本県は共同で９月３０日まで「列車でい
きなり熊本ばケーション」キャンペーンを開催中。
キャンペーンタレントには泉里香さんを起用し、熊
本の魅力と非日常を体感できる観光列車への驚きと、
新幹線ですぐに行ける速さを、熊本弁の「ば！」と夏
休みのバケーションをかけて表現。
ＪＲ熊本駅では、泉さんの超特大ポスターが皆さん
をお出迎えするほか、おもてなしブースを設置し、旅
の気分を盛り上げる。
また、キャンペーン期間中は、インスタグラム連動
プレゼント企画も行われる。

さらに、２０１９年７月～９月に開催される「熊本デ
スティネーションキャンペーン」連動企画として、
「熊本城おもてなし武将隊が案内する！今しか見れな
い熊本城ガイドツアー」
、
「南阿蘇鉄道全線復旧祈念枕
木オーナー＆レールウォーク」
、
「世界文化遺産『天草
の﨑津集落ガイドツアー』
」などの
特別体験プランも設定。
便利なタクシー観光プランの「駅
から観タクン」や、キャンペーン特
別 企 画 と し て お 得 な「 駅 レ ン タ
カー」プランも活用して、今年の夏
は「元気な熊本」を「ば！」と体感
していただきたい。
熊本ばケーション
《問い合わせ先》
ポスター
TEL：096-333-2335（熊本県観光物産課）
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/train/
kumamoto_ba/

大分

Oita

「大分で会いましょう。」
プロジェクト始動！
大分県は、新プロジェクト「大分で会いましょう。
」
を開始した。これまで「シンフロ」などインパクトあ
る動画で「おんせん県おおいた」を国内外に情報発信
してきた。その成果も生かし、専用のＷＥＢサイトや
ＳＮＳで、これまでとは「ひと味違う」より深い大分
県の魅力に触れてもらい、大分ファン拡大を目指す。
プロジェクトの目玉は、月一回のペースで実施する
「ミーティングツアー」
。様々な分野で活躍するゲスト
が大分を訪れ、旅を企画し、現地で様々な物や人と出
会い、物語を紡いでいく。
ゲストの対談は専用サイトで「ネットラジオ」とし
て生放送し、実際の旅の様子もＳＮＳなどで配信。外
からの新しい目線と現場の出来事が交錯、科学反応を
起こす様子を視聴者に届ける。
視聴者にとっての魅力は、何と言っても「臨場感」
と「参加意識」
。生放送によって、物語の行方をリア
ルタイムで体験することができる。
また、ＳＮＳを通じ、ゲストが大分で感じた思いを
受け取るのと同時に、自らの思いを発信することで、
物語に付加価値を与えていくことができる。
物語はまだ始まったばかり。プロジェクトの今後の
展開に注目してほしい。
「大分で会いましょう。
」
特設WEBサイト
http://oita.love
《問い合わせ先》
大分県広報広聴課 TEL：097-506-2098
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宮崎

Miyazaki

財団法人韓国訪問委員会との協
約締結
６月７日に本県と財団法人韓国訪問委員会との間
で、宮崎と韓国の相互文化の理解促進により、更なる
交流の拡大を図ることを目的とした協約を締結した。
日本では平成２９年７月に協約を締結した新潟県に次い
で、２例目である。
韓国訪問委員会は、航空、宿泊施設、流通、金融な
ど官民あわせて３０の企業・団体で構成されており、国
民をあげた外国人向けのおもてなしの推進や、交通観
光カードの普及など受入環境の充実に取り組んでい
る。平成１３年より国際定期便「宮崎－ソウル線」を運
航しているアシアナ航空から、韓国訪問委員会の取り
組みについて紹介があったことが、今回の協約締結の
きっかけとなった。
本県と韓国との交流はこれまでも盛んであり、百済
王族がたどりついたとの伝説が残る県北西部の美郷町
と韓国中部の扶余（プヨ）をはじめとして、３組の姉
妹・友好都市があり、姉妹・友好学校も４５校にのぼる。
今後は、宮崎と韓国の双方における観光地のＰＲ
や、宮崎における訪問委員会の活動紹介、宮崎の学生
を韓国に派遣し、韓国における外国人受入のための取
組の視察や、韓国の企業訪問などに、両者で協力して
取り組みたいと考えている。
今回の協約締結を契機として
相互交流がますます発展して
いくことを期待している。
《問い合わせ先》
協約締結式の様子
総合交通課 TEL：0985-26-7038

鹿児島

Kagoshima

「ジャパンアスリートトレーニングセンター
大隅」平成３１年４月１日オープン
鹿児島県は、大隅半島東部の大崎町で整備を進めて
いるスポーツ合宿拠点施設の名称を、
「ジャパンアス
リートトレーニングセンター大隅」に決定し、平成３１
年４月１日から供用を開始することを発表した。
センターには、全天候舗装の「陸上競技場」を中心
に、空調設備を備え、国内最長となる１５０ｍの直走路
を有する「室内競技場」
、異なる傾斜角を有する「傾
斜走路」
、複数種目を同時に練習できる専用の「投て
き練習場」などが整備され、陸上競技のトレーニング
に特化したスポーツ合宿の拠点施設としては、国内最
高水準の施設となる。
また、施設周辺は、年間を通じて温暖な気候の下
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（８月平均気温２６．
４℃～１月平均気温７℃）
、風速が穏
やかで（年間平均風速１．
４ｍ/s）
、日照時間にも恵まれ
ている（年間平均日照時間２０２４時間）ほか、近隣に豊
富な温泉地もあり、スポーツ合宿に最適な環境となっ
ている。
現在、地元大隅地区の行政、宿泊・交通事業者等と
連絡会を設置し、受入体制の整備を図っているところ
である。
２０２０年に開催される東京オリンピック・パラリン
ピック等の機会を捉え、国内外のトップアスリート
に、本施設を活用いただ
けるよう、更なる情報発
信に取り組んでいく。
《問い合わせ先》
鹿児島県観光課 TEL：099-286-3006

沖縄

Okinawa

「ビジネスリゾート沖縄」へめんそーれ
日本最南端の観光リゾート地として知名度が高い沖
縄は、近年、企業の報償旅行や国際会議等の「ＭＩＣＥ
開催地」として新たに注目を集めている。
昨年、沖縄で開催されたＭＩＣＥは５年前の約１．
７倍
の１，
２０９件となり、国内初の航空路線国際商談会「ルー
ツアジア」
、商工会青年部沖縄大会、医学系学会など、
１，
０００人以上の大型催事が数多く開催された。
沖縄の美しいビーチでのチームビルディング、沖縄
美ら海水族館の大水槽前や天然鍾乳洞、世界遺産での
ユニークベニューパーティーは、
「非日常空間だから
こそ得られるひらめきや創造性がある」と国内外の主
催者・参加者の双方から高い評価を得ている。
また、沖縄観光コンベンションビューローでは、沖
縄らしい特別な経験を演出するための様々な支援制度
を用意しており、懇親会などでのミス沖縄による歓迎の
挨拶や表彰式の介添え、泡盛試飲ブースや琉装体験ブー
スの設置などで沖縄のＭＩＣＥ開催を後押ししている。
２０２０年には、
「観光産業はＮＥＸＴ ＳＴＡＧＥへ～ポス
ト２０２０ 世界水準の観光地づくりに向けて」がテー
マの全国商工会議所観光振興大会那覇大会や世界最大
級の観光イベント「ツーリズムエキスポジャパン」の
開催が決定している。
観光だけではない「ビジネスリゾート沖縄」を、
一度、訪れてみませんか？
《問い合わせ先》
沖縄県MICE推進課
TEL：098-866-2077
おきなわMICEナビ

検索

沖縄美ら海水族館MICEの様子

表紙説明

かぼす

（大分県）
かぼすは、食材の味を引き立てる爽やかな香りとまろやかな酸味が特徴で、大分県が全国出荷量
の97％を占める当県の代表的な農産物です。
かぼす栽培の歴史は古く、江戸時代には始まり、昭和40年代に大々的に奨励したことから産地化
が急速に進み、県内全域で生産量が拡大しました。その後、貯蔵技術やハウス栽培技術の確立によ
り、８～９月の露地期だけでなく、年間通してグリーンのかぼすの出荷が可能になりました。
平成29年５月には、かぼすが歴史ある高品質な産品であると国から認められ、地理的表示（GI）保
護制度に「大分かぼす」として登録されました。これにより、各方面から注
目が集まり、更なる知名度向上につながっています。
大分かぼすは今年も８月に旬入りする見込みです。焼き魚や焼酎、そして
大分では定番のお味噌汁に、大分かぼすを搾って召し上がってみませんか？
この時期にぴったりの爽やかな大分の味をぜひご賞味ください。
《問い合わせ先》
大分県農林水産部 おおいたブランド推進課 国内流通班 TEL：097-506-3634
園芸振興課 果樹・花き特用班
TEL：097-506-3656
スケジュール（８月）
日（曜）

会合名等

１日（水）～２日（木）

九州地域戦略会議「第１５回夏季セミナー」（福岡県朝倉市・ホテルパーレンス小野屋）

２０日（月）

第１回長崎地域委員会（長崎市・ＡＮＡクラウンホテルプラザ長崎グラバーヒル）

２２日（水）

第１回九州経済を考える懇談会（福岡市・九経連）

新入会員企業（６月）
㈱スターエクスプレス・ジャパン
社長

西木

聡

福岡市博多区御供所町13-12
TEL：092-260-1953
事業内容：海外（フィリピン）からの労働者紹介

従業員数：4名

橋爪

福寿

福岡県大川市大字下林310-3
TEL：0944-86-3871
事業内容：家具・インテリア・寝具等の通信販売

従業員数：102名

タンスのゲン㈱
代表取締役

一般財団法人CHIKYUJIN留学生支援機構
理事長
事務局長

関
畑中

晃典
努

東京都千代田区外神田4丁目7-5
TEL：03-3525-8148 従業員数：20名
事業内容：アジア系外国人の留学手続きの代行、日本国内の留学生の紹介及び生活サポート

地球人.jp㈱
代表取締役
中山 真吾
管理本部人事総務部部長 大庭 孝幸

東京都千代田区外神田5丁目3-1
TEL：03-5816-8858
福岡市博多区博多駅東1丁目9-11
TEL：092-434-3135
事業内容：労働者派遣事業、職業紹介業

従業員数：88名

㈱ポータル
社長

内場

千晶

福岡市南区那の川1丁目23-30
TEL：092-534-6223 従業員数：42名
事業内容：人材支援・教育コンサルティング事業、プロモーション事業、バンケット・冠婚葬祭事業

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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