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九州が牽引する林業成長産業化

原田 隆行
〔林野庁

九州森林管理局長〕

はじめに、昨年７月の九州北部豪雨、本年
７月の西日本豪雨により被災された方々に対
しまして、心からお見舞い申し上げます。私
ども森林管理を行う機関として、福岡県朝倉
市における直轄治山事業をはじめ、一日も早
い復旧・復興に向けて全力で取り組んでまい
る所存です。
九 州 北 部 豪 雨 で は、 大 規 模 な 土 砂 流 出 に
伴って、流木が発生しました。新聞やニュー
ス等でご覧になった方々も多いと思います。
先人の努力により立派に育ったスギなどが大
量に流出し、災害拡大の一因にもなってしま
いました。大変残念なことでありますが、そ
れだけ九州の森林資源が充実してきている証
左でもあります。
この充実しつつある九州の森林資源を活用
し て、
「 伐 っ て、 使 っ て、 植 え て、 育 て て、
伐って…」という資源循環型の産業として再
構築し、林業の成長産業化を図ることが重要
な課題となっています。
九州では、27年連続スギ生産日本一の宮崎県
をはじめ、各県の木材生産量は年々増大して
おり、木材輸出も全国の約８割を九州が占め
ています。一方で、盗伐や過積載、伐採後の再
造林の未実施などの課題が顕在化しています。
こうした中、九州経済連合会におかれても、
林業部会を設置され、産官学一体となった検
討や提言等をいただいています。本年度も、

①九州産材の輸出のための市場調査、②輸出
向け木材に関する「九州材」認証制度の可能
性、③木質バイオマス、④再造林対策、⑤木
材の有効利用と利用拡大、⑥住宅用以外の需
要拡大、⑦スマート林業の７つの調査・研究
と、木材産業交流会や外国バイヤー招聘によ
る製材品商談会などのＰＲ活動が実施される
こととなっています。
経済界・産業界の立場から、木材を「使う」
ことを中心に積極的に調査・研究・ＰＲいた
だ く こ と は、 我 々、
「 伐 っ て、 植 え て、 育 て
る」者にとって、大変心強いものであります。
資源循環のためには、どれも欠かすことはで
きませんが、川上（生産）サイドと川下（消費）
サイドが相互理解を深め、ガッチリと連携す
ることが何よりも大切です。
そうした時、私たち川上は、まだまだ情報発
信が十分ではないと反省しています。来年度
から、所有者不明の森林等を適切に管理して
いくため、市町村が主体となって、森林の経
営管理を集積・集約化し、意欲と能力のある
林業経営者に委ねていく「新たな森林管理シ
ステム」を構築することとなっています。ま
た、そのための財源として森林環境税（仮称）
と森林環境譲与税（仮称）の導入が予定されて
います。
こうした川上に関する情報を、多くの川下、
国民の皆さんにお伝えし、都市部等における
建物の木造化、内装の木質化などに森林環境
譲与税を活用いただき国産材の利用拡大と一
体となって、適切な森林管理を進めていくこ
とが重要と考えております。
森林資源がいち早く成熟し、林業生産活動
が活発化し、経済界のご理解もある九州が林
業成長産業化の先頭に立って全国を牽引でき
るよう、県域を越える機関である九州森林管
理局としましては、九州の林業・木材産業の
結束点としての役割を果たせますよう、なお
一層努力して参りますので、皆様のご理解と
ご支援をお願い致します。
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寄稿
日本のキャッシュレス化進展に向けて（第２回）
〜海外諸国におけるキャッシュレス化の状況〜
㈱みずほ銀行

産業調査部

事業金融開発チーム

堀 加奈子

前回は、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
決済のシステムによって、日本のキャッシュレス化が遅れている現状について述べた。今号で
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を行う。
１．米国
カード決済大国である米国では、2016年の
個人消費のうちクレジットカード決済が30％
超、デビットカード決済が約25％であり、合
わ せ て55％を 超 え る 一 方、 現 金 決 済 比 率 は
15％程度まで低下している。2021年には、ク
レジットカードを中心として更にキャッシュ
レス化が進み、現金決済比率は15％以下とな
り、これまで一般的な決済手段であった小切
手決済も大きく比率を落とすことが予想され
ている。
【図表１】米国の個人消費に対する決済手段別
シェアの推移
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（出所）THE NILSON REPORTよりみずほ銀行産業調査
部作成

米国のクレジットカード市場拡大の背景に
は、個人信用情報機関が提供するFICOスコア
の存在がある。Experian等に代表される米国
の個人信用情報機関は、会員である金融機関
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等の事業者に対し、消費者の氏名や住所等の
属性情報に加え、口座の開設日や貸付残高、
その消費者がどの程度の確率で期日通りに返
済するかを評価した数値であるFICOスコア等
を提供している。このFICOスコアは、銀行等
の会員事業者がクレジットカード等信用取引
や保険取引、雇用調査等を行う際の重要な判
断材料の一つとされている。
金融機関等はこの個人信用情報機関の存在
によって、自社だけでは収集できない規模の
消費者信用情報に加え、FICOスコアという米
国全土で統一された個人の支払能力を評価し
た数値も入手可能となることから、効率的に
クレジットカード事業を展開することができ
る。また、FICOスコアは個人がクレジット
カードを使って期日通りの支払いを重ねるこ
とで評価が上がる仕組みになっているため、
米国の消費者がクレジットカードを使用する
インセンティブを高めていると考えられる。
クレジットカードから30年以上遅れて登場
したデビットカードは、2008年の金融危機に
より、金融機関の経営状況悪化に伴い与信が
厳格化され、クレジットカードの発行制限や
利用上限の引き下げが行われたため、利用者
が急速に増加した。また、同じ非与信取引と
してこれまで主流であった小切手の代替手段
としても利用が広がっている。
米 国 の キ ャ ッ シ ュ レ ス 化 は、 ク レ ジ ッ ト
カードやデビットカード市場の拡大に加え、
大手小売業者で発生した個人情報漏えい事件
を契機として足下急速に土壌が整いつつある

スマートフォン決済サービスや、PayPal傘下
のVenmoや大手銀行団が立ち上げたZelle等に
代表される個人間送金サービスの利用拡大に
より、今後も進展していくものと考えられる。
２．英国
英国ではデビットカード決済が成長してお
り、2016年の決済金額は既にクレジットカー
ドの倍以上となっている。決済件数において
も、2016年の１年間で決済件数全体に占める
デビットカードのシェアは３％ PT以上上昇す
【図表２】英国のカード決済取扱高の推移

【図表３】英国の決済手段別件数の推移
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銀行産業調査部作成

る一方、現金決済のシェアは約５％ PTも低下
した。英国の金融全般に関わる業界団体であ
るUK Financeによると、今後もこの傾向は継
続することが見込まれ、2026年にはデビット
カードは45％弱までシェアを高める一方、現
金は21％程度まで半減することが予想されて
いる。
ロンドン交通局では、VISAやMasterCard
が発行する非接触EMVカードであるpayWave
やPayPassを、バスや鉄道の乗車券としてそ
のまま使えるサービスを開始しており、既に
キャッシュレス100％を達成している（EMVと
は、Europay、MasterCard、VISAが定めたIC
カードに関する標準仕様であり、ICカードは
従来の磁気ストライプ型カードよりセキュリ
ティの観点で安全性が高い）
。公共交通に加え、
スーパーやファストフード店等でもEMV対応
が進んでいる。従来小切手の代替として成長
していた英国のデビットカード市場は、近年
非接触による利用が浸透することで、これま
で現金が中心であった小額決済手段としても
利用されており、継続的に成長している。
英国の特徴は、政府がFinTechを含めた決
済分野の改革に積極的な姿勢をとっているこ
とである。2000年代以降、決済分野の競争促
進等を目的に公正取引庁が中心となって設立
した組織が、小口決済システムであるBACS
や、大口決済システムであるCHAPS、24時間
365日ほぼリアルタイム送金を実現する銀行間
決済システムであるFaster Payments等の推進
を担ってきた。2014年には、決済分野の競争
政策を担う規制当局として、Payment Service
Regulatorが設置されている。
2014年に開始されたPaymは、消費者がダウ
ンロードしたアプリ上で自分の銀行口座と携
帯電話番号を登録しておくことで、簡単に送
金することができるサービスである。この金
融機関の協働によるPaym等の新たな決済サー
ビスの拡大も、英国のキャッシュレス化を加
速させていくと考えられる。
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３．スウェーデン
スウェーデンの現金流通残高は国際的にみ
ても圧倒的に低く、１年前と比較しても約
12％減少している。
【図表４】スウェーデンの現金流通量の推移
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（出所）Riksbank資料よりみずほ銀行産業調査部作成

その一方、カード決済においては、デビット
カード市場が拡大しており、2016年のデビッ
トカードの決済金額は約8,000億クローネ、ス
ウェーデンの名目GDP対比17％に達している。
【図表５】スウェーデンのカード決済金額・件数の推移

（出所）Riksbank資料よりみずほ銀行産業調査部作成

スウェーデンのキャッシュレス化が進んで
いる背景には、スウェーデン政府や中央銀行
の脱税対策、コスト削減、犯罪対策等複数の

４
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要因が存在する。欧州の他の国と同様、小売
事業者による付加価値税納付逃れに悩まされ
ていたスウェーデン政府は、小売店のレジに
売上情報を政府に伝える装置の設置を義務付
けた。この脱税対策は、スウェーデン社会の
現金離れの推進を後押しすることに繋がった
と考えられる。また、紙幣発行業務のコスト
削減の観点から、中央銀行は段階的に高額紙
幣を廃止してきた。更に、銀行強盗回避に向
けた民間銀行の労働組合の要求を受け、ス
ウェーデンの多くの銀行では支店における現
金の取扱停止やATMの撤去が進んでいる。
スウェーデンの主要６銀行が協働し2012年
に創設したSwishは、現金決済の減少に拍車を
かけている。スウェーデン全人口975万人のう
ち、既に600万人が利用するSwishは、電子認
証サービスであるモバイルBank IDと連携する
ことで受取人の携帯電話番号を利用した送金
を可能とするサービスである。銀行間のリア
ルタイム決済システムとリンクしているため、
即時決済が可能となっており、2017年５月か
らはQRコードも使えるようになっている。利
用者には手数料がかからないことから、サー
ビス開始以降、爆発的にその利用が広がって
いる。
４．中国
中国では決済分野の進化が社会のあり方を
変えようとしている。中国人民銀行主導で中
国 銀 聯 が 設 立 さ れ た2002 年 以 降、 デ ビ ッ ト
カードを意味する「借記カード」を中心にカー
ド発行枚数が増加している。中国の2016年時
点の人口が13.8億人であることを踏まえると、
クレジットカードは一人当たり0.3枚、デビッ
トカードは3.6枚保有していることになる。
カード市場の急速な成長の背景には、政府
や人民銀行がカード決済ネットワークの整備
を主導したことや、北京オリンピックや上海
万博等に向けてカード利用環境の推進に努め
た政府の後押しがある。また、従来中国では

【図表６】中国のカード発行枚数推移
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Reportよりみずほ銀行産業調査部作成

偽札が大量に流通しており、消費者の銀行券
に対する信用度が低かったこと、中国で発行
されている紙幣の最高券面金額は100元という
日本円で2,000円にも満たない小さな額であ
り、高額商品の購入には大量の紙幣を持ち歩
く必要があるという不便さも影響した。
かかる状況下、AlipayとWeChatPayという
モバイル決済アプリの登場によって、中国の
キャッシュレス化は他の先進国を追い抜く程
にまで急拡大している。AlipayとWeChatPay
は、事前にスマートフォンにダウンロードし
たアプリにデビットカードやクレジットカー
ドを登録してアカウントにチャージしておけ
ば、店舗における支払い時にはスマホに表示
されるQRコードをPOS端末で読み取ってもら
うか、店舗側に表示されているQRコードをス
マートフォンのカメラでスキャンすることで、
即時に決済できる仕組みとなっている。
Alipayは、中国最大のECサイトを運営する
Alibabaの金融子会社Ant Financialが展開する
オンライン・モバイル決済サービスである。
もともとは個人間のEC取引において、安心で
きる決済を実現するためのエスクロー機能と
して開始されたため、中国のEC市場拡大を背
景にユーザーを獲得した。現在では、QRコー
ドを用いて実店舗における決済にも使われる

ようになり、利用者は５億人、年間決済金額
は1.7兆ドルに上っているとの報道もある。
このAlipayの急成長の背景には、Alipay加盟
店の拡大や、個人信用情報サービスやオンラ
イン投資信託等、Alipayアプリを通じて様々
な金融サービスが提供されていることが影響
している。Ant financial傘下の個人信用情報
サービスである芝麻信用では、Alipayを中心
にAlibabaグループが様々なサービスを提供す
ることで得たビッグデータを用いて、個人の
信用スコアを算定している。その信用スコア
はAlibabaグループにおける商品購入、Alipay
を使った支払いや、投資等の実績を積み重ね
る程スコアが上がる仕組みになっている。そ
して、そのスコアに応じて、借入金利や借入
上限が変わるだけでなく、スコアが高ければ
ホテル予約時にデポジットが無料になる等、
高スコア保有者は様々なメリットを享受する
ことができるため、多くの中国人消費者がス
コアを上げるために積極的にAlipayを使って
いる。
中国大手IT企業Tencentによって運営されて
いるWeChatPayは、Alipayより後発のサービ
スである。しかし、WeChatPayは利用頻度の
高いチャットアプリに組み込まれているもの
であった等の理由から、今では６億人以上の
ユーザーを獲得し、決済金額は1.2兆ドルとも
言われている。
本号において見てきた通り、キャッシュレ
ス化を牽引する決済手段は国によって異なる
ものの、キャッシュレス化進展の背景には、
消費者や政府等に現金ではなくキャッシュレ
ス決済を利用する、もしくは利用を促す理由
が存在することが分かる。また、複数の国に
おいて、本来競合関係にある銀行の協働に
よって新たなキャッシュレス決済サービスが
創出されている。次号では、これらの国々の
キャッシュレス化の動向も参考にしながら、
日本のキャッシュレス化進展に向けた要件や
方向性について考察する。
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九経連活動紹介

九州の魅力をフランスでＰＲ
～官民のトップによる九州合同プロモーション活動～
と

き

ところ
参加者

７月１日（日）～６日（金）
フランス・パリ市内
約８０名

九州合同プロモーション ｉｎＦｒａｎｃｅ
（九州地方知事会、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）

九州地域戦略会議は昨年、2019年に開催されるラグビーワールドカッ
プ（以下RWC）、同年11月に熊本県で開催される女子ハンドボール世界選
手権大会など、大規模国際スポーツイベントの開催を契機とした九州・
山口地域のＰＲ強化を決定した。
特に、本年、日仏友好160周年という節目を迎えるフランスは、RWC
や女子ハンドボール世界選手権における九州での試合も決定しているこ
とから、九州への観光誘客を図り、インバウンドの経済効果を最大化す
ることを狙いに、フランス現地における官民一体となったトッププロ
モーション活動を実施した。
ディア、インフルエンサーを招聘、総勢約150
名が参加。九州観光PRやRWCに関するプレ
ゼンテーションに加え、九州各県の名産品、
お茶・日本酒、郷土銘菓、博多ラーメン等の
提供。招待客と九州VIPとの歓談も、予定時
間をオーバーする程の盛り上がりを見せた。
７月１日

結団式

【イベント関係】
１．九州観光セミナー
（７月２日

於 パリ日本文化会館）

九州観光推進機構の主催により、地元旅行
会社や地元メディアを対象に約30社を招待。
九州の各自治体に加え13社の民間事業者も参
加。九州全般の観光プレゼンテーションと個
別商談会・相談会を実施。
２．九州合同レセプション
（７月２日

於 ルドワイヤン）

九州地域戦略会議主催、九州観光推進機構・
九州経済国際化推進機構共催、在仏日本大使
館後援により、ナポレオンの邸宅でもあった
歴史的建造物「ルドワイヤン」にて開催。
木寺昌人全権大使、仏政府関係者、RWC関
係 者、 現 地 経 済 界、 地 元 旅 行 会 社 や 地 元 メ

６
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３．Japan Expo 2018

九州ブース出展

（７月５日～８日  於

ノール・ヴィルバント展示会場）

世界最大規模の日本文化イベントで期間中
の来場者は24万人を超える。広大な会場内に
は多くの出展ブース、複数のステージがあり、
来場者は日本アニメキャラのコスプレイヤー、
ファミリー、カップル等多岐にわたる。今回
の出展は、自治体の出展が多いWABISABIエ
リアで、年配の来場者も多く見られた。
初日には、VIPによる30分間のステージプ
ロモーションを実施、宮崎県小林市の派遣職
員（フランス人）をモデルとしたKIMONOプロ
ジェクトのPR、麻生泰会長、小野泰輔熊本県
副知事＋くまモンが出演。Japan Expoの創立
者 の ト マ・ シ ル デ 氏 も 飛 び 入 り 参 加。 出 展
ブースでは、４日間、来場者への個別PRを実
施。九州に関心の高い来場者が多く訪れ、大
盛況のうちに終了した。

九州からはラグビーWC開催と合わせ、祭りイ
ベントパンフレットを配布し、PRを実施した。

２．フランス観光開発機構
（７月２日


Jean-Baptiste Cazaubor（公共機関担

当責任者））

Japan Expo 2018

４．ＷＡサロンでの九州工芸品展示
（７月４日～５日

ＷＡサロン）

フ ラ ン ス 料 理 界 の 著 名 シ ェ フ、 ド ミ ニ ク
ブッシェ氏が、日仏交流の場として運営する
「Wa Salon」にて、AKANEZEN（朝日ビジネ
スマーケティング㈱主宰）との連携により、福
岡、佐賀、長崎を中心とした九州の伝統工芸
品、博多山笠舁き山ミニチュアなどの展示会
を 実 施。 落 ち 着 き の あ る 店 舗 に て、 選 り す
ぐった工芸品の数々を展示、九州の魅力を堪
能できる空間を演出。

政府観光局に該当する機関。各県からのPR、
「フランス人の九州への誘致」についての意見
交換に、真摯に対応いただいた。なお、当日
の訪問を踏まえ、７月にキャンプ地である熊
本県を視察されたが、当日、フランス人の目
から見た熊本、九州の観光のポイントについ
て意見交換することとした。
３．在仏日本商工会議所
（７月３日
小林史人会頭（三菱UFJ銀行）他副会頭

４名、事務局長）

1963年設立、産業別に９つの分科会を有す
る等、在外では大規模な商工会議所組織。会
頭と４名の副会頭という同所のトップ５が対
応。フランスでの九州PRを行う上でのポイン
トやフランス進出の日本企業による得意先訪
日インセンティブツアーに関する情報提供な
ど、活発な意見交換が行われた。

【公式訪問】
１．フランスラグビー連盟
（７月２日


Serge Simon（第１副会長）、Nicolas

Urke（国際関係責任者））

世界最大のフランスプロラグビーリーグ
TOP14の総本山であり、副会長自身も元ラグ
ビー選手で、九州に関する予備知識も豊富。
非常に好意的、友好的に対応していただいた。
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７

４．駐仏日本国特命全権大使訪問
（７月３日


木寺昌人全権大使、樋口義広次席公

使、大川晃平参事官）

公邸において、大使主催による昼食会に招
かれ、歓待を受ける。麻生会長からは、
「九州
が一丸となり、トップセールスを行い、ＰＲ
に注力しているので、是非、協力して欲しい」
との要請を行った。

木寺駐仏日本国特命大使との記念撮影

５．イル・ド・フランス商工会議所
（７月３日Didier

Kling会頭、富永日仏経済交流委
員会代表 他）

イル・ド・フランス地域（パリ市及び周辺７
県）を管轄し、会員数は67万企業に及ぶ。フラ
ンスから見た日本の観光産業発展に向けた課
題、フランスの観光戦略、各分野における企
業の取り組み、九州の観光産業との連携など、
活発な意見交換を実施。

連 ）総 勢 80 名 と い う、 大 所 帯 で の 合 同 プ ロ
モーション活動であった。
フランスという異国の地において、各県の
代表と経済四団体の代表が、その枠組みを越
え、交流しながら、一つのチームとして、合
同プロモーションを行ったことは、貴重な実
績となった。
フランス人のアニメや日本文化に対する関
心は想像を大きく超えるものであったが、訪
日観光客が九州へ訪れる割合は非常に低い各
訪問先では、九州からのPR不足の声が上がっ
ていた。これは、同時に今後のプロモーショ
ン次第では、大きく伸びる余地があるという
ことでもある。
今回の成果を活かし、継続して第二弾、第
三弾と効果に繋がる活動を戦略的に行うこと
で、九州・山口地域における欧州からのイン
バウンド効果を最大限に引き上げていく必要
がある。
◆主な参加者（敬称略）
所

属

大分県／九州地域戦略会議

役

職

広瀬

勝貞

福岡県

知事

小川

洋

福岡県議会

議長

井上

順吾

藏内

勇夫

福岡県議会／九州の自立を考える会 議員／会長
佐賀県

副知事

池田

英雄

長崎県

副知事

里見

晋

熊本県

副知事

小野

泰輔

宮崎県

副知事

鎌原

宜文

PR・観光戦略部長 川野

敏彦

九州経済連合会／九州地域戦略会議 会長／共同議長

麻生

泰

会長

藤永

憲一

九州経済同友会

代表委員

貫

正義

九州経営者協会

代表幹事

有馬

紀顕

九州観光推進機構

会長

石原

進

イマジン・ワンワールド

代表

髙倉

慶応

九州商工会議所連合会

８
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名

知事／共同議長

鹿児島県

【総括】
今回の取り組みは、九州地域戦略会議とし
て、初の試みであり、九州七県、福岡県議団、
経済四団体（九商連、九同友、九経協、九経

氏

【企画調査部

重吉】

航空機部品製造産業クラスター形成へ
〜九州航空宇宙開発推進協議会 ２０１８年度定時総会〜
九州航空宇宙開発推進協議会
と

き

ところ

会
長：(一社) 九州経済連合会会長 麻生 泰
会員構成：９自治体、１６大学／高専、２９企業、９金融機関、３経済団体
事  務  局：九州経済連合会

７月１９日（木）
福岡市・九経連会議室

１．麻生会長挨拶（要旨）
九航協は1992年に創設され、四半世紀以上
の歴史の中で、航空宇宙関連の諸課題の設定
と解決にあたってきた。
国内の航空機生産額は、ここ数年1.7兆円前
後を横ばいで推移している状況であるが、今
後は、エンジン部品の需要増加により、拡大
基調が期待されている。今こそ九州地域の産
学官が一体となることで、発展性のある未来
を自ら掴み取っていくことが必要である。
宇宙分野においては、H-ⅡAロケット38号
機、電柱サイズロケット「SS-520」5号機が
と も に 打 ち 上 げ に 成 功 す る な ど、 日 本 の ロ
ケット開発技術は国際的にも非常にレベルが
高く、日本の誇れる技術の一つとなっている。
九航協としては、産学官が連携した取り組み
として行ってきた「衛星データの防災、農業
への利活用」プロジェクトを今年度も継続し
て推進する。
航空宇宙産業の振興に関して、各県ごとに
様々な取り組みに力を入れられているので、
それらの力を集結し、九州地域として皆で力
を合わせて取り組んでいきたいと考えている。
是非、ご協力のほどお願いしたい。

（一社）九州経済連合会

宇宙分野では、衛星データの防災への利用
プロジェクトを推進し自治体への説明会を開
催した。小型衛星・宇宙環境プロジェクトで
は昨年度に引き続き研究会を開催した。
（２）2018年度事業計画・収支予算
今年度は特に、航空機産業参入活動に注力
し、九州域内の航空機関連産業の育成・拡大
に努める。
他の各事業についても、昨年度から継続し
ての活発な活動を行うほか、九航協HPの改修
に予算を充て、情報発信ツールの拡充を図る。
（３）2018年度役員選任
2018年度は２年に一度の役員改選年度にあ
たり、会長、副会長（21名）、監事（２名）、顧
問（６名）の就任について承認された。
３．特別講演会
総会終了後、川崎重工業㈱ 航空宇宙シス
テムカンパニー 民間航空機プロジェクト本
部 民間機設計二課長の山内惠介氏に「ボー
イング787の製造と開発について」の演題でご
講演をいただいた。
講演では、機体構造の分担生産の仕組みや
航空機に使用される材料、ボーイング787の他
機種に対する優位性などについてご説明いた
だいた。
長年にわたり培ってこられた高い技術力と、
ボーイング社との深い信頼関係により、分担
生産において大きな比率を獲得されている川
崎重工業㈱の取り組みに、今後も日本の航空
機産業を牽引する存在として大いなる活躍を
期待する声があがった。

麻生会長

２．議事
（１）2017年度事業報告・収支決算
航 空 分 野 で は、
「 九 航 協 エ ア ロ ス ペ ー ス・
ネットワーク（QAN）」により川下企業へのア
プローチをはじめとした航空機産業参入活動
を行い、受注成果を挙げたほか、小型電動航
空 機 検 討 会 活 動 で は、 経 済 産 業 省 や 航 空 機
メーカーとの意見交換を重ねた。

川崎重工業㈱

山内惠介氏

【産業振興部
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松田】
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９

「九州・沖縄Ｅａｒｔｈ戦略」の新たなプロジェクトと
戦略の改定について議論
と

き

ところ
出席者

７月２３日（月）
ホテルニューオータニ博多
九州・沖縄地方産業協力協議会

第７回 九州・沖縄地方産業競争力協議会
委員１８名、オブザーバー１０名

計２８名

＊委員は、民間事業者、県知事、政令市市長から構成。オブザーバーは国の出先機関の長など。

2014年３月にとりまとめた「九州・沖縄地方成長産業戦略～九州・沖縄Earth戦略～」につ
いて、策定後４年が経過したことから、社会情勢の変化を踏まえ、ドローン産業の振興に係る
新規プロジェクトの立ち上げなど新たな取り組みを盛り込んだ改訂案を議論した。
加えて、既存プロジェクトのフォローアップとして、第６回協議会で立ち上げたプロジェク
ト等の進捗状況（大規模施設園芸、IoT推進）や大規模国際スポーツイベントを契機とした取り
組み等について報告・意見交換を実施した。

１．新規プロジェクトの立ち上げ

2016年度に前倒しで達成したため、上方修正。

○ドローン産業振興プロジェクトを設置

引き続き、共同研究を通じて産業の裾野を広

幹事団体を大分県が務め、
「ドローン産業振

げ、企業の新規参入及び関連企業誘致を目指す。

興プロジェクト」を立ち上げることが了承さ

○ア ジア・クリーンクラスター戦略分野展開

れた。九州・沖縄各県、政令市において実施

プロジェクト

されるドローンを活用した実証実験等につい

目標年度を2018年度から2025年度に変更す

て情報共有を行うとともに、ビジネスマッチ

るとともに、目標値である新規事業数、新規

ング等を実施する。

雇用数を上方修正。売上高については当初目
標を目指し取り組む。

各県の取り組み事例

○九州木材活用推進プロジェクト

・福岡県

橋梁等検査

・佐賀県

災害時の医薬品搬送

しで達成したため、上方修正。輸出の内容を

・熊本県

農業分野での活用

原材から付加価値の高い製材にシフトする仕

・大分県

宅配の実証実験 等

組みづくりを目指す。

目標値である木材輸出額を2017年度に前倒

○九州農業成長産業化プロジェクト
「西日本でのドローン産業の一大拠点と
なることを目指す」ことを確認

業化連携協議会が新たに目標値を設定したこ
とに伴い、同協議会が目指す方向性（「稼げる

２．既存プロジェクトの見直し

農業」の実現）に合わせてプロジェクトを全般

○有機光エレクトロニクス産業拠点化

的に見直す。

プロジェクト
目標値である共同（受託）研究実施件数を

１０

プロジェクトの中核を担う九州農業成長産
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３．九州・沖縄地方成長産業戦略の見直し
第４次産業革命などの新たな情勢変化を踏
まえ、先に述べたドローン産業振興プロジェ

報共有する仕組みがあるとよい」等の意見が
あった。
○大規模国際スポーツイベント活用分科会

クトの立ち上げをはじめとした「九州・沖縄

2017年度はオリンピック・パラリンピック

Earth戦略」の改訂案について議論を実施。ま

関連調達に九州の産品や企業が採用されるこ

た、
「国際化」、
「産業人材戦略」、
「第４次産業

とを目指して、組織委員会による調達基準や、

革命」、
「創業・ベンチャー」「大規模国際ス

（組織委員会が使用する）電子入札サイトの登

ポーツを契機としたビジネス創出」を中心に

録・利用に関するワークショップを開催した。

内容を追加し、了承された。

今年度は、企業合同技術展示会＆シンポジ

なお、2014年３月の戦略策定後、15年６月

ウム（カウントダウンショーケース）を開催予

に一部改訂を行ったものの、大幅に改訂する

定。九州発の先進事例・取り組みを九州内外

のは初めてである。

に発信することによって、産学官連携による
プロジェクトやイノベーションの創出、地域
ブランド力の向上を図る。
また「スポーツを通じた稼げる地域づくり
支援事業」にも取り組み、2020年以降も、ス

４．プロジェクト等の取り組み状況

ポーツによる地域活性化の取り組みを持続的

第６回協議会で立ち上げたプロジェクト（大

なものとするため、地域の「稼げる」仕組み

規模施設園芸、IoT推進）等の進捗状況や、大

づくりを支援し、そのノウハウ・課題を共有

規模国際スポーツイベントを契機とした地域

することでスポーツを通じた地域活性化の動

企業のビジネス機会創出等に向けた取り組み

きを九州全体に波及させることを目指す。

について、意見交換を実施した。

５．まとめ

○大規模施設園芸プロジェクト
宮崎県が幹事団体を務めている大規模施設
園芸プロジェクトでは、高生産性事例集を公

本協議会は経営者、各県・政令市、国支分
部局の長等が一堂に会す貴重な場である。
今後も年に１回程度協議会を開催する等、

表した。今年度は、事例集の更なる内容追加

定期的フォローを行い、21プロジェクトの推

と現場での活用検討を進めていく。

進を図ることで、九州・沖縄地域の成長４分

※事例集の内容は、後述のホームページをご覧ください。

○IoT推進プロジェクト

野（エネルギー・農業・医療・観光）の発展に
貢献していく。

九州地域においてIoT利活用を促進し、社会
課題の解決とIoTビジネスの創出を図るため、
「 九 州IoTコ ミ ュ ニ テ ィ」 を 設 立（2017 年 ７
月）。今年度は実証プロジェクトの拡大、企業
参入の増加を目指す。出席者からは、
「地方版

詳細な資料は九州経済産業局のホームページを
ご覧ください
九州沖縄地方産業競争力協議会

IoT推進ラボと九州IoTコミュニティとが把握

http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/

するニーズ・シーズをインターネット上で情

kyosoryoku/kyogikai.html
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日誌
７月
１日（日）〜６日（金）

［フランス・パリ市内］

１３日（金）［福岡市・ＴＫＰガーデンシティ博多アネックス］

九州合同プロモーションｉ
ｎＦｒａｎｃｅ

九州農業成長産業化連携協議会役員会・総会・交流会

九州地域戦略会議の決定に基づき、日仏友好160周年

役員会・総会では、麻生泰会長（九経連会長）を議長

という節目を迎えるフランスにおいて、九州への観

に、2017年度事業報告及び2018年度事業計画並びに

光誘客を図り、インバウンドの経済効果を最大化す

役員選任について審議され異議なく承認された。ま

ることを狙いに、官民一体となったトッププロモー

た、総会では第二部として、講演３本が行われた。

ション活動を実施した。 ※本誌６ページに詳細を掲載

交流会は、産学官の関係者が集い盛会となった。

出席者：約80名

１０日（火）

出席者：役員会24名、総会114名、交流会78名

［大分市大分県産業科学技術センター］

産業振興委員会 第１回企画部会
出席者：15名

大分県産業科学技術センターを訪問し、吉岡誠司セ
ンター長より「大分県商工労働部基本方針等につい
て／大分県産業科学技術センター業務のご紹介」と
題してご講演をいただき、今年４月にオープンした
先端技術イノベーションラボにて電波暗室、磁気
シールドルーム、ドローン飛行試験用フィールド、
ドローンアナライザの見学を行った。部会では、
2018年度産業振興委員会事業計画の再確認を行った。

１７日（火）

［福岡市・九経連会議室］

第２回「社食で地産地消」事業実行委員会
出席者：22名

食材を提供いただく協賛企業については、物流構築
を簡素化するためにも、現状の数社に限定すること
は前回の実行委員会で決まったが、今回はその確認
の後、各協賛企業が保有する物流ルート（取引先卸売

１１日（水）

業者等）を確定し、その上で、主要な給食事業者への
［福岡市・電気ビル共創館］

九州女性の会７月例会
出席者：48名

７月例会は、特別開催として九州女性の会メンバー
の他、九経連会員の経営者・管理職（女性・男性）か
らの希望者も参加して行った。講演は、資生堂で約
20年にわたり女性活躍推進や働き方改革推進等に取
り組まれた㈱wiwiw山極清子社長をお迎えし、
「資生堂

物流ルートを実行委員会で構築することとなった。
また、説明会を「健康経営」をキーワードにした講
演会と併せて８月29日に中村学園大学にて開催する
ことが承認された。

１７日（火）

［鹿児島市・城山ホテル鹿児島］

東九州軸推進機構第２８回総会
出席者：110名

のダイバーシティ経営と働き方改革～業績向上と競

東九州軸推進機構（会長：麻生泰九経連会長）第28回

争力優位な組織づくりの鍵は女性活躍～」と題して

総 会 で は、2017 年 度 事 業 報 告 及 び 収 支 決 算 報 告、

ご講演いただいた。また講演後は、講師と参加者に

2018年度事業計画案及び収支予算案等が審議され、

よる交流会も行った。

すべて原案どおり承認された。
総会後、九州大学大学院工学研究院教授の塚原健一
氏より「交通インフラ整備－地域発展へのストック

１
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効果と防災力向上について－」と題してご講演いた

期全通等を実現するべく大会決議を採択した。

だいた。

１９日（木）

［福岡市・九経連会議室］

九州航空宇宙開発推進協議会 ２０１
８年度定時総会
出席者：44名

2018年度定時総会を行い、各議案について審議し、
承認を得た。総会後は川崎重工業㈱山内惠介氏より、
「ボーイング787の製造と開発について」と題してご
講演いただいた。

２０日（金）

※本誌９ページに詳細を掲載
［福岡市・福岡市科学館］

サイバーセキュリティセミナー

２１日（土）〜２２日（日）［福岡県田川市・いいかね Palette（旧猪位金小学校施設）］
地域政策デザイナー養成講座田川合宿
出席者：58名

九州大学や自治体・企業等による産学連携セミナー

出席者：137名

である同講座は、廃校施設を利用したアイディア交

今年度第１回目のセミナーを開催。
「事前対策の重要

流拠点である「いいかねPalette」のコワーキングス

性」をテーマに㈱豆蔵ホールディングス執行役員の

ペースを２日間借用し、各チームで今後提言予定の

小屋晋吾氏、
「サイバーセキュリティ態勢構築に向け

ヘルスケア・モビリティ・フィンテック・農林業・

た当金庫の取組み」をテーマに西中国信用金庫常務

イノベーションエコシステム各分野の政策仮説につ

理事の伊藤和洋氏が講演した後、モデレータに㈱セ

いて議論した。

キュアスカイ・テクノロジー取締役会長の乗口雅充
氏、パネリストに小屋氏、伊藤氏のほか、長崎県立
大学教授の加藤雅彦氏、IPA専門委員の平原隆氏を迎
え、
「巧妙化するサイバー攻撃の脅威

企業の対策

は？」をテーマにパネルディスカッションを実施した。

２３日（月）

［福岡市・ホテルニューオータニ博多］

九州・沖縄地方産業競争力協議会
出席者：28名

2014年３月にとりまとめた「九州・沖縄地方成長産
業戦略～九州・沖縄Earth戦略～」について、策定後
４年が経過したことから、社会情勢の変化を踏まえ、
ドローン産業の振興に係る新規プロジェクトの立ち
上げなど新たな取り組みを盛り込んだ改訂案を議論
した。

３１日（火）

［福岡市・ホテルニューオータニ博多］

広州市との経済交流会

２０日（金）［宮崎市・シーガイアコンベンションセンター］

出席者：96名

東九州自動車道建設促進地方大会

来年に福岡市と姉妹都市締結40周年となる中国・広

出席者：約1200名

州市から温国輝市長他の訪問団を迎え、経済交流会

福岡、大分、宮崎、鹿児島の４県と北九州市で組織

が開催された。当日は九経連麻生泰会長による九州

する東九州自動車道建設促進協議会（会長：河野俊嗣

経済の概況説明が行われ、これに対して広州市から

宮崎県知事）と東九州軸推進機構（会長：麻生泰九経

は今注目を集める「広東・香港・マカオ大湾区構想」

連会長）の主催により東九州自動車道建設促進地方大

の中核都市でもある同市の魅力の紹介、同市のイノ

会が開催された。

ベーションを象徴するIT系企業によるプレゼンテー

河野俊嗣宮崎県知事及び東九州軸推進機構副会長で

ションが行われた。また翌8月1日には、福岡市科学

ある米良充典宮崎商工会議所会頭による主催者挨拶、

館を会場に、来福したIT系企業と地元九州企業によ

来賓挨拶、各県知事及び市長アピールのほか、沿線

るビジネスマッチングセッションが福岡市主催によ

住民代表による意見発表などがあり、東九州道の早

り開催された。
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九州農水産物直販株式会社
＜2018年４月６日入会＞

会社概要
平成２７年８月「九州の農水産物をアジア各国
へ、欧米へ、世界へ届けたい」
「農産物の輸出
九州農水産物直販株式会社

業

平成２７年８月２８日

者

代表取締役社長 小田 保

会

継者が戻ってくる農業を…」という熱い思いが

創

ひとつになって九州農水産物直販株式会社は設

代

立されました。

事 業 内 容

果物・野菜等青果物や水産物、加
工食品等のアジア各国（香港・シン
ガポール・台湾・中国本土）への輸
出入事業

従 業 員 数

７名

本社所在地

〒８１２-００１１ 福岡市博多区博多駅
前２-１
２-１０ 第７グリーンビル９Ｆ

電 話 番 号

０９２-４０９-７１
３１

社

表

従来の農水産物輸出では、中間マージンが多
く発生して現地での価格が国内販売価格の３～
５倍程度となり、富裕層にしか手が届かなかっ
た九州産・日本産の青果物でしたが、私たちは
独自のビジネスモデルとして産地から直接仕入
れ、かつ香港等アジア各国へ展開する地場大手
スーパーＤａｉｒｙ Ｆａｒｍ社への直接販売を実現
し、中間層へも手の届く価格での販売が可能と
なりました。少子高齢化、人口減少時代に入っ
た国内の需要が中長期的には、減少傾向となる
と予測されているなか、アジア各国の中間層は
今後大幅な増大が見込まれており、この中間層
の胃袋を掴みさえすれば輸出が飛躍的に増加し
ていくものと期待しているところです。これま
では、主として香港への輸出に注力してきまし
たが、今年に入りシンガポール、台湾へと輸出
地域を拡大しアジア各国へ事業展開も始まりま
した。この夏の時期は、
「桃」
「シャインマス
カット」などが好評で、秋から冬にかけては、
「いちご（あまおう等）
」
「甘薯」が人気で売り場
に並べられます。ただ、青果物の取り扱いは工
業製品とは違い、予想以上に天候など自然に左
右されることが多く、温度管理・品質管理をは
じめとした課題も数多くあります。こういった
小さな課題を日々、一つずつ乗り越えていくこ
とで確実に「美味しい九州、日本を世界へ届け
る」という目的を達成できると信じておりま
す。会社設立からまだ三年足らずの小さな会社
ですが、今後も一丸となって九州、日本の高品
質の農産物を世界に届けられるように努力して
まいります。
１４
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当社の強みは、ア
ジア各国に多店舗展
開する流通グループ
であるＤａｉ
ｒｙ Ｆａｒｍ
社との強いコネク
ションにより直接取
引契約を締結し、出
口（販路）が確立され
代表取締役社長 小田  保
ていることと考えて
おります。九州、日
本の高品質な農産物等を伸び行くアジア各
国へ売り込んで輸出を今後数年で５～１０倍
へと大きく飛躍させて、
「稼げる農業」に
向けて少しでも応援ができればと強く思っ
ています。自社の農産物・水産物・加工食
品等を輸出したいとお考えの方は是非ご連
絡ください。

会社概要

名

により農業生産者の所得増大を図りたい」
「後

Introduction of new members

新入会員 紹 介

タンスのゲン株式会社
＜2018年６月13日入会＞

会

社

名

タンスのゲン株式会社

業

１
９６４年１月

者

代表取締役 橋爪 福寿

会社概要

会社概要
弊社は、１９６４年に日本一の家具産地大川市

創

で、家具職人だった橋爪健治により家具製造卸

代

売り業として設立されました。高度成長期の大

事 業 内 容

家具、寝具、インテリア等の通信
販売

ぶように売れた時代がありました。しかし時代

従 業 員 数

１
０２名

の流れとともに、消費者のライフスタイルや価

本社所在地

〒８３１-０００２
福岡県大川市大字下林３１
０-３

メーカーは衰退の一途を辿り始めました。弊社

電 話 番 号

０９４４-８６-３８７１

も製造から店舗小売りなど業態を変えながら営

ホームページ

http://www.tansu-gen.co.jp

表

川では、かつて高額な婚礼家具が右から左へ飛

値観は変わり、大川の家具業界、特に婚礼家具

業していました。
２００２年よりインターネット通販事業に参入
し、始めはリアル店舗と兼業で楽天市場に大川
家具だけでスタートしましたが、現在では、本
店・楽天市場・ａｍａｚｏｎ・Ｙａｈｏｏ
！ショッピン
グを中心に１４サイトを運営し、海外販売にも
力を注ぎ、家具の他に寝具・インテリア雑貨・
家電・生活用品の企画販売を強化し、今では
ネット専売として日本一のネットショップを目
指しています。
特徴としましては、１０年程前からＳＰＡ（製
造小売り）の業態を取り入れ、海外協力工場で
企画製造された商品を日本のマーケットにいち
早く投入しお客様のニーズに応えています。
現代社会はいつでも、どこでもお買い物がで
きます。ＰＣからモバイルへ、そしてスマホや
タブレットへと変遷し、今では音声認識でお買
い物が出来る時代です。デバイスの進化に伴い、
ネットショッピングも日々進化しています。
『ネットショップで福岡を日本を元気に。
』私

弊社は『ＮＥＴＳＨＯＰ
で福岡を日本を元気
に。
』をモットーに
【 暮 ら し の 未 来 を、
デ ザ イ ン す る。
ｉｇｎｔｈｅｆｕｔｕｒｅ)】
(Ｄｅｓ
の理念の実現のため
に日々活動を行って
代表取締役 橋爪  福寿
います。
経営者としての私
の使命は、全てのステークホルダーを幸せ
にすることだと考えています。
そのためには、お客様にどこにも無いワ
クワクする商品、サービスを提供し続け
「お客様に感動し喜んでもらう」ことが必
須です。これからも使命の実現のため日々
精進し、必ずや地域社会、日本社会のお役
に立っていく所存でございますので、今後
とも格別のご支援を賜りますようお願い申
し上げます。

たちが最も大切にしている考えであり会社の存
在意義です。私たちは社員の多くを大川本社で
雇用し新たなサービスを提供し、お客様の新た
なニーズを掘り起こしてきました。成長著しい
ネットショップを通じて、地元大川や福岡さら
に日本を元気にし、本気で社会のお役に立ちた
いと考えています。
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株式会社ポータル
＜2018年６月14日入会＞

会社概要
当社は九電工グループに属しており、グルー
プ唯一の「総合人材サービス企業」として２０００
会

大を目指し、２０１１年にコンパニオン派遣会社及

創

びイベント企画会社の２社と合併を行い、現在

代

の事業体制となりました。

事 業 内 容

人材派遣業及び有料職業紹介事業、
業務請負、教育・コンサルティン
グ、 プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業、 バ ン
ケット・セレモニー事業

な環境づくりを通して社会に貢献します」とい

従 業 員 数

４１名

う考えのもと、広い視野に立った人材派遣業と

本社所在地

〒８１
５-００８１
福岡県福岡市南区那の川１-２３-３０

来を考える企業として「お仕事をお探しの皆

電 話 番 号

０９２-５３４-６２２３

様」と「人材や販促の力で企業活性化を考える

ホームページ

http://www.portal-inc.co.jp

社

表

名

株式会社ポータル

業

２０００年１
２月

者

代表取締役社長 内場 千晶

社名の「ポータル」には「扉」という意味が
あります。当社の企業理念の一つにある「快適

して職場と人材のベストマッチを考え、常に未

企業様」その双方に対して、可能性と未来を結
ぶ「扉」になること、そして明るい社会を創造
していく革新という名のカギをご提供すること
が当社の最大のミッションと考えております。
現在の事業は多岐に亘り、人材派遣・人材紹
介・教育コンサル・イベント企画運営・コミュ
ニケーションツール制作・バンケットスタッフ
派遣・冠婚葬祭スタッフ派遣等を行っていま
す。主要事業である人材派遣業の拡大を推進す
ると共に、近年では野球興業の運営管理など新
たな分野へも取り組み、ヒューマンビジネス企
業としての実績を積み上げております。
働き方改革が推進される中、これからの人材
業界は様々な変化へ対応しなければならないこ
とが予測されますが、当社は九電工グループな
らではの幅広いネットワークと豊富なノウハウ
を駆使し、総合人材サービス企業として「人間
力」を「人に・企業に・社会に」提供してまい
ります。
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弊社は、総合人材
サービス企業とし
て、人材・プロモー
ション・セレモニー
等に関する様々な
ニーズをサポートし
ています。私たちの
事業の中心には常に
「人」が関わります。 代表取締役社長 内場  千晶
「人」を見出し、
「人」
を向上させ、
「人」と企業をつなぎ、
「人」
と笑い、
「人」と「人」を結ぶ。私共は無
限の可能性がある「人間力」を信じ、様々
な場面でその力を発揮できるお手伝いが出
来ればと考えております。今後ともご指導
ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

会社概要

年１２月に設立いたしました。その後、業容の拡

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 30

「九州発祥の地」を訪ねる
〜九州の真ん中と九州の最古の山〜
−熊本県（山都町）、宮崎県（五ヶ瀬町、高千穂町、椎葉村）−

７つの県で九州は成り立つが、九州から外の人間にとっては、
「九州」を一つのイメージで捉える人が
多いのではなかろうか。よくいわれる「九州男児」がいい例である。もちろん九州でも、一つの集合体と
考えることが多く、
「九州のへそ」や「九州発祥の地」などというエリアが登場する。九州を旅するなら
興味深いスポットである。
まずは、
「九州のへそ」
。これは、熊本県山都町（旧蘇陽町）を指す。熊本県の東部に位置し、宮崎県五ヶ
瀬町、椎葉村と接し、阿蘇南外輪山から九州山地の脊梁までを圏域とする山都町。標高は３００m～９００mと
地形的な変化に富み、多種多様な自然と多くの遺産や歴史が残る。そしてこの山都町の馬見原に「九州の
へそ基石」が立つ。町の西に降る雨は緑川を流れ有明海から東シナ海に注ぎ、東に降る雨は五ヶ瀬川を流
れ太平洋に注ぐ。つまりこの地が九州の分水嶺となり、九州のほぼ中央に位置するので、この地を「九州
のへそ」としたようである。その場に立つと、九州のへそにいるのかと、こちらもなんとなくこそばゆい。
さて次は「九州発祥の地」を訪れよう。こちらは、九州中央山地の中央に位置する「祇園山」だ。場所
は山都町のお隣、五ヶ瀬町鞍岡。標高１３０７mのこの山がなぜ「九州発祥の地」と言われるのか。それは、
ウミユリ・三葉虫・カイメン・フズリナ・クサリサンゴ・ハチノスサンゴなど、日本列島誕生の謎を解き
明かす貴重な化石が発見しているからである。これらの生物は海の生物で、その生息時期が今から
４億３千万年前の古生代シルル紀の生き物であることが学術調査で判っている。祇園山の化石や地質につ
いて長年研究を続ける濱田隆士理学博士によると、
「太平洋の底を切り取って、重ね合わせて出来上がっ
たのが日本列島。その一番奥の深い部分がちょっとだけ顔をのぞかせたのが祇園山」だそうだ。なんとも
気の遠くなる壮大な話しだが、祇園山が九州でもっとも古い地層であると考えると、一歩一歩踏みしめなが
ら登るトレッキングも感慨深い。さらに「発祥の地」の頂上から眺める九州の大自然の景色は格別である。

１日目
２日目
３日目

 地→阿蘇くまもと空港（熊本駅）→山都町（蘇陽町）
各
［「九州のヘソ」］→五ヶ瀬町
［祇園山、
「祇園山」トレッキング、自然の恵み資料館（化石見学）］→五ヶ瀬町又は山
都町（泊）
五ヶ瀬町→椎葉村［利根川集落］→高千穂町→高千穂町（泊）
高千穂町→阿蘇くまもと空港
（熊本駅）→各地
福岡県

２泊３日コース

佐賀県

大分県

長崎県

阿蘇くまもと空港
五ヶ瀬町
山都町
高千穂町
熊本県

椎葉村
宮崎県
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蘇陽峡（山都町）
五ヶ瀬川の上流にある渓谷で、川の浸食作用によって岩が削られ、
１００ｍに近い切り立った絶壁が約１０kmにわたって連なり、奇観を呈し
ている。初夏の新緑と秋の紅葉が清流に映えることが特にすばらしい。

そよ風パーク（山都町）
レストラン、物産館、体験施設、浴場、ホテル、サッカーグランド
などがそろう総合レジャー施設。ケーキやジャム、木工、竹細工などの体験コーナー
や山都町の特産品であるブルーベリーのジャムやワインなども購入できる。

蘇陽峡（山都町）

自然の恵み資料館（五ヶ瀬町）
五ヶ瀬町の総合公園「Ｇパーク」の中にあり、町の文化
財や民族芸能を紹介したり、
「九州発祥の地」祇園山の化石
を展示。定期的な企画展示や、五ヶ瀬の自然をいかした各
種イベントを開催している。
そよ風パーク（山都町）

五ヶ瀬ワイナリー（五ヶ瀬町）

自然の恵み資料館（五ヶ瀬町）

夕日の里とよばれる五ヶ瀬町桑野内地区は、阿蘇の涅槃像も一望でき、標高５３０ｍから眺める夕日が見事。こ
こに完成した五ヶ瀬ワイナリーは、町内産のブドウを１
００％使用したワイン造りの工程を見学できるほか、試飲や
ワインの購入ができる。桑野内地区はグリーンツーリズムが盛んで、９軒が農家民宿を実施している。

椎葉村十根川集落（椎葉村）
椎葉の中心部にある那須家住宅、通称・鶴富屋敷（国指定文化財）に見られる椎葉
型住居。これは、山の斜面に平行して４～５部屋が横一列に並び、各部屋を仕切る板
戸を外すと家全体がワンルームになるというものだ。昭和初期以降、老朽化による建
て替えなどで村内の椎葉型住居が消えていく中で、江戸末期から明治初期の民家が１０
数戸残され、平成１０年、山村集落としては九州で初めての国の「重要伝統的建造物群
保存地区」に指定された。

椎葉村十根川集落（椎葉村）

高千穂峡（高千穂町）
今から５０００万年前、噴火を繰り返した阿蘇山の溶岩を五ヶ瀬川の水が何百万年もか
けて刻んだ岩の芸術。ボートで谷をさかのぼると、幅５～１０ｍの両岸を高さ１
００ｍに
およぶ柱状岩の絶壁が切り立つ。谷を見下ろしながらたどる約５００ｍの遊歩道沿いに
は、玉垂の滝、みそぎの場のおのころ池、ワカミケヌノミコトの兄神が鵜目姫を見初
めたという七つヶ池などが点在する。
高千穂峡（高千穂町）

高千穂夜神楽（高千穂町）
現在２０の地区で受け継がれているう夜神楽は、秋の収穫作業が一段落する１
１月下
旬から、種まきの準備が近づく２月初めにかけて行われる。いずれも日暮れから翌
朝８～９時まで、合計３３番の舞いが披露される。

高千穂神社（高千穂町）
御祭神は上古高千穂皇神で、別名十社大明神という神号で
親しまれている。十一代垂仁天皇の御代の創建で、六国

高千穂神社（高千穂町）

高千穂夜神楽（高千穂町）

史にも掲載される国史見在社。天慶年間には、高千穂十八郷八十八社の総社となる。
源頼朝は、畠山重忠を代参として天下泰平の祈願をし、皇室発祥の聖地に対する尊皇
のまことを表した。境内にはこの時重忠が手植えした樹齢
約８００年の秩父杉が立つ。観光神楽も行う。

天岩戸神社（高千穂町）
天照大神を祀る神社。社殿の背後に流れる岩戸川断崖の中腹に弟スサノオノミコト
の乱暴に怒り、天照大神がお隠れになったという天岩戸の洞窟がある。古代高千穂地
方の貴重な資料約２０００点を展示する「徴古館」も隣接する。
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
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天岩戸神社（高千穂町）

九州観光推進機構

TEL：092−751−2943

沖縄観光通信
（一財）沖縄観光コンベンションビューロー（OCVB）

OCVBおきなわ観光天気予報について（８月１日付）
ＯＣＶＢでは、先３～４ヶ月の沖縄観光入域客数の見込みを天気マークでの予報として県内各業界へ発信
しています。予報は県内ホテルの皆様に協力を賜り、各社が見立てた予測値をＯＣＶＢが集約し、クルーズ
客船の見立てを加味して全体概況と仕立てています。毎月１日付けは当月を含む３ヶ月間、１５日付けは当
月を含む４ヶ月間の予報を発信しています。
【概況（要旨）
】
空路では、安定的な航空座席の供給が見込まれ、国際線では増便などにより定期直行便の供給量が８月
１日以降に週２３６便（前年同時期は週２０７便）へと増加し、海路ではクルーズ客船の寄港数が前年度を上回
る見込みであることから、空路・海路ともに需要増が期待できます。
いずれの月もホテル予測数は前年並みで、クルーズによる入域数は微増見込みであることから、晴れ予
測となりました。

『ウェルカムんちゅになろう受入啓発プロモーション2018』
沖縄県及びＯＣＶＢでは、平成２６年度より「ウェルカムんちゅになろう」のキャッチコピーのもと、県
民ひとりひとりのホスピタリティの更なる高揚と、観光産業に対する理解及び関心を深めることを目的と
した県民啓発を実施しています。
「ウェルカムんちゅになろう」の認知度は８２．
４％（平成２９年度「ウェルカムんちゅになろう受入啓発プロ
モーション２０１７」効果測定調査）と高い水準となりました。今年度は引き続き「ウェルカムんちゅ」な行
動喚起を促すとともに、観光の他産業への経済波及効果や
雇用の創出に加え、観光を通じた交流促進による国際相互
理解の増進等、観光が県民生活にもたらし得るメリットや
効果を具体的に示すことにも注力し、更なる意識醸成の広
がりを目指します。
現在、
「ウェルカムんちゅ」な心温まるエピソードの募集
や、国内外から訪れる観光客を「うとぅいむち（おもてな
し）
」の心で温かく迎え入れることに賛同する企業・団体・
組織である「ウェルカムんちゅカンパニー」の募集などを
実施しています。
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山口

Yamaguchi

いよいよ「山口ゆめ花博」開幕！
「ゆめの未来公園はじまる！」
今年は、明治改元から１５０年の節目の年。
山口県では、明治のチャレンジ精神を今に生かし、
未来につないでいくため、さまざまな取り組みを明治
１５０年プロジェクト「やまぐち未来維新」として展開
している。その中核イベントとして、９月１４日から
１１月４日までの５２日間、山口市の山口きらら博記念
公園で第３５回全国都市緑化やまぐちフェア「山口ゆめ
花博」を開催する。
「山口ゆめ花博」は、国内最大級の花と緑の祭典で
あり、
「ゆめの未来公園はじまる！」をキャッチフ
レーズに、個性豊かな８つのゾーンを設け、会場を彩
る１０００万の山口県の花や１０００のイベント、魅力的な
夜景が広がるナイトイベントなど、さまざまなプログ
ラムを用意している。
会場には、日本一長い竹のコースターや日本一高い
木のブランコなど、子どもから大人まで、一日中「見
て」
「参加して」楽しめる、多彩なコンテンツが満載。
山口県が提案する「ゆめの未来公園」に、ぜひ、ご来
場いただきたい。
また、多くの方に山口ゆめ花博を応援していただけ
るよう「山口ゆめ花博」に特化した「山口ゆめ花博応
援ふるさと納税」を受け付けている。寄付金は、会場
内のコンテンツなどの充実に活
用し、寄付額に応じて、山口県
の特産品や「山口ゆめ花博入場
券」を返礼品として送付する。
《問い合わせ先》
「山口ゆめ花博」事務局
（第35回全国都市緑化やまぐちフェア実行委員会事務局）
検索
TEL：0836-38-8719 ゆめ花博

福岡

Fukuoka

「出会い応援団体」募集中！～若者が結婚、子育て
に夢や希望を持つことができる社会の実現を～
近年、大きな社会問題となっている少子化の要因の
一つである未婚化・晩婚化が、福岡県でも進行してい
る。これに伴う人口減少や人口構造の変化は、経済活
動はもとより持続的な社会保障制度の維持などに大き
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な影響を与える。また、企業活動にも労働力不足など
直接的な影響をもたらす。
一方、本県の調査では、多くの若者が結婚を希望
し、子どもを持ちたいという結果が出ている。
このため、本県では、社会全体で出会い・結婚とい
う希望を叶える気運を醸成するため、
「出会い応援団
体」として「結婚応援」を宣言し、若者の出会いや結
婚のきっかけづくりについて独自の取組やイベントを
企画・実施していただける企業・団体を随時募集して
いる。
「出会い応援団体」に登録した企業・団体について
は、その情報を福岡県「出会い・結婚応援事業」の
ホームページで紹介するとともに、県の入札参加資格
審査において、地域貢献活動評価として評価点が加算
される。
今後も、官民が連携して、若者が結婚や子育てに夢
や希望を持てる社会づくりを進めていきたい。
《問い合わせ先》
福岡県子育て支援課
TEL：092-643-3311
福岡県出会い・結婚応援事務局
TEL：092-722-6111（株式会社ブラナビプラス内）
あかい糸めーる

佐賀

検索

Saga

「ヘルプマーク」「ヘルプカード」
交付開始
「ヘルプマーク」がどのようなものかご存じだろう
か。義足や人工関節を使用していたり、内部障害など
の比較的、外見からは分かりづらい障害や病気を抱え
た方、妊娠初期の方など、助けが必要な方々が周囲に
配慮を必要としていることを知らせるマークで、平成
２４年に東京都で誕生した。
ヘルプマークにはストラップが付いており、鞄など
に付けることができる。必要に応じて、付属のシール
に具体的な支援の内容を記入でき、同じく交付が始
まった「ヘルプカード」も一緒に携帯することで、よ
り具体的な情報(連絡先や服用している薬の情報など)
をスムーズに周囲に知らせることもできる。
昨年７月には、２０２０年に開催される「東京オリン
ピック・パラリンピック」を見据え、ヘルプマークが
ＪＩＳ規格にも追加され、全国的にも広がりをみせて
いる。今年７月からは佐賀県でも交付が始まり、県民
向けの周知に努めているところだ。佐賀県内では県障
害福祉課や市町の窓口等で無料で交付している。
「ヘルプマーク」は全国共通デザインとなっており、
街中で身につけた方を見かけた際は、困られている時
は声をかけたり、バスや電車では席を譲るなど配慮あ
る行動をお願いしたい。
《問い合わせ先》
佐賀県障害福祉課
TEL：0952-25-7401
FAX：0952-25-7302
ヘルプマーク

佐賀

検索

長崎

Nagasaki

ながさきへのＵ・Ｉターン者を
切れ目なく支援します！
長崎県では、平成２８年度に県と県内全２１市町が共
同で「ながさき移住サポートセンター」を開設し、東
京と長崎に相談窓口を設置している。
センターでは、専門のスタッフが仕事探しや住まい
探しをサポートするほか、生活全般に関する相談にも
一元的に対応している。平成２９年度には窓口への相談
件数が５，
４８１件、長崎県へのＵ・Ｉターン者（自治体の
相談窓口の利用者）は７８２人にのぼり、センター開設
後、大幅に増加している。今年度は、福岡での移住相
談会を毎月開催するなど、都市圏での活動を強化して
いる。また、本県の離島地域においては、有人国境離
島法による国の手厚い支援制度を活用して創業等に取
り組むＵ・Ｉターン者も増えるなど、豊かな自然の中
で新たなチャレンジがしやすい環境が整っており、移
住相談会ではこのような事例も紹介している。
今年度は、移住の検討段階から移住後の地域への定
着まで、Ｕ・Ｉターン者に寄り添ったきめ細かなサ
ポート体制を構築するため、新たに「ながさき移住コ
ンシェルジュ」の登録も開始。先輩移
住者などにＵ・Ｉターン者の相談相
手となっていただいている。今後も
県では移住促進・定住支援に積極的
に取り組んでいく。
《問い合わせ先》
ながさき移住サポートセンター
TEL：095-894-3581
情報冊子
検索

ながさき移住

熊本

「ながさき移住のススメ」

Kumamoto

「天草の﨑津集落」を含む「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決定！
６月３０日、バーレーンで開催された世界遺産委員会
にて、
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」
が正式に世界文化遺産に登録されることが決定した。
熊本県内では、平成２７年に登録された荒尾市の「万田
坑」や宇城市の「三角西港」などからなる「明治日本の
産業革命遺産」に次いで２件目の世界文化遺産となる。
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」は、
熊本県と長崎県にある１２の資産で構成されており、
「キリスト教が禁止されていたにも関わらず２５０年余り
にわたり、密かに信仰を継続した潜伏キリシタンの独
特の文化的伝統を物語る資産」として高く評価された。
天草市河浦町に所在する「天草の﨑津集落」は、キ

リスト教禁教期に仏教、神道と共存しながら、あわび
の貝殻の内側の模様を聖母マリアに見立てて密かに崇
敬するなど、漁業を生業とする集落特有の信仰形態が
形成された地域である。
貴重な信心具や記録を守り継いできた﨑津集落で、
豊かな歴史・文化に触れていただきたい。
※﨑津集落内の「﨑津教会」の見学は、教会行事など
により見学出来ない場合もあ
るため、インフォメーション
センターホームページから事
前申込みが必要。
《問い合わせ先》
天草の﨑津集落
熊本県提供
熊本県文化企画・世界遺産推進課
TEL：096-333-2153 FAX：096-381-9829
HP：http://kirishitan.jp
キリシタン遺産

大分

インフォメーション

検索

Oita

九州北部豪雨災害からの復興に弾み！
昨年７月に九州北部豪雨で被災した大分県日田市で
は、災害からの復興が進んでいる。
７月１４日、ＪＲ久大本線（福岡県久留米市―大分
市）が、約１年ぶりに全線復旧した。不通となってい
た「光岡（てるおか）―日田」間にある花月川橋梁の
橋脚が倒壊したため、当初、復旧には３年程度かかる
と心配されていた。
久大本線は、九州を横断する重要路線。地域住民に
とって不可欠な生活交通手段であるとともに、観光列
車「ゆふいんの森」やクルーズトレイン「ななつ星ｉｎ
九州」も走る観光面でも重要な路線であることから、
関係者の努力で約１年でのスピード復旧を果たした。
久大本線が全線再開したことで、小倉や大分を経由
していた「ゆふいんの森」も、所要時間が短い久留米
ルートに戻ってきた。
日田駅で行われた歓迎セレモニーには、たくさんの
市民が詰めかけ、運行再開への喜びと復興への期待の
大きさを示した。
また、国の指定重要無形文化財「小鹿田焼（おんた
やき）
」の窯元が集まる、小鹿田焼の里でも、復旧・
復興が進んでおり、昨年開催できなかった「民陶祭」
を１０月１３・１４日に開催。
久大本線の全線開通を
災害復興の象徴として、
日田の元気をアピール
し、さらなる復興へ弾み
をつける。
《問い合わせ先》
大分県交通政策課 TEL：097-506-2153
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宮崎

Miyazaki

ＨＯＵＳＥＪＯＵＲＮＥＹＪＡＰＡＮ ＶＯＬ．２
日本の美味しいものに出会う旅 ～宮崎県～
宮崎県は豊かな自然に恵まれ、
「宮崎牛」や「宮崎
キャビア」
、
「完熟マンゴー」など全国に誇れる食材が
豊富にあり、また、県内各地に神話の舞台となるゆか
りの地が存在する神話のふるさとでもある。
そのような本県の「食」と「神話」を発信すること
を目的としたイベント「ＨＯＵＳＥＪＯＵＲＮＥＹＪＡＰＡＮ
ＶＯＬ．２日本の美味しいものに出会う旅～宮崎県～」
を、包括連携協定を締結している三菱地所株式会社の
協力のもと、東京駅前の新丸ビル内にある丸の内ハウ
スにて、７月２５日から８月２６日まで開催した。
期間中は、丸の内ハウスの飲食店９店舗で、宮崎県
産食材を使用したスペシャルメニューが３０種類以上提
供されるとともに、フロア全体を宮崎の神話をテーマ
に装飾することで「神話の源流みやざき」をＰＲし、
多くの方に本県の食と神話の魅力に触れていただいた。
また、イベント開催前日には、
「神々と食の前夜祭」
と題し、本県の神話についてのセミナーや、期間中提
供されるスペシャルメニューを一足早く味わうことの
できる交流会を開催した。セミナーでは講演者のわか
りやすくユーモアたっぷりの解説に、参加者は笑顔を
見せながら耳を傾け、その後の交流会では、セミナー
の内容を踏まえて宮崎の食を楽しみながらの意見交換
が行われるなど、会場は終始賑わいをみせていた。
本県ではこれからも様々な
取組を通じて、豊かな食や神
話など本県の魅力を日本全
国、さらには世界に向けて発
信していきたいと考えている。
《問い合わせ先》
「神々と食の前夜祭」の様子
宮崎県産業政策課 TEL：0985-26-7052

鹿児島

Kagoshima

薩摩藩英国留学生ゆかりの英国
自治体との友好協定を締結
明治維新１５０周年の記念すべき年に、三反園鹿児島
県知事が、県議会議長などとともに、英国を訪問し、
薩摩藩英国留学生のゆかりの地であるロンドン・カム
デン区及びマンチェスター市と友好協定を締結した。
ロンドン・カムデン区には、かつて薩摩藩英国留学
生が学び、その学籍簿と記念の石碑が現存するユニ
バーシティ・カレッジ・ロンドン（ＵＣＬ）があり、
マンチェスター市は、五代友厚が木綿紡績機械購入と
紡績技師派遣の契約を行った地である。
７月１８日のロンドン・カムデン区との調印式では、
三反園知事から、
「相互の友好協力関係を強化してい
きたい」とウエルス区長へお伝えしたところ、
「この
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協定を通じて若者たちなどの相互交流の機会が進むこ
とを期待する」との話があった。
また、翌１９日のマンチェスター市との調印式では、
ヒッチン市長から、
「この友好協定は、教育などを通
じて、両自治体のこれからの協力を将来の世代に引き
継いでいく取組である」との話があり、三反園知事か
らは、
「今後、明治維新２００年へ向けて、子ども達の交
流を盛んにしながら、次の世代へつないでいきたい」
とお伝えした。
この協定に基づく交流の第一弾として、７月２８日か
ら８月６日まで、県内の高校生等１９名を薩摩スチュー
デントとして派遣した。
今後、このような人的交流を
含めて両自治体との関係を強化
し、鹿児島と英国の関係強化、鹿
児島の発展につなげていきたい。
《問い合わせ先》
鹿児島県国際交流課 TEL：099-286-2217

沖縄

Okinawa

旅の思い出にプラスワン。
ＳｈｉｐｏｆｔｈｅＲｙｕｋｙｕ
沖縄県では、多様で豊かな沖縄の文化資源を活用し
た新たな観光コンテンツづくりに取り組んでいる。
「Ｓｈｉ
ｐｏｆｔｈｅＲｙｕｋｙｕ」は、そのひとつ。沖縄の芸能
をもとにした演目を複数上演する舞台公演シリーズだ。
「沖縄の芸能」と聞くと、
「言葉がわからず楽しめな
い」とか、
「敷居が高く難しい」というイメージを抱
きがち。しかし、そこはご安心を。Ｓｈｉｐｓ ｏｆｔｈｅ
Ｒｙｕｋｙｕの各演目は、伝統芸能をベースとしながら
も、コメディやエンターテイメントの要素を大胆に取
り入れ、楽しく、分かりやすく、そしてワクワクする
ステージに仕上がっている。
Ｓｈｉｐ ｏｆｔｈｅ Ｒｙｕｋｙｕのもう一つのコンセプトは
「旅の思い出に＋１（プラスワン）
」
。各演目は約１時
間、会場は国際通り周辺としている。沖縄旅行で
ちょっとしたスキマ時間が出来た時、あるいは、あり
きたりなコースに物足りなさを感じた時など、思い
立った際に気軽に足を運びやすい。
今年のＳｈｉ
ｐ ｏｆｔｈｅ Ｒｙｕｋｙｕは３演目。１０月初旬
から始まる。空手・古武術の世界を堪能できる演目
や、琉球舞踊をカラフルなバルーンで彩る演目、恋す
る２人の物語を沖縄に伝わる
歌と踊りで描く演目を揃えて
いる。ぜひプラスワンな沖縄
の魅力を味わってほしい。
《問い合わせ先》
沖縄県文化振興会 http://www.okicul-pr.jp/
沖縄県文化振興課 TEL：098-866-2768

表紙説明

クリ

（熊本県）
クリはブナ科の落葉高木で、日本では縄文時代から食料とされていた果
樹です。現在でも主要な果樹として国内で広く栽培されています。
熊本県は、全国第２位の栽培面積・生産量を誇るクリの大産地で、県内の中山間地域を中心に栽
培されています。
熊本産のクリは８月の盆過ぎから収穫が始まるなど、全国で最も早い時期から出荷され、９月中
～下旬頃に収穫のピークを迎えます。また、果肉の色が鮮やかな黄色で、香りも良く、お菓子の加
工業者などから高い評価を得ています。
品種は、全国的にも多く栽培されている「丹沢（たんざわ）
」
、
「筑波（つくば）
」をはじめ、江戸時
代から続いている品種で、食味が良い「銀寄（ぎんよせ）
」も多く栽培されています。
主に中京、関東、関西に出荷され、
「くりきんとん」をはじめとした高級和菓子の原料となってい
ます。また、食味優良な「利平栗（りへいぐり）
」は主に家庭用として販売されています。
《問い合わせ先》
熊本県 農林水産部 生産経営局 農産園芸課 TEL：096-333-2392
スケジュール（９月）
日（曜）

会合名等

１４日（金）

熊本・鹿児島合同地域委員会（鹿児島市・城山ホテル鹿児島）

２５日（火）

情報通信委員会（福岡市・ＴＫＰガーデンシティ博多新幹線口）

２５日（火）

産業振興委員会（福岡市・電気ビル共創館）

新入会員企業（７月）
九州エア・ウォーター㈱
社長

道志

年章

福岡市博多区博多駅東2丁目13-34
TEL：092-412-1270
事業内容：圧縮ガス及び液化ガスの製造、販売他

従業員数：171名

東京都千代田区二番町5-1
福岡市博多区博多駅中央街8-1
事業内容：人材育成のための教育事業

従業員数：471名

㈱グロービス
社長
マネジャー

堀
義人
池田阿佐子

TEL：0120-153-981
TEL：092-433-8731

㈱税務研究会
取締役事業戦略本部長 水島 雅彦
九州支局長
柳原 正徳

東京都千代田区丸の内1丁目8-2
TEL：03-6777-3450 従業員数：162名
福岡市中央区天神4丁目6-7
TEL：092-721-0644
事業内容：税務、経理、会計などの実務情報サービスとして、情報誌、書籍、データベースなどを展開

モバイク・ジャパン㈱
代表取締役

フー・ウェイウェイ

福岡市中央区大名2丁目6-11
事業内容：シェアサイクルの生産・運営

従業員数：10名

国立大学法人 琉球大学
学長

大城

肇

沖縄県中頭郡西原町字千原1
事業内容：教育・研究

TEL：098-895-8031

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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