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九州の持続可能な成長に向けて

によるSociety 5.0（超スマート社会の形成）の
実現をはじめ、九州の強みを活かした重点戦
略４分野や横断的取り組みに係る21プロジェ
クトの推進にあたっては、今後ともオール九
州で着実に推進していく。その中で、人手不
足克服に向けた人材確保、働き方改革など生

塩田 康一
〔経済産業省

九州経済産業局長〕

産性の向上、事業承継、ラグビーＷ杯や2020
東京オリパラなど大規模スポーツイベントを
活用した地域経済の活性化などにもしっかり
と取り組んでいく。

「１割経済」と言われる九州において、年間

また、
「地域未来投資促進法」（昨年７月施

生産台数が約140万台の自動車産業や、金額

行）に基づき、地域の特性を活かした成長性の

ベースで全国の３割弱を占める半導体産業が

高い分野への応援を行う。本年８月３日時点

基幹産業として九州経済を牽引している。さ

で、九州では165件（全国比18.9％）の地域経

らに、太陽光、地熱、リサイクル等環境・エ

済牽引事業計画が承認されている。昨年12月

ネルギー関連産業や医療機器関連産業の集積、

には、全国で幅広く地域経済牽引事業が実施

農業産出額約１兆８千億円と全国シェアの約

されるよう、その担い手候補となる「地域未

２割を占める農業、魅力ある観光資源等が存

来牽引企業」を全国で2,148社、うち九州から

在し、それぞれ高いポテンシャルを有してい

は319 社（ 全 国 比 14.9％）が 選 定 さ れ、 現 在、

る。一方で、先の熊本地震、九州北部豪雨や

追加選定手続きを行っている。今後とも九州

西日本豪雨からの復興・復旧に向けた中小企

経済全体が発展していくよう、予算・税制・

業支援等の課題も存在する。

金融・規制緩和等で地域企業等の持続可能な

九州では、九州経済連合会、九州地方知事

成長に向けた取り組みを強力に支援していく。

会や国の機関等が一体となり、平成26年（2014

鹿児島出身であり、また人吉での勤務経験

年）３月①クリーン（環境エネルギー）②農林

もあり、九州とは何かと縁があるようだ。今

水産業・食品③医療・ヘルスケア④観光の４

般、九州で地域活性化の仕事に取り組む機会

つを重点戦略分野とする「九州・沖縄地方成

が得られ、大変嬉しく思っている。今後とも

長産業戦略」（いわゆるEarth戦略）を策定し

関係機関の皆様との連携をより強化し、各種

た。以降、戦略策定から４年が経過し、新た

施策の推進や課題対応を図っていく。また、

な情勢変化に対応するため、本年７月、戦略

プライベートも含めて、できる限り多くの地

改訂が行われた。ドローン産業の振興が新規

域を回り、育ててもらった九州へ恩返しする

プロジェクトとして承認されるなどIoT活用等

とともに、九州生活を満喫したい。
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寄稿
日本のキャッシュレス化進展に向けて（第３回）
〜日本に求められるキャッシュレス化推進の方向性〜
㈱みずほ銀行

産業調査部

事業金融開発チーム

堀 加奈子

第１回では日本のキャッシュレス化、第２回では米国等のキャッシュレス化が進展している
国々を挙げ、その状況分析を行った。
最終回となる今号では、日本のキャッシュレス化進展に向けて、海外の動向も参考にしなが
らキャッシュレス社会が成り立つ要件や方向性について考察する。
１．キャッシュレス社会が成り立つ要件の整理
現金決済は物理的なモノの交換であるため、
紙幣や硬貨を入手し、携帯し、実際に価値と
して使用できることが不可欠である。８月号
において日本の現金決済を支える要素として
述べた①金融機関の充実した支店・ATM網②
治安の良さ③偽札流通量の少なさ等は、この
現金決済に関わる一連の流れにおいて、①が
現金入手にかかる利便性を向上させ、②が現
金携帯の安全性を高め、③は現金の交換価値
の維持に寄与している。こうした背景から、
日本の現金決済は高い優位性を構築できてい
ると考えられる。
一方、キャッシュレス決済は、カードやス
マートフォン等の媒体に記録された「その人
が代金を支払えるか」を表す情報の交換であ
る。そのため、支払う側がカードやスマート
フォンを持っているだけでなく、店舗側にも
その情報を読み取ることができる環境が必要
となる。過去、J-Debitが膨大な会員基盤を持
ちながら、加盟店の少なさ等の理由で普及し
なかったことを勘案すると、キャッシュレス
社会が成立するためには、支払いが行われる
あらゆる場所においてキャッシュレス決済を
受け付けることができる環境が整うことが重
要である。
しかし、たとえ店舗側のキャッシュレス環
境が整った場合でも、キャッシュレス決済の
利用が大幅に増加するとは限らない。キャッ
シュレス決済が消費者に選択されるためには、
現金決済に対する優位性を構築することが必
要となる。９月号で挙げたキャッシュレス化
２
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が進展している国々の多くでは、日本と比較
すると金融機関の支店・ATM網が充実してお
らず、盗難や偽札流通量も多いことから、そ
もそも現金決済の優位性が低い。そのため、
キャッシュレス決済に優位性を付加する必要
もなく、消費者はキャッシュレス決済を選び
やすい状況にある。加えて、米国や中国では
個人信用情報機関が提供するFICOスコアや
Alipayの芝麻信用スコアの存在が、消費者の
キャッシュレス決済の利用動機を高めている
側面もある。
つまり、日本がキャッシュレス社会に移行
するためには、店舗等でキャッシュレス決済
環境が整っていることに加え、キャッシュレ
ス決済を利用することにインセンティブを与
えるか、現金決済にディスインセンティブを
与えるかのどちらか、または両方が必要であ
り、現金決済と比較したキャッシュレス決済
の優位性を高く維持することが重要となる。
２．日 本のキャッシュレス化に影響を与える
環境変化
⑴金融機関の事業環境悪化
日本銀行の「金融システムレポート」でも
指摘されている通り、人口減少や経済成長の
長期鈍化等の社会課題は、金融機関の支店・
ATM網の存続に大きな影響をもたらす可能性
がある。従来、日本の金融機関は、出来る限
り多く出店して預金を集め、規模を拡大する
ことで利益拡大を実現してきたため、狭い国
土に店舗が密集しており、激しい店舗間競争
に陥っている。加えて、他行への預金流出を
危惧し、預金関連手数料等を徴収してこな

かったことから、欧米の金融機関と比較して
手数料収入の多様化も進んでいない。収益が
資金利益に依存しているこの状況下、ゼロ金
利政策に加え、顕現化しつつある人口や企業
数の減少は金融機関の貸出競争に拍車をかけ、
収益を更に圧迫している。このような厳しい
事業環境の悪化を受け、金融機関は現金決済
を支えている店舗やATM等の伝統的な金融イ
ンフラの見直しも含めた、収益力の向上を図
ることが急務となっている。
また、今後パソコンやスマートフォンを活
用し、インターネット経由で金融サービスを
利用する人が増加していくことが想定される
中、店舗やATMの存在意義が見直されていく
ことは必然である。2017年度に入り、日本の
メガバンクはいずれも支店削減方針を発表し
ており、更に口座維持手数料の導入を検討し
ているとの報道もある。
つまり、社会課題の顕現化、低金利環境の
長期化やITの進展は、日本の金融機関が現在
の支店・ATM網を維持し、金融サービスを低
価格で提供し続けることを困難にする可能性
が あ る。 し か し、 こ の こ と は 日 本 の キ ャ ッ
シュレス化という観点では必ずしもマイナス
にはならない。現金社会を支える要件の一つ
である金融機関の充実した支店・ATM網が縮
小すると、現金を入手する際の利便性は低下
し、現金決済の優位性が崩れることになるた
め、従来現金決済を選択していた消費者の
キャッシュレス決済利用を促進することにな
る可能性が高い。
⑵キ ャッシュレス決済を前提としたサービス
の拡大
近年、ECを中心にパソコンやスマートフォ
ンのアプリを通じたウェブサービスが成長し
ている。EC決済全体のうち６～７割がクレ
ジットカード決済といわれており、今後もEC
市場の拡大とともに自然とキャッシュレス化
は進展するものと考えられる。
EC以外でも、シェアリングビジネスを含め

今後拡大が期待されている先進的なサービス
には、クレジットカード等の事前登録が前提
となっているものが多い。米国発の配車アプ
リであるUBERでも、降車後、予めアプリに
登録されているクレジットカードに乗車代金
が請求され、自動的に決済される仕組みが採
用されている。シェアリングエコノミーのよ
うな個人間のモノやサービスのやり取りを活
性化させるためには、サービス提供者と利用
者双方が安心して取引・決済を実行できる仕
組みが必要であり、エスクロー機能やクレ
ジットカードのような利用者の支払いを担保
できるキャッシュレス決済の活用が促進され
ることになると考えられる。
実店舗決済においても、先進的な事例が登
場している。2018年１月、米国シアトルで１
号店が開店したAmazon Goでは、顧客は入口
のゲートでスマホに表示されたQRコードをか
ざして入店すれば、商品の購入代金はAmazon
IDに紐付けられたクレジットカードに自動課
金されるため、商品を選んでそのまま店を出
ることができる。既存の無人レジとは異なり、
そもそもレジで支払うという行為自体が不要
となっているため、レジ待ちや財布・スマー
トフォンを取り出す等の決済に関するストレ
スから顧客を完全に解放する事例となってい
る。今後は実店舗においても、顧客体験の追
求が重要となり、Amazon Goのような顧客に
ストレスを感じさせない様々な決済方法の開
発・導入が進むことで、キャッシュレス化が
浸透していく可能性が高い。
⑶キャッシュレス化を鈍化させる要因
前述したように、今後、日本でも、シェア
リングビジネス等のキャッシュレス決済を前
提としたサービスの普及や顧客体験を追求し
た実店舗の登場により、キャッシュレス化が
後押しされることになるだろう。しかし、競
合が多数存在することを踏まえると、金融機
関の多くは顧客の利便性を出来る限り維持し
ながら支店・ATM網の縮小に取り組むことが
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想定され、短期的に現金決済の優位性が大き
く揺らぐような状況が生じる可能性は低い。
また、治安の良さ、紙幣への信頼感や、警備
保障会社による効率的な現金輸送等の店舗に
おける現金決済のオペレーションを支える
様々なサービスの存在によって、店舗側がレ
ジ支払いのキャッシュレス化を進めるインセ
ンティブは他国と比較して高まりづらい状況
にある。つまり、日本のキャッシュレス化は、
様々な外部環境の変化に伴い進捗していくも
のの、そのスピードは遅く、既にキャッシュ
レス化が進展している国々との差を縮めるこ
とは容易ではない。
加えて、日本で提供されている決済サービ
スは、従来のカード決済に加え、Apple Payに
代表される非接触型、及びQRコードを活用し
たスマートフォン決済や生体認証決済等が登
場したことで多様化が更に進み、異なる媒体
とインターフェースを組み合わせた決済サー
ビスが乱立している状態にある。この延長線
上でキャッシュレス化が進展すると、様々な
サービスが分散して成長していくこととなり、
支払う場所によって決済手段を使い分ける煩
雑さが生じることとなるため、消費者にとっ
ては、現金決済からシフトするインセンティ
ブは低くなる。また、店舗にとっても、多く
の決済サービスに対応する必要が生じ、コス
ト負担が重くなる上に、現金管理コストの低
減に繋がるとも限らないため、キャッシュレ
ス化のメリットを見出しにくい。日本のキャッ
シュレス化は、多くの事業者の創意工夫に
よって独自の決済サービスが数多く開発され
ることにより、結果としてそのペースを遅ら
せることとなる可能性が高いと考えられる。
３．日 本に求められるキャッシュレス化推進
の方向性
日本がキャッシュレス化を進展させるため
には、早期に店舗等におけるキャッシュレス
決済環境を整えることと、現金決済に対する
キャッシュレス決済の優位性を構築すること

４
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が必要である。
キャッシュレス決済環境の整備においては、
消費者それぞれが利用したい決済サービスを
どこでも使えるという利便性の高さと、その
利便性を少ない負担で実現できるという加盟
店にとっての汎用性の高さを両立させること
が重要である。そのためには、各キャッシュ
レス決済事業者が自力で加盟店を獲得し、日
本全国に展開していくのではなく、大手事業
者が連携し、支払いが行われるあらゆる場所
に統一的なキャッシュレス決済インフラを導
入していくことが求められる。キャッシュレ
ス社会の実現を目指し、2018年７月に産官学
連携により発足した「キャッシュレス推進協
議会」における決済サービス標準化への取り
組 み 等 が、 上 記 条 件 を 満 た し た 統 一 的 な
キャッシュレス決済インフラの整備に繋がる
ことを期待したい。
特に、日本におけるキャッシュレス化の意
義の一つであるインバウンド消費獲得の機会
として、2020年の東京オリンピック・パラリ
ンピックが一つのターゲットとなっているこ
とから、外国人観光客に対するキャッシュレ
ス決済環境を早期に整備することが求められ
る。そのためには、金融機関を中心とした民
間企業が主導し、状況に応じて政府の力も活
用しながら統一的なキャッシュレス決済イン
フラを早期に実現することが、先行して対応
すべきインバウンド消費獲得を含め、日本の
キャッシュレス化に向けた至上命題と言える。
一方、キャッシュレス決済の優位性を高め
ることを目的として、海外諸国では政府によ
る電子決済促進策や現金決済抑制策が実施さ
れている。日本でも、このようなキャッシュ
レス推進政策は大きな効果を生むことが期待
できるものの、キャッシュレス化を強硬に推
し進めれば、これまで現金社会システムを支
えてきた業界や現金決済の高い優位性に慣れ
た消費者に大きな混乱を招く可能性があるこ
とを想定しておくべきだろう。

【図表１】日本に求められるキャッシュレス決済環境の整備
様々な業態が協働

金融
機関

小売
事業者

外食
事業者

その他

統一的なキャッシュレス決済インフラを導入

支払いが行われる
あらゆる場所

様々なキャッシュレス決済サービスに対応
決済サービスは
消費者自ら選択

（出所）みずほ銀行産業調査部作成

【図表２】諸外国の主なキャッシュレス化推進
政策

電子決済促進策

現金利用抑制策

国

概要

韓国

 利用額に応じた所得控除や
カード領収書を活用したくじ
制度を含むクレジットカード
利用促進政策

ベルギー、
フランス、
イタリア

 現金による高額取引の禁止

EU、インド、
シンガポール、  高額紙幣の廃止
カナダ
スウェーデン、
ノルウェー、
 小額硬貨の廃止
ニュージーランド

（出所）みずほ銀行産業調査部作成

現在の日本の現金社会システムは、利便性
の高い金融インフラを構築してきた金融機関
のみならず、より機能性を高めるためにATM
自 体 の 改 良 を 重 ね て き たATMメ ー カ ー や、
ATM及び小売店舗等から現金輸送を行う警備
保障会社等様々な事業者によって支えられて
いる。治安の良さや少ない偽札流通量も含め、
この高度に発展した現金社会システムは他の
国にはない国家全体としての努力の成果と言
える。しかし、キャッシュレス化が進展する
と、このシステムを支えてきた業界の現金決
済関連事業の縮小は避けられない。よって、

これまで現金社会システムを支えてきた業界
や社会への影響を見定めるとともに、キャッ
シュレス決済文化の醸成やIT弱者ともいわれ
る高齢者がキャッシュレス決済に対応してい
くためのサポート等、現金社会からキャッ
シュレス社会への移行に向けた準備を政策的
に進めることが、日本におけるキャッシュレ
ス決済の優位性構築に向けた優先課題となる。
その上で、他国と同様に電子決済促進政策に
よりキャッシュレス決済にインセンティブを
与えるとともに、現金利用抑制策を実施すれ
ば、消費者にキャッシュレス決済を選択させ
る際の抵抗感を大きく和らげることが可能と
なるだろう。つまり、日本のキャッシュレス
決済の優位性構築においては、キャッシュレ
ス化促進政策とキャッシュレス化に伴う影響
緩和対策をパッケージで進めていくことが重
要である。
全３回にわたって見てきた通り、日本は他
国と比べてキャッシュレス化のペースは遅れ
ている。日本においては、現金決済システム
が高度に構築されているが故に、現金社会か
ら効率的なキャッシュレス社会への進化を遂
げるためには、他の国が歩んできた道のりと
は異なり、国民や周辺産業への影響が大きく
複雑であることを想定すべきであり、官民一
体となり日本社会全体で取り組むことが必要
不可欠である。
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寄稿
ＩＴＳが支えるモビリティ社会を目指して
「第１６回アジア太平洋地域ＩＴＳフォーラム２０１８福岡」大会報告
第16回アジア太平洋地域ITSフォーラム2018福岡大会実行委員会事務局長
西鉄情報システム株式会社

理事

浦 正勝

ITS世界会議のアジア太平洋版として、アジア・オセアニア地域で開催されるアジア太平洋
地域ITSフォーラム（以下、APフォーラム）の第16回目を、本年５月８日（火）～10日（木）の3
日間、福岡市（メイン会場：福岡国際会議場）で開催した。招致活動から足掛け３年、第１回
（1996年）東京開催から22年ぶりの日本での開催となった福岡大会は、参加27カ国から総登録
者数3,556人（国内含む）を数える規模の大会となった。
１．開催概要について
［期間］2018年５月８日（火）～10日（木）
［会場］福岡国際会議場・福岡サンパレス
［テーマ］“Everyone’
s Mobility by ITS”
［開催規模］会議登録者数：1,066名
  総登録者数 ：3,556名
  参加国
：27カ国（下表）
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Australia
Belgium
Cambodia
China
Chinese Taipei
Finland
Hong Kong
India
Indonesia

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ireland
Kenya
Korea
Malaysia
Mongolia
New Zealand
Netherland
Pakistan
Philippines

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Senegal
Singapore
Slovakia
Sweden
Thailand
United Kingdom
United States
Viet Nam
Japan

  協賛企業数 ：47社
  出展団体数 ：80社
［主催］ITSAPフォーラム2018福岡実行委員会
［協賛］ITSAsia-Pacific
［協力］ITSJapan

ある。
③福岡・九州は国内でも先駆的にITSを活
用した地域サービスを展開しており、この社
会実装されたITS技術をアジアや世界に向け
て発信する絶好の好機である。
④2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クに繋がる次世代ITS技術を検証し、モビリ
ティ社会の発展や新しい価値を産み出し、進
化継続を目指す。
⑤アジア太平洋地域及び世界とのビジネス
コラボレーションの機会となることと、次世
代ITS技術、オペレーション、サービスを担
う人材を育成する場を創出する。
３．開会式
開会式は、845名の会議登録者参加の中、和
太鼓のパフォーマンスにて盛況に行われた。

和太鼓パフォーマンス

レセプション風景

２．開催理念
①本大会は、国内外の地域ITS社会の浸透
と発展のプロセスを振り返り、次世代ITSの
方向性を議論する大会である。
②アジアからの来訪者や留学生も多く、ア
ジアとの距離が近いことが福岡開催の利点で

６
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会場風景

冒頭、主催者を代表して中尾和毅実行委員
長による開会宣言、ウェルカムメッセージの
後、開催都市を代表して髙島宗一郎福岡市長
よりご挨拶をいただいた。

中尾実行委員長

髙島市長

続いて来賓を代表し、日本政府代表の坂井
学総務副大臣及び北部九州自動車産業アジア
先進拠点推進会議会長の小川洋福岡県知事か
ら祝辞をいただいた。

坂井総務副大臣

小川知事

最後に、ITSAsia-Pacific事務局長のITSJapan
天野肇専務理事により、ITSAsia-Pacific理事
の皆様とITSAmerica、ERTICOの各CEOのご
紹介があり、国内はもとより、アジア太平洋
地域と欧米のITSキーパーソンが壇上で一堂
に会する形で当フォーラムの開会式を締めく
くった。

天野専務理事

レクティブセッション（HS）等合計45のセッ
ションが開催された。
⑴プレナリーセッション１（PL01）
「社会を進化させる新しいモビリティ」
【登壇者】福岡県小川知事／トヨタ自動車山
本圭司常務役員／Russell Shields
氏（ 米 国Ygomi）／Veni Shone氏
（中国Huawei）／Noni Purnomo氏
（インドネシアBlueBird Group）
⑵プレナリーセッション２（PL02）
「社会の問題解決に貢献するITS」
【登壇者】竹 内芳明電波部長（総務省）／安
浦寛人副学長（九州大学）／JuiLin Liou氏（台北市政府交通局）／
Chong Kheng Chua氏（シンガポー
ル陸上交通庁）／Dennis Walsh氏
（豪クイーンズ州運輸道路局）／
James Leather氏（アジア開発銀行）
⑶エグゼクティブセッション（ES）
ITSAsia-Pacific加盟国を中心に、各国代表
からITSの最新状況の報告があった。
⑷ス ペシャルインタレスト（SIS）及びテクニ
カルセッション（TS）
日本からの企画提案と採択された論文が発
表された。
⑸ホストハイレベルパネル（HL01）
松山政司内閣府特命担当大臣から、
「Society5.0
の実現に向けた自動運転プロジェクト」と題
し、
「自動運転技術は社会課題解決に貢献し新
たなサービスの誕生が期待され、豊かな暮ら
しをもたらす」との基調講演があった。

ITSAsia-Pacific理事の皆様

４．セッション、ツアー内容
APフォーラム通例のプレナリーセッション
（PL）・エグゼクティブセッション（ES）・ス
ペシャルインタレストセッション（SIS）
・テ
クニカルセッション（TS）の他、主催者企画に
よるホストハイレベルパネル（HL）・ホストセ

松山内閣府特命担当大臣

次に、関係省庁４省５局の担当室長より昨
今の自動運転の動向について報告があった。
報告者は、八山幸司参事官（内閣官房）、杉
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俊弘室長（警察庁）、中里学室長（総務省）、垣
見直彦室長（経済産業省）
、佐橋真人室長（国
土交通省自動車局）、西尾崇室長（国土交通省
道路局）。
HL02では、椎葉章夫氏（JR東日本メカトロ
ニクス）から、
「スマートカード社会巨大イン
フラ」の報告等があった。
⑹ITS Asia-Pacific Workshop
「交通モードに捉われず交通情報を統合マ
ネージメントする事で人々の生活や行動はど
う変わるか？」をテーマに議論した。
・キーノート：西鉄情報システム㈱ 浦 正勝
・スピーカー：AP各国代表
（中国、シンガポール、韓国、台北）

⑺地元開催型のセッション
バリアフリーや移動制約者向け、地域ITS
自動運転システム実証報告があった。

自動運転車いす体験
（久留米工業大学）

する場を提供し、ビジネスマッチングなどが
盛んに実施された。国内外合わせて13社が参加。

５．展示風景
国内外80企業・団体から出展

６．自動運転デモ
大規模なデモンストレーション実施

福岡空港自動運転バス

自動運転公道実証

トヨタITSConnect

KDDIコネクテッドカー

⑻ポストコングレスツアー

トヨタ自動車九州宮田工場

ゼンリン

本田技研

安川電機みらい館

⑼ITSソリューションステージ
企業がITSの最新ソリューションをプレゼン

８
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TSPS

ドコモ

AIタクシー

７．ガラディナー
福岡市川端商店街にて、ガラディナーを開催。
九州大学の安浦副学長にご挨拶いただき、
国内外約450名の参加者との交流を深める場と
なった。

二橋実行副委員長

８．参加者向けのサービス
交通系ICカードnimocaによる会議登録者ア
クセスコントロールを行い、参加者に対しス
ムーズな誘導及び会場内サービスを提供でき
たことは当フォーラム運営に大きく寄与した。
（交通系ICカードによるアクセスコントロー
ルは日本初の試み）

セッション会場

ランチ会場

９．アイデアソン

国内外の78人の高専生及び大学生参加型の
アイデアソン（日本と海外の混成チーム）を実
施し、活発な国際交流と技術の研鑽を図った。
10．閉会式
九州大学福田晃教授から当フォーラムのサ
マリー報告後、各ITSAP代表からの概要報告
のご挨拶に続き、最後に、二橋岩雄実行副委
員長（トヨタ自動車九州会長〔当時〕）のご挨
拶で当フォーラムは成功裏に閉幕した。

アイデアソン表彰式

11．おわりに
2015年のITS-APフォーラム福岡招致プロ
ジェクト発足から足掛け３年、日本で22年ぶ
りとなる福岡開催に至った。
今回のフォーラムでは、社会へのITS技術
を活用した地域公共交通システムの関わりか
た及び果たすべき役割、そして今後の自動運
転などのITS先進技術の動向等、多くの討論
を通じて、進化を続ける日本の最先端ITS関
連技術を、アジア太平洋地域や世界に向けて
発信することができた。
併せて、わが国の多くの参加者にとっても、
海外の最先端ITS関連技術に接することがで
きる大変貴重な場となったものと確信してい
る。特に、次世代ITS技術の若手人材育成、
アジアや世界との国際交流及びビジネスマッ
チングなどで、具体的かつ活発に討論が行わ
れたことで、参加者全員が大きな収穫を持ち
帰ったものと自負している。
また、今回のAPフォーラムで得た成果及び
実績が、今後、国内外へ横展開することで更
なるモビリティ社会の進化につながることも
期待している。
最 後 に 今 回 のAPフ ォ ー ラ ム 開 催 に 際 し、
ITSJapan、ITSAsia-Pacific、協賛者、出展者、
デモンストレーション実施者、後援団体、地
元政財界、その他多くの関係者の皆様に多大
なるお力添えをいただき、成功裏に収めるこ
とが出来たことに深く感謝し、心より御礼申
し上げる。
～事務局後記～
ITSAsia-Pacificの推薦により、2018.9.17から開催さ
れたITS世界会議2018コペンハーゲンにおいて、浦氏が
所属する西鉄情報システム株式会社に対し『産業界功労
者賞』が授与された。
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九経連活動紹介

「世界に通じるＫＹＵＳＨＵ（九州）」に向けて
～九州地域戦略会議第１５回夏季セミナー～
と

き

ところ
参加者

８月１日（水）～２日（木）
福岡県朝倉市原鶴温泉「ホテルパーレンス小野屋」他
１０４名

九州地域戦略会議夏季セミナーを福岡県朝
倉市にて開催した。

（座長：下田憲雄

大分大学副学長）

・関 東圏の企業による短時間労働制度の導入

まず、開会にあたって九州地域戦略会議の
共同議長である広瀬勝貞九州地方知事会長（大

事例などが発表されたが、九州では、まだ
まだ遅れをとっている。

分県知事）と麻生泰本会会長から挨拶があり、

・経 営者には、
「働き方改革は待ったなし」と

続いて開催地である福岡県の小川洋知事によ

いう認識を持ってもらう意識改革が必要。

る歓迎の挨拶があった。

・大 企業の働き方改革の事例・手法を中小企
業に波及させていき、九州全体の底上げを
していくことが重要であり、その為には、
働き方改革の成功事例を、九州内の業界や
サプライチェーンといったネットワーク全
体で取り組む事が必要である。

開会式の模様

その後の基調講演では、㈱日立製作所 取締
役会長で、経団連会長も務める中西宏明氏か
ら「Society 5.0による日本再興とダイバーシ
ティ経営」と題した講演が行われた。
（内容については16頁参照）
その後、九州・山口地域が大きな発展を成
し遂げるための課題として、
「働き方改革」「新
たな産業創出」「スマート農業」「空港・港湾
連携」をテーマにした４つの分科会に分かれ、
それぞれ活発な意見交換が行われた。

第２分科会「 新たな産業創出等を目指した取
り組みについて」
（座長：屋宏典

琉球大学副学長）

・地 方では、資金調達など協力先を見つける
のが困難という意見をよく聞くが、福岡市で

最終日の全体会議では、前日の討議を踏ま

は多くのベンチャー企業の育成に成功して

え、 各 分 科 会 座 長 か ら 以 下 の と お り 報 告 が

おり、日南市のようにトップが率先して動

あった。

き、ベンチャー企業誘致に成功している自

＜各分科会座長の報告要旨＞

治体もある。

第１分科会「 働き方改革とダイバーシティの
推進」

１０

分科会の模様
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・創業の具体的支援策（案）としては以下の４つ
①そ の対象を「起業家」「大学発ベンチャー」

「ベンチャー予備軍」に分けて考える。
②大学（知財サポート）、経済界（企業マッチン
グ）、ベンチャーキャピタル（資金供給）、メ
ンター・アクセラレーター（メンタリング）な

船で出発する「フライ＆クルーズ」により、
空港と港湾の連携を図るべき。欧州ではす
でに盛んな取り組みが行われている。
・広 域周遊を促す必須条件として、九州一円

どが総合的にベンチャー創出を支援するエ

の空港と港湾が、高速道路で「網の目状」

コシステムを構築し、継続的な支援を行う。

に結ばれることが挙げられる。

③九 州独自のシステムである「九州・大学発

・来年のラグビーWCなど、大規模国際スポー

ベンチャー振興会議」での取り組みにおけ

ツイベントの開催を好機と捉え、特に欧米

る大企業とのマッチング支援。

豪からの誘客を促進すべき。

④ベ ンチャー予備軍創出に向け、大学等にお

・九 州各県が連携し、九州ファーストの政策

いては、起業家人材育成に取り組む。偶発

を企画立案することにより、訪日外国人に

性の高いアイデア重視のプログラムではな

とって魅力ある九州を目指すことが重要。

く、再現性の高い人材を育成していく。
第３分科会「スマート農業の促進」
（座長：原田久富美

農林水産省農林水産技術

会議事務局研究統括官）
・ス マート農業は、社会実装の段階に来てい
る。人口減少、高齢化の進展により、現状
の農業規模を維持するのが難しくなる。効
率化と省力化を図るとともに、
「暗黙知」を
見える化し、引き継いでいくことが必要。
・ス マート農業の推進は、生産性向上を目的
としていたが、今後はどう販売に結びつけ
るかを考えていかなければならない。
・ス マート農業を推進することにより、しっ
かりとした農業経営者を育成し、
“もうかる農
業”の実現に繋げていかなければならない。
第４分科会「 インバウンドを支える空港・港
湾連携」
（座長：加藤一誠

全体会議の模様

座長の報告の後、全体会議参加者を交えた

慶應義塾大学商学部教授）

活発な質疑応答や意見交換が行われ、最後に

・L CC誘致や旅行会社に対して、各県で競争

全体会議座長を務めた麻生泰本会会長による

するのではなく、九州が一体となり、交渉

総括をもって、２日間のセミナーを終了した。

力強化を図るべき。

【企画調査部

重吉】

・空 路で日本を訪れ、日本の港からクルーズ
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外資系高級ホテル誘致に向けたファーストステップ
〜外資系高級ホテル誘致セミナー〜
と

き

ところ
主

催

８月２３日（木）
福岡市・電気ビル共創館３階
九州経済産業局、
（一社）九州経済連合会、ＪＥＴＲＯ福岡、九州経済国際化推進機構

外資系高級ホテルの九州への誘致事業は、第二期
九州観光戦略第二次アクションプラン（’
17～’
19年）の
「来訪者の滞在・消費促進戦略」として開始。
その意義は概ね以下が考えられる。①富裕層を含
めた豊富なオーナー会員等の新たな誘客②MICE、
国際会議等及び海外からのビジネス客の取り込み③
富裕層による様々な観光コンテンツの利用及び旅行
消費拡大等④ホテル事業に関連する地場取引事業者
の流通額の増加⑤世界各国へ「九州」のブランディ
ング広告ツールの役割等。
本セミナーは外資系ホテル、特に５つ星、４つ星
等のハイエンドホテル誘致が地域に与える効果を理
解し、自治体や一般企業等が誘致事業に向き合う
きっかけ作りと、専門家やホテル事業者からの情報
を通じて、誘致の実現性を感じてもらうことを目指
した。
九州経済調査協会島田龍調査研究部研究主査から
九州のインバウンドの状況、宿泊者数から見たアジ
アと欧米豪旅行客が選ぶ訪問地、価格帯別比較から
分かる福岡市内のホテルに不足するもの等の紹介が
あった。
新たな戦略提案では、高齢化社会の特徴的な宿泊
単価が高い層の増加見込み、
「せとうち・海の道」と
の連携の検討、欧米豪と直行便がある近隣国ハブ空
港を使った誘客などが挙げられた。
日本ホテルアプレイザル北村剛史取締役からラグ
ジュアリーホテルの特徴、ブランドの多様性、運営
スキーム等についての詳細な説明と誘致の条件の違
い、可能性等の講話があった。
ホテル品質の定義は①安全であること②清潔であ
ること③安心感④快適であること⑤顧客配慮がある
こと⑥最終的に積極的関与と顧客視点であること、
などがラグジュアリークラスのサービスに欠かせな
い品質であることが明らかにされた。品質管理の徹
底が重要であり１回のミスが引き起こす顧客評価へ
の影響についても数値化による説明があった。
ADR（平均客室単価）毎の顧客コメントの違い、
ダブルルームを基準とした客室構成、ADRが高いホ
テルほどスイートルーム及びダブルルームの比率が
高くなる傾向が紹介された。またホテル面積に占め
る宴会場の面積、レストラン・バー等の飲料施設の平
均店舗数も実状が数値化され、特徴が明確になった。
ホテルブランドは多様性が進んでいて、５つ星か
ら１つ星までの間で幅広くブランドを揃えた大手や
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ハイエンドブランドに限った事業者等、様々なブラ
ンド戦略の違いが見え隠れする。また2000年初め頃
からライフスタイル型ホテルが世界的な潮流になり
つつある。
運営スキームの側面では、外資系ホテル事業者は
運営事業に特化しているため、ほとんどの場合運営
委託契約若しくはフランチャイズ契約による出店と
なる。スキームの違いにより所有直営方式、技術指
導方式、フランチャイズ方式（FC）、運営委託方式
（MC）、賃貸借方式（リース）、賃貸借＋MC方式等に
分かれる。
最後に５つ星クラスと４つ星クラスの立地要件の
違いについては、４つ星では所在エリアの知名度や
ラ ン ド マ ー ク 性 が 必 要 と な り、 館 内 に 十 分 な ア
ミューズメントやアウトレットが無い場合には、周
辺エリアに高い商業繁華性が必要となる。
一方５つ星クラスでは対象地からの眺望に全く人
工物が視界に入らないような徹底した非日常感が求
められる。高い非日常性の確保が難しい場合は、た
とえば複合施設の上層階100m以上の優れた眺望の確
保など非日常感を演出することが求められるようだ。
国内の宿泊施設の安全性・安心感等を表す認証規
格「サクラクオリティ基準」を使った認証制度が観
光圏を皮切りに開始された。海外のラグジュアリー
ホテルの比較をする対象基準として、今回この制度
の基準を一部使って説明が行われた。
（制度の概要は次号紹介の予定）
この他ホテル事業者からの情報として、Hilton上
席開発統括本部長日本・ミクロネシア地区担当の藤
本博久氏より自社が行う開発・運営及びブランド等
についての講話をいただいた。
【問合せ窓口】
外資系高級ホテル誘致に取り組む自治体や事業者をサ
ポートする為の問合せ窓口を九経連内に設置しました。
窓口電話番号：092-761-4261

【観光・サービス産業部

立崎】

日誌
８月
１日（水）〜２日（木）
［福岡県朝倉市・ホテルパーレンス小野屋

他］
九州地域戦略会議第１
５回夏季セミナー
出席者：104名

九州の産官学のリーダーが交流し、議論を行う中で、
相互の理解と信頼を深め、
「一体となって九州の発展
を図る」という共通認識の醸成を目的に、第15回目
となる夏季セミナーが福岡県朝倉市原鶴温泉で開催
された。
※本誌10〜11ページに詳細を掲載

７日（火）［福岡市・ＴＫＰガーデンシティ福岡渡辺通］

ンド活性化」と「クルーズ寄港地観光の良質化」等
の重要性が高い項目について報告した。次に今年度
の「観光振興に関する要望」
（案）について審議を実
施した。講演は前半がNTTアド九州支店兼グローバ
ルビジネス局地方創生推進室藤田知子課長よりイン
バウンド動態分析（Visit Scopeモデル）による新しい
分析システムについて、後半は大阪商業大学美原融
教授より「IR実現の在り方と今後の課題」について
講話をいただいた。

シェアリングエコノミーを活用した地域公共交通に関するセミナー
出席者：62名

当会では今年度からの取り組みとして、地域公共交
通へのカーシェア等のシェアリングエコノミーや自
動運転等のITS技術の活用により、これからの持続可
能な地域公共交通のあり方を提言していくことを目
標としており、事業の皮切りとして上記セミナーを
開催した。セミナー開催にあたっては、交通委員会
企画部会委員でもある、熊本大学大学院溝上章志教
授にご尽力いただき、セミナー後半でのパネルディ
スカッションの座長もお務めいただいた。

９日（木）［福岡市・ＴＫＰガーデンシティ福岡渡辺通］
先導的ＩＣＴ人材育成事業キックオフ会議
出席者：45名

12年目の取り組みとなる今年度は、15名の学生が実
践インターンシップに参加。中でも、北九州市立大
学、佐賀大学の学生の受入れは今年度が初めてとな
る。情報通信委員会森原正剛企画部会長の挨拶の後、
昨年度本事業に参加した３名の学生が今年度の参加
者へ激励のメッセージを送った。その後、今年度の
参加者が一名ずつ参加にあたっての抱負を語った。
今後、未来の日本を担うICT人材となるべく、８月か
ら10月にかけて１か月程度のインターンシップに参
加する。

１７日（金）

［福岡県宗像市・ロイヤルホテル宗像］

ホストタウンサミットｉｎ九州
出席者：130名

2020年東京オリンピック・パラリンピックでホスト
タウンに登録された九州・山口の自治体や経済界関
係者などが参加して行われた。鈴木俊一オリ・パラ
担当大臣は講演で「成功のカギは市民が何らかの形
で五輪に参加する気持ちを持つこと。取り組みを共
有することで更なる充実を図ることができる」と
語った。また、会場内ではホストタウンや経済界の
取り組みパネルが展示され、参加者間での活発な意
見交換が行われた。

２０日（月）［長崎市・ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル］
第１回長崎地域委員会
出席者：34名

１０日（金）

［福岡市・電気ビル共創館］

第１回観光委員会
出席者：82名

今回の委員会では、事務局より九州合同プロモー
ションin Franceの報告及び新規事業の「アウトバウ

今回の委員会では、まず本部事務局より、これまで
の地域委員会でいただいた意見の九経連活動への反
映について説明した。その後、九経連麻生泰会長と
の意見交換を行い、
「長崎新幹線の整備」
「女性活躍に
ついて」
「リカレント教育の推進」等多くの意見が出
された。その中でＧＤＰ横ばい、人口減に向かう社
会において重要なのは、産業振興に資する人材の育
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成を支援し、地方創生の役割を経済界が担うことで
あるとの認識を共有した。

２１日（火）

力、海流、潮流発電や水素まで取り扱う、わが国で
も先駆的な海洋エネ研究機関であり、その研究内容
や実験施設等を紹介いただいた。メンバーとの熱心
な質疑も交わされ、有意義な見学会となった。

［東京都・農林水産省］

農林水産委員会要望活動
出席者：８名

農林水産委員会でとりまとめた要望書を礒崎陽輔農
林水産省副大臣へ手交にあがった。冒頭、副大臣よ
り昨年の九州北部豪雨、今回の西日本豪雨と災害が
続く九州・山口地域に対して、お見舞いの言葉をい
ただいた。当会から、
（農畜産業）企業の農地所有、
（林業）2017年九州北部豪雨並びに2018年西日本豪雨
災害の知見を活かすこと、
（水産業）養殖業の産業競争
力強化について要望を行った。
※本誌15ページに詳細を掲載


２３日（木）

［福岡市・電気ビル共創館］

外資系高級ホテル誘致セミナー
出席者：171名

九州内の自治体、一般企業、土地のオーナー等を対
象として、外資系高級ホテル誘致事業を行うために
必要な知識について専門家の講話を通じて理解いた
だくことを目的にセミナーを開催した。
九州経済調査協会島田龍調査研究部研究主査より
「インバウンド1,000万人時代に向けた九州の戦略」
、
日本ホテルアプレイザル北村剛史取締役より「外資
系高級ホテル進出に向けたファーストステップ」
、
Hilton藤本博久上席開発統括本部長日本・ミクロネシ
ア地区担当より「外資系高級ホテル進出・運営のた
めに必要なこと」の講話をいただき、最後に九経連
のホテル誘致のための相談窓口について紹介を行った。
※本誌12ページに詳細を掲載

２４日（金） ［佐賀県伊万里市・佐賀大学海洋エネルギー研究センター］
資源エネルギー環境委員会第１回企画部会
出席者：16名

資源エネルギー・環境委員会の活動計画等を策定す
る企画部会を開催し、上期の活動実績等について報
告、併せて、施設見学会も実施した。見学先は、佐
賀県伊万里市にある佐賀大学海洋エネルギー研究セ
ンター。当センターは、海洋温度差発電を始め、波
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２９日（水）

［大分市・全労済ソレイユ］

クールジャパン大分エリア海外展開支援機関ミーティング
出席者：18名

海外進出に関する各支援施策を紹介する「海外展開
支援施策説明会＆無料相談会in大分」の開催にあたり
開会前に関係者にてラグビーワールドカップを切り
口としたインバウンド対策について議論した。九経
連MOUパートナーであるクールジャパン機構にも参
加いただき活発な議論がなされ、大分県内でのワー
ルドカップに対する関心の高さが窺えた。

２９日（水）〜３１日（金）

［台湾・台北市］

九州・台湾経済交流ミッション
出席者：41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）は台湾・台北市へミッション団を派遣し、台
湾政府・経済団体への表敬、セミナー・商談会開催、
産業視察などを実施。商談会では九州企業２社が台
湾企業とMOA・MOUを締結、九州と台湾の更なる経
済交流の進展が期待できる有意義なミッションと
※次号（11月号）にて詳細を掲載
なった。

２９日（水）

［福岡市・中村学園大学］

健康経営に関する講演会・「社食で地産地消」説明会

出席者：85名

中村学園大学甲斐諭学長のご挨拶の後、中村学園大
学城田知子名誉教授より「給食事業の役割と食育推
進～食育推進基本計画（第３次）を中心に～」と題し

て、健康経営に資する給食事業のあり方についてご
講演をいただいた。次に、地産地消の先進事例紹介
として、関治読売新聞西部本社総務局総務部次長よ
り、同社が実施されている「あさくらフェア」に関
するご講演をいただいた後、
「健康な食事・食環境」
推進事業事務局の㈱食STORY 米倉れい子代表より
「スマートミール」認証に関するお話をいただいた。
その後、
「社食で地産地消」
「出張直売で地産地消」事
業の概要を事務局より説明した後、基本メニューか
ら２品を選定し試食会を開催した。

３０日（木）

の希望者も参加して行った。冒頭、九州女性の会会
長の㈱フラウ濱砂圭子社長より、会長就任後１年間
の取り組みとメンバーの拡大状況等について紹介・
挨拶があった後、メインゲストである九経連麻生泰
会長の講話および質疑応答等を行った。参加者から
は、地方の観光振興向上に必要な事や、組織のリー
ダーとしての心構えやあり方など様々な質問が飛び
交い、盛会となった。

［福岡市・九経連会議室］

九州女性の会８月例会
出席者：35名

８月例会は、特別開催として九州女性の会メンバー
の他、九経連会員企業等の女性経営者・管理職から

日誌詳報〈農林水産省への要望活動〉
と

き

要望先

８月21日（火）
１．農林水産省
２．
〃
３．
〃
４．
〃

礒崎
末松
牧元
長谷

陽輔
広行
幸司
成人

副大臣
事務次官
林野庁長官
水産庁長官

ほか

農林水産委員会の企画部会（6/20）、林業部会（6/12）、水産部会（6/1）での審議、承認を経て、要望書
「九州・山口地域における農林水産業の振興に関する要望書」をとりまとめ、主に次の主要な内容につい
て、礒崎農林水産副大臣はじめ農林水産省幹部に対して要望活動を行った。
主な要望項目
農業

企業の農地所有

林業

2017年九州北部豪雨並びに2018年西日本豪雨災害の知見を活かすこと

水産業

養殖業の産業競争力強化

冒頭、礒崎陽輔副大臣から、昨年の九州北部豪雨、今回の西日本豪雨と災害が続く九州・山口地域に対
して、お見舞いの言葉をいただき、陣内芳博委員長による要望事項の概要を説明。副大臣からは以下の回
答をいただいた。
（農 業）
・企業の農地所有は難しいが、ホールディングス化等、農家と一緒にやっていくという方法で対応してい
ただきたい。
・所有者不明の土地に関しては、2019年2月に政府としての方針を出す予定であり、今後改善が期待される。
（林 業）
・豪雨対策としては、治山ダムを作る必要がある。予算確保の上、しっかりと対応していきたい。
・豪雨災害の流木は市町村が証明書を出すことで一般木質バイオマス燃料として対応可能。今後、制度の
周知徹底を図る。
（水産業）
・水産庁としても養殖に重点を置いているが、新たな行政組織の設置は難しい。漁業権の見直しについては検討中。
・鰻の養殖については餌のコストダウンについて研究を進めている。
【農林水産部 進谷】
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講演要旨

「Society5.0による日本再
興とダイバーシティ経営」

㈱日立製作所
会長

（平成30年８月１日（水）九州地域戦略会議 第15回夏季セミナー）

中西  宏明

１．デジタル化の急速な進展による社会の変化

事業がどう貢献できるかを目標におき、取り

大量生産の高度成長期では、ものづくりの

組んでいる。そうした取り組みは、将来的に

技術を磨き、良い物さえ作っていれば売れる

は、我々日立グループの強みとなるものと考

時代であったが、現在では、デジタル化の急

えている。

速な進展により、社会的価値が多様化しなが
ら、大きく変化しており、社会の課題も急速

経営層の多様化（取締役12名の内、社外取締役

に複雑化している。

８名、女性２名、外国人２名）、多様な人材が

我々は顧客ニーズが見通せない不確実性の
時代に直面しているのだ。
圧倒的ユーザー数を背景としたデジタルテ

活き活きと働ける制度の整備充実、働き方改
革の推進に向けた職場風土の醸成など、グ
ループを挙げて取り組んでいる。

クノロジーの急速な拡大は、社会に大きな影

日立イノベーション事業は、多様化する顧

響を与えており、さらに全産業へ波及し、そ

客ニーズを的確に捉えるため、徹底的にお客

の産業構造をも変革しようとしている。ス

様起点となり、共にイノベーションを起こす

マート生産、スマートシティ、フィンテック、
シェアリング、スマート農業など、次々に新
たなビジネスモデルが生み出されている。

「顧客共創」を追求している。
４．Society5.0の実現〜日本経済の成長力として
日本政府は、少子高齢化や人口減少等、我

こうした世界的なデジタルテクノロジーの

が国が直面する課題に対応しながら、さらに

進展において、日本は遅れているという声も

持続可能な社会を目指し、産学官一体となっ

あるが、そうではない。

て、
「Society5.0」の実現に取り組んでおり、

日本版インターネットの受け手数が少ない
だけであり、これまでオートメーションテク
ノロジーを徹底的に磨き上げてきた日本は、

未来投資戦略をはじめ、デジタルテクノロ
ジーを活用した様々な施策を推進している。
一人一人のニーズにあわせた価値創造を目

現在、IoTではトップランナーである。

指し、新しい産業への変革に挑み、持続可能

２．日立グループの経営改革

な開発目標（SDGｓ）の達成やSociety5.0の実

日立グループは、1910年創業。100年以上
の歴史を持ち、現在、売上高９兆3,600億円、

現、さらに日本経済の新たな成長へ結びつけ
ていかなければならない。

従業員数30億７千人、子会社約880社（内77％

変化に対応するだけではもう遅い。顧客の

が海外）であるが、2008年には、7,870億円の

潜在ニーズを掘り起こし、変化を一緒に創造

赤字を計上し、企業存続の危機を迎えた。

するプレーヤーが成長できる時代である。

その後、業績改善に向けた注力分野の選定
を行い、赤字事業部門からの撤退や再編など、
徹底的な事業構造改革断行によりＶ字回復を
達成した。
３．日立の社会イノベーション事業の取り組み
国連の持続可能な開発目標（SDGｓ）の達成
に向け、日立グループの社会イノベーション

１
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また、ダイバーシティ経営の推進に向け、
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講演要旨

「サイバー攻撃 事例から
学ぶ事前対策の重要性！」
（平成30年７月20日（金）サイバーセキュリティセミナーでの講演）

１．セキュリティ脅威と被害
（独）情報処理推進機構（IPA）から「情報セ
キュリティ10大脅威2018」が個人向けと組織
向けに分けて公表されているが、組織におけ
る脅威のTOP３は以下のとおりである。
順位

組織における脅威

1位

標的型攻撃による情報流出

2位

ランサムウェアによる被害

3位

ビジネスメール詐欺

これらの脅威によってもたらされる被害と
しては、以下のようなものが考えられる。
・標 的型メールの開封に伴う不正プログラム
の実行や、Webサイトの脆弱性を突く攻撃
等によって、顧客情報や重要情報が漏えい
する。
・脆 弱性を突かれて改ざんされたWebサイト
を閲覧した人が不正サイトに誘導されたり、
スパムメールを開いたりすることにより、
ラ ン サ ム ウ ェ ア に 感 染 す る。 そ の 結 果、
データが暗号化される等ＰＣが操作不能と
なり、感染前の状態に戻すことと引き換え
に金銭の支払いを要求されたり、重要デー
タが破壊されたりする。
・犯 罪者が実際の取引先や自社の経営者等に
なりすまし、偽のメールを送って振込先口
座の変更を指示するなどして、犯罪者が指
定する銀行口座へお金を振り込んでしまう。
この他、大量のデータを送りつける攻撃によ
り、サービスの継続が不能になる脅威等もあ
り、こうした組織における脅威が発生すると、
企業活動に大きなダメージを受ける。
これらの攻撃は、段階的に進むため、それ
らを踏まえた対応手順を事前に整理しておく
ことが必要である。これによって被害を減ら
すことが可能となる。
２．セキュリティと事前対策
セキュリティインシデントが発生すると、
システムの運用低下や停止に繋がるため、ビ
ジネスの運用に大きな影響を与えることにな
る。このため「事前対策」が重要である。
セキュリティ対策は、内容も幅広く、コス
トも要するため、大変な作業と捉えられるこ

株式会社豆蔵ホールディングス
執行役員

小屋  晋吾
とが多い。しかしながら、セキュリティイン
シデント発生時の連絡先や対応事項のルール
化等、事前対策が不十分な場合、対応が遅れ
ることによって事業活動への影響が甚大化す
る恐れがある。
事前対策としては、想定される様々な脅威
ごとに、攻撃の内容や手順を把握し、それら
を踏まえた対応策を整理することが重要であ
る。対応手順としては、
「準備」⇒「検知」⇒
「初動処理（封じ込め）」⇒「復旧」⇒「再発防
止」の５段階が考えられる。情報セキュリ
ティベンダーなどに相談しながら、それぞれ
の段階ごとに、自社における対応内容を整理
しておく必要がある。また、アンチウィルス
製品の導入やログデータの取得等の予防措置
を講じておくことが検知に繋がるので、これ
らを備えておくことも重要である。
また、信頼できるセキュリティベンダーと
日頃から情報共有を図り、協力を得やすい関
係を構築しておくことも、体制構築の面では
重要なことである。
３．セキュリティにおける費用対効果
セキュリティは、投資が業績向上に直結す
るものではない。しかしながら、ビジネスに
おいて、ICTは今や不可欠なものであり、同
時に、セキュリティ対策も必須になっている。
また、インシデント発生前に講じる事前対
策が被害の狭小化に繋がり、ひいては復旧・
賠償費用等のコストダウンや、企業の信頼性
向上に繋がるものである。こうした効果を踏ま
え、 各 企 業 に お い て は、 効 率 的 な セ キ ュ リ
ティ対策（事前対策）に取り組んでいただきたい。
また、セキュリティ対策はコストと捉えら
れるため、予算の確保が困難な面がある。こ
のため、セキュリティ対策の重要性や、対策
未実施の場合に想定される被害（金額や信頼性
の失墜等）について、経営者の方々に常日頃か
ら理解を求める取り組みが必要である。同時
に、従業員に対しては、セキュリティ教育を
実施するなどして、有事の際に備えていただ
きたい。
本講演が事業者の方々のサイバーセキュリ
ティ対策の一助となれば幸いである。

２０１
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Introduction of new members

新入会員 紹 介

国立大学法人琉球大学
＜2018年７月１日入会＞

法人概要
琉球大学は、その設立の経緯と立地条件か
ら、
“Land Grant University”という理念を大
立

１
９５０年

者

学長 大城 肇

特性を生かした教育研究を推し進め、その成果

創

を活用して地域の経済・社会・文化・自然の持

代

続的な発展に貢献する大学という使命を持っ

事 業 内 容

教育・研究機関

役員・教職員数

２２
，９６名（２０１
８年５月１日現在）

所

〒９０３-０２
１
３
沖縄県中頭郡西原町字千原１番地

参りました。輩出した卒業生・修了生の数は
８万１千名を超え、それぞれの地域を支える有
為な人材として活躍しており、琉球大学が誇る

表

在

地

電 話 番 号

０９８-８９５-８０１
２

ホームページ

http://www.u-ryukyu.ac.jp/

財産になっています。
本学は１９５０年創立当初からの“Land Grant
University”の理念に基づく教育研究成果の地
域還元をより具体化するため、地域との共生・
協働によって、
「地域とともに豊かな未来社会
をデザインする大学」を目指すとともに、本学
の 強 み を 発 揮 し、 新 し い 学 術 領 域 で あ る
Tropical, Marine, Medical, and Island Sciences
（TIMES：熱帯・島嶼・海洋・医学研究）の国
際的な拠点として「アジア・太平洋地域の卓越
した教育研究拠点となる大学」という２本の長
期ビジョンを立て、地域に根ざした大学を目指
しています。
国立大学の改革が叫ばれる中、本学は地域貢
献大学として地域活性化の中核を担う「行動す
るシンクタンク」として活躍すべく、社会変革
に対応した教育研究組織の見直しに取り組んで
います。
また、島嶼拠点大学ネットワークを強化充実
させるために、世界の島嶼に立地する大学との
連携強化と信頼関係づくりに努めています。こ
の島嶼拠点大学ネットワークや様々なネット
ワークを活用しつつ、国際的な魅力に溢れ、地域
から頼られ信任される大学づくりに邁進します。

１８
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本学は、地域や海
外県系の人々の熱望
に よ り、
「 自 由・ 平
等、平和・寛容」を
建学の精神に掲げ、
１９５０年５月２２日に開
学しました。
沖縄県は亜熱帯に
学長 大城 肇
位置する島嶼県であ
り、固有の生態系と
特色ある伝統文化を有しています。多くの
国々と盛んに交流してきた歴史もあり、豊
かな多文化共生社会となっています。この
ような沖縄県の特色を継承・発展させるた
めに、本学は島嶼・海洋環境科学研究、健
康長寿科学研究、琉球・沖縄文化研究など
の地域特性を活かした研究を推進するとと
もに、深い学識と豊かな人間性をベースに
地域及び国際社会で活躍できる人材を育成
します。

法人概要

国立大学法人琉球大学

大

て、地域の皆さんとともに６８年の歴史を歩んで

学

名

学運営の基本としています。そのうえで、地域

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 31

九州

茶の道紀行

〜日本茶発祥の地、九州〜
−長崎県（平戸市）、佐賀県（嬉野市、吉野ヶ里町）、福岡県（福岡市、黒木町）−

お茶の原産地は、中国南部雲南省やミャンマー北部、チベット南部ともいわれ、紀元前から飲まれてい
たらしい。日本では聖武天皇の時代にすでに茶の作法があったといい、平安時代には唐へ留学した最澄や
空海ら僧侶たちによって伝えられた。が、当時はもっぱら薬用や宗教行事として用いるものだったため、
やがて廃れ、その後お茶が広く普及するのは、鎌倉時代、宋に渡った栄西が茶種を持ち帰ってからだった。
臨済宗の開祖である栄西は、１１９１年、福岡と佐賀の県境にある脊振山の中腹にある霊仙寺石上坊に移
り住み、そこに茶種をまいて栽培したらしい。今日、お茶の発祥地であるその跡を訪ねると、
「日本最初
之茶樹栽培地」の碑が建てられている。茶種は、脊振山のほかにも、平戸の冨春庵（現在の千光寺）や博
多の聖福寺にも植えられた。さらに京都の明恵上人にも贈られ、それが宇治茶の始まりにつながった。
こうして次第に広まったお茶だが、南北朝時代から室町時代にかけてはことに茶の湯が武士の間に普及
した。１５８７年６月には博多の筥崎宮境内で、豊臣秀吉によって大規模な茶会が催された。時の権力者で
あった秀吉は、博多の豪商・島井宗室や神屋宗湛、堺商人の千利休らを従えて茶の湯を愉しんだのだった。

２泊３日コース


１日目

福岡空港

各 地→長崎空港（長崎駅）→平戸市［千光寺、

福岡市

冨春園、松浦史料博物館］→平戸温泉（泊）

２日目

平 戸温泉→嬉野市［日本一の大茶樹］→吉

平戸温泉

佐賀県 吉野ヶ里町

野ヶ里町［茶発祥の地「霊仙寺跡」］→古湯
温泉（泊）

３日目

古湯温泉→黒木町［霊巖寺］→福岡市［聖福
寺、筥崎宮］→福岡空港（博多駅）→各地

福岡県

古湯温泉

黒木町

平戸市
嬉野市
長崎空港

長崎県

熊本県
２０１８/１０ 九経連月報
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千光寺（平戸市）
１１９１年、宗から帰国した栄西が日本で最初に座禅を組
んだとされる寺。その時、宋から持ち帰った種を植えた
とされる冨春園という茶畑が今も残っている。茶畑の小
道を下ると、栄西が座禅を組んだという座禅石と冨春庵
跡がある。栄西が伝えた宗朝禅林の製茶・喫茶法は、後
に千利休によって茶道として広く日本に確立された。
千光寺（平戸市）

嬉野の大茶樹（嬉野市）
市街地から西へ７ｋｍほどの不動山・皿屋谷にある、樹齢３４０年とも
いわれる茶の樹。樹高４ｍ、樹冠８ｍ。国の天然記念物に指定されて
いる。江戸時代、嬉野茶の茶祖といわれる吉村新兵衛が栽培した一本
という。

霊仙寺跡（吉野ヶ里町）
嬉野の大茶樹（嬉野市）

佐賀県と福岡県の境界に位

置する標高１０
, ５５ｍの脊振山は、古くから山岳信仰の聖地として信仰を集
めていた。山の頂上には上宮が、中宮には霊仙寺、下宮には修学院を配
し、中世から近世にかけて多くの僧が修業していた。１１９１年、宋から
戻った栄西はここに滞在し、持ち帰った種を霊仙寺西の谷の石上坊の庭
に播き、茶を栽培しその製法をもたらしたことから「日本最初の茶樹栽
培地」といわれる。

霊仙寺跡（吉野ヶ里町）

聖福寺（福岡市）
１１
９５年、栄西が建立した日本最初の禅寺。境内には禅宗の伽藍形式が
よく保存されている。栄西はここにも茶を植え、かつて境内には大きな
茶園があったという。

筥崎宮（福岡市）
９２３年創建。宇佐、石清水と
ともに三大八幡宮の一つに数え
られる。どっしりとした楼門

聖福寺（福岡市）

は、１
５９４年に小早川隆景が再建したもの。本殿と拝殿は１
５４６年、大内義
隆が再建したいわれ、一の鳥居や楼門、千利休が奉納したという石灯籠
とともに国の重要文化財に指定
されている。
筥崎宮（福岡市）

霊巖寺（黒木町）
八女茶発祥の地。今から約６００年前、栄林周瑞禅師が明から帰国した
際、この地が蘇州霊巖寺の景観によく似ていることから寺を建立した。
持ち帰った茶の実を境内で栽培して、製茶法を伝授したのが八女茶の起
こりといわれている。
九州観光推進機構のホームページ

霊巖寺（黒木町）

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

２０
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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）

『沖縄旅フェスタ２０１８ｉｎ 沖縄コンベンションセンター』
ＯＣＶＢでは、沖縄発直行便を有する国内外の都市の観光や物産の魅力を
伝える旅の総合イベントを開催いたします。本催事は、沖縄県民の旅行需
要の喚起を図ることで、各就航地との相互交流を促進し、国内外航空路線
の拡充を図ることを目的に、今回で第４回目を迎えます。各就航都市の自
治体や観光推進団体、県内旅行会社、観光施設等がＰＲブースを出展し、
それぞれが趣向を凝らした展開で旅の魅力をＰＲしており、昨年の来場者
からは「実際に旅に出たくなった」
「ワクワクしながら各地の魅力を知る
ことができた」等の声をいただきました。
【開催概要】 日時：平成３０年１
１月２３日（金・祝）
・２４日（土）
１
１：００～１
７：００
場所：沖縄コンベンションセンター 展示棟
主催：一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー・琉球放送株式会社
昨年度実績：出展者 ３１団体６２ブース 来場者 ３５，
２００人
【
「サイクリングシェアサービス ちゅらチャリ」スタート】
●時速８ｋｍの目線で見つける「新しい沖縄の旅」
ＯＣＶＢは、新たな自主事業として「サイクリングシェアサービス
ちゅらチャリ」を８月１日（水）よりスタートいたしました。本
サービスを普及させることにより、交通渋滞の緩和や２次交通の選
択肢を増やすとともに、排気ガス削減による環境に配慮したエコ
ツーリズムの主流コンテンツを目指してまいります。
観光客の市街地での移動を電動自転車でアシストし、時速８キロ
の目線で、今までにない新たな観光資源の発掘など、地域の活性化を図ります。
●「サイクリングシェアサービス」とは？
エリア内にある複数の自
転車設置ポートから、利用
者は自転車の借り受け・返
却が自由に行えるサービス
です。自転車を借りた場所
に返却する必要はなく、最
寄りにあるポートに返却で
きることがサイクリング
シェアサービスの魅力です。

詳細は「ちゅらチャリホームページ」よりご確認ください。
https://docomo-cycle.jp/churachari/
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山口

Yamaguchi

「山口しごとセンター」を開設し
ました
山口県では、将来を担う若者が県内に就職し、活躍
できるよう、平成１６年に山口市内に設置した山口県若
者就職支援センターを中心に、個別相談から情報提供、
職業紹介までワンストップで就職支援を行ってきた。
近年においては、県内景気の緩やかな回復と雇用情
勢の着実な改善を背景に、職種や業種によってばらつ
きはあるものの、人手不足が進行しており、県内産業
を支える人材の確保が課題となっている。
このため、８月１日、同センターに「シニア・女性
就職支援コーナー」を設置し、従来の若者を中心とし
た支援に加え、幅広い世代を対象に個別相談から情報
提供、職業紹介に至るワンストップ支援を行うことに
より、企業の人材確保の支援を強化した。また、これ
に合わせ同センターの名称を「山口しごとセンター」
に変更した。
新たに設置した同コーナーでは、専門のキャリアカ
ウンセラーによるきめ細かな就職相談により、個々の
経験やライフスタイルに応じた職業紹介を実施し、求職
者・企業ともに満足度の高いマッチングを実現する。
この「山口しごとセンター」を拠点として、一人で
も多くの方の県内定着・還流を促進し、ひいては人口
減少の歯止めへとつなげていく。
《問い合わせ先》
山口県労働政策課
TEL：083-933-3254
山口しごとセンター
TEL：083-976-1145

福岡

Fukuoka

全国の伝統的工芸品が福岡に集結！
「KOUGEI EXPO」を開催！
世界に誇る日本の伝統的工芸品が一堂に集まる「伝
統的工芸品月間国民会議全国大会 福岡大会」が１１月
２日～４日、福岡県で開催される。
会場では、博多人形や小石原焼など福岡県の伝統的
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工芸品をはじめ、全国の工芸品が展示・販売されるほ
か、職人による実演や体験コーナーもあり、大人から
子どもまで楽しめるさまざまな企画が行われる。
また、今をときめく各界のクリエ
イターとのコラボレーション展示な
ど、工芸品の新たな魅力も発信。
この機会に、素晴らしい匠の技に
触れ、日本の伝統文化の素晴らしさ
を改めて感じていただきたい。
日程： 11月２日（金）～４日（日）10時～18時
（２日は11時開始、４日は16時終了）
会場：マリンメッセ福岡 他 ※入場無料
《問い合わせ先》
福岡県伝統的工芸品月間推進協議会事務局
検索
TEL：092-643-3454   KOUGEI EXPO

佐賀

Saga

「三人展–Forward Stroke 明日へ
の眼差し–」開催中！
現在、佐賀県立美術館にて好評開催中の「三人展」
。
現代日本を代表する佐賀県出身のアーティスト池田学
氏、葉山有樹氏、八谷和彦氏が共演しており、初日か
ら多くの方々にご来場いただいている。
この特別展は明治維新１５０年を機に、佐賀県ゆかり
のアートを紹介するもので、若い世代を中心とした
方々に、メッセージ性の強い現代アートへ触れていた
だきたいと企画された。本展覧会は三人それぞれが展
示室一室を担当しており、作品の展示とともに展示空
間も演出している。
池田氏は昨年、９万５０００人以上が来場した「池田
学展」で展示された代表作「誕生」や「興亡史」
、
「方
舟」
、動物画シリーズなど約６０点を展示。また磁器に
驚異の細密描写で描き上げる葉山氏の出展作品は初公
開の新作で、テーマは「ｍｕｔａｂｉ
ｌ
ｉ
ｔｙ－無常－」
。地球
創生から人類終焉後までを物語る壮大な作品を空間全
体で構成している。八谷氏は「風の谷のナウシカ」に
登場する架空の飛行具「メーヴェ」を実体化した機体
や実際のフライト映像等で展示室を構成。空飛ぶメ
ディアアーティストが魅せる作品は見ごたえ十分だ。
異色の三人が三者三様の輝きを放つ展覧会。今を生
きる人々にエールをおくる作品の数々は、観る人を魅
了してやまない。大変貴重な機会となっている。作品
が魅せる圧巻の新世界を三人の出身地、佐賀県でぜ
ひ、体感してほしい。
〈会期〉11月18日（日）まで
（要観覧料）
〈時間〉9：30〜18：00
〈会場〉佐賀県立美術館
《問い合わせ先》
佐賀県立美術館
TEL：0952-24-3947
三人展

佐賀県

検索

長崎

Nagasaki

「長崎コンシェルジュ」の認定制
度を創設
長崎県は、ホテルコンシェルジュの認定制度を創設
した。この制度は、県内の宿泊施設の従業員を対象
に、お客様が快適な滞在時間を過ごし、満足いただけ
るサービスを提供するとともに、長崎県ならではの価
値や魅力を伝えることができるプロフェッショナル人
材を「長崎コンシェルジュ」として認定するもの。現
在、長崎市と佐世保市の二つのホテルで計４名を認定
している。
本県が考える長崎コンシェルジュ像は、豊富な観光
知識と幅広い人脈を持ち、他の地域にはない県内の魅
力を自身の体験を生かしながらお客様に案内できる人
材である。認定者を増やすことで、さらなるサービス
の質の向上や観光客の誘客、リピーターの増加につな
げ、宿泊施設をはじめとした本県の観光産業の発展と
良質な雇用の場の創出を目指している。
今年度は、長崎コンシェルジュの認定試験を平成
３１年２月６日（水）に実施。また、県内の宿泊施設の
従業員等を対象に認定試験に向けた研修会を計６回開
催する。今後もこのような
人材育成の取り組みを通じ
て、県内の観光産業の活性
化を図っていく。
《問い合わせ先》
長崎コンシェルジュの認定バッジ
長崎県観光振興課
TEL：095-895-2643

熊本

Kumamoto

ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭの
チケット一般抽選販売開始！
９月１９日（水）
１０時からラグビーワールドカップ
ＴＭ
２０
１
９ のチケット一般抽選販売が開始されている。
２０１９年の日本大会は、アジアで初めて、また、ラ
グビー伝統国以外で開催される初めての大会であり、
世界中から注目が集まっている。ラグビー強豪国が熊
本にやってくる一生に一度の機会。この機会を逃さな
いためにも、一般抽選販売へ応募しよう。販売期間は
１１月１２日（月）まで。
チケット購入方法等については、公式チケットサイ
トへアクセス
tickets.rugbyworldcup.com
【熊本開催の試合】
◆試合日程
２０１９年１０月６日（日）
１６時４５分～ フランス ｖ トンガ
２０１９年１０月１３日（日）
１７時１５分～ ウェールズ ｖ ウルグアイ

◆会場 熊本県民総合運動公園陸上競技場（熊本市東
区平山町２７７６番地）
また、同じく来年熊本で開催される「２０１９女子ハ
ンドボール世界選手権大会」を
サポートする運営・語学ボラン
ティアも平成３０年１１月２０日
（火）まで募集している。
詳しくは公式サイトへアクセス
japanhandball2019.com
《問い合わせ先》
熊本国際スポーツ大会推進事務局
ラグビーワールドカップについて
TEL：096-333-2583
女子ハンドボール
女子ハンドボール世界選手権について 世界選手権大会
公式サイトQRコード
TEL：096-333-2558

大分

Oita

おおいた豊後牛のリーディング
ブランドが誕生
９月４日におおいた豊後牛の新リーディングブラン
ド「おおいた和牛」が誕生した。
おおいた豊後牛は、きめ細かい霜降り、まろやかで
とろけるような風味が特徴で、県産和牛の統一ブラン
ドとして、一定の認知度を獲得している。
昨年の全国和牛能力共進会では、種牛の部日本一な
ど好成績を収めたことから、これを絶好のＰＲの好機
として、全国に通用するブランドづくりを更に進める
ため、ブランド戦略会議で議論を重ねてきた。
「おおいた和牛」は、おおいた豊後牛の中でも、肉
質４等級以上の上位等級で、美味しさにこだわった参
画農場で育てられたもの等、厳しい基準をクリアしな
ければ認定されない。
新ブランドの魅力を知ってもらうため、公式サイトの
開設やソーシャルメディアでの広告展開など、ＷＥＢ
メディアを中心に、ＰＲ活動を展開する。公式サイト
では、生産者を紹介し、安全・安心をアピールする。
また、県内外の飲食店やホテル、大手飲料メーカーと
提携し、消費者が新ブランドに接する機会を増やし
て、美味しさを堪能してもらう。
こうした取り組みで、県産
和牛の更なる認知度向上を図
り、全国で親しまれるブラン
ド和牛として育てていきたい。
《問い合わせ先》
大分県畜産振興課
TEL：097-506-3676
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宮崎

Miyazaki

ラグビー日本代表の事前チーム
キャンプ地に決定！
２０１９年９月から日本で開催される「ラグビーワー
ルドカップ２０
１
９」に向けた日本代表の事前チームキャ
ンプが、宮崎で行われることが決定した。
このキャンプは、２０１９年６月９日から６月２８日ま
でと、７月７日から７月２４日までの２回にわたって
行われる予定である。
日本代表は前回のイングランド大会でも事前チーム
キャンプを宮崎で行い、大会ではワールドカップで２
度優勝している強豪の南アフリカに勝利するなど大き
な成果を挙げた。このため、本県では来年の日本大会
でも「縁起のいい宮崎で再び合宿を」と官民一体と
なって誘致に取り組み、その結果、日本ラグビーフッ
トボール協会から練習場所や宿泊地の施設環境、これ
までのキャンプ受入実績などが評価され、キャンプ地
決定へとつながった。県では、日本代表が再び大活躍
できるよう、宮崎市や関係機関などと連携し、万全の
受入体制で支援する。
本県は、温暖な気候や充実したスポーツ施設などを
生かしてスポーツキャンプ・合宿の誘致に取り組む
「スポーツランドみやざき」を推進しており、平成２９
年度は県外から１，
２５９もの団体がキャンプ・合宿を
行った。
これからも２０２０年に開催されるオリンピック･パラ
リンピック東京大会などに向け、
「スポーツランドみ
やざき」をアピールし、国内外から多くのキャンプ・
合宿を誘致することで、本県の経済や地域振興の活性
化につなげていきたいと考
えている。
《問い合わせ先》
観光推進課
スポーツランド推進室
キャンプ地決定時の様子
TEL：0985-26-7108

鹿児島
お

が

わ

雄川の滝
に編入

Kagoshima

霧島錦江湾国立公園

大隅半島南部の南大隅町にある「雄川の滝」が、８
月１０日に霧島錦江湾国立公園に編入された。
「雄川の滝」は、古くからの名勝地であるが、近年、
カレンダーやインターネット等によりその魅力が再発
見され、最近では、大河ドラマ「西郷どん」のタイト
ルバックでも、エメラルドグリーンの滝壺などの美し
い風景が紹介されていることもあり、多くの観光客が
訪れるようになった。
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県では、
「雄川の滝」を含む周辺の地域を昭和５２年
に大隅南部県立自然公園に指定して以来、これまで地
元の理解・協力を得ながら、景観の保全と利用の増進
に努めてきており、平成２７年度からは遊歩道などの整
備を進め、平成２９年度には、滝壺横の展望用デッキが
完成し、現在、多くの観光客に利用されている。
県としては、従来から国立公園に指定されている佐
多岬等の周辺観光地を含めた広域観光ルートづくりな
どを進めているところであり、今回の「雄川の滝」の
国立公園編入を契機と
して、大隅地域の更な
る活性化が図られるよ
う、引き続き取り組ん
でいきたい。
《問い合わせ先》
鹿児島県自然保護課 TEL：099-286-2617

沖縄

Okinawa

「空手発祥の地・沖縄」で開催
第１回沖縄空手国際大会
２０２０年東京オリンピックの正式種目として採用さ
れた空手。
その発祥の地が沖縄であることをご存知だろうか。
「手（ティー）
」と呼ばれる固有の武術が、周辺諸国
との交流を深める中で空手へと発展したものと考えら
れている。
沖縄県では、世界中の空手愛好家の交流の場を創出
するとともに、今日まで受け継がれてきた沖縄空手の
精緻な技と平和を希求する精神性を今後も正しく保
存、継承し、将来にわたっての振興を図ることを目的
として、昨年３月にオープンした沖縄空手会館、及び
沖縄県立武道館において、今年の８月１日から７日ま
での間「第１回沖縄空手国際大会」を開催した。
大会には、５０の国と地域から競技部門とセミナー部
門あわせて延べ３，
３００人が参加し、これまで県内で開
催された大会として最大規模となった。特に、海外か
ら延べ２１
，００人が参加したことは、空手の国際的な広
がりを実感させる内容となった。
沖縄県は、
「空手発祥の地・沖縄」
として、引き続き国内外に向けて
情報発信を行うとともに、
「空手の
聖地・沖縄」の基盤強化を図るた
め、世界中の空手愛好家の受入体
制を強化するなど、空手の保存、
継承、発展に取り組んでいく。
《問い合わせ先》
沖縄県空手振興課 TEL：098-866-2232

表紙説明

柿「秋王」

（福岡県）
あきおう

ふゆう

たいしゅう

「秋王」は、福岡県が育成した甘柿の新品種で、甘柿の代表品種である「富有」と「太秋」を交配
し、およそ10年の歳月をかけて福岡県農林業総合試験場で開発されました。
糖度が高く、サクサクとした食感で、食味が非常に優れており、種がほとんどないという特長が
あり、そのまま食べるのはもちろん、料理にも使いやすく、全国有数の柿の産地である福岡県が誇
る自慢の一品です。
県のオリジナル品種として、柿の生産が盛んな、うきは市、朝倉市、久留米市などの筑後川流域
を中心に生産が拡大しており、10月下旬から11月上旬にかけて収穫され、県内はもとより、東京を
中心に全国に向け販売されています。
夕日のようなきれいな橙赤色で、立派な大玉の果実は贈り物にもおすすめです。
この秋は、福岡県からお届けする、柿の王様「秋王」をぜひご賞味ください。
《問い合わせ先》
福岡県農林水産部 園芸振興課 果樹係

TEL：092-643-3487

スケジュール（１０月）
日（曜）

会合名等

１日（月）
１日（月）
３日（水）
４日（木）
１
５日（月）
１
９日（金）
２５日（木）
３１日（水）

第１回北九州地域委員会（北九州市・リーガロイヤルホテル小倉）
企業による農業参入セミナー in 東京（東京・経団連会館）
理事会、理事審議員合同会議、新入会員交流会 (福岡市・グランドハイアット福岡)
第２回九州経済を考える懇談会（福岡市・九経連）
第１回農林水産委員会（福岡市・電気ビル共創館）
西日本経済協議会第６０回総会（三重県志摩市・志摩観光ホテル  ザ・クラシック）
第３４回九州地域戦略会議（大分市・ホテル日航大分オアシスタワー）
九州・山口 結婚・子育て応援 企業フォーラム（福岡市・ソラリア西鉄ホテル）

新入会員企業（８月）
㈱山水
代表取締役

出水

一清

大阪府堺市堺区中三国ヶ丘町1丁目1-8
TEL：072-223-1100 従業員数：117名
鹿児島県霧島市隼人町真孝山王馬場1920-1 TEL：0995-42-1181
事業内容：形鋼・鋼管製品の一括生産から加工まで、一般土木・建築資材・鉄鋼製品の運送業、一般・鉄鋼資材の流通倉庫業、建築・土木資材の溶接
・塗装・コンクリート加工業、サービスステーションでの燃料油・オイル・自動車用品・部品等の小売販売、企業向け燃料油等の販売

中島

竜作

鹿児島県肝属郡錦江町田代麓3355-1
TEL：0994-25-2551 従業員数：450名
事業内容：土木工事、舗装工事、建築工事、太陽光発電設置工事他

津髙

守

㈱三共建設
代表取締役

㈱ＪＲ大分シティ
代表取締役社長

大分市要町1-14
事業内容：賃貸不動産及び管理業

TEL：097-513-1174

従業員数：48名

㈱富士通マーケティング
代表取締役社長
九州営業本部長

藤田
夏堀

正美
隆善

東京都港区港南2丁目15-3
TEL：03-6712-3111 従業員数：3,321名
福岡市博多区東比恵3丁目1-2
TEL：092-472-4111
事業内容：通信機器・電子機器の販売、システム構築管理、電気工事の請負

高椋

正年

福岡市南区大楠2丁目9-14
TEL：092-526-6332
事業内容：商社、産業用半導体・電子機器の販売等

八洲産業㈱
代表取締役社長

従業員数：57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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