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ＩＣＴで九州のさらなる発展を

森

孝

〔総務省 九州総合通信局長〕

今年は九州にも多大な被害をもたらした７
月の西日本豪雨をはじめ、全国的に大きな災
害が頻発しました。被災された方々には心よ
りお見舞いを申し上げます。
当局ではICTの積極的な利活用により地域
課題を解決し、九州の持てるポテンシャルを
一層高め、元気な地域づくりに貢献したいと
考えています。
総務省では2020年の第５世代移動通信シス
テム（5G）のサービス実現に向けた施策に取り
組んでおり、その一つとして、新たな市場の
創出に向け、実際の5G利活用分野を想定し、
様々な特徴を生かした5Gの総合的な実証試験
を支援しています。九州では北九州市におい
て、超高速大容量技術の実現のための実証試
験が行われています。今年度は新しいビジネ
スや地域の諸課題の解決に繋がる取り組みと
して、地方発の 斬新な発想による実証試験
テーマを募集しており、年明けに「5G利活用
アイデアコンテスト」を実施します。
ま た、IoTの 実 装 推 進 に 関 し て は、 昨 年
「IoTサービス創出支援事業」で九州経済連合
会が委託先となり、食品の流通経路において
「ブロックチェーン技術」を利用した改ざん不
可能なトレースシステムを構築し、流通経路

上の関係者及び消費者が産地情報等を共有す
る中食・外食の食材トレーサビリティの社会
実装に係る実証がなされました。
九州を訪れる外国人の数は近年、対前年比
30％以上の増加が続いています。当局は地域
の放送事業者が制作する良質な放送コンテン
ツの海外展開をサポートしており、放送コン
テンツを観た外国人の方が九州に興味を持た
れ、九州を訪問する方が増加することにより
地域で好循環が生まれることを目指して取り
組んでいます。
また、情報通信研究機構（NICT）が開発し
た31言語に翻訳可能な多言語音声翻訳システ
ム「VoiceTra」も、地域貢献のツールとして
様々なシーンで利用していただけるよう普及
に努めています。例えば九州の鉄道会社でも、
この音声翻訳システムを海外からの観光客へ
の対応に有効活用されているとお聞きしてお
り、こうした導入事例を増やすことで、九州
のおもてなし度向上や地域の賑わいづくりに
寄与していくことを目指してまいります。
最後に、国や地方の公的機関や重要インフ
ラ事業者等を狙ったサイバー攻撃はますます
巧妙化し、その被害は甚大化しています。当
局においてもサイバーセキュリティ対策の職
員を配置し、NICTが実施するインシデント発
生時の一連の対処方法を体験する実践的サイ
バー防衛演習「CYDER」（サイダー）へ九州
各県の自治体職員や民間企業の方々に参加し
ていただくなどの働きかけを行い、セキュリ
ティ対策の対応能力の向上をお手伝いしてい
ます。
ICTの利活用による九州地方の一層の発展
に尽力してまいりますので、会員皆様のご支
援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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寄稿
九州大学におけるサイバーセキュリティ人財育成
～「ProSec-IT」の取り組みについて～
九州大学

サイバーセキュリティセンター

教授

小出 洋

第４次産業革命やSociety5.0の推進のため、サイバーセキュリティ人財のニーズが急速に高
まっている。九州大学では教育に関連するミッションのひとつとして、社会人のエンジニアの
学び直しを目的とする「enPiT-Pro（ProSec-IT）」を2018年度から実施している。本稿ではそ
の取り組みの概要と現状を紹介する。

１．はじめに

こ の よ う な 時 代 背 景 に よ り、 サ イ バ ー セ

サイバーセキュリティ人財のニーズは急速

キュリティ対策には高度な技術が必要となっ

に高まっている。その主な要因としては、まず、

ている。このため、その対策にあたる人財へ

昨今の第４次産業革命、Society5.0、Connected

のニーズは、高まることこそあれ、減ること

Industriesといった新市場を産み出す施策の推

はないだろう。脅威の本質が分かりにくく

進が挙げられる。これは、サイバーセキュリ

なっている現代に、その脅威の本質を理解し、

ティが、重要インフラを守り、脅威に対抗す

対策できる人財、すなわち、複雑化し大規模

る経済活動の一部として捉えられていること

になっている情報システムに対して、どのよ

に起因するものであり、将来的にさらに高度

うな攻撃が行われているかを適切に理解し、

な情報化社会の実現に向けて、より一層の

対策を施せる人財が必要とされている。した

ニーズの高まりが予想される。

がって、人財育成こそ究極のサイバーセキュ

もうひとつの要因として、時代とともに技

リティ対策であると言える。しかしながら、

術や社会状況が変化している中、サイバー攻

人財育成には、数年から10年以上の長い期間

撃そのものも変化していることが挙げられる。

が必要である。このため、
（独）情報処理推進

例えば、2000年代初頭頃のサイバー攻撃は、

機構（IPA）のセキュリティキャンプや大学が

攻撃者の技術力の誇示や単純な金銭搾取が主

行っている「enPiT」など、既にいくつかの

な目的であったが、最近のサイバー攻撃は多

先駆的な取り組みが進められている。

種多様な意図を持った戦略的な攻撃に変化し

こ う し た 中、 九 州 大 学 サ イ バ ー セ キ ュ リ

ており、脅威の全貌、目的、ポイントが見え

ティセンターでは、2018年４月から、主に社

にくい時代に移ってきている。こうしたサイ

会人の現役エンジニアを対象とした大学院レ

バー攻撃の変化に伴い、セキュリティ対策も

ベルのサイバーセキュリティに関する教育プ

変化している。2000年代初頭頃であれば、セ

ログラム「ProSec-IT（enPiT-Pro）」を開講

キュリティ機器の導入でカバーできたが、現

している。その目的や意義、方向性について

在は情報システムを設計する段階から多段防

紹介する。

御の考え方により対策する必要があり、情報
システムを設計と運用により守ることが必要
となる時代に移ってきている。

２
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２．enPiT-Pro について
先に述べたとおり、サイバーセキュリティ

を含む情報技術を高度に活用して社会の具体
的な課題を解決できる人財の育成は、我が国
の極めて重要な課題である。今後、Society5.0
や第４次産業革命の推進に向けてIT需要の拡
大が予想される中、IT人財不足の深刻化が見
込まれている。そこで、大学等の高等教育機
関には、
①学生に対して、課題解決型学習（PBL）や演
習中心の実践的な教育を行い、質の高い情
報技術人財を多く輩出すること
②社 会人に対して、情報技術分野全体におけ
る学び直し機能の強化に貢献すること
が求められている。そこで、文部科学省は大
学間の連携や産学間の連携により、PBL等の
実践的な教育を推進することで、大学におけ

図１

enPiT-Pro事業全体イメージ※１

※１：文部科学省事業概要資料の一部から抜粋
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/
enpit/1383644.htm

３．ProSec-IT について

る情報技術人財の育成機能強化を目指す取り

九州大学では「enPiT-Pro」の教育プログ

組みとして「成長分野を支える情報技術人材

ラムの一環として、情報システムを構築する

の育成拠点の形成（enPiT）」を実施している。

最新の技術、および情報システムをサイバー

・第１期enPiT（enPiT-1：2012年度開始）

攻撃から守るための発展的な技術について、

大 学 院 生 を 対 象 に、15 大 学 が 連 携 し て、

講義・演習を通じて、知識や技術的手法を習

PBLを中心とした実践的な情報教育を実施

得する教育プログラムである「ProSec-IT」

している。

を実施している。演習の内容は、企業等の協

・第２期enPiT（enPiT-2：2016年度開始）

力を得て、最新技術や最新のサイバー攻撃に

学 部生を対象に、34大学以上が強力に連携

関する情報を反映させたものとしている。大

したネットワークを駆使して、開発した教

学院の授業科目は、座学を中心とした講義は

育方法や知見を全国に普及させる取り組み

良質なものが多く存在しているが、演習を中

を進めている。

心とした科目はほとんど存在していないため、

・第３期enPiT（enPiT-Pro：2017年度開始）

本学大学院システム情報科学府の正規科目と

社 会で活躍するIT技術者の学び直しを目的

し て、 演 習 を 中 心 と し た「 情 報 シ ス テ ム セ

に開設している（図１）。本プログラムでは、

キュリティ演習」と「セキュリティエンジニ

大学が有する最新の研究から得た知見と企

アリング演習」の２つの科目を新設した。ま

業が持つ実践的なサイバー攻撃対策等から

た、社会人が受講しやすい時間と場所で開講

得た知見に基づき、情報科学分野を中心と

される特別科目として「情報システムとセ

する大学院レベルの高度な講義・演習を提

キュリティ」も新設した。それらを中心とし

供している。

て既存の大学院科目を含む履修証明プログラ
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表１

ProSec-ITの講義概要

・
・
・
・
・

ムである「ProSec-IT」を構成している（表１）
。

いての講義や演習を実施している。人財不足

講義内容を最新のものにしたり、演習内容

の状況がより顕著な地方のエンジニアは、と

を実践的なものにしたりするには、大学だけ

もすれば日々の業務に追われてしまい、新し

で検討しても中身を充実させることは難しい。

い技術に関する研究・習得の時間を十分に確

脅威に関する最新の情報が集まり、常に脅威

保できていない場合も多い。そのようなエン

に直面し、その対策を行っているのは、企業

ジニアは、イノベーションの創出や自身の

が中心である。このため、九州大学では、連

キャリアアップに繋げられる新しい技術に関

携企業（ヤフージャパン、セキュアスカイ・テ

するスキルが不足しがちである。そうしたと

クノロジー、GMOペパボ、セキュアサイクル

きに、新しい技術を常に探求している連携企

等）の現役エンジニアの協力を得て、その時点

業の現役エンジニアによる、自身の研究結果

で現役エンジニアが最も興味を持つ技術につ

に基づく最新技術を含む講義を聞くことは、

図２
４
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ProSec-ITの講義風景

非常に良い刺激になる。

ンジニアが集まってきている。加えて、地域

また、広報の面では、九州経済連合会や福

の技術系コミュニティも盛んである。本教育

岡県警察、４つの中小企業支援団体、および

プログラムを核に、地域の情報産業や現役エ

中小企業サイバーセキュリティ支援ネット

ンジニア、および技術系コミュニティの協力

ワーク等と連携して受講生募集を実施すると

も得て、サイバーセキュリティ教育の充実を

ともに、新聞等のメディアの取材も受け、多

図るとともに、研究や、産学官連携のひとつ

くの社会人エンジニアに向けて本プログラム

の拠点にしたいと考えている。

の認知度向上を図った。こうした取り組みを
経て、
「ProSec-IT」は今年度から受講生19名

５．おわりに

（学習時間120時間超のメインコース10名、学

今年度は、本プログラムの主たる講義実施

習時間30～60時間のクイックコース９名）で

会場として、福岡市中心部に位置し交通至便

講義を開始した。本稿執筆時までにおよそ半

である、九州大学大橋サテライトを準備する

分の講義が終了したが、受講生の満足度も高

ことができた。この会場は使い勝手も良いた

く、順調に育成が進んでいることを実感して

め、受講生受け入れの初年度をこの会場で始

いる（図２）。

められたことは良かったと考えている。来年
度は、今後の受講生の増加への対応を考慮し、

４．将来展望
「enPiT-Pro（ProSec-IT）」では、もともと
学生ではない社会人エンジニアが大学に入学
し、教育プログラムを受講していただく点が、

連携企業の協力をいただいて、さらに交通の
便の良い、㈱QTnetの会議室（天神）にて講義
を実施する予定である。
本教育プログラムは多くの企業や団体、機

これまでの「enPiT-1」や「enPiT-2」と大き

関から並々ならぬご支援を受け、充実したも

く 異 な っ て い る。 ま た、 今 ま で の「enPiT」

のになっている。そのご支援に感謝し、期待

よりも多くの企業（連携企業、連携団体、受講

に沿えるように本教育プログラムをさらに良

生の所属企業等）に協力をいただき、本教育プ

いものにすべく努力していきたい。来年度は

ログラムを運営している。教育プログラムの

受け入れ可能な受講生をさらに増やし、2019

開発やサイバーセキュリティに関連する技術

年１月頃に受講生を募集する予定である。

開発等では、これらの企業と本学との連携の
可能性も存在している。
また、すでに述べてきた通り、人財育成に

募集情報
《問い合わせ先》

は 非 常 に 長 い 時 間 を 要 す る。 こ の た め、 セ

九州大学サイバーセキュリティセンター

キュリティ人財不足という課題の解決に向け、

ProSec-IT事務局

本教育プログラムで、できるだけ多くの修了

住所：〒819-0395 福岡市西区元岡744

生を輩出していきたいと考えている。

TEL ：092-802-2671

さらに、福岡市は、ここ数年、情報系企業
の開発・運用拠点の集積化が進み、多くのエ

E-mail：cs-staff@cs.kyushu-u.ac.jp
URL：https://cs.kyushu-u.ac.jp/enpit-pro/
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九経連活動紹介

日台企業間で多くのＭＯＡ・ＭＯＵを締結
～九州・台湾経済交流ミッション２０１８～
と

き

ところ
参加者

８月２９日（水）～３１日（金）
台湾・台北市、新竹市
１０１名（日本４１名、台湾６０名）

１．概要
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（公財）日本台湾交流協会の「日
台産業協力架け橋プロジェクト」の一環として、
九州より台湾に訪問団を派遣し、経済交流セミ
ナー、商談会、交流会を行った。また、今回の派
遣は、九経連とMOUを締結している中華民国工
商協進会の協力を得ながら準備を進め実施した。
〈訪問団日程〉
月日

内容

8/29（水）

移動（九州→台北市）
表敬訪問（中華民国工商協進会）

8/30（木）

表敬訪問（行政院、日本台湾交流協会、台日
産業合作推動弁公室（TJPO））
経済交流セミナー
商談会
交流会

産業視察（新竹サイエンスパーク）
表 敬 訪 問（ 三 三 会、 対 外 貿 易 発 展 協 会
8/31（金）
（TAITRA））
移動（台北市→九州）

２．経済交流セミナー
昨年７月に福岡で行った台湾行政院の鄧振中
政務委員による蔡英文政権の重点施策「五大産
業イノベーション計画」「循環型経済」そして
「新南向政策」に関するセミナーを更に深化させ
事業へと繋げていくため、台北市でセミナーを
行った。セミナーでは、行政院の蕭振榮資深談
判代表（代理執行秘書）、台灣野村總研の伊豆陸
総監より新南向政策の最新情報や台湾経済動向
などについてご講演いただき、日本と台湾双方
の企業にとってのビジネスチャンスについて解
説していただいた。
更に、環境、ヘルスケア・コスメ、半導体分
野の産業クラスターや個別企業から産業協力の
具体的成功事例を紹介いただき、日本と台湾の
連携が活発に行われていることを実際に認識す
ると同時に、まだまだ発展・拡大の余地、ビッ
グチャンスがあることについて改めて理解が深
まった。

６
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経済交流セミナー

プログラム

１．開会
２．主催者代表挨拶
中華民国工商協進会 副理事長 黃 教漳 氏
（一社）九州経済連合会 専務理事 長尾成美
（公財）日本台湾交流協会 台北事務所
経済部経済室長 宮越 朗 氏
３．次第
１）講演
「新南向政策の最新状況」
中華民国行政院 資深談判代表（代理執行秘書）
蕭 振榮 氏
「台湾の経済動向と日台でのビジネス協力の可能性」
台灣野村總研諮詢顧問股份有限公司 総監
伊豆 陸 氏
２）事業連携取組事例紹介
（九州側）
九州環境エネルギー産業推進機構（K-RIP）
統括マネージャー 嶋田駿一 氏
（一社）ジャパン・コスメティックセンター
コーディネータ 西島俊太郎 氏
九州ヘルスケア産業推進協議会
コーディネータ
寺田孝英 氏
前SONY台湾董事長
（熊本県－台湾 半導体関連産業交流コーディネータ）
荒牧直樹 氏
（台湾側）
台日産業連携推進オフィス（TJPO）
副執行長
翁 建一 氏
大豐機器
董事
黃 立翰 氏
節能屋能源科技股份有限公司
董事長
楊 明坤 氏

セミナーの状況

３．商談会
２日目の商談会は、環境、ヘルスケア・コス
メ、半導体分野の３分野に特化し開催した。九
州からは９社、台湾からは14社が参加し、９つ
のテーブルで同時に開始され、活発な商談が行
われた。
商談会の席上、日本・台湾企業間でMOA（合
意覚書）、MOU（了解覚書）の締結式がそれぞれ
行われ、アライアンス事例が目に見える形で現
れた。
27件の商談中、１件の取引がその場で成立し
成約に結び付くとともに、20件については今後
継続して商談が進められることとなり、大きな
成果が見られた。
参加者からも、満足いく商談ができた等の声
を多数聞くことができた。

理局行政サービスなどに感心するとともに、台
湾事業展開の参考情報を得ることができ今後の
足がかりを掴むことができた。
５．表敬訪問
８月29日、MOU締結先である中華民国工商協
進会を表敬訪問。今回の経済交流ミッション共
同主催の謝意を伝えるとともに、今後一層の連
携強化についてお互いの意思を確認した。
８月30日、行政院、台日産業合作推動弁公室
（TJPO）といった行政機関や日本台湾交流協会
を表敬訪問。今回の経済交流ミッション開催協
力の謝意を伝えるとともに今後一層の支援を依
頼し了解を得た。
８ 月 31 日、 三 三 会、 対 外 貿 易 発 展 協 会
（TAITRA）を表敬訪問。成功裡にミッションを
終えた謝意を伝えるとともに今後一層の支援を
依頼し了解を得た。

表敬訪問の状況

商談会の状況

４．産業視察
台湾のシリコンバレーと呼ばれる新竹サイエ
ンスパークを視察、台湾の最新投資環境を確認
した。
新竹市は台湾の西北部で台北市から南に70km
の位置にある。新竹サイエンスパークは1980年
に設立され、開発総面積1,342ヘクタールの土地
に537企業が入居し、およそ153,800人が働く台
湾ハイテク産業の中心地である。
最初にサイエンスパーク管理工業区で概要ブ
リーフィングを受けた後、工業区内をバスで移
動・視察を行った。団員は広大な敷地や整備さ
れた施設・インフラ設備、便利な単一窓口の管

新竹サイエンスパーク

６．交流会（レセプション）
交流会は中華民国工商協進会の黃教漳副理事
長、
（公財）日本台湾交流協会台北事務所の横田
光弘副代表など今回のミッションに関係する機
関の幹部が参加して行われた。総勢80名にのぼ
る様々な業種の方が参加したことにより実りの
ある交流・情報交換ができた。

交流会の状況

【おわりに】
今回のミッションでは、日本・台湾企業間で
MOA・MOUが締結され、一歩踏み込んだアライ
アンスの形が出現した。今後日本・台湾双方が
更に連携を深めることで、両国のみならずアセ
アン諸国とのビジネスチャンスが広がり、WINWIN-WINの関係構築が図られることの重要性を
改めて強く認識した。
【国際部 竹下】
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九州の養殖ぶり、いよいよ中国へ！
〜九州農水産物直販株式会社
と

き

ところ

９月１１日（火）
福岡市・福岡空港

貨物ターミナル地区

九経連主導にて設立された九州農水産物直
販株式会社（以下、九直）が中国山東省に向け、
九州産養殖ぶりの輸出を開始した。
１．九直の概要
九直は、九経連が九州農業界と九州経済界
に呼びかけ、両者の共同出資により設立され
た輸出商社である。３年前の設立以降、香港
の大手スーパー・デイリーファーム社に向け
主に野菜果物を香港、シンガポール、台湾に
輸出している。
２．取引の経緯
今回の輸出は九経連が共同事務局を務める
日中韓の官民合同会議体「環黄海経済・技術
協力会議」での交流がきっかけとなった。
昨年11月の同会議にて山東省商務庁、山東
省威海市人民政府の関係者と経済交流を深め、
本年６月に九経連と両者の間でMOUを締結。
ご紹介いただいた山東省企業に九州産養殖ぶ
りを輸出する運びとなった。
３．山東省の概要

山東省威海市人民政府とのMOU締結

山東省は人口約１億人で中国２位、GDP（域
内総生産）も67,008億元（約110兆円）、中国内
シェア９%で中国２位（JETRO2017）と、中国
屈指の豊かな省である。威海港は山東半島の
最東端、韓国の対岸に位置し、韓国製品輸入
の窓口として発展してきたが、近年の所得向
上により高品質な日本製品の人気が高まりつ
つある中、今後は日本製品の窓口となるべく
中央政府からも期待されている。
８
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九州産ぶり出発式〜

４．今後の展望
ぶりは中国ではまだほとんど知られておら
ず、市場の開拓はこれからである。売れ行き
や市場の反応は勿論、円滑な通関検疫の確立
等、山東省政府、山東省企業と共同で輸出環
境整備とブランド確立を進めていきたい。
将来的には九州のぶりを中国で高い人気の
ノルウェー産サーモンに匹敵する人気魚種に
押し上げたい、と関係者は願っている。

九州産ぶり出発式

５．事務局所感
米中の貿易戦争が激化する中、中国は従来
の対日通商政策を転換しつつある。
こと日本産農林水産品に対しては厳しい輸
入制限で門戸を閉ざしてきた中国だが、日中
平和友好条約締結40周年、安倍首相訪中、習
近平国家主席来日と、友好ムード醸成の機運
が日中間で高まっている。また、
“世界の工場”
としての輸出主導経済から、
“世界の市場”と
して輸入へと軸足を移しつつある中国経済の
構造変化も見逃せない。
中国のこの歴史的転換期を九州と農林水産
業の好機と捉え、特に九州の水産関係者、特
に養殖漁業の皆様には積極的なご参加をお願
いしたい。九州産ぶりの中国向け輸出を拡大
し、中国の食卓にぶりを定着させていく。“九
州から日本を変える”動きの一つとなるよう、
九経連としても尽力していきたい。
【農林水産部 矢野】

トピックス

九州のリーダーを育成する英語キャンプ開催
と

き

ところ
出席者

９月１０日（月）～１３日（木）
九州大学 山の家（大分県九重町）
全国の大学から参加者２８名、オックスフォード大・九州大を中心とする運営委員１７名、九州大教授１名

国内外の学生が、海外で主流となっているリベラル・ラーニングを通じて、グローバル社会
で必要なスキルを磨く「オックスフォード・九州模擬国連キャンプ」の取り組みについて、同
キャンプ事務総長 住野博史氏（上智大学４年）より寄稿いただいた。
九州をはじめ全国の大学生を対象に、ワー
クショップや模擬国連を通して国際問題に対
する基本的知識と実用的な議論・交渉スキル
の習得を目指す「第２回オックスフォード・
九 州 模 擬 国 連 キ ャ ン プ（OKMUN：OxfordKyushu Model United Nations Camp）」が４日
間の日程で九重・九大山の家にて開催された。
本事業は、オックスフォード大学や九州大
学の学生を中心として昨年から始まった事業
で、国際問題の実践的な議論や交渉を通して、
21世紀のグローバルリーダーに必要な英語で
の議論・交渉スキルの習得を目指し、参加者
自身の学びと成長を促すことを目的としてい
る。英語を公用語としていること、一国の大
使として国際問題を議論する競技「模擬国連」
を教育コンテンツとして活用していることが、
本キャンプの特徴である。
キャンプ開催３日前から、海外学生も来福
して福岡市内で集まり、ワークショップや模
擬国連の内容面、ロジスティック面の準備を
進めた。開催前日には会場入りし、入念な直
前準備を行った上でキャンプに臨んだ。
キャンプ初日は、参加者がお互い打ち解け
られるようなアイスブレイク（模擬国連で共に
同じ担当国となるペアを探し当てるゲーム等）
を行った後、事務局が工夫を凝らして、準備
してきたワークショップがスタート。初日は、
国際機関の理解、少子高齢化問題など国内外
の問題や実情を理解してもらうワークショッ
プを行った。
２ 日 目 は 議 論・ 交 渉 ス キ ル を 培 う ３ つ の

ワークショップを開催。英国議会式ディベー
トなどで、限られた時間で瞬時に論理的に議
論するスキルを養った。また、３日目からの
模擬国連に備えて、模擬国連に不可欠な準備
リサーチの仕方や立場文書の書き方を実践形
式で学んだ。
そして３日目より模擬国連を開始し、参加
者は「南極問題」の会議と「シリア難民問題」
の会議に分かれ、各国の大使として議論を展
開していった。参加者の半数以上が模擬国連
未経験者だったが、経験豊富な海外／国内学
生 の 下、 丁 寧 な 指 導 に よ っ て 自 ら の ポ テ ン
シャルを発揮することができた。
最終日である４日目には模擬国連も終盤に
差し掛かり、参加者＝各国大使は決議文書を
投票にかけ、採択。
本キャンプにより、参加者が英語の議論に
対する心理的ハードルを乗り越え、グローバ
ルリーダーとしてさらなるチャレンジをして
いくことを期待している。
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日誌
９月
６日（木）

［福岡市・電気ビル共創館］

ミャンマー・ヤンゴンビジネスセミナー
出席者：112名

330ｍ延長）工事が完成した。これに伴い、
「博多港中
央ふ頭クルーズバース供用式典（福岡市・国土交通省
九州地方整備局主催）
」が開催され、髙島宗一郎福岡

福岡市、福岡市姉妹都市委員会及び九州経済国際化

市長の主催者挨拶をはじめ、延伸した岸壁に寄港中

推進機構（事務局：九経連、九州経済産業局）は、昨

のクルーズ船「ノルウェージャン・ジョイ」の前で

年度、福岡市・福岡貿易会と九州経済国際化推進機

関係者や博多小学校の児童たちによるテープカット

構（以下、機構）がそれぞれミャンマーに派遣した経

が行われた。

済ミッションの集大成として、セミナーを合同開催

本供用により、クルーズ船２隻の同時受け入れ、及

した。第一部では、
（独）
日本貿易振興機構福岡貿易情報

び世界最大級のクルーズ船（22万トン級）の受け入れ

センター山岡寛和所長及び㈱三菱UFJ銀行国際業務

が可能となり、博多港における訪日クルーズの更な

部阪村修部長によるミャンマー最新ビジネス概況に

る増加が期待される。

関する講演を実施。第二部では、本多機工㈱龍造寺
健介社長（福岡市・福岡貿易会側の団長）
、九経連麻
生泰会長（機構側の団長）及び㈲THANX江島勝代表
取締役（機構側の団員）によるミッションの総括と展
開事例に関する講演を実施。最後に、名刺・情報交
換の場も設け、参加した九州企業が、今後のミャン
マービジネス進出のヒントを持ち帰る良い機会とし
て、盛況のうちに閉会した。

１０日（月）

［福岡市・ホテルニューオータニ博多］

ベトナム投資環境フォーラムin九州
出席者：115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、ベトナム計画投資省とのMOU締結10周

６日（木）

［鹿児島市・鹿児島サンロイヤルホテル］

うんまか鹿児島輸出相談会

年を記念して、日本アセアンセンターと連携し、同
省よりヴ・ダイ・タン副大臣一行を福岡に招聘して、
「ベトナム投資環境フォーラムin九州」を開催した。

当日は、九州農業成長産業化連携協議会からバイ

ベトナム側による最新の投資環境に関する講演のほ

ヤー５社が参加し、鹿児島の第一次産品を中心に商

か、エスハイ社清水寛子社長補佐より「ベトナム人

談が行われた。商談は、今後の一次産品の国内外に
おける取引拡大に期待できる内容となり、盛況のう
ちに閉会した。

９日（日）

［福岡市・博多港中央ふ頭クルーズセンター］

博多港中央ふ頭クルーズバース供用式典
出席者：88名

クルーズ船の寄港増加や船舶の大型化に対応するた
めの博多港中央ふ頭クルーズ岸壁延伸（西側岸壁の
麻生会長とヴ・ダイ・タン副大臣
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材活用の成功のポイント」また、㈱プラッツ近藤勲

を行った。また、協賛企業と実行委員会委員の給食

取締役管理統括部長より九州地域企業の進出事例と

事業者との初面談も併せて実施した。

して「ベトナムでの取り組み」についてご講演いた
だき、同省との絆を深める節目の記念事業となった。

１０日（月）

［福岡市・九経連会議室］

林業部会第１回調査・研究ＷＧ
出席者：25名

※本誌13ページに詳細を掲載

１４日（金）

［鹿児島市・城山ホテル鹿児島］

熊本・鹿児島合同地域委員会
出席者：48名

今回は熊本・鹿児島両県に共通した課題「今後の農

第１回ＷＧでは「地産材の活用」というテーマに基

業戦略と取り組み」をテーマに合同による委員会を

づき、地産材を利用した家具の生産とその素材（広葉

開催した。鹿児島地域委員会上村基宏委員長の挨拶

樹）の植樹に取り組む福岡・大川家具工業会の田中智

後、これまでの地域委員会でいただいた意見の九経

範氏（㈱丸仙工業代表取締役）
、植木正明氏（㈱ウエキ

連活動への反映状況および農林水産業への九経連の

産業代表取締役）より「早期循環型ビジネスの構築」

取り組みについて本部より説明した。続く講演会で

についてご講演いただいた。また、講演後は「新し

は中村学園大学甲斐諭学長より「今後の南九州にお

い木材活用の取り組み」
「木材輸出における支援体制

ける農業戦略」について、九州経済調査協会岡野秀

の構築」について活発な意見交換を行った。

之事業開発部長より「アグリプレナーが拓く農業新

１１日（火）

時代」と題してご講演いただいた。その後の意見交
［福岡市・福岡空港貨物ターミナル］

九州産養殖ぶり輸出出発式

換では、６次産業化や農地集約に関する意見が出さ
れ、建設的な討論が行われた。

出席者：報道陣30名程度

九経連主導にて設立された九州農水産物直販㈱は、
本年６月にMOUを締結した山東省に向け、九州産養
殖ぶりを輸出する運びとなり、同省威海市人民政府
の幹部臨席のもと、その初出荷となる出発式を行った。
※本誌８ページに詳細を掲載

１１日（火）

［福岡市・九経連会議室］

情報通信委員会第１回企画部会
出席者：31名

１４日（金）

2018年度の事業計画に基づき、
「サイバーセキュリ

第１回地中熱・九州モデル研究会

ティ推進WG」や「先導的ICT人材育成事業（実践イ

［福岡市・九経連会議室］

出席者：15名

ンターンシップ）
」等の活動報告と今後の活動予定に

今回の研究会（座長：宮良明男佐賀大学教授）では、

ついて報告を行った。その後、㈱ローカルメディア

冒頭、座長より「空気熱と地中熱をハイブリッド利

ラボ牛島清豪代表取締役より「データ開放から始ま

用する冷暖房機の検討」と題してご講演いただいた

る地域の未来」と題してご講演いただいた。

後、九州での地中熱導入が期待される庁舎など８つ

１３日（木）

の事例について、PRシートの審議を行った。今後は、
［福岡市・九経連会議室］

第３回「社食で地産地消」事業実行委員会
出席者：22名

このPRシートを補完するデータについて整理してい
く予定。

※本誌13ページに詳細を掲載

８月29日に実施した「
『健康経営』に関する講演会並
びに『社食で地産地消』事業説明会・試食会」の報
告と事業参加会員の状況並びに現時点での課題整理
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１９日（水）

［福岡市・九経連会議室］

第１回再生可能エネルギー産業化推進委員会
出席者：34名

閣官房日本経済再生総合事務局川村尚永参事官より、
今 年 ６ 月 に 公 表 さ れ た「 未 来 投 資 戦 略 2018 －
『Society5.0』
『データ駆動型社会』への変革」につい

今回の委員会（委員長：安浦寛人九州大学理事・副学

てご講演いただいた。さらに経済産業省九州経済産

長）では、冒頭、経済産業省資源エネルギー庁新エネ

業局地域経済部情報政策課高田浩明課長補佐より、

ルギー課山同康太総括係長より「再生可能エネル

今年度から施行された「コネクテッド・インダスト

ギー政策の今後の展望」と題してご講演いただいた。

リーズ税制（IoT税制）
」についてご説明いただいた。

続いて、本委員会の下、アクションプランを推進す
る組織である地熱・温泉熱、海洋、水素エネルギー

２５日（火）［福岡市・ＴＫＰカンファレンスシティ博多］

の各実務者会議から今年度上期の活動報告があった。

第１回資源・エネルギー環境委員会

また今年度からの新たな取り組みとして、今後のア
クションプラン見直しの検討状況報告が行われた。

２５日（火） ［福岡市・ＴＫＰガーデンシティ博多新幹線口］
第１回情報通信委員会

出席者：71名

今回の委員会では、冒頭、貫正義委員長の挨拶の後、
今年度上期の当委員会における活動実績を中心に、
事務局から報告を行った。その後の基調講演では、
資源エネルギー庁田中将吾戦略企画室長より「新た

出席者：104名

なエネルギー基本計画について」と題し、今年７月

2018年度の事業計画に基づき、活動報告（４～８月）

に閣議決定された第５次エネルギー基本計画の内容

と、今後の活動予定について報告を行った。引き続

について、詳細な説明を受けた。今後のわが国のエ

き、㈱NTTドコモ直塚浩二ICTビジネスデザイン担

ネルギー政策の根幹となる重要な計画だけに、説明

当部長より「ドコモの協創及び5Gの取り組みについ

終了後には熱心な質疑が交わされるなど、出席者の

て」
、㈱富士通研究所園田俊浩プロジェクトディレク

高い関心が窺われた。

ターより「Society5.0実現に向けた富士通の人工知能
（AI）の取組み」と題してご講演いただいた。また会
場にて、NTTドコモのVR体験、富士通の働き改革の
取り組みのデモンストレーションを行った。

２５日（火）

２５日（火）

［福岡市・九経連会議室］

交通委員会第１回企画部会
出席者：18名

当地域では３年連続で激甚災害に見舞われたことも
［福岡市・電気ビル共創館］

第１回産業振興委員会
出席者：51名

あり、国土交通省に設置されている緊急災害対策隊
（TEC－FORCE）の取り組みについて、九州地方整備
局川野晃総括防災調整官よりご講演いただいた。そ

今回の委員会では、まず地域産業振興のため、先進

の後、2018年度交通基盤に関する要望や今年度上期

技術、ICTの利活用促進、およびビジネスマッチング

の活動等について報告を行った。最後に、当会も後

の支援を目的とした活動の今年度上期の中間報告を

援協力を行い、今年５月に盛大に開催された「アジ

行い、活動内容を再確認した。続く講演会では、内

ア太平洋地域ITSフォーラム2018福岡」について、
同実行委員会から結果報告とお礼の挨拶があった。

１２
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日誌詳報〈第３回「社食で地産地消」事業実行委員会〉
委員長：中村学園大学 名誉教授 城田知子
１．概要
去る８月29日（水）に実施した、
「『健康経営』に関する講演会並びに『社食で地産地消』事業説明
会・試食会」の報告と事業参加会員の状況並びに現時点での課題整理を行った。また、協賛企業と
実行委員会委員の給食事業者との初面談も併せて実施した。
２．実施に向けた課題整理
説明会の質疑に対応する形で、
「参加企業、従業員向け
のアンケートを実施し、満足度調査を取りまとめて欲し
い」「スマートミール合致メニューは、品目数、提供機関
の条件はあるか？」「PR計画（九州全体）の詳細を知りた
い」「食材入手ルート、価格表示を具体的に提示して欲し
い」等の内容について協議した。
「社食で地産地消」事業への参加企業については、９月
末日までに参加確認の案内を参加希望会員へ送付し、最終
確定とするが、
「出張直売で地産地消」事業の実施期間に
ついては、各社の対応可能な日取りに応じて柔軟に対応す
8/29開催の事業説明会での試食会の様子と試食メニュー
ることとした。

日誌詳報〈地中熱・九州モデル研究会の活動紹介〉
◆趣 旨
◦地 中熱ヒートポンプは、空気熱源のヒートポンプに比べ、環境
性・省エネ性が高いシステムにもかかわらず、九州では気候が温
暖なことから、東北、北海道に比し、その認知度が低く、普及は
低調な状況。
◦このため、冷暖、給湯など九州での地中熱のメリットを出せる物件（地中熱九州モデル）を広
く調査し、地中熱利用が期待される施設への導入を目指した提案シート作成やPR等により九
州での更なる地中熱利用促進を図る。
◆検討体制
◦九州での地中熱利用拡大を目指し、関係企業、団体で構成する「地中熱・九州モデル研究会」
を立上げ、課題や対応策など検討。
【研究会メンバー】
（座長）
宮良明男氏（佐賀大学教授）
（研究機関） 産業技術総合研究所九州センター （大学）熊本大学
（企業）
設計事務所、ゼネコン、サブコン、掘削会社、ヒートポンプメーカ
（業界団体） 地中熱利用促進協議会 （国）九州経済産業局 （自治体）大分県
（事務局）
九経連
◆活動内容とこれまでの成果
◦地中熱導入の普及の現状、適用事例紹介及び導入箇所等の見学会を通して、九州地域に適した
「地中熱モデル」を抽出。
◦地中熱提案シート等を作成。現在大型店舗、庁舎等８事例作成済
◦ショーケースとなる施設への導入を狙い、PR活動の実施。
・建替計画のある熊本及び福岡県内の市役所へのPR活動実施（２月、８月）
以上
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講演要旨

「今後の南九州における農業戦略
〜信頼できるフードバリューチェーンの構築〜」
（平成30年9月14日（金）熊本・鹿児島合同地域委員会での講演）

１．フードバリューチェーンの概観
我 が 国 の 飲 食 料 の 最 終 消 費 額 に つ い て、
1995年の83兆円をピークに2011年には76兆円
まで減少している。その中で加工品と外食割
合が増加、食の簡便化・外部化が進み、食の

中村学園大学学長

甲斐 諭
昇があり、具体的にはトラックドライバー等
の人件費や、国による商物一致の原則（表１）
の規制緩和も挙げられる。
（表１）商物一致の原則とは

ブラックボックス化が深刻である。
２．農業構造の変化
1961年の農業基本法制定以来、農家と勤労
者 世 帯 の 所 得 格 差 の 縮 小 が 図 ら れ て き た。
2016年では、勤労者世帯経常収入634万円に
対し、農家総所得は521万と所得格差は82％ま
で改善してきた。しかし農業就業者の高齢化、
若手農家（50歳以下）の稲作からの脱却、就労
人口不足、農地の減少が進んでいる。
３．GAPと農業の展開
GAPとは農業において食品安全、環境保

５．高齢化する人口と食品購買行動の変化

全、労働安全等の持続可能性を確保するため

人生100年時代を迎え、定年のない農業が幸

の生産工程管理のことである。GAPには３種

福か不幸かも議論されるようになってきた。

類（G L O B A L・G A P、A S I A・G A P、J・

また、社会構造の変化による共働き世帯の増

GAP）があり、オリパラの選手村の農業品供

加により食品のネット購入等簡便化・外部化

給は、GLOBAL・GAP認証団体しか認めない

が進行している。

方針であったが、現在は他のGAPでも認めて

６．拡大する食品輸出

いく方針である。しかしまだGAP認証品の購

農産物の輸出が増加しているが、実際はア

入は16％しかなく認知度が低いため、GAP認

ルコールや清涼飲料などの加工品である。他

証を受けることでの農業経営の改善効果、従

にも牛肉やお茶等単価が輸送費に負けない食

業員の意識改革、在庫品の減少、販売先への

品が伸びており、熊本、鹿児島の輸出戦略の

信頼などを明らかにすることにより今まで以

参考にしていただきたい。

上の普及が待たれる。

７．今後の課題

４．激変する食品流通

１４

＊規制緩和の高い生鮮食料品等は、流通の効率化を図る
ため、市場への搬入をしない取引が認められるケース
がある

目標乖離する食料自給率、減少する農地面

1980年には農業生産額12兆円のうち９兆円

積と低下する耕地利用率、縮小する農林水産

が卸売市場を介して流通していたが、昨今で

予算が挙げられる。農業関連ではアグリビジ

は直接生産者から消費者に流通する市場外流

ネス（食料と農業関連ビジネス）が日本経済の

通が目立つようになってきており、卸売市場

10％を占める。これを磨きあげることが、今

が縮小傾向にある。その背景には物流費の上

後の南九州の農業戦略において重要性を持つ。

九経連月報 ２０１
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講演要旨

「アグリプレナーが拓く
農業新時代」

（公財）九州経済調査協会
事業開発部長

岡野 秀之

（平成30年9月14日（金）熊本・鹿児島合同地域委員会での講演）

１. 九州農業の明るい兆しとポテンシャル
アグリプレナーとは「起業家精神を持った

（表１）
地域別農業産出額と部門別構成

九州の県別構成

農業経営者」を指す。日本の農業を取り巻く
環境は、就業人口の減少や耕地面積の減少か
ら生産基盤の脆弱感があるが、九州では明る
い兆しが出てきていると感じている。
一つは労働生産性が高まり所得水準が上
がってきている点である。労働生産性は作物
転換や機械化、施設化、栽培技術、品種改良

＊2011年資料

が奏功し、1995年以降九州は全国を上回る伸
びを示している。二つ目に農業の担い手の多

として①需要家と直接繋がるマーケットイン

様化と法人化である。農地保有適格法人（農業

型農業②生産・出荷を精密にコントロールす

生産法人）の増加、一般法人の農業参入の増加

るサイエンス型農業③九州の特徴・強みを活

が九州で加速している点である。2009年の農

かす海外展開が挙げられる。

地法改正から九州での農業参入が大幅に増加

特に述べたいのはマーケットイン型農業に

している。それに伴い熊本では「知事に農地

関してリクエスト生産である。直接需要家と

を預けていただきたい」をキャッチコピーと

繋がり需要家が求める商品を提供することで

した農地集約が行われている。農地集約はこ

新しい価値観を生み出している。また、収穫

れから農業で売上拡大を目指す企業にとって

前に契約を交わすことにより相応な利益を確

重要なものとなる。三つ目に経営意識の芽生

保し黒字化を達成している。さらに、リクエ

えである。旧来の農業は家族経営が主であっ

スト生産を遂行していく上でデータにて生産

たが、法人参入により、安全性、味、品質を

と出荷をコントロールするサイエンス型農業

重視し、利益率を追求することに農業の新た

は必要不可欠である。

な価値が出てきている。
九州農業のポテンシャルは高く、全国の２

３．持続可能の強い農業にしていくために

割の食料生産地であり、地域ブロック別に見

今後農業をより強固にするには、IoT・AI・

ると、九州の産出額1.7兆円は、関東に次いで

ロボットを含むICT導入支援、周年安定供給

全国２位である。これは畜産と野菜を中心に

に向けた産地間広域連携、農産物輸出や海外

南九州３県が牽引している（表１参照）。輸出

現地展開の広域的対応、農地集約、自然災害

も増え、外貨を稼ぐ主要産業となっている。

への補償支援が重要である。これらをクリア
して、農業は外貨を稼ぎ、地域経済を支える

２. 九州の新たな農業ビジネスの動き

重要産業であるという認識を深めていきたい。

九州のアグリプレナーの経営戦略の共通点

２０１
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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 32

南九州の隠れ念仏紀行
〜地の底・洞穴の祈り〜
−鹿児島県（鹿児島市、知覧町、南さつま市、さつま町）、熊本県（人吉市、山江村）、宮崎県（都城市）−

薩摩の一向宗（浄土真宗）禁制、弾圧は厳しかった。それは明治になるまで３００年も続いた。それでも熱
心な信徒は「かくれ」となって念仏を唱えた。岩窟に潜み、隠れ部屋をつくり、或いは県境を越えて隣
県・宮崎県や熊本県の水俣市や人吉市に出かけ、禁を犯してまで、信心した。そのゆかりの地を行く。
ところで、鹿児島市内を歩いてみてお寺が少ないことに気づく。南洲墓地はあるが、寺はない。その地
には鹿児島最古の浄光明寺があったというが。同じように島津家の菩提寺であった福昌寺も今はなく、歴
代藩主の墓地があるだけ。何故だろうか。島津久光が国学思想のもとに廃仏毀釈を断行し、明治初年に由
緒あるお寺を断絶していったからだと教わった。一時期、ザビエルが上陸し、キリスト教を説いたからだ
ろうか、或いは、一向宗（浄土真宗）禁制が厳しかったからか‥‥。旅人は、その土地の歴史家にはとて
もなり得ないが、鹿児島を旅して、そう感じた。

福岡県

古湯温泉

一方、お隣りの熊本県はやたらと寺が多い。特に熊本市、八代市は多い。熊本市は加藤清正が墓石を
佐賀県

万一のときの防御に使えるからと戦略上お寺を造ったという。八代市は細川三斎の宗教心からとも‥‥。
大分県
旅するとき、興味を、お寺の多い少ないまで行き届かせると旅のうんちくは深まっていく。
「隠れ念仏」
の旅、見どころは小さな洞や、隠れ部屋等、僅かに残る証しかないが、意味するところは大きい。
長崎県

熊本県

２泊３日コース


１日目

山江村

人吉温泉

各地→鹿児島空港（鹿児島中央駅）→鹿児島市

人吉市

［西本願寺鹿児島別院、花尾隠れ念仏洞］→
知覧町［立山の隠れ念仏など］→枕崎市（泊）

２日目

宮崎空港
さつま町

枕 崎市→南さつま市坊津［坊津、穴ん婆さ

鹿児島空港

（宮之城）

都城市

ん］→さつま町宮之城［宮之城、萬次郎顕

鹿児島県

彰碑］→人吉温泉（泊）

３日目

人 吉温泉→山江村［山田伝助碑］→人吉市
［楽行寺］→都城市［田島隠れ念仏洞、平山
の隠れ念仏洞］→宮崎空港（宮崎駅）→各地

１
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宮崎県

鹿児島市
南さつま市
（坊津）

枕崎市

知覧町

西本願寺鹿児島別院（鹿児島市）
西本願寺鹿児島別院の境内には真宗禁制時代、役人た
ちが信者をとらえ、この石を抱かせて自白を迫ったと伝
えられる涙石がある。また、見かけは箪笥で扉を開くと
仏壇という「隠し仏壇」が東本願寺鹿児島別院に保存さ
れている。

花尾隠れ念仏洞（鹿児島市）

西本願寺鹿児島別院（鹿児島市）

花尾山のすそ伝いの道路から山道を２００ｍほど登った、杉木立の中に
ある洞。高さ１．
４ｍ、幅８ｍ、奥行き４ｍで、信者は浄土真宗の禁制が解
かれるまでここに本尊を隠し、
夜になると念仏行に励んだ。
花尾隠れ念仏洞（鹿児島市）

立山の隠れ念仏（知覧町）
渓流沿いに奥行き４～６ｍの洞穴がある。信者が一向宗禁制から明治
まで、役人の取締りを逃れて礼拝した場所。ミュージアム知覧には知覧
のかくれ念仏の資料が残されている。
立山の隠れ念仏（知覧町）

宮之城隠れ念仏（さつま町）
宮之城・岩壁の中腹にある洞窟でここにも信者が参集した。宮之城には
差別のなか念仏を貫き通し、人間解放を主張した番役、萬次郎翁の顕彰碑
もある。

楽行寺（人吉市）
隠れ念仏ゆかりの遺物がある寺とし
宮之城隠れ念仏・萬次郎翁顕彰碑（さつま町）

て知られる。丸太をくり抜いて上人の

画像を隠した木型、傘、まな板の中に隠した仏などを見ることができる。
楽行寺（人吉市）

田島隠れ念仏洞（都城市）
山之口町にも薩摩藩の一向宗弾圧の中で信徒がナムアミダブツを唱えた
念仏洞がある。狭い入口から地下道へ。現在は立入禁止となっている。 近
くの安楽寺は信徒を拷問した場所に建つ。リーダーの上田伝兵衛が処刑さ
れた（明治３年）場所に碑が立っている。このお寺は、かつて飫肥藩領の宮
崎県清武にあって、薩摩の信者の避難場所だった。明治３６年に山之口町の
信徒に懇願されて現在地に移ったもの。

平山の隠れ念仏洞（都城市）
都城市山田町には，
「平山隠れ念仏洞」がある。旧藩時代、島津藩の厳し

田島隠れ念仏洞前の碑（都城市）

い念仏禁制の中で、門徒は役人の目をかすめ、隠れ洞窟で信者と連絡をとりあっていた。このほか同町には「上
椎屋」
「大古川」
「山内」の隠れ念仏洞が残っている。このかくれ念仏にかかわりがあり、殉教した乗海寺釈無涯
の墓は宗久寺（東諸県郡国富町）にある。

九州観光推進機構のホームページ

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

九州観光推進機構

TEL：092−751−2943
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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）

沖縄県におけるインバウンドの現状について
平成３０年度の沖縄観光は、入域観光客数の目標値が１，
０００万人（対前年／１０４．
４％）うち、国内観光客は
７００万人（同／１０１．
６％）
、外国人観光客は３００万人（同／１１１．
４％）と掲げられています。その中で８月の実
績は単月では昨年に引き続き国内海外あわせて１
００万人台を記録し、単月の過去最高を更新いたしました。
４－８月累計実績は約４４０万人（前年同月比１
０４４
．％、同＋約１９万人）となり、内訳でみると、国内客は
約２９４万人（同９９．
７％、同▲１万人）
、外国客は約１４６万人（同１１
５．
４％、同＋約１９万人）となりました。今回
は順調に推移しているインバウンド客の受入事業の一部をご紹介します。
『Be.Okinawa多言語コンタクトセンター』
Ｂｅ．Ｏｋ
ｉ
ｎａｗａ多言語コンタクトセンターは、沖縄県が提供する外国
人観光客専用の公共サービスとして、英語、中国語（繁体字、簡体
字）
、韓国語、タイ語での観光案内や通訳サービス、災害時や緊急時
のお問い合わせ対応などを行っています。営業時間は午前９時より午
後９時まで、年中無休で対応しています。
『翻訳支援事業について』
沖縄を訪れる外国人観光客の施設利用の利便性向上を図るため、県内事業者様を対象に、翻訳支援を実
施しております。
■外国人観光客受入にあたり翻訳が必要な制作物（パンフレット、メニュー、Ｗｅｂサイト等）の翻訳費用の
一部を助成します。
■申請受付期間：平成３０年度は受付終了
『その他インバウンド受入サポート』
■インバウンド連絡会・インバウンドセミナー・個別相談会
外国人観光客の誘客、受入に関しての情報共有や課題解決をお手伝いするインバウンド連絡会やセミ
ナー・個別相談を開催しています。
■国際人材確保の支援
県内観光関連企業が外国人（高度外国人材）を含む多言語人材を確保するため、県外、海外で沖縄就職相
談会を開催し、渡航費の一部を助成しています。
■海外における誘客プロモーション
各市場の基本情報、観光客に関する統計、旅行シーズンの情報、またＯＣＶＢの市場別事業計画等を公開
しています。
■受入ツール
外国人観光客向け、インバウンド受入事業者様向けパンフレット等を各種作成しています。ウェブ上で
ＰＤＦデータでも閲覧可能。
「沖縄観光安心・安全ガイド」

、
「マナーブックＤＩＳＣＯＶＥＲ ＯＫＩＮＡＷＡ」
、
「観光のチカラ」
、
「ムスリム
旅行者おもてなしハンドブック」
、
「病気！ケガ！の外国人観光客対応ＨＡＮＤＢＯＯＫ」等。
「沖縄インバウンドnet.」 https://inbound.ocvb.or.jp/oin/
沖縄へのインバウンド観光に関わるさまざまな団体、個人の皆様を対象に、インバウンド観光に関する
有益な情報を提供するＯＣＶＢが運営するポータルサイトです。海外、国内での沖縄へのインバウンド事業
に関するニュースや話題、イベント情報などを発信しています。
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山口

Yamaguchi

明治維新１５０年おもしろき国山口
旅キャンペーン
県では、今年が明治維新から１５０年であることに合
わせ、
「明治維新１５０年おもしろき国山口旅キャンペー
ン」を展開中。
キャンぺーンに合わせた目玉企画として、美しい古
地図を眺めながら地元ガイドの案内で城下町や宿場町
を散策する人気の企画「古地図を片手にまちを歩こ
う」に、古地図をデジタル化したアプリが新登場。ス
マートフォンなどで手軽に古地図アプリによるまち歩
きが楽しめる。
もう一つの目玉企画として、山口県の特産品が当た
る「 美 人 湯 遭 遇 率 日 本 一！？ オ フ 泉 県 や ま ぐ ち 」
ＳＮＳキャンペーンを展開し、山口県は約５０の温泉が
県内各地に広がっており、クレンジング効果の高い美
人湯が多いことが特長であることをＰＲしていく。
さらに、絶景として人気の「角島大橋」や「元乃隅
稲成神社」などを気軽に周遊できる観光バス「やまぐ
ち絶景満喫バス」の運行や、県を代表する味覚「フク
（フグ）
」を気軽に楽しめる「やまぐち福キャンぺー
ン」も１２月から始まる。
また、美食と絶景が楽しめる山陰線の観光列車「○
○ のはなし」
、ＳＬの運転体験ができる運転シミュ
レーターなどが設けられた山口線のＳＬ「やまぐち」
号の二つの観光列車も人気である。
県内各地で、期間限定・特別感あふれる企画やイベ
ントを多数用意しているので、この機会に、ぜひ、
「おいでませ！おもしろき国山口」へ。
《問い合わせ先》
山口県観光プロジェクト推進室
TEL：083-933-3204
つのしまおおはし

も と の すみ

い な り じんじゃ

まる

まる

おもしろき国山口

福岡

検索

Fukuoka

１０月２８日、スターフライヤーの
北九州－台北（桃園）線が就航！
昨年度、過去最高の１６５万人にご利用いただいた北
九州空港。国際線の就航が相次ぎ、外国人の入国者数
は、地方空港の中では全国トップレベルを誇る。９月

末現在で、国内線３路線（羽田・名古屋・那覇）
、国際
線５路線（仁川・釜山等）が運航しており、北九州空
港圏域の利便性向上と、福岡はもとより、九州への訪
日客増加の牽引役となっている。
１０月２８日、北九州空港に拠点を置くスターフライ
ヤーによる、待望の台北線が就航。九州の玄関口とし
て一層の機能強化が図られる。
１５０席の黒革張りのシート、ゆったりした座席配列
が特徴で、オーディオ、ビデオなど
を鑑賞できる個人モニターや、携帯
電話などの充電に利用できるコンセ
ント・ＵＳＢポートも配備。
運航スケジュールは、１日１往復、
北九州（１５：５５）－台北（１７：４０）
、 写真提供：台湾観光局
台北（１１：３０頃）－北九州（１４：４５
頃）※台北発の発着時刻は曜日変動
あり。ビジネスやご旅行で、ぜひご
利用を。
《問い合わせ先》
福岡県空港整備課
検索
TEL：092-643-3173 スターフライヤー

佐賀

Saga

まちなかに農場が！？
「サガファームランド」開催！
農業は佐賀県の基幹産業であり、県が開発した良食
味米「さがびより」をはじめ、たまねぎ、いちご、佐
賀牛®など全国に誇る農産物が数多くある。こうした
先人達が築き上げた佐賀農業の素晴らしさや、更に発
展が期待される未来の農業に「見て・触れて・感じ
る」ことで愛着を育んでいただきたいと、１１月２３日
（金・祝）から体験型の農業企画展「サガファームラン
ド」を佐賀市中心部にある「こころざしのもり」で開
催する。
この企画展は、ドローンの操縦体験など未来の農業
を感じる「歴史みらい館」
、佐賀県が誇る農産物や加
工品を見て味わうことのできる「さがアグリ館」
、バ
ターづくりなど“農”に関する体験ができる「あそび
体験館」の３つのテーマ館からなり、会場全体を農場
に見立てている。
また、１２月２日（日）には、毎年好評のフラワー
フェスティバルを会場内で同時開催。子どもから大人
まで楽しめる企画展となっている。ぜひ、ご家族皆様
でお越しいただきたい。
《期間》
11月23日（金・祝）〜12月16日（日） 10：00〜16：00
《会場》
こころざしのもり（佐賀県立図書館南側広場）
《入場》
無料（体験イベントは一部有料の場合あり）
《問い合わせ先》
佐賀県農政企画課
TEL：0952-25-7257
FAX：0952-25-7465
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長崎

Nagasaki

「長崎しまの芸術祭」開催中！
長崎県は、全国の都道府県の中で有人島の数が最も
多く、それぞれの「しま」には豊かな自然や独自の歴
史・文化がある。本県では、文化芸術を通じて、魅力
あふれる「しま」のさらなる振興を図るために、東京
藝術大学や地元大学などと連携し、五島列島・壱岐・
対馬において「長崎しまの芸術祭」を開催している。
この取組は、文化芸術による地域づくりや人材育成
のため、音楽やアートなど様々な文化芸術に触れ、親
しむ機会を創出するとともに、多くの人々が「しま」
を訪れ、楽しみ、賑わうことを目的として実施するも
ので、今年度は「しま」全体で７，
０００人の交流人口の
拡大を目指している。
今後のイベントの一例を挙げると、壱岐では、海外
アーティストが地元の素材を使って創作した作品の展
示会を１１月下旬に開催する。
また五島列島では、世界遺産登録決定を記念し、藝
大フィルハーモニア管弦楽団によるコンサートや教会
コンサートが１１月から１２月にかけて開催される。対
馬では、世界的ギタリスト山下和仁氏によるコンサー
トを２月に予定している。
「長崎しまの芸術祭」は、
３月３日（日）まで各地域
で多彩なイベントが開催さ
れるため、ぜひこの機会に
長崎県の「しま」へお越し
イベントスケジュールは
いただきたい。
ホームページージでご確認ください
《問い合わせ先》
長崎県文化振興課 TEL：095-895-2764
長崎しまの芸術祭

熊本

検索

Kumamoto

女子ハンドボールアジア選手権、
熊本で開催！
平成３０年１１月３０日（金）から平成３０年１２月９日（日）
にかけて、女子ハンドボールアジア選手権が熊本県で
開催される。この大会は、来年、熊本で開催される女
子ハンドボール世界選手権大会の予選も兼ねている。
日本は開催国枠で出場が確定しているが、アジア各国
がその出場権と優勝をかけ、熱戦を繰り広げる。
中学生以下は全試合、それ以外の方も日本戦のある
日、決勝・準決勝・３－４位決定戦以外は無料で観戦
が可能。チケット前売り券は、日本戦が大人１，
０００円、
高校生５００円、３－４位決定戦・準決勝・決勝は大人
２，
０００円、高校生１，
０００円でインターネット等で好評発
売中。また、その他お得な通し券やプレミアムシート
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も用意されている。
今年、ジャカルタで開催されたアジア競技大会で
は、女子日本代表は惜しくも３位。このアジア選手権
では、頂点めざし、奮闘すること間違いなし！世界選
手権大会まで残り１年と
なった今、この機会にぜ
ひ、熊本で繰り広げられ
る熱き戦いをみんなで観
戦して盛り上げていきま
しょう！
©日本ハンドボール協会
《問い合わせ先》
熊本国際スポーツ大会推進事務局 誘客課
検索
TEL：096-333-2583 2019 女子ハンド

大分

Oita

第３８回大分国際車いすマラソン
開催
大分国際車いすマラソンが１１月１８日（日）に大分市
で開催される。
海外１５カ国、国内３１都道府県から２２４名の選手がエ
ントリーした昨年の第３７回大会は、台風接近による
天候不良で、大会史上初の中止となり、今年は、２年
ぶりの開催となる。
本大会は、１９８１年の国際障害者年に、世界初の車
いす単独マラソン大会としてスタート。今では、世界
パラ陸上競技連盟の公認大会として、国内外のトップ
アスリートが集い、しのぎを削る世界最高峰の大会と
なった。
選手は、カーボンやチタン等を使用し、軽量化され
た「レーサー」と呼ばれる車いすに乗り、１０数人の
集団を形成し、風の抵抗を避けながら疾走。トップ選
手は平均時速３０km超、下り坂では時速５０kmを超える
という。一方、より重度の障がいがあり、坂をやっと
の思いで上る選手も、周りの声援に後押しされ、坂を
上り切ってしまう。
最も過酷なスポーツの一つである車いすマラソンを
通じて、自らの限界に挑む選手の勇姿は、障がいのあ
る人に大きな勇気を与えるとともに、沿道で歓声を送
る観客や世界中の多くの方々に深い感動を呼び起こす。
是非、選手たちの熱
戦と、そこで生まれる
感動のドラマに注目し
てほしい。
《問い合わせ先》
大分国際車いすマラソン事務局
（大分県障害者社会参加推進室内）
TEL：097-533-6006

宮崎

Miyazaki

「宮崎マルシェ２０１８ in 福岡」開催！
本県産食材を使用したグルメフェア「宮崎マルシェ
２０１８」が福岡市を中心とした飲食店２４店舗で、１１月
１０日から１２月９日まで開催される。このフェアは、
福岡市のフレンチレストランオーナーシェフの沖克洋
氏が本県の口蹄疫からの復興を目的とした募金活動な
どに取り組んでいただいたことを縁に、平成２３年に始
まり、今年で９回目の開催となる。
「宮崎マルシェ」では全国和牛能力共進会で内閣総
理大臣賞を３大会連続で受賞した宮崎牛をはじめとし
て、みやざき地頭鶏、へべすブリや乾しいたけ、本格
焼酎やワインなど、本県産の厳選食材を使用した期間
限定のメニューが提供される。また、参加店舗のシェ
フは使用する食材を最大限に活かすために、産地や製
造現場の視察をするなど、メニュー考案に力を入れて
いる。和食、中華からフレンチ、イタリアンまでバラ
エティ豊かなメニューがならび、さまざまな味わい、
彩りで宮崎の食を楽しめると毎年好評を博している。
この機会に福岡在住の方だけでなく、多くの方に福
岡に足をお運びいただき、一流のシェフが創る宮崎の
自慢の食材を使用した限定メニューをぜひ味わってい
ただきたい。
本県では、これからも全国に誇れる豊富な県産農畜
水産物を県内外や海外の皆さ
まに知っていただくため、官
民一体となってさまざまな取
組を実施し、販路拡大や消費
拡大につなげていきたいと考
えている。
昨年のメニュー（一部）
《問い合わせ先》
宮崎県 福岡事務所
TEL：092-724-6234
オールみやざき営業課 TEL：0985-26-7591

鹿児島

Kagoshima

どんどん鹿児島 大キャンペーン開催中！！
鹿児島県では、新キャッチコピー「どんどん 鹿児
島」を積極的に活用しながら、県内外に向けて当県の
多彩な魅力発信に取り組んでおり、本年１０月からは
「どんどん鹿児島 大キャンペーン」を実施している。
このキャンペーンでは、航空会社スカイマークとの
コラボレーションによる「どんどん鹿児島ジェット」
を、スカイマーク全路線で毎日５～６便運航。同社と
して初の自治体とのコラボレーションとなる本企画で
は、機内シートのヘッドレストカバーや客室乗務員の
エプロンに伝統的工芸品「本場大島紬」を使用してい
るほか、本県ＰＲ動画を専用タブレットで視聴できる

サービスや、県産のお茶やお菓子の無料配付など、
“空飛ぶ鹿児島のおもてなし”として、鹿児島の魅力
を発信する機内限定サービスを提供している。
また、併せて「どんどん鹿児島インスタグラム大
キャンペーン」として、一般の方から投稿された写真
を通して鹿児島の多彩な魅力を紹介することとしてお
り、写真を投稿すると抽選で鹿児島旅行や黒牛などの
豪華賞品が当たる企画等も実施。
この機会にキャンペーンを通じて鹿児
島の魅力をどんどん感じていただきたい。
公式キャンペーンサイト
https://www.dondonkagoshima-cp.com/
《問い合わせ先》
鹿児島県かごしまPR課
TEL：099-286-3045

沖縄

Okinawa

１１月は「伝統的工芸品月間」で
す！～工芸の島、沖縄～
毎年１１月は国が、
「伝統的工芸品月間」と定め、伝
統的工芸品の普及活動を実施している。
沖縄県には、国の指定を受けた伝統工芸品が１５品
目あり、これは全国４位の数となる。中でも、染織物
に限ると１３品目で、全国１位の数となる。その他、県
指定工芸品として、三線や琉球ガラスなど多種多様な
工芸品がある沖縄県はまさしく「工芸の島」である。
沖縄の工芸文化は１４～１５世紀頃の海外交易時代に
形成され、亜熱帯の気候風土の中で独自の発達を遂げ
た。そして、今も日々の生活で使用され、音楽や踊り
といった伝統芸能にも欠かせない。生活の息遣いを感
じさせ、南国の華やかさを連想させる鮮やかな色彩は
沖縄の工芸品の魅力となっている。
県内では、月間中は各地で陶器まつりや織物展など
の工芸イベントが開催され、工芸の熱が高まる。本県
においても、
「第４１回沖縄県工芸公募展」を１１月１日
～４日に催し、県内工芸作家の作品を展示することに
より、工芸品の普及を図る。
また、県として、他にも工芸従事者の育成や、現代
のニーズに即した工芸製品の開発支
援を行い、工芸産業振興に取り組ん
でいるところである。
沖縄を訪れる皆様にも、ぜひ工芸
産地探訪や製作体験などを通じ、沖
縄の工芸の魅力を感じてほしい。
《問い合わせ先》
沖縄県商工労働部ものづくり振興課
TEL：098-866-2337 FAX：098-866-2447
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表紙説明

ゼスプリゴールドキウイ「ホート16A」

（佐賀県）

佐賀県内で主に生産されているキウイフルーツは、果実が緑色の「ヘイワード」と黄色のゼスプ
リゴールド「ホート16A」の２品種です。特にゼスプリゴールドの品種で「ホート16A」は、全国
でも佐賀県と愛媛県でのみ栽培されています。
佐賀県での生産は2004年よりスタートし、ゼスプリ基準により厳選された高品質果実は、全国へ
と出荷されています。
厳格に管理された高品質なゼスプリゴールド「ホート16A」は、ビタミンＣやポリフェノールが豊
富に含まれ、バナナに負けない栄養価に注目が集まっています。
《問い合わせ先》
佐賀県 流通・通商課 TEL：0952-25-7252 FAX：0952-25-7307
株式会社アグリ
TEL：0952-33-8307 FAX：0952-33-7694
スケジュール（１１月）
日（曜）

会合名等

１日（木）

第１回佐賀地域委員会視察会（熊本県・ＪＲ豊肥本線復旧現場ほか）

１日（木）

交通委員会・講演会（福岡市・ソラリア西鉄ホテル福岡）

７日（水）

第１回宮崎地域委員会（宮崎市・シーガイアコンベンションセンター）

９日（金）

西日本経済協議会 要望活動（東京）

１
２日（月）
１
６日（金）

ＫＹＵＳＨＵ ＮＥＸＴ セミナー～われわれはどうやって九州を動かしていくのか～（福岡市・電気ビル共創館）

１
９日（月）～２１日（水）

第１
７回環黄海経済・技術交流会議、第２５回 九州・韓国経済交流会議（韓国全羅北道群山市）

２６日（月）
２９日（木）

第２回熊本地域委員会（熊本市・熊本ホテルキャッスル）
顧問会（東京・ホテルオークラ東京）

第２回大分地域委員会視察会（北九州市・九州工業大学）

新入会員企業（９月）
有田電器情報システム㈱
代表取締役社長

有田

栄公

福岡県嘉麻市山野875-2
TEL：0948-42-1570 従業員数：24名
事業内容：クラウドサービス、システム開発、ホームページ制作等

宮野

敬之

熊本市中央区保田窪2丁目12-3
TEL：096-282-8895
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰1871-5
TEL：0967-67-2111
事業内容：ハーブティ・茶の製造・加工・販売

従業員数：96名

谷川

喜一

長崎市岡町9-1
TEL：095-848-3552
事業内容：土木建築請負業、宅地建物取引業、製材業他

従業員数：424名

㈱クマモト敬和
代表取締役

㈱谷川建設
代表取締役社長

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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