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奄美の活性化に向けて
～エリアマネジメント
（国公有財産の最適化政策）が寄与する“まちづくり”～

川瀬
〔財務省

透
九州財務局長〕

国公有財産の最適利用いわゆる「エリアマ
ネジメント」は、2014年の骨太の方針に掲げ
られて以降、全国の財務局で取り組む政策課
題です。これは国の庁舎や地方公共団体の施
設の多くが老朽化するなか、国・地方とも厳
しい財政事情に鑑み、相互の情報を共有・連
携し中長期的観点から周辺の“まちづくり”
を含めて最適な施設等再編を図ろうとするも
のです。既に全国では都市部を中心に複数の
好事例が輩出されていますが、当局において
も奄美市（奄美大島）のマリンタウン事業に係
る名瀬第２地方合同庁舎の整備計画を中心と
した最適利用プランが今般（９月）同市との協
議において採択されました。国は従前より老
朽化が著しい名瀬港湾合同庁舎（海上保安部等
が入居）の建て替えを企図していました。また
一方、市の中心部のにぎわい創出のため、土
地区画整理事業地区内に所在する気象台測候
所の移転を市が要望されたこともあり、市の
マリンタウン事業地にこれらを集約する庁舎
を整備するものです。
マリンタウン事業は名瀬港の新埋め立て地
約6.1haを含む約8.7haに公共公益施設・観光関
連施設・流通関連施設等を配し、市中心市街
地の整備と連なる“まちづくり”を行うもの
です。この名瀬第２地方合同庁舎はその中の
コアな施設として近接して整備が予定されて
いる消防本部庁舎と共に地域の防災対応拠点

としても機能するものです。
さて奄美大島は現在人口が約６万人、これ
はピーク時の約６割となっております。従来
の主力産業であった大島紬を中心とした製造
業が縮小しています。しかし、近年空路アク
セス改善もあり観光面が好調で、入込客数は
2013年の約37万人から2017年は約47万人と４
年で約10万人増加しました。インバウンドも
伸びています。今年はNHK大河ドラマ「西郷
どん」でドラマの中盤４回にわたり奄美を舞
台にした回が放映され、また何といっても毎
回のオープニングのダイナミックな自然の絶
景の多くが島で撮影されたものです。私も訪
れ、エメラルドグリーンの海と雄大な山々が
織りなす光景と島の皆様の温かい応対に魅了
されました。今後日本の観光は益々の発展が
見込まれますが、奄美にはその一翼を担える
大いなる潜在力を感じました。ただいかんせ
ん現状では受け入れのキャパシティが足りま
せん。宿泊施設は常に相当タイトであるなど、
受け入れ体制の構築が課題です。マリンタウ
ン事業は観光のための施設整備も大いに行わ
れ、この状況をブレークし、島の経済を大い
に振興させるものです。
当局では前述した国有財産等に係る業務に
加えて、近年は地域活性化に向けた地域連携
活動を各地で展開しています。奄美では本年
６月に「シマノフォーラム～奄美・魅力・ク
リエイト～」と題したイベントを開催し、有
識者の講演のみならずパネルディスカッショ
ン・意見交換会で島の関係者の皆様から観光
振興に向けた有意義なご発言・提言を多くい
ただきました。全国の財務局で唯一島に存在
する機関「鹿児島財務事務所名瀬出張所」で
は所長以下６名（非常勤含む）が、日々島の各
地を駆け巡っていますが、その拠点を生かし
当局は今後とも多方面から奄美の活性化に貢
献してまいります。
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寄稿
ヘルスケアダイバーシティの課題と展望
社会医療法人

敬和会

統括院長

森 照明

近年、経営戦略のひとつとして、年齢・性別・障がい・国籍など多様な人材を受け入れるこ
とで組織のパフォーマンスを上げる、ダイバーシティ・マネジメントに取り組む企業が増加し
ている。
そのような中、
「医師の働き方改革」「介護人材不足」など喫緊の課題を抱える医療介護分野
においても、先駆的な取り組みが始まった。
2017年７月に「日本ヘルスケアダイバーシティ学会」を創設した、社会医療法人敬和会の
森照明統括院長より、ヘルスケア分野における「ダイバーシティ」の課題と展望について寄稿
いただいた。
はじめに
ダイバーシティ（Diversity）は「多様性」と

我々は来たる近未来に備えて2016年４月に
「敬和会ダイバーシティセンター」を設立し、

訳され、人種や性別、年齢、障がいの有無な

「ヘルスケアダイバーシティ」概念を提唱して

どの外見的な違いだけでなく、宗教や価値観、

きた。高齢者、障がい者、外国人など多様な

社会的背景、生き方、考え方、性格、態度、

背景を持つ人材を雇用し、働き方改革により

嗜好など内面的なものも含め個人の持つ属性

労働生産性を向上させ、法人の組織力を高め、

を指す。

活力と成長をもたらすことを目指している。

一般的に「多様性を受容する」（Diversity＆

これらの課題と展望について紹介する。

Inclusion」の意味で用いられている。
日本は2025年には３人に一人が65歳以上の

方

法

少子超高齢社会を迎える。日本を支える若い

当法人は、５施設１健診センターで構成さ

労働人口は圧倒的に不足し、社会構造が成り

れ、全職員1,200名の約７割が女性職員であ

立たない時代を迎える。

る。20年前から、女性のキャリア支援を中心

国は2016年４月に女性活躍推進法を立ち上
げ、優秀な女性人材確保・養成はじめ、抜本

に、職員の働きやすい環境作りに取り組んで
きた（表１）。

的な働き方改革を提唱してきた。
日本の企業においても、従来の発想では経
営が守れず、企業成績につながらないため、

約30名の兼任スタッフで運営している（図１）
。

約６割の企業では社内にダイバーシティ推進

１．女性の活躍推進

室などを設置し、積極的に取り組んでいる。

２．働き方改革の推進

一方、我々の医療・介護・福祉領域におい

２

現在ダイバーシティセンターは次の９部門を

３．障がい者の活躍推進

ても、さらなる医療スタッフの人材確保・維

４．外国籍人材育成

持が困難になる時代が予測されるが、経営幹

５．ロボット・AIとの共生推進

部の危機感は少なくその対応も十分でない。

６．LGBTの活躍推進
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表１
平成９（1997）年

敬和会の女性スタッフ両立支援の経緯

病児保育センター「ひまわり」を開設

11（1999）年

育児休業制度、介護休暇制度

14（2002）年

継続雇用制度（60歳定年継続雇用）

17（2005）年

一般事業主行動計画策定（次世代育成法）
ワークライフバランス開始 男性育児参画
配偶者出産育児休暇

18（2006）年

大分県「男女共同参画推進事業者顕彰」
次世代育成委員会設置

19（2007）年

事業者内託児所「ふたば保育園」開設
21世紀事業者財団より「男性育児参加推進事業実施事業主」指定

21（2009）年

大分県「おおいた子育て応援団（しごと子育てサポート企業）認証

22（2010）年

大分県「仕事と子育て両立支援モデル企業」指定

23（2011）年

リフレッシュ休暇の新設（３日間）
10月次世代育成支援「子育てサポート企業」認定（大分県７社目認定）

26（2014）年

学童保育開始（春・夏・冬休み）
時間外削減の取り組み
５月「職員の皆さん早くおうちに帰ろう」（残業なし）

28（2016）年

４月敬和会「ダイバーシティセンター」設立
ロゴマーク作成、商標登録する。

７．民族的マイノリティの活躍推進
８．学術・メディア戦略
９．その他必要な事業

れを推進している。
一方、ヘルスケアダイバーシティにロボッ
ト・AIの果たす役割も大きく、重介護ゼロ社
会を目指し、ロボットとの共生社会の実現が

結

果

期待されている。我々は大分県医療介護ロ

ダイバーシティセンター活動で女性の活躍

ボ・HAL研究会を立ち上げ活動し、さらに一

推進、働き方改革支援では、ワークライフバ

般社団法人九州先端リハビリテーション・ケ

ランスの推進、女性管理職の登用、復職支援

アクラスター推進機構を創立。産・学・官・

などで成果を上げてきた。障がい者の支援で

民協働での医療介護福祉の機器開発も実施し、

は雇用率が昨年より上昇した。LGBT部門で

成果を挙げている。

は職員への意識改革や全体研修を実施してい

ダイバーシティは従来から大企業を中心に

る。国際的人材育成では、中国人看護師、フィ

取り組まれ、医療・介護・福祉のヘルスケア

リピンやインドネシアの医療職候補生受け入

領域ではいまだ十分認知されておらず、普及
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敬和会ダイバーシティセンターの事業９部門

していないことが大きな課題の一つである。

せる。ダイバーシティ導入のメリットは以下

そこで、積極的に広報普及に努めるべく、こ

の項目が挙げられる。

の１年間で各学会・研究会で20回を超える発
表を行い、2017年７月には「ヘルスケアダイ
バーシティの学問体系を確立して課題と展望
を明らかにして、ヘルスケアダイバーシティ文

１．多 様な能力・価値観・発想を持った人
材の獲得・育成
２．多 様化・複雑化する顧客ニーズへの効
果的対応

化の醸成と普及・啓発、国民への貢献」を目

３．多 様な思考からのアイデアによるイノ

的として「日本ヘルスケアダイバーシティ学

ベーションが促進され、 オープンイノ

会」を設立し記念講演会を開催した。全国か

ベーションによる新たなサービスの創造

ら約500名の参加者を得て好評裡に終了した。

４．多 様な意見の集約や異質を受け入れる

第 ２ 回 は2018 年 ７ 月 に テ ー マ「 医 療・ 看

ことから生まれるグッドクラクション

護・介護の働き方改革」を大分市で開催し、
同規模の参加者で盛会となった。

（良い意見のぶつかり合い）
５．創造性・問題解決力向上
６．個 性の発揮できるチームパフォーマン

考

察
多様性（ダイバーシティ）を活かし、個々人

スの向上
７．ハラスメント削減

の「違い」を尊重し、職員の能力を最大限発

８．マーケットと働き手の同質化・共感

揮出来る機会を提供することで、イノベー

９．リ モートワーク、パラレルキャリアな

ションを生み出し、価値創造につなげ、組織
のパフォーマンスを向上させるダイバーシ
ティマネジメントは、これからの時代には必
須の経営戦略である。
従来「男女の分業を基本とした日本の社会、

どの働き方改革が促進
10．医療・介護・福祉分野（ヘルスケアリン
ク）における労働生産性の向上
などなど…
我々は、ダイバーシティセンターの設立・

企業、組織風土が根強く存在している」など

活動により病院の経営成長戦略や人事改革等

の理由から、ビジネス社会においては男性社

が促進され、病院の組織改革と人材育成が加

員を中心としたワークスタイルが支配的で

速度的に推進した。

あった経緯がある。多様な能力・価値観・発
想を持った人材の獲得・育成が企業を発展さ

このセンターシステムは医療界では初の試
みかと思われ、今回紹介した次第である。
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九経連活動紹介

２０１８年度主要事業の取り組み状況と
今後の進め方について意見交換
と

き

ところ
出席者

１０月３日（水）
福岡市・グランドハイアット福岡
３１名

理事・審議員合同会議

理事会および審議員会（特に重要な政策事項
の方向性及び実施事業のあり方を審議する機
関）の合同会議を開催し、理事・監事ならびに
地場企業のトップなどで構成する審議員より
計31名が出席した。
会議では冒頭、麻生泰会長より「伸びてい
る農林水産や観光などで事業者を応援してい
き、海外へ売る力をつける、リピーターを増
やすなど、九州が尖がった取り組みを行うこ
とにより、日本経済の発展につなげることが
重要」との挨拶があった。
次に、事務局から2018年度主要事業の上期
取り組み状況と今後の進め方について報告。
議論の参考として、今後の取り組みの中から
ピックアップした「九州の『稼ぐ力』の向上
を目指す事業①～⑥」（後掲）を資料配布した。
その後の自由懇談では、①FIT（個人旅行）
②空港③アウトバウンド④ダイバーシティに
ついて、それぞれ意見を頂戴し、今後、各委員
会活動へ反映させることとしている（右記参照）
。

〔懇談要旨〕
①FIT（個人旅行）
・九 州へのインバウンドは特にFITが他地域
と比べてかなり少ない。
・九 州の認知度を高めるために、2019年のラ
グビーワールドカップやＧ20福岡財務大
臣・中央銀行総裁会議などを活用すべき。
・F ITに対してはネット発信が大事であり、
インフルエンサーを上手に使って地道な事
業を行っていくべき。
②空港
・今 後のインバウンド拡大には中国からの観
光客の増加が不可欠であり、路線誘致など
対策を進めていく必要がある。数年後の北
京第三空港開設を睨んで、今から福岡−北
京直行便の誘致を進めてはどうか。
・福 岡空港の容量拡大には限界があるため、
九州内の空港連携も早く進めなければなら
ない。例えば、北九州空港や佐賀空港との
高速交通網の充実がある。
・九 州とオランダのGDP成長の差は物流機
能。各県が同じ施策を分散することは非効
率であり、農産物輸出はＡ空港、旅客はＢ
空港といった専門特化が必要ではないか。
③アウトバウンド
・航 空路線維持のためには、九州側からもっ
と海外に出ていく施策を打つことが大事だ。
人 の交流促進には文化交流も重要。海外で
の事務所開設や各種交流イベントなど、行
政とタイアップした取り組みも有効。
④ダイバーシティ
・海 外人材を受け入れて成功しているベン
チャー企業が多く、ダイバーシティに富ん
だメンバーで議論することから新しい発想
が生まれる。九州への留学生をもっと活用
することも方法の一つだ。

【総務広報部
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森内】

九州の「稼ぐ力」の向上を目指す事業①〜⑥
①観光振興 ＜消費拡大に向けた取組＞
取組状況

□既存取組み ■新規取組み

④女性活躍推進
今後の取組

□2019ﾗｸﾞﾋﾞｰW杯をフックにしたフランスPR（2018.7）
・九州の官⺠80名の訪問団によるプロモーション活動
□外資系⾼級ホテル誘致
・誘致セミナー開催（2018.2⽉､8⽉）
・誘致意思があり候補地を有する２⾏政との協議
□エリア振興を起点とした旅館街の活性化事業
・別府旅館の⽣産性向上（AIバス導⼊に向けた協業開始）
・原鶴温泉の活性化（壁画作成（完成）と着物ﾚﾝﾀﾙ開始）
■経済効果の⾼いクルーズ寄港地観光の検討
・現状把握と課題の抽出

□既存取組み ■新規取組み

１．欧⽶豪からの誘客拡⼤

□2019ラグビーW杯への誘客活動
・対マーケット、対旅⾏会社PR活動の強化
・送客キーマンの招請
・「九州の祭り集結（2019秋）」で域内周遊誘発
*いずれも九州観光推進機構、⾏政との連携
・外資系⾼級ホテルの誘致実現
・欧州航空路線の維持・拡⼤
■オーストラリア航空路線の誘致
■ニューツーリズム（アニメ、eスポーツ等）仕掛け

２．九州航空戦略の構築、推進

■福岡空港会社(FIAC)との連携による路線誘致
■九州内地⽅空港の活性化

課題
１．クルーズの寄港回数減（前年⽐85％）
⇒ 欧⽶豪、中国の拡⼤
・韓220万⼈・ｸﾙｰｽﾞ169万⼈〜訪九ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞの79%
・欧⽶豪10万⼈〜訪九インバウンドの2％
・中国23万⼈〜訪九インバウンドの5％
*いずれも2017年実績
２．過密化する福岡空港と地⽅空港の路線の安定化
３．競争⼒のある観光素材の磨き上げ
４．ナイトコンテンツの不⾜
５．観光関連インフラ・情報の利便性向上
６．多⾔語コミュニケーション⼒の向上
７．インバウンド向け災害時対策の整理

３．⾼まる観光グローバリゼーションへの対応
■観光インフラ多⾔語化の推進
■観光事業者向けの実践英会話プログラム実施
■ナイトコンテンツ拡充へ向けた⽅向性整理

４．中国富裕層の取り込み

■⾼付加価値なクルーズ寄港地観光商品の開発
・各船社との協議（コスタ社/上海 等）
■ヘルスツーリズムの促進
・九州国際医療機構の⽴上げ（2018年度中）
■プライベートジェット等のリッチインフラの整備

②農林水産業 ＜輸出拡大に向けた取組＞

九州からベンチャー企業が次から次への湧き上がってくる世界（エコシステム）をつくる

①九州農⽔産物直販㈱による輸出拡⼤⽀援

取組状況

■⾹港・シンガポール・台湾への野菜・果物輸出
■中国向け⽔産物輸出開始

・⼭東省威海市向け「養殖ブリ」初出荷（2018.9）

②アリババ（BtoB海外通販サイト）の活⽤
■輸出向け商材の追加掲載
・九経連⽔産部会企業10社の共同出資により、
養殖⿂販路開拓⽀援（ブリ・うなぎ等）
③⽊材輸出商談会の開催

課題
■取引安定化と輸出品⽬の拡⼤

・主に中国からの需要に対する、原⽊から製材・
加⼯品への転換を図る

今後の取組

■中国⼭東省威海市とのMOUの下での取引拡⼤
・養殖ブリはじめ品⽬の拡⼤と安定受注
・国有企業からの⽊材引き合いに対する商談継続と
九州内での輸出体制の構築
■輸出促進商談会 等
・第1回中国国際輸⼊博覧会へ出展（11/5-10上海）
・九州⽊材産業交流会（10/29 ⼤川市）
・⾷品輸出商談会、⽊材輸出商談会（JETRO共催）

【中⻑期⽬標】 農産物輸出 林産物輸出 ⽔産物輸出
2017年実績
293億円
121億円
394億円
2018年⽬標
290億円
110億円
450億円
2020年⽬標
330億円
121億円
700億円

取組状況
①地産地消事業の推進
■「社⾷で地産地消」「出張直売で地産地消」事業
・会員企業並びに給⾷事業者とWGを⽴上げ、
モデル事業実施に向けて準備中
➡ 社⾷イベント協⼒企業38社（9/12現在）
・健康経営講演会及び事業説明会開催（8/29）
②中⾷・外⾷産業での国産品消費拡⼤
■中⾷・外⾷における産地表⽰の普及展開
・「原料原産地表⽰の義務化に関する提⾔
（2017.5）」をもとに、ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ技術を活⽤し
た⾷材ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｰの実証実験を実施（2018.2）
➡ 産地表⽰システムの実装に向けて準備中
③先導的農業プロジェクト
■「スマート農業」の促進
・九州地域戦略会議の取組み事項として、
各県でモデル農場を選定し、それぞれ実証
実験を開始（ｵﾌﾟﾃｨﾑのｱﾗｲｱﾝｽ事業への参画
〜福岡・⼤分・佐賀〜等 ）
課題
■有望事業の継続と横展開
・社会実験やモデル事業を検証し普及拡⼤を
図るためのアクションプランの策定

・21件の投資対象案件の評価 ➡ 投資⽬標10件
・GAP資⾦の配分〜投⼊（10⽉〜）

☑ビジネスマッチング

・Startup Go!Go!（9/27-28）
・九州･⼭⼝ベンチャーマーケット 10/18
・九州･⼤学発VBプランコンテスト 12/21

起業⽀援

事業成⻑⽀援

⼤学発

① 九州・⼤学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ
・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝｺﾝﾃｽﾄ

⺠間発

④Startup Go!Go!

②FUKUOKA Growth Next
③九州・⼭⼝ﾍﾞﾝﾁｬｰﾏｰｹｯﾄ
④Startup Go!Go!

☑九州ベンチャーマップの作成

・九州の各機関のベンチャー⽀援事業や関連
業者に横串を刺し、取組を⾒える化した資料

➡ 九州内の産学官連動・連携体制の構築

課題
■ベンチャー企業が育っていない要因
研究ｼｰｽﾞ事業化

<⼤学教員の事業意欲>の不⾜

学⽣の起業

<起業ﾉｳﾊｳ、資⾦、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、営業⼒、販路>の不⾜

事業の継続⼒

<資⾦、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、営業⼒、販路>の不⾜

⼤学発
⺠間発

九州各所で⾏われているﾍﾞﾝﾁｬｰ⽀援事業の情報共有
刺激

※見直し中

③農林水産業 ＜国内需要開拓に向けた取組＞

☑九州･⼤学発ベンチャー振興会議

マッチング
機会

■⽇中⽊材商談会（⿅児島）(2018.7）
・⽇本⽊材輸出振興協会への協⼒事業
成約数10件（⾒込含む）

今後の取組

■九州･⼤学発ベンチャー振興会議
（2017.2 発⾜、昨年度12⼤学よりシーズ提案28件
➡３件の投資決定）
・今年度、21件のシーズ提案
・⺠間企業から⼤学へのＧＡＰ資⾦投⼊制度確⽴
■ビジネスマッチングの機会創出（主催･共催･後援）

（2017年度売上3億円、2018年度⽬標5億円）
・⾹港デイリーファーム社取引231％増（4-7⽉）

（輸出⼿続きの簡素化を要望中）
■⽊材輸出を量から質へ

九経連 少⼦⾼齢化・雇⽤委員会では、2014年度に「九州における⼥性活躍推進に関する提⾔」を取りまと
め、会員企業をはじめ国の関係省庁や機関、各県や政令市に対して提⾔書の送付を⾏った。労働⼒⼈⼝が減少
している九州の経済活動を維持・発展していくためには、⼥性の活躍を更に加速化することが不可⽋であるこ
とから、提⾔内容を確かなものとするため、⼥性活躍を九州全体のものとして推進していく必要がある。
（その契機とするため、本講演会、分科会を開催する。）

⑤新たなビジネス・市場の創出

取組状況

・⾹港は順調に推移しているが、
台湾・シンガポールを軌道に乗せる必要がある

今後の取組

取組状況

ＫＹＵＳＨＵ ＮＥＸＴ 開催計画
■『ＫＹＵＳＨＵ ＮＥＸＴ 講演会、分科会』
開催準備WGを設置し、開催内容を検討
ＫＹＵＳＨＵ ＮＥＸＴ（講演会、分科会）
〜われわれはどうやって九州を動かしていくのか〜
講演会、分科会を通じ、⼥性活躍の課題
2018/11/12 14:00〜17:40 ＠福岡市・電気ﾋﾞﾙ共創館
そのものを議論するだけではなく、
(１)
講演会
『 九州の成⻑のための課題について、
「未来の年表〜⼈⼝減少⽇本でこれから起きること（仮）」
経営者と⼥性管理職が議論する 』
なかで双⽅の理解を深め、⼥性管理職の
産経新聞社論説委員、⼤正⼤学客員教授 河合 雅司 ⽒
必要性を経営者に認識してもらい、
（2）分科会
その登⽤が進むように仕掛けていく。
第１分科会「⼥性が活躍できる新しい企業のあり⽅」
（男⼥ 各100名の参加を⽬指す）
第２分科会「深刻な労働⼒不⾜時代の⽣産性向上⽅策」
<開催準備WG座⻑>
〜 IT、AIの効果的な活⽤と将来像 〜
少⼦⾼齢化･雇⽤委員会
第３分科会「⼈⼝減少下における九州地域の成⻑」
副委員⻑ 池内⽐呂⼦ ⽒
〜 これからの地域づくり 〜
<⽬標>
WE Project「⼥性⼤活躍推進⾃主宣⾔」の登録企業
363件（うち、九経連会員56件）➡ 累計⽬標 80件
課題

競争

連携･
協働

⽀援者
(投資家等)

共同
事業者








ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ養成機関
エンジェル投資家
ベンチャーファンド
アクセラレーター
ベンチャー企業家(経験者)
中堅・⼤企業
九州各所から
ベンチャーが
湧いて出てくる

広域
販路

⑥第４次産業革命の推進
IoT､ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ､AI､ｼｪｱﾘﾝｸﾞｴｺﾉﾐｰ等のイノベーションを、様々な分野に取込み、Society5.0を実現

今後の取組
☑「社⾷で地産地消事業」の実施
【実施期間】11/12〜22の内の5⽇間
【⽬標】
九経連会員企業50社の参画
☑「出張直売で地産地消事業」の実施
【実施期間】11/12〜3/31 随時
【⽬標】
九経連会員企業50社の参画

☑中⾷･外⾷における産地表⽰の普及展開
・準備委員会を組成
参画企業を募り、システムの導⼊を図る
☑モデル農場における実証事業の取組と検証
・九州地域戦略会議において課題抽出を⾏い、
有望事業の横展開に取り組む
☑新たな担い⼿となる企業参⼊⽀援
・企業による農業参⼊セミナー in 東京 10/1
ドローンによる圃場全体スキャン、
農薬のピンポイント散布等
センサーによる情報収集と
AIによるデータ解析
耕作機の自動運転

取組状況

今後の取組

１) ＩｏＴビジネス研究会
先進活⽤事例の紹介2017.6
→ 観光・農業ｻｲｸﾙﾓﾃﾞﾙ策定へ
〔産業振興委員会〕
２) スマート農業の推進
各県のモデル農場選定
→ 有望事業のヨコ展開へ
〔九州地域戦略会議〕
３） 中⾷・外⾷での産地表⽰
ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ技術応⽤ｼｽﾃﾑ開発
→ 実装へ 〔農林⽔産委員会〕

九経連の役割

九州の発展に不可⽋・九州から⽇本を動かす
『プロジェクト』の発案・実⾏

① 課題抽出（ＶＢの事業課題・技術導⼊課題 等）
② 責任ある事業主体による「実⾏チーム」の組成
③ 国・⾃治体との協働による資⾦の効率的活⽤
国・⾃治体
③
【 資⾦ 】
九経連
② パートナー企業
⽇本を動かす

プロジェクト

①

ＶＢ・⼤企業
【⾰新的技術】

ユーザー
企業

ＧＲＰ
拡⼤

＜進め⽅＞
2018下期
事務局調査
VB･⼤企業、⾏政への課題ヒアリング
先進技術活⽤で、既存産業⾼度化、新規事業創出、
⇒ 魅⼒的なプロジェクト（素案）のタマ出し
地域課題解決へ、九州⼀体となって取り組む、
課題

『 九経連プロジェクト 』の打ち出しが必要。
（参考）⽇本再興戦略 2016
「第４次産業⾰命」「サービス産業⽣産性向上」で
約 ９７兆円の伸びしろ と明記
第4次産業⾰命
＋30兆円(2020年）
個別化健康ｻｰﾋﾞｽ、
介護ﾛﾎﾞ、ｽﾏｰﾄ工場、
自動走行、ﾄﾞﾛｰﾝ、ＦｉｎＴｅｃｈ

2019.4〜 アクション
各委員会「個別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」実⾏（横串：情報通信委員会）
○○委員会
【スマート⼯場】

〇〇委員会
【Fintech、…】

○○委員会
【ｻｰﾋﾞｽ産業への

ICT､IoT導⼊】
サービス産業
＋６７兆円(2020年）
（生産性伸率２％へ倍増） ＜⽅向性＞
九州地域戦略会議におけるSociety5.0への対応、
宿泊、運送、外食・中食、
さらに、2021年の九経連60周年ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ へ繋げる
医療、介護、保育、卸小売

２０１８/１
２ 九経連月報

７

国際スポーツイベントを契機に「観光」を九州の基幹産業へ
〜『九州まるごと“インバウンド立圏”宣言 』を採択〜
と

き

ところ
出席者

１０月２５日（木）
大分市・ホテル日航大分オアシスタワー
１７名

第３４回九州地域戦略会議
（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）

官民が一体となって九州・山口地域の発展戦略を協議し、具体的な施策を推進する九州地域
戦略会議（共同議長：九州地方知事会・広瀬勝貞会長、九経連・麻生泰会長）が、大分県にて
開催された。今回の主な内容は、以下の３点。
①欧米・大洋州を含めた更なるインバウンド需要の取り込みに九州官民一体となって
取り組むことを決定
②九州地域戦略会議として「九州まるごと“インバウンド立圏”宣言」を採択
③ラグビーワールドカップに向けた「祭りアイランド九州」の開催（於 熊本市）を決定

させる重要性について意見が出された他、九
同友の貫正義代表委員からは、欧米豪への取
り組み強化に向けた大使館や領事館などの公
的機関活用について、九経連の姫野昌治副会
長からは、地図情報と連携したスマホアプリ開
発による観光情報の発信など意見が相次いだ。
特に麻生会長からは、今後、欧米豪に対し
て、
「オール九州」をPRしていく重要性に触
【審議事項】

会議風景

◯欧 米・大洋州を含めた更なるインバウンド

れ、その実行部隊となる九州観光推進機構の
体制強化についての提案があり、官民連携に
よる予算拠出や要員増強などを検討すべきと

需要の取り込みについて

の意見が出され、今後、具体的な事業計画と

アジアへの依存度が高い九州観光の状況分

併せ検討していくことが確認された。

析、欧米・大洋州への取り組み強化の必要性、

活発な意見交換の後、地方創生を目指した

情報発信の重要性、受け入れ環境の整備など

「観光」の基幹産業化に向け、欧米・大洋州を

の課題について、大分県事務局より説明があ

含めた更なるインバウンド需要を取り込むた

り、併せて、九経連からは、７月に実施した

めに、九州の官民が一体となって取り組んで

「九州合同プロモーション in France」の実施
結果、取り組みの総括、さらには今後のフラ
ンスに向けた九州PRの取り組み等について報
告・提案を行った。
その後、意見交換では、九州観光推進機構
の石原進会長（九経連副会長兼務）から、減少
傾向にある訪日外国人の旅行消費単価を増加
８
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麻生泰共同議長あいさつ

いくことを確認し、
「九州まるごと“インバウ
九州まるごと“インバウンド立圏”宣言

ンド立圏”宣言」を採択した。
＜関連審議＞
◯「祭りアイランド九州」について
ラグビーワールドカップの開催に合わせ、
九州・山口地域の魅力を全世界にPRすること
を目的に、九州の祭り集結イベントを、創造
的復興のアピールとする熊本市内で開催、同
時に九州・山口地域で開催される祭りへの周
遊の誘発も含めた「祭りアイランド九州」を
実施することを決定。実行委員会の設立も確
認され、来年９月の開催に向け、具体的な作
業を進めていくこととなる。
＜関連報告＞
◯九州創生アクションプラン（JEWELSプラ
ン）の進捗状況及び2019年度新規・重点
事業について
（しごとの場づくりPT、教育環境づく

りPT、出産等の希望が叶う社会づくり
PT、安心安全な暮らしづくりPT ）
※

※PT：プロジェクトチームの略

◯決算・予算、役員選任
＜関連事業等報告＞
・九州・沖縄文化力推進会議
・再生可能エネルギー産業化推進委員会
【報告事項】
◯スマート農業促進の取り組みについて
◯第 15回夏季セミナーの実施報告及び次回開
催予定について

世界全体の国際観光客数は過去半世紀以上に
わたり拡大を続け、2017年には13億２千万人
に達しており、さらに2030年には18億人にな
ると予測されている。そのような中、日本を訪
れる外国人旅行者数も、アジアからの観光客を
中心に近年急激に増加し、とりわけ、九州・山
口地域では、全国を大幅に上回る伸びを記録し
ている。
今後、ラグビーワールドカップ2019や女子
ハンドボール世界選手権大会、東京2020オリ
ンピック・パラリンピック、世界水泳選手権
2021福岡大会など国際スポーツ大会が各地で
開催されることに伴い、これまでなじみの薄
かった欧米・大洋州を含めた世界各国から、数
多くの観戦客や大会関係者等が九州・山口地域
を訪れることが見込まれる。
これらの大規模イベントを契機に、ゴールデ
ンルートからの積極的な誘客や九州周遊の仕組
みづくりを含め、官民一体となって「観光」を
基幹産業へと成長させることができれば、地域
に新たな雇用を生み出し、人を育て、更なる発
展の基盤を築くことが可能となる。
我々は、伸び続ける世界市場の成長力を取り
込み、九州・山口地域が日本を代表する「観光
先進地」として世界に認められるブランドとな
るため、以下の取組を強力に推進することをこ
こに宣言する。
１ これまで九州に対する認知度の低かった
欧米・大洋州のニーズを分析し、それを踏
まえながら、自然、歴史・文化、気候、食
といった各地域の恵まれた観光資源の強み
やポテンシャルに磨きをかけ、各々をス
トーリーでつなぐなど、九州まるごとの魅
力として売り込み、世界中の観光客から選
ばれる九州を目指す
２ 欧米・大洋州のインバウンド需要の取込
みに向けて、効果的・積極的な情報発信
や、すべての旅行者が安全・安心、快適に
観光を満喫できるよう、周遊交通の確保や
ＱＲコードによる情報提供等の受入環境の
充実などに、九州まるごと官民一体となっ
て取り組む
平成30年10月25日
九州地域戦略会議 共同議長
共同議長

広瀬 勝貞
麻生 泰

広瀬勝貞、麻生泰両共同議長による共同記者会見
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「活力と魅力に溢れ強靭な地域の実現を目指して」
を統一テーマに意見交換
と

き

ところ
出席者

１０月１９日（金）
三重県志摩市・志摩観光ホテル ザ・クラシック
１
２０名

西日本経済協議会

第６０回総会

中部・北陸以西の６つの経済連合会（中部、北陸、関西、中国、四国、九州）で構成する西
※
日本経済協議会 の第60回総会を今年は中部経済連合会を幹事役に三重県志摩市で開催した。
総会には、各地域経済連合会の会長や会員企業の代表者など総勢120名が参加し、統一テー
マ「活力と魅力に溢れ強靭な地域の実現を目指して〜日本の持続的成長に向けて〜」に基づい
た各地域経済連合会の代表者による意見交換を行い、提言として決議した。
※西日本地域の産業人の意思疎通、交流基盤の整備を図り、広域的構想を持って西日本ひいては日本の発展に寄
与すべく、昭和40年に設立。毎年総会を開催し、時代の潮流に合わせた統一テーマのもと決議を取りまとめ、
関係各方面への提言・要望などを実施。

総会全景

１．開会挨拶（（一社）中部経済連合会
豊田 鐵郎 会長〔㈱豊田自動織機 会長〕）
今年は大きな自然災害が相次いでいる。６
月の大阪北部を震源とする地震、７月の西日
本豪雨、９月の台風21号、北海道胆振東部地
震など、地震、水害等により、大きな被害が
発生した。被災された皆様にお見舞い申しあ
げるとともに、被災された地域の一日も早い
復興を、心よりお祈り申しあげる。
さて、私たち西日本各地域は、それぞれの
魅 力 を 最 大 限 に 引 き 出 し、 地 域 の 活 性 化 を
図っていくために、様々な課題に取り組んで
いるが、そこには共通する課題がある。具体
的には、地域経済を支える基幹産業の競争力
強化、観光の振興、海外活力の取り込み、多
様な人材の活躍促進、新たな成長産業育成に
向けたイノベーションの促進であり、また、
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地域の成長を支える社会基盤の整備も重要な
課題である。
このような共通課題に対し、各地域の活動
について情報交換するとともに、西日本が一
体となって活動すべき目標・テーマを確認し、
国の後押しが必要なものについて、政策や支
援の要望の形でとりまとめることが、本日の
総会の目的である。
本日、皆様と意見交換を行い、政府に対す
る要望の決議案をご承認いただいたら、11月
９日に、６つの経済連合会の代表が揃って、
政府への要望活動を行うことを予定している。
団結して、より大きな声として中央に届けた
いと思うので、よろしくお願したい。
最後に、昨年の総会において、国が掲げる
2020年度GDP600兆円達成に向け、西日本と
して2020年度GRP（域内総生産）300兆円を目
指すこととした。目標達成に向けては、私た
ち６つの経済連合会が、各地域の持つ強みを
更に磨きつつ、互いに連携・協力し、時に助
け合い、時に切磋琢磨し、共に声をあげなが
ら、活力溢れる西日本を創生していきたい。
２．各地域経済連合会からの意見
⑴「 活力溢れる関西が貢献する持続的成長へ
の道」
（公社）関西経済連合会
松本 正義 会長（住友電気工業㈱ 会長）

大阪府北部地震、台風21号がもたらした被
害について、多くの皆様から復旧・復興に向
けたご支援や励ましのお言葉をいただき感謝
申し上げる。今回の災害による関西への不安
の払拭とインバウンドの回復に向けた取り組
みを行っている。また、災害時の外国人旅行
者に対する情報提供について課題が浮き彫り
となった。これは日本全国にも関わることな
ので、経験・情報を共有していきたい。
西日本全体の観光振興を考えると、受け入
れ環境のレベルアップやそのための財源確保
が必要であるため、来年より導入される「国
際観光旅客税」の一部地方譲与税化等を各地
域と連携・協力して要望していきたい。
北陸新幹線については大阪開業が約30年後
の2046年とあまりにも遅い計画となっている。
新大阪駅を結節点として、北陸・関西と西日
本との関係を一層強固なものとし、経済発展
に大きく寄与するためにも、2030年頃の全線
開業に向け国や関係機関に強く働きかけてい
く。リニア中央新幹線についても地元の機運
をさらに高め、大阪までの１日も早い開業を
目指していく。
より中長期的視点に立った経営を促進する
という観点から、四半期開示義務の廃止をは
じめとしたコーポレートガバナンスの見直し
を今年４月に提言した。また、独占禁止法に
おける実効性ある適正手続の導入についても
要望している。
このように関経連では、独自の視点をもっ
て思い切った提言・要望を行っており、その
実現に向けて今後西日本の各地域経済連合会
に賛同を呼び掛けていきたい。
⑵「 新幹線整備と産業振興・観光振興の取り
組みによる四国創生の実現」
四国経済連合会
千葉 昭 会長（四国電力㈱ 会長）
四国では、地元政官民が設立した四国新幹
線整備促進期成会と４地銀のシンクタンクと
の協働により、今年６月「新幹線を活かした
四国の地域づくりビジョン調査」を取りまと
めた。この調査を通じ、改めて新幹線が及ぼ
す広範な波及効果の実態や新幹線がないことに
よるハンディの大きさを、改めて実感している。

リニア中央新幹線は、早ければ2037年に３
大都市圏を約１時間で結び、世界に類を見な
い超巨大経済圏「スーパー・メガリージョン」
が誕生しようとしている。このスーパー・メ
ガリージョンの効果をわが国全体に確実に浸
透させるためにも、地域の新幹線の整備は是
非とも必要である。四国新幹線は地元創生の
起爆剤であり、新しい骨格であると確信して
いる。
現在、国の新幹線建設予算は公共事業費の
わずか１％に過ぎない。次世代を担う若者た
ちへの責任ある未来投資として、その大幅増
額を訴えるなど、西日本の各地域の皆様方と
も連携・協力して、新幹線の整備推進に取り
組んでいきたい。
インバウンドをはじめとした観光振興にお
いて、四国の外国人延べ宿泊者数は、海外と
結ぶ国際航空路線の拡充や官民を挙げた誘致
活動などにより、全国有数の伸びとなってい
る。しかしながら、その全国シェアは１％に
過ぎず、まだまだ増加の余地がある。新幹線
以外にも、二次交通の利便性向上や外国人観
光客の受け入れ環境整備など地域として取り
組むべき多くの課題が残っている。観光振興
の大きな推進力として期待される「四国遍路
の世界遺産登録」活動に取り組んでいるが、
遍路の受け入れ態勢整備に繋げるため、宿泊
施設の実情や課題について調査し、地域への
提言につなげたい。
⑶「 九 州 か ら 日 本 を 動 か す！ Move Japan
forward from 九州！」
（一社）九州経済連合会
麻生 泰 会長（麻生セメント㈱ 会長）
日本の国内総生産は、1994年に503兆円と世
界への相対的シェアが13％もあったが、現在
は６％まで縮小している。この現状への危機
感と次世代に負の遺産を残さない責任感が、
私たち現役のリーダーには必要だと思う。
九州は観光の基幹産業化に取り組んでいる。
九州への外国人入国者数は、４年連続で前年
比プラス30％以上の記録的な伸びを示してお
り、特に博多港への寄港回数は約330回と３年
連続１位。また、今年７月、地元７県の知事
と経済４団体等の合同チーム約80名で、フラ
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ンス・パリのJAPAN EXPOにおいて九州・山
口地域の観光プロモーション活動を行った。
もうひとつは農林水産業。特に輸出におけ
る 稼 ぐ 力 の 向 上 を 目 指 し、 高 い 目 標 を 掲 げ
バックアップに努めている。生産者の手取り
を上げると同時に必要なのは労働生産性の向
上であり、IoTやドローンを使ったスマート農
業の実証実験をスタートし、今後は成功事例
を九州各県へ展開する予定である。大事なこ
とは若者達が戻ってきて、暮らしやすく、活
力と魅力に溢れる地域づくりを私たち現役世
代が着実に推し進めていくことだと思う。
人生90年、100年時代という現在の長寿社会
の中では、40代・50代の学び直し、リカレン
ト教育を受ける機会が必要だと考えている。
健康寿命を延ばすためにも生涯学習・生涯現
役という道を応援していきたい。
⑷「 活力に溢れ豊かさが実感できる中国地方
の実現を目指して」
（一社）中国経済連合会
苅田 知英 会長（中国電力㈱ 会長）
先の西日本豪雨災害は、中国地方で180人を
超える死者・行方不明者、３万２千戸に及ぶ
住宅被害など甚大な被害をもたらし、平成以
来最大の水害となった。物流および企業の生
産活動の停滞のみならず、観光産業も大きな
打撃を受けた。改めて、生活と産業の基盤と
なる社会インフラの重要性を再認識した次第。
災害列島と言われるわが国において、国土強
靭化は極めて重要な課題である。
ものづくり産業の高い技術集積を強みとす
る当地方は、技術革新の潮流を的確に捉え、
時代の変革に適切に対応していくため、デジ
タル技術を駆使したビジネス革新の促進基盤
となる「中国地域デジタルイノベーションセ
ンター」の構築を進めている。技術ソリュー
ションの専門機関や各県のIoT推進ラボなどを
ネットワーク化し、デジタル技術の活用や研
究開発、人材育成の拠点とするもので、イノ
ベーション創出と地方創生のための新たなエ
ンジンとして育てていきたい。
また、観光産業においては、外国人観光客
の受入環境の整備と観光需要の一層の拡大に
重点を置いた取り組みを進めている。具体的
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には、外国人観光案内所の増設や機能強化、
ベジタリアン・ムスリムに対応できる飲食・
宿泊施設の拡大、無料Wi-Fi環境の整備など、
各県や地元の観光推進団体等と連携を図りな
がら推進している。
人づくりにおいては、若手人材の地域への
定着と高度ICT人材の育成を柱に、地域企業
への定着を促進するインターンシップの仕組
みづくり、起業スキルの向上支援、PBL等企
業の課題解決への参画を通じた実践的なデー
タ活用人材の育成を進めている。こうした取
り組みを通じて、若者が地域で育ち、地域に
根付く土壌づくりに貢献していく所存である。
⑸「東京一極集中の打破」
北陸経済連合会
久和 進 会長（北陸電力㈱ 会長）
日本総合研究所の今年の都道府県幸福度ラ
ンキングにおいては、北陸三県は上位にラン
ク付けされており、北陸の優位性を十分生か
せば、更なる発展の可能性が十分あり、北陸
は地方創生のモデルと成りうる地域だと考え
ている。
全国の有効求人倍率は８月1.63倍と、昭和
49年以来44年ぶりの高い水準にある。北陸三
県の有効求人倍率は２倍前後と全国平均を大
きく上回る最も高い水準で推移しており、人
手不足をどう克服するかが大きな課題。圧倒
的に女性の転出が多い状況にあり、若い女性
が出生率の高い地方から出生率の低い都会へ
移動することは、少子化の促進、人口減少に
拍車をかけることになる。地方だけでなく、
国全体としても大きな問題である。北陸の魅
力を更に高め、特に若者や女性の地方定着、
地方回帰による定住人口増加を目指していく。
地元の成長戦略の最重要インフラである北
陸新幹線は、金沢開業から３年７カ月が経過し、
累計利用者数は3,000万人を突破、開業前の2.7
倍の利用者数を維持するなど、好調さを持続
している。当会では、敦賀-大阪間の工事財源
を確保し、敦賀開業と切れ目ない着工、更に
北海道新幹線の新函館北斗-札幌間が開業する
2030年頃までに北陸新幹線が大阪まで開業す
ることを、あらゆる機会を捉えて要望している。
産業振興にあたっては、IoTやビッグデータ、

AI等の活用を中核とする第４次産業革命の進
展をフォローしながら、ものづくり産業が取
り組む産学官金の連携、新技術・新産業の創
出・育成、グローバル事業展開など、将来の
成長に向けた挑戦に対する支援を強化してい
く必要がある。本年度は、ベンチャー振興を
活動テーマの一つとして掲げている。新しい
仕事を創造するには、既存の企業・大学に期
待するのはもちろんだが、ベンチャーの起業
に期待することも重要。北陸において、意欲
的なベンチャー企業が育つにはどうすれば良
いのか、どのような環境が必要なのか検討し
ていく。
⑹「進める『進化』と深める『深化』を図る」
（一社）中部経済連合会
小川 謙 副会長（日本トランスシティ㈱ 社長）
今年度は、特にイノベーションの触発、中
部圏の広域的な地域づくりに関するビジョン
の策定、中部圏の未来を支える人材の育成の
３つを重点テーマとして位置付け、活動を強
化している。
１つ目のイノベーションについては、イノ
ベーションを生み出す人材の育成を図り、異
分野融合を進めるための仕組みとして、
「中部
圏イノベーション促進プログラム」を５月に
スタートさせた。このプログラムを通じて、
新たな成長産業の芽が育まれるよう仕掛けて
いきたい。難しいテーマではあるが、まずは
動いてみて、改善しながら、産学官金から賛
同者を増やし、新しいものが生まれる面白い
場・プラットフォームをつくっていければと
考えている。
２つ目の中部圏の広域ビジョンについては、
世界のものづくりの先進地域を自負してきた
中部圏だが、ICT技術でリードする欧米はもと
より、新興国の追い上げも激しく、このまま
では世界から取り残されるのではないかと強
い危機感を持っている。こうした中、リニア
中央新幹線の開業によるスーパー・メガリー
ジョンの形成を契機のひとつと捉え、次世代
ものづくりの集積拠点として世界から様々な
人を呼び込み、対流・交流を生み出す地域と
なることを目指した、中部圏のグランドデザ

インを今年度提示したいと考えている。
３つ目の人材育成については、昨年12月、
「中部圏の未来を支える人材の育成」をテーマ
に提言書を取りまとめた。特に、初等・中等
教育の重要性を感じており、各地の教育委員
会と産業界との意見交換の場づくりや、キャ
リア形成に資するインターンシッププログラ
ムの内容検討等について関係機関と連携し、
具体策の検討を進めているところである。
今年は大規模な自然災害が頻発しており、
防災・減災力の向上は喫緊の課題と考えてい
る。政府には、企業が自ら行う耐震化投資等
の防災・減災活動を後押しする「国土強靱化
税制」の整備・創設をぜひともお願いしたい。
３．決議採択
西日本各地域からの意見を踏まえて、以下
※
を柱 とする総会決議を採択し、11月９日に６
経済連合会の代表者が政府等に直接要望した。

活力と魅力に溢れ強靭な地域の実現を目指して
〜日本の持続的成長に向けて〜
Ⅰ

 たな成長産業育成に向けたイノベー
新
ション創出・促進の強化

Ⅱ

地域産業の振興・活性化
１．地域を支える基幹産業の競争力強化
２．観光振興
３．地域産業を支える人材の確保・育成

Ⅲ

地域の成長を支える社会基盤の整備
１．産業等の基盤であるエネルギーの安定
供給体制の構築と省エネ型社会の形成
２． 広域連携と国土強靱化に資するイン
フラの整備
３． 地域の自立・活性化につながる地方
分権改革の推進

※西日本経済協議会第60回総会決議の詳細については、
九経連ホームページ「ニュースリリース」をご覧下さい。

【総務広報部

岩佐】
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九州最大級Startupイベント「StartupGo!Go!2018」開催
と

き

ところ

９月２７日（木）〜２８日（金）
福岡市・電気ビル共創館

当会は一般社団法人StartupGoGo（代表：岸原稔
泰氏）と連携し、九州最大級IT関連スタートアップ
イベント「StartupGo!Go!2018」を開催した。
当日はアジアの第一線で活躍するIT起業家、VC、
企業・大学関係者に加え、九経連会員企業の新規事
業担当者など計1,030名が参加した。
①ピッチコンテスト（総務省「起業家万博」九州
地区予選、経済産業省（NEDO）「TCP」九州予選を
兼ねる）②基調講演/セッション③QR決済、対戦ロ
ボ ッ ト、 シ ェ ア 自 転 車 な ど 実 機 展 示 コ ー ナ ー ④
e-sports実演デモマッチやDeepTech Showcaseなど
多彩なイベントが開かれた。

（２）セッション：オープンイノベーション、スマー
ト農業、第４次産業革命、中国ユ
ニ コ ー ン 企 業 な ど10の テ ー マ 別
セッション

Pitchコンテストの様子

九経連麻生会長の来場風景

【開催概要】
１．日時：９月27日（木）〜28日（金）
２．場所：電気ビル共創館
３．参加者：1,030名
４．参加団体
◆主催：（一社）StartupGoGo
◆共催：
（一社）九州経済連合会、福岡県Ruby・コン
テンツビジネス振興会議
◆協力：国立研究開発法人 情報通信研究機構（NICT）
、
台湾国立交通大学（IAPS、NCTU）
◆後援：国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）、福岡市
◆スポンサー：西 日本鉄道㈱、㈱FFG、JR九州㈱、
日本IBM㈱、九州電力㈱、㈱西日本
シティ銀行、㈱QTnet、㈱新出光、
凸版印刷㈱、㈱JTB、㈱西日本新聞
社、A m a z o n W eｂ S e r v i c e s、
Microsoft、他多数
【実施概要】
（１）基調講演：リンクトイン・ジャパン㈱日本代表
村上 臣氏「変革期に生きる私たち
に必要なマインド」

１４
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（３）Pitchコンテスト表彰式
①The Pitch賞（優勝）：ANIWEAR Co., Ltd.
②NICT賞：
・起業家万博出場：Medmain, Inc.
㈱ビズクリエイション
・起業家甲子園出場：Healtz
③NEDO賞：LUDO
④福岡県デジタルビジネスコンテンツ賞：
㈱ヒトとモノとコト、ザ・ハーモニー㈱、㈱クアンド
⑤スポンサー賞：
FFG賞、JR九州賞、西日本鉄道賞、九州電力賞な
ど10社以上のスポンサー賞が各社に授与された。
ご参加いただいた九経連会員企業からは「ベン
チャー企業の最新ビジネスモデルを理解できた。連
携して新規事業開発につなげたい」等の意見をいた
だいた。当会は、こうした会員企業の新たなニーズ
をキャッチしながら、大企業×ベンチャーによる新
規事業の創出や大学発ベンチャーの促進に積極的に
取り組むこととしている。

The Pitch賞（優勝） ANIWEAR Co., Ltd.

【産業振興部

久保】

「九州・山口ベンチャーマーケットＫＶＭ２０１８」開催
と

き

ところ

１０月１９日（金）
福岡市・福岡国際会議場

九州・山口ベンチャーマーケット実行委員会

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

九州・山口９県と経済団体が連携し、各県イチオシのベンチャー企業と国内外のビジネス
パートナーが集うビジネスマッチングイベント「九州・山口ベンチャーマーケットKVM2018」
を開催した。
４回目となる今回は、九州・沖縄・山口各県イチオシベンチャー企業57社の展示商談会を
はじめ、各県が選抜した各県代表ベンチャー18社によるピッチコンテスト、Global Mobility
Service㈱の中島徳至社長による基調講演、大学合同新技術説明会、表彰式・大交流会が行わ
れ、会場は終日大盛況となった。（第１回：490名、第２回：570名、第３回：529名、今回：
570名）
１．新技術新商品等展示商談会

び付きにくい場合もあるが、本イベントでは

メイン会場では、九州・山口各県のイチオシ

事前にベンチャー企業から提出していただい

ベンチャー57社によるブース展示が行われた。

た商談先希望リストに基づき、マッチング可

57社の業種別内訳は、情報通信16社、生活

能性が高いと想定される九経連会員企業に一

文化・アミューズメント10社、食品９社、住

社一社声掛けを行い、商談タイムを事前セッ

宅・建設５社、医療・福祉５社、環境リサイ

トした。

クル４社、人材・教育２社、農業２社、その
他４社と多様であった。

この結果、卓上商談だけで75件の事前商談
をセットし、日頃出会うチャンスの少ない大

また地域別内訳でも、福岡県７社、佐賀県

企業とベンチャー企業との商談の機会を効果

７社、長崎県７社、熊本県７社、大分県７社、

的に仲介することが出来た。後日、正式な商

宮崎県４社、鹿児島県６社、沖縄県５社、山

談に発展したケースも見られた。

口県７社と幅広いエリアからの参加であった。
通常このような展示会は、業種や地域に幅
があるため総花的になり、実質的な商談に結

卓上商談の様子

２．九州・山口ベンチャーアワーズ
（ピッチコンテスト）
ブース展示の様子

九 州・ 山 口 ９ 県 が 選 抜 し た 各 県 代 表 ベ ン
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チャー18社（スタートアップ部門９社、ベン
チャー部門９社）がそれぞれ登壇し、ビジネス
モデルを発表した。
審査に際しては、伊藤忠テクノロジーベン
チャーズ㈱の中野慎三社長（日本ベンチャー
キャピタル協会副会長）やJR東日本スタート
アップ㈱の柴田裕社長など首都圏で活躍する
ベ ン チ ャ ー 支 援 ス ペ シ ャ リ ス ト11 名 の メ ン
バーが招聘された（政府関係者１名、国内ベン
チ ャ ー キ ャ ピ タ ル ６ 名、 事 業 会 社１名、メ
ディア２名、地域プランナー１名）。
各社のプレゼン後、審査員から適切なアド

家電の電源入切が一定期間
無い場合、登録された家族
地域
周南マリコム㈱
に通報ができる IoT デバイ
活性化賞 （山口県）
ス「Sobamii（ ソ バ ミ ー）
」
の開発

＜ベンチャー部門＞
大賞

㈱QPS研究所
（福岡県）

世界初！小型人工SAR衛星
による宇宙開発

優秀賞

㈱Archis
（山口県）

海外向け高級ヴィンテージ
日 本 酒「 夢 雀 MUJAKU」
の販売

自治体の防災無線及び
地域
㈱サークル・ワ J-ALERT放送を直接住民の
持つスマホへ流す機器及び
活性化賞 ン（大分県）
システム開発

バイスがなされ、ベンチャー企業からは「今
後の事業展開のヒントを得ることが出来た」
との意見が聞かれた。

表彰式の様子

九州・山口ベンチャーマーケット実行委員
長の九州電力㈱貫正義相談役からスタート
コンテストの様子

㈱QPS研究所大西社長

３．大学合同新技術説明会

アップ部門大賞を受け取ったLiLz㈱の大西敬
吾社長は「この受賞を機に、世界に羽ばたく

九州７大学の新技術発表会が行われ、参加

ベンチャー企業を目指したい」と決意を語っ

者は大学発の最新テクノロジー動向を熱心に

た。またベンチャー部門大賞は㈱QPS研究所

聞き入っていた。

の大西俊輔社長に授与された。

４．表彰式・大交流会
「九州・山口ベンチャーアワーズ」に登壇した
全18社のうち６社に対して表彰が行われた。受
賞企業は以下の通り。
＜スタートアップ部門＞

１
６

IoT、画像認識、機械学習
を活用したアナログメー
ターのスマートメーター化

大賞

LiLz㈱
（沖縄県）

優秀賞

テラスマイル㈱ 農 業 経 営 支 援 サ ー ビ ス
（宮崎県）
「RightARM」の開発
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LiLz㈱大西社長（左）と貫実行委員長

【産業振興部

久保】

観光振興に関する要望活動を実施
と

き

ところ

９月２８日（金）
首相官邸、関係省庁

観光委員会

８月10日（金）に開催した九経連観光委員会
（委員長：石原 進・九州旅客鉄道㈱相談役）で
取りまとめた「観光振興に関する要望」を政
府、関係省庁へ手交した。
［訪問先・面談者］ ＊訪問順/敬称略
財務省
内閣官房IR推進室
経済産業省
文化庁
国土交通省
観光庁
内閣官房

副大臣
室長
政務官
文化財部長
総括審議官
長官
副長官

上野
森重
大串
山崎
増田
田端
西村

賢一郎
俊也
正樹
秀保
博行
浩
康稔

［手交者］
九経連 副会長、観光委員会委員長
石原進（九州旅客鉄道㈱ 相談役）
九経連 観光委員会副委員長
桂原耕一（㈱JTB 執行役員九州広域代表）
九経連 観光委員会委員
安川周作（㈱島津興業 専務取締役）
金森啓示（㈱ニューオータニ九州 執行役員営業本部長）
九経連 常務理事
平井彰
要望項目
１．九州観光の更なる振興
⑴国際観光旅客税の部分的な地方譲与
⑵中国発クルーズの寄港地観光改善
⑶アウトバウンド活性化
⑷統合型リゾート（IR）の九州への誘致
⑸外国人材の包括的な環境整備
⑹中 小企業・小規模事業者へのIT導入
補助
２．観光事業に関わる制度等の運用
⑴観 光素材としての文化財の円滑な管
理と運用
⑵実態に即した風営法の改定・運用
⑶RESAS、FF-DATAの利便性向上

【背景】
2017年、九州への訪日インバウンド客数は
過去最高の494万人を数え、第二期九州観光戦
略で定めた目標の達成に向けて、想定を上回
るペースで順調に推移している。特に韓国人
（220万人/前年比158%）、クルーズ船（169万人
／前年比119%）はインバウンド客の総数を大
きく押し上げた。
そして、新たな課題も出てきた。
昨年の欧米豪からのインバウンド客（直接入
国者）は合計で13万人に過ぎず、構成比は九州
全体の３％弱にとどまっている。そして昨年の
インバウンド客１名当りの観光消費額は98,000
円と前年値を割り込み、伸び悩んでいる。
また、多言語化やキャッシュレス対応等の
環境整備、九州域内の二次交通の拡充、LCC
の就航増に伴う福岡空港の過密化対策、そし
て国内客の九州域内での宿泊滞在数拡大等の
課題が顕在化している。
一方、日本全体での訪日インバウンド客の
急増や大きな経済効果に呼応するように、観
光課題に対する政府の対応は早く、例えばこ
れまでの観光業の大きな課題の一つだった労
働 力 不 足 の 問 題 も、 政 府 の「 骨 太 方 針 」 に
よって次年度からは宿泊業への外国人への新
たな就労資格の付与の検討が進んでいる。
以上の状況の下、今回の要望活動を実施した。
【要望活動概要】
全要望先に対し、井上貴博・財務大臣補佐
官の同行を得、訪問した各省庁においては、
まず石原観光委員会委員長より九州観光の現
状と課題、目指すべき方向性等について触れ
た後に、各要望事項の概略について、そして
それぞれの省庁に該当する要望事項について
は詳しく、説明がなされた。
続 い て、 鹿 児 島 で 仙 巌 園、 尚 古 集 成 館 と
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いった文化財を運営する㈱島津興業の安川専
務からは、
「文化財は保護から活用へ、という
政府方針が出ているにも関わらず、現場の学
芸員等には未だその感覚が希薄であり、文化
財の活用が円滑に行われているとは言い難い。
また、様々な申請書も現場では対応が難解な
仕 様 に な っ て い る。 も っ と ビ ジ ネ ス 感 覚 を
持った学芸員の育成や諸申請の簡便化を進め
て欲しい」という、九州に多く存在する文化
財の今後の観光活用についての踏み込んだ意
見が出された。
㈱ニューオータニ九州の金森本部長からは、
福岡の芸妓の舞踊等を含んだパーティー等を
パッケージとして商品化する上で風営法上の
認可規制がある事に対して、
「こういった伝統
芸能は、今後インバウンドに対して有効なコ
ンテンツになり得る。弾力的な対応を望みた
い」と要望した。

財務省

上野副大臣へ手交

【要望先からのコメント】
要望先の各省庁からは、九州の観光の現状
に対する関心の強さがうかがえた。
九州へのインバウンド総客数の35％を占め
るクルーズ船の寄港地観光問題については、
複数の省庁より「クルーズ船もFITが増えれ
ば客層も上がる」「クルーズ船は街づくりと
セットで進めるべき」「高知のクルーズ船寄港
に対する取り組みは良い事例ではないか」等
の具体的な意見もいただいた。
文化庁からは、文化財の観光活用促進につ
いて、
「申請書類は簡便化し現場の負担を軽減
する」「学芸員は観光庁管轄とし人材育成を図
りたい」
「現場が硬直化しないよう指導する」等、

１８
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現場からの要望に正対した意見をいただいた。

観光庁

内閣官房

田端長官へ手交

西村副長官へ手交

また来年導入が検討されている外国人労働
者の新たな就労条件の法整備で想定される
「外国人材の包括的環境整備」という要望に対
して、観光庁田端長官からは「（観光業にも関
連する）外国人労働者に対する環境整備を進め
ていく」との発言があった。
「適切な風営法の運用」については、複数の
省庁から「（法と実態の乖離の）研究が必要で
ある」「見直すべきところは見直すべき」と
いった意見が出た。
※本件、後日、内閣官房経由で警察庁より
九経連に連絡が入り、実際に現場で起きて
いる事象の確認と、柔軟な対応も可能との
ことで、今後の相談窓口の紹介を受けた。

2019年、いよいよラグビーワールドカップ
が開催され、九州でも３県を舞台に熱戦が展
開される。そして2020年はオリンピック、パ
ラリンピックの開催によって一気に世界との
交流人口が拡大する。
この絶好機を確実に捉える為にも、今後も
九州の観光現場における課題に向き合い、早
期解決を目指す為の必要に応じた観光振興要
望活動を実施していく。
【観光・サービス産業部 升本】

日誌
１０月
１日（月）

※九経連HPに詳細を掲載
［北九州市・リーガロイヤルホテル小倉］

第１回北九州地域委員会

引き続き、理事・監事並びに審議員による合同会議
を開催し、本会の政策事項の方向性や実施事業のあ

出席者：70名

り方について意見をいただいた。

「北九州における風力発電産業の戦略・取り組み」を
テーマに開催。張本邦雄委員長挨拶の後、北九州市
港湾空港局光武裕次エネルギー産業拠点化推進室長
より「風力発電関連産業の『総合拠点』を目指し
て」
、ひびきウインドエナジー㈱寺﨑正勝取締役より

※本誌６〜７ページに詳細を掲載

３日（水）

［福岡市・グランドハイアット福岡］

理事会、審議員会メンバーとの新入会員交流会
出席者：50名

「洋上風力発電事業の取り組みについて」と題して、

2017年度以降にご入会いただいた企業や大学、国立

それぞれご講演いただいた。続いて九経連本部より

高専等のうち、当日は22社が出席。まず、麻生泰会

2018年度活動状況等を報告、その後麻生泰会長との

長が入会のお礼を述べるとともに、九経連の果たす

意見交換を行い「介護人材不足」
「働き方改革」
「北

べき使命や役割などを説明し、本会活動への積極的

九州空港へのアクセス」等についての意見が出され

な参画・協力を要請した。続いて、出席の新入会員

た。外国人人材受け入れに関する規制緩和や、イン

全員を紹介した後、交流会を行った。

フラ整備における地元からの声の早期発信の必要性
について、参加者全員で認識を共有した。

１２日（金）

［福岡市・九経連会議室］

第４回「社食で地産地消」事業実行委員会
出席者：19名

事業実施（11月12日～22日）を前に、実行委員会の最
終会合となった今回、
「社食で地産地消」事業と「出
張直売で地産地消」事業の参加企業の確定を報告し
た。その後、実行委員会メンバーの各給食事業者並
びに会員企業を代表する企業の担当者から、事業実
施の内容についてご報告いただいた。今後は、事業
のＰＲグッズとなるのぼり旗やポスターの完成を急

１日（月）

ぎ、事前に配布するとともに、食材の発注作業の円
［東京都・経団連会館］

企業による農業参入セミナーin東京

滑な実施に留意していく予定である。

出席者：81名

１５日（月）

新たな担い手となる企業の農業参入を促進すること

国際委員会企画部会

を目的として、今年で６回目となる標記セミナーを

［福岡市・九経連会議室］

出席者：17名

経団連と共催で実施した。第１部では、農業に参入

2018年度の国際委員会の上期事業実績と下期事業計

した企業２社による事例講演、第２部では、熊本県、

画を事務局より説明するとともに、九経連全体の海

大分県、宮崎県、鹿児島県による企業の参入状況等

外関連事業として、今年７月にフランスで実施した

のプレゼン、第３部では、希望した企業を対象に参

官民合同での九州プロモーションの結果報告を行っ

加県による個別相談を実施した。

た。議事終了後には駐日フランス大使による特別講

３日（水）

演に合流し、講演終了後には大使らと名刺交換や歓
［福岡市・グランドハイアット福岡］

第１５３回理事会、理事・審議員合同会議

談を行った。

出席者：31名

理事会では、麻生泰会長を議長に、審議員・諮問委
員・顧問選任（案）について審議を行った。理事会に
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１５日（月）

［福岡市・電気ビル共創館］

ローラン・ピック駐日フランス大使講演会
出席者：51名

第34回会議（共同議長：九州地方知事会・広瀬勝貞会
長、九経連・麻生泰会長）が開催され、更なるインバ
ウンド需要の取り込みに向けた九州官民一体となっ

在日フランス大使館よりローラン・ピック駐日フラ

た取り組みを確認、共同宣言「九州まるごと“イン

ンス大使をお招きし「改革するフランス」と題して、

バウンド立圏”宣言」を採択した。

2017年５月に発足したマクロン政権におけるフラン
スの改革についてご講演いただいた。フランスで進
められている労働法改正、税制改革等大胆な政策に

２９日（月）

ついて紹介された。

九州の森林・林業・木材産業交流会

［福岡県大川市・大川シネマホール］

出席者：107名

１５日（月）

［福岡市・電気ビル共創館］

第１回農林水産委員会
出席者：61名

木材輸出の一環として家具の輸出及び地域材の利活
用を図るために、大川市及び周辺地域を巻き込んだ
イベントとして本交流会を開催した。まず基調講演

委員会報告では、2018年度上期活動実績、国への要

として、㈱カンディハウス渡辺直行会長に地域材を

望活動及び下期活動計画について説明した。続く講

利用した家具の生産と輸出について、東京大学安藤

演会では、CCIC・JAPAN㈱の董闘課長より「中国

直人名誉教授に木材産業界の現状と地域の連携につ

向け農林水産物輸出の円滑化～中国版HACCP及びト

いて、それぞれご講演いただいた。後半のパネル

レーサビリティについて～」
、トリゼンフーズ㈱の河

ディスカッションでは、
「筑後川流域の連携と今後の

津善博会長、福岡浩一室長より「鶏糞リサイクルで

展望」について、倉重良一大川市長、原田啓介日田

貧栄養化の海を再生～養鶏業から水産業参入～」
、佐

市長をはじめとするパネリストの方々による議論を

伯広域森林組合の戸髙壽生代表理事組合長より「
『佐

行った。

伯型循環林業』から『地域材パネル住宅』へ 地域
循環型サプライチェーン」と題して、それぞれご講

３１日（水）

演いただいた。最後に、スマート農業促進の取り組

九州・山口 結婚・子育て応援企業フォーラム

みについて、㈱オプティムよりご説明いただいた。

１９日（金）［三重県志摩市・志摩観光ホテル ザ・クラシック］
西日本経済協議会第６０回総会
出席者：120名

［福岡市・ソラリア西鉄ホテル福岡］

出席者：388名

九州・山口各県及び経済界が一体となり、企業・団
体における結婚・子育て応援の取り組み内容をＰＲ
することにより、結婚・子育て応援の気運を更に高
めることを目的に、本フォーラムを開催した。山口

中部、北陸、関西、中国、四国、九州の６経済連合

祥義佐賀県知事、南順子内閣府参事官、小川洋福岡

会で構成する西日本経済協議会は、第60回総会を開

県知事、麻生泰九経連会長の挨拶の後、結婚・子育

催した。今年度は「活力と魅力に溢れ強靱な地域の

て応援ロゴマークの発表、結婚・子育て応援企業の

実現を目指して～日本の持続的成長に向けて～」を

取り組み内容の紹介、慶應義塾大学大学院教授の岸

統一テーマに、各地域経済連合会の代表者による意

博幸氏による「企業にとって結婚・子育てを応援す

見交換を行った後、政府への提言を決議した。

るメリットとは」と題した講演が行われた。

※本誌10〜13ページに詳細を掲載

２５日（木）［大分市・ホテル日航大分オアシスタワー］
第３４回九州地域戦略会議
出席者：17名

官民が一体となって九州・山口地域の発展戦略を協
議し、具体的な施策を推進する九州地域戦略会議の

２０

※本誌８〜９ページに詳細を掲載
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講演要旨

「福島第一原子力発電所事故に
よる健康影響」および「最近の
原子力訴訟を考える」
～「原子力の日」のエネルギー講演会～

（平成30年10月23日（火）九州エネルギー問題懇話会での講演）
東京慈恵会医科大学
臨床検査医学講座講師

弁護士
名古屋大学名誉教授

越智 小枝

森嶌 昭夫

第１部の東京慈恵会医科大学臨床検査医学

第２部の弁護士・名古屋大学名誉教授の森

講座講師の越智小枝氏の講演では、
「福島第一

嶌昭夫氏は、
「最近の原子力訴訟を考える」と

原子力発電所事故による健康影響」と題し、

題し、これまでの原子力訴訟の動向や論点、

放射線や風評被害だけではない、福島事故で

福島事故がもたらした司法判断の変化につい

明らかになった社会的な弱者への健康被害の

て説明いただいた。以下は要旨である。

現状や今回の災害から学ぶべき防災の考え方

福島事故以降、反原発運動の有力な方策と

等についてお話いただいた。以下は要旨である。

して訴訟が用いられていることもあり、多数

福島の健康被害と言えば、放射線によるが

の原子力訴訟が全国の原発所在隣接地で提起

んの発生リスクなどが大きく取り上げられる

され、事故以前にはなかった仮処分を求める

が、避難区域の設定による非計画的な避難や

申し立ても行われ、一部の裁判所で差し止め

流通の停止、医療・薬の不足は、特に高齢者

認容の判決・決定がなされている。

や疾患のある社会的な弱者への健康被害を増

これまで原子力訴訟において、原子力は高

大させた。また避難生活は運動不足や精神状

度に専門科学技術的であることから、原子力

態の悪化を招き、糖尿病による発がんリスク

の安全性については最高裁においても、司法

は放射線よりもはるかに高い確率をもたらし

は安全審査基準や行政庁の判断過程に「看過

ている。

し難い過誤、欠落があるか」どうかについて

福島事故によって起きた健康被害は、放射

審査すべきとされてきたが、最近の裁判例で

線とがんのことばかりが注目されているが、

は、行政庁（事業者）側が判断に不合理な点が

避難生活の長期化に伴う健康被害が見落とさ

ないことを主張・立証すべき責任をどう判断

れている。避難による健康被害は世界中の紛

するかとも関連して、専門科学技術的判断にま

争・災害地域でも発生しており、福島事故で

で踏み込んで事実認定する例が出てきている。

の健康影響について正しく学ぶことは、今後

差し止め認容の判決・決定は、現時点では

の世界にとっても重要な教訓となる。

いずれも控訴または抗告・異議の段階で取り

また原子力立地地域においては、今回の事

消されており、現在の原子力安全規制の下で

故を踏まえ、原子力事故の影響から人々の健

それぞれの原子力が新安全規制に適合してい

康をどう守るかを考え、住民の健康情報の共

る限り、原子力訴訟において仮処分が却下さ

有など社会的な弱者の「見える化」を図り、

れることはほぼ定着しつつあるのではないか

交通・情報・医療インフラの仕組みを考える

と考える。しかし福島事故以降の裁判例は、

ことが重要である。

いずれも原子力に対する高度の安全性を求め
ていることを事業者は忘れてはならない。

２０１
８/１
２ 九経連月報

２１

講演要旨

「洋上風力発電事業の取り
組みについて」
（平成30年10月１日（月）北九州地域委員会での講演）

１．今後のエネルギーの方向性

ひびきウインドエナジー㈱
取締役

寺﨑 正勝
３．北九州響灘洋上風力発電の取り組み

2018年７月に閣議決定された第５次エネル

港湾法改正第１号案件として2017年２月に

ギー基本計画は、わが国のエネルギーの構造

優先交渉者として、ひびきウインドエナジー

的課題（資源の海外依存、人口減少）に加え世

㈱が選定された。現在、環境アセス、風況、

界的な脱炭素化の動き、環境競争の本格化の

海域調査に着手し、2021年の着工を目指して

情勢変化を踏まえた内容となった。

いる。2018年１月に北九州市と基本協定を締

①基本方針は「３E+S」をより高度にすること

結し、正式な事業予定者となった。

②発 電関係では「再エネの主力電源化への布

完成予想図

石」が明記された。
２．洋上風力事業の取り組み
上記１の②を踏まえ海洋再生エネルギーへ
の期待と取り組みの今後の視点は、
①エネルギーセキュリティの更なる充実
・陸 地は設置適合地の縮小や開発上の種々制
約が顕在化～再生エネルギーは陸から海へ
移行、世界６位のわが国の排他的経済水域
のポテンシャルの活用
②温室効果ガスの縮減
・再 生エネルギー普及による温室効果ガスの

４．事業組成上の留意点
洋上風力事業はわが国において実績はない
が今後、期待が持てるフロンティア事業であ

縮減（特に離島地域）

る。洋上風力事業は他の再生エネルギー事業

③国内（地域）産業の振興

と異なり、ストラクチァリングコスト構造が

・発 電分野は裾野が広く、わが国における海

特有であり、事業者のプロジェクト組成能力、

洋産業の発展、特に離島を含む地域産業振

関係者とのインターフェイス能力など高い資

興・雇用にも寄与、漁業や観光との協調に

質が求められるが、事業者にとって非常に

よる振興も期待

チャレンジングな魅力を持っている。

④国際協力、貢献
・ア ジア太平洋地域における海洋再生エネル
ギーのモノづくり拠点、ODAの活用など発
展途上国への技術協力・支援

５．再生エネルギー目標について
先般発表された2030年度再生エネルギー導
入目標について、全エネルギーの24％である
が、その内訳で風力は２％。風力関係者間で
は過小評価の見方あり。今後、未利用の海洋
地の活用が重要な意味を持つ。

２２
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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 33

宇佐・国東八幡文化遺産
〜ずっしりとした歴史の重み〜
−大分県（杵築市、国東市、豊後高田市、中津市、宇佐市）−

大分県は、古くは豊の国といわれた。
「
『とよ（豊）
』と口誦さむだけでも、野山が華やぎそうである」司
馬遼太郎氏はそう述べている。
その大分県、国東半島の入口に宇佐神宮が鎮座している。早い時代に仏教と習合したので宇佐八幡大菩
薩ともいわれる。宇佐を発信地として国東半島全体に神仏混合の独特の天台仏教文化が栄えた。その陰に
仁聞菩薩の伝説が色濃く残っている。
瀬戸内海に丸く突き出た周囲１２０kmの半島だが、半島の山襞が凄い。中心の両子山（７２１ｍ）から、まる
で番傘を広げたように放射線状に尾根があり谷がある。奇岩が並び、山容の奥深くに隠された岩窟もあ
る。独特のたたずまい。見るからに大自然の霊地を思わせる。天台宗の宗徒が棲みついて、修験、祈りの
場になった。今も、多くの古刹と共に磨崖の石仏、この地方だけの国東塔、宝篋印塔、板碑が、自然の一
部のように溶け込んで「仏の里」をつくっている。これらの霊地は、京都、奈良にはない独特の文化遺産
である。
世界遺産登録を目指しての準備が進められている。登録では先輩格の「熊野古道」よりも、もっと見ご
たえのある、歴史の重みをずっしりと感じる旅が出来る。

２泊３日コース


１日目

各 地→大分空港（大分駅）→杵築市［奈多
宮］→国東市［石立山岩戸寺、龍下山成仏
寺、岩戸寺宝塔］→豊後高田市（泊）

２日目

豊後高田市
豊後高田市［熊野磨崖仏、天念寺、長安寺、
田染荘、富貴寺大堂］→別府温泉（泊）
福岡県

３日目

中津市

国東市
大分空港

宇佐市

杵築市

別府温泉

別 府温泉→中津市［薦神社］→宇佐市［宇
佐賀県

佐八幡宮本殿、宇佐八幡宮境内］→大分空

大分県

港（大分駅）→各地

長崎県

熊本県
２０１８/１
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奈多宮（杵築市）
国東半島の付け根、杵築の浜に鎮まる。美しい松林が２kｍ続く海岸線
を背にして、風光明媚な地。宇佐神宮とのかかわりが深い。 かつて、宇
佐神宮から奈多宮まで行幸会が行われていた。この時、遷された御神体
の神像が安置されている。
「陣道面」と呼ばれる異形の面（ドングリ眼と
ダンゴ鼻）も保存されている。行幸会の先導役を務めたものであろう。

岩戸寺の国東塔（国東市）

奈多宮（杵築市）

国東半島にしか見ることの出来ない特有の形式をもつ石造美術品を国東塔と呼ぶが、岩
戸寺の国東塔（国重文）はその中でも国東最古の代表的宝塔で、安定した優雅な姿を保って
いる。岩戸寺には薬師如来像や有銘仁王中最古の仁王像（県有文）もあり、見るものは多
い。また鬼会も催される。

熊野磨崖仏（豊後高田市）

岩戸寺の国東塔（国東市）

胎蔵寺より鬼が一夜で築いたと伝えられる約２５０ｍの石段を登
り切ると、突如開けた空間より巨大な磨崖仏が現われる。左が不
動明王（８ｍ）で右が大日如来像（６．
８ｍ）
。この磨崖仏は国東の代
表的存在というより、我が国最大級の巨像であることで有名。
熊野磨崖仏（豊後高田市）

富貴寺（豊後高田市）

仁開菩薩の開基で、養老年間に一本のカヤの木から作られたと伝えられる。富貴寺
大堂は国宝であり、九州最古の木造建築物である。藤原時代の粋を伝えた阿弥陀如来
坐像（国重文）
、極楽浄土の盛況が描かれてある壁画（国重文）や笠塔婆かある。

長安寺の太郎天像（豊後高田市）
富貴寺（豊後高田市）

屋山の中腹にある長安寺はかつて六郷満山の惣山として
栄えた平安期以来の天台宗の古刹。ここに藤原芸術の至宝というにふさわしい太郎天像
と二童子立像（それぞれ国重文）がある。この寺は銅板法華経（国重文）のある寺として
も知られ、妙法蓮華経が刻まれている。

薦神社（大貞八幡宮）
（中津市）
宇佐八幡宮の祖社と言われる古社。境内の広い三角池（みす
長安寺の太郎天像（豊後高田市）
みいけ）が内宮、社殿が外宮。養老三年（７２０年）
、大隅・日向
の隼人の反乱で、大伴旅人が率いる大和朝廷軍と宇佐「神軍」が、薦神社の三角池に自
生する真薦を刈ってつくった薦枕（こもまくら）をご神体として日向まで行幸し、乱を鎮
めたと言われている。
薦神社（大貞八幡宮）（中津市）

田染荘（豊後高田市）

田染荘小崎地区に水田が開発されたのは、７４３年墾田永
年私財法の成立により開墾した水田の私有が認められるよ
うになって以来のこと。開墾された水田は、宇佐八幡宮が
支配する荘園となり、田染荘が誕生した。田染荘は、宇佐
八幡宮の「本御荘十八箇所」と呼ばれる根本荘園の一つで、
最も重要な荘園。現在もこの地域は水田や周囲の景観を千
年の昔そのままの姿で守り、受け継いでいる。田染川一帯
には「元宮磨崖仏」はじめ、
「間戸岩戸」
「大応寺」など見
るべき史跡が多い。
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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田染荘（豊後高田市）

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）

2030年度までの沖縄入域観光客数をご紹介【OCVB予測】
＜全体概要＞
２０１
８年度における沖縄県の入域観光客目標値は１，
０００万人、その内、国内観光客の目標値は７００万人、外国人観
光客の目標値は３００万人と設定されています。ＯＣＶＢは、その目標達成へ向けて、誘客ならびに受入体制の構築に
おける様々な施策を講じてまいります。
沖縄県への入域観光客数は過去に大きなイベントリスクに直面する年もありましたが２０１
６年度から過去２０年の
年平均成長率は４．
３％、直近５年については９．
８％と順調に増加してきました。
２０３０年度までの推移は、那覇空港第二滑走路の供用開始による大幅な入域観光客数の増加が見込める２０２０年度
の伸び率を、直近５年の平均成長率を上回る１１．
５％と想定しており、その他の年度については、直近この３年間で
各種施策の積上げを図ることで、過去２０年の年平均成長率４．
３％前後の水準へ導きたいと考えています。

＜国内客の概要（本土経由の外国客を含む）＞
沖縄入域の国内客数は、空路における新規路線の就航や増便、機材の大型化、また離島への直行便やＬＣＣの
就航などに支えられながら、２０１
６年度から過去２０年の年平均成長率が３．
０％、直近５年が３．
７％と堅調に増加して
まいりました。
国内においては、日本の人口減少や他方面との競争など取り巻く環境は大きく変化しておりますが、２０２０年３
月那覇空港第二滑走路供用開始による発着枠拡大、本土経由外国人客いわゆるトランジット需要の拡大も明るい
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話題であります。
国内客は、入域客数実績・航空輸送実績・那覇空港の発着回数、ならびに既に予定されている国内空港の発着
回数拡大や未来人口予測(厚労省)を勘案し、過去における成長率を元に、平均年率２．
０％での成長と予測します。

＜外国客の概要＞
沖縄入域外国客は、２０１
６年度から過去２０年の年平均成長率が１３．
８％、直近５年が４３．
９％と大きく増加してきま
した。
外国客空路利用者は、国内同様に、新規路線の就航や増便、機材の大型化、ＬＣＣの就航などに支えられ、近
年大きく成長しております。また未来では、２０２０年第二滑走路での処理能力の拡大と、世界の旅行需要やアジア
の成長、日本政府を含めた訪日旅行需要の更なる取り込み、そしてこれらに沖縄の認知度向上が相まって、さら
なる成長が見込めます。
海路では、現在、那覇港長期構想検討委員会で、概ね１
０年内に第２・第３バースの整備、また概ね２０年内に第
４バースの整備を目標として議論・検討がされていることに加え、平良港と本部港の国際クルーズ拠点形成計画、
整備中の石垣港の計画変更（クルーズ船２０万トン級対応）も明るい話題です。
外国客は、重点市場各国について過去の訪日客数と沖縄入域客数、また未来の人口（ＵＮ）とＧＤＰ予測（ＰｗＣ
Ｊａｐａｎ）を総合的に勘案、過去における成長率も考慮し、総じて、２０３０年度まで、平均成長率１０．
６％と予測します。

２６
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山口

Yamaguchi

担い手支援日本一を目指す！
山口県では、募集から研修、就業、定着までの一貫
した「日本一の担い手支援策」を掲げ、県内外からの
新規就業者の確保・定着に積極的に取り組んでいる。
中でも、雇用従業員等を受け入れた農業法人に対し
て、全国トップ水準の給付金を最長５カ年支払う定着
支援給付金は、法人に就業した人が農業技術を習得し
安心して農業に従事し続けることができる環境づくり
に貢献している。
この他にも、山口県立農業大学校を拠点として、作
物栽培の基礎知識を習得する「作物基礎研修」や、よ
り実践的な農業実習を介して新規就農・就業を後押し
する「短期入門研修」
、就農後の経営安定を支援する
「フォローアップ研修」など、就農前後の段階に応じ
た豊富な研修メニューを提供している。
現在、上記研修の一環として、フルタイムで実践的
な栽培管理を学ぶ「やまぐち就農支援塾 担い手養成
研修」の入塾生を募集している。
今後も、山口県では、
「日本一の担い手支援策」に
より、担い手の確保と育成、定着に取り組んでいく。
就農・就業を検討されている方は、ぜひ、山口県へ。
やまぐち就農支援塾 担い手養成研修生募集
研修期間：平成３１年３月から約１年間
場所：県立農業大学校（防府市）
内容：自営就農コース
法人就業コース
《問い合わせ先》
山口県農業振興課
TEL：083-933-3375

福岡

Fukuoka

「ふくおか健康づくり団体・事業
所宣言」登録募集中！
福岡県では、８月１０日に、保健・医療関係団体、
経済団体、企業、大学、マスコミ、地域団体、行政
等、１１０団体で構成する「ふくおか健康づくり県民会
議」を設置し、県民の健康づくりを県民運動として展
開している。
県民会議では、健康寿命の延伸に向け、
「健（検）診

受診率の向上」
「食生活の改善」
「運動習慣の定着」を
３つの柱として、重点的に取組みを進めることとして
いる。
その取組みの一つとして、県民の健康づくりに関す
る取組みを行う団体・事業所がその取組みを宣言し、
登録する「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」制
度を９月から開始した。
登録方法は、
「ふくおか健康づくり県民運動情報発
信サイト」内における電子申請での登録受付のほか、
郵送での申請も受け付けている。
登録した団体等については、情報発信サイトで紹介
するとともに、特に優良な取組みを行った団体等につ
いては、県民会議において表彰を行うほか、紹介動画
の作成・公表などによりその取組み内容を広くＰＲし
ていく。
《問い合わせ先》
福岡県健康増進課 TEL：092-643-3269
ふくおか健康づくり団体・事業所宣言事務局
（（公財）福岡県公衆衛生協会）
TEL：092-286-2133
［情報発信サイト］
https://www.kenko.pref.fukuoka.lg.jp/

佐賀

Saga

佐賀県産いちご新品種
『いちごさん』誕生！
！
「さがほのか」以来、２０年ぶりとなるいちごの新品
種『いちごさん』が、今月から全国の主要市場に出荷
される。
『いちごさん』は佐賀県・ＪＡグループ佐賀・生産
者 が 一 丸 と な り、 ７ 年 の 歳 月 を か け 開 発 さ れ た。
１万５０
, ００もの試験株の中から選び抜かれた『いちご
さん』は「凛とうつくしい色と形」
「華やかでやさし
い甘さ」
「果汁のみずみずしさ」が最大の特長。佐賀県
が、自信を持ってお届けする新ブランドのいちごだ。
ブランド名『いちごさん』は、多くの方に長く愛さ
れることを願って、呼びやすくて覚えやすい、清々し
さとインパクトを合わせ持つ名前を目指してつけられ
た。キャッチコピーは「眺めてうっとり、かじって甘
い」
。一口頬張るとうっとりするほどの甘さが口に広
がること間違いなしだ。今年１月に首都圏在住の女性
１０８人を対象に行った調査では、甘味と果汁感に対す
る評価が他のいちごに比べて圧倒的に高く、人気３品
種との食べ比べでは、４１３
．％の方がいちごさんが一番
美味しいと評価した。
２０１８年は１６６戸、県産いちごの約１割となる約１８
ｈａで栽培され、約９００ｔの収穫を見込んでいる。今
後、段階的に県内の生産農家を拡大し、生産量を増や
していく。また、いちごさんに関するイベントも順次
開催予定だ。
佐賀県期待の新人『いちごさ
ん』
。ぜひ、ご賞味いただきたい。
《問い合わせ先》
佐賀県流通・通商課
TEL：0952-25-7252
検索
FAX：0952-25-7307 いちごさん 佐賀
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長崎

Nagasaki

「長崎デザインアワード ２０１８」
決定！
「長崎デザインアワード」は、優れたデザインの商
品を選定・表彰することで、長崎県内企業等の商品開
発意欲やデザイン力の向上に寄与することを目的とし
て毎年開催している。対象となる商品は、前年度に長
崎県内で企画・開発され商品化し販売しているもので
ある。
８回目となる今回は、長崎県産の素材を活用した食
品のパッケージや長崎県の地場産業である陶磁器等幅
広い分野から１０７点の応募があり、審査が行われた。
その中から大賞に選ばれたのは、組立て式の収納ボッ
クス「ＩＳＳＨＩＮＤＯ ＦＯＬＤＩＮＧ ＢＯＸ」
（古賀正裕デ
ザイン）である。シンプルな構造で簡単に組み立てや
折り畳みができ、内蔵マグネットによってフタを気持
ちよく閉じることができる点等が高く評価された。こ
のほか入賞や入選等の合計６２点が選定された。
江戸時代、日本で唯一西欧・中国との窓口として開
かれていた長崎には、異国の文化と日本の文化を融合
させ、長崎ならではの文化を生み出してきた歴史があ
る。長崎県では、今後も県
内企業等のブランド力向上
や競争力の向上に寄与する
た め、
「長崎デザインア
ワード」を開催する予定で
ある。
大賞受賞作品「ISSHINDO FOLDING BOX」
《問い合わせ先》
（組み立て式の収納ボックス）
長崎県企業振興課 TEL：095-895-2637

熊本

Kumamoto
かなくり し そう

「日本マラソンの父 金栗四三」のふるさとに、大
河ドラマ館・金栗四三ミュージアムがオープン！
２０１９年大河ドラマ「いだてん」の主人公の一人、
熊本県出身の「金栗四三」氏は、日本人初のオリン
ピック選手であり、
「箱根駅伝」の創設など数々の偉
業から「日本マラソンの父」と呼ばれている。
な ご み まち
玉名郡和水町には築２００年以上が経つ生家が現存す
るほか、金栗氏が生家から南関町にあった高等小学校
まで駆け足で通った往復１２キロの「金栗四三ロード」
と呼ばれる通学路や、玉名市にある、晩年を過ごした
住家や墓碑など、ゆかりの地には金栗氏の足跡が多く
残されている。
１月には、玉名市に、大河ドラマで使用された小道
具や衣装の展示などドラマの世界観を体験できる「大
河ドラマ館」が、和水町に、実際に使用したユニ
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フォームの展示など金栗氏を等身大の視点で紹介する
「金栗四三ミュージアム」が、新たな観光スポットと
してオープンする。
また、この好機を地域全体で盛り上げるために、都
市圏でのＰＲをはじめ、おもてなしスタッフの育成や
官民連携による飲食店マップ作成など、地域ぐるみの
受入準備も進んでいる。
ぜひ、この機会に、多くの皆さ
んに「日本マラソンの父」のふる
さとを訪れていただき、金栗四三
氏の功績やスピリット、魅力を肌
で感じてもらいたい。
《問い合わせ先》
玉名市・和水町・南関町
大河ドラマ「いだてん」地域振興協議会
（事務局：玉名市金栗四三ＰＲ推進室）
TEL：0968-57-7548

大分

Oita

新たなＩＴビジネスの拠点は
“おおいた”で。
本県は、ＩｏＴやＡＩ（人工知能）
、ロボットなどの
新しい技術や、そこから得られるデータを使って、県
民の生活をより便利にし、経済・社会の発展に役立て
て い く こ と を 目 指 す、 大 分 県 版 第 ４ 次 産 業 革 命
“ＯＩＴＡ４．
０”の取り組みを推進している。
“ＯＩＴＡ４．
０”推進のため実施している事業の一つ
が、
「県内外ＩＴ企業・人材交流促進事業」である。
これは、県外のＩＴ企業が本県のＩＴ企業等と合同で
開発合宿等の交流イベントを本県で行う際に必要な交
通費や宿泊費等の一部を補助するものである。実施期
間は、来年の３月３１日まで。県内外のＩＴ企業・人
材の交流を支援することで、県内企業との業務連携
や、ＩＴ人材の確保・育成、さらには県外企業の本県
への進出へ繋げていくことを目的としている。
働き方改革の一環として、リモートワークやサテラ
イトオフィスの導入、ニアショア開発（システム開発
の業務委託）の提携先開拓等の意向をお持ちの企業等
にご活用いただき、大分の環境を知ってもらい、本県
企業と関わりを持つきっかけにしていただきたい。
交流する県内のＩＴ企業が決まっていない場合等で
も個別に相談に応じるため、お
気軽にご連絡いただきたい。
《問い合わせ先》
大分県情報政策課
TEL：097-506-2062

宮崎

Miyazaki

「みやざきで暮らし、働く」ＰＲ
動画を制作
本格的な人口減少社会が到来する中で、本県におい
ても、若者の県外流出を少しでもくい止め、将来を担
う人材を確保することが喫緊の課題となっている。
その対策の一環として、本県では４分半ほどで気軽
に見てもらえる工夫をしたＰＲ動画を制作し、
「みや
ざきで暮らし、働く」魅力を県内外の学生や社会人、
保護者などに情報発信している。
制作した動画は「みやざきの未来」
「ここで、これ
からも」の２本。
若者の県外流出が続いて人口が減る流れが止まらな
ければ、今後の宮崎には、教育環境の低下、医療・福
祉サービスの低下、日常生活への影響などの諸問題の
発生が考えられる。
「みやざきの未来」では、こうし
た将来の懸念材料をペーパークラフトを用いてわかり
やすく伝えている。
一方、
「ここで、これからも」では、２０歳代前半の
女性の県外流出が顕著なことから、大学３年生の女性
を主人公とし、通勤時間の短さや手頃な家賃、近くに
いる両親のサポートなど、宮崎で働く良さ、子育て環
境の良さなどを都会と比較しながら明るめの映像とと
もに語りかける内容となっている。
これらの動画は、県が主催する学生参加のイベント
での上映やインターネットによる配信を行うほか、高
校や大学などを通じ、教育関係者にも視聴を依頼する
予定である。
本県ではこのほか、若者へのアンケート調査による
県外流出の要因分析や、県外人材確保
のためのコーディネーターの配置、イ
ンターンシップの多様化・拡大などを
行っており、これからも関係機関が一
体となって産業人財育成・確保の取組
を進めていく。
《問い合わせ先》
宮崎県産業政策課 TEL：0985-26-7967

鹿児島

Kagoshima

桜島だけのガイドブック
「桜島 Ｖｉｅｗ Ｓｐｏｔ７７」発刊！
桜島は、鹿児島県屈指の観光資源であり、その表情
は見る場所や時間帯によって大きく変化し、味わい深
いものとなる。
鹿児島県観光連盟では、今年８月に、桜島の眺望が
楽しめる県内１４市町の７６箇所の観光スポットを特集
した「桜島 Ｖｉｅｗ Ｓｐｏｔ７７」を発刊した。
このガイドブックは、離島を含む県内各地の桜島の

眺望スポットを紹介するとともに、スポット近郊の観
光・グルメ情報はもちろん、利用者に便利な駐車場・
トイレの情報まで盛り込んでいる。
制作に当たっては、平成２７年度から、県民による眺
望スポットの公募を行い、候補地約１２０箇所の現地調
査を経て、７６箇所のスポットを選定した。
いわゆる「インスタ映え」する写真が撮れるよう、
お薦めの撮影時間帯の情報も掲載している。
タイトルにある「７７」は薩摩藩七十七万石に因んだ
ものである。掲載しているスポットは７６箇所。残る１
箇所は自分だけの絶景スポットを記録できるよう空欄
にしている。
県外の観光客はもとより、県民にも是非このガイド
ブックを片手に、桜島の眺望
スポット巡りに出かけ、桜島
の魅力を感じてもらいたい。
県内外の主要書店等で販売
している。９２０円（税込）
。
《問い合わせ先》
観光かごしま大キャンペーン推進協議会
（事務局：鹿児島県観光連盟）
TEL：099-223-5771

沖縄

Okinawa

沖縄の新たな玄関口「カフーナ
旭橋 Ａ街区」オープン
沖縄都市モノレール（ゆいレール）旭橋駅周辺の再
開発地区（沖縄県那覇市）では、平成２４年の南街区に
続いて北側のＡ街区が今年完成し、１０月にオープンし
た。再開発地区（愛称：カフーナ旭橋）は、那覇空港
からのアクセスもよい旭橋駅に近接し、沖縄本島のバ
ス路線が集中する那覇バスターミナルを有するという
特長がある。この特長を生かし、交通の結節点として
の機能の強化、駅前にふさわしいビジネス・商業・宿
泊などの都市機能を備え、沖縄の新たな玄関口となる
ことを目指してきた。
Ａ街区１階に整備され、リニューアルした那覇バス
ターミナルでは、屋内バス待合所や多言語デジタル案
内板などを備え、ユニバーサルデザインに配慮した。
このほか、多言語対応の観光案内所「沖縄観光情報セ
ンター」
、県立図書館、就業支援施設「グッジョブセ
ンターおきなわ」
、ショッピングセンター「ＯＰＡ」
、
オフィスビル等も入居する。
既にオープンした各施設では県民・観光客らが多く
訪れ連日盛況が続いており、県都那覇の「顔」となる
ことが期待できそうだ。
《問い合わせ先》
沖縄県企画調整課
TEL：098-866-2026
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表紙説明

大将季

（鹿児島県）
だいまさ き

し ら ぬ い

大将季は、平成18年に品種登録された不知火の枝変わり品種です。不知火より果皮及び果肉色の
橙色が濃く、独特の香りをもち、糖度と酸度のバランスに優れており、
「かごしまブランド産品」と
して指定されています。
かんきつ類の生産が盛んな薩摩半島北西部を中心に、ハウス栽培や露地栽培で生産されており、
出荷期間は12月から５月までと長期にわたるため、贈答用や家庭用として大変喜ばれています。
平成19年の販売開始以降、平成29年には販売数量813トンまで拡大し、販売数量1,000トンを目
標に、関係機関・団体と一体となってオール鹿児島で、更なるブランド力の向上と販路拡大に取り
組んでいます。
《問い合わせ先》
鹿児島県農政部 農政課 流通企画係 TEL：099-286-3093
ＪＡ鹿児島県経済連 果樹花き課
TEL：099-258-5431

スケジュール（１２月）
日（曜）

会合名等

５日（水）

行財政委員会第２回企画部会（福岡市・電気ビル共創館ＢＩＺＣＯＬＩ）

７日（金）

第５回「社食で地産地消」事業実行委員会（福岡市・九経連）

１
２日（水）

第１１回沖縄連携フォーラム（那覇市・ダブルツリーｂｙヒルトン那覇首里城）

１８日（火）

第１回行財政委員会（福岡市・タカクラホテル福岡）

新入会員企業（１０月）
ＷＡＳＨハウス㈱
代表取締役社長

児玉

康孝

宮崎市新栄町86-1
TEL：0985-24-0000 従業員数：112名
事業内容：遠隔管理型コインランドリー店舗の企画・開発・運営事業

お知らせ：本誌裏表紙に広告を募集します。詳しくは、本会総務広報部（TEL：092-761-4261）
までお問い合わせください。
◆九経連ホームページ

◆九経連メールアドレス

http://www.kyukeiren.or.jp

info@kyukeiren.or.jp
月報・ホームページをご覧になったご感想やご意見をお寄せください。
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秋の叙勲受章者
恒例の秋の叙勲で、本会会員より下記の方々が受章されました。
心よりお慶び申し上げます。

桐花大綬章
今井
敬

新日鐵住金㈱

旭日中綬章
芦塚日出美
田中 稔三
當眞 嗣吉
舩山 龍二

名誉会長

旭日重光章
荒蒔康一郎

キリンホールディングス㈱ 元代表取締役会長

瑞宝重光章
丸本 卓哉

国立大学法人山口大学 名誉教授

（種類順、敬称略）

㈱博多座

取締役相談役

キヤノン㈱

代表取締役副社長

沖縄電力㈱

名誉顧問

㈱JTB

相談役

お知らせ

『新しいエネルギー基本計画の考え方』
～将来のエネルギーミックスの構築に向けて～

平成30年度エネルギー講演会
（一社）九州経済連合会では、今夏に閣議決定されました「第５次エネルギー基本計画」
の概要や前回計画からの変更点とその背景など、これからの日本のエネルギー政策の方向性
を考える講演会を開催いたします。
◆

日時

◆

場所

平成30年12月18日（火）15：00～16：30
電気ビル共創館 カンファレンスＡ大会議室
（福岡市中央区渡辺通２丁目１番82号

◆

講師

◆

入場料

◆

主催

◆

後援

◆

お申込み

電気ビル共創館３階）

東京大学大学院工学系研究科教授
山口 彰 氏
（総合資源エネルギー調査会基本政策分科会委員）
無

料

（一社）九州経済連合会
福岡商工会議所、福岡経済同友会
次のアドレス（もしくはQRコード）から
申込みをお願いします。
https://ssl.q-enecon.org/koen/form.php

【お問い合わせ先】

（一社）九州経済連合会
「エネルギー講演会」係

九州エネルギー問題懇話会
TEL：092-714-2318 FAX：092-714-2678
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