月報

２０１９/３
CONTENTS
巻頭言
「九州から日本を動かす」金融機関の取り組み
宮下 俊郎〔日本銀行

福岡支店長〕… 1

九経連活動紹介
YouTuberを活用し、九州の魅力をフランスへ発信
〜福岡県、宮崎県との合同によるインフルエンサー招聘事業〜 … 2
〔事務局コラム〕
「一帯一路」と九州の連携可能性調査
〜「2018年九州経済界一帯一路視察訪中団」〜 … 4
日誌（１月）

…………………………………………………………………………………… 7

講演要旨
「スタートアップが起こす地域イノベーション」
大谷 一夫
（デロイトトーマツベンチャーサポート㈱

地域イノベーションチームリーダー）… 9

「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〜
山口

彰

（東京大学大学院

工学系研究科教授）… 10

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㊱
豊前街道の宿場町を探る
〜宿場の匂いは湯の香り〜

…………………………………………………………… 11

沖縄観光通信
株式会社ナンポー ×OCVBコラボ商品「沖縄シーサイドストーリー」売上金の一部を寄付 … 13
九州・山口地域動向
… 14
表紙説明・スケジュール（３月）・新入会員企業（１月）
… 17

「九州から日本を動かす」
金融機関の取り組み
繋がる新たな取り組みを資金面中心にサポー
トしています。地元地銀の第一次産業向け貸
出が10年間で倍増（約＋1,200億円）している
のも、そうした取り組みの成果でしょう。
企業経営者の方々からは、
「販路の拡大」や
「事業内容の多角化」、アジアを中心とした

宮下 俊郎
〔日本銀行

福岡支店長〕

「海外進出」等事業面での様々なニーズや、
「人手不足」や「事業承継」等経営管理面での
悩みが多く聞かれます。この点、地域に根差
して事業を行う銀行などの地域金融機関では、

九州・沖縄経済は、熊本地震や九州北部豪
雨、西日本豪雨などの災害を乗り越えながら、

取引先企業が抱える課題を解決するための
様々な取り組みがなされています。

しっかりとした足取りで緩やかに拡大してい

さらに自らのコンサルティング機能を強化

ます。景況感は全国平均よりも良い状況です。

しながら、地域資源の掘り起こしや、取引先

好調な当地経済を牽引しているのは、旺盛

企業の生産性向上や事業承継等のサポートに

な海外需要を背景とした自動車や半導体関連

も注力しています。また、今後はキャッシュ

メーカーの高水準な生産と、雇用・所得環境

レス決済の普及・推進が企業の生産性向上や

の改善を背景とした個人消費の増加や旺盛な

インバウンド客の増加に繋がることが期待さ

インバウンド需要、それらに支えられた企業

れるほか、人手確保の支援に参入するといっ

の積極的な設備投資です。今回の景気拡大局

た動きもあります。こうした取り組みが取引

面は、企業規模や業種を問わずその恩恵が広

先企業の事業拡大や課題解決に繋がることは

範に及んでいる点も特徴です。各地域で特長

勿論ですが、金融機関自身の中長期的な成長

や強みを活かしながら前向きな取り組みが行

に繋げていくことも重要です。

れています。先行き、米中貿易摩擦や中国の

日本銀行としては、物価安定のもとでの経

景気減速、半導体関連の調整の影響等には留

済の持続的な成長の実現や、金融システムの

意が必要ですが、九州・沖縄経済は、国内外

安定性を確保することを通じて、当地の経

の旺盛な需要を上手く取り込むかたちで緩や

済・金融のために責務を果たして参ります。

かな拡大が続くと見ています。

なお、九経連が「九州から日本を動かす」と

九州・沖縄地区の銀行貸出の前年比伸び率

いうスローガンのもとで進めている戦略の一

の推移を見ると、ここ数年は常に全国平均を

つ一つを実現させることで、当地経済が今後

上回るなど、金融機関は金融仲介機能を積極

も自立的・持続的に発展していくことを強く

的に発揮しています。具体的には、個々の企

期待するとともに、私どもも会員として全力

業の事業の発展に加え、街づくりなどのイン

でサポートさせていただく所存です。

フラ整備、観光や農業など地場産業の成長に
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九経連活動紹介

ＹｏｕＴｕｂｅｒを活用し、九州の魅力をフランスへ発信
～福岡県、宮崎県との合同によるインフルエンサー招聘事業～
本会はじめ経済４団体と九州・山口９県で構成する九州地域戦略会議は、2019年に開催される
ラグビーワールドカップ（以下RWC）、同年11月に熊本県で開催される女子ハンドボール世界選手
権大会など、大規模国際スポーツイベントの開催を契機とした九州・山口地域のPR強化を決定した。
特に、昨年、日仏友好160周年という節目を迎えたフランスは、RWCや女子ハンドボール世界選
手権における九州での試合も決定していることから、九州への観光誘客を図り、インバウンドの経
済効果を最大化することを狙いに、フランス現地における官民一体となったトッププロモーション
活動を昨年７月に実施した。
本会はそのフォローの取り組みとして、福岡県、宮崎県との合同でインフルエンサー招聘事業を
実施した。
今回、招聘したインフルエンサーは、フランスで人気の高いユーチューバーであるギヨーム・
ジャマル氏で、福岡、宮崎両県の伝統文化や観光スポットを題材にした九州PR動画の制作を行った。
ジャマル氏による「『九州』をイメージするも
のとして、神話のふるさと高千穂と、フランス
でも関心の高いラグビー、さらに若者の日常風
景を盛り込むべき」とのアドバイスを受け、今
回は特に福岡と宮崎に絞った形で昨年12月６日
〜９日の４日間取材を行ってもらった。具体的
にはラグビーやサッカーの強豪校として全国的
にも有名な東福岡高校と福岡・太宰府、宮崎・
高千穂を取り上げた。
○東福岡高校取材【高校生の一日】
東福岡高校では、朝の登校風景から授業風景、
学食での昼食、夕刻のクラブ活動の練習風景を
動画に収めた。
特 に、 全 国 的 に も 有 名 な ラ グ ビ ー 部、 バ ス
ケットボール部などの活動を紹介している。

授業風景

家庭科

ラグビー部の練習風景

朝礼

ホームルーム

剣道部の紹介

授業風景
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書道

○福岡県内で取材した観光スポット
福岡県の取材では、太宰府天満宮や櫛田神社、
川端商店街、今年のラグビーWCの会場となるレ
ベルファイブスタジアム、さらに天神や中洲の
屋台などを紹介している。

太宰府天満宮

高千穂

高千穂
櫛田神社

レベルファイブスタジアム

○宮崎県内で取材した観光スポット
宮崎県の取材では、この時期に開催されてい
る高千穂の夜神楽のほか、有名な観光スポット
である高千穂峡や国見ヶ丘、天岩戸神社などを
紹介した。高千穂は３年前にも取材しており、
今回で２回目となる。

夜神楽

国見ヶ丘

○ギヨーム・ジャマル（Guillaume JAMAR）氏

今回招聘したジャマル氏は、ユーチューブで
日 本 の 情 報 を 発 信 す る サ イ ト「ICHIBAN
JAPAN」を運営し、日本好きのフランス人に人
気が高い。
日 本 全 国 を 取 材 し、 多 数 のPR動 画 を 制 作、
ユーチューブやSNSを活用して、主にフランス
人に向けて配信している。
今回の動画（約35分）は、
「ICHIBAN JAPAN」
で の 掲 載 を は じ め、 フ ェ イ ス ブ ッ ク、 ツ イ ッ
ター、インスタグラム等、各種SNSを通じて発
信されており、発信開始後２週間で20万回以上
再生されている。ぜひ一度、ご覧いただきたい。
※ユ ーチューブで「Ichiban Japan」を検索
後、動画タイトル「Une journée dans un
LYCÉE au JAPON（lycée pour garçons）」
をクリック、もしくは右記QRコードを読込

高千穂峡

【企画調査部
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「一帯一路」と九州の連携可能性調査
〜「２０１
８年九州経済界一帯一路視察訪中団」〜
と

き

ところ

１０月２８日（日）～１１月２日（金）
中国・西安市、太倉市、連雲港市

１．はじめに
日中友好条約締結40周年を記念して、
「九州
経済界一帯一路視察訪中団」が九州中資企業
協会（江蘇省中小企業日本代表処・涂家飛首席
代表）主催、中華人民共和国駐福岡総領事館後
援のもと企画され、昨年の10月28日から11月
２日にかけて中国の西安、太倉、連雲港を訪
問。本会より２名が参加した。

２．目的
中国・習近平国家主席が提唱する巨大経済
圏構想「一帯一路」の重要プロジェクトであ
る中欧班列・中欧鉄道は現在飛躍的に物量が
増えている。一方日本は日EU経済連携協定
（EPA）の締結により日欧間の物量増加が見込
まれる。
「一帯一路」において九州として何が取り込
めるか、また、九経連が取り組んでいる、特
に農林水産物の輸出との連携可能性について
検討すべく、今後重要性が増すと思われる中
央鉄道沿線の主要都市と港湾施設を視察し、
日欧間物流において、これまでの海上輸送、
航空輸送に加え鉄道輸送の可能性を調査した。

西安空港での結団式

４
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３．概要
訪問地：西安市、太倉市、連雲港市
参加者：13名（本会より平井常務理事、中林国際部課長が参加）
団 長：（公社）福岡貿易会・甲斐敏洋専務理事
【行程表】
日程

概要

■西安市
≪視察≫
・中国（陝西）自由貿易試験区 西安国際港務区（展示室）
・中西部陸港金融鎮（金融センター群）
・中国（陝西）自由貿易試験区 西安国際港務区総合服務大庁
10/29 ・西安鉄道コンテナ輸送センター（車窓より）
（月） ・西安港中欧班列運行センター（列車運行センター）
・西安経済技術開発区内企業
（製造業）啓源電器装備有限公司、
（製薬会社）康就化成
≪意見交換≫
・西安市国際港務区及び陝西省工業和信息化部
・西安経済技術開発区
10/30 ≪視察≫
（火） ・観光資源である西安市及び周辺の歴史建造物
■太倉市
≪視察≫
・太倉市企画展示館
・LOGOS太倉市物流センター
・太倉港経済技術開発区展示室
10/31
・太倉太境通供応鏈管理有限公司（ネット通販会社）
（水）
・似鳥太倉商貿物流公司（家具製造業「ニトリ」）
・太倉中集冷蔵物流装備有限公司（コンテナ製造業）
・太倉港
≪意見交換≫
・太倉市政府
■連雲港市
≪視察≫
・連雲港市城建控服集団有限公司（不動産開発企業）
・上合組織国際物流園（展示室）
11/1 ・連雲港港湾施設
（木） ・連 雲港中哈国際物流有限公司（カザフスタンとの
合弁鉄道会社）
・連雲港市城建控服集団（所有ビル・ホテル）
≪意見交換≫
・連雲港市城建控服集団及び連雲港市政府

①西安市（10月29日～30日）
陝西省西安市は上海より内陸へ空路２時間
半ほどの距離に位置し、歴史上中国４大古都
の１つ、唐（618年～907年）の都長安があった
場所である。遣唐使の阿倍仲麻呂の記念碑が
あるなど隋唐の時代より日本と交流があった。
かねてよりシルクロードの起点として栄えた
中国西部最大の都市である。
近年では「一帯一路」鉄道の要衝として注

目されており、その鉄道網はユーラシア大陸
各 地 へ ７ ル ー ト を 運 行。 そ の 内 訳 は、 ヨ ー
ロッパ：３ルート（所要日数16〜18日間）、中
央アジア：２ルート（同10日間）、ロシア：１
ルート（同18日間）、イラン：１ルート（同16
日間）
。現在、年間で約1,000本の貨物列車を
運行しており、その貨物量は18万TEUに上り、
本数及び運搬量は中国全土でトップである。
西安港中欧班
列運行センター

江蘇省の入江の中で最大の港として、揚子江
の入口に位置している。揚子江（川）とはいえ
海並みの水深12.5mがあるため、大型船の航行
が可能で、内陸の重慶までクルーズ船が航行
している。2017年のコンテナ取扱量は435万
TEUで世界31位。太倉港より日本の関東・関
西・九州、韓国の釜山、台湾等世界各国へ190
の海路があり、博多港とは週２〜３便、運航
時間は丸１日程度。

揚子江の港である
太倉港

西安市国際港務区及び
陝西省工業和信息化部
との意見交換会

2017年４月に自由貿易試験区が発足し、以
来１年半にて約300社が進出。会社設立の申請
から認可までをワンストップで対応しており、
以前は25日かかった手続きが３日で可能とな
るなど、手続きの迅速化が進む。このように
ハード面の整備のみならずサービス面、特に
スピードに対する認識の高さが印象的であっ
た。また、鉄道輸送は、海上輸送の約半分の
時間、価格も２倍程度内に収まると想定され
ていることから、今後海上輸送に代わる輸送
手段として鉄道利用の可能性が考えられる。
また、西安経済技術開発区内の機械製造業
及び製薬会社研究施設（ドイツとの合弁企業）
を視察。開発区関係者との意見交換を行い、
企業が進出している背景の説明を受け、更な
る日系企業の進出を要望された。
②太倉市（10月31日）
江蘇省蘇州市太倉市は上海と隣接、鉄道及
び高速道路にて結ばれ、上海虹橋空港及び上
海浦東空港から共に車で１時間程度の距離に
位置している。人口104万人、面積810㎢、域
内GDP1,240億元を誇る。太倉市内は揚子江と
38.8㎞接しており、太倉市内にある太倉港は

近年、上海では渋滞が慢性化し、道路のみ
ならず上海港（海）でも渋滞が発生。投資目的
で不動産価格が高騰し、オフィスビル等の賃
料も上昇している。こうした状況の上海に隣
接する太倉の立地環境と太倉港利用のメリッ
トから、上海から太倉へ移転する企業、上海
近郊への進出の際に太倉を選択する企業が増
加している。
㈱ニトリの現地法人で、中国国内にて製造
した製品と販売先との物流拠点を運営する
「似鳥太倉商貿物流公司」の視察をしたが、同
社も上海から太倉市内へ移転した企業の一つ
だった。太倉に移転し太倉港を利用すること
で、上海港を経由していた頃に比べ陸上輸送
距離・時間、上海港の混雑回避といった効果
があるとのことである。
似鳥太倉商貿物流公司

ネット通販会社に並ぶ
発送前の日本製品
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③連雲港市（11月１日）
江蘇省連雲港市は江蘇省の北東部、上海虹
橋空港から連雲港白塔埠空港へ空路で約１時
間（約500キロ）の距離に位置する。連雲港か
らは鉄道で中央アジア・中東、さらにはオラ
ンダのロッテルダム港まで結ばれている。日
本・韓国・東南アジア等より海路にて運ばれ
たコンテナ貨物が連雲港で鉄道に載せ替えら
れ、40以上の国・地域を経由する中央班列「新
ユーラシア・ランドブリッジ」の東の結節点
として物流上の要衝となっている。
また、中国初の沿海対外開放都市の１つで
あり、国の経済技術開発区が置かれるなど、
以前より経済活動も活発に行われており、特
に近年では鉄道輸送の物量増加を見越して、
開発・企業誘致を積極的に実施している。
開発が進む
連雲港市内の
オフィスビル群

連雲港市人民政府吴海
云副市長との意見交換

2015年に中国とカザフスタンとの合弁鉄道
会社「連雲港中哈国際物流有限公司」を設立
し、両国にて国際物流基地を整備。これは、
中国の習近平国家主席とカザフスタンのナザ
ルバエフ大統領の承認を得た国家プロジェク
トであり、中国側が49％、カザフ鉄道51％の
出資にて運営されている。
また、同2015年に設立され、12の子会社を
持ち約4,000人の社員が働く都市開発等不動産
関連の国営企業「連雲港市城建控服集団有限
公司」についても視察。オフィスビル・ホテ
ル等の建設を含む都市開発を積極的に進める
同社との意見交換では、日本からの投資・進
出を強く要望され、日本企業が連雲港へ進出
する際の日本企業に対する情報提供を約束さ
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れた。また、同社の日本での事業展開につい
ても協力を要望されるなど、日本・九州との
協力関係強化を期待していた。
４．総括
今回の視察にて巨大経済圏構想「一帯一路」
の重要都市を直接訪問し関係者から生の声を
聞けたことで、中国の「一帯一路」にかける
想い、また、日EU・EPAによるビジネスチャ
ンスに対する反応の速さを感じることができ
た。実際、今回の各所訪問にて日本・九州か
らの投資進出・連携を強く要望された。
2013年に「一帯一路」が提唱されてからの
経過は以下のとおり。
①2013年、習近平国家主席がカザフスタンとイン
ドネシアで推進を提唱
②2017年５月、北京で「一帯一路経済フォーラム」
が開催され、各国の元首首脳が出席、日本からは
二階幹事長が経済界を引率して出席
③2018年３月、中国全人代で憲法改正され、習近
平国家主席の２期10年の任期が「撤廃」
④李克強首相来日、安倍首相他閣僚及び日本企業代
表と面談
⑤2018年６月、青島で「上海協力機構首脳会議」
が開催され、中央アジア・ユーラシアとの連携が
強く謳われる
⑥2018年９月、北京で「中国アフリカ協力フォー
ラム」 開催
⑦2018年10月、日中首脳会談を開催し、安倍首相が
「競争から協調へ」「第三国での共同開発」「ODA
の終了」等を表明し、一帯一路の協力を表明
⑧2018年11月、
「上海大輸入博」が開催され、日本
企業も多数出展

このように日本政府は一定の条件はあるも
のの、一帯一路に協力を表明した。日中両国
の関係は、今まさに「新たな段階」へと移り
つつある。「日中第三国市場協力フォーラム」
での協力覚書52項目締結により、今後さまざ
まな形で一帯一路に取り組む企業が増えてく
ることが考えられる。本会として、特に博多
港からの中欧班列の活用については地元及び
中国各地、港湾関係機関等とともに、可能性
と具体案について検討していきたい。
最後に、今回このような機会をいただいた
九州中資企業協会、中華人民共和国駐福岡総
領事館に感謝申し上げたい。【国際部 中林】

日誌
１月
１０日（木）

［福岡市・九経連会議室］

１８日（金）

［福岡市・電気ビル共創館］

第１回データ利活用研修

第２回産地表示システム導入ＷＧ

データの利活用はSociety5.0実現に向けたカギの一つ
である。今年度から取り組んでいる本研修は、各企
業が抱えるビジネス課題の解決に主眼を置き、その
ために必要なツールの一つとしてデータの利活用を
学ぶプログラムとしている。第１回は、総務省の松
田昇剛地方情報化推進室長より「Society5.0実現に向
けて～データ主導社会実現プログラム～」をテーマ
にご講演いただくとともに、九州大学の松前あかね
准教授、㈱ローカルメディアラボの牛島清豪代表取
締役を講師にお迎えし、
「デザイン的手法の活用」に
関する講義・ペアワークを実施した。

2017年度補正予算の総務省のIoTサービス創出事業に
おいて、ブロックチェーンを利用した産地表示ト
レーサビリティシステムを構築し実証試験を行った。
今後はよりビジネスユースに近づけるため、タブ
レットやＱＲコード印字機を極力使用しないシステ
ム改修を目指す。また、本システムを用いて食材の
産地を表示した飲食店の売り上げが上がるか否かの
実証試験を、補助事業を使って行う。このため今回
は、補助事業公募に向けて、実証試験内容の具体化
を進める位置づけで開催した。

出席者：39名

出席者：16名

１９日（土）

［福岡市・タカクラホテル福岡］

ＥＵ販路開拓セミナー in 九州
出席者：85名

１５日（火）

［福岡市・九経連会議室］

観光委員会第２回企画部会
出席者：23名

今回は、観光委員会の2019年度事業計画について議
論した。特に今年度は訪日外国人客数等の環境や状
況に大きな変化が見られることもあり、
「九州インバ
ウンド主要指標の４ヶ年推移」の説明と、そこから
見える課題を提示し、
「2019年度事業計画」案につい
て説明を行った。各委員から積極的なご意見をいた
だき、九経連の観光委員会の事業と九州観光推進機
構の事業の根本的な違いについても多少踏み込んだ
説明や意見交換がなされ、有意義な部会となった。

１６日（水）

［福岡市・九経連会議室］

林業部会第２回調査・研究ＷＧ、事業ＷＧ
出席者：24名

調査・研究ＷＧでは、木材生産現場の課題を委員で
共有し、今後の取り組みの参考とするために、田島
山業㈱の田島信太郎代表取締役より「林業の現状と
可能性」についてご講演いただいた。講演後は出席
各社の取り組みもご紹介いただき、活発な意見交換
を行った。また、林業部会で実施した「九州内建築
計画調査アンケート」に関する中間報告を行った。
事業ＷＧでは、2019年度の事業計画について提案を
行い、各事業に関する意見、改善案をいただき、事
業計画の作成に活かしていくことになった。

九州経済国際化推進機構は、福岡国税局・熊本国税
局・九州経済産業局との共催のもと、日本産酒類の
フランスでの普及に取り組むパリ市公認協会「Kura
Master（クラ マスター）
」のトップソムリエ等７名を
招聘し、フランス市場における日本の酒類の変遷と
消費の実態、さらには今後を展望するセミナーを開
催した。日EU・EPA発効を控え、海外から高い評価
を得ている九州産酒類をEU市場に広めるにはどうす
ればよいのか、販路開拓には何がポイントとなるの
かなど、参加者とともに考える機会となった。また、
セミナー終了後には「Kura Master」との交流会を開
催し、九州の各蔵元から持ち込まれた酒類のテイス
ティングも行われた。

２１日（月）

［福岡市・九経連会議室］

第２回アクティブシニア介護就労促進ＷＧ
出席者：11名

アクティブシニア層の介護就労を促進するには、働
きかけの対象を、アクティブシニア本人だけでなく、
介護サービス利用者や、介護事業者まで選択肢を広
げることも考えられる。求職者に直接、雇用に繋が
る働きかけをするよりも、介護事業者向けに「働き
やすい職場づくりの重要性」の意識を向上させる方
が、根本的に有効であろうという結論に至った。そ
のため、まずは勉強会から始めて煮詰めていくべく、
次回WGでは、
「求人募集で集まりやすい人事報酬制
度構築」をテーマに、勉強会を開催する運びとなった。

２３日（水）

［福岡市・九経連会議室］

第３回地中熱・九州モデル研究会
出席者：12名

当研究会（座長：宮良明男佐賀大学教授）では、空気
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熱源より環境性・省エネ性の高い地中熱ヒートポン
プについて、導入が期待される施設の抽出、提案パ
ンフレットの作成等を通じて、九州における地中熱
利用の促進を図っている。今回、提案パンフレット
案の仕上がりを各委員（設計事務所、ゼネコン・サブ
コン、掘削・ヒートポンプ事業者他）で最終確認する
とともに、今後資源エネルギー・環境委員会に報告
のうえ、関係箇所に印刷物を配布していくこととし
た。なお本研究会は今回をもって閉会することとした。

２４日（木）

［福岡市・電気ビル共創館］

資源エネルギー・環境委員会第２回企画部会
出席者：19名

昨年７月に「エネルギー基本計画」が４年ぶりに改
訂される一方、日本の原発輸出の難航が報道される
など、今後の国際エネルギー情勢を含め予断を許さ
ない状況の中、２月19日開催の委員会に先立ち、本
委員会の活動状況や今後の事業計画について議論し
た。2018年度の活動状況として、地中熱・九州モデ
ル研究会活動の総括と閉会等、2019年度の事業計画
として、学識経験者・企業・団体等で構成するワー
キンググループを通じた「九州エネルギー関連ビ
ジョン（仮称）
」の策定等について議論した。

２４日（木）

［福岡市・九経連会議室］

第２回データ利活用研修
出席者：38名

今回の研修では、㈱からくりものの岡本豊代表取締
役より「にしてつバスナビアプリ誕生秘話」をテー
マにご講演いただいた。その後、富士通㈱のご協力
のもと、グラフデータベースNeo4jを用いたデータの
関係性の可視化に関するワークを実施した。今回の
ワークは、映画を題材とした設問に対して、俳優、
作品、監督というデータの関係性を考え、答えを導
き出すものであり、活発な議論が交わされた。本研
修は全４回の構成としており、第３回はExcelを用い
た統計分析、第４回はデータビジュアライゼーショ
ンの講義・実習を予定している。

２９日（火）

［福岡市・西鉄グランドホテル］

九州大学学術研究都市推進協議会総会
出席者：23名

今年度２回目となる総会では、はじめに、九州大学
キャンパス計画室の坂井猛教授より「九州大学の統
合移転完了」について、新キャンパスの概要説明と
ともに報告が行われた。続く議案審議においては、
「九州大学学術研究都市の新たなフェーズにおける事
業方針（案）
」
（移転完了から10年後の同学術研究都市
が目指す姿、取り組みの方向性等）について、
（公財）
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九州大学学術研究都市推進機構の坂井忠則事務局長
が説明・提案を行い、満場一致で承認された。

２９日（火）
九航協

［兵庫県神戸市・川崎重工業西神工場］

航空機川下企業訪問

出席者：17名

航空機部品製造産業参入を目指す九航協エアロス
ペース・ネットワーク（QAN）は、大型民間機向けを
中心とした航空エンジンを製造している川崎重工業
西神工場（兵庫県神戸市西区）を訪問し、工場視察と
QAN企業から川崎重工業へのPRプレゼンを行った。
メンバーは九州各県から参画するQAN会員企業のう
ち9社と、事務局である九経連の総勢17名。視察で
は、総務部長のご案内のもと第１工場から第４工場
までを見学させていただき、参加者は高度な技術と
高い精度が要求される航空機エンジン業界に対する
知見を大いに深めることができた。

３１日（木）

［北九州市・響灘菜園㈱］

産業振興委員会第２回企画部会
出席者：11名

今回は、北九州市にある響灘菜園㈱の大規模ハイテ
ク菜園の見学会を行った。最先端の設備と栽培技術
を導入した西日本最大級の大型温室で、20万本のト
マト栽培施設である。また部会では、産業振興委員
会の2018年度事業報告と2019年度事業計画の審議を
行った。

３１日（木）

［福岡県久留米市・きもの蝶屋］

世界のＫＩＭＯＮＯ展オープニングセレモニー
出席者：29名

（一社）イマジンワンワールドは、KIMONOプロジェク
ト で 制 作 し た 着 物 を 一 般 公 開 す る イ ベ ン ト「 世 界 の
KIMONO展」を２月末まで開催した。初日となる31日に
はオープニングセレモニーが行われ、KIMONOプロジェ
クトを応援する会幹事の本会長尾成美専務理事らがテー
プカットを行った。KIMONOプロジェクトは、日本が世
界から注目される2020年に向けて世界各国の着物と帯を
制作するプロジェクトで、現在約120か国分が完成して
いる。今回の展示会では、その着物と帯が13か国ずつ週
替わりで展示され、訪れた人は、実物を間近で見られる
機会を楽しんだ。

講演要旨

「スタートアップが起こす
地域イノベーション」
（平成30年12月12日（水）第11回沖縄連携フォーラムでの基調講演）

１．ス タートアップには新しい時代を創る力
がある
スタートアップとは、新しい市場・ビジネ
スモデルで社会に革新的な価値をもたらす企
業形態である。スタートアップとそれ以外の
ベンチャー企業は、イノベーション（社会革
新）を目指すかどうかで異なる。
≪スタートアップの特徴≫
①融資＋ベンチャーキャピタル等から株式で
資金調達
②短期間で新たな市場や日本及び世界展開を
目指す
③社会変革を起こすという強いビジョンを持
つ 等

スタートアップの多くが直面する「Ｊカー
ブの谷」（事業開始後赤字になる期間）、この
谷で全体の93％が廃業・撤退する。これに耐
え残る特徴は、早い仮説検証、融資株式での
資 金 調 達、 団 結 力 の 高 い チ ー ム、 強 固 な ビ
ジョンとマインド、競合との差別化に成功し
たもののみである。
我が国は50年前まではスタートアップ大国
で戦後の復興を支えたが、今はイノベーショ
ン後進国と言わざるを得ない。しかし、昨今
我が国でも社会・世界を変える可能性を持つ
スタートアップが出てきており、日本政府も
スタートアップ支援に舵を切っている。
２．スタートアップは地域で生まれ、育つ
今、日本では地方創生の必要性が叫ばれて
いるが、移住関心層を取り合うアプローチで
は、本質的な地域課題の解決には繋がってい
ないと感じる。基幹産業の荒廃、脆弱な社会
インフラ、高齢者の見守り等の深刻な地域課
題が置き去りになっているからである。
イノベーション創出による地域の魅力最大
化が本質的な地方創生に繫がる。地域イノ
ベーションを生むために、スタートアップを
生み・育て・連携することが重要である。
≪地域イノベーションに必要な要素≫
①最新のテクノロジー
②独自性のあるコンテンツ
③事業としての継続性
④社会問題解決へのコミットメント

最新のテクノロジーで、今までにないコン

デロイトトーマツ
ベンチャーサポート㈱
地域イノベーションチームリーダー

大谷 一夫
テンツを事業として継続的に提供しながら、
社会問題解決を目指す。このような起業家が
多く誕生することを期待したい。
日本の地方でも今、ベンチャー企業が集積
する「イノベーションエコシステム」が構築
されつつある。類型としては、①ローカルベ
ンチャー型（岡山県西粟倉村他）②リサーチ
パーク型（山形県鶴岡市他）③リーダーシップ
型（福岡県福岡市他）がある。
こ の よ う に 論 じ て い く と、 地 域 で の イ ノ
ベーションエコシステムを形成する３つの要
件が見えてくる。１つは、リスクを負ってス
タートアップを本気で支援するキーマンが存
在していること。２つ目は、短期的な成果を
追わず、地域全体が長期的に街の未来を創る
と信じてスタートアップを応援していること。
３つ目は、スタートアップ同士が近接して集
積することで、支え合い・競い合える環境が
形成されていること。
３．大 企業もスタートアップに目を向ける事
が重要
ス タ ー ト ア ッ プ に と っ て、 潤 沢 な 事 業 資
金・安定した顧客基盤・社会からの信頼があ
る大企業との提携は、Ｊカーブを駆け上がる
ための切り札となる。東京でわずか６名で開
始したスタートアップと大企業のマッチング
イベント「モーニングピッチ」は、今では毎
回150名以上の大企業や投資家の方が足を運ん
でいる。この背景には、大企業も2020年まで
の技術開発・ビジネス開発に乗り遅れないた
めには、スタートアップとの協業が有効であ
ることを認識し、技術は先行して急速な開発
が行われ、ビジネスは後から追いつくという
流れを感じているからである。
我が国はビジネス成熟のタイミングで参入
し、出遅れがちである。投資資金面に関して
も2017年米国8.5兆円・中国６兆円に対して我
が国は0.3兆円と20倍以上の開きがある。産学
官を挙げてのスタートアップへの支援が重要
であり、関心を持った方は、ぜひネクストア
クションを考えていただきたい。
≪ネクストアクション≫
①身の回りでスタートアップを探す
②スタートアップイベントへ参加する
③投資や事業提携を見越して、スタートアッ
プに会ってみる
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講演要旨

「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12月18日（火）エネルギー講演会での講演）

2018年７月に４年ぶりに見直された「第５
次エネルギー基本計画」について、国の委員
会メンバーとして計画策定に携わられた東京
大学大学院工学系研究科の山口彰教授に、日
本のエネルギー事情やこれまでのエネルギー
選択の変遷を踏まえながら、計画策定の基本
的な認識や科学的レビューメカニズムの導入
など、策定にあたっての考え方について講演
いただいた。
１．日本のエネルギー選択
日本は資源のない国であり、そのため、石
油備蓄や省エネ、エネルギー源の多様化など
自国で制御可能なリスクについてはある程度
対応できているが、自給率の向上や輸入先の
多様化など自国で制御困難なリスクについて
は対応できていない。そのため、状況が違う
欧米や中国の政策を単純に真似するだけでは
いけない。
日本のエネルギー選択においては、これま
でにいくつかのターニングポイントがあった。
1960年代の石炭から石油への転換による自給
率の低下（脱石炭）、1970年代の石油危機によ
る価格の高騰（脱石油）、1990年代の地球温暖
化への対応によるCO2 削減、2011年の東日本
大震災と福島第一事故による安全の再認識と
再エネの普及、そして2030年、2050年はパリ
協定の目標達成に向けた脱炭素化である。
日本のエネルギー政策の基本的な視点は
「３E＋S」であり、豊かな暮らしを実現する
ため、エネルギー選択の歴史のなかで必然的
に出てきたものである。安価なエネルギー、
自給率の限界、環境の制約、安全の価値を改
めて認識するものである。
２．第５次エネルギー基本計画
計画策定においては、2014年の前回計画以
降、可能性と不確実性の双方が高まっている
ことや、戦後一貫した日本のエネルギー選択
の思想はエネルギーの自立であることが基本
的な認識とされ、この認識のもとエネルギー
１０

九経連月報 ２０１
９/３

東京大学大学院
工学系研究科教授

山口

彰

基本計画は議論されてきた。
今回のエネルギー基本計画では、前回計画
の目標年次である2030年のみならず、中長期
的視点として2050年に向けた取り組みが明記
されている。
2030年に向けた取り組みについては、前回
計画後の長期エネルギー需給見通しで示され
た電源構成や自給率を見ても、
「まだ道半ば」
であり、基本的に骨格を変える状況ではない
ことから、具体的な行動目標（エネルギーミッ
クス）の実現を重視して、着実に階段を上って
いくような直線的なアプローチを行っていく。
一方、2050年については、不確実性が高く、
パリ協定における温室効果ガスの80％削減と
いう野心的な目標に対して、多様な選択肢に
よる複線シナリオを設け、その都度、科学的
レビューを行いながら、有効なシナリオを絞
り込んでいくというリスク管理の考え方を
行っていくことが、今回のエネルギー基本計
画の基本的な考え方である。
しばしば具体的な内容が記載されていない
と言われるが、逆に書かれていないからこそ、
細かい数値の議論に終始することなく、大き
なアプローチや戦略をしっかり議論・共有で
きたと考える。
３．選択のメカニズム
結局、エネルギーの選択とは、将来のリス
ク管理であり、安全と同じようにリスクガバ
ナンスが重要となる。そのためにも科学的レ
ビューメカニズムを導入して、これまでの電
源別のコスト検証ではなく、脱炭素化エネル
ギーシステムとしてのコスト・リスク検証を
どう入れ込むかということが今後のポイント
になる。
エネルギー基本計画は、今後の日本のエネ
ルギー選択のあり方を大きな絵姿で描くこと
であり、まさにエネルギー計画は国家百年の
計であることを忘れてはならない。

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 36

豊前街道の宿場町を探る
〜宿場の匂いは湯の香り〜
−熊本県（熊本市、植木町、山鹿市、三加和町、南関町）、福岡県（柳川市、大川市、久留米市）、佐賀県（鳥栖市）−

熊本から豊前小倉へ向かうメイン街道を（熊本では）豊前街道と呼んでいる。
道は、道が向かう主要都市の名をつけて呼ぶ。いわば目指す方向の地名が街道名の頭に来る。
熊本〜小倉を結ぶこの街道は、歴史上重要なかかわりで結ばれている。豊前小倉城を築いた細川忠興
（三斎）と、次の殿様細川忠利が、この道を下って肥後にお国入りし、肥後の殿様になった（忠利は熊本城
主、三斎は八代城主）
。後に宮本武蔵もこの道を辿り忠利に仕えた。ずーっと時代は下って明治１
０年の西
南戦争のとき、小倉から連隊は南下し熊本城を救った。
ゆかりは多いが、道は黙して語らない。
道が黙して語らないなら、歩いてみて、辿ってみて、道が閉じこめている記憶を呼び醒ましてみよう。
熊本から小倉へ辿るもよし、小倉を起点にして熊本へ向かうもよし。宿場町は北から木屋瀬〜田代〜南関
〜山鹿〜そして熊本となる。
この度の旅は、熊本から田代（鳥栖市）までとした。田代から冷水峠〜木屋瀬〜小倉（常盤橋）までは長
崎街道と重なっており、同じ道筋である。長崎街道の項で述べているので割愛した。
ところで、道中の街・山鹿は豊前街道一の賑わいを呈している。昔からそうであったが、山鹿温泉と
八千代座の復活で、交流人口や滞在人口が多くなった。
温泉という天然資源のみでなく、先人の汗が今日を築いてきた。町づくりの視点で、豊前街道の今に残
る拠点を学び知ることは、多くの町づくりを志す人の参考になるだろう。

２泊３日コース


１日目

各地→阿蘇くまもと空港（熊本駅）→熊本市
［札の辻、熊本城、御馬下の角小屋、カギ型
の城下町、山伏塚］→植木町［味取観音、

福岡空港

天満宮、善行寺］→山鹿温泉（泊）
福岡県

２日目

山鹿市［武蔵のゆかり、八千代座、惣門はじめ街
鳥栖市

並み、千代の園酒造、山鹿灯籠民芸館］→三加和
町［光行寺、ハゼ並木、腹切坂］→南関町［関所
跡、町筋、正勝寺、御茶屋跡］→柳川市（泊）

３日目

柳 川市→大川市→久留米市［梅林寺、久留
米城跡、有馬記念館］→鳥栖市田代［三国
峠国境石］→福岡空港（博多駅）→各地

佐賀県

久留米市

山鹿市
大川市
柳川市
南関町
長崎県

大分県

山鹿温泉
植木町
阿蘇くまもと空港

三加和町
熊本市
熊本県
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山頭火の出発点・味取観音（植木町）
大正１５年３月から約１年間、山頭火は味取観音で堂守をつとめ、
朝夕の鐘をつき近郊の村を托鉢して廻った。１年間も“定住”し
たことは、以後の彼の歩みから考えると異例に思える。

札の辻（熊本市）
札の辻（ふだのつじ）は、幕府や藩の法令を
掲げるための高札（たかふだ）があった場所。
熊本の四大街道と言われる「豊前街道」
「豊
後街道」
「薩摩街道」
「日向街道」の起点はす
べて新町１丁目御門前（現在の熊本城清爽園

山頭火の出発点・味取観音
（植木町）

内）の「札の辻」からである。清爽園に元標跡の碑がある。豊前街道はここ
札の辻（熊本市）

をスタートし、お城の中を通り抜けた後はほぼ国道３号を北上して行く。

千代の園酒造（山鹿市）
明治創業の老舗酒造「千代の園酒造」は、米にこだわっている蔵元。
資料館では酒袋や木造の酒樽など、昔ながらの酒造りの道具が展示さ
れている。また熊本にしかない「赤酒」も造っている。

八千代座（山鹿市）
千代の園酒造（山鹿市）

豊前街道最大の宿場町と

して栄えた山鹿。その繁栄のシンボルでもある八千代座は、明治４３
年に建てられた江戸時代様式の芝居小屋。老朽化していたが立派に
復興した。歌舞伎・演劇など多彩な公演が開催されている。すぐ前
には、資料館夢小蔵があり八千代座の歴史を辿ることができる。
八千代座（山鹿市）

腹切坂（三加和町）
「歴史の道百選」山鹿と玉名の郡境碑が立つ永の原台地からの下り
坂、往時の道が修復された。野ハラの端（切れ）の意でハラキリ坂の
名になった（大型バス不可）
。

ふるさと関所まつり（南
関町）
腹切坂（三加和町）

関所を通る大名行列の勇

壮な歴史絵巻は見のがせない。 藩主の休憩所、御茶屋、西南戦争時の政
府軍の拠点正勝寺も残る。
ふるさと関所まつり（南関町）

九州観光推進機構のホームページ

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

TEL：092−751−2943

沖縄観光通信
（一財）沖縄観光コンベンションビューロー（OCVB）

株式会社ナンポー×ＯＣＶＢコラボ商品
「沖縄シーサイドストーリー」売上金の一部を寄付
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー（会長：平良朝敬、以下ＯＣＶＢ）は、県産品の消費拡大及び観
光消費額の向上、本県のイメージアップを図ることを目的に、２０１７年９月に株式会社ナンポーと、土産品「沖縄
シーサイドストーリー」を共同開発しました。
民間事業者との商品開発は初の事例であり、この取り組みを本県観光の活性化に役立てていくという趣旨のも
と、売り上げの一部を「沖縄観光の架け橋となる活動」に寄付するという枠組みで取り組んでおり、この度、寄
付金の贈呈式を実施いたしました。
いただいた寄付金は、沖縄県内の大学や専門学校生を対象に今年度立ち上げた「沖縄観光２０２０プロジェクト～
未来を担う若者たちからの提案〜」の活動資金の一部として活用させていただくこととなりました。
当プロジェクトは、観光に関するワークショップや大学・専門学校の垣根を越えた交流の場の提供など、学生
が観光を通し、沖縄の豊かな未来を描けることを目的としており、沖縄観光の未来へ繋がる事業であることから、
当プロジェクトの活動資金の一部として活用することとなりました。
引き続き、多種多様な分野の県内事業社との連携を図ることで、本県のイメージアップを図りながら、県産品の
消費拡大、観光消費額向上に向けて取り組んでまいります。
■販売個数：２８，
９５８箱（販売期間 ２０１７年９月～２０１８年８月）
■売上金額：１３，
１３６，
２３４円（税込）
■寄付金額：２６２，
７２５円
■贈 呈 者 ： 株式会社ナンポー 専務取締役 具志堅 全友 様
〈記者会見の様子〉

〈
「沖縄観光２０２０プロジェクト」取り組みの様子〉
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Yamaguchi

「創業応援県やまぐち」の深化に向けて
山口県では、県経済の活性化を図るため、地域の経
済と雇用を支えている中小企業の源泉となる創業の促
進に取り組んでいる。
これまで、商工会議所などと連携した相談体制の整
備や、まちなかでの創業を支援するやまぐち創業応援
スペース「ｍｉｒａｉ３６５」の開設、女性創業応援会社に
よる全国に先駆けた創業支援など、創業予定の段階か
ら経営が安定するまでの一貫した支援に取り組み、県
内創業数は着実に増加している。
こうした中、創業希望者の多様な動機や目的に幅広
く対応するため、２０１９年度予算案では創業支援施策
の充実とともに、創業支援と親和性が高い事業承継支
援を一体的に支援する体制を整備することとしている。
事業承継期を迎えている企業は、後継者不足対策の
選択肢として意欲ある創業希望者を受け入れ、創業希
望者は、既にある建物や設備、人材、取引先などを引
き継ぐことで資金面も含め多くのメリットを受けなが
ら創業を実現する。このような組み合わせを「マッチ
ング」と呼び、企業、創業希望者どちらにとっても有
効な選択肢となるため、専任コーディネータの配置や
県独自のマッチングサイトの構築などにより、支援の
充実に取り組むこととしている。
さらに、創業時の必要経費を補助する支援金制度の
創設や、外国人や首都圏在住者等の多様な創業主体を
支援する創業セミナーなどの新たな取り組みにもチャ
レンジし、本県の創業支援の深化を図りたいと考えて
いる。
現在、県では、創業に関す
るさまざまな情報を効果的に
発信するポータルサイト「創
業の窓」を公開しているの
で、ぜひご覧いただきたい。
やまぐち創業応援スペース「mirai365」
《問い合わせ先》
山口県経営金融課 TEL：083-933-3180
創業の窓

福岡

検索

Fukuoka

「ふくおか健康づくり県民運動」展開中！
福岡県では、昨年８月、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、
１００を超える団体から成る「ふくおか健康づくり県民
会議」を設置し、①健（検）診受診率の向上②食生活
の改善③運動習慣の定着の３つを柱とした健康づくり
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の取り組みを県民運動として展開している。
この県民運動を進展させるため、健康づくりに関す
る取り組みを行う団体・事業所がその取り組みを宣言
し、登録する「ふくおか健康づくり団体・事業所宣
言」制度を推進するほか、
「ふくおか健康づくり県民
運動情報発信サイト」では、健康づくりに役立つイベ
ント情報や健診等の情報を一元的に掲載するととも
に、自分の生活習慣病の発症リスクが確認できる「ひ
さやま元気予報」を公開している。
１月２５日の県民会議総会では、団体・事業所宣言の
登録事業所のうち、その取り組みが優良で他の模範と
なる事業所を表彰したほか、県民運
動のシンボルとなるロゴマークを発
表した。また、県民や関係者に分か
りやすく具体的な取り組みの方向性
を示すため、３つの柱ごとに行動目
標を設定した。
ふくおか健康づくり
県民運動ロゴマーク
今後も、健康づくりの輪が県全体
に広がっていくよう、関係団体一体 ↑県花である「梅」を
となって県民運動を推進していく。
モチーフとした元気
で健康なシンボル
《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県民運動情報発信サイト
https://www.kenko.pref.fukuoka.lg.jp/

佐賀

Saga

岡田三郎助の花物語
−万花描く辻永とともに−開催！
つ じ ひさし

明治から昭和初期にかけて日本近代洋画壇のリー
ダーとして活躍した、佐賀県出身の岡田三郎助。昨年
４月には岡田が当時使用していたアトリエが東京・渋
谷区恵比寿より佐賀県立博物館東側に移設された。
移設してから今年１月末までに、延べ３万６０
, ００人
を超える方がアトリエを訪れており、多くの方に愛さ
れる佐賀県の新しい名所となっている。そこでアトリ
エ移設１周年を記念し、３月１６日（土）から５月６日
（月・振休）まで「岡田三郎助の花物語－万花描く辻永
とともに－」を開催する。
今展覧会では、岡田三郎助の作品と岡田の友人で岡
田亡き後アトリエを継承した洋画家・辻永の作品を展
示する。２人がいずれも「花」を愛し、数多くの作品
を遺したことから花に関わる作品を中心に約１６０点を
展示予定だ。辻の作品は全てが佐賀県初公開であり、
岡田の作品には初公開または数十年ぶりに一般公開さ
れる作品も含まれる。また期間中、ギャラリートーク
や岡田のアトリエでのイベントも開催予定だ。
岡田や辻の人となりを皆さんに伝えるような展示内
容となっている。繊細かつ優美な画風で、今なお高い
人気を誇る作品を楽しめる貴重な機会。ぜひ、お越し
いただきたい。
《開催期間》３月16日（土）～５月６日（月・振休）
《時間》９：30～18：00
《会場》佐賀県立美術館
《入場料》無料
岡田三郎助
《問い合わせ先》
《少女読書》
佐賀県立美術館
佐賀県立美術館蔵
TEL：0952-24-3947
佐賀県立美術館

検索

長崎

Nagasaki

「長崎の世界遺産めぐり」
好評販売中！
長崎県と長崎県観光連盟は、昨年７月に世界文化遺
産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関
連遺産」の見どころなどを紹介する観光ハンドブック
「長崎の世界遺産めぐり」を発行した。観光客へ県内
各地に点在する構成資産への周遊を促し、リピーター
獲得にもつなげるのが目的。
この観光ハンドブックでは、潜伏キリシタンの歴史
や各構成資産・関連資産の情報に加え、周辺のグルメ
情報や観光スポットを紹介している。めぐりたい場所
の確認に使えるチェックボックスや感想などを記入す
るメモ欄もあり、旅先でのイラストや写真を貼り付け
ることで、自分だけの旅の記憶を残すこともできる。
また、１２の構成資産をめぐるスタンプラリーに参加す
ると、集めたスタンプの数に応じてプレゼントがもら
える。
ハンドブックのサイズは、持ち歩きに便利なＢ６判
で、価格は８６４円（税込）
。全国の書店やインターネッ
ト販売サイト「Ａｍａｚｏｎ」などで購入できる。
ぜひとも、この観光ハンドブック
「長崎の世界遺産めぐり」を手にして、
歴史や文化、豊かな自然、地元ならで
はのグルメなど、魅力あふれる長崎県
へ訪れていただきたい。
《問い合わせ先》
長崎県観光振興課 TEL：095-895-2645
ながさき旅ネット

熊本

検索

Kumamoto

「くまモン誕生祭２０１９」を開催！
２０１８年は、くまモンの本格的な世界展開を図るた
め、
「大いなる挑戦の年」として、くまモンイラスト
の海外解禁、くまモンＴＶの公開、くまモンアニメの
制作発表、学習まんが偉人伝シリーズや切手とのコラ
ボなど、くまモンが新たなチャレンジを行った一年で
あった。
そんなくまモンの誕生祭を３月９日（土）
、１０日
（日）の２日間、
「明日へ世界へ響けくまモン！」を
テーマに開催する。メインステージでは、くまモンの
新たな魅力を引き出す楽しいステージショーを企画し
ている。
また、サブ会場では、スタンプラリーや体験コー
ナーを設置するほか、くまモンやご当地キャラクター
も多数登場するので、お楽しみに！
くまモン関連の楽しいコンテンツが盛りだくさんの

２日間、熊本で待ってるモーン☆
■メインステージ
時間 10：00～11：30、16：30～18：00
※日曜日は16：00～17：30（予定）
場所 市民会館シアーズホーム夢ホール
※観覧申込みは締め切りましたが、当日券が若干あります。
■サブ会場
時間 10：00～17：00（予定）
場所 桜の馬場城彩苑、サンロード新市街、くまモンスクエア
※観覧自由 お気軽にお立ち寄りください。
■日程などの詳細は
誕 生祭特設ホームページ
「https://kumamon2019.jp」
を検索
《問い合わせ先》
昨年の様子
くまモン誕生祭事務局
TEL：096-223-6618 FAX：096-223-8891

大分

Oita

大分トリニータ ２０１９シーズン
ホーム開幕戦
大分トリニータは、３月２日に昭和電工ドーム大分
（大分市）で、２０１９シーズンのホーム開幕戦を迎える。
対戦相手は、昨年シーズンともにＪ２リーグで戦い、
優勝をつかんだ松本山雅ＦＣ。昨シーズンは大分トリ
ニータが２勝しており、攻めの大分トリニータと守り
の松本山雅ＦＣとの熱い戦いが予想される。
２０１５年のＪ２リーグで２２チーム中２１位となり、
Ｊ２・Ｊ３入れ替え戦でも敗れた大分トリニータは、
Ｊ３リーグへの降格が決定。２０１６年に就任した片野
坂知宏監督は選手たちの持ち味を活かす采配で力を引
き出し、チーム一丸となって勝利を重ね、Ｊ３を制
覇。そして、昨年１１月１７日に行われたＪ２リーグ第
４２節モンテディオ山形戦に引き分け２位となり、６
年ぶり３度目のＪ１昇格を果たした。Ｊ３を経験した
チームのＪ１昇格は初めてである。
いよいよ待望のＪ１での戦いが始まる。今年のチー
ムスローガンは「勇猛果敢」
。勇気を持ってＪ１に挑
戦し、結果を残していくという決意が込められてい
る。県民の期待に応え、夢と希望あふれるチームであ
り続けられるよう、持てる
力を存分に発揮して、大分
トリニータ旋風を巻き起こ
してほしい。
《問い合わせ先》
(c)OITA F.C.
大分県芸術文化スポーツ振興課
TEL：097-506-2085
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宮崎

Miyazaki

完熟きんかん「たまたま」出荷開始！
宮崎県は、全国で出荷されているきんかんの約７０％
を生産している日本一の産地である。
宮崎県産の完熟きんかんは、開花日から２１０日以上
樹上で完熟させており、果皮がやわらかいため、
「生」
で「皮ごと」食べられることが特長で、その中でも直
径２．
８㎝・糖度１６度以上という基準をクリアしたもの
を「たまたま」
、直径３．
２㎝・糖度１８度以上の厳選した
ものを「たまたまエクセレント」として出荷している。
１月１５日の出荷解禁日には全国の卸売市場で初競
りが行われ、宮崎では「たまたまエクセレント」１kg
箱が過去１０年間で最高となる５万円で落札されるなど
盛況を見せた。
これまでの成分分析の結果から、完熟きんかんには
ビタミンＣやビタミンＥが多く含まれていることが分
かっており、今年の解禁日から栄養成分の機能などを
表示する「栄養機能食品」
（ビタミンＣ・ビタミンＥ）
として販売を開始した。栄養機能食品表示により抗酸
化作用などの栄養成分の機能をダイレクトに伝えるこ
とができるようになり、消費拡大につながることを期
待している。
また、生産者と消費者が一緒になって「たまたま」
の解禁を祝うイベント「きんかんヌーボー」を始めと
する各種イベントや、県内外の量販店、飲食店などと
連携したフェアを開催するなど、認知度向上を図るプ
ロモーションにも取り組んでいる。
完熟きんかんの出荷は３月末まで。ぜひ宮崎県が誇
る完熟きんかんをご賞味いただきたい。
本県では、これからも高
品質で信頼できる農産物ブ
ランドの確立や販路拡大に
向けた取り組みを進めていく。
《問い合わせ先》
みやざきブランド推進室 TEL：0985-26-7127

鹿児島

Kagoshima

農業産出額が過去最高を更新！
全国第２位へ
鹿児島県では、これまで農業・農村の振興や農業者
の所得向上に向けて、
「食と農の県民条例に基づく基
本方針」及び「かごしま未来創造ビジョン」に基づ
き、担い手の確保・育成や生産振興など、各般の施策
を推進しているところである。
こうした中、農林水産省から公表された２０１７年農
業産出額において、当県は過去最高の５０
, ００億円を記
録し、２００６年以来、１１年ぶりに全国第２位となった。
主な要因としては、畜産部門で、肉用牛や豚、ブロイ
ラーの卸売価格等が堅調に推移したこと、耕種部門
で、ばれいしょが天候に恵まれたことにより生産量が
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増加するとともに、全国的な数量不足により価格が上
昇したことが大きいと考えている。
当県としては、この勢いを加速して更なる進展を図
るため、
「生産体制の強化」と「販売力の強化」を２
本の柱とした、今年の戦略的な取組を取りまとめ、先
日発表したところである。
「生産体制の強化」では、
農村の活性化や担い手の確保・育成対策を基盤に、ス
マート農業など革新技術による生産性向上や、ＴＰＰ
１１等対策を活用した生産能力拡大などの取組を、
「販
売力の強化」では、トップセールスや第１２回全共鹿児
島大会における連覇に向けた取組、輸出促進ビジョンに
基づくＳＨＩＰ ＆ ＡＩＲの取組など
を進めることとしている。
これらの取組により、今後、
「稼
げる農業」を実現し、農業者の所
得が上がり、後継者が確保され、
地域が活性化する「好循環」を生み出していきたい。
《問い合わせ先》
鹿児島県農政課 TEL：099-286-3091

沖縄

Okinawa

伝えよう 広めよう
（沖縄）の食文化

ウチナー

沖縄県の食文化は、長い歴史や諸外国との交流の中
で、人々の生活に根付いて育まれた独特なものであ
る。琉球王朝時代に中国の冊封使等を饗応するために
生まれた宮廷料理と、亜熱帯・島嶼の自然環境のもと
で、限られた食材を活用し創り出された庶民料理があ
り、琉球料理はその双方を源流としている。
しかし近年、食を取り巻く環境が大きく変化し、伝
統的な食文化が失われつつある。このため、沖縄県で
は、２０
１
６年度に「沖縄の伝統的な食文化の普及推進計
画」を策定し、伝統的な食文化の保存・普及・継承に
取り組んでいる。
保存については、経験豊富な調理師又は栄養士を対
象に担い手育成講座を実施し、
「琉球料理伝承人」と
して認証し普及啓発活動を行う人材を育成している。
普及については、２０１８年度にＷＥＢサイトを開設し、
伝統的な食文化の魅力を情報発信し、その価値を向上
させることによりブランド化を目指す。継承について
は、琉球料理伝承人等による出前講座の実施や関係団
体等のネットワークを構築し、連携の強化を図ること
としている。
沖縄県は、これらの取り組みにより、県民が伝統的
な食文化について価値を再認識
し、愛着と誇りを持つとともに、
伝統的食文化を観光資源として
活用することを目指していく。
琉球王国の宮廷料理「東道盆」
《問い合わせ先》
沖縄県文化振興課 TEL：098-866-2768

表紙説明

トマト

（熊本県）
トマトはナス科の一年生植物（熱帯では多年生）で、原産地は南アメリカ・
アンデス山系と言われ、世界中の温帯から熱帯で栽培される最も代表的な果菜
トマトみそ汁
です。日本には17世紀初期に観賞用として伝えられ、食用として栽培される
ようになったのは明治になってからです。
熊本県では、大正９年に６haの栽培の記録がありますが、昭和初期から海沿いの地域を中心に本
格的な栽培が始まりました。昭和20年代の後半からビニールハウスによる栽培が始まると生産面積
は著しく伸び、全国トップの生産量を誇る本県農業の主力品目となっています。
現在では、阿蘇山を中心に広がる夏でも冷涼な高原地域から、冬でも温暖な海沿いの平坦地まで、
豊かな水や環境を活かして一年中トマトの生産が行われており、全国に向けて出荷されています。
栽培されている品種は、大玉トマトに加えて、ミニトマト、ミディトマトなどバラエティ豊富で、
生のままサラダなどで美味しくいただけるほか、冬場は「トマトみそ汁」など加熱調理を行う温野
菜としての利用にも注目が集まっており、季節を問わず美味しくいただくことができる野菜です。
《問い合わせ先》
熊本県 農林水産部 農産園芸課 TEL：096-333-2393
スケジュール（３月）
日（曜）

会合名等

４日（月）

第２回山口地域委員会（山口県下関市・シーモールパレス）
第２回産業振興委員会（福岡市・電気ビル共創館）
農林水産委員会第２回林業部会（福岡市・九経連）
第２回情報通信委員会（福岡市・電気ビル共創館）
第７１回九州経済懇談会（経団連との懇談会、福岡市・ホテルオークラ福岡）
産業振興委員会技術セミナー（福岡市・九経連）
第４回九州経済を考える懇談会（福岡市・九州経済調査協会）
少子高齢化・雇用委員会（福岡市・電気ビル共創館）
第３回熊本地域委員会（熊本市・ザ・ニューホテル熊本）
第２回農林水産委員会（福岡市・電気ビル共創館）
交通委員会第２回企画部会（福岡市・九経連）
第１５４回九経連理事会（福岡市・九経連）

５日（火）
６日（水）
８日（金）
１
２日（火）
１８日（月）
２０日（水）
２７日（水）
２９日（金）

新入会員企業（１月）
㈱アピカル
代表取締役社長

濱元

篤子

福岡市中央区六本松2丁目12-25

取締役副社長

藤嶋

佳子

事業内容：保育園企画運営

TEL：092-741-1833

従業員数：479名

TEL：092-522-4980

従業員数：22名

㈱ベニキアカルトンホテル福岡天神
代表取締役社長

金

顕泰

福岡市中央区清川1丁目14-15
事業内容：ホテル業

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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