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Ｇ２０福岡 財務大臣・中央銀行総裁会議
の成功に向けて

河村 直樹
〔財務省

福岡財務支局長〕

日本での開催が初めてとなるG20福岡 財務
大臣・中央銀行総裁会議が、６月８日（土）、
９日（日）にヒルトン福岡シーホークを中心と
する会場で開催され、各国VIP及びその随行
者、プレス関係者及び日本関係者など約1,000
人の参加が予定されております。
G20財務大臣・中央銀行総裁会議は、国際
金融システム上重要な国々が、主要な国際経
済問題について議論し、世界経済の安定的か
つ持続可能な成長の達成に向けて協力するこ
とを目的とし、1999年以降毎年開催されてお
ります。
九州経済連合会においては、当会議の推進
協力委員会の一員としてご協力をいただいて
おり、会議関係者及びメディアへのおもてな
しと福岡・九州の魅力発信を目的とした歓迎
レセプションの開催を企画するなど、地域で
連携して九州の魅力を世界に発信できること
を期待するものです。
さて、現下の世界経済は、国際金融危機か
ら10年が経過し、安定性を維持しているもの
の、近年、経済成長は鈍化し、金融の脆弱性
も高まるなど、様々な下方リスクが存在し、
将来の危機に備えてこれまで以上に警戒を強
化していく必要があります。

加えて、世界は、高齢化社会への対応、途
上国におけるインフラ・社会保障制度の整備、
気候変動対策など、数多くの伝統的な課題を
依然として抱えているほか、急速な技術革新
により、経済の生産性が向上する一方、金融
サービスや雇用の在り方が劇的に変化するな
ど、技術革新に伴う大きな変化への対応が新
たな課題として顕在化しております。
こうした中、日本議長国下での当会議にお
いては、世界経済の持続可能で包摂的な成長
の実現のための基盤づくりの観点から、①世
界経済のリスクと課題の整理②成長力強化の
ための具体的取り組み③技術革新・グローバ
ル化がもたらす経済社会の構造変化への対応
の３つのテーマについて議論を行います。
また、当会議当日は、関連の多種多様なシ
ンポジウム、セミナー等の開催も予定されて
おります。
更に、当会議の開催機運醸成を目的とした
関連事業として、福岡財務支局では、福岡市
や日本銀行福岡支店等と連携し、
「小・中学生
向け金融経済特別授業」など、子供・若者向
けの特別授業等を開催し、将来を担う子供・
若者にG20を身近な存在として意識できる場
を提供しているほか、会議開催前後には、福
岡市等によるフィンテックイベントや市民交
流イベントなどが企画されており、地元一丸
となって会議の成功に向け取り組んでまいり
ます。
最後に、我々G20の財務大臣・中央銀行総
裁は、世界経済の行く末に責任を負っており、
G20の場を活用して、このような持続可能で
包摂的な成長の基盤づくりに向けた主要テー
マについて、活発で建設的な議論を行うこと
を期待しているところです。
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九経連活動紹介

２０１８年度ギャップ資金５,４００万円拠出を承認
〜「九州・大学発ベンチャー振興会議」を開催〜
と

き

ところ
参加者

２月１日（金）
福岡市・ホテルニューオータニ博多
４１名

九州・大学発ベンチャー振興会議
代 表：久保千春九州大学総長、麻生 泰九州経済連合会会長
構 成：１２大学、１１企業、１１金融機関、６経済団体
事務局：九州地域産業活性化センター、九州経済連合会

九州・沖縄の12大学、11企業、11金融機関、６経済団体が連携して、大学シーズの速やかな
実用化を図り、大学発ベンチャーの振興育成を目指す「九州・大学発ベンチャー振興会議」が開
催された。３回目となる今回は、2018年度活動報告（大学シーズの進捗状況報告）及び2019年度
活動計画の審議を行い、全会一致で承認された。

はじめに振興会議共同代表の久保千春九州

庁や政府系機関と連携強化を図り、グローバ

大学総長より代表挨拶があり、
「年々、大学に

ルに活躍できるベンチャー企業を創出してい

対するイノベーションへの期待が高まってい

きたい」と述べた。

る。大学シーズの事業化に向けて産業界の資

１．2018年度活動報告

金協力をいただいており感謝申し上げたい。
起業家教育に関しては、大学の授業、サーク
ル活動、ビジネスプランコンテストなど盛ん
に行われている。こうした取り組みを更に推し
進めていきたい」と述べた。

麻生泰九経連会長が議長に選任され、以下
の議題について協議した。
（１）新規メンバー
バイオ・ヘルスケア関連シーズへの対応を
強化するため、総合メディカルホールディン
グス㈱の参画が承認された。
（２）投資結果報告
㈱FFGベンチャービジネスパートナーズの
山口泰久副社長より活動報告（大学シーズに対
す る 投 資 結 果 報 告 ）が あ り、
「2017 年 度 及 び
2018年度において、九州12大学から合計40件
のシーズ提案があり、計４件に投資決定がな

続いて、文部科学省高等教育局国立大学法
人支援課の佐野壽則氏の来賓挨拶があり、
「文

された。今後も適切にフォローアップしてい
く」と発言があった。

部科学省としても、成長性のある大学発ベン
チャーを創出するため、大学生など若手人材
を含む起業家育成、経営人材と研究者の知恵
による研究開発・事業化の一体的支援、大学
や国立研究開発法人におけるベンチャー出資
の取り組みを推進している。
今後、起業、事業化、成長段階のスピード
感ある一貫した支援を強化すると共に、各省

２
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FFGベンチャービジネスパートナーズ

山口副社長（右）

（３）ギャップ資金の拠出
また、大学シーズ40件のうち20件に対して、

ることを確認した。
当会では、新産業・新事業創出に向けて、

産業界から計2,700万円（企業1,000万円、活性

大学発ベンチャーの支援をはじめ、大企業の

化 セ ン タ ー700 万 円、 キ ュ ー テ ッ ク1,000 万

オープンイノベーション推進、九州ベンチャー

円）、大学から計2,700万円、総額5,400万円の

エコシステムの充実など重要課題に積極的に

ギャップ資金の拠出が承認された。この資金

取り組んでいくこととしている。

は研究と事業化の谷間を埋める「GAPファン
ド」に相当するものであり、今後、本資金を
試作品開発などに充当してもらい、事業化の
スピードアップを図っていくこととした。
（４）ベンチャー教育の充実
2018年度、九州・沖縄各県の国立大学のう
ち７大学でビジネスプランコンテストが開催
され、長崎では初開催されたことが報告され
た。また振興会議が共催している「九州・大
学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト」
については、九州７県18校（15大学・３高専）
から過去最高となる計63件（昨年比＋10件）の
応募があったと報告があった。さらに九州大
学とFFGが共同実施しているアクセラレーショ
ンプログラムの紹介があり、大学発ベンチャー
支援に関しては、資金提供のみならず、知財
戦略、市場調査、ビジネスモデル開発など多
面的支援が重要であるとの認識で一致した。
２．2019年度活動計画
2019年度の取り組みについて、以下２件が
提案され、いずれも承認された。
①シーズ提出
今後も継続的に九州内の有望シーズを発掘・
支援していくため、６月を目途に各大学から新規
シーズを１～３件ずつ提出いただくこととした。
②ベンチャー教育の充実
各大学が個別に実施している「ビジネスプ
ランコンテスト」については、上位者を九州
大会に送り出すなど大学側がフォローするこ
とを提案。また、九州大学起業部など先進モ
デルを参考に、更なる起業家教育の充実を図

【産業振興部

久保】

九州･大学発ベンチャー振興会議メンバー
（2019年２月現在、敬称略）
氏名
所属
久保 千春 九州大学
尾家 祐二 九州工業大学
宮﨑 耕治 佐賀大学
河野
茂 長崎大学
原田 信志 熊本大学
大学 北野 正剛 大分大学
（12） 池ノ上 克 宮崎大学
前田 芳實 鹿児島大学
大城
肇 琉球大学
山口 政俊 福岡大学
永田 見生 久留米大学
下村 輝夫 福岡工業大学
宮原 隆和 ㈱エルム
後藤 玄利 Kotozna㈱
後藤 孝洋 新日本製薬㈱
隈 扶三郎 ㈱西部技研
坂本 賢治 総合メディカルホールディングス㈱
企業
喜多村 円 ＴＯＴＯ㈱
（11）
金子 達也 トヨタ自動車九州㈱
正田 英樹 ㈱ハウインターナショナル
京谷 忠幸 ㈱ピーエムティー
小笠原 浩 ㈱安川電機
吉田 哲雄 ㈱ワイビーエム
柴戸 隆成 ㈱福岡銀行
谷川 浩道 ㈱西日本シティ銀行
坂井 秀明 ㈱佐賀銀行
森 拓二郎 ㈱十八銀行
金融 笠原 慶久 ㈱肥後銀行
機関 後藤富一郎 ㈱大分銀行
（11） 平野 亘也 ㈱宮崎銀行
上村 基宏 ㈱鹿児島銀行
川上
康 ㈱琉球銀行
山城 正保 ㈱沖縄銀行
福田
知 ㈱ＦＦＧベンチャービジネスパートナーズ
麻生
泰 （一社）九州経済連合会
貫
正義 九州経済同友会
経済
竹島 和幸 九州経営者協会
団体
藤永 憲一 九州商工会議所連合会
（6）
髙木 直人 （公財）九州経済調査協会
麻生
渡 （一財）九州地域産業活性化センター

役職
総長
学長
学長
学長
学長
学長
学長
学長
学長
学長
学長
学長
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
取締役会長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
取締役会長
取締役頭取
取締役頭取
取締役頭取
取締役頭取
取締役頭取
取締役頭取
取締役頭取
取締役頭取
取締役頭取
取締役頭取
代表取締役社長
会長
代表委員
会長
会長
理事長
会長
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木材利用促進を目的に、木造建築の普及に向けた
取り組みを議論
と

き

ところ
参加者

２月６日（水）
福岡市・ＴＫＰガーデンシティ天神
１７３名

１．開催概要

ると組織として一体となった仕事ができる。

九州の林業業界の活性化、連携強化を図る

木の使い方だが、木材の技術革新は素晴ら

た め に 毎 年 開 催 し て い る「 九 州 の 森 林・ 林

しいものがあるが、コスト面を言われること

業・木材産業交流会」の本年度第２回目を福

も多い。そういう面では木造ビルにスプリン

岡市で開催した。今開催は、木材の需要を高

クラーをもっと設置する等、当たり前の発想

める施策として建築物への木材利用促進を

を取り入れることも重要。

テーマにした。
まず、基調講演として㈱ドーンデザイン研
究所の水戸岡鋭治代表より「デザインは公共

木を使うことで多くの効果が生まれる。木
を多く使用した病院を作ったが、利用者が帰
りたがらない等、憩いの空間になっている。

のために」を題目にご講演いただき、その後

今回の提案としては、無人駅。これはアー

「木を利用したまちづくりと林業振興」という

カイブ遺産である。無人駅を入口に山や海、

テーマでパネルディスカッションを開催した。

農業をテーマにした観光地づくり、まちづく

２．基調講演（骨子）

りができる。例えば、林業というテーマで組

デザインを行う上で大事な

み立てると、無人駅のデッキをその地域で採

ことは、骨子となる基本のコ

れた木材で作り、ホテルを作ると良い。山登

ンセプトを最初に固めてから

りや、森林体験を楽しむ観光地が生まれる。

デザインに入ること。基本の

海外の人が来たくなるようなまちづくり、

考え方を固めないと良いもの

観光立国を目指すための努力をしていく。

はできない。

３．パネルディスカッション

まちづくりの面では、他者と比較しないと
いうこと。自分のまちの昔ながらの良い点を
活かしていく。良いまちはそこに住んでいる
人たちの意識、コミュニケーション能力が高
い。日本という観点からみても、個人の意思
レベルが高まってきたかが試されていると思
う。日本人はどうしても自分の稼ぎ仕事が優
先になるが、公（地域のため）の仕事を忘れて
はならない。

４

九州の森林・林業・木材産業交流会ｉｎ福岡

〔敬称略〕
コーディネーター
松村順司
（九州大学大学院農学研究院 教授）
パネリスト
貞刈厚仁（福岡市 副市長）
水戸岡鋭治（㈱ドーンデザイン研究所 代表）
麻生 泰（九経連 会長）

＜林業界の状況＞
【麻生】第一次産業を頑張る。収入が増えてい

仕事の進め方は、まず「思う」ことから始

けば東京に行かずに地方で暮らせる。輸出

める。そして「考え」
、自分の中で「決めて」

では中国の引き合いが増えてきてチャンス

人に伝える。仕事が動き出すと個々の専門分

である。課題となる労働力の確保も大型機

野で独自に進みがちだが、リーダーがコンセ

械の導入、ドローン利用などで効率化でき

プトを考え共有させないといけない。そうす

る。チャンスなので応援していきたい。
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【貞刈】福岡市は都市開発が進んでいるが第一

首長やオーナーが木を利用することの意味

次 産 業 も 重 要。 市 域 の1/3が 森 林 で、 ス

を理解することが大事。輸出をはじめ木材

ギ・ヒノキの75％が利用期にあるものの、

のロットをもっと出していくべき。中国の

小規模森林が多く所有者が多岐にわたり高

意欲は高いが、港が足りないのも問題で、

齢化の問題等から利用が効率的に進んでい

新規競争をブロックしてはいけない。

ない。森林経営管理法をうまく活用してい

【貞刈】循環型林業を確立するためには、木材

く必要がある。

の需要が増えないといけない。需要は公共

【松村】森林所有者の関心は何を売ったら儲か

建築物での木材利用を通して伸ばしてい

るかだが、所有者は自分の育てている木を

く。民間の方々も天神ビッグバン等の開発

知らない人も多く、それでは商売は難しい。

物件で取り組んでほしい。

＜木造建築の普及に向けて＞
【麻生】強度不安、耐火性がネックと感じてい

【水戸岡】林業の問題点はトータルのデザイン
戦略がないことではないか。高いレベルで

るが、木の効果である癒やしやぬくもり、

木材をどう造り、どう育てていくかの検討

安心感を、コストを負担してでも得ること

が必要。政治の課題でもあるが、九経連に

は素晴らしいこと。高層の木造ビルが普及

期待したい。

しつつあるし、やり方次第で広がっていく

＜会場の声＞

と思う。

・仮 設住宅を木材で建築したときに、木材供

【貞刈 】木造建築は高コストだと思われてい

給の詳細が分からなかったので、情報共有

る。大きいものを造るときには部材の供給

システムが必要。木を使うと被災者も皆安

など問題があるが、２階３階建てだとあま

堵した表情を作っていた。

り価格差はないと感じている。福岡市は学

・木 材の販路を拡大する面では、市場だけで

校をはじめ大規模改修の時期に入っている

はなく、ユーザー側と直に結びつくことも

ので木材利用に取り組んでいく。

重要。輸出については丸太も良いが製材を

【水戸岡】木の大切さ、一本育てるのがどれだ
け意義のあることかを日本人は分かってい
るのか疑問。また、木は腐るから使用しな
いという意見もあるが、もう一回地元の木

売っていくことが大事。
・木 造化が進んでいないのは、木造建築に対
する建築士の知識が少ないのも一因。
・コストでは火災保険がRC造の３倍など維持

を使えるのは良いことだと特にリーダーは

管理費が高くなる。また、保険は高いが、

考えるべき。

減価償却は安くなるので、比較を含め研究

＜まとめ＞

が必要。

【麻生】無人駅を利用した施策は魅力あるもの。
九経連として、今回の議論・会場の意見を
踏まえ、自治体や今後自社ビル等の建築予定
がある企業に向け、建築物の木造化・木質化
を提案し、木にあふれたまちづくりを実現し
ていきたい。
【農林水産部

２０１
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宮田】
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医療機関における外国人患者をめぐる課題解決へ
～「九州国際医療機構」（Kyushu International Medical Organization：KIMO−カイモ−）設立～
と

き

ところ
参加者

２月６日（水）
福岡市・九経連会議室
４０名

九州国際医療機構

設立理事会

１．設立の背景
近年、在留外国人・訪日外国人の数は増加
の一途をたどっており、アジアの玄関口であ
る九州においてもその傾向は顕著である。そ
れに伴い、医療機関を訪れる外国人患者の数
も増えており、この傾向は今後も更に続くこ

設立理事会の終了後、本機構代表理事に就任した九州大学病院の赤司浩一
病院長と九経連・麻生泰会長による記者会見を実施した。

とが予想される。併せて、日本の医療は、広

２．主な業務

く海外からもその高い技術やサービスが評価
されており、本会として、医療を切り口とし
た経済活性化の道を検討することとした。
しかし、実際の医療現場では、外国人患者
受入れにあたり、言葉の壁、未収金の発生、
文化の違いによるトラブル等、一般の日本人
患者の診療に支障をきたすほどに負荷の大き
な混乱を経験しているところが多く、切実な
問題となっている。ひいては、健康保険を不
正に使用したフリーライドという悪質なケー
スまで発生しており、高齢化に伴う社会保障
費増大が国家財政を圧迫する中、非常にゆゆ
しき事態である。
そこで、本会が九州の医療界と産学官に呼
びかけ、医療機関が抱える課題と経済活性化
を同時並行で解決することを目的に、13医療
機関、４企業、１団体により、
『九州国際医療
機構』を設立した。今後、
「在留・訪日外国人
が不慮の怪我や病気をした際にスムーズな受
入れができる院内体制整備」「健康保険制度の

■多言語化支援
医療系の翻訳・通訳・遠隔通訳を行う企業と提
携し、会員特別価格を設定します。対面による
医療通訳を希望される場合は、専門の研修訓練
を受けた優秀な医療通訳者をご紹介します。
■医療渡航支援
優良なコーディネート企業と提携し、医療機関
と医療渡航者（医療サービスを受けるために訪日
する外国人受診者）のマッチングを支援します。
■その他
医療通訳勉強会、外国人患者向け啓蒙活動、国
への要望活動など、会員様の意見を伺いながら、
ニーズに合った事業を展開して参ります。
※詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
https://www.q-kimo.com/

悪用を許さない制度づくりへの働きかけ」「富

当機構の趣旨にご賛同いただける方の多数

裕層をメインターゲットとした医療渡航（検

のご入会をお待ちしています。詳しくは、担

診・治療）の受入れ支援」といったテーマに連

当までお問い合わせください。

携して取り組むこととしている。

６

■定期セミナー
外国人患者受入れに関するセミナーを、３ヶ月
おきの頻度で開催いたします。セミナーで学ん
だ内容を自院の業務へ落とし込む際に課題があ
る場合には、個別で無料相談に応じます。

九経連月報 ２０１
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【観光・サービス産業部

高野】

２０１９年度九経連事業の方向性について意見交換
と

き

ところ
参加者

２月４日（月）
福岡市・西鉄グランドホテル
１５名

毎年当該時期に開催する正副会長・委員長
会議を開催し、2019年度本会事業の方向性に
ついて意見交換を行った。
会議ではまず麻生泰会長が次の通り挨拶。
「九州はアジアに近いなど恵まれた環境にあ
り、積極的に仕掛けを行っていきたい。
今年は、G20福岡 財務大臣・中央銀行総裁
会議やラグビーワールドカップ等のビッグイ
ベントが九州で開催される。この機会を捉え、
９月には九州のお祭りが一堂に会する『祭り
アイランド九州』を開催するなど、九州一体
での仕掛けを予定している。また、九州の農
産品の輸出強化など他の取り組みも進めてい
きたい。
本日は2019年度主要事業の骨子案をご説明
し、今後の具体的方針を議論させていただき
たい」
その後、事務局から2019年度事業計画／主
要事業（案）を説明した後、自由懇談に入った。
懇談では、右掲の通り①観光②九州国際医
療機構③人手不足への対応④GRP拡大への戦
略強化について、それぞれ意見を頂戴した。以
後、各委員会で具現化等議論を重ね、実際の
事業計画を策定することとした。

九経連

正副会長・委員長会議

〔懇談要旨〕
①観光
・2019ラグビーワールドカップの九州開催に
合わせた祭り集結イベント「祭りアイラン
ド九州」（9/28〜29）について、開催地・熊
本へのPR活動を強化していくべき。
・お 金を落とす仕組みとして、ナイトタイム
エコノミー（夜の観光）の創出が有効であり、
エリア単位で仕掛ける必要がある。
・イ ンバウンド単価上昇の大きな手段として
キャッシュレス決済等ストレスフリーにす
る必要がある。
②九州国際医療機構（２月６日設立）
・イ ンバウンド客には言葉が通じる医療機関
を、住民には安心をとの狙いで設立。九州
のイメージアップにつなげたい。
・医 療対価不払い解消への対策や、高度医療
の提供促進にもつながる取り組みであり、
九州全体で進めてもらいたい。
③人手不足への対応
・人 材を呼び込む対策だけでなく、IT化やデ
ジタル化によって省力化し、生産性を上げる
ため、中小企業の省力化支援の取り組みを。
・今 いる社員にどう働いてもらうか考えるこ
とも重要。九州らしい温かみで、従業員満
足から顧客満足へとつながる好循環モデル
を作りたい。
④GRP拡大への戦略強化
・一人あたりGRPの高い地域は製造業が厚い。
九州経済の構造的な課題は一人あたりGRP
の低さにあり、製造業への取り組みも強化
すべき。GRP拡大へ向けたシナリオ（産業
ポートフォリオ）を描き議論できれば、色々
な産業振興方策が出てくるだろう。
・製 造業の立場からすると、大きな目標数値
の達成に貢献できるという根拠があった方
が良い。

【総務広報部

２０１
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森内】
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「混迷を深める米中・日韓関係の行方と今後の日本経済・九州経済への影響」
〜国際委員会
と

き

ところ
参加者

特別講演会〜

２月２２日（金）
福岡市・電気ビル共創館
５１名

国際委員会

特別講演会

国際委員会（委員長：張本邦雄・TOTO㈱会長）は、2018年度委員会を開催し、㈱国際協力
銀行 企画部門 調査部 第１ユニットの春日剛ユニット長より「わが国製造業企業の海外事業展
開に関する調査報告（2018年度）」と題して、また、㈱第一生命経済研究所 経済調査部の桂畑
誠治主任エコノミストより「混迷を深める米中・日韓関係の行方と今後の日本経済・九州経済
への影響」と題してそれぞれご講演いただいた。
なお、当日は2019年度の委員会活動について審議、承認を得た。
「わが国製造業企業の海外事業展開に関する
  調査報告（2018年度）」
㈱国際協力銀行 企画部門 調査部
第１ユニット ユニット長 春日 剛 氏
当行では海外現地法人を３
社以上有する製造業を対象に
毎年アンケート調査を実施し
ている。今回は米中貿易摩擦
が過熱化した2018年６～９月
が調査期間にあたり、これを
念頭に約600社にご回答いただいた。
2017年度の事業実績は概ね好調で、海外拠
点数については特にアセアンで新規拠点の設
立が目立った一方、中国では現地法人の業種
の入れ替えもみられた。
今後の事業展開については、国内事業を強
化・拡大する企業の割合が増加し、海外事業
において国・地域の選別色が強まっている。
例えば有望国ランキングでは、中国が首位を
維持しタイや米国も上昇傾向を維持する一方、
ベトナムがやや後退しメキシコが続落するな
ど、得票率の二極化が進んでいる。
また保護主義的な政策の影響については、
約３割の企業が収益や貿易取引の面で「減少
が見込まれる」とした一方、
「中国・米国以外
の国への投資増」の可能性も示された。
また環境関連では、中国やEUの環境規制の
厳格化を認識しつつ、それをビジネス機会と
捉える見方も根強かった。
８
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「混迷を深める米中・日韓関係の行方と
  今後の日本経済・九州経済への影響」
㈱第一生命経済研究所 経済調査部
主任エコノミスト 桂畑 誠治 氏
2018年、米国は鉄鋼とアル
ミニウムの輸入にそれぞれ関
税賦課を掛けたが、中国やEU
な ど 各 国 は 対 抗 措 置 を 実 施。
次に米国は国別の貿易赤字削
減に乗り出し、最初に赤字シェ
アが最大の中国が標的にされた。米中で関税
の引き上げ合戦が行われたが、双方とも国内
景気への影響を注視しながら関税賦課を実施。
米国経済は堅調さを維持しており、中国景気
も緩やかに鈍化しているものの景気刺激策を
相次いで発表・実施しており、米中双方の景
気への影響は限定的とみられる。
米中の対立は米国第一主義を掲げるトラン
プ政権誕生による一過性のものではなく中国
の台頭を封じる米国の長期的な戦略に基づい
ており、米中の覇権争いは長期化するだろう。
日本経済への影響としてはサプライチェー
ンの変更を迫られコストが増加するなどのマ
イナス要因、中国からの輸出を抑制し日本か
らの輸出を拡大するなどのプラス要因もある。
日韓関係も当面改善は期待できない。韓国
が差し押さえた日本企業の資産売却に踏み切
れば日本政府が対抗措置を取らざるを得なく
なるため、経済関係の悪化に繋がるだろう。

日誌
２月
１日（金）

［福岡市・ホテルニューオータニ博多］

第３回九州・大学発ベンチャー振興会議
出席者：41名

未収金、感染症等のトラブルが発生している。そこ
で九経連では、医療機関が抱える課題と経済活性化
を同時並行で解決すべく、九州の医療界と産学官に

九州・沖縄の12大学、11企業、11金融機関、６経済

呼びかけ、
「九州国際医療機構」を設立することとし

団体が連携して大学シーズの速やかな実用化を図り、

た。設立理事会では、九州大学病院の赤司浩一病院

大学発ベンチャーの振興育成を目指す「九州・大学

長が代表理事に選任され、当会の麻生泰会長ととも

発ベンチャー振興会議」が開催された。３回目とな

に記者会見を行い、設立の趣旨を公表した。

る今回は、2018年度活動報告（大学シーズの進捗状況
報告）及び2019年度活動計画の審議を行い、全会一致
で承認された。

※本誌２ページに詳細を掲載

※本誌６ページに詳細を掲載

６日（水）

［福岡市・ＴＫＰガーデンシティ天神］

九州の森林・林業・木材産業交流会ｉｎ福岡

４日（月）

［福岡市・西鉄グランドホテル］

正副会長・委員長会議

出席者：173名

木材利用促進の一環として木造建築の普及を図るた

出席者：15名

めに、福岡市と共催で本交流会を開催した。まず基

冒頭、麻生泰会長が挨拶し「今年はG20福岡 財務大

調講演として、㈱ドーンデザイン研究所の水戸岡鋭

臣・中央銀行総裁会議やラグビーワールドカップが

治代表にまちづくりや仕事を進める上でのデザイン

九州で開催される。この機会を捉え、九州のお祭り

の考え方についてご講演いただいた。後半のパネル

が一堂に会する『祭りアイランド九州』を開催する

ディスカッションでは、
「木を利用したまちづくりと

など、九州一体で仕掛けていきたい」と述べた。次

林業振興」について、福岡市の貞刈厚仁副市長、当

に、事務局から事業計画／主要事業（案）を説明。
「観

会の麻生泰会長、九州大学大学院農学研究院の松村

光」
「九州国際医療機構」
「人手不足への対応」
「GRP

順司教授、水戸岡氏による議論を行った。

拡大への戦略強化」等、ご意見を頂戴した。
※本誌７ページに詳細を掲載

５日（火）［長崎市・ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル］
第２回長崎地域委員会
出席者：35名

※本誌４ページに詳細を掲載

６日（水）

［北九州市・リーガロイヤルホテル小倉］

北九州・山口合同地域委員会
出席者：71名

北九州と山口の地域委員会が合同で「下関北九州道

「長崎における異業種からの第一次産業への参入」を

路についての現在の動き及び開通後の付加価値」を

テーマに開催。森拓二郎委員長（㈱十八銀行頭取）挨

テーマに開催。張本邦雄北九州地域委員長（TOTO㈱

拶の後、
（公財）九州経済調査協会の岡野秀之事業開発

会長）及び吉村猛山口地域委員長（㈱山口銀行会長）挨

部長より「異業種からの農業への参入の現状と今後

拶の後、講演会を行った。まず、福岡県県土整備部

の展開～アグリプレナーが拓く農業新時代～」
、長崎

道路建設課の宮地伊織企画調査係長より「下関北九

県農林部の森理裕技師より「企業参入支援について

州道路の現在の動き」について、続いて行橋市都市

～概要と事例紹介～」と題してそれぞれご講演いた

整備部都市政策課の田邊正典PA事業推進室長より

だいた。その後の意見交換では、農業参入における

「今川PA交流拠点整備事業について」と題し、道路

国及び県の補助金について、農業従事経験者の採用

開通後の付加価値のつけ方についてお話しいただい

等の質問が出された。

た。下関北九州道路は両地域にまたがる必要なイン

６日（水）
九州国際医療機構
出席者：40名

フラであり、早期の実現が必要との認識を共有した。
［福岡市・九経連会議室］

設立理事会

最近の在留外国人・訪日客の増加に伴い、医療機関
においても、外国人患者が増え、言葉や文化の壁、

２０１
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１３日（水）

［福岡市・ホテル日航福岡］

１４日（木）

［福岡市・ホテルニューオータニ博多］

第２回観光委員会

ミャンマー投資フォーラムｉｎ九州

はじめに「九州インバウンド主要指標・４ヵ年推移」

九州経済国際化推進機構は、ミャンマー政府機関等

「2019年度事業計画案」を報告、承認をいただいた。

とともに標記フォーラムを開催した。九州経済産業

続いてラグビーＷ杯に向けた九州観光推進機構の事

局の塩田康一局長、福岡市の貞刈厚仁副市長の冒頭

業概要の説明を行い、今年９月28日、29日の２日間

挨拶にて開会し、ミャンマー連邦共和国大使館トゥ

熊本市で開催する「祭りアイランド九州」事業につ

レイン・タン・ジン駐日大使による基調講演、投

いての周知も行った。後半の講演では、㈱ビース

資・対外経済関係省投資企業管理局（DICA）
、ティラ

ポークの綱川明美代表よりAIを使った先進のチャッ

ワ経済特別区（SEZ）管理委員会からミャンマー経済

トボット「Bebot」の紹介を、続いて㈲フクオカ・ナ

の展望やミャンマー地方都市への投資促進・インフ

ウのニック・サーズ代表、恵美子・サーズ氏両氏よ

ラ開発についてご講演いただいた。また日本企業か

り「カナダ人から見た九州の観光」と題し、外国人

らは、西田精麦㈱（八代市）の長根寿陽新規事業推進

編集者の視点を生かした九州の魅力発信についての

室長より進出事例の紹介をいただいた。ミャンマー

講話をいただいた。

への進出・事業展開について理解を深めていただく

出席者：69名

１４日（木）

出席者：90名

良い機会となり、盛況のうちに閉会した。
［鹿児島市・城山ホテル鹿児島］

第２回鹿児島地域委員会
出席者：42名

地方創生では九州のシンボリック都市である福岡市
の取り組みを参考に、鹿児島発地方創生実現を目的
として開催した。上村基宏委員長（㈱鹿児島銀行頭
取）挨拶の後、福岡地域戦略推進協議会（FDC）の石
丸修平事務局長より「福岡市はなぜ全国も注目する
魅力の都市になったか」と題してご講演いただいた。
講演終了後、麻生泰会長、石丸事務局長同席のもと
意見交換を行った。
「海外拠点のスタートアップ」
「フ
レキシブルな働き方改革への福岡市の先駆的取り組
み」
「RWC2019練習場としての誘致」等に話が及び、
建設的な意見交換となった。

１４日（木）

［福岡市・九経連会議室］

第３回データ利活用研修
出席者：31名

本研修は、九州内の企業がデータを利活用すること
によって、個社が有するビジネス課題の解決につな
げることを目的に、今年度から新たに取り組んでい
るもの。第３回では、
（一社）九州テレコム振興セン
ターの広岡淳二専務理事を講師にお迎えし、
「データ
分析基本プロセス」についてご講演いただいた。そ
の後、同氏を講師として、日常のオフィス業務でも
広く使用されているMicrosoft Excelを活用して、標
準偏差や基準化、相関分析、回帰分析等に関する具
石丸氏

１０
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体的な解析手法の演習を実施した。

１５日（金）

［福岡市・福岡市科学館］

第２回サイバーセキュリティセミナー

画部会としての了承をいただき、３月12日開催の委
員会に諮ることとなった。続いて、昨年12月から今

出席者：175名

年１月にかけて実施し、
「女性」
「外国人」
「高齢者」

今年度２回目のセミナー「最新のサイバー攻撃～忍

「若年者」の活躍、雇用に関する実態や取り組み状況

び寄る脅威と企業の責務・罰則～」を開催。㈱ラッ

を取りまとめた「多様な人材の活躍、雇用に関する

クの又江原恭彦執行役員新規事業開発部長より「最

アンケート調査結果」の概要説明を行った。各委員

新のサイバー攻撃動向～事例と対策の考え方～」に

からは積極的なご意見をいただき、今後の委員会活

ついて、弁護士法人ALAW&GOODLOOPの吉井和明

動へ活かしていく。

弁護士より「サイバー攻撃における企業の責務」に
ついて、福岡県警察本部の岩谷公弘サイバー攻撃特
別捜査隊長（警部）より「大規模イベントに向けたサ
イバー攻撃対策」について、それぞれご講演いただ

１９日（火）

［福岡市・電気ビル共創館］

第２回資源エネルギー・環境委員会
出席者：32名

いた。その後、モデレータにＥＹ新日本有限責任監

今回は、2018年度実績として、
「地中熱・九州モデル

査法人の杉山一郎プリンシパル、パネリストに上記3

研究会」で作成した提案リーフレット「地中熱で省

名の講演者を迎え、
「企業として備えておく『サイ

エネ・省コスト・省CO2!!」を紹介するとともに、九

バーセキュリティ対策』とは？」をテーマにパネル

州地域戦略会議傘下で取り組んでいる再生可能エネ

ディスカッションを実施した。

ルギー産業化の推進状況について報告した。また、

１５日（金）

2019年度の新たな取り組みとして「九州エネルギー
［宮崎市・ニューウェルシティ宮崎］

第２回宮崎地域委員会

関連ビジョン（仮称）の策定」を原案どおり実施する
こととした。その策定活動に先立ち、学識関係者・

出席者：32名

企業・団体等で構成するワーキンググループを立ち

「IoTの現状と今後の展望」をテーマに開催した。平
野亘也委員長（㈱宮崎銀行頭取）挨拶の後、
（公財）九

上げる予定である。

州経済調査協会の岡野秀之事業開発部長より同テー

２０日（水）

マの講演をいただいた。その後地域活性化報告とし

情報通信委員会第２回企画部会

て、九州電力㈱宮崎支社より、昨年宮崎地域で話題

［福岡市・九経連会議室］

出席者：29名

となり好評であった初めての試み「ダムツアー」の

今回は、2018年度の活動実績を報告するとともに、

報告があった。ダムという既存インフラを観光に変

2019年度の活動計画について審議いただき、企画部

える新たな取り組みを共有した。

会の了承をいただいた。続いて、日本マイクロソフ
ト㈱の宇野誠プリンシパルソリューションスペシャ
リストより「エッジコンピューティングとクラウド
で加速するインテリジェントなIoT」をテーマにご講
演いただいた後、ICT/IoTの普及に向けた施策につい
て意見交換を実施した。
（なお、活動計画については、
３月５日開催の委員会にて審議した後、確定した。
）

平野委員長

岡野氏

２０日（水）

［佐賀市・ホテルニューオータニ佐賀］

第２回佐賀地域委員会

１８日（月）

［福岡市・九経連会議室］

少子高齢化・雇用委員会企画部会
出席者：15名

出席者：31名

「佐賀経済の課題」をテーマに開催した。陣内芳博委
員長（㈱佐賀銀行会長）挨拶の後、佐賀大学経済学部

今回は、委員会の2018年度活動報告と2019年度事業

の山形武裕准教授より「佐賀県内の中小・小規模事

計画（案）について事務局より説明。審議の結果、企

業者の実態から見える佐賀経済の課題について～佐

２０１
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賀県版中小・小規模企業白書の概要～」と題してご

ミストより「混迷を深める米中・日韓関係の行方と

講演いただいた。講演終了後は麻生泰会長との意見

今後の日本経済・九州経済への影響」と題してそれ

交換を行った。
「観光を中心とした福岡との相乗効果」

ぞれご講演いただいた。 ※本誌８ページに詳細を掲載

「欧米からの直行便就航に向けての佐賀空港の尖り」
「外国人労働者の勤労マインド」等に話が及び、建設
的な意見交換となった。

２２日（金）〜２３日（土）［岡山県倉敷市・大原美術館他］
九州女性の会２月例会・視察会
出席者：８名

今回の例会は、知見を広めるため岡山県倉敷市で視
察会を行った。大原美術館では、森川政典副館長よ
り、倉敷紡績など企業を経営する一方で地元住民の
ために病院や研究所など公益性の高い諸事業を推進
していた大原孫三郎が洋画家児島虎次郎との出会い

２１日（木）

から美術館創設に至った経緯や、同美術館の西洋・
［福岡市・九経連会議室］

ＢＣＰワークショップ

エジプトなど多様なコレクションについて紹介を受
けた。倉敷中央病院では、大原孫三郎の「病院くさ

出席者：27名

くない明るい病院」など設立当時の理念を90年以上

当会行財政委員会では、会員企業・団体のBCP策定

にわたって継承している患者のためのアメニティに

強化に取り組んでいる。その一環として、東京海上

ついて説明を受けながら院内各所を巡った。また、

日動火災保険㈱ご協力のもと、BCPワークショップ

大原本邸では、大原あかね（公財）大原美術館理事長

を開催した。当日は最新の地震発生予測状況やBCP

をはじめ、倉敷で活躍する４人の女性と懇談を行った。

策定時のポイントなどをレクチャーするとともに、
災害発生時の初動対応について机上模擬訓練を実施。
今後、参加者に対してフォローアップを実施するこ
とで、少しでも多くの企業・団体のBCP策定に貢献
したい。※BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）

２６日（火） ［福岡市・ＴＫＰガーデンシティ渡辺通］
先導的ＩＣＴ人材育成事業 関係者会議・第２１回成果報告会
出席者：27名

２２日（金）

関係者会議では、先導的ICT人材育成事業について、
［福岡市・電気ビル共創館］

国際委員会・特別講演会
出席者：51名

１
２

2018年度の振り返りと2019年度の実施内容を議論し
た。本事業の実施意義を改めて認識するとともに、
参加者拡大に向けて多くの意見をいただいた。今回

まず張本邦雄委員長（TOTO㈱会長）を議長として議

の意見をもとに、更なる改善に努めていきたい。ま

事に入り、2018年度事業実績と2019年度事業計画

た、会議の後は、今年度下期の報告会となる第21回

（案）を事務局より説明、質疑応答を行った。続く特

成果報告会を開催。今回は、企業での約１か月にわ

別講演会では㈱国際協力銀行企画部門調査部第１ユ

たる実践インターンシップを終了した学生３名が報

ニットの春日剛ユニット長より「わが国製造業企業

告。技術面、ビジネス面での気づきや学び等につい

の海外事業展開に関する調査報告（2018年度）
」
、㈱第

て報告するとともに、質問にもしっかりと答えるな

一生命経済研究所経済調査部の桂畑誠治主任エコノ

ど、各人の成長がうかがえた。
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２７日（水）

［福岡市・九経連会議室］

農林水産委員会第２回企画部会
出席者：21名

にて開会し、ダナン市投資促進支援委員会のグエ
ン・キー・アン副委員長よりダナン市での投資状況
についてご講演いただいた。また、ダナン市でビジ

今回は、ニシム電子工業㈱営業統括本部の大藪隆樹

ネス展開を行っている日本企業を代表して、㈱ＶＣＣ

氏より「当社のスマート農業促進への取り組みにつ

の齊藤正之社長よりベトナムでの最新投資情報につ

いて」と題してご講演いただき、圃場での農業ITセ

いて、㈱セルフウィングベトナムの平井由紀子社長

ンサーの活用によるコスト削減や生産性向上等の効

より人材確保及び定着について、それぞれご講演い

果について出席者と意見交換を行った。その後、事

ただいた。ダナン市への進出・事業展開について理

務局より2018年度活動実績や「社食で地産地消」事

解を深めていただく良い機会となり、盛況のうちに

業実施結果、
「産地表示システム導入」WGの進捗状

閉会した。

況の報告を行い、2019年度の活動計画（案）及び国へ
の農業・畜産業要望（案）について審議した。

２８日（木）

［福岡市・電気ビル共創館］

第２回行財政委員会

２７日（水）

［大分市・トキハ会館］

第３回大分地域委員会

出席者：31名

今回は、
（一社）新経済連盟の小木曽稔政策部長より

出席者：53名

「今こそデジタルシフトに対応したグランドデザイン

まず姫野昌治委員長（㈱大分銀行会長）挨拶の後、日

を」をテーマに、行政手続きのデジタル化やライド

本銀行の森毅大分支店長より「大分の事業者の現状

シェアの実現に向けた取り組みについてご紹介いた

と課題」についてご講演いただいた。続いて、①第

だいた。その後、2018年度事業報告と2019年度事業

４次産業革命（働き方改革を含む）②観光・ツーリズム

計画（案）について審議を行い、SDGsの普及・啓発、

の２つのテーマについて、麻生泰会長との意見交換

予算措置・規制改革への要望ならびにBCP策定の促

を行った。
「キャッシュレス決済の現状」
「PRAの促

進などに取り組んでいくことを確認した。

進」
「観光アプリの活用」等積極的な意見が出された。

２８日（木）

［福岡市・九経連会議室］

第４回データ利活用研修
出席者：28名

最終回となる今回は、データの可視化をテーマに開
催。まず、佐賀大学の杉本達應准教授より「データ
を見せる。データで魅せる。データビジュアライ
ゼーションの事例から」と題してご講演いただいた。

２７日（水）

次に、富士通㈱の猪股順二氏より、同社のデータ利
［福岡市・電気ビル共創館］

ダナン市投資促進セミナーｉｎ九州
出席者：50名

活 用 の 取 り 組 み を ご 紹 介 い た だ い た 後、Tableau
Japan㈱の青木隆夫氏よりデータ可視化・分析ツール
Tableauの概要をご説明いただいた。最後に、富士通

九州経済国際化推進機構は、ダナン市人民委員会等

エフ・オー・エム㈱の中園裕子氏を講師に、Tableau

との共催にて標記セミナーを開催した。ダナン市人

の演習を実施。参加企業の今後のデータ利活用の促

民委員会のレー・チュン・チン副委員長の冒頭挨拶

進を期待したい。

２０１
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Introduction of new members

新入会員 紹 介

＜2018年10月29日入会＞

会社紹介

社

名

ＷＡＳＨハウス株式会社

業

２００１年１１月

者

代表取締役社長 児玉 康孝

当社は宮崎県に本社を置き、地元九州を中心

創

に関東、東海、関西、中四国など２２都府県でコ

代

インランドリー事業を展開しています。直営

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

舗数は５８３店舗となり（２０１８年１２月末時点）
、急

従 業 員 数

１
０４名（２０１
８年１２月末現在）

成長に伴い２００７年には一般社団法人九州ニュー

所

〒８８０-０８３１ 宮崎県宮崎市新栄町８６番地１

ビジネス協議会より九州アントレプレナー大賞

電 話 番 号

０９８５-２４-００００

を受賞、２０１６年１１月には福証Ｑ－Ｂｏａｒｄ、東

関連企業等

ＷＡＳＨＨＯＵＳＥフィナンシャル株式会社

証マザーズに上場を果たしました。

ホームページ

https://www.wash-house.jp/

表

店・フランチャイズチェーン店を合わせて、店
在

地

当社はコインランドリーシステムを構築し、
コインランドリー「ＷＡＳＨハウス」の販売、
企画、運営ならびに管理を行っております。
当社の主要な事業内容は、主にコインランド
リーの設計、内装、機器の設置などをパッケー
ジ化した「ＷＡＳＨハウスコインランドリーシス
テム一式」を販売する「ＦＣ部門」
、店舗の
「安心・安全・清潔」を維持するために、２４時
間３６５日受付のコールセンターやビジネスモデ
ル特許を取得済みの管理カメラと遠隔操作によ
る利用者の即時サポート、そして毎日の点検、
清掃を行う「店舗管理部門」
、主に新規エリア
へ出店する際に、そのアンテナ店として出店す
る直営店の運営等を行う「直営部門その他」の
３つから構成されております。
当社の特徴の一つは、遊休地や空きテナント
を所有しているオーナー様にコインランドリー
機器を販売し、運営はオーナー様ご自身が行う
一般的なコインランドリーとは違い、売上が見
込めると当社が判断した物件のみをフランチャ
イズオーナー（以降ＦＣオーナー）様へご紹介
し、ＦＣオーナー様と地主様やテナントオー
ナー様が契約し出店していることです。また、
出店後においては全店舗一括管理運営方式によ
りクオリティの統一化を行い、
「ＦＣオーナー様
は何もしない」という新たなＦＣビジネスモデ
ルを構築し、他社と差別化を図っております。
１４
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当社はすべての発
想をお客さまの立場
で行うことを基本方
針として、全店統一
の店舗デザインや
サ ー ビ ス、２４時 間
３６５日受付のコール
センターや徹底した
衛生管理、メンテナ
ンス等を行うことで、 代表取締役社長 児玉 康孝
コインランドリーの
イメージを一新したいと考えています。
また、将来は巨大な海外市場への取り組
み も 視 野 に 入 れ て お り、
「コインランド
リー業界のグローバルスタンダードの創
造」を当社の目標としています。
九経連会員の皆様には、より一層のご指
導とご支援を賜りますよう、何卒宜しくお
願い申し上げます。

会社概要

会
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故 郷の にお い が 残 る 駅 〜「訪れる価値ある駅舎」より〜
〜こんな旅が、まだあった。〜
−福岡県（北九州市）、大分県（由布市）、熊本県（人吉市）、鹿児島県（霧島市）−

日本経済新聞が全国の駅舎の中から、
「訪れる価値ある駅舎」のベストテンを特集した（２００７年４月２
日）
。駅舎の歴史的意義と価値を専門家２３人に聞いてランクづけした。全国の私鉄、ＪＲすべての中か
ら、九州では、なんと５つが選ばれた。その５つを丹念に旅する。それに、話題の駅、土地を加えた。Ｊ
Ｒに乗っていくのがベストの行程だと思う。
まずは九州最北端の門司港駅。国の重要文化財であり、バナナの叩き売り発祥の地だ。目の前には同じ
く国重要文化財の旧門司三井倶楽部（移築されたもの）
。二つの重要文化財が向き合っている。ゆとりがあ
れば旧門司三井倶楽部にも立ち寄りたい。折尾駅は、炭鉱産業と共に栄えた貴重な建物で、立体交差の下
の線路（筑豊線）は若松まで続く（現・福北ゆたか線）
。かつては、石炭を満載した貨車が走っていた。団
塊世代には懐かしい名物「かしわ飯」の売り子さんが立っている。博多からの「ゆふいんの森」号はボ
ディーも車内もスマート。九州一の筑後平野を抜けて、あこがれの由布院へ。駅舎の前には馬車も待って
いる。九州横断特急で竹田駅を通る頃、車窓の右に久住連山、左に祖母の山並みの景がよい。人吉へ向か
う肥薩線の球磨川沿いの眺めはチリ一つなく美しい。

２泊３日コース


１日目

島根県

山口県

各 地→北九州空港（小倉駅）→門司港駅［国重要文
化財、レトロの趣き］→折尾駅［日本最古の立体交
差駅レンガアーチの通路］→博多駅→由布院駅［磯

門司港駅
北九州空港

折尾駅
博多駅

崎新氏の設計、ホームに足湯］→由布院温泉（泊）

福岡県

由布院温泉
由布院駅

大分駅

佐賀県

２日目

由布院駅→大分駅→人吉駅→人吉（泊）

３日目

人吉駅→大畑駅［ループとスイッチバックが
ある唯一の駅］→吉松駅→嘉例川駅［築１０４
年の木造駅］→鹿児島空港（鹿児島中央駅）
→各地

大分県
長崎県

熊本県

人吉駅
吉松駅
鹿児島空港

宮崎県

大畑駅
嘉例川駅

鹿児島県

大隅諸島
種子島
屋久島

２０１
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門司港駅（北九州市）
九州の鉄道基点にふさわしい貫禄を留めている。
かつて、この駅から大陸へ渡る軍隊も乗り降りし、
関門海峡を渡っていった。戦後、復員の人々も、
リュックを背負って帰り着き、九州各地の故郷へ
帰っていった。そんな「記憶の復元」の駅舎である。駅舎は唯一国
の重要文化財に指定。

門司港駅（北九州市）

折尾駅（北九州市）
駅舎は大正５（１９１６）年建
築。門司港駅と同じルネサン
ス式で日本最古の立体交差の
駅として知られる。 今も、ト
ンネル道路には当時のレンガ
折尾駅（北九州市）

造りが残っている。 当初（明

折尾駅トンネル道路（北九州市）

治２４年）は、鹿児島本線と筑豊線の折尾駅は、離れた二つの駅であったという。明治２８年に共同使用の駅が出来
て、立体交差となった。

由布院駅（由布市）
田園風情が色濃い由布院盆地のなかに、高ぶらず、控えめに、しか
し個性強く品格あるデザインの駅舎。大分県出身の磯崎新氏の設計。
１９９０年に竣工。吹き抜けの開放感あるたたずまい。待合室をかねた
アートギャラリー門は、乗客以外の人も多く、町の人に親しまれてい
る。ホームに足湯があり、女性専用のものもある。
由布院駅（由布市）

大畑駅（人吉市）
全国難読駅名の一つ。
「おこば」と読む。 ＳＬの水の補給が目的で、
平地を造成し作った（明治４２年）
。４〜５ｋｍ離れた山間部から水を引い
て石づくりの給水塔に溜めた。ループとスイッチバックが二つあるの
は全国でここだけ。
大畑駅のスイッチバック（人吉市）

嘉例川駅（霧島市）

１９０３年開業の木造駅舎は、肥薩線の中でも有名な駅だろう。懐かし
い木製のベンチ、カウンター、改札…。列車を待つうちにタイムス
リップしているような気分になる。２００４年から特急「はやとの風」の
停車駅となり、全国的にも珍しい特急の停車する無人駅となった。
嘉例川駅（霧島市）

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

１
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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）

やんばる亜熱帯の森を、自分の足で歩く！
植物が芽吹き、生き物が活発に動き始めるこの季節はやんばるの森歩き
に挑戦！様々な亜熱帯の木々に覆われた森の中は思いの外涼しいので気持
ちよく歩けるはず。見たことのない植物や動物に出会えるかも。
４月のアクティビティ
◆ 大石林山
２億年前の石灰岩層が隆起し、長い年月をかけた侵食により出来た世界最北端の熱帯カルスト地形が見られる
大石林山は、島建ての神アマミキヨが降り立ったとされる沖縄最初の聖地、安須杜（アシムイ）にあります。
「巨
岩・石林感動コース」
「美ら海展望台コース」
「バリアフリーコース」
「亜熱帯自然林コース」と４つの散策コース
が用意され、舗装されていない道もそれぞれコースカラーのロープがコース沿いに張られ、景観を壊すことなく
順路がわかるようになっているため、お子様からお年寄りまで安全に楽しむこと
ができます。日本最大のガジュマル「御願ガジュマル」も必見です。歩きやすい
靴でお楽しみください。
施設名：大石林山
住 所：沖縄県国頭郡国頭村宜名真1241
T E L：0980-41-8117
◆ 比地大滝渓流トレッキング
沖縄本島北部の国頭村にある沖縄本島最大級の滝、比地大滝（ひじおおたき）
。有種や絶滅危惧種などの動植物
が多数生息するやんばるの森に流れる比地川のほぼ中間にあり、滝壺までの遊歩
道をたどれば片道１.５キロの亜熱帯の森を個人でも散策することが出来ます。で
もせっかく沖縄に来たのだからガイドと一緒に比地川の清らかな渓流に膝まで浸
かりながら上流の滝を目指すトレッキングツアーはいかがでしょうか。暖かくな
り、いろいろな生き物が出てくる４月は特におすすめ。往復約３時間のコース
で、小学生から参加可能。難易度は高くありませんが、濡れてもいい運動靴、長
袖、帽子は必須です。
施設名：やんばるエコツーリズム研究所
施設名：比地大滝
住 所：沖縄県国頭村字比地字比地781-1
T E L：0980-41-3636

住 所：沖縄県国頭郡国頭村安田248-1
T E L：0980-41-7966

◆ クメジマボタル観察会
世界で唯一、久米島だけに生息する沖縄県の天然記念物クメジマボタル。一斉に光りながら飛び立ち、集団で
光をシンクロさせる集団同時明滅を行い、その姿はクリスマスツリーの電飾さながら。久米島のホタルとホタル
に繋がる在来の生き物を保護し、健全な生態系を保全することを目的として設立
された「久米島ホタルの会」がホタル観察会を開催しています。観察会では、ク
メジマボタルの他、オキナワスジボタルやクロイワボタルも観ることが出来ま
す。また、新興通り商店街（じんじんロード）
、久米島ホタル館前で、ホタル祭
りイベントが行われます。
施設名：久米島ホタル館
住 所：沖縄県島尻郡久米島町字太田420
T E L：080-1740-1529

２０１
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山口

Yamaguchi

「扇の国、日本」展を山口県立美
術館で開催
１９７９年に開館した山口県立美術館は今年、開館４０
周年を迎える。アニバーサリーイヤーの特別展として
口火を切るのは、日本で生まれ発展した「扇」を巡る
美の世界を、幅広い時代と視点から紹介する「扇の
国、日本」展である。
「扇」は、中国に起源を持つ団扇（うちわ）に由来す
るものでありながら、折り畳み形式が日本で考案さ
れ、海外に流布していったものである。すでに１１世
紀には朝貢品や貿易品として中国や朝鮮半島に献じら
れてきた。
また、扇は暑さをしのぐ道具であるのみならず、宗教
祭祀や日常生活、芸能や遊戯の場において、私たち日
本人の暮らしと深く広く関わりをもって発展してきた。
美術品としての扇は単に消耗されるだけではなく、
骨が外された後の扇絵が画帖や屏風に大切に貼られる
などして、扇面流し図屏風という新たな鑑賞形式に再
生された。さらに、扇の形が絵画だけにとどまらず、
工芸や織物とも結びついて多様な作品を生み出した。
日本人の暮らしと深く広く関わる道具であると同時
に、いつでもどこでも楽しめる、最も
身近な美術品でもあった「扇」
。日本人
の愛した悠久の扇の世界を、さまざま
な作品や史料を通じてご紹介する。
開催期間：３月20日（水）〜５月６日
（月・振替休日）
休館日：月曜日
がじょう

びょうぶ

ただし、４／１、４／29、５／６は開館

《問い合わせ先》
山口県立美術館
TEL：083-925-7788

福岡

《舞踊図》（六面のうち）
江戸時代・17世紀
サントリー美術館蔵

Fukuoka

福岡県女性の活躍推進ポータルサイト
「女性の活躍応援たい！」で情報発信中！
多くの中小企業にとって、人材の確保・育成、雇用
慣行の見直し、就労環境の改善等が重要な課題となっ
ている。こうした課題を解決し、企業が中長期的に成
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長していくためには、女性の活躍の観点からの取り組
みが効果的である。
そこで福岡県では、女性の活躍推進に関するポータ
ルサイト「女性の活躍応援たい！」で、女性の活躍を
積極的に進める県内企業の紹介をはじめ、多彩なジャ
ンルのセミナー・イベントの開催情報、中小企業が活
用できる県や国の支援施策（助成制度や相談窓口等）
などの情報を発信している。
ぜひ、企業の皆様にご覧いただき、自社の女性活躍
を考えるきっかけとして、そして具体的な一歩を踏み
出すための参考として、役立てていただき
たい。
《問い合わせ先》
福岡県男女共同参画推進課
女性活躍推進室
TEL：092-643-3399
http://joseikatsuyakuoentai.pref.fukuoka.jp/
福岡県 女性の活躍

佐賀

検索

Saga

２０１９年春の「Ｔｈｅ ＳＡＧＡ認定
酒」お披露目会開催
広大な佐賀平野を有する佐賀県は全国屈指の米どこ
ろとして有名だ。北は脊振山系、南は多良山系の良質
な伏流水も豊富であることから「酒造り」が盛んな県
である。恵まれた環境ということもあり、江戸時代に
は、貴重な米を酒造りに使うよう推奨したほどだ。
２００４年からは「佐賀県原産地呼称管理制度」をス
タートさせ、日本酒と本格焼酎の認定を行っている。
日本酒が対象となるのは酒どころ佐賀ならでは。制度
によって選定された銘柄は「Ｔｈｅ ＳＡＧＡ認定酒」を
名 乗 る こ と が で き る。 認 定 酒 と な る 必 須 条 件 は、
１００％佐賀県産の原料を使用し、かつ佐賀県の蔵元が
醸造・蒸留した酒であること。また官能審査会におい
て一定の基準をクリアし、味わいや香りなど全てにお
いて審査委員が太鼓判を押した銘柄だけが、Ｔｈｅ ＳＡ
ＧＡ認定酒となる。
年２回、春と秋に審査会が行われ、今春の官能審査
会は４月２０日（土）に開催予定。官能審査会の後には
一般の方も参加できるお披露目会が開催される。寒仕
込みの認定酒をいち早く、無料で試飲できる大変貴重
な機会だ。
佐賀の自然がもたらす恩恵と伝統から
生まれる「Ｔｈｅ ＳＡＧＡ認定酒」
。ピュア
な美味しさからファンになること間違い
なしの逸品ぞろいだ。ぜひ、お越しいた
だきたい。
「The SAGA認定酒」2019春のお披露目会
日 時：４月20日（土）15：00～16：30
会 場：ホテルグランデはがくれ（佐賀市天神）
参加費：無料（事前の申し込み不要）
《問い合わせ先》佐賀県流通・貿易課
TEL：0952-25-7252
The SAGA 認定酒

検索

長崎

Nagasaki

「第５０回長崎県特産品新作展」
受賞商品決定！
長崎県では、創意と工夫にあふれた新しい特産品の
中から、優れた商品を顕彰し、県内事業者の新商品の
開発意欲を促進するとともに、県民に紹介するため、
長崎県特産品新作展を開催している。
今回は、県内事業者から１７７点の応募があり、５部
門から特に優れていた計１９商品の受賞を決定。各部門
の最優秀賞は、農産加工品・酒・飲料部門の「育てる
チーズ（パインテールファーム㈱）
」
（写真①）
、水産加
工品部門の「長崎県産うちわ海老の味噌汁（㈱印束）
」
（同②）
、菓子・スイーツ部門の「うず潮ロール（お菓
子のいわした）
」
（同③）
、工芸・日用品・その他部門
の「上五島カノン マスキングテープ（美容室Ｃｒｅｏ）
」
（同④）
。また、第５０回目の開催を記念して設けられた
「ながさき手みやげ大賞部門」の大賞は、
「長崎角煮ま
んじゅう（㈱岩崎食品）
」
（同⑤）と「五島手延うどん
頭ヶ島セットＫＳ-１２
（㈱五島うどん）
」
（同⑥）
。
受賞商品については、４月２日(火)から長崎市の浜
屋百貨店で開催される「春の県産品まつり」で展示・
販売、４月９日（火）から県庁ロビーで展示、５月下旬
に長崎県のアンテナショップ「日本
橋 長崎館」において期間限定で展
②
示・販売し、県民や観光客の皆さ ①
んに順次お披露目する予定である。
《問い合わせ先》
③
④
長崎県物産ブランド推進課
TEL：095-895-2621
新作展 受賞商品

熊本

検索

⑤

⑥

Kumamoto

平成２８年熊本地震 犠牲者追悼式の開催
～復興祈念ウィーク－次世代への継承－～
熊本地震の発生から４月で３年が経過する。熊本県
ではこれまで復旧・復興に全力で取り組んできたが、
いまだ２万人近い方々が仮設住宅での生活を余儀なく
されている。
このため、熊本地震の記憶を風化させることなく、
県民全体で復興に向けた決意を新たにするため、震度
７の地震が発生した４月１４日と４月１６日を含む約２
週間を「復興祈念ウィーク」と位置付け、民間団体等
と連携した取り組みを実施する。
前震が発生した４月１４日には、午前１０時から県庁
で「犠牲者追悼式」を開催する。追悼式の終了後は、
会場を追悼・鎮魂の場として県民の皆様、全国の皆様
に開放し、献花をしていただく。

同日午後３時からは、ホテル熊本テルサで「くまも
と復旧・復興有識者会議」を開催する。大規模災害か
らの復興等に関して、日本を代表する有識者の方々に
１年ぶりに御参集いただき、熊本の復旧・復興につい
て御議論いただく。
この他にも、４月９日から４月２１日までの間、熊
本県ユニセフ協会とともに、復興に向けた活動等の写
真展を熊本県立美術館分館で開催する。
この「復興祈念ウィーク」
の行事を通して、犠牲にな
られた方々を追悼するとと
もに、熊本地震の記憶や教
訓、そして復興する熊本の
姿を全国に発信していく。
©2010熊本県くまモン
《問い合わせ先》
熊本県知事公室 TEL：096-333-2010
復興祈念ウィーク

大分

検索

Oita

中九州横断道路朝地ＩＣ～竹田
ＩＣの開通
１月１９日、中九州横断道路の一部を形成する大野
竹田道路（朝地ＩＣ～竹田ＩＣ）が開通した。中九州
横断道路は、大分市から熊本市に至る延長約１２０km
の地域高規格道路であり、東九州自動車道と九州縦貫
自動車道等とあわせて「九州の一体的な発展」を支え
る重要な東西軸と位置づけられている。
今回の開通で、整備前と比較すると大分市～竹田市
間の所要時間が約３１分短縮され、観光振興や産業発
展など様々な効果が期待される。また、竹田市の救急
搬送の約３割が市外の病院へ搬送され、市内には産婦
人科がないため市外への通院を余儀なくされている
が、救急搬送や通院移動時の患者への負担が軽減さ
れ、地域住民の利便性も高まる。
竹田市は、豊かな自然や歴史、個性あふれる温泉な
ど観光資源が豊富で年間約２８１万人の観光客が訪れて
おり、さらなる観光客の増加も期待される。４月７日
（日）には、国指定史跡「岡城跡」で城下町竹田の春
を彩る「岡城桜まつり」が開催される。日本桜名所
１００選に選ばれた「岡城跡」で繰り広げられる満開の
桜の下の大名行列は、まるで戦国
時代にスリップしたようである。
新しい道路を利用して、ぜひ春
の竹田市を訪れていただきたい。
《問い合わせ先》
大分県道路建設課
TEL：097-506-4573
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宮崎

Miyazaki

宮崎で初開催！「国文祭・芸文祭
みやざき２０２０」

一の食材を使った料理とともに、本格焼酎やかごしま
茶などを提供した。
また、会場内では、当県の特産品や観光、世界自然

「国民文化祭」は、全国でさまざまな文化活動に親

遺産登録を目指す奄美・徳之島を大々的にＰＲした。

しんでいる人たちが集まり、発表や交流を行う国内最

特に、当県が誇る伝統的工芸品の一つである本場大島

大級の文化の祭典である。また、
「全国障害者芸術・

紬の着付体験、県内全蔵元の代表銘柄による本格焼酎

文化祭」は、障がいのある人が芸術・文化活動への参

タワー、当県のシンボルである桜島の大型パネル、奄

加を通じて、生活を豊かにするとともに、障がい者の

美の島唄や伝統芸能は、来場者の関心が非常に高く、

社会参加を促進することを目的に開催される。宮崎県

これらのブースは行列ができるほどの賑わいとなった。

では両大会を２０２０年１０月１７日（土）から１２月６日（日）

来場者からは、
「ぜひ鹿児島を訪問し、この美味し

までの５１日間にわたり、一体的に開催する。
本県が神話のふるさとであることにちなみ、大会
キャッチフレーズは「山の幸 海の幸 いざ神話の源流へ」
。

い料理を味わってみたい」との声を数多くいただくな
ど、レセプションは大盛況であった。
今後とも、国内外での様々な機会を生かし、県産品

このキャッチフレーズのもと、公式ホームページや

や観光などの当県の魅力を

各種ＳＮＳを通じた情報発信を行っているほか、昨年

大いにＰＲしていきたい。

秋には１カ月にわたり「２年前イベント」を実施する

《問い合わせ先》

など大会開催の気運醸成を図っている。また、県が主

鹿児島県かごしまPR課

催する文化イベントなどでの大会ＰＲや、宮崎県のシ

TEL：099-286-3048

ンボルキャラクター「みやざき犬」が芸術文化に親し
んでいるイラストを募集するなどの周知活動を続けて
いる。
大会準備の円滑な推進に向けて、体制を強化するた
め、４月から県の組織に「国民文化祭・障害者芸術文
化祭課」を新設した。
今後は、県内外からの参加者に、神話などの文化資
源や豊かな食といった宮崎の多彩な魅力を満喫してい

沖縄

Okinawa

島ぜんぶでおーきな祭「第１１回
沖縄国際映画祭」
２００９年から始まった、沖縄国際映画祭は、今年、

ただける大会となるよう、

第１１回目となり、沖縄の春を彩る風物詩として定着

公式ポスターの発表や、市

してきた。今年は、４月１８日から２１日までの４日間、

町村巡回広報、プレイベン

那覇市、北中城村をはじめとする本島内各所で開催さ

トを開催していく。

れる。

《問い合わせ先》

期間中は、豊かな自然環境と歴史、伝統、文化が息

宮崎県国民文化祭・障害者芸術文化祭課

づく沖縄各地域の魅力を発信する地域発信型映画や地

TEL：0985-26-7951

元ＣＭ、国内外から集まった優れた映画の作品上映
や、芸人さん達と一緒に行われる県内各地でのイベン
トなど、エンターテイメントを通して、沖縄が持つ

鹿児島

様々な魅力を、世界に発信する厚みのある映画祭にな

Kagoshima

外務省飯倉公館で鹿児島を大い
にＰＲ！
１月３０日に、外務省の迎賓施設である飯倉公館にお

リー、ストラックアウトやトップアスリートを招いて
のスポーツ教室など、参加型のイベントが盛りだくさ
んの内容となっている。
また、開催期間中だけでなく、通

いて、日本に駐在する世界各国の大使や商工会議所、

年を通して、県内４１市町村全部で

企業関係者など約２５０名を招いたＰＲレセプションを

様々なイベントを地域の方と創り、

外務省との共催で開催した。

国内外に沖縄の魅力を発信している

河野太郎外務大臣と三反園訓知事の挨拶で始まり、
一昨年の全国和牛能力共進会で日本一に輝いた鹿児島
黒牛、黒豚、ブリ、カンパチ、さつまいもなどの日本

２０

る。特に今年は、異言語脱出ゲームやスタンプラ
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ことからぜひ楽しんでほしい。
《問い合わせ先》
沖縄国際映画祭ホームページ http://www.oimf.jp/

表紙説明

岩国藩鉄砲隊

（山口県岩国市）

昭和62年４月、石田流砲術の伝承を目指し、戦国時代の様式を再現した
鉄砲隊を復興し現在に至っています。
隊員はそろいのお貸し具足を着用し、胴の前面には吉川家の家紋・蛇の目九曜（じゃのめくよう）
を描き、火縄銃は江戸時代に製作された古式銃を整備して使用しています。口径13mm程度の通称
細筒（小筒）といわれるもので、岩国藩鉄砲隊の演武は、隊長の指揮により一糸乱れず整然と行動す
ることで定評があり、20数名もの隊員が放つ一斉射撃のごう音は、辺りを圧し、観客のどよめきを
誘うほどです。
元日には一年の平穏を祈願し錦帯橋下河原で初放し（はつはなし）を行うほか、４月29日は時代祭
りである「錦帯橋まつり」
、そのほか歴史的イベントで演武しています。
また、毎月（２、８月を除く）第２日曜日に錦帯橋畔などで行う訓練の様子を観ることもできます。
特に本年は、９月28日〜29日に熊本市で開催される「祭りアイランド九州」にも参加いたします。
《問い合わせ先》
岩国藩鉄砲隊保存会 ホームページ http://www001.upp.so-net.ne.jp/iwakuni_teppo/
岩国市観光振興課 TEL：0827-29-5116

新入会員企業（２月）
一般財団法人 沖縄ＩＴイノベーション戦略センター
理事長

中島

洋

沖縄県那覇市銘苅2丁目3-6

TEL：098-953-8154

従業員数：37名

事業内容：ＩＴイノベーションレポート、マッチングサポート、クラウドＡＰＩ実証貸出、イベント共催・協賛・後援等

㈱ジェネック
代表取締役社長

牛山

啓二

北九州市門司区港町9-11

TEL：093-331-2101

従業員数：252名

事業内容：港湾運送、内航海運、通関、倉庫

国立研究開発法人
理事長

農業・食品産業技術総合研究機構
久間

和生

茨城県つくば市観音台3丁目1-1

TEL：029-838-6758

九州沖縄農業研究センター 所長 大黒

正道

熊本県合志市須屋2421

TEL：096-242-1150

従業員数：3,312名

事業内容：第４期中期目標期間（２０１
６〜２０２０）において、①生産現場の強化・経営力の強化 ②強い農
業の実現と新産業の創出 ③農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保 ④環境問題
の解決・地域資源の活用、を重点化の柱として、食料・農業・農村が直面するさまざまな
問題の解決と国民が期待する社会の実現に貢献する。

【お詫び】
〔正〕
本会月報「あすの九州・山口」2019年３月号において、P.16地域動向 鹿児島県の
記事へ付記したグラフの掲載が本会のミスにより誤っておりました。鹿児島県様な
らびに関係の皆様へご迷惑をお掛けしましたこと、深くお詫び申し上げます。
（一社）九州経済連合会 総務広報部

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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事務局より

「祭りアイランド九州」
～熊本地震からの創造的復興に関する支援事業～

ご協力お願い
九州地域戦略会議

（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

会員の皆様方におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本年９月20日より11月２日まで、福岡・熊本・大分をはじめ全国10か所で「ラグビー
ワールドカップ2019日本大会」が開催されます。
九州地方知事会と九州経済４団体で構成する九州地域戦略会議では、世界中からインバウンド客
を呼び込む絶好の機会ととらえ、大会開催期間中、九州初の「集結型祭りイベント及び各地への周
遊のPR」のため「祭りアイランド九州」を開催致します。熊本地震からの創造的復興をテーマに
九州・山口地域の魅力を全世界にPRし、現在、アジア中心の外国人観光客を欧米豪へ広げ、九
州・山口地域の周遊促進とリピーター化を図ることで、熊本地震からの復興支援と九州観光並びに
経済活性化を目的としております。
九州地域戦略会議では、行政・民間が手を取り合い「オール九州・山口」体制で本事業に取り組
み、当地域に実のあるイベントとなることを目指しております。
つきましては、出費ご多端な折、誠に恐縮ではございますが、上記趣旨をご理解いただき、皆様
からのご協賛を賜りたくここにお願い申し上げる次第でございます。
尚、ご協賛の内容については、下記の通りとさせていただきます。何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

記
１．金額

100,000円（１口）以上

２．回答方法

別紙にご記入の上、FAXにてご回答くださいますようお願い致します。

３．回答期限

2019年４月26日（金）

４．本件問い合わせ先

（一社）九州経済連合会
TEL：092-761-4261

観光・サービス産業部

吉元

FAX：092-724-2102

e-mail：yoshimoto@kyukeiren.or.jp
詳しくは →【Webサイト】 日本語版：https://matsuri.welcomekyushu.jp/
英  語  版：https://matsuri.welcomekyushu.com/
【動画】 ■日本語
■English

２２
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https://youtu.be/1to-zt7XDi4
https://youtu.be/AZLUXZxgUdo

をご参照ください。

