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国際化と女性活躍がもたらす
地域好循環
つながることを実感している。このような
ケースを拡大していくことがこれからの地域
活性化の在り方の一つである。
女性活躍推進の面では、昨年、内閣府が公
表した女性の就業率が７割に迫り、過去最高
を更新した。長時間労働の是正や多様な働き
（一社）九州経済連合会 副会長・宮崎地域委員会委員長

平野 亘也
〔㈱宮崎銀行

頭取〕

方の受容など、女性が能力を発揮できる環境
整 備 が 進 ん で き た 成 果 で あ る。 当 行 で は、
2012年から女性活躍ワーキングの立ち上げや、
推進担当者の配置等により、女性の意見を吸

出生率の低下と高齢化により世界にも例を

収し、意識改革や環境整備に努めてきた。そ

見ないスピードで人口減少が進む中、大都市

の結果、女性の結婚後継続勤務者の割合が

圏への人口移動も相まって、地方では労働力

33％から60％台に飛躍的に上昇した。

の 確 保 が 喫 緊 の 課 題 で あ る。 宮 崎 県 で は、

こうした環境整備は、人手不足を補うため

2018年度に目標の採用人数を達成できなかっ

のものであってはならない。女性の活躍によ

た企業は約６割に上るとの調査結果が公表さ

り、しなやかな発想力で新しい価値を創造し、

れた。解決には国の政策や行政の制度改革に

行内にイノベーションをもたらすことが目的

拠るところも大きいが、民間企業としての意

であり、企業活力の向上につながると考えて

識的な取り組みとして、当行では「国際化」

いる。そのためには、女性を積極的に登用し

と「女性活躍推進」を掲げている。

ていくことが不可欠である。これまで男性中

この４月から新たに外国人労働者新制度が

心であった企画部門、市場運用部門、審査部

施行された。人口減に悩む地方だからこそ、

門等に女性を配置し、この５年で本部人員に

日本人と同等の待遇や働きがいのある環境を

おける女性の割合を１割増加させた。意識的

整え、戦力として育てることが、企業と地域

に人材育成を行い、更なるステップアップを

の持続的成長につながると考えている。

目指してもらうと同時に、積極的に管理職へ

当行ではその意識づけのために、宮崎大学
との連携による外国人留学生との国際交流や、

の登用を進めている。
これら国際化・女性活躍推進への取り組み

入行３年目行員の海外研修、英語でのミー

により、一人ひとりの個性が生かされ、地域

ティング等を通じ、語学のほか、文化・習慣、

に活力をもたらす好循環を生むことを期待し、

思考の違いを学ぶ取り組みを積極的に行って

今後も継続して力を入れて取り組んでいく。

いる。また、外国人を雇用しているが、仕事

「九州から日本を動かす」の九経連のスロー

において高い能力を発揮するのみならず、当

ガンのもと、これからも企業活動を通して、

地で子供を産み育て、何よりも宮崎の土地柄

九州・山口地域全体の活性化に貢献できるよ

を愛し、留まってくれることが地域の未来に

う、邁進していくつもりである。
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九経連第４代会長

川合辰雄氏逝去〜お別れの会開催される

去る３月３日（日）、102歳で逝去された、本
会第４代会長

川合辰雄氏のお別れの会が、

じ て 九 州 経 済 界・ 地 方 知 事 会 と の 共 同 組 織
「九州広域プロジェクト推進委員会」を設置。

４月10日（水）、ホテルニューオータニ博多に

九州経済が直面した重点課題ヘ対応するため

てしめやかに営まれ、関係者約800名が参列し

の道筋をつけられた。

て祭壇に献花し、故人との別れを惜しんだ。

また、事務局内に国際部や広報部を設置。
出向者を増員して、事務局機能拡充にも努め

川合辰雄氏のご功績として特筆すべきこと

られた。

は、８年間（1989年５月～1997年５月）の本会
会長在任中に最初に取り組んだ九経連運営組
織体制の見直しである。行財政改革委員会、

［故

川合 辰雄氏のご略歴］

交通対策委員会リニア部会、工業振興委員会

1916（大正５）年12月１日生まれ

の航空宇宙産業部会など、就任１年目で新設

1940年３月

した委員会および部会は11にも上る。

早 稲田大学理工学部電気工学科
卒業、同年 九州水力電気㈱（現・

また、九州広域での課題対応の必要性を強

九州電力㈱）入社（83年６月 社長、

く説かれ、地方分権改革の機運を高めるため、

87年６月 会長）

道州制論議の端緒となる要望書「国と地方の

1981年４月

藍綬褒章 受章

関係等に関する見解」をとりまとめた。とり

1983年９月

九経連

理事

わけ広域行政制度については、九州で県境を

1989年５月

九経連

会長

越えた基盤整備を実施するため、県などの代

1991年11月

勲一等瑞宝章 受章

表者からなる九州協議会と、国の出先機関を

1997年５月

九経連

まとめた九州地方省の設置が必要と提言。道

７月

顧問（2009年６月退任）

九州電力㈱ 相談役（2009年６月退任）

州制の導入も視野に入れた検討をすべきと、
かなり踏み込んだ内容となった。
この提言を実現するため、他の地域に先ん

２
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なお、３月29日の閣議決定により、従三位
に叙された。

九経連活動紹介

「九州から日本を動かす～Society 5.0実現に向けて～」
をテーマに経団連と意見交換
と

き

ところ
参加者

３月６日（水）
福岡市・ホテルオークラ福岡
２１１名

第７１回九州経済懇談会

毎年域内各地で開催している経団連との懇談会を、
「九州から日本を動かす～Society 5.0実現
に向けて～」を基本テーマに開催。経団連からは中西宏明会長、古賀信行審議員会議長をはじめ
13名の副会長を迎え、本会からは麻生泰会長をはじめ８名の副会長を含む211名が出席した。

１．九経連 麻生泰会長あいさつ
政府が東京一極集中を避け、
地域へのシフトチェンジを図る
動きを加速する中で、日本が変
わるにはもっと民間、経済界が
危機感、スピード感を持って活
動することが大事。九経連の使命は「九州か
ら 日 本 を 動 か す 」 で あ る。 九 州 の ア ド バ ン
テージを活かし、実績を出していく。
具体的取り組みとしては観光の基幹産業化。
ラグビーW杯を好機として、域内の祭り43団
体が熊本に集結する「祭りアイランド（9/28～
29）
」を開催。観戦客の九州周遊を図り、この
勢いを2020オリンピック・パラリンピックへ
とつなげていきたい。第一次産業では、生産
者の収入増や省力化を進め、都会で暮らす若
者が戻ってくる気持ちになるよう、地元の受
け皿づくりをバックアップしていく。
魅力的で、相応の収入が確保できる仕事が
あれば、コストが安く通勤時間も少ない地域
に戻ってくる流れができると考えている。そ
れを創っていくのが九州の役割だと思う。

２．経団連 中西宏明会長あいさつ
景気回復を一層確実なものと
し、国際経済社会の安定と持続
的な発展を実現するうえで、経
済界の果たす役割はますます大
きくなっている。そこで、経団
連は３つの方針を掲げて活動している。
まず、
「Society 5.0 for SDGs」を中心とす
る成長戦略の実現である。その肝になるのは
創造的に多様な人材が意欲を持ち、夢のある
将来に向かって働くことが生産性向上のカギ
になるということ。新卒採用のあり方や大学
における教育改革採用についても、本年１月
に産学連携の協議会を立ち上げ、具体的なア
クションを検討している。
次に社会保障改革などの構造改革の推進。
消費税10％の引き上げはもとより、健康寿命
の延伸も重要な政策である。
３点目は、B20東京サミットなどを通じた経
済外交の展開である。２月１日に日EUのEPA
が発効。これを日本のイニシアチブで実現し
たことに大きな意味があり、厳しい世界情勢
の中、日本がリーダーシップをとって自由貿
易を進めたことに大きな意義がある。
３．懇談会・意見交換
２つの懇談テーマを設定。九経連からの問
題提起に対し経団連から発言し、意見交換を
行う形で進めた。

２０１
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テーマ１：稼ぐ力を高める
－ローカルアドバンテージを活かして－
■九経連より
・九 州へのインバウンド観光客の伸び率に陰
りが生じている。課題は、クルーズ依存型
のインバウンド構造の変革と、観光消費額
を押し上げるナイトタイムエコノミーの推
進。全国レベルの課題として捉え、成功事
例の横展開等、経済界全体で共有し推進し
たい。（石原進副会長）
・
「強い農業」を目指し、九経連として３つの
方針（①アジアへの輸出②国内需要の拡大③
スマート農業推進）で活動を展開。推進に向
けた課題として、輸出先国での手続き簡素
化、健康寿命の観点からの健康経営の促進、
IoT、AI導入に際しての低コスト化、日本ブ
ランドの維持向上への安全安心な品質管
理・付加価値の向上などが挙げられる。
（貫
正義副会長）
□経団連より
・欧 米豪からの誘客では、九州で取り組んで
いるきめ細かなプロモーションを継続、強
化していくことが重要。インバウンド市場
の更なる拡大に向けて、官民での広域連携
推進体制の構築が有効。MICE誘致、ナイト
タイムエコノミーについても地域一体で取
り組む仕組みづくりが必要である。（古賀信
行審議員会議長）
・AI、IoT、ビッグデータ等を活用した農業の
生産性の向上、付加価値の創出が重要。九
州の「スマート農業促進コンソーシアム」
は、スマー
ト農業を全
国展開して
いくうえで
の大きな推
進力とな
る。経団連

４
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では、農業界の現場ニーズと経済界の技術
シーズのマッチングを進めており、九経連
と連携できる部分は大きいと思う。
（飯島彰
己副会長）
意見交換では、九経連の甲斐隆博副会長か
ら「ラグビーW杯や女子ハンドボール世界選
手権等を契機とする創造的復興への取り組み
状況とあわせ、南海トラフ地震を想定し、熊
本を防災拠点とする東西幹線道路の早急なる
整備も重要」との発言があった。
経団連より、石塚邦雄副会長から「プレミ
アムフライデーの実施や、データ利活用やイ
ンバウンド消費拡大にも資するキャッシュレ
ス化の推進により個人消費の喚起を進めてい
く」、進藤孝生副会長から「ラグビーW杯成功
に向けた社会全体の盛り上がりへの動きや、
日本の最大の貿易相手国である中国との幅広
い分野での交流を一つ一つ積み重ねていくこ
とが重要」との発言があった。また、早川茂
副会長からは「東京オリンピック・パラリン
ピック大会の盛り上げとレガシーづくりに経
済協議会として取り組む」、山内隆司副会長か
らは「防災・減災に向けて、BCP・BCMの構
築と官民一体のデータ共有の強化、国土強靭
化税制の創設が重要」との発言があった。

テーマ２：課題を「機会」に変える
－SDGsの達成に向けて－
■九経連より
・福 岡における起業は進んでいるが、九州各
地へ拡大を図るためにもオール九州でのエ
コシステムの確立が必須。2017年に九州・
大学発ベンチャー振興会議を立ち上げ、少

しずつ成果が上がってきた。今後、地域ベ
ンチャーを育成し、大きく成長させるため
には、産官学の圧倒的に集積している東京
との関係を強化する必要がある。（張本邦雄
副会長）
・新 たな在留資格「特定技能」による外国人
材受け入れの促進にあたり、受入機関とし
て企業に相応の役割が求められる。継続的
な日本語教育、安全安心の労働環境の整備、
地域社会や住民に対する共生のための働き
かけなどが挙げられるが、中小企業で対応
するには難しい面もある。
（金子達也副会長）

□経団連より
・デ ジタル技術を活用し、社会課題の解決と
経済成長を両立させるのがSociety 5.0であ
る。昨年11月に「Society 5.0−ともに創造
する未来−」、本年２月に「AI活用戦略」の
提言を行った。どのような社会を創りたい
のかという視点を持ち、企業・個人・社会
制度・産業基盤のあらゆるレイヤーにおけ
るAI-Ready化を進めることが重要。（山西健
一郎副会長）
・九 州・福岡は全国屈指のスタートアップ先
進地域であり、経団連としても連携を進め
ていきたい。本年２月に「Society 5.0実現
に向けたベンチャー・エコシステムの進化」
を提言した。大企業に集積する技術・人材
の解放、大学に眠るシーズの発掘、地域金
融機関による支援強化（ベンチャーキャピタ
ルとの人材交流の促進）などが必要。（岡本
毅副会長）
・女 性活躍推進に向け、経団連として、全会

員企業に対し、
「女性の役員・管理職登用等
に関する自主行動計画」策定を呼びかけ600
社の賛同をいただいた。各種セミナー・人
材育成プログラム等を実施していく。（片野
坂真哉副会長）
・高 度な専門性や技能を有する外国人材をよ
り多く受け入れることは、最も重要な政策
の一つであり、行政と企業の双方で環境整
備を進めることが重要。行政として、全国
約100ヵ所の「多文化共生総合相談ワンス
トップセンター」の整備、日本語教育の充
実、労働基準監督署の体制強化などの対応、
企業側としては、悪質な仲介業者の排除や
適正な在留管理に向けた対応が求められる。
（岡本圀衞副会長）
意見交換では、九経連の石嶺伝一郎副会長
から「沖縄では賃金・労働条件による若者の
離職率が顕著。生産性向上が雇用確保と成長
の鍵であり、IT投資による各産業の高付加価
値化を図るとともに、航空産業への人材輩出
を目的とした人材育成プログラム等、若い力
を引き出すための取り組みを進めている。更
なる成長へ、那覇空港の価値や魅力を高める
沖縄経済界の動きに対して支援いただきたい」
旨の発言があった。
経団連より、工藤泰三副会長から「働き方
改革の推進と労働生産性の向上に一体的に取
り組む必要がある。その際、付加価値の高い
サービスや商品の創出
などを通じた生産性向
上には、イノベーショ
ンとそれを起こす人材
育成、多様な人材を活
かすダイバーシティ経営が不可欠。企業に対
し、計画的なOJTや個々人に適したOff-JT、
自己啓発支援など人材育成施策の充実を呼び
かけている」との発言があった。
【総務広報部 竹上】
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日誌
３月
１日（金）

［福岡市・電気ビル共創館］

フィリピンビジネスセミナー

し、観光資源の付加価値向上への意識を共有した。
※本誌11ページに講演要旨を掲載

出席者：101名

九州経済国際化推進機構主催による標記セミナーを
開催。九州経済産業局の渡部伸仁国際部長による冒
頭挨拶の後、駐日フィリピン共和国大使館貿易投資
部のディタ・アンガラ・マサイ商務参事官による特
別講演を行った。
続いて、日本側の専門家として㈱みずほ銀行、西村
あさひ法律事務所、住友商事㈱よりフィリピンのビ
ジネス環境等の実態について、Seiko IT Solution
Philippines, Inc.の山口満社長より進出事例について
報告いただいた。高い経済成長を継続しているフィ
リピンビジネスの魅力を学ぶ貴重な機会となった。
また、セミナー終了後には専門家３機関による個別
相談会を開催した。
なお、機構は本年７月（15日〜19日）
、フィリピン経
済事情調査団を派遣することとしているが、本会と
しても創立以来初の訪比団となる。

４日（月）

［山口県下関市・シーモールパレス］

第２回山口地域委員会
出席者：35名

吉村猛委員長（㈱山口銀行会長）の挨拶の後、
（公財）
大阪観光局の溝畑宏理事長より「
『観光立国と地方創
生』で山口を元気に！」と題してご講演いただいた。
溝畑氏は、長州藩の歴史、鍾乳洞などの自然、フグ
をはじめとする食など、山口が世界に誇れる観光資
源を海外へPR、ブランディングする必要性を説い
た。同時に海外への戦略的アプローチ手法等も紹介
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４日（月）

［福岡市・電気ビル共創館］

第２回産業振興委員会
出席者：50名

今回は、津田純嗣委員長（㈱安川電機会長）の開会挨
拶の後、2018年度のまとめとして、2018年度事業報
告及び2019年度事業計画（案）の審議を行った。2019
年度は、先進技術を活用した競争力強化、生産性向
上を図り、またビジネスマッチングの支援により新
たな産業の創出に取り組むこととしている。続く講
演会では、
（一財）日本経済研究所の鍋山徹専務理事
（チーフエコノミスト）より「2050年の未来社会－最
新テクノロジーと産業競争力－」をテーマにご講演
いただいた。 ※次号（６月号）にて講演要旨を掲載予定

４日（月）

［福岡市・九経連会議室］

農林水産委員会第２回林業部会
出席者：22名

今回の部会では、基調講演として林野庁九州森林管
理局の林視次長に「2019年度の国有林の取組等につ
いて」と題し、森林管理制度及び森林環境譲与税（仮
称）の内容についてご講演いただいた。
その後の議事では、林業部会の2019年度の事業計画
及び要望事項について参加者に議論をいただいた。
会議では活発な意見交換を行い、2019年度も林業分
野の課題について新しい取り組みも加え、一致協力し
て取り組んでいくことを確認し、議案が承認された。

５日（火）

［福岡市・電気ビル共創館］

第２回情報通信委員会
出席者：70名

小澤正憲委員長（西日本電信電話㈱取締役九州事業本
部長）の挨拶の後、2018年度の活動報告及び2019年度
の事業計画（案）について審議し了承された。
続いて、先般、本会と相互入会した（一財）沖縄ITイノ
ベーション戦略センター（ISCO）の永井義人専務理事よ
り「沖縄のＩＴイノベーション戦略と沖縄スタートアッ
プシーン」を、総務省の布施田英生電波政策課長より
「Society 5.0の実現に向けた総務省の取組 ～5G時代に
向けた電波政策～」をテーマにご講演いただいた。ま
た、日本ユニシス㈱の松岡正典九州支社長、高橋誠グ
ループマネジャーより「九州を訪れる訪日外国人の旅
がスマホひとつで完結 ～地域の企業と連携し、九州全
域でIoTを活用したおもてなし実証事業～」の事例を紹
介いただいた。※次号（６月号）にて講演要旨を掲載予定

６日（水）

［福岡市・ホテルオークラ福岡］

第７１回九州経済懇談会
出席者：211名

経団連役員と九経連役員が九州地域の課題を討議す
る目的で開催し、中西宏明経団連会長、麻生泰九経
連会長らが出席した。71回目となる今回は、
「九州か
ら日本を動かす～Society 5.0実現に向けて～」をテー
マに掲げ、九経連副会長より問題提起を行い、それ
に対する経団連副会長の発言を求め、九州観光の基
幹産業化や農林水産業の輸出促進、スタートアップ
育成などについて意見交換を行った。
※本誌３〜５ページに詳細を掲載

６日（水）〜９日（土）［鹿児島県南種子町・ＪＡＸＡ種子島宇宙センター］
第１
５回種子島ロケットコンテスト
出席者：315名

全国各地の大学、高専、高校生を含む315名、84チー
ムという過去最大の参加規模の下、第15回目となる
標記コンテストを開催した。開会初日の技術発表会
では、他チームのユニークな発想やチャレンジに多
くの参加者が熱心に耳を傾けていた。
競技会当日は時折強い風が吹いたが、ロケット部門
とCanSat（衛星）部門それぞれの種目について無事に
全チームの競技を実施した。ロケットコンテスト大
賞は早稲田大学の「夢の国重工」チームが受賞し、
表彰式・交流会では、コンテスト参加学生と協賛企
業、JAXA関係者、地元協力者との交流が活発に行わ
れた。

７日（木）

［福岡市・九経連会議室］

ＫＩＭＯＮＯプロジェクトを応援する会幹事会
出席者：10名

世界206カ国をイメージした着物と帯を制作し、和の
文化を通して世界をおもてなしすることを目指す
KIMONOプロジェクト。その幹事会を開催し、同プ
ロジェクトの髙倉慶応代表理事が現状報告及び今後
の展開を説明した。それを受けて、同会幹事長の貫
正義九州経済同友会代表委員を中心に意見交換が行
われ、佳境を迎えた同プロジェクトの成功に向けて、
改めて経済界一丸となって支援し、盛り上げていく
ことを確認した。

８日（金）

［福岡市・九経連会議室］

産業振興委員会第１回技術セミナー
出席者：38名

生産性向上をもたらす先進技術の利活用促進の一環
として、
「業務自動化による生産性向上ツールRPA

（Robotic Process Automation）
」をテーマとした技術
セミナーを開催した。今回は、㈱富士通マーケティ
ング及び㈱エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ西
日本より、生産性向上及び業務効率化の手段として
のRPAの紹介、さらにその活用事例や具体的なツー
ルのご紹介をいただいた。

１１日（月）

［福岡市・九経連会議室］

第３回アクティブシニア介護就労促進ＷＧ
出席者：12名

第３回WGでは、社会福祉法人祥仁会の上田昌弘事務
長代理を講師として招聘し、
「求人募集が集まりやす
い人事報酬制度」をテーマに勉強会を開催した。同
法人において2018年度から介護職員処遇改善加算を
ⅢからⅠへ上げた取り組みについてご説明いただい
た。その後、出席者による活発な質疑応答が行われ
た。続いて今後のWGの進め方について意見交換を
行ったが、当面は勉強会を中心に進めていき、その
中での議論を踏まえ、次の展開について検討するこ
ととした。次回WGでは、㈱西日本介護サービスより
講師を招聘し勉強会を開催する。

１２日（火）

［福岡市・九経連会議室］

下関北九州道路建設促進協議会第２回幹事会
出席者：11名

2018年度事業報告及び収支決算報告、2019年度事業
計画案及び収支予算案、下関北九州道路の早期実現
に関する要望案等2019年度総会議案についての審議
に引き続き、2017年度に地元自治体、経済界及び国
土交通省地方整備局で設立された「下関北九州道路
調査検討会」に関して、事務局である福岡県県土整
備部道路建設課から調査検討のとりまとめについて
報告を行った。

１２日（火）

［福岡市・電気ビル共創館］

少子高齢化・雇用委員会
出席者：43名

2018年度活動報告及び2019年度事業計画（案）につい
て事務局より説明。審議の結果、了承をいただいた。
続いて、昨年12月から今年１月にかけて実施し、
「女
性」
「外国人」
「高齢者」
「若年者」の活躍、雇用に関
する実態や取り組み状況を取りまとめた「多様な人
材の活躍、雇用に関するアンケート調査結果」の概
要説明を行った。
議事に引き続き、㈱reveeの石川麻衣子代表取締役、
㈱岩田屋三越の和田金也取締役執行役員総合企画部
長による講演会を行った。

２０１
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１３日（水）〜１４日（木） ［宮崎県日南市・目井津漁港・井上酒造㈱他］

１４日（木）

農林水産委員会第３回水産部会・視察

第２回再生可能エネルギー産業化推進委員会

今回の部会では、2018年度事業活動報告及び2019年
度事業計画案ついて審議した。翌日には、目井津漁
港のブランド魚「めいつ美々鯵」の水揚げ、井上酒
造㈱のチョウザメ養殖場を視察。目井津漁港では、
めいつ美々鯵を重量別に仕分けし、脂質分析機によ
る魚の格付け方法をご紹介いただいた。井上酒造㈱
では、養殖場の見学とともに、チョウザメ養殖の知
識や方法をご説明いただいた。

安浦寛人委員長（九州大学理事・副学長）の挨拶後議
事に入り、2018年度の各実務者会議及び委員会活動の
実施状況の報告、2019年度活動計画の審議を行った。
2019年度は、2021年度以降の活動方針策定を中心に
取り組むこととしており、会議では、九州経済産業
局より関連情報の提供や、活動に対する新提案がな
されるなど、活発な議論が展開された。

出席者：９名

［福岡市・九経連会議室］

出席者：31名

１８日（月）

［熊本市・ザ・ニューホテル熊本］

第３回熊本地域委員会
出席者：40名

１４日（木）
九州国際医療機構
出席者：108名

［福岡市・電気ビル共創館］

外国人患者受け入れセミナー

昨今の在留外国人・訪日外国人の増加に伴い、医療
機関を受診する患者にも、外国人が増えている。そ
こで、国立国際医療研究センターの堀成美特任研究
員をメイン講師に招き、医療機関における外国人患
者受け入れの体制整備について、セミナーを行った。
セミナーの後半では、福岡・佐賀・長崎の各県を代
表する医療機関の国際担当者によるパネルディス
カッションもあり、通訳・未収金・異文化対応など
多岐にわたるテーマについて、議論がなされた。医
療機関だけでなく民間企業からも多数の参加をいた
だき、この外国人医療問題に対する関心の高さがう
かがわれた。
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甲斐隆博委員長（㈱肥後銀行会長）の開会挨拶の後、
麻生泰会長が熊本空港及び熊本発地方創生の先進的
な動きについて触れ挨拶した。
講演では、パナソニック㈱マニュファクチャリング
イノベーション本部の南尾匡紀副本部長から「IoT時
代のモノづくり革新」と題し、パナソニックの最新
の取り組み事例を交えながら説明があった。その中
で「IoTの進展はものづくり立国である日本にとって
チャンス。人が介在しなくてもさまざまなサービス
提供が可能になる技術だからこそ、使う人の幸福や
人と人とのつながりを保つ視点を持って開発・実用
化を進めることが大切である」と語った。最後に所
感として「九州は企業間の連携が強固な地域であり、
これを最大限に生かした独自のイノベーションを期
待する」と締めくくり、IoTを通じた新たなコトづく
りを九州がリードする可能性に言及した。

１８日（月）

［福岡市・九経連会議室］

九州女性の会３月例会
出席者：15名

今月は、㈱STUの皆川博伸代表を講師に迎え、
「助け
を呼ぶよりはやい １秒護身術」を学んだ。座学では、
犯罪被害やハラスメント被害に遭いにくくするため
には、正しい知識・対処方法を知る必要があること
などを学んだ後、参加者全員で護身術を体験受講し
た。皆川代表が指導されている「一般的な護身術と
は異なる、女性や体力に自信がない人でも無理なく
体得できる護身術」の数々に、参加者は驚きながら
も皆意欲的に実践・習得することができた。

１８日（月）〜２１日（木） ［香港コンベンション＆エキシビションセンター］
香港フィルマート２０１
９ 九州パビリオン出展事業
出席者：21名

アジア最大の映像・コンテンツの見本市「香港フィ
ルマート2019」
（香港貿易発展局主催〔九経連MOU
締結団体〕
、35カ国・約880名の出展者）が今年も開催
され、４日間で延べ約9,000名のバイヤーが来場した。
九州からは放送局・フィルムコミッション等により
構成された「九州パビリオン」
（11の企業・団体、21
名が参加）として共同出展。これは昨年に引き続き２
回目。各出展企業・団体は、来場した世界各国から
の放送・映画関係者に対して、積極的に商談やロケ
誘致、ネットワーク構築を行った。

り「持続可能な漁業・養殖業を目指すための完全養
殖の役割り」と題して、それぞれご講演いただいた。

２５日（月）

［福岡市・九経連会議室］

第二期九州観光戦略委員会第１回委員会
出席者：16名

第二期九州観光戦略委員会は、2014年から2023年ま
での10年間を一括りとして「観光を九州の基幹産業
にする」ことをスローガンとし、議論を重ねる場であ
る。今回の第１回目の委員会では、石原進委員長（九
経連副会長・観光委員長）を議長に、九州各県、観光
事業者、九州観光推進機構等が参加し、2020年度か
ら4年間で取り組む第三次アクションプランについて
議論を行った。特に目標達成のための課題や重点取
り組み項目の選定等について意見交換を行い、６月
開催の九州地域戦略会議で報告する予定である。

２７日（水）

［福岡市・九経連会議室］

交通委員会第２回企画部会
出席者：18名

１９日（火） ［東京都・自由民主党、財務省、国土交通省］
下関北九州道路中央要望
出席者：９団体（13名）

下関北九州道路建設促進協議会（会長：麻生泰九経連
会長）
、下関北九州道路整備促進期成同盟会（会長：
村岡嗣政山口県知事）などの代表者が、自由民主党
（萩生田光一幹事長代行）
、参議院自由民主党（吉田博
美幹事長）
、財務省（太田充主計局長）
、国土交通省
（石井啓一大臣、阿達雅志大臣政務官）
、太田昭宏衆
議院議員を訪問し、下関北九州道路調査検討をとり
まとめた要望書を手交のうえ、事業化に向け、国に
よる計画段階評価などの手続きに早期に移行するよ
う求めた。

２０日（水）

［福岡市・電気ビル共創館］

第２回農林水産委員会
出席者：67名

今回は、陣内芳博委員長（㈱佐賀銀行会長）の開会挨
拶の後、2018年度活動実績を報告し、その後、2019
年度活動計画案及び国への要望案について説明を
行った。続く講演会では、
（国研）農業・食品産業技術
総合研究機構の折戸文夫理事より「九州沖縄経済圏
スマートフードチェーン研究会の創設について」
、タマ
ホーム㈱の谷口猛工務資材部課長より「国産材の活
用について」
、近畿大学水産研究所の升間主計所長よ

今回は、民間による空港経営をテーマに、㈱MK総合
研究所の幕亮二代表取締役をお招きし、
「空港経営先
進地としての九州へ」と題してご講演いただいた。
その後、交通委員会の2018年度活動報告及び2019年
度事業計画について審議を行った。特に、大きな動
きがあった道路整備関係で、東九州道の暫定２車線
区域の４車線化及び下関北九州道路の国直轄調査に
ついての報告を行った。

２９日（金）

［福岡市・九経連会議室］

第１５４回理事会
出席者：20名

麻生泰会長を議長に、①審議員、顧問選任（案）②
2019年度事業計画（案）③2019年度収支予算 (案)を審
議した。新年度計画は、中長期事業計画（2015～2020
年度）に基づき、
「九州から日本を動かす気概で、
『実
績づくり』を使命として、
“九州の強みを活かした”
地方を創生する」を取り組み方針として策定した。
特に、主要事業及び目標として、次の５つを挙げた。
①観光産業「観光消費額3.1兆円」②農林水産業「輸
出額1,010億円」③人口減少社会・医療問題対応「九
州国際医療機構20会員増」④ベンチャー振興による
新規事業・新産業の創出⑤創立60周年に向けた取り
組み。なお、当日了承された事業計画案は、６月10
日開催の第59回定時総会で報告、承認を得ることと
した。
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「最新のサイバー攻撃動向
～事例と対策の考え方～」
（2019年２月15日（金）第２回サイバーセキュリティセミナーでの講演）

１．セキュリティ対策に取り組むにあたって
国の指針が一つの目安となる。その一つとし
て、 内 閣 サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー
（NISC）の第４次行動計画（2018年７月改定）に
て、重要インフラ分野として14分野が定義され
た。既にセキュリティに関するガイドラインや
監督指針、監査指針が先行している分野もある
が、今後の分野、動向に注目が必要である。
２．情報セキュリティ10大脅威
（独）情報処理推進機構（IPA）から「情報セ
キュリティ10大脅威2019」の組織における脅威
が発表されており、その中でも①ビジネスメー
ル詐欺による被害②サプライチェーンの弱点を
悪用した攻撃の高まり③IoT機器の脆弱性の顕在
化の３つに注目したい。
（１）ビジネスメール詐欺による被害
これまでの事例として、下図のようなケース
で３億8,000万円の被害事例等も出ている。特定
の関係者になりすましたメール、あるいは実際
のアカウントを乗っ取り、金銭目的に限らず、
企業の情報窃取を目的とした詐欺事例も出てき
ている。メールだけで資金を移動してしまう業
務フローが本質的な問題ではあるが、メール＝
真正であるという概念を持たないことが重要で
ある。また、Office365などのクラウドサービス
の利用が本格的になれば、アカウントの管理・
アクセス制御という基本的な対策が非常に重要
になってくる。
ビジネスメール
詐 欺 の 手 口

（２）サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃の高まり
IT機器やソフトウェアの製造過程でマルウェ
アに感染していたり、バックドアが仕込まれ
アップデートした時点で感染するケースがある。
また、ターゲット企業の取引先や関連企業・事
業拠点を調査し、セキュリティ対策が不十分な
環境を狙って攻撃を行い、ターゲット企業のシ
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㈱ラック
執行役員
新規事業開発部長

又江原 恭彦
ステムに侵入するケースがある。
（３）「（１）、
（２）」の共通の対策ポイント
前述の不正アクセスは、大半のケースでメー
ルが利用されている。技術的な対策には限界が
あり、ユーザの「リテラシー」が事故発生時（あ
るいは未然の防止）の影響範囲に大きく関係す
る。しかし、
「落石注意」と同じで、リテラシー
では対応できないケースがあるのも事実で、
「エ
スカレーションしやすい」環境作りが最終的に
は重要である。
〇過去の良い例

 ンタクトセンター職員が開いたファイルが
コ
通常と異なることにすぐ気が付いて報告。

×過去の悪い例

「間違いメールでしょ」という勝手な判断で

エスカレーションを放置。

（４）IoT機器の脆弱性の顕在化
「安全なIoT機器」への対策は進みつつあるが、
現時点では最低限の現実的対応「デフォルトパ
スワードは変更する、アクセス制御ができる場
合は必ず設定する」が必要である。特に「ルー
タ」と「監視カメラ」はIoT機器の概念から外れ
やすいので、注意が必要である。
３．今後のセキュリティ対策の考え方
「防御」するための技術的な対策手段は一巡し
て円熟し、それでも追いつかない時代となった。
そのため、今後は「何者も信用しない」前提で
の整備が重要になる。また、事業の致命傷以外
への対策コストを抑制するといったことを考え
る必要も出てくる。そこで基本に立ち戻り「３
要素（動機、機会、手段）の排除」を考え、
「低減
効果」を見定めていくことを進め、技術的な施
策が難しい場合でも、工夫できる点は多々出て
くると考えられる。
４．サイバー保険への考え方
経済産業省が定めるサイバーセキュリティ経
営ガイドラインにて、インシデント発生時の緊
急対応体制（CSIRT等）構築や、損害賠償請求な
ど責任を問われる場合の対応等も指示されてい
るが、自社で準備することが困難である場合は、
保険の活用が現実的である。
最後に、本講演が事業者の方々のサイバーセ
キュリティ対策の一助となれば幸いである。

講演要旨

「観光立国と地方創生」で
山口を元気に！
（2019年３月４日（月）第２回山口地域委員会での講演）

山口の一人当たりGDPは東京の約半分、外
国人観光客数は20万人程度であり、まだまだ
伸びしろがある。

（公財）大阪観光局
理事長

溝畑

宏

た条件でも、夢を持って目標を立て、人を巻
き込んで進めていくことが大事だ。
特に観光は、既存の地域資源でもうまく活

まず10～20年後の山口の姿を描く必要があ

用してPRできれば、外国人インバウンド等の

るが、所得が伸びるアジアの需要を取り込ま

増加につながり、街の飲食店の売上増など広

なければ成長できない時代に、山口や九州と

く地域経済に直結して波及効果をもたらす。

いった狭い視野で考えるのではなく、日本全

一方で外国人観光客が増えればゴミや騒音

国や世界をターゲットにどう尖がるか検討す

といった問題も引き起こすため、観光振興に

べきだ。

は地域を挙げて取り組む必要がある。一人ひ

山口の世界に誇れる観光資源は何なのか。

とりが地域を変えていくというマインドや地

長州藩などの歴史、鍾乳洞などの自然、フグ

元への誇りを持てるように巻き込んでいく力

をはじめとする食など観光資源を洗い出した

が不可欠だ。

上で、英語でスローガンを定めて海外へＰＲ、
ブランディングすべきだ。国によって嗜好は
異なり、例えば ロシア人観光客に対しては
2016年日ロ首脳会談の開催地・山口をアピール、
というように戦略的なアプローチが必要だ。
マーケティング～満足度と分析～
観光資源を今後もっと活用していくには、
入込客数ではなく、
『満足度』に着目した分析

行政との連携

が必要だ。外国人インバウンド観光の現状を

国は文化財などの観光活用を進める規制緩

分析すると、水族館や動物園、あるいはネイ

和を行っており、地元のお城や河川などは今

ルサロンなどを訪れた人数は少ないが『満足

やお金を落とすスポットと化す可能性がある。

度』は高いという結果があり、こういった潜

既に欧米では王族施設をオープンにして高額

在的な地域資源はもっとアピールしていくべ

で宿泊できるようにする等、お金を落とす仕

きだとわかった。

組みとして定着している。

また、GPSやSNSを活用してナイトタイム

大阪では、大阪城の開城時間延長やトライ

エコノミーの分析を行った結果、大阪では東

アスロンへの活用、あるいはものづくりの公

京に比べて早いうちにホテルに帰る観光客が

開や橋梁のライトアップなど、あらゆる資源

多いとわかり、夜の観光の充実へ実証実験を

の活用を進めている。例えば、山口が世界に

行い効果を検証するという動きにつながった。

誇る鍾乳洞をお化け屋敷にするなど大胆な発

地域を挙げた取り組みを
人口が少ない、大きい企業が少ないといっ

想で、外国人に訴求力のある観光資源として
文化財などの活用を進めていくべきだ。
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政令市、そのルーツの城下町を歩く
〜福岡・北九州・熊本「九州三都物語」〜
−福岡県（北九州市、福岡市）、熊本県（熊本市）−

２０１１年３月、九州新幹線が開通。２０１
２年４月、熊本市が政令市に。これからの都市（地域）間交流、広
域圏交流の時代、九州の政令市三都（福岡、北九州、熊本）を核として改めて考えてみるのも意義深い。
いずれも、かっての城下町、それも雄藩である。福岡５２万石、北九州（小倉）
３２万石、熊本５４万石である。
藩主は、己の国の象徴としての城を築いた。城下に人が集まり城下町として栄えた。お国ぶりの営みが
根づいていった。その出自、沿革、発展のさまは様々であるが、城下町が都市になって今日を迎えてい
る。歴史を詳しくみると、それぞれの藩主の変換（移封）もお互いの縁（えにし）がある。宮本武蔵の縁も
不思議である。持ちつ持たれつの相互交流の歴史もある。幕末動乱期、熊本藩は小倉藩の幼い豊千代丸を
熊本に迎え庇護したこともある。
ここでは、今も都市の顔として、歴史を語り続けている「城」を訪れることにしよう。勿論、築城当時
のものがそっくり残されているものはない。熊本城の宇土櫓以外は、復元されたものではあるが、お城の
天守閣に登ったり、城や濠の周りを散策するとき、４００年前の歴史の風の囁きを聴くだろう。もっと知り
たい、城下町知的欲求の旅の始まり。

２泊３日コース


１日目
２日目
３日目

 地→北九州空港（小倉駅）→北九州市［小
各
倉城庭園、リバーウォーク、森鷗外記念館、
広寿山］→福岡市（泊）

北九州空港

 岡市［福岡城跡、大濠公園、黒門、唐人
福
町、友泉亭］→［黒田家墓地、崇福寺、東
長寺、濡衣塚］→熊本市（泊）
 本市［熊本城、永青文庫、刑部邸、城彩
熊
苑、霊巌洞］→［北岡自然公園、立田自然公
園、本妙寺］→［水前寺成趣園、江津湖］→
熊本空港（熊本駅）→各地

福岡市
福岡県
佐賀県

大分県

阿蘇くまもと空港

長崎県

熊本市

１
２
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熊本県

小倉城
「関ヶ原」を区切りとして近世の政治体制が整った。この
３つの藩も同じである。１６００
（慶長５）年に細川忠興（三斎）
が丹後から豊前藩主として入国。城は１６０７
（慶長１２）年完
成。以来、息子・忠利の二代３２年間小倉の骨組みをつくる。
その後を明石から移封された小笠原氏が幕末まで。城は幕末に長州戦争で
炎上。１
９５９
（昭和３４）
年に復興。現在小倉城庭が大名庭園としての面影を残
小倉城

している。

小笠原家墓地
細川家の墓地は熊本に移しているので小倉にはない。小笠原家の菩提寺
は足立山麓の広寿山福聚寺。黄檗宗の名刹。小笠原氏関係の資料が残る。
西山宗因の歌碑もある文化ゾーンである。

福岡城
小笠原家墓地

「関ヶ原の功」で小早川氏の後を受け入国した黒田長政が１６０１
（慶長６）
年現在の地に城を築いた。長政の父祖の地は備前・福岡であることから福
岡城と称し今日に。那珂川を挟んだ博多地区は商人の町。駅は博多区にあ
るので「博多駅」
。福岡城には天守閣はなかったようだが結論は出ていな
い。鴻臚館があった城一帯は城中心の舞鶴公園と大濠公園が併存して大都
市の中心部の緑と水の憩いの場になっ
ている。

黒田家墓地

福岡城

藩主の菩提寺の崇福寺には豪商、島井宗室、玄洋社の頭山満の墓もある。
現・友泉亭公園は６代藩主が造った別館。園内には如水庵という茶室がある。
黒田家墓地

熊本城

秀吉子飼の武将・加藤清正が１
５８８
（天正１６）年に入国した。
「関ヶ原」以後肥後５４万石の藩主となり、城を築く。城は１６０７年に完成。
日本三名城の一つとされる。石垣の反り、城内の構えなど実戦的な城とし
て築城。加藤家が移封され、小倉城から細川忠利が１
６３２
（寛永９）年に入国
し明治維新まで細川氏が治める。西
南の役で焼失。１９７８
（昭和５３）
年に再
建。大名庭園の水前寺成趣園は有名。

細川家墓地

熊本城
※熊本地震から３年が経過。
大 天守は２階以上の外観修復が完了。2019年
10月５日〜14日の特別公開に向け、復興が進む。

藩主の菩提寺は二つ（立田自然公園と北岡自然公園）ある。いずれも整備
され幽玄の趣。幽斎夫妻、忠興と妻のガラシャ夫人の四つの御廟は円形同
細川家墓地

九州観光推進機構のホームページ

形サイズの大きな五輪塔である。
https://www.welcomekyushu.jp「九州旅ネット」 も併せてご覧ください。
《問い合わせ先》一般社団法人

九州観光推進機構

TEL：092−751−2943
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沖縄観光通信
（一財）沖縄観光コンベンションビューロー（OCVB）

５月の沖縄旅行、旬のおすすめ！

初夏の風に乗って、カツオが旬を迎えます
暑い日が続きますが、夏バテ防止に昔から食べられてきたゴーヤーや水分が多くてさっぱり食べられるトウガ
ンなど、食べて元気になれる野菜が続々登場！また本部町などで水揚げされるカツオも旬を迎え、獲れたての新
鮮なものをいただくことができます。
５月の旬の食材
ゴーヤー
ニガウリ（苦瓜）という和名のとおり、その苦さとゴツゴツとした見た目が
特徴的なゴーヤー。栄養価が高く、葉野菜の生産が減る夏の貴重なビタミン源
です。ゴーヤーは加熱してもビタミンＣが壊れないため、豚肉や豆腐などと合
わせてチャンプルーにすることが一般的ですが、最近はフレッシュな生ゴー
ヤーを使用した泡盛カクテルも人気です。
カツオ
沖縄そばやチャンプルー、煮付けなど様々な料理にかつおだしが使われる沖
縄はかつお節の消費量が全国一。昔は沖縄全域でカツオ漁が盛んに行われてき
ましたが、現在は石垣島や本部町などカツオが水揚げされるのは一部地域のみ
となりました。本部町はカツオの町を宣言し、毎年水揚げの時期には鯉のぼり
ならぬかつおのぼりが空をたなびきます。
冬瓜
沖縄名はシブイ。夏に実り、冬まで保存できることから名付けられたトウガ
ン（冬瓜）という和名も一般に使われています。シブイは水分が多く淡白な味
わいなので様々な食材と相性抜群。栄養的にも豚肉と相性が良く、他の野菜な
どと合わせて炊いた汁物やあんかけなどは家庭料理の定番です。また、菓子と
しても歴史が古く、冬瓜の砂糖漬は琉球王朝時代から伝わる銘菓です。
詳細は沖縄観光情報ＷＥＢサイト「おきなわ物語」をご覧ください。
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https://www.okinawastory.jp/

山口

Yamaguchi

「つながる。やまぐち応援寄附金」
（山口県ふるさと納税）
山口県では、ふるさと納税を通じ、本県施策への理
解と応援の拡大を図るとともに、行財政構造改革の一
環として、新たな寄附者の開拓と寄附金の増収を目指
すため、新たな取り組みとして「つながる。やまぐち
応援寄附金」の募集を開始した。
より多くの方に関心を持っていただくため、寄附の
使い道を福祉と教育・文化の２分野、五つのテーマに
より寄附を募集している。
具体的には、福祉分野では「①障害者アスリートを
応援」
「②児童虐待防止等を支援」
「③子育て支援」
、
教育分野では「④母校や後輩を応援（県立学校指定寄
附）
」
「⑤ふるさとの文化財を保護」の五つのテーマか
ら選択できる。
寄附のお礼は、寄附したことを実感していただき、
寄附の成果が分かるように、寄附先からのお礼状や活
動報告等を送付することとしている。
ふるさと納税を通じて、寄附者と
寄附先との思いをつなぐこと、そし
て、このつながりを継続していくこ
とで、一人でも多くの方に山口県を
応援していただけるよう取り組んで
いる。
｢子育て支援｣
《問い合わせ先》
山口県税務課 TEL：083-933-2275
つながる。やまぐち応援寄附金

福岡

検索

Fukuoka

３月１日、エアアジアXによる
福岡－クアラルンプール線が就航！
３月１日から福岡空港にとって、２００６年以来のマ
レーシア直行便となる福岡－クアラルンプール線が就
航した。
福岡県では、２０１４年に「福岡県の空港の将来構想」
を策定し、その重要な目標の一つに位置付けているマ
レーシア路線の就航に向けて、航空会社への働きかけ

や関係機関との調整に取り組んできた結果、今回の就
航が実現した。
エアアジアＸとしては、九州の空港への初の就航と
なる。２５カ国１３０以上の都市に就航するアジア最大級
のＬＣＣであるエアアジア・グループのネットワーク
が福岡空港につながり、マレーシアはもちろんアジア
各地域とのビジネス、観光など様々な分野での交流が
飛躍的に拡大することが期待される。
運航は、週４往復（月、水、金、日）
、福岡発（８時
台）－クアラルンプール着（１３時台）
、クアラルンプー
ル発（２３時台）－福岡着（７
時 台 ）※ 曜 日 は 福 岡 発 着、
発着時刻は曜日により異な
る。ビジネスやご旅行で、
ぜひご利用を。
写真提供：エアアジア
《問い合わせ先》
福岡県空港整備課 TEL：092-643-3171
エアアジア

福岡

佐賀

マレーシア

検索

Saga

～早稲田の聖地さがへ～
大隈祭に早稲田大学応援部登場！
佐賀県出身で、早稲田大学を創設し、内閣総理大臣
を２度務めた大隈重信。毎年５月、大隈重信の偉業を
称える「大隈祭」が佐賀市水ヶ江の大隈重信記念館で
開催され、県内外から多くの方が訪れている。
佐賀県では２００６年に早稲田大学と包括連携協定を
締結し、協働事業や人材交流事業を行っており、この
一環で昨年、明治維新１５０年を記念して、早稲田大学
応援部が初めて大隈祭に参加。早稲田大学校歌（
「都の
西北」
）
、応援歌が生誕の地に響き渡った。今年の大隈
祭にも、チアリーダーの部員を含めた応援部が駆け付
け、歌や演舞などで大隈祭を盛り上げる。
当日は入館料が無料（通常大人３００円）となり、入場
者には先着で紅白餅のふるまいもあ
る（数量限定）
。また、早稲田大学の
大日方（おびなた）教授による大隈重
信に関する記念講演や地元サークル
による催しも予定されている。
この機会にぜひご来場いただき、
佐賀が生んだ偉人、大隈重信の功績
に触れ、早稲田大学応援部の迫力あ
早稲田大学創設者
大隈重信
る演舞をご覧いただきたい。
佐賀県立佐賀城本丸歴史館蔵
〈第３９回大隈祭〉
日時：５月１２日（日）
１０：００～１４：００
（予定）
会場：大隈重信記念館
アクセス：佐賀駅BCからバス乗車約10分、
大隈重信記念館入口下車徒歩３分
※ご来場は公共交通機関をご利用ください。

《問い合わせ先》
佐賀県企画課 TEL：0952-25-7360
大隈重信記念館

検索
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長崎

Nagasaki

スタートアップ交流拠点
「ＣＯ－ＤＥＪＩＭＡ」オープン！
コ

デ

ジ

マ

５月１日からは、各プレイガイドのホームページや
提携コンビニエンスストアの専用端末等からもチケッ
トの購入が可能。いい席は、お早めに！

長崎県は、成長が見込まれるスタートアップ企業や

また、本大会の運営・語学ボランティアを、６月

今後スタートアップを目指す方、企業、大学、金融機

３０日まで募集する。応募は、ウェブページと応募用

関などさまざまな人材が交流し、アイデアや技術を高

紙の郵送で受け付け中。活動期間は、１１月末～１２月

め合うことで、新たなサービスを形にするための拠点

１５日頃まで。活動内容は、

「ＣＯ－ＤＥＪＩＭＡ」を長崎市出島町に開設した。施設

運営ボランティアは会場案

名には、所在地が出島町でありこの地からさまざまな

内など、語学ボランティア

「共に＝ＣＯ」を生み出したいという思いが込められて

は、語学スキルを用いた来

いる。

場者案内や関係者への対応

室内は、間仕切りの少ない開放的な空間となってお
り、セミナーやワークショップが開催できるエリア、

などを予定している。

2017女子ハンドボール世界選手権大会
（写真提供：日本ハンドボール協会）

《問い合わせ先》

ミーティングスペースやカフェ、図書などのコーナー

熊本国際スポーツ大会推進事務局

もあり、さまざまな交流を通じてスタートアップの取

TEL：096-333-2583

2019女子ハンドボール

検索

り組みを促進する。
また、スタートアップ企業向けに有料の固定席を５
席設置しており、固定席の利用者は２４時間出入り可
能で、県のクラウド環境（サーバー）も無料で利用す
ることができる。
今後、
「ＣＯ－ＤＥＪＩＭＡ」では、スタートアップ企

大分

Oita

大分県立武道スポーツセンター開館

業によるセミナーや交流会など、多様なイベントを開

大分市横尾の大分スポーツ公園内に、武道競技をは

催する予定である。また、スタートアップを支援する

じめとする屋内スポーツの新たな拠点である大分県立

活動であれば、外部の方も利用が可能となっている。

武道スポーツセンター（
「昭和電工武道スポーツセン

条件など詳しくは、
「ＣＯ－

ター」
）が４月に竣工した。５月１１日に開館記念式典、

ＤＥＪＩＭＡ」のホームペー

１２日に開館記念行事として第１０回大分県武道祭が開

ジをご覧いただきたい。

催される。

《問い合わせ先》

施設は、観客収容数５，
０００人で競技フロア３５
，００㎡を

CO－DEJIMA事務局（
（公財）長崎県産業振興財団内）

超える多目的競技場、約８００㎡の３つの道場からなる

TEL：095-800-1390

武道場、トレーニングルームなどを備えている。天井

CO-DEJIMA

検索

には無垢の県産杉材を使用し、内装には竹細工など県
の伝統工芸品を用いるなど、
「大分らしさ」があふれ

熊本

Kumamoto

開催まであと６カ月！２０１９女子
ハンドボール世界選手権大会
今年１１月３０日から女子ハンドボールの世界一を決
める大会が熊本県内５会場で開催される。世界の強豪
２４カ国の代表チームが熊本に集結する。世界トップ
レベルの戦いを間近で見られる大チャンス！
チケットは現在、オフィシャルサイトで先行先着販

同施設は、県民の誰もが気軽にスポーツに親しめる
施設であるとともに、バスケットボールコートが４面
確保できるなど大規模大会の開催が可能であり、国際
大会の誘致などスポーツ観光にも活用できる施設であ
る。また、大規模災害に備えた広域防災拠点としての
役割も担う。
今年度は、６月に小学生剣道の全国大会、国際車い
すバスケットボール大会、少年柔道の九州大会などの
開催が決まっている。県民のみならず、九州各県から

売中。券種は１日券（決勝、準決勝、日本戦（予選）
）
、

も多くの方にお越しいただ

会場ごとの予選パッケージ券、食事付きの豪華なホス

き、スポーツ観戦の楽しさ

ピタリティチケットをご用意。６月２０日までにお申込

を味わってほしい。

みいただいた方には、もれなく大会オリジナルグッズ
をプレゼント！
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《問い合わせ先》
大分県体育保健課 TEL：097-506-5648

宮崎

Miyazaki

「宮崎牛」アカデミー賞のアフ
ターパーティに２年連続採用！
５年に１度開催されている全国和牛能力共進会で、
最高賞となる内閣総理大臣賞を３大会連続で受賞して
いる日本一の「宮崎牛」
。
その宮崎牛が、アメリカで２月に開催された第９１
回アカデミー賞授賞式後のアフターパーティで提供さ
れる料理において、昨年に引き続き食材として採用さ
れた。メニューは昨年の２種類から３種類となり、使
用量も１００kg多い２４０kgであった。
メニューが披露されたプレスプレビューでは、メ
ニュー考案などを手がける世界的有名シェフのウルフ
ギャング・パック氏から「昨年最も人気があり、私が
世界で一番気に入っているのが宮崎牛だ。２年連続で
扱えることを誇りに思う。スターに楽しんでもらいた
い」との高い評価を受けた。
世界が注目する場面で本県が誇る宮崎牛が２年連続
で採用されたことで、さらなるブランド力向上と輸出
拡大につながるものと期待している。
さらに、これを契機として国内でも宮崎牛の魅力を
発信するため、東京でメディアなどを招待したプレゼ
ンテーションを実施したほか、東京、大阪、福岡の指
定店で記念特別コースを提供する宮崎フェアを開催す
るなどのプロモーションを行った。
県では、今後も関係団体が一体となって宮崎牛をは
じめとする県産畜産物のブ
ランディングの強化や国内
外へのプロモーションに取
り組み、消費拡大を図って
いきたいと考えている。
《問い合わせ先》
宮崎県畜産振興課 TEL：0985-26-7138

鹿児島

Kagoshima

「ジャパンアスリートトレーニン
グセンター大隅」供用開始
鹿児島県は、大隅半島の大崎町で整備を進めてきた
スポーツ合宿拠点施設「ジャパンアスリートトレーニ
ングセンター大隅」の供用を去る４月から開始した。
センターは、室内競技場では国内初の日本陸上競技
連盟の公認施設となっている。
全天候舗装の「陸上競技場」を中心に、空調設備を
備え、国内最長となる１５０ｍの直走路を有する「室内
競技場」
、複数種目を同時に練習できる専用の「投て
き練習場」などが整備されており、日本を代表する、
陸上競技のトレーニングに特化したスポーツ合宿の拠
点となることを目指している。

これまでに視察した国内外の強豪選手からは、セン
ターの規模と、陸上競技の様々な種目で質の高いト
レーニングを可能にする優れた施設に驚嘆と絶賛の声
が上がっている。
既に、世界陸上１６００ｍリレー金メダルのトリニ
ダード・トバゴのリレーチームが、センターでトレー
ニングを行うことが決定しており、ここでトレーニン
グを積んだ国内外のトップアスリートが世界の檜舞台
で活躍する日も近い。周辺には、宿泊施設、陸上関連
施設もあるため、センターを核に大隅が日本の新たな
スポーツ合宿の聖地・拠点となることも期待される。
センターは、一般の方々
も利用できるので、是非、
大隅の地で、
「国内最高水準」
を体感していただきたい。
《問い合わせ先》
鹿児島県スポーツ振興課
TEL：099-286-3010

沖縄

Okinawa

「沖縄鉄軌道の早期導入に向けて」
沖縄県は、我が国で唯一、基幹的公共交通システム
である鉄道を有していない県である。
戦後、本土では戦禍を被った鉄道の復旧が進められ
たが、米軍統治下にあった沖縄では、沖縄戦により壊
滅した県営鉄道の復旧は行われなかった。
さらに広大な米軍基地の存在、広域道路網の整備の
遅れ、急激な自動車交通の増大などの歴史的・社会的
事情は、慢性的な交通渋滞、公共交通の衰退、環境負
荷の増大など様々な問題を生じさせてきた。
このような状況の中、沖縄県では、県土の均衡ある
発展、県民及び観光客の移動利便性の向上などを図る
ため、公共交通の基幹軸として、骨格性、速達性、定
時性等の機能を備えた鉄軌道を含む新たな公共交通シ
ステムの導入に取り組み、２０
１
８年５月には、鉄軌道導
入にあたっての概ねのルートを含む概略計画などにつ
いて取りまとめた「沖縄鉄軌道の構想段階における計
画書」を策定した。
現在、鉄軌道の早期実現に向けた取り組みを進める
とともに、鉄軌道と地域を結ぶフィーダー交通ネット
ワークの構築を見据え、各地域における交通の課題等
を踏まえた公共交通の充実
について、まちづくりの主
体である市町村等との協働
により検討を行っている。
《問い合わせ先》
沖縄県交通政策課
TEL：098-866-2045
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表紙説明

博多祇園山笠

（福岡県）

博多の町に夏の到来を告げる博多祇園山笠。その歴史は古く、およそ780年前
か
の鎌倉時代に遡るといわれます。豪快に駆ける舁き山、沿道から浴びせられる
せ が き だな
勢い水―承天寺を開いた聖一国師が施餓鬼棚に乗り聖水を振りまきながら疫病
退散のために博多の町を廻ったのがその発祥といわれています。
しお い
祭りは７月１日の当番町お汐井とりから始まり、12日の追い山ならし、13日
の集団山見せと次第に活気をみせ、15日早朝の追い山で最高潮に達します。合計８つの舁き山が大
太鼓の合図とともに櫛田神社の境内から博多の町へと飛び出していきます。須崎町の廻り止め（決
勝点）までのおよそ５キロ、
「オイサ、オイサ」の勢いある掛け声とともに駆け抜けていきます。
また、７月１日から14日まで町内各所で飾り山が公開されます。人形で飾られた豪華絢爛な山が
各所に建てられ、人々の目を楽しませます。
《問い合わせ先》
博多祇園山笠振興会 ホームページ https://www.hakatayamakasa.com/

スケジュール（５月）
日（曜）

会合名等

１０日（金）

第１５５回理事会（福岡市・九経連）

１
３日（月）

九州国際医療機構第１回幹事会（福岡市・九経連）

１４日（火）

鹿児島観光会議（鹿児島市・鹿児島商工会議所）

１
７日（金）

ＧＤＰＲセミナー（福岡市・電気ビル共創館）

２０日（月）

第４回アクティブシニア介護就労促進ＷＧ（福岡市・九経連）

２７日（月）
３０日（木）

長崎観光会議（長崎市・長崎県ＪＡ会館）
九州航空宇宙開発推進協議会第１回幹事会（福岡市・九経連）

九経連第59回定時総会開催のお知らせ
◆日時：2019年６月10日（月） 15：00〜18：20

◆会場：ホテルニューオータニ博多３階「芙蓉の間」（福岡市中央区渡辺通１丁目１-２）
◆当日の予定：１．定時総会

（15：00〜15：40）

２．特別講演会 （16：00〜17：10）
講師：立命館アジア太平洋大学

３．懇親パーティ（17：10〜18：20）

学長 出口 治明 氏

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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