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（一社）九州経済連合会 副会長・山口地域委員長・関門連携委員長

吉村
〔㈱山口銀行

猛
会長〕

Society5.0社会の実現に貢献するために、九
経連の2019年度重点事業として、観光振興、
農林水産業、人口減少社会・医療問題への対
応および新技術の活用による産業振興の４事
業の取り組みを掲げています。
具体的には、観光振興については魅力発信
や観光インフラ整備を通じてインバウンド需
要の拡大、農林水産業については九州ブラン
ドの農林水産物の輸出拡大やスマート農業促
進や地産地消事業を通じて生産性向上を目指
すこと、人口減少社会・医療問題への対応に
ついては人手不足への対応や九州国際医療機
構を通じて外国人患者の受け入れ体制の整備
を支援すること、そして新技術の活用による
産業振興については、ベンチャー発掘事業の
支援を通じてビジネスマッチングの機会創出
や多工程一貫受注が可能なクラスターを形成
し、航空・宇宙産業の振興を目指していくも
のです。
日本が抱える社会課題は、少子化と長寿命
化により増加する社会コストを減少する生産
力でどのように補っていくのかということで
あり、持続的な成長と地域社会の自律的発展、
国および国民の安全・安心の確保と豊かで質
の高い生活の実現を図るためには、サイバー

空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）
を連携させることが重要であると思います。
現実空間より多くの「データ」を集積し、
選別・加工することで「情報」とし、過去に
培ってきた経験等により判断をしていくこと
で「知識」へと変換されることから、いかに
して「データ」を「情報」や「知識」へと変
換していくかが重要になると思われます。
「データ」を有用なものとする手段が、IoT
やAIなど現代の最新テクノロジーですが、活
用されるものとして、ドローン、自動走行車・
無人ロボット、遠隔操作ロボットやクラウド
技術の活用があげられます。これらの手段を
活用することで、地域中小企業・農業の人手
不足の解消や技能継承を図り、生産体制を整
えたうえで経済効果の上昇が期待できます。
また、豊かで質の高い生活の実現を図る手
段としてIT技術との組み合わせによる都市の
スマート化が進められており、北九州市では
CEMSと呼ばれる高度なエネルギーのマネジ
メントシステムを活用し、地域の特性を活か
した運用が導入されています。都市のスマー
ト化においては、都市や地域の課題をデータ
化し、市民参加・市民主導で課題解決してい
く取り組みが世界的にも進められています。
このような取り組みについては、産・官・学
による都市情報連携により課題解決する仕組
みの構築が求められています。
我々地域金融機関としては、地域の課題は
何か、そのために必要なデータは何か、どの
ようにしてデータを集積し選別・加工して知
識として活用していくのか、行政・大学・企
業とも連携しながら、九州・山口地域社会全
体の最適化を図るとともに個人の生活の最適
化を図ることで、地域経済の自律的・持続的
発展に貢献してまいります。
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九経連活動紹介

産学連携に関する包括的連携協定を締結
～立命館アジア太平洋大学（APU）と九経連との連携協定締結式～
と

き

ところ
参加者

４月９日（火）
大分県別府市・立命館アジア太平洋大学
２０名

１．協定の趣旨

かってもらい、語学やコミュニケーションス

当会は、立命館アジア太平洋大学（APU）と

キルを磨くことが出来るようになる。海外交

産学連携に関する包括的連携協定を締結した。

流がより身近になったという思いだ」と期待

世界90カ国・地域の約3,000人の外国人留学生

感を示した。

を有するAPUとの連携により、⑴グローバル

出口学長は「APUは学生6,000人のうち約

ビジネスの加速⑵九州の内なるグローバル化

3,000人が外国人留学生で、学部在籍の外国人

⑶次世代リーダー育成の３つの分野で、全９つ

留学生数は日本一。九州には魅力的な企業が

の実践型プロジェクトに取り組むこととした。

沢山あり、色々なコラボレーションが考えら
れる。海外ビジネスでは、ハラル醤油や出口

〈９つの実践型プロジェクト（PJ）〉
【共創】グローバルビジネス加速化PJ
①九経連海外ミッションへのAPUの協力
②APU学生による九州観光情報発信
③APU×九経連によるコラボ商品開発
【共学】九州の内なるグローバル化PJ

カレー等、世界に売
れるモノを共同開発
し て い る。 面 白 い
チャレンジをさせて
くれる企業に学生は

④九経連会員企業によるAPU訪問ツアー

魅力を感じると思

⑤APU学生による九州企業訪問ツアー

う」と述べた。

⑥九州企業人材の国際適応力の向上
⑦APU学生の九州企業インターンシップ
【共育】次世代リーダー育成PJ

APUとフンドーキン醤油㈱が
共同開発したハラル醤油

３．キャンパスツアー
APU外国人留学生４名のアテンドによる学

⑧大学発ベンチャーの育成

内キャンパスツアーを実施し、図書館、学生

⑨観光産業の人材育成

寮（APハウス）、カフェテリアなど学生生活の
様子を体験した。

２．締結式
当日は、麻生泰会長とAPU・出口治明学長

員 企 業 に よ る

との間で連携協定締結式を行い、グローバル

APU訪 問 ツ ア ー

人材育成や海外ビジネス開発など連携して取

（PJ④）をはじめ、

り組むことを確認した。
麻生会長は「九
州にはAPUという
財産がある。例え
ば海外に行く前の
社 員 をAPUに 預

２

今後、九経連会
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９つのプロジェク
トを順次開始し、九州経済のグローバル化や
新産業・新規事業の創出に尽力していく。
【産業振興部

久保】

※なお、出口学長には６月10日の九経連定時総会にて
ご講演いただくこととしている。

ボーイング社、航空機クラスター等米国シアトル地区視察訪問
～九航協エアロスペースネットワーク（QAN）～
と

き

ところ
参加者

４月８日（月）～１３日（土）
米国ワシントン州 シアトル			
１９名

「 九 航 協 エ ア ロ ス ペ ー ス・ ネ ッ ト ワ ー ク
（QAN）」は、九州域内の航空機産業振興を目
的として2015年に発足した、九州航空宇宙開
発推進協議会の推進プロジェクトの一つ。
これまでも航空機産業への各種参入活動を
展開してきたが、今回、QANメンバー各社の
将来の海外市場開拓の一助とすべく、米国シ
アトル地区航空機メーカー視察を行った。
〈視察実施先〉
１．ボーイング社エバレット工場内 機体組立工場
２．同工場内
自社内製内装品工場
３．同社 レントン工場内
購入顧客向け展示場
〈面談実施先〉
１．日本航空㈱ 米州技術部・品質保証部
２．ボーイング社 国際戦略及び事業開発部門
３．ワシントン州商務局 航空宇宙産業開発部門
４．在シアトル日本国総領事館
５．スノホミッシュ郡 現地クラスター事務局

■ボーイング社の視察・面談
世界有数の航空機メーカーであるボーイン
グ社を訪問し、同社が米国ワシントン州に有
する２工場（エバレット工場、レントン工場）
内にて、大型民間航空機の機体組立工場、内
装品工場、機体購入顧客向け展示場を視察。
ボーイング777や787をはじめとした航空機
が何十機も並んでおり、自動化による組立作
業の効率化を行うなど、高い技術力と品質管
理体制によって短期間で機体の組立が行われ
ていた。
自社の製造する部品が実際に機体に搭載さ
れている状況を目にした視察参加者は、乗客
の人命を預かる製品に携わっていることを強
く再認識した。一方、これから参入を目指し
ていく参加者は、業界参入活動への熱意を一
層増した様子であった。
併せて、同社の国際戦略及び事業開発部門
との面談を行い、サプライヤーに求める能力

九州航空宇宙開発推進協議会
や今後の業界の展望に関しての説明を受けた
後、QAN営業プレゼンを実施。
ボーイング社の機体には世界中のサプライ
ヤー約２万社が関わっており、その選定におい
てはコスト競争力が非常に重要視されていると
のこと。また、今後20年間の見通しとして、
42,700機の新造機が必要と予測されるなど航
空機需要が高まっていることなどから、Tier1
への積極的アプローチを行うことで、新規参
入のチャンスが大いにあることがわかった。
■各所での意見交換
ボーイング社のほかにも、同社エバレット
工場所在地の州商務局、日本国総領事館、現
地航空機クラスターを訪問。意見交換ならび
に営業プレゼンを実施し、今後も情報共有を
行うことのできる関係を築いた。
現状、中部や関東と比較して航空機産業の
規模が小さい九州地域であるが、高い技術力
を有する企業が九州域内に複数あること、航
空機部品の一貫生産体制を構築するクラス
ター活動を行っていることを各所で印象付け
ることができた。
今回の視察を、QANの受注活動を海外へよ
り拡大していくためのきっかけとし、今後も
九州域内の航空機産業振興の取り組みを推進
していく。

エバレット工場内で組立中の機体（撮影許可エリアにて）

【産業振興部
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スマートフードチェーンの構築に向けた取り組みを支援
〜「九州沖縄経済圏スマートフードチェーン研究会」との連携〜
当会は、九州沖縄経済圏スマートフードチェーン研究会（代表：農研機構、事務局：九州沖縄
農業研究センター（熊本県合志市）
）と連携し、付加価値の高い農畜産物、加工品の開発やアジア
への輸出拡大を図るため、スマートフードチェーンの事業化につながる取り組みを支援する。
グ等の実現を図るものである。いかに付加価
１．研究会の創設
値を上げて実績を出すかが重要であり、産・
九経連会員の国立研究開発法人 農業・食品
学・官・公・金の連携のもと活動を推進して
産業技術総合研究機構（農研機構：理事長 久
いくことが不可欠となっている。
間和生）は、九州沖縄経済圏の高い農業産出額
３．今後の取り組み等
（２兆円）と立地条件を生かして、付加価値の
現在、農研機構は、プロジェクト候補課題
高い農畜産物、加工品の開発やアジアへの輸
について、大学、公設試、民間企業、JA等と
出拡大を図るため、本年１月に「九州沖縄経
協議中であり、農業界、産業界へインパクト
済圏スマートフードチェーン研究会」を創設
のある研究テーマを検討し、関係省庁等の研
した。本研究会は、九州沖縄経済圏の農業・
究開発予算の獲得を目指している。また、本
食品産業の成長産業化、地方創生に貢献する
年７月10日にプロジェクト発足会を開催（福岡
ために、農研機構が産業界、農業界、公設試、
市）し、研究開発の内容や実用化までのロード
金融機関等と連携して、育種から生産、加工、
マップ等について説明を行う予定である。
流通、輸出までのスマートフードチェーンの
原料供給を担う農業と、農産物の付加価値
事業化につながる研究開発を推進するプラッ
を向上させる食品産業が連携を強化し、収益
トフォームである。
の増大を図っていくことは、生産者の所得向
２．スマートフードチェーン
上や地域経済の活性化につながる。今後の研
農研機構は、農業・食品産業の分野におけ
究会の活動成果が、九州の農業・食品産業の
る我が国最大の研究機関であり、全国各地に
成長産業化を促し、地域経済の発展、地方創
研究拠点を配置して研究活動を行っている。
生に貢献できるものと期待されている。
また、農研機構は、①国民への安全・安心・
高品質な農産物・食料の安定供給②農業の強
【農研機構の概要】
い産業化と、海外市場で農産物・食料のマー
□本
部：茨城県つくば市
ケットシェアの増加による、政府の経済成長
□役  員  数：15名（常勤15名）
政策（GDP600兆円実現）への貢献を目標とし
□常勤職員：3,304名（2018年４月）
□収  入  額：911億円（2017年度決算ベース）
て、農業・食品分野で科学技術イノベーショ
□組
織：本部、15の研究部門、５の地域農研、
ンを創出し、
「農業の産業としての自立」を牽
ファンディングエージェンシー他
引している。
その目標達成のための重点取り組みの
育種
生産
加工・流通
消費
一 つ が、 農 業・ 食 品 分 野 に お け る
スマート加工・流通
スマート加工・流通
スマート育種
スマート育種
競争力・市場拡大
競争力・市場拡大
スマート農業
スマート農業
「Society 5.0」の実現に向けた、輸出も
【課題】
【課題】
【課題】
【課題】
人手不足の中での
育種開発の
需要拡大・輸出促進
供給量・価格の変動抑制
含めたスマートフードチェーンの構築で
生産性向上
スピードアップ
ある。スマートフードチェーンは、育種、
 スマート育種システム
生産、加工・流通、消費にわたるフード
 高鮮度維持・長期保存技術
 ゲノム編集等新技術
 生産～消費の全情報を
 生体内外情報の
一元的に蓄積、分析
リアルタイム計測
チェーンの全てのプロセスをAIと農業
データ連携基盤で解析し、生産性向上、
人工知能と農業データ連携基盤
各プロセスのデータが自動的に収集され人工知能で解析し、各プロセスへフィードバック
トータルコスト削減、農作物・食品の高
付加価値化やニーズとシーズのマッチン
スマートフードチェーン
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病害虫防除のスマートソリューション
自動走行ロボットトラクタ
自動収穫ロボット
光合成の最適条件解明
熟練生産者の技術の見える化







自動搬送・出荷体系
無人調整・出荷体系
市場動向や需要の予測
高付加価値化
流通時品質確保のための
鮮度の見える化

日誌
４月
８日（月）〜１３日（土）［米国ワシントン州・シアトル］
米国シアトル地区航空機メーカー視察訪問
出席者：19名

九州航空宇宙開発推進協議会（九航協）の推進プロ
ジェクトの一つとして、九航協会員14社により航空
機産業参入活動を行っている「九航協エアロスペー
ス・ネットワーク（QAN）
」では、先進地視察と営業
活動の一環として、米国ボーイング社への視察訪問
を行った。
工場視察と併せて、同社国際戦略及び事業開発部
門へのQAN営業プレゼンを実施したほか、ワシント
ン州商務局をはじめとした現地の関係各所にて、意
見交換とQANの紹介を実施し、九州域内の航空機産
業について積極的にPRを行った。
※本誌３ページに詳細を掲載

９日（火）［大分県別府市・立命館アジア太平洋大学］
ＡＰＵと九経連との連携協定締結式
出席者：20名

当会は、立命館アジア太平洋大学（APU）と産学連
携協定を締結した。学生の約半数（約3,000人）が外国
人留学生という特性を生かし、APU学生による九州
観光情報の発信、APU×九経連によるコラボ商品開
発、九州企業人材の国際適応力の向上、大学発ベン
チャー（起業家）の育成など、全９つの実践型プロ
ジェクトを通して九州経済の活性化や次世代リー
ダーの育成に取り組む。 ※本誌２ページに詳細を掲載

１２日（金）

［那覇市・沖縄県職員共済会館］

九州地域戦略会議幹事会
出席者：44名

戦略会議を構成する各県及び各経済団体の実務担
当者が集まり、６月の第35回九州地域戦略会議議題
や当日の進め方等について最終確認を行った。
議題の一つ「九州創生アクションプラン」につい
ては、各プロジェクトチームの幹事県が進捗状況や
今後の重点取り組みについて説明し、経済団体側の
意向を伝えた。また、８月開催予定の夏季セミナー
の概要について了承された。

１６日（火）

［福岡市・電気ビル本館］

第１回九州エネルギー関連ビジョン策定ＷＧ
出席者：14名

今回が第１回目となる同WG（座長：佐々木一成九
州大学副学長）では、キックオフに当たって今後の進

め方を中心に議論した。同WGでは、九州経済界のワ
ンボイスとして、九州がイノベーションをリードす
る攻めの提言につなげるため、今後約半年をかけ、
毎月テーマを決めて議論を重ねていく予定である。
次回は、各委員からの脱炭素に向けた自社取り組
みなど話題提供を起点に、エネルギー全般における
イノベーションや海外展開の可能性など、全体論の
ブレーンストーミングを行う予定（５月実施）
。

１７日（水）

［福岡市・ホテルニューオータニ博多］

Ｇ２０福岡の成功に向けた経済懇談会
出席者：14名

井上貴博財務大臣補佐官をお迎えし、髙島宗一郎
福岡市長をはじめ地元経済団体、企業等の代表者が
集まり、G20福岡 財務大臣・中央銀行総裁会議の成
功と開催後の成果創出に向けた意見交換を行った。
はじめに、井上財務大臣補佐官よりG20福岡に向け
た国の対応状況について、髙島福岡市長からは地元
側の開催準備状況について、それぞれご報告いただ
いた。その後、参加者による意見交換を行い、引き続
き、会議開催の機運醸成と成功、ならびに福岡・九
州の魅力発信に向けて協力していくことを確認した。

１８日（木）

［福岡市・九経連会議室］

東九州軸推進機構第１回実務者会議
出席者：21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、役員改選案、東九州地域
の活性化に関する要望案等の第29回（2019年度）総会
議案についての内容確認を行った。
その後、国土交通省九州地方整備局港湾空港部ク
ルーズ振興・港湾物流企画室長より「港湾政策の動
向等について」と題し、ご講演いただいた。

１９日（金）

［高松市・四国経済連合会］

西日本６経済連合会国際担当部長会議
出席者：14名

北陸、中部、関西、中国、四国、九州の６経済連
合会の国際担当部長出席のもと、2018年度実施事業
と2019年度事業計画について、情報共有と意見交換
が行われた。
冒頭、開催地の四国経済連合会より「同じ６経連
で構成する西日本経済協議会で『もっと各経連間で
の協働事業を』と提案があった際、既に国際部門で
は本会合を実施していると話題になった」旨の紹介
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があった。
意見交換では、
「アジアとのMOUを活用したビジネ
ス 創 出 へ の 取 り 組 み 」 や「 台 湾 工 商 協 進 会 主 催
フォーラム（９月に台北で開催）の準備状況」への具
体的な質問がなされる等、相互に情報交換・ベンチ
マークを行った。

２２日（月）

［福岡市・九経連会議室］

九州女性の会４月例会
出席者：12名

冒頭、前会長の濱砂圭子㈱フラウ社長より退任の
ご挨拶をいただき、続いて第７代会長に就任した泉
千惠ファウンテン・デリ㈱社長よりご挨拶と抱負を
述べていただいた。
今月は、にしひら社会保険労務士事務所の西平睦
美氏を迎え、
「ハラスメントの予防と対策～最近の傾
向から～」と題し、ハラスメントが職場や企業に与
える影響や法的責任、セクシュアルハラスメントや
パワーハラスメントなどの事例紹介、および予防と
対策についてご講演いただいた。

２３日（火）〜２４日（水）［大分県日田市・おおやま夢工房他］

農林水産委員会第１回企画部会・視察
出席者：９名

安心院葡萄酒工房にて
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［福岡市・電気ビル共創館］

出席者：67名

37の会員・支援機関が参加のもと、2018年度事業
報告及び収支決算、2019年度事業計画及び収支予算
を審議し可決承認を得た。
議事終了後には、参加機関からの情報提供に続き、
「民間海外ビジネス支援プラットフォームから見る最
近の海外ビジネストレンド及び事例」と題して、㈱
Resorzの兒嶋裕貴社長による講演が行われた。

２４日（水）〜２５日（木）［東京都・農林水産省、外務省、経済産業省、中国大使館］
中国への農水畜産物輸出規制緩和に関する緊急要望活動
出席者：６名

「中国への農水畜産物輸出規制緩和に関する緊急要
望書」を、吉川貴盛農林水産大臣、河野太郎外務大
臣、世耕弘成経済産業大臣、宋耀明中国大使館公使
（経済商務処）に、麻生泰九経連会長から手交した。
中国政府の規制や通関手続きに時間を要すること等
による輸出品の品質劣化等は「対中貿易活性化の大
きな障害」とした上で、Ｇ20首脳会合への習近平国
家主席の来日を控え、
「日中友好機運が高まるであろ
うこの時期を最大限に活かすべき」と訴えた。
※次号（７月号）にて詳細を掲載

今回の部会では、宿泊事業や梅酒・梅ジュース等
の製造販売、農産物直売等の事業を営む㈱おおやま
夢工房（日田市大山町）
、農業に参入しワイン醸造用
のブドウ生産に取り組まれている三和酒類㈱の安心
院葡萄酒工房（宇佐市安心院町）を視察した。
おおやま夢工房では、梅酒の製造現場を見学し、
高品質の梅酒の開発や販路拡大等の取り組みについ
てご説明いただいた。また、安心院葡萄酒工房では、
ワインの製造現場を見学し、ブドウの生産、ワイン
の製造工程等のご説明や数多くの商品紹介をいただ
いた。

６

２４日（水）

九州経済国際化推進機構幹事会

２５日（木）

［福岡市・九経連会議室］

各地域委員会事務局連絡会
出席者：24名

８つの地域委員会事務局が一堂に会し、2019年度
事業計画と各地の課題を共有する目的で開催。各地
域それぞれに、地域の課題解決につながる本年度の
活動テーマを設け、事業企画案を発表いただいた。
意見交換では、課題をビジネスチャンスにつなげ
九州の経済成長の一助とするために、九経連と地
域・大学との連携の動きや、佐賀地域委員会の官民
一体の取り組みなどをヒントとして提示し、各地域
委員会からご意見、ご質問をいただいた。

講演要旨

「2050年の未来社会
—最新テクノロジーと
産業競争力—」
（2019年３月４日（月）第２回産業振興委員会での講演）

産業競争力と2050年の未来社会
日本の産業競争力を貿易収支比（輸出÷輸入）
でみると、ハイテクノロジー・ミディアムハイ
テクノロジー分野の産業は、ここ20年大きく低
下した。自動車や一般機械などで主要国中トッ
プを維持しているが、中国などアジア勢が追い
上げている。
2050年の未来社会を予測年表でみると、世界
の人口は約100億で、食糧危機や水資源の争いが
起きる。国内では、８人に１人が外国由来の人
になり、社会保障費が増えて未婚率は上昇する
（３割）。テクノロジーでは、５Ｇ、自動運転、
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 限 界、 ス マ ー ト 農 業、
キャッシュレス化などが予想される。サイエン
スでは、がん治療の進歩、宇宙資源の開発、物
質の瞬間移動など、このほか、イスラム教が世
界最大の宗教に、60万人火星移住、巨大小惑星
の接近、そして氷河期に突入などが挙げられる。
５つの成長領域と事例
長期予測では、想定外で100年に一度の大発明
が起きることは忘れてはならない。また、ITに
よるデジタル革命で技術進歩のスピードが上が
る。このスピードは100年前の３倍とも言われてい
る。最新テクノロジーの成長領域は、次の５つ。
①資源・エネルギー《地球内部》では、農業・
畜産業の効率化や水産業の内陸化が進む。
再生エネルギー・新エネルギーでは、バイ
オマス、微細藻類石油（ミドリムシ）、水素
エネルギー、省エネなど。エネルギーは、
人類にとって重要な問題だ。
②モ ビリティ《地球表面》では、米ポートラ
ンドの都市計画にみられるように、多様な
テクノロジーが導入されるので、大きな経
済効果が期待できる。自動車のキーワード
はEV、AI、自動走行交通システム、空飛ぶ
クルマ。ドローンは配送ではなくインフラ
のデータ収集が落としどころ。EVの弱点は
電池の性能と材料の問題である。他方、ソ

（一財）日本経済研究所
専務理事（チーフエコノミスト）
新産業創造業務統括
地域未来研究センター
エグゼクティブフェロー

鍋山

徹

フトウェア人材の育成は喫緊の課題だ。
③航 空・ 宇 宙《 地 球 外 部 》 で は、 宇 宙 エ レ
ベーター、小惑星帯（レアメタル）の探索、
火星移住計画が挙げられる。
④人体《ミクロ》では、介護・リモートケア、
再生医療、スマートセル、ウェアラブルセ
ンサー、東洋医学（漢方薬）が挙げられる。
他方、木質空間、木造高層ビルなど、新し
いテクノロジーとは逆の自然志向が高まる。
⑤I T ／IoT・AI・ロボット《すべての基盤》
では、AI・ロボットによる雇用革命、ブロッ
クチェーン・量子コンピューター、５Ｇ、
オンデマンド・オンサイト工場、スマート
農業、製造業のサービス化、金融革命、サ
イバー攻撃が挙げられる。シェアリングエ
コノミーも進んでいる。AI（物体認識）の活
用は２パターン。ひよこ型（確度アップ）は
良いが、毒キノコ型（100％的中要）はリス
クが大きい。ポスト・スマートフォンはス
マートグラス。AR（拡張現実）がすべての
産業分野で重要な用途に使われるようにな
る。アマゾン、グーグルなどのグローバル
企業（プラットフォーマー）が既存のビジネ
スを席巻する中で、ローカル、ファミリー
ビジネス、匠の技術という要素をもってい
るニッチトップのビジネスは生き残る。
最後に、
“意味のイノベーション”。既存の商
品・サービスのリニューアルという点で、日本
企業との親和性は高い。米国のヤンキーキャン
ドルは、ロウソクの商品の意味を“明るくする
ため”から“ぬくもりをつくる”に変えて付加
価値を高めた。商品・サービスの価値の再発見
だ。アフリカを訪問した二人の靴のセールスマ
ンの話がある。裸足の子供たちを見た一人は靴
は売れないと思い、もう一人は大きなマーケッ
トがあると思った。ポジティブに前向きに考え
て、商品サービスを見直してみてはどうだろう。
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講演要旨

「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」
（2019年３月５日（火）第２回情報通信委員会での講演）

１．沖縄のITイノベーション戦略
（一財）沖縄ITイノベーション戦略センター
（以下、ISCO）は、沖縄県が官民一体となって
2018年７月に「情報通信技術の活用による沖
縄県の産業全体の振興を図るため、成長戦略
を提言し、実行する司令塔となることで、産
業全体の生産性と国際競争力の向上に寄与」
を目的として設立され、特徴として日本で初
めてテクノロジーで産業振興を図るというこ
とにある。
ISCOの目指すところは「ICTがもたらすイ
ノベーションを、沖縄の強み・特色産業であ
る観光業、物流業、製造業、農業、金融など
各産業分野へ応用し、産業全体の振興を図る
とともに、実証事業や事業マッチングを通じ
て得た新ビジネス、新サービスの全国、全世
界への展開」である。またISCOでは７つの重
点 領 域「AI・IoT、 サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ、
ツーリズムテック、フィンテック、ロボティ
クス、シェアリング・エコノミー、データド
リブン・エコノミー」について順次取り組み
を開始し、主な機能としては、次の４つが挙
げられる。
①戦略提言
自治体（県、市町村等）や産業団体等のIT
活用戦略、イノベーション戦略を策定する
②共創テストベッド（実証実験の島 沖縄）
沖 縄に先進的なイノベーション導入を図
るために、多数の実証実験・事業を行い、
「実証実験の島 沖縄」を目指す
③スタートアップ育成
沖 縄からスタートアップ企業を創出する
とともに、沖縄と親和性が高いスタート
アップ企業を集積するよう支援する
④国際見本市
R esorTech（観光×IT）を提唱し、日本・
アジアの注目企業が集積し、商談・情報
発信・交流を行う「ハイブリッド型」の
見本市を開催する
この他、各種イベントを多数開催している。
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（一財）沖縄ITイノベーション
戦略センター（ISCO）
専務理事

永井 義人
２．沖縄のスタートアップシーン
代表的なスタートアップ企業としては、九
州・山口ベンチャーマーケットの第１回の大
賞 を 受 賞 し た ㈱Payke、 第 ４ 回 の ス タ ー ト
アップ部門で大賞とNICT賞を受賞したLiLz
㈱が挙げられる。沖縄はインバウンドの波が
国内でも非常に早くから来ていたことからイ
ンバウンドに対する意識が高く、㈱Paykeは
「商品についているバーコードをアプリで読み
取ると、母国語で商品説明が出てくる」イン
バウンド向けサービスを展開している。LiLz
㈱はAI、IoTが得意な会社で、カメラをメータ
に設置して、メータの指針情報をクラウドに
集めて監視、管理するシステムを作っている。
コストがかかるスマートメータへの取り換え
をせず、クラウドカメラをつけるだけで、検
針の省力化が図れるシステムで、今年の７月
にサービス開始を予定している。
こ の 他、 革 新 的 で 競 争 力 の あ る ス タ ー ト
アップ（ベンチャー）企業を創出、育成するプ
ログラム「OKINAWA Startup Program」が
あり、スタートアップ企業の早期事業立ち上
げや成長を支援する活動を行っている。この
プログラムから、IoTやAIを用いた安心・安
全・迅速な運転代行業務を提供するプラット
フォームサービスを開発している㈱Alpaca．
Lab（アルパカ・ラボ）、沖縄空手に特化した
空手ツーリズム事業等を行っているAgeshio
Japan㈱（あげしおジャパン）等が育ってきて
いる。また、未来の沖縄を担う人材を発掘・
育成するプロジェクトのRyukyufrogs（琉球フ
ロッグス）からは、便利さではなく“温かみ”
のある家族のコミュニケーションを実現する
ためのまごころポスト等が生まれた。
最後に、今後ISCOが作りたい３つの場があ
る。「チャレンジャーが集う場（常設）
、信用の
おすそわけの場（ファンド）、オープンデータ
を活用する場（データ取引所）」である。これ
らの取り組みをもっとシステマチックに、地
域でアクティブに取り上げていくような状況
を作り上げ、沖縄をもっと面白い場所にして
いきたいと思っている。

講演要旨

「Society5.0実現に向けた総務省の取組
～５Ｇ時代に向けた電波政策～」
（2019年３月５日（火）第２回情報通信委員会での講演）

１．電波利用の進展
現在の携帯電話・PHS・BWAの契約数は、
日本の人口を超え、約1.8億件となっている。
これに加えて、無線LANや特定小電力無線な
ど、免許不要の無線局が多数開設され、様々
な電波利用が拡大している。移動通信システ
ムの歴史を見てみると、1980年代の第１世代
から、10年毎に世代が更新されており、東京
オリンピック・パラリンピックが開催される
2020年には、第５世代となる５Gが商用サー
ビスを開始する予定。最大通信速度も1980年
代の10kbpsに比べて、2010年代の１Gbpsと、
30年間で約10万倍も高速化している。
さて、現在、我が国はSociety5.0の実現に向
けて取り組んでいる。こうした中、石田真敏
総務大臣は、
「Society5.0は地方を含めて発展
していくことが重要」とし、総務省に地域力
強化戦略本部を設置して、
「Society5.0時代の
地方」をキーワードに議論を進めている。ま
た、石田総務大臣自ら、全国の都道府県、市
町村等の首長に向けてメールマガジンを発刊
し、すぐにでも導入可能な革新的技術導入の
実例紹介等の情報を発信している。
２．５Gの導入に向けた取り組み
５Gの特徴は３つある。１つは、超高速で
あること。現在の移動通信システムよりも10
倍高速な通信が実現される。これは、２時間
の映画が３秒でダウンロード可能となる速度
である。２つ目は、超低遅延であること。こ
れにより、即時性が要求されるシステムでも
遠隔制御が可能となり、手術や建機のリアル
タイムの遠隔操作が実現できる。３つ目は、
多くの機器が同時に接続可能になること。現
2
状の10倍となる100万台/km の機器が同時に接
続可能になり、多くのIoT機器がインターネッ
トに接続できるようになる。
５Gの導入によりビジネス領域も変化する。

総務省

総合通信基盤局
電波政策課長

布施田 英生
従来は、主にヒト対ヒトの移動携帯電話サー
ビスの領域でビジネス展開されていたが、５
Gの導入によって、モノ対モノを中心とした
利 用 が 進 み、 自 動 車 や 産 業 機 械、 ホ ー ム セ
キュリティ、その他IoT等、多くの領域が対象
となる。今後は、このような領域でビジネス
戦略を考えていくことが重要となる。
また、早期の社会実装を念頭に、企業や地
方自治体と連携して、総合的な実証試験を全
国各地で実施している。これに関連して、地
方発の案件発掘に向けて、2018年度に５Gア
イディアコンテストを開催した。全国から785
件もの応募があり、地方選抜、コンテストを
経て、総務大臣賞等の各賞を決定した。優秀
なアイディアは、2019年度の総合実証試験に
組み入れて評価を実施する予定である。
さらに、５G導入に向けて、周波数の割り
当 て も 進 め て い る。 従 来 は、 人 口 等 の カ バ
レッジの広さを事業者評価の指標としていた
が、①全国への展開可能性の確保②地方での
早期サービス開始③サービスの多様性の確保
の３点を評価指標に設定し、都市部だけでな
く地方部への早期の５G展開の促進を図って
いる。また、地域ニーズや個別ニーズに応じ
て、企業や自治体等が５Gを活用したシステ
ム（ローカル５G）を導入できる制度を整備し
ている。これは、５Gを用いて、地域で比較
的小規模な通信環境を構築するもので、例え
ば、工事現場毎に建機の遠隔操縦に向けた
ネットワークを構築したり、スタジアムでの
警備や工場のスマートファクトリー化に利用
したりと、様々な活用シーンが想定される。
３．終わりに
総務省は、今後も、Society5.0の進化に伴う
「持続可能な地域社会の構築」を目指して取り
組んでいく。引き続き、ご協力をお願いしたい。
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寄稿
フードバンク活動の支援拡大に向けて
～SDGsへの貢献～
公益財団法人福岡県リサイクル総合研究事業化センター
プロジェクト推進班長

前田 和紀

日本では、年間約2,759万トンの食品廃棄物が排出され、このうち本来食べられるのに廃棄
されている、いわゆる「食品ロス」は年間643万トンと推計される。
食品ロス削減及び子どもの貧困対策の一環として、SDGsに貢献する「フードバンク活動」
を安定的で持続可能な活動へ発展させていくには、より多くの企業等の支援が求められる。
本稿では、2019年４月に設立された「（一社）福岡県フードバンク協議会」の取り組みの概
要と現状を紹介する。
１．フードバンク活動とは
食品メーカー・飲食店・一般企業・家庭な
ど、さまざまな場所で食品ロス（まだ食べられ
るのにそのまま捨てられている食品）は発生し
ている（図１）。

ある（図２）。
農林水産省食糧産業局によれば、日本では
2016年度の食品ロスが約643万トンと推計され、
これは国民１人１日当たり茶碗約１杯分のご
飯の量（139g）を無駄にしていることになる。
また、2016年国民生活基礎調査によれば、
約７人に１人の子どもが貧困であり（相対的貧
困率13.9%）、子育てと家事・生計をひとりで
担わなければならないひとり親家庭について
は、貧困率が50.8%にも及ぶ。
「母子家庭において、母親は子育てをしなが
ら仕事をするため、非正規雇用の場合が多い。
寝る間を惜しんで働いても家計を維持する十
分な収入が得られない。子育ての気力も削が
れ疲弊していくが、誰にも相談できず孤立し
ている」。フードバンク団体は、市町村、社会
福祉協議会、子ども食堂等と連携して、この
ような状況の人々と信頼関係づくりを行って
いる。日本には昔からおすそ分けの文化があ
り、食品を通すと自然な形で信頼関係が生ま

食品ロスの主な要因
〔生産〕生産調整による農産物廃棄、規格外品の選別
〔加工〕製造過多、包装の印字ミス
〔流通〕売れ残りの食品、商品の汚損・破損
〔消費〕買い過ぎ、食べ残し、賞味期限切れ

図１
フードバンク活動とは、食品ロスを食品寄
贈者から無償で受け取り、生活困窮者等の食
品を必要とする方々に無償で提供する活動で

ども

図２

１０

九経連月報 ２０１
９/６

れる。食品の提供が始まると心に余裕ができ、
そこから、子育て、学習、就労など包括的支
援により、生活再建のきっかけをつくっていく。
また、
「持続可能な開発目標（SDGs）」の観
点では、
「目標2.1 飢餓の撲滅」「目標2.2 栄
養不良の解消」「12.3 食品ロスの削減」など
の貢献につながる（図３）。

8.2
8.4

2.1
2.2
2.4

12.3
12.2
12.5

9.4

17.14
17.17

4.7

図３
２．社会システムの構築
〇「リ総研」について
（公財）福岡県リサイクル総合研究事業化セ
ンター（略称：リ総研）は、福岡県の外郭団体
と し て、 循 環 型 社 会 の 構 築 を 目 指 し、 産・
学・官・民（NPO）が連携して行うリサイクル
技術の開発や社会システムの定着を推進する
ため、共同研究やコーディネーター活動によ
る支援を行っている。
現在まで、自動車用の吸音材（不織布）の加
工工程から出る端切れをほぐして加工し、再
び吸音材として商品化するリサイクルループ
を実用化させるなど、118件の事案の支援に取
り組んできた。
〇フードバンク活動の普及･促進
リ総研は、2013年にリ総研のコーディネー
ターを通してNPO法人のフードバンク北九州
ライフアゲインとの出会いがあり、2014年に
は社会システムとしての発展を期待し、食品

ロス削減研究会を立ち上げた。
2016年、福岡県は、子どもの貧困対策や食
品ロス削減という社会的課題に取り組むため、
「フードバンク活動の普及・促進」を重点事業
として予算化。リ総研は、福岡県からの業務
委託を受け、フードバンク団体への食品を寄
贈する企業等の開拓を始めた。当初は食品ロ
ス削減やフードバンク活動が知られていない
た め、 な か な か 寄 贈 に は 至 ら な か っ た が、
年々問い合わせが多くなってきている。2019
年３月末現在、48の食品寄贈企業等を開拓す
ることができた。
また、
「フードバンク活動ガイドライン」を
全国にさきがけて作成。これは、フードバン
ク活動の運営上望ましい食品の衛生管理や食
品寄贈者・食品受取者との合意形成等につい
て取りまとめたものであり、活動初期のフー
ドバンク団体等に活用していただくことで、
食品寄贈者に対する信頼性の向上を図るもの
となっている。
ガイドラインの主な内容
〇食品寄贈及び受取に関する合意書
〇提供された食品の利用に関する注意事項
〇フードバンク活動における衛生管理
〇フードバンク活動における食品のトレーサビリティ
(https://www.recycle-ken.or.jp/activite/document/
fb05_guideline.pdf）

さらに、2017年度にフードバンク団体２団
体（フードバンク北九州ライフアゲイン、フー
ドバンク福岡）とエフコープ生活協同組合とと
もに、リ総研の研究開発事業として「フード
バンクを活用した食品ロス削減推進共同研究
プロジェクト」を立ち上げた。福岡県で発生
している食品ロスを県内全域で安定的・継続
的に削減するためのフードバンクシステムを
構築し、食品ロス削減の社会システムの実用
化を目指している。
３．フードバンク協議会の設立
フードバンク活動は非営利であるため、資
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金と人手が不足し、安定的で持
続可能な活動に発展させていく
ことが困難。また、世間の認知
度や理解度が未だ十分ではない
という問題がある。
リ総研では、これらの問題を
解決するためには、フードバン
ク団体を支援していく仕組み
（社会システム）が必要と考え、福岡県フード
バンク協議会構想を共同研究プロジェクトメ
ンバーとともに策定した。その後、2019年４
月１日に４つのフードバンク団体を含む民間
８団体の参加により「（一社）福岡県フードバ
ンク協議会」を設立することができた（図４）。
〇協議会の目的
協議会は、福岡県内全域を対象にフードバ
ンクを活用した安定的で持続可能な地産地消
型の食品ロス削減システムを構築・運営し、
フードバンク活動を行う県内の団体の支援を
通して、食品を必要とされる方々の支援を行
い、互いに助け合う共助社会づくりを目的と
している。
〇協議会の役割
協議会は次の６つの役割を担う（図５）。

図５
１
２
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図４
①福 岡県内には複数のフードバンク団体が
あるため、企業等が食品を寄贈する場合、
各々のフードバンク団体と日程、量、配
送方法等の調整を行う煩雑さがあった。
このため、寄贈の受付を協議会に一本化
し、 手 続 き の 簡 素 化 を 図 る。 ま た、 各
フードバンク団体にとっても協議会が企
業等との調整を代行するため、労力が低
減できる。
②フ ードバンク活動は企業等からの食品ロ
スの寄贈がなければ成立しない。このた
め、企業等を訪問し、食品寄贈企業等の
開拓を行っていく。
③非 営利であるフードバンク活動を安定的
で持続可能なものとするためには、フー
ドバンク活動の必要性を広く皆様に理解

していただき、支援していただく必要が
ある。このため、協議会は支援企業・団
体の開拓も行っていく。
④フ ードバンク活動の地域差解消のため、
既存フードバンク団体の活動範囲の拡大
と新規フードバンク団体の立ち上げ支援
や県内フードバンク団体への助成事業等
の支援事業を行う。
⑤「 フードバンク活動支援システム」によ
り、食品のトレーサビリティの確保と運
用を行う。このシステムにより、食品ロ
スが生活困窮者等に渡るまでのプロセス
と、その食品に係る情報を電子データと
し て リ ア ル タ イ ム に 保 持 し、 食 品 寄 贈
者・協議会及びフードバンク団体間で共
有することができるようになる。また、
子ども食堂などの食品受取者からサンク
スメールが届く仕組みをつくり、感謝の
気持ちを食品寄贈者に届けられるように
する。現在、リ総研が県から業務委託を
受けてシステムを開発中であり、2020年4
月に協議会にシステムを譲渡し、本格的
に運用を開始する予定。
⑥フ ードバンク事業への理解と支援を進め
るための啓発活動、行政への政策提言な
どを含む広報事業を行っていく。
４．フードバンク活動への支援のお願い
企業がフードバンク活動を支援、または食
品提供する場合、次のようなメリットが考え

）

、
4

E

られる。
企業のメリット
〇食品廃棄物の削減
〇廃棄コストの削減と環境負荷（CO2）の削減
〇従業員の士気の向上
〇食品を大切にし、社会貢献する企業イメージの向上
〇SDGsへの貢献

〔事例〕 ㈱カステラ本家福砂屋
カステラの生産過程で出る切端を使って、新
商品「ビスコチョ」を作り、その販売の収益の
一部をフードバンク活動の支援のため協議会に
寄付。
この取り組みは「食品ロス削減」と「フード
バンク活動の支援を通した社会貢献」という二
重の効果がある。

フードバンク活動への資金面の協力、食品
品ロス・災害備蓄品の寄贈、物流面の支援等
をお考えの企業の皆様は、下記までお問い合
わせいただきたい。

り

問い合わせ

3
TEL: 093-695-3069 FAX: 093-695-3066
E-mail: fb@recycle-ken.or.jp

ご
http://www.recycle-ken.or.jp/
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寄稿
九州におけるサイバーセキュリティ対策の進展に向けて
～「九州サイバーセキュリティシンポジウム」を通じて～
九州セキュリティシンポジウム実行委員会

委員長

平原 隆

様々なビジネスの現場において、ITの利活用は企業の収益性向上に不可欠なものとなってい
る一方で、企業が保有する重要な情報やシステムを狙うサイバー攻撃は増加・巧妙化の傾向に
ある。その被害は対策の弱い箇所を糸口に発生・拡大するため、企業や社会全体でのサイバー
セキュリティ対策の底上げが必要である。本稿では、九州のサイバーセキュリティ意識の醸成、
対策向上、産官学連携強化等に資する標記シンポジウムの開催について、その概要を紹介する。

１. サイバーセキュリティ対策の必要性
近年、業種や企業規模にかかわらず、サイ
バー攻撃の対象範囲が拡大し、攻撃も多様化
している。また2020年東京五輪等の大規模国
際イベントに向けて国内への攻撃増加が予想
されているが、それは対岸の火事ではなく、
九州においてもサイバーセキュリティ対策に
取り組む必要がある。
①産業分野へのサイバー攻撃の増加
従来インターネットから隔離されていた工
場システム等の制御システムにおいて、サイ
バー攻撃の被害が顕在化してきている。例え
ば、2018年８月には台湾の半導体主力工場の
ネットワーク機器がコンピュータウイルスに
感染、システムが破壊され、生産が一時停止
した（損害額は190億円規模）。このように工
場等でサイバー攻撃の被害が発生すると、生
産ラインの停止等の大きな損害があるばかり
か、ユーザや取引先等広範囲に影響を与え、
企業の信用失墜にもつながる。
②サプライチェーンの弱点を狙う攻撃の増加
最近では企業への直接の攻撃だけでなく、
※
サプライチェーン の中で、セキュリティ対策
の弱い企業等が多く狙われ、預けていた個人
情報が漏えいする等の被害が発生したり、そ
こを足掛かりに攻撃され、標的企業（親会社、
本社、委託元等）に侵入されたりしている。こ
の脅威は、
（独）情報処理推進機構が公表した
「情報セキュリティ10大脅威2019」でも上位に
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ランクインしている。
※サプライチェーン：調達、製造、在庫管理、物流、販
売までの一連の商流。一部の工程や業務の委託先企業
等も含む。

③ラ グビーＷ杯や2020年東京五輪に向けたサ
イバー攻撃の増加・巧妙化
ロンドン、リオデジャネイロ等の過去の五
輪大会において、ウェブサイト等のシステム
停止・閲覧妨害、選手の個人情報や機密情報
の窃取、関連システム等への攻撃といった、
大規模サイバー攻撃が発生しており、東京五
輪でもこれまでと同等以上のサイバー攻撃が
予想されている。
これらの攻撃は、大会や政府関連組織及び
関連する様々な企業・組織だけでなく、国内
の企業等にも幅広く試みられる恐れがある。
２. 九州の現状
九州は自動車関連産業、半導体関連産業、
造船業等が主要産業であり、国内製造業の重
要な生産拠点である工場や関連企業が多数あ
るにもかかわらず、サイバーセキュリティへ
の意識や対策が、他地域よりも進んでいると
は言い難い。以下のグラフ（図１）は、経営
層・上層部がどれだけサイバーセキュリティ
を事業継続上・組織運営上のリスクとしてと
らえているかを調査した結果であるが、九州
地方が全国で最も低水準となっている。

参加者：171名（九州57％、首都圏36%、他７%）
プログラム
・第１部：産 業システムセキュリティの最
新動向と、企業が取り組むべき
対策について、各界で活躍中の
専門家が講演。
・第２部：テーマ別に講師や特別ゲストを交
えて、参加者と意見交換・議論。
〃
〃
〃

出典：組織におけるセキュリティ実態調査2017年版（トレンドマイクロ）

図１：セキュリティリスクの認識状況（地域別）
３．九 州サイバーセキュリティシンポジウム
の開催
前述したサイバーセキュリティ対策の必要
性や九州の現状を踏まえ、以下のとおり、シ
ンポジウムを開催することとした。
①趣旨
・九 州企業・団体のサイバーセキュリティ意
識の醸成を図るとともに、九州企業・団体、
セキュリティ関連の専門家、IT企業等が一
堂に会して課題認識や議論を深めること。
・毎 年開催等、継続的に関係者が集まる機会
を創出し、関係者間の連携強化や人材育成
の場を形成すること。
②プレイベントの開催概要
本年３月に、シンポジウムの認知度向上や、
本イベントに向けた機運醸成のため、プレイ
ベントを開催した。参加者のほか講師、スタッ
フ含め計225名が参加し、大変盛況であった。
開催日：2019年３月22日（金）
場 所：別府ビーコンプラザ
主 催：九州セキュリティシンポジウム実行委員会
後 援：11団体（経済産業省、IPA、九経連、
大分県、別府市、九大、九工大等）
協 賛：22社（CompTIA、ラック、NEC等）
参加費：第１部／第２部通し券10,000円

プレイベント（講演）の様子

③シンポジウム（本イベント）の開催
本イベントは、2020年東京五輪も見据え、
2019年12月上旬、別府での開催を予定。
講演内容については、最前線で活躍するセ
キュリティ専門家を招聘し、九州ではこのシ
ンポジウムでしか得られない価値の高い情報
を提供していく。
また、来年度以降は、意欲ある地域、交通
アクセス等も勘案しながら、持ち回り開催も
検討していく予定である。
４．終わりに
今後もシンポジウムの開催を通じて、九州
の産官学の連携を一層強化するとともに、IT
の積極的な利活用による九州の経済発展と、
それを支えるサイバーセキュリティ確保・人
材育成に貢献していきたいと考えている。
問い合わせ先：
九州セキュリティシンポジウム実行委員会 事務局
TEL ：070-2832-8642
E-mail：info@kyusec.jp
URL：https://www.kyusec.jp
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トピックス

「米国市場での飲食ビジネス拡大の可能性」セミナー
と

き

ところ

４月１
１日（木）
福岡市・福岡商工会議所ビル

米国では、ラーメンをはじめ、寿司や和牛などの日本食の人気
が高まっている。九州から米国に進出している「一蘭」と「ピエ
トロ」を事例に、米国に飲食ビジネスを進出する際の可能性と留
意点について、標記セミナーを開催。主催者である在福岡米国領
事館及びジェトロ福岡より、その内容についてご寄稿いただいた。
世界最大の消費市場の米国は、日本にとって４
年連続最大の輸出先国であり、７年連続最大の投
資先国。8,000社を超す日系企業が進出している。
■世界の飲食店が進出する米国、更に拡大の可能性
第一部では、米国政府より最新の米国内飲食業
界事情や投資環境、方法などについて説明。在大
阪米国総領事館は、最近の米国への飲食市場進出
事例についてM&A展開などを解説。在福岡米国
領事館領事部よりビジネスに関するビザの紹介。
そして、在大阪米国総領事館農務部より米国人の
食習慣と消費傾向の説明があり「米国人は一日平
均で日本人より1,000キロカロリーも多い2,700キ
ロカロリーを摂取している。これは米国の飲食ビ
ジネス市場が、非常に高い潜在性を秘めているこ
とを示す指標のひとつと言えるだろう」と述べた。
■ニューヨークで博多の味を再現する「一蘭」
第二部では、地元九州から米国に進出している
飲食ビジネスによる経験と助言を共有した。
一蘭の米国進出は、2016年、ニューヨークのブ
ルックリンに第１号店（工場併設店舗）を建設。続
いてミッドタウン、そして2019年４月末には、タ
イムズスクエアにオープンした。
同社は、海外店においても博多の味と同じもの
を提供。ニューヨーク進出にあたっては、食材の
仕入先開拓など現地製造の準備に10年かかった。
ただし、味の要になる出汁、秘伝のたれは、糸島
工場から全世界に輸出。そのため、一蘭のラーメ
ンは、一杯18.9ドル（約2,000円）で、客単価平均
は3,000円以上。しかし、18％程度かかるチップ
はなく、お客さんからのクレームはほとんどない
という。また、飲食店の米国現地スタッフ採用は
年齢、性別など差別のないよう注意が必要と説
明。㈱一蘭の中村和也専務取締役は、福岡と米国
の懸け橋になれるよう努めていくと語った。
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冒頭であいさつするサクライ首席領事

■まずは、ピエトロのファンづくりから
ピエトロは、2000年に米国へ日本で作ったド
レッシングの輸出を開始した後、試行錯誤しなが
ら現地の材料を使ったドレッシングを米国内で製
造し、カリフォルニア州ベイエリアのグロッサ
リーストアーなどで販売している。
食品展示会のFancy＆Food Showなどに積極的
に出展し、おいしさを伝える方法を工夫。また
フードバンクへの寄付を通じて、ファンを増やす
よう努めた。
㈱ピエトロ海外事業部の重松慶行課長代理によ
ると、米国での食品販売は、メーカーとディスト
リビューターを繋ぐブローカーの役割が重要であ
り、ピエトロは、ブローカーに恵まれたことで、
駐在員を置かずに、年間40万本も売り上げている
という。米国のビジネスは、人間関係が大切であ
り、熱意をもって商品を販売し、小さく始めた事
業もここまで来ることができたと、当初より同社
の海外展開に携わってきた高橋泰行社長の体験を
語った。
■米国領事館とジェトロの米国市場進出の支援
「質の高いラーメンで、ラーメンのイメージを
変えたのは一蘭のおかげ。また、ドレッシングと
いえばイタリアのイメージのある米国にピエトロ
が日本のドレッシングを紹介したのは新しい発
見」と、在福岡米国領事館のダニエル・ラコブ領
事。同領事館のジョイ・サクライ首席領事は「米
国は世界最大の市場規模で多種多様。進出の際は
米国領事館も支援したい」とあいさつ。そして、
ジェトロ福岡の山岡寛和所長は「153万人を超え
る米国からの訪日客には是非日本食のファンに
なってほしい。海外展開にはジェトロも支援す
る」と話し、九州域内飲食ビジネスの米国進出に
期待をよせた。
（まとめ：在福岡米国領事館 ダニエル・ラコブ
／ジェトロ福岡 林 裕子）
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経済データ

訪日外客数の動向（2018暦年）

九経連が注力する観光産業。今月は経済データとして訪日外客数の動向について紹介する。
１．日 本政府観光局（JNTO）の報道発表によ
る訪日外客数

回るまでに回復した。中国が838万人（対前年
比113.9％）となり全市場で初めて800万人台に

2018年１月～12月の訪日外客数は3,119万

達したほか、タイが113万人となり東南アジア

1,856人（対前年比108.7％）となり、JNTOに

市場で初めて100万人を突破するなど着実な伸

よる1964年の統計開始以降で最多となった。

びを示し、香港を除く19市場で過去最高を記

東アジア市場を中心に自然災害による旅行

録した。

控えが見られたが、年末までに前年同月を上

訪日外客数（出典：日本政府観光局（JNTO））
◆ 2010年～2018年推移

◆ 2017年～2018年 国・地域別内訳

オセアニア
オセアニア
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２．九州観光推進機構集計による九州への直接
入国外国人数

また国・地域別内訳は、通常入国では韓国
240.9万人（対前年比109.6％）、台湾39.6万人

2018年１月～12月の九州への直接入国外国

（対前年比110.8％）、香港28.0万人（対前年比

人数は511万6,289人（対前年比103.5％）で過去

122.2％）、中国27.4万人（対前年比118.6％）と

最高となったが、伸びは大きく鈍化した。

なり、主要４カ国で堅調に伸びている。また

内訳は、通常入国が362万3,672人（対前年比
111.3％）、大型クルーズ船等による14条入国

14条入国では中国籍の入国者が多くを占めて
いる。

が149万2,617人（対前年比88.5％）。

九州への直接入国外国人数（法務省「出入国管理統計」より 九州観光推進機構にて集計）
※JNTO推計とは異なる
◆ 2010年～2018年推移

◆ 2017年～2018年 国・地域別内訳
中国以外
（14条）
1.4％

中国以外
（14条）
1.1％

【本件問い合わせ先】九経連観光・サービス産業部（TEL：092-761-4261）
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九州の万葉の故地を歩く
〜まほろばの九州〜
−福岡県（福岡市、太宰府市、稲築町）、熊本県（八代市）、鹿児島県（薩摩川内市）、宮崎県（都城市）−

「令和」という新しい時代を迎え、今注目が集まっている「万葉集」
。
「万葉」という言葉には言い知れ
ぬロマンが潜んでいる。万葉時代とか万葉人というとき、私たちは遥けくも遠い千三百年ほど前の、あの
おおらかな時代を思う。のびのびとした闊達な気風を想像し、その心情にひたる。万葉ゆかりの地とか万
葉の散歩道とか聞くと、そこを訪ねて心の解放感にひたりたいと思う。古代人の瑞々しい率直な表現、無
垢の心、心のまことを、愛や悲しみや歓びの歌の中に読みとって、歌を口ずさみたくなる——。
万葉の時代って「うらやましい」と感じてしまう。私の個人的に好きな歌「朝寝髪われは梳らじ愛しき
君が手枕触れてしものを」
。もう一つ「家にあれば笥に盛る飯も草枕旅にしあれば椎の葉に盛る」
。
さて、九州の地でも万葉の歌は決して少なくはない。学者の研究では万葉集４５
, ００余首の中で、それな
りの数に上っている。うち福岡県が一番多い。遠の都・大宰府政庁があったことと、大宰府に大伴旅人、
山上憶良ら歌人が滞在していた要因も大きい。
ところで、万葉の故地と自負し、名乗りをあげている地が多くなった。地域おこしとからめて「文化」
に視点が置かれてきた証として嬉しい。
福岡県稲築町は、山上憶良の歌碑が１５基、町を光らせている。時間のやりくりが出来ればぜひコース
に組み入れてほしい。鹿児島県の薩摩川内市は、熊本の水島の歌とセットになっているし、薩摩川内市に
も、新しく歌碑が１５基、川筋を彩っている。
移動する道中は、車内で万葉講座を開くと旅の意義が一層深まる。心地よい歌のリズムの夢心地の中
で、私たちの魂は万葉の時代に遡っていく。
島根県

２泊３日コース


１日目

２日目
３日目

 地→福岡空港（博多駅）→福岡市志賀島又は
各
稲築町［万葉の歌碑１５基］→太宰府市［水
城跡、観世音寺、大宰府政庁跡、榎寺、太宰
府天満宮］→二日市温泉（泊）
二日市温泉→八代市［野坂の浦、水島、万葉
の歌碑２基、万葉集の最古の歌、田の浦、御
立岬］→湯の児温泉又は川内高城温泉（泊）

山口県

稲築町
志賀島
福岡空港
太宰府市
二日市温泉
福岡県

佐賀県
長崎県

大分県

熊本県
宮崎県

八代市

児之湯温泉

 の児温泉又は川内高城温泉→薩摩川内市［万
湯
葉の散歩道、万葉の歌碑１５基、川内歴史資料
館］→都城市［万葉植物園］→鹿児島空港
（鹿児島中央駅）→各地

川内高城温泉
薩摩川内市

鹿児島空港
都城市
鹿児島県

大隅諸島
種子島
屋久島
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志賀島（福岡市）
志賀島は博多湾の東側にある周囲約８kmの島。もとは海の中
道との間に水路があったが、現在は陸続きになっている。天明
４（１７８４）年に漢の光武帝から下賜された「漢委奴国王」の金印
が発見された場所として有名。福岡市博物館に展示されている。
「志賀の海女は藻刈り塩焼き暇なみ櫛笥の小櫛取りも見なくに」
（万葉歌碑）
志賀島金印広場（福岡市）

太宰府天満宮（太宰府市）

大宰府政庁跡（太宰府市）

水島（八代市）
八代に景行天皇伝説に語られている「水島」がある。
そのことを長田王が歌った歌碑が、芦北町の御番所の鼻の地に立つ「葦北の
野坂の浦ゆ船出して水島に行かむ波立つなゆめ」
。
長田王は薩摩へ行く途中、そこで遠く薩摩を望み「隼人の薩摩の瀬戸を雲居
なす遠くも吾は今日見つるかも」
。その歌碑が薩摩川内市に立っている。
水島（八代市）

水島の歌碑（八代市）

万葉の散歩道（薩摩川内市）
※

万葉集の歌人・大伴家持 は薩摩国府の守（長官）に任命された。
「川内歴史資
料館」の裏手には「万葉の散歩道」と呼ばれる散策道がある。川添いに家持の
ブロンズ像、万葉歌碑が１５あり、古の風景に思いを馳せながらのんびりと散策
することができる。
※大伴家持は大伴旅人の長男

万葉植物園（都城市）

万葉の散歩道（薩摩川内市）

九州観光推進機構のホームページ

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
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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）

６月の沖縄旅行、旬のおすすめ！

雨の日は、伝統工芸や沖縄音楽に触れる
沖縄には陶芸やガラス、紅型など数多くの伝統工芸が
あり、気軽に体験出来る工房もたくさんあります。せっ
かく沖縄に来たのだから、伝統的な技法を体験できる作
品作りにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。梅雨
が明けたらサガリバナカヌーツアーへ！

６月のアクティビティ
育陶園陶芸体験
季節は梅雨、雨の多い季節ですがそんなときにおすすめなのが沖縄の伝統工芸
体験です。雨のやちむん通りはなんとも風情があり、工房までの道のりもまた楽
しいもの。どこか懐かしい、赤瓦の工房で雨音を聞きながら冷たい土に触ると心
地よく、ついつい無心になってしまいます。体験メニューはシーサー作りやロク
ロ体験、５寸皿への絵付け体験などがあり、講師がついて指導するのでお子様や
未経験の方でも楽しく作ることができます。シーサーは６０分～９０分、ロクロと絵
付けは３０分～６０分ほどで完成！出来た作品は、充分乾燥させたあと育陶園の窯で焼き上げ、１～２ヶ月後にご自
宅へ郵送。もちろん直接取りに行ってもＯＫです。
サガリバナカヌーツアー
一夜限りの花、サガリバナが咲き始めるのは夕暮れ時ですが、実は明け方の花
が落ちる寸前が見どころ。でも夜中に個人で水辺を散策するのは危険なのでプロ
のガイドがつくツアー参加が安心です。西表島ポロロッカのサガリバナ鑑賞ツ
アーの出発はなんと朝の４時！真っ暗な中ヘッドライトをつけ、マングローブが
生い茂る川をカヌーに乗って出発。晴れた日は見上げれば満天の星、運が良けれ
ば水の中で夜光虫が光るのを目にすることができます。甘い香りがしてきたら、
サガリバナはすぐそこに！夜明けとともに花がぽたりぽたりと川に落ちていく幻想的な風景をみることができま
す。６月末からの開催予定ですが、開花状況により７月になる可能性もあります。
民謡ライブ
沖縄らしい夜をたっぷりと味わいたいなら民謡ライブのあるお店へどうぞ。沖
縄には昔ながらの民謡酒場から、民謡ライブの聴ける居酒屋、本格的な音響設備
を整えた食事も出来るライブハウスなどいろいろなタイプのお店で沖縄音楽を楽
しむことができます。北谷サンセットビーチの目の前にある「カラハーイ」なら
本格的なライブステージがあり、迫力ある島唄ライブショーと沖縄料理が一度に
楽しめます。毎週土曜日は、沖縄ポップスのパイオニア「りんけんバンド」
、平日
と日曜日は鮮やかな紅型衣装を身に着けた「ティンクティンク」や「たーちゅ」の華やかなステージをご覧いた
だけます。最後に皆でカチャーシーを踊れば雨の憂鬱な気分も吹き飛んでしまうはず。

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。

https://www.okinawastory.jp/
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山口

Yamaguchi

ぶちうま！「やまぐちブランド」
「ぶちうま」とは山口県の方言で「とてもおいしい」
のことだ。
三方が海に開け、豊かな自然と温暖な気候に恵まれ
た山口県には、安心・安全で「ぶちうま」なものが数
多くあるが、山口県産農林水産物および主な原材料が
山口県産１００パーセントの加工品の中から、味や品質
を重視した独自の基準を設けて厳選した品々が「やま
ぐちブランド」である。４月末現在１００商品が登録さ
れている。
６月のおすすめは、農産物では「萩たまげなす」
。
普通のなすの３～４本分くらいの大きさに、まず、
びっくり。果肉が柔らかく甘みが強いので、味の違い
にさらに「たまげる」こと間違いなし。水産物では
「やまぐちの瀬つきあじ」がおすすめ。天然の瀬に棲
みつき豊富な餌を食べて成長するため、脂がのって
ふっくらしている。
くろかしわ
この他にも、国の天然記念物「黒柏鶏」をベースに
県が開発したオリジナル地鶏「長州黒かしわ」
、県産
酒米で造った日本酒などの食の魅力のほか、初夏を彩
るやまぐち生まれのリンドウの「西京の初夏」など、
目に楽しい花などもある。
「やまぐちブランド」の一部の商品は、インター
ネットで購入することができ、また、県のメールマガ
ジン「山口きらめーる」でもプレゼントコーナーを設
けている。この機会に、山口県の素
晴らしい農林水産物をぜひお楽しみ
いただきたい。
《問い合わせ先》
山口県ぶちうまやまぐち推進課
TEL：083-933-3395
やまぐちブランド

福岡

検索

やまぐちブランドロゴ

Fukuoka

「福岡のはばたく企業を応援！～地域中小
企業支援協議会による支援事例～」を発行
福岡県では、２０１５年４月に県内４地域（福岡・筑
後・北九州・筑豊）に「地域中小企業支援協議会」を
設置し、地域の創業予定者・中小企業・小規模事業者
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に対し、県の中小企業振興事務所を核に、協議会の構
成機関（商工会議所・商工会、中小企業団体中央会、
中小企業振興センター、中小企業基盤整備機構、市町
村、金融機関、信用保証協会、日本政策金融公庫、商
工中金、専門家団体）が連携して支援を行っている。
特に、協議会の構成機関が推薦する意欲ある中小企
業を「重点支援企業」として、経営革新などの事業計
画策定からその実行までを一貫して支援している。
この度、この重点支援企業をはじめ協議会の支援に
より成長した企業に対する４０の支援
事例を紹介する冊子を発行した。
販路開拓や新商品の開発、デザイ
ン活用などの支援事例について支援
者のコメント、支援のスキームなど
を具体的に記載しており、企業支援
や企業自らの取り組みの参考にして
いただきたい。
←電子ブック
《問い合わせ先》
のダウンロー
福岡県中小企業振興課経営支援係
ドはこちら
から
TEL：092-643-3425

佐賀

Saga

九州佐賀国際空港がイノベーション推進の
拠点に！ 先進技術の実証プロジェクトが始動
九州佐賀国際空港を舞台に、全日本空輸㈱（ＡＮＡ）
は佐賀県の協力のもと、今年３月から新しい技術を活
用した働き方改革を推進するプロジェクトに取り組ん
でいる。
全国初の試みであるこのプロジェクトの目標は、空
港地上支援業務のｓｉｍｐｌｅ＆ｓｍａｒｔ化。ロボット技術
や自動運転技術により、受託手荷物をコンテナへ積み
込み､航空機まで配送する地上業務が自動化される。
また、航空機の移動・けん引が、リモコン操作ででき
ることで、作業員の航空機周辺の視野が広がり、安全
性が高まる。
この技術の実用化により、空港が今以上に誰もが働
きやすく魅力ある職場となるほか、空港を利用するお
客様へのサービス品質の向上も期待される。既に、貨
物積み上げ時のロボットスーツなど、実用化されてい
る技術もある。今後、ＡＮＡは、技術検証を踏まえ実
用化を目指し、九州佐賀国際空港を技術革新の拠点空
港とするとともに、全国の空港にも最新技術を展開し
ていく予定だ。
九州佐賀国際空港の２０１８年度の利用者数は、開港
以来初めて８０万人を突破し、６年連続で過去最高を更
新。近年では、他県や海外からの利用者も増加している。
空港における働き方改革だけでなく、少子高齢化・
人口減少といった日本が今後直面する社会課題の解決
に向けて、佐賀県は第４次産
業革命〈ＡＩ・ＩｏＴ〉の発信
地となるよう取り組んでいく。
《問い合わせ先》
佐賀県空港課
TEL：0952-25-7104 FAX：0952-25-7318

長崎

Nagasaki

高校生の離島留学制度
長崎県では「高校生の離島留学制度」を５校の県立
高校で実施している。
「しま」が持つ豊かな教育資源
を提供し、教育活動の一層の活性化と地域活力の向上
を図っている。
特色ある学校づくりを行っており、県内だけでなく
全国から目的意識を持った生徒が集まっている。今年
度は対馬高校のコースを科に改編し、定員を従来の２
倍の４０名に増やすなど制度をさらに拡充している。
○対馬高等学校「国際文化交流科」
韓国の言葉や歴史・文化について専門的に学び、韓
国の人々との交流を通して異文化を理解し、国際社会
に貢献できる人材を育てる。
○壱岐高等学校「東アジア歴史・中国語コース」
大陸との交流の歴史や考古学、中国語や中国文化を
専門的に学び、国際的に活躍できる人材を育てる。
○五島高等学校「スポーツコース」
陸上、柔道、剣道の技能を伸ばして競技者として活
躍し、スポーツ全般に携わる人材を育てる。
○五島南高等学校「夢トライコース」
農業・漁業などの体験や地域の祭り、行事など、の
びのびと活動し学べる環境で、
社会性や生きる力を育てる。
○奈留高校「Ｅ‐アイランド・
スクール」
少人数ならではの手厚い指導
壱岐高等学校の
で、世界に通用する英語のコ
上海中国語研修の様子
ミュニケーション力を持つ人材を育てる。 （2018年８月）
《問い合わせ先》
長崎県高校教育課 TEL：095-894-3354
長崎県

離島留学

熊本

検索

Kumamoto

「麦わらの一味」の像、設置場所
が決定！
県内の被災地に漫画『ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ』のキャラク
ター像を設置するこのプロジェクトは、
『麦わらの一
味「ヒノ国」復興編』と名付けており、熊本地震の甚
大な被害を聞きつけた船長ルフィが、サンジやチョッ
パーといった仲間たちに、被災地の復興をそれぞれの特
技で手助けするよう指示したところから物語は始まる。
このたび、戦闘員ゾロは大津町、航海士ナミは西原
村、狙撃手ウソップは阿蘇市、料理人サンジは益城
町、船医チョッパーは熊本市、考古学者ロビンは南阿

蘇村、船大工フランキーは高森町、音楽家ブルックは
御船町に駆け付けることが決定し、２０１９年度中には、
そのうちの４人（チョッパー、サンジ、ウソップ、ブ
ルック）が駆け付ける予定。
ワンピースの物語のように、同じ船に乗る仲間とし
て、作品を愛す
るファンや県民
の皆様と力を合
わせながら、将
来にわたって熊
本の宝となるこ
のビッグプロ
ジェクトを進め
ていく。
《問い合わせ先》
熊本県秘書グループ TEL：096-333-2022

大分

Oita

「ムーミン展 ＴＨＥ ＡＲＴ ＡＮＤ
ＴＨＥ ＳＴＯＲＹ」開催
大分県立美術館では、この夏、
「ムーミン展 ＴＨＥ
ＡＲＴ ＡＮＤ ＴＨＥＳＴＯＲＹ」を開催する。
フィンランドの芸術家、トーベ・ヤンソンの代表作
である「ムーミン」シリーズは、小説や絵本だけでな
く、新聞連載コミック、アニメ、各種商品など様々な
かたちで展開しており、日本においても多くのファン
から親しまれている。本展では、世界でただひとつの
「ムーミン美術館」や、
「ムーミンキャラクターズ社」
所蔵のコレクションから、約５００点の展示物を紹介
し、その多彩なアートと奥深い物語の魅力を紹介す
る。挿絵や表紙に使われた原画・スケッチのほか、
イースターカード、アドベントカレンダーの原画、銀
行や新聞の広告といった貴重なコレクションも展示。
小説や絵本では見られない、ムーミン達の多彩な表情
に出会うことができる。
この夏はぜひ大分県
立美術館に足を運んで、
愛らしいムーミンの世
界観を堪能していただ
きたい。
開催期間：
トーベ・ヤンソン
６月29日（土）～９月１日（日） 《「ムーミン谷の彗星」挿絵》
1946年、1968年（改作）
休展日：なし
インク・紙 ムーミン美術館
《問い合わせ先》
大分県立美術館 TEL：097-533-4500
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宮崎

Miyazaki

「みやざき林業大学校」が開講
～九州初の「林業大学校」～
スギ素材生産量が日本一の宮崎県で今年４月、美郷
町の県林業技術センターを拠点に「みやざき林業大学
校」が開講した。九州では初の「林業大学校」の開講
である。
県では、全国に先駆けて森林資源の充実が進み、大
型製材工場や木質バイオマス発電施設の稼働によっ
て、伐採や再造林の林業生産活動が拡大している。
一方、現場では担い手不足や就業者の高齢化が進ん
でいることから、将来を担う若い世代の就業者確保が
課題となっていた。こうした林業事業体や市町村の
ニーズに応えるために、林業大学校の開講が決まった。
林業大学校では、林業・木材産業に精通した即戦力
となる未来のリーダーを育成するため、新規就業者を
対象にした１年間の「長期課程」のほか、現場技能
者・木材加工技術者を対象にした「短期課程」や、林
業経営者を対象にした「経営高度化課程」
、一般県民な
どを対象にした「公開講座」などの研修を実施する。
今年度の「長期課程」では、定員１５名を上回る第
１期生２１名を対象に、森林・林業に関する幅広い知識
や就業に必要な１６種類の資格取得支援、林業事業体で
のインターンシップなど、充実したカリキュラムを実
施する。
また、受講期間中は給付金の支給や住宅のあっせん
など、官民一体となったサポート体制も整えている。
この「長期課程」を含め、すべてのコースを合わせて
年間約４００人の研修受講者を予定している。
県では、森林・林業・木材産業に対する深い愛着を
育み、林業の成長産業化に向け情熱にあふれ、知識や
技術力を備えた人材育成に取
り組むことで、将来にわたり
持続的な林業振興を図ってい
くこととしている。
《問い合わせ先》
宮崎県森林経営課 TEL：0985-26-7154

鹿児島

Kagoshima

世界的に著名な演奏家が集結
～第４０回霧島国際音楽祭～
７月１８日から８月４日にかけて、鹿児島県霧島市
のみやまコンセールを中心に、県内各地で霧島国際
音楽祭が開催される。
霧島国際音楽祭は、日本各地で開催される音楽祭
の中でも歴史が古く、国内外を代表する著名な演奏
家による「演奏会」と「マスタークラス（講習会）」
が行われ、レベルの高い音楽祭として国内外に広く
知られるとともに、世界的に活躍する音楽家も輩出
している。
今年で４０回目を迎える音楽祭は、日本を代表する
チェリストである堤剛音楽監督のもと、世界的に著
名な音楽家が霧島につどい、珠玉のハーモニーを織
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りなす。
今回は第４０回を記念し、屋外美術館を舞台にした
「霧島国際音楽祭ｉｎアートの森」（７月２０日）や、本
音楽祭としては初めてとなる音楽と映像のコラボレー
ション、
「アニバーサリー・ガラコンサート ＭＵＳＩＣ
×ＣＧアート」（７月２１日・みやまコンセール）を開
催する。特にアニバーサリーコンサートでは、世界
的ＣＧアーティストで、霧島アートの森館長である
河口洋一郎氏のコンピュータ・グラフィックスの映
像とクラシック音楽が出会い、皆さんに素敵なひと
ときをお届けする。
今年の夏は、雄大な自然と音
楽のハーモニー「霧島国際音楽
祭」にぜひお越しいただきたい。
《問い合わせ先》
鹿児島県文化振興課 TEL：099-286-2537

沖縄

Okinawa

首里城と沖縄美ら海水族館は魅
力がいっぱい！
国営沖縄記念公園の一部である首里城及び沖縄美ら
海（ちゅらうみ）水族館等について、国から許可を受け、
２０１９年２月から沖縄県による管理がスタートした。
首里城公園では、例年９月頃に人間国宝による最高
峰の古典舞踊が披露される「中秋の宴」を開催している
ほか、１０月から１１月にかけて首里城祭も開催している。
首里城公園では今年２月に新しいエリアである御内
原（おうちばら）が開園した。御内原には、首里城に
おいて最も標高が高い東（あがり）のアザナといった
物見台や、王女の居室兼国王即位時の儀式場である世
誇殿（よほこりでん）などがある。世誇殿内の舞台で
は、伝統芸能公演として琉球舞踊などの演舞を毎日実
施している。
また、沖縄美ら海水族館では、世界最長飼育記録を
更新しているジンベエザメ以外にも、世界初や日本初
展示の生物がいるので、ご来場の際には是非探してい
ただきたい。また、サンゴ礁に囲われた浅い海の生き
物を直接触ることができるタッチプールや、ジンベエ
ザメの迫力満点な食事シーン等でもスタッフによる解説
が行われている。
他にも、水族館の周辺施設では、観覧無料のイルカ
ショーやイルカ観察会が毎日実施されている。また、
園内の熱帯ドリームセンターでは常時２，
０００株以上の
ランを展示しており、海洋文化館では、最大恒星数
１億４千万個に及ぶ星空を表現するプラネタリウムも
ある。こちらもあわせてお楽しみいただきたい。
《問い合わせ先》
首里城公園 098-886-2020
http://oki-park.jp/shurijo/
美ら海水族館 0980-48-3748
https://churaumi.okinawa/
海洋博公園 0980-48-2741
http://oki-park.jp/kaiyohaku/

表紙説明

日田祇園祭

（大分県）

絢爛豪華な山鉾が町中を巡る「日田祇園祭」は、日田市の夏を彩る
伝統的な祭りです。
厄を払い泰平を祈る神事として、およそ300年の歴史を誇るこの祭
りは、2016年にユネスコ無形文化遺産にも登録されています。祭りのメインである山鉾（通称「ヤ
マ」
）は、隈・竹田地区、豆田地区の各町が作る８基と、1990年に完成した全高10メートルの平成
山鉾１基からなります。日田祇園囃子の音色が響くなか、昼はダイナミックに、そして夜は提灯を
飾り付けた幻想的な姿で、日田の町並みを９基のヤマが練り歩きます。
今年は７月27日（土）
・28日（日）の２日間にわたって開催されます。また、７月25日（木）に行わ
れる「日田祇園山鉾集団顔見世」では、各地区の山鉾がJR日田駅前に勢揃いします。それぞれ装い
の異なるヤマが一堂に会する様は、まさに圧巻の光景です。
この夏はぜひ日田を訪れて、歴史ある祭りの風情を体感してみてはいかがでしょうか。
《問い合わせ先》
・本祭（７月27、28日） 日田市観光協会：0973-22-2036
・集団顔見世（７月25日） 日田市役所観光課：0973-22-8210
スケジュール（６月）
日（曜）

会合名等

５ 日（水）

第３５回九州地域戦略会議（長崎県壱岐市・壱岐の島ホール）
農林水産委員会第１回林業部会（福岡市・九経連）
８ 日（土）
Ｇ２０福岡 財務大臣・中央銀行総裁会議歓迎レセプション（福岡市・ヒルトン福岡シーホーク）
１０日（月）
第５９回定時総会、第１５６回理事会（福岡市・ホテルニューオータニ博多）
１８日（火）
第３回九州エネルギー関連ビジョン策定ＷＧ（福岡市・九経連）
２４日（月）
観光委員会第１回企画部会（福岡市・九経連）
２５日（火）
農林水産委員会第２回企画部会（福岡市・九経連）
３０日（日）〜７月７日（日） 欧州調査団（フィンランド、フランス）

新入会員企業（４月）
エームサービス株式会社
代表取締役社長
九州北事業部 事業部長

山村 俊夫
江口 昌信

東京都港区赤坂2丁目23-1
TEL：03-6234-7500 従業員数：26,871名
福岡市博多区博多駅南1丁目3-6
TEL：092-471-5281
事業内容：総合フードサービス（企業・工場・学校・病院・福祉施設などにおけるフード及びサポートサービス）

服部

祐一

北九州市若松区ひびきの北8-1
TEL：093-701-6735
事業内容：システム開発、情報セキュリティ関連

従業員数：4名

矢花 卓夫
影廣 佳之

横浜市港北区新横浜1丁目4-1
TEL：045-476-4121
福岡市博多区博多駅前3丁目2-1
TEL：092-415-5301
事業内容：製造系人材サービス（人材派遣、業務請負）

従業員数：1,427名

福岡市博多区博多駅前1丁目6-16

従業員数：477名

㈱セキュアサイクル
代表取締役

日総工産株式会社
代表取締役社長
九州支店エリアリーダー

富士ゼロックス福岡株式会社
代表取締役社長

清村

栄一

TEL：092-411-9100

事業内容：オフィス機器、パブリッシャーシステム、教育プログラム等の販売

ワークデイ株式会社
社長執行役員

鍛治屋清二

東京都港区南青山3丁目11-13

TEL：03-4572-1200

事業内容：日本における人事ERPシステムの販売促進

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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「KIMONO プロジェクト」通信

「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 213 カ国（国・地域）各国の文化・歴史・自然をテー
マに描いた KIMONO（振袖・帯）を、日本を代表する着物作家の方々と共に制作し、和文化を通じて世界をおもてなしするプロジェク
トです。「KIMONO プロジェクト」通信では同プロジェクトの近況をお伝えしていきます。

小池東京都知事訪問

3 月 15、久留米商工会議所や都議会議員をはじめ多くの皆様
のおかげで、東京都庁を公式に訪問させていただき、小池百
合子都知事にＫＩＭＯＮＯプロジェクトをご紹介しました。5
大陸から５カ国をピックアップしてそれぞれの国の KIMONO
の特徴を説明し、小池都知事からは興味深く色々質問され、
素晴らしいととても評価していただきました。また「ＫＩＭ
ＯＮＯをローマ字にした意味がありますね！」と核心をつい
たお言葉も頂戴しました。

大使館との活動

スポンサー様との活動

3 月 15 日、ホテルオークラ東京でコソボの独立１０周年を祝う会が

3 月 27 日、メキシコ合衆国ネイションスポンサーである久留米ガス

催されました。ネイションスポンサーである江頭 那将様ご家族にも

㈱様の [ 事業開始１０周年記念祝賀会 ] が久留米で行われました。

ご参加いただきました。国旗のブルーと黄色を基調として制作され

久留米市長 , 久留米市議会議長 , 商工会議所会頭など沢山のご来賓の

た作品は、大使から国家議長まで大変好評でした。

皆様がお集まりの中、久留米に縁の深い国を５カ国ご紹介しました。

福岡空港民間運営開始記念レセプション

くるめ楽衆国まつり

4 月 23 日、福岡空港の民間運営開始を記念したレセプションが西鉄

4 月 29 日、第 4 回くるめ楽衆国まつりにて、29 カ国の KIMONO の

グランドホテルにて開催されました。福岡に領事館がある国、地元

展示と、久留米市がホストタウンになっているケニア共和国とカザ

経済界がスポンサーの国、そしてこれから就航を目指す国合わせて

フスタン共和国の KIMONO を着装でお披露目しました。イベント全

８カ国の KIMONO ショーでお出迎えをさせていただきました。

体には約 15 万人のお客様がお見えになり、本プロジェクトの会場
も大変賑わいました。
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