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九経連会長としての思い

一般社団法人九州経済連合会
会長

麻生 泰

この度、九州経済連合会会長として再任いただき
ました。六年前に就任してからの四期目となりま
す。本当に有難い役割を頂き、九州経済の活性化実
現を通して日本の経済を動かしていこうとしてきま
した。九州経済の明るさはお陰様でかなり強く出て
いることは内外が認めて下さっています。会員各位
のご尽力のお陰であり、心からお礼申し上げます。
これから四期目の二年間を私の仕上げの任期と考
え、成果がはっきりと見えるものにしていかねばと
思っています。
第一次産業を競争力、魅力のある九州における象
徴的な産業にしていくために引き続き努力し続けま
す。日本の食料自給率を高めるため、煮詰まる国内
市場に固執せずに伸び行くアジアへの輸出市場開拓
に動き、生産者の収入増という流れをつくります。
輸出額はまだ不十分ですが動き出しています。中国
への輸出強化を実現したいと動いています。第一次
産業の魅力向上が実現していくと次世代が戻り、地
方創生の良い受け皿に出来ると思います。林業でも
水産業でもその動きを出したいのですがまだ不十分
です。
観光事業の基幹産業化は、九州観光推進機構のご
努力が成果に繋がり進展しています。2023年には
４兆円産業にという目標を掲げて努力され、今年９
月からのラグビーワールドカップに合わせたプロ
ジェクト「祭りアイランド九州」も進行していま
す。もっと欧米からの観光客も増やしていこうとい

う狙いです。現在の京都や東京での観光客の多さを
見ても、このインバウンド需要、人気の根強さは暫
くの間は動かないと思いますし、リピーターも期待
数値以上になるように思います。各地独自の魅力を
発掘し、九州らしい体験プログラム、メニューを作
りだし、一人あたりの消費額を大きく伸ばすことが
出来ないものかと思います。これに伴ってサービス
産業関係者の語学力の対応レベル向上が一段と重要
になってきます。
大学との連携による、九州からスタートアップ企
業 を 次 々 に と い う 動 き は 重 要 で す。 若 者 が ベ ン
チャービジネスとして事業を起こしていく火種を
しっかりと感じる研究、商品開発が進む連携を企業
は進めていって欲しいです。大都会に行かなくても
ローカルの良さが出せる部分もあると思います。地
元行政や企業がこうした引き付けるもの、尖がった
プロジェクトを作っていくことが大事です。
アジア市場への足場づくりを強化していきます。
この７月にはフィリピンミッションの団長として丸
４日間出かけ、九州経済産業局長も同行くださり、
フィリピンの政府機関とMOUを結びました。これ
を機会に両国間のビジネスの強化を図ります。その
他、ミャンマー、ベトナムへの強固な足場づくりを
行い、会員企業の進出や各県の意欲のある企業の進
出のお手伝いをしていきます。伸び行くアジア市場
への挑戦は非常に重要であり、２年後を目途に大き
な実績を出していく企業が複数出てくるように思い
ますし、そうなるように応援します。
私が着任する以前より、九州地域戦略会議という
会合が年に二回、九州７県と沖縄県、山口県の知事
さんが集まり、そこに経済四団体のトップが一緒に
なって開催されています。九州を如何に魅力ある地
にするか、競争力有る地にするかなどを語り合って
います。
この会議で「祭りアイランド九州」が考えられ、
昨年は皆さんでパリでの日本文化の祭典Japan Expo
に出向き、ラグビーでの来日の際には九州にどうぞ
というPRを皆で実行しようという動きに繋がりま
した。今年も７月にパリでのJapan Expoで再度日本
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ファンの方々に九州全体の広報活動を行うなど、世
界各国から全国のラグビー会場に来るファンに、九
州の祭りを見においで下さいという呼びかけをしま
す。そして今年９月の熊本での祭りイベントの行動
資金を行政と経済四団体で拠出することを決め、皆
様のご協力により十分な資金を確保することが出来
ました。改めてお礼申し上げます。
今年５月の九州地域戦略会議では、私と共同議長
をされている広瀬大分県知事の提案で、九州創生の
プロジェクトチームが６つ出来ました。そして６県
が担当テーマを選択し、その上で経済四団体もこの
６つのプロジェクトチームへの参加を決めました。
九経連は福岡県との「魅力的なしごと・働き方」
チームと、もう一つは熊本県との「多様な人材の活
躍・活用」というチームを担当します。
福岡県とのチームで、
“働き方改革、Society5.0の
実現、インバウンド対策、起業・創業支援、事業承
継、女性が働きやすい仕事環境”という課題を討議
していく中で、行政と民間とで改善実行プランを立
てていきます。熊本県とのチームでは、
“高卒就職者
の圏域内就職、外国人の受入・共生、高齢者・障が
い者の就業環境、海外留学支援、女性の地域社会に
おける活躍”という課題について、九経連の担当者
は県の職員と討議していきます。
実は私はこの共同作業は面白い機会、双方のス
タッフにとって成長や刺激の場になると思っていま
す。民間ならではの発想やスピード感、行政が持つ
政策や立案への道づくり。こうした普段情報交流が
余り無い２つの全く異なる団体のリーダークラス
が、地域のため、国の将来の競争力向上のために一
緒になって必死で考える、それがひいては日本を動
かす新たな切り口に繋がる可能性があるのではと大
きな期待を持っています。
他の４つのプロジェクトチームのテーマは、
「先端
技術・新産業等への挑戦」「若い世代の結婚・出
産・子育て・教育」「選ばれる地域づくり」「安心な
暮らしを守る社会システム」です。民間の知恵と情
報、実績ある組織での経験則を活用して九州モデル
を創り出すことで、全国に役立つ情報や政策に十分
繋がっていけるのではないかという可能性を感じて
います。
煮詰まる日本市場、伸び行くアジア市場という表
現を６年前に就任した当時から引用していますが、
この傾向はスピード他の変化はありますが大きな流
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れは変わっていません。アジア市場との交流に関し
て九州経済は有利な地理的な恵みを受けています。
是非この好条件を前向きに活用していって下さい。
若手の登用、女性の活躍推進などを促し生産性向
上に役立ってもらう支援環境を強化、整備すること
が大事です。それと同時に、人生90年とか100年と
いう長寿社会の中で、高齢者の役立ちも重要です。
生涯学習することで目標や志をもって達成を目指し
続ける高齢者には、新しい職の声が掛かる可能性が
高いと思います。会社を定年で辞めたとしても、邪
魔にならない、情報や経験を持っているし何やら魅
力を持っているから声が掛かる人材になっているこ
とが大事であると思います。選ばれるかどうかは次
世代がどう見るか次第ですが、一人一人が生涯学
習、生涯現役を目指して、光を放ち続けることがポ
イントです。リカレント教育というのが話題です
が、大学にもう一度行きなおすということもあり得
るでしょう。課題先進国の中で、高齢社会の成功モ
デルとして高齢者の社会貢献による国や地域、そし
て一企業の生産性維持や向上が大きな要素であると
思います。
私もこうして九州経済連合会の会長という大事な
ポストを頂いて多くの有り難い経験や実績を残すこ
とが出来、少しですが地域や国に役立っていると思
います。
これからの15年だか20年は地元経済に役立つ仕事
とともに自分が考えているいくつかのライフワー
ク、志の実現のために学習し、地域経済に役立つ時
間にします。
与えられた一度の人生で、九経連の会長としての
仕上げの段階に入り、是非成果を上げたいと思って
います。松尾名誉会長には引き続きご意見を頂きた
いと思い、留任をお願いしています。
魅力ある団体づくりを目指してきましたが幸いに
して、長尾専務、平井常務をはじめ事務局は明る
く、フットワークも良く目標達成に向けての動きが
身に付いてきていると思います。黒字体質にもして
くれました。出向者にとっても九経連事務所が、
個々の企業では経験できないようなスケールの仕事
や仕掛けを考え実行できる、魅力ある職場に成って
いると思います。明るい職場づくり、結果・実績作
りを大事にする九州経済連合会にしていきます。引
き続き皆様からのご指導をよろしくお願いします。

九経連活動紹介

２０１９欧州調査団を派遣
～少子化対策・女性活躍・生産性向上の先進事例を調査～
と

き

ところ
参加者

６月３０日（日）～７月７日（日）
フィンランド、フランス
１５名

少子高齢化・雇用委員会

少子高齢化・雇用委員会では、少子化対策や女性のキャリア形成対策、企業の生産性向上等
の先進事例を研究するため、欧州調査団（団長：池内比呂子副委員長）を派遣。今回の調査結
果は、12月開催予定の「KYUSHU NEXT」での議論や国への要望へ反映していくこととして
いる。
１．目的
九州では、少子高齢化、女性活躍など、キー
ワードはよく耳にするが、それに伴う結果（効
果）や必要性が十分理解されておらず、実態が
伴うところまで至っているとは言い難い。
改めて九州の現状、環境を見直す必要があ
り、欧州の先進事例を研究し、今後の具体的
取り組みや政策提言を検討することと、あわ
せ て フ ィ ン エ ア ー を 訪 問 し、 航 空 路 線 の 維
持・拡大に向けた要望を行うため、フィンラ
ンド、フランスへの調査団を派遣した。
〔訪問団日程〕
６/30（日）

福岡→ヘルシンキ→オウル

７/１（月）

オウル

７/２（火）

ヘルシンキ ③Finnair、④Gillie

７/３（水）

パリ

⑤JETRO

７/４（木）

パリ

⑥Japan Expo

７/５（金）

パリ

⑦LVMH、⑧MEDEF、
現地駐在員との夕食会

７/６（土）～
７/７（日）

①Buutti、②Kiertokaari

パリ→ヘルシンキ→福岡

＊オウル地方（フィンランド）：
「北欧のシリコンバレー」と称され
るICT産業が中心の街。

２．視察・意見交換の概要
【７月１日 オウル地方】
①B uutti（ITコンサルティング、システムソフ
トウェア開発）
ITの進歩が著しい中、かつて携帯電話端末
で世界トップシェアを誇っていたノキアが業績
不振により買収されて以来、IT産業に対する
不安が大きく、IT人材の確保が困難な状況で

ある。そのため、将来のIT人材確保に向けて
若い世代に早くからIT分野に興味を持っても
らうため、行政と
連携し無料で研修
を行っている。
政府も電子化を
進めていて、2016
年からはプログラ
ミング教育が小学生の必修科目となった。
②Kiertokaari（産業廃棄物のリサイクル処理を
行う企業－SDGsを意識した事業推進）
主にゴミ処理に関する一般市民への広告活
動（義務）や、混合廃棄物、液体、バイオなど
の廃棄物の処理、埋め立て等をオンサイトで
実施。広大な敷地は、26名の社員（約４割が女
性）が効率よく管理していて、ゴミを処理して
発生するメタンガスは車の燃料、施設内の暖
房として使用している。
フィンランドでは、
ゴミ処理のような社会
事業（SDGs）に従事す
ることは国民の鏡であ
るとされ、モラルの高
い人が就労している。
【７月２日 ヘルシンキ】
③フィンランド航空（フィンエアー）本社
フィンエアーは、日本とヨーロッパを結ぶ
最 短 最 速 の 航 空 会 社 で、 福 岡 発 着 の 唯 一 の
ヨーロッパ線。福岡－ヘルシンキ間は、４月
から10月までの季節限定で運航している。
今後の両地域間の物流・人の交流の更なる
２０１
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強化に向けて、路線の維持・拡充への要望を
行った。先方からは、九州は有望な市場であ
り、福岡－ヘルシンキ間は維持する見通しと
の回答を得ることができた。しかし、拡大に
ついては、同規模の他の都市にも季節限定で
運航しており、下期運航については、まだ検
討が必要であるとのコメントに留まった。
一方、北欧は、自然に恵まれているため、
文 化 や 自 然 体 験、 サ
マーキャンプが人気だ
が、 特 に オ ー ロ ラ は
10 月 末 が 見 頃 で あ る
など、春夏の魅力につ
いて紹介があった。
④G illie（AIを活用した医療・福祉分野のクラ
ウドサービスを提供）
医師の診断書、在宅ヘルパーの記録、病歴
や処方などのデータを総合的にAIで分析し、
状態の変化を予測することで早期対応ができ
るクラウドサービスを提供。介護者の負担軽
減や生産性向上に繋がっている。
フィンランドの中核病院や地方の保険セン
ター18カ所のうち、５つの病院で自社のAIを
使用中だが、最近
は海外からもオ
ファーがあるなど
医療・福祉分野の
AI活用はこれから
もっと進むと見込
まれる。
【７月３日 パリ】
⑤JETROパリ事務所
フランスに進出している日系企業は414社
で、欧州内では４番目に多い。日系企業の約50
社がフランスに欧州統括本部を設置している。
フランスが国際競争力を持つ産業は、航空
機（エアバス）、鉄道、高級ブランド、食品等
がある。サービス
産業が進展、製造
業は減少傾向であ
る中、フランス政
府は、法人税削減
を検討するととも
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に、少子高齢化に伴う生産性向上対策として、
2018年９月、製造業のデジタル化を促進する
政策を発表した。
経済面では、米中対立やブレグジットなど
不安材料が増えたため景気は減速傾向が続く
見通しである。
【７月４日 パリ】
⑥Japan Expo（日本文化の総合博覧会）
2000年から開催されている日本文化の総合
博覧会。今年で20回目。
今年は、九経連、福岡県、熊本県、大分県、
宮崎県が共同出展したが、屋久島や高千穂な
ど九州の有効な観光素材についてプロモー
ションを実施した。
約１万キロも離れたフランスで日本ファン
が大勢集まる様子を実際に見て、異文化の人
にも根強く浸透している日本文化の素晴らし
さを改めて実感した。

【７月５日 パリ】
⑥LVMH（モエ・ヘネシー・ルイヴィトン）
LVMHは、フランス・パリを本拠地とする
世界最大のファッション業界大手企業体であ
る。さまざまなデラックス分野で５大陸すべ
てに進出しているのは世界で唯一。
人 材 育 成 に も 力 を 入 れ て お り、 リ ー ダ ー
シップや起業家精神を社員に普及、発展させ
ることを目的として、２年前から才能開発プ
ログラム「DAREプロジェクト」を実施。
※D AREプロジェクト：破壊（Disrupt）、行動（Act）、
冒険（Risk）して起業家（Entrepreneur）になる。

業 種、 国 籍、 年 齢 の 異 な る 社 員 同 士 が 集
まってグループの戦略をテーマとしてプロ

ジェクトを企画するプログラムで、①社員の
能力向上②新しい仕事のやり方③イノベー
ションの加速をもたらしている。
このプロジェク
トは、分野と世代
を超えた協力体制
の 良 い 例 で あ り、
まさにダイバーシ
ティ実現に向けた
先進的な取り組み
事例であった。
④MEDEF（フランス最高経営責任者連合）
フランス最大の経済団体でフランス全体を
管轄している。会員数は17万企業で傘下には
78の分野ごとの経済団体や100の地方経済団体
を有する。ここでは、フランスにおける少子
高齢化の現状や対策、課題について説明いた
だき、意見交換を行った。
フ ラ ン ス は、GDPに 占 め る 年 金 の 割 合 が
14％で、引退後も高い年金がもらえる。その
反面、労働所得税や雇用コストが非常に高く、
景気がいい時も採用には慎重になる。
1980年代、若年層の失業率は20％を超え、
雇用の場創出のため、高齢者の早期退職を推
奨する制度を導入した。しかし、様々な手当
や高い年金がもらえるこの制度は、若年層の
失業率減少には繋がらず、逆に高齢者の労働
意 欲 を 下 げ る 結 果 と な っ た。 さ ら に ベ ビ ー
ブーム世代の年金支給開始や平均寿命の延び
により、財政不均衡の要因となった。
MEDEFでは、
経済成長、社会
保障体制を維持
するため、退職
年齢の延長、労
働時間の整備な
どを国へ要望し
ている。
３．総括
今回の視察を通じて、少子高齢化対策の先
進国と呼ばれているフランスやフィンランド
の具体的な取り組み内容やその成果について
伺うことができた。さらに、取り組み開始か

ら数十年が経過した今、新たな課題も浮き彫
りになってきており、非常に参考になった。
国の規模・環境・条件などは異なるものの、
九州での取り組み方策を検討し、推進してい
くうえで、何より「持続可能な発展（SDGs）」
が欠かせないポイントである。
今後、少子高齢化･雇用委員会では、欧州の
SDGsやダイバーシティに関する取り組み事例
※
を「KYUSHU NEXT」 の分科会テーマに選
定し、九州の課題改善に向けて議論、発信す
ることで、九州企業の競争力向上に貢献した
いと考えている。
また、女性活躍の推進、幼少期からの教育
支援を含めた人材育成、外国人雇用、社会保
障システムの改革等について要望を検討して
いく。
※12月開催予定。九州が目指す未来の形を経営者や女性
管理職が討議
〔団員名簿〕

（敬称略）

会社名

役職

氏名

㈱テノ.ホール
ディングス

社長

池内 比呂子
（団長）

宮島醤油㈱

社長

宮島 清一
（副団長）

㈱アビタシオン オーナー会長

吉井 盛治

㈱アビタシオン

吉井 理子

岩尾磁器工業㈱ 常務取締役

浦川 清吉

㈱大森淡水

社長

大森 伸昭

九州電力㈱

人材活性化本部長

樋口 和光

九州旅客鉄道㈱ 企画部長

福澤 広行

㈱QTnet

経営管理部長

福島 孝博

西部ガス㈱

常務執行役員

柴田 浩伸

㈱保健支援センター

塚本 純子

㈱保健支援センター

クルンダー 知恵

㈱山口油屋福太郎 常務取締役

樋口 元信

（一社）九州経済
観光担当部長
連合会

升本 喜之

（一社）九州経済
主査
連合会

崔

惠源

【観光･サービス産業部
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パリ「Japan Expo」で九州の魅力アピール
と

き

ところ
参加者

７月４日（木）～７月７日（日）
フランス・パリ郊外、ノール・ヴィルパント展示会場
１４名
第２０回ＪａｐａｎＥｘｐｏ２０１
９出展事業

来場者数が25万人を超えるJapan Expoは、ヨ－ロッパ最大の日本をテーマにしたイベントで
あるが、今年は開催20回目を数え、
「ラグビー」をメインテーマとするアニバーサリー大会で
あった。九州としては、昨年の初出展に続き２回目の出展となったが、今後拡大が期待できるフ
ランス、ヨーロッパから九州への観光来訪促進のためのプロモーション活動を行った。
１．出展の目的
昨年は、九州地域戦略会議メンバー（知事、
経済団体トップ）による「フランス九州PR訪
問活動」の一環としてのJapan Expoへの出展
という形で初めて実施。
今 年 のJapan Expoの メ イ ン テ ー マ は ラ グ
ビー。2019ラグビーワールドカップ（RWC）を
契機とした、九州への来訪促進のためのプロ
モーションを行った。
２．出展者
九経連に加え、行政から福岡県、熊本県、
大分県、宮崎県の４県が参画。さらに初の試
みとして、福岡の九州デザイナー学院、九州
観光専門学校の学生達が、開催期間中の週末
に参加し、ステージパフォーマンスやブース
来訪者対応を行った。
３．プロモーション内容
会場内の観光エリアに、上記出展者合同で
「九州ブース」を設置。それぞれの出展者の地
域に呼び込む「地域特化型」PRに加え、九経
連はフランス市場に訴求力の高い素材を打ち
出した「素材特化型」PRを実施。ブースには
計５名のフランス人を配備し、来訪者に対す
る丁寧で細やかな対応を行った。
この結果、来場者アンケートでも九州ブー
スは高い評価を受けることになった。
一方、会場内ステージでは専門学校の学生
達による２つのパフォーマンスを実施。一つ
は学生達の目線で九州観光の見どころをプレ
ゼンテーションする「九州観光PR]、もう一つ
は、 フ ラ ン ス の ア ニ メ 専 門 学 校 と 合 同 で の
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「日仏お絵かき対決」を実施した。いずれも学
生達と来場者の年齢層が近く、観衆の反応も
非常に好意的で、結果として九州ブースへの
来訪、九州の認知度を高めることとなった。
また、スーパーインフルエンサーのギヨー
ム・ジャマル氏をブースに招聘したが、大勢
のファンがブースに殺到。ジャマル氏も積極
的に九州観光のPRを行った。
４．総括と今後の取り組み
まず、昨年同様に日本の文化がフランスに
与えている影響力の強さを思い知らされた。
この来場者は、アニメなどの日本のサブカル
チャーで日本の事を好きになった「日本ファ
ン」である。
この熱心な「日本ファン」を、今後いかに
実際の来日に結び付け、本物の日本を体験し
てもらい、さら
に日本ファンを
増やすという成
長サイクルに
もっていくかが
ポイントとなる。
「ポストRWC」
を視野に入れ
た、ヨーロッパ
マーケットから
のインバウンド
誘致の手法を検
討したい。
【観光・サービス産業部 升本】

「九州・沖縄Ｅａｒｔｈ戦略」のプロジェクト進捗状況と
次期戦略の方向性について議論
と

き

ところ
出席者

７月２日（火）
第８回九州・沖縄地方産業競争力協議会
福岡市・ホテル日航福岡
２９名（九州・沖縄地方産業競争力協議会 委員１８名・オブザーバー１１名）

2014年３月に策定した「九州･沖縄地方成長産業戦略（九州・沖縄Earth戦略）」では、４つ
の戦略分野で、21のプロジェクトを推進。そのフォローアップを行う第８回会議が開催され
た。今回の主な議題は、以下の３点。
① Earth戦略最終年度（2020年度）に向けたプロジェクトの進捗状況
② 大規模国際スポーツイベント活用分科会の取り組み状況
③ 2021年度以降のEarth戦略の方向性（策定への工程表）
１．プロジェクトの進捗状況
Earth戦略は、九州の強みである「①クリー
ン」「②農林水産業・食品」「③観光」「④医
療・ヘルスケア・コスメ」の４つの戦略分野
に区分し、優先度の高い21の実行プロジェク
トを推進。各プロジェクトの具体化のため、
ストレッチの効いた数値目標を設定し、着実
なフォローアップを実施している。最終年度
を来年に控え、目標達成に向けて引き続き取
り組むことを確認した。
２．大 規模国際スポーツイベント活用の取り
組み
大規模国際スポーツイベントを契機とした、
国内外の需要獲得ならびに産業競争力強化に
向けた取り組みとして、昨年は、
「企業合同技
術展示会」と「スポーツを通じた稼げる地域
づくり支援事業」を新たに実施した。
企業合同技術展示会は、多様な人々が活躍
できる社会を科学技術面から支援することを
テーマとした展示会で、九州では初の開催。
スポーツを通じた稼げる地域づくり支援事
業では、スポーツを通じて地域活性化に取り
組む市町村に専門家を派遣することで、課題
解決に向けたアドバイスの提供を実施した。
今年度は、熊本市で開催される「祭りアイ
ランド九州」の場を活用した先端技術の社会
実装および九州プロモーション事業を計画し
ている。

３．次期Earth戦略の方向性
Earth戦略は着実な成果を上げつつあるが、
一方で、2014年の策定以降、国連で採択され
たSDGsをはじめ、AIやIoTなどの先端技術の
台頭、人口減少下での働き方改革の推進など
新たな動きが出てきている。
これを受け、2021年度以降の次期Earth戦略
は、現行戦略の取り組みを継続しつつ、①持
続可能な成長を意識した『SDGs』②地域課題
の解決に向けた『先端技術』③人材確保や生
産性向上を意識した『働き方改革』の視点を
加え、競争力強化に繋げていく。
本協議会は、当地域の県・政令市ならびに
国の支分局の長、経済団体・企業のトップが
一堂に会し、オール九州のプロジェクトを着
実に進めていくことで、当地域の持続的発展
に貢献していく。
【企画調査部 姉川】
※詳細資料は、九州経済産業局HPからご覧ください。
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航空機産業への参入促進に向けてオール九州の取り
組み強化を！〜２０１９年度定時総会開催〜
と

き

ところ
出席者

７月１１日（木）
九州航空宇宙開発推進協議会
福岡市・九経連会議室
４７名（会員構成：１０自治体、１８大学／高専、２７企業、９金融機関、３経済団体）

１．麻生会長挨拶（要旨）
九州航空宇宙開発推進協議会（略称：九航協）
は1992年創設から四半世紀以上の歴史の中で、
航空宇宙関連の諸課題の設定と解決にあたって
きた。
当地域には、高い技術力を有する多数の地場
企業が存在するという強みに加え、２つのロ
ケット発射場が鹿児島県に所在するという恵ま
れた地域資源を有している。こういった強み・
地域資源を活用し、産学官が連携することが、
当地域の航空宇宙産業の更なる拡大と魅力溢れ
る地域づくりの実現に繋がると確信している。
航空分野は、今後も多くの新造機需要があり、
拡大基調が期待されている。製造業人材のみな
らず、運航に携わる人材も需要が増加すること
から、今後は人材育成も重点的に取り組んでい
くべき課題の一つと考える。
宇宙分野は、近年、民間によるロケット開発
が非常に活発となっている。九航協の活動では、
今年度より、内之浦射場の活用機会増加を促進
する研究会を立ち上げる。是非、いつまでに何
を達成するのかという具体的な目標を設定して
成果に繋がる活動が実行されることを願う。
航 空 宇 宙 産 業 の 振 興 に 関 し て、 各 県 ご と に
様々な取り組みに力を入れられているが、それ
らの力を結集し、
「オール九州」として皆で力を
合わせて取り組んでいきたいと考えている。是
非、ご協力のほどお願いしたい。

麻生会長

２．議事
■第１号議案 2018年度事業報告
■第２号議案 2018年度決算報告
昨年度、航空分野では、
「九航協エアロスペー
ス・ネットワーク（QAN）」により川下企業への
アプローチをはじめとした航空機産業参入活動
を行ったほか、メンバー増強にも注力。小型電
動航空機研究会活動では、関係各所との意見交
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換・情報収集を中心に活動を行った。
宇宙分野では、衛星データの農業への利用に
ついて実証実験を行った。また、10月に久留米
で行われた宇宙科学技術連合講演会にて、九州
の大学・企業による宇宙開発について発表した。
■第３号議案 2019年度事業計画（案）
■第４号議案 2019年度収支予算（案）
今年度は特に、航空機産業参入活動において、
各自治体の動きとも連携を強めたオール九州と
しての取り組みに注力する。
また、内之浦射場活用研究会を新たに設置し、
JAXA名誉教授や職員、運営に携わる民間企業や
大学・自治体とともに課題の把握・解決とニー
ズ実現に向けて議論する。
他の各事業についても、昨年度から継続して
の活発な活動を行う。
■第５号議案 2019年度役員選任（案）
今 年 度 は 非 改 選 期 の た め、 異 動 等 の 変 更 が
あった方を除き、昨年度から継続して就任いた
だく。
３．特別講演会
総会終了後、JAXA名誉教授・愛知工科大学名
誉教授の中谷一郎氏に「宇宙探査とロボット−
『はやぶさ』は最先端ロボットだった−」の演題
でご講演をいただいた。
講演の前半では、惑星探査に用いられる特殊
な技術を貴重な映像とともにご紹介いただいた
ほか、昨今の衛星の小型化・低価格化の動きに
ついてご説明いただいた。後半では、
「ロボット
と人間とがいずれは融合して宇宙に展開し、全
く新しい文明を広大な宇宙に築いていく」とい
う予想について、独自の視点からお話しいただ
いた。
講演後の質疑応答の際には参加者からの質問
が多く挙がり、活発な意見交換が交わされた。

中谷一郎氏

【産業振興部

松田】

日誌
７月
６月３０日（日）〜７月７日（日）［フィンランド、フランス］

少子高齢化・雇用委員会
出席者：15名

欧州調査団

本委員会は、人口減少と高齢化が進む九州が今後
取り組むべき少子化対策や女性のキャリア形成対策、
企業の生産性向上等について、フィンランドやフラ
ンスの先進事例を学び、九州企業の競争力向上に繋
げることを目的に、視察を行った。
※本誌３〜５ページに詳細を掲載

２日（火）

［福岡市・ホテル日航福岡］

第８回九州・沖縄地方産業競争力協議会
出席者：29名

九州の企業経営者・県知事・政令市市長等が、九
州・沖縄・山口地域の産業競争力を強化する戦略を
協議し、具体的な実行プロジェクトを推進する第８
回九州・沖縄地方産業競争力協議会（会長：麻生泰九
経連会長）が開催された。※本誌７ページに詳細を掲載

４日（木）〜７日（日）［パリ郊外・ノール

ヴィルパント展示会場］

ＪａｐａｎＥｘｐｏ２０１
９出展事業
出席者：14名

昨年の初出展に続き、九州として２回目の出展を
果たした今回は、九経連に加え、福岡県、熊本県、
大分県、宮崎県の４県が参画し、Expo観光エリアに
て九州ブースを展開。特に今年開催のラグビーワー
ルドカップを契機とした九州への観光誘致活動を
行った。
また今年初の試みとして、観光とアニメの専門学
校と連携し、ステージパフォーマンスによる九州の
認知度向上を図った。
来場者の九州への興味、期待度は非常に高く、今
後の九州来訪に繋げたい。
※本誌６ページに詳細を掲載

１０日（水）

［福岡市・天神スカイホール］

九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト発足会
出席者：214名

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機
構（農研機構）では、九州沖縄経済圏の農業・食品産
業の競争力の強化に繋がる共同研究課題について、
大学、公設試等と協議を重ね、テーマの具体化を進
め、進展が図られており、このたび九州沖縄経済圏
スマートフードチェーンプロジェクトを発足させた。
発足会では、農研機構の井手任所長の開会宣言後、
来賓の麻生泰九経連会長、堀畑正純九州農政局長、
塩田康一九州経済産業局長よりご挨拶をいただいた。
そ の 後、 プ ラ ネ ッ ト・
テーブル㈱の菊池紳代表
が同プロジェクトへの期
待について講演され、事
務局より４つの研究開発
プロジェクトの具体的な
内容の説明があった。

１１日（木）

［福岡市・九経連会議室］

九州航空宇宙開発推進協議会２０１
９年度定時総会
出席者：47名

2019年度定時総会を行い、各議案について審議し、
承認を得た。総会後はJAXA名誉教授・愛知工科大学
名誉教授の中谷一郎氏より「宇宙探査とロボット―
『はやぶさ』は最先端ロボットだった―」と題してご
※本誌８ページに詳細を掲載
講演いただいた。

１２日（金）

［福岡市・九経連会議室］

第４回九州エネルギー関連ビジョン策定ＷＧ
出席者：14名

今回のWG（座長：佐々木一成九州大学副学長）で
は、策定を目指すビジョンの資料構成として、事務
局提示案をベースに、これまで各委員から提供され
た情報を適宜挿入していく方向で作成していくこと
とした。
特に、戦略５グループについては、一部委員のサ
ポートをいただきながら、戦略の実効性・実行プロ
セス・ボトルネック・次年度活動計画を明示するこ
ととした（戦略５グループ：①再エネの主力電源化②
蓄エネの社会実装③事業者横断型の脱炭素化④原子
力技術の維持･強化⑤環境金融の啓発）
。

１５日（月・祝）〜１９日（金）［フィリピン共和国・マニラ］
九州・フィリピン経済交流ミッション２０１
９
出席者：39名

九州経済国際化推進機構（事務局：九経連、九州経
済産業局）は、麻生泰会長（九経連会長）を団長とした
経済交流ミッション団を、今回初めてフィリピン共
和国に派遣した。
16日に、フィリピン共和国投資委員会との間で九
州とフィリピンの経済交流を促進するための枠組み
に合意し、経済交流に関する覚書（MOU）の締結を
行った。
※次号（10月号）にて詳細を掲載予定

２３日（火）

［福岡市・電気ビル共創館］

産業振興委員会第１回企画部会
出席者：17名

2019年度第１回企画部会では、米良充典部会長（米
良電機産業㈱社長）の挨拶の後、議事として、６月の
定時総会で報告された2019年度事業計画のうち、産
業振興委員会事業計画について詳細説明を行い、本
計画にて進めていくことを確認した。
また、今年度計画している企画部会見学会の場所、
時期について要望をまとめ、８月22日開催のセキュ
リティ関連セミナーの紹介を行った。

２３日（火）
産業振興委員会
出席者：47名

［福岡市・九経連会議室］

特別セミナー

今回の特別セミナーは、津田純嗣委員長（㈱安川電
機会長）の挨拶の後、
「Society5.0」の実現に向けた政
府の「成長戦略」について、内閣官房日本経済再生
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総合事務局の川村尚永参事官よりご講演いただいた。
これは、昨年の産業振興委員会講演会でご講演いた
だいた「未来投資戦略2018」の続編であり、具体的
なフォローアップ策をお話しいただいた。
また、
「これから使える税制、補助金施策」をテーマ
に、九州経済産業局産業部流通・サービス産業課の高
田浩明課長補佐より「消費税増税に係る支援施策につ
いて」
、続いて地域経済部情報政策課の和泉啓二課長
補佐より「コネクテッド・インダストリーズ税制（IoT
税制）について」と題し、それぞれご説明いただいた。

２４日（水）

［福岡市・九経連会議室］

第５回アクティブシニア介護就労促進ＷＧ
出席者：10名

第５回WGでは、㈱おとなの学校の大浦敬子代表取
締役（本会理事）を講師として、
「高齢者が元気で働く
場をつくる～人を雇う時代の終焉～」をテーマに勉
強会を開催した。
講師の介護現場での経験をもとに「今、雇用現場
で起きていること」
「高齢者を雇うこと」について厳
しい現状を確認した。それを踏まえ、講師が実施し
ている「継続雇用の方策」の紹介、及びおとなの学
校おしゃべりサロンによる「高齢者の働く場所の提
案」が行われた。その後、出席者による活発な質疑
応答が行われた。

２９日（月）

［大分市・トキハ会館］

姫野昌治委員長の開会挨拶に続き、大分地域委員
会総会（新入会員紹介、2018年度事業報告、2019年度
事業計画案、役員選任）を行い、出席会員によりすべ
て了承された。
その後、フィールド・フロー㈱の渋谷健代表取締
役をファシリテーターに迎え、姫野委員長、九経
連・長尾成美専務理事、㈱古城・古城一社長、さら
に別府大学と立命館アジア太平洋大学の２校から学
生に参加いただき、
「企業の労働生産性向上のための
AI・ICTの活用、魅力ある仕事づくりについて」を
テーマにパネルディスカッションを行った。会場か
らの意見も交え、各々の
立場で地域社会や企業経
営へのAI・ICTの活用の
意義や課題等を考察する
良い機会となった。
［福岡市・九経連会議室］

九州女性の会７月例会
出席者：20名

SDGs推進ネットワークin九州の亀井直人氏を講師
に迎え、カードゲーム「2030 SDGs」を使ったワー
クショップを行い、SDGsについて理解を深めた。
SDGsとは、2015年に国連で採択された、2030年に
向けた「持続可能な開発目標」のことで、17のゴー

九経連月報 ２０１
９/９

［大分県別府市・立命館アジア太平洋大学 (APU)］

社会人向け「グローバル人材育成・短期集中プログラム」
出席者：12名

立命館アジア太平洋大学
（APU）
との産学連携プロジェ
クトの一環として、GCEP Express（Global Competency
Enhancement Program）の第１回目が別府市の同学に
て開催された。
企業からの12名の参加者は、２泊３日のほとんど
を英語で過ごし、APUの国際学生とともにディスカッ
ションを行った。また、最終日には各人10～15分の英
語でのプレゼンテーションを行い、３日間での学びの
成果を披露した。プログラムへの参加で成長できたと
話す人が多く、また、自身の同僚や後輩に、第２回へ
の参加をぜひ薦めたいという声も多く聞かれた。
※次号（10月号）にて詳細を掲載予定

３１日（水）

［宮崎市・宮崎観光ホテル］

出席者：158名

出席者：75名
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２９日（月）〜８月３日（土）

東九州軸推進機構第29回総会

第1回大分地域委員会

２９日（月）

ルと169のターゲットで構成。参加者はゲームを通じ
て、個々の問題と解決策が繋がっていることや、皆
で協力して解決するこ
と の 必 要 性、 企 業 が
SDGsに取り組むことで
企業価値と社会価値の
向上を同時に達成でき
ること等を学んだ。

東九州軸推進機構（会長：麻生泰九経連会長）第29
回総会では、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等が審議され、
すべて原案どおり承認された。なお、議決された
「東九州地域の活性化推進に関する要望」をもって国
土交通省等各関係先に対して要望書を提出する。
総会後、
（公財）
九州経済調査協会の藤井学調査研究
部次長より「道を生かす ～九州の道路ストック活用
調査～ 」と題してご講演いただいた。

３１日（水）

［福岡市・電気ビル共創館］

第１回食農セミナー
出席者：160名

（一社）
日本食農連携機構は、九州経済界における知名
度の向上、農業界と経済界を繋ぐネットワークの一層の
拡充を目的に、
（公財）
九州経済調査協会及び当会と共同
で食農セミナーを開催した。
セミナーでは、
（公社）
日本農業法人協会の山田敏之会
長より「今後のフードビジネスと農業の可能性につい
て」
、日本放送協会の合瀬宏毅解説副委員長より「輸出
と食文化の発信」について、それぞれご講演いただい
た。その後、
「攻める農業 アジアへの輸出」と題して、
中村学園大学の甲斐諭学長を座長に、農水産物や加工品
の輸出拡大を図るリーダーの方々によるパネルディス
カッションを行った。

Mari Yoder の

Impressions of Foreigners Working in Kyushu
Ross Maloney and Valentina Bruschi, interviewed by Mari Yoder
Fukuoka, July 2019.

Valentina Bruschi holds a
degree in political science from
L’Orientale, in her hometown of
Naples, Italy. Before coming to Japan,
she worked in Italy as a tour organizer
for 10 years. Now, she is here temporarily, teaching Italian at a language school
in Fukuoka. In addition to her native
Italian, she also speaks English, and is
continuing her Japanese studies. Much
like the Japanese, Italian people are passionate about eating well, and use the
local seasonal ingredients in their cooking. No stranger to good food, she
spends a lot of time cooking and eating,
and makes pasta every day, though her
real forte is baking.
Ross Maloney is from
Edinburgh, in Scotland. After
receiving his degree in
Geography from the University of
Aberdeen, he came to Asia to teach
English in 2006. Beginning in with a stint
in Kagawa Prefecture, Japan, he then
taught in China, and Korea, where he
also furthered his studies, earning a
master’s in TESOL from Sookmyung
Women’s University in Seoul. He often
thought about returning to Japan, and
finally chose Fukuoka after hearing
about its charms. A world traveler, he has
been to 5 continents, and lived in 6 countries. His hobbies include soccer, chess,
poker, and billiards.
Japanese “share houses” are rental places
where everyone has their own room, and
sometimes bathroom, but the main areas such
as the living room, the kitchen, laundry area,
and often the bathrooms are common areas,
used by all residents. They typically come fully
furnished, and have lower initial and monthly
costs compared to regular rental apartments.
Recently share houses have seen a surge in
popularity in Japan. More than ever before,

traveling to and
staying in other
countries is getting easier, and
many people are
embracing a
more nomadic lifestyle. Share houses are a
great place for people to try living in a new
place without committing to getting a place of
their own. It can also be an excellent way to
broaden your view of the world, and meet people from vastly different backgrounds and
countries. Ross and Valentina live at one of
the many international share houses in
Fukuoka. We sat down with them to get their
perspectives on living in a Japanese share
house, and working in Fukuoka.
Mari Yoder (MY): Why did you choose to live in
a share house?
Valentina Bruschi (VB): When I was looking
for a place to stay in Fukuoka, I chose to stay
here because it is less expensive than a hotel,
or a guesthouse. I had planned to stay here for
three months, so I couldn’t afford to stay in a
hotel and I don’t like living alone. I had experienced living in places like this before, so I
knew I’d have a chance to meet many beautiful people, and have a great time.
Ross Maloney (RM): In Japan you usually
need to make a one- or two-year commitment
to start renting an apartment. I’ve been living
here for a year so far, but if you’re coming here
for the first time to try out a new place, a
monthly contract gives you much more flexibility.
MY: What’s life like in the share house?
VB: It’s so fun! It’s surprisingly comfortable. I
do sleep in a bunk bed but it’s not too bad.
What I like most is hanging out with everyone
in the evening, just talking about the day and
cooking together. The worst part is definitely
cleaning others’ mess. We have about 30 people, and not everybody cleans up after themselves so the kitchen is always a bit dirty.
RM: The people that you meet are the definitely the best thing about living in a share house.
２０１
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We have about 30 people from Japan, Italy,
Germany, France, Korea, Uzbekistan, the
USA, Sweden, Australia, Brazil, and Hong
Kong. I agree with Valentina that the worst part
is the lack of cleanliness, and maybe the noise
sometimes. But coming to live with 30 people
you should expect these things. And I think
you need to accept a level of messiness that
you might not like living alone, so it’s a trade-off.
MY: What are some differences between
teaching Japanese, Chinese, and Korean students?
RM: I enjoyed teaching Chinese and Korean
students because they have a strong desire to
communicate in English. I find Japanese are
quite shy, so they are more reluctant to speak
and make mistakes, which can be challenging
as a teacher. At the same time, they are very
committed to studying. Most of my students
study hard and they are very considerate in
class so it makes for an excellent classroom
environment.
MY: What are your favorite things to do in
Kyushu?
VB: I like to eat out, I think I’ve been to every
restaurant near the share house, and there are
a lot! My favorite one is a ramen shop run by a
very charming old couple. When you enter the
restaurant, it’s amazing! It’s like something
from a different era, like going back in time and
of course the food is very good. I love spending time in nature, so I enjoy taking walks, visiting national parks, and going to beaches as
well.
RM: I have a car, so I enjoy road trips to the
mountains and the coast. Itoshima and
Karatsu are two of my favorites. I would recommend going to the top of Mt.Inasa in
Nagasaki, go to the top of Mt. Inasa for a
breathtaking view of the city, and spend some
time walking around the narrow streets too.
Kyushu really is a wonderful place, with so
much to see and do.
MY: What are the biggest differences you
found between living in Kyushu and living in
other places?
VB: There are a lot of differences. People here
１
２
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are always so kind! I think what I like most is
the kindness and respect for others, and for
things. Naples is more relaxed than Fukuoka,
and things don’t work so well, but here
everything works so perfectly. I like that there
are many rules and a lot of structure so
everything runs more smoothly.
RM: I think there’s a comfortable pace of life in
Kyushu, people are not rushing as much as in
other big cities. I think as a foreigner, living in
Fukuoka is quite comfortable because people
are very friendly, considerate, and welcoming.
When I came to Japan for the first time, it surprised me how everybody follows the rules so
obediently. But I think living in Japan requires
a certain amount of patience if you’re not
accustomed to their way of doing things.
Because Japan is quite traditional, they have a
set way they’ve always done things, which is
great, but it would be nice if businesses and
companies were more flexible and open to trying different ways of operating.
MY: Is there anything else you’d like to tell our
readers?
VB: Living in a share house is not always
easy, and it’s not for everyone, but it’s a great
experience. You will have ample opportunities
to make a diverse, new group of friends, and
more importantly, learn how to get along with
all kinds of people. I think it is definitely something young people should try.
（要旨）
福岡市内にて語学教師をしているロスさん（英
語）、ヴァレンティーナ（イタリア語）さんにイン
タビューを行った。２人は同じシェアハウスで暮
らしているという。近年日本でもシェアハウスの
人気が高まっており、国際的なシェアハウスであ
れば、様々な文化に触れる機会も多く、見聞を広
めるきっかけにもなるという。また、日本の賃貸
物件は１年または２年縛りの契約となることが多
く、そのような縛りのないシェアハウスは外国人
にも住みやすいそうだ。願わくば、より綺麗で静
かであればもっと良いらしいが。日本以外の国で
も英語を教えた経験のあるロスさんは、日本人の
生徒は他国の生徒に比べ、シャイだが熱心に勉強
すると話す。バレンティーナさんは、日本人はと
ても親切で、イタリアと比べて熱心に働く人が非
常に多いという印象を受けたと話す。また、九州
の印象については、それぞれの地域に美味しい食
べ物があり、自然豊かで、行ってみたいと興味を
惹かれる場所が非常に多いということだ。

寄稿
日本初の「情報セキュリティ学科」の設立
～就職状況から見た企業における情報セキュリティ人材の必要性～
長崎県立大学

教授

加藤 雅彦

長崎県立大学は2016年に学部・学科を再編し、情報システム学部を新設した。今回は日本
で初めて開講された「情報セキュリティ学科」にフォーカスし、一期生が４年生となった現在
の就職進路状況や、今後の企業における情報セキュリティ人材の育成などを概観する。
１．日本初の「情報セキュリティ学科」
IoTや機械学習、ブロックチェーンなど新技
術を利用した情報サービスの提供、スマート
フォンなど一般向け情報端末の急速な普及な
ど、時代の変化はめまぐるしく、もはやICT
技術のない日常生活は考えられないものと
なった。一方、情報漏えいや特殊詐欺、コン
ピュータの不正利用など、情報セキュリティ
に関連するニュースも毎日のように目にする
状況において、消費者が安全・安心な製品や
サービスを望むことは自然な要求であろう。
企業がその要求に応じて製品やサービスを提
供しようとすれば、情報セキュリティ技術を
持った人材（以下、情報セキュリティ人材）が
必要となる。そのため、情報セキュリティ人
材に対するニーズは年々高まっている。しか
しながら、経済産業省によると、情報セキュ
リティ人材は2016年では約13万人不足、2020
年では約19万人不足と、状況は年々悪化して
おり、危機的状況であるといっても過言では
ない。そのような背景の下、2016年４月、４
年制大学において情報セキュリティを専門に
教える初の学科として、長崎県立大学情報セ
キュリティ学科はスタートした。本年度でつ
いに一期生が最高年次である４年生となり、
就職活動の状況も見えてきた。本稿執筆時点
で就職活動も終盤となっているため、学生や
企業から得られた情報をもとに、情報セキュ
リティ人材の就職状況を概観し、また、今後
の情報セキュリティ人材の育成などについて、
ここではお伝えしたいと思う。
２．情報セキュリティ学科の就職状況
情報セキュリティ学科（以下、本学科）の４
年生は現在37名が在籍している。進学希望者、
公務員希望者などを除くと、一般企業への就
職を希望する者は76％である（図１）。

就職せず

3％

進学希望
8％

一般企業への
就職希望
（就職先確定・
就活中）
76％

公務員希望
13％

図１

就職希望者

内定、内々定状況の時間的流れであるが、
ゴールデンウィーク前までに約半数が内々定
となり、６月中旬の段階で就職活動を行って
いるものは２名、本稿執筆時点（７月）ではあ
と１名を残すのみとなった。各企業の採用担
当の方々と話をしているうえで、売り手市場
となることは予想していたものの、ここまで
早く決まっていったのは驚きである。新設学
科の一期生であり、まだ就職実績がない状況
であるが、やはり情報セキュリティ人材の
ニーズは強いものがあり、数多くの求人をい
ただくことができた。採用いただいた企業の
皆様には感謝しきりである。
これ以降は就職希望者のみを母集団とする。
まず、出身校を地域別で分類したものが図２
である。やはり九州圏内からの入学者が多い。
関東・中部・
関西
18％

長崎県
50％

九州・山口
（長崎県除く）
32％

図２

出身校所在地

長崎県出身者が半数となっており、九州・
山口圏内出身者で見ると80％以上を占める。
なお、本学科においては、地元（長崎）学生の

２０１
９/９

九経連月報

１
３

割合は年々下がっている。入試状況なども併
せて考えるに、県外から情報セキュリティ学
科を目指す学生が増えていると推測される。
内定先企業の業種としては、情報通信関係
というのは予想通りであるが、製造業など他
業種の採用が多いという点が目に留まった。
IoT時代の到来などにより、昨今、情報通信業
を主な生業としていない企業が情報通信に関
するビジネスを手掛けたり、積極的に経営
ツールとして情報通信技術を活用したりする
方向にある。それに伴い、業界業種を問わず
情報系技術者全体の採用意欲が強くなってお
り、情報セキュリティ人材もその流れの中に
あると考えられる。本年度の就職においては、
情報系企業と製造業などとの間で、学生を奪
い合う状況が発生していたとも言える。
内定先企業の規模は、図３のような状況と
なった。学生の大手志向に加えて、大手企業
の採用意欲が強いということも関連している
ように感じられる。特に、大手企業は情報セ
キュリティ人材のような、どちらかというと
スペシャリストと思われる人材のポジション
が社内にある可能性が高く、特殊技能を学ん
だ学生を雇用しやすいのではないだろうか。
その他

3％

5,000名〜
29％

〜100名
7％
100〜300名
14％

1,000〜5,000名
29％

300〜1,000名
18％

図３

企業規模（従業員数）

その他 4％
関西 11％
中部

関東

14％

50％

九州（長崎県除く）
3％
九州（長崎県）
18％

図４

本社所在地

図４は内定先の本社所在地である。情報系
ということで、関東圏に集中するのではない
かと予想していたが、様々な業種へ就職した
１４
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ことにより、想像していた以上に地域が分散
した。なお、本学科において、長崎県出身者
が多いにもかかわらず、長崎県での採用が少
ないのは、希望者が少ないというよりは、県
内就職希望者に対して、県内企業の情報系人
材採用人数が少ないためと考えられ、地元就
職希望者にとっては、県内就職が狭き門と
なっている状況が見て取れる。
３．リカレント教育の必要性
新卒は育成に時間や手間がかかるし、育成
する人材を割く余裕もない、という企業も多
いのではないだろうか。かといって、今の人
不足状況では中途採用もままならない。そう
すると必然的に、すでに戦力となっている社
会人に対して、新しい技術などを再教育する
必要が出てくる。そこで、社会人に対しての
リカレント教育として、enPiT-Proという社
会人向け教育のプロジェクトが実施されてい
るのをご存じだろうか。情報セキュリティ分
野はProSecと呼ばれ、情報セキュリティに関
する講座を持っている複数の大学が協力して、
社会人に対しての教育を提供している。中途
採用者や社会人などへの教育を充実させるこ
とで、情報セキュリティを担う中核人材が増
えれば、新卒を教育する余裕も出るだろう。
新卒、社会人ともに成長できる環境があれば、
人材育成も上向きのスパイラルを回すことが
でき、企業組織としても様々な人材が活躍で
きるようになる。今後、リカレント教育は新
卒教育と同等かそれ以上に、重要な位置づけ
となり、積極的に推進する必要があると考え
られる。
４．これからの情報セキュリティ人材育成
情報セキュリティという仕事がなくなるこ
とは今の状況では考えにくく、むしろ必要性
は今後も増加する一方だろう。また企業にお
いて、情報セキュリティ人材はミドル層が圧
倒的に不足している。これからの情報セキュ
リティ人材は、とがった技術で一点突破型と
いうより、ビジネスセンス、ICT基本技術な
どを併せ持った、バランス型の人材ニーズが
高まっていくと考えられる。今後はその点に
注力して育成を行っていく必要があり、 困難
ではあるが、本校においてもそうした人材の
育成に力を尽くしていきたい。

Member Introduction

会員紹介

株式会社ＪＲ大分シティ
＜2018年８月１日入会＞

㈱ＪＲ大分シティは大分駅ビル「ＪＲおおい

会

社

創

名
業

たシティ」の管理・運営会社で、ＪＲ九州グ
ループの一員です。
「ＪＲおおいたシティ」は

代

表

者

株式会社ＪＲ大分シティ
１
９６４年３月２６日
（２０１
４年１
０月１日現社名に変更）
代表取締役社長 津髙 守

事 業 内 容

ショピングセンターの建設及び管
理、運営

は、心ゆたかなライフスタイルを創造、提案

従 業 員 数

４７名

し、大分都心部の賑わいづくり、魅力的な街づ

所

〒８７０-８５５０ 大分市要町１番１
４号

くりに貢献することを企業理念に掲げ、常に新

電 話 番 号

０９７-５１３-１１
７４

しい「モノ」や「コト」を発信していきます。

ホームページ

http://www.jroitacity.jp

２０１
５年４月のオープン以来、毎年２千万人を超
えるお客さまにご来館いただいています。当社

在

地

会社概要

会社紹介

「ＪＲおおいたシティ」は一日中いても、何
度訪れても楽しめるアミューズメントパークの
ような施設を目指して開発され、象徴的な城門
やタワー棟などのランドマーク性や多彩で魅力
的な施設構成が特徴です。核となる商業施設
「アミュプラザおおいた」は、ファッションか
ら雑貨、食品、飲食、エンターテインメントま
でバラエティに富んだラインナップで構成され
る東九州随一の都心型商業施設で２０１８年度のテ
ナント売上高は２４１億円、過去最高を更新しま
した。
「アミュプラザおおいた」の屋上（８階）
には、日本最大級の広さの屋上庭園「シティ屋
上ひろば」
、ホテルの入るタワー棟の最上階
（２１階）地上８０ｍの高さには、絶景温泉「シ
ティスパてんくう」があります。これはまさに
「ＪＲおおいたシティ」にしかないオンリーワ
ンの施設と言え、大分市の観光地としての役割
も果たしています。大分市中心部は、都市開発

ＪＲおおいたシ
ティの開業から４年
半が経ちます。大分
市の中心部は大きな
変貌を遂げ、街を行
き交う人々も増えて
きました。次は「外
から人が来てくれる
代表取締役社長 津髙 守
大分市中心部にな
る」ことが重要で、
これからが成長を描いていく上での正念場
です。別府や湯布院まで来てくださってい
る方々に、大分市までぜひ足を運んでいた
だきたいと考えています。地域の皆さんと
一体となって、歴史・文化の面白さを含め
た大分市の魅力をＰＲし、大分市へお越し
いただくことに、ＪＲおおいたシティとし
て取り組んでまいります。

やＪＲおおいたシティの開業で大きな変貌を遂
げました。大分市は、九州の他の県庁所在地と
比べて、駅と中心市街地の距離が非常に近いと
いう特徴を持ちます。この特徴を活かし、ＪＲ
おおいたシティと「まち」とが一体となって
様々な取り組みを行い、大分都心部に賑わいや
活気が生まれています。引き続き、地域の皆様
に愛される施設を目指して、地域とともに、大
分市の賑わい創出に取り組んでまいります。

大分駅ビル「ＪＲおおいたシティ」

２０１
９/９
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会員紹介

一般財団法人沖縄ＩＴイノベーション戦略センター
＜2019年２月１日入会＞

会

社

名

ＩＴを活用した沖縄県全産業の成長戦略を提

一般財団法人沖縄ＩＴイノベーション戦略センター
（Ｉ
ＳＣＯ）

業

２０１
８年５月１日

者

理事長 中島 洋

示し、産業全体の生産性と国際競争力を向上さ

創

せるための司令塔として、２０１８年５月に官民

代

共同で設立いたしました。ＩＴがもたらすイノ

事 業 内 容

ＩＴイノベーションを各産業分野へ
応用し、実証事業や事業マッチン
グ を 通 じ て 得 た 新 ビ ジ ネ ス、 新
サービスの創出。

分野へ応用し、産業全体の振興を図るととも

従 業 員 数

５７名（２０１
９年７月１日現在）

に、実証事業や事業マッチングを通じて得た新

所

〒９００-０００４ 沖縄県那覇市銘苅２
丁目３-６ 那覇市ＩＴ創造館４Ｆ

表

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

在

地

ビジネス、新サービスの全国、全世界への展開
を目指します。そのためには、沖縄に潜在する

電 話 番 号

０９８-９５３-８１５４

課 題 や ニ ー ズ を 発 掘 す る 必 要 が あ り ま す。

ホームページ

https://isc-okinawa.org/

会社概要

会社紹介

ＩＳＣＯでは、多くの課題・ニーズを抱える県内
の産業界と多彩なソリューションをもつ国内の

沖縄ＩＴイノベー

ＩＴ企業・団体とのマッチングを行うなど、共

ション戦略センター

創環境の場を提供します。そして、テストベッ

（ＩＳＣＯ）は、観光業、

ド（実証実験）を通じて新しいビジネスの創出

物流業、農業、金融

を支援します。

業など、特色ある沖

ＩＳＣＯは官民が共同で設立した一般財団法人

縄の産業にＩＴを利

であることから、中立的な立場で運営すること

活用することで活性

ができるため、国内外の企業・団体・組織な
ど、多様なプレーヤーの参画を可能にしていま
す。多様な参画プレーヤーと連携協定（ＭＯＵ）
などのアライアンスを結び、多くのノウハウと
知見を共有していきます。
また、日本全体の課題にも取り組んでいきま
す。例えば、ＩＴの力で観光地としての魅力を

化し、社会全体にイ
ノベーションを波及

理事長

中島

洋

させていくことを目的として活動していま
す。ＩＴイノベーションで沖縄の産業振興
に貢献し、社会を新しく変えていく。それ
が私たちのミッションです。そして、沖縄
における実践と知見を全国へ、世界へと広
げていきたいと思います。

醸成する「ＲｅｓｏｒＴｅｃｈ
（リゾテック）
」
、リゾー
ト地などでバケーションを兼ねて仕事をする
「ワーケーション」
、そして近年問題視されてい
る「サイバーセキュリティ」
。ＩＴによる産業振
興や、働き方改革、サイバーセキュリティなど
の課題解決に、沖縄の恵まれた環境を活かして
いきます。様々な共創をもたらす新たなプラッ
トフォームとなるよう、取り組んでいます。
事業コンセプト図

１
６

九経連月報 ２０１
９/９

九
九州
州観
観光
光推
推進
進機
機構
構ニ
ニュ
ュー
ース
ス
感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅 42

霊地・聖地に祈る
〜「その地に立つこと」〜
−福岡県（宗像市、添田町、久留米市）、大分県（国東市、豊後高田市、宇佐市、豊前市）−
いわや

今回のルートは修験の地を選んだ。山の頂に、修行の窟があり、御堂が建っている。そこに到るにはト
レッキング並の険しい地が多い。よじ登るのは大変だ。しかし、麓の平坦地に「分院」があり、そこから
も拝める。宿坊を備え、座禅修行の出来る地もある。霊地めぐりは観光気分で行かないこと。山の神が怒
る。古くからの御仏が鎮まっている。寺院はどこも「見せてください」でなくて「お詣りさせてくださ
い」が鉄則だ。
その地は修行のための地である。かつては幾日もかかったそれらの霊地めぐりも、随分と楽な旅になっ
た。神、仏に近づく祈りの杖が団塊の世代に多くなった―。
山の霊地は多いが海の霊地・聖地とされるのは意外と少ない。この度の旅は、まず海の聖地をとり入れ
た。代表格は宗像大社（三つ社がある）
。遥か沖に浮ぶ沖ノ島は古くから女人禁制の島として知られている
聖なる島だ。祭の日には、宗像大社から船で神職が祀りに赴く。途中の島・大島（には中津宮が祀られる）
までは定期便もあるからお詣りできる。
なおらい

玄界灘の荒波の中に鎮まる神を拝み、直会の新鮮な魚料理が楽しみだ。
久留米の高良大社は森厳そのもの、ここしか残っていない神籠石が断続的に残っている。

２泊３日コース


１日目

２日目
３日目

 地→大分空港（別府駅）→国東市［文殊仙
各
寺、両子寺］→豊後高田市［富貴寺、天念寺
耶馬］→宇佐市［宇佐神宮］→豊前市［求菩
提山］→中津市（泊）
 津市→添田町［英彦山、行者杉、銅の鳥
中
居、英彦山修験道館］→宗像市［宗像大社］
→福岡市（泊）
 岡市→久留米市［高良大社］→福岡空港
福
（博多駅）→各地

宗像市
福岡空港
福岡市

添田町

豊後高田市
中津市
豊前市

宇佐市

国東市

大分空港

久留米市

２０１
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国東半島（国東市）
仁聞菩薩の伝説につつまれた国東半島は御仏の里で、
今もなお庶民信仰の香りと土俗ゆたかな仏教の歴史を
伝えてくれる。歴史への郷愁を十二分に満たしたいと
思っている人は、ここ国東半島へ来るのが最もよい方
法であろう。
国東半島にはもちろんトレッキングルート以外でも数えきれない程
国東半島（国東市）

の人と歴史が作った芸術品（磨崖

仏、仏像）が数多く存在する。その素朴な芸術品にひとつでも触れることがで
きたら、またここに来たくなるはずである。

求菩提資料館（豊前市）
求菩提（くぼて）とは菩提を求める山の意で、山岳信仰の峰。英彦山と並ぶ修
験道の山として知られる。山麓には、如法寺や彩色壁画・薬師堂のある岩洞窟
があり、麓から霊地の趣を示している。山中には坊跡などが残る。全体とし
て、昔のままの聖地といえる。麓の資料館でじっくり雰囲気が味わえる。
求菩提山（豊前市）

英彦山（添田町）
羽黒山と並ぶ日本三大修験道の山。修験道のメッカ。今も山中では行者
たちの荒行が行われ、山伏姿の行者が通う。麓の英彦山神社は女子や老人
でも楽に参詣できる。佐賀藩主寄進の青銅の大鳥居、細川忠興公寄進の奉
幣殿や雪舟が築いた庭園がある。

宗像大社（宗像市）
中津宮（大島）
、沖津宮（玄界灘の沖ノ島）
、辺津宮の三社からなる。沖ノ
英彦山神社（添田町）

島からは古代祭祀神宝が多数出土し、すべて国宝・重要文化財に指定され
ている。中津宮は海運漁業者の信仰が高く、辺津宮には宗像大神ご降臨の
地と伝えられる「高宮祭場」がある。

高良大社（久留米市）
高良山の中腹に鎮まる。主神
は高良玉垂命（こうらたまたれ
のみこと）と八幡大神（はちまん
宗像大社（宗像市）

おおかみ）
、住吉大神（すみよし
おおかみ）の三座。今の神殿は

万治３（１６６０）年の再建。高良山をとり囲む神籠石と呼ばれる石垣は、
磐井の乱（５２７年）と関係があるといわれるが謎である。
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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高良大社（久留米市）

九州観光推進機構

TEL：092−751−2943

沖縄観光通信
（一財）沖縄観光コンベンションビューロー（OCVB）

９月の沖縄旅行、旬のおすすめ！
沖縄の文化を伝承する瞬間に、出会う。
９月の沖縄は、伝統芸能のエイサーや大綱引きなど
沖縄を代表する伝統行事が各地で開かれています。老
若男女問わず、観光客でも楽しめるイベントには毎年
多くの人々が訪れ、会場は熱気に包まれます。旅の思
い出作りにピッタリなこの時期ならではのイベントで、
首里城公園中秋の宴

今年最後の夏気分を満喫しましょう。

９月のイベント
首里城公園「中秋の宴」
世界遺産で行われる華麗な宴に身も心も酔いしれて。
琉球王朝時代に中国皇帝の使者である冊封使を歓待するために開かれた宴の一
つである「中秋の宴」を現代に蘇らせた、首里城公園の人気イベント。月明かり
に照らされた正殿を背に、人間国宝による最高峰の古典舞踊や組踊、首里城祭を
はじめとしたイベントで活躍する国王・王妃選出大会などが行われます。名月と

開催日時：2019年９月14日（土）・
９月15日（日）
18：30～21：00（予定）
開催場所：首里城正殿前御庭

沖縄の伝統芸能とのコラボレーションをお楽しみいただけます。
第42回宜野湾はごろも祭り
演舞やカチャーシー大会、花火を楽しもう！
２日間に渡り様々なイベントが開催される宜野湾の夏祭りです！幕開けの土曜
日に行われるマーチングや各種団体の演舞、特設ステージでのライブパフォーマ
ンスの他、日曜日には祭りの目玉となるカチャーシー大会、また県内では数少な
い一尺玉が打ち上がる花火フェスタが会場を大いに盛り上げます！

開催日時：2019年９月28日（土）・
９月29日（日）
15：00～21：00
開催場所：宜野湾海浜公園多目的広場

糸満大綱引
沖縄三大大綱引きの一つである、五穀豊穣、大漁祈願を祈る行事。
旧暦８月１５日に開催される、全長１８０ｍもの大綱を北組と南組にわかれて大綱
を引き合う伝統行事。糸満大綱引は県内最大級の綱を引くことで有名で、一般の
方でも自由に参加できます。大綱引の前に行われる道ズネーと呼ばれる舞踊や歌、
エイサーなどを披露するパレードや、大綱の登場による南組と北組の迫力ある対
峙など見どころ満載！みんな一丸となって一大イベントを盛り上げます。

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。

開催日時：2019年９月13日（金）
８：30～18：00
開催場所：糸満ロータリー（糸満小学
校）～白銀堂（県道256号）

https://www.okinawastory.jp/
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山口

Yamaguchi

サイクル県やまぐちＰｒｏｊｅｃｔ
～やまぐち自転車旅～
山口県では、青い海と緑がつくり出す美しい雄大な
景観や、明治維新などの史跡、観光スポットを自転車
でゆったりと周遊する「サイクル県やまぐち」プロ
ジェクトに取り組んでいる。
４年目となる本年度は、民間を主体としたサイクル
ツーリズムの基盤づくりに向けて、特に人気の高い主
要３ルート（秋吉台グリーンカルスト街道、角島大橋
ブルーオーシャン海道、サザンセトオレンジ海道）の
おすすめ観光スポットや食事・宿泊場所、体験コンテ
ンツなどの情報を掲載したサイクルルートマップを作
成する。また、民間の人材を活用したツアー等の総合
案内機能の強化や、ターゲットを意識したＳＮＳなど
による情報発信を強化することとしている。
今年１０月には、子どもから大人まで、幅広い年
齢・レベルの人が楽しめる「総合サイクルイベント  
All Yamaguchi Ride Festa 2019」を開催する。
ぜひ、この機会に山口県へお越
しいただき、サイクリングからプ
ロツアー観戦までさまざまなジャ
ンルのサイクルスポーツを快適に
楽しんでもらいたい。
【All Yamaguchi Ride Festa 2019】
10／5（土）

維新やまぐちタイム
トライアル（山口市）

Ｊプロツアー選手が各チーム
の威信を懸けてタイムを競う

10／6（日）

秋吉台カルスト
日本三大カルストの秋吉台を
ロードレース（美祢市） Ｊプロツアー選手が走り抜ける！

10／26（土）
、やまぐち十種ヶ峰国際 約２kmの林間トレイルをマウンテンバイ
27（日）ダウンヒル（山口市阿東）クで駆け降りるタイムトライアルレース

《問い合わせ先》
サイクル県やまぐち推進協議会
山口県観光スポーツ文化部スポーツ推進課
TEL：083-933-2435

福岡

Fukuoka

「福岡県気候変動適応センター」
を県保健環境研究所に設置！
２０１７年７月の九州北部豪雨や、西日本を中心に広
域的な被害をもたらした昨年７月の豪雨とその後の記
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録的猛暑など、近年、地球温暖化が影響していると考
えられる異常気象が多発している。
こうした中、福岡県は、８月７日、気候変動影響や、
気候変動影響による被害の防止・軽減策（適応策）に関
する情報の収集・発信拠点となる「福岡県気候変動適
応センター」を、福岡県保健環境研究所に設置した。
センターでは、福岡管区気象台や国立環境研究所と
連携して、気候変動影響や適応に関する情報の収集・
整理・提供を行うほか、市町村・事業者・県民からの
相談に応じる。また、気候変動に関する専門家及び関
係機関が情報共有等を行うための会議を定期的に開催
し、県内における適応策の推進を図る。
今後、地域特性に応じた気候変動影響の予測や、適
応策について、自然災害や健康、
農林水産業などの分野別に取りま
とめ、一元的に発信し、市町村・
事業者・県民といった各主体によ
る適応の取り組みを支援していく。
《問い合わせ先》
福岡県気候変動適応センター
（福岡県保健環境研究所：太宰府市大字向佐野39）
TEL：092-921-9941
http://www.fihes.pref.fukuoka.jp/~lccca/index.html

佐賀

Saga

「第２回佐賀県伝承芸能祭」開催！
これまで各地域で大切に守り続けられてきた県内の
伝承芸能。
「この貴重な地域の誇りを多くの県民に知っ
てほしい…」という地元の伝承芸能団体の熱い想いか
ら、２０年ぶりに始まった佐賀県伝承芸能祭も、今年で
２回目となる。
県内で４００以上存続する伝承芸能の中から、今年は、
鬼の面を着けて力強く舞う「音成（おとなし）の面浮
立」や、激しい動きが特徴の「琴路（きんろ）神社の
獅子舞」など１５団体が出演する。県外からも、芸北神
楽を披露する広島県の錦城神楽団など２団体が出演。
伝承芸能の由来や歴史的背景の紹介、実演披露を行う。
そもそも伝承芸能は、少子高齢化や過疎化、住民意
識の変化などにより、担い手不足が全国的な課題と
なっている。伝承芸能を絶やすことなく次世代へと受
け継いでいくため、県内の各地域では、子どもたちへの
出前授業など、工夫を凝らした取り組みを行っている。
当日は、楽器や衣装などの体験、浮立面の制作実演
や物産展もあり、子どもか
ら大人まで楽しめる。世界
に誇る佐賀の本物の伝承芸
能を観て、その奥深い魅力
を感じていただきたい。
〈日時〉９月23日（月・祝）
10：00～17：00
〈会場〉佐賀市文化会館
  大ホール
《問い合わせ先》
佐賀県文化課
TEL：0952-25-7236
第２回佐賀県伝承芸能祭

検索

長崎

Nagasaki

長崎県地域産業雇用創出
チャレンジ支援事業
長崎県と県内全２１市町は、協働で「ながさき移住
サポートセンター」を設置し、東京と長崎に相談窓口
を設置している。
センターでは、専門のスタッフが仕事や住まい探
し、生活全般に関する相談に対応し、移住の検討段階
から定住までを途切れることなくサポートしている。
昨年度は窓口への相談件数が７，
３４９件、長崎県への
Ｕ・Ｉターン者（自治体の相談窓口の利用者）は１，
１２１
人にのぼり、どちらも前年度を大幅に上回った。
今年度は、国の制度を活用した「長崎県地域産業雇
用創出チャレンジ支援事業」を創設。地域の雇用創出
につながる事業拡充や創業、事業承継の支援を実施
し、さらにＵ・Ｉターン者が安心して移住・定住でき
る環境づくりを進めている。中でも、事業拡充支援
（半島・過疎地域の小規模企業者に最大４００万円を補
助）と事業承継支援（最大１００万円を補助）は、本県独
自の支援事業であり、県内居住者とＵ・Ｉターン者の
いずれも補助の対象となる。
そのほか、新たに県が地域おこし協力隊を採用し
て、移住希望者の「住まい」におけるニーズを把握
し、不動産事業者とのマッチングを図る仕組みづくり
を進めるなど、今後も長崎県への
Ｕ・Ｉターンを検討する方の最大
の関心事である「仕事」と「住ま
い」について、積極的な支援施策
を展開していく。
《問い合わせ先》
ながさき移住サポートセンター
TEL：095-894-3581
長崎県企画振興部地域づくり推進課
検索
TEL：095-895-2241 ながさき移住

熊本

Kumamoto

「祭りアイランド九州」開催！
九州地域戦略会議（九州地方知事会及び九州経済４
団体で構成）は、ラグビーワールドカップ２０１９に合わ
せて「祭りアイランド九州」を開催する。
「祭りアイランド九州」は、観戦で訪れる外国人や
日本人の皆さまに、広く九州・山口各地を周遊してい
ただく絶好の機会と捉え、特色ある多くの祭りを、九
州初、九州最大規模でＰＲする官民一体となった取り
組みであり、
〇熊本地震からの創造的復興に向けて九州・山口地域
の魅力を全世界にＰＲ
〇外国人観光客の九州・山口地域の周遊促進とリピー
ター化

を目指すこととしている。
具体的な取り組みとして、９月２８日（土）
、２９日
（日）に熊本市中心部に九州・山口の約４０の祭りが集
結する「祭り集結」と、ラグビーワールドカップ期間
中に実施される祭りに足を運んでいただく「祭りめぐ
り（周遊促進）
」を実施する。
この機会にぜひ、熊本へお越しいただき、九州・山
口の祭りを楽しんでいただきたい。
詳しくは祭りアイランド九州公式ＨＰを参照。な
お、
「祭り集結」当日は、熊
本市内中心部の道路混雑が
予想されるため、公共交通
機関での来場を。
《問い合わせ先》
祭りアイランド九州コールセンター
TEL：0570-001357
平日 ９：30～17：30（９月は土日祝日も営業）
公式ＨＰ https://matsuri.welcomekyushu.jp/
（もしくは「祭りアイランド九州」で検索）

大分

Oita

第３回おおいたスタートアップウー
マンアワード エントリー受付開始
県内の女性起業家向け「第３回おおいたスタート
アップウーマンアワード」のエントリー受付が８月１
日（木）より始まった。
本アワードは、県の「大分県女性起業家創出促進事
業」の取り組みのひとつ。自分らしく輝く女性の起業
を応援するため、様々な学びや交流の場の提供と、自
身の想いを伝えるためのビジネスプラン発表会「おお
いたスタートアップウーマンアワード」を実施し、次
代の女性起業家のロールモデルの創出を目指している。
エントリー対象者は、
「県内で創業予定もしくは創
業後５年以内の女性起業家」
「新事業による法人化ま
たは第二創業を予定している女性起業家」のいずれか
を満たし、県のビジネスプランコンテストでの受賞実
績がないことが条件となる。各選考を通過したファイ
ナリスト１０名は、２月２１日（金）に行われる発表会に
出場し、自らのビジネスプランを発表する。また、ファ
イナリストにはサポーター企業とのマッチングや補助
金などの賞を贈呈。アイデア実現に向けて支援する。
今回も女性ならではの視
点を活かした独創的なビジ
ネスプランの発表を期待し
ている。
《問い合わせ先》
大分県経営創造・金融課
TEL：097-506-3232
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宮崎

Miyazaki

今からが旬！みやざきの伊勢えび
宮崎県では、９月から伊勢えび漁が解禁となってお
り、秋の味覚としてさまざまなお店で伊勢えびが提供
されている。伊勢えびが産卵期を迎える４月から８月
までは禁漁期間とすることや小型の伊勢えびを放流す
ることで資源を守っている。
宮崎獲れの伊勢えびは、日向灘の荒波にもまれ、黒
潮の恵みをたっぷりと受けているため、身が締まり、
大ぶりで柔らかな食感と甘みが特徴である。また、ひ
げが長く、腰を曲げて進むさまが老人になぞらえら
れ、長寿を祝う縁起物として重宝される伊勢えびは、
刺身や蒸し、焼きなどさまざまな調理法で味わうこと
ができる。
県内では、伊勢えびをＰＲするため、漁の解禁とな
る毎年９月から１１月までを「宮崎イセエビいただき
マンス！」と題して、参加する飲食店や宿泊施設で宮
崎県産の伊勢えびを使った特別メニューの提供や延岡
市や日南市を中心にイベントが開催される。中でも、
大分県佐伯市と宮崎県延岡市の「東九州伊勢えび海
道・伊勢えび祭り」や日南市の「日南海岸伊勢えびま
つり」では開催期間中、スタンプラリーやフォトコン
テスト、アンケートなどに参加することで、抽選で伊
勢えびや特産品がプレゼントされるなど、さまざまな
特典を用意している。
県では、今後も関係団体と連
携して宮崎県産伊勢えびをＰＲ
し、販路拡大や観光客誘致に取
り組んでいくこととしている。
《問い合わせ先》
宮崎県水産政策課 TEL：0985-26-7685
同 観光推進課 TEL：0985-26-7103

鹿児島

Kagoshima

「インスタ映え」観光スポットの
ポスター・ウェブサイトを公開
南北約６００Ｋｍにわたる広大な県土を持つ鹿児島県
は、世界自然遺産である屋久島や、奄美群島をはじめ
とする多くの離島を有し、美しく豊かな自然環境や良
好な景観、個性ある歴史・文化、伝統工芸など多彩で
特色のある優れた素材に恵まれている。
鹿児島県では、これらの特色を生かし国内外から
もっと大勢の観光客の方々に鹿児島を訪問していただ
くため、県内各市町村の写真映えする、いわゆる「イ
ンスタ映え」スポットを集めた日本語版と英語版のポ
スターとウェブサイトを新たに制作した。
それぞれの写真は、見ていただいた方に「なんだこ
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れは！？」と驚き、興味を抱いてもらえるようなコン
セプトで選出されており、ウェブサイトでは、各ス
ポットの詳細情報やアクセスなどを掲載している。
これを機に、７月から８月にかけて三反園知事が、
都内の大手旅行会社や米国のＣＮＮ本社でトップセー
ルスを行い、各社トップの方々に直接鹿児島の観光の
魅力をＰＲした。
また、ポスターは県内の観光施設や宿泊施設等にも
掲示し、現在、一般の方からも広く県内のインスタ映
えスポットを募集しており、これから随時ホームペー
ジに追加していく。
ぜひ、多くの方に鹿児島を訪れて
いただき、インスタ映えする自慢の
一枚を応募していただきたい。
《問い合わせ先》
鹿児島県観光課
TEL：099-286-2997

沖縄

Okinawa

上演３００周年！沖縄の伝統芸能
「組踊」
「組踊（くみおどり）
」をご存じだろうか。１７１９年に
初めて首里城で上演された、台詞、音楽、踊りの３つ
の要素で構成される演劇で、沖縄の総合芸術と言われ
ている。その伝統は現代に受け継がれ、１９７２年に国
の重要無形文化財に指定、２０１０年には、ユネスコ無
形文化遺産に登録されるなど、世界的にも高く評価さ
れている。
沖縄の言葉（古語）による芸能であるため、鑑賞の
ハードルを感じる方もいらっしゃるかもしれないが、
現代語訳字幕が出る劇場もあり、事前にあらすじを頭
に入れておけば、物語の展開が追いやすくなるのでオ
ススメだ。
２０１９年、組踊は初上演から３００周年を迎える。
今年は、年間を通じて様々な記念イベントが開催さ
れる。１０月１１日（金）は福岡県ももちパレス、１０月１３
日（日）は大分県Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分で組踊公
演が開催される。この機会に沖縄の伝統芸能がぎゅっ
と詰まった「組踊」の魅力に触れてみてはいかがだろ
うか。
また、組踊上演３００周年記念イベ
ントについて特設ホームページがあ
るため、ぜひ「組踊３００周年」で検索
し、アクセスしていただきたい。
《問い合わせ先》
沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課
TEL：098-866-2768

表紙説明

祭りアイランド九州
９月20日より、アジアで初めてのラグビーワールドカップが始まります。
「祭りアイランド九州」は、九州各地の
多彩な祭りを一つにまとめることで、国内外の多くの皆様に楽しんでもらいながら、各地の祭りへ足を運んでもら
おうというプロジェクトです。創造的復興と九州の魅力を世界へ発信します。
Ａ九州・山口の祭り熊本に集結
ユネスコ無形文化遺産登録の５つの祭り（表紙写真）をは
じめ、九州・山口地域の約40の祭りが熊本に集結。
九州・火の国元気まつり（同時開催）
九州・山口地域の “地域No.1” の肉・麺料理及び酒類等
を提供。
開催期間：９月28日（土）
・29日（日）
開催場所：熊本市中心部   

①

④

②

⑥

③

⑤

Ｂ九州・山口地域の祭りめぐり
九州・山口各地で50以上の祭りが開催。
試合のない日の観光プランとして、期間中の各地の秋祭り
への周遊促進につなげます。
開催期間：９月20日（金）～11月３日（日・祝）

ユネスコ無形文化遺産（①～⑤）
《問い合わせ先》
①唐津くんち（佐賀県）
②博多祇園山笠（福岡県）
祭りアイランド九州実行委員会
③戸畑祇園大山笠（福岡県） ④八代妙見祭（熊本県）
九州地域戦略会議
⑤日田祇園祭（大分県）
⑥現在の熊本城 熊本地震から３年半。今年10月５日からの
（構成：九州地方知事会、九州経済４団体）
特別公開第１弾に向け天守閣の復旧が進む。
事務局：一般社団法人 九州観光推進機構内
TEL：092-751-2943 https://matsuri.welcomekyushu.jp/

スケジュール（９月）
日（曜）

会合名等

２日（月）
６日（金）
９日（月）
１１日（水）
１
２日（木）
１
７日（火）
２４日（火）
２５日（水）
２８日（土）～２９日（日）

熊本・鹿児島合同地域委員会（熊本市・熊本ホテルキャッスル）
情報通信委員会第１回企画部会（福岡市・九経連）
下関北九州道路中央要望（東京都）
九州・大学発ベンチャー振興実践会議（福岡市・電気ビル共創館）
第１回産業振興委員会（福岡市・電気ビル共創館）
第６回九州エネルギー関連ビジョン策定ＷＧ（福岡市・九経連）
第７回企業による農業参入セミナーｉｎ東京（東京都・経団連会館）
第１回北九州地域委員会（北九州市・リーガロイヤルホテル小倉他）
第１回情報通信委員会（福岡市・電気ビル本館）
行財政委員会第１回企画部会（福岡市・九経連）
交通委員会第１回企画部会（福岡市・九経連）
祭りアイランド九州（熊本市中心部）

新入会員企業（７月）
（一社）日本食農連携機構
代表理事

増田陸奥夫

東京都千代田区内幸町1丁目1-1

TEL：03-3504-0221

九州支部長

香山

熊本県上益城郡益城町小谷1316-1

TEL：096-286-4016

勇一

従業員数：4名

事業内容：良識と調和のある食の実現に向けて、コーディネート、人材育成、コンサルティング等を通じて、
「食と農のバリューネットワークの構築」と「次代に繋がる農業経営の持続的発展」に貢献する。

㈱パソナ
代表取締役社長

中尾慎太郎

東京都千代田区大手町2丁目6-2

TEL：03-6734-0200

九州営業本部長

森

福岡市中央区天神1丁目6-8

TEL：092-741-6711

一誠

従業員数：9,074名

事業内容：人材派遣、人材紹介、再就職支援、BPO

㈱Ｂ-ＧＲＯＯＷ
代表取締役

空

直美

福岡市博多区博多駅東2丁目5-28

TEL：092-476-7300

従業員数：5名

事業内容：人事・労務コンサルティング事業

◆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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２３

「KIMONO プロジェクト」通信

Vol.2

「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。

着物姿でＧ２０おもてなし

福岡

福岡市で６月８日に開幕した２０カ国・地域（G２０）財務相・中央銀行総裁会議に出席された VIP
の夕食会が福岡市美術館で開催され、２８カ国の KIMONO を着装し、お出迎えや夕食会のエスコー
トなどのおもてなしをさせていただきました。
また、会議会場となったヒルトン福岡シーホークホテルで行われた歓迎レセプションにおいても
７カ国の KIMONO ショーを実施し、各国のプレスの方々にプロジェクトをＰＲしました。
どちらの会場でも各国の大臣や中央銀行総裁などがそれぞれの KIMONO のデザインを熱心に観賞
され、たくさん写真を撮られるなど喜んでいただけました。

東京キモノショー 2019

アメリカ独立記念日パーティー

令和初めての KIMONO ショーを 5 月 2 日東京都内

7 月 18 日、アメリカ大使公邸で開かれた独立記念日

で開催させていただきました。１５カ国の作品を
モデル全員外国の方に着装。敢えて母国とは違う国
をお召しいただくことで、他の国の文化や魅力を感
じてほしいという思いがあり企画したイベント。
おかげさまで会場は、満員の観客にお越しいただき
立ち見席も全て埋め尽くされるほど大盛況でした。
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パーティーにお招きいただきました。

１,０００人を超えるゲストの皆様にプロジェクト

の認知と作品を評価していただくことができ、良き
日となりました。アメリカ大使館でのお披露目の実
現に向けてご尽力して下さった皆様に心から御礼申

し上げると共に、活動をこれまで応援して下さった
皆様に謹んでこの日が来たことをご報告致します。

