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事業の付加価値を高めて「ワン九州」で
「九州から日本を動かす」を推進しよう！

（一社）九州経済連合会

谷

理事

潤一

〔日本製鉄㈱

執行役員八幡製鉄所長〕

2020年、令和２年目を迎えました。九州経
済調査協会によると、九州の実質域内総生産
は、2019年度は世界経済の不透明感、消費税
率引上げ影響、日韓関係によるインバウンド
消費減少などの弱含み要素もあり、対前年度
で＋0.1％と見通しています。2020年度の成長
率は＋0.9％と予測され、６年連続のプラス成
長を見込んでいます。米中貿易摩擦の緩和や
半導体需要の回復等から、外需の持ち直しが
見込まれることが主な要因であります。内需
面で個人消費の低迷懸念はあるものの、民
間・公共投資の伸びも見込まれています。全
国の成長率は、複数のシンクタンクの予測値
平均は＋0.6％とのことですので、九州経済は
全国平均を上回る成長が期待されています。
新たに生じたコロナウイルスの影響も含めた
様々なリスクに対する備えはしっかり取る必
要はありますが、過度に深刻になって下を向
くのではなく、むしろ将来に向かって前向き
に事業に取り組んでいかねばならないという
認識でおります。
鉄鋼業界においては、昨年は様々なリスク
が発現した厳しい一年でした。米中貿易摩擦
問題に起因する世界経済の急激な減速により、
製造業が世界的に低迷する構図となりました。
一方、中国の景気対策のための過剰なインフ
ラ投資と粗鋼増産により、主原料価格は高止
まりました。この原料価格高・鋼材価格安の
構造は、当社をはじめ鉄鋼各社の経営を苦し
めました。2020年度においても、各国の保護

主義政策のもと、世界経済の不透明感は継続
すると想定され、事態の急速な改善は期待し
難いと思われます。不確実性の高い経済環境
の中においては、自らの競争力をさらに磨い
ていくことが肝要だと思っています。
本年４月より、日本製鉄は大括り化した製
鉄所体制へ移行します。ものづくり現場の自
律性・効率性を向上させ、課題解決力を高め
ることが最大の狙いです。当地区においては、
八幡製鉄所、大分製鉄所、およびチタン事業
部光チタン部が統合し、
「九州製鉄所」が発足
し、新たな門出を迎えます。全社一丸となっ
て組織・業務運営の見直しを図り、各地区の
強みやノウハウを最大限に活かしながら、さ
らなる製造実力と競争力の向上に取り組んで
まいります。また、大括り化により、各地域
企業の皆さまにとってもビジネスチャンスが
広がることに繋がればよいと思っています。
今後とも「ワン九州（山口地域も含めて）」で
皆さまと共に協働して、発展できるよう取り
組む所存です。
昨年、
「両利きの経営」という米国経済学者
のイノベーション理論を学ぶ機会がありまし
た。イノベーションには「知の深化（自分の持
つ知の継続・磨き込み）
」と「知の探究（自分
の既存の知の範囲を超えて知を広げる）」の両
方が必要であり、この両方を行えている企業
ほど新しい付加価値を生み出しているという
ものです。すなわち、既存領域の経験を活か
しながら、いかに付加価値をつけていけるか
が鍵だということです。始動する九州製鉄所
として、自らの技術開発力や製造実力をさら
に深化させつつも、お客様の製造工程の負荷
まで考えながらニーズを汲み取った付加価値
の高い鉄鋼製品を提供し、また、製品だけで
なく、鉄のソリューション提案も含めたアフ
ターサービスまで展開していきたいと思いま
す。付加価値の創出を通じて、九州・山口地
区の発展の一翼を担いたいと考えております。
共に九経連の方針である「九州から日本を動
かす」を推し進めてまいりましょう。
以上 ご安全に！
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九経連活動紹介

少子高齢化・人口減少が進む中で、九州の持続可能な発展について議論
「第２回KYUSHU NEXT ～われわれはどうやって九州を動かしていくのか～」
と

き

ところ
参加者

１２月１７日（火）
福岡市・電気ビル共創館
１４０名

少子高齢化・雇用委員会

今回で第２回目となる「KYUSHU NEXT」では、昨年に引き続き、九州の持続的発展のた
め、どうやって九州を動かしていくのか男女の垣根を越えた活発な議論が行われた。因みに今
回、女性の参加者が半数を超えた（56％）。今後、九州地域戦略会議夏季セミナーでの議論等
にも繋げていきたい。
基調講演

ある。これらの恵みを都市に供給し、都市か

「人口減少社会にどう対処するか～SDGsの実
現による九州の創生～」
（講師：中井徳太郎

環境省総合環境政策統

括官）

らは資金、人材などを農山漁村に供給し、そ
の保全に寄与することで地域循環共生圏が生
まれる。
人口減少については、大きな文脈でみると

2019年の異常気象は世界中

それを逆手にとるという発想に立ったほうが

で大災害をもたらした。世界

良 い。 そ こ で は 高 齢 者 の 身 体 機 能 の 補 完 で

の大部分で平均気温が上昇し、

あったり移動手段であったり、農業や林業の

５℃上昇した地域も増えてい

人手不足の解消等、様々な課題を解決する手

る。世界の二酸化炭素濃度は

段としてAIやITが不可欠になる。人口減少が

産業革命以降急激に増えてお

進む局面でこそAIやITという技術が受け入れ

り、過去6.5万年の間、周期的な増減はあった

られやすい。

ものの300ppmを超えることはなかった。現在

SDGsはグローバルな問題ではあるが、末端

では400ppmに達している。人間であれば根本

の細胞から頑張って健康にしていくという発

的な体質改善が必要な状況である。

想で、九州を作りこんで日本を良くしていく

持続可能な社会に向けては、新たな文明社

ことが大事である。人口減少の中では高付加

会を構築するという発想に転換しなくてはな

価値経済というものを九州の中で作りこんで、

らない。これは環境、経済、社会の課題を同

それを世界に広げるという発想でポテンシャ

時に解決していくことである。つまりSDGsの

ルのある九州が頑張ることを祈念する。

17のゴール全部を一緒くたに考えた調和型の
解決策を考えることである。ここで出てくる

基調講演の後、３つの分科会に分かれ、そ

概念が「地域循環共生圏」という構想である。

れぞれのテーマで会場の聴講者と意見交換が

これは地球が生き物として健康であるという

行われた。分科会後の発表会では、各分科会

状況を描いてみるという発想に立っている。

座長から以下のとおり報告があった。

人は何をするにも森、里、川、海からの生態
系サービスを受けている。これをうまく循環
させ地域を健康な状態にすることである。こ
こでは自立分散や地産地消等の概念が大事に
なる。農山漁村には森、里、川、海の恵みが

２
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〈各分科会座長の報告要旨〉
第１分科会「企業で活躍している女性たち」
（座長：和田金也

㈱岩田屋三越取締役執行

役員総合企画部長）

・女 性が活躍する上で必要なものと邪魔にな

という声があった。

るものという問題提起の中で、邪魔になる

・デ ジタル化の推進は、単なるツールの話で

ものとして「過度な配慮」という意見が挙

はなく、業務をどう良くするかみんなで考

がった。保護するという考えよりも、女性

える良い機会でもある。

にも男性と同じように機会を与え期待を
もって鍛えてもらうということであった。
必要なものとして「本人の志」が挙がった。
それを持つためには自己開示が大切という
ことや、上司との一対一の面接も有効であ
るという声もあった。
・若 い世代は、男女の固定的分業にとらわれ
ておらず、自然に共同で育児等をしている
との声があった。海外の先進国並みに女性

第３分科会「人口減少下の九州における地域

が活躍する時代もそこまで迫っているとい

の成長について」
（座長：濱砂圭子

う期待が持てた。

㈱フラウ社長）

・九州をどうやって動かし、成長させていくの
かについて議論した。
「九州は仲が良いので、
その仲の良さでみんなを繋げていけば良い」
「小さな一人の力で行動し、みんなを巻き込
む力が大事」「同じミッションを持った人が
集まってデザインをやり直すことが大事」
「個人で主体性をもってよかれと思うことを
やる。一人一人がSDGsや地域作りの意識を
第２分科会「令和時代の働き方」
（座長：柳瀬隆志

嘉穂無線ホールディング

ス㈱社長）
・新 しい働き方の議論だけではなく、会場で
のアンケートをリアルタイムで集計し、議

共有することが大事」等様々な意見があった。
・九 州中にいろいろなポテンシャルがあるの
だから、可能性のある地図をみんなで書き
込んで九州からSDGsを推し進めることがで
きたら良いと思う。

事録を作成する等、会場の皆様との共有、
連携を図った。
・働 き方改革は会社の事情によってそれぞれ
異なるが、共通しているところは、効率化
のツールとしてデジタル化を実現するため
にトップのリーダーシップが不可欠という
ことである。
・デ ジタル化のツールとしてグループウェア
がある。導入前は不安であったが、試して
みると案外簡単に効率化に結び付いている

【観光・サービス産業部
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２０２０年度九経連事業の方向性について意見交換
と

き

ところ
出席者

１月２４日（金）
福岡市・ホテルニューオータニ博多
１５名

毎年当該時期に開催する正副会長・委員長
会議を開催し、2020年度の本会事業の方向性
について意見交換を行った。
会議ではまず麻生泰会長が次のとおり挨拶。
「本年は例年よりも動き出すチャンスが多い
と感じている。一つは、米中間貿易摩擦の環
境下で、中国が日本との貿易を拡大しようと
意欲的な点だ。もう一つは、昨年九州で成功
裏に終えたラグビーワールドカップの直後で
あり、スポーツツーリズムでインバウンドを
取り込む流れができていることだ。
九経連では、上海港と連携した輸出拡大や
「ツール・ド・九州」の検討に着手しており、官
民連携して様々な取り組みを進めていきたい。
本日は2020年度主要事業の骨子案をご説明
し、今後の具体的方針を議論させていただき
たい」
その後、事務局から2020年度事業計画／主
要事業（案）を説明した後、自由懇談に入った。
懇談では、①人材確保②インフラ整備③九
州の将来ビジョンについて、それぞれ意見を
頂戴した（右記参照）。今後は各委員会で具現
化の議論を重ね、実際の事業計画を策定する
こととした。

正副会長・委員長会議
〔懇談要旨〕
①人材確保
・
「新卒者を九州に留める」メリットを整理
し、行政に働きかけられないか。佐賀では
県の取り組み（高２で就職説明会、親による
企業訪問）を通じ、高校の先生やマスコミの
意識が変わり、県内就職率が高まった。
・外 国人が働く国を選び始めており、世界的
な人材獲得競争は重要課題。
②インフラ整備
・災 害対策・観光振興の観点からの高速道路
の活用や、地域交通を低コストで便利にす
るといった観点からMaaS推進など、道路関
係の整備も重要課題。
・国 への陳情は、昔は一定量以上の通行量が
条件だったが、今は南海トラフなど災害時
の代替という位置付けで要望できる。経済
界からの陳情活動は有効。
③九州の将来ビジョン（九経連60周年記念事業）
・世 界的な有力企業が国内に少なく、地方経
済を支える公益事業予算（教育・医療・防
災）が縮小していく経済環境では、九州企業
自らが高い成長を達成していく必要がある。
次世代にとって魅力的な2050年の九州を作
り上げるには、今の体制を一変させるよう
な大胆でリアリティのある、覚悟を持った
施策が必要。例えば、世界から地方経済学
の権威を獲得して構造分析を行う、
「九州を
ＤＸの最先端地域へ」を目標に経営者向け
オフィスアプリ教育を行う等の取り組みだ。
・ユ ニコーン企業は米国・中国に多いが、日
本には１社のみ。九州・大学発ベンチャー
振興会議などで目に見える実績を出してい
く必要がある。
・Ｉ Ｔの進化についていく経営者にはチャン
スが出てくる。九州をＤＸの先端地にする
など、ストレッチゴールが必要。

【総務広報部

４
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森内】

九州の学生が熱いビジネスプランをプレゼンし、グランプリを目指す
～第１９回九州・大学発ベンチャービジネスプランコンテスト最終審査会～
と

き

ところ
来場者

１２月２４日（火）
九州・大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト実行委員会
福岡市・ももち浜ＳＲＰホール （九州経済産業局、福岡市、中小企業基盤整備機構九州本部、日刊工業新聞社西部支社、
九州地域産業活性化センター、九州ニュービジネス協議会、九州経済連合会）
２００名

九州各県の大学・高専からの応募総数19校・55プランの中から、一次書類審査・二次プレ
ゼン審査を勝ち抜いた９プランの学生が最終審査会に臨んだ。19回目を数える今回、全国への
チャレンジ機会が広がり、例年以上の盛会となった。
１．概要

なった。

本コンテストは、九州から多くのイノベー
ション（技術革新）を生み出すことを目的に、
大学生・高専生を中心にした若者がビジネス
プランを作成し、自ら考え解決していく能力
とプレゼンテーションを養成する場を提供。
2001年から毎年実施しており、全国大会に
おいても、数々の大賞受賞者を九州から輩出
している。
２．最終プレゼン
最終審査会では、貫正義実行委員長(九州電

（代表者、事業名）

☆グランプリ
佐賀大学理工学部
山城佑太さん   
「座圧軽減装具：フワットの開発と販売」
★九州経済産業局長賞
大分大学経済学部
松岡真輝さん
「臭いを可視化して必要情報を提供するワキガ

総合管理アプリ『臭いの財産・嗅-Bot』」
★九州経済連合会長賞
崇城大学大学院
岩井蘭子さん
「P&A ～光合成細菌由来の藻類活力剤～」
★NICT賞（国立研究開発法人情報通信研究機構）《新設》
宮崎大学農学部
有方草太郎さん
「Pioneer Pork」

力㈱相談役)が「イノベーションを生み出すベ
ンチャー企業の育成には、大学の研究開発力、
学生の未知数のパワー、そして企業の経営力
をマッチングしていくことが重要」と挨拶。
続いて、㈱油津応援団の木藤亮太専務取締役
より「応援の連鎖がまちを変える～油津商店
街・那珂川市にみる新しい地方創生のカタチ
～」と題した基調講演が行われた。

受賞者・関係者による記念撮影

４．今後の飛躍に向けて
グ ラ ン プ リ は2020 年 ２ 月 17 日 の「 第 16 回

その後、激戦を勝ち抜いた９プランの最終

キャンパスベンチャーグランプリ全国大会」

審 査 が あ り、 二 次 審 査 会 よ り さ ら に ブ ラ ッ

に出場（全国８ブロック12組）。

シュアップさ

※山城佑太氏の経済産業大臣賞（大賞）受賞が決定

れ、白熱した

また、新設のNICT賞は、総務省・NICT主

プレゼンが展

催の「起業家甲子園」挑戦権獲得とNICTメン

開された。
３．受賞

プレゼンの様子

ベンチャーサポート機関や第一線で活躍中
の起業家等の最終審査員による厳正な審査を
経 て、 主 要 な 賞 の 受 賞 者 は 以 下 の と お り と

ターによるメンタリングが提供されるととも
に、
「シリコンバレー起業家育成プログラム
（シリコンバレーブートキャンプ）」に参加す
ることとなり、今後の飛躍が期待される。
【産業振興部

２０２０/３
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観光を九州の基幹産業に
～第二期九州観光戦略 第三次アクションプラン～
第二期九州観光戦略委員会
「第二期九州観光戦略」
（2014～2023年度）では、
「観光を九州の基幹産業とする10年」と位
置づけ、官民合同による「第二期九州観光戦略委員会」においてアクションプランを策定。
今年度は、第二次アクションプラン（2017～2019年度）の最終年度であることから、これま
での進捗状況や九州を取り巻く環境を踏まえ、戦略の最終４カ年の具体的な取り組みを定めて
「第三次アクションプラン」を策定し、より一層の取り組みを進めていく。
１．第二次アクションプランの主な成果
第二次アクションプランでは、第一次アク
ションプランが最重点戦略と位置付けた九州
ブランドイメージ戦略の拡大・定着に引き続
き取り組むとともに、①来訪者数の増加②旅
行消費単価の向上③リピーターの獲得の３点
の実現を目指すこととした。
主な実績としては、九州観光推進機構（※）
による九州ブランドコンセプトの構築やSNS
を活用したイメージ発信、観光インフラ整備
に向けた多言語コールセンターの開設・運営、
Free Wi-fiの普及を行った。また、海外の旅
行博覧会や商談会に参加し九州観光の魅力を
発信したほか、来訪者の消費拡大に向けた観
光素材の磨き上げや高級ホテル誘致に向けて
相談窓口の設置等を行った。
※九州観光推進機構
九州地方知事会と九州の4つの経済団体から
成る九州地域戦略会議で策定された「九州観光
戦略」の実施を担うため2005年４月に設立。
様々なプロモーションによる国内外から九州へ
の観光客の誘客を図る。

や中国FITからの観光客が少ないことが考え
られる。
九州の観光消費額の推移
（億円）
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国内日帰り

訪日外国人
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●訪日外国人数
2018年に過去最高の511.6万人となり、過去
３年間は30％超の伸びで順調に拡大してきた
ものの、前年比４％増に留まった。増加ペー
スが鈍った最大の要因は、外国クルーズ船の
寄港回数減によるクルーズ船客の減少である。
九州の外国人入国者数の推移（単位：万人）

494.1

511.6

2017

2018 （年）

372.1

２．九州観光の現状
●観光消費額
国内市場（国内宿泊＋国内日帰り）は伸び悩
んでいることに対し、訪日外国人の観光消費
額は増加したものの、全国平均と比べると九
州はかなり低い状況である。その大きな要因
として、九州の訪日外国人の構成比に偏りが
あり、比較的に消費単価が高い欧米・大洋州

６
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167.5
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訪日外国人を国・地域別にみると、全国に
比べて東アジア、特に韓国とクルーズ船客が
多く、全体の７割以上を占める一方、欧米豪
や中国（クルーズ船客以外）の割合は低い。な
お、東アジアからの訪日外国人数が多いのは、

アジア各国に向けた誘致事業を重点的に取り
組んだ成果と言える。
●延べ宿泊者数
2018年は過去最高の4,613万人泊となり、第
二次アクションプラン開始前の2016年と比べ
ると6.1％増加となった。内訳をみると国内宿
泊者数はほとんど増減がない一方、外国人宿
泊 者 は 大 幅 に 増 加 し、2016 年 比 で37.9％増、
第二期九州観光戦略策定前の2013年と比べる
と約３倍にまで増えているが、まだ全体を押
し上げるまでには至っていない。
３．観光の基幹産業化への課題
これまでの九州観光は、近隣国からのイン
バウンド需要が牽引し人数は増加してきたが、
その構造上、観光消費額は伸び悩んでいる。
加えて、2019年は、全体の約半数を占めてい
た韓国からの観光客が激減した影響で全体数
の大幅な減少が予想され、訪日外国人数の目
標達成も決して楽観視できない状況である。
また近年、訪日外国人の日本国内における
訪問先をみると年々多様化し、面的な広がり
を見せているが、欧米豪からの訪日外国人に
ついては、未だ「ゴールデンルート」上の観
光地に集中する傾向にある。
すなわち、近隣国以外のマーケットにおい
て「KYUSHU」のイメージが希薄であること
が最大の課題であり、その課題を解決するた
めには、改めて国・地域別等の各ターゲット
に応じたブランド戦略を構築し、効果的な発
信によってブランドイメージを確立する必要
がある。またそれと同時に観光コンテンツや
インフラを整備し、消費単価を高めることと
滞在日数増を実現するという好循環を生み出
していくことが肝要である。
４．第三次アクションプランの基本方針
上記の背景を踏まえ、第三次アクションプ
ランの基本方針を以下のように定める。
①世界中の観光客から選ばれる「KYUSHU」
の確立
②観光の持続的な発展に向けた基盤の強化
③欧 米・大洋州、中国FIT誘客による観光

消費額の拡大
●2023年の数値目標
・観光消費額 ：4.0兆円
訪日外国人 ：12,000億円
国内宿泊 ：22,400億円
国内日帰り ：5,600億円
・訪日外国人数：786万人
・延べ宿泊者数：6,800万人泊
国内 ：4,790万人泊
外国人：2,010万人泊
５．第三次アクションプランの重点取り組み
【戦略Ⅰ】九州ブランドイメージ戦略
・「KYUSHU」のブランド力の向上
【戦略Ⅱ】観光インフラ整備戦略
・観光産業の人的基盤の強化
・国際航空路線の拡大
・宿泊施設の充実・拡充
・外国人観光客の安全・安心確保のための緊急
時、災害発生時の対応力の向上
・ストレスフリーな環境の整備
【戦略Ⅲ】九州への来訪促進戦略
・九州ならではの価値を持ったコンテンツの磨
き上げ
・広域周遊の促進
・欧米・大洋州からの誘客拡大
・東アジア・東南アジアからの誘客拡大
・国内からの誘客拡大
【戦略Ⅳ】来訪者の滞在･消費促進戦略
・外国人観光客の消費拡大
・クルーズ船寄港地観光の魅力向上
・MICE誘致の強化と経済効果の最大化
・総合型リゾート（IR）創設に向けた誘致等への支援

国内において定住人口が減少する中では、
観光振興によって国内外との交流人口を拡大
することが地域に新たな産業や雇用を生み出
し、経済を活性化させることに繋がる。
第三次アクションプランの策定にあたり、
九州地域戦略会議で採択された「九州まるご
とインバウンド立圏宣言」（2018年10月）を踏
まえ、先に述べた取り組みを官民一体となっ
て注力することで、第二期九州観光戦略の高
い数値目標をクリアし、観光が九州の基幹産
業となることを目指していく。
【観光・サービス産業部 崔】
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Mari Yoder の

Impressions of Foreigners Working in Kyushu
Interview with the Fukuoka International Airport Company (FIAC)
Qiongfang Hu, interviewed by Mari Yoder
Fukuoka, November 2019.

Qiongfang Hu (Yoshiko)
is the Section Chief of the
Airline Development
Department of the Traffic
Development Division for
the Fukuoka International
Airport. Originally from Hangzhou, in the
east of China, at the age of 18 she
enrolled at Asia Pacific University (APU)
in 2009, where she earned her degree in
business. After having spent 5 years
working for Chubu Centrair International
Airport in Nagoya, she moved to
Fukuoka last year. In September, she
received the Rising Star Award at World
Routes 2019 in Adelaide, Australia.
World Routes is a global platform for airlines,
airports, aviation stakeholders, and route
development professionals to meet and develop network strategy. The Rising Star Award is
one of several awards in varied categories,
and is presented to individuals in the earlier
stages of their career who are already making
an impact in their field.
On April first, Fukuoka Airport was privatized
on a 30-year concession under newly formed
management, the Fukuoka International
Airport Company (FIAC). The Japanese airport
concession process began in 2015, with
Fukuoka Airport being the sixth in Japan to go
private after Osaka Kansai, Osaka Itami,
Sendai, Takamatsu, and Kobe airports.
Mari Yoder (MY): Thank you so much for meeting with us, and congratulations on your Rising
Star Award.
Qiongfang Hu (QH): Thank you! Fukuoka
Airport was actually the most nominated Asian
airport at World Routes 2019. I feel very honored and lucky to represent FIAC, and to have
been chosen in the Rising Star category.
MY: Could you explain to us what your job
entails?
８
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QH: Well, I belong
to the Airline
Development
Department which
is part of the Traffic
Development
Division in the Fukuoka Airport. My job is mainly focused on encouraging targeted airlines
overseas to develop international air services
to Fukuoka, for example, launching a new service or deploying bigger aircraft. In order to
achieve this objective, I do such things as conducting market analysis, working on business
cases and different initiatives, occasionally flying to visit airlines in their home country.
Additionally, I support them in marketing and
promotion in order to stabilize everything along
with various stakeholders in the area. Without
route development there would be a very limited range of destinations for our flights to go to.
Many people think that an airport is basically a
parking lot for aircraft, but there is so much
more involved going on behind the scenes.
This is what is interesting about my job, I can
do things creatively in such a dynamic environment.
MY: What do you think about Japanese culture?
QH: My favorite part is that Japanese are well
disciplined, everything is well executed, punctual, clean, and safe. Japanese people are
extremely detailed, they can do everything so
precisely and create or bring a perfect outcome. Although I respect that, it can be a bit
frustrating if you are expected to perform at
this nearly impossible level, because the
detailed rules are quite restrictive and conservative. It’s also difficult to persuade Japanese
companies or people to take risks or try new
things. I think that is why although Japan is
quite a developed country, in a lot of aspects
the growth is slowing down. In the past few
years, China really developed their IT sector,
embracing the latest technology. You’ll probably see traditional Japanese companies are

still placing stacks of papers on the desks and
utilizing old systems, whereas Chinese companies are very digitalized, and everything is
cashless. I do think Kyushu’s companies will
eventually become globalized, as more
inbound flights will certainly mean more interaction between Kyushu and the rest of the
world. I am looking forward to seeing more
internationalization in the near future.
MY: What are the main differences between
doing business with Chinese and Japanese
companies?
QH: In China, usually the manager or the head
of a certain department has the power to make
business decisions. Because of this, Chinese
companies decide much faster, but are more
apt to change their minds. Japanese companies take a very long time to reach any decision, but once made, the decision stands. My
job entails going between the two, so it can be
trying at times. But I’ve learned from experience, and my understanding of both languages and cultures helps greatly to deal with
everything efficiently. I think it’s really beneficial for Japanese companies to employ foreigners in this sense.
MY: What kind of changes have you seen with
the privatization?
QH: From what I understand, a government
owned airport takes everything slower and
isn’t as creative, or aggressive in terms of
fighting for tourists, networking, and collaboration. Now, more than half of the people working in FIAC are originally from our respective
stakeholders’ companies. They’ve brought
new cultures and a new way of thinking, and
injected great energy. Despite the challenges
coordinating contrasting ideas, opinions, and
personalities, I can see vast improvements just
in the year or so that I’ve been here. For
instance, our domestic terminal is connected
to the subway, so we just opened a new exit
last March that offers more direct access to the
check-in and departure area, and saves our
passengers a lot of time. We are building new
taxiways and a second runway to increase slot
capacity, so we’ll see more flights coming into
Fukuoka, and expanding the international terminal to include more commercial facilities.

There is even a plan for a five-star hotel, so
you can look forward to a lot of exciting changes in the next few years.
MY: In your dealings with international airlines,
what is your take on how other countries see
us?
QH: Japan is very well liked, and is ranked
among the top tourist destinations. It has an
excellent reputation for cleanliness, technology, hospitality, good food, and beautiful landscapes. Japanese tourism is booming, and
Kyushu has seen a huge increase in visitors
from neighboring countries and regions, namely Korea, Hong Kong, and Taiwan. However,
there is still low awareness about Kyushu in
many places such as mainland China, some
parts of South East Asia, and of course, farther
places such as western countries. As a case in
point, many people in China don’t know what
to do in Kyushu, what it’s famous for, or if it’s
worthy of visiting. I think Kyushu has huge
potential as it is rich in tourism attractions such
as cuisine, hot springs, numerous World
Heritage Sites, etc., and these just need to be
made known. I am very excited to work with
our stakeholders in the region to promote
Fukuoka, and Kyushu to the world.
（要旨）
11月、福岡国際空港㈱で働く中国出身の胡さん
にインタビューを行った。福岡空港は昨年４月に
日本で６番目の民間運営の空港となった。彼女は
中部国際空港にて５年勤務したのち、昨年から福
岡空港に勤務している。現在はエアライン営業部
にて主任を務めているそうだ。
彼女は、日本人の計画通りで時間に正確なとこ
ろに敬意を払う。しかし一方で、この細やかで保
守的な性格が日本の成長を妨げているのではない
かと感じることもあると話す。また仕事の進め方
が母国・中国と日本とで違うという。中国では部
門の責任者がある程度の決定権を持っており計画
が進むのは速いが途中で変更になることもある。
一方、日本では決定に時間がかかる場合が多い
が、一度決まれば最後まで遂行され、途中で大き
な変更が起こることは少ないと感じる。
彼女は今後とも福岡、そして九州の発展のため
尽力することを誓う。
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寄稿
２０２０年日本企業の海外事業展開について
～「第３１回わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告」から～
㈱国際協力銀行

調査部

第１ユニット長

春日

剛

米中貿易摩擦や中国の景気減速、ブレグジット問題など、世界情勢は政治・外交や経済運営
など様々な面で不透明さを増している。2020年も五輪の東京大会や米国大統領選などのイベ
ントが内外で予定される中、とりわけ海外事業をどう進めるべきか、多くの企業がその方針に
迷いを抱き、ともすれば事業活動の活性度を低下させているようである。
国際協力銀行では、過去30年以上にわたりアンケート調査を実施しており、本稿では、そ
の最新結果を紹介しながら、各企業がその立ち位置を把握し、事業計画を検討するための材料
を提供する。

はじめに
株式会社国際協力銀行（JBIC）では、今回で
31回目となる「海外事業展開調査（海外投資ア
ンケート調査）」を企業の皆様のご協力を得て
実施した。この調査は、わが国企業の海外事

調査概要：
調査対象：日本の製造業1,004社に送付し、
588社から回答を得た（回答率58.6％）
調査期間：2019年６月28日（調査票発送）
～８月１日（回収締切）

業展開の現状と今後の見通しを調査するもの
である。調査対象企業は、原則として海外現
地法人を３社以上（うち、生産拠点１社以上を

１．海 外事業は不透明な情勢の中での模索が
続いている

含む）有するわが国の企業としており、海外事

2019年度のアンケート調査は、米中貿易摩

業に関して相当な知見を有する、いわゆる

擦、中国の景気減速、ブレグジット問題の混

「プロフェッショナル」な企業の意見を集約し

迷、緊迫度を増す中東情勢といった不透明な

たものとして、毎年国内外から好評をいただ

世界情勢のもとでの調査となった。とりわけ

いている調査である。本稿では、この調査結

米中対立に関しては、調査実施時期が2019年

果の概要をご紹介しながら、2020年の事業展

６月～８月という、雪解けが期待された時期

開のヒントを提供したい。

であったにもかかわらず、多くの企業がその
影響を認識する結果となっている（後述）。
その前にまず全体の傾向を確認すると、海
外事業の活性度を測る指標である「海外生産
比率」は36.8％と過去最高水準に達した（図表
１）。しかし、これは一般機械や化学など輸出
型産業が現地生産に転換しつつある結果と考
えられ、自動車や電機・電子産業など中小企
業のすそ野の広い産業はこの比率が低下して

今年も多くの関心を集めた海外投資セミナー（JBIC本店）

１０
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いる。足元の海外事業への積極姿勢は必ずし

も一様ではなく、今後の見通しには慎重さが
にじむ企業が多いのが今の状況である。
図表１：海外生産比率は過去最高に達したが

２．今後の有望国はインドが首位
しかし、このような不透明感がありつつも、
海外事業を全く考えていないわけでもなさそ
うだ。本調査では、今後３年程度の有望な事
業展開先国についても毎年質問している。そ
の結果、インドが３年ぶりに首位に返り咲き、
中国の得票率が大幅に低下する様子が鮮明に
なった（図表３）。中国への期待感が急激にし
ぼむ中でインドが相対的に浮上しただけ、と
いう側面も否めないものの、インド事業が業
種を超えて本格化する兆候も確認できており、
今回の順位変動が一時的なものとは言い切れ
ない可能性もある。
なお今回の調査結果で目を引くのは、こう

図表２：事業展開に「迷い」のサイン

したインドと中国の順位変動が、アジア各国、
とりわけベトナム、タイをはじめ、フィリピ
ン、ミャンマーなど、次なる有望国に光を当
て始めていることである。米中摩擦によるリ
スクの認識や中国の景気後退が、アジア各国
に再評価の機会をもたらしている、というの
が現在の状況である。日本企業がこうした中
で、次の一手をどの国に打っていくのかが注
目される。
図表３：得票率（当該国・地域の得票数／本設
問への回答社数）の推移
得票率の推移（1992年～2019年）

また、今後３年程度の事業展開について、

インド

（％）

中国

ベトナム

国内と海外の強化・拡大姿勢について調査し

タイ

た（図表２）。その結果、
「海外を強化する」が

米国

インドネシア

フィリピン

71.4％、
「国内を強化する」が42.8％と、いず

メキシコ
ミャンマー

れも昨年比で低下する結果となった。この指
標が国内・海外とも同時に低下するのは実に
リーマンショック以来で、今後の事業展開に
対する不透明感や「迷い」がいかに深いかが
うかがえる。

（年度）
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１１

してきた企業も、いよいよ米中摩擦による収
コラム：ベトナムへの注目度が上昇中

益への影響を認識し始めている様子がわかっ

2019年の有望度調査では、ベトナムが

た。また（図表には示していないが）これを業

ランキングを上昇させた。票の中身をみ

種 別 に み て も、 自 動 車 を は じ め、 化 学 や 電

ると、BtoC企業を含む多様な業種の票

機・電子など幅広い業種に影響が広がってい

を獲得しており、幅広く有望度が高まっ
ている様子がうかがえる。特に得票率は
前年比2.5ポイント増と、上位10カ国の
中で最も大きな伸びとなっており、
「安価

ることが判明しており、対立の長期化が幅広い
業種に波及していることが改めて確認された。
図表４：米中摩擦の収益への影響

な労働力」や「優秀な人材」など、生産
面での期待が根強い模様である。この背
景としては、やはり米中貿易摩擦の激化
を背景に中国からの生産移管地としての
魅力を高めているとの評価がある。ただ
し、足元の投資増は既に計画されていた
移管計画の先食いとの指摘もあり、今後
この流れが持続するかは、ベトナム政府
の投資環境の改善にかかってきそうだ。
図：ベトナムの得票率と直接投資の推移

４．米中摩擦との共存の道を模索
米中摩擦の影響が拡大している一方で、今
回の調査では、こうした対立が海外直接投資
に「影響がない」と回答した企業も引き続き
一定数みられた。こうした企業に対し、その
理由を深掘りして質問したところ「既存のサ
プライチェーンの組み換えや調整で柔軟に対
応できる」との回答が205社中56社に上った
（図表５）。一方で、
「価格転嫁」によって事態
を乗り切ろうとする企業はわずか12社にとど

３．米中摩擦の影響は拡大傾向
さて、米中貿易摩擦をはじめとする国際貿

１
２

まった。
一般的に日本企業は米中対立の中で、サプ

易をめぐる緊張の高まりが、
「減益要因となる」

ライチェーンの組み換えか、価格転嫁のどち

と答えた企業は、2018年度の33.9%と比して

らで対応するのかを迷うようであるが、この

2019年度45.2%と半数近くまで増加した（図表

結果をみると、今回の貿易摩擦に対して企業

４）。「影響はない」「わからない」は昨年比で

は前者の調達・供給構造の柔軟な見直しによっ

いずれも減少しており、これまで判断を保留

て対応しようとしていることがうかがえる。

九経連月報 ２０２０/３

図表５：米中摩擦の影響がない理由
（回答社数：205社）

このように今回の調査では、米中摩擦の影
響を受けながらも、サプライチェーンを柔軟
に変化させてその影響を最小限にとどめつつ、
自社の情報管理の強化を進めるなどの対策を
とることにより、今後も米中双方との共存の
道を模索する日本企業の姿が浮かび上がった。
おわりに
今回の調査では、政治経済情勢の大波に左
右されつつも、混乱に柔軟に打ち勝つための

また、いわゆるHuawei問題など特定企業と

方策を丹念に模索する企業の姿が浮き彫りに

の取引制限について質問したところ、
「海外事

なった。不透明な世界情勢ではあるが、そう

業に影響が出る」との回答は53社、
「現段階で

した中で既に高水準にある海外生産・販売を

の影響はないが今後計画では考慮していく」

維持しつつ、今後は技術力に基づく課題解決

は124社で、事業計画に何らかの考慮をする企

力を広く世界に訴求し、事業機会を獲得して

業が合計で全体の３割に上ることがわかった。

いくことが期待される。

そこで、今後どのような対応を検討してい
くのかについて質問したところ、
「特定企業と
の取引見直し」が33社と少なかった一方、
「自

本調査の詳細な内容は、国際協力銀行の

社内の情報管理の強化」（64社）、
「技術移転の

下記ホームページで公開しています

管理強化」（59社）、
「自社内や取引先とのデー

https://www.jbic.go.jp/ja/information/

タ流通の管理強化」（51社）など、情報管理の

research.html

強化の実施・検討を選択する企業が多かった

（お問い合わせ先）
（株）国際協力銀行

（図表６）。

調査部

TEL：03-5218-9244
図表６：情報管理を強化する動きがみられる

E-mail：fdi@jbic.go.jp

（回答社数：188社）
【お知らせ】
☆新オフィスに移転しました☆
（株）国際協力銀行
〒530-0001

大阪支店

大阪市北区梅田2-2-22

ハービスENTオフィスタワー23階
TEL：06-6345-4100
FAX：06-6345-4102
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日誌
１月
１６日（木）

［福岡市・九経連会議室］

第５回木造ビル構造標準モデル作成研修会
出席者：47名

九州産木材を利活用するため昨年10月から実施し
ている木造ビル構造標準モデルを作成する研修会も
第５回目を迎えた。３月16日の一般向け発表への最
終準備として、参加５チームの進捗状況と講師陣か
らのアドバイスを行うエスキスを行った。各チーム
ともに３～４階建ての木造ビルの設計図の完成に向
けて活発な質問が飛び、有意義な会となった。
この設計図は３月に完成後、木造ビル普及のため
フリーで活用できるようにし、設計士を含め、木造ビ
ルのユーザーと成り得る企業への周知も図っていく。

２４日（金）

［福岡市・ホテルニューオータニ博多］

正副会長・委員長会議
出席者：15名

2020年度事業計画（主要事業）について審議を行っ
た。
※本誌４ページに詳細を掲載

２８日（火）

［福岡市・電気ビル共創館］

アクティブシニア介護就労セミナー
出席者：28名

少子高齢化により労働力人口の減少が進み、介護
業界の人材不足は極めて厳しい状況にある。このよ

うな中で本セミナーは、就労意欲が高いとされてい
るシニア世代の介護就労を促進するため開催された。
講演ではシニアの活用のほか、やりがいのある制
度やサービス導入に成功している企業（㈲ウェルフェ
ア三重）の事例を紹介した。講演後の介護講座では、
福岡県介護支援専門員協会および福岡県言語聴覚士
会から講師を招き、親が要介護状態を迎えたときに
冷静に対処するための極意や親の介護予防について
説明が行われた。 ※次号（４月号）にて詳細を掲載予定

２９日（水）

［福岡市・九経連会議室］

九州女性の会１月例会
出席者：13名

（公財）九州経済調査協会の片山礼二郎調査研究部
長を講師に迎え、同協会が70周年記念事業として策
定した「30年後に向けた九州地域の発展戦略」につ
いてご説明いただいた。九州の課題や目指す姿から、
取り組むべきプロジェクトの方向性や具体例を聞き、
各々の今後の経営戦略のヒントについて考察する機
会となった。
その後、九州女性の会会員であり書家として福岡
からアジア、世界へと活躍されている㈲style fitの浦
岡香社長の手ほどきによる書き初めも行い、年頭にあ
たっての会員それぞれの思いを漢字一文字に表した。

日誌詳報〈
新入会員の代表者が正副会長と交流〉

と

き

ところ
出席者

１月24日（金）
福岡市・ホテルニューオータニ博多
41名

新入会員交流会

毎年度恒例の新入会員交流会を開催し、直近１～２年の期間に入会し
た会員22社・31名が出席し、本会の会長・副会長と交流した。
交流会ではまず麻生泰会長が入会のお礼を述べ、九経連での人脈の活
用を訴え、
『九州から日本を動かす』という本会の使命への理解と協力を求めた。続いて、石原進副会長
が入会のお礼と、観光委員長として、インバウンド観光客の消費単価上昇に向けた取り組みに協力を求め
た後乾杯。その後、出席の新入会員代表者からそれぞれ自己紹介があり、懇談に入った。懇談では、活発
な情報交換が行われるとともに、本会の活動に対するご意見やご要望をいただいた。最後に、事務局から
今後の九経連ミッションへのご支援とご協力をお願いし、閉会した。
規模の大小や業種にかかわらず、本会へのご入会を心よりお待ち申し上げます。
ご入会・ご紹介のご連絡は、お手数ですが下記までお願いいたします。
〈九経連 総務広報部〉
TEL：092-761-4261
E-mail：info@kyukeiren.or.jp
URL：http://www.kyukeiren.or.jp
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Member Introduction

会員紹介

株式会社マイナビ
＜2019年８月１日入会＞

会社紹介

ズ」という社名で、１９７３年に創業しました。
創業当初から、現在の「マイナビ」の前進とな
る新卒学生向け就職情報誌を発行し、就職情報

会

社

創
代

表

名

株式会社マイナビ

業

１
９７３年８月１５日

者

代表取締役社長 中川 信行

事 業 内 容

就職、転職、アルバイト、人材紹
介等の人材サービス事業
および進学、ウエディング、ニュー
ス、農業等の情報メディア事業 等

従 業 員 数

約９，
８００名（マイナビグループ全体）
※２０１
９年１
０月１日時点

本社所在地

〒１
００-０００３
東京都千代田区一ツ橋１-１-１

電 話 番 号

０３-６２６７-４０００
（代表）

関連会社等

株式会社マイナビサポート、株式
会社マイナビワークス、株式会社
マイナビ出版、株式会社マイナビ
ミドルシニア、株式会社マイナビ
グローバルなど計２７社

ホームページ

https://www.mynavi.jp/

誌を活用した留学支援や出版事業を展開してお
りました。インターネットの時代になり、１９９５
年にはインターネットによる就職情報企画「Ｃ
ａｒｅｅｒＳｐａｃｅ」を開始。また、大規模な就職イ
ベントを他社に先駆けていち早く開催し、以
降、業界最大級の就職情報サイトとして事業を
拡大して参りました。
２０００年代に入り、転職情報サイトやアルバ
イト情報サイトの開設、人材紹介事業をスター
ト。新卒から中途採用、非正規雇用、専門職、

会社概要

弊社はもともと、
「毎日コミュニケーション

外国人採用、人材育成まで、総合的な人材サー
ビスを提供するにいたりました。
また、２００７年に人材情報ポータルサービス
を「マイナビ」ブランドに統一し、２０１１年に
は社名を「マイナビ」に変更いたしました。人
材を中心とした企業から、
「ユーザーの日常・

私たちは、地域ご
とに異なるさまざま
な特色や人々のニー
ズにきめ細かく応え
るために、全国各地

人生をサポートする総合情報サービス企業」と

に拠点を置き、リア

して事業を広げ、現在では、ウエディング、

ルなネットワークを

ニュース、農業など、多数の生活情報メディア

築いていくことに力

を運営しています。人と企業に情熱をもって向

を注いできました。

き合い、ユーザー動向やトレンドにあわせた情

それぞれの地域のニーズや課題を直接見聞

報を発信することをめざしています。
九州・沖縄におきましては、現在福岡をはじ
め９都市に拠点を構えております。地域ごとの

代表取締役社長

中川  信行

きすることで、その地に根ざしたサービス
を開発し、提供することができるからで
す。今後も引き続き、九州・沖縄含め各地
域との結びつきを強めることで、人々の生

お声をきめ細やかに吸い上げ、最適な採用支

活に根ざしたサービスを提供していきたい

援、進学支援、生活関連の情報等をご提供すべ

と考えています。

く、社員一同努めて参ります。

２０２０/３
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Member Introduction

会員紹介

株式会社バカン
＜2020年１月23日入会＞

会

社

名

株式会社バカン（Ｖａｃａｎ，
Ｉ
ｎｃ．
）

業

２０１６年６月８日

「いま 空いているか１秒でわかる、優しい世

創

界をつくる」ことをミッションとする株式会社

代

バカンを２０１６年６月に設立いたしました。

事 業 内 容

ＡＩ／ＩｏＴを活用したあらゆる空席
情報プラットフォーム「ＶＡＣＡＮ」
の開発・提供
お弁当お取り置きサービスＱＵ
Ｉ
ＰＰＡ、
お弁当をオフィスに配送する
ＱＵＩ
ＰＰＡＦＯＲＯＦＦ
ＩＣＥの開発・運営

信するサービス「ＶＡＣＡＮ」と②お弁当の事前

従 業 員 数

６８名（２０２０年２月１日時点）

決済お取り置きサービス「ＱＵＩＰＰＡ」を開発

本社所在地

〒１
００-００１
４ 東京都千代田区永田町
２-１
７-３ ２Ｆ

表

者

弊社は、①ＡＩ／ＩｏＴを活用してトイレや飲
食店などのリアルタイム空き状況を電子看板
（デジタルサイネージ）やスマホなどの端末に配

運営しております。

代表取締役 河野 剛進

電 話 番 号

０３-６３２７-５５３３

駆け込んだトイレが空かないとき、空いてい

関連会社等

中国現地法人 空探科技（上海）有限公司

る駐車場にたどり着けないとき、人は心の余裕

ホームページ

https://www.vacancorp.com/

がなくなってしまいがちです。
「いま空いてい
ます」という情報で人々の行動が変わり、混雑
を平準化・解消できれば、心の余裕が生まれ優
しくなれるのではないでしょうか。
「混雑解消」から始まった弊社サービスは、
「空き解消」という効果も併せもつことがわかっ
てきました。導入先のお客様から、ＶＡＣＡＮに
は集客効果があるとお喜びの声をいただいてお
ります。東京、大阪、札幌、大分、上海などの
トイレ、会議室、商業施設、観光施設、宿泊施
設、交通インフラ施設…とサービスが広がって
おります。あらゆる施設に導入された「空き情
報」をつなげれば、観光に特化したスマートシ
ティ化も推進できると考えています。
ＱＵＩＰＰＡはスマホやＰＣからお弁当の事前注
文と決済を行い、店舗で受け取りができるサー

私自身も九州出身
です。地元である九
州・沖縄エリアに貢
献できることが大変
嬉しく、ワクワクし
ております。九州・
沖縄営業所を単なる
営業拠点ではなく、
九州・沖縄エリアで
代表取締役 河野  剛進
しか気づけない課題
にチャレンジし、成果を世界中に輸出する
開発拠点にします。それが雇用創出、グ
ローバルで通用するIT知見の共有につなが
ります。そして、
「空き状況の見える化に
よって街の体験価値を向上させ、優しい世
界をつくる」ことを実現していきます。

ビスです。いわば、
「お弁当の空き状況」を配信
するサービスです。ＱＵＩＰＰＡはスタジアムや
展示場など多くの人が集まる施設のお弁当販売
などにもつながるのではないかと考えています。
経済産業省から重点的に支援するスタート
アップ企業「Ｊ-Ｓｔａｒｔｕｐ２０１９」に弊社は選ば
れております。九州・沖縄の皆様と共に「空き
情報」の可能性を育んで世界へと発信していけ
るよう、社員一同、励んでまいります。
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AI ／IoTを活用し、空き情報を電子看板に表示

会社概要

会社紹介

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 48

焼酎文化を極める
〜麦、米、そば、芋‥‥

そ の〔２〕

四つの味が文化を語る〜

−長崎県（壱岐市）、佐賀県（有田町）、大分県（宇佐市〈安心院〉、九重町、日田市）、熊本県（人吉市、あさぎり町）、鹿児島県（姶良市、霧島市）−

「焼酎は生きものです」お腹の中から気づかい、生まれるとき気づかい、無事生み終えた後も…。だか
ら「毎晩、夜遅く起きて発酵状態を見て廻ります」女性杜氏寿福絹子（人吉）さんの女性ならではの言葉だ。
お酒、焼酎…などの醸造酒は生きもの。製造過程で一瞬の目も離せない。
生きものだから、手づくりだからその地方の風土が色濃く反映されている。ひたむきに造るから造った
人柄までが。だから「文化」なのだ。
焼酎王国・九州の代表的産地を巡り、昔ながらの味、個性ある味にこだわるその地の「文化」を味わっ
てみよう。
麦焼酎の本場、壱岐（長崎県）を振り出しに大分～熊本～鹿児島と焼酎代表格の土地の旅は容易ではな
い。四つの土地めぐりは行程的にも苦しいが、そんな不満を言うようでは資格なし。ツアーの性格上、そ
れなりのグループの見学、試飲できる醸造元を選ばざるを得なかった。
本当は、家族ぐるみで造っている、あの「わかば」のような蔵元にこそ、文化を極める真骨頂があるの
だけれど…（後日、単独で訪ねればよい）
。
駆け足で、
「ハシゴ焼酎」して、微薫を温泉で洗い流して、また飲みなおす―まさに非日常ここにあり
ということか。
焼酎の肴には、その土地の伝統の味がぴったりする、ことも知るだろう。

２泊３日コース


１日目
２日目
３日目
４日目

 地→福岡空港（博多駅）→博多港→芦辺港
各
→壱岐市［玄海酒造、山の守酒造場、壱岐焼
酎協業組合、壱岐の華］→壱岐市（泊）
 （印通寺港）→唐津市（呼子）→有田町
壱岐
［宗政酒造］→九重町［八鹿酒造］→宇佐市
（安心院）［三和酒類安心院葡萄酒工房］→日
田温泉（泊）
 田市→［いいちこ日田蒸留所、薫長酒蔵資
日
料館］→山鹿市［千代の園酒造］→熊本市
［瑞鷹］→人吉温泉（泊）

芦辺港

博多港

壱岐市
印通寺港
唐津市呼子
有田町

福岡空港

宇佐市安心院

日田温泉
山鹿市
熊本市

九重町

あさぎり町

人吉温泉
鹿児島空港
姶良市

霧島市

 吉市・あさぎり町［繊月酒造、松の泉酒造、寿
人
福酒造場、その他の蔵めぐり］→姶良市［白金酒
造］→霧島市［錦灘酒造（酒匠工房ＧＥＮ）
、日當
山醸造］→鹿児島空港（鹿児島中央駅）→各地
大隅諸島
種子島
屋久島
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壱岐焼酎
壱岐は長崎県に属しているが、博多から近い。麦焼酎発祥の地、そ
の歴史は４００年を超えるとも言われる。何故か、島とはいえ豊かな田
畑がある。長崎県下、第２の平野があると聞いて驚くが、本当だ。米
麹（１／３）
・大麦（２／３）を順次仕込み醪を熟成させ蒸留、麦の香り
の風味と、米麹を使用することによる天然の甘味が特徴。７軒の焼酎
蔵があり４つの蔵元で見学できる。
球磨焼酎と同じく「壱岐焼酎」と産地表示ができる。

玄海酒造（壱岐市）

いいちこ
いいちこは、山紫水明の日田で一次仕込みも二次仕込みも大麦麹だけ。まろやかなコクと
深みを追求している。安心院には三和酒類の工場があり、試飲もできる設備が整っている。

三和酒類安心院葡萄酒工房（宇佐市）

八鹿酒造（九重町）

いいちこ日田蒸留所（日田市）

球磨焼酎
世界の銘酒は産地の名で呼ばれている。
ブランデーの「コニャック」
、ウィスキーの「スコッチ」
、ワインの「ボルドー」と肩を並べて、
「球磨焼酎」も
産地名を名乗ることが世界の基準で認められている。米１００％の球磨の誇りだ。２７の大小の醸造元がいそしんで
いる。人吉球磨地方は、全体が生きたテーマパークだ。田園風景の中に調和したたたずまいがゆかしい。

松の泉酒造（あさぎり町）

寿福酒造場（人吉市）

白金酒造（姶良市）
白金酒造は鹿児島で最も古い蔵元の一つとして、手造りの芋焼酎の製造工程が見学
できる。

白金酒造

錦灘酒造（霧島市）
錦灘酒造（酒匠工房ＧＥＮ）は、白麹の生みの親である先代に
続き、独自の麹で造る焼酎や麹菌の開発にも力を注ぐ蔵元だ。

日當山醸造（霧島市）
日當山醸造は、焼酎の味の大部分を決める水に霧島山系より
湧き出る水を使用。十分な時間と真心を注ぎ、本格焼酎を追求
している。
九州観光推進機構のホームページ

九経連月報 ２０２０/３

日當山醸造

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

１８

錦灘酒造

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）

３月の沖縄旅行、旬のおすすめ！

暖かくなってきた今こそ沖縄の自然を満喫する
日に日に暖かくなり平均気温１８度前後と暑すぎずに過
ごしやすい、アウトドアでのレジャーに最適なこの季節。
海遊びは下旬の海開きまでとっておいて、前半は、沖縄
の自然を満喫するのがおすすめ！エリアの半分以上が
木々に覆われたやんばるの森を爽快にバギーで駆け抜け
たり、八重山でホタルの乱舞観賞を楽しむのはいかがで
しょうか。他にも、３月５日のサンゴの日をきっかけに、
サンゴが海の生態系にもたらす大きな役割について学び、
サンゴ礁を守る活動に参加してみるのもおすすめです。

３月のアクティビティ
ヤンバルンチャーでどきどき四輪バギー体験
マイナスイオンをたっぷり浴びて四輪バギーやビーチクルーザーでやんばるの
森やビーチを満喫！徒歩やレンタカーとはまた違う目線で沖縄を楽しむことがで
きます。四輪バギーは練習場でしっかり講習を受けてからオフロードコースや森
林コースにチャレンジするので、女性や初心者でも安全に楽しむことができます。
施設内のオフロードコースでコブを越え、橋を越え、更には森林コースを駆け抜
ける！最後は徒歩でやんばるの森をお散歩。全行程ガイドが先導するので、お子
様連れや運転に自信がない方も安心。意外に天気が崩れやすいこの季節ですが、
バギーはもともと砂地など悪路走行のために作られたもの。雨やぬかるみもスリ
リングでまた楽しいものですよ。
サンゴ苗作り体験（さんご畑）
地球温暖化による水温の上昇や環境汚染などにより、世界規模で大きな問題と
なっているサンゴの白化現象。沖縄本島中部・読谷村にあるサンゴの養殖場「さ
んご畑」でできるサンゴ苗作り体験では、サンゴについてのレクチャーを受けた
後、サンゴの枝をハサミで切り人工の岩に固定して養殖用の苗を作ります。でき
た苗は、外海より水温が低く外敵のいないサンゴ畑ですくすくと育て、充分に
育ったら海へと移植。移植され無事に２度目の春を迎えた頃には産卵が見られる
かもしれません。一つ一つの小さなサンゴの苗が海に根付き、産卵して個体数を
増やし、長い年月をかけてサンゴ礁を形成します。
石垣島でヤエヤマボタル鑑賞（MUSUBI）
３月から５月にかけて、石垣島など八重山地方で見られるヤエヤマヒメボタル。
体長２〜４mmと日本最小種のホタルですが、数千匹が群生するためその明るさは
かなりのもので、幻想的な光の乱舞を楽しむことができます。チャンスは１日１
度、日没後の約３０分間のみ。ホタル観賞ツアーは明るいうちから森の中のホタル
が見られるスポットに入り、日が落ちて次第に暗闇に包まれる中でゆっくりと輝
き出すのを待ちます。晴れた日には満天の星空と森の木々を照らすホタルの乱舞
を同時に楽しめるかもしれません。ホタルの光が消え、森に暗闇が戻ったら懐中
電灯を点けて、夜行生物を探しながら帰ります。何に出会えるかは、運次第。
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。

店舗名：どきどきヤンバルンチャー
住 所：沖縄県名護市世冨慶1084
ＴＥＬ：0980-55-8118

店舗名：さんご畑（有限会社海の種）
住 所：沖縄県読谷村高志保923-1
ＴＥＬ：098-982-9988

店舗名：石垣島 アウトドアガイド
MUSUBI
住 所：沖縄県石垣市浜崎町
2-5-27-302
ＴＥＬ：080-6484-8760

https://www.okinawastory.jp/
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山口

Yamaguchi

高度産業人材の確保に向けた
奨学金返還補助制度
近年、生産年齢人口の減少が予想されているが、県
経済が持続的に成長・発展し、地方創生を進めていくに
は、産業人材の確保は極めて重要な課題となっている。
このため県では、県内製造業を支える高度な専門知
識を有する人材の確保を目的とした、奨学金返還補助
制度を設けている。
この制度は、日本学生支援機構等の奨学金の貸与を
受ける理系大学院生および薬学部生を対象とし、その
学生が卒業後、県内の製造業で一定期間就業した場合
に、奨学金の返還額の全部または一部を補助するもの
である。また、対象学生には、就職ガイダンスや企業
見学会を開催するなど、きめ細かな就活サポートも実
施している。
なお、この奨学金返還補助の資金を確保するため、
産業界の皆さまからご寄付（
「企業版ふるさと納税」の
対象）をいただきながら、基
金の積み立てを行っている。
本県の経済活性化・地方創
生を支援する観点から、ご
協力をお願いしたい。
《問い合わせ先》
企業見学会開催の様子
山口県産業戦略部総務調整班
検索
TEL：083-933-2465 山口県 産業人材

福岡

Fukuoka

福岡発の技術で、宇宙に挑戦！超小型レー
ダー衛星「イザナギ」打ち上げ成功！！
九州大学発ベンチャーのＱＰＳ研究所（福岡市）が
開発した世界最高レベルの性能を持つ超小型レーダー
衛星「イザナギ」が、昨年１２月
１１日、インドのサティシュ・ダ
ワン宇宙センターからの打ち上
げに成功し、無事、衛星軌道に
乗った。
ＱＰＳ研究所は、カメラで撮
衛星のイメージ

２０
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影できない環境（曇りや夜）でも観測可能な衛星を開
発し、世界のどこでも１０分毎に観測できる体制の確立
を目指している。今年、２号機「イザナミ」を打ち上
げ、最終的には３６機の衛星を打ち上げる計画。
この人工衛星の本体は、福岡県を中心とする九州の
地場企業約２０社と協力して開発。衛星を駆動させるシ
ステムは福岡県発のプログラミング言語「ｍｒｕｂｙ
（エムルビー）
」で開発されており、福岡県のハード技
術・ソフト技術の結晶とも
言える。
当日は、福岡県庁１階ロ
ビーでパブリックビューイ
ングが開催され、約５００人
が集まり、打ち上げの成功 パブリックビューイングには、たく
さんの子ども達も駆けつけた。打ち
を祝った。
上げ成功のアナウンスが流れると、
クラッカーを鳴らし、成功を祝った
《問い合わせ先》
福岡県新産業振興課 TEL：092-643-3445

佐賀

Saga

地域で取り組む！鹿島酒蔵ツーリズム
佐賀県鹿島市の「鹿島酒蔵ツーリズム協議会」が
「２０１９年度ふるさとづくり大賞」
（総務省）で最優秀賞
に輝いた。同協議会は、２０１１年に地元鹿島の日本酒
が世界的に権威のあるワイン品評会『ＩＷＣ』
（イン
ターナショナル・ワイン・チャレンジ）でチャンピオ
ン・サケを受賞したことを契機に設立。鹿島市内で製
造されている日本酒と文化や歴史を合わせ、国内外へ
情報発信することで、鹿島市全体の活性化につなげる
活動を始めた。
活動の核となるのは、鹿島酒蔵ツーリズムＰＲイベ
ント。なかでも、蔵人と触れ合い、搾りたての酒を味
わう「６蔵合同蔵開き」が人気だ。各酒蔵も、来場者
へのおもてなしに趣向を凝らしており、会場のみで販
売される「オリジナル６蔵セット」は、各酒蔵の酒を
同時に楽しめるとして好評を博す。ＰＲイベントはこ
れまで８回開催され、累計来場者数は５０万人超。地域
住民の誇りも高まり、地元の酒を提供するお店が増
え、日本酒を使ったスイーツなどの新商品も誕生する
など、波及効果も生まれている。また鹿島市初のゲス
トハウスができたり、ボランティアの酒蔵ガイドの会
が立ちあがるなど、新たな動きも出てきている。
「世界一の酒が生まれたまち」では、歴史的建造物
の街並みなどの魅力向上と合わせて、１年を通して賑
わうまちづくりを目指している。
第９回鹿島酒蔵ツーリズム2020
日時：３月28日（土）、29日（日）
10：00～17：00
《問い合わせ先》
鹿島市商工観光課
TEL：0954-63-3412
くらびと

長崎

Nagasaki

２０２２年度開業！九州新幹線西九州ルート
開業ＰＲキャッチコピー＆ロゴマーク決定！
長崎県では、九州新幹線西九州ルート（長崎～武雄
温泉間）の２０２２年度開業に向けて、開業効果を最大限
に高め、その効果を県内各地へ波及・拡大させること
を目的に策定した「新幹線開業に向けたアクションプ
ラン」に基づき、県民の気運醸成や誘客・周遊促進な
どに官民一体となって幅広く取り組んでいる。
今回、気運醸成の取り組みの一環として、開業ＰＲ
キャッチコピーおよびロゴマークを一般公募し、人気
投票によって決定した。
決定したキャッチコピーは「ふらり長崎 それもい
い」
。計画を立てて旅行に行くのも良いが、何気なく
ふらりと旅するのも良いもの。ぎっしりと魅力の詰
まった長崎はもってこいである、という意味が込めら
れている。
ロゴマークの配色はステンドグラスがモチーフと
なっており、長崎の海を感じられ、子どもからお年寄
りまで分かりやすいデザインとなっている。
本県では今後、この開業ＰＲキャッチコピーとロゴ
マークを、県内の市町や関係団体等において広報や
ＰＲなどさまざまな場面で活用するとともに、お土産
品などのパッケージへの使
用など、広く県民の皆さん
にも活用してもらい、開業
に向けた気運を高めていく
こととしている。
《問い合わせ先》
長崎県新幹線・総合交通対策課
TEL：095-895-2066 長崎県 新幹線

熊本

検索

Kumamoto

くまもと県南フードバレー「ご当地
グルメ」キャンペーンの実施について
くまもと県南フードバレー推進協議会では、県南地
域（八代、水俣・芦北、人吉・球磨）の食産業の振興
により地域の活性化を図るため、売れるモノづくりや
販路拡大等を推進している。その一環として、交流人
口の増大にもつながる「ご当地グルメキャンペーン」
を実施している。
昨年１２月からは、くまもと県南地域で旬を迎える、
ばんぺい ゆ
世界最大の果実と言われる晩白柚やデコポンブランド
し ら ぬ い
で知られる不知火、甘くてみずみずしいイチゴをそれ
か き
ぞれあしらったスイーツ・パンと牡 蠣料理のキャン

ペーンをスタート。
今回のキャンペーンに併せて開発された、晩白柚や
イチゴの菓子パンや不知火のタルト、牡蠣の旨みが詰
まったパエリア等、地元でしか味わえないご当地グル
メが県南地域１９店舗で今年３
月末まで提供される。
お得な割引クーポンもあるの
で、ぜひこの機会に今が旬のご
当地グルメを食べに県南地域へ
お越しいただきたい。
詳 し く は、
「くまもと県南
フードバレー推進協議会 ご当
地グルメサイト」へ。

ご当地グルメ

キャンペーンポスター
《問い合わせ先》
くまもと県南フードバレー推進協議会事務局
TEL：0965-52-1020
県南フードバレーご当地グルメ

大分

検索

Oita

大分県観光サポートアプリ
「おおいた遺産」配信中！
大分の魅力あふれる文化遺産を紹介する、体験型大
分観光サポートアプリ「おおいた遺産」が、このたび
配信された。
「おおいた遺産」とは、
「未来に残したい大分」とい
うテーマで一般の方々から寄せられた、大分の国宝・
天然記念物・工芸品・祭り・料理など１，
１００件にも上
る様々な文化遺産の中から、おおいた遺産選定委員会
が１２０件を選定したもの。
県内各地にある「おおいた遺産」の美しい写真を閲
覧できるほか、厳選されたスポットを巡るモデルコー
スを紹介。実際に大分を観光しながら「おおいた遺
産」のことを楽しく学ぶことができる。また、訪問ス
ポット数に応じたランクアップ機能やバッジ取得機能
などもあり、
「おおいた遺産」をた ダウンロードはこちらから
くさん巡ることでさらに楽しめる
内容になっている。
現在、ｉＯＳ版・Ａｎｄｒｏｉｄ版と
もに配信中。本アプリをきっかけ
に、多くの方々に「おおいた遺産」
iOS版
を知っていただき、大分観光をよ
り一層楽しんでいただきたい。
《問い合わせ先》
おおいた遺産活性化委員会
TEL：097-538-9731

Android版
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宮崎

Miyazaki

宮崎のスイートピーは出荷量
日本一！
宮崎県はスイートピー出荷量が全国シェアの約５０％
を誇る日本一の産地である。温暖で日照時間の長い環
境がスイートピーの生育に適しており、生産農家が作
り出した品種は１００を超え、他県にないオリジナル品
種も多い。その中でも、宮崎県総合農業試験場ではこ
れまでに２１種類を開発し、
「みやざきオリジナルス
イートピー」として国内外へ出荷している。
宮崎のスイートピーは、珍しい花色や鮮やかな花
色、また従来のスイートピーに見られない珍しい花形
の品種が数多くあり、どれも花束やアレンジに使用す
ると目を引く品種ばかりである。また、通常、スイー
トピーの日持ちは８日程度であるが、県産スイート
ピーには１１日程度持つ品種もあるなど、その品質の
高さから北米やヨーロッパ、アジアなどへの輸出も
年々増えてきている。
さらに、
「ビューティーブルー」という品種の花の
成分には、肌を守り、整える「マルビジン」が豊富に
含まれており、化粧液として商品化もされている。
県では、日本記念日協会に登録されている「スイー
トピーの日」
（１月２１日）を県内外でＰＲしていくと
ともに、栽培が難しく１年を通して供給量が少ない
「赤いスイートピー」の供給能力を高めるため、ＪＡ
宮崎経済連が始動した「赤いスイートピープロジェク
ト」に協力している。今後も、県産スイートピーの消
費拡大のため、さまざまな取り組みを行っていく。
スイートピーの花言葉は「門
出」
。卒業や就職など、人生の門
出のお祝いに宮崎のスイートピー
を贈ってみてはいかがだろうか。
《問い合わせ先》
宮崎県農産園芸課
TEL：0985-26-7137

鹿児島

Kagoshima

ベトジェット・エアが「鹿児島
－ハノイ線」の開設を発表
鹿児島県では、県内で働く外国人のうち半分近くを
占めているベトナムとの関係強化を図るため、様々な
取り組みを行っている。
このうち、鹿児島とベトナムを結ぶ新たな航空路線
の開設に向けては、昨年１０月に、官民一体の「オール
鹿児島」による大訪問団を結成してベトナムを訪問
し、現地のＬＣＣであるベトジェット・エアのグエ
ン・タイン・フン会長に、定期便就航に向けた要請を
行うなどの取り組みを行い、グエン・スアン・フック

２２

九経連月報 ２０２０/３

首相からも、
「定期便就航についても支援していきた
い」と力強い言葉をいただいていた。
今年１月、ベトジェット・エアより、
「鹿児島－ハ
ノイ線」を開設することが発表された。この路線は、
鹿児島と東南アジアの主要都市であるベトナムのハノ
イとを結ぶ初の国際定期路線であり、同国のハイズオ
ン省と連携協定を締結し、交流の拡大を図る同県に
とっても待望の路線である。
ベトナムと鹿児島を結ぶ路線の開設によって、県民
の利便性の向上が図られることはもとより、ベトナム
からの技能実習生の安定的な受入をはじめとした、交
流人口の拡大につながることが期待される。
同県としては、引き続
き、ベトナムとの関係強化
に全力で取り組みながら、
同路線の安定的な運航が図
られるよう努めていく。
《問い合わせ先》
鹿児島県交通政策課 TEL：099-286-2457

沖縄

Okinawa

「第３回島酒フェスタ」を開催
泡盛は日本最古の蒸留酒として約６００年の歴史を誇
り、九州の焼酎の源流も泡盛にあるとされている。琉
球王朝時代、海外からの来賓や、祭礼、祝いごとなど
で来客に振る舞うもてなしの御用酒として取り扱わ
れ、今も沖縄の誇りとして県民に親しまれている。
また、昨年５月には「琉球王国時代から連綿と続く
沖縄の伝統的な『琉球料理』と『泡盛』
、そして『芸
能』
」が日本遺産に認定されるなど、泡盛は地域経済
や雇用面にとどまらず、文化、観光の観点からも重要
な役割を期待されている。
沖縄が世界に誇る伝統文化である泡盛の魅力を県内
外に発信し、あわせて観光の振興や地域の活性化につ
なげるため、４月１１日（土）
、１２日（日）の２日間、那
覇市のセルラーパーク那覇において「第３回島酒フェ
スタ」を開催する。
今回の島酒フェスタでは、沖縄の全４７蔵の泡盛が
試飲できるほか、
「第３５回泡盛の女王選出大会」や
「島酒抽選会」など、楽しいイベントが盛りだくさん
となっている。
この機会に沖縄に足を運んでいただき各酒造所自慢
の泡盛を飲み比べ、泡盛の
持つ魅力を感じていただけ
れば幸いである。
《問い合わせ先》
沖縄県ものづくり振興課
TEL：098-866-2337

表紙説明

城下町杵築散策とひいなめぐり

（大分県）

２月22日（土）～３月22日（日）に開催される「城下町杵築散策
とひいなめぐり」では、杵築藩主ゆかりの雛人形をはじめとする
多彩なお雛様が、春の城下町を華やかに彩ります。
「ひいな」とは「雛」の古語で、
「小さくて可愛い」という意味。城下町で開催されることにちな
み、県内で唯一ここ杵築だけは、雛人形を古式ゆかしい「ひいな」の名で呼び親しんでいます。
藩主ゆかりの貴重なお雛様や、享保時代から武家や商家で大切に飾られてきた伝統あるお雛様、
趣向を凝らした創作雛人形など、バラエティ豊かな「ひいな」が各所で展示され、訪れる人々を出
迎えてくれます。展示会場前はぼんぼりや花餅が飾られ、城下町の雛祭りの雰囲気を華やかに盛り
上げます。
また、杵築城下町では、きもので街歩きを進めるプロジェクトが盛んに行われており、350着を
超える着物を取り揃える「レンタルきもの和楽庵」はその拠点となっています。艶やかな和装で
「ひいなめぐり」を楽しめるのは、杵築ならでは。
期間中は、杵築の特産品等豪華賞品が当たるスタンプラリーなどの催しや、飲食店ではひいな限定
グルメも提供される予定です。ぜひご家族やご友人をお誘い合わせの上、春の杵築へお越しください。
《問い合わせ先》
城下町杵築散策とひいなめぐり実行委員会（杵築市観光協会内）
TEL：0978-63-0100
https://www.kit-suki.com/
スケジュール（３月）
日（曜）

会合名等

２日（月）
３日（火）
４日（水）～５日（木）
５日（木）
９日（月）
１
０日（火）
１
３日（金）
１
６日（月）
１
７日（火）
１
８日（水）
２５日（水）
２７日（金）
３１日（火）

農林水産委員会林業部会 第２回調査・研究ＷＧ（福岡市・九経連）
第２回産業振興委員会（福岡市・電気ビル共創館）
行財政委員会第２回企画部会（福岡市・電気ビル共創館）
農林水産委員会第２回水産部会（那覇市・ダイワロイネットホテル那覇国際通り）
第７２回九州経済懇談会（経団連との懇談会）
（熊本市・ホテルキャッスル熊本）
情報通信委員会第２回企画部会（福岡市・九経連）
少子高齢化・雇用委員会（福岡市・電気ビル共創館）
第２回宮崎地域委員会（宮崎市・シーガイアコンベンションセンター）
第２回資源エネルギー・環境委員会、企画部会合同（福岡市・電気ビル共創館）
第２回農林水産委員会（福岡市・電気ビル共創館）
第２回情報通信委員会（福岡市・電気ビル本館）
第２回行財政委員会（福岡市・電気ビル共創館）
交通委員会第２回企画部会（福岡市・九経連）
ＫＹＵＳＨＵ  ＮＥＸＴ第３回ＷＧ（福岡市・九経連）
第１
５８回理事会（福岡市・九経連）
第２回観光委員会（福岡市・福岡市科学館）
第２回再生可能エネルギー産業化推進委員会（福岡市・電気ビル共創館）

新入会員企業（１月）
㈲折田物産
代表取締役

折田

信男

鹿児島県南九州市知覧町塩屋15712
TEL：0993-85-3107 従業員数：30名
事業内容：日本茶の生産・製造・販売、日本茶関連商品の販売、海外向け商品の開発・販売、業務用緑茶の製造販売

㈱バカン
代表取締役
河野 剛進
九州・沖縄営業所 拠点責任者 畠山 怜之

東京都千代田区永田町2丁目17-3
TEL：03-6327-5533 従業員数：68名
福岡市中央区天神2丁目11-1
事業内容：AI／IoTを活用したリアルタイム空き情報サービスの開発、運営、提供

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 Vol.4
「KIMONO プロジェクト」は、日本が世界から注目される 2020 年、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ます。

ラグビーワールドカップ 2019 プレイベント（東京スタジアムにて）
（2019 年 9 月 20 日）
ラグビーワールドカップの開会式にて参加 20 カ国のショーを行わせていただきました。
一つ一つの国が紹介され、会場の大きなスクリーンに映像が映し出される度に歓声が上がり
ました。ショーの最後には 20 カ国が手を繋いで、ノーサイドの精神を表現し、大きな拍手
をいただくことができました。またその様子は多くの海外メディアに取り上げられ、これま
でにない大きな反響をいただきました。

第 27 回

重要無形文化財保持団体秀作展

（2019 年 11 月 21 日）

久留米シティプラザにて久留米絣で制作された 3 カ国（メキシコ合衆国、キリバス共和国、
グアム）の KIMONO の展示をさせていただきました。
この作品展をご覧になられた宮古上布の新里玲子先生（沖縄県重要無形文化財保持者認定）
より、プロジェクトに参加したいと申し出いただき制作を依頼することになりました。

モロッコネイションスポンサー、モロッコ大使館訪問

（2019 年 12 月 13 日）

モロッコ大使館をネイションスポンサーの白鷺電気工業㈱様（熊本県）と訪問させていただ
きました。同社はかねてより障がい者スポーツの支援を考えておられ、モロッコで今年アフ
リカ大陸で初のパラスポーツの大会が開催されることにご縁を感じられ「スポンサーをする
ならばぜひモロッコを！」と申し出ていただき、今回の訪問が実現しました。
「モロッコの KIMONO へのスポンサーをしていただき心から御礼を申し上げます」と、大使
自らお話ししてくださいました。

南アフリカ大使主催 ラグビー W 杯優勝祝賀レセプション

（2019 年 12 月 13 日）

南アフリカ大使館主催で、先のラグビー W 杯 2019 の優勝を祝って、レセプションが行われ
ました。
大使公邸で行われたため、限られたゲスト数であるにもかかわらず、ご招待いただけたこと
を光栄に思います。

2019 女子ハンドボール世界選手権熊本大会開会式・閉会式

（2019 年 11 月 30 日、12 月 15 日）

女子ハンドボール世界選手権熊本大会開会式にて出場 24 カ国の KIMONO ショーを行い華を
添えさせていただきました。また閉会式では、メダルプレゼンターの誘導係を務め１位〜４
位になった４カ国の KIMONO でエスコートし選手の皆様に喜んでいただきました。
優勝｜オランダ
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準優勝｜スペイン

３位｜ロシア

4 位｜ノルウェー

