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※今年度の巻頭言は、地方創生への先進的な取り組みを実践されている域内市長よりご寄稿いただきます

地域が元気になる
稼ぐ仕組みづくり

別府市長

長野 恭紘
市政運営の目的は「市民の幸福」です。そ
して、その過程において手段としての観光が
あります。そのことを念頭に、別府市に住む
全ての人々が誇りを持ち、夢や希望を持って
生活することができる都市の創造に全力で務
めてまいりました。
別府市は日本一の温泉地であり、年間900万
人の観光客をお迎えするだけではなく、人口
約11万７千人に対し、3,300人を超える留学生
を含む約8,700人の学生が学ぶ多文化共生の都
市となりました。
国際観光温泉文化都市に指定される当市に
おいて、市民福祉の充実を目指すとき、その
手段として重要となるのが、観光産業を通し
てしっかり「稼ぐ」ということです。
2017年には様々な関係者が「稼ぐ力」の強
化及び連携・協働を図り、産業を活性化する
ために、別府市の出資による一般社団法人別
府市産業連携・協働プラットフォーム「B-biz
LINK」を設立いたしました。「B-biz LINK」
は、
「別府の稼ぐ力の向上」を目的とし、観光
地域づくりの事業を展開する観光マーケティ
ングチームと市内のビジネス活性化を目指す
地域ビジネスプロデュースチームで構成され
て い ま す。 こ れ ま で、 起 業・ 創 業 の 支 援 や
SNSを利用したマーケティング調査をはじめ、
都市部の企業などに活用していただけるコ
ワーキングスペースの設置（空き家対策事業）、

「BEAMS」監修のもと開発された新商品（み
やげもの）の販路開拓支援などにより、観光産
業の活性化を実現してきました。
さらに2019年には３つの「チャレンジ」を
掲げました。
まず１つ目ですが、別府が世界に誇る観光
ビジネスの発祥の地となるよう「ツーリズム
バレー構想」を2020年１月に策定しています。
別府の基幹産業である観光産業の活性化を図
り、別府市総合戦略の基本目標に掲げる「儲
かる別府」に進化するための政策「別府ツー
リズムバレー」を別府全体で力強く進めてい
くための施策を示すものです。別府の特色や
強みを最大限に活かし、世界中から集まる
様々な人材、ビジネス、知識、資金、情報が
相互に交わることにより、常に新しい観光ビ
ジネスを創り、観光産業にイノベーションを
産み、産業・経済の振興から定住促進への好
循環を起こし続けることを目指しています。
２つ目は、稼ぐ別府の象徴として、
「東洋の
ブルーラグーン構想」を掲げています。「民間
資本」による民間主導の事業として、新たな
形態の観光温泉施設となるスパリゾートの開
発に取り組みます。別府でしか体験できない
アクティビティや体験型の「コト」を充実さ
せ、世界中の誰もが憧れる施設を目指します。
３つ目は、新図書館等一体整備です。市民
待望の新図書館は、本を介して多層な人々が
多様な関わり方ができる公共空間を計画して
おり、
「福祉」「教育」「産業」「アート」「まち
づくり」などの地域社会が抱える現代的課題
を解決するコミュニティーの場にもなります。
地方創生は行政だけでできるものではあり
ません。都市部の企業・地元企業・学生・地
域・行政などの多様なメンバーによって成し
遂げられるものと認識しています。
そのためにもより多くの方々に別府を好き
になっていただくとともに、
「稼ぐ」の先にあ
る「幸せ」をしっかり見据えて挑戦し続けて
まいります。
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トピックス

脱炭素化社会の進展に備え、九州にふさわしい戦略とは
～「九州の未来のエネルギー」に関する提言を発表～
資源エネルギー・環境委員会
本会では、現状のエネルギー事情や地勢的強みを踏まえ、今後の脱炭素化に向けた効果的な
産業振興方策につなげるため、今回、
「九州の未来のエネルギー」に関する提言を行った。
2020年度の当委員会の活動では、同提言内容を踏まえた更なる戦略絞込みや戦略実行アラ
イアンスの形成につなげていく。
１．提言の背景・目的
世界が今世紀後半の早い段階でのカーボン
ニュートラル化を目指す中、わが国は昨年６
月のG20大阪サミットの議長国として、イノ
ベーションを軸に世界の温暖化対策をリード
していく姿勢を示した。
一方、昨年12月のCOP25では、パリ協定の
気温上昇1.5℃～２℃抑制目標への行動強化が
見送られるなど、各国間の溝の大きさが浮き
彫りになるとともに、日本の石炭火力発電へ
の姿勢等に厳しい批判を受ける側面も見受け
られた。
このような情勢の中、わが国においてはエ
ネルギー・環境に関する見通しを見極めると
ともに、更なる技術革新や社会実装の実践、
国際的なアピール等が求められている。
２．検討WGの設置
2019 年 ４ 月、 学 識 経 験 者、 エ ネ ル ギ ー 供
給・ユーザー企業、金融業、地域シンクタン
ク等で構成する「九州エネルギー関連ビジョ
ン策定WG」を設置のうえ、関連分野の現状や

各WG委員からの提供情報等を通じて、提言内
容の方向付けや公表・活用方法等について、
約半年間議論した。
３．九州の未来のエネルギーに関する提言概要
《要旨》
九州におけるエネルギー自給率（全国比27％
高）、CO2排出量（同11％低）、電気料金（同８％
低）等での優位性を踏まえ、
「①再エネの主力
電源化」「②蓄エネの社会実装」「③脱炭素化
の面的展開」「④原子力の着実な運用」「⑤環
境金融の啓発」を戦略軸として、東アジアで
サステナビリティの中核的な役割を果たすべき。

九州の未来のエネルギーへの提言

世界が今世紀後半の早い段階でのカーボンニュートラル化を目指す中で、経済の根幹であるエネル
ギー分野において、3E+Sを着実に実施しながら、ゼロエミッション化、イノベーションの牽引、地域活
性化、世界展開を九州が先導することで、日本の経済発展につなげるべき。
【再エネの主力電源化】
【蓄エネの社会実装】
【脱炭素化の面的展開】
【原子力の着実な運用】
【環境金融の啓発】
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地勢的に優位な太陽光・地熱等の拡大・有効活用
電池・水素等を活用したエネルギー・マネジメントの実装
業種・エリア一体化、電化・メタネーションガス利用等によるスマート社会の実現
原発の安定運転や人材確保を通じた3E+Sの着実な達成
環境ブランド「Future Zero-emission Kyushu（案）」の構築とESG資金循環の拡大

《戦略実行アプローチの考え方》
①再エネの主力電源化
◦太陽光：市場取引方法
◦地 熱：国際競争力強化
◦風 力：地域・事業者選定
◦バイオマス：地域レジリエンス
◦系統コネクト&マネージ環境整備
◦世界水準実現体制の構築 等
②蓄エネの社会実装
◦社会実装領域の選定
◦規制緩和要件の明確化
◦補助金の活用 等
③脱炭素化の面的展開
◦産業・業務・運輸各部門における中核パー
トナーとの連携
◦需 要側対策（熱源機器の効率化、電動車、

燃料電池車等）
◦地 域・業界内の管理一体化、環境技術の
輸出パッケージ化 等
④原子力の着実な運用
◦安全性向上と地域理解
◦安定運転の継続
◦既設設備の有効活用
◦次世代技術
◦人材育成 等
⑤環境金融の啓発
◦地 域サステナビリティのための直接・間
接金融スキーム
◦企業の環境情報開示
◦SDGs/ESG関連コミュニティづくり
◦域外IR 等

九州は、わが国エネルギー政策の基本指標である３Ｅにおいて、一定の優位性を有している。

九州の３Ｅポジション
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経産省電力・ガス基本政策小委資料（2017年10月24日）
経産省2017年実績より九州経済調査協会試算

5つの戦略軸（再エネ・蓄エネ・脱炭素化・原子力・環境金融）で、東アジアからヒト・モノ・カネを誘引すると
ともに、エネルギー・環境技術を積極的に海外展開する。

ビジョン・イメージ（九州のエネルギー環境を支える産業を展望する）
：突破すべき要件

東アジアの
中核地域として
ヒト･モノ･カネを誘引

地域環境金融
エコシステム
の構築

世界水準領域の開拓

エネルギー・環境技術
を積極的に海外展開

①再エネ
の主力
電源化

⑤環境
金融の
啓発

九州の
強みを
テコに

②蓄エネ
の社会
実装

研究開発から
社会実装
への遷移

《検討の経緯》
第１回（４月16日）
・WGの目的、進め方の確認
・関連分野の現状把握
第２回（５月22日）
・目的の明確化と当初仮説
・各委員からの話題提供
第３回（６月26日）
・各委員提供情報の紹介
・提言の方向付け
第４回（７月12日）
・戦略実行アプローチ
第５回（８月８日）
・提言書の構成、公表方法
第６回（９月11日）
・次年度の関連活動内容
《WG委員企業・団体》
座長：九州大学
（佐々木一成副学長）
委員：
（公財）九州経済調査協会、
九州電力㈱、西部ガス㈱、
住友商事九州㈱、㈱東芝、
トヨタ自動車九州㈱、㈱
日本政策投資銀行、日本
製鉄㈱
事務局：九経連(産業振興部)

※詳細は本会HPをご参照ください。
安全性向上・
人材確保

④原子力
の着実な
運用

③脱炭素
化の面的
展開

産業・業務・運輸部門
の連携

九経連 提言・要望 2020年3月4日
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２０２０年度ギャップ資金８，
４００万円を目指す
～大学シーズの速やかな実用化を支援～
と

き

ところ
出席者

２月６日（木）
福岡市・電気ビル共創館
７０名

九州・大学発ベンチャー振興会議
代 表：久保千春九州大学総長、麻生 泰九州経済連合会会長
構 成：１１大学、１３企業、１１金融機関、６経済団体
事務局：九州地域産業活性化センター、九州経済連合会

九州・沖縄地域の大学、産業界、地銀・ＶＣ等が連携して、大学シーズの速やかな実用化を
支援し、大学発ベンチャーの振興を目指す「九州・大学発ベンチャー振興会議」が開催された。
４回目の開催となる今回は、2019年度活動報告（大学シーズ40件のフォローアップ状況）お
よび2020年度活動計画等について協議し、全て承認された。
１．会議概要

検討結果報告）を行った。2019年度において、
はじめに、振興会議共同代

九州の11大学から合計20件のシーズ提案があ

表の久保千春九州大学総長よ

り、そのうち18件のシーズについてギャップ

り「今年で４回目を数えるこ

資金の提供がなされ、ふくおかフィナンシャ

の 会 義 の 枠 組 み で、 ベ ン

ルグループ企業育成財団（キューテック）から

チャー企業が６社誕生してい

３件のシーズについて助成があった旨報告が

る。今後も引き続き大学は社

あった。その後シーズ提案大学より各シーズ

会にシーズの提供を行い、産業界がこれらを

の説明が行われた。

事業化し、発展できるサイクルをさらに加速
していただきたい」との挨拶があった。
続いて、文部科学省科学技術・学術政策局
産業連携地域支援課の斉藤卓也課長が来賓挨
拶に立ち、
「政府内でもスタートアップエコシ
ス テ ム 拠 点 形 成 事 業 が 始 ま っ た。 ス タ ー ト
アップは大学の人材・技術シーズを中心に発
シーズ説明をする琉球大学竹村副理事（中央）

展してほしいと考えている。各地域独自の取
り組みがあるが、とりわけ九州地域は進んだ
取り組みを行っている。今後さらに進めて日

来年度以降の取り組みとして、以下３つの

本全体をリードしてもらいたい」と述べた。

提案について協議し、承認された。

２．議事結果

①2020年度ギャップ資金の取り組み

共同代表の麻生泰九経連会長が議長に選任
され、以下の３つの議題について協議した。
（１）新メンバー参画
新たなメンバーとして九州電力㈱の参画を
承認。
（２）2019年度活動報告
事務局より2019年度活動報告（大学シーズの
４

（３）2020年度活動計画
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金額：最大8,400万円／年を目標
（内訳）
①大学

最大4,200万円

②振興会議メンバー

1,200万円

③九州地域産業活性化センター

1,000万円

④ふくおかフィナンシャルグループ
企業育成財団（キューテック）

最大2,000万円

②起業家教育の充実

九州･大学発ベンチャー振興会議メンバー

各大学で「ビジネスプランコンテスト」を

（2020年２月現在、敬称略）

実施する。上位者は九州大会に出場し、さら

氏名

所属

役職

に全国大会への出場を目指すため、各大学に

久保

千春 九州大学

総長

対して全面的な支援の呼びかけを行った。ま

尾家

祐二 九州工業大学

学長

た、 九 州 大 学「 起 業 部 」、 宮 崎 大 学「MIV

兒玉

浩明 佐賀大学

学長

河野

茂 長崎大学

学長

原田

信志 熊本大学

学長

（Miyazaki Innovation Ventures）」の部活動、
および福岡大学の「ベンチャー企業論」のよ
うな専門講義の取り組みを今後の大学発ベン
チャー発掘に資する活動と位置づけることと
した。
（４）大学起業部活動の現状
九州大学起業部顧問の熊野正樹准教授より
「九州大学起業部は、設立後２年６カ月の活動
期間を経て15社の起業など政府からも注目さ
れる活動を行っている。今後は技術と資金と
起業を行いたい学生との繋ぎも重要」との説
明があった。

大学
北野 正剛 大分大学
（11）
池ノ上 克 宮崎大学
輝 鹿児島大学

学長

西田

陸 琉球大学

学長

啓二郎 福岡大学

学長

朔
下村

輝夫 福岡工業大学

学長

宮原

隆和 ㈱エルム

代表取締役

後藤

玄利 Kotozna㈱

代表取締役

後藤

孝洋 新日本製薬㈱

代表取締役社長

隈

扶三郎 ㈱西部技研

坂本

最後に事務局より、オープンイノベーショ
ンのコーディネーティングを通じて九州の社

企業
（10） 正田

英樹 ㈱chaintope

喜多村

達也 トヨタ自動車九州㈱

代表取締役会長

忠幸 ㈱ピーエムティー

代表取締役

浩 ㈱安川電機

代表取締役社長

柴戸

隆成 ㈱福岡銀行

取締役会長兼頭取

谷川

浩道 ㈱西日本シティ銀行

取締役頭取

坂井

秀明 ㈱佐賀銀行

取締役頭取

拓二郎 ㈱十八銀行

取締役頭取

金融 笠原 慶久 ㈱肥後銀行
機関 後藤富一郎 ㈱大分銀行
（11） 平野 亘也 ㈱宮崎銀行

取締役頭取

松山

取締役頭取
取締役頭取

川上

康 ㈱琉球銀行

取締役頭取

山城

正保 ㈱沖縄銀行

取締役頭取

福田

知 ㈱ＦＦＧベンチャービジネスパートナーズ 代表取締役社長

麻生

泰 （一社）九州経済連合会 会長

ターを合併し、
「（一財）九州オープンイノベー
あった。

取締役頭取

澄寛 ㈱鹿児島銀行

麻生

ションセンター（KOIC）」を設立する旨案内が

代表取締役社長

京谷

域産業活性化センターと九州産業技術セン

的地域とするため、2020年４月１日に九州地

代表取締役CEO

円 TOTO㈱

金子

貫
経済 竹島
団体
（6） 藤永
髙木

会課題を解決し、新しい市場を創出する先導

代表取締役社長

賢治 総合メディカルホールディングス㈱ 代表取締役社長

森

（５）KOICの設立について

学長

佐野

小笠原

起業部の説明をする九州大学熊野准教授（左から２人目）

学長

正義 九州経済同友会

代表委員

和幸 九州経営者協会

会長

憲一 九州商工会議所連合会 会長
直人 （公財）九州経済調査協会 理事長
渡 （一財）九州地域産業活性化センター 会長

※オブザーバー：九州電力㈱、ソニーセミコンダクタマ
ニュファクチャリング㈱、西日本鉄道㈱

【産業振興部
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業務の切り分けにより身体介護以外の就労を実現
～アクティブシニア介護就労促進セミナー～
と

き

ところ
出席者

１月２８日（火）
福岡市・電気ビル共創館
２８名

■ＷＧでの検討経緯
当委員会では、介護業界の人材不足に対応
するため、2018年11月に「アクティブシニア
介護就労促進WG」を発足。７回の会合を通じ
て、元気なシニアの就労先としての介護事業
について、
「シニア世代が求める働き方」「シニ
ア世代を取り込む勤務・業務体制」「辞めない
組織作り・取り組み」「継続雇用」等をテーマ
に、勉強会や意見交換を行ってきた。
今回、WGの検討結果を踏まえ、
「就労意欲
が高いシニア人材」と「多様な人材に雇用の
枠を広げる介護事業者」それぞれに役立つ情
報発信の場として、本セミナーを開催した。
■アクティブシニア介護就労促進セミナー
第一部の講演会では、シニアの継続雇用に
成功している㈲ウェルフェア三重・舟橋学ア
ドバイザーより「シニアでも働ける介護業界
～やりがいのある職場環境とは～」と題して、
シ ニ ア の 活 用 の 他、 や り が い の あ る 制 度 や
サービス導入の事例を紹介いただいた（右記講
演要旨）。
第二部の「ゆるーく備える親の介護講座」
では、親が要介護状態を迎えたときに冷静に
対処する方法や頼るべき所（機関）について、
福岡県介護支援専門員協会の鶴田隆史氏、福
岡県言語聴覚士会の佐々木哲氏より、それぞ
れ説明いただいた。
本セミナーを通じ、介護事業者には、継続
雇用に係る環境整備がシニアの採用にもつな
がること、定年退職予定者には、これらの介
護事業者は身体介護とそれ以外の業務の切り
分けが進んでおり、介護業務の経験が無いシ
ニアにとっても就労先の一つとなり得ること
の理解促進を図ることができた。
【観光・サービス産業部 宮城】
６
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少子高齢化・雇用委員会
「シニアでも働ける介護業界
～やりがいのある職場環境とは～」（講演要旨）
当法人が分業制度を導入するきっかけは、利用
者のクレームにあった。部屋が汚い、清掃が行き
届いていないというようなものである。介護職員
は、ルーティーン業務をこなさなければならない
ため、利用者へ関わる時間が少なくなる。やるこ
とが多く、質が求められる。このような中で職員
は疲弊して、離職者が増加した。
分業制を導入するにあたり、利用者の身体に直
接触れる直接業務とそれ以外の間接業務に分けた。
直接業務は介護職員に担ってもらい、間接業務は
訓練生として高齢者や障がい者等に担ってもらう。
その効果として、訓練生が、あらゆるところを
塩素消毒しており、感染症が直近２年間は一人も
出ていない。また、訓練生と接することで認知症
の利用者が穏やかになることもあった。訓練生と
施設の利用者はリズムやペースが似ているためお
互い馴染んでいったと分析している。
一方、直接業務を担う介護職員は、時間にゆと
りができ、その分、居室への訪問回数を増やす
等、意識の変化が現れた。利用者からのクレーム
も減り、離職率も格段に低下している。
高齢者や障がい者を戦力とするためのポイント
を次のように挙げている。
①単なる正社員のフォローという位置づけでない
こと（高齢者は今まで頑張ってきた方であり、そ
の時のスキル、価値観、プライドを大切にする）
②本 人の能力に応じて活躍できる業務オペレー
ションの仕組みを作ること（本人の体の変化や
病気による入退院、家族の介護等のライフイベ
ントにも柔軟に対応できる仕組みを作る）
③役 割を明確にすること（分業制度を導入してい
る分、仕事の範囲が曖昧だとお互いの不快感に
つながる）
④仕 事に対する評価をフィードバックすること
（利用者からのお褒めの言葉は極力本人に伝え、
良くて当たり前とは考えない）
⑤本人の望みに合わせて働ける仕組みを作ること
（人手不足の時代、会社のオペレーションに合
わせて人を雇うのではなくて、働く側の都合に
合わせたシフトの構築も必要）

日誌
２月
１日（土）〜３日（月） ［鹿児島市・いちき串木野市・垂水市］
Ｋｕｒａ Ｍａｓｔｅｒ招聘事業（ＥＵへの九州産酒類の販路開拓）
出席者：76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、国税局等と連携して、フランスで日本
酒のコンクールを行うパリ市公認団体 Kura Master
の審査員であるトップソムリエや現地メディア等12
名を鹿児島県に招聘した。昨年に次ぐ２回目となる
今回の事業では、九州の本格焼酎をテーマに様々な
角度からその魅力と多様性をPR。蔵元を複数視察し
たほか、米・麦・芋・黒糖・その他原料からなる50
銘柄を九州各県から集めた試飲・意見交換会を実施
した。
Kura Masterからは参加した蔵元に対して試飲した
本格焼酎へのコメントや、フランスでの販路開拓に
向けたアドバイスが行われた。今後も欧州での販路
開拓や、コンクールへの本格焼酎部門の創設を見据
え交流を行う予定。

３日（月）

を開始した、等が報告された。

３日（月）
九州エネルギー問題懇話会
出席者：117名

［福岡市・電気ビル本館］

エネルギー講演会

産経新聞東京本社の井伊重之論説委員より「メ
ディアから見たエネルギー政策」と題して、長年エ
ネルギー・経済問題を取材してこられたジャーナリ
ストの視点から、2020年のエネルギーの展望や日本
のエネルギーの現状と課題、地方創生と分散型エネ
ルギー・電力会社が果たすべき役割などについてご
講演いただいた。 ※本誌13ページに講演要旨を掲載

５日（水）［大分市・ホテル日航大分オアシスタワー］
第３回大分地域委員会
出席者：65名

姫野昌治委員長（㈱大分銀行会長）の開会挨拶に続
き、モビリティジャーナリストの楠田悦子氏より
「MaaSから始まる地方創生」と題しご講演いただいた。
引き続き行われた麻生泰会長との意見交換では、
冒頭に大分県商工観光労働部の高濱航部長より、大
分県のスマートシティへの取り組みについてご発言
いただいた。楠田・高濱両氏ともに、
「スマートシ
ティや次世代モビリティへの取り組みは地方の将来
に必須だが、ツールやデータ、インフラから入るの
ではなく、まず社会課題を明確にし、その解決が地
域にとってどのような価値があるか十分検討するこ
とが重要である」と述べられた。

６日（木）［佐賀県唐津市・㈱ワイビーエム、長崎県松浦市・九州電力㈱松浦発電所］
［鹿児島市・城山ホテル鹿児島］

第２回鹿児島地域委員会
出席者：45名

上村基宏委員長（㈱鹿児島銀行会長）
、麻生泰会長
の挨拶に続き、九州大学工学研究院主幹教授・都市
研究センター長の馬奈木俊介氏より「新GDP－新国
富 で 鹿 児 島 を 考 え よ う － 」 と 題 し、 国 内 総 生 産
（GDP）に変わる、将来持続的に活用可能な資本を数
値化した「新国富指標」と、それにより試算される
新たな豊かさ・価値を地域の政策に生かす必要性等
についてお話しいただいた。
その後、麻生会長との意見交換が行われ、出席会
員から、福岡を拠点としたブリの輸出拡大への要望
や、ベトナムの「九州プロモーションセンター構想」
を視野に入れての和牛の６次化推進や人材育成など

第２回佐賀地域委員会
出席者：25名

第２回委員会は、環境保全を第一義とし、かつ最
新鋭の技術・サービスを提供している工場および発
電所の視察を実施した。
㈱ワイビーエムでは、国内外に提供している地盤
改良機をはじめとした様々な土木建機の製作現場や、
地中熱を利用した冷暖房技術を視察。また、九州電
力㈱松浦発電所では、30年前から運転を続けている
１号機内とともに、昨年12月に営業運転を開始した
２号機内の最新設備等も見学。燃料消費量の削減や
環境負荷低減に努めながら安全に発電が行われてい
る現状について伺った。

２０２０/４
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６日（木）

［福岡市・電気ビル共創館］

九州・大学発ベンチャー振興会議
出席者：70名

４回目となる今回は、今年度ギャップ資金拠出と
来年度の目標額の共有および「大学内ベンチャー創
出」
「産学官協力の現状と体制整備」
「大学教員と学
生のベンチャー創出に向けた意識改革」についての
意見交換を行った。 ※本誌４〜５ページに詳細を掲載

６日（木）

［福岡市・福岡市科学館］

第２回サイバーセキュリティセミナー
出席者：139名

今年度第２回目のセミナー「中小企業、系列企業
を狙うサプライチェーン攻撃！」をサイバーセキュ
リティ月間に開催。
「情報セキュリティを巡る脅威の動向と中小企業が
行うべき対策」をテーマにIPAの横山尚人氏、
「最近
のセキュリティ被害状況とお手軽な対策案」をテー
マにJNSAの丸山司郎氏が講演。その後パネルディス
カッションとして「中小企業を取り巻くサイバー犯罪
の脅威とその対策」をテーマに、上記講師とJPCERT
コーディネーションセンターの山本健太郎氏、福岡
県警の川口由記氏の４氏による議論が交わされた。
※次号（５月号）にて詳細を掲載予定

７日（金）

［福岡市・九経連会議室］

第６回木造ビル構造標準モデル研修会
出席者：61名

2019年10月から６回にわたって九州産材の需要拡
大と建築士の技術向上のために開催した本研修も最
終回を迎え、福岡・佐賀・長崎・熊本・大分の５
チームから、各チームが設計した木造ビルの成果発
表会を行った。
当日は、講師を務めていただいた東京大学の腰原
幹雄教授、桜設計集団一級建築士事務所の安井昇氏
より講評をいただき、官民連携して本モデルを普及
させていくことを確認した。また、本事業の成果物
については一般向け発表会を2020年度に開催し、施
主と成り得る企業関係者や建築士、林業関係者に向
けて情報共有を行っていく。

１０日（月）

［山口県下関市・シーモールパレス］

山口・北九州合同地域委員会
出席者：50名

吉村猛委員長（㈱山口銀行会長）
、金子達也委員長

８
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（トヨタ自動車九州㈱会長）
、麻生泰会長の挨拶に続
き、京都大学経営管理大学院特別教授・大学院経済
学研究科特任教授の幸田博人氏より「2020年代を迎
え て 日 本 経 済・ 社 会 構 造 変 化 に ど う 取 り 組 む か
-Society5.0時代の地方の取組み」と題しご講演いた
だいた。人口減少による社会・経済・ビジネスモデ
ルの変化予測やデジタルシフトによる地方創生の事
例について、また今後の社会課題解決の方策として、
地域を超越した連携や地域金融機関を含めた「産官
学金」のエコシステムの整備等についてご説明いた
だいた。その後、麻生会長と出席会員による意見交
換を行った。

１０日（月）

［福岡市・九経連会議室］

九州航空宇宙開発推進協議会第２回幹事会
出席者：19名

2019年度第２回幹事会では、今年度活動のまとめ
として各推進プロジェクトの活動状況報告を行うと
ともに、九航協の取り組むべき課題と今後の事業に
ついて協議を行った。
特に「衛星データ利用プロジェクト」に関しては、
農作物の生育管理や防災への利用について蓄積した
実証実験の成果を報告し、各自治体に参入候補企業
の推薦を呼び掛けた。幹事長からは、航空宇宙産業
振興に関する国への要望活動も九航協の重要な活動
の一つであることを強調した上で、積極的な要望事
項の提出を促した。

１４日（金）

［福岡市・九経連会議室］

観光委員会第２回企画部会
出席者：16名

第２回企画部会では、2019年度主要事業報告およ
び2020年度事業計画案について審議を行った。
2020年度は、九州観光を取り巻く環境変化や課題
へ向き合いつつ、第二期九州観光戦略で定めた数値
目標の達成に向けた取り組みを実施する。具体的に
は経済効果が高いグローバルMICEの誘致強化、欧米
豪＆中国FITなど多角的なインバウンド誘致に向けた
包括的な「九州ブランディング」プロモーション等
がある。
議事終了後には、MICE誘致に関して「九州でない
といけない理由」
「差別化」を意識した九州の魅力発
信や持続的な観光産業への発展について活発な意見
交換が行われた。

２０日（木）［長崎市・ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル］

第２回長崎地域委員会
出席者：40名

森拓二郎委員長（㈱十八銀行頭取）の開会挨拶に続
き、九経連事務局より、来年度の取り組みの一つと
なる九州AIビッグデータコンソーシアム構想につい
て説明を行った。
続いて、大村市の布施真人地方創生GMより、実証
実験が進む「大村湾データコンソーシアム」につい
てご報告いただいた。また長崎県企画振興部政策企
画課の陣野和弘課長より「長崎県における人口減少
対策等について」と題し、県外への転出を抑えるた
めの雇用創出や県内就職率の向上など、今後６年間
を計画期間とする県の第２期総合戦略の施策につい
てお話しいただいた。

２０日（木）

［福岡市・九経連会議室］

少子高齢化・雇用委員会企画部会
出席者：12名

今回の企画部会では、2019年度活動報告および
2020年度事業計画（案）について説明、審議を行った。
2020年度の事業計画については一部修正を加え了承

をいただいた。続いて、昨年12月に開催したセミ
ナー「KYUSHU NEXT ～われわれはどうやって九
州を動かしていくのか～」の今後の方向性について
意見交換を行った。
なお、３月９日に予定していた同委員会は、新型
コロナウイルス感染症に関する政府の指針等を踏ま
え開催を中止し、書面回議で諮ることとなった。

２１日（金）

［福岡市・電気ビル共創館］

国際委員会・特別講演会
出席者：52名

まず張本邦雄委員長（TOTO㈱会長）を議長として
議事に入り、国際委員会の2019年度事業実績と2020
年度事業計画（案）を事務局より説明。
続く特別講演会では、アジアの経済情報を配信す
る㈱NNA（共同通信グループ）の安田祐二香港編集長
より「香港経済の現状と九州への影響について」と
題し、
「逃亡犯条例」改正案を発端とする香港での抗
議活動や新型コロナウイルスによる肺炎の流行が及
ぼす影響などを中心にご講演いただいた。
※本誌12ページに講演要旨を掲載

〈
「新型コロナウイルス対策支援」のご報告とお礼〉
新型コロナウイルス感染症により、中国国内では医療物資が不足し、
医療スタッフのウイルス感染事例も多く発生。さらなる感染拡大への抑
制に向けて、中国駐福岡総領事館を通じて、九州からの物的、資金的支
援が求められたところです。
このため、九州経済連合会、九州商工会議所連合会、九州経済同友
会、九州経営者協会を中心に、中国現地の対応活動等を支援する組織
「新型コロナウイルス対策支援 九州協会」を立ち上げ、２月12日より２
月26日の間、義援金と医療物資の募集活動を行ってまいりました。
お寄せいただきました義援金・医療物資は、中国現地の最前線での予防抑制の活動に役立てていただく
ため、２月26日に中国駐福岡総領事館へ贈呈させていただきましたので、以下のとおりご報告いたしま
す。皆様の温かいご支援、ご協力に心よりお礼申し上げます。
また、日本国内でも、一日も早い感染克服に向けて、官民一体となって取り組んでおり、経済界として感
染防止策に協力してまいります。皆様方におかれましても、一段とご留意のほどお願い申し上げます。
１．義援金額
２．医療物資

22,259,523円（314社）
マスク60,320枚、手袋10,020枚、ゴーグル20個
防護服200着、エタノール20本（500ml）
【総務広報部

２０２０/４
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Mari Yoder の

Impressions of Foreigners Working in Kyushu
Interview with CCI France Japon
Mr. Julien Comte, interviewed by Mari Yoder
Fukuoka, December 2019.

Julien Comte is the
newly appointed Kyushu
office delegate for CCI
France Japon. He is from
Lyon, in France, and can
speak French, English,
Japanese, and Korean. He studied business administration at BBA INSEEC
LY O N , a n d K y u n g p o o k N a t i o n a l
University in South Korea. He has been
working in Fukuoka since January, 2019.
The French Chamber of Commerce and
Industry in Japan (CCI France Japon) is a
non-profit organization belonging to a worldwide network of 124 French Chambers in 93
countries with over 36,000 companies. CCI
France Japon has been serving the interests
of the French Japanese business community
for over 100 years in Tokyo, with the recent
addition of branches in Osaka and Fukuoka.
Mari Yoder (MY): What is the main purpose of
CCI France Japon?
Julien Comte (JC): Our goal is to create a
business community between France and
Japan, like we did in Tokyo and in Osaka. CCI
France Japon is currently the only foreign
chamber of commerce with a presence in the
Kyushu region. We have been in Tokyo since
before the first world war, working with textiles,
technology, chemicals, lots of big companies,
and banks. But Kyushu is very different.
Kyushu’s strong points are craft work, agriculture, traditional food, ceramics, and so forth
that have a huge potential with France.
Kyushu’s companies want to increase exports
to Europe or America, but they don’t know how
to reach out because there is no window, and
little information. In order to improve importation and exportation between France and
Kyushu or Japan, there has to be more representation of European regions inside the
country, and more information. So, the goal of
the Fukuoka office is to be the window to con１０
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nect this huge
market to France
and Europe. For
companies that
want to export to
France but don’t
know how, we are here to help them make
connections and to promote their businesses
through consulting and holding French/
Japanese events inside of Kyushu. I think we
should promote what Kyushu has to offer, first
inside Japan to foreign institutions, embassies,
and economic federations, and then start connecting them with European countries and the
world. My advice is to come talk to me and I
will introduce you to some people that are able
to move things along. This is my goal and what
I want to do here.
MY: What’s your favorite/ least favorite thing
about Kyushu?
The first time I came to Japan was in Tokyo in
2016 for an internship, and I completely fell in
love with it. Then the first time I came to
Kyushu, I loved the people because they were
exceptionally warm and welcoming, so you
feel directly closer than with people from Tokyo
or Osaka. I got introduced to so many things I
could never have done in Osaka or Tokyo.
When I met Mr. Hirai, the Managing Director
from the Kyushu Economic Federation, he was
so warm and friendly, already talking about
things we could do together. He even invited
me to participate in the Yamakasa festival,
which is one of the most famous festivals in
Kyushu. This kind of thing doesn’t happen in
Tokyo so I was very impressed by it. And I’d
say my least favorite thing is probably the lack
of business opportunities compared to Tokyo
or Osaka. You can start here, and be really
successful up to a point, but there is a limit to
how far you can go.
MY: While traveling around Kyushu, was there
any particular place or thing you encountered
that was impressive or stood out to you?
I went to an amazing little old town called

Usuki, in Oita, which is very much in the countryside. I really liked their craftwork. They have
beautiful pottery and products made of bamboo, which are very famous here, people have
been making them for centuries, but they
aren’t well known at all in France. In Europe
and North America, only people who are really
obsessed with these kinds of things know
them, but they’re not really world famous. It’s
very impressive and interesting to see the local
crafts each area has, such as the ceramics in
Arita. The katsuobushi products from
Kagoshima have huge potential as well.
MY: What sort of impression do you want
Japanese people to have of France, and
French products?
JC: I want to show people how there is a powerful connection between France and Japan.
In our two countries there is this whole custom
around food and beverages. We both pair specific alcohol, whether it be wine, sake, or shochu with specific dishes. And this has been a
tradition for such a long time, so Japanese and
French luxury food and luxury alcohol really
stand out compared to other countries. France
and Japan have also been collaborating for
more than a hundred years around silk and
textile products. Actually, silk merchants doing
business with Japanese created the first
French Chamber of Commerce and Industry.
MY: What do you think that Kyushu has that
we can promote to draw western tourists to
Kyushu?
JC: I think there needs to be something world
famous associated with Kyushu. People know
Tokyo, because it’s the capital, Kyoto for its
temples, and because of the atomic bombs,
Hiroshima and Nagasaki. But when we say
Kyushu or Fukuoka, it doesn’t mean anything
to most people, and there isn’t a powerful
image that comes to mind. They probably don’t
even know that Nagasaki is in Kyushu. So,
there is a need to create something around
some place or thing powerful enough to bring
tourists here. For example, a famous French
influencer, Guillaume Jamar is promoting cities
across Japan, and he went to a city in
Miyazaki called Kobayashi. He made a video,
and ever since, a lot of French people are

actually coming to Kobayashi, which is in the
middle of nowhere. I think we should bring
more North American and European influencers here to help promote Kyushu.
MY: Is there anything you'd like to say to other
young people from foreign countries who want
to work in Japan?
JC: The one piece of advice I would give is to
do what you’re interested in, and don’t be
scared to do what no one else has done. Take
risks. If you want to be taken seriously, as
someone who is really interested, not someone who is just here for fun, then learn
Japanese. It’s completely fine to just come for
fun, but if you want to live in Japan, and contribute to the Japanese community, or society,
then speaking Japanese and knowing about
Japan is very important.
（要旨）
12月、在日フランス商工会議所九州オフィスに
勤務するコントさんにインタビューを行った。フ
ランス商工会議所は東京、大阪、福岡に事務所を
構えており、現在、在日外国商工会議所の中で九
州を拠点とする事務所を構えるのはフランス商工
会議所のみである。九州とフランス、ヨーロッパ
との窓口になることが九州オフィスの目標である
と話す。
彼によると、九州の強みである、ものづくり、
農業、伝統料理、陶磁器などはフランスでの展開
にも大きな可能性を秘めているという。日本とフ
ランスの共通点として、アルコールと特定の料理
との組み合わせが挙げられる。例えば、ステーキ
には赤ワイン、寿司には日本酒、といった決まっ
た食事とアルコールを楽しむスタイルが確立され
ていることである。さらに、両国の高級アルコー
ルと高級料理は他国と比較しても際立っていると
いう。
また、外国人目線で「九州」と聞いて思い浮か
べるものは少なく、欧米からの旅行者を獲得する
ためには、外国人インフルエンサーの活用が有効
的であると考えているそうだ。
これから日本で働きたいと考える外国人に向
け、自分が興味のあることを目標に、決してあき
らめないこと。また日本語や日本の文化について
学ぶ姿勢も重要であるとアドバイスする。

２０２０/４
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講演要旨

香港経済の現状と
九州への影響について

㈱NNA（共同通信グループ）
香港編集長

安田 祐二

（2020年２月21日（金）2019年度国際委員会での講演）

2019年度後半から低迷が続く香港経済
香港経済は2018年より米中貿易摩擦の影響を受け
実質域内総生産（GDP）成長率も株価も下降傾向に
あったが、2019年６月に「逃亡犯条例」改正案を発
端とする抗議活動が本格化し、その長期化に伴って
小売業、飲食業、観光業を中心に大きな影響が出
た。2019年第４四半期（10～12月）の実質GDP成長
率の見込み値は前年同期比でマイナス2.9％、19年
通年でもマイナス1.2％となった。2020年は新型コ
ロナウイルスの感染拡大が一層の打撃を与え、GDP
のマイナス成長が当分続くとの見方が出ている。
「逃亡犯条例」改正案を発端とする抗議活動
2019年６月に本格化した抗議活動は、デモ隊と警
官隊の衝突が常態化し、エリアも当初の香港島から
対岸の九龍地区や新界に拡大した。議会建物や公共
交通機関の破壊活動、空港の占拠などで市民生活や
経済活動にも影響した。11月には抗議活動の現場近
くにいた男子大学生の死亡をきっかけにデモ隊が交
通妨害を実施。自宅近くで警官がデモ隊に発砲する
など香港全域が混乱状態となった。
現地の学校は休校となり、現地日系企業では従業
員が出社不能となるなど影響が拡大。駐在員の家族
の帰国の実施または検討を始める企業も増加し、香
港事業の縮小や撤退を検討する可能性を示唆する企
業も出てきた。
デモ隊は香港政府に対し、逃亡犯条例改正案の撤
回や警察の「暴力」を追及する独立調査委員会の設
置など「五大要求」の実現を訴えているが、政府は
逃亡犯条例改正案の撤回以外の要求については拒み
続けている。
このような中で実施された11月の区議会（地方議
会）選挙で香港政府と距離を置く民主派が総議席の
８割超を獲得して圧勝。破壊活動を繰り返していた
過激派グループはメンバーの逮捕などにより勢力を
削がれたとされ、過激な抗議活動の回数や規模は減
少。年末には社会の状況も少しずつ落ち着きを取り
戻し始めた。
新型コロナウイルスが新たなリスクに
年が明け、新たなリスクとなったのが新型コロナ
ウイルスだ。香港政府は１月４日、警戒レベルを３
段階の真ん中の「厳重」に設定し、その後、感染が
疑われる事例の当局への報告を義務化。感染者の隔
離が可能となった。23日に域内初の感染者を確認す
ると警戒レベルを最高の「緊急」に引き上げ、小中

１
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学校の春節休みの延長を決定。さらに本土からの訪
問客の半数を占める個人旅行を停止し、本土からの
高速鉄道が乗り入れる駅の通関施設を閉鎖して中国
本土からの入境を大幅制限。２月４日には出入境を
香港国際空港など３カ所に限定して検疫強化に乗り
出した。さらに８日より中国本土から香港に入境す
る全ての人を対象に14日間の強制検疫を開始した。
一方で中国本土に工場を持つ香港の製造業などは
出張が事実上不可能となるなど、経済活動に影響が
及んでいる。また中国からの観光客の激減や香港市
民が感染を恐れて外出を避けている影響で香港の小
売業は臨時休業に追い込まれるなど影響が出た。香
港政府は特に深刻な影響を受けている小売り、観
光、飲食の各業界への現金支給を含む総額約250億
香港ドル（約3,500億円）の救済策を発表した。
感染拡大に伴い国内外の航空各社も香港との航空
便を減便・運休しており、九州をはじめ日本の各空
港でも人の往来が激減している。またこれに伴い日
本からの食品や農産物の輸出も今後影響が出るので
はないかと思われる。
香港とは日本にとってどのような存在か
デモの影響で域内が混乱する中でも訪日香港客は
2019年に過去最多を記録するなど、香港の人たちに
とって日本は非常に行きたい国となっている。訪問
先としては九州・沖縄を訪れた人の増加が目立ち、
中でも福岡県は強い伸びを示した。九州各県など各
自治体も昨年から今年にかけて香港でプロモーショ
ンを実施して高い集客を維持している。また香港は
日本の農林水産物・食品の輸出額で15年連続首位を
記録。香港は日本の食品をいつでも食べることので
きる環境となっている。
香港政府もマカオや広東省との経済協力を強化す
る「粤港澳大湾区」構想での日本との交流拡大を目
指して東京でシンポジウムを開催するなど、日本に
大きな期待を寄せている。
今後のポイント
2020年６月には抗議活動の本格化から１年の節目
を迎え、９月には立法会議員選挙が行われるため、
抗議活動が再燃するか注視が必要である。新型コロ
ナウイルスの終息時期は現時点では全く見通せない
が、終息時には訪日香港客の回復が十分見込まれ
る。このような厳しい状況の中でも九州からの情報
発信を続けていくことが重要であろう。
えつこうおう

※本会ホームページに関連写真を掲載
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メディアから見た
エネルギー政策
（2020年２月３日（月）九州エネルギー問題懇話会エネルギー講演会での講演）

2020年のエネルギー展望
2020年のエネルギーに関する大きな動きと
してエネルギー基本計画の見直し議論が始ま

産経新聞東京本社
論説委員

井伊 重之
必要はあるが、独善にならぬように規制自体
の検証もなされるべきである。
世界的なESG投資やパリ協定の運用開始、

る。日本のエネルギー政策の指針となるもの

COP25での議論のなかで、石炭火力への逆風

で、３，４年毎に見直しが実施されており、前

が強まっているが、きちんと現実を見ること

回策定が2018年だったため、次の改定は2021

が重要である。今でも石炭は世界的にかなり

年となるが、実質的に今年後半には議論が始

高い割合で使用されており、そのなかで日本

まる。特に2030年度の電源構成目標について、

の割合は2.5％程度である。地球規模で温室効

パリ協定の動きを踏まえ、石炭などの化石燃

果ガスを削減するためには、世界の半分を占

料比率を下げ、再エネなどの非化石燃料比率

める中国やインドでの石炭使用を減らさない

を上げていく方向で議論されると考える。原

と効果はない。そのためにも日本の高効率な

子力発電についても、2030年度比率の20％を

最新石炭火力技術をもって世界に貢献できる

達成するためには全国で30基程度の原子炉の

ことをもっとアピールしなければならない。

稼働が必要になるが、現状が追い付いておら

一国だけ満足できれば良いという話ではない。

ず、比率を下げる方向で議論される見通しで

４月からは電力システム改革の総仕上げと

ある。一方で新設やリプレース（建替え）につ

なる発送電分離がスタートするが、昨年の自

いてもどのように検討されるかが焦点となっ

然災害への対応など組織分断による安定供給

ていく。

への懸念はないか。早期復旧は元より使用者

また欧州主導で温室効果ガス削減の動きが

からすると契約窓口は電力小売会社となるが、

加速しており、国際交渉の場で日本の立場を

供給責任は送配電会社にあるため、小売会社

どうアピールできるか。炭素税の問題も既存

では停電対応ができない事態が生じている。

の税制とどう整合性を取っていくのかが大き

地球環境問題や市場自由化のなかで、エネ

なテーマとなる。

ルギー安全保障への議論がなおざりにされて

日本のエネルギーの現状と課題

いる。エネルギー自給率が低い日本のエネル

政府の原子力政策が漂流している。このま

ギー政策の根幹は安全保障であることを忘れ

ま新設がなければ60年運転を想定しても2070

てはならない。

年には既存の原子力発電はゼロになる可能性

地方創生とエネルギー

が あ る が、 政 府 の 安 全・ 安 心 に 対 す る リ ー

人口減少や高齢化が加速し、地方創生が叫

ダーシップが見えてこない。また司法リスク

ばれている。電力自由化など制度設計は全国

も顕在化しており、各地で起こっている運転

一律に行われているが、都市部と地方では状

差止仮処分請求等に対しても、民民裁判とし

況が違う。そうしたなかで地元の電力会社や

て 政 府 の 立 場 を 明 確 に し て い な い こ と が、

ガス会社が地域活性化の担い手として、人口

個々の裁判官の独自判断を呼び込んでいる。

減少にも対応できる地産地消や分散型の総合

原子力規制についてもバックフィット（新技

生活サービスを提供するなど社会インフラを

術・知見への追加適合）や経済性を無視した安

支える仕組みを考えるべきである。政府の後

全対策の要求など、独立して安全を担保する

押しも重要だ。
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Member Introduction

会員紹介

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社
＜2019年11月５日入会＞

ケンブリッジは、
「世の中を変えるファシリ
テーターである」をミッションに掲げ、業種・
業界を問わず、お客様の変革を支援するコンサ

会

社

創
代

名
業

表

者

事 業 内 容

ルティングファームです。
１９８０年代、コンサルティング業界の悪評（高
い費用を支払っても絵に描いた餅で終わる）へ
のアンチテーゼとして創業し、１９９７年に日本
に進出しました（２００６年に日本ユニシスグルー
プ入りしています）
。
ケンブリッジの特長は、
「変革活動を計画だ

従 業 員 数
本社所在地
電 話 番 号
事

業

所

関連会社等

けで終わらせず、最後までやりきる」ことへの
徹底したこだわりです。成果を確実に挙げるた

ホームページ

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社
１
９９７年６月
代表取締役社長 鈴木 努
九州地区担当ディレクター 望月 秀明
ファシリテーション型コンサルティング
サービス（新規事業創造、ＩＴ戦略策定、
業務改革、システム導入、プロジェクト
マネジメント、人材育成など）
１
４０名（２０２０年３月現在）
〒１０７-００５２ 東京都港区赤坂２-１４-３２
赤坂２・１
４プラザビル４階
０３-３５６０-４０６１
（代表）
０５０-３１
３２-６７１
８
（九州担当）
東京本社、関西支社、九州拠点（博
多新三井ビルに駐在）
日本ユニシス株式会社（親会社）
Cambridge Technology Partners Inc.
（北米現地法人）
https://www.ctp.co.jp

めの方法論やファシリテーションを武器に、お
客様の変革マインドを引き出しながら、関係者
と一体となって多くのプロジェクトを成功に導
いています（プロジェクトの成功率は一般的に
は５０％前後と言われますが、ケンブリッジは
９５％超を誇っています）
。
各コンサルタントは、プロジェクトの成功請
負人として熱意をもってお客様とともに汗をか
きながら取り組むため、プロジェクトの推進役
として高い評価をいただいています。
また、ノウハウを書籍やセミナーなどでオー
プンにしています。コンサルタントに頼らなく
とも、世の中に成功するプロジェクトが増え、
変革が生まれ続けるようになることが我々の願
いだからです。

なぜ我々が、九州
に進出したか？それ
は、日本を変えよう
とする気概が強いこ
の 九 州 で、 我 々 の
サービスを通じて、
変わろうとしている
企業の力になりたい
からです。
左：九州地区担当ディレクター 望月
我々がこれまでに 右：アソシエイトディレクター 土井
支援したお客様からは、
「仕事の楽しさを
知った」
「多くのことを学んだ」
「この歳に
なってももっと学びたいと思った」など、
ありがたい言葉をいただいています。東
京、大阪だけでなく、九州でもそのような
人を増やし、盛り上げていきたいと考えて
います。

この考えに共感した仲間が集まり、社員も順
調に増えており、働きがいのある会社ランキン
グ（ＧＰＴＷ：ＧｒｅａｔＰｌａｃｅＴｏＷｏｒｋ）において
５年連続でベストカンパニーに選ばれています。
２０１
９年秋より東京、関西に続き九州拠点を立
ち上げ、活動を始めています。業務改革を伴う
ＩＴ刷新プロジェクト、ＤＸ、働き方改革、人
材育成など、お気軽にご相談ください。
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GreatPlaceToWorkの授賞式（写真右が弊社代表鈴木）

会社概要

会社紹介

KYUSHU

九州観光推進機構
ニュース
「九州オルレ」の第９次コースがオープンしました！（長崎県島原コース、宮崎県宮崎・小丸川コース）
（一社）九州観光推進機構では、韓国をはじめ国内外からの誘客促進のため、九州各地の魅力的なトレッキングコースを
「九州オルレ」※として認定し、国内外にアピールしています。
この度、第９次認定コースとして下記の２コースが加わり、全２２コースとなりました。
◇九州オルレ公式ホームページ：https://www.welcomekyushu.jp/kyushuolle/
スタート地点

フィニッシュ
地点

名称

距離・所要時間・難易度

途中のみどころ

島原コース

10.5㎞/3.5～4時間/中級

平成新山、秩父が浦公園、われん川(導流提）
、
ひょうたん池公園
島原港ターミナル
火砕流最長到達地点、がまだすドーム（雲仙岳
（島原市）
（島原市）
災害記念館）など

宮崎・小丸川
コース

14.3㎞/4.5～5時間/中級

比木神社
（宮崎県木城町）

比木神社、城山公園、木城温泉館湯らら、持田 鴫野の浜
古墳群、高鍋大師、大年神社、鴫野の浜など
（宮崎県高鍋町）

※九州オルレとは
「オルレ」とは韓国・済州島の言葉で「家に帰る細い道」を意味し、済州島の魅力を広めるために提案されたトレッキン
グコース「済州オルレ」は、韓国のトレッキング愛好者の間でブームとなり、毎年約２００万人もの方が訪れています。
「九州オルレ」はこの九州版として、九州各地の魅力的なトレッキングコースを開発し、日本発のオルレとして韓国市場
や国内市場にアピールしています。

感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅 49

幕末・西洋文化ことはじめ
〜英明君主が、歴史の扉を押し開けた〜
−長崎県（長崎市）、佐賀県（佐賀市）、鹿児島県（鹿児島市）−

海外への扉を閉ざし、長く封建的な武家社会を続けてきた徳川幕府も、三百年たつとあちこちで「変
革」の地響きを抑えられなくなる。
「変わらなければならない」という決意は、江戸から遠い薩摩や長崎
で激しく燃えさかった。
長崎は、幕府が唯一西洋への窓を開いた「出島」を抱える地。幕府直轄とはいいながら、オランダ商人
たちとの交流で情報や知識は駆け巡る。長崎で生まれた「日本初」の文物は、アスファルト道や鉄橋、ボ
ウリング、バドミントン、ハム、コーヒー、缶詰、写真機などあらゆる方面に及んでいる。
そして、この長崎の警護を命ぜられたのが佐賀藩だった。警備を通じて入手される、驚くような海外事
情。それは、佐賀藩１
０代藩主の座に就き藩政改革に乗り出した鍋島直正にとっても、強烈な追い風となっ
た。日本初の反射炉を造り、大砲や蒸気船を完成させ、佐賀藩に東洋一の軍事力をもたらすのである。
保守的な重臣たちの反対や逡巡も押し切って、新しい時代を切り開く直正の姿勢は、同時代に薩摩藩で
１１代藩主の座に就いた島津斉彬にも共通するだろう。直正より２０年後に藩主となる斉彬は、おそらく佐
賀藩の開明的な改革を耳にしていたに違いない。曽祖父・重豪の血を継いで西洋文明習得に貪欲だった斉
彬は、就任するや、洋式船建造、反射炉・溶鉱炉建設、ガラスやガス灯の製造などの「集成館事業」を
次々に実現させていく。また、洋式帆船の建造にも取り組み、その帆布に必要な木綿紡績事業も興した。
斉彬は惜しくも在位７年で急逝したが、その遺志は引き継がれ、明治維新への大きな原動力となった。
直正は江戸幕府の終焉を見届け、明治４年まで生きている。九州の生んだ２人の開明君主が、日本の歴史
を動かす大きな舵取りを果たしたといえるだろう。
この旅では、幕末の日本近代化の先陣を切った長崎・佐賀・鹿児島を巡りながら、その先見性に改めて
感動したい。
２０２０/４
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１日目
２日目
３日目

２泊３日コース

各地→長崎空港（長崎駅）→長崎市［出島、長崎歴史文化博物館、小菅
修船場跡］→長崎市（泊）
 崎市→佐賀市［佐賀城本丸歴史館、築地反射炉跡、佐野常民記念
長
館］→鹿児島市（泊）
 児島市［尚古集成館、仙巌園、黎明館、異人館（旧鹿児島紡績所技
鹿
師館］→鹿児島空港（鹿児島中央駅）→各地

佐賀市

長崎空港
長崎市

鹿児島空港

出島（長崎市）

鹿児島市

鎖国時代にも唯一海外に開かれた窓だった「出島」
。寛永１３
（１
６３６）年から安政６
（１
８５９）年までの２００年以上にわたり、オラン
ダ商人たちを通じて文化の吸収や蘭学発展に大きな役割を果たした。昭和２６年
から復元計画が始まり、現在「水門」
「カピタン部屋」
「ヘトル部屋」
「一番蔵」
「二番蔵」などが復元されて、当時のオランダ商人たちの暮らしを再現している。

大隅諸島

長崎歴史文化博物館（長崎市）

種子島
屋久島

坂本龍馬や勝海舟、西郷隆盛など、幕末に長崎を訪れた志士は数知れない。そこで得た西洋
の情報や知識は、
「日本はどうあるべきか」と模索する彼らのエネルギーとなった。平成１
７年に
オープンしたこの博物館は、かつて「長崎奉行所」だった跡地を復元したもの。江戸期の日本
で海外交流や西洋の知識の拠点だった長崎の歴史を展示してある。奉行所のコーナーで毎週末
演じられる“お白洲”での取り調べの寸劇も観光客に人気。

出島（長崎市）

小菅修船場跡（長崎市）

小菅修船場跡（長崎市）

「グラバー邸」の主トーマス・グラバーは、日本で最初の汽車を走
らせ、高島炭鉱や生糸業、製茶業を起こして維新の志士たちを援助し
笠利町
奄美空港
た。彼が薩摩藩士・五代友厚とともに建設したのが、明治元年に竣工
龍郷町
喜界島
したわが国初の近代ドック。ソロバン状の船台から通称「ソロバン
名瀬
長崎歴史文化博物館（長崎市）
奄美大島
ドック」と呼ばれた。後に三菱造船所の原点となる。
住用町

佐賀城本丸歴史館（佐賀市）

奄美諸島

徳之島

天保９（１８３８）年、佐賀藩１０代藩主鍋島直正によって建てられた佐賀城本丸御殿の一部「外御
書院」
「御三家座」
「御玄関」などを復元、平成１６年にオープンした。日本の近代化を導いた幕
沖永良部島
与論空港
末維新の佐賀の姿を見学できる。日本初の反射炉や日本近代医学の先駆となった種痘推進、造
与論島
船事業などが紹介されている。

人吉温泉

佐賀城本丸歴史館（佐賀市）

築地反射炉跡（佐賀市）
反射炉とは、鉄などの金属を溶かす炉。幕末期の佐賀藩で、１
０代藩主直正の命により、オラ
那覇空港
ンダ書を翻訳して理論を学び、嘉永３（１
８５０）年に城下の築地（現在の長瀬町）で日本初の反射炉
を完成させた。これにより国内初の鉄の大砲鋳造にも成功、幕府からも大量の注文を受け、佐
賀藩の近代化の契機となった。

佐野常民記念館（佐賀市）

佐野常民記念館（佐賀市）

文政５（１８２２）年、現在の川副町に生まれた佐野常民は、藩主直正
築地反射炉跡（佐賀市）
の命で大阪や江戸に赴き蘭学を学んだ。帰藩後、蒸気船の竣工など佐
賀藩海軍の創設に努める。１８６７年のパリ万博に派遣され、そこでスイスの生んだ「赤十字」思
想と出会って感銘を受けたことが、明治の西南戦争の際に「博愛社」設立につながった。敵味
方を問わず看護する精神は、その後も磐梯山噴火や日清戦争の救護に
もつながり、現在の日本赤十字の基礎が彼によって築かれた。

尚古集成館（鹿児島市）
島津斉彬が藩をリードして進めた「集成館事業」
。ここでは慶応元（１８６５）年に建てられた機
械工場の建物を利用し、日本人が撮影した現存最古の銀板写真や、薩摩切子などの伝統工芸品
工場として稼動していた頃の機械など、島津氏関連の資料約１万点を展示してある。
尚古集成館（鹿児島市）

仙巌園（鹿児島市）
第１９代島津光久が、万治元（１６５８）年に別邸として建て、以来代々の藩主に愛されてきた名
庭。真正面に見える桜島の絶景は天下の名園と言われており、国の名
勝に指定されている。日本で初めて灯ったガス灯の灯篭、中国風の曲
水の庭などをはじめ、秋の菊まつりなども有名だ。

黎明館（鹿児島市）
黎明館（鹿児島市）

明治１００年を記念して鶴丸城跡に建てられた歴史資料センター。鹿
仙巌園（鹿児島市）
児島の古代から現代までを、歴史・民俗・美術・工芸など多角的な切
り口で紹介してある。幕末維新期から西南戦争に至るまでの資料はとくに豊富である。

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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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）

新型コロナウイルスの感染拡大が沖縄観光に及ぼす影響（推計値）2020.03.04時点情報
ＯＣＶＢでは、新型コロナウイルスの感染拡大が沖
縄観光に及ぼす影響について、 推計値として発表い
たしました。
【対前年で県内消費額は▲1,000億円、入域数は
▲150万人となる見込み】
※推計値の試算にあたっては、航空会社、旅行会社
及び各団体からのヒアリングした情報をもとに減
少率を仮定し、推計値として算出しています。
ＯＣＶＢでは引き続き、関係団体や関係機関からの
意見を集約し、新型コロナウイルスの感染拡大が沖
縄観光に与える影響を最小限に留めるため、様々な
施策を展開してまいります。

ミス沖縄が様々な沖縄の魅力をお届けします！
去る１月２６日（日）に開催した「ミス沖縄選出大会」において、
２０２０年４月より１年間、沖縄観光の顔として活動するミス沖縄
の３名を選出いたしました。ミス沖縄は、沖縄の魅力を国内・
海外に届けることによって、本県のイメージアップを図り、ひ
いては県経済の発展に貢献してまいります。これから１年間、
「ミス沖縄がおススメする沖縄観光情報」を毎月ご紹介してまい
ります。どうぞよろしくお願いいたします。
第39代ミス沖縄のご紹介
■ミス沖縄スカイブルー（写真左）
岩本華奈（いわもと かな）

■ミス沖縄コバルトブルー（写真中央)
山里ひかる（やまざと ひかる)

■ミス沖縄クリーングリーングレイシャス（写真右）
新里瑞希（しんざと みずき）

ミス沖縄として沖縄と世界を
繋ぐ架け橋のような存在となり、
沖縄の魅力を一人でも多くの方
に伝え、観光の発展に全力を尽
くします。先輩方が築き上げて
きたタスキの責任を強く持ち、
常に笑顔で頑張ってまいります
ので、どうぞよろしくお願いい
たします。

第３９代ミス沖縄コバルトブ
ルーに選出していただいたこと、
心より感謝いたします。私の思
う観光名所の一つ、ウチナーン
チュの心を県外、世界へと発信
していきたいと思っております。
沖縄の魅力を正しく理解し、こ
れからのさらなる沖縄の発展と
共に、私自身も大きく成長し、
３人で協力しながら愛を持って
精一杯頑張りますので、１年間
どうぞよろしくお願いいたします。

これまで沖縄を離れて生活す
る中で、改めて沖縄の素晴らし
さと沖縄への愛を感じることが
できました。沖縄にはたくさん
の魅力がございますが、
“ゆい
まーる”や“うとぅいむち”の
精神が作り出す、暖かくて優し
い雰囲気がとても大好きです。
その魅力を踏まえ、沖縄の素晴
らしさをお伝えしていきたいと
思っております。常に感謝の気
持ちを忘れずに、親しみやすい
ミス沖縄を目指してまいります。

皆さまへ沖縄の魅力をお届けいたします。
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山口

Yamaguchi

「ハマスホイとデンマーク絵画」展を
山口県立美術館で開催
身近な人物の肖像や風景、そして静まりかえった室
内を描き“北欧のフェルメール”とも称されるデン
マークの画家、ヴィルヘルム・ハマスホイ。
欧米の主要な美術館が続々と作品をコレクションに
加えるなど、近年、ハマスホイの評価は世界的に高ま
り続けている。日本でも２００８年に初めての展覧会が
開催され、それまでほぼ無名の画家だったにもかかわ
らず、多くの美術ファンを魅了した。静かなる衝撃か
ら１０年余り。西日本で初めての本格的な紹介となる
１９世紀デンマークの名画とともに、ハマスホイの珠玉
の作品が山口県にやってくる。
見どころは、西日本初公開の作品
も含めて約４０点が集結するハマスホ
イの作品。１９世紀デンマーク美術の
流れの中で作品を捉えることで、ハ
マスホイという特異な才能の新たな
一面をご覧いただける。また、１９世
紀前半に花開いた“デンマーク絵画
ヴィルヘルム・ハマスホイ
の黄金期”の素朴で純粋な絵画か 《背を向けた若い女性の
ら、印象派風の光の描写を取り入れ
いる室内》
1903-04年
たスケーイン派、世紀末の首都で活
油彩／カンヴァス
躍した画家たちによる室内画まで、
ラナス美術館
© Photo: Randers
魅力あふれるデンマーク絵画を本格
Kunstmuseum
的に紹介する。
開催期間：４月７日（火）〜６月７日（日）
休  館  日：月曜日 ただし、5/4、6/1は開館
《問い合わせ先》
山口県立美術館 TEL：083-925-7788
※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催期間、内容等
が変更になる場合があります。最新情報については、山口県
立美術館のHPにてご確認ください。

福岡

Fukuoka

「ふくおか健康ポイントアプリ」
配信開始！
福岡県では、健康寿命の延伸を目指し、県民一人一
人が改めて自分の健康について考え、その維持、増進
を意識し、具体的な取り組みを行っていく「ふくおか
健康づくり県民運動」を推進している。
その一環として、日々の運動や食生活の改善、健
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（検）診の受診、健康教室やイベントへの参加などの健
康づくりに、楽しみながら継続して取り組めるよう、
スマートフォンアプリ「ふくおか健康ポイントアプ
リ」の配信を２月から開始した。
このアプリでは、
「ウォーキングを行う」
「体重、血
圧、食生活などの健康記録をつける」
「健（検）診を受
診する」
「健康教室等に参加する」など、
健康づくりの取り組みに応じてポイント
が付き、一定のポイントを貯めると抽選
で賞品が当たるなどの特典がある。
また、自分の日々の歩数や健康記録な
ふくおか健康
どの取り組み状況がグラフや一覧により ポイントアプリ
確認できるほか、市町村内やグループ内 専用ウェブサイト
といった単位で歩数のランキングが表示
される。
ぜひ、アプリをダウンロードし、個人
で、グループで、競いつつ、楽しみなが
ら、継続して健康づくりに取り組んでい
ただきたい。
ふくおか健康
ポイントアプリ
《問い合わせ先》
アイコン
福岡県健康増進課 TEL：092-643-3269
https://www.fukuoka-kenko.biz/

佐賀

Saga

吉野ヶ里町に日本最大級アウト
ドアパーク誕生！
４月２３日（予定）
、吉野ヶ里町にある「トムソーヤ
の森」が、森林を活用したさまざまな遊びが楽しめる
アウトドアパーク「アドベンチャーバレーＳＡＧＡ」
としてオープンする。
パークは、森林の中で空中散歩、空中遊泳といった
アクティビティが楽しめる「フォレストアドベン
チャー・吉野ヶ里」エリアと、マウンテンバイクコー
スからなる「トレイルアドベンチャー・吉野ヶ里」エ
リアで構成される。
フォレストアドベンチャーとは、フランス生まれの
新次元のアドベンチャースポーツ。安全装具（ハーネ
ス）を着用し、地上２～１５ｍの位置に設置されたプ
ラットフォームと呼ばれる足場に登り、そこから木々
の間を縫うように作られた板やケーブルを渡ったり、
ジップスライドで地上に一気に滑り落ちたりする。全
国３２カ所（今年１月現在）で開設されており、県内では
初。３つのコースを備えたパークは西日本初となる。
全長約５００ｍのジップトリップコースと、主に初級
者を対象にしたマウンテンバイクコースは来年春の開
設を目指し、整備が行われる。
町産業振興課は「子供から大人まで楽しめる日本最
大級のアウトドアパーク。多くの方に遊びに来てもら
いたい」と来場を呼び掛けている。
「アドベンチャーバレーSAGA」
場所：吉野ヶ里町三津
（東脊振インターチェンジから
車で８分）

《問い合わせ先》
吉野ヶ里町役場 産業振興課 商工観光係
TEL：0952-37-0350

長崎

Nagasaki

「長崎コンシェルジュ」を新たに
１６名認定

興有識者会議」を開催。
また、オール熊本アニメ「なつなぐ！」の上映会
や、震災遺構として整備を進める東海大学阿蘇キャン

長崎県では、県内の宿泊施設で働く優秀な人材を

パスの一般公開、熊本県ユニセフ協会と連携した熊本

「長崎コンシェルジュ」として認定している。この制

地震・東日本大震災の写真展などを実施。その他の取

度は、観光客が快適な滞在時間を過ごし、満足いただ

り組みについても、県ホームページに掲載している。

けるサービスを提供するとともに、長崎県ならではの

この「復興祈念ウィーク」の行事を通して、犠牲に

価値や魅力を伝えることができるプロフェッショナル

なられた方々を追悼するとともに、熊本地震の記憶や

人材を県が認定するもの。宿泊施設におけるサービス

教訓、そして復興する熊本の姿を全国に発信していく。

の質のさらなる向上、観光客の誘客やリピーターの増

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容については変
更の可能性があります。最新
の情報については、県ホーム
ページでご確認ください。

加、さらには観光産業における良質な雇用の場の創出
を目的としている。
本県が目指す「長崎コンシェルジュ」像は、豊富な

《問い合わせ先》

観光知識と幅広い人脈を持ち、長崎県を訪れた方のさ

熊本県知事公室

まざまなニーズに対応した県内情報や施設情報など、

TEL：096-333-2010

他の地域にはない県内の魅力を自身の体験を生かしな

FAX：096-387-0090

東海大学阿蘇キャンパス震災遺構

がら案内できる人材である。創設から３年目となった
２０１９年度は新たに１６名が加わり、現在は３１名（１２施
設）が認定されている。
今後も研修会及び認定試験を開催し、認定者の輩出
に努め、訪れた方が「また長崎に行きたい」と感じて

大分

Oita

リピーターなどへの

ＵＩＪターン支援拠点「ｄｏｔ．(ドッ
ト)」福岡市に開設

増加につなげ、県内

大分県は若者のＵＩＪターンを支援する拠点施設

いただけるよう「おもてなしの心」で対応することで

の観光産業の活性化

「ｄｏｔ．(ドット)」を、今年４月にオープンする。

を図っていく。

本施設は、大分の企業と福岡に在住する若者が交流

《問い合わせ先》

する場で、職業紹介や就職イベント、キャリアコンサ

長崎県観光振興課
TEL：095-895-2643

2019年度認定証授与式
長崎コンシェルジュ

検索

ルタントによる就職相談など、就職活動のサポートを
行うことを目的としている。福岡の若者が集う、天神
西通りに隣接した大名地区に開設する。
「ｄｏｔ．(ドット)」という名称には、
「小さな点のよ

熊本

Kumamoto

平成２８年熊本地震
復興祈念ウィークについて

うなひとつひとつの出会いや経験が、やがてつなが
り、人生の大きな転機になってほしい」という思いが
込められている。オープンに先立ち、福岡在住の学
生・社会人によるマーケティングチームが昨年８月に
発足し、名称や運営について議論してきた。

熊本地震の発生から今年の４月で４年が経過する。

施設の運営は大分市の㈱ＨＡＢ＆Ｃｏ．と㈱Ａｎｓｗｅｒ

これまで、地震からの復旧・復興に全力で取り組み、

が担い、交流スペース、カフェスペースを設けるほ

他に例を見ないスピードで進んでいる。

か、県内企業等の情報発信

このような中、熊本県では熊本地震の記憶を風化さ

や就職相談、学生と企業の

せることなく、県民全体で復興に向けた決意を新たに

マッチングイベント等を定

するため、４月１４日と１６日の前後約２週間を「復興

期的に開催するなど、誰で

祈念ウィーク」と位置付け、民間団体等と連携した

も気軽に参加できる空間を

様々な取り組みを実施する。

目指している。

前震が発生した４月１４日（火）の午前１０時からは、

《問い合わせ先》

県庁地下大会議室で「犠牲者追悼式」を、翌１５日

大分県雇用労働政策課

（水）の午後３時からは、同会場で「くまもと復旧・復

TEL：097-506-3331
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宮崎

Miyazaki

日向夏発見２００年！
！
今をさかのぼること約２００年前の文政年間（１８１８年
～１８３１年）
、宮崎市のとある民家にて、珍しい黄色い
ミカンが発見される。このミカンは、のちに「日向
夏」と名付けられ、県内に広がり、今では広く県民に
愛される果物となった。現在、本県の日向夏生産量は
全国の約６０％を占め、日本一となっている。
日向夏は、温州ミカンより一回りほど大きく、色は
明るい黄色の果実で、食物繊維やビタミンＣを豊富に
含んでいる。ジューシーでさわやかな香りの果肉とほ
んのり甘味のあるふわふわな白皮を一緒に食べること
で、他の柑橘にはない、独特の風味と食感を味わうこ
とができる。
県では、今年開催される「国文祭・芸文祭みやざき
２０２０」を機に、２０２０年３月の露地日向夏の初出荷か
ら１年間を「日向夏発見２００年」と位置づけ、県内外
でさまざまなプロモーション活動を開始したところで
ある。具体的には、県内の小学校での食育や、国文
祭・芸文祭みやざき２０２０関連イベントとのコラボ企
画、企業などとのタイアップによる商品開発や販売会
などにより、日向夏の歴史や美味しさなどの魅力を県
民はもとより、県外の皆さまにも再発見していただき
たいと考えている。
発見から２００年、
「日
本のひなた 宮崎県」
を代表する果物「日向
夏」はまさに今が旬。
皆さんもぜひ味わって
みてほしい。
《問い合わせ先》
宮崎県農産園芸課 TEL：0985-26-7137

鹿児島

Kagoshima

“健康”をテーマに魅力発信！
新たなウェブ動画を公開
南北約６００kmにわたる広大な県土を持つ鹿児島県
は、桜島をはじめ、世界自然遺産の屋久島や、佐多
岬、霧島連山、奄美群島など、雄大で美しい自然や安
心・安全で豊かな食、良質で豊富な温泉など、多彩な
魅力に溢れ、
「健康・癒やし・長寿」に役立つ良質な
地域資源（鹿児島のウェルネス）を多く有している。
同県では、これらの魅力を県内外に発信するため、
「健康」をテーマに自然、食、温泉などを紹介する
ウェブ動画「楽しみながら 健康になる かごしま！」
を新たに制作した。動画は、
「絶景編」
「美食編」
「温
泉編」があり、各３分程度。

２０
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ナビゲーターは、鹿児島出身のスポーツキャスター
宮下純一氏と、
「ご当地アイドル」日本一に輝いた鹿
児島の女性アイドルグループ「サザンクロス」のメン
バー。鹿児島が誇る絶景の数々のほか、宮下氏が温泉
に浸ったり、焼酎を片手に鶏刺しを味わうシーンもあ
り、見ているだけでも何だか健康的な気分に。
また、途中、地元タレントが演じる「おじさん」が
登場し、鹿児島弁でコミカルにうんちくを語り、笑い
を誘う。
この動画は、ユーチューブの「鹿児島県公式チャン
ネル」でも公開中。これを見たら
「鹿児島へ行ってみたい、味わっ
てみたい、癒やされてみたい」と
思うこと間違いなし。次の旅は鹿
児島へ。
《問い合わせ先》
鹿児島県かごしまPR課 TEL：099-286-3045

沖縄

Okinawa

那覇空港第二滑走路の供用開始
那覇空港の第二滑走路が、３月２６日に供用開始され
た。那覇空港は年間乗降客数が国内６位の２千万人を
超えており、滑走路が１本の現状では将来見込まれる
需要増への対応が困難になることから、空港を管理す
る国が滑走路増設を事業化し、約２０７４億円の予算を
かけて５年１０カ月の工期で完成した。
滑走路増設で、年間を通じて安定的に運用可能とな
る発着回数が、現在の１３万５千回から２４万回へと増
加する。昨年３月に供用開始した際内連結ターミナル
施設と併せて、空港の大幅な処理能力向上が期待でき
る。島嶼県・沖縄にとって空港は県民生活や経済活動
に欠かせない社会基盤であり、２本の滑走路はリスク
分散機能を持ち、離島ネットワークの安定にも寄与す
るものだ。
沖縄県では好調な観光を背景に、第二滑走路供用開
始後も同空港の需要が拡大すると見込んでいる。今後
も、国際観光地・沖縄としての魅力を高め、海外路線
の誘致にも力を入れ、国際物流を含む日本の空の玄関
口として機能強化に取り組んでいく。アジアのダイナ
ミズムを取り込み、沖縄発展の原動力とするように、
２本の滑走路の能
力を最大限に活か
した世界水準の拠
点空港化を目指し
ていきたい。
《問い合わせ先》
沖縄県交通政策課 TEL：098-866-2045

※2020年度は域内のスポーツに関する話題をご紹介します。

表紙説明

天皇杯・皇后杯 飯塚国際車いすテニス大会（Japan Open）

（福岡県）

飯塚国際車いすテニス大会は、世界６大大会の一つで、世界各地

からトッププレイヤーが参戦する、アジア最高峰の国際車いすテニ
ス大会です。2018年度には障がい者スポーツとして初めて天皇杯・
皇后杯が御下賜されました。

その大会を支えているのは、毎年2,000名を超えるボランティア

の皆さんです。ボールパーソンや選手の送迎など、地域を挙げて行

国枝慎吾選手

上地結衣選手

う運営体制は「イイヅカ方式」と呼ばれており、世界各国の関係者
から高い評価を受けています。

2020年４月21日（火）～４月26日（日）の６日間を予定しておりましたが、３月19日未明に発表さ

れた国際テニス連盟（ITF）の表明を受け、Japan Open 2020は４月に開催できなくなりました。
《問い合わせ先》

Japan Open ホームページ

http://japanopen-tennis.com

本誌３月号に掲載しておりましたスケジュール（３月）につきましては、新型コロナウイルス感染症の
影響並びに政府の指針等を踏まえ、一部の行事の開催を中止（委員会は書面協議）
・延期いたしました。

新入会員企業（２月）
木寺石油株式会社
代表取締役

児玉

浩三

佐賀県武雄市武雄町大字武雄5625-1

TEL：0954-23-4148

従業員数：60名

事業内容：給油、車検、新車・中古車販売、自動車整備、レンタカー、自動車保険取扱、他

福さ屋株式会社
代表取締役社長

田尻

取締役副社長

佐々木洋子

憲昭

福岡市博多区博多駅中央街5-14

TEL：092-461-2938

従業員数：150名

事業内容：辛子明太子、辛子明太子を使った惣菜・菓子の製造・販売

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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