九経連月報

２０２０/５
CONTENTS
巻頭言
長崎をつなぐ、九州がつながる、全国へつなげる。コネクティッド・シティ 大村
大村市長

園田 裕史 … 1

九経連活動報告
「Move JAPAN forward from 九州」各分野が共創し次世代に繋ぐ実績づくりを！
〜「2020年度事業計画」を承認〜
日誌（３月）

第158回理事会（書面開催）… 2

…………………………………………………………………………………… 4

トピックス
九州・大学発ベンチャーが全国大会でグランプリ受賞
〜佐賀大学「座圧軽減装具フワットの開発・販売」〜
第16回キャンパスベンチャーグランプリ全国大会 … 5

Mari Yoder の Impressions of Foreigners Working in Kyushu
Interview with Itomichi ……………………………………………………………………… 6

講演要旨
中小企業を取り巻くサイバーの脅威とその対策
第２回サイバーセキュリティセミナーでのパネルディスカッション
【モデレーター】
（一社）JPCERT コーディネーションセンター エンタープライズサポートグループリーダー 山本 健太郎
【パネリスト】
（独）情報処理推進機構（IPA）セキュリティセンター 企画部中小企業支援グループリーダー 横山 尚人
非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会 理事 社会活動部 部会長（㈱ベネッセホールディングス 顧問） 丸山 司郎
福岡県警察本部 生活安全部 サイバー犯罪対策課

管理官

川口 由記 … 8

九州支店

木村 悦治 … 10

寄稿
RPAで叶える労働力不足解消とDX実現への道
日商エレクトロニクス㈱

会員紹介
日商エレクトロニクス株式会社

…………………………………………………………… 13

九州観光推進機構ニュース
感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅
九州の武道文化を探る旅

〜背筋がのびる旅〜

50

……………………………………… 14

沖縄観光通信
〜ミス沖縄がおススメする沖縄観光情報〜

……………………………………………… 16

九州・山口地域動向
… 17
表紙説明・スケジュール（５月）
… 20
キューテックからのお知らせ
… 21

長崎をつなぐ、九州がつながる、
全国へつなげる。
コネクティッド・シティ大村

大村市長

園田 裕史
『大村から九州を動かす』
県内で唯一「人口増加」を続け、空港・高
速インターチェンジ・新幹線（予定）の高速交
通「三種の神器」を有し、様々な「初めて」
を生み出す街、それが「ワンワンワンダフル
な大村市」です。長崎の、九州の、アジアの
ゲートウェイとして、つなぐ、つながる、つ
なげるコネクティッド・シティ大村から九州
を動かします。
ワンワンワンダフル『大村湾（ワン）』
大村市は、大村湾沿岸５市５町が連携し、
ヒト・モノ・コトを動かす「大村湾地域経済
圏構想」を提唱しています。大村湾沿岸人口
約100万人のマーケットからは、様々な経済交
流、人的交流、物的交流が育まれ、多くの副
産物の獲得とブランディングの確立が可能と
なります。
そのシンボルとして毎年開催している、大
村湾沿岸一周約160kmを自転車で周遊するイ
ベント「大村湾ZEKKEIライド」は、九州経
済連合会が目指す「ツール・ド・九州（仮称）」
をはじめとしたスポーツツーリズムとして、
新たな観光産業を生み出しています。
昨年11月には、大村市、長崎県、複数の民
間企業の６者連携による「大村湾データコン
ソーシアム」を設立しました。これは、民間
企業が持つ人流解析＆購買分析データと大村
市の行政データ、さらに、長崎県が検討を進
める観光型MaaSデータを連携させた、新たな

データプラットフォームを構築します。この
データプラットフォームを活用し、大村湾周
辺の様々な地域課題に対して、新たなサービ
スや事業の創出を図る戦略立案、キャッシュ
レス決済のためのインフラ整備、データ活用
人材（データサイエンティスト）の育成など多
角的な取り組みを展開することを通して、各
地域において持続可能なスマートシティの実
現を目指します。
ワンワンワンダフル『ナンバーワン』
空港・高速インターチェンジ・新幹線（予
定）の高速交通「三種の神器」を有する自治体
は、全国1,742自治体中14自治体となります。
国内最大級の高速交通網に恵まれた好立地か
ら、今後計画されている長崎MICE、長崎スタ
ジアムシティ構想をはじめ、さらに長崎IRへ
の連結により、その効果を九州一円に波及さ
せ、インバウンドの拡大へとつなげていきます。
ワンワンワンダフル『オンリーワン』
約440年前、日本初のキリシタン大名 大村
純忠、その名代として日本で初めての公式外
交となった天正遣欧少年使節。
約150年前、明治維新で大活躍し、近代日本
の礎を築いた多くの偉人。
昭和27年、日本で初めて競艇場を開設した
ボートレース大村。
昭和50年、世界で初めて海上空港を開業し
た長崎空港。
そして、令和４年、九州新幹線西九州ルー
ト開業と同時に、大村市は市制施行80周年を
迎えます。数字の「８」を横にしてみると、
そこには、
「∞（無限大）」の可能性が広がって
います。
県内で唯一「人口増加」を続ける大村市だ
からこそ、大村市のことだけではなく、長崎
県全体の、九州一円の発展のために、我々が
九州をけん引するトップランナーという気概
をもって、尖ったプロジェクトを進めていき
ます。
九州各地から地方創生のロールモデルを生
み出していきましょう。
『九州から日本を動かす』
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九経連活動報告

「Move JAPAN forward from 九州」各分野が共創し次世代に繋ぐ実績づくりを！
～「２０２０年度事業計画」を承認～
第１５８回理事会（書面開催）
2020年度は本会中期事業計画（2015年～2020年度）の仕上げの年として、本会ミッション
「Move JAPAN forward from 九州」の気概を持ち、各分野が共創しつつ次世代の豊かな未来に
※
繋がる実績づくり、ひいてはSDGs の達成に寄与できるよう取り組んでいく。なお、本計画
については、昨今の新型コロナウイルス感染症に伴う情勢変化等に鑑み、適宜、見直しを行い
実施予定。ここではその骨子をご紹介する。 ※Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）
取り組み方針・視点
Move JAPAN forward from 九州！

＜方 針＞
九州から日本を動かす気概で、
『実績づくり』を使命として、
“九州の強みを活かした”地方を創生する
＜視 点＞
～九州一体～
１．民間の事業意欲を喚起
２．成果重視
３．連携（地域、産学官、企業・産業）
４．グローバル

事業概観図

２．産業振興
■新規事業創出、社会課題の解決に向けた地域
協働プロジェクトの推進

KPI：開発実績２件

－長崎県大村市：データプラットフォーム構築
－大分県別府市：立 命館アジア太平洋大学（APU）
との産学連携プロジェクト、別府
ツーリズムバレー構想支援
－鹿児島県鹿児島市：鹿 児 島 発 オ ー プ ン イ ノ ベ ー
ションプロジェクト支援

■官民データ連携と活用
－九 州地域戦略会議における「九州AIデータコン
ソーシアム（仮称）」の設立

■航空宇宙産業の育成

KPI：新規参入１件

－航空機部品クラスター参入および販路拡大支援
－内之浦射場活用機会促進に向けた研究活動

■九州ベンチャー・エコシステムの構築
－九州ベンチャーを支えるコミュニティの創出

■「九州未来エネルギー提言」の具現化
1）再エネの主力電源化

2）畜エネの社会実装

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

取り組むべき課題と主な取り組み

１．新型コロナウイルス感染症に関する対応
新型コロナウイルス感染症の終息に向けて、
関係先と連携して対応するとともに、同感染
症が与える経済活動への影響など情勢変化の
把握に努め、事業計画の見直しや関係各所へ
の要望など遅滞なく対策を講じる。

２
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■九 州におけるSociety5.0実現に向けた課題
解決支援
－I CTに関する動向や導入事例等の調査・研究を実
施するとともに、他の委員会と連携してICT利活
用による課題解決を支援

■S ociety5.0実現に向けたセキュア な社会の
※

構築やICT人材の育成
KPI：社会人向けリカレント教育の場を創出１件
－サプライチェーンに対するサイバーセキュリティ
意識の向上並びにセキュリティ対策の普及啓発の実施
－産学連携による産業振興に資する人材育成の継続
※セキュア：システムやネットワーク、データな
どが安全な状態に保たれていること

３．農林水産業の振興
KPI：2030年までに農林水産物・食品輸出額5,500億円（九州）

■九州の農林水産物販路拡大に向けた支援
－高価格帯の木材輸出の実現
－九州木造ビル構造標準モデルの普及促進
－九州食堂事業（地産地消事業）の実施・浸透
－地域商社プラットフォーム設置による協働事業の
実施
※
－輸出促進のためのGAP 取得拡大やMOUに基づく
輸出拡大支援
※GAP（Good Agricultural Practice：農業生産工
程管理）：農業において、食品安全、環境保全、
労働安全等の持続可能性を確保するための生産
工程管理の取り組み

■生 産 性 向 上 並 び に 労 働 負 荷 低 減 に 向 け た
新技術導入支援
－林業イノベーションの推進に向けた企業間マッチ
ングの実施
－九州地域戦略会議と連携したスマート農業の普及
拡大

４．観光振興
KPI：観光消費額3.3兆円 直接入国者数 580万人延泊者数5,411万人/泊

■インバウンドの多様化
－九州におけるIR実現に向けた支援
－西日本地区広域観光連携の実行
－グローバルMICE誘致活動強化
－サ イクルツーリズム「ツール・ド・九州（仮称）」
実施に向けた準備

■医 療機関の外国人患者受入対応力向上支援
並びに医療ツーリズム受入医療機関不足の解消
KPI：医療ツーリズム受入医療機関新規５件
－医療機関における外国人患者受入体制支援
－医療ツーリズム受入医療機関開拓および中国富裕
者層開拓のための体制構築

６．社会インフラの整備
■九州新幹線西九州ルート開通の促進
－新幹線の最大活用方法（二次交通アクセス等）に関
する関係者間の協議促進

■九州域内空港の有効な利活用
－福岡・北九州・佐賀空港など域内各空港間の連携
促進

■持 続可能な地域公共交通ネットワーク構築
の促進
－新 モビリティに関する最新情報の提供と情報交
換・ベンチャー企業等の出会いの場創出
－経済的に自立可能な事業モデルに関する研究会の
立ち上げ

７．海外ビジネス拡大に資する国際経済交流の推進
KPI：九州の対世界輸出額前年比５％ UP 7.2兆円

■「九州プロモーションセンターinハノイ」の開設
■第 19 回 環 黄 海 経 済・ 技 術 交 流 会 議 に よ る
日中韓三国間協力の促進
－三国間での課題解決と新規ビジネスの創出

■シンガポールへの経済交流ミッション団派遣
－九 州企業のビジネス拡大と現地企業の九州への
投資促進

８．事務局の取り組み
■九経連60周年事業「九州将来ビジョン」策定

■観光インフラの整備
－観光事業者の経営基盤の安定化
－観光人材の育成に向けた大学への観光カリキュラム
導入推進

５．雇用／医療問題への対応
■九州における多様な人材の活躍機会確保
KPI：女性管理職の割合7.7％
－女 性 管 理 職 の 登 用 促 進 な ど を テ ー マ と す る
「KYUSHU NEXT」を継続し、多様な働き方推進
に向けた企業の取り組みを支援
－特 定技能活用による外国人材雇用促進に向けた
送り出し事業者紹介の実施

（イメージ図）

■九経連ブランドに資する広報戦略の展開
－本会の活動内容および意見について効果的に発信
するとともに、九州地域戦略会議や地域委員会等
を活用して地域のニーズを把握し、九経連ファン
拡大に繋がる戦略的な広報活動を展開

【企画調査部
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日誌
３月
３日（火）

［福岡市・電気ビル共創館］

行財政委員会第２回企画部会
出席者：10名

まず、福岡地域戦略推進協議会（FDC）の前田真事
務局次長より「スマートシティ実現のあり方」につ
いてご講演いただき、先端技術活用とあわせエリア
マネジメント等の重要性についての意見交換を行っ
た。次に、石丸修平企画部会長（FDC事務局長）が
「福岡スマートシティ」に対する提言案を説明し、意
見交換を行った。
その後、2019年度事業報告および2020年度事業計
画案の説明を行い、2020年度は、地方創生に資する
スマートシティモデルの構築、社会活動の基盤となる
SDGs経営の普及促進等に取り組むことを確認した。
３日（火）開催中止（書面開催）

先導的ＩＣＴ人材育成事業第２３回成果報告会・関係者会議
情報通信委員会では、本会主催のインターンシッ
プに参加した学生が成果を発表する成果報告会と、
本事業の振り返りおよび次年度の計画について審議
する関係者会議を開催する予定であったが、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、
残念ながら書面での開催となった。
学生や参加企業から、
「本事業へ参加して良かった」
「来年度も参加したい」等前向きな意見が多数寄せら
れた。

１８日（水）
出席者：10名

第３回ＷＧでは、昨年12月17日に開催した「ＫＹＵ
ＳＨＵ ＮＥＸＴ～われわれはどうやって九州を動かして
いくのか～」について、報告が行われた。そこでは、
参加人数の状況、アンケート集約結果による参加者
の満足度を報告、参加者の意見を紹介し、良かった
点、改善を要する点などを共有した。
また、2020年度の本セミナー開催に向けて、開催
場所を福岡市内とし、時期を10月から11月とする旨
の 確 認 を し た。 本 Ｗ Ｇ は、 今 回 を も っ て 解 散 し、
2020年度については改めて実施内容、体制等を検討
することとした。
２５日（水）開催中止（書面開催）

第１５８回理事会
今回は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況や
政府の指針等を踏まえ、開催を中止し、書面協議を
行った。
①審議員、諮問委員選任（案）②2020年度事業計画
（案）③2020年度 収支予算（案）の３つの議案について
提案し、それぞれ同意を得た。これらの議案につい
ては、第60回定時総会（６月予定）にて報告、承認を
得ることとする。
※本誌２～３ページに2020年度事業計画詳細を掲載
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要望者：９団体

下関北九州道路建設促進協議会（会長：麻生泰九経
連会長）
、下関北九州道路整備促進期成同盟会（会
長：村岡嗣政山口県知事）など９団体は、国土交通
省、財務省、山口県および福岡県選出国会議員に対
して「下関北九州道路計画検討会」における国直轄
調査の成果を受けた要望書を提出し、事業化に向け
た計画段階評価などの手続きに早期に移行するよう
求めた。
３月31日、国土交通省から2020年度より「計画段
階評価」に着手することが公表され、本道路実現に
必要な事業手続きが進捗した。
３１日（火）開催中止（書面開催）

第２回再生可能エネルギー産業化推進委員会
2019年度第２回委員会（委員長：安浦寛人九州大学
理事・副学長）の開催を予定していたが、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大状況や政府の指針等を踏まえ、
開催を中止し、書面協議とした。
今回は、各実務者会議からアクションプランにつ
いての報告、事務局からは今後の委員会の活動計画
を報告・審議を予定。特に、アクションプラン改定
について、各実務者会議の状況を確認、審議するこ
とを重点にしていた。書面協議で、意見照会、集約を
行い、アクションプラン改定に反映することとする。

［福岡市・九経連会議室］

ＫＹＵＳＨＵ ＮＥＸＴ第３回ＷＧ

４

２７日（金）［国土交通省、財務省、山口県および福岡県選出国会議員］
下関北九州道路中央要望

※３月に予定していた下記委員会は、新型コロナウイルス
感染症拡大状況並びに政府の指針等を踏まえ、開催を中
止し、書面協議を行った。

＜各委員会の2020年度の主な取り組み＞

■産業振興委員会

 域課題解決への協働プロジェクト、官民データ連
地
携と活用、九州ベンチャー・エコシステムの構築等

■少子高齢化・雇用委員会

 性の活躍推進、外国人材就労支援、介護離職防
女
止、医療機関の外国人患者対応力向上等

■資源エネルギー・環境委員会

「九州未来エネルギー戦略」の具現化、再生可能エ

ネルギーの産業化推進、最新動向の情報発信等

■農林水産委員会

農林水産物・食品の販路拡大のための輸出促進、木材
の国内利活用推進と輸出促進による海外展開支援等

■情報通信委員会

 ociety5.0実現に向け、サイバーセキュリティ対策推
S
進、産業振興に資する人材育成、ICT利活用推進等

■行財政委員会

 方創生に資するスマートシティモデルの構築、
地
社会活動の基盤となるSDGs経営の普及促進等

トピックス

九州・大学発ベンチャーが全国大会でグランプリ受賞
～佐賀大学「座圧軽減装具フワットの開発・販売」～
第１６回キャンパスベンチャーグランプリ全国大会
２月17日、東京で「第16回キャンパスベンチャーグランプリ全国大会」が開催され、全国８
つの地域大会を勝ち上がった12個人・チームが出場。佐賀大学の山城佑太氏（現：㈱山城機巧社
長）がグランプリを受賞した。九州代表の全国大会でのグランプリ受賞は一昨年の宮崎大学以来
の快挙である。グランプリ受賞に至るプロセスを佐賀大学より寄稿いただいた。
■開発のきっかけ

■大学の支援から各コンテストへの出場

まず、佐賀大学理工学部の中山功一准教授

佐賀大学では、大学発ベンチャーの称号付

と山城氏が腰のつらさ対策を一緒に考えたこ

与と支援に関する規程等整備し、学内支援を

とが最初である。中山准教授は長距離移動や

強化してきた。㈱山城機巧は本規程による認

長時間の会議等による着座時の対策が何かで

定ベンチャーの第１号となった。

きないかと思い、試作を始めた。山城氏も開

学内ビジネスプランコンテストに続き、九

発に参加。やがて実用機が完成した。製品開

州圏内の大学、高専が競う「第19回九州・大

発のスタートは限られたニーズに対するもの

学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト」

であった。

でもグランプリを獲得して全国大会に出場、

■起業

今回の受賞となった。

2018年10月に開催された国際福祉機器展に
おいて、福祉機器コンテスト2018優秀賞を獲
得。2019年４月にはクラウドファンディング
Makuakeの製品化プロジェクトにより目標金
額を超える300万円の資金調達に成功。テレビ
東京のワールドビジネスサテライト「トレン
ドたまご」で紹介されるなどメディアでも注

写真提供：㈱日刊工業新聞社

■今後に向けて

目された。腰に悩みを

腰のつらさは長年にわたって日本人の体の

持つ人が想像以上に多

悩みの最上位に位置しており、今後も大きな

いことを知り、多くの

社会的課題であることが予想される。今回開

人に使っていただくた

発した「フワット」は軽量化やデザインを工

め、株式会社山城機巧

夫して、さらに幅広いユーザーに利用しても

を起業した。

らうよう改良を続けている。社会課題の解決

■次のステップ

座圧軽減装具「フワット」

をビジネスとして成功させ、佐賀大学発ベン

佐賀県が主催するビジネスプランコンテス

チャーのトップランナーとして後に続く大学

トである「さがラボチャレンジカップ2019」

発ベンチャーに刺激を与える存在となること

に応募し優秀賞を受賞。これにより佐賀県の

を期待している。

ふるさと納税起業家支援プロジェクトに参加、
ここでも資金調達に成功した。

【佐賀大学リージョナル・
イノベーションセンター

出田 光太郎】

２０２０/５
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Mari Yoder の

Impressions of Foreigners Working in Kyushu
Interview with Itomichi
Ms. Yiwei Pan, interviewed by Mari Yoder
Fukuoka, February 2020.

Yiwei Pan is the CEO of
Itomichi K.K.. She is from
Anqing City in the southeast of China. A linguistics major, she spent two
years teaching Mandarin
in Shanghai before coming to Japan ten
years ago. After studying at a Japanese
language school, she then enrolled in an
international course at Kyushu
University. She worked at HIS in Tokyo
briefly before returning to Fukuoka and
starting Itomichi with her partner, specializing in tourism from China.
Mari Yoder(MY): Please tell us about your
company.
Yiwei Pan (YP): Itomichi is a fairly new, small
company, and our main focus is on travel. The
name is in Kanji, which reads as Itomichi in
Japanese, and means silk road in Chinese.
The majority of our customer base is from
mainland China. We also work with restaurants and hotels, providing services such as
translations of menus or language support for
reception of customers when they are needed.
MY: Why did you choose the travel industry?
YP: I like traveling myself, and sharing and
exchanging things with people. I think the travel industry offers excellent opportunities for
people to communicate with others from different cultural backgrounds, which is quite amazing. On the practical side, as foreigners living
in Japan, starting a travel agency was quite a
bit easier for us than other businesses
because the most important thing is knowledge about the two countries, which we
already had.
MY: What are some of the difficulties Chinese
tourists face when visiting Kyushu?
YP: Well, compared to bigger cities such as
Tokyo or Osaka, very few of the people who
are working in the touristic areas in Kyushu
６
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can speak English
well enough to
help tourists. They
can usually communicate well
enough for basic
situations such as buying tickets, but especially when they run into issues or need to explain
something, their language skills are not sufficient. The main reason the majority of my customers come here on package tours is
because they need language support, and
also it's not so easy to get around Kyushu by
public transport. Going directly from city to city
is simple enough, but the greatest charm of
Kyushu is in the beautiful countryside, and it
can be quite difficult to get around. I think it
would be very worthwhile to put more effort
and resources into improving the transportation infrastructure in Kyushu.
MY: What are the most popular places for tourists in Kyushu?
YP: Well, for domestic tourists, Kyushu is
known to have the best onsen. However the
concept of onsen has been claimed by all of
Japan, so for Chinese tourists, it's not something particular to Kyushu. When we receive
them, the basic course is usually onsen in
Beppu, Yufuin village, historic spots in Dazaifu,
and Arita for ceramics. If they come a second
or third time, we recommend a sake brewery,
seasonal local events, and fireworks festivals.
MY: What are some areas with the most
inbound growth potential?
YP: I would say outdoor activities in nature are
quite an attractive point. For tourists coming
from big cities, they want to relax and get
away, and Kyushu has a lot of potential for
this. For example, going boating or sailing, dolphin watching in Nagasaki, and yoga in the
forests of Oita. Aso is my favorite because it
has a lot to offer, such as riding in a hot air balloon, helicopter tours, paragliding, camping,
petting zoos, etc. My clients love camping in

Aso and seeing the night sky. In many parts of
China you can't see the stars, so this is very
special for them and they can't stop taking pictures.
MY: What are the most difficult things about
running a travel agency?
YP: That would have to be dealing with unexpected things like the current COVID-19 situation. We also worry about the relationship
between Japan and China, these are the kinds
of things that we are always concerned about,
and there is no advance warning. And even if
we were to know about things ahead of time,
there's not much we can to do prepare or
avoid the negative impact it will have on business. Package tours have already been forbidden by the government because of the state of
things in China, so most of our tours for the
foreseeable future are cancelled.
MY: What is healthcare like in China, and why
has the popularity of medical tourism in Japan
increased so much of late?
YP: China is a very big country, and the quality
and availability of medical care varies greatly.
Most of the people have some form of medical
insurance, and although the government has
stepped up efforts to improve healthcare, in
general it's not as good as in Japan. I think the
average person in China is doing much better
financially than they were 10 or 20 years ago,
and many more Chinese people are more
aware of trying to stay healthy, so coming to
Japan for procedures and health checkups is
gaining in popularity.
MY: What is the most sought out procedure?
YP: I would say comprehensive yearly medical
exams. Although their insurance doesn't cover
it, even people with average incomes will
come and get their yearly checkups done
here. There are also those who come for surgery or treatment for chronic diseases. Of
course, those take more time and money, so
they're more of an option for very wealthy people. Plastic surgery is also an option, though
Kyushu isn't famous for plastic surgery, clinics
in Tokyo are much better at promoting their
services.

MY: Do you know what the average amount is
that Chinese tourists spend on a trip here?
YP: Not really, because it really varies. Often
young people have more time and less money,
so they will come for a longer time, but stay in
cheaper places, and families will come for a
shorter time but stay in nice hotels and rent
cars, so it's quite hard to say.
MY: Are there any differences between working in China and Japan? If so, what are they?
YP: First of all, I have to say I was quite surprised that your company sent two women,
and no men to this interview today. I worked in
Shanghai for 2 years, and then in Tokyo for 1
year, and for me the biggest difference was the
gender discrimination. In 2019, Japan ranked
121st out of 153 countries for gender equality.
Even in Tokyo, though it’s such a huge international city, I was made very conscious of the
fact that I am a woman, not a man. It’s hard to
explain, but you are treated differently, not as a
peer, not as an equal. A women, we need to
pay the price. If you want to be taken care of,
although it’s nice, you will never be seen as an
equal, or as responsible as a man. So, if I
have to choose from those two options, I'd
much rather be treated as an equal.
（要旨）
２月、㈱絲路（いとみち）CEOの潘一瑋氏にイ
ンタビューを行った。同社では中国本土からの
パッケージツアーなど、旅行業を中心に翻訳・通
訳サービスなど幅広い事業を手掛けている。
中国でも九州の温泉は知られているが、来日２
〜３度目のリピーター客には、酒蔵や花火を案内
する。自然をテーマとした旅は人気が高く、特に
中国では見ることが難しい「星を観る旅」も非常
に人気がある。
さらに近年人気のサービスとしては、メディカ
ルツーリズムが挙げられる。中国に比べ日本の医
療の質は高く、健康診断が保険でカバーされてい
ないケースも多いことから、日本へ足を運び健康
診断を受けるという人も少なくない。中国−日本
間では世代によりそれぞれのニーズに合う旅行プ
ログラムが求められている。

２０２０/５
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講演要旨

中小企業を取り巻く
サイバーの脅威とその対策
（2020年２月６日（木）第２回サイバーセキュリティセミナーでのパネルディスカッション）

サイバー攻撃の被害状況と最近の傾向
川口：福岡県警察における、2019年の県民か
らのサイバー犯罪相談受理件数は約3,100件。
最多の約3,800件（2017年）に比べ減少傾向に
あるが、詐欺・悪質商法については県民意識
の向上等により減少しているものの、迷惑
メールやフィッシング、不正アクセスは2019
年で約730件あり、前年から倍増している。標
的型攻撃等企業や組織への脅威の約９割は
メールから入ってきており要注意だと啓発し
ている（個人も同様）。
丸山：マルウェア（悪意のあるソフトウェア）
の一種である「Emotet（エモテット）」による
被害が増えている。被害の全体像は分かって
いないが、ウイルスをばら撒くというより、
PCに入り込む道具としてEmotetを使っている
のではないかと危惧している。入り込まれた
らどうなるか分からない。ビットコインの財
布に使われるなど、特に個人の方が標的にさ
れてしまう。
山本：JPCERT/CCでもEmotetの被害報告は
多い。Emotetが脅威なのは、知人等を語って
くるため、迷惑メールとは違い信用して開い
てしまうこと、また、Microsoft Wordを使っ
ているため防ぐことが難しい。さらに広報や
営業等、外部とのやり取りの多い部署に送ら
れていることもあり、被害が増えている。
中小企業を狙うサプライチェーン攻撃
横山：IPAでは、数年前からサプライチェー
ンにおけるセキュリティについて調査を実施
している。発注側の大手企業側からすると、
下請法の関連もあり、中小企業に対して指導
しにくいケースがある。またその先２次、３
次に広がる発注先の対策状況が発注元で把握
できていない。さらに、発注先企業にどこま
で対策を求めるべきか、発注先にとっても、
複数ある発注元の全ての要望に合わせること
８
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【モデレーター】
（一社）JPCERT コーディネーションセンター
エンタープライズサポートグループリーダー

山本  健太郎

【パネリスト】
（独）情報処理推進機構（IPA）セキュリティセンター
企画部中小企業支援グループリーダー

横山  尚人
非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会
理事 社会活動部 部会長
（㈱ベネッセホールディングス 顧問）

丸山  司郎
福岡県警察本部 生活安全部 サイバー犯罪対策課
管理官

川口  由記
は困難である等といった状況が分かった。
川 口： 県 警 察 で は、 企 業 か ら 自 社 の ホ ー ム
ページが使えなくなっている等の相談を受け
る。しかも他所からの指摘がなければ全く気
付いていないというのが問題である。実際に
現地に行くと当事者は知らなかったという事
案も多いので、普段からホームページの中身
をチェックする等、ホームページ制作会社等
に任せきりにしないよう気を付けることである。
山本：JPCERT/CCでもインシデント（セキュ
リティ事故、事案）を受け付けているが、被害
に気付いていない組織が多い。攻撃がどのく
らい広がっているのか把握できていないほど
被害は広がっていると考えている。
今後取り組むべきセキュリティ対策とは
横山：必要なセキュリティ対策として、体制
とシステムの両方があるが、まずは体制と
ルール作りを組織の中でしっかり行うこと。
IPAが今年度実施した中小企業向け対策の実
証事業「サイバーセキュリティお助け隊」で、
UTM（Unified Threat Management）というセ

キュリティの統合的な監視装置を導入したと
ころ、既に別の監視装置が導入されていたこ
とを担当者が知らなかったり、設置工事の際
に社内ネットワークの状況を知らなかったり、
ネットワーク構成図が無かったりと、社内体
制が整っていないケースが多かった。まず、
保有している情報を把握し、どこまでをどの
ように守るかをしっかり決めて、それに向け
た体制を作り、ルール化し、見合ったシステ
ムを導入していくことが適切な対策に繋がる。
自社の築き上げた信用を失わないよう取り組
んでいくことが重要である。
丸山：Windows10は良くできているので、セ
キュリティの設定を本気で行えば、データは
外部に抜かれず、被害を受けにくい。
山本：Windows10では特定のアプリケーショ
ンだけ起動を許可することも可能である。ま
た、不正なUSBは使わせないという設定が可
能等、旧OSに比べセキュリティ面で非常に優
れた機能が沢山あり、費用をかけずともでき
るので、ノウハウに詳しい専門家に相談し、
使いこなすのが良いのではないか。
丸山：社内においてWindowsを使い続けるか
Macに替えるか。Windowsのセキュリティ機能
を全部設定できる人材がいないのであれば、
勝手にやってくれるMacに替えてしまうのも
１つの方法である。自社で運用できるか、で
きるとしたら最善策はどれかを考えられるベ
ンダーに相談することが重要である。
山本：まずは目の前にある脅威、漏れたら会
社に多大な損害を及ぼすというものを見つけ
て、どういう対策を打てば良いかを考える。
顧客情報をエクセルで管理しパスワードを付
けるだけで、最悪流出しても、悪用されるま
で時間がかかり、その間に顧客に注意喚起す
る等、様々なことができる。このように費用
をかけなくてもできる方法がある。
川口：サイバー犯罪を防ぐためには「知るこ
と」である。新聞等で最新のサイバー犯罪の
手口や対策に関する情報を知り、それを家庭
や職場等で共有し「こんなことが起こってい
る」と一言言うだけでも防げるものである。

県警察として強くお願いしたいのは①身に
覚えのない不審なメールは開かないこと②パ
スワードの使い回しをやめること。これらは
すぐに実施できる対策である。また、県警察
では企業の社員教育等において、事例を交え
ながらサイバー犯罪の現状や対策について情
報発信を行っているので、ぜひともご連絡い
ただきたい。
山本：人が覚えられるパスワードはせいぜい
５個であり、全てを強めに設定するのはなか
なか難しいので、強弱をつけ、使い回すより
パスワード管理ツール等を使うこと。銀行口
座の送金パスワード等はもちろん、企業で運
営しているWebサイトやツイッター、ECサイ
ト等、表に出して誰もがアクセスできるパス
ワードについては、必ず強く設定していただ
きたい。
まとめ
サプライチェーン攻撃は実際に起きており、
特に中小企業が攻撃されやすい。まずは対岸
の火事だとは思わないでほしい。
サイバーセキュリティは、技術の分かる者
がやれば良いというものではない。セキュリ
ティは経営課題の一つであり、１部署だけが
対策を取っても他部署がやられたら何の意味
もない。従って、経営層が自社等の情報資産
を見て、状況に見合った形で投資を行う。例
えばWebでビジネスを行っていれば、2時間止
まったら売り上げがいくら下がるのかを考え
Webへの投資を行う。Webが止まっても営業
と連絡が取れるのであればWebにはお金を掛
けない等、経営層が俯瞰的に全社を見ること
が必要である。
問題が発生した際は、IPAやJPCERT/CC
でもメールで受け付けているが、地元の組織
もしくはそういう情報を共有できるコミュニ
ティ等に入って普段から話せるような環境に
あると対応は違ってくる。本日のセミナーを
機に何かアクションを起こし、方法が分から
なければ、自社の資産が何か、これを守るに
はどうしたら良いかを考えていただきたい。

２０２０/５
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寄稿
ＲＰＡで叶える労働力不足解消とＤＸ実現への道
日商エレクトロニクス㈱
九州支店

木村 悦治

日本企業は大きな２つの経営課題に直面している。１つは労働人口減少、もう１つは
「2025年の崖」だ。避けられないこの２つの経営課題に対し、各企業は解決策を模索してい
る。そして解決策の1つとして注目を浴びているのが「RPA（Robotic Process Automation）」
である。
日商エレクトロニクス㈱では幅広い企業にRPA関連のサービスを提供しており、本稿では、
RPAが経営課題の解決にどのように寄与するのか、またRPAに対する社会潮流とRPA活用が
進む中で見えてきた課題と解決策を提供する。

１．労 働人口減少と「2025年の崖」を解決す
るRPA

タルレイバーは24時間365日休みなく働く。労
務管理や離職という心配もない。人とデジタ

日本企業は大きな２つの経営課題に直面し

ルレイバーが協働することで、それまで10人

ている。１つは少子高齢化に伴う労働人口減

で行っていた業務を人１人とデジタルレイ

少である。特に地方では若年層の首都圏流出

バーで行うということも可能になる。RPAが

などもあり、都市部以上に労働力不足が深刻

生み出すデジタルレイバーは労働力を確保す

だ。求人難や人手不足に起因する人件費の高

る際の重要な選択肢の１つとなっている。

騰といった問題が予見される。

また、RPAはコーディングが不要でロボッ

もう１つは経済産業省が指摘する「2025年

ト化のハードルが低いため、現場サイドでロ

の崖」だ。ビジネス環境の激しい変化に対応し、

ボットを作ることが可能とされている。IT部

競争力を維持・強化するためにDX（Digital

門は前述のとおり人材不足の中で喫緊の課題

Transformation）推進が求められる。しかし多

を抱えており、IT部門で対処できるものには

くの企業でレガシーシステムがDX実現の足枷

限りがある。RPAを活用することで、IT部門

と な っ て お り、IT部 門 は2025 年 ま で に レ ガ

に依存せず、現場サイドでDX実現に必要なデ

シーシステムの刷新に集中的に取り組まねば

ジタル化やデータ活用を推進できる。

ならない。さらにDX実現の基盤となるITシス
テムの構築も急務である。このようにDXを進

２．九州でもRPAに注目し取り組む企業が増加

めていく上でIT人材は必要不可欠だが、ユー

実際、多くの企業がRPAに関心を寄せ活用

ザー企業におけるIT人材不足は深刻だ。

１０

を始めている。RPA総合プラットフォームメ

これら２つの経営課題の解決策として期待

ディア「RPA BANK」が主催するイベント

されているのが「RPA」である。RPAは人が

「RPA DIGITAL WORLD」は年々来場者数が

行っている手作業をロボットが代行・代替す

増加しており、2019年度は12,000名近い来場

る業務効率化ソリューションだ。人の補完と

が あ っ た と い う。 福 岡 で 初 開 催 と な っ た

して業務を遂行できることから、デジタルレ

「RPA DIGITAL WORLD FUKUOKA 2019」

イバー（仮想知的労働者）とも呼ばれる。デジ

においても700名ほどの参加があり、関心の高

九経連月報 ２０２０/５

さらに、業務効率化ソリューション全般で

さがうかがえる。
2019年９月に福岡で開催された際の来場者

見 て もRPAに 対 す る 注 目 度 は 非 常 に 高 く、

アンケートによると、全体の約半数がRPAを

RPAが圧倒的な１位となっている。またRPA

利用しており、初めてRPAの導入を検討中を

と同じくDXを支えるテクノロジーの１つとし

含めるとすでに９割近くがRPAに取り組んで

て注目されるAIなどの先進的なテクノロジー

いる。また、2019年12月の東京開催の来場者

にも高い興味を示している（図表３）。多くの

アンケート結果に比べ、初めてRPAの導入を

企業で業務効率化を重要な経営課題として取

検討中の比率が1.6倍と高くなっている（図表

り組んでいる表れだろう。

１）。

図表３：現在興味がある、もしくは検討している業
務効率化ソリューション（上位５位）

図表１：RPA導入についての検討状況
＝

100%
90%

順位

＝

13%

21%

80%

24%

70%

29%

60%
50%

3%
19%

4%

40%

1

RPA

89.1%

2

AI（画像 ※AI OCRも含む）

67.6%

3

OCR

50.5%

4

AI（非定型業務の自動化機能）

36.0%

5

AI（言語）

35.6%

＝
（複数回答）

３．課題から見えてきたRPA人材の不足
41%

20%

RPAの検討・導入が進む中、課題も明らか

25%

10%

割合

© RPA Bank All Rights Reserved

21%

30%

業務効率化ソリューション

になった。特に多くの企業が抱えている課題

0%
東京開催

福岡開催

が「対象業務の選定」「業務の把握・可視化・

その他

フロー化」「導入後の運用・メンテナンス」で

すでにRPAを利用しており、追加導入・のりかえの予定はなし
すでにRPAを利用しており、のりかえを検討中

ある。課題の上位３つは東京開催・福岡開催

すでにRPAを利用しており、追加導入を検討中

と も 変 わ ら な い。 一 方 で、
「社内定着方法」

今回初めてRPAの導入を検討中

© RPA Bank All Rights Reserved

「開発・利用者の教育・育成・モチベーション

福岡開催の来場者は東京と比べRPA導入前

維持」「開発・利用者にかける社内リソースの

の企業も多いが、RPAの運用最適化のために

確保」といった課題は、福岡開催よりも東京

情報収集をしている人が多い（図表２）。RPA

開催で上位にきている（図表４）。これらは

導入検討時から導入後の本格展開を見越して

RPAを導入後、活用を広げる際により重要度

情報収集を行っており、一気にRPA活用が進

が増す課題だと言える。このように対象業務

むことが予見できる。

が出てこない、開発者育成が難しい、ロボッ
ト化がなかなか進まない、RPAが社内になか

図表２：イベント参加目的

なか定着しないなどの声は多く、結果として

＝

54.5%

【RPA】導入検討のための情報収集

43.3%

【RPA】運用最適化のための情報収集

12.7%

人の判断が多い、ルール化されていない、

10.5%

【RPA以外】運用最適化のための情報収集

紙媒体・画像データが多い業務などは、単純

4.7%

次回イベント出展に向けた見学

3.6%

その他
© RPA Bank All Rights Reserved

スが多い。

28%

自社ビジネスの検討のため
【RPA以外】導入検討のための情報収集

0

10

20

期待したほどの効果を実感できていないケー

30

40

50

60

にRPAで対応することは難しく対象業務とし

２０２０/５
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ないケースが多いが、デジタルテクノロジー
と組み合わせて解決できることは多い。RPA

しかし多くの企業がRPAの導入・活用を進

開発者育成については、プログラミング概念

め て お り、RPA人 材 は 不 足 し が ち だ。 今 後

が必要になり自己習得するには難易度が高く、

RPA人材を確保できず、思ったようにRPA活

育成を進めるには近くにできる先輩・先生が

用が進まないという可能性もある。

いることが重要だ。また、業務要件をRPAに

日商エレクトロニクスではRPA推進、およ

落とし込むスキルなども必須である。想像力

びDX推進する上で必要なIT人材の確保や教育

をもって対象業務の範囲を広げ、RPA開発体

に注力、企業支援を進めている。特に、RPA

制を軌道に乗せ社内に定着させるには、片手

人材の教育事業では、比較的短期間で習得が

間で取り組んでいたのでは成果が出ないのが

可能なRPAトレーニング「デジタルレイバー

現状である。RPAプロジェクトを推進させる

アカデミー」を初級者から資格取得を目指す

には、一段高いレベルのスキルを持った人材

上級者向けまで提供している。また、一般の

を育成しなければならない。

方々にトレーニングを受講いただいた上で当

RPA導入時は外部の専門家にサポートを依

社が携わる実際のRPAプロジェクトで経験を

頼し、導入が一段落したタイミングで内製化

経た人材を企業に派遣し、企業におけるRPA

に切り替える企業も少なくない。これらの課

推進・立ち上げの支援も行っている。RPAの

題 を 解 決 しRPA活 用 を 軌 道 に 乗 せ る に は、

導入を検討する際は、RPA人材の確保・育成

RPAを十分に扱える人材の確保が欠かせない。

についても併せて検討することをお勧めする。

図表４：R PA/業務効率化ソリューションを検討・
活用する上で最も課題に感じていること
（上位10位）

５．最後に

○東京開催

で多くのデジタルレイバーを生み出せること

順位

課題

割合

1

対象業務の選定

26.2%

2

業務の把握・可視化・フロー化

23.0%

3

導入後の運用・メンテナンス

22.9%

4

RPAの社内定着方法

22.6%

5

開発・利用者の教育・育成・モチベーション維持

20.8%

6

開発・利用者にかける社内リソースの確保

18.6%

7

費用対効果の検証と社内説明

18.3%

8

導入後の社内展開方法

17.6%

9

動作停止/エラー

15.9%

10

RPAツール選定ポイント

14.3%

＝
（ 人 回答）

1

本稿が差し迫る経営課題やRPAの活用につい
て考えるきっかけとなれば幸いである。
RPAトレーニング「デジタルレイバーアカデミー」
の詳細は、下記ホームページで公開しています。

課題
業務の把握・可視化・フロー化

割合
40.7%

2

導入後の運用・メンテナンス体制

35.3%

3

対象業務の選定

33.1%

4

費用対効果の検証と社内説明

32.7%

5

RPAの情報不足

29.8%

6

業務フローの作り方

24.4%

7

RPAツール選定ポイント

23.6%

8

導入に対する非協力的な社内体制

21.5%

8

RPA専門部署の作り方

21.5%

10

RPAの社内定着

19.3%

© RPA Bank All Rights Reserved
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から、労働力の確保さらにはDX推進の力とな
においてもRPA活用に待ったなしであろう。

○福岡開催
順位

冒頭でも述べたとおり、RPAは現場サイド

る。東京で広がるRPA活用を見る限り、九州

© RPA Bank All Rights Reserved

１
２

４．課題解決の鍵となる人材育成

＝
（ 人 回答）

https://www.nissho-ele.co.jp/dlservice/Digital_
Labor_Academy.html
（お問い合わせ先）

日商エレクトロニクス㈱
担当者：九州支店 木村 悦治
ＴＥＬ：092-781-1886
E-mail：fbsales@nissho-ele.co.jp

Member Introduction

会員紹介

＜2019年６月17日入会＞

会

社

創
代

表

名

日商エレクトロニクス株式会社

業

１
９６９年２月２４日

者

代表取締役社長ＣＥＯ 寺西 清一

事 業 内 容

会社概要

会社紹介
日商エレクトロニクスは、双日グループの
ＩＣＴ中核事業会社として５１年目を迎えます。
今の九州支店の前身となる福岡営業所は１９７２
年に開設され、九州のお客様には４８年の長きに
わたりご愛顧いただいております。
当 社 は、 時 代 の 最 先 端 に チ ャ レ ン ジ す る
「Innovation-Leading Company」として、常に
新しい分野に挑戦し続けています。現在は、Ｉ
ＣＴを使った働き方改革の支援を注力分野とし
て位置付け、昨年１０月には組織を改編し体制面
から強化しました。その一つが、ＲＰＡ（ロボ
ティック・プロセス・オートメーション）をは
じめとする人の代わりに定型業務を効率的に行
うデジタルレイバーです。デジタルレイバー
は、労働力不足の今の時代において、特に地域
での活用が鍵になると思っています。省人化を
目的に銀行などの金融機関のお客様からご要望
をいただき、昨年はＲＰＡエンジニアを育成す
る「デジタルレイバーアカデミー」およびＲＰ
Ａエンジニアの派遣サービスを福岡に展開しま
した。
当社はこれまでお客様が何に悩み、何を必要
としているかを見極め、解決策を共に創り、発
掘していくという「目利き力」を培ってきまし
た。そのための「技術力」を磨き続け、
「提案
力」をさらに伸ばしていくことが次の５０年でも
大事になると考えています。当社は、九州支店
を全社をけん引する拠点として位置付けていま
す。これまで九州のお客様からいただいた信頼
関係をベースに、他社との連携も視野に事業領
域を広げてまいります。

情報通信設備、ＩＴ基盤をはじめ
とする国内外の最新鋭ソリュー
ションの提供、ならびにそのシス
テム構築、保守、運用、監視など
のサービスの提供。

従 業 員 数

（連結）
１，
００７名 （個別）
８２２名
（２０１
９年３月３１日現在）

本社所在地

〒１
０２-００８４ 東京都千代田区二番町
３-５ 麹町三葉ビル（受付６Ｆ）
【九州支店】〒８１
０-００４１
福岡市中央区大名１-１-２９

電 話 番 号

０９２-７８１-１
８８６

関連会社等

双日株式会社など

ホームページ

https://www.nissho-ele.co.jp/

昨年、九州支店を
大名に移しました。
イノベーションの中
心地である福岡市の
大名で、新規ビジネ
スに向けて活動して
います。ＲＰＡの自
動化ソリューション
による業務改善で人

代表取締役社長ＣＥＯ
寺西 清一

材不足を解消させ、お客様の働き方改革を
お手伝いしています。九州フィナンシャル
グループ様の実証実験への技術支援など、
おかげさまで当社の新しい取り組みは多く
の注目をいただいています。海外だけでな
くこういった日本の地域発の最新技術を活
用し、双日グループと連携強化もしつつ、
意欲的なチャレンジで九州に貢献していき
ます。

九州支店メンバー

２０２０/５
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KYUSHU

九州観光推進機構
ニュース
訪日外国人誘客ウェブサイト「Visit Kyushu」を開設しました！
九州をまだ知らない外国人のお客様に九州を知ってい
ただくことを目的に、現在運営している九州旅ネット
ウェブサイト（英語版）をグローバルウェブサイト（Visit
Kyushu）へリニューアルいたしました。
欧米豪をターゲットとし、ネイティブライター、デザ
イナーを中心にデザインの刷新を行い、外国人が使いや
すいシンプルなウェブサイトに生まれ変わりました。
本サイトをグローバルサイトと位置づけ、九州のブラ
ンドイメージを醸成していくとともに、外国人のお客様
の興味関心、またニーズを的確に捉え、九州での滞在を
お楽しみいただけるよう情報発信に努めてまいります。
◆サイト名：Visit Kyushu

◆ＵＲＬ： https://www.visit-kyushu.com
◆リリース日：２０２０年３月１６日（月）
◆対応言語：英語

感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅 50

九州の武道文化を探る旅
〜背筋がのびる旅〜
−鹿児島県（鹿児島市、南さつま市）、熊本県（熊本市）、福岡県（柳川市、北九州市）、佐賀県（佐賀市）−

明治維新後、廃刀令が発令され、刀を差した「侍」の時代は終わった。しかし、その侍スピリッツを守
ろうとするものによって、受け継がれたものが“武道”という形で息づく。
幕末、明治維新の頃、その名を轟かせ、恐れられた“薩摩示現流”もそのひとつ。一撃必殺の一太刀で
相手を倒す。一、刀は抜くべからざるもの 二、一の太刀を疑わず、二の太刀は負け 三、刀は敵を破る
ものにして、自己の防具に非ず 四、人に隠れて稽古に励むこと、という心得にわかるように、一太刀で
勝つという実践に即した教えで、今も受け継がれている。
かの新撰組局長近藤勇をして、
「薩摩者と勝負する時は初太刀を外せ」とまで言わしめたほど、その一
太刀の衝撃はすさまじいものだ。
また、言わずもがなの二天一流、宮本武蔵の終の棲家は熊本であった。武蔵は、熊本の西方に位置する
霊巌洞にて「五輪書」を著したと言われている。
それぞれ、兵法のみならず、人としての心得が受け継がれている。心身一如のごとく、身体を訓練し精
神を鍛えるのが本来の武道。武蔵曰く「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を練とす」
。背筋がのびる旅だ。

１４
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１日目
２日目
３日目

２泊３日コース

 地→鹿児島空港（鹿児島中央駅）→鹿児島市［示現流兵法所史料館、
各
維新ふるさと館、西郷南洲顕彰館］→南さつま市［坊津歴史資料セン
ター輝津館］→指宿温泉（泊）

北九州空港

北九州市

 宿温泉→熊本市［島田美術館、熊本城、霊巌洞］→柳川市［御花］
指
→柳川市（泊）

佐賀市
柳川市

柳 川市→佐賀市［佐賀城本丸歴史館、弘道館跡地］→北九州市ほか
［小倉城、巌流島］→北九州空港（小倉駅）→各地

熊本市

示現流兵法（薩摩藩御家流）
（鹿児島市）

鹿児島空港
鹿児島市

『一の太刀を疑わず』または『二の太刀は負け』といわれ、一撃
必殺の兵法をとる示現流。第十八代島津家久の時代に東郷重位に
よって確立された。薩摩藩御家流とされ、薩摩士風養成に重要な
役割を果たし、その精神は明治維新の原動力にも
なった。示現流兵法所史料館で歴史などを学ぶとと
もに体験もできる。

南さつま市

指宿温泉

大隅諸島

維新ふるさと館（鹿児島市）
西郷隆盛、大久保利通の出身の地、加治屋町にあり、幕末から明治
維新にかけての歴史を学ぶことができる。また、示現流の分派である
薬丸自顕流の紹介も。

西郷南洲顕彰館（鹿児島市）

種子島
屋久島

示現流兵法（薩摩藩御家流）
（鹿児島市）

維新ふるさと館（鹿児島市）

西郷南洲顕彰館では、西郷隆盛（南洲翁）を中心とする明治維新の先覚者たちの国家・社会に尽くされ
た偉業を学ぶことができる。ジオラマなどでわかりやすく当時の様子が再現されている。別館には南洲
と大久保甲東の書が展示されており、関係書籍が２０
, ００冊所蔵されている。

坊津歴史資料センター輝津館（南さつま市）

笠利町

奄美空港

龍郷町
喜界島
中国や琉球等の交易の軌跡、一乗院を中心とした坊津の仏教文化や民俗史料など坊津の歴史を紹介。
名瀬
示現流の資料も収蔵。
奄美大島
住用町

二天一流（宮本武蔵）
（熊本市）
奄美諸島

徳之島
かの宮本武蔵（新免武蔵藤原玄信）が、晩年、肥後藩主細川忠利にかかえられ、熊本の地で完成させた
ものが二天一流だ。右手に大太刀、左手に小太刀の二刀をもつという特有のスタイル。その兵法理念の
沖永良部島
「五輪書」は、霊巌洞で著された。
与論空港

島田美術館（熊本市）

与論島

武蔵自画像など武蔵関係資料をまとめて見ることができる。

霊巌洞（熊本市）

那覇空港

熊本市の西、雲巌禅寺の境内にある霊巌洞。晩年、武蔵はここに二年間籠もり「五輪書」を著した。
武蔵が拝んだ岩戸観音が今もある。

宮本武蔵自画像
（熊本市）

柳川藩景流（柳川市）
「流とは師の癖である」といわれ、刀の流派には様々なものがあるが、景流とは猿が木の枝を打ち払っていた姿からあみ
だしたとされる。景流は伯耆流が母体とされるが、秋月に伝わり、それが柳川藩へ伝承された。
定寸（２尺３寸）と長剣（２尺８寸～３尺６寸）を使うものと２つに大別される。

御花（柳川市）
柳川藩主四代、立花鑑虎（たちばなあきとら）の別邸。洋館と和館、立花家史料館（殿の倉）で
構成され、その大部分は明治４２年に造られたもの。名勝・松濤園（しょうとうえん）は宮城県の
松島を模して造られた美しい庭園。

葉隠（佐賀市）

御花（柳川市）

佐賀鍋島藩士が持つべき武士道を説いたもの。藩士がまとめた
１，
３００余に及ぶ項目がある。藩の秩序維持を教義化した。

小倉城（北九州市）
関ケ原の戦いで功績のあった細川忠興が小倉城の原型を造ったといわれ
る。細川家が肥後へ転封された後は小笠原忠真が入封。九州の街道の起点
として重要な役割を果たした。
「唐造り」の天守閣、野面積みの石垣は威風堂々としたものだ。現在
の天守閣は昭和３４年に再建されたもの。
佐賀城本丸歴史館（佐賀市）

巌流島（下関市）
武蔵と小次郎の決闘の地として有名な巌流島。正式名称を「船島」という。敗れた小次郎の流儀
「巌流」をとって巌流島と呼ばれるようになった。関門海峡に浮かぶ周囲約１．
６kmの小さな島だ。現在
は海浜公園として整備され、関門海峡を行き交う船を望むことができる。
九州観光推進機構のホームページ

小倉城（北九州市）

https://www.welcomekyushu.jp「九州旅ネット」 も併せてご覧ください。
《問い合わせ先》一般社団法人

九州観光推進機構

TEL：092−751−2943
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沖縄観光通信
〜ミス沖縄がおススメする沖縄観光情報〜
（一財）沖縄観光コンベンションビューロー（OCVB）
皆さま、こんにちは。今月はミス沖縄スカイブルー岩本 華奈が沖縄の自然豊かな森を堪能
できる観光地「ガンガラーの谷」についてご紹介いたします。

ガンガラーの谷

■「ガンガラーの谷」とは
ガンガラーの谷は、沖縄本
島南部 南城市にある豊かな
自然が残る亜熱帯の森です。
数十万年前まで鍾乳洞だっ
ミス沖縄スカイブルー
岩本 華奈 た場所が崩れてできた緑あふ
れる自然豊かな森の中を、専属ガイドと一緒に周り、生息している植物や動物、歴史などを
学びながら、沖縄独特の自然を感じることができます。
■「ガンガラーの谷」ガイドツアーの様子
谷の旅は鍾乳洞の洞窟から始まります。洞窟を抜けると、いよいよ森への旅がスタートします。
心身が研ぎ澄まされるようさわやかな空気を思いっきり吸いながら、生い茂る樹々や花々、珍しい生き物たち
と出会うことができます。
ガイドの方の解説によって、生息する独自の植物や、昆虫、聖地の意味など、多くの発見や学びを得ることが
できます。
さらに進んでいくと、命の誕生を願う「イキガ洞・イナグ洞」や、樹齢何百年とも言われており現在も成長を
続ける圧倒的な存在感を放つガジュマルの木「大主ガジュマル」など、生命の神秘を感じることのできる出会い
が待っています。
「大主ガジュマル」の前は絶好な撮影スポットです。
■旧石器時代の人類「港川人」について
また、約２万年前に生息していたとされる旧石器時代の人類「港川人」の化石がガンガラーの谷の近くで見つ
かっており、港川人が生活していた可能性があることから、発掘調査が行われ、多数の化石が発見されています。
静かなときが流れ、生命の聖地が潜むガンガラーの谷。森の住人たちの詩がきこえてくるかもしれません。
「青
い海・青い空」だけでない沖縄の緑豊かな自然をぜひ感じてみてください。

ガンガラーの谷ホームページ http://www.gangala.com/
ミス沖縄Facebook https://www.facebook.com/MissOkinawa3/ も併せてご覧ください。

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

「やまぐち事業承継マッチングサ
イト」の開設
山口県の中小企業・小規模事業者の多くが経営者の
高齢化による世代交代時期を迎え、後継者不在率は全
国３位にあり、県内の中小企業等の円滑な事業承継を
図る必要がある。
そのため、山口県では、事業の後継者候補を社外か
らも幅広く求めることができるよう、県内の後継者が
いない事業者と全国の事業承継を希望する人をつなぐ
マッチングサイトを、今年３月１６日に開設した。
この「やまぐち事業承継マッチングサイト」では、
まず、事業を譲りたい人と事業を引き継ぎたい人がサ
イトにユーザー登録し、情報を検索する。事業承継は
デリケートな問題であるため、取引先などに特定され
ないよう配慮した上で、登録ユーザー同士であれば、
承継希望者と譲渡希望者が一対一の匿名によるメッ
セージ交換をすることも可能である。プロフィールだ
けでは分からない「人となり」や、企業の強みやこれ
までの「あゆみ」など、特定されない範囲内であれ
ば、自由にやりとりができる。
サイト内で双方が面談に合意し
たら、コーディネータが実際の面
談を仲介するので、安心して利用
してもらえる。
山口県は、これまで出会うこと
のできなかった全国で事業を引き
継ぎたいと考える人材と山口県の
産業を支える中小企業との新たな
出会いを支援する。
《問い合わせ先》
山口県経営金融課 TEL：083-933-3180
やまぐち事業承継マッチングサイト

福岡

検索

Fukuoka

家庭向けの食品ロス削減啓発
ＣＭを制作！
！
福岡県では、近年大きな社会問題となっている食品
ロスの削減を推進するため、食品ロス削減啓発ＣＭを
制作した。
国内の食品ロスは年間で約６４３万トン発生してお
り、そのおよそ半分は家庭から出ている。本ＣＭは、
福岡県広報部長のエコトンが、食品ロスの現状、およ

び家庭で実践できる取り組みについて紹介する１５秒の
動画となっている。
今年の２月２４日から３月２２日までの間、県内のイ
オン７店舗のイオンチャンネルで放映するとともに、
県内のイオン２２店舗のレジｄｅチャンネルにおいて動
画の一場面を切り取った静止画を掲載した。現在、県
ＨＰやふくおかインターネット
テレビでの視聴も可能である。
今後も様々な場所で放映およ
び掲載を行い、広く食品ロス削
減の意識啓発を行う予定だ。
なお、本ＣＭのデータは貸出
可能のため、店舗やイベント等
での放映を希望する場合、下記
まで問い合わせていただきたい。
《問い合わせ先》
福岡県循環型社会推進課
TEL：092-643-3381
ふくおかインターネットテレビでの
視聴はこちらから
http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/ja/movies/detail/3906

佐賀

Saga

佐賀県内企業への県外からの
就職活動に交通費助成開始！
佐賀県は、県外在住の大学生などを対象に、県内企
業への就職活動への支援を始めた。
県内高校生の県外進学率は約８割と高く、県外に出
た若者を就職のタイミングで呼び戻すことは大きな課
題。また、高校生の県内就職率は約６割で、県内企業
は人材確保に苦戦している。
大手人材会社の調査によると、Ｕターン就職の阻害
要因として多く挙げられているのは「地元までの交通
費」
「地元までの距離・時間」といった地理的要因だ。
県では、県内企業への就職希望者の負担を軽減し、
ＵＪＩターン就職を支援するため、面接やインターン
シップといった就職活動等にかかる交通費（航空運
賃・新幹線運賃など）を助成する。就職活動の早い段
階での支援を行うことにより、ＵＪＩターン就職に対
しての意欲喚起を図ることが狙い。就職活動の対象と
なる企業は、佐賀県内の新卒・転職者向けの就職情報
サイト「さが就活ナビ」に企業情報を公開している県
内企業（公務員等は除く）で、助成対象者は３５歳未満
の県外在住者（学生、社会人問わず。ただし高校生等
は除く）
。
申請方法や支給条件等の詳細については「さが就活
ナビ」で確認できる。
佐賀県へのＵＪＩターン就職を希望されている方
や、求人中の企業に積極的に活用していただき、ぜひ
とも多くの方々に佐賀県に就職
していただきたい。
《問い合わせ先》
佐賀県産業人材課
TEL：0952-25-7310
さが就活ナビ

検索
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長崎

Nagasaki

至福の一皿
～ながさきグルメセレクション２０２０～
長崎県では、食で観光を盛り上げようと、２０１７年
度に続き、第２回グルメセレクションを実施し、プレ
ミアムなグルメ店を掲載したパンフレット「至福の一
皿～ながさきグルメセレクション２０２０～」を作成した。
これは、県内各地の魅力ある飲食店の情報を広く発
信し、観光客に長崎県のブランド食材や食文化、おも
てなしを楽しんでいただき、満足度向上やリピーター
の確保につながることを目的としている。掲載店は、
県内の宿泊施設や観光施設、交通事業者、市町観光協
会、観光ガイド、マスコミなどの観光に携わるプロた
ちが、観光客にお薦めしたいお店を投票で選び、決定
したもの。長崎県ならではの食材を使ったプレミアム
なグルメ店８５店舗が掲載されている。
「至福の一皿～ながさきグルメセレクション２０２０
～」は、県内の主要な宿泊施設や観光施設などに設置
するとともに、長崎県観光ポータルサイト「ながさき
旅ネット」や民間グルメサイト「食べログ」でも公開
している。また、第１回グルメセレクション「ながさ
き県民が選んだおススメグルメ店１００」も引き続き
「ながさき旅ネット」に掲載して
いる。
観光客の皆さまには、各店舗
のこだわりや個性が詰まった「至
福の一皿」をご堪能いただくこと
で、長崎観光をより一層思い出深
いものとしていただきたい。
《問い合わせ先》
長崎県観光振興課 TEL：095-895-2645
（一社）長崎県観光連盟 TEL：095-826-9407
ながさきグルメセレクション

熊本

検索

Kumamoto

くまもとアートポリスプロジェクト「熊本地震震災ミュージア
ム中核拠点施設整備公募型プロポーザル」の最優秀者が決定！
熊本県では、熊本地震の記憶や経験、教訓を後世に
遺し、国内外に発信するため、熊本県内各地に広範囲
に出現した断層等の震災遺構とともに、観光施設等を
つなぐ、回廊形式のフィールドミュージアムとして
「熊本地震震災ミュージアム」の整備を進めている。
このうち東海大学阿蘇キャンパス内に県が整備する中
核拠点施設を、くまもとアートポリスプロジェクト※
として取り組んでいる。
２月１１日に開催した公募型プロポーザルによる審
査では、雄大な阿蘇の風景に溶け込むような柔らかな
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曲線で構成された建築を提案した「ｏ＋ｈ・産紘設計
ＪＶ」が最優秀者に決定された。
今後は、この最優秀者により施設の設計が進められ
る。地震の被害が遺る旧東海大学阿蘇校舎１号館に隣
接し、展示学習、教育、交流、総合窓口等の機能を有
した施設となる予定で、自
然の脅威を感じ、熊本地震
を伝承することを目的とし
た施設が整備される。ぜ
ひ、完成を楽しみにしてい
ただきたい。

完成イメージ

※くまもとアートポリスプロジェクト
昭和６３年（１９８８年）に始まり、これまで４代の知事にわたり
継続してきた建築文化事業。熊本県の自然や歴史、風土を生か
しながら、後世に残る文化的資産としての優れた建造物を数多
く生み出してきた。

《問い合わせ先》
熊本県建築課
TEL：096-333-2537

大分

FAX：096-384-9820

Oita

「ＡｒｔＴｒａｖｅｌ，ＯｉｔａＪａｐａｎ 別府・
国東半島 芸術文化の旅」開設
大分県は、別府・国東半島を巡る芸術文化事業を紹
介するＷｅｂサイト「Ａｒｔ Ｔｒａｖｅ
ｌ, Ｏｉ
ｔ
ａ Ｊａｐａｎ 別
府・国東半島 芸術文化の旅」を開設した。
温泉の源泉数・湧出量ともに日本一を誇る別府市
は、日本三大音楽祭のひとつである「別府アルゲリッ
チ音楽祭」やアートイベント「ｉｎ ＢＥＰＰＵ」
「ベッ
プ・アート・マンス」など、芸術文化を通した地域活
性化事業が盛んなことで全国から注目を集めている。
また、別府市に隣接する国東半島は、日本遺産にも認
定された仏教文化が花開いた地であり、多くの史跡や
文化財がその繁栄を今に伝えている。
「六郷満山」と
呼ばれるように、古くから両子寺を中心に開かれた六
つの郷に多くの寺院が栄え、宇佐八幡宮の影響もあり、
神仏習合の文化・習慣が脈々と息づいてきた場所だ。
本サイトでは、この別府・国東半島を中心に、音楽
や現代アート、歴史文化などの情報を発信しているほ
か、別府・国東半島の芸術文化事業や歴史文化をたど
る４Ｋ動画も公開している。ぜひ動画を視聴して、
「別府・国東半島の芸術文化を巡る旅」を体験しにき
ていただきたい。
《問い合わせ先》
大分県芸術文化スポーツ
振興課
TEL：097-506-2054
https://www.o-bje.net/travel-art/

宮崎

Miyazaki

「宮崎牛」アカデミー賞のアフ
ターパーティに３年連続採用！
今年２月にアメリカで開催された第９２回アカデミー
賞授賞式のアフターパーティで、
「宮崎牛」が食材と
して採用された。
採用は宮崎の焼酎とともに３年連続となる。会場で
は、
「宮崎牛」を用いて２品（ステーキおよびミニバー
ガー）が提供され、ハリウッドスターや招待客など約
１５
，００人に振る舞われた。
今回は、卵や乳製品も取らない菜食主義者「ビーガ
ン」に配慮した料理がメニューの７割を占めた中で、
「宮崎牛」の高い品質が評価され、牛肉としては唯一
メニューへの採用となった。
事前に行われたプレスプレビューにおいて、メ
ニュー考案などを手がける世界的有名シェフのウルフ
ギャング・パック氏は「宮崎牛はやわらかくて味わい
深く、世界最高の牛肉。お肉が好きな人にとって、宮
崎牛は最上位の楽しみ」と絶賛した。
宮崎県産牛肉の輸出量は２０１８年度に全体で４７０ト
ン、額にして４１億円と過去最高を記録。世界が注目
する場面で本県が誇る「宮崎牛」が３年連続で採用さ
れたことで、さらなるブランド力向上と輸出拡大につ
ながるものと期待している。
さらに、昨年３月には県内企業が国や県などの支援
を受け、輸出拡大を図るための新たな食肉処理施設を
都農町に完成させた。この輸出拠点の完成により、高
度な衛生管理体制が求められるＥＵなどへも輸出が可
能となった。
県では、これからも関係団体と
一体となって「宮崎牛」をはじめ
とする県産畜産物のブランディン
グの強化や国内外へのプロモー
ションに取り組み、消費拡大を
図っていきたいと考えている。
《問い合わせ先》
宮崎県畜産振興課
ⒸSAKURA PRODUCTION
USA LLC
TEL：0985-26-7138

鹿児島

Kagoshima

生まれ変わった「鹿児島（鶴丸）城跡」
～日本最大の城門、復元～
かつて鹿児島（薩摩）藩島津氏の居城であった鹿児
島（鶴丸）城跡に、明治６年に焼失した、城のシンボ
ルである「御楼門」が１４７年ぶりに復元された。
復元にあたっては、県と民間が事業主体となる「鶴
丸城御楼門建設協議会」を設立し、民間が主導する新
たな官民連携のモデルの一つとして、建設事業が進め
られ、多くの企業、個人から寄附金が寄せられた。

４月１１日に完成式を開催し、三反園訓知事による
開門宣言の後、県議会議長、鹿児島市長、経済界、建
設事業体関係者による通り初めが行われ、一般通行が
可能となった。
また、城の本丸跡に建つ「県歴史・美術センター黎
明館」では、完成を記念して、今年度、御楼門復元に
関連する出土品などを展示する「鹿児島城展」や、企
画特別展「鹿児島の城館（仮称）
」
、記念講演会などを
開催することとしている。他にも、４月１日から年間
パスポートの販売を開始しており、常設展示と企画展
示室で開催される企画展に
１年間何度でも入場でき
る。デザインは９種類から
選べ、そのうち御楼門完成
記念限定パスポートは期間
限定の販売となる。
年間パスポート料金：一般８００円、
高・大学生５００円、小・中学生３００円

《問い合わせ先》
鹿児島県文化振興課 TEL：099-286-2534
※イ ベントの開催期間や限定パスポートの販売期間については、

お問い合わせください。

沖縄

Okinawa

ＳＤＧｓを推進！
沖縄県SDGs推進方針
沖縄県では、２０１９年１１月に玉城デニー知事を本部
長とする「沖縄県ＳＤＧｓ推進本部」を設置し、第１回
会議を開催、
「沖縄県ＳＤＧｓ推進方針」を決定した。
おきなわSDGsパートナー
ＳＤＧｓの普及啓発には、県が自ら広報を行うととも
に、マスコミを含めた各種団体や企業等とのパート
ナーシップにより、取り組みを促進することが重要だ
と考える。
そのため、県は、２０２０年３月にＳＤＧｓの取り組みを
推進する県内企業や各種団体６１団体を「おきなわ
ＳＤＧｓパートナー」として登録し、登録証交付式を開
催した。
交付式には、
「おきなわＳＤＧｓパートナー」として登
録している、６１の企業、大学、団体のうち、５８の企
業等の参加があり、そ
れぞれ玉城知事からの
登録証交付および、全
体記念撮影を行った。
今後も登録企業・各
種団体と連携し、ＳＤＧｓ
の取り組みを全県的に
展開していく。
登録証交付式
《問い合わせ先》
沖縄県企画調整課 TEL：098-866-2026
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表紙説明

ロッククライミング

（宮崎県）

宮崎の県北エリア（延岡～日之影～高千穂）には、ロッ

ククライミングに適した岩が数多く存在し、日本中から
クライマーが訪れています。特に延岡市の比叡山や日之
影町を流れる日之影川周辺は巨大な岩が多く見られるこ
とから、クライミングのメッカと言われています。

中でも日之影町には、地元や熊本県のクライマーが、地域の方たちと協力しながら開拓した、九

州でも最大規模のロッククライミングエリアがあり、現在もニューエリアやニューラインが開拓さ
れています。

毎年夏にイベントも開催しており、イベントでは新たなクライミングエリアの公開や、地元の

人々との交流などが行われ、日之影の豊かな自然を満喫したり、そこに住む人たちの温かさを感じ

ることができます。昨年のイベントでは、県内外から延べ250人のクライマーが参加し、盛り上が
りをみせました。また、地元の祭りにボルダリングウォールを設置し、訪れた子どもたちにクライ
ミングの魅力を伝える活動も行っています。

クライミングに興味のある方はぜひ、九州でも屈指のクライミングエリアをもつ宮崎県へお越し

ください。

《問い合わせ先》

日之影町観光協会 TEL：0982-78-1021

スケジュール（５月）
日（曜）

会合名等

１日（金）

九経連創立記念日振替休日

２２日（金）

第３７回九州地域戦略会議

書面開催

第１５９回理事会

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止・変更になる場合があります

お知らせ

 表電話に加え、下記のとおり新電話番号を設置しています。各部へのご連絡等に
代
ご利用ください。
■代表（総務広報部）TEL：092-761-4261
■企画調査部、社会基盤部、農林水産部 TEL：092-791-4268
■産業振興部、観光・サービス産業部、国際部 TEL：092-791-4278

◆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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