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新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、事業等に影響を受けておられる皆様に心よりお見
舞い申し上げます。
また、医療関係者をはじめ社会活動を支えてくださっている皆様に感謝の意を表し
ます。
九州・山口地域は、
５月14日に緊急事態宣言が解除されましたが、政府・自治体からの要請に基づ
く感染拡大防止への対応はもちろんのこと、九経連は地域の総合経済団体として、迅速な経済活動
の回復に向けた取り組みを強力に推進してまいります。
皆様からのご意見や、各企業のリソースを活用した対応策等も参考に、地域経済へのダメージから
の創造的復興とアフターコロナの対応策を定時総会で公表し、具体的な活動内容は各委員会等を
通じてご報告いたします。
「九州から日本を動かす」
ため、九経連はこの未曾有の難局を皆様とともに
乗り越えてまいります。

みんなが幸せを感じるまち。
ずっと住み続けたいまち。

人吉市長

松岡 隼人
本市は、九州南部、熊本県の南端に位置し、
宮崎県、鹿児島県と県境を接する盆地のまち
です。市の中央部を日本三急流の一つ球磨川
が流れ、米を原料とした球磨焼酎、市内の至
る所に湧き出る温泉など日本古来の風景を思
い起こすような豊かな自然に囲まれています。
さらに、国宝「青井阿蘇神社」など熊本県内
の約８割の文化財が本市を含む人吉球磨地域
に集積しているとも言われており、この数々
の文化財等が2015年、
「日本遺産人吉球磨」と
して認定されました。
このような類まれな地域資源に恵まれた本
市でありますが、全国の自治体の例にもれず、
人口減少・少子高齢化の波は確実に押し寄せ
ています。直近の人口は３万２千人台で推移
しており、今後も減少の一途を辿るものと推
測されています。このような状況を打破する
べく、
「地方創生」というキーワードのもと全
国各地で様々な取り組みが展開されていると
ころですが、人口減少や東京圏への一極集中
といった地域格差の解消には至っておらず、
その状況はさらに深刻化してきているのでは
ないかとも感じています。
これら地方を取り巻く環境は待ったなしの

状況であり、本市においてもこの状況に手を
こまねくことなく、本市の特徴を活かした施
策を展開していかなければなりません。
九州の一地方都市である本市が、将来にわ
たり生き残っていくためには、今何をすべき
か。人口減少を可能な限り抑制していくこと
も重要なことですが、これからは、そのこと
を逆手に取って、人口減少を前提としたまち
づくりにシフトしていく必要があると思って
い ま す。 そ の た め に は、 ま ち 全 体 の 機 能 や
サービスを高度に効率化し、生活の利便性や
快適性を向上させていくとともに、市民が安
全・安心に暮らせるためのまちづくりの実現
に向けた取り組みを推進していくことが重要
です。
本市においては、これまでも施業の効率化
や儲かる林業に向けたビジネスモデルの構築、
担い手の育成等を図ることを目的としたス
マート林業の取り組みや、住民が迅速かつ安
全に避難行動を取るための事前防災行動計画
となる球磨川水害タイムラインの策定など、
全国に先駆けた取り組みを行ってきました。
このような取り組みを通じて得た知見や多様
な関係者とのつながりを最大限に活かし、本
市が抱える様々な課題を克服していくため、
農林業、商工業、観光、健康増進、公共交通、
教育などの分野においてIoTやAIなどの技術
を活用していくことで、
「まちのスマートシ
ティ化」を図りたいと考えています。そして、
この「スマート」という言葉が、すべての分
野のキーワードとなることにより、市民に
とって住みやすい、暮らしやすい生活空間の
提供を目指すとともに、次世代を担う子ども
たちに夢を与えるようなまちを目指してまい
りたいと思います。
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九経連活動報告

九経連６０周年記念事業「九州将来ビジョン」策定開始
〜２０５０年の「ありたい姿」の実現に向けた九経連事業活動の新たな指針づくり〜
九州将来ビジョン検討委員会
2021年に本会が創立60周年を迎えるにあたり、次の30年の発展を確実なものとするため、
2050年に向けた「九州将来ビジョン」を策定する。本会副会長・理事企業の役員クラスの
方々に有識者や各種専門家を加えた「九州将来ビジョン検討委員会」を設置。また、委員会で
の議論のたたき台を準備するための「検討WG」が、主に本会事務局職員をメンバーとして発
足した。今後議論を重ね、2021年６月頃の公表を予定。
３．検討アプローチ・スケジュール
５～９月の５カ月間で、環境分析や最新技
術動向調査等に基づき「ありたい姿」および
重点課題・目標を設定し、10月以降にその実
現のための中期事業計画等の策定を進める。

１．ビジョンイメージ図
本ビジョンは、現状の延長線上にない2050
年の「九州のありたい姿」を描いた上で、そ
こからのバックキャストで2030年の姿を設定
し、その実現に向けた骨太の重点課題の導出
を行う。そして、2030年の姿の実現に向けて
の中期事業計画を策定し、重点課題への対応
を確実に進めていく。
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２．推進体制
本会事務局職員を中心とした検討WG（月２
回）で議論のたたき台となる案を作成し、検討
委員会（２カ月毎）で内容の確認と方向付けを
行う。
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検討アプローチ・スケジュール（予定）

九経連・金子達也 副会長 （トヨタ自動車九州㈱ 会長）
九経連・石坂淳子 理 事 （㈱ひよ子 社長）
事務局

九経連 企画調査部

検討委員
検 討
委員会

池上恭子
石丸修平
岩﨑 亨
嘉藤晃玉
髙木直人
田中 渉

熊本学園大学 商学部 教授
福岡地域戦略推進協議会 事務局長
TOTO㈱ 上席執行役員経営企画本部長
㈱北九州銀行 頭取
(公財) 九州経済調査協会 理事長
九州旅客鉄道㈱
執行役員事業開発本部 ホテル開発部長

谷口博文
豊馬 誠
成底勇人
林 秀之
林田浩一
原田 聡
米良充典

筑紫女学園大学 教授
九州電力㈱ 取締役常務執行役員
沖縄電力㈱ 常務取締役
㈱福岡銀行 取締役常務執行役員
西日本鉄道㈱ 取締役専務執行役員
トヨタ自動車九州㈱ 経営企画本部長
米良電機産業㈱ 社長
※5月20日現在（氏名の五十音順、敬称略）

検討WG
メンバー

検討委員会推進体制

【企画調査部

２
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濵口】

日誌
４月
１６日（木）

［福岡市・九経連会議室（Ｗｅｂ会議）］

九州地域戦略会議幹事会
出席者：23名

戦略会議を構成する各県および各経済団体の実務
担当者による幹事会（Web会議）を開催し、５月の第
37回九州地域戦略会議の開催方法・議題等について
確認を行った。
今年の戦略会議は宮崎開催の予定であったが、新
型コロナウイルス感染状況を踏まえ、現地開催がで
きなくなった。そこで、幹事会では戦略会議の中止

あるいはWeb会議開催について出席者から意見を聴
取したが、引き続き検討することとなった。また、
Web会議開催の
場 合 は「 新 型
コロナウイルス
対応」等の緊
急性が高い議
題に絞り込む
こととした。

春の叙勲・褒章受章者
春の叙勲・褒章で、本会会員より下記の方々が受章されました。
心よりお慶び申し上げます。

叙勲受章者
旭日大綬章
荻田
伍
榊原 定征

アサヒグループホールディングス㈱ 相談役
東レ㈱ 社友

旭日重光章
岡
素之
松尾 憲治
吉田 政雄

住友商事㈱ 特別顧問
明治安田生命保険相互会社 特別顧問
古河電気工業㈱ 特別顧問

旭日中綬章
都築 仁子

㈻都築学園

（種類順、敬称略）

旭日小綬章
玉木 康裕
長谷川伸一
森
俊英

タマホーム㈱ 代表取締役会長
パシフィックコンサルタンツ㈱ 取締役会長
㈱南日本銀行 会長

旭日双光章
中村 己義

中村産業㈱

瑞宝中綬章
太田 博道
藤本 貴也

長崎県立大学 名誉教授
パシフィックコンサルタンツ㈱ 特別顧問

理事長

社主

褒章受章者
藍綬褒章
横田
昭

伊藤忠商事㈱

理事

新入会員企業（４月）
㈱ＡＩＬＬ
代表取締役

豊嶋

千奈

東京都港区港南1丁目9-36
TEL：03-6280-7480 従業員数：15名
事業内容：人間関係・コミュニケーションを円滑にするＡＩ開発

浦

正勝

福岡市早良区百道浜3丁目8-33
TEL：092-983-5749
事業内容：モビリティサービスを対象に最先端ITSを活用した研究および事業開発等普及促進

（一社）ＥＭＯＢＩＡ
代表理事

台湾貿易センター
所長

福岡事務所
駱

慧娟

福岡市博多区博多駅前2丁目9-28
事業内容：台湾の対外貿易振興

TEL：092-472-7461

沖縄市海邦町3-26
事業内容：鉄鋼製品の製造および販売

TEL：098-934-6822

拓南製鐵株式会社
会長

古波津

昇

従業員数：160名

華為技術日本株式会社（ファーウェイジャパン）
会長

王

剣峰

東京都千代田区大手町1丁目5-1
TEL：03-6266-8008 従業員数：912名
事業内容：電気通信機器・工事のエンジニアリング、コンサルテーション他

（公社）福岡県高齢者能力活用センター
会長
理事長

貫
正義
小早川明德

福岡市博多区博多駅前2丁目9-28
TEL：092-451-8621 従業員数：900名
事業内容：高齢者への派遣および職業紹介による就業機会の提供と県内企業の人材確保

三井物産セキュアディレクション株式会社
社長
神吉 敏雄
コンサルティングサービス事業本部長 関原
優

東京都中央区日本橋人形町1丁目14-8
TEL：03-5649-1961 従業員数：262名
事業内容：情報セキュリティに関するプロフェッショナルサービス、マネジメントサービス、コンサルティングサービス

２０２０/６

九経連月報

３

トピックス

九州での「企業の農業参入」、規制緩和で８倍に
～異業種企業の農業への参入事例を紹介～
農林水産委員会
農業の分野では、農業就業者の減少や後継者不足、耕作放棄地の問題等多くの課題を抱えて
おり、こうした状況を打開する方法の一つとして期待されているのが、企業の農業への参入であ
る。2009年、2016年の農地法改正により、規制緩和が進み、企業の農業参入は増加している。
本会農林水産委員会が推進する企業の農業参入状況並びに域外企業の参入事例をご紹介する。
１．農地法の改正が契機
2009年12月の農地法改正により、リース方
式での参入が全面自由化され、一般法人（企
業、NPO法人等）は全国どこでも参入が可能に
なった。さらに、2016年４月施行の改正農地
法では、農地を所有できる農地所有適格法人
（旧農業生産法人）の要件の一部が見直され、
構成員・議決権要件、常時農業に従事する役
員人数要件等が緩和された。企業の立場から
は、法人に出資しやすくなり、農業者と協働
しやすくなったと言える。
企業が農業参入するには、大きく分けて、
①リース方式で農地を賃借②農業所有適格法
人を設立して農地を取得（または賃借）③既存
の農地所有適格法人への出資等により運営に
参画、の３つの方法がある。
２．企業の農業参入状況
農林水産省の資料によれば、九州で農業参
入した一般法人は、2018年12月末現在で342
法人（全国3,286法人）と法改正前の42法人から
約8.1倍。参入企業の業種別割合では、農業・
畜産業（33％）、食品関連産業（15％）、建設業
（８％）となっている。組織形態では、株式会
社が全体の６割強を占め、営農作目は、野菜
が最も多く４割を占める。
一方、九州で農業参入した農地所有適格法
人は、2019年１月１日現在で3,387法人（全国
19,213法人）。2009年から2019年の11年間で
法人数は約1.9倍。営農類型別では、米麦作
（29％）が最も多く、野菜（27％）、畜産（17％）
の順となっている。
４
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３．農業参入の事例
今回、大分県、熊本県の協力を得て訪問調
査を行った２社の参入事例を紹介する。
（１）農業生産法人 ㈱大分サンヨーフーズ
（大分県杵築市）
㈱大分サンヨーフーズは、㈱サンヨーフー
ズ（本社：東京都中央区、果実加工品等の販
売）が2008年12月杵築市に設立した農業生産
法人で、ユズ、梅、大麦若葉を生産している
（年間売上５億円）。㈱サンヨーフーズが杵築
で農業参入した背景には、会長の長谷公治氏
が杵築市大田（旧大田村）出身であり、杵築市
に恩返ししたいという想いが大きかったとい
う。同法人を設立し、丘陵地にある耕作放棄
地15haを購入、補助事業を活用して農地へ再
生した。始めはユズ（13ha）と梅（２ha）を栽培
し、その後、耕作放棄された近隣の畑地を賃
借、農地へ再生して大麦若葉の契約栽培（７
ha）を開始した。2020年は、ユズ、大麦若葉と
もに250ｔの収穫量を目指している。
農産物の販売先は、大手の飲料会社、食品
会社等であり、直接消費者には販売していな
い。同法人の東照寺忍社長は、元JA全農の出
身で、その人的ネットワークを生かし、県内
外のJA等からユズの青果等を仕入れ、販売を
行い運営経費の補填をしている。役員・従業
員は10名、このうち作業員５名が農園で栽培
している。従業員は、地元で雇用した農家出
身者が多い。ユズ等の収穫時期は多くの人手
が必要なため、例年、地元の方を臨時に雇用
し収穫作業を行っている。また、果樹園の管
理施設「杵築ファームゆずの郷」を設置して、

各種イベントや会議を開催し、地域との交流、
親交を深めている。
企業が農業に参入する上で、地域住民の理
解や地域との共存は必要不可欠である。同法
人は、耕作放棄地の農地への再生、従業員の
地元雇用や収穫時の臨時の雇用、地域住民と
の 交 流 等 に 取 り 組 み、 地 域 活 性 化 の 一 助 と
なっている。東照寺社長は、企業が農業参入
で成功するには、
「売り先を確保し資金計画を
しっかり立てること。生産、販売、経理等に
詳しい人がいないと経営が厳しい。農業経験
者を側に置いておくこと」と語った。

大分サンヨーフーズ

杵築ファーム

㈱ローソンファーム熊本
（熊本市北区）
㈱ローソン（本社：東京都品川区、コンビニ
「ローソン」のフランチャイズ店展開）は、野
菜や果物のローソングループ店舗への安定供
給やオリジナル商品の原材料としての使用を
目的に、全国15道県において地元生産者と共
同で出資して農業生産法人㈱ローソンファー
ム（全国21カ所）を設立している（2019年11月
現在）
。2014年２月、㈱ローソンファーム熊本
は、熊本県内で初めて設立された農業生産法
人で柑橘類を専門に生産している（年間売上
1.3億円）。
市内の篤農家20軒で作った、柑橘を中心に
販売する㈱味咲の社長で、JAの部会長も務め
る農家の坂本清一氏は、熊本県からローソン
ファームの話を受けた時、最初不安だったが、
３人の息子の将来のため経営体を分けようと
思い引き受けた。ファームの社長に坂本氏の

息子が就任、㈱味咲はパートナーとして支援
している。ファームは社長以下６名、坂本家
の農園（３ha）で兄弟３人が温州みかん等を栽
培している。園地毎に土壌分析を行い肥料の
量、与えるタイミングを見える化し土づくりし
ている。また、毎月１回生産者仲間で勉強会
を行い、天候、樹木の状態に合わせた栽培に
取り組む等、みかんづくりにこだわっている。
生産した柑橘類は、主にローソンへ販売し、
加工処理はしていない。みかんのない夏場は、
栽培委託契約を交わした生産者が生産した
ピーマンやスイカを販売している。収穫時は
人手がいるため、毎年臨時に人を雇用し収穫
作業を行っている。
㈱味咲は、新規就農者の育成として、研修
生を受け入れ、周辺の農地を借りる等支援し
ている。また、坂本社長は、オンリー１の商
品づくり、ブランド化をした方がよいという。
企業が農業参入で成功するには、
「プロの農家
を雇い、農家に給料を払うこと。農業の仕事
がわかる人を雇い入れて、若手に教えていけ
ばよい」と語った。

（２）農業生産法人

ローソンファーム熊本（ローソンHPより）

４．地域や農業者との協調が重要
上記の事例にみるように、参入企業には、
地域や農業者と協調していくことが重要であ
る。企業と農業者との連携を通じた取り組み
は、地域農業の活性化、農業の成長産業化に
繋がるものと期待している。
【農林水産部 中山】

２０２０/６
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訪日外客数の動向（2019暦年）

経済データ

１．日 本政府観光局（JNTO）の報道発表によ
る訪日外客数

や増便等による航空座席供給量の増加もあり、
前年を上回った。東南アジア市場では、主要

2019 年 の 訪 日 外 客 数 は 前 年 比 2.2％増 の

市場において新規就航や増便等により航空座

3,188万２千人で、統計を取り始めた 1964年

席供給量が増加したことで年の後半にかけて

以降最多となり、韓国を除く19市場で過去最

高い伸びとなり、欧米豪市場については、桜

高を記録した。

やラグビーワールドカップ2019日本大会の開

東アジア市場については、韓国市場におい
て８月以降訪日外客数が半減する状況が続い

催を契機とした訪日需要の高まりもあり、年
間を通じて好調な伸びを示した。

たものの、韓国市場を除く３市場は新規就航

訪日外客数（出典：日本政府観光局（JNTO））
◆ 2010年～2019年推移

2018 年

◆ 2018年～2019年 国・地域別内訳
2018年

シェア

2019年
シェア

対前年比

オーストラリア

カナダ

その他ヨーロッパ

米国

フランス

ドイツ

全体

アジア

韓国

26,757,918

その他アジア

台湾

シンガポール

中国
香港

その他アジア

ヨーロッパ

年

タイ

タイ

シンガポール

韓国

英国

万人

香港

アジア

台湾

2,304,430

中国

英国

ドイツ

フランス

その他ヨーロッパ

2019 年

北アメリカ

米国

カナダ

その他北アメリカ

南アメリカ

オセアニア

オーストラリア

その他オセアニア

その他

※注１：上記の数値は法務省資料を基に日本政府観光局（JNTO）が独自に
算出した値で、2019年は暫定値。
※注２：訪日外客とは、国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者から、
日本を主たる居住国とする永住者等の外国人を除き、これに外国人一時
上陸客等を加えた入国外国人旅行者のことである。駐在員やその家族、
留学生等の入国者・再入国者は訪日外客に含まれる。
なお、上記の訪日外客数には乗員上陸数は含まれない。
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オーストラリア

カナダ
その他ヨーロッパ 3.1％
フランス

米国

韓国

ドイツ

英国
その他アジア

年

シンガポール

万人

タイ

香港
中国

アジア 台湾
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２．九 州観光推進機構集計による九州への直
接入国外国人数

き が あ っ た こ と か ら170 万 432 人（ 対 前 年 比
70.6％）となり、中国は通常入国が伸びたがク

2019年１月～12月の九州への直接入国外国

ルーズ船の減少で14条入国が減ったため、132

人数は422万2,026人（対前年比82.5％）で８年

万9,429人（対前年比77.8％）となってともに大

振りに減少した。

幅に減少した。

内訳は、通常入国が310万7,270人（対前年比

一方東南アジアは新規就航や増便の効果、

85.7％）、大型クルーズ船等による14条入国が

欧米豪はラグビーＷ杯が九州３県（福岡、熊

111万4,756人（対前年比74.7％）。

本、大分）で10試合が開催された効果もあり、

また国・地域別内訳でみると、韓国は７月

ともに大幅な増加となった。

以降、日韓関係の悪化で訪日旅行を控える動

九州への直接入国外国人数（法務省「出入国管理統計」より 九州観光推進機構にて集計）
※JNTO推計とは異なる
◆ 2010年～2019年推移

◆ 2018年～2019年 国・地域別内訳
2018年

シェア

2019年
シェア

2018 年
対前年比

中国以外

全体

通常入国

アジア

中国

条

韓国
台湾

条

中国

入国

香港

年

タイ

フィリピン

オーストラリア
カナダ
米国
英国

ベトナム

シンガポール

その他アジア

シンガポール

ヨーロッパ

英国

ベトナム

ドイツ

フランス

万人

韓国

通常
入国

アジア

香港

中国

タイ

台湾

フィリピン

その他ヨーロッパ

北アメリカ

2019 年

米国

カナダ

その他北アメリカ

中国以外

南アメリカ
オセアニア

オーストラリア

中国

その他オセアニア

その他

14条入国

条
条

中国

入国

オーストラリア

中国以外

※中国の通常入国＋14 条入国者数合計
2018 年：1,707,941 人 2019 年：1,329,429 人
※注１：14条入国とは、出入国管理及び難民認定法第14条の許可に
よる一時上陸による入国で、2012年６月から一部大型クルーズ
上陸許可に適用
※注２：2019年の直接入国外国人数は１月～12月の月報合計値で
あり、年報は2020年６月末に法務省より発表予定

年

万人

カナダ

韓国

通常
入国

アジア

米国

英国
シンガポール
ベトナム

タイ
フィリピン

香港
中国

台湾

【本件問い合わせ先】（一社）九州観光推進機構（TEL：092-751-2951）
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知財コラム

Vol.3
～企業におけるデザイン保護のための意匠制度の活用～
知的財産権研究会
ビジネスにおいて企業が直面する知的財産（知財）に関する課題について、Ｑ＆Ａ形式で知
的財産権研究会からお伝えします。
第３回目は、デザインに特徴のある商品の発売にあたり、他社が模倣品を販売するのを抑制
する戦略を取る場合の留意点についてです。今回はデザイン面の基本的事項についてご紹介し
ます。
Ｑ．商 品の発売にあたり、まず、デザインは
どうやって保護するのでしょうか？

Ａ

販売する商品を保護するためには、通
常、商品に搭載する技術は「特許権」、

商品に付けている商品名は「商標権」で、商
品のデザインは「意匠権」で保護することに
なります。
「意匠権」は意匠に関する権利です。
「意匠
（いしょう）」はデザインのことであり、
「意匠
法」という法律で保護されます。
意匠法では、
「意匠」とは物品（商品）の形
状、模様もしくは色彩の組み合わせである、
と定義されています。いわば、商品の外観デ
ザイン（意匠）について意匠権という独占権を

《知財コラム》
九経連・知的財産権研究会は、発足以
来約30年に亘り、毎月の研究会で旬な
知財テーマを企業知財担当者、大学研究
者、弁護士、弁理士などで多観点から議
論し、出席者は得た知見に基づいて会員
の皆様の知財に関する活動に活かしてま
いりました。そこで、2019年度下期よ
り 研 究 会 か ら コ ラム形式で寄稿（11月
号、２月号）いただいていますが、今回
が３回目（６月号）となります。
引き続き、会員の皆様のご質問やご要
望を踏まえたテーマでコラムを展開させ
ていきたいと考えています。
コラム掲載月は年３回（６月、11月、
２月）を予定しています。

与えて、意匠の権利者を保護するものです。
また、特定の条件に該当すると、不正競争

Ｑ．デ ザインに特徴のある商品の発売にあた

防止法という法律で保護される場合もありま

り、企業として知財に関しどのようなこ

すが、これは別の機会に解説します。

とに留意する必要があるでしょうか？

Ａ

商品を発売する場合、特にデザインに
特徴のある商品を発売するにあたって

は、競合企業に模倣品もしくは類似品を販売
されるのを抑制するために、遅くとも商品を
発売する前までに商品のデザインについて意
匠権を取るため、特許庁に意匠登録出願を行
います。
意匠登録出願は自社で行うことができます
※出典：知的財産の複合的保護の例『事例から学ぶ 意匠制度活用ガイド』
４頁（特許庁2020年４月）

８

九経連月報 ２０２０/６

が、専門的な知識が必要ですので、特許事務

所（弁理士）にお願いするのが好ましいです。
出願した意匠全てに意匠権が付与されるわ

ておくことができます。
より戦略的には、自社が販売する商品の意

けではなく、特許庁の審査官により審査が行

匠権だけでなく、販売の有無にかかわらず、

われ、出願した意匠（デザイン）が斬新であれ

それに類似する意匠についても意匠登録出願

ば意匠権が付与されますが、既に知られてい

を行って権利を取っておくことにより、自社

るデザインと似ている場合は拒絶され、意匠

の商品に類似するデザインの商品を他社が販

権を取ることはできません。

売するのを強力に阻止する参入障壁を築くこ

通常、意匠権は、出願してから数カ月〜１

とができます。

年程度で権利を取得することができます。
意匠権を取得すると、権利として登録され
た意匠と同一のものだけでなく客観的に似て
いる（類似している）意匠にまで権利が及びま
す。すなわち、自社が商品を発売した後、他
社が自社と同じかあるいは類似のデザインの
商品を販売している場合、意匠権を行使して、
損害賠償を請求したり、条件が整えば販売を
止めさせたりすることもできます。

※出典：関連意匠の例と概要『事例から学ぶ 意匠制度活用ガイド』８頁
（特許庁2020年４月）

さらに、初めに販売した商品についての意

一方で、他社の意匠権を侵害することがな

匠権に係る意匠と類似する意匠（デザイン）に

いように、デザイン開発のある段階で、意匠

ついても意匠権を取ることができます。

権について特許庁の無料データベース

この場合、初めの意匠権に係る意匠を「本

「J-PlatPat」（ジェイプラットパット）などで

意匠」と言い、本意匠に類似する意匠を「関

調査を行い、他社の権利を侵害していないか

連意匠」と言います。

をチェックしておくことが必要です。

権利者（意匠権者）は、これらの本意匠の意
匠権あるいは関連意匠の意匠権と同一または
類似する意匠（デザイン）の商品を、他社が販
売するのを止めさせることができるようにな
ります。
このように、初めて販売する商品について
意匠権を取るだけではなく、改良デザインに
ついても意匠権を取って、他社が自社の類似
品を販売するのを防ぐための参入障壁を築い

以下の特許庁のサイトが非常に参考になり
ますのでご紹介します。
≪具体的な事例を基に意匠制度の活用方法を紹介≫
経済産業省 特許庁：『事例から学ぶ 意匠制度活用ガ
イド』について
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/
info/2907_jirei_katsuyou.html

皆様からのご質問をお待ちしております。
（文責：九経連・知的財産権研究会
運営委員 山野秀二）

（知的財産権研究会開催概要）
■定例会開催日：原則毎月第３金曜日 13:30～17:30
■開 催 場 所 ：九州経済連合会会議室
■年 会 費 ：法人12,000円
個人6,000円
■研 究 会 Ｈ Ｐ：http://k-chizaiken.sakura.ne.jp/htdocs/
■知財事項の質問およびお問い合わせ受付：九経連事務局  （産業振興部 担当：竹上 TEL：092-791-4278
E-mail ： chiteki-info@kyukeiren.or.jp）
・研究会の参加については、門戸は広く開放されています。
・興味を持たれた方は見学からでも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
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Member Introduction

会員紹介

株式会社アシストユウ
＜2019年９月１日入会＞

会

２４年前、私一人から立ち上げた会社です。

創

当時図面を手描きで行っていた時代に、ＣＡＤ

代

社

表

名

株式会社アシストユウ

業

１
９９６年１月（設立２００２年５月）

者

代表取締役社長 小幡 小百合

事 業 内 容

自社開発移動式ネットワークカメ
ラ“ＭＩＣＳ－ＡＩ”の全国・世界販
売展開、電気設備に特化した業務
ソフト販売・コンサル・サポート

トを約２５０社に販売し、指導・コンサルを主体

従 業 員 数

１
０名

とした事業を続けながら、県委託職業訓練校、

本社所在地

〒８８０-０８３４
宮崎市新別府町前浜１
４０１-３０

電 話 番 号

０９８５-８３-４２１７

代 理 店 等

住 友 商 事 ㈱・ 太 陽 建 機 レ ン タ ル
㈱・ Ｎ Ｅ Ｃ ネ ッ ツ エ ス ア イ ㈱・
キャタピラー九州㈱
㈱アクティオ・ダイワボウ情報シ
ステム㈱・ＰＳＳＭ㈱

ホームページ

http://www.assistyou-m.com
https://monitoringcamera.net

（ＰＣで図面を描くソフト）を使い電気・機械設
計を受注していくことから始まり、時代の流れ
と共に県内の電気設備業に特化した、業務ソフ

カメラの保守業務、講演活動などの事業を展
開。そのような中で、ネットワークカメラが世
の中に出始めた１２年前に、工事不要ですぐ使え
るネットワークカメラがあると便利だろうなと
の発想から、新事業として移動式ネットワーク
カメラ“モニタリングミックス”の開発に着手
しました。
そして、国土交通省のＮＥＴＩＳ－ＶＥを取
得し、県・経済産業省・基盤整備機構等の各種
認定をはじめジェトロ・東京都などの認定およ
び補助金を活用し、全国・海外展開を行い現在
は 大 手 代 理 店（ 住 友 商 事・ 太 陽 建 機・
ＮＥＣネッツエスアイ・アクティオ・キャタピ
ラー九州・ダイワボウ等）との契約を結び全国
のスーパーゼネコンへの導入を行い、１，
０００カ
所以上の現場利用実績を作りました。
このモニタリングミックスは、さらに進化を
とげ現在“ＭＩＣＳ－ＡＩ”として画像解析搭
載型－移動式ネットワークカメラとしての運用
が始まっています。
全国の代理店が窓口となり、すべて遠隔での
操作・保守などが出来るクラウド事業として、
少人数での対応を可能にしています。

弊社は少数精鋭の
技術者集団のものづ
くり会社です。
県下約２００社強の
ユーザーを抱え、地
元に密着したＩＴ事
業を２４年経営してい
ますが、約１２年前か
ら新規事業として、
代表取締役社長
ＡＩカメラ事業を開
小幡  小百合
発・製造・販売・ク
ラウド事業として手掛け、全国・海外へと
展開しています。
県・国など数々の認定・賞・特許などを
取得して、イノベーション＆プロフェッ
ショナルを経営理念と掲げて日々精進して
いるソリューション会社です。

さらに弊社は、残業０を実践することで、売
り上げアップを実現しており、社員の仕事に対
する意識も高く、新アイデアを出すことで、も
のづくり会社として地元の中小企業と連携し、
宮崎発信のオンリーワン会社を目指し、セキュ
リティに貢献できる会社として成長を続けてま
いります。
１０
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移動式ネットワークカメラ“MICS－AI”

会社概要

会社紹介

KYUSHU

九州観光推進機構
ニュース
ビッグデータを活用した「九州エリアにおける訪日外国人旅行者の旅行消費動向分析調査」
（2018〜2019年）を実施しました！

〈調査概要〉
・調査対象者：九州エリア（沖縄を除く）への訪日外国人
９期間含む
・調査対象期間：２０１８年および２０１９年※の２年間（各１月～１２月） ※ラグビーＷ杯２０１
・調査方法：匿名のクレジットカード取引データと観光統計データ等を活用し、拡大推計処理により、訪九人数や
観光消費額等を算定
※詳細な調査レポートは右記サイトに掲載しております。https://www.welcomekyushu.jp/kaiin/news/detail/919
〈主な調査結果（サマリー）
〉
① 一人あたりの旅行消費額
②旅行消費額の国別内訳
③カテゴリ別・一人当たり消費額の比較
 州エリア以外からの入国周遊
九
者も含めた九州の一人当たり消
費額は７．
９万円と全国の６－７
割程度。
一人当たり消費額の比較

 州は欧米豪の消費額が全体に占め
九
る比率９％と全国１７％と比較して半
分程度と小さく、他の国の旅行消費
額とも大きな差があり、コト消費の
充実が求められる。

カ
 テゴリ別の単価は首都圏や関西、北海道と比較すると
最も低く、特に飲食・観光・宿泊のコト消費での一人当
たり消費額が他エリアとの差が大きい。富裕層向けの食
事や観光コンテンツ、高級ホテルの整備が必要。
カテゴリー別一人当たりの消費額
宿泊

飲食

買物

観光等

北海道

2.7

0.9

5.1

1.1

首都圏

3.4

1.4

6.5

1.8

関西

3.4

1.1

5.9

1.2

九州

1.8

0.6

4.5

1.0

旅行消費額国別内訳
中国 韓国 台湾 米国 欧州 ｵｾｱﾆｱ

2018年 2019年
全国

14.6

15.2

全国

37

9

11

7

九州

7.7

7.9

九州

26

31

11

4

6

4

3

2

（単位：％）

（単位：万円）

（単位：万円）

〈調査結果をふまえて〉
「コト」消費増加による富裕層の取り込み、欧米向けコンテンツを充実させることにより、欧米からの旅行者比率の増加
に取り組むこと、長期ステイの促進による消費単価および泊数をアップさせることが必要です。
そのためには、九州にある既存アセットを欧米・富裕層獲得、長期ステイの促進に合った形での「強み」に磨き上げて
いくことが急務であり、欧米・富裕層・長期ステイの観点で成功している他エリア事例も参考にしながら積極的に取り組
んでいくことが必要と考えます。

感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅 51

九州の小京都めぐり

その［１］（北部九州編）

〜町並み、歴史、風情…〜
−大分県（杵築市、日田市）、福岡県（朝倉市）、佐賀県（小城市、伊万里市）−

小京都と呼ばれる地方の趣ある市や町を訪ねてみよう。それもれっきとした全国京都会議で認定され
た、お墨付きの小京都を。
どこも京都と同じく戦災の被害は少なかった。だから路地の奥には長い歴史が、蔵や土塀に刷り込まれ
ている。間口は狭いが奥が深い。家の中には黒光りする大きい梁が眠っている。
なによりも京都ゆかりの文化が、そのままはんなりと漂っている。
全国京都会議は、全国の小京都をはじめ、京都ゆかりの市町と京都が手を結び、次のような呼びかけの
もと昭和６０年に発足した。
「たおやかな山並、涼やかな清流、歴史を秘めてたたずむ史跡、往時の面影をとどめる町並。いつ訪れ
てもかわらぬなつかしい表情で旅人を迎えてくれる町、小京都。そこでは、時間がゆったりと流れ、風さ
えやさしい香がして。かつて都人によって伝えられた京都の文化が、やがてそれぞれの地方に培われた独
自の風土ととけあって多様で奥深い文化をつくりあげました。歴史を大切に思う人々の心に守られて、小
京都には今も伝統の技が脈々と受け継がれ、古式ゆたかな祭礼が途絶えることなく華やかに繰りひろげら
れています。失われつつある日本の情緒が今なお豊かに息づく町、小京都。美しい日本に出会いに行きま
せんか」(現在、同会議に４３市町が加盟。九州には小京都が９カ所ある)。
２０２０/６
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１日目

２日目
３日目

２泊３日コース

各地→大分空港（大分駅）→杵築市［南台武家屋敷、杵築市民俗資料館、長昌寺の石庭、杵築
城、轟地蔵と十王像、番所の坂、勘定場の坂、酢屋の坂、志保屋の坂、北台家老丁、大原邸、磯矢邸、
藩校の門、佐野家、飴屋の坂］→日田市［咸宜園、廣瀬資料館、日本丸館、天領日田資料館、草野本
家、市山亭懐古館、薫長酒造資料館、旧豆田検番所、ステンドグラス覚、てまり工房、むらくもの松、
ひた押し花美術館、原次郎左衛門味噌醤油蔵、日田祇園山鉾会館、小鹿田古陶館］→日田温泉（泊）
 田温泉→秋月（朝倉市）［目鐘橋、太閤腰掛の石、腹切岩、黒門、杉の馬場、長屋門、秋月博物館］→小城
日
市［清水の滝、祥光山星巌寺、小城公園、村岡総本舗羊羹資料館、桜城館、中林梧竹記念館］→武雄温泉（泊）

大分空港
伊万里市 小城市

武雄温泉→伊万里市［鍋島藩窯公園、伊万里・有田焼伝統産業会館、陶器商家資

朝倉市秋月
日田市

杵築市
日田温泉

佐賀空港

料館、海のシルクロード館、伊万里市歴史民俗資料館、里小路の小笹生垣、青幡神
社、伊万里・鍋島ギャラリー］→長崎空港（長崎駅）又は佐賀空港→各地

武雄温泉
長崎空港

杵築市
国東半島の根っ子、海に面した杵築は松平３万２千石の城下町。
坂を登りつめたところの杵築城（復元）からは豊後水道が見渡せる。
石畳の坂道には土塀に囲まれた武家屋敷が並ぶ。豊後路を代表す
る小京都。ゆったりとした坂道の城下町の面影がそっくり残る。

日田市
日田は天領のまちである。貞享３（１６８６）年幕府の官所が置かれた。水郷であ
り、盆地である。周りの山々から三隈川はじめ４つの河川が谷川の水を集め日田
に注ぐ。山清く水美しい小京都・日田。観光客に人気の鵜飼は天領以前に岐阜長
良川から鵜匠をつれてきたことに由来するとされるが、天領時代、歴代の代官は
鵜飼を保護奨励し、今に伝えられている。
日田を語るとき第一に広瀬淡窓が思い浮かぶ。
彼は代官所御用達として栄えた豪商広瀬家の長男である（１７８２～１
８５６）
。若くし
て福岡藩亀井南冥に学んだ。私塾咸宜園を開き、その下に日本全国から５，
０００名近
くの子弟が学んだ。頼山陽もいた。豆田町を中心とする町並みは重要伝統的建造
物群保存地区に選ばれ、ここを中心に「天領日田のおひなまつり」が開催されて
おり往時の町人文化の奥深さがうかがえる。

西之表港
種子島空港
杵築市

日田市

秋月（朝倉市）

秋月（朝倉市）

筑前の小京都古処山の麓の秋月は１
０００年以上の歴史を誇る山里のなかの城下
町。建仁３年、原田種雄が古処山に築城、以後秋月氏を称して代々居城した。
後に福岡城主、黒田長政の三男長興が５万石領し、秋月黒田氏は明治まで１
２代
続く。城下町全体が国の重要伝統的建造物群保存地区。城跡へ向かう杉の馬場
通りの西側に往時の面影が残り、見ごたえのある資料館、美術館、茶屋が並ん
で、そぞろ歩きは快適。

小城市
天山の麓の小城市は小城藩初代元茂が城を築いた７万３千石の古い都。城跡
の千葉城跡から見下ろす町並みは京都にならった町造りがよく判る。
歴史を物語る清水観音、岡山神社、さらに歴史資料館に足を運ぶと小京都の
由縁が理解できる。通りには名物の小城羊羹の店が並ぶのも一息つけて嬉しい。

伊万里市

小城市

５０軒以上の白壁土蔵の街を歩くと、かつてこの街が洋の東西を結ぶセラミッ
クロードの拠点だったことが判る。
有田を中心にした肥前陶磁器の積出港として１
７世紀後半に大いに栄えた。鍋
島藩が管理した。ヨーロッパ王侯貴族は「伊万里」の焼物を渇望した。今、街
中にあるそれらを象徴する大きな焼物のモニュメントが訪れる人を驚かす。
伊万里市

九州観光推進機構のホームページ

https://www.welcomekyushu.jp「九州旅ネット」 も併せてご覧ください。
【本件問い合わせ先】（一社）九州観光推進機構（ＴＥＬ：０９２−７５１−２９５１）
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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）

ミス沖縄コバルトブルー
山里ひかる

皆さま、こんにちは。ミス沖縄コバルトブルー山里ひかるです。
新型コロナウイルスの感染拡大による影響が全国的に広がっている中で、沖縄県内におい
ても感染が拡大しております。
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方に対し、心よりご冥福をお祈り
申し上げます。また、感染された方の一日も早い回復をお祈り申し上げます。
沖縄観光コンベンションビューローでは、新型コロナウイルスと戦っている世界中の方々
へ、沖縄から応援メッセージを発信するため
「おうちでおきなわ気分」と題したＷＥＢペー
ジを作成しました。

■沖縄観光情報WEBサイト「おきなわ物語」
特設ページ「おうちでおきなわ気分」
https://www.okinawastory.jp/
家で過ごす時間が増えている中、少しでも「おうち時間」をリラックスして過ごしていただくために、沖縄の
自然や風景、これまで制作した短編映画など、おうちで楽しめる様々な沖縄関連コンテンツをＷＥＢサイトや
ＳＮＳを通じて届けていきます。
また、私たちも「ミス沖縄のお家でチャレンジ！」と題し、自宅で沖縄を感じていただけるコンテンツ動画を
作成し、同特設ページ上で公開しています。
ぜひ多くの方にご覧いただき、沖縄の魅力を自宅で体感いただければと思います。

【旬のおススメ】パイナップル
沖縄を代表するトロピカルフルーツのひとつであり、日本では沖縄だけで生産
されています。パイナップルと一言で言っても様々な品種があり、時期によって
異なる美味しさに出会えます。この時期はスナックパインが出回る時期となり、
ひと節ずつ手でちぎって食べられる手軽さが名前の由来とか。パインを選ぶ際は、
葉が緑色で、甘い香りがするずっしり重いものがおスス
メです。ぜひ、沖縄県産パイナップルを味わってみてく
ださい。

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。

２０２０/６
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山口

Yamaguchi

『やまぐるめぐり』ご当地商品発売
山口県は、昨年、大都市圏への県産品の販路拡大に
向けて、市町や関係団体、支援機関との連携組織
「オールやまぐち！県産品売り込み会議」を設立した。
そのシンボル事業として、全１９市町が参画して「ご
当地商品」の開発に取り組み、今年度発売する。
「ご当地商品」は、地域商社が主体となって、各市
町と連携しながら、地域の特徴的な素材を活用して商
品開発を行ったもので、統一規格の包装容器・デザイ
ンになっており、好きな商品をセレクトして、お土産
や贈り物用としても利用できる。
また、山口県の山という字をモチーフにした枠組み
の中に食材をシンボライズして作成した「山口県のグ
ルメ」と「食を通して山口県を巡る」を掛け合わせた
『やまぐるめぐり』のブランドロゴ
マークも決定した。
本州最西端に位置する山口県。１９
の市町からなる山口県の土地で根付い
たゆかりのある素材や料理を通じて魅
力を知り、味わって欲しい。
そして山口県を身近に感じて
もらいたい。そんな想いを込
めてお届けするので、ぜひお
試しいただきたい。
《問い合わせ先》
山口県商政課 TEL：083-933-3110
オールやまぐち

福岡

検索

Fukuoka

新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受け
た事業者を支援～持続化緊急支援金、制度融資～
新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響
を受けている県内事業者の事業の継続を幅広く支援す
るため、県独自の支援策を創設した。
①福岡県持続化緊急支援金
本支援金は、国の「持続化給付金」の対象（前年同
月比売上５０％以上減少）とならない事業者へ支援金を
給付し、国と県あわせて県内約７割の事業者を支援す
るもの。
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《申請要件》
売上が前年同月比で、３０％以上～５０％未満減少し
ている者
《給付額》
法人５０万円（上限）
、個人事業者２５万円（上限）
※給付は１回限り。
②福岡県新型コロナウイルス感染症対応資金
中小企業の資金繰り支援を強化するため、県の制度融
資に３年間実質無利子・無担保の特別融資制度を創設。
《融資要件》
売上が前年同期比で、１５％以上減少している中小
企業者等
《融資限度額》
３０
，００万円
《融資期間》
１０年以内（据置５年以内）
①②について必要書類や申請手続き等、詳細につい
ては下記「問い合わせ先」で確認いただきたい。
《問い合わせ先》
①福岡県持続化緊急支援金相談窓口
TEL：0570-094-894
②福岡県フリーダイヤル経営相談窓口
TEL：0120-567-179

佐賀

Saga

さがびより １０年連続｢特Ａ｣
逆境乗り越えての快挙
日本穀物検定協会が発表した２０１９年産米の食味ラ
ンキングで、県独自品種の「さがびより」が１０年連
続、
「夢しずく」が３年連続で最高ランクである｢特
Ａ｣評価を獲得した。
「さがびより」は、つやが良く、粒が大きくしっか
りしていて、もっちりした食感や甘み、時間が経って
も美味しいのが魅力。２００９年の誕生までに１０年がか
りの研究・開発を行い、育成・栽培・出荷に基準が設
けられるなど、しっかりとした管理体制が快挙につな
がっている。
「夢しずく」は、ほどよい粘りとふっく
らした食感、つやのある光沢が魅力だ。
食味ランキングは、白飯の「外観・香り・味・粘
り・硬さ・総合評価」の６項目を専門評価員が厳正に
審査する。４９回目となる今回は、４４都道府県から１５５
点の米が出品され、特Ａに選ばれたものは５４点。昨
年から約半数が入れ替わる中、
「さがびより」の１０年
連続での特Ａ獲得は、北海道の「ななつぼし」と並ん
で最長記録。まさに快挙といえる。
豪雨や潮風害などで昨年の佐賀県の作況指数は全国
最低。通常８割近い「さがびより」の一等米の比率は
３％であった（２０２０年３月末時点）
。販売する米も不
足する厳しい状況の中での今回の特Ａ獲得は、品種そ
のものの質の高さ、生産者の技術と努力の積み重ねの
たまものであり、生産者を勇
気づける朗報となった。
《問い合わせ先》
佐賀県農産課
TEL：0952-25-7117

長崎

Nagasaki

長崎県漁業の魅力発信ＹｏｕＴｕｂｅ動画コン
テスト～あなたが見つける漁師の魅力～
長崎県の漁業は、生産量・生産額ともに全国第２位
であり、本県の重要な基幹産業となっている。しか
し、高齢化・人口減少などにより漁業就業者は年々減
少しており、生産力を維持していくためには新たな就
業者の確保・育成が重要な課題となっている。
本県では、市町や漁協など関係機関と連携して、
２０１６年度に｢ながさき漁業伝習所｣を立ち上げ、漁業
の魅力発信や新規就業者の募集、就業前後の研修支援
など、総合的な漁業就業者確保・育成対策を展開して
いる。
「長崎県漁業の魅力発信ＹｏｕＴｕｂｅ動画コンテスト」
は、その取り組みの一環として、本県の漁業現場の魅
力を広く発信することを目的に昨年度から開催してい
るもので、今年で２回目となる。募集するのは「
『職
業』としての『長崎県の漁業』の魅力を発信することが
できる動画」で、応募動画は無料動画サイトＹｏｕＴｕｂｅ
で公開し、視聴回数と高評価数による審査を行う仕組
み。幅広い年代で人気の高い同サイトを通じて、これ
まで就業の選択肢に漁業がなかった層に興味・関心を
持ってもらうことが狙いである。
昨年は、高校生や大学生を含む１２の団体・個人か
ら、県内各地の漁業者と協力して撮影された動画の応
募があった。動画による魅力発信の効果はもちろんの
こと、動画制作をきっかけにコンテスト参加者と県内
の漁業者の交流や漁村とのつ
ながりが広がっていくことも
期待している。
《問い合わせ先》
前回の最優秀賞動画の一場面
長崎県水産経営課
TEL：095-895-2832 長崎県 ながさき漁業伝習所 検索

熊本

Kumamoto

「八代特産晩白柚」「八代生姜」が地理的表示（ＧＩ）
に新規登録～「晩白柚」は果実として県内初～
２０２０年３月３０日に「八代特産晩白柚」
「八代生姜」
が地理的表示（ＧＩ）に登録された。
地理的表示（ＧＩ）保護制度は、その高い品質や社
会的評価等の特性が地域の伝統的な生産方法や気候・
風土と深く結びついている産品の名称(地理的表示)を
知的財産として登録し、保護する制度である。
全国で９４産品がＧＩに登録（２０２０年３月３０日時点）
されており、今回の登録で熊本県は都道府県別で最多
となる７産品となった。
今回登録された「八代特産晩白柚」
（登録団体：八
代ＧＩブランド推進協議会）は、昭和２０年代から八代

地域で栽培されている大型柑橘。平均的な出荷サイズ
は、横経２０cm程度で、大きなものになると４kgを超
える。成熟が進むと表皮から柑橘系の爽やかな香りが
広がり、ほどよい甘味と爽やかな酸味で食味に優れ
る。贈答品として市場から評価を得ており、２０１４年
からは香港にも輸出している。
また、
「八代生姜」
（登録団体：八代地域農業協同組
合）は、大正末期から八代地域で栽培されている。凹
凸が少なく病害虫等の被害や傷みが
無く、色艶の良い外観で、みずみず
しく辛みが少ない。厳しい出荷基準
や肥大した塊茎の丁寧なトリミング
八代特産晩白柚
成形により、色艶が良く外観品質に
優れた生姜の周年出荷を可能として
いる点が市場から高評価を得ている。
《問い合わせ先》
熊本県流通アグリビジネス課
八代生姜
TEL：096-333-2470 FAX：096-383-0380

大分

Oita

次世代モビリティサービスで
地域課題の解決を
県は、移動に係る様々な地域課題に対応するため、
昨年度、県関係者のほか、地元の交通事業者や学識
者、観光・福祉分野に携わる地域の代表者、関係市町
村などが参加する「次世代モビリティサービスの在り
方に関する検討会」を立ち上げ、効果的な次世代モビ
リティサービスの導入に向けた検討を開始した。
本検討会では、移動課題の解決に留まらず、経済の
活性化や働きやすい環境作り等、新たな価値の創出も
目指し取り組みを進めることとしている。
２０１９年度は２テーマで実証実験を実施。日田市
上・中津江地域では、既存の公営デマンドバスに対し
て、ＡＩを活用したルート最適化やアプリによる配車
予約を導入する実証実験を実施したところ、乗り合い
率の向上に加え、これまで代表者しか立てられなかっ
た運行計画を、誰でも立てられるようになったことか
ら、事業承継の可能性も高まった。また大分市、臼杵
市の福祉施設では、利用者の状況に応じて最適な送迎
ルートを提案する送迎支援システムを導入。送迎計画
のデータ化により、より効率的な通所送迎の検討が可
能となった。
こうした取り組みを県内各
地域に展開しながら、目指す
べき次世代モビリティサービ
スの導入を促進していきたい。
《問い合わせ先》
大分県先端技術挑戦室 TEL：097-506-2062
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宮崎

Miyazaki
び

び

あ じ

ブランド魚「めいつ美々鯵」
宮崎県日南市、南郷地域で獲れるアジをブランド化
した「めいつ美々鯵」
。その名の由来には、地元で古
くから使われている「魚」を意味する幼児語の「び
び」に「美」という漢字をあて、色艶が美しい、美味
であるという意味が込められている。もともと地元の
人々に愛されていたアジを鮮度はそのままに、広く多
くの人に味わってもらいたいと２０１７年にブランド化
され、昨シーズンは約４８トンを県内外へと出荷して
いる。
「めいつ美々鯵」の特徴は、見た目の美しさと鮮度
の良さ。沿岸の定置網で漁獲され、船上でそのうまみ
を閉じ込めるため、すぐに紫外線殺菌された海水で
０℃付近まで冷やされる。その後、５℃～１０℃に保
ち、徹底された鮮度管理のもと消費者へ届けられる。
「めいつ美々鯵」のブランド基準は５つ。
「１．定置
網で漁獲され、めいつ港に水揚げされたアジ」
「２．
めいつの魚ブランド化推進協議会加盟船が漁獲したア
ジ」
「３．徹底した鮮度管理が施されたアジ」
「４．サ
イズ９０g以上のアジ」
「５．出荷時期が３～６月に限
定された旬のアジ」
。
その基準を満たしたものだけがブランド認定され、
県内各地や豊洲市場をはじめとして東京や福岡など
様々な市場に出荷されている。さらに２０１８年には、
「めいつ美々鯵 三ツ星」というワンランク上のハイ
グレードブランドを発表。
「めいつ美々鯵」の脂質含量を１尾ずつ測定し、
７％以上のものに「三ツ星」の名を冠した「めいつ
美々鯵 三ツ星」は、高級ブラ
ンド魚として、各市場で高い評
価を受けている。ぜひ一度皆さ
まにアジわっていただきたい。
《問い合わせ先》
宮崎県水産政策課 TEL：0985-26-7145

鹿児島

Kagoshima

「健康・癒やし・長寿」に役立つ
地域資源「鹿児島のウェルネス」
鹿児島県は、世界に通用する「健康・癒やし・長
寿」に役立つ地域資源の宝庫。温暖な気候、世界自然
遺産をはじめとする豊かな自然、美しい景観、豊富な
温泉資源、安心・安全な「食」
、トレッキングやマリ
ンスポーツ等の健康づくりに適した環境など。
これらの優れた地域資源は、国内外に効果的に発信
することにより、当県のブランド力の向上や、様々な
交流を促進する原動力となる可能性を有している。
県では、これらの地域資源を「鹿児島のウェルネ
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ス」と定義し、県民の理解の深化を進めるとともに、
観光振興や安心・安全な食の販路拡大など各般の施策
を積極的に展開している。
今、世界は、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、一段と健康志向が高まっている。
こうした社会情勢を背景に「鹿児島のウェルネス」
の価値は、今後ますます高まることが期待される。事
態終息後を見据え、さらなる磨き上げも必要となる。
「鹿児島のウェルネス」を生かした「ウェルネス
ツーリズム」や鹿児島ならではの「ワーケーション」
（休暇中に旅先などで仕事をするという働き方）等をよ
り一層推進し、こうした取り組みを通じて、国内外に
おける当県の魅力・イメージ
の向上や地域活性化等につな
げ、
「生まれてよかった 住
んでよかった鹿児島づくり」
を加速させたい。
《問い合わせ先》
鹿児島県企画課 TEL：099-286-2496

沖縄

Okinawa

２０２０年度 沖縄県立埋蔵文化財センター 企画展
「沖縄県の戦争遺跡－歩いていける戦争遺跡－」を開催
「戦争遺跡」とは、近代以降の戦争で使用された陣
地や砲台、司令部跡といった軍事施設や、住民が避難
した防空壕、被害を受けた民間施設などを指す言葉で
ある。アジア・太平洋戦争で日本国内における最大の
地上戦が行われた沖縄県には、数多くの戦争遺跡が残
されている。
現在、沖縄戦の記憶を若い世代に継承していくこと
は、大きな課題となっている。そのため沖縄県立埋蔵
文化財センターでは、県内各地に残る戦争遺跡を広く
紹介し、平和学習等の場として活用していくことが重
要と考えている。
そこで６月１６日（火）～７月１２日（日）の期間、同セ
ンターにて「沖縄県の戦争遺跡－歩いていける戦争遺
跡－」と題した、身近な所にある、比較的訪問しやす
い戦争遺跡を紹介した企画展を行う予定である。今回
の企画展を通じて、戦争遺跡に関する情報を県民に広
く周知し、地域の人々や学校の平和学習などでの戦争
遺跡の活用を促していきたいとしている。
（新型コロナウイルスの状
況により会期を変更する場合
があるため、最新情報につい
ては、同センターホームペー
ジで確認いただきたい）
座喜味の掩体壕跡
《問い合わせ先》
沖縄県立埋蔵文化財センター TEL：098-835-8752

表紙説明

国境サイクリングIN対馬

（長崎県）

長崎県の離島「対馬」の北端を起点として、全長123kmを自
転車で縦断するロングライドイベント。順位を競うのではなく、
制限時間内での完走を目指しながらグルメ、歴史、絶景を楽し
むことができるレースです。
コースの途中では対馬名物のお菓子「かすまき」や水揚げ日本一の「アナゴ」
、たい焼きなど、
量・質ともに充実したグルメが振る舞われます。また、
「異国の見える丘」から望む韓国の景色や、
わ た づ み
古くから竜宮伝説が残る「和多都美神社」の神秘的な雰囲気はコースのハイライトのひとつ。近年
では口コミでリピーターが増加しています。
今年で４回目となる本イベントは、島民あげての手作りイベント。多くのボランティアスタッフ
が参加者を温かく出迎え、声援を送ります。
出会い、発見、感動そして達成感が味わえる国境の島「対馬」では、多くのサイクリストをお待
ちしています。
開催日：2020年10月17日（土）８時から16時30分まで
コース：対馬島縦断123km
※延期・中止・内容変更などの可能性がありますので、事前にお問い合わせください
《問い合わせ先》
対馬市観光商工課 TEL：0920-53-6111

スケジュール（６月）
日（曜）

会合名等

１
２日（金）

第６０回定時総会（福岡市・九経連）※書面表決・縮小開催

書面開催

第１
６０回理事会

書面開催

農林水産委員会第１回企画部会

書面開催

農林水産委員会第１回林業部会

書面開催

第１回大分地域委員会

※第60回定時総会について

2020年度の定時総会は、新型コロナウイルス感染症拡大に対する政府・自治体等からの要請に鑑み、
議決方法を書面表決とし、当日は会長をはじめとする本会役員のみで開催させていただくことといたし
ました。なお、特別講演会および懇親パーティは中止とさせていただきます。現下の状況をご勘案いた
だきまして、ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

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。

２０２０/６

九経連月報

１
７

