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感染対策と経済活動を両立する
「グリーンフラッグモデル」

日南市長

﨑田 恭平
新型コロナウイルスが、国内そして世界中
で猛威を振るい大変な危機となっています。
日南市は、近年、シャッター通りとなって
いた油津商店街の再生が評価され、複数の大
臣が視察に訪れ、メディアでの取り上げや全
国からの視察者の増加がありました。現在は、
飫肥（おび）城下町の再生に力を入れており、
この春には、保存状態が悪くなっていた市所
有の武家屋敷を、民間と連携して温泉露天風
呂付きの旅館にリノベーションするなど、新
たな地方創生モデルへの果敢なチャレンジをし
ていた矢先での新型コロナ直撃でありました。
そして、全ての自治体の長が、目の前の市
民の危機に立ち向かい、感染拡大防止と経済
活動という相反する課題の解決に格闘する
日々となっています。
この相反する２つの課題を解決するために、
日南市が取り組んだのが「グリーンフラッグ
モデル」です。感染予防の取り組みをしっか
りと行っている店舗の店先にグリーンフラッグ
（緑色の旗）を掲げるという、とてもシンプル
な取り組みです。基準を明記したチラシと小
旗（無地緑色）を市役所のコロナ対策窓口に置
き、取りに来た事業者に無料配布しています。
この取り組みをスタートした背景がいくつ

かあります。まず、店舗側から「消毒などの
感染対策をしているのに消費者になかなか伝
わらず、お客さんがなかなか戻ってこない」
という悩みを聞いていました。よって、
「店舗
の感染拡大防止の努力を見える化すること」
を目指しています。
そして、もう一つの大きな壁が「消費者の
意識」です。自粛の空気が強すぎて、なかな
か以前のように経済活動をしてもらえないと
いう大きな壁があります。「自粛警察」や「コ
ロナ自警団」という言葉まで出てきており、
ある程度までは行動（経済活動）して良いと本
人は思っていても、同調圧力によって、
「批判
されるかもしれないから動かずにいよう」と
思ってしまいがちな状況があります。これは
地方になればなるほど現れると感じています。
一時は外食することすらはばかられる空気
がありましたので、経済活動をしても大丈夫
という空気をしっかり作っていく必要性を感
じて、この政策を打ち出しました。私が前面
に出ての記者発表を行ったところ、県内のテ
レビや新聞で大きく何度も報道され、一気に
認知度が高まり、今では飲食店のみならず、
スーパーや美容室、銀行や学校でも掲げられ
ています。行き過ぎる自粛ムードをスピード
感を持って一気に変えていくことは、行政に
しかできないことだと思っての政策判断でし
た。これはもちろん、
「緩みすぎてはいけな
い」というメッセージも入っているわけでし
て、これからも「感染対策」と「経済活動」
の両立を続けていくんだという日南市民の意
思の表れとなっています。第２波、第３波を
警戒し、まだまだ気が抜けない日々が続くわ
けですが、経済まで疲弊しきってしまうこと
がないように、日南市はグリーンフラッグと
共に力強く歩んでまいります。
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九経連活動報告

アフターコロナを見据え、九州経済の再成長へ
～２０２０年度事業を「新規・強化」する取り組みへ再構築～
と

き

ところ

６月１２日（金）
福岡市・九経連会議室

第６０回定時総会

今回の第60回定時総会は、新型コロナウイルス感染症の影響や政府方針等を踏まえ、書面開
催を基本に、出席者を会長、福岡県内の副会長ならびに常勤役員として開催した。当日は、麻
生泰会長を議長に①2019年度収支決算（案）②理事、監事選任（案）の２つの議案についての審
議と、2019年度事業報告、2020年度事業計画・収支予算および、アフターコロナを見据えた
※
2020年度事業の再構築案（新規・強化）について報告し、意見交換 を行った。※８月号に掲載予定
［2020年度事業の再構築について］
2020年度は、新型コロナウイルス感染症の
影響に伴う地域経済へのダメージの早期回復
およびアフターコロナを見据えた対応に最優
先で取り組むことへシフトする。
まずコロナ禍における優先的な取り組みと
して、経済活動の根幹である、ヒト・モノの
交流を活性化させるよう、現在の移動制限の
早期緩和・解除を関係各方面に働き掛けるな
ど、足元の経済対策に力をいれて取り組む。
さ ら に 当 面 の 対 応（ 中 長 期 含 む ）と し て、
（１）デジタル社会の実現（２）広域連携／分散
型社会の促進について、会員の皆様からのご
意見や各企業のリソースを活用した対応策等
も踏まえながら、４月に公表した今年度の事
業計画を『新たな事業、強化する事業』へと
再構築を図り、スピード感を持って行動して
いく。引き続き九経連活動へのご支援、ご協
力をお願い申し上げる。
表内（ ）は主担当委員会名、
「2020年度事業計画」
に対し強化する取り組みは★、新規の取り組みは☆

■コロナ禍における優先的な取り組み
九州域内移動喚起
・移動制限の緩和等について九州地域戦略会議にお
いて共同宣言（５月22日発表）
販売促進機会の創出
・九州地域内の畜産業支援として会員向け和牛の特
別販売企画を実施（農林水産☆）
国内観光の活発化
・国や九州観光推進機構と連携し、国内観光需要を
喚起（観光☆）
・特定温泉エリアのブラッシュアップを図り、再生
化モデルを創出（観光☆）
公共投資の早期執行
・経済波及および雇用創出効果の大きい公共投資につ
いて、今年度予算の上期早期執行を要望（交通☆）
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地域内連携促進
・会員企業の取り組みを見える化し、企業間連携の
プラットフォーム構築を目指し、会員アンケート
を実施（事務局☆）

■当面の主な取り組み
（１）デジタル社会の実現
デジタルガバメント
・行政の電子化、民間との協働推進への働きかけを
強化し、行政コストの削減やスタートアップ育成
を図る（行財政★）
オープンデータの活用
・地域全体のデータの見える化や社会課題解決に向
けた「データコンソーシアム構想」について、大
村市での先進実証を中心に九州各地へ横展開
（産業★）
中小企業のIT化
・セキュリティ対策を備えたテレワーク推進モデル
の構築（情報通信☆）

（２）広域連携/分散型社会の促進
広域行政に向けた環境整備
・
「九州創生アクションプラン」
（2020年３月策定）に
基づくオール九州での取り組み（九州地域戦略会議）
農林水産物輸出
・地域商社プラットフォーム（九州農水産物直販ほ
か計５社参加）を組成し、オール九州での海外向
け商談やプロモーションを実施（農林水産★）
サプライチェーン多角化／国内回帰
・
「九州の未来へのエネルギー提言」（2020年３月
策定）に基づく環境エネルギー産業の再構築や事
業者誘致（環境★）
中小企業の稼ぐ力強化
・オール九州での一体感のある海外販路拡大に向け
た取り組み（農林水産／国際★）
※詳しい内容はホームページをご覧ください。
九経連

事業計画

検索

【企画調査部

伊豫田】

〈お知らせ〉

新役員を選任
６月12日開催の第60回定時総会ならびに第160回理事会において、新たに３名の役員（〇印）が選任
された。
○印：新任

役

職

氏

会

長

麻生

泰

麻生セメント㈱

会長

副会長

石原

進

九州旅客鉄道㈱

相談役

〃

金子

達也

〃

陣内

博

㈱佐賀銀行

会長

農林水産委員長、佐賀地域委員長

〃

姫野

昌治

㈱大分銀行

会長

大分地域委員長

〃

甲斐

隆博

㈱肥後銀行

会長

熊本地域委員長

〃

竹島

和幸

西日本鉄道㈱

会長

交通委員長

〃

上村

基宏

㈱鹿児島銀行

会長

鹿児島地域委員長

〃

柴戸

隆成

㈱福岡銀行

会長 兼 頭取

〃

森

拓二郎

㈱十八銀行

頭取

長崎地域委員長

〃

吉村

猛

㈱山口銀行

会長

関門連携委員長、山口地域委員長

〃

平野

亘也

㈱宮崎銀行

会長

宮崎地域委員長

〃

瓜生

道明

九州電力㈱

会長

資源エネルギー・環境委員長

〃

大嶺

滿

沖縄電力㈱

会長

沖縄連携フォーラム 議長

〃

〇 喜多村

円

ＴＯＴＯ㈱

会長

国際委員長、北九州地域委員長※

太一郎

三和酒類㈱

相談役

理

事

西

名

所属会社・役職（７月１日現在）

（敬称略）

トヨタ自動車九州㈱

九経連委員会等での役職

第一会長職務代行、観光委員長
第二会長職務代行、少子高齢化・雇用委員長、
九州将来ビジョン検討委員長、北九州地域委員長※

会長

〃

池内比呂子

㈱テノ. ホールディングス

〃

米良

充典

米良電機産業㈱

〃

谷川

浩道

㈱西日本シティ銀行

〃

津田

純嗣

㈱安川電機

〃

久保

千春

国立大学法人

〃

石坂

淳子

㈱ひよ子

〃

大浦

敬子

㈱おとなの学校

〃

小澤

正憲

西日本電信電話㈱ 取締役九州事業本部長 福岡支店長

情報通信委員長

〃

谷

潤一

日本製鉄㈱

北九州地域委員長※

〃

入江

智祐

㈱ブリヂストン 九州生産本部長 兼 久留米工場長

〃

〇 西村

松次

㈱九電工

酒見

俊夫

西部ガス㈱

○ 齋藤

武

長尾

成美

（一社）九州経済連合会

専務理事

平井

彰

（一社）九州経済連合会

常務理事

監

事
〃

事務局役員
〃

社長

少子高齢化・雇用委員会 副委員長

社長

産業振興委員会 副委員長

頭取

行財政委員長

会長

産業振興委員長

九州大学

総長

産学連携懇談会 議長

社長

九州将来ビジョン検討委員会 副委員長

代表取締役

常務執行役員九州製鉄所長

筑後地区懇談会 議長

会長
会長

㈱NTTドコモ

執行役員九州支社長
事務局長
※北九州地域委員長は１年交代、2020年度は谷理事
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九州・山口地域における新型コロナウイルス感染症への対応を共有
～「共同宣言」採択と「国への提言」を取りまとめ～
と

き

ところ
出席者

５月２２日（金）
各県県庁および九経連会議室
１３名

第３７回九州地域戦略会議（ＷＥＢ会議）
（九州地方知事会、九州経済連合会、九州商工会議所連合会、
九州経済同友会、九州経営者協会より）

官民が一体となって、九州・山口地域の発展戦略を協議し、具体的な施策を推進する第37
回九州地域戦略会議（共同議長：九州地方知事会・広瀬勝貞会長、九経連・麻生泰会長）が、
WEB会議形式で開催され、新型コロナウイルス感染症への対応として、
「共同宣言」の採択と
「国への提言」を取りまとめた。またサイクルイベントの大会検討委員会を設置することと
なった。
【審議事項】
１．新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染症の対応によって、
九州経済が大きなダメージを受けていること
から、コロナ後の九州経済の復興のあり方に
ついて意見交換を実施した。その結果を共同
宣言「新型コロナウイルス感染症の克服と社
会経済活動の再活性化へ向けて～『九州はひ
とつ』の思いを胸に～」として取りまとめ、
今後３点について重点的に取り組むこととし
た（５ページ参照）。
また、国への提言として「新型コロナウイ
ルス感染症に係る対応について」も取りまと
め、①将来にわたる感染症拡大防止に向けた
対策②社会経済活動のＶ字回復に向けた対策
③地方財政支援、の３つの項目を挙げた。な
お、同提言は後日、国の要望等受付窓口であ
る内閣官房新
型コロナウイ
ルス感染症対
策推進室宛て
に送付した。
２．九州・長崎ＩＲを活かした九州創生の取り組み
2019年６月の九州地域戦略会議で設置が承
認された九州ＩＲ推進ＰＴ（プロジェクトチー
ム）は、設置期間を2020年春の九州地域戦略会
議までとしていた。しかし、政府のＩＲ基本
方針（当初2020年１月公表予定）の公表が遅れ
ていることにより、今後もＩＲ事業者との対
話を十分に行いながら検討を進めていく必要
があるため、2020年度末まで同ＰＴの継続設
置を決定した。また、海外ＩＲ事業者との関
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係強化に向けて、新型コロナウイルスによる
被害に対するお見舞いおよび今後の連携・協
力に関する九州からのメッセージとして「九
州地域戦略会議からＩＲ事業者へのメッセー
ジ～ＩＲ事業者へ期待すること～」を欧米、
アジアの海外ＩＲ事業者へ送付することを決
定した。
【その他事項】
⑴九州プロモーションセンター・ハノイ
2020年夏、ベトナムの首都ハノイにオール
九州のシンボルタワーとして、九州の情報発
信や現地のビジネス情報収集の拠点となる
「九州プロモーションセンター」が完成予定。
同施設には、九州の企業・団体が入居すると
ともに、多くのビジネスマンも利用できるよ
うにシェアオフィスとしても運営。同施設を
通じて、オール九州での情報発信を連携して
いくことを確認した。
⑵ツール・ド・九州・山口（仮称）
2019年11月の九州地域戦略会議において、
サ イ ク ル イ ベ ン ト で あ る「 ツ ー ル・ ド・ 九
州・山口（仮称）」の開催に向けて今後検討を
行うとしていたが、正式に検討を行う体制と
して「大会検討委員会」を設置することを決
定した。
⑶第17回夏季セミナー
2020 年 度 開 催 を 予
定していた夏季セミ
ナーは、新型コロナウ
イルス感染症の影響を
鑑 み、2021 年 度 へ 延
期することを決定した。
共同記者会見

新型コロナウイルス感染症の克服と社会経済活動の再活性化へ向けて（共同宣言）
～「九州はひとつ」の思いを胸に～

新型コロナウイルス感染症は、住民の生命・健康に
著しく重大な被害を与え、人や地域との交流を避けな
ければならない状況を生むなど、社会経済活動を著し
く低下させた。特に経済面では、世界経済が戦後最大
とも言うべき危機に直面しており、九州・山口地域の
経済や雇用についても非常に厳しい状況にある。
これまでの官民を挙げた苦心や努力により、感染拡
大は落ち着きつつあり、これからは、感染拡大の防止
と社会経済活動の再活性化の両立を視野に入れていか
なければならない。
今こそ我々は、
「九州はひとつ」の思いを胸に一丸と
なって、感染拡大防止を徹底しつつ、社会経済活動の
Ｖ字回復に向けた取組を強力に推進していく。
以上の決意のもと、我々は次の三点について重点的

に取り組むことを宣言する。
１．これまでの苦心や努力を踏まえ、再び感染が起こ
らないように、発生しても感染が拡大しないように
官民が一体となって感染拡大防止対策を徹底する
２．国 の経済対策を積極的に導入するとともに、九
州・山口地域の広域連携、特に「JEWELS＋」や
「Earth戦略」の取組を更に強化し、社会経済活動
のＶ字回復に取り組む
３．今回の新型コロナウイルスのパンデミックは、世
の中のありようまで変えていく可能性があり、そ
の変容する社会経済活動に的確に対応する

出席者名簿（敬称略）
【九州地方知事会】
会 長
広瀬 勝貞（大分県知事）〈共同議長〉
副会長
中村 法道（長崎県知事）
小川
洋（福岡県知事）〈監事〉
山口 祥義（佐賀県知事）
蒲島 郁夫（熊本県知事）
河野 俊嗣（宮崎県知事）
三反園 訓（鹿児島県知事）
村岡 嗣政（山口県知事）
富川 盛武（沖縄県副知事）※代理

【（一社）九州経済連合会】
会 長
麻生
泰（麻生セメント㈱ 会長）
〈共同議長〉
副会長
石原
進（九州旅客鉄道㈱ 相談役）
【九州経済同友会】
代表委員 貫
正義（九州電力㈱ 相談役）
【九州経営者協会】
会 長
竹島 和幸（西日本鉄道㈱ 会長）

【企画調査部

松尾】

日誌
５月
２２日（金）

［福岡市・九経連会議室］

第３７回九州地域戦略会議（ＷＥＢ会議）
出席者：13名

※本誌４～５ページに詳細を掲載

以下、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面により
開催した。

第１５９回理事会

（理事29名、監事２名）

本会理事・監事に対して、①理事、副会長 候補者選定
（案）②審議員、諮問委員、顧問 選任（案）③2019年度事業
報告（案）④2019年度収支決算（案）⑤新型コロナウイルス
感染症の影響に伴う2020優先事業の方向性（案）⑥第60回
定時総会の招集および会議の目的事項（案）を提案し、可
決承認を得た。

九州経済国際化推進機構幹事会

（幹事35名）

本機構幹事および支援機関に対して、①2019年度事業
報告および収支決算②2020年度事業計画および収支予算
を審議し、可決承認を得た。
今後、本機構総会において上記議案を審議する。

九州航空宇宙開発推進協議会第１回幹事会（幹事21名）
本協議会幹事に対して、①2019年度事業報告および収
支決算報告②2020年度事業計画案および収支予算案③役
員改選案について意見照会を行った。
今後、本協議会総会において上記議案を審議する。

下関北九州道路建設促進協議会第１回幹事会（幹事７名）
本協議会幹事に対して、①2019年度事業報告および収
支決算報告②2020年度事業計画案および収支予算案③役
員改選案④下関北九州道路の早期実現に関する要望案等
の2020年度総会議案について意見照会を行った。
今後、本協議会総会において上記議案を審議する。

東九州軸推進機構第１回幹事会および実務者会議

（幹事19名、実務者会議委員17名、オブザーバー８名）

本機構幹事および実務者会議委員、オブザーバーに対
して、①2019年度事業報告および収支決算報告②2020年
度事業計画案および収支予算案③東九州地域の活性化に
関する要望案等の第30回（2020年度）総会議案について意
見照会を行った。
今後、本機構総会において上記議案を審議する。
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Mari Yoder の

Impressions of Foreigners Working in Kyushu
Interview with Fukuoka Now
Mr. Nick Szasz, interviewed by Mari Yoder
Fukuoka, April 2020.

Nick Szasz is the owner
and founder of Fukuoka
Now, a successful
Kyushu based magazine
and website that provides
information and support
for foreigners and internationally-minded
Japanese people living in or visiting
Kyushu. He is a native of Toronto,
Canada, who has made Fukuoka his
home for over thirty years. He and his
wife live in Itoshima, and they enjoy SUP
(stand up paddle-boarding) and cycling
in their free time.
Mari Yoder (MY): What inspired you to start
Fukuoka Now?.
Nick Szasz (NS): I spent about three years in
Tokyo and a year in Osaka before coming to
Fukuoka in 1990. In those cities I had personally experienced the benefits of the magazines
they had for foreigners. Then I came to
Fukuoka where nothing like that existed, there
was no English language magazine about the
area available. Basically, I needed information
for myself and other foreigners that I knew in
town were hungry for information as well.
MY: What are your goals for Fukuoka Now?
Has anything changed for you with COVID-19?
NS: Well, our magazine or project began to
provide information so local expat foreigners
could better enjoy Fukuoka and Kyushu. And
then about five or six years ago, or we pivoted
to mostly providing information for inbound
tourists in English, Chinese, and Korean, with
some information for local foreigners.
However, unrelated to the corona virus, the
last issue that we put out, the April issue, we
pivoted quite a bit back towards the old
Fukuoka Now, publishing in only English and
Japanese, which is how we started 20 years
ago. The reason why we did this, even though
in-bound tourism was still growing, is we found
６
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that the Chinese
and Korean tourists who would
look at our web
site or paper can
speak and read
English quite well. This interview was conducted on ZOOM.
And we have more content online, we update
our website every day with three, maybe four
summaries of news taken from Japanese
media sources. We're doing a lot of that now,
especially with COVID-19, I think it's important
that foreigners are kept informed. There
should be more information in English for people of all nationalities, and that would serve
Kyushu better as well to have more people
know about it.
MY: What do you think Kyushu's strengths
are?
NS: I think Kyushu's biggest strength is that
it’s a great place to live. I love Japan, I have
lived in Japan more than half my life, and will
be here for the rest of my life. I’ve chosen it,
I’m here because I like it. And then within
Japan, I think Kyushu is simply put the best
place to live. But it’s not just because it’s pretty
or it’s got great countryside, or nice beaches.
The population is also a substantial size, larger than many countries, and it’s also an important area in terms of economic power and
business opportunity. Kyushu also has this
more inherent safety compared to many places.
MY: In Kyushu, what do you think can attract
international tourists?
NS: For tourists coming here, I think that
Kyushu’s latent potential is nature. While there
is beautiful nature all over Japan, Kyushu is
less densely populated and much greener
than many other places. And there's lots of
unique, very beautiful coastline…there’s coastline all along between Tokyo and Hiroshima,
but a lot of it is covered in concrete, and not
really beautiful. And it has beautiful places to

see, such as Aso, Takachiho, and all of the
outlying islands. Kyushu has some pretty
spectacular and scenic volcanoes too, Aso
being the main one, but there’s also Unzen
and Sakurajima among others. The nature is
there, and the challenge is how to produce or
package that so that western tourists can
enjoy it.
MY: You said earlier that you’re involved in a
project called Adventure Tourism. Could you
tell us about it?
NS: Yes! What it involves is individual or small
group tourism geared to mostly people from
Western countries that is centered on what
Kyushu's strengths are, outdoors in nature and
local culture. Adventure doesn’t mean only
extreme sports and things like bungee jumping. Cycling, hiking, horseback riding, many
people already have these hobbies. But doing
that same hobby in Japan is something most
people don't think about. I'll give you an example: in Yanagawa they have canals where you
can ride in a gondola. And now, you can go
down the same canals on a SUP, and that's
the perfect example because that's something
that’s non-motorized, and it's using the historic
or cultural background that that's already in
place. I think there's a lot of opportunity in
Kyushu for that kind of tourism. Fukuoka Now
began for local expat foreigners in Fukuoka
City, but we've sort of pivoted towards tourism
and I have very mixed feelings about tourism.
Tourism tends to scar the area sometimes. But
I think that adventure tourism (socially and
ecologically responsible tourism) is a good
match for Kyushu and will benefit outlying
areas and create employment. The criteria
include that it should benefit the local area,
employ local individuals or small businesses,
and provide an authentic experience for travelers. After COVID-19 I think those points will
become even more appealing, so it’s a good
opportunity for Kyushu.
MY: What do you think could be done to
advertise the other areas of Kyushu more?
NS: Well, media in general is often interested
in something new or unique and Kyushu's

weak point is that it's lesser known or
unknown, so that's an opportunity! My advice
would be to invite media from overseas to
report on carefully selected areas or attractions or activities in Kyushu, preferably things
that are quite unique and lesser known.
However it needs to be properly planned and
organized first on the Kyushu side. It needs to
start with deciding what we, here, want the
overseas media to promote. If you invite media
or YouTubers or influencers over, but haven’t
properly researched who will have the most
influence over your target audience, it will
more often than not end up being a waste of
time and resources. I also think if you're trying
to appeal to westerners, it requires a westerner's perspective, working closely with a
Japanese team. That is the basis of how our
office works now, as we have knowledgeable
long-term resident foreigners working with professional Japanese editorial staff. We combine
the perspective and sensibilities of the
non-Japanese foreigner with the knowledge
and expertise of the local Japanese. It has to
be team work. That's how you get the best.
（要旨）
４月、㈲フクオカ・ナウ代表取締役のニック・
サーズ氏にインタビューを行った（今回は、感染
症予防のためZOOMにて実施）。氏は、九州在住
の外国人や国際的な日本人に向けて情報を発信す
る雑誌「フクオカ・ナウ」のオーナー兼創設者。
元々、在住外国人が九州をより楽しめるように
と事業を開始したが、その後インバウンド観光客
への発信を行い、現在はコロナウイルス感染症関
連の情報提供も行っている。
外国人観光客にとっての九州の魅力は、阿蘇や
高千穂などの自然だが、柳川の川下りのように、
アドベンチャーツーリズムとしてパッケージ化し
て楽しめるようにすることが課題だ。また、海外
メディア招請等によりアピールするのが有効だ。
その場合、外国人目線で編集する必要がある。そ
のため、同社では外国人スタッフの感性と日本人
スタッフの専門知識を組み合わせて情報発信を
行っている。

２０２０/７
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寄稿
仕事と介護の両立を応援します
～介護離職防止に向けた福岡市の取り組み～
福岡市保健福祉局地域包括ケア推進課長

中薗 泰浩

政府は、一億総活躍社会の実現に向け「介護離職ゼロ」を打ち出し、仕事と介護の両立への
支援施策を展開。福岡市においても、人生100年時代に向けて、オール福岡によるプロジェク
ト「福岡100」を推進しており、本稿では、特に介護離職防止への取り組みについてご紹介する。

■介護離職者が増加する背景
福岡市においても高齢化は進展してきてお
り、総人口に占める65歳以上の割合である高
齢化率は、2020年４月１日現在で22.0％（※１）
となっている。今後も、団塊の世代がすべて
75歳以上となる2025年、団塊ジュニア世代が
すべて65歳以上となる2040年に向けて高齢化
率はより一層高くなっていくものと見込まれ
る（※１国勢調査に基づく推計値）。
また、高齢者人口についても2015年との比較
で、2025年は1.3倍の39万６千人に、2040年に
は1.6倍の49万７千人になることが見込まれる。
長寿化は喜ばしいことであるが、超高齢社
会において大きな課題となっているのが、平
均寿命と健康寿命の差をいかになくしていく
のか、健康寿命、すなわち日常生活に制限の
ない期間をいかに伸ばしていくのかというこ
とである。
2015年における福岡市の平均寿命は男性が
81.1歳、女性が87.62歳であり、健康寿命は男
性が71.04歳、女性が75.22歳である。その差で
ある男性10.06年、女性12.4年の期間について
は、介護等何らかの支援が必要な期間となる。
■健寿社会への100のアクション
福岡市においては、人
生100年時代に向けて、誰
もが心身ともに健康で自
分らしく暮らせる持続可
能な社会の実現を目指す
プロジェクト「福岡100」
を市民の皆様はもちろん
のこと、企業や大学などの知恵や工夫を取り
入れ、
「オール福岡」で推進している。
また、市民の皆様にできる限り人生の最期
８
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まで、住み慣れた地域で自立した自分らしい
生活を継続していただくために、高齢期にお
ける身体状況の変化に応じて保健予防、医療
や介護、生活支援など必要なサービスが切れ
目なく提供できように、行政だけでなく、医
療や介護などの事業者、地域住民、NPOなど
とともに地域包括ケアの構築を推進している。
■介護離職防止への取り組み
2017年就業構造基本調査によると、働きな
がら看護や介護を行うことが難しく離職した
人の数は、過去５年間で、全国で約49万８千
人、福岡市では５千９百人に上るとされてお
り、仕事と介護の両立を進めるために様々な
サポートが必要となっている。
今回は、家族介護者への支援として実施し
ている介護離職防止のための「ゆる～く備え
る親の介護講座」と「働く人の介護サポート
センター」の２つの取り組みをご紹介したい。
①ゆる～く備える親の介護講座
この講座は、企業等で働く40代、50代の方
を対象とした「仕事と介護の両立」「介護離職
の防止」「介護予防」に役立つ情報を提供する
講座である。
家族の認知症や介護が必要になった時の相
談先、介護保険のサービスなど様々なサービ
ス、自分自身の高齢期に向けてどのような準
備が必要かなど、事前に知っておくだけでも
安心感が得られると思う。
この講座は、社会福
祉法人ふくおか福祉
サービス協会が受託運
営しており、講師は現
職のケアマネジャーや
理学療法士、看護師等

の医療・介護の専門職である。
親が突然介護状態になったりすると、自分
だけの判断で仕事をやめて、離職される方は
多い。しかし、離職した後は、収入の減少な
どの経済的負担、介護を一人で抱え込むこと
による肉体的、精神的負担など、より多くの
問題が起こってくる。
また、企業にとって、経験を積んだ従業員
や管理職など中核を担う人材の離職は、経営
上の大きな損失である。
現在は、介護休業制度や様々な介護サービ
スなどを活用することにより、仕事と介護を
両立できる状況にある。
このような内容の講座は、通常の業務研修
等では得られないものであると思うので、ぜ
ひ「働きやすい職場環境づくり」の一環とし
てご活用いただきたい。
②働く人の介護サポートセンター
本センターは、働
く人が介護に直面し
た場合でも、仕事と
介護を両立して続け
られるよう、専門の
相談員が情報提供やアドバイスを行う相談窓
口で、利便性の高い都心部の福岡市役所の地
下１階に2016年７月に設置したもの。開設時
間は、働く人が相談しやすいよう平日の月・
水・金曜日の12時から20時、日曜日の10時か
ら18時としている。
相談内容については、介護保険制度の内容
や介護サービスの利用方法、介護と仕事との
両立の方法、働き方や職場への相談方法など
様々な相談を受け付けている。
ご相談いただいた方からは「何の知識もな
く不安だったが、
『初めの一歩』がわかり助
かった」「一人だと、悪いことばかり考えてし
まうので冷静にアドバイスいただけて助かっ
た」などの感想をいただいており，相談者の
方の介護にかかる不安や疑問の解消、安心感
に寄与していると考えている。
ご相談は、来所でも電話でも可能であり、
気軽にご相談いただきたい。相談時間の予約

も可能である。また、企業からのご要望があ
れば出張相談も受け付けている。
会員企業の皆様には、家族の介護などで悩
んでいる従業員の方に、このような相談窓口
があることをお伝えいただきたい。
なお、上記二つの事業については、福岡市
内の企業や市民の方を対象としており、他の
自治体の方については、それぞれの自治体の
取り組みをご確認いただきたい。
平均寿命と健康寿命の差をなくすこと、日
常生活に制限がない期間を伸ばすために、行
政として様々な取り組みを行っているが、そ
れを実現するために最も必要なことは、一人
一人が自分自身の高齢期に向けてどのように
過ごしていきたいのか、そのための備えが必
要だという自覚であり、備えるための学びで
ある。
親の認知症や介護のことが心配な方にお伝
えしたいことは、認知症になること、介護状
態になることは避けることができなくても、
病気等による例外はあると思うが、少なくと
も自分自身の健康づくりや介護予防の積み重
ね、または家族の支援によって、認知症の発
症なり介護状態になることを遅らせることが
できるということである。そして、それを遅
らせる期間が長くなればなるほど、ご本人の
今までどおりの自立した生活と質を維持する
ことができ、ご家族との安心した生活も続け
ていくことができる。
今は、高齢者の方々も様々な社会参加によ
り、あらゆる場面で活躍をされているが、い
つまでも社会との関わりを持つことにより、
自分自身が生きがいとやりがいを持ち、健診
等により身体状況を把握し、自分の健康づく
りを続けていくことで、自分らしい生活を人
生の最期まで続けていくことができるものと
考える。
そのような生活を続けていただけるよう、
福岡市として、福岡100や地域包括ケアの様々
な取り組みを通じて、市民の皆様を全力で支
援してまいりたい。
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Member Introduction

会員紹介

＜2019年10月10日入会＞

会

社

名

株式会社クリエイティブマシン

業

１
９６１年１１月２７日

者

代表取締役 芳賀 卓也

元々弊社は祖父がボイラー整備会社として創

創

業した会社でしたが、２００３年より私が引き継

代

いで機械設計事務所として再スタートさせまし

事 業 内 容

機械設計、ソフトウェア（３次元ＣＡＤ）
販売

ＣＡＤを活用し、地元自動車関連工場の設備機

従 業 員 数

２５名

械の設計を請け負っていましたが、さらなる新

本社所在地

〒８８０-０１２１ 宮崎市島之内７２７５-４

規顧客開拓が必要でした。

電 話 番 号

０９８５-７１-２０７８

表

た。最初は最も普及していた２次元のＡｕｔｏ

そこで新規開拓の目玉として３次元ＣＡＤの
導入を進めましたが、大手有名ＣＡＤは私の業

ホームページ

会社概要

会社紹介

https://www.crtv-m.com/index.html
https://www.ironcad.jp/
（ＩＲＯＮＣＡＤで検索）

務（自動機・治具の設計）には不向きで、とて
も使えるものではありませんでした。操作や概
念が複雑で、どんなに頑張っても２次元ＣＡＤ

機械設計者であり

よりも工数が増えてしまうのです。設計スピー

ながら重度の「ＣＡＤ

ドが利益に直結する機械設計事務所としては致

オタク」である私

命的な問題でした。

が、あらゆる３次元

一方で期待せずにデータ変換用途として導入
した「ＩＲＯＮＣＡＤ」は別でした。操作は子供
でもできるほど簡単でスピーディーに使え、２
次元ＣＡＤよりも大幅な工数削減を達成し、容

ＣＡＤを試した中でお
勧めするＩＲＯＮＣＡＤ
は、時短やテレワー
クといったこれから
の働き方改革にも

代表取締役

芳賀 卓也

易に完全３次元設計を実現できました。当初は

ぴったりの機械設計用３次元ＣＡＤです。

この「ＩＲＯＮＣＡＤ」が弊社の技術力・収益力

製造業ではまだまだ３次元設計で苦労され

の高さであり、社外には秘密にしておりました

ている企業様もいらっしゃるかと思いま

が、同業他社がいつまでたっても３次元化でき

す。今まではフットワーク軽く、日本全国

ていないという日本の製造業の現状に危機感を

へ直接お伺いしていましたが、直近ではオ

持ち、これを外販することにしました。

ンラインデモや遠隔サポートにも対応して

そこで２００８年に米国ＩｒｏｎＣＡＤ社と契約し、

おります。ぜひ弊社にご相談ください。

国内総代理店として販売を開始しました。当初
は普及に苦労しましたが、近年は製造業生産技
術分野における自動機・治具設計の定番の３次
元ＣＡＤとして認知いただけるようになり、お
かげさまで大手も含めて２０
, ００社を超える導入
実績を達成することができました。現在は日本
国内のみならず、東南アジアへも新たな商圏と
して販路拡大していく予定です。
世界最速の3D-CAD“IRONCAD”
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KYUSHU

九州観光推進機構
ニュース
九州の旬の情報をｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉ
ｎｓｔａｇ
ｒａｍで配信中！
九州観光推進機構では、幅広い世代に向けて旅行情報をお届けするために、ｆａｃｅｂｏｏｋやＩ
ｎｓ
ｔ
ａｇ
ｒ
ａｍと
いったＳＮＳを利用した情報発信をしております。
九州の定番の観光地やモデルコースから、穴場のグルメやイベント情報まで、九州の最新情報がまる分
かりの内容となっております。
特にｆ
ａｃｅｂｏｏｋは、２０１０年から運用しており、毎日投稿しているため、ぜひご覧ください。
＜facebook＞
URL: https://www.facebook.com/visitkyushu/
フォロワー：10万人
更 新 頻 度：毎日

＜Instagram＞
URL: https://www.instagram.com/kyushu_tourism_information/
フォロワー：2.2万人
更 新 頻 度：週２～３回
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九州の小京都めぐり

そ の［ ２ ］（ 南 九 州 編 ）

〜南九州小京都、三都物語〜
−宮崎県（日南市）、熊本県（人吉市）、鹿児島県（南九州市）−
お び

九州の南半分、宮崎県、熊本県、鹿児島県。それぞれの地に「小京都」があるのをご存じか。飫肥藩
５万１千石の城下町・飫肥は、かつてＮＨＫ連続テレビ小説「わかば」の舞台となり、飫肥城跡、古い町並
み、焼酎作りの苦労、温かい人情の交わり…がたっぷり描かれていた。
これらは、城下町に共通した風情である。その面影を残す城下町は、そのまま「小京都」といって差し
支えない。
大藩であれ、小藩であれ、どこの殿様も、京の文化に憧れ、京の文化を取り入れた。京の美人どころ
を、たくさんわが藩に連れてきた殿様もいる。だから、おしなべて城下町には美人が多い。なるほどと合
点されるだろう。
余談はさておいて、南の小京都を誇る飫肥、相良７００年を誇る人吉（司馬遼太郎氏は青井阿蘇神社の楼
門を桃山文化の粋と評した）
、薩摩藩の外城の役目を果たしていたので武家屋敷が多い知覧の石垣に囲ま
れた庭づくりの雅趣。三つの小京都を「三都物語」として売り出してはどうか。どのまちも、決して大き
くはなかった。だから、変に近代都市化のもと乱開発されずに、かつての面影をしかと残している。それ
は、文化を愛する人が根付いている証しである。
２０２０/７
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１日目

２日目
３日目

２泊３日コース

 崎空港（宮崎駅）→飫肥（日南市）［大手門、商家資料館、松尾の丸、
宮
飫肥城歴史資料館、振徳堂、豫章館、四半的射場、国際交流センター
小村記念館、旧山本猪平家、小村寿太郎墓所、旧伊東伝左衛門家、鯉
の遊泳］→日南市（泊）

人吉市

人吉温泉

宮崎市

 南市→人吉市［人吉城跡、青井阿蘇神社、焼酎蔵、味噌蔵などの蔵
日
めぐり、鍛冶屋町通り］→人吉温泉（泊）

鹿児島空港

宮崎空港
日南市飫肥

 吉市→南九州市［魔除けの石碑、矢櫃橋、知覧型二ツ家］→鹿児島
人
空港（鹿児島駅）→各地
南九州市

武家屋敷通（日南市）
飫肥の昔をそのままに今に伝える「武家屋敷通」
。石
垣や生け垣も昔のままに保存され、江戸時代の風致を味
わうことができる。地元の観光ボランティアにより人力
車が走り抜けることもある。
北九州市
（戸畑・門司）

飫肥城・大手門（日南市）

上椎葉

飫肥城の玄関として勇壮な門構えが出
迎える。釘を使用せず、樹齢百年の飫肥

武家屋敷通（日南市）

杉を｢組み式｣で復元したもの。飫肥のシンボル的存在。ＮＨＫの「わかば」や韓国
ドラマ「ウェディング」など数々の映画・ドラマのシーンとしても活用されている。

人吉城跡（人吉市）
球磨川、胸川を自然の堀とした天然の
要塞で、相良氏の居城。別名、繊月城。
多門櫓と長塀、角櫓が近年復元され、か
つての人吉城のたたずまいを偲ばせる。
飫肥城・大手門（日南市）

城内には人吉城歴史館があり、建造当

初の姿に石積みを復元した当時の地下室を体験できる。

人吉城跡（人吉市）

青井阿蘇神社（人吉市）
人吉球磨地方最大の神社で、大同元（８０６）年創建。豪壮な桃山風建築様式。
相良氏の信仰も厚く栄える。２００８年、本殿など５棟社殿群が熊本県初の国宝に
指定された。

知覧武家屋敷群（南九州市）
整然と並ぶ石垣や厳かな腕木門を
配した武家屋敷群。島津藩政時代に、
藩内に１１３築いた外城ともいわれるも
の。また、国の名勝に指定された７
知覧武家屋敷群（南九州市）

九州観光推進機構のホームページ

青井阿蘇神社（人吉市）

つの庭園は母ヶ岳を借景にするなど古の文化を今に伝える。

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）
皆さま、こんにちは。ミス沖縄クリーングリーングレイシャス新里瑞紀です。
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
ジを作成しております。
今回は「おうちでおきなわ気分」のコンテンツ「映画でおきなわ」の中から「ニービチの
条件」をご紹介いたします。

ミス沖縄クリーン
グリーングレイシャス
新里瑞紀

■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/
特設ページ「映画でおきなわ」
https://www.okinawastory.jp/feature/ouchi_okinawa/movie

ニービチの条件
数年前に家出した息子が、東京で出会った女性と結婚報告のために島へ
帰ってきた。息子と母との間で繰り広げられるバトルと、沖縄の嫁になる
ために、
「ウークイ」を手伝う試練が課せられた息子とその彼女。沖縄の結
婚模様をコメディータッチで描く。
【監督】岸本 司 【出演】福田萌子、大田 享 ほか
https://youtu.be/dYzs9PPU0vc
（ミス沖縄からのおススメポイント）
この映画の見所は、舞台となった浜比嘉島の美しい風景や家族愛、飛び交うウチナーグチで家族の日常や沖縄
のお盆・ウークイについて知ることができる点です。果たして２人の結婚は認められたのでしょうか。コメディー
タッチで描く、笑いあり、涙ありの作品をお楽しみください。 

【今月のおススメ】やちむん
地域の文化や歴史によって様々な美しさを見せてくれる陶器は、食卓を彩って
くれます。沖縄では、陶器・焼物のことを“やちむん”と言います。その歴史は
古く、沖縄の焼物の始まりはおよそ６６００年前に作られた土器といわれています。
１６１６年には、薩摩から招いた朝鮮人陶工である一六、一官、三官が湧田窯（現
在の那覇市泉崎）で朝鮮式技法の指導にあたり、現在のやちむんの基礎を築きま
した。
沖縄のお食事処では、やちむんに盛り付けられた沖縄料理を味わえるだけでな
く、美しいやちむんを見て楽しむこともできます。沖縄では実際にやちむんづく
りを体験することができますが、オンラインショップで
購入することもできますよ。ぜひこの機会にお手に取り、
おきなわ気分を味わってみてください。

ミス沖縄紹介WEBページ

https://www.ocvb.or.jp/activities/missOkinawa
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。

２０２０/７
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山口

Yamaguchi

特別展「生物の進化と恐竜ワールド
発見！探検！６億年のタイムトラベル」を開催！
現在の地球には、多様な生物が相互に関わり合いな
がら生息している。この多様性は、今からおよそ６億
年前のカンブリアの大爆発とよばれる、地球史上の大
事件が起きたところから始まっている。その後、生物
は海から陸への進出や数回の大量絶滅などを経て進化
してきた。
本展では、古生代から新生代に至る生物の化石や山
口県内で発見された恐竜化石の展示などを通じて、
６億年の生物の進化の過程をたどるとともに、恐竜を
はじめとした生物の多様性について理解を深め、学習
することができる。
ぜひご家族で恐竜ワールドへ
お越しいただきたい。
会 期：７月２２日（水）
～８月３０日（日）
休館日：毎週月曜日
ただし８／１０
（月・祝）は
開館、８／１１
（火）は休館
《問い合わせ先》
山口県立山口博物館
検索
TEL：083-922-0294 生物の進化と恐竜ワールド
※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
立山口博物館のＨＰにてご確認ください。

福岡

Fukuoka

医療従事者を応援するための
寄附を募ります
新型コロナウイルスのまん延により、医療従事者の
皆様は、自らの感染リスクを顧みず、感染された方々
の治療や看護等に奮闘されている。
福岡県では、こうした皆様に対し、感謝と応援の気
持ちを表すため、５月１１日に「福岡県新型コロナウ
イルス医療従事者応援金」の寄附口座を開設した。
県外在住の皆様には、
「ふるさと納税」にも医療従
事者等を支援するメニューを用意している。
一人一人のあたたかい応援が福岡県の医療を支える
方々の大きな励みと力になる。ぜひご協力をお願いし
たい。
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■寄附口座
（１）福岡銀行
金融機関コード ０１７７
支店名
県庁内支店（２１３）
口座番号
普通預金（１２１３３９０）
口座名
福岡県新型コロナウイルス医療従事者応援金
（ﾌｸｵｶｹﾝｼﾝｶﾞﾀｺﾛﾅｳｲﾙｽｲﾘｮｳｼﾞｭｳｼﾞｼｬｵｳｴﾝｷﾝ）
（２）ゆうちょ銀行
口座記号・番号 ００９４０－１－２３７５９２
口座名
福岡県新型コロナウイルス医療従事者応援金
※ゆうちょ銀行口座については、ゆうちょ銀行・郵
便局の窓口からの振込のみの取扱い。
振込手数料については、寄附口座および金融機関に
より取扱いが異なる。詳しくはこちら。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/
m-cheering.html
■ふるさと納税
個人向け：ふるさと寄附金
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/
furusato-kifukin.html
法人向け：企業版ふるさと納税
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/
kigyouban-furusatonouzeinitsuite.html
《問い合わせ先》
福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部
TEL：092-643-3686

佐賀

Saga

観光・県産品情報発信拠点
「ＳＡＧＡ ＭＡＤＯ」オープン！
今年６月に開業した商業施設「コムボックス佐賀駅
前」の１階に、県民も観光客も気軽に立ち寄り、全国
に誇る優れた佐賀の「本物」の魅力に触れることがで
きる「ＳＡＧＡ ＭＡＤＯ」がオープンした。コンセプ
トは、
“目的地として集い、また来たくなる観光・県
産品の情報発信拠点”
。
諸富家具や名尾手漉和紙など佐賀の伝統工芸品で設
えられた空間で、上質でおしゃれな佐賀らしい県産品の
展示・販売やポップアップショップの出店などを行い、
県産品の認知度向上や販売促進につなげる狙い。そして
県内プロスポーツチームのパブリックビューイングな
ども行い、スポーツの感動体験を共有する場ともなる。
「ＳＡＧＡ ＭＡＤＯ」内の観光案内所では、県内の観
光スポットを熟知したコンシェルジュが、旅行者の
ニーズを汲み取った旅の提案や外国人旅行者へより良
いサービスの提供も行う。
館内は、充電スペース、Ｗｉ–Ｆｉ環境を完備。飲食
も自由なので、寛いで佐賀の魅力を知ることができる。
県と佐賀市が連携して取り
組む情報発信拠点「ＳＡＧＡ
ＭＡＤＯ」
。佐賀を訪れた際は、
ぜひお越しいただきたい。
《問い合わせ先》SAGA MADO
・観光案内に関すること   TEL：0952-37-3654
・県産品・スペースに関すること TEL：080-2743-2856

長崎

Nagasaki

｢がんばらんば長崎 うまかけん！
長崎プロジェクト｣を実施中！
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛など
により、県内物産関係事業者や飲食店の売上は大幅に
減少した。こうした状況を打開し、県産品の消費回
復・拡大やＰＲを図るため、長崎県では、
「がんばら
んば長崎 うまかけん！長崎プロジェクト」を実施し
ている。
本プロジェクトは、県産品の消費回復･拡大を図る
「長崎よかもんキャンペーン」と、県産品を活用して
県内の飲食店を支援する「長崎よかみせキャンペー
ン」の２本立て。
「長崎よかもんキャンペーン」では、
県産品を数多く取り扱うネット通販サイト（ｅ－なが
さき旬鮮市場、長崎漁連ウェブショッピング、長崎県
応援ＷＥＢ物産展〔楽天市場内〕
）において、商品代を
３割引、送料を無料（割引後の商品購入額が２千円以
上の場合）とする。
一方、
「長崎よかみせキャンペーン」は、
「前売り食
事券」の発行により飲食店を応援するウェブサイト運
営事業者と連携し、当該ウェブサイト上で県内飲食店
の食事券を購入した方に、県産品の詰め合わせをプレ
ゼントするという仕組みになっている。
２つ合わせて総額約２億円の規模で実施する本プロ
ジェクトには、
「長崎頑張ろう！長崎を応援しよう！」
という思いが込められている。ぜひこの機会に、県内
外の多くの方に、長崎県産品
を知っていただき、お得にお
楽しみいただきたい。
《問い合わせ先》
長崎県物産ブランド推進課
検索
TEL：095-895-2621 うまかけん長崎

熊本

Kumamoto

「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、
造船、石炭産業」世界文化遺産登録５周年
１９世紀半ばから２０世紀初頭にかけ、日本は国防の
ため、製鉄・製鋼、造船、石炭産業を基盤に、わずか
５
０年余りの短期間で急速な産業化を成し遂げた。
「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石
炭産業」は、ヨーロッパに端を発した産業革命が、西
洋から非西洋に伝播し、初めて非西洋で成功したこと
を示している遺産群として評価され、２０１５年７月に
世界文化遺産に登録されたもので、２０２０年７月に登
録５周年を迎える。
明治日本の産業革命遺産は８県１１市に分布、２３の
資産で構成されており、資産全体で世界遺産の価値を
有している。

産業革命遺産は８つのエリアで構成されており、本
県が含まれる三池エリアの資産は三池炭鉱（宮原坑・
万田坑・専用鉄道敷跡）
・三池港、三角西港である。
三池炭鉱は日本で２番目に近代化された炭鉱で、石炭
産業のインフラを整備し、三池港を築港した。また、
三角西港はオランダ人技師ムルドルの設計と、天草の
石工達の技術が融合した近代港湾施設
であり、初期の三池炭輸出の一端を
担った。
関係自治体では、今年度、５周年を
記念して様々なイベント等を行う予定
である。詳細が決まり次第熊本県ホー
万田坑
ムページに掲載する。
《問い合わせ先》
熊本県文化企画・世界遺産推進課
TEL：096-333-2153
FAX：096-381-9829
https://www.pref.kumamoto.jp
三角西港

大分

Oita

大分県、アジア初の水平型宇宙港に
大分県は、２０２０年４月２日、Ｖｉｒｇｉｎ Ｏｒｂｉｔ
（本
社：アメリカ合衆国カリフォルニア州、社長兼ＣＥＯ：
ＤＡＮ ＨＡＲＴ、以下「ヴァージン・オービット」
）と、
日本における水平型の人工衛星の打上げに関する新た
なパートナーシップの締結を発表した。
このパートナーシップは、大分空港をアジア初の水
平型宇宙港としても活用しようとするものであり、今
後、必要な準備・手続きを進め、最速で２０２２年の人
工衛星打上げを目指すものである。
現在、ヴァージン・オービットは、改修した７４７－
４００航空機を利用し、空中より、小型人工衛星の打上
げを行うサービスの開発を進めている。
宇宙には、例えば、
「防災・減災」や「公衆衛生」
分野への活用など、無限の可能性が存在しており、人
工衛星に対するニーズも大きく伸びていくものと思わ
れる。さらには、大分県には、温泉をはじめ、文化や
歴史、四季折り折りの自然といった観光資源が揃って
いる。現在、観光はこれまでにない苦しい時を過ごし
ているが、事態収束後には、観光誘客に「宇宙」も活
用していく。
大分県は、今後、同社と共同で水平型宇宙港の整備
促進に向けた技術研究を開
始するとともに、同社の協
力も得て、大分県における
宇宙産業の創出を目指す。
《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

地産地消で応援消費！
合言葉は「ジモ・ミヤ・ラブ」
●

●

●

「地元の宮崎を愛する」ことが地産地消に繋がると
いう思いから生まれたキャッチフレーズ「ジモ・ミ
ヤ・ラブ」
。
県では、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経済の維持・活性化を目
的に、
「ジモ・ミヤ・ラブ」を合言葉に県産品の応援
消費に取り組んでいる。
具体的には、飲食事業者のデリバリー事業への参入
支援や「ジモ・ミヤ・ラブお届けプロジェクト」と題
して、県民からインターネット販売を通じて遠方の大
切な人へ宮崎県の逸品を届けるプロジェクトを実施し
ている。
また、
「みやざき物産館ＫＯＮＮＥインターネット
ショップ」において、県産品応援消費キャンペーンを
行っている。５月１４日から８月９日までの期間中、
焼酎や鶏加工品など県産品をお得に購入できるデジタ
ルクーポンを３回に分けて配布。１万円以上購入した人
には、抽選で県産品をプレゼントする企画も実施する。
さらに、特に大きな影響を受けた飲食店などに対し
て、
「新しい生活様式」に対応した営業形態への移行
支援（補助金）をすることや県内飲食店で使えるプレ
ミアム付き食事券を発行する。
県では、地元宮崎の経済再生のために、感染拡大防
止に努めながら、今後も
「ジモ・ミヤ・ラブ」を合
言葉に「地産地消で応援
消費」に取り組んでいく。
《問い合わせ先》
宮崎県総合政策課 TEL：0985-26-7032
同 産業政策課 TEL：0958-26-7052
みやざき物産館KONNEインターネットショップ

鹿児島

Kagoshima

世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」
登録５周年～「産業国家日本の原点」鹿児島～
「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石
炭産業」の世界遺産登録への取り組みは、鹿児島県が
２００５年に開催した「九州近代化産業遺産シンポジウ
ム」から始まった。２０１５年にユネスコ世界遺産委員
会で世界文化遺産に登録され、今年７月で５周年を迎
える。
この遺産は、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、山
口など九州・山口を中心とした８県１１市に分布する
２３の資産で構成され、日本が幕末から明治期にかけて
のわずか５０年余りの短期間で、西洋の新しい技術と日
本の伝統技術を融合させながら、非西洋で最初の産業
国家となっていったプロセスを物語っている。
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鹿児島には２３の資産のうち、このプロセスの初期の
段階に属する「旧集成館」
「寺山炭窯跡」
「関吉の疎水
溝」の３つの構成資産がある。
これらは、幕末の名君と謳われた薩摩藩主・島津斉
彬が「富国強兵」
「殖産興業」による強く豊かな国づ
くりをめざし、他に先駆けて近代化に取り組んだ「集
成館事業」に関連する資産である。
現在、日本は世界でもトップクラスの産業国家と
なった。今の私たちの暮らしは、先人たちが描いた夢
の実現に向けて、多くの人々が知恵と工夫を積み重ね
てきた営みの上に築かれているのである。
県では、今後とも、関係地域とも結束して管理保全
や情報発信などに取り組み、価値あるこの遺産群を、
次の世代に継承し、地域の
発展に生かしていきたい。
《問い合わせ先》
鹿児島県世界文化遺産課
TEL：099-286-2351
旧集成館反射炉跡

沖縄

Okinawa

ＲｅｓｏｒＴｅｃｈで新時代沖縄へ
「リゾテック（ＲｅｓｏｒＴｅｃｈ＝Ｒｅｓｏｒ
ｔ×Ｔｅｃｈｎｏ
ｌ
ｏｇｙ）
」
とは、観光客にとっての「快適な観光」
、観光・リ
ゾート地域を支える全産業の「生産性向上および新た
な付加価値の創出」
、地域住民にとっての「快適な社
会サービス」をテクノロジーによって実現していくこ
とを目指すコンセプトである。
沖縄県はリゾテックを施策基盤に、情報産業振興と
ＩＴ導入支援等に取り組んでおり、そのビジネスマッ
チングの場として、２０２０年２月５日～６日には、沖
縄コンベンションセンターにおいて「ＲｅｓｏｒＴｅｃｈ
Ｏｋｉｎａｗａおきなわ国際ＩＴ見本市」を開催し、県内
７７社、県外３４社、海外２４社の計１３５社の出展と、延べ
８，
１６２人（主催者発表）の参加者により、活発な展示・
商談が行われた。
今年度は、世界最大級の旅の祭典「ツーリズムＥＸＰＯ
ジャパン２０２０ リゾート展 ｉｎ 沖縄」との同時開催と
して、下記のとおり予定している。
会  期：２０２０年１０月２９日（木）～１１月１日（日）
場  所：沖縄コンベンションセンター（宜野湾市）
新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」
対応Ｔｅｃｈなど、九州の各企業発展に資する開催と
すべく準備を進めているとこ
ろである。
皆様のご参加、ご来場を心
よりお待ちしている。
《問い合わせ先》
ResorTech Okinawa おきなわ国際IT見本市実行委員会事務局
Mail：resortech@isc-okinawa.org
https://www.resortech.okinawa/

表紙説明

あいサポートスポーツフェスティバル

（山口県）

山口県では、障害のある方へちょっとした手助けや配慮を実践し、
誰もが暮らしやすい地域社会（共生社会）を皆さんと一緒につくってい
く「あいサポート運動」を推進しています。
この「あいサポート運動」の理念に基づき、毎年「あいサポートスポーツフェスティバル」を開
催しています。フェスティバルでは、障害のある人もない人も共に障害者スポーツを体験し交流す
ることで、県民の障害に対する理解を深め、共生社会の実現につなげていくことを目指しています。
皆さんも一緒に、パラアスリートの迫力や障害者スポーツの楽しさを感じてみませんか。
※今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響から、開催の可否などを現在検討中です。
最新情報については、山口県健康福祉部障害者支援課にご確認ください。
《問い合わせ先》
山口県健康福祉部障害者支援課 TEL：083-933-2763

スケジュール（７月）
日（曜）

会合名等

７日（火）

第２回九州将来ビジョン検討ＷＧ（福岡市・九経連）

９日（木）

第９回九州・沖縄地方産業競争力協議会（福岡市・ホテル日航福岡）

１
５日（水）

九州航空宇宙開発推進協議会２０２０年度定時総会（福岡市・九経連）※オンライン併催

２０日（月）

第１回九州将来ビジョン検討委員会（福岡市・九経連）

２７日（月）

九経連、木造ビル構造標準モデル発表会（福岡市・ＴＫＰガーデンシティ博多新幹線口）※オンライン併催

２８日（火）

第３回九州将来ビジョン検討ＷＧ（福岡市・九経連）

２９日（水）

「ＫＹＵＳＨＵ  ＮＥＸＴ」第１回ＷＧ（福岡市・九経連）

３１日（金）

九州・大学発ベンチャー振興実践会議（福岡市・アクロス福岡）

新入会員企業（５月）
ＦｕｋｕｏｋａＴｉｍｂｅｒＢｕ
ｉ
ｌ
ｄ
ｉ
ｎｇＬａｂ
代表

倉掛

健寛

福岡市中央区大名2丁目10-4

職員数：6名

事業内容：建築設計の研究団体（中規模木造）

お知らせ：本誌裏表紙に広告を募集します。詳しくは、本会総務広報部（TEL：092-761-4261）
までお問い合わせください。
◆九経連ホームページ

◆九経連メールアドレス

http://www.kyukeiren.or.jp

info@kyukeiren.or.jp
月報・ホームページをご覧になったご感想やご意見をお寄せください。
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「KIMONO プロジェクト」通信 Vol.5
「KIMONOプロジェクト」は、世界213カ国（国・地域）各国の文化・歴史・自然をテーマに描いたKIMONO（振袖・帯）を、
日本を代表する着物作家の方々と共に制作し、和文化を通じて世界をおもてなしするプロジェクトです。
今回はプロジェクトに参加した制作者の声をお届けします。

KIMONO制作者インタビュー： 新海佳織さん（福岡県宗像市）
〈博多織の献上柄〉

今回お話を聞いたのは、博多織作家として活躍している新海佳織さん。
博多織の歴史は古く鎌倉時代に始まり、江戸時代に黒田藩から江戸幕府への献上品として博多
どっこは な ざらも ん よう

織が選ばれたことがきっかけで、献上された独鈷華皿文様の献上博多織が一躍ブランドになりまし
た。現代では、1971年に小川善三郎氏、2003年に息子の小川規三郎氏※が、重要無形文化財「献上
博多織」技術保持者（人間国宝）
となり、2006年には、未来へ博多織を伝えるために「博多織デベロッ
プメントカレッジ」
を創設し、卒業生を生み出しています。
新海さんは、
博多織デベロップメントカレッジ4期生で、
独立されて10年。
特にデザインセンスと技術
の高さから、KIMONO プロジェクトでは8 本の帯を織っていただきました。
※KIMONOプロジェクトでは「カナダ」の帯を織っていただきました

親子縞

独鈷

孝行縞

華皿

出典：博多織工業組合HP

Q1：KIMONO プロジェクトはご自身の創作に変化をもたらしましたか？
帯のデザインを描く際に、
アイデアを拾うための思考範囲が広くなりました。
私は普段、
しゃれ帯といわれるカジュアルシーンに着用する帯を制作していますが、KIMONOプロ
ジェクトでは振袖用の帯を制作することになるため、
より華やかに表現するように心掛けていました。
博多織は、振袖用に使われる西陣織とは技法が異なることや、手織りで尚且つ私が使用している
機仕掛けでは表現できる範囲に制限があるため、単純に西陣織に似せて織ることはできず、
どのよう
に表現をすれば華やかになるのかを随分と悩みながら制作をしていました。
固定概念にとらわれず新しいことを見つけていくという考え方は、今後の制作にも生かしていきた
いと思っています。

Q2：KIMONOプロジェクトの制作を通じて、
博多織の業界に何か変化はありましたか？
プロジェクトに参加した他の作家や織屋さんと顔を合わせた時は、KIMONOプロジェクトのことが
よく話題に上がり、作品づくりに苦労している点や試行錯誤していることなどを話しました。博多織が
振袖用の、
しかも世界の国々をイメージした帯を作るというのは、大きな挑戦だったと思います。新し
い事に挑戦するということは、やはり業界の活気に繋がることだと思っています。

【ブルガリア共和国の帯】
単にバラの花の形を織り込むのではなく、香水の瓶に
びっしりとバラ模様を詰めることでバラの香水を表現。
また国旗の三色で縁どられアクセントになっています。

Q3：モチーフを決めることに苦労されていましたが、
それぞれのモチーフから学んだことなどありましたか？
題材となるものは国旗や国花、
その国の伝統文様などからヒントを得ることが多かったのですが、
今ま
で何気なく見ていた国旗には、
どの国にも歴史や願いなど、
多くの意味が込められていることを知りました。
また伝統文様にも、国の中での民族や宗教の違いなどの意味が込められていることもあり、調べて

いてとても興味深く思いましたが、一方で帯のモチーフとして使用していいものなのかを調べるのに、
とても苦労しました。

Q４：読者の皆さんにメッセージがありましたら、お願いします。
多くの企業の方々に支援をしていただいたことで、普段の制作ではできない多くの挑戦ができたことに感謝しています。
帯の制作が中心となる私としては、パーティーなどで積極的に着物を着て欲しいと思っています。
特に外国人と一緒になるパーティーでは、
着物を着ること自体が自己アピールのひとつになると思います。
その際、
どのような帯を締めるかはとても大切です。
安
価なものは、
締めにくくすぐに緩みますので着崩れをしてしまいます。
武士が重い刀をさしても緩まなかったといわれる博多織を締め、
それを話題にしながら博多織
や日本の文化を積極的にアピールしていただけると嬉しいです。

全KIMONO制作を指揮したファウンダー髙倉慶応からのコメント

新海さんが機を織っている様子は
こちらからご覧いただけます。

新海さんのインタビューにもありましたが、
博多織で振袖の帯を織ることは、
私にとっても大きな挑戦であり念願でもありました。
なんと言って
も人間国宝の小川規三郎先生が快諾され口火を切って制作されたことで、
後進の皆さんが一気に作品作りに精を出してくださり感謝しています。
博多織工業組合の寺嶋貞夫代表理事をはじめ多くの作者の皆さんに感謝しつつ、
これからの未来を確実なものにするために今後とも励みます。
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