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共助の輪を繋ぎ、九州から日本を動かそう！「九経連・スマイルプロジェクト」
コロナ禍における会員の皆さまの様々な地域支援や課題解決への積極的な取り組みに対し、心より
敬意を表します。九経連では、皆さまのそのような活動の共助の輪を繋ぐプラットフォームを構築し、
リスクに対する強靭性を高め、新たな需要創出を目的に「九経連・スマイルプロジェクト」を立ち上げ
ました。
具体的には、以下の３つのアクションを中心に展開し、本会ホームページ内の特設サイトで共有して
まいります。with コロナ時代の分散型社会における魅力をつくり「選ばれる九州」をともに実現してい
きましょう！
３つのアクション
♡アクション 01

がんばる事業者 / 生産者を応援します！

販売促進

♡アクション 02

地域を応援する取り組みの輪を繋ごう！

地域支援

♡アクション 03

ニューノーマルの先進地を目指そう！

ソリューション

［お問い合わせ］九経連・スマイルプロジェクト事務局 TEL：092-791-4268

「それ、武雄が始めます。
」
新型コロナのピンチをチャンスに変える

武雄市長

小松

政

感染予防と経済活動の両立を
新型コロナウイルスの脅威に対し、全ての
自治体の首長が住民の生活不安に立ち向かい、
奮闘されています。武雄市においても、感染
拡大の防止と経済活動のバランスとの両立を
常に考えて対策を講じてきました。具体的には
①感染予防の徹底②市民生活の支援③経済対
策④次への備えの４本柱で取り組んでいます。
必要なタイミングで、必要な支援を
緊急事態においては、スピードは最大の付
加価値です。例えば、国の持続化給付金の給
付までの緊急つなぎ給付金を市独自で創設し
ました。そこでは、国の給付金の仕組みを援
用することで、制度設計に要する時間の短縮
や、申請から給付までを最短２日とするなど、
リードタイムをできるだけ短くしました。他
にも、テイクアウト半額補助や武雄温泉宿泊
半額キャンペーンなど、市民が参加して応援
消費をし、そこで生まれた市民と事業者のつ
ながりが今後のまちづくりにも活きてくるよ
うな仕組みづくりを心がけています。
オンライン授業が教育を変える
2014年より全小中学生に１人１台タブレッ
トを配布し、ICT教育に力を入れてきました
が、今回の臨時休校を受け、４月からオンラ
イン授業に着手しました。大事なのは、子ど
もたちの学びを止めないことです。今後、第

２波により休校となった場合でも、自宅に
ネット環境がない家庭にはwifiルーターを貸与
することで、全ての子どもが自宅でも学校と
同じように学べる環境を整えました。加えて、
不登校児の自宅学習や生徒同士による協働学
習など、平時においてもオンラインをどんど
ん活用し、その先の教育の姿を目指してまい
ります。
新幹線開業で「西九州のハブ都市」に
令和４年に九州新幹線西九州ルート（武雄温
泉―長崎間）が暫定開業する予定です。もとも
と本市は、江戸時代の長崎街道開通や、明治
28年の鉄道開業、昭和62年の高速道路開通と
いった交通変革のたびに発展してきました。
今回の新幹線開業を大きなチャンスと捉え、
交通の要衝としての利便性をさらに伸ばし、
「西九州のハブ都市」を目指したまちづくりを
進めています。また、新型コロナの影響で、
今後は密から疎を求め、都会から地方への人
の流れが出てくるはずです。この機を逃さず、
地の利（交通至便、温泉、武雄市図書館など）
を活かした多拠点居住なども進めていく予定
です。さらに、嬉野市や有田町など近隣自治
体との連携を深め、開業効果を広域に波及さ
せ、西九州エリア全体の交流人口の増加を目
指してまいります。
市民に寄り添い、常に新しいことに挑戦する
２年前にシティプロモーションの一環とし
て、市民ワークショップにより「それ、武雄
が始めます。」というキャッチコピーが生まれ
ました。
新型コロナの抑え込みにはまだまだ時間が
かかりそうですが、これまで以上に市民に寄
り添い、常に新しいことに挑戦します。市民
の暮らしを引き続きしっかりと支えながら、
新型コロナのピンチをチャンスと捉え、市民
一人一人が幸せを実感できるまちを目指し、
ポジティブな気持ちで歩んでまいります。
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九経連活動報告

「九州経済のＶ字回復に向けた取り組み」について
意見交換
と

き

ところ
出席者

６月１２日（金）
福岡市・九経連会議室
８名（会長、福岡県内副会長、専務理事、常務理事）

第６０回定時総会・意見交換

今年度の定時総会は、新型コロナウイルス
感染症の影響を踏まえ、規模を縮小して開催
し、議案審議に加え、九州経済のＶ字回復に
向けた取り組みについて意見交換を行った。
会議ではまず麻生泰会長が挨拶し、
「新型コ
ロナウイルス感染症が経験したことのないス
ケールのダメージを経済に与えているが、我々
がリーダーシップをとって回復を図っていく
必要がある。経済は人が動かないと戻らない。
先日の九州地域戦略会議でも、官民一体で九
州内の移動・観光を促進していくことを確認
した。また、今回のコロナ禍で、大都市より
も地方の方が感染リスクが低いというローカ
ルアドバンテージが明らかになった。大都市
とのコミュニケーションにITも活用できる。
今後タイミング良くスピード感をもって、安
心・安全な九州を発信し、地方分散の流れを
つくっていきたい」と述べた。
続いて、麻生会長を議長に、①2019年度 収
支決算（案）②理事、監事 選任（案）について
審議が行われ、いずれも事前の議決権行使を
含む賛成多数により原案どおり承認された。
その後、
（1）2019年度 事業報告、2020年度 事
業計画・収支予算（2）アフターコロナを見据え
た2020年度事業の再構築（新規・強化）の２つ
の報告があった。
意見交換では、①全般・事業方針②需要喚
起③資金繰りについて、それぞれ意見を頂戴
したが（右記参照）、上記報告（2）とともに今

〔懇談要旨〕
①全般・事業方針（再成長への考え方、取り組みの優先
順位）

・足 元の経済対策を厚く、早く。元々の事業計画
の実施が遅れる分、経済再スタートに注力を。
・と にかく人が動いていない。動くとお金を使う
ので、まずは九州域内で需要喚起の取り組みを。
・今 は需要喚起が大事であり、デジタル化・分散
などは中期的な視野での取り組みが必要。
・テ レワーク等の企業方針や、まだ心配という消
費者マインドの影響が大きい。
・国 全体に波及するような取り組みを、九州が
フットワーク良く仕掛けていきたい。
②需要喚起（観光・農業の実行策）
・夏の旅行需要をとらえるため、Go Toキャンペー
ンの迅速な実行を国へ要望する。
・宿 泊事業者は当座の現金確保に困っているが、
九州全体というよりも、温泉地など地域を特定
して資金を募る方がうまくいく。
・黒 毛和牛など畜産品の高級部位のロスが発生。
九州の畜産業をスピーディかつ効果的に支援す
る取り組みとして、クラウドファンディングと
いった今までとは違う販売方法を検討する。
③資金繰り（国要望）
・企 業の資金繰りは、今は国の緊急支援でもって
いる状況。今後特に小規模な企業に対する資金
投入は、資本性の観点でハードルが上がる。
・早 く企業の手元に資金が届くようワンストップ
で手続きを代行する仕組みがあると良い。

後の各委員会活動へ反映させることとしている。
【総務広報部

２

九経連月報 ２０２０/８

森内】

日誌
６月
１２日（金）

［福岡市・九経連会議室］

第６０回定時総会・意見交換
出席者：８名

１９日（金）

※本誌２ページに詳細を掲載
［福岡市・九経連会議室］

ＫＩＭＯＮＯプロジェクトを応援する会幹事会
出席者：13名

世界213カ国をイメージした着物と帯を制作し、和
の文化を通して世界をおもてなしすることを目指す
KIMONOプロジェクト。経済団体を中心につくる同
プロジェクトを応援する会の幹事会を開催した。
プロジェクトのファウンダーである髙倉慶応氏が
これまでの応援する会活動に対する謝辞を述べた後、
運営する（一社）イマジンワンワールド事務局から活
動報告と課題について報告を受けた。コロナ禍にお
いて先が見通せない状況ではあるが、今後も応援す
る会として、同プロジェクトの成功に向けて協力し
ていく旨合意した。

２３日（火）

［福岡市・九経連会議室］

第１回 九州将来ビジョン検討ＷＧ
出席者：17名

2030年に実現したい姿を検討する「九州将来ビ
ジョン」の策定に向けて、関係者全員出席のもと、
第１回のWGを開催した。
冒頭、ＷＧ座長の筑紫女学園大学・谷口博文教授
とＷＧリーダーの本会長尾成美専務理事よりビジョ
ン策定に向けた思いが紹介され、続いて学識経験者
の方々と本会事務局各部から選出されたＷＧメン
バーが自己紹介を行った。
次に、ビジョンの検討に先立ち、九経連の位置づ
けや役割、九州が置かれた環境についての議論を
行った。今後、これらについてメンバー間で認識共有
したうえで、九州のありたい姿の検討を進めていく。

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１
６０回理事会

（理事29名、監事２名）

①副会長選任（案）②代表理事（第二会長職務代行）選任
（案）について提案し、それぞれ可決された。

農林水産委員会第１回企画部会

（委員34名）

農林水産委員会第１回林業部会

（委員45名）

第１回大分地域委員会

（委員56名）

九州国際医療機構２０２０年度幹事会

（幹事16名）

①企画部会委員の交代②新型コロナの影響を踏まえた
追加要望③九州の「食」の輸出推進への取り組み概要④
（経団連・九経連共催）農業活性化に向けた企業タイアッ
プセミナー（仮）
（案）⑤2020年度「九州食堂」事業の概
要（案）について意見照会を行い、現行の計画内容で進め
ていくことを確認した。

①新型コロナウイルスに伴う関係機関への要望事項②
木材生産現場視察会③九州の森林・林業・木材産業交流
会のテーマについて審議を行い、新型コロナウイルスに
より生じた課題に対する取り組みを要望していくこと、
ならびに今後の事業についても新型コロナウイルス拡大
防止に留意しながら進めていくことを確認した。
①2019年度事業報告②2020年度事業計画案③役員改選
について書面表決を行った。今年度は、
「大分の中長期課
題」の解決を図りながら、地方創生への取り組みを推進
していく。

①2019年度活動報告②2019年度収支報告書③2020年度
事業計画④2020年度収支計画書⑤KIMO医療コーディネー
ター企業基準について、同意の可否および意見照会を
行った。全幹事から同意の意向を確認したため、2020年度
について本機構の事業計画に沿った施策を推進していく。


経済団体, 事務局計15名）
九州・沖縄文化力推進会議（県,

①2019年度事業報告および決算報告②2020年度事業計画
および予算等について審議した。②については、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により当初案を見直す必要がある
ため、今後意見照会を実施する予定。

〈韓日経済協会がマスク寄贈〜贈呈式をＷＥＢ形式で開催〜〉
社団法人韓日経済協会から九州・山口９県に対する合計25,000枚のマスク
寄贈を受けて、福岡市の九経連と韓国・ソウル市とを結んで、WEB形式で
の贈呈式を６月24日（水）に開催した。
この経緯は、新型コロナウイルス感染症の影響で日本が深刻な衛生関係
物資の不足状況に置かれているなか、
「韓国人が多く住む隣国および友好都
市に対する配慮が必要である」との在日韓国人社会や企業等からの多数の
意見を受け、韓日経済協会が窓口となって資金を募りマスクを購入。環黄
海経済・技術交流会議等を通じて縁の深い九経連に寄贈先について相談が
あり、九経連から各県の新型コロナウイルス感染症対策部署等に受け入れを打診、快諾を得たもの。
各県に代わり九経連役員等が参列した贈呈式では、モニターを通じて韓日経済協会の金鈗（キム ユン）
会長から、コロナ禍にあっても民間交流を継続することの大切さ、寄贈物資の有効活用を願う挨拶がなさ
れた。これに対して麻生泰会長が、志への深いお礼とともに、今後もさまざまな分野で連携・協力に資す
る諸活動を展開していきたい旨の挨拶を行った。
【国際部 西】
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寄稿
ＣＯＶＩＤ-１９ オフィスワーカーの一斉テレワーク
の経験とこれからの働き方
日本電気株式会社

カルチャー変革本部

シニアエキスパート

宗 由利子

コロナ禍で、オフィスワーカーのテレワークへの一斉突入は、出勤せずとも一定の生産性を
維持して業務ができたり、通勤のための時間や体力の負担軽減を実感したりするなど、働く個
人がICT活用による生産性の追求や自身のQoL（Quality of Life）向上に高い意識を持つ機会に
もなった。これらを経験した社会では、今、働き方が大きく変わろうとしている。
日本電気株式会社（NEC）ではグループ６万人がテレワークを実践しており、本稿では、
NECが今後のオフィスワーカーの働き方を展望するとともに、求められるマインドセットや
デジタル技術の活用について提言する。

■長期テレワークを経験して

常業務を十分実施できることを実感し、さら

2020年４月、企業が迎える新年度は新型コ

に、利用環境に慣れるに従いそれを効率よく

ロナウイルス感染症（COVID-19）の流行に伴

こなせるようになっていくことを実感した人

う緊急事態宣言で幕を開けた。STAY HOME

も多いだろう。

キャンペーンとともに不要不急の外出自粛が
要請され、学校の休校、飲食店等の営業自粛、
人が集まるイベントの自粛など、大きく社会

1.7％
5.9％

環境が変化した。企業も従業員の感染防止と

45.8％

業務の継続の両立が求められ、いわゆるオ
フィスワーカーが一斉にテレワークに突入した。

39.0％
7.6％

これまで、テレワークをしたことがある人
も、これだけ長期にわたり在宅勤務をしたこ
とがある人は少なかっただろう。強制的に長
期の在宅勤務という働き方を経験してみて、

ることにより、通勤の煩わしさや、時間のム

気づいたことは多かったに違いない。

ダを実感した人も多いだろう。図２の通り、

第１に、テレワークでも一定程度の生産性

テレワークのメリットとして通勤ストレスの

を維持しながら業務ができることに気づいた

減少や時間の有効活用を上げる人が多かった。

人が多いだろう。図１の通り、53.4％の経営

特に、COVID-19の感染リスクがあるからこ

者が緊急事態宣言に伴うテレワークでの生産

そ、出勤しなくてよいことは大いなるメリッ

性は、出社して働く場合と比較して下がって

トとして感じたに違いない。

いないとみている。今回の在宅勤務では、子
育て世代にとっては学校の休校に伴い、勤務
時間中も育児との両立を余儀なくされ、本来
テレワークで発揮できる生産性を発揮できな
かった人が多かったにもかかわらず、である。
ICTを活用して自宅から会社のネットワーク
に接続することで、資料作成や会議などの通
４

第２に、在宅勤務で会社への通勤がなくな
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第３に、自宅で家族など大切な人と過ごす

必要とする業務や押印が必要な承認システム、

時間が増えたことで、プライベート時間の有

そしてテレワークでも十分に成果を上げるた

効活用の大切さを実感し、それにより自身の

めの一人ひとりのマインドセットである。こ

QoL（Quality of Life）向上について、意識を

れらについて準備ができていた企業は比較的

高める機会にもなっただろう。

スムーズにテレワークに移行でき、準備が

このようなことを背景に、図３の通り、緊

整っていなかった企業では、緊急事態宣言発令

急事態宣言期間中に在宅勤務を実践した人の

当初に急な対策を余儀なくされたことだろう。

６割近くが、今後も在宅勤務やテレワークを

NECで は、 働 き 方 改 革 の 一 環 と し て テ レ

推進することを肯定し、テレワーク主体の働

ワークの活用を進めてきた。テレワークを

き方を選択しようとしている経営者も半数を

「個人やチームでパフォーマンスを最大化させ

超えている。今後は出社する働き方と在宅勤

るための働き方の選択肢の一つ」として位置

務のハイブリッド型を目指す企業が増えると

づけ、2017年度から政府が主催するテレワー

想定される。

ク・デイズなどのイベントも活用しながら、
テレワークトライアルを繰り返してきた。日
ごろからテレワークの実践を繰り返してきた
ことで、今回の緊急事態宣言期間にもNEC社
員の８割以上がスムーズにテレワークに移行
し、業務を継続した。ここで、当社が取り組
んできたテレワークの実践について、少しご
紹介させていただきたい。
当社ではテレワークの推進にあたり、①イ
ンフラの整備 ②テレワークを阻害する要因の
排除 ③社員の意識改革、の３点に注力して取
り組んできた。
まず１つ目に、制度やICTツール、オフィ
スなどの生産的な業務環境、つまりインフラ
の整備を実施してきた。その中で、2018年度
からテレワーク制度の対象を全社員、回数制
限なしとし、社員がその日の仕事に応じて自
律的にテレワークを選択できるようにしてい
る。また、ICTツールは、シンクライアント
PCとスマートフォンを全社員に貸与するとと

■テレワークの課題と社内推進

もに、社内ネットワークにアクセスするため

し か し な が ら、 今 回、 企 業 が 一 斉 に テ レ

のリモートアクセスサービスも国内に勤務の

ワークに突入する中で、課題も多くみられた。

オフィスワーカー６万人以上が同時に接続可

各企業の中でのテレワーク制度の整備状況、

能な環境を整備してきた。さらに、社員同士

ICT端末の配備や安全・安心な環境で会社の

はもちろん、お客様や各ステークホルダーと

ネットワークに接続できるしくみ、紙資料を

もすべてオンラインでの協働が可能となるよ

２０２０/８
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う、WEB会議やチャットによるコミュニケー

ツールの活用や使い分けなども日常業務の中

ション、資料共有等のコラボレーション基盤

で気づきを提起し、実践を繰り返す活動を実

の強化を進めてきた。オフィスについても社

施してきた。その一環として、ＮＥＣでは、

内のコワーキングスペースを整備し、会社に

政府の主導するテレワーク・デイズ等のイベ

いながらもその時の仕事内容に応じて自席で

ントへ参加し、全社レベルでのテレワークの

ない場所も含めて自律的に選択することがで

実践と、その機会を利用したインフラ整備状

き、常にパフォーマンスを最大化させるには

況の検証・改善、テレワークを阻害する要因

どうしたらよいかを個人が考える機会を提供

の洗い出し・排除を進めてきた。図４の通り、

するようにしている。

ＮＥＣグループ全体で４万人強の社員が、１

２つ目にテレワークを阻害する要因の徹底

週間連続で出社せずに仕事をしてみる挑戦や、

排除である。押印や電話の取り次ぎのために

全社員一斉に終日テレワークをしてみる挑戦

誰かが出社せざるを得ない状況をできる限り

を繰り返し、テレワークを使いこなす力を高

なくすということである。これらは、緊急事

めてきた。このような全社的なトライアルを

態宣言期間中、特に課題として浮き彫りに

繰り返してきたことが、今回の緊急事態宣言

なった日本企業の慣習である。ＮＥＣでは、

期間中のテレワーク実施率につながってい

必要な承認行為をできる限りICTシステム上

る。

で行えるよう、改革を進めてきた。しかし社
内の承認プロセスは電子化できても、お客様

図４

との契約の際には紙資料に押印が必要であり、
そのために営業部門の担当者が出社するケー
スもまだ多くみられた。電話の取り次ぎにつ
いては、当社では、スマートフォンを全社員
に貸与し、社員同士の通話は貸与されたス
マートフォンを利用し、話したい相手とダイ
レクトにつながることで、電話の取り次ぎを
できる限り減らすようにしている。また自分
の名刺に貸与されたスマートフォンの番号を

それでも、当社もお客様との契約上、テレ

記載する社員が大幅に増え、お客様との連絡

ワークが難しい業務や、製造ラインを持つグ

もダイレクトなコミュニケーションの方向に

ループ会社などテレワークに不向きな業務も

向かっている。

存在する。すべての業務・職種で一律にテレ

そして３つ目に社員の意識改革である。制

ワークを利用できるわけではなく、そのよう

度やツールといった物理的なテレワーク環境

なケースは社員の安全確保を第一優先に、３

を整備しても、テレワークを阻害する要因を

密を回避した勤務形態をとっている。

排除しても、その大前提として、社員一人ひ
とりがパフォーマンスを高めるために自律的

６

■今後の働き方改革への方向性

に行動するマインドセットが必要である。テ

ここまで、当社がこれまで進めてきたテレ

レワークという離れた環境からでもスピード

ワーク施策を説明したが、ここからは、これか

と成果を重視した仕事をするための各種ICT

ら目指すべき働き方について目を向けていく。
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社会は、今後も当面はCOVID-19の危機と

らかじめ目指すべき成果にコミットし、成果

共存していく必要があると言われており、そ

を引き出すためのマネジメント、フィード

の中で、前述の通り、オフィスへの出社と在

バ ッ ク、 サ ポ ー ト を し て い く こ と に な る。

宅勤務のハイブリッド型を模索する企業が増

チームでプロセスや成果の進捗を可視化しオ

えていくと見込まれている。

ンラインで共有され、タイムリーに介入がで

ま ず 第 １ に、 引 き 続 き 企 業 は 社 員 の

きるようなしくみが求められる。

COVID-19感染予防への配慮に加え、特に在

第５に、今回のCOVID-19の危機をきっか

宅勤務が増加する中で、離れた場所で働く社

けに、一人ひとりがQoLに対する意識を高め、

員の心身の健康管理に今以上に配慮が必要に

その中で仕事を通じた成長やキャリアについ

なる。社員の労働時間を把握して働き過ぎを

ての意識が高まったと言われている。企業は、

防止し、オンオフの切り替えが難しい在宅勤

個人のキャリア開発をサポートするしくみや

務の中で、社員の心身の健康をマネジメント

組織として多様性を高めていくことが求めら

していくことが必要だ。ICTを活用しチャッ

れている。

トの会話状況や、センサーによるバイタル

最後に、これまで述べてきたCOVID-19の

データなどから心身の健康状態を可視化する

感染防止に向けた危機管理や、それに伴う今

ツール等の活用が期待されているが、今後は

後の働き方を広く見渡す中で、ＮＥＣはICT

個人情報保護の観点から、これらのデータの

に求められる方向性を以下の４つと定義して

共有範囲なども引き続き議論されるべき課題

いる。

として残っている。
第２に、出社することが前提でない世の中
になるので、オフィスのあり方が大きく変わ
る。社員があえて出社し集まることの意義を
より追求することが求められる。オフィスの利
用状況や利用形態をデータで把握・可視化し、

◦Telework

～オンラインとオフラインの融合

◦Transformation
◦Transparency
◦Touchless

～リモート前提の業務改革
～リソースの可視化と把握

～非接触による感染防止

変化するニーズに柔軟に応えられるようなオ
フィスであることも期待される。
第３に、社員が物理的に集まらずに働くよ
うになる中で、チーム力やメンバー間の信頼
を高めるためのコミュニケーションや、偶然
の出会いによる気づきや創発の機会づくりが
求められるようになる。組織内だけでなく、
お客様やステークホルダーをまじえたコミュ
ニケーションの場や仕掛けをオンライン・オ
フラインで整備していく必要がある。

これらを実現するデジタルワークプレイス

第４に、離れた場所で自律的に働く仕事の

を社会に提供して、COVID-19の感染拡大防

しかたが拡大すると、働いた時間ではなく成

止と新しい時代の働き方を支援し貢献してい

果での評価に移行していく。上司と部下があ

く所存である。

２０２０/８
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寄稿
新型コロナウイルス感染症を経験して
社会医療法人大成会
病院長

福岡記念病院

上野 高史

新型コロナウイルス感染症は、瞬く間に世界中に拡大し、わが国では、感染者増加で医療現
場が危機に直面し、医療従事者へ大きな負担を与える事態となった。国民の自粛などの効果も
あり、５月25日には「緊急事態宣言」が全国で解除となったが、引き続き第２波への警戒・
備えが重要となる。
福岡記念病院の上野高史院長より同病院の取り組みや今後の対応策について寄稿いただいた。
■当院でクラスター発生

スが流れると、クレームのような問い合わせ

４月２日に当院の職員が新型コロナウイル

が殺到し、ついには電話回線がパンクし、本

ス感染となった時にはこれから何かが起こる

当に必要な入院中のご家族からの問い合わせ

という胸騒ぎを抑えることはできませんでし

に対応できなくなってしまいました。

た。新型コロナウイルス感染症はPCR検査で

４月３日に対策本部を設立、４日までにほ

診断が確定されますが、１例目の職員への濃

ぼゾーニングを終了し、５日からは病院全職

厚接触者をPCRで調べた結果、翌３日に１名、

種の代表者ならびにオブザーバーを集めての

そして４日に職員９名・入院患者さん１名と

対策本部からの連絡会を行うこととしました。

あっという間に感染者が増えていきました。

職員には、未知の感染症であるために対策自

いわゆるクラスターが発生した施設になって

体が日々変わっていくことがあるかもしれな

しまいました。

いので、ある程度はトップダウンで指示をす
るけれども朝令暮改になることを許してほし

■見えない敵との闘い（初期対応）
４月３日に外来業務の停止、手術停止、新

いことを伝え、病院中に情報が伝わるように
連絡会は必ず朝・夕２回行いました。

入院患者の受入停止、救急車の受入停止を自
ら行い、病院機能を停止させました。当院は

８

■極度の緊張続く医療従事者

救急専門施設で、感染症の専門施設ではあり

さらに新規抗ウイルス薬のアビガンは最初

ませんが、感染症専門医がおり、その意見を

の発症者発見から１週間以内に使用可能にな

もとにゾーニングと言われる区分けを行うこ

りました。しかし、患者の対応には自ら手を

とにしました。患者さんは準集中治療管理室

挙げて主治医になった医師たちにも疲労が見

であるHCUで管理することとしました。

え始め、患者と常に接触するため、また家族

この当時は我々も、多くのマスコミで紹介

へ感染させないため自宅には帰らずにホテル

される宇宙服のような防護服に身を包んで飛

に寝泊りする者も出てきました。この頃にな

沫対策をとっていました。しかし、この完全

ると残念なことに風評被害が出てきました。

防護服は通気性が悪く、長時間労働には向い

当院の職員の家族の勤務先からは当分出社し

ておらず、多くの看護系職員の体力を奪って

ないで欲しい、保育所やパート先の職場でも

いきました。新聞やテレビ局で当院のニュー

同じことが起こってきました。PCR検査での
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陰性が証明されないと保育所に子供を預けら

いい、もう１段階慎重な対応をしていればと

れない、出社できないなども起こってきまし

悔やまれます。もともと感染症専門でない上

た。テレビのニュースでは医療機関に対する

に、能力以上の患者さんを受け入れたことが

感謝の気持ちを拍手で表す様子が流されてい

平常に戻るまでに通常より倍の時間を要した

ても、現実を必ずしも反映していない気がし

原因であろうと考えています。

て、職員には本当に申し訳ない気持ちが募り
ました。
■最前線の医療現場の課題（感染再発）
厚生労働省のクラスター班の先生が来院さ
れ、当院の防護服体制は過剰であること、感
染区域を防火扉のようなもので遮蔽する必要
はないことなど、我々が考えていたよりも実
践的な対応を教えていただきました。
ところが、これが逆に我々に緩みをもたら
すことになりました。その直後に、老人福祉

■コロナと共に生きる
新型コロナウイルス感染症はおそらく収束

施設で発症した患者さんを受け入れました。

することなく今後も当分は続くことになると

一つは当院の初期対応がうまくいき、ほぼ２

考え、我々独自でPCR検査が行えるようにし、

週間新規の発症が認められなかったこと、福

エアパーティションという移動可能なウイル

岡市内の他の病院もほぼ受け入れができない

ス感染対策装置を導入し、これから寒くなる

という連絡から、当院で受け入れることにし

までの期間は次の感染症活動時期までの準備

ました。運ばれてきた患者さんはこれまでの

期間と考えております。この間にワクチンが

患者さんとは異なり、看護だけではなく介護

完成することはないでしょう。しかし、世界

が必須である状態でした。時間ごとに患者さ

と比較して我が国の新型コロナウイルス感染

んに覆いかぶさるようにして体の向きを変え

症の死亡率の低さは特筆すべきもので、その

させ、頻回なおむつ交換。そのような患者さ

理由は科学的に証明されるべきですが、法的

んを10名預からなければならなくなり、ゾー

な強制力がなくても自ら行動範囲を自粛でき

ンは完全に崩れてしまいました。１週間後く

る日本人の気質は誇るべきものと考えます。

らいから職員に再び発熱者が出てきました。

いつの日かこのウイルスを恐れることなく、

老人は咳をしていませんでした。看護師は標

以前と異なる生活様式になるかもしれません

準防御策と呼ばれる対応をしていました。あ

が、穏やかな日常が来ることを祈ってやみま

のとき我々が以前のように過剰と呼ばれても

せん。
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トピックス

「九州の食輸出協議会」活動スタート
～農水産物の新規販路開拓を目指して～
九州の食輸出協議会
九州圏内における中小規模の農水産物・食品関連事業者の、海外販路拡大・輸出実務支援の
一環として設立された、地域商社連携による「九州の食輸出協議会（以下「協議会」という）」
が始動。協議会設立の目的、事業内容について紹介する。
１．協議会設立の目的

相談窓口④生産者等に対して地域商社の紹介

九州は、農林水産物・食品（以下「食品等」）

および地域商社に対して生産者等の紹介⑤対

産業の盛んな地域であるが、国内需要の減少、

象国への輸出拡大を目的とした国内外での展

担い手の高齢化や後継者不足等の構造的な課

示会への出展⑥会員間や生産者との連携によ

題に直面している。食品等産業が地域で生き

る新商品開発・輸送・販売等の共同事業、と

残るためには、海外需要の開拓は不可欠であ

いった事業を計画している。協議会の会員は、

るが、九州の食品等産業は中小規模の生産者

九州に拠点を置く中小・中堅の地域商社、ま

（以下「生産者等」）が多く、自ら海外への販路

たは生産者等であって他者の商品を共に輸出

拡大、輸出実務等を行うことが難しく、輸出

する商社機能を有する中小企業としている。

を断念する者も多い。そこで、地域に拠点を

本協議会の会員企業を通じ、九州の食の輸出

置く商社（以下「地域商社」）が連携し、上記課

拡大を図る。

題を解決し、生産者等と共に九州の食品等の
輸出を推進することを目的として、2020年１
月に協議会を設置した。

また、外部より専門家を招聘し、輸出に向
けた商品作りのアドバイスや、商品抑制を踏
まえた地域商社の紹介等も行う。
３．今後の展望
世界的なコロナ禍での外食自粛等により、
食に対する国内の消費意欲は縮小し、食品等
産業は危機的状況に直面している。渡航制限
等、輸出拡大には逆風となっているが、国内
２．協議会の事業内容
協議会は、①海外への販路拡大②生産者等
と地域商社との円滑な情報共有のためのプ
ラットフォーム整備③生産者等に対して輸出
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需要が停滞している状況だからこそ、今後の
輸出拡大支援に寄与するような活動を推進し
ていきたい。
【農林水産部

内川】

Member Introduction

会員紹介

株式会社セキュアサイクル
＜2019年４月１日入会＞

会

社

創
代

表

名

株式会社セキュアサイクル

業

２０１７年６月１９日

者

代表取締役 服部 祐一

会社概要

会社紹介
弊社は、２０１７年６月に創業し、今年６月か
らちょうど４期目がスタートしました。主にセ
キュリティ事業とシステム開発事業を行ってお
り、
「システム開発におけるセキュリティ対策
を当たり前のものに」の理念の下にセキュリ
ティ事業では、Ｗｅｂアプリケーションやス
マートフォンアプリケーションの脆弱性診断、
セキュリティの問題が発生した際のインシデン
ト対応、セキュリティに関する調査・コンサル
ティング等を行っております。システム開発事
業では、セキュリティを考慮した設計を行い、
Ｗｅｂアプリケーションやスマートフォンアプ
リケーションなどのシステム開発を行っており
ます。弊社は本社を北九州学術研究都市に構え
ており、複数の大学と歩いて通える距離という
立地を生かして、近隣の大学生がシステム開発
の経験ができるように積極的にアルバイト採用
も行っています。また、この地域ではシステム
開発の勉強会等も今まではあまり開催されてい
なかったのですが、システム開発に関して勉強
できる機会と近隣企業との交流ができるように
定期的にシステム開発の勉強会を行っています。
サテライトオフィスやテレワークが注目され
ている昨今ですが、弊社では地方でも給与面・
待遇面で東京に劣らない環境を作り、地方の出
身者や若者のＵターン・Ｉターン先になること
を目標に北九州本社と２０１９年５月には仙台オ
フィスも開所し業務拡大しております。現在本
社においては、４名がＵターン・Ｉターンとし
て福岡に戻ってきました。今後とも、皆様のご
支援ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

事 業 内 容

情報セキュリティに関する各種診
断・対応・セミナー・コンサルティ
ング、システム開発、システム開発
に関するセミナー・コンサルティング

従 業 員 数

１
３名

本社所在地

〒８０８-０１
３８ 福岡県北九州市若松区
ひびきの北８-１
技術開発交流センター３１
４号室

電 話 番 号

０９３-７０１-６７３５

ホームページ

https://secure-cycle.co.jp/

弊社は「システム
開発におけるセキュ
リティ対策を当たり
前のものに」の理念
の下に創立しまし
た。我々は、システ
ム開発においては、
開発後の脆弱性診断
だけを行って安心す

代表取締役

服部 祐一

るのではなく、設計の段階からセキュリ
ティを考慮して設計を行い、開発の途中に
おいてもセキュリティのチェックを行うこ
とが重要だと考えており、システム開発事
業においてもそれらの実現ができるような
仕組みを構築するために日々研鑽を積んで
います。

弊社WEBページ

２０２０/８
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Member Introduction

会員紹介

株式会社帝国データバンク
＜2019年６月17日入会＞

会社紹介
弊社は久留米市出身の後藤武夫が明治３３年３
会

時、信用取引が急増する中で、取り込み詐欺の

創

ような事案が増加しておりました。後藤は詐欺

代

社

表

名

株式会社帝国データバンク 福岡支店

業

１９００年３月３日

者

九州ブロック統括マネジャー兼
福岡支店長 本田 正勝

師から善良な商売人を守るという理念の下に、
銀行などの系列でもなく、一個人として興信業

事 業 内 容

信用調査業務を基本とし、１４７万
社超の企業データベースの販売、
人材育成研修、認証取得支援、経
営コンサルティング業務など。

従 業 員 数

１，
７００名（総スタッフ３３
，００名）

務（信用を興す）を開始しました。
「日本資本主
義の父」とされる渋沢栄一氏からも反対される
中での船出であり、創業時の苦労は並大抵では
なかったと推測します。その後、日本経済の勃
興期に信用調査が普及することとなり、銀行や
商社などに「信用評点」が広く浸透しました。
平成１２年頃からはインターネットの普及に
合わせてＴＤＢのデータベースにアクセスでき

〔福岡支店〕
所 在 地
電話番号

〒８１０-００７３ 福岡市中央区舞鶴２-４-１５
０９２-７３８-７７８０

関連会社等

TEIKOKU DATABANK AMERICA,INC

ホームページ

https://www.tdb.co.jp/

るＣＯＳＭＯＳＮＥＴのサービスも開始しました。
令和元年、１４７万社のＴＤＢデータベースに
おける経営者の平均年齢は５９．
９歳。社長交代率

１２０年間の現場（事

は約３％に留まり、毎年高齢化が進行していま

業性）経験を有する

す。そのうち、後継者不在・未定が６０％を占

情報企業として、企

め、令和元年の休廃業・解散は全国で２万３，
６３４

業様それぞれの目

件（倒産の２．
８倍）
、九州地区は２，
８５３社でした。

標・課題の見える化、

事業承継対策のポイントは２つあります。１つ

人事評価制度の策定、人材育成としてリー

目は株式や土地などの「資産承継」を万全に行
うことです。例えば、株価対策を始め、経営計
画、資金繰り、与信管理、部門別損益まで見え
る化し、日々運用します。２つ目は「経営の承
継」です。決算書には載っていない人財力、仕
組化、ブランド、ノウハウなど「のれん」と呼
ばれるものです。例えばディズニーランドの空
飛ぶダンボは機械としての資産価値以上の付加
価値を生み出しています。このような資産を知
的資産と呼んでいます。このような、経営価値
を高める仕組化構築支援、後継者人材育成支援
など、事業承継に関するコンサルティング支援
にも積極的に取り組んでいます。

１
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ダー向けコーチングや社長育成塾の開催な
ど、知的資産経営を推進するメニューを充
実させております。後継者育成に悩まれて
いる経営者様からのご相談が増加してお
り、徹底した経営の仕組化をベースとし
て、アトツギの育成に一緒に取り組ませて
いただいております。
これからも、与信管理、営業拡大、事業
承継支援を通じ、企業価値向上をお手伝い
しますので、何とぞ今後ともよろしくお願
い申し上げます。

会社概要

月に帝国興信社として創業いたしました。当

KYUSHU

九州観光推進機構
ニュース
記者会見「コロナ禍からの九州観光の復興について」を開催しました！
コロナ禍における九州観光の現状と今後の復興について、九州観光推進機
構の認識と取り組み方針の説明を目的に石原進会長による記者会見を実施し
ました。
会見では「新型コロナウイルスの感染拡大により観光業は大きな打撃を受
け大変厳しい環境にあるが、九州での感染は収束に向かっており、これから
は九州の観光業の復興に向けて取り組みを加速させていかなければならない」
という内容など、質疑応答も含めて約１時間説明をさせていただきました。
記者会見には、テレビ局、新聞社等、報道関係１８社にお越しいただき、当
日、翌日の報道媒体（テレビニュース、ＷＥＢニュース、新聞記事等）にも多
く掲載いただきました。
九州観光推進機構では、九州地区各自治体、関係各所と協力して、
「冷え込
んだ旅行マインドの活性化」
「九州各地の観光目的地の情報をできるだけ広
く、多様に伝えること」
「観光客が安心して旅をできる環境の整備を行い、コ
ロナ前より強い観光業を作ること」等を迅速に実施していきます。
第１弾として九州各県の宿泊割引・各種キャンペーンやお得情報を「九州
旅ネット」にて掲載を開始しました。ぜひご活用いただき今こそ九州の魅力
を再発見してみませんか？
新型コロナウイルスに関する観光支援策のまとめサイト

URL：https://www.welcomekyushu.jp/article/?mode=detail&id=403

感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅 53

九州の大名庭園と由緒の旅
〜すっかり殿さま気分〜
−鹿児島県（鹿児島市）、熊本県（八代市、熊本市）、福岡県（柳川市）、佐賀県（佐賀市）−

金沢、岡山、水戸の大名庭園に遜色のない大名庭園が九州にあることを知ってもらおう。島津家、松井
家、細川家、立花家の大名庭園が、そのまま大切に残されている。時の藩主が造り、代々の殿様が折々に
賞でた名庭の中で、いま時空を超えて私たちがゆっくり散策できる。各藩の規模や格、あるいは時の財政
状況などによって庭園の趣が異なる。美意識や庭の自然条件にも左右される。
仙巌園のスケールの大きさ、目の前の錦江湾を池に見立て、桜島を借景としている。借景の築山は、時
として白い煙を噴き上げる。故・大宅壮一は「鹿児島は両脚をふんばって開き、真中にエネルギーの詰
まった金玉（桜島）がある」と表現したが、まこと、ここから見る景は雄々しく雄渾である。
八代の松浜軒は、八代城主・松井直之が元々母のために建てた御茶屋であるから比べること自体無理が
あるが、こちらはこぢんまりとした典雅な景の中にある。今は、松井家の当主が住んでいらっしゃる。そ
のお庭を拝観させていただくということだ。松浜軒のすぐ横には一国二城の特例の下に残された八代城の
白い石垣が優雅に濠に影を映している。
水前寺成趣園が誇るべきは、園内に「古今伝授の間」があること。もと京の御所にあった古今集の奥義
伝授の学問所であった。後にこの地に移築したものだが、最初からそこに建っているように建物はなじん
でいる。
最後、柳川藩主立花邸「御花」の松濤園は雅な雰囲気につつまれている。水郷・柳川にふさわしい権威
ぶらないやさしさが人をひきつける。
佐賀の隔林亭は佐賀藩主・鍋島直正の茶室を再現したもの。当時はフルベッキや大久保利通らが来訪し
た迎賓館だった。
このツアーを機会にして、暫しの大名気分も悪くはない。どこも、温泉と料理がゆっくり味わえる。
２０２０/８
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１日目
２日目
３日目

２泊３日コース

 児島空港（鹿児島中央駅）→鹿児島市［仙巌園、尚古集成館］→鹿児
鹿
島中央駅→新八代駅→八代市［松浜軒（松井家）］→日奈久温泉（泊）

佐賀市

日奈久温泉→熊本市［水前寺成趣園］→柳川市（泊）

佐賀空港

 川市［御花（柳川藩主立花邸）］→佐賀市［隔林亭］→佐賀空港（佐
柳
賀駅）又は福岡空港（博多駅）→各地

柳川市
熊本市

八代市

日奈久温泉
鹿児島空港
鹿児島市

仙巌園（鹿児島市）
桜島を築山に錦江湾を池に見立てた雄大な借景をもつ仙巌園
は、万治元（１６５８）年１９代島津光久がこの地に別邸を構えたの
大隅諸島

を始まりとする。園内には長い歴史を物語る史跡が数多く残さ

種子島
屋久島

れている。仙巌園の正門として作られた錫門、明治時代には島
津家の本邸としても利用された御殿、日本で初めてガス灯を灯
した鶴灯籠、琉球の国王から献上されたと伝えられる望嶽楼、その他、千尋
巌や曲水の庭、江南竹林など随所に中国風の造園を感じさせるものもある。

仙巌園（鹿児島市）

松浜軒（松井家）
（八代市）

笠利町
奄美空港
元禄元（１６８８）年八代城主・松井家３代直之が母崇芳院尼のために建てた御茶
龍郷町
喜界島

名瀬
屋。当時は八代海が見渡せる浜辺であり、浜に吹く松風も聞かれたというのが名
奄美大島
住用町

前の由来。６月になると肥後六花の一つ、肥後花菖蒲
奄美諸島

徳之島
が白や紫の花を咲かせ、緑の庭園に彩りを添える。現

在は干拓で海から遠いが、四季折々に茶会が開かれて
沖永良部島
典雅な雰囲気が漂う。

与論空港

与論島

松浜軒（松井家）（八代市）

水前寺成趣園（熊本市）

那覇空港

肥後藩主・細川忠利の代に御茶屋として設けられたもの。羅漢寺住職のためにここ
に寺を建立して「水前寺」と名付けたことが名前の由来。桃山式の美しい回遊式庭園
で、東海道五十三次を模したものとされている。清冽な湧き清水の庭園として有名。

御花（柳川藩主立花邸）
（柳川市）

水前寺成趣園（熊本市）

柳川にある筑後十三万石柳川藩の３代目立花鑑虎が、四方に堀を廻らせた
総面積約７，
０００坪のこの地に「集景亭」と名付けた別邸を構え、遊息の地と
した。元文３（１７３８）年、当時この地域が、
「花畠」という地名であったこと
から、柳川の人々から「御花」と呼ばれ今日にいたっている。仙台の松島に
見立てた松濤園と呼ばれる庭園の池は、冬
になると５千羽の鴨が飛来する。

隔林亭（佐賀市）

御花（柳川藩主立花邸）（柳川市）

桜の名所として有名な神野公園。その中にある「隔林亭」は、佐賀藩１０代藩
主・鍋島直正（閑叟公）の茶室として建てられた。老朽化のため１９６０年解体。そ
の後「隔林亭文書」の一枚の写真と古図をもとに、１
９９３年に復元された。多布施
川から清流を引いた池、松や梅などの緑が鮮やかな池泉回遊式の庭園。現在は茶
隔林亭（佐賀市）

会も開かれ、市民の憩いの場になっている。

九州観光推進機構のホームページ

https://www.welcomekyushu.jp「九州旅ネット」 も併せてご覧ください。
【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。ミス沖縄スカイブルー岩本華奈です。
この度、ミス沖縄公式YouTubeチャンネルを開設しました。これからは新規チャンネルにて
ミス沖縄の動画をアップしていきます。 ミス沖縄３名が皆さまへ沖縄の魅力をお届けしてま
いります。ぜひチャンネル登録＆いいねをお願いします！
■「ミス沖縄公式チャンネル」はこちら https://bit.ly/3f3K776
ミス沖縄スカイブルー
岩本華奈

今月は、心と体をリフレッシュできる沖縄の情緒あふれるスポット「備瀬のフクギ並木」
についてご紹介いたします。

～備瀬のフクギ並木～
沖縄県本島北部の海岸沿いに位置する備瀬のフクギ並木。フクギという木は、古くから防風林、街路樹として
沖縄の集落を守り続けてきました。
そんな沖縄では欠かせない木“フクギ”が作り出す空間は、時間が止まったような静
けさの中で、優しい木漏れ日と柔らかい風が心地よく、心が癒やされるスポットです。
フクギ並木を散歩したり、サイクリングをしたりとご家族やカップル、友人同士でも
お楽しみいただけます。また、周辺には小さなカフェやお食事処もあり、休憩すること
もできます。
ぜ ひ、 心 と 体
をリフレッシュ
させる備瀬のフ
クギ並木でゆっ
くりと時間を過
ごしてみてはい
かがでしょうか。

【今月のおススメ】ドラゴンフルーツ
サボテン科に属するドラゴンフルーツは、海外では、ピタヤと
呼ばれています。果肉が色鮮やかな赤色や白色で、さっぱりとし
た甘さが特徴的です。果肉全体にごまのような小さな種がたくさ
ん詰まっており、シャリシャリとした独特の食感も楽しむことが
できます。
沖縄では、カットフルーツとして食べるのはもちろん、ジュースやシャーベッ
ト、かき氷によく使われています。
皆さまもぜひ、
“ドラゴンフルーツ”を召し上がってみ
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。
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等の対象商品を３割引で、
「楽天市場」では県産品の
詰め合わせ「福よか箱」や「梅ヶ枝餅」
「もつ鍋」等
をクーポン利用による割引価格で販売している。この機
会にぜひ、福岡県の魅力ある逸品を購入いただきたい。
〇農林水産物
〇加工食品・工芸品
JAタウン福岡県
ウェブ物産展

楽天市場福岡県
ウェブ物産展

【第三弾キャンペーン】
７月22日〜８月17日

山口

Yamaguchi

《問い合わせ先》
福岡県福岡の食販売促進課 TEL：092-643-3514
同 観光政策課
TEL：092-643-3454

「三世代同居・近居」を推進！
山口県では、世代間の支え合いによる子育てしやす
い環境づくりを実現するため、民間企業などと連携し
た取り組みを推進している。
取り組みの一環として、山口県外からＵＪＩターン
を希望する世帯を対象に「ふるさとやまぐち三世代同
居・近居住宅支援補助金」の制度を設けている。
この補助金は、新たに山口県内で、三世代での同居
や近居を始めるために、住宅の取得や改修などを行っ
た場合、その費用の一部を補助するものである。
また、補助金以外の取り組みとして、子育て世帯の
経済的負担を軽減するため、
「やまぐち三世代同居・
近居パスポート」を発行している。このパ
スポートを提示することにより、協賛企業
の各種割引などの特典を受けられる。
皆さんも、山口県で三世代同居・近居
を始めてみませんか。
《問い合わせ先》
山口県住宅課 TEL：083-933-3874
やまぐち三世代同居・近居

検索

※補助金の交付、パスポートの交付には各種要件が
あります。事前に、山口県住宅課にご確認ください。

福岡

Fukuoka

買って応援！食べて応援！
「福岡県ウェブ物産展」好評開催中
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、首都
圏で行う予定だった福岡県物産展が中止になるととも
に、農林水産物をはじめ加工食品、工芸品等県産品の
需要が減退している。そのため福岡県では、消費者の
皆様に県が誇る県産農林水産物や県産の加工食品、工
芸品を割引価格で購入できる「福岡県ウェブ物産展」
を開催している。
農林水産物は「ＪＡタウン博多うまかショップ」
、
加工食品や工芸品は「楽天市場」のサイト内に特設
ページを開設している。
「ＪＡタウン博多うまかショッ
プ」では、博多和牛、はかた地どり、いちじく、なし
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博多和牛

佐賀

博多一口餃子

Saga

文化芸術活動を支援！
ＬｉｖｅS Ｂｅｙｏｎｄ開催！
！
新型コロナウイルス感染症の影響により、活動の機
会が失われていた様々なジャンルのアーティストたち。
佐賀県では、地元のアーティストや制作スタッフが
新たな表現方法で活動を展開できるよう、リアルとオ
ンラインを融合させた文化芸術祭「LiveS Beyond」
を展開中だ。
新型コロナウイルス感染拡大予防のため、３密を避
ける「新しい生活様式」の中で、それぞれのジャンル
で演出や見せ方の工夫にチャレンジする。無観客での
音楽ライブや舞台のオンライン配信、ミニシアターと
地元クリエーターの協働による映像作品の制作・上
映・配信、文化芸術団体による公演やワークショップ
の開催・配信など、新型コロナウイルス感染の収束状
況に応じた表現方法を模索し、活動の場の確保につな
げていく。
新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの人が疲
弊し、心を痛めている状況において、立ち直る力とな
る文化芸術活動。
「LiveS Beyond」という名前には、
ライブで生きる喜びを感じ、今の困難を乗り越える、
というメッセージが込められている。見る側とアー
ティストが互いに支え合い、心身ともに健康で、生き
る活力を取り戻すことができるよう、一つになって取
り組んでいく。
県外在住の方も、オンライン等で視聴し、佐賀の
アーティストたちの活動への支
援をお願いしたい。
《問い合わせ先》
佐賀県文化課
TEL：0952-25-7236
https://www.livesbeyond.jp

長崎

Nagasaki

長崎県へのＵＩターン促進の
取り組み状況
長崎県と県内２１市町は、共同で「ながさき移住サ
ポートセンター」を設置し、東京と大阪、長崎に相談
窓口を設置している。
センターでは、専門のスタッフが仕事や住まい探
し、生活全般に関する相談に対応し、移住の検討から
定住まで、きめ細かなサポートを行っている。昨年度
は窓口への相談件数が８，
８０７件、長崎県へのＵＩター
ン者（自治体の相談窓口の利用者）は１，
４７９人に上り、
どちらも過去最高となった。
今年度は、ＵＩターンの裾野を広げる取り組みとし
て、都市部などの企業や住民が地域に多様な形で継続
的に関わる「関係人口」の創出・拡大に力を入れるこ
ととしている。その一環として、ワーケーションなど
の短期滞在型リモートワークを推進するため、県内の
受入施設、観光情報、情報通信環境、各市町の支援策
を企業などへ紹介する「ワーケーションガイド」を県
庁に配置する。
さらに、新型コロナウイルス感染症の影響から今後
企業ニーズの拡大が予想されるリモートワークの受入
環境・態勢の整備を推進するため、県内市町が実施す
る遊休施設の改修、受入プログラムの企画開発などに
対し補助するほか、地域の魅力などを紹介するポータ
ルサイトを開設し、ＰＲ動画配信や企業・個人の体験
レポートを発信する。
こうした取り組みにより、今後加速
化していく都市部からの地方回帰の動
きを県内全域へのＵＩターン受入に着
実につなげていきたいと考えている。
《問い合わせ先》
ながさき移住サポートセンター TEL：095-894-3581
長崎県地域づくり推進課
TEL：095-895-2241
ながさき移住

熊本

検索

Kumamoto

新型コロナウイルス感染防止啓発用の
くまモンイラストを作成！
このたび、行政機関・病院・団体・学校等における
新型コロナウイルスの感染防止対策の普及啓発活動支
援のために、ポスターやチラシ等のアイキャッチとし
て活用できるくまモンのイラストを作成した。
通常、くまモンのイラストを利用する場合は「くま
モン利用申請」の手続きを経て許諾を得る必要がある
が、今回作成したイラストを、新型コロナウイルスの
感染防止対策の普及啓発に利用する場合は、特例措置

として届出制（許諾不要）とする。
県が定める申請書と、利用の状況が分かる資料（デ
ザイン画等）をメールにて提出することで、利用可能
となる。
イラストおよび申請書（熊本県キャラクターくまモ
ン・くまもとサプライズロゴの利用に関する規程で定
める様式（別記第９号）
）は、下記くまモンのオフィ
シャルホームページからダウンロードできる。
《問い合わせ先》
熊本県くまモングループ TEL：096-333-2133
くまモンのオフィシャルホームページ
https://kumamon-official.jp/kiji0035179/index.html
提出先メールアドレス：kuma-mon@pref.kumamoto.lg.jp
このデザインは、クリエイ
ティブディレクター水野学
様のご厚意により、無償で
作成いただいた。

大分

Oita

「おおいた移住オンラインセミナー」
「おおいた移住オンラインサロン」実施中！
大分県では、現在インターネットを通じた移住サ
ポート「おおいた移住オンラインセミナー」
「おおい
た移住オンラインサロン」を実施している。
「おおいた移住オンラインセミナー」では、月に１
回先輩移住者をゲストに呼び、大分暮らしの魅力等に
関するトークセッションをライブ配信する。６月１７
日の第１回目では、別府市でカフェを営んでいる八木
みちる氏（別府八湯温泉道名人会）と自立支援セン
ターおおいたの神田憲治氏をゲストに招き、別府での
暮らしにまつわるトークを配信した。
「おおいた移住オンラインサロン」は、毎週水曜日
に定期開催しているオンライン交流イベント。移住希
望者が先輩移住者や地元の人と自由に意見交換を行
い、移住に関するより細やかな情報収集や移住相談が
できる場を提供する。セミナーとは異なり、移住者な
どと気軽に話ができる場を頻繁に設けることによっ
て、移住希望者の本県への関心を高めるとともに、移
住に向けての不安解消を図る。
いずれも「Zoom」および「Facebook Live」で配
信し、どなたでも参加・視聴が可能。これらのサポー
トを通じて、多くの方々が大分での暮らしに興味を持
ち、移住増加につながること
を期待している。
《問い合わせ先》
大分県おおいた創生推進課
TEL：097-506-2037
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宮崎

Miyazaki

宮崎県産「生ライチ」の魅力を
全国へ！
県 で は、 完 熟 マ ン ゴ ー に 続 く 特 産 果 樹 と し て、
２００５年からライチの生産に取り組んでいる。
主に熱帯・亜熱帯地域で栽培されるライチだが、国
内市場で流通しているもののほとんどが、中国や台湾
などから輸入されている。海外産のライチは検疫の関
係上、冷凍または蒸熱処理を行う必要があるが、宮崎
県産ライチは「生ライチ」として、ライチ本来のみず
みずしい食感や上品な甘さを堪能することができる。
また、海外産のライチと比較して、果実が大きく、果
皮色が美しいのも特徴だ。例年、５月末から７月末に
かけて、県内や東京などの果実専門店を中心に販売さ
れている。
ライチは知名度が高く、希少な国産果実としての販
売が期待できることや、完熟マンゴーの栽培技術を応
用できることから、２０１０年に発足した「ライチ研究
会」を核に、生産者やＪＡ宮崎経済連、県が一体とな
り、栽培技術の情報共有や現地実証試験を行い、産地
化に向けた取り組みを推進している。
ライチ研究会は今年で発足から１０年を迎え、栽培
技術の普及や販売対策により、今後ますます生産拡大
が期待される。
県では、長い月日をかけて、試行錯誤を繰り返しな
がら「生ライチ」の生産を続けてきた生産者の思いと
ともに、太陽の恵みがぎゅっと詰まった県産「生ライ
チ」の魅力を全国に届けて
いくこととしている。
《問い合わせ先》
宮崎県農産園芸課
TEL：0985-26-7137

鹿児島

Kagoshima

鹿児島の特産品を直接お届け！
～どんどん鹿児島！かごしま特産品応援キャンペーン～
鹿児島は、日本一の鹿児島黒牛、黒豚、ブリ、カン
パチ、ウナギ、本格焼酎など、美味しくて安心・安全
な「食の宝庫」であり、本場大島紬や薩摩焼、川辺仏
壇などの世界に誇る伝統的工芸品も脈々と受け継がれ
ている。
しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症の
拡大による外出の自粛や観光客の大幅な減少、物産観
光展の中止などにより、特産品を消費者にお届けする
機会が大幅に減少し、県内の事業者にも大きな影響が
生じている。
県では、
「キバレ鹿児島！
！県産品ＷＥＢ販売促進支
援事業」により、県特産品協会の特設サイト「かごし
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ま特産品ねっと『かごいろ』
」を大幅にリニューアル
し、
「どんどん鹿児島！かごしま特産品応援キャン
ペーン」を実施している。
これからも『かごいろ』を活用し、鹿児島の個性豊
かな特産品を多数販売するとともに、季節に応じたイ
ベントや販売促進キャンペーンなどを行い、特産品の
ＰＲや販売促進・消費促進に積極的に取り組んでいく
こととしている。この機会に、ご自宅用やご贈答用に
鹿児島の逸品をぜひお求めいただきたい。
《問い合わせ先》
鹿児島県特産品協会
TEL：099-223-9177
鹿児島県かごしまPR課 TEL：099-286-3048
「かごしま特産品ねっと『かごいろ』
」
  

沖縄

Okinawa

ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０２０
沖縄開催
世界最大級の旅の祭典「ツーリズムＥＸＰＯジャパ
ン」が、２０２０年に初めて沖縄で開催される。日本国
内および世界の観光地が沖縄に集結し、各地の最も旬
な観光情報や旅の新しいカタチをお届けする予定であ
る。また、沖縄ならではの企画やテーマも満載！さら
に、ツーリズムＥＸＰＯジャパン開催期間中には「沖
縄フェスティバルウィーク」として様々なイベントが
開催される予定である。
会期は１０月２９日（木）～１１月
１日（日）の４日間（１０月２９日・
３０日は業界関係者のみ）
、会場は
沖縄コンベンションセンターお
よび宜野湾海浜公園一帯となっ
ている。今年の秋は、沖縄初上
陸のツーリズムＥＸＰＯジャパン
にぜひご来場いただきたい。
《開催概要》
催事名：ツーリズムEXPOジャパン２０２０ 旅の祭典in沖縄
会期：１０月２９日（木）～１１月１日（日）
※１０月２９日・３０日は業界関係者のみ
会場：沖縄コンベンションセンターおよび宜野湾海
浜公園周辺施設
URL： https://www.t-expo.jp/
《問い合わせ先》
ツーリズムEXPOジャパン2020沖縄開催地連絡協議
会事務局
（一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー内）
TEL：098-859-6130 FAX：098-859-6222
E-mail：tej2020@ocvb.or.jp

表紙説明

21年ぶりに福岡に！
第19回FINA世界水泳選手権2022福岡大会

（福岡市）

大会マスコットのシーライ（左）とシャーニー（右）

2001年大会から21年。2022年５月、世界のトップスイマーが集結する
世界水泳選手権が再び福岡市で開催されます。同時期には、福岡市・熊本市・鹿児島市の九州３都
市で世界マスターズ水泳選手権も開催。福岡市、そして九州が世界水泳の熱狂と感動に包まれます。
大会組織委員会では、世界中から訪れる多くのお客様にしっかりとおもてなしをして、全世界に
福岡、そして九州の魅力をＰＲしたいと考えています。
先進的なテクノロジーによる新しい観戦方法など、これまでなかったような世界水泳大会の実現
にもチャレンジしていきます。
－第19回FINA世界水泳選手権2022福岡大会－
日程：2022年５月13日（金）～５月29日（日）
会場：
【競泳・アーティスティックスイミング】マリンメッセ福岡A館 【飛込】福岡国際センター
【水球】マリンメッセ福岡B館
【オープンウォータースイミング・ハイダイビング】シーサイドももち海浜公園
－第19回FINA世界マスターズ水泳選手権2022九州大会－
日程：2022年５月31日（火）～６月９日（木）
会場：
【競泳】マリンメッセ福岡A館、福岡市総合西市民プール 【飛込】福岡国際センター
【オープンウォータースイミング】シーサイドももち海浜公園
【水球】熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと）
【アーティスティックスイミング】鹿児島市鴨池公園水泳プール
※大会公式サイト https://www.fina-fukuoka2022.org/

スケジュール（８月）
日（曜）

会合名等

３日（月）

「ＫＹＵＳＨＵ  ＮＥＸＴ」第１回ＷＧ（福岡市・九経連）

７日（金）

第４回九州将来ビジョン検討ＷＧ（福岡市・九経連）

２５日（火）

第５回九州将来ビジョン検討ＷＧ（福岡市・九経連）

３１日（月）

第１回サイバーセキュリティセミナー（オンライン開催）

新入会員企業（６月）
長崎食糧倉庫株式会社
会長

平松喜一朗

長崎市元船町9-18

社長

頓田

事業内容：テナントビル・倉庫の賃貸

敏之

TEL：095-826-8221

従業員数：5名

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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