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「うれしいをいっしょに！」
コロナ禍の危機感をテコに時代を動かす

嬉野市長

村上 大祐
７月上旬に九州各地を襲った豪雨、また９
月の大型台風９号・10号で被災された方に心
よりのお見舞いを申し上げます。生活再建は
もとより、折しものコロナ禍で苦しむ農林水
産業や観光などの経済復興に向けてオール九
州で力を合わせましょう。
嬉野市は、太古より人々を癒やし続けてき
た名湯・嬉野温泉を有し、600年の歴史を誇る
「うれしの茶」の産地。重厚感ある白壁土蔵の
街並みが美しい国重要伝統的建造物群保存地
区の「塩田津」は、佐賀・長崎の百花繚乱た
る磁器産地群として日本遺産登録をされてい
る「肥前やきもの圏」に原料の天草陶石を中
継した川港として栄え、今年新たに「砂糖文
化を広めた長崎街道～シュガーロード」の構
成遺産として認められて“ダブル登録”に沸
いています。2022年に暫定開業する九州新幹
線西九州ルート新駅建設の槌音も響き、新時
代への胎動が始まっています。駅周辺のまち
づくりも、民間投資を積極的に呼び込む官民
連携で整備を進めており、交流人口創出に加
えて防災・減災や自動運転をはじめとする先
端技術の集積など、新たな機能を備えた新た
な形の「道の駅」登録に向けて国と協議をし
ています。

新型コロナウイルスへの対応では、地域内
限定の宿泊キャンペーンをはじめ、地場産品
を市民で買い支える仕組みづくり、店舗や医
療福祉施設への感染対策、市独自の事業者向
け給付金事業と、100を超す項目の支援策を打
ち出しています。前例もなく、
「正解」も簡単
には見つからない中で、足を止めずアイデア
を出し続けることが、市民や事業者の信頼と
安心を生むと信じて取り組みます。
コロナ禍で「非接触、オンライン」がすべ
ての政策で当然に検討することが求められる
ようにもなりました。国の地方創生臨時交付
金などを財源に、証明書類のコンビニ交付や
ネット申請など、これまで必要性を感じつつ
も何となく後回しにしていた「DX」推進を加
速させる契機でもあります。職員、市民に広
く共有された「危機感」をテコにして時代を
動かすという気概で臨みたいです。
訪日外国人（インバウンド）需要が蒸発した
ことで、観光戦略も根底からの見直しが急務
です。本市では、温泉旅館の客室をオフィス
として活用する企業やクリエイティブ人材を
誘致する「ワーケーション」が注目されてお
り、企業への支援やプロモーション、公園な
どの野外スペースでも作業ができるWi-Fiな
どの環境整備を急いでいます。ウェブ上で大
自然や歴史文化に親しむオンラインツアーの
商品開発も、地酒や茶、銘菓の販売・ブラン
ド化とも絡めて進めます。
嬉野市は今後の政策展開の旗印となる新
キャッチコピーに「うれしいをいっしょに！」
を選びました。全国1,741市町村区で唯一「嬉」
を持つ自治体として、うれしいことを創り出
し、すべての皆さんとうれしい気持ちを分か
ち合いたいと願っています。
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九経連活動報告

「九州の未来のエネルギー提言」の具現化を目指して意見交換
と

き

ところ
出席者

７月２２日（水）
福岡市・福岡市科学館（ＷＥＢ併催）
７６名（会場５５名、ＷＥＢ２１名）

第１回資源エネルギー・環境委員会

当委員会が今年３月に取りまとめた「九州の未来のエネルギー提言」の５つの戦略（①再エ
ネの主力電源化②蓄エネの社会実装③脱炭素化の面的展開④原子力の着実な運用⑤環境金融の
啓発）の具現化に向けて、基調講演とパネルディスカッションを行った。今後、戦略実行アラ
イアンスの形成に向けて検討を進めていく。
１．瓜生委員長挨拶

・コ ロナ禍により2020年のCO2 排出が前年比
環境問題やゼロエミッ
ションを巡る問題は、変

リバウンドする可能性大。

数が１つ多い連立方程式

・コ ロナ禍により世界における温暖化防止の

を解くようなもの。ロジ

優先順位が一時的に低下することは不可避。

カルな解はなく、その時

・ト ランプ政権下の米国では温暖化は無視。

代の政策や社会的価値観

他方、バイデン政権が誕生すると流れが変

によって決まっていく。

わる。

コロナの影響もあり、東京一極集中ではな
くグローカル（グローバル＆ローカル）な世界

・中 国もインドも現在の回復局面で温暖化を
プライオリティにはしていない。

が求められている。エネルギー分野において

・欧 州主要国はコロナ禍の下でも温暖化目標

は、 ３E＋Sを 着 実 に 実 施 し な が ら、 ゼ ロ エ

の野心レベルの引き上げを志向。コロナ禍

ミッション、イノベーションの牽引、地域活

からの景気回復パッケージの柱に脱炭素化

性化、世界展開を九州が先導することで、日

を掲げる方向。

本経済の発展につなげるべき。
環境金融のテーマは特に重要であり、世界
から九州に投資を呼び込む仕組みづくりが重要。
２．基調講演
東京大学公共政策大学院
の有馬純教授をお招きし

２

減になることは確実だが、景気回復により

・コ ロナ後の中国対欧米の構図、グローバリ
ズムの減退、ナショナリズムの勃興等も温
暖化アジェンダの追求に影響。
・コ ロ ナ 禍 か ら の 回 復 期 に グ リ ー ン リ カ バ
リーの要素をどの程度盛り込むかが今後の
焦点。

「コロナウイルスと地球温

・IEAの“Sustainable Recovery Plan”にある

暖化問題」というテーマで

メニュー（送電網、省エネ、再エネ、電気自

ご講演いただいた（講演要

動車・省エネ車、革新的技術開発）の有効性

旨は以下のとおり）。

は各国の状況によって異なる。

・コロナによる世界エネル

・コ ロナによる経済ダメージが大きい状況下

ギー需要（2020年）への

で、再エネ推進や電気自動車推進がエネル

影響は、▲６％と過去70年間で最悪。リー

ギー価格の上昇等、国民負担増につながる

マンショックをはるかに上回る水準。

場合、そうした施策への企業、家計のアレ
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ルギーは強まる可能性大。発展途上国ほど

先進モデルの一つとして世界にPRできるの

その度合いが大きい。

ではないか。

・日 本においては変動性再エネの導入拡大を

・
「九州モデル」という見方は非常に大切。非

容易にするための送電網強化、将来の競争

化石電源でドイツを上回るのもユニークだ

力拡大につながるエネルギーR&D等が有効。

し、変動性再エネの高いシェアを抱えつつ、

化石燃料価格の低下により、再エネの補助

いかに電力を安定供給するか全国よりも一

負担は拡大しており、さらなる間接補助の

段フェーズの高い課題と向き合っている。

拡大には慎重であるべき。

アジアに近い九州で水素やメタネーション

・石 炭もエネルギーミックスを構成する手段

など革新的技術開発を行うのもPRできる。

の一つ。非効率石炭火力のフェードアウト

九州の安い電力料金は原子力や石炭などバ

については、電力需要パターンの変化、原

ランス良い電源構成によるところが大きい

発再稼動の進捗、ガス価格の動向、再エネ

という現実解もアジアにアピールできる。

コスト低下動向等を見極め、電力料金の上
昇につながらない形で進めるべき。
３．パネルディスカッション
提言の具現化を目指し、以
下のメンバーでパネルディス
カッションを行った。主な意
見は以下のとおり。
■テーマ
九州のエネルギーの強みを
活かした地域活性化戦略
■モデレータ
九州大学副学長・主幹教授 佐々木一成氏
■パネリスト
東京大学公共政策大学院教授 有馬 純氏
九州電力㈱ コーポレート戦略部門 部長
松本 一道氏
【主な意見】

【フロアの意見】
・天 然ガスの普及拡大、家庭用燃料電池をは
じめとしたコジェネレーションの普及拡大、
VPP実証、燃料転換、メタネーションなど
に取り組んでいきたい。
・欧 州中心の環境ルールに取り込まれるだけ
でなく、九州独自の環境ルールを構築し世
界に発信していくことが重要。
・九 州の都市インフラも環境配慮型にしてい
くことが重要。
・サ プライチェーンの見直し・国内回帰の動
きを見据えて、九州への立地＝安価な電力
＆立地することだけでクリーンということ
を積極的にPRすべき。
・E SG購買の動きが始まりつつある。需要側
がCO2フリー電力を買いやすくする仕組みづ
くりが重要。

・九 州が東京と同じことをやっても特徴が出
ず、日本の中で注目されない。国内外から
九州に投資が集まる魅力あるエネルギーブ
ランドづくりが大切。
・九州のゼロエミ比率（2018年）は56％と、国
の2030年エネルギーミックス目標を既に達
成、 ド イ ツ の ゼ ロ エ ミ 比 率（49％）を も 上
回っている。また電力料金（コスト）をみて
も全国トップレベルの安さである。九州＝

今回の委員会開催を踏まえ、提言の具現化
に向けて今後も鋭意検討を重ねていく。
【産業振興部

久保】
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３

木造ビルの普及を通じて、林業活性化とＳＤＧｓに貢献
と

き

ところ
出席者

７月２７日（月）
福岡市・ＴＫＰガーデンシティ博多新幹線口（ＷＥＢにて同時配信）
１８０名（会場９０名、ＷＥＢ９０名）
「九経連、木造ビル構造標準モデル」発表会

１．開催概要

建築の実現の場を提供していただくことが

九経連では、九州産木材の利用促進を目的
とし、３～４階建ての木造ビルの６つの設計

方々が参加する九経連の活動は期待している。

図を完成させた。その普及と木材需要を拡大

技術主導で取り組んできたが、ユーザーの立

するために本発表会を開催し、木造ビル建築

場でどのような街、都市木造にしていくのか

の必要性、他構造との比較を含め、SDGsの観

考えてほしい。

点からの説明を行った。

３．基調講演Ⅱ
東京海上日動火災保険㈱

２．基調講演Ⅰ
東京大学 生産技術研究所

隅修三相談役

腰原幹雄教授

地方が元気でない日本は健

地産地消で木材を活用して

全国家たり得ないと考え、地

いく流れが主流だが、都市部

方創生に取り組んできた。地

でも木を使うことが必要で、

方に魅力ある仕事を生み出し

九州では福岡、熊本が都市木

若者を呼び戻すことが必要。

造の市場として期待できる。

林業活性化は地方創生の基盤の一つ。国産材

需要増には、CLT等の製材工場も整備する

の需要増が林業活性化につながる。そのため

必要があるが、県という単位でなく、地域で

には需要サイドからの視点が重要。国の補助

共有して使うべきで地域間の役割分担も必要。

金頼みでは林業の発展はない。

都市部での建築は防耐火性能と耐震性能が

欧州では、中高層の木造ビルが民間で続々

重要。木造だから性能が低いということでは

と建築されており、強度のあるCLT等の集成

な く、 実 験 を 繰 り 返 し 他 構 造 と 同 等 の 耐 火

材やハイブリッド建築によりRC造より強い耐

性・耐震性が担保されている。

久性を持たせることも可能。コストもRC造よ

現在はRC造等と木造を組み合わせたハイブ

り安価になっている。CLTは鉄骨より軽いた

リッド型の中高層建築が実現されているが、

め基礎工事の小規模化、現場作業の負担減、

３～４階建ての事務所ビルという形が普及の

工期も短縮でき、人手不足にも効果的。

しやすさで注目されている。
使用する木材でビルの雰囲気も変わる。地
域ごとに地域材を使用し特色を出すことも可
能。普及には、部材の規格化、接合部分の標

木造は温かみがあり、精神面でも環境面で
も優しい空間を与えてくれる。耐震的にも設
計次第で他構造と同等の物が作れる。
木材を大量に使う木造ビルの普及は林業再

準化等が大事だし、まだ新しい市場でもあり、

生につながるが、公共建造物だけでは量的に

建築手法、部材開発でも新規参入が十分可能。

限界があり、需要の大きなうねりを作るため

設計側はどのような品質の木かを知りたいの

には民間建築物の木造化が重要。

で、林業側から木の品質を伝えてほしい。

４

コ ス ト 最 小 化 に も つ な が る の で、 経 営 者 の
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今必要なことは、一級建築士への木造の教

育・研修の導入、世界でも稀な厳しい基準を
持つ建築基準法の耐火基準のさらなる緩和等

５. まとめ講演
桜設計集団一級建築士事務所

安井昇代表

欧州では木造の方が短工期

である。また、森林環境税を木造ビル普及等

なので選ばれる。木造が選ば

に使ってほしい。
「木でビルが建つわけがない」という日本人

れる理由を考えるべきで、ま

の常識を払拭するために、経営者の皆様に自

た木造で作りやすい案件を考

社ビルを建替えの際は、木造も選択肢の一つ

え普及させていくことが必要。

に加えるよう働き掛けている。木造の良さを

木造だから火事になるわけではない。出火

理解いただき、各地から木造ビルを建てると

原因の分析が新技術を生み、他構造同等の技

いう連絡も頂戴している。九経連会員企業の

術力を生み出した。木造は耐久性・防火性が

皆様も事務所等を立て直す際には木造も検討

ないといわれるがこれまでの常識を変え、新

してほしい。都市木造化により、生活・労働

しい常識を世の中に広めていくことが重要。

環境も良くなり、SDGsにも貢献でき、一石五

九経連で作成した設計図は現在の課題に対

鳥にも六鳥にもなる。九州から木の文化を広

する対策を全て網羅している良い資料となっ

めてほしい。

た。コスト面でもｍあたりで他構造より安価

４．「九経連、木造ビル構造標準モデル」発表

な物もある。木造建築は、コストが高いと思

2019年度の研修を通じて作成した木造ビル

われるが普及させれば安価になる。普及して

設計図を６チームより発表。詳細は九経連の

いない状態が今なので期待できる。設計者の

HPに掲載中。どなたでもダウンロード可能の

立場では面倒に感じるかもしれないが、慣れ

ため広く活用を。

てきたらスムーズに建築できるようになる。

2

沖縄県新築物件の３～４割が木造と関係者
から聞いた。常識は変わる。今回のような県
を跨いでの取り組みは稀であり期待している。
６．会場の声
・常 識が覆されるような話だった。九州でも
モデルとなるような木造ビルを建てた方が
よいのか？検証も含め、木造ビル建設推進
の取り組みを九経連で行ってもよいのでは。
発表会チーム説明

・E SG投資の観点から機関投資家に木造ビル
を訴求することが企業にとっても大事だと
思う。
７．まとめ
今回、木造ビル普及のためにHPに設計図を
掲載し、広く一般に使用できるようにしたが、
今後も九経連として経営者への直接セールス
や建築部門へのPR活動、研修を通じて引き続
き普及活動に取り組んでいく。

木造ビルイメージ図

【農林水産部

宮田】
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日誌
８月
３日（月）

［福岡市・九経連会議室］

「ＫＹＵＳＨＵ ＮＥＸＴ」第１回ＷＧ
出席者：８名

当年度で第３回目となる「2020 KYUSHU NEXT
～われわれはどうやって九州を動かしていくのか～」
の開催に向けた第１回WGを開催した。本セミナーは
少子高齢化・人口減少が進む中で、九州が発展する
ためにどう対処すべきかについて女性をはじめ若者
等、幅広い層の方々に参加いただき、九州が目指す
未来の形を考えることを目的としている。
当日は、昨今の新型コロナウイルス感染症の状況
を受け、それに適応した開催方法、基調講演の講師
および、パネルディスカッションのテーマについて
意見交換を行った。

７日（金）

［福岡市・九経連会議室］

第４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示す「九州将来ビジョン」
の策定に向けて、関係者全員出席し、第４回目とな
るWGを開催した。今回は、2030年の九州の「ありた
い姿」イメージとその実現に向け九経連が取り組む
べき「戦略テーマ」候補について意見交換を行った。
学識経験者の方から自身の専門分野をもとに「教
育」や「デジタル社会」などを切り口としたご意見
をいただきながら、九州が抱える課題を共有し、戦
略テーマの候補を議論した。今後は、今回の検討結
果を踏まえ、さらなる「戦略テーマ」の洗い出しを
行っていく。

１４日（金）

［ＷＥＢ開催］

２０２０年度先導的ＩＣＴ人材育成事業キックオフ会議
出席者：24名

14年目の取り組みとなる今年度は、８名の学生が
実践インターンシップに参加。キックオフ会議は、
新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、初のオン
ラインにて開催し、参加学生のほか、学校関係者、
企業担当者の方々に多数参加いただいた。
本会伊藤宏充ICT推進担当部長の挨拶の後、事務局
より今年度の参加者へ激励のメッセージを送った。
その後、学生が一人ずつ参加にあたっての抱負を

語った。今後、未来の日本を担うICT人材となるべ
く、１カ月程度の実践インターンシップに一部では
オンラインも活用しながら参加する。

２０日（木）

［福岡市・九経連会議室］

九州女性の会８月例会
出席者：34名

ベイサイドプレイス博多ふ頭の一つ星レストラン
「Sola」のオーナーシェフ吉武広樹氏をゲストに迎
え、
「博多から世界へ ミシュランシェフが、今、伝
えたいこと」と題してトークセッションを行った。
「料理の鉄人」の坂井宏行シェフの下で料理の基礎
を学び、世界一周の修業で視野を広げ、パリで開業
したレストラン、帰国後2018年に福岡に出店したレ
ストラン共にミシュラン一つ星を取るなど、輝かし
い経歴の裏で常に努力と挑戦を怠らず、一方で乱獲
が原因で枯渇する海洋資源と環境の保全を訴え、水
産物の持続可能性の向上にも取り組む姿勢に、参加
者は深く感銘を受けていた。

２８日（金）

［福岡市・九経連会議室他（ＷＥＢ開催）］

九州地域戦略会議幹事会
出席者：24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、10月の第
38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。
今秋の戦略会議は山口開催の予定であるが、新型
コロナウイルス感染状況を踏まえ、９月中旬頃まで
に開催方法（リアル・WEB）等を検討することとなっ
た。また、現在のところ、
「新型コロナウイルス感染
症への対応と九州創生について」をメインに議論す
ることが確認された。

３１日（月）

［ＷＥＢ開催］

第１回サイバーセキュリティセミナー
出席者：142名

今年度第１回目のセミナー「テレワークによる働
き方改革とセキュリティ対策」を開催。
「テレワーク
に係るガバナンス構築」をテーマに光雲（てるも）法
律事務所の吉井和明氏、
「企業等におけるテレワーク
導入事例、推進手法」をテーマにキャリアシフト㈱
の森本登志男氏が講演。
続いて、パネルディスカッションとして「テレ
ワークに潜むサイバーセキュリティの脅威」をテー
マに、サイバーセキュリティ推進WG委員の三宅康夫
氏、江川哲也氏、杉井弘嗣氏、姫野知一郎氏による
議論が交わされ、最後に経済産業省、総務省、厚生
労働省による施策紹介を行った。
※次号（11月号）にて講演要旨を掲載予定
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トピックス

スタートアップ・エコシステム拠点都市を決定
～全国８カ所、福岡市と北九州市が選ばれる～
政府（内閣府、文部科学省、経済産業省等）は2020年７月、世界に伍する日本型スタート
アップ・エコシステムの拠点の形成と発展を支援するため、全国８カ所をスタートアップ・エ
コシステム拠点都市に選定した（グローバル拠点都市４カ所、推進拠点都市４カ所）。九州で
は福岡市と北九州市の２都市が選ばれた。
政府は、米国シリコンバレーのようにベン
チャー企業の活動拠点となる都市を整備する
ため、研究開発やベンチャー投資、起業家育
成を集中支援する「グローバル拠点都市」と、
グローバル拠点都市に準ずる支援が受けられ
る「推進拠点都市」あわせて全国で８カ所選
定した。
【グローバル拠点都市：４カ所】
〇ス タートアップ・エコシステム 東京コン
ソーシアム（東京都、川崎市、横浜市、和光
市、つくば市、茨城県等）
〇C e n t r a l J a p a n S t a r t u p E c o s y s t e m
Consortium（愛知県、名古屋市、浜松市等）
〇大阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアム
（大阪市、京都市、神戸市等）
〇福岡スタートアップ・コンソーシアム（福岡
市等）
【推進拠点都市：４カ所】
〇札 幌・北海道スタートアップ・エコシステ
ム推進協議会（札幌市等）
〇仙 台スタートアップ・エコシステム推進協
議会（仙台市等）
〇広島地域イノベーション戦略推進会議（広島
県等）
〇北九州市SDGsスタートアップエコシステム
コンソーシアム（北九州市等）
※詳細は内閣府HPをご参照ください。
https://www8.cao.go.jp/cstp/
openinnovation/ecosystem/index.html

九州では福岡市がグローバル拠点都市に、
北九州市が推進拠点都市にそれぞれ選定され
た。拠点都市では以下のような優遇措置を受
けられる。

・世 界トップアクセラレーターによるス
タートアップ育成プログラム
・政 府のスタートアップ支援機関による
集中支援
・海外展開の支援
・規制緩和の推進など
◆福岡スタートアップ・コンソーシアム
2012年「スタートアップ都市宣言」以降、
一貫して官民協働による起業支援やスタート
アップのコミュニティ形成を推進。九州大学
「起業部」をはじめ若手の活動が活性化。独立
系VCの活躍、大型スタートアップイベントの
定期開催、海外との連携強化などエコシステ
ム 形 成 が 加 速 中。 支 援 の さ ら な る 強 化 と
FUKUOKA Smart EAST等での実証実験・公
共調達等を通じたスタートアップを軸とした
イノベーション創出を実施。
◆北九州市SDGsスタートアップエコシステム
コンソーシアム
SDGs未来都市の実現を目標に、環境、ロ
ボットやDXの分野にフォーカスしてスタート
アップ・エコシステムを形成。産業集積や北
九州学術研究都市の研究機関との連携を軸に
新 し い 技 術 の 実 証 フ ィ ー ル ド を 提 供 し、 ス
タートアップの活躍の場を創出。
本会では、今後とも両地域と緊密な連携を
図りつつ、大学発ベンチャーの育成、大企業
× ベ ン チ ャ ー に よ る 協 業 支 援、 産 学 連 携 や
オープンイノベーションの促進などに取り組
んでいく。
【産業振興部 久保】
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Mari Yoder の

Impressions of Foreigners Working in Kyushu
Interview with St. Mary’s Hospital
Mr. Gareth Jenkins, interviewed by Mari Yoder
Kurume, July 13th 2020.

Gareth Jenkins is a
translator/interpreter from
Wales who works at St.
Mary’s Hospital in
Kurume.
After studying Japanese
at Cardiff University in Wales, he attended Kitakyushu University, and spent 3
m o n t h s a t t h e Ya s k a w a E l e c t r i c
Corporation. He has been in Japan for
almost 20 years, and was employed at
Daitec Co., Ltd. and Yanmar Holdings
Co., Ltd. before starting work at St.
Mary’s last year.
St. Mary’s Hospital in Kurume is currently
under evaluation for the Japan Medical
Services Accreditation for International
Patients (JMIP). JMIP is part of a national project promoting smoother acceptance of
non-Japanese speaking foreign patients in
Japanese medical institutions.
Mari Yoder (MY): What does your job here at
the hospital entail?
Gareth Jenkins (GJ): It’s a bit of everything,
but for the past year most of my work has
been preparing the hospital for JMIP accreditation. I’ve been doing a lot of translating and
preparing us for the audit which was at the end
of June. There’s a mid-term result, then a final
result in October, so we will know whether we
have passed or not by then, we’re just waiting
for the results. In terms of other work, I do general office work, and sometimes when we get
foreign patients who speak English, I help with
interpreting. We also receive foreign trainees
from Africa and Southeast Asia who come over
to Japan through agencies like JICA (The
Japan International Cooperation Agency).
８
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They come and study at
our hospital, so I help
with the courses and do
a few lectures as well.
M Y: H a s C O V I D - 1 9
affected your job at all?
GJ: In terms of the number of patients, people
are a bit more nervous
about coming to hospitals in general, and
fewer patients obviously means fewer foreign
patients, so less interpreting work for me. And
also, the trainees I mentioned before, they
can’t visit Japan right now, so there’s less work
in that sense. But things seem to be slowly
getting back to the way they were before. If we
are able to be accredited, foreign patients
should certainly increase, and it already does
seem like they are. Because we offer translation services, the news is getting out by word
of mouth.
MY: What is something difficult about working
in a Japanese company?
GJ: I think it depends on the company, but
some companies are really slow on the IT side
of things, a lot of it is still paper based, in companies, and in schools as well. In the UK, a lot
of the schools have their own iPads for their
students to use, and a lot of the classes in
school are IT based, whereas Japan is still
obviously paper based, so the uptake of IT is
slower. But I think right now with COVID-19,
they’re being forced to take on meetings online
and telework and things like that, so in that
sense, it might be a good thing going forward.
MY: Do you think that in preparing for JMIP,
being more tech-savvy would help?
GJ: Definitely. Our hospital is moving towards
being more IT friendly, bit by bit. We finally
have a template and are working on a digital
version of consent forms that patients can then

sign on a tablet. Japan is improving in that
regard, but there is a long way to go. Having
an app or something patients can log in to and
find all the information they need, in multiple
languages would save a lot of time. It takes
2-3 times as long to process and treat foreign
patients because we have to translate and
explain everything, and go over the documents
line by line. In our preparations for JMIP
accreditation, we have translated all of the
main signage, forms, information sheets, and
so on. Still, for patients who don’t speak much
English or Japanese, all of that has to be
explained and/ or translated.
MY: Had you studied medical Japanese before
working here?
GJ: Not really. Before starting work at this hospital almost exactly a year ago, I did a lot of
instruction manual translations for machinery
or IT based translations. I started studying the
terminology when I started, and still have quite
a way to go, but my job here isn’t necessarily a
medical interpreter. There are times when I fill
that role, and at those times I explain that that
is not my primary role, so if there are things I
can’t translate, I look them up. Generally
speaking, the doctors will simplify things
enough for me, so I am able to interpret what
they say. However, I am interested and motivated to improve my skills in this area, so I am
planning to continue studying.
MY: Do you have a favorite place in Japan?
GJ: The first time I ever came to Japan was as
a high school student, for a home stay and
there’s a nice story behind that. In the Second
World War, a man from my hometown, Frank
Evans got taken as a prisoner of war in Hong
Kong. And he was taken to a place in Japan,
to work in a nickel mine, but he didn’t know
where. When the war ended, he went back to
Wales, but 30-40 years later, he went on a tour
back to the places where he fought and he
was taken prisoner. So, he went to Hong Kong
and a few places in Japan. On the plane, he

spoke to a Japanese woman, and he told her
his story. She then located the place in North
Kyoto, now called Yosano-cho, and contacted
the mayor of that city. When the mayor heard
the story, he invited Mr. Evans back, and they
had a big welcome party for him. From that,
they established the Yosano-Aberystwyth link.
There is an exchange of students every year
or two, and yearly events to promote cultural
understanding between the two towns.
Through that partnership, I was able to go to
Japan when I was 16, and I had a really great
time, it was a really amazing welcome. That’s
when I decided I wanted to study Japanese
further. And so, my favorite place in Japan
would have to be my second home town,
Yosano-cho. And I actually went back there
last year to visit and I gave a little talk about
how that experience 20 years ago affected me.
My host family is still there, it was lovely to see
them.
（要旨）
７月13日、社会医療法人雪の聖母会

聖マリア

病院で翻訳・通訳業務を行うジェンキンスさんに
インタビューを行った。彼はウェールズ出身だ
が、大学で日本語を学んだ後来日し、いくつかの
会社に勤務しながら既に20年近く日本に在住して
いる。
彼はこれまで、同病院が取得を目指すJMIP（外
国人患者受入れ医療機関認証制度）に関する翻訳
などの準備や、外国人患者に対する通訳、外国人
研修生の受入れといった業務を行ってきた。
コロナの影響について、通訳の業務が減少して
いるとしながらも、JMIP取得による今後の外国
人患者の増加や、イギリスでは進んでいるITの活
用が日本でも進む可能性に期待する。実際、同病
院でもIT活用に取り組んでおり、患者が同意書に
署名する際のタブレットの使用や、翻訳済みの書
類・情報のデジタル閲覧を進め、説明時間等の短
縮を試みている。
こういったIT機器の取り扱いも含めた医療通訳
は困難な仕事であるが、ジェンキンスさんは今後も
興味と意欲をもって勉強を続けていく意気込みだ。
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寄稿
福岡赤十字病院の
新型コロナウイルス感染症への取り組み
福岡赤十字病院
院長

中房 祐司

新型コロナウイルス感染症による医療機関への負担は長期化している。九経連では「九州国
際医療機構」を組織し、域内医療機関の外国人対応に取り組んでいるが、今回、同機構会員
（理事）で、福岡市内にある感染症指定医療機関３施設の１つである福岡赤十字病院の中房祐司
院長より、同院の新型コロナウイルス感染症への取り組みをご紹介いただいた。
初期の体制づくりから感染者急増への対応、さらにはコロナと今後どう向き合い、取り組ん
でいくのかについて語っていただいた。

■ダイヤモンドプリンセス号へ職員派遣
福岡赤十字病院の新型コロナウイルス（以下、
「コロナ」と略）感染症への対応は、2020年２
月20日のダイヤモンドプリンセス号への救護
班派遣から始まりました。折しも前日にはク
ルーズ船内の感染対策を問題視するYouTube
動画がアップされたばかりでした。日赤救護
班は医師１名、看護師２名、薬剤師１名、事
務職員２名の６名で構成されます。この６名
の職員たちは勇敢に出発していきましたが、
感染者が急増しているクルーズ船内での未知
のウイルスとの戦いであり、大変な恐怖で
あったようです。
この２月20日は福岡県で第１例目の感染者
発生が報道された日でもあります。当院は法
律に定められた感染症の診療を担当する感染
症指定医療機関であるため、同日、受け入れ
体制整備の目的にて院内コロナ対策会議を発
足させました。３月に入ると県内でぽつぽつ
と感染患者がみられるようになりました。そ
して、当院に初めてのコロナ感染者が入院し
た３月17日には、病院全体が緊張した雰囲気
に包まれました。
■感染拡大防止のためにゾーニング
福岡市内には感染症指定医療機関が３施設
ありますが、指定病床は当院の２床を含めて
合計８床しかありません。東京での発生状況
から、このままではすぐに市内の指定病床が
埋まってしまうと考えられ、コロナ感染患者
の入院ベッドを２床から７床へ増床すること
にしました。これには相応の準備が必要で、
１０
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院内感染を防止するために感染患者受け入れ
病棟では感染患者と非感染者が居る場所を明
確に区別する必要があります。これをゾーニ
ングといい、レッド（汚染区域）、イエロー
（準汚染区域）、グリーン（清潔区域）のゾーン
に分けます。それぞれのゾーンがしっかりと
区別できるように新しく壁や扉を作る工事を
行いました（写真①）。

①ゾーニング扉
（イエローゾーンと
レッドゾーンを仕切る扉）

■感染患者急増！
１病棟全部をコロナ感染者用へ
福岡市内では３月下旬から感染者が急増し、
当院が３月末に増床した７床はすぐに満床と
なりました。４月１日には福岡県のコロナ感
染症調整本部長が直に来院し、患者受け入れ
拡大の依頼を受けました。入院受け入れ体制
拡充のため１病棟（43床）全体をコロナ専用の
感染症病床とするゾーニング工事に取り掛か
ることにしました。この工事にてレッドゾー
ンにある病床は28床となり、大部屋には患者
２人までしか入院できないため、実際に使用
できるのは18床でした。
当院は４月半ばまでコロナ感染症の軽症、

中等症患者を診ていく体制作りをしていまし
た。しかし、４月17日に県内の大学病院、感
染症指定医療機関、地域医療支援病院の病院
長が緊急招集され、福岡県が考える役割分担
が示されました。感染症指定医療機関である
当院は中等症、重症を担当すると指定されま
した。このため、関係部署と協議の上、当院
でも人工呼吸器が必要な重症患者を診る方針
に変更しました（写真②）。

②フル装備の防護服で重症
患者の人工呼吸管理を開
始する様子

■プレハブとドライブスルー方式のPCR
感染者が増加してくると、多くの一般クリ
ニックで発熱患者の診察を行わなくなりまし
た。このため、当院への発熱患者の診察依頼
やPCR検査依頼が著しく増加しました。そこ
で、コロナ患者と一般患者が接することがな
いように、病院の外にプレハブを設置して発
熱者診察を行い、さらにドライブスルー方式
のPCR用検体採取も開始しました（写真③）。

③ドライブスルー方式でのPCR
用検体採取

■職員の志気維持のために
コロナのような未知の感染症の診療にあた
る職員は極めて強い恐怖心を持ちながらも、
医療者としての使命感で懸命に働いています。
職員の安全が守られ、病院から支えられてい
る実感がなければその使命感も長続きしませ
ん。職員の安全を保つには、適切な感染管理、
そして何よりも十分な感染防護具の確保が不
可欠となります。４月〜５月の十分な量の防

護具確保が困難な時期には、病院管理者とし
てその入手に奔走しました。また、職員に対
しては、職員の安全を最重要視する方針とし、
安全が担保できない時には社会的な非難を浴
びようともコロナ診療から撤退する覚悟であ
ることを表明しました。
現在、防護具の供給は十分となり、適切な
感染管理を行えば仕事上で感染をすることは
ないという経験から、職員は自信をもってコ
ロナ対応にあたっているようです。
■第１波収束〜収支悪化
当初、コロナという我々が経験したことの
ない感染症への対応でもあり、がむしゃらに
院内の体制作りを進めました。感染症指定医
療機関としての社会的な役割からすれば当然
との考えでした。しかし、４月の一般患者数
の落ち込みは大きく、決算報告をみると大幅
な赤字でした。第１波が収束傾向になった５
月の後半から外来患者数は徐々に戻り始めま
したが、入院患者数は十分には増えず、５月
も赤字決算でした。この状態が続くと病院が
立ち行かなくなると思われました。
■単月収支の改善〜第２波到来
６月に入ると、外来、入院患者数ともに前
年の９割程度にまで回復しました。そして、
７月はほぼ前年並みになりました。４月、５
月の赤字補塡には至らなくとも、単月の収支
ではどうにか黒字となる状況になりました。
７月中旬頃から福岡市内でのコロナ感染者数
は急激に増え始め、第２波到来と考えられて
います。感染者数は第１波をはるかに超えて
いますが、今のところ一般の外来、入院患者
数ともに大きな影響は受けていません。「緊急
事態宣言」が発出されていないためなのか、
「コロナとの共存」に慣れたためなのか分かり
ません。病院経営も市民の経済活動の上に成
り立っていることを痛感しています。
コロナとの戦いは長くなりそうな予感です。
これからも職員の志気を保ちながら、コロナ
診療において十分に社会的な貢献が継続でき
るように健全な病院運営を行いたいと考えて
います。
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九州観光推進機構
ニュース
自宅にいながら九州の旅へ♪ 感動！体感！オンラインツアーについて
一般社団法人 九州観光推進機構（会長：石原 進）では、２０２０年９月５日（土）を皮切りに、毎回異なる
テーマで「自宅にいながら九州の旅へ♪ 感動！体感！オンラインツアー」
（全５回）を随時実施中です。
「オンラインツアー」とは、ご自宅のパソコンやスマートフォンを利用した、
「参加型バーチャル旅行」
という、新しい形態のツーリズムです。実際の旅行では体験できない、離れた観光地を同時に楽しんだ
り、違う季節の映像を見たり、また、旅行番組とは違い、参加者自身も番組へコメントしたり、ガイドと
会話をしたりと、これまでの旅行の概念とは異なったツアーをお楽しみいただけます。
今回の「感動！体感！オンラインツアー」では、九州ならではの絶景や風情、アクティビティや人との
出会いなど、リポーターが九州各地からライブで中継、スタジオからもツアーガイドと旅コメンテーター
が、あなたの旅を盛り上げます。またアンケートに答えてご当地プレゼントがもらえたり、参加者のコメ
ント次第で旅の何かが変わったりと、臨場感たっぷりのツアーをお楽しみいただけます。詳しくは下記お
よびツアー案内サイト（ｈ
ｔ
ｔ
ｐｓ://ｒ
ｋｂｊ
. ｐ/ｏｎ
ｌ
ｉ
ｎｅ
ｔ
ｏｕ
ｒ/）をご確認ください。
●テーマ
第１回 『生きている大地を体感 九州アクティビティ・ツアー』
（９／５開催）＊実施済み
第２回 『潤い！滑らか！美肌への道 九州極上温泉』
（１
０／３開催）
第３回 『この一瞬を見逃さないで！胸に残る九州絶景ツアー』
（１
１月開催予定）
第４回 『絵になる渓谷！ 魅惑の枯山水！燃える紅葉ツアー』
（１
１～１２月開催予定）
第５回 『令和３年、開運を手にする？！九州最強パワースポット旅』
（１月開催予定）
●第１回オンラインツアーの様子

感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅 55

古 代 ロ マ ン（ 南 九 州 編 ）
〜縄文人になって遊べる…〜
−宮崎県（西都市、都城市）、鹿児島県（霧島市、鹿児島市、指宿市）−

縄文・弥生時代の人々の営みはどうであったか、食は、住まいは、家族や集落のあり方は‥‥誰でもが
興味を持つところだ。あれこれと想像を巡らす。
このコースは私たちの古代へのロマンの夢を叶えさせてくれる。
記録が文字に残されることのない時代、それを物語る遺跡や出土品を手がかりにして、学術的な調査が
加わって、実像に近いかたちで解明され浮き彫りにされてくる。
日本書紀に登場する熊襲の集団と、日本武尊に代表される日本中央政権の制圧の物語も、隼人塚に建ち
並ぶ武人の顔、かたちから、歴史を汲みとることができる。
ところで、縄文の暮らしは‥‥。実際に体験できるのが上野原縄文の森。衣装までその時代のものをつ
けて‥‥とまでいかないのが残念だけど、火を起こす仕事だけでも大仕事と子供たちは体験する。文明と
は何なのか、その恩恵にたっぷりとつかっている現代がよくわかる。
このコース、歴史の流れが、２泊３日でわかる。
１
２
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１日目
２日目
３日目

２泊３日コース

 崎空港→西都市［西都原古墳群、西都原考古博物館、西都原古代生活
宮
体験館］→都城市［弥五郎どんの館］→霧島市［隼人塚］→霧島市（泊）

西都市

 島市［上野原縄文の森］→鹿児島市［尚古集成館、仙巌園、ふるさ
霧
と考古歴史館］→指宿温泉（泊）

宮崎空港
鹿児島空港

 宿市［時遊館ＣＯＣＣＯはしむれ］→南九州市［武家屋敷、知覧特攻
指
平和会館、ミュージアム知覧］→鹿児島空港→各地

霧島市

都城市

鹿児島市
南九州市
指宿市

西都原古墳群（西都市）

指宿温泉

東西２６
. ｋｍ、南北４２
. ｋｍ、標高約７０ｍの平坦な洪積層台地を中
心に３世紀後半頃から７世紀に築造されたと推定され、３１９基の
さまざまな形をした古墳が分布している。
また古墳内には、土器や石器、勾玉作りなどを体験できる「西
都原古代生活体験館」や南九州の古代人の営みや、考古学につい
て楽しく学べる「西都原考古博物館」がある。
北九州市
（戸畑・門司）

弥五郎どんの館（都城市）

上椎葉

西都原古墳群（西都市）

養老４（７２０）年、隼人族が大和朝廷に反乱を起こした「隼人の反乱」の際、南
九州の支配者、隼人族軍の首長であったのがこの「弥五郎どん」で、弥五郎どんにまつわる歴史や文化をわかり
やすく展示している。

隼人塚（霧島市）
３つの五重塔を四天王像が取り囲んでいる珍しい史跡。日本の歴史に記されて
いる熊襲と隼人を供養したと伝えられてきたが、最近の調査で熊襲、隼人時代よ
りもずっと後の平安時代に造られたことがわかった。この地域の仏教遺跡と考え
られているが、古代ロマンを漂わせる観光スポットとして歴史ファンが多く訪れ
ている。隣接して隼人塚史跡館があり、古代の歴史が学べる。

隼人塚（霧島市）

上野原縄文の森（霧島市）
上野原遺跡は遺跡風化防止のため埋め戻されたが、竪穴住居、集石遺構など約
９，
５００年前のムラの一部が発掘された当時の状態で見学できる。また、竪穴住居や
連穴土坑など縄文時代のムラの様子が見学できる集落も復元されている。

尚古集成館（鹿児島市）
上野原縄文の森（霧島市）

薩摩藩２８代藩主・島津斉彬（なりあきら）が反射
炉やガラス製作所などの工場として築造。この建物は鹿児島県最古の石造建造物で
大変貴重なもの。現在、尚古集成館には近代化を象徴する反射炉模型や機械工場の
再現などがテーマごとに展示してあり、他にも大
名島津家の歴史的な資料が展示されている。
尚古集成館（鹿児島市）

時遊館ＣＯＣＣＯはしむれ（指宿市）

時遊館COCCOはしむれ（指宿市）

「見て、触って、楽しむ」ことで、南九州の古代の歴史や文化をわかりやすく
紹介している体験型の博物館である。旧石器時代から平安時代までの生活の道具
を展示し、映像や模型、Ｑ＆Ａ等を多く設置している。古代服を試着し、実物大
で再現した古墳時代のムラの中で、光と音楽の演出で古代の１日を追体験できる。

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。ミス沖縄クリーングリーングレイシャス 新里瑞紀です。
私たちは、FacebookやInstagram、YouTubeを通して、沖縄の魅力をお届けしております。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YouTubeチャンネル」はこちら https://bit.ly/3f3K776
今月は、沖縄の大自然を楽しむことのできる施設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

〜大石林山（だいせきりんざん）〜
大石林山がある沖縄本島北部地域のことを「山原（ヤンバル）
」といい、そこは、珍し
い植物や固有種が存在している、手付かずな自然があふれる場所です。
昔から聖なる地として伝えられてきた安須杜（アシムイ）の山々は、辺戸岬から眺め
る険しい姿とは違って、一歩踏み入ると、そこは琉球神話の杜に広がる自然と触れ合え
る楽園が広がります。樹冠のまわりは日本一といわれている神木「御願（うがん）ガ
ジュマル」はとても神秘的で、散策中に聞こえてくる生きものたちの鳴き声は、心を和
ませてくれます。また、２億５千万年前の石灰岩が長い歳月をかけ雨水などで侵食して
できた奇岩や巨石は、見る者によって姿形を変えます。一つ一つの岩石には名前が付い
ており、訪れた子どもたちが命名してくれたそうですよ。
大石林山には、２つの散策コースが用意されています。また、施設内には、ゆるやか
なスロープの「バリアフリーエリア」も設置されています。子どもからご年配の方、車
イスの方でも安心して自然体験を楽しむことができますよ。

【今月のおススメ】紅型（びんがた）
紅型は、沖縄を代表する染物の一つです。インドやジャワ更紗の技法、中国の紅型
の技法、京友禅の手法なども取り入れ、１８世紀中期にはその技法が確立されていたと
考えられています。
大柄の文様は貴族だけに限られ、士族は小紋の図柄が使用されていました。地色も
黄色を最上級とし、階級や年齢、男女によって色分けされていたといわれています。
独特な美しさと華やかさのある紅型。現在では、紅型を取
り入れたお土産品も多くあります。私も紅型を用いた小物をいくつも持っています♪
ぜひ皆さまも生活用品の一つに取り入れてみてはいかがでしょうか。

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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山口

Yamaguchi

ＭａａＳ実証実験を推進！
山口県では、現在、県内有数の交通拠点であるＪＲ
新山口駅の北側に、２０２１年４月の供用に向け、県内
最大規模の多目的ホールなどを有する｢山口市産業交
流拠点施設｣の整備が進められており、この施設の開
業により県内への来訪者の増加が見込まれる。
こうした来訪者の県内広域での回遊性向上による観
光振興や交流人口の拡大に向け、関係者の協力の下、
ＡＩなどの新技術を活用した新たなモビリティサービ
ス(ＭａａＳ※) や移動手段と多様なサービスを組み合わ
せた新たな付加価値を創出する｢ビジネスモデルの構
築｣に取り組むこととしている。
具体的には、スマートフォンから交通手段の経路検
索や予約、決済などができるＭａａＳ用アプリの開発
や、当該アプリの利用とセットで使用できる特典クー
ポンの配布などを予定している。今年度は、新山口駅
から湯田温泉等の山口市街地のエリアを対象として、
実証実験を行う予定である。
山口県は、より多くの人にさまざまな交通サービス
を活用して、観光地や宿泊施設を訪れてもらい、地域振
興や経済の活性化につなげていくことを目指している。
※「Mobility as a Service」の略で、ＩＣＴ（情報通信
技術）の活用により、さまざまな交通手段を統合し、
移動を便利にするシステムのこと。
《問い合わせ先》
山口県産業戦略部 TEL：083-933-2470

福岡

Fukuoka

大濠公園で福岡県の魅力を美味しく楽しく、感じよう！
「大濠テラス 八女茶と日本庭園と。」オープン！
福岡県では、日本庭園を含む県営大濠公園南側エリ
アの賑わいを創出するため、公募設置管理制度（ParkPFI）を活用し、新たな飲食施設「大濠テラス 八女
茶と日本庭園と。
」を２０２０年９月２日（水）にオープン
させた。

施設内のカフェでは八女茶を中心に県産品を使用し
た多彩な料理やスイーツが楽しめるほか、県産品を使
用したお菓子や地酒なども販売している。また、施設
内では、久留米絣や博多織等の着物がレンタルでき、
着物を着て、日本庭園を回遊するなど、大濠公園の新
たな魅力を感じることができる施設となっている。
福岡県が誇る「八女茶」と「日本庭園」が持つ魅力
が合わさった大濠公園にぜひお越しいただきたい。
１．施設名称：大濠テラス 八女茶と日本庭園と。
２．施設内容：
○日本庭園券売所
（県有施設）
○飲食等店舗（民間施設）
カフェ＆グローサリー：＆LOCALS
レンタル着物：YAMATO Tsunagari gallery
営業時間：９時～２０時（定休日：月曜）
《問い合わせ先》
福岡県公園街路課 TEL：092-643-3757
クレアプランニング㈱ TEL：092-724-1115

佐賀

Saga

佐賀の特産品をネット通販で！
「ＳＡＧＡマルシェ」オープン！！
世界に誇る「Made in SAGA」の逸品を一堂に集め
た特設サイト「SAGAマルシェ」が、通販サイトの
「楽天市場」
「Yahoo!ショッピング」内にオープンし
ている。
「SAGAマルシェ」では、お肉や加工品、海苔やお
菓子などといったグルメ商品だけでなく、時代を超え
て受け継がれてきた工芸品も販売。生産者のこだわり
や想いがたっぷり詰まった逸品を購入できる。サイト
内では、佐賀の観光情報も紹介しており、佐賀の自然
や歴史を感じることもできる。
また、佐賀牛などの高級食材や佐賀にゆかりのある
有名人とコラボして開発した商品を扱う特設サイト
「佐賀１万円ショップ」も好評だ。その名の通り、商
品はすべて税込み、送料込みで１万円。ちょっと贅沢
な商品、ここでしか買えない限定商品がラインナップ
されている。商品は季節ごとに替わり、
“旬”の佐賀
のものを購入できる。
新型コロナウイルス感染症の影響により、生産者や
事業者が大きなダメージを受けている。ぜひこの機会
に、世界に誇る“佐賀の本物”
をお楽しみいただき、生産者や
事業者の方々を応援し
ていただきたい。
《問い合わせ先》
（公財）さが県産品流通デザイン公社
検索
TEL：0952-20-5602 SAGA マルシェ
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長崎

Nagasaki

新幹線と長崎の魅力
“発進”×“発信”アイデアコンテスト
長崎県では、九州新幹線西九州ルート（長崎～武雄
温泉）の２０２２年度開業に向けて、開業効果を最大限に
高め、その効果を県内各地へ波及・拡大させることを
目的に、
「新幹線開業に向けたアクションプラン」を
策定し、県民の気運醸成や誘客・周遊促進などに官民
一体となって幅広く取り組んでいる。
この取り組みの一環として、多くの観光客を長崎県
に呼び込むためのアイデアコンテストを実施。６月～
８月の募集期間中に全国から３８２件のアイデアが寄せ
られ、有識者による厳正な審査の結果、スマートフォ
ンアプリを使ったミッション遂行型の企画「長崎の、
あの島の、あの人を探せ！」が最優秀賞に選ばれた。
今回のコンテストでは、県内の小・中・高校生が、
自分たちが住む地域の活性化について真剣に考えたア
イデアが多数あったのも特徴の一つ。学校単位やクラ
ス単位での応募もあり、新幹線開業について子どもた
ちが主体的にアイデアを考案してくれたことが、気運
の盛り上げにつながっていくものと考える。
今後、優秀なアイデアを参考に事業化を検討し、
２０２２年度の開業に向けた取り組みに活用することを
予定している。
《問い合わせ先》
長崎県新幹線対策課 TEL：095-895-2063
長崎県

新幹線

熊本

検索

Kumamoto

「熊本地震震災ミュージアム」
震災遺構一般公開開始
８月１日、南阿蘇村の旧東海大学阿蘇キャンパス内
に保存された熊本地震の震災遺構（旧１号館及び地表
地震断層）が一般公開された。
「熊本地震震災ミュージアム」とは、平成２８年熊本
地震の記憶や経験、教訓を後世に伝えるため、県と８
市町村が連携し、熊本地震に関する情報発信や、旧東
海大学阿蘇キャンパスの震災遺構をはじめ、大津町の
「瀬田神社と巨石」や国の天然記念物にも指定された
益城町の「谷川地内の地表断層」など県内５８件の震災
遺構の保存・展示に取り組んでいるもの。
旧１号館はかつて東海大学農学部の講義棟として使
用されていた鉄筋コンクリート３階建ての建物。最も
被害が大きい事務室横に設置された見学通路からは、
建物の直下を通る断層による亀裂が走り、隆起した床
や鉄骨がむき出しとなった柱などを間近に見学できる
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ほか、内部に設置された４カ所のカメラで被害の詳細
を観察することができる。また、中庭に５０メートル
にわたり出現した断層のうち約２５メートルが展示さ
れており、地表に現れた断層とその影響を受けた建物
を同時に見学できる、国内でも非常に貴重な遺構と
なっている。
開館時間は９時から１７
時まで（火曜休館）
、入場
は無料。
《問い合わせ先》
熊本県知事公室付
旧東海大学阿蘇校舎１号館・
TEL：096-333-2011
地表地震断層
熊本地震震災ミュージアムホームページ
https://kumamotojishin-museum.com

大分

Oita

『Oita Starring Woman』
ビジネスプラン募集中！
大分県女性起業家創出促進事業『Oita Starring
Woman』では、女性ならではのアイデアを活かして新
たな事業展開を行うビジネスプランを募集している。
本事業は、女性のチャレンジを促進し、女性が自分
らしく輝き活躍できるビジネス創出へ向けて、女性の
視点を活かした「想い」を「カタチ」にすることを目
的として取り組んでいる。さまざまな学びや交流の場
を提供するほか、ビジネスプラン発表会『おおいたス
タートアップウーマンアワード』を実施し、次代の女
性起業家のロールモデルの創出につなげている。
応募の受付は１１月１日（日）まで。対象者は「大分
県内で創業予定もしくは創業後５年以内の女性起業
家」
「新事業による法人化または第二創業を予定して
いる女性起業家」のいずれかに該当し、県主催のビジ
ネスプランコンテストにおいて受賞実績がないことが
条件となる。各選考を通過したファイナリストは２月
に開催する『第４回おおいたスタートアップウーマンア
ワード』に出場し、自
身のビジネスプランを
発表する。
今回も独創性に富
んだビジネスプランが
多く生まれることを期
待している。
《問い合わせ先》
大分県女性起業家創出促進事業 事務局
（合同会社アイ.ジー.シー）
検索
TEL：097-529-8872 大分県 女性起業家

宮崎

Miyazaki

防災の拠点「県防災庁舎」が完成！
今年７月、県の新たな防災拠点となる「防災庁舎」
が完成した。
大規模災害時において「県民の生命と財産を守る庁
舎」として司令塔の役割を担っており、長期間にわ
たって災害応急対策を円滑に実施するためのさまざま
な機能を有した施設である。
地上１０階、地下１階建て、免震構造の採用により
高い耐震性能を備え、屋上にはヘリポートを設置して
いる。
さらに、最大１４日間の連続運転が可能な非常用発
電機や断水時に貯留雨水および井水を飲料水として利
用できる浄水設備を設置。下水道が機能停止した場合
でも７日間程度貯留できる地下排水槽を備えており、災
害発生時における必要なライフラインを確保している。
また、誰もが安全で快適に利用でき、省エネルギー
で環境負荷の少ない「人や環境に優しい庁舎」とし
て、ユニバーサルデザインの考え方に基づいた造りと
なっており、太陽光発電や雨水をトイレ洗浄水として
利用する仕組みを取り入れている。外観や景観にも配
慮していて、庁舎１階のエントランスホールなど多く
の来庁者が利用する場所は、県産木材を活用し、宮崎
の木のぬくもりが感じられるあたたかな空間となって
いる。
機能性と環境保全性を兼ね備え、今後予想される南
海トラフ巨大地震などの大規模災害時に自衛隊や消
防、警察などと連携しながら、災害対応を行える新た
な拠点、
「防災庁舎」
。県では今後と
も県民とともに「災害に強く、県民
の生命や財産を守れる宮崎県」づく
りを推進していく。
《問い合わせ先》
宮崎県財産総合管理課
防災拠点庁舎整備室
TEL：0985-26-7011

鹿児島

Kagoshima

第１２回全共鹿児島大会マスコット
キャラクター誕生！
５年に１度、全国の優秀な和牛を一堂に集めて、和
牛の改良成果を競う「第１２回全国和牛能力共進会」が
２０２２年１０月に鹿児島県で開催される。
県では、大会２連覇を目指し、市町村や関係機関・
団体等と連携し、
「鹿児島黒牛」のさらなる改良と出
品対策に取り組むとともに、大会の開催に向けて、会
場設営等の準備やＰＲ活動、気運の醸成を進めている。
今般、鹿児島大会を県内外に広くＰＲするため、大
会マスコットキャラクターの名称を県内から募集し、

多数の応募の中から「かごうしママ」に決定した。
デザインは、
「和牛のお母さん」をイメージしてお
り、桜島や錦江湾、さつまいもなど「鹿児島らしさ」
が盛り込まれている。名称は、
「鹿児島」
「牛」
「お母
さん」というキャラクターの大事な要素が全て取り入
れられており、子どもから年配の方まで覚えやすいこ
とから選ばれた。
今後は、このマスコットキャラクター「かごうしマ
マ」を活用して、鹿児島県が誇る食、観光等を全国に
広く発信し、２０２２年の鹿児島大会
には、多くの方々に来場いただけ
るよう、万全の準備を進めていく
こととしている。
《問い合わせ先》
鹿児島県全国和牛能力共進会推進室
TEL：099-286-3268

沖縄

Okinawa

「世界のウチナーンチュの日」
沖縄県では、５年に一度「世界のウチナーンチュ
（沖縄人）大会」を開催しており、かつての海外移民の
子孫である県系人の方が多く参加している。参加者の
中には、県系人ではないけれども「沖縄が大好き」と
いう方も多く、ウチナー（沖縄）ネットワークは世界
中に広がっている。沖縄県では、そのような世界のウ
チナーネットワークを継承し、発展させていきたいと
いう願いを込めて、１０月３０日を「世界のウチナーン
チュの日」として制定した。
世界には約４２万人の県系人がいるといわれており、
彼らは、戦前・戦後における困窮した沖縄経済を救っ
てくれた。最近では、２０１９年１０月３１日に首里城火災
が発生した後すぐに、国内外の県人会で首里城への募
金活動が行われたことが記憶に新しい。
沖縄県では、世界のウチナーンチュの日の県民の認
知度向上を目的として、２０１７年から毎年１０月３０日に
トークイベントを開催しているが、今年は新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止などの観点から、オンライン
で開催することとした。オンラインの強みを生かし
た、国内外のウチナーンチュによるトークライブや、
各国のウチナーンチュからのビデオメッセージなどの
プログラムを行う。オンライントークイベントを通し
て、より多くの県民に
世界のウチナーンチュ
の日や世界のウチナー
ンチュを知ってもらい
たいと期待している。
《問い合わせ先》
沖縄県交流推進課 TEL：098-866-2479
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事務局より

「令和２年７月豪雨 九経連義援金」のご報告とお礼
本会にて７月15日より募集しておりました標記義援金について、８月20日をもって終了さ
せていただきました。この間、多くの皆様方より大変心温まるご厚志を賜り、深く感謝申し
上げます。
この度、皆様よりお寄せいただきました義援金の金額を確定し、熊本・福岡・大分の復
旧・復興への施策や事業の財源として役立てていただくため、３県へ贈呈させていただきま
したので、以下のとおりご報告いたします。
ご協力いただきました皆様に心よりお礼申し上げます。皆様の温かいお気持ちが、被災地
の大きな後押しになるものと確信しております。
本会としましては、引き続き、力強い経済回復への動きをつくり出し、次世代が地元に
戻ってくる流れを加速させていくさまざまな事業活動を展開してまいりますので、今後とも
一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
１．義援金額

17,934,920円

２．拠 出 先

熊本県
福岡県
大分県

熊本県・蒲島知事へ
麻生会長から贈呈

10,934,920円 （９月２日贈呈）
4,000,000円 （８月28日贈呈） ※各県の住宅被災状況等に鑑み
3,000,000円 （９月３日贈呈） 配分額を決定。

福岡県・小川知事へ
長尾専務理事から贈呈

大分県・高濱商工観光労働部長へ
長尾専務理事から贈呈

「九経連・スマイルプロジェクト」特設サイトのご案内とご協力のお願い
九経連では、withコロナの時代を「共助のちから」で乗り越えていくため「九経連・スマイルプ
ロジェクト」を始動し、この度本会ホームページ内に特設サイトを開設しました。同サイトでは、
皆様の地域支援や課題解決への取り組みおよびサービスについてご紹介させていただき、共助の輪
をつないでいきたいと考えております。
ぜひ、同サイトをご活用いただくとともに、会員企業の皆様におかれましても掲載可能な案件や
一緒に取り組みたい事案などございましたら、同プロジェクト事務局へお気軽にご連絡ください。
なお、同プロジェクトの一環として７〜８月に実施したクラウドファンディング事業については、
次号にてご紹介いたします。
■「九経連・スマイルプロジェクト」とは
コロナ禍における会員の皆様のさまざまな地域支援や課題解決への積極的な取り組みについて、
共助の輪をつな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
的とする以下の３つのアクションを中心に展開するプロジェクト。
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！（九経連主導）

♡アクション02 地域を応援する取り組みの輪をつなごう！（地域支援活動）

販売促進
横展開

♡アクション03 ニューノーマルの先進地を目指そう！（新サービスの紹介） 課題解決
（特設サイトイメージ）

［お問い合わせ先］九経連スマイルプロジェクト事務局（TEL：092-791-4268）
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表紙説明

空手の日記念演武祭

（沖縄県）

沖縄を「発祥の地」とする「空手」は、現在、さまざまな流派が生まれ、
国境や言語、宗教、人種等の壁を越えて、世界190カ国あまり、１億３千万
人ほどの愛好家がいるといわれるまでに普及しています。
「空手の日記念演武祭」をはじめ、県内で
行われるさまざまな大会に県外・海外の方が多く参加されています。
2005年３月、沖縄県議会において、沖縄伝統の空手が今後ますます発展し、世界の平和と人々の
幸福に貢献することに願いを込め、10月25日を「空手の日」とする宣言が決議されました。
沖縄県、沖縄県議会、沖縄伝統空手道振興会では、
「空手の日」を記念して、沖縄空手の基本であ
る「守礼の心」を再認識し、沖縄空手の魅力を国内外の多くの人に知ってもらうため、2013年より
「空手の日記念演武祭」を開催し、さらに、2017年より沖縄空手会館特別道場において、
「空手の日
奉納演武」を実施しています。
「空手の日記念演武祭」は、沖縄空手の2,000人規模による集団演武やさまざまな流派の特徴ある
型を一堂に観ることができる見応えがある内容となっています。
今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
「空手の日記念演武祭」は規模を縮小して招
待者のみで実施し、その模様は動画で配信する予定ですが、沖縄県にお越しいただいた際には、沖
縄空手の奥深い魅力と迫力を体感してみてはいかがでしょうか。
《問い合わせ先》 沖縄県空手振興課 TEL：098-866-2232
スケジュール（１
０月）
日（曜）

会合名等

１日（木）
７日（水）
９日（金）
１４日（水）
１
９日（月）
２０日（火）
２１日（水）
２７日（火）
３０日（金）

第１６１回理事会、理事・審議員合同会議（福岡市・ホテル日航福岡）
第１回宮崎地域委員会（宮崎市・ニューウェルシティ宮崎）
第７回九州将来ビジョン検討ＷＧ（福岡市・九経連）
交通委員会第１回企画部会（福岡市・九経連）
第２回農林水産委員会（福岡市・電気ビル共創館）
西日本経済協議会第６２回総会（愛媛県松山市・ＡＮＡクラウンプラザホテル松山）
２０２０ ＫＹＵＳＨＵ ＮＥＸＴ〜われわれはどうやって九州を動かしていくのか〜（ＷＥＢ開催）
第８回九州将来ビジョン検討ＷＧ（福岡市・九経連）
第３８回九州地域戦略会議（山口市・ホテルニュータナカ）

新入会員企業（８月）
キャタリストリサーチ株式会社
社長

平野

竹徳

鹿児島県出水市高尾野町大久保1474

TEL：0996-82-0225

従業員数：12名

事業内容：触媒関連分野の受託研究サービスの提供

㈱グローカル・ビジョン
代表取締役

吉村

郁也

熊本市中央区安政町8-16

TEL：096-273-7515

従業員数：3名

事業内容：海外展開支援、海外人材導入支援、観光戦略支援他

城山国際医院
院長

城山

隆季

福岡市東区馬出1丁目10-2

TEL：092-645-2177

事業内容：病院（外国人患者受入、医療渡航対応）

ハンファ生命保険株式会社
福岡事務所長

グム

ドンウ

福岡市博多区中洲4丁目6-12

TEL：092-263-0123

事業内容：生命保険事業

メカトラックス株式会社
代表取締役

永里

壮一

福岡市早良区百道浜3丁目8-33

TEL：092-843-9572

従業員：3名

事業内容：小型コンピュータボード向け周辺機器の開発・製造他

◆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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