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希望の街・下関
～海峡の街の挑戦～

下関市長

前田 晋太郎
下関市は、日本三大急潮流に数えられる関
門海峡を臨む本州側に位置し、海峡を共有す
る北九州市とは１日約１万人の行き来があり、
密接な経済圏を形成しています。
しかしながら、今年はその結びつきを脅か
す二つの大きな出来事がありました。
一つは、世界的に猛威を振るう新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大の影響で、県域を
越えての活動の自粛を求められる中、両地域
を通勤通学される方や、関係の方々を含め
日々健康や心理的な負担を抱えての生活を送
られました。
もう一つは、この７月に九州・山口にもた
らした大雨の影響で本州と九州をつなぐ大動
脈である関門自動車道関門橋が通行止めとな
り、う回路である関門国道トンネルも故障車
により不通となっていたことから、自動車に
よる移動が長時間にわたり分断され、市内各
地で大渋滞を引き起こす事態となりました。
今回の経験を踏まえ、市民の安全・安心の
確保を第一に考え、医療体制の整備や衛生環
境の確保など十分に配慮するとともに、改め
て災害に強い代替路としての「下関北九州道
路」の必要性を強く認識いたしました。
現在、本市経済も大きな打撃を受けており
ますが、生活を支える企業活動についても長

期の停滞を招かないよう、４次にわたる経済
対策を実施するほか各業界団体が実施する
「安全安心宣言」を支援するなど、地域で一丸
となって取り組みを実施しているところです。
これまで経験したことのない未曽有の脅威に
対し、
「ウイルスを正しく恐れながら」常に新
たな発想による取り組みや行動力を持って市
民の皆様と一緒になってこの難局を乗り越え
ていきたいと考えております。
さて、本市の将来を見据えた動きとしては、
全国平均を上回るスピードで人口減少が進ん
でいる状況を踏まえ、第２期下関市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略を策定し、人口減少
に歯止めをかけるとともに、人口減少下にお
いても活力を失わないまちづくりを進めてい
ます。
特に、中心市街地である下関駅から火の山
までの唐戸地区を中心とした海峡エリア沿い
をターゲットに、市民や事業者と協働して地
域に根付いている「食・文化・芸術・景観」
などの資源を活かした魅力あるスポットの構
築により、周遊・滞在型観光地を目指す「ま
ちの魅力再発掘プロジェクト」の取り組みや
㈱星野リゾートと下関港ウォーターフロント
開発に係るホテル事業の基本協定を締結し、
早期開業に向けた協議を進めています。
また、魅力ある賑わいスポットを構築（点）
するとともに、それらを線や面へとつなぎ、
回遊性を高め、新たな人通り（動線）を創出
し、観光客等が「歩いて楽しめる」エリアと
する下関オリジナルの手法、
「下関モデル」を
開発するため、リノベーションまちづくりを
活用した新たな人通りの創出に取り組んでい
ます。
今後も、九州と本州そして海外との結節点
として「希望の街・下関」の実現のため、力
強く歩んでまいります。
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九経連活動報告

２０３０年の九州のありたい姿とその実現に向けたテーマは何か
と

き

ところ
出席者

９月１７日（木）
福岡市・九経連会議室
２１名

第２回九州将来ビジョン検討特別委員会

来年の本会創立60周年に向けて策定中の2030年に向けた「九州将来ビジョン」。２回目とな
る今回の委員会では、これまで同ビジョン検討WGにて議論してきた「2030年の九州のありた
い姿」およびその実現に向けた手段としてのテーマ設定について、熱心な討議を行った。
１．講話「30年後に向けた九州地域発展戦略に
ついて」九州経済調査協会 岡野秀之氏
委員会の冒頭、昨年末同協会が発表した標
記テーマに基づき、九州の現状についての概
観および30年後に向けた九州の成長シナリオ
をお話しいただき、さらにその実現に向けた
産業創出やインフラ戦略に関する課題を提示
い た だ い た。 講 話 の 中 で は、 九 州 の ポ テ ン
シャルを活かし、稼ぐ力が期待される次世代
産業として「機能性フードビジネス産業」や
「スマートものづくり産業」など５つの産業が
提案され、それぞれの成長に向けて本会が果
たせる役割があるとの期待を示唆いただいた。
２．
「ありたい姿」とその実現に向けた「テー
マ」の検討状況報告
前回委員会（７月開催）以降、同ビジョン検
討WGで議論してきた「ありたい姿」とその実
現に向けた手段としての「テーマ」候補に関
し、右記案を示して事務局より説明した。委
員の方からは、
「コロナ禍におけるパラダイム
シフトにどう九州として向き合うかを反映す
べき」や「テーマに九州らしさを出したい」
など多くの意見をいただいた。
また、
「幸せコミュニティ」の位置付けや産
業間の連携促進などについて、本会が経済団
体としてどのように関わるべきかという点を
中心に議論した。
今 後 は、 次 回 の 委 員 会 に 向 け て、 委 員 の
方々の意見を反映させ、テーマを磨き上げ、
優先順位付けを行っていく。

２
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■2030年のありたい姿（案）

※

共創アイランド九州

～自立し成長と心の豊かさを実現～

Ⅰ

日本の成長エンジン

Ⅱ

幸せコミュニティ

Ⅲ

自立型広域連携アイランド

 州の優位性ある資源を活かしてGDPを引き上げ、
九
所得水準の向上・雇用拡大を図り、競争力を持った
豊かな地域経済を実現し、日本経済を牽引する
 DGsの理念の下、九州に集う人々の多様性と包括
S
性を重視し、人とのつながりの中で社会的課題を解
決し、豊かな社会生活を実現する
 記ビジョン実現のため、国と連携しながら自立的
上
かつスピーディに実行できるよう広域官民一体的体
制構築とインフラ整備を行う

■ありたい姿を実現するテーマ候補（案）

※

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11

未来を担うリーディング産業の育成・誘致
九州イノベーションエコシステム構築
生産性革命の推進
アジアとのシームレス化
ダイバーシティ先進コミュニティ形成
暮らしやすさ（Quality of Life）先進地域化
社会課題の解決に資する教育・人材育成
自立型広域連携圏モデル構築
自立化を支えるインフラ整備
防災レジリエンス向上、バックアップ機能強化
九州のエネルギー環境・産業の再構築

※記載内容は、当日資料から抜粋

挨拶する金子委員長

WEB参加者も議論に参加

【企画調査部

伊豫田】

「九州の美味いを、明日へつなごう」
～第一次産業応援クラウドファンディングのご報告とお礼～
募集期間
支援総額
参加企業

７月２２日（水）～８月２５日（火）
１２，
０４６，
６００円（目標１，
０００万円）
ト リゼンダイニング、紅乙女酒販、落水正商店、村商、ミヤチク、カミチク、和香園、
南州農場、もとぶ牧場、仲善、スターゼンミートプロセッサー、丸仙工業、巨峰ワイン、
幸姫酒造、佐賀県開拓畜産事業協同組合、糸島みるくぷらんと、はかた遊膳、ジェイエ
イフーズみやざき、フェルマ木須、阿部牧場、西岡養蜂園、オルタナティブファーム宮
古、ＲＥＩＭＥＩ、匠牧場、水迫ファーム（２５社・敬称略）

コロナ禍における地域支援や課題解決への取り組みの輪をつなぐ「九経連・スマイルプロ
ジェクト」の一環として、本会初となるクラウドファンディング事業を実施した。
新型コロナウイルス感染症拡大によるイン

初めて挑戦したCF事業であったが、こうし

バウンドの激減や外出自粛等の影響で、外食

た現場に近い取り組みは、新たな顧客の獲得

産業は甚大な被害を被っている。地域の特産

など将来へとつながるものであり、必ずや生

品や食材が販路を失い、多くの生産者が不安

産者・事業者の今後の生産活動に対する大き

を抱える中、
「がんばる生産者を応援したい！」

な後押しになるものと確信している。

「九州を支える第一次産業を守っていきた

本会では、今後も第一次産業の支援、生産

い！」という思いから、クラウドファンディ

者の応援に力を入れて取り組み、販路拡大へ

ング（以下CFという）による応援プロジェクト

の支援、労働負荷の軽減等により魅力ある産

を立ち上げた。

業にして、次世代回帰につなげていくことを

今回のプロジェクトは、CF事業者である㈱

目指している。

CAMPFIREの「新型コロナウイルスサポート

さらに、九州から明るい流れを作り出し、

プログラム」（手数料免除）を活用した購入型

コロナ禍からの力強い経済回復を図るとともに、

CFで、募集期間終了後に返礼品を支援者に届

日本の再興と新たな成長に向けてさまざまな

ける仕組みとなっており、九州・沖縄の幅広

事業にチャレンジしていくこととしている。

い地域から25の事業者が参加した。
《クラウドファンディングのメリット》
〇プロジェクト終了後、翌月には入金
〇運営サイトを活用した宣伝効果
（将来の顧客獲得）
〇CF事業者のキャンペーン適用で、手数料無料

期間中、会員の皆様をはじめとする全国の
899名の方々の温かいご支援により、当初の目
標10,000,000円を上回る12,046,600円を達成す
ることができ、生産者からも「支援数を見る
だけで励みになります」といった言葉をいた
だいた。

プロジェクト期間中、多大なるご支援を賜り、
心よりお礼申し上げます。また、励ましのお言葉
をお寄せいただき、お知り合いへ幅広くお声かけ
いただきましたこと、深く感謝申し上げます。

【農林水産部

廣瀬】
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新型感染症影響下における農林水産業への支援策、
農林水産物・食品の輸出促進を中心に要望活動を実施
と

き

ところ
出席者

９月１５日（火）
東京都・農林水産省、国土交通省
８名

農林水産委員会

農林水産委員会では、
「九州・山口地域における農林水産業の振興に関する要望書」を取り
まとめ、陣内委員長、正副部会長が河野義博農林水産大臣政務官をはじめ農林水産省幹部およ
び国土交通省幹部に対し要望活動を行った。
〔農業〕

■主な要望項目
内

容

項

目

共

通

新型コロナウイルス感染症影響下での
事業継続支援、国土強靭化対策の推進

農

業

農林水産物の輸出拡大、輸出相手国に
対する検疫条件改善

林

業

水産業

森林整備予算の安定的な財源確保、国
産材の利用拡大
養殖業の産業競争力強化

■要望先

・農 林水産物の輸出目標5兆円（2030年）達成
に向け、省庁横断的に窓口を一本化し手続
きの簡素化に取り組んでいる。
〔林業〕
・森 林整備については当初予算で予算を確保
するよう努める。
・木 造ビル普及への取り組みはありがたい。
国 の 建 築 物 に 対 し て は、 木 造 可 能 か 事 前

・農林水産省

河野義博

大臣政務官

チェックを導入。また、建築士等の木造建

・農林水産省

神井弘之

大臣官房審議官

築技術向上のための研修予算をつけたい。

・農林水産省

塩川白良

食料産業局長

・林

野

庁

前島明成

林政部長

行ったことは非常に良い取り組み。九州以

・水

産

庁

坂本清一

栽培養殖課長

外でも至急取りまとめたい。

・国土交通省

高田昌行

港湾局長

■要望者（農林水産委員会）
・委

員

長

陣内 博

㈱佐賀銀行会長

・企画部会長

河津善博

トリゼンフーズ㈱会長

・林業部会長

中島

豊

九州林産㈱社長

・水産部会副部会長

田嶋

猛

太平洋貿易㈱会長

・輸 出拡大に向け、土場など港の現況調査を

〔水産業〕
・
「養殖業成長産業化総合戦略」は着実に遂行
していく。
・現 在、実現に向けた具体的な行動計画を策
定中である。

■要望先の主なコメント
〔共通〕
・新 型コロナウイルス感染症影響下での経済
復興に対する思いは同じであり、役所バラ
バラではなく政府一体となって環境整備に
取り組んでいく。
・激 甚化する自然災害からの復興についても
伴走型で支援する。
４
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河野政務官（中央）に要望書を手交

【農林水産部

三木】

日誌
９月
１日（火）、２５日（金）

［福岡市・九経連会議室］

８日（火）

［福岡市・福岡県Ｒｕｂｙ・コンテンツ産業振興センター（ＷＥＢ併催）］

第５回、第６回九州将来ビジョン検討ＷＧ

九州の食輸出協議会定例会・オンライン商社マッチングin福岡

九州将来ビジョンの策定に向け、第５回と第６回
のＷＧを開催した。
第５回ＷＧでは、九州を取り巻く環境変化や課題
から導かれる2030年の九州の「ありたい姿」につい
て、それを実現するために事務局各部が重要と考え
るテーマの候補を持ち寄り、各テーマの意味の理解
やテーマとして挙げる意図の共有、全体としてテー
マに漏れがないかの確認などを行った。
また第６回ＷＧでは、直前に開催したビジョン検
討特別委員会での議論を踏まえ、
「ありたい姿」の３
つのカテゴリーと各テーマの相互の関係性の整理な
どについて議論を行った。

九州の食輸出を推進する地域商社プラットフォー
ムである「九州の食輸出協議会」の定例会と併せて、
協議会の会員である地域商社と販路拡大を目指すサ
プライヤーとの間で「オンライン商社マッチング㏌
福岡」を開催した。
定例会では、新型コロナウイルス感染拡大の影響
下における会員商社の現状報告や、協議会会員の拡
大活動状況報告等について意見交換を行った。
オンライン商社マッチング㏌福岡では、会員商社
とサプライヤーとの間で、輸出向け商品の説明等に
ついてWEB商談を行った。

出席者：16名（第５回）、15名（第６回）

２日（水）

［ＷＥＢライブ中継］

エネルギー講演会
出席者：146名

SDGsの達成に向け、金融市場でESG投資が急速に
広がっていることから、㈱伊藤リサーチ・アンド・
アドバイザリーの伊藤敏憲代表を講師に迎え、
「エネ
ルギー産業の現状・課題と今後の展望」と題した講
演をWEB配信した。
講演ではエネルギー情勢や課題、気候変動対策
（CO2削減）の厳しい状況などを解説いただいた。環境
配慮を基準とするESG投資の拡大は不可逆であるこ
と、CO2削減には原子力の影響が大きいことなど、今
後の展望を考える機会となった。
※本誌９ページに講演要旨を掲載

７日（月）

［ＷＥＢライブ中継］

シンガポール・ビジネスウェビナー
出席者：108名

福岡・東京・シンガポールを結び、シンガポール
の最新ビジネス情報を提供する「シンガポール・ビ
ジネスウェビナー」を開催した。
同国の投資環境からイノベーションやスタート
アップ、グローバル金融ネットワークの状況、知財
権保護まで幅広い内容が発表された。また、実際に
現地に進出した九州企業の進出に至る経緯や、現地
コンサル会社が感じる日本企業の課題など、生の声
を聞く貴重な機会となった。ウィズコロナでデジタ
ル化が求められる中、その最先端を行く同国の取り組
みは日本企業にとって大いに参考になるものである。

出席者：会場17名、WEB21社

１０日（木）

［福岡市・九経連会議室］

産業振興委員会第１回企画部会
出席者：20名

昨年７月以来の企画部会開催となった。まず、事
務局より今年度事業計画・上期進捗状況（地域課題解
決PJ、ベンチャーエコシステム、航空宇宙産業の育
成等、５つの重点課題）に関する報告を行った。その
後、橋本大哉委員（
（独）中小企業基盤整備機構九州本
部長）より「中小企業の生産性向上支援」について特
別報告を受けた。
続く講演会では、経済産業省製造産業局ものづく
り政策審議室の矢野剛史室長より「我が国ものづく
り産業が直面する課題と展望」について興味深いお
話をいただいた。
なお、下期は中堅・中小企業生産性向上WEBセミ
ナー、先進的工場の見学、講演会等を予定している。

１１日（金）［東京都・国土交通省、自由民主党、公明党等］
下関北九州道路中央要望
要望者：９団体

下関北九州道路建設促進協議会（会長：麻生泰九経
連会長）
、下関北九州道路整備促進期成同盟会（会
長：村岡嗣政山口県知事）など９団体は、国土交通省、
自由民主党、公明党等に対して要望書を提出した。
また、要望団体を代表して下関北九州道路整備促
進期成同盟会会長の村岡山口県知事等が、本道路の
事業化に向けた環境影響評価（アセスメント）などの
手続きに早期に移行するよう、赤羽一嘉国土交通大
臣にオンラインで要望した。
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１４日（月）〜１５日（火） ［東京都・国土交通省、財務省、厚生労働省］
九州・山口地域における交通基盤整備に関する要望活動
出席者：４名

交通委員会において「九州・山口地域における交
通基盤整備に関する要望」等を取りまとめ、国土交
通省（吉岡幹夫道路局長、和田浩一航空局長）
、財務
省（麻生太郎副総理兼財務大臣、井上貴博財務大臣政
務官）
、厚生労働省（加藤勝信厚生労働大臣、自見は
なこ厚生労働大臣政務官）に対し要望活動を行った。
特に今回は、
「頻発かつ激甚化する災害に備えるた
めの抜本的な治水対策や災害時のリダンダンシーと
なりうる道路整備」および「福岡空港、那覇空港の
PCRセンターの早期設置、検査体制の拡充」等を求
めた。

１５日（火）

［ＷＥＢ開催］

情報通信委員会第１回企画部会
出席者：29名

今年度第１回目の企画部会では、ICT利活用による
課題解決支援、サイバーセキュリティ対策の普及啓
発、産業振興に資するICT人材育成事業等、上期の活
動実績と今後の活動予定について報告を行った。
その後、
「リモートワークにおける運用上の課題」
について、出席者による意見交換を実施し、最後に、
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課の大塚恵理
課長補佐より「ローカル５Gの最新動向について」と
題してご講演いただいた。

１５日（火）

［東京都・農林水産省、国土交通省］

農林水産業の振興に係る要望活動
出席者：８名

※本誌４ページに詳細を掲載
［福岡市・九経連会議室（ＷＥＢ併催）］

農林水産委員会林業部会第１回調査・研究ＷＧ
出席者：会議室21名、WEB12名

今年度第１回目の林業部会調査・研究ＷＧでは、
昨年度から導入された森林環境（譲与）税について、
現状の各自治体の用途を確認し、これに対し経済界
からの用途に関する要望事項を議論した。

６

１７日（木）

［福岡市・九経連会議室］

「ＫＹＵＳＨＵ ＮＥＸＴ」第２回ＷＧ
出席者：７名

今年度で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２回WGを開催し、セミナーの開催
概要（プログラム）について話し合った。
基調講演では田口ランディ氏（作家）より「コロナ
禍後のニューノーマルな生き方」をテーマに、コロ
ナによって見えてきた現代社会の課題や新しい価値
観について深く掘り下げていただくこととした。パ
ネルディスカッションでは、コロナ禍後の働き方を
見据えて、九州の発展のため前向きになれる部分に
ついて、
「女性の活躍」
「デジタル化」
「地域の活性化」
それぞれの視点から議論することを決定した。

１７日（木）

［福岡市・九経連会議室］

第２回九州将来ビジョン検討特別委員会
出席者：21名

第２回委員会を開催し、2030年の九州のありたい
姿とその実現に向けたテーマは何かを討議した。
※本誌２ページに詳細を掲載

２３日（水）〜２４日（木）

［ＷＥＢ開催］

中国向け木材輸出ＷＥＢ商談会

農林水産委員会において「九州・山口地域における
農林水産業の振興に関する要望書」を取りまとめ、農
林水産省および国土交通省に対し要望活動を行った。
特に今回は、新型コロナウイルス感染症の影響下
での支援等も織り込み要望を実施した。

１６日（水）

冒頭、九州森林管理局の林視次長よりいただいた
現状に関する講演と各自治体からの説明を参考に、
要望事項を取りまとめ関係各所に要望書を提出する
ことになった。また、これまでの林業部会の活動を
報告し、情報共有に努めた。
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出席者：22名

昨年度予定していたが新型コロナの影響で延期と
なっていた木材輸出に関する招聘事業を、WEB商談
会に変更し開催した。
日本側からセラーが９社、中国側からバイヤー５
社が参加し、高価格・高品質の木材（Ａ材、大径木）
の輸出を実現すべく商談を行い、当日13件、2.5億円
が成約、各社ともに追加の商談も継続中である。こ
れまでは中国向けの木材は安価のＣ材がメインだっ
たが、これを機会に森林事業者が真に売りたいもの
とバイヤーのニーズに沿った商談会を今後も実施し
ていく。

２８日（月）

［福岡市・九経連会議室（ＷＥＢ併催）］

２８日（月）

［ＷＥＢ開催］

第１回再生可能エネルギー産業化推進委員会

第１回情報通信委員会

安浦寛人委員長（九州大学理事・副学長）の挨拶後、
議事に入り、2020年度の各実務者会議の報告、九経
連から今後の委員会の活動計画を報告・審議した。
特に、今回の委員会では、第38回九州地域戦略会
議（10月30日）に附議する改定アクションプラン（地
熱・地中熱エネルギー、海洋エネルギー、水素エネ
ルギーの各改定アクションプラン）についての最終審
議・確認を行った。また、今後の取り組み等につい
て、各委員からご意見や助言をいただき、活発な意
見交換が行われた。

今年度第１回目の委員会では、小澤正憲委員長の
開会挨拶の後、今年度事業計画に基づき、４月から
８月までの活動報告と今後の活動予定について報告
を行った。
引き続き、EY Japan気候変動・サステナビリティ
サービス（CCaSS）の牛島慶一リーダー・プリンシパ
ルより「今何故SDGsなのか？経営者が理解しておく
べきSDGsの背景と戦略への統合」
、㈱オージス総研
の山口健常務執行役員より「最新ICTトレンドについ
て」と題して、それぞれ東京からリモートにてご講
演いただいた。

出席者：会議室16名、WEB12名

出席者：56名

「～がんばろう!! 台湾留学生応援企画～ 台湾スマイルフェア」開催
（九経連・スマイルプロジェクト）
と

き

ところ
来場者

９月24日（木）
福岡市・電気ビル共創館１階「みらい広場」
約700名

九州台湾商工会・台湾在日福岡留学生会を中心とした在九州台湾関連団体と共同で「台湾スマイルフェ
ア」を開催した。このフェアは、コロナ禍で生活費などに苦しむ台湾人留学生を支援するため、アフター
コロナの観光復興に向けた台湾情報発信や、台湾関係の在九州商店で輸入・生産・加工された商品を販売
し売り上げの一部を台湾在日福岡留学生会に寄付するもので、ウィズコロナを共助のちからで乗り越える
「九経連・スマイルプロジェクト」の一環として行われた。
台北駐福岡經濟文化辦事處の陳忠正處長による開会挨拶の後、フェアがスタート。あいにくの雨模様に
もかかわらずおよそ700名が会場を訪れ、会場入口の検温とアルコール消毒を経て、台湾のグルメ食品や
雑貨などを販売するブースで買い物をする姿が多くみられた。お昼には、福岡を拠点に、台湾、香港、中
国などアジアで活躍している二胡奏者・里地帰（さとちき）氏によるライブ演奏が行われ、台湾にちなん
だ曲を弾き語り、来場者を楽しませた。
今回は台湾留学生の支援を目的としたフェアであったが、今後台湾以外の在福岡領事館とも連携し、留
学生支援のイベントを企画していくこととしている。

フェア会場風景

開催の挨拶をされる
台北駐福岡經濟文化辦事處
陳處長

里地帰（さとちき）氏による
二胡のライブ演奏 【国際部

竹下】
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講演要旨

テレワークに潜むサイバー
セキュリティの脅威
（2020年８月31日（月）第１回サイバーセキュリティセミナーでのパネルディスカッション）

情報通信委員会では、経営者層に対するサ
イバーセキュリティへの理解促進、意識向上
のため、今年度第１回目となるサイバーセ
キュリティセミナーを開催した。今回は、当
日実施されたパネルディスカッションについ
て、講演要旨という形でご紹介する。
テレワークの落とし穴となる自宅環境で注意
する点
三宅：セキュリティ対策の「桶の理論」をご
存じだろうか。桶の高さの低い部分から水が
漏れるように、サイバー攻撃はセキュリティレ
ベルの低い部分に合わせて受けることが多い。
セキュリティ対策を十分行ってきた企業で
あれば、平時におけるセキュリティレベルは、
整った桶のような形になるが、準備不足で急
遽テレワークに移行した際には、整った桶の
形が崩れ、自宅環境は、桶の高さの一番低い
ところになっていると考える。
水は低い所から
漏れる
平時における
セキュリティレベル

テレワークにおいては

自宅環境

有事
（新型コロナ感染拡大防止時）
における
テレワーク時のセキュリティレベル
図 セキュリティにおける「桶の理論」

姫野：セキュリティに対する投資は、企業と
比較すると自宅環境は低いため、被害を受け
やすく、自宅環境にて感染が広がる可能性が
高い。既に家庭のパソコンが脆弱になってい
る可能性もあり、その部分をついて会社情報
を持ち出されることが危惧される。
江川：会議をWEB会議で行うということで、
会議内容を家族に知られてしまうリスクもあ
る。過去に某メーカーで発生したが、新商品
の写真と新CMタレント、これを家族が聞いて
ツイッターでつぶやいてしまい、非常に問題
となったケースがある。
三宅：家庭内の環境はセキュリティ的に脆弱
８
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【モデレーター】
九州経済連合会サイバーセキュリティ推進WG委員
㈱ラック

三宅  康夫

【パネリスト】
九州経済連合会サイバーセキュリティ推進WG委員
㈱QTnet

江川  哲也

EYストラテジー・アンド・コンサルティング㈱

杉井  弘嗣

西鉄情報システム㈱

姫野  知一郎

であり、業務用パソコンを自宅環境に接続可
能な企業もあるが、共有設定などによっては、
家庭内の他パソコンの感染が業務用パソコン
に伝播することが起こり得る。また、過去に
あった事例では、PCに直接SIMカードを装着
した際、プロバイダーによっては、全世界に
公開されているIPアドレスが割り当てられる
ものもあり、直接インターネットから攻撃さ
れ被害に遭うケースもある。
先日、VPN装置の脆弱性の新聞報道があっ
たが、当該機器では１年近く前に脆弱性が見
つかっており、パッチも既に出ていた。ゲー
トウェイ装置等の資産管理も重要である。
被害が発生した際の監査上の影響
杉 井： 財 務 諸 表 監 査 上、 サ イ バ ー セ キ ュ リ
ティ事件事故が起きると、監査の追加的な手
続きが必要になるケースがあり、被監査会社
にとっては、監査に係る稼働、コスト共に追
加的な負担となる可能性がある。
まとめ
三宅：今回の新型コロナウイルス感染拡大に
伴う緊急事態宣言の際は、かなり差し迫った
状況であったため、急での環境整備となった
企業等も多いと思う。次の感染拡大や恒常的
なテレワーク実施に備え、通常と同じような
レベル感で対策を行っていただきたい。本日の
セミナーでの各種課題を踏まえ、ルール整備、
環境整備を進めていただければ幸いである。
中小企業におかれては、公的機関が作成し
ているチェックリスト等を参考に整理される
のも有用である。

講演要旨

エネルギー産業の現状・課題と
今後の展望

～SDGs/ESG投資等がもたらすエネルギーの変革～
（2020年９月２日（水）九州エネルギー問題懇話会エネルギー講演会での講演）

〔世界のエネルギー情勢〕
世界のエネルギー需要は、新興国・発展途
上国の人口増加・経済成長により着実に増加
している。また、OECD諸国を中心に、再生
可能エネルギーの導入拡大、SDGs ／ESG投
資の影響拡大などが進み、エネルギー需要構
造 が 変 化 し て い る。 電 力 に つ い て は、 太 陽
光・風力の占める割合が上昇する一方、原子
力は日本以外の地域で発電電力量が増加・維
持され、重要な供給源となっている。
また、全てのエネルギー価格に影響する原
油価格が近年乱高下しているが、原油価格は
原油自体の需給・コスト以外のさまざまな要
因で変動することに留意してほしい。
〔日本のエネルギー事情と課題〕
エ ネ ル ギ ー は 経 済 活 動、 国 民 の 暮 ら し に
とって必要不可欠な基礎資材であり、安全確
保を大前提に、経済性、環境性のバランスを
とりつつ、安定的に供給しなければならない。
国内資源に乏しい日本で安定供給を図るこ
とは非常に難しく長期的な課題である。エネ
ルギー価格の内外価格差は規制緩和等で縮小
しているが、継続的な課題の一つ。また、日
本の温室効果ガス排出量の約90％がエネル
ギー起源CO2、さらに、その約40％がエネル
ギー転換部門排出のCO2であることから、地
球気候変動対策はそのままエネルギー対策に
通じる。
実質GDPと電力需要には強い相関性がある
ことから、今後経済成長を図っていく上でも
電力供給は重要である。
〔気候変動対策とESG投資の拡大〕
パリ協定では世界的な平均気温上昇を産業
革命以前に比べ２℃より十分下回るよう抑え
1.5℃以下に抑える努力を追求することになっ
ている。1.5℃目標に整合するには、温室効果
ガス排出量を2030年までに約45％削減、2050

㈱伊藤リサーチ・アンド・
アドバイザリー
代表取締役 兼 アナリスト

伊藤  敏憲
年前後に正味ゼロにする必要があるとされ、
日本の現行目標はさらなる深掘り、前倒しが
必要になる。実際の排出量はほとんどの国で
2030年度目標ラインを上回っており、目標達
成にはネットゼロ以下の実現を要する可能性
もある。現状がいかに厳しいか認識してほし
い。CO2削減に原子力の影響は大きく、欧州は
利用を継続している。
ESGについては、国連責任投資原則（PRI）
署名機関がコンスタントに増加、エンゲージ
メント・株主行動に係る投資残高が急激に膨
張し、全運用資産に占めるESG投資の割合が
増加している。また、環境分野をターゲット
にしたダイベストメント（投資の引き上げ）が
急激に拡大している。
国内３メガバンクはESポリシーで、環境負
荷の重い分野に関しては、既存融資は継続す
るが新規融資は制約すると宣言している。環
境に配慮した事業活動を行う事業者には潤沢
な資金が低コストで提供される一方、そうで
ない事業者には事業活動に制約が設けられる
可 能 性 が あ る。 あ る 意 味 歪 み が 生 じ る が、
SDGs ／ESGに対する配慮は不可逆な動きで
あり、これを上手に利活用できれば事業活動
を有利に展開できると前向きに捉えてほしい。
〔規制制度改革等、事業環境変化への対応〕
東日本大震災後、原子力の再稼働が進まず
Ｓ＋３Ｅを同時達成するための構造的な需給
対策が重要課題となっている。原子力の扱い
を明確にできるか否かが今後のエネルギー政
策の確度を左右する。また、政策実現には国
民の理解が必要であり、事業者は、理解して
ほしい内容を明確にし、わかりやすく伝える
工夫をして積極的に説明すべきである。
石油、電力、ガス、各産業で規制制度改革
が行われている。エネルギー事業者には事業
環境の変化に積極的に対応してもらいたい。
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九州・嬉野発ワーケーションのすすめ
～嬉野市の老舗旅館『和多屋別荘』の経営改革～
都心部のオフィス離れが目覚ましく進んでいる中、サテライトオフィスを前向きに、建設的
に構えようとする動きは続くと思われる。そこで、アフターコロナを見据えた新たな旅館経営
に挑んだ佐賀県嬉野市にある老舗旅館『和多屋別荘』の小原嘉元社長に新たな経営改革につい
てお話を伺った。
■和多屋別荘の経営改革
70年の歴史を持つ『和多屋別荘』は、敷地
面積２万坪で客室約130室、宴会場25室を有す
る九州を代表する老舗旅館。今般の新型コロ
ナウイルスによるダメージは大きく、客室稼
働も大きく落ち込んだ。そんな中、小原社長
が打ち出したのが、老舗旅館の経営のあり方
を根本から見直す経営改革だった。
新たな経営改革は、大きくホスピタリティ
部門（旅館、レストラン＆スパ）とリーシング
部門（サテライトオフィス、テナント）に分か
れる。
■リーシング部門の改革
今 年 の ４ 月、 客 室 を オ フ ィ ス に リ ノ ベ ー
ションし、企業のサテライトオフィスを誘致
する事業を開始した。すでに１社入居中で、
稼働している旅館にサテライトオフィスが
入ったのは日本初である。
‘ワーケーション’の定義がまだ明確に定め
られていない中で、小原社長は、
‘嬉野版ワー
ケーション’を「経営者が集まる場所、経営者
のメッセージ発信の場にしたい」と考えた。
特にITやAIのテクノロジー、デザイン（空
間、設計、衣装、食）企業など‘技術を持って
いる’企業が入居し、嬉野にある既存産業と
マッチングすることで、シナジー効果は大き
くなると期待している。
和多屋別荘の新たな宿活用は、客室だけで
はない。スタッフと一緒に使われていない倉
庫をリノベーションし、美しい自然と調和し
た素敵なオフィス空間に作り上げた。20年間
見えづらかった灯篭が、今は風情を感じる象
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徴となった。

自然豊かで
開放感のあるオフィス

リーシング部門のカギを握るテナント展開
については、サテライトオフィスと融合する
形（経営者の発想を豊かにする素材）で、ただ
単にモノを売って終わりではなく、物流やEC
部門などの拠点の役割もするテナントを呼び
たいとのこと。
「サテライトオフィスやテナントをコスパで
選んでただ働く、売る場所が変わるだけでは
なく、この地に魅力を感じて、ここで仕事を
作って地元住民ともつながってほしいです。
そのつなぎ役となってアテンドまでするのが
我々（リーシング側）の役割だと思います。ま
だスタートしたばかりですが、ここで生まれ
る可能性は無限だと思います（小原社長）」。
■ホスピタリティ部門の改革
旅館業にとって宿泊部門にメスを入れるの
は、相当な覚悟が必要だが、今回、小原社長
は経営改革の一環として大きな決断をした。
宿泊は、従来の１泊２食を一部残しながら、
今年10月からは個人客をターゲットに素泊ま
り商品を積極的に販売する。
その結果、和多屋別荘のメインダイニング
は70年の幕を下ろし、新たな形で顧客を迎え
る準備をする。具体的には、磁器作家と洋食
シェフがコラボした新たなスタイルのフレン

チをはじめ、和食、鮨、茶寮＆BARなど、複
数の飲食店舗を開業する。旧来の‘旅館＝和
食’の構図ではなく、バリエーション豊富な店
舗展開によって素泊まり客はもちろん嬉野を
訪れる観光客の新たな受け皿となる。またそ
れぞれのレストランは、今までメインダイニ
ングで活躍していた料理人やシェフの方々が
運営を担うことになる。
宿泊形態を１泊２食から素泊まりに変更す
ることは、一見すると単価は下がるように見
えるが、このように館内にある飲食の受け皿
できちんと受け止めることで顧客の満足度や
単価は上がると想定される。
■経営改革の背景
和多屋別荘の経営改革構想は、本事業のビ
ジネスパートナーで第一号入居企業でもある
プロモーション会社『株式会社イノベーショ
ンパートナーズ』の本田晋一郎社長と２年前、
「旅館で仕事ができたらいいですよね」という
何 気 な い 話 し 合 い か ら 始 ま っ た。 ワ ー ケ ー
ションという言葉が聞きなれていない頃から
事業を練って、今は、地元自治体とも連携し
本格的に事業を進めている。
本田社長は、嬉野の産業を発信する異業種
グループ「嬉野茶時」がご縁で、和多屋別荘
のサテライトオフィスに入居した。同社は嬉
野茶農家のプロモーションに加え、和多屋別
荘のハウスエージェンシーとしての機能を果
たしている。
『イノベーションパートナーズ』が嬉野オ
フィスに入居すると同時に採用された入社６
カ月目の古賀明香氏に仕事環境の感想を聞く
と「周りからゆったりした気分になりすぎな
いかなどよく言われますが、静かな環境だか
らこそ集中もできるし、目が疲れた時は緑豊
かな自然を見たり、仕事の後は、温泉も入れ
て自分でオン・オフをつけながら仕事してい
ます」と話す。
仕事の環境がその出来栄えに大きく影響す
るプランナーやプログラマー、デザイナーの

ような業種にとっては、右脳を刺激する最高
の環境といえる。
川のせせらぎと小鳥のさえずりの中に暮ら
し、そして働く、気の向くまま温泉に浸かり、
地酒や嬉野茶を愛でる、何よりも神経をすり
減 ら す 通 勤 と は 無 縁、 こ れ こ そ 嬉 野 発 ワ ー
ケーションである。

㈱イノベーション
パートナーズの
嬉野オフィス

■まとめ
インタビューはリラックスした雰囲気で行
われ、話し合いの途中、面白そうなアイデア
が飛び交う場面もあった。ここはそういう場
所で確実に何かが起きると感じた。老舗旅館
『和多屋別荘』が今後新たな歴史を刻んでいく
のは間違いない。
コロナの影響で環境が大きく変化する中、
どのような対策が正解なのか誰も予測できな
い。小原社長は今回の改革について「18カ月
間は経営維持が見込まれるが、それ以降は、
これからの状況を踏まえながら柔軟性をもっ
て対応していく」と話す。
全世界を襲った新型コロナウイルスは、負
の部分は言うまでもないが、感染症の拡大に
よって見えてきた現代社会の課題や新たに生
まれた価値観など、より進んだものもたくさ
んあることを改めて気付く時間だった。

小原嘉元社長（左端）

【観光・サービス産業部
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知財コラム

Vol.4
～企業における商品やサービスの名称を保護するための商標制度の活用～
知的財産権研究会
ビジネスにおいて企業が直面する知的財産（知財）に関する課題について、Ｑ＆Ａ形式で九
経連の知的財産権研究会からお伝えします。
第４回目は、新商品の発売にあたり、商品名（「商標」といいます）について、他社が自社の
商品名（商標）と類似した商品名（商標）を使って販売するのを抑制する戦略を取る場合の留意
点についてです。今回は商標の基本的事項についてご紹介します。
Ｑ．商 品の発売にあたり、商品名はどうやっ
て保護するのでしょうか？

Ａ

販売する商品を保護するためには、通
常、商品に搭載する技術は「特許権」

で、商品のデザインは「意匠権」で、商品に
付けている商品名は「商標権」で保護するこ
とになります。

《知財コラム》
九経連・知的財産権研究会は2019年度
下期よりコラム形式で寄稿し（11月号、2
月号、６月号）、今回で４回目となります。
引き続き、会員の皆様のご質問やご要望
を踏まえたテーマでコラムを展開させてい
きたいと考えています。

た商品名やマークを付けて販売できないよう
にして、商標の権利者を保護しようとするも
のです。
Ｑ．新 商品の発売にあたり、新商品に付けた
商品名について、企業として知財に関し
てどのようなことに留意する必要がある
でしょうか？

出典：知 的財産の複合的保護の例『事例から学ぶ
４頁（特許庁2020年）

意匠制度活用ガイド』

「商標権」は、家電製品などの「商品」や宅
えき む

Ａ

商品を発売する場合、競合企業によく
似た商品名を使用されるのを防ぐため、

商品を発売するまでに商品やサービスの名称
やマーク（商標）について商標権を取ります。

配便や銀行業などの「サービス（役 務 ）」を、
他の商品やサービスと区別するために使われ
る名称やマークに対する権利のことであり、
「商標法」という法律で保護されます。
商標法では、
「商標」を商品やサービスに付
ける文字、図形、記号、立体的形状もしくは
色彩またはこれらの結合、音などからなるも
の（標章）と定義しています。
そして、商品やサービスに付けた商標に、
商標権という独占権を与えて、他社がよく似

１
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出典：３ 大事な商標をしっかり保護『事例から学ぶ
2019』４頁（特許庁2019年）

商標活用ガイド

特許庁に対しその商標について使用する商品
を指定して、商標登録出願を行います。
商標登録出願は自社で行うことができます
が、特許庁とのやりとりなどにおいて専門的
な知識が必要ですので、特許事務所（弁理士）
にお願いするのが好ましいです。
特許庁は出願した商標全てについて商標権
を付与するわけではなく、特許庁の審査官に
より審査が行われ、出願した商標より前に同
一もしくは類似した商標権がなければ商標権

出典：３ 大事な商標をしっかり保護『事例から学ぶ
2019』５頁（特許庁2019年）

商標活用ガイド

が付与されますが、既にある場合は拒絶され、

した。その結果、株式会社モンシュシュは社

商標権を取ることはできません。

名を株式会社モンシェールと変更することに

通常、商標権は、出願してから７カ月〜１
年あまりで取得することができます。
商標権を取得すると、権利として登録され

なりました。
この例からも、ビジネスにおける商標権の
重要性を垣間見ることができます。

た商標とそっくり同じものだけでなく、客観

一方で、他社の商標権を侵害することがな

的に似ている（類似している）商標にまで権利

いように、商品開発のある段階で、商標権に

が及びます。

つ い て 特 許 庁 の 無 料 デ ー タ ベ ー ス「J-Plat
Pat」（ジェイプラットパット）などで調査を行
い、他社の商標権を侵害していないかチェッ
クしておくことが必要です。
商標について、以下の特許庁のサイトが非
常に参考になりますのでご紹介します。
・商標制度の概要
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/
gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html

出典：３ 大事な商標をしっかり保護『事例から学ぶ
2019』４頁（特許庁2019年）

商標活用ガイド

すなわち、自社が商品を発売した後、他社
が自社と同じかあるいは類似した商品に同一
もしくは類似した商品名やマーク（商標）を付
けて販売している場合、商標権を行使して、

・「事例から学ぶ

商標活用ガイド」について

https://www.jpo.go.jp/support/example/
trademark_guide2019.html
皆様からのご質問をお待ちしております。
（文責：九経連・知的財産権研究会
運営委員

山野秀二）

損害賠償を請求したり、商品名の使用を止め
させたりすることができます。
商標に関する事件としては、例えば、
「堂島
ロール」というロールケーキの販売で有名な
大阪の株式会社モンシュシュはケーキを販売
していましたが、
「MONCHOUCHOU ／モン
シュシュ」の商標権（登録商標）を持っていた
商標権者から商標権侵害で訴えられ、2013年

（知的財産権研究会開催概要）
■定例会開催日：原則毎月第３金曜日
13:30～17:30
■開 催 場 所：九州経済連合会会議室
■年 会 費：法人12,000円 個人6,000円
■研 究 会 Ｈ Ｐ：
http://k-chizaiken.sakura.ne.jp/htdocs/
■知財事項の質問およびお問い合わせ受付：
事務局 担当：竹上 TEL：092-791-4278
  E-mail：chiteki-info@kyukeiren.or.jp

に大阪高裁で損害賠償を命じられ、決着しま
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Member Introduction

会員紹介

株式会社パソナ
＜2019年７月５日入会＞

会社紹介
パソナグループは、１９７６年の創業以来、
「社
会

と、年齢、性別、国籍、障害などの有無を問わ

創

ず、誰もが自由に好きな仕事を選択し、それぞ

代

れのライフスタイルに合わせた働き方ができる

事 業 内 容

・エキスパートサービス、ＢＰＯサービス他
・キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援）
・アウトソーシング
・ライフソリューション
・地方創生ソリューション

従 業 員 数

１
９５
，８８名（連結・契約社員含む）

社

表

名

株式会社パソナ

業

１
９７６年２月１
６日

者

代表取締役ＣＯＯ 中尾 慎太郎

社会の実現を目指しています。
「育児を終えて
もう一度働きたいと願う家庭の主婦に、ＯＬ時
代の能力や経験を活かすことのできる働く場を
つくりたい」という創業者・南部靖之の想いか

本社所在地

ら人材派遣事業をスタート。女性、シニア、若
者、障害者など、これまで多様な領域で雇用創
造に挑戦してきました。
パソナグループの仕事は、
「人を活かす」こ
か仕事を見つけられない人のためには、その人

〒１
００-８２２８
東京都千代田区大手町２-６-２
【パソナ・福岡】〒８１
０-０００１
福岡市中央区天神１-６-８天神ツインビル

電 話 番 号

０９２-７４１-６７１１

関連会社等

連結子会社：６７社
持分法適用会社：１１社

ホームページ

https://www.pasona.co.jp/

と。例えば、年齢が高いという理由で、なかな

会社概要

会の問題点を解決する」という企業理念のも

が持つ能力や経験を活かせる仕事を探す。経験
の足りない人には、その人の優れた才能や秘め
られた可能性を見つける。働きたいと願う誰も

弊社は、九州地区

が安心して働けるよう幾重ものインフラをつく

で は 福 岡 を は じ め、

り、さらにその人らしい豊かな人生設計を描く

熊本、鹿児島、長崎、

お手伝いをする“ライフプロデュース”がパソ

宮崎、沖縄に事業所

ナグループの仕事です。

を置き、多彩な人材

パソナグループは、ＨＲ／ＢＰＯソリュー

ニーズにマッチした

ションや、育児介護・健康経営などのライフソ

ソリューションを提

リューションまで幅広いサービスを展開。現在
は兵庫県・淡路島をはじめ、全国各地で地方創
生事業に挑戦し、就農支援、地域活性化、音楽
やスポーツ活動と仕事の両立支援に取り組んで
います。
これからも人々の心豊かな生活の実現に貢献
してまいります。
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供しております。急

九州営業部長

斉藤 裕子

速に経済環境が変化する中、柔軟に人材、
業務の側面から最適なインフラをご提案
し、お客様の課題解決に取り組んでいくこ
とで、私の故郷でもありますこの九州地域
における雇用創出、地域経済へ貢献できる
よう邁進してまいります。

KYUSHU

九州観光推進機構
ニュース
「九州の旅 応援キャンペーン（２泊３日九州周遊コースのご案内）
」
九州観光推進機構では、２０２０年８月７日（金）より、
「みんなのチカラで
九州を元気に！ 九州の旅 応援キャンペーン」を開催しており、１０月から
は、
「２泊３日で楽しめる九州周遊旅」の掲載を開始しました。
多彩な旅の目的を叶えてくれる九州は、まだまだ知らない魅力がいっぱ
い。そこで、２泊３日で２つの県を巡り、
“今”の九州を愉しむ１０コース
をご紹介します。
九州をもっと好きになって誰かに教えたくなる、そんな旅に出かけませ
んか。
国や自治体等で各種旅行・宿泊割引キャンペーンも実施中です。感染リ
スクを避けて、安全で楽しい九州の旅をぜひお楽しみください。
URL：https://www.kyushucampaign.net/course/
※「九州周遊旅」は随時更新中です。最新の情報はホームページでご確認ください。
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豊 後 街 道（ 肥 後 街 道 ）を 歩 く
〜九州を横に結ぶ〜
−熊本県（熊本市、大津町、阿蘇市、産山村）、大分県（竹田市、大分市）−

藩政時代、熊本〜大分（鶴崎）を結ぶ主要街道は、熊本側からは「豊後街道」
、大分側からは「肥後街
道」と呼んでいた。
街道は、行く先の地名をつけて呼ぶのがならわし。従って、同じ道でも大分と、熊本とは呼び名が違う
ことを明記しておかないといけない。豊後街道は熊本城下を発し、杉並木で有名な大津街道を通り、阿蘇
北外輪の一端、二重峠から阿蘇谷へ下る。阿蘇谷では的石の御茶屋、阿蘇神社〜一の宮町から北外輪を東
へ越えて産山村〜竹田市〜久住町〜野津原〜鶴崎へのコースが豊後街道。肥後の殿様の加藤清正〜細川各
藩主は参勤交代道として２２８年間９７回利用した（鶴崎からは船で瀬戸内海〜大坂〜東海道）
。
もう一方の道である豊前街道よりも豊後街道の方の利用が多かった。
要所要所に残る町の面影や石畳を踏みしめる。久住や阿蘇の景観は昔のまま。
豊後街道筋のあなた好みの場所を探すつもりでメモをとっていくとよい思い出に。
圧巻は熊本城下を出てすぐの武蔵塚。武蔵は参勤道中の殿を護りたいと遺言し、この道中、行列が見え
る場所に鎮まる。続く大津街道の道幅の大きさ。現在、国道５７号（旧道）と豊肥線がすっぽり収まっている。
清正のケタ外れのスケールに驚き、改めて熊本城をふり返る（昔は見えていたが、今はビルで見えない）
。
二重峠の石畳の工事にも細川藩の権勢が偲ばれる。最終地の鶴崎港（ここは肥後藩の飛地だった）
、そ
の近くにある剣八幡宮の大きな絵馬はぜひ見ておきたい。海上に細川藩の船が波奈之丸を中心にひしめ
く。熊本城天守閣で見た殿の御座船の波奈之丸（模型）の絢爛さを思い起こす。
大分県へ入ると道の標識が「肥後街道」と変わっていることに気づく。
道はアナログである。アナログの中に歴史を刻んでいる。デジタルだけでは、前後左右がわかりにくい
というが、まさにアナログの道を辿っているから、その言葉が実感できる。
２０２０/１１ 九経連月報
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１日目
２日目
３日目

 本空港（熊本駅）→熊本市［札の辻、熊本城、武蔵塚、泰勝寺跡］→
熊
菊陽町［大津街道菊陽杉並木］→大津町［清正公道公園］→阿蘇市
［二重峠、石畳、的石御茶屋跡、的石、内牧城跡、阿蘇神社］（泊）

２泊３日コース
大分空港

阿蘇市［滝室坂］→産山村［産山石畳道］→竹田市［岡城阯］（泊）
大分市

 田市［久住御茶屋跡］→大分市野津原［今市宿、野津原神社、石
竹
畳］→大分市［剣八幡宮］→大分空港（大分駅）→各地

大分市野津原
大津町

竹田市

阿蘇市
産山村

熊本空港
熊本市

熊本城（熊本市）
１６０７年竣工当時は天守３、櫓４９、櫓門１８、城門２９が
あり、曲線を描く武者返しの石垣が立ち並ぶ周囲９kmの
大型戦闘用の城であった。１８７７年の西南戦争で天守・本
丸御殿等を焼失、１９６０年に天守が再建されたが、平成２８
年（２０１
６年）熊本地震により被
災。２０２１年天守閣全体の復旧
（２０３８年までに石垣を含む城
全体の完全復旧）を目指し、
修復工事が進められている。

熊本城（熊本市） ※特別公開実施中

指宿温泉

清正公道（大津町）
豊後街道は加藤清正により整備されたため、立田口（熊本市）から、
菊陽・大津を通り、二重峠までが清正公道と呼ばれていた。
清正公道公園（大津町）

二重峠（阿蘇市）
阿蘇へ入ると豊後街道の難所

二重峠があり、今も当時の石畳

北九州市
（戸畑・門司）
上椎葉

が残っている。

的石御茶屋跡（阿蘇市）
大津の御茶屋で一夜を明かし
た参勤交代の一行は、朝出発し
的石御茶屋跡（阿蘇市）

二重峠（阿蘇市）

て二重峠を越え的石の御茶屋に到着。ここで休憩と昼食をとったとい

う。現在も庭園・家屋等は当時の様式をそのまま残している。

今市宿（大分市
〈野津原〉
）
今市は岡藩の宿場として栄えた。見事な石畳が町並みと調和してい
る。加藤清正を祀る野津原神社があり、今も敬愛されている。

剣八幡宮（大分市）
豊後街道の終点ともいえる鶴崎。細川家の飛地領であった。参勤交
代の一行はここから船で瀬戸内海を渡り大坂へ。鶴崎にある剣八幡宮
には細川船団の絵馬や絵巻物がある。
九州観光推進機構のホームページ

今市宿（大分市〈野津原〉）

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の岩本華奈です。
今月は、沖縄本島北部名護市にある動物テーマパーク「ネオパークオキナワ」をご紹介い
たします。
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/2Fa1tlW
ミス沖縄スカイブルー
岩本華奈

～動物テーマパーク「ネオパークオキナワ」～

新型コロナウイルス感染予防・
拡散防止に取り組んでいます！

ネオパークオキナワは、１００種類もの世界中の動物たちを「ゼロ距離」
で楽しめる動物テーマパークです。東京ドーム約５個分の広大な敷地内にアフリカ、南米、
オーストラリアの地域を再現したエリアがあり、生き生きと生活する自然に近い姿の動物た
ちを間近で見ることができます。日本ではここでしか見ることのできないアフリカトキコウ
や数種の美しいフラミンゴ、リャマやワラビー、琉球犬など、珍しい動物や、それぞれの地
域の植物も同時に楽しむことができます。また、動物に直接手でエサを与えることもでき、
「ゼロ距離」で触れ合いを楽しむことができます。園内にいる動物は人に懐いており、とても
かわいらしいです♪ 園内で毎日開催されている沖縄初上陸の「バードパフォーマンス
ショー」は、愛嬌のある鳥たちが観客の近くで大きな羽を広げて空を舞い、ドキドキワクワ
クな時間を過ごすことができます。自然に近い姿の動植物を楽しむことのできるネオパークオキナワ。皆さまも
ぜひ、
「みて、ふれて、ワクワク探検」してみませんか？
※同施設では感染防止に向けた衛生管理ガイドラインを作成し、感染拡大防止に取り組んでいます。

【今月のおススメ】琉球泡盛（りゅうきゅうあわもり）
沖縄のお酒といえば「泡盛」というほど親しまれている「泡盛」は、琉球王朝時代
からつくられてきた伝統的な沖縄のお酒です。
沖縄には４７もの酒造所があり、味わいは千差万別。
オンザロックや水割り、炭酸割り、泡盛カクテルなど幅広い楽しみ方ができるのも
泡盛の魅力で、沖縄料理との相性も抜群です♪
また、泡盛を３年以上寝かせて熟成させた「古酒（クース）
」は、まろやかな味わい
で泡盛本来の香りと味わいを存分に楽しむことができます。
１１月１日は「泡盛の日」です。ぜひ、沖縄の伝統的なお酒「泡盛」を味わってみては
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。

２０２０/１１ 九経連月報
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給付金」の給付決定の対象となった支払賃料である。
※支払賃料：賃料、共益費、管理費（消費税などを含む）

③確定申告の納税地（※）が福岡県内である。
※納税地：本店または主たる事務所の所在地（法人）
、
住所地または事業所等の所在地（個人事業者）

山口

Yamaguchi

県内就職を支援します！
山口県では、将来を担う若者が県内に就職し、活躍
できるよう「山口しごとセンター」を中心に、個別相
談やセミナー開催などの就職支援を行っている。
今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、対面での企業説明会が減少している。そのため、
大学生などと県内企業との出会いの場として、ＷＥＢ
会議システム｢Ｚｏｏｍ｣を活用したオンライン上での就
職フェア｢やまぐちＷＥＢ就職フェア｣を開催してい
る。オンライン上での就職フェアのため、通信環境が
整っていれば、県外からも参加可能だ。
一方、対面でのイベントとして、１１月に、高校生
などを対象とした｢ふるさと山口企業合同就職フェア｣
を、１２月に、大学生などを対象とした｢やまぐちイン
ターンシップフェスタ｣を開催する。県内企業の魅力
情報や春季インターンシップの内容などを県内企業の
担当者から直接聞くことができる。
これらのイベントを通じて、企業
のホームページや求人情報だけでは
わからない、企業の風土や雰囲気を
知ることができる。また、選考の場
ではなく、企業と学生などとの出会
いの場であるため、ぜひ、お気軽に
参加していただきたい。
《問い合わせ先》
山口しごとセンター TEL：083-976-1145
※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催内容などが変
更になる場合があります。最新情報については、山口しごと
センターのＨＰにてご確認ください。

福岡

Fukuoka

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を
支援！～福岡県家賃軽減支援金の申請受付中！～
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の急
減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、国
の「家賃支援給付金」の給付決定を受けた福岡県内の
事業者に対し、福岡県が上乗せして「家賃軽減支援
金」を給付。
≪給付要件≫
①国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けている。
②申請の対象となる支払賃料（※）が国の「家賃支援
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④申請の対象となる支払賃料が福岡県内に所在する建
物・土地の支払賃料である。
≪給付額≫
〇基本給付
最大給付額：６０万円（法人）
、３０万円（個人事業者）
〇北九州市内の休業協力要請（６月１日～１８日）に応
じた事業者に対する特例加算（別途要件有）
最大給付額：２２万５０
，００円（法人）
１１万２５
，００円（個人事業者）
≪申請受付期間≫
２０２１年２月２８日（日）
２４時まで
給付額の算定方法、必要書類及び申請手続き等、詳
細については福岡県のＨＰ、相談コールセンターで確
認いただきたい。
《問い合わせ先》
福岡県家賃軽減支援金に関する
相談コールセンター（平日９～17時）
TEL：0570-010833

佐賀

Saga

おわりじゃない！
「はじまりの名護屋城」
豊臣秀吉による文禄・慶長の役（１５９２-９８）の出兵拠
点として築かれた名護屋城。わずか７年という短い年
月であったが、城周辺には徳川家康、伊達政宗、島津
義弘、加藤清正など全国の大名の陣屋が築かれ、人口
２０万人を超える世界最大級の都市を形成した。
また、この地は、佐賀県を代表する産業となってい
る有田焼（伊万里焼）の誕生をはじめ、能や茶道など
現代に続く文化の発展にも大きな影響を与えた場所で
もある。
この名護屋城跡・陣跡エリア（唐津市鎮西町・呼子
町、東松浦郡玄海町周辺）の魅力を磨き上げ、文化・
観光拠点としてさらなる活用を目指すプロジェクトが
スタートした。コンセプトは、
「おわりじゃない は
じまりの名護屋城」
。
１１月には、歴史番組に多数出演しドラマや漫画の
時代考証、歴史関連の執筆など幅広く活躍する本郷和
人氏による名護屋城“はじまり学”講演会を皮切り
に、風光明媚な波戸岬キャンプ場で茶道体験や鷹狩り
の鑑賞を楽しむ「はじめての陣跡キャンプ」
、陣跡を結
んで周遊するサイクルルートの体験会などを開催する。
名護屋城跡・陣跡は、大きな可能性を秘めたまさに
“未完の大器”
。これからも、歴史を
身近に感じながら楽しい時間が過ご
せるような取り組みを進めていく。
ぜひ多くの方々に名護屋城跡・陣跡
へお越しいただき、その魅力に触れ
ていただきたい。
《問い合わせ先》
佐賀県文化課
TEL：0952-25-7236

長崎

Nagasaki

“１１月は｢長崎和牛消費拡大月間｣”
長崎和牛を食べよう!キャンペーン
２０１２年に開催された第１０回全国和牛能力共進会
（肉牛の部）で、
「長崎和牛」が内閣総理大臣賞を受賞
し日本一に輝いたことを記念して、１１月を「長崎和
牛消費拡大月間」とし、消費拡大を呼びかけている。
「長崎和牛」は、きめ細かい霜降りや綺麗な肉色、
オレイン酸などの旨み成分の含有量の高さなどが特徴
で、日本一の栄冠に輝いた肉質の良さに、全国でも評
価が上がっている。
「長崎和牛消費拡大月間」の期間中、県内外の長崎
和牛指定店・協力店において、抽選で長崎和牛が当た
るキャンペーンを実施している。この機会にぜひ「長
崎和牛」をご賞味いただきたい！
◎ 長崎和牛を食べよう！キャンペーン
○期間／１１月１日（日）～１１月３０日（月）
○対象／長 崎和牛指定店・協力店で長崎和牛を購
入・食事した方
○内容／長崎和牛５０
，００円相当を抽選で２５０名様にプ
レゼント
○応募締切／１２月５日（土） ※必着
○応募方法／長 崎 和 牛 指 定 店・
協力店で配布する
ハガキまたは応募
サイトから応募
《問い合わせ先》
長崎県農産加工流通課 TEL：095-895-2997
長崎和牛銘柄推進協議会

熊本

検索

Kumamoto

「八代の石工の活躍と石造り文化
が日本遺産に認定！」
今年６月１９日、八代市のストーリーが「日本遺産」
に認定された。県内では、人吉球磨１０市町村（２０１５年）
と菊池川流域４市町（２０１７年）に続き３例目となる。
２０１５年に文化庁が創設した「日本遺産」は、地域
の歴史的魅力や特色を通じて、日本の文化や伝統を語
る「ストーリー」が認定される。これまでに全国で
１０４件が認定されたが、新規認定は本年度で一旦終了
する。
今回認定された八代市のストーリーは「八代を創造
(たがや)した石工たちの軌跡～石工の郷に息づく石造
りのレガシー～」
。八代が輩出した名石工の活躍と今
に残る石造り文化の魅力を伝える内容となっている。
熊本には、かつて全国で築かれた「めがね橋」の多

くが存在するが、その殆どは八代が輩出した石工たち
によるものである。万世橋（東京都）や通潤橋（国指定
重要文化財／熊本県）の架設を成功させるほどの技術
力は、広大な干拓事業の樋門や風雨に耐える数々のめ
がね橋群の架橋により高められた。彼らが築いた石造
りの文化遺産は、百余年の時を経て、八代の今の暮ら
しや風景の中に息づいており、訪れた者を「石工の
いざな
郷」に誘ってくれる。
八代の歴史文化、食、芸
能など、
「日本遺産」と認め
られたディープな物語の体
験を求めて、多くの方に訪
種山石工によって架けられたと
れてほしい。
伝わる笠松橋（八代市提供）
《問い合わせ先》
検索
熊本県教育庁文化課 日本遺産認定 熊本県
TEL：096-333-2707 FAX：096-384-7220

大分

Oita

みんなで創るWebメディア
「We are Oitan」オープン！
大分を愛する人々がみんなで創り、育てるＷＥＢメ
ディア「ＷｅａｒｅＯｉ
ｔａｎ」がこのたび公開された。
本サイトは、大分に関わる「人」に焦点を当て、双
方向に情報発信することをコンセプトにしたＷＥＢメ
ディアである。大分で暮らす人や大分に興味がある人
などが一緒にコンテンツ作成に参加することで、大分
への愛着や共感を持ってもらうことを目指す。
サイト名は一般の方々から公募し、決定した。
「Ｏｉ
ｔａｎ
（おおいたん）
」は「大分を愛する人」を表す造語であ
り、大分の方言では「大分の～」という意味にもなる。
現在の主なコンテンツは「Ｏｉｔａｎ」
「おおいたペ
ディア」の２つ。
「Ｏｉ
ｔａｎ」では、大分に縁の深い人
物をテーマにした特集記事を掲載し、魅力を発信す
る。
「おおいたペディア」は、ＷＥＢ上の百科事典
Ｗｉｋｉｐｅｄｉａから大分関連の項目を集め、カテゴリ毎
にまとめた「百科事典の目次」サービス。みんなで記
事に情報を追加していくことで、充実した「大分大百
科事典」を創ろうという試みだ。
１１月には、実際に取材・調査をしながら大分関連
のＷｉｋｉｐｅｄｉａ記事を作成するイベント「ウィキペ
ディアタウン ｉｎ 大分」を開催する。多くの方々に大
分への愛情や誇りを感じてもらえるよう、今後もさま
ざまなコンテンツを展開していく。
《問い合わせ先》
大分県広報広聴課
TEL：097-506-2094
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宮崎

Miyazaki

宮崎国際音楽祭 特別公演
「オータム・クラシック２０２０」開催！
１９９６年にヴァイオリンの巨匠故アイザック・ス
ターン氏を迎えてスタートした宮崎国際音楽祭は、こ
れまで国内外の素晴らしいマエストロたちに導かれな
がら大きく成長を遂げ、今や国内外に広く知られる音
楽祭となった。
本来ならば、２５回目を迎えるはずだった今年の国際
音楽祭。しかし新型コロナウイルス感染拡大の状況を
考慮し、やむなく中止となってしまった。
そのような状況の中、多くの励ましの声を受け、な
んとかその声に応えることはできないか、予定してい
たプログラムの一部だけでも開催できないかと模索
し、１１月２５日（水）
、２８日（土）
、２９日（日）の３日間で
行う特別公演「オータム・クラシック２０２０」の開催
が決定。
今年は、ベートーヴェンの生誕２５０年、アイザッ
ク・スターン氏の生誕１００年ということもあり、アイ
ザック・スターン氏の名のついたメインホールで、交
響曲第６番「田園」や第７番などベートーヴェンを中
心としたプログラムをお届けするほか、一般公募によ
るリクエストの中から選ばれた忘れられないベスト・
ソングの数々を、エピソードとともにお贈りする。
このような時期だからこそ、音楽で不安や憂鬱を癒
やしてほしいとヴァイオリニストの徳永二男氏をはじ
め、これまでの音楽祭を彩ってきた演奏家たちが集結
する。
宮崎の“音楽の咲く季節”
。今年は「秋」にお楽し
みいただきたい。
《開催場所》
メディキット県民文化センター
宮崎市船塚３丁目２１０番地
《問い合わせ先》
宮崎国際音楽祭事務局
（公益財団法人 宮崎県立芸術劇場）
TEL：0985-28-3208

鹿児島

Kagoshima

燃ゆる感動かごしま国体・かご
しま大会２０２３年開催決定
新型コロナウイルス感染症の影響により延期となっ
た「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」は、３
年後の２０２３年に開催することが決定した。
決定にあたって、鹿児島県の苦境に理解を示してく
ださった佐賀県や滋賀県などの後催県、また、大変困
難な調整にご尽力いただいた日本スポーツ協会をはじ
め、関係者の皆様に心から感謝したい。
この決定を受けて「かごしま国体」総合開会式が行
われる予定であった去る１０月３日に、
「燃ゆる感動か
ごしま国体・かごしま大会２０２３年開催決定記念イベ
ント」を実施した。

２０
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イベントには佐賀県の山口祥義知事を招き、当県の
塩田康一知事から感謝状を贈呈したほか、日本スポー
ツ協会の伊藤雅俊会長ならびにスポーツ庁の室伏広治
長官のお祝いメッセージの紹介や、鹿児島・佐賀両県
アスリートのメッセージ交換、両県知事によるキック
インセレモニーを行った。
九州で２年連続開催となる２０２３年鹿児島大会・
２０２４年佐賀大会は、国民体育大会から国民スポーツ
大会へと名称が変わる大きな節目となる。
鹿児島大会・佐賀大会が盛り上が
り、大きな夢と希望を与える素晴ら
しい大会となるよう取り組んでいき
たい。
両県知事によるキックインセレモニーの様子
《問い合わせ先》
（提供：鹿児島ユナイテッドFC）
鹿児島県国体・全国障害者スポーツ大会局総務企画課
TEL：099-286-2874

沖縄

Okinawa

Ｇｏｔｏ 首里城，Ｇｏｔｏ 沖縄美ら
海水族館
国営沖縄記念公園の一部である首里城および沖縄美
ら海水族館等について、国から許可を受け、２０１９年
２月から沖縄県による管理がスタートした。
首里城公園は、昨年１０月３１日の火災以降、有料区
域を閉場していたが、今年６月１２日より一部開場し、
世界文化遺産である正殿遺構等の一般公開、また、在
りし日の首里城を体験できる「ＶＲ体験会」も行って
いる。今後、有料区域においては、展示、休憩、およ
びトイレといった機能を備えた施設を設置する予定
で、復元過程の段階的公開と併せて、訪れる来場者へ
のさらなるサービス向上を目指している。
沖縄美ら海水族館では、世界最長飼育記録を更新し
ているジンベエザメ以外にも、世界初や日本初展示の
生物がいるので、ぜひ探していただきたい。また、美
ら海アプリ内「かざすＡＩ図鑑」により、自分だけの
美ら海図鑑を作るなどさまざまな楽しみ方ができる。
さらに水族館近くにあるイルカラグーン・ウミガメ館
では、
「イルカ給餌体験・ウミガメ給餌体験」
（各有
料）を実施しており、イルカやウミガメを間近で見な
がら餌をあげることができる（実施時間等の詳細は水
族館ＨＰを参照）
。
なお、首里城・沖縄美ら海水族館では、サーモグラ
フィーの設置、消毒マットの設置、３密を防ぐため、
観覧者が多い箇所への案内員の配置やフロアマーカー
の設置など、新型コロナウイルス感染症予防策に万全
を期しているので、安心してお楽
しみいただきたい。
《問い合わせ先》
沖縄県都市公園課  
TEL：098-866-2035
FAX：098-867-7875
美ら海水族館

検索

表紙説明

大分国際車いすマラソン

（大分県）

1981年の国際障害者年に「世界初の車いす単独の国際マラソン大会」と
してスタートした「大分国際車いすマラソン」は、世界パラ陸上競技連盟
の公認大会であり、男女ともに世界記録を有する最高峰のレースとして国内外から高い評価を受け
ています。
今年は40回目の記念大会を盛大に開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、残念ながら来年に延期となりました。
その代替として、専門家等の助言のもと感染予防対策に万全を期した上で、参加者を国内在住選
手のみに限定した「大分車いすマラソン２０２０」を11月15日（日）に開催します。
国内外のスポーツ大会が相次いで中止となっている今、日本のパラスポーツ発祥の地である大分
として、選手、スタッフをはじめ多くの皆さまとともに、車いすマラソンの勇気と希望の灯を、未
来へとつなげていけることを願っています。
なお、新型コロナウイルス感染拡大予防のため、今年は、沿道での観戦・応援は自粛いただき、
テレビ、インターネット等を通じて観戦いただくようお願いします。
―大分車いすマラソン２０２０―
日程：11月15日（日）
大会公式サイト：https://kurumaisu-marathon.com/
※最新情報は公式サイトをご確認ください。
《問い合わせ先》
大分県障害者社会参加推進室（大分車いすマラソン２０２０事務局）
TEL：097-533-6006
スケジュール（１１月）
日（曜）

会合名等

２日（月）
４日（水）
６日（金）
９日（月）

九州プロモーションセンターｉｎハノイ・プレオープニングセレモニー（福岡市・ハノイ市 オンライン）
九州・山口ベンチャーマーケット２０２０
（福岡市・ＪＲ九州ホール）※ＷＥＢ併催
国際委員会企画部会／九州プロモーションセンタープレオープン記念特別講演（福岡市・九経連）※ＷＥＢ併催
第３回九州将来ビジョン検討特別委員会（福岡市・九経連）
東九州自動車道建設促進中央大会・提言活動（東京都・全国町村会館ほか）
第８回九州将来ビジョン検討ＷＧ（福岡市・九経連）
西日本経済協議会要望活動（東京都）
〜がんばろう！
！ベトナム留学生応援企画〜ベトナムスマイルフェア（福岡市・電気ビル共創館みらい広場）
九経連・経団連共催 農業活性化に向けた企業タイアップセミナー（ＷＥＢ開催）
ＳｔａｒｔｕｐＧｏ！Ｇｏ！
２０２０
（ＷＥＢ開催）
産業振興委員会中堅・中小企業生産性向上セミナー（ＷＥＢ開催）

１
７日（火）
１
９日（木）
２０日（金）
２４日（火）
２６日（木）
２７日（金）

新入会員企業（９月）
㈱エヌエルプラス
取締役副社長

中澤

一聡

東京都港区赤坂6丁目13-13

TEL：03-6230-9232

福岡センター長

那須

太裕

福岡市博多区博多駅前3丁目13-4

TEL：092-292-7650

従業員数：290名

事業内容：WEBサービスに関する企画開発・運営支援事業、ICTに関するコンサルティング・
プロジェクト支援事業、WEBサービス・ICTに関するセキュリティ事業

（公財）
国際労務管理財団
理事長

池田

英人

東京都新宿区新宿1丁目26-6

TEL：03-3354-4841

福岡事務所長

波多野寛治

福岡市中央区舞鶴2丁目2-11

TEL：092-741-3138

職員数：102名

事業内容：国際交流、外国人技能実習制度における監理団体業務

◆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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