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若者が活躍する
活気あふれる島を目指して

石垣市長

中山 義隆
石垣市は沖縄本島から400kmほど離れた先
にある日本最南端の自然文化都市です。市政
運営においては、
「日本一幸せあふれるまち石
垣市」を目標に政策を展開しているところで
あります。約４万９千人が暮らす本市では、
社会増減の変動を自然増で補う形で人口は増
加基調にあります。その要因のひとつとして
挙 げ ら れ る の は、 合 計 特 殊 出 生 率 で、 近 年
（2014年～2018年）は1.87～2.08の間を推移し
ており全国的にも高い水準を維持しています。
離島である本市では、保育士等の資格取得
のために島外に行かなくてはならず、島外で
資格を取得した方が、そのまま島外で就職し、
人材の流出を招く状況がありました。そこで、
地域に根ざす人材を育成し、子育て環境の基
盤を強化するため、専門教育機関と連携し、
保育士や幼稚園教諭の資格取得を、オンライ
ンを活用し島内で行えるようにしました。教
育を担う人材の育成支援は、地元人材の流出
を解消するほか、島外からの人材の流入や定
着を促すことにもつながります。さらには、
教育の質の継続的な保証や安心して子育てが
できる環境へ結びつくと考えています。
また、本市には大学や専門学校もありませ
ん。高校卒業後進学する多くの若者は一度島
を離れることになります。人口政策を考えた

場合、この社会減を解消するためＵターン率
をどのように上げるかが課題となります。そ
こで、本市で教育を受ける子供たちが故郷を
よりよく知り、好きになってもらうことが第
一歩であると考え、そのきっかけづくりの事
業を実施してきました。例えば、小学生を対
象にサンゴ保全学習を行い、身近な自然に触
れることで改めて学びを通じて地域に関心を
もってもらっています。また、高校生向けに
は自律型人材育成を目的に公営塾を設立しま
した。公営塾では、生徒自ら考えた島の課題
をどのように解決するか自分たちでプロジェ
クト化し活動します。プロジェクトでは、ク
ラウドファンディングや映像制作、ボラン
ティアなどを実践し、主体的に学ぶ中で、改
めて自分の育った故郷のことを考えるきっか
けづくりをしています。
地域の活性化には若い世代の方々の活躍が
必要不可欠です。今後も子育て環境の整備や
人材育成に力を注ぎ、子育て世代や活躍した
い若者にとって魅力的な島になることを目指
してまいります。
また、地方創生の取り組みを深化すること
を目的に、内閣府公募の「2020年度SDGs未
来都市」に応募し選定され、今年８月には
「石垣市SDGs未来都市計画」を策定しました。
今後はSDGsをツールとして地域の社会課題を
解決するためのプラットフォームや、環境配
慮型社会の実現に向けた資金調達スキームの
構築、地域でSDGsに取り組む事業者に対する
SDGs認証制度の構築などの基盤醸成に取り組
む予定です。
コロナ禍の中ではありますが、離島である
ことのハンディキャップをプラスに変える柔軟
な発想を持ち、地域の創生を促進する施策を
これからも展開していきたいと考えています。
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コロナ禍により迎えた変革のチャンスを議論
2020 KYUSHU NEXT ～われわれはどうやって九州を動かしていくのか～
と

き

ところ
出席者

１０月２１日（水）
ＷＥＢ開催（九経連会議室より配信）
１４６名

少子高齢化・雇用委員会
委  員  長：金子達也・トヨタ自動車九州㈱会長
副委員長：池内比呂子・㈱テノ．
ホールディングス社長

九州の発展のために何が必要か、どうやって九州を動かしていくのか、幅広い層の意見を取
り上げ、九州が目指す未来の形を考える「KYUSHU NEXT」を開催した。第３回となる今回
はWEB開催とし、コロナ禍により見えてきた「九州のニューノーマル」について、
「女性活躍」
「デジタル化」「地域成長」それぞれの視点から議論を行った。

金子委員長開会挨拶（左端）

１．基調講演
「コロナ禍後のニューノーマルな生き方」につ
いて（講師：作家 田口ランディ氏）
2015年頃からインターネットの世界にZoom
が登場したことで新しいオンラインの時代が
始まっていた。今までのツールがテレビ電話
の延長であるのに対し、Zoomは複数の人間が
対話し、共同作業をするための新しいツール
として登場した。そこにコロナが現れ想定さ
れていた未来に我々を早く運ぶ結果となった。
コ ロ ナ に よ り 地 方 に 移 住 し て、 そ こ で リ
モートワークを望む人たちが増えてきた。都
市で暮らしていた人々が地方に流入すること
で、地方が活性化する。同時に地方行政のオ
ンライン改革を望む声が高まり、地方行政の
オンライン改革が進む。教育においてもオン
ライン授業が常態化していく。そこで、オン
ライン教育のレベルによる学校格差が始まる。
オンライン教育の導入は地方行政のよりよ
い民主化を促す。それは全員が端末を持って
いるだけではなく、それを授業で使いこなし、
次のステージとして地域社会の活性化に役立
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てることができるからである。熊本市が教育
のオンライン化に成功したのは、震災復興と
いう明確な目標があったからである。子供た
ちが持っている端末を利用し、教育だけでは
なく福祉や医療など地域全体をオンライン化
して役立てた。そこでは「参加型社会」が実
現する。オンラインの有利な点は、移動時間
をかけずにオンライン上に集まれること。全
員が同じ画面上で並ぶことから、参加者が平
等になり、発言がしやすくなる。
ビジネスの面では、オンラインのメリット
を生かした新しいビジネスチャンスが生まれ
ている。生産者と消費者が直接結ばれ、誰で
も簡単にWEB上で店が開ける。同業他社との
競合ではなく、共同のサイトでものを売るこ
とが可能である。さらに地方から全国展開も
可能である。
オンライン化にも負の面はある。デジタル
化に乗り遅れたことで貧富の差が生じる。ま
た、オンライン化している家の子供とそうで
はない家の子供の教育格差も生じる。
雇用の面では、仕事が自宅でできることか
ら、時間的制約をあまり受けないことで、障
害者、主婦など、これまで就職に制約を受け
ていた人たちの雇用が生まれる。一方で、リ
アルの重要性も再認識される。人間的憩いを
与える仕事、クリエイティブな仕事、人と人
をつなぐ仕事等も注目される。
今後の課題は、コンピュータを使う創造性

のある人間教育である。加速するデジタル化
を恐れず、みんなで情報を共有し合い、積極
的にネットワークを作る。それによって、教
育やビジネス、さまざまなジャンルで可能性
が開ける。つながりあっていることを知り、
ネットワークを活用することが大事である。
２．パネルディスカッション
パネリスト
和田金也・㈱岩田屋三越取締役執行役員総務・経営企画部長
名村知美・㈱安川電機人事総務部社会貢献推進課長
柳瀬隆志・嘉穂無線ホールディングス㈱社長
佐々木洋子・福さ屋㈱副社長
濱砂圭子・㈱フラウ社長
樋口元信・㈱山口油屋福太郎常務取締役
沼美香・九州産業大学経済学部教授

〈女性活躍の視点〉
コロナ禍が女性
活躍へ与えた影響
について、２つの
事例が紹介され
コーディネーター：池内副委員長（右）
た。業務フローの
見直しや組織改革を実施した結果、業務量が
減少し有給休暇取得が増加した等の成果を上
げた。そこにコロナが発生したことで、取引
先との会食や出張が必須でなくなり、経営に
参画するための長時間労働は必要でなくなっ
た（事例①）。既にテレワークを導入していた
が、それは育児や介護を理由とする保護施策
であった。それが、コロナの発生により誰で
も使える制度になり、成果を意識した働き方
に変化した（事例②）。両事例とも、コロナ禍
が従来の働き方改革を加速させる結果となり、
女性活躍にプラスに作用したことが紹介された。
また、コロナ禍による休校で夫婦のどちら
かが育児を担わなければならない状況が生じ
たことで男性の意識も変化した。男性が交代
で育児を担うという経験は、女性活躍にとっ
て貴重である旨の意見があった。
〈デジタル化の視点〉
内閣府の調査によると、テレワークをきっ

かけに働く場所について意識の変化が見られ
る。家族と過ごす時間を保ちたいと考える人
が80％を超えており、テレワーク可能な職種
の人の多くはこれを継続したいと考えている。
東京から九州へのUIターンについても加速
している。コロナ禍により九州での生活の豊
かさに気付く。東京には中途の即戦力人材を
採用しやすい土壌があるので、九州で必要な人
材を東京に求めることができる。九州で人材を
確保するチャンスが訪れたことが発表された。
社内のデジタル化やテレワーク実施ついて
はスムーズに移行した会社がある一方で、試
行錯誤中の会社では次の課題が挙げられた。
①数カ月では運用に慣れることができない。
②目的に対する社員の意識の変化が及ばない。
③ITツールの業務への落とし込みが足りない。
〈地域成長の視点〉
経済効率優先の企業社会がある一方で、家
庭内持ち出しによって支えられた地域社会が
ある。コロナ禍により企業社会は変革のチャ
ンスを迎えたが、地域社会ではさまざまな問
題が生じた。このような中で地域社会を支え
る取り組み（ドライブスルーふくおか、キッチ
ンカープロジェクト、オンライン両親学級等）
が紹介された。また、九州がコロナ禍による
地方分散の受け皿になるだけでなく、そこで
価値を生み出すことが地域の成長につながる。
人々が地域に愛着を持つと、目に見えない何
かが生まれることが、商品開発の事例を交え
紹介された。
大学教育では、遠隔授業を実施する中でオ
ンラインのメリットを感じる一方、相互性や
連帯感の面でオンラインに限界があることが
紹介された。大学が超高齢化社会において地
域と関わるためにはリカレント教育が重要で
あり、今後オンラインとリアル双方の良い面
を生かしたリカレント教育の重要性が増す旨
の発表があった。
【観光・サービス産業部 宮城】
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「コロナ禍からの復興と地域の持続的成長に向けて」
を統一テーマに意見交換
と

き

ところ
出席者

１０月２０日（火）
松山市・ＡＮＡクラウンプラザホテル松山
約１８０名

西日本経済協議会

第６２回総会

西日本の６つの経済連合会（中部、北陸、関西、中国、四国、九州）で構成する西日本経済
協議会の第62回総会を松山市で開催した。
総会には、各経済連合会の会長や会員企業の代表者など約180名が出席、統一テーマ「コロ
ナ禍からの復興と地域の持続的成長に向けて～西日本が拓く新たな未来～」に基づき、各経済
連合会の代表による意見交換を行い、総会決議を採択した。

１．開会挨拶（四国経済連合会 佐伯勇人会長）
今般のコロナ禍で、我が国におけるデジタ
ル 化 の 遅 れ や、 首 都 圏 の 人 口 密 集 リ ス ク と
いった課題が浮き彫りになった。今後はDXの
加速、人や企業の地方分散の創出・促進によ
り、東京一極集中から多核連携型へと、国の
有り様を根本的に変革していくことが重要。
これと並行して、地域産業の活性化やイノ
ベーション基盤の強化に取り組むとともに、
必要な社会インフラを着実に整備していくこ
とが、地域の持続的な成長につながる。
国が掲げる「自助・共助・公助」を踏まえ、
我々としても、まずは各団体がそれぞれの地
域で独自の活性化策を展開しつつ、相互に連
携・協力して主体性を発揮する中で、国から
のタイムリーかつ強力な後押しを要請してい
くことが肝要。
２．各地経済連合会からの意見
（一社）九州経済連合会「九州から日本を動か
す」（麻生泰会長）
コロナ禍で「ローカルアドバンテージ」が
際立っている。ITの活用でどこでも仕事がで
きる環境、地方の良さを発信し、次世代が戻
４
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る流れを大きくする。菅内閣において行政改
革の動きが加速しており、今まで難しかった
医療や教育へのIT導入も進みつつある。
九州の強みの第一次産業について、九経連
として初のクラウドファンディングを行い、
生産者への1,200万円の支援につながった。ま
た、さらなる輸出拡大に向けて、MOU締結先
の中国山東省との協議を進めている。
「ツール・ド・九州・山口（仮称）」は、2023
年度の開催に向けて、各県と具体案を詰めて
いる。将来の観光につながるものと期待。
伸びゆくアジアへの拠点として、11月２日
にベトナム・ハノイに「九州プロモーション
センター」をプレオープンし、九州の魅力発
信や現地のビジネス情報収集などの足場とし
て機能させていく。
政府が進める国際金融拠点誘致では、福岡
の選定に向け市長をはじめTeam Fukuokaで取
り組んでおり、次世代の国際化、街づくりに
貢献していきたい。
（一社）中国経済連合会「コロナ禍の克服と豊か
で活力に溢れた中国地域の創生」（苅田知英会長）
デジタル技術を活用した産学官連携による
オープンイノベーション創出事業では、大学
と連携したリモートによるリカレント講座の
開設や、起業を目指す学生・若手人材と起業
家の交流などを支援している。
観光面では、瀬戸内海クルーズの受入環境
整備、やまなみ街道を活用したサイクリング
ロードの新規開拓など、国内需要の創出とイ

ンバウンドの反転攻勢に取り組んでいく。
中山間地域の再生に関しては、今年度は特
に、働き暮らせる持続可能な中山間地域づく
りに向けて、ICT等先端技術を活用した、エリ
ア内での総合的な機能連携を軸に、医療・教
育・交通等の複数の課題をまとめて解決する、
新たな地域モデルを策定中。
北 陸 経 済 連 合 会「 北 陸 近 未 来 ビ ジ ョ ン『 ス
マート・リージョン北陸』」（久和進会長）
2022年度末予定の北陸新幹線の金沢・敦賀
間開業後の観光客誘致のため、北陸三県が連
携してJR主催の「デスティネーションキャン
ペーン」の2023年秋の北陸誘致を目指す。
敦賀・新大阪間については、全線開業によ
り年間2,700億円の経済波及効果が見込まれ、
2030年頃までの一日も早い全線開業に向けて、
引き続き取り組んでいく。
昨年発表した「北陸近未来ビジョン」では、
2030 年 代 中 頃 の あ り た い 姿 を「 ス マ ー ト・
リージョン北陸」と名付け、一人当たりGRP
（域内総生産）の700万円への拡大、
「多様性と
一体性の両立」（ダイバーシティ＆インクルー
ジョン）による多様な人材が活き活きと幸せに
暮らせる社会の実現を目指している。
（一社）中部経済連合会「西日本の力を結集し、
突破する」（水野明久会長）
産学官の広域連携では、中部５県の行政、
大学が戦略を議論・推進する場を設け、緊急
性の高いテーマである観光や防災について検
討を開始。将来的には「中部圏戦略会議」で
中部５県が一体となって課題解決に取り組む、
より実効性のある常設組織を目指す。
昨年７月、中部経済連合会と名古屋市が連
携して、スタートアップに関心のある者同士
が対流・交流できる場「ナゴヤ イノベーターズ
ガレージ」を開設。来場者数は順調に推移。
「国土強靱化税制」は、2019年度より中小企
業の防災・減災対策への投資を後押しする税
制が新設され、制度のさらなる充実を訴えて
いる。今年度も引き続き、西日本の６団体で
連携を取って要望活動を行っていきたい。
（公社）関西経済連合会「コロナ禍を変革の好
機として新たな時代を拓く」（松本正義会長）
「大阪・関西万博」は「未来社会の実験場」

をコンセプトにコロナ後の世界のあり方を示
す絶好の機会。先端的な技術・サービスの発
信、バーチャル空間の活用などが基本計画に
盛り込まれる予定。また、関西がアジアにお
けるベンチャー企業育成の代表的地域として
の発展を目指す、
「起業街道・関西プロジェク
ト」がスタートした。
アジアと日本の企業・団体間におけるビジ
ネス創出に向けては、シンガポール、タイな
ど７カ国の経済団体とともに、
「アジア・ビジ
ネス創出プラットフォーム」を設立。今後、
各地域経済団体との連携をさらに強化し、よ
り多くのビジネス創出につなげていきたい。
四国経済連合会「持続可能な魅力ある四国地
域の創生に向けて」（髙橋祐二副会長）
DXの取り組みでは、大都市の後追いではな
く、地域の実情に合わせて先進技術を効果的
に活用していくことを目指している。四国で
のDX推進の基本戦略やアクションプランを策
定・具体化していく予定。
ポストコロナの時代でも、短時間でストレ
スなく移動するための高速交通網の重要性は
変わらない。四国全体を８の字に結ぶ高速道
路「四国８の字ネットワーク」のミッシング
リンク解消と、新幹線の整備計画格上げの早
期実現を求めて活動を展開している。
３．決議採択
各地域からの意見を踏まえ、以下を柱とす
る総会決議を採択し、11月19日に６経済連合
会の代表者が政府等に直接要望した。
コロナ禍からの復興と地域の持続的成長に向けて
～西日本が拓く新たな未来～
Ⅰ

経済社会の変革とコロナ禍からの復興
１．地方への人・企業の新たな流れの創出と多核
連携型の国づくり
２．社 会全体でのデジタルトランスフォーメー
ション（DX）の推進
３．経済活動と感染拡大防止との両立
Ⅱ 地域における産業活性化、イノベーション基盤
の強化
Ⅲ 地域の成長を支える社会基盤の整備
※西日本経済協議会第62回総会決議の詳細については、九経連
ホームページ「ニュースリリース」をご覧ください。

【総務広報部
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２０２０年度主要事業の取り組み状況と課題ならびに
「九州将来ビジョン」の検討状況について意見交換
と

き

ところ
出席者

１０月１日（木）
福岡市・ホテル日航福岡
３０名

理事会および審議員会（特に重要な政策事項
の方向性および実施事業のあり方を審議）の合
同会議を開催し、理事・監事ならびに地場企
業のトップなどで構成する審議員から計30名
が出席した。
会議では冒頭、麻生泰会長が挨拶し、
「菅政
権の誕生により、デジタル化などの変革が加
速する。九州から日本を動かすためには、九
州の強みを活かし、他地域のモデルとなるよ
うな尖った取り組みをスピーディーに実施し、
次世代への使命を果たしていく必要がある」
と述べた。
次に、事務局より2020年度主要事業の上期
取り組み状況と今後の課題、ならびに九州将
来ビジョンの検討状況について報告した後、
自由懇談に入った。
懇談では、検討中の九州将来ビジョンにお
ける「2030年に向けた九州のありたい姿」に
ついて、Ⅰ成長エンジン（経済）Ⅱ幸せコミュ
ニティ（社会）の観点から意見を頂戴し（右記
参照）、今後のビジョン策定、ならびに各委員
会活動へ反映させることとしている。

理事・審議員合同会議
〔懇談要旨〕
Ⅰ成長エンジン（経済）
・ビ ジョンの考え方は、最重要課題の「①一人
あたりGDP拡大」と、
「②九州に住みたくな
る」施策、それらを支える「③広域連携」。
「国
際金融」も新たなテーマ。
・デジタル化が進まなければ、GDPの世界シェ
アはさらに低下。政府は本気で取り組もうと
している。では、民間はどう進めればいいの
か。九経連はDXをどう推進するのか。経団連
は動いており、DX推進の雰囲気づくりの取り
組みを参考にしてもらいたい。
・G DP拡大には、九州での仕事は九州企業が受
ける（地域でカネをまわす）ことが第一。
・九 州全体の成長には個々の地域の成長が不可
欠。例えば、九州の強みである第一次産業の
育成について、輸出拡大やスマート農業推進、
あるいは他の施策はないのか、地域の実情に
合わせ具体的な取り組みを検討すべき。
Ⅱ幸せコミュニティ（社会）
・経済成長を前提に「ローカルの良さ」（多様な
生き方、健康寿命、暮らしやすさ等）を打ち
出すことも九州らしい大事なテーマ。
（女性）
・若 く優秀な女性が都会に出てしまう、地方に
は大変な時代。もっと女性の所得増を謳って
いくべき。女性正社員の少なさが課題。
・さ まざまな条件が個々に異なり、キャリア
アップできないことも多いが、優秀な女性の
登用による生産性向上と、所得増が必要。
（若者）
・県 民幸福度の高さと、経済的豊かさとは必ず
しも一致しない。（人里離れた所で暮らす幸せ
ではなく）若者に支持される魅力づくりで、
経済を回していくことが大事。
・地 方でもグローバル感覚を身に付けられる
APU等の尖った大学がある。産学連携により
進学・就職のタイミングで手を打つべき。

【総務広報部
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日誌
10 月
１日（木）

［福岡市・ホテル日航福岡］

第１
６１回理事会、理事・審議員合同会議
出席者：理事会19名、合同会議30名

理事会では、麻生泰会長を議長に、審議員・諮問
委員・顧問選任（案）について審議を行った。
理事会に引き続き、理事・監事ならびに審議員に
よる合同会議を開催し、本会の政策事項の方向性や
実施事業のあり方についてご意見をいただいた。
※理事・審議員合同会議については、本誌６ページに詳細を掲載

７日（水）

［宮崎市・ニューウェルシティ宮崎（ＷＥＢ併催）］

第１回宮崎地域委員会
出席者：33名

平野亘也委員長（㈱宮崎銀行会長）の開会挨拶に続
き、九経連本部より今年度の重点事業および「九州
将来ビジョン」の検討案について報告。続いて、宮
崎大学地域資源創成学部の根岸裕孝教授より「新型
コロナウイルス感染症と今後の観光・地域づくりへ
の視点」と題し、ご講演いただいた。マイクロツー
リズムの拠点として期待される「道の駅」が物産・
観光振興にとどまらず、地域の産業創出や住民交流
の要として地域づくりの好循環を生み出し進化して
いる県内外の事例について紹介いただいた。
その後行われた麻生会長との意見交換では、全面
開業間近の宮崎駅前再開発のご紹介や「県外への若
者流出の実態把握と対策の必要性」
「宮崎-バングラ
デシュモデル（市・県内IT企業・宮崎大学が取り組む
外国人労働者の育成・雇用）
」などについてご意見を
いただいた。

１３日（火）

［ＷＥＢ開催］

九州・韓国経済協力会議２０２０
出席者：九州側10名、韓国側18名

昨年の韓国・ソウルでの会議に続き民間主体での
開催となった今年の会議、テーマは「日韓共通の課
題～グローバル人材活用～」
。
九州側からは「面談会時点での丁寧な説明を通じ
た内定辞退未然防止」
、韓国側からは「ウィズコロナ
下で停滞した人材マッチング事業の再活性化方策」
、
また、在韓日本企業のCSR活動成果報告が行われた
ほか、建設や自動車整備など新たな分野での可能性
について調査を行うことについても確認した。

１４日（水）

［福岡市・九経連会議室］

交通委員会第１回企画部会
出席者：24名

国土交通省九州地方整備局の堂薗俊多企画部長よ
り「昨今の自然災害への対応と国土強靭化」をテー
マにご講演いただいた。頻発かつ激甚化する災害に
備えるための抜本的な治水災害対策など、卑近で重
要な関心事であり、出席者との間で意識共有を図る
ことができた。

続いて事務局より上期活動報告、ならびに下期活
動計画について審議を行った。活動報告では、９月
に当委員会として初めて中央省庁を訪問し直接大臣
に手交した「交通基盤整備に関する要望」の内容や、
下関北九州道路の進捗状況等について説明した。

１５日（木）

［福岡市・九経連会議室（ＷＥＢ併催）］

「ツール・ド・九州・山口（仮称）」検討委員会第２回会議
出席者：18名

「ツール・ド・九州・山口（仮称）
」開催を検討する
委員会第２回会議を開催した。長尾成美委員長（本会
専務理事）の開会挨拶に続き、事務局より九経連策定
の検討委員会最終報告書の内容説明を行った。
国際スポーツ大会開催とサイクルツーリズムの推
進を併催し複合的に面展開することで効果を最大化
する、UCI公認の国際レース「ツール・ド・九州・山
口」と、九州を一周もしくは半周する「ディスカ
バー九州」
、それぞれの概要や経済効果、費用につい
て説明し、活発な意見交換を行った後決議した。な
お、決議された大会コンセプトは、10月30日開催の
九州地域戦略会議において審議されることとなった。

１９日（月）

［福岡市・電気ビル共創館］

第２回農林水産委員会
出席者：30名

陣内 博委員長（㈱佐賀銀行会長）の開会挨拶後、
2020年度上期の主な活動を事務局より報告。続く事
例紹介では、㈱アグリガーデンスクール＆アカデ
ミーの堂脇広一社長より「多様な人材が集積するア
グリガーデンスクール＆アカデミーの挑戦！〜『医』
につながる農業を担っていく人材育成を目指して
〜」
、Fukuoka Timber Building Labの倉掛健寛代表、
秋山篤史副代表より「木造ビル普及に向けたFukuoka
Timber Building Labの取り組み」と題して、それぞ
れご説明いただいた。
講演会では、水産庁の木原崇彰課長補佐より「養
殖業成長産業化総合戦略について」
、㈱農テラスの山
下弘幸社長より「新型コロナウイルスが農業に与え
る影響について」と題し、それぞれお話しいただいた。

２０日（火）［
 松山市・ＡＮＡクラウンプラザホテル松山］
西日本経済協議会第６２回総会
出席者：約180名

西日本の６つの経済連合会で構成する同協議会の
総会が松山市で開催され、
「コロナ禍からの復興と地
域の持続的成長に向けて～西日本が拓く新たな未来
～」を統一テーマに、各経済連合会の代表による意
見交換、総会決議の採択などを行った。
※本誌４～５ページに詳細を掲載
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２０日（火）

［福岡市・電気ビルみらいホール］

２１日（水）

［福岡市・九経連会議室（ＷＥＢ配信）］

エネルギー講演会

２０２０ＫＹＵＳＨＵ ＮＥＸＴ ～われわれはどうやって九州を動かしていくのか〜

第１部では、立命館大学衣笠総合研究機構の開沼
博准教授より「新型コロナウイルスと福島第一原発
事故から見る日本社会の課題」をテーマにご講演い
ただいた。福島の現状に関する設問を通じ、リスク
を単一的に捉えることによる混乱や、
「風評」による
問題、背景にある「Fact」より「Opinion」が先行す
る社会傾向など、日本社会の課題について解説いた
だいた。
また、第２部の作家・ジャーナリストの門田隆将
氏による講演「福島第一原子力発電所事故の真実と
コロナ禍の世界情勢」では、映画「Fukushima50」で
も描かれた、事故拡大を防ぐために命懸けで対応に
あたった所員の様子や使命感と、新型コロナ対応に
見える課題、マスコミ報道の傾向などについてお話
しいただいた。※次号（１月号）にて講演要旨を掲載予定

今年度で３回目となる「KYUSHU NEXT」では、
コロナ禍により見えてきた「九州のニューノーマル」
について、
「女性活躍」
「デジタル化」
「地域成長」そ
れぞれの視点から議論が行われた。

出席者：100名

出席者：146名

※本誌２～３ページに詳細を掲載

３０日（金）

［山口市・ホテルニュータナカ］

第３８回九州地域戦略会議
出席者：14名

九州地域戦略会議（共同議長：九州地方知事会・広
瀬勝貞会長、九経連・麻生泰会長）が標記会議を開催
し、
「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」を中心に議論を行い、その結果を「ポス
トコロナ時代を見据えた九州・山口創生宣言」と特
別決議「新型コロナウイルス感染症に係る対応につ
いて」として取りまとめた。
また、サイクルイベントである「ツール・ド・九
州・山口（仮称）
」の開催に向けて準備を進めること
や今後レース開催地に関し、各県と個別協議を行う
ことを確認した。 ※次号（１月号）にて詳細を掲載予定

２０２０年度九州沖縄経済圏スマートフードチェーン事業化戦略会議開催
（主催：農研機構、後援：九州農業成長産業化連携協議会、九経連）
と

き

ところ
出席者

10月６日（火）
福岡市・電気ビルみらいホール
232名（会場81名、WEB151名）

本会会員の農研機構（理事長 久間和生、本部 茨城県つくば市）は、九州沖縄経済圏スマートフード
チェーン事業化戦略会議を福岡市内で開いた。この会議は、同機構が農畜産物・食品の生産、加工、流
通、消費・輸出に係る技術的課題の解決に向けて進めてきた研究開発の成果
を報告する場で、来賓として麻生泰九経連会長、横井績九州農政局長、米田
健三九州経済産業局長が出席した。
会議では、最初に農研機構の田中健一総括調整役が、プロジェクト成果の
事業化と輸出拡大に向けた同機構の取り組みについて講演し、その中で、今
年度中に２課題以上で普及段階への移行を目指すこととしている旨が紹介さ
れた。次に各部門長、所長より、
「輸送中のかんしょ腐敗問題の対応」等の５
課題の研究成果について説明があった。続いて原田久富美総括調整役が、九
州からの農畜産物の輸出拡大戦略について講演し、輸出拡大に向けたター
麻生会長挨拶
ゲットは、アジアでは中国に多い高所得世帯（年収350万円以上）であるとの
報告があった。
参加者からは、
「スピード感がもっとほしい」「いい技術をいかに農家の
現場で具現化していくか」「資金のある企業を含めた３者の連携が大事」
等の意見が出された。これに対し、田中総括調整役は「技術を具現化する
ためのプロジェクトの仕掛けや、企業探しに積極的に力を入れていきた
い」と述べた。
九経連としても、同機構とのタイアップを強化し、技術的なバックアッ
プをいただきながら、農畜産物・食品の付加価値増大および輸出促進への
取り組みを推進していく。
【農林水産部 中山】
８

九経連月報 ２０２０/１
２

トピックス

国際金融拠点都市＝福岡を目指して
―「ＴＥＡＭ ＦＵＫＵＯＫＡ」設立―
と

き

ところ
出席者

９月２９日（火）
福岡市・ホテルニューオータニ博多
約１００名

福岡に外資系金融機関や海外投資家を誘致し、
都市の成長加速を目指す「TEAM FUKUOKA」
が設立された。アジアに近い立地、都心部再
開発による充実したオフィス環境、クリーン
エネルギーなどを強みとして、政府が検討を
進める国際金融拠点都市に選定されることを
目指す。
「TEAM FUKUOKA」は、福岡県、福岡市、
九州大学、企業・団体など16団体で構成。本
会の麻生泰会長が会長に、福岡県小川洋知事、
福岡市髙島宗一郎市長が副会長に、それぞれ
選任された。
アジア有数の金融都市である香港では、国
家安全維持法が施行され、人材や資金の流出
が予想される中、福岡一丸となって外資誘致
に取り組むため、国際金融に特化した外国人
ワンストップサポート窓口を新設するほか、
所得税や法人税など税制改正や規制緩和を政
府に働きかける。

麻生会長は「コロナにより地方分散が一気
に進む可能性もある。福岡を選んでもらうた
めには、災害に強い、クリーンエネルギーな
ど、尖った特色が重要だ。インターナショナ
ルスクールの拡充など生活環境整備にも取り
組みたい」と述べた。
今後、幹事会を開催し、具体的方策を詰め
ていくこととしている。
【産業振興部 久保】

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

旭日小綬章
喜多村利秀

叙勲受章者
旭日大綬章
仲井眞弘多
中村

邦夫

旭日重光章
小原 好一
佐藤 義雄
辻
亨

 ・沖縄電力㈱会長、元・沖縄県
元
知事、元・九経連副会長
パナソニック㈱

客員

前田建設工業㈱

常任顧問

住友生命保険（相） 取締役会長代表執行役
丸紅㈱

名誉理事

瑞宝中綬章
甲斐
諭
米澤 和彦

㈱喜多村石油店

（種類順、敬称略）

中村学園大学

社長

顧問

公立大学法人熊本県立大学 名誉教授

褒章受章者
藍綬褒章
萩原 敏孝

㈱小松製作所

顧問
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Mari Yoder の

Impressions of Foreigners Working in Kyushu
Interview with Kyushu University
Ms. Doan Hong Ngoc, interviewed by Mari Yoder
Fukuoka, September 14th 2020.

Doan Hong Ngoc is a
Vietnamese international
student from Hanoi. She
divides her time between
her studies and working
as a teaching assistant at
the university. Having completed her
undergraduate studies at Ritsumeikan
(APU) in Beppu, she is now due to
graduate with her master’s degree in
sociology from Kyushu University this
fall. However, due to the situation with
COVID-19, she may not be able to return
to her home country until travel
restrictions are lifted, and arrangements
can be made.
Mari Yoder (MY): Why did you choose Kyushu
University?
Doan Hong Ngoc (DHN): Well, Kyushu
University is one of the best research
universities in Japan and they provide a
master’s program that is taught entirely in
English. I was also able to receive a
scholarship from Fukuoka City.
MY: How has COVID-19 affected your
studying and research?
DHN: Well, our classes had to move online.
Not being able to go to class makes it more
difficult for me to discuss my research with my
professor, to collect data, and to conduct
interviews with my research subjects. Normally
we discuss our research and we receive
feedback and comments from our classmates,
which we can still do online, but it definitely
limits our interaction.
MY: Have you received any assistance from
the university or the Japanese government for
COVID-19?
DHN: Yes, there have been several forms of
support. From the Government of Japan, we
all received the emergency support fund of
１０
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100,000 yen,
which I used to
pay my tuition fee,
because when the
coronavirus
started, I couldn’t
work anymore.
This interview was conducted on ZOOM.
There was another
fund of 100,000 yen to 150,000 yen the
Japanese government gave to students in
some situations, and was distributed by the
university, but it wasn’t for everybody, you had
to apply for it.
Then the university distributed 30,000 yen
from their own funds to each student which
was really helpful because it arrived just a
week after I applied for it. Both my friend and I
were able to extend our stay at the dormitory
which really helped, and in some cases,
students got a tuition waiver. The university
also sent regular emails with updates about
the current situation, and they provided
counselling services in multiple languages for
students who need someone to talk to or who
are facing difficulties psychologically.
Additionally, the university received food from
the food bank who asked them to distribute it
to the international students.
Besides that, I received support in finding work
from the Fukuoka Yokatopia International
Exchange Foundation, who also sponsored
my scholarship. It’s been great to get all the
support we can.
MY: What about your friends at the university,
is everyone pretty much facing the same
difficulties?
DHN: I think everyone is having some
difficulties, but I think some are faring better
than others. For example, one girl graduated
in March but couldn’t get a flight back home,
so she has been staying here for 6 months.
However, since she doesn’t speak any
Japanese, she can’t find a part time job, and

has to live off the support of her family. But for
students who still receive scholarships from
their countries’ government, or from the
Japanese government, things are pretty okay.
MY: Is working here pretty different from
working in Vietnam?
DHN: Yes, there are definitely some
differences. I worked in Vietnam for a year
after I graduated from APU, and I did an
internship last year for 4 months in Fukuoka. I
guess one of the differences is for example,
after I finished work here, I would go out with
my colleagues and boss. It’s great to get to
know people you work with in a different
atmosphere. It’s vital to have good teamwork,
and team spirit when you work with
colleagues. In Japan you have to wear a suit,
and it’s also very important to be punctual. You
need to have different kinds of meetings, go
through a lot of processes and procedures,
and then make sure there are no mistakes in
order to make a decision. In Vietnam, we value
speed. So, instead of going through all kinds
of meetings and discussions, you can just talk
to your supervisor, and then make decisions
on your own.
MY: So, after you graduate this month, what
are your aspirations and dreams for the
future?
DHN: That’s a very good question. It’s a
difficult question too. Well for now, my shortterm plan is to find a job that allows me to gain
experience and practice the skills that I want to
develop. I can speak different languages, so
my long-term plan is to have my own
international business that can allow me to get
to know more people, and to travel. Actually, I
want to focus on developing global education.
Right now, many Vietnamese students have
dreams to study abroad, and have been able
to. However, there are still a number of
students that don’t have access to this kind of
education in developed countries. So, with my
business, I want to help them fulfill their dream
by studying abroad, but also allow them to
come back to Vietnam and contribute to the
country.

九州大学からのお願い
『新型コロナウイルス対策留学生支援基金』
本学では、新型コロナウイルス感染症の影
響により、経済的に生活に大きな影響を生じ
ている留学生のうち、国（総務省）からの特別
定額給付金、また、本学独自の「緊急授業料
免除」や「緊急学生支援金」のみでは学業を
継続することが困難な留学生に対して、本学
基金内に表題の基金を設け、広くご支援のお
願いをいたしております。
コロナウイルス感染症の影響で出費多端な
時期と存じますが、未来を支える若者のため
にぜひご賛同くださいますよう、どうかよろ
しくお願い申し上げます。
■募集金額

一口 1,000円以上

■募集期間

2020年７月21日～
2021年３月31日（予定）

■お申し込み
九 州大学基金ホームページのトップページ
からお申し込みをお願いします。
寄附目的は、
『新型コロナウイルス対策留学
生支援基金』をお選びください。
https://kikin.kyushu-u.ac.jp

検索 九州大学基金
スマートフォン
の方は、こちら➡
のQRコードから

（要旨）
９月14日、ベトナム・ハノイから九州大学に留
学し、社会学を学ぶドアンさんにインタビューを
行った。
彼女は研究と修士号取得を目的として九州大学
で学んでいたが、研究に関する教授や他の学生と
の議論、研究対象へのインタビューが困難になる
など、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
留学生の一人である。
留学生の困難な状況に対して、国に加えて九州
大学は資金面の支援を中心に、寮の滞在延長や複
数言語でのカウンセリングなど、多岐にわたる支
援を行い、生活や研究を丁寧にサポートした。
ドアンさんは、卒業後、自らの多言語対応能力
を活かし、グローバル教育の開発に携わることを
目指している。留学が実現しない多くのベトナム
人学生に対し、先進国への留学という夢の実現を
手助けするだけでなく、ベトナムに戻って貢献で
きるようにしていきたいと抱負を語った。
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Member Introduction

会員紹介

＜2020年７月29日入会＞

会

社

名

株式会社Ｚｅｒｏ-ＴｅｎＰａｒｋ

業

２０１８年７月２日

者

代表取締役 榎本 二郎

弊社は２０１６年より、プロジェクト創生型

創

ワ ー ク ス ペ ー ス ＆ コ ミ ュ ニ テ ィ の『Ｔｈｅ

代

Ｃｏｍｐａｎｙ
（ザ・カンパニー）
』を運営していま

事 業 内 容

１．コワーキングスペースの企画、運営
２．ビジネスコンサルティング、ビジネスマッチング
３．宿泊施設の企画、運営
４．ＷＥＢサイト制作、ＷＥＢシステム開発
５．東南アジア海外進出サポート

従 業 員 数

２４名

本社所在地

〒８１
２-００３８ 福岡市博多区祇園町
８-１３ 第１プリンスビル１Ｆ

電 話 番 号

０９２-７１０-７０５０

関連会社等

株式会社Ｚｅｒｏ-Ｔｅｎ

ホームページ

http://zeroten.jp/

表

す。コワーキングの入居メンバー間のワーク
シェアとアメリカ、シンガポール、タイ、フィ
リピンなど国内外６カ国、全１１拠点の全てを自
由に使い放題というマルチロケーションを特徴
として、新しいチームの作り方と社会にインパ
クトを与える大きな仕事づくりを目指していま
す。現在４００社１２
，
５
０名のメンバーがおり、企業
の枠にとらわれない新しいプロジェクトがどん
どん生まれています。単なるワークスペースの

会社概要

会社紹介

シェアではなく、コミュニティを通じて新たな
プロジェクトが生まれる場、そんな場所を目指
しています。
２０２０年６月、西日本最大の園芸・農業専門
商社である㈱ニチリウ永瀬様とともに新規事業
の創出を目的とした「Ｃｏ-Ｃｒｅａｔ
ｉｖｅ Ｐｒｏｊ
ｅｃ
ｔ」
をスタートさせました。この取り組みを通じ
て、既存のビジネスモデルや仕組みにとらわれ
ることなく新たな事業を創出するビジネスパー
トナーの募集、ならびにオープンイノベーショ
ンの創出をサポートしています。コワーキング
の運営で培った多様なネットワークとビジネス
マッチングのノウハウを活かし、企業の成長の
お手伝いを行っています。
また、２０２０年１１月には新拠点「九州プロモー
ションセンター ｐｏｗｅｒｅｄｂｙ ＴｈｅＣｏｍｐａｎｙ」
をベトナム・ハノイにプレオープンさせること

弊社のコワーキン
グ ス ペ ー ス『Ｔｈｅ
Ｃｏｍｐａｎｙ』 は グ
ローバルネットワー
クのハブとして、ロー
カルカルチャーとグ
ローバルカルチャー
のコラボレーション
を 促 進 し て い ま す。
代表取締役 榎本 二郎
また、ニューノーマ
ルの時代に適したコワーキングスペースの
新たなあり方も模索しており、さまざまな
新しい試みを行っています。世界中の人と
人、企業と企業がタイムレスにつながり、
互いに価値を創造していくことができるコ
ミュニティ形成を目指して今後とも精進し
てまいります。

ができました。九経連様、カミチクグループ
様、ベトナム外務省様と連携して、九州の情報
発信や現地のビジネス情報収集の拠点として九
州－ベトナム間の交流に関わる人とのネット
ワークやコミュニティの形成を目指します。
今後も九州とアジア、世界をつなぎ、企業の
成長をサポートする場作りを行ってまいりたい
と思います。
１
２

九経連月報 ２０２０/１
２

The Company キャナルシティ博多前店 コワーキングスペース

KYUSHU

九州観光推進機構
ニュース
公式YouTubeチャンネルを開設
九州観光推進機構では、公式YouTube
チャンネル「
【公式】九州観光チャンネル」
を開設しました。
九州の定番の観光地やディープスポッ
ト、ご当地グルメやソウルフード、イベン
ト情報など九州の最新情報を動画で紹介し
ます。
２０２１年３月までに、１４本の動画を公開
する予定です。
きっと九州の旅行や観光に役立つはず！
魅力的な九州をぜひお楽しみください！
URL：https://www.youtube.com/channel/UCsUAcoQNg7hhvOVuw785Vbw

感動と物語の九州―歴史と文化を掘り下げる薀蓄の旅 57

菅原道真、大宰府への道を追う
〜“断腸の思い”の道真を偲ぶ〜
−福岡県（築上町、北九州市、福岡市、太宰府市、筑紫野市、久留米市）−

学問の神様・菅原道真、飛び梅、太宰府天満宮、曲水の宴‥‥隣接して九州国立博物館‥‥太宰府には
華やかなイメージがつきまとう。しかし、道真が京から配流されたときの大宰府は今とは大きく違う。勿
論、太宰府天満宮は無かった‥‥。
道真の九州入りから、大宰府への道のりを辿り、彼の胸中を偲び、当時の大宰府に思いを巡らそう。
いかに辛酸の苦難の中に彼があったか。道真ゆかりの「天拝山」
「榎寺」
「秋思の詩」独り断腸‥‥の詩
の意味など、知れば知るほど道真の高潔な人物像が浮かび上がる。
その九州上陸から大宰府までの故地を駆け足で巡ってみよう。由緒や物語を遺す地には大きな社であっ
たり、小さな祠であったりとさまざま。道真は海路・瀬戸内海を下った。門司か、直接博多湾に上陸を予
定したが、暴風にあい、椎田の浜に漂着した。今の綱敷天満宮の地である。
そして、近くの行橋市や苅田町には菅原神社がある。古記には、苅田町の大樹の陰で憩いをとり出発
‥‥とされている。その木を天神木と称していたが今はない。当時を偲ぶには、この道に精通したガイド
さんの助けを借りるか、地図の上での故地巡りで心を満たすしかないだろう。また、これらゆかりの地
は、現地へのアクセスが不便であるので注意が必要だ。
なお、北九州市の小倉中心部や戸畑にも道真ゆかりの菅原神社がある。太宰府天満宮周辺の故地とあわ
せてこれらの地を訪ねれば、道真の後半生を心ゆくまで現地で肌に感じることができるだろう。
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１日目
２日目
３日目

２泊３日コース

北九州空港（小倉駅）→築上町［綱敷天満宮］→門司（北九州市）
［文字
ケ関公園（門司関址碑）］→戸畑（北九州市）［菅原神社、菅公御手洗の
池］→北九州市（泊）

北九州市
（戸畑） 北九州市（門司）
北九州空港

 九州市→福岡市［天神、水鏡天満宮］→太宰府市［榎社（榎寺）、太
北
宰府天満宮］→筑紫野市［天拝山］→二日市温泉（泊）
二日市温泉→久留米市［北野天満宮］→福岡空港（博多駅）→各地

福岡市
太宰府市

築上町

福岡空港
筑紫野市

二日市温泉
久留米市

綱敷天満宮（築上町）
美しい浜の宮海水浴場近くの社。かつて道真が大宰府への途中、
暴風にあいこの地に漂着。漁民は網の綱を敷いてお迎えした故事
に従って綱敷天満宮と名づけられた。後に社が造営された。

菅原神社（北九州市・戸畑）

菅原神社（北九州市・戸畑）

地名も菅原一丁目として残っている。道真はこ
の一帯の寺に一夜の宿を求めたが、後難を恐れ、
朝の一番鶏が鳴くまでならと泊めた。夜の明けぬ
うちに「コケコッコー」と鳴く声を真似て追い出
したという。その罰が当たって、以後この地では
鶏が育たなくなった‥‥という。 同神社の横には
道真が手を洗ったという池（菅公御手洗の池）があ
る。この池の水で墨をすり書を書くと上達する御
利益があるといわれている。

綱敷天満宮（築上町）

水鏡天満宮（福岡市）

水鏡天満宮（福岡市）

中央区天神にある道真公を祀る天満宮。長い旅
菅公御手洗の池（北九州市・戸畑）
の末、博多に上陸した道真公が水鏡に姿を映した
という由緒により水鏡天神と称された。今泉付近で菅原公は清流に自分の姿を映
し、やつれ果てたわが身を見て「自分の魂はこの世に留まり、後世にわたって無
実の罪に苦しむ人の守り神となろう」と嘆いたといわれる。その地に社殿が造立
され、水鏡天神、あるいは姿見天神とも称された。その後福岡藩主・黒田長政に
よって福岡城の鬼門にあたる現在地に移された。太宰府へ到る道真ゆかりの地
で、参拝者は多い。南側の鳥居の扁額の文字は福岡出身の広田弘毅（元総理大臣）
北九州市
が小学生のとき書いたもの。
（戸畑・門司）
上椎葉

天神の名の由来

ご存じ天神。近くに水天宮があることから名がついた。名の由来は道真＝天神さん
にあることを知る人は少ない。天神の交差点の信号の音楽は♪♪通りゃんせ‥‥ここ
はどこの細道じゃ、天神さまの細道じゃ‥‥♪♪。まさにぴったりの演出効果だが、
その音と、天神と道真を結びつけて歩く人がどれくらいいるだろうか。

榎社（榎寺）
（太宰府市）
太宰府天満宮境内飛地にあり、菅原道真がこの地に来
た９０１年から９０３年に亡くなるまで謫居していたところ。
榎社（榎寺）（太宰府市）
当時府の南館だったといわれる。治安３（１０２３）年、大
宰大弐藤原惟憲（だざいのだいに・ふじわらのこれのり）が道真の霊を弔うために浄
妙院を建立したのが最初で、境内に榎の大樹があったことから後に榎寺と呼ばれる
ようになった。現在は榎社と呼んでいる。

天拝山（筑紫野市）
古都・大宰府の西の山。道真は、この山の頂から遥か京を偲び、帝を思い、天を
拝したということから名がついた。
九州観光推進機構のホームページ

天拝山歴史自然公園（筑紫野市）

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。ミス沖縄コバルトブルーの山里ひかるです。
沖縄には、９つの世界遺産があることをご存じですか？今月は、
「琉球王国のグスク及び関
連遺産群」に登録されている沖縄の世界遺産の中から、
「玉陵(たまうどぅん)」についてご紹
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
コバルトブルー
山里ひかる

～玉陵（たまうどぅん）～

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！

沖縄本島南部、首里にある玉陵（たまうどぅん）は、琉球王朝時代の第二尚氏王統の陵墓と
して、第３代尚真王が築きました。周囲は琉球石灰岩の石垣によって囲まれており、墓室は
自然の岸壁を利用して造られています。また、庭には珊瑚砂利が敷き詰められています。
墓室は３つに区別され、中室に洗骨までの遺体を安置し、東室に洗骨後の国王と王妃の遺骨を、西室にその他
の王族の遺骨を納めています。また、玉陵碑は、玉陵に葬られる９人の名前が記されていますが、長男と次男の
名前がなく、王室内の勢力対立を垣間見ることができます。
玉陵は、首里城公園内「守礼門」から徒歩で３分程度の場所にあり、沖縄最古かつ最大級の破風墓で、壮大な
陵墓の雰囲気とともに当時の琉球王国を感じることができます。
秋、冬の沖縄はとても涼しく過ごしやすい陽気となっていますので、世界遺産巡りにぴったりの季節です。
皆さまも、世界遺産巡りで琉球王国時代にタイムスリップしてみませんか？

【今月のおススメ】沖縄そば
沖縄県民のソウルフード、
「沖縄そば」
。実は正式に「本場沖縄そば」として商標登録
された日があることをご存じでしたか？沖縄本土復帰後の１９７６年、
「沖縄そば」はそば
粉を使っていないことから、全国製めん類公正取引規約により、
「そば」の名称を使え
ないとの通達を受けました。しかし、県民の間では「沖縄そば」という名前に愛着が
あったため、粘り強く交渉を続け、１９７８年「本場沖縄そば」として正式に登録される
こととなりました。それが、１０月１７日だったことから、それ以降、毎年この日を「沖
縄そばの日」としてそばの特別な日となっています。沖縄県
民のかなさ（愛）が込められた「沖縄そば」
。沖縄にお越しの際
には、ぜひお召し上がりください♫

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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山口

Yamaguchi

農業するなら山口県
担い手支援日本一！
山口県では｢担い手支援日本一｣を掲げ、県内外から
の新規就業者の確保・定着に取り組んでいる。
具体的には、｢給付金制度の充実｣｢受入体制の充実｣
｢技術指導体制の強化｣を柱として、募集から研修、就
業、定着までの一貫した支援を行っている。
中でも｢給付金制度の充実｣では、新規就業者などを
受け入れた農業法人に対して支払う定着支援給付金
を、最長５年間給付しており、全国トップ水準だ。こ
れにより、法人に就業した人が農業技術を習得し、安
心して農業に従事し続けることができる環境づくりに
つながっている。
さらに、｢技術指導体制の強化｣として、山口県立農
業大学校で、社会人を対象とした研修「やまぐち就農
支援塾」を実施している。就農を検討中の方が、仕事
を続けながら休日などを活用して農業の基礎を学べる
研修から、就農後の経営安定を支援する研修まで、段
階に応じたさまざまな研修メニューを用意している。
現在、上記研修の一環として、プロ農家を目指す決
心をされた方が、１年間フル
タイムで学ぶ「担い手養成研
修」の受講生を募集している。
就農を検討されている方は、
ぜひ、山口県へ！
やまぐち就農支援塾 担い手養成研修生募集
研修期間：2021年３月から１～２年間
場
所：山口県立農業大学校（防府市）
内
容：自営就農コース、法人就業コース
《問い合わせ先》
山口県立農業大学校 就農・技術支援室
TEL：0835-27-2714

福岡

Fukuoka

福岡県が「宇宙ビジネス創出推
進自治体」に選定されました！
本県には、産学官で構成される「福岡県ロボット・
システム産業振興会議」や「福岡県Ｒｕｂｙ・コンテン
ツビジネス振興会議」の取り組みにより、宇宙ビジネ
スへの参入が期待される、優れた技術を持つハード・
ソフト企業が集積しており、昨年１２月には、九州大学
発ベンチャーの「㈱ＱＰＳ研究所」が、県内ものづく
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り企業１６社等と連携して、世界トップクラスの小型
レーダー衛星の打ち上げに成功。県も、今年度から本
格的に宇宙ビジネス振興のための取り組みを開始した。
これらを踏まえ、今年９月に国（内閣府、経済産業
省）が、宇宙ビジネスの創出を積極的に推進する地方
自治体を選定し、集中支援する「宇宙ビジネス創出推
進自治体」に、福岡県を選定した。これにより本県発
の宇宙ビジネス関連製品やサービスの創出に向けた取
り組みが加速することが期待される。
９月９日には、福岡市内で「福岡県宇宙ビジネス
フォーラム」を開催。民間で開発したロケットの宇宙
空間到達を国内で初めて成功させた「インターステラ
テクノロジズ㈱」の稲川貴大代表取締役や、世界初と
なる人工流れ星の実現を目指している「㈱ＡＬＥ」の
岡島礼奈代表取締役社長／ＣＥＯらを招き、ものづく
り企業やＩＴスタートアップ、大学生など約２００名が
参加し、大いに盛り上がった。
《問い合わせ先》
福岡県新産業振興課 TEL：092-643-3453

佐賀

Saga

２０２０年秋の「Ｔｈｅ ＳＡＧＡ認定酒」
決定！
肥沃な大地・佐賀平野を有する佐賀県は全国屈指の
米どころ。良質な伏流水など酒造りに欠かせない原料
に恵まれていることから、伝統的に日本酒造りが盛ん
な土地である。江戸時代末期には鍋島藩が酒造りを奨
励したこともあり、佐賀平野から採れる豊かな米を原
料に、多くの美味しいお酒が造られてきた。
そんな酒どころ佐賀で２００４年に始まった「佐賀県
原産地呼称管理制度」
。春と秋の年２回、日本酒と本
格焼酎の認定を行っている。必須条件は、１００％佐賀
県産の原料を用いて、県内の蔵元が醸造・蒸留したも
のであること。官能審査会において、味わいや香り、
バランスなど全てにおいて審査委員が太鼓判を押した
銘柄が、
「ＴｈｅＳＡＧＡ認定酒」として認定される。
しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大により、
「Ｔｈｅ ＳＡＧＡ認定酒」
２０２０年春の審査会は中止。そ
れから約半年後の今年９月２７日、２０２０年秋の審査会
（第３１回官能審査会）が開催され、新たな
「ＴｈｅＳＡＧＡ認定酒」が認定された。その
数、史上最多となる９５点。
秋の「Ｔｈｅ ＳＡＧＡ認定酒」は、佐賀県
酒造組合のホームページで紹介されてお
り、各蔵のホームページから購入できるも
のもある。ぜひとも美味しい佐賀の日本酒
を味わっていただきたい。
《問い合わせ先》
佐賀県流通・貿易課
TEL：0952-25-7252
検索
詳しくは The SAGA 認定酒

長崎

Nagasaki

長崎県こだわりの水産加工品
ブランド｢長崎俵物｣
１７世紀末に国内外の物流拠点として栄えた長崎港
から、俵に詰めて出荷された海産物は「長崎俵物」と
呼ばれ珍重された。その歴史にちなみ、県産水産加工
品の中から、厳格な品質基準をクリアしたものを現代

として利用されてきたミルクロード（県道外輪山大津
線）に比べて約３３分短縮される。
熊本都市圏と阿蘇地域を結ぶ大動脈となる２ルート
の開通が、阿蘇をはじめ熊本全体、ひいては九州全体の
観光・経済の活性化の追い風になるものと期待される。
《問い合わせ先》
熊本県道路整備課 TEL：096-333-2497

の｢長崎俵物｣として１９９９年から認定している。２０１９
年度は新たに５商品を認定し、合計９４商品となった。
長崎空港にある長崎県農水産物アンテナショップで
は６種類のギフトセットが販売されているほか、ふる
さと納税（ふるさとチョ
イ ス、 ふ る ぽ、 さ と ふ

10月３日に開通した国道57号北側復旧ルートと阿蘇五岳
提供：国土交通省熊本河川国道事務所

る）においても返礼品と
して選択できる。こだわ
りの水産加工品をぜひご
堪能いただきたい。

長崎俵物ギフトセットの一例

《
「長崎俵物」
２０１９年度新規認定商品》
・ごんあじ開き

大分

Oita

安心のおもてなし情報を発信！「＃新しい
おおいた～おんせん県の旅のかたち～」

・のどぐろ開き
・ふぐ炙焼
か れん

大分県はこのたび、ＳＮＳを活用して県内の観光情

・華漣（カキ）オリーブオイル漬

報を発信する観光プロモーション「＃新しいおおいた

・西のとろあなご伝助煮穴子
《問い合わせ先》

～おんせん県の旅のかたち～」を開始した。

長崎県水産加工流通課
TEL：095-895-2871

｢長崎俵物｣認定マーク

本プロモーションは、国の「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」
キャンペーンを受けて、県外の方々に安心して大分観
光を楽しんでもらうために企画された。
「大分旅行の
思い出」
「宿泊・観光施設で実施している感染症対策」

熊本

Kumamoto

熊本地震により寸断された国道５７号の代替
路である北側復旧ルートと現道部が開通
２０１６年４月の熊本地震による大規模な斜面崩壊に

「とっておきの穴場スポット・グルメ情報」などにつ
いて「＃新しいおおいた」をつけてＳＮＳに投稿して
もらうよう呼びかけている。１０月にオープンした特
設ＷＥＢサイトでは、投稿を集約しているほか、新型
コロナウイルス感染症対策や県内観光に役立つ情報を
リンクでまとめている。

よって通行止めとなっていた国道５７号の代替路である

また今回のプロモーションでは、大分県出身タレン

北側復旧ルートが１０月３日に開通した。国土交通省に

トの指原莉乃さんが協力。テレビＣＭにも出演してお

よって整備された北側復旧ルートは延長約１３kmに及

り、その動画は特設ＷＥＢサイトでご覧いただける。

び、二重峠トンネル（延長約３７
．km）を含む大工事であ

この「＃新しいお

りながら約４年半という異例のスピードでの開通と

おいた」が、大分県

なった。また、国道５７号現道部も崩落斜面の復旧工事

を訪れたいと考えて

が完了し、通勤・通学など地域住民の生活を支える道

いる全国の方々に

路が同日に全線開通した。

とって旅の大きな手

北側復旧ルートは、自動車専用道路となっており、
くるまがえり

区間内には大津東、車帰の２つの中間インターチェン
ジが設けられている。今回の開通により、熊本都市圏
から阿蘇地域への所要時間は、発災後に主要な迂回路

助けとなることを
願っている。
《問い合わせ先》
大分県観光誘致促進室 TEL：097-506-2118
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宮崎

Miyazaki

世界農業遺産認定５周年！
宮崎県の高千穂郷・椎葉山地域が世界農業遺産の認
定を受けてから今年の１２月で５年を迎える。
高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、諸塚村、椎葉村か
らなるこの地域は、標高１，
０００メートルから１７
，００メー
トルの自然条件の厳しい山間地で、ここでは棚田での
稲作や、昔ながらの焼畑など森林の恵みを巧みに活用
した伝統的な農林業複合経営が営まれている。また、
これらの農林業と神楽など特色ある文化を保全・活用
した地域づくりに取り組んできたことから、その価値
が認められ、世界農業遺産として認定された。
それから５年。さらなる地域の活性化と世界に向け
た魅力発信のため、学術的視点からの調査研究や観光
誘客などさまざまな取り組みが行われている。
特に、次世代への継承を目的にした人材育成事業で
は、２０１７年から地元高校生が主役となる世界農業遺
産教育プログラム「ＧＩＡＨＳ
（ジアス）アカデミー」が
スタートした。
アカデミーでは、生産者との触れ合いやフィールド
ワーク、小中学校への出前授業など、世界農業遺産に
ついて学び、地域の魅力や課題を発見していくアク
ティブラーニング型学習に取り組む。
そんな未来を担う高校生たちは、
地元の魅力を伝える情報誌「高千穂
郷食べる通信」の記者として取材か
ら執筆、編集も行う。この情報誌は
年に４回発行され、地元生産者が丹
精込めて作った農畜産物が付録につ
き、地域の魅力を全国へお届けする。
ぜひ皆さまも宮崎が世界に誇る農
業遺産に触れていただきたい。
《問い合わせ先》
宮崎県中山間農業振興室 TEL：0985-26-7924

鹿児島

Kagoshima

第４１回霧島国際音楽祭、史上初
の冬開催！
国内の著名な演奏家が集うクラシック音楽の祭典
「第４１回霧島国際音楽祭」が、来年１月５日から１２日
にかけて霧島市の霧島国際音楽ホール（みやまコン
セール）をメイン会場に開催される。夏の風物詩と
なっている同音楽祭を今回初めて冬に開催する。
当音楽祭は、これまで世界を舞台に活躍する多くの
優れた音楽家を育て、音楽を通して文化振興や国際交
流の促進に貢献するなど、名実ともにアジアを代表す
る音楽祭として国内外から高い評価を得ている。
今回は、鹿児島初登場となる鈴木雅明氏が指揮をす
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るバッハ・コレギウム・ジャパンの公演、チャイコフ
スキー国際音楽コンクール第２位のピアニストであ
り、音楽祭マスタークラスの受講生でもあった、藤田
真央氏によるリサイタルなど、世界で活躍する名演奏
家たちによる、質の高い珠玉の演奏が繰り広げられる。
今回はオンラインコンサートの配信も予定しており、
日本が世界に誇る演奏家が奏でる美しいハーモニーを
県内外のより多くの方に堪
能していただきたい。
霧島国際音楽祭公式ＨＰ：
http://www.kirishima-imf.jp/
《問い合わせ先》
霧島国際音楽ホール（みやまコンセール）
音楽祭Channel
TEL：0995-78-8000

沖縄

Okinawa

第１０回沖縄平和賞
「沖縄平和賞」は、平和を希求する「沖縄の心」を
世界へ発信し、国際平和の創造に貢献することを目的
として、２００１年に創設された。
沖縄と地理的・歴史的に関わりの深いアジア太平洋
地域の平和の構築・維持に貢献する活動を行っている
個人・団体に２年に１回贈賞しており、今年で１０回目
の節目を迎える。これまで受賞した団体は、医療支援
活動や難民支援活動等の平和貢献活動に尽くされてお
り、沖縄平和賞の理念を世界的に発信していただいて
いる。
今年度、第１０回となる沖縄平和賞を「特定非営利
活動法人国際協力ＮＧＯセンター（ＪＡＮＩＣ）
」に贈賞
し、その授賞式を１０月２７日に沖縄ハーバービューホ
テルにて開催した。
国際協力ＮＧＯセンターは、
「ＮＧＯの力を最大化
する」をスローガンとして掲げ、そのネットワーク力
を活用し、アジアを中心として地球規模の貧困や環境
問題に取り組む日本のＮＧＯの活動を長年にわたって
支え、世界の平和と人間の安全保障の実現に貢献して
きた。沖縄平和賞委員会は、その活動が沖縄平和賞の
理念に合致し顕彰に最も相応しいものと評価して、第
１０回受賞者に決定した。
沖縄県は沖縄平和賞を
とおし、平和の構築・維
持に貢献する活動を支援
することにより、沖縄が
アジア太平洋地域の平和
交流拠点となることを目指していく。
《問い合わせ先》
沖縄平和賞委員会事務局（沖縄県女性力・平和推進課内）
TEL：098-866-2500

表紙説明

SAGAサンライズパークフェンシング場がJOC強化センターに
認定！

（佐賀県）

今年３月、SAGAサンライズパーク総合体育館フェンシング場が、
日本オリンピック委員会（JOC）の強化センターに認定されました。
佐賀県が進めている佐賀ゆかりのトップアスリートを育成し、ス
ポーツのチカラを活かした地域づくりを目指す「SAGAスポーツピ
ラミッド（SSP）構想」と日本フェンシング協会がタッグを組み実
現。フェンシング競技で競技別のJOC強化センターに認定されるのは全国初になります。佐賀県と
日本フェンシング協会は連携協定を締結し、フェンシング競技選手の発掘、育成、強化に関するこ
となどに連携して取り組んでいきます。
８月には、さっそく「U（アンダー）20男女日本代表」の合宿が佐賀で行われました。今後、佐
賀の若者が日本代表選手と一緒に練習することで、佐賀から世界で活躍するトップアスリートが育
つことを期待しています。
《問い合わせ先》
佐賀県SAGAスポーツピラミッド推進グループ TEL：0952-25-7345

スケジュール（１２月）
日（曜）

会合名等

２日（水）

顧問会（東京都・ホテルオークラ東京）

４日（金）

少子高齢化・雇用委員会第１回企画部会（福岡市・九経連）
先導的ＩＣＴ人材育成事業第２３回成果報告会（ＷＥＢ開催）

７日（月）

中国山東省・日本九州食品農水産物マッチング商談会（福岡市・福岡県Ｒｕｂｙ・コンテンツ産業振興センター）※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）

９日（水）

第１
３回沖縄連携フォーラム（那覇市・沖縄ハーバービューホテル）
データ利活用研修［全３回］（福岡市・九経連）※ＷＥＢ併催

１１日（金）

観光委員会第１回企画部会（福岡市・九経連）

１
９日（土）

下関北九州道路整備促進大会（北九州市・北九州国際会議場）

２１日（月）

第８回九州将来ビジョン検討ＷＧ（福岡市・九経連）

２２日（火）

シンポジウム「オール九州の空港・港湾の将来像を考える」（福岡市・福岡国際会議場）

２４日（木）

下関北九州道路中央要望（東京都）

２８日（月）

事務局仕事納め（１月４日（月）仕事始め）

新入会員企業（１０月）
Ｏｉ
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ｌ
ｄ
ｉ
ｎｇ
代表

今次

修一

大分市賀来西2丁目31-1

TEL：097-511-2056

事業内容：木造建築の普及拡大のための団体（設計士、コンサルタント、木材会社等により構成）

原田株式会社
代表取締役

原田

栄造

山口県防府市新田593-1

TEL：0835-38-0697

従業員数：74名

事業内容：ユニフォーム・作業服の企画・製造・販売

◆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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