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私

「佐藤一斎 像」
渡辺崋山 筆

当ページの由来となった
「言志四録」は、江戸時代
後期、儒学の最高権威と
崇められた「佐藤一斎」が
40数年の歳月をかけ記し
た語録。小泉元総理が、審
議中に「言志四録」につい
てふれ、知名度があがる。
現代にも通じる指導者の
ためのバイブル的存在。

（参考：ウィキペディア） 

ふぐと関門連携

内田 晃久

北九州銀行
取締役監査等委員

　江戸時代にはふぐを食することは禁止されており、明治20年に当時初代内閣総理

大臣を務めていた伊藤博文が下関の春帆楼に宿泊した折、大時化で魚がなく打ち首

覚悟でふぐを出したところ、伊藤博文が称賛し禁を解かせ、春帆楼はふぐ料理公許第

一号となりました。

　その後、下関はふぐが美味しく楽しめる地域となり、ふぐ料理がいろいろと発展しまし

た。例えば刺身(てっさ)は、一般的には菊盛りという盛り方ですが、他にも牡丹盛り、鶴

盛り、亀盛りといった職人の技術で芸術的に楽しめるものもあります。ふぐ酒についても

ひれ酒が一般的ですが、五種酒といったふぐの各部位を使ったふぐ酒も下関の一部の

お店では提供されています。五種とはひれ酒、骨酒、身酒、白子酒、うぐいす酒(くちばし

の部分)で、それぞれに異なる味わいがあり、機会があれば是非ご賞味いただければと

思います。

　また、関門海峡を跨いだ北九州は、ものづくりの街として発展した政令指令都市であ

る一方で、「関門海峡」「響灘」「周防灘」という3つの海に面し、日本三大カルストのひと

つ平尾台や夜景が美しい皿倉山がある自然と共存する街といえます。海と山に囲まれ

た地理的特徴から豊富な食材に恵まれ、小倉城や門司港の趣あるレトロな建物など歴

史的に興味深いものや、最近ではジ・アウトレット北九州のような集客力のある施設も

数多くあります。

　しかしながら、どちらの市も観光としては日中の滞在はあるものの、宿泊には繋がって

いないのが現状です。下関では、あるかぽーと地区(唐戸地区の一部)に星野リゾートが

2025年にホテルを建設する予定で、星野リゾートと下関市は地域活性化に関する連

携協定を結ぶなど、あるかぽーと・唐戸地区の魅力を高めるための取り組みを加速させ

ています。また、門司レトロ地区の宿泊としてプレミアホテル門司港があり、少し足を伸

ばせば小倉にも多くのホテルが存在します。

　これまでもいろいろな関門連携による取り組みがされてきましたが、今回のホテル進

出により関門地区のウォーターフロントへの関心が高まることで、もともと関門を挟んで

豊富にある観光資源や食の魅力の再発信を通じて、関門地区の活性化が図られ、賑

わいあふれる地区となることを期待しています。

1｜2022｜AUTUMN｜



特

コロナ禍での中国国内出張事情

中旬の瀋陽への出張は新年度に入ってから初めての出

張になりました。新型コロナウイルスの変異株「オミク

ロン株」の特徴を踏まえて各地の防疫政策が変わり、

地域によって防疫対応が異なります。

　今回の出張では6月10日12時頃、大連駅から出発して

瀋陽駅に行き、13日の午前中瀋陽駅から大連駅に戻る

スケジュールでした。この出張の為に計4回のPCR検査

を受け、目的地到着前にPCR検査結果と氏名等個人情

報をスマートフォンで事前申告する必要がありまし

た。

●大連出発前

　まず、瀋陽市到着24時間前までに「来返瀋人員自主

報備（瀋陽訪問（帰還）者登録）」というサイトのQR

コードをスキャンして出発地、目的地、瀋陽市に来訪

（帰還）する日付等を事前に登録する必要がありまし

た。また瀋陽でのイベント出展者は11日、12日イベン

ト会場に入場する際、48時間以内のPCR検査陰性証明

書の提出を要求された為、9日午後大連市内にある病院

で19元（7月13日の両替レートで換算すれば約387円）

を支払い、一回目のPCR検査を受けました。

●瀋陽市滞在中

　10日、高速鉄道に乗車し、瀋陽駅到着後、駅の出口

で二回目の無料PCR検査を受けました。検査を受けな

い場合、駅を出ることはできません。大連市防疫当局

の要求と瀋陽市の要求は似ており、大連市到着24時間

前までに「e　大連」というアプリで出発地、48時間以

内のPCR検査結果、健康コード（健康コードとは、その

人のウイルス感染に対する安全度を表示するアプリで

PCR検査結果、ワクチン接種証明、行動履歴なども記

録されている。）、行程カード（行程カードとは携帯端

末の所持者の位置情報を記録したアプリで直近７日間

に所持者がいた位置が確認できる。）のスクリーン

ショットを登録する必要がありました。そこで12日午

前、三回目の無料PCR検査を受け、事前に登録しまし

た。

●大連到着後

　13日、大連駅到着後四回目の無料PCR検査を受け、

駅を出ました。

　以上がコロナ禍での中国国内出張の現状です。

 総 括

　駐大連北九州市経済事務所の一員として、今後、両

市のさらなる交流と本市経済の活性化を目指して仕事

を進めていきたいと思います。中国でビジネスや交流

を展開されたい方、ぜひお気軽にお問い合わせくださ

い。一生懸命お手伝いします！

集

事 務 所 紹 介

　1979年に北九州市と大連市が友好都市を締結して以

来、43年にわたって様々な分野で活発な交流を行い、

日中地方都市間交流のモデルと評されています。

　1991年7月8日に駐大連北九州市経済事務所が開設さ

れ、北九州市と大連市をはじめとする中国の各都市で

環境保護・経済・文化など多くの分野で活動して参り

ました。現在は大連を拠点として中国全土で地方政府

とのネットワーク構築、北九州市企業の中国ビジネス

に対する支援、中国経済情報の発信、北九州市のプロ

モーション事業などを行っております。今後も北九州

市経済の活性化を実現するように努めてまいります。

 コ ロ ナ 禍 で の
 中 国 国 内 出 張 事 情

　2022年4月から5月にかけて上海をはじめとする中国

本土で、無症状の新型コロナウイルス新規感染者数が

増加した影響を受け、大連市以外の都市で開催予定

だったイベントは全て延期となりました。従って、6月

瀋陽駅でPCR検査を受けた場面

来返瀋人員自主報備1 来返瀋人員自主報備2 健康コード 行程カード

自 己 紹 介

　皆さま、こんにちは。2021年の6月に大連外国語大学で翻訳修士課程を修了後、8月に駐大

連北九州市経済事務所に入所しました、新人スタッフの畢 偉宸と申します。

　一番好きな言葉は「遠い道のりであっても、進めば必ずゴールにたどり着く。難しいこと

でも、やれば必ず成功する時が来る」であり、私の座右の銘でもあります。まだ若輩者で

様々な面でスキルや経験が不足していますが、やる気に満ちており、一日でも早く一人前に

なれるように日々精進しています。

　今後ともよろしくお願いいたします。

ヒツ   イシン
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Member’s Profile 会員情報

日本通運は、
世界をつなぐ、動かす。

日本通運は、独自コンテナや、三国間
相互輸送等、様々な輸送分野で蓄積し
た経験と実績そして最新情報システム
に裏打ちされた豊富な輸送メニュー
を用意しています。グローバルにおけ
る最適なロジスティクスを実現します。

日本通運株式会社

【輸出】 日本通運株式会社　門司海運支店 営業第1グループ　☎093-332-5241
【輸入】 日本通運株式会社　門司海運支店 営業第2グループ　☎093-331-2236

お問い合わせ先

2022年1月4日より
日本通運グループは、NXグループとして
ホールディングス体制へと移行しました。

国際海上輸送
船舶・航空・鉄道・トラックの各種輸送
モードを組み合わせることにより、そ
れぞれのメリットを生かした複合一貫
輸送商品です。複数輸送モードを組み
合わせることにより、輸送コスト、リー
ドタイムの最適化を実現します。

国際複合輸送

西 海 岸 ストの B C P に！ 北 米 向 け 混 載  新 サ ー ビス！！

国内No.1の倉庫面積とネットワークを
保有し、企業の在庫拠点、供給拠点と
しての利用や、国際輸送のサポート拠
点など、物流センターを戦略ロジス
ティクスの核としてさまざまなニーズ
にお応えしています。

倉庫業務

日本発 欧州ロッテルダム経由
北米向け混載サービス

日本発 北米東海岸経由
シカゴ向け混載サービス
シカゴCFSよりデトロイト/ナッシュビル/アトランタCFSへも転送可能
輸入者様指定納入先への配達可能

西海岸を経由しないルートの為、西海岸
の港湾混乱の影響を受けず『リードタイム
の見える化』が可能です。

西海岸の港湾混乱を回避

東京港にて船積み後、シカゴCFSまで一度
もコンテナを開封しません。貨物のハンド
リング回数が少なく、安全にシカゴCFSま
で輸送可能です。

コンテナ・インタクト輸送による
ダメージ削減

発着地とも自社CFSによる高品質なオペ
レーションを実施します。シカゴCFSから米
国各地への配達も可能です。

発着一貫輸送管理体制を確立

NEW YORK, CHICAGO, HOUSTON など
※Co-loaderのサービスに準じます

豊富な仕向け地

ロッテルダム経由でも通常の北米向けと
同様の手配で輸送可能です。

煩雑な手続き不要

日本、オランダ、アメリカで連携し、貨物現
地到着までサポートします。

NXグループのトータルサポート

ロッテルダムロッテルダム

プサンプサン デトロイトデトロイト
シカゴシカゴ ニューヨークニューヨーク

ノーフォークノーフォークナッシュビルナッシュビル

アトランタアトランタ

米国各地米国各地
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Information & Report 事業紹介

ハイフォン第4期経営塾・北九州研修を実施
公益財団法人 北九州国際技術協力協会

宮田利勝／江本　寛

　ベトナム人材開発インスティチュート（VJCC）ではベトナム産業界を牽引する人材育成を目的に、ハノイ・ホーチミンに
続き2016年にハイフォン経営塾を開講しました。この経営塾プログラムでは、日本式経営管理手法をベースに、研修で学ん
だ事を日本の現場で検証する訪日研修が行われます。北九州市とハイフォン市は姉妹都市であることから第1回目から北九
州での研修がプログラムとして取り入れられ、本事業主催者であるJICA（独立行政法人国際協力機構）より研修全体を委託
された㈱リロエクセルと連携し、KITA（公益財団法人北九州国際技術協力協会）は北九州での研修支援を行ってきました。
　こうした中、ハイフォン第4期経営塾は新型コロナ影響で訪日研修が約2年間延期されましたが、2022年8月より再開され
研修員、関係者21名が来日し、8月17日～24日の間で北九州研修を実施しました。
　以下その概要を紹介致します。

　訪問先企業選定においては、新型コロナ影響によりこれまで訪問実績のある企業も現場見学制約（リモート見
学等）がある中、数十人規模の見学受け入れに対し訪問各企業には多大なご協力を頂きました。その結果、北九
州市の先進的な取組分野であるリサイクル事業、脱CO2、SDGsを初め、働き方改革、事業戦略、経営理念、北九
州オンリーワン企業等のキーワードに相応しい訪問先の選定を行うことができました。

北九州研修の概要

1）訪問企業での熱心な質疑応答
　今回の研修員所属企業13社は、製造業3社、サービス業3社、不動産取引業2社、卸小売業、建設業、輸送倉庫業、電力・ガ
ス供給業、情報通信業各1社、従業員数25人～1300人、設立時期1955年～2016年と業種、規模、社歴等が多岐に亘っていま
す。従って、個々の研修員にとっては異業種企業への訪問も多かったと思いますが、講義、見学後の質疑応答時は進行役が制
止するまで次々に質問が続く状況であり、経営者や経営幹部として経営方針や事業管理に対する強い意欲や関心が感じられ
ました。

2）ビジネス交流会での実習
　ビジネス交流会は、日本とベトナムの個別企業間での直接対話ができる機会と
して実施され、日本企業15社30名規模の参加を頂き、盛況に開催されました。ま
た、下表に示す日本、ベトナム双方の5社がそれぞれ自社のプレゼンを行いまし

た。このプレゼンと並行してベトナム
各社は自社製品や事業の説明用テー
ブルを設け、北九州の参加企業と活
発な対話が行われました。
　中には、日本側参加企業の経営者
層との具体的な商談レベルの対話を希望する声も聞かれ、研修員がこの会を商談
の場として強く認識していることが伺われました。この会における情報交換が今
後のビジネス交流へつながってゆく事が期待されます。

3）日本文化体験
　半日程度でしたが、小倉城内見学及び小倉城庭園での呈茶体験を行いました。北九州
市役所周辺は小倉城を初め市内観光地の中核ですが、今回は市長表敬訪問とのスケ
ジューリングがうまくかみ合い日本の歴史を感じてもらいつつ、姉妹都市の市長からも
熱い歓迎を受け研修員は大いに満足できたものと思われます。

研修実施におけるトピックス

　北九州市はこの2年間中断していたベトナムとの経済交
流事業の再開を予定しており、5月19日に市内企業向けセ
ミナーを開催、10月後半にベトナム現地調査を実施する予
定です。現地調査に向け、ベトナムとの経済交流に意欲的
な市内企業を中心に対話やニーズ確認を行い、調査範囲に
ついて絞り込み中ですが、今回のハイフォン第4期経営塾
参加企業との対話や入手情報等も参考にし、現地調査情報
の一助にしたいと考えています。

北九州市実施予定の「ベトナム経済交流事業」における今回研修情報の活用

主要カリキュラム 研修内容、　主要テーマ及び訪問先企業等を下記に示します。

・代表者12名訪問

Minh N�ật Co., Ltd （輸送業、倉庫業）

ビジネス交流会（展示交流会）

ビジネス交流会（ピッチ大会）

北九州市長表敬訪問 ㈱マツシマメジャテック現場見学

小倉城庭園での呈茶体験

JICA九州での修了証授与、閉講式

形態

講義

見学

実習

その他

研修内容・主要テーマ 講師・訪問先・他
①姉妹都市・北九州市の紹介
②グリーン成長都市・北九州市の取組み
①OA機器・太陽光パネルリサイクル事業
②都市鉱山リサイクル事業
③事業戦略（ジ・アウトレット北九州）、SDGs
④経営理念、働き方改革、生産性向上、5S、
　北九州オンリーワン企業
⑤経営戦略、モーダルシフト、SDGs、お客様サービス
⑥日本文化体験

・（株）リサイクルテック
・（株）アステック入江
・イオンモール（株）
・（株）マツシマメジャテック

・阪九フェリー（株）
・小倉城、小倉城庭園（呈茶体験）

〇ビジネス交流会

〇北九州市長表敬訪問

・北九州市産業経済局スタートアップ推進課
・北九州国際技術協力協会

・ピッチ大会（日本、ベトナム各5社発表）
・展示交流会・商談会

〇ピッチ大会参加企業一覧

日
　
　
本

ベ
ト
ナ
ム

SUNNY HOUSE VIETNAM （建設業）

（株）ドーワテクノス （エンジニアリング業）

濱田重工（株） （製造業）

（株）FUKUSHO （建設業）
（株）ミラリンク （技術サービス業）

Hai Phong technology and equipment trading floor
 （サービス業）
LISEMCO JSC., （製造業）
Viet Long Packaging　Manufacturing Joint Stock 
Company （製造業）
Bao Tien Industrial Co., Ltd （製造業）

主要カリキュラムの実施において、訪問企業各社には多大なご協力を頂きました
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日本貿易振興機構（JETRO）北九州貿易情報センター
TEL: 093-541-6577　MAIL: KIT@jetro.go.jpお問い合わせ先

ジャパン・イノベーション・ブリッジ（J-Bridge）のご紹介
　ジェトロでは2021年2月より日本企業と海外スタートアップ企業等とのオープンイノベーション推進を目的とするビジネ
ス・プラットフォーム「ジャパン・イノベーション・ブリッジ（J-Bridge）」事業を行っています。J-Bridgeは、東南アジア、インド、
イスラエル、豪州、米国、欧州の企業とのデジタルやグリーン等の分野における出会いを創出し、協業・連携関係の深化に
必要な様々な支援メニューを提供するプラットフォームです。
　具体的には、国内外企業情報などの発信、J-Bridge会員企業に向けた海外有望企業情報の提供、海外企業との面談支
援、専門家を通じた戦略策定・ビジネス開発支援などを提供します。海外とのオープンイノベーションに関心のある方はぜ
ひ登録をご検討ください。

海外企業とのアライアンス（業務提
携・技術提携・出資・合弁企業設立
等）やM＆Aによち、ビジネス開発や
新規事業創出を目指す日本企業、大
学、研究機関等

東南アジア（主にシンガポール、イ
ンドネシア、ベトナム）、インド、米
国、欧州（主に英国、ドイツ）、オー
ストラリア、イスラエル、アフリカ
（主にナイジェリア、ケニア）、日本

デジタル：モビリティ、ヘルステック、ライフサイエンス、アグ
リテック、リテールテック、スマートシティ、フィン
テック、ロボティクス、情報セキュリティなど

グリーン：再生可能エネルギー（洋上風力、バイオマス等）、
省エネルギー、蓄電池・バッテリー、水素、スマー
トインフラ、緑化・環境保全技術など

■ J-Bridgeのサービス利用にあたっては、会員登録（無料）が必要です。
　ご登録は、以下のURLもしくはQRコードより本プラットフォームの詳細をご確認のうえお手続きください。

https://www.jetro.go.jp/jdxportal/j-bridge/

2022年8月時点で約800社から1,000名以上に会員登録いただいています（うち、北九州市内は6名）。
本プラットフォームに関して詳細な説明をご希望の方は、ジェトロ北九州までご連絡ください。

対象企業 重点地域・国 重点分野

※販路拡大を目的とした代理店契約・販売契約や調達契約などは対象外です。

J-Bridge を使ってできること
企業のフェーズ

情報収集

協業・連携先の発見

協業内容の具体化

サービス

DXポータル 特設サイト「DXポータル」を通じた、イベント、実証補助事業の
公募、協業連携事例などの情報提供
セミナー、ピッチ、商談会など協業・連携につなががるオンライン/
オフラインの各種イベントの実施

海外有望企業データベースなどの提供（J-Bridgeポータル）
会員間の交流（会員Slackなど）
会員専用フォーラム掲載企業やイベント登壇企業との面談アレンジ
海外有望企業からの面談オファー

アジア等のデジタル分野でのPoC実施に対する経費補助
（東南アジア、インド）

業務提携、技術提携（共同研究開発など）、出資、JV設立、M&Aなど

ソーシング支援、スポット・アドバイザーサービス（常設サービス）
リバースピッチ、一貫支援プログラムなど（募集型集中支援）

・

・

・
・
・
・
・
・

・

イベント

会員専用
フォーラム

個別支援型
プログラム

実証補助
事業※

ミートアップ

サービス内容

新規ビジネスの創出 ※実証補助事業はJ-Bridgeとは別の事業になります。

J-Bridge会員制サービスJ-Bridge会員制サービス
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○ 保険金は貸倒れ額の最大95％！
○ 提携金融機関のご紹介で保険料が10%割引！
○ バイヤーの信用調査料が8社まで無料！

輸出先（支払国）

例 ： 契約金額100万円、船積後60日送金払いの場合
　　中小企業農林水産業輸出代金保険、格付EF格の場合

【モデル保険料】

ウクライナへの輸出にかかる保険金のお支払い

「バイヤーからの支払いが遅れていた。今回は何とか回収
できたが、今後も同様なことが起きないか不安。」

そんな時は、次回から貿易保険！

U.S.A.向け
中国向け

6,340円（0.634%）
8,240円（0.824%）

保険料

・中小企業基本法に基づく「中小企業者」及び「農林水産事業者等（一部除く）」に限ります。
・ＮＥＸＩの審査結果（格付及び個別保証枠）のみ通知し、調査報告書等はお渡しできません。

日本貿易保険　大阪支店　　大阪市中央区北浜3-1-22 
TEL 06-6233-4018　0120-649-818 （フリーダイヤル）
E-Mail: sme-support-osaka@nexi.go.jp
ホームページ：https://www.nexi.go.jp/

政府100%出資の保険会社 NEXI がサポートします！

　ウクライナに自動車部品を輸出していた企業に対して、日本貿易保険は保険金額
のほぼ全額の支払いを行いました。ロシアからのウクライナ侵攻により、海外バイヤー
との通常どおりの取引継続が難しくなったため保険事故に至ったものです。
　このように、これまであまり予想できなかったカントリーリスクが顕在化してきてお
り、当面は不安定な状況が続く可能性があります。


