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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） 

「四耐四不訣」の言葉を胸に刻み

松田 誠司

門司税関
税関長

　「ご出身はどちらですか？」と良く聞かれる。税関の世界では、これは「貨物の原産地

はどこですか？」と似た質問である。税関ないし関税の世界では、動物の原産地の認定

は結構難しい。アメリカで生まれた牛が歩いて国境を越えカナダで牧草を食べ大きく

なり、あるときトレーラーがやってきてメキシコに連れて行かれそこで牛肉になった。さ

てこの場合の原産地はどこでしょう？　私の場合、生まれは北海道札幌市だが1歳か

そこらで親の転勤で神奈川県横浜市に引越し大学まで市内に通っていた。社会人とな

り初めて東京に出たが社会人生活の25年近くは東京勤務である。「出身」の定義にも

よるがどう答えるのが正解なのだろうか。自分の人生、特に社会人生活を振り返るとコ

ンテナリゼーションの進展から世界的な経済産業構造の変革まで激流の中での川下

りのようなものであった。流れに逆らって棹さすことはなかったが、岩に激突したり舟が

転覆したりしないよう必死にコマ目に棹をさしてきたように思う。きつい辛いことも多

かったがどんなことでも面白い楽しい面を探してそうした面を見ていれば、やりがい的

なものが見つかるものである。

　門司税関も、明治以来の石炭輸出の活況や朝鮮半島・中国との交易から始まり、高

度成長期を経て日本の経済産業構造の変化を正面から受け止めながら現在に至って

いる。管内の各港は地域の産業に根差した工業港として、また、博多港や下関港はアジ

アの玄関口である商業港としての機能を果たしており、福岡空港にあっては正にアジア

との玄関口である。

　経済産業界における構造変化は今も続いている。日本全体でみれば、越境電子商

取引の進展には著しいものがあり環境問題への対応も喫緊の課題となっている。また、

いわゆるトラックドライバーの2024年問題は間近に迫ってきている。これらは日本の物

流構造を大きく変えていく可能性を秘めており、九州北部と宮崎県から山口県にかけ

てのエリアを管轄する門司税関においてもその影響は免れないであろう。そうした物流

の変化は、門司税関の業務においてこれまで経験したことがないものとなる可能性が

高い。しかしながら、明治以来の百年を超える歴史がそうであったように、新しい流れ

を逃げることなく真正面から受け止め物事の面白いこと楽しいことに着目して激せず騒

がず競わず関係者の状況をよく理解し何でも人の言いなりになることなく自ら決してい

きたいものである。
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公益社団法人 北九州貿易協会

会 長  小野  裕和
北九州市長

北橋  健治

新年のご挨拶

新たな時代を迎え、
新たな年に

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大に備えなが
ら、社会経済活動の活性化に取り組んだ1年となりました。
　春の大型連休前には、スペースワールド跡地に「ジ　ア
ウトレット　北九州」がグランドオープンしました。本市の科
学館「スペースLABO」や西日本エリア初の体験型英語教
育施設「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY」も整備
され、週末を中心に多くの方でにぎわっています。
　秋口には、「北九州ロックフェスティバル」のほか、3年ぶ
りに「TGC　北九州」や「北九州ポップカルチャーフェスティ
バル」が開催されました。また、「日本新三大夜景都市　全
国1位」を記念して、「北九州プレミアム夜景フェス」を開催
し、市内外の方々に、本市の日本一の夜景を堪能していた
だきました。
　昭和38年に、5つの都市の対等合併で誕生した本市
は、今年の2月で市制60周年を迎えます。この1年間、「み
らい　つなぐ　北九州」をキャッチフレーズに、様々な取組を
進めてまいります。
　まず、文化芸術・スポーツの分野では、2月に、若者層に
注目度の高いダンススポーツ「ブレイキン」の世界大会が、
日本で初めて開催されます。10月には、国際サイクルロー
ドレース「ツール・ド・九州」が、福岡県を始め3県で開催さ
れ、競輪発祥の地である本市からスタートします。さらに、
12月には、「北九州国際映画祭」を開催します。これまでの
フィルムコミッション事業で培った経験などを活かし、「映
画の街・北九州」として、更なる映画文化の振興と地域の

活性化につなげてまいります。
　次に、本市の飛躍に向けた成長戦略の分野において
は、響灘地区での風力発電関連産業の総合拠点化の取
組が本格化しており、洋上ウインドファームの建設がいよ
いよ始まります。環境と経済の好循環による「2050年ゼロ
カーボンシティ」の実現を目指し、国から選定を受けた「脱
炭素先行地域」に基づく、先導的なモデルの構築などと合
わせ、取組を加速させてまいります。
　さらに、北九州空港を始めとする陸・海・空の物流拠点
化やロボット・DX推進による市内企業の生産性向上など
も進めながら、持続可能な社会づくりに貢献し、若い世代
にも魅力的な仕事を作ってまいります。
　子育て・教育・福祉の分野では、昨年度設置した「不登
校等支援センター」や「ヤングケアラー相談支援窓口」に
おいて、きめ細やかなケアや関係機関との連携などによ
り、お悩みの保護者や子どもに寄り添った支援を行ってま
いります。
　このほか、子どもや若者を含む全世代を対象とした地
域共生社会の拠点を整備する「希望のまちプロジェクト」
への支援などを通じて、誰一人取り残さない持続可能で
住みよいまちを目指します。
　市制60周年は、人の年齢に例えると還暦に当たります。
この節目の年に、本市の自然や文化・ものづくり等の魅力
を広く発信しながら、SDGsやカーボンニュートラルに向け
た先進的な取組をより一層高め、希望あふれる未来につ
ないでまいります。

市制60周年を
迎えるに当たって

　まず新年にあたりあらためて、新型コロナウイルス感

染症拡大防止に対して日夜奮闘される医療従事者の皆

様に心からの敬意と感謝を表します。

　また会員の皆様におかれましては、平素より（公社）

北九州貿易協会の運営にご理解とご支援を賜り、厚く

お礼申し上げます。

　昨年を振り返りますと、世界経済は、ポストコロナへ

の移行が期待される中、世界的なインフレの高進、ウ

クライナ危機の長期化、米国などでの金融引き締め、

新型コロナウイルス感染拡大などにより、経済の先行き

不透明感が強まりました。そして、我が国においても、

ウクライナ危機緊迫化による資源価格の上昇や日米金

利差拡大を背景とした急激な円安の影響で物価上昇圧

力が高まり、景気への影響が懸念されました。

　2023 年は、ウクライナ情勢など地政学リスクといっ

た景気の下振れリスクの懸念があるものの、新型コロ

ナウイルス感染拡大による経済社会活動の制限はほぼ

解消される見込みであり、また供給制約の緩和と経済

活動の正常化にともなう景気の回復が期待されます。

　当協会はこれらの国際情勢についての情報提供など、

ポストコロナの経済状況と地政学リスクを抱えたなかで

重大なかじ取りを担われている地域の企業や経済団体

の皆様のために、国際ビジネスに取り組む環境の整備

をするという役割を引き続き担ってまいりたいと考えてお

ります。

　会員の皆様におかれましては、当協会へお気軽にご

相談いただき、当協会の事業をぜひご活用いただきま

すようお願い申し上げます。

　いつも当協会の活動を支えていただいております会員

企業の皆様、関係者及び関係諸団体の皆様方には厚

く御礼申し上げます。今後も当協会が、「北九州貿易・

投資ワンストップサービスセンター（KTI センター）」（北

九州市、ジェトロ北九州、（公社）北九州貿易協会）

の一員として、また北九州商工会議所とも連携しながら、

地域経済の発展に尽力していければ幸いと考えます。

　最後に、皆様のご健勝・ご多幸と事業の益々の発展

をお祈りして、新年にあたりましてのご挨拶とさせてい

ただきます。



輸出入通関業務港湾運送事業

Member’s Profile 会員情報

山九株式会社

多品種・少量生産商品や、世界マーケットに向けての製品販売において、物流の最適化は収益力向上の鍵を
握っていると言っても過言ではありません。国内外に 150 カ所以上、延べ 120 万㎡以上の物流拠点を保有
し、グローバル企業からも高く評価された物流システムでお客様の物流工程をトータルサポート致します。

　山九の社名の由来は「ありがとう」という感謝の心からきており、「人を大切にする心」を基本理念
として掲げています。
　1918 年の創業から 100 年を超える企業活動のなかで「人」と「感謝」という一貫したポリシーを持
ちお客様のベストパートナーとして、世界で選ばれる NO.１アウトソーサー企業を目指して私たち
山九グループはさまざまなチャレンジを続けて参ります。

北九州港は東京と上海の中心位置に
あり、国際物拠点として最高のロケー
ションにあります。その北九州港に隣接
した地域トップクラスの設備と実績で
あらゆるお客様に最適化したサービス
をご提供します。

地域トップクラスの保有面積を有し、お
客様のニーズに合わせて、最適なロ
ケーション＆設備をご提供します。一般
品はもちろん、若松・小倉・苅田に天井
クレーン付き倉庫を完備し、超重量物
の取扱も可能です。

倉庫事業
お客様のグローバル事業推進のため
に、経験豊富なスタッフが、輸入通関に
関する業務、船舶代理店業務を行いま
す。すべての物流をトータルにサポート
させて頂くことにより、最適化したサー
ビスをご提案致します。

世界に広がるネットワークを駆使し、
お客様のサプライチェーンを最適化する、トータル物流企業です。

ありがとうの気持ちが会社の名前です。

2022年11月
京都郡苅田地区に危険物倉庫が完成しました！

《倉庫規模》
《倉庫設備》

《保管貨物》

《 そ の 他 》

3棟：約270坪（1棟：約45坪×2室＝約90坪）
①常温倉庫：2棟（4室）　B・C棟
②冷蔵倉庫：1棟（2室）　A棟
+5℃～＋15℃の間で温度設定が可能。（各室で別々の温度設定が可能）
③その他危険物屋内貯蔵所に適合した設備を設置。
危険物第4類
第2石油類（非水溶性・水溶性）
第3石油類（非水溶性・水溶性）
※運用開始時点では上記危険物を保管致しますが、運用上変更する可能性があります。
①営業倉庫・保税倉庫
②セキュリティー（各扉にセンサー設置・防犯カメラ）
③弊社システム（Web LINKS）を使用した在庫管理でいつでもWebから在庫管理が可能
※注：Webからの確認は事前登録が必要です。

【常温倉庫】

【冷蔵倉庫】

お問い合わせ先

●北九州地区
　北九州支店　営業企画グループ
 　TEL：093-884-9648
●福岡地区
　福岡支店　企画・営業グループ
 　TEL：092-632-3993

No.１ アウトソーサー
To Be Your  Best  Partner
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北九州市・ウェールズ政府主催

C⇔Q Startup Exchange
～北九州市とウェールズが繋ぐ新たな絆～
を開催しました。

Information & Report 事業紹介

　令和4年10月12日（水）に北九州市が行うスタートアップ施策5事業（SEP-K）の採択企業(23社・者）への採択書交付式
を開催しました。
　当日は各事業を代表して北九州市　北橋市長、グローバルアクセラレーションプログラム実行委員会会長　津田　純嗣
氏（株式会社安川電機 特別顧問）、Maker’s project共創企業、COMPASS小倉事務局から採択書を交付。採択者への採択
書交付のあとは採択者のピッチや交流会を実施しました。

市内大手企業や金融機関等で組織する実行委員
会を中心に、本市から事業規模の拡大を目指す
スタートアップ企業に伴走支援(6ヶ月)を行う。
【採択企業】4社
ハインツテック㈱、㈱Another works、 
㈱マリス creative design、㈱レボーン

全国から募集したハードウェアに関するアイデアの試作
品製作について、市内の共創企業からの開発資金（１００
万円）の提供や専門家のメンタリング等の支援。
【共創企業】3社
㈱ドーワテクノス、㈱ラック、㈱REIZ
【採択者】4名
荒巻毅至（㈱ケントク）、山手健矢（九州工業大学院）
大前逸晟（都城高専）、生駒崇光（㈱ICOMA）

北九州市では事業拡大を目指すスタートアップ企業を支援するとともに、官民連携で「スタートアップエコシステム
拠点都市」の形成に取り組んでいます。スタートアップ企業との共創等にご関心のある企業様、ぜひご連絡下さい。

Maker ’ s  Pro jec t (メイカーズプロジェクト)

グローバルアクセラレーションプログラム(GAP-K)

■事業化支援事業
本市認定ベンチャーキャピタルから出資を受けているス
タートアップ企業に対し、本市を拠点とした事業化や事業
展開に必要となる費用の一部を補助（最大２，０００万円）
【採択企業】5社
㈱EVモーターズ・ジャパン、Release㈱、HMS㈱、
㈱ストリーモ、㈱batton

■実証支援事業
本市で実証実験を行うスタートアップ企業に対して、実証
の場や協業機会の提供などを支援するとともに、ビジネス
モデルの検証や試作品の改良に係る費用の一部を補助（最
大２５０万円）
【採択企業】8社
KiQ Robotics㈱、㈱クアンド、㈱ハピクロ、
アークエルテクノロジーズ㈱、CRUST JAPAN㈱、
㈱スカイマティクス、㈱TBM、㈱Helte 

スタートアップSDGsイノベーショントライアル事業

アイデア段階の企業を選抜し、市内の創業ネット
ワークを駆使して、マッチング、資金調達、PR等
を支援する短期集中型プログラム 
【採択企業】2社
ミマモル㈱、㈱Furahi

ＣＯＭＰＡＳＳ小倉アクセラレーションプログラム

　北九州市は令和4年10月7日（金）に、ラグビーワールドカップをきっかけに交流を
開始したウェールズと共催で、スタートアップオンラインイベントを開催しました。
　イベントでは、両地域のスタートアップ支援の取組みを発表したほか、企業に
よるピッチ、両地域をつないだオンライン交流を行い、北九州市とウェールズの
スタートアップの新たな絆をつなぎました。

■参加企業等
【北九州市】
COMPASS 小倉（インキュベーション施設）、ハインツテック株式会社（バイオ）、
小倉織物製造株式会社（服飾）、KiQ Robotics株式会社（ロボット）、
株式会社セキュアサイクル（セイバーセキュリティ）
【ウェールズ】
Tramshed Tech（インキュベーション施設）、M-SParc（サイエンスパーク）、
Lattice Build Technology（DX、プラットフォーム開発）、Virtus Tech（VR開発）、
Explorage（DX）、Haia（プラットフォーム開発）

当日の様子は、YouTubeにて配信中です。ぜひ、ご視聴ください。▶

本市スタートアップ支援事業に係る
採択企業への採択書交付式及び
事業紹介ピッチイベントを開催しました！
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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

ジェトロのデジタル支援事業のご紹介

海外有力ECサイトに売り込む��������������������1
世界18カ国60以上の連携先ECサイトのバイヤーに商品を紹介する事業です。原則、国内納品・
国内買取・円建て決済で取引が完結するため、複雑な輸出手続きが不要です。成約した商品の
プロモーションを連携先とジェトロが実施します。

通年型オンライン展示会（BtoBのマッチングサイト）への出展を通じて、世界中のバイヤーと
の商談機会を提供します。

ジェトロの基準を満たす限られた海外の有力バイヤーのみが閲覧可能なオンラインカタログ
サイトです。事業者は企業・商品情報と商品画像等を提出するだけで、ジェトロが常時バイヤー
に商品を案内します。バイヤーはカテゴリーやキーワードをもとに手軽に商品を検索すること
ができ、ジェトロはおすすめ機能をもとにバイヤーへ商品をご紹介します。バイヤーが関心を示
すと、事業者にはジェトロ経由で見積や商談（オンライン含む）の依頼が届きます。

Amazonと連携し、米国・Amazon内に日本商品特集ページ「JAPAN STORE」を設置し、日本企業
の越境 ECを活用した輸出を支援します。

直接、海外消費者に売りこむ����������������������2

選りすぐりの海外バイヤーを紹介������������������������3

世界中のバイヤーを見つける��������������������������4

各事業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。
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今年度ジェトロで実施しているデジタル支援事業を４つご紹介します。越境ECに関心のある方はぜひ登録をご検討ください。

ポイント 海外の多様な消費者市場をよく知る現地ECサイトの商品買い付けをジェトロがサポートする
ことで、初心者も参入しやすいマーケットインの商談機会を事業者に提供します。

ポイント 海外EC サイトで直接売る「DtoC」の支援で、出品～物流～マーケティングもサポートします。

ポイント 世界55カ国76の海外事務所が現地バイヤーを囲い込み、ジェトロ独自のプラットフォーム
「Japan Street」への登録を通じて、日本企業との商談を支援します。

ポイント ジェトロが有力なマッチング・プラットフォームの発掘、パビリオンの設置、出展補助を行うこ
とで、オンラインでの海外 BtoB 市場参入に挑戦する日本企業を後押しします。
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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。


