都市として生い立ちの違う福岡と北九州、この異なる都市機能が相互に連携し協力し合えば、そこに
新たな地域生命体としての大きなエネルギーが生まれ、地域活性化を促すという考えから、昭和６２年
に「中小企業サミット ８７」が開催されました。爾来、様々な交流の歴史を積み上げ、連携から３０周年
を迎えるにあたり、この新時代における、地域間連携の向かうべき方向性とその価値の共有を図り、福
北地域が明日のアジアの中核となるべく、実りある連携を創り上げることを目的として開催いたします。
■プログラム
日時・
会場

※プログラムは変更が生じる場合があります。
時間

プログラム項目

09:00〜09:10

開会宣言
松尾 太加志 様（（大）北九州市立大学 学長）
主催者挨拶 髙宮 俊諦 様（株式会社タカミヤ 代表取締役会長）
来賓挨拶
塩田 康一様（経済産業省 九州経済産業局 局長）
講師：北 康利氏（作家）

09:15〜10:45
（90分）

記念講演

11:00〜12:00
（60分）

基調講演

講師：岩元 美智彦氏（日本環境設計㈱ 代表取締役会長）
演題：「進め！地球環境防衛軍」
-あの「Back to the Future」に夢を重ねて-

石原 進 様（九州経済フォーラム 会長）
小川 洋 様（福岡県 知事）
北橋 健治 様（北九州市 市長）
利島 康司 様（北九州商工会議所 会頭）
藤永 憲一 様（福岡商工会議所 会頭）

記念式典

12:30〜14:00

昼食 及び 参加者交流懇談
パネルディスカッション① （14：00〜15：00）
【昭和〜平成】 -産業基盤の整備と地域文化の観光資源化「福北の地域価値と産業活力の世界化」
〜自動車、環境、MICE、観光、交通・新幹線〜

(金)
北九州
市立大学

（登壇者）
麻生 渡 氏（福岡工業大学 最高顧問 前福岡県知事）
中井 徳太郎 氏(環境省 総合環境政策統括官）
青柳 俊彦 氏（九州旅客鉄道株式会社 代表取締役社長）
高橋 みゆき 氏（ＲＥＮプランニング 代表）※コーディネーター
14:00〜17：10

パネルディスカッション② （15：10〜17：10）
【平成〜未来】 -世界と融合する 福北とアジア 「平成から未来へ

ダイバーシティ福北 」を目指して

（登壇者）
梅本 和秀 氏（北九州市 副市長）
最首 英裕 氏(株式会社グルーブノーツ 代表取締役社長）
小橋 泰成 氏（Ｂｒａｖｅｒｉｄｇｅ 技術担当取締役（CTO））
林田 直子 氏（林田興産株式会社 専務取締役）
加藤 暁子 氏（公益財団法人ＡＦＳ日本協会 理事長）
池内 比呂子 氏（株式会社テノ．ホールディングス 代表取締役社長）※
17：10〜17：
15

会場は
別途

① ビジネスマッチング・ディナー交流会
希望する企業同士のマッチングを実施
（運営主幹）
堺 俊治 氏（（一社）北九州中小企業経営者協会 会長）

演題：「明治から昭和：時代を駆ける偉人たち」
-維新の息吹と産業革命※安川敬一郎、八幡製鉄所、麻生太賀吉、松永安左エ門

12:00〜12:30

2/22

■交流会等（参加希望者による選択制）

② QBS、K2BSプレゼンテーションコンペ
QBSとK2BSのビジネススクール生による、
プレゼンテーションコンペへ参加し交流を図る
（運営主幹）
八尋 太郎 氏（福岡産業振興協議会 会長）

③ 環境「地域循環共生圏」創り交流会
専門家、識者を交えた、環境に関する課題、対策等
を考える「場」を提供し、参加者との交流を図る
（運営主幹）
中井 徳太郎 氏（環境省 総合環境政策統括官）

④ ダイバーシティ創り交流会
専門家、識者を交えた、今後のダイバーシティにつ
いて考える「場」を提供し、参加者との交流を図る
（運営主幹）
梅本 和秀 氏（北九州市 副市長）

※コーディネーター兼務

⑤ 福北・街なか大交流会

全体総括 小早川 明德 様（（一社）地域企業連合会九州連携機構 会長

小倉の街へ繰り出し、料理とお酒を楽しみながら、
参加者同士の交流を図る

17:10〜17:20

閉会挨拶 津田 純嗣 様（福岡経済同友会代表幹事）

18:30〜21:00

交流会等

※詳細は右側一覧（①〜⑤）を参照

（運営主幹）
津田 純嗣 氏（安川電機㈱ 代表取締役会長）
池内 比呂子 氏（㈱ﾃﾉ.ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 代表取締役社長）

■講師紹介
100年経営の会顧問、作家、松下政経塾講師

北 康利 氏

昭和35年12月24日 名古屋市生まれ
東京大学法学部卒業

<略歴>
昭和35年12月24日愛知県名古屋市生まれ、東京大学法学部卒業後、
富士銀行入行。資産証券化の専門家として富士証券投資戦略部長、
みずほ証券財務開発部長等を歴任。平成20年6月末でみずほ証券
退職。本格的に作家活動に入る。ウェルビー株式会社（マザーズ
上場）社外取締役、京阪プライベートリート監督役員、松下政経
塾講師、〝100年経営の会〟顧問、日本将棋連連盟アドバイザー。
著書に『白洲次郎 占領を背負った男』（第14回山本七平賞）、
『福沢諭吉 国を支えて国を頼らず』『吉田茂 ポピュリズムに
背を向けて』（以上講談社） 、『匠の国日本 職人は国の宝、
国の礎』、『安奈淳物語 私は歌う、命ある限り』（以上PHP研
究所）、『陰徳を積む 銀行王・安田善次郎伝』（新潮社）、
『日本を創った男たち はじめにまず〝志〟ありき』（致知出版
社）、『名銀行家列伝 日本経済を支えた公器の系譜』（中公新
書ラクレ）、『西郷隆盛 命もいらず、名もいらず』（WAC）、
『叛骨の宰相 岸信介』（KADOKAWA）、『小林一三 時代の十歩
先が見えた男』、『松下幸之助 経営の神様とよばれた男』（以
上PHP研究所）、『佐治敬三と開高健 最強のふたり』（講談
社）、『胆斗の人 太田垣士郎 黒四（クロヨン）で龍になっ
た男』（文藝春秋）などがある。

日本環境設計株式会社

岩元 美智彦 氏

Ⓡ産経新聞社

代表取締役会長
昭和39年 鹿児島県生まれ
北九州市立大学卒業

<略歴>
1964年鹿児島県生まれ。北九州市立大学卒業後、繊維商社に就職。
営業マンとして勤務していた1995年、容器包装リサイクル法の制
定を機に繊維リサイクルに深く携わる。2007年1月、現取締役社長
の髙尾正樹とともに日本環境設計を設立。資源が循環する社会づ
くりを目指し、リサイクルの技術開発だけではなく、メーカーや
小売店など多業種の企業とともにリサイクルの統一化に取り組
む。2015年アショカフェローに選出。著書『「捨てない未来」は
このビジネスから生まれる』(ダイヤモンド社)。

【主催】福北連携30周年記念事業実行委員会／九州経済フォーラム「会長 石原 進（九州旅客鉄道㈱相談役）」
【共催】（一社）地域企業連合会 九州連携機構
【実行委員】福岡県、福岡市、北九州市、国土交通省 九州地方整備局、九州大学、北九州市立大学、 （学）福岡大学、福岡商工会議所、北九州商工会
議所、福岡経済同友会、 (公財)九州経済調査協会、 (一社)九州ニュービジネス協議会、（一社）福岡県中小企業経営者協会連合会、 （一社）福岡中小
企業経営者協会、（公社）福岡県高齢者能力活用センター、北九州高齢者能力活用協議会、 （一社）北九州中小企業経営者協会、 （一社）九州産業技
術センター、 （公財）九州国立博物館振興財団、（公財）北九州国際交流協会、（公財）北九州市活性化協議会、特定非営利活動法人九州・アジア経営
塾、 株式会社日本政策投資銀行、日本航空株式会社、株式会社ＪＴＢ、三井不動産株式会社、西日本電信電話株式会社、トヨタ自動車九州株式会社、
日産自動車九州株式会社、西日本鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、九州電力株式会社、麻生商事株式会社、株式会社テノ．ホールディングス、
第一交通産業株式会社、株式会社ホテル日航福岡、福岡運輸株式会社、英進館ホールディングス株式会社、北九州エアターミナル株式会社、株式会社
タカミヤ、株式会社メモリード、株式会社アウルズ、株式会社ワキノアートファクトリー、株式会社グランドビジョン、増田石油株式会社、株式会社サンレー、
(福)宝満福祉会、(医)聖友会、ＮＨＫ福岡放送局、株式会社ＲＫＢ毎日ホールディングス、朝日新聞社、西日本新聞社、「九州の女」ネットワーク
【後援】福岡県、福岡市、北九州市
【主管】(一社)地域企業連合会 九州連携機構

参加申込書
ＦＡＸ（０９２）４５１−８６１２ Ｍａｉｌ ono@aie-ｋyushu.com
九州経済フォーラム事務局 小野までお申込みをお願いいたします。

２／１５締切

福北連携30周年記念事業
[ご担当者様連絡先]
企業名・機関名
住所（〒

−

）

役職

氏名

ＴＥＬ

ＦＡＸ

メールアドレス

[ご出席者] ご参加の方はお役職とご氏名をご記入の上、「終日参加」に「○」の記入をお願いいたします。
交流会参加希望の方は、参加希望の交流会番号（①〜⑤）に✔をお願いいたします。
尚、午前のみ、午後のみ、交流会のみご参加希望の方は、事務局までお問合せ下さい。
役職

氏名

参加費
（10,000円）

交流会参加
（会費は各自精算）

参加希望の
交流会（選択）

①□ ②□
③□ ④□
⑤□
①□ ②□
③□ ④□
⑤□
①□ ②□
③□ ④□
⑤□
※参加費についてはお申込みをいただき次第、請求書を発行させていただきます（原則前払い）。

【会 場】 北九州市立大学北方キャンパス
住 所 ： 福岡県北九州市小倉南区北方４丁目２−１
アクセス ： ＪＲ小倉駅より北九州モノレールで約１０分、「競馬場前」下車徒歩３分
西鉄バス「北方・北九州市立大学前」下車徒歩３分
駐車場 ： 当日は小倉競馬場の駐車場が一部使用可能ですが、台数に限りがありますので、
出来るだけ公共交通機関でお越し下さい。

《お問合わせ先》
〒812-0011福岡市博多区博多駅前2-9-28会議所ビル1F((一社)地域企業連合会 九州連携機構内)
九州経済フォーラム 事務局 担当：小野、大曲（おおまがり）、辻
TEL：092-451−8610 FAX：092-451-8612 Ｍａｉｌ：ono@aie-kyushu.com

