
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役会長兼社長 柴戸 隆成、以下「FFG」）は、公益

財団法人九州経済調査協会（理事長 髙木 直人、以下「九経調」）等との共催により、「2020年版 九

州経済白書説明会」を下記のとおり開催いたします。 

FFGでは、今後も地域経済に役立つ情報提供を行ってまいります。 

以  上 

記 

《 本件に関するお問合せ先 》 

㈱FFGビジネスコンサルティング 産業調査部 担当：松尾・吉武 

TEL 092 – 723 – 2576  

《 開催概要 》 

 「九州経済白書」は、九州・沖縄・山口地域の経済問題を分析する報告書として、九経調が毎
年発行しています。 

 今回のテーマは「スタートアップ・ベンチャー成長による地域活性化（仮題）」です。将来に
対する危機感が高まる一方で、Society5.0などに代表される新たな社会の実現とそれに伴うビ
ジネスチャンスが拡大しています。こうした中、新鋭のスタートアップ・ベンチャー企業への
注目が高まり、地域経済活性化の担い手となることが期待されています。アンケート調査の分
析や、企業事例・トレンド紹介に加えて、産学官金といった支援サイドの実態や課題などを明
らかにすることで、今後のスタートアップ・ベンチャー企業の成長や支援のあり方についての
方策を示します。 

 説明会の詳細につきましては、添付の案内チラシ兼参加申込書をご参照下さい。 

会場 福岡会場 北九州会場 長崎会場 佐世保会場 

開催日時 2020年2月5日（水） 
15：00～16：30 
（開場14：30） 

2020年2月27日（木） 
13：30～15：00 
（開場13：00） 

2020年2月10日（月） 
13：30～15：00 
（開場13：00） 

2020年2月20日（木） 
13：30～15：00 
（開場13：00） 

テーマ スタートアップ・ベンチャー成長による地域活性化（仮題） 

講師 九経調 調査研究部 
次長 藤井 学 氏 

九経調 調査研究部 
次長 藤井 学 氏 

九経調 調査研究部 
部長 片山 礼二郎 氏 

九経調 調査研究部 
部長 片山 礼二郎 氏 

開催場所 FFGホール 
（福岡銀行本店地下） 

FFG北九州本社ビル 
6階講堂 

十八銀行本店 
10階会議室 

FFG佐世保ビル 
4階セミナールーム 

定員 300名 130名 200名 120名 

聴講料 無料 

共催 FFG 
九経調 
福岡商工会議所 

FFG 
九経調 
西日本工業倶楽部 
北九州商工会議所 

FFG 
十八銀行 
長崎経済研究所 
九経調 

FFG 
親和銀行 
九経調 
佐世保商工会議所 

後援 FFGビジネスコンサルティング 
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2020年版 九州経済白書説明会のご案内 

• スタートアップ・ベンチャー企業の実態 

• 金融機関、大学、行政、産業界などの支援サイドの実態・課題 

• スタートアップ・ベンチャー企業の成長や支援のあり方 他 

参加無料 

＊「九州経済白書」は特別価格2,500円（通常価格3,300円）（税込）で、九経調が会場にて販売し 
  ます。 

※定員になり次第、締め切らせていただきます。 

※各会場とも駐車場の用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい。 

 ◆「スタートアップ・ベンチャー成長による地域活性化（仮題）」の主な内容 

 九州・沖縄・山口地域の経済社会問題を調査・分析する「九州経済白書」は、今年で53回 
目の発行を迎えました。今回のテーマは「スタートアップ・ベンチャー成長による地域活性化
（仮題）」です。将来に対する危機感が高まる一方で、Society5.0などに代表される新たな社
会の実現とそれに伴うビジネスチャンスが拡大しています。こうした中、新鋭のスタートアッ
プ・ベンチャー企業への注目が高まり、地域経済活性化の担い手となることが期待されていま
す。アンケート調査の分析や、企業事例・トレンド紹介に加えて、産学官金といった支援サイ
ドの実態や課題などを明らかにすることで、今後のスタートアップ・ベンチャー企業の成長や
支援のあり方についての方策を示します。 

 そこで、ふくおかフィナンシャルグループ（以下、FFG）では、九州経済調査協会（以下、
九経調）等との共催により、白書をもとに下記の通り説明会を開催いたします。要務ご多忙の
折とは存じますが、多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。 

記 

裏面の参加申込書にご記入の上、お申込み下さい。 

 ◆開催場所及び日程等 

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 

公益財団法人九州経済調査協会 

会場 福岡会場 北九州会場 長崎会場 佐世保会場 

開催日時 2020年2月5日（水） 
15：00～16：30 
（開場14：30） 

2020年2月27日（木） 
13：30～15：00 
（開場13：00） 

2020年2月10日（月） 
13：30～15：00 
（開場13：00） 

2020年2月20日（木） 
13：30～15：00 
（開場13：00） 

テーマ スタートアップ・ベンチャー成長による地域活性化（仮題） 

講師 九経調 調査研究部 
次長 藤井 学 氏 

九経調 調査研究部 
次長 藤井 学 氏 

九経調 調査研究部 
部長 片山 礼二郎 氏 

九経調 調査研究部 
部長 片山 礼二郎 氏 

開催場所 FFGホール 
（福岡銀行本店地下） 

FFG北九州本社ビル 
6階講堂 

十八銀行本店 
10階会議室 

FFG佐世保ビル 
4階セミナールーム 

定員 300名 130名 200名 120名 

聴講料 無料 

共催 FFG 
九経調 
福岡商工会議所 

FFG 
九経調 
西日本工業倶楽部 
北九州商工会議所 
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十八銀行 
長崎経済研究所 
九経調 

FFG 
親和銀行 
九経調 
佐世保商工会議所 

後援 FFGビジネスコンサルティング 



↑↑ 九州経済調査協会 行き ↑↑ 

九州経済白書説明会申込書 
（FAX：092-721-4908） 

申込締切日 
各会場：開催日の前日 

下記項目をご記入の上、FAX（092-721-4908）にて、お申込み下さい。 

ご参加希望の会場を下の中からお選びいただき、左の枠内に○印を付して下さい。 

○印 会場 開催日 開催場所 

福岡会場 2月5日（水） FFGホール（福岡銀行本店地下） 

北九州会場 2月27日（木） FFG北九州本社ビル 6階講堂 

長崎会場 2月10日（月） 十八銀行本店 10階会議室 

佐世保会場 2月20日（木） FFG佐世保ビル 4階セミナールーム 

会社名 

住所 

電話番号 

〒 

FAX番号 

参加者① 
所属・役職 

フリガナ 
/お名前 

E-mail 

参加者② 
所属・役職 

フリガナ 
/お名前 

E-mail 

参加者③ 
所属・役職 

フリガナ 
/お名前 

E-mail 

※情報のお取扱いについて 

ご提供いただきました情報は九経調、FFG、福岡銀行、親和銀行、十八銀行、FFGビジネスコンサルティング、長

崎経済研究所において、ご参加いただく方々の出欠確認等、本説明会の円滑な運営のため利用させていただきます。
また、九経調のセミナーや講演会等の開催案内にも使用する場合がございます。 

◇お申込み先 
 公益財団法人九州経済調査協会 事業開発部 福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館3F 
 TEL：092-721-4909  FAX：092-721-4908  担当：牟田・平田 


