
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、

「2022年 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 

《 本件に関するお問合せ先 》 

㈱FFGビジネスコンサルティング ビジネスサポート部 担当：石丸 

TEL 092 – 723 – 2244  

《 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。 

 1967年に創刊し今年で55回目を迎える九州経済白書。今回のテーマは「アフターコロナの企業戦略 
～九州地域の新たな挑戦：脱炭素ビジネスとデジタル化～」です。 
今回の九州経済白書は、新型コロナウイルス収束後を見据えた九州企業の動向を追いました。特に、
2050年カーボンニュートラル実現に向けた脱炭素ビジネスや、コロナを契機に加速したデジタル化の
動きなど、すでに多くの企業が取組みを始めています。説明会では、アンケート調査や多くの企業ヒ
アリングを通じて導き出した取組みの特徴や課題を、わかりやすくお伝えします。 

 説明会の詳細につきましては、添付の案内チラシをご参照下さい。 
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※定員になり次第、締め切らせていただきます。昨年に続き、今年もオンライン開催となっております。 

福岡・北九州 長崎・佐世保 

テーマ アフターコロナの企業戦略 ～九州地域の新たな挑戦：脱炭素ビジネスとデジタル化～ 

開催日時 
2022年2月4日（金） 

15：00～16：30 
2022年2月9日（水） 

13：30～15：00 

講師 
九州経済調査協会 調査研究部 

次長 藤井 学 氏 
九州経済調査協会 調査研究部 

部長 片山 礼二郎 氏 

開催形態 オンライン開催（Zoom） オンライン開催（Zoom） 

定員 500名 300名 

視聴料 無料 無料 

共催 

ふくおかフィナンシャルグループ 
九州経済調査協会 
西日本工業倶楽部 
福岡商工会議所 
北九州商工会議所 

ふくおかフィナンシャルグループ 
十八親和銀行 

九州経済調査協会 
長崎経済研究所 
佐世保商工会議所 

後援 FFGビジネスコンサルティング FFGビジネスコンサルティング 



 

視聴 
無料 

500名 

2022年２月４日（金）15:00～16:30 

オンライン（Zoom） 

株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ、一般社団法人 西日本工業倶楽部 
福岡商工会議所、北九州商工会議所、公益財団法人 九州経済調査協会 

株式会社 FFGビジネスコンサルティング 

藤井 学 (公財)九州経済調査協会     
   調査研究部次長 

説明者 

日 時 

形 式 

共 催 

後 援 

問合先 
公益財団法人 九州経済調査協会 総務部 TEL:092-721-4900 / FAX:092-721-4906 
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号 電気ビル共創館5F 

2022年 九州経済白書説明会 （福岡・北九州） 

アフターコロナの企業戦略 
～九州地域の新たな挑戦：脱炭素ビジネスとデジタル化～ 

申込先 https://www.kerc.or.jp/seminar/2021/12/24-1.html   

締 切 2022年2月2日（水）15:00 

検索 九州経済白書 

今回の九州経済白書は、新型コロナウイルス収束後を見

据えた九州企業の動向を追いました。特に、2050年

カーボンニュートラル実現に向けた脱炭素ビジネスや、

コロナを契機に加速したデジタル化の動きなど、すでに

多くの企業が取組みを始めています。説明会では、アン

ケート調査や多くの企業ヒアリングを通じて導き出した

取組みの特徴や課題を、わかりやすくお伝えします。 

■内容 

 第1章 コロナ禍における九州地域の経済・産業・企業 

 第2章 脱炭素ビジネス戦略 

 第3章 デジタル化戦略 

https://www.kerc.or.jp/seminar/2021/12/24-1.html
https://www.kerc.or.jp/seminar/2021/12/24-1.html
https://www.kerc.or.jp/seminar/2021/12/24-1.html
https://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=2634784&word=%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88&searchId=4031100315


2022年２月９日（水）13:30～15:00 

オンライン（Zoom） 

株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ、株式会社 十八親和銀行、株式会社 長崎経済研究所 
佐世保商工会議所、公益財団法人 九州経済調査協会 

株式会社 FFGビジネスコンサルティング 

片山 礼二郎 (公財)九州経済調査協会     
   調査研究部長 

説明者 

日 時 

形 式 

共 催 

後 援 

問合先 

今回の九州経済白書は、新型コロナウイルス収束後を見

据えた九州企業の動向を追いました。特に、2050年

カーボンニュートラル実現に向けた脱炭素ビジネスや、

コロナを契機に加速したデジタル化の動きなど、すでに

多くの企業が取組みを始めています。説明会では、アン

ケート調査や多くの企業ヒアリングを通じて導き出した

取組みの特徴や課題を、わかりやすくお伝えします。 

公益財団法人 九州経済調査協会 総務部 TEL:092-721-4900 / FAX:092-721-4906 
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号 電気ビル共創館5F 

2022年 九州経済白書説明会 （長崎・佐世保） 

アフターコロナの企業戦略 

■内容 

 第1章 コロナ禍における九州地域の経済・産業・企業 

 第2章 脱炭素ビジネス戦略 

 第3章 デジタル化戦略 

～九州地域の新たな挑戦：脱炭素ビジネスとデジタル化～ 

申込先 https://www.kerc.or.jp/seminar/2021/12/29-2.html 

 

視聴 
無料 

300名 

締 切 2022年2月7日（月）15:00 

検索 九州経済白書 
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https://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=2634784&word=%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88&searchId=4031100315


2022年版 九州経済白書 説明会 
   

「アフターコロナの企業戦略」 
～九州地域の新たな挑戦：脱炭素ビジネスとデジタル化～ 

地  区 日  時 会  場 共催・後援機関 お問い合わせ先 

福岡 

北九州 

2月4日（金） 
15：00～16：30 

オンライン（Zoom） 
説明者：調査研究部 次長 
      藤井 学 

㈱ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 
(一社)西日本工業倶楽部 

福岡商工会議所 
北九州商工会議所 

【後援】㈱FFGﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

(公財)九州経済調査協会 
TEL：092-721-4900 
 加峯・岡本・元木 

久留米 
3月11日（金） 
15：30～17：00 

筑邦銀行本店3階大ホール 
説明者：調査研究部長  
            片山 礼二郎 

㈱筑邦銀行 
久留米商工会議所 

㈱ちくぎん地域経済研究所 

㈱筑邦銀行 広報室 
TEL：0942-30-7026 

野口 

佐賀 
 3月3日（木） 
13：30～15：00 

佐賀銀行本店 8階大会議室 
説明者：調査研究部長 
           片山  礼二郎 

㈱佐賀銀行 

㈱佐賀銀行 総合企画部 

TEL: 0952-25-4553 

下田 

長崎 

佐世保 

 2月9日（水） 
13：30～15：00 

オンライン（Zoom） 
説明者：調査研究部長 
           片山  礼二郎 

㈱ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 
㈱十八親和銀行 
㈱長崎経済研究所 
佐世保商工会議所 

【後援】㈱FFGﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

(公財)九州経済調査協会 
TEL：092-721-4900 
 加峯・岡本・元木 

熊本 
 3月1日（火） 
15：30～17：00 

くまもと森都心プラザ2階 
肥後銀行セミナールーム 
説明者：調査研究部 次長 
      藤井 学 

㈱肥後銀行 
(公財)地方経済総合研究所 

熊本経済同友会 

(公財)地方経済総合研究所 

TEL：096-326-8634 
 吉住・山野 

大分 
 3月4日（金） 
13：30～15：00 

大分銀行本店  7階大ホール 
説明者：調査研究部 次長 
      藤井 学 

㈱大分銀行 
㈱大銀経済経営研究所 

㈱大銀経済経営研究所 
TEL：097-533-8111 

辻 

宮崎 
 2月22日（火） 
13：30～15：00 

Kitenビル 8階 
コンベンションホール大会議室 
説明者：調査研究部 次長 
      藤井 学 

㈱宮崎銀行 
(一財)みやぎん経済研究所 

(一財)みやぎん経済研究所 

TEL：0985-20-5180 
勝池 

鹿児島 
 2月17日（木） 
13：30～15：00 

鹿児島銀行本店 
別館ビル3階 
説明者：調査研究部長 
            片山 礼二郎 

㈱鹿児島銀行 
㈱九州経済研究所 

㈱九州経済研究所 

TEL: 099-225-7491 

栗野 

沖縄 
3月9日（水） 
15：00～16：30 

ダブルツリーbyヒルトン 
那覇首里城  
説明者：調査研究部 次長 
      藤井 学 

㈱沖縄銀行 
㈱おきぎん経済研究所 

㈱おきぎん経済研究所 
TEL：098-869-8711 

新垣 

山口 
 2月18日（金） 
13：30～15：00 

シーモールパレス 
説明者：調査研究部  次長 
      藤井 学 

㈱山口銀行 
(一財)山口経済研究所 

㈱山口ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ  
  経営管理部 

TEL: 083-223-5511      

石田 

＊ 聴講は無料です。事前申込をお願いします。 

＊ 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、会場開催からオンライン開催に変更する場合がございます。 

  聴講お申込の方には、ご登録頂くEメールアドレスにご連絡を差し上げます。 

＊ 会場では、座席数を制限します。聴講時はマスク着用、検温、手指消毒にご協力ください。 

  当日、発熱や咳などの症状のある方は、参加をご遠慮ください。 

＊ 会場では、「九州経済白書」を特別価格（税込2,500円）にて販売します。 


