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一般社団法人九州観光推進機構専務理事事業本部長 髙橋 誠氏 発表要旨 

 

（イントロ） 

皆様，こんにちは。ご紹介いただきました九州観光推進機構で専務理事をやっておりま

す，髙橋誠と申します。福田さんからの前振りのように，私の話が参考になるのかわかり

ませんが，私どもが９年前からどういったことをやってきたのかについて，お話申し上げ

ます。 

お手元に私の経歴が配られていますが，私はＪＲ九州からの出向組で鉄道員ですが，よ

く話が脱線しますので，先に本日お伝えしたいことだけを，申し上げます。 

 

（1 ページ） 

キーワードとしましては，今更言うことでもありませんが，観光産業とは平和産業であ

りまして，我が国に取りましても有望な成長戦略であるということ。先程知事のお話にも

ありましたように，定住人口が減る分だけ交流人口を活発化させて，日本経済に何とか貢

献しなければならないということです。 

特に私が申し上げたいのは，観光地ではない場所だって，大きな設備投資をせずとも，

お客様に来ていただけます。これに関する武器となるのが，「リアルジャパン」「リアル九

州」です。もちろん，「リアル宮城」でも「リアル仙台」でも「リアル東北」でもよろしい

と思います。我々は，東京や京都にはないすばらしい日本の原風景を持っています。東京

や京都に有るものに対して，無い物ねだりをしてもしょうがない。有る物探しで行くしか

ありません。 

観光産業は，裾野の広い産業でもありますが，得てして観光は遊びのお手伝いのように

思われ，産業の中ではステータスが低く見られがちです。しかし，決してそうではなく，

文化交流事業であることを意識した上で，三本目の矢は我々が射るんだという気概を持っ

て，進んでいきたいと思っております。 

 

（2 ページ） 

先程来，空港の話が出ていますが，九州の特徴としまして，九州 7 県に国際空港だけで

八つの空港があります。これに地図の上部にあります博多ポート・下関ポート，定期国際

航路を持った港が二つあります。下関は山口県ですが，北九州からわずか 60 メートルの所

にありまして，入ってくる約 10 万人の韓国のお客様は，ほぼ 9割以上が関門海峡を渡って

別府，大分に来られる事実を踏まえますと，下関港も九州の港の一つと捉えております。

これ以外に，博多港，別府港，細島港，宮崎港それから日向港，鹿児島港，八代港それか

ら長崎港。これらの港には，ぞれぞれ大型のクルーズ船が寄港します。 

 

（3 ページ） 

これは先程知事の話にもありましたが，定住人口が減る分については交流人口をもって

穴埋めをしていこうというロジックで，よく言われる話です。年間一人当たり 122 万円消
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費する分を補うためには，インバウンドであれば 9人分，国内宿泊旅行者であれば 24 人分

で何とか今の経済状況分をまかなえるという数字です。 

 

（4 ページ） 

私どもが九州で取り組んでいる戦略，「Earth 戦略」です。これは九州・沖縄地方産業戦

略で，沖縄を含んだ戦略です。なぜ沖縄を含んでいるかと言いますと，九州 7 県に沖縄を

プラスして 8 県の知事会，それから九州・沖縄を管轄している国の出先機関があります。

そして九州経済連合会を始めとします経済団体については，沖縄も入っておりますので，

九州と沖縄で一緒になってやっております。 

「Earth 戦略」とは，Energy&Environment ですとか，Agriculture あるいは，Tourism や

Health の頭文字を取ったものですが，既に一つ一つが進んでいるところです。その中でも

最初に始め，一番進んでいるのが観光：Tourism です。他の医療にしても一次産業にしても，

いずれも観光に関わってくるということで，九州では観光が重要な産業であると全員が認

識しています。 

 

（5 ページ） 

私どもは，九州観光推進機構ですが，その設立の経緯について御説明します。理念とし

ては，「九州はひとつ」，よく「九州はひとつひとつ」と茶化されますが，2003 年 10 月に九

州地域戦略会議が発足しております。これは官民一体であり，九州 7 県，九州経済連合会

や同友会，商工会議所，経営者協会と四つの経済団体で設立している会議の場です。テー

マは「九州はひとつ」で，何か一緒にできることはないか，一緒にやった方が良いことが

あるのではないかを議論しています。 

その中で，2004 年にまず一緒にやるのは観光だろうとなり，九州観光戦略委員会を設立

しました。そこで議論して第一期九州観光戦略を作りました。当時は，九州新幹線も東九

州自動車道路も開通前で，それらの早期実現といったインフラ面の話もありましたが，こ

の戦略を進めるための組織を作ろうというのも，この戦略の一番最後に組み込まれていま

す。 

そうしてできあがったのが，九州観光推進機構で，この観光戦略の実行部隊として 2005

年に発足しました。九州がひとつになれるかの本当の試金石で，民主党政権になる前，自

民党政権の時代でした。道州制九州モデルが今にも実現しそうなところでしたが，九州道

あるいは九州府として，一つの県として九州があったならどのような施策が打てるかを，

一つ一つ確認していったとご理解いただければと思います。 

 

（6 ページ） 

私どもの取組について，いくつかご紹介します。九州 7 県それぞれの行政に，観光を扱

う部署があります。皆さんそれぞれが行っていた事を，7県まとまって一緒にやりましょう

ということです。例えば東京で旅行会社さんを集めて説明会をする際に，宮城県さんもや

ってらっしゃると思いますが，それを佐賀県がやり，翌日に福岡県がやり，一週間後に長
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崎県がやるとなると，旅行会社は毎回行かなければならず，たまったものではありません。

これを 7 県一緒にやると一回で済むことになり，旅行会社さん或いはメディアの方から，

非常に重宝がられております。 

また，熊本県の阿蘇や宮崎県の高千穂，大分県の湯布院を例に挙げると，いずれも有名

な観光地ですが，それぞれ県が違います。しかし，この三つの観光地は非常に近いところ

にあります。本来ならお客様はこういうルートで動くはずで，旅行会社さんもこのような

情報が欲しいはずです。 

熊本県の説明会があり，一週間後に大分県の説明会があるということではなく，同じ会

場で 3 メートル隣に歩けば，隣県の担当者がいる状況を作ることが，旅行会社にとって非

常にウェルカムだったと思います。最初は，東京，名古屋，大阪といった大都市だけでし

たが，ご当地仙台でも 8月 25 日に仙台国際ホテルでやりますので，どのようなことをやっ

ているのかご興味がある方は，是非一度ご覧ください。 

 

（7 ページ） 

九州各地にそれぞれボランティアガイドさんがおります。宮城県にもたくさんの方がお

られると思います。しかし，例えば熊本城を案内している方でも，隣の水前寺公園のこと

はよく知りませんといったことは，よくある話です。お客様は九州にお越しになっていて，

例えば島原の乱について，同じような歴史観を持った天草と雲仙，島原半島の皆さんでは，

共通のテーマがあるはずです。それをボランティアガイドさん同士が情報交換することに

よって，お互い勉強し合って，高めていきましょうという大会です。 

7，8 年前に宮崎県でスタートして，各県持ち回りでやっています。昨年は長崎県で，ち

ょうど一巡したところです。250 人くらいの参加者でスタートし，昨年は 600 人以上のボラ

ンティアガイドさんが一カ所に集まりました。会場の手配が難しくなるくらいの規模まで，

盛り上がっています。 

 

（8 ページ） 

空港の話に戻ります。九州には八つの空港があると言いましたが，海外の LCC も含めて

いろいろな航空会社に行き，路線誘致をする際には，「九州には滑走路が 8本あります。成

田と羽田を合わせても 6本です。是非九州に来てください。」というお話をさせていただき

ます。 

これは，九州で離発着する 14 の航空会社をまとめて，「よかよか AIR LINE」という架空

の会社を作りまして，その就航記念パーティーを羽田空港で開いたときの様子です。お客

様にとってもエアラインにとっても，同じキャンペーンを九州のどこでもやりました。「九

州はひとつ」ということを少しでもわかっていただきたいということで，やらせていただ

きました。昨年は HKT48 に応援隊長をお願いしまして，今年は Rev.fromDVL の橋本環奈さ

んに務めていただきました。 
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（9ページ） 

もう一つ九州全体で取り組んでいる，九州アジア観光アイランド総合特区があります。

これは，民主党政権の時に始まりました総合特区に応募したものです。九州全体と広域で

あれば，特区ではないのではないかと言われもしましたが，こと観光に関して言うと，全

部一緒です。 

例えばガイドに対しては，各県でも資格を与えられます。九州では唯一長崎県だけが，

ガイド資格制度を持っていましたが，ハウステンボスに来たお客様に対し，25 キロメート

ル先の有田町では，ガイドができないこととなり，そんな馬鹿なことがあるのかと言われ

ていました。九州全体を案内でき，報酬を得られるガイドを養成させて欲しいということ

で作った制度です。 

お手元の資料を見ていただきますと，ガイドの事はごく一部でして，九州アジア観光ア

イランド総合特区では，下の赤い部分をやらせて欲しいと要求しました。例えば，お客様

は化粧品などをたくさん買って行かれますが，それは消耗品としてではなくてお土産とし

て買われるのですから，タックスフリーにして欲しいですとか，或いは商店街で千円ずつ

買い物しても一つずつは免税品にはなりませんが，まとまった買物になった場合には，ど

こか一カ所で免税品扱いにして欲しいですとか，ビザの発給要件の緩和，入国手続きの簡

素化，公衆無線 LAN を設置する際の無線技士の資格要件緩和など，たくさん要望を出しま

した。そうしているうちに，ビザもどんどん簡素化され，免税品も拡大され取扱いも変更

され，ふと気がついてみると，私どもが要望した特区の要素が一つ一つ実現していきまし

て，残ったのが特区ガイドだったということです。本当は九州だけで良かったんですが，

日本全国に拡大したので，九州のうま味がなくなってしまいました。それはそれで，各地

の観光振興に貢献したという自負を持っています。 

 

（10 ページ） 

中国語と韓国語のガイド養成をしておりましたが，先週初めてタイ語のガイド養成をし

始めました。国家試験に準ずるものとして，厳しくやっておりますので，まだまだ足りま

せん。もうしばらく，やっていかなければなりません。 

 

（11 ページ） 

そのようなことで 10 年間やってきましたが，昨年から第二期の九州観光戦略に入ってお

ります。2005 年に機構がスタートしてからは，9 年間で 3 年刻みのアクションプランを立

てて取り組んできました。最初の 10年間を，初めて九州が一体となって観光に取り組んだ

期間と位置づけるとすれば，次の 10年間をどのように考えるべきかとなりますが，観光を

九州の基幹産業にする 10 年間にしたいとの思いで，今回の戦略を策定しています。九州と

言えば昔の主力産業，基幹産業は，石炭産業でした。昔は「炭鉱」で，今は「観光」だと

いうキャッチフレーズです。 

先程，600 万人は非常に高い目標ではないかというお話がありました。資料の一番右をご

覧いただくと，特にインバウンドでは，計画策定時点の2010年では100万人だったところ，
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2023 年は 440 万人，4 倍にすることを目標にしています。この高き目標に向かって進んで

います。この目標が持つ意味については，後ほどご説明します。 

 

（12 ページ） 

戦略の骨子として，ⅠからⅣまで掲げています。九州のブランドイメージは，はっきり

言って非常に低いです。沖縄や北海道と比べると，どこにあるかさえわからない。なぜか

と言うと，九州と言い始めたのが，10 年前の 2005 年に機構ができた時です。それまでは，

長崎にいらっしゃい，熊本にいらっしゃい，鹿児島にいらっしゃいと，皆さん言い続けて

きましたが，初めて九州に来てくださいという言葉を，海外の方へも含めて言いました。

どこなのそれ？という反応が多く，まだまだブランドイメージが弱い状況ですので，これ

を戦略の一番先に持ってきています。その他，インフラ整備ですと，先程から出ておりま

す LCC 誘致といったことにも一緒に取り組みます。これは空港だけではなく，一緒に取り

組む話であると思っています。特に戦略のⅢ，Ⅳが機構が一番やらなくてはいけない，マ

ーケティングやプロモーションに関することです。こういったことを三年ずつのアクショ

ンプランで区切って，10 年間取り組むことにしています。 

 

（13 ページ） 

今，私も胸につけております「Relax & Rejoice ONSEN ISLAND KYUSHU JAPAN」のマーク

が，私どもが 9 年かけてたどり着いた成果です。九州と言えば温泉だろうということで，

このマークにしております。九州ではどの県にも温泉がありますが，宮崎県のように温泉

のイメージが薄い県もあろうかと思います。温泉ばかり行くわけではなく，温泉プラス食，

温泉プラス自然ですとか，温泉を入口にしてそれぞれが独自のネタを織り込んでいくこと

にしています。 

 

（14 ページ） 

このグラフは，九州の入国外国人数の推移です。昨年は 166 万人で，相当な伸びを示し

ております。先程申し上げた八つの空港と二つの港からの入国者数です。ここで見ていた

だきたいのは，2003 年，2004 年の頃で，50万人に満たないか届いたかくらいです。これが，

第一期の戦略を策定した時点で，これをベースにつくった目標が 100 万人，倍です。結果

的に 2010 年に届きましたが，その前にリーマンショックで大分落ちました。2007 年には

100 万人に届きそうだということで，目標を 2013 年までに 150 万人に変更しました。結果

としては 125 万人にとどまりましたが，今年その目標に届きました。440 万人という第二期

の目標が本当に遠いかどうかというと，結局これまでの 10年間で 4倍近くに膨れあがりま

した。頑張っていけば，100 万人が 10 年後 400 万人になるというのも，夢と言うわけでも

ありません。目標が大きければ大きいほど，届きそうになったときにアクセルを踏み込め

ます。ここ 2，3 年の伸びが，その良い例ではないかと思います。是非，600 万人に向けて

頑張ってください。 
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（15 ページ） 

先程のガイドの話に戻りますが，韓国，中国，台湾，香港からいらっしゃる方が多く，

韓国語と中国語を使う方が 9 割です。しかし，ガイドの方は，ほとんど英語を話す方で，

韓国語や中国語を話せる方はほとんどいらっしゃらず，九州にはこのような方が必要であ

ると考えました。 

 

（17 ページ） 

今九州で何をしているかというと，オルレというものをやっています。これは，済州島

でスタートしたもので，トレッキングとウォーキングの中間のようなイメージで，自然を

愛でながら歩こうというものです。 

 

（18 ページ） 

済州オルレをヒントに，九州オルレを始めました。済州オルレは，2007 年頃に少女時代

とともに韓国の流行語大賞に選ばれたような，大ヒット商品です。済州オルレがそれだけ

ヒットしていれば，九州オルレと言ってもすぐに商品のイメージがわくだろうと考え，オ

ルレという言葉を，使用料を払ってやらせていただいています。2月 28 日に天草・苓北コ

ースがオープンして，15 コースになります。 

 

（19 ページ） 

こういったコースを歩きます。 

 

（20 ページ） 

これは唐津のコースですが，名護屋城です。愛知県の名古屋城ではなくて，唐津の名護

屋城です。豊臣秀吉が朝鮮出兵した際に，居城とした城です。韓国では壬辰倭乱，日本で

は文禄・慶長の役ですが，そんなところを韓国の方に見せてどうするのかという意見もあ

りましたが，続きは懇親会の場でお話します。 

 

（21 ページ） 

我々も知らないようなコースがたくさんありまして，10 から 14 キロメートルほどを歩き

ます。 

 

（22 ページ） 

コ－スの管理をする地元の方は大変でして，しょっちゅうゴミ拾いをしながら歩かれて

います。このようなコースにゴミが全く落ちていないことに，韓国のお客様は非常に驚か

れます。 

 

（23 ページ） 

このオルレの成果としては，韓国から日本にオルレという道を輸出した，現代建設が中
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東に道路を作って以来の道の輸出だというくらいの勢いで，たくさん韓国内で報道されま

した。日本国内でも，たくさん報道されました。九州オルレは，九州という名前を売り込

むのに貢献してくれました。 

 

（24 ページ） 

お客様の数はうなぎ登りで，韓国からの通算訪問者は 6.5 万人で，直近の 4 ヶ月ではだ

いたい 1 ヶ月当たり 6 千人まで増えています。同時に日本のマーケットにも売っていって

おり，お客様も増えてきています。 

 

（25 ページ） 

韓国からのお客様全体では 60 万人，70 万人がお見えになるのに，6.5 万人はたいしたこ

とがないと思われるかもしれませんが，本来観光地ではなかったところでお客様を集めて

います。武雄温泉，嬉野温泉などもありますが，その温泉ではなくて，そこから少し離れ

た山里がお客様をたくさん集めています。天草は有名な観光地ですが，維和島などは訪れ

る方が少ないところでした。元々少なかったところに多くの人が集まると，地元の方はび

っくりします。 

 

（26 ページ） 

これまでは，市町村同士の連携があまり見られませんでしたが，今は県をまたがった連

携を始めており，情報交換などもしています。 

 

（27 ページ） 

これが本当の目的だったのかもしれませんが，最終的にはお互いのコース同士の交流が

始まっています。天草の方が「みかん餅」の作り方を済州島の方に教えているところが，

一昨年の 6 月 26 日に朝鮮日報に載りました。この日は朝鮮戦争が勃発した翌日に当たり，

ナショナリズムが非常に高まる日ですが，このような記事が大きく載り驚きました。 

 

（28 ページ） 

様々な成功要因がありますが，何よりもお客様をお迎えするという地元の熱意です。 

 

（29 ページ） 

資料の左上の写真は，今年の 8月に中学生が 80人くらい来てくれました。4月のセウォ

ル号の事故以来，韓国側では特に学生の船による海外旅行は厳しく制限されていたようで

すが，この子たちは約束どおりに来てくれました。 

 

（30 ページ） 

最後に，戦略の中で個人のお客様に向けての話をさせていただきます。ソーシャル・ネ

ットワーク・システムを有効に使っていきましょうということです。これは，昨日のフェ
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イスブックのページですが，「いいね」が，先週時点で 54,785 件となっており，今週には

55,000 件を超えていると思います。この種のものとしては，非常に多い部類だと思ってお

ります。 

 

（31,32 ページ） 

例えばこういった写真を載せております。皆さんこれが九州かと驚かれますが，与論島

百合ヶ浜です。この写真で，19 万のリーチがありました。19 万枚のチラシを配るのと同じ

です。 

 

（33,34 ページ） 

鹿児島県の大隅半島，垂水市にある千本イチョウです。ご夫婦が二代かかって 1200 本植

えていったイチョウが，今このようになっています。これが 22 万リーチです。これをポン

と出すだけで，非常に関心が高まり，行ってみたい，来てみたいという話が出てきます。

そして，噂が噂を呼んで拡散していきます。 

 

（35 ページ） 

北九州の工場の夜景も観光資源です。ＪＲ九州はいろいろな列車を走らせていますし，

或いはオルレなど，あまりお金をかけずにＰＲできるものがたくさんあります。 

 

（36 ページ） 

これは「指宿のたまて箱」ですが，お願いしたわけではなくて，地元の方が自発的に列

車に手を振ってくれています。乗っているお客様にとって，これが一番うれしかったとい

うアンケート結果がでています。 

 

（37 ページ） 

観光そのものはイベントリスクが高いと言う人もいますが，お金をかけなくてもお客様

を呼ぶことができます。私どもは，仙台でもマーケティングを行っておりますが，東北観

光推進機構様が九州で何かをやる際には，我々も協力させていただいております。観光は

双方向でして，仙台空港を利用してお客様に来ていただくことも大事ですが，仙台空港を

利用して出て行くことも非常に重要です。福岡便がありますので，是非来ていただければ

と思います。 

 

以上です。ありがとうございました。 

 

 

福田エグゼクティブディレクター 

髙橋様，ありがとうございました。資料の中にデータがありましたが，2003 年から 2013

年で 3 倍，さらに 2013 年から 2023 年でも 3 倍を目指しているということでした。目標を
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議論する場合，それが正しいのかどうか，客観的にどうなのかという議論になりがちです。

それよりも，みんなで高みを目指して一致団結して取組むことが，まさにこのような結果

につながるのだろうと思いました。ご苦労もたくさんおありだったでしょうが，非常に印

象深く聞かせていただきました。 

お話を踏まえまして，二点ほど質問させていただきます。ここでの取扱テーマは空港と

なりますが，九州全体で盛り上げていく取組をされていく中で，空港ビル事業者の方と連

携してやっておられることが現在あるのかどうか，ないしは今後やれたら良いと思われて

いることがあれば，教えていただきたいというのが一点。これも今日のテーマに関わりま

すが，マーケットを見るという観点。九州として見ておられるのが例えば韓国だったり，

最近では中国や台湾であったりするかと思いますが，そのようなところのお客様のニーズ，

九州に対するイメージ，どのようなところに行きたいかといったことのリサーチを，九州

観光推進機構さんとして，どのように取り組んでいらっしゃるかをお教え願えないでしょ

うか。 

 

髙橋専務理事本部長 

八つの空港があると申し上げましたが，空港はその土地の玄関ですから，何よりも皆様

にお願いしているのは，観光案内についてです。ようやく，福岡空港の観光案内所がカテ

ゴリー2に登録されたくらいで，まだまだ遅れておりまして，これを充実したものにしてい

きたいと思います。八つの空港全てが我々の会員でもありますし，我々も観光案内所に出

資をしております。そういった意味でも取り組んでおりますのが，空港や駅の案内所をま

とめて，情報交換の場を持つことです。空港は玄関ですので，その街のことを知っていれ

ば良いというものではありません。福岡空港に入った後に新幹線で鹿児島に行くので鹿児

島の情報が知りたいというお客様に，鹿児島のことは知りません，着いてから聞いてくだ

さいと言っては，身も蓋もありません。ある程度のことはわかっておいていただきたい。

また，案内所の方は市役所職員の方が多いのですが，お互いに顔も知らないので，電話も

かけられないということがあります。いよいよわからない時には電話で聞けるような，顔

つなぎの場としてお互いの研修会を開いています。少しでもお客様の利便性を向上させた

いという思いです。 

マーケティングについては，私どもは様々なところで観光プロモーションをしておりま

すが，その場では必ずアンケートをお願いして取るようにしています。どういった所に興

味があるか，どういったものが欲しいかといった項目を定点観測させていただいています。

先程お話ししたブランドイメージを考えた際には，インターネットを使ったアンケートを，

日本に来たことがある海外の方という条件をつけて，取らせていただきました。いろいろ

な風景をご覧いただいた上で，とのようなイメージを抱くかという調査をしたこともあり

ます。 

 

福田エグゼクティブディレクター 

いろいろと示唆に富んだお話をしていただき，ありがとうございました。 


