
平成30年９月宮崎県定例県議会

観光振興対策特別委員会会議録

平成30年９月25日

場 所 第５委員会室



- 1 -

平成30年９月25日（火曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

総合政策部、商工観光労働部、県土整備部

１．本県の国際線に係る現状と対策について

２．本県のクルーズ船に係る受入及び整備状

況について

３．交通機関を活用した外国人観光客の周遊

促進の取組について

○参考人意見聴取

持続可能な地域づくりを通した本県の観光振

興について

○協議事項

１．県外調査について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（11人）

委 員 長 黒 木 正 一

副 委 員 長 西 村 賢

委 員 星 原 透

委 員 井 本 英 雄

委 員 松 村 悟 郎

委 員 二 見 康 之

委 員 日 髙 陽 一

委 員 太 田 清 海

委 員 満 行 潤 一

委 員 重 松 幸次郎

委 員 井 上 紀代子

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

総合政策部次長
松 浦 直 康

（政策推進担当）

総合政策部次長
鶴 田 安 彦

（県民生活担当）

総 合 政 策 課 長 重黒木 清

総 合 交 通 課 長 小 倉 佳 彦

商工観光労働部

観光経済交流局長 酒 匂 重 久

観 光 推 進 課 長 岩 本 真 一

スポーツランド
丸 山 裕太郎

推 進 室 長

県土整備部

港 湾 課 長 江 藤 彰 泰

空港・ポートセールス
横 山 義 仁

対 策 監

意見聴取のために出席した参考人

J T I C . S W I S S
山 田 桂一郎

代 表

事務局職員出席者

政策調査課主査 持 永 展 孝

総 務 課 主 幹 木佐貫 真 一

本日の委員会の日程についてで○黒木委員長

ありますが、お手元に配付の日程（案）をごら

んください。

本日は、午前中に総合政策部、商工観光労働

部、県土整備部から、本県の国際線やクルーズ

船の状況、それから外国人観光客の周遊促進な
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どについて説明をいただきます。

また、午後から参考人のＪＴＩＣ・ＳＷＩＳ

Ｓ代表の山田桂一郎氏より、持続可能な地域づ

くりを通した本県の観光振興について、意見聴

取を行う予定にしております。

その後、委員会の県外調査等について御協議

いただきたいと思いますが、このように取り進

めてよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○黒木委員長

します。

それでは、執行部入室のため暫時休憩いたし

ます。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

それでは、委員会を再開いたし○黒木委員長

ます。

本日は、総合政策部、商工観光労働部及び県

土整備部に御出席をいただきました。国際線や

クルーズ船の状況、それから外国人観光客の周

遊促進などを説明した後、質疑を行いたいとい

うふうに思います。

執行部の皆さんの紹介につきましては、お手

元に配付の出席者配席表にかえさせていただき

たいと存じます。

それでは、概要説明をお願いいたします。

おはようございます。総○日隈総合政策部長

合政策部長の日隈でございます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。委

員の皆様には日ごろより観光振興、そして交通

対策、大変お世話になっております。この場を

お借りして御礼申し上げます。資料のほう、こ

れから座って説明させていただきます。

お手元にお配りしております観光振興対策特

別委員会資料をおめくりいただきまして、目次

をごらんください。本日ですが、初めに、本県

の国際線に係る現状と対策について、そして２

番目が、本県のクルーズ船に係る受け入れ及び

整備状況について、最後に、交通機関を活用し

、た外国人観光客の周遊促進の取り組みについて

この３項目について御説明いたします。

これから詳細につきましては、各担当課長か

ら説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

冒頭、私からは以上でございます。

。○小倉総合交通課長 総合交通課でございます

委員会資料の１ページをお開きください。本県

の国際線に係る現状と対策について御説明をさ

せていただきます。

まず、現状でございますけれども、宮崎空港

、 、 、発着の国際線につきましては 現在 ソウル線

、 、台北線 香港線の３路線が運航しておりまして

いずれの路線も本県経済の活性化、県民の利便

性向上を図る上で重要な交通基盤となっており

ます。

昨年度、平成29年度は、ソウル線につきまし

てはアシアナ航空が冬期増便、３便から５便と

なっております。それからＬＣＣイースター航

空が12月に就航いたしまして、また台北線が３

月に週２便から週３便に増便をしたというとこ

。 、ろでございます そういったこともありまして

国際線の利用者数は、昨年度、定期便のみで初

めて10万人を突破しまして11万925人となりまし

た。

また、資料にはございませんが、先週金曜日

にも発表されましたが、今年度につきましても

引き続きアシアナ航空が、ことしの12月から来

年の３月まで週５便に増便することが決定いた

しましたので、ここで改めて御報告をさせてい
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ただきます。

続きまして、課題でございます。

、 、まず１点目は 香港線の関係でございますが

平成27年３月に就航して、インバウンド・アウ

トバウンド双方向で利用促進、それから運航経

費などの支援などを行って路線維持に努めてま

いりましたが、先方から路線収支の赤字を理由

に、10月末の冬ダイヤから運休するということ

が公表されたところでございます。現在、他の

航空会社等に対する誘致活動などを行って、で

きる限り早期に運航されるよう取り組んでいく

必要があると考えております。

また、２つ目でございますが、安定的な運航

のためにはインバウンドだけではなく、アウト

バウンドの割合をふやしていくという必要があ

るというふうに考えております。依然として、

やはり少ない状況にあるということでございま

すので、県民に対するさらなる利用促進が必要

であると考えております。

下に、平成29年度の日本人の利用割合を書い

てございますけれども、ソウル線が13％、台北

線が27.5％、香港線が10.8％ということになっ

ております。ソウル線につきましては、やはり

いろんな国際情勢等によってですとか、あとは

イースター航空、ＬＣＣが就航したというとこ

ろもありまして、若干下がっているというよう

な状況ではございます。

３つ目でございますが、チャーター便の話で

ございます。訪日需要の旺盛な中国本土ですと

か東南アジアからの観光客を取り込むために、

新規路線の開拓が必要でございますが そういっ、

たところのチャーター便の誘致に向けて情報収

集、セールス活動を今後積極的に行っていく必

要があると考えております。

利用状況でございます。表にございますけれ

ども、全路線で今年度に関しましては、70％を

超えている状況でございます。特に今年度と昨

年度の比較でいきますと、ソウル線がやはりＬ

ＣＣが就航したことによって、利用者数が大幅

に伸びているというような状況の中で搭乗率も

そんなに下がっていない、逆にふえているとい

うような状況でございます。

また、台北線につきましては、週２便から週

３便になって、やはり搭乗率は下がってきてい

るというような状況でございます。利用者数と

しては、前年度より少し上がっているというよ

うな状況でございます。

香港線に関しては、休止が残念ではあります

が、順調に伸びてきているというような状況で

ございます。

現状と課題については以上でございます。

また、２ページのインバウンド対策について

は、後ほど観光推進課長のほうから説明がある

というふうに考えております。

引き続きまして、３ページ、アウトバウンド

対策につきまして、平成29年度の主な取り組み

でございます。

県民への路線ＰＲや利用促進ということでご

ざいまして、イベント等を活用したＰＲでござ

います。

、ことし１月には台北線の利用促進を図るため

県民向けのイベント、これはみやざき台湾文化

祭というものでございましたけれども、ＪＡア

ズムで開催いたしまして２日間で約１万5,000人

が来場して、県民向けの台湾ＰＲを行ったとこ

ろでございます。

それから、３路線に関しましては、ＰＲをす

るためにラッピングバスを宮崎交通などが協力

して運行させたというところでございます。

それから、直行便を利用した県民に対する渡
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航支援でございますが、こちら引き続き４種類

のメニューがございまして、４人以上で行く場

合のグループ交流促進、それからパスポート取

得、それから修学旅行等の支援、それからビジ

ネスサポートの支援をさせていただいてござい

まして、グループ交流では2,000人以上、パスポ

ート取得で言えば1,500人以上の方の支援をさせ

ていただいたところでございます。

それから２つ目、要望活動でございます。直

行便を運航している航空会社の本社、現地旅行

会社に対して、知事、それから県議会とともに

訪問して、要望活動や意見交換を実施させてい

ただいたというところでございます。

昨年度に関しましては、知事のトップセール

スということで言いますと、チャイナエアライ

ンやアシアナ航空、香港航空、それぞれ各本社

に対して１回ずつ訪問させていただいたという

ところでございます。

それから、３つ目でございますが、チャータ

、 、ー便の要望活動は 上海の旅行会社を訪問して

チャーター便を運航するための情報収集やセー

ルスのほうを実施しております。

（２）平成30年度の新たな取り組みでござい

ますが、台湾への修学旅行プレゼン大会がござ

いまして、本県の高校生に台湾への興味を持っ

てもらうということと、直行便を活用した修学

旅行の増加というのを目的に、高校生みずから

が修学旅行プランを提案してプレゼン大会を行

うということを６月に開催いたしました。

、 、６校13チームが参加しまして 上位２チーム

この２チームというのは佐土原高校と日向高校

でございましたけれども、こちらの生徒が提案

、した各プランをモニターとして体験するために

９月、それから10月に台湾を訪問するというこ

とになってございまして、その後も県内の高校

生等に対して、そういった自分たちの経験談を

語っていくために、イベント等を通してＰＲを

していただくという方向で検討しております。

また、財団法人韓国訪問委員会との協約締結

ということで、韓国訪問委員会とは、韓国の公

共交通機関ですとか、流通企業ですとか、公的

機関などで構成される財団法人でございますけ

れども、韓国におけるいろんなおもてなしです

とかインバウンドなどの事業を展開している財

団でございまして、そこと宮崎県が、ことし６

。月に協約を締結したというところでございます

相互交流の拡大ということで、この９月には県

内の短大生４名と教授が韓国を訪問して、現地

企業の見学、大学との交流活動などを実施して

おります。

また、３つ目、アンダー29キャンペーンとあ

りますが、本県の若年層がさらなる渡航拡大を

図る必要があると考えておりまして、29歳以下

の県民を対象としまして、通常はパスポート取

得支援は5,000円か、または片道の場合は3,000

円でございますけれども、それにプラス1,000円

を加算して支援をするということで、より若い

層の渡航を図りたいというふうに考えていると

いうところでございます。

アウトバウンド対策としては以上でございま

す。

説明は以上でございます。

観光推進課からはインバ○岩本観光推進課長

ウンド対策について御説明します。

申しわけございません、資料１ページ戻って

いただきまして２ページをお開きいただきたい

と思います。

現在、国際定期路線のあります韓国、台湾、

香港に対する誘客対策について御説明をしたい

と思っております。
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まず （１）平成29年度の主な取り組みでござ、

います。

①でございますが、海外旅行会社等へのセー

ルスにつきましては、市町村や観光事業者と連

携して、記載のとおりセールス活動を実施した

ところでございます。

また、②のとおり、現地旅行者やメディア関

係者、インフルエンサー等を招請してのプロモ

ーションや旅行会社とタイアップした旅行商品

の販売促進等を行いました。

さらに、③の現地で開催されます旅行博や商

談会への出展、そしてさらに④のとおりテレビ

や雑誌などの現地メディアを活用したＰＲにつ

いても実施をしたところでございます。

次に （２）の平成30年度の新たな取り組みに、

ついてでございます。

①の現地プロモーションの実施としまして、

韓国ケーブルテレビの日本専門チャンネルを活

用したＰＲや、これは既に実施しましたけれど

も、台湾の桃園市との交流協定締結を契機とし

ました農業博覧会での観光ＰＲ、そして今週29

日から香港で開催されますＪＮＴＯ主催のイベ

ントへの出展。そして台湾や香港の大規模百貨

店で開催される物産展での観光ＰＲなどを実施

いたします。

また、②については、これは７月に実施済み

でございますけれども、香港から体験型の教育

旅行を初めて受け入れたところです。宮崎空港

そばから青島までのサイクリングなどを楽しん

でもらいましたけれども、大変好評でございま

した。

また、③にありますように、訪日外国人の受

け入れ環境づくりとしまして、ことし８月１日

から九州・山口各県の共同運用によります多言

語コールセンターを開設して、15言語で24時間

年中無休のサービスを提供しております。

さらに④でございますが、香港事務所や上海

事務所のＳＮＳを活用して、本県の観光情報の

発信にも取り組んでいるところでございます。

インバウンド対策については以上でございま

す。

引き続き説明してよろしいでしょうか （発言。

する者あり）

済いません、続きまして、資料の４ページを

お開きいただきたいと思います。

本県のクルーズ船に係る受け入れ及び整備状

況について御説明いたしたいと思います。

まず、１の寄港状況でございます。

表をごらんいただきたいんですけれども、平

成24年には中国クルーズ市場の成長によります

配船の増加などに伴いまして、本県でも外国か

らの寄港が14回と大幅に増加し、合計20回の寄

港実績となりました。

、 、しかしながら 平成25年の欄でございますが

尖閣諸島問題の影響で国外からのクルーズがゼ

ロ回となったところでございます。平成27年に

油津港におきまして16万トン級の大型クルーズ

船の受け入れ体制が整いましたことで、平成28

年以降、それまで寄港できなかった大型クルー

ズ船が増加し、平成29年は外国船が30回、国内

船が10回、合計40回と過去最高を記録いたしま

した。

しかしながら、ことしに入りまして、他県の

港との競争の結果あるいは海外クルーズ市場の

変化などによりまして、航海数が大幅に減少し

ております。現在のところ平成30年は外国船が

９回、国内船が10回、合計19回の寄港見込みと

なっております。

次に、２の乗客状況です。これは県内の港に

寄港したクルーズ船から港湾管理者に提出され



- 6 -

平成30年９月25日（火曜日）

ます入出港届による人数でございまして、全て

の乗客が下船するとは限りませんが、平成29年

につきましては、一番下の合計欄にありますと

おり、外国船、国内船合わせて合計９万3,669人

と、平成26年の約11倍となっております。

また、次のページに参考として記載しており

、 、 、ますが 外国クルーズ船の主な発地 出発地は

上海が約半分を占めております。

次に、３でございますが、平成29年度の誘致

の取り組みでございます。

①にありますように、クルーズ船社や関連旅

行会社へのセールスにつきましては、県単独の

ほか日南市などとの合同セールスも実施してい

るところです。

また、②のクルーズ船社や旅行会社と関係者

を招請し 港や周辺観光地などを視察してもらっ、

ております。

また、③にありますように、他県の寄港地で

あります北九州市や下関市と連携して上海で誘

致セミナーを開催したり、国内で開催をされま

したクルーズセミナーや県ポートセールス協議

会による東京セミナーにおいて、船社など関係

先に情報発信をいたしました。

また ④のとおり 海外のクルーズガイドブッ、 、

クへの情報掲載も行ったところです。

次に、６ページをお開きください。

。４の各港の受け入れ状況についてであります

寄港時の受け入れにつきましては、地元市の

官民による協議会が主体となって行っていると

ころですが、各港での観光物産展や入出港時の

和太鼓演奏あるいは郷土芸能の披露などの歓送

迎イベントのほか、それぞれ趣向を凝らした取

り組みを行っているところです。

また、乗船客の多くが参加するバスツアーに

つきましては、資料の右端にございますとおり

各港、最寄りの観光地はもとより、ほかの市町

村の観光地などにも立ち寄っており、中には観

光列車「海幸山幸」を利用したツアーや油津～

飫肥間のサイクリングツアーなど新たな取り組

みも組み入れて、好評を博したところでござい

ます。

県といたしましては、今後とも地元自治体や

関係機関等と連携を密にしながら、クルーズ船

の効果的な誘致活動に取り組みますとともに、

クルーズ船で本県を訪れた方々が本県を再び訪

れたくなるような観光地の魅力づくりや情報発

。信等に取り組んでまいりたいと考えております

観光推進課からの説明は以上でございます。

港湾課でございます。引き続○江藤港湾課長

きまして、資料７ページ、５の港湾の整備につ

いて御説明いたします。

クルーズ船の受け入れ方針としましては、県

内３つの重要港湾におきまして、航路の幅や水

域の広さ、岸壁の水深のほか、船舶が安全に航

行、接岸するために必要な条件等が各港により

異なるため、それぞれの施設規模に応じて受け

入れを行っております。

また、港湾施設の利用につきましては、定期

貨物航路等の荷役作業の妨げとならないよう、

貨物船との利用調整を図りながら、物流を優先

した受け入れを行っているところであります。

それでは、港湾ごとに具体的に御説明いたし

ます。

初めに、細島港でございます。一番上の写真

をごらんください。

細島港では赤文字で示しております工業港地

区の水深10メートルの１号、２号岸壁でクルー

ズ船を受け入れております。この岸壁では週２

回月曜と木曜ですけれども、ＲＯＲＯ船と呼ば

れる貨物船が入港し、トラック車種等を乗降さ
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せる荷役作業を行っているため、岸壁の利用調

整を行った上で受け入れております。

寄港実績のうち最大入港船舶は総トン数約７

万5,000トン、全長268メートルのスーパースタ

ー・ヴァーゴで、現在出航している客船の中で

は中型クラス程度の大きさのものになります。

受け入れのための環境整備につきましては、

国土交通省の補助事業によりまして、昨年度か

らトイレ等休憩施設の整備に着手しており、今

年度中に完成する予定であります。

また、昨年７月に商業港地区の海の駅ほそし

まを核とした施設が、県内初の国土交通省のみ

なとオアシスに認定されております。

続きまして、宮崎港でございます。真ん中の

写真をごらんください。

宮崎港では、こちらも赤文字で示しておりま

すが、西地区の水深９メートルの11号岸壁をク

ルーズ船の寄港に利用しておりまして、これま

での最大入港船舶は総トン数約２万8,000トン、

全長193メートルの初代の飛鳥で、その他に同程

度の大きさの日本丸と小型クラスのクルーズ船

が利用しております。

宮崎港におきましては、市街地や高速道路に

も近いことから、ショッピングですとか背後観

光地等のアクセス環境の利便性を生かした誘致

に取り組んでまいりたいと考えております。

最後に油津港でございます。一番下の写真を

ごらんください。

油津港では赤文字で示しております東地区の

水深10メートルの９号岸壁と水深12メートル

の10号岸壁でクルーズ船を受け入れておりまし

て これらの岸壁では通常はRORO船ですとかチッ、

プ船等が荷役活動を行っているため、クルーズ

船は貨物船との日程調整、特に不定期で入港し

ますチップ船と早い段階から綿密な調整を行っ

た上で受け入れております。

寄港実績としましては、これまでにアジア地

域に配船されている中で、最大クラスの総トン

数約16万8,000トン、全長348メートルのクァン

タム・オブ・ザシーズが寄港しております。

クルーズ船受け入れに向けた整備状況としま

しては、平成26年から平成27年度の16万トン級

対応の整備に続きまして、昨年度は世界最大級

約22万トン級クルーズ船の受け入れも可能とな

る写真一番下の大型クルーズ船の寄港時だけに

設置する着脱式の係船柱及び防舷材を１基ずつ

整備したところであります。

また、これまで手狭でありましたツアー用観

光バスの駐車場につきましても、昨年度から岸

壁南側の埠頭用地、写真の一番右側の白い三角

形の部分になりますが、約１万平米の舗装工事

を進めておりまして、今年度完成する予定であ

ります。

また、今年度からはトイレ等の整備に向け、

現在設計を行っている段階であります。さらに

ことし５月には、細島港に続きましてみなとオ

アシスに認定されております。

県としましては、今後もより多くのクルーズ

船寄港が可能となるよう、既存施設を賢く使っ

た受け入れ環境の整備を行い、30の港湾で広域

的に受け入れてまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。

それでは、続きまして、○岩本観光推進課長

資料の８ページをお開きください。

上の枠内にございますように、国の調査では

外国人観光客が日本滞在中に欲しい情報としま

して、交通手段の情報というのが47.2％と最も

高く、二次交通に対するニーズが高いことがう

かがえます。ここでは、交通機関を活用した外

国人観光客の周遊促進の取り組みの状況につい
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て御説明したいと思います。

まず、１の外国人向け割引乗車券等について

でございます。

各交通機関では、外国人向けの割引乗車券な

どを用意しております。

まず、バスでございますが、宮崎交通が販売

しておりますＶＩＳＩＴ ＭＩＹＡＺＡＫＩ

ＢＵＳ ＰＡＳＳがございます。これは訪日外

国人旅行者が宮崎交通の全ての路線バスを利用

できる１日乗り放題乗車券で、１日1,500円と

なっております。宮崎空港や宮崎駅など県内各

販売所や、海外では韓国、香港、台湾の旅行会

社で販売をしております。４言語で対応となっ

ております。平成29年度の販売枚数は前年度

の1.5倍になったと伺っております。

次に、宮崎交通を初め九州・山口のバス、船

舶事業者加盟の運営委員会で販売しております

ＳＵＮＱパスでございます。九州島内及び下関

市周辺の高速バスと路線バスのほぼ全線が乗り

放題となります。

、 、このパスは 日本人も利用できますけれども

外国人旅行者向けにはさらに安く価格が設定さ

れておりまして、実際の利用者も外国人が約９

割を占めております。エリア日数に応じて6,000

円から１万4,000円で販売されているところで

す。

続きまして、ＪＲでございます。乗りおり自

由の外国人観光客向けの特別企画乗車券、ＪＲ

九州レールパスがございます。こちらもエリア

や日数に応じて7,000円から１万8,000円で販売

されております ＪＲ九州によりますと 平成29。 、

年度は約23万枚を販売したとのことでございま

す。

また、このほかにＪＲグループ６社で共同販

売しております全国版のジャパン・レール・パ

スというものもございます。

最後にレンタカーでございますが、ＮＥＸＣ

Ｏ西日本が管理する九州内の高速道路が定額で

乗り放題となるＫｙｕｓｈｕ Ｅｘｐｒｅｓｓ

ｗａｙ Ｐａｓｓがございます。こちらは外国

人旅行者が指定のレンタカー会社のＥＴＣカー

ドと普通自動車を利用した場合に対象となりま

すが、利用日数に応じてこちらも3,500円から１

万1,500円の価格帯で販売をされております。こ

ちらも年々利用が増加しているとのことでござ

います。

次に、２でございます。二次交通情報と観光

地情報を組み合わせたプロモーションを実施し

ております。個人旅行者、すなわちＦＩＴの増

加に伴いまして、隣県などと連携をして実施ま

たは今後実施を予定しているプロモーションに

ついて説明をさせていただきます。

まず、バス・ＪＲでございます。

１つ目は、福岡市、大分県などと合同でのＳ

ＵＮＱパスを活用した九州周遊ルートのＰＲ。

それから、南九州３県合同での観光地情報と

あわせたＪＲパス、ＳＵＮＱパス情報のＰＲ、

その他周遊バスや鉄道旅のＰＲなどを韓国、台

湾、香港向けに実施しているところです。

次のページをごらんください。レンタカーで

ございますが、北九州市、大分県と合同で旅行

会社やブロガーを招請するなどして観光ＰＲを

実施しておりますほか、南九州３県合同で香港

をターゲットにしたレンタカードライブ旅行の

ＰＲを昨年に引き続き実施いたします。

この写真の左側は、台湾の駅構内での大型ス

クリーンによるＰＲの状況でございます。また

右側は、レンタカードライブ旅行のＰＲのため

に招請したブロガーによる取材の状況でござい

ます。
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最後に、３でございますが、外国人にもわか

りやすい情報の提供についてでございます。

まず、バスですけれども、宮崎交通におきま

して、まず１つ目は、バス利用方法や観光地を

記載しましたＶｌＳＩＴ ＭＩＹＡＺＡＫＩ

ＢＵＳ ＰＡＳＳ これの４言語でのパンフレッ、

トの作成、配布を行っております。

また、車内放送の多言語化や主なバス停のナ

、 、ンバリング 車内で活用される指差し表の作成

そして５つ目にＧＰＳで最寄りのバス停や時刻

表を検索できます観光情報アプリＤＩＧ ＪＡ

ＰＡＮを導入しまして、訪日外国人旅行者の利

便性の向上に努めているところでございます。

、 、なお この①から⑤の導入に当たりましては

県が一部支援を行ったところでございます。

、 、 、また 次に ＪＲ九州でございますけれども

特急列車の車内放送で英語による案内を行って

おります。

最後に、レンタカーでございますが、カーナ

ビの多言語化のほか、九州レンタカードライブ

振興協議会がドライブマニュアルを４カ国語で

作成しておりまして、今年度は日本の交通ルー

ルを説明したマップの作成なども行う予定とし

ております。

以上、外国人の旅行者が、県内を周遊しやす

くするための一連の取り組みについて御説明し

ましたが、個人旅行者が安心して便利に、とい

うレベルにはまだまだ努力が必要な分もござい

ますので、今後とも官民が連携して外国人観光

客のなお一層の周遊促進に取り組んでまいりた

いと考えております。

観光推進課からは以上でございます。

執行部の説明が終わりました。○黒木委員長

委員の皆様で、御意見、質疑等ありましたら、

お願いいたします。

今の観光推進課の外国人観光客の○二見委員

周遊促進の取り組みについて、ちょっと先に伺

いたいんですけれども、一つ確認なんですが、

これは外国人だけを対象としたメニューになっ

ているんですか。

先ほど御説明しました割○岩本観光推進課長

引乗車券の中でＳＵＮＱパスというのがござい

ますが、こちらは日本人も利用できますけれど

も、その他の割引パスは、これは外国人向けと

いうことになっておりますし、あと２のプロモ

ーション、さまざまなプロモーションについて

も、訪日外国人向けの対策ということで取り組

んでいるところでございます。

。 、 、○二見委員 わかりました であれば 例えば

この１に関する外国人向け割引乗車券等につい

て、これは例えば１のバスであれば、１日乗り

放題乗車券1,500円の券があるということなんで

すけれども、これ普通に宮交で出している1,800

円の券もあると思うんです。考えると、単純に

言えば300円の補助を県がしているのかなという

ふうに思うわけなんですが、ほかの事業につい

ても県からの支援というのは、どういう形で今

しているのか。もしかしてしていないのかわか

りませんけれども、詳細をちょっと教えていた

だけないでしょうか。

このＶｌＳＩＴ ＭＩＹ○岩本観光推進課長

ＡＺＡＫＩ ＢＵＳ ＰＡＳＳについては、宮

崎交通さん単独の事業でございます。県の支援

等は行っておりません。昨年まで一応１日1,000

円ということで販売しておりましたが、ことし

から１日1,500円と500円値上げをして販売して

いるところでございます （ ほかは」と呼ぶ者。「

あり）

大変失礼しました。今のＶｌＳＩＴ ＭＩＹ

ＡＺＡＫＩ ＢＵＳ ＰＡＳＳでございますけ
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れども、最初にこの割引パスを導入をした際に

パンフレット等を作成しましたけれども、その

。際には宮崎県のほうが一部支援をしております

その後、自主運営という形で取り組んでおられ

るところです。

あと、ＳＵＮＱパスについては特に県の支援

等はございませんで、県の支援がございますの

は２のプロモーションですね、これは九州観光

推進機構ですとか、あるいは国の支援、補助な

んかもいただきながら、南九州３県で負担金を

出し合いながら取り組んでいる内容が２のプロ

モーションの取り組みになります。

あと３につきましても、先ほど申し上げまし

たようにバスの①から⑤の取り組みにつきまし

ては、導入時に県が一部支援を行ったというと

ころでございまして、あと情報提供の分の一番

下のレンタカーにつきましては、これは九州７

県、これは国も入りまして協議会を設立しまし

て、その中で費用も負担しながら実施をしてい

るものでございます。

１のＶｌＳＩＴ ＭＩＹＡＺＡＫ○二見委員

Ｉについてはわかったんですけれども、ほかの

ＪＲとかレンタカーについては全くタッチして

ないということでいいんですか。

申しわけございません、○岩本観光推進課長

割引乗車券等でレンタカーの分でＫｙｕｓｈｕ

Ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ Ｐａｓｓというのが

ございますが、これについてはいわゆるＰＲに

関して若干支援をしております。割引の補助は

しておりません （ ＪＲは」と呼ぶ者あり）Ｊ。「

Ｒはしておりません。

ここ辺のＰＲとか最初の導入のと○二見委員

ころで支援されたということですけれども、今

の現段階では県の予算というのはあまりないと

いうことなんですかね。

そうですね、県としまし○岩本観光推進課長

てはそれぞれの交通事業者、民間事業者と連携

しながら、役割分担をしながら進めていこうと

いう考えでございまして、既に独自に宮崎交通

さんあるいはＪＲ九州さんあたりも取り組みを

されておりますので、県の対応としましてはこ

ういった割引パスのＰＲを実際に海外からお客

さんを誘客する際に積極的にＰＲをしながら、

こういったものがありますよということで情報

提供をしているということでございます。

わかりました。○二見委員

総合交通課に確認ですけれども、これに関す

る特別な事業というのは余り聞いたことがな

かったんですが、全体的にＪＲ、バスはいろん

、なところに支援の形があるんでしょうけれども

この外国人向けの支援としては今、総合交通課

では何か取り組みというのはあるんですか。

先ほど来、観光推進課の○小倉総合交通課長

ほうから説明しています、こういう外国人向け

の乗車券に関しまして、総合交通課として何か

支援をしているということはございません。

ただ、いろいろと今後こういったものも、特

に今、個人客がふえているということで、こう

いう交通機関に乗っていただくということは、

我々にとっても重要だと思っていますので、い

ろいろと考えていく必要があるとは考えており

ます。

わかりました。○二見委員

我々もこの観光振興対策特別委員○星原委員

会なので、ここの最初の１ページに本県の国際

線に係る現状と対策とこうあるんで、これはこ

れでいいんですけれども、できればこういう場

合は資料として九州各県の資料を出していただ

いて、比較しながら本県の状況、他県との違い

とか、そういったのを見つけながらどういう対
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策をとっていくかというのが まず私は大事じゃ、

、 。ないかなと そういうふうに思ったところです

それと、ここに平成26年から書いてあるんで

すけれど、大体年度別に利用者数が１ページで

書いてあるわけですけれども。そうすると目標

数というのを掲げていって、前年度と比較して

どれぐらいの数にしていこうと、そのためには

何をしなくちゃいけないのか、どういう対応を

していかなくちゃいけないか、そういう目的を

しっかり持って決めていかないと 単純に終わっ、

てしまったとき、じゃ何が足りなかったのか、

計画に対して実行できなかった、数の面なら人

数の面が、なぜそこまで到達しなかったのかと

か、そういうのを読みながら、毎年やっていか

ないとふえていかないんじゃないかなというふ

うに思うんですよね。

それと、県のそれぞれ各部でいろんな対応を

韓国あるいは香港、台湾等ともやられているん

ですけれども、その連携がうまくいっているの

かなと。要するにアウトイン、どちらも伸ばし

ていこうとすれば、やっぱり教育委員会とかそ

ういうところとも連携をとりながら、学校関係

の部分が、小学校から大学なら大学まで入れて

もいいでしょうけれども、そういう部分でどう

いうことが行われているあるいはどういうとこ

ろが他県と比較して劣っているかとか、そうい

うことを細かくやっていかないと、なかなか厳

しいんじゃないかなというふうに思うんです。

そのような話し合いというか意見交換という

か、そういうのを次年度に向けて計画を立てる

場合には、そういういろんな部署が一緒になっ

て、それぞれ各部はこういうことを今やってい

、 、るんで これぐらいは伸ばしていけそうだとか

今こういう対応をしているあるいはこういうこ

とで協力してほしいとか、そういうことをやっ

ていかないと。各部ばらばらで自分のところの

毎年やっている中身をグレードアップするだけ

でいいのか、私はそういうことでは伸びないと

いうふうに思うんですよね。

だから相手にもよるんですけれども、アウト

インとも団体、個人、年齢別、いろんな形でど

ういうふうにターゲットを絞っていくか、こと

しはこういうことでやっていこうとか、毎年そ

ういういろんなことをやりながら調整していか

ないと、単純にこういう予算、こういう事業に

こういうふうに金を出しています、こういうイ

ベントをやりましたという報告では、果たして

アウトインどちらも伸びないと、そういう思い

があるんですが、どうなんでしょうか。

今ほど御指摘がありまし○小倉総合交通課長

た。

まず九州各県の情報につきましては、済みま

せん、なかなか情報として少ないところではあ

るかと思いますが、今後はできる限りわかって

いる情報については掲載していきたいなと考え

ております。

あと、目標に関しましては、確かに全体の空

港利用者数の目標としては、例えば今年度で言

えば310万人ということで目標はもちろん超えて

はいるんですけれども、路線別で、ソウル線で

は幾らだとか台北線では幾らとかそういったも

のというよりは、どちらかというと便数で単純

に割って計算して、おおよそこのぐらいはいく

。だろうというぐらいで確かに計算はしていたと

頭の中では例えば国際線全体で10万人いけばい

いだろうなというところはあったんですけれど

も、なかなか確かにそういう確定した目標とい

うものがなかったというところがありましたの

で、ちょっと今後そういったところをよくよく

検討していかなきゃいけないなというふうなと
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ころで、御指摘は踏まえたいなと思っておりま

す。

また、いろいろな各部との連携という意味で

は、先ほどアウトバウンド対策、３ページのほ

うでも御説明をさせていただきました。台湾へ

の修学旅行プレゼンテーション大会などという

のは、これは教育委員会にも実は審査委員にも

入っていただいて、高校生の提案を審査をして

いただいたというところもあります。学校関係

者とも毎年セミナーなどを開いて修学旅行への

促進などを我々のほうもお願いをして、できる

だけ若い人たちに興味を持っていただくという

機会をつくっていって そういったところで持っ、

ていきたいなというところでこのイベントも開

催しています。

実は我々も、ことし４月、５月に空港でアン

ケートを実施しておりまして、その中のアンケ

ートでは、実は国際線の利用者数というのは、

年齢層として50代、60代が多いというアンケー

ト結果が出ておりました 逆に言えば 10代 20。 、 、

代、30代が少ない。これは国の統計でも出てお

りまして、九州の中でも実は若年層の利用者と

いうのは最下位というような結果が出ておりま

す。確かにパスポート取得率も低いという状況

であります。

ですので、我々としてもそういったところを

踏まえて、アンダー29キャンペーンなどを、適

、宜こういった若い層への渡航拡大等を図ったり

修学旅行支援などをやって、いろんなデータも

、一応やってはいるところではありますけれども

御指摘も踏まえまして、各部との連携、いろん

な戦略も考えながら、今後とも対応していきた

いなと考えております。

あとパスポートの支援というのも○星原委員

出てきているんですけれども、私は宮崎県内の

県民がどれだけパスポートを何％とっているか

わかりませんが、できればやはり市町村とも連

、 、 、携して 各市町村何％ 目標何％ということで

やっぱり広く県民がそういうパスポートの所持

をどれぐらいしていて、どういう形でやってい

くかというのは そういうことをやることによっ、

て県や市町村が出している広報なんかにそうい

う情報を流す。そういうことで意識を啓蒙して

、 、いくというんですか パスポートとろうよとか

パスポートを持つことでやっぱり行くという、

そういう気持ちにさせていく。

あるいはそれぞれの国と宮崎県との間で、い

ろんな交流をしているんであれば、情報交流と

いいますか、こういうイベントが韓国では、い

つといつといつにこういった大きなイベントが

ある、台湾ではこういうイベントがある、香港

ではこういうイベントがある、逆に宮崎ではこ

ういうイベントがありますよ。そういう情報の

乗り入れとか、そういうのをやって、お互いに

それぞれがそれぞれの国々に向かっていろんな

意識を持たせる、そういったものもやっぱり一

方でやっていかないと なかなか伸びないんじゃ、

ないかなという気がするんです。そういうこと

についての話し合いというか協議とか そういっ、

たことはされていないんですか。

国際交流の分野は、○酒匂観光経済交流局長

私ども商工観光労働部が持っております。お問

い合わせのありましたパスポートの取得率でご

ざいますけれども、各年の12月末現在の数字に

なります。直近で言えば平成29年の12月末です

けれども、宮崎県は11.9％で41位という状況で

ございます。全国の平均が22.9％というところ

で、全国の平均の半分というところでございま

す。

議員が御指摘のとおり、国際理解、国際協力
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という観点で我々インバウンドですけれども、

アウトバウンドという意味でも外国に関心を

持っていただくことは大変重要だと思っており

ます。

したがいまして、商工観光労働部におります

外国の国際交流員が、それぞれの学校の総合学

習の時間等を利用しまして自国の紹介でござい

ますとか、授業の中でそれぞれの国の紹介等を

しております。

また 国際交流協会等と連携しながら国際フェ、

、 、スティバル等開催いたしまして 県民の皆さん

特に若い世代が外国に対して関心、理解を持っ

ていただくような機会の醸成に努めているとこ

ろでございます。

あと個人とか団体での観光という○星原委員

部分はある程度来ているかもしれません。これ

からはやっぱり経済交流だと思うんですよね。

やはり宮崎県も平成25年からだったと思うんで

すが、東アジア経済交流戦略ですか、あるいは

平成28年からグローバル戦略、そういういろん

な計画を立てるんですけれども、じゃ、どうい

う企業が宮崎市の企業と交流するか。宮崎の企

業が外国に、あるいは、外国の企業が宮崎にい

ろんなものを、お互いに、こういう企業がある

いはこういうものがないかとか、そういうこと

も探って。

経済の面、台湾は去年から、牛肉とかあるい

は焼酎なんかも少し価格が低くなってきたりい

ろいろしているわけですから、そういうものに

向けて一つ一つをどういう形で、宮崎県の経済

界の人たちと相手の経済界の人たちとの交流を

させるためには、どういうふうにしていったら

いろんな結びつきができるか。ただデパートで

イベントやって、年に１回とか２回やられてい

るんですけれども、それはそこに来た客しかい

ないわけで、それはそれで大事なんでしょうけ

れども。

私はやっぱり一つ一ついろんな企業同士の結

、 、びつきを どうやったらつないでいけるかとか

そういったことまでやっぱり県内の商工会議所

のメンバーならメンバー、あるいは農業団体な

ら農業団体の人たちとか、いろいろそういう形

で細かく今後はやっていくべきじゃないかなと

思うんですが、その辺については県としてはど

ういう考えを持っているのか。

経済グローバル化が○酒匂観光経済交流局長

進む中で、本県が海外と経済交流をさらに深め

ていくためには、議員がおっしゃるとおり、企

業間の取引を含め交流を活発にしていく必要が

あると思っております。そのためにはやはりお

互いがまずは信頼関係を結ぶというのが大変重

要であると思いまして、台湾では新竹県ですと

か桃園市等との交流協定等を結びまして、まず

は行政同士でしっかりと信頼関係を結び、その

上で商工会議所の団体の皆様とか、そういった

民間の方々の交流等をさらに重ねていくという

ことで信頼関係が生まれ、さらには経済交流の

取引、貿易等の取引にもつながっていき、また

人と人との交流等も活発になっていくのではな

いかと思っております。

商工観光労働部では、さまざまな機会を通じ

まして、まずはマッチングをする機会の提供で

すとか、そういったものに努めておりますけれ

ども、せっかく結びました経済交流協定、連携

協定等をしっかり生かしながら、さらに他の地

域とも交流等を深めてまいりたいというふうに

考えているところでございます。

私だけが質問するのもなんですけ○星原委員

れども、やはり宮崎県のやり方と九州各県、ほ

かの県の取り組み姿勢、予算、いろんな規模が



- 14 -

平成30年９月25日（火曜日）

ちょっと違うような気がするんですよね。だか

ら、その辺もちゃんと見直しをして、他県に学

ぶべきところは学んであるいはそれ以上に本気

でそれぞれの分野で交流を深めていこうとすれ

ば、宮崎県独自のいろんな形でまた、新たな政

策というかアイデア出したりしてやっていかな

いとなかなか厳しいんじゃないかなというふう

に思いますので、ぜひよろしくお願いします。

済いません、ちょっと今のに関連○井上委員

もするんですけれども、アウトバウンド対策の

台湾の修学旅行プレゼンテーション大会という

、 、の これは非常におもしろいと思うんですよね

ぜひやっていただきたい。親が負担できる金額

というのは、大体どのぐらいだというふうにし

て想定されているのかということは、とても大

事だと思うんですよね。やはり若いときに、一

度外国に行ってパスポートを持ったという経験

があるというのは大変重要なことなので、ぜひ

これを新たな形で膨らませてあげてやっていた

だけたらなというふうに思っています。

親が負担できる金額をどのぐらいの金額だと

いうふうに想定されているのかというのは、そ

のあたりは具体的にあるんですか。

済いません、質問の趣旨○小倉総合交通課長

が。

例えば、具体的にですけれども、○井上委員

私の孫は西高なんですが、今度オーストラリア

に行くんですよね。大体20万ぐらい親が負担を

しないといけない。だから全員は無理なんです

よね、その金額だと。それで国内と国外等で分

かれて行くわけです。親が外国を選択するとこ

ろもあれば、国内を選択するところもあるわけ

です。金額的に台湾だったら今幾らぐらいとい

うのが、オーストラリアよりかは低いのかなと

いうふうには思うんですが、できたらやっぱり

そのあたりも含めて、教育委員会なんかと具体

的に行けるところというか。

それと教育旅行なので、教育的な内容が加味

されていないといけないと思うんですね。西高

、の場合はホームステイになっているわけですよ

向こうに行って、大体２人ぐらいずつでホーム

ステイするというのが内容になっているんです

けれども。その中で語学だけではなく何を学ん

でいくのかということを、本人たちもちゃんと

リサーチしながらやっていくんだそうですけれ

ども、まだ、10月でしたかね、行くのは、そう

なっているんですけれども。

、やっぱりできるだけ教育委員会と一体として

アウトバウンドをきちんと、一度はパスポート

をとって、一度は行ったことがあるというのを

できるだけつくってあげたいというふうに考え

れば、そのあたりのところをうまく教育委員会

と一致させて、親もある程度負担ができる金額

だと１回高校生の時代に行くことができる。最

近旅行で、個人旅行で行く方も随分多いんです

けれども、ただ一つの大きな機会にはなるので

はないかなと思って、これ大変注目できる内容

。 、ではないかなと おもしろい取り組みというか

いい取り組みになっているんじゃないかなとい

うふうに思うんですけれども。

一応我々のほうで実績と○小倉総合交通課長

して、例えば台湾に修学旅行先として訪問され

ている高校さんですと、１人当たりの経費は大

、 。体15万から20万ぐらい 確かに高額な金額です

我々としては４つのメニューの中の１つとし

て、修学旅行等支援として１人１万円、場合に

よっては１万2,000円から4,000円と１人当たり

支援をさせていただいておりますので、なるべ

く経費負担にならないように、パスポート取得

についても、もちろん若者ですので、29歳以下
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ですので、負担をできるだけ下げるような方向

で考えているということで、それで若い人たち

に海外に目を向けてもらいたいなという方向で

施策を打っているところでございます。

委員がおっしゃるとおり、教育委員会との連

携をしながら、若い人たちにできるだけ早い段

階で海外に目を向けてもらうように、まさにそ

のために修学旅行のプランを自主的に学生に考

えていただいて、それを発表する機会を設ける

という場ですので、できるだけこういう機会を

今後とも継続してやっていけるように、そして

県内幅広にこういった高校に経験していただけ

るようにしていきたいなというふうに考えてお

ります。

具体的に言えば、行く先の学校と○井上委員

の、教育委員会が交流でもやっているような学

校が幾つかふえていけば、そこは物すごく大き

な力にはなっていくんではないかなと思うんで

すね。

私どもが民間で受け入れた韓国の高校という

のがあるんですけれども、そこだとやっぱり続

けて来ていただけるので、それと短期留学みた

いなのも受け入れることが可能なので、そうい

うのを具体的に丁寧にやっていただくと、それ

は大きな力になっていくのではないかなと思っ

ていますので、これはとても期待できる内容な

ので、いろんなバージョンがあるんだと思うん

ですけれども、それを丁寧にやっていただくこ

とを期待しておきたいと思います。

それと、もう一つ、おひとりさまお正月のプ

ランです。ひとり暮らしの女の方で、年配の方

、 、でお金を持っている方は どこかに行くんです

お正月。日本にいなくて海外に行っているんで

すよね。今回、私はたまたま夫がまだいるので

連れていってもらえないんですけれども 固まっ、

て結構ぜいたくな旅に行かれるんですよね。今

回は香港なんですが、香港に固まって行く。私

ちょっと小金持ちの皆さんて結構いらっしゃる

と思うんですよ。だから、その方たちのお金の

使い方ですよね、プレゼンの仕方というのを

ちょっと考えていただくといいのかなと思うん

ですよ。

今すごく高齢者の方たちの中で元気がいいの

は、さんさんクラブみたいなところがあります

が、旅行のプレゼンみたいな楽しい時間を持っ

てもらいたいということを、もうターゲットを

絞って、こういうのはどうだろうみたいなのを

ちょっとやっていただけるといいのかなと、旅

行会社さんもやっているんですけれども。上手

なお金の使い方ですよ。楽しい時間の使い方と

いう感じで、具体性がないと。なかなか名前だ

け、アウトバウンドってどういう意味、インバ

、ウンドってどういう意味という感じもあるので

できるだけ小金を持っていらっしゃる方を

ちょっと、何かお金を使っていただく、オレオ

レ詐欺ばっかりじゃなくて、そっちも使ってい

ただけるように何かできないのかなと、常々思

うんですね。

もっとフィットできるというか、ヒットでき

るというか、そういうのをちょっとやっていた

だくと。やっぱり行かなきゃ来ていただけない

ので 行かなきゃ来ていただけない そこをしっ。 。

かりと路線を守るにも行かなきゃというのは絶

対あるので、行くというそれが一番のやっぱり

交流でもあり信頼関係でもあると思うので、そ

こをちょっと丁寧にやっていただくといいのか

なというふうに思うんですけれども。

もっとターゲットを絞り込んだやつとか、具

体的にやっていただくといいかなというふうに

非常に期待しています。アウトバウンドは、そ
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ういう意味で言えば、いろいろな意味でこれは

経済に大きな力になるので、ぜひ頑張っていた

だきたいなというふうに思っています。

続けて、クルーズ船のことでちょっといいで

。 、 、すか クルーズ船も これは非常に期待できて

うちはもう今度宮崎カーフェリーがどんなふう

にして動くのかなというのが非常に私にとって

みれば期待なんです。

ちょっとお聞きしたいのは、油津港はやはり

そこに集中するわけですよ 集中というか集まっ。

てきて港に来ていただけるんですよね、クルー

ズ船に寄港していただけるんです。その後のお

もてなしです。それがどう具体的に、そしてま

た駐車場の問題とかいろいろありましたけれど

も、そのメニューの多さをどうしていくのか、

整理の仕方を、おりていただいた方をどうおも

てなしできるのかというのが、ちょっと本当に

もっと丁寧な取り組みがないと、なかなかこれ

、寄港しなくなったりされるともったいないので

ほかのところ行かれちゃ困るので、ここ丁寧に

やっていただきたいと思うんですが、どうです

か。特に油津港は集中しているところもあるの

で、ぜひ丁寧にやっていただきたいんです。

クルーズ船でみえられた○岩本観光推進課長

お客さんへのおもてなしということですが、先

ほど資料のほうでも御説明させてもらいました

けれども、地元の民間企業あるいは公的団体含

めて組織しています協議会を中心に、いろんな

受け入れの取り組みをしております。

その中で特徴的なものとしまして、例えば通

訳ボランティアを配置したりとか、あるいは高

校生が実際にクルーズで来られたお客さんを飫

肥の町なんかを案内したりとかいう形で、でき

るだけ地域の人と触れ合えるような機会を数多

く持ったりとか、あるいはさらにそういう機会

をふやすということで、体験型のメニューも取

り入れておりまして、先ほど御説明しましたけ

れども、油津～飫肥間のサイクリングツアーと

いうのを、ことしの４月に初めて実施をしたと

ころです。雨の中でしたけれども、いろんな地

域の人との触れ合い等もあって 非常に好評だっ、

たというふうに伺っております。

おっしゃられるように、クルーズ船でおみえ

になられる方は宿泊を伴いません。ですから半

日ぐらい、この港周辺に滞在して、また出てい

くということですので、この短い時間の間であ

りますけれども、観光地、特に人との触れ合い

というようなものをしっかりとやっていくこと

で次のまた機会に、リピーターにつなげていき

たいというふうに考えているところでございま

す。

寄港時間を短くされると困るわけ○井上委員

よ。寄港時間を長くしていただける、できるだ

け長く。そして消費額をふやしていただかない

といけないのね、経済活動がうまくそれとマッ

チしないといけないわけですよ。だから、そこ

をどういうふうに具体的にやれるのかというの

を、もっと日南市とも連携をしながらやってい

ただきたい。

そして、バスをイオンまで動かしているだけ

で済むのかという問題が、いろいろあると思う

んですよ。だから、ちょっとやっぱりできるだ

け多くの経済活動を熱心にやっていただかない

といけないんで、それだけ集まっておりていた

だくわけだから、そこを含めてもう少し丁寧な

対応というのを、具体性のある対応というのを

。取り組んでいただくといいなと思っております

イン・アウト対策なんですけれど○満行委員

も、このきょうの資料の２ページには、国際定

期路線のある３路線誘客対策と書いていますけ
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れども、パスポートを持っている人は大体その

年には行っている人も多いんじゃないかなとい

う思いもありますし、そういう視点から見ても

やはり、新規就航路線を開拓するには重要だと

思います。とりわけ、中国本土の路線というの

は魅力的なのかなと思うんです。この３路線以

外の海外旅行会社等へのセールスの実施状況は

どうなんでしょうか。

現在３路線以外で申し上○小倉総合交通課長

げますと、３ページの真ん中（１）の③にあり

ますとおり、昨年度末に中国、上海の旅行会社

等に訪問して、まずはチャーター便ということ

ですので、その情報収集、セールスを実施した

というところであります。

その状況を申し上げますと、やはり上海空港

自体がなかなか混雑空港で発着枠の空きがなく

、て簡単には飛べないということもございますし

それと、まずは鹿児島に中国便が飛んでいます

ので、そこからの誘客をしっかりやるべきだと

いうような御意見などもありました。まずは認

知度を高めないといけないというようなお話が

あって、今後も引き続きセールスなどを実施し

て、認知度を高めていく必要があるかなと思い

ます。

それ以外の地域でありますと、例えば最近の

誘客実績でありますと、東南アジアの対ベトナ

ム、インドネシア、シンガポールなどが考えら

れるところでありますが、今後こういったとこ

ろに対するチャーター便の誘致などは、昨今Ｌ

ＣＣなど、いろんな国際線などもいろんな空港

に飛んできているところもございますので、誘

致を実施していくチャンスがあるのかなと考え

ておりますので、今後検討していく必要がある

なと考えております。

中国本土だけでもＬＣＣは相当と○満行委員

まってきていますよね。上海だったらスプリン

グエアラインがあるし、そういう意味では上海

は２つ空港があるので、それでもなかなか厳し

いんでしょうかね。東南アジアもＬＣＣは相当

ありますので、ぜひ絞った営業活動も大事かな

と。佐賀空港に春秋は飛んでいるわけで、非常

にそういう意味では狙い目じゃないのかなと。

ぜひＬＣＣを狙って取り組みしていただきたい

なと思っています。

もう一つは、アウトバウンドが関係あるんで

すけれども、ハブ空港としての利用というか、

我々が出ていくときには関西空港、成田、東南

アジアと福岡というのがあるんですけれども、

しかしせっかくインチョンや上海に飛んでいる

わけですよね。飛んでいるその空港経由で、そ

れをハブとして、そこから出ていくという、そ

ういう商品開発というのを進めてほしい。我々

利用する側からすると、せっかく東南アジアに

飛ぼうと、中国に飛ぼうとしているのに、わざ

わざまた関西や成田行くよりは、今ある路線を

有効に活用する。そういう商品の開発というの

をぜひ進めてほしいと思うんですけれども、い

かがなもんでしょうか。

、○小倉総合交通課長 委員がおっしゃるように

例えば仁川、台北、香港というような、非常に

世界的にも大変なハブで、日本で言えば羽田や

成田に匹敵するような大変大きな空港でござい

ます。全世界の空港に飛んでいる直行便なども

ございますんで、我々としても確かに関西や福

岡などありますけれども、いろんな県内でのＰ

Ｒの場でも、そういったところから仁川、台北

などからでも行けるというようなアピールはし

ているところであります。確かに制度的にはそ

ういった支援ですとか、商品などへの支援など

ないというところではありますので、今後そう
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いったことも確かに既存路線の維持という意味

で大変重要なことでありますので、検討してい

く必要はあるかなとは考えております。

もう一つは、ここにも書いてある○満行委員

んですけれども、宮崎空港の搭乗口に設置して

あるデジタルサイネージで路線をＰＲ、もっと

もっとＰＲができるんじゃないのかなという思

。 、いもあるんですよね ３００万人乗降客がいて

なおかつその人たちは非常に飛行機に近い位置

にいる人たちなので その人たちを狙って やっ、 、

ぱりばんばんＰＲをすべきじゃないのかな。

全然話は違うんですけれども、スーパーに行

くと、欲しくもないのに一番底にＰＲのチラシ

が入っています。空港に行って、どっかでチラ

シみたいなのをわたすというか、それぐらい一

方的にやるとか、何かやってもらえば、県民に

もっと海外にも近くなるのかなという気がして

いるんですよね。デジタルサイネージも１カ所

非常に迫力ありますけれども、中にも置いてい

ただければ、どうせ30分や１時間ぐらいみんな

出れないわけで、１回入ってしまうと、非常に

効果があると思うんですよ。チラシとかこうい

うデジタルの戦略で、やっぱりもっともっと宮

崎県の皆さん、海外意識しましょうというＰＲ

ができないもんかなと思っています。お金はそ

んなにかからんで取り組みできるんじゃないか

と思うんですけれども、いかがでしょうか。

確かにデジタルサイネー○小倉総合交通課長

ジのように１カ所でＰＲもやってございますけ

れども、例えばまつり宮崎などのイベントです

とかイオンなどでの各季節ごとにやっておりま

すイベントなどでも、おっしゃるようなビラ配

りですとか、チラシを相当な枚数を刷って配っ

ているというようなことは実施しております。

そういったことを定期的にやるということで

あれば、多少予算的な部分も考えなきゃいけな

いところもあるとは思いますけれども、できる

だけ幅広に、非常に近くに空港があるという利

便性というのは、なかなか全国的にもないとこ

ろでありますし、アウトバウンドという意味で

は、ぜひ県民に使っていただきたいという気持

ちは我々は持ってございますので、広くいろん

な機会を使ってＰＲをしてまいりたいというふ

うに考えております。

私としては、空港利用者にやっぱ○満行委員

りもっともっとアプローチすべきかなという思

、 。いがありますので 質問させていただきました

以上です。

済いません、少しお話し○日隈総合政策部長

させてください。

まず、航空路線の誘致の関係で、今満行委員

、 、 、からもお話もありましたけれども 北京 上海

中国本土、実はなかなか外交問題も含めて、中

国本土から日本との路線というのはちょっと

思ったより厳しい状況がございます。

また、アジア諸国を見ると、中国人の海外旅

行が非常に多かったんですけれども、今ちょっ

と下がってきて、今一番は韓国ですね。ＪＮＴ

Ｏの資料を見ても、韓国人の海外旅行の旺盛さ

は尋常じゃありません。

ただ、課題でもちょっと省略はしております

が、宮崎と韓国の関係で言うと、やはり向こう

の方は寒いので宮崎に来る。これで冬の便が増

便になったというアシアナの報告もありました

けれども、この後、イースター航空も増便の計

画を今検討されているんです。冬場は多いんで

すが、やっぱり４月から夏にかけて７月までが

非常に飛行機のほうも少ないし、宿泊客も少な

いと。ここがネックで、ホテルの建設もなかな

か容易に進まない、要するにホテルで言うと稼
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働率の問題があるというようなところもあるの

で、そこのところを何とかしていかなくてはい

けないのかなというふうに思います。まず、課

題をちょっと申し上げておきたいと思います。

そうして、飛行機の関係でいくと、やっと300

万人を乗降客数突破して310万人に上げました。

今年度は多分330万人まではいくと思うんです

が、350万人、史上最高の数字というのは、なか

。なか容易ではないのかなと正直思っております

それはなぜか、340万人が乗っていたころに何が

あったかと言うと、実はシーガイアがあったん

ですね。やっぱり通年で遊べるコンテンツとい

うか、一つ大きいのがあったという時代があり

ました。それがないというのが一つ大きいのか

なというふうに思います。宮崎もう一つ目玉が

あると違うのかな。

さりとて、我々は黙ってこのままというわけ

にいきませんので、やはりどう宿泊を１泊でも

伸ばしていくかということと、先ほど井上委員

からありましたように、消費額をどう伸ばして

いくかという課題があろうかと思います。

中国系の観光客は一つお金を使っていないの

は、ペイの支払いですね。中国人はカードを使

いません、ペイで払っています。これをもっと

もっと普及して、気軽にお金を使えるような、

お客さんの層からすると、そうお金持ちでもな

いところもありますので、やはり簡単にお金を

使ってもらえるような環境と、行った先でやっ

ぱりいい商品、買えるような商品、特に宮崎県

産品を何かうまく買ってもらえないかなという

ことを含めて、消費額を伸ばしていく必要があ

るのかなというふうに思います。

もう一つ、星原委員からありました経済交流

の関係で申し上げると、確かに台湾と宮崎牛も

、輸出できるようになって交流してきたんですが

いざ向こうと取引するということになると、例

えば今宮崎銀行はお１人駐在で、今度２人目か

わられたんですけれども、取引すると向こうは

値切るというか値段を下げるということもあり

ますが、要は資金をどう確実に回収していくか

と言うと、ここ銀行さんの世界で信用調査もや

られて、確実にお支払いいただけるという体制

が整って、ロットを相手に提供していく。お金

をちゃんと回収するということが、これがしっ

かりできるかどうかというようなところ。

香港で言うと、香港のこの商慣習というのは

極めてレベルが高くて 宮崎のものがいいとなっ、

たら買います。買うけれども、どれだけ値切る

かということをやられるもんですから、これは

我々の宮崎牛にしても、キャビアにしても、そ

う値切って出す商品じゃないんです。

そこら辺も含めて、金融も含めて、うまくそ

このところをやっていかないといけないという

のは、ちょっとやはり宮崎の経済の力がそこの

ところはないのかな、厳しいのかなということ

も含めて課題としてあります。

ですから、これからについては冒頭申し上げ

たとおり、外交の問題も敏感に感じながら、人

の流れも感じながら、そして経済の関係、いず

れも情報収集しながら、九州各県と一緒にやる

んですが、できたら一歩先に情報をとれるよう

なことも含めて、敏感に臨機応変に対応してい

かないと、なかなかこのアジア諸国、一筋縄で

はいきません。そんな感じでずっと私もここ２

年させていただいてますけれども、その中でで

きる限りいい方向で進めていけたらなと思いま

すので、いろんな情報ございましたら、また教

えていただくとありがたいなと思います。

済いません、失礼しました。

ＪＮＴＯの活用ですよ、これは徹○井上委員
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底的にやっていただきたいと思うんですね。私

は４月にイタリアに行きましたときに、イタリ

アのＪＮＴＯの機関のスタッフは全て女性の方

でした。宮崎県はどういう県なのかということ

を御紹介したときに、宮崎の紹介は鵜戸神宮で

した 宮崎は鵜戸神宮が紹介のパンフの中に載っ。

ていたんですが、そのときに宮崎のことちょっ

とお話して、五ヶ瀬のスキー場の話をしたらも

う、すっごく驚いておられて「南国でスキーで

すか」みたいな話まで出たところです。

ＪＮＴＯというのは、非常に細々に、行った

先の国々で丁寧な活動をしておられます。です

から、このＪＮＴＯをどううまく活用するかと

いうことは、宮崎ってこんなとこですよ、いい

とこですよというのをどう活用していくのかと

いうのは、皆さんの力じゃないのかなと思うの

で、この機関を徹底的に使いまくっていただく

といいなというふうにイタリアに行って、本当

つくづく思いました。

ですから、ぜひ国の機関でもあるので、これ

は情報をどんどん送ったり、丁寧な仲よくなる

というか、そういう関係をつくり上げながら、

ここを利用していただけたらというふうに思っ

ています。済いません。

今、部長がいろいろ言った点はそ○星原委員

れで理解するんですけれども、やはりこれから

国際交流ちゅうかそれぞれの国との人間関係つ

くっていくのには、やっぱりその相手の人たち

とどれだけ信頼関係を持った、懐に飛び込んで

いって信頼関係を保つ、そういうところから今

度はまた紹介を受けていく、そういう形でやら

ないと、表面上のつき合いしている分にあくま

でも相手も表面上なんですよね。やはりある部

分は相手の懐の中に行って、逆にこういうこと

で困っているんで、こういうことに何とか力貸

、 、してくれとか こういうことはできないかとか

いろんな問題を投げかけていって やっぱりやっ、

ていく。

通常は何にもしていなくても、今この携帯な

んかでやると、簡単にスタンプでポンと押して

相手とやりとりするだけでも、常に連絡をお互

いにできるわけなんですよね。ですから、それ

ぞれの分野の人、教育関係だったら学校の校長

先生とか、向こうの校長先生との交流、あるい

は子供同士でもそういうことを利用しながら、

ちょっとした挨拶ぐらいでぽんとやりとりをす

るとか、いろんなことを少しずつでもそういう

流れをしっかりつくっていかないと 先ほど言っ、

たようにデパートで、じゃ物産展やった。それ

だけではなかなかつながりがないと私は思いま

す。

これから本格的にやっていくなら、韓国とで

もそうですし、台湾でも中国でもどこでもいい

んですけれども、香港でも、やっぱりそういう

中に入った担当者の人がどれだけ人間関係をつ

くって帰ってこれるか、別に行かなくてもやり

とりができる方法はいろいろ今あるわけですよ

ね。そういうものを駆使しながら、どうやるか

ということを考えていかないと、行ったときに

名刺交換して、ただ帰るだけだったらそれだけ

、 。の 向こうもそういう関係でしか見ませんから

やっぱりここの、あるいはこの人たちと、ある

いはこの会社ととか決めたときには、そことど

うやって深く入っていけるか、どういう方法を

とったらいいかとか、そういうことをやってい

かないと、なかなかそう簡単にいかない。

台湾で例にとっても桃園市なんて220万ぐらい

の人口ですから、宮崎県の倍ぐらいの人口、台

中市なんて280万ぐらいの人口です。鹿児島県と

宮崎県を合わせたぐらいの人口なんですよね。
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単純にただ台湾と言っても、市とか県とかそう

、 、いうところあたりの人口比から言っても じゃ

それぐらいの違いがあるところとつき合おうと

するわけですから。そうなるとやっぱりそれな

りのつき合い方しないと、じゃ、宮崎県でも延

岡から都城まであるわけですから、市町村があ

るのと一緒で やっぱりそのある程度目的を絞っ、

て、そういう中に入っていくんで、いろんな人

、がそれぞれ違うところとそういう連携というか

交流ができるようにやっていく形をやっていか

ないと、本格的な国際交流とかあるいはいろん

な形での人間関係というのは出てこないと思う

んで。

だから、どこまで行政が入っていくかとなる

と、行政は行政同士のつながり、民間は民間同

士の 我々議会は議会同士のつながり そういっ、 、

たものをうまくかみ合わせてやっていくことが

大事じゃないかなというふうに思いますね。

この前、一般質問をして、それで○井本委員

岩切章太郎さんの本を２冊ほど読ませてもらっ

た。岩切章太郎さんという人はともかく、美に

対する関心が非常に強い方だなという印象を受

けましたね。ともかく全てのものを１枚の絵に

仕立て上げるという。だから堀切峠なんかも、

あそこの植えるのも何を植えようとか、やっぱ

りソテツが一番いいちゅうようなことで植えた

とか、こどものくになんかをよく考えてみると

庭園にしてあるんです、あれね、何か結構有名

な人がデザインして庭園にしたとか、そういう

。 「 、 、 」ふうに 彼は 人工の美 自然の美 人情の美

、 、と こういうような言い方していますけれども

とにかく美というものに対して非常に関心が強

い。

。恐らくこの宮崎県は見るものがほとんどない

名所旧跡というのはほかのところに比べたら、

この宮崎には国宝なんてないんだから。ほかの

ところには国宝ちゅうのがあるんだけれども、

この宮崎には重要文化財ちゅうのはあるけれど

も国宝がないというね。本当にそういう見るも

んがないところを見せようというのは、やっぱ

、 、 、り確かに自然の美 人工の美 そして人情の美

この美というものは、今でも私は通用すると思

うんですけれどね。

そういうことからすると、やっぱり岩切章太

郎さんだったからね、ああいう強引なこと、強

引といったら強引だけれども、自分のやりたい

ことやれたのかもしれんなという感じがするん

だ。やっぱりそういう宮崎の特徴をつかまえて

観光を呼び込むちゅうのはですよ、そういう一

番上に立つ人が、やっぱりそういう美的感覚を

しっかり持ってリードしていくということが、

どうも宮崎の場合、特に大切じゃないのかなと

私なんか本読んで、そう思ったんですね。

そういう意味で、ＤＭＯか何かはこれをつく

るとなっているから、例えばの話ですよ、どっ

かの有名な芸術家なんかを連れてきて頭に据え

て、そういう施設をやってもらうと。そんなこ

とをしてみたら、もう一回宮崎の美を。

えびの高原なんかもね、今行くと、そんな美

しくいいと思わないんだよね。あのころはやっ

。 、ぱり美しかった 何で美しかったのかと言うと

本当きめ細かいところで気を遣っているんです

よね、彼がね。そういうものが失われてしまっ

たんじゃないのかなと。青島にしても、こども

のくににしても。そういうきめ細かい美しさと

いうのが失われてしまったのが一つ観光宮崎が

衰退した原因かもしれんなというふうに。そう

いう一つ、一番上に立つ人の美的な感覚がある

人を据えたらどうかなというのを一つ。

それから議会で質問したんだけれども、言わ
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れるようにおもてなしですね。彼はとにかく自

分とこの宮崎交通の採算は二の次だと言ってい

。 、るんですよね とにかく皆さんに喜んでもらう

楽しんでもらう、それが財産。

だから皆さん方、ここで経済がどうのこうの

言うの先に立つと、私はお客さん逆に来んと思

う。それははっきりおもてなしの逆の考え方だ

と思うんですよね。もちろんそういう腹の底に

は、もちろん計算はあるかもしれんけれども、

それを先に出してしまうと、それはおもてなし

と全く逆だと思うんですよ。

岡山の人たちがわざわざ、何で観光で宮崎に

人が行くのかと言って、わざわざ岡山県庁の人

が宮崎県に来て見たら、見るものはほとんど、

これは岡山と余り変わらんと、むしろ岡山のほ

うがいいと。しかし旅館に入って接してもらっ

たとき、観光バスに乗ったときのガイドさんの

接し方、そのとき向こうが言ったのは「なるほ

ど、サービスもまた観光資源なんだ」と、こう

いう言い方をしとるわけでね、これはもうおも

てなしですよ。

観光宮崎になったとき、前はこの２つはかみ

合っていたんじゃないかなという気がする。昔

とは違うと言われればそれまでだけれども、あ

んまり他の観光地と変わらんのじゃないかなと

私は思うから、そういう観点からも一度模索し

てみたらいかがかなと、答えは要りませんけれ

ども。

済いません、ちょっと一つだけ確○日髙委員

認させていただきたいんですけれども。今から

またいろんなところに定期便をふやすという話

があるんですけれども、僕が一番心配している

のが香港線なんです 香港線の誘致活動を今行っ。

て、これから運航に当たるまでどれぐらいの期

間がかかるものなのかなという質問なんですけ

れども、お願いします。

一言で申し上げますと、○小倉総合交通課長

相手がいる話ですので、何とも言いがたいとい

うのが実態かなと思います。我々としては、香

、港に拠点を置く航空会社に対して誘致というか

会社を訪問させていただいて、現にいろいろと

話し合いをさせていただいている状況ではあり

まして、今のところ何か進展があるということ

ではもちろんございませんけれども もちろん10、

月ダイヤが終わってすぐにということでもござ

いませんし、今後いつからということは今のと

ころ確約はできておりません。今後の交渉次第

というような状況でございます。

77％で伸びている中で、本当に悔○日髙委員

しいな。そしてまた県もそうですけれども、い

ろんな業種の方々が香港に出向して力を注いで

きた方がたくさんいらっしゃる中で、この便が

なくなるというのは本当に大きな問題だなと

思っておりますんで、一日でも早くスタートし

ていただきたいなと思っております。

また、先ほどの話なんですけれども、満行委

員もおっしゃるとおり、情報力がないと本当に

いけないなと思ってたんですけれども、例えば

今スポーツでも本当に交流がある中で、例えば

スポーツでのアウトバウンド、例えば青太に出

ましたという方々に、例えば香港、台湾のスポ

ーツの情報をどんどん入れてあげるとか、本当

にターゲットをちょっと入れて、もちろんイオ

ンだったり、お祭りで発信するのもいいのかも

しれませんけれども、情報を求めている人たち

のところに、必要な情報をぽんと持っていくこ

とによって、どんどん流れができるんじゃない

かなと思っております。

あとは例えば 社員旅行にも既に行っていらっ、

しゃる方のところに持っていくとか。あと僕は
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地元消防団なんですけれども、消防団の方で香

港にいらっしゃった方がいらっしゃって、香港

の情報をどんどん発信する方です。消防団は今

大分変わってきましたけれども、年に１回、２

年に１回旅行に行きますよという、既に旅行に

行くパターンが決まっているとこに、そういう

情報をぽんと置くことによっていかれるんじゃ

ないかなと思うんですよね。香港の情報が、僕

の地元の消防団に流れて、じゃ、香港に行こう

よ、と結構盛り上がっていたんですけれども、

そのときにこの情報が入って行けなくなっ

ちゃって、便がなくなっちゃうよという話、本

当に非常に残念に思っているところであります

んで、ぜひ情報発信していただきたいと思いま

す。

一方、宮崎人というのは、一歩踏み出すのが

なかなか厳しいのかなと思うんですけれども、

僕がちょっとアメリカの仕事をしたときに、70

歳代中ごろのおじいちゃん、おばあちゃんが冥

土の土産にアメリカに来たんですよという話を

されて、ああ、そうなんですね、よかったです

と帰りに話したんです。冥土の土産のつもりで

最後の海外旅行なんですよ、と言ったんですけ

れども、その一歩を踏み出したことによって、

その方々、それを目標に毎年来るようになった

んですね。一歩踏み出すと、違うのかなと。違

う世界でなかなか一歩踏み出せないかもしれな

いですけれども そこを一歩踏み出すことによっ、

て、その踏み出す方法をたくさん発信してあげ

たらいいんじゃないかなと思います。

一つ確認なんですけれど、この台○二見委員

湾修学旅行の採用された２つというのは、どん

なプランで行かれるんですか。

プランの内容について、○小倉総合交通課長

ちょっと手元に資料がありません。少々お待ち

ください。

もう一つ。これはまた別個なんで○二見委員

すけれども、先日八代だったかな視察に行った

ときに、クルーズ関係の話を伺ったんですね。

そのときに僕の理解では、あそこの港湾の整備

をするのに、相手クルーズ会社と協定なりを結

んで、インフラ整備に対する向こうからの支援

をもらう。そのかわり、ここの港湾の利用のい

わゆる枠を優先的に幾つか向こうに与えるとか

いう、そういう協定を結んでいるところが全国

の中でも幾つかあったように記憶しているんで

すが、こういう取り組みというのは宮崎のほう

では全く考えていないのか、国からのそういう

流れがあってやっているのか、ちょっとそこ辺

わかっていれば教えていただきたいなと思うん

ですけれども。

ただいま○横山空港・ポートセールス対策監

委員のほうから御質問ございました国際旅客船

拠点形成港湾というものになるかと思います。

委員の皆様方が御視察されました八代港、制度

が国のほうでできましたのが平成29年の７月に

なるんですけれども、このときに６つの港がそ

の指定になっております。

今、委員のほうの御紹介にもございましたよ

うに、正確には港湾を管理する港湾管理者と、

それからその港を利用する船社、クルーズの会

社が、優先的にある岸壁を使わせてもらえる、

そのかわりにそのクルーズの会社は、自分たち

で民間の資金で、いわゆるクルーズのターミナ

ルをつくるという、それがセットになって、そ

ういう話がまとまっている港が平成29年７月に

６つ決まっております。その翌年度に実は鹿児

島のほうにもありまして、現在７つなんですけ

れども、そういう船会社様のほうが場所をつく

るという、施設をつくるというのと、管理者側
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が岸壁を整備するというのがセットということ

での申請という、そういう制度が最近できてい

るということでございます。

宮崎県のほうでは、まず優先的に使っていた

だくためには、それだけ岸壁に余裕がないと残

念ながら使えません。よく油津の話、先ほど出

ておりましたけれども 油津港でクルーズが入っ、

ておりました岸壁というのは、現在RORO船が週

に２回、それからチップ船、製紙会社さんの、

これが不定期で入っておりまして、そういった

岸壁を使っている貨物船がございますので、そ

ちらとの利用調整を行って、あいているときに

クルーズ船を入れて、最大で28回という記録は

達成しております。

そうなると普段はシャーシーが置いてあった

り、いわゆるチップの荷役作業といったものと

かも普段やっておりますので、そういったもの

もクルーズが入るときには、それに備えて調整

などをする必要がありますので、おのずと限界

がございます。ですから、優先的にいつでもと

いうわけにはございませんので、なかなか現在

国が示している枠組みの中では、残念ながら今

現在のところでは難しいというところはござい

ます。

一方、細島のほうも、いわゆる大きな木材の

加工会社さんが誘致になられた後、実はもう場

所もないぐらい今貨物が順調でございまして、

そういう面もあって現段階では、そういったタ

ーミナルをつくる用地であるとか、あるいは優

先して使っていただく岸壁がないというところ

がありまして、残念ながらこの制度は、現時点

では宮崎では難しいのかなと考えております。

以上でございます。

先ほどの二見委員からの○小倉総合交通課長

台湾のプレゼンテーション大会のプランの内容

でございます。

まず、１校目は佐土原高校でして、これはも

う既にプランを実施して台湾に行っている内容

、 、でございますけれども 主な内容としましては

台中市が訪問先のメインでして、現地のこれは

工業高校でございますトンシンチクヨウ学校、

こういったところでの高校同士の学校交流、こ

ういったことを中心にして、今後の高校交流の

継続ということも見据えながら、現地で交流さ

せていただいたと。

それ以外にも、あと県内での例えば訪問を促

すためにも、ＳＮＳでの発信ですとか、写真な

どを撮って県内で発信できるように、現地でイ

ンスタ映えですとか、そういったものを意識を

しながら写真を撮って、こちらでアピールでき

るような活動をしていたというふうに伺ってお

ります。

あともう１校、日向高校ですけれども、これ

は10月、これから行くんですけれども、こちら

、も同じように桃園市の高校のほうに訪問をして

今後の高校同士での交流を実施するということ

ですとか、あと現地の宮崎県人会のほうも訪問

して、県人会の現地の活動ですとか、そういっ

たものを勉強しに訪問されるというふうに聞い

ております。

済いません、ありがとうございま○二見委員

した。クルーズ船の今課題のほうについてはよ

くわかったんですけれども、これだけちょっと

今後のクルーズ船の寄港数とかの見通しの厳し

さとかを考えると、今の宮崎県のこの課題、大

、きな壁なんじゃないかなと思うんですけれども

ここに対する県の方針というものは今何かない

んですか。もう今聞いたようになるのか。課題

があるというふうなもんであれば、やっぱりそ

こですね。
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課題とい○横山空港・ポートセールス対策監

うことになりますとちょっと、先日ごらんにな

られた八代港というのを、例にさせていただき

ますと、八代港が位置している場所と、比較し

やすい例えば油津港を比較させていただきます

と、これは太平洋側と反対側ということで、海

の波の状態というのが、まず基本的に違う。そ

れが港を取り囲んでいる地形、これはもう全く

違いまして、いわゆる水域、船が回ってくる水

域の広さも違いますし、あと陸上、岸壁があっ

て背後地のヤードの広さも実はかなり面積は

違っておりまして、八代港さんのほうは幸いに

、 、してというか 岸壁の整備が済んだ時代の後に

このようなクルーズの需要が来る時代が到来し

、 、たときに たまたまごらんになられているから

私なんかよりも詳しいと思うんですが、岸壁の

裏側のほうにもすごい広大な埠頭の用地があっ

たかと思います。

その用地ももともとは、物流のためにできた

ものだと思いますが、いろんな利用調整という

か岸壁を、背後の利用を移設する、利用を再整

理することが可能であったことがありまして、

新たにそれにプラス岸壁も。もともと護岸と言

いまして岸壁に似ていますけれども、岸壁じゃ

ない部分があってそこを岸壁にしたりというこ

とで、地形上の要件が全くあちらのほうが有利

な面があったかと思います。

宮崎の場合、仮に油津のほうでクルーズ船を

今度見込んでということになりますと、例えば

別なところをまた埋め立てて岸壁をつくるとい

うことになりますと、そういう土地のいわゆる

地形上のいろんなものがございますので、もし

つくろうとすれば、かなり膨大な費用がかかる

というのが大きな課題であろうかと思いますの

で。

現時点では、先ほど申しましたような岸壁の

調整を地元企業の皆様方の協力を得て最大限

やって、週のうち例えば油津ですと３日、約１

、年のうち半分ぐらいはあけられておりますので

その辺はもっともっといろんな地元の方々と一

緒にＰＲということでさせていきたいなと思っ

ております。

以上でございます。

よろしいですか。ほかにありま○黒木委員長

せんでしょうか。

なければ、時間あるんで、もう○星原委員

ちょっとだけと思うんですが。

一つはですよ、やはり本格的に各国と交流を

していこうとするんなら、県内にいろんな交流

協会を立ち上げさせたり、あるいは26市町村で

そういう姉妹都市を結んだり、学校関係だとそ

ういう姉妹校を少しずつでもふやしていく方法

を考えたり。あるいは先ほど言った情報交流を

するんだったら マスコミの皆さんもいらっしゃ、

るんですが、お互いにそれぞれの紙面を何カ月

に１回でも広報でそれぞれの国の情報をお互い

に乗り入れたりとか。

あと宮崎県はスポーツランドでいろんな施設

をいっぱい持っているわけですから、国内でも

そうですし、海外からでもやっぱり１年中いろ

んな施設を使って、その地域と交流する。そう

いうことを少しずつやっていけば、その広がり

で輪が広がっていくと私は思います。

ですから、やっぱり何らかのそういうことを

、 、少しずついろんな知恵を出して どうやったら

アウトインの交流ができるのかということにな

ると、やっぱりお互いに行ったり来たりしなく

ちゃいけないわけですから、そういったものを

少しずつ考えながら取り組むべきじゃないかな

と常々思っているんですが、なかなかそういう
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のも難しい面もあると思うんですけれど。

ただ、スポーツで、野球とかサッカーとかバ

レーとかそういう関係だといろんな休みを利用

して１年中使えるとか、あるいは合唱団、歌を

、歌う人たちが結構交流しているんですけれども

県内でも、そういう芽を広げていくとか。そう

いうことにやっぱり地道に取り組んだほうが、

その交流人口というか、そういうものが私はふ

えていくような気がするんです。

やっぱり何かそうやって教育委員会あたりと

も連携をとりながら、そういう面にまで力を入

れたほうがいい 何とか事業を３年なら３年やっ。

て、また新たな事業に入っていく。果たしてそ

れが継続されていくかなという気がするもんで

すから、やっぱり何かもうちょっと一歩踏み込

んでいろいろ考えてみたらと思うんですが、ど

うですか。

本県と海外の交流促○酒匂観光経済交流局長

進、大変重要なテーマであると私どもも思って

おります。台湾では例えばきっかけづくりとい

うことで、こちら側のソフトボール協会が台湾

のソフトボール協会と交流がしたいということ

でマッチングをしまして、その後、交流が続い

ている団体が例えば門川でありましたり、宮崎

市でありましたり続いております。行政を取り

巻くさまざまな機会を提供していくことが我々

として非常に大事だなと思っていますし、スポ

ーツランドというのはそういった意味で一つの

キーワードであろうと思っています。

特に来年ラグビーワールドカップ、再来年に

は東京オリ・パラと、大変スポーツに対する関

心も高まりますし、本県ではイングランド等、

あるいはドイツの合宿キャンプ等もございます

ので、県民の皆さんの関心も非常に高まってい

くんではないかと思っております。

我々県庁だけではできませんので、教育委員

会あるいは市町村等ともいろんな形で連携を図

りながら、この機会を捉えまして、県民の皆さ

んの国際理解等の促進に努めていきまして、最

終的には国際交流が活発であるような取り組み

を進めてまいりたいと考えております。

やはり見る観光というのは、１回○星原委員

行くと何年も期間をあけないと来ないわけで、

やっぱり体験型の観光に結びつけていくと、毎

年でもあるいは１年置きでもお互いに交流がで

きる。

それで、都城の場合だとパークゴルフ場が高

崎と山田にあるんで。あれがやっぱり来た人た

ちに半日ぐらい遊んでもらって、そういう交流

で地元の人と大会でお互いにまじって一緒にや

、るとか何か考えられないかなと思っていますし

宮崎も青島にもありますし、あるいはほかのと

ころにもパークゴルフ場がある。運動靴ぐらい

の簡単な軽装でできるわけですから、旅行して

いるような感じでね。そういうものをうまく取

り入れていくと、地域の中においての交流もで

きるんじゃないかな。だから、そういったこと

も旅行会社あたりに話をして、旅行会社あたり

とうまくコースの中の１カ所に半日ぐらいそう

いうのを入れていくとか、何かやっぱりやれる

んじゃないかなという気がするんですよね。

これからはやっぱりそういうことも、一つず

つでもやってみて喜ばれるのか、どうなのか。

そういったことも計画したらどうかなと思うん

ですが、どうですか。

今、星原委員のほう○酒匂観光経済交流局長

から大変我々として参考になる御提案をいただ

いたと思っています。我々さまざまな提案を旅

行会社等にしておりますけれども、地域の方と

交流いただくというのは大変魅力的な要素では
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ないかと思います。早速パークゴルフ等々の話

につきましては、またそれぞれ台湾とか香港と

かの旅行会社等にも提案なりをしてみたいと思

いますし、また市町村等ともそういった着地型

観光のあるいは体験型のメニュー等がないか、

そういったさまざまな視点からも掘り起こし等

に取り組んでいきたいと思います。ありがとう

ございます。

それでは、これで終わりたいと○黒木委員長

思いますが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

執行部の皆様、どうもありがと○黒木委員長

うございました。

午後の参考人招致は午後１時半からとなりま

す。

暫時休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時31分再開

それでは、委員会を再開いたし○黒木委員長

ます。

本日は当委員会にＪＴＩＣ・ＳＷＩＳＳ、代

表の山田桂一郎様にお越しいただきました。

初めに、山田様の御紹介をさせていただきま

す。スイスでの日本人向けのインフォメーショ

ン活動や現地発ツアーの手配やガイド、通訳等

を行うＪＴＩＣ・ＳＷＩＳＳの代表であるとと

、 、もに 政府認定の観光カリスマでございまして

世界各地における滞在プログラム・ツアーの実

施、マーケティング経験を生かし、地域振興を

テーマに全国各地で御講演されております。

今申し上げました観光カリスマに加え、これ

まで総務省地域力創造アドバイザーや内閣官房

地域活性化伝道師、静岡、三重、長野、沖縄、

青森、佐賀など各県の地域振興や観光振興に係

る委員やアドバイザーを数多く務められており

ます。

また、本県においても、観光推進課が観光人

材育成を目的に実施しております観光みやざき

。創生塾の主任教授を務めていただいております

本日は本当に御多忙の中、御出席をいただき

まして、まことにありがとうございます。本日

は前に書いてありますとおり 「選ばれ続ける地、

域とは～宮崎県の将来のために地域経営の視点

で考え行動する～」と題しましてお話を伺うこ

ととなっております。時間が限られております

ので、早速、よろしくお願いいたします。

皆様方、まだお話しする前に拍手○山田代表

いただいていまして、まだ中身わかりませんの

。 、でね せっかく観光という楽しいお話ですので

リラックスして聞いていただいて、余りメモも

とっていただく必要ないかなと思います。私の

使った資料、実はパワーポイントの資料3,000枚

以上あって、きょう皆さん向けに1,000枚ちょっ

とに絞ってきたんですけれども それでもちょっ、

と全部お話しできないので、反応によって中身

を変えていきますから。それでも最低百数十枚

ぐらいには絞ったつもりなんですけれども。

、 、きょうの観光のお話なんですが 最終的には

。 、宮崎県全体の経営のお話につながります 前半

、相当事実といいますかファクトのお話が多くて

後半、マーケティングだと思ってください。特

に県のあり方、県の地域経営ということですの

で 本当はいろんな方々に御参加いただきたかっ、

たんです。特に県職員の方、きょうは商工、観

光の方が中心で、企画の方もお一人だけいらっ

しゃっているんですが、なぜか財政が来ていな

いですよね。実は一番財政に聞いてほしいんで

すけれども、今からでも間に合うんでしたら、

、議員さんたちから来いと言ってもらったほうが
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特に後半ですね。

先ほど御紹介あったとおり、私、スイスに住

みながら、毎月、多いときは１カ月に２往復半

。 、ぐらいのペースで日本に帰っています しかも

交通費、運賃は誰も出してくれませんので自腹

で帰っています。

今回も北海道から沖縄、八重山、石垣まで、

大きな町ですと台東区みたいな東京23区のよう

、 、な大きな町もありますし 小さいところですと

これまで過去一番小さいお手伝いした地域が鳥

取県智頭町板井原集落、人口３人というところ

もありました。

私の場合、公営ではありませんのでさまざま

、 、なチャネルで 観光だけでもなくて農林水産業

あとは中心市街地活性化、いろんな立場で呼ば

れます。どうしても、もともとがスイスの観光

局の人間ですので、観光を軸にしたところで呼

ばれることが多いんですけれども、おかげさま

で先ほど御紹介あったとおり地域活性のほう、

もしくはクールジャパンのように日本のものを

外に売るということも含めていろんなお手伝い

をしています。

きょうもいろんな事業化の事例の御紹介をさ

せていただきたいんですが、余り事例の御紹介

をしても、しょせんスイスだろうとか、それは

何かほかの国、地域の話じゃないかと思われて

も仕方がないんですけれども、このあたりはス

イスに関しては、皆さんぜひ一度スイスにいら

してください。これが一番です。現地でお話を

します。

ほかの地域の事例もあるんですけれども、多

分、皆様方もあちこちに視察に行かれると思う

んですよね。視察に行っていただいても結構な

んですが、何をその地域でやっているか、やっ

ていないかというよりは、それをどうやってき

ているのかという話と、なぜやったのかが大事

なので、きょうもその一番大事ななぜのところ

を中心にお話ししたいと思います。

私も相当いろんな地方議会、国会も含めてこ

、ういう形で勉強会をさせていただいていまして

相変わらず経産省、国交省、観光庁も含めて、

あと総務省とかも勉強会も職員向けにやります

し、先週は長崎ですね。その前は鹿児島県の観

光委員会のほうでお話ししてきたんですけれど

も。

大体、議会の方々もさまざまで、観光と教育

に関しては、あんまり勉強していなくても、視

察に行くと質問できちゃうんで。ましてやさっ

き言ったように何が大事かみたいなところしか

気がついていないと、あの町を見てきたらあん

なことをやっていたんだけれども、うちの県で

はやらないのかぐらいの質問しかしないんです

よ。じゃなくて、さっき言ったように、なぜそ

れをやっていたのかという裏側の話と、なぜと

、いうところをきょう押さえていただきたいので

かなり、前半くどいです。

、 、お話ししたとおり ちょっと簡単に自己紹介

もう始まっているんですけれども。ちなみに肩

書がなぜ多いかというと、大体、日本人、肩書

が多いと怪しいと言われるんですが さっき言っ、

たように、どの入り口から入っても、最終的に

は地域経営に結びつかないと、結局、観光だけ

でも地域おこしできないんですよ。もちろん農

業だけでも無理だし、中心市街地だけでも無理

じゃないですか。全体でやらなきゃいけないと

いう話だからこうなりました。

、 、 、なので 最近 地方創生時代になってからは

結構、金融機関とのお手伝いも多いんですけれ

ども、もともと金融機関という部分では、ここ

、 、にコンパスというＮＰＯがありまして 皆さん
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。 、藻谷浩介って御存じですかね 彼は私の同級生

盟友でして、彼が理事長をやっているＮＰＯな

ので、先生方との名刺交換をするときはこのコ

ンパスなんですが、彼がいた銀行ですよね、も

ともと政府系金融機関。最終的にはお金の話と

か人材育成の話になってくるんですが、あと大

学でも教えています。肩書が多い中でもっとた

くさんあるんですが、一番怪しいのが、にっぽ

ん炊き込みごはん協会というのがあって、ぜひ

後でウエブ見てください。

別に手前みその話なんですが、私を評価して

いただくのは、私のやってきた成果、結果で追

認するような肩書もいいんですが、日経ビジネ

スで選ばれたときに、山田がやっていること、

この次代を創る100人。このときは、観光関係は

私と星野リゾートの社長だけでした。

ここに日本スイス化計画と書いてあるんです

けれども、私、この計画は一度も自分で名乗っ

たことはありません。ただ、私がやっているこ

とを見ると、日本をスイスのようにしようと見

えるんですが、これだけでもお話60分かかりま

す。

最終的には何かというと、スイスは全く資源

がないんですよ。海もないし、確かにアルプス

の山々はきれいなんですけれども、観光で見に

来るんですが、山から何も撮れないですよね。

岩と氷と雪ですから、山菜もキノコもないんで

すよ。土地が痩せているから、逆に放牧農家し

かいないんです。地下資源がないのは日本と一

緒です。でも、えらく稼ぎますよね。後でデー

タをお見せしますけれども、１人当たりのＧＤ

Ｐは日本の倍ですから。しかも、私が住むツェ

ルマット、きょうツェルマットのお話だけでも

本当は60分以上なんですが、人口5,700人の農業

と観光地で稼いで自立しているんですよ。だっ

て、そもそもスイスは連邦国家ですから、交付

金、補助金がないんで。

5,700人の村が自分たちの自前の予算を獲得し

てストックもして、もちろん、それ以上にお金

が余るので州政府に上納するんですよね。ある

意味、綾町が農業と観光で稼ぎまくって、お金

がまだ余計にいっぱいできちゃったんで宮崎県

庁にあげますよというお金なんですけれど

も。5,700人ですから、綾町よりも小さいですよ

ね。

、 、ちなみに2017年度 私が住むツェルマットは

州政府に日本円でばっくり40億円を上納したん

ですよ。スイスみたいに資源がないところでそ

んなんできるんだったら、日本だともっとうま

くやったら、もっと稼げるでしょうという話な

んです。もちろん行政の制度、仕組みからする

と、３割自治という言葉があるとおり、国に依

存しないと成り立たんような形になっています

から、残念ながら、仕方がないところがあるん

です。ただ、民間が稼ぐ分には全然いいじゃな

いですか。ましてや稼いだあげく、私がここを

評価されたとき何を評価されたかというと、社

人研、国の予測よりも人口をふやしているんで

すよ。もちろん税金を使ったりとか使わなかっ

、 、たりとか いろんな経済活動ありますけれども

最終的には税収を上げるような形にしますし、

それだけじゃなくて、国の予測よりは、人口と

いっても全体の高齢者をふやすんじゃなくて生

産年齢人口をふやしていますから、そのデータ

もあります。

なぜそんなことができるのか。スイスもそう

ですよね。移民を受け入れなきゃいけないぐら

い、今労働力不足ですけれども、なぜそんなこ

とができるのかという、ここが多分、観光で一

番肝心なところなんです。
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きょうはお手元に「やさしい経済学 、去年、」

私が日経新聞で連載していた記事をちょっと特

別に印刷してありますので、これ後でお読みく

ださい。きょう、全てのお話ができないので、

私の話を聞いていただいた後に読んでいただく

と、ちょっと腑に落ちるかなと。あと下の図書

館にもありましたが 「観光立国の正体 、藻谷、 」

と書いた本、もしよろしければお読みいただい

て、この本で紹介した山田拓の美ら地球に今度

視察に行かれると伺っています。ぜひ読んでか

ら本当に行ってあげてください。できればあわ

せて読んでください。

ここの事例を読むと、空港なくたって、新幹

線なくたって、高速道路がなくたって、外国人

が一番遊びに来ますよ。しかも、一番評価が高

いという事例なので、とても参考になると思い

ます。

あと、本当はスマホ、タブレットを持ってい

る方は、ニューズピックスというところに私が

毎日、ニュースコメントをしていますので、こ

れを無料ダウンロードしていただければいいん

ですけれども。

きょういただいたテーマ「観光振興による持

続可能な地域づくり」というのを事務局からい

ただきました。そもそも地域づくりなので、最

、 。低限 経済的基盤は確立しないとだめですよね

私も環境問題のことをやるんですけれども、何

にしても金かかるんで。ましてや雇用だの、人

口増などといっても、その人たちが稼がずに、

公的資金といいますか税金ばっかり使っていて

も意味がないんで。皆さん、御存じのとおり、

住民１人ふえると、そこに行政サービスで最低

でも45万から65万がかかるんで、いろんな予算

を足すとですね。やっぱりそれなりに頑張って

くれなきゃ困るよねと。そこに外貨獲得という

観光ですよね これ何でやらなきゃいけないかっ。

て、もう皆さん御存じのとおり、人口がどんど

ん減っていって地域内で使われる金が減ってい

るんだから、その分外貨を獲得しろという話な

んです。そのためにいろいろと知名度とか客を

ふやすとか、売上利益という話なんですけれど

も。でも、もう皆さん御存じのとおり、これ最

終目的じゃないですよね。一般の方向けにこの

お話をしたときに、最終目的って何だと思いま

すかと、時間があるときは聞くんですが、きょ

うは時間がないので。大体、まともな答えは上

がってこないんですよ。だから、チコちゃんに

叱ってもらうんです、最近、私のかわりに。

、 、大事なのは 持続可能な地域づくりですから

最終目的としてはこれですよね。宮崎県ないし

宮崎県内の市町村の自立と持続ですよね。その

ために最低限やんなきゃいけないのが、きょう

のお話の中心がこれです。域内経済循環です。

一人でも多く観光客を呼べという方はたくさん

いますし、確かに一人でも多く結果的には来て

ほしいんですが、誰も金使わなかったら意味な

いでしょうという話なんですよね。使わずに日

帰り観光なんて、高速道路が福岡あたりから下

手に延びてきて人がやってきても、途中で飯食

われて、途中のコンビニ弁当を買われてごみだ

け置いていかれるとか、トイレは最低限使いま

すから、現地で、その処理コストは皆さんの負

担なので意味ないよねって。そんな観光だった

らやんなくてもいいでしょう。

せめて金落とせという話なんですが。でも、

皆さんどうですかね。落ちた金が外に出ていっ

ても意味ないですよね。要は１次消費額だけ上

げても意味がないんですよ。だから、旅館、ホ

テルさんなんかでもそうですし、飲食店でもそ

うです。どんなに売り上げが上がっても、食材
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を全部市外、県外から買って、従業員もみんな

市外、町外から雇っていたら経済効果はそこま

でなので。たとえ１泊２食１万円で売って、そ

の原価が20％、30％なのかわかりませんがそれ

を100としたら、せめて半分は地元の卸から買え

よ、問屋から買えよという話です。その問屋、

卸がせめてもう半分でいいから地元で米や肉や

魚を買ってくれれば、100が50足す25で半々で

も175になるわけですよね。100のままでいいで

すか、175にしたらいいですか。これが回れば回

るほど地域内の景気がよくなって税収が上がる

わけですよね。違いますか。

１円でも多く使っていただいて、そのお金が

外になるべく漏れないようにして、中で加速度

的に回らないと域内の景気がよくならないし、

税収がそもそも上がってこない。

スイスがうまいのはここです。落とさせて、

なるべく外に出さないんですよね。ただし、日

本もスイスもそうです。石油も天然ガスも買わ

なきゃいけないものがあって、宮崎県だって東

京、名古屋、大阪から買わなきゃいけないもの

もあるんだけれども、でもスイス以上に資源が

あるんだから、絶対にスイスの田舎の私が住む

ような観光地よりも回せるものがあるんだった

ら、もうちょっと何とかなるんじゃないですか

という話なんです じゃあ 何のためにやるのっ。 、

て。もちろんそれは、皆さんの地域の住民、事

業者の将来のためですから、一人でも多くやっ

てくださいという話になるんです。これをやら

ないと人口増にもならないので。

結局、企業誘致、私も否定していないんです

が、企業誘致やってもらっても結構なんですけ

、 。れども あんまり雇用者をふやさないですよね

、 。しかも 生産性の高い雇用者にならないんです

観光もそうなんですが、生産性を上げなきゃい

けないんですけれども。

私がアドバイザーをやっています富山県にＹ

ＫＫというすばらしい企業があって １年ちょっ、

と前に1,280億円使ってすばらしい工場をつくっ

たんですが、ほとんどロボットと最近のはやり

のＡＩが頑張るんで、200人ぐらいしか人を雇わ

ないです。

私の生まれ故郷の三重県が 昔 亀山市にシャ、 、

ープという企業の液晶工場を引っ張ってきたん

ですけれども、県費何十億も使った割には、初

。年度の新雇用が40人ぐらいしかいなかったです

住民がふえないということは市税がふえないん

で、市町村単位からいうと、税収が上がってこ

ない。しかも、その人たちが金を稼ぐだけじゃ

なくて使わなきゃいけないのに、稼ぐほうも使

うほうもいなくなっているんだから、それは余

計外貨獲得が必要なんじゃないですか。

、 、どんな政策 施策でも結構なんですけれども

まずは住民、やっぱり県民の幸せと宮崎県の社

会的なもしくは精神的な豊かさにつながるかつ

ながらないかというところは別問題にしないで

ほしいんですよね。どうしても県ぐらいになっ

てくると、農業は農業、漁業は漁業、観光は観

光となってしまうんで、最終的にはここを目指

していますよというデザインとか計画になって

いなきゃいけないのに、どうしてもこの辺がう

まくつじつまが合わない。いつの間にか、それ

はただの農業。下手すると農業政策なのに農協

政策に陥っているときもありますし。観光政策

も同じですよね。誰のためなのかということを

わかりやすくしなきゃ。

あともう一つ、非常にここ大事なところなん

です。新しいことをやっていただいても結構な

んですが、過去の事業総括をしてからです。私

が行政とかかわると、必ず事業総括をやっても
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らうんですけれども、できれば過去10年、最低

でも５年、少なく見ても３年は見てもらわない

と。

何でかというと さっきのように縦割りになっ、

、 、 、ているので 県庁内 これ国もそうなんですが

同じようなことをやるんですよね。県と市も同

じようなことをするので、ダブりが多くて無駄

が多いんですよ。人口減少社会ということは、

労力も少なくなって、県職員だって、市町村の

役場の職員だってふやせられないんで、新しい

ことをやったって、予算つけたって、物理的に

できないですよ。だったら、過去やって成果が

出ていない、やっても意味がないということを

せめて３つぐらいやめないと、今は新しいこと

１個できないです。特に地方ほどそうです。住

民とか事業主にやってもらおうと思っても、消

防団だと地元の役職を幾つか背負っていて、こ

れ以上できませんという話になるんで、どっか

で整理つけてあげなきゃいけないですよね。

ちなみに、きょうもＤＭＯの話をする時間が

余りないんですけれども、私が担当しています

宮城県の仙台を中心とした７市町村のＤＭＯの

事業総括、各市町村がやっている観光関連の施

策事業と県庁がやっている施策事業を事業総括

、 、して比べて もちろん無駄がないかとやったら

何と３年間で100以上も無駄がありました。ダ

ブっているんですよ。だから、同じような地図

とか、同じようなパンフレットが山のようにで

きていて、その紙代だけでも無駄じゃないです

かということがあるんですよ。どっか１つがや

りゃいいじゃないという話なんです。

あと日本の抱えている問題はたくさんありま

す。特にきょうはこの人口というところにフュ

ーチャーしたいんですけれども、世界的にいう

。 、 、 、と気候変動 これは 最近 日本でも台風21号

北海道地震、皆さんも熊本地震の影響がありま

したけれども、非常に多くて、私なんか国際会

議が多いので、どっちかというと日本は人口減

、 、少 世界的にいうと人口が今激増していまして

水と食料と燃料が足らないよという話なんです

が、でも、どうしても日本はこれですよね。

今のところビジョンじゃないんですが、何か

やりましょうというときに、オリ・パラ以降の

ことが余り目指すものもなく、どうやったらい

いんでしょうかと。

ただ、観光客は世界の流れを見ても激増して

いくので、インバウンドがきょうは成長産業な

のは間違いないんですけれども、それを宮崎県

はどうやって取り組みますかという話です。

ただ、そのときに、皆さんこれ御説明するま

でもなく、ＳＤＧｓ。今、日本も政府がこれの

未来選定都市とかって選んでいますけれども、

やっぱりちゃんと目標指標を立てていただきた

い。

観光でいうと、ヨーロッパなんかはＥＵ中心

に指標を持ってマネジメントしています。なぜ

かというと、場所によっては人が来ないところ

もあるんですけれども、人が来過ぎて困ってい

るところがたくさんありますよね。多分、宮崎

県もシーズンと場所によっては、人がたくさん

来過ぎて大変というイベントとかお祭りもある

と思うんですけれども、そういうときの与える

マイナスのインパクトが大きいので、なので、

国もことしになってから、これは私が取りまと

めに加わった、持続可能な観光政策のあり方に

関する調査研究、皆さん、これだけはメモして

ください。国土交通政策研究146号、これだけ覚

えてください。国土交通省が持っている唯一の

シンクタンクです。そこがまとめた146番目の調

査研究レポートで、これの画期的なのは、国交
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省の調査研究レポートって、国目線、国交省の

結構上から目線、業界目線で書いているのを、

初めて地域住民目線で書いている。今、特に外

国人がふえているところで困ったことがたくさ

ん起きているので、オーバーツーリズムで、そ

れを一応レポートにしましたというので、146号

だけ覚えておいていただければ結構です。これ

御参考にしてください。

人口減少社会は皆さんに御説明するまでもな

、 、く お話ししたとおり日本中で減っているので

さあ大変だという話なんですけれども ただ減っ。

ているといっても、皆さんどうですか。これ皆

さんでいうと、日本の40万人以上都市。ですか

ら宮崎市も入ります。2010年から2015年の40万

人以上都市の生産年齢人口の転出入の率を見る

、 、 、と 何か東京特別区や福岡や大阪や川崎 川口

埼玉とか仙台、名古屋とか何か都会にとられて

いて、ほかのところは大きな町といっても、逆

に言うと転出が多いんじゃないかという話にな

るんです。これだけ見ると、実は最下位が長崎

市で、ワースト６に宮崎市があるんですよね。

何かこれだけ見ると、やっぱり都市のほうがい

。いんじゃないかという話になるんですけれども

、 。 、でも 皆さんこれで結構だまされます だって

日本中 実は都道府県単位で見ても 青いのが64、 、

歳以下、65歳から74歳が黄色、オレンジ、赤っ

ぽいところは75歳以上。どうですか、皆さん、

都道府県単位で見ると、64歳以下がふえている

ところはないんです。日本中で減っていますか

ら。しかも、都会ほど、昔、団塊の世代という

人たちを集めたので、都会のほうが 東京、─

神奈川、愛知、大阪、兵庫 要は大きな都市─

がある県のほうが、今、高齢化が進んでいます

から。宮崎も含めて地方は、今めちゃくちゃお

年寄りが多いんですけれども、65歳以上のピー

クはあと二、三年で来ます。どこの市町村もお

葬式の数はどんどんふえます。でも、その分社

会保障費を払わなくて済むので、子育て支援と

、か違うことにお金を使えるようになるんですが

東京、大阪、名古屋、福岡、北海道は札幌、広

島もそうです。大都市はこれからめちゃくちゃ

社会保障費が要るんですよ。

そういう部分では、観光をうまく使う。特に

生産性の高い雇用で人を下げどめるということ

は可能なので、相当かなり真剣にやっていただ

いてもいいと思います。

東京には仕事があるからというんですが、そ

れは多様な職種という部分では、若い人たちが

、喜ぶようなものがたくさんあるんですけれども

でも、若い人も含めて地方に人がいなくなった

ので吸い切れないんですよね。さっき言ったよ

うに、吸ったとしても足りないんですよ、東京

ですら。千葉県も足りないです。

皆さん、つい最近までは京成電鉄、先月から

はＪＲ山手線内でもディズニーリゾートオリエ

ンタルランドのキャスト募集のＣＭが始まって

いるって知っていますか。足りないんです。な

ぜかというと、団塊の世代、昨年度退職した人

が1,000万人、一方で学校を卒業して社会人に

なったのが590万人しかいないので、日本中労働

力足りないわけですよ。ましてやオリエンタル

ランドさんって私からいわせれば、世界一の若

者やりがい搾取企業なので、正社員にしない。

、 、だから労務問題も起きるし 人が足りないから

山手線の中でも宣伝広告を出したって人は集ま

。 。らないんですよ 余り人を大事にしませんから

、 。準社員となる前のアルバイト パートですから

見てのとおり完全失業率、2015年を見ると東

、 。京3.6で 皆さん宮崎県は2.9しかないんですよ

都市部のほうが全体的には失業率が高い。地方
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のほうが実はいいんですよ。全くましで、実は

地方が貧しいかどうかというと、皆さんどうで

すかね。宮崎県と東京だと、どっちのほうがい

。ろんな保護を受けている方が多いと思いますか

特に生活保護を受けている方は 東京と宮崎どっ、

ちのほうが多いんですか （発言する者あり）そ。

うですよね。全国平均が1.7％。これ皆さん、こ

の間長崎で聞いたら、きょうは時間がないんで

あえて聞かなかったんですけれども、日本中で

生活保護を持っている人たちってどれぐらいい

ると思いますかといったら 議員の先生たち 20、 、

％、30％ってみんな手を挙げたんですよ。本来

。 。は1.7％です 東京23区だともっと高くて2.4％

都市部のほうがなぜ高いか。稼ぐことと金使う

ことしかできないからです。

昔は、50年前は、65歳でほとんどの人が死ん

でいたので、その当時の制度をいまだにやって

いますから、要は年金も何もかも足りないです

よ、社会保障費、医療介護も含めて。さらに足

りなくなって、昔ほど周りも助けてくれないの

で、都会ほど周りが助けてくれないので、たと

えストックがあったとしても、あっという間に

貯蓄がすぐ底をつきて生活保護をもらうように

。 、なってしまうのは都会だけなんですよ 宮崎県

いいですよね。御近所と仲がいいと絶対飢える

、 。ことないんで それだけ豊かなんですけれども

そういう意味では、宮崎県も生活保護をもらっ

ている人たちは1.4％ぐらいしかないんです。都

会よりはるかに少ない。全国平均よりも少ない

んです。

皆さんお疲れなのか、本当はクイズにして目

を覚ましたいところだったんですけれども。

これは国がよく出しているデータで皆さんも

御存じだと思います。１人当たり年間消費額124

万円で、皆様の御地元の足元を見ると、年間100

人単位、1,000人単位で人がいなくなっていると

ころあるでしょう。そうなると、消費額が1,200

万円どころか、平気で１億円単位、10億円単位

で減っているような市町村が日本中にあるんで

す。その分、外国人の１回あたりの観光消費額

だと最近、10万円じゃなくて７万円とか８万円

とかと言われています。宿泊だと26人、日帰り

だと83人呼んでこないとだめだという話なんで

す。ただ、これ国の試算なので、利益率は出て

いません。なぜインバウンドが大事か、インバ

ウンドがたくさん金使うのはなぜかというと、

観光客の消費は極めて簡単な行動をします。遠

くから来れば来るほど使う気満々です。

、 、 、でも 皆さん 九州の方と観光の話をすると

一番大きな町の福岡からどうしても目が離せな

くて福岡から呼べ呼べというんです。でも、福

岡から呼んでも、どうせ日帰り客しかふえない

んで、消費額少ないんですよ。たくさん集めな

きゃいけないんです。どっちのほうが経営コス

トがかからずに、どっちが効率がいいですかっ

て。なるべく遠くから呼ぶことですよね。だか

ら、インバウンドってとってもいいんだ。本当

、はもうちょっと深く解説したいんですけれども

覚えてください。

観光関連以外のところも総力で稼ぐというこ

とをやらないと 地域の経済はつくれない じゃ、 。

あどうすればいいんですか、どうすれば活性化

するかって、簡単です。さっき言ったとおり

キャッシュフローをどうやって加速させるか。

これだけです。これは先ほどお話をしましたの

で、次に行きます。

、 、大事なのは キャッシュフローを加速させる

おつき合いを多くするということは、地域内の

あらゆる産業事業者の取引がふえるということ

ですから、廃業、倒産がないということなんで
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すよ。しかも、地元の地域に根差した事業者が

廃業、倒産しないということは、決裁権限がな

くならないということは、社長がそこにいると

いうことですから。これ下手に大きな町とつな

がると、そしてこの状況で地元の企業がどんど

んつぶれていくと、決裁権限は都会にとられる

んですよね。そうすると、決裁が東京、福岡で

いいという話になると、営業マンすら宮崎に来

なくなるという話になるので。そうするといろ

んな人たち、いろんな産業の事業者に生き残っ

てもらわなきゃいけない。ということは、物と

お金の取引をふやさなきゃいけないということ

ですから。だから、キャッシュフローが大事で

すよね。

この話が北海道の人ほどよくわからない場合

があって、なぜかというと、農業、漁業だけで

、個人事業主で1,000万とか3,000万稼ぐ人がいて

観光なんかやっていても意味がないよね、とい

う人たちが多いからなんです。観光で幾ら稼げ

るんだ。でも、観光じゃないと外貨を使ってい

ただいて、金を回すことができないんですよ。

ちなみに破綻してしまった夕張市ってありま

すけれども、夕張メロン農家さんって、相変わ

らず昔から今も農業としては物すごい元気なん

です。1,000人ぐらいの農家食えているんです。

ただ、ほかのことなんかどうでもいいと言って

、 、いるうちに 周りから物を買う商店がなくなり

診療所がなくなり、29校あった小学校が１校に

なって、９校あった中学校が１校しかなくなっ

て、もう生活できなくなっているんですよ。社

会の構築という部分では、まさにダイバーシ

ティ、多様性が大事ですから、いろんな商売を

行き残させるためにもやらなきゃいけない。

ましてや、これ私がかかわってきたちょっと

古いデータなんですが、就業者をどこで維持し

ているのか。伸ばすもしくは下げどめる。八重

山、石垣、竹富、与那国島、由布院の盆地なり

、 。高山市 今度皆さんが行かれる飛騨市の隣です

ここがすごいのが、商業就業者が減らないか、

ほぼ横ばい。なぜかというと、地元のサービス

業とおつき合いしているからです。さらにそれ

が農林漁業につながると、下げどめたり、横ば

いで済む。高山とか飛騨のように町並み景観で

売ると、大工の数がふえるという話になる。こ

ういうふうにしてお金が隅々回る。

特にここの３つに共通しているのは、空港が

関係なくて、高速道路、自動車道も最近まで関

係なくて、新幹線はまず関係ないというところ

です。こことここは自動車道がつい最近延伸し

てきたんですが、だからといって福岡に物を買

いに行かずに、由布院盆地内の米とか野菜とか

食え、牛肉はここだというし、それは飛騨も一

緒ですよね。飛騨の場合は、米を使ったお酒ま

で出す。飛騨牛だけじゃないよといって地元の

ものを使っていますから。

ちなみに八重山諸島がすごいのは、ここは米

軍基地問題も関係ありません。つい最近、自衛

隊問題が出てきましたけれども。東京から築地

から魚を買うこともできない 空港が新しくなっ。

たといっても滑走路が短いので、旅行会社が団

体ツアーもつくらない。観光客は島好きという

人たちがいて滞在するんですが、数は多くない

のに、長期滞在で延べ宿泊が長いんで。という

ことは、地元のものを飲んで食べて食ってとや

ると、観光サービスがいいのは、そういう人た

ちがふえればふえるほど待ったなしで人が必要

なんで、そうすると食堂でも宿でも体験ガイド

でも人をふやさなきゃいけないので、そうする

と住むところが必要になって、そこにちゃんと

住宅供給ができて、道路整備、上下水道整備、
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電気だってとなると隅々までお金が回るので、

ちょうどこの10年間は中国、韓国よりも経済成

長率が高かったんです。米軍基地は関係ない、

高速交通も関係ない。

でも、皆さんどうですか。八重山諸島ででき

、 。ることだったら 宮崎県はもっとできますよね

だって、絶対魚はこっちのほうがうまいですか

ら。牛肉も石垣牛に負けていませんから。私、

沖縄に行って毎回言うんですが、毎回行って一

番がっかりするのは、魚好きなのに刺し盛り頼

むと半分熱帯魚なんですよ。宮崎県だったら、

熱帯魚が出てくるなんてことは絶対あり得ない

ですよね。もっとパフォーマンス、うまくでき

ませんかという話です。

あと困るのは、これは済みません、日本全体

の話になっちゃうんですけれども、皆さん知っ

ていましたか。日本人って労働者の質がめちゃ

くちゃ高いんですよ。これ下がっていくんです

よね、赤い線。その割には賃金低いんですよ。

賃金をふやそうとしていない 所得アップになっ。

ていない。皆さん知っていましたか、最低賃金

、 。からすると 韓国よりも日本って下なんですよ

これで国の政策がうまくいっているって私は信

じられないんです。ユニット・レーバー・コス

、 。トが 世界で唯一上がっていないのが日本です

日本のマスコミが一切取り上げない。ＩＬＯか

らも指摘されているんですよ。企業がすごくも

うかっているのに、賃金を上げないということ

に対して。

生産性は落ちています。１人当たりのＧＤＰ

はスイスが８万ドルなのに 日本は４万ドル切っ、

ています。私、この状況が許せないんですよ。

あり得ないんで。資源がない国のほうがうまく

。 、いっていて そんな大きな重工業もないですよ

スイスの場合、製薬とか精密機械があったとし

ても。

大事なのは、きょう、ここです。スーパーマ

ーケットまで出します。観光で活性化させるの

に５段階必要で、知名度、話題性、客数、売上

所得、地域内経済循環、最後の地域内経済循環

を目指してくださいということで、２段階目の

話題性までで終わっているところが物すごく多

いんですよ。特に知名度・話題性アップという

のは、何かわけわからない政治家と有力者だけ

が喜ぶんですよね。トップセールスだといって

大したもの売ってこないのにみたいな話も、地

元のマスコミしか取り上げてねえじゃんみたい

な話になる。客数がふえてもお話のように、テ

キ屋商売やコンビニだけがもうかっても仕方が

ないでしょう。

先々週の鹿児島県の観光会議に出ていて12人

委員がいて、座長が、県が頑張ってクルーズ船

を誘致してくれてありがたい 数がめちゃくちゃ。

ふえた。港のそばにあるコンビニエンスストア

から物が棚からなくなっています。そこのもの

、 。がなくなったって その金は皆東京なんですよ

テキ屋商売と一緒じゃございませんかという話

がわからないんですよ。地元スーパーみたいに

ちゃんと売り上げを上げて地元の納入業者や雇

用、税金を納めるところに頑張りましょうと。

これ出しておきますね。

皆さん、関ケ原、岐阜県、２年に１回、ほっ

といても大河ドラマに出るのに、活性化したっ

て聞いたことないですよね。去年、映画まであ

りました。地元でちょっとしたイベントもやっ

ていますけれども、活性化しません。津軽海峡

冬景色、去年の紅白のトリの歌でした。みんな

知っているけれど、東北新幹線の今別の駅、冬

は誰も乗りおりしないんですよ。知っているだ

けじゃ行かない。皆さんだって、小中学校から
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いろんな国や地域名知っていても、行かないと

ころには行かない。

私、最近、アフリカの仕事がふえてブルキナ

ファソに行くんですけれども、皆さん、ブルキ

ナファソと聞いたって行きたくないでしょう。

何があるのかわからないですよね。よくアフリ

カの人が大きな水がめのつぼを頭に乗せて歩い

ている風景がある。あれブルキナファソですけ

れども あのつぼをつくりにいきませんかといっ、

たって誰も行かないんです。

困ったのはこれですよね。わけわからないイ

ベントをやり過ぎです、お祭りとか。実証効果

もとれていないのにやる。何のためですかと聞

くんですけれども、だめな町ほどＢ級グルメと

単発イベントとゆるキャラをやりまくるんです

よ。やるなとは言いません。ゆるキャラをやる

んだったら、子供たちにちゃんとターゲットを

絞ったほうがいいし、Ｂ級をやるんだったらＡ

級からやって、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆと階層

化したほうが多様なお客様の受け入れができる

し、イベントはオフシーズンとか今やっている

ことの後押しをしてください。

あと、ここ、300万人来る小樽。でも、宿泊は

近いから全部札幌市。小樽ガラス、原材料は全

部海外。高野山は世界遺産なのに、まさにそう

ですよね。だって、宿坊しかないんだから。で

も 宿坊に泊まるだけありがたいんですよ 買っ、 。

ているものは皆大阪から。箱根なんかはかわい

そうで、どんなに旅館頑張っても、ふえている

市民は小田原市民なんですよ。麓に住んで仕事

に上がっているだけ。熱海に関しては経営者す

。 、 、ら東京に住んでいる 毎日 花火大会やっても

新幹線どころか在来線で東京に帰れるんで。今

ちょっと頑張っていて地元事業者のニュースに

はなっていますが、人口増まではいかない。

ここ２つ御紹介したいんですけれども、猿払

、 、村はホタテでもうかっているんですが 皆さん

上勝町って御存じですか。葉っぱビジネス、あ

れコミュニティビジネスとしては大成功なんで

すよ。めちゃくちゃうまくいっていて、私、横

石社長と大の仲良しなんですけれども。でも、

次に行かないですよね だって 上勝町って葉っ。 、

ぱビジネスは地産外商ですから 町の中のキャッ、

シュフローは関係ないんです。そうじゃないで

すか。外で物を売っているから。

一番困るのは、1,000万も稼いでいるじいちゃ

ん、ばあちゃんたちが地元で物を買わないこと

なんですよね。徳島市のショッピングセンター

イオンに行っていますから。孫の服を買うとき

には、橋かかって近いから神戸に行っちゃう。

葉っぱ御殿建てるときには、地元の木を使って

家を建てましょうと、もくさんという会社があ

るのにそこを無視して、ハウジングセンターか

。らツーバイフォーの洋風建築を建てるでしょう

そうすると里山景観が乱れるので観光客が嫌に

なって帰るわけですよ。

一番困るのが、後で皆さんインターネットで

見ていただければいいんですが、1,900人しかい

なかった町が、この５年間で1,500人切りそうで

す。地域振興になっていませんよねと。でも、

雇用はふやしているんですけれども、といって

も、その雇用も大してふえていないし、大体、

後継者がいないんですよ。ゼロじゃないんです

けれども。何でかというと人間関係が悪いから

です。引き金を引いたのはＮＴＴドコモ。ドコ

モがタブレットを配ったばっかりに、ファクス

でやっていたらほかの人の数字を見なくて済ん

だのに、タブレットを持った瞬間にほかの人の

数字が見えるから、いがみ合いが起こるんです

よ。だから、農業というのは、農繁期、繁忙期
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にお手伝いしないとうまく回らないのに、お手

伝いし合わないから、私、毎年山と畑に専門家

を連れていっていますけれども、荒れ放題です

から。人間関係の悪いところには、Ｕターンは

絶対に帰ってこないんで、Ｉターンも来ないと

いうことになる。本当はこっちの話したいんで

すけれども。

あと大事なところですよね、北海道ニセコ、

倶知安。めちゃくちゃ経済も上がっています。

ただし、これは全部オーストラリア人と中国資

本で、オペレーター事業者もオーストラリア人

で客もオーストラリア人なんですよ。日本人が

。 、 。余りかかわっていない でも 経済は回します

なぜか。だって、ＯＧがＯＧを呼んできたら、

ＯＧビーフを出せないんですよ。北海道の食材

を出さないと、客が怒るから。だから、地元の

経済は回すんですけれども主導権は持っていま

せん。要は決裁権限が外に逃げているんで。し

かも、マスタープランの中に投資、外資に対す

る規制が全くないんでやられ放題なんですよ。

だから、水源も含めてみんな買われていますよ

ね。経済はいいんだけれども、主導権を持てて

いないというところがつらい。

お話ししたとおり、目的は宮崎県民の幸せと

か、この地域社会の豊かさ、人を減らさないと

いうことが目的なんですけれども、そのために

は目標として経済循環が絶対必要で、そのため

には所得をふやすというのは戦略で、売り上げ

を上げるというのはただの戦術なんで。まして

や客をふやすとか知名度アップというのは、手

段か自己満足しかならないので。地域内経済循

環を目指さない限りは、観光振興をやっても意

味がありません。だから、たくさん欲しいとか

観光消費額が上がったじゃなくて、それをどう

やってして漏れないように回すかというところ

まで行き着かないことには、政策という部分で

は意味がないという話です。

そのためには何をするかというと、地産地消

じゃなくて、地消地産です。地元で消費する、

地元で買ってもらうものは地元産ですよと、使

うのが、極力１％に。それで決裁権限を取り戻

してくださいという話です。

長崎の財界の人たちが、先週行ったら、新幹

線だけ来れば経済活性化するってばかみたいな

ことを言うので、県庁が駅前に引っ越しただけ

で県庁と駅前の間の店がほとんどつぶれている

ということにも目をつぶっていますし、何もし

ないままつながったら福岡にみんな吸われると

いうのは、鹿児島県を見ていればわかるでしょ

うって。だって、新幹線を一番欲しがった鹿児

。島市商工会議所の会員がいまだに激減中ですよ

遠いから市役所、営業所を置いてくれてあった

のが、近くなったらみんな福岡に集約されて当

たり前じゃないですか。観光客だって特に外国

人インバウンドはＪＲパスを持っているんで、

毎日ホテル変えたくないですよ。ずっとシティ

ホテル、ビジネスホテルでも福岡にいて、桜島

だって熊本城だって何だって、阿蘇山だって日

帰りで行けちゃうんだから。だから、東日本の

大震災の後、たった５カ月でその前の年と同じ

だけ宿泊事業者が倒産、廃業したんですが、ど

こで一番つぶれたかって、東北じゃなくて九州

ですからね。引き金を引いたのは、震災ではな

くて新幹線ですから。運ぶＪＲさんと旅行会社

はもうかるんですけれども、地元の事業者は誰

ももうからない。日帰り客がふえるだけですか

ら。

もう一つ、地消地産にはもう一個意味があっ

、 、 、て わざわざ宮崎県に来て食べたい 買いたい

体験したいというぐらいのものを地元でつくら
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ないと意味がないという話です。日本中、世界

中、お客様から同じだと思われたら、近いほう

と安いほうでいいんで、わざわざ宮崎に来る必

要がないので、それだけのものをつくってくだ

さいという意味も含めて地消地産です。

実は地消地産どころか地産外商というのを御

旗に掲げている変な県があって、それ高知県な

んですよ。私からすると、何のためにやってい

るんですかという話なんです。

政策で、これイの一番、今の知事も議会も、

地産外商だって言っているんです。でも、言っ

ていることは全部が間違いじゃないです。今、

高知県民がどんどん減っているので、地域内の

消費者が少なくなったら、販路拡大で外に売り

たい。外の人に買ってもらって、ブランディン

グだってわかるんですけれども、でも地域の経

済の立て直しをまず考えて、同じカツオでも一

番おいしいカツオは高知県に来てくれ。一番お

いしいピーマンは、こっちに来ないと食えない

んだってやらなきゃいけないのに、命がけでつ

くって、命がけで魚を水揚げしてきて、しかも

命がけで１円でも安く外に売ろうとするから、

つい最近まで、沖縄県とほぼ県民所得は一緒で

。 、 、したよね だって 加工しようとも思わないし

加工したものを手間暇かけて食べに来てもらお

う、買ってもらおうともしないんですから。だ

から、漁の効果なんてほとんどないじゃないで

すか。なので、公社までつくった。県内循環を

考えていない。これじゃ、活性化しませんよ。

、 、実際 高知県がよくなっているかといったら

どうですか皆さん。最近の都道府県別幸福度ラ

、 、 、ンキングは 昔と違って 健康・文化以外にも

２年前から経済的指標、特に世帯所得とか雇用

の数値を入れ込んだら、とうとう高知県最下位

なんですよ。ちなみに宮崎県は、残念ながら34

位。観光でもっと頑張らなきゃいけない奈良県

が35位で、鹿児島36位です。私は宮崎県はここ

ではおかしいなと思っているんですよ。１位で

もおかしくないぐらいじゃないですか。雪国の

住みにくいというところだけ差し引いたとして

もですよ。でも、今のところ、どんどん下位に

寄ってきちゃっているんですよ。なぜかといっ

たら、おいしい宮崎牛と一番おいしいマンゴー

を外で買ってもらおうとするからですよ。一番

いいものはこっちに来い。だって、ヨーロッパ

がうまいのはそうじゃないですか。スイス、フ

ランス、ドイツ、イタリアとかのブランド品の

服、靴、バック、時計にしても、世界中に支店

を持っていて買ってと言っているんですが、限

定品とか要は一番いいものは本店に来ないと買

えないよね。一番付加価値が高いのは、輸送費

すらかかっていない。客が要は勝手に来るわけ

ですから。それをもっと宮崎県でやってくださ

いという話なんです。大事なのは、市場経済に

振り回されないことです。

アメリカファーストみたいな話じゃなくて、

私は宮崎ファーストがあってもいいと思うんで

すよね。だって、ここの経済をまずは立て直す

。ことからスタートしなきゃいけないんですから

アメリカみたいに伸びているところを欲かいて

もっと伸ばせという話じゃないんで。

スイスは何でうまくいっているかというと、

これですよね。物ないんですよ。乳製品、チー

ズとかヨーグルトとかちょっとしかとれないワ

インとか、生ハム、干し肉とか。でも、手間暇

かけています。時計だって、宝飾品だって。で

も、それは全部自国に来て買ってくれという

話。100％は日本もスイスも宮崎県も無理なんで

すが、１％でも多くブロック経済を組むという

。 、ことはできるはずなんですよね そうしないと
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。最終的に所得と人口下げどめができないんです

ＧＤＰのお話は割愛します。皆さん御存じの

とおり、日本がどれだけ稼いだか、付加価値額

の足し算なんで。ＧＲＰはもちろんこれから宮

崎県とか、都道府県単位でより皆さんには注意

して見ていただかなくてはならない実はポイン

トなんですけれどもちなみに、世界のベスト50

の１位は東京で、日本のベスト50の中には、残

念ながら宮崎県内の市町村は入っていないんで

す。

皆さんどうですか、ＧＲＰ、要は１次・２次

・３次産業のそれぞれの製造業とか金融業とか

サービス業とか卸・小売業とか農林水産業が、

。どれだけ毎年稼いだかの足し算じゃないですか

じゃあ、京都のこの３つの中でどこが一番うま

く稼いでいますかという話です。京都市、日本

三景天橋立の宮津市、南丹市美山、美山は写真

だけ見ると白川郷・五箇山、世界遺産のように

も見えますけれども、京都でもえらい田舎なん

ですよ。京都駅からＪＲバスで３時間ぐらいか

かるんです。でも、カヤぶき屋根で、結構、最

近 外国人が来始めて 地元の米とか鹿肉を配っ、 、

ていて意外とうまくいってエコツーリズムなん

かやっているんです。

ちなみに京都市はすごいですよね。日本人ど

ころか外国人が一番行きたい街。消費額が１兆

円、入り込み客数が5,300万人、外国人も300万

人泊まっています。

あえて聞くんですが、皆さん、この３つの中

でどこが一番地域振興的にはうまくいっている

でしょうかという話です。もちろん細かい数字

を見ると、京都市がすごい伸びているものもあ

れば、京都市が落ちているものもあります。宮

津もいい悪いもそれぞれあるんですが、トータ

ルで見てどれが一番いいか。京都が１、宮津が

２、南丹市が３としたらどうですか。せいのー

で手を挙げていただきたいんですが。眠気防止

のためにちょっと運動してもらおうかなと思っ

ているんですけれども、せいのーで挙げていた

だけますか。山田が言っているから逆張りでこ

れという手もあると思うんですけれども、行き

。 、 、 、 、 。 、ます せいのー どうぞ １ ２ ３ 先生方

当てたりしませんからどうぞ、１、２、３。あ

りがとうございます。

全体からいうと、ちょっと数字が細かいんで

下に大きく出します。一番最新データの10年間

で、全産業総生産額をふやしたのは実は南丹市

だけで、京都市は何とマイナス507億円って皆さ

ん知っていましたか。京都市、サービス業で

は1,000億円以上稼いでいるんです。でも、差し

引き500億円、半分マイナスなんです。不思議だ

と思いませんか。サービス業はふえているので

雇用も生んでいるんですが。でも、後でデータ

を見せますけれども、雇用は生んでいるのに直

近の５年間で京都市の生産年齢人口は５％減っ

。 、 、ています なぜかというと 京都に住まないで

大阪、奈良、滋賀から通われているんですよ。

だから市税ふえていないんです。

ちなみにここが弱いです。京都市の卸・小

売、1,570億円もマイナス。農林水産業もマイナ

スです。京都市って、少なからず京野菜とかつ

くっているんですけれども、地元が地元の農林

水産業者を取り扱わないので、特に農業は。逆

に言うと京都というブランドをもって外に売り

にいって地産外商しちゃっているんです。京都

の人って、物の仕入れはほとんど大阪ですね。

ここも中身、卸と小売を分けると、小売はお金

、が落ちる入り口なんでまだいいんですけれども

卸が全然だめです。

京都市民って、もともと過去、お公家さんが
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多いんで、自分たちで経済つくらずに搾取しま

くるというそういう精神構造なのかもしれませ

んけれども、皆さんが京都に行ってにしんそば

を食っても、にしんは北海道から北前船で昔運

んできました。宇治茶の宇治は隣の町なんです

よ。自分たちでやる気ないのという話です。製

造業も頑張っているんですが、製造業もマイナ

スで、京セラ、日本電産、任天堂、ワコール、

頑張っていても限界が来ています。仕方ないで

すよね。機械が働くだけで人は減っていますか

ら。生産額自体はそんなに落ちていないんです

けれども、経済自体は落ちていきますから、住

む人が減っているんで。

ちなみに彼らが、お茶屋さんとか料亭は一見

さんお断りって、俺たちが守ってやっているん

だから観光客関係ねえよという顔をすればする

ほど観光客が入れなくなっているので、余計お

金落ちないですよね。全然だめにしています。

高級ホテルや高級マンションばっかり建てて

いるので、不動産だけやたら伸びていて、それ

も市民をふやすことには寄与できていないので

意味がない。それだったら、細々とエコツーリ

ズムをやりながら、地元の米と鹿肉でもいいか

らジビエで食ってくれと言っている南丹市のほ

うがよっぽどうまくいっているわけですよ。

だから、京都市がインバウンドも含めて観光

でうまくいっているというのは表面的な話で、

１枚めくったら全然だめで、観光振興の話から

したら京都市はだめな事例なんですよ。さっき

の上勝町と一緒です。表面的なところではマス

コミも褒め、いいよって皆さんが言いますけれ

ども、中身は全然なんで。一番困るのは、さっ

きの国の調査にも京都市は出てくるんですが、

観光公害で市民の感情は悪化中です。お話をし

ました。住民が幸せになれない、経済活性化す

ら起こせないんだったら、京都市の観光政策は

間違っているということですよね。

ちなみに外国人がすごく来ているんですが、

満足をしないで帰るという客が５人に１人、20

％もいるんですよ、京都市。御存じでしたか。

もうちょっと真面目にやってくださいという話

なんですよね。

さて、この表、横軸が2010年から2015年の生

産年齢人口の増減、縦軸が65歳以上の増減で見

てのとおり、済みません、ごちゃごちゃしてい

て。東海道、東北、九州、上越北陸新幹線の駅

とそれ以外の駅と頑張っている町、頑張り切れ

ない町、落ちている町って分けたんですけれど

も、さっき言ったとおり、熱海にはすごい勢い

で生産年齢人口の部分がいなくなっています。

世界遺産の吉野もそうです。先ほど言った上勝

町も人が減っていて全然活性化していません。

箱根もそう、関ケ原もそう、小樽もそう。だめ

チームです。

でも、私が今も八重山も含めて行っている竹

富町とか、もしくは人口600人しかいないんだけ

れども、子供が物すごくふえている桧枝岐村と

いうところとか、これ尾瀬の福島側の入り口で

すよね。ちなみに表の上に行けば行くほど、平

均値よりも上だと、ほとんど社会保障で破綻す

るぐらいの勢いでお年寄りはこの５年でふえ

ちゃった。実は福岡、仙台とか横浜とか東京も

含めて多いですよね、名古屋とか。お話しした

、 、 。とおり 昔 労働力を集めてきたところなんで

ちなみに宮崎市もその仲間に入っちゃったんで

す。高齢者、要は宮崎県内から集め過ぎたとい

うことですよね。

これを頑張るのは地消地産じゃないと民意動

けないんで、どの町も。宮崎県のデータも持っ

てきました。実は宮崎県の直近の10年は、生産
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額自体は増加して106％なんですよ。皆さん、拍

手ですよね。すごいですよ。だって、日本全体

ではこのＧＤＰは300兆円にすると安倍内閣は

言っているわけですから、それに県全体は寄与

しているんです。ただ、農林水産業もふえてい

るのに、卸・小売と宿泊、飲食につながってい

ないので こっちは279億円マイナスで93％ 140、 、

億円マイナスで88％で落ちているんですよ。ち

なみに住民が減っているので、金融と保険なん

かさらに悪くなっています。これ、どう考えて

も、住民が減っているからです。全体的には、

特に製造業とか物すごく頑張ってくれているの

で上げたんですけれども、せっかくふえている

農林水産業を外に力かけずに中に落とさない限

りは、県の景気と税収は絶対上がってこないで

す。

皆さんにお見せしたいのはこれです、地域経

済循環分析。県職員の方も含めてこれ見たこと

ありますか。この調査の予算を出したのは環境

省です。なぜかというと、エネルギーの売買も

入れているので。ただ、この地域経済循環分析

というのは、どうですか。企画財政の方はこれ

見ていますか。はっきり言って県職員でこれ見

ていなかったらうそですからね。これ細かく説

、明するだけで90分ぐらいかかるんですけれども

皆さんのところは全て環境省のデータからする

と、収支を見ると全部で３兆4,700億円ぐらいの

総生産額があって、そのうちの4,000億円ぐらい

のそのうちの半分の2,120億円はエネルギーで

払っているんですよ、外に。これ日本中が同じ

傾向なんです。でも、この３兆4,000億円の中身

の中でこれ見てのとおり、やっぱり売り上げの

大きさからすると、公共事業とか建設業で食っ

ているなというのはよくわかるんですよね。一

番左側です。あとゴム、林業、農業も意外と得

意なんですけれども、この得意なところが生か

されていない。所得もそうです。公共事業、建

設業がやっぱり粗利は稼いでいる。これ時間が

あったら全部御説明するんですが。

大事なのはここです。川上・川中・川下、１

次・２次・３次産業で赤い線と黒い線が取引額

の太さを示しているんですが、県内を見ると、

農業と食料品にはつながっているんですけれど

も、食料品から卸にも行っているんですが、卸

から外へ出ちゃっています。中は回っていませ

ん。特に農林水産業がもっと地元の小売・卸対

個人サービスが娯楽、宿、飲食店ですから、こ

こにもっと直接、対事業者サービスを含めてつ

ながっていないとだめです。

ちなみに３兆4,700億のうちの取扱高が0.2％

、 。以下だと ここに線であらわれてこないんです

皆さんの感覚からすると、宮崎の牛肉も鶏肉も

マンゴーも１割、２割ぐらいは県内で流通して

いるというふうに思っていませんでしたか。ち

なみに生産額の0.2％以下というのが事実です。

足らないんですよ。

どんどん時間がなくってきて、私も焦ってき

ましたけれども。例えばさっき言ったニセコ町

でいうと、もちろん農業とか林業が売り上げが

高くて、対個人サービスもそれなりに頑張って

いて何でそんなことが起きているかというと、

ニセコ町の地域経済循環分析を見てください。

農業からちゃんと上に真っすぐたくさん矢印が

伸びているんですよ。全然違いますよね。もち

ろん県と町村という大きさの違いはあったとし

ても、お金のキャッシュフローのでき方は同じ

ことなので。

いいですか、皆さんのところは６次産業化だ

と言いながら、全総生産額のうちの流通してい

るのは0.2％以下ですから、１割もないのが事実
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ですから。ほかの地域で頑張っているところは

ある。さっきのように５段階の一番上にありま

すよ。これが例えば綾町だけで見ましょうとい

うと、これも本当は細かく見たいんですけれど

も。農業から食料品には辛うじてつながってい

るんですけれども、まだ若干、卸対個人サービ

スが弱いんですが、でも、先ほどの県全体に比

。 、べればまだ線があるんですよ 町だけで見ると

まだ綾町は頑張っていますという感じです。

時間がない中で、せっかくですから宮崎市も

行きましょうか。宮崎市も農業とか頑張ってい

るんですけれども、対個人サービスも売り上げ

も高いし。でも、見てのとおりやっぱり取り扱

いは食料品に行っているだけで、地元の卸・小

売対個人、対事業者サービスには、線がないと

いうことは0.2％以下だということなんです。

何かのきっかけ 政策・施策・事業というきっ、

かけで経済活性化させなきゃいけないわけです

よね ということは きょう話したようにキャッ。 、

シュフローを生まなきゃいけないんですよね。

そのためにどうするんですかという話を、後半

残り30分でやります。

、ちなみに結構大事な皆さんの政策的にいうと

国も都道府県も市町村もそうですけれども、最

近、目標指標をＫＰＩと言うじゃないですか。

これすごく大事なのは、中身の数字も大事なん

ですけれども、そもそも順番も大事ですよね。

マーケティング用語ではＫＰＩ キーパフォ─

ーマンスインディケーター よりも、これを─

つくるんだったらＫＳＦ キーサクセスファ─

クター という優先順位をつけろというんで─

すけれども、例えば国の観光政策でいえば、外

国人旅行者数、外国人の消費額、外国人の延べ

宿泊、外国人のリピーター数、日本人の旅行消

、 。費額って 皆さんこの順番でいいと思いますか

ＫＳＦ、これおかしいですよね。本来、こうで

すよね。だって、日本人の消費のほうが多いん

だから。外国人の消費、宿泊リピーター数なら

ばわかります。

ちなみに私がヨーロッパ諸国、シンガポール

とかいろんな国の政策のお手伝いをしていて、

日本の政策目標指標の数字の何が一番つらい

かって、因数分解できないんですよ。なぜかと

いうと、観光の場合は、一番上に観光客入り込

み数とか持ってきちゃうんで。本来は、経済政

策の場合は売り上げじゃないですか。だから、

観光消費額ぐらい持ってこなきゃいけないです

よね。売り上げというのは、単価掛ける数なん

で、どうやって例えばリピーターをふやしなが

ら単価上げるのとか、もっといろんな飲食店を

ふやしましょう、数の話とかということになっ

てくるんですけれども もしくは観光施設にもっ、

と入れましょうとか。でも、宮崎県も含めて、

、ほとんどが入り込み数が一番上位に来ていると

それ以上因数分解できないです。５カ年計画だ

と、何となく５％ぐらいふやせという変な指標

になるので、そんなの達成してもしなくても経

済活性化は起きないんですよ。しかも、国はな

かなか経済活性化のところまでは市町村、都道

府県単位では言えないんで、本当はもっと大事

な数字あるんですけれども。こっち大事ですよ

。 。ね 域内調達率を上げて経済波及効果を高める

就業者数とか賃金とかに反映するという数字が

本来は必要です。

、 、 、ちなみに 今 三重県を中心に県の総合計画

総合戦略も含めて、どんどんここに置きかえて

います。まず、ちゃんとＫＰＩじゃなくてＫＧ

Ｉ、ゴールの数字をちゃんとして因数分解でき

るようにしようと。ちゃんと実証しようという

。 。ふうに流れが来ています これは国も一緒です
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ちなみにどこにも観光客入り込み数と言ってい

ません。あんなのふえても減っても関係ないん

で。たくさん来たって金使わんやったら意味な

いし、そこでカウントしていても全く意味がな

いんで。せめてとるんだったら、そういう施設

でちゃんと毎日カウントしてくれればいいんで

すけれども。だったらレクリエーション数とし

てとれるんですが。

ちなみに今まだ改定中なんですけれども、現

在の三重県の観光推進基本計画、この観光推進

基本計画でも何がすごいって、やっぱりちゃん

と消費額を目標の最初に位置づけて、産業とし

てはっきりしていきましょうというのをうたっ

ていることと、ＫＰＩの順番も消費額が一番上

なんですよね。同じ入り込みとるんだったら、

いろんなポイントを何となくはかるんじゃなく

て ちゃんと施設に入った数で見ましょう ちゃ、 、

んとカウントできるところでカウントしろとい

う話。

大事なのはここです。お客様の満足度とリピ

ート移行率は100％。これ鹿児島県だと60％ぐら

いの設定しているんですよ。行政ですから、達

成できない数字を置きたくないというのはわか

るんですが。ただ、民間事業者はお客様の満足

度は100％欲しい。しかも、リピートしたいとい

うのも同じく、帰ってきたいって100％に近づけ

ないと意味がないんで。だったら襟を正して、

行政の指標こそ達成できるかできないかは抜き

にして、真っ当な数字を置かなきゃいけないで

しょうという話なんです。要は事業者、住民、

県民が見て、納得できる数字じゃないとおかし

い、達成できないんだけれども。ディズニーリ

ゾートですら98％超えたことないんですが。で

も100％を目指しましょうと、頑張らないと、あ

る意味、経営能力落ちますよという話なんで。

とりあえず現状認識をしっかり環境分析して

ください。さっきの事業総括だけじゃないんで

すね。今進行中のことも含めてわかりますかと

いう話。

製造業でいうイノベーションは、技術革新な

んですけれども、観光サービスの場合は、稼ぎ

方、もうけ方を変えるというのがイノベーショ

ンなので。だって、過去どんなに県費投入して

いろんなイベントやキャンプを持ってきても、

今以上の経済活性化になるんですか、という話

なんです。

これは、皆さんが今度行かれる飛騨市の隣の

高山市。インバウンドではすごく有名なんです

が、高山市に今まで使った総予算に見合うだけ

の経済活性化が起きていますかと、この間聞い

たんです。私、ＪＩＡＭというところと自治大

学校で教えているので、わざわざ部長に来ても

らって、２代前の部長のときに私が今の政策の

お話をしてやってもらっているんです。実は全

く見合わないどころか、ちゃんと数字がとれて

いないので実証できないと言いました。今後の

世の中で国民、県民はそんなにばかじゃないん

で、ちゃんと出しただけのことをやっています

よというふうにするには、やり方を変えるしか

ないですよね。マーケティングです。

私、経済産業省とか総務省、観光庁とかでマ

ーケティング講座を２カ月に１回必ずやってい

るんですが、特に企業から出向や研修に来てい

る結構頭のいい民間事業者でも、マーケティン

。グは勘違いしている人たちが物すごく多いです

、マーケティングって何て聞いて一番多い返答が

宣伝、広告、ＰＲ、次が調査研究。どっちもマ

ーケティングの一部なんですが、マーケティン

グで一番肝心なのはここですよね。企業、組織

が行う活動のうちお客様が本当に欲しいという
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商品、サービスをつくって、その情報を届け、

ここが宣伝、広告、ＰＲですよね。お客様がそ

の商品を効果的に最終的には買えるようにする

活動の全てがマーケティングなんで。

だから プロダクトアウトじゃなくてマーケッ、

トインじゃなきゃだめだという話があるわけ

じゃないですか。どんなにいいものをつくって

も、客が欲しいと言わない限りは買ってくれな

いんで。どうしても世の中、いいものだけつく

れば、オンリーワン、ナンバーワンになったら

買ってもらえるってわけわかんないこと言うん

ですけれども。世の中、オンリーワン、ナンバ

。ーワンで売れないものいっぱいありますからね

これをやりましょうとなったときに、企業だ

と、それはそのものが存在意義になってくるん

ですが。済みません、宮崎県の観光って誰がマ

ーケティングしているんですか。もしくは県内

の市町村はどこがマーケティングしているんで

しょうか。何か日本中だめな市町村の観光協会

ほど、なぜか役場の職員がみんな派遣されて、

ただのイベント屋とか花火大会の金集め屋とか

になっちゃっていて、マーケティングなんか全

然やってない。

日本の観光協会、観光連盟だけが、世界中か

ら見て全く別の動きをするんですよ。違ったこ

とをやっているんです。本来はマーケティング

やるんですよね。しかも面で売っていかなきゃ

いけないんで。これできますか、やれますか。

済みません、マーケティングの専門用語を出

しましたけれど、これ全部忘れてください。ど

うでもいい話なんで。

ちなみに大事なことだけ話をすると、これ物

すごく大事です。ＣＬＴＶ カスタマーライ─

フタイムバリュー 民間事業者はみんなこれ─

狙っていますから。１回来れば、１回買えば、

死ぬまでうちとつき合ってねというのが商売人

の基本なんで。そのためにはお客様と関係構築

。しなきゃいけませんよねという話があるんです

この２個は大事です。

ちなみにここの中に地域振興活性化でもよく

出てくるキーワードで、ここにＳＷＯＴ分析、

Ｓ、Ｗ、Ｏ、Ｔとあるんですよ。強み、弱み、

機会、脅威て何って。皆さん、ＳＷＯＴ分析と

かやったことないですか。よくコンサルとか専

門家がやりますよね。これ有識者とか専門家を

呼んでＳＷＯＴ分析をすぐやらせるような人間

は、絶対信用しないでください。これこの間、

自治大学校で言ってめちゃくちゃうけたんです

けれども。何でって聞いたら、山田さんの講義

。の前の人がいきなりＳＷＯＴ分析やらせました

各都道府県の強さ、弱み、ＳＷＯＴをやれって

言われて。

これ何が大事かって、前提なんですよ。だっ

て、お客様が違ったらＳＷＯＴ変わるんで。わ

かりますか。うちの自然がと言っていても、自

然が嫌いな人に自然が強みと言えないんで。ツ

エルマット、めちゃくちゃスイスの僻地で車も

乗り入れさせていない、チューリッヒ、ジュネ

ーブから４時間かかるところ、これ日帰り観光

客が前提だと弱みなんですが、静かな環境での

んびりゆったりリゾート暮らししたい人にとっ

ては有利、強みなんで。だから、相手によるん

。 。ですけれども ちょっと覚えておいてください

すぐにＳＷＯＴやらせるコンサルは信用ならな

い。

もちろん、きょう本当は高度経済学の話をた

くさんしたいんですけれども、ここもちょっと

抜かして。ここですね、皆さん、一番ぼっとし

てもらっちゃ困るところは。客がふえていよう

が減っていようが、どんなイベントでかき集め
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ようが何しようが、誰が来ているかわからない

んですよ。

皆さん、マーケティングの本をちょっとでも

読んだことある方、ドラッカーでも何でもいい

です。マネジメントの本で一番最初に何て書い

てあります。顧客が誰かですよね。なのに、今

どこの都道府県、市町村単位も、誰が来ている

かがあんまりよくわからない 何となく野球ファ。

ンが来ているとか、ゴルフを見に来ているのは

わかるんですけれども、その人がどんな人でど

こから来ているかまでは追究していないんで、

わからないに等しいですよ。

本当はこういうふうにちゃんと自分たちの場

所から見てお客様は誰かとか 競合 コンペティ、 、

ターがいるのかとかって、こういうことをやら

なきゃいけないんですけれども、この辺もちゃ

んと、特にお客様の価値と自分たちの売りたい

商品の価値と合わせなきゃいけないよねって。

済みません、この辺全部割愛します。また読ん

でください。

。ＣＬＴＶが一番大事だっていう話をしました

そのためには関係構築が大事だって話もしまし

た。なぜかというと、マーケティングが進化す

る中で、さっき言った顧客は誰かといった話に

なったときに、今もう昔のように、マスでも集

団でもなく 集団でもなく個人ということになっ、

てくると、昔、皆さん、マーケティングってＳ

、 、ＴＰ セグメンテーション ターゲティング─

ポジショニング といってＳＴが難しいです─

よね。よく観光庁もこれからはインバウンドは

アジア団体じゃなくて、欧米、オセアニアの個

人客だとか 宮崎県内の市町村が観光なんかやっ、

ていなかったけれども 日本人の人たちにちょっ、

とでも国内旅行に来てほしいといっても、全部

成熟した社会の人なので 個人化と多様化になっ、

ているのが前提ですからセグメントできないん

ですよ。逆に言うと、セグメントすると全部個

人です。じゃあ、個人だからこそ、今、ＩＴツ

ール、データが必要なんですよね。例えばコン

ビニエンスストアはＰｏｎｔａカードとかｎａ

ｎａｃｏとかいろいろあるじゃないですか。航

。空会社はマイレージシステムってやっています

百貨店も百貨カードってつくっています。囲い

込んでいるわけですよね。顧客データベースの

中でお客様の行動履歴とか消費履歴を読んで

やっています。特にコンビニエンスストアのＰ

ＯＳデータでその店の品ぞろえが変わるわけ

じゃないですか。売れ筋をどんどん仕入れとか

なきゃいけないんで。要は仕入れロスしちゃい

けないわけですから。

これ観光でできますかね。顧客を維持するた

め。顧客データベースって何かというと、売り

先確保しているということですよね。これ観光

でできますかという話です。ちょっとここも割

愛します。

ちなみにビッグデータ、経済産業省のＲＥＳ

ＡＳとかＧＰＳ調査の結果とか、ＳＮＳのデー

タとか、私自身も使うんですが、これだけやっ

ていると見誤って間違った手をとってしまいま

す。なぜかというと、しょせん、漁船に積んで

いる魚群探知機ですから、過去から現在のトレ

ンドしかわからないので。今大事なのはお客様

とつながることなので。確かに調査かけると、

ばさっと網かけると確かにわかるんですよ。で

も、とって終わっちゃうんですよ。

これをマーケティング、顧客データベース化

をやるときに、今、市町村単位でいうとこうい

うのがあるんですね、気仙沼市。これ私が復興

支援でこの３年ぐらいおつき合いしているんで

すが、顧客データベースを町のファンクラブに
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置きかえたわけです。すごいのは、観光客だけ

じゃなくて、市民も復興支援者も東京にいる地

元出身者もみんながこのファンクラブに入って

。 。ください クルーシップですから乗組員証です

コンセプト、いいですよね。海と生きる気仙沼

だから、気仙沼丸にみんなが乗り込めって、こ

れがポイントカードになっています。ちなみに

コストはめちゃくちゃ安いです。なぜかという

と、ただのプラスチックカードの裏に磁気スト

ライプとＱＲコードしか入れていません。ＩＣ

チップすら入っていません。クレジットカード

機能もないです。

ただ、これ今１万5,000人超えてきたんですけ

れども、去年までが51、ことし75ぐらいの市内

の事業者、ホテル、商店とか旅館、道の駅とか

で、お客様が使うとＤＭＯの組織に全部データ

が来て、コンビニエンスストアと同じです。町

全体が行動履歴と消費履歴がわかるということ

です。

ちなみにこのお店でさっきのファンクラブに

なった人のデータは、この店の人は全部見れま

す。要は連絡先から何から全部わかるので、自

分のお店の経営努力として、今週末はこんなイ

ベントをやりますよとか、この週末は観光客の

方にはこんな特典をつけますよといったらでき

ます。でも、ほかの人がとったデータは見れな

いです。全体のデータを見れるのはここだけで

す。ただし、ここは、属性は見れますけれども

個人名の特定はできないんです。うまく分けて

いるんですよね。

ちなみに、これ、今１万5,000人超えたと言っ

ていましたけれども、たくさんとればとるほど

いいですが、全部とる必要はないです。セブン

イレブンとかローソンとかファミリーマートで

も皆さんよくカード出してくださいと言うじゃ

ないですか。あの出している人って、大体全体

の２割ぐらいなんですよ。百貨店でも３割ぐら

いです。カード持っていない人が多いんですけ

れども。でも、２割とっただけで、あれだけ品

ぞろえがロスなくできるというのがすごいとい

う話なんです。

ちなみにカードの話をすると、すぐにスマホ

のアプリの話になるんですけれども、アプリは

まだちょっと早いです。なぜかというと、日本

の場合は特に65歳以上がほとんどまだガラケー

になっていて、ガラケーはアプリ入れられるん

ですが、入れようとしませんし、あとインバウ

ンドでも困るのは、外国人はほかの国のアプリ

を入れないという。しかも観光情報はウエブで

、 。とれるので アプリを入れる必要ないんですよ

重くなっちゃうので。あとアプリのランニング

コスト、要は皆さんすぐバージョンアップする

でしょう。あのバージョンアップに何百万とい

うお金がかかるんですよ。こういうシステムに

乗せてしまうと、その維持管理にお金だけが続

かないんですよね。なので、今、私は最先端の

企業から、ＩＣＴとかＩｏＴからバージョンダ

ウンの相談をすごく受けています。あと５年す

れば変わりますけれども。

ここがすごいのは、独立してやっていますか

ら、例えば楽天とかＴポイントとかに丸投げし

ないんですよね。皆さんが視察に行かれる飛騨

市は、残念ながら、ファンクラブをつくったの

に楽天に全部丸投げしたので、情報をとられ放

題で、たまにお金ちょっとくれるんですけれど

も微々たるもんで、何かやるたびにえらいコス

トかかっちゃうんです。これ自分たちでやって

いますから、何が一番いいって、皆さん、ポイ

ントって２年たつと失効しますよね。あのお金

がどこに行くか知っていますか。年間6,000億円
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から8,000億円と言われているんです。しかも、

毎年48％から49％消えているんですけれども。

あれは発行元に戻るんです。気仙沼市の場合、

どこに戻るかというと 気仙沼に金額が全部戻っ、

てくるんです。ただし、全部利益にしないで、

一部復興支援に使わせてくださいとお願いをし

ているので、ファンクラブの人は使っても経済

活性化に寄与できる。ポイントは地域通貨と一

緒ですから。しかも、なくしても町のために役

に立つといって喜んで失効してくれるんです。

ちなみにこのまま売り上げが上がっていくと、

気仙沼は人件費、補助金なしで賄えるぐらいに

なります。独立していますから、どことも組ま

ないアマゾンと 組むことができないオークショ、

ン以外のほとんどのＥＣサイトと提携している

ので。何がいいかって、皆さんがもし気仙沼に

行くときは、ここから買う航空券、ＪＡＬ、Ａ

ＮＡとか、仙台空港からのニッポンレンタカー

、 、 、とかオリックス 日産 トヨタレンタカーとか

もしくはじゃらんとか楽天でホテルとりました

とか、ふだんの買い物をディノスとか楽天でし

ましたというポイントがダブルでつくんです。

使えるのは気仙沼だけです。

あといいのは、市民カードになっていますか

ら、この４月からはこのカードがそのまま図書

館カードになって、美術館カードになって、今

度それが市営駐車場カードになって、病院では

健診を受けると健診ポイントまでプレゼントさ

れて、要はそれで健康の見える化をしたいんで

すよね、社会保障費を抑えたいんで。体育館と

か市民プールを使うときにもポイントを差し上

げますというふうになっていますから、市民も

使っています でも そのおかげで今 こうやっ。 、 、

てたくさんの事業者がふえて、一件も脱落しな

いで会員がふえ、売り上げももちろん上がって

います。これは事実です。こういうふうに住ん

でいるところで男女別、あとは年齢別といって

全部属性が、利用金額も含めてわかっているの

で。

ここの場合、見てください。宿泊データ、平

成27年、28年、29年で赤いところが多いです。

これ復興関連なんですよ。皆さん御存じのよう

に、２年前に５年間の事業が全部切れて、今工

事関係者がどんどん引き上げていますから、一

番泊まってくれていた人たちががんがんって

減っているので、マクロでいうとすごい勢いで

消費減っているんです。飲食店も飲み屋も含め

て。だからこそリテンションきかせてつながっ

ておかないと、今のこの人たち帰っていっても

いいけれども、たまには家族連れて遊びに来て

もらうとか、東京にいてもＥＣサイトで気仙沼

のものを買ってもらわなきゃいけないので、売

り先確保としてつながっとかなきゃいけないよ

ねという話になっているわけですよ。

ちなみに総生産額も宮城県は７年間しかとっ

ていないんですが、気仙沼も見ているとすごい

勢いで落ちて、１次と２次は結構復活は早かっ

たです。特に農林水産業でも水産業の町ですけ

れども、冷凍・冷蔵庫と加工場が戻れば、水揚

げ漁港なので、あっという間に数字戻るんです

けれども、３次産業が全然復活してこない。要

はどこが一番雇用を確保しているというか押さ

えているかなので、これを復活させなきゃいけ

ないよね、という話になったわけですよね。

これ見てください、おもしろいんですけれど

も。赤いところが４月から翌年の３月の春まで

のお客様の入り込み数なんですけれども、青い

ところが売り上げなんですが、皆さんどうです

か。最初スタートした４月、５月、６月がなか

なか数字が比例しないんですけれども、普通、



- 49 -

平成30年９月25日（火曜日）

お客様がふえるとやっぱり売り上げはふえます

よね。でも、12月、お客様が少ないのに売り上

げ高いんですよ。これ調べたからわかったんで

す。何かというと、お歳暮事業です。市民も観

、 。光客も来ると お歳暮の発注していくんですよ

なので、ことしは春からお中元の手を打つわけ

ですよ。町全体の売り上げが上がるという話で

す。だから、打ち手がわかるんですよね。しか

も、行動履歴と消費履歴ですから、関係なさそ

うなところも関係があるということに気がつく

んですよ。

例えば俳優の渡辺謙さんがつくったコーヒー

ショップとか、アンカーコーヒーとかっていろ

んなコーヒーショップがあるんですけれども、

今までうちはこんな客しか来ないよと言ってい

たら、意外と週末を中心に仙台ぐらいから女の

子がカフェめぐりでスイーツを楽しんでいる。

今度はカフェだけでキャンペーン打てるという

のもあります。

あともっとおもしろかったのは、先週、さん

ま祭りを目黒でやっていたんですが、今までそ

ういうキャンペーンとかお祭りとか外に出て

いって、チラシまくでも実証効果が全くとれな

かったんですけれども、今はファンクラブを一

人でも多く獲得してもらっているように働きか

けてもらっていますから。そうすると、そうい

う人たちが本当に来たか買ったかってわかりま

。 、すよね ちなみにウエブ申し込みもできるので

来ない人たちが最初の１年間20％以上いたんで

す。でも、つながっているんで、ここを掘り起

こしできますよね。今まではつながっていない

ので、来ているか来ていないかも含めて全く関

係なかった人たち、イベントとか何か来た人た

ちに対して。

この夏はすごかったのは、市長の手書きの招

待状をつけて、まだ来ていない人たちにパンフ

レットでＤＭを打ったんです。掘り起こしがで

きたということです。今まで打てなかった手が

直接打てるというのと、正確に数字がとれ始め

たので、町全体の年間売上目標を立てることが

できるようになった。去年よりもどれぐらいお

互いの取引、連携をふやしながら売り上げを立

てていくと、町全体の経済の活性化と税収アッ

プ、雇用アップになるかというところが見える

ようになったわけですよ。

。 、ちなみにお祭りもそうです 産業まつりって

地元民しか来ていないからなと言っていたら、

調べたら約４割、結構、仙台あたりから来てい

る人たちがいる。もっと仙台に向けて、イベン

トの中身をもっと変えて周知徹底したら、もっ

と売上金額が上げられるよねということがわか

りました。

あとすごいのが、これやればやるだけ、お客

様のほうが文句言っているときもあります。今

一番多い文句は、もっとカードを使えるところ

をふやせという。そうですよね。

あと、年に８回、高校生がヒアリング調査も

やっているんですよ。気仙沼って高校生はアル

バイト禁止なんですが、学校長がヒアリング調

査 アンケート調査だけはやってもいいよと言っ、

ているので、すごい真面目に高校生はやってく

。 。れるんです 幾つか条件つけていますけれども

、特にお客様が楽しんでいるときは邪魔するなと

並んでいるときとか時間があるときにしか声を

かけるなと言ったりとか、そういう細かいこと

も言うんですけれども。それで調べると、やっ

ぱり顧客データベース以外のこともわかってき

ます これ大事ですよね 顧客データベース持っ。 。

ていてヒアリング調査のギャップが出たところ

、 。というのは 新規顧客開拓したいところなんで
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、 、しかも そこにビッグデータも見ていますから

。 、国のデータとか そうすると顧客データベース

アンケート・ヒアリング調査、ビッグデータを

見ているので、要はマーケティングの数字が物

すごく正確に出るんです。もう近似値とは言え

ないぐらい正確に出てます。これを気仙沼では

うまくやっていますという話です。

ただ、皆さん、とってもいい話があって、皆

さんのところにもあるんですよ。はっきり言い

ます 全都道府県で県単位でファンクラブを持っ。

ているのは宮崎県だけなんですよ。しかも、ポ

イントカードに既になっているんです。ちなみ

に議員の皆さん、お持ちでしょうか。県職員の

皆さん、お持ちでしょうか。持っていなかった

ら、これ非県民といいますか、これも宮崎県の

最終兵器ですよ、はっきり言って。これやるか

やらないかで、この後、全然変わってきます。

いいですか。ハード整備はどれだけも豪華に大

、 、 、 、きくできますが データの収集 蓄積 活用は

先行逃げ切りなんですよ。だから、グーグルも

ツイッターもフェイスブックもデータを集める

んです。インスタグラムというほかの敵が出て

くると、データとられたくないから、フェイス

ブック買い取っちゃうんですよ。これをうまく

やったら、私だったらそうですね、隣の鹿児島

県にも営業に行きますけれどね。西郷どんカー

ドつくってやるよとか、霧島カードつくってや

るよとかといって、データを全部宮崎県で拾い

ますけれどね。そのときは熊本だ、大分だって

ちょっとずつ広げればいいんですよ。

アメリカでも一番、知の集積、情報の集積は

シリコンバレーで、ニューヨークでもロサンゼ

ルスでもないんです。シリコンバレーが人がふ

えて一番活性化するわけですよ。

宮崎県がそういう意味では、知と情報の集積

になることはこれから可能です。ほかがやって

いないので。ただし、戦略的にやらないと。で

、 、 、も 済みません これを第三者から見ていると

観光推進課の人はすごい一生懸命やっているの

に、ほかの課の人たちが全くこれに反応してい

ない。特に財政課が。これやらなかったら、県

は死にますよという話なんですよ、経済的に。

こんないい手だてを持っているのに、これに予

算つけないとか、これに力をかけないという親

分と議会だったら、私はどうかなって、こらと

思います。これ真剣な話ですよ。だって、ある

んだから、あるものを使えという話なんで。ま

してや県職員が入ってないといったら信じられ

ませんね。私、総務省でマイナンバーカードの

お手伝いもしているんですが、総務省のマイナ

ンバーカードの担当者、カード持っていないん

ですよ。これも非国民ですけれどもね。

いいですか。今、県北からどんどん来ていま

す。県単位でやりますから当たり前ですけれど

も、やっぱり公的施設が多いですよね。要は歴

史資料館とか美術館系とか道の駅。でも、その

ほうがいいと思います。先に公的施設、有料施

設でデータをとった後に、民間の事業者にこん

なにデータが集まって、こんなお客さんが動き

していてこんな消費傾向があるけれども、これ

活用しないのかと言わないと。

済みません、こうはいっても、本当に申しわ

、 、けない言い方なんですが 宮崎県の事業者の方

意外と依存体質で口あけて待っている方が多く

て、しかもその口に補助金合わせろというし、

その補助金を自分たちで使えばいいのに、大体

イベント屋とか広告代理店に丸投げして自分た

ちで使わないんで。だったら、二、三年でもい

いから、公的施設でちゃんとデータをそろえて

から一緒にやれと言わないと、うまくいかない
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です。お願いですから、もうちょっと県民と県

の経済のことを考えた施策を打たないと、さっ

き言った、お金出しても誰が喜んでいるかわか

んない宣伝広告費に使われても嫌なんで。

私、羽田空港で全日空を使うたびに、赤い肉

でできた富士山を見るたびに気持ちがすごくす

さむんですよね。あれこそ電通にだまされたい

い証拠ですよね。あれ誰が喜んでいるんですか

ね。生産者が一番怒っていますよね。自分たち

が丹精込めて育て上げた牛の肉が５年連続１位

になっているのに、何で世界一の富士山の形に

化けているんだよって。あれ誰も気がつかない

。 、です 見た人は見た人でばかにするだけなんで

本当にああいうことはやめてほしいんですけれ

ども。

ほかの町もやっています 由布院もやっとファ。

ンクラブを立ち上げたんですが、由布院は昔、

イオンカードに徹底的にやられたんですよ。な

のであえて自分たちでやるという話になってい

ます。栃木県とか三重県みたいに、ただのパス

ポートのスタンプラリーは客は喜ぶんですけれ

ども、そのデータはデジタルじゃなくてアナロ

グで、どんなに集めても、三重県なんて52万人

も集めているのに何一つ使えないんですよ。そ

もそも日本は個人情報保護法が厳しくて、特定

多数で囲い込んで双方向やりとりができるのは

ファンクラブが一番ですから。ほかにもやって

います。

きょう話したかったのはこれです。どこから

スタートしても結構です。リピーター、客単価

をふやすのも、会員制度からやるのも、販売促

進を効率アップするのも、顧客動向分析、ロイ

ヤリティ、どこからスタートしてもそうなんで

すが、最終的には囲い込んでお客様の満足度を

上げながらこれを回すしかない。

済みません、どんどん時間が来ていますけれ

ども、人材育成です。私が富山県の人材育成に

たずさわって８年、９年目になります。これは

、 、 、すごくよくて 皆さん テレビ・マスコミでは

情報番組などで新幹線効果は石川県の金沢にあ

るって言っていますけれども、皆さん御存じで

したか。今、実体経済の上昇率は富山県のほう

が上です。テレビ、電波に出ているのは石川の

金沢ですけれども。だって、９年も前から人材

育成やってる。単年度の補助事業で新しいイベ

ントだ、グルメだじゃなくて、それをつくり続

ける人たちをまず育てないとだめだ。でも、こ

れを結構、ロールモデルにして宮崎県もやって

いるわけですよ。

ただ、富山県と違うのは、富山県は農業とか

の１次産業の人材育成や、起業カレッジとかい

ろんなコースを縦割りで人材育成やっている中

で、３年前からマネジメントのところだけを一

緒の講座にして、実は私が担当しています。頭

の中が共通化、共通言語ができて、集まること

によってすぐに連携しようという話もどんどん

出てきて、卒業生はどんどんメンターになって

いくので活性化していくんですよね。なので、

私は、観光みやざき創生塾もあしたから２泊３

日で日向市でやりますけれども、もっともっと

これが横にも展開していけないかな。横展開と

いうのは市町村だけじゃなくて、いろんな産業

を展開していかないとやっぱりだめかなと思っ

ています。

せっかくこれだけ脚光を浴びている。ただ、

皆さんにちょっと一言言いたいのは、これ新し

いアイデアを出してくれというのもあるんです

が、アイデアコンテストではなくて、今抱えて

いる問題を解決する、課題にチャレンジすると

いうことが大前提なので、すごい斬新なことを
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求めているわけじゃないんですよ。まず、足元

を見てやりましょうという講座なので、そこだ

けはちょっと御理解いただきたいです。

ただ、つらいなと思ったのは、どんなに現場

とか担当者を鍛えても、上司が理解しないとこ

れは進まないんですよね。県内のある銀行の地

方創生部の女性がすごくいいアイデアを出して

きたんですけれども、上司がなかなか理解して

くれないのでやれないという愚痴をこぼしてい

ました。これ行政でもそうですよね。さっきの

仙台・松島のＤＭＯでもせっかくいいアイデア

をつくっても、市町村単位でつくっても、県職

員が理解できない。担当者は理解しても、課長

補佐、課長、部長、局長が理解できないとその

都度とまって、中身が変わっちゃいますから。

宮城県の場合、Ａ案がＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆまで

変わっちゃったので、半年もかけて、最終的に

は知事に全部持っていってもらって、知事判断

してくださいといったらＡ案を選んじゃったん

、 。で この半年の時間と労力はどこに行ったんだ

責任とるのかという話ですよ。特に上に行けば

行くほど退職間際の方が多くて 退職間際になっ、

たら余計なことを持ってくるなって思いっ切り

ブレーキを踏む方が多いんで、中には俺が責任

とってやるからやれよという人たちも多いんで

すけれども、どっちかというと圧倒的にブレー

キを踏む方が多いんで。そういう方に限って、

退職のときの御挨拶で、私は役所に入って務め

上げて何十年たちました。何もなく大過なくと

いう挨拶をしてくれるんで、余計むかつきます

よね。ちゃんとやれよという話だよね。

済みません、ちょっと言い方が悪くて、本当

はもうちょっと仕組みとか体制の話をしたかっ

たんですが時間が来ましたので、もし余裕があ

りましたら質疑も含めてお受けしたいと思いま

す。

ということで皆様、御清聴いただきましてあ

りがとうございました。

ありがとうございました。時間も○黒木委員

限られておりますが、委員の皆様から何かお聞

きしたいことがあれば、お願いいたします。

。○二見委員 きょうはありがとうございました

ファンクラブカードのつくり方とか 恐らくきょ、

う来ている議員は、そういうのをつくるのは自

分のことで得意なんだと思います。自分の地域

の顧客をしっかり把握して、あとグループ、そ

の分野のやり方とかですね。それを今度の政治

の現場のほうでどう地域経済をつなげていくか

というところが大きな課題で、ある意味では専

門分野になるのかなと思うので、これからいろ

いろとまた研究していきたいと思います。

一つだけお聞きしたいのは、要するに地消部

分ですね。食料分野とかから次の食品とかいろ

んなところの分野へのコネクトをつくっていく

というところなんですけれども、どう見ても今

の宮崎の経済の中で外商のほうをずっと今、力

を入れてやっているわけなんですが、この地消

の部分と外商、両立できるうまいやり方とか何

かあれば教えていただきたいなと思います。

ありがとうございます。最終的に○山田代表

。 、は両輪なんです バランスとるんですけれども

どっちからスタートさせるかというと、中から

スタートしないと外がついてきません。なぜか

というと、地域で愛されている、地域で支持さ

れている、地域でおいしいと言われているもの

。 、じゃないと外で売れないからなんです しかも

食べにも買いにも来ないです。

わかりやすい例が、香川県の讃岐うどんです

よね。みんなが食いまくってうまいと言ってい

るから食べに来るという話と一緒で、まずは地
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域が支持して地域の経済を考えていくと、おの

ずと外で売れます。そのときにブランディング

としては、そうはいっても一番いいものは、お

話をしたとおり、こっちに来ないと買えないよ

ねとか、体験できないよねとかいう話にできる

。 、 、かどうかです だって どんなに外で売っても

外の企業がこっちのものを買って外に持ってい

かれても、宮崎の経済にはほとんど関係がない

んで それよりも宮崎県の企業がこっちでつくっ。

たものを買ってください、食べてください、余

裕があったら外に持ち出すでないと、最終的に

は両輪が回らないです。これはヨーロッパのブ

ランド品を見ていても全てそうです。だから、

まずは中から。ですから、高知県のように外か

らやると最下位に落ちるので、まずは中を意識

していただきたい。

先ほどの会員証も、私、ひなたカードを進化

してもいいかなと思っています。特に県外客は

たくさん来れば来るほど、航空会社のマイレー

ジみたいにランクを上げてあげるとか、カード

の色を変えてあげるとか。ましてや例えば４回

来たら次が５回目、９回来たら今度10回目って

わかるじゃないですか。だったら、今度はこん

な特典を用意しています。あなたは10回来たか

ら、ロイヤルゲストに認定しますといったら、

その人の10回目の旅は宮崎以外にはないので。

今度は市町村もそうですよね。例えば宮崎市

カードとか日向市カードとか日南市カードとか

というのをつくってもいいかもしれません。た

だし、宮崎県の共通ロゴがどこか１カ所に入っ

ていればいい。もっと頑張る事業者がいたら、

自分のホテルカードとか自分の旅館カード、要

はデザインだけ変えてあげることは幾らでもで

きるので。ただ、共通ロゴは入れてくださいと

いう話です。データベースだけ１カ所に集まっ

ておけばオーケーだと思います。

申込書は手元にないんでしたっけ。今、ひな

、 、たカードの申込書があるそうですので 皆さん

これを受け取っていただいて、まだの方は御参

加いただければと思います。

本当にきょうはありがとうござい○井本委員

ました。勉強になりました。

、 、今 トランプ氏がとにかく囲い込みちゅうか

自分ところだけというのをやっておるもんです

から、あれなんかを見ると、自由貿易主義とい

、 、うのは いわゆるリカードが言った比較優位論

ああいうふうに自分のところの専門分野に徹し

たほうが貿易額は実際はいいんだと、そして不

得意なところは手放せと、こういうことですよ

ね。

それと全くこれとは関係ないのかなとも思っ

たりするんだけれども、自分たちの得意分野で

ある、宮崎であれば林業なんかでも林業の素材

生産だけは一生懸命やっておるんだけれども、

実際理屈からいえば 本当は素材を加工してもっ、

とやったほうが もっと付加価値は高まるんじゃ、

ないのかという、言われるところとあるんです

けれども。その辺のことは私もいまいちよく自

分自身が整理がついていないもんですからね。

ありがとうございます。一応、大○山田代表

学で経済と経営とマーケティングを教えている

、 、ほうとしては あと90分掛ける14回いただくと

この辺詳しくお話ができるんですが そうはいっ。

ても、これまで経済にしても何にしても、アメ

リカのまねしていていいことなかったでしょう

という話なんです。どっちかというとヨーロッ

パの国のほうがしたたかにやっていますよねと

いう話なんです。

特に対日貿易からしても、燃料とかを日本が

買わされている中東とかインドネシア、オース
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トラリアはずっと赤字なんですが、日本がある

意味、金を払わされ続けているのは、そういう

燃料産油国だけじゃなくて、実はヨーロッパで

、 、 。いうとフランス イタリア スイスなんですよ

ここはずっと貿易赤字なんです。買わされてい

るものって、１次・２次・３次産業全部ですよ

ね。だって、ワインからチーズ、オリーブオイ

ル、パスタ、生ハム、２次製品はブランド品の

服、靴、バックから宝飾品から、車なんかフェ

ラーリ買わされて、金融、観光ですよね。だか

ら、うまくやっているところは、全産業的にう

まくつなげて外にも売っているけれども、さっ

きのように一番おいしい付加価値が高いところ

、 。は うちに来て金使ってくれという話なんです

だからバランスがとれるわけです。こっちに来

る分に関しては、宮崎ファーストでいいんじゃ

ないですかという話。全ての農協とか漁協も含

めて、みんなでこっちでがちがちに６次産業化

といっても、県内の市場が小さいので、高知県

と一緒で中では消費し切れませんから外にも売

るんですけれども、手間暇かけて、一番付加価

値高いものに関しては県内でお金使ってねと。

外からお金持ってこない限りは自立や持続の姿

には全く近づかなくなるし、かつ、産業的に人

が減っていく。要は生産性高い雇用も確保でき

なくなるので、そちらを優先してくださいとい

うお話です。アメリカ対中国の話とは似て非な

ります、ここに関しては。どっちかというと、

ヨーロッパのいいところを見てもらったほうが

いいですよね。

本日は、本当に貴重な御意見を○黒木委員長

ありがとうございました。また、あしたはみや

ざき観光創生塾ということで、宮崎県の人材育

成、それから観光の振興に御指導いただきます

ようにお願いいたします。きょうは本当にあり

がとうございました。

委員の皆様、ちょっと委員協議をしたいと思

いますので、あとちょっとだけお残りいただき

ます。

暫時休憩いたします。

午後３時８分休憩

午後３時９分再開

委員会を再開いたします。○黒木委員長

まずは、協議事項（１）県外調査についてで

あります。10月17日から10月19日に実施予定の

県外調査ですが、資料１、２、３、持っておら

れるでしょうか。

前回の委員会におきまして、県外調査先につ

、いても正副委員長に御一任いただきましたので

ごらんのような日程案を作成しました。

まず、10月17日ですけれども、金沢市にあり

ます金沢ライトアップバス実行委員会を訪問を

する予定です。その後、金沢市の重要伝統的建

、造物群保存地区であるひがし茶屋街を訪問して

地元のボランティアガイド「まいどさん」の実

演とその取り組みについて調査する予定です。

それから、翌日10月18日は、岐阜県飛騨市に

あります株式会社美ら地球というところ、先ほ

どの講師のお話にもありましたけれども、山田

拓さんという人がやっております。本当、田舎

にインバウンド客がたくさん来ている地域でそ

の取り組みを勉強します。そしてその後、午後

はサイクリングをして現地を調査する予定でし

たけれども、余りにも人気があって、それがと

れないということでありましたので、午前中に

お話だけ聞くということになります。

、 、 、その後 福井県に移動しますけれども 道中

パーキングエリア・サービスエリアで休憩を兼

ねて、２カ所現地見学を行う予定にしておりま
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す。その後、福井市にあります福井県立陸上競

技場を訪問する予定にしております。9.98スタ

ジアムということで、これは桐生選手が９秒98

でここで走ったということでつけられたという

ことでありますが、以上のような行程で考えて

おりますのでよろしくお願いいたします。

ちょっと休憩します。

午後３時11分休憩

午後３時11分再開

委員会を再開します。○黒木委員長

そのようにさせていただきます。

それでは、調査日が迫っておることから、調

査先との調整もある程度進めさせていただきた

いと思いますので、できればこの案で御了承い

ただきたいというふうに思います。よろしいで

しょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○黒木委員長

します。

ほかの若干の変更は、正副委員長に御一任を

いただきますようにお願いいたします。

次に、次回委員会についてでありますが、11

月２日金曜日に開催を予定しております。執行

部への説明資料要求について、何か御意見、御

要望はありませんでしょうか。

暫時休憩します。

午後３時12分休憩

午後３時13分再開

それでは、委員会を再開いたし○黒木委員長

ます。

それでは、そのようにさせていただきます。

最後に、協議事項（３）のその他で何かあり

ませんでしょうか。

暫時休憩します。

午後３時13分休憩

午後３時14分再開

委員会を再開いたします。○黒木委員長

次回の委員会は、11月２日金曜日午前10時か

らを予定しておりますので、よろしくお願いい

たします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。どうもお疲れさまでした。

午後３時15分閉会


