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第16回九州地方交通審議会議事録（概要版） 

 

 

日時：平成25年3月21日（木）13:30～15:50 

 

場所：博多都ホテル  

 

１．開会 

２．九州運輸局長挨拶   

３．会長挨拶 

４．委員紹介 

５．審議概要 

  （１）九州新幹線を巡る状況について 

  （２）九州新幹線鹿児島ルート開業３年目を迎えるに当たって取り組むべき事項 

  （３）その他 

 

議題（１）について（質疑応答） 

【井上委員】   
・1 点目は、資料２０ページの「全国における宿泊需用の状況」で地方ブロックごとの宿泊需要の状況があるん
ですが、東北地方が平成２３年度に１０５となっているんですが、これは間違いないでしょうか。 

 ・2 点目、２１ページから新幹線開業区間を利用するツアーバスの状況、そしてその他のツアーバスの状況と非
常におもしろいデータがあるんですが、２３ページは母数が表示されていないので、教えていただきたい。 

 
【事務局】 
・1 点目の東北１０５については、データとしてはこのようになっております。実は、ビジネス、観光を区別し
ておりません。そこについては、復興の関係で現地に入られた方、また支援のためにボランティア等で入られ

た方の分の宿泊が入っていると観光庁のほうで分析されていると聞いております。 
 ・２３ページのツアーの母数でございます。手元にデータはあるんですが、少し確認してまた後ほどご回答しま

す。（審議中に事務局から井上委員へデータ提供した。平成２２年度の母数(n=26800)、平成２３年度母数 
(n=33817)となっている。） 

 
【横山委員】 
 ・４ページ目の宿泊客数が減少しているということであります。特に鹿児島県の主要な宿泊施設の宿泊者数は昨

年６月から減少していますが、この辺の原因は検討されていますでしょうか。 
【事務局】 
・鹿児島の各宿泊者の数が減っているところについては、私どもの認識として、まず最初の年が大きく伸びてい

るんです。それも、一つ前の年に新燃岳等があり、大きく減っていたところもあって、それが今回、新幹線の

開業で１回戻ってきて、それがまた一段落したというところがあるのではないかと理解しておるところでござ

います。 
【小城臨時委員】 
 ・鈴木課長様からのご指摘のとおり、新幹線開業前は霧島の新燃岳の噴火によりましてほんとうに客入りが減少

しまして、そのギャップで、新幹線開業とともに人が多いに鹿児島へ、５月の連休明けぐらいから増えていっ

た状況がございます。 
 
【横山委員】   
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・昨年から減っているというのは、それは何のデータに基づくものですか。 
【小城臨時委員】 
・新幹線開業してから２年目、３年目となり、昨年６月から減少に移っているわけですけれど、要するに新幹線

効果が薄らいできたと分析しているところですが、私はこちらの所長でございますので、８カ月減少している

傾向がある事実だけは聞いております。 
 
【大野会長】 
・私も鹿児島から来ているんですけれども、つぶさな分析を今、手元に持ってきていませんが、これを聞いてい

る印象では、俗にいうフラッシュ効果が薄らいだというのが一つありますね。それから、開業キャンペーンが

とまったことがありますね。それからもう一つ、ベーシックには、鹿児島は一度、部分開業のときに呼び込ん

でいます。全線開業でもう一つインパクトがあって増えたんですけれども、トータルするとやっぱり二度目の

フラッシュ効果ですので、引きが熊本より早かったということがあるんじゃないかということでございます。 
 ただ、全線開業前に比べて、さっきもどこかにありましたけれども、熊本が４割増しで鹿児島は６割増しに

なっていますので、レベルはやっぱり長い距離新幹線がお客さんを引っ張った効果はなお続いているのかなと

いうことでした。 
 
議題（２）について（意見交換） 

 【井上委員】  
２年経ちまして、特にアクセスコースのほうで申し上げますと、やっぱり基本的には失敗であってやめてしま

うという例が出ている一方で、比較的順調に機能している例もございます。そういった意味では、やっぱり失敗

事例のしっかりした総括が、まず重要なのではないだろうかと思います。例えば、有明海を渡るＳＥＡ ＧＵＬＬ
です。これがどうして２年間で基本的な運行をやめることになったのかというあたり、ぜひ詳しい検証をお願い

したいと思います。 
一方で、これは非常におもしろい試みではないかなというのが、参考資料１に二次交通というのがありまして、

その中で、「なないろ九州バス」というものがあります。どんなものかなと思って過去の新聞記事等を調べてみる

と、開業前の平成２２年から始まって、２３年、２４年とやっています。九州観光推進機構という準公的な機関

だろうと思うのですが、そことバス事業者、そして旅行会社、しかも旅行会社は複数の事業者が協力し合って切

符を販売していますが、年度ごとにやる場所とか事業者を変えているんです。九州観光推進機構の委員もいらっ

しゃるみたいですので、これがどんな考え方で、要するに年度単位で場所を変えるということ、そしてそのとき

の費用負担はどうするのか、そして結果をどう評価しているのか、今日の段階でもしもおわかりだったら、ご説

明をお願いしたいと思います 
 
【高橋臨時委員】（九州観光推進機構） 
平成２２年、新幹線の開業前に、新幹線ではおそらく福岡から熊本、鹿児島方面はお客様が増えることが予測

されたが、長崎、大分方面、東九州、西九州のほうのお客様に影響が出てはいけないので、せっかく新幹線のお

客様を中央、北のほうに集めていただいたのをどうやって東西に伸ばしていこうかということが一つの大きなテ

ーマだったわけです。 
  それで、６コース、福岡を中心、熊本を中心、鹿児島を中心にして、それぞれ宮崎、熊本、鹿児島、長崎、大

分のほうでやってまいりました。大手４社の旅行会社さんが皆さん、同じ商品を売られることで、日本旅行さん

の赤い風船の商品の中に、ＪＴＢのエースの商品が入っているみたいな話で、 非常に画期的だなと私自身も思

いました。みんなで力を合わせて、新幹線に合わせて九州を売っていこうということでございます。 
何でそれがうまくいかなかったのかを申し上げますと、やはり販売力の不足、周知の不足でございました。非

常に薄い形のものと、もう一つ、いわゆるバス営業の形としていわゆる路線バスがございますが、これは貸し切

りバスでございますので、バス会社さんにはノーリスクだったのです。それで２期目は、バス会社さんもリスク

を一緒に、一生懸命売りましょうということと、今度はコースの設定の仕方を若干変えました。一番最初は、行

政の方に通るコースがどこがいいか、選んでいただいたんですね。そうすると、やっぱりご自分たちが乗ってい
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ただきたいコースとお客様が行きたいコースにギャップがございまして、商品的にうまくいかなかったというの

がございました。 
 それで２回目は、売る側の立場、あるいはお客様の目線でコースを設定しそこそこ売れました。別府から由布

院を回って、高千穂に抜けるコースとか、それから熊本空港まで行くコース、非常にお客様の多いコースで結構

売れたところでございます。予算的に年間で大体２５０万円から３５０万円の補助の予算を組んで、いわゆる補

助事業としてのスキームでやっていたのですが、やっぱりどうしても赤字幅が大き過ぎて、やめざるを得ないこ

とになりました。 
 今やっておりますのは、いわさきバスさんと一緒にやらせていただいています。こちらも実は１年目は非常に

少なかったのですが、何とか２年目、来年度になりますけれども、だいぶ中央の旅行会社さんから引き合いが来

ておりますので、来年の上半期ぐらいまでは引っ張っていけるのではと思っています。 
 
【井上委員】  
多分この仕組みは、ほんとうに私もおもしろいと思うし、こういった１事業者がやるのではなく異なる組織、

企業が連携して進めるという意味では、すごく重要なやり方だと思います。やっぱりこういう方法をこれからも

もっと追及していっていただきたいなというのが、まず申し上げたいことでございます。 
  
【横山委員】 
新幹線が中心の話題ですけれども、二次交通という観点からいえば、ＪＲ九州様がやっています観光列車が、

僕は非常に効果的だと思っています。ゼミ学生と一緒に肥薩線の大畑とかを回りました。最初、学生に「ここに

行くぞ」と提案したときには、あまり乗り気じゃなかったんですね。しかしながら乗ってみたら、日本三大車窓

の一つであるとか、大畑のループであるとか、あの辺は大変感激していました。また行きたいという意見もあり

ました。 
  熊本からは「Ａ列車で行こう」というのがありますが、そのほかの駅から鉄道で観光列車というネーミングを

つけて走らせるのを、もう少し増やしたらいいのではないかと思います。例えば、小倉からの日田彦山線もアー

チ橋があっておもしろいので、そんなところを考えていただけたらと思います。 
観光地というのは無から有になるんです。仕掛けは必要だと思いますけれども、今まで人が行かなかったとこ

ろに、ある日突然、観光客が年間数万人、あるいは数十万人訪れるということがあります。例えば、ＪＲでいえ

ば嘉例川ですね。ほんとうは観光地じゃないのに、わざわざ駅舎を見に自動車で行くという人たちもあります。

そういった形で掘り起こせば、観光資源というのはまだまだたくさんあると思います。 
 あるいは、省が違いますけれど、今、文化庁がやっております重要文化的景観でありますとか、あるいはジオパ

ークであるとか、新しい形での観光地づくり、観光地の開発は進んでおりますので、そんなところをうまく二次

交通と結びつけたらいいのではと思っております。 
 
【桑野委員】 
新幹線が開通して、今、観光の面からはほぼ数字が落ちついたというお話がありましたが、だからこそ、九州

全体でやれるチャンスではないかと私は思っております。やはり新幹線が開通しましても、首都圏や関西圏から

見たら、九州というのは距離があります。そういう中で、やっぱり１泊より２泊、２泊より３泊していただくこ

とが大事だと思います。九州の魅力、また九州の持っている歴史的な部分を含めて非常に個性豊かなまちがある

中で、滞在を伸ばしていけるのではと思っております。 
  そういう意味では、観光の面では、ほんとうに総力戦でやっていかないといけないときではないかと。私ども

東九州側を見ますと、先ほど２９ページにありました九大本線０.８％というのが現状です。これはどうなんでし
ょうかと思ったときに、私は、九大沿線はまだまだ九州にいらしていただける方に、新幹線の縦軸ラインだけで

はなくて、見ていただける可能性のあるところだと思っています。じゃあ、なぜその数字であるか。もちろん私

たち地域側に魅力がない、やはり何かが足りないということもあるかもしれないのですが、ここまで新幹線とい

うものの数字があり、総力戦をしていく中で、問題点もすでに多々見えてきているんではないかと。熊本、鹿児

島エリアの中でさまざまなことを実験し、工夫していくことによってエリアが広がっていく、そういうことが３
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年目にして上がっていく中で、それを九州全体としてどう持っていけばいいのか。そういう可能性が、ほんとう

に今、あるのではないかと思っております。 
３３ページで二次交通のお話がございました。すごくプラス思考かもしれないんですが、私はその中でも新幹

線と二次交通の乗り継ぎ時間が長いことがマイナス面に出ています。でも、言いかえれば、ここをプラスにして

いけば、乗りかえして、また皆さんがそれぞれのエリアに行っていただけると。一つの例でレンタカーもありま

したが、自分の身近を見ましても、新鳥栖から佐賀、長崎方面もですが、大分方面も非常に近いんですね。 
 でも、乗りかえの情報も含め、あまりにも私たち九州人が当たり前と思っていることが、ほかのエリアの人に

はわからないわけですし、土地の感覚もないので、そういう外の人たちを迎える目線を持つことによって、二次

交通の中の工夫、外からの人を初めて迎える中でどういう目線でやっていけばいいか。私は観光の面でこの新幹

線の開通した３年目だからこそ、九州全体に持っていけるチャンスだと思っております。 
  その延長で、私が言う総力戦というのは、例えばインバウンドにしても、今、アジアだけではなく、２０３便

ぐらい福岡空港に入ってきております。その人たちが、やはりより九州の行きたいエリアに行くためには、国際

線から国内線に乗りかえて、そこからまたバスがある、電車があるという中で、もっと目線を外から迎える人に

持っていき、二次交通をはじめ、さまざまな工夫を持ち、取り組んでいけるのではないかと思っております。 
 
【山形委員】   
観光というものは、人間の五感を刺激するとても重要な行為だと思っております。新幹線開通３年目になりま

すが、ますます新幹線効果を持続させるために何が必要なのかというのが大事なのだろうと思います。 
  私は今、西日本新聞の西日本会というところにおりますが、福岡市は支店経済でして、２５０社の会員様がい

らっしゃる西日本支店長会というのがございます。その支店長の皆様は、福岡に赴任して二、三年して本社にお

戻りになるんですけれども、その間に九州のよさを見ていただきたいと思いました。その第１番目のとき、ちょ

うど九州新幹線開通がございましたので、半年後に鹿児島に行かせていただきました。 
  このときに非常に新幹線効果をまさにうまく利用したなと思うのが、鹿児島駅におりたときの熱気だったんで

すね。仕事上いろいろな駅に行くんですけれども、鹿児島ほどの熱気を今までに駅で感じたことがございません。

何より鹿児島県民が一丸となって皆さんをおもてなしするという心が前面に出ていた気がします。これは非常に

重要なことだと思います。やはり旅行のみならず、ビジネスで行ったときも、やはりもう一度来たいと思う駅に

するかどうかというのは非常に重要ではないかと思っています。 
  その後、私は支店長の皆さんをお連れして指宿に行ったんです。指宿の最南端の駅に着きましたときに、駅の

外のところでご夫婦が手づくりのドーナツとお茶を振る舞っていらっしゃったんですね。我々も長旅だというこ

ともありまして、ちょうど甘いものが欲しいときでしたので、そのドーナツをいただいたんです。そのドーナツ

は無料で振る舞っていらっしゃるんです。「皆さん、ようこそ指宿にいらっしゃいました」という意味であります。

そのときにあまりにおいしかったので「売っていただけませんか」と言うと、「いや、これはここで食べられる物

だと思ってください」とおっしゃって、その心が何だかとてもうれしかった気がします。 
 その方に話を聞きますと、鹿児島が好きで、東京から鹿児島に移住したんですと。実は我々だけではなくて、ほ

かのご夫婦も定年退職後に鹿児島に移住したんですよとおっしゃいました。やはり旅行というのはそういう効果

も非常にあると思いました。 
資料の中にも「指宿のたまて箱」の件がありましたけれども、列車がたまたま通りましたときに、やはり市民

の方たちが列車のお客様に向けて手を振られるんです。その手を振られる行為が、やはり見ている人間にとって

は、何もかかわりはないんだけれども、何となくきずなを感じるわけですね。 
 鹿児島に行ったときに非常に驚きましたのは、篤姫の歴史の道をボランティアの方と一緒に歩いたんですけれ

ども、歩く中で中学生、小学生、高校生たちが通りすがりに「いらっしゃいませ」と頭を下げられるんですね。

これには非常に感動しました。今どきこんなふうに旅行者に挨拶するなんてあるかしらと思ったんですね。今日、

たまたま鹿児島県の福岡県事務所長の小城さんがいらっしゃいますが、それをお聞きしたら、鹿児島全体で観光

をどう盛り上げようかという熱気に燃えているんですよと言われました。 
  まさに県民の支援というものが非常に大事ではないかと思うんです。我々が行きたいというところと、各県、

行政がここに連れていきたい部分のギャップはもちろんあると思うんですけれども、ギャップを埋めるのは県民
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の支援にほかならないのかなと思います。 
  仕事上、いろいろなところに行くんですけれども、駅に立ったときのムードというのは非常に決め手になると

思っていて、その決め手はほかのところに行っても、流れとしてあまり変わっていないのではないかと思います。 
各県事務所の所長さんがいらっしゃいますが、その方たちがいかに自分の県をＰＲしていくかも非常に重要だ

と思います。特に福岡は支店経済ですので、福岡、九州に面識のない方たちがいっぱいいらっしゃいます。その

人たちをいかに九州のファンにするかは、各県の事務所長たちの双腕にかかっているのかなと思います。 
マイナスをどうプラスに転化するかも非常に重要だと思います。以前、東北に被災があった後にボランティア

で行ったんです。そのとき、新幹線というのは立派にあるけれど、横に流れるルートがなかなかできにくいと言

われました。これは道路だけではなくて、いろいろな面にいえることだと思っております。縦軸と横軸がいかに

うまく重なり合っていくかが重要なのかなと思います。 
  うまく重なり合いながら九州一体の観光ルートづくりをいかにつくっていくか。そのことが九州にお客様を呼

び起こすことになるし、連泊してもらうきっかけになるし、いろいろな地域の魅力を発信していくことになるの

かなと感じましす。 
 
【野口委員】  
先ほど発表があった中で最後のほうに修学旅行がありました。私はやはり旅行会社として、修学旅行の重要さ

を非常に身にしみて感じております。修学旅行の方が増えるか増えないかが、将来的にその観光地が伸びるか伸

びないかにかかってくる。そういうことから言いますと、当面のお客様だけではなしに、将来の観光地づくりの

中で極めて重要であると思っております。 
  今回、近畿からがかなり増えました。これは、近畿の中学校の修学旅行の皆さんがかなり九州方面に、新幹線

ができたということで来られました。特に南九州まで入ってくるルートでありますし、修学旅行の場合は当然観

光で周遊します。最近は体験学習ということで滞在型のふれあいを求める旅行もあるんですけれども、やはり周

遊することをやります。そのため、今、話題になっている縦のラインだけではなしに、横への波及に最も効果が

期待できると思います。これに関しては、旅行会社だけではなしに、各行政の皆さんも含めて、当然観光の各宿

泊、運輸の皆さんとも一緒になって、これからさらに盛り上げていきたいと思っております。 
  その中で一番ポイントになると思うのが、実は私は観光バスだと思っております。やはり修学旅行につきもの

の貸し切りバスは、今日もここにバスの業界の委員の方がお越しになっておりますが、我々が言うのも変ですけ

れども、非常に厳しい業界であるということです。この間、かつての全盛期から比べると、いろいろな形で厳し

い状況が続いてきて、とりわけガイドの皆さんの維持、育成といいますか、これが非常に厳しくなってきている

現状がございます。したがいまして、もし仮にガイドさんがいなくなるのは、もう九州に修学旅行に来てくれな

いのと全く同義語でありまして、このあたりを我々業界もあえて、これからどうしていくのかを業界の中でも議

論していきたいと思っております。 
  ただ、あわせて、やはり各関連の行政の皆さん方も含めまして、どうしたら貸し切りバスが健全に今後またさ

らにいいものにして運営していけるのか、ぜひ考えていただきたいと思っております。いろいろなことがありま

すので、ここでどうこうするという話ではないのですけれども、極めて大きな課題と捉えておりますので、ここ

でご提言申し上げたいと思います。 
 
【大野会長】 
一つ、教えていただいていいでしょうか。その乗り物に乗るガイドさんは資格が必要な業種なのですか。例え

ば、学生のアルバイトみたいなことで、ボランティアではなくてきちんと給料を払うという、そういう仕事には

ならないのですか。やっぱり一定の資格を持たないといけないんですか。 
 
 
【野口委員】 
法的には資格はないと思うんですが、要は技能の問題ですよね。よくアルバイトで車掌さんという位置づけで

乗られる場合はあるんですけれど、やはりお客様に単に観光地の案内だけではなしに、歴史、文化も含めていろ
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いろなことを知りながら、しかもそれを道中で教えるとです。私はこれを極めて技能の高い仕事だと思っている

んです。そういう意味では、やはり育成するのは非常に重要だと思っております。資格という問題ではないです。 
 
【濱砂委員】 
ＮＰＯ的な立場から言いますと、経済産業局でコミュニティビジネスという委員会が１０年以上続いておりま

す。今はないんですが、九州全県のいろいろなコミュニティビジネスの助成金審査をやったことがあります。 
  えびの高原にある真幸駅の方がプレゼンに来られたりしたんです。地域の人たちで石に絵を描いてつくってい

る「田の神さあ」を売っておられました。まだ全然ブランド化されていない、既製品にもなっていないようなも

のが、いろいろな商品として開発されています。 
  大分に行けば、もう有名になりましたけれど、峠の茶屋が売り始めた、売れ残っている豆ご飯にクリとギンナ

ンを入れて「お宝めし」です。何でコミュニティビジネスに申請したかといいますと、東京から帰省した人があ

まりにもおいしいので、トキハ百貨店で売ってくれと。それで、冷凍食品にする機械が欲しいと助成金の申請に

来られたそうです。 
  そういうふうに、コミュニティビジネスとかＮＰＯのネットワークの中に、地域の課題を解決する商品がぽつ

ぽつ生まれております。例えば志賀島ですと、満月の夜にしか上がってこないフノリを石けんにして売っている

おばちゃんがいて、海中のホテルでこれを売ったら、もしかしたら結構売れるんじゃないかとか。 
 ほんとうに３年目ですので、中心の観光スポットも大事ですけれども、その周辺に、その地域を助けるための・

課題解決型の商品を細々とつくっている人たちがいらっしゃいます。そういう既製品になる前のものを発見させ

る旅とかがあったらいいのかなと思います。 
それと新幹線ができたおかげで、新幹線から外れてしまった町があります。例えば、大牟田だったりするんで

すけれども、随分遠いのでどうしようかということで、今、シルバー人材センターをプラチナキャリアプラザに

変えようみたいなお仕事をＮＰＯとして手伝っております。老人しかいないんだったら老人の祭りをやってみる

とか、そういうお手伝いをしています。 
 周辺にはまだ知られていないようなものがいっぱい眠っているような気がしますので、何か観光資源発掘会議み

たいなものを駅ごとに立ち上げていただいて、そこには必ずしも旅館の方とか観光協会の方ばかりでなく、異質

な方──ＮＰＯの方だったり、畑で何かやっている人だったりで。違う目線でつくっているものを発掘して、商

品化していけるようなものが実は九州にはざくざくあると私は気がついています。そういう発掘会議をしていか

れたらどうかなと思います。 
何度かお伝えしたかと思いますけれども、「九州の女」というテレビ番組が前ありまして、その残党といいます

か、テレビに出た女性たちが「九州の女」ネットワークということで、年に１回、販売促進の展示会を福岡でや

っております。九州全県にいろいろな「九州の女」のテレビ番組に出た女性がいらっしゃるので、その人たちを

訪ねる旅を今やっています。人を訪ねる旅ということで、例えば、今年は筑後にしか行かないんですけれども、

日田のおひな様を見に行ったり、鹿児島の大島紬をつくっている人を訪ねたりとか、独自にいろいろな企画をし

ながら回っている人たちがいます。そういう既存のネットワークも発掘していかれてはいかがかなと思っており

ます。 
 
【石田委員】 
昨年５月に要望書を提出させていただいた中から幾つかお願いをしたいと思っております。インフラ関係ばか

りでございますし、皆様、もう十分ご存じの案件ばかりでございますけれども、やはり九州一体となった発展、

経済効果をぜひお願いしたいということです。 
  まずは東九州自動車道の早期完成をお願いしたいということ。九州横断自動車道延岡線といいますか、通称、

九州中央自動車道といわれているそうですけれども、この整備。それからあとは、ＪＲの九大線、あるいは豊肥

線を活用しました中九州地域の周遊列車の運行を実現していただきたいということ。あるいは九州新幹線の西九

州ルート――長崎ルートの早期完成を早期に実施していただくことによって、さらに新幹線効果も上がるのでは

ないかと思っております。 
外国から来られる方をどうご案内するのか、あるいは関西、中国地方からのお客様をどうするのかというのが
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あります。見ておりますと、やはり福岡市が窓口なわけでございまして、クルーズ船もそうですけれども、やは

り博多港に非常にたくさん今、来ております。福岡空港につきましてもほぼ満杯状態で、滑走路増設、あるいは

誘導路の複線化といった早期の整備の要望も地元経済界を挙げてしていきたいと思っています。そのようなこと

から、九州全体にお客様をどう移動していただけるのかといった面を重点的にお考えいただきたいと思っており

ます。 
  国際線で福岡空港に来た場合、例えば博多駅は非常に近いんですけれども、今、いい交通手段がないとよく言

われます。それから同じように、博多港についたクルーズ船は、随分改善されてきましたけれども、遠くになか

なか行けないということで、交通手段の問題があるかと思います。そういった面もお願いしたいと思っておりま

す。 
 
【小原臨時委員】（熊本県） 
新幹線が全線開業しまして２年が経過したところでございます。１年目は、先ほど来、議論があっております

ように、全体の旅客流動が大幅に増えたことがまずございます。 
  開業１年目の総括ということで、昨年６月の時点で県議会に報告した資料がございます。それは、ＪＲ九州、

その他の交通事業者から提供いただきましたデータでありますとか、国交省の貨物旅客地域流動調査とか、地元

のシンクタンクの地域流通経済研究所の調査をもとに研究したものがございます。それによりますと、関西地方

等は１４０万人の旅客流動があると。それは、全線開業前と比べますと５４％増えて、人数にしますと４９万人

増えている。１４０万人のうちの新幹線利用者が８２万人でございます。それから、中国地方等は４３万人の旅

客流動がありまして、これは対前年比１６２％、２６万人の増でございます。それからまた福岡方面等は４０２

万人の旅客流動があって、これは対前年比でいきますと２８％、人数にして８８万人の増という結果です。その

４０２万人のうちの２７１万人が新幹線利用ということです。 
一方、先ほど資料にもございましたけれども、関西との航空機とのシェアはどうかという問題ですが、おそら

く大きく落ち込むであろうという予想がございました。ですが、実際に全線開業した後の結果を見てみますと、

伊丹線の増便等もあって、航空機のほうは７.２％の減にとどまったと。当初は３割から４割方落ちるんじゃない
かと予想していたところでございますが、その程度で済んだと。結果として、鉄道が３、航空機が大体７という

割合だったのが、開業によりまして、鉄道が６、航空機が４と完全に分担率が逆転したということがございます。 
福岡との高速バスの利用につきましても、先ほどの資料にもありましたとおり、大きく伸びておりまして、ひ

のくに号は、昨年、平成２３年度６月に１日１００便から１０８便へと増便されております。つまり、交通網の

間で人の旅客がシフトしたのではなくて、それぞれの地域の旅客流動のパイ自体が大きく膨らんだことが数字的

にもわかるかと思います。 
  ２年目はどうかということでございます。昨年７月に豪雨災害がございました。その影響があったものの、４

月から今年１月末までの新幹線の博多－熊本間の利用実績は、資料にもありましたように、対前年比１％増と落

ち込んでおりませんし、航空機とか高速バスの利用状況もほぼ１年目と同じということで、１年目の開業効果の

反動もなく、順調に利用者数は推移してきているのではないかと考えております。 
観光面でも宿泊者数で見ますと、開業直後といいますか、平成２３年６月から１２月までの宿泊客は前年比で

４．４％の増でしたけれども、その中の関西以西からの宿泊客だけ見てみますと５０％以上と大幅に増加してお

りました。ただ、直近――昨年１０月期から１２月期の観光動向について見ますと、対前年比で若干落ちており

ます。関西以西からの宿泊客は減少しておりますけれども、新幹線の開業前と比較しますと１割程度の増という

ラインは確保しておりますので、開業効果は継続しているのかなと考えております。 
ストロー現象への心配もございましたが、先ほど資料にもありましたけれども、大型店の販売動向につきまし

て、熊本県と全国の動きに大きな差はないと。また、地元中心商店街の利用については、変化なしという回答が

９０％でございます。心配されました福岡へのストロー現象は見られなかったということだと思います。 
企業アンケートによりますと、熊本県の九州外での知名度は、新幹線の全線開業を機に上がったと回答した企

業が９０％に上っているというデータもございます。その要因として一番に上げられたのが、複数回答でござい

ますが、くまモンでございまして、９０.７％が要因として上げられている状況でございます。本県といたしまし
ては、このくまモン人気にあやかって、今後、観光客の増加等に結びつけていきたいと思っておるところでござ
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います。 
新幹線の効果をほかの地域に波及するためには、先ほど来、議論があっておりますように、二次交通、三次交

通の充実が非常に鍵になってくるかと思います。ＪＲ九州さんにおかれましては、いろいろ観光列車を運行して

いただいておりまして、熊本県に関係しますと「あそぼーい！」とか「Ａ列車で行こう」とか「ＳＬ人吉」とい

った魅力的な観光列車を運行していただきまして、県内各地の観光振興に寄与していただいているところでござ

います。並行在来線であります肥薩おれんじ鉄道でも、今度の日曜日、２４日から「おれんじ食堂」という全国

的にも珍しい食をテーマにした観光列車の運行を開始いたしまして、沿線各地でお客様をおもてなしする企画が

練られているところでございます。今後ともＪＲ九州と連携して、駅周辺の生活機能の充実とか、にぎわいの創

出などを行って、地域住民、また観光客にも喜んでもらえるようにしていきたいと思っております。 
豊肥本線がございます。横軸として熊本大分を結ぶ非常に重要な幹線鉄道でございますけれども、残念ながら

今、宮地、豊後竹田間が不通になっておりまして、代行バスが運行されておる状況でございます。ＪＲ九州のほ

うでは、８月末の全線復旧を目指して、全力を挙げて復旧工事に取り組んでいらっしゃるところでございます。

本県、それから大分県もそうでございますが、関連の砂防であるとか、治山事業などで協力しているところでご

ざいます。ぜひとも予定どおり復旧していただきまして、１０月から予定されております「ななつ星ｉｎ九州」

を走らせていただいて、九州全体の魅力を全国、あるいは世界に向けて発信していただきたいと思っているとこ

ろでございます。 
 
【小城臨時委員】（鹿児島県） 
開業１年目につきましては、一昨年の５月の連休ぐらいから新幹線を利用した観光客が増加してきております。

特に中国、関西地方からの宿泊客が増加しております。中国地方からの宿泊客の増加、前年比８７.９％、関西地
方からが同じく前年比３７.９％となっております。 
 開業２年目に入りまして、昨年６月以降の宿泊客数は、先ほども申し上げましたとおり、前年同月比を下回って

いる状況でございます。観光客の平常化が進んでいるということはございますが、全線開業前よりは高い水準を

維持しているということでございます。 
ストロー現象ですが、私ども鹿児島市内では、天文館地区、鹿児島中央駅周辺、それから鹿児島市の南部郊外、

３地区の商業施設がございます。そこにおきます都市機能の分化の現象は見られているわけなんですけれど、福

岡へのストロー現象の顕在化はないということでございます。 
今後の取り組み方でございます。観光振興におきましては、新幹線や観光列車、「指宿のたまて箱」号、肥薩お

れんじ鉄道の「おれんじ食堂」列車、そういうのも合わせまして、ＪＲグループとのキャンペーン等を中心に、

今年以降はＪＲ九州さんとの間でのキャンペーンといたしまして「鹿児島沸いてます！」──お湯が沸いていま

すという意味とご理解いただければいいと思います。それから、ＪＲ西日本さんとは「霧島アートな旅キャンペ

ーン」を実施しております。また、３月２４日に運行を開始されます肥薩おれんじ鉄道の「おれんじ食堂」です。 
  桜島の最初の噴火は大正３年に爆発しているわけなんですが、今年は１００周年事業を７月に国際火山学会と

いう形で開催させていただきます。今年は奄美群島の日本復帰６０周年で、それにちなんだイベント等も企画さ

れております。また、屋久島の世界自然遺産登録２０周年ということで、今年はそういうイベントもまた開催さ

せていただきたいと。 
  全国持ち回りの文化祭、国民文化祭の開催が平成２７年１０月ごろ、１週間ほど、鹿児島で開催されることに

なっております。それから、明治維新１５０周年ということです。まだ先は長いんですけれど、平成３０年にこ

のようなイベントをまた企画しています。 
  私ども福岡事務所はエリアが広島までございまして、その中で新幹線開業効果をいかに生かすかということで、

１００万都市の福岡、北九州、広島で「かごしま焼酎を楽しむ会」という会を開催させていただいております。

この３年間で１５回、延べ１,５００人の方々に有料で来ていただきまして、鹿児島の焼酎だけじゃなくて、そこ
で鹿児島の魅力をＰＲする場にしています。焼酎にマッチするおつまみとか、焼酎を鹿児島産の水で割るなどの

企画をしておりまして、各地域から観光ＰＲ隊においでいただいております。もう一つ、料理教室をその３カ所

で開催しております。この料理教室の中にも観光ＰＲ隊をお招きしながら、その３会場も有料ですが、鹿児島へ

の招客をＰＲさせていただいております。 
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【田中臨時委員】（ＪＲ九州） 
この会議で今年も３年目の九州新幹線を議題にしていただいて、各委員からいろいろな課題、ご意見いただき

ましたことを厚く感謝申し上げます。そしてまた、鈴木交通企画課長さんから説明のありました資料は、ＪＲ九

州にはないような詳しい資料でありまして、大変敬服いたしました。これを持ち帰りまして、各委員さんの意見

とともに今後の業務運営に生かしていきたいと思います。 
一つは観光列車ですが、これはＪＲ九州が勝手につくるだけではなかなかいけません。例えば、さっき指宿の

話がございましたけれど、そのように「ＳＬ人吉」号も沿線の方に手を振っていただいています。このように地

域と一緒になって盛り上げて初めて成功するものでございます。ほかにも要望はあるんですけれど、今、９本の

観光列車が走っていますが、今後ともおっしゃるように増やしていきたいと思います。 
九州新幹線は、実は遠距離のお客より、むしろ最近は近距離のお客が増えております。これを端的に示します

のはエクセルパスと申しまして、新幹線を利用する通勤パスになります。これは年を追うごとにというか、２年

目は増えております。例えば、福岡市と熊本市を通勤するお客は、１日に五百数十人もいるわけです。これは１

年間に６５人ぐらい数字は増えております。何と鹿児島と福岡を通勤するお客も、これは１桁ですけれどおりま

して、非常に増えているということでございます。 
 各先生の意見をぜひ今後の業務に生かしていくよう、営業、あるいは社全体に徹底したいと思います。 
 私は、日本観光振興協会の九州支部長もやっています。実は平成２３年は東日本大震災で、どうしてもお客の

方向が九州に向かったため、九州が相当増えたと思うんですね。それが、平成２４年は東北の復興が相当進んだ

し、特に仙台は最近、お客がホテルの部屋がとれないほどいっぱいだと聞いております。そういうことで向こう

のほうが増えたんじゃないかなと。新幹線が一服したということももちろんあるんでしょうけれども、今度は逆

に観光の方向が東北に向いたのではないかなという気がするんですが、資料はそうなっていませんでした。これ

は、どなたかの先生からご指摘がありましたが、そういうことがあるんじゃないかなという気がするんです。 
  
【井上委員】   
去年のこの会議でも申し上げたんですけれど、日本の技術に二つの安全神話があると。一つは原発であり、一

つは新幹線であると。原発のほうは、その神話が崩れました。でも新幹線は、今も何も大きな事故もなく、安全

実話を続けていただいております。現場の技術者の方たちは大変な努力をされているのだろうと思います。 
 もう５０年も経つ新幹線ですが、そのサービスはちっとも陳腐化していないんですよね。ほんとうにすばらしい

システムであると思います。九州の場合は、その新幹線がまだできたばかりです。ということは、今から５０年

間、新幹線を使って九州の地域振興をすることができるということですね。地域振興をするためには、やっぱり

二次交通、もちろんそれだけじゃなくて個々の地域の魅力を高めることがいろいろ必要ですけれども、、九州が総

力を挙げてこの新幹線という日本の誇れる技術、システムを使って、生かして、そして九州の振興につなげてい

く。これは皆様、共通の認識だろうと思います。 
 例えば観光列車を成功させるためには、地域と一体とならないとうまくいかない。まさしくそのとおりだと思

います。そういったことで、各地域、それから各事業者が新幹線の事業者であるＪＲ九州と一体となって、いろ

いろな取り組みを、ちょっとしたことに一喜一憂することなく続けていかないといけないと思います。 
ＪＲ九州に対する要望になりますが、実は新幹線の実績に対するデータがちょっと不足しているのではないか

なという気がしております。私、大学時代に市町村の交通計画などにかかわっておりましたが、最近はＪＲ九州

の駅の乗降客数すら公表してくれないという例もございました。極端に言えば、新幹線は九州の振興の命綱です

ね。そして、新幹線のデータの提供が、新幹線の需要をどうするのか。増やすんですよね。新幹線のデータを使

って二次交通を変えていく。そして、地域の魅力を高めていく。それは結局、新幹線の需要を高めることになり

ますよね。それをみんなで知恵を絞ってやっているのに、どうもちょっと新幹線のデータが不足しているなとい

う気がいたします。 
  だから、最初にご説明いただいた九州新幹線をめぐる状況についても、基本的なデータがないんですよね。例

えば駅の乗降客数の推移です。もちろんなくてもこういうふうに話はできるんですけれど、やっぱりすごく重要

なことですよね。二次交通の計画をしようとしたら、極端に言うと新幹線の便ごとの乗降客数があって初めて、
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この便に対応するのは無理だからやめようとか、この便は乗降客数が多いから二次交通をしっかり確保しようと

かいうことも必要になりますので、やっぱりＪＲ九州さんには自分の需要を増やすためのデータとしてご提供い

ただくというのが必要なのではないかなと一つ思います。 
乗車率ですが、一番遅いつばめが２９％、そして九州内のさくら３２％、やっぱりこれは相当空気を運んでい

ますよね。便によっては、当然１０％とかいうものもあるのではないか。とすると、乗車率を上げるためには、

もっともっと需要に応じた弾力的な運賃体系、料金体系も当然あるのではないかなと思います。 
 そういうところに、相当踏み込んですぐれたサービスを提供していただいているんですけれども、九州の振興

のためにはもっともっとやっていただくことがあるのではないかなと思います。 
 
【田中臨時委員】（九州乗用自動車協会） 
九州運輸局さんの九州新幹線をめぐる状況についてというのは非常によくわかりやすかったんですが、最後の

７ページがレンタカーというのが非常に残念だったと思います。 要は、私の会社は第一交通なんですが、沖縄

にも会社がございます。沖縄にはタクシーが４,０００台、レンタカーが１万４,０００台ぐらいあるということ
もございまして、レンタカーが交通渋滞を非常に巻き起こしていると。それともう一つは、事故が増えてきてい

るということです。 
 レンタカーというのは、旅なれた人たちが使うもので、これはこれで構わないんですが、やはり先ほど桑野委

員からもちょっと触れていただきましたけれども、バスとかタクシーとか、その地元のことをよく知るところが

それを担っていくべきじゃないかなという感じがしています。ただ、タクシーの場合は、ちょっと勉強不足もあ

ったので、この新幹線が開通する前から観光乗務員を今どんどん研修している最中でございます。数はできてき

たんですけれども、今、もっともっと観光ガイドができるような乗務員を育てているところでございます。  
修学旅行の話ですが、やっぱり京都だとか、沖縄だとか、修学旅行のメッカみたいなところは、タクシーの話

ばかりで申しわけないんですが、タクシーで学生を運んでいます。去年の暮れに初めて北九州で、修学旅行で当

社１００台のタクシーで約３００人の学生さんを３時間コースでめぐったんですが、これが非常に好評でした。 
  それぞれのところでコースをつくりながら、タクシーで観光地、もしくは中距離をバスで回るということを考

えていかないと、これから高齢化が進みますし、特に九州はお酒がおいしいので、レンタカーだと飲酒運転にな

ります。そういう意味ではやっぱりもう少しタクシー、バスの利用をこの表の中にも加えていただきたいなと。 
 
【幸重臨時委員】（九州バス協会） 
この九州交通審議会というのは、先ほどから言われているように原点は、九州における交通観光の政策でござ

います。東九州自動車道、昨年３月の発言のときには４５％の進捗率だったんです。１年経ちました。クイズじ

ゃありませんが、どれくらい進んだと思いますか。今、５５％です。大変ありがたいと言うべきか、嫌味を言う

べきか、とにかくこの３月に５５％になっているんですね。 
  先ほどから出ております新幹線の役割と力というのは、十分九州のバックボーンにきちんとできたわけです。

それから今度は二次交通といわれるフィーダーとして、どういうふうな役割をしていくかといったときには、や

っぱり東九州自動車道の役割というのは、ものすごく大きくなってくる。新幹線のパイを太くすることにも大変

役立つと思います。この東九州自動車道がいかに大事かということ。そして今、この道路ができることによって、

九州の中の魅力あるところは全部行けるようになるんです。今、九州が争っているのは、北海道であり、沖縄で

あるわけです。そこよりも魅力を持っている九州に、自由にお客さんの望むところに行けるような路線網をつく

ることが大事だろうということで、もう１回、改めて東九州自動車道の１日も早い完成をお願いしたい。 
 おかげさまで２年後には全線開通というところまで来ていますので、また来年、この会で発表できるかどうか

わかりませんが、大きな進捗になっていることを期待しています。 
 
【大塚臨時委員】（大分県） 
大分県は、ハード面で交通に関しておくれているところがございます。これは道路の面、鉄道面、それぞれで

おくれていますので、今ここに九州７県いる中で、多分時間距離では一番遠いところにあると思います。 
  今、九州の中でも大分というのは、いろいろな意味で観光面でも相当政策を展開し始めているところでござい
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ます。特に昨年８月に、大分県においてもツーリズム戦略をつくりまして、その中でこれはいろいろと一悶着は

おこっておりますけれども、「日本一のおんせん県」ということで、とりあえず目立ったＰＲをしていこうじゃな

いかということで、展開しているところでございます。また、そういった「日本一のおんせん県 味力も満載」

ということで、グルメ、料理もしっかりと打ち出していきたい。これまではこういった観光資源づくりをしっか

りと集中的にやってきたというところです。 
  それがようやくＰＲの段階に移ってきて、皆さんに知っていただいて、あとは来る手段です。大分空港にもＬ

ＣＣのジェットスターが、この３月３１日から来るという話で若干来やすくはなります。けれども、九州全体の

発展ということを考えるとどうしても、九州を周遊するためには九州新幹線からの二次交通が絶対欠かせない。

それから、東九州道の整備で回りやすくするということが重要かなと思っているところです。 
  こういった整備とともに、我々各県の観光資源の掘り起こし、それからその周知徹底、魅力の発信をしっかり

やってまいりたいと思っています。平成２７年夏にＪＲグループさんのデスティネーションキャンペーンが大分

県で行われることが決定いたしました。大分県としましては九州全体の力をおかりしながら、大分県の情報発信、

それから誘客をＪＲグループさんのデスティネーションキャンペーンに合わせてしっかりと、一つの目標にして

やってまいりたいと思っております。 
  
【事務局】 
委員の皆様におかれましては、貴重なご意見を頂戴いたしまして、まことにありがとうございました。極めて

多岐にわたる、それもなかなか甲乙つけがたい重要なご意見ばかり頂戴しておりまして、私ども事務局としては、

この場ですぐというわけにはなかなかまいりませんのが、あえて幾つかということであるとしますと、九州全体

で個々の魅力をそれぞれ磨いていただきつつも、それを総合的に発信していくと。その磨き方についても、いろ

いろ先生方からご意見を頂戴した手法を使いながらやっていくことが重要だということ。あとはアクセスの関係

について、福岡が玄関というご意見もございましたが、どういうふうに入って、どう周遊していただくか、実際

に回っていただく方の目線等も見ながらしっかり考えていくということ。その手段として、さっき一応の例とし

てレンタカーを挙げさせていただきましたが、当然、鉄道であれ、バスであれ、タクシーであれ、さまざまな交

通機関がそれぞれメリットというか、強みを持っているところでございますので、そういうものを生かしながら

うまく周遊していただけるようなルートのシステムづくり、取り組みを進めていくことが重要であろうと思って

おります。 
  もちろんほかにもご意見をいただいておりまして、この場では挙げていないところもございますけれどもご容

赦いただきまして、取り急ぎ私からはそういうコメントをさせていただければと思います。 
 
 
 議題３について 
【事務局】 
本日の議事概要についてでございますが、事務局で案を作成しました後、委員の皆様方に今の私の意見のまと

めとは別に確認いただきまして公表させていただきたいと思いますので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願

い申し上げます。 
 
６．九運輸局次長挨拶 
 
７．閉会 


