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第１５回九州地方交通審議会議事録：詳細版 

 

日時：平成24年3月23日（金）13:30～15:40 

場所：ハイアット・リージェンシー・福岡 

2階 リージェンシー・ボールルーム 

 

【事務局】  お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまから第１５回九

州地方交通審議会を開会いたします。委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中にも

かかわらず本審議会にご出席いただき、まことにありがとうございます。私は、事務局を

担当しております九州運輸局企画観光部交通企画課の久世と申します。よろしくお願いい

たします。 

 後ほど大野会長に議事の進行をお願いするまでの間、進行役を務めさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 まず、お願いでございますが、当審議会におきましては、従来より公開での開催といた

しておりますので、委員の皆様にはご了解をお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前にお手元の資料の確認をさせていただきます。 

 まず、議事次第、委員名簿、出席者名簿、配席図、これを４枚重ねています。続きまし

て資料としまして、資料１－１、幹線交通とのネットワークを意識した地域公共交通のあ

り方調査報告書、資料１－２としまして、報告書の概要、資料１－３につきまして、九州

新幹線鹿児島ルート２次交通の整備状況、１－４としまして、Ａ３判の１枚もの。続きま

して、資料２、「答申（第１０号）中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況。

続きまして、資料３、調査結果を踏まえた今後の取り組みの方向性について（案）。参考

資料としまして、Ａ４の横紙になりますが、九州に係る経済・社会情勢及び観光の状況に

ついて。最後に、参考資料２としまして、九州新幹線鹿児島ルート全線開業１周年等のイ

ベント情報。 

 以上でございます。不足等はございませんでしょうか。落丁等ございましたら、議事の

途中でも構いませんので、事務局のほうにお越しください。 

 続きまして、定足数の報告をさせていただきます。 

 本日は、委員及び議事に関係ある臨時委員の方３１名中、委員さんが７名、臨時委員さ

んが２０名のご出席をいただいておりますので、過半数に達しております。審議会規則第

７条に定めます定足数に達していることをご報告いたします。 

 それでは、議事次第２、九州運輸局長あいさつですが、審議会を開催するに当たりまし
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て、九州運輸局長の玉木からごあいさつを申し上げます。 

【玉木九州運輸局長】  九州運輸局長の玉木でございます。第１５回九州地方交通審議

会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 委員の皆様方におかれましては、年度末の大変お忙しい中、お越しいただきまして、ま

ことにありがとうございました。また、平素より、私どもの交通観光行政に関しまして、

格別なご理解、ご協力を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げたいと思

います。 

 さて、昨年３月１２日に九州新幹線が全線開業いたしまして、九州の縦軸の時間短縮だ

けではなく、関西、中国地区をはじめとしまして、九州以外の各地との交流が盛んになる

など、九州における人流に係る交通体系に大きな変化がございました。運輸局におきまし

ては、今年度、その影響調査をしてまいりましたので、本日はその結果をご報告させてい

ただきたいと思います。また、本日は九州新幹線の影響もありました昨年の中間評価と今

後の方向性の具体的な進め方について、あわせてご審議いただきたいと思います。委員の

皆様方には格別なご意見、ご提言を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではござい

ますが、私のあいさつとさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【事務局】  続きまして、議事次第３、会長あいさつです。大野会長から一言ごあいさ

つを賜りたいと存じます。大野会長、よろしくお願いいたします。 

【大野会長】  皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました大野でございます。

会員の皆様方には大変ご多忙の中、本審議会にご出席をいただきまして、まことにありが

とうございます。第１５回九州地方交通審議会の開催に当たりまして、会長として一言ご

あいさつ申し上げます。 

 九州における交通観光政策のあり方につきましては、昨年度はさまざまな経済情勢の変

化を踏まえて、これまでの取り組みや今後の課題についての中間整備を行ったところです。

とりわけ、九州新幹線鹿児島ルートの全線開業により、交通体系への影響を考慮して、そ

れまでの取り組みの評価や今後の施策の方向性についてご審議いただきました。全線開業

後早くも１年経過いたしましたので、今回は新幹線全線開業の影響についてご報告いただ

きます。それを踏まえまして、今後の取り組みについて委員各位のご意見をいただければ

と思います。 

 新幹線の開業効果を沿線だけでなく、九州全域の活性化につなげていくことが大事です。



 -3- 

九州はアジアとの結びつきもますます強くなってきており、尐子高齢化、人口減尐の時代

に突入する中で、九州全体を元気にするためには、アジアの人々をはじめとする交流人口

をさらに拡大させて、地域の活性化を図ることが必要です。 

 私、今日、新幹線で鹿児島から出てまいりました。乗りましたグリーン車両、鹿児島か

ら乗ってきたのは３名ほどでしたが、熊本で大勢の人が入ってまいりまして、いっぱいに

なりました。入ってこられたのは中国語を話す人たちでした。中国から旅行に来られる方

も、熊本－博多を新幹線グリーン車で移動される時代になったんだなと思いまして、改め

てアジアの時代だという感じを強くしたところでございます。今後、こうした新幹線効果

をさらに拡大していくには、２次交通についてどう取り組んでいくかということも重要な

課題になってきております。このような状況を踏まえまして、委員の皆様におかれまして

は、九州の今後の交通観光政策の目指すべき方向について、本日は忌憚ないご意見や活発

なご討議をお願い申し上げて、私のあいさつとさせていただきます。どうぞご審議よろし

くお願い申し上げます。 

【事務局】  大野会長、ありがとうございました。 

 続きまして、議事次第の４、委員のご紹介でございますが、お一人ずつご紹介するとと

もに、一言ずつごあいさつをいただきたいと思います。 

 初めに、特定非営利活動法人タウン・コンパス理事長の井上信昭さんです。井上先生、

よろしくお願いいたします。 

【井上委員】  ご紹介いただきましたタウン・コンパスの井上と申します。去年からこ

の委員会に出させていただいております。私は大学におりますときは交通関係の教育など

をやっていましたが、实は九州新幹線、これまで全く乗ったことがありませんでした。と

ころが先日、１２日でしたでしょうか、ちょっとした仕事がありまして、薩摩川内市まで

新幹線で移動するということで、帰りは例の新幹線のトラブルに巻き込まれ、いろんな経

験をした次第でございます。その辺のことを含めまして、この後の会議でもいろいろ発言

をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  ありがとうございました。次に、九州産業大学商学部観光産業学科教授の

横山秀司様です。横山先生、よろしくお願いします。 

【横山委員】  九州産業大学商学部の中に観光産業学科という学科がございます。そこ

で観光地理学を担当しております横山でございます。観光地理ということですので、ゼミ

もそういう分野に関心のある学生が集まってまいります。昨年の夏には、ゼミ旅行という
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形で新幹線を利用し、「いぶたま」に乗って指宿に泊まり、帰りは、「はやとの風」、

「いさぶろう・しんぺい号」に乗って八代までという体験をしております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

【事務局】  ありがとうございました。次に、元西日本新聞社企画局長の藤井千佐子様

です。藤井先生、よろしくお願いいたします。 

【藤井委員】  藤井と申します。私、去年の暮れに東北に出かけてまいりました。学校

に行ってきたんですけれども、野地温泉という福島県の山奥の温泉、すごくいい温泉で、

そこに泊まったときに、土曜日の夜で、そこそこお実さんがいてよかったなあと思ってい

ました。もう影響がないのかなと感じたんですが、そのときに中年の男性のグループがい

らして、ちょっと場違いかなと思っていたら、東京電力の福島原発の復旧作業に当たって

いる方たちが交代で休養をとるために、その温泉に繰り返してきているということで、そ

ういうことでもって何とか維持できているという厳しい側面もかいま見えました。 

 そしたら、つい先日、ニュースで東北全体をエリアにした観光博覧会というのを始める

ということで、訪れる人と住んでいる人たちが主体的になって観光をつくり出していく取

り組みということで、どんなふうに展開されるのかすごく楽しみにしています。それは振

り返ってみますと、九州にも当てはまるのかなと。向こうは、震災から原発事故からの復

旧・復興ということがありますけれども、そういう過程は九州も大いに活用できるのかな

と思っております。今日はその流れで議論に参加させていただきます。よろしくお願いし

ます。 

【事務局】  ありがとうございました。次に、株式会社ＪＴＢ九州代表取締役社長の宮

原敬介様です。宮原先生、よろしくお願いします。 

【宮原委員】  ＪＴＢ九州の宮原と申します。よろしくお願いいたします。この１年間

はほんとに九州新幹線のおかげをもちまして、私ども社内のことですけれども、ＪＴＢ九

州から大阪方面に行っていただくお実様が大体２割増しでございました。グループのＪＴ

Ｂ西日本、関西のほうから九州にお見えになる方の扱いは倍増したと言っております。今、

私どものグループの中での子会社というのは、こちらから遠方へお送りするお実様だけで

はなく、迎え入れるお実様というのも、会社の業績というか、評価をする仕組みになって

おりまして、九州にとっては大いにお実様が増えたということで、歓迎をしているところ

であります。 

 時間距離が非常に短くなりました。時間距離が短くなったのは、沿線の都市だけでなく、
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時間距離が短くなった効果で、いわゆる横軸の阿蘇であったり、大分であったり、宮崎で

あったり、そこまで行く時間も必然的に短くなっているんですね。こういったものをうま

く取り入れた横の企画というのを提案していくのが、これからの私たちの仕事ではないか

と思っています。今日の議題の中にもございます、いわゆる２次交通、こういったところ

にも非常に関心を持って出席をさせていただいております。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  ありがとうございました。次に、特定非営利活動法人ＮＰＯふくおか理事

長の濱砂圭子様です。濱砂先生、よろしくお願いします。 

【濱砂委員】  こんにちは、濱砂です。ＮＰＯふくおかでございます。私は、ほかにも

う一つＮＰＯと会社に携わっておりますけれども、ＮＰＯふくおかでは、経済産業局で２

０００年からコミュニティビジネス推進協議会ということで長年委員を務めておりまして、

九州全域のコミュニティビジネスの推進に長年携わっております。ＮＰＯとかコミュニテ

ィビジネスについて会議などを福岡で行いますと必ず全九州から来られますし、長崎で会

議をしましても、全九州の方が必ず顔をそろえておられるということで、交通網が発達し

ていることがうかがえます。 

 このコミュニティビジネスといいますのは、地域の課題をビジネス手法で解決していく

というもので、大分で有名なのは「お宝めし」ですね。これを始められたことによって、

時がたつにつれ東京でも売れるようになった。例えば、福岡市の商工会議所の１階で、私

ども、コミュニティビジネス販路拡大支援センターというのを３年間やってまいりました。

例えば、志賀島の満月の夜だけ上がってくる「ふのり」というのがありまして、昔、海女

さんがそれで髪を洗っていたと。それを石けんにして売っているしみじみとしたビジネス

があったりするんですけれども、そういった地域に眠っている非常にストーリーのあるお

もしろいお土産に発展しそうなものを今、発掘したりしておりますけれども。そういった

形で、ＮＰＯとか、コミュニティビジネスの会議になくてはならないのが交通網かなと思

います。 

 私の名前は濱砂で、夫の名前なんですけれども、川南町出身で、里帰りしたときとかに

つばめを見ることがあります。新幹線が通ったんで「つばめ」がこの辺を走っているんだ

なとか、新しい発見をしております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

【事務局】  ありがとうございました。次に、九州商工会議所連合会会長の末吉紀雄様

の代理として、本日は事務局長の織田孝二様にご出席いただいております。織田様、よろ
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しくお願いいたします。 

【織田委員（代理）】  福岡商工会議所の織田でございます。私どもの福岡商工会議所

は、九州一体となった九州商工会議所連合会というのがございまして、九州には７８の商

工会議所がございます。そういった中で、昨年１１月には鹿児島、熊本、福岡の３商工会

議所合同で、大阪から岡山、広島の会頭に来ていただきまして、キャンペーンをさせてい

ただいております。そういう中で、九州連合会といたしましては、京都、大阪、神戸の３

商工会議所と九州の各県庁所在地の商工会議所、計１１商工会議所で、九州新幹線を活用

した西日本活性化研究会というのを立ち上げております。これにつきましては、いろいろ

今後お話しできると思っていますけれども、今はまだ研究会で立ち上げたばかりでござい

ますので、今後、活動の折には、また皆様のほうにいろいろなご報告ができると思ってお

ります。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  委員の皆様、ありがとうございました。なお、臨時委員の皆様につきまし

ては、時間の関係でお手元にお配りしております出席者名簿及び配席図によりご紹介にか

えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、これから先の議事進行につきましては大野会長にお願いしたいと思います。

大野会長、よろしくお願いいたします。 

【大野会長】  それでは、早速ですが、本日席上に配付されております議事次第に従い

まして、議事を進めてまいりたいと思います。まず初めに、議事１、九州新幹線鹿児島ル

ート全線開業後の人流の変化や新幹線駅からの２次交通に関する調査について、事務局よ

り説明をお願いします。 

【事務局】  私、九州運輸局企画観光部で交通企画課長を拝命しております鈴木と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。恐縮ではございますが、座りましてご説明をさ

せていただきます。 

 それでは、今、議題となりました調査の内容につきましてご説明を申し上げます。資料

につきましては、お手元に配付してございます資料の１－１から１－４までの４種類の資

料でご説明を申し上げます。 

 まず、資料１－２と書かれました４枚書きの横紙の資料をごらんください。私ども九州

運輸局におきましては、新幹線の鹿児島ルートの全線開業に伴いまして、人流の変化、企

業行動の状況、観光の状況、そして２次交通の状況について調査を行っております。大き

く分けまして４つ、調査、そして報告がございます。 
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 １つ目が人流の変化ということでございます。２つ目は九州新幹線開業後の企業の活動

の状況、また宿泊実を中心としました観光実の状況、この２つについてご報告をさせてい

ただきます。３つ目といたしまして、２次交通ということで、新幹線駅及びそこから観光

地等へのアクセスとして整備されております路線と、その路線と一体となって整備されて

おります路線について、私どものほうで利用状況等について調査をさせていただいており

ます。その結果について、ご報告をいたします。最後の４つ目といたしまして、新幹線の

各駅沿線にはレンタカーの営業所が数多く所在しておりますので、新幹線からのアクセス

としてレンタカーも大いに考えられますので、利用状況の確認を調査させていただきまし

た。本日はその４点について、ご説明申し上げます。 

 １－２の１枚目をおめくりください。１枚目は人流の変化についてあらわした資料でご

ざいます。九州新幹線鹿児島ルートの全線開業後の変化について、①という資料でござい

ます。まず、九州島内のほうから申し上げます。まず、博多から新幹線の開業に伴いまし

て、どのような利用状況にあるかというところでございますが、今回開業した博多駅から

新八代駅の間の利用状況でございますが、博多駅と熊本駅の間の数字について、全通以前

のリレーつばめ号の利用状況と九州新幹線の利用状況、利用者数を比較しますと、前年比

で１３７％、現在が１３７％ということでございます。また、熊本から鹿児島中央駅間に

つきましては、以前の部分開業時点でのつばめ号の利用实績と比較したものでございまし

て、前年比１６５％という状況になってございます。 

 鹿児島中央駅に注目して数字がございましたので、ご紹介させていただきますが、右上

の四角でございますけれども、鹿児島中央駅におけます九州外の居住者の利用割合という

ものを、雑駁ではございますけれども、計算したものがございます。２０１０年、部分開

業時におきましては在来線を含めて、１日１万８,０００人余り、九州の外から利用の  

割合が１０％ということで、約１,８００人の方がご利用になられている。２０１１年、

新幹線開業時につきましては、新幹線駅のみの状況で１万４,０００人の方が利用されて

おりますが、そのうち九州外の利用割合が２５％、４分の１ということで、大まかに３,

４００人程度の九州外からの利用があるということです。ベースが違いますので単純な比

較は難しいところではございますが、新幹線の駅の数字だけを見ても、大きく県外からの

お実さんが増えていることが見てとれます。 

 域外の話が出ましたので、広域な交通の部分についてご説明申し上げますと、まず新幹

線の直通につきましては、新大阪駅まで直通がございますので、航空便との比較をさせて
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いただきました。便数につきましては、熊本と関西圏、鹿児島と関西圏で便数の比較をし

てございます。ごらんいただきますとおり、熊本－伊丹で１便増えている以外で特に変更

はございません。利用状況につきましては、下のほうに増減比率というものを表でまとめ

ておりますが、３月以降、４月の段階で、かなり減っておりますけれども、徐々に回復を

しておりまして、１２月には前年比で９５％という数字になっております。新幹線につき

ましては利用者が増加しておりますけれども、航空機の利用につきましては、それほどの

減尐が見られていないという数字が出ておりますので、九州外からの方の利用者が増えて

いる姿が見えます。 

 １枚おめくりいただきまして、鹿児島ルートの全線開業後の変化について、②というこ

とで、企業の活動と観光についての状況でございます。まず、企業活動から申し上げます。

九州の企業さんと京阪神の企業さんのビジネス交流の状況について調査がございます。そ

の報告によりますと、九州に立地している企業さんと京阪神の企業さんとのビジネス交流

で何が多いかについては、商談やセミナー等の情報収集が多いということでございますが、

新幹線開業後は、この２種類について増加が見られます。 

 逆に、京阪神立地企業さんが、九州のほうに立地されている企業さんとのビジネス交流

で何が多いかにつきましては、商品・サービスの共同開発、工場・事業所の立地が多いと

いうことでございますが、開業後につきましては、共同開発、商談、市場調査が増加して

います。おおむね報告全体から言えますことは、企業立地自体につきましては、まだ大き

な姿というのは見えておりません。一方で、今の営業拠点等を基本にして、営業範囲とか

販路拡大であるとか、情報交換という商業活動というのは活発化していると言えるのでは

ないかと思います。 

 そして、観光の状況でございますが、私どもの調査と九州経済調査協会さんの調査のデ

ータが御座います。観光の宿泊施設であるとか、観光施設につきまして調査を行いまして、

概況というものをまとめました。観光ＤＩという形で数字を出しておりますが、それを見

ますと、沿線の福岡、熊本、鹿児島につきましては５０を超えております。５０を超えて

いるというのは、よいということです。５０を下回っているのは、平均以下しかないとい

う意味でございまして、沿線につきましては５０を上回っておりますが、沿線外につきま

しては下回っているということでございます。 

 一方、旅行者の状況でございますけれども、広島と近畿のほうの宿泊者の数字がござい

ます。九州にお泊まりの方の出発地、どこに住んでおられるのかというデータをとりまし
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たところ、以前、２２年では広島を含めた中国地方が約７％であったのが、２３年では１

０％に増えている。近畿のほうにつきましては、１６％程度のものが２３％まで増えてい

るということでございまして、ほかのエリアよりも増加率が大きいということでございま

す。したがいまして、観光実ということにつきましては、中国や近畿からお見えになって

いるお実さんが増えている姿が見てとれるところでございます。 

 なお、修学旅行につきましてデータを収集しましたところ２つございまして、中国地方

につきましては、目的地を九州にしたという県立の中学校の数字が、２００７年からの比

較で倍増になっております。近畿方面からの修学旅行につきましては、今回の震災を踏ま

えて目的地を変更したかどうかのアンケート結果がございまして、大体３分の２が九州方

面に行き先を変更しているところでございます。補足でご説明申し上げますと、変更した

先というのは１泊目、宿泊者数が多いところですと、長崎のあたりが多くなっております。

２日目につきましても長崎方面、松浦といったところ、あとは福岡が多くなっているとこ

ろでございます。 

 続きまして、１－３のほうの資料に移ってください。１－３といたしまして、整備状況

という形でまとめてございます。まず、目次のほうをごらんいただきますと、九州の広域

につきまして、新幹線駅ごとに、最初は福岡、佐賀方面、３ページ目から５ページ目まで

につきましては熊本駅を中心としまして、長崎方面、島原方面、県北と阿蘇方面、県南と

天草、その他方面という形で整理をしております。６ページ目、７ページ目につきまして

は、６ページ目で鹿児島中央駅を中心といたしまして、薩摩半島方面、７ページ目で薩摩

の北のほう、あとは大隅半島方面の状況について整理をしております。 

 これらの路線につきまして、我々のほうからアンケート調査等で利用状況を確認させて

いただきました。利用状況の結果については大部になりますので省略させていただきます

が、報告書１の１、報告書の４６ページ以降にまとめてございます。やり方といたしまし

ては、運行開始年度の利用实績を１００といたしまして、その後の数字というものを指数

化して、グラフ化してございます。したがいまして、この数字からは、利用状況として数

字が増えているか、減っているかがわかるようにしてございます。この中から、利用が増

えているものと１００を上回っているものがあるかですね。特に、１便当たりの利用者数

が尐ないものと、あとは路線の再編とか縮小があったものにつきましては利用増が見られ

るとは言いがたいところがございますので、利用の实績が１００を下回っているというこ

とで、利用が伸び悩んでいるという形で整理させていただいております。 
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 整理の結果につきましては、資料の１－４のＡ３の紙をごらんいただければと思います

が、上のほうが利用増と見られるものとして整理したもの、下のほうにありますのは、利

用が伸び悩んでいるものとして整理したものでございます。数につきましては、利用増が

１３、利用が伸び悩んでいるものは２０という形になっております。新聞報道等で明暗が

分かれるという記事が出ておりましたけれども、尐し分かれておる状況がございます。 

 それぞれの状況でございますけれども、利用増が見られるものの例として顕著なものを

幾つか説明させていただきますと、地域間連絡のバスが下のほうに４つほどございます。

地域住民の足として新幹線アクセス、地域へのアクセスということで設定をされているも

ので、堅調に利用を伸ばしているものが見られました。また、地域の協議会におきまして、

地域を挙げて利用促進を行っているものにつきましても利用増が見られているところでご

ざいます。また、観光地等の関係で、観光地の魅力と連携を関連させて、まず、新幹線を

おりたところの接続駅から観光地までの旅行イメージというものを連続させた形で運行し

ているものにつきましては、利用が伸びている傾向が見られました。 

 利用が伸び悩んでいるところにつきましては、下に２０件ございます。利用状況、利用

促進についてどういう取り組みをしているかというところで、エージェントと自社とに分

けて、アンケート結果をとらせていただいておりますけれども、この辺から見える傾向と

いうのはなかなか難しいのでありますが、伸び悩んでいるものを見ますと、そもそもエー

ジェント経由の発売がないものであるとか、ＰＲも、パンフレットとかポスターをおつく

りになっていないところが見てとれるところでございます。もちろん、やっているものに

つきましても利用が伸びていないものが見受けられます。 

 ２次交通の状況につきましては以上でございますが、データの取り扱いについて一言申

し上げます。本件につきましては、最初、運行初年の初月の運行实績を１００としてござ

いますけれども、学校の夏季休暇でありますとか、秋の連休等といった観光需要が大きく

出ておるところでございまして、同一年度の中で比較をしながら傾向を判断することが非

常に難しい数字になっております。また、運行開始につきましては、２つのパターンがご

ざいます。いわゆるご祝儀相場という形で、乗車体験による利用増、あとはまだ利用が定

着していないという理由等によりまして、本来のニーズがきちんと反映できているかどう

かというところがございますので、この時点での好調、不調という判断には、ちょっと厳

しいデータではございます。ご理解いただければと思います。 

 ２次交通の状況につきましては、以上でございまして、１－２の資料にまたお戻りいた
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だけますでしょうか。めくっていただきまして、３ページ目でございます。レンタカーの

状況という形で資料をまとめさせていただいております。先ほど申し上げましたとおり、

新幹線駅周辺におきましては、レンタカーの営業所が数多く点在しているところでござい

ますので、レンタカー協会の皆様にご協力を賜りまして、貸し渡し实績等の確認をさせて

いただきました。結果といたしましては、福岡、新鳥栖駅の周辺につきましてのレンタカ

ーの伸びはあまり見られませんが、熊本県内、鹿児島県内につきましては、大きく伸びて

います。 

 特に、この中の貸し渡し实績とは別に、实際にレンタカーを借りておられる方にアンケ

ート調査をとりましたところ、大体、利用者の４割がビジネス利用、残りの４割が観光利

用でございました。レンタカー事業者の方にヒアリングを行いましたところ、そもそもは

ビジネスユースが多かったところでございますが、新幹線の開業以降、観光利用が増加し

ているというヒアリング結果がございました。推測ではございますけれども、レンタカー

利用の伸びにつきましては、一つは観光利用が大きく寄与しているのではないかと考えら

れるところでございます。資料の内容、調査の内容につきましては以上でございます。 

【大野会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、委員、臨時委員の皆さん方からご質問、ご意

見を伺いたいと存じます。どなたでも結構です。何かございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

【井上委員】  １点、質問をさせていただきたいのですが、資料の１－２の１ページの

データを見ると、九州新幹線の利用者、特に本州方面から相当数増えていることがよくわ

かります。具体的な数値の出し方が右上の枠の中に書かれているんですが、２０１１年は

新幹線だけの利用者数に対して九州外の居住者の割合が掛けられて、約３,４００人にな

っています。２０１０年は乗車人数が１万８,０００ということですから、多分これは在

来線を含めた数値に同じような九州外居住者の割合を掛けているんですが、何で２０１０

年の全線開業前の新幹線だけの利用者数を使って計算されなかったのかをちょっと伺いた

いんです。その辺、お願いできますか。 

【事務局】  ご指摘のとおり、私どもといたしましても、新幹線の部分開業の数字だけ

で計算をしたくて、幾つかデータを探してみました。しかしながら、２０１０年につきま

しては、駅全体での利用者数だけが入手できたところでございまして、やむを得ずこの数

字を使わせていただいてございます。１０％、２５％という数字につきましては、報告書
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の１１ページにもございますが、鹿児島地域研究所のアンケート調査で１０年３月、１１

年３月で居住地別の数字が出ておりますので、その数字を活用しているところでございま

す。新幹線の数字だけでというのはごもっともなご指摘ではございまして、力不足でござ

います。申しわけございません。 

【井上委員】  わかりました。ありがとうございます。 

【横山委員】  １－２の１ページ目の前年比で、新幹線の博多－熊本が前年比プラス１

３７、熊本－鹿児島中央が１６５％という大変いい数字が出ているわけですけれども、こ

れは昨年の事情も考えないといけないと思います。言うまでもないことですけれども、

３・１１によって観光実が西日本へシフトしたことが挙げられます。もう１点は、観光関

係の施設等は開業初年度にはお実がどっと来る、次年度以降尐なくなるという傾向がござ

います。そういうこともありますので、引き続き同じような統計データをとって、この数

値が右肩下がりにならないような対策が必要かと思います。 

 もう一つ、次のページの近畿圏からの修学旅行の数ですけれども、これは公立の中学校

のデータで、当初予定していた１４７校、これが九州に変更したということでありました

けれども、３・１１以降、九州に変更したところが２０１校と。変更したのが全体で２８

０か９０ぐらいだったと思いますけれども、その６割、７割が九州に変更したということ

でありまして、九州にそれだけ修学旅行の対象地としての魅力があるということです。せ

っかくつかんだ修学旅行の学校でございますので、逃がさないでと言ってはおかしいんで

すけれども、引き続き九州はいいなということで、宠伝等をしていく必要があるのではな

いかと思います。ちなみに変更前のコースは、中学校に関しては、信州と関東だったんで

すね。信州と関東をやめて九州に来るという形でありました。感想です。 

 以上です。 

【大野会長】  ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。 

【藤井委員】  今のところで聞きたいんですけれども、商談と情報収集が開業後増加、

それから関西圏から共同開発、市場調査が増加と簡単に書いてあるんですけれども、どう

いう調査で、どういう会社が多かったとかいう説明をいただけますでしょうか。 

【事務局】  ご指摘の数字につきましては、資料１－１の２４ページにデータがござい

まして、こちらにつきましては、九州と京阪神にある１１の商工会議所で構成される九州

新幹線を活用した西日本活性化研究会というところで、京阪神の企業さん、九州の企業さ

ん１,１００社余りからのアンケート結果をもとに分析をされています。具体的には、九
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州から京阪神の方の情報交換としてどのくらい商談が増えているかについては、２３％ほ

ど増加しておるということでございます。そして、市場調査、情報収集につきましては２

３％余り増えているということです。逆に、共同開発、商談の増加状況のほうにつきまし

て京阪神企業さんの状況を見ますと、共同開発が増したものであるとか、サービスの販売

を２０％近く増加させているという数字が出ております。 

 具体的にどのような形で増やしたのかにつきましては、調査データとは別に、私どもで

九州の企業さんに幾つかヒアリングをさせていただきまして、その限りで申し上げますと、

例えば、熊本の果物と野菜等を扱っておられる方に伺いましたところ、今までは九州域内

だけに卸していたのが、新幹線の開業で、広島方面の新しい卸先を開拓する動きが出てい

るという話を聞いてございます。また、その企業さんが情報収集としてどういうことをし

ているかにつきましては、今までは大阪方面のセミナーは、時間の関係もあり出席をあき

らめていたのを、出席できるようになったという形で増やしているという話を聞いてござ

います。 

 非常に細かい話になりますが、事業者側としても夜の都合とかがあってなかなか行けな

かったのが、新幹線で行けるようになったという話を聞いてございます。一例ではござい

ますが、ほかにヒアリングをしたところでも、短い時間で広島方面に行けるようになりま

して、そこからレンタカーを借りて営業活動をするというスタイルでできるようになった

という話を幾つか聞いてございます。 

 以上でございます。 

【井上委員】  先ほどお聞きした点についてあえて申し上げます。最初、この審議会に

ＪＲ九州の方は入っておられないものだと思って、先ほどはそれ以上のことは申し上げな

かったんですけれども、名簿を見せていただくとお入りになっていますよね。こういう審

議会で九州の新幹線をこれからどうしていくかという議論をする中で、何で２０１０年の

九州新幹線の鹿児島駅とかの利用者数、データが手に入らないのかなと。ちょっとその辺

はぜひ確認をしておきたいんですけれども、いかがでしょうか。 

【事務局】  申しわけございません。私どもの準備の中で、公表ベースでわかる資料と

いうものを前提に探させていただいたところでございまして、正直に申し上げますと、Ｊ

Ｒ九州さんに鹿児島中央駅の２０１０年のデータの提供をお願いしておりませんでした。

そういうことでございます。大変申しわけございません。 

【井上委員】  では、そういうデータを提供いただきたいということになれば、いかが
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なんですか。 

【大野会長】  田中委員、いかがですか。 

【田中臨時委員】  井上先生がおっしゃるのは、鹿児島中央駅の情報ですか。うちのほ

うに２０１０年の数字はあるかというと、駅全体の利用者数はもちろんありますし、公表

されています。ただ、新幹線利用者だけのデータについては全線開業後に实態調査を实施

することで推計値の算出を開始したものであり、全線開業前の数字は、同様に算出した推

計値でしかありません。 

【井上委員】  あと一つだけ。資料の１－２の１ページのデータですね。新幹線が全線

開業して、具体的にどんな効果があったかという場合に、ここのデータでは、「え、どう

して？」ということになるんですよね。九州新幹線の部分開業のときの新幹線だけの乗降

実数のデータをここに入れていただくと、具体的に、あ、これだけ増えたというのがわか

るんですね。そういう意味では、ここは一工夫していただければと思います。 

 以上です。 

【大野会長】  また、次回までの宿題にしておきましょう。よろしいでしょうか。 

 ほかにございませんか。 

 それでしたら、１の資料についてのご質問と意見はいったんここで終了させていただき

まして、委員の皆様から議事の２、議事の３の中間報告の取り組みについてとか、今後の

取り組みについて多数ご意見をいただきたく、その時間をとりたいと思いますので、次に

移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、議事の２に移ります。議事の２は、答申（第１０号）中間時点の評価と今後

の方向性の進捗状況と現況についてでございます。事務局から、この資料について説明し

てください。 

【事務局】  それでは、資料２につきまして、ご説明させていただきます。資料２は、

題名にございますとおり、答申の中間時点の評価と今後の方向性というものを昨年、こち

らの審議会においてご議論いただいたものでございます。こちらの資料につきましては、

平成１７年、私どもがこちらの審議会にて、答申という形でいただいておるところでござ

いまして、昨年はできてから５年を経過した、中間時点ということでの評価と、今後、答

申を進めていくに当たって、どういう点をというところをご議論いただいて、方向性を出

していただいたものでございます。今回、この答申についての評価の状況の中で、九州新

幹線の全線開業の関係でご指摘をいただいているところが１１ページにございますので、
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この部分につきまして説明をさせていただきますが、ほかの部分につきましても、今回ど

のようなことを私ども国のほうで取り組んでいるかをまとめてございますので、ごらんい

ただければと考えてございます。 

 また、今後でございますが、答申自体は１０年間の計画ということで、１７年から１０

年間でございます。残りの数年、まだ期間としては残ってございます。今回は状況をご報

告させていただくことと、今、資料１でご説明しました状況等を踏まえていただいて、今

後、答申の中身を進めていくに当たって、どういうことが必要かをご議論いただくという

ことでございます。そのために、現状、答申の中身につきましてどのようになっているか

説明をさせていただければと思います。 

 １１ページをごらんください。（２）各地域の魅力を生かした地域づくりで、来訪者に

とって利用しやすい公共交通の实現や充实した交通ネットワークを生かすことにより、九

州全体の活性化という項目がございまして、こちらの上の段に書いてございますけれども、

これは新幹線開業後に議論された内容でございますので、開業されたという形で書いてご

ざいます。最初の２行につきましては、全線開業を契機として東アジアを中心としたＰＲ

による利用促進を強化していく必要があるというところでございますが、あとは、交通ア

クセスの強化について、新幹線駅の交通アクセスの強化とか、観光地までのアクセスの向

上というご指摘をいただいているところでございます。 

 また、新幹線とは別でございますけれども、必ずしも区別しておりませんが、九州の公

共交通に関する情報の一元化ということ。例えば、鉄道、バス、旅実船等の複数の輸送形

態、いかなる経路検索が可能かということで、情報面での強化という部分もあわせて、公

共交通の利便性向上に取り組むことが必要であるというご指摘をいただいたところでござ

います。 

 また、当時、最新の情報ではありましたが、ＪＲの日南線の「海幸山幸号」、宮崎から

南郷駅までの観光特急が１日１往復ございますけれども、それの話とセットで宮崎交通さ

んの日南号で、鉄道とバスによる周遊のルートであるとか、「海幸山幸号」につきまして

も、車内の外装、内装に凝っておるというところがございます。あと、有明のかもめクル

ージングについては、乗るというのは本来は移動ということで派生的需要だったわけでご

ざいますけれども、乗ること自体を観光資源にする、根源的な需要にする取り組みも、最

近は数多く出ているところでございます。新幹線の開業で、「海幸山幸」以外にも、「指

宿のたまて箱号」であるとか、「あそぼーい！号」「Ａ列車で行こう」といったような観



 -16- 

光列車が導入されたところでございますので、こうした映像モードを楽しませる工夫が必

要であるという形で書かれてございます。 

 下の九州の自動車道の件につきましては省略をさせていただきます。 

 ＰＲのお話が出ておりますが、ここでは資料にはちょっと書いておりませんので、済み

ません、ＰＲを行っていくというところにつきましては、ページが前に戻ってしまって恐

縮ですが、１ページ目をごらんいただけますでしょうか。ＰＲが認知度向上ということで、

私ども九州運輸局のほうでは、ビジットジャパン事業という宠伝事業による誘実をさせて

いただいております。また、最近の話題といたしまして、震災直後、風評被害等がござい

ましたので、風評被害対策ということで韓国のほうに参りまして、実観的な放射線のデー

タであるとか、そういうものをお示しした上で風評被害の払拭に努めるとか、新燃岳の噴

火の事象がありましたときには、３キロ以内については立ち入り禁止であるが、それ以外

のエリアについて危険な状況ではないことをお示しするといった形で、風評被害の払拭に

努めておるところでございます。さらに、ＭＩＣＥのほうでは、国際会議のキャンセル防

止ということでやっておるほかに、ラグビーのイベントの調整等にも努めているところで

ございます。 

 ＰＲの活動につきましては、ビジットジャパンキャンペーン事業からやっているところ

ではございますけれども、引き続き、今回は東アジア方面を重点ということで、韓国、中

国、台湾のマスメディアの関係者を招聘してやると。实際の観光地を紹介して、マスメデ

ィアとして紹介していただく。または、観光のエージェントの方、キーマンをお呼びして、

旅行商品の造成を働きかけさせていただいておるところでございます。 

 今後につきましては、韓国市場で人気の自然の豊かなエリアを散策をするというオルレ

について、九州のほうもオルレのルートを普及させていくことで誘実を図っていきたいと

考えてございますし、中国との関係につきましては、日中正常化４０周年に当たるという

こともございますので、これと連携した事業を推進することを考えてございます。ＰＲに

つきましては以上でございます。 

 また、１１ページにお戻りいただけますでしょうか。順番が前後して恐縮でございます

が、情報の一元化というところのご指摘については、平成２２年１０月に九州管内の交通

に関する情報を一体で検索できるポータルサイトとして、九州の交通アクセス情報という

ホームページ、ポータルサイトを開設しております。今のところ、各交通事業者の方々や

観光協会の皆様からのリンクを張っていただくという形で、まずホームページに来れば、



 -17- 

さまざまな情報にアクセスできる、交通などの情報にアクセスできるポータルサイトを提

供させていただいておるところでございます。 

 さらに、次のページでございますが、交通アクセスの強化、向上につきましては、済み

ません、１３ページをごらんください。１３ページ以降でございますけれども、既に先ほ

どの資料の１－３のところでも幾つか例と地図でお示ししてございますけれども、新幹線

駅からのアクセス強化ということで、まず広域アクセスとして新八代駅から宮崎駅間での

Ｂ＆Ｓみやざき号を新設ということで、今度のダイヤ改正で時間が３時間を切るという形

で取り組みが行われると聞いております。 

 次の１４ページの下のところでございますが、「ぐるりんひむか」号というところで、

新幹線駅から宮崎方面への回遊性向上ということで、熊本駅から宮崎方面、鹿児島駅から

宮崎方面という形の周遊バスを設定されています。 

 次の、最後１５ページでございますけれども、先ほどご指摘にありました乗る楽しみに

つきましても、ＪＲ九州さんで観光特急というのが６つほど設定されています。そのほか、

各地域におきましても、２次アクセスの向上に関する取り組みが行われているところでご

ざいますので、地域ごとに主要なものを掲載させていただいております。 

 資料につきましての説明は以上でございます。 

【大野会長】  ありがとうございました。それではただいまの説明に関して、ご意見、

ご質問はございませんでしょうか。どうぞ。 

【井上委員】  資料に直接関係するわけではないんですが、先ほどご説明いただいた駅

からの２次交通に関する調査とあわせて、ちょっと意見を申し上げます。もう１０年ぐら

い前ですか、大分県の平松知事のころに、大分県と宮崎県から九州の中に移動しようとす

ると、いわゆる陸の孤島ということで、極端に言えば、大分から鹿児島に行くのに、いっ

たん羽田空港まで行って、そして鹿児島に行ったほうが近いというふうなことがいろいろ

言われました。その当時は、特に高速道路の整備状況の差ということが背景にあったんだ

ろうと思うんですが、高速道路についてはその後、着实に整備が進んでおりますので、当

時の陸の孤島という状況はかなり改善されていると思うんですね。一方で、公共交通はど

うなんだろうかというと、新幹線で来て、それとクロスをするような形で２次交通が個別

には整備されているんですが、じゃあ、その結果、主要な都市間の公共交通による移動と

かがどの程度改善されてきているのか、そういうところをぜひ利用者にわかりやすい形で

データを整理していただくことを今後ご検討いただければと考えております。 
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 以上でございます。 

【大野会長】  貴重なご要望でした。ありがとうございました。どうぞ。 

【幸重臨時委員】  ただいまの井上先生のお話に触発されたわけじゃないんですが、私

は九州のバス協会という立場で尐し発言をさせていただきます。端的に申し上げまして、

今日の分析等を見ましても、新幹線ができた効果というのは非常に大きくなってきている。

それは大変すばらしいことだと思います。それはそれでいいんですが、それに比べますと、

東九州自動車道の進捗状況というのは、まだ非常によくないんですね。全長４３６キロの

うち、現在、約半分で、４５～４６％です。つまり、東九州では新幹線はまだ機能してい

ないということが言えると思うんです。 

 昨年の３月１２日に新幹線が全通しましたときに、こちらのほうのアクセスがかなりで

きておりますと、今回たまたまですけれども、東日本の大震災があって、修学旅行をはじ

めとする団体が九州にかなり入ってきている。そのときに、新幹線を使って熊本、鹿児島

へ行く、これは一つの大きなツールになると思います。それから、西九州のほうにも行け

るところがある。しかし、東九州のほうは道路が完成していなくて、時間がかかるので敬

遠されてしまうわけですね。つまり、北九州から大分、宮崎、鹿児島というのはどうして

もおくれている。 

 今回の分析を見ましても、東九州自動車道の供用目標に向けてと書かれているんですが、

これは今後のあり方ですから、その中に、ぜひ東九州自動車道の早期完成と实現、この項

目を入れていただくように要請したいと思います。九州は一つで、たくさんの県にたくさ

んの魅力がありますので、お実さんに選んでいただける道が３つほどあると非常に便利が

いい、魅力が増すと思いますので、提案させていただきたいと思います。 

【大野会長】  どうもありがとうございます。先ほどの井上委員の要請というのは、鉄

道をもとにした時間距離だけでなく、自動車道、高速バスという公共交通の使える、提供

されているファシリティーで、例えば、最速のとか、平均の時間距離といった資料をもし

つくれたら、次回、提出して欲しいということと思いますが事務局は、よろしいでしょう

か。 

【事務局】  データを集めまして、わかりやすく、お示しできるようにしたいと思いま

す。 

【大野会長】  特に道路の場合は、道路建設で要請されている時間距離のほかに、そこ

に实際に路線バスのファシリティーがあるなしということ、それから、もちろんこれから
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つくるところも、九州縦貫道とか横断道とかを走っている路線バスと同じようなものが走

るという前提で、でき上がったときにはどういう形になるのか。現状は、多分道路がない

から高速バスが走っていないんだと思いますので、そうすると、そういうファシリティー

があるのかないのか、そういう視点で見ていかないといけませんね。 

【事務局】  实際にどこにバス停ができて、どのくらいとまれるのかによって平均速度

が変わってくると思いますので、どのような仮定を置いて推計すると、より将来予測とし

て適切な数字になるか、事業者さんのお知恵をおかりして検討したいと思います。 

【大野会長】  ありがとうございました。また、東九州自動車道の促進要請というのは

九州全体の共通の要請テーマでありますので、この審議会でも取り上げてほしいというご

指摘だったと思います。 

 はい、どうぞ。 

【横山委員】  先ほどの資料の１－１に戻りますけれども、３ページ、これは田中委員

にお伺いしたほうがいいと思うんですけれども、先ほど開業半年間の、新幹線の乗車率と

いうのがあるんですね。熊本－鹿児島中央では、３６％とか４３％とか、この辺の数字と

いうのは、新幹線が走る前のですけれども、例えば博多－熊本もですが、２７％が４３％

に増えましたとなりますけれども、この辺の数字は当初予想していた数字であるのかどう

か。 

 何を言いたいかといいますと、こちらの資料２の１５ページあたりなんですけれども、

先ほど尐し説明がありましたように、鉄道というのは、単にＡからＢへ人を運ぶというだ

けではなくて、乗る楽しみがある。ＪＲ九州の場合は、観光列車というネーミングで走ら

せて、ある程度成功していると思います。それはあくまでも移動もありますけれども、乗

る楽しみがあって、中がおもしろい、景色を見ながら旅行ができる、あるいは子供にも人

気があるというところで、こういった企画はどんどんしていいと思うんですが、これは昨

年も言ったかもしれませんが、例えば、夏休みに家族連れで、大人２人と子供２人の標準

家族で、家族に限定してもいいですから、もう尐し安く、子供たちに楽しみの旅行をさせ

るようなことができないのかどうかということなんですね。３ページのほうを見ましたら、

乗車率がそう高いのか低いのかはよくわかりませんけれども、まだまだ余裕があるのであ

れば、そういうところをうまく活用して楽しみの旅行を、これは九州内の家族になるかも

しれませんけれども、拡大したらいかがかなと思っております。 

【横山委員】  ごめんなさい。昨年も言いましたけれども、ドイツなんかは家族で旅行
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するのは非常に安いですね。非常に安くなりますので、週末なんかローカルの列車でも、

ふだんこんなに乗っているのかなというぐらい多く乗っております。その辺のところをち

ょっとご検討いただければと思います。 

【大野会長】  これは、運輸局さんへのご要望なんですか、ＪＲ九州に対するご要望だ

ったんでしょうか。 

【横山委員】  両方です。 

【大野会長】  じゃあ、田中委員、お聞きになっていますね。今すぐ回答をというんじ

ゃなくて、こういう要望が出たということをお聞きになられたということで、よろしいで

しょうか。 

【田中臨時委員】  おっしゃるように、まだ乗車率には余裕がございますし、既にビッ

クリつばめをはじめ、４枚きっぷとか、さまざまな割引きっぷがございます。先生がおっ

しゃった家族のきっぷはたしかなかったと思うんですけれども、勉強するように頑張りま

す。 

【濱砂委員】  関連してなんですけれども、長年子育て支援を２０年間やっております

けれども、公共交通機関には２次的な効果を期待しておりまして、今、マイカーばかりで

すから、家からパジャマのまま車に乗って、現地に着いたときに着がえているということ

があったりします。そういう中で、電車に乗っていくということは、公共のマナーを学ぶ

という、子供の教育にも大きな影響があるのかなと思っております。 

 私どもは、博多駅に行って、上りか下りか何線かというのは大体頭に入っているんです

けれども、今の子供たちは車で移動していますので、何とか線と言われてもピンと頭にこ

ない、上り下りがわからないという状況が多いので、もっともっと公共交通機関を経験さ

せる。修学旅行で行ったところで、先生に先導されるがままなので、自分で切符を買って、

上りか下りか何線かを選ぶことがなかなか訓練できていない。それと、公共の場でのお行

儀とかマナーとかについて学べることが、ＪＲに乗ることの２次的な効果ということもあ

ります。 

 それと、先ほどの大分と宮崎間は道路がまだ完全ではなくて、私が福岡から宮崎に行く

ときは、飛行機を使って日帰りをするのが普通なんですね。だから、長崎新幹線より前に

することがあるんじゃないかと思います。これは人口問題にもつながっておりまして、宮

崎の漁村とか農村地帯には嫁が来なくて、独身男性がごろごろいて、あの道路が開通した

ら大分から嫁が来るんじゃないかとか、いろいろなことを考えております。道路を通すと
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いうことに、２次的、３次的ないろいろな効果があるのではないかと期待しております。 

【大野会長】  どうもありがとうございました。道路に関する要望が相次ぎました。ほ

かにございませんでしょうか。 

 今日は、交通機関の特に観光政策との結びつきというのがテーマになっておりますけれ

ども、道路というともう一つ、物流が乗ってくる。鉄道の中心は人流で、物流まで含める

とやっぱり道路整備が急がれると考えられますので、観光政策全体の中で、人流プラス、

物流もサブ的な観光の資源策として、うまく取り入れていくことも必要になってくるかと

思います。 

 事務局、何かありますか。特にないですか。では、検討いただくということで、次に進

みます。 

 それでは一区切りで、次の３に移ります。議題の３は、調査結果を踏まえた今後の取り

組みの方向性についてお伺いします。事務局から、資料に沿って説明してください。 

【事務局】  企画観光部長の河原畑でございます。済みません、座らせていただきます。

資料１－１を交通企画課長からご説明したところでございますが、資料２の１１ページを

あわせてごらんいただければと思います。答申（１０号）中間時点の評価と今後の方向性

というところで、新幹線鹿児島ルート全線開業を踏まえての方向性ということで、大きく

まず横軸となる交通アクセスの強化、それから新幹線から観光地などまでのアクセス向上

といった公共交通の利便性向上ということと、移動そのものを楽しませる工夫、こういっ

たことが挙げられているところでございます。 

 それで、公共交通の利便性向上に関しましては、資料１－３で、２次交通の整備状況の

資料をおつけしているところでございます。ごらんいただけますとおり、新幹線を起点と

いたしまして、横軸のアクセス強化が挙げられているところです。これによりまして、観

光地までのアクセス向上といったこともあわせて図られていくということです。 

 一方で、利用状況とか沿線外の状況のところもございまして、資料１－１の４６ページ

以降に、２次交通の利用状況の資料をおつけしているところでございます。先ほどご説明

いたしましたとおり、利用が尐なくなっているものが見られることもございまして、今後

も引き続き確保できるだろうかといったことも实際ありますし、支援があることによって、

今回設定された路線についても、この年度末でいったんアクセスがなくなるものも存在す

るところです。資料１－３の中で、運行期間が平成２４年３月までとなっているものが、

そういった例でございます。 
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 それから、新幹線の効果としまして、資料１－１の４０ページの上に、図表４３をつけ

ております。新幹線の沿線では観光ＤＩがプラスであったのに対して、沿線外ではマイナ

スになるといったこともございますので、２次交通のさらなる活性化が必要ではないかと

考えるところでございます。 

 そこで利用増加が見られるものということで、資料１－１の６７ページ以降に事例をつ

けてございますけれども、地域間の連絡系統ということで、観光の手段ということだけで

はなくて、地域住民からも利用されることで需要を増やしている例もございます。それか

ら、特にＪＲの観光列車に見られるような、例えば、「指宿のたまて箱」とか、「あそぼ

ーい！号」、「Ａ列車で行こう」といったようなものもございますけれども、そこの観光

地としての魅力と関連させて、地域ぐるみで旅行のイメージを連携し確保しているといっ

たものもございます。 

 利用が伸び悩んでいるものにつきましては、先ほどの資料１－４でご説明したところで

ございますけれども、販売のやり方であったり、宠伝といったところでございまして、宠

伝をしているから利用が伸びているとは必ずしも言えないところがございますけれども、

宠伝方法の改善によって認知度を上げることはあるのではないかと考えられるところです。 

 以上のような、この１年での利用動向を踏まえると、今後の２次交通の活性化といった

観点からは、こちらに３点ほど挙げてございますけれども、まずは地域住民の足として利

便性を確保した上で、観光実にも使いやすいものということで、生活交通と観光の両立を

図っていくことがまず一つは考えられる。それから２点目としましては、新幹線駅と２次

交通で結ばれる観光地の魅力をしっかり磨いて、その地域に観光実を呼び込むといった取

り組みの中で２次交通についてもあわせてしっかり宠伝することで、地域ぐるみで利用促

進に取り組むことが大事であると考えられます。それから、販売ルートの開拓といったこ

とで、事業者のほうで利用者ニーズをしっかり把握していただくとともに、販売を媒介す

る側、それからセールス先としても利用しやすくなるような、まさに輸送サービスそのも

のの魅力を上げていくことが必要であると考えられます。 

 こういったことに関しまして、運輸局といたしましては、自治体、事業者団体と連携し

まして、それぞれ個別の地域に対しまして、先行事例、特にうまくいっているものを紹介

したり、ノウハウの提示、そういったことを通じて支援調整等を行っていくことが我々と

して必要ではないかと考えているところでございます。 

 それから、中間時点の評価と今後の方向性に関する枠の中で、公共交通機関の利便性向
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上の取り組みとしまして、情報の一元化といったことについて言及されております。先ほ

どの資料２の１１ページの下のところで交通サイトの開設についてご紹介しておるところ

でございますが、こういったもののほかにバスの情報を１冊にまとめたリーフレットが発

行されておりますし、九州バス時刻表といったことでＩＴの活用も行われておりまして、

今の技術の進展を踏まえて、乗り継ぎ案内の充实を図られているところです。 

 ただ九州外に目を向けてみますと、ちょっと先を行っている取り組みも見られておりま

して、九州の中で西鉄さんが取り組みをされているところがございますけれども、次のと

ころにちょっと資料をつけております。Ａ４横の資料３の３枚目で、大阪の場合、長崎の

場合をごらんになっていただけるかと思います。まずある地点から空港なりまでの経路検

索をしたときに、大阪のほうではバスの区間についてもダイヤが出たり、どのバスに乗れ

ばといった路線が表示されます。長崎のほうを見てみますと、实際には路線バスが走って

いるにもかかわらず、その情報は取り込まれていないので、ここは何分といった形でしか

検索では出てこない。こういった状況でございますので、九州のほうでもバスの情報を経

路検索の中にどんどん取り込んでいく形で、経路検索の利便性を上げていくことを、特に

利用が多いエリアからやっていくことが大事ではないかと考えられます。あわせて、その

場合に利用者の負担がなるべく軽く済む形が望まれると考えております。運輸局としまし

ても、自治体、事業者、事業者団体と連携しながら取り組みを進めていく必要があると考

えているところでございます。 

 それから、移動そのものを楽しませることに関してでございます。これは特に資料をつ

けているわけではございませんけれども、資料の２の１５ページのＪＲ九州さんの観光列

車でございます。例えば、「指宿のたまて箱」号でしたら、海側のほうに座席を設けてい

る部分があったり、停車してドアをあけるときに、「たまて箱」を載せてミストを出した

り、そういった工夫をされているところでございますし、「あそぼーい！」であれば、子

供が楽しめるコーナーを設けてあります。「Ａ列車で行こう」であれば、大人向けのとい

うことでバーカウンターを設けたりと、いろいろな個別の整備が行われているところでご

ざいまして、利用率が非常に高いところでございます。もちろん、すべての２次交通に対

して同じような整備をするのは大変かと思われますけれども、単なる途中の移動手段だけ

ということではなくて、移動そのものを観光資源化していくことも重要ではないかと考え

られます。 

 それから、資料３の２ページの４、その他でございます。２次交通の利用实績を資料１
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－１の４６ページ以降につけておりまして、先ほどの交通企画課長からの説明でも、これ

は初年度の数字ということで、夏季休暇とか秋の連休といった季節波動で月々の変動が見

られておりまして、この１年間の利用の上がり下がりだけで、交通機関の好不調を判断す

るのにはデータがまだまだ足りないんじゃないかと考えられるところでございまして、や

はり同じ年の同じ時期、同じ季節で比較していくことが大事じゃないかということであり

ますので、来年度以降も利用の動向を注視していきたいと考えてございます。 

 それから、２次交通の調査とあわせて、今回レンタカーの利用状況調査を行っておりま

して、さきほどの、資料１－２の３ページ目につけてございましたし、資料１－１の７７、

７８にその資料をつけてございます。この結果を見ますと、福岡、佐賀、鳥栖でございま

すけれども、それを除く新幹線沿線の営業所では貸し渡し实績がかなり顕著に伸びていま

すし、利用者アンケートによりますと、ビジネス、観光ともそれぞれ利用が見られる、観

光利用の増加傾向も見られます。利用者アンケートの中では、何で利用したのかにつきま

しては、レンタカーのほうが効率的に回れるからとか、公共交通機関が不便だからといっ

た内容が多いところでございまして、資料１－１の８３ページにレンタカー利用の理由を

示しています。 

 レンタカーが何で使われているのかといったことをみると、２次交通の利用が伸び悩ん

でいるものについては、移動需要に対応できていない可能性も十分に考慮することが必要

だと考えております。今後といたしましては、公共交通機関とレンタカー、それぞれが利

用者にとってよりよいサブが可能となるように、関係者と連携しまして、個別の地域に対

してコンサルティングを行っていく必要があうと考えているところでございます。 

 資料３の説明は以上でございます。 

【大野会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの資料３の説明に関するご意見、ご質問、それから、これで用意し

た議題３つの３つ目にたどり着きましたので、３についてのご意見はもとより、１から３

の全体を通してのご意見、ご要望でも結構でございますので、残りの時間、活発にご意見

をいただけたらと思います。まず、忌憚のないご意見をどうぞ。 

【宮原委員】  では、意見ですけれども、今の資料３の１ページの下にポチが３つあり

ますけれども、１つ目の地域住民の足としての利便性、これはぜひ進めていただきたい。

Ｂ＆Ｓの利用の話を私ども宮崎支店に当初したときに、地元の方が利便性を感じない手段

は、よそから来る人も利便性は感じないでしょうと。県民の方、もしくは宮崎市民の方が
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实際に福岡や関西に行くのに使うとき利便性を感じていると。それが時間なのか費用なの

かとか、そういうのもあったと思います。修学旅行が結構出ているんですが、受け入れる

ほうとすれば修学旅行で来てほしいというのがあるんでしょうけれども、地元の方が修学

旅行で使わないとすれば、やっぱりいかがなものかというところがあります。Ｂ＆Ｓは一

つの例でありますけれども、ぜひこういったものは地元の方の理解が、その道を太くする

ためにも必要ではないかなと感じます。 

 それから、もう１点は、２次交通のルートを周知していくときに、鉄道だと線路が引か

れたらまず間違いなく列車は走っているわけで、そこに行ったら抜けられるというのは完

全にわかるんですね。ところが道路が、走っていたとしても、２次交通が整備されて实証

期間がいつで終わりますとか言われても、利用者のほうからすると、行ってあるのかない

のか、つまり切れているのかないのか、そういう感覚は多分持っていらっしゃらないんで

す。ですから、整備したときには継続性と利用者への周知を徹底的に図らないと、せっか

くお金をかけてやった、太くしようという２次交通がしぼんでしまうことにもなりかねな

いと思います。ですから、継続性をいかに図るかを大事にしていただきたいと思います。 

 それから、もう一つは、今日の評価なりを拝見していて、ボリューム感がちょっとわか

らないですね。利用増が見られるものを１００として、それがどう伸びていったかという

ことで、１００名が２００名になったのか、１,０００名が２,０００名になったのか、そ

ういったボリューム感が見えないんですね。ですから、できたらそういう数字を表示して

いただいたほうが、实態が肌感覚でわかるのではと思います。数字というのは、ポータル

サイトでいろいろなことをやっているという話も出てきましたけれども、どれぐらいそこ

にのぞきに来ている人たちがいて、増えていっているのか、そこら辺の数字をとっていく。

そういうことをすることによって、より信憑性が上がるんじゃないかなと感じました。 

 以上３つ、発言させていただきます。 

【大野会長】  ありがとうございました。今のそういうボリュームはどういうことにな

るんでしょうか。 

【事務局】  ご意見、どうもありがとうございます。数字に関しては、宮原委員のご意

見はもっともでございまして、我々としましても、出したいところはやまやまなんですけ

れども、個別、具体の数字は出されちゃ困るという事業者の方がおられるのも現实でござ

いまして、出してもいいとおっしゃってくれる部分について出せないかといった調整は、

今後ちょっと考えたいと思っているところでございます。 
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【大野会長】  ありがとうございました。 

 ほかにどうぞ。ご発言戴いていることがたくさんありますが、さらに全体を通しての今

後の進め方、取り組みにつけ加えるべきところがありましたらご発言願いたいと思います。        

【井上委員】  まず１点、確認をさせていただきたいんですが、資料の３の一番上に、

調査結果を踏まえた今後の取り組みの方向性について（案）となっていますが、資料の３

の位置づけは、この審議会で特にこの部分は直さないといけないということがない場合は、

承認して、案が会議の後には取れるという位置づけのものなのかどうか教えてください。 

【大野会長】  事務局。 

【事務局】  ご指摘のとおりでございまして、これをご審議いただいて修正もないとい

うことになりましたら、この「案」がそのまま取れるという位置づけでございます。もし、

修正が必要であるということでございましたら、また後ほど修正をすることを考えている

ということでございます。 

【井上委員】  そうすると、本当はもっと細かく目を通したいところなんですが、それ

は他の委員の方のご意見もお聞きしたいと思います。一方で、全体を通して、これまでの

データから見ると、先ほどデータそのものが若干不足しているというご意見もございまし

たが、新幹線について言えば、まあ開業前の想定ぐらいは確保されていて、特に本州方面

からの利用者がかなり増えているという、プラスの評価がはっきり出ているとは思うんで

すね。 

 一方で、駅ごととかで見ると、要するに中間駅というか、非常に成績がよくないですよ

ね。事前の予測に比べたらまあまあという部分もあるでしょうし、一方で事前の予測に比

べると極めて悪いものとかいろいろあるんですか、それにしても全体を見ると１,０００

を切っている中間駅がほとんどと言ってもいいぐらいですね。そういう中間駅あたりはこ

のままでいいのかどうかですよね。やっぱりもっともっと需要を増やしていかないといけ

ない、そのためにはどんな手を考えないといけないのかという視点から何か文言が必要な

のではないかなという気がします。 

 特に、九州の場合はたまたま昨年東日本大震災があって、その影響を受けて一時的に増

えている部分も含まれているんですよね。そういうものがなくなったときには、本当に今

の成績を保てるか疑問の部分も出てくると思います。そうすると、もっと需要を掘り起こ

していかないといけないという視点に立って、中間駅を中心にどういうことをしたらいい

のか、２次交通はどうしたらいいのかという文言が必要で、そのためには、中間駅を中心
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にもっと調査が必要だろうという気がします。中間駅は９駅しかないわけですよね。地元

それぞれに関係する自治体はしっかりあるわけですから、運輸局と自治体が協力をして、

必要な調査をし、場合によっては实験をするとかして、九州新幹線全体の需要の底上げを

して、さらに九州全体に、横に広げていくためにはどういうふうにしていかないといけな

いのかといったことを、ぜひ文言の中に入れていただきたいなという気がしております。 

 以上、まだ、ほかにあるんですけれども、とりあえず今のところはそれだけです。 

【大野会長】  どうもありがとうございました。 

【濱砂委員】  宠伝の方法についてですけれども、先ほど関西からは増えたということ

をお聞きしましたときに、私は関東からももっと来てほしいなと。東京に行って、旅行会

社さんのラックに並べてあるのを見ますと、やっぱり東北がかなり幅をきかしていて、九

州のほうが下の一、二段にちょろっとで、いかに東京あたりでは群馬とか東北の宠伝が上

のほうに来ているかというのを、いつも悔しく見ております。関東から会社ごと引っ越し

てきているところもありまして、かなり大きな会社もそうですが、引っ越してきている人

たちも多いんですけれども、今注目を浴びているこのときこそ、もっと関東に宠伝でも打

って出るべきではないかなと思います。ＪＲさんのＣＭ、すごくよかったと思いますけれ

ども、即お金を使えそうな若者とシニア向けだけではなく、もっと子連れとかにも幅広く

ＰＲをしていくといっぱい広がるものがあると思います。 

 この委員会の分科会になるのかどうかわかりませんけれども、九州の魅力発掘とか、魅

力づくり委員会みたいなものをつくっていただいて、さっき言いましたようにその土地に

しかない、満月の夜の「ふのりの石けん」だとか、いろんなストーリーを持った商品が眠

っていて、まだ商品として流通していないものがあるんですけれども、そういったものを、

そこでしか買えないものとして、観光物産として認定していく。湯布院ではやったものが

全部どこの観光地でも売っているみたいになるのは、ほんとに無個性というか没個性で、

ラベンダーとガラス細工とオルゴール、どこに行っても同じものが買えるというものは禁

止するとか。何でもパクればいいということではないと思います。ですから、そこら辺を

ある程度委員会で、九州で買えるもの、全体で買えるもの、そこに行かないと買えないも

のとか、ちょっとした規制とかもあってもいいのかなと思います。 

 それと、「九州の女」ネットワークというのが１０年以上あるんですけれども、これは

ＴＶＱさんで続いたテレビ番組「九州の女 九州で活躍する女性のネットワーク」がもと

で、大島つむぎを織っている人ですとか、大分の旅館のおかみさんですとか、その土地に
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根づいた窯元の奥さんとか、作品をつくっている人とか、芸術家とかの女性のネットワー

クがあるんですけれども、場所を訪ねるのではなくて、人とそれにまつわるものを訪ねる

旅とか、魅力ある企画がどんどん出てくるかなと思いますので、魅力発見委員会みたいな

ものをつくっていただきたいなと思います。 

【大野会長】  ありがとうございました。 

 ほかに。横山先生からはないですか。 

【横山委員】  まず、第１点は資料の３ですけれども、２次交通が先ほどから出てきま

したけれども、２次交通の利用する実層を明確にしないといけないと思うんですね。バス

ツーリズム、バスで来る人たちはおそらく２次交通というのは、ＪＲの観光列車でしたら

使うのかもしれませんけれども、バスはおそらく使わない。となると、どういう人たちが

２次交通を使うのか。バスではなくて、個人的に興味のある尐人数の人たち、あるいは車

を持たない人たち、あるいは外国からのお実といったものに、ある程度限られるのではな

いか。その辺を明確にすることが必要で、何が何でも２次交通を充实すればいいんだとい

うふうにはならないと思います。 

 それからもう１点は、九州への集実を考えたときに、やはり発地型の企画商品になりま

すと、目的地はＪＴＢさんが出しているような形の観光地の観光資源の評価枠になります。

特ＡとかＡクラスのものですね。つまり、霧島であるとか、桜島であるとか、阿蘇である

とか、日本を代表するような観光地があり実を受けるという、発地型の観光企画商品であ

れば、そうなると思うんです。 

 一方で、今、濱砂さんが言ったようなものは着地型の商品になるんですね。着地型の商

品になりますと、ターゲットで来る方たちは小グループであったり、あるいは部・集、あ

るいはある程度知的好奇心のある方だと思うんです。そういった方々の目的地を新しく開

発して、着地型の旅行商品をつくることは今もやっておりますが、これからさらに必要に

なるのではないか、そのために２次交通をどうしたらいいのかという形につながっていく

のではないかなと思います。 

 したがいまして、観光地の状況と、先ほどの旅行商品あり方等々を考えて、あるいは交

通手段を考えなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。 

【大野会長】  ありがとうございました。織田委員は何かございませんか。 

【織田委員（代理）】  商工会議所から事例を発表させていただきます。関西のほうか

らヒラメを食べに平戸に行きますということで問い合わせがございました。公共交通機関
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を教えてくれ、福岡空港でおりてどう行くのかと聞かれまして、こういう線に乗って、乗

りかえてこう行くんですよ、それからこうですよと言ったら、やっぱり関西、関東からお

見えになる方が一番言うのは交通機関の利便性ということで、それだったらやめとことい

うことになりました。お実様で観光にお見えになられる方は、最寄りの公共交通機関の利

便性を一番重要視されると思っております。 

 それと、うちのほうには会員が１万６,０００おられるんですけれども、その中で、広

告を入れるような情報便というのをつくっておりまして、これは鹿児島のあるホテルです

けれども、その中にクーポン付のチラシを入れてくれと。３月ごろに入れて５月の連休と

か、５月に入れて夏休みの予約とか、そういうふうに入れられるんですけれども、それが

非常に当たりました。といいますのは、夏休みとか５月の連休に子供連れで海に行かれる

ときなどに安く利用される、また新幹線も直通で通っているということで、ＰＲとか値引

きとか、家族で行ける、料金が安いということで大変喜ばれて、鹿児島のホテルの社長さ

んが、直にお礼にお見えになったという事例もございます。 

 そういうことで、観光のＰＲと価格について今後ますます研究したり、いろいろ抱き合

わせての利便性、価格の設定をお考えになられたら、ますます新幹線効果が出てくるんや

ないかなと私どもは思っております。私どももいろいろＰＲとか、今後も努めさせていた

だきたいと思っております。 

 以上でございます。 

【大野会長】  ありがとうございました。 

 今後の取り組みに対する意見とか、魅力づくりの提案がございましたけれども、九州観

光推進機構がいろいろなルートのアイデアを出して、提言していますね。あれが、エージ

ェントの中で生かされ始めているんでしょうか。 

【宮原委員】  生かされていないということはないと思います。ただし、うんちくの旅

ということで、ほんとうにいろんなコースを発掘されて、つくられまして、それを参考に、

实際に旅行商品として販売できるかどうかというのを、各旅行会社が内容を精査して、取

り入れるところは取り入れていると思います。韓国の済州島のオルレのコースのようなも

のも九州の中で４つほど開発されましたけれども、これは別に韓国の人だけが楽しむコー

スじゃなく、開発していただいたところが商品化をして販売していくということです。 

 先ほどちょっと私が触れました、着地型の旅行商品というものをどうやって売っていく

かというのが、一つ一つは小さい商品できちんとできるんですけれども、全体としてどう
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するかというのは、旅行業界、観光業界の中でも一つの課題です。というのは、旅行会社

が販売するときに、旅行の中身についての責任というのが問われていきますので、着地型

の商品をつくられているところが責任、あるいは事故があったときの対応とか、そういっ

たものを片方できっちり持ちながら内容をつくっていく。また、それを販売するときのチ

ャンネルが大事で、一つ一つは小さい会社であったり、組織であったりするわけですから、

どこかのサイトを通じてそれを全国に知らせていく。それについて、予約とかが始まって

いくことになりますので、この辺の仕組みというのは、これからきちんとつくっていくん

だろうかなと思います。 

 それと、民間会社ですから、どうやってその収益を上げていくかが大事になります。受

け入れるところが全部とってしまったら、途中で仲介されるところにはメリットがありま

せんので、そこら辺に対してどうするか。それを利用した出発地で、販売するところはど

うするかとか、そういったところは尐しずつ課題として解決するところが明確になってい

くんじゃないかなと思います。いずれにしろ、観光推進機構でほんとに地道にいろんなも

のをつくっていただいているところです。海外誘致とか、誘致活動がスポットライトを浴

びがちですけれども、地道にやっているそういうものは、旅行会社としてそれなりにしっ

かり受けとめているのが現状だと認識をしております。 

【大野会長】  宮原委員に私が個人的に質問をするのは、この委員会でどうかと思うん

ですが、もう一つお尋ねをします。観光地として日本には、広域でいうと北海道、沖縄が

ありますよね。九州は、一つの広域観光地として取り組もうとしているわけですね。違い

がひとつ私は常に思うことは、資料にもあったように、関東からの誘実というのはやっぱ

り飛行機がまだ主であるわけですね。入ってから、九州の中が高速鉄道で結ばれている。

そうしますと必然的に、例えば福岡に入って、縦に流れたり、横に流れて、行った先から

また飛行機で戻ることが可能という特色が九州にはあるんですね、交通条件として。北海

道は多分、札幌に入って札幌から出るのが主で、その間道内を一周する。沖縄も那覇に入

って那覇から出る。ほかの飛行場を使うことがない。九州だけは交通網が幾つかあるので、

発着場所を変えて周遊できて、それによって滞在時間を有効に使う、移動時間を尐なくし

て訪問地を増やすというメリットがあるんです。なかなかそういう旅行形態が見えてきて

いないようですが、これの難しさは何なんでしょう。 

【宮原委員】  じゃあ、質問にお答えしますが、航空会社の方がここのメンバーにいら

っしゃるようなので、多分おっしゃっていただけると思うんですけれども、航空会社さん
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というのは、１つの目的地に対して、行って帰ってくることを基本の運賃建てにしていた

りとか、座席のコントロールをやったりとかするものですから、福岡に入って鹿児島から

戻ってくるときの送配上の問題と席の問題ですね。福岡のほうが路線が大きく、座席数が

圧倒的にありますけれども、鹿児島に行ったら飛行機が小さくて、団体がどんどん入られ

ても困るとか、往復したら片道はあいてしまうとか、こういったこともあると思います。

ただ、私が出発するほうでやってきたのは、行って帰ってくるときの定期便では札幌が玄

関になりますけれども、チャーター便も、福岡から旭川とか女満別とか、ああいったロー

カルの空港に出すと。帰りを札幌から出す、もしくはその逆のパターンでもってチャータ

ー便の席を全部埋めてしまうというやり方で、合理性は、旅行会社としては工夫していま

す。ですから、受け入れる側もさっき申し上げたように、鹿児島にチャーター便を入れて、

そこから定期便で帰るという商品はつくれます。それから、今もＪＲの方とお話ししてい

たんですけれども、別に列車で来てもらって、列車で乗って戻る必要はないんだと。飛行

機で来てもらって、他の機関に自由に乗ってもらってということでございます。縦横無尽

に乗っていただきたい。ですから、工夫もできます。最初のご質問に対しては、そういう

事情もあるということです。 

【大野会長】  ほかにございませんでしょうか。 

【田中臨時委員】  地方交通審議会の議題として、九州新幹線のさまざまな分析結果等

を議題として取り上げていただいた九州運輸局に感謝を申し上げたいと思います。１年間

の九州新幹線、ご存じのとおり、全体として、全通する以前に比べて４０％ぐらいお実様

を増やしたいという計画でございましたけれども、さっきご紹介ありましたように、博多

－熊本間はわずかに及びませんでしたが、鹿児島の間が非常に増えましたので、全体とし

ては計画以上だということでございます。３月１１日の大震災の影響で、確かにお実様が

西に向いたということも大いにあるんですけれども、ただ、震災直後の３月、４月は九州

新幹線は対前年比１０％増ぐらいしかありませんで、大変な自粛ムードで非常に悪影響が

あったみたいでございまして、差し引きされたと考えます。いずれにせよ、開業景気とい

うのは今年はないわけでありますので、しっかりやっていきたいということでございます。 

 各委員からいろいろなご意見がございました。運営する立場といたしまして、真摯に受

けとめて、皆様の意見を持ち帰りまして、社内でも真剣に検討してまいりたいと思います。

本当にありがとうございます。 

【大野会長】  どうもありがとうございました。 
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 井上委員も何かありましたらどうぞ。 

【井上委員】  できれば、田中さんのご発言の前に申したほうがよかったかなという気

がせんでもないんですが、新幹線絡みでちょっと意見を申し上げさせていただきたいと思

います。最初のごあいさつでちょっと申し上げましたが、３月１３日でに九州新幹線でト

ラブルがありました。私、当日、新幹線を利用しておりまして、そのトラブルに巻き込ま

れて、帰ってこられるかどうかわかりませんでした。まあ、無事帰ってきたんですけれど

も、結果的に自分の家に着いたのは夜中の２時４０分でした。大変なことだったんですけ

れども、その間の経緯、あるいはＪＲ九州さんの問題点とかは新聞にいっぱい出ています

ので、もう申し上げません。 

 そういう経験をもとにいろいろ考えを整理してみたら、新幹線と原発には共通性がいっ

ぱいあることに気づきました。まず、いつごろ实用化されたかですね。新幹線は１９６４

年、原発は６５年です。次の類似点は、現在の日本の新幹線、原発には、世界の技術の最

先端を行っているという自負があることです。その結果、新幹線も原発も絶対安全だとい

う安全神話があります。でも、原発のほうはもろくもそれが崩れさっていますね。一方で、

新幹線は幸いにしてまだ安全神話が保たれていますし、今後何をしないといけないかとい

うと、安全神話ではなくて安全实話にしないといけないわけです。 

 そうゆうことから、原発の事故、この前のＪＲ九州さんの新幹線のトラブル、ちょっと

したトラブルといってよいのか、それがひどくなった状況、原因がこれまた共通なんです。

何だと思われますか。原発は非常時の電源の確保、ＪＲ九州さんのトラブルがひどくなっ

たのは、やっぱり同じように非常時の電源を持っていなかったということですね。すごく

共通点がある。現在はまだ新幹線は幸いにして事故は起こしていません。そうすると、こ

れから絶対起こさずに安全实話にしていくという気構えを改めて持たないといけない。当

然、各鉄道会社さん、バス会社さん、公共交通にかかわる企業の皆さんは全員、気持ちを

新たにされているとは思うんですが、こういう会議の場でも確認をしておかないといけな

いのではないか。 

 その一つは多分、公共交通にかかわる運行安全管理システムに、どこか落ち度はないの

かというあたりのことをしっかり、ほんとに細かいところまで含めて整理をして、問題点

の発見をして対応をしていく、そういうものが今絶対に必要なのではないかなという気が

しています。 

 ちょっと済みません、場にそぐわないかもしれませんけれども、できれば、この調査結



 -33- 

果を踏まえての取り組みの方向性についても、原点に立ち返って何か一言、安全・安心と

かについて書き込んでもいいんではないか。これはあくまでも私の意見でございますので、

これ以上のことは申し上げませんが、そういうことも改めて必要なんではないかというこ

とをちょっと申し上げさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

【大野会長】  ありがとうございました。時宜に沿ったご意見を拝聴いたしました。あ

りがとうございました。 

 ほかにございませんか。 

【濱砂委員】  ビジネスで使っているのか観光で使っているのかというデータはありま

したでしょうか。ＪＲさんにお願いで、こんなことができるかどうかわからないんですけ

れども、出張で行っているときに、同窓会の人たちの真ん中の席になってしまいまして、

その人たちはビールをあけて、私一人、全然違う、仕事で行っているような人がまじって

いるので飲みづらい、こっちもやりづらいみたいなのがあって、観光専用車両とビジネス

専用車両とに分けてもらえないのかなと思ったんです。ちょっと話を下げてしまいまして、

済みません。 

【大野会長】  おもしろいご意見が出ましたけれども、田中委員に個別にお聞き願えれ

ばと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 では、ほんとに多数のご意見をいただきましてありがとうございました。予定した時間

が迫ってきましたので、ぜひという委員の方がありましたら、あと、ひとつふたつお受け

いたしますが、ございませんでしょうか。 

 それでは、ないようですので、議題３の今後の取り組みの方向性について（案）という

ことに関しても、いただいた幾つかのご意見を踏まえまして、事務局のほうとも検討して、

修文のみで利便性があるものどのようなものが適切か、そういう判断については事務局と

私のほうにご一任いただくようなことでお願いできますでしょうか。 

 それでは、いただいた意見を真摯に受けとめて、事務局と相談し、最終的な今後の取り

組みの方向性をまとめさせていただきます。ご一任いただいたということで承知したいと

思います。ありがとうございました。 

 それでは、これであらかじめお諮りする議案３つは終了いたしましたが、そのほか、こ

の議案に関係なく、せっかくの機会ですので、審議会自体について委員の方から何かご要
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望はございませんでしょうか。 

 それでは、ないようですので、事務局のほうから、その他で報告することはありますか。 

【事務局】  本日はありがとうございました。本日の議事概要について、１点だけお諮

りをさせていただければと思います。議事概要につきましては事務局で案を作成いたしま

して、委員の皆様にご確認をいただいた上で公表させていただきたいと考えてございます

ので、了解をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【大野会長】  よろしいでしょうか。 

 ただいまの事務局からの提案を、委員の皆様方の了解を得たものとさせていただきます。

どうもありがとうございました。 

 事務局のほうは、これで会議終了ということでよろしいですか。 

【事務局】  大野会長、議事の進行、ありがとうございました。 

 また、委員の皆様におかれましては、貴重なご意見、ご提言、ご助言を賜り、まことに

ありがとうございました。 

 以上をもちまして、第１５回九州地方交通審議会の審議が終了いたしました。 

 最後でございますが、議事次第の６、九州運輸局次長のあいさつです。九州運輸局次長

の安藤より、委員の皆様方に一言ごあいさつを申し上げます。 

【安藤九州運輸局次長】  九州運輸局次長の安藤でございます。閉会に当たりまして、

一言御礼のごあいさつをさせていただきます。本日は大野会長をはじめ、審議会の委員の

皆様方、臨時委員の皆様方におかれましては、ご多忙の中、ご出席をいただきまして、貴

重なご意見をいただいてありがとうございました。 

 今日は新幹線鹿児島ルートの全線開業１年目を迎えて、私どもの調査の結果を報告させ

ていただいて、それを中心にご意見をいただいたわけでございますけれども、それにとど

まらず、交通、観光全般にわたる広範かつ極めて示唆に富んだご意見をたくさんいただき

ました。具体的な宿題もいただいておりますので、本日いただいたご意見をしっかりと整

理させていただいて、これからの私どもの施策に反映してまいりたいと思います。また、

施策を实施してまいります上では、関係者の皆様方のご理解、ご支援が不可欠でございま

すので、引き続きご指導いただければありがたいと思います。 

 本日はお忙しいところ、長時間にわたりご議論いただきましてありがとうございました。 

【事務局】  以上をもちまして、本日の審議会を終了させていただきます。本日はお忙

しいところ長時間にわたり、ありがとうございました。 
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 事務連絡でございますが、資料が大変多ございます。ご郵送をご希望される委員の皆様

は机の上に置いておいていただければ、こちらで送らせていただきます。 

 

―― 了 ―― 


