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第１７回九州地方交通審議会 議事録（詳細版） 

 

          

 日時：平成２６年３月７日（金）13：30～15：30 

場所：ホテルセントラーザ博多 

  

【事務局】  定刻になりましたので、只今から第１７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、年度末の大変お忙しい中、本審議会にご出席をい

ただき、まことにありがとうございます。 

 私は事務局を担当いたします九州運輸局企画観光部計画調整官の羽仁です。後ほど大野

会長に議事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。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 まずお願いでございますが、本審議会は従来から公開で開催しておりますので、委員の

皆様にはあらかじめご了解をお願いいたします。 

 続きまして、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、配席図、委員名簿、出席者名簿、資料といたしまして、九州新幹線鹿

児島ルート全線開業３年間のまとめについて、参考資料としまして「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、交通政策基本法の制定、地域公共交通

活性化再生法の改正等について、以上でございます。不足等ございませんでしょうか。落

丁等ございましたら、事務局までお知らせください。 

 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のある

臨時委員３３名中、委員８名、臨時委員２５名のご出席をいただいており、審議会規則第

７条に定めます定足数である過半数に達しておりますのでご報告いたします。 

 それでは、議事次第の２番目、九州運輸局長挨拶です。審議会の開会に当たり、九州運

輸局長、佐藤尚之よりご挨拶を申し上げます。 

【佐藤九州運輸局長】  皆さん、こんにちは。九州運輸局長の佐藤でございます。第１

７回九州地方交通審議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶させていただきます。 

 委員の先生方におかれましては、年度末の大変お忙しいところ、本審議会へご出席いた

だきましてまことにありがとうございます。また日ごろは、私ども九州運輸局が交通行政

あるいは観光行政を推進するに当たりまして、一方ならぬご理解、ご支援を賜りまして、
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まことにありがとうございます。この場をお借りいたしまして改めて御礼申し上げる次第

でございます。 

 日本の景気は全体的に見ますと回復基調にあるということでございますし、また２０２

０年には東京オリンピック、パラリンピックの開催も決まったということも含めまして、

最近明るい前向きの話題も幾つか出てきているような状況になっています。そうした中で、

昨年をちょっと振り返ってみますと、九州の交通関係の出来事に注目が集まる機会が幾つ

かあったなと思っている次第でございます。 

 それは例えば、肥薩おれんじ鉄道さんが投入された「おれんじ食堂」という列車であっ

たり、ＪＲ九州さんが満を持して投入されました「ななつ星ｉｎ九州」、こういったもの

が世間の注目を集めました。これらは交通の持つ多様性を世間に問うたもので、また別の

意味では九州の心意気を日本中に示した出来事であったのではないかと思っています。 

 また、昨年１２月には、訪日外国人旅行者数が１,０００万人に達したということで、

これもここ数年来の懸案でありました一つの事業を達成することができました。さらには

２,０００万人の高みを目指すということもございますので、そうなりますと国内の移動

手段を含めて、受け入れ体制をどうしていくのかという検証も必要になってくるのではな

いかと思っている次第でございます。 

 そうした中で、ここ数年、九州の交通事情に大きな影響を与えてきたのは、何といって

も九州新幹線鹿児島ルートの全線開業ではないかと思っています。この新幹線も来週１２

日には全線開業丸３年を迎えます。そこで、本日のこの審議会では、九州新幹線鹿児島ル

ートの全線開業丸３年を契機といたしまして、九州新幹線は九州に何をもたらしたのかに

ついて、九州運輸局として一つの整理をさせていただきましたので、その結果をご報告さ

せていただくとともに、これをもとにいたしまして、委員の先生方のご審議、ご意見をい

ただければと考えております。 

 本日は非常に限られた時間で恐縮でございますが、活発なご意見、ご提言を賜りますよ

うお願いいたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。本日はどうかよろしくお願い

いたします。 

【事務局】  続きまして、議事次第３、会長挨拶でございます。大野会長から一言ご挨

拶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会長を仰せつかっ

ている大野でございます。第１７回九州地方交通審議会の開催に当たりまして、一言ご挨
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拶を申し上げます。 

 九州地方交通審議会では、九州における交通観光政策のあり方について、毎年ご議論い

ただいてきたところです。本年度は、九州新幹線鹿児島ルートの全線開業からちょうど３

年という節目を迎えるに当たりまして、新幹線が九州にどのようなインパクトをもたらし

たのかについて、テーマを設定させていただきました。 

 論点は多岐にわたるため、本審議会でその全てを検証することは容易ではない面もござ

いますが、今日は九州運輸局から開業後３年間のさまざまな実績や宿泊観光施設を対象と

したアンケートの調査結果の取りまとめをご報告いただくになっていますので、委員の皆

様方それぞれのお立場からご意見をいただければと存じます。 

 九州経済の発展のためには、新幹線の開業効果を沿線だけでなく、九州全域に広げてい

くことが重要です。また、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、人口減尐の時代にあって、九州全体を元気にするためには、国内外の交流人口

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。 

 委員の皆様におかれましては、忌憚のないご意見や活発なご討議をお願い申し上げまし

て、簡単ですが私の挨拶とさせていただきます。この後の審議にどうぞご協力をよろしく

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４、委員のご紹介でございます。お手元の委員名簿の順にご紹介

をさせていただきます。 

 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様でございます。 

【井上委員】  井上です。よろしくお願いします。 

【事務局】  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ございます。 

【横山委員】  横山です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  九州商工会議所連合会会長の末吉紀雄様の代理として、本日は商工振興本

部副本部長の石田冨美様にご出席いただいております。 

【石田委員代理】  よろしくお願いいたします。 

【事務局】  株式会社西日本新聞社西日本会事務局長の山形紀子様でございます。 

【山形委員】  山形でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  株式会社ＪＴＢ九州代表取締役社長の野口和義様でございます。 

【野口委員】  野口でございます。よろしくお願いいたします。 
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【事務局】  特定非営利活動法人ＮＰＯふくおか理事長の濱砂圭子様でございます。 

【濱砂委員】  濱砂でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  最後に、一般社団法人由布院温泉観光協会会長の桑野和泉様です。 

【桑野委員】  桑野でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  以上でございます。 

 続きまして、臨時委員のご紹介ですが、時間の関係もございますので、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たいと思います。 

 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。 

 初めに、九州新幹線鹿児島ルートの全線開業３年間のまとめについて、事務局より資料

に沿って説明をお願いします。 

【事務局】  事務局の九州運輸局企画観光部交通企画課長の福田と申します。それでは

座って説明をさせていただきます。 

 お手元の横長Ａ４の「九州新幹線鹿児島ルートの全線開業３年のまとめについて」と書

かれました資料に沿って、順にご説明をさせていただきます。 

 めくっていただきまして、３ページ「九州新幹線の概要」をごらんください。九州新幹

線は、新八代－鹿児島中央が部分開業した平成１６年から今年で１０年、平成２３年の全

線開業から今年で３年の節目を迎えるということでございます。また、尐々先のことでは

ございますけれども、九州新幹線長崎ルートにつきましても、着工から１０年後、平成３

４年の開業を目指して事業が進捗しているというところでございます。 

 続きまして、４ページでございますが、九州新幹線全線開業によりまして、大きな時間

短縮効果があるということでございます。新大阪－鹿児島中央間の場合は１時間２０分短

縮、新大阪－熊本でも５９分短縮、博多－鹿児島中央間では５５分の短縮があったという

ことでございます。 

 続きまして、５ページでございます。主な区間の列車本数の変遷、またそれに伴いまし

て各年に行われました主なサービス改善の内容を順に示してございます。新幹線全線開業

後、２３年、２４年、２５年、２６年と、４回のダイヤ改正が行われました。今年のダイ

ヤ改正は来週に行われるということでございます。今回のダイヤ改正は、後ほどご説明い
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たしますとおり、全てのさくら号が新鳥栖駅、久留米駅に停車するという改正であるとい

うことでございます。また、右側に書いてありますとおり、各年度におきましては、イン

ターネット予約のリニューアルだとか、「ビックリつばめきっぷ」といったユニークな切

符が発売されて、利用促進が図られているということでございます。 

 続きまして、６ページに、前回の地方交通審議会以来、１年間の営業で新たに設定され

た切符の説明をしてございます。主に長距離利用、飛行機等々への対抗も兼ねまして、早

期予約で割引率の大きい切符が相次いで発売されています。 

 続きまして、７ページ、８ページです。九州新幹線の輸送人員につきまして、ご紹介を

いたします。７ページをご覧下さい。上が九州新幹線の博多－鹿児島中央間の輸送実績、

九州運輸局の調べによるデータでございます。平成２２年度の青いグラフから平成２３年

開業に伴いまして、約３倍の輸送人員の増加があったということでございます。また、開

業後、フラッシュ効果、ご祝儀効果によりまして、人員が減尐するということも予想され

た訳ですけれども、比較的堅調に輸送実績は推移しています。 

 続きまして、九州新幹線の輸送実績を主な区間別に見ましたのが８ページでございます。

左側に博多－熊本間の利用状況、右側に熊本－鹿児島中央間の利用状況でございまして、

直近の平成２５年で見ますと、１日平均は博多－熊本間では２万５,０００人、熊本－鹿

児島中央間では１万３,９００人のご利用があったということになります。 

 博多－熊本間のグラフをご覧いただきますと、５月、６月、１２月と三つ丸がついてい

ますが、ここにつきましては３年連続輸送人員が増加しており、大変好調に推移している

ということでございます。右側の熊本－鹿児島中央間におきましては、そのように３年連

続増加している月はなく、全体的には若干頭打ちというか、高止まっていると考えており

ます。 

 また、下には列車系統別の乗車率というのを示してございますけれども、やはり速達の

みずほ、さくらを中心に、新大阪直通列車の乗車が多いということでございます。 

 続きまして、９ページをご覧下さい。ＪＲ九州が公表しておりますＪＲ九州管内、全て

の駅の利用状況を上位３０までお示ししたものでございます。この中では新幹線と在来線

の乗車人員を区別できておりませんけれども、博多、鹿児島中央、熊本、久留米の４駅が

上位３０に入っています。しかし、それ以外の駅は上位３０に入っていませんで、利用状

況につきましては尐ないということでございます。 

 その一方で、右側の新幹線定期券の発売状況をごらんいただきますと、博多－熊本間に
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おいては平成２３年３月の２７３が、平成２５年９月には６４６、博多－久留米、熊本－

久留米といった主要区間においても順調に右肩上がりで増加しています。新幹線が地元に

定着しているという動きがみられるということでございます。 

 １０ページと１１ページです。鹿児島と熊本、それぞれ地元のコンサルタント会社が定

点調査的に観測をしております主要駅の利用状況について調べたものでございます。 

 １０ページは鹿児島中央駅の調査でございますけれども、平成２３年、２４年、２５年

の調査です。右側のグラフの青い部分は鹿児島県に住んでいる方のご利用がだんだん増え

ているということでございます。逆に申しますと、県外居住者の利用がだんだん減ってい

るということがありますが、これは後ほど説明しますとおり、ＬＣＣとの競合等によって

利用がだんだんと飛行機に流れていることもあると考えております。 

 続きまして、１１ページでございますが、同じように熊本駅の居住地別の割合を見まし

たところ、熊本県にお住まいの方の利用がやや尐なくなっている一方で、福岡県の方のご

利用が増えています。これは、皆さんが新幹線に乗って熊本から福岡に買い物等々で行か

れるということのみならず、福岡から熊本への流動も同じように増えていることが見てと

れるのではないかというデータでございます。 

 これまで新幹線の利用状況等を見てまいりましたけれども、まとめの２番目としまして、

新幹線以外の輸送機関にも目を向けまして旅客流動の状況を調べたのが１３ページからの

資料でございます。 

 １３ページでございますが、国土交通省の旅客地域流動調査と申しますサンプル調査を

もとに、九州内各県の発着を追った旅客流動状況、２２年度と前年の２１年度の比較が上

の表、２３年度は前年の２２年度との比較でございます。サンプル調査であるがゆえにや

やノイズが入りまして、若干大きい数値が出ております。２３年度、新幹線が開業した年

ですが、２２年度に比べて全体的にオレンジ色のグラフが増えているところが多くありま

す。九州新幹線が九州全体の旅客流動を活発にしたということが見てとれるのではないか

と考えてございます。 

 また１４ページでございますけれども、近畿地方２府４県と九州各県の旅客流動を同様

に見たものですが、平成２３年度と２２年度を比較しましたところ、新幹線沿線の熊本、

鹿児島を中心に、全体的に近畿との流動は活発になっているという状況が見てとれると考

えてございます。 

 続きまして、１５ページでございます。先ほどの関西と九州というところの、よく言わ
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れます航空と新幹線のシェアの比較の表です。真ん中の京阪神－熊本のグラフを見ますと、

平成２３年の新幹線開業によりまして、大きく新幹線のシェアが伸びています。また、２

４年も同様に伸びています。 

 京阪神－鹿児島の流動につきましては、新幹線も２３年に大きくシェアを伸ばした一方

で、２４年には若干巻き返しを受けました。これは、下にございます鹿児島－関西方面の

航空路線の中に、関空と鹿児島を結びますＬＣＣのピーチが就航しまして、２４年４月の

就航以来、約７０％から８０％という大変高い搭乗率を誇っているということがあります。

鹿児島－大阪間、関西方面において、新幹線の利用に加え、こういった新規の飛行機が増

えることによって、利用者にとっての選択肢の多様化、また移動の円滑化というものが図

られていると考えております。 

 １６ページには、ピーチ以外の九州各空港のＬＣＣの就航の動きをご参考までにつけて

ございます。 

 同様に１７ページでございます。新幹線と競合関係にあります高速バスの動向でござい

ます。右側の輸送人員のグラフをごらんいただきますと、いわゆる１,０００円高速があ

った２２年から、２３年、２４年、２５年にかけて、一貫して伸びているというのではな

いですがおおむね堅調に輸送人員が伸びています。 

 左側は主要路線の輸送人員の状況ということで、２４年度と２３年度の比較をしました。

横ばい、ほぼ増減というところがありますが、大きく伸びておりますオレンジ色のところ

は、これは大阪と京都、それから熊本を結ぶ路線でございます。これは新幹線と直接競合

しておりますが、右下にあります「あそ☆くま号」という、４列シートで最安５,８００

円の大変安いバスが走っております。まさに熊本－大阪では、新幹線、飛行機、そしてバ

スという、それぞれの特色を生かした輸送機関のいい意味での競合があるということでご

ざいます。 

 また同様に、大変競合の激しい博多－熊本間の高速バスの動向を見ましたのが、１８ペ

ージでございます。九州新幹線ができまして、これまでバスをご利用いただいていた方が

新幹線に流れるということも想像されたわけでございます。 

 右下は高速バス「ひのくに号」の利用者数を対前年同月比で見たグラフでございますが、

黄色い網掛けをしております２３年が３月から右肩上がりで伸びています。これは新幹線

開業後に高速バスの利用者が大きく伸びているということを示してございます。実際、平

成２３年５月に１日約２００便のバスを２１６便に増やすというような改正がありました
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し、昨年４月には熊本交通センター止まりのバスを熊本駅まで延ばすといったようなダイ

ヤ改正も行っています。まさに九州の新幹線によって、スピード、運賃、出発、目的地と

いった利用者の選択の幅が広がって、結果として博多・福岡－熊本間の流動が活発になっ

ていることが見てとれると考えています。 

 続きまして、まとめの３番目、沿線自治体の取り組みや観光関連の話題等を順に並べた

ものでございます。 

 まず２０ページです。新幹線沿線の自治体がさまざまな定住促進策を講じているという

ご紹介でございます。先行開業区間の鹿児島県薩摩川内市におきましては、定期券購入補

助制度を設けてございます。平成１７年度以降の実績をお伺いしましたところ４５２名の

方がお使いになっていらっしゃるということです。右下の表２の新幹線補助受給者の内訳

を見ていただきますと、２０代、３０代といった方プラス４０代、５０代、６０代の方に

もご利用いただいています。これは、介護等のためにご実家に住まいながら鹿児島等の勤

務地まで通っていらっしゃる方も多いということで、福祉面の効果も上がっているという

ところでございます。 

 一方で、右側に書いてございますように、熊本県玉名市であるとか福岡県久留米市など、

同様に定期券購入補助の制度を設けている自治体も多くございますけれども、なかなか購

入の制度が伸び悩んでいるというようなことも聞いております。これはもちろん沿線の自

治体に引っ越しをしてきて新幹線で通うといったような一定の条件もございまして伸び悩

んでいるところもある訳ですけれども、先ほども説明したとおり、久留米駅、新鳥栖駅に

全てのさくらが停まるということもございますので、今後、沿線自治体の取り組みがさら

にますます活発になってくると考えております。 

 ２１ページでございます。全線開業時の新駅の状況です。筑後船小屋駅は、もともと都

市公園と一体となって整備するというコンセプトでつくられた駅でございます。明るい話

題としまして、昨年１２月にプロ野球ソフトバンクホークスの２軍の本拠地の移転が決ま

ったということもありますので、こういったものを中心に人が集まるまちづくりができて

いくのではないかと考えております。 

 また、右側の新鳥栖駅につきましては、長崎本線との交点ということで新しくできた駅

でございます。昨年５月には最先端のがん治療施設の誕生といったこともございまして、

駅前の駐車場の利用状況も非常に伸びていると聞いております。もとより新鳥栖駅は、鳥

栖ジャンクションから１０分と大変近いところにございますので、新鳥栖駅を中心とした
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観光の拠点づくりといったものも考えられるのではないかと考えております。 

 続きまして、２２ページでございます。ストロー現象などとよく言われておりますけれ

ども、九州各県、大型商業施設の売り上げを前年同月比で見たグラフでございます。黄色

い線が３本入っていますけれども、一番左の黄色い線は平成２３年の新幹線全線開業のタ

イミングでございまして、ピンク色の福岡市のグラフが大きく前年同月比で伸びておりま

す。これは博多阪急、ＪＲ博多シティの開業によるところが大きい訳でございますが、２

４年３月以降は必ずしも福岡市のみが伸びているということではないと見てとれますので、

ストロー効果というのは思ったほどなかったのではないかという見方もあります。 

 続きまして、２３ページ、ホテル業界の動向でございます。九州各県、それから九州主

要都市、福岡県の施設数、客室数を厚生労働省の統計をもとに調べたものでございます。

九州全体でホテルの数が増えているという状況の中で、右側の赤い字で書いております鹿

児島市が特に施設数、客室数ともに大きく伸びているということがございます。 

 右下に書いてございますとおり地元の経済研究所の調べによりますと、鹿児島県をビジ

ネスで訪れる方の日帰りの割合というのは、１０年、１１年、１２年、１３年、年々高ま

っているところでございます。このように大変厳しい環境でありますし、全線開業後は県

外資本のホテルの参入が相次いでいるため、稼働率や客単価の減尐、さまざまな競争が激

化しているということですけれども、各社それぞれ特色を生かした取り組みによって頑張

っていると聞くところでございます。 

 ２４ページでございます。ＭＩＣＥ、いわゆる国際会議、コンベンション等の取り組み

でございます。ここ九州では福岡市が全国トップクラスの取り組みをしてございますけれ

ども、それに続けということで、熊本市は市長を中心にトップダウンの組織を立ち上げま

した。写真にありますような交通センターのリニューアルを機に、大型のコンベンション

施設の設置を検討しているというところでございます。沿線の久留米市、あるいは、若干

早いですけれども、長崎県、長崎市では新しい九州新幹線の長崎ルートの駅をこういった

施設にするという計画が起こっているというところでございます。 

 続きまして、２５ページでございます。修学旅行の動向でございます。修学旅行につき

ましては、東日本大震災の影響によりまして、平成２３年は東日本から西日本に大きくシ

フトしてきたという動きがございました。下に赤い枠で囲ってございますが、実際、平成

２３年度には九州を訪れる方、学校が大きく増えましたけれども、平成２４年度には若干、

関東に戻ったということがありました。 
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 その一方で、昨年５月から、九州新幹線において修学旅行の団体専用列車の運行が開始

されました。これによって、大阪から直接九州鹿児島のほうへ新幹線で来られるようにな

りました。右側に関西から鹿児島方面に新幹線で訪れた方を書いてございます。これは全

て中学校ですけれども、平成２５年度は２５校で、いずれも初めての鹿児島と聞いており

ます。それが平成２６年度、２７年度と順調に増えていくということで、一度修学旅行で

訪れた者はもう１回行きたくなるというようなこともございますので、熊本、鹿児島、宮

崎、３県では南九州修学旅行誘致受入対策会議といったものを活用しまして、リピーター

等の取り組みが様々行われているということでございます。 

 続きまして、２６ページをご覧ください。ＪＲ九州のユニークな観光列車の利用状況を

書いてございます。左側は主な観光列車の運転図、右側は乗車率です。九州新幹線の開業

をきっかけに、「Ａ列車で行こう」それから「指宿のたまて箱」「あそぼーい！」といっ

た列車が運転を開始いたしました。必ずしも右肩上がりで伸びているという訳ではありま

せんが、いずれも好調に乗車率をキープしているということでございます。 

 また、２７ページはこの１年間の観光列車に関する動向です。冒頭局長からの挨拶にも

ありましたとおり、肥薩おれんじ鉄道の「おれんじ食堂」、それから明日運行を開始いた

します、くま川鉄道さんの「田園シンフォニー」、それから「指宿のたまて箱」という鹿

児島の特急列車は、地元の大変熱心な要望によりまして、今年の２月、指宿枕崎線の終点

枕崎まで延長運転するということがございました。右側の写真にございますとおり、大変

地元が熱心に受け入れをした、歓迎をしたということがございますので、こういった観光

列車を活用した地域づくりというのはまだまだ可能性があると感じた次第です。 

 また、新聞報道レベルでございますけれども、今後ＪＲ九州は「スイーツ列車」といっ

たようなものを新しく運行を計画するということですので、「ななつ星ｉｎ九州」のみな

らず、まだまだ話題は豊富だと考えているところでございます。 

 ２８ページは、観光列車は訪日外国人観光客にとっても大変魅力的に映っているという

数字でございます。政策投資銀行が調査いたしました外国人の日本のイメージ、また日本

でやってみたいことといったアンケートの結果でございます。 

 温泉、富士山、桜、和風旅館という日本のコンテンツと並んで、新幹線というものが観

光地イメージとしてかなりのレベルで定着しています。将来、日本で体験したいことにつ

いても、鉄道に乗るといったことがランクに入っているということでございます。右側の

写真にありますとおり、昨年３月にはタイに、ＪＲ九州、九州運輸局等々でこういった売
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り込みに行ったということでございますので、訪日外国人をターゲットとした列車を活用

した観光づくりというのは、まだまだ可能性があると感じているところでございます。 

 ２９ページをご覧下さい。国内旅行に目を向けますと、ＪＲ６社のデスティネーション

キャンペーンというものが、来年７月から大分県を舞台に展開されるということでござい

ます。デスティネーションキャンペーンは、九州新幹線開業後、平成２３年１０月から熊

本、宮崎、鹿児島で行われましたけれども、それ以来初めての開催となります。今回は九

州新幹線沿線外の大分県での開催でありますので、地元でもこのデスティネーションキャ

ンペーンに向けて、準備等々で大変盛り上がっていると伺っています。 

 ３０ページは、くまモンでございます。今やしっかりゆるキャラとして定着しています

けれども、もとを辿れば九州新幹線の全線開業に合わせて、大阪で熊本を売り出そうとい

うキャンペーンのもとにできたキャラクターであったということは意外と知られていない

というか、忘れられているところもあります。写真にありますとおり、大阪環状線のラッ

ピング車両は大きなＰＲ効果がありまして、熊本県の認知度ランキングの向上にも寄与し

ているというところでございます。 

 ４ポツ目は、九州新幹線全線開業に伴う観光産業への影響調査ということで、九州運輸

局が独自でアンケートをさせていただきました。３２ページにその概要を書いてございま

す。九州内の各県の主要宿泊施設、また主要観光施設、約１,２００施設に対してアンケ

ートを行いまして、合計約５０％から回答をいただきました。 

 ３３ページをご覧下さい。九州宿泊観光施設の業況について伺いました。業況は相対的

なものもございますので、平成２２年新幹線全線開業前を各社１００としたときに、平成

２３年、２４年、２５年、各年の業況を伺ったところでございます。 

 上側のグラフでございますけれども、右側の水色、薄い青、濃い青、こちらが１００以

上の業況があると回答したところでございます。とりわけ１１０以上と回答したものにつ

きましては、平成２３年度の１９.９％から平成２５年度の３２.６％と伸びているという

ことで、九州全体の宿泊観光施設については、平成２３年以降業況がじわじわと改善して

きているといった様子が見てとれます。こちらの表は、全県全ての施設を合算してござい

ますけれども、これを各県別に分けたものが３４ページの表でございます。 

 各年の業況を１１０以上と回答した施設がどれぐらいあったかの割合をグラフにしたも

のでございます。平成２３年、２４年、２５年、こちらは横になってございますけれども、

青が福岡県、紫色が熊本県、薄い水色は鹿児島県のグラフで、これら３県が伸びておりま
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して、やはりこの３県の業況が全体的によいということが見てとれます。とりわけ観光施

設に特化してみれば、熊本、鹿児島が大きく伸びています。 

 また、業況につきましては、新幹線開業以外のさまざまな要因がございますので、とり

わけ新幹線開業効果について特化して伺ったことが３５ページのグラフでございます。平

成２３年、２４年、２５年と各年に分けまして新幹線開業の効果をお伺いし、新幹線開業

効果があったと回答した施設の割合でございます。こちらもやはり、青いグラフの福岡県、

紫の熊本県、薄い水色の鹿児島県といずれも九州新幹線沿線の県が、新幹線開業効果が大

変あったと回答しています。 

 しかしながら、全体を見ますと、赤い丸で囲んでございますが、全体で２３％、２４年

度は２０.１％、２５年度は１９.１％ということで、新幹線開業効果自体は全体的に薄れ

てきているという様子が見てとれます。 

 また、新幹線開業以外に影響した原因を各社フリーアンサーで伺ったことが下の表でご

ざいます。平成２３年の増加原因につきましては、震災による旅行需要のシフト、また逆

に減尐原因としては、震災の自粛ムード、それから新燃岳の噴火、口蹄疫、鳥インフルエ

ンザの影響。また、２４年の増加原因としましては、ＬＣＣの就航、減尐原因としまして

は、九州北部豪雤、記憶にも新しい天候不順、それから東京スカイツリーの開業による需

要のシフト、そして２５年につきましては、ビジネスホテルを中心にアベノミクスによる

景気回復の効果があるということ、また減尐原因としましては富士山、東京ディズニーラ

ンドといったような時々の旬の観光施設の状況、それから国際情勢によります外国からの

大型クルーズ船の減尐といったことから影響が出ていると伺っております。 

 また、３６ページには、新幹線が開業して、来訪客がどのエリアから来ているか、その

増減、変化を伺ったものでございます。左側の福岡県、熊本県、鹿児島県で特徴的に見ら

れますとおり、九州・沖縄、中国、近畿といった新幹線沿線県から来訪客が増えたと回答

している施設が多かったというところでございます。また、その一方で、右側の佐賀県、

大分県、長崎県、宮崎県等々では、灰色の部分、来訪客には大きな変化はなかったという

声が大きかったところです。 

 これら来訪客の変化につきまして、フリーアンサーで伺いましたのが３７ページでござ

います。さまざまな回答がございますけれども、やはり多く見られましたのは、関西方面

を中心として、家族連れ、シルバー世代、団塊世代の旅行客が増加したということです。

飛行機、車では難しいといった家族連れが、新幹線でならということで大変増えたという
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声が顕著に多く見られたようでございます。また、佐賀県の一つ目でございますけれども、

鹿児島、熊本からの家族連れが、鳥栖市を中継地として週末等に多く利用したということ

もございます。おそらく先ほど説明しましたような新鳥栖の中継地、拠点としての施設機

能にも期待がかかるのではないかと考えてございます。 

 最後に、営業活動の実施状況について伺いましたのが３８ページでございます。新幹線

開業にあわせて何か営業活動を行いましたかと伺いましたところ、各社新商品開発、広告

宣伝活動を実施といった取り組みをされた中で、特に行っていないというような回答も意

外と多く、これは私どもとしては意外に感じたところでございます。営業活動を行ってい

るところにつきましては、新幹線駅でのポスターの掲示だとか、客室をリニューアルする

といった受け入れ体制の整備、また、最寄りの新幹線駅までの送迎を充実させるといった

ような取り組みも行われています。 

 次のページは、新幹線開業に伴う営業活動の実施状況で、重点を置いた地域を表にした

ものです。やはり、九州・沖縄、そして中国、近畿といった沿線県に多く重点を置いて取

り組んでいるということでございます。営業活動の成果を伺いましたところ、濃い緑が大

いに成果があり集客が大きく増えたということでございますが、各社営業効果が必ずしも

集客に結びついていないというような実態も明らかになりました。 

 さらに、今後の営業活動の展開についてお伺いしましたのが４０ページでございます。

インターネット営業で広範囲から集客に取り組むというようなことが一番多い答えですけ

れども、特に考えていないというような回答も多くありました。このあたり、各施設単独

の営業活動にはおのずと限界があるということで、地域ぐるみでの取り組み、行政等が中

心となって地域の魅力を高めていくといったことも必要なのではないかと実感しました。 

 これまで、さまざまな新幹線開業の実績、データをトピックス的にご紹介してきました

けれども、最後の４２ページは新幹線開業のまとめです。もちろんこれが全てではござい

ませんけれども、九州運輸局として交通・観光の分野を中心にまとめさせていただきまし

た。 

 まず最初は、九州新幹線の性格でございます。九州新幹線は東京と直結していない唯一

の新幹線であるということであります。これは九州の人が、九州のニーズを直接反映する

ことができる、いわば地域密着型新幹線というような独自性があったということです。こ

うした九州新幹線の性格が九州を一体化させるという好影響をもたらしたのではないか。 

 そして、九州の人々の移動の円滑化、時間的・心理的距離と短縮、また観光列車の運行
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開始といったような「行ってみたい」という動機づけがあったことにより、九州内の旅客

移動が活発になり交流人口が拡大されたのではないか。 

 九州内のみならず、山陽新幹線の直通により関西、中国方面から多くの人にお越しいた

だき、九州経済に一定の貢献がなされたのではないか。 

 とりわけ観光分野について見れば、新幹線の沿線地域ではアンケートで出てきますとお

り、顕著な新幹線開業効果、状況改善効果があったと。一方で、沿線以外の地域ではなか

なか大きな変化は認められないため、結果として一定の格差が生じたことは否めないので

はないか。 

 国内宿泊観光旅行については需要が大幅に拡大しない、また、来年度は北陸新幹線とい

った新しい国内の目玉もできるという中で、こういった交流拡大を一過性の特需に終わら

せないように、リピーターの獲得等々の沿線自治体の取り組みが今後とも引き続き求めら

れるのではないか。 

 また、これも冒頭で局長が挨拶で述べましたとおり、訪日外国人１,０００万人を達成

し、今後２,０００万人の高みを目指すというインバウンド促進の観点からは、先ほどの

説明のとおり、外国人の方にとって鉄道に乗るということ自体が立派な観光資源になると

いうことなので、こういった観光を核とした外国人への売り込みというのもまだまだ必要

なのではないか。 

 そして、最後になりましたけれども、中長期的な取り組みとしまして、沿線自治体の新

幹線駅を核としたまちづくり、定住促進の取り組みというのが現在行われておりますけれ

ども、これらを引き続き息の長いものとして取り組んでいく必要があるのではないか。 

 こういうことを書かせていただきまして、九州運輸局としての九州新幹線３年開業のま

とめとさせていただきたいと考えております。皆様の活発なご審議をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

【大野会長】  ありがとうございました。 

 事務局、ほかの資料については今は説明はよろしいですね。 

【事務局】  はい、参考資料でございますので。 

【大野会長】  それでは、ただいまの説明に関して、資料に記載されている内容につい

て、直接確かめたいこと等のご質問がございましたらお願いしたいと思います。資料につ

いてのご質問はございませんでしょうか。 

【井上委員】  それでは、資料の内容について２点ほど確認をさせていただきたいと思
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います。 

 まず１点目が８ページです。区間別というか、列車別の乗車率というのが下のほうにあ

るんですが、これで２３年度と２５年度を見ると、２３年度の乗車率に比べて２５年度は、

つばめを除いては基本的には２３年度を下回っているんです。ところが合計のところを見

ると、２３年度も２５年度も同じになっているのですが、これは左側の需要と右側の需要

で大きく違うから計算としてはこうなるのかどうか、それともちょっと私の思い違いがあ

るのかどうか、教えていただきたいというのが１点です。 

 それから２点目です。２３ページの右下に鹿児島での新幹線利用者の日帰り・宿泊状況

とあるのですが、これは全体、観光・レジャー、ビジネスそれぞれについて、有料宿泊と

日帰りの比率を単にあらわしたものなのかどうか、有料宿泊なのか、日帰りなのかという

内訳を示すものなのかをどうかお尋ねします。もしそうだとすると、それらを足したとき

にいずれも１００にならないのですが、これはどういうふうに考えたらよろしいのでしょ

うか。 

 以上２点について、お知らせいただければ助かります。 

【大野会長】  事務局お願いします。 

【事務局】  ありがとうございます。まず８ページの列車系統別の乗車率についてご説

明します。こちらは確かに２３年度のほうが全体的に数字がよく、結果としては合計４

２％になっているんですけれども、こちらは詳しい乗車率の計算の手法をＪＲ九州さんか

らいただいておりませんので、詳しいところは説明をしきれません。列車全体としての本

数とか各車両の列車の座席数とか、計算の過程によって結果として同じような結果になる

ということかもしれません。すみません、説明になっていない部分もございますので、後

ほど確認をして詳しくお答えをさせていただきたいと考えてございます。 

 一方、２３ページに関するご質問でございますけれども、こちらはまさに委員ご指摘の

とおりです。まず九州新幹線の利用目的を観光・レジャーかビジネスかという形で分けま

して、それぞれにつきまして有料宿泊か日帰りかということをお伺いしたんですけれども、

ご指摘のとおり、足し合わせると１００％になりません。省略しておりますのが、友達の

家などに無料で泊まっているという方です。そういった方が一部含まれておりまして、そ

れを足すと１００％になるということでございます。説明が足りておりませんで申し訳ご

ざいません。 

【大野会長】  よろしいでしょうか。 
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 ほかにございませんでしょうか。 

 特に今ないようですので、それでは一旦区切りますが、引き続きいろいろご意見を承り

ますので、資料についてもまた新たに何かお聞きしたいということが出てまいりましたら、

その時間の中でどうぞご発言いただきたいと思います。 

 それでは、これから各委員の皆様方に、この資料で示されました現況、それから今後の

取り組み指針などを、これをもとにご指摘いただけたらと思います。ご意見を賜りたいと

思います。進行上、皆さんにご発言いただきたいと思いますので、順次、私から指名をさ

せていただきますがよろしいでしょうか。別に強制ではございませんけれども、発言の整

理の都合上、順番にそれでは席順のような形でお願いしたいと思います。 

 では初めに井上委員からお願い致します。お一人、目処として３、４分の時間でお願い

できたらと思います。自由発言ということでどうぞよろしくお願いいたします。 

【井上委員】  基本的には、４２ページのまとめをベースにということでよろしいです

ね。 

【大野会長】  はい、そうです。 

【井上委員】  はい、わかりました。 

 非常に多様な分析をして、その結果をまとめているということで、内容が非常にバラエ

ティーに富んでいるわけですが、強いて幾つか申し上げさせていただきますと、まずタイ

トルとして「九州新幹線全線開業がもたらしたもの」という言葉でいいのかどうかという

のはちょっと疑問です。 

 と申しますのが、ここに７つほど項目があるんですが、上の３つは基本的には新幹線の

整備効果という内容が入っていると思います。そして次の３つが開業した結果の課題です

ね。最後はちょっとその中間みたいな感じですけれども、一方でこれからどうしたほうが

いいのかという形で、方向性みたいなものを示しているのかなと私は感じております。そ

ういう意味では、全体をどういう言葉で表現するのがいいかということであれば、やっぱ

り「新幹線の開業効果と課題」という言葉のほうがいいのかなという気がちょっとしてお

ります。 

 先ほどのデータのところ申し上げればよかったのかもしれないのですが、開業の結果、

まず利用者が増えたことははっきりわかるんですが、開業の前に予測というのをしている

はずです。その予測と比べて、開業３年間の実績は上回っているのか、予測ぐらいなのか、

予測は下回っているけれどもかなりの伸びを示しているのか、その辺の評価が一つあって
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もいいのかなという気がします。 

 それから、各項目の述語の部分ですね。最後の「何々である」とか「何々と思われる」

という、ここにちょっと工夫の余地があるかなという気がします。新幹線の開業効果とい

うのは、すぐに発生するものと時間をもっととらないと発生しないものがあって、今のと

ころすぐに発生してある程度計測できるものをしているんですけれども、どうだったのか

という評価については、まだまだ早過ぎる部分もあるだろうと思います。一方で、まだ全

然把握できていないものもありますので、開業効果として本当に何があったのかというの

は、今の時点では言いづらいだろうと。ですから、例えば「何々なのではないか」といっ

た述語で表現されていますが、今の段階ではっきり言えることについては、断定とまでは

いきませんけれど、述語の部分にもう尐し工夫をしてもいいのかなという気がしています。 

 以上でございます。 

【大野会長】  ありがとうございました。途中で事務局から回答をいただいたほうがい

いようなことがございましたら、事務局でまた手を挙げてください。 

 それでは次に、横山委員お願いいたします。 

【横山委員】  私は観光地理学の教員でありますので、観光地という視点から尐し意見

を述べさせていただきたいと思います。 

 残念ながら本日のこのまとめの中には、個々の観光地がどうだったのかという記載はな

いんですね。では、新幹線を利用する観光客の目的は何かということを考えてみると、一

つは熊本や鹿児島への都市観光あるいは文化的な観光、もう一つは新幹線駅と直結ないし

は２次交通と結ばれた温泉地での観光だと考えられます。これは観光客という視点から言

えばです。 

 そういうような形でちょっと統計を調べてみました。すると、熊本市の場合には全体的

には平成２１年の５４８万人から、平成２４年は実は５２２万人で、入込者数は減尐して

いるんです。しかしながら、宿泊者数は１９０万人から２３４万人に増大しております。

これはやはり新幹線を利用した遠距離客が増大していると考えることができるのではない

かと思います。 

 鹿児島市は、平成２１年の８８４万人から、２４年には９３９万人に増加しています。

宿泊者も２８８万人から３１７万人に増加している。これは市の統計ですけれども、主に

県外者であるということが明らかになっております。 

 では、温泉観光地はどうかといいますと、指宿の場合にはちょっとデータが尐ないので
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すが、篤姫効果の２１年の８４万人から２３年は８１万人と、指宿は減尐しているんです。

２４年、２５年がどうなったかはデータがありませんのでわかりません。それから、由布

市は湯布院がありますから、２次交通との関係でどうとるかですが、鉄道を使えば別に九

州新幹線を使わなくて福岡から来ることができる訳です。ちなみに２１年の７１万人から

７４万人に増加しております。霧島市はむしろ減尐しているというような状況であります。 

 新幹線は言うまでもなくお金で時間を買うということで、飛行機は別ですけれども、他

の交通機関よりも割高となります。九州在住の多くの人たちは、家族旅行や友人との旅行

は主として大体マイカーを使います。あるいはバスによる日帰り観光も結構多いように見

受けられます。したがって、新幹線利用者の多くは九州内のビジネスマン、あるいは中国、

関西地方からの観光客がメインとなるのではないかと考えられます。であるとすれば、そ

ういった方々をターゲットにする戦略が必要かなと思います。 

 アンケートの回答にもありましたけれども、新幹線からの２次交通の連絡が不便な観光

地においては集客につながっていないということが明らかです。ということは、新幹線輸

送の限界があるんだということをやはり認識しないといけないのではないかと思います。 

 これはお願いですけれども、今後、主要な観光地において入込客数の属性、どこから来

たか、あるいは新幹線を使ったかというような調査をしていただく必要があるのではない

かと思います。 

【大野会長】  ありがとうございました。それでは次に、桑野委員お願いいたします。 

【桑野委員】  ４２ページのまとめは、まだ開業後３年ですが、新幹線がもたらしたも

のという内容が私にとりましても非常にわかりやすく書かれていると思っております。特

に冒頭の地域密着型新幹線という言葉の意味が、多分新幹線のこれから、また沿線と言っ

たときの非常に大きなポイントになるのではないかと思いました。 

 同時に５番目までに書いている内容を読み取っていきますと、これからを考えていく上

で、沿線以外の地域ではまだ格差があるというお話ですが、これは大事なことではないか

と思っております。特にデータ、またアンケートなどを見ますと、大分、宮崎、長崎の結

果というのが、やはり気持ちの上で格差を感じているのではないかと思われました。ただ、

それが本当に数字上どうであるかということを含め、今、横山先生のお話がございました

が、地域のもうちょっと念入りな調査というものが必要ではないかと思っております。 

 私、今日は時間があって駅におりましたら、ＪＲの「新幹線で行こう。９つの物語に乗

ろう。」という、このようなものがありました。九州密着、地域密着というものは何かと
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考えますと、新幹線は９つのＤ＆Ｓ列車の物語の物語に続いているということで、これは

九州ならではだと思います。同時に、続いていないエリアに対して、面的に今後どうして

いくかというのが非常に大事なことだと思います。 

 ５番目の丸に書いてありますように、これからリピーターをどうしていくか。「沿線自

治体をはじめ」とありますが、それは沿線自治体だけではできないことであり、九州全域

としてどう取り組んでいくかが、新幹線の今後、九州が一体となっていくことの大きなヒ

ントになるのではないかと思っております。 

 あと、６番目に書いてあるインバウンドですけれども、新幹線もそうですが、鉄道に乗

るということがこういう大きな数字を持つということは、私は意外でありました。同時に、

新幹線だけではなく、鉄道ということにこれだけ海外の人たちの目があるのであれば、や

はり多くの九州の観光関係者、地域の自治体の人に、こういうデータを含めて、今の消費

者がどう見ているか、インバウンドの人がどう見ているかを早く伝える必要があるんでは

ないかと思っております。 

 最後の７番目、沿線自治体においてのことです。９ページと２０ページにこの内容がご

ざいましたが、現状の数字はわかるのですが、長野新幹線が開通したり、山形新幹線が開

通して、３年後、５年後にどう定住人口に結びついていったかと、九州新幹線が定住人口

に向けてどうやっていけるのかというのは、九州においても沿線だけでなく大事なことだ

と思っておりますので、このあたりの取り組み、また内容については、ほかの新幹線の状

況などを見て、各自治体を含め、各関係者の方に情報が伝わっていくような形をとってい

ただけたらと思っております。 

 全体的にこの３年間のまとめを見まして、私はこのまとめがいち早く現場に届くことが

大事ではないかと思っております。地域の方たちは自分たちの暮らしというか、ライフス

タイルでしか見ていないと思っております。ですから新幹線エリアにかかわっていない人

たち、より多くの人たちを巻き込んでいくためにも、このまとめがより多くの人たちに伝

わることを願っております。 

 以上です。 

【大野会長】  ありがとうございました。それでは次に、野口委員お願いいたします。 

【野口委員】  ＪＴＢ九州の野口でございます。よろしくお願いいたします。私からは、

今日の報告を拝見いたしまして、感想も含めてお話をしたいと思います。 

 まず一つが、昨年のこの場でも実は修学旅行の話をした記憶があるのですが、今回もぜ
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ひ強調しておきたいと思うのは、先ほど修学旅行の列車の話が報告にありましたけれども、

これは我々旅行業界にとってみても、それからおそらくこの地域の観光産業全体にとって

みても、非常にうれしい、喜ばしいことだと改めて感じております。 

 開業の２年ほど前からいろいろなお話があった中で、新幹線が通っても近畿地区からの

修学旅行をすぐに受け入れられるかどうかわからないというような話が残念ながらありま

した。当然きちっとした運行がまず大前提ということと、受容数が難しいということがあ

ったんですけれども、こんなに早く、いわゆる３年目の中で、これだけの数の学生の方を

輸送できた、お連れできたというのは非常に大きな効果だと思っております。今後ともさ

らに力を入れてやっていくべき内容だと思いますので、ぜひその辺のところをご理解とい

うか、ご認識いただきたいというのが１点です。 

 それからもう１点、この報告書の２４ページにＭＩＣＥの取り組みがあります。こちら

にあるのは、九州各地のＭＩＣＥの施設の現在のまとめでありますけれども、この中で幸

山市長が述べられている「福岡と連携して」という言葉が非常に大事だと考えております。

というのは、熊本と福岡だけの問題ではなくて、九州新幹線によって、おそらく九州各地

が極めて短時間で結ばれたということは、それぞれの都市がＭＩＣＥの誘致競争をすると

いうことではなく、ちょっと変な表現をしますけれど、ＭＩＣＥアイランド九州みたいな

感じで、福岡に誘致をしたＭＩＣＥのお客様は、当然ながら鹿児島でも楽しまれるという

ことではないでしょうか。わずか１時間１７分ですから、これは国際競争の中でいえば同

じエリアと捉えられるわけで、決して各都市間の競争、箱物競争ではなく、九州全体がア

フター・コンベンションも含めた魅力のある地域が短時間に結ばれているんだというとこ

ろをぜひ強調して、こういう報告であったり、我々の今後の考え方はそういう意識で捉え

ていきたいと思っています。 

 その中で、おそらく最も大切なのは、福岡の都市型観光の魅力アップで、これがキーに

なるかなと思います。ほかのエリアに入られたＭＩＣＥのお客様も、間違いなく福岡に来

られて、そこで都市型観光を楽しむことが、トータルで九州の魅力を感じることになると

思っておりますので、そのあたりもつけ加えてお話をしておきたいと思います。 

 以上でございます。 

【大野会長】  ありがとうございました。皆さん、大変時間厳守で要領よく進めていた

だきまして、ありがとうございます。もうちょっとお話いただいても結構でございます。 

 次に、山形委員、お願いいたします。 
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【山形委員】  西日本新聞社の山形でございます。 

 全体におきましては、交通機関の持つ多様性というものを改めて感じたデータではなか

ったかと思います。ただ、まとめるに当たりまして、実態を正確に示す必要性があったの

ではないかと思います。先ほども出ましたように、当初の見込みと現状のデータがどれだ

け隔離しているかという部分をちょっと示していただきたいと思いました。いいところば

かりではないと思います。 

 例えば私が出張で水俣に行きましたときに、新幹線が水俣駅に着いたものの、バスでの

連絡がなくて、市街地も遠くてどうしていいのかわからず、結局タクシーに乗って目的地

まで行かなければならなかったということがありました。ほかの筑後船小屋駅にしまして

も、新大牟田駅にしましても、ちょっとそういうところが見られるのかなと思っておりま

す。そういう駅というのは、地元が頑張って誘致して、駅を作るに当たっては新都市をつ

くるというような構想もあったかと思います。一部報告もありましたけれども、それが現

状でどのようになっているのかということもちょっと知りたいと思いました。 

 目的にもありますが、地域密着型新幹線となるために、地元でどれだけ新幹線を利用し

ていただけるかということに具体的な施策が必要なのかなと思います。地域振興に寄与す

べく、何か具体的な施策というものをもう尐し具体的にできればなと思いました。やはり

増加への具体策があるかどうかというのは、もちろん各地域で施策はとられているかと思

いますけれども、その辺がもっと如実に表れていくと、いろいろなところのモデルケース

になって、いいのかなと思いました。 

 今のところ以上です。 

【大野会長】  ありがとうございました。それでは、濱砂委員お願いいたします。 

【濱砂委員】  数字に沿ってではないんですけれども、前回の会議から１年ぐらいの間

に、熊本に３回、長崎に３回、別府に１回行きました。そのうち別府に１回、長崎に１回

は仕事で、それ以外は遊びでした。やっぱり休日になると、新幹線が通っていることで何

かどこかに行きたくなって、つい熊本に行くんですけれども、本当に便利になって、久留

米の次が熊本というのがすごく驚きでした。熊本に行きますと、韓国の人がすごく多くて、

加藤清正は韓国人に嫌われているとばかり思っていましたけれども、熊本城の天守閣には

韓国人の人ばかりで驚きました。 

 それと鳥栖駅なんですけれど、長崎本線で行きますと鳥栖駅からじわっと運行して新鳥

栖駅ということで、あの辺が何とかならないのかなと感じたことがあります。新幹線沿線
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は心配なくなりつつあるんですけれども、やっぱり宮崎とかはどうなっていくのか、この

まま陸の孤島化してしまうのかという心配をとてもしております。 

 頻繁に九州内を往復したりすることがあり、私どものＮＰＯですとか、ソーシャルビジ

ネスの会議を福岡でやったり、この間は別府でやりましたけれども、九州中からすぐに集

まってくるので、本当に九州が集まりやすい地域になってきているなと実感しております。 

 観光は、これからどんどん格差がついていくと思います。この間行った先のサービスで

ちょっとびっくりすることがありました。田舎のサービス、都会のサービスと私は勝手に

ネーミングしたんですけれども、都会、例えば大阪では１人でお店に入ると絶対に相席に

されるんですね。常に回転率を求められるんです。けれども、この間、九州のあるところ

に行きまして、有名なチャンポン料理屋さんに入ったんです。そうしたら絶対に相席にし

ないんです。４人掛けに１人とか、６人掛けに２人しか座らせないんです。相席はさせま

せんというのが売りらしいのですが、これって田舎のサービスかなみたいな感じでした。

 利便性なのか、お客様主体になっているのか、待たせても平気みたいなところがあった

りしましたので、どんどん観光地化していくときに、その辺のサービスの差がどんどん格

差に繫がっていくのかなということを心配しています。 

 それと、ビジネスで使うことも多くなってきておりますので、もっともっと便利なビジ

ネス切符とか。博多－小倉間はかなり往復しているんですけれども、今４,１００円かか

りますので、せめて２,０００円か３,０００円ぐらいにしていただくといいなということ。

あと、観光列車とビジネス列車を分けていただいて、ビールを飲んでいる横で書類を読ま

ないでいいようにしてもらったらいいかなと。 

 国に意見を申し上げました。失礼しました。 

【大野会長】  ありがとうございました。それでは、末吉委員の代理、石田委員、お願

いいたします。 

【石田委員代理】  九州商工会議所連合会の末吉会長の代理で出席させていただきます

石田と申します。 

 九州商工会議所連合会といたしましては、毎年、国の関係各省庁のほうに経済政策にか

かわる要望を出させていただいておりますけれども、その中に観光とか交通に関連するこ

とももちろん含まれております。それに関連しまして、昨年もこの場で申し上げたかもし

れませんけれども、九州新幹線鹿児島ルートの開業の効果というのは、もちろん申し上げ

るまでもないわけですけれども、やはり九州全体を視野に入れて、もう尐し九州全体に効
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果が及ぶような方策を、関係者はもちろんですけれども、各地域の皆さんも含めて、知恵

を出し合って取り組みを進めていく必要があるんじゃないかと思います。 

 そのためには、今もうあらかた課題というのは見えてきているのではないかと思います

し、まだきちんと見えていない部分については課題を明らかにした上で、明確にした上で、

やはり九州全体にその効果が波及するような取り組みを進めていくべきじゃないかと思っ

た次第です。 

 以上です。 

【大野会長】  ありがとうございました。一通り、委員の方にご発言をいただきました。

それではこの後、臨時委員の方々にもご意見をいただきたいんですが、臨時委員は多数お

いででございますので順番にという時間もございません。まず、ぜひということでご発言

を積極的にいただけたらありがたいんですが、どなたかいらっしゃいませんでしょうか。 

 田中委員、ありがとうございます。よろしくお願いします。 

【田中臨時委員】  ＪＲ九州の田中でございます。新幹線３年の総括ということで、資

料をつくるのは大変なご苦労があったと思います。まず九州運輸局の関係の皆さんにお礼

を申し上げたい。ほんとうに非常に膨大な分析の結果、このまとめができていると思いま

す。しかも肯定的に書いていただいておりますし、本当に感謝の気持ちでいっぱいであり

ます。ありがとうございます。ＪＲ九州といたしまして、今後の営業施策を展開する上で、

この分析の結果を貴重な資料として活用させていただきたいと思います。まずお礼を申し

上げたいと思います。 

 それから、井上委員からご指摘のありました乗車率については、多分、編成の車両数を

増やしたりした結果ではないかと思いますが、今日は念のために専門家である輸送及び収

入管理の営業部の吉村課長を帯同していますので、ちょっと聞いてみましょう。 

【ＪＲ九州吉村課長】  ご指名にあずかりました吉村と申します。お答えさせていただ

きます。 

 列車別の乗車率の差でございますが、５ページの表を見ていただければと思います。実

は、平成２３年のダイヤ改正当初は、Ｎ７００系という新大阪と鹿児島を結びます新幹線

の車両がまだ準備できておりませんでした。みずほが４往復、さくらが１１往復でした。

これが次の年から、みずほを１往復増やしまして５往復、さくらを１８往復としました。

こういう関係で、相互直通の列車が、本数が尐なかったものが朝から晩まで走るようにな

りまして、押しなべて乗車率が下がったという状況でございますが、ご理解いただけます
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でしょうか。 

【大野会長】  もうちょっとベースデータが必要だったら、会議の後、お尋ねください。

それでは、田中委員、ご意見はほかによろしいですか。 

 では、ほかにございませんでしょうか。 

【倉富臨時委員】  西鉄の倉富でございます。今日は九州鉄道協会ということで参加さ

せていただいています。 

 まず、この３年間、何となく実感していましたものを、ある意味定量的に何か示してい

ただいたなと思っています。実感として交流人口が増えてきたと思っておりましたが、改

めてこれを再確認できたと思っております。これだけ立派なレポートに仕上げていただい

て、本当にありがたいと思っております。 

 「全線開業がもたらしたもの」と書かれていますが、まさにこの点をしっかり自分たち

も受けとめて、特に２次交通、フィーダー交通を交通事業者としてさらにしっかり充実し

ていくことで新幹線の効果をもっともっと生かしていくことができるんだなと、そうする

と九州が一つになって元気になっていくんだなと改めて思ったところであります。ある意

味、そのお礼ということになりますが、本当によく実感できたレポートだったと思いまし

た。 

【大野会長】  ありがとうございます。お褒めをいただきました。 

 それでは、ほかにありますか。今日は九州観光推進機構からもいらっしゃいますがよろ

しいでしょうか。 

【高橋臨時委員】  九州観光推進機構の高橋でございます。 

 九州新幹線は、そこにおられる田中相談役に私どもの会長をしていただいたときから、

プレキャンペーンなどをやっておりました。ただ、開業の年に大変なことが起こったもの

ですから、効果測定もなかなか出来づらい数字になっています。 

 今回のこの中で、私はちょっとびっくりしたというか、私どもの仕事がだめだったのか

なとがっかりしたのが、３８ページです。九州観光推進機構というのは九州７県の予算が

入っておりますが、新幹線開業前の予算として、たしか２,０００万円ぐらい大きな計上

をして、これでプレキャンペーンをやっていくぞという話をしたんです。そのときにやっ

ぱり沿線ではない県のほうから、ちょっと使い過ぎではないかというクレームがついたり

もしました。そうは言っても、九州新幹線は九州みんなで使うんですと、沿線の県だけの

問題ではなくて九州のための新幹線で、だから九州新幹線という名前になっているんです
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からというような話で、結局同意を得た訳なんですが、この３８ページの表を見ると、や

っぱり沿線県ではないところというのは、何か営業活動をしましたかという設問に対して、

特に行っていないというところが圧倒的に多いです。ちょっとこの辺は私どもがいろいろ

な調整不足だったのか、言い方が悪かったのかという気がします。これは持ち帰って皆さ

んとゆっくり相談します。 

 ただ、そのときにも、新幹線開業の年に何かするのではなくて、鉄道は１００年使うイ

ンフラだから、１００年後どうなっているか想像しながらやりましょうねというお話をは

っきり申し上げたんです。今回のデータは、ここ２、３年で多分まとめるのは大変だった

と思うんですけれども、この鉄道というのは本当にこれから１００年使うインフラなので、

観光業界としても一生懸命もっとＰＲしていきたいと思っております。 

 ありがとうございました。 

【大野会長】  ありがとうございました。 

 ほかにございませんか。 

【幸重臨時委員】  九州バス協会から来ました幸重と申します。バスのほうでございま

すので、直接新幹線とはというところもあるんですけれども、新幹線ができて３年、今日

の総括にありましたように、立派な総括が出来たと思いますし、私は実績はよかったと思

うんです。何よりも新幹線の効果があったのが、先ほどもお話が出ましたが、東日本大震

災のあった後のやや厳しい情勢の中で九州にスポットが当たったと思います。これは私は

最大の効果だと思います。全国の人に九州でこういう新幹線が走り始めたよとお伝えでき

たことですね。これはちょうどそのタイミングになったんですが、素晴らしかったと思い

ます。 

 ２６ページにあります観光列車の利用状況を見まして、私も大変嬉しく思います。新幹

線といわゆるフィーダーであります観光列車がうまく結びついている。ただ、欲を言えば、

もうちょっと欲しいですね。豊肥本線というのは熊本から大分に来るのに１６０キロぐら

いなんですが、４本ぐらいなんですね。新幹線がこんなにパイプが太くなったら、もう尐

し太くてもいいんではないかなと思います。それから、久大本線、ゆふ高原線というんで

すけれど、これも久留米から大分まで１５５キロぐらいで、４本なんですね。これは前か

ら４本だったんですけれども、新幹線がこうやっていっぱいできますと、輸送量も上がる

のではないかなと思っております。ここのところをもう尐し。回遊、周遊ができる、これ

は観光の一番のポイントだと思うんです。行ったところを帰るのではなくて、回って帰る。
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九州は観光の名所というのが至るところにありますので、何とかこちらができたらいいの

ではないかと思います。 

 尐し場違いな発言になるかもしれませんけれども、私はこの会合にもう３、４年続けて

出させてもらっているのですが、いつも最後の関係ないところで、道路が悪い、東九州自

動車道が悪いということを言わせてもらっていました。３年前には４５％ぐらいの進捗率

だったんです。ここで毎年最後にお時間をいただいて、１～２分、一生懸命アピールして

まいりましたが、おかげさまでやっと２６年度には開通ということになりました。 

 新幹線があるから道路が生きてくるんです。道路だけではもちろんどうにもなりません。

新幹線が出来て、そして鹿児島まで行って、帰りはある程度車を使う、バスを使う。そう

いった観光にとって一番の魅力である周遊、回遊ができるんです。先ほど２次交通のお話

もありましたけれども、新幹線という一つのバックボーンが出来たことによって、観光の

裾野が相当広がってくると思います。九州の観光は一つだというのが、１０年たった今、

やっと実感できるような感じがいたしております。新幹線の効果を更に大なるものにする

ためにも、先ほど言いましたフィーダーにもうちょっと力を入れたらいいのではないかな

ということを要望として申し上げたいと思います。 

【大野会長】  どうもありがとうございました。いろいろご意見を本当にありがとうご

ざいます。 

 私から見て左側の方は自治体からご参加いただいているんですが、何かご発言ございま

せんでしょうか。 

【古庄臨時委員代理】  すみません、自治体を代表するわけではないんですが、熊本市

でございます。 

 熊本市にとっても九州新幹線がもたらしたもの、効果については、この分析というのは

まさしくこのとおりかなと我々も実感しています。ちょうど今日、そのＭＩＣＥの特別委

員会が午前中ございました。１２時に終わる予定が１２時半過ぎぐらいまでありましたの

で、ここに間に合うかなと思って慌てて飛び乗って、ぎりぎりだったんですが間に合いま

した。地域密着型新幹線と言われるように、新幹線に非常に気軽に乗れるというのがやは

り九州新幹線の一番いいところだろうと思っています。 

 じゃあ、バスはということですが、九州産交と西鉄が走らせている九州都市間バスもそ

れなりに利用客が増えているということで、交流人口の拡大もまさしく九州新幹線の効果

だろうと思っています。ただ、その後の取り組みについては、先ほど野口様がおっしゃっ
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たように、沿線自治体をはじめとした関係者の取り組みの中で、やはり九州の連携協力が

一番重要だろうと思っています。 

 実は部分開業のときに、新幹線全線開業を見据えて、熊本市としてはストロー現象とい

うのが非常に言われていたんですが、そういうことではなくて、やるべきことは熊本市は

真ん中にあるからこそつなぐ役割を果たしていこうということでした。私も当時はそのよ

うな部署を担当していたんですが、福岡と鹿児島と３都市で連携しようと、熊本市が呼び

かけて３市長で調印式をしました。例えば各都市の施設の共通割引をしたり、市長が合同

でトップセールスを東アジアとかでやるような連携協力の調印をして、連携都市になりま

した。今は北九州も入って、多分４都市でやられていると思います。 

 九州新幹線はあくまでもツールでございます。それをどのように生かしていくかという

ことで、九州各都市、特に我々みたいな核となる都市がやっぱり連携協力して一体的に、

特に東アジアあたりを見据えてやっていく、ＭＩＣＥの市長発言の中でも、福岡市さんと

の連携協力というのがありました。福岡市は九州のゲートウエーですが、鹿児島や熊本の

ような奥座敷みたいなところに魅力がなければ、ゲートウエーとしての賑わいもなくなる

だろうとのことで、３都市連携も進めています。ぜひ今後の取り組みの中で、九州の一体

的な連携協力というのを強調して書いていただければという感じがします。 

 以上です。 

【大野会長】  ありがとうございました。 

 一通りいろいろなご意見をいただきましたけれど、運輸局さんで何かご発言があります

か。橋本部長さん、お願いできますか。 

【橋本九州運輸局企画観光部長】  九州運輸局企画観光部長の橋本でございます。 

 各委員の先生方、そしてまた臨時委員の方々、いろいろなご意見をありがとうございま

した。温かいご意見と厳しいご意見と、我々の尐し至らないところを鋭く指摘していただ

いた点も多々あったと思っております。 

 その中で、今感じていることを申し上げます。まず１点、今古庄さんもおっしゃったと

おり、九州新幹線は九州を一体にしたと言いながら、今後の取り組みの体制の中でその部

分は尐し欠落していたなと思っております。ですので、九州の連携協力の部分を、最後の

４２ページのまとめにはもう尐しにじませていきたいと思っているのが第１点です。 

 そして第２点目ですけれども、私もこれを改めて見て、もうちょっと整理すればよかっ

たなと思っているのは、４２ページの上から四つ目の丸の部分でございます。「沿線以外
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の地域では、開業前と大きな変化は見られず、結果的に格差が生じたことは否めない」と

いうふうに、ちょっと冷たく書いてしまったと思っているところでございます。我々行政

としても、この課題にいかに対忚していくのかというところだと思っております。 

 今のご意見を聞いて改めて気付かされたことは、新幹線そのものはやはり単体では限界

があるというのはそのとおりだと思いますし、同時に高速鉄道体系としての新幹線と、高

速道路体系としての東九州自動車道、これが幸いにも２６年に東側がつながりますから、

まさに鉄道体系と高速道路体系をうまく組み合わせていくことが必要だと思います。今ま

でどうしても運輸局は鉄道ばかり見ていた訳ですけれども、これからは道路の世界と鉄道

の世界をうまく組み合わせた形で東西格差の解消というものを図っていくような取り組み

が求められるのではないかなと強く思っています。そういった面を色濃くにじませながら、

４２ページのまとめは考えていかなければいけないと思っている次第です。 

 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。まだ時間も

ございます。ちょっと時間もありますから、一度ご発言いただきましたけれども、委員の

先生方に追加でご発言をいただけたらと思います。 

 これまで３年間いろいろ検討した過程の中では、２次交通の問題、あるいは今日もちょ

っとお褒めの言葉として出ていた新幹線に連結する観光列車の利用の問題とかありました

ので、２次交通の問題について、これまでも積極的にご発言いただいていた井上委員、何

かご指摘、ご意見ございますか。 

【井上委員】  まず、課題としていただきました２次交通につきまして、既に運行され

ています幾つかの観光列車は、そのコンセプトを調べてみるとすごいなと、改めて今私も

勉強しているところです。一方で、従来からある地方の鉄道路線、それからバス路線は、

特に新幹線とあわせて一体化するという意味では、やっぱりまだサービスレベルはすごく

低いと言わざるを得ないと思います。 

 地方のそういう公共交通というのは今各地で問題となっていますが、やっぱり先立つも

のはお金です。非常に厳しい収支環境の中で何とかやりくりをしています。新幹線と結び

つけてどうのといったときには、サービスのギャップというものが大き過ぎて、なかなか

２次交通としての役割を果たせないというのが実態ではないかと思います。その辺をどう

していくかというのは、これはもう運輸局の仕事でもあろうかと思いますが、今は既に補

助制度もいろいろ用意されてはいるんですけれど、まだまだ考えられる施策はあると思い
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ますので、地域と一体となってその辺は進めていただきたいと思います。 

 ほかのことでもいいですか。 

【大野会長】  はい、どうぞ。 

【井上委員】  新幹線というものを私は改めて考えてみました。日本の新幹線は今年５

０周年なんです。１９６４年の１０月１日に東海道新幹線が走った。それで今年５０周年

です。じゃあ、日本の鉄道はどうかというと、１８７２年に横浜－新橋間で走った。１４

０年です。新幹線はすごく新しいものです。九州だって開業してまだ３年です。北陸とか

北海道はまだ建設中です。長崎も建設中です。すごく新しい、今から期待するものです。 

 一方で、東海道新幹線はリニアモーターカーを使った新しいものに移る。移るわけでは

ないですけれども、代替の機能を持たせようとしている。新幹線は新しそうだけれども、

一方でものすごく古いものなんです。日本の鉄道史の中で３分の１以上を占めている。 

 そういう新幹線ですが、機能としてはどんどん更新されて、世界にすばらしいと言える

ようなものを持っているわけです。新幹線を持っていないのは地方です。九州とか北海道

とか北陸とか、そういう地方部はやっぱり新幹線が持っている効果を今から使わないとい

けない。それは素晴らしいものがあるんです。 

 先ほど、最初にちょっと申し上げたんですけれども、新幹線の効果というのは、即時的

に出てくるものと、時間を置かないと出てこないものがありますから、やっぱり効果がう

まく出ているか、出ていないとしたらどうしたらいいのかというあたりを、いつもＰＤＣ

Ａというサイクルで考え直していかないといけないと思います。そういった意味では、ほ

かの委員の方からもご指摘があったとおり、新幹線とか、それに一緒になって機能する２

次交通、あるいは観光資源など、こういうことにかかわる人たちが一体となって常に調査

をし、調査で得られたデータを次のステップに反映していかないといけないと思います。 

 調査がこれから必要だと思います。調査にもこういうところで独自にしないといけない

調査がありますし、一方で、ほかの機関が一定の間隔で調査をしているものもあるわけで

す。例えば、旅客の純流動調査は５年に１回で、今日出てきた旅客地域流動調査よりは、

かなりＯＤとかがはっきりしたデータになろうかと思います。でも、その調査が今度行わ

れるのは２０１５年、来年です。そのデータが使えるようになるのは多分２年ぐらい先で

しょう。そのぐらいを見越して、やっぱり３年後ぐらいには、九州新幹線のもたらした整

備効果をそういうデータによって具体的に評価をしていくということが必要ではないかと

思います。 
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 あと一つ、今日の資料の中で何か足りないなと思うのは、新幹線の利用者の声が何もな

いなという気がしているんです。多分ＪＲ九州さんはそういう調査をされているだろうと

思うんですけれども、これからそういうことも考えていただかないといけないのではない

かと思います。 

【大野会長】  ありがとうございました。 

 横山委員、お願いいたします。 

【横山委員】  ２６ページの観光列車に関して、ちょっと経験のお話をしたいと思いま

す。今から２年前に新幹線が全線開通した後、私はゼミ生を連れて、行きは超特急の新幹

線に乗って鹿児島まで行き、指宿までは「たまてばこ」に乗りました。帰りは「たまてば

こ」から、今度は「はやとの風」、そして「いさぶろう・しんぺい」に乗りました。そし

て熊本から新幹線というコースでした。学生にこういうコースでゼミをするけれどいいか

と言ったら、あまり乗り気じゃなかったんです。ところが、乗ってみるとおもしろいとい

うことでした。こういったコースづくり、速いものとゆっくりした観光列車に乗るという

組み合わせが九州ではできますので、それをアピールする必要があるのではないかと一つ

感じております。 

 それから資料についてです。先ほど修学旅行の話がありましたけれども、２５ページの

九州の修学旅行の実態を見ますと、高校と中学があります。２４年度を見ますと、中学は

全国から９.４％の学校が来ているんです。ところが、高校は５.６％しか来ていない。１

割経済という九州であるとすれば、もう尐し高校生向けの修学旅行のプランが必要かなと

いう気がいたします。 

【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。 

 事務局の手元にあるのかないのかわかりませんが、あるいはＪＲ九州さんが来ていらっ

しゃいますけれども、今日の話の中で、開業前に予測していた利用見積りというのか、需

給調査みたいなときに設定していた乗客数と現在とを比較してどういう状況なのかという

ご質問が２、３人から出ました。今、細かい数字は別にして、どういう推移をたどってい

るのかというのは、何かお話いただける材料がありますか。 

 ＪＲさんですね。 

【ＪＲ九州吉村課長】  お答えいたします。全線開業前に行った開業後の予想でござい

ますが、１.４倍のお客様にご乗車いただけると想定しておりました。数字で申し上げま

すと、博多－熊本間の断面で、１日平均２万５,０００人、熊本－鹿児島中央間で１万２,
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０００人と見込んでおりました。この数から申し上げまして、博多－熊本間につきまして

は、ほぼ見込みどおり、熊本－鹿児島中央間につきましては、想定よりも多くのお客様に

ご利用いただいていると私どもは考えております。 

【大野会長】  ありがとうございました。ご質問いただいた委員の方、よろしいでしょ

うか。 

 はい、どうぞ、桑野さん。 

【桑野委員】  先ほど来、２次交通のお話が出ているんですが、大事だということはず

っと言われながら、一番進んでいないのが２次交通だったのではないかと思っております。

新幹線が開通するということで、南九州を中心に、２次交通を含めて面的な広がりが、交

流人口だけではなくて定住においても見えてきたということが非常に大きかったと思って

おります。 

 同時に、今後何かがない限り２次交通は一気に進まないのではないとも思っておりまし

て、東九州道が今度開通すると、鉄道であり、高速道であり、何よりも全部がつながる九

州の中で、今から先、数年間で２次交通のことをしっかり考えていかないと、縦軸はでき

るようになっても、横軸また面的というのは非常に難しい面があると思っております。 

 今後は、新幹線で見えてきた２次交通、また面的な広がりについて、東九州道ができる

中で、この数年間、九州が一体となって取り組んでいっていただきたいですし、そのヒン

トになることがこの新幹線の開通の３年間にあるのではないかと思っております。ぜひ、

２次交通を。 

 と申しますのも、国内外の方たちがこれから地域を見ていこうといったところは、とも

すればメインといわれる道路が続いていないところが多々だと思っております。そういう

ところに行くには、２次交通なくして始まりません。２次交通をしっかりしてくることに

よって、交流人口、定住人口につながっていくと思いますので、ぜひ交通の面、２次交通

の議論を深めていただけたらと思っております。 

【大野会長】  どうもありがとうございました。進行役の私があまりお話してもあれで

すが、今２次交通でちょっと……。 

【濱砂委員】  私も山形さんも結構、いろいろな会議で鋭い意見を言うのですが、その

２人が黙ってしまっているので苦笑いしているところがあります。新しいものができて３

年たっての報告ということでございますので、「へー、すごいわね」ということでしかな

くて、何をどう言えばいいかというところですごく戸惑っているんです。こういったデー
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タが出て、今後どうしていくのかとか、５年後と比較したときにどうなるのかとか、どう

いう方向性を持っていくときにこの数値でいいのかというような投げかけがあると意見も

言えるんですけれども、「よかったわね」みたいなことで自画自賛みたいになってしまっ

て。何か本当に持てる意見はいっぱい出したいと思ってきたんですけれども、すごいな、

立派だな、さすがだな、北海道とは違うよねみたいなことが繰り広げられているだけで、

私たちは何を言っていいのかわからないんです。 

 本当に素晴らしい列車がいっぱいあって、ついつい先に先に乗っていってしまうんです。

「たまてばこ」も乗りましたし、「Ａ列車」も乗りました。でも行った先が寂れて悲しい

みたいなことになってしまっている気がします。先ほどから出るように連携協力は大事で

す。ただ、観光のある程度の一定ラインを決めていくサービスの向上というのは必要なん

ですけれども、そこで決して起きてほしくないのが没個性です。湯布院で売っているもの

と同じものを各地で売っているというようなことにならないように、やっぱりその土地そ

の土地のよさを守り抜いた、その先の観光地の魅力づくりにまでつなげていけたらいいの

かなと思います。 

 それと、一つだけ気になっていることが車内アナウンスです。各駅停車で新幹線に乗っ

たときに、結構頻繁に聞こえてきました。「シンカンセン、ハァ」とか中国語と韓国語が

ひっきりなしに聞こえて、寝る時間もないぐらいなので、ちょっと音を落としていただく

といいかなと。 

 それぐらいしか言いようがない、あまりにも立派な資料でした。済みません、以上です。 

【大野会長】  はい、どうぞ。 

【山形委員】  同じようなことなんですけれども、やはり実態の検証というものを一度

きちんとしていただきたいと思います。 

 それと、九州というのは自然がとても豊富だし、観光地もたくさんあります。やはり先

ほどから出ているように、回遊できるようなコースづくりみたいなものをお示しできれば

と思います。 

 ＪＲ九州さんが出していらっしゃる「ななつ星」の列車ですけれども、運行がスタート

して非常に嬉しかったのは、私の大好きな伝統工芸品とか、それまで高価で多くの人の目

に触れることがなかった工芸品を、列車の中でふんだんに披露していただいたこと、それ

にまた地域の地産地消によるおいしいものも出していただいていることです。もちろんお

金があればななつ星に乗車できるのですけれども、こういうものが九州に存在するよとい



 -33- 

うことを示されたことが、やはり九州の魅力発信になると私は思っています。 

 西日本新聞社に西日本支店長会というのがございます。東京に本社が置かれている会社

の支店長さんの集まりで、約２５０社あります。この会では九州新幹線の開通とともに、

各県に九州新幹線に乗っていくことをしております。鹿児島に行って、熊本に行ってとい

うことをしているんですけれども、その中でやはりそこの魅力を存分に伝えることが大切

だと思っています。支店長さんたちが東京に行かれて、あそこはよかったと言って、皆さ

んリピーターになって、家族の人を伴って行って下さっているんです。それは何がいいの

かというと、先ほどからも言われているように地元の人たちの温かいもてなしだと思うん

です。 

 やはり、おもてなしというものは非常に大事なことです。「ななつ星」から発信してい

ただいたように、個性のある各列車と九州新幹線が連携しながら、九州の魅力の掘り起こ

しができる可能性はまだいっぱいありますので、それをぜひともＪＲ九州さんとともにや

っていっていただければと思っております。よろしくお願いします。 

【大野会長】  ありがとうございます。どうぞほかにはどなたかございませんか。野口

さん、追加のご発言ありませんか。よろしいですか。 

 はい、井上委員、どうぞ。 

【井上委員】  今、お二方のことに関連するような形で一つお話をさせていただきたい

と思います。 

 現在九州は、定住人口の減尐、そしてそれによって地方が廃れていくという厳しい状況

にあるかと思います。そういう状況を変えようということで、一つの手っ取り早い手段と

して、観光客の誘致などによる交流人口の増大というストーリーが結構出されるんですけ

れども、昨日ちょっと本を読んでおりましたら、定住人口１人の年間の消費額を観光客で

埋めようとしたら、外国人観光客だったら７人、日本人の国内宿泊観光だと２１人だった

と思います。日本人の国内日帰り旅行だと７９人。非常に大変なことではありますが、い

ろいろな施策によってそれができたとしても、一方で定住人口が減ったら、その地方の魅

力というのはどんどん廃れる訳ですよね。 

 しかも、よく企業が人員整理をするということになると言われるのは、優秀な人材が出

ていってしまうということです。地方がもしもこういう状況になったら大変なことなんで

す。優秀な地元を愛する人たちに残ってもらわないといけない。とすると、観光客で定住

人口の減尐分をカバーしていこうというのはちょっと安易です。どうしなければいけない
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かというと、非常に難しいんですけれども、結局、住んでよし、訪ねてよしという環境を

どうつくるかということであると思うんです。これはほんとうに難しいことですけれども、

地域を愛する定住者にできるだけ残ってもらって、減尐に歯止めをかける。そういうまち

づくりの施策と、それにあわせて観光客に魅力のある資源をどうつくっていくか。やっぱ

りこれを同時にやっていくしか、これからの地方は生き残れないのではないかと思います。 

 そのためには、地域ごとのそういう取り組みに伴う失敗体験とか成功体験といった情報

を九州の中で共有できるような仕組みをつくって、それぞれの地域が自分たちの資源を使

いながら、失敗も重ねるけれども、ほかの成功例を勉強させてもらいながら、尐しずつ各

地域が改善していく。そしてそれが結果的に九州全体の活性化につながる。そういう気が

しております。 

 以上です。 

【大野会長】  ありがとうございました。魅力ある地域づくりへの取り組みも大事だと

いうお話でした。 

 私が座長ではなくて委員の１人として、こういう問題への取り組みで一つお願いをつけ

加えたいなと思ったのは、今、九州一丸となって取り組んでいる産業遺産、自然遺産の登

録についてです。運輸局もぜひご指導をお願いしたいと思います。 

 いろいろなところの例を見ても、自然遺産、文化遺産、４種類の世界遺産がありますが、

どれもやっぱり指定を受けると観光にかなりのインパクトを持っているのは事実でありま

す。ただ、これまでのいろいろな指定はほとんどワンスポット指定であるに対して、今回

取り組んでいる九州のものは広域遺産です。まさに今議論しているような広域の観光資源

にとっても役立つ取り組みだと思いますので、ぜひ成就できるようにご支援をいただけた

らとお願い申し上げたいと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 それでは、ご意見いただきましたので、ここで運輸局さんのほうから、まとめとこれか

らの取り組みについてお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

【事務局】  資料につきまして、過分のお褒めの言葉と叱咤激励をいただきまして、あ

りがとうございました。 

 ２点ほど資料の修正を申し伝え忘れてございましたので、この場をおかりして訂正をい

ただければと思います。 

 ２５ページの真ん中ほどに新幹線の時刻表が書いてありますが、復路と書いてあるとこ
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ろの２行目でございます。右端側が「鹿児島中央」となっていますが、博多乗りかえで新

大阪着ですので、「鹿児島中央」を「新大阪」に直していただければと思います。 

 それから４０ページでございます。真ん中に「インターネット営業で広範囲から集客に

取り組む」とありますが、回答された方の合計が「５８」となってございますが、「２７

０」が正しい数字でございます。 

 ２点訂正していただければと思います。申し訳ございませんでした。 

 本日、まとめを中心にご議論いただきましたが、冒頭の井上委員のご発言をはじめ、さ

まざまな表現、新しい視点もいただきましたので、このまとめにつきましては、事務局の

ほうで精査をして、まとめという形でお示しをさせていただきたいと思っております。こ

のまとめを踏まえて、先ほど２次交通や産業遺産等々を含めてさまざまなご支援の要望を

承りましたので、運輸局なりにしっかりと問題を受けとめながら取り組みを進めてまいり

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

【大野会長】  ぜひ、事務局、よろしくお願いいたします。 

 それでは、大変活発にご意見をいただきありがとうございました。長時間にわたるご協

力を感謝申し上げます。 

 それでは、これで議案審議を一度締めまして、この後の進行を事務局に渡したいと思い

ます。よろしくお願いします。 

【事務局】  大野会長、議事の進行を大変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、ご助言をありがとうございました。 

 本日の議事内容につきましては、事務局で案を作成の後、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思っております。ご理解とご協力のほど、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、第１７回九州地方交通審議会の審議が終了いたしました。 

 最後に、議事次第６、九州運輸局次長挨拶でございます。九州運輸局次長の久保田秀夫

より、委員の皆様方に一言、お礼のご挨拶を申し上げます。 

【久保田九州運輸局次長】  九州運輸局次長の久保田でございます。本日の第１７回九

州地方交通審議会の閉会に当たりまして、一言御礼のご挨拶をさせていただきます。 

 大野会長をはじめ、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、

当審議会にご出席いただき、貴重なご意見、ご助言を賜りまして、まことにありがとうご

ざいます。本日、皆様方からいただきましたご意見等につきましては、事務局のほうで整
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理をさせていただきまして、今後の当局の運輸・観光行政にしっかりと反映をさせていた

だきたいと考えております。 

 いろいろお話が出ましたけれども、九州でも今後、東九州道の全通でありますとか、あ

るいは新幹線長崎ルートの開通といったエポックが予定されております。これを機会に、

議論の中でも出ましたけれども、２次交通の件を含め、九州運輸局としてどのような取り

組みをしていくべきか、今後勉強をさせていただきたいと思っております。 

 また、全国的には北陸新幹線の開通、あるいは北海道新幹線の開通といった話題もござ

います。その中で九州が決して埋没することのないように、我々も頑張っていろいろな情

報を発信してまいりたいと思います。 

 交通や観光の施策を実施していく上では、関係事業者の皆様、あるいは関係自治体の皆

様、それから関係行政機関、あるいは地域の住民の方々、皆様のご協力が不可欠でござい

ます。ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 最後に、審議会の委員の皆様方、それから臨時委員の皆様には、今後も変わらぬご支援

とご助言を賜りますことをお願い申し上げて、私の御礼の挨拶とさせていただきます。本

日は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、まことにありがとうございました。 

 

以 上 


