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KEYWORD

リアルジャパン リアル九州

素晴らしい日本の原風景

観光地で無い場所も大きな設備投資をせずに交流人口
を増やすことはできる!

観光は平和産業であり
我が国の有望な成長戦略

観光は裾野の広い産業。
観光は地域文化交流事業。
強みを活かして連携と共創!

交流人口を増やし日本経済に貢献する!



In seven prefectures in Kyushu, 
an international airport is located in all the prefectures. 

九州はすべての県に空港がある。しかも各県から国際線が飛ぶ。

九州の特徴
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人口の自然減・社会減によって生じる地域経済の縮小

→ 観光交流人口を増やすことで補完

資料：総務省統計局、観光庁資料等をもとに再構成

観光交流人口増大の経済効果（試算イメージ）

定住人口一人分の消費
（年間消費額＝約122万円）

＝

＝

外国人旅行者9人分
（一人1回＝約13.6万円）

国内宿泊旅行者24人分
（一人1回＝約5.2万円）
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九州 Earth 戦略とは?  九州・沖縄地方産業戦略

4

クリーン分野 Eneｒｇｙ & Environment

クリーンで経済的なエネルギーの供給拠点化
水素／地熱／洋上風力／海洋エネルギー/高効率
火力 次世代自動車の生産・開発拠点化
省エネルギー先導拠点の形成
アジアにおける環境・エネルギー関連産業の先導

医療・ヘルスケア・コスメ分野 Health

予防医療・健康増進サービスの産業創出
医療機器分野への参入促進・海外展開
先進医療・治療分野における新産業の創出
機能性・健康食品関連産業の活性化
化粧品関連産業の振興

農林水産業・食品分野 Agrculture

海外市場への展開促進
国内外の販路開拓・最適生産体制構築
九州ブランドの創設
物流・輸送システムの強化
事業規模の拡大・安定供給体制の構築
農村発の再生可能エネルギーの活用
農山漁村の振興

観 光 Tourism 

第二期九州観光戦略の確実な実施
・九州ブランドイメージ
・観光インフラ整備
・九州への来訪促進
・来訪者の滞在・消費促進
クールジャパンと連動した観光振興

豊かな自然を活かしグローバル（地球規模）な視点で課題に挑戦する九州地域の成長戦略。
４つの戦略分野が連携し持続的な発展を目指す。（九州 Earth 戦略）



九州観光推進機構とは…設立の経緯

※官民一体で具体的な施策を検討し、 実践的に取り組む

(2003年 10月28日 設立)九州地域戦略会議
理 念

九州はひとつ
理 念

九州はひとつ

九州観光戦略委員会 (2004年 1月26日 設立)
九州地域戦略会議
検討テーマ第１弾
九州地域戦略会議
検討テーマ第１弾

九州観光推進機構(2005年 4月22日 設立)

『九州観光戦略』を中核的に展開する、官民共同の常設実行組織

「九州はひとつ」
の試金石

九州観光振興のために九州が一体となって取り組む施策「九州観光戦
略」が2004年10月取りまとめられ、戦略を展開するうえでの実行組織
として官民の協力の下に「九州観光推進機構」が設立されました。

九州地方知事会と九州の経済団体からなる九州地域戦略会議にて
「九州はひとつ」の理念のもと、九州の自立的かつ一体的な発展に向
けた取り組みとして九州観光戦略の策定を決議しました。

2014年4月一般社団法人化
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機構の取り組みの一例
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九州７県合同で全国大都市にて実施
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡。
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九州各地の観光ガイドが毎年一同に集まり、
事例共有や研修を実施
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九州の空港に離発着する１４社が連携して九州をPR

「ＨＫＴ48」を応援隊長に任命して話題となった「空行け！九

州」、今年も地元アイドル【天使過ぎるアイドル「橋本環奈」さん
率いるRev.from DVL】を応援隊長に迎え羽田空港でオープニ
ングイベントを開催!



九州の独自性・優位性を活かし、九州を「東アジアの観光客が気軽に何度でも訪れる国際観光地」とする国家戦略に
より、東アジアの海外旅行客のボリュームゾーンを獲得し、日本の観光立国推進に貢献する。

九州アジア観光アイランド総合特区への取り組み

解決策

政策
課題

政策
課題

■2012年9月九州アジア観光アイランド総合特区(地域活性化総合特区)を以下の内容で内閣府に申請。
⇒2013年２月指定 ⇒2013年６月 計画認定された。

9



特区ガイド（地域活性化総合特別区域通訳案内士）の養成

「九州アジア観光アイランド総合特区」の認定により、国家試験を受けることなく、
地域活性化総合特別区域の特性に応じた中国語・韓国語の通訳案内に関する
研修を修了し、登録を受けることにより、九州域内で、有償で外国語を用いた通
訳案内を行うことができるようになった。

＜研修内容＞

語学研修、九州観光の概要、実務研修（模擬バスツアー）、

旅程管理、救急救命、ホスピタリティ等

⇒全ての研修を履修した受講生に対して、口述試験を実施

＜研修内容＞

語学研修、九州観光の概要、実務研修（模擬バスツアー）、

旅程管理、救急救命、ホスピタリティ等

⇒全ての研修を履修した受講生に対して、口述試験を実施

合格者数137名
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○2005年～13年 はじめて「九州が一体となって」観光に取り組む

○2014年～23年 観光産業を九州の基幹産業とする10年

＜第二期九州観光戦略の中間(2016年)と10年後(2023年)の目標＞

＜九州一体で取り組む必須対策＞

・訪日インバウンド(海外からのお客様)を飛躍的に拡大させる⇒国の成長戦略の伸びよりも高い目標

・組織、人材、財源の強化

2期九州観光戦略骨子２０１４．４～

～観光産業を九州の基幹産業とする10年間へ向けて～

2期九州観光戦略骨子２０１４．４～

～観光産業を九州の基幹産業とする10年間へ向けて～
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2010年
（国）

2010年
(九州）

2016年
（国目標）

2016年
（九州目標）

国並みの伸び

2016年
（九州目標）

国以上の伸び
目標

2023年目標
（九州目標）

訪日外国人 1.3兆円 961億円 3兆円 2,142億円 2,301億円 6,406億円

国内宿泊 16.1兆円 16,027億円 18兆円 17,964億円 19,191億円 21,555億円

国内日帰り 5.1兆円 3,989億円 6.5兆円 5,106億円 5,564億円 6,574億円

観光消費計 22.5兆円 2.1兆円 27.5兆円 2.5兆円 2.7兆円 3.5兆円

経済波及効果 49.4兆円 3.3兆円 ― 3.9兆円 4.2兆円 5.4兆円

雇用効果 424万人 27.9万人 ― 33.6万人 36.1万人 46.6万人

訪日外国人数 861.1万人 100.1万人 ― ― 188.7万人 440.6万人

延べ宿泊者数 3億5千万人泊 3,653万人泊 ― ― 4,566万人泊 6,510万人泊



第２期九州観光戦略骨子

資料：九州経済連合会 第二期九州観光戦略委員会

戦略Ⅰ 九州ブランドイメージ
１ 九州がはっきりと思い浮かぶイメージづくり
２ 様々なチャネルを通じた国別のイメージ浸透策

戦略Ⅱ 観光インフラの整備
１ ハード・ソフトのインフラ整備実現に向けた活動（ＬＣＣ誘致、ＣＩＱ迅速化）
２ 規制緩和・制度改定（中国人ビザ、特区ガイド）
３ 観光人材育成（地域観光ボランティア）
４ 各地の観光資源・ホスピタリティの強化（景観づくり、６次産業化）

戦略Ⅲ 九州への来訪促進
１ 海外インバウンド誘客（国別・都市別・マーケット別）
２ 国内誘客（マーケット別、テーマ別）
３ 国内・海外誘客共通 ・対象市場の明確化、市場把握・分析及び戦略構築

・運輸、旅行事業者等との協力
・広報戦略（特にウェブの活用）、メディア活用
・ＭＩＣＥ（企業ミーティング、イベント）の誘致

戦略Ⅳ 来訪者の滞在＆消費促進
１ 広域観光ルート開発（二次交通整備）
２ 通過型から宿泊滞在へ（地域イベント・夜のイベントの商品化、

ナイトメニューの開発）
３ 単泊から連泊へ（滞在型イベントの誘致） 12



九州のブランドイメージ戦略

◎九州の温泉資源の強み(情報発信に活かす）◎

・源泉数日本一）日本の温泉源泉数のうち、

３分の１以上が九州にある

・湧出量日本一）日本の温泉湧出量のうち、

４分の１以上が九州にある

・日本唯一の「天然」砂むし温泉がある

・日本で特に人気の高い温泉が多い

■ 温泉を入り口に、九州各地の自然や食など他の観光素材に広がりを持たせて発信

■ ロゴマーク・キャッチコピーは、九州全体で使用し、海外での九州の認知を高める

■ さらに、国別に細かくターゲットを設定し、情報発信

■ 温泉を入り口に、九州各地の自然や食など他の観光素材に広がりを持たせて発信

■ ロゴマーク・キャッチコピーは、九州全体で使用し、海外での九州の認知を高める

■ さらに、国別に細かくターゲットを設定し、情報発信

＊九州観光のロゴマーク・キャッチコピー＊

■戦略の基本概念：温泉を『入り口』に九州を海外に浸透させる
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入国外国人数推移 九州 年報値

※法務省出入国管理統計より (単位 人)九州観光推進機構にて集計 2013年は月報計
※九州計に１４条適用一時上陸者含む※１４条適用は、出入国管理及び難民認定法第１４条の許可による上陸。2012.6月から一部大型クルーズ上陸許可に適用。※JNTO推計とは異なる

大震災
リーマン
ショック

機構設立
第一次戦略スタート

100万人
達成

115
万人

九州地域
戦略会議

九州観光
戦略委員会

125万人

14

39万人

１６６万人
突破



国籍別外国人入国者数 九州

15

２０１３九州

※法務省出入国管理統計より 九州観光推進機構にて集計 (単位 人)    ※中国合計は中国+中国[その他]
※中国（その他）は中国国籍を有する者で，中国及び中国〔香港〕を除く政府（例えば，シンガポール，マレーシア等）が発給した身分証明書等を所持する者。
※九州計に１４条一時上陸者含む※１４条適用は、出入国管理及び難民認定法第１４条の許可による上陸。2012.6月から一部大型クルーズ上陸許可に適用。※JNTO推計とは異なる

九州は韓国
から６割



・1989年 韓国人の海外旅行自由化
当初は東京～箱根・熱海～大阪・京都・・ゴールデンルート

・1990年日本への韓国人観光客は９７.９万人
九州へは ９.８万人(シェア10.0％）

・2004年日本入り込み 177.５万人。
九州へは 34.4万人（シェア 19.4％）

韓国は九州観光産業にとっては最大のインバウンド市場
プロモーション素材は温泉とゴルフだった

・2008年頃30代の働く女性（ゴールドミス）を対象 「LOHAS九州」

・2010年頃から、トレッキングや登山を中心としたメニューに・・・

同時に「済州オルレ」に注目

韓国プロモーションの推移
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済州オルレとは

韓国・済州島の方言で「家に帰る細い道」
済州の魅力を再発見させるために（社）済州オルレが提案したトレッキングコース

○韓国ではオルレの認知度は非常に高く、現在リピーターも多い。
○済州オルレは地元ボランティアが400人以上おり、運営を支えている。

（ガイド・コース整備・グッズ作成 等）
○韓国国内の年間済州訪問の700万人中25％程度が済州オルレへの参加が目的である。
○オルレ参加者は富裕層から若年層まで広範囲に及んでいる。
○単なるトレッキングではなく、コース毎にテーマ性がある。
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第四次コース

平戸コース

天草・松島
コース

霧島・妙見コース

高千穂コース

九州オルレ

Kyushu Olle

九重・やまなみコース

天草・維和島
コース

指宿・開聞
コース

唐津コース

奥豊後コース

武雄コース

嬉野コース

宗像・大島コース

第一次コース

第三次コース

第二次コース

九州全県に拡大！今年度１5コースへ
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別府コース

八女コース

天草・苓北
コース
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武雄コース



20
20

唐津コース
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高千穂コース

21

奥豊後コース

平戸コース九重・やまなみコース
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ごみ拾いしながら歩くオルレイベント参加者



業 務 提 携

西日本新聞

朝鮮日報

中央日報

毎日新聞

朝日新聞

成果１ 日韓で150回以上の報道。九州ブランド浸透に貢献
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成果２ 9万人を超える誘客実績

九州オルレ訪問者数 約9.7万人
※九州オルレ第一次コースオープン以来の通算訪問者数
（2012年3月～2014年11月）

韓国人 約6.5万人
※韓国で九州オルレを販売する旅行社の団体旅行客数に
個人旅行客数を加えたもの。

日本人 約3.2万人
※各コースを管理している市または観光協会が集計した
人数。集計方法は各市・観光協会により異なる。
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1ヶ月当たり訪問者数

期間 韓国人 日本人 合計
韓国人
1ヶ月当

日本人
1ヶ月当

合計１ヶ月
当たり

Ⅰ 2012.03～2014.03 ２５ヶ月 40,960 16,420 57,380 1638.4 656.8 2,295

Ⅱ 2014.04～2014.07 ４ヶ月 9,160 7,160 16,320 2290 1790 4,080

Ⅲ 2014.08～2014.11 ４ヶ月 15,100 8,580 23,680 3775 2145 5,920

合計 ３３ヶ月 65,220 32,160 97,380 16305 8040 2,951



成果３ 観光地以外での観光資源開拓の実現

観光地と思われていなかった場所に(上天草市維和島地区など)たくさんの
韓国人観光客が来訪
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成果4 県市町を超えて連携

コースのある市町同士の連携により、合同のプロモ―ションや交流が増え
た。韓国の来訪者も2コース以上続けて歩いている。
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成果5 国を超えて民間レベルでの交流が促進

済州島と九州オルレコースのある地域との民間
レベルでの交流が促進。

オルレが縁で熊本県上天草の皆様が済州島の地域婦人
会の皆様に「みかん餅」の作り方を伝授しているシーンを
全国紙である朝鮮日報が報道。 27



成功要因

•市場の目線重視（韓国人目線、女性目線、デザイナー目線）
•安易にコース化しないブランド管理

•何よりも、お客さんを迎える地元の熱意、おもてなしの気持ち

８０歳のおばあさんがアンニョンハセヨと
手を振る

地域の皆様が作ってくれた「かかし」
記念撮影スポットに。

地域への誇り 地域の良さ再認識

忘れ去られていた古道がよみがえる

民有地を快く通してくださった地域の皆様 28

地元の方がトイレを提供
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次々と生まれるトピックス

韓国済州島からの訪問団80名が8/3~7まで「九州オルレを歩く」を
テーマに上天草、唐津を訪問。 地元 中学生と交流、約170名でオル
レコースをいっしょに歩いた。

無人駅の朝地駅に
オルレの観光案内
所ができ話題に！

楊平の水の音の道と九州オルレ天
草コースが友情の道提携。



広報戦略（SNSの積極的な活用）

九州各地の魅力あふれる
美しい写真を通じて共感

■九州観光推進機構FB：約５.５万人のファン、１投稿に20万人超のリーチ獲得も!

海外用
Facebook

30
ターゲットセグメントの写真の質、アップする時間帯などの地道な工夫を
重ねた取り組みでファン数増に成功。
台湾、香港在住者が急増。







2014年機構Facebookから振り返る





■ニーズは大きく変化

35

単なる物見遊山 ⇒ 体験する、味わう
マスで広告 ⇒ ターゲットを絞る エッジの立ったPR

例 工場夜景、歴女、ご当地グルメ

目的地までのプロセス自体
が輝く観光素材に。



地域の方がみなさま手を振っ
てお見送り

地域全体でおもてなし

来訪者が感動 SNSで発信

地域の方がみなさま手を振っ
てお見送り

地域全体でおもてなし

来訪者が感動 SNSで発信

特急 「指宿のたまて箱」



イベントリスクの多い観光といわれるが。。

観光は平和への架け橋
人口減少と少子高齢化の進む日本経済にとって

観光は有望な成長戦略

http://www.welcomekyushu.jp/
https://www.facebook.com/visitkyushu

皆様とのご縁に感謝するとともに、
ぜひ交流人口拡大に向けて、日本の未来のために
これからもどうぞよろしくお願い致します!
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