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4．福岡県の魅力再発見について 

 

前述しましたが、我が会派は、先般、全国 4,168 人と

福岡県民 2,000 人に観光と移住・定住及びビジネスエリ

アとしてのイメージに関するインターネット調査を実施

しました。 

本調査の眼目の一つに、「観光・定住策・企業誘致策

に関わる全国と福岡県の意識を把握し、それらを総合し

た『福岡県の魅力』を明らかにする」というものですが、結果として以下の

興味深い事柄が浮かび上がりました。 

一つは、福岡県の全国におけるプレゼンスの確かさです。観光・定住策・

企業誘致策の総合評価指標において、3 項目ともトップ 10 にランキングされ

たのは、北海道・沖縄県・京都府・大阪府・東京都・神奈川県そして福岡県

の 7 都道府県のみです。要約するとトップ 7 は 2 大都市圏と 3 大観光地と福

岡県となっています。 

二つ目は、九州・沖縄地方における福岡県の圧倒的な優位性です。特に定

住と企業誘致ではトップであり、詳細イメージでも、定住策では 6 項目中 4

項目で 1 位、2 項目で 2 位、企業誘致では 10 項目中 7 項目で 1 位、3 項目で

2 位となっています。九州・沖縄の各県民が意識レベルで、福岡県へ極めて高

い評価を与えていることは、今後の各県との連携のより所となると思われま

す。 

また、観光・定住・企業誘致の促進において、求められることに共通項が

多いことが分かりました。それは「食」、「成長性」、「交通網等のインフラ整

備」です。これら 3 つは、キーワードとして密接に関連しており、観光を

「楽しむ」、定住を「集う」、企業誘致を「営む」と言い換えれば、『楽しみの

ある所に人は集い、人が集うところには営みが生まれ、営みによって楽しみ

が生み出される』と言えます。これが好循環を生んでいる数少ない地域であ

り、幸い福岡県はそれに属しています。 

それでは調査項目に従って説明します。 

はじめに観光についてです。 

全国で都道府県の観光に関するイメージを聞き、ランキングを集計しまし
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た。総合的な評価指標として設定した「魅力があって行ってみたい観光地が

ある」では、北海道が 57％で 1 位、2 位は沖縄県の 45％、3 位京都府、4 位

大阪府、5 位東京都で、福岡県は 6 位で 21％と上位にランキングされていま

す。 

その他の質問 7 項目中、福岡県は「伝統文化や祭りが魅力的」、「食べ物が

おいしい」、「買い物が楽しい」、「施設や商店のサービスが行き届いている」、

「住民の人情や風土が魅力的」の項目で 10 位以内に入っており、特に「食べ

物がおいしい」は、大阪を僅差で抑えて、北海道に次ぐ 2 位と高い評価を得

ており、「食は福岡」というイメージが定着していることがうかがえます。 

県内の主要観光地の全国での認知度を見てみますと、「太宰府天満宮」が

65％で最も高く、次いで「福岡 PayPay ドーム」が 56％、「中洲」、「福岡・

博多の屋台」、「天神」と続きます。 

また、県内の行事や祭りの全国での知名度は、「博多どんたく」が 67％で

際立って高く、次いで「博多祇園山笠」が 39％となっています。 

再訪問意向は「太宰府天満宮」が 18％で最も高く、次いで「天神」、「中

洲」、「福岡・博多の屋台」の順となっています。これは、太宰府と福岡市内

都市観光が福岡県観光の 2 本柱であることを示しており、県内各地の観光地

がまだまだ認識されておらず、PR の必要性を強く感じるところです。 

一方で、評価が低かったのは「自然が豊かで、景観に恵まれている」の 40

位、「歴史が深く、貴重な史跡などが多い」が 22 位となっております。 

歴史や史跡で上位にランクされたのは、京都府や奈良県です。そして、歴

史が比較的に新しい北海道が 6 位に、また出島やグラバー亭など近世のもの

が主である長崎県が、福岡県よりも上位に位置しており、太宰府や世界遺産

の「宗像・沖ノ島」を擁する福岡県民としては釈然としない結果となってい

ます。 

本県には、「明治日本の産業革命遺産～製鉄・製鋼、造船、石炭産業～」と

「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の 2 つの世界遺産が所在します

が、その構成資産別の調査によると、全国の知名度は、「沖ノ島」が 31％で

最も高く、「官営八幡製鐵所」が 28％、「三池炭鉱」、「宗像大社」が続き、さ

らなる知名度向上が課題となっております。  

また、「福岡県の観光振興指針に関する調査」においては、50％の方々が、
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「旅行者の県内各地への来訪促進」を最も推進するべきと回答しています。 

県内の一部の地区に集中している、来訪者及び宿泊者を、県内各地域へ周

遊させる取り組みに対する、県民の期待の高さがうかがえるところであり、

これはまさに、アフターコロナを見据えた、「新しい旅のスタイル」として求

められているものであります。 

そこで知事に 3 点お尋ねいたします。 

調査結果からもわかるとおり、県内に数多く存在する魅力的な観光資源

が、全国的にはほとんど知られていない状況にあります。このような観光資

源をもっと積極的に PR していく必要があると思われますが、知事のお考え

をお聞かせください。 

また、本県が誇る「明治日本の産業革命遺産」と、「『神宿る島』宗像・沖

ノ島」の 2 つの世界遺産について、まずは認知度を向上させたうえで、来訪

者を増やしていく必要があると思いますが、お考えをお聞かせください。 

3 点目に、県内の一部の地区に集中している旅行者を、県内各地域へ周遊さ

せるためには、県内各地に、福岡都市部や太宰府市に次ぐ「魅力のある新た

な観光地」を作っていくことが重要だと考えます。県では、具体的にどのよ

うな取り組みを行っているのか、また、今後、どのように進めていかれるの

か伺います。 

次に、移住・定住についてです。 

総合的な評価指標である「住んでみたい」では、最もスコアが高かったの

は沖縄県で、2 位は北海道と東京都、4 位神奈川県、5 位京都府で、福岡県は

6 位となっています。その他は「食や景観などの自然環境に恵まれている」6

位、「教育環境が良い」9 位、「都市部周辺のベッドタウンが整備されていて、

交通の便も良く住みやすい」が 7 位、「経済活動が全般的に活発で、発展性が

あり就業機会が多い」が 6 位と高評価を得ていますが、「治安が良い」のみ

が、37 位と厳しい結果になっています。 

九州・沖縄で福岡県に「住んでみたい」と回答した人が 30％と高いスコア

を示しており、九州・沖縄での福岡県の強い存在感が現れた結果となってい

ます。また、中国・四国で福岡県が同地方で、広島より上回っていることに

も注目すべきであると思います。 

そこで、４点目の質問として、福岡県では福岡市内と東京都に「ふくおか
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よかとこ移住相談センター」を設置し、首都圏を中心に、移住促進に取り組

まれています。これらは成果を上げていますが、評価指標である「住んでみ

たい」のスコアを地域別にみると、高い順に「九州・沖縄」、「中国・四国」、

「近畿」となっており、首都圏以外にもしっかりとニーズがあることがわか

ります。 

そこで今後は、首都圏に限らず、幅広い地域からの移住策もより強化すべ

きと考えます。現在、しっかりと取り組んでおられることとは思いますが、

改めて、これまでの取り組みと、今後の進め方について伺います。 

なお、福岡県では「住みやすい・住んでみたい」が 76％と、県民の満足度

はかなり高いように見受けられます。しかし、これを県内地域別に見ると、

大きな差があることが分かります。 

この県内格差は県の総合的な発展のためにも是正すべき課題と言えます。 

この項のまとめとして、今回の調査の結果、この恵まれた状況は県民の不

断の努力と知恵によるものですが、今後も課題の解消と優位性の深化を図る

必要があります。 

具体的には、県内格差の解消・治安の改善などの広報活動が必要です。各

施策は各々の部署で推進され、相互に関連しており、全体を企画・調整する

部署若しくは組織が重要です。特に全体を包括する『福岡県の魅力』のブラ

ンディングが今後必要だと思います。 

また、そこには、県民が本調査で推進すべき企業誘致策の 1 位に挙げてい

る「若い人材の育成」が長期的には欠かせないものになると考えます。 

 

【服部知事の答弁】 

⑴ 県内の魅力ある観光資源の PR について 

県では、県の観光ホームページ「クロスロードふくおか」において、トッ

プページに「桜」、「キャンプ場」といった季節に応じたコーナーを設けて、

県内の観光情報を紹介しています。 

また、インスタグラムを活用したプロモーション「ディープフクオカ」に

おいて、地元の人にしか知られていない魅力ある観光資源、例えば篠栗九大

の森や浮羽稲荷神社などを発信し、誘客に繋げてきたところです。 

昨年度は、さらに、これまで取り上げてこなかった隠れた観光スポットを
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旅行者目線で紹介した観光 PR 動画「ふくおか避密の旅」を制作しました。

この動画では、「女子旅」、「家族旅行」といったストーリーの中で、「北九州

の鮨」、「岡垣町でのサイクリング」などを紹介しました。テレビ CM や SNS

などにより発信したところ、動画再生数は 200 万回を超えました。 

今年度も、引き続き「ふくおか避密の旅」として、全国の方にも知っても

らいたい県内の魅力ある観光スポットを盛り込んだ観光 PR 動画を制作し、

多くの方に本県の新たな魅力を届け、誘客を図ってまいります。 

 

⑵ 世界遺産の認知度向上と来訪促進について 

世界遺産は、国や民族を超えて人類が共有すべき遺産であり、かけがえの

ない財産です。この素晴らしい遺産を、確実に将来に引き継いでいくため、

世界遺産としてふさわしい資産の保存を行う一方で、その価値を発信し、地

域振興、地域活性化を図っていくことが重要であると考えます。 

県では、これまで地元関係市と連携し、世界遺産の価値を分かりやすく伝

える映像や展示、多言語による紹介動画などを制作し、ガイダンス施設やウ

ェブサイトで幅広く情報発信するなど、認知度の向上に取り組んできまし

た。 

また、沖ノ島を船の上から遥拝する遠望船の運航や遺産群を周遊するバス

ツアーの開催などにより、来訪を促進してきました。 

今年度は、   

◇「明治日本の産業革命遺産」の構成資産を有する自治体と連携し、世界

遺産としての価値をウェブ上で一堂に紹介するデジタル企画展の開催 

◇「富士山世界遺産センター」や「堺市博物館」等と連携した「『神宿る

島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」のプロモーションの実施 

◇両世界遺産の構成資産や関連施設をめぐっていただく世界遺産スタンプ

ラリーの開催 

など、新たな取り組みを進め、認知度向上と来訪促進に取り組んでいきま

す。 

 

⑶ 旅行者の県内各地への周遊促進について 

県内各地へ旅行者が周遊するためには、点在する観光資源をテーマでつなぎ
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合わせた広域ルートを設定し、「食べる」、「遊ぶ」、「泊まる」を一体的に楽しめ

る、新たな観光エリアを創り出していくことが重要です。 

県では、昨年度から、「筑前玄海」、「八女・筑後」など 4 エリアにおいて、市

町村や観光協会等と連携し、食や自然、歴史・文化などをテーマとした、体験

型旅行商品の造成に取り組んできたところです。 

その結果、「宗像市大島で大自然を感じる乗馬体験」や「久留米絣工房でのマ

スクの藍染体験」など、28 件の体験商品を造成し、このうち 13 件は、大手旅

行会社が順次販売を行っているところです。 

今年度は、4 エリアの特色をさらに引き出すため、「筑前玄海」であれば「海

の資源」、「八女･筑後」であれば「工芸」というように、より具体的なテーマを

設定する考えです。 

そのうえで、①食の新メニューや新たな工芸体験といった魅力ある商品づく

り、②古民家を活用した個性ある宿泊施設の整備などを支援し、エリアの魅力

を高めてまいります。 

これらの取り組みにより、旅行者により長く滞在していただけるような新た

な観光エリアを創り出し、観光消費の拡大につなげてまいります。 

 

⑷ 移住・定住のこれまでの取り組みと今後の進め方について 

県では、平成 28 年度に東京と福岡に移住相談窓口「ふくおかよかとこ移住

センター」を設置し、専任の相談員が、各市町村における仕事や住宅、子育て

支援等に関する情報を一体的に提供し、相談者のニーズに応じたきめ細かな対

応を行っています。 

また、県が設置した「移住定住ポータルサイト」においても、本県への移住

に関する様々な情報を全国に発信しているところです。 

これらの取り組みにより、センター開設以来、これまで 452 組 813 人がセ

ンターを通じて本県への移住の決定をされています。 

移住元別の内訳では、関東圏が 325 組 601 人、その他九州、関西をはじめ全

国から 127 組 212 人となっています。 

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした「新しい働き方」の広がりに

より、都会から地方への新たな人の流れが生まれつつあります。 

この新たな動きをしっかりと受け止め、「選ばれる福岡県」を目指して、今年
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度から新たに、 

①東京事務所に専任の職員を配置して、企業や団体に対する積極的なプロモ

ーションを実施する 

②24 時間 365 日の問い合わせに対応するため、自動で返答できる「AI チャ

ットボット」を導入する 

③国の「地方創生テレワーク交付金」を活用し、本県内でテレワーク環境の

整備に取り組む事業者の支援を行う 

など、相談体制や取り組みを強化してまいります。 

さらには、首都圏以外の移住希望者にむけた取り組みも強化するため、今年

度から新たに、①大阪で移住相談会を開催するとともに、②移住支援金の支援

対象を首都圏からの移住者だけでなく 3 大都市圏に拡大するなど、全国からの

一層の移住促進を図っていく考えです。 


