
 －1－ 

第109回 中部圏知事会議 

 

                 日 時：平成30年11月５日（月）13:30 ～ 15:40 

                 場 所：ホテル日航金沢「鶴の間」 

 

１ 開     会 

【司会】 定刻となりましたので、ただいまから第109回中部圏知事会議を開催いたします。 

 会議に先立ちまして、報道関係の皆様にお願いを申し上げます。知事席周辺での撮影は、

座長が選出されるまでの間といたします。以降の撮影は、記者席からお願いをいたします。 

 本日の出席者でございますが、石井富山県知事、谷本石川県知事、西川福井県知事、大

村愛知県知事、鈴木三重県知事、太田長野県副知事、神門岐阜県副知事、土屋静岡県副知

事、由布滋賀県副知事、廣澤名古屋市副市長の皆様の御出席となっております。 

 

２ 開催県知事挨拶 

【司会】 それでは、開会に当たりまして、開催県であります石川県の谷本知事から御挨

拶をお願いしたいと思います。 

【谷本石川県知事】 それでは、一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 この石川県での中部圏知事会議、本来ですと昨年の開催ということでありましたが、昨

年は台風21号の接近というのがございまして、知事さんの参加がとてもできないと、こう

いう状況でありましたのでやむを得ず中止ということになりましたが、今年はそういう天

候でもなく無事開催できたことを大変嬉しく思っております。 

 この中部圏知事会議を石川県で開催しますのは平成24年の11月以来ということでありま

すから６年ぶりということになるわけでありまして、この６年間で、石川県で一番大きな

変化は何かといえば、何といっても北陸新幹線の金沢開業ということに尽きるのではない

かと思います。石川県にとりましては、まさに100年に一度あるかないかの大きな出来事で

ございました。もう早いもので開業から４年目を迎えておりますけれども、新幹線の利用

者は当初の予想を大きく上回る開業前の約３倍の水準を今も維持をしておりまして、ＪＲ

東日本からは既に首都圏からの大きな人の流れとして定着をしたのではないか、こんな評

価もいただいているところでもございます。 
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 そして、開業前には我々が想定をしていなかった効果も現れておりまして、とりわけ東

北地方からのお客様が開業前の1.8倍ということで大幅に増えているわけであります。これ

は大宮で乗り換えをしますと仙台―金沢が３時間半で結ばれると、これはかなり大きな影

響を与えておるのでないかと思いますので、今では東北と北陸を結ぶ直通新幹線も走行し

ておりまして、これがまた大変御好評でありまして、平成28年度には仙台発が初めて運行

され、昨年度には仙台発、金沢発の双方向の運行がございました。今年度は福島発という

新たなパターンが加わったのと、秋だけではなく春にも双方向、複数回の運行が実現をい

たしているというところでもございます。 

 そして、新幹線開業と相前後する形で金沢港の発着のクルーズの寄港数が大幅に増加い

たしております。その乗船客の約４割が首都圏の方ということも判明をしてまいりました。

新幹線とクルーズを組み合わせた「レール・アンド・クルーズ」という新たな旅行形態も

生まれてきておると、こんな状況でもございます。 

 そして、開業に伴います北陸、石川県の注目度の高まりを背景に80社近い県外企業が支

店、営業所を開設されるなど経済面でも大きな効果が出ているわけでありますし、また時

間距離が大幅に短縮をされたということもございます。子育て環境が充実しているという

魅力も改めて認知をされまして、子育て世代の方々の移住の増加にもこれがつながってい

るということでありますから、ことは観光ということだけでなく、多方面に想定を超える

効果が出ておると、こう申し上げて差し支えないと思います。 

 こうしたさまざまな新幹線の効果を見ますと、北陸新幹線はまさに人やものの交流を盛

んにし、地方創生の大きな原動力になる優良な社会資本であることを改めて私どもは実感

をいたしておるところであります。 

 本県で新幹線開業後、外国人観光客が開業前の２倍ということで飛躍的に増加いたして

おりますが、２年後には東京オリンピック・パラリンピックが開催されるわけであります。

その際には、我が国に多くの外国人の方が御訪問されることが当然見込まれるわけでござ

いますので、中部圏においても多くの外国人観光客を呼び込み、各県市が持つ魅力を全世

界に向けて発信をしていく最大のチャンス到来だというふうに考えるわけであります。 

 今回の会議では、協議課題として本県から「東京2020オリンピック・パラリンピックを

見据えた訪日外国人誘客・広域観光について」というテーマを設定をさせていただきまし

た。 
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 限られた時間ではございますけれども、本日は各県市の取り組みを御紹介いただくとと

もに率直な意見交換を行い、有意義な会議になればと、このように思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【司会】 どうもありがとうございました。 

 

３ 会 長 挨 拶 

【司会】 続きまして、中部圏知事会会長の大村愛知県知事から御挨拶をお願いいたしま

す。 

【大村愛知県知事】 皆さん、こんにちは。愛知県知事の大村です。 

 それでは、私からも一言御挨拶を申し上げます。 

 昨年秋の中部圏知事会議は、残念ながら台風ということで中止になりまして、また一年

越しでこうして石川県さんで御準備をいただいたことに心から感謝を申し上げたいと思い

ます。 

 また、先ほどは金沢城公園を谷本知事先頭にといいますか、谷本知事が一番詳しく御説

明をいただきましてありがとうございました。大変、頭の中に全部入っているというのが

よく分かりました。ありがたいことでございます。改めて金沢城を始め金沢のまちがすば

らしく賑わっていると、またすばらしい文化と伝統で溢れているということを、その一端

でありますけれども触れることができまして、大変ありがたく思っております。 

 また、これからも石川県さん、そしてまた金沢が発展されることを大いに御祈念、御期

待申し上げたいと思います。 

 さて、今年は大変災害の多い年でございました。大阪の北部地震から西日本の豪雨、そ

してまた９月は台風21号、24号、そしてまた北海道胆振地震ということでございました。

各地区で大きな被害、災害がありまして、私ども愛知県、愛知から静岡にかけては停電が

長かったので結構大変でございましたけれども、そんなことも含め、改めてやはり災害に

対する対応、これを広域で連携をしてやっていこうという必要があるかということを思っ

た次第でございます。また、中部９県１市で連携をして、防災・減災、しっかりと取り組

んでいければというふうに思います。 

 また一つ、私どもトピックとして、10月12日に、実は、杉原千畝さんというのは７歳か

ら17歳まで名古屋におりまして、小学校と旧制県立五中学校を出ておりまして、今の県立
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瑞陵高校というところでございますがそこを卒業しておりまして、そこにポケットパーク

で杉原千畝さんの功績を称えるものを作ったらどうかということでいろいろ調べました

ら、瑞陵高校は空襲で一部が燃えたのですが書類が残っておりまして、いろいろ出てきた

ので、「杉原千畝広場 センポ・スギハラ・メモリアル」というのをポケットパークでオ

ープンをいたしまして、杉原千畝さんの等身大のブロンズ像と、そしてビザを渡したユダ

ヤ人家族、親子３人のものということで計４体のブロンズ像を作りまして、その後ろに、

外務省の外交史料館に杉原ビザリストという2,256人のビザリストがありますが、それを全

部陶板に焼きつけて、全部名前が分かるように貼り付けたものをオープンしました。 

 そのブロンズ像は、富山県高岡市の楢原北悠先生にお願いをして、御遺族からお借りを

した写真をベースにして、そしてユダヤ人の家族の方は、アメリカのホロコースト記念博

物館から写真をお借りして、楢原先生の創作でブロンズ像を１年かけて作っていただきま

して、御遺族にも来ていただいたのですが、「今にも父が動き出しそうです」というふう

に本当に喜んでいただきました。本当に心から感謝申し上げたいと思います。 

 10月11日は八百津町長さん、岐阜県古田知事にもお越しをいただきましたが、岐阜県八

百津町さん、そしてまた福井の敦賀市さんなどなど、また一緒に連携しながら、この人道

の功績を後世に伝えていければというふうに思います。 

 さて、今日は石川県さんからの御提案によりまして、東京オリパラを見据えた訪日外国

人誘客と広域観光というテーマで議論させていただくわけでございます。石川県さんは大

変、北陸新幹線で活気を呈しているというお話を先ほどお伺いをいたしまして、すばらし

いことだなと思います。 

 また、2020年に向けてさらに様々に取り組んでいくことがあろうかと思いますので、ま

た皆様と一緒に認識を共有し、そして有意義な実りの多い会議になりますことを心から御

祈念といいますかお願いをさせていただきまして、冒頭挨拶とさせていただきます。 

 今日はひとつよろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

【司会】 どうもありがとうございました。 

 

４ 座 長 選 出 

【司会】 それでは、早速ですが会議を進めてまいりたいと存じます。 
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 会議の座長につきましては、関連により、開催県の知事にお務めいただくことになって

おりますので、谷本石川県知事さんにお願いしたいと存じます。 

 知事さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、報道関係者の皆様、これ以降の撮影につきましては記者席からお願いを申し上げ

ます。よろしくお願いします。 

 

５ 議     事 

【谷本座長（石川県知事）】 それでは、慣例により座長を務めさせていただきたいと思

います。 

 本日の会議については、記者会見等の都合もございますので、15時40分の終了を予定し

ております。皆様方の御協力をお願いをしたいというふうに思います。 

 

（１）協議話題 

   東京2020オリンピック・パラリンピックを見据えた訪日外国人誘客・広域観光につ 

   いて 

【谷本座長】 今回の協議課題でございますが、本県から提案をさせていただいたという

経過もございますので、私の方からまず提案の趣旨と石川県の取り組みについてあわせ御

説明を申し上げたいと思います。 

 国のほうでは、成長戦略の柱として「観光立国」を据え、東京オリンピックの開催年で

ある2020年の訪日外国人旅行者数を4,000万人と設定し、海外誘客の拡大に向けた取り組み

を進めておられるわけであります。 

 本年９月末までの訪日旅行者数は、前年同期比で1.1倍の2,300万人ということのようで

ありまして、今年も昨年を上回る状況が推移をしておると、このように承知をしておりま

す。 

 こういう中で、私どもの中部圏、それぞれの地域に多彩な観光資源を有することに加え

まして、先ほどもお話申し上げました平成27年３月の北陸新幹線の金沢開業を始め高速道

路、東海北陸自動車道、中部縦貫道、東海環状自動車道や、中部国際、小松、富山、静岡

の４空港、そして港湾などのいわば陸・海・空のインフラ整備も順調に進んでおりまして、

海外からの誘客に向けて、高いポテンシャルを有する地域だというふうに理解いたしてお
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ります。 

 外国人旅行者も御案内のように、県境を意識することなく広域的に周遊する傾向が日本

人に比べてさらに強いわけでありまして、このことは石川県が独自に行いました調査、こ

れは石川県へお越しになった外国人の方はほとんどが兼六園へ入られますので、兼六園で

いろんな調査をすることが可能なわけでありまして、本県を訪れる外国人観光客の８割の

皆さん方が中部各県を訪問しておられる、そんな実態も出てまいりました。残り２割が関

西の方へということになるわけでありまして、外国人観光客のこうしたニーズを踏まえま

すと、我々が広域的に連携していくということは重要であるというよりも、むしろ必然と

いうことになるんじゃないかというふうに思います。 

 こういう中で東京オリパラの開催までに２年を切ったわけであります。これまで以上に

海外誘客の拡大を図っていく必要があろうかというふうに思います。また、そのことが各

県市の活性化にもつながり、ひいては国が掲げる4,000万人の実現にも貢献していくことに

なろうかというふうに思います。 

 もちろん中部圏知事会ではこれまでも連携して、アジアを中心に外国人観光客の受け皿

の整備でありますとか、旅行博への出展、官民合同ミッションの派遣など、積極的な誘客

プロモーションを展開してきているわけでありまして、今回は改めて再確認の意味合いも

含めて、このオリパラを見据えた訪日外国人誘客、広域観光をさらに強力に進めていくこ

とを今回の協議のテーマとさせていただいた次第であります。 

 石川県が用意しております資料がございますので、それをご覧いただければと思います

が。 

 その１ページでありますけれども、石川県の外国人宿泊者数の推移でございますけれど

も、今からおよそ15年前、平成15年当時は約５万人でございましたけれども、その後順調

に増加しておりまして、とりわけ北陸新幹線の開業以降は、開業前の平成26年の約30万人

から昨年は過去最高の61万人と倍増しておりまして、今年も昨年を上回る状況で推移をし

ておるわけであります。特に金沢市内をお歩きになりますと外国人旅行者であふれ返って

おりまして、金沢駅から近江町市場やひがし茶屋街に至るまで外国人を見かけない日はな

いと言っても過言ではないと思います。まちの様子が大きく変貌していることを我々自身

も実感をいたしているところであります。 

 今、本県では今後、海外からのさらなる誘客拡大を図ろうということで、2025年までに
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100万人とする目標を掲げてさまざまな取り組みを進めておりますが、最初、計画を立てた

頃は、100万人というのは荒唐無稽な数字だという思いもございましたが、61万人という数

字を見ると、あながち100万人というのは荒唐無稽な数字ではない、達成ができるんじゃな

いかというそんな思いすらいたしているわけであります。 

 そして、資料２ページでございますけれども、まず１点目は北陸新幹線を活用した「新

たなゴールデンルート」の定着ということであります。 

 外国人旅行者が東京から京都、大阪を訪れる場合は、これまでは、東海道新幹線の「ゴ

ールデンルート」が主流でございましたが、外国人観光客の方の観光ルートの選択肢を広

げ、海外からの誘客をさらに促進をし、パイを広げていきますためには、現在のゴールデ

ンルートはもちろん大事でありますが、加えて北陸新幹線を利用して兼六園を始め松本城

や立山黒部アルペンルート、高山、白川郷、永平寺など海外においても高く評価されてい

る中部の観光地に立ち寄った後、京都、大阪を訪れる新たなゴールデンルートを定着をし

ていくということが重要ではないかというふうに思うわけであります。 

 こういう中で、ＪＲ東日本と西日本が今販売をしておられます北陸アーチパスというも

のでありますけれども、昨年度の１年間で前年比の1.1倍ということで１万6,000枚が販売

されております。ＪＲからは順調な販売実績だと、このような御説明を伺っているわけで

ありまして、こうした追い風も生かしながら、中部６県を含むこの北陸新幹線沿線の自治

体では今、ＪＲと連携をして、長期間日本国内を旅行される傾向にあるヨーロッパ、アメ

リカ、オーストラリアや、北陸新幹線に乗車すること自体が旅行の目的となり得る東南ア

ジアの個人旅行者などを対象に新たなゴールデンルートの定着に向けまして今取り組んで

いるところでありまして、海外旅行博への出展や海外の旅行会社やメディアの招聘なども

今行っているところでございます。 

 それからもう一つ加えて、本県の小松空港や富山空港、中部国際空港などを起点に、台

湾や香港などアジアからの旅行者が中部圏の観光地を周遊する、いわゆる「昇龍道」につ

いても、ＪＲなどの交通事業者や関係自治体が連携をして外国人向けに金沢と富山や白川

郷を周遊するお得な「昇龍道フリーバスきっぷ」とか「ＪＲ高山・北陸エリア周遊きっぷ」

を活用した誘客にも取り組んできたところでございます。 

昨年の実績では、それぞれの切符が前年比1.3倍、1.4倍という形で利用が増加をしてい

るようでありまして、引き続き個人旅行者向けに中部の魅力ある観光資源の発信を図るた
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めに、中国や香港といった東アジアや東南アジアなどのメディア関係者を招聘して今情報

発信を行っているところであります。 

 こうした取り組みもございまして、新幹線開業前の平成26年と開業後の平成29年では本

県の外国人全体の延べ宿泊者数が2.1倍に増加をいたしておりまして、その中でも東アジア

は1.8倍、東南アジアは2.5倍、さらに欧米、オーストラリアについては外国人全体を上回

る2.7倍という形で増加いたしております。 

 そして、資料の３ページをご覧いただきたいと思います。 

 ２点目は、いわゆるオセアニアからの誘客ということでありまして、本県では北陸新幹

線の開業を機に、冬スキーを目的に北海道や長野県を訪問されるオーストラリアからの観

光客に、スキーを楽しんだ後、金箔等の工芸体験、和菓子づくり体験など日本らしい文化

体験をしていただこうということで、平成27年度以降、毎年、シドニーのスキー博覧会に

出展をするなどしましてアフタースキー客の誘致に努めてまいりました。 

その結果、こうした取り組みの前の平成26年度の冬にはわずか800人でありましたオース

トラリアからの入り込みが、平成29年度にはまだまだ数は少のうございますけれども約３

倍の2,400人ということになりまして、まだまだこれは増加が見込めるのではないかという

ふうに思うわけであります。 

 加えて、来年はラグビーのワールドカップが日本で開催されるということでもございま

す。愛知県、静岡県も開催地ということになっておるわけでありますが、ラグビーの世界

で最強豪国はどこかということになりますとオーストラリア、ニュージーランドというこ

とになるようでありまして、そこから当然多くの応援団が日本へお越しになるということ

であります。決勝まで残るということになるわけでありますから、一月近く応援団は日本

国内に滞在されるという可能性が大きいわけでありまして、先般、私どもこの両国を訪問

しまして、現地の旅行会社に対しまして伝統工芸とか伝統芸能、食文化といった日本らし

さが集積する石川県の魅力をアピールすると同時に、白川郷や立山黒部アルペンルート、

永平寺など近隣県の観光地の魅力についても紹介をさせていただきました。 

現地の富裕層を扱う旅行会社からは、「石川県や近隣県には金沢や富山、白川郷など顧

客が求める日本の本物の魅力を持つ観光地があり、今後、石川県を中心としてこうした魅

力ある観光地をめぐる旅行商品を造成をして積極的に送客をしたい。」こういった発言も

いただきました。 
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 各旅行会社から高い評価をいただいておりますので、これは広域連携の重要性について

も私ども改めて実感をいたしたところでございます。 

 次が４ページでございます。 

 最後に、クルーズを活用した広域観光についても御紹介をしたいというふうに思います。 

 金沢港のクルーズにつきましては、新幹線の開業によりまして、いわゆる「レール・ア

ンド・クルーズ」が可能になったことを追い風に寄港数は増加傾向にございまして、今年

は47本が寄港いたしております。また、大型船の寄港が増えたこともありまして、乗客数

は速報値で約４万8,000人ということで過去最高ということになりました。 

その中でクルーズ船の乗客を対象としたオプショナルのバスツアーを見てみますと、参

加者のうち４割に当たる方々は白川郷とか立山黒部アルペンルート、東尋坊などを訪問し

ておられるということでありますので、まさに金沢港が海の玄関口、そんな役割を果たし

ているのではないのかなと思っております。 

 そして現在、金沢港は横浜港との連携に向けて調整を今進めておりまして、横浜港には

年間約170隻のクルーズが寄港しているということでございます。この連携によって、さら

に金沢港の寄港数を増やすということを今目指しているところでもございます。 

 さらに現在、金沢港に寄港するクルーズ船の約半数を占める発着型のクルーズ、これは

乗下船の前後に石川県内や周辺地域での宿泊が当然期待できるわけでありまして、近隣県

への広域観光にも有利であるなど、より経済効果が高いことから積極的に今誘致に努めて

いるところでございます。 

 以上、石川県の取り組みを幾つか紹介させていただきました。改めてということになり

ますけれども、これまでも中部の各県市が連携して観光誘客に取り組んできたという実績

はあるわけでありますけれども、オリパラを踏まえてさらに連携協力をして、多くの訪日

外国人客を呼び込んでいく必要があろうと思いますし、そういうチャンスでもあろうと思

います。 

 幸い、中部圏にはそれぞれの地域が持つ美しい自然とか景観とか伝統文化とか多彩な食

文化があるわけであります。こうした魅力にさらに磨きをかけ、しっかり発信をしていく

ことが大事じゃないかと思います。 

そして、中部圏が我が国の中央に位置しているという立地の優位性、あるいは中部の北

側、南側に新幹線という新たなゲートウェイが誕生したということであります。充実をし
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た新幹線や空港、港湾といった陸・海・空の交通インフラがあるというこの強みを生かし

て、一層取り組みを強化していく必要があると、このように考えておるところでございま

す。 

 今日は各県市の皆さん方の取り組みや、連携のあり方についての御意見をお聞かせいた

だいて、今後のさらなる取り組みにつなげていきたい、こういう思いでございますので、

また御理解をいただければと、このように思う次第でございます。 

 それでは、順次また発言をお願いしたいと思います。 

 それでは、石井富山県知事から御説明よろしくお願いします。 

【石井富山県知事】 ありがとうございます。 

 富山県の取り組みを、パワーポイントを９枚ぐらい用意してありますので、持ち時間６

分ですからなるべく手短にお話ししたいと思います。 

 この表紙は富山県の氷見のほうから富山湾越しに見た立山連峰の姿でありまして、こう

いった点が評価されて、４年前に富山湾は世界で最も美しい湾クラブの正式メンバーとな

ることが承認されております。 

 １枚おめくりいただきますと、今ほど谷本石川県知事さんのお話にもありましたが、私

どもは観光はもちろんですけれども、移住とかＵターン率の向上といったような人材確保

の面のためにも早く北陸新幹線を京都、大阪までつなげたいということで、これは北陸３

県、同時に関西経済界、沿線県の皆さんとも連携して進めております。 

 お話にあったように、新幹線開業して３年７カ月ぐらいたちましたけれども、おかげで

開業前に比べれば３倍近いお客さんが富山を含む北陸に来ていただいているわけでありま

す。ただ、日本全体から見ますと、これは国交省さんの資料ですが、東京、名古屋、大阪

をつなぐまさにゴールデンルートが往復ベースで年間約１億2,400万人の流動があるのが、

北陸はこの新幹線開業で随分飛躍的に伸びたといってもまだ900万人台でございまして、そ

のうち富山県は340万人ぐらいですから、これをあと４年５カ月で敦賀まで、さらにはなる

べく早く京都、大阪につなぐことで、新しいゴールデンルートという役割も果たせるよう

になるんではないかと。 

 また、さっき谷本知事のお話にあったように、首都圏だけではなくて仙台始め南東北の

ほうから富山県にも随分人が来るようになりまして、こういった点も大変ありがたいなと。 

 同時に、もちろんこの中部圏として従来から取り組んでおります東海北陸自動車道など
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を基軸とする昇龍道プロジェクト、これをしっかり取り組んで、最終的には東海道新幹線

と北陸新幹線、両方をあわせた大ゴールデン回廊というものを創出していくということを

目指したいなと思っているわけでございます。もちろんその際には空港とか港とかいろん

なことがありますが、今日は省かせていただきます。 

 それから、もう１枚おめくりいただきまして、富山県はかねて立山黒部、これは今でも

国際的な観光地で年間100万人ぐらいの方がいらしているわけですけれども、しかし、まだ

まだその多彩な魅力をどうも生かし切れてないということで、一昨年ぐらいからいろいろ

準備をしまして、昨年から「「立山黒部」世界ブランド化推進会議」というものもつくっ

て、有識の皆様、各界の代表の皆様にも入っていただいて、できるだけ世界的な水準にし

ていかなきゃいかんと思っております。その一環として、60年来の懸案でありましたけれ

ども関西電力さんの黒部ルートの一般開放、旅行商品化も、いろんな長い交渉の経過があ

りますが、このたび解決しまして、まずは年間最大１万人の旅行客を受け入れられるとい

う体制にいたしました。ただし安全対策、念には念を入れなきゃいかんということで、ま

ず５年間、安全対策もしっかりやり、他の諸準備もして、本格的な一般開放、旅行商品化

は2024年度からということでございます。 

 このほか、立山のケーブルカーは、つくって60年も過ぎて大分老朽化も進んでいるとい

うことがありまして、新たなロープウエー構想、もちろん自然保護というのをしっかり守

りながら進めていくといったような取り組みも今検討を進めております。 

 それから、もう１枚おめくりいただきまして、先ほどちょっと触れた世界で最も美しい

湾クラブ、これは世界の44の湾が加盟して、本部がフランスのモルビアンにありまして、

ユネスコが支援する非政府組織となっております。来年が富山県が加盟して５年目になる

節目の年なものですから、日本初でこの湾クラブ総会を富山県でやることを、この４月の

フランス総会で決めていただきまして、今、その準備をいたしております。 

 ただ、その美しい湾をアピールするというだけでは寂しいので、数年前から準備をして

富山湾岸サイクリングというのも毎年やっておりますし、それからここ４年間はタモリさ

んの御交誼もいただいて、毎年、タモリカップを４月にやって、これも大変にぎわってお

ります。 

 そのほかマリンスポーツの振興、また富山マラソン、これも年々ふえて、今年はエント

リーは１万5,000人を超し、実際走った人も１万4,000人ぐらいになってきましたし、外国
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人ランナーもふえてまいりました。また、新湊マリーナとか日本海側ではトップのマリー

ナも整備して、またクルーズ客船の誘致といったことにも取り組んでおります。 

 それから、もう１枚おめくりいただいて４ページですけれども、来年、第９回目のシア

ター・オリンピックスというのを富山県の利賀、一部黒部でやることにしております。こ

れは静岡県の方は詳しいと思うんですけれども、第１回目が1995年にギリシャで開かれた

んです。２回目が日本の静岡だったわけですけれども、来年、第９回は日本の富山県とロ

シアのサンクトペテルブルクとの共同開催となっております。日本側の代表の芸術監督は

利賀村で40年来本拠を置いて国際的に活躍している演出家の鈴木忠志さんですけれども、

これを官民で応援してやっていこうというふうにしております。世界の16の国・地域から

30作品を公演する。あわせてシンポジウムとかワークショップ、いろんなことをやること

にいたしております。 

 それから５番目、次のページをご覧いただきますと、新たなにぎわいの拠点をつくろう

ということで、これは新幹線の富山駅から歩いて八、九分ぐらいのところにある水辺環境

豊かな公園ですけれども、そこに昨年、富山県美術館を移転新築いたしまして、富山県が

自然が豊かで美しいというだけではなくて文化の面でも多彩な魅力がある、そのことをア

ピールしたいというふうに思っております。先ほどのシアター・オリンピックスもその一

環でございます。 

 おかげさまで、ここには20世紀を代表するピカソとかポール・デルヴォーとかミロとか

さまざまな名画を所有しているということと、３年に一遍、世界ポスタートリエンナーレ

というのをずっとこの30年間やってきておりまして、そうしたことでポスターとかデザイ

ンの面での蓄積もあるものですから、オープンして１年半ぐらいで183万人ぐらい来る場所

になりまして、大体年間110万から120万人ぐらい来ていただける場所になっております。 

 なお、公園そのものはこの美術館にいらっしゃる方も含めて大体年間265万人ぐらいが来

る場所になってまいりました。 

 なお、ここにいらっしゃる人がどこからいらっしゃっているかというので富岩水上ライ

ンの例が挙がっておりますけれども、これはこの環水公園から富山湾の岩瀬まで往復する

クルーズですけれども、ここに乗る人は６万人近いですが、石川県からいらっしゃる人と

東京都からいらっしゃる人が大体このトップをいつも争っておられまして、あとは首都圏

の神奈川県とか千葉県、埼玉県の人がかなり多い。それから、愛知県の人もおかげさまで
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随分来ていただいております。 

 これからもこうしたにぎわいづくりもやって、最近、外国の方もふえてきていますので、

観光振興に取り組もうということであります。 

 それから、もう１枚おめくりいただきますと国際観光の推進という点ですけれども、富

山県は観光についてはまだまだ私は発展途上県だと思っておるんですけれども、先ほどの

立山黒部アルペンルートベースでいいますと、2003年にはここに来る外国人のお客さんは

２万3,000人ぐらいで、その大半が台湾の方だったんですけれども、東南アジアなど暖かい

国の方を中心に随分ふえてきまして、昨年は26万3,000人、14年前の11倍ぐらいになったと

いうことでございます。ただ、ここ一、二年は顕著に、お話に出たヨーロッパ、アメリカ、

オーストラリアからの方がふえるようになりまして、ちょっとデータのとり方が違うんで

あれですが、この３年ほどで１万人から２万2,000人ぐらいまでかなり急増してまいりまし

た。こういう欧米の方に関心持っていただくのにミシュランさんのミシュランガイド、飲

食店、レストランといったもののほかに、御承知のようにグリーンガイドもありますけれ

ども、相当観光資源に恵まれた富山県ですので、注目度が随分上がってきたなと思ってお

ります。 

 なお、６ページの右下にありますけれども、来年は日台観光サミットを富山県で、これ

は2018年のことが書いてありますが、2019年、富山県であるということになっております。

既に中部圏では三重県さんとか石川県さんでもおやりになっていると思いますが、来年は

富山でやるということでございます。 

 最近はムスリムの方もふえているものですから、ベジタリアンを受け入れる研修会とか

さまざまな取り組みをやらせていただいております。 

 また、香港とか東南アジア等のＰＲについては、石川県や福井県さんと御一緒にやりま

したり、あるいは岐阜県や長野県さんと一緒にやりましたり、できるだけ北陸、東海、中

部圏の皆さんと連携しながら取り組んでまいりたいと思っております。 

 それから、もう１枚おめくりいただきますと、日台観光サミットもそうですし、あと今

申し上げたように近隣県と連携したプロモーション、さまざまにやってまいりました。そ

のほか、最近力を入れておりますのは富山県は伝統工芸ですね。金沢さんとか京都さんな

んかはもちろんですけれども盛んでございますので、ここ五、六年前から準備しまして、

ニューヨークとかパリ、ミラノ、伝統工芸ＰＲ展示会のようなこともやっておりまして、
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こうしたことで富山県が自然が豊かだけじゃなくて文化の面でも多彩だということが大分

浸透してきまして、最近の外国人の観光がふえているということにもつながっているかと

思います。 

 それから、次の８ページをご覧いただきますと、これは東京の日本橋の三越のそばに２

年前にオープンしました日本橋とやま館でございます。三重県さんもあそこに三重テラス

というのをお持ちでありますけれども、物販中心というよりは、もう少し幅広く和食レス

トランなども置いたり、また富山の伝統工芸とか、もちろんおいしい食べ物とかいろんな

ものの企画展示も行いまして、ちょっとしたこうした観光や文化や、あるいは食の魅力、

そういったことに関心を持つ方のサロン的な雰囲気が出てきているのが大変よかったなと

思っておりますし、最近はたまたま三越さんがお隣だということもありまして、三越さん

と連携してさまざまな企画を行っております。 

 それから最後になりますが、９ページをご覧いただきますと、富山県はまだまだ観光に

ついては発展途上県だと思っているんですが、幸いおかげさまで大分宿泊者数もふえてま

いりまして、延べ宿泊者数でいいますと2016年と2017年ですと伸び率が14.3％、それから

外国人の延べ宿泊者数だけとりますと29.4％増ということで、北陸信越地区では伸び率で

はこの年は１番になったと、こういうことでございます。 

 自然だけではなくて、文化とか人の魅力を発信したいということでこの10年ほどやって

きたんですが、おかげで非常に富山県を映画のロケ地として活用してくださる監督さんな

どもふえてきまして、この10年弱で、９年間ですか、映画50本、ドラマ、コマーシャル、

300本ぐらいの映像作品ができておりまして、それがヒットしますと結果として映画とか映

像あるいはアニメのファンの皆さんが、いわば聖地として訪ねてきていただけるといった

ような効果も出ております。 

 なお、今年はいろいろ地方としてうまくいくかなという若干の迷いもあったんですが、

東京ガールズコレクションを富山でやらせていただいて、地方では北九州、広島に次いで

３番目だそうですけれども、これは富山駅の近くの富山市の体育館と県立の富岩運河環水

公園がコラボして会場にしたんですが、ステージに来た若い女性中心に7,000人、環水公園

には４万人、一番びっくりしたのは東京などからすてきなモデルさんがいらしたんですけ

れども、地元の方も若干おられましたが、こういう方々が非常にＳＮＳで富山の食の魅力

とか自然景観の美しさとか発信してくれまして、フォロワーが2,500万人、それで「いいね」
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とやってくださった人が308万人というふうなことで、やっぱりこれからはＳＮＳをいかに

活用するか、活用してもらう、そういう機会を提供するかというのも大事かなというふう

に思った次第であります。 

 ちょっと雑駁な説明でありますが、こういった取り組みをやっておりまして、今後も中

部圏の皆様といろんな点で連携しながら進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

【谷本座長】 ありがとうございました。 

 引き続いて、西川福井県知事さん、お願いします。 

【西川福井県知事】 福井県の御説明をいたします。 

 お手元に福井県の訪日外国人誘客についてということで、白山平泉寺という昔から有名

なお寺、苔むした参道の絵があると思いますが、これをもとに説明します。 

 なお、もう１冊、分厚い資料で「ZEN Alive Fukui」という、こういう冊子ありますか。

ちょっと和風に綴じてありますけれども、これの39ページに同じようなでっかい写真があ

りますので、ご覧いただいてもいいかなと思います。これは主にヨーロッパ方面の誘客に

使っている資料であります。次のページには、さっき愛知県知事がおっしゃった杉原さん

の敦賀の人道の港の資料などもここに入っておりますので、ご覧ください。 

 それでは、福井県の資料でございますが、１ページにございますが、やはりこれからの

外国人誘客、大体リピーターが多いですし、福井県としては韓国、台湾、香港の方が多い

わけですね。個人旅行も増えています。そこで、いろんなアンケートなどを見ますと、日

本のおいしい食べ物、それから普通の自然の観光、それから福井県などの古い歴史、伝統

文化、こういうものに関心があるということでありますので、これに基づいてお話をしま

す。 

 まず、２ページを開いてください。 

 これは食べ物でありまして、最も観光客が関心のあるものであります。明日からいよい

よ越前がにの解禁でありまして、お魚といいますか、これで初めて地理的表示、それから

地域団体商標のダブル登録を初めて行ったものであります。この越前がにの最も競りで高

いものは、昨年は大きい越前がに１杯46万円でありますけれども、それまで高いかにを召

し上がっていただく必要はございませんので、通常のある程度のものをいろんなレベルで

召し上がって欲しいなと、こんなふうに思います。 
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 それから、お米でありますけれども、福井県はコシヒカリを50年余り前に発明した試験

場のある県であります。そして今回、50年ぶりといいましょうか、このコシヒカリを超え

る日本一誉れ高いお米ということで、「いちほまれ」を今年から本格発売をいたしました。

そこに食味官能評価というのがありますけれども、これは、うまいかまずいかというか普

通か、というようないろんな評価あるんですが、大体７割がうまいというのが0.7、0.55は

約半分の方がうまいということでありまして、いちほまれは0.7ということで断トツに評価

の高い特Ａのお米であります。福井県ではいちほまれ、コシヒカリ、ハナエチゼン、あき

さかり、全部今年、特Ａをとっておりますので、おいしいお米のある県であると。五木ひ

ろしさんにもポスター、ＣＭに出ていただいて、今宣伝をしているところであります。 

 ３ページ、ご覧ください。 

 やはり自然をありのままに、普通に体験するというのが重要であります。特に若狭湾地

域については、漁業体験、マリンスポーツ、台湾の中学生へのいろんな体験などが載って

おります。それから、海外と県内の小中高校生の交流ですね、華道や茶道を通じての。こ

ういうこと。特に今年５月に台湾に設置した観光営業窓口を活用して、旅行、教育旅行、

こういうことも熱心にこれから取り組みたいと思います。 

 それから、４ページでありますが、先ほど白山平泉寺のブローシャーの一部を紹介しま

したが、福井県としては永平寺や古い伝統文化がございますので、禅、主にヨーロッパ系

統の方に関心が深いかと思いますが、アジアの皆さんも関心が低いわけではありませんの

で、こうした福井県の良さを売っていこうということであります。 

 特に大本山永平寺では今年度、古い参道が、今ある参道の横にあるんでございますが、

それを復元し、４ページの右側に書いてございますが、この永平寺の宿泊施設、宿坊を古

い形の中で新しくなる、こういうものを大体二十数億円かけて整備し、来年夏にオープン

をいたしますので、東京オリンピック・パラリンピックを機に禅というのを福井県として

も売り出し、また北陸の皆さんと協力してまいりたいと思います。 

 次に、５ページをご覧ください。 

 これは悠久の歴史、人間の歴史、「古事記」や「日本書紀」以来、古い歴史のある福井

県でありますが、さらにその前、最も古い時代の観光資源の一つ、恐竜です。これは今ほ

ど申し上げました平泉寺のある勝山というところにあります。世界三大恐竜博物館であり

ます。44体の全身骨格標本を展示をいたしております。年間80万人、今年は90万人を超え
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ると思いますが、大体100万人近くの来客のある本物の博物館であります。 

 もう一つ、今年オープンした年縞博物館。これは若狭地域の三方五湖というところにあ

ります。三方五湖の一つに水月湖という湖があるんですが、ここは７万年間の湖底に毎年

積もった地層がバームクーヘンのように累積をいたしておりまして、そこに枯れ葉とか、

枯れ葉の中にあるいろんなデータとか、花粉とか、砂とか、タクラマカン砂漠の砂やゴビ

砂漠の砂や、火山の爆発の火山灰、みんな７万年間累積したものを採取しております。こ

れによって世界の考古学の年代をほぼ放射性同位元素といいますか、炭素14（14Ｃ）の減少

割合によって確定ができると、こういうものであります。７万年分の45ｍの年縞を横に、

この年縞博物館、真横に連ねておりまして、いろいろな勉強もできますし、環境問題の研

究もできると、こういうものであります。 

 それから、やや時代は下りますが戦国時代です。一乗谷朝倉氏遺跡の博物館です。これ

が間もなく開業をいたします。北陸新幹線の県内開業までにオープンをしたいというふう

に思っております。 

 このようにいろいろ古いもの、それから６ページの伝統の技術といいますか、打刃物や

焼き物や、あるいは漆器や和紙など、コンパクトに福井県は中心地に累積いたしておりま

すので、こうした品物をヨーロッパの人、またアジアの人に見ていただきたいというふう

に思います。一例を挙げますと、例えば刃物ですが、デザインのオスカー賞と言われるド

イツ、ｉＦデザインアワード最優秀の刃物というのはこの福井県の越前打刃物でありまし

て、海外から人気が高くて、これを手に入れるには四、五年かかるというこういう状況で

ございます。 

 こうしたいろんなものを活用しながら、福井県としては食、自然、そして伝統文化、こ

ういうことで海外の誘客を関係県の皆さんと力を合わせて進めたいと思います。 

 以上です。 

【谷本座長】ありがとうございました。 

 それでは、大村愛知県知事、よろしくお願いします。 

【大村愛知県知事】 ありがとうございます。 

 石川県さん、富山県さん、福井県さん、それぞれの表紙が大変すばらしい、息をのむよ

うなすばらしい写真と資料を拝見いたしまして、やっぱり日本はいいなと改めて思いまし

たけど、すみません、私どもは大変実務的な資料になっておりますが、簡潔にお話をさせ
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ていただければというふうに思います。 

 私どものインバウンドなどなどの取組を少しお話をさせていただきます。 

 １ページをお開きいただきますと、表紙と合わせてこのキャッチワード、ロゴマークで

海外へアピールする場合に、AICHI-NAGOYA「“Heart”of JAPAN～Technology&Tradition」

というのを３年半前に作りまして、2015年を「あいち観光元年」と宣言をし、新たに「あ

いち観光戦略」も作り、「観光局」というのを27年４月から作らせていただき、取り組ま

せていただいております。 

 そして、２ページは訪日外国人旅行者数で、昨年は250万人を超えて順調に伸びておりま

すが、やはりまだまだ交通の利便性等々、規模等を考えますと、もっと伸ばしてもいいん

だろうということで400万人を目標に取り組んでいきたいと思います。 

 そして、何といっても３ページでありますが、国際空港であります中部国際空港があり

ますので、それを今、順調にといいますか、国際線、路線は伸びておりますが、特にアジ

ア、中国が多いのでありますが、欧米便がやはり弱いということもありまして、積極的に

さらに路線の開設等々を取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 そして、４ページですが、中部国際空港の整備を今も進めておりまして、４ページの左

下のところにボーイング７８７の試験機の１号機を３年前の７月にボーイング社からいた

だきまして、最初は空港島のところに外に置いて展示しようと思ったら、ボーイング社が

いかんと、格納庫を作れと言われて、しようがないなということで、格納庫を作るのであ

れば、格納庫は10億、20億円でできませんので、縦横60ｍで高さが10何ｍありますので、

それを入れてビルで言うと４階建てぐらいのビルになりますので、どうせ作るなら、シア

トルが本社なのでシアトルテイストの物販、飲食の店を呼んでこようということで16店舗

呼んできて、実はこの10月12日にオープンいたしまして、今、大変盛況でございます。 

 そして、その左上に国際展示場を今建設中でございます。平屋で９万㎡というと大きい

ですよ。大体もう６割ぐらいできてきておりますが、来年の９月にオープンということで

ございまして、これとこのFLIGHT OF DREAMS（フライト・オブ・ドリームズ）と空港ター

ミナルを空中回廊で結び、さらに来年度の上半期に右下にあるＬＣＣのターミナルを今作

っておりまして、来年度の上半期にオープンする。これ全部、空中回廊等で結んで、屋根

を付けて、濡れないようにずっと歩けるようにいたします。ＬＣＣのターミナルがオープ

ンして、さらにＬＣＣ等々の誘致をし、海外からのお客さんをたくさん呼んできて、その
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上で二本目の滑走路に向けて取組を進めていきたいというふうに思っております。 

 そして５番目、海外でのプロモーション、アジア、ヨーロッパでのプロモーションも積

極的に進んでおりますし、名古屋市さんと一緒になりましてＭＩＣＥ推進協議会というこ

とで、プロモーションもこうした形で海外でも積極的に行わせていただいております。 

 それから、６ページは特にアジアの中国、東南アジア等々の、台湾、韓国、そうした旅

行会社、メディアの関係者を呼んで商談会等も行っております。 

 それから、７ページは私どもクルーズ船の誘致というのも取り組んでおりますが、名古

屋港に加えて三河地区でも来年３月、「ダイヤモンド・プリンセス」が初入港ということ

で、そういったハード、ソフトともにやっていければというふうに思っております。 

 そして、８ページはスポーツ大会等々で、来年はラグビーワールドカップがございます。

ここには私ども４試合ありますが、開幕戦がウェールズとジョージア、それから第２戦が

南アフリカ、それから第３戦が日本とサモア、第４戦がニュージーランドとやってまいり

ますので、それに合わせて周遊、回遊をしていただけるようにしっかりと取り組んでいき

たい。それから東京オリパラの合宿等々の誘致、それから2026年アジア大会、愛知、名古

屋で開催いたしますので、その準備を進めていきたいというふうに思っております。 

 そして、９ページはムスリムの旅行者の受入環境の整備ということで、なかなかムスリ

ムの関係をどういうふうに受け入れたらいいかということもやはり情報が必要でございま

すので、そういった県内でのムスリム旅行者おもてなしセミナーとかツーリストマップな

どを作成してアピールをしております。 

 それから、10ページが情報発信で、ウェブサイトでは日本語、英語、中国語、これは簡

体字も繁体字もですが、韓国語、タイ語で情報発信をしておりますし、フェイスブック、

ツイッター等々でも日本語、英語、中国語等々で情報発信を継続的にさせていただいてお

ります。 

 それから、ミシュランガイドはこの間、10月にミシュランの本社から来まして、かねて

から調査をしておりましたが、来年の春、愛知・岐阜・三重、３県版をいよいよ発信する

ということに相成りましたので、しっかりＰＲしていきたいと思います。全国各地で二十

いくつの県が対象となって、十いくつがやっておりますので、ミシュランの責任者に、何

でうちはこんな遅れたんだと言ったら、やっぱり伊勢湾をめぐって八丁味噌とたまり醤油

のこってりした味で、ほかのところの料理とちょっと味が違うと、愛知、岐阜、三重は。



 －20－ 

というのと、規模が大きくて店もたくさんあるので、ちょっと手ごわいと思ってちょっと

遅くなりましたということでございますが、期待をしたいと思っております。 

 それから最後、11ページは広域の取組ということで、東海地区外国人観光客誘致促進協

議会というのも活動しております。それから中部国際空港観光案内実施協議会、それから

何といっても昇龍道のプロジェクト、これは経済界の皆さんと一緒になってやっておりま

すので、また引き続き連携をして取組を進めていきたいと思います。 

 そして、また2027年度にはリニア新幹線ということで、静岡県さんのところがいろいろ

まだ御議論がおありのようでございますが、それはおいておいて、私ども名古屋駅界隈の

用地買収をするという大変な大難事業がありまして、要は直角にぶつかるものですから、

名古屋駅の東側に幅50ｍで600ｍ、西側に幅50ｍで400ｍを全部用買して、ビルをぶち壊す

つもりでやると。要は三重、奈良、大阪の方に行かないといけないですから、時速500kmで

来て。更地を買う訳ではないので全部ビル建っておりますので、用地買いというか、ほと

んど補償事業のような感じでありますけれども、今精力的に５年延々とやっておりますが、

県と市とＪＲさんでやっておりますが、思ったよりというか、そこそこ順調に来きている

かなと思いますので、ここがどん詰まると皆さんに御迷惑かけますので、しっかり作って

予定どおり開業して西へ行けるように全力で取り組んでいきたい。 

 そうなると、また大きく構図が変わってくると思いますので、それはまた中部地区全体

で連携をして、多くの方に来ていただけるように取り組んでいきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。ありがとうございました。 

【谷本座長】 ありがとうございました。 

 それでは、鈴木三重県知事、よろしくお願いします。 

【鈴木三重県知事】 ここからの合流となります。 

 谷本知事、石川県の皆さん、このたびの設営ありがとうございます。 

 私のほうからは、三重県のインバウンドの取り組みを網羅的に説明するというよりは、

中部圏で具体的に連携するために３つの切り口から御説明をしたいと思います。 

 先月のトラベルジャーナルでも特集で「どうした中部」と書かれるぐらいですので、や

っぱり具体的に連携をする必要があると思っていまして、そういう危機感も踏まえて３つ

の切り口で御説明します。 
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 ３つあるんですけど、ブランディングの話と重点国の話と観光資源の話があるんですけ

れども、この三重県観光ブランディング、１ページはこういう昔からお伊勢さんが「一生

に一度は訪れたい三重県」ということで言われていました。一生に一度はお伊勢参りと言

われていましたので、こういうロゴをつくって、ブランディングをやっていますというこ

となんですが、このことよりも次のページにデジタルマーケティングのことを書いていま

す。 

 「＃ＶＩＳＩＴＭＩＥ」という形でインスタグラムとかで投稿してもらうようにしてい

たんですけれども、１カ月当たり660件程度だったので、もっと増やさなきゃねということ

でキャンペーンという形で大々的にスタートしました。そうしますと、2,600件ということ

で４倍ぐらいになったということで、下がそういうような写真なんですけれども、あとは

台湾ですごい勢いで個人旅行化していますので、旅行者の目線で客が客を呼ぶ、そういう

サイクルにしようということで、３組６名、台湾人の方でＰＲアンバサダーになってくれ

ませんかというのを募集したところ、3,302組の応募があったというようなことです。ここ

は要はデジタルマーケティングを大規模にみんなで連携して取り組めば、もっとこの中部

圏のいいものが世の中にデジタルの中で発信されるんじゃないかということで、それぞれ

ばらばらにやっているデジタルマーケティングをもっと連携させることが重要だという提

起であります。 

 次いで、３ページ目は重点国・地域への売り込みです。これはそれぞれの県で、自分の

ところがいろんな御縁とかで重点国とかにしているところがあると思うんですけれども、

ここではタイとベトナムを書いています。タイだと対前年比で３倍以上（1-7月）になって、

これはもちろんトップセールスに行かしてもらったり、あとは向こうでＢＮＫ４８と連携

したセールスとかをやったりしてこういうふうに伸びているんですけれども、タイとかだ

ったら愛知県さんとか、あるいは岐阜県さんにもたくさんお見えですので、そういう重点

国というカテゴリーで連携をしていく。あと、ベトナムもそうです。これは大村知事とと

もに今回、友好徽章をいただきましたけれども、実は11月８日、日台観光サミットみたい

なやつの日越版が日越外交関係樹立45周年の今年は三重県で、地方開催は初めてなんです

けれども、そういうのをやってベトナムなんかもうちは力を入れていますので、力入れて

いるところと一緒にやるとか。先ほど、石井知事からあったように日台観光サミット、富

山県さんで今度やる、石川県さんも、うちもやりましたというので、台湾のところで連携
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してやるとか、こういう重点国・地域というカテゴリーで連携をしていくということも大

事じゃないかという提起です。 

 ４ページ目は観光資源ごとということです。これは忍者です。うちの伊賀の阿修羅とい

うチームが、これは外務省の日本ブランド発信事業というのを使って欧米にＰＲ行ったん

ですけれども、11カ所やって、これはロンドンのトラファルガー広場の様子です。パフォ

ーマンスするとこれだけたくさんの人が集まりましたし、右下の写真はハリウッドの映画

監督なんですけれども、この阿修羅の公演を見たこの監督さんが、ぜひ私の映画に出演し

てほしいというようなことを言われるぐらい非常に訴求力があったということです。 

 ちなみに私、日本忍者協議会会長をやらせていただいていますけれども、この中部圏で

も愛知県さん、長野県さん、静岡県さん、滋賀県さんも入っていただいていますので、こ

ういう観光資源、例えば忍者というので一緒になってやってみるとか。 

 続いて、５ページ目は海女です。石川県さんにおかれましては、このたび海女の国の重

要無形文化財に登録されましておめでとうございます。昨日は輪島で海女サミットをやっ

ていただいたということで、三重県からもたくさん行きました。海女の振興に御尽力いた

だいておりますことを大変感謝申し上げたいと思います。 

 海女は、いろんなエクスカーションとかで海女小屋に行ってもらうんですけれども、こ

のはちまんかまどというところの数字を見ていただいたらわかりますとおり、二十何倍と

か三十何倍とかそんな状況になっています。右にありますとおり、いろんなジャパン・ツ

ーリズム・アワードとかいただいたりして、非常に海女というのも訴求をするコンテンツ

だということで、今、石川県さんと福井県さんと三重県でパネル展示なんかをやらせてい

ただいていますので、海女という切り口で３県で連携していくとか、共通項のあるところ

で連携をしていくという提起です。 

 次、６ページ目です。これはむしろ中部圏全体なんですが、今年の９月28日から10月６

日まで、日本で初めてのゴルフツーリズムのコンベンションを三重県で開催しました。台

風のさなかでありましたけれども、多くの皆さんに参加をいただきまして、海外から52社、

８割が欧米豪、1,256件の商談がありました。ゴルフは長期滞在、それから周遊、そして富

裕層、欧米豪マーケット、そういうようなメリットがありますので、実は日本って世界で

３番目にゴルフ場が多いところなんです。日本中で2,270ぐらいゴルフ場があって、その大

体25％ぐらいがこの中部圏にありますので、そういう意味でゴルフというのをひとつ広域



 －23－ 

で、周遊してもらって、今回のエクスカーションでも静岡県さんとか滋賀県さんに御協力

いただいて回ってもらいましたけれども、ゴルフツーリズムで真剣に取り組んでいる地域

ってまだ沖縄とか北海道ぐらいなんで、中部圏で差別化を図っていく意味でもゴルフツー

リズムというのに力を入れてやっていけば、ラグビーワールドカップとか東京オリパラに

来る外国の人たちは非常に長期滞在の人たちが多いので、その間にゴルフをしてもらうと

いうようなことも一つの方法かなというふうに思っています。 

 最後です。最後は、先ほど大村知事からリニアの話もありましたけれども、やっぱり中

部圏でインバウンドを進めていくためにはインフラ整備が重要です。このインフラ整備に

ついてもみんなで一緒になって声を上げていくということが重要であるという提起でござ

います。 

 私からは以上です。 

【谷本座長】 ありがとうございました。 

 引き続いて、太田長野県副知事、お願いいたします。 

【太田長野県副知事】 それでは、長野県からの東京オリンピック・パラリンピックを見

据えました訪日外国人誘客、それから広域観光について御説明申し上げたいと存じます。 

 めくっていただきまして、ページ数では２と振っておりますけど、表紙の裏でございま

す。 

 長野県の今の状況を最初に申し上げます。 

 平成29年、129万人泊までまいりました。見ていただければわかりますように、つい６年

前までは22万人の状況でございまして、ここ急速に伸びておりまして、平成30年も上半期

で80万人を既に超えておりますので200万人は無理にしても、来年度くらいには200万人、

あと４年くらいで実は300万を目指したいと思っているところでございます。 

 アジアがやはり非常に多うございますけれども、最近の傾向としてアメリカとかイギリ

ス、フランス、スペイン、これが大体３割から４割程度ふえてきておりますので、ここも

大きく期待しているところでありまして、これらの方はほとんど個人客でございます。 

 一つの要因としましては、北陸新幹線の金沢延伸に伴いまして長野駅の発着がそれまで

の上下それぞれ28本だったのが上下それぞれ42本、1.5倍にふえまして、東京からの近接、

それから北陸から入ってくるインバウンドの方の誘客に非常に有利になったということが

あろうかと思っています。 
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 それを踏まえまして３ページでございますけれども、私どもは５つの大きな戦略を考え

ております。真ん中にありますが、長野オリンピック・パラリンピックのレガシーを生か

すということでございまして、長野オリンピック・パラリンピックから20年たちましたけ

れども、そういったことも踏まえながら、今年の冬にございました平昌、それから2020年

の東京、そしてこの次の冬季オリンピックであります北京、こういったものを見据えたこ

とをやりたいと思います。 

 １ページめくっていただきます。簡単に御説明申し上げますけれども、４ページと書い

てありますところでございます。 

 私どもは、ホストタウンにつきましては、中国を選定いたしまして承認を得ております。

河北省との友好提携を既に三十数年にわたってやってまいりまして、そういったこともベ

ースにございますし、それから先ほど申し上げました北京のオリンピック・パラリンピッ

クというものを視野に入れまして、今まで築き上げてきた友好関係を踏まえてやりたいと

いうことで、そこにございますようにホストタウン事業そのものが実は長野オリンピック

のときに長野県の小学校、中学校が一校一国運動ということで、長野市内の小学校、中学

校が参加した国に１校についてそれぞれ友好関係を結んで、選手の方も来ていただく、応

援にも行くということをやったということが、その後のソルトレイクシティとかトリノと

かにも継承されまして、今回、東京オリンピックはそれを広げまして、まち全体で一つの

国をもてなそうということで、このホスト・タウン構想ができたというふうに考えており

ます。 

 そういう意味では、中国、これから大きなスキー客もふえるということもございますの

で、もちろん友好をベースにしながらも今後の長野県のインバウンドの中にも一つの大き

な考えを持っていきたいと思っています。 

 あわせまして５ページでございます。 

 先ほど申し上げましたように、今年の２月に行われました平昌、江原道でございます。

そちらとの協約を締結いたしまして、知事や私も何度か参っておりますけれども、まずス

ポーツでの交流、それに加えましてそれぞれの観光客の増加に対する協力というのを始め

ております。特に大会後の施設利用の問題などでは長野の経験もございまして、既に平昌

などと、例えば費用のかかるスキーのジャンプなどをどうやって観光に生かして維持して

いくかというようなことも今話し合っているところでございます。 
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 それから、もう１枚めくっていただきまして６ページでございます。 

 これは既に皆様からもお話がございましたけれども、既に今までの中でそれぞれの県が

友好国あるいは友好都市というものを持っていると思います。私どももそうでございます。

そこにございますように、ターゲットとしては東アジア、東南アジアでございますが、ア

メリカ、欧州、オーストラリアにも非常に力を入れ始めておりまして、(2)にございますよ

うに台湾とか中国、韓国、あるいはベトナム、こういったアジアの国ともそれぞれ友好都

市関係がございますし、またアメリカ、ここにはございませんがヨーロッパ、下のほうに

もございます幾つかの国とも友好関係にございますので、こういったところとの締結も進

めております。特に白馬の場合は友好関係にあるのはオーストリアでございますが、オー

ストラリアからの観光客が近年非常に多うございまして、そういう意味では逆に雪がなか

ったときどうするかということも踏まえまして、通年観光での海外からのお客様をどうや

って引っ張るかということを今構築しているところでございます。 

 その意味でその次の７ページでございますけれども、中部圏が相互連携を深めてポテン

シャルを生かすことが必要ということで、先ほど来話のございますセントレアとか新幹線、

あるいは高速道路の高速交通網がございまして、ちょうどいいぐあいに周遊型のインバウ

ンドの方が関心を示す観光地がこの中部圏に点在しているということがございますので、

ぜひこういったものを、昇龍道も後で申し上げますけれども、そういった形で広域連携型、

周遊型でのコースのプランというのを考えていけば非常によろしいんではないかと思って

おります。 

 その意味で８ページに参りますけれども、私どもの松本空港は残念ながらまだ国際化が

無理でございまして、なるべく早い時期の国際化に向けまして、今、国際チャーター便の

誘致もやっております。これは今割と順調にふえておりますけれども、これを将来を見据

えた上で、まず富山空港さんであるとか小松空港さんであるとか名古屋空港さんであると

か、そういうところから入ってきた海外の方を、先ほど申し上げましたように中部圏全体

の中の周遊の中で取り組んでいきたいと私どもは考えております。 

 それから、長野県はＪＲで申しますとＪＲ東海、ＪＲ東日本、ＪＲ西日本と３つの会社

が路線を持っているというちょっとまれな県でございまして、今、それぞれの乗り入れと

いうのもお願いしておりまして、夏の期間ではございますがＪＲ東日本の「あずさ」が東

海の木曽まで入るとか、逆にＪＲ東海の「しなの」号が東日本の篠ノ井まで入るというよ
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うな取り組みをやっております。そういった中で、やはりもう一つは昇龍道という形での

共同プロモーションが非常に大切であろうというふうに考えているところでございます。 

 それから、９ページへ参ります。 

 これは今までの説明のおさらいのような形でございますけれども、今、私どももこのよ

うなさまざまな広域的な取り組みと一緒になってお願いしているところでございまして、

今後、リニアも長野県の南でございます飯田市を通りますし、それから先ほど申し上げま

した松本空港の国際化もございますので、そういったものも生かしながら中部圏全体での

誘客、これについてぜひ協力をお願いしたいというふうに考えているところでございます。 

 それから、最後のページでございます。10ページでございます。 

 そのためにも、長野県独自として世界からお迎えする観光客に対しましてレベルの高い

受け入れ環境を提供するということが必要でございまして、長野県の場合は長野オリンピ

ックを契機に幾つかのホテルもオープンしましたし、長野オリンピックのときにはＩＯＣ

の本部ホテルも置いたようなある程度のグレードのホテルがございますが、まだまだ規模

の点、特にスイートルームを中心といたしました富裕客に対する対応のホテルが圧倒的に

不足しておりまして、そういう意味ではぜひホテルの誘致というものも含めまして、受け

入れ環境の整備ということを進めているところでございます。 

 もちろんそこにございますようにＩＣＴの活用でございますとか、それも必要なことで、

これも一生懸命進めているところでございます。 

 それからもう一つ、私どもは特に最近、アジアの方が登山客でお見えになることがござ

いまして、そういう意味で外国人向けの登山者ガイドの養成ということも今力を入れてい

るところでございます。 

 もともと実は長野県は山岳観光にいたしましても、軽井沢とか野尻湖のような避暑地に

いたしましても、海外の方が先によさを発見し、滞在をし、訪れるということが先行して、

その後、日本人の観光客、あるいは滞在客の伸びにつながったということがございますの

で、長野県全体の観光をレベルアップするためにも、このインバウンド客の誘致というも

のにはもっと力を入れてまいりたいというふうに考えております。 

 簡単でございますが、以上でございます。 

【谷本座長】 ありがとうございました。 

 それでは、神門岐阜県副知事さん、よろしくお願いします。 
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【神門岐阜県副知事】 岐阜県でございます。 

 少し細かな資料となって恐縮でございますが、省略しながら取り組みを紹介させていた

だきます。 

 １ページ目をお願いをいたします。 

 本県では、従来からインバウンド戦略の基本戦略として２つ掲げておりまして、１つは、

世界から認められるものであるかどうかという物差しで資源を捉えて磨き上げていこうと

いうことでございます。２つ目といたしまして、三位一体による岐阜ブランドのプロモー

ションということで、観光・食・モノという三位一体、そして国・自治体・民間という三

位一体でプロモーションを行っていこうということでございます。これまでに急増してき

ているわけでございますけれども、改めて2020年に外国人延べ宿泊者数を150万人にしよう

と、1.5倍にしようということで取り組んできております。 

 おめくりいただきまして２ページ目でございますが、その結果ということで、世界に誇

る遺産でございますが、これまで白川郷だけであった世界遺産ということでございますが、

今、７件ということで急増してきてございます。 

 おめくりいただきまして３ページでございますが、本県ではもう少しで全国区あるいは

世界に打って出れるというような資源につきまして、岐阜の宝ものとして認定し、磨き上

げを図っております。例えば真ん中にございます東濃地方の地歌舞伎と芝居小屋につきま

して、本県には全国最多となる30の保存団体がございます。これを拠点としまして、英語

ガイドや体験プログラムの充実を図ってきているところでございます。 

 右側にございますが、６月に前回の知事会議を開催させていただきました岐阜かかみが

はら航空宇宙博物館、おかげさまで３月のオープン以降、34万人の方にお越しいただいて

おります。世界の博物館と肩を並べられるようにということで、アメリカのスミソニアン

航空宇宙博物館と協定を結んでおりましたけれども、今回新たに先月25日に知事が訪問し

まして、フランス最大のル・ブルジェ航空宇宙博物館とも連携に合意したところでござい

ます。 

４ページをご覧いただきたいと思います。 

 関ケ原古戦場でございます。2020年が関ケ原の戦いから420年の節目であるということ。

そして、またＮＨＫの大河ドラマ「麒麟がくる」の放送が決定されたということから、本

県にとって歴史観光、武将観光の好機というふうに捉えてございます。このチャンスを生
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かすということで魅力づくりを積極的に進めております。例えば春、秋には武将にクロー

ズアップした集客イベント、あるいは東西対決をコンセプトにした人間将棋、ナイトウォ

ーキングなどのイベントを開催しております。 

 また、ワーテルローとゲディスバーグとは姉妹協定を締結いたしまして、世界三大古戦

場として世界にアピールをしていこうということでございまして、幅広い分野で交流を進

めていくこととしてございます。 

 そして、2020年７月には観光誘客の拠点となります新たなシンボル施設、岐阜関ケ原古

戦場記念館をオープンすることとしております。先般、起工式を行ったところでございま

す。 

 また、古戦場全体をフィールドミュージアムとして捉えていこうということで、総合的

な魅力づくりを進めているところでございます。 

 おめくりいただきまして、５ページでございます。 

 岐阜県を舞台、ロケ地としたアニメ、映画、ドラマが非常に多くございまして、特に今

年度前半にはＮＨＫの連続テレビ小説「半分、青い。」が本県東美濃地方、東濃地域を舞

台として放送されました。全国から大きな注目を浴びまして、今でも五平餅が非常によく

売れるなど観光客に訪れていただいております。さらに、2020年には本県ゆかりの武将、

明智光秀が主人公の大河ドラマ「麒麟がくる」の放送が決定しておりまして、先月18日に

は関係する８市町と協議会を設立したところでございます。 

 続きまして、６ページをご覧いただきたいと思います。 

 アジアから欧米へということで、戦略について少し触れさせていただきます。 

 これにつきましては、本県では2009年度から飛騨・美濃じまん海外戦略プロジェクトと

して展開をしてきてございまして、ターゲット国を明確にしようということで、まずはア

ジアからスタートしまして、今では欧米各地まで広げて、選択と集中による戦略的なプロ

モーションを展開してございます。 

 おめくりいただきまして、アウェイ戦略ということでございますが、ここにありますよ

うに発信力の高い世界のトップの方々に岐阜のファンになっていただこうということから

始めておりまして、それぞれの国で岐阜をどんどんアピールしていただくアウェイ戦略を

展開してございます。 

 そして、次のページでございます。８ページでございますが、フランスやスペインなど
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では、文化など多様な視点を織り込んだ交流を広げてきてございます。 

 右のほうに写真がございますが、先月26日、27日には日仏友好160周年を記念して、フラ

ンス・パリで開催されておりますジャポニスム2018の公式企画「地方の魅力―祭りと文化」

の一つとして、ここにあります岐阜の地歌舞伎が公演されました。12自治体が出演する中

でトリを務めさせていただきまして、会場は満席となったということでございます。 

 おめくりをいただきまして、９ページをお願いいたします。 

 そのほかの取り組みとしまして、グローバル・アンテナ・ショップ（ＧＡＳ）の展開を

紹介させていただきます。これは既に地元で定評のあるセレクトショップの一角に岐阜の

商品を置いてもらうというもので、現在、世界６カ国の主要都市に10店舗を展開してござ

います。こうしたＧＡＳのネットワークを岐阜ブランドの発信などに大いに活用している

ところでございます。 

 おめくりいただきまして、10ページ。 

 さらに、ルイ・ヴィトンのデザインを手がけておりますアトリエ・オイ社さん、あるい

は世界的な著名なデザイナーでありますセバスチャン・コンラン氏と連携をいたしまして、

デザイナーのマインドと岐阜の職人の技術が融合した新商品を開発しようということで取

り組みをしてまいりました。その結果、ミラノ・サローネやメゾン・エ・オブジェといっ

た世界の大舞台で披露してまいりました。こうした取り組みによって多くの来場者から好

評を得ておりまして、岐阜ブランドの知名度向上に手応えを感じているところでございま

す。 

 11ページをお願いをいたします。 

 このような取り組みの結果もありまして、本県の外国人延べ宿泊者数は右肩上がりでご

ざいます。平成28年に初めて100万人を突破しました。若干、その次の年は減ったものの、

今年に入ってからこれまででは前年比約３割増となっておりますので復調の兆しがあると

思っております。 

 右側に国別のデータがございますが、本県の特徴といたしまして、上位はアジアという

ことになりますが、ヨーロッパからのお客さんが非常に多いということでございます。特

に８位と書いてありますスペインを見ていただきますと、全国順位で４位ということで、

東京、大阪、京都に次いでスペインからのお客さんが多いなど、非常にヨーロッパのお客

さんから好評をいただいているということでございます。 



 －30－ 

 おめくりをいただきまして、2020年と書いてございますが、本県では2020年をターゲッ

トイヤーとしてさまざまな事業を進めております。2020年オリンピック・パラリンピック

開催ということで、県産品の活用のほか、事前合宿を働きかけておりまして、フランス、

イギリス、カナダと既に合宿の合意書が締結されているところ。それから、先ほど申し上

げた「麒麟がくる」の放送が決定されている。そして、関ケ原古戦場記念館がオープンす

る。そしてまた、ねんりんピック岐阜2020の開催も予定をしてございます。こうした2020

をターゲットといたしまして、施策全般を通じてインバウンドのさらなる増加を図ってま

いりたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

【谷本座長】 ありがとうございました。 

 それでは、土屋静岡県副知事、お願いいたします。 

【土屋静岡県副知事】 静岡県でございます。 

 東京2020オリンピック・パラリンピックを見据えた訪日外国人誘客・広域観光という資

料を見ていただきたいと思ってございますけれども、本県、東京2020オリンピック・パラ

リンピックの自転車競技の会場となるということございまして、今回の資料の中では観光

戦略、あるいは実数等につきまして、どれだけの観光客というのについては除かせていた

だいていますので、済みません、御了承いただきたいと思ってございます。 

 まず、全体といたしますと、観光客数は本県、東京都を控えているということもござい

まして年間で2,000万人ほどの宿泊をいただいています。ただ、その中では外国人が少ない

ということもあって、外国人が約150万人ぐらいの宿泊だということでございます。それも

静岡空港というものがあって、中国便が多いということもあって中国人がそのうちの半分

だということで、外国人に関してはかなりおくれている地域だという状況でございます。 

 そこで、ラグビーワールドカップ、それから東京オリパラがあるということで、それに

ついてのベースで説明をさせていただきたいと思ってございます。 

 １枚お開きください。 

 まず、静岡県はどんなものを売ろうかということを表示させていただきました。左側に

あります富士山世界遺産、これが平成25年６月に世界遺産になりました。あわせまして、

翌々年には韮山反射炉も世界遺産になったと。 

 右側にあります伊豆半島でございますけれども、この４月に世界ジオパークに認定をさ
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れたということございまして、これについてお客様の用意をしていきたいと思ってござい

ます。 

 駿河湾につきましては、先ほど富山県知事さんもお話ございましたけれども、世界で最

も美しい湾クラブに、私ども２年ほどおくれた2016年11月に指定をされまして参加させて

いただいているという状況でございます。それから、南アルプスのユネスコエコパーク、

茶草場農法で世界農業遺産に認定をされまして、さらにこの３月に水わさびの伝統栽培と

いうのが世界農業遺産に認定をされたという状況でございます。 

 １枚おめくりいただきたいと思ってございます。 

 これが今年、来年以降のオリパラに向けた展開の認定スケジュールでございます。まず

本年、2018年には伊豆半島ジオパークが世界認定をされました。来年、2019年でございま

すけれども、愛知県さんと同様、ラグビーワールドカップが本県、エコパというところで

開催をされます。 

 そのとき、実は下のほうに書いてございますけれども、ＪＲ６社のデスティネーション

キャンペーンを実施しようということで、来年の４月から６月を本番として考えてござい

ます。本年がプレのＤＣ、翌々年、2020年は東京2020オリンピック・パラリンピックの本

番だということがございまして、それとアフターＤＣを一緒にやろうという取り組みをし

ているところでございます。 

 １枚おめくりいただきたいと思ってございます。 

 全体の観光戦略はございませんけれども、今回示させていただいたのは体制のほうを示

させていただきました。静岡県、なかなか幅も広いこともありまして、全部を一つのＤＭ

Ｏではなくて、地域ごとＤＭＯをつくらせていただいてございます。 

 伊豆のほう、右のほうでございますけれども一般社団法人美しい伊豆創造センター、そ

れから一番左側の浜松のほうでございますけれども公益財団法人の浜松・浜名湖ツーリズ

ムビューローというところのネットワークをつくってございまして、真ん中のところが静

岡周辺が公益財団法人するが企画観光局、これがＤＭＯに認定をされております。さらに

あわせまして、全体を統括するＴＳＪというものをつくらせていただきまして、そのＴＳ

Ｊでインバウンドを対応しているというのが本県の対応でございます。 

 １枚おめくりいただきたいと思ってございます。 

 静岡県といいましても、どこに何があるかわからない部分もありましたので、ちょっと
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地図をつけさせていただきました。 

 愛知県さんに近いほうのエコパスタジアム、これがラグビーワールドカップを開催する

場所でございます。袋井市という場所にございます。 

 それから、右側の伊豆半島の真ん中にありますけれども伊豆ベロドローム、これが伊豆

市にございますが、それと同じところでございますけれどもロード、これが自転車競技の

トラック競技、それからマウンテンバイク競技がここで開催をされます。 

 北のほうの山梨県と神奈川県の境のところにございますけれども小山町というところが

ございまして、そちらで富士スピードウェイで小山町で自転車のロードレースのゴールと

なると。東京を出てから神奈川を抜けて、山梨を抜けて、本県でゴールとなるということ

のオリンピックの自転車競技が開催されます。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。 

 次はラグビーワールドカップの2019の対戦試合でございます。日本とアイルランド戦を

１戦、あとは南アフリカ・イタリア、スコットランド・ロシア、オーストラリア・ジョー

ジアということの用意をしてございます。 

 飛んでいただいて、次のページをご覧いただきたいと思いますけれども、オリンピック・

パラリンピックの自転車競技の内容でございます。 

 先ほど簡単に説明いたしましたが、オリンピックはトラックレースとロードレース、マ

ウンテンバイク、もう一つ、ＢＭＸというのがございまして、ＢＭＸは東京で開催をされ

るということで、４種目のうち３種目は本県で開催ということになります。トラックとロ

ードレース、マウンテンバイクにつきましては、オリンピックの期間中ほとんどの時期で

開催をされているということになります。パラリンピックにつきましては、トラックレー

ス、ロードレースともに本県のみの開催ということになってございます。このための準備

を今しているところでございます。 

 この時期を見ていただくと、７月から８月という本県にとってみますと観光時期でござ

いまして、なかなか観光客を受け入れる余地がないと。こうなりますと、周辺の方々も含

めて観光客の受け入れには私どもの情報を提供させていただいて受け入れていただければ

ありがたいなと思っているところでございます。 

 次をご覧いただきたいと思ってございます。 

 次は、オリンピックをやった場合も、自転車についてサイクルスポーツを今後どうして
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いくかということを考えなければ、イベントだけではしようがないだろうということがご

ざいまして、サイクルスポーツの聖地にしようという取り組みをさせていただいてござい

ます。 

 富士山静岡空港でバイシクルピットを整備させていただいたり、公共交通機関の中では

自転車をそのまま電車の中に乗せて運ぶこともやらせていただいたり、バスの前に乗っけ

ていただく、こんな取り組みをさせていただいているということでございます。 

 次のページをお開きいただきたいと思ってございます。 

 あわせまして、オリンピック・パラリンピックのときは運動だけではなくて文化プログ

ラムを展開して魅力を発信しようということを考えてございまして、「地域とアートが共

鳴する」というテーマのもと、多様性、多極性、持続性を考えたいということで、右に写

真がありますが、ＳＰＡＣという静岡県舞台芸術センター。先ほど富山県知事がお話にな

りましたシアター・オリンピックスの今現在の形でございますけれども、こういうものを

世界に対して発信していこうということを考えているところでございます。 

 次のページをご覧いただきたいと思ってございます。ちょっと資料が多くて申しわけご

ざいません。 

 次のページは、富士山静岡空港、東名高速、新東名高速、清水港、東海道新幹線と、こ

ういうネットワークを持っているということでございます。 

 次のページをご覧いただきたいと思ってございます。 

 次は、清水港のクルーズ船の受け入れの状況を記載させていただきました。2017年には

41船のクルーズ船が寄港してございますけれども、今年が36船ということで寄港数がどん

どんふえてきております。あわせまして、ゲンティン香港という中国の会社と契約を結び

まして、クルーズ船受け入れ環境を整備していくということで、2020年４月以降、一部の

ところをお貸しして優先使用をさせて、最大では105回の着岸をするという予定をしてござ

います。 

 次のページをお願いいたします。 

 次は富士山静岡空港の改装でございます。今回、若干中身を変えまして、実はムスリム

対応の礼拝堂をつくらせていただいたり、ハラール用の食事等も整備させていただきます

ので、またご覧いただければありがたいなと思ってございます。 

 こういう形で、次は最後でございますけれども、さまざま私どものところでもございま
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す大型イベント、この好機を生かした広域連携をすることによって、皆さん方と一緒にな

って外国人の観光客を受け入れさせていただきたいというふうに考えてございます。 

 今回、歴史だとか食だとかというものは省かせていただきましたけれども、私どもの取

り組み、これを参考に、今後、中部圏と一体となって取り組ませていただければと思って

ございます。 

 以上であります。 

【谷本座長】 ありがとうございました。 

 それでは、由布滋賀県副知事さん、お願いします。 

【由布滋賀県副知事】 滋賀県でございます。よろしくお願いいたします。 

 当県は、今日の会議のテーマでございます訪日外国人誘客・広域観光についてというこ

とに絞った資料とさせていただいており、データなどは省略しております。御容赦いただ

ければと思います。 

 それでは早速、２ページをご覧ください。 

 本県が参加している広域連携を幾つか御紹介させていただきます。 

 右下に書いてあります中央日本総合観光機構、こちらは今日御参加の皆様方も多数参加

していらっしゃると思いますが、こちらの機構。また、本県は日本の真ん中に位置してお

りまして、中部と関西の結節点ということで、ほかにも多数のところに参加させていただ

いておりまして、左上に書いてあります関西広域連合さん。また、黄色に書いてあります

福井県さんも御参加いただいております、京都府との３府県連携などもやらせていただい

ております。 

 次に、同じページの下の黄色のところでございますけれども、本県のインバウンド対策

といたしましては、(1)にございますけれども、本県、自然や歴史、文化に非常に強みがあ

るというふうに思っております。自然や歴史、文化に関心が高いと言われております欧州

市場、こちらは積極的に開拓していきたいというふうに思っております。また、本県の国

際観光の特徴といたしましては、外国人の延べ宿泊者数のうち約80％が台湾を始めとする

東アジアからの来訪者がふえているということで、今後は欧州市場を積極的に開拓してい

きたいというふうに思っております。 

 また、(2)に書いています急速に進むＦＩＴ化。ＦＩＴ化というのは海外個人旅行ですが、

海外個人旅行への対応を積極的にやっていきたいと。 
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 また、さらに(3)に書いてあります情報発信というのをさらに積極的に強化していきまし

て、本県の認知度向上に向けまして積極的にプロモーションを展開していきたいと考えて

おります。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 具体的に各ターゲット市場にどういった取り組みをしているかということでございます

けれども、まず一番上にございますピンクのところ、これは先ほど申し上げました欧州市

場でございます。こちらは開拓市場ということで、特にフランスを中心に認知度の向上を

図ってまいりたいと思っております。 

 また、その下のところの黄色、東アジア。こちらは先ほども台湾の御紹介いたしました

けれども、こちらは成熟市場ということで、さらに今後、訪日リピーターを確保していき

たいと思っております。こちらは後に出てまいりますビワイチ、自転車における観光など

も今後さらに積極的に展開いたしまして、リピーターの確保をと考えております。 

 その下にありますブルーのところ、これは東南アジアでございますが、継続市場でござ

います東南アジアにつきましては、今後とも旅行博への出展ですとか、広域連携などによ

り誘客の促進を図ってまいりたいと考えております。 

 次のページ、４ページをご覧ください。 

 こちらは福井県様と連携させていただきまして、日本遺産を核といたしまして欧州市場

からの誘客をやらせていただいております。 

 真ん中あたりの左のほうに「強み」と書いてあります。日本屈指の豊かな歴史、文化、

自然、食。当県は左下の枠囲みの下のほうに滋賀県のことを書いておりますけれども、申

し上げるまでもなく琵琶湖に育まれました水の文化、また豊かな歴史や伝統文化、また自

然体験ですとか、また独自の発酵食、ふなずしなどの発酵食は最近、腸にもよくて、健康

志向の高まりに対応できるのではないかと考えておりますけれども、こういったものを発

信していきたいなと思っております。こういったことを通じまして、滞在型や体験型の宿

泊を推進していきたいと思っております。 

 では、次のページ、５ページからもう少し具体的な話をさせていただきたいと思ってお

ります。 

 ５ページはゴルフをテーマにしたＰＲ事業ということで、先ほど三重県知事様から御紹

介がございましたゴルフをテーマにした海外からの誘客でございます。こちらは資料をつ
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けておりますけれども、本年の10月にゴルフをテーマにした商談会を三重県で開催してい

ただきまして、そのエクスカーションを滋賀県で受け入れさせていただきました。10月３

日に滋賀県にお越しいただきまして、ウエルカムパーティなどをいたしまして、私も参加

いたしまして、滋賀に来ていただいた皆様方といろいろとお話をさせていただきましたけ

れども、そこでお伺いいたしましたのは、滋賀もそうですし、またその周りのところもそ

うかと思いますけれども、ゴルフ場だけではなくていろんな歴史や伝統に触れる観光資源

が大変豊富にあると。皆様、ゴルフをしに来られるとともに、やはり御自身もそうですし

御家族の方々も観光を楽しみたいと。そういったことからすると、もちろん北海道、沖縄

もいいんですけれども、非常に滋賀県は潜在力があって魅力があるんではないかという大

変貴重なお話を伺わせていただきました。 

 このときには、この写真にありますように比叡山の延暦寺ですとか、また甲賀の里忍術

村で忍者の体験をしていただき、また大津祭といいまして、こちらは祇園祭と非常に似た

お祭りと言われておりますけれども、こういったお祭りを体験していただきまして、日本

の伝統文化に触れていただいたところでございます。 

 次のページをおめくりください。 

 ６ページからは、ビワイチの話に入ってまいります。 

 ビワイチというのは、名前のとおり琵琶湖を自転車で１周ということですけれども、こ

ちらは本年３月にビワイチ推進総合ビジョンというのを策定させていただいて、その御紹

介でございます。こちらは目指す姿としていろいろと書いておりますけれども、ただ単に

スポーツとして琵琶湖を１周するだけではなくて、自転車で琵琶湖を１周していただいて、

歴史ですとか伝統文化、食に触れていただくと、そういった取り組みと思っていただけれ

ばと思います。 

 特にこちら、次のページ、７ページをご覧ください。 

 台湾は非常にサイクリングが盛んな土地でございまして、台湾をターゲットにいたしま

して、県内に各店舗を展開していただいておりますジャイアント社という会社がございま

して、こちらと共同のＰＲやトッププロモーションによる魅力の発信などを行っておりま

す。 

 この写真の左下のほうが来ていただきました皆様方と一緒に交流している写真です。こ

ういった形でジャイアント社の皆様方がその土地の富裕層の方々を連れてきていただき、
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実際にビワイチを体験していただき、さらに御帰国されてビワイチの魅力を発信していた

だくと、こういったようなことを行っております。 

 また、さらには右のページにございますけれども、このジャイアント社以外のいろんな

方々と交流させていただいて、それぞれで魅力を発信していただいているところでござい

ます。 

 次、８ページをご覧ください。 

 ７ページは台湾でございましたけれども、こちらはヨーロッパ、欧州でございます。近

年はターゲットをヨーロッパにも拡大いたしまして、昨年は、この写真にあります欧州サ

イクリスト連盟の会長様にもお越しいただきまして、ビワイチを体験していただきまして

魅力を体感していただいているということでございます。 

 次に、９ページ、一番最後のページになりますけれども、こちらをご覧ください。 

 ビワイチの体験者数というのが上のほうの行にございますけれども、この２年で急速に

体験者数がふえておりまして10万人に迫ろうかという勢いでございます。 

 また、今年の４月からはサイクリング専用アプリでありますBIWAICHI Cycling Naviとい

うものを開発いたしまして、こちらがダウンロードの平成30年の目標件数が１万件でした

が、それを９月の上旬に目標を達成したという、当初の想定をはるかに超える勢いでダウ

ンロードしていただいております。 

 またさらに、浜名湖を有される静岡県さん、また霞ヶ浦を有される茨城県さんなどとも

連携させていただきまして、３湖連携ということでお互いにプロモーションを行うなどの

取り組みを進めているところでございます。 

 今後ともさらにインバウンドの有力なコンテンツとして浸透させていきたいと思ってお

りますので、こういった材料で皆様方といろいろと連携を進めていければと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【谷本座長】 ありがとうございました。 

 最後に、廣澤名古屋市副市長さん、お願いします。 

【廣澤名古屋市副市長】 それでは、名古屋市の取り組みにつきまして御紹介をさせてい

ただきます。 

 それでは、表紙をおめくりいただきまして１ページ目でございます。 
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 主なインバウンド施策といたしまして、まず海外プロモーションでございますけれども、

本市では海外観光レップ事業というものに取り組んでおりまして、このレップというもの

は海外諸国の現地におきまして、この名古屋市の魅力をＰＲしていただくべくお願いをし

ている在外の外交員のようなものでございまして、現在は台湾とベトナムに置いておりま

す。継続的に、このレップを通してプロモーションを行っていきたいというふうに考えて

おります。 

 また、広域連携といたしまして、名古屋というのは伊勢志摩ですとか飛騨高山を始め本

当に多くのインバウンドの需要の強い地域への重要な交通結節点でございますので、周辺

自治体と連携をいたしましたプロモーションにも積極的に取り組んでいきたいというふう

に考えております。 

 そして、インバウンドの受け入れ環境の整備でございますけれども、訪日外国人の受け

入れ環境整備としましては、大変に海外の方からは需要の強いＷｉ－Ｆｉを無料でつない

でほしいというのが大きいですので、フリーＷｉ－Ｆｉの環境整備というものと、あとは

観光案内所の運営というのを行っております。 

 続きまして、２ページ目でございます。 

 魅力資源の磨き上げということで、「「名古屋城」を核とした２つの魅力軸」というテ

ーマを掲げておりまして、名古屋にはさまざま観光地ございますけれども、割と点在をし

ているということが前から指摘をされておりましたので、我々、この名古屋のシンボルで

あります名古屋城を起点にいたしまして、そこから南東方向へ向かう有松と桶狭間、桶狭

間の戦いのあった桶狭間でございますが、こちらに向かう歴史・文化の魅力軸と、あとは

もう一方向、名古屋城から南西方向へ向かいまして名古屋港までという、これがまちづく

り・ものづくり魅力軸というこの２つの魅力軸を創設をいたしました。金城ふ頭のほうに

はレゴランドがございまして、こちらは今年、水族館やホテルがオープンをいたしており

ます。 

 続きまして、３ページ目でございます。 

 魅力資源の磨き上げということでございまして、こちらは名古屋城天守閣の整備でござ

います。名古屋市では、燃える前、戦争前でございますけれども城郭建築として国宝第１

号であった名古屋城の天守閣の木造復元を進めております。この名古屋城天守閣は実測図

などの貴重な資料が存在している史実に忠実な復元ができる唯一の城郭と言われておりま
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して、着実に木造整備を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、４ページ目をお願いをいたします。 

 名古屋城本丸御殿の完成公開と新たな取り組みについてでございます。名古屋城の本丸

御殿、平成21年から復元の工事が始まりまして、平成25年に第１期、平成28年に第２期公

開を行いまして、そして今年６月についに全て完成公開を迎えまして、その完成公開の前

からもそうなんですけど、今年は本当に多くの外国の方含め、日本国内外から多くの方が

訪れていただいております。 

 ちなみに本丸、二の丸含めますと御殿というのが現存しているというのは本当に日本中

でたしか４つぐらいしかないと聞いておりまして、今回我々がつくったのはそれの400年前

の新築をそのまま、設計図が残っておりましたのでそのとおりつくりましたので、例えば

名古屋城の本丸御殿を見てから二条城の二の丸御殿、あちらは本当の400年前の本物ですの

でちょうど同じ江戸初期のものでございますが、それを見比べていただくと本当になかな

かこの400年の時を経て、もともとこの新築時代こうだったのが400年たつとこうだという

のがよくわかっていただけるかというふうに考えております。 

 また、今年８月の夏まつりの期間中に、江戸時代から残る、これは本物でございますけ

ど、３つの隅櫓の同時公開を初めて実施をいたしまして、また９月には名古屋城を背景に

名古屋フィルハーモニー交響楽団のコンサートや野外オペラも行うなど、そういう新たな

取り組みも進めているところでございます。 

 続きまして、５ページ目をお願いいたします。 

 東京オリパラのホストタウンでございますけれども、我々といたしましては29年にフラ

ンス、カナダ、ウズベキスタンというところから、この３カ国を相手国といたしましてホ

ストタウンとして国から登録を受けたところでございます。 

 また、平成30年にはカナダの車いすバスケットボール代表チームの2020年までの事前キ

ャンプ受け入れに関する覚書を締結をしております。 

 最後になりますけれども６ページ目でございますが、コスプレホストタウンというポッ

プカルチャーに関してでございまして、昨年、名古屋市ではコスプレホストタウン宣言を

行いまして、名古屋の新しいブランド化に向けて取り組んでおります。世界コスプレサミ

ットというのがございまして、これは名古屋が発祥でございまして、今年で16回目を迎え

まして36カ国の地域等の代表に名古屋に来ていただいております。大村知事にもいつも御
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参加をいただいておりましてありがとうございます。 

 平成30年度は、名古屋のコスプレ、アニメに関する情報を提供するコンシェルジュを設

置をいたしまして、今後、コスプレのホストタウンとしてさまざまな取り組みを行いまし

て、日本一楽しめるまちづくり、世界一あたたかなおもてなしを進めてまいります。 

 私からは以上でございます。 

【谷本座長】 ありがとうございました。 

 発言は以上で終わりましたが、予定を35分ほどオーバーしておりますが、意見を聞く時

間はありませんけれども、何か言っておきたいということがあれば、ぜひまたお願いした

いと思いますが。 

 私も今いろいろ意見聞いておりまして、やはりそれぞれの県、市が自分のところの魅力

に磨きをかけようということを、それぞれ本気になって皆さん一生懸命やっておられると

いうことですし、石川県の立場でいえば何といっても北陸新幹線の開業によって、がらっ

と雰囲気とか環境が変わったということは間違いありませんね。本当の意味で中部圏の各

県と連携をとっていかないとお客様の満足度を高めることができないということが現実の

形で見えてきたということが言えると思います。 

 例えばクルーズが金沢港へ入っていますけれども、そのうちの２割のお客様は岐阜県へ

足を運んでおられるという事実がある。そういうことを岐阜県の知事にお話をしましたら、

岐阜県の知事は、岐阜県は海なし県だけれども、クルーズの担当者を１人はりつける。そ

して、クルーズ見本市に一緒に出かけていって岐阜県のことをＰＲすると。そういう連携

は恐らく新幹線の金沢開業がなければ考えられませんでしたし、石川県と岐阜県をつなぐ

旅行商品もここ３年間で170本ぐらいあります。新幹線開業前は幾ら旅行会社にお話をして

も、「大体石川と岐阜と組んだ旅行商品なんて遠過ぎて話になりませんよ」と全然扱って

もらえなかったのが、新幹線で金沢へ２時間半で来られるということで、俄然、石川県と

岐阜県を組んだ旅行商品が商品としての価値が出てきたという、そういう変化を我々もし

っかり捉えて、本当の意味で中部各県がきちっと連携をしていくということが改めて大事

なんではないのかなと。 

 それとやっぱり北陸新幹線ができたことによって、いわばこれで中部圏が南と北に本当

の意味のゲートウェイを持つことになった。その間をつなぐのが東海北陸自動車道という

ことになれば、本当の意味で中部圏が連携できるような土台が私はできたなと、そんな印
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象を持っておるんですけれども、ぜひそんなことも含めて取り急いで取りまとめをしたい

と思いますが、もう意見はいいですね。 

 よろしいですね。それでは、取りまとめをしたいというふうに思いますけれども、今申

し上げたようなことでございますので、別途、せっかくのこれだけ意見を出していただい

たわけですから、それを広域観光に生かせる宣言という形でまとめてはどうかということ

で事前にお諮りをしておりますが、あえて読み上げるということはいたしませんけれども、

交流基盤の整備は引き続きやる。これは北陸新幹線の例を見ても明らかでございますから、

引き続きやっていかなきゃいけない。 

 そして、外国人旅行者の周遊性を高めるためのいろんな商品造成を中部圏でこれからも

積極的に進めていく。 

 プロモーションや情報発信も、三重県の知事がおっしゃったようにテーマを絞ってやる

ということも私は大事な視点だというふうに思います。 

 それと、中央日本総合観光機構が衣替えをしてスタートしているということであります

から、こことの連携もしっかりとっていく。 

 こんなことを柱にして一応宣言文としてまとめておりますので、これでよろしゅうござ

いますかね。 

    〔「異議なし」〕 

【谷本座長】 それでは、これで宣言文を、取りまとめをさせていただきます。 

 ここで５分休憩とさせていただきます。 

再開は15時30分からよろしくお願いします。 

    〔休 憩〕 

 

（２）国への提言 

【谷本座長】 それでは、休憩前に続き議事を再開したいと思います。 

 次第の議事２からということになるわけですが、今回、国への緊急提言ということで「中

小企業の事情承継支援について」が提案されております。 

 鈴木三重県知事から提案趣旨説明をお願いいたします。 

【鈴木三重県知事】 それでは、中小企業の事業承継について、全国知事会でもお話しさ

せていただきましたので、その後の変化を中心に、改めて平成31年度の予算確保あるいは
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税制改正の後押しをすべく中部圏知事会議で提言したいと考えておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 資料にありますとおり、上のほうは省きまして、真ん中のところから下、下半分です。

全国知事会とかでも提言をまとめさせていただいたり、緊急宣言やっていただいて決議を

していただいたおかげをもって、下半分に平成31年度の経済産業省の概算要求・税制改正

要望が出ています。これは大体、私たちがお願いしたことと重なっているというような状

況で、これを踏まえて、縦の紙でワードの紙のほうで３点要望を書かせていただいていま

す。ちょっと太い字になっていますけれども。 

 まず、要望の１点目は、各県にもあります事業承継ネットワークを始めとする地域が一

丸となった取り組みを推進するように、国の財政的支援の拡充強化を求めるというような

ものであります。 

 それから２点目は２と書いてあるところですけれども、これが結構大きいんですけど税

制改正のところです。地域の大部分を占める個人事業者の事業承継を後押しするために、

個人事業者の事業用資産、事業に使う資産についての相続税あるいは贈与税の負担軽減措

置を図ることを国に対して求めるというものであります。特に特例措置のない個人事業者

の建物とか設備の相続税あるいは贈与税、このあたりが特例措置がありませんので、こう

いうことを要望していこうというものです。 

 それから、なお、具体的な制度設計に当たっては、この提案をまとめるに当たって長野

県さんだったか御意見いただいた部分ですけれども、都道府県の意見を十分に聞き取って、

都道府県の事務負担にも配慮するようにというようなことであります。 

 そして３点目は、個人保証についてです。引き継ぎのときには経営者から個人保証をと

らないというようなことについて、経営者保証のガイドラインに書いてあるんですけれど

も、実態上は金融庁の調査によれば新旧の両方の経営者から個人保証をとる二重徴求が約

４割に上るというような状況で、個人保証が事業承継のネックになっているというような

ことがありますので、同ガイドラインの一層の浸透、定着を図るということを国に求める

というようなものであります。 

 以上、国の本気度を予算や税制改正という形で示していただくためにもしっかり要望し

てまいりたいと思いますし、特に中部圏はものづくりを始めとしてサプライチェーンでつ

ながっていたりしますので、どこかが黒字で廃業してしまって、そのサプライチェーンが
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途絶えるということになったら、中部圏全体のものづくりなどにも影響を与えかねないと

いうようなことでありますので、とりわけこの経済、ものづくりなど集積している中部圏

として力強く提言していきたいと思いまして今回提案させていただきました。 

 以上です。 

【谷本知事】 趣旨説明は以上ですが、ただいまの提案について御意見はございますでし

ょうか。 

 よろしいですかね。事前に調整ができているようであります。 

 それでは、鈴木三重県知事から説明ありました事柄については大変大事な事柄でござい

ます。サプライチェーンという話がありましたが、石川県も、ものづくり企業の集積が大

変高い地域でありますので、そうした技術が途絶えるということになっては大変でありま

すから、ぜひこれは要請をしたいというふうに思いますが、この文案を「国への提言」と

いうことでよろしいですかね。 

    〔「異議なし」〕 

【谷本座長】 ありがとうございました。それでは、そのとおり国へ提言をさせていただ

きたいと思います。 

 続いて、お手元に配付しております春秋共通の「国への提言」でありますけれども、前

回、岐阜県での中部圏知事会議で協議し、取りまとめた提言に、事務方で時点修正等を加

えたものでございます。国に対して提言活動を引き続き行っていくことにいたしますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

（３）その他 

【谷本座長】 ここで各県、市からのＰＲということでございますが、もう時間がござい

ません。お手元の資料を配っておりますので、それを後で熟読をぜひしていただきたい、

このように思う次第でございます。 

 

（４）次回開催県知事挨拶 

【谷本座長】 最後に、次回、第110回会議の開催でございますが、申し合わせにより静岡

県にお願いすることになっております。 

 それでは、土屋静岡県副知事から御挨拶をいただきます。よろしくお願いします。 
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【土屋静岡県府知事】 ありがとうございます。静岡県副知事、土屋でございます。 

 本日は、川勝知事が本当にこれは行きたい行きたいと申しておったんですけれども、表

彰の問題がございまして、知事が表彰をお渡しするのにどうしても来れないということで

失礼をさせていただきました。 

 本日は、谷本知事さんを始め石川県の皆様方には本当にすばらしいおもてなしをいただ

きまして、まことにありがとうございます。お礼を申し上げます。 

 次回開催は静岡県で開催をさせていただきたいと思ってございます。先ほどお話しいた

しましたよう、本県では来年はラグビーワールドカップもございますし、その前、４月か

ら６月はＪＲ６社のデスティネーションキャンペーンがございます。そういう観光の盛り

上がっているところを、今日の議題ではございませんけれども、皆さん方、現場へ来てい

ただいて見ていただければうれしいなと思ってございますので、お待ちしてまいりたいと

思ってございます。 

 あわせまして、オリンピック・パラリンピックの公表は、もうカレンダーに載っている

から構わないんですが、実はオリンピックの自転車競技のプレ大会というのが来年の７月

ぐらいに本県、東京から神奈川、山梨を抜けて、静岡へ来るロードのプレ大会というのが

開催をされます。その前後、皆様方がこういうものだということをまたご覧になれるよう

に、できれば準備をさせていただきたいと思いますのでお待ちを申し上げたいと思ってご

ざいます。 

 本日は恐縮ながら本当に欠席いたしましたけれども、知事の川勝平太も皆様方を心から

お待ちしているということで歓迎を申し上げるということで言葉をいただいてございます

ので、ぜひ来年も御臨席いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 本当にありがとうございます。 

【谷本座長】 ありがとうございました。 

【大村愛知県知事】 すみません。最後に一言だけ。 

 先ほど時間がなかったんであれですが、先ほどの訪日外国人、インバウンド等々の広域

観光に関する宣言について、ちょっと一言だけ申し上げますと、先ほどもちょっと申し上

げましたが、来年、中部国際空港は、来年度の上半期にＬＣＣターミナルを新設オープン

いたしますので、今、建設をやっておりまして、あそこはＣＩＱは全部そろっております

ので、ＬＣＣターミナルができますと、やはり相当インパクト大きいと思いますので、ま
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た中部各県の皆さんとよく御相談させていただいて、ＬＣＣ路線を。先ほど谷本知事言わ

れたように、広域的に、多分ここへ来て岐阜を通って北陸方面へぐっと行くとか、三重県

さんへ行くとか、静岡県へ。必ず来ると思いますので、ぜひそれは御相談をさせていただ

きます。 

 あわせて展示場も９月にオープンしますが、国際展示場、９万㎡の建屋で大きいのです

が、その運営を、日本で初めて運営権をコンセッションで15年間買ってもらって、フラン

スのイベント会社の「ＧＬ ｅｖｅｎｔｓ（ジーエル イベンツ）」、世界で屈指の運営会

社ですが、初めて運営をやってもらいますので、ワールドワイドの。特にフランス、ヨー

ロッパ関係の方面に非常に強いので、それをまた、先ほどお聞きしましたらフランスとか

ヨーロッパ関係に皆さん大変いろいろ働きかけておられるということなので、それもよく

御相談させていただければと思います。 

 そこを具体的にまた御相談させていただきますので、よろしくお願いします。 

 どうもありがとうございました。 

【谷本座長】 中部国際空港は中部圏のまさに国際空港の要ですから、ターミナルの整備

をされるということですから、また海外との交流が盛んになる大きな足場ができるという

ことですし、今の上屋が９万㎡。兼六園が10万㎡ですから、ほぼそれと変わらないという

ことですから大きいですね。 

 

６ 閉     会 

【谷本座長】 それでは、以上をもちまして第109回中部圏知事会議を終了いたします。 

 本日は皆様方の御協力を賜り、無事に座長を務めることができました。感謝を申し上げ

たいと思います。 

 それでは、事務局にお返しをいたします。 

【司会】 谷本知事様におかれましては、座長のお務め大変ありがとうございました。 

 また、本日御参加をいただきました各県の知事、副知事、副市長の皆様方、大変お疲れ

さまでございました。 

 これをもちまして109回の会議のほうは閉じさせていただきます。 

 それでは、引き続きまして合同会見のほうに移らせていただきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 


