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事業費

Ⅰ 九州ブランドイメージ戦略
［１］国別イメージ戦略の構築
1) 国別イメージ戦
2014 年度に国が実施した訪日旅行のブランド・イメージに関する
略策定事業
調査事業を踏まえ、訪日旅行者や現地旅行会社へのモニター調査等
0 を行い、ターゲット国・地域別（韓国、中国、台湾、香港、タイ、
（担当部：海外）
欧州等）の九州のイメージ戦略を策定する。
「
『温泉アイランド九州』広域観光周遊ルート形成計画磨き上げに
向けた調査業務」として実施（11 月～2016 年 3 月）
［２］地域別からテーマ・系統ごとのプロモーションへの進化
2) 各種プロモーシ
国内大都市圏などにおいてイベントに出展し、九州の魅力を直に
ョンイベントの 伝えることにより「行きたくなる九州」の印象付けを推進する。
開催または出展
①ツーリズム EXPO ジャパン 2015
事業
②羽田空港プロモーション
7,000
（
「空港を活用した国内観光振興プロモーション」への応募）
（担当部：国内）
①「ツーリズム EXPO ジャパン 2015」へ九州の食をテーマに出展
（9/25～27 東京ビッグサイト）
来場者数：173,602 名（前年比 110.2％）
②羽田空港での航空誘客プロモーションを実施（1/15～17）
７県と航空会社（６社）の協力を得て、各県クイズラリーや観光
PR ステージなどで九州の最新情報を発信
【来場者数：16,500 名（前年比 103.1%）
】
3) プロモーション
国別イメージ戦略に基づき、各種プロモーションツールを作成す
ツール作成事業
る。
12,200
・パンフレット、ガイドブック等
（担当部：海外）
①パンフレット増刷（英語、韓国語、繁体字、簡体字、タイ語）
・残部数に応じて、適宜増刷
②中国 FIT 向け九州旅行ガイドブック作成
・
「日本の窓」九州特集の再編集 16,500 部 3 月
③九州オルレガイドブック（英語版）作成
・全 17 コース、4,000 部（3 月）
［３］観光・物産一体となったブランドイメージづくり
4) 主要都市におけ
主要都市において、観光ＰＲと物産の販売を併せた観光・物産展
る観光・物産展出 等に出展することにより、効果的な九州観光情報の発信と九州への
展事業
観光客誘客を図る。
6,500
①観光・物産フェア（東京）
（担当部：国内）
②観光・物産展（大阪）
③九州観光展（広島）
①代々木公園にて「来て見て食べて感動！九州観光・物産フェア
2015」を開催（10/10～12）
九州各県・九州ゆかりの企業等の在京事務所と連携の上実施。
食 PR に加え、明治日本の産業革命遺産 PR や九州各地のモノづ
くり体験を実施する等、観光情報を発信。
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Ⅰ 九州ブランドイメージ戦略
【来場者数：229,276 名（前年比 112.7%）
】
②九州各県大阪事務所と連携したＰＲイベント「九州・沖縄観光
物産展」を開催（11/28～29）
。アンケート回収 681 枚（目標 700
枚）
③広島にて「九州大観光展」を開催（3/5～6）
九州各県及び日本観光振興協会との共催。
テレビ新広島（ＴＳＳ）と連携し、TV 番組と連動した観光展・物産展を実
施。（TSS 情報番組にてイベント告知及び九州各県の観光情報を発
信。※イベント前日には生放送番組に出演）
【来場者数：78,951 名（前年比 106.6%）
】
［４］インパクトのあるロゴの策定
5) ノベルティ作成
九州ブランドイメージを浸透させるため、2014 年 6 月に策定した
事業
九州のロゴ、キャッチフレーズを付したノベルティを作成し、各種
3,000 プロモーションで活用する。
（担当部：海外）
・「ONSEN ISLAND KYUSHU」のロゴを付したノベルティを作成（3 月）
［５］九州として明確に差別化できるものの検討と戦略の構築
6) 九州の強みとし
国内市場における九州のブランドイメージに関する調査を踏ま
てのブランドイ え、エリア毎にターゲットを絞り九州の強みである観光素材（九州
メージ発信事業
の世界遺産等）をイメージ戦略として情報発信及び販売強化に向け
19,200 た取組を行う。
（担当部：国内）
①九州観光列車のブランドイメージ発信
②九州オルレ推進事業
③九州八十八湯めぐり推進事業
④九州の世界遺産に係る推進事業
①九州観光列車のブランドイメージ発信
・日本航空とタイアップし関東地区ＡＧＴのＪＡＬ利用商品造成
現地研修で、「Ａ列車で行こう」に乗車（6/13）
・九州の D＆S 列車とイルミネーション情報の紹介を兼ね、東京メ
トロ駅内に設置の情報誌「メトロガイド」に広告出稿（11/5）
・
「Ａ列車で行こう」と天草の素材を「男の隠れ家」へ出稿（3 月
末発行）
・南九州エリアのＤ＆Ｓ列車の情報と沿線の素材を「サライ」へ
出稿（3 月末発行）
・日経ＢＰ社発行の「エルージュ」にて「或る列車」情報を出稿
（3 月末発行）
②九州オルレ推進事業
・
「九州オルレ(15 ｺｰｽ)」パンフレット１万部制作（5 月）
・
「第３回九州オルレハッピートーク」（11/7）＆「モニターツア
ー（4 ｺｰｽ）」実施。
トークショー ：参加者 270 名
モニターツアー：【11 月】嬉野ｺｰｽ（40 名）、九重・やまなみ
ｺｰｽ（85 名）、【12 月】久留米・高良山＆南
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Ⅰ 九州ブランドイメージ戦略
島原ｺｰｽ（14 名）
、唐津ｺｰｽ（86 名）
・旅行会社・メディア関係者へのオルレ研修を実施（12/8～9）
新オープンの「久留米・高良山」
・
「南島原」コース（20 名参加）
・新オープン（2 コース）の情報掲載パンフレットを 5,000 部作
成（2 月）
③九州八十八湯めぐり推進事業
・パンフレットや泉人優待券などの広告物作成（4 月）
・高速道路ＳＡ・ＰＡや、九州内空港、各地の観光案内所等での
パンフレット設置、湯印帳の販売（随時）
・
「婦人画報」（9 月号）にて特集記事作成
・
「まっぷるマガジン」（10 月号）や「旬刊旅行新聞」（臨時増刊
号）への出稿
・パンフレット、湯印帳の増刷（10 月）
・ＡＧＴによる商品造成（下期よりＪＴＢで設定）
・
「九州じゃらん」とのタイアップによる特集記事（11/1）
※「泉人」登録数(八十八湯踏破者)：1,117 名 (3/31 現在)
④九州の世界遺産に係る推進事業
・
「明治日本の産業革命遺産」モデルルート（3 コース）を旅行会
社・メディア向け全国プロモーションで発表（8～10 月）
・
「明治日本の産業革命遺産」ポスター2 種類を作成し、各イベン
トで活用（8 月～）
・各世界遺産を活用した旅行商品造成につなげるため、一般消費
者向けのモデルコース・写真データ・施設の詳細情報などを集
めた WEB ページを製作（3 月）
・旅行会社向けの商品造成マニュアル（施設詳細情報、モデルル
ート等を掲載）を作成しＣＤ-Ｒにて一部配布。2016 年 4～5 月
の全国プロモーションにて本格的に配布予定。
・旅行会社造成担当者を招聘し、宗像・沖ノ島、産業革命遺産を
メインとした研修旅行を実施（3/1～3）。参加者は東京・福岡の
担当者等 16 名。世界遺産商品造成マニュアルも配付。
［６］効果的なイメージ発信の実施
7) ＩＴ活用情報発
九州観光のきめ細やかな情報発信とその浸透を、ＨＰやＳＮＳ等
信事業
ＩＴを活用して効果的に図る。
3,200
・ＨＰをはじめとした機構の情報発信環境と九州各地のコンテン
（担当部：企画）
ツを活かし、より効果的・戦略的な情報発信の取り組みを行う。
・ＨＰ「旅ネット」の戦略的運用に向け、戦略的新コンテンツ及
び既存モデルリメイクの企画・開発についての戦略会議をＷＥ
Ｂコンサルティング会社とともに毎月実施
・各県ＷＥＢ担当者会議の開催（5/8）
・ＨＰ「旅ネット」新規コンテンツページの投入（世界遺産モデ
ルコース（10/23）、九州八十八湯スタンプラリー（10/23）
、サ
イクルツーリズム（制作中））
・ＨＰ「旅ネット」スマホサイトのリニューアルオープン（1/29）
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Ⅰ 九州ブランドイメージ戦略
8) 国内誘客のため
情報発信ツールの最適化を図り、九州の観光の魅力を効果的に発
の効果的情報発 信することにより、幅広いターゲット層に対し九州への関心と旅行
信事業
需要を喚起する。
10,400
①マスコミタイアップ・取材誘致
（担当部：国内）
②ＷＥＢによる情報発信
③ＰＲ媒体の作成
①マスコミタイアップ
・３月末累計で雑誌２１件、テレビ８件の計２９件に協力
（広告換算費：５６２，１４０千円）
②ＷＥＢによる情報発信
・ＨＰリニューアルに伴うモデルコースの作成(明治日本の産業革
命遺産を絡めたコース等)、季節画像の更新
・各県と連携したナイトメニュー刷新に伴うＷＥＢ展開
・ＨＰ内の２コンテンツ（九州の八十八湯めぐり、明治日本の産
業革命遺産）について、WEB 広告を実施（1 月～3 月）
・
「九州旅ネット」TOP ページ「新着情報」を、西日本新聞キュレ
ーションサイト「piQ」に情報連携
・Facebook
78,000 超の「いいね！」獲得
③ＰＲ媒体の作成
・オルレポスター(15 コース)増刷（4 月）
・グルメポスター 増刷（10 月）
・キャリーバッグ 増刷（7 月）
・
「九州旅図」制作（3 月）
9) 海外に向けた情
国別イメージ戦略の策定作業を踏まえた、海外メディア等とタイ
報発信事業
アップした九州の認知度向上のための各種プロモーションを実施す
28,300 る。
（担当部：海外）
①九州観光ブログコンテスト
②九州人気温泉コンテスト
③九州観光サポーター会議
④微信を活用した情報発信
①九州観光ブログコンテスト（Kyushu Article Contest）
・４言語（英、韓、簡、繁）で実施（10/13～12/25）
・表彰式を 3/2 に開催
②九州人気温泉コンテスト（Kyushu Onsen Contest 2015）
・九州観光サポーターが推薦する温泉地 20 か所を対象として実施
（11/5～1/15）
・表彰式を 3/2 に開催
③九州観光サポーター会議
・九州観光サポーターを中心とした 20 名程度による会議を開催
（10/13 福岡市）
④微信を活用した情報発信
・中国人担当者が適宜、最新トピック記事を掲載
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Ⅰ 九州ブランドイメージ戦略
⑤ブランドイメージ情報発信事業
・タイにおける番組放映事業（RKB 連携 9～12 月 12 回）
・タイにおける映画(999)・テレビ番組作成支援（取材 9 月～10
月、映画上映 1/24～2/24、テレビ放送 1 月～3 月）
・フィリピンにおける新聞広告・航空会社 HP への掲載
(セブパシフィック航空との連携 3 月)
・香港雑誌社 U Magazine 招請事業（12/10～16 3 名）
・シンガポール大手訪日旅行社とタイアップした九州ドライブセ
ミナー開催（1/22 シンガポール 30 名出席）
⑥外国語ＨＰ改修（英、韓、簡、繁）
・2/29 完了（携帯端末画面最適化を含む）
⑦日韓国交正常化５０周年記念ノベルティ作成（８月）
（カンセ・マグネット 1,000 個）
⑧温泉アイランド九州のロゴを使用したプロモーションツール作
成
・法被、横断幕（英、韓、簡、繁）
、トートバッグ、タオル等
［７］その他
10) 九州の代表的
レンタカーによる旅行需要を喚起するため、九州ドライブ周遊ル
な観光ルート策定 ートを策定し、韓国、台湾及び香港において情報発信及び商品造成
3,100 のための招請事業等を実施する。
（担当部：海外）
・レンタカーによる九州ドライブ周遊ルート提案事業
レンタカーによる九州ドライブ周遊ルート提案事業
・9/30 マップ作成（英、韓、繁 各 5,000 部）
マニュアル作成（英、韓、繁 各 1,000 部）
・10/16 台湾におけるドライブセミナー開催（117 名）
・10/17 香港におけるドライブセミナー開催（122 名）
・10 月～11 月 旅行社招請事業（韓、台、香、各 2 社 2 名）
Ⅱ

観光インフラ整備戦略

［１］ 九州特区ガイドの育成と普及

11) 総合特区活用推
進事業
20,700
（担当部：企画）

総合特区制度の活用により、九州観光の振興を図る。
①特区ガイドの育成及び活用支援
・各県、福岡市との共同により、特区ガイド（中国語・韓国語・
タイ語）を育成
・スキルアップ研修の実施、効果的な活用支援策の検討・実施
②特区計画の認定申請の取り組み
・他の優先提案の取り組みについて進捗が図れる事項は、国との
協議を実施し、計画認定申請に向けての作業を進める
・特区を活用した新たな提案の検討
③特区計画の事後評価の作成
・計画の進捗状況の自己評価を実施
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観光インフラ整備戦略
①九州アジア観光アイランド特区ガイド育成事業
・特区ガイド育成研修を実施
第一期 佐賀県会場（8/21～9/11）、福岡県会場（9/1～9/25）
第二期 宮崎県会場（10/1～10/23）
、
鹿児島県会場（10/10～11/14）
口述試験のみ 熊本県会場（10/30）、大分県会場（11/27）
、
長崎県会場（12/5）
【応募者数】新規 180 名、再履修 68 名、計 248 名
【口述試験受験者数】152 名
【合格者数】47 名（中国語 38 名、韓国語 6 名、タイ語 3 名）
【合格者数累計】192 名
（中国語 131 名、韓国語 50 名、タイ語 11 名）
・特区ガイド育成研修 口述試験の再試験を実施
福岡県会場（3/18）
、鹿児島県会場（3/19）
【応募者数】89 名（中国語 67 名、韓国語 15 名、タイ語 7 名）
・特区ガイドスキルアップ＆マッチングセミナーを実施
（2/27～2/28）
参加ガイド 59 名（中国語 39 名、韓国語 15 名、タイ語 5 名）
参加事業者 16 社 30 名
②提案事項「専門店での共同販売所の設置」は、平成２７年度税
制改正により実現
③地域活性化総合特別区域評価書の提出（6/10）
内閣府による評価結果の公表（12/7）
4.3 点／満点 5.0 点（観光分野において最高点）

［２］地域観光ガイドの育成と充実

12) 観光ボランティ
九州各地における観光ボランティアガイドの育成、強化への支援
ア ガ イ ド 育 成 支 を行い、観光人材の育成・活用を図る。
援事業
①九州の観光ボランティアガイドの「おもてなしの心」の更なる
2,050
醸成、資質向上、広域連携の促進等を目的とする「九州観光ボ
（担当部：企画）
ランティアガイド研修会」の開催
②九州観光ボランティアガイド団体の情報交換、広域連携促進等
を目的とする「九州各県観光ボランティアガイド連絡協議会代
表者会議」の開催
①「九州観光ボランティアガイド研修会 in 熊本山鹿」を八千代
座・山鹿ニューグランドホテルで開催（2/2～3）
85 団体・218 名が参加
・2/2 開会式、基調講演、事例発表会、情報交換会
・2/3 分科会、閉会
・実行委員会の開催（第１回：5/27、第２回：9/29）
②「九州各県観光ボランティアガイド連絡協議会代表者会議」を
開催（9/29 第 2 回実行委員会と合同開催）
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観光インフラ整備戦略

［３］ 観光人材育成のための社会意識の喚起と基盤整備

13) 観光人材育成支 観光に携わる方、将来に観光を担う方等への観光人材育成に対す
援事業
る支援を行うことにより、地域の観光振興を推進する。
2,400
①将来の観光人材育成支援
（担当部：企画）
・大学等からの要請を受けて、観光産業に興味のある学生等を対
象とした講義等実施
②市町村職員受入研修
・観光のまちづくりやプロモーション等の知識・技能の習得を支
援するため、機構に市町村職員を受け入れ、研修実施
（唐津市から職員１名の受け入れを予定）
③九州観光推進機構 10 周年記念講演会等開催
・時期：6 月 8 日（月）
（予定）2015 年定時総会終了後
・内容：記念講演（セミナー）、九州観光功労者表彰
①将来の観光人材育成支援
・九州・山口各県職員合同研修(8/7)「九州の観光戦略について」
・福岡大学（10/9）「九州観光の未来へ向けて」
②唐津市（佐賀県）から職員 1 名を（上期：企画部配属、下期：
海外誘致推進部配属）受け入れ、研修実施中
③九州観光推進機構設立 10 周年記念事業の開催（6/8：電気ビル
みらいホール）
・九州観光功労者表彰式及び記念講演会（300 名参加）
【九州観光功労者】
麻生 渡氏
（前福岡県知事

福岡空港ビルディング株式会社 代表取締役社長）

田中 浩二氏
（九州観光推進機構初代会長

九州旅客鉄道株式会社特別顧問）

鎌田 迪貞氏
（元九州経済連合会会長 九州電力株式会社相談役）
徐 明淑氏（社団法人済州オルレ理事長）

【記念講演会】
講師：澤田 秀雄氏（ハウステンボス株式会社代表取締役社長）
演題：観光立国･九州の実現に向けて
～ハウステンボス流おもてなし術～
・交流会（180 名参加）
［４］地域おこしの取組への支援
14) 広域観光モデル
エリア観光素材
開発事業
5,800
（担当部：国内）

旅行商品化を促進するためにモデルエリアを選定し、調査及び
観光素材の磨き上げを行うとともに、観光拠点数やその魅力を増や
し、利便性の高い観光ルートを開発、民間事業者と行政機関の連携
を図る。
①「九州結旅」旅行商品化への継続的取り組み
②「九州結旅」の開発・情報発信
③関係機関との観光に関する調査・情報収集
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①観光モデルエリア（２箇所）の継続的な商品造成のため、機構
ＨＰ内での「九州結旅」紹介ページ作成
②九州結旅第３弾「シュガーロード」について、ガイドブック（２
万部）及び専用ＷＥＢを作成。さらに第１弾、第２弾を含めた
ＷＥＢを作成し継続的に情報発信
③観光素材説明会や教育旅行素材説明会をはじめ、各種ｲﾍﾞﾝﾄの
開催や出展に併せて、旅行会社や一般消費者へのｱﾝｹｰﾄ実施

［５］その他
15) 外国人観光客受
外国人観光客の利便性・満足度の向上を目的とした受け入れ環境
入 体 制 整 備 支 援 （Wi-fi・Ｗｅｂ・ツール等）の充実
事業
①Wi-fi 環境の充実・利便性の向上
6,000
・公衆無線 LAN（Wi-fi）環境構築に向けた取り組み
（担当部：企画）
・九州経済連合会、各県との連携による共通 SSID 導入及びアプ
リ開発（福岡県、九州経済連合会）による利便性促進に向けた
取り組み
②翻訳サービスサイト・マナーブック運営、更新及び周知
・外国人観光客のおもてなし充実を目的としたＷｅｂサイト「接
客のための翻訳サイト」
・マナーブックの運用・内容更新
・外国人観光客受け入れ施設（ホテル・旅館・飲食店等）の対応
力向上を目的とした「外国人のお客様のためのおもてなしマニ
ュアル」の更新
①「Kyushu_Free_Wi-Fi プロジェクト」の実施
・外国人観光客をはじめとした Wi-Fi 利用者の利便性向上と消費
行動促進による地域活性化を目指して、
「第 21 回九州地域戦略
会議」
（6/5）の記者会見でプロジェクトの始動を発表
・九州経済連合会及び NTT グループと連携し、「観光アプリの開
発」
、
「Wi-Fi 接続事業者拡大」、
「国内外へのプロモーション（専
用ホームページ作成、ツール（リーフレット、ポスター、フリ
ーペーパー掲載素材）作成・各拠点へのツール設置依頼、海外
プロモーション用説明資料作成等）」、「アライアンスパートナ
ー事務局対応」を実施。
・イベント出展による PR（FUKUOKA STREET PARTY 2015（9/26～
27）、九州経済フォーラム 九州地域間・産学官連携サミット
（2/12～13）、ゴー！ゴー！九州フェア（3/12～13）
）
・当該プロジェクトに対応した九州内の無料 Wi-Fi 接続可能施
設：11,625 施設（3/31 現在）
・観光アプリ登録者数：74,907 名（3/31 現在）
②「福岡県商工会議所連合会、株式会社ぐるなびとの地域共同事
業に関する包括連携協定」
・福岡県商工会議所連合会と株式会社ぐるなびともに、メニュー
の多言語化などを進めて、「食」を通じて観光の活性化を促進
するため「一般社団法人九州観光推進機構、福岡県商工会議所
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連合会、株式会社ぐるなびとの地域共同事業に関する包括連携
協定」を締結（2/8）
。

Ⅲ

九州への来訪促進戦略

［１］訪日リピーターへのプロモーション
16) 大都市圏におけ
訪日外国人を対象として受入環境整備促進のためのアンケート
る プ ロ モ ー シ ョ 調査、及び九州の温泉・観光地等のＰＲを実施
ン
・訪日外国人観光客を対象とした九州広域観光周遊ルートの受入環
300
境整備促進のための調査事業
（担当部：海外）
（2/20～21 関西国際空港ツーリストインフォメーションセン
ター・旅の広場（関西空港駅中央コンコース））
［２］ＡＳＥＡＮ市場の開拓
17) 市 場 開 拓 事 業
経済発展やＬＣＣの就航により海外旅行者が増加し、親日国も多
（ 九 州 観 光 説 明 いＡＳＥＡＮからの誘客を図る。
会・商談会、招請、 ①九州観光説明会・商談会
プロモーション）
（タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム）
32,700
②旅行博出展（タイ）
（担当部：海外）
③九州観光プロモーション包括委託契約
（インドネシア・マレーシア）
④在京ランド社対象九州観光説明会
⑤旅行会社招請（タイ・シンガポール・マレーシア）
⑥ムスリム対応ガイドブックの作成
①九州観光説明会・商談会
（タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム）
・10/5～9 フィリピン・ベトナム
・11/23～27 タイ・マレーシア・
インドネシア(JNTO 主催商談会参加)
②旅行博出展（タイ）
・FIT フェア 2015 出展（バンコク 6/25～28 来場者約 4.7 万人）
・TITF#18 出展（バンコク 2/17～21）
③九州観光プロモーション包括委託契約
・インドネシア・マレーシアの現地会社と締結し、現地プロモー
ション実施（主にインドネシア／現地旅行博 ASTINDO、マレー
シア／MATTA における九州プロモーション）
④在京ランド社対象九州観光商談会
・九州インバウンド促進商談会開催
（7/6 東京 ランド社側 31 社 59 名、九州側 72 社 97 名）
⑤旅行会社招請（タイ・シンガポール・マレーシア）
・タイ旅行社招請事業①
（9/28～10/2 8 社 10 名 福岡、長崎、熊本、大分）
・タイ旅行社招請事業②
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（11/9～13 8 社 8 名 福岡、佐賀、宮崎、鹿児島）
・マレーシア旅行社招請事業
（12 月 7 社 7 名 福岡、熊本、宮崎、鹿児島で実施）
・シンガポール旅行社招請事業及びランド社商談会開催
（3/10～16 6 社 6 名 福岡、佐賀、熊本、大分、宮崎、鹿児島
3/15 福岡市内でランド社との商談会を開催）
⑥その他
・ビジット・ジャパン・アジア・トラベルマート 2015 出展
（6/16～17 幕張 商談数 22 件）
・シンガポールにおけるドライブ旅行促進事業
（1/23 シンガポール 参加者 320 名）
・ムスリム対応ガイドブックの作成（2/29 完成 3000 部）
・タイ人ブロガー招請事業
（2/18～24 2 組 4 名 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分）
・インドネシア・タイからの誘客促進情報発信事業
（2 月～3 月にかけて 5 回放映、再放送 5 回）

［３］教育旅行市場の開拓
18) 市 場 開 拓 事 業
教育関連市場の開拓のため、学校長等の教育関係者を招請すると
（招請、学校交流 ともに、学校交流支援金による受入学校への支援を行う。
支援）
①教育旅行関係者招請事業（シンガポール）
2,500
②学校校交流支援金（上限 50 千円／回）
（担当部：海外）
③中国教育関係者等招請事業
①教育旅行関係者招請事業（シンガポール）
・3/8～13 6 社 6 名招請 福岡、長崎、熊本、大分
②学校交流支援金（上限 50 千円／回）
・学校交流支援金交付申請 27 件（H26 年度 22 件）
［４］東南アジアの華僑マーケットの開拓
19) マレーシア華僑
旅行会社招請事
業
0
（担当部：海外）

17) 市場開拓事業（九州観光説明会・商談会、招請、プロモーショ
ン）
（再掲）
⑤旅行会社招請（マレーシア）
⑤旅行会社招請（マレーシア）
・12 月 7 社 7 名 福岡、熊本、宮崎、鹿児島

［５］直行便就航を契機とした欧州市場の開拓
20) 誘 客 拡 大 事 業
欧州における九州の認知度向上や誘客促進を図るため、各種プロ
（招請、プロモー モーションを展開する。
ション）
①九州観光プロモーション
8,300
②「南日本ゴールデンルート」構築事業
（担当部：海外）
③ＶＪトラベルマート
④ＫＬＭオランダ航空連携招請事業
→フィンランド航空連携招請事業に変更
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①九州観光プロモーション
・11/2～5 ロンドン WTM（旅行博）に九州ブース出展
・11/5 パリ 九州観光説明会・商談会を開催
②「南日本ゴールデンルート」構築事業（旅行会社招請）
・11/25～12/3 英国 4 社 4 名、フランス 4 社 4 名
③ＶＪトラベルマート
・9/25～27 東京 商談数 23 件
④フィンランド航空連携招請事業（メディア招請）
・3/15～3/19 欧州のメディア 8 社 9 名（複数県市連携）
⑤欧州からの誘客促進情報発信事業
10/29～11/12 オランダ国営テレビ局 3 名招請（鉄道の旅 PR）

［６］中国からの誘客拡大
21) 誘 客 拡 大 事 業
急増している中国人旅行者の更なる九州への誘客拡大を図るた
（ 情 報 発 信 、 招 め、上海、広州、深玔等において各種プロモーションを展開する。
請、プロモーショ
①旅行雑誌社招請・情報発信事業（旅行雑誌「行楽」）
ン）
②ＭＯＵ締結中国旅行社招請事業（上海）
27,100
③旅行博等出展事業（北京）
（担当部：海外）
④高品質クルーズ商品の普及に向けた招請事業（上海）
⑤中国東方航空連携による定期航路地旅行社招請事業
⑥中国華南圏（広州・深圳）マスコミ・旅行社招請事業及び
商談会
⑦中国在住欧米人等商談会（上海）
①旅行雑誌社招請・情報発信事業（旅行雑誌「行楽」）
・旅行雑誌「行楽」の招請及び情報発信事業を実施中
（8 月、10 月、12 月、2 月の計 4 回（隔月）発行）
・各号約 20 頁の九州特集掲載
②MOU 締結中国旅行社招請事業（上海及びその周辺）
・1 回目 9/7～13 旅行社 8 社 8 名を招請し北部九州を視察
・2 回目 11/30～12/5 旅行社 8 社 8 名を招請し南部九州を視察
③旅行博等出展事業（北京）
・6/26～28「北京国際旅游博覧会（BITE）
」に出展
④高品質クルーズ商品の普及に向けた招請事業（上海）
・2/21～26 福岡・長崎・鹿児島を視察
・クルーズ商品取扱旅行社 9 社 9 名、船会社 3 社 3 名を招請
・最終日は、九州運輸局含め意見交換会を実施
⑤中国東方航空連携による定期航路地旅行社招請事業
・9/13～18 青島・武漢地区の旅行社・新聞社等 11 社 14 名を招請
⑥中国華南圏（広州・深圳）マスコミ・旅行社招請事業及び商談
会
・11/5 広東省・広州にて商談会開催
（広州領事館並びに JNTO 香港事務所との連携による訪日セミ
ナーを同時開催）
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・2/23～29 九州 7 県全域を視察
（広東省・福建省から旅行社 15 社 15 名を招請）

［７］台湾からの誘客拡大
22) 誘 客 拡 大 事 業
機材の大型化やチャーター便の就航等により、急増している台湾
（ 九 州 観 光 説 明 人旅行者の一層の誘客拡大を図るため、各種プロモーションを展開
会・商談会、招請、 する。
プロモーション）
①南九州誘致を目的としたチャイナエアラインと連携した包括
11,700
プロモーション
（担当部：海外）
②台北国際旅行博（ITF）等出展事業
③日本の観光・物産展 2015 出展事業
④九州観光説明会・商談会
⑤四季情報発信を目的とした人気ブロガー招請事業
①南九州誘致を目的としたチャイナエアラインと連携した包括
プロモーション
・台湾メディア招請事業
（9/3～7 4 社 4 名 熊本、宮崎、鹿児島）
・現地において、九州ＦＩＴセミナーを開催（11、1、2 月）
・台北国際旅行博（ITF）での旅行会社とのタイアッププロモー
ション
・専用ＨＰを開設
②台北国際旅行博（ITF）等出展事業
・台北国際観光博覧会（TTE2015）出展
（5/22～24 台北 来場者約 2,830 千人 ブース来訪者約 2 千人）
・台北国際旅行博（ITF）出展
（11/6～9 台北 来場者約 3,480 千人 ブース来訪者約 7 千人）
③日本の観光・物産展 2015 出展事業
・6/26～28 台北駅 九州ブース来訪者数約 1,500 名
④九州観光説明会・商談会
・8/25 高雄 台湾側 27 社 39 名 九州側 35 社 50 名
・8/26 台北 台湾側 51 社 85 名 九州側 41 社 57 名
⑤四季情報発信を目的とした人気ブロガー招請事業
・6/29～7/3 2 名 福岡、佐賀、長崎、大分
・7/21～25
2 名 熊本、宮崎、鹿児島
・11/5～9
2 名 福岡、佐賀、長崎、大分
・11/17～21 2 名 熊本、宮崎、鹿児島
⑥台湾向けガイドブック制作支援
（台湾 MOOK 出版 2～3 月取材 2016 年 5 月発行予定）
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［８］香港からの誘客拡大
23) 誘 客 拡 大 事 業
香港人旅行者の誘客拡大を図るため、各種プロモーションを展開
（招請、プロモー する。
ション）
①九州観光説明会・商談会及び現地旅行社販売員セミナー開催
2,600
事業
（担当部：海外）
②FIT 層を対象とした香港旅行会社招請事業
③メディア招請事業
①九州観光説明会・商談会及び現地旅行社販売員セミナー開催
事業
・11/3 香港：香港側 23 社 30 名、九州側 22 社 34 名が参加
②ＦＩＴ層を対象とした香港旅行会社招請事業
・香港航空キーエージェントを対象に、1/11～16 ７社９名（香
港航空職員 2 名含む）
③メディア招請事業
・2～3 月 香港雑誌社 2 社を招請（飲食男女、METRO POP）
［９］韓国からの誘客拡大
24) 誘 客 拡 大 事 業
韓国人旅行者の誘客拡大に向け、九州オルレ等も活用し各種プロ
（招請、プロモー モーションを展開する。
ション）
①日韓国交正常化 50 周年記念事業～オルレ交流事業
22,900
②ブロガー招請事業
（担当部：海外）
③情報発信事業
④日韓定期航路を活用した旅行商品の造成を目的とした旅行会
社等招請事業
⑤「九州オルレ」マスコミ・旅行社等招請事業
⑥韓国における FIT 誘致に特化した情報発信事業
①日韓国交正常化 50 周年記念事業～オルレ交流事業
・11/20 記念シンポジウム開催（日韓 276 名参加）
②ブロガー招請事業
・8～11 月 12 名 6 コースに分けて実施
③韓国における「滞在型」旅行促進のための招請及び情報発信
事業
・九州オルレ 15 コースガイドブック制作（8 月 PDF で納品）
・韓国アウトドアブランド（ドイター）を活用したタイアッププ
ロモーション（10/12～15 ブロガー5 名招請）
・韓国放送局 KBS による東九州取材
（11/6～9 大分、宮崎）
・雑誌社による離島取材（12/2～7 五島列島、奄美大島）
・中央日報による陶磁器取材
（11/6～9 唐津、有田、伊万里、波佐見）
④日韓定期航路を活用した旅行商品の造成を目的とした旅行会
社等招請事業
・3/4～7 旅行会社等 30 名招請、大分県、熊本県、福岡県を
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視察
⑤「九州オルレ」マスコミ・旅行社等招請事業
・韓国マスコミ・旅行社による九州オルレ第 5 次コース視察
（11/20～11/23 27 名 久留米・高良山コース、南島原コース）
（2/12～2/15 28 名 九州オルレフェア指宿・開聞コース、霧
島・妙見コース、熊本県視察）
⑥韓国における FIT 誘致に特化した情報発信事業
・現地旅行社とタイアップした総合販売サイトによる FIT 向けの
PR 映像作成及び旅行商品販売促進

［10］大型クルーズの誘致
25) クルーズ博覧会
クルーズ商品造成を目的にクルーズ関係者の招請を行い、欧米ク
出展等
ルーズの誘致に向けた情報収集を行う。
2,200
・琉球・奄美・九州クルーズ商品造成を目的とした関係者等招請
（担当部：海外）
事業
「琉球・奄美」九州クルーズ商品造成を目的とした、欧米のクル
ーズ関係者のキーパーソン２名を招請。
・1 回目 12/4～12/10 実施
・2 回目 3/6～3/13 実施
［11］将来の新たな旅行マーケットの創出
26) ニューツーリズ
ニューツーリズムの創出支援を行うとともに、その周知を図るこ
ム創出支援事業
とで九州の新しい魅力づくりを図る。
13,900
①スポーツツーリズムの推進による九州の新しい魅力創出
（担当部：企画）
・オリンピック、ラグビーワールドカップ等メガスポーツイベン
トでの九州の連携強化
・国機関等（観光庁、ＪＳＴＡ、スポーツツーリズム全国連絡協
議会）との連携による迅速な情報収集
・ＷＥＢサイト、Facebook「マラソンｉｎ九州」の運用及び集客
力のある参加型スポーツイベントの活用による誘客促進
・受け入れ環境充実に向けた取り組み
②新たな地域の観光スポットや新しいツーリズムの情報発信と
開発支援
・地域の特色を生かした新しいツーリズム（エコ、ヘルスツーリ
ズム等）の創出及び商品化に向けた支援
・九州の地場産食材を使った料理等の PR 情報発信
③地域の魅力を高める観光ボランティアガイドによる定時ツア
ーの利用促進
・サイト改修によるボランティアガイド及びツアーのＰＲ
① スポーツツーリズムの推進による九州の新しい魅力創出
・ＷＥＢサイト及び Facebook「マラソン in 九州」の運営（継続）
・ＪＳＴＡとの連携による「SPORTEC2015（東京）
」での「マラソ
ン in 九州」のＰＲ（7/28～30）
・スポーツツーリズム全国連絡協議会への参加（7/30）
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・イベント出展によるＰＲ（福岡マラソン EXPO（11/6～7）
、北九
州マラソン EXPO（2/20～21）
、九州経済フォーラム 九州地域
間・産学官連携サミット（2/12～13）、ゴー！ゴー！九州フェ
ア（3/12～13）
）
・ＪＳＴＡセミナーin 福岡の開催（11/20）
②新たな地域の観光スポットや新しいツーリズムの情報発信と
開発支援
・各地域開催の地域活性化セミナーまたは勉強会開催への支援を
行う「観光・地域づくりプログラム 2015」を実施
各県及び各市町村へ案内（8 月）
実績：西之表市でのセミナー開催支援（1/22）等 11 地域・団
体を支援。
③地域の魅力を高める観光ボランティアガイドによる定時ツア
ーの利用促進
・ＷＥＢ「九州さるく」での情報発信（継続）、内容更新

［12］修学旅行誘致の拡大
27) 修学旅行誘致拡
大都市圏及び中国地方などからの修学旅行の誘致活動を強化し、
大 に 向 け た プ ロ 九州への修学旅行の拡大を図る。
モーション事業
①修学旅行素材説明会・相談会の開催
13,200
②教育旅行関係者現地視察研修
（担当部：国内）
③修学旅行モデルルート・教育旅行素材の開発
①九州 7 県合同修学旅行素材説明会･相談会を実施
名古屋 8/5 名古屋ガーデンパレス 参加者 90 名(前年比 108%)
（教職員 24 名、旅行会社 24 名、県他 42 名）
大阪 8/18 KKR ホテル大阪 参加者 126 名(前年比 110%)
（教職員 36 名、旅行会社 35 名、県他 55 名）
東京 8/19 アルカディア市ヶ谷 参加者 120 名(前年比 130%)
（教職員 23 名、旅行会社 38 名、県他 59 名）
新潟 8/20 ANA クラウンプラザホテル新潟 参加者 99 名
（教職員 39 名、旅行会社 24 名、県他 36 名）
②教育旅行関係者現地視察研修の実施
・首都圏の中学校教職員及び教育関係者を対象に、（公財）全国
修学旅行研究協会の協力を得て、九州現地視察会を南九州地区
（鹿児島、宮崎、熊本）で実施（11/21～23）参加者 17 名
・首都圏の高等学校教職員及び教育関係者を対象に、（公財）日
本修学旅行協会の協力を得て、九州現地視察会を北部九州（福
岡、大分、佐賀、長崎）で実施（3/19～21）参加者 14 名
③教育旅行素材集 CD-ROM（体験学習含む）を作成
モデルコース及び「九州教育旅行ネット」の拡充を実施（3 月）
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［13］鉄道・航空・旅行会社の大型キャンペーン対象地指定に向けた働きかけ
28) 鉄道・航空・旅
関東・中部・近畿の大都市圏及び他地域の政令指定都市から九州
行 会 社 と 連 携 し への旅行を促進するため、旅行会社や旅客運送事業者等と連携し、
た 九 州 へ の 誘 客 対象圏域の特性に応じたプロモーションによる九州への入り込み
事業
客（宿泊客）の増加を図る。
104,200
①ＪＲプロモーション
（担当部：国内）
②航空プロモーション
③旅行会社とのタイアップ事業
④航空会社とのタイアップ事業
①ＪＲプロモーション
・九州内のＤ＆Ｓ列車と二次アクセスを掲載したパンフレットを
作成し、イベント等での配布やＪＲ西日本管内の各旅行会社等
へ納品し告知（7 月～）
・ＪＲ名古屋高島屋で開催された「大九州展」に合わせＪＲ東海
が実施した「九州行くなら新幹線」イベントへ参加（6/1～2）
・ＪＲ西日本岡山支社がイオンモール岡山で実施したイベント
「旅ミルン」へ参加（7/4～5）
・ＪＲ西日本管内の AGT 担当者を対象にした現地研修を実施
（7/8～9 大分・熊本 旅行会社 34 名参加）
（11/26～27 佐賀・長崎 旅行会社 38 名参加）
・日本旅行が実施した観光キャラバンへの支援を実施（7 月）
・ＪＲ東海、ＪＲ西日本、ＪＲ九州、九州観光推進機構の 4 団体
主催により、名古屋市久屋大通公園にて「ほっと＠九州フェア
2016」を実施（2/20～21）
【来場者数：74,500 名（前年比 116.0%）
】
・山陽・九州新幹線相互直通 5 周年を記念し、ＪＲ西日本、ＪＲ
九州と「ゴー！ゴー！！九州フェア」をＪＲ大阪駅で実施（3/12
～13）
②航空プロモーション
・航空 14 社の協力を得て「空行け！九州」キャンペーンを展開。
専用ＨＰでの九州特産品プレゼント、航空各社ＨＰでの航空券
のプレゼントなど、総計 400 名以上に当たるキャンペーンを 3
月末まで実施（9/1～）
・
「空行け！九州」オープニングイベントとして、羽田空港にお
いてメディア向けの告知を行い、イメージキャラクター「たん
こぶちん」がキャンペーンソングを披露（8/6）
・ツーリズム EXPO2015 や九州観光・物産フェア（代々木）のス
テージで「空行け！九州キャンペーン」を告知（9/25～27、10/10
～12）
③旅行会社とのタイアップ事業
・九州向け旅行商品の拡充とタイアップ事業強化のため、会員旅
行会社担当者会議（4/17）と旅行商品造成部署の訪問を観光素
材説明会日程に合わせ実施（5 月～6 月）
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・
「九州キャンペーン」や「うんちくの旅」、「あったか冬九州」
など九州商品企画を各社で計画し実施
・
「九州オルレ」の商品化に対する支援を 15 コースに拡大し、実
施
・新規発案事業（商品）に「世界遺産」や「東九州自動車道」、
「九
州八十八湯巡り」に対する支援を加え実施
・会員旅行会社の九州商品販売拡大のための社員現地研修に対
し、支援を実施
④航空会社とのタイアップ事業
九州向けのパッケージ商品造成、キャンペーン企画、航空旅客
向け各種プロモーションなどの支援事業を実施。

［14］プロモーション地域の拡大
29) 全国及び域内で
国内大都市圏及び中国地方などから九州への旅行促進を図るた
の 誘 客 プ ロ モ ー め、旅行会社・メディア等を対象に九州各県の観光素材を効果的に
ション事業
発信していく。
14,000
・九州観光素材説明会・相談会の開催
（担当部：国内）
九州観光素材説明会・相談会を実施
・平成２７年度下期期観光素材説明会・相談会
参加 AGT：199 社(前年比 126%),参加者数：646 名(前年比 116%)
登録候補の「明治日本の産業革命遺産」「長崎の教会群とキリ
スト教関連遺産」を中心に、下記テーマを設定し各県より説明
【各県一押し素材、テーマ別素材】
翌日は、開催各地の旅行会社を訪問し、情報収集等関係強化を
図った
大阪：4/27 グランヴィアホテル大阪（３部構成）
（旅行社 35 社 99 名、県他 57 名、計 156 名）
札幌：5/11 札幌駅前地下街通りにて九州の観光イベント開催
5/12 札幌グランドホテル（３部構成）
（旅行会社 20 社 67 名、県他 30 名、計 97 名）
東京：5/14 品川プリンスホテル JR 九州共催（４部構成）
昨年に続き、インバウンド旅行社も参加
（旅行社 67 社 235 名、JR 関連 6 社 17 名、メディア 4 社 8 名、
県他 92 名、計 352 名）
名古屋：5/18 名古屋ガーデンパレス（３部構成）
（旅行社 38 社 107 名、県他 51 名、計 158 名）
広島：5/25 メルパルク広島（２部構成）
（旅行社 18 社 46 名、メディア 3 社 6 名、県他 53 名、計 99 名）
福岡：5/28 西鉄イン福岡（２部構成）
（旅行社 21 社 92 名、メディア 4 社 10 名、県他 75 名、計 177 名）
・平成２８年度上期観光素材説明会・相談会
参加 AGT：246 社(前年比 133%),参加者数：720 名(前年比 112%)
世界遺産登録決定の「明治日本の産業革命遺産」登録候補の
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「宗像・沖の島と関連遺産群」を中心に下記テーマを設定し各
県より説明
【各県一押し素材、ターゲット別団体素材、地域モデルコース】
仙台：8/25 仙台国際ホテル（３部構成）
（旅行社 32 社 81 名、県他 37 名、計 118 名）
翌日、旅行会社を訪問し関係強化を図った。
東京：8/27 品川プリンスホテル（２部構成）
（旅行社 37 社 168 名、メディア 11 社 15 名、県他 59 名、計 242 名）

金沢：9/2 都ホテル金沢（３部構成）
（旅行社 38 社 87 名、メディア 2 社 3 名、県他 35 名、計 125 名）
翌日、旅行会社を訪問し関係強化を図った。
名古屋：9/17 ホテル名古屋ガーデンパレス（２部構成）
（旅行社 36 社 94 名、メディア 1 社 2 名、県他 52 名、計 148 名）
大阪：9/18 グランヴィアホテル大阪（３部構成）
（旅行社 45 社 141 名、メディア 1 社 1 名、県他 67 名、計 209 名）
広島：9/28 メルパルク広島（２部構成）
（旅行社 24 社 38 名、メディア 2 社 5 名、県他 48 名、計 91 名）
福岡：10/7 西鉄イン福岡（２部構成）
（旅行社 34 社 111 名、メディア 6 社 14 名、ひな協 22 名、
他 65 名、計 212 名）
［15］その他
30) 東九州自動車道
2015 年 3 月に東九州自動車道 北九州―宮崎間が開通し、九州各
を 活 用 し た 誘 客 県が高速道で結ばれることから、同自動車道を活用した九州への誘
促進事業
客事業を実施する。
5,000
①各県と連携したプロモーション
（担当部：国内）
②自動車利用客を対象とした誘客
③船舶利用者を対象とした誘客
①大分県及び宮崎県と連携して「東九州自動車道 大分・宮崎ド
ライブパス」事業を実施。（7/18～12/6）
期間中、ドライブパス利用が 11,384 件（計画比 202.9%）と、
飛躍的に伸びた。
②大分・宮崎ドライブパスに関してマイカー利用者への周知を図
るためＪＡＦ福岡・中国・愛媛と連携しプレゼントキャンペー
ンを実施（7/18～9/30）
また、ＪＡＦ全国版にて大分･宮崎ドライブパスのプレゼント
キャンペーン実施（10/15-11/30）
③フェリーを利用した観光誘客を図るため、関西、中・四国～九
州に就航する 5 社と連携し、大分・宮崎ドライブパス期間に合
わせてフェリーキャンペーンを実施（7/18-12/6）
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31) ＦＩＴ対策事業
個人旅行客が九州旅行の際に役立つマニュアルを作成し、海外の
0 旅行社等を通じて配布するとともに、ＷＥＢでも閲覧できるように
（担当部：海外）
する。
・ＦＩＴ向け広域 2 次交通マニュアルガイドブックの作成
（Good luck Trip 九州 11 月発行、60,000 部）

Ⅳ

滞在・消費促進戦略

［１］県境をまたがる二次交通の整備
32) 既存二次交通網
九州内の既存二次交通網を活用した観光ルート開発を行い、観光
の 活 用 ル ー ト 開 客の利便性向上を図る。
発事業
①他の交通機関とレンタカーの連携活用
9,000
②幹線につなぐフィーダーアクセスの活用
（担当部：国内）
③九州内二次アクセス活用情報誌の作成
①他の交通機関とレンタカーの連携活用
・ＪＲ西日本管内旅行エージェント向け商品として発売中の駅レ
ンタカー支援プランは、9 月末現在 1,941 件で推移
②幹線につなぐフィーダーアクセスの活用
・九州新幹線利用客の長崎方面への送客を図るために、熊本駅～
島原～長崎駅を運行するバスを販売する旅行会社への支援事
業を実施中
③現在、主に旅行会社(一部一般)へ配布している二次交通パンフ
レット『九州みちあんない』が好評につき、同じく九州への誘
致を目的とした、『よか旅九州』を一般配布用として２万部作
成し、国内イベントでの配布及び各観光案内所へ配布
九州を６エリアに分け、さらに九州の魅力を主に５つの切り口
で分け、二次交通情報を併せて掲載
［２］外国人対応可能な観光案内所の拡充・ネットワーク化
33) 観光案内所ネッ
福岡空港国際観光案内所等九州の観光案内所の整備支援を図り、
ト ワ ー ク 推 進 事 国内外の観光客への九州観光情報提供の拠点づくりを行う。
業
①福岡空港国際観光案内所への支援
4,500
・福岡空港国際観光案内所での案内委託業務への支援
（担当部：企画）
②九州観光案内所の整備支援
・九州の主要観光案内所訪問による現状把握及び九州観光案内所
連絡会議等への参加要請
・九州観光案内所連絡会議の開催
（現場で必要な整備支援の検討、協議等）
・九州観光案内所スタッフ研修会の開催（連携強化、資質向上）
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滞在・消費促進戦略
①福岡空港国際観光案内所への支援
・
「福岡空港国際観光案内所運営協議会」を通じて事業運営を
支援
②九州観光案内所の整備支援
九州域内観光案内所間の情報交換や交流を促進するため、福
岡空港・博多駅・天神・別府駅・熊本駅・鹿児島中央駅６案
内所を対象として、九州観光案内所連絡会議とスタッフ研修
会を実施
・第 1 回 大牟田市 10/6～7 参加者 20 名
・第 2 回 熊本市
3/1～2 参加者 20 名

［３］通過型から宿泊・滞在型への観光魅力づくり
34) 着地型観光素材
開発事業
4,700
（担当部：国内）

Ⅴ

各県と連携した着地型観光素材の発掘、及び利用促進を図る。
・各自治体設定の着地型観光素材の抽出
・各県と連携したナイトメニュー・モーニングメニューの開発
・ＷＥＢ・パンフレットでの情報発信
・主に旅行会社へ向けて、九州への宿泊を促す観光素材として
「ナイト＆モーニングメニュー」をＰＲ
パンフレット 3,000 部を制作（8 月）し、主に旅行会社向けに
実施の観光素材説明会で配付
・九州各地の着地型観光素材について、各県と市町村を窓口とし
て集約。即商品化できるＡＧＴ向けの付帯商品として活用を推
進。ＷＥＢでの情報発信及びパンフレット配付を実施（3 月末）

その他
35) 観光統計等調査
九州観光の質の向上を図るため、九州の観光客満足度を実施する
事業
とともに、基礎データの蓄積のため、各種観光統計の集計及び分析
260 を行う。
（担当部：企画）
①顧客満足度調査の実施（隔年実施予定／2014 年度実施）
②直接外国人入国者数集計（出入国管理統計）及び分析
③のべ宿泊者数集計（宿泊旅行統計）及び分析
①隔年実施のため、本年度は無し
②と③は、毎月集計・分析を行い、機構会員向けサイトを通じて
会員へ情報提供中（6 月～）
36) 観光関連組織連
会員や九州運輸局等関係機関、さらには他の広域観光組織との連
携事業
携を強化することにより、持続的な観光推進体制の強化を図るとと
890 もに、九州の観光資源を広く周知する。
（担当部：企画）
①会員等九州内の連携強化
②観光団体等との連携
③機構会員加入促進用パンフレットの作成
④関連団体支援
⑤活動レポート作成、送付（毎月）
⑥マスコミを活用したＰＲ

20

2015 年度事業実施報告
戦略項目等

Ⅴ

2015 年度事業計画
2015 年度事業実施報告

その他

37) 複数県連携支援
事業
4,500
（担当部：海外）

２ 運営管理費
①管理運営費

・機構の活動状況や主催イベント等の予定を取りまとめた「活動
レポート」の発行（毎月／郵送及びＨＰ掲載中）
・九州観光推進機構パンフレットのリニューアル（8 月 2,000 部）
・
「日本観光研究学会」特別会員（事務局：立教大学観光学部内）
・長崎県、宮崎県、福岡県柳川市、久留米市、佐賀県唐津市、大
分県日田市等の依頼を受け、観光振興会議、観光振興計画策定
委員会、観光施設指定管理委員会等の委員に就任
・自治体、観光団体等の依頼を受け九州観光に関する講演等実施
大阪ベイ機構(5/19)、福岡空港利活用推進協議会(6/2)、北九
州商工会議所(6/12)、佐賀県議会（10/23）等
九州の複数県が連携して行う事業を支援する。
・
「九州内複数県が連携して実施する招請事業等への支援制度」
による支援（上限 1,000 千円／回）
①訪日ガイドブック｢日本之窓｣編集部(読者モニター)招請事業
・4 月～2 月 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・鹿児島との連携
②マレーシア旅行会社招請事業
・5/25～30 福岡・長崎・熊本・大分との連携
③フランスガイドブック「Le Petit Fute」への九州記事掲載
事業
・6/1～5 福岡・熊本との連携
④韓国青少年連盟による九州視察
・10/5～8 福岡・熊本・大分との連携
⑤中国山東省教育関係者招請事業
・11/16～20 福岡・佐賀・大分・宮崎との連携
⑥中国重慶旅行社及び西部航空招請事業
・11/30～12/4 福岡・佐賀・長崎との連携

直接雇用職員の導入
・「九州ブランド戦略」及び「国別イメージ戦略」の策定、並びに
関連施策の企画立案等を円滑に行うため、有期契約社員を直接雇
用 併せて、正職員登用制度を創設
・10 月 1 日採用 1 名（海外誘致推進部に配置）
・1 月 1 日採用 1 名（企画部に配置）
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