
                   

経済建設委員会視察報告書 沖縄県石垣市 

視察先 沖縄県石垣市 

視察目的 新空港開港を契機に石垣市では空港を活かした

観光計画を推進している。常滑市においても観

光振興計画の策定時期にあたり、今後の振興計

画の参考とするため 

視察項目 ① 石垣市観光基本計画について 

② ICT を活かした観光都市構想について 

③ 新空港開港による観光施設との相乗効果に

ついて 

参加議員(６名) 

随行職員(１名) 

加藤久豊(委員長)村上道明(副委員長) 

盛田克己・伊藤史郎・森下宏・杉江繁樹 

芦田順子(議会事務局)        敬称略 

視察日時 10 月 15 日 14 時 30 分～17 時 00 分 

10 月 16 日  9 時 00 分～11 時 30 分 

石垣市の概要 

 

 石 垣 市 常 滑 市  

住民基本台帳登載人口 48,132 人 55,045 人 2010 年度 

標準財政規模 125 億 44,998 千円 117 億 65,363 千円 2010 年度 

財政力指数 －0.38 1.10 2010 年度 

歳入総額 237 億 06,179 千円 204 億 02,798 千円 2010 年度 

歳出総額 229 億 70,120 千円 194 億 78,167 千円 2010 年度 

地方税 43 億 61,918 千円 112 億 67,444 千円 2010 年度 

地方債現在高 208 億 07,766 千円 215 億 45,842 千円 2010 年度 

実質公債費比率 13.2％ 10.0％ 2010 年度 

将来負担比率 93.9％ 206.7％ 2010 年度 

石垣市（いしがきし）は、沖縄県八重山諸島の政治、経済、産業、交通の中心

地となっている市であり、沖縄県八重山事務所（旧・八重山支庁）所在地であ

ります。数々の島から成り立つ隣接自治体である竹富町役場も市内にあり、主

たる産業は農業・漁業・観光です。特に近年は、離島ブーム、ダイビングなど

の海洋レジャーを目的に島外からの移住者が増加し、人口増現象が見られてい

ます。また、風光明媚な自然環境を活かし、観光業に力を入れている日本最南

端・最西端に位置する市です。 



 

経済建設委員会では、新石垣空港開港の開港を踏まえ、策定されました観光

基本計画に基づき観光振興を図っている中、着実に効果を上げている沖縄県石

垣市の観光施策について学ぶため行政調査にいきました。 

新石垣空港とセントレアは直行便で結ばれおり、当市、情報政策担当職員と

の交流もあり、今回の視察は実現されました。尚、本視察の調査項目は以下の

通りです。 

 

石垣市観光基本計画について 

 

沖縄県が本土復帰をした昭和４７年に４万人弱であった石垣市の観光入域客

数は、社会資本の整備や民間の努力により、平成１９ 年には過去最高の７８ 万

３ 千人の観光客が訪れており、観光は石垣市の基幹かつリーディング産業とな

っていました。 

その一方で観光客が増加し、観光形態が多様化する中、観光が抱えるリスク

や環境負荷などが喫緊の課題となっている事実もありました。 

石垣市では、国の指針である「観光立国の実現」を極めて重要と捉え、示され

た「地域における創意工夫を生かした主体的な取り組みを尊重しつつ、地域の

住民が誇りと愛着を持つことができる活力に満ちた地域社会の持続可能な発展

を通じて国内外からの観光旅行を促進することが将来にわたる豊かな国民生活

の実現」を基本に石垣市らしい基本計画を策定しました。 

石垣市の観光基本計画は、平成２５年３月の開港・供用開始に向けた新石垣

空港の開港を展望し、石垣市の有する優位性のある観光資源の価値を育み、資



源の活用と保全のバランスに十分配慮して、より魅力のある石垣市観光の形成

と観光産業及び関連産業の連携を図ることによって本市活性化の指針ならびに

“住んでよし訪れてよし”の観光立市を促進して観光による豊かなまちづくり

をめざすことを目的として策定されていました。 

基本理念は、「島

し ま

ぬ美

か い

しゃ心

き む

美

か い

しゃ」自然や景観の魅力・人やその暮らしと伝

統文化の魅力とし、平成３２年までの１０年計画となっており、策定のポイン

トとして、 

●アジアを結ぶ国際交流結節点としての国際観光の振興 

観光地として脚光を浴び、観光魅力に富む八重山の位置と風土を象徴とし、

本市がアジアを結ぶ国際交流の結節点であることを強調し、国際観光の可能性

を示すこと。 

●恵まれた自然は地域発展の源泉として自然を守ること 

恵まれた自然は、地域発展の源泉であり、先人からの知恵が蓄積され今日が

あることに感謝して、自然環境を保全して次世代へ受け継ぐこと。 

●独自の文化を市民の誇りとして観光魅力にすること 

格調高い八重山文化は長い歴史の中で「ゆいまーる」の暮しの中から生まれ、

市民の誇りを形成しており、文化は観光の大きな魅力となり、さらに世界や未

来へ発信することで地域の誇りとなること。 

● 観光資源を生かして、総合産業としての相乗効果により地域を活性化 

すること 

観光は自然と文化を背景にした奥深いものであり、農林水産業、畜産業や商工



業と複合する総合産業として、相乗効果を発揮することによって経済発展を促

すこと。 

●観光客と市民の交流を深め合うこと 

観光客と市民の交流を育み、表情豊かな観光魅力としての「笑顔」を創出す

ること。 

●観光を命の大切さを学ぶ世界平和の架け橋とすること 

観光は何よりも世界平和へ貢献するという意義を提唱すること。の６つのコ

ンセプトで構成され、適時見直しを図るものとされています。 

基本目標として、①「みる旅」「する旅」から「来るたび発見・また来たくな

る旅」の確立②観光分野（観光ニーズ）とまちづくり分野（市民ニーズ）の融

合による固有の魅力ある観光文化の創造③自然環境と人を最大の観光資源とす

る持続可能な取り組みの促進を３本の柱とし、主要方針を７つに分類していま

した。また、ソフト面、ハード面の双方からのアプローチで、４７にも及ぶ具

体的施策も提示し、着実に遂行していました。 

推進組織も明確に示され、官民一体となった取り組みが石垣市の観光の下支

えになっているとの印象を強く持ちました。尚、調査項目①に対する主な質疑

は以下の通りです。 

 

(1)石垣市観光基本計画について 

①  観光について住民理解は浸

透しているか 

観光ビジョンはあるが浸透しているとは思

わない。島民を巻き込むイベントなど行い、

浸透を図っている。一緒に取り組むイベント

など効果があるように感じている。 

②  地域産業と観光の結び付け

の成功例は何か 

石垣ウェディングなどに関して市内の花

屋・着付けなどの成功例がある。ステラマリ

ッジ(星空のウェディング会社)などの展開

で市内経済効果はある。 

③  市民に何を期待しているか 観光基本計画にある観光まちづくりは市民

生活において豊かさを得る一方策であり、経

済的豊かさと共に、観光により地域に誇りを

持つこと、愛着などがある。 

観光客との交流を育むホスピタリィーが望

まれる。 

④  アジア諸国への観光 PRの取

り組みはどうか 

市長を先頭に近隣諸外国に対し観光イベン

トも行っている。特に台湾は近いことから多

くの集客に力を入れている。 

また、八重山会と言う組織があるが、観光協



会や JTB などプロモーション活動を行って

いる。 

⑤  観光振興策定に当たり一番

訴えたいポイントは何か 

LCC の就航や台湾との定期路線、市内消費の

単価拡大や滞在時間などがポイントだと考

えている。 

⑥  石垣市と観光協会のかかわ

りはどのようなっているか 

強く連携している。プロモーション活動など

連携をしたり、観光案内所など手を組みなが

ら進めている。 

⑦  今後の展望はどうか 石垣市の特産品を広めていきたいと考えて

いる。食べるラー油などここから生まれた。

観光客にも人気がある。また、夜の観光メニ

ューの充実やアンテナショップ、石垣フェア

ー、工場見学など進めたい。同時に雨対策、

冬対策などの懸念事項も整理していきたい。 

最近では星空が綺麗だと話題性もある。観光

資源として更に売り出したいと考えている。 

ただ、観光アドバイザーが少ないのが悩み

だ。 

 

ICT を活かした観光都市構想について 

 

石垣市の観光産業は、基幹かつリーディング産業となっています。八重山諸島

の玄関口として年間７０万人を超える観光客が訪れる中、新石垣空港開港後の



新たな観光によるまちづくりを推進するため、「石垣市観光基本計画」を策定し、

自然との調和を図りつつ様々な施策を展開しています。 

しかしながら、中心市街地における回遊型・着地型観光サービスの充実は外

国人を含む観光客を誘引すると同時に、地域経済の活性化に繋がるものとの考

えの下、ICT を利活用した魅力ある観光地づくりのための環境整備を目的に「観

光地・観光施設への集客力強化事業」である提案競技を新たな展開として進め

ていました。 

事業の概要は、（１）無料公衆 Wi-Fi 導入 （２）観光ポータルサイトの構築・

運用 （３）ICT を利活用したサービス（４）観光プロモーション（５）管理業

務 （６）業務実施報告の６つで、提案型により公募を募っていました。請負予

定金額は上限を３９，９５９，０００円でした。現在では市街地数か所、観光

地数か所に無料公衆 Wi-Hi が完備されていました。導入の目的に外国人の観光

発信が狙いにあるとのことでした。自国のスマートフォンやタブレットを使用

した外国人に対し無料公衆 Wi-Hi のサービスを提供することにより、より多く

の外国人に石垣市の観光大使になっていただこうとのことでした。観光協会と

の連携や費用負担なども取り決めがなされていました。尚、調査項目②の主な

質疑は以下の通りです。 

 

(2)ICT を活かした観光都市構想について 

①  石垣島まちなか散歩ツアー

があると聞いた。開発などの

エピソードは何か。 

Wi-Hi 整備など進めている。金額ベースで１

５００万円ほど投資した。また、アプリ開発

には７００万円。運用などは観光協会が担

う。当初メンテナンスとして、市が３年間は



管理することとなっている。アプリのダウン

ロード数は２８３１件。Wi-Hi 利用者は３３

７０００人となっている。 

②  職員の情報発信技術の取り

組みはどうか 

定期的な勉強会を実施している。但し、発信

については向いている部署、向いてない部署

があり、石垣市では希望性を取り入れてい

る。 

③  SNSなど有効的に活用してい

ると思うが、今後の位置づけ

はどうするのか 

英語版のフェイスブックなど考えているが、

フェイスブックの魅力は無料であることで、

今後有料化などの状況が変われば考えなけ

ればいけない。 

石垣市のフェイスブックは「６２６２のイイ

ね」があり全国でも５位に位置している。更

なる上位を目指していきたいと考えている。 

④  SNSでの発信は素晴らしいと

思うが、SNS ができない市民

への発信はどうしているか 

高齢者には広報誌、若者には SNS と棲み分け

している。このどちらもとても大切なツール

であるのでしっかり行っている。 

 

新空港開港による観光施設の相乗効果について 

 

八重山の新しい玄関口として旧空港から機能を拡張した南（ぱい）ぬ島石垣

空港の開港は石垣市の観光客増に大きな効果をもたらしています。現地視察し

た公設市場ではそのほとんどが土産物屋に転換し業績を伸ばしているとのこと



でした。また、ここで販売されている商品は島内の食材を使用した商品が開発

されているなど、地産地消の精神を前面に押し出した工夫などなされていまし

た。視察項目に掲載はありませんでしたが、石垣焼の振興策についても学ぶ機

会を設けました。訪れた石垣焼の窯元では、観光バスや島内観光客が多く来場

していました。島内には約 20 の窯元があり、その独創性溢れた個性的な作品に

多くの観光客が見入っているようでした。施設内には陶芸教室もあり、石垣焼

の宣伝効果は高いように思われました。 

更に、島内の観光名所とされる施設の多くは観光客増に転じているように見

受けられ、島内では観光バスや観光タクシー、レンタカーやレンタルバイクな

ど多く見かけました。関係者のお話では島内に約 3000 台のレンタカーがあるそ

うです。島内タクシー台数が約 280 台とのことでしたので、比べてみればその

数の多さに驚いてしまいます。各観光施設での観光客に対する接客や説明はと

ても好感が持てましたし、郷土に誇りを持っていると感じました。観光がもた

らす経済効果は非常に大きいとのことでした。調査項目③に対する主な質疑は

以下の通りです。 

 

(3)新空港開港による観光施設の相乗効果について 

①  滑走路の延長により中型ジ

ェット機が着陸可能となっ

た。海外からの観光客は増加

しているか。 

実際は増加していない。国内観光客が増加し

ているため宿泊が取れない状況があるよう

だ。アジア諸外国の観光客誘致には引き続き

取り組みたい。特に大韓航空、アシアナ、香

港就航など取り組んでいく。また、ビジネス

マッチングなども視野に入れたい。 



②  宿泊施設は増加したか 増加していない。 

③  新空港開港に伴い、新規に乗

り入れた都市との観光交流

は可能か。 

もちろん可能だ。現在でも北海道は稚内、三

重県松阪市などと交流がある。愛知県内にお

いても岡崎市や田原市とも交流している。 

④  観光客による経済効果はど

うなっているか。 

石垣牛などの焼肉屋、居酒屋などかなりの経

済効果があると聞いている。特に焼肉など肉

が足りないとのことだ。但し、宿泊施設では

客単価を上げれないとの事。単価に見合った

サービスの提供が求められている。 

 

石垣市長表敬訪問 

 

視察終了後に中山石垣市長と懇談する機会を頂きました。市長からは観光が

大きな石垣市の産業となっている現状や新空港開港までの苦労などお聞きする

ことができました。また、観光客増に対するハード面(宿泊施設不足)のお話も

頂きました。 

新空港が石垣市にもたらした経済効果は大きく、今後も観光施策に力を注い

でいく旨のお話もありました。 

また、新石垣空港のインフォメーションカウンターには常滑市の観光パンフ

レットも常備されていることなど感謝申し上げるとともに、今後も直行便が御

縁の友好を図れるようお伝えすることができました。大変有意義な懇談となり

ました。 



 

常滑市観光協会との意見交換 

 

今回の調査をもとに常滑市観光協会関係者や常滑市観光協会各支部の代表者、

商工会議所、市商工観光課と合同意見交換会を開催しました。目的は観光がも

たらす経済効果と今後の常滑市観光施策についてです。 

 

懇談の中では、私たちが学んできた石垣市での観光への取り組みや、今後、

制定に向けて取り組まれる常滑市観光振興計画について議論を交わしました。

より良い報告が行えたと思います。 

今回の懇談会を踏まえ、官民一体となった観光施策を策定し常滑市の観光に

ついてより議論が深まればと思います。 

 



委員会視察総括 

今回の視察は、常滑市情報政策担当が石垣市と交流があり、常滑市と石垣市

の親交が深まったことが、背景にあり実施しました。 

観光の切り口での調査でしたが、石垣市の観光担当、SNS 担当のお話をお聞きし、

常滑市の観光振興計画の更なる見直し、充実が必要と強く感じました。 

常滑市でも年間１３０万人ほどの観光客が訪れていますが、市内での消費や滞

在の面では石垣市の比ではなく、観光がもたらす経済効果及びホスピタリィー

の精神を学ぶことができたと思います。 

石垣市の観光基本計画、ICT を活かした施策、そして新空港の開港を契機とし

た様々な取り組みは、今後策定される常滑市の観光振興計画に対しとても参考

となるものであったと実感しています。 

視察終了後の委員会視察意見交換会(平成２５年１０月２２日開催)の中でも、

「観光で生計を立てることの意識の高さ、必死さが伝わり、常滑市も見習うべ

き」との意見や「石垣市の職員が活き活きしながら観光施策を推進していた」

との意見。また、「セントレアを通した常滑市の観光施策を今以上に強化し、観

光施策への取り入れと同時に、都市間を結ぶ、直行便のメリットを常滑市も活

かすべき」「Wi-Hi は世界への情報発信。とても魅力を感じた。常滑市も取り入

れるべき」との前向きな施策提案も出される見解が述べられました。 

尚、経済建設委員会ではこうした現状を踏まえ、石垣市の取り組みを紹介す

ると同時に、常滑市の観光施策を更に推進するため、常滑市観光協会及び関係

者との意見交換会(平成２５年１１月８日開催)も企画し、情報を共有しました。  

意見交換会の中では、平成２５年度で計画終了年度を迎える観光振興計画に

ついて、「今後の動向を見極めつつ、時間をかけじっくり振興計画を策定すべき

では」との意見など出されました。また、各支部の取り組みの情報共有などの

必要性も確認されました。観光振興計画がしっかり議論され、策定されること

は大切との観点から、それらの意見に対し概ね共通の方向性が見出されました。 

今後は観光協会が中心となり次期観光振興計画策定に向けて動き出すことが

確認されたことは大きな成果だと思います。 

平成２５年１１月２９日 

経済建設委員会委員長 加藤久豊（責任報告書作成人） 

副委員長           村上道明 

委員           森下 宏 

委員           杉江繁樹 

委員           伊藤史郎 

委員           盛田克己 


