
第２回下地島空港利活用検討協議会 議事概要 

 

【Ⅰ】国際拠点空港等に関連した利活用案 

轟教授（日本大学）： 

○国際拠点空港を目指すとなると、ハードルが高い。規模が違うし、同列にはなかな

か議論できない。国際空港のレベルとしても、石垣市は宮古島市と２ケタ違う国際

チャーター機の旅客実績がある。石垣のように国際チャーターをどんどん増やして

いくという方が現実的ではないか。 

 

事務局： 

○ 国際チャーター機の受け入れでは、宮古においても、地元の観光協会や宮古島 

市観光課の方で誘致活動をしているが、石垣市に比べると実績と言うか、取り組み

として弱いところがある。 

○石垣と同じような形で、国際チャーター便の数を増やしていく事が一番の課題。国

際チャーター便の便数が増えることによって、将来的にはＣＩＱ施設の整備である

とか、観光支援施設の整備などに繋がっていく。 

 

沖縄県企画部（交通政策課長）： 

○国際路線の誘致を担当している。海外の航空会社とか旅行社を回っているが、宮古

へのリクエストも結構なくはない。海外の方でも、宮古島の海がキレイなのはある

程度わかっている。問題は海外から来るときのＣＩＱの施設、それが宮古空港には

ないのが、大きな課題。物理的な施設ができると、税関とか、厚労省とかと調整し、

ＣＩＱの機能を保つことができる。 

○今の石垣空港は、プレハブを作り、そこでＣＩＱを行っている。宮古空港では、国

内のお客さんが全くいない時間帯を上手く活用し、そこに国際の旅客を入れるのが

一番いいと聞いているが、国際のお客と国内のお客を一緒にするわけにいかない。 

○国際と国内旅客を分ける機能が今の宮古空港でできれば、そこに支援金を配付して、

海外からの航空会社の路線を誘致してくる。そういう形で課題を一つ一つクリアさ

れると国際化が進んでいくのかなと思っている。 

 

事務局： 

○ＣＩＱの施設計画は、次年度予算で宮古空港に導入できるかどうか、導入調査を検

討する事になっている。その際には、旅客便の呼び込み需要などを参考に検討しよ

うかと考えている。 

 

宮古島市副市長： 

○国際拠点空港等に関連した利活用で、下地島空港を本当に国際拠点等にするのかと

言う事で議論されていると思う。宮古島におけるチャーター便は少ないが、結構、



那覇経由で来ている旅客が多い。こちらからチャーター便を台湾に飛ばし、台湾か

らチャーターで来ることもやっている。韓国にも飛ばしている。 

○今度、2 月 8 日から、2 泊 3 日の日程で韓国からのゴルフツアーで 150 名入ること

になっている。CIQ の問題は、現空港で工夫すれば受け入れができるということで

誘致を進めている。韓国から来たチャーター機を空（カラ）では帰さないというこ

とで、私達も 150 名規模の住民を韓国に送り込む体制を検討している。 

○宮古空港なのか、下地島空港なのかという事になってくると、宮古空港で間に合う、

下地島空港のあり方として、特にここにある国際拠点空港という話になってくると、

全然、議論のベースが違う。 

○国際拠点空港をお願いしているのではない。下地島空港の活用のあり方として、国

際空港のあり方と言うものはないのか、という考え方を宮古島市としては申し上げ

ている。拠点空港としての活用考えていない。 

 

岩佐教授（名桜大学）： 

○国際拠点空港と比較するには、数値の違いがあるので、どうしても無理がある。 

旅客便と貨物便で数字が出ているが、沖縄県内での宮古圏域空港の位置づけで問題

を考える方が重要。 

○貨物便にしても、現在、那覇空港で全日空が国際貨物の拠点化を進めている中で、

貨物便での可能性を探ることは、那覇空港との競合の問題も出てくる。 

○那覇空港も、チャーター直行便を誘致しながらも、現実的には、国内便を経由して

外国旅客が入ってくるケースがある。純粋に 100%、外国人を誘致すれば、直行便に

乗っていただけるかというと、そうではない現実の中で、どういう活用の仕方があ

るのか。 

○もう 1つは、観光統計上、他空港を経由してくる外国人のお客様が何人来られてい

るか、現実的に全然、把握できていない現実がある。県の観光統計の外国人客も、

那覇空港、つまり、国際線直行便で入国された方と海路でのクルーズ船などで入国

された方しか統計を取っていない。現実的にどのくらい外国人のお客様が来られて

いるのかは、正確には把握できていない。方法論としても難しい、推定でしかでき

ないという現実がある。 

 

沖縄県文化観光スポーツ部（観光振興課）： 

○石垣は、クラブメットがチャーターを強力に引っ張っている背景がある。宮古の現 

状でＣＩＱは、国内の客と国外の客が混ざるのを非常に嫌う。国内のエアラインは、

国際のチャーターのために自分の仕事が邪魔されるのを非常に嫌がる。先ほど、Ｃ

ＩＱの検討をしていただくということは非常にありがたいと思う。観光は、需要が

供給を呼ぶのとは逆に、供給するから需要が発生するのもある。 

 

 



岩佐教授（名桜大学）： 

○１０年前以上前だが、チャーター便促進委員会の委員をしていた。ＣＩＱは実績が

できない限りは、機能的には備わらないというのが全国的な地方空港の常識になっ

ている。まだ宮古空港には、ＣＩＱが備わる状況が訪れてない。やっぱり実績を作

っていく、重ねていく事で、ＣＩＱが設置せざるを得ないと言う状況になっていく。 

 

沖縄県企画部（交通政策課長）： 

○航空機整備は、整備体制の効率化を考えた場合、航空会社の離発着の多いベース空

港に整備拠点があるほうが望ましい。成田空港とか、羽田空港が一番、大きな整備

基地工場がある。そこが一番、離発着便数が多いので、おそらく、それも集約され

ていくのだろうと思う。関西国際空港で今、全日空が整備をしている。 

○集約という形を考えた時に、下地島空港には、離発着がないということだから厳し

い。それを上回るような魅力を出していくような施策を打てるかということ。 

○羽田空港は、飛行機が着いたら、３日間（で整備）する。3日間おいたら、3日後、

お客さんを乗せる。飛ぶ時に無駄がない。今の下地島空港だと、仮に、那覇空港に

来た飛行機を下地島空港に回すとしても、那覇－下地島間はフェリー、お客さんを

乗せない状態となる。修理が終った時に那覇空港に戻すにしても、仮にそれを羽田

空港に戻すとしても、下地島空港から、お客さんを乗せないで飛ばすことになるの

で、航空会社からすると無駄になってくる。これが、離発着の多い空港を整備拠点

にする理由。 

 

沖縄県企画部（交通政策課長）： 

○那覇空港では、JAL、JTA が航空機整備を行っている。全日空も飛んで来る。簡単な

整備は、今でもやっている。それを拡張するような形で展開できないか検討してい

る。まだ、具体的な場には、俎上に載ってない。 

 

轟教授（日本大学）： 

○昔のシンガポールは、土地もない、資源もなかったが、地理的にそこを船がまわり、

通過する。何もない所に港を作って、オイルだとか色んなものを供給する基地とし

て、積極的に誘致し発展してきた。考えられない事はないが、それには相当の覚悟

がいるし、日本で国をあげて取りかからないと、そこまでいかない。 

○実際、日本でも成田空港でさえ苦労している。そう言った中で国際拠点と言うのは、

那覇空港との競合も考えれば、なかなか難しい。航空機の整備工場等も基本的には、

たくさんフライトがあって、飛行機が飛んでくるところでついでにやっていくのが

一番効率的。 

○交通事業者、エアラインの合理的な考え方からすれば、そうならざるを得ない。ま

さしく、その合理的な考え方を覆すだけの何かを提供できるかというところまで考

えないと非常に難しい。地道にチャーター等で国際化を少しずつ図っていくという



ところが現実的だと思う。 

 

事務局： 

○ 下地島空港の利括用案の中で、援助拠点や貨物拠点、整備拠点の可能性について、

調査をしたところ、そのような事業が行われていたところが、このような国際拠

点空港であった。 

○ 今回、国際拠点空港等に関連した利活用案として、援助拠点、貨物拠点、整備拠

点などの利活用案をあげておりますが、事務局として、これら国際拠点に関連し

た利活用案については、現時点での提案は難しいと考えている。このようなこと

で、次回協議会の場では、短期的に実現可能性のあるチャーター便、訓練、試験

機など実現可能性のある利活用案について議論していきたいと考えている。 

 

【Ⅱ】宮古圏域の空港の役割分担案 

【Ⅲ】空港の役割分担に応じた利活用案 

岩佐教授（名桜大学）： 

○８月の入域観光客数が減っているが、通常、８月はピークで人数が多いはず。８月 

は、滞在泊数が長くなることで、入域客数が減っている感じがする。そういう事で

良いのか。７月、９月は高い。もう 1つは、スカイマークが先日、新聞等で宮古－

那覇便を欠航する発表をしたと思う。多分、全日空と JTA がかなり価格競争力をつ

けて、かなり業績が苦しくなってきているためだと思う。LCC は、競争力が落ちる

と、運休という現象がよく起きる。 

○能登空港の加賀屋は、１５年ぐらい前から、台湾に積極的にプロモーションかけて

おり、台湾で 大手の旅行会社と組んで、旅行ツアーを作って誘致してきた。チャ

ーター便は、結果として出てきた。数年前に台湾の国内の温泉地に加賀屋の台湾支

店を作り、支店と本店で積極的にプロモーションしていることも含め、かなり台湾

からの誘客を図る努力をしている。 

○案２（空港機能全体を宮古空港へ集約）のイメージだが、メリットがよくわからな

い。エコアイランドの取り組みの場所として、下地島空港をエコアイランドの拠点

として使った方が、メリットがあるというのは何となくわかる。下地島空港の方が

機能的にも優れているので、あえて今の宮古空港に集約する意味がみえない。 

 

事務局： 

○宮古空港のほうが市街地から非常に近い位置にあり、利用価値が高いということを

考え、案２を提案してみた。 

 

轟教授（日本大学）： 

○案２（空港機能全体を宮古空港へ集約）は、今の空港で国際線、国際定期便を入れ

るとなっているが、今の空港の規模を考えると、容量的に厳しい感じがする。その



辺りは大丈夫か。多分、拡張をしないと無理ではないかなという感じがする。 

 

事務局： 

○現宮古空港は今でも混雑している状況で、これから国際便を受け入れる状況を考え

ると、空港が過密状態になり、拡張も考えないといけない。平行誘導路などでの対

応も考えられるため、そういったもので対応できるのではないかと考えている。 

 

轟教授（日本大学）： 

○空港の機能では、宮古空港と下地空港では、下地島空港が格が上。確実に規模も大

きく、施設も良い。今後、たくさんの需要を受け入れていくことを前提にするので

あれば、案２（空港機能全体を宮古空港へ集約）ではなく、案 1（空港機能全体を

下地島空港へ集約）となるのではないか。 

○案２では、福岡空港で事例がある。福岡空港は、街の真中近くに空港があり、便利

なので、今、どうするかという議論をしている、別の場所に大きな空港（九州国際

空港）を作ろうという計画があった。 

○地元はやはり近くの空港が良いという選択をし、狭い中でもう 1本滑走路を作って、

これを上手く活用しようとしている。宮古空港が拡張できないわけではないし、う

まく活用すればできる。ただ、近くに下地島空港という立派な空港があるので、そ

れを活用したらよいのではというのが私の思うところである。 

○案１、案２は、いわゆるオーソドックスなアプローチだと思う。今の需要というか、

増やす努力はするが、いわゆる観光客の誘致というオーソドックスなやり方の場合、

案１、案２が妥当。 

○夢のような宇宙港が出てきているが、世の中を変えるようなイノベーション、こう

いう発想を見据えて、日本を引っ張っていく。この分野で、パイロットもそうだが、

チャレンジングな取り組みをしていく、そういう覚悟があるなら、この２つを同時

に使いながらやっていく方法もある。 

○特に、スペースポートだとかパイロットは、多分、富裕層がターゲットの商売だか

ら、観光需要のグラフを見ると、どうしても旅客数が出てくるが、人数ではなくて、

いくらお金が落ちるかという整理をすれば、何百人程度のスペース港の利用者でも、

同じだけの効果が地元にあるということ。そのための施設などが出てくれば、かな

りの収益があり、地元にも還元されるという事が考えられる。 

○要するに「数」ではない「質」の議論をしっかりしていくという事で、収入を上げ、

地域を活性化をする、どれをやっていくかということをかなり議論して、リスクま

で含めて、議論をしていく必要があると思う。 

 

沖縄県商工労働部（産業振興統括監）： 

○個人的な意見になるが、案１（空港機能全体を下地島空港へ集約）と案２（空港機

能全体を宮古空港へ集約）のどちらかを残すとなると、今までの議論にあるように、



機能的には下地島空港が大は小を兼ねるので、将来の発展性も含めて、下地島に一

元化する方が良いのではないかと思う。 

○宮古島は、エコアイランド事業を結構やっている。今の宮古島空港の跡地に、太陽

光パネルを置き、エコ、自然エネルギーをやりながら活用していく。沖縄には自然

エネルギーの研究所がない。米国の自然エネルギー研究所はハワイにある。 

○宮古空港跡地に、宮古全体の自然エネルギーの拠点にするのも 1つの案かという気

がする。案３（国際旅客等の機能を下地島空港に集約）、案４（旅客機能の大半を

下地島空港へ集約）に関しても、個人的に夢のあるおもしろい案だと思う。楽しみ

だという気がする。これまで、日本にはなかった新しい産業がそこに生まれてくる

可能性があると思う。いろんなサービスがそこに必要になってくるのではないか。 

 

宮古島市副市長： 

○案 1（空港機能全体を下地島空港へ集約）で下地島空港に集約したら管理費が６億

かかる。収入がどのくらいあるのか、わからないが、少なくとも 4億ぐらいは持ち

出しをしなければいけない。そのような形も含めて、案１という考え方も出ている

のかと思う。 

○安里さんから跡地にエネルギーの研究所を作る話も出ていたが、島の住民はなかな

か下地島空港を利用するとなると、遠すぎるということがある。 

○案１（空港機能全体を下地島空港へ集約）だと一番遠い保良からだと５０分、市役

所からだと２５分ぐらい、池間島からだともっとかかる。下地島空港まで行くのは、

一筋縄では行かない。 

○国策として、下地嶋に訓練飛行場を作った。案１（空港機能全体を下地島空港へ集

約）でも、案２（下地島空港廃港案）でも、もう下地島での訓練飛行場としての用

途はなしになるのか。それとも、訓練飛行場は残すのか？訓練飛行場という名称は

なくなっても、訓練飛行はどちらかがやるという形になるのではと考えているが、

その辺がどうなのかがよくわからない。 

○国策として作った飛行場なので、それに対する何らかの形での、国に対するコミッ

トはもらうべきだろうと思う。例えば、どちらかを壊すにしても、どちらかの空港

を一つにするにしても、その辺が何もない中で、どうのこうのという話も何か嫌だ

と、いうのが宮古島市としての本音である。 

○案１、案２という絞り方では、是非、やめて頂きたいというのが私の意見。 

 

沖縄県商工労働部（産業振興統括監）： 

○宮古島市さんがそう考えているのなら、この委員会の全体のあり方からちょっと違

うのではないか。私達が受けた時の議論では、国策の話が絡んでいて、どうするか

という言う話はない。僕等の前提にはない話で、それがクリアできて、どういう案

でも出して良いという前提で、委員はここに座っていると思う。 

 



事務局： 

○今回の協議会の目的は、案１にするとか、案２にするとかということを決定する場

ではなく、どう空港を活かしていくか、片方を使う場合でもどのような利活用に実

現可能性があるかを御検討頂きたいということで、案１～案４までケースを分けて

利活用案の提示をしている。 

○場合分けをして提案したが、宮古島市さんから両空港を活かした案で考えてもら

いたいということであれば、そこら辺の活用法を調査し、協議会で検討したいと

考えている。 

 

宮古島市副市長： 

○宮古島市は、第 1回からそのような話をしてきている。 初から、どちらかありき 

では困る。どちらも活かすような形を是非、考えていただきたい。当然、下地島に

とっては、空港は大きなもの。どちらかにするというのは、相当、住民が納得する

形で説明しないと、上手く行かないと思う。その辺のことは、ご理解いただきたい。 

 

座長： 

○どちらかに絞るのは厳しいと事務局も考えていると思う。ただ、可能性がどうなの

かは、次の協議会の場で、また調査を深めて整理していただきたい。 

沖縄県商工労働部（産業振興統括監）： 

○どちらかを廃止にするという案は、枕崎空港の事例等を出されると、こういうこと

があっても良いと考えてしまう。 

 

事務局： 

○当然、２つの空港には長所がある。例えば、下地であれば 3000 ㍍滑走路があり、

空港の機能が非常に良い。一方、宮古空港は市街地に近く、利便性が良い。両空港

をいかに利活用していくかというのがスタート。ただし、利活用が上手くいかない

ということになったら、パターンとして、どちらか一空港に絞るパターンもあり得

ると言う意味で案を提示している。そこは宮古島市の意向も合致するのではないか

と思う。 

○一空港に絞るパターンの課題としては、空港機能が下地島空港の方が優れていると

いうことで、案１に仮に集約した場合、当然、市街地から遠くなり利便性も悪くな

るが、２０億近くかけて建設した現宮古空港のターミナルビルの借金も払い終わら

ないうちに、下地島空港に新たな旅客ターミナルを建設する費用負担の問題も出て

くる。そこらへんを、一つ一つ整理していかなければいけないと考えている。 

○基本は２つの空港で新たな利活用を見つけ、管理運営費を捻出できるような形で検

討していきたいと考えている。 

 

 



岩佐教授（名桜大学）： 

○全国的なレベルで一つの圏域に二つの空港があるケースは、関空と伊丹、羽田と成

田、名古屋と中部国際、そういうケースで、一都道府県で複数空港じゃなくて、一

つの圏域で二つの空港持つことでコスト面で耐えられるかという話が一つある。 

○仮に一つに集約した場合、もう一つの空港のあり方が宮古の発展に間違いなく寄与

するなら、それは一つのやり方。選択するかどうかの判断がもう一つある。そうい

うことも検討の余地としてあるかと思う。 

○富裕層の話は、私も全く同意見で、国際線の誘致やチャーター便を誘致して、国際

チャーター便、プログラムチャーター便、定期便というステップを取る、県全体で

観光振興課さんでやられているステップと同等。こう言うやり方と富裕層を狙うや

り方は、全く反対、真逆である。 

○一般大衆の数を増やそうとすれば、富裕層は集まらなくなる。カリブ諸国のセミナ

ーで、政府の観光局の人たちとディスカッションする機会があった。彼等は差別化

して、富裕層を呼ぶためには、どうしたら良いか、一般大衆とどうやって差別化す

るかという戦略をとっている。 

○今、カリブ諸国で一つの常套手段は、個人ジェットをどう呼ぶか、そうすると今の

宮古空港で個人ジェットがいつでも停まれるという戦略も、 近、宮古島市の中に、

沖縄県内でも 高級のヴィラもオープンしたことを考えれば、富裕層を狙うという

のが、1つ可能性としてあるかもしれない。 

○国際線の誘致になると、1 つの県の中で、新石垣空港も国際線の誘致を一生懸命や

っている。那覇空港も今展開している。それにあわせて宮古空港も誘致をするとい

うことになると、県内で３空港が国際線で競争するということになり、日本全国で

もないケース。通常、国際線を誘致する時は、各県間の交通政策課の競争。どれだ

け県で、誘致対策をするか、九州各県で上手く乗っかって、アシアナだとか中国の

航空会社もどれだけ補助金をくれるかことを直行便、定期便を飛ばすかという判断

材料にしている。 

○それを一つの県で３つの空港の話は、少なくともとりあえず、石垣空港と那覇空港

でどのような分担をするか、非常に複雑な、微妙な立場になるということになる。

宮古空港も参戦するとなると、上手く線引きしながらやっていかないと、那覇空港

での定期便がなくなるとことにもなる、その辺の問題をクリアしていかなければな

らない。 

 

沖縄県企画部（交通政策課長）： 

○プログラムチャーターとして大衆を誘客してくる、プライベートジェットで超富裕

層を誘客する、それを両方同時にやるのはどうか。宮古島の方はどちらかに絞るこ

とはあるかも知れないが、沖縄県の場合、１４０万都市があって、国内から５５０

万、やはり大衆というか一般のお客さんも誘致しないといけない、超高級なホテル

を整備し、富裕層も来てもらう、プライベートジェットを誘致するのは多分、県と



しては両方だと思う。その辺はいかがか。 

 

岩佐教授（名桜大学）： 

○業界の人から、「量か質か」といわれると「量も質も」と言うので、板ばさみにな

っている。個人的には、県の観光政策でもあまりに外客の量を追い求めるのは反対。

今、５５０万の 1割ぐらい。国内マーケットでもっと上質なお客さんがたくさん来

てくれているはずである。そのお客さんに逃げられる可能性がある。 

○特に中国人マーケットに対する拒否反応みたいな国際間の感覚の摩擦みたいなの

がある。それはハワイでも実証済みで、大陸の白人は日本人客が増える事によって

ハワイを敬遠する、次に、韓国人が訪れ、日本人が敬遠する、中国人が来たら韓国

人が敬遠する、という形でどんどん回転してしまい、ブームが覚めると、また元に

戻る。そこの中で良いお客さんをどうやって確保して、顧客としてつかむ作戦を上

手く取ってくか、大衆化することで良いお客さんを逃すのは、沖縄の観光の根本の

ところをなくしてしまう可能性がある。 

○戦略としてキチンと作られてないのが個人的に不安。ヨーロッパのリゾートにして

も、貴族が先に行って、そこに一般大衆、ブルーカラーの人達がああいう生活や体

験がしたいといって憧れる。大衆慣れしている生活をしたいということではないの

で、戦略を上手く作るのが非常に重要だと思う、特に宮古島は、これから観光的な

戦略が重要。 

 

【Ⅳ】観光振興と旅客便の誘致 

沖縄県文化観光スポーツ部（観光振興課）： 

○下地島空港もしくは宮古空港に集約、どちらでも観光客の視点からすると差はない。

距離的な部分で、遠くから来ている。宮古らしさを大切にしていれば、どちらでも

構わない。あえて言えば、渡口の浜、伊良部大橋を通って、島に来たという体験を

するのは下地島だと思う。 

○下地島空港と宮古空港はどちらの方が暴風雨に強いのか。県では暴風雨の対策を練

っているため、受け入れ態勢としては万全を期したい。伊良部大橋を渡る訓練もあ

る。仮に暴風雨が来た時に、宮古だとホテルが集中しているのでホテルに戻ってく

れというのもあり得るのかと思う。将来的にどうなのかも含めて、お聞きしたい。 

 

事務局： 

○空港の暴風雨対策は、今、確かな事は言えないが、記憶では、大体、宮古空港も下 

地島空港も変わらないと思う。基本的にエアライン自体が、橋の規制よりもエアラ 

インの方が先に規制をかける。宮古の事例で言うと、来間大橋とか池間大橋は風速 

25m/秒で橋が封鎖される。一方、（ボーイング）７７７の場合だと、換算すると 20m/

秒以下の風 

速の時に、離発着が厳しくなる。 



○全国的な事例だと、関空ではエアラインが着陸した後に、橋が強風で閉鎖された事

例があった。ただ、２時間ぐらいで鉄道も、車も開放された。回数も年に１～２回

程度のようだ。 

 

轟教授（日本大学）： 

○地理的、地形的、気象でどちらが有利かはわからないが、空港の施設から言えば、 

３，０００ｍあった方が当然、就航率は上がる。短ければ、当然、危険ですから、

着陸・離陸の取りやめとなる。施設でいえばＩＬＳ、計器の種類によっても違う。

管制官がいるかによっても違う。下地島空港には管制官がいて、ＩＬＳがある、就

航率が確実に高いのは、空港施設から言えば、下地島空港の方が有利だと思う。 

 

沖縄県企画部（交通政策課長）： 

○宮古島に海外からお客さんを誘客するためには、今の宮古空港を利活用した方が早

い。1 つの方法として、上手くＣＩＱに入ってもらうために、今の現空港機能の中

で、国内のお客さんがいない時間帯に、国際線を就航させる、ないしは今の現石垣

空港のようにプレハブでも置いて、物理的に国内線と分離する。 

○ＣＩＱは、そんなに大変じゃない。実績がない間は、出張ベースで来る。宮古空港

の場合だと石垣島からも来ますし、本島からも来る。彼等は公務員なので、別に宮

古島市や沖縄県が負担するわけではない。実績がついてくれば、常駐という形にな

る。 

○両空港が仮に機能した時は、今のパイを分け合うのではなくて、新たなパイを増や

していく発想はあり得ると思う。先ほど、量より質という話があって、私も個人的

にそうだが、ただ今、沖縄県では、知事から１，０００万人の観光客と２００万人

の海外旅客の誘致が指示厳命されている。 

○那覇空港だけでなく、宮古も八重山もちゃんと使えという指示がある。国際観光客

をもっと増やせということ。指示ということもあるが、実際、海外を回ると、国際

便のニーズが非常にある。 

○尖閣問題がなければ、週７０便に達していた。北京が２便止まっており、上海が１

便止まっている。マーケットとしては、１３億人のマーケット、ある意味では、沖

縄では受け入れきれないぐらいマーケットがある。質については、マルチビザはあ

る程度、所得制限をかけている。済州島のように誰でも良いと言うわけでない。そ

こで制限がかかる。 

○以前、台湾の観光客がたくさん来た時、ホテルの物が無くなるという事が色々あっ

たが、今、中国人観光客ではそういう話はあまり聞かない。今、台湾に行っている

中国人観光客の評判は、実は台湾ではよろしくない、沖縄ではあまり聞かない。マ

ルチビザの制限は、ある程度、効いていると思う。この仕事で、プライベートジェ

ットで、沖縄に来たお客さんと何度かご一緒した事がある。那覇空港ではオーバー

ナイトできるのは２スポットしかない。 



○スポットがなく、相談があり、空港事務所でもできないということで、どうしたか

というと、沖縄にお客さん降ろして、泊まってもらい、飛行機は台北にオーバーナ

イトして、翌日、戻ってきて、連れていった。那覇空港ではプライベートジェット

のスポットが足りない。そのようなことで、宮古空港とか下地島空港に代替もあり

得るだろうし、そういうお客さんを呼び込むニーズは確実にある。 

○那覇空港、石垣空港、宮古空港を向こうのマーケットにスタンドした時、飛ばした

いっていうニーズが確実にある。去年、一昨年、クラブメットが北京、上海からチ

ャーター２０便で３，０００人のお客さんに完売した。県も一緒に営業した。石垣

空港は１，５００ｍの滑走路で、日本の飛行機は降りられるけど、中国は許可しな

かったので、全部キャンセル。どうしても行きたい人は、那覇空港経由で行った。 

 

○それだけのニーズは石垣島空港にはありますし、宮古空港にも声がかかっている。

施設とかＣＩＱの問題はあるが、やり方によって、マーケット的には、それほど心

配しなくても、上手くマーケティングしていけば、いけると思う。 

○あと、石垣島は台湾など、海外に一緒に行っている。是非、宮古島市も検討して、

海外の誘客も一緒にＰＲしていただけると、わかることもあると思う。 初は、本

島に来るのかも知れませんが、２回目、３回目から、香港のお客様は、石垣島とか

離島に足を伸ばしてくる、そういう形ができないかという感触を持っている。 

○主要ビーチリゾートに沖縄が入っていないのは、そのとおりで、リサーチをした時

に、アジアの沖縄のイメージは、安い観光地というイメージ、高級リゾート地とし

てイメージが持たれていない。われわれの観光戦略・戦術も含めて、考えていかな

ければならない。沖縄は国内では、一定のブランドを持っている地域。台湾のお客

さんの需要が上がってこないのは、われわれも猛省しなければいけない。 

 

岩佐教授（名桜大学）： 

○知事からの１，０００万人を早く達成しなきゃいけないという焦りが 1つ。短期的

には必要だということもわかるが、中長期でみた時に、一旦、落ちたものを上げる

のは、ものすごい努力が要る。丁寧に高いイメージを少しずつ作りつつ、後半で結

実の成果を得るような作戦を取るようにしないといけない。今のイメージで 10 位

にも入っていないところに、殴り込みをかけても、あまり良い結果は出ないような

気がする。 

○中長期の観光戦略がないので、個人的には、不安に思っている。宮古の入域観光客

数が３３万人で、目標が５０万人、石垣の入域観光客数が６６万人、昨年、石垣市

は観光基本計画作り、１００万人の目標を掲げてはいる。大切なのは、４０万人と

か５０万人ぐらいの間に、恐らく、すごい壁がある。 

○沖縄本島と石垣島でもこれまでの経験、マーケットの状況から見て、１０～１５年

ぐらいの時間隔差がある。宮古島はもう少し、遅れている。宮古、八重山、沖縄本

島を比較してあるが、宿泊施設数の収容力が宮古７，１００人に対して、八重山１



４，４００人、だから入域観光客数もちょうど倍、半分の差がある。 

○ここに壁があって、宮古圏域、宮古島市が次のステップに上がるには、もう一ラン

ク上がった観光体制を作って行かなければならない。そこをどう描くかというプラ

ンにしても、は空港の利用者数を上げるために、入域観光客を上げていかなければ

ならない。 

○宮古島自体の観光受け入れ態勢をどういう風に整備していくかということが非常

に重要なポイントになってくる。その前提として、宮古島市が観光振興策を実施す

るかどうかという判断がある。今は３３万人程度だが、ごく 1部の観光業界の人達

が観光産業に従事して、観光の経済効果を得ている。 

 

○もう少し観光客が増える事によって、観光業界だけではなく、取り巻きの人たちも

観光産業に従事し、観光客を受け入れることになり、更に観光振興が図られていく。

宮古島市として、それが地域の発展方策として良いことかどうかということの判断

をしていかなければならない。 

○「宮古は観光立島」、そこまでして客を呼びたくないという判断も、もう一つある

と思う。そこの部分をどう考えるか。それをクリアできるとすると、次のために受

入体制をどのように描くかという話。 

○１回目の協議会でも申し上げましたが、１つのテーマとしてコンベンションアイラ

ンドだったり、スポーツアイランドだったり、そういうテーマのくくりの中でもう

１つ新しい局面での青写真もきちんと描かないと、ただ空港だけが立派になっても、

うまく活用されても、なかなか実数（実績）としても上がっていかない。 

○プログラムチャーターやチャーター便の誘致であったり、いくらプロモーションか

けても体制がしっかりしていなければ、今のまま。いつまでたっても、いっぱいの

状況が続く。そこの部分をどう考えるかが必要。 

 

宮古島市副市長： 

○宮古島市として、観光に力を入れていないわけではない。ロックフェスティバとい

うのもやっていて、これで５，０００人～６，０００人が来島、そうすると、飛行

機がパンク、それから宿泊施設もパンクする。その２、３日が全てパンクする。お

っしゃる通り、宿泊施設がない、それから便数も足りない、そういったところでや

りくりしていかなければならない。だから、ホテルが建つかというとそういったこ

とにもならない。 

○それと、ＭＴＶという世界的なミュージック（イベント）を３月に予定しているの

ですが、これでも 低５，０００人が来るということなのですが、３月も結構日本

国内の大学、社会人、野球チームとか、いろんなスポーツチームがキャンプに入っ

てきている。ここでもまた泊るところがない。飛行機もまたパンクする、その繰り

返しがちょっと続いている。 

○４０万人（観光客）も今年達成するだろうということではあるのですが。しかし、



だからと言って宿泊施設が増えるわけでもないし、それで航空会社に便数を増やし

てくれといってもなかなか増やしてくれない、ちょっとジレンマがある。ただ、こ

ういったいろんな仕掛けをどんどんやることによって、航空会社がうちの方に目を

向けてくれる、観光客の利用が見込めるということになれば、また、どんどんホテ

ルの供給も見込めるというのはある。 

○それと今度、天然ガスを試掘するのですが、ちょうどすぐ隣にリゾートホテル計画

があり、ずっと止まっていたのですが、試掘をするというと、すぐゴーサインがで

てリゾートホテルを造るという話がでてきている。ある意味、形はいい形で来てい

るのかなという風には思っている。 

 

○クルーズ船、特に台湾のクルーズ船ですが、クルーズ船を横付けできるような岸壁

が一応あるが、特に冬場に北風が吹くと接岸しにくい構造のため、台湾のクルーズ

船が嫌がって入港してこない、それを直すための港湾工事を現在実施している。あ

と４年後には、これが綺麗に整備できているという状況、クルーズ船の営業もかけ

ていくことも考えている。 

○そういう流れ中で、観光コンベンションビューロー、沖縄県の観光担当と中国に行

ったり、観光プロモーションに行ったり、いろんな形で誘客には励んでいる。いろ

いろやっていくなかで、この度、アシアナ航空が来てくれたと思っておりますし、

中国からもいろんな旅行代理店の方がいらっしゃるし、そういう形ではどんどんい

い形できている。 

○ただもう１つ、宮古島はいわゆるエネルギーパーク、島全体でエネルギーパークの

位置づけをしている。風車（風力）、それから太陽光。それから海洋発電、小さな

水力発電もある。メタン発電、サトウキビのバイオマス発電、バイオエタノールの

エネルギー。そういった類のものをあちこちに点在させている。それらを見せるよ

うなエコツアーなども企画しており、視察しにいらっしゃる方々も年間３，０００

人は下らない。 

○今回、４，０００キロワットの太陽光発電施設に、観察室を作り、全体を見渡せる

構造にし、皆が見えるようなものを造る。それからバイオエタノールのところにも、

視察者が来てもちゃんと収容できるような会議室のようなものを造り、そこにいろ

んな資料を置いて、そこで見学者に見せるといった施設を造っていくことも考えて

いる。それからラムサール条約に登録された与那覇湾を売り込むということで、ど

うやった見せ方をするか調査費用を計上し、検討している。海中公園ですが、これ

は各旅行代理店に協力いただき、観光コースに入れてもらっている。 

○ということで、年間９万人程度はそのようなツアーに入ってきている。皆、ばらば

らに見せているではないかと思うかもしれないが、スポーツアイランドはスポーツ

アイランド。それから、エコアイランドはエコアイランドの見せ方がある。石垣島

のほうは離島で、だまっていても来ていたらけるようなところもあるが、宮古はそ

ういうわけにはいかず、来てもらえないので、がんばっている。 



岩佐教授（名桜大学）： 

○僕は、石垣市でも申し上げているのですが、石垣市の観光政策支援会の副会長をや

っていて、石垣市の問題でもやっぱり 終的に市民の方々が、ぜひ自分達も観光産

業でがんばりたいと思う、そういう意識がまだまだ石垣市には足りない。もう少し

その辺の輪を広げるような努力をしましょうという声かけをしている。 

○多分宮古島市にしても、宮古島市が一生懸命にやっている取組みと供に、市民の皆

様が自分達もぜひ観光で何か商売をやりたいとか、ぜひやってみたいという、こう

やりたいけどちゃんとできるのかなといった不安の方が大きいと思う。 

○継続してやりたいとなれば、ホテルも自動的にどんどん増えてくるような状況が迎

えられると思うので、その次のステップにどのようにあげていくのかという作戦を

うまく立てて、そのような、現在、一生懸命に取組まれている施策とともに、うま

くかませていくということが重要だと思う。 

 

沖縄県商工労働部（産業振興統括監）： 

○誤解のないように、決して宮古空港を潰したいということではなく、利活用を考え

るために、そう言っている。ただ、ガスの試掘場所の確認と、それからメガソーラ

ーをまだ見たことがないという人。そういった分野で特徴的なことをやっている。

場合によっては、そのような拠点施設を一つ作れば、そこに来て、宮古島全体の自

然エネルギーを勉強し、各地に広めてもらう。そういった特徴を出した、観光客の

呼び方もあるのかなということ。もう１つあって、これは少し時間がかかるかもし

れませんが、全島ＥＶ自動車、そういったものも導入できたらと思う。一緒にやっ

て行きましょう。 

 

轟教授（日本大学）： 

○今後の戦略としてこれを見て、石垣と宮古は基本的には人口も同じようなところで、

１５年、２０年遅れていると書いてある。観光の列挙のところです。ですから１５

～２０年の遅れをどうやって取り戻すかということに私には見えた。 

○他と同じようなことをしていたら２０年後にしかできない、「違うことを考えなけ

ればいけないのではないか」ということを言いたい。新しいこと、石垣とは違うこ

とをやりませんかということ、ちょっと検討してくださいと申し上げたかった。そ

れで、石垣とか那覇と宮古と役割分担はあると思うのですが、ある意味競争だと思

いますから競争するところは競争をして、連携できるところは連携するというスタ

ンスがやっぱりいいのではないかと思う。 

○それからもう１点。どちらかの空港に集約した方がいいのではないかという案につ

いては、戦略がなければそうなってしまうということだと思う。戦略がないのに両

方とも残すということはあり得ないという資料だと思う。ですので、やはり戦略が

描けないようであればそういった選択（空港の集約）があるといった認識のもとで

議論がされるべきだと思う。                      以上 


