関西広域連合トッププロモーションの実施結果について

平成２８年度のトッププロモーションは、訪日旅行者が多い国の中でもリピーター率が高く、今後も
増加が見込まれる台湾・香港において、
「関西」の認知度向上・誘客促進を目指し、関西経済界等と連
携して、下記のとおり実施しました。
記

１ 実施日
平成２８年８月３０日(火)～９月２日(金) （※香港での関西観光展は、９月２日(金)～３日(土)）
２ 主な参加者
関西広域連合
山田 啓二 広域観光・文化・スポーツ振興担当委員（京都府知事） ＜団長＞
池永 肇恵 滋賀県副知事
新井 純 大阪府副知事
松谷 幸和 奈良県副知事
林 昭男 鳥取県副知事
海野 修司 徳島県副知事
岡田 由美子 兵庫県 産業労働部観光監
後藤 暢子 和歌山県 商工観光労働部観光交流課長
糟谷 範子 京都市 観光政策監
加藤 久雄 神戸市 経済観光局シティセールス担当局長
国
福西 謙 近畿運輸局 観光部長 （※下記「主な行程」の①、⑤は別行動）
関西経済界
田中 淳隆 関西エアポート株式会社 執行役員
阿部 孝次 公益社団法人 関西経済連合会 理事・事務局次長
光山 清秀 一般社団法人 日本旅行業協会 関西支部長
ほか、計約４０名
３ 主な行程
日程
8/30(火)

8/31(水)

9/1(木)
9/2(金)

内 容
①
②
③
④
※
⑤
⑥
⑦
※
⑧
⑨
⑩

台湾交通部長 訪問会談
台北市長 訪問会談
台湾交流レセプション（観光プロモーション、KANSAI 国際観光大使任命式）
中華民国旅行商業同業公会全国聯合会 訪問会談
産業セミナー
台湾外交部等との意見交換会
高雄市政府等との意見交換会
EGL ツアーズ 訪問会談
産業セミナー
香港交流レセプション（観光プロモーション）
香港貿易発展局との意見交換会
イオンストアーズ香港での関西観光展 （～9/3(土)）
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４ 概 要
（１）台湾交通部長 訪問会談（8/30(火) 15:30-16:30 台湾交通部庁舎）
台湾交通部を表敬訪問し、賀 陳旦 交通部長（※大臣に相当）と意見交換を行った。賀部長から
は、関西広域連合の組織に関心がある旨の発言があり、団長の山田委員から、関西広域連合の組織
やミッション等を説明すると共に、関西は官民一緒になって広域観光に取り組んでおり、wi-fi や
レールパスなどの受入環境整備を進めていること等をアピールした。滋賀県・大阪府・奈良県・鳥
取県・徳島県の各副知事からも各地をＰＲした。

（２）台北市長 訪問会談（8/30(火) 17:15-18:30 台北市庁舎）
台北市政府を訪問し、柯 文哲 市長と意見交換
を行った。柯市長からは、関西広域連合の広域行
政に非常に関心が高いことや、2017 年台北市での
ユニバーシアード開催の紹介等の発言があった。
山田委員からは、観光だけでなく、産業や文化
など様々な分野で win-win の関係を築いていきた
いことや、2019 年にはラグビーＷ杯が、2021 年
にはワールドマスターズゲームズが関西である
ので台北からも来ていただきたいとのＰＲを行った。

（３）台湾交流レセプション（観光プロモーション、KANSAI 観光大使任命式）
（8/30(火)19:00-20:45 リージェント台北）
現地の旅行会社やメディア関係者など約 60 名を招い
たレセプションを開催し、スポーツ観光をはじめとする
体験型観光メニューなど、関西の様々な魅力をＰＲした。
また、名誉観光大使「KANSAI 観光大使」を下記の２名
の方に委嘱(※)した。

＜新たに委嘱した KANSAI 観光大使＞
・張 馨文氏（中華大学観光学院長）
1992 年から中華大学観光学院で教鞭を執り、2016 年 7 月か
ら同学院長を務めている。日本と台湾の観光交流に尽力される
一方、ＳＮＳ、ブログ、雑誌等への掲載などにより関西の魅力
を情報発信し、関西の認知度向上や誘客促進に貢献している。
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・溫 士凱氏（旅行美食作家）
台湾で有名かつ人気のある旅行作家であり、
「溫士凱的日本
關西私渡假」や「對味的旅行」等の著作がある。また、様々な
メディアを通じて関西の魅力を紹介しており、関西の観光・文
化等に関する講演会も企画するなど、関西の知名度向上、イン
バウンド誘客に大きく寄与している。

（４）中華民国旅行商業同業協会全国聯合会 訪問会談（8/31(水) 10:30-11:45 同聯合会オフィス)
中華民国旅行商業同業協会全国聯合会を訪問
し、意見交換を行った。同協会からは、バス不足・
ホテル不足など訪日送客の支障となっている課
題への対応やＦＩＴ増加に伴う対応策について
発言があった。
山田委員からは、諸課題等は関西が一体となっ
て解決を図っていくことで、継続した関西への送
客を依頼した。また、滋賀県・奈良県・鳥取県・
徳島県の各副知事等からも取組状況の説明・ＰＲ
等を行った。
(５) 台湾外交部等との意見交換会 (8/31(水) 12:00-13:30 グランドホテル台北)
台湾外交部の李 澄然 常務次長（※副大臣に相当）等
と交流促進や関西への誘客促進等について意見交換を
行った。李常務次長からは、日台の往来を 600 万人にし
ていきたいこと、相互往来により親密度が深まることな
どの旨の発言があった。

(６) 高雄市政府等との意見交換会 (8/31(水) 17:30-19:20 グランドハイライホテル)
高雄市政府の楊 明州 秘書長をはじめとする行政関係者及び高雄市の観光業界団体と意見交換
を行った。楊秘書長からは、高雄は日本の 28 自治体と姉妹関係にあり、日系企業が 194 社あるな
ど日本が重要なパートナーであることや、広域行政を推進しており、関西広域連合の取組に非常に
関心が高いことなどの発言があった。
山田委員からは、高雄から関西への誘客を期待するとともに関西から高雄への送客にも努力した
いこと、観光だけでなく、産業・貿易など他分野についても関西広域連合と高雄を中心とする台湾
南部の関係が築いていきたい旨の発言があった。
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（７）ＥＧＬツアーズ 訪問会談（9/1(木) 16:00-17:00 ＥＧＬタワー)
ＥＧＬツアーズを訪問し、
「KANSAI 観光大使」でもある袁 文英 社長と意見交換を行った。意見
交換に先立ち、山田委員から袁社長へ感謝状を贈呈し、その後の意見交換では、参加した全府県市
から取組状況やＰＲ発言等を行った。
袁社長からは、香港からの訪日客が増加しており特に関西が人気であることや、新たに香港航空
が米子空港へ定期便を就航させるが、米子イン－関空アウトなど関西周遊のためにも素晴らしいこ
と等の発言があった。

（８）香港交流レセプション(観光プロモーション）
（9/1(木) 19:00-20:45 グランドハイアット香港）
香港特別行政区政府 商務経済発展局 グレゴリー・ソー長官や 2013 年に任命し現地の各分野で
活躍中の「KANSAI 観光大使」の他、現地の旅行会社、メディア関係者など約 60 名を招いたレセプ
ションを開催した。
レセプションでは、スポーツ観光はじめとする体験型観光メニューなど、関西の様々な魅力を紹
介する観光プレゼンテーションを行った。

（９）香港貿易発展局との意見交換会 (9/2(金) 12:00-13:30 グランドハイアット香港)
香港貿易発展局の方 舜文（マーガレット・フォン）総裁と意見交換を行った。フォン総裁から
は、香港からの訪日 150 万人は記録的数字であることや、７月のブックフェアに関西からは兵庫県・
和歌山県に参加いただき感謝していること、香港貿易発展局として関西広域連合と緊密に連携をし
ていき、更なる協力関係に結び付けたいこと等の発言があった。
山田委員から、関西の広域観光のＰＲとともに、観光をはじめ様々な分野において win-win の関
係を築き、香港と関西の相互発展に繋げたい旨の発言があった。
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（10）イオンストアーズ香港での関西観光展
（9/2(金)-3(土)10:00-19:00 イオンストアーズ香港･康怡（コーンヒル）店）
イオンストアーズ香港・康怡（コーンヒル）店のエントランスホールにおいて、関西観光展を開
催し、構成府県市の観光パンフレットの配布や観光案内、関西のＰＲ抽選会等を行った。また、現
地で人気のある鬼太郎・コナンの着ぐる
みを使用した写真撮影会を実施し、集ま
ったお客様に対して、関西全体を知って
いただく機会に繋げることができた。

※産業プロモーションセミナー
・台湾会場 … 8/31(水)10:00～11:30 リージェント台北
・香港会場 … 9/ 1(木)16:00～17:30 ザ・ハーバービューホテル
現地の政府自治体関係者、経済団体関係者、企業幹部等を対象
としたセミナーを開催し、広域産業振興担当副委員である新井大
阪府副知事が関西の産業分野の最新情報等を紹介する講演を行っ
た。台湾会場では 25 名、香港会場では 39 名の参加があった。
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