
海外行政視察報告書 
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バルセロナ市 

【視察の目的】 

世界でも有数な観光地を背後に抱える海のゲートウェイとしての機能を果たす港として、博多

港との課題の共有、先進的な港湾運営手法を学ぶため 

【視察日時】平成３０年６月２６日（火）１０：００～１２：００ 

【視察項目】 港湾管理と民営化の課題について 

【視察先名】 バルセロナ港湾管理局（Port de Barcelona） 

【相手先情報】 Jordi  Torrent (Strategy Director) 

    Mar Perez (Cruise Manager) 

【視察内容】 

森団長より「今回の視察によりバルセロナ港が取り組む物流事業、クルーズ船対応事業を学

び、我が博多港の活性化に活かしたい」との冒頭あいさつ 

バルセロナ港は多様性に富み、バルセロナ市は無論、カタルーニャ州、スペイン国全体の観

光産業、商業に大きく寄与をし、多大な影響を持つ港である 

クルーズ岸壁は別として、港自体は他港と比べて大きな港ではない

バルセロナ市は南ヨーロッパの都市の中で最も商業化が進んだ都市である

日産自動車を始め、花王、ＳＯＮＹなどの日系企業の進出も多い

よって取り扱われるコンテナの中身には、自動車製品、電化製品、薬品などの割合が高い

特に自動車関連では、工場を持つ日産自動車を中心に毎年１００万台弱の完成した自動車

を各国に輸出している

港の運営においてヨットハーバーも重要で大きな収入源のひとつである 

アラブ諸国やロシアなどの世界でも有数の富裕層が個人所有するヨットを保管するヨットハー

バーとしても有名であり、バルセロナ港をベースに地中海クルーズやアフリカ大陸に向かう大

型ヨットも数多くある

そのヨットの修繕、メンテナンスが可能なウェアハウス、給油施設、給水設備、食事などのケ

ータリング施設などセーリングに必要な施設を整備しており、利用者にも好評である

富裕層にターゲットを絞り、停泊費用、メンテナンス、ケータリングなどでの事業収入は大きい

2



港の物流に関して、コンテナ取扱数量は３００万ＴＥＵ、実質量は６０００万トンを誇る 

３００ヘクタールの港湾用地に工業団地、倉庫など物流関連施設が立て並ぶ 

港湾管理局所管の港用地は３０年～５０年契約として民間企業に貸し出している 

港管理の民営化に関しては、物流、人流におけるバルセロナ市、スペイン国に与える影響を

鑑みると、公的機関が主となり民間と連携を図りながら、港を運営していく現在の手法がベス

トと考える

港湾管理局は中央政府、カタルーニャ州政府、バルセロナ市より補助金を受けずに、港管理

での収入により独立採算制で運営している

主な収入源は、岸壁使用料、港湾用地賃借料などで、昨年度の事業収入は１億５０００万

ユーロ、そのうち２５００万ユーロを利益として計上

その収益の一部は、各地方の港湾施設に出資をしている

港関連の就労においては３万人の雇用を生みだしている 

多大な投資をし、整備をしているクルーズ事業だが、収益は全体の８％である 

大変賑やかな事業であるが、収益率は高くない 

また、近年増え続けるクルーズ需要であるが、市内に大量にクルーズ客が流入し、市民から

のゴミ問題、マナー問題等のクレームも少なくない 

市役所、観光協会には、「観光客に対して対応が手厚すぎる」、「観光客のマナーが悪い」な

どのクレームが大半である 

クルーズ事業は港に様々な付加価値を付けてくれる重要な事業であるが、その副作用もある

今後も増加するクルーズ需要には、いくつかの対策を考えている 

イタリアのベニス港やクロアチアのドブロブニク港など同じ地中海側の港はバルセロナ港と同

じ課題を抱えている

３年前にバルセロナ市議会の政権が交代し、新しい市長は、市民がクルーズ客に対しての理

解が十分ではないと考え、以前までの観光誘致政策の見直しを行った

まず、地元バルセロナ大学の経済学部と協力し、クルーズ船が市経済にもたらす影響を数値

化することにより、市民に理解しやすいように広報を行った

クルーズによる年間の経済効果は８億ユーロで、市内における７０００人の雇用を生み出して

いる

クルーズ港としては世界第２位を誇り、近年寄港数は７００回を数え、約２５０万人が利用、

今年は岸壁を新設したため約２９０万人を見込む

また、相乗効果の一つとして、隣接するバルセロナ空港の航路や便数が増加した 

背景には、クルーズ船にて市内に入り、フライトで戻ったり、別の目的地に向かうなど、バルセ

ロナ市内を観光した後、様々な目的地の選択肢が増えたことにある

クルーズ利用者の約４０％は乗船前、下船後に数日間滞在し観光をおこなっている
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クルーズ客は中級層から上の富裕層が多く、平均年齢も５０歳以上で生活に余裕がある客

層が多いが、近年は様々なクルーズプランや特に中国、韓国など東洋系の客が増加傾向に

もあり、平均年齢も下がってきている

また、北米からのクルーズ客が約２割、続いてヨーロッパ各国、東洋人が増加している

港には最大７隻同時着岸可能であり、一日最大３万人のクルーズ客が上陸をする

今後の港の課題として、交通インフラの整備がある

現在のクルーズバース（ふ頭）には陸とつなぐ橋は１本しかなく、大量に下船するクルーズ客

を乗せるバス等をさばくには交通導線としてあまりにも脆弱であり、慢性的な渋滞を引き起こし

ており、今後新たな橋を架けることを検討している

また、中国人クルーズ客が増えたと同時に無許可タクシーが増え、既存のタクシー協会とのト

ラブルも増大、福岡市も同様に白タクの諸課題を抱えている

【質疑、所見】 

Ｑ：輸出と輸入のバランスは？ 

Ａ：以前は輸入過多であったが、2007 年より輸出が増えた 

背景には自動車産業の進出がある 

給与水準が欧州の中でも低かったスペインに工場が進出し、完成自動車の輸出が増えた

だけでなく、雇用、経済の活性化につながった 

年間１００万台の完成自動車がこの港を通じて世界各国に輸出されている 

バルセロナ港は地理的にも優位性があり、爆発的な人口増加傾向にあるアフリカ大陸など

に近く、今後も成長する伸びしろが十分にある 

Ｑ：議会との関係は？ 

Ａ：港の運営は港湾運営評議会があり、メンバーには中央政府より１名、州政府より１名、 

バルセロナ市役所より１名、空港がある隣接するプラット市より１名の４名にて構成され、

様々な決議、議案等は評議会で決められ中央政府に上程されている 

港はバルセロナ市にとって重要なインフラであり、市民、顧客にとっても重要であり必要だと

思ってもらえるように成長していくべきだと考えられる 

Ｑ：今後のクルーズ対応は？ 

Ａ：今後の傾向としては、クルーズ需要は減る事は考えていない 

しかし、課題も多くあり、住民とのトラブル対応、渋滞対策などは生命線と考える 

経済効果を増大させ、クルーズにより都市で富を生み、住民に還元する好循環を作りたい

と思う 

バルセロナ市における港の役割は経済効果、雇用の創出だけでなく、港を通して市内に流入

する、モノ、ヒト、お金が与える影響は重要であり港の発展は市の発展に直結している 
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福岡市も全く同じであり、博多港においてのソフト、ハード面での整備は今後も必要不可欠で

ある。 

先ず、物流では、アイランドシティの岸壁の整備、増加傾向のコンテナに対するヤード整備、

バルセロナ港より進んでいるエコ対策の荷役機械の電動化などを更に推し進め環境に優しい

港を目指すべきである 

コンテナ取扱量も港の活気を示す指数であるが、博多港は「世界一環境に優しい港」を目指

すべきであり、それは何よりも勝るＰＲポイントになり得ると考える

福岡市ヨットハーバーが民営化に向け進んでいるが、バルセロナ港のヨットハーバーは富裕

層をターゲットに絞り、大型ヨット、クルーザーの停泊地として施設などを充実させ停泊料、メ

ンテナンス料で収益を上げている

福岡市ヨットハーバーについては、富裕層だけでなく、国内でも恵まれた環境を活かし、海洋

スポーツの拠点であり学生などの教育の場としても残しつつ、市民が海辺にて集える憩いの

場としても生まれ変わらなくてはいけないと思う

クルーズ事業に関しては、以前にも寄港数が激減した経緯があるが、国際経済、国家間情勢

にも左右されることは不安要素のひとつである

バルセロナ市の状況と同じく、マナー問題、文化の違いなどクルーズ客と地元住民とのトラブ

ルをはじめ、都心への大量のバス流入などによる交通渋滞などの対策は喫緊の課題である

また、バルセロナ港はアウトバウンド振興も盛んであり、フライ and クルーズ、クルーズ and フラ

イなど隣接する空港との連携、乗船日の前泊、下船後の市内での宿泊など、クルーズ利用

客に市内宿泊をさせ、更なる経済効果を生み出している

アウトバウンドの振興は、客船への給水、ケータリング、クルーの拠点地としてなど、クルーズ

の寄港地が主な博多港とは違う相乗効果がある

人流において博多港の将来はアウトバウンド振興が生命線となるという考えのもと、国際情勢

に左右されるインバウンド客への対応も重要だが、いかに福岡市民が旅行をする際に空港、

駅だけでなく、港からの旅という選択肢が増えるようＰＲに注力すべきと考える

福岡空港、博多駅、博多港を有する福岡市は、これからアジアの玄関口として、日本を代表

する国際ハブ都市として発展してほしい

森団長による挨拶 
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バルセロナ港湾管理局との意見交換 

ペレス氏よりのクルーズ事業の説明 

港湾管理局の屋上よりバルセロナ港の全景を視察 
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ロープウェイはバルセロナ港上空を通り、前方には大きく海が広がっており

観光資源としても貴重な交通手段

湾内にあるヨットハーバーには高級なヨットが連なり、港のステイタスを上げている 

クルーズバースは１本の橋でつながっており、アクセスの強化が喫緊の課題
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【視察の目的】 

都心の交通量の増大による慢性的な渋滞対策など福岡市と同様の課題を抱えるバルセロナ

市の交通対策を学ぶため 

【視察項目】 スマートシティバルセロナの取組について 

【視察日時】 平成３０年６月２６日（火）１３：００～１５：００ 

【視察先名】 バルセロナ市役所 

  国際交流局（Department of International Relations） 

  Urban Ecology-Division of Sustainability  

【相手方情報】  Bettina Stollar (Head of Asia-Pacific Programme) 

    Laura Perez Castano(Councillor) 

    Rosa Ano Adell(Adviser) 

    Jaume Barnada(Adviser) 

【視察内容】 

冒頭、森団長より下記のとおりの挨拶で始まる。 

「今回は私たち視察団を快く受け入れて頂き感謝申し上げます。バルセロナ市の先進的な交

通施策をご教授頂き、様々な課題がある今後の福岡市の取り組みに活かしていきたいと思い

ます。」 

市内の自動車の交通量は毎年増加し、二酸化炭素の排出による環境負荷、慢性的な交通

渋滞、駐車場不足など多くの課題を抱えるバルセロナ市は同様の課題を抱える福岡市とは、

問題意識を共有できると考える 

バルセロナ市はオリンピックの開催を契機に、世界的に有名になり、観光客だけでなくスペイ

ン国内よりも人口流入が増え、経済的にもヨーロッパ有数の商業都市として発展を遂げた

人口増に比例し、自動車の交通量も増大し、特に都心部での渋滞が大きな問題となっていた

バルセロナ市は、車だけの社会ではだめ、人だけの社会ではだめである、ミックスされ調和の

とれた社会を目指すために、様々な施策を実践してきた

交通渋滞はそもそも住民のストレス、環境負荷や経済的不利益などを生み出し、市の発展に

対し大きな障害になり、道路は車だけのものではない、車が増えることは問題も比例して増え

るという理念に対し、都心においての車の交通量を徹底的に減らすことが様々な効果を生み

出すとし施策を実践している 

都心道路の整備に関しては、都心への車の流入を減らすために、都心環状線を整備し、都心

を縦断、横断する幹線道路の車線を減らしてきた 
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その結果、都心流入人口の交通手段として、徒歩、自転車は５０％、公共交通機関が３３％、

１７％が自動車となっている 

今後も車の年間流入量を１５％目標に減少させていくとのこと 

公共交通機関利用を増やす為にも、安全、環境、エコエネルギー、便数の確保、時間表の

適格化などを、バス、トラム、地下鉄に徹底させていく 

地下鉄は１日の平均利用者が約１５０万人（バルセロナ市人口は１６０万人）、これは地下鉄

の信頼性の高さを示している 

バス、トラムに関しては、車両を今までより３５％増やしていく、バスはディーゼル車が多いが、

ハイブリッド車、電気車両に変換をしていき、環境負荷も減らしていく予定である

駐車場については市内には古い建物も多く、新たな駐車場整備も難しく、そのため路上駐車

が多く車線を占有している現状である 

市は都心周辺のバス停、トラムの駅の近くに積極的に駐車場整備を行い、駐車場利用者に

は公共交通の利用促進のため減免サービスも行っている 

更に、車の排気量をもとに「Zero、Eco、C、D」とクラス分けをし、市内の排気ガス汚染数値が

高くなった日は、Ｃクラス、Ｄクラスの車は侵入制限をされる 

違反した車には高い罰金が発生し、大きな抑止力になっている 

また、幹線道路には時間制限、スピード制限を設けている 

自転車については、レンタサイクルを増やし、ステーションも市内になるべく多く設置し利便性

を高めている 

利用者の割合を６５％まで上げることを短期的目標とし、自転車専用レーンも３００ｋｍを目

標に整備をしていくとのこと 

しかし、主要幹線での専用レーン整備には、公共交通機関レーン、既存車線との共存、交差

点での交差、改良など、事故を減らし安全性の確立も解決していかなくてはならない 

「緑の通り」という歩行者優先道路をつくり、緑地帯、周辺には公園なども導入し、歩行者が多

くの自然を感じながら移動できる空間づくりにも心がけている 

バルセロナ市が取り組んでいる様々な交通政策が住民のライフスタイルを変えてきている 
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【質疑、所見】 

Ｑ：高齢者、障がい者への対応は？ 

Ａ：エレベーターを設置し、公共交通機関には車いす対応車両を整備、バリアフリー、 

段差のない道路づくり、移動しやすい街を目指している 

Ｑ：車を持つ人が減ったのか？ 

Ａ：車の所有者を減らすことが目的ではなく、利用者を減らすことが目的である 

Ｑ：逆に、周辺地域の車の量が増えるのではないのか？ 

Ａ：周辺地域にて都心同様に車の問題が発生したときには、バルセロナ市が先進的に行った

交通施策を見本に対応していけばいいと思う 

バルセロナ市のような大都市が抱える交通問題で、渋滞の緩和、環境問題、公共交通機関

の充実など、福岡市と全く同じだと感じた 

車の流入量を減らすことが、都市にとって有益であるという言葉が印象に残った 

取り締まる警察を増強するのではなく、罰則を厳しくするのではなく、流入量を減らすには車道

を減らすことが最も効果的であると行き着いたのがバルセロナ市である 

福岡市では、フリンジパーキングの設置や都心循環バスを走らせるなど近年様々な対策を

講じているが、高速バスのターミナルが中心地にあることや路線バスだけでなく観光バスも集

中しており、天神周辺での渋滞は慢性的になりつつある 

今後、福岡市でも車線を減らし、歩行者専用道路を増やしていくことで、市民の移動手段の

中での、「歩いて移動する」という選択肢を広げていく必要があると考える 

例えば、博多駅からウォーターフロントエリアまでの大博通りでは、イベント開催時には多く人

が歩いて移動をするが、歩道のカラー舗装や、周辺にある神社仏閣を紹介する看板設置や

目的地までの距離、歩数などを表示するなど、歩く人たちが楽しみながら移動する空間づくり

から始めたらどうだろうか 

また、近年福岡市でも見かけるようになったレンタサイクルの更なる普及は必要であるが、歩

行者としっかりと分離しなくてはいけない 

スマートフォンの普及により、ながら歩き、ながら運転が増え、自転車と歩行者の接触事故が

多発している

自転車を利用することで、健康的になり、環境にもやさしく、経済的でもあるが、利用者のマナ

ーや適正利用の啓発をしていかなくてはいけない

歩行者と自転車を分離するためにも、自転車専用レーンの整備は必要不可欠である

また利用者を増やす為の広報、インセンティブ制度の導入は今後の検討課題である

今回の視察で「渋滞するから車道を広くする」という日本人的な考えからの脱却が必要である

と気付かされた
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バルセロナ市役所にて説明 

ストーラー氏によるバルセロナ市の交通施策の説明

バルセロナ市内にはこのようなレンタサイクルのスポットが点在する 
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自転車専用レーンには歩行者以外のスクーター、セグウェイなども利用される 

同様の課題を抱えているため、その対応についての意見交換が盛んにされた 

集合写真 
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【視察目的】 

バルセロナ市が取り組む交通施策、公共交通機関等を現地にて視察調査するため 

【視察項目】都市交通事業 

【視察日時】平成３０年６月２７日（水）９：００～１１：３０ 

【フニクラ、ロープウェイ】 

フニクラ（ケーブルカー）の駅にて、自転車の持ち込みも可能、ロープウェイの駅があるモンジ

ェイックの丘陵エリアにはフニクラが便利

モンジェイック駅から中間の駅、モンジェイック城駅を繋ぐロープウェイに乗り、スペイン市街地、

バルセロナ港、地中海が一望できる

ロープウェイは６人乗りのゴンドラ
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【所見】 

観光資源のロープウェイの駅とつなぐフニクラ（ケーブルカー）はバルセロナ郊外の丘陵地を

利用した交通機関であり利用料金も高くない、フニクラの駅には地下鉄路線も交差乗入れし

ており、利便性が高いと感じた 

ロープウェイは市が運営しているが、全長７５０ｍ、片道約８ユーロ、往復約１２ユーロ（事前

のネット購入であれば１割引き）

料金は若干高めであるが、ゴンドラから眺める絶景は観光資源の一つとして十分に集客でき

ると思う

あと、港までの路線もあり、空を見上げると地中海に向かっていくゴンドラ、高い丘を登っていく

ゴンゴラが行き交い、街のスケールの大きさを感じる

観光資源の一つとして整備されてあるので、市民の交通インフラとしての利用率は高くない

福岡市が構想中のロープウェイ事業だが、博多駅からウォーターフロントまでの交通手段とし

て整備をするならば高さはあまり必要ないが、観光資源としての両立を検討するのであれば、

ゴンドラからの眺望は良くなければ意味がない

博多駅から博多湾を望むロープウェイであれば、都市高速が邪魔になるであろうし、福岡市、

博多湾、玄界灘を見渡せる高さが必要であると考える

交通手段としての整備であるならば、大博通り両端に並ぶオフィスビルを見ながら移動をして

福岡市の魅力を感じるのだろうか疑問である

【バルセロナ市内交通事情】 

道路は左から歩道、地下歩道入口、バス専用レーン、車道と区別されている 

自転車専用レーンであるが、カラー舗装だけでなく、バンプも設置 
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カラー舗装の自転車専用レーンもある   広くとられた歩道には多くの街路樹、木陰には 

オープンカフェが並び、市民、観光客が集まる

自転車専用レーンは道路の端だけでなく、中央帯にも整備されていた 

市内には連結バスも多く走行し、市民の重要な交通手段として活躍していた 

オープントップバスや二階建てバスなどの観光バスも市内観光スポットを巡っている

レンタサイクルのステーションは市内各地に多数設置してあり、多くの市民が気軽に利用でき

るようになっている

事業者が違い自転車の色も数種類あり、利用料金や使用範囲も違う、ライフスタイルに合わ

せレンタサイクルの選択も変わってくるようだ
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街の至る所にゴミ箱が設置され、清掃車も多く巡回していた、歩道にゴミが少なく綺麗なイメ

ージが強い 

歩道にはベンチも整備され、長距離を歩く人たちの休息の場となっている 

写真の大きなコンテナは住民用のゴミ Box で家庭ごみ、不燃物は毎日回収され、年間収集

料金は５０ユーロ 

【所見】 

視察勉強会でも、説明をされたが、市内への自動車の流入数抑制のための車線改良を実際

に視察し、歩道を利用する人、自転車利用者の多さに驚いた 

歩道には街路樹、オープンカフェ、道沿いの店舗のデザインなどが「歩いて楽しいまち」のイメ

ージを作り上げていた 

これは行政の力だけでは実現は出来ない、民間、住民の合意形成のもと可能となると思う 

バルセロナ市の取り組みは大いに参考にするべきと考える 

福岡市では博多駅、ウォーターフロント地区を結ぶ大博通りにて、イベント時にはバス、タクシ

ーに乗れず多くの人が歩いているが、そこに楽しみは感じない 

また夜間は暗く、特に女性には歩くことに抵抗があると思う 

近年整備をされた博多神社町のウェルカムゲートである博多千年門や出来町公園を歩いて

もらえるような動線作りも重要と考える 

また博多駅、天神間も多くのルートがあるが、どの道も歩道の整備は十分とは言えず、街灯、

カラー舗装、案内看板、屋台の利用など更に工夫するべきと思う
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ボルドー市 

【視察の目的】 

福岡市とボルドー市は姉妹都市締結３０年を過ぎ、スタートアップをはじめとするビジネスや

スポーツ、文化などの交流を進める上での意見交換をするため

【視察項目】 姉妹都市としての今後の取り組み 

【視察日時】 平成３０年６月２８日（木）１０：００～１２：００ 

【視察先名】 ボルドー市役所 

  国際交流局（International Relations Department） 

【相手方情報】 Alain Juppe (Mayor of Bordeaux) 

Olivier Ramadour (Head of Department) 

P Martin(City Council of Bordeaux) 

【視察内容】 

冒頭に森団長からボルドー市議会議員のペノイト・マルティン氏に高島市長よりの親書を渡し

た 

マルティン市議会議員は、福岡市と姉妹都市であることは、本市にとって重要であり、今後こ

の関係をどのように深めていくのかが今後の課題であると挨拶をされた

福岡市との交流（ＭＯＵなど）はボルドー市だけでなく、周辺の２８自治体と構成するボルドー

メトロポル（広域自治体連合）で対応してゆく

ワインを中心に世界的にも有名になったボルドー市だが、近年は航空宇宙科学、バイオテクノ

ロジー、通信科学、観光などの様々な産業が発達している

福岡市との交流は１９８２年に当時の進藤一馬市長、シャバン・デルマス市長により宣誓書に

調印されて以来、様々な交流がスタートをした

両市間を訪問団が行き来をし、展覧会なども相互に開催をされてきた

ここ近年は更なる交流が顕著化してきていると思う

２０１６年にはボルドーワインバー「オーボルドーフクオカ」がオープンし、福岡市にてボルドー

直送のワインを味わえるようになった

冗談であるが、当初は「アランジュペ・ワインバー」にしてほしいと要望をしていたが認められな

かった
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同年には、３カ年計画として交流を強化していくため、ボルドーメトロポルは高島市長と調印を

した 

・ワインと食文化に関するイベント開催の支援

・スタートアップの相互支援

・文化、教育分野の交流

・スポーツ交流（剣道、サッカーなど）

その結果、ボルドー国際見本市にフクオカブースを設置、博多人形、博多織の伝統工芸品

や食品、サブカルチャーのコーナーなど来訪者からも人気があるブースである

昨年は、福岡市で「福岡ボルドーワイン祭り」が開催され、市内のホテル、飲食店とも連動して

ボルドーワインを通して姉妹都市ボルドー市のＰＲができた

２都市間での民間投資はあまり盛んではないが、デジタル関連業界、昨年から始まったドロー

ンを活かしたスタートアップ事業、近いうちに大学でのドローンのテストも行われ、民間投資も

活発になる可能性がみえてきた

ボルドー広域自治体連合は年間約１万人人口が増加し、２０３０年には１００万人になる予

定、また平均年齢も若く、人口の３割は２５歳以下である 

また入込観光客数は、２００５年１００万人、２００７年（世界遺産認定）には５００万人、２０

１７年には７００万人を超えた 

年間６００万人が利用する近隣のボルドー空港とパリ・ボルドー間を２時間で結ぶＴＧＶが多

くの観光客の足となっている 

ちなみに便数、利用客が急増している空港は２年後にはリニューアルが始まる予定 

港もあるが、規模として国内７位で、ワインを中心に貿易をおこなっている 

人口増加に比例し、市内不動産価格が毎年上昇している、駅周辺の再開発も始まり街づくり

も盛んになっている 

２０２３年までに５万世帯分の住宅を増やす計画があるが、市域内５０％の自然を減らさず、

日本やカナダを見習い住宅に木材（ボルドー市では松の生産が盛ん）を積極的に利用し、自

然と調和がとれた「住みたい街」を目指していく 

アランジュペ市長の強いリーダーシップのもと、世界遺産の古い街の中に新しいデザインが散

見できる街に生まれ変わってゆく
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【所見】 

高島市長も今まで幾度も訪問をされ、距離は離れているが２つの都市には確実に様々な分

野で強く繋がっていると感じた 

また、市役所視察中にアランジュペ市長とも面会ができ、「遠路はるばるお越し頂き、ありがと

うございます。今後も福岡市と仲良くしていきたい。」とのご挨拶も頂いた 

ボルドー市の約２５万人だけでなく、周辺２８の自治体の約７５万人の合計１００万人を抱え

る広域市で福岡市との交流を進めていく意気込みもあり、ワインだけでなく、バイオテクノロジ

ー、レーザー技術、風力、地熱発電など保有する先進技術などでの交流を考えていた 

ワインバーの「オーボルドーフクオカ」は国内未輸入のボルドーワインも取り揃え、ワイン愛飲家

には人気であるが、まだまだ経営的にも厳しく、市民にもまだまだお店の存在が浸透しきれてい

ないと感じる

残念ながらボルドー市と姉妹都市提携をしていることの認知度も同じく高くないと思う 

以前開催したボルドーワイン祭りで行ったホテル、飲食店との連携はかなり効果的であり、 

近年急増するワイン愛飲者を中心に福岡市とボルドー市の強いつながりをＰＲするべきと考え

る 

ＫＬＭ航空のアムステルダム便の休航など、福岡市との距離も重要であり、アクセスの向上

も都市間の様々な意味での距離を縮めることになるので、フィンエアーに加え新たな航路誘

致等にも力を入れていくべきだと思う 

姉妹都市交流とは、片方の熱意が強すぎても一方通行でも成り立たない、お互いの都市が

成長していく中でそれぞれの都市が持つ強みや技術を共有してゆくことで、人材の育成にもつ

ながり大きな効果が見込まれる 

福岡市もボルドー市、広州市をはじめとする８つの都市と姉妹提携をしているが、官民一体で

交流を深めていき、そして市民レベルでの交流が盛んになれば、市が目指す国際交流都市

としての確立の近道になると確信する 

森団長より高島市長よりの親書を手渡す 
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ボルドー市役所にて国際交流局との勉強会 

集合写真 

アランジュペ市長へ挨拶
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【視察の目的】  

福岡市と同様な都市圏における交通施策を学び、車の流入量の抑制、渋滞緩和などの課

題への解決や新交通システムの導入に向け意見交換を行うため 

【視察項目】 トラムの運用状況と他の交通機関との連携について 

【視察日時】 平成３０年６月２８日（木）１３：００～１５：００ 

【視察先名】 ボルドー市役所 

  都市交通局（Department of Urban Transports） 

【相手方情報】 Jean-Marc Rouffet(Director) 

【視察内容】  

１９７５年頃、経済の発展に伴い、自動車の数が増え、都心では路上駐車、交通渋滞、交通

事故などの問題が増発し、それらの問題解消のためには都心への車の流入量を減らすことが

第一とし、公共交通機関を充実させるため１９８６年にメトロ計画を発表するものの、建設費

等が高すぎると断念した 

その代替案として、トラム計画が検討され、７ｋｍのメトロ計画より、２５ｋｍのトラム計画が採

用されることとなる 

また、都心を縦断する幹線道路は元々６車線であったが、２車線までに減らし、中央にはトラ

ムを走らせ、車線の両側には、自転車専用レーン、歩行者道路を幅広く整備をした

特に、都心を流れるガロンヌ川沿いの道路は車線を減らし、バス、トラムを充実させることによ

り車の流入量を抑制し、歩行者道路を広く整備、子ども達が遊べる広場、公園、ジョギングが

出来る遊歩道、食事が出来るオープンカフェなど川辺の空間を活かし、景観に重視したまち

づくりに努めた

トラムは２００３年に復活し、ＡＰＳ方式の採用により、電線、電柱がなく、世界遺産に認定され

た街並みの邪魔をしないようになっている

車線整備の技術も上がり、騒音も少ないため周辺住民とのトラブルも少なく、ゆっくりと街並み

を眺めながら市内観光も楽しめる

現在トラムのスポットは１００以上あり、全長６７ｋｍ、そのうちＡＰＳ方式車線は都心を中心に

１５ｋｍ、本年には新たな車線を整備し７７ｋｍまで伸ばす予定

車線の増加により、現在１００車両（１車両４０ｍ）で運営しているが、来年には新たに２５車

両（１車両２億５千万円）を購入する、国内最大の車両数を誇る

年間のトリップ数は９，６００万を数え、来年度には１億トリップを超すともいわれている

この数字に、市民からの信頼の高さ、安全性の高さがうかがえる
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ボルドー市はトラムの導入を契機に中心市街地の車線改良、歩行者優先道、自転車専用レ

ーンの導入に着手し、歴史を肌で感じる建築物、路地などの景観を重視した空間づくりをする

ことにより都市としての価値を高めた 

同じく公共交通機関のバスも４００台が走行し、その３分の２がガソリン車である 

バス停は３，０００か所以上、走行距離は３，０００ｋｍ弱、年間のトリップ数は５，２００万を数

える 

バスはトラム車線と緻密に交差をし、ボルドー市外のベッドタウンよりの利用者の重要な交通

手段として活用されている 

都心内へのバスの流入数も最小限に抑えることにより、トラムとの相互利用を推し進めている 

またその利用者には相互利用の共通券などのインセンティブシステムもあるとのこと 

１回の乗車券が２００円程度で、一日乗車券は５００円程度でバス、トラムを自由に乗れる 

バス車両は、今後ハイブリッド車への転向や、電気車両の導入を考え、排ガス規制、環境負

荷を抑えていくことを考えている 

レンタサイクル事業は、２０１０年よりボルドーメトロポルにより運営が開始され、１，８００台の

自転車が整備され、その専用レーンは７００ｋｍにもなる

年間トリップ数は２６０万になり、レンタサイクルのスポットは町中に点在し、今年も１９か所のス

ポットを増やした

更に、ガロンヌ川を利用し、海上バスも３隻運行しており、市民の交通手段、川沿いに並ぶ歴

史的建築物を眺めながら移動ができ、人気がある 

【所見】 

ボルドー市の交通施策もバルセロナ市と同じであると感じた 

世界遺産に認定された市地域をどう活かすかを重要視しており、交通量の抑制も街づくりの

一環である 

市民の交通手段として浸透をしているトラムは、快適性、安全性、利便性を重視しながら、利

用客目線での路線の整備も行っている 

トラムでカバーできない地域は、バスで補い、乗用車利用者の為のフリンジパークを駅周辺

に設置することで、都心の自動車の流入量の抑制が可能になっている

福岡市では都心循環バスが運行されているが地下鉄、路線バスとのコネクションには課題が

山積している

福岡市の交通体系は車線を減らすことを考えておらず、マイカーからの脱却は難しいと考える

クルーズ客が利用する観光バスだけでなく、年間１万人増え続ける市民が利用する乗用車

の量を減らすことを第一に考えなくてはいけないと思う

天神ビックバンなどの今後の都心開発において建物においての緩和だけでなく、天神などの
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主幹道路の改良、歩行者優先道の整備などは積極的に行うべきと考える 

レンタサイクル事業は今年より参入したメルチャリなどが行っているが、市民への認知度が低く

利用者数は伸び悩んでいる

自転車の利用は、経済的にも、健康的にもメリットが多いが、レンタサイクルの台数やスポット

を増やし、利便性を高めることで市民の認知度を高めるのは当たり前であるが、同時に自転

車専用レーンの整備をしないと、歩行者や自動車との接触事故が増える可能性が大いにある

都市交通局との勉強会 

ボルドー市の中心街の以前の写真と現在の写真 

以前の写真では、乗用車が多数走っているが、現在の写真では 

車道改良がおこなわれ、車道の中心にはトラムが通り、両側には歩行者専用道路が 

整備されている 
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トラムの車内、多くの利用客であふれる

チケットだけでなく、電子マネーも使用できるようになっている

トラムの駅

26



トラム車線も緑化されている、自動車車線、自転車専用レーンも整備されている

レンタサイクル

橋の上のＡＰＳ方式の線路 

自動車道路と併用されている 
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パリ市 

【視察の目的】 

世界でも有数の観光大都市のパリ市の観光施策、諸問題対策を学び、福岡市が目指す国

際観光都市としての成長に活かすため 

【視察項目】 パリ市が取り組む観光客の受け入れ、観光情報発信等 

【視察日時】 平成３０年６月２９日（金）１３：００～１５：００ 

【視察先名】 パリ市役所 

   国際交流局（International Relations Department） 

  観光局（Department of Tourism） 

   パリ観光協会（Office of Tourism and Congress Paris） 

【相手方情報】 Franck Ebonock(Foreign Delegations and Protocol Officer) 

    Theron Anne(Director Development Tourism) 

     Pierre Schapira(President) 

【視察内容】 

今回の勉強会での説明者はパリ観光協会の会長ピエールシャピラ氏は２５年間にわたりパリ

市議会議員として仕事をし、パリ前市長の補佐役を１３年間勤めた 

会長にはアンヌ市長より指名をされ務めている 

パリの街は世界で最も人が訪れる街である 

観光客の受け入れを所管するのは観光局とＭＩＣＥをつかさどる部局が中心に対応をしている 

観光局は８０名体制で業務にあたっている 

パリではレジャーとしての観光、ＭＩＣＥなどのビジネス観光の２分野に分けそれぞれに対処し

ている 

ＭＩＣＥ振興だが、パリにて行われる学会、イベントなどに参加することだけで有名観光地とい

うだけでなく、街の詳細を知ってもらう契機になることや消費力が強い人が多く集まることを市

として重要視をしている 

大きな学会としては、２万５千人を集める心臓病学会など、平均的には１万人規模のＭＩＣＥ

が多いが、競争相手の都市が多くあるので、観光協会、コンベンションセンターとは外交的に

もアンテナを広げ、情報を駆使してＭＩＣＥを勝ち取る体制作りをしている 

レジャーの観光では、パリのイメージが強い、例えばパリ＝凱旋門、エッフェル塔、ルーブル美

術館などであるが、観光客をそれ以外の観光資源に分散させることも必要で、テーマごとの

プロモーション活動にも力を入れている
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日本、インド、中国、アメリカなどそれぞれのエリアごとに委員会を作り、各地にＰＲのプロを派

遣し、その国の旅行者のトレンドをとらえ、パリの見どころを広報していく活動をしている 

近年は大人数のグループ客から家族、個人レベルでの観光客が増えてきており、ＳＮＳやネッ

ト上での情報提供は重要である

パリ市では年間１，１００万人がオフィシャルサイトを訪れ、合計６，０００万ページが閲覧され

ている

オフィシャルサイトの充実は観光客の獲得に直結すると考え、内容の充実だけでなく、多言語

化も進めている

１億５千万人の国民が海外旅行をする中国は大事な顧客であり、中国の有力ＳＮＳである

ＷｅＣｈａｔに外国政府として唯一参加をしており、直接的に中国人にパリの観光情報を届ける

ことができる

また、現地の旅行会社やランドオペレーターとの連携が出来ており、パリ市の意向も踏まえた

旅行プランの提供等もできるようになった

この成果はＷｅｃｈａｔへの参加の効果と考えている

しかし、２～３年前より起こっているテロ活動により、観光客数が減少傾向にある

アジア市場においては、スリ、強盗などの犯罪に対しての危機感が強いが、テロに対する危

機感が若干低いと考える

欧米諸国からの観光客が減っているなか、アジア市場の動向には注視しており、特に日本人

に対しては、大使館を通じパリ市の安全性をＰＲしている

また、最近ではパリ市役所敷地内に観光プロモーション案内所を整備し、観光客に情報提供

を行っている

窓口職員は合計で１５か国対応であり、ＨＰは９か国語で閲覧可能である

案内所はパリ市の情報だけでなく、国内全土の情報を集めており、ツアーの案内、ホテル、レ

ストランなどの情報もわかりやすく入手できる

今後はタッチパネル式のデジタルサイネージを設置し、画像、動画を含めた分かりやすい情報

提供をしていくとのこと

パリ市として観光業振興は市の発展に直結すると考え、観光客の獲得、消費活動の促進は

パリの経済指針ともいえる 

市内総生産の１３％（１位）が観光業であり、観光業に雇用など支えられている他種業種もあ

るのでパリ市の背骨といえる 
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【質疑、所見】 

Ｑ：福岡市はＭＩＣＥにおいて国内第２位を長年維持し続けているが、ＭＩＣＥイベントが重な 

る際のホテル施設の供給が間に合ってない、パリ市において宿泊施設は足りているのか？ 

ＭＩＣＥ施設はどうか？ 

Ａ：パリ市だけでの対応は難しくなっている、グラン・パリ自治体間連合（ペトロポール・デュ・ 

グラン・パリ）１３１の周辺自治体との連合で対応をしている 

グラン・パリは２０２４年７月に開催予定のオリンピックに向けても連携強化を図っている 

また、宿泊施設においては、９，０００室～１万室を早急に増やす計画も進んでいる 

Ｑ：福岡市では、民泊の問題が顕著化してきており、住民と利用観光客とのトラブルが絶えな

いが、パリ市での民泊の状況は？ 

Ａ：民泊とは、本来個人宅に泊まり、そこの伝統文化を肌で感じることができるホームステイ 

に近い宿泊形態であるが、そのような伝統的な民泊はほぼない 

所謂、違法民泊は大変横行しており、代表的なＡｉｒＢ＆Ｂの登録件数は８万件に上り、 

市にとって大きな問題である 

また、その現状の全体像が見えてこないので対応に苦難している 

住民とのトラブルは続出しており苦情が多く寄せられている 

また調査、対処する職員が２９名しかおらず対応しきれていない 

市としては、民泊施設は登録をし、年間１２０日以上営業できないとのルールがあるが、 

全く機能していないのが現状 

アムステルダム、バルセロナ、ニューヨークなどの大都市でも住民と民泊利用者との

トラブルなどは大きな課題であり、他都市とも話し合いをして対応策を考えていきたい

Ｑ：訪問客はどの国が多いのか？ 

Ａ：レジャー観光は人数的に多く、約７，０００万人になる、ＭＩＣＥ観光は人数は少ないが、 

  もたらす経済効果は高く今後増やして行きたい 

  ２０１７年での訪問数の３３％は国内より、６７％が海外観光客になる 

  １位はヨーロッパ諸国、２位は北アメリカ、３位はアジア諸国、４位はロシア、５位は南米 

アジア諸国では中国人の増加が顕著であり、パリを拠点に宿泊をさせて消費をさせる

ことを重視して対処していきたい

Ｑ：福岡市においても議員立法で観光条例を提案する予定であるが、パリ市は先進的に宿

泊税をとっているが、その使い道は？ 

Ａ：年間８，０００万ユーロの収入があるが、そのうち、観光協会への市からの補助金として 

５００万ユーロが入ってくるが、残りは市の一般財源に繰り入れ市政の為に利用される 

観光客がこれだけ多いので、そこで得た利益は住民に還元していくことで、ある程度の 

理解を得ていると考えている 
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Ｑ：パリ市のような国際観光都市を目指す福岡市にアドバイスを 

Ａ：フランス国内においてパリ市以外に１００万人を超える都市はない、福岡市は大きな 

都市であると思う 

ゆえに抱える課題も同様に多いかと思うが、住民の理解が最も大切である 

観光により生まれる富を地元、住民に還元していく循環が必要不可欠 

あと、一番大切なアドバイスは交通手段である 

どれだけ観光客がストレスを感じずに街に訪れることができるかが大切で、空港において 

の路線がどれだけ豊富なのか、市内での交通手段が充実しているか、別の都市に行く 

アクセスがどれだけ良いのかなどをしっかり考えたほうがいい

民泊などの話は福岡市と同じ課題であるが、規模が違いすぎると感じた 

近年の旅行スタイルは、ＬＣＣでフライトをし、ＡｉｒＢ＆Ｂに宿泊し、ウーバーで移動する格安

旅行が流行している中で、パリ市も対応に苦慮している 

また、このような旅行スタイルであってもパリに訪れる観光客は大切にしなくてはならないとも

考えていた 

福岡市での民泊は法律の厳罰化により件数は少なくなってはいるが、根本的な解決にはなっ

ていない 

宿泊税の導入は必要であるが、本来は民泊事業者の所得税などの様々な脱税行為が問題

であると考える 

導入した際には、その収入を違法民泊排除に使い、また、パリ市が行っていた宿泊税の収入

を地域住民、地元地域の振興に対して利用することにより理解を得るということは見本にして

ほしい 

ヒト、モノ、カネを集め、都市で富を生み出し、その富を行政サービスにて還元してゆく好循環

を確立し、市民に理解してもらうことは重要である

観光客が福岡市を訪れ、宿泊、買い物などの消費をしてくれることで、サービス産業を主とす

る福岡市経済が潤い、市の知名度も上がり、市が発展していくことを市民が実感していかなく

てはいけない

そこで初めて我々市民は心から観光客を迎え入れることが出来るのではないのか
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パリ市役所内にてピエール・シャピラ氏よりの解説 

集合写真 

パリ観光協会の新設案内場にて解説 

７か言語対応できる職員との意見交換 
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a former Chairman of a Council (70th)
add:2-11-13 Kashiiekimae Higashi-ku Fukuoka-city

add: 2-9-27 Susenji Nishi-ku Fukuoka-city

the Secretary General of LDP Fukuoka
add: 12-26 Sohara Sawara-ku Fukuoka-city

a former Secretary General of LDP Fukuoka
add: 5-5-203 Yusentei Jyonan-ku Fukuoka-city

the Chairman of the Policy Affairs of LDP Fukuoka
add: 2-12-12 Fujisaki Sawara-ku Fukuoka-city

 Masahiro Hirahata
Number of years 15

Number of years 19

Number of years 23

Members of FUKUOKA City Council

 Hidetaka Mori (Representative)

 Kazuhisa Tominaga (Vice-Rep)

 Shinnosuke Abe
Number of years 15

 Shintaro Tsuda
Number of years 7
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