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１、プロジェクト開始の経緯と目的 

 

このプロジェクトを開始した一番の背景は、福岡を訪れる中国人･韓国人観光客の割合が

とても高く、年々増加していることにある。福岡市集客企画課によってだされた 2008年度

福岡市観光統計によると、福岡空港･博多港の外国人入国者数における中国人・韓国人の割

合は 70％以上である。さらに、2010年 4月から、博多港における中国大型クルーズ客船来

航予定回数が 66 回と過去最高が想定され、今後ますます福岡を訪れる中国人･韓国人観光

客が増加するといえる。 

過去 2 年間、ボランティアとして観光客の方や外国人学生に福岡を案内してきた。その

中で彼らは、福岡で由緒ある名所を観光するより、おいしいものを食べる・買い物をする

ということへの関心が高いことがわかった。予想外の品物を要求されて、どこのお店を紹

介すればいいのか困ることもあった。しかし、福岡市が発行している既存の観光パンフレ

ットを見てみると、公的なものであり個別の情報は載せられないといった理由から、地域

ごとの観光スポット、食に関する記述はあっても、店の場所、雰囲気、商品の特徴などの

実用的な情報はあまり載っていない。私たちは、既存のマップの問題点として、観光客の

ニーズを満たしていないこと、店の具体的な所在、内容が分かりにくいこと、レイアウト

が見にくいことをあげた。そしてそれらを補う一つの手段として、学生だからこそできる

「食」と「買い物」に重点をおいた福岡マップを作ることにした。 

また、私たちは東アジア地域言語学科に所属し、中国・韓国の地域事情、文化、言語を

専攻している。自分たちが普段学んでいることを地元福岡の観光業活性化につなげ、学生

の視点から日中韓の友好を深める第一歩を踏み出したいと考え、このプロジェクトを始動

した。 

 

２、活動 

 

(１)アンケート調査 

◆目的◆ 

観光客が福岡に何を求めて訪れているのかを探る 

◆事前準備◆ 

６月・福岡観光コンベンションビューロー(以下ビューローと略)との交渉 

→福岡市観光の現状、アンケート調査実施に関する情報収集 

  ・アンケート原案づくり 

  ・福岡空港･博多港での、アンケート調査の許可交渉→許可を得る 

  ・アンケート活動で使用するオリジナル T シャツづくり 

７月・ビューローからの紹介により福岡市役所経済振興局集客交流部と交渉 

     →アンケート活動に関して協力を得る 
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・アンケートを訳し、ネイティブチェック 

  ・粗品のポケットティッシュ作り(1000個) 

  ・アンケート印刷(中国語 500枚、韓国語 500枚) 

◆活動内容◆ 

◎実施場所 

福岡空港国際線３階ロビー、博多港２階ロビー 

◎実施日時 

福岡空港にて 9:00～15:00→8/8.9.16.23.28.29.9/5.6.12 計９回 

           博多港にて 9:00～15:00→8/4.5.10.11(台風により中止).17.9/1.2.9計７回 

◎対象者 

空港、港を訪れる中国人･韓国人観光客(原則として観光を終えた出国直前の人を対象) 

        中国人―157人(男性 60人、女性 97人)   

韓国人―346人(男性 157人、女性 189人) 

◎アンケート内容(詳細は別紙資料参照) 

 ・観光客の居住地域、年令 

 ・福岡の印象(自由記述) 

 ・福岡で食べたいもの、買いたいもの(選択制、１位から５位までの順位づけ) 

 ・使用金額(自由記述) 

 ・品物別希望価格帯(記号選択制) 

◎所見 

アンケート活動時には全員オリジナルＴシャツを着用した。活動初日は、要領をつかめ

ないこともあり、声をかけても断る方が多かった。また、中国・韓国出身の方に限定して

声をかけるのが難しく、なかなか思うように進まなかった。さらに、実際に調査を始めて

からわかったことが、クルーズ客船から降りてきた観光客は基本的に旅行会社のツアーに

従って行動する。そのためツアー行動の邪魔にならない程度にアンケート活動をしなけれ

ばならなかった。中国人観光客にアンケートをとるのは、考えていたほど甘くはなかった。

福岡市経済振興局集客交流部の方の計らいで、クルーズ船旅行会社『CITE JAPAN』の協

力を得て、ツアー中の貸切バスに同乗させていただきアンケートを書く時間をとっていた

だける予定だったのだが、台風のため中止となった。 

しかし、その後は台風の影響はなく、回を重ねるごとに活動の内容を理解してくれる方

も増え、調査は順調になっていった。最初は、アンケートに記入していただくことだけを

伝え、記入してもらったら終わりということが多かったが、徐々に余裕ができて、「お土産

に何を買われたのですか？」など、メンバー一人ひとりが自らコミュニケーションをとり

ながら観光に対する本音を聞けるようになっていった。 

 アンケートに協力してくれた方には「福岡に来てくれてありがとうございます。」という

意味のメッセージを添えたオリジナルポケットティッシュを渡し、感謝の意を表した。お
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礼をポケットティッシュにした理由は、国外からの観光客が日本に来たとき、街でポケッ

トティッシュを無料で配っていることに驚き、好印象をもつということを、小耳にはさん

だからだ。 

警備上の問題としては、博多港は特に問題なかったが、福岡空港では少し難しい部分が

あった。そのため、学科の田村和彦先生に紹介状を書いていただき、許可を得ることがで

きた。 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)アンケート集計 

◆目的◆ 

アンケートの集計結果から、自分たちが作ろうとするマップに生かすべき点を探る 

◆活動内容◆ 

◎実施日時 

９月 13日～27日 

◎集計結果(詳細は別紙参照) 

ここでは私たちが注目した点をあげることにする。 

① 「福岡に来て一番何がしたいですか。」という質問では、中国･韓国ともに「日本の文化

体験」をあげる人が多かった。プロジェクトを開始した当初の私たちは、観光客が福岡

に食や買い物を楽しむためにきているのではないかという予想をしていた。しかし、ア

ンケート結果は、それに反するものであった。 
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質問：福岡に来て一番何がしたいですか？ 

(複数回答している人が多かったため、集計の際全て有効回答とみなした。そのため、 

合計人数がアンケート人数とは一致していない。) 

中国                    韓国 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 福岡の歴史名所見学  B 買い物  C 食を楽しむ  D 日本の文化体験   

E 博物館･美術館見学  
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②「福岡に来て食べたいと思うものは何ですか。」という質問で、食べ物順に一位から五位

までの順位をつけてもらった。すると福岡名物である鍋や明太子などを食べたいという人は

少なく、反対に寿司、うどんなどの典型的日本料理、そしてラーメンを上位にあげる人が多

かった。(以下グラフ参照) 

質問：福岡に来て食べたいと思うものは何ですか？(複数回答可) 

 

 

 中国 

韓国 

中国

韓国
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③ 「どんな雰囲気のお店で食事をしたいですか。」という質問でも、和テイストの店を選

ぶ人が圧倒的に多かった。 

 

質問：どんな雰囲気のお店で食事をしたいですか？(複数回答可) 

    中国       韓国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 広くて､色々な種類があるお店   B 小ぢんまりとしたおしゃれなお店   

C 和テイストなお店    D エスニック系のお店 

 

◎所見 

 集計をするにあたって、まず全員で、アンケート用紙の枚数、有効回答数などを整理し、

全ての回答を一つの表にまとめる手作業をした。そのあと、二手に分かれ、自由記述部分

の翻訳と、エクセルへのデータ入力を行なった。 

 この調査の結果、食べ物という観点からであるが、観光客が、福岡独自の観光名物を求

めて福岡を訪れているのではなく、日本特有の文化が表れたものを求めて訪れているとい

うことがわかった。 

値段に関しては、食べ物、買い物ともに福岡で一般的な定価よりも、安い金額を求めて

いるということがわかった。しかし、極端に安さを求めている人は少ない。観光客は、食

べたいものに対して、多少高い金額を払ってでも食べようとするのである。これは、私た

ちが国外へ旅行するときについ奮発して買い物をしてしまうのと同じ感覚なのではないか

と考えられる。 

 集計後に感じたアンケート活動の反省点として、アンケート上での質問の曖昧さなどが

あげられる。例えば、｢福岡の印象はどうですか？｣などをそのまま自由記述回答にしてし

まったため、回答が福岡に対して好印象を表すものに偏ってしまったことである。いい面
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と悪い面を分けて回答する欄を設けていたら、もっと核心に迫る回答を得られたのではな

いかと感じる。また、アンケート上では回答は一つ選択するように指定していても、実際

は複数回答をする人が多かったなどということもある。記入型のアンケートでは、質問の

意図が記入する側の一方的な解釈で受けとられてしまうため、自分たちの知りたかったこ

とが一概にわかるわけではないということを、身をもって体験した。 

 

(３)中間報告を終えて行ったマップ作成に向けての話し合い 

９月２８日に開催された学生チャレンジプロジェクトの中間報告会で指摘され、次の

問題点が見えてきた。まず、観光パンフレットや詳しい情報を掲載したサイトが既に存

在する中、活字体の地図にこだわる理由が私たち自身はっきりしていなかったこと。2

点目は「和」という伝統と格式あるものに対し、安さを推し出して紹介するのは矛盾し

ているのではないかということ。３点目はアンケートの結果を全て反映すると、既存の

地図と差別化を図ることが出来なくなるということである。中間報告を終え、これらの

問題点を軸に私たちはもう一度地図の方向性・意義について意見を交わした。 

① 私たちが活字体の地図にこだわる理由 

・紙媒体の地図は、コンパクトながら一度に多くの情報量を獲得できる。 

・信憑性に長けている。 

・パソコン・携帯電話など別の媒体がなくても使用できる。 

・紙媒体の地図を広げると、一緒に旅行している家族や友達、旅行先で出会った人々

と同じ空間で情報を共有できる。 

以上のメリットから、当初の予定と同じように紙媒体の地図を作ることにした。そし

て出来上がった地図のファイルを観光サイトに掲載させていただけるよう試みること

にした。 

② 「和」をどのように地図中に取り組んでいくか 

活動をしていく中で、私たち日本人が考える日本文化は、侘び寂びなどの静かな目に

見えないものであるが、観光客にとっての日本文化とは、外見や雰囲気から感じ取るこ

とのできる日本特有のものであることに気付いた。そこで、取材候補に和の雰囲気を醸

し出す店を選び、値段にこだわらずサービスの内容や料理のおいしさ、店への入りやす

さを重視することにした。地図のレイアウトにも、「和」を組み込むことで地図そのも

のも持ち帰って日本の思い出として残る物にした。  

③ 既存の地図との差別化をどのようにして図るか 

既存の地図との差別化を図る上で最も重要な点は、福岡を「日本」としてとらえる内

容にすることだった。既存の地図は、福岡の観光名所・名物などを全面に押し出し福岡

の魅力そのものをアピールするものであった。そこで、福岡の名物より典型的な日本料

理を紹介し、四季を感じるための能古島特集を組むことにした。海外で高い評価を得て
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いる日本のアニメ・漫画特集や、「和」を感じることが出来てかつお手軽に買えるお土

産特集など新しい視点から日本文化を捉えることにも試みた。 

 また、既存の地図のターゲットは集団旅行者であり、百貨店中心のエリアだった。し

かし、ターゲットを個人旅行者にも向けエリアを広げることによって、見落とされた小

さなお店、個人経営のお店も掲載することにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

(４)実地踏査 

◆目的◆ 

天神・大名・赤坂付近の飲食店、内容を調べ、地図に掲載する店を検討する 

◆内容◆ 

10 月中旬、私たちは、天神には実際にどのような店があるのか調査すべく、地図を片手

に天神を歩き回った。まず新天町から赤坂・大名エリアをまわり、そのあとも国体道路付

近や今泉エリアなど、広い範囲を調査した。調査の観点としては、このエリアにある日本

料理を取り扱っている店の種類、日本文化を感じ取れやすい店の外見・雰囲気、観光とし

て歩きやすい場所にあるかなどである。 
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実際に歩いてみた結果、大名は私たちが当初考えていた以上に居酒屋などの夜間営業の店

が多いこと、今泉は住宅街ゆえに道が細く、かつ入り組んでいて非常に迷いやすいことな

どがわかった。掲載エリアを絞る上で有益な情報を得ることができた。 

 

(５)取材活動 

◆内容◆ 

◎実施日時 

10月 18日～10月 30日 

◎所見 

実地調査の結果のもと、うどん、寿司、ラーメンなどの店のジャンルごとに担当者をわ

け、掲載するお店への取材活動を行った。取材と掲載許可については、実際に店に行き店

の雰囲気や料理を味わい、撮影をし、載せるべきかどうか吟味した後、日本語原稿を作成

してからお店に連絡をとって掲載許可をいただけるかの依頼と確認をとった。 

 お店の中には、なかなか取材許可を頂けず、本社に連絡を入れていただいてからお店へ

出向き、やっと取材させていただいたという所もある。 

また、慣れない取材活動の中で、お店の方に失礼な対応をとってしまいご指摘をいただ

くという失敗もあった。きちんとお詫びをして理解していただけるよう話を進めるなかで、

お店への連絡の取り方など改めて社会人と学生の違いを体感した。 

 

(６)マップのデザイン作成、翻訳作業、印刷 

◆内容◆ 

◎実施日時  11月～12月 21日 

◎所見 

デザインについては印刷会社と交渉しながら作成していった。店の紹介文の翻訳作業に

は、想像以上に頭を悩ませた。メニューに出てくる「どろソース」などの擬音語をどう訳

すか、「明太子」などの原語にはない語をどう訳すかなど特に難しかった。普段の語学学習

では全くでてこないような単語に、図書館の辞書やインターネット、既存のパンフレット

を参考にした。訳し終わったあと、ネイティブの先生方のご協力のもとチェックをして頂

いた。先生方にチェックをしていただく中で、全く違う意味になってしまっているところ

などにも気づき、語学力の未熟さを感じた。11 月 17 日に全ての原稿を入れ終わった。12

月 15日までの間、校正し、12月 21日に完成した。 

 

(７)マップ配布作業 

 マップの作成が完了し、春休み中の 3 月に博多港での配布作業を行う予定であった。し

かし、3 月 11 日に起きた東日本大震災によって、クルーズ客船の来航が中止となり、福岡

を訪れる国外からの観光客がほとんどいなくなってしまった。そのため、予定していた配
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布作業も一時中断した。 

しかし、8 月に入り、中断していたクルーズ客船もまた来航し始めたため、博多港の方と

交渉し、8 月 26 日、9 月 5 日、6 日、9 日の博多港国際ターミナルでの配布活動を行った。

クルーズ客船の乗客の一部ではあったが、実際に自分たちが作成したマップを直接手渡す

ことができた喜びは忘れられないものとなった。この後、天神・博多地区の観光案内所周

辺での配布を考えている。 

 

３、地図の構成・内容 

◎表紙 

・表紙写真 よかとこ出逢い橋から撮影 

あえて、福岡タワーやドームなどの福岡を象徴するものを使わないことで、福岡には特

に目立つ観光名所はないけれども、探してみれば素敵なところもあるのだという私たち

の願いを込めた。 

◎題名 

＜中国＞ 福岡ぶらぶらマップ 

＜韓国＞ 福岡てくてくマップ 

◎Ｐ１，２，３，４ 

＜中国＞  

エリア → 団体旅行やクルーズ船で訪れる観光客の行動範囲を重視したもの 

Ｐ１,２ → 渡辺通りから分けて福岡市役所付近側 

掲載店 ・めんたい重(明太子丼)   ・おにぎり元気(おにぎり) 

    ・大阪たこ焼きぷくぷく(たこ焼き) ・博多ラーメン膳(ラーメン) 

    ・一汁五穀(定食)      ・天神屋(うどん、そば) 

    ・みすず庵(うどん、そば)  ・優乃華(お好み焼き、もんじゃ焼き) 

    ・ふきや(お好み焼き) 

Ｐ３,４ → 渡辺通りから分けて大名付近側 

掲載店 ・なのはな庵(定食)  ・大名食堂(定食) 

    ・一心不乱(ラーメン) ・飛うめ(うどん、そば) 

    ・おみき茶屋(定食)  ・一蘭(ラーメン) 

    ・一風堂(ラーメン)  ・千房(お好み焼き) 

＜韓国＞ 

エリア → 個人旅行で訪れるリピーター向けの少し歩いたところにある路地裏中心 

Ｐ１,２ → 地下鉄赤坂駅から天神駅エリアの国体道路側 

掲載店 ・千房(お好み焼き) ・一風堂(ラーメン) ・倉敶名物ぶっかけうどん(うどん) 

 ・SushiDining 崎(寿司) ・五行(ラーメン)  

・和カフェ（和風デザート、和風創作料理） ・松屋(丼、定食) 
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Ｐ３,４ → 地下鉄赤坂駅から天神駅エリアの明治通り側 

掲載店 ・おみき茶や(定食)  ・一心不乱(ラーメン) 

    ・なのはな庵(定食)  ・大名食堂(定食) 

    ・やぶ金(うどん、そば) ・寿し赤坂(寿司) 

    ・飛うめ(うどん、そば) ・一蘭(ラーメン) 

 

 



13 

 

◎Ｐ５ 

＜中国＞日本を感じさせる話題性のあるお土産  

特集(INCUBE、レガネット天神店、LOFT) 

＜韓国＞福岡で楽しめる日本アニメ文化特集(メ

イド喫茶、アニメイト) 

 

◎Ｐ６ 

家族連れ、少し遠くに行って日本の自然を楽し

みたい人を対象とした能古島特集 

福岡には、都会的な部分と自然を両方兹ね備え

ているところをアピール。中国、韓国ともに、両

国内では、サイクリングや散策を楽しむことを旅

行の娯楽として考えている人も多いため、今回の

福岡マップにも取り入れることにした。 
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４、まとめ   -プロジェクト活動を通して私たちが考えたこと- 

このプロジェクトを通して、本当に貴重な体験と出会いを沢山させていただいた。その

中で私たちが一番感じたことは、アジアの玄関口･福岡といっても、観光客を受け入れる体

制はまだまだだということだ。街を歩くと中国語・韓国語の標識や館内放送も少しずつ増

えてきてはいる。しかし、まだほんの一部だ。 

取材させて頂いたお店の反応は、訪れる観光客にはぜひお店に来てもらいたいという積

極的なものがほとんどであったが、マナーや言語などの違いから、お店に来られても困る、

海外の方を迎えるにあたってどう対応すればよいか分からないとおっしゃるお店があった

ことも事実だ。福岡市としての観光体制は整いつつあるが、まだまだ大型商業施設中心の

観光事業であり、個人店舗の観光客受け入れ体制などはこれから改善していかなくてはい

けない。経済的利益を追求した観光事業の発展だけでなく、文化交流という観点でも観光

客を受け入れていこうとする姿勢をもっていかなければならないと強く感じた。 

今回私たちは、アンケートの結果に基づき、観光客のニーズにあった、日本文化を気軽

に体験できるようなものを目標に地図を作ってきた。しかし同時に、東アジアの今後にお

いて、この方向性のままでいいのかも考えた。アンケートの結果では、観光客が福岡に日

本の和文化を求めて来ているということだった。これは逆にいえば、福岡独自の観光スポ

ットを知ろうと思うほど、観光客の福岡に対する理解は進んでおらず、日本を表面的にし

か見ていないともいえる。確かに、福岡を訪れる観光客、そして私たちのように中国･韓国

について学びたいと思う学生は年々増え、日中韓の互いの交流は進んでいるように感じる。

しかし、ただ互いの国を旅行するだけにとどまるのではなく、それぞれの言語・文化から

習俗に至るまでを理解し、隣人として気軽につきあえるまでにその理解を深めていくこと

はできないものかと改めて認識させられた。 

私たちが活動してきたこの期間、福岡を訪れる中国人･韓国人観光客が去年から倍増して

いるという状況とは裏腹に、尖閣諸島、朝鮮半島問題など東アジアは大きく揺れた。しか

し博多港と空港でこの夏出会った 500 人近くの方は、私たちの活動に少なからず関心をも

ち協力してくださった。マップが完成し、プロジェクトが終わりを迎えた今、私は「国で

はなく人を見なければならない」ということを強く感じている。 

私たちの福岡マップは小さなものであるし、訳、内容ともにまだまだ不完全だ。「観光」

という産業そのものが非常に流動的なものであり、今ニーズにあうものも、時間がたてば

すぐに自然とニーズにあわなくなる。しかし、マップを手にとった観光客の方、協力して

いただいたお店の方、たまたま目にした地元の方に、福岡大学の学生がこんなことをやっ

ているんだと思ってもらい、互いの国に少しでも関心をもち、今まで知らなかった福岡の

魅力を知ってもらうことが、東アジアの関係をよりよくするほんの少しのきっかけにつな

がるのではないかと、私たちは考える。 

最後になったが、このプロジェクトを行うにあたって、福岡観光コンベンションビュロ

ー様、取材に協力していただいた方々、翻訳をチェックしていただいた先生方、行き詰ま
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ったときにアドバイスをくださった先生方、学生課の方々、資金を与えてくださったこの

企画に心から感謝している。自分たちで何かを作りたいと思っても、自分たちの力だけで

はできなかっただろう。 

本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（アンケートに協力してくだっさたご家族と） 
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