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序章 課題と構成 
  
筆者の出身地でもある宮崎県は、1960 年代新婚旅行の定番として人気があり多くの人が

訪れ賑わっていた。だが、ここ数年は以前に比べると人気も落ち、県の財政は厳しくなっ

ていた。筆者自身、進学のため東海地方に出てきたのはいいが、周りの友人の中には宮崎

県の位置ですら分かってもらえず、改めて宮崎県の知名度の低さを実感したものである。         

このような中、2007 年に元お笑い芸人である東国原知事が就任し、全国初のタレント知

事誕生は話題を呼んだ。 
東国原知事による経済効果は、就任一週間で 165 億円にも上ると言われ、今では全国一

の支持率を有している。東国原知事がＰＲした物は次々に爆発的ヒットする等、空前の宮

崎ブームが起き、今まで知られていなかった県の特産品や観光地を全国の人々にＰＲする

事が出来た。その中でも、マンゴーや地鶏は有名である。今日の宮崎人気があるのは東国

原知事のおかげと言っても過言ではない。 
 そこで、本稿では、「東国原知事の誕生によって宮崎県民は本当に幸せなのか？」につい

て県の有力資源である観光と農畜産物の面から見ていき、宮崎県民の本当の幸せについて、

政治とは異なる世界にいた東国原知事が宮崎県にもたらした経済効果や、筆者が独自に行

った県民へのアンケート調査から検証していく。 
  
注 
・以下より、東国原知事を「知事」と記述する。 
・宮崎県全体の問題点について取り上げていくが、比較する地方（田舎）の問題点を上げ

る場合には、筆者の地元である「高千穂町」とする。 
 
1 章 東国原知事の誕生 
1 節 宮崎県について 

宮崎県は、日向灘に面する九州地方南東部に位置し、人口 1,136,223 人（2008 年 12 月 1
日現在）の県である。米は早期栽培が普及しており、南部海岸地域では無霜に近いため、

ピーマン、かぼちゃ、きゅうり、トマト、すいかなどの早期栽培が盛んであり、農業粗生

産額の 50%以上を畜産が占めている事から、特に養豚・養鶏が盛んに行われている。 
 ギネス記録の世界一としては、ウォーターパークの大きさ（宮崎市）、カンムリウミスズ

メの繁殖数（門川町）があり、高千穂町にある鉄橋の高さは東洋一を誇っている。 
また、宮崎県は太平洋側を暖流が流れているため、一年を通して温暖な気候であり、快

晴日数、日照時間、降水量など全国トップクラスの県である。 
 

・快晴日数  54 日（全国 3 位） 
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・日照時間  2,108 時間（全国 3 位） 
・平均気温  17.2℃（全国 3 位） 
・降水量  2,457mm（全国 3 位） 
＊1971～2000 年平均値 

（みやざき旬ナビ 統計情報・資料引用） 

観光客数の推移
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入場者数（観光地・観光施設上位 20）                 （単位：人） 
順位 観光地・観光施設名 市町村名 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年

1(1) 高千穂峡 高千穂町 1,186,500 1,137,135 1,093,940

2(2) 西都原古墳群 西都市 1,002,661 958,706 992,989

3(3) 酒泉の杜 綾町 891,150 873,396 862,125

4(4) 道の駅フェニックス 宮崎市 - 836,822 840,239

5(5) えびの高原 えびの市 825,086 813,019 799,261

6(6) 鵜戸神宮 日南市 726,717 712,579 760,032

7(7) 霧島ファクトリーガーデン 都城市 597,465 648,725 640,744

8(8) 高千穂牧場 都城市 623,152 610,389 592,385

9(9) 青島（青島神社） 宮崎市 644,663 596,431 565,371

10(10) 宮崎神宮 宮崎市 526,000 519,920 493,450

11(11) 京町温泉 えびの市 523,220 505,547 486,924

12(12) かかしの里「ゆぽっぽ」 都城市 346,950 342,264 354,124

13(13) のじりこぴあ 野尻市 251,131 338,606 326,025

14(-) グリーンパークえびの えびの市 - - 308,860

15(17) 宮崎市フェニックス自然動物園 宮崎市 277,514 304,606 304,274

16(16) 農業科学公園ルピナスパーク 高鍋町 308,685 308,980 300,014

17(33) 平和台公園 宮崎市 188,555 195,604 282,000

18(14) こどものくに 宮崎市 367,761 324,596 279,118

19(18) 観音さくらの里 都城市 261,844 251,030 263,217

20(25) フローランテ宮崎 宮崎市 233,041 232,545 257,610

＊順位欄の（ ）内の数値は、平成 17 年のもの 

（平成 18 年 観光動向調査） 
知事就任以前の県内観光地は、県内・県外からの観光客数が伸び悩み、観光の衰退が懸

念されていた。 
 
2節  知事の支持率 
 知事は、元お笑いタレントであり、ビートたけし率いる芸人集団の一員であった。他に

も、作家、俳優としての活動歴がある。芸能界から知事選挙へ無所属で立候補するという

事に初め県民は戸惑い、出馬を疑問視する声も多かったが、方言を使った演説や、「しがら

みのなさ」を強調した県政批判等により支持を拡大していった。 
 知事が就任する以前の安藤知事は支持率 32%と全国ワースト 2位の不支持率であったが、

2007 年の朝日新聞によると知事は支持率 92%という全国一の支持率を有している。 
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・支持率ベスト 5 
2004 年                   2007 年 

 都道府県 知事 支持率  都道府県 知事 支持率

1 岩手県 増田寛也 78％ 1 宮崎県 東国原英夫 92％

2 鳥取県 片山善博 76％ 2 福井県 西川一誠 73％

3 佐賀県 古川康 68％ 3 大分県 広瀬勝貞 71％

4 福島県 佐藤栄佐久 66％ 4 青森県 三村申吾 70％

5 東京都 石原慎太郎 66％ 5 徳島県 飯泉嘉門 70％

（朝日新聞調べ） 
選挙活動中は、芸人に県政を任せることは出来ない等県民の冷ややかな反応が多かった

が、当選した今日では講演会やテレビ出演に引っ張りだこの忙しさである。県民からも、「メ

ディアを通して宮崎県が有名になれたことが嬉しい」、「知事から元気を貰った」といった

声も今では多く聞かれる。 
全国初の芸人知事となった訳だが、意外な前歴を持っているからこそ今日の宮崎人気が

あるのではないだろうか。実際、芸人時代に培ったトーク力やテレビの影響力を知り尽く

したパフォーマンスで今までにないＰＲ活動を行い、就任一週間のテレビ出演では、ＣＭ

広告費に換算した経済波及効果が約 165 億円の経済効果とスピード成長を遂げている。東

京都新宿にある県物産館「新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ」では売り上げが急増する現象も起

きた。 
知事自らも「宮崎のセールスマン」として全国を走り回っており、就任から三年目にな

る現在でも高い支持率を誇っている。 
しかしその一方、県全体がメディアに振り回されているのも事実である。良く報道され

る時もあれば、次の日には一変、悪く報道される時もある。知事が人気を集めているのは

良いことだが、県民はこれらの報道に日々、一喜一憂しているのである。 
 
3 節 マニフェスト 
 知事のマニフェストの初めに、「宮崎改心！！新しい宮崎・クリーンな宮崎・おもてなし

日本一の宮崎をみんなで創りましょう。（マニフェストより引用）」とある。また、「宮崎に

は素晴らしい県民力、産業の可能性、資源がある。私はそれを全国、世界と繋げて、新し

い宮崎の未来を切り開いていきたい。（マニフェストより引用）」と述べている。      

知事中心の県作りではなく、県民が一体となった県作りを提言している。 
 
2 章 検証 
1節  知事による経済効果 
 知事就任による一年間の経済効果は 492 億円に上ると言われている。特に、宮崎空港の

土産物コーナーは県産品を求める人で溢れており、その中でも知事のキャラクターグッズ
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コーナーは連日混雑している。今まで、お土産をあまり購入していなかった観光客達が知

事グッズを大量に購入しているため、売上が伸びているのだ。 
他では、県物産振興センターで売上が 8 億円アップする等、多方面で経済効果が出てい

る。知事による経済効果の大きさを、県庁や空港を訪れただけで実感することが出来る。 
 
＜観光＞ 
知事就任直後から観光地の変化は著しい。筆者の地元は、高千穂峡や天岩戸神社といっ

た観光地が多く存在するため、知事人気による観光客数の増加や町の変化を身近に感じで

いる。休日や祭日ともなれば、観光バスや県外車が渋滞をなし混雑する風景が常態化する

ようになった。 
県内には、高千穂峡、天岩戸神社、鵜戸神宮、西都原古墳群、青島、えびの高原、こど

ものくに等、多くの観光地が存在する。これに加え、知事就任後からは、知事に会うため

の県庁巡りツアーが組まれるようになり、県庁が観光スポットとして紹介されるようにな

った。知事と会える保証は無いのにも関わらず、4 月からの 9 ヶ月間で、約 26 万 8500 人

もの観光客が県内外から訪れ、県庁内を見学するツアーが大盛況となっている。 
観光客の本県への主な入込み手段としては、県外観光客の大半が自家用車（タクシーを

含む）64.1%で入込んでおり、その次に航空機 14.6%、バス 14.5%と、陸路を利用した入込

み率が高い。 
しかし、宮崎県には高速道が宮崎市内を中心とした県南にしか通っておらず、有料道路

も県南を中心に県北には延岡市と日向市の間にしか通っていないため、県全体の観光地を

巡ろうとするならば、車で県北の高千穂峡から宮崎市内まで約三時間とかなりの時間を要

する。 
宮崎県の高速道路状況が他県に比べ、遅れていることは以前から言われており、観光面

で交通インフラが貧弱なのは大きな痛手である。 
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                  （四季見原キャンプ場ホームページ 引用） 
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《宮崎県の観光客数》 
2007 年観光客総数   1234 万 5000 人（前年比 1.5%増） 
県外からの観光客    456 万 8000 人（前年比 3.5%増） 
県内からの観光客    777 万 7000 人（前年比 0.3%増） 

 
《観光者数上位の観光地》 
 1.高千穂峡       131 万 6700 人（前年比 20.4%増） 
 2.西都原古墳群     97 万 6151 人（前年比 1.7%減） 
 3.鵜戸神宮       88 万 9301 人（昨年比 17%増） 
   ： 
   ： 
 21.県庁         27 万 4008 人（前年のデータなし・100%近い増でしょう）          

  （平成 19 年（2007 年）宮崎県観光動向調査 引用） 
 

 宮崎県の観光動向調査結果によると、1998 年から下降線を辿っていた県外観光客の入り

が、知事人気により昨年は 11 年ぶり＋3.5%増に転じたという結果が出ている。また、観光

客が増えたことで、観光地をよりよくする為に案内板の設置等受け入れる側の努力も随所

に見られ、周辺の土産店もその恩恵を受けている。 
以上のことから、知事人気によって大幅に観光客数が増大している事が分かる。中でも、

県外観光客数が増加しているということは、メディアをうまく使った知事の戦略が成功し

ていることを証明している。実際に、観光客の多くがテレビや雑誌を見て興味を持ち宮崎

県を訪れているようだ。 
また、県内を訪れた観光客が地元に帰り旅の話をすることで、「宮崎に一度行ってみたい」

と関心を持つ人の増加に繋がっていく効果を生み出してくれる。人を通した宣伝も宮崎の

観光人気に一役かっているのではないのか。 
 

＜農畜産物＞ 
 宮崎県は、農畜産県であり生産量第一位のきんかん、ズッキーニ、スイトピー、生産量

第二位のきゅうり、ピーマン、飼養頭羽数第二位のブロイラー（鶏）・豚、第三位の肉用牛

などがあり、生産量も常に全国上位と恵まれている。 
今日の、知事による多方面でのＰＲ活動により多くの農畜産物の売上が上がった。また、

「知事イラスト」効果により県のイメージがアップする等、多くのメリットが生まれ、中

でも宮崎産高級マンゴー「太陽のたまご」は品薄状態が続く程の人気商品となり、マンゴ

ーブームが起こった。 
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宮崎マンゴー価格 

2007 年 4 月 4,059 円

2007 年 5 月 3,306 円

2008 年 4 月 4,910 円

2008 年 5 月 5,316 円

（ＪＡ宮崎経済連） 
 
このマンゴーブームにより本年に行われた県特産の完熟マンゴーの初競りでは、昨年の 3

万 8000 円を大きく上回り、2 個入り 1 箱の 高値が 20 万という値をつけたのである。 
現在、ＪＡ宮崎（宮崎市）は、非破壊検査機で糖度を測定し一定以上の物を贈呈用とし

て出荷、中でも傷がなく赤色が全体の 3 分の 2 以上を占めるなど基準を満たした物を「太

陽のたまご」とし、知事のＰＲと共にブランドイメージの向上に努めている。 
 
2 節 アンケート調査 
 筆者は、知事就任によって県民の暮らしに影響があったのかを調査し、またどのような

思いを抱いているのか等を知るために、人気観光地であり地元である高千穂町民を中心と

した県民 140 人にアンケート調査を行い、以下の問いに答えてもらった。 
① 性別 

男女別

男
41%

女
59%

男 女
 

 
② 年代 
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アンケート調査回答者数（年代別）
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③ 知事就任は宮崎県にとってよい効果をもたらしたと思うか？ 

東国原知事就任は県にとって良い効果をもたらしたか
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 約 9 割以上の県民が「よかった」と答えた。どのような面でよかったか聞いてみたとこ

ろ、 
1．観光客の増加 
2．県のＰＲ 
3．県の産業など活性化した（価格面など） 
が多くあげられた。やはり、知事の多彩なＰＲが様々な面に影響しており、その中でも観

光に関する意見が多数を占めた。 
 年代別で見てみると、女性の大方が「良い効果をもたらした」または「どちらともいえ

ない」と答えていたのに対し、男性の 40 代・50 代の数人が「いいえ」と答え、良い効果を

もたらしていないという意見であった。これは、40 代・50 代の男性の多くが、今日県内で

不景気によって倒産に追い込まれている土建業で働く割合が多いためであると考えられる。 
 
④あなたの暮らしの中で「以前に比べここが変わった」と実感することはありますか？ 
 加熱する「知事ブーム」に加え、知事のＰＲ効果によりどのような変化が県に起きてい

るのか知るために調査してみた。返答では、観光に関する意見が多くみられ、以下のよう

な意見があった。 
 
《良い変化》 
・観光客が増え、町（県）に活気が出た 
・高千穂について聞かれることが多くなり、我が郷土を誇れるようになった 
・観光地を宣伝してもらったおかげで交通量が多くなり、道路拡張が進み始めた 
・県外の方と接することが増えた 
・観光客が増え、高千穂の良い所を伝えることが出来た 
・観光客増加により、関連事業が再び賑わってきた 
 
《悪い変化》 
・以前に比べ渋滞することが増えた 
・観光の賑わいによりゴミが増えた 
・道路が狭いため、渋滞の時は車の行き来が大変 
・観光客が増えて喜んでいるが、受け入れ態勢の不備が目立ち逆に評判を落としてリピー

ターとしてまた来てくれるかが不安 
・観光客が増えたのと同時に、地元へのクレームが増えている（食事や旅館等について） 
・交通量が増えたものの、駐車場などのスペースが多くないため、路上駐車や渋滞になる

ことがある 
 
観光ブームが加熱している中で、町民の暮らしにも多くの変化が生じてきているようだ。 
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知事就任による「良い変化」では、観光面に関連した意見が多く、「シーズン以外での観光

客が増えた」、「観光客増加により町が活気づいた」、「宮崎のことについて興味を持ってく

れる人が増えた」が上位を占め、観光客の増加が町（県）に良い影響を与えていることが

分かった。 
その反面、「悪い変化」では、「県外車が増え、道路が混雑、渋滞することが増えた」、「観

光客からのクレーム増加」、「受け入れ態勢がまだ不十分」といった意見が多い。観光地と

して多くの観光客が訪れ喜んでいる一方、今までのような暮らしが送れないことに不便さ

を感じている人が多いようである。 
 

⑤これからの宮崎県がよくなるために必要なことは何だと思うか？また、知事に望むこと

はあるか？ 

これから県に望む・必要なこと

知事
24%

交通（道路）
23%その他

18%

就業
15%

行政（政策）
8%

暮らし
6%

医療
4%

観光
2%

知事

交通（道路）

その他

就業

行政（政策）

暮らし

医療

観光

 
 県全体で見てみると、道路整備や高速道路といった交通面に関する意見が多く、全国的

にも遅れている道路事情に県民が不満を持っていることが分かる。この道路に対する要望

と同じ位多かったのが、知事を心配する意見であり、「体に気をつけてこれからも宮崎の為

に頑張って欲しい」、「任期を全うして欲しい」と相変わらず知事人気は衰えていないこと

が伺える。その他では、農業の後継者育成や、若者の働ける職場を増やし都会への若者流

出を止めて欲しい等の意見があった。 
 ここで一番注目してもらいたいのが、県北と市内で意見にある傾向が見えてきた事であ

る。 
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《県北（高千穂町） 122 人》 

これから県に望む・必要なこと（県北）

交通（道路）
26%

知事
23%就業

18%

その他
17%

行政（政策）
7%

医療
5%

暮らし
3% 観光

1%
交通（道路）

知事

就業

その他

行政（政策）

医療

暮らし

観光

 

県北（高千穂町）では、1.交通（道路）、2.知事、3.就業の順で多く、やはり観光面での

道路整備に対する意見が大半を占めており、速急な要望としては、高速道路の早期整備と

いう意見であった。その他では、中山間地の活性化や、地方での職がないことから若者の

県外流出を防ぐためにも大企業の誘致を求める意見が多かった。 
また、「医療」や「就業（雇用）」への意見が多く、この背景には県北が抱えている問題

が影響しているためだと考えられる。知事就任の後に、県の入札制度改正が行われ、以前

に比べて土建業の仕事が減った。多くの人が土建業で働いているこの地域では、仕事が激

減し、 近では仕事が受注出来ても経費が残らないため苦しい状況が続いている。知事に

は、土建業へ目を向けてほしいといった意見があった。 
 

《市内 18 人》 

これから県に望む・必要なこと（市内）

知事
30%

その他
26%

暮らし
22%

行政（政策）
11%

交通（道路）
7%

観光
4%

知事

その他

暮らし

行政（政策）

交通（道路）

観光

 
これに対し市内では、1.知事、2.その他、3.暮らしの順で多く、道路整備よりも宮崎県の

特色を生かしたスポーツ誘致などの意見が多く見られた。その他で多かった意見は、宮崎
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県の高い自殺率を抑えるためにも住みやすい環境作りが必要といった意見や、農業、畜産、

各地の観光名所の良い所をもっと宣伝してほしいと知事に更なる県のＰＲを望む意見が多

かった。 
  
 このアンケート調査で県北（高千穂町）と市内の意見で共通していたのはやはり「宮崎

県への企業誘致」であった。宮崎県には現在、旭化成、宝酒造、霧島酒造、宮崎ダイシン

キャノン等の企業があるものの、他県と比較すると大企業が少ない。安定して働ける職場

を求め、県の活性化を願う県民が多い。県としては、「広大な土地と豊かな水資源」「優れ

た住環境」「豊富な労働力」をアピールし、企業立地セミナーを開く等、企業誘致への行動

を起こしているもののまだ実を結んでいない。また、企業誘致が成功したからといって、

それに見合う雇用が生まれるかは不確実である。 
アンケート調査を通して分かった事は、宮崎県全体が知事効果を受けている訳ではなく、

まだまだ知事に対する要望は多い。また、人気に伴う新たな問題も作り出してしまったよ

うだ。県民の中には、いつか知事人気が終わりを迎えた時、宮崎県はどうなってしまうの

かといった不安がある。このことから、県民は今日の状況に満足しておらず、知事人気に

よって幸せになったとは言えない。 
 
3 節 今日の宮崎 

知事就任により、宮崎県は知事効果の恩恵を受けていると言われているが、今日の宮崎

県は多くの問題を抱えている。 
＜観光＞ 
 宮崎県は、ホスピタリティ全国第三位に選ばれるほど、「おもてなし」に高い評価を受け

ている。 

2008 年 単位（％）

全体平均 25.7 

１位沖縄県 53.4 

２位鹿児島県 38.8 

３位宮崎県 38.3 

４位高知県 36.4 

５位青森県 34.8 

６位奈良県 34 

（じゃらん宿泊旅行調査 2008） 

知事就任以前から高千穂町は人気の観光地として有名であり、県内外から多くの観光客

が訪れている。2007 年には、知事効果により過去 高の観光客数（推定）131 万 6 千人に

達した。しかし未だに県は多くの問題を抱えている事が浮き彫りになった。筆者は、アン
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ケート結果をもとに、県の抱える問題について考えてみた。 
 

問題点①「通過型観光地」としての定着 
高千穂町は、年間 100 万人を超える観光客が訪れているのに対し、宿泊客数は思うよう

に伸びていない。観光で訪れ宿泊する人は 13 万 4 千人（前年比 23%）と増加しているもの

の、観光客全体に占める宿泊者の割合は一割に留まっているのである。通過型観光地の要

因となっている一つとして、湯布院や阿蘇温泉めぐりツアーの 中に、高千穂を訪れると

いった観光パターンが定着していることも影響していると思われる。つまり、ツアーのお

まけとして組まれているのである。高千穂町は、知事人気により以前に増して人気の観光

地となっているのだが、高千穂だけのツアーは未だ少ない。 
この状態が続けば、宿泊施設は閉館に追い込まれてしまう。 
 

問題点②交通の便の悪さ 
《高千穂まで車移動の場合》 

1 時間 30 分 2 時間 
福岡市 

九州自動車道 
松橋ＩＣ 

国道 218 号 
高千穂町 

2 時間 1 時間 
宮崎市 

国道 10 号 
延岡市 

国道 218 号 
高千穂町 

1 時間 50 分 
熊本市 

第 2 空港線～俵山バイパス
南阿蘇村

国道 325 号 
高千穂町 

1 時間 1 時間 
熊本市 

国道 445 号 
山都町 

国道 218 号 
高千穂町 

1 時間 30 分 1 時間 
大分市 

  
竹田市 

県道 8 号 
高千穂町 

 
宮崎県高千穂町は、宮崎県の北端部に位置しており大分県と熊本県に隣接する町で、県

庁所在地がある宮崎市から北西へ約 120km、熊本市から南東へ約 80km の場所にあたる。

県都・宮崎市へと直通する交通機関はなく、高速道路も整備されていないため片道 3 時間

以上かかるのに対し、熊本市へは阿蘇方面へ抜ける国道 218 号線、国道 325 号線が整備さ

れ通行が容易で、所要時間も約 1 時間半程度で行ける事から、熊本観光のついでに高千穂

町まで足を伸ばしたり、高千穂町を訪れた後に熊本、大分へと移動する観光客が多い。宮

崎市よりも熊本県に近いため近年では、阿蘇くまもと空港との直行バスが運行される等熊

本県との交流が深まりつつある。しかし、熊本からのバスは一日 3 本しか出ておらず、2 時

間もかかるため、きちんとした観光予定がなければ狂ってしまう。このように交通面での

不便が目立つ。 
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問題点③イベント行事の衰退傾向 
《高千穂町の主な行事予定》 
4 月 16 日 高千穂神社大祭    5 月 2-3 日 天岩戸神社春季大祭 
5 月 3 日 祖母山山開き      9 月 22-23 日 天岩戸神社秋季例祭 
9 月第二週頃～11 月 国見が丘の雲海    10 月 8 日 くしふる神社大祭 
11 月 3 日 天岩戸神社夜神楽 33 番大公開まつり、ウエストン祭 
11 月中旬～翌年 2 月 高千穂の夜神楽   11 月 22～23 日 神話の高千穂夜神楽まつり 
翌年 2 月 11 日 神話の高千穂建国まつり 
 
 一年を通して行われる行事としては少なくないが、観光客参加型のイベントは少ない。

かつては、神輿担ぎやカラオケ大会が行われ賑わっていたが衰退傾向にある。また現在で

は、観光客に限らず、地元の人でさえ、祭りを訪れても出店を主に回って帰ってしまう人

の方が多いのではないかと思われる。 
 
問題点④道路網の整備不足 

ここ一年で今まで以上の観光客が訪れる中、交通整備や公共交通機関が十分に整ってい

ない高千穂町では、ゴールデンウィークなどの祝日や週末になると長い渋滞が発生する頻

度が増加した。観光バスが何台も続くことがありその距離は 2km に及ぶ程である。 
 山間部のため、道路の幅が狭く、急カーブ、急勾配、未舗装な箇所もあるため、渋滞、

災害時には通行が困難になることがある。このため、車（バスも含む）を使って来る観光

客の受け入れに支障をきたすことも少なくない。また、自家用車が主な移動手段である町

民の暮らしにも影響が出てきている。 
 
＜農畜産物＞ 
 多くの農畜産物がある宮崎県では、知事のＰＲ活動により地鶏、マンゴー、きんかんが

注目を集め、東京都新宿にある「新宿サザンテラス・みやざき館ＫＯＮＮＥ」では、軽食

コーナーに行列が出来る程の活状を呈している。また、県内の道の駅では休日になると多

くの人で混雑し県内の農畜産物の売れ行きも好調である。 
 だが、これらの人気に生産者は喜ぶ一方で、ある問題に不安感を抱いている。 
 
問題点①価格高騰による消費者離れ 

宮崎産高級マンゴー「太陽のたまご」による、マンゴーブームが起こった一方で、これ

らは一時的な高値なのではないかと、あまりの人気過熱に「マンゴーバブル」を警戒する

農家の声が聞かれる。価格の上昇は嬉しいものの「価格が安定している方がありがたい」

という声まである。このままでは「宮崎県産のマンゴーは高すぎるというイメージが定着

してしまい、消費者が離れていかないか心配」という懸念もある。この背景には、他県の
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マンゴー価格が影響しているようだ。昨年の 1 キロ当りの平均単価は、マンゴー生産量 1
位の沖縄県で 3,169 円（前年より 1,200 円増）、3 位の鹿児島県では、3,086 円（前年比約

700 円高）、いずれも価格は上がっているものの、2 位の宮崎県産より約 2,000 円安い。「太

陽のたまご」でマンゴーがブームになっている中、ＪＡ鹿児島県経済連は、「通常の完熟マ

ンゴーでならば宮崎県には負けない。鹿児島産はリーズナブルなため消費者は増えた」と

差別化を図っており、沖縄県では、宮崎県とは出荷時期や流通の違いから「太陽のたまご」

ブームをあまり気にしていないという。 
 このような中、ＪＡ宮崎経済連は昨年急増した需要に対応するために、今年の生産量を 2
割増やす計画を出した。県も 2009 年度までに 2007 年度より 200 トン増の 1,000 トンの生

産量を目標に掲げ、マンゴーにおいての宮崎産の定着を図りたい考えである。 
 しかし、このブームは知事のＰＲが始まりであり、知事のＰＲ活動が今後の人気に影響

を及ぼす可能性も少なくない。 
人気を集めた今の時点でＰＲを辞めてしまえば、宮崎産マンゴーは高いというイメージ

が定着し、リーズナブルなマンゴーを求める客は鹿児島産や沖縄産へと動く。生産増の計

画を立てた矢先、消費者が離れていけば莫大な損が生じてしまう。これは生産者にとって

大きな痛手であり、知事のＰＲに左右される状況ではマンゴー人気に喜んではいられない。

生産者としても、県畜産物が注目を浴びることはとてもうれしいことなのだが、今だけの

ブームであってほしくないところが本音である。 
 

問題点②ＰＲによる農畜産物の価格差 
知事は、太陽のたまご（マンゴー）に続いて県の名産品であるきんかん（糖度 18 度以上）

「たまたま」をＰＲしてマンゴー並みの人気が集まっている。卸売価格は一時 1 キロ 8,000
円と昨年平均の 2,800 円の 3 倍近く上昇し、マンゴーと同様、高騰による消費者離れが懸

念されている。                             
また、県内の販売店では、普通の完熟きんかん 100ｇ118 円に対し、完熟きんかん「たま

たま」は 7 個入り 1,300 円と価格に差が広がり始めた。同一産物で価格差が生まれただけ

でなく、人気商品と大々的にＰＲされていない地方の農畜産物の価格差は広がるばかりで

あり、売上げも伸び悩んでいる。 
 
問題点③「知事イラスト」の使用方法 
 「安全」には他県に劣らない程力を入れている宮崎県だが、県産品を販売するにあたっ

てある問題が起きた。それは、「知事イラスト」の使用問題である。 
知事人気が過熱する中で、県産品に「知事イラスト」が付いている県産品を多く見かけ

ることが増えた。知事のイラスト付商品は、空港、ホテル、駅、道の駅、百貨店等県内の

あらゆる場所に溢れ、飲食店には知事のイラストが描かれた幟が立っている。これが、つ

い 近まで、多くの人に「知事が推奨している物」にイラストが付いているといった「誤
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認」を与えてしまった。しかし、これらは県や知事が推奨した物ではなく、業者が自由に

使用していただけなのである。使用するにあたっての規定がなかったため悪用され、品質

に関わる問題も起きてしまった。ある業者が、知事イラストを使用して宮崎産ではないう

なぎを偽って販売していたのである。これには、知事イラスト人気に肖ろうという業者の

傾向が見えつつある。この問題に対し知事は、イラストが県産品の売上げ増や、県のイメ

ージアップに大きく貢献していることから、イラストが果たす役割が大きいため今後も、

県民の業者に使用を認めるものの、不正や悪質な使用を見つけた場合は迅速に対応し、イ

ラストを使用する業者に対しては、イラストを貼る県産品の品質管理には十分に配慮して

頂きたいとしている。つまり、未だ正式な決まりはない。 
 
 観光、農畜産物面での問題は前述したとおりである。これらの問題がある限り、県民は

暮らしにおいて幸せと手放しで喜んではいられないのである。 
 
4 節 これからの宮崎 
 筆者は、これから宮崎県がよりよい県になっていくためには前節で述べた問題点にどう

対処していけばよいのか考えてみた。 
＜観光＞ 
① リピーターの確保 
 今後、人気観光地として今以上に発展していくためにも、リピーターの確保は重要であ

る。多くのリピーターを確保するためには、もう一度行ってみたいと思わせる観光地作り

が必要であり、その中でも、観光客がその土地の伝統、文化を体験出来る観光地の魅力は

観光客の心理に大きく影響するのではないかと思う。特に、高千穂町の伝統芸能である夜

神楽は、県外観光客や外国人観光客にとても人気がある。1) 神の心を慰めるために行う夜

神楽にはまってしまう人は多く、その場を通して地域住民とも触れ合えるため、夜神楽体

験を楽しみに来るリピーターが増えるはずである。また、体験型プランを宿泊施設と連携

して行えば、宿泊客の増加にも繋がる。 
よって、今後の課題としては地域資源を生かした伝統、文化体験や民泊型宿泊等の体験

メニューを充実させると共に、地元の食材を使った郷土料理の提供、四季を通したイベン

トの企画に力を入れ、更なる集客やリピーターの確保を目指す必要がある。高千穂町の観

光地だけではない新たな魅力を理解してもらえるよう努力していくべきである。 
 
②交通面の改善 
交通面のインフラを解消することによって、観光しやすい環境作りに努め、観光客の方

には、自家用車ではなく、なるべく公共交通機関を利用した観光地への乗り入れを促すこ

とで、渋滞が緩和され、今日利用者の減少している高千穂町内の交通機関も潤うという相

乗効果が期待出来る。速急な道路整備によるアクセスの利便性を高めなければならない理
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由は、高千穂町道は集落間を結ぶ役割以外に観光資源へのアクセス道路でもあるためであ

る。深刻な問題になっている土建業の果たすべき役割もここにあり、観光面だけでなく、

土建業などの振興にもつながり、地域の再生が可能になるのではないか。 
また、台風 14 号で影響を受けたＴＲ高千穂鉄道に代わる交通手段の確保も必要である。 

知事のマニフェストに「重要な観光資源である高千穂地域の交通基盤整備の支援（ＤＭＶ

等を視野）」とある。高千穂鉄道の再建は難しいため、線路と道路の両方を走行することの

出来るＤＭＶ（デュアル・モード・ビークル）の導入や、九州横断自動車道の整備促進を

検討しているようだ。だが、ＤＭＶは同程度の大きさのバスよりも価格が高いことや、道

路走行をするため渋滞等の交通状況に左右されやすい問題があり、現実は難しいようであ

る。高千穂鉄道が観光に貢献していた事から、なんらかの代替案を考えなければならない。 
 
③情報発信 
観光ブームにより、宮崎の情報を求める人が増加したが、情報発信が不十分であるため

多くの情報が伝わっていない。 
高千穂町には四季見原キャンプ場、近くにスキー場、ワイナリーといった自然を満喫で

きる場所が多く存在する。（財）経済広報センターが調査した「地域の活性化と観光に関す

るアンケート調査」結果によると、国内旅行において観光地を選ぶ決め手は「自然の豊か

さ」と答えた人が 57％と、自然を満喫出来る高千穂は自然を求める旅行者にとって 適の

観光地である。しかし、高千穂峡や天岩戸神社といった有名な観光地情報が先走り、高千

穂町の有する自然については一部の人にしか知られていない。これからは自然を楽しむ観

光客が増えるようインターネット上での情報発信に力を入れていく必要がある。細かい情

報やその土地の魅力は住民がよく理解しているので、宣伝や広告を作成する際に住民の声

を載せる工夫を施すといいのではないか。住民には、町報等で情報発信を呼びかけ、住民

一人ひとりが広告塔になり、訪れた観光客に情報を提供していくのも一つの方法である。 
 
＜農畜産物＞ 
①「知事イラスト」の規制強化 
 食への安全が問われる今日、「安全・安心」体制を確立している宮崎県の農畜産物、加工

品を全国に向けて発信していく際、明確な「知事イラスト」使用規定を作り、安全な物と

自信を持てる物にだけイラストの使用を許可するといった方針に転換していった方がいい

のではないか。このまま、業者任せの使用を認めていたらまた知事イラストに関する食問

題が生じてもおかしくない。県産食品部門における「知事イラスト」使用は、県が厳選し

た「認証された品目」に留めるべきである。 
 
②生産者発信のＰＲ 
宮崎県産のマンゴー、きんかんには「太陽のたまご」や「たまたま」以外にも数種類あ
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る。糖度等に差はあるものの、どれも宮崎県を代表する銘柄である事に変わりはない。知

事のＰＲによって一部の銘柄が価格高騰を招いているが、これはメディアを通しての人気

が一気に集中して起きているものであり、消費者の人に他銘柄も知ってもらい、人気を分

散させ価格高騰を落ち着かせる事で、消費者が求めやすい価格を維持し消費者離れを食い

止めなければならない。これが一番生産者や消費者にとってベストであり、今後生産者に

よる農畜産物ＰＲを県に支援してもらいたい。 
 

③産地直売所を通してＰＲ 
県内には、ＪＡや農家が地元でとれた農産物を消費者に提供する産地直売所が各地にあ

る。特に、「道の駅」の産地直売コーナーは人気が高く、生産者の名前も明記されている安

心感からか売上げは好調だ。価格もスーパーに比べ安く、流通コストがかかっていないた

め、安く新鮮な状態で提供出来るのを特徴としている。また、生産者側にも、産地直売所

へ作物を提供することにより、他の生産者に負けたくないといった競争心が芽生え、農業

の活性化に繋がっている。 
 産地直売所に農産物を提供しているＡさんに話を伺ったところ、Ａさんの場合、主食の

米以外を換金作物として産地直売所へ提供、出荷出来ない作物は加工品として消費してお

り、農作物を販売する事でバランスが取れているようだ。 

＜Ａさん（男性）＞ 
・農業経営の方針 

1.経験を積まなくても出来る農業の実践 
2.自分の好物を作る 
3.小銭を稼いで農業を楽しむ 

・定年後から農業を始めた 
・栽培食物 
 水稲、まこもたけ（減反作物）  
野菜…トマト、ニガウリ、カボチャ、大根 

 山菜…ヤマウド、アケビ、自然薯、山椒、山葵 
果物類…柚子 
その他…しいたけ 

産地直売所販売の場合、通年出荷を可能とする栽培計画と安心、安全な農作物の提供が

重要という事で、提供しているからには生産者としても自信をもっているはずである。こ

の産地直売所をうまく利用して地方の農産物のＰＲは出来ないかと考えた時、生産者の自

信を強みに産地直売所発信で地道にＰＲしていき、観光で来た人達に地方の美味しく安全

な食物の存在を知ってもらう事が、地方の農産物を盛り上げに繋がっていくのではないか。 
 

④ ゆるキャラの開発 
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現在、各県の地域振興にゆるキャラと言われるマスコットキャラクターが一役かってい

る。特に滋賀県の「ひこにゃん」による経済効果は 17 億円にも上ると言われ、地域振興に

大きく貢献し話題を呼んでいるようだ。ゆるキャラの良い所は、経費以上のＰＲ効果が得

られると同時に、誘客にも効果がある事で、地方のＰＲには必要な存在だと思われる。 

ゆるキャラに人気が出れば、ストラップといったキャラクターグッズから新しい利益を

生み出す事も可能であり、地域活性化にも繋がる。高千穂町でもゆるキャラの開発に力を

入れてみるのもいいのではないか。 

 
 以上の事から、これからの宮崎県に必要な事は、観光面で観光アクセスを改善し体験型

のプランを取り入れながらリピーターと宿泊客の確保に努める。農畜産物面では、価格高

騰による消費者離れを食い止め、知事のＰＲでカバー出来ていない地方の農作物を産地直

売所等の場を通してＰＲしていくという考えに至った。 
 
3 章 結論 
アンケート調査や宮崎県に帰省してみて、知事のＰＲによって注目を浴びている観光、

農畜産物だが未だ様々な問題を抱えていることが分かった。また、知事人気に対して不安

を感じている人がいるため、知事就任によって県民が本当に幸せになれたとは言えないの

である。知事のＰＲによる宮崎県人気は、県民に良い影響を与えているものの、今までに

ない注目、変化にうまく対応しきれていない様子も伺えた。本当に「幸せ」と言える時と

は、知事の人気と共に県の産業や県民の暮らしが充実した時ではないだろうか。そのため

にも県民は、知事の人気・ＰＲ効果に満足するのではなく、観光、農畜産物の抱える問題

（リピーターの確保、消費者離れ、地方のＰＲ等）を解決していかなければならない。 
知事の任期は四年。一年後にはまた新たな知事を選ぶ選挙が行われる。次の知事が誰に

なろうと、今日の県人気を維持しながら、県民の不安を払拭していく県作りを目指す必要

があるのではないだろうか。 
 
注 
1) 天照大神が天岩戸に隠れられた折に岩との前で天鈿女命が調子面白く舞っ

たのが始まりと伝えられ、古来私共の祖先は永い間高千穂宮を中心にこの神

楽を伝承している。毎年 11 月中旬から翌年 2 月にかけ各集落で、三十三番

の夜神楽を奉納し、秋の実りに対する感謝と翌年の豊穣を祈願するもの。 
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