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Summary 

The special state of Jeju-do which manages left as of July 1, 2006. After the Parliament of 

South Korea passes along the special applicable law of the state of Jeju-do, it is for five months 

exactly. For this law, the government of Jeju-do resembles the United States federal method of 

the United States, Hong Kong, and Portugal. That is, there is qualification for acquiring a 

manageable right from the central government in addition to national defense and national 

diplomacy. Jeju-do which manages a state becomes being the same as that of the medical 

checkup (business which carries out travel relation with education) internationally released by 

this law in movement of people, an article, and a character. Furthermore, it can try now hard to 

develop uniquely in the 21st century about IT, BT, and ET related company which are promising 

industry. Jeju-do is as an international city method in February, 2002 when the plan was made 

first, and is the hurried law. The purpose of this report is the purpose helped to consider how the 

state which manages Jeju-do specially distributes international sightseeing development 

independently, and improves district sightseeing tour business appropriately unique. 
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1. 序  論 

大韓民国の政府は、2006年2月9日「特別自治道の設置及び済州国際自由都市造成と支援に関する特別法(以

下特別法)」を国会で裁定して同年2月20日全国に公布した。そして、同年7月1日いよいよ済州特別自治道(JeJu S

pecial Governing Province)の法律が施行され、前代未聞の地方自治道が出帆するようになった。今後、済州特別

自治道は特別法によって済州道が中央政府から国防と外交を除いた行政、財政、教育、警察などの自治権が中央

政府から移譲されることになった。つまり、大韓民国の政府が自治立法、自治財政、自治組織及び人事など、行政

全般に渡って破格的な自治権を認定するもので、アメリカ連邦州、香港、シンガポール、あるいはポルトガルのマデ

イラ自治政府水準の特殊の自治行政地域を統治する法律と等しい意味を持つ。立法趣旨は規制緩和を通じて人、

商品、資本の移動を自由にしながら、企業活動の便宜を最大限に保障される資本市場の法制、慣行、文化などの

各種の分野において国際基準（グローバルスタンダード）の制度を指向し、地域特性に適合した3大の核心産業

（観光、教育、医療）と相まったIT、BT、ETなどの先端産業を育成しながら、親環境的な国際自由都市に発展させ

ていくのを目標としている。要するに、済州道民によって新しい産業発展モデルの自律的な選択が可能となり、な

おかつ道民の自治力量によって自立経済を達成して行かなければならない責務も背負っている。 
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この法律は、2002年2月に施行されている「済州国際自由

都市特別法」の施行令、施行条例を根拠にして観光総合開

発計画を押し進める過程で誕生したのである。そして、現在

は二つの特別法によって観光開発事業が押し進められてい

る状況である。「道特別法」は「済州国際自由都市特別法」

の法律を新たに整備した開発関連の地方自治の法規であ

るといえる。前者は継続性のある法規であり、対外的には多

者間における自由貿易協定(FTA)による市場開放を念頭に

おいた法規であるが、後者はあくまでも時限的な特別法で、

2011年には消滅される法規である。両者とも立法趣旨が済

州国際自由都市の建設を目標に、投資誘致に関連して国

際水準の観光開発を造成するというのが共通するところである。本研究論文では、済州特別自治道が国際自由都

市造成の観光開発事業の実態を把握し、新たに国際観光事業の振興に関する方案を提示している。さらに、観光

往来にかかわる受容態勢の必要性と地域観光の高度化及び特性化戦略を通じて自立経済の成長動力の要因を

見極めていくのが研究の目的である。 

 

2.済州特別自治道の誕生背景 

 
済州の昔名称はドイドンヨンジュ(東瀛洲)、ソップラ(渉羅)、タムモラ(耽牟羅)、タクラ(乇羅)、ヨンジュ(瀛洲)など種々

の名前で呼ばれてきた。これらの名称はすべて「広々の海に浮かぶ島国」という意味である。総面積は1,848.2km2で、

韓国の444個の有人島のなかで最大の島である。位置は東経126度08分～126度58分、北緯33度06分～34度00分

に属する。つまり、大陸(ロシア、中国)と海洋(日本、東南アジア)を繋ぐ要衝地に位置している。年平均の降水量は済

州市1,333.8ミリ、西帰浦市2,018.0ミリであり、平均気温は済州市16.4℃、西帰浦市17.8℃として穏やかな気候環境を

持つ。地形は我が国で一番高い山のハラサン（漢拏山）を中心にして、東西斜面は3˚～5˚のごく緩慢な傾斜の地形を

なす。南北斜面は5˚ぐらいで、やや急激な傾斜をなしている。なお、地質は堆積岩層と玄武岩、粗面質安山岩、粗面

岩などの火山岩類と寄生火山から噴出した火山碎屑岩などで構成され、ほとんどが、黒褐色の火山灰土に覆われて

いる。 

従って、畑農業に適合した土壤を形成しているのである。元々、自然景観に恵まれて休養観光地として広く知られ

ている地域でもある。このような済州特別自治道は島という独特な地理的の環境と古代耽羅国の歴史が伝わっている

固有の民俗文化がよく保存されるなど(表1)、観光商品の素材が豊富に分布し、観光開発の可能性が大きい地域で

もある。史料によると、この耽羅国は高句麗、百済、新羅に分裂した三国時代にはこれらの国々と独自的に、あるいは

それに服属されながら外交関係を結んできた。高麗時代に入ってからは耽羅国の独立行政体制を維持したが、蒙古

軍の高麗侵略によって100余年間、自治権が喪失されたこともあった。1105年、高麗の行政区域が耽羅郡に変わっ

て来たし、朝鮮時代には中央朝廷から牧使（現在の道知事）を派遣して統治したこともある。なお、朝鮮後期を経て

日帝時代に入っては36年間日本の統治下にあったが、第2次世界大戦が終わってからは大韓民国の中央政府が統

治の立場にあって、経済開発五ヶ年計画を押し進めて農水畜産業や観光産業などを集中的に育成し、今今日の支

柱産業を成し遂げた。 

実際、済州特別自治道は大韓民国政府が推進する地方分権の次元から誕生したが、1946年済州道制の実施以

後60年ぶりに道民の力で独立の地方自治が開かれたと言うことができる。前述したように、2006年7月1日に出帆した

済州特別自治道は自治立法、自治行政、自治組織及び人事など、自治行政の全分野に渡って中央政府より破格の

自治権が保障された特殊行政自治地域の地方政府が誕生した(表1)。従って、済州特別自治道の道民は過去の辺

境地の歴史認識を片づけて、21世紀東北アジアの主役の立場に立って跳躍していく特別の機会を得たと言える。今

後、済州道民に与えられた自律と権限をどれだけ有効に活用するかによって、済州国際自由都市の未来はもちろん、

国富創出の先導地域として脚光を浴びることができるだろう。冒頭にも言及したが、済州特別自治道の産業戦略は

観光、教育、医療、清浄1次産業、先端産業などの核心産業を相互有機的に連帯して発展させていくことが骨子にな

っている。  

 

 
 

表1.済州特別自治道の時代と沿革(The time and history of JeJu Special Governing Province) 

 
写真1.済州特別自治道 
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3.済州特別自治道の外国人投資誘致制度 

3-1. 済州特別自治道特別法の概要  

済州特別自治道における外国人の投資誘致が活性化されたのは済州特別自治道特別法によってなされたので

ある。正式な名称は‘済州特別自治道設置及び済州国際自由都市の造成のための法律である。それの裁定経緯

や裁定目的をここに記述する。もともと、済州特別自治道特別法」の提案は 韓国開発研究院の‘済州道総合開発計

画の再検討という研究用役であわられたのである。その報告書ではいままで済州道に適用していた既存の中央集

中的な計画が大規模の社会間接施設に貢献したとはいえ、社会発展過程において開発事業と道民との理解関係

に乖離の問題が発生した。また長期的な広域開発においてはいままでの‘団地造成式観光開発が寄与するところ

が足りなく、したがって拠点式開発よりは島全体に適用される総合開発計画が必要になった。それに、済州特別自

治道法は、１９９１年１２月済州道民の福祉向上と観光与件の造成に資するために裁定したのである。つまり、済州

道民が主体となって郷土文化を創造的に継承、発展させ、自然を保護しながら、農業、林業、畜産業、水産業を保

護育成し、快適な生活環境と観光与件を造成するのが法律の裁定目的である。言い換えれば、済州道は、高度の

自治権が保障される特別自治道を設置して実質的には地方の分権を保障し、行政規制の幅広い緩和及び国際的

基準の適用などを通じて国際自由都市を造成することによって国家発展にも役に立つような方策を講じるものであ

る。特別法律が出来上がる前には済州国際自由特別法が２００２．１．２０に公表され施行していた。済州特別自治

道特別法は、本文総１７章３６３条項と附則４１か条に構成している。当初より三回にわたって改正されたが、それの

過程に観光３法の一括委譲による一部の条項を新設した。特に住民召喚制が新設されるなど一部の条項が削除さ

れて中央政府の事務権限が相当部分にかけて済州道に委譲された。 

3-2.済州特別自治道の投資誘致制度  

０国防, 外交, 司法を除いた全ての分野の自治権確保。＊行政の効率性の再考のための基礎自治団体を廃止。- 

1 道 4 市郡 → 1 道 2 行制市に改編。＊規制緩和のためのネガティブシステム導入。- 中央規制を自立規制に転

換。０投資環境の画期的な改善。＊済州投資振興地区でのインセンティブを大幅な拡大。投資規模引き下

げ: ,000 万ドル以上 → 5 万ドル以上。指定範囲を拡大: 14 業種 → 24 業種(医療, 教育, 住居施設など新規含

む) 。＊外国人投資者長期滞留許可。米貨 50 万ドルまたは韓貨 5 億ウォン以上、外国人投資者(永住権付与 / 

'10.2 月から施行) 。対象:済州特別自治道特別法による開発事業承認地域内コンド,リゾート,別荘など。米貨 50

万ドル以上投資, 5 人以上韓国人雇用の場合=>永住権付与。20 万ドル以上休養施設所有外国人(三ヶ月 → 1

年) 。０許認可節次の簡易化など投資財源。＊各種許認可担当業務の一括処理部署新設 : One-Stop サービス

提供。大規模な開発事業の許認可処理機関を大幅に短縮 : 23 ヶ月 → 8 ヶ月。＊政府権限を済州自治道に委譲。

外人カジノ設立許可権、投資振興地区指定など。＊投資者のための土地肥築制度の導入。０外国人投資特例許

容。＊米貨 5 億ドル以上投資の場合外国人専用カジノ設立許容。＊雇用規制緩和及び外国人投資企業に従事
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を希望の外国人は道知事の推薦書で賄える。＊外国人投資者は長期滞留許容。50 万ドル以上外国人投資者（永

住権付与)。20 万ドル以上の休養施設所有の外国人（三ヶ月→ 1 年) 

3-3.永住権移民制度のあらまし 

表２.外国人投資者と同伴家族に発給される滞留ビザ   (The riht of permanent residence visa in 

JeJu Special Governing Province) 

 
＊留期間 常時居住とはかまわずに外国人登録と投資状態を維持した場合 

０施行日 : 2010 年 2 月 1 日、０永住権付与要件。＊済州道知事の開発事業施行承認を与える開発事業

地域内での休養滞留施設を売買した場合。＊米貨 50 万ドル以上または韓貨 5 億ウォン以上の休養施設(コ

ンド、リゾートなど)買入の場合。＊2 人以上共同所有時一人当たり投資金額が 5 億ウォン以上。0 外国人滞留

環境–外国人登録証を発給された外国人。＊教育恵澤:国内人＊内国人と平等に公教育、英語教育都市内

での国際学校入学が可能。＊医療保険:国内人と平等の医療保険体系及び恵澤を適用。＊参政権、公務担

任権を除く国内人と平等の待遇を付与（表 2） 

4.済州特別自治道の産業構造と観光動向 

 4-1.済州特別自治道

の産業構造  

済州特別自治道 (JeJu 

Special Governing Province)

の人口は 20１4 年 12 月末

現在、621,550 名であるが、

15 歳以上の経済活動人口

は全体の 4２、５１３名と集計

されている。これは全国対

比 1.1％水準であり、その中でも就業率は 60.2％で前年度対比-6.４％減少したのである(表３)。 

表３.韓国における全国と Jeju-do の経済活動の人口動態（Population dynamics of the 

economic activity for the whole country and Jeju-do in South Korea.） (単位：千名,％) 

 
資料 : 政策企画官室, 統計庁 統計 [2005 経済活動人口調査] 
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産業別の就業者は 2014 年度を基準にして 1 次産業 16.86％、2 次産業 4.１％、観光を含む 3 次産業が 79.12％

を占めている。とりわけ 2 次産業の比重が相当に低く、清浄地域のせいなのか、製造業の発達が微々な部分を占

有してサービス産業に偏る産業構造を形成している（表 4）。 

表４.韓国における全国と Jeju-do の産業別の就業者（The worker according ｔｏ industry 

for the whole country and Jeju-do in South Korea.） (単位：千名, ％) 

 
資料 : 政策企画官室, 統計庁 統計 DB(KOSIS) [経済活動人口調査] 

 

済州特別自治道政策企画室が発表した『地域内総生産（GRDP）』の資料によると、地域内の総生産の規模は

20１３年度を基準にして韓貨 13 兆 1000 億ウォンである。これは全国 1,427 兆 3000 ウォンに比べて 0.9％にすぎ

ないが、年平均 2.7％の成長力があり、1 人当り地域内の総生産額は韓貨 2690 ウォン(米貨 23.407 ドル)になって

いる。それは全国平均の韓貨 3300 万ウォン( (米貨 28，421 ドル)には及ばない。 最近における農業分野の柑橘

産業の沈滞現象と、沿近海漁業の生産低下の原因で成長が鈍化されたが、特記すべきことは観光に関わりを持

つサービス産業の成長性は毎年持続しているということである。これは望ましい現象である。例えば、外国人観光

客（中国人）が急激に増加することで、観光宿泊業、地域商業、流通業を中心とする観光サービス産業の活性化

に起因するものであると考えられる。まさに観光産業こそ地域の支柱産業であることが分かる。  

4-2.観光産業の成長背景と実態 

4-2-1.観光産業の成長背景  

韓国は 2000 年代に入って、毎年平均 5.5％の経済成長率をみせたのである。その成長ぶりは民間消費部門の

内需活性化に刺激を与え、さらに国内レジャー市場に波及効果をもたらした。韓国レジャー産業研究所が発表した

『2006 年レジャー市場展望』の資料によると、国内景気の持続的な回復と週休二日制の拡大実施による余暇時間

の増加現象で、2010 年度の市場規模は 70 兆ウォンを突破するという成長勢を出している。つまり、都市家計の「教

養娯楽費」で計算した 20１４年度レジャー市場規模は、およそ 13 兆 4,674 億ウォンを上まわり、2005 年度より

0.34％下降しながら低成長している。尚、国民 1 人当りの年間レジャー費の支出額も、2005 年度 41 万１000 ウォン

で前年度より 5％増加した。2014 年に 191 万 2000 ウォンと比べると消費額は５倍に達する金額である。それまであ

った家計の過度の消費支出に対する反作用として、2012 年以後は消費の萎縮現象が続き年間 4.1％の低い増加

率を記録したが、20１４年からは本格的な消費回

復の勢いがみられ、高所得層の家計のレジャー関

連の消費額が増加した。しかしながら、投資の好

況及び、不動産価格の暴騰等によって富を蓄積し

た中産層のレジャー費の支出が急上昇しているも

のの、その部類が海外旅行を選好していることから

済州観光の国際化戦略が必要な時点に至ってい

ると言わざるを得ない（表５）。 

4-2-2.観光動向  

韓国レジャー産業研究所が国内都市家計の文化娯楽費で算定した資料によると、昨年の 2005 年度に総人口

の 80％に該当する 3,900 万名が日常生活圏を離れて観光旅行に参加した。今後、中小企業や小規模事業場で

表５.韓国内のレジャー市場規模と経済指標 （The leisure 

market size and the economic barometer in South Korea）  

 
資料 : 韓国レジャー開発研究所, 財政経済部 



 6 

週休二日制の拡大施行が軌道に乗って、その数字はさらに増加するであろうと考えられる。特に、国際観光におい

ても昨年度の外国人観光客が 600 万名時代を向かえた。観光客も誘致面においては 30 年間、年平均 7％の成長

率を見せている。これは、最近の経済成長率 5％に比べると遥かに高い数値である。韓国は、雇用創出効果と外貨

獲得率で脚光を浴びている観光産業を 21 世紀の韓国経済の新成長動力に浮揚させる計画で、観光産業地域均

衡発展論を展開している。しかしながら、前述のように国民の大多数が海外旅行を選好する趨勢に変わって貿易外

収支が赤字に反転されるなど韓国観光産業の転換期を向かえている。まずは内国人を国内旅行に需要喚起する

観光政策が要求される時点である。 

4-2-3.済州観光の始まり   

済州観光の始まりは、1963 年 3 月に 30 室規模の

「済州観光ホテル」を開館して以来、観光資源が優れ

た西帰浦市と城山浦『日の出の岬』にホテルが建設さ

れた。当時は、日本人観光客の往来によって離陸期

を迎えた。その後、1970 年代に入ってから観光総合

開発計画がなされた影響を受けて日本人のゴルフ客

が大勢に掻き寄せて高附加価値の観光産業の成長

期を向かえた。全盛期は 1980 年代末まで続いた。

1988 年ソウル夏季オリンピックが終わった翌年から、

海外旅行自由化措置によって国内の新婚旅行客が

海外に移り変わり済州観光の成長は鈍化現象が起こ

り始めた時期でもある。つまり、国内人や在日韓国人

などの観光客が継続的に増加趨勢の影響を受けて

1990 年代の後半までは国際観光地の名声を維持した。しかし、国内経済の金融恐慌(IMF)の悪影響で国内の観

光消費が萎縮され、再び済州観光は新しい転換期をむかえた。2000 年代の IT 産業を中心に、自動車、機械、船

舶等の輸出産業の活性化によって国内景気が甦り、再び済州観光は跳躍することができた。観光客の誘致現状と

して、表６のように、済州特別自治道の観光客の誘致は前年度に 1,227 万名を誘致したことを鑑みて５％増加の

1300 万名を目標としている。最近、「韓流熱風」、ＬＣＣ（低下航空機）運航による済州-台北と済州-浦東間の直行

便の運航回数の大幅拡充など中華圏観光客が大幅に増加する傾向である。現在、済州特別自治道の観光産業

は、中央政府の支援を受けながら「2015 韓国訪問の年」行事とあいまって外国人誘致活動に力を尽くしている。こ

の行事を通じて、済州国際観光事業は中華圏及び日本の観光客を誘致する広報活動に全力を尽くしている状況

である。  

表６.済州特別自治道の観光の推移(Ｔransition of the 

sightseeing of JeJu Special Governing Province)  

(単位：名,百万圓) 

 
資料：済州特別自治道の観光文化スポーツ局     観

光マーケティング課 

表 7.済州の観光事業体の現況 (Registration present 

condition of the tourist industry object of a Jeju-do) 
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4-2-4.観光事業体の現況 

観光振興法の第 3 条(観光事業の種類に基づいて登録された道内の観光事業体の現況資料によると、2014 年

の観光宿泊業は総客室数 21,694 室で、年平均の客室利用率は 54.7％を見せている。旅行事業体数は 946 個所

で、10 年前にくらべて 488 個所の事業体が増えた。また、カジノ業は全て外国人専用で、入場客 312.000 名を誘

致し、５億 4673 万ウォンの収入を獲得した。観光遊園地施設及び観光食堂等の観光客利用施設業の利用者数は

620,012 名で１０年前に比べて５倍以上増加した。1,000 名以上の国際会議は 101 業体で、獲得した収入は

307,201 万ウォンであり、2004 年度に比べて３倍以上の増加率をみせた。ゴルフ場事業は 18 ホール規模で 30 ヶ

所が運営しているが、１０年前とくらべて用者数は９倍の成長を記録している（表７）。  

 

５.観光事業の活性化方案 

5-1.観光事業の政策方向  

今日、国際観光客数は急激に増加している。最近の世界観光機構(WTO)の報告書によると、2010 年頃には国

際観光客数が現在より約 4 倍増加の 10 億名、観光収入は 1 兆 5,500 億ドルに達すると予測している。特に、アジ

ア地域での旅行者数は全体の 45％の約 4 億 500 万名に達するが、中でも日本が世界第二位(1 億 4,500 万名)、

中国 4 位(1 億名)を示すなど、東アジア地域での国際観光客数が爆発的に増加すると予見している。このように、

未来の観光客は東アジア地域を中心にして移動経済社会が成り立つことなる。韓国が属するアジア地域での観光

潜在力は無限にあるといえる。このように、観光産業が持続的に成長するという展望のなかで、欧米の観光先進国

はもちろん、日本、中国、マレーシア、タイ、シンガポールなどのアジア諸国においても観光産業を 21 世紀の国家

発展のための戦略産業に選定し、政府レベルでの支援を強化している状況である。韓国政府も地方別に観光発展

プロジェクトを支援するなど、国を挙げて国際観光収益事業モデルの構築に拍車をかけている。2006 年 7 月 1 日

正式に出帆した済州特別自治道は道内外に独立地方政府のことを知らせたが、済州道こそ観光産業を地域先導

産業として開発を押し進めなければならない状況である。済州特別自治道は上記の特別法に従い、観光行政組織

を拡大改編しながら、免税自由化、航空自由化など観光差別化戦略に拍車をかけている。いよいよ 20１５年１１月

に済州第２空港建設に関する最終用役が発表され、国際自由都市に向けて一歩躍進する基盤がつくられた。それ

によって、今後観光客の接近性がたかまってきて、観光客誘致に有利な立場に立つようになった。さらに２時間以

内の周辺都市と非定期空路の小型軽量飛行機（LCC）の運行が拡張できる見込みがあって更なる観光成長の勢い

が待ち構えているといえよう。このように済州特別自治道は観光パラダイムの変化に対応しているが、実際にファン

ダーメンタルの基盤が弱い立場にある受容態勢は自律的な力量が乏しいとの問題も内在し、受け入れの競争力を

確保する課題に悩まされている。従って、観光環境の変化と既存の観光政策の分析を土台に高附加価値の質的な

観光事業を育成する特性化戦略が要求されている。とりわけ急増する国民余暇需要の域内循環と観光客の性向を

徹底的に分析し、今後 5 年間(20１６～20２０年)、政府の観光政策方向を積極的に受容することはもちろん、これに

対応した投資のできる特色事業を発掘することが今後の課題である。ここでは、これから済州特別自治道が持続的

な観光先進地域に行く上で、済州観光の振興戦略と具体的な観光事業の施策についての方案を提示するもので

ある。 

テーマ体験観光及び休養型医療観光の育成については、次のように考察できる。現代人はテーマ別体験型の

目的観光を選好する傾向が強い。済州特別自治道は、国際自由都市を指向するなかで観光パラダイム変化に対

応できる代案観光事業(Sustainable Tourism Industry)導入の時が来たのである。現代人は、老若男女問わず健康

に関心が強く、特に予防治癒ツアー(Health Tourism, Healing Tourism)、あるいは治癒観光(Medical Tourism)の

目的で出かける場合が多くなってきた。実際に、この分野の観光滞在日数及び消費額が増大して市場規模がます

ます拡大している状況である。従って、済州固有の清浄ブランドを活用した健康観光村(治癒乗馬、漢方医療、温

泉、食道楽、長寿村など)の代案観光事業を展開していくべきである。具体的には、道内で運営している乗馬場施

設の管理・運営状態を整備して体験テーマリゾートに育成すること、済州の森(コッジャワル)を有効に利用する生態

資料：済州特別自治道、済州自治道観光協会  
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休養村を造成するなど、附加価値の高い外国人シルバー層目当ての観光客誘致に力を入れなければならない。さ

らに、森(コッジャワル)以外の施設施設地区には、ビューティーエステ、清浄の地下水のスパ施設を導入し、若年層

を対象とする体験型観光事業を展開していく。それには、ショッピング施設や娯楽施設などが伴う内容の豊かな体

験プログラムの運営が競争力を持つであろう。  

自然が豊かな生態ゴルフリゾート建設については、次のように考察できる。2006 年 7 月現在、韓国内のゴルフ人

口は約 700 万名である。そのなかで年間 50 万名が海外ゴルフ旅行に出かけており、これによる観光収支が毎年

赤字状態に陥っている。しかし、ゴルフ場建設における環境破壊問題や地域住民との摩擦が絶え間なく起こってい

ることも見逃すことはできない。市民団体や環境団体のナショナルトラスト運動が起こるのも良い例である。従って、

地域の経済問題や観光客の利用便宜を果たすための制度改善が先決の問題であろう。そこで真の生態観光ゴル

フ場の事業誘致を前提に、投資振興地区や外国人投資地域以外にも生態ゴルフリゾート建設の基準を設ける必要

があろう。例えば、事前影響評価を緩くして事後影響評価を強化する措置をとることもひとつの方法になるし、さらに

取得税、総合土地税、財産税等の税制措置と相まって建築施設物の景観影響評価に関する基準を導入することも

振興策となるであろう。 

ホテル&コンベンション施設の拡充については、次のように考察できる。都市立地のホテルと、リゾートに立地した

ホテルとの経営実態が等しく現れるとはいえない。共通性があるとすれば、ホテルがどこに立地していようが国際会

議施設が整備されれば、そこで人が集まるということである。最近の国際会議の参加者の性向をみると、観光活動も

楽しみながら会議目的も達成するという要望が顕在化している。済州特別自治道は済州都心圏を離れればリゾート

性が色濃く、国際会議の開催地として競争力を持っている。しかし、世界最大規模の済州コンベンションセンターが

既に建設されて運営しているものの、安価なホテルが建設されず利用者の不便と、経営ノルマが達成できない問題

がある。従って、いち早くコンベンション運営上の経営効率化と国際会議観光プログラム構成のための周辺ホテル

事業が拡充されねばならない。 

国内外の観光客專用オープンカジノの建設については、次のように考察できる。娯楽遊興観光の活性化、競争

地域との衡平性維持、地域の税収増大及び雇用の増大などの観光順機能を高めるために、官民共同企業による

オープンカジノ株式会社を設立し育成する必要がある。運営面においては道議会にカジノ監督委員会を設置する

方案を模索しなければならない。 

スポーツ産業育成については、次のように考察できる。生活体育と連帯したスポーツ観光客の増加の勢いを鑑み、

代案観光産業を考えねばならない。特に非需期における観光事業の活性化戦略としてスポーツ関連の企業スポン

サーを誘致し、スポーツ観光商品を開発することが非常に重要である。また、スポーツ福祉事業を拡大しながら、地

域スポーツと外部の加盟団体等の連帯マーケティングを展開し、観光コースを開発する努力が必要である。 

文化観光リゾート造成については、次のように考察できる。特別自治道における固有文化を継承し発展するため

には、「韓流熱風」を活かしたドラマ映像文化を観光商品化する必要がある。具体的には、文化人同士の人的交流

を拡大させることである。それには、先端文化・映像産業団地建設や流行文化タウンを造成し、島文化の独特性を

現わす祝祭やイベントが常時行われる国際観光リゾートを建設していかなければならない。  

ライト観光村の造成については、次のように考察できる。旧市街地における夜間観光の停滞によって、遊興や歓

楽等のライト観光を楽しむ機会は全く失われている。そのために、地域観光の経済効果が微々たる状況となってい

る。それは遊興施設の陳腐化に起因するものであるが、もう一つは都市計画による外郭地の宅地開発がもっと大き

い原因であろう。従って、旧都心圏における遊興特区を指定するとか、郷土飲食店街の指定によって、夜間観光を

活性化させなければならない。それには、商店街の繁栄会や行政が力を出し合ってホテル間にシティーバスを無

料運行したり、深夜までの夜市場を開いたり、あるいはショッピング街を指定したりする施策を講じなければならない。  

5-2.観光事業の当面課題と育成施策   

国際観光客專用の空港整備と割引運賃制度の拡大については、次のように考察できる。済州特別自治道の場

合、旅客輸送能力及び航空運賃は国際観光振興を決定する重要な要因となる。これは、済州を訪れる国内観光
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客の約九割以上、 外国人観光客の 99％が航空機を利用して入道している実情があるからである。しかし、航空会

社の旅客運送に対する市場支配は、高い占有率でありながら航空運賃は毎年値上げされる傾向にある。このような

現象は、盛需期(バカンスシーズン)に航空機の座席確保が困難となり、済州を希望する観光客を誘致するのにネッ

クとなっている。従って、航空機の離着陸の頻度をふやす方案と、地域航空の増便の検討が必要である。ただし、

空港周辺の騒音問題、環境破壊問題等の配慮が考えられ、航空機の離発着数の規制がなされている。特に、チャ

ーター便の制限が厳しい状況である。今後、観光往来のますますの増加趨勢に備えて、新しい国際空港を建設し、

受容能力を補充していかなければならない。まずは、国際観光往来の促進のためにも民間企業の大韓航空が建設

した正石飛行場(漢拏山のふもと)を長期賃貸して国際線專用の空港を運営する方案を慎重に検討していくべきで

ある。航空運賃については、近隣国の中核都市間チャーター便による観光マーケティングを展開し、旅行形態に相

応しい多段階の割引運賃適用の制度を導入すべきである。 

国際観光客を優待する制度の拡大については、次のように考察できる。最近の圓高現状は、中国や東南アジア

の外国人の観光客にとって負担となり、宿泊や食事、航空運賃などに消費される費用は無視できない状況である。

まず、食事費用の軽減のために特別な利用促進策を講じる必要がある。さらに、外国語の駆使能力のある従業員

を確保した一般の食堂を評価して、国際観光客が気軽に利用できる「国際観光レストラン」を地域ごとに指定して指

導育成していく。そして、指定された「国際観光レストラン」に対しては外国の旅行社を通じて観光コースに入れるよ

うに指導を行う広報戦略が重要であろう。また、食事費用と共に、国際観光客の旅行費用の中で大きな部分を占め

ているのは宿泊費である。そこで、宿泊費用の負担を小さくするために、観光客の性向に相応しい比較的安い値段

の地域民宿やペンション等の簡易宿泊施設が利用できるような地域密着型の観光施策が必要である。具体的には

既存の簡易宿泊施設に対してグローバルな観光サービスができる運営基準を定めて育成することである。さらに、

それらの施設には保健衛生や観光マニュアルの補給、外国語パンフレットの具備、従業員に対する観光サービス

教育などの強力な国際観光マインドを教える措置を講じる必要がある。また、施設のリストを道外の海外旅行社に

提供して宣伝を強化し、海海外から直接問い合わせができる予約体制を整えていく。さらに、最小限の費用でグル

メやイベントを楽しみたい旅行者や、済州人の生活体験を希望する旅行者などの要望を収集して、より模範的な簡

易宿泊業者に案内できる簡易宿泊業育成策を講じる必要がある。この場合、優秀な簡易宿泊業者に対しては広報

活動やサービス教育に関わる費用を補助する施策が有効であろう。 

交通手段の自由利用の促進施策については、次のように考察できる。済州を訪れる外国人に対して済州旅行を

円滑に楽しめるための交通機関の便宜をはかる必要がある。例えば、観光交通の場合、域内においてはレンタカ

ーや市内外バスやタクシーなどの旅客輸送手段で賄われている。これらの交通手段の利用促進を高めながら、さら

に顧客の便宜を向上させるために、市内外バスを利用する観光客に限って乗り放題の「交通カード」を試験的に発

給し、特別にその経費を補助する観光施策を行うべきである。この場合、交通機関の路線や交通案内及び道路案

内標式などついての外国語マニュアルを製作して普及していかなければならない。それは交通機関の評価基準に

採択する。 

観光警察による観光案内及び情報提供については、次のように考察できる。外国の旅行者が済州で観光活動を

楽しむなかで盗難、詐欺、急病、あるいは現地人とのトラブルなど事故に遭遇することが往々起るはずである。それ

は旅行者が現地の社会事情や習慣、衛生状態など文化の違いを事前に熟知しなかったので起こる問題である。し

かし、観光客は地域を訪れたお客様であるから、そのような問題を放置してはいけない。現地での外国人との文化

摩擦、言語障壁による苦情を解消するためには、済州特別自治道のみならず自治警察制度による観光治安の観

光客保護活動に忠実に従事しなければならない。このような観光警察という新しい治安システムによって、安心でき

る国際観光地であるとの評価を得るべきである。また、観光警察は観光客の道案内ばかりではなく、積極的に観光

情報を提供する姿勢が必要である。  

旅行業者の経営基盤の強化については、次のように考察できる。一般的に、旅行業者の中には、旅行者に対し

て契約通り旅行内容を履行しない、品質が落ちる旅行商品を提供するなど旅行心理を裏切る例が往々発生する。

これは、観光事業のイメージが落ちて地域全体に打撃を受けることになる。このような事態を事前に防ぐためには、

旅行業者同士の過当競争を排除する旅行業の公正競争促進規定を整備して、経営基盤を堅実に指導する必要

がある。従って、旅行業における登録基準を強化しながら営業保証金の金額を高めにして旅行業者の財務構造を

確固にする施策が要求されるのである。 
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不良業者の指導強化については、次のように考察できる。特に国内の旅行業者のなかでは観光客を募集して予

約金のみを収集して逃走してしまう者が度々現われている。また、一方的に旅行スケジュールを変更したり、航空便

を予約せずに旅行客を募集して旅行者に莫大な被害を与える不良業者、あるいは旅行登録を受けずに実際に旅

行業務を行事する者が続出している。従って、これらの不良業者及び無登録業者、無資格業者に対する規制方案

が必要となっている。済州特別自治道における真の観光産業の発展は、旅行業者のリストラ改革を実行して健全た

る国際自由都市の基盤を築き上げることが何よりも重要であろう。 

地域光栄の内発的な観光開発方式については、次のように考察できる。近年、済州自治道が永住権を与える大

規模な複合リゾート開発事業を取り入れて成功したようにみえるが、その中身をみると、開発投資によって外国人移

民者が増える問題点が露呈された。とくに永住権投資誘致によって中国人の観光客や投資者がともに島全体に渡

ってひろがり、かれらの優遇措置になっている状況である。仕舞いには地もとの住民と外国人投資者との不平等関

係が生じる可能性が現れている。つまり、済州特別自治道における国際観光事業は中国人観光客が掻き寄せてい

る状況のなかで、さらに中国人資による大規模の観光開発がなされているが、それによって済州自治道は社会全

体が発展するようにみえるが、実は観光開発によって地域住民の福祉問題は解決されていない状況である。それ

は地域社会での経済共有のシステムがはたらかないために資本の論理にしたがって一部の道民は外国人投資者

に従属されるおそれがある。したがって、外国人投資者に限らず内国人投資者や地域の零細資本が観光開発に

参加できるシステムが必要になってくる。とくに、外国人資本家に永住権を与える観光開発方式をさけることは勿論、

済州自治道が自ずと内発的に郷土資本を活かして特有の自然や固有文化を保護しながら観光開発事業を目指し

ていく開発方式を取り入れることが要求される。 
 

6.結 論 

文にも言及したが、国際自由都市を指向する済州特別自治道では国内外の観光環境の変化を能動的に対処するた

めに次世代の地域均衡発展の成長産業に、観光産業の体質改善と高度化及び差別化戦略を展開している最中である。

    

  2006年7月1日に出帆した済州特別自治道の観光政策が非常に重要になっている。なぜならば、済州特別自治道の

地域産業は観光に頼っているからである。そのような意味から、中央政府と済州特別自治道が連携して道制実施60周年

記念の「2006済州訪問の年」行事を開催し、道民和合と国際観光地への競争力の強化に総力を尽くしている状況である。

特に、済州特別自治道は国際自由都市を指向し、国際観光に期待することは非常に大きい。隣国の日本と中国が経済

大国に浮上しているなかで、国際観光政策を無視することはできないのである。今後、これらの近隣諸国との国際観光に

おける共同マーケティングを模索していかなければならない。さらに、観光開発に関する援助や協力活動にも積極的に

参加する必要がある。例えば、相互に国際観光基盤を構築し、国際観光連携コースを運営したりすることは可能であろう。

現在、済州特別自治道で2年毎に開催する東北アジアの島の観光政策フォーラムをもっと広く広報し、多くの団体や機関

などが参加できるようにしなければならない。なお、国際観光の自力を結集するためにも国際的に情報収集体系を整備

しなければならない。つまり、観光競争相手の地方自治団体や、近隣諸国の国際機関及び都市との国際協力を強化し、

国際観光基盤を確実に固めていく努力が必要である。同時に世界観光機構(WTO)の国際機構と交流協力の情報収集

の体系を整備する。特に、東南アジア貿易観光促進センター(SEAPC)、太平洋アジア観光協会(PATA)及び東アジア観

光協会(EATA)の正会員に加入して国際観光に関する発展方案の場を開くことは非常に重要であろう。今後、済州特別

自治道は中央政府とは別個に太平洋沿岸地域の諸国と観光産業協力方案を摸索していかねばならない。東アジア太平

洋地域の観光地との島観光クルーズ旅行客の誘致に焦点を置いて、これに関する国際協力を強化して行くべきである。

また、済州特別自治道の特色のある観光開発推進のために先進外国の観光開発プロジェクトマネジャーを招請し、一定

期間は大学の招聘教授としての特典を付与するなどして教育機会を拡大していき、外国の先進観光開発プロジェクト関

連の技術を習得できる与件を造成していくべきである。これは産・官・学の協力システムによる連帯意識で生まれてくる問

題であるが、将来は国際自由都市の目標を達成するための貴重な施策のひとつになるだろう。 
  本論考は題目に現しているように、済州特別自治道の国際観光事業の活性化のための実践方案について今までの政

策提言を要約したものである。この論考が、済州特別自治道の観光環境のパラダイム変化において、固有の自然や歴史、

文化などの特性を活かすことができ、恒久的な国際観光地に発展できるきっかけになることを希望する。 
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