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４－４ 実証事業後の商品化及び体験プログラム化の取組事例 

 

 

（１）商品化及び体験プログラム化した取組事例へのヒアリング 

 

モニターツアー終了後に商品化及び体験プログラム化を行ったと回答した事業者の内、

以下の 6件についてヒアリング調査を実施した。 

 

 

 モデルツアー名 実施地域 区分 実施年度 選定理由

２００８しらおいカルチャーウィーク
”夏休みこども体験交流事業”

北海道白老町

グリーンツーリズム、
エコツーリズム、
産業観光、
ヘルスツーリズム、
文化観光

平成20年度

　
行政と旅行会社が連携した旅行商品化を展
開している。（行政の実証実験担当者が大
手旅行会社に出向し、地域の旅行商品化に
貢献）

癒しの島、奥尻島で元気になる
“歩いて、食べて、体験して島民のぬくもりにふれ
る旅”

北海道奥尻町
エコツーリズム、
ヘルスツーリズム

平成20年度

　
対象ごとに生れ変わった観光を楽しめる
パッケージプランとするため、お客様が自ら
滞在プランを選択できるプランとして実証事
業を実施した。

近くなった天然生簀富山湾の海文化体感ツアー 富山県氷見市
グリーンツーリズム、
文化観光

平成20年度

　
実証事業後も地域の魅力創出に向けた取
り組みを展開する一方で、観光協会が旅行
業取得に動き出し、地域全体でニューツー
リズムに取り組む。

あいち武将観光の旅 愛知県名古屋市他 文化観光 平成20年度

　
大手旅行会社が中心となり、地域関係者と
協力体制を構築しながら旅行商品化を実現
した。

ＣＳＲツーリズム
～秋吉台石灰岩コンビナートを巡る～

山口県
宇部市・美祢市・
山陽小野田市

エコツーリズム、
産業観光

平成19年度

　
地元の旅行会社とタイアップし、実証事業以
降は地元企業と協力体制を維持しながら定
期的にツアーを催行している。

松江ゴーストツアー 島根県松江市 文化観光 平成20年度

　
ＮＰＯ法人が単独で旅行商品化、集客を展
開している。近年、旅行会社と契約を締結し
ており、旅行会社との取り引きも行ってい
る。

 

 

 

（２）ヒアリング事例の旅行商品化及び体験プラグラム化の概要・対応状況 

  

ヒアリングを実施した各事例 6件の概要は次のとおりである。 
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事例１ ２００８しらおいカルチャーウィーク 

          ”夏休みこども体験交流事業”（北海道白老町） 

 

＜旅行商品化の概要＞ 

【商品化の状況】 

◆モデルツアーで実施したような「マイはし作り体験」と「工場見学」を組み合わせ 

た商品にまでは至っていない。 

◆「マイはし作り体験」は、今年の大手旅行会社の募集型企画旅行商品（「ちょこっと 

白老」）、道内旅行会社の募集型企画旅行商品に組み込まれ、工場見学は、企業視察や    

海外からの修学旅行などから申し込みがあった。マイはし作り体験の価格は変更し 

ていない。 

【集客状況】◆ 「マイはし作り体験」は、旅行商品を通して約 400 名の受入実績 

   

 

 

＜旅行商品化への対応状況＞ 

◆旅行商品を主催している旅行会社が直接事業者へ予約を行っており、観光協会・行 

政は入っていない。旅行会社へは事業者が手数料を支払っている。 

◆工場見学を大手旅行会社の募集型企画旅行商品として組み込む場合には、旅行会社 

との契約の問題が発生する。受入する工場が旅行会社と基本契約を締結している 

必要があるが、現在は契約を締結していないため旅行会社の募集型企画旅行商品に 

組み込むことが難しい。 

◆通常ではモデルツアーと同様の内容を同じ価格で実施することは難しい。  
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 事例２ 癒しの島、奥尻島で元気になる“歩いて、食べて、体験して 

          島民のぬくもりにふれる旅”（北海道奥尻町） 

 

＜旅行商品化の概要＞ 

【商品化の状況】 

◆モニターツアーで実施した「あわび狩り」は、奥尻島の新たな観光資源（体験メニ 

ュー）として定着している。大手旅行会社の既存のツアーで奥尻島を巡るプランが 

あったので、そのツアーに新たな企画としてあわび狩りを提案し、ツアーに組み込 

んだ。 

◆道内の旅行会社が主催となり札幌からのチャーター便を利用したフットパスとあわ 

び狩りを組み込んだツアーを実施した。 

◆「フットパス」は、道内の他の「フットパス」を巡るツアーと一緒に旅行商品化さ 

れている。 

【集客状況】 

◆大手旅行会社：奥尻島を含む 2泊 3日のツアーを秋に 6回実施（190 名）  

◆道内の旅行会社が主催ツアーを夏に 2回・秋に 1回実施（67 名） 

  札幌発 2泊 3日プラン 6月に 1回（23名） 

◆大手旅行会社：フットパスツアー10月   実績なし 

＜旅行商品化への対応状況＞ 

◆「アワビ狩り」「フットパスのガイド」に関する旅行会社からの予約窓口は観光協会 

 が行い、宿泊施設の予約は直接予約・精算。 

◆旅行会社の団体ツアーの場合、ツアー参加者を 2つの組に分け、一方のグループが 

「アワビ狩り」を行い、別のグループが「フットパスルート」を歩くというオペレ 

ーションで対応。 

◆大手旅行会社の「アワビ狩り」の体験価格は、実証事業から変更を行っていない。 

フットパスは、ガイドが案内する場合は有料としている。  
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事例３ 近くなった天然生簀富山湾の海文化体感ツアー 

                       （富山県氷見市） 

 

＜旅行商品化への対応状況＞ 

 

◆現状では、旅行商品化までには至っていない。モニターツアーで利用した素材は、 

体験プログラムとして実施。 

◆本年度中に、氷見市観光協会が「一般社団」の法人格を取得し、第 3種旅行業を取 

 得する予定。観光協会が中心となり着地型旅行の推進に取り組むこととなっている。 

 （事務局長：大手旅行会社ＯＢ） 

◆食の新しいメニューを開発と体験の新しいメニューの開発を中心とした事業を展開 

（国の事業採択）。今年も新しい切り口で氷見の新しい魅力を創り出していくための 

モニターツアーを実施する予定。 

 （1月に 20名規模で 1～2回の実施、対象：エージェント又は一般の観光客） 

 

＜実証事業実施の効果＞ 

 

◆モデルツアーはツアー造成・受入体制の面からのノウハウ蓄積だけでなく、地域の 

観光振興の取り組みを拡大していく起爆剤となった。 

◆行政も含めて体験メニューに関するデータベースがなかったことから、実証事業と 

並行して商工会議所では氷見市の体験観光を整理。体験観光に関する基礎資料とし 

て、商工会議所だけでなく観光協会でも着地型観光への対応に向けて情報を共有す 

ることができた。 
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事例４   あいち武将観光の旅   

（愛知県名古屋市他） 

 

＜旅行商品化の概要＞ 

【商品化の状況】 

◆地域に関係する「武将」として「信長」「秀吉」「家康」を選出し、中でも人気が高 

 い「信長」をテーマとする日帰り旅行商品を販売。 

◆「信長」を取り上げた映画の公開が予定されていたころから、映画の公開にあわせ 

 てツアーを実施した。（映画鑑賞券も特典に加えた） 

◆「信長の軌跡を辿るツアー」として、愛知県だけでなく、隣接する滋賀県・岐阜県 

 の協力を得ながら商品化を図る。 

◆信長が最後の晩餐で食べた料理を「武将弁当」として再現し、ツアーの食事として 

提供した。 

【集客状況】 （募集人数各 40名）  

平成 21 年 9 月 2 日・11日・15 日・22日・26 日      

（合計：222 名） 

＜旅行商品化への対応状況＞ 

◆テーマを絞った旅行商品であっても、旅行者は費用を負担して参加するため、 

テーマに沿った観光資源だけでなく、景色や食などの観光要素も組み込む。  

◆「武将観光」をテーマとしているため、訪問する地域が大きく変更した。ツアーは 

すべて日帰りとした。内容の変更もあるが、実証事業より価格は高くなった。 

◆参加者間でも歴史に関する知識の差が大きく、説明する内容の基準を設定  

しなければならない。王道の解説だけでなく、マニアも楽しめる小ネタを入れる。 
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 事例５ ＣＳＲツーリズム ～秋吉台石灰岩コンビナートを巡る～  

（山口県宇部市・美祢市・山陽小野田市） 

 

＜旅行商品化の概要＞ 

【商品化の状況】 

◆実証事業の 8テーマから 13テーマに増やし、各テーマのコースは 24 コース(平成 

20 年度)とし、ツアーの実施は協議会に加入する地元の旅行会社 2社が行っている。 

◆旅行商品の一部（1コース）が、大手旅行会社の募集型企画旅行にも組み込まれている。

旅行会社向けには協議会が設定した催行日とは別の日程を設定している。 

【集客状況】 

◆募集型の催行（定員 20名×48 回） 

  日帰りバスツアーとして 28 回催行  （合計：473 名、平成 20年度現在）  

◆受注型：17回 合計 511 名 

  大手旅行会社 2社の募集型企画旅行商品の一部に組み込み・販売  

  Ｃ社：7回の予定うち 2回催行 

  Ｊ社：月 4回の頻度で催行予定としたが、全て不催行 

＜旅行商品化への対応状況＞ 

◆年度ごとに催行日のスケジュールを設定している。年明けには翌年度の日程を調整し、 

3 月上旬～4月上旬にかけてパンフレットの作成、順次募集を開始する。 

旅行会社から得られた情報は事務局でまとめ、各コースを担当する市へ伝え、企業 

との調整を行う。ツアーの料金精算（バス・食事等）は旅行会社が直接支払いを行う。 

◆実証事業の成果から、各コースのスケジュールは余裕を持った構成に変更した。 

企業の見学時間を当初の 20 分程度から、1時間～1時間半に変更している。 

◆実証事業では、日帰りと 1泊 2日で設定したが、現在は、全てのツアーを日帰りに 

変更している。実証事業からは若干代金が上がっているが、なるべく低価格で提供 

できるようにしている。 
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 事例６  松江ゴーストツアー        （島根県松江市） 

 

＜旅行商品化の概要＞ 

【商品化の状況】 

◆「ＮＰＯ法人松江ツーリズム研究会」では、実証事業はあくまでもツアーの実施の 

契機であり、継続する予定で商品内容、体制を組んでいたため、商品・運営体制に 

関する変更は行っていない。 

◆「語り（ガイドの力）」が極めて重要であるため、語り（ガイド）の研修は 2ヶ月に 

  １度行っている。 

◆エージェントからの取引依頼は断っていたが、行政からの旅行会社との関係構築の 

要望もあり、平成 21 年の夏から 2社と取引をしている。 

【集客状況】 

◆「へるんコース」「カラコロコース」   （合計：834 名、平成 21 年 8月現在） 

◆ツアー催行率：64％ 

 「ＮＰＯ法人松江ツーリズム研究会」 

  （平成 17年 10 月設立、平成 19 年 10 月に第 3種旅行業を取得） 

  松江市の指定管理者として、「松江城」「小泉八雲記念館」「武家屋敷」「カラコロ館」

の運営管理が収益の大半を占めている。着地型旅行商品の販売収益以外に柱となる 

収益源があることが重要である。 

＜旅行商品化への対応状況＞ 

◆ツアーの予約窓口はＮＰＯ法人松江ツーリズム研究会で、メール・電話などで受け 

付けている。ツアーの催行日は 1年前には決定。ツアー催行の 10 日前には予測を立 

てて、最終催行決定。実証事業から、価格の変更は行っていない。 

◆ツアーは最大 40名まで対応できるようになっているが、ツアーの損益分岐点は 10名 

  としている。最少催行人数を 10 名として販売。 

◆集客は事務局への直接申込みを中心の方針で、旅行会社との取引では手数料を支払う

ことよりも、ブロック予約で直前にキャンセルされることの方が問題であると認識 

（仮予約が入るため、直接、問い合わせてくるお客の予約を受け付けられない） 
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（３）商品化及び体験プログラム化の事例から見る旅行商品化へのポイント 

 
１）旅行商品化に向けた対応  

 
 ①旅行商品の内容・ターゲット  
◎旅行商品の組み立て・造成 
ニューツーリズム旅行商品の組み立て・造成においては、地域の資源だけでなく、 

テーマ・受入態勢・集客なども考慮しながら、造成すべきである。事前に市場調査な 
どを行い、ターゲットと考える市場ニーズを把握し、顧客にとって魅力のある内容に 
すると共に、旅行商品化後もアンケートなどの実施により問題点の把握・改善に努め 
なければならない。 

 
◆ 地域の資源に精通し、旬の素材、商品の情報を有することは地域側で商品を造成

することの強みとなるが、旅行商品は資源と資源を結びつけるだけではない。商品

テーマ・受入体制（オペレーション）・集客など地域資源の結びつけ以外にも旅行商

品化には重要なポイントがある。（しらおいカルチャーウィーク） 
◆ テーマを絞った旅行商品であっても、旅行者は費用を負担して参加するため、テ

ーマに沿った観光資源だけでなく、景色や食などの観光要素も組み込む必要がある。 
また、地元の各市町村から提案された候補地を単に繋げるのではなく、旅行会社

側（実施主体など）からコース打診を行う形式もある。（あいち武将観光の旅） 
◆ 一度に多くの参加者を集めることに適していないニューツーリズム旅行商品もあ

る。コンセプト・内容によって、ツアー催行人員の適正規模を把握すること。（松江

ゴーストツアー） 
◆ 参加者にアンケート等を実施し、認知媒体・居住地・年齢などから効率的な集客

手法の抽出や、ツアーの満足度・不満点を把握しツアーの魅力向上に努めることが

必要である。（松江ゴーストツアー） 
◆ 地元の人でも参加したいと思うような旅行商品（ツアー内容）であることが重要

である。（あいち武将観光の旅） 
◆ 物産展などでアンケート調査を行い商品化の参考にするなど、事前調査を行うこ

とが望ましい。（富山湾の海文化体感ツアー） 
 
◎ターゲットの設定 
いきなり遠方の大都市圏をターゲットとせずに、無理のない近隣のマーケットから  
集客を始めて実績をつくり、徐々に訴求する地域を拡大することが、確実な集客につ

ながっている。 
 



105 
 

◆ 自地域の資源の魅力を効果的に訴求できる地域にターゲットを絞り込みツアーを

企画・販売することは、集客面で効果的である。（富山湾の海文化体感ツアー） 
◆ 地元の人が魅力を感じる商品を目指し、無理のない近隣のマーケットで集客実績

を創り、受入体制の問題点などを解決しながら徐々にターゲットを広げること。（松

江ゴーストツアー） 
 
◎ツアーの催行日の設定 
ニューツーリズム旅行商品では、一般の旅行商品に比べて受け入れ側との調整に時  

間がかかるため、早めの対応が望まれる。また、受け入れ側だけの都合で設定日を決

めるのではなく、旅行者の参加しやすい日程を配慮することが必要である。 
 
◆ ツアー催行日の調整は告知を十分に行うためにも早期に実施しておくことが重要

である。また、これまで旅行者の受入れ実績がない受入側との調整には、時間がか

かることも考慮すべきである。（ＣＳＲツーリズム） 
◆ ツアーの催行日を多くすることにより、旅行者が参加できる機会を増やす。但し、

ツアーの催行率が低くならないようにすることも必要である。（松江ゴーストツア

ー） 
 
◎ガイドの育成・ガイドの効果的な活用 
ニューツーリズム旅行商品では、その特性から、既存の観光ガイドでは十分な対

応が期待できない面もあり、専門性のある新たなガイドの確保・育成は、非常に重

要な要素となる。また、旅行商品の参加者によって、その専門知識の差も幅広いの

で、参加者のレベルに合わせたガイドの解説も必要である。 
 
◆ ガイドが話す内容も単にマニュアル化するのではなく、それぞれの参加者（ツア

ーの雰囲気）によって変化させていくことが重要となる。また、ツアーのテーマに

詳しい参加者と詳しくない参加者が両方とも満足できる基準・技量が求められる。  
例えば、歴史ツアーや産業観光などは、参加者間でもツアーのテーマに関する事

前知識の差が大きいので、ガイドの説明内容等の基準（レベル）の調整が必要であ

る。（あいち武将観光の旅）（松江ゴーストツアー） 
◆ ガイドは、全てが同じような人材ではなく、工場見学などツアーの内容に合わせ

て相応しい人材に依頼することにより、ツアー内容を充実することが可能になる。

（ＣＳＲツーリズム） 
◆ 多くの自治体が観光ガイドの育成を推進しているが、市町村によりガイドのレベ

ルの差が大きいため、ただ地元のガイドに依頼すればよいという状況ではなくなっ

ている。（あいち武将観光の旅） 
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◆ 良質なガイドの確保・育成が重要だが、ガイドを要するツアーでは、商品化する

前から準備をすることが必要である。（ＣＳＲツーリズム） 
 
◎品質管理と代替メニューの設定 
ニューツーリズム旅行商品の品質管理は、その安全性・確実性も含め重要なポイ

ントである。ニューツーリズム旅行商品の場合、受入側の事業規模が比較的小さい

こと、観光客の受入れに必ずしも慣れていないケースがあること、体験メニューな

どが天候はじめとするさまざまな自然条件に左右されるものが多いことなど、通常

の旅行商品と異なる留意点があるので、より一層の注意が必要である。 
 
◆ 旅行商品に組み込まれた中に 1 つでも対応の悪い事業者があると他の事業者の対
応が良くても、ツアー全体・地域全体のイメージが悪くなってしまう。そのため、

事業者の受入体制を高めていくことも重要である。（しらおいカルチャーウィーク） 
◆ 屋外での見学・体験は、天候不良等による中止の可能性がある。そのため、天候

不良等により予定通りの見学・体験が出来ない場合の代替メニューを想定しておく

ことが必要となる（癒しの島 奥尻島で元気になる） 
◆ 代替メニューを実施したところ、顧客の好評を得たことにより、地元の目線では

分からない新たな観光素材に気付いた。代替メニューも重要な要素である。（富山湾

の海文化体感ツアー） 
 

 ②旅行商品の価格設定・収益性 
ニューツーリズム旅行商品の価格設定と事業の収益性は大きな課題であるが、

市場に受け入れられる内容と価格を実現するためには、地域における協力体制と

コストのかからない運営体制の実現が求められる。 
 
◆ ツアーの価格は、「ツアーに参加するお客様が魅力的だと感じる価格」を想定し設

定する。（あいち武将観光の旅）（松江ゴーストツアー） 
◆ テーマを絞った特殊な旅行商品は、一般の観光ツアーと異なる魅力を訴求するこ

とができれば高額でも需要がある可能性がある。一方で、単なるコスト積み上げ型

の場合、多くは価格面での訴求力が低くなる。（あいち武将観光の旅）（松江ゴース

トツアー） 
◆ 旅行商品の損益分岐点・最少催行人数を見極め、ツアー毎の収支を計ることによ

り、滞りなく運営が出来る収益を得ることが必要だ。（松江ゴーストツアー） 
◆ コストの削減手法として、宿泊費や体験・見学施設の仕入価格などの面で、地域

全体の協力が必要となる。また、これまで観光客の受入実績がない施設・事業者を

利用する場合には、まだ体験料金（仕入価格）が設定されていないこともある。（富
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山湾の海文化体感ツアー）（あいち武将観光の旅） 
◆ 受入事業者側の理解を得ることと、継続的に対応できる受入事業者との条件設定

が必要である。（癒しの島 奥尻島で元気になる） 
 
③旅行商品の流通 
  旅行会社を通じてのニューツーリズム旅行商品の流通には、さまざまな要件を満

たす必要がある。また、事前準備に時間的な余裕を持つことが大切である。また、

自ら旅行業登録をとる場合は、経験者等の人材確保にも留意することが求められる。 
 
◆  旅行会社の募集型企画旅行商品、受注型企画旅行商品などに組み込んでもらうため  
には契約基準に応じた諸条件が求められることがある。そのため、旅行会社契約に

対応できる水準まで高めることが必要となる。（松江ゴーストツアー） 
◆ 地域内の公共団体が旅行業を取得し、旅行商品の造成・販売の中心を担う場合、旅

行業に関するノウハウを持つ人材の確保、協力が必要になる。（富山湾の海文化体

感ツアー）（松江ゴーストツアー） 
 ＊旅行会社との取引については（３）を参照 

 
④旅行商品の告知方法 

告知手段は、ニューツーリズム旅行商品の特性、ターゲットと考える市場などによ

り異なるが、それぞれの媒体の特性を理解し、告知（広報）する場所に対して効果的

な媒体を使い分けることが必要である。また、効率的な成果を出すには各地の状況に

あったノウハウの蓄積も必要である。 
 
◆ ツアーの宣伝費用をツアー価格に転化させないように、マスコミ等へのアプロー

チを積極的に行う。地域の集客スポットで旅行商品の案内をすることもツアーの集

客効果を高める。（松江ゴーストツアー） 
◆ ツアーの告知は様々な媒体を活用し、それぞれの媒体の効果を見ていく。市内、

県内、県外など、広報する場所（エリア）により効果的な媒体を使い分けることが

必要である。多くの人に確実に配布される媒体、新聞、企業の広報誌などは効果が

大きい。（ＣＳＲツーリズム） 
◆ 告知のための効果的な手法を見出すためには、各実施主体やツアーの状況にあっ

たノウハウの蓄積が必要となる。情報発信の手法はさまざまであるが、ノウハウの

蓄積が十分でないと、効果的な手法を見いだすことが出来ない。（癒しの島 奥尻島

で元気になる） 
◆ 旅行会社のツアーに組み込まれ、パンフレットに掲載されても、確実に集客出来

るとは限らない。ツアー実施者あるいは地域資源の提供者として、自らも集客手段
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を持つことが必要である。（ＣＳＲツーリズム） 
◆ 各機関にチラシの配布やＤＭを送るだけでは集客は難しい。ターゲットに接する

機会を作り直接商品の魅力を説明する機会を創ることが重要である。（しらおいカル

チャーウィーク） 
 
 
２）地域内のオペレーション体制 
 
 ①旅行商品化に向けた地域との調整 

ニューツーリズム旅行商品の実現には、これまで観光業につながりの無かった地域

の事業者間の調整が不可欠である。行政や観光協会・旅行会社なども含めた、しっか

りとした地域の協力体制を構築することや、そのノウハウのある人材確保などが重要

になる。 
 
◆ これまで観光客を受け入れたことのない地域の事業者との調整には、旅行業界の

商習慣が通用しない場合も多い。通常の旅行商品を造成するやり方（手法）が適応

できないこともあることを認識することが必要となる。（しらおいカルチャーウィー

ク）（癒しの島 奥尻島で元気になる）（あいち武将観光の旅） 
◆ 今まで旅行会社との接点がなかったような受入機関に詳しい地元商工会議所など

の組織が、旅行会社の間に立って調整を行うと効果的である。（富山湾の海文化体感

ツアー） 
◆ 地域に協力をもとめる場合、まずは無理のない範囲での協力を求めていくこと。

その後、ノウハウ・実績が高まるにつれて来訪者を受け入れる体制を充実させてい

く。（ＣＳＲツーリズム） 
◆ 価格設定（仕入価格を含む）が安価になると受入事業者の収益につながらず、継

続した受入が困難になる。事業として継続できる収益を得られる価格に設定するこ

とが重要である。（癒しの島 奥尻島で元気になる） 
◆ ツアー参加人数の増減で変動する部分を少なくし、変更に伴う手配の手間を減ら

すことで直前でも参加者を受け付けることが可能になる。人数の増減により変動す

る素材を少なくする。（あいち武将観光の旅） 
◆ 日帰りのプランは、申し込みの意思決定サイクルが短い傾向にある。当日でも申

し込みに対応できること、受入施設の人数変更の対応ができる体制を構築すること

が重要である。（松江ゴーストツアー） 
◆ 旅行会社の団体ツアーの受入で、体験事業者の受入容量により 1 回で全てのツア
ー参加者の受入が難しい場合、参加者をグループに分け、グループ別に体験メニュ

ー順序を変えて対応する。（癒しの島 奥尻島で元気になる） 
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◆ 予約～販売～手配～精算までの仕組みの基本は、1人でも対応できるシステム作り
である。また、事業として継続させるには、地域の関係者との間でツアーの催行に

関する仕組みをつくり、各施設には手数料を支払い対等な関係を保つことが必要で

ある。小さな組織の仕組みづくりには、ノウハウのある経験者の協力が不可欠だ。（松

江ゴーストツアー） 
 
②旅行商品化を進めるための推進体制 

ニューツーリズム旅行商品化を進めるための推進体制の構築には、地域の団体・

企業が、旅行商品化や旅行者の受入で役割を分担し、それぞれの特性・強みを活かし

て事業を進めていくことが求められる。また、地域の団体・企業が旅行業登録を取得

するか、或いは既存の旅行会社と提携するなどにより、地域の関係者とツアーに関す

る手続き、手配の仕組みづくりを行っておくことが重要である。 
 
◆ 地域の団体・企業が、旅行商品化・旅行者の受入で役割を分担し、それぞれの特

性・強みを活かして事業を進めていくこと。また、地域の関係者とツアーに関する

手続き、手配の仕組みづくりを行っておくことが重要である。（しらおいカルチャー

ウィーク）（癒しの島 奥尻島で元気になる）（あいち武将観光の旅） 
◆ 旅行商品を造成・販売する地域の組織としては、収益の柱となる事業（旅行商品

とは別の収益源）を持っていることが旅行事業を継続させていくことにつながる。 
   （ＣＳＲツーリズム）（松江ゴーストツアー） 
◆ 今後は、観光協会のような団体が、町のワンストップ窓口機能を担っていく必要

があると考えている。ただ、旅行業の取得は考えておらず観光協会が旅行会社と基

本契約を締結することで対応していく方向性を考えている。（しらおいカルチャーウ

ィーク） 
◆ 行政と旅行会社の人事交流が、推進担当者育成とノウハウの集約に貢献した。地

域に精通し、旬の素材や商品の企画を行い受け地側として担い手がすぐに浮かぶこ

とは行政職員としての強みだが、これに旅行会社の専門的ノウハウを生かせる人材

育成が出来ると効果的だ。（しらおいカルチャーウィーク） 
◆ 観光協会が法人化・旅行業登録の取得を進め、商品化に向けた体制を整える方法

もある。（富山湾の海文化体感ツアー） 
◆ 行政が関わる場合には、行政圏内完結型の観光コースを求めてくることが多いが、

ツアー内容によっては、行政圏をこえた協力体制が必要である。（あいち武将観光の

旅）  
◆ 商品内容・商品の供給体制を構築し、モデルツアーを実施することにより、商品

化へ繋げることができる。モデルツアーを実施する際には、事業を継続するための

仕組みづくりを併せて行うことが重要である。（松江ゴーストツアー） 
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３）旅行会社との協力体制 
 
 ①旅行会社との販売ルートの構築 

旅行会社との販売ルートの構築については、ニューツーリズム旅行商品化への旅行

会社の関わり方により異なってくる。また、旅行業法・旅行業約款の諸規程、旅行会

社特有の商慣習、旅行会社毎に異なる営業展開の違いもあるので、事前に十分な打合

せや調整を行うことが求められる。 
 
◆ 旅行商品の販売は、旅行業を取得している事業者に限られるが、大手旅行会社だ

けでなく、地域の旅行会社との連携による旅行商品化も十分可能だ。（ＣＳＲツーリ

ズム） 
◆ 旅行業界の商慣習とは無縁な地域の受入事業者と連携する場合には、現金払いな

ど事業者の希望に沿った精算方式で対応することも必要になる。（癒しの島 奥尻島

で元気になる） 
◆ 旅行会社に商品化の企画を持ち込む場合は、旅行商品の具体的な内容・イメージ

が見えることが重要である。（しらおいカルチャーウィーク） 
◆ 旅行会社によっては、地域の資源を旅行商品に組み込むために事業者と基本契約

（旅行会社の定める安全・衛生基準等を満たしている事業者と結ぶ施設利用契約）

を締結する必要がある。（しらおいカルチャーウィーク） 
◆ 旅行会社の募集方法などにより、集客に大きな差が出る。受け入れる側にとって

は、旅行会社のツアー内容や募集方法を見極めた対応が必要である。（ＣＳＲツーリ

ズム） 
 
②旅行会社を通じて販売して発生した課題 

地域の受入組織と旅行業界が、これまであまり接点が無かったために発生して

いる問題がある。旅行会社の販売方法の問題、予約や取り消しなどの手配上の問

題、受け手側の業務への影響や精算手続き、旅行商品の品質管理等の課題等が発

生しているが、相互の理解と協力体制の中で、解決して行くことが必要である。 
 
◆ 従来型の旅行業界の商慣習になじまない受入側組織と旅行業界との間で、調整に

時間と手間がかかる様々な問題が発生する。相互の理解と、協力体制が必要である。

（全般的な傾向） 
◆ 旅行会社の募集型企画旅行商品として販売する場合には、ブロック予約として仮

予約が入ることがあるが、この場合は申し込みがないとキャンセルが発生すること

になる。仮予約と取り消しの対応として、旅行会社用のツアー催行日を設けるなど

の対応も、場合によっては必要である。（ＣＳＲツーリズム）（松江ゴーストツアー） 
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◆ 旅行者の居住地によって、訪問地域へのイメージ、旅行に求める内容が異なって

くる。遠方から来訪する場合は、旅行者が地域の特徴を十分に把握していない可能

性がある。また広域で観光する傾向にある。（しらおいカルチャーウィーク）（癒し

の島 奥尻島で元気になる） 
◆ 旅行商品に組み込まれても旅行会社の販売担当者がその地域を知らない場合は、

旅行者への案内・説明が不十分になる可能性もある。（しらおいカルチャーウィーク） 
◆ 当初は直接の予約だけを受けていたが、旅行会社経由の予約を受けるようになっ

て、業務が煩雑になった。販売手段に見合った効率的な業務処理体制が必要である。

（松江ゴーストツアー） 
◆ 旅行商品化の話を旅行会社から受けても、保険や施設の衛生面、安全管理面など  

の条件が数多くあり、旅行会社の基準に対応するための時間がかかることがあるの

で、準備期間に余裕が必要となる。（富山湾の海文化体感ツアー） 
 


