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（４）地域主導型インバウンド振興のための国際マーケット対応ツール開発事業 

 
１．事業推進主体 

１）推進主体：地域主導型インバウンド振興コンソーシアム 
２）代表団体：特定非営利活動法人グローバルキャンパス 
  参加団体：全国地域オペレーター創造ネットワーク、特定非営利活動法人ハット

ウ・オンパク、(株)クレフソリューション 
 
２．事業概要 

 
１）実施期間 

平成 21 年 10 月 15 日（木）～平成 22 年 2 月 7 日（日） 
 
２）背景 

①着地型観光の推進母体となる「観光まちづくりプラットフォーム」とは 

多様化する顧客ニーズに対応できる着地型観光の事業スキームを実現させるために

は、宿泊・旅客運送・飲食物販といった従来の観光関連事業者に加え、一次産業や二

次産業の従事者をはじめ、まちづくり団体、環境 NGO といった様々な人や組織をコー

ディネートし、サービス（商品）をつくり、マーケットを開拓して販売し、来訪者を

受け入れてもてなす、といった一連の業務を地域内部で自律的に行うことが求められ

る。そのためには、①サービス（商品）をつくる、②サービス（商品）を販売する、

③サービス（商品）を運営する、という三つの機能を地域のなかで、一元的に担うプ

ラットフォーム「観光まちづくりプラットフォーム」が必要となる。 
 

②地域主導型のインバウンド振興に必要な支援策 

地域内部に必要な機能を一元的に担う機関を設ける動きは旅行業法の規制緩和もあ

り、いま全国で急速に広まりつつある。依存体質を見直し、自ら商品をつくって販売

していこうとする自立へ向けた動きである。しかしながら現状においては、これまで

商品（サービス）の企画販売において、旅行会社に対する依存度の高い事業スキーム

で事業を行ってきた地域の事業主体には、大手旅行社と伍して競争する力がないのは

明らかである。観光まちづくりの推進主体となる、これらプラットフォームを育成し

ていくことは、これからの観光振興における 重要課題であり、そのためには高い能

力を有した人材の育成とともに事業推進をサポートする様々な支援ツールの開発が不

可欠となる。そこで本実証事業では、観光まちづくりプラットフォームが担う事業の

なかでも、特にインバウンド事業に焦点をあて、そのための支援ツールの開発を行う

こととした。 
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③いまなぜインバウンド振興の支援ツールなのか？ 

わが国のインバウンド事業の推進主体は主に大手旅行社である。しかし地域に基盤

をおく観光まちづくりプラットフォームのなかでも旅行事業で自立化を図ろうとする

組織にとっては、今後、海外マーケットを対象とする事業展開が不可欠となる。2004
年の世界の海外旅行者数は約 8 億 600 万人だが、2010 年は 10 億人、さらに 2020 年

は 16 億人に達する（国連世界観光機関の統計）とされ、アジア・太平洋地域の旅行需

要は爆発的に拡大する。そこで、縮小する国内マーケットだけに頼るのではなく「地

域発世界」を可能とする情報発信力を観光まちづくりプラットフォームが有し、急拡

大する海外マーケットに直接アプローチすることでその旅行需要を取り込むことが重

要となる。また日本人の旅行スタイルが個人型になったことで団体旅行の販売が伸び

悩み、各旅行会社が事業モデルの見直しを迫られているなか、東アジアのマーケット

は団体型が多く、この拡大する需要に対応することで観光まちづくりプラットフォー

ムにおいて収益性が見込める事業展開のチャンスが訪れることとなる。 
 

【実施体制】 

■統括コーディネート（担当：大社充）  

｜ 

｜――〇地域コンテンツの精査と商品開発   （ＮＰＯ法人ハットウ・オンパク）  

  ｜ 

｜――〇ホームページ制作／システム開発（(株)クレフソリューション／ＮＰＯ法人 

｜        ハットウ・オンパク／全国地域オペレーター創造ネットワーク） 

｜――〇通訳案内士へのエントリー呼びかけ 

  ｜     （ＮＰＯ法人ハットウ・オンパク／ＮＰＯ法人グローバルキャンパス） 

｜――〇海外エージェントや国外ネットワークへの告知 

｜  （全国地域オペレーター創造ネットワーク／ＮＰＯ法人ハットウ・オンパク） 

｜ 

■――■コンソーシアム事務局       （ＮＰＯ法人グローバルキャンパス）  

 

 

３）事業内容 

①地域主導型インバウンド振興に「欠けたるピース」を補う仕組み 

地域の事業者がインバウンド事業に取り組もうとする際、第一に立ちはだかるのが

「言葉の壁」である。「言葉の壁」が越えられない地域の事業者は、自らつくった商

品の販路を海外に見出すことは不可能である。よって現状では、図１・②のような事

業スキームによりインバウンド事業が行われ、地域は商品のパーツ提供を担うだけの

機能となっている。しかし、このスキームでは地域の自立性や主体性を確保すること

は極めて困難である。インバウンド事業において地域が主導的な役割を担うためには、
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言葉の壁を乗り越え、地域の事業者が海外マーケットに自ら販路を開拓する、図１の

④または図１の③のような事業スキームを組み立てることが必要となる。 

本実証事業では、観光まちづくりプラットフォームが主体となってインバウンド事

業を推進する際の「欠けたるピース」である「語学力を有する人材」を、インターネ

ットを使って容易に確保できる仕組みを作ることで地域主導型インバウンド事業を支

援することを目的とする。 

 

②本実証事業における支援ツールの考え方 

観光まちづくりプラットフォームに必要とされる語学力を有する人材として 適と

思われる「通訳案内士」に焦点をあてて観光まちづくりプラットフォームと通訳案内

士の協働環境を構築することとする。両者の協働環境を整えることで観光まちづくり

プラットフォームはインバウンド事業に必要な業務が担える人材を確保することがで

き、一方の通訳案内士は広報媒体やメール通信、契約書類の翻訳といった本来の通訳

ガイド以外の業務を担うことで業務の高度化につながることが期待される。本実証事

業では、観光まちづくりプラットフォームのネットワーク組織である「全国地域オペ

レーター創造ネットワーク」のホームページ上に両者のマッチング・システムを構築

して地域主導型のインバウンド事業の推進を図るファーストステップと位置づけるこ

とにした。 

 

海外マーケット 

 

  

  
 

①  
 

 

④      中央の大手旅行社 

   ③   ④  

地域の観光まちづくりプラットフォーム 

      ② 

地域内のホテル・バス・飲食・コンテンツ事業者など 

 

 

４）検討経緯 

①マッチング・システムの構築と通訳案内士の登録 

今回の実証事業においては、日本のなかでも韓国をはじめアジア諸国からの来訪者

が多い九州、そのなかでも特に観光まちづくりプラットフォームとして地域に密着し

た事業展開で知られる大分県別府市に所在する NPO 法人ハットウ・オンパクを事業主

体に選んだ。そして「全国地域オペレーター創造ネットワーク」のホームページ上に

あるマッチング・システムに通訳案内士の登録を進めるにあたっては、モニター・ツ
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アーの実施予定地である別府市周辺に居住する通訳案内士に声をかけて登録してもら

うこととした。当初、当該地域には通訳案内士が多数存在するものと想定していたが、

大分県の担当者他にヒアリングを進めていくと、県内には限られた数しか通訳案内士

がいないことが判明した。同県内には 50 名の通訳案内士の登録があり、そのなかで

別府市居住者はたった 5 名（英語：4 名／韓国語：1 名）であった。 
 

②地域主導型インバウンド振興に資する通訳案内士以外の人材の発掘 

別府市においてインバウンド振興を図るためには、現有の国家資格をもつ通訳案内

士だけではこれから拡大する需要に対応することが数的に困難であることが明らかと

なった。同時に、通訳案内士のなかで翻訳業務も担える語学力を有する通訳案内士は、

さらに限られるという質的な課題も分かってきた。そこで、別府市のインバウンド振

興を図るための「言葉の壁を乗り越える人材」として、国際的な人的資源を有する立

命館アジア太平洋大学（APU）に協力をよびかけ、同大の学生および関係者のなかに、

通訳案内士のほかにインバウンド振興の協働者になりえる可能性をあわせて探ること

にした。 
 

③事業スキームの検証のためのモニター・ツアーの企画実施 

当初、本実証事業の事業スキームを検証するため、韓国の旅行会社に依頼して韓国

人の訪日モニター・ツアーを企画することを計画していたが、その準備に約半年ほど

の時間が必要であり、本実証事業のスタートが予定より遅れたことから時間的な制約

が生じることとなった。また、別府で一番の資源である「温泉」をインバウンド振興

に活かすことを念頭にモニター・ツアーの内容を検討した結果、国民性の異なる国ご

とに温泉に対するイメージがかなり異なることも明らかとなった。それら諸条件を検

討の結果、多国籍対応型のインバウンド用ツアーを商品化するにあたっての実証事業

と位置づけ、内容を改定した以下のモニター・ツアーを行うこととした。 
 
 
【当初計画】   ○対象顧客    韓国人観光客   

○協力要請機関  韓国の旅行会社  
○プログラム   韓国の旅行会社が販売する別府への訪日ツアー 

 
【改定した計画】 ○対象顧客    別府在住の外国人（多国籍） 

○協力要請機関  立命館アジア太平洋大学 
○プログラム   別府のまち歩きと文化体験プログラム 
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④別府における地域ガイドのネットワーク化への布石 

立命館アジア太平洋大学の学生や関係者を対象にモニター・ツアーを行うことによ

り、①通常の日本人対象のツアーに対する国籍別のニーズ調査、②これからのインバ

ウンド用ツアーのガイド役としての可能性を探る、という 2 点を主な目的としたアン

ケート調査を用意した。そして、別府市内の浜脇温泉で町づくり活動に参加し、福岡

県で通訳案内士の登録をしているＡさんにマッチング・システムへの登録をお願いす

るとともにモニター・ツアーの通訳案内をお願いすることとした。 
 
３．事業の具体的内容 

 
１）マッチング・システムの構築 

「全国地域オペ

レーター創造ネッ

トワーク」のホーム

ページ上に観光ま

ちづくりプラット

フォームと通訳案

内士が登録し、両者

が協働することが

で き る マ ッ チ ン

グ・システムを構築

した。 
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２）モニター・ツアーの内容 

 

①実施日時   

２月７日（日） 9：00～18：00 
②スケジュール 

時間等の制約もあり日本人が体験するプログラムよりも、かなりハードスケジュー

ルとなった（※日本人の場合は一般的に散策が 1コースと入浴体験が 1回程度で 3

時間コースが主である）。 
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09:00-09:30 

09:30-10:00 

10:00-10:20 

10:20-10:30 

10:30-12:00 

12:00-13:00 

13:00-14:00 

14:00-14:20 

14:20-15:00 

15:00-15:30 

15:30-16:00 

16:00-17:00 

17:00-17:20 

17:20-18:00 

オリエンテーション 

（移動） 

明礬温泉散策 

（移動） 

鉄輪ゆけむり散策(ガイド付き) 

蒸し湯体験 

地獄蒸し料理体験(昼食) 

（移動） 

海浜砂湯体験 

（移動） 

着物着替え 

竹瓦路地裏散策（ガイド付き） 

着替え 

アンケート＆ヒアリング 

 

③参加者 

立命館アジア太平洋大学の協力を得て募集を行い、以下のとおり７カ国・計 16名が

参加した。 

韓国：４名、中国：２名、台湾：２名、ベトナム：２名、タイ：２名 

バングラディッシュ：２名、アメリカ：２名 

 

 

４．事業の結果 

 
１）マッチング・システムについて 

①通訳案内士の意見 

今回の実証ツアーの通訳ガイドを担当した通訳案内士Ａさんからは、以下のよう

なコメントを得た。 

「インターネット上で、観光まちづくり事業体と通訳案内士とのマッチング・シ

ステムを構築することは、外国人顧客とのやりとりにおいて、正確な情報交換が必

要なため大いに役立つと思われる。実際にガイディングをするようになれば、事前

のコミュニケーションがとれているため、より親しみのわくものになるであろう。

メールでの交信を通してツアー内容・契約書類の翻訳等を行う際、登録されている

通訳案内士が在宅でどの程度までやれるのか、さらにツアーガイドを担当する場合、

ガイディング可能な地域や期間（曜日・時間帯・頻度）等について、事前に登録の

必要があると思われる。通訳案内士の性別・生年月日・免許取得年度・登録番号・
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ガイディングの言語・得意分野・近影写真の掲載が望まれる。公開・非公開につい

ては個別対応を図るのがよいであろう。」 

 

②観光まちづくりプラットフォームの意見 

一方、観光まちづくりプラットフォームの NPO 法人ハットウ・オンパクからは、

「地域資源を活用することで、商品を開発し、人材育成に取り組んできたが、イン

バウンド振興に関しては、これからの課題であった。今回のモニター・ツアーによ

り、これまでのオンパクの取り組みにおいては対象としてこなかった海外の顧客向

けのニーズ調査を行うことができた。あわせて、通訳案内士の少ない別府において

その穴を埋める可能性のある立命館アジア太平洋大学の学生や関係者に、その新た

な可能性を見出すことができ

た。これから増えることが予測

される訪日外国人に対応する

ためにも、観光まちづくりプラ

ットフォームと通訳案内士お

よび外国語ガイドのマッチン

グ・システムは不可欠な仕組み

といえる」というコメントを得

た。 

 

２）モニター・ツアーの結果 

結果として、日本の滞在歴が比較的長いアジア人が多かったせいか、高い満足が

得られた。ただし、標本数が少ないため明らかな国別相違はデータとしては現れて

いない。 

 

  ①鉄輪湯けむり散策 

温泉と別府の人々との関わり（日本の温泉文化）について、多方面から実感でき

る鉄
かん

輪
なわ

温泉での散策は好評であり、 良の商品になると思われる。日本人にも評判

の河野さんという地元ガイド（日本語）と一緒に回ったことも効果的だった。コー

スとしては、別府湯けむり展望台から鉄輪一帯を眺めて、散策をスタートさせたい。 

 

②蒸し湯と砂湯の二湯巡り体験 

日本人でも特殊なプログラムである温泉体験は、サプライズとして評価が高いが、

サプライズだけに細かな説明が必要なことや設備改善など課題もある。一日で、２

か所の温泉体験は、温泉に慣れない外国人にとっては体力的にもきついようだ。温

泉入浴に慣れている日本人の場合、この個性的な二湯巡りは、ストレスの大きな発

散になることが実証されているが、比較的日本に滞在の長い参加者にもなじめない
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ようだった。また、温泉を体験する際、国によっては、人前で着替えることにかな

り抵抗がある。旅館などでの貸切家族風呂利用であれば抵抗はないと思う。とくに、

海浜砂湯の脱衣所の設備が見劣りしており改善が望まれる。まず外国人観光客には

日本的な入浴体験を説明し、参加の是非を問うことが望ましい。蒸し湯も砂湯も予

約ができないため、人数次第では体験が難しくなる。グループの場合の予約制が必

要。 

 

③着物（浴衣）に着替えて竹瓦路地裏散策 

中心街にある竹瓦地域は、伝統的竹瓦温泉の佇

まいは好評であるが、散策コースにある周辺の風

俗地域は外国人を案内するのに適正な場所でない

と感じる参加者もいた。日本人の場合も家族連れ

などが、同様の反応をみせることがあるが、ガイ

ドがアジア的なカオスのような場を説明すること

により、好悪は別にして別府のディープな文化を

理解することができると思われる。ガイドの説明

もこの文化性の説明が必要とされる。着物を着る

体験は好評だったが、着物での散策となると「草

履のサイズが合わない」「歩きにくい」「寒い」といった不都合があった。むしろ冬

場は天候に左右されない室内で、屏風と生け花を背景に記念写真の撮影で終わるの

がよい。 

 

④地獄蒸し料理 

アジア人が多かったせいか好評であった。量的には少なかったという意見があり、

また食材に関する情報不足から疑問を持った参加者もいた。 

 

⑤今後のインバウンド振興にあたっての課題 

・プログラムの運営上、洋式トイレのある場所で休憩を適宜入れること。 

・体格が大きい人もいるため、利用するバスの座席は、もっと広いことが望ましい。

（ただし、日本のマイクロバス仕様からすると調達が困難） 

・多言語のパンフレットが必要 

・各所に多言語の標識が求められていた。別府の場合は韓国語の標識が多いようだ

が、英語のものがあればよいという意見が多かった。これらの課題は将来、IT 技

術の進歩で解決されることが望ましい。 
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３）主な成果 

観光まちづくりプラットフォームと、言葉の壁を超えるための人材（通訳案内士

など）との協働環境を整えるためのマッチング・システム（簡易版）が構築された

ことが成果である。また、別府において訪日外国人向けツアーを開発するにあたり、

複数の国籍の参加者から日本の「温泉」に対する意識調査を行い、観光まちづくり

プラットフォームが提供するプログラムに対する評価を受けることができたこと

がふたつ目の成果である。NPO 法人ハットウ・オンパクは、この調査結果を踏まえ、

別府温泉におけるインバウン振興のために取り組むべき課題を認識するとともに、

各国語による海外への情報発信の際のコンテンツについて整理することができた。 

 
４）主な反省点・課題 

通訳案内士の団体にコンソーシアムのメンバーとして参画を依頼することを検討し

たが、現存する二つの通訳案内士団体とも、こうした活動にはあまり積極的ではない

とのヒアリング結果から、コンソーシアムへの参画を呼びかけなかった。結果として、

実証事業の実施エリアである別府において、情報を手探りしながら通訳案内士を探す

こととなった。さらに、観光まちづくりプラットフォームの側で、通訳案内士の語学

能力を「精査する仕組み」も不可欠であることが明らかとなった。 
通訳案内士の資格制度の見直しが進められるなか、訪日外国人に高い満足度を与え

ることができる通訳案内士の資質について検証する必要がありそうである。そして、

地域に居住する外国語に堪能な人材を有効に活かし、活躍する場をつくりだしていく

マネジメント力が観光まちづくりプラットフォームに求められている。 
本実証事業において構築したマッチング・システムは簡易版であることから、今後、

外国語に堪能な人材（通訳案内士）の登録内容に関して、さらに詳細な情報が掲載さ

れる仕組みに改変していくことが必要である。 
 
５）今後の展開 

九州をベースにした大手旅行社の訪日外国人向けツアーは、名所旧跡をめぐる従

来型ツアーがほとんどであり、その限界が指摘されている。旅行社による訪日外国

人向け定期ツアーは、催行時期（曜日・時間帯・祝祭日 etc.）によって変化する交

通状況や見学施設等の事情が分からず、行程にかなり無理のあるものも少なくない。

別府を例に挙げれば「地獄めぐりで終わり」という内容が主で、必ずしも顧客ニー

ズに対応していなかった。今回のモニター・ツアーで明らかになったように、これ

までのツアーに欠けていた、地元の人々とのふれあいや五感に訴えるような体験を、

観光まちづくりプラットフォームが提供することで大きな満足を得ることができ

ることが分かった。 
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「顧客ニーズに応じて、オリジナルの旅の提案を行う地域発信型（地域から世界

へ）こそ、これからの旅の主流になるべきだと思う。ある大手旅行社の訪日外国人

向けツアーでは、九州の東部（別府・宮崎方面）を全くカバーしていないので、今

こそオンパクを拠点として PR していくべきときであると思う。また、国内在住の

外国人にも広く PR し、感想をブログに書いてもらったりすることで、よりパワフ

ルな口コミ宣伝になると思う」という通訳案内士Ａさんの指摘のとおり、「全国地

域オペレーター創造ネットワーク」のホームページ上に構築されたマッチング・シス

テムを活用して、全国の観光まちづくりプラットフォームと外国語が扱える人材（通

訳案内士ほか）とが協働することで、地域主導型のインバウンド振興を推進すること

が全国各地で可能となるであろう。 
 

今後、「全国地域オペレーター創造ネットワーク」に参加している各地の観光まちづ

くり事業体に、このシステムへの参加を呼びかけ、1 年以内に全国展開を図ることを目

指すこととする。そして当該ホームページを世界各国のエージェントに紹介すること

で、海外エージェントと各地の観光まちづくりプラットフォームとの新たな事業展開

を支援していくこととする。 
さらに将来的には、登録した通訳案内士のリストをホームページ上に公開すること

で、海外エージェント経由で訪日する団体客だけでなく、個人旅行客向けの通訳ガイ

ドという業務が生まれてくることも期待される。 

海外エージェント（旅行社）および個人旅行客の両者にとって使い勝手の良いホー

ムページに改変を続けることで、地域と世界を直接結びつけ、地域主導型インバウン

ド事業を発展させていきたい。 
 


