
Ⅲ．実証事業の総括 

 

１．実証事業の成果と課題 

 

今年度取り組まれた実証事業の成果と課題は、以下のとおりである。 
※ 14 の事業を３つのイノベーション分野に分類したが、事業内容が複数の分野に

またがっている場合は、いずれかへ分類している。 
 

■ プロセス・イノベーション分野（７事業） 

 

１． 多様な客室流通方法の導入による旅館客室流通の効率化・高度化事業（代表団体：(社)国

際観光旅館連盟） 

[成果と課題]  国内外における旅館客室の新たな流通システムの構築に取り組み、消

費者ニーズに叶い、かつ旅館にとっても客室稼働率の向上につながる宿

泊プランの提供を行った。 
実際の利用者やサイトの閲覧者からは、「海外からも直接旅館が予約

できるようになり便利だ」「ミッドナイトチェックインなど、今までに

ない宿泊商品は、とても魅力的だ」と評価された。 
その一方で、参画施設が少なく、消費者にとって選択肢が少なかった

ことが、宿泊プランの利用低迷につながったと考えられる。今後は、旅

館側において、消費者ニーズの理解、泊食分離料金や宿泊予約システ

ム・ＩＴへの理解を一層深めていく必要がある。 
 
２． ＥＣＳ調査を活用した宿泊経営プロセスイノベーションと共通ブランド構築事業（(株)滝の湯） 

[成果と課題]  全国各地の宿泊施設が消費者の満足度を把握する統一的な調査を実

施し、その結果をもとに経営改善手法を共有して相互に啓発し合うこと

で、効率的に個々の施設の経営改善につなげることを目指した。 
結果としては、データ解析に多くの時間がかかり、抱える課題が似て

いる施設同士が一緒に議論して一定の解を見つけ出す、または、ある課

題について、それを克服した施設がアドバイスを与える、さらにはとも

に議論することで、まだどこにもない斬新なアイデアを生み出すといっ

た議論の場の設定、問題解決に向けたプロセスの分析が充分とはいえな

かった。 
調査結果に対する理解力が施設によって差があるため、相互の啓発活

動の前段として、データをしっかりと理解し経営改善に活かせるようさ

らなるスキルアップが求められる。 
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３． グループ内従業員交流（出向）による能力開発と各宿のノウハウ共有事業（(有)一の宿倶楽

部） 

[成果と課題]  経営者から従業員まで幅広い旅館従事者が出向し、また受け入れると

ともに、その成果をWeb上に公開することで、短期間のうちに、旅館に

携わる者としての気づきやモチベーションの向上が生まれるとともに、

「一の宿倶楽部」のブランド力が強化されることでグループ内の各施設

を泊まってまわるという、新たな誘客のきっかけとなる可能性も感じら

れた。 
今後は、出向期間や旅費規程といった細かい部分の見直しを行うとと

もに、グループ内でお客様の評価が高い施設や優れたオペレーションを

実践している施設から学ぶなど、出向によって学ぶべき事柄とその先進

事例となる施設を明確にして出向を行う、また互いの繁忙期に出向者を

受け入れし合うといった新たな展開の可能性も見据えながら事業を継

続してほしい。 
 
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（ＮＰＯ法人グロ

ーバルキャンパス） 

[成果と課題]  外国人旅行者の受け入れにあたって、地域で観光まちづくりを進める

主体と、言葉の壁を超えるための人材（通訳案内士など）が協働できる

環境として、簡易版ながらマッチング・システムを構築するとともに、

外国人の眼からみた地域資源やプログラムに対する評価を把握するこ

とができた。 
今回、マッチング・システムに登録された通訳案内士は１名のみであ

り、プロセスイノベーションへの取り組みとして成果は充分ではない。 
地域の中からいかに語学に堪能な人材を見つけ出してシステムに登

録し、旅行者のニーズを受けて活躍の場を与えるかが課題であると認識

されており、今後は、地域における幅広いネットワークの構築、登録に

あたっての審査基準の確立、マネジメント力の向上等への取り組みが求

められる。 
 

５． 「北海道ランドオペレーター協議会（仮称）」の設立・組織化推進事業（(株)ＨＫワークス） 

[成果と課題]  道内の４ヶ所において、協議会の設立に向けた説明会を開催して毎回

一定程度の参加者があり、その参加者から意見や要望を詳細に把握する

ことができた。そして、これらも踏まえて、協議会が目指すミッション

や事業内容を決定した。 
今後は、説明会が未開催の道東と道北において説明会を開催し、地元

関係者に協議会への参画を促して、早期に北海道全域を対象とする協議
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会の立ち上げを目指す。 
ホームページの立ち上げや各種メディアの取材によって、実証事業実

施中に本事業が取り上げられる機会は多かった。今後も具体的な動きを

適宜情報発信し、特に、着地型旅行商品開発の大きな課題である販売網

の構築（流通面のプロセスイノベーション）など、最も求められている

部分で成果を出しながら、多くの関係者を巻き込んで体制を作っていく

ことが重要である。 
 
６． 旅館業の地域協働による生産性向上・業態開発事業（(社)四万温泉協会） 

[成果と課題]  これまであまり注目されてこなかった客室清掃の効率化により、経費

の節減とともに、レイトチェックアウトという商品面での新たな価値の

創出を念頭に取り組みを行った。客室清掃については個々の旅館で事情

や条件が異なることから、統一的なマニュアルの策定には至っていない

が、作業プロセス改善の方向性については明らかになった。 
今回、客室清掃に効率化の余地がある（プロセスイノベーション）、

それによって新たな商品開発も可能であるという認識を、参画施設の間

で共有できた。今後は、こうした認識の共有化を温泉地全体で進めるこ

とが重要である。 
また、観光関係者の意識面である程度まとまりのある温泉地として、

今回、地元飲食店を巻き込んで取り組んだブランチメニューの開発も継

続が期待される。 
 
７． Ｓｌｏｗ Ｔｒｉｐ Ｊａｐａｎ ＦＩＴを対象にした宿泊予約仲介、移動・宿泊支援実証事業（別府市

外国人旅行者受入協議会） 

[成果と課題]  外国人の個人旅行者（FIT）を、別府の小規模な宿泊施設でも受け入

れられるように、情報発信や予約受付の機能について、ウェブサイトの

立ち上げやツイッターというツールを活用してサポート体制を構築し

た。 
この細やかなサポート体制と、想定以上に多くの宿泊施設が参画した

ことで、利用者にとって別府での宿泊の選択肢が広がったこともあり、

一定程度の宿泊予約があった。 
本事業では、語学に堪能な地元出身者（今春、地元大学を卒業予定）

という人材を得て事務局を立ち上げることができた。４月以降もこの事

務局が中心となることで、参画施設に経費面・事務処理上の負荷をあま

りかけない受け入れシステムとして軌道に乗せることを目指している。

こうした、機能的な事務局を有し、複数の施設が協働することでそれほ

ど無理なく取り組めるFIT受け入れの仕組みは、小規模な宿泊施設が多
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い他の地域でも採用できるものと考えられる。 
 

 

■ プロダクツ・イノベーション分野（４事業） 

 

８． 門前町の再生と滞在型観光地づくりに向けた多様な主体による推進体制構築事業（柳津観

光協会） 

[成果と課題]  約６年間の地域づくり活動の蓄積がある柳津町において、これまでの

議論を、その次のステップとして具体的な目に見える成果につなげるこ

とを目的に、外部コーディネーターの下、多様な主体を巻き込みながら

議論を重ねた。 
幅広いテーマの中から絞り込まれた重点プロジェクトとして、「湯め

ぐり手形」が本格化するのはこれからだが、今後も県や各種事業を絡め

ながら議論とアクションを継続する予定である。 
本事業の推進にあたっては、当初想定していた観光協会が中心となっ

た地元の推進体制に不安が感じられた。今後は外部の力を借りながら

も、自ら事業を推進できる体制の構築、地域人材の育成が求められる。 
 

９． 地域資源が心を癒す！メンタルヘルスツーリズム事業（(株)ＪＴＢ法人東京） 

[成果と課題]  メンタルヘルスの改善に効果が期待されるプログラムのあり方を、数

値的根拠をもって把握しようとする取り組みであった。結論として、ど

のようなプログラムであれ「旅」に出ることには一定の効能があること

がデータをもってわかり、また、メンタルヘルスツーリズムの舞台とし

て想定した房総エリアが有する海や潮風、動物といった要素が、メンタ

ルヘルスの改善により大きな効果が期待されると推察された。 
今回の事業をきっかけに、メンタルヘルスツーリズムの推進に関心を

寄せる自治体や企業の健保組合等の存在も明らかになった。今後は、こ

うした様々な分野の主体と連携しながら、地域資源のいずれの要素がよ

り大きな効果を生むのかといった検証を重ねるなどして、より高い改善

効果が期待されるヘルスツーリズムのプログラムづくりとその販売網

の確保が進むことが期待される。 
 

１０． 「今夜は温泉へ帰ろう♪２００９」～一人旅の受け入れと食事形態の多様化による新規需

要創出事業（湯河原温泉旅館協同組合） 

 [成果と課題]  昨年度のレイトチェックインが可能な宿泊プランに加えて、旅館で

の一人宿泊や温泉街での食事形態の多様化に取り組んだ。昨年度よりも

参画施設が増え、また観光協会加盟の飲食店も巻き込むことで温泉地と
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して取り組みにやや広がりが出たとともに、昨年度同様、利用者からも

高い評価を得た。 
新たな取り組みである一人宿泊と食事形態の多様化については、確実

にニーズがあり、利用者の満足度も高いことがわかったが、旅館と飲食

店の意識転換や両者のタイアップの強化が課題であると認識されてい

る。 
レイトチェックインに対応する従業員の勤務については、大幅なシフ

ト変更はせず、宿直担当者（夜警）がチェックイン業務を兼務した施設

が大多数であった。現在はまだ本格的なものとはなっていないが、バッ

クヤードの体制・仕組みの変更を踏まえた新たな付加価値のある宿泊商

品が、今後積極的に提供されることが重要である。 
 
１１． 湯本温泉の多様な主体による朝の魅力向上プロジェクト～湯本流ブランチ旅行の朝は地

元色（湯本温泉旅館協同組合） 

[成果と課題]  温泉街とその周辺地域の魅力を活かした朝の過ごし方プログラムに

ついて、消費者の評価を把握するためのモニターツアーを実施し、詳細

な感想や今後の意向を把握した。 
１泊した翌日の温泉街での滞在時間の延長につながるプログラムと

はならなかったが、逆に、周辺地域が持つ魅力の高さと比較することで、

足下の温泉街で取り組むべき魅力づけ（地元住民との交流、産直の食の

魅力等）のあり方を認識できた。 
本事業を契機として、好評だった廃校レストランの常時運営やNPO

法人を中心とした来訪者の受け入れ事業等、今後も継続を目指す動きが

出てきている。 
 

 

■ 事業形態イノベーション（３事業） 

 
１２． 温泉街における低未利用空間の一体的活用推進事業（(株)くつろぎ宿） 

[成果と課題]  旅館における優秀な従業員の確保や施設の新しい利用のあり方、そし

て散策の魅力づくりを、温泉地全体の課題と捉え、複数の旅館と商店、

地元行政、託児サービスなど幅広い関係者が議論し、簡便なハード整備

を伴う取り組みを行った。 
事前のニーズ調査などに時間を要して実際の運営期間は短く、また閑

散期ということもあって、利用実績は多くはないが、託児サービスを利

用した従業員や宿泊客からは高い評価が得られた。 
今後は、比較的都市近郊に立地する温泉地の取り組みとして、旅館に
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長期滞在するスタイル自体の認知度を全国的に高めることや、飲食店が

集積する都市（会津若松）から飲食店起業に関心のある人材を誘致する

など、情報発信先や連携先を温泉地の外へ積極的に広げることなどによ

り、事業の更なる展開が期待される。 
 

１３． 北志賀竜王高原における持ち株会社方式による宿泊施設一体再生事業（竜王ホテル＆リ

ゾート(株)） 

[成果と課題]  ライバル関係にあった３館が新会社を立ち上げ、その新組織において

サービスマニュアルの統一や共同商品づくりなどに取り組んだ。約 10
回の話し合いを重ねたが、長年のしがらみを短期間で解消することは困

難であった。 
その一方で、従業員の中には、これまで体験したことがなかった研修

を受けることなどで仕事に対するモチベーションが上がってきたとい

う変化もみられた。 
今後は、経営者と従業員が相互理解を深めるとともに、それぞれの立

場において、情熱とスキルの両面を兼ね備えた人材が育ち、新たなアク

ションにつながることが求められる。 
 
１４． 複数旅館による一体再生における現有不動産の有効活用と温泉街のにぎわい創出事業

（(株)秀峰閣） 

[成果と課題]  経営者が異なる４館による一体再生の取り組みであり、各館の主にハ

ード面の強みを活かして役割分担をし、これまでの湯涌温泉では提供し

てこなかった新たな食事のスタイル（囲炉裏、セイロ蒸し）の開拓に取

り組むことによって、温泉地全体の魅力を高めようというものである。 
事業期間中、地元金融機関・行政と４館との間で本事業に対する認識

の違いが表面化し、進捗がストップした時期があったが、複数の利害関

係者が複雑に絡まる地域において一体再生を進めるにあたっての難し

い局面であったと思われる。 
４館以外の他の旅館を巻き込んだ地域一体再生は容易ではないが、こ

れまでもイベントなどの地域活動も多く、また空間的にも旅館の規模的

にも比較的コンパクトにまとまった温泉地であることから、今後は、４

館以外の旅館との話し合いを重ねながら、温泉地全体としての取り組み

へと広げていくことが期待される。 
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２．新たなビジネスモデルの促進策の検討・提言 

 

（１）２カ年の実証事業から得られた課題 

 
今年度事業の実施結果および 20 年度事業の追跡調査から得られた課題は、以下のと

おりである。 
 
■ 新たな需要創出に向けて： 消費者の潜在ニーズを満たす商品開発を行うために、

異業種との連携や生産性向上を伴った新たなサービスの提供など、より挑戦的か

つ実践的な取り組みを行う。 

 

・ 湯河原温泉の「今夜は温泉へ帰ろう♪」や「八戸あさぐる」、四万温泉のレイト

チェックアウトなど、深夜チェックインやレイトチェックアウト、早朝ツアー、

ブランチといった、過ごし方の自由度の高さを重視したり身近な地域資源を活か

した商品開発が、地元の交通事業者や飲食店との連携、清掃業務の効率化によっ

て可能となり、それらが利用者から一定の評価を受けた。 

・ また、これまでも個々の施設で受け入れていた１泊朝食や素泊まりを「今夜は温

泉へ帰ろう♪」という湯河原温泉全体の大きな取り組みとすることで、消費者が

あらためてこうした宿泊スタイルの価値に気づき、需要が顕在化した面もあった。 

・ その一方で、コンテンツの充実やシステム開発に時間を要してトラフィックの磨

き上げまで手が回らず、市場に認知されないうちに実証期間を終えたものや、ア

ンケート等のデータ分析の段階に留まり、実際にどの程度、利用者の需要がある

のか見極めが難しかったケースもあった。 

・ 客室流通の効率化・高度化についての国際観光旅館連盟の取り組みは、これまで

販売が難しかった海外マーケットへの客室流通や、「お試し宿泊」「こだわり予約」

といったニッチ需要に応えようとする商品開発であったが、旅館関係者に商品特

性の周知が進まなかったことと、実証期間が閑散期ということもあって、想定以

上に Web 上からの予約・販売が難しく、実証事業期間中に需要創出の手応えを

感じることはできなかった。 

・ ヘルスツーリズムに関する日本旅行医学会の研究成果など、限られた実証期間に

おいてはこれまでの知見やデータ等で把握できる段階は飛び越え、より挑戦的・

実践的な取り組みを行って具体的な商品開発につなげることが求められた。 

 

■ 生産性向上に向けて： これまで取り組みが遅れてきた生産・流通過程の効率化

に着目して、成功事例に学び、それを地域・業界全体の取り組みとしていく。 

 

・ 商品開発やプロモーションに比べて、観光産業における人時生産性向上への取り
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組みについての関心が依然として低いことが課題であるが、四万温泉では清掃業

務をより効率化することで、コストの圧縮とともにレイトチェックアウトという

新たな商品開発の可能性に気がついた。今後、地域全体として取り組みを進め、

「四万温泉」のさらなるブランド向上につなげようとしている。 

・ 別府市外国人旅行者受入協議会は、予約機能の一元化やサポート体制の構築によ

って流通過程の効率化に取り組んだ。これによって、地方都市の個々の小規模旅

館では受け入れが難しい FIT という新たなマーケットにおいて、受け入れ客数・

施設数の増加として一定の成果を上げた。 

・ 以上のように、生産・流通過程の生産性向上が、比較的すぐに商品化といった目

に見える成果となる事業があった一方で、東山温泉における託児サービスや一の

宿倶楽部が取り組んだ相互出向などは、優秀な従業員の確保やモチベーションの

向上、ひいては創造力の発揮による魅力的な観光地づくり・商品開発といった観

光産業のインフラ部分の強化につながる事業である。こうした産業の基盤となる

分野についても、地域として、業界として持続的にイノベーションを進めていく

必要がある。 

 

■ 事業継続に向けて： 実証事業から本格実施へと発展させるために、積極的な啓

蒙活動・情報発信による賛同者や需要の拡大とともに、人材育成や地域が一体と

なった推進体制の構築に取り組む。 

 
・ 実証事業では、広報活動への支援が可能であったが、今後の本格実施にあたって

は、そうした経費も含めて採算性を念頭に置いた事業展開が求められる。実証事

業が好評であった「八戸あさぐる」は、現状ではタクシー１台あたり約 2.3 人乗

車と、採算ラインの４人を下回っていることから、(社)八戸観光コンベンション

協会等が経費補填を行っている。同時にこうした状況への対応として、ターゲッ

トをこれまでの来訪者中心から八戸市民へも広げるようプランづくりを行って

おり、徐々に市民の利用が増えてきているとのことである。 

・ 実証事業の推進中に、関係者間の意思疎通が不十分であったり、当初想定したよ

うな参画施設数や人材が得られない、また事務局機能が脆弱といったことによっ

て事業の進行が遅れたり充分ではなかったケースが見受けられた。本事業のよう

に期間が限られ、かつ本事業事務局による進捗管理がされていてもこうした状況

であることから、実証事業から本格実施へと発展させるにあたっては、より一層、

強力な推進体制の構築が重要であることが改めて明らかになった。 
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（２）観光イノベーションの今後の方向性とビジネスモデルの促進策 

 
２カ年の間に取り組まれた 20の実証事業のうち、当初の目標どおり成功裡に終了し、

その後、本格実施につながった事業がある一方で、実証事業を進めた結果、当初掲げた

目標像にそれほどの革新性がない、またその取り組み手法が想定以上に実施困難である

といったことが明らかになるなど、事業の継続が難しい事業もいくつか見受けられた。 
以下では、実証事業の成果と課題を踏まえつつ、観光イノベーションとして今後目指

すべき方向性、ビジネスモデルの促進策について５つのモデルとしてまとめる。 
 

モデル１：地域特性（立地、気候、市民生活資源等）を活かした商品の造成 

・ 事業推進が想定される地域・施設：①都市近郊に立地する温泉地、②都市に比較

的近く気候が温暖な地域（リゾート）、③銭湯・朝市が集積する都市、④現代ア

ートや建築などある特定のテーマ設定による魅力づけが可能な地域 等 

・ 想定される利用者：①連休が取りにくい都市在住の勤労者、②多忙でストレスに

さらされている勤労者・企業（健康保健組合）、③当該都市への来訪者（観光客・

ビジネス客）や地元市民、④特定のテーマに関心を寄せる消費者（SIT 志向者） 

・ 取り組みの方向性：①②都市近郊に立地する温泉地・リゾート（定山渓、箱根、

熱海、知多半島、有馬、淡路島、南紀白浜 等）、③銭湯・朝市が集積する都市（鹿

児島市等）において、実証事業の取り組みと商品造成の考え方や具体的な進め方

について紹介し、各地への導入可能性について検討する。 

また、④東鳴子・肘折において「湯治村」という大きなコンセプトの下で温泉

と現代アートや農業、文化等を組み合わせて、滞在時間（泊数）の延長と多彩な

魅力の提供を目指したように、立地と気候、市民生活資源以外にも既存の資源を

組み合わせたり地域外から魅力を付け加えることなどで、新たな商品造成を検討

する。 

このようにマーケットのニーズや自らの地域特性に改めて着目し、特に地域資

源の組み合わせ方や地域内の事業者・広域での連携の仕方を工夫することで、新

たな商品造成に取り組む。それによって、観光地としてのブランド力の向上を図

り、収益性や新たなマーケットの取り込みによる成長性の向上につなげることを

目指す。 

・ 具体的な取り組み手法のイメージ：新たな旅行商品の造成に関心のある地域を対

象に、勉強会を実施する。講師は、実証事業推進者が務める。その際に使用する

テキストおよび参加者との質疑応答も含めて知見を集約し、最終的には「地域密

着旅行商品造成ガイドライン（仮称）」として取りまとめ、今後の普及・啓発に

活用する。 

・ 課題・留意点：「地域特性」はあらゆるものに可能性があると言うこともでき、

どのような切り口にどの程度の魅力づけの力があるかは未知数であるが、これま
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での実証事業の結果から、【温泉（温浴施設）とＸ（何か）】の組み合わせにまだ

さらに工夫の余地があると考えられる（Ｘの例：旅館での自由な過ごし方、連泊

（転泊）、健康増進、食、趣味 等）。そして造成した旅行商品をいかに効率的に

販売するかが次の課題となる。 

・ 実証事業結果からの知見（事業推進主体名、実施年）：①潜在的な消費者ニーズ

（連休は取れないが旅館に泊まりたい）に着目し、湯河原が都市に近く仕事帰り

にチェックインができることから、レイトチェックインが可能な宿泊商品を造成

した（「今夜は温泉へ帰ろう♪」プロジェクト推進協議会、平成 20～21 年度）。②

ストレス社会において今後よりニーズが高まると思われる予防医学の観点から、

企業の健保組合や保険会社等との連携によって、企業を窓口とした鬱病予防を目

的とする旅行商品の造成・普及が期待される（房総メンタルヘルスツーリズム推進

協議会、平成 21 年度）。③八戸市への主な来訪者マーケットであるビジネス客の

利用を想定し、乗合タクシーで銭湯と朝市へ送迎する商品を造成した。民間から

の発案（ツアーの構想）を観光協会が仲立ちして宿泊施設とタクシー会社、そし

て市民生活に根差した施設（銭湯と朝市）との連携を図った。本格実施後に地元

市民対象のコースも造成したところ、好評である（(社)八戸観光コンベンション

協会・八戸広域観光推進協議会、平成 20 年度）。 

 

モデル２：後方部門の生産性向上を活かした宿泊商品の造成 

・ 事業推進が想定される地域・施設：宿泊施設（旅館）、観光施設 

・ 想定される利用者：新たな旅館滞在スタイルを望む宿泊客（滞在時間を自由に決

めたい、泊食分離、一人宿泊 等）、体験プログラムの購入者 等 

・ 取り組みの方向性：レイトチェックインやレイトチェックアウト、泊食分離、一

人宿泊といった、ホテルに比べて旅館で導入が遅れている宿泊スタイルについて、

清掃業務等の後方部門の効率化やサービス内容の見直し（過剰サービスの縮小・

廃止、館内サービスの温泉街への移転 等）、地元飲食店との連携等によって、業

務の効率化・経費節減と、消費者の現在のニーズを満たすとともに潜在需要を喚

起する商品造成に取り組む。 

また、客室流通の効率化や高度化の観点からネット販売の重要性を再認識し、

国内外の消費者にとって魅力ある宿泊商品の造成と適切な値付け、SEO 対策、

そして旅館側のネット販売に対する理解を深める研修等に、一層積極的に取り組

む。 

こうした後方部門の生産性向上によって、収益性や新たなニーズの取り込みに

よる成長性の向上を目指す。 

・ 具体的な取り組み手法のイメージ：後方部門の生産性向上の重要性への気づきか

ら、具体的な取り組み方まで学ぶ研修会を実施する。講師は、実証事業推進者が

務める。 
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・ 課題・留意点：消費者と観光事業者の双方にとって利便性の高いシステムの構築

を目指すモデルであるが、立ち上げたシステムの知名度をいかに高めるかが課題

であり、SEO 対策が重要である。また、消費者ニーズを旅館側が理解し、後方

部門の生産性向上の重要性を理解したうえで全館挙げて取り組むことが重要で

あり、経営者による意志決定と全従業員へ周知を図る強い意識づけが求められる。

そのためにも、国際観光旅館連盟等の団体が業界を挙げて、会員への啓発活動や

研修会の実施等に、より一層積極的に取り組むことが期待される。 

・ 実証事業結果からの知見（事業推進主体名、実施年）：国内外において旅館の客

室流通の効率化・高度化を図るために、新たな商品開発やマーケティングに取り

組んだが、実証事業への参画施設が少なく、利用が伸びなかった点が課題として

明らかになった。旅館業界として一層の取り組み強化が求められる（(社)国際観

光旅館連盟、平成 20～21 年度）。 

宿泊客の要望が強いレイトチェックアウト導入の障害となっていた清掃業務

の効率化に地域を挙げて取り組むことで、各施設の収益力の向上とともに「四万

温泉」のさらなるブランド力向上を目指した（(社)四万温泉協会、平成 21 年度）。 

レイトチェックインが可能な宿泊商品の販売や地元温泉街の飲食店との連携

を目指した湯河原温泉では、従業員の大幅な勤務シフトの変更までは検討されな

かったが、旅館でのより自由度の高い滞在スタイルを提供するためには、今後、

従業員の働き方の再検討も求められよう（「今夜は温泉へ帰ろう♪」プロジェクト

推進協議会、平成 20～21 年度）。 

宿泊や体験観光プログラムの予約と従業員の勤務シフトを効率的に適合させ

るシステムの構築に取り組んだ（大人の滞在体験型観光システム構築推進委員会、

平成 20 年度）。 

 

モデル３：外国人旅行者への小規模宿泊施設予約支援システムの構築 

・ 事業推進が想定される地域・施設：外国人旅行者が多く訪れる地域、小規模な宿

泊施設 

・ 想定される利用者：外国人の個人旅行者（FIT） 

・ 取り組みの方向性：外国人旅行者が多く訪れる地域（例：東京、京都、広島、福

岡等）において、別府市での実証事業に倣ったシステムを立ち上げ、「FIT 向け

宿泊施設予約サイト・ネットワーク(仮称)」としての普及を目指す。 

また、北海道内で立ち上げ準備が進む「北海道ランドオペレーター協議会」や

ランドオペレーターの全国組織である「全国地域オペレーター創造ネットワー

ク」等が中心となって、着地型旅行商品の販売促進に別府における実証システム

の応用を検討することも考えられる。 

こうした効率的・広域的なシステムの導入によって、小規模な宿泊施設や着地

型旅行商品造成会社における、収益性の向上や新たなマーケットの取り込みによ
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る成長を目指す。 

・ 具体的な取り組み手法のイメージ：推進事務局の人材・組織づくりが本システム

の要であることから、システム導入を目指す地域において、システム構築や人材

育成のための研修会を実施する。講師は、実証事業推進者が務める。 

・ 課題・留意点：消費者と観光事業者の双方にとって利便性の高いシステムの構築

を目指すモデルであるが、立ち上げたシステムの知名度をいかに高めるかが課題

であり、SEO 対策や、ガイドブック等の媒体や旅行会社等と連携を図りながら

推進することが重要である。 

・ 実証事業結果からの知見（事業推進主体名、実施年）：語学が堪能な地元在住の

人材（学生など）を有する事務局が、宿泊の斡旋・手配、地域のより詳細な情報

の発信、問い合わせへのきめ細かな対応などを、ウェブサイトやツイッターとい

うＩＴを活用し、少額の投資でシステムを立ち上げた（別府市外国人旅行者受入

協議会、平成 21 年度）。 

その一方で、地域において専門性を持った人材の発掘は容易ではないため（地

域主導型インバウンド振興コンソーシアム、平成 21 年度）、各地で説明会を重ね

る（「北海道ランドオペレーター協議会（仮称）」設立準備委員会、平成 21 年度）な

ど、地域における草の根のネットワークづくりが重要となる。 

 

モデル４：観光人材育成のための相互研修システムの構築 

・ 事業推進が想定される地域・施設：経営コンセプトを共有する観光事業者グルー

プ（宿泊施設、観光施設）、観光振興に取り組む地域 

・ 想定される利用者：観光事業者（宿泊施設、観光施設）の従業員（経営者から一

般社員まで）、観光地において観光振興に携わる（これから携わる）観光事業者

や地元住民、観光による地域振興について学ぶ学生 

・ 取り組みの方向性：育成を目指す人材像を明らかにするとともに、そこへ到達す

るために必要なスキル等を検討したうえで、一の宿倶楽部が行った実証事業に倣

った出向制度を立ち上げ、相互に学びあう研修システムの普及を目指す。 

また、Nippon Accommodations ＣＳ調査委員会が目指した、同じ課題を抱え

る施設同士が課題解決に向けた議論や相互にアドバイスを行う場の設定による

研修システムも、テーマ設定やコーディネーターの設置といった改善を加えるこ

とで、再度試行の余地があると考えられる。 

旅館従業員が相互に、また、一般住民や学生が旅館の仕事体験を通じてや、観

光施設へ旅館従業員が出向することでといった、施設や所属・立場の枠を越えた

相互の学び合いと、ウェブサイトを活用した研修結果の共有によって、小規模な

宿泊施設や閉鎖性の高い地域において効率的に観光人材の育成が図る。こうして

育成された人材によって、サービスの質の向上や新たな魅力ある商品の造成を進

め、収益性の向上や新たなマーケットの取り込みによる成長を目指す。 
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・ 具体的な取り組み手法のイメージ：観光人材の育成を目指す観光地や観光事業者

に対して、相互研修システムについての勉強会を開催するとともに、試験的な導

入を行う。その結果得られた成果や課題、留意点をまとめたガイドラインを策定

し、研修システムの改善や普及に活用する。 

・ 課題・留意点：相互研修システムは、経営者を含めた全旅館従事者や、観光地に

おける利害関係者が幅広く参加して学び合い、意識を共有することが重要であり、

本研修システムの導入にあたっては、経営者や地域におけるリーダーの意識付け

が重要となる。 

・ 実証事業結果からの知見（事業推進主体名、実施年）：コンセプトを同じくする

複数の旅館が集まることで、小規模な宿泊施設が単独では難しい出向を実現する

とともに、経営者から一般従業員まで幅広く参加し、ウェブサイト上で出向体験

から得た知見を公開することで、成果の共有も効率的に行うことができた（一の

宿倶楽部、平成 21 年度）。 

その一方で、地域を越えて同じ課題を抱える旅館同士が学び合おうという取り

組み（Nippon Accommodations ＣＳ調査委員会、平成 21 年度）については、経営

改善の議論を行うに当たって、施設によって現状認識力に差がある点が課題であ

り、適切なテーマ設定と旅館経営に精通したコーディネーターの存在が重要であ

ると認識された。 

 

モデル５：面的再生への取り組み推進 

・ 事業推進が想定される地域・施設：一体的に活性化・再生を目指す温泉地・観光

地 

・ 取り組みの方向性：面的再生の推進にあたっては、地域によって状況が異なるた

め、一般的な再生モデルの構築は容易ではないが、これまでの実証事業・アドバ

イザー派遣事業からいくつかのパターンを作成することで、今後の啓発・普及に

活用する。 

・ 具体的な取り組み手法のイメージ：面的再生を目指す宿泊施設等の関係者に対し

て、これまでの実証事業推進者（地域担当者、アドバイザー）から個別にノウハ

ウや留意点を伝授するアドバイス会議を設ける（要望に応じてアドバイザーの派

遣等）。ただし、「面的再生」をテーマとする会議は参加者が集まりにくいため、

上記のモデル１～４で実施が検討される研修会での情報提供やアドバイス会議

の同時開催といった形態とすることでより参加しやすくし、啓蒙活動を推進する

こととする。 

・ 課題・留意点：地域において複数の宿泊施設が一体的に再生に取り組むためには、

信頼関係の構築と熱意の共有、今後の経営方針や各々の役割分担、残すものと切

り捨てる部分の峻別などについて、共通の理解が不可欠となる。特に、複数の施

設が一体となって業務を効率化することで収益性を確保し、面的に再生すること
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で温泉地・観光地としての総体的な魅力や地域文化が継承可能であるという点を

基盤として、強力なリーダーシップの下、取り組むことが重要である。 

・ 実証事業結果からの知見（事業推進主体名、実施年）：21 年度に取り組まれた３

つの実証事業は、いずれも面的再生の実現にまでは至らなかったが、その中でも

会津東山温泉は、旅館だけでなく地元商店や行政、さらに今後は近郊の会津若松

市内の飲食店も想定するなど、地域外を含めた幅広い主体を巻き込みながら温泉

街の再生に取り組み、面的再生の一定のモデルとなる可能性を感じさせた（会津

東山温泉街づくり推進プロジェクト、平成 21 年度）。 

同じく地方の中核都市・金沢市に立地する湯涌温泉でも、４館が互いの経営数

値を公開し合うレベルまで情報と意識の共有化を図ったが、４館を取り巻く温泉

地内外の関係者との交渉にあたって、さらに強力なリーダーシップの発揮が求め

られた（湯涌温泉にぎわい創出プロジェクト実行委員会、平成 21 年度）。 


