
実証事業を踏まえた５つのモデルの概要～「平成21年度観光産業のイノベーション促進事業 報告書」より

モデル
事業推進が想定され

る地域・施設
想定される利用者 取り組みの方向性

具体的な取り組み手法の
イメージ

課題・留意点 実証事業結果からの知見（事業推進主体名、実施年）

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

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

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）

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。
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。

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。

「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。

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）。

２：後方部門の生産
性向上を活かした
宿泊商品の造成

宿泊施設（旅館）、観
光施設

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

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。

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。

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。

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）。

　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。

第１回観光産業イノベーション事業検討協議会（２０１０年１０月１日）
資料３



モデル
事業推進が想定され

る地域・施設
想定される利用者 取り組みの方向性

具体的な取り組み手法の
イメージ

課題・留意点 実証事業結果からの知見（事業推進主体名、実施年）

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

外国人旅行者が多く
訪れる地域、小規模
な宿泊施設

外国人の個人旅行者
（FIT）

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る成長を目指す。

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。

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。

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。

４：観光人材育成の
ための相互研修シ
ステムの構築

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

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

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。

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。

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。

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。

５：面的再生への取
り組み推進

一体的に活性化・再
生を目指す温泉地・
観光地

－ 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。

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。

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。

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）。


