
資料５-１：「平成２０・２１年度観光産業のイノベーション促進事業」に係わる実証事業 一覧

■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

実施年度 事業名 申請者（代表団体名） 事業概要
支援額
（千円）

２０年度
はちのへ『朝めし』『朝ぶろ』
による朝の新規需要創出
事業

(社)八戸観光コンベン
ション協会

八戸の主要マーケットであるビジネス客を、地
域資源である「朝市」「銭湯」に誘導を図るた
め、「朝の泊食分離商品」として開発し、新規需
要創出事業として販売実験を行う。

800

２０年度
「ニッポン湯治村」（Japan
Toji Village）事業

「ニッポン湯治村」
（Japan Toji Village）実
行委員会（(株)大沼旅
館）

「湯治」を核に、東鳴子温泉内外での連泊・転泊
を促進し、滞在需要拡大につながる予約システ
ムの構築、Web利用者との情報交換を実際の
温泉地づくりに反映できるようなプラットフォー
ムの構築を目指す。

1,500

２１年度

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

観光協会が中心となり、旅館等の観光産業に
加えて農家や地元住民、地域外の学生等を巻
き込んで検討会等を実施することで、地域の多
様な主体による滞在型の観光まちづくりを推進
するための体制構築を目指す。

1,414

２１年度
地域資源が心を癒す！メン
タルヘルスツーリズム事業

房総メンタルヘルスツー
リズム推進協議会（(株)
ＪＴＢ法人東京）

メンタルヘルスツーリズムの効果を科学的な調
査から把握するとともに、地元の観光協会・観
光事業者と大手旅行会社、異業種の大学やメ
ンタルヘルスの予防効果に期待を寄せる企業
などが連携して、将来的な商品化を見据えたプ
ログラム開発や推進体制づくり等について検討
することで、メンタルヘルスツーリズムの推進を
目指す。

2,990

２０年度
「今夜は温泉へ帰ろう♪」プ
ロジェクト

湯河原温泉旅館協同組
合

深夜チェックインや夕食後チェックアウトといっ
た変則型１泊２食の宿泊商品を、各旅館が独自
の工夫を施すことで開発し、大都市近郊温泉地
における新規需要創出事業として販売実験を
行う。

1,500

２１年度

「今夜は温泉へ帰ろう♪２０
０９」～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

「今夜は温泉へ帰ろう
♪」プロジェクト推進協
議会（湯河原温泉旅館
協同組合）

休日が分散する都市型就労者の平日宿泊と一
人旅のニーズを受けとめる商品づくりに取り組
むとともに、「朝食をゆっくり楽しみたい」という
宿泊客の要望に応えるために、旅館調理場の
シフトの再検討や観光協会加盟の飲食店との
連携により温泉街における食事形態の多様化
を目指す取り組みにより、特に大都市圏に近接
する温泉地の活性化を目指す。

2,000

２１年度

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

朝の魅力向上委員会
（湯本温泉旅館協同組
合）

宿泊施設や商店、地元農家・漁家等、地域の幅
広い主体が連携し、朝食の魅力向上と旅館の
内湯の開放をはじめとする各種プログラムの提
供等、朝の時間帯の魅力付けを推進すること
で、温泉街での滞在時間の延長と空き店舗の
活用を目指す。

2,500

□モデル１のイノベーション的要素・観点（評価ポイント）



■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

実施年度 事業名 申請者（代表団体名） 事業概要
支援額
（千円）

２０年度
旅館客室流通効率化・高度
化事業

旅館客室流通効率化・
高度化事業推進コン
ソーシアム（(社)国際観
光旅館連盟）

オフシーズンにおける客室利用の高度化（付加
価値付け）による客室流通の拡大のために、泊
食分離やチェックイン・アウトの柔軟化などを、
Web上で商品展開することで、消費者ニーズと
のマッチングを検証する。

9,800

２１年度
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

旅館客室流通効率化・
高度化事業推進コン
ソーシアム（(社)国際観
光旅館連盟）

以下のような旅館客室の新たな流通システム
の構築等に取り組み、旅館客室流通の効率化・
高度化による客室稼働率の向上を目指す。
海外流通については、多様な料金タイプの客室
を提供し、マーケットの志向を確認する。国内流
通については、客室指定の有無や複数客室を
利用するグループ予約についてシステムを高度
化し、より消費者の希望に添い、旅館にとっても
効率的なシステム構築を目指す。

8,000

２１年度
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

地域主導型インバウンド
振興コンソーシアム（ＮＰ
Ｏ法人グローバルキャン
パス）

海外マーケットの販路開拓として、地域コンテン
ツの整理や通訳案内士のネットワーク化といっ
た外国人旅行者を受け入れる際の対応ツール
を開発することで、地域における着地型観光と
インバウンド事業の推進組織である「観光まち
づくり事業体」への活動支援になるとともに、着
地型観光を推進する全国的なネットワークづくり
へとつながることが期待される。

2,419

２０年度
宿泊施設予約通知フォー
マット標準化事業

(株)シーナッツ

宿泊施設の予約情報の通知フォーマットの標準
化に向けて、業界ヒアリングやモデル宿泊施設
における「標準フォーマット」導入による業務効
率化状況の把握等に取り組む。

630

２１年度
「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

「北海道ランドオペレー
ター協議会（仮称）」設立
準備委員会（(株)ＨＫ
ワークス）

北海道内のランドオペレーターのネットワーク組
織（協議会）設立についての説明会を開催し、
協議会への要望、運営上の課題等を抽出のう
え、協議会の組織目標、事業計画案、運営方
法、組織等について検討することで、将来的に
は協議会の設立により北海道における着地型
観光の推進を目指す。

2,000

２１年度
旅館業の地域協働による
生産性向上・業態開発事業

生産性向上・業態開発コ
ンソーシアム（(社)四万
温泉協会）

旅館における客室清掃の生産性向上に向け
て、温泉街として客室清掃の協働化に取り組
み、宿泊客の滞在時間の延長につながるレイト
チェックアウトの実現を目指す。また、地域協働
事業として地元食堂でのブランチの提供などに
も取り組み、朝の魅力向上による四万温泉の新
たなブランド構築につなげることも目指す。

3,000

２０年度
大人の滞在体験型観光シ
ステム構築事業

大人の滞在体験型観光
システム構築推進委員
会（(株)庵）

大人の個人客を対象とする、知的好奇心を満た
す体験プログラムや地域の一流の食、古民家・
町家ステイについて、複雑な料金体系にも対応
する予約システム構築に取り組む。

1,000

□モデル２のイノベーション的要素・観点（評価ポイント）



■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

実施年度 事業名 申請者（代表団体名） 事業概要
支援額
（千円）

２１年度
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

地元行政や大学、ボランティアグループ等の幅
広い主体が参画して、インバウンドの誘客や外
国人個人旅行者（ＦＩＴ）にとって利便性向上につ
ながる予約仲介サービスや、ウェブツールを活
用した口コミ型の情報支援サービスのあり方等
について検証することで、小規模宿泊施設にお
けるＦＩＴ宿泊予約業務の効率化による生産性
の向上と機会損失の解消（新たな需要開拓）を
目指す。

2,500

□モデル３のイノベーション的要素・観点（評価ポイント）

■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

実施年度 事業名 申請者（代表団体名） 事業概要
支援額
（千円）

２１年度
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

Nippon
Accommodations ＣＳ調
査委員会（(株)滝の湯）

全国約６０軒の宿泊施設において「拡張された
旅行満足度（ＥＣＳ）調査」を実施し、宿泊施設
の経営改善手法を共有し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を推進し、
宿泊施設に対する宿泊客の満足度を高めてリ
ピート化へつなげることを目指す。

5,950

２１年度
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

小規模個性派旅館という同じコンセプトを持つ
グループ（１９軒）内において、相互出向を行
い、この出向によって参加者が学んだ情報やノ
ウハウ、互いの意見や仕事に対する意識等を
Ｗｅｂ上に立ち上げたコミュニティサイトにて共有
し、業務改善マニュアルとして活用することで、
旅館従業員の能力開発を効果的に行い、人時
生産性の向上につなげることを目指す。

5,271

□モデル４のイノベーション的要素・観点（評価ポイント）



■モデル５：面的再生への取り組み推進

実施年度 事業名 申請者（代表団体名） 事業概要
支援額
（千円）

２１年度
温泉街における低未利用
空間の一体的活用推進事
業

会津東山温泉街づくり推
進プロジェクト（(株)くつ
ろぎ宿）

旅館経営者や不動産所有者、地元住民、地域
外からの参画希望者等の幅広い主体が、温泉
街の未利用空間（旅館施設や空き店舗等）の活
用に向けた各種調査や勉強会等を実施し、そ
の方策について検討することで、長期的な展望
に基づいた温泉街の一体的な活用を目指す。

3,500

２１年度
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

北志賀竜王高原事業再
生コンソーシアム（竜王
ホテル＆リゾート(株)）

複数の宿泊施設と事業再生の専門家など幅広
い主体がコンソーシアムを組み、持ち株会社の
設立と、新商品の開発や販路開拓、共同仕入
れや品質マニュアルの策定等による生産性向
上の取り組みを進めることで、一体的な地域再
生を目指す。

4,240

２１年度

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

湯涌温泉にぎわい創出
プロジェクト実行委員会
（(株)秀峰閣）

複数の旅館と金融機関、行政が連携し、各旅館
が持つパブリック機能（売店、喫茶等）の再配置
とさらなる魅力向上、およびパブリックスペース
を活用した日帰り客向け昼食・夕食の新たな提
供スタイルの構築に取り組むことで、来訪者の
回遊性を高めてにぎわいを創出し温泉街の一
体的な地域再生を目指す。

2,000

□モデル５のイノベーション的要素・観点（評価ポイント）


