
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

事業名
はちのへ『朝めし』『朝ぶろ』に
よる朝の新規需要創出事業

事業推進主体 （社）八戸観光コンベンション協会

支援額
（千円）

800 事業実施期間 平成２０年１１月１１日～２１年２月２２日

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

八戸市内のホテルの宿泊客（ビジネス・観光客）を対象に、市内の複数のホテルから、朝市
と早朝から営業している複数の銭湯（温泉）間を乗合タクシー運行により、八戸の代表的な
庶民文化である「朝風呂・朝めし」を体験してもらう実証事業である。

①受付･･･各ホテルのフロントにて宿泊客の注文受付（前日午後１０時締切）。利用客は申
込書に、1.希望プラン、2.希望の目的地、3.人数等を記入
　　　　　　　　　　　　　　▼
②発注・・・注文を受けた各ホテルはタクシー会社へFAXにて送信
　　　　　　　　　　　　　　▼
③乗車・・・翌日タクシーが依頼先のホテルにてツアー客を乗車させ目的地へ
　　　　　　　　　　　　　　▼
④朝市・朝ぶろ・・・目的地で降車、朝市または朝ぶろを堪能
　　　　　　　　　　　　　　▼
⑤所定の時間・場所で乗客を乗せ、ホテルへ移動

・利用者数：２２８人

◎利用者の反応－概ね良好
　－同サービスを利用するため、青森市泊を八戸市泊へ変更したというケースあり
　－サービスの利用をきっかけとして、乗務員と意気投合し、ホテルチェックアウト後、同じ
乗務員を指名し、市内観光したというケースあり
◎メディアの反応－良好：地元や首都圏のテレビや雑誌等で複数回紹介された。
◎地元の反応－良好：無料体験会を通して、改めて八戸の朝市の魅力を再認識してもらっ
た。みろく横丁や協会会員の口コミで利用してもらうため、チラシを配布し協力を依頼したと
ころ、面白い取組みとして積極的に協力してもらった。
◎ホテル関係者の反応－概ね良好：朝の泊食分離であることからサービスが競合するにも
関わらず、多くの施設に参画いただき大いに宣伝をしてもらった結果、数多くの利用につな
がった。
◎旅行会社の反応－概ね良好：ＪＲの冬商品のチラシにおいて、同サービスの情報を掲載
してもらった。

・期間中の利用人数が２２８人と、当初掲げた目標３００人には及ばなかったものの、①事
業実施が冬期間（１１月中旬～２月中旬）だったこと、②検討から実施まで短期間で周知期
間がほとんどなかったこと、③早朝のサービスであること等を考慮すると、『「朝市」という既
存の観光資源に新たな要素である「銭湯」を有機的に連携させることで、他の地域には無
い八戸オリジナルな観光資源の創出を目指す』という当初想定していた目的のためのきっ
かけとしては十分な成果を得たものと考えている。

［主な課題］
●朝市での食事の仕方や銭湯の説明・情報が不足
●これまで以上に利用客が増えた場合の食事スペースの確保
●「炭火の焼き魚が食べたい」という要望への対応
●周知方法の充実（多くの利用者が、八戸へ来てからあさぐるを知った）
●申込締切時刻（２２時を過ぎてから申込みたいというケースが数多くあった）
●利用者アンケートの実施
●複数のタクシー会社が参画した場合の対応



今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

①目標　八戸の朝全体の魅力発信ツールとしての「八戸あさぐる」へ
⇒乗合タクシーから早朝散歩や昔話鑑賞まで、多彩な早朝観光コンテンツの総称として

　今回の実証事業を通して、八戸の早朝文化が、新たな観光コンテンツとして、一定程度
可能性があると判断できることから、現在４月以降の実施に向けて各方面と調整中。
　「早寝早起き日本一」の青森県の中でも太平洋岸に面し、日の出が早く、「早朝文化が根
付く街　八戸」という特性を活かしながら、「朝」を一つのキーワードとしてコンテンツを探す
ことで、これまでそれ程注目されることのなかった市内の朝ならではの文化や生活習慣な
どを発掘し、それら朝のコンテンツを有機的に連携させたものを「八戸あさぐる」と総称する
ことで、新たな八戸観光の魅力を創出したいと考えている。
その際、グリーンツーリズムやヘルスツーリズムといった視点での取組みを意識すること
で、各事業に更なる厚みを持たせるとともに、広く市民や関係者を巻き込んだ形での魅力
アップ策を検討したい。

・朝の時間帯ならではの身近な魅力（朝市、銭湯での朝風呂）を活かした宿泊商品に「八戸
あさぐる」という奇抜だがわかりやすいネーミングを付けた商品を販売した。これによって、
八戸へ宿泊したくなる誘因づくり、朝食の泊食分離販売による潜在的なニーズの創出（朝
市での朝食）といった新たな需要につながり、一定程度の利用があった。
・地域が一体となった取り組みを行い、概ね一定の利用があった。タクシー運転手へのヒア
リング等を実施することで、今後の事業継続に向けた改善点も把握されており、実証事業
後も継続して取り組んでいこうという意識が醸成された点と併せて、事業の成果として評価
できる。
・市内に到着してから「八戸あさぐる」ツアーを知った人が多いこと等から、まずは広く「知っ
てもらう」「告知しているサイトを見てもらう」ための取り組み（長期的なサイトの開設、メディ
アを活用した告知等）が重要となる。
・新たな需要を開拓するためには、「新しい旅のスタイル」といった“物語”として、誰かがわ
かりやすく語ってその魅力を伝えることが重要である。
・「八戸」においては、朝の時間帯の価値に着目した「八戸あさぐる」という商品に、約80年
間続く朝の「森のおとぎ会」や寺院での座禅会といった地域に根ざした（すでに実績のあ
る、わかりやすい）魅力を付与していくことで、さらに付加価値を高めることもできよう。
・滞在時間の延長による消費額の増大への誘導、旅行会社との連携による着地型旅行商
品の開発等も期待される。

・実績数値：「八戸あさぐる」の利用者数、事業収支、新たに展開を始めた「朝のプログラ
ム」の数・利用者数 等
・定性的評価：お客様の反応、地元関係者の意識・広がり、推進態勢の構築
・課題とそれへの取り組み状況



事業名
「ニッポン湯治村」（Japan Toji
Village）事業

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

「ニッポン湯治村」（Japan Toji Village）実行
委員会
【代表団体】
（株）大沼旅館

支援額
（千円）

1,500 事業実施期間 平成２０年１０月１日～２１年２月２６日

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

① ＷＥＢ上に「ニッポン湯治村」サイトを作り、「湯治」の様々な宿泊スタイルについて情報
発信と宿泊客の誘致を行った（英語版も作成）。
② 「ＴＯＪＩ」のコンセプトを実際に体験できる温泉地として、様々な湯治スタイルを、東鳴子
温泉と肘折温泉で展開した。
③ 宿泊の多様化に対応する新予約システム「融通」予約技術を利用することにより、今ま
で不可能だった、異なる宿を転泊するＷＥＢ予約を可能にする実証実験を行った。
イ） 「一夜湯治」（１泊のみ）、ロ） 「通常の湯治」（同じ宿に連泊・滞在）、ハ） 「お隣湯治」
（同じ温泉郷内で宿を変えながら連泊・滞在）、ニ） 「渡り湯治」（域外（県外含む）にある
「ニッポン湯治村」に賛同する湯治場を渡り歩きながら広域での連泊・滞在）
④ 滞在メニューの開発・提案、湯治の過ごし方をガイドする湯治コンシェルジュの設置及び
育成を行った。
⑤ 有識者モニター意見交換会（平成２１年２月６日）
主な意見：海外に認知させることを否定するものではないが、「湯治文化」を国内で再認識
させる展開を行うことが重要。今のお客様を大事にすることが肝心。データ分析が必要。１
泊２食スタイルからの脱却を 等

■ＨＰのログ解析（平成２１年１月～２月）
・アクセス数：述べ703件、Yahoo google goo等大手検索エンジンからのものが約400件で全
体の６割
・キーワード検索：410件、「ニッポンTOJIむら」が多数を占める（関連して「湯治」「TOJI」）。
他に、「東鳴子温泉」「温泉」「湯治」など
・ページビュー：10,021件で１アクセス当り14ページ。TOPページは1,372件、「むらの宿泊プ
ラン」954件、「ニッポンTOJIむらとは」873件、「むらの宿案内」866件、「融通予約」の説明の
ページが673件
■販売額など実績データ　販売額　85,000円（１件）
■利用者の反応：
・ベルギーからの夫婦（妻は日本人）が２食付きで５日間、東鳴子に滞在。時事通信の英文
記事がきっかけ
・「ニッポン湯治村」の連泊や転泊機能について：もともと複数館を渡る予定はなかったので
特に気にしなかった。
・当初、日本食が不安だったので、素泊まりコースで予約したが、結局は２食付きで５日間
すごした。
・滞在当初は周辺観光をしたが、単に温泉に浸かってのんびりする「湯治」のペースが気に
入り、外出は散歩程度で「プチ湯治」を楽しんだ。

・期待したほどの数がとれなかったことは残念だ。
・しかしながら、マスメディアの露出は、時事通信社の国内外への配信をはじめ、日経新
聞、「旅の手帖」、河北新報などで大きく取り上げられ、「湯治」の新しい動きがさらに行わ
れているという印象は広まったといえる。
・初来日したベルギー人も何の違和感もなく「湯治」という日本伝統の温泉保養を楽しんだ
ことは注目に値する。
・日本はもう一度この伝統的温泉保養文化に目を向け、本質的な温泉での癒しを行うべき
だと感じた。国内での「湯治」に対する認識は依然として低く、海外への発信も大切だが、
いかに日本人に「湯治」の楽しさ素晴らしさを伝えるかが大きな課題として残っている。



今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

・今回作成した「ニッポン湯治村」サイトに、近隣の温泉地から全国まで参加旅館を増やし、
利用者の選択幅を広げてゆきたい。
・WEB予約のみでなく、電話での受付も可能にし、柔軟に対応できるようにするなど、まず
は東鳴子および周辺の温泉地での実態に合った予約方法も検討する。これによって、お客
様の予約時の利便性は確実に増すと思われる（電話の方が状況も把握でき安心感を得ら
れる等）。全国的に展開する際には、予約センターを設け利用者の希望に添ったきめ細か
い対応が特に滞在利用者には必要と思われる。
・今後も「融通」予約技術を利用するのか、あるいはそうした共通の予約システムは持た
ず、「ニッポンTOJIむら」の理念を共有できる宿に参加していただき、それぞれ単館の予約
システムを使う、湯治のポータルサイトを目指すのかは今後検討する。その理念のガイドラ
インや参加の呼びかけ方法なども検討事項である。
・いずれにしても、「ニッポン湯治村」を日本を代表する湯治のプラットフォームにし、国内外
に湯治の素晴らしさを発信してゆく情報拠点にしてゆきたい。

・実績数値：「ニッポン湯治村」サイトのページビュー、同サイト経由の予約状況、新たに展
開を始めた「湯治プログラム」の数・利用者数 等
・定性的評価：お客様の反応（連泊の増加 等）、地元関係者の意識、他の温泉地への広が
り、推進態勢（事務局機能、予約システムの構築）の構築
・課題とそれへの取り組み状況

・二つの温泉地が連携して取り組みを行い、概ね一定の利用があった。今後の事業継続に
向けた改善点も把握されており、実証事業後も継続して取り組んでいこうという意識が醸
成された点と併せて、事業の成果として評価できる。
・「ニッポン湯治村」というコンセプトに共感する旅館が、温泉地の枠を越えて、その理念に
ついて情報発信し予約を受けるサイトを立ち上げることで、単体の旅館では難しいブランド
構築と客室販売の効率化を目指す取り組みであった。
・結果としては、期間中の利用は１件（外国人夫婦、５泊）に留まり、必ずしも充分に告知さ
れ、利用があったとはいえなかった。
・この原因としては、予約システムの開発の遅れから、サイト開設の期間が短かったこと等
が挙げられる。
・事業終了後に申し込みがあり、東鳴子内でのお隣湯治と肘折への渡り湯治が実現してい
ること等から、まずは広く「知ってもらう」「告知しているサイトを見てもらう」ための取り組み
（長期的なサイトの開設、メディアを活用した告知等）が重要となる。
・利用者や電話での問い合わせに対して詳細な聞き取りを行ったり、有識者との意見交換
を行う中で、コンソーシアム・メンバーは、高度な予約システムの構築よりもむしろ、「湯治
の素晴らしさ」を発信することにまずは重点を置くといった取り組み方針を再認識するに
至った。このように、複数の旅館による共同ブランドの構築には、共有する個性やサービス
内容について、微に入り細にわたって議論をしながら詰めていくことが、持続的な取り組み
につながる、という意識が重要である。



事業名
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

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

柳津観光協会

支援額
（千円）

1,414 事業実施期間 平成２１年１０月１５日～２２年２月１９日

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

・これまで約６年間にわたって地域づくりに取り組んできたが、本事業を契機として組織横
断的に多様な主体が集まって議論を行い、目に見える具体的な成果をあげることを目的と
した。
・柳津観光協会、柳津町商工会、柳津温泉旅館組合、西山温泉組合、柳津製菓組合、柳
津観光ボランティア協会、役場から約３０名が参画して全１２回の会議・ワークショップを行
い、各回１０名程の出席があった。主な検討テーマは以下の５本であり、特に「湯めぐり」に
ついて重点的に取り組んだ。
①歩いて楽しめるまちづくり：　廃墟となったみなとやの撤去・跡地利活用計画、朝市・軽ト
ラ市の開催　など
②体験メニューづくり：　福満虚空蔵尊を中心とした門前町歩きや定期的なイベント、ボラン
ティアガイドの養成、体験メニューの一覧表の作成　など
③湯めぐり：　西山温泉・柳津温泉を包括するような湯めぐりプラン、湯めぐり手形の作成、
湯めぐりマップの作成　など
④公共交通（二次交通）：　住民の生活の足となる・観光客も利用ができる公共交通の検
討・策定
⑤特産品の流通・宣伝：　地域支援事業で開発中の「赤べこ丼（仮）」の流通・宣伝手段の
検討

会議やワークショップは引き続き継続予定であり、今年度明らかになった以下の課題につ
いて重点的に取り組みたい。

・横断的な恒常的組織の構築
・住民参加活動に対する行政組織のあり方・町長のリーダーシップの発揮
・ハード整備の予算確保
・町内の「あし」の確保（町内循環バスのあり方など）

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。



実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

・実証事業終了時に掲げた「重点課題」への取り組み状況：特に推進態勢の構築
・実績数値：会議・ワークショップの開催数と参加者数・地域内での広がり、本事業を契機と
して進展がみられた施策・事業（ハード整備、二次交通） 等
・定性的評価：地元関係者の意識・広がり、推進態勢の構築

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。



事業名
地域資源が心を癒す！メンタ
ルヘルスツーリズム事業

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

房総メンタルヘルスツーリズム推進協議会
【代表団体】
（株）ＪＴＢ法人東京

支援額
（千円）

2,990 事業実施期間 平成２１年１１月～２２年２月

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

・本事業で得られた結果だけでは、メンタルヘルスツーリズム商品の設定をすることはでき
ない。引き続き、検証を続ける必要がある。
・中でも、グリーンツーリズムが非常に高い抑制効果を出したが、内容が良かったのか、土
に触れたことが良かったのか、参加者と交流が良かったのかなど、詳細にデータを分析で
きていないため、一概にグリーンツーリズムがストレス抑制に も効果があると言い切るこ
とは難しい。
・次のステップとしては、モニターの統一性（男女、年齢層など）や体験プログラムなどを綿
密に計算し、検証データの有効性を考えたメニュー作りが必須条件となる。
・しかしながら、観光に行くこと自体に効果があったことは事実であり、まずはこの点のＰＲ
を行っていきたい。
・また医療機関など様々な分野から専門家などを招へいし、さらなる事業の追求を行い、
効果のあるプログラムを着地型観光商品として商品化することを目指していきたい。

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。

１．タラソテラピーツーリズム　モニターツアー：２０１０年１月３０日（土）、２０名、アクティブ
系（動）とパッシヴ系（静）のプログラムを体験
２．体験交流型ツーリズム モニターツアー：２０１０年２月６日（土）、各コース１５名、計４５
名、①周遊観光コース、②グリーンツーリズム（農業体験）コース、③太巻き祭り寿司＋菜
花料理つくりの体験観光コース

【結果】どのようなツーリズム（観光）であっても、行かない人に比べて、ツーリズムに行った
人は精神的健康度が回復する。
・周遊観光についても、他のメニューに劣らないほどのメンタルヘルスの改善効果が見られ
た。一般的な周遊観光でも、潮風にあたることや動物と触れ合うことをコースに含むこと
で、効果を生むことがわかった。
・これにより、メンタルヘルスツーリズムの舞台として房総エリアの可能性がさらに深まり、
今後研究を重ねることで、海（潮風）と動物というキーワードを揃えられる地域では、房総エ
リアと同様の展開が可能と考えられる。
・比較調査の結果、出かけないよりは、どのようなタイプであってもストレスの緩和を生む、
すべてのツーリズムに効果があると実証されたことは、観光産業に対する大きな成果と言
える。
・モニタツアーの告知などで知った自治体が本取組に興味を持ち、実証実験の場を提供し
たいとの申し入れがあったことも成果と考えている。
【反省】
・調査対象を、ストレスが多くかかると思われる世代（３０～４０代）の男性中心に絞ったた
め、モニターツアー参加者の集客に非常に苦労し、予定サンプル数を割ってしまった。
・冬場ということもあり、体験型メニューの制限があった。
・メンタルヘルスツーリズムにおけるストレスの緩和に、メニューそれぞれがどのような効果
を与えたかまでは見えていない。



実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

・定性的評価：より改善効果が高い地域資源の見極め、地元関係者の意識・広がり、推進
態勢の構築、地域外の関係者（自治体、健保組合等）との連携、着地型旅行商品開発へ
の取り組み
・課題とそれへの取り組み状況

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。



事業名
「今夜は温泉に帰ろう♪」プロ
ジェクト

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

湯河原温泉旅館協同組合

支援額
（千円）

1,500 事業実施期間 平成２０年１０月２３日～２１年２月

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

・「１泊翌日朝・夕食」（参画施設１６軒、３２人泊）、「１泊朝食」（３７軒、１，８６９人泊）、「素
泊まり」（２８軒、４，０９１人泊）
・前年同期比で宿泊客数が増加
・お客様アンケート：４４サンプルのうち約９割が「満足した」

・『湯河原で日帰り温泉』のイメージを強め、都心からのアクセスの良さをアピールが必要
か。次のステップで「日帰りで利用できる温泉地だから会社帰りにも…」とレイトチェックイン
を露出していく方が効果的か。
・宿でゆっくりしたいというユーザーの心理を考えると、『翌日夕食付』の変則的プランは食
事バリエーションからのアピールではなく、『○○時間滞在可能!』といった滞在時間の長さ
をアピールする方が効果的か。

首都圏から近距離にある湯河原温泉において、「週休１日の人が、勤務後、温泉旅行に出
かけて深夜チェックイン」に対応するため、「１泊＋翌日朝・夕食付」「１泊朝食付」「素泊ま
り」の商品を展開。温泉地として複数の旅館の参加を得て、その旅館のスタイルに合った
商品展開をするための販売実験を行う。
参加旅館は、それぞれ、夜食を出してみたり、朝食を軽食にしたり、ブランチにしてみたり、
様々な独自の工夫を施すことにより、どのスタイルが現代消費者にマッチしているのか、あ
るいは利用者アンケートを実施し顧客満足度を測ることで需要のあり方を実証する。
温泉内で も契約軒数の多い「じゃらんネット」と共同して専用サイトを制作し、販売すると
ともに、湯河原温泉旅館協同組合のホームページにも「今夜は温泉へ帰ろう♪」コンテンツ
を作成、同商品を販売・予約促進を行う。
11/1発売号「じゃらん本誌」掲載
11/21～12/8　 じゃらんnetバナー広告
10/23～　湯河原温泉旅館協同組合HP『今夜は温泉に帰ろう♪』オープン

・旅館組合HPの改修により、各施設自社HPからの予約受付が可能に
・じゃらんnet掲載プランバリエーションが増加
　　　　　　▼
予約受入れのためのインフラ構築が完了
定期的・継続的露出により、湯河原温泉でのしかけをアピール



実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

※２１年度事業（次ページに記載）と併せて追跡調査を実施

・首都圏に近接する温泉地という地の利や、温泉街に比較的多く飲食施設が集積する環
境等を活かして、到着時刻と出発時刻を柔軟に変えられる、利用者にとって自由度の高い
宿泊商品を提供することで、これまで宿泊旅行が難しかったライフスタイルの人々（分散休
等）、仕事等で忙しい年代の人々に対して、新たに旅館での宿泊需要の創出を目指した。
結果としては、前年同期を上回る利用があり、利用者の動向も一定程度把握することがで
きた。
・温泉地が一体となった取り組みを行い、概ね一定の利用があった。今後の事業継続に向
けた改善点も把握されており、実証事業後も継続して取り組んでいこうという意識が醸成さ
れた点と併せて、事業の成果として評価できる。



事業名

「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

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

「今夜は温泉へ帰ろう♪」プロジェクト推進
協議会
【代表団体】
湯河原温泉旅館協同組合

支援額
（千円）

2,000 事業実施期間 平成２１年１０月２０日～２２年２月下旬

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

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。

（２０年度実証事業）　レイトチェックインが可能な、「１泊翌日朝・夕食」「１泊朝食」「素泊ま
り」プランを提供し、平日の宿泊需要を喚起した。

（２１年度実証事業）（参画数、１０～２月の販売実績）
前年度のプラン「１泊翌日朝・夕食」（１９軒、４６人泊）、「１泊朝食」（４０軒、１，０４５人泊）、
「素泊まり」（３２軒、３，６４３人泊）に以下を追加した。
・一人宿泊プラン（３２軒、２，６３４人）　一人宿泊比率が前年度の６．５％から７．７％へ
・朝寝坊プラン（朝の食事時間を１時間遅めに）（９軒）
・さらに、地域内の飲食店も多く加盟する「湯河原温泉観光協会」との連携により、食事バリ
エーションを強化した（お薦めの食事処を広報）。
・旅館組合HPの改修により、各施設自社HPから予約受付が可能になった。また、じゃらん
net掲載プランのバリエーションが増加したことにより、予約受入れのためのインフラ構築は
完了したといえる。

・今後、定期的・継続的な露出により、湯河原温泉でのしかけをアピールしていく。
・昨年度の仕掛けによりマスコミの注目度が高い商品であることがわかった。ニッチではあ
るが需要のあるマーケットなので、湯河原にて利用できることをアピールしベースづくりをし
ていくことが必要。引き続き継続予定。
・１日休みのユーザーに温泉地でのんびり過ごしてもらう、というところに立ち返り、来年度
はチェックインではなくチェックアウトについても湯河原エリアとして仕掛けていきたい（“お
昼(11時～12時）まで旅館でのんびり過ごせる温泉地”など）。



実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

・実績数値：「今夜は温泉へ帰ろう♪」の利用者数、事業収支、新たに展開を始めた宿泊プ
ランの数・利用者数 等
・定性的評価：お客様の反応、地元関係者（特に旅館と飲食店）の意識・広がり、バック
ヤード（勤務シフト）の体制・仕組みづくり
・課題とそれへの取り組み状況

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。



事業名

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

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

朝の魅力向上委員会
【代表団体】
湯本温泉旅館協同組合

支援額
（千円）

2,500 事業実施期間 平成２１年１０月１５日～２２年２月７日

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

・事前のニーズ調査（サンプル数：９３）では、「旅館の外での朝食」「朝をゆっくり過ごす」こ
とへの支持は少なかったが、結果として旅館の外での朝食の評価は総じて高く、湯本温泉
以外の地域資源を活用した朝食、過ごし方とともに、今後誘客の魅力の要素となり得る事
がわかった。
（Ａ）青海島コース：漁港水揚げセリ体験、漁師の朝食（12月20日泊 ７名、1月17日泊 ３３
名）
（Ｂ）俵山コース：農家の朝食（12月22日泊 １９名）
（Ｂ'）俵山コース：自作体験朝食（１月19日泊 １６名）
（Ｃ）湯本コース：住職の朝食（12月21日泊 ４名、１月18日泊 ８名）

①旅館外での産直朝食の提供：　各コースとも朝食自体の評価は高かった。その一方で、
地域の方と来訪者の交流の活性化などが今後の課題である。
②朝の過ごし方、活気、魅力向上：　湯本温泉以外を訪れる２コースについては好評だっ
た。その一方で、 も集客が少なかった湯本コースについては、過ごし方（体験）プログラ
ムなどの参加意向も少なかった。各参加者とも、宿泊日に概ね温泉街自体は周り終え、翌
日は特に滞在する魅力度が乏しいので他所へ出発したようであり、湯本温泉街としてさら
に魅力度が高いプログラムが必要である。また、全参加者の感想にあるように、湯本温泉
街自体の「活気」の演出は大きな課題であり、「産直朝市」「散策コース、ガイド」「旅館以外
の飲食店」などは、空き店舗の活用などの検討も必要である。
③公衆浴場、他施設入浴：　いずれの参加者とも利用意向が低く、特典としての魅力になり
得ていない。
④実商品化に向けて：　オフシーズン中の、しかも休前日を除く設定であり、また広報タイミ
ングも遅くなった中でも、全体で８９名の集客ができた。
今回は補助があったが、これらを考慮して商品収支でみると、集客数が不足である。設定
時期、価格、広報タイミングなど精査が必要である。

①湯本温泉街自体の活気、魅力向上：　湯本温泉街で楽しめる過ごし方（体験）プログラム
の発掘・開発を行い、午後まで楽しめるプログラムを推進したい（特に「散策コース・ガイド」
「産直朝市の定期開設」など優先的に）。
②空き店舗の活用：　農家や魚市場、行政と協議の上、規格外農水産品の販売場、地産
品のテストマーケティングの場として有効活用を検討する。
③周辺地域、資源を活用したプログラムの更なる発掘：　今回の「青海島」「俵山」のプログ
ラムの更なる発掘・開発と、他の地域資源を活用したプログラムを開発し、時期、過ごし方
の多様性を追求する。
④事業者間連携の強化：　参加団体、事業者を拡大して連携を強化し、持続的に活動展開
できる連携組織を検討する。
⑤商品化の検討：　開発したプログラムを組み合わせ、設定時期、価格、集客方法などを
計画立て、収支が合う商品化を検討する。

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。



実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

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。

・実績数値：モニターツアー後に新たに展開を始めた「朝のプログラム」の数・利用者数、滞
在時間の延長 等
・定性的評価：お客様の反応、地元関係者の意識・広がり（空き店舗の活用）、周辺地域へ
の広がり、推進態勢の構築
・課題とそれへの取り組み状況



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

事業名
旅館客室流通効率化・高度
化事業

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

旅館客室流通効率化・高度化事業推進コ
ンソーシアム
【代表団体】
（社）国際観光旅館連盟

支援額
（千円）

9,800 事業実施期間
平成２０年１２月１９日～２１年２月１５日

（５９日間）

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

国際観光旅館連盟（主として本部役員の旅館）の38軒を対象として、需要が落ち込むオフ
シーズン（12～2月）の平日の客室販売の効率化を目指して、全国の旅館が、消費者の潜
在的なニーズをくみ取った宿泊商品をネット上に提供し、販売に取り組んだ。

12月19日にサイト公開。予約は、2月15日まで（年末年始を除く平日の）のべ40日間が対象
4商品：①ミッドナイト・チェックイン、②わがままディナー、③パパいらずステイ、④おためし
泊まり。のべ63軒（1軒平均1.7商品）の参加

・旅館側でも（今回参加していない旅館を含め）継続設定の要望があり、国際観光旅館連
盟としても継続・拡大を目指し検討していきたい。
・今後は「予約率」を高めるための要因追求と対策が課題である。
・「価格の低い（お得な）」商品にページビューが集中したため、ルームチャージなど泊食分
離を原則とした、「良質な低価格商品」もラインナップすべきと思われる。
・予約は比較的、都市近郊（六日町、安房鴨川、伊豆長岡、甲府湯村、和倉、雄琴、皆生、
鹿児島）が多く、今後遠隔地の予約誘導を伴う商品も必要と思われた。

・着時刻や出発時刻、食事の量、同行者等を柔軟に変えられるといった、利用者にとって
自由度の高い商品に対するニーズが、アンケート調査の自由回答からも一定程度把握で
きた。その一方で、受け入れる旅館側には、こうした新たな宿泊商品への取り組みについ
て理解不足の点がみられ、今後の課題となった。
・結果としては、ネット・アンケートの実施によって、こうした宿泊商品に対する、消費者から
の肯定的な意見を多く把握できたものの、参画した旅館が38軒、実際の利用は12件（29
名）に留まり、必ずしも充分に告知され、利用があったとはいえなかった。
・この原因としては、国観連盟の会員施設に対する事業参画の募集から締め切りまでの期
間が短く、 終的には本部役員の施設のみとなったこと、サイトの開設期間が短かった故
にメディアに取り上げられることが少なかったこと等が挙げられる。実際、実証事業終了後
に参画を希望する施設が出たり、取材の依頼が続いたことからも、こうした点が課題として
指摘できる。また、今回のような新たな商品の造成・販売について、経営者には理解が得
られても、現場の販売担当者へはその意義がよく伝わらず、参画に至らなかった場合が
あった点も課題である。

・ユーザーからは圧倒的に「肯定の声」が多かった。「これまでにない」商慣習を変えた商品
であることを評価する声が多く、今後、こうした取り組みを継続すべきことを再認識させられ
た。
・今回の商品は「オフシーズンの客室流通の促進」を目的とし、食事抜きや変則型一泊二
食など、旅館側に現在のオペレーションではできないものも含め応用を強いたため、旅館
側に若干の理解不足が生じた。今後、時間をかけ趣旨を十分に説明のうえ、参加を促すこ
とが肝要と思われた。
・約２ヶ月という短期間であったことを鑑みても、予約１２件では、客室流通の促進に資する
効果を挙げたとは言い難い。予約操作がやや煩雑かつ不便な面があり、また、商品自体
が見慣れないものであったこと等から、ユーザーがサイトだけで予約することに不安があっ
たことも考えられる。



実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

※２１年度事業（次ページに記載）と併せて追跡調査を実施

・消費者の潜在ニーズに訴える多様な宿泊商品を開発するとともに、その商品を広く知って
もらうための情報発信手段の多極化にも取り組むことが必要である。
・商品開発にあたっては、旅館側がどのような条件（客室の利用時間帯、客室提供のタイミ
ング等）であれば参画しやすいのかを、現場の担当者にヒアリングするなど、さらに丁寧な
商品づくりが求められる。実際、今回の実証事業においても、事前に詳細な説明を行った
施設では事業への理解が高まったとのことである。事業の趣旨や新たな商品づくりへの理
解が得られる丁寧な説明、長期的なサイトの開設、メディアを活用した幅広い告知等の取
り組みが求められる。



事業名
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

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

旅館客室流通効率化・高度化事業推進コ
ンソーシアム
【代表団体】
（社）国際観光旅館連盟

支援額
（千円）

8,000 事業実施期間 平成２１年１２月９日～２２年２月８日

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

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。

１．海外での客室流通（海外流通システムの構築）
　①Ｅメール・マーケティング
　②検索エンジン 適化、ＳＥＯ対策
　③ＧＤＳマーケティング
【結果】
　・ＵＮＩＲＥＺ参加旅館：６７軒
　・予約アクセス数：４５件
　・予約成約数：２１件
　・実際に予約をいただいた際に「直接予約ができるのは便利だ」という声が聞かれた。

２．国内での客室流通（料金システムの変更及び複数客室利用のグループ予約の促進）
　商品内容：①こだわり予約、②おまかせグループ予約、③ミッドナイトチェックイン、④お試
し泊まり
【結果】
　・参加旅館：３８軒
　・ページビュー数：約３万、ユーザー数：約２．５万人（トップページ）
　・予約は６件、のべ１５名、「お試し泊まり」が過半数、比較的都市近郊部の旅館

１．海外での客室流通
　・検証期間をさらに延長して一層の検証を図る
　・参加軒数が少ない（選択の幅がない）
　・利用料金について（泊食分離型料金提示の必要性あり）

２．国内での客室流通
　・検証期間をさらに延長して一層の検証を図る
　・参加軒数が少ない
　※今年度は支部ごとに参画施設数の目標を決め、全国で３桁の施設数を集めようと取り
組んだが、達成できなかった。
　・利用料金が現実的ではない旅館もある（やや割高だった）
　・商品内容や設定条件を「斬新かつわかりやすく」見直す必要がある
　※商品ラインナップが増えて商品内容がわかりにくくなった恐れがある。ミッドナイトチェッ
クインなど、地域によっては需要が見込めない商品の設定条件などについても再検討が必
要である。

１．海外での客室流通
　・今後、国観連の費用と責任において、４月以後の継続を検討している。
　・「ＩＴ戦略セミナー」開催の必要性を感じている。

２．国内での客室流通
　・今後、国観連の費用と責任において、４月以後の継続を検討している。
　・継続する場合、少なくとも全国で１００軒以上、かつ首都圏・京阪神近郊の参加が必須
である。
　・「泊食分離」型料金に慣れない旅館に説明会を開催する等、主旨の徹底と市場に合わ
せた料金の柔軟化を図りたい。
　・商品ごとの設定条件の見直しや、利用者ニーズに合わせた再検討が必要で、旅館・利
用者いずれにとっても、斬新かつわかりやすく改善を図りたい。



実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

・実績数値：海外客室流通システム構築の効果（参画施設数、予約成約数）、国内客室流
通システム「宿あそび」サイト構築の効果（ページビュー、同サイト経由の予約状況、新たに
展開を始めた宿泊プランの数・利用者数、参画施設の広がり） 等
・定性的評価：お客様の反応、参画施設の意識（国内外マーケットやＩＴについての理解）
・課題とそれへの取り組み状況

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。



事業名
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

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

地域主導型インバウンド振興コンソーシア
ム
【代表団体】
ＮＰＯ法人グローバルキャンパス

支援額
（千円）

2,419 事業実施期間 平成２１年１０月１５日～２２年２月７日

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

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。

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ＨＰ上に、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）を構築した。

２．事業スキームを検証するモニターツアーの実施（７か国・１６名参加）
　①鉄輪湯けむり散策
　②蒸し湯と砂湯の二湯巡り体験
　③着物（浴衣）に着替えて竹瓦温泉の路地裏散策
　④ 地獄蒸し料理

【結果】　参加者から高い満足が得られたとともに、今後、別府で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へ日本の「温泉」に対する意識調査を行い、提供
プログラムへの評価を確認できた。この結果を踏まえ、別府におけるインバウンド振興の
課題を認識し、各国語による海外への情報発信のコンテンツについて整理できた。

・通訳案内士の団体をコンソーシアムの参加メンバーとすることも検討したが、ヒアリングの
結果、こうした活動には積極的ではないことが判明し、情報を手探りしながら通訳案内士を
探すこととなった。
・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求められている。
・今回構築したマッチング・システムは簡易版であるため、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必
要がある。

・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プ
ラットフォームに、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。
・当該ＨＰ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。
・将来的には、登録した通訳案内士のリストをＨＰ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。海外エージェントおよび個人旅行客の両者にとって使い勝手の良いＨＰ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。



実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

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。

・実績数値：「マッチング・システム」の広がり（参加・登録する観光まちづくりプラットフォー
ム・通訳案内士の数、海外エージェント） 等
・定性的評価：参加する観光まちづくりプラットフォームや登録する通訳案内士の意向、地
域人材発掘・ネットワーク化・マネジメントの取り組み、推進態勢の構築
・課題とそれへの取り組み状況



事業名
宿泊施設予約通知フォーマッ
ト標準化事業

事業推進主体 （株）シーナッツ

支援額
（千円）

630 事業実施期間 平成２０年１０月１０日～２１年２月２７日

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

各旅行会社等は商品造成に特色を出しており、それが予約通知フォーマットに反映されて
いる為、一概にフォーマットを統一することは難しい。それぞれの多様性は残しながら、一
旦受信し、統一的なフォーマットで出力するスイッチャーの必要性が出てくる。

今回の実証事業に於いて、「SNT Xml」の採用を宿泊施設・PMSベンダーが一体となって実
施していくことが、現状の課題を解決する１つの方法になり得るとある程度まで確認でき
た。
業界内で広く普及するフォーマットを業界標準として認可し、業界として後押しすることで、
各プレイヤーが検討・普及を進めていくよりも早く広めていくことは可能かもしれない。それ
ができれば、予約情報の低労力・高精度での取り込みが可能になることによって、宿泊施
設の収益・業務構造の改善、ひいては業界全体のコスト構造の改善や品質・信用向上に
つなげられるかもしれない。
また、「SNT Xml」フォーマットでの予約情報が取込可能になることで、宿泊施設側でのイン
バウンド販売実施における業務的な大きな障壁の１つが解消されると考えられる。

［宿泊施設での予約通知処理業務の課題］
①各販売チャネルによって、通知情報の種類にばらつきがある
② も普及している2048byteフォーマットでは、データ量・質が不十分
③手作業が多いので、ミスが起こりやすい
④「SNT Xml」導入の初期コスト＆導入のきっかけがない

「SNT Xml」フォーマットへのバージョンアップによって、主に下記の点が解消されることを想
定し、結果として上記①～③の課題の解消がみられるのではないか、という仮説に基づ
き、ヒアリングの実施と検証を行った。
＜「SNT Xml」導入で解消されると想定したポイント＞
■  2048byte→SNT Xmlへのバージョンアップによる、飛躍的な項目数の増加
■　固定長フォーマットからXmlの構造的なデータフォーマットへの変更による、１予約あた
りの情報量の増加（例：泊・部屋毎の複数の料金の出力が可能になったり、各部屋毎の宿
泊者情報の出力が可能に）
■　連泊情報が出力可能
■　「TravelXml」をベースに項目定義が正確にされており、項目取込の精度が高い
（■  予約変更通知・予約取消通知の取込の対応 ）

［課題に対する考察］
ヒアリングを実施した各モデル施設については、概して①～③の課題については劇的な解
決がみられた。
例えば東急ホテルズに於いては、手作業による対予約修正業務はほぼ必要なくなり、各予
約のチェックを業務として実施すればよい、という状況に改善された。また、近鉄ホテルズ
においても、同様にプリントアウトされた予約通知をPMSへ手入力する時間短縮・確実性が
あがり格段に効率化されたのと、正確な情報がスピーディにPMSにデータ移行するため、
本部マーケティング部においても、部屋在庫の稼働状況、売上予測、宿泊単価調整などレ
ベニューマネージメントにも貢献している。
但し、一部旅行会社・インターネット予約サイトによっては、姓名項目分離、男女区分、連泊
予約の明細など、まだ出力項目に差異があり、完全に予約処理業務がシームレスに連動
しているとも言い難い面はあり、その部分について旅行会社・インターネット予約サイトへ
の働き掛けを含めて、まだ課題が残っている状態である。

＜「SNT Xml」導入による、宿泊施設の経済効率向上のポイント＞
ⅰ）必要となる手作業（登録・修正作業）の削減による予約情報処理業務の負荷の軽減
ⅱ）業務効率向上による無駄な人件費の圧縮、及び、手作業に対して必要となる関連コス
ト（出力用紙代等）の削減による経済合理性の向上
ⅲ）取り込まれた予約情報の精度向上による、オーバーブッキング等を初めとした、宿泊者
とのトラブル等の軽減
ⅳ）予約情報処理業務の負荷の軽減及び精度向上による、販売チャンスの増大



実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

・宿泊産業と旅行産業の間にある情報流通に関する課題（データ処理が煩雑）を解決し、
予約手配業務の効率化を図るためには、データ形式を両システムに共通のものとすること
が重要であるとの認識の下、宿泊施設の予約通知フォーマットに関する業界標準の確立を
ねらいとしている。その検証のために、Xmlフォーマットの導入施設と未導入施設の双方へ
のヒアリングと検討を行った。
・その結果については、事業の前提としている「予約通知情報の標準化」の意義は明らか
であるため、この事業自体への取り組みは良いが、標準化実現のための解決策として提
案されたのが、シーナッツの「自社製品の導入」のみであったことから、検証結果はやや説
得力に欠けるものとなった。
・「予約通知情報の標準化」については、今後のインバウンドの推進にも影響する問題であ
ることから、推進協議会委員からは、今一度その意義や導入の進め方について議論すべ
きではないかという意見が出された。
・旅館の１室利用人数の少人数化や泊食分離など宿泊形態の多様化によって、「１泊２食
販売」を標準とする既存のシステムではデータ処理に煩雑さが生じている。こうしたことか
ら、生産性向上のためには、今後期待される新たな宿泊形態にも柔軟に対応できる予約
管理・業務処理システムの開発が求められる。

・実績数値：「SNT Xml」のその後の導入状況 等
・定性的評価：「SNT Xml」を導入した施設の反応、インバウンド販売をめぐる現状 等
・課題とそれへの取り組み状況



事業名
「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

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

「北海道ランドオペレーター協議会（仮
称）」設立準備委員会
【代表団体】
（株）ＨＫワークス

支援額
（千円）

2,000 事業実施期間 平成２１年１１月３日～２２年２月１３日

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

１．北海道ランドオペレーター協議会地区説明会の開催（日時、参加者数）と協議会設立に
向けた検討
　①旭川（１２／１１、４４名）　②小樽（１２／１２、３９名）
　③函館（１／１７、５１名）　　④札幌（１／１７、６３名）

・各説明会で出された意見を踏まえ、今後の協議会のミッション・事業内容を決定した。
　①地元体験事業者等が主体的に情報発信できる場を提供する（発信する）
　②地元の観光資源の発掘、商品化・事業化に対する支援（磨く）
　③全道ネットワーク化による新たな観光商品の開発（創る）
　④全国・全世界へのプロモーション活動（売る）

・必要な運営費とその捻出方法
［必要経費］
　・ＨＰの維持管理費
　・旅費・交通費（資源発掘・事業化、勉強会、会員との交流）
　・フォーラム・勉強会開催における講師謝金・会場費
　・事務局人件費　等
［捻出方法］
　・会員から年会費として１万円
　・各地区２０名×４地区×１万円＝８０万円の運営費を見込む。
　・会員向けオリジナル保険を開発し、一部上乗せして収入とする。
　・行政のモデル事業等に積極的に応募し、活動経費を確保する。

２．本協議会活動のプロモーションとしてのＨＰの開設
　メディア関係者からの反響もあり、新聞記事掲載、雑誌社による取材等を受け当協議会
の活動が全国的に発信された（セッション数：３３１、ユニークユーザー数：１７９、うち５９が
北海道、期間：１２／１１～２／１２）。

【協議会の設立に向けて（１年目）】
・道東地区、道北地区の地元旅行会社に対して参画を依頼し、各地区で説明会を開催。北
海道全域を網羅する体制を構築する。
・説明会参加者に呼びかけ、協議会の設立総会を札幌にて開催する。
・事業内容を踏まえた協議会規約を作成し、説明会参加者に対して会員募集をする。
・各幹事会社は、当面ボランティアとして活動する部分が多くなるが、観光庁、国土交通
省、経済産業省及び地方自治体のモデル事業に積極的に応募し、可能な限り運営経費が
確保できるように努める。

【事業活動の実施（１年目～３年程度）】
・情報発信及び消費者から直接受注が可能なＨＰの立ち上げ
・観光商品開発及び観光資源発掘・人材育成
・受付・相談窓口の設置（特に外国語対応）
・プロモーション活動（大手エージェント、(社)北海道観光振興機構との連携、将来的にはイ
ンバウンド）

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。



実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

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、 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。

・実績数値：協議会の広がり（会員数、地域・業種の広がり）、協議会ホームページのペー
ジビュー、協議会として開発した旅行商品の数 等
・定性的評価：協議会運営に対する会員の意向 等
・課題（運営費の捻出等）とそれへの取り組み状況



事業名
旅館業の地域協働による生
産性向上・業態開発事業

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

生産性向上・業態開発コンソーシアム
【代表団体】
（社）四万温泉協会

支援額
（千円）

3,000 事業実施期間 平成２１年１０月１６日～２２年２月１９日

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

・継続的な地域ブランドＰＲ活動の実施： 　四万温泉直行バス企画は引き続き、“全宿レイト
チェックアウトの温泉地”を謳って継続的に実施する。
・布団上げをしないサービス：　原則行なわないことに変更し、効率と品質向上を図ること
で、客室清掃の生産性向上を総合的に図っていく。
・外食ブランチの具体的な展開：　外食ブランチは小規模旅館に有効であることから、経営
者の意識改革を行っていく。外食ブランチが発展すれば、朝食メニューとして豊富な品揃え
ができるため、朝ゆっくり起きてのんびり過ごしたい顧客へのサービス向上として宣伝活動
が充実することが期待できる。

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。

１．レイトチェックアウトの需要調査（３軒のサンプリング調査）
　・旅館が定めるチェックアウト（Ｃ/Ｏ）時間と顧客行動（Ｃ/Ｏ時刻度数）の関係を探った。
　・結果として、レイトＣ/Ｏ（１０時以降）は、顧客のＣ/Ｏが集中することによる精算業務の
混乱を回避することにつながり、フロント部門の業務負担軽減策にもつながることから、人
的コスト削減も見込めると思われる。

２．客室清掃改善によるレイトチェックアウトの実現
　・レイトＣ/Ｏに踏み切れない 大要因は、客室清掃が間に合わないことであるため、客室
清掃の作業プロセスおよびスタッフの役割分担を改善し、Ｃ/Ｏ時間を延長しても清掃作業
に負担がかからず、かつ当日の受け入れに支障をきたすことのないように、作業プロセス
改善の方向性（品質と効率の向上）を明らかにした。

３．ブランチメニュー開発・試食会の開催（温泉街の飲食店との協働事業）

４．四万温泉直行バス企画「全宿レイトチェックアウトの温泉地」の募集
　・１１月１日～３月３１日
　・東京駅～四万温泉　往復バス運賃　５，０００円
　・宿泊プラン利用客数（１月）　３３０名 （前年同月２４４名、３５.２％増）
　・直行バス利用客数（１月）　２，３８６名 （前年同月２，０３７名、１７.１％増）
　・レイトＣ/Ｏ利用客の満足度：　顧客満足度は旅館商品全体の結果であるため、レイトＣ/
Ｏの影響度合いを測ることはできないが、｢期待以上｣２５.０％、「期待どおり」５５.０％の好
結果が得られた。



実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

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。

・実績数値：客室清掃改善への取り組み施設数（温泉地内での意識共有・広がり）、ブラン
チメニュー提供飲食店の数 等
・定性的評価：レイトチェックアウトに対するお客様の反応、客室清掃改善に関するマニュア
ルの作成など事業推進の取り組み 等
・課題とそれへの取り組み状況



事業名
大人の滞在体験型観光シス
テム構築事業

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

大人の滞在体験型観光システム構築推進
委員会
【代表団体】
（株）庵

支援額
（千円）

1,000 事業実施期間
平成２０年１２月３日～２１年２月２５日

(一部システム運行)８４日間

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

・当システムの一部である自動予約処理システムにより、現在までに予約処理作業の効率
向上など、宿泊全般に関わる作業効率の成果が確実に現れている。
・今後は予約・顧客管理などの宿泊全般業務に対する機能向上に向けたシステム開発を
進め、従業員やパートの勤怠や宿泊施設の清掃要員の管理など、社内オペレーション管
理機能を兼ね備えたシステム開発・構築を進めていく。
・当システムの一部を除く開発の遅れについては、システム開発会社との大きな課題材料
となり、当システムを今後コンソーシアムへ導入を進める中では当該課題をクリアしなけれ
ばならない。

Ａ）複雑な料金体系に則したシステム構築
a) 古民家・町家ステイ
古民家・町家ステイは、画一的な部屋・間取りではないため、料金体系が複雑となる。ま
た、入門編的な価格設定の民家から、茅葺古民家、海外富裕層向けのグレイド感の高い
民家まで多様な価格設定が必要。
b) 食事予約
泊食分離なので、飲食施設等の手配を行う（直営の古民家レストラン・カフェ、地域の飲食
施設の紹介・手配、各体験プログラム付随の朝・昼・夕食の手配）。
c) 体験プログラム＋着地型ツアー予約
地域の伝統産業（農林水産業を含む）・伝統文化・民俗・自然体験、ガイドツアーなどの予
約を行う。
Ｂ）各種変更に対応し易い設計
滞在予約後、直ちに予約金として滞在費用全額を前金として入金する仕組み。
予約の変更等に対しては、予約人員の変更、日程の変更にも自動的に対応でき、追加料
金収受、料金返還なども容易に実行可能なものとする。これは、前金収受をしない食事予
約及び体験プログラムにも連動するシステムとする。
Ｃ）リピーター優先の設計：優先予約、グレイドアップ等

<申込の延べ組数>
・ 日本人　１４３組
・ 外国人　　２６組　　　　　　　　合計組数　１６９組

<申込の延べ宿泊>
・ 日本人　１６２泊
・ 外国人　　７１泊　　　　　　　　合計宿泊数　２３３泊

<売上金額>
・ 日本人　7,993,220円
・ 外国人　3,104,000円　　　　　合計金額　11,097,220円

・自動返信システムにより受付完了などの情報が瞬時に返信され、誤送信などのヒューマ
ンエラーの回避および予約作業の軽減化が図れた。
・コンソーシアムへのシステム導入については、(株)庵においてテスト運営後、来年度末に
「おぢか観光まちづくり協議会」および「五條市観光まちづくり協議会」、再来年度末に「東
祖谷平家落人伝説歴史まちづくり実行委員会」での段階的な導入を予定。



今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

１．初期段階では、現在稼働中の(株)庵が実証テスト運営を行い、現場と実務に適した内
容に改善を進めながら、段階的にコンソーシアムへの導入を進める。
２．その後、コンソーシアムからのヒアリングを重ね、その地域や観光スタイルに適応する
システム構築を目指し、時代変化にも対応できる新しい独自の受入れシステムの構築を
図っていく。
３．このシステムを基盤に旅行会社と提携し、「大人の滞在体験型観光」という新たな旅行
スタイルを提供していく。
４．旅行会社へのヒアリングを実施し、「大人の滞在体験型観光」の販売を希望する旅行会
社が、ＷＥＢから顧客同様に予約でき、決裁関係も含め旅行関係との契約状況に応じたア
クションが取れるシステムを今後開発するための情報収集を行う。
［課題］
１． 各コンソーシアムの地域でシステム障害や不具合が生じた場合、迅速に対応できる
バックアップ体制の確保
２． システムの開発および運行までに要する時間の事前把握

・実績数値：システムの開発状況、コンソーシアム参加組織への導入状況、生産性向上の
効果（時間・要員の低減） 等
・定性的評価：導入した参加組織の反応（成功点、改善点）、システム導入による新たな宿
泊プランの開発状況 等
・課題とそれへの取り組み状況

・宿泊・食事・体験プログラムといった一連の宿泊商品の予約と、従業員・パートの勤務シ
フトや清掃人員といった社内の管理オペレーションが連動することで、予約・管理業務に関
する時間と要員を合理化できるシステムを目指した。こうしたシステムは、特に小規模な宿
泊施設単独では導入が難しいため、共同化によって運営業務の生産性向上が期待され
た。
・しかしながら、今回の実証事業では、システム開発の遅れから上記システムの全体像は
実現せず、一部機能である自動予約処理システムの導入により、予約処理作業の効率化
が確認されたに留まった。
・宿泊に関わる予約業務と社内オペレーション管理業務へシステムを導入することで生産
性を高めることで、これによって生まれた時間・要員等を用いて、新たな需要を生み出すよ
うな宿泊商品の魅力づくりをさらに進め、「多様で新しい旅のスタイル」を消費者に向けて
積極的に発信・提案していくことも求められる。



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

事業名
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

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

別府市外国人旅行者受入協議会

支援額
（千円）

2,500 事業実施期間 平成２１年１０月１５日～２２年２月１９日

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

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。

１．情報収集の為のアンケート調査の実施
２．ウェブを活用した滞在支援サービスのモデル開発および実証
　①ブログサービスを活用した地域情報の提供
　②Twitterサービスを活用した観光案内窓口とFAQ機能
　③データベースによる宿泊施設提供、予約仲介サービス
３．地元宿泊施設の巻き込みと連携体制の構築

【成果と反省】
■お客様を地域として受け入れていく体制ができた
・平成２２年１月１５日～２月１０日で延べ４１人泊の宿泊紹介ができた。
・参画施設内でお客様をやりとりし、これまでだったら他の地域に流れていたお客様を、こ
の体制構築によって別府につなぎとめたケースもみられた。
・実際の利用者からもサイトの使い勝手や、宿泊施設が多くの中から選べること、簡単に
フォームで問い合わせや予約ができる点が好評だった。
・新聞報道もあり、新規に参加を希望する施設も何軒か出てきており、事業の拡大が期待
できる。
・ウェブサイトのアクセス数（解析期間：２/９～２/２３）：トップページへのセッション：５２７、
ページビュー：３,９８３、Twitterからのセッション：１０３
■新たに外国人個人旅行者を受け入れる施設が増えた
・サポート体制を構築することで、新たに受入れを始めた施設が４軒確保できた。また、こ
れまでファックスでのみ受け付けていた施設（１軒）がメールによる仲介サービスの存在を
知り、参加するようになった。
■協議会、各関係者との連携強化
・アンケート、ウェブサイト構築に若干の遅れがあり、運用開始が当初の計画から少し遅れ
た。今後は各関係者がより連携して役割を担う必要である。
■知名度の向上とシステムの改善
・本システムの知名度向上と利用者を増加させ、持続可能な事業にするためにも、Twitter
機能や予約システムを改善することが必要である。

・次年度は引き続き、現在のTwitter管理者が管理する。活動費は参画施設からの会費で
賄う（目安は事業への参加５千円、翻訳希望５千円等、約８万円程度の収入を確保）。
①ＰＲ力の強化と知名度の向上：　外国人旅行者向けのガイドブックには必ず本ウェブサイ
トのＵＲＬを記載してもらう、ブログでのレポートで大分県下の観光地への日帰り旅行といっ
たテーマで情報発信、Twitter機能も活かして秘湯めぐりツアーの実施といった、多彩な情
報発信を持続的に行うことでサイトの集客力を高めていく。
②受け入れ環境の整備：　各関係者の連携強化のための交流会等の定期的な実施、今回
育成した担当者を中心に参画施設周辺の地図や、多言語でのおもてなし環境を向上させ
るツールの整備などに取り組む。
③各地の次世代の担い手育成：　全国で本事業を広げるにあたり、各地の若手リーダーを
募って講演会や勉強会を行い、外国人旅行者に関する知識や受入体制について議論を行
う。また、各地特有の文化や歴史を再認識して、訪日外国人旅行者の増加に寄与する。



実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

・実績数値：利用者数、事業収支、システムへの参加施設・組織数（温泉地内、国内外での
広がり） 等
・定性的評価：お客様の反応、参加施設・組織の意向 等
・課題とそれへの取り組み状況

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い他の地域でも採用でき
るものと考えられる。



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

事業名
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

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

Nippon Accommodations
ＣＳ調査委員会
【代表団体】
（株）滝の湯

支援額
（千円）

5,950 事業実施期間 平成２１年１０月１５日～２２年２月２８日

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

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。

・４０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、顧客プロ
フィールや顧客満足度、顧客評価と自己評価とのギャップ等について分析を行った。
・ＥＣＳ調査の結果を踏まえた「宿泊経営プロセスイノベーション」（調査結果を相互に開示・
啓発して経営プロセスを革新）として、複数の施設間で比較・検討のための会議を行った。

・参加施設数が、当初掲げた６０施設に及ばず４０施設と少なくなったため、相互啓発型イ
ノベーションの成果は充分ではない。

・今後参加したいという施設も出てきた。ＥＣＳに取り組む施設の拡大に努めて継続的に取
り組み､共通ブランドの確立に繋げたい。
・品質向上委員会において、ＥＣＳへの理解力を高めるため、分析方法の学習や、ＥＣＳと
ＶＥ技法を用いた体系的・科学的な利益改善活動に取り組む。
・協同メディアを発行する。

・実績数値：ＥＣＳ調査への参加施設数（地域的な広がり）、「宿泊経営プロセスイノベーショ
ン会議」の開催 等
・定性的評価：参加施設の意向、取り組みの効果（理解促進、意識の醸成） 等
・課題とそれへの取り組み状況

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。



事業名
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

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

（有）一の宿倶楽部

支援額
（千円）

5,271 事業実施期間 平成２１年１０月１５日～２２年２月１９日

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

・出向参加：４３人、９軒
・出向受入：４３人、１２軒
・コミュニティサイト利用実績（アクセス数）：１２～２月　５，４８２
・一の宿ブランドの強化にも繋がった。
a.出向者：　スタッフ同士のコミュニケーションの取り方などを学び、施設ごとのお客様に向
き合う姿勢やその基となる職場の雰囲気、社員の向上心やおもてなしの心を直接肌で感じ
ることで、意識の変化があった。
b.一般従業員：　お互いが仲間でありライバルであるが、受け入れる側も悪くいわれないよ
う、またよりよい経験を提供できるように努めることで、仕事に対する意識やモチベーション
が高まった。
c.お客様：　出向者が担当したお客様より、「また次回もお願いしたい」と褒められる事例も
あった。今後顧客が施設間を巡るという動向の変化やアンケート評価の反応が期待され
る。
d.オーナー：　出向者から吸収するところも大きく、「愛社精神を教えてもらった」「自館従業
員のモチベーションを上げる起爆剤となった」という感謝の気持ちも聞かれた。

・今後も今回の「出向」「集合研修」「コミュニティサイト」の事業を継続し、このような人材教
育におけるスキルアップと連携を軸に、感動発信できる組織となるよう、新たな試みを随時
行っていきたい。

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。

・当初５日間が基本だったが、シフト調整の難航により３日間に変更した。　⇒施設ごとに異
なる繁忙期に、オンオフを利用したフォロー的要素を含む新たな展開の出向を検討してい
る。
・事務局からの連絡がうまくいかないケースがあった。　⇒今回有効だったファックスを活用
して改善を図りたい。
・食費についての規定を設けなかった。　⇒迎える側として気を遣うとの意見に配慮し、新
たな規定を検討したい。
・出向受け入れの統一的な態勢基準がなかったため、施設や担当者によって対応が異な
り、教育効果の違いが発生した。また、ランキング上位の施設に出向希望が集中した。　⇒
施設の個性はあっても同等の効果が得られるように、受け入れの基準を整えていきたい。
・送り出す宿主の姿勢や声掛けの内容で、参加者の出向に臨む視点や心構えが異なり、
感受の違いの部分で教育効果にも違いが発生した。　⇒出向者への事前フォローについ
ても代表者間で共有するために意見交換を行う。



実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

・実績数値：研修事業への参加者数・施設数（従業員の層・地域的な広がり）、開催日数 等
・定性的評価：研修による旅館経営への効果（従業員の専門的理解の促進、意識の醸成、
「一の宿倶楽部」ブランドの強化） 等
・課題とそれへの取り組み状況

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。



モデル５：面的再生への取り組み推進

事業名
温泉街における低未利用空
間の一体的活用推進事業

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

会津東山温泉街づくり推進プロジェクト
【代表団体】
（株）くつろぎ宿

支援額
（千円）

3,500 事業実施期間 平成２１年１０月１５日～２２年２月１９日

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

１．東山温泉託児所の設置
　有能な従業員の確保、温泉街における雇用確保という点から検討を始め、ニーズ調査と
委託先の選定を行い開設した。対象は、従業員と宿泊客の子ども（０～６歳児）、時間帯は
１４：３０～２１：３０。
【結果】　利用者数はまだ少ないが、利用者からは職場に近い場所に子供を預けられること
への満足度は非常に高い。

２．長期滞在ルームの公開
　低利用、未使用の客室の活用を目指し、既存の施設・サービスを活かしながら、二地域
居住や田舎暮らしを意識した新たなビジネスモデルを模索するために取り組んだ。
【結果】　二地域居住に関心のある層へのアンケート調査等により、こうした施設への関心
の高さを把握した。また施設の公開により関係者から意見の聴取を行う。

３．東山カフェの開設
　まち歩きを誘発できる施設として空き店舗を活用してカフェを開設した。２月上旬～３月末
までの金・土・日、１５：００～１８：００に営業。
【結果】　東山温泉名物である水羊羹をアレンジしたスイーツや飲み物を提供する。地元の
水羊羹店の若い娘が出店したことが、地元にとって大きな刺激となった。

今回の反省点や課題を受けて、未利用空間の活用に向けた行政（行政支援や法的整
備）、民間のファンド（資金面での協力）、地域住民（住民意識の改新）、各種関係団体が連
携を図る協議会の設立などが考えられる。

・託児施設：　東山温泉で安心して働けることへの各事業所の真摯な取り組みに期待した
い。
・長期滞在ルーム：　今後湯治コミュニティー形成への布石を打ち出し、地域連携のなかで
二地域居住や田舎暮らしにも対応できるプログラムを作成・実行していく。
・空き店舗活用：　単独の店舗だけでなく、未利用施設の一部を利用した路面店、インショッ
プ型の店舗（旅館の中、テナントミックス）へも広げ、起業サポートを充実させる。資金面で
もファンド的なサポートも模索したい。

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。

・実質的な部分（設置場所、改装の仕方、備品確保等）の検討に時間がかかり、周知やプ
ロモーションの時間がとれなかった。
・託児施設：　対象者である従業員の利便だけでなく、職場としての事業所が福利厚生や
雇用確保から検討すべき事項が検討されないままであった。その検討によって事業継続が
期待できよう。想定した利用人数が予想より下回ったのは、委託事業所の選定や条件整
備の遅れ、そして従業員への周知が徹底せず、事業の有意性が理解されなかったためだ
ろう。
・長期滞在ルーム：　事業的にはまだ入り口の段階である。今後、湯治に対するプランづく
り、ソフトづくりが必要であり、二地域居住も見据えた形で行政、各種団体等、様々な主体
との検討が重要である。
・空き店舗活用：空き店舗活用についてのノウハウは模索できた。今後は、東山における
ニーズから起業サポートのプログラムをどのように設定していくかが課題となる。



実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

・実績数値：それぞれの施設の利用者数、事業収支 等
・定性的評価：お客様・利用者の反応、新たなハード整備の状況、温泉地内・外での広が
り、推進態勢の構築（協議会の設立） 等
・課題とそれへの取り組み状況

　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。



事業名
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

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

北志賀竜王高原事業再生コンソーシアム
【代表団体】
竜王ホテル＆リゾート（株）

支援額
（千円）

4,240 事業実施期間 平成２１年１０月３日～２２年２月１９日

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

１．竜王ホテル＆リゾートのホームページ作成
２．サービス向上マニュアル作成
３．竜王ホテル＆リゾート共同開発商品　（トマトケチャップ）
４．キャンドルライトアップ
５．英語研修

【結果】
・経営者・従業員に対するアンケート及びヒアリングの結果、今後の経営・運営に対する意
欲が多く聞かれた。ただ同時に、情報が十分に従業員などに伝わっていないため、不安の
声も多数寄せられた。
・経営者からは、「今度こそ失敗することはできない」「専門家の知識を十分に取り入れ、本
事業後も学んでいきたい」などの意見があった。
・従業員は今まで経験したことがない、研修・教育を受けたことによって向上心が生まれ、
新しい取り組みに好奇心を持っている意見があった。ただし、再生という言葉に非常に不
安感を募らせている。今後はこの不安感を取り除くよう、経営者・運営専門家による対象施
設での説明を引き続き行っていく必要がある。
・今回は、会議・商品開発立案などで時間を要し、実証期間が短期間であったため、明らか
な成果を数値化することができないが、経営者・従業員の交流・意見交換などを行うことに
より、お互いに少しでも歩み寄れたことが本事業での主な成果となった。
【反省】
・長年同地域におけるライバルであった３館は、全体会議を行う前に各館単独で打ち合わ
せが必要であり、想定以上に時間を要した。ただし１０回という少ない会議数ではあった
が、３館ともに少し歩み寄っているように感じられた。
・実証事業期間がピークに当たるウィンターシーズンであったため、会議・検証などの作業
に必要以上に時間を要した。

・各館担当者に本事業に対する所感をヒアリングした結果、３館での「共同事業再生」はあ
くまでも本事業期間内の一時的な繋がりと考える傾向があり、お互いに協力し合うことに
よってシナジー効果による売り上げ増大、生産性向上などのプラスの面を考える意識はと
ても低いことが分かった。
・人間関係を形成していくには時間がかかると強く感じた。今後もより多くの従業員とコミュ
ニケーションをとり、地域活性・発展のために努力をしていきたい。
・現時点では、それぞれ個性のある３館において全館が賛同できるプロジェクトは少ない
が、本事業で取り組んだ共同商品開発、竜王ホテル＆リゾートＨＰ開発、言語・サービス研
修などによる売り上げ向上を徐々に進めていくことで、経営者に対しての意識改革の浸透
を進めていきたい。

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。



実証事業
終了時の

事務局評価

本事業のイノ
ベーション的
要素・観点

（評価ポイント）

追跡調査の
調査項目

（個別評価）

導き出された
ビジネス
モデル

・実績数値：ホームページのページビュー、事業収支 等
・定性的評価：新たな取り組み状況とそれに対するお客様の反応、３館の従業員の意識の
変化 等
・課題とそれへの取り組み状況

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。



事業名

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

事業推進主体
（コンソーシアム
の場合は代表団
体と参加団体）

湯涌温泉にぎわい創出プロジェクト実行委
員会
【代表団体】
（株）秀峰閣

支援額
（千円）

2,000 事業実施期間 平成２１年１０月初旬～２２年２月１２日

事業の概要
（具体的な

内容）

事業の結果
（利用者数、
販売額等の
実績データ、
利用者からの

評価　等）

推進主体の
自己評価（成

果と反省）

今後の展開
（一般事業化
に際しての課

題）

・今後は「４館の取り組み」から「湯涌温泉の一体再生」へと繋げていく。

①囲炉裏・セイロ本稼動：　今後、金融機関、メディアを対象とした招待会を順次開催し、４
月中旬の本稼動に向けて準備を進める。
②売店：　各館、日本の伝統的な商品や地元産品を取り揃え、宿泊単価に応じた売店へと
再構築し、店舗レイアウトも購買意欲が湧くレイアウトへと転換する。
③喫茶：　秀峰閣はスイーツを提供する「カフェ」へ、湯の出旅館は抹茶と和菓子を提供す
る「茶寮」へと、両館それぞれに特色を持たせることで、金沢市内や県外より飲食を楽しみ
に訪問する施設へと転換する。
④バー：　秀峰閣のカラオケスナックを和のバーの雰囲気へと転換する。そして、金沢市内
のバーと同レベルの価値を持たせ、他旅館の宿泊客や外来客へも開放し、温泉地としての
連携を図る。
⑤物販：　「あんやと市」をグレードアップし、戸田屋の駐車場やロビーにて朝市・夕市など
を計画する。

【主な取り組み：囲炉裏形式の食事・セイロ形式の食事への取り組み】
　・九州視察：　現地の旅館の調理場を借りて、そこの調理長と共に囲炉裏・セイロの料理
開発を行い、従業員に試食していただき意見をもらった。
　・囲炉裏・セイロの招待会の開催：　課題を改善したうえで地元のお客様を招待して、実際
に体験していただいた（１５人、囲炉裏１０人、セイロ５人）。アンケート結果からは、全般的
に皆さんに受け入れていただいたと手応えを感じるとともに、湯涌温泉に新しい食事が誕
生した事をご理解いただけたと思われる。具体的な改善点としては、料理の見直し（不人
気料理の代案、量、食べやすい盛付）、囲炉裏・セイロに合った接客方法への切替（会席料
理との違い）、料理提供時間の短縮などが挙げられる。

【その他の取り組み】
・湯涌温泉の９軒の旅館の中で、先陣をきって４館が合同再生に挑むという全国でも稀な
例である。
・ 初は全経営者が決算書を持ち寄り、それを開示、預金通帳も一本化し、金融債務保証
人は自己破産も辞さない覚悟で集まったが、その意識とは裏腹にそれぞれの館の都合に
よる方向性の相違など問題点は山ほどあった。
・しかし、それでも根気よく話し合いを続けることで、少しずつではあるがお互いに歩み寄
り、小規模でも合同で「あんやと市」などを開催できるようになった。
・また、他の５軒に対してもこの合同再生に理解と参加を求めるべく、合同説明会や意見交
換会を開催した。未だ大きな結果は出せていないものの、他施設の経営者も「事業再生」
や「エリアの一体再生」に興味を持ち始めるまでに至っている。

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。
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・実績数値：事業収支 等
・定性的評価：新たな取り組み状況とそれに対するお客様の反応、４館の意識の深化、地
元・金融機関との関係（取り組みの広がり） 等
・課題とそれへの取り組み状況

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。


