
資料３－１

観光立国推進ラウンドテーブル

開催結果報告開催結果報告

開催概要

開催目的 経済界・観光業界のリーダー・成功者や有識者を集め、
観光産業の重要な課題と将来について自由闊達に議論し

開催日時 2012年2月21日（火）15 00 17 40

それを世の中に広く公開することで、
観光産業に対する理解を深めプレゼンスを向上させる。

開催日時 2012年2月21日（火）15：00～17：40

開催場所 東京ビッグサイト会議棟6階

会議参加者数 180名（登壇者・事務局関係者含む）

U t 視聴者数 名Ustream視聴者数 443名（会議終了時点）

twitter投稿件数 225件（会議終了時点）

※会議終了後、再放送に切替え（累計800名を超える視聴）

従来の傍聴や報道公開に加え、当会議全体を動画中継サービスのUstreamを通じて
リアルタイム配信するとともに、同画面内にtwitter・Facebook等各種SNSからの投稿を可能
にすることで、Webを通しての情報開示・伝播も試みた。



傍聴参加者の属性

１)年齢 3）性別
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◆ 年代は40代が も多く40%、次に60代が18%、50代が16%と続いた。

課長 課長
補佐級 14%

◆ 役職も年代に呼応して部長・次長級が25%で も多く、次いで役員と教授・准教
授がそれぞれ18%、課長・課長補佐級が14%と続き、ターゲットとした中堅層以
上が全体の4分の3を占めた上が全体の4分の3を占めた。

◆ 性別は男性が圧倒的に多かった。

傍聴参加者の属性

4）業種

運輸 交通業 旅館ホ 業 教育機関 大学 専 旅行業 他
観光関連

シンクタンク4%
その他観光業3%

運輸・交通業
15%

旅館ホテル業
14%

教育機関（大学・専門）
13%

旅行業
8%

その他
32%

観光関連
公益法人

11%

金融・保険業1%
公務員1%

その他＝学生・百貨店・
メディア・出版等

公務員1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

◆ 観光関連業種の参加者が半数以上を占めるも、各業種から参加
者が集まった。



傍聴のきっかけ、総合的な評価
5）当会議を知ったきっかけ5）当会議を知ったきっかけ
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6）総合的な評価

◆ 5段階評価の「4」以上が８割にのぼり、
2　あまり良くな

い

2%

1良くない
0% ◆ 段階評価 」以 割 り、

全体として高評価であった。

◆ 一方で

「「登壇者が順番に意見を述べるだけでなく

2%
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「「登壇者が順番に意見を述べるだけでなく、
自由な議論を展開してほしかった」」

「議論の時間が短い」 との声あり4　良い
59%

登壇者からの主な意見
•サービス産業が生産性を上げられる仕組みづくりが必要

•製造業を基準として整備された休暇環境や労務関連法体系などを、サービス産業の

実態に合ったものに見直すべき実態に合ったものに見直すべき

•人材育成は、観光産業にとって 大の設備投資であり、１つの企業だけでなく

業界全体で取り組むべき

•観光産業に求められる人材は、グローバルな視点を持つ人、価値を再構築できる

能力を持つ人

•融資の際に 終的に見るのは経営者そのもの、老舗を守っているだけの経営者融資の際に 終的に見るのは経営者そのもの、老舗を守っているだけの経営者

には融資できないと判断するしかない

•今後伸びる会社は戦略とリーダーシップを持った経営トップがいる会社であり、

トップそのものを育てる必要があるトップそのものを育てる必要がある

•観光産業は非常に裾野が広い産業だが、

広すぎることが仇となり、どの企業や分野が
観光産業のリーダーシップを取るのかが、
はっきり見えなくなっているのではないか

•観光産業を強い産業にしていくためには、

しばらくは政策的な支援が必要



投稿された主なコメント（投稿順）①
• 旅行消費額をみると、インバウンドは4.6％。まだまだこれからですね。

• インバウンドは人数目標だけではなく、満足度も目標に入っているそうです。

• 休暇の促進。オーストラリアでは「No Leave, No Life」という休暇取得推進キャンペーンをおこなっています。

• 観光関係の教育分野の国際比較。中国・韓国・台湾に比べて経営系が圧倒的に少ない。地域づくり系23％というのは、観光関係の教育分野の国際比較。中国 韓国 台湾に比べて経営系が圧倒的に少ない。地域づくり系23％というのは、

何をやっているのか曖昧な気がします。

• 観光事業環境の変化…暇人が増えることとインバウンドしか成長分野が無いのか。なんとも頼りない話ではある。

• 残念ながら、今の若者にとって、バーチャル体験は実体験への訴求には必ずしも繋がっていない気がする。

• 情報の不完全情報への対処。シグナリングというコトバは初めて聞いた。情報の不完全情報 の対処。シグナリングという ト は初めて聞いた。

• ラウンドテーブル、日本ではまだ多くはない取り組み。パネルディスカッションや通常の会議とどう違うか見ものです。

• やっぱりここでもエレベータースピーチだもんなぁ

• 星野社長：特殊な人材は必要ない。「優秀な人材」が欲しい。他の産業との優秀な人材獲得にどう勝つか。

一番の課題は「年俸レベル」、年棒レベルを上げるためには「生産性を上げる」必要がある。企業取り組み だけでなく番 」、 」

「産業全体」 で取り組むべき。コンテンツは満足度高い。行政でできることは「生産性高める構造作り」を望む。

• 製造業中心の構造になっているというのは同意ですね。車検制度など見えないところでバックアップされているように感じます。

• 観光にステイタスを持たせるには、日本社会全体が、「遊び」を是としなければ無理ですね。

• PWCパートナー野田さん：①インバウンドマーケットの取組み必要 アジアは近い＆日本への憧れがある

⇒インバ客獲得には、多様な価値観・志向理解必要／相手に響く発信必要⇒多様性の中でのコミュニケーション必要

• 見えないソフト資産をつなぎあわせることが重要と。いわゆる「アッセンブル」ですね。

• そのためには、日本とは、その地域とは何だ？みたいなところをしっかりと知ることが必要だよね。

• MICEは昔は「MC&I」と呼ばれていた時期もあったなあ、そういえば。 近は英語圏では「Business Tourism」という表現が

増えてきた気がする。

• 観光業というと旅行代理店、宿泊・飲食ばかりに考えられるが、どんな業種でも観光になりうる。それらを束ねるには学際的な

能力が求めれられる創造的産業だと思う。

• まさしく少子高齢化なので、観光を担う人材はこれから働く若者だけじゃなくて、「高齢者」もどんどん活用できないと、

他産業 と少ない牌の取り合いになっちゃう。

• 観光は１業界というまちや国としてのコンセプトかもしれません。それを選ぶまちもあれば、選ばないまちもある。

• 安ツアー偏重旅行代理店が、観光ビジネスの陳腐化の一因を担っていることを、ちょっとは認識すべきだ。

投稿された主なコメント（投稿順）②
• このイベントが、単なるガス抜きにならないことを祈るばかり。わざわざこれだけの人を集めて話をさせて、観光庁はそれをどう

実際の政策に活かして行くんだろう・・・

• 順番で話をするだけでなく、「それって○○ですよね～」と登壇者が話を挟める感じだと、より盛り上がるのかな～と思ったり。

• 就活生が観光業と併願するのは、商社や食品。観光分野のイメージのPRは、観光客だけでなく未来の従業員にも必要。就活生が観光業と併願するのは、商社や食品。観光分野のイメ ジのPRは、観光客だけでなく未来の従業員にも必要。

• 加賀屋の会長、生産性の改善を指摘。星野リゾート社長も同じ指摘をしているのでやはり観光分野では重大な課題ということか。

• 生産性が上がると直接的に人材の獲得と維持につながりますが、それだけではなく、設備投資も可能になってくるので、

競争力が増し、同時に職場環境がよくなる。だから更に優秀な人材の獲得と維持につながるという良い循環が生まれると思っ

ています。

• 修行期間が必要な業種の人材獲得というのは、キャリアパスの見える化みたいなものも必要なんじゃないかな。自分の将来像

がイメージ出来ないところで何年間も下働き出来ないもんね。

• 人材育成のはじめは「初等教育から！」。「日本のよさ」「地域のよさ」「異文化への理解」が必要！文科省の仕事だが国に

やってもらう仕事多い！国策として大事！⇒すばらしい～！やっぱり「産業全体」盛上げには横断取組必要ですね

日本政府観光局（JNTO）松山理事長 登場 観光資源は部分 適はされていても全体 適はされていないのではないかと• 日本政府観光局（JNTO）松山理事長、登場。観光資源は部分 適はされていても全体 適はされていないのではないかと。

• つまり、既に他のビジネスフィールドではしっかり実践されていることを、観光業でもしっかりやろうよ。ということですよ。

• 企業によって定義がバラバラだ。まぁ 当然か・・

• セントラルフロリダ大学 原教授、登場。韓国ではMICE学科のある大学もある。これびっくり！

• eラーニングのシステムのようなビデオです 実学のカリキュラムにもぜひ取り入れてほしい• eラーニングのシステムのようなビデオです。実学のカリキュラムにもぜひ取り入れてほしい。

• 米国の観光ホスピタリティ学部学科在籍者数（研究者）、韓国70名、中国40名、台湾25名。それに対して日本人は1名。

これで大丈夫か？

• 観光業のシンクタンクとかってないなぁ。

• 原先生の話、わかりやすい！ やっぱり「何を訴えたいか」「自分の発言でどんな変化を起こしたいか」が明確だと、話が原先生の話、わかりやすい やっぱり 何を訴えたいか」 自分の発言でどんな変化を起 したいか」が明確だと、話が

シャープになるのかも。

• 共通で議論できる思考やデータを蓄積していくのが必要ではないでしょうか。

• ガラパゴス化はやばいなぁ。国際競争力のある観光立国を作るための取り組みを行うノウハウが、今の旅行会社にはないと思う。

• ん～、またしても行動しない若者が悪いみたいな論調。魅力や時間・費用や環境が整って無いから動かないんじゃないかな・・・

• 今回のラウンドテーブルで観光庁はオープンに意見を言うという場を作ったことは大変よかったと思う。この動きは

観光に注力する地方にも波及して欲しい。

• 2時間半あっという間でした。産官学のトップ同士が意見をぶつけ合うのは迫力がありました。ありがとうございました！



今後のラウンドテーブルで希望するテーマ・登壇者

希望するテーマ（回答多数の項目）

• 観光産業の方向性・生産性の向上・ビジョン

• 地域づくり・地域変革

• インバウンド戦略

• 日本のブランディング

希望する登壇者（回答多数の項目）

• 外国人（観光関係者・学者）

• 学生

• 外国人（観光関係者・学者）

• 学生

希望する登壇者（回答多数の項目）

学生

• 異業種関係者

• 他省庁関係者・政治家

学生

• 異業種関係者

• 他省庁関係者・政治家他省庁関係者 政治家

• 地域づくり関係者

他省庁関係者 政治家

• 地域づくり関係者

今後に向けて ~次回への課題～

■登壇者間での創造性のある自由議論の更なる促進■登壇者間での創造性のある自由議論の更なる促進
・・・プログラム構成・登壇者数・モデレート方法

■経済系報道機関の招致（今回は結果的に業界紙のみ）
事前勉強会等の検討・・・事前勉強会等の検討

■Webでの情報伝播強化
・・・会議当日までのリード期間の確保と、その期間における

情報伝播策の検討


