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第３回 観光おもてなし研究会 

議  事  録 
 

日時 平成 26年 3月 12日(水)10:00～12:00 

場所 東海大学校友会館 東海の間 

 

１．開会 

 

２．ゲスト紹介 

   笠間市商工観光課 副参事 小沢 敦 様 

一般社団法人成田市観光協会 専務理事 神宮敏行 様 

   一般社団法人成田市観光協会 観光案内所 小川雅代 様 

 

３．議事 

(１) 地域における観光協会のあり方について  

笠間市商工観光課 小沢様 

・始めに笠間市での取り組みにつて理解していただくために、お手元にお配りした笠間

発見伝のパンフレットについて説明させていただく。 

・笠間発見伝は事前予約制で 2名から受け付け、年間を通じて設定している着地型の旅

行商品で、ＪＲの友部駅か笠間駅が発着地点となっている。 

・すべてに体験が組み込まれたツアー内容になっており、インストラクターが対応する。 

昼食や移動に利用するタクシー料金も旅行代金に含まれている。 

・電話かネットから予約が可能で、提携している旅行会社のサイトからも予約が可能で

ある。 

・ツアー当日は、最寄り駅に観光協会のスタッフが出迎え、その時点でツアー内容の変

更希望にも対応する。また、お客様からの要望に合わせて、時間や体験の組み合わせ

などツアー行程のカスタマイズにも対応している。 

・「笠間で自作の一日」では、マイ箸づくりから始まる。箸づくりではカリンや桜の材料

選びから楽しみ、その後そば打ち体験をし、自らが作った箸でそばを食べる。その後、

陶芸体験でそばちょこや箸置きの制作体験を行う。 

・「心を洗う笠間の一日」では親鸞聖人が 20年滞在し、関東布教した拠点の西念寺で法

話を聞き、精進料理を食べた後、鳳台院観念堂で座禅と写経を体験する。 

・「窯元に弟子入り」では、他の陶芸体験プログラムでは粘土がすでに用意されているが、

このコースでは粘土自体を作るところからスタートすることで、でき上がった作品に

愛着を持ってもらう。 

・他にも、乗馬やいちご、果樹がりを組み合わせたプランや庭園を楽しむプラン、茶道

と和菓子を楽しみ、女性向きのヘルシーな食事を提供するプラン、日本三大稲荷であ

る笠間稲荷神社の特別参拝のプラン、石材をテーマに石に彫刻を彫るプランも用意し
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てある。 

・さらに、プロの作家とマンツーマンで陶芸を楽しむプランも用意している。このプラ

ンは人気の高い作家さんの元で陶芸体験を行うため、作家を知っている方にとっては

魅力的なプランとなっている。費用もそれなりに高いが、作品の完成度も高く、旅行

代金以上の満足感はある。 

・笠間市は水戸と大洗と隣接しており、北関東自動車道で結ばれている。東京や埼玉、

群馬、新潟からも手軽に訪れることができることから、この 3地域が連携した広域プ

ラン三遊記も展開している。 

・このプランと発見伝と違う点は、花をテーマにした周遊プランを展開していることで

ある。行程中の食事や移動のためのタクシー利用、2 名様からの催行、予約方法は笠

間発見伝と同じ。 

・第 3回観光おもてなし研究会資料「笠間市の着地型旅行商品について」ということで、

2 ページ目の「笠間の観光振興について」で、笠間市の代表的な観光資源である笠間

稲荷神社、笠間つつじ公園、笠間焼き写真 3点を掲載している。 

・笠間観光の基本資源は、日本三大稲荷・笠間稲荷神社の祭事への来訪者、200 年余の

歴史ある笠間焼きの陶芸体験や買い物客、市民が育て上げた「つつじ」や「きく」な

どの花が 3本の柱となっており、年間 300万人ほどの観光客が訪れている。 

・「笠間市観光資源の体系 テーマ別コンテンツと集客手段」では、「歴史・遺産」をテ

ーマにしたものは、稲荷神社をはじめとした仏閣が中心で、集客手段は神事や祭事、

親鸞聖人など。 

・「地場産業」では、笠間焼蔵本や販売店、稲田の御影石、石材業、イベントとしての陶

炎祭、ひまつりといって GWに開催される笠間焼の一大イベントで、昨年 40万人ほど

であったが、毎年 35 万～40 万の来訪者がある。他に、笠間浪漫や桃宴、初釜市、こ

れらはすべて焼き物、笠間焼をテーマにしたイベントで、ストーンエキシビジョンは

石材をテーマにしたイベントで、窯元が独自に開催するイベントもある。 

・「自然・花・果樹」に関する観光資源には、菊まつりやつつじまつりが集客資源として

上げられる。 

・「芸術・文化」には、笠間日動美術館、笠間陶芸美術館は東日本で唯一陶器に特化した

美術館、春風萬里荘は北大路魯山人が住んでいた北鎌倉にあった旧居を笠間市に移築

したもので、これらでも、企画展やイベントが行われ、笠間の観光が展開されている。 

・元々地元で親しまれていたいなり寿司を愛Ｂリーグに加盟して、食の魅力も発信しよ

うとしている。 

・笠間市観光と社会動静では、これまで 3本柱を中心に、イベントや祭りを開催しノウ

ハウを蓄積し、集客をはかってきたが、景気低迷やニーズの変化、情報化、高速道路

の延伸で通過型観光地の要素が出てきたり、震災などの災害、被災による宿泊施設の

営業終了など、近年になって、笠間市を取り巻く環境は大きく変わって来たことによ

り、イベント依存の観光に危機感を持ち、通年型観光地へと体質を改善していこうと

いうことになった。 

・イベントをやっていないときにもお客様にきてもらえるよう、観光地としての質をあ
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げていくことが求められた。そのため、景観の整備や食の魅力の発信、おもてなし、

地域の代名詞になるようなおみやげ、食の発信などが観光地の質の向上に必要である。 

・併せて、他自治体や交通機関（高速バスや JR）との連携強化も必要であることから、

笠間だけで魅力を発信していくのは難しい。 

・笠間市観光の課題としては、加速する高齢化・人口減少化によりイベントに依存した

集客を計り続けることの危機感から、これまで笠間市に訪れていなかった新規来訪者

を通年で獲得することが必要となっている。 

・通年型観光地への条件としては、まちの景観、定番の土産、食の魅力、宿泊の魅力で

質を上げることが必要となっている。 

・「笠間市観光のあるべき姿」に関しては、魅力あるイベントは継続するが、泊まりたく

なる施設、滞在して楽しみたい観光地へと転換していくための具体的な策として旅行

業を取り入れることである。笠間市に点在した観光資源の PRはこれまでもやってきた

が、さらにテーマ性やストーリー性など付加価値をつけ魅力を高めることが求められ

る。 

・旅行商品を販売するためには旅行業登録が必要ということで、（一社）笠間観光協会は

旅行業 2 種を取得した。3 種旅行業を取得している団体は多いが、周辺地域との連携

や将来を展望して笠間市観光協会は 2種を取得した。 

・笠間市が展開する旅行業者は、利益追求を事業目的とする旅行会社を営むものではな 

く、旅行業を活用した地域振興を展開することが目的である。旅行業だけでは収益を

生むのは難しいため、収益を生まないという事について、市や協会、関係者がコンセ

ンサスをとる必要がある。 

・旅行業で行っている内容が、観光協会のビジネスモデルと大きく異なる面である。 

  ①モデルプランを旅行商品化し販売する。これまではモデルプランを紹介するだけで

あった。 

②ワンストップサービス。お客様からの質問、要望に対して協会会員のお店を紹介す

るだけでなく、パッケージングができ滞在時間、消費額を増やすことができ、お客

様も旅行代金を一カ所で支払うだけで済む。 

③観光客のニーズに合った企画提案。 

④既存の旅行会社が作ってくれない地域の個性を活かした商品を作り販売できる。 

⑤旅行会社との連携。旅行会社は簡単に旅行商品を作ってくれないし、パンフレット

で大々的に「笠間」の名前を載せてもくれない。しかし、「三遊記」や「いばらき発

見伝」のようなパンフレットを作って旅行会社に営業すると、いい商品であれば提

携してもらえたり、ほぼ同一内容の商品を造成し販売してもらえるなどＢtoＢの関

係を築くことができる。 

⑥コンベンション誘致。組織、団体、学校などへ直接営業による誘客をはかることが

可能である。 

⑦滞在時間の延長による消費額を拡大。 

⑧協会会員施設をメインに商品造成できるので、新規会員の拡大に使える。 

最後に、お客様と会員施設の双方にコーディネイトできる。 
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・発見伝については、観光に携わらない方に受入をお願いしている。受入側には申し訳

ない程度の手数料しかお支払いできていなが、観光客が喜ぶ姿を見ると受入側も喜び

やる気に結びついている。 

・元々観光客を相手にする施設では、団体を相手にしないとビジネスにならないが、素

人や観光に関わっていない人には理解されやすく、観光客を受けいれていただいてい

る。 

・販促活動に関しては、販売するための情報発信を工夫しているが、ここが苦労すると

ころで、旅行会社と旅行業をツールにしているところの違いである。 

・また、ネットワークがないことから、地元から情報発信しないといけない。旅行会社

の店頭にパンフレットを並べてもらえない。そのため、イベント、フィルムコミッシ

ョンの活用や県内市町村、JR との連携を強化して情報発信している。さらに、旅行

会社、バス会社、県内宿泊施設への誘客活動も強化している。 

・6次産業化へ協働、乾杯条例の活用（市議員発案）に関しては、笠間には日本酒の蔵

本が４つあるので、笠間焼と結びつけて情報発信している。 

・筑波山地域ジオパーク構想の展開も活用したい。 

・ブランド別観光振興の目的に関しては、「笠間発見伝」による新規個人観光客の拡大

や、いばらき三遊記など地域連携による魅力の相乗効果で観光客を拡大する。商品自

体はオールシーズン、個人・団体・インバウンドにもそのままアレンジ可能である。 

・教育旅行（宿泊学習・遠足）についても平日対策として、笠間発見伝で提供してきた

ものを基本に、受入強化を図っている。 

・お客様へのおもてなしに関しては、個人的な見解になるが、「おもてなし」とはおも

てなし「される側」が評価するものであると考えている。 

・笠間発見伝に申し込みされて、参加すると参加後の満足度が高くなっている。来訪者

が訪れる前に持つ期待値を超えた満足度を提供すること重要だ。受け入れる側の心構

えとして、「目の前にいるお客様は、数ある観光地の中から、わざわざ笠間を選んで

来訪してくれた」という思いを持つ必要がある。 

・観光客は、市町村の境界線を関係なく観光をする。このニーズに対して、市町村単位

の情報発信は、お客様のニーズを無視しているのではないか。「情報は発信します。

後はご自由に！」ではなく、コンシェルジュ的な役割が必要だと感じている。理想的

な対策としては、地域連携型の組織を立ち上げ、それぞれの地域においてオンとオフ

を補完し、それぞれの地域の強みを利用し相乗効果を発揮することが重要だ。 

・この地域で言えば、夏の大洗は海水浴客で賑わうが、笠間には暑くて人が来ない。逆

に、秋の笠間は菊祭りの季節で人が多いが、大洗は閑散としている。こうした地域を

連携することで相乗効果を発揮していきたい。 

 
成田市観光協会 神宮様 
・成田市観光協会として、どういう立場で観光を扱っているかというと「賑わいのあふ

れる観光地をつくる」という観点から、集客部門を主に担当している。 
・成田市民はお祭りが大好きなことから「○○実行委員会」というような組織が無数に
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ある。その人たちを調整していくことが一番重要である。 
・観光協会の活動は、テーマ毎に委員会を組織し、イベントなどを企画・運営している

業界の心ある人たちを理事の中心として委員会構成し、各委員会で予算を立て、お祭

りを企画・運営している。 
・一番の特徴はＳＰ（セールスプロモーション）委員会で、集客をメインに考えるとい

うひとつの現れで、20 年ほど前から活動している。最近では、ＩＴ委員会といってイ

ンターネットを中心とした情報技術を活用する部署もある。 
・成田市には観光プロモーション課があり、観光協会と同様の仕事をしている。市長が

観光に理解があり、観光を中心にまちづくりを進めていこうという考えを持っている

ため、観光に関する予算化がしやすい。 
・観光協会ではこれまでイベントを継続してきた。20 年前から、成田四季歳々というテ

ーマで毎月１つは行事をやろうということで、我々が関わっているイベントだけでも

チラシに掲載している数だけある。事前準備や事後処理だけでも大変な作業量となっ

ている。 
・成田市で開催されるイベントでは、1 万人くらい人を集めても誰も喜ばない。成田山

の参道がいっぱいになると 2 万人くらいにはなる。正月 3 が日の混雑を皆さんに体験

してもらいたい。 
・元々成田山は正月を筆頭に 5 月、9 月がピークで、それ以外は閑散としており、閑散

期の対策として色々なイベントをはじめた。この中で、成功事例として太鼓をテーマ

にした「成田山太鼓祭」がある。 
・成田市では、7 年前からあじさいを植樹しており、現在 7000 本まで増えてきている。

また、成田市は「うなぎの町。成田」として売り出している。言い出したのはごく最

近のことだが、実際には昔から鰻の町だった。800m の参道に 63 軒のうなぎ店が密集

している。毎年夏には鰻祭りを行い、スタンプラリーや抽選を行い 1 等には外国旅行

をプレゼントしている。商品は協会の会員からの寄付によるものだ。成田市の会員に

は日本航空や全日空、ピーチ、ジェットスターの他、空港周辺のホテル 17 社が会員

となっている。さらに成田山参道の飲食店は 8 割が会員となっており、成田の物産が

当たる抽選会もやっている。 
 ・集客の拡大策としてダイレクトプロモーションを実施している。今年は福岡、前年は

旭川と成田空港を起点とした航空網を理由に「成田は隣の町だから気軽にきて」とPR 
している。 

・成田市観光協会では国際都市として、インターネットによる情報発信の充実にも力を

入れている。日本、英語、中国、韓国に対応しており、ページビューは昨年 210 万。

ページビューが多いか少ないかはわからないが、協会としては満足している。1 日当

たり 6000 ビュー。一人 3 ページずつみているとすると、毎日 2000 人がホームペー

ジを閲覧している。この数字が 1 万、2 万となると翌週は、沿道が人でいっぱいにな

るというように、集客の見込みがたつようになった。 
・ホームページは観光協会の職員が作っており外注はしていない。案内業務の延長とし

て作業しており、最低週 1 回は更新している。多きときには 1 日 3～4 回更新するこ
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ともある。常に新鮮な情報を発信することが重要だと考えている。 
成田市観光協会 小川様 
・神宮専務理事は平成 20 年 3 月に就任されて、そこから協会の仕事が一気に忙しくな

った。簡単な情報ではなく、何を知ることによって観光客が楽しめるか。その情報を

いかに利用者に伝えることができるのか、まだわかりきっていないが、とっておきの

情報をぽろっといってあげると、お客さんは大変喜んでいる。それを土台に多様な情

報をお伝えすることを心がけている。 
 矢ケ崎委員長 
 ・成田空港を抱えていることから、世界に一番近いまち成田という点からお話をいただ

きたい。 
成田市観光協会 神宮様 

 ・国際化に対応しているという意識はない。外国人にどう対応するのかと問い合わせを

受けるが、日本人も外国人も同じだと思っている。 
・参道の店舗では英語のメニューが用意されているし、道路の案内板も４カ国語表示が

完成しているため、特に問題のない国際化されているまちである。成田の小学校では

3 年生の時にまちで外国人と話して来いという授業がある。既に 20 年以上外国人との

お付き合いがあるため、国際化という意識はない。 
・最近気づいた点は WI-FI の問題である。外国人が日本国内でほとんど WI-FI が使え

ないという事に気づいたとき、緊急に対応しなければならないと言うことで、現在、

実験中である。参道エリアやホテルのロビーなどでWI-FI が使えるよう順次整備を進

め、外国人からWI-FI が使えないという批判への対応を進めている。 
 
 矢ケ崎委員長 
・二地域の事例に対して、地域の魅力を高め商品化することで実績を上げているという

点や観光協会でやるべきことという視点からコメントをいただきたい。 
 なぐも委員 
・私自身も越後湯沢で観光バスにガイドとして乗車するし、プランニングも行っている。

こういった経験から、観光地でないところに観光客を送ることに苦戦している。受入

側も最初は気軽に受け入れていただけるが、結局長続きしない。笠間発見伝の行程で

も箸造りで大工さんと触れあっても、大工さんに大きなメリットはないが、それでも

職人が観光のお客様が喜ぶ姿を見ると、自分もうれしいという気持ちになったりモチ

ベーションを高める工夫があったのでは。 
笠間市商工観光課 小沢様 

・ある程度、市なり観光協会に情報があるので、闇雲にお願いしているわけではない。

市役所では、市民活動家の情報やボランティア活動をしている方の情報など、色々な

情報を持っている。観光協会でも情報を持っているので、その情報を元にこの人だっ

たらと目星をつけてお願いしている。 
 なぐも委員 
・成田市の活動もすばらしい。自分たちの足下はなかなか分からない。先ほど、普段は
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知り得ない情報が観光客に喜ばれるという話を伺ったが、地元の人だと当たり前すぎ

で気づかないことを、あえて観光客に商品として売っていくという姿勢がすばらしい。 
・どこの観光協会も地域連携が重要であると言うが、なかなかできていないのが現状だ。

そういった中でプランを商品として売っていくという点が刺激的であった。観光地や

観光施設がお客様を抱え込まず、次の観光地を紹介できるような器の広い観光協会が

できると活性化につながるのではないか。 
 矢ケ崎委員長 
・「器の広い観光協会」ということがキーワードだ。 
久保田委員 
・蕎麦打ちや商品作り、食の取り組みなど、言葉としてはよく聴く話だがだが、本日の

お話で、普段なかなかできない所まで踏み込んでいるという点に感動した。 
・笠間市のお話でいうと二名から催行できるという点やカスタマイズもできると言うが、

料金はどうするのか？また、笠間市役所の職員なのに、隣の町にお客様を送ることに

対して違和感なくお話しできるのかなど、何故笠間市でできるのかと感じた。 
 ・これは笠間市民が器の広い方が多いのか、笠間市民に興味を持った。 
笠間市商工観光課 小沢様 

・一つは、焼き物をやっている作家さんは外からの人たちが多い、イベントに関しても

外からの作家が発案して行っていることが多いので、外からのお客様を受け入れる体

質ができている。一方、笠間市は古い城下町であることから保守的な面もある。 
・笠間だけの観光資源で誘客しようと思っても限界があるので、隣接する市町村の観光

資源と組み合わせて観光客を誘致することで、笠間にも観光客が訪れるであろうとの

考えで取り組んでいる。 
久保田委員 
・商品の説明を受けた際、そば打ちや陶芸などよくある内容だが、旅行者が一日をどう

過ごすのかということを提案していると感じた。観光客が一日をどう過ごしたいのか、

帰ってからどんな気持ちになって欲しいのかということが、このパンフレットから感

じ取れた。 
 可委員 
・笠間市は外国人に知られていないが、水戸や水戸黄門はよく知られている。最後にPR

の課題に触れられていたが、そば打ちや陶芸など外国人は日本らしいものに興味を持

っているが、そういった外国人に向けた情報発信に関して何か工夫はあるか。 
・日本人も外国人も一緒だという、既に国際化していると言うことは素晴らしいことだ。 
・外国人は成田市の情報を探すのに苦労しているようだ。多言語化されたパンフレット

があること自体あまり知られていない。外国人に情報を発信するため、検索エンジン

にヒットさせるようにするなど、今後の情報発信に関して何か工夫する予定はあるの

か。 
笠間市商工観光課 小沢様 

・外国人向けの情報発信に関しては、総合パンフレットを英語や中国語で作るなどあり

きたりなことしか行っていない。役所内で外国人観光客に向けた情報発信をどうする
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のかといった声は出るが、笠間市には宿泊施設がほとんどないのが現状だ。震災で大

きい宿が 2 軒壊れてしまい、宿泊客を受け入れ体制がない。笠間市は茨城空港や成田

空港からも近いが、宿泊客を受け入れる環境が整っていないため、外国人に向けた踏

み込んだPR は行っていない。 
・つくば市にはコンベンションや学術会議などで多くの外国人が訪れている。笠間と筑

波は高速で 30 分程度の距離のため、コンベンションやＭＩＣＥ市場に対してエクス

カーションや視察旅行で取り込むことは可能だと考えている。広く一般の外国人観光

客を受け入れる体制ができていないため、テーマを絞ったＭＩＣＥなどの需要を取り

込みたいと考えている。 
成田市観光協会 神宮様 

 ・外国人に対する広報という面で言うと、多言語化されたパンフレットが非常に良くで

きており、市内のホテルなど主要な場所に配っているので、十分に伝わっているもの

と誤解していた。このパンフレットが一番はけるのが、イオンショッピングセンター

であるが、もう一度関係各社に協力を要請したい。 
 矢口委員 
・常日頃、観光には正しい答えがないと考えている。笠間市のようにイベントに頼らな

い観光にもうなずけるし、成田市のように毎月イベントを開催するという取り組みに

もうなずける、どちらも正しいあり方だと思っている。両者ともつなぎ役が上手にで

きている。観光業とそれ以外の人や訪れる人と迎える人、地域間の交流であるなど、

そういったつなぎ役がしっかりできていると感じた。 
・全国で着地型旅行商品を努力され開発されているが、苦労されている地域が多いよう

に思っている。笠間市では利益追求を目的にしないという考えで展開しているという

事だが、これからも着地型旅行商品の関係者がモチベーションを保ってうまく展開さ

れていくために、そのヒントを教えていただきたい。 
・色々な地域のホームページを見るが、問い合わせがあっちにあったり、こっちにあっ

たり、文字の大きさがバラバラであったりと非常に見づらいと感じている。ホームペ

ージのユニバーサルデザイン化を図って欲しい。 
笠間市商工観光課 小沢様 

・数字でどれだけ効果が出ているのか、ということが一番効果を図りやすいが、収益を

期待しない中での効果という話になると、旅行会社との関係が強化できたり、昨年か

ら JR 東日本が常磐線沿線で「いわき常磐路夢街道」というキャンペーン商品に発見

伝に近い商品が掲載されたりしている。JR がつくる商品パンフレットは主要駅に並

べられるので通勤客にアピールできるといったようなことが大きな効果であると考

えている。 
・また、全国のお客様からの問い合わせに対して、このようにパッケージングされた商

品を提案すると、お客様に満足していただけることが日々ある。旅行代金だけでなく、

来訪者が来ることによってお土産品を購入するなど波及効果もある。何名扱ったかと

いう調査は行っているので、この取扱人数が増えていくことが事業の価値であると考

えている。 
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 矢ケ崎委員長 
・笠間市でお持ちの２種の旅行会社には行政からの支援が入っているのか。毎年、事業

を継続していく上で、人件費など、どのように工面しているのか。 
笠間市商工観光課 小沢様 

・形としては、観光協会の中に旅行を扱う部門があるということだ。笠間観光協会の組

織としては、事務局が 5 名に臨時職員 1 名、旅行業を担当するマネージャーが１名に

職員が 1 名。合わせて 7 名＋臨時職員 1 名という体勢だ。観光協会に対しては、人件

費の 80%ということで補助金を出しているので、旅行業に対して支援していると言う

ことではない。 
 横山委員 
・地域の魅力をストーリー化して商品化している事例をお伺いできて勉強になった。や

はり観光協会はリピーターを作ったり、滞在時間を延長していくとった非常に重要な

役割を担っていると感じた。 
・リクルートの調査でも、日本人全体の国内旅行では最終日は 12 時半にその地域を出

てしまうということが平均になっている。これは、その地域でお昼ご飯を食べている

かどうか微妙な時間帯で、1 食食べるだけで地域は潤うため、お昼ご飯を食べたくな

るような仕組みが必要だ。そのためには「食べないと参加ができない」というような、

魅力ある着地型旅行商品を作ることが重要だ。 
・もう一つのマーケティングデータとして、リピーターはいわゆる旧所名所を見るだけ

の観光は２度目はしない。そのため、２度、３度来ても楽しめる商品開発が重要だ。 
・また、リピーターの獲得に関しても、滞在時間の延長に関しても１本１本の企画次第

であると思っている。そのため、観光協会として商品を造成するうえで、企画会議の

開催など、どのように商品作りを行っているのか、そのプロセスを教えていただきた

い。 
笠間市商工観光課 小沢様 

・当初は企画会議を行っていた。そこでは、他の地域でやっていないことをやらないと

だめだと決めた。 
・笠間で体験というと、陶芸体験となってしまう。ただ、陶芸体験というとわざわざ笠

間まで来なくても東京都内でもできるし、隣接の益子焼きもある。 
・陶芸体験のプランは、それほどプライオリティーが高い話ではないので、粘土作りか

ら始めたらどうかや作家に協力して貰ったらどうかなどと考えが及んだ。また、陶芸

体験の前後にテーマ性が作れないかといったアイディアを出し合ったりしていた。 
・また、全てのプランに関しては自ら体験してみて、おもしろかったら進めるし、おも

しろくなければボツにしている。 
成田市観光協会 神宮様 

 ・これが「企画会議」という事は行ったことがない。協会としては先進観光地視察とい

う事業を行っており、そこで新しい情報を仕入れてきている。また、普段から色々な

地域に出かけていると色々なアイディアが生まれてきて、それを関係する人と煮詰め

ていくといったことが、企画会議なのかもしれない。 
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成田市観光協会 小川様 
・成田は門前町なので、正直排他的な面はある。「成田市観光協会」といいながらも「成

田山観光協会」のような面はある。もともと培ってきたアイディアや人脈を活かして、

新規会員を開拓したり、航空会社や成田空港と連携を図って将来性を見越した観光地

のありかたを見据えている。 
 矢ケ崎委員長 
 ・笠間市と成田市には共通点が沢山あった。 
 ・大きな事は、成田市は成田山という大きな魅力を持っている。笠間市は陶芸のまちと

いうイメージが出てくる。しかし、それに甘えることなく、過去の成功体験を後生大

事に守るのではなく、その先を見据えて、冷静な判断をして、どこからやっていくの

かを考えている。１人ではなく、みんなで考え、体験し、そうしたことで地域のワイ

ワイ感が伝わってくるようなお話であった。 
可委員 
・笠間市は健康的なジャパニーズカルチャーといった感じだ。そのため、外国人向けに

キーワードづくりを工夫されたらどうか。陶芸や神社はどこの地域にもあるが、「心

も体も健康になる」といったジャパニーズカルチャーを体験してもらうといったＰＲ

のキーワードづくりを考えた方が良いのではないか。 
・二つめは、器の広い地域との連携ということで、自らの地域に宿泊施設がなければ、

他の地域と連携して地域の魅力をさらに広げ、その地域の魅力を商品化していくこと

が必要だ。外国人は地域に拘る訳ではないので、広域的に連携することで滞在時間は

長くなる。 
・成田市は、外国人の窓口であるから、とことん利便性を追求することが重要だ。日本

は諸外国に比べまだまだ利便性はよくない。WI-FI やインターネットの環境も十分で

はない。 
・情報発信もまだ足りない。思った以上に情報発信しないといけない。 

 事務局（長嶋） 
・ニコニコ動画から２つのコメントが寄せられている。 
○矢口委員のホームページのユニバーサル化に関しては同意見。 
○商品づくりに際しては、観光客らにヒアリングは行っているのか。 

笠間市商工観光課 小沢様 

・ヒアリングは行っていない。我々の思いだけでやっている。 
成田市観光協会 神宮様 
・ホームページのグローバル化（ユニバーサル化？）については無理だと思っている。

使う側からすれば、使い勝手が良くなるだろうが、情報を発信する側からすると競争

であるから、他地域との差別化に頭が向いている。グローバル化と言うことになると、

努力しないのと同じだ。むしろ告知方法の違いから観光地の違いを感じてほしい。 
 矢ケ崎委員長（まとめ） 
・ホームページのユニバーサルデザイン化という観点は、次回以降の研究会のテーマに

なる。どこをユニバーサルデザイン化するのか、コンテンツは違うが見やすさやレベ
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ル・品質をユニバーサルデザイン化するのか。これは重要な指摘であるので、この観

点は持ち続けていきたい。 
・二つの地域の話を聞き、やるべき事は沢山あるが、まずこれだけはやる！ということ

が明確になっていると思った。笠間市については、旅行会社を一つのツールとして地

域をまとめていっている。成田市はWebやWI-FIをしっかりやりきるということだ。

ここを核にしながら地域の皆さんとネットワークを作っていっていると拝察した。 
・情報の提供方法についても、二つの地域には共通する素晴らしいものがあった。小沢

さんからは「情報は発信します。後はご自由に！では話にならない」、小川さんから

は「もう一押しの情報の提供の仕方ということを心がけている」といったことだ。 
・一方、地域が当たり前だと思っていることこそ、外からの目で見ると価値があって、

自分たちが当たり前だと思っていることを、いかに第三者の目を自分の中に持って、

一言加えることが他の取り組みと違った所だと思う。それが毎日積み重なっていくと

大きな違いになってくると思う。 
・「人を知るべし、繋ぐべし」である。地域の中に特技を持った人がどこにいるのか、

誰に話をしたら良いのか、そういうネットワークを市役所の力、社会福祉協議会の力、

地域の中にある他の組織と連携して、情報をつくり、人脈づくりをしていく。 
・さらに、「勉強すべし」ということもお話しいただいた。先進地視察を行い、感度を

高めていっていることは素晴らしい。観光に携わる人こそ、休みをとって他の観光地

を見に行って勉強して欲しいという思いを強くしている。 
・旅行商品について強調しておきたいことは、過ごし方の提案を行っている。ストーリ

ー性を持って、快適に過ごす、さらに終わってから何が残るのか、何を持って帰って

貰うのか、という観点から旅行商品づくりが行われている。思い出、体験はもちろん

だが、自分で次の旅行まで笠間市のことを思い出し続けるおみやげ「ブツ」も持って

帰れるようになっている。旅行と旅行の間をつなぐのは、ものの力である。そのもの

の力を借りながら、次に来ていただくまでのつなぎが良くできている。 
・インバウンドに関しては、いつ海外のお客様が来るようになるのかはわからない。油

断できない。外国人も日本人も同じで、その地域の良いものをお裾分けするという共

通の観点をもって対応していきたい。 
  （以上） 

 

４．閉会 

 


