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２ 第三者委員会議事録 
 
（１）第１回第三者委員会 

 

○開催概要 

日時：平成 25 年 6 月 24 日（月） 9:30～10:45 
場所：公益財団法人 日本交通公社 大会議室 
 

○出席者（順不同・敬称略） 

＜委員＞ 

清水 愼一  観光地域づくりプラットフォーム推進機構 

立教大学 観光学部 講師 

安島 博幸  立教大学 観光学部 教授 

長嶋 秀孝  公益社団法人日本観光振興協会 常務理事 

秋山 優一  長野県観光部観光振興課 課長 

（野池 明登 長野県観光部 部長 の代理出席として） 



 
 

横山 幸代  株式会社リクルートライフスタイル  

じゃらんリサーチセンター 副センター長 

（沢登 次彦 株式会社リクルートライフスタイル 事業創造部 部長 

じゃらんリサーチセンター センター長 の代理出席として） 

山田 雄一  公益財団法人日本交通公社 観光調査部 次長・主席研究員 

 

＜事務局＞ 

七條 牧生  観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課 課長 

荏原 敏之  観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課 専門官 

安達 寛朗  公益財団法人 日本交通公社 観光調査部 主任研究員 
 
 

議題１：滞在交流型観光に係る受入環境改善事業の概要について 

＜事業全体の枠組みについて＞ 
 公募の採択数と金額については、どの程度のものを想定しているのか。（安島） 
 ４件程度を想定しており、事業内容に応じてだが 1 件あたり 300 万円程度を想定して

いる。（事務局） 
 予算全体として 1,200 万円程度を想定しており、その中で 300 万円より大きいものや

小さいものもあると考えている。（事務局） 
 実証事業としては、どのようなものを想定しているか（安島） 
 たとえばパンフレットであれば、その課題の裏側に、隣接市町村の情報がないといっ

たことや、市町村内でも地域内の公平性に配慮して横並びの情報発信になっていたり、

来訪者の評価情報が反映できていなかったり、といった要因があると考えられる。こ

れら課題の要因を解決するような事業を想定している。（事務局） 
 公募という形にはなるが、適した地域に応募していただくため、時間の制約もあるの

で、事務局としては事前に情報を集めつつ、公平性という観点から公募とすることを

想定している。やる気のある地域については、すぐに準備を進めていきたいと考えて

いる。（事務局） 
 もう少し具体的なイメージとしてはどのようなものになるか。（長嶋） 
 都道府県では広域すぎるので、市町村もしくは観光協会といったまとまりを考えてい

る。（事務局） 
 イメージとしては、将来的に観光圏を目指していくような地域の中で、核となる地方

自治体が周辺市町村に声を掛けて取り組むくらいになるのではないか。公募をするの

であれば、取組意欲やこれまでの活動実績を評価することになるだろう。（事務局） 
 どのような提案であれば、本事業の枠組みに適合するのかがイメージしやすいような

公募にする必要がある。（安島） 
 地域で取組を進める場合、どうしてもその地域に特化した発想に限られてしまうため、

地域横断的な議論の場があるというのは大変良いと思う。（横山） 
 公募は、ブランド観光圏とつながってくるような地域を拾いたいのか、裾野を広げる

事業なので問題点のある地域を拾いたいのか。問題点のある地域は公募しても出てこ



 
 

ないかと思うが、どうやって地域を抽出するのか。（秋山） 
 昨年度は先進的な取組について実施したが、今年度は重点的な課題を委員会で決め、

それを解決していく、という事業の流れになっており、テーマ設定が重要になってく

ると考えている。（山田） 
 実証事業の内容は、どのような課題を取り上げるかによって決まってくる部分も大き

いので、課題の整理について先に説明をお願いしたい。（清水） 
 
議題２：滞在交流型観光に係る受入環境の課題の整理について 

＜事業全体の枠組みについて＞ 
 課題を見て、実証事業の内容をイメージしやすくなった。（安島） 
 課題の裏側にある要因の、さらに裏側にも別な要因があるのかもしれない。（長嶋） 
 資料６の課題の整理は、まだまだ詰めが甘いと思う。パンフレットの話、美味しいお

店どこですかと聞いても教えてくれないという話、いずれも根深い問題を孕んでいる

と思われる。地域で取り組んでいる人に、各課題の根本原因をヒアリングするなどし

て、さらなる精緻化が必要である。（事務局） 
 資料４で、受入環境の実態調査で D,E,F,G の４地域を選んで、このたたき台を検証す

るというイメージで良いか。（清水） 
 そのような活用も可能であるし、他地域の参考事例となる先進事例調査とすることも

可能である。いずれにせよ多様な使い方ができるような位置付けとしている。(事務局) 
 しがらみ等を突破してもらうためには、本当にやる気のある地域に参加してもらわな

いといけない。一年のお付き合いでなく、取組を蓄積していって成功事例をつくる必

要がある。事前事後の比較をするなどして、お客様の評価も変わったなど、データを

集めるという出口のイメージも持つ必要がある。研究に終わることなく、施策に結び

つけていきたい。（事務局） 
 この場では、委員の方から、どの地域でどのような取組の芽があるのかをお伺いした

い。（事務局） 
 金沢で取り組もうとしているのは、宅配業者と連携して駅と宿泊施設間で手荷物を送

ることのできる仕組みである。新幹線延伸により、今後観光案内所を整備するが、観

光案内所に荷物を預けるとホテルまで荷物を届けてくれるサービスや、朝旅館を手ぶ

らで出て観光している間、空港まで荷物を届けてくれる等のシステムを検討している。

他地域の参考にもなるのではないか。（安島） 
 青森や仙台などで同様の取組が進んでおり、成田空港でも外国人を対象に実証事業を

した。このような視点は大事である。（清水） 
 金沢の取組では、宅配業者から観光案内所の運営もしたいとの申し出もあるようだ。

（安島） 
 観光タクシーの活用もできるのではないか。1 時間４０００円程度で、東京でチェッ

クアウトしてから２～３時間ほど観光タクシーで東京観光を行い、そのまま空港まで

送ってくれるというものはどうか。時間の有効活用と荷物運搬の煩わしさが解決され

るのではないか。この事業の中で調査しておけば、他地域の参考になるのではないか。 
 何かを「便利にするサービス」以外にも、小さい子供や高齢者、ペットと一緒の旅行



 
 

など、「同行者」に着目して、受入環境を改善するという切り口もある。伊豆高原のほ

か、都内のホテルでも取組が進んでいるところがある。（横山） 
 手荷物の取り扱いについては県の観光協会とヤマト運輸とが提携しており、長野県内

のホテルで取り組んでいるところがある。観光案内所については、長野県内の観光案

内所では飲食店の情報を含め多様な情報を提供することができているが、そもそも観

光客に立ち寄ってもらえていないことが課題である。二次交通のほか、各地でいろい

ろな取組が進められている中、この事業で取り扱う課題を絞らないと、実証地域で実

証事業を行うとしても拡散した議論になってしまうのではないか。（秋山） 
 課題の絞り込みについては、課題の全体像のたたき台をブラッシュアップしていくの

で、それを踏まえて引き続き委員の皆様にご議論いただきたい。（事務局） 
 地域での受入環境の改善という課題にも多くの種類があり、「制度の見直し」もあれば、

「制度の運用」もある。また「サービスの向上を図る」というユーザーレベルの問題

も当然ある。これがなかなかうまくいっていないのが現状である。たとえば、八ヶ岳

観光圏に行ったが、県営の牧場がある。しかし牧場を横断するルートができない。制

度の問題や回遊ルート、利便性の問題があるかもしれないが、利害が衝突したり、現

場での調整をする場合に何を優先して解決するのかが一番大変だという話を聞いた。

地域共通の課題があるとは思うが、地域によって固有の課題もある。地域にとって真

の問題を取り上げ、事業を行った地域にとってもメリットがあるようにする必要があ

る。ある程度進んでいる地域の方が、真の現実的な課題に直面していることを意識し

ているのではないか。（長嶋） 
 課題は絡み合っているので、本事業でのみ解決できるということはない。一つの課題

を解決して終了というのではなく、ある程度継続的に取組を展開していけるような地

域を、委員から推薦していただきたい。長嶋委員のご指摘の通り、それなりに動き出

して壁にぶつかっている地域でないと課題が見えない。ある程度長くお付き合いをし

ていくことを考えると、それなりに地域側で体制ができている、または人が動いてい

る方が良いのではないかと思う。（山田） 
 改めて事業趣旨をお伝えしたい。「滞在交流型観光に係る受入環境」と事業名に掲げた

が、滞在交流型観光以前の問題として、現状の観光地域の中にはサプライサイドから

の事情を優先し、お客様に向き合っていない地域が多いのではないかという問題意識

がある。（事務局） 
 そこで、来訪者の視点に立ち、地域が取り組むべき課題について体系的に整理するこ

とが、今年度取組みたいことの一点目である。二点目としては、いくつもある課題の

中から、今年度の中で取り組む課題を 2 つ程度選び、２、３地域で実践してもらう前

提で、その課題解決手法を検討していきたいということだ。本来であればきちんと優

先順位を付け、解決に向かって取り組んでいきたいが、時間的な制約もあるので、今

年度は課題の体系的な整理と並行して進めていきたい。これに付属して先進的な取組

が１つか２つ出てくるとなお良いという全体構成となっている。取り組むべき課題を

洗い出す観点のひとつとして、例えば資料 5 の去年実施した来訪者の声等をベースと

して、課題解決に取り組んでいきたい。滞在交流型を目指す前に、全体を底上げする

必要を感じている。この場では、今年度当座取り組んでくべき２、３の課題のテーマ



 
 

と、その課題解決に向けた実証地域、どの場所で実施すれば結果が出てくるかを委員

の皆様にご推薦いただきたい。（事務局） 
 課題設定に関しては、観光協会を改革することが、取組の成果が出やすくなるのでは

ないか。観光協会には自主財源を生み出すことができる余地がまだ大きいように思う。

九州の日田市の観光協会ではその取組を進めている。（横山） 
 具体の地名はないが、ブランド観光地域の中でどこか対象にしてはどうか。（長嶋） 
 ブランド観光地域は、既に他の事業で対象となっているため、この事業まで実施する

と現地での負担が大きくなってしまう可能性がある。この事業については他地域で取

り組んで、その成果をブランド観光地域にフィードバックできれば良いと考えている。

（事務局） 
 一年の取組で成果にまで結びつけるのは大変ではないかと感じる。お勧めの飲食店情

報などは、食べログなどを使えばすぐに情報を手に入れることのできる状況である。

海外から来た人への対応も含め、Wi-fi 環境の整備を進めることが重要ではないか。（安

島） 
 都市部では多くの情報があるかもしれないが、地方部では食べログなどの情報はあま

りない。また、来訪者にお勧め情報を教えられないのは、他の店からのクレーム等、

いろいろなしがらみがあるからである。東北観光博でも、地域の人 100 人に聞いた結

果を基にお勧め情報を伝えるようにしたが、それでも嫌がる人はいた。ただ、旬の情

報を face to face で得たり、地域の人が「私はここが好き」と語る、情緒的なものを

含めて、そこに旅の本質的な部分があるのではないか。フロントラインになる案内所

がそうした案内、接し方をすることが重要ではないか。お客様はそこまでは考えてい

ないかもしれないが。（事務局） 
 資料 6 の課題は、これまでも解決に向けて取り組んではきたが、それでも解決するの

は難しい。課題の要因探求だけで一年掛けることのできるものであり、課題解決まで

含めて提案し、事業化するというのは困難ではないか。（安島） 
 長野県では、例えば滞在プログラムに関しては「飯山」が挙げられる。また、宿泊サ

ービスでは千曲市の「戸倉上山田」が宿泊者に向けて朝の時間帯でのプログラムの提

供や、外食案内を試みている。泊食分離では外国人を視野に入れた白馬でバスを走ら

せて（冬季）、夕食を宿泊施設の外で食べやすいようにという取組をしている。（秋山） 
 戸倉上山田は、若手が取組に存在感を示してきており、実証地域として面白いかもし

れない（清水） 
 戸倉上山田は意欲と体制があり、課題も大きいがひとつひとつ取り組んでいくには良

い地域かもしれない。また、閉塞感のある他の温泉地にとっても参考になるかもしれ

ない。北海道では、観光圏ではあるが、阿寒や占冠、南富良野も良いかもしれない。

ニセコ周辺でも新しい動きが出ている。四国でもいくつか都市レベルであるかもしれ

ない。九州では観光圏ではあるが、竹田市も候補となるかもしれない。中小都市レベ

ルでは候補地はあるかもしれない。実証地域は、温泉地や自然観光地、規模などのバ

ランスを見ながら考えることもできるし、タイプをそろえて実施することも検討でき

る。テーマそのものは、根本的に解決しようとすると難しいものがあるが、取り組ん

でいくうちに課題がわかっていくこと自体が成果ではないか。表面的に見えている課



 
 

題のうち来訪者からの指摘比率が高いものについては、解決策がすぐにある訳ではな

いが、チャレンジしていく意義はあるかと思う。（山田） 
 課題については、取組やすさや解決案の有無など、資料に評価を加えてもらえると決

めやすいのではないか。（安島） 
 本日は大枠を決めるということで、具体的なところまでは決められないかもしれない

が、たくさんご意見をいただいた。観光地域で取り組む際は、資料 6 のような課題の

深掘りは徹底的に行う。その際に課題だけではなく、解決方法についても欄を設け、

アイデアや具体策の検討も行う。こういった議論をワークショップなどで徹底的に行

っている地域が、実証地域の候補となるのではないか。コンサルタントタントが統計

データなどを用いて机上で検討したものは申し訳ないがありふれたものしか出てこな

い。その意味では、戸倉上山田は適当ではないか。同地は、秋山氏も関係している人

材育成塾で議論を重ねており、以前から外国人のことも考え、観光協会とは別枠に動

いてきた。観光協会も以前は問題を言うだけだったのが、若手で具体的に動こうとい

う気運になってきたのが 3 年目、4 年目の成果だった。行政が観光振興計画を作ろう

としているが、それ以前に彼らは動いていた。そこが大事だ。泊食分離は思いつきで

なく本当に取り組まなければならないとか、夜はどのように楽しませるのかなど、具

体的に取り組むべきことが出てきた。高知県の須崎では４年間掛けて徹底的に課題の

抽出と整理に取り組んでいた。現在は、古民家の活用について検討しているが、行政

は運営主体になりたがらず、三セクも作るのが難しく、民間は逡巡しており、運営方

法が決まらず動き出せない状況にある。このように地域で課題を徹底的に洗い出して

きた地域について、委員の皆様のご紹介をいただきたい。新規の良いアイデアを募集

したとしても、こうした地域での徹底的な議論の土壌と地域全体での中での位置付け

が明確でないと、商工会など地域の関係者の理解が得られず、できない。逆に言えば、

そうした地域での広がりが進みつつある地域を見つけて実施していくのが良いだろう。

今年度の事業としては、資料６の課題の部分について、いくつかの地域を選んで徹底

的に整理するのも一つの手だと思う。その際には課題と要因だけでなく、その地域で

議論されたアイデアの中から、いくつか今年度中にできそうなことを選ぶというスケ

ジュールではないかと思う。議論を通じて、たくさんの課題があることを地域の人々

が理解することに本事業の意義があるのではないか。（清水） 
 中には部分的な改善モデルとして全国普及できるものがあるかもしれないが、根源的

には各地域でワークショップを行い、根源的な課題を洗い出すことが王道で、小手先

の部分的なことに対処しても、お客様の全体的な満足度は意味をなさないということ

なのだろう。そうした地域での根源的な議論を、いくつかの地域で重ねていく中で、

パターン化できることや留意点も見えてくるかもしれない。（事務局） 
 ニューツーリズムの試みが陥ったのがこの点である。たとえ良いアイデアがあったと

しても、地域での根源的な議論をしないままでは、補助金がなくなった段階で取組が

途絶えてしまう。（清水） 
 地域でワークショップを積み、共有認識を持つという時間が必要で、その過程でいろ

いろな人を巻き込みながら共有認識ができれば、それが地域の財産となるということ

なのだろう。（事務局） 



 
 

 ただ、その際、議論の出口である「解決策」はなかなか地域では思いつかない。そこ

で解決策のモデル集があると良い。例えば、バスや鉄道が不便という課題に対する解

決案として、ダイヤの改善や少なくともフリー切符ぐらいは欲しいという議論になる。

しかし「JR は協力してくれない」、「代金の配分で全く合意できない」などの理由で

とん挫している地域も多い。その時、そうした問題を乗り越えて作られ、成功した「会

津パス」といった「解決の切り口」について紹介するようなアイデア集があると良い

が、現状の「切り口」として取り上げられるのは、産業観光などのニューツーリズム

ばかりである。そうではなく、もっと極めてベーシックな課題解決策の切り口も必要

である。（清水） 
 まず、しっかりと取り組んでいる地域を複数選び、各地域において地域特有のものを

含めた課題の整理を行い、それらを持ち寄る中で、共通項があるのであれば、資料 6
のように整理するというアプローチを取るのが良いということなのだろう。各地域で

行う課題整理の中で、「地域に特殊なもの」「地域間で共通するもの」を取り出して、

その課題に対するアイデア、解決策の中から、今年度取り組めそうなものがあればチ

ャレンジしてみるというアプローチが良いのだろう。（事務局） 
 金沢はおそらくこうした経緯を経ているのだろう。おそらくこうした経緯を持つ地域

が他にもあると思う。（清水） 
 解決段階を本事業で総がかりになってサポートするイメージになるのだろう。（事務

局） 
 地域づくりや観光に携わる人たちのアイデアだけではどうしても限界があるので、新

規性のあるアイデアを公募する際は、観光業界に限らず、広く募っても良いかもしれ

ない。（清水） 
 
（２）第２回第三者委員会 
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議題１：本事業の概要について 

事務局より前回委員会からの変更点について資料説明 
委員からの質疑等はなし 
 
議題２：実証事業の課題設定について 

＜実証事業の課題設定について＞ 
 資料の最後で、今後取り扱う課題が挙がっているが、唐突感がある。日帰り旅行を宿

泊旅行にすることを課題とするのか。環境改善の観点から、例えば滞在時間を延ばし

ていくということであれば、コンシェルジュ機能の充実化、観光客の趣向に合わせた

プログラムの立案等が出てくるかと思う。（沢登） 
 広く課題を取り上げた方が良いが、実証地域での課題比較、もしくは同じ課題を参照

することができるので、目的を絞った方が重なり合う部分が出てくるため、現状では

絞った設定にしている。（事務局） 
 課題の全体像ができた上で、課題を体系的に整理することをやらなければいけない。

それがまだ整理できていない。時間もないので、とりあえず取り組めそうな場所を探

して、共通項を探る等、どのような工夫があるのかを見てみる。滞在時間を延ばすと

いう意味では、コンシェルジュ機能の強化も当然あるが、来年度以降の課題としてや

っていきたい。今年度は課題を体系的に整理することが必要。その後ひとつずつ来年

度以降やっていくしかない現状。その中でリクルートとして、会社としてのサポート

をいただければと思っている（事務局） 
 宿泊滞在を伸ばすことへのゴールイメージは、①宿泊数を増やすのか、②来訪者の満

足度を上げるのか。前者は難しい。（沢登） 
 本来は、日帰りを宿泊にするということだが、手順を追った手法が必要。(事務局) 
 先に人数目標を挙げてしまうと、例えば花火大会等、持続性が無くなってしまう懸念

がある。まずは今来訪しているお客様の CS、満足度を高め、取組を進めることによ

って、じわじわと宿泊数を伸ばすというのが滞在交流型の基本になってくるのではな

いかと思う。確かに、ご指摘の通り、地域の説明等についてはアピールしていった方

が良い。（山田） 
 現状の宿泊滞在における課題は何なのか。夜の魅力、夜のコンテンツ等は、どちらか

というと新しい価値。魅力創造はブランド観光圏が取り組んでいる。負の解消（＝裾

野を広げていく）というのが本事業の部分ではないか。（沢登） 
 個々の魅力に留めるのか、地域（エリア）としての魅力向上にまで広げるのか。前回

の議論の中であったが、観光協会の改革、地元における推進体制等がエリアとしては

重要だが、そこまで広げるのかどうか整理ができていない。（長嶋） 



 
 

 その辺りは課題としてはある。1 つのアプローチとして、観光協会の改革は難しいの

で、まずは成功モデルを作ることではないかと思う。６地域をショーウィンドウ化し、

成功モデルとして、プラットフォームというものを出した。と同時に、大括りの観光

協会の改革は当然含まれるが、もう少し小分解し、個別事項的なことを解決すること

によって、組織論というより意識改革等をしていくというイメージ。もう少し、ブレ

ークダウンしてやっていくイメージ。(事務局) 
 観光協会ありきでなく、その機能ということ。ブランド観光圏はある程度条件が整っ

たところ。だが、その課題解決がその他の地域では果たしてどうなのか、そこを見つ

めた方がいい。（長嶋） 
 ブランド観光圏はスイスの時計のブランドと同じような手法で、トップレベルを作っ

て広げる効果はある。その一方でその他大勢の人がついてこなくなるのは、よろしく

ない。循環を作り、底上げを図っていくことが重要。いきなり日帰り旅行を宿泊旅行

に転換していくというのはハードル、レベルの高い話。もう少し低いところで、すで

に泊まってくれている方に、良くなったねと言ってもらえるように変えていくところ

を目指していくイメージ。(事務局) 
 地域特性に依らない課題、共通の必須条件等は、現在の自治体や地方観光地が既に認

識しているものと思う。一般的な観光振興策は理解している地域が多い。その中から

成功を得るのは、例えばリーダーシップのあるカリスマ人材がいたなどラッキーな環

境があったものだ。結果もさることながら、何が成功の鍵なのかプロセスも重視する

研究になっていけば良いと考える。（野池） 
 宿泊滞在の結び付く課題と考えると、宿泊の時間内のことなのか、宿泊に伴う前後の

時間も含めるのか。今回は宿泊の時間内の「負の解消」がテーマではないかと思う。

宿泊しているのに、その時間が思いの外楽しくなかった、本当は行きたかったのに現

状のサービス内容では行けないターゲット層（例えば、子連れ、ペット連れ、ユニバ

ーサルツーリズム）への対応等は、次年度以降となるのか。周辺の居酒屋だと楽しい

のに、旅館内で食べると美味しくない等、様々な「負」があると思うが、それらを主

に解消していくのか。それとも、宿泊滞在前後も含めた「負」の解消を考えていくの

か。（沢登） 
 沢登委員のご指摘は大変重要。今回は、宿泊滞在の満足度、つまり泊まっている人の

満足度をいかに上げるのかということ。お客さんが満足していないから満足させたい

という入口でなく、地域側の都合（地域にお金が入ってくる）のパターンが多い。せ

っかくお客様が来ているのに地域にお金が落ちないと考えている。どちらでも良いが、

それを本当にやろうと思えばお客様の立場の目線に立たなければできないということ

が、発想の転換にもなり、重要な意味を持っている。課題の全体的な体系の整理を中

心に議論しなければならないが、宿泊滞在の満足度を上げるという視点は大切。（事務

局） 
 宿泊滞在の定義だけは明確にした方が良いのではないか。宿泊に伴う滞在全てという

ことになると、今までと変わらず、全てのことをやりますということになるが、今回

は宿泊施設の満足度改善なのか。（沢登） 
 施設というより、チェックインからチェックアウトの間。どちらかというと、施設滞



 
 

在から脱皮して、地域を楽しんでもらうということが滞在交流型ということ。泊まっ

たお客様が地域を楽しんでもらうための基地としての宿泊施設というマインドに変わ

ってもらうと良い。（事務局） 
 そうすると、コンテンツが重要。朝のコンテンツ、夜のコンテンツにどうつなげてい

くのか。または、「食」であれば、近くの生産者等、地産地消等をどうつなげていくの

かというアプローチになっていく。（沢登） 
 滞在において、宿泊機能は中核的役割を果たす。宿泊機能が担う部分で相当程度ある。

そこの使いやすさ、メニューの豊富さ、メニューの存在、つまり情報の流通等で、地

域全体としてどういうことができるか。現状だと毎晩ゴージャスな夕飯を食べなけれ

ばならないような極端な話で、コスト面が合わなくなる。そこをきちっと見せること

が地域としてのリアリティになる。データの見方として、確かに満足度は高まってい

るが、半日の 62%が満足しているというと、このデータから見るとそんなに満足度が

高まっている感じはないが、どうか。（長嶋） 
 それは見方だと思うが、上の二つともう一つ下のやや満足を入れると 90%を超える。

その 90%の中で、滞在時間による差で 10%近く違ってくるというのはかなり大きな変

化だと思う。（山田） 
 他のデータだが、市町村の２割の宿泊施設で８割の客を取っている。宿泊者がいるの

に、地域の基地として機能しているのかというと、そうではなさそう。客数増加は１

割、減少は５割、残り４割は大規模施設に集中しているが、客数を伸ばしているのは

小規模。これをどう見るかがポイントではないか。（山田） 
 成功モデル化を見出すためにも、データの出し方も大事。自分たちの地域でも取り組

んで、リアリティを持ってやっていくことを実証すること。地域全体の満足度を上げ

るのは難しいかもしれないが、その宿泊施設に泊まりにきた人の満足度は容易に上げ

られるかもしれない。成功循環に皆を、核をつくり、その中心に巻き込んでいくよう

なこと。そこのプロセスをどうつくっていくのか。先進的な取組だからこそ、やる気

があるが隘路がある地域や、プロセス自体が先進的で初めて実証されるようなものを

支援していきたい。こういったアプローチで、からまった糸がこういうふうに解消さ

れたぞ、というような事例を作ることができればと考えている。課題解決プロセスの

先進性を積み上げていきたい。（事務局） 
 前段として、６つの観光圏での議論を随分してきた。そうした先進的な地域のように

なり地域の抱えている課題を見て、プロセス、手法等で、解を求め、モデルとして地

域に波及させるという主旨だと思う。本事業の全体像、宿泊滞在に係る課題解決に至

る過程について、一般的に、全体的に、財団の知見を示していかないといけないと思

う。資料中の「３．滞在期間と満足度・経済効果（１）（２）」のデータだけで良いの

か。地域の現場に入っていって、全体的な課題の中から、共通課題についてのデータ

的なバックアップ、少なくとも財団の知見を踏まえて、滞在交流型観光の宿泊課題の

目星をつけなくてはならない。共通課題の理由、細かな課題のまとめ、共通課題を解

決するためのちょっとした案を提示しないといけない。滞在期間と経済効果だけだと

足りない。（清水） 
 



 
 

＜「実証地域における取組イメージ（案）」について事務局より説明＞ 
 
 地域共通の問題を解決していくべきで、具体的な一地域を良くしていくという趣旨と

は異なる。（事務局） 
 伝え方だけであれば、プロセス、手法を受けて、モデル化するということだと思うが、

本来であれば、課題設定があり、真因がどこにあるのか、課題の解決策等があるべき。

例えば、朝と夜、充実した時間を過ごせていない。宿泊施設と地域の交流コンテンツ

とどうつなげていくのか等をイメージしている。課題感としては、旅の目的を、宿泊

施設を中心にして、こうしたい、ああしたいという趣向性を伝えきれていないので、

満足して帰っていないと思う。宿泊施設が地域交流型の基地機能としてどう整備して

いくのか、ということをやった方が良いと思う。例えば、コンシェルジュ機能を中心

にしたい地域、なかなか進まなかった泊食分離等。例えば、佐渡では地元の美味しい

ものを食べられないという課題があった。地域の食との連携をどう取り入れて行くの

か、そこのプロセスを知りたい地域はいっぱいあるはず。須崎市は宿泊施設が少な過

ぎるのが気になるが、漁協や地域とどうかかわるのか等検討する価値は高いと思う。

（沢登） 
 本来は公募で、4 月から開始するイメージだった。地域の公募ではなく、課題解決案

を考える人たちの公募である。そういう方法が良いのかどうかも含めて、共通認識を

もって課題に取り組むようなところ、須崎やあわら等で主に取り組んでいくか等、模

索中である。（事務局） 
 終了時にいろいろな地域をまわり、宿泊施設や地域リーダー等とセミナーを開催し、

そのセミナーを聞いたら、地域の人が理解するようなイメージがある。宿泊施設の人

と地域の人、ここの両プイレヤーがいることが大事。伝えるためには課題感をどこに

置くかが重要。（沢登） 
 できるかどうかは分からないが、佐渡はどうか。（沢登） 
 伊豆と能登と佐渡は、難しいと言われている。良い人もいるし、素材も良いが、半年

程で一定の成果を生み出していくには難しい地域だ。（事務局） 
 宿泊施設を基地にということはでてきていたが、もっと、斬新な手法というか、そう

いうところが見えていないので、半年ぐらいで一つの方向性が見えてくると良いと思

っている。（清水） 
 無理して公募する必要はない。（事務局） 
 ここまできたので、一般的なコンサルタント、他地域で取り組んでいる人たちに手を

挙げさせる枠組みも考えられる。（清水） 
 海外の事例や、他業界、他企業で取り組んでいることはどうか。TSUTAYA でコンシ

ェルジュ機能を用意したというような話もあるが。（沢登） 
 TSUTAYA は図書館やカフェもやっている。 
 フロントラインの観光協会も抜本的に変えて行くことも必要。情報機能も必要かもし

れないが、コンシェルジュ機能もコミュニケーション機能も必要。ある意味、観光案

内所は、基地としてサロンのようなものに変えていかなくてはならない。物販もする

道の駅のようなものは良い。サテライトを駅に置き、宿泊施設への荷物配送というこ



 
 

とも６つの観光圏で取り組んでみようと思っている。イノベイティブな観点からする

と、TSUTAYA の図書館や、ヒカリエでの滞在時間を延ばす試作等も取り組まれてい

ると聞くが、そのためのバッグデータも必要だ。「よし、やるか」という気持ちにさせ

るためのツールも必要。（事務局） 
 須崎においては、まちかどギャラリーがある。これが交流施設で、コンシェルジュ機

能案内所の在り方についていろいろな所から問題提議されているが、そういったこと

を共通の課題にしていく。（清水） 
 TSUTAYA の図書館の例もあるが、市が人を派遣し、お金も負担して、民間が運営し

てくれるということもあるかもしれない。（事務局） 
 今年度ということに関していうと、３つの実証事業を共通で実施しなければいけない

ということではない。須崎に関しては、こういう取組もあり得るという一例だ。（事務

局） 
 戸倉上山田温泉に関しては、やる気のある若手がいる。その若手がどうやって事業を

まわしていくのか、実行力に課題がある。あわら温泉に関して言えば、屋台村もあり、

飲食提供サービスが地域でいろいろある中で、どう地域で協働していくとお客様の満

足につながるかという課題が出てきている。須崎に関しては、異業種との連携という

話もあるかと思ったが、まちかどギャラリーを今までの延長でない、観光案内所だけ

でなく畳敷きの部屋で行う観光案内所等、商家の見学だけでない、今までと違うタイ

プの観光案内所が考えられるかと思う。（山田） 
 セミナーをする時のタイトルとなるよう、言葉を揃えていった方が良いと思う（沢登） 
 先進事例はもう少し身近な事例を入れたら良いのではないか。八戸あさぐるは、観光

資源が何もないという状況を逆手にとって乗り越えた。また、市民を巻き込んだこと

も重要な要素だ。阿智村のヘブンス園原は何もないスキー場の夏場利用について、「星

空」に着目し、天空の楽園というナイトツアーを成功させた。ないないづくしの中で

も充分な素材があり、勇気を与える事例だ。また、上田市武石の農業体験もある。世

代交代も含め取り組んでいるが、健康長寿をテーマに据えたときに、旧来の温泉のイ

メージを変えることができるのではないかという点で新しい取組の一つではないか。

（野池） 
 ３地域で何らかの普遍的テーマを設定し、脈略無く事例を出すのではなく、宿泊滞在

をどう増やしていくのかという観点を出し、それらを普遍的に見るとこういう要素が

ある等という形で取り上げた方が良い。滞在交流の宿泊滞在の課題について、例えば、

須崎なら地域のコンシェルジュ機能をどうしたら良いのか。これについて、須崎では

こう考えているが、先進的な事例を公募する等としてはどうか。そして、公募された

先進的手法を元にしながら、その課題解決のプロセスの場を作っていかなくてはいけ

ないと思う。事務局には頭の整理をしながら、資料を作り直して欲しい。バックアッ

プデータを基に共通の課題を整理し、滞在交流型に展開するにあたっての課題の全体

像、その中で宿泊滞在について焦点を当てるとどうなるか、その要素は何なのか、普

遍的な課題をこの地域で実証実験していくというように落とし込みをしなければなら

ない。（清水） 
 裾野を広げる事業だが、それと同時に先進性を問われているのか。（沢登） 



 
 

 IT もそうだが、プロセスの先進性も含めていけば良いと思う。昨年度は「イノベーシ

ョン」がついた事業名だったが、今年度は「受入環境改善」という事業名に変えた。

普遍的なテーマに対して、先進的なプロセスで取組、解決していく。（事務局） 
 課題を突破するということであれば、やはり海外事例や他産業界の事例等、なぜ今ま

で突破できなかったのか、属人的に思っているところを体系的に整理していくことが

大事。（沢登） 
 できないことの理由を解明するというのが一番大事。（長嶋） 
 例えば、地元の一番美味しいお店を教えてくれない事情を解きほぐすことが大事。理

由があってそうなっているのだが、そこを解きほぐすことが大事。解きほぐすための

事例が欲しい。「さぼっているだけじゃないの？」というところに、実は地域の事情が

あるということを解決しなくてはならない。地域ではお金が欲しいので違うバイアス

がかかってくる。（事務局） 
 事例整理も何をしたのかではなく、なぜそこに至ったのかということが重要。（山田） 
 地域の中で何かキーファクター、きっかけがある。実は随分前からこれはこうだとい

う処方箋は出ているが、マーケットの関係、その他の理由も強くあり、なかなか上手

くいかない。気になったのは、（資料より）市町村数で 8 割の需要とあるが、人口の

度合いもある。3 大都市圏に人が集まっている。突然、九州に行って、滞在交流をす

るかというと、そんなに多くはないと思う。条件が違う。大都市圏モデルが必ずしも

地方圏で通用するかは疑問。(長嶋) 
 北海道は、もともと分散していたが、全体の宿泊人数が減っていくと、札幌だけが横

ばいで生き残っている。東北は客数減でも同じような形で減っていっている。（山田） 
 資料４の実証事業の課題についてさらに整理が必要。今年度の実証事業で取り扱う課

題として「宿泊滞在に結び付く課題解決」が挙げられているが、例えば須崎等は、宿

泊は弱い。そこで、「滞在時間の延長、拡大の課題解決」という整理をまずしてみるこ

と。その上で、３地域でどのような課題があるかを見てみる。戸倉上山田の場合は、

宿泊者の満足度、再来訪意向を形成する付加価値の整理をしてみると、現状でいろい

ろな取組をしているので良いのではないか。あわら市の場合は、140 万人の宿泊者数

が 70 万人に減ったとはいえ、まだ 70 万人の来訪があり、かつ JTB の宿泊単価で言

えば、１万６千円という比較的高価格帯である。その意味で、あわら市の人々はある

程度のことはやって来ていると思っている。北陸新幹線の開業に備え、少なくとも由

布院の２万２千人くらいは集客したい、そのためには地域を良くしていかなければい

けないということで、「湯けむり横丁」や「おしえる座ぁ」等に取り組んできた。比較

的高めの価格帯の来訪者に対応するために、地域全体で頑張る、その頑張り方に力点

を置いて、その意味ではプロセスの部分が多くなるかもしれない。幸いなことに、異

業種を含めた、まちづくり委員会が出来上がってきた。その中で、ガイドの整備をし

直す等の議論の中から、どういう形で地域全体を押し上げるのかという段階にきてい

る。そして、改めて実証事業で取り組むにあたって、全国の人が参考になるように、

年度末にはモデル化が必要。いずれにせよ、３地域における解決プロセス、手法の先

進事例、いわばどうやって長年の課題を解決するのかを提案する。平行して、各方面

に公募する。（清水） 



 
 

 公募は新しくて良いのでは。（沢登） 
 公募で手を挙げてくるのか。（長嶋） 
 地域のコンサルタントが手を挙げるかと思うが、その提案が正しいかは別の問題だ。

（沢登） 
 公募の中でも、選定基準は悩んでいて、過去の実績を評価する考え方もあるし、新規

アイデアを採用するというやり方もある。今回は、地域の人と議論をしながら何かを

生み出していくというプロセスが大事な部分で、取組だけを評価するのではなく、地

域と議論をしながら、何か解決手法を生み出せるような過去のノウハウ、実績を持っ

ている部分を評価したいと思っている。公募の要領の中の評価基準できちんと整理し

たい。（事務局） 
 今回は事業費 300 万円を支援するという形だが、コンサルタントがそれをメリットと

して捉えるかはわからない。（事務局） 
 応募はしたいが、実際地域に行って関わる事が難しいと感じる人達は、国策に対して

の解決案を認められたり、フリーランスの人にとっては、自分の出したアイデアをき

ちんと伝えてくれるということがインセンティブになり得る。（沢登） 
 観光庁の名においてホームページ等できちんと公表し、地域も PR できるということ

にメリットを感じるかもしれない。申請者として、推進母体の協議会として出てくる

のか、行政なのか、団体なのかはわからない。（長嶋） 
 全体の共通課題、共通課題を解決するための個別課題、それらの課題の重要性を示す

バックアップデータが必要だ。その中で今年度取り組むべき課題として、宿泊滞在に

結び付く課題解決ということで、さらにいろいろな事例を体系的に整理する。戸倉上

山田温泉の場合は、宿泊価値を向上させることが課題として挙がるだろう。芦原温泉

の場合は地域全体の価値を如何に上げていくか、その中で足湯や湯けむり横丁の整備

等も関わってくるだろう。須崎の場合はコンシェルジュ機能を持った観光案内所で滞

在時間の延伸に繋げていく。これらの取組結果をプロセスも含め、年度末にまとめて

いくという流れでどうか。（清水） 
 課題の体系図については今後も議論していただくと同時に、実証事業については走り

出したい。現場での時間を多く取り、良い事業となるように次年度以降、4 月 1 日の

予算成立と同時に動ける体制にもしていきたい。公募をするのであれば、冬の間に準

備をして、委員会の中での議論もそうしていって欲しい。（事務局） 
 公募については本日の議論を踏まえ、事務局に預けていただき、適宜メール等で御報

告させていただきたい。（事務局） 
 事業の全体像と現時点での取組が地域の人にもわかるような資料のつくりとする必要

がある。（清水） 
 本日は大変有益なご意見を賜り感謝申し上げたい。本事業は大変重要な事業であると

考えているが、国内観光については自治体が具体的に取り組むべきで、国が取り組む

べきは先進的・公益性のある事業という考え方もある。その結果として調査事業とし

ては多年度にわたって実施していくのは難しいが、具体的な成果が挙がれば、それを

早い段階からきちんと説明力をもって伝え、次年度の概算要求に臨んでいく。この繰

り返しでしか良い仕事はできない。ブランド観光圏についてはエッジの効いた観光地



 
 

域を作っていく事業だが、本事業のように裾野を拡げていく事業も大変重要な柱とな

る事業と考えている。難しい仕事であると同時に、成果を出す必要がある事業だと思

っている。委員の皆様にもご負担を掛けていくことになるが、ご協力賜りたい。地道

で継続的な仕事、世の中を変えていくためには地道に取り組んでいくしかないと考え

ている。引き続き、よろしくお願いしたい。（事務局） 
以 上 

 
（３）第３回第三者委員会 

 

○開催概要 

日時：平成 25 年 10 月 18 日（金）15:00～16:10 
場所：国土交通省 合同庁舎３号館８階 観光庁 国際会議室 
 

○出席者（順不同・敬称略） 

＜委員＞ 

清水 愼一  観光地域づくりプラットフォーム推進機構 

立教大学 観光学部 講師 

 

長嶋 秀孝  公益社団法人日本観光振興協会 常務理事 

秋山 優一   長野県観光部観光振興課 課長（代理出席） 

山田 雄一  公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 次長・主席研究員 

 

＜事務局＞ 

川瀧 弘之  観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課 課長 

御手洗 哲郎 観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課 課長補佐 

荏原 敏之  観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課 専門官 

中島 泰   公益財団法人 日本交通公社 観光文化研究部 主任研究員 
 
 

議事１：本日の進め方の確認 

事務局より資料説明 
 
議事２：実証事業における公募企画提案内容の概要説明 

事務局より資料説明 
委員からの質疑等はなし 

 
議事３：実証事業における公募審査（採点） 

事務局より資料説明 
委員による採点 
 



 
 

（休憩） 

 

 

議事４：採点結果の共有と選定可否の審議 

事務局より採点結果について説明 
 
【株式会社リクルートホールディングスの企画について】 
 「八戸あさぐる」を参考に、従来の観光要素ではない、地元の人の楽しみを観光の要

素にする取組として、面白いものになるのではないかと期待したい。（秋山） 
 課題の認識、地域での合意形成が課題という点は適切だと思うが、それを受けて、ど

ういう行動をしていくのかという所が見えにくい。また、報告書３部の作成費用が過

大ではないか。他に使った方が良いのではないか。（山田） 
 滞在プログラムの企画提案にもっと力を入れて欲しい。２～３ではなく、時間内でで

きるだけ多くのプログラムができると良い。経費については、滞在プログラム、モニ

ターツアー、チラシ等に効果的に使っていただきたい。経費の付け替えは可能なのか。

（清水） 
 事業で適切と認められる範囲においては、予め事務局と相談の上、適切かどうか判断

したい。（事務局） 
 プログラム開発に比重を置き、その他の経費を再考していただければ良いのではない

か。（清水） 
 
【ランドブレイン株式会社の企画について】 
 地域の抱える課題について全体像が整理されている。一方で、対応策がやや総花的な

印象がある。事業実施する中で具体的にしていって欲しい。また、効果検証について

は、アンケートを主軸に検証を行うことになるので、事業目的を明確にした上で、ア

ンケートの設計に留意して効果的に実施して欲しい。（山田） 
 幅広く提案しているので、過去の知見に基づき、様々な角度から検討していただける

と良い。（長嶋） 
 内容については良いと思う。ただ、旅館・女将の重点が高いように感じられるので、

できるだけ地域住民を巻き込める方法を模索して欲しい。（秋山） 
 企画提案の内容についてはこれで良いと思うが、山田委員からもあったように効果検

証については表面的なものではなく、アンケート項目を含め、しっかり内容を検討し

て取り組んで欲しい。あえて言えば、人件費は必要分に抑え、しっかりしたアンケー

トの実施に向けての比重を高めて欲しい。（清水） 
 
【四国旅客鉄道株式会社の企画について】 
 まちかどギャラリーという、貴重だが、活用の難しい資源について、よく考察してい

ると感じる。ただ、実証事業の「JIMO-ART」にて何を確認、明らかにするのかとい

うところが見えにくい。事業の中で、仮説で良いので、方向感を定めるような評価を

得られるようにすると良いのではないか。（山田） 



 
 

 長野県にも、まちかどギャラリー同様に地元の人が活用している施設があるが、観光

客からすると、そうした施設には近付きにくい面もあるかと思う。その活用法につい

ては苦労されると思うが、画期的な取組を期待したい。（秋山） 
 JIMO-ART の部分がもう少し見えてくると良い。サポート体制にある高知県内のアー

トディレクターの具体的なところが企画書では見えないが、本格的に行うとなれば、

相応の費用がかかる。実施にあたっては必要経費をかけて実施して欲しい。（清水） 
 印刷費が計上されていないので確認願いたい。（山田） 

 
【３企画共通事項、事業全体について】 
 本日ご欠席の安島委員より、「地域が滞在交流型に変わっていくには、時間が掛かる。

しかし、それに対して、数ヶ月の事業期間で即効性を求めすぎているように思える。

特に、実証事業の期間が、観光客の少ない１－２月になってしまい、効果の測定など

難しいと感じる。その意味で３つの全ての事業でスケジュールに無理があると思う」

とあるが、委員全体の気持ち。次年度以降、事業実施にあたってご留意いただきたい。

（清水） 
 基本的には３つの案件とも大きな難点はないが、各事業の目玉となる部分、すなわち

株式会社リクルートホールディングスは「滞在プログラムの充実化」、ランドブレイン

株式会社は「アンケート・ヒアリングによる効果検証」、四国旅客鉄道株式会社は

「JIMO-ART によるまちかどギャラリーのバージョンアップ」について、しっかりと

経費と時間を掛けて実施していただければと考える。（清水） 
 本日の結果を受けて、実証事業実施者、実証地域とも十分協議の上、採択、実施とし

ていきたい。（事務局） 
 

議事５：その他 

事務局より今後の説明等 
以 上 

 
（４）第４回第三者委員会 

 

○開催概要 

日時：平成 26 年 3 月 6 日（木）10:30～12:00 
場所：合同庁舎３号館８階観光庁国際会議室 
 

○出席者（順不同・敬称略） 

＜委員＞ 

清水 愼一  観光地域づくりプラットフォーム推進機構 

立教大学 観光学部 講師 

長嶋 秀孝  公益社団法人日本観光振興協会 常務理事 

野池 明登   長野県観光部 部長 

沢登 次彦   株式会社リクルートライフスタイル 事業創造部 部長 



 
 

じゃらんリサーチセンター センター長 

山田 雄一  公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 次長・主席研究員 

 

＜地域関係者＞ 

吉本加津代 須崎市元気創造課 

浜田容輔  四国旅客鉄道株式会社 総合企画本部地域連携室 

武田正彦  あわら市政策課 

田中元清  ランドブレイン株式会社 

岡部将己  ランドブレイン株式会社 

荻原健太  信州観光地域づくりマネジメント塾生・GAP チーム代表・荻原館若旦那 

服部卓郎   株式会社リクルートライフスタイル事業創造部じゃらんリサーチセンター（JRC) 

 

＜事務局＞ 

川瀧 弘之  観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課 課長 

御手洗哲郎   観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課 課長補佐 

荏原 敏之  観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課 専門官 

中島 泰   公益財団法人 日本交通公社 観光文化研究部 主任研究員 
 

議題１：実証事業の報告 

事務局より資料説明後、各地域から取組について報告。 
＜質疑応答＞ 
 ３つの地域の実証実験を聞き、いい結果報告だと感じた。コンサルタントのやりたい

方向に引きずられることもあるが、地域側に当事者意識があり、その上に専門家のア

ドバイスを受けるというスキームが大事である。2 つ目は外の目の使い方が上手だと

思う。地域の中だけだと訪れる人の価値観が見えてこないことが多いが、I ターン U
ターン者をうまく活用したり、カスタマーの声を基軸に商品開発に動いたりした。地

域のやりたい方向性があった上でうまくチューニングをしているのがポイントだと思

う。今回は目的が滞在時間を延ばし、それによりカスタマーの満足度、環境改善をど

こまで進められたかがポイントになり、そこに関する最終的な検証。一回で全てが解

決するわけでなく、突破口になると思う。みなさん継続すると言っていたので、続け

ていくことと、汎用的なメッセージになるといい。温泉街の活用の仕方、ハコモノの

活用の仕方などがあるだろう。7 割の人が到着してから何をしようか考える今の時勢

だと、滞在してからすぐ使えるパンフレットの活用は促進されると思う。（沢登） 
 沢登委員と同じ思い。地域内での連携、観光関係者に留まらず地域内でのいろいろな

方々との連携は３地域に共通している。住民を中心とした関係者が主体的に取り組ん

でいるという点がひとつの原点的なモデルだと思う。当事者が自分たちのためにやれ

ることをやっている。観光はまちづくりそのもの。そこに近づく第一歩なのだと感じ

た。（長嶋） 
 多くの自治体にとって「成果」と「プロセス」という意味で参考になると思う。メッ

セージとして出すときはわかりやすく出してほしい。地域が見極めるべき原石はなに



 
 

か？磨いてどういうコアな価値にしたのか？特別な投資をしなくても暮らしの中に価

値あるものがある。装置は飽きられるが、暮らしは時が経てば経つほど価値が出る等

の趣旨を盛り込んでほしい。最終的には全国どの地域でも手が届くところに滞在型観

光地づくりの目標があるというまとめになると良い。人が資源ということもあるが、

プロセスの中でどういう壁にぶつかり、どう乗り越えられたのか、失敗談も参考にな

る。汎用性のある要素もたくさんあり、戸倉上山田温泉であれば「足湯でさえも源泉

掛け流し」といえば品質保証に通じる。価値のある発表だったと思う。（野池） 
 短期間の中でお疲れ様でした。地元の中での合意と外部のコンサルタントのバランス、

今回３地域のなかでこれはどのように考えていくかいろいろなヒントが出てきたと思

う。短期間では難しい地域を変えるということと、実際の実証事業、時間軸の違うも

のを 2 つやっているのが面白い結果になったのではないか。整理すると、プロセスに

ついても他の地域の参考になると思う。短期的な事業でいうと、あわらと戸倉上山田

は情報提供により、来訪者の行動変容を確認したのだと思う。じゃらんさんの感情に

訴える見せ方が上手。お客さんの行動変容は情報提供をどうやってやったら出来るの

か？どう知らせたらいいのか、少し技術的ではあるが別途整理していくとよい。須崎

はアートに町歩きというベタな要素をうまく融合しているところが特長。平凡なもの

でも組み合わせ方によって、違うものが生み出せることを示していると思う。四国だ

と瀬戸内国際芸術祭もあるので、アートだけでおしても難しい。三地域三様で面白い

結果が出てきた。（山田） 
 須崎はマスコミを巻き込んでいるが、他の地域の様子も知りたい。課題、何がダメな

のか、エッジの効いた感じで見えてくるといい。（事務局） 
 時間がなかった。ガイドのメンバーをいかに増やすか？受付から実施までの仕組みづ

くり、まちかどギャラリーをいかに商店街と結びつけるかが課題。須崎市内全域にこ

の取組を広めていきたい。議会をクリアすると古民家の工事が始まる。（吉本） 
 議会はいろんな人の集合体だから意見がまとまりにくいということなのか？（事務局） 
 今までは議会にさえ上げられず、今回この事業を実施することでようやく先が見えた。

（吉本） 
 接点がなかった関係者が初めて集まった。これまで馴染みのメンバーで答えの出ない

会議を実施していたが、行政に頼らない取組を実施しているメンバーを市役所に呼ん

だ。今回の取組については新聞テレビで取り上げられている。課題について、行政不

信な人たちを観光まちづくりに意識を持っていくのが難しい。２町の合併によりバラ

ンスを取るのも難しい面がある。（武田） 
 今回の事業では地域内の合意形成、気持ちに火を付けること、滞在時間の拡大延長を

行った。マスコミのプレスリリースの優先順位は低かった。情報発信は今後の課題。

行政への要望、指摘は各団体の連携が少ないこと。初めて地域内のトップに集まって

もらう横断的な会議を開催した。会議をしたからといってすぐに連携できるわけでも

なかった。異動になる 2 年 3 年の期間ではなく、行政も死にものぐるいでかかってい

かないといけない。（荻原） 
 三箇所とも過去のしがらみや団体間の軋轢で合意形成ができにくかったが、この事業

をきっかけにいろんな切り口から取り組んだ。二重にコンサルタントを使うことは滅



 
 

多にないが、いろいろな考え方を実施したのは目新しかったと思う。ばらばらだった

地域の人たちの目線が集まってきた。団体間の軋轢も動いてきた。平凡なものでも組

み合わせによって違うと意見があったが、既存の石を磨いてうまく組み合わせてアピ

ールしたり、軋轢を乗り越えてほしい。他地域に参考となるメッセージとしてどうま

とめるかが課題だと思う。（清水） 
 
議題２：事業成果の報告 

＜意見交換＞ 
 課題は内的な課題（地域は一つになっていない、行政と協力体制が出来ていないなど）

と物理的な課題がある。須崎市では、新しい観光案内所の可能性を感じる。地域に眠

るハコモノの有効活用が出来ていないという課題に対してのアプローチ。あわら市で

は旅館の昼間の温泉街の活用によって滞在時間を延ばして消費額を上げることができ

る。昼の閉鎖的になっている時間を解放するという、物理的な課題の解決策がある。

戸倉上山田はチェックインの後の情報提供をすると滞在時間がのびると思う。それが

出来ていない地域、その物理的な課題に対して。３つの地域が各論の課題に対して解

決をしましたという方が他の地域もまねしやすい。物理的な課題を解決するだけでは

だめ。内的な手法も重要。解決の手法は今回具体的に不明。行政の巻き込み方、議員

の巻き込み方等がわかるとよいだろう。（沢登） 
 このアウトプットを誰が使うのかと言えば、これから観光振興をする人だと思う。ど

こまで書けるかという部分はあると思うがテクニカルな部分をもっと知りたいのだと

思う。差し障りのない範囲できちんと書いた方が実用性のある一般化資料になると思

う。あわらは先程話があったように接点のなかった関係者が集まった。どういう人を

どうアプローチしてという部分も重要だと思う。そのあたりを盛り込むと使い勝手の

良いものになると思う。（長嶋） 
 人集めは普段から情報収集している若女将の力による部分が大きかった。（武田） 
 メッセージ性の高いものをつくってほしい。全国どこでも仕立て方によって手が届く。

なぜならば原石は日常の中にあるから、手が届く、心に火が付くというメッセージを

打ち出してほしい。（野池） 
 体制と実行面の話があると思う。ある種表裏一体で、氷山みたいなものだ。これらは

お互いに関係しているが意外と見ていない。議論の場づくり以降は実行面だと思う。

必ずしも 1 があって 2 にいくのではなく、体制をつくりながらプロジェクトを動かし

ていき、プロジェクトが体制をつくっていく。これは並列の問題。外部の専門家の役

割は、体制の問題に中から気付かないところを指摘してあげることだと思う。一つの

リングではないかもしれない。お客さんの視点から見るとこういうプロセスだが、既

存の観光地であれば来ている観光客をどうしようという話からというのもあると思う。

これも必ずしも直線的ではないと思う。複数の並行している視点があるということで

はないか。（山田） 
 

議題３：全体総括 

 総じてきれいごとでは終わらないということだと思う。資料５の解決プロセスに課題



 
 

の体系的な整理表があるが、事例集はこのような感じで整理されるが役立たない。中

の肝心な部分、合意形成の問題、場づくり等について具体的に悩んでいることが見え

てこないので、役立たない。今回の事業はそれを乗り越えた。裏にあるどろどろした

悩んでいる課題をえぐり出してきちんとメッセージとして伝えながら、どう示してい

くのかが課題だと思う。３地域の苦労の中身をえぐり出してもらい、うまく表現して

もらえるとありがたい。全体だけではなく、たとえば情報発信の仕方など個別の話に

も突っ込んでほしい。プロセスは頭に入れながら全体的にばらばらと進めていき、そ

れをひとつひとつ積み上げていくのだと思う。メッセージ性の高いもの、地域の人が

読み手として今度は違うなと参考になるようにまとめてほしい。受入環境整備はどう

いう中身で進めるか、国の役割など最初は収斂しなくてかなり議論があったが、最終

的に非常に従前にない国の補助事業になり、面白い切り口を提示できたと思っている。

他の地域への参考になると思う。（清水） 
 今日はどうもありがとうございました。メジャー観光地、観光圏、それ以外（今日の

３地域など）もある。地域の課題の抽出が出来た。今日の意見を参考に仕立てていた

だきたい。（事務局） 
 

以 上 
 

３ 地域横断会議議事録 
 
（１） 第１回 
 
○開催概要 
日時：2014 年 1 月 23 日（木）15:30～17:00 
場所：千曲市観光協会 ２階 大会議室 
出席者： 
 清水愼一 検討委員会座長 

あわら市 奥村智代 芦原温泉旅館協同組合女将の会 

 伊藤俊子 花工房あわら・農業 

 武田正彦 あわら市政策課 

 坂井真生 あわら市政策課 

 宮脇宏考 ランドブレイン株式会社 

 岡部将己 ランドブレイン株式会社 

戸倉上山田 小平 悟朗 上山田温泉代表取締役社長・中央ホテル代表取締役社長 

（千曲市） 志賀 正 しげの家代表取締役社長 

 瀧澤 英雄 旅館組合青年部長・ホテルプラトン代表取締役社長 

 タイラー リンチ 千曲市観光協会理事・千曲市インバウンド研究会・亀清若旦那 

 荻原 光太郎 カラコロにぎわい協議会長・旅館組合連合会長・荻原館代表取締役社長 

 西澤 正雄 善光寺大本願別院観音寺事務局・正明館代表取締役社長 

 林 幸彦 商工会旅館部会長・福寿荘代表取締役社長 

 山崎 好一 上山田公民館長 

 上水 清 更級人（さらんど）「風月の会」事務局長・さらしな会議 



 
 

 髙村 隆徳 稲荷山町並み委員会主宰・髙村隆徳建築都市研究所代表取締役社長 

 高野 和也 千曲市観光協会副会長・亀屋本店代表取締役社長 

 飛田 誠一 カラコロにぎわい協議会理事・クラウン農園代表 

 荻原 健太 信州観光地域づくりマネジメント塾生・GAP チーム代表・荻原館若旦那 

 平林 昌男 千曲市経済部長 

 宮原 清 千曲市観光課長 

 永井 圭二 千曲市観光協会専務理事 

 服部 卓郎 株式会社リクルートライフスタイル事業創造部じゃらんリサーチセンター（JRC） 

須崎市 佐々木かおり すさき SAT まちかどギャラリー 

 上野伊代 須崎市地域おこし協力隊 

 吉本加津代 須崎市元気創造課 

 谷脇弘 須崎市元気創造課 

 浜田容輔 四国旅客鉄道株式会社 総合企画本部地域連携室 

事務局 荏原敏之 観光庁観光地域振興課 

 外山敬祐 観光庁観光地域振興課 

 坂本賢一郎 北陸信越運輸局 企画観光部 観光地域振興課 

 中島泰 公益財団法人日本交通公社 

 清水雄一 公益財団法人日本交通公社 

 柿島あかね 公益財団法人日本交通公社 

 
挨拶 

 今回の事業は滞在交流型の観光を促進するための課題を解決する趣旨で実施している。

実証事業を通じて、課題解決手法のモデルを構築できるとよいと考えている。本日は、

各地域が相互の取組を知り、活発にご議論いただくことによって新しい課題解決のヒ

ントが生まれることを期待している。（事務局） 
 

実証事業地域からの事業内容の紹介 

 各地域より事業についての説明を行った。 
 
意見交換 

 国の事業で 3 カ所実証事業地域を指定し、事業を説明してもらった。（清水） 
 戸倉上山田は 135 万人近いお客様がかつては来ており、千曲市の中核的な観光地だっ

たが、現在は半減している。昔のにぎわいを取り戻し、じっくり滞在して、温泉以外

のものを楽しんでもらうことで話し合いを進めている。会議には、商工会や町並み研

究会や更級の事務局長、公民館長等が参画しており、互いの持っているものをつない

で、お客様を楽しませる取組を検討している。夜景ツアーや特産物カタログ、スポー

ツセンターとの連携した朝ヨガなどが具体的な項目である。リクルートや JTBF でマ

ーケティング調査を実施する予定である。（清水） 
 あわら市はかつての 140 万人近い入込客が 3 割減になっている。北陸新幹線開業に向

け、首都圏のマーケットも取り込んでいきたい。足湯計画があるが、メインストリー

トの歩道を広げ、歩いて楽しいまちづくりを進めている。（清水） 
 須崎市は温泉街や観光地ではない。高知市から離れ、高速道路が延伸したことによっ

て、通過地点になってしまい、さびれつつあるのが現状である。古い町並みを味わっ



 
 

てもらうために、昔の商家（旧三浦邸）を市が買い取り、交流拠点にして、現代の芸

術家が集まっている。須崎の元気な女性がまちあるきのためのコースを提案し、ガイ

ドをしている。ユニークな取組で反響が大きく、メディアにも取り上げられている。 
 今回の実証事業地域で切り口は異なるものの、互いに参考になる取組だと思う。（清水） 
 カラコロ協議会の初年度は一宿一ギャラリーを考えていた。各旅館をギャラリーにし

て一人のアーティストが一週間ずつ製作をする。他の旅館の宿泊客も一週間の期間見

学しに行ける。その中には体験教室なども組み込んだ。できあがった作品は一ヶ月間

展示する。1 年間、12 人のアーティストで実施した。あわらで行っている芸妓の観光

ガイドについても、芸妓が温泉街を歩いて案内する取組を実施した。足湯も初年度に

計画している。地域住民と観光客が同じ足湯に入って交流したいと思った。カラコロ

協議会は多業種 40 人でスタートしたが、次第に旅館中心で 7～8 人程度になってしま

い、3 年目からは継続が難しくなってしまった。須崎市の取組からは官民一体となっ

て実施する意気込みを感じた。あわらはハードを含めて芦原温泉の復活と考え、地域

のグランドデザインを考えていてすごいと感じた。過去にいろいろな経験をしてきて

いるので振り返りながら行政や JR と一緒にやっていかなければと感じた。（高野） 
 観光資源は違っても、泊まってもらうきっかけづくりはどこも共通する課題である。

リピーターづくりには人を資源にすべきで、人づくりにはまちづくりが必要だと思う。

（吉本） 
 メインストリートの一方通行については、住民に丁寧に説明したが、商売への影響が

懸念されて理解してもらえないことも多い。（武田） 
 須崎のまちあるきガイドは女性 5 人で構成されているのに対し、戸倉上山田で会議に

出てくる女性は 0 人である。（タイラーリンチ） 
 今回、戸倉上山田での地域会議に女性が出席していない点は残念である。一方で男性

だけの会議は実践的である印象を受けた。あわらはおかみの会等、女性が元気だが、

誘客につながっていない。（奥村） 
 あわら市でいろいろな業種を巻き込もうとしても商工会や旅館だけ。芦原温泉に住ん

でいる一般のひとも引っ張ってこないとまちづくりにはならない。（伊藤） 
 須崎市にモーニングを扱う店が 40 軒もあるのは、漁師の人が戻ってきた時に食べる

場所が必要であることと関係している。レジデンスと町歩きの関連は、B コースはア

ートギャラリーで作家と交流してまちを歩く。連携はできていると思う。レジデンス

の作家は第一線の作家が多い。現代美術を須崎市で展開してアピールしていきたいの

で、まち歩きと離れていない。（佐々木） 
 レジデンスとちょこぶらで認識が異なる。レジデンスありきでまちあるきがあると思

っている人と全く別であると思っている人とガイドの中にも差がある。連携を全くし

ていないわけではないが、受け取る情報量に差がある。連携の意識には差がありそう

だ。二つの企画はいい企画なので、互いに盛り上げていこうと協力し合いながら頑張

っている。（上野） 
 すさき女子はゆるいコミュニティである。須崎が好きであれば別の市に居住していて

も OK。ゆるいつながりを持ちながらそれぞれができることを手伝うというスタンス

である。地域の人が何をしているかについては、ちょこぶらは地域の人がほとんど。



 
 

行政に関係ない人に入ってもらっている。地域の人ができることはやってもらう。行

政だけでしかできないことは行政でやる。役割分担しながら行政と住民が一緒にやっ

ている方法をとるところもある。地域によっては住民と公民館が一緒になり公民館を

事務局として立ち上げているところもあると思う。（上野） 
 住民をいかに主役にしていくかという視点が重要だと思っている。行政はあくまで後

方支援という考え。地域に組織ができてきた。住民が元気に活動しているのが心強い。

（吉本） 
 PR については、マスコミを活用している。高知新聞に掲載されると反響が大きい。（吉

本） 
 
 須崎市では、観光協会の事務局は外に出していこうという流れで、5 年間継続で年間

補助金 300 万円程度。6 年後は補助金を出さず、自立を促されている。（清水） 
 観光予算は観光協会には 2100 万、人件費 1500 万、指定管理で 1000 万合計 5000 万

円弱支出している。観光課の宣伝予算は年間 800 万程度。観光協会と行政で役割分担

して宣伝している。（宮原） 
 あわら市は観光協会の事務局長は市の職員、人件費等併せると 8400 万円程度（北陸

新幹線対策、魅力発信事業、補助金、人件費、各種指定管理費が含まれる）。観光課で

予算を持っている。（武田） 
 人が資源であるということが重要視されている。この発想が強いのはうれしい。リタ

イヤした人が地域で活躍できる場所を探しており、素晴らしい視点だと思う。あわら

の場合は市民が一体となっておもてなしの輪を広げていきたいということだったが、

一元化、一体化は大変難しいと思う。どのような苦労があるか聞きたい。今までの延

長上で観光活動をやってもうまくいかないと思う。発想の転換が重要であるが、どう

できるか？その苦労についてお聞かせ願いたい。（上水） 
 観光協会、旅館共同組合、あわら市、いろいろな活動をしている団体からばらばらの

情報が出ているためそれらを整理することは容易ではない。情報を一元化するために

観光協会の事務所を市役所に移動したがうまくいかなかった。本来は観光協会に一元

化してほしいが難しい。今後は足湯に情報を集積したい。新幹線開業に対する反応は

旅館関係者に比べて一般の人はとても低い。3 万人のまちなのに、横のつながりがな

く市民レベルの活動を互いに把握することもできていない。（武田） 
 行政と話はよくする。自分たちがやりたい遊びをまちの中でやり、ゆくゆくはまちの

魅力となっていけばよいと思う。（奥村） 
 一元化は須崎も弱い点が課題である。発想の転換については、ハードにはお金をかけ

られないため、ソフトで模索している。行政が主体になるとやらされている感になり、

継続性もなくなってしまう。（吉本） 
 3 地域に共通している点は、いろいろな人がいろいろな活動をしているが、これらを

まとめて大きな力にしていくためには、互いを知り、ざっくばらんに議論をすること

が重要である。その場づくりが行われつつあると思う。その成果物をまとめて、一つ

のものにしながら発信を一元化していく。須崎には大きな団体があるわけではないが、

横の連携をどうとるかがポイント。千曲市は合併で広くなった分、横の連携が不可欠



 
 

である。情報を共有し、観光協会を中心にひとつの仕組みにしていく。また、今日の

大きなポイントは女性の力をどう活かしていくかである。戸倉のメンバーは皆男性だ

が、来年度に向けて意見交換会をする際にはしっかりメンバー構成を考えてほしい。

発想の転換については、従来のやり方だけではいけない。人が資源であり、民間の力

を引き出すのも行政の役目であると思う。（清水） 
 観光庁としては地域同士の交流の場を継続的に提供できればと考えている。（事務局） 

 
以上 

 
（２）第２回 
 
○開催概要 
日時：2014 年 3 月 6 日（木）13:00～14:00 
場所：公益財団法人日本交通公社 大会議室 
出席者： 
あわら市 武田正彦 あわら市政策課 

 田中元清 ランドブレイン株式会社 

 岡部将己 ランドブレイン株式会社 

戸倉上山田 荻原 健太 信州観光地域づくりマネジメント塾生・GAP チーム代表・荻原館若旦那 

（千曲市） 服部 卓郎 株式会社リクルートライフスタイル事業創造部じゃらんリサーチセンター（JRC） 

須崎市 吉本加津代 須崎市元気創造課 

 浜田容輔 四国旅客鉄道株式会社 総合企画本部地域連携室 

事務局 外山敬祐 観光庁観光地域振興課 

 中島泰 公益財団法人日本交通公社 

 清水雄一 公益財団法人日本交通公社 

 柿島あかね 公益財団法人日本交通公社 

 
＜意見交換＞ 
 行政が主体となると、市民側に「やらされている感」があり続かない。今回コンサル

タントが入ったのはよかった。（吉本） 
 女性は動くけどまとめることは苦手だと感じた。取組を定着させるためにどうしたら

いいのかという点が課題だと思う。（吉本） 
 元気創造課は幅広く業務のボリュームも大きい。できたらまちあるきを商品として外

部に渡していきたい。移住の NPO に委託を出している。運営管理も来年、条例整備

ができたら指定管理を出したい。出す先は移住の NPO。街中の空き家対策とも絡め

ていきたい。（吉本） 
 父が市議会議員で副議長を務めている。また、旅館組合の連合会長とカラコロにぎわ

い協議会長も掛け持ちしている。こうした背景から要職についている人を巻き込むか、

フレッシュな人を巻き込むかという判断を迫られたときに、要職についている人を巻

き込み、男性中心の堅い会議でやらざるを得なかった。今の組織は堅いかもしれない

が、この組織でやってよかったと感じている。自分が旅館組合の中でも一番若く、新

しい取組に取り組もうとすると面倒なことがある。地域の中ではこういった取組はコ



 
 

ンサルタントがいなくなると終わってしまい、地域がかえって迷惑を被るので損だと

言われたが、半ば強引に進めてきた。補助金がなければ何もできない。活動もないの

で人も離れていく。自分ならではの理由があってそういう組織づくりを行った。協力

してくれる人、応援するけど、協力しない人、応援も協力もしない人は 2：6：2 の割

合だと思う。6 割の人をどう動かす際は、一緒にやってくれた人に対してみんなの前

でお礼を言うことによって態度が変わってきたと思う。（荻原） 
 横断的に地域を巻き込めるのはカラコロにぎわい協議会だけである。これをうまく活

用して地域の活性化につなげ、協議会の先輩を巻き込み、今回できたつながりを絶た

れないように活動していきたい。将来的には自分で会社をつくって地域のまちづくり

をやるようなことがあってもいいと思う。（荻原） 
 行政主導の会議は安定志向である。肩書きを持っている人を集め、答えの出ない会議

を繰り返している。清水先生から、従来メンバーとは異なるメンバーを集めるよう指

示があったので、若女将のネットワークに着目した。結果的に、行政にモノ言う人た

ちが集まった。彼らはエネルギーがあるので、今後はまちづくりに積極的に関わって

もらいたいと思っている。行政に不信感があるので 2～3 人は後半参加していない。

何かを「させられる」のは嫌だと聞いている。（武田） 
 須崎の場合は公募当初からやりたいことが明確だった。芸術家の地域おこし協力隊 1

名と、緊急雇用 2 人の計 3 人でギャラリーを運営する中で希望があり、本事業が始ま

った。（吉本） 
 本事業はとてもやりやすかった。もう一つの目線で事業を回してくれたため、スムー

ズにいった。（吉本） 
 この事業が始まる過程が浸透していなかった中でやらなければいけなかった。須崎女

子は、言いたいことは言うし、できないことはできないというリズムで取り組んでい

たので勢いがあったが、何より「地域のために、来てくれる人のために」という意識

が強かった。ガイドプログラムに関して言うと、今後の継続のため、十分とは言えな

いが地域にお金が落ちる仕組みとしたが、お金以上に、地域にとっていい影響があっ

たと思う。実施までの不安感は相当あったが、初回を境に雰囲気が変わった気がした。

人が来てくれて楽しんでくれた手ごたえが大きかったのではないかと思う。（浜田） 
 コンサルタントの言うことは半信半疑だと思う。最後は客を連れてくることが最大の

カンフル剤だと思う。（服部） 
 行政と距離を置いていた人たちが、行政と仲良くすると良いこともあると理解してく

れたようだ。我々も視界が開けた。（武田） 
 コンサルタントが地域に入ると「発注者と受託者」という関係になってしまうが、仲

間という関係でできたのがよかった（田中） 
 継続を希望される会議は初めてだと思う。（武田） 
 リクルートさんが入ってくれて良かった。旅館が引っ張ってきた地域で、市民が旅館

に期待もしていると思う。GAP 調査は清水先生に誘導していってもらった。（荻原） 
 エネルギッシュでフットワーク軽くて行動できる組織にしていきたい。いい意味で上

の人が面倒くさがっているので、若手に任せてもらえる環境にある。他の 2 地域のよ

うに進めていけたらいいなと思う。（荻原） 



 
 

 清水先生とも JTBF（公益財団法人日本交通公社）とも組むのは初めてで新鮮だった。

清水先生が来て会議をするとなると地域のいろいろな関係者を集めることができる。

この力をうまく利用すべき。新たなプレイヤーを掘り起こして一緒に議論し、清水先

生にまとめてもらう機会にできたら目から鱗みたいなことが起きたのではないか。（服

部） 
 GAP 調査の結果からもあんずの認知度は高かったが、荻原さんがあんずスイーツのお

店は 1 軒しか知らなかったが、女将がいろいろ知っていた。これはまさに外から聞き

たいけど埋もれていた資源の象徴だと思う。まだ観光協会が見落としている地域の魅

力がある。（服部） 
 千曲市の観光課がこの場にいないというのも他の地域との違いを感じる。（服部） 
 事務局補佐の先輩が動いてくれてパンフレットが成功した。キーマンを探してどう話

を持っていくかという部分については気を遣った。（荻原） 
 パンフレットによる行動変容を本当はもっと時間を掛けて検証したかった。（服部） 
 来季以降は女性にも活躍してもらいたい。（荻原） 
 若女将を引っ張り出すときに清水先生をうまくつかった。（武田） 
 観光商工課と観光協会はよく似た同じような予算を同じ程度持っていた。役場のなか

が役割分担できていない。（武田） 
 若女将をキーマンに集めたが、声が大きい個人は選ばなかった。言うだけに終わって

しまう。（武田） 
 先ほどの最終委員会で山田委員から発言のあった「体制面と実行面」が重要だと思う。

役所は体制、観光協会は実行という整理ができるとおもしろいのではないだろうか。

（田中） 
 観光課と観光協会という二重構造がいろいろな問題をはらんでいる。観光協会の在り

方についての意見も今後は出てくると思う。（服部） 
 お客さんが来た途端に現場の空気感が変わったのがヒントになる。（服部） 

 
以 上 
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