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観光産業が目指すべき方向
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• 観光産業は、「地方創生」の切り札、GDP600兆円達成の柱であり、これを達成していくためには、観光産業を
革新し、国際競争力を高め、観光を我が国の基幹産業へと成長させることが必要である。

• 我が国において、基幹産業として日本経済を支えている自動車産業や素材産業、消費財産業は、消費者のニ
ーズを捉えながら商品開発を行っているほか、生産性の向上に不断の努力を行い、消費者に対するアプローチ
の工夫、環境の変化に応じたビジネスモデルの転換を適切に行っている。

• 一方、観光産業に目を向けると、訪日外国人観光客が消費する額は3.7兆円、国内観光についても、日本人の
国内旅行消費額は20.9兆円の規模となっており、規模の大きい産業ではあるが、国際競争が激しい産業と比較
すると、ブラッシュアップがまだ足りておらず、国際競争力があるとは必ずしも言いがたい状況である。

• 我が国が観光先進国となっていくためには、我が国を支える基幹産業が行っているような、生産性の向上や市
場の分析を通したサービスの展開などを行っていくことが必要であり、これは、政策的な支援を行うとしても、民
間企業が主体的に取り組まない限り、実現することが困難な世界である。

• 観光に関連するプレイヤーが、連携を図りながら、産業としてブラッシュアップを行い、観光産業が地域に雇用を
生み出し、人を育て、地域を活性化させるとともに、国際競争力のある生産性の高い産業へと変革を行うことで
、内外から消費や投資を呼び込む産業に生まれ変わり、我が国を支える基幹産業へと成長していくことが必要
である。



観光産業の革新に向けた課題

3旅行者（国内/インバウンド）

情報発信 送客

旅行会社

• 宿泊施設に対する客室のブロック予約をしており、宿泊施設側が直前に戻
された場合、多くの在庫を抱え、自ら売り切る時間が短い。

• 地域の観光資源の魅力を十分に活かした商品造成をする企画力が不十分。

• 地域一体で観光経営を行うためのリーダーシップの不在、関係するプレイヤーの連携不足。
• どのような観光客をターゲットとして呼び込みたいのかなど、ポジショニングが不明確であり、観光地と
しての発信力が弱い。

• 観光地の再生支援を促進させるための当該地域のマーケットの状況が客観的かつ定量的に把握でき
る仕組みが整っていない。

地域における観光コミュニティ

宿泊産業

• ターゲットとするセグメントニーズの明確化と、そのター
ゲットに見合ったサービス提供と価格の設定への取組
が不十分。また、ターゲットに対する適切な情報の発信
力が弱い。

• 訪日外国人からみて、どのようなサービスを受けられる
のかが分かりづらい。

• 生産性が低く、それに起因して賃金が低く、結果として離
職率が高く、中核・実務の人材が不足。

• 旅館を中心とした、経営者の人材育成と、生産性向上
に向けた取り組みが弱い。

• 世代交代の円滑化と、所有と経営の分離の検討が進ん
でいない。

• 個別の宿泊施設の生産性向上だけでは経営がうまくい
かない場合の、周辺宿泊施設との連携が不足。

• 老朽化している宿泊施設において、負債が多く、投資余
力がない場合が多い。

関係機関等

• 政府系金融機関を通じ、引き
続き、地域の観光産業に対し、
資金供給等の支援が必要。

• 官民ファンドにおいては、引き
続き、地域に対するリスクマ
ネーの供給を通じ、民間から
の資金供給の呼び水となる
ほか、専門人材の派遣等、人
材支援を行い、観光地活性化
に向けた取り組みが必要。

• 金融機関においては、地域経
済の活性化の観点から、
観光業の振興に向けて、

顧客企業に対し、資金供給や
顧客ニーズに応じた経営支
援等を行うことが期待されて
いる。

支援

観光関連産業
（交通、飲食・物販、伝統工芸等）

• 観光客が宿泊施設のみで滞在する
ケースも多く、地域全体において消
費を促す取り組みを強化する必要。

• 交通では他モードとの接続が弱い。

• 飲食においては、インバウンド対応
が不十分。

• 物販は、その土地ならではのオリジ
ナリティが弱い。

• 伝統工芸は、インバウンド向けの発
信力が弱い。

国

• 財政、税制、各種規制緩和等
を通じて、観光産業の支援に
取り組むことが必要。

支援



観光産業の革新に向けた方向性
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旅行会社

宿泊産業との契約関係等で、既
存の商習慣について、改めるこ
とを検討する。

企画力のある商品造成を行うた
め、地域との連携を強める取り
組みを行う

• 観光地におけるリーダー等と
協業するなど現場での経験に
基づく商品造成に努める。

宿泊産業だけでなく、地域の観光関連産業が潤うためには、各プレイヤーの取り組みだけではなく、地域
としての努力が必要である。そのため、地域の魅力がターゲットとするセグメントに訴求できるよう取り組
むとともに、地域を一層活性化させるための環境整備に取り組む

• 自治体などリーダーシップを発揮すべきプレイヤーが、自らのエリアの観光地の魅力を再発見し、向上
させていくために、観光政策の策定に取り組む。それとともに、自治体は、このような取り組みを支援す
ることが必要。

• 呼び込みたいターゲットに対するポジショニングを明確にし、効果的な情報発信に取り組む。
• また、自らのエリアの観光地の魅力を向上させるため、投資呼び込みの環境を整備し、資金調達力の
強化を図るとともに、観光のノウハウを持った人材確保・育成の強化に努める。

一方、宿泊施設が古くなったり、廃業するなど衰退しつつある場合等においては、観光地として再活性化
を図るため、エリアとして包括的に宿泊施設に対処することや、新しいビジネスモデルの導入を検討する

• 観光産業・宿泊産業の生産性を向上させるなど、観光地として再活性化するポテンシャルのある地域
への取り組みを強化し、地域のブランディングに貢献する宿泊施設の整備を推進する。

• また、宿泊施設が連携することによる財務基盤の強化や、所有と経営の分離の導入を検討する。

地域における観光コミュニティ

宿泊産業

生産性を向上させるためにオペレーションを磨き上げ、付加価値の向上とコスト削減に取り組む
• 業務プロセスの改善を行い、ICT導入等でコスト削減を行い、余剰の時間は接客に充てるなど付加
価値向上に取り組み、成功事例は横展開し、宿泊産業全体の生産性向上の底上げに取り組む。

また、ターゲットセグメントを取り込むために、自社の価格・サービスの見直しを行うほか、ターゲットセ
グメントにサービス内容を的確に訴求させる
• 長期滞在をする観光客等のための泊食分離など、ターゲットしたい層のニーズを特定し、それに応じ
たサービス提供に取り組む。

• また、ターゲットにサービス内容を的確に伝えるため、サービス内容も含めた情報発信に取り組む。

一方、個別の宿泊施設の生産性向上だけでは経営がうまくいかない場合、施設同士の連携や、所有
形態の見直しを検討する
• コスト削減のスケールメリットを出すため、宿泊施設の連携に取り組む。
• また、後継者不足の問題を抱えていることから、所有と経営の分離の導入を検討する。

関係機関等

政府系金融機関、地域金融機
関、官民ファンド等を通じて、引
き続き、観光産業に対する投資
を行い、観光地の再生の促進を
図る
• 投資を行うに相応しい事業環
境を構築してきている観光地
や、ポテンシャルのある宿泊
施設に対する積極的な投資
に取り組む。

• 観光施策として着実に推進す
るという観点から、多様な資
金供給を確保するほか、観光
のノウハウを持った人材を地
域に送り込むことに取り組む。

支援

観光関連産業

送客

国

• 財政、税制、各種規制緩和等
を通じて、観光産業の支援に
取り組む

支援



宿泊業の競争力強化：オペレーションの磨き上げ

委員から頂いた指摘事項 方向性、検討しうる支援策（案）

＜業務プロセスの改善を通した生産性向上＞

○生産性の改善は、売上を上げるか、コストを下げるかであり、企業が取
り得る戦略は、差別化と低コスト化。

○宿泊施設は、労働集約産業であり、ICT等で生産性を上げる仕組みを
どのように公的にサポートできるのか。

○生産性を高めるためには、単価をいかに上げていくかということを考え
ていくことが不可欠。

○宿泊施設の規模でビジネスモデルが違うため、セグメントごとにてこ入
れの仕方は違うのではないか。

○競争を促す指標作りとして、労働生産性、総資産回転率の推移等の推
移データを外から見られるようにすることが必要。

＜変えていくべき商習慣＞
○平日だと３週間前、金土日だと２週間前まで、ペナルティなしで各旅行
会社が客室を押さえており、また、返室する場合、ＷＥＢ上で自動的に返
室できず、個別対応が必要。

○外国人旅行者は、クレジットカードを多く利用するにも関わらず、決済時
の手数料や審査などの規制により、利用普及が妨げられている。

＜業務プロセスの改善を通した生産性向上＞
• 宿泊事業者に対する生産性向上のノウハウの共有
－E-ラーニングを使った生産性向上に関するコンテンツを幅広く配信
－生産性向上のためのワークショップやセミナーの開催

• 宿泊施設の連携の推進
－共同購入等のプラットフォームの確立支援

• 宿泊事業者におけるコストカットの取り組みの推進
－生産性向上に資する設備を導入した場合の税制支援
－上記支援制度活用のための普及啓蒙活動 等

• 生産性向上の見える化の推進
－宿泊施設のカテゴリーごとに生産性を図る指標の研究と普及

＜変えていくべき商習慣＞
• 旅行会社の宿泊事業者に対する商習慣の見直し
－旅行会社が宿泊事業者からの客室ブロックに関する要望に対し柔軟
に対応
－旅行会社が宿泊事業者の客室をブロックする際に、前受金を一部支
払うなどデポジットを払う仕組みを普及させることの検討

5



宿泊業の競争力強化：マーケティングの研ぎ澄まし（ⅰ）
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＜価格設定と提供されるサービスのあり方＞

○旅館サービスの基準とサービスに応じた価格設定が必要であり、サービ
スに応じた価格を旅行者側も認知することで、ニーズに応じた旅館選択がで
きるのではないか。

○宿泊施設である供給側とマーケットのニーズが必ずしもマッチしていない
のではないか。

＜保持しているリソースから合理的に検討されるサービスのあり方＞

○価格が適正なら１回は来てくれるが、リピーターを生むためには、技術と
サービスの品質を上げていかないといけない。

○旅館において、インバウンドに対してブランディングを徹底化し、日本人の
予算より高い単価の人に来てもらえる環境にする努力をし、旅館という価値
を作り上げることが必要。

委員から頂いた指摘事項 方向性、検討しうる支援策（案）

＜価格設定と提供されるサービスのあり方＞
• 泊食分離の推進
－生産性向上のためのワークショップやセミナーの開催（再掲）

• 宿泊施設の連携の推進
－共同購入等のプラットフォームの確立支援（再掲）

＜保持しているリソースから合理的に検討されるサービスのあり方＞
• 宿泊施設におけるブランドの磨きこみ
－生産性向上のためのワークショップやセミナーの開催（再掲）

• 宿泊施設に投資を呼び込むための業績の見える化推進
－見える化すべき指標や、そのデータのとり方等の研究の啓蒙
－生産性向上のためのワークショップやセミナーの開催（再掲）



宿泊業の競争力強化：マーケティングの研ぎ澄まし（ⅱ）

7

＜情報提供のあり方＞

○外国人を受け入れていくことについても、どうやったら外国人が来るように
なるのか、皆目見当がつかない、というような旅館もあれば、地域もある。

○リピーターであるアジアのお客様にどうアピールしていくかということが重
要。外国人が一番喜ぶ付加価値は、ＨＰの多言語化、滞在時の支払いをス
ムーズにするなど便利であることが重要。

○温泉へのニーズが高いのはアジアで多く、複数回来るのもアジアの方で
ある。そうした旅客を取り込むため、どうアピールしていくかが重要。

○中国の旅行業関係者の話では、各地の魅力を発信するのにYoutuberに
観光地に行ってもらい、魅力を伝えてもらうといったことをしている。

○日本の宿泊産業の中で上下関係的に作られてしまうのは、受け入れられ
るのかは、不安なところがあるが、宿泊施設の類別/グルーピングを政府か
らリードしていくことが成長モデルの提示のために必要。

○FITを旅館に誘客するためには、価格帯と旅館の提供サービスの仕組み
を分かりやすくする必要がある。

委員から頂いた指摘事項 方向性、検討しうる支援策（案）

＜情報提供のあり方＞
• 宿泊施設のインバウンド対応の推進
－HPを多言語化するなどインバウンド対応する場合への支援

• 効果的な情報発信の取組の実施
－生産性向上のためのワークショップやセミナーの開催（再掲）

• 宿泊施設の情報開示の推進
－民間や海外の宿泊施設の評価基準の研究を踏まえ、我が国に
おけるあり得べき情報開示項目を検討し、モデル的に試行を実施

• 宿泊施設に投資を呼び込むための業績の見える化推進
－見える化すべき指標や、そのデータのとり方等の研究の啓蒙
（再掲）
－生産性向上のためのワークショップやセミナーの開催（再掲）



宿泊業の競争力強化：新たなビジネスモデルのあり方
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委員から頂いた指摘事項

＜宿泊施設の連携＞

○ニーズがあるにも関わらず廃業する旅館があるのは、ビジネスのやり
方が間違っているからであり、自分のところで資源を抱えすぎず連携を
やっていく水平統合のようなモデルも旅館業では成り立つのではないか。

○共同購買はずっとやってきているが、失敗しており、上手くいかないの
ではないか。それよりも、プラットフォームを作る場合、ICTプラットフォー
ムでシフトを組んだり、共同配送の技術基盤を作ることがよいのではない
か。

○ヨーロッパではチェーン加盟が少なく、同じようなセグメント向けのコンソ
ーシアムが発達し、連携関係が築かれている。

＜所有形態の見直し等＞
○８０％程度の旅館は、債務過多もしくは後継者不足で困っている。

○旅館・ホテルで借金がない場合で困っているケースは、ほぼ後継者不
足であり、やりたいけれども後継者がいないという問題を抱えている。

○事業承継をする際には、承継前の借金が重たい場合がある。その場合
は、承継前の経営者に辞めてもらって、保証を履行してもらうことによって
、後継者に渡しているのが再生でよくやっているモデル。

方向性、検討しうる支援策（案）

＜宿泊施設の連携＞
• 宿泊施設の連携を強めることによる財務体質の強化
－近接地の宿泊施設の横の連携を図ることの啓蒙
－共同購入等のプラットフォームの確立支援（再掲）
－生産性向上のためのワークショップやセミナーの開催（再掲）

＜所有形態の見直し等＞
• 所有と経営の分離の啓蒙
－生産性向上のためのワークショップやセミナーの開催（再掲）

• 事業承継の円滑化の推進
－事業引継ぎ支援センターの活用の啓蒙、経営承継円滑化法の活用
の推進
－生産性向上のためのワークショップやセミナーの開催（再掲）

• 世代交代し、新たに経営を行う人材の徹底的な育成
－宿泊施設の経営を新たに担う人材の経営ノウハウの徹底的な育成
指導

－REVICの有する投資ノウハウ・人材支援に関する機能を最大限
活用し、取組を各地で展開



地域の活性化：観光地の魅力の発見と向上
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委員から頂いた指摘事項

＜自治体の観光政策＞

○観光に取り組みたい地域は、自治体がマスタープランを策定すべき。その
上で、誰に・何をさせるべきか明確にしていくべき。

○経営が苦しい観光地に足りていないのは、発信力とか営業力。自分の観
光地を外へ出すことに苦労しているが、自分たちの観光地をＩＴを駆使して発
信していくのがよいのではないか。

○ＩＴのネットワークで地域と地域を繋ぐとか、観光という一つのプラットホー
ムのもと各地域がそこにアクセスできるような、魅力のあるもの同士がＩＴを
駆使してネットワークを作るとよいのではないか。

○観光地の魅力向上に向け、観光客の滞在時間を増やすため、近隣の観
光地も含め一つのエリアとして多く滞在できるような観光地づくりが必要。

○観光地の魅力と言えば、歩けるところ。テーマなり魅力を中心にまちづくり
をし、歩ける観光地をつくることが必要。

○日本の交通機関は外国人観光客にとって乗るのが難しい。また、周遊す
る場合にも、各交通機関で違うものを作っており、周遊性を阻んでいる。きち
んと回遊できるような、３ｄａｙとか２ｄａｙ使えるものがあるとよい。

＜ポジショニングの必要性＞
○企業が目標を持っているように、私たちの町、地域について、どのようにし
ていくのか、というようなものを、ステークホルダーからの視点で立てていくの
がよいのではないか。

方向性、検討しうる支援策（案）

＜自治体の観光政策＞
• 魅力ある観光地域作りの推進
－当該地域における観光のマスタープランの策定
－外部から当該地域のマーケットの状況が客観的かつ定量的に把握
できるための仕組みづくり

－観光地域づくりの舵取り役となる日本版ＤＭＯの形成支援のため、
観光協会等の既存の観光振興組織と日本版ＤＭＯとの違いや、
自治体との連携の在り方など、日本版ＤＭＯに関する基本的な考え
方に関する手引きや優良事例の横展開等による普及啓発

－高い周遊性を確保するための交通機関等のボトルネック解消に
向けた調整

＜ポジショニングの必要性＞
• 観光需要、投資を呼び込みやすい観光地づくり
－外部から当該地域のマーケットの状況が客観的かつ定量的に把握
できるための仕組みづくり（再掲）
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委員から頂いた指摘事項

＜投資呼び込みの強化＞

○宿泊施設の再生をやっていて感じるのは、やはり競争社会なので優勝劣
敗ということで、新陳代謝の仕組みがちゃんと機能すれば良いのではないか。
ただ、そうすると地域と都市圏で資金も違い、地域が凹んで都市だけに集中
するという不経済も起きるため、政策を講じることが必要。

○官民ファンド、クラウドファンディングと資金調達方法は多様化しており、成
功事例もあるが、全国全てで適用することは難しい。旅館が資金面で苦しい
のは、利益率が低く、投資が呼び込めないのが要因であるため、端的だが
利益率を高めることが必要。それは、オペレーターの能力にかかってくるた
め、生産管理等の能力を持った方が流入するような後押しが、国の政策で
あると良いと思う。

○利益率が高まれば、宿泊施設への投資は自ずと付いてくる。当面そこに
いくまでは、政策的な資金での底支えも必要。

○ほとんどの温泉地域は同じ金融機関から７、８割、ほぼメインバンクが一
緒というのが多く、そのメインバンクが、体力がなかったり、再生ノウハウが
全くない場合が多い。

方向性、検討しうる支援策（案）

＜投資呼び込みの強化＞

• 観光産業の生産性向上や観光資源の魅力向上を図りつつ、古民家
を含む宿泊産業の強化など、観光産業や宿泊施設への投資を促進
するため、観光施策として着実に推進するという観点から、政策金融
やREVICをはじめとする官民ファンド等の活用を引き続き促進し、観
光地・観光産業活性化のための多様な資金調達の実現
－クラウドファンディングによる資金調達を促進
－小規模不動産特定共同事業等、不動産証券化手法の普及、啓発の
促進

－政府系金融機関による、新たに観光産業を行うもの及び既存事
業者に対する融資や成長資金供給等の支援を促進

－地域金融機関の目利き力強化に向けた取り組みや、REVICを
はじめとする官民ファンド等を通じた成長資金の供給

－REVICの投資ノウハウ・人材支援に関する機能を本年度末以降も
安定的・継続的に提供できるよう、体制を整備

• 観光需要、投資を呼び込みやすい観光地づくり
－外部から当該地域のマーケットの状況が客観的かつ定量的に把握
できるための仕組みづくり（再掲）

• 宿泊施設のプラットフォーム化による経営の効率化
－共同購入等のプラットフォームの確立支援（再掲）
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委員から頂いた指摘事項

＜観光人材確保・育成の強化＞
○REVICは山ノ内町に入って、廃業になった旅館を改装しながら、経営者を
呼び込んで、お金を提供、一緒にビジネスプランを作っている。これを持続可
能なものにするには、いかに経営者を地域に引っ張り込む仕組みを作るか
にかかっている。

○観光地の活性化のために必要な経営者またはそういう方々を地域に引っ
張り込む仕組みがないのが問題。

○人材は育成のほか、Ｕターン、Ｉターンを促進する動きを仕掛けていくことも
重要。

○人材育成のための連携センターを作り、基礎訓練を行い、人材が定着し
ているという例が労働集約的産業である。こういうプラットホームを形成する
ことで、地域を支える若手の育成に役立つ。

○事業をきちんとみれば投資されるが、地方には仕事がないと思われたり、
家族の問題等があり、良い観光資源があっても、そこに良い人材を連れてこ
られず、政策としては重要課題だ。

方向性、検討しうる支援策（案）

＜観光人材確保・育成の強化＞

• 観光地として再活性化するポテンシャルのある地域への人材支援の
強化
－トップレベルの経営人材育成のために一橋大学・京都大学に観光

MBAを設置
－宿泊施設における中核人材育成のための取組強化
－学生向けのインターンシップモデル事業推進による、実務人材の
育成の強化

－REVICの有する投資ノウハウ・人材支援に関する機能を最大限
活用し、取組を各地で展開（再掲）



地域の活性化：宿泊の新しいビジネスモデルの構築

12

委員から頂いた指摘事項

＜エリアとして包括的に対処すべき宿泊施設の課題＞

○旅館がひとつ廃業してしまうと地域全体が疲弊していくことも現実としてあ
る。

○隣の旅館が倒産し、地域から旅館が減れば減るほど、その地域に来るお
客様も減っていくという数字がある。それに歯止めをかける施策が必要。

＜新しいビジネスモデルへの支援＞
○ニーズがあるにも関わらず廃業する旅館があるのは、ビジネスのやり方
が間違っているからであり、自分のところで資源を抱えすぎず連携をやって
いく水平統合のようなモデルも旅館業では成り立つのではないか。

○共同購買はずっとやってきているが、失敗しており、上手くいかないので
はないか。それよりも、プラットフォームを作る場合、ICTプラットフォームでシ
フトを組んだり、共同配送の技術基盤を作ることがよいのではないか。

○ヨーロッパではチェーン加盟が少なく、同じようなセグメント向けのコンソー
シアムが発達し、連携関係が築かれている。

方向性、検討しうる支援策（案）

＜エリアとして包括的に対処すべき宿泊施設の課題＞

• 観光産業・宿泊産業の生産性を向上させるなど、観光地として再活
性化するポテンシャルのある地域への取組強化や地域のブランディ
ングに貢献する宿泊施設の整備推進
－MINTO等を活用した良質な宿泊施設を整備するための支援
－REVICの有する投資ノウハウ・人材支援に関する機能を最大限
活用し、取組を各地で展開（再掲）

－外部から当該地域のマーケットの状況が客観的かつ定量的に把握
できるための仕組みづくり（再掲）

＜新しいビジネスモデルへの支援＞
• 宿泊施設の連携を強めることによる財務体質の強化
－近接地の宿泊施設の横の連携を図ることの啓蒙（再掲）
－共同購入等のプラットフォームの確立支援（再掲）
－生産性向上のためのワークショップやセミナーの開催（再掲）

• 所有と経営の分離の啓蒙
－生産性向上のためのワークショップやセミナーの開催（再掲）


