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～観光産業が我が国の基幹産業となるために～ 

 

はじめに 

 

 

 平成 28年の訪日外国人旅行者数は 2,404 万人、訪日外国人旅行消費額は３兆 7,476 億円

となり、過去５年と比較して、訪日外国人旅行者数は３倍近くの増加、訪日外国人旅行消費

額は約 3.5 倍の伸びを示し、観光は我が国の経済を支える産業へと成長しつつある。 

 平成 28年３月には、内閣総理大臣を議長とする「明日の日本を支える観光ビジョン構想

会議」において、平成 32 年に訪日外国人旅行者数を 4,000 万人、訪日外国人旅行消費額を

８兆円とし、さらには平成 42 年にそれぞれを 6,000 万人、15 兆円とすること等を目標と

して定め、その実現のための施策を、「明日の日本を支える観光ビジョン」（以下「観光ビジ

ョン」という。）としてとりまとめた。また、平成 29 年３月には、観光庁において「観光立

国推進基本計画」をとりまとめ、平成 29年度から平成 32 年度までを計画期間として、世界

が訪れたくなる日本を目指して、観光立国の実現に関する施策についての方針を示したと

ころである。 

 この先、人口が減少し、少子高齢化が進む中、我が国が目指すべきは交流人口の拡大であ

る。観光産業の裾野は極めて広く、大きな経済波及効果を有する総合産業と言い得るもので

あり、そのポテンシャルは限りなく大きいと考えられる。観光産業は、「地方創生」の切り

札であり、GDP600 兆円達成の柱である。しかし、我が国の観光産業が基幹産業として、し

っかりと稼いでいくためには、様々な課題を解決していかなければならない。 

 現在でも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変化を適切に行

っている。一方で、現状の観光産業に目を向けると、市場規模は大きくなっているものの、

宿泊業を中心に生産性が低く、地域によっては活気のない観光地が存在するなど、宿泊業の

競争力や地域の活性化に向けた取り組みを観光に携わる各プレイヤーが改善していく余地

がある。 

 我が国が観光先進国となっていくためには、観光産業が、我が国を支える基幹産業が行っ

ているような取り組みを行い、国際競争力を持った基幹産業となって行くことが必要であ

り、それに向かって政策的な支援を行うとともに、民間企業が主体的に取り組んでいくこと

が求められる。 

  



2 
 

  

1. 宿泊業の競争力強化に向けて 

 

 観光産業と一口に言っても、地域における観光コミュニティの中の宿泊業や交通・飲食・

物販・伝統工芸といった観光関連産業や、旅行業など多岐にわたり、さらに、観光産業を支

えるプレイヤーは、政府系金融機関や官民ファンド、地域の金融機関などが挙げられ、幅広

い関係者が観光に携わっている。 

 観光産業が我が国の基幹産業となるためには、観光産業に従事する人材が経営マインド

を持って事業経営を行うことが最重要である。本報告書で提言される諸施策も、それが前提

となる。 

観光産業を革新していく上では、特に観光コミュニティの中で重要な役割を果たす宿泊

業の改革を、まず第一に行うべきである。宿泊業の改革を実行していくにあたり、各施設は

収益性を高め、魅力をしっかりと発信し、顧客を捉え、さらなる発展のために投資を呼び込

む施設になることが重要である。そのためには、収益力強化に向けて、「オペレーションの

磨き上げ」を行い、商品としての施設を「マーケティングの研ぎ澄まし」によってしっかり

と売り込まなければならない。また、投資を呼び込む対象とするためには、「新たなビジネ

スモデルのあり方」についての検討を関係者と連携して実行していくことが必要である。 

 

① 宿泊業のオペレーションの磨き上げ 

 

（１） 利用客の実態に合わせたサービス提供体制の構築 

  

観光産業が我が国の基幹産業となるためには、生産性を向上させ、投資を呼び込むことに

よって、より魅力的な産業に生まれ変わることが必要である。宿泊業界、特に旅館業界は、

生産性が低いと言われる我が国においても、特に生産性が低くなっている。これは、旅館に

よる従来の団体・短期滞在型・宴会型の旅行に対応したサービスが、昨今増加している個人

や家族向けの旅行形態に対応し切れていないことも１つの要因となっている。旅館では、生

産性が低い故に賃金が低く、入職率が高いが、離職率も高いのが実態となっている。また、

旅館業は、家族・親族で承継するケースが多いため、戦略的な経営手法を学ぶ機会が少なく、

オペレーションの改善余地が大きいと言われており、生産性向上を図るため、政策的な支援

を取り入れつつ、業界としても主体的に取り組むことが必要である。こうした課題を克服す

ることを「オペレーションの磨き上げ」とする。 

 

（２） オペレーションの磨き上げに向けた取り組みの方向性 

  

 宿泊業の生産性向上を図るため、宿泊業における業務を棚卸しし、業務プロセスの改善を
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行うとともに、旅行業と宿泊業との間に残っている商習慣を見直ししていくことが重要で

ある。 

 宿泊業における業務プロセスの改善を通した生産性向上については、単なるコストカッ

トの取り組みだけではなく、コストカットによってサービス提供できる労働力を生み出し、

宿泊客に対してより大きな付加価値を提供できるような取り組みを行うことが必要である。 

 このため、具体的には、セミナーやワークショップの開催により、ICT 導入や管理会計の

導入等による効果を、宿泊事業者に幅広く共有できるよう支援を行っていく。また、中小企

業等経営強化法による、生産性向上に資する設備導入をした場合の税制特例等を引き続き

活用するとともに、日本旅館協会や全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会が経営力向上

計画推進機関となり、旅館業界に対し経営力向上に関する普及啓発に取り組んでいく。 

 

 

② 宿泊業のマーケティングの研ぎ澄まし 

 

（１） 提供するサービスに合わせた利用客への訴求 

  

 宿泊業の競争力強化に向けて、生産性向上等のためのオペレーションの磨き上げに加え、

宿泊施設が戦略的にマーケティングを行うことが重要である。マーケティングを適切に行

うことで、ターゲットとする観光客を誘客することが可能となるが、現状では、宿泊施設の

多くは、ターゲットとする観光客を明確にできていない場合が多く、それ故、多言語化も含

めて効果的な情報発信ができていない状況となっており、マーケティングの研ぎ澄ましが

課題となっている。また、宿泊施設において、自社が提供するサービスレベルや、ブランデ

ィングに応じた価格設定、すなわちしっかりと、そしてちゃっかりした値付けについて、オ

ペレーションの磨き上げを通じて実現していくことが必要である。特に、旅館については、

訪日外国人旅行者にとって、価格に応じてどのようなサービスが受けられるのか分かりづ

らいという問題を抱えている。 

こうした、宿泊施設が抱える課題について、宿泊施設で働くスタッフが知恵を出して問題

解決に当たることが求められるが、先に述べたように、旅館を中心に親子承継の場合が多く、

経営者、宿泊に従事するスタッフは、経営に関わる基礎的な知識である財務・会計・マーケ

ティング等を十分に駆使できていない場合が多く、人材育成そしてその人材の活用が喫緊

の課題となっている。それ以前の問題として、宿泊施設がどこの部分にコストがかかってい

るのかなど、自社の経営を財務の観点から分析できていない場合もある。加えて、宿泊施設

によっては、顧客データの管理が不十分であるため、顧客にあわせたサービス提供ができて

いないという問題を抱えている。 

また、旅行会社が、宿泊施設の客室をブロックして確保し、売り切れない客室が出た場合

に、宿泊施設がその客室を販売することが困難なタイミングで戻されることがあるが、オン
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ラインによる販売ルートの開拓等、宿泊施設自ら販売できることも可能となりつつある。こ

うして、環境が変化する中、観光産業全体で収益性の向上を目指すために桎梏となる古い商

習慣が残っていないか確認する必要がある。こうした課題を克服することを「マーケティン

グの研ぎ澄まし」とする。 

 

 

（２） 宿泊業のマーケティングの研ぎ澄ましに向けた取り組みの方向性 

  

 宿泊業のマーケティングの研ぎ澄ましに向けて、宿泊業の経営力向上のための人材育成

を行うとともに、宿泊施設が呼び込みたい観光客を誘客できるように、情報提供のあり方や

価格設定と提供されるサービスのあり方について検討を進めていくことが必要である。 

 宿泊業の経営力向上のための人材育成については、経営に携わるトップレベルの人材、現

場責任者等の中核人材、現場の実務人材の全ての層での強化が必要である。具体的には、ト

ップレベルの人材育成については、一橋大学、京都大学において来春の観光 MBA の開学に向

けて、カリキュラムのブラッシュアップや学生募集のための広報等の支援を行っていく。現

場責任者等の中核人材については、財務・会計・マーケティング等、現場を管理するために

必要な知識を習得してもらうため、複数の大学で講座を開き、人材強化の支援を行っていく。

現場の実務人材の育成については、学生向けのインターンシップモデル事業による就職の

際のミスマッチ解消に向けた取り組みや、生産性向上のためのセミナー・ワークショップの

開催により、生産性向上のノウハウの習得を図る。また、既存の観光系大学のカリキュラム

変革に向けて、カリキュラムポリシー等のモデルを策定する。 

 宿泊施設の情報提供のあり方については、訪日外国人旅行者が選択しやすいようにホー

ムページ等を多言語化することへの支援が必要である。特に旅館においては、どのようなサ

ービスが受けられるのか訪日外国人旅行者が把握できるように、情報開示のあり方につい

てモデル的な取り組みに対して支援を行い、全国展開を図っていく。 

 価格設定と提供されるサービスのあり方については、休暇分散の取り組みにあわせて、宿

泊する際に人数に関わらず利用できる適切な料金の宿泊商品が造成されるよう、観光庁が

宿泊業界と旅行業界が連携するための場を設定し、検討を進めるほか、生産性向上のための

セミナーやワークショップの開催を通じて、泊食分離についての取り組みが進むように啓

蒙を行っていく。また、宿泊施設の生産性向上については、ICT の活用やマルチタスク化に

よる生産性向上を促進するための支援を行っていく。 

 このほか、宿泊事業者が投資を呼び込むための環境整備として、労働生産性や総資産回転

率、平均客室単価、平均客室稼働率等、業績の見える化を図ることによってマーケティング

を強化することが必要であり、そのための取り組みを業界として促していくことが求めら

れている。 

旅行業と宿泊業との商習慣の改善や相互支援・協力については、旅行会社と関連の宿泊施
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設で構成する協議体で随時見直しが行われているが、観光庁が宿泊業界と旅行業界が連携

するための場を設定し、観光産業の競争力強化に向けて、可能かつ合理的な範囲での前払い

等、業界が協力して共に改善できる方策を検討していくことが必要である。 

 

 

 

③ 宿泊業の新たなビジネスモデルの創出 

 

（１）宿泊施設連携等の新たな取り組みの必要性 

  

 個別の宿泊施設でのオペレーションの磨き上げやマーケティングの研ぎ澄ましに加えて、

より経営を高度化させる必要があるケースについては、周辺宿泊施設との連携や所有形態

等の見直しを行うことによって、地域の中での宿泊産業の位置付けを立て直すことが必要

である。 

 現状では、周辺の宿泊施設と連携を図ることができるようなプラットフォームの構築は

不十分であり、同じ観光地の中にあっても、宿泊施設同士、また宿泊施設と観光資源との間

の連携が図られていない状況となっており、宿泊施設の収益力強化のために連携できる余

地があるものと考えられる。 

 また、旅館を中心に、経営者の高齢化が進んでおり、後継者がいないという問題を抱えて

いる。旅館は、日本の伝統的な建築物であり、観光地の重要なコンテンツの１つであり、そ

れを維持していくためには、宿泊施設をプロの経営者など第三者に売却し、経営を存続して

いくか、オーナーとして宿泊施設を持ち続ける一方で、経営は第三者が行うといった所有と

経営の分離が考えられるが、その取り組みはまだまだ進んでいない。また、後継者がいる場

合においても、若手で経営できる人材を育成していかなければならない課題を抱えている。 

 

（２）宿泊業の新しいビジネスモデル創出に向けた取り組みの方向性 

  

 個別の宿泊施設における改善による生産性向上のみならず、宿泊施設同士の連携や宿泊

施設の後継者不足問題の解消に向けた取り組みを行うことが必要である。 

 観光地全体の生産性向上を図り、まちのにぎわいを作っていくため、宿泊施設が核となり、

周遊性を確保するための地域の連携や、宿泊施設同士の連携を行い、汎用的な商品の購買等

のプラットフォームを構築する等、収益性を確保するために着手しやすいところから、モデ

ル的に取り組み、それに対して支援を行っていく。そして、それを発展させ、地域が核とな

り、社員の共同採用や、共同プロモーション、地域のレベニューマネジメント等、経営機能

の一部を外に出し、地域が観光経営を行うビジネスモデルを形成できるようつなげていく。 

 宿泊施設の後継者不足の解消については、魅力ある旅館が廃業とならないような取り組
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みを行うことが必要である。そのため、具体的には、宿泊施設をプロの経営者など第三者に

売却することがスムーズに進むよう、業界が事業引継ぎ支援センターの活用を推進すると

ともに、経営承継円滑化法に基づく事業承継に係る相続税、贈与税の納税猶予制度等の活用

を図り、買い側にとって、キャッシュフローが回るように取り組んでいく必要がある。また、

宿泊施設を持ち続けたいオーナーの意向がある場合には、所有と経営の分離が考えられる

が、そもそものスキームや効果など理解されていないことが多く、セミナーやワークショッ

プを通じて、財務会計の取り組みの必要性や事例の共有等を行い、取り組みの普及を行って

いく。 

 宿泊施設の後継者がいる場合でも、若手経営者が経営の舵取りができるようにすること

が必要である。そのため、具体的には、先に述べた現場責任者等の中核人材や現場の実務人

材の育成への支援を行っていくほか、株式会社地域経済活性化支援機構（以下、「REVIC」と

いう。）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、取り組みを各地で

展開する支援等を行っていく。 

 

 

2. 地域の活性化に向けて 

  

 観光産業が我が国の基幹産業となるためには、宿泊業の競争力強化に向けた取り組みの

ほかに、観光に関連するプレイヤーが連携して、地域を活性化し、観光産業を盛り上げてい

く必要がある。観光に関連するプレイヤーは、自治体や宿泊業、観光関連産業（交通、飲食、

物販、伝統工芸等）で構成される観光コミュニティのほかに、旅行業、政府系金融機関や官

民ファンド、金融機関が存在し、それぞれが重要な役割を果たす。 

 地域を活性化させるにあたり、自治体や地域の観光コミュニティが中心となって、観光地

の魅力を発見し、その魅力を向上させていくことや、観光地を活性化させるため、投資を促

すなど環境整備に取り組んでいくことが必要であり、関係者が一丸となって観光産業の改

革に着手することが重要である。 

 

① 観光地の魅力の発見と向上 

 

（１） 魅力的な観光地域づくりに向けた課題 

 

 地域の活性化に向けて、観光は重要な役割を果たすが、そのためには、その地域を訪れた

いという関心を持ってもらい、実際に訪れ、そして長く滞在してもらうような仕組みが必要

である。 

ところが現状では、観光に取り組みたい自治体をはじめとした地域のコミュニティが、自

身の地域の観光資源の魅力の棚卸しができておらず、呼び込みたい観光客の明確化とその
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市場分析ができていないため、観光地としてどういうポジショニングをとり、観光関連プレ

イヤーがどういうサービスを提供していくべきかの分析が不十分である。そのため、誘客し

たい観光客にあわせた情報発信の方法についても改善すべき点がある。また、長期滞在を促

すための、宿泊施設と飲食店等の連携や、泊食分離を進め、地産地消を図ることへの取り組

み、交通機関等との連携への取り組みにも改善の余地があるなど、地域が持つ強みが最大限

に引き出されていない。 

こうした観光地域づくりに向けて、舵取り役となる日本版ＤＭＯの形成等を行いながら、

地域の問題を解決していく必要がある。 

 

（２） 魅力的な観光地域づくりに向けた取り組みの方向性 

 

 観光地の魅力の発見と向上に向けて、観光に取り組みたい自治体をはじめとした地域の

コミュニティが大きな観光政策を描くことが重要である。 

 具体的には、観光に取り組みたい自治体をはじめとした地域のコミュニティ自らが、観光

戦略について示したマスタープランを作成し、その地域における観光関連プレイヤーに当

該地域のポジショニングを明確に示していく必要がある。マスタープランには、地域の観光

戦略の方向性のほか、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

きるための指標を設けるなど、投資を呼び込みやすい環境作りや、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など、地域の観光地の魅力の向上に資す

るための取り組みについて、実行していくことが求められる。 

 また、誘客したい観光客を的確に呼び込めるようにするため、特定の観光資源への興味・

関心を契機に全国各地を訪れるテーマ別観光の取り組みの強化や富裕層の誘客拡充に向け

たプロモーションの強化のほか、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を行っていく。 

 

② 観光地活性化のための環境整備 

 

（１） 観光地の面的な活性化に向けた地域が抱える課題 

 

 地域の活性化のためには、観光に取り組みたい自治体をはじめとした地域のコミュニテ

ィやＤＭＯの取り組みによる観光地の魅力の向上を図ることも必要であるが、そもそもそ

の地域が、観光で活性化していくための環境作りを行っていくことが必要不可欠である。 

 ただ、我が国の観光地に目を向けると、地域の温泉街等を中心に、設備投資がなされない

ままの老朽化した旅館などが多く存在し、それが地域の景観を悪化させるなど、観光地とし

ての魅力を落とす要因となっている。そうした宿泊施設は、債務を多く抱えているため、設
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備投資を行うための資力がなく、地域の疲弊を招く状態での経営を余儀なくされている。そ

のため、宿泊施設等へ資金や人材を投入することで地域を再生し、新陳代謝を促していかな

ければならない。 

 また、地域の老朽化した温泉街等の再生を図るだけではなく、地域を観光で活性化させる

ためには、より多く消費する旅行者を誘客することが必要である。「観光ビジョン」におい

ても、訪日外国人旅行者数について平成 32年に 4,000 万人、平成 42年に 6,000 万人、訪日

外国人旅行消費額について平成 32年に 8兆円、平成 42年に 15 兆円、地方部での外国人延

べ宿泊者数について平成 32 年に 7,000 万人泊、平成 42 年に１億 3,000 万人泊の達成を掲

げており、富裕層の一層の取り込みが求められている。そのためには、自治体をはじめとし

た地域のコミュニティによる観光資源の磨き上げと並行して、富裕層が滞在するに相応し

い宿泊施設も地域で整備していくことが必要である。しかし、我が国では、特に地方部にお

いて上質な宿泊施設の数が都心部と比較すると少なく、地方では都心部ほど宿泊施設の高

い稼働が見込めず、デベロッパー等が投資に踏み切ることができないなど、上質な宿泊施設

を整備するための環境整備が十分に整っているとは言いがたい。 

 さらに、地域を観光で活性化させるためには、その地域で活躍する人材が重要であるが、

観光地を立て直すプロの経営者不足や、インバウンド対応が可能な外国人材が不足してい

るほか、地域の観光業の振興に向けて、資金供給や顧客ニーズに応じた経営支援を行う立場

である地域の金融機関が観光に対する知識を持ち合わせていない場合も存在し、観光に携

わる幅広い人材が不足している問題を抱えている。 

 

（２） 観光地の面的な活性化に向けた取り組みの方向性 

 

 観光地活性化のための環境整備に向けて、鄙びた温泉街等の観光地の再生の促進や、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、古民家の再生・活用事業を含む宿泊業

を強化するなど、宿泊施設等への投資を促進し、観光施策を着実に推進する観点から、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を図っていくことが必要である。 

  

このため、具体的には、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の促進や、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し、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を行っていく。また、地域金融機関は、地域経

済の活性化の観点から、観光産業の振興に向けて、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ところ、地域の観光に対する理解をより

深め、その理解に基づき、融資を行うことが求められる。また、宿泊施設が過大な債務を抱

えている場合の再生において、地域金融機関はコンサルティングや事業再生支援等による
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顧客の価値向上に向けた取り組みを進めていくことが必要である。このほか、先の通常国会

において成立した改正不動産特定共同事業法により、出資総額等が一定規模以下の「小規模

不動産特定共同事業」について参入要件が緩和され、またクラウドファンディングによる不

動産再生投資が可能になったことから、地域の不動産事業者等が多様な資金を活用して空

き家・空き店舗、古民家等の再生・活用事業を進め、地域の魅力を高めていけるよう、普及

啓発等を通じて制度の活用を促していく。 

観光地活性化のための環境整備に向けては、地域の再生といった立て直しの取り組みの

ほか、富裕層の誘客のためのさらに進んだ取り組みが必要であり、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

の整備を推進していくことが求められている。 

 そのため具体的には、民間都市開発推進機構等を活用した良質な宿泊施設を整備するた

めの支援を行っていくほか、デベロッパー等が上質な宿泊施設を建設する際の投資判断の

ボトルネックを解消すべく、地域未来投資促進法の活用を促していく。 

 このほか、地域で活躍する人材育成に向け、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、取り組みを各地で展開するほか、外国人材の活用に向けて、必要

な制度の見直し等を行っていく。 

 

 

3. 最後に 

 

 観光ビジョンで掲げた目標を達成していくために、我が国の観光産業を基幹産業に成長

させることが必要であり、そのためには、地域における観光コミュニティ、宿泊産業が主役

となって自らの役割を果たすとともに、地域の取り組みを国や金融機関が支援をしていく

必要がある。 

 地域における観光コミュニティの中にある宿泊産業においては、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ほか、ターゲット

セグメントを取り込むために、自社の価格・サービスの見直しや利用客への訴求に取り組む

など、自らが経営マインドを持って不断の努力を行うことが求められる。また、個別の宿泊

施設の生産性向上だけにとどめず、施設同士の連携や、所有形態の見直しを検討するなど、

柔軟な経営方針を採っていくことが求められる。また、土台となる地域においては、地域の

魅力が十分に引き出されるような観光地づくりに向けた取り組みと、誘客したいターゲッ

トへの情報発信や、投資を促すための環境整備に取り組むことが求められる。 

 また、そうした地域を支えていくために、国は必要な財政措置や税制支援、各種規制緩和

等を通じて、観光産業の支援に取り組むほか、金融機関においては、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

資に取り組むことが求められる。 
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 こうして関係するプレイヤーが一丸となり、観光産業の基幹産業化に向けて取り組んで

いくこととする。 
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