資料３

最先端観光コンテンツ インキュベーター事業
ビーチの観光資源としての活性化に関する協議会 第1回
2018年10月9日（火）

本日の議題

協議会の概要
各種関連する会議の報告
調査事業について
モデル事業について
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本協議会は観光資源としての利用が進んでいない日本のビーチの活用促進を目的と
し、これに当たっての課題及び今後の方策について有識者およびオブザーバーの皆
様と共に検討を行う場である
協議会の目的と主な検討事項

協議会の目的

訪日外国人旅行者の地方部への誘客及び消費拡大に向け、諸外国では観光資源として有効
活用ができているものの、国内ではこれまで有効活用が図れて来られなかったビーチの活用
促進に関し、通年利用やアクティビティの充実、通年的に利用できる環境整備、ビーチ活用に
係る民間活力の導入等、ビーチに人が集まる仕組みづくりの検討を行う。

① 海外スタンダードを踏まえた上で、本検討において取り扱うビーチの範囲を検討する
② 我が国におけるビーチの活用実態やそれに関連する法規制の状況について調査した結果
をもとに、課題を抽出、整理する

主な検討事項

③ 国内外の優良・先進事例及びビーチの観光活用が進んでいる国々の背景情報について
調査した結果と、②で整理した課題をもとに、我が国において必要と考えられる対応につ
いて分析する
④ 別途実施する、ビーチのオフシーズンの活用促進のためのモデル事業について、消費、誘
客効果等やビジネスモデル化に向けた検証を実施する
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ビーチの観光資源領域では、
協議会を「10月上旬」・「1月中」の計2回程度開催する予定である
2018年

スケジュール
6月

7月

8月

2019年

9月

10月

11月

12月

本日

マイルストーン ★キックオフ

1月

2月

3月

成果報告会★

★最終報告

① 推進会議の運営・管理
推進会議の運営・管理

★推進会議①

★推進会議②

★推進会議③

② マーケティング調査・調査結果の分析
デスクトップ調査・ヒアリング調査
Webアンケート調査（訪日外国人定量調査）

調査企画・実施・とりまとめ
報告

調査企画・実施・とりまとめ

報告

報告

③ 各種課題等に係る調査事業・モデル事業の実施、評価・検証等（ICT・自然体験・ビーチ・お祭り・夜間資源）
各種課題等に係る調査事業

調査企画・実施・とりまとめ

協議会の設置・運営
モデル事業の実施、評価・検証等（公募を行わない事業）
モデル事業の実施、評価・検証等（公募を行う事業）

★準備会合
選定・決定

★協議会②

★協議会①

事業準備・実施・評価・検証

公募・決定

事業準備・実施・評価・検証

調査結果を踏まえた今後の対応方針の検討

とりまとめ
とりまとめ
今後の方針検討

④ 観光活用に向けたガイドライン等の策定・展開
ガイドライン、優良事例集等の策定
成果報告会の開催

構成検討
企画

作成

準備

⑤ 事業実施報告書の作成
事業実施報告書の作成
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構成検討

作成

本日は、調査事業の中間報告およびモデル事業の選定結果の報告を行い、有識者
およびオブザーバーの皆様からご意見を伺う予定である
協議会での主な報告事項

主な報告事項
 調査の方向性の事前確認
 調査概要のご説明
準備会合
• ビーチ観光類型整理・コンテンツ分類
（調査の方向性確認）
• 国内外の優良・先進事例調査方針
• 法令規制の整理

第1回
協議会

 調査事業について
 調査結果の中間報告
 今後の対応方針検討
 モデル事業について
 選定結果の報告

第2回
協議会

 調査事業について
 調査結果の最終報告
 ガイドライン作成に向けた協議
 モデル事業について
 進捗状況の報告

※各有識者会議の1ヶ月前を目安に報告事項・開催日時を決定する
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開催時期

2018年8月6日
（実施済）

2018年10月9日
（本日）

2019年1月中
（予定）

今後、調査事業およびモデル事業を進めるにあたり、本日ご意見を頂きたいポイントは
以下のとおりである
本日の論点

 現状の調査結果について
⇒今回中間時点での調査結果について、分析しておくべき視点、確認しておくべき事項など

調査事業

 解決策の考え方について
⇒今回調査（中間時点）から想定している仮説、解決策における助言など
 今後の調査の方向性について
⇒上記を踏まえ、今後の調査の方向性について、確認しておくべきポイントなど

モデル事業
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 モデル事業に対する助言
⇒コンテンツ造成、消費効果の検証、ノウハウの全国への展開等の観点から、モデル事業
推進における留意点、本件事業を通じて把握しておくべきポイントなど

本日の議題

協議会の概要
各種関連する会議の報告
調査事業について
モデル事業について
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2018年9月13日（木）に最先端観光コンテンツ インキュベーター事業 「地域活性化に
向けた観光コンテンツ拡充推進会議」（第1回）が開催された
開催概要
日時・場所

出席者

2018年9月13日（木）10:00-12:00 ＠AP東京丸の内 BC会議室 （日本生命丸の内ガーデンタワー3階）
＜有識者＞
梅澤 高明
A.T.カーニー（株）パートナー/日本法人 会長
須永 珠代
（株）トラストバンク 代表取締役
平良 朝敬
（一財）沖縄観光コンベンションビューロー 会長
デービッド・アトキンソン
（株）小西美術工藝社 代表取締役社長
原田 静織
（株）ランドリーム 代表取締役
伏谷 博之
タイムアウト東京代表 ORIGINAL Inc. 代表取締役
前田 幸夫
凸版印刷（株） 取締役副社長執行役員
※（株）美ら地球 代表取締役 山田 拓委員はご欠席
＜オブザーバー＞
日本政府観光局（JNTO）
 本事業の趣旨・目的について
 本事業の実施概要と今後の進め方について
 意見交換

議事

調査事業
主要な
コメント
モデル事業
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 調査結果を踏まえ、各種観光テーマの課題の仮説設定をより具体化すべき
 調査対象がどのようなものを求めていくかというインサイトを調査で明らかにしていくべき
 有効な観光戦略を立てるためにも、各地域レベルのデータを調査・分析するべきではない
 プロダクトアウト型のサービスではなく、ユーザーインサイト等を踏まえて、日本の強みを発揮していくアプ
ローチを考えるべき
 モデル事業の成果をより確実なものにするためにも、個々の事業のブラッシュアップを図るべき

海岸法所管省庁による工学的、即地的な観点からのビーチリゾート創出に係る検討
を行う「ビーチリゾートの創出に関する技術検討ワーキンググループ」が設置された
ワーキンググループ概要
 我が国の海岸線の延長は約3万5千km、砂浜だけでも約5千kmと長大で、良好な海岸景観を有し、利用の観点で
は高い価値を有しているにもかかわらず世界的に有名なビーチリゾートを形成するまでには到っていない。
 このような情勢を踏まえ、我が国の砂浜を有する海岸を取り巻く現状やビーチリゾートの成立に向けた課題を明らか
にした上で、観光立国や「楽しい国日本」の実現を目指す我が国において海岸を新たな観光資源として位置付け、
工学的、即地的な観点からビーチリゾート創出に向けた促進方策を明示することを目的に、「ビーチリゾートの創出
に関する技術検討ワーキンググループ 」を設置。
検討内容、アウトプット

「ビーチの観光資源としての活性化に関する協議会（観光庁）」において、海岸行政の課題となった事項を工学
的、即地的な観点から検討。
・日本の砂浜を有する海岸の現状と課題（利活用に関する自然的、社会的条件）の整理
・ビーチリゾート創出に向けた促進方策の検討
・観光庁「ビーチの観光資源としての活性化に関する協議会」から検討の要請があった事項
等
検討成果を観光庁「ビーチの観光資源としての活性化に関する協議会」へ報告。
ワーキンググループ委員
・楓 千里 株式会社ＪＴＢパブリッシング エグゼクティブ・アドバイザー
・桑子 敏雄 一般社団法人コンセンサス・コーディネーターズ 代表理事
・佐藤 愼司 東京大学 工学系研究科社会基盤学専攻 教授（座長）
・三浦 大介 神奈川大学 副学長
・矢ケ崎 紀子 東洋大学 国際観光学部国際観光学科 教授
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本日の議題

協議会の概要
各種関連する会議の報告
調査事業について
モデル事業について
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1．調査方針の確認
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1-1．調査分析の概要＿ビーチの観光資源としての活用
 ビーチの観光資源としての活用の観点を整理の上、日本のビーチ活性化ビジョンを設定し、検討アプローチを導出する。
 検討アプローチから導き出した仮説をベースに、国内および海外の事例調査により検証を行い、ガイドラインの策定に
つなげる。
ビーチの観光資源としての活用の観点
ビジョンの実現に向けた検討アプローチ
＜日本のビーチ活性化ビジョン＞
- 全国各地のビーチで多様かつ上質なサービスが提供され、

ビーチの観光資源としての活用の目的は？
目的

年間を通じて人が集い、活気あふれ稼げるビーチへ-

 ビーチコンテンツの「高付加価値化」「多様化」によるイ
ンバウンド消費拡大
 ビーチカルチャー再興による国内消費拡大

ビーチ活用によるターゲット（受益者）は？
地域の団体

来客者（インバウンド等）

民間事業者

ターゲット
（受益者）

 インバウンド観光客・国内観光客（価値あるサービス）
 地域の団体・事業者、地方自治体（負担の軽減）
 民間事業者（ビジネス機会の創出）

プロモーション
ファシリ
ティ1

アクティ
イベント1
ファシリ ビティ1 アクティ
イベント2
ティ2
ビティ2

環境維持管理

ファシリティ整備

ネットワーク・戦略

ビーチカルチャーの醸成基盤

ターゲットが求めるコンテンツは？
コンテンツ

＜特にインバウンドが求める要素＞

 「質の高い」「多様な」サービス
 地域特有の魅力あるビーチカルチャーそのもの
 豊富な情報や多言語対応等の利便性

コンテンツ提供に必要な環境は？
環境

 上質なファシリティの形成を可能とする資金面・制度面
等の環境整備
 年間を通じた環境維持管理を可能とする体制と費用
 効果的なPRを実現するための連携体制とエリア戦略

ビーチ活用に必要な制度は？
法令規制、条例、権利関係
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制度
法規制

 活用拡大と環境保全を両立する新たな制度の創設や
既存の法令・条例・制度の整理・活用・運用見直し等
 事業機会拡大のための地域における海面利用状況の
整理

1-2．調査分析の概要＿目指すべきビーチ像
 ビーチの現実的な観光活性化のためには、ビーチ環境を取り巻く4つの観点（①ファシリティ、②ビーチカルチャー、③維
持管理、④エリア戦略）が充実していることが、観光消費拡大をけん引するものと考えられる。

目指すべきビーチ像
① 基盤ファシリティの充実

③ 継続的な維持管理の実現

 安定的な経済活動、より大きな
投資回収が行える事業基盤の
整備

 海岸維持、環境保全、護岸整備
にかかる作業やコストの無理の
ない継続

 大規模投資機会の創出

 官民一体となった継続性のある
海岸維持管理

② ビーチカルチャーの発信

 ターゲット利用者のニーズに応
じた多様なアクティビティを展開
しビーチカルチャーを発信
 利用人数の拡大と滞在時間の
長期化による消費拡大

④ 実効性あるエリア戦略の存在
消費拡大

 地域のファシリティやアクティビ
ティを繋ぎ、一体性のある地域戦
略・ブランディングを展開
 地域内における経済波及を促進
し、エリアでの消費単価を向上

調査におけるポイント
 国内での先進事例が活性化している要因、より発展するための対応すべきポイント（ブレイクスルーポイント）
 ビーチ観光が成功している国内・海外事例での成功要因は何か
⇒これらを、マーケット、法令条例規制、事業性、季節性の観点から調査分析を行う
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1-3．調査分析の概要＿調査分析の全体像
 現状分析により発展余地や海外とのギャップを把握するとともに、わが国のビーチに関連する規制等を確認する。
 現状分析を踏まえ、わが国において目指すビーチ像を設定し、実現のためのブレイクスルーポイントを提示する。
 ブレイクスルーを果たすために求められる取組等を具体的な方針として取りまとめる。
調査分析の全体像
Phase2 目指す姿の設定と

Phase1 現状分析

ブレイクスルーポイントの提示

Phase3 方針の整理

 ビーチに関連する市場やビーチ活用の先行事例について、  インバウンドの消費拡大に向けて、  ブレイクスルーを果たすために必
要な取組等の方針を示す
海外と国内の比較を基本とした調査分析を行い、わが国
わが国において目指すべきビー
における発展余地や海外先進地とのギャップを把握
チの姿を検討・設定
 方針の取りまとめに当たっては、
以下3つの視点から検討を加える
 ビーチに関連する国内法令の整理により発展の阻害要因
 目指す姿を実現のための突破口
となり得る規制を把握し、次フェーズ以降の検討に活用
（ブレイクスルーポイント）を提示
目指す姿とブレイクスルーポイ
ントの対応関係（初期仮説）

調査項目・対象と分析の観点
調査項目
市場
 ビーチに関連する市場の
動向・規模等
先行事例
 ビーチに関する戦略・計
画、プレーヤー、事業内
容、消費規模等
法令
 ビーチに関連する国内法
や自治体の条例等
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調査対象
海外
国内

●

●

-

●

分析の観点
市場の
発展余地の
把握

●

海外先進地
と国内の
ギャップの
把握

●

発展の
阻害要因と
なり得る
規制の把握

目指す姿
基盤ファシリ
ティの充実

ビーチカル
チャーの発信
継続的な維持
管理の実現
実効性あるエリ
ア戦略の存在
・
・
・

ブレイクスルー
ポイント
事業者の育成

方針取りまとめにおける視点

プレーヤー
視点

 行政、民間事業者その
他ビーチ市場におけるプ
レーヤーの役割分担や
連携のあり方

経済的
視点

 多様なプレーヤーの参
入を促進するための事
業性確保やマネタイズに
向けた方策

規制
視点

 規制の目的・背景を踏ま
えつつもビーチ活用を促
進するために必要な規
制緩和の方向性

情報発信・意識啓
発
マーケティング・プ
ロモーション強化
補助金・助成金
民間資金・投資の
呼び込み

規制緩和
・
・
・

1-4．ビーチ観光の類型整理＿調査対象の整理
 本件調査における「ビーチ」は下記5エリアに区分し、定義付けした。
 一般的にビーチと捉える「4.砂浜」を中心とし、その他赤枠で示したエリアを砂浜を利用・活性化させるための一体エリア
と捉え、本件プロジェクトの調査範囲として設定した。
ビーチエリアにおける調査対象範囲の設定
調査対象エリア

コンテンツ例

1．洋上・海中

クルーズ・船釣り・ダイビング

2．ハーバー

堤防釣り・ヨット

3．浅瀬

SUP・カヤック・海水浴

4．砂浜

ビーチスポーツ・海の家

5．海岸隣接地

ホテル・ショップ・レストラン

＜定義＞
1. 洋上・海中は一般的に船を利用したコンテンツが想定される沖を含めた海上・海中を示す。
2. ハーバーは海上に突出した船を停泊させるためのエリアを示す。
3. 浅瀬は遊泳可能エリアが設けられる海水浴エリアや、その周辺のマリンアクティビティが行われるエリアを示す。
4. 砂浜はビーチスポーツが行われる海側砂浜、一般的に海の家が位置する陸側砂浜までを示す。
5. 海岸近接陸地はホテルやショップが立地する開発可能な一般的敷地の範囲を示す。
出所：Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resortウェブサイトより作成
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１-5．ビーチ観光の類型整理＿調査対象の整理
 ビーチ観光におけるコンテンツを、①サービス提供場所や提供手法に応じた法令・規制等の対象の違いや②サービス
提供事業者の区分を考慮し、「アクティビティ」「イベント」「ファシリティ」の3つのカテゴリに類型し整理する。
 国内においては法令・規制、および季節性により5．海岸近接陸地以外の「ファシリティ」については限定的となる。

ビーチコンテンツの分類
分類

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

イ
ベ
ン
ト

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
16

1．洋上・海中







ダイビング
カイトサーフィン
ウィンドサーフィン
船釣り
 堤防・釣り堀釣り
ホエールウォッチング
 ヨット
ドルフィンウォッチン
グ
 クルージング
 パラグライダー






ボートパーティ
スポーツイベント
釣りイベント
ブライダル

 ホテル
 レストラン、バー、
カフェ

3．浅瀬

4．砂浜

5．海岸近接陸地

海水浴
サーフィン
ボディボード
SUP
カヤック
スノーケリング
天体観測
磯観察












ビーチスポーツ
ビーチヨガ
ドライブ・サイクリング
ホースライディング
BBQ
キャンプ・グランピング
天体観測
潮干狩り
エステ・マッサージ
サンドアート

 キャンプ・グランピング
 サイクリング
 ランニング

 スポーツイベント








フェス・祭り
映画上映
ナイトクラブ
ビーチクラブ
スポーツイベント
ブライダル







 ホテル
 レストラン、バー、
カフェ

 ホテル
 レストラン、バー、
カフェ
 ナイトクラブ
 ビーチクラブ

2．ハーバー

 スポーツイベント
 釣りイベント
 ブライダル

 ホテル
 レストラン、バー、
カフェ










フェス・祭り
映画上映
ナイトクラブ
スポーツイベント
ブライダル

 ホテル、エステ
 レストラン、バー
カフェ
 ナイトクラブ
 商業施設（水族館等）

1-6．事例調査方針
 国内のビーチ観光において、インバウンドに対応した観光資源開発が進んでいない要因を観点として課題抽出した。
 「目指すべきビーチ像」の要素を含む事例の抽出を行い、目指すべきビーチ像を実現する手法の検討を行う。
 調査分析の観点として「マーケット」「法令条例規制」「事業性」「季節性」の4つの観点を中心に調査を行う。
課題の整理
目指すべきビーチ像

具体的課題

調査分析の観点

① 基盤ファシリティの
充実






専有不可領域の存在
開発不可領域の存在
繁閑格差が大きい
大規模投資が不可






ビーチとの一体運営ができない
常設施設が不可であり、ファシリティが限られる
仮設となるため解体撤去費用のコストがかかる
利用上の制限が大きく大規模投資が難しい

 マーケット
（集客規模、ターゲット
層、市場規模、競合環
境等）

② ビーチカルチャー
の発信

 日本人の海離れ
 インバウンド低認知
 オフシーズンコンテンツの
不足







海を楽しむカルチャーが低迷している
海を楽しむ経験の不足、人材・事業者不足
日本のビーチの海外メディア露出度が低い
多言語対応している関連事業者が少ない
通年で集客できるコンテンツ・施設が少ない

 法令条例規制
（自治体の条例、管轄
される法規制等）

 官民連携不足
③ 継続的な維持管理
 小規模事業者主体
の実現
 継続的収益事業不足

④ 実効性あるエリア
戦略の存在
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 海岸管理者による機能的な管理以外に行われる魅
力増進のための維持管理は範囲や時期が限定的
 小規模事業者が主体であり継続的維持管理体制
が構築されていない
 オフシーズンの活用、管理方法が確立されない

 自治体条例や地域固有の権利等により参入障壁
 地域固有の権利等による
がある
参入障壁
 エリアの事業者間や地域団体間の連携不足
 ブランディング不足
 ブランディング戦略の不足により客単価が低い
 地域全体での収益力不足
 漁業等海面利用上の調整にかかる負担が大きい
 収益性ある企業活動が行えず民間資金が入り難い

 事業性
（事業規模・内容、ス
キーム、収益性等）

 季節性
（繁閑格差、稼働状況
等）

2．国内事例の調査結果
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2-1. コンテンツ別現状整理（1/5）
 事例調査に基づき、コンテンツの提供場所、コンテンツ別に現状と課題について整理を実施した。
 アクティビティのうち夏季に限定されたコンテンツと夏を挟み春と秋まで提供可能なコンテンツを整理した。
 季節が限定されること、地域独自のものとはなっていないことから、コンテンツ単独での経済性は低い傾向にある。
コンテンツ整理＿アクティビティ（1/3）
分類

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

海水浴

 海水浴における消費は、施設利用料が主体であり、リゾートホテル
の場合は宿泊客に対して無料対応としている
 海水浴場に設置したウォーターパーク（有料）などでは話題性から、
地元誘客もある

マリンアクティビティ
（ジェット系・
パラセーリング・
シュノーケル等）

 夏季の観光集客力が強く、インバウンド、ファミリー層含め誰でも気
軽に体験が可能となっている
 海水浴と比較して提供シーズンが長い
 複数組合せ販売もあり、高額商品の組み合せでは1人単価が
10,000円を超えることもある

SUP・カヤック

ビーチスポーツ
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現状






体験期間は春－秋までと伸びる傾向にある
単発の観光体験から、リピートの可能性がある
都心から、地方まで幅広く展開可能となっている
近年流行しているため、コンテンツ提供者も増加傾向にある

 ビーチ後背地の公園でのビーチバレーコート常設整備（計画、イベ
ント時は砂浜設置が行われている）
 夏季、海水浴期間と連動した砂浜設置コートの展開が行われている
 ビーチバレー、サッカー体験によるビーチスポーツにより砂浜を活用
する地域は拡大傾向にある
 地元利用が主体であり、マイナースポーツでもあるため、観光コンテ
ンツとしての利用が薄い

課題
 海水浴客は年々大幅な減少傾向を示している
 施設利用料のみのため消費額も限定的となる
 海水浴を目的としたビーチへの来場が減少しているが、
ニーズに対応できている場所は少数である
 海水浴場開設期間が限られている

 海水浴との比較では期間が伸びるものの繁閑格差は大
きく、冬季はビジネスとして成立し難い
 事業者の参入資格や安全上のルール整備が不足してい
る
 内容や地域により漁業等海面利用上の調整が発生する
可能性がある
 SUPなど近年流行のコンテンツは、定番アクティビティと
して定着する可能性があるか確認を要する

 砂浜における常設コートは不可となっている場所もある
 ビーチスポーツの種類によっては天然のビーチでは砂質
（粒度、砂色など）や海岸形状により、整備が難しく、人口
浜での試みが多い傾向にある
 コート利用が無料の場合も見られるなど設置者側の負担
に依存しており収益モデルが構築できていない

2-1. コンテンツ別現状整理（2/5）
 事例調査に基づき、コンテンツの提供場所、コンテンツ別に現状と課題について整理を実施した。
 アクティビティのうちプレイヤーによっては通年活動可能または夏季以外の季節に提供可能なコンテンツを整理した。
 夏季以外の主客要素としてポテンシャルはあるが、現状収益力は高くない。
コンテンツ整理＿アクティビティ（2/3）
分類

サーフィン系

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
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ダイビング

現状

課題

 ウィンドサーフィンが一年中可能な区域設置と体験教室を行い、
ビーチの活発な利用に寄与している
 サーフィンが可能な海岸では一年中利用者が訪れる
 賑わいあるイメージ作りには貢献しうるコンテンツである
 大会の誘致による集客が行われている
 自家用車などでギアを個人で持ち込む傾向が強い

 サーフィンは自然条件（波の質）に左右され、どこでも行
えるコンテンツとはならない
 サーフィンのみの利用では、ビーチエリアでお金を使わな
い
 サーフポイントでの最低限のハード・インフラ整備が進ま
ない（サーフポイントへの道が狭い、トイレ・洗い場が少な
い、汚い、故障等）
 防波堤とサーフポイントは利用方法としての相性は悪い






 海中環境（魚の種類、海中地形等）の魅力で集客するた
め水平展開可能なコンテンツとはならない
 ライセンス基準、インストラクターレベルの問題、安全面
整備が不足している
 ポイントまでの移動設備が海外に比べ貧弱（マリーナ不
足、ボートの質など）

体験プログラムもあるが、リピート客がつく
平均単価15,000円と比較的高単価となる
宿泊とのパッケージ販売による集客が行われている
冬季も集客可能であるが、繁閑格差は大きい

潮干狩り
磯観察
水中観察

 春から秋にかけて親子で気軽に遊べるコンテンツとなっている
 グラスボート等の定員を拡大することで団体旅行も受け入れている
 インバウンドの集客にも成功している（グラスボート）

 潮干狩りは自然の場所で実施しているため、消費の拡大
にはつながっていない
 有料の潮干狩りでは、稚貝の放流など一定の管理負担
が大きい
 船や設備の維持管理コスト負担が大きい
 インバウンドに向けたサービスレベルは低い

サンゴの養殖
わかめ苗つけ等

 漁協との協力関係が構築できるものであり、地域性が高い
 観光客をターゲットとした主力コンテンツではないため、単価・付加
価値も低い

 漁協との調整が必須
 参加者から獲得する単価も低く、観光消費を促すコンテン
ツとはなり得ていない

2-1. コンテンツ別現状整理（3/5）
 事例調査に基づき、コンテンツの提供場所、コンテンツ別に現状と課題について整理を実施した。
 アクティビティのうち通年で提供可能なコンテンツを整理した。
 通年で提供可能なコンテンツとなりポテンシャルを有するが、設備整備、プロモーションなどの課題がある。
コンテンツ整理＿アクティビティ（3/3）
分類

現状

課題

 バーベキューエリアの設置により、周囲のコンビニ、スーパーの売上
が拡大している
 貸し切り型キャンプはビジネスとして成立する稼働が見られる
 グランピングなど付加価値をつけて高単価化する展開も進んでいる

 ゴミの放置、残骸の片付けなどのモラル問題や、管理の
仕方が定着していない側面がある
 公共公益上、完全な貸し切り（プライべートビーチ化）とは
成りえない
 バーベキュー禁止エリアが多くみられる

釣り堀・釣り






通年での販売が可能である
リピーター多数であり平日も一定の稼働を確保している
原価調整可能な収益ビジネスが可能となっている
客単価は5,000円～10,000円である

 漁業等海面利用上の調整に課題がある
 インバウンド需要は見られるが、時間調整的活用がなさ
れており、定着していない
 飲食施設連携、食文化の違いにおける工夫が必要となっ
ている

クルーズ






ホエールウォッチングは冬季の集客要素となっている
ターゲット層が拡大可能（マリンレジャーを行わない大人も楽しめる）
通年での販売が可能となっている
富裕層需要の取り込み（高価格帯商品の造成）が可能となっている

 マリーナ設備の商業化不足（個人所有の利用が主体）、
マリーナの不足している
 日本人のボート利用は減少傾向にある
 設備負担が大きく投資回収が難しい

 近年トライアスロンやランニングを行う人口は増加傾向にあり、それ
に伴って大会も増加傾向にある

 スイムに適した海岸や、ランやバイクに適したビーチ
ウォークの整備など、適した環境は限定的あるいは整備
に時間が必要となっている
 収益性モデルは成立していない

バーベキュー
キャンプ
グランピング

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

ランニング
サイクリング
（トライアスロン）
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2-1. コンテンツ別現状整理（4/5）
 事例調査に基づき、コンテンツの提供場所、コンテンツ別に現状と課題について整理を実施した。
 イベントでの提供コンテンツを整理した。
 イベントにおける集客、エリアの認知までは成果がでているが、一時的利用と地域への経済貢献度は現状では低い。
コンテンツ整理＿イベント
分類

フェス
ライブイベント
祭り

イ
ベ
ン
ト

ビーチスポーツ大
会

ブライダル

クリーン活動
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課題

現状
 春や秋も開催しうる
 音楽イベントは販売単価が1人あたり1万円前後と高く、収益性があ
る
 花火大会は集客力（人数）において優位となっている
 高額客席（VIPルーム等）の設置販売がみられる
 シーズナリティや天候による需要への影響の軽減（出演アーティスト
による影響の方が大きいため）
 一定期間の継続開催等による協賛の獲得
 地域連携や営業時間の厳守による苦情発生の抑止

 音楽イベントによる地域消費拡大は限定的である
 場所の認知、一時的な集客にとどまり、ビーチの活性化
にはつながりにくい
 ビーチと住宅街が隣接している場合等、立地によっては
騒音問題等により実施が困難となっている
 イベント開催期間と海水浴場設置期間にズレがあり、海
水浴場設置期間を延長しなければならず費用がかさむ

 バレーやヨガなどのイベント利用申請が増えている
 海水浴期間以外における砂浜でのビーチスポーツによる海岸活用
期間の拡大している

 観客を多数集めるまでには至っておらず、観光消費の拡
大にはつながっていない
 短期的な取組が多く、継続的な集客コンテンツとはなって
いない
 選手や観客向けの飲食店等・宿泊施設の整備や、地域
スポーツとして根付かせるが必要である

 海岸、ビーチでの結婚式場が整備されつつある
 昨今、重要は伸びている
 アジア圏からのニーズも増加している

 撮影や海岸利用にいて独占的利用ができる状況にない
 式場ホテルの独占的マーケットとなるため、地域波及が課
題となっている

 特に海水浴シーズンの前後での数千人規模のボランティアによる活
動が行われている
 周辺企業のCRE活動としての参加が見られる

 直結する収益性はない

2-1. コンテンツ別現状整理（5/5）
 事例調査に基づき、コンテンツの提供場所、コンテンツ別に現状と課題について整理を実施した。
 ファシリティによる提供コンテンツを整理した。
 常設不可による建て壊しコストや立地特性から2次交通の不足、商業施設化の不足が課題となっている。
コンテンツ整理＿ファシリティ
分類

現状

課題

 海の家でライブハウスとして活用され集客が行われている事例があ
る
 償却期間を設けた公募形式による海の家営業許可を行う自治体で
は事業者の新陳代謝がはかれている
 カフェ・バー風の設営、夜間までの営業により、海水浴客以外の利
用も誘致している

 海水浴期間との連動でしか設置ができないため、建物整
備・解体コストが負担となっている
 海水浴場開設期間以外のビーチ来訪者へのサービス施
設にはなりえない
 海水浴場の設置については監視員など行政負担も多い
 行政の規制、周辺地域への影響（騒音）が課題となって
いる

マリーナ

 アクティビティとの連動による会員制度化を行っている
 マリン製品の販売やレンタルと連動した利用促進している

 施設不足や、商業化されていない、地域貢献にならない
 港、マリーナからの2次交通整備が不足している
 漁業等海面利用上の調整を要することがある

宿泊施設

 ホテル事業者との一体的運営により、プライベートビーチ風運営を
慣習で行っている状況である
 ダイビングやビーチアクティビティとのパッケージ販売が行われてい
る
 マリーナ隣接連動、クルーズ商品との連動（前後泊）が図られてい
る

 完全プライベートビーチは出来ず、宿泊客者と異なるター
ゲット層も入ることができる
 水上コテージのような洋上施設の整備が不可
 ビーチエリアまでの2次交通の整備（水上飛行機などの利
用）が課題となっている

商業（飲食・物販・
エステ・クラブ等）

 海外のビーチをモデルとしたコミュニティの場としての空間設計（地
元需要と観光需要の双方の取り込み）
 広告代理店出身者主導による徹底したブランディングや広告戦略
が一部で行われている
 通年での集客地域は限られている

 天候に左右されやすい
 海岸法等規制により常設が不可のため建物整備・解体コ
ストが負担となっている
 ビーチ後背地での商業不足、質の高い飲食店等の不足
が課題となっている

ビーチハウス
（海の家）

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
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2-2．調査分析（1/2）
 マーケットの形成は、『ローカル利用も含めたビーチカルチャーの醸成』とそれを促す『インフラ・施設整備』がキーとなる。
 法令条例規制では、地域における行政のスタンスや取組方法に開きがあり、整備が進む地域とそうでない地域に格差
が生じている。
調査の観点別現状分析（1/2）

 マーケット
（集客規模、ターゲット
層、市場規模、競合環
境等）

 法令条例規制
（自治体の条例、管轄さ
れる法規制等）
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インバウンドの集客ができている事業者は少ない（沖縄事業者のインバウンド3割が最多）
夏季、夏休みは海水浴利用者をターゲットとする集客から抜け出せていない
休暇の取り方、文化、体感温度の違う欧米、単価の高い富裕層誘客を目指す動きがある
インバウンドの集客においては2次交通の整備や、クルーズ船やプレジャーボートのマリーナの整備不足が指摘
される
 インバウンドの誘客には単なるコンテンツの横展開ではなく、カリフォルニアやボンダイビーチのように長い時間
をかけて醸成される地域固有のビーチカルチャーが必要との指摘がある
 海辺の活用における最低限のハード・インフラの整備もままならない地域も散見される
 人気エリアへの一極集中と事業者参入によるダンピング、安全性規制、ルールのない事業領域である

 一般的には国有財産である海岸の整備は自治体負担で実施されている場所が多いが、地域や民間事業者、指
定管理者が参画している場所では高水準の維持管理が行われている事例もある
 海岸法の本来目的である国土保全が前提にあることを踏まえ、常設建物の設置にあたっては、防災機能も兼ね
備えたものとするなどの工夫が必要である
 漁業等海面利用上の調整や、既得権益との調整が難航する事例が多々あり、事業者の新陳代謝や事業拡大等
が制限されている
 既得権益の撤廃を目指す自治体は海の家設置を公募とし管理に関与しているが、不関与の姿勢を取る自治体
とに分かれている

2-2．調査分析（2/2）
 事業性では季節性と天候に左右されること、常設不可としている砂浜での事業収益化は難しく、民間の資金が入りにく
いが、後背地と一体となった整備は一部開始されている。
 季節性では春秋におけるビーチ活用への取組が行われつつあるが、イベントのみでは一過性にとどまる傾向が強い。
調査の観点別現状分析（2/2）

 事業性
（事業規模・内容、ス
キーム、収益性等）

 ビーチ（砂浜）エリアでの商業利用は海水浴期間の海の家設置に限定され、常時設置ができないところがあるこ
とが事業性の低さに直結している（整備・解体コストなども含む）
 ビーチ観光コンテンツ収入のみでは事業は成り立たず、周辺領域のからの参入や、事業領域拡大による事業展
開が必要となる
 雨や台風等の天候に左右されやすく、収益が安定しない
 マリンアクティビティをメインで扱う事業者は小規模事業者が大半を占め、沖縄最大の事業者で周辺領域への事
業拡大を含めて年商10憶円となる
 後背地公園への民間事業者参入は実現しつつあり、海岸と一体となった活用の検討がなされている
 エリアマネジメントの実施によって、リゾートエリアのブランドイメージ構築を図り、知名度UP、集客を実現してい
る
 民間事業者の活用によって、行政の整備コスト軽減、ビーチ利用の活性化を実現している

 季節性
（繁閑格差、稼働状況
等）

 本来の海中、ビーチを活用したコンテンツは季節性が大きく、沖縄でも春から秋の5ヶ月間での回収となり、冬季
の雇用対策として、フィリピンセブ島へ出店している事例がある
 通年での販売が可能なコンテンツはアクティビティではクルーズ系、釣り、ファシリティではビーチと連動した後背
地におけるショップ、宿泊施設、マリーナ施設となる
 海水浴期間との連動で設置許可となるビーチライブハウスは海水浴期間の延長調整と共に9月末まで開催を予
定している
 ビーチスポーツ、マリンスポーツの実施により、春から秋までビーチの活用期間の拡大を試みているが、イベント
等の一過性の活用にとどまる傾向である
 体感温度や文化の違う、欧米系インバウンドからは春秋のニーズがあり、水に入らないコンテンツ（ライブイベン
ト等）では海水浴シーズン以外もニーズがある
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3．海外事例の調査結果
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3．海外事例調査方針＿抽出エリア
 四季エリア6ヵ国、常夏エリア3ヵ国について、合計9ヵ国のビーチリゾートの特性を調査後、日本での引用可能性の高い
3-4ヵ国または都市の詳細調査を行う。
 調査においてフランス、ニースへの言及が多数あることから、追加調査をおこなう。
世界のビーチリゾート事例調査エリア
ノルウェー
イタリア
スペイン

ギリシャ

日本

米：ハワイ
アメリカ

フランス
モルディブ
タイ

モルディブ

出所：University of Melbourne調査資料より作成
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オーストラリア

3．海外事例調査方針＿四季エリア（都市型ビーチ）と常夏エリア（独占型ビーチ）
 各気候毎に、メディア露出度が３以上の国・都市を選択。西海洋性気候は、メディア露出度３以上の対象国が存在しな
いため例外とする。デスクトップ調査の結果により、詳細調査対象国・都市を抽出する。
 常夏エリアはメディア露出度が高く、政府観光局ウェブサイトにビーチに関する記載がある国を抽出した。
調査対象国・都市（案）

※
抽出要素

今回報告する国

気候区分

国

地方・都市

西岸海洋性
気候

ノルウェー

ロフォーテン諸島

2

ウストンベイ
ヴァロイ

”オーロラを楽しみながらのサーフィン“といった冬観光、自然の豊かな国な
らではのビーチの活用で人々の人気を得ようとしている。

ギリシャ

クレタ島、
サントリーニ島、ミロス島、
ザギントス島

6

エラフォニッシビーチ
サラキニコビーチ
ナバイオビーチ

冬に一定の降雨があるが、夏は日ざしが強く乾燥する地域で、目的に合わ
せてビーチリゾートを選択することができ、ヨーロッパ人を中心に人気のリ
ゾート国。

イタリア

シチリア島、
リグーリア、カンパーニャ、
サルデーニャ、バリ

6

チンクエテッレ
アマルフィビーチ

小さなビーチタウンが、海岸沿いに多く存在する。７月～９月の間は、どの
ビーチタウンも混雑する。

スペイン

バルセロナ
ドノシタ
メノルカ

3

フランス

ニース

-

ブルー・ビーチ

ニースは、夏場には海を求めて多くの観光客が訪れる。閑散期の間は、世
界規模の会議が行われたり、年間を通して多くの観光客が訪れる都市。

温暖湿潤
気候

アメリカ

マイアミ
ニューヨーク
オレゴン

4

マイアミビーチ、サウス
ビーチ、キャノンビーチ、
ロングビーチ

西岸海洋性気候と比べ夏季が高温である。マイアミでは、ビーチに訪れる
観光客だけでなく、ナイトライフを楽しんだり、ウルトラミュージックフェスティ
バル等のイベントを体験しに訪れる観光客が国内、国外から多く訪れる。

温暖冬季
少雨気候

オーストラリア

シドニー
ウィットサンデー諸島

5

ボンダイビーチ
マンリービーチ

夏は降水量が多く高温湿潤、冬は乾燥した気候になるのが特徴の気候帯
に属するオーストラリアは、多くの都市がビーチリゾートとして発展している。

（米）ハワイ

オアフ島、マウイ島、ハワ
イ島、カウアイ島
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タイ

プーケット島、クラビ島、ピ
ピ島

4

アオ・ナンビーチ
マヤﾍﾞｲ

外国人観光客は毎年増加しており、アジアにだけでなく欧米からの観光客
にも多く訪れる。バンコクだけでなく、サムイ島やプーケット島も人気。

モルディブ

フルハドフー島ディグラ島

3

-

モルディブは、プライベートアイランドが多く存在し、ハネムーン等、ラグジュ
アリーな旅行を目的とした観光客がおとずれる。

地中海性
気候

（常夏）
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（メディア露出数、有名ビーチ）

特性

ラ・コンチャビーチ
バルセロナは、都市中心部からも電車やバス等交通手段を利用して気軽
サン・セバスチャンビーチ に訪れることのできるビーチが多く存在する。海岸沿いには、高級ホテルも
カタ・ミハーナ
並び夏は多くの観光客でにぎわう。

ラニカイビーチ、ホノカラニ 日本人をはじめとする観光客が、一年を通して多く訪れる。目的に沿って、
ビーチ
島、リゾートを選択することが可能である。

3．海外事例＿中間報告
 各国において、ビーチにおける特徴が異なる為、ビーチの活用方法もそれぞれ異なる。
 日本と同様、ビーチ産業における課題を抱える国も存在する。
海外調査サマリー
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ノルウェー

• 寒冷気候の為、景観利用が主で、ビーチリゾートとしてあまり活用されていないが、夏場は地元の人を中心に
ヨーロッパ諸国から混雑を避け訪れる人々がいる。
• 夏以外の時期でも楽しめるアクティビティとして、ノルウェーの人々の生活の一部でもある釣りが盛んであり、タラ
釣りの世界大会等のイベントも行われている。
• 冷たい海での特別な環境でサーフィンを楽しみに訪れる、アドベンチャーツーリズムが観光客にも人気がある。

イタリア

• ビーチには、stabilimenti （入場料を支払い、パラソル、ビーチチェア等ビーチ施設を使用することのできるプライ
ベートビーチ）とspiaggia libera（ビーチを無料で利用できる公共ビーチ）の二種類がある。
• プライベートビーチには、ビーチチェア、ロッカー、シャワー、ビーチバレーコート等の施設が充実している。
• イタリアのビーチ観光産業は、日本と同様、新たな企業が参入しづらく、地元企業による独占的で競争力に欠け
た市場との評価がある。

スペイン

• 各ビーチタウンは、芸術や食事等、地域特有の文化要素を持っている為、ビーチだけでなく文化体験を目的に観
光客が訪れる。
• 1988年に海岸法が制定され、海岸線沿いの建物の建築が禁止されたが、未だ多くの建物が海岸には残り、法
改正を通して、更なる海岸整備を進めている。
• ビーチウォークを設けることで、多くの海岸が整備された。

オーストラリア

• リゾート型ビーチ（ビーチを中心にリゾート地が形成）、シティ型ビーチ（都市環境の一つとしてビーチが存在）、ネ
イチャー型ビーチ（自然ありのままの姿を残したビーチ）の３種類のビーチが存在する。
• ビーチの周りには、商業施設等のファシリティが整い、野外マーケット等日常的にイベントが行われており、観光
客だけでなく地元の人も多く訪れることで、ビーチカルチャーが形成されている。

3．海外事例＿オーストラリア実査（1/4）
 シドニーのビーチは、地元利用を主としながら、多岐にわたる市内観光における目的地のひとつとして扱われている。
 ゴールドコーストのビーチは、観光の主要目的としての役割を果たしており、アジア圏からのインバウンドも多い。
 いずれも砂浜での建築は禁止である反面、後背地における飲食・商業・別荘等によりビーチタウンが形成されている。
オーストラリア実査エリア概要
Sydney
シド二－中心部からフェリーで30分程度の場所に位置する。
ビーチを中心に、町が作られ、店舗、レストラン、ナイトクラブが立ち並び、地
元の人と観光客から人気のビーチエリア。
Manly Beach

元々コンテナ倉庫だった場所が開発され。フェリーでの交通の便の良さもあ
り、オフィス、飲食店が立ち並ぶ。平日は、周辺のオフィスワーカーを中心
ににぎわう。水族館があり観光客も訪れるDarling Harborまでは、ハー
バー沿いの歩道でつながっている。
Barangaroo / Darling Harbor
シドニー中心部から車で30分程度の場所に位置する。海沿いにはコー
ストウォーク（歩道）が整備され、コーストウォークのすぐそばには高級住
宅が立ち並ぶ。

Manly Beach

Barangaroo
Darlling Harbor
Bondi Beach

Bondi Beach

Gold Coast

Main Beach

高級住宅街に面したビーチで、アクティビティ等はなく地元の人が中心に
訪れる静かなビーチエリア。ビーチ近郊のハーバー周辺は、飲食店や高
級ホテルが建ち、富裕層をターゲットにしていたエリアである。

Main Beach

ビーチまでのメインロードには多くの飲食店や店舗が並び、観光客でにぎ
わう主要エリア。路面電車も開設され、様々な場所へのアクセスが良好で
ある。今後も路面電車を拡充させる計画があり工事が行われている。

Surfers Paradise

Surfers Paradise

Byron Bay
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青島ビーチパークのモデルとなったビーチタウン。空港から車で一時間程度
の場所に位置し、流行を取り入れたレストランやリテールが並ぶ。大きな開
発は避けられ、地域独自のビーチカルチャーがあり若者を中心に人気があ
る。

↓

Byron Bay

3．海外事例＿オーストラリア実査（2/4）
 Northern beaches councilとは、マンリービーチを含むノーザンビーチを一体で管理運営するNSW州の行政団体であり
地元住民と観光客のバランスを重視したビーチタウンを目指し、24のビーチと周辺の街を管理している。
 シドニーからの一日観光客だけでなく、宿泊観光客の集客に注力している。
ヒアリング調査サマリー①
Northern Beaches Council － 行政団体

コンテンツ

•
•
•
•

サーフィンができる海と海水浴ができる海と目的毎にビーチが分かれている。
ウォーターアクティビティ器具、ビーチ用品のレンタル業をビーチで行うことのできる業者は、5社のみ許可をしている。
イベントが毎週末Council により企画され、ローカルや観光客を集めている。
ビーチで遊ぶだけなく、ナイトクラブやバーの施設もあり、夜まで遊ぶことが出来る。

環境

•
•
•
•

ビーチ上の建築は不可であるため、ライフセーバーの監視塔と公共トイレのみがビーチに設置されている。
ビーチ沿いは歩道が整備され、歩道を挟み多くの飲食店が充実しているが、店舗はあまり充実していない。
ビーチの清掃は、毎朝Councilにより行われ、町には、Councilの監修のもと、ごみ箱やベンチ、アートモニュメントが設置されている。
宿泊施設が足りておらず、Airbnb（民泊）が流通しており、現状で騒音問題が発生している。

プロモーション

•
•
•
•

ハーバーの前に位置するインフォメーションセンターは民間運営だったが、Councilが直接運営に切り替え、プロモーションを強化した。
安全にマンリービーチを楽しむための規定が書かれたパンフレットを作成し配布しているだけでなく、Youtubeでも動画で説明している。
ソーシャルメディアやウェブサイトを使ったプロモーションは遅れており、今後強化する方針である。
マンリービーチのリブランディング化を目指し、Northern Beachesを新たな観光地としてブランディング活動を行っている。

ターゲット

•
•
•
•

シドニーからの一日滞在の観光客がほとんどで、マンリービーチに宿泊する観光客は全体の９％程度のみである。
5つの語学学校が所在しているため、国際留学生も観光客層の大部分を占める。
海外からの観光客だけでなく、オーストラリア国内からの観光客も多く訪れる。
観光客だけでなく、ローカル（マンリービーチに在住している人々）も重要なターゲット層である。

管理体制

• ビーチにおける商業活動や建築などは、Councilの承認が必要となる。
• Destination NSW（州政府観光機関）と共に、ローカルと観光客のバランスを重要視したManly Destination Management Planを作
成している。
• マンリービーチの観光に関して理解し、ローカルに向けての観光業発展のための教育を12か月間かけて行う予定である。
• ビーチ周辺地では、ビーチ歩道に植えられている松の木（マンリービーチのシンボル）よりも高い建物は原則建築が禁止されている。
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3．海外事例＿オーストラリア実査（3/4）
 ハミルトン島は、民間有限会社により所有され、カジノのないIRとしての観光地を目指している。
 １店舗を除き、飲食店、スーパーマーケット等の施設はハミルトン島が直接運営を行うことで、島一体化のサービスを提
供している。
ヒアリング調査サマリー②
Hamilton Island －コンテンツ事業者

コンテンツ

•
•
•
•

カタラマン（2人乗りヨット）等ウォータースポーツ器具は、ハミルトン島経営のホテルが宿泊者に対して無料で提供している。
有料のウミガメツアーや、ヨットチャーター等のアクティビティも充実している。
ウェディングパーティーだけでなく、大規模なビーチパーティーができることからコーポレートパーティーも多く開催される。
世界有数のヨットレースのイベントやトライアスロン大会を誘致し、開催されている。

環境

•
•
•
•

空港、マリーナ、3～5星ホテル、個人住宅、ゴルフ場、700人規模のバンケット、プール、飲食店、スーパーマーケットが設備されている。
主要施設はすべて徒歩圏内でアクセスできるよう設計されており、無料トロリーバスも走っている。
個人住宅では、Airbnb （民泊）も盛んに行われている。
島内は、レンタルバギーで移動し散策を楽しむことができる。

プロモーション
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• ハミルトン島周辺のハートリーフ、ホワイトサンドビーチの自然観光資源を最大限使用し、プロモーション活動を行っている。
• グレートバリアリーフはすべての海が美しいわけではなく、ハミルトン島は極めて美しいことを再度、旅行代理店等に認識させる教育か
ら行っている。
• プロモーション活動の一環として、旅行会社向けの冊子を作成するなどのハミルトン島の勉強会を開催している。
• VRも3年前から取り入れており、専用のアプリも作成したりとテクノロジーを取りいれている。

ターゲット

• 国内からの観光客が60％を占め、日本人の観光客は全体比で６％を占めている。
• ラグジュアリーな体験を求める観光客をターゲットにしている。
• ハネムーンでの観光地として有名だが、MICE施設としての利用も増加している。

管理体制

• 保安林としての役割を果たしている木々もあるが、木々は国有であるため、伐採するためには国の許可が必要となる。
• 以前は、各リテールやレストランに営業権を与えるconcessionaire形式にて運営していたが、同じ業態の店舗の存在により、無駄な価
格競争が起きてしまった為、直営業に変更した。
• グレートバリアリーフは、世界遺産に認定されているため、水上コテージの建設をすることはできない。
• 対外国人のオーストラリアの不動産売買に関する規制があるが、ハミルトン島は規制対象外と認定され、自由に売買することが可能。

3．海外事例＿オーストラリア実査（4/4）
 JTBでは、各支店においてインバウンド・アウトバウンド訪客活動双方に注力している。
 観光客の誘客の為には、ターゲット毎に異なるニーズを正確に把握し、ニーズに即したサービスを提供することが重要
である。
ヒアリング調査サマリー③
JTB－プラットフォーム業者

コンテンツ

インバウンド
対策

•
•
•
•

インバウンド訪客のためには、シドニーのように交通機関（電車、フェリー、トラム等）を発達させるべきである。
シドニーではどこでもクレジットカードが使用できるのと同様に、日本も決済環境を整える必要がある。
直行飛行機の有無は、インバウンド訪客に大きく影響するため、各空港、航空会社と連携することが重要である。
競馬はオーストラリアでは社交場であり、日本のスポーツ鑑賞、スタジアムの形式に反映するべき点である。

インバウンド
コンテンツ

•
•
•
•

日本独自の場所（例：お城）でのパーティーを行ったり、ユニークベーニューを利用した観光コンテンツはうけるのではないか。
特産物を売り出すのではなく、日本文化を体験できる観光コンテンツは、欧米人に人気である。
ハーバーブリッジでマラソンが行われているように、日本の地方都市でのウォーキング、マラソン大会を行ってはどうか。
オフシーズンに開催されるVivid Sydneyも集客には10年かかった様に、閑散期におけるイベントは長期的な観点で考案するべきだ。

ターゲット

プロモーション
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• 富裕層向けの水上セスナ移動付きランチプランツアー等が、国内観光客を中心に人気がある。
• シドニーにおけるビーチは、シティからのアクセスが良いため観光客が訪れる。
• Entranceと呼ばれるビーチエリアでは、一年を通してペリカンの餌付けがボランティアにより行われ、地元の人をはじめ人気がある。

• 各国の観光客の特性を理解し、ターゲットを特定することが重要である。
• クリケット、ラグビー以外のスポーツに対するオーストラリア人の興味は低く、オリンピックは訪客のチャンスにならない可能性もある。
• オーストラリアにおける国内旅行よりも日本旅行は安いため、多くのオーストラリア人が日本に訪れるので、富裕層でない層（若者等）
もターゲットにするべきだ。
•
•
•
•

海外駐在員からの口コミは、効果的なプロモーション方法の一つである。
各国における観光業に携わる人以外に対しプロモーションを行うことも重要である。
各国における観光に携わる企業を日本に招くFirm Trip は効果的なプロモーション方法である。
各国にある地域の雑誌と連携し、プロモーションを行うことも効果的である。

4．仮説および今後の調査について
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4-1．中間地点における国内外比較
 日本と海外（特に欧米豪）での比較では、ビーチ活用の日常性において差異があり、それに伴いビーチの管理や運営に
ついても、海外の方がより面的・一体的に取り組んでいる傾向がある。
 国内においても、まずは一体的な運用がなせる状態とすることが必要と想定される。
目指すべきビーチ像に関する比較
国内外の比較

仮説

① 基盤ファシリティの
充実

 特に欧米豪はビーチが日常利用される風土のため、街としてのビーチの商用
利用が促されるほか、日常の足として二次交通なども充実する傾向にある。
（海外事例：2,3,4）
 海岸が公有財産であり、原則施設整備ができないのは世界共通であるが、海
外は原則ビーチの飲酒禁止であることや、日常利用ゆえに充実する後背地の
商業施設が賑わいを支える傾向がある。（海外事例：2,3,4）
 国内では海岸と後背地など市町村と都道府県で所管が分かれているが、豪で
は都市公園や防風林なども含めCouncilによる一体管理で運営されている。
（海外事例：4）

 ビーチ単独での収益化は国内外でも事
例はなく、後背地や地域観光と一体と
なった消費拡大が基本。
 後背地の公園や防風林、ビーチウォーク
など、ファシリティの管理組織を一元化す
ることで面的展開が可能となる。

② ビーチカルチャー
の発信

 日本人（アジア人）は海水浴利用が主であり、シーズンオフで利用する生活習
慣がない一方、海外においては日光浴や散歩など、海水浴に限らない日常的
なビーチ利用の文化があり、ゆえに利用は常態化する傾向となる。（海外事例：
1,2,3,4）

 観光産業だけでなく、住民に対するビー
チ活用が促されていることが、ビーチカル
チャーの発展においては必須事項となる。

③ 継続的な維持管理
の実現

 国内では、運営も見据えたPFI事業などの展開が進み始めているが、開発制度
などを活用した海外の開発運営と比べると、官民連携が進む領域は少ない。
（海外事例：4）
 国内の場合、護岸を前提とした海岸整備のため、清掃や景観の維持など比較
的軽微な管理が主流である海外と比較して、必然的に維持コストが高騰する傾
向にある。（海外事例：4）

 後背地も含めた一体的な整備検討の段
階から民間のニーズを踏まえた計画策
定を行うことが重要である。

④ 実効性あるエリア
戦略の存在

 海外の場合、日常利用性が高いことと、長期滞在型の利用者が多いため、ター
ゲットが明確であり、ターゲットのニーズにマッチしたビーチタウンの運営がなさ
れている。（シーズンオフの島ごと営業休止、高所得者向け企画等）（海外事
例：2,3,4）
 海外では住民支援と観光政策の一体的な運営がなされており、経済性や実用
性に合致した運用がなされている。（海外事例：4）

 地域観光や地域住民のニーズも踏まえ
た、ビーチタウンとしての街づくりを主導
する権限ある実行組織が必要となる。
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4-2．今後の調査の方向性
 今後、本日の指摘を踏まえた追加調査および海外事例調査の継続を実施する。
 国交省の主導する「ビーチリゾートの創出に関する技術検討ＷＧ」との情報連携を実施し、調査のとりまとめ、ガイドライ
ン策定への相乗効果が描けるような落とし込みを目指す。
今後の調査作業内容
調査内容

海外事例調査継続

他機関との調整事項

モデル事業の対応

調査とりまとめ
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スケジュール

 欧米、ヨーロッパのビーチ調査の深堀
 海外事例の地域別要点整理

 ヨーロッパのビーチ実査
（フランス、他）
• 11月中旬～12月上旬

 海岸法所管省庁が主導するＷＧとの情報連携

 ビーチリゾートの創出に関する
技術検討ＷＧ
• 第1回10月1日（月）
• 第2回11月21日（水）

 モデル事業のモニタリング結果のとりまとめ

 モデル事業実施 10月-1月中旬
 とりまとめ 1月下旬

 ビーチ観光における消費単価向上に向けた示唆の整理
 ガイドラインのとりまとめ

 示唆整理 11月-12月
 ガイドライン 12月-2月

4-3．最終とりまとめ方針
 ガイドラインでは、目指すべきビーチ像を実現するためのポイントを整理する。
 整理においては、国内外の事例を基に、成功要因をとりまとめることで、ガイドライン利用者が課題整理を行う際の
チェックリストとしての活用を期待する。
ガイドライン策定に向けた最終とりまとめ方針（案）
目指すべきビーチ像
実現の項目
①
基盤ファシリ
ティの充実

②
ビーチカル
チャーの発信

③
継続的な維持
管理 の実現

④
実効性あるエリ
ア戦略の存在
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ポイント

 安定的な経済活動、より大きな投
資回収が行える事業基盤の整備

 拠点施設の用途

 大規模投資機会の創出

 ・・・

 ターゲット利用者のニーズに応じ
た多様なアクティビティを展開し
ビーチカルチャーを発信

 地域施策展開

 利用人数の拡大と滞在時間の長
期化での消費拡大

 ・・・

 海岸維持、環境保全、護岸整備
にかかる作業やコストの無理のな
い継続

 PFI/PPPの検討

 官民一体となった継続性のある海
岸維持管理

 ・・・

 ・・・

取組の分類
企画的要件
 マーケティン
グの視点
 ・・・
 ・・・
 住民を巻き
込んだコンテ
ンツ形成の
在り方
 ・・・

技術的要件
 占用等許可
制度の整理

 ・・・

 ・・・
 ・・・

 ・・・

 官民間の分
担やスキー
ム

 PFI/PPP導
入に向けた
法的整理

 ・・・

 ・・・

 ・・・

 地域のファシリティやアクティビ
ティを繋ぎ、一体性のある地域戦
略・ブランディングを展開

 エリマネ組織の検討

 地域内における経済波及を促進
し、エリアでの消費単価を向上

 ・・・

 ・・・

 エリマネ組織
の検討
 ・・・
 ・・・

 海岸管理者
とエリマネ組
織の関係性
 他の権利と
の関係性
 既得権益と
の関係性

モデル事例
国内

海外

本日の議題

協議会の概要
各種関連する会議の報告
調査事業について
モデル事業について
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「最先端ICT：5件」・「自然体験：2件」・「ビーチ：1件」・「お祭り：2件」・「美容：2件」・
「夜間資源：4件」の計16件をモデル事業として内定した
内定したモデル事業の一覧
テーマ

モデル事業名

♯
1 すなばＡＳＯＢＩ

帰国後の日本再訪意欲喚起のための国内観光資源VRコンテンツ

最先端ICTを
活用した観光

2 活用モデル実証事業（旅後）
3 “Culture・Experience”- ロケーション展開型周遊誘発モデル事業-

ハブ拠点でのVR体験による訪日外国人旅行者の地方誘客推進実

4 証事業【旅中】
5 インバウンド向けARスポーツ観戦サービス実証※

ひがし北海道エリアにおけるアドベンチャーツーリズム・ラグジュアリ

自然体験

潜在的な
観光資源

ビーチ
お祭り
美容

6 市場顧客向け高付加価値商品造成事業

高浜町における観光資源を活用したインバウンド向け通年体験観

7 光サービスモデル創生事業
8 リゾートウェディングツーリズムモデル確立事業
9 訪日外国人の受入れ・消費促進環境整備事業（仙台七夕まつり）※
10 訪日外国人の受入れ・消費促進環境整備事業（秩父夜祭）※
11 美肌のススメ！温泉体験プログラムモデル事業
観光地での隙間時間における多言語コミュニケーションツールを活

12 用した『リラクゼーションサービス業』への導入モデル事業
13 石見神楽を活用したナイトタイムコンテンツ造成事業

実施団体名
鳥取砂丘デジタルアクティビティ開発共同体
（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
中部国際空港（株）
アライド・ブレインズ（株）

（株）NTTドコモ
釧路湿原・阿寒摩周アドベンチャーツーリズム推進協議会
（一社）若狭高浜観光協会
（一社）沖縄リゾートウェディング協会
（株）オマツリジャパン
（株）オマツリジャパン
松江インキュベーター事業実行委員会

（株）リクルートライフスタイル
石見観光振興協議会

「体験型マルチメディア・ナイトウォーク」を契機とした市内宿泊・飲

夜間の観光資源

14 食・交通事業者等の連携による魅力的なナイトライフの造成・提供と （一社）長崎国際観光コンベンション協会
消費拡大システムの構築

15 ナイトエンターテインメントによる地域経済の活性化
大塚駅周辺エリアにおけるナイトタイムコンテンツ発掘／訪日外国

16 人向け消費喚起事業
※ #5, #9, #10は非公募
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ナイトエンターテインメントによる地域経済の活性化協議会事務局
豊島区

