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協議会の目的と主な検討事項

本協議会は「地域固有の自然資源を活用した体験型コンテンツ」の提供促進を
目的とし、今後の方策について有識者の皆様と共に検討を行う場である

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、訪日外国人旅行者のニーズが

高いものの、今後一層の充実が必要となる地域固有の自然資源を活用した体験型コンテンツ

の提供促進に関し、主に地域の体験型コンテンツ提供事業者支援に繋がる方策について

検討する

主な検討事項

① 我が国における自然資源を活用した体験型観光コンテンツの提供の実態について調査し
た結果をもとに、課題を抽出、整理する

② 国内外の事例及び自然資源を活用した体験型観光コンテンツの提供が
充実している国々の背景情報について調査した結果と課題をもとに、
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

③ 別途実施する、観光地のオフシーズン期における自然体験型観光コンテンツ等の造成手
法の検討に係る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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全体スケジュール

本協議会は、「10月19日」・「1月24日」の計2回実施している

2018年 2019年

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①推進会議の運営・管理

推進会議の運営・管理

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）

各種課題等に係る調査事業

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）

調査結果を踏まえた今後の対応方針の検討

④観光活用に向けたガイドライン（ナレッジ集）等の策定・展開

ガイドライン（ナレッジ集）、事例集等の策定

成果報告会の開催

⑤ 事業実施報告書の作成

事業実施報告書の作成

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）

選定・決定 事業準備・実施・評価・検証

公募・決定

調査企画・実施・とりまとめ

調査企画・実施・とりまとめ

企画

とりまとめ

調査企画・実施・とりまとめ

事業準備・実施・評価・検証

とりまとめ

今後の方針検討

準備

★推進会議① ★推進会議② ★推進会議③

★キックオフ 成果報告会★マイルストーン

作成構成検討

★協議会① ★協議会②

報告 報告

本日

★準備会合

作成構成検討
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協議会での主な報告事項

「協議会第2回 (本日)」は調査・事業結果を報告し、今後公開するガイドライン（ナレッ
ジ集）内容について有識者の皆様からご意見を伺う予定である

主な報告事項 開催時期

準備会合
（調査の方向性確認）

調査の方向性の事前確認
 調査概要のご説明

• 国内外の自然体験市場の概観・トレンド
• 自然体験のコンテンツ分類
• 国内外の事例

2018年7月31日

第1回
協議会

調査事業について
 調査の進捗報告
 調査結果についての協議
 その他事業の説明

2018年10月19日

第2回
協議会

調査事業について
 海外調査の報告と協議
 モデル事業の報告

ガイドライン（ナレッジ集）について
 内容の報告と協議

2019年1月24日
（本日）
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協議会第1回におけるご指摘

2018/10/19協議会第1回でいただいたご指摘・コメントを踏まえ、調査事業の推進とガ
イドライン（ナレッジ集）への落とし込みを試みている

マーケティ
ング（コンテ
ンツ提供）

地域として
取り組む事
業・業界育

成

 個別ニーズに応じて商品を組み立てるスキルや人材が求めら
れている

 外国人に特化したプログラム・価格を導入
 流通経路、販路の見直し、情報発信の工夫

 産業構造を海外と比較し、日本で改善すべき点を検討
 他国や他業界から人材を採用することも検討
 意欲の低い事業者をその気にさせる方法、ビジネスリテラ
シーをシェア・高める環境を整備

 労働や運送の課題解決、事業者負担を軽減するために規制
緩和を検討

⇒調査を通じてマーケティングの4P（商品造成、価格設
定、流通・販路、情報発信）の強化に取り組む
（持つべき視点や取るべき手法についてガイドライン（ナ
レッジ集）にとりまとめ）

⇒海外ヒアリング調査、国内調査を踏まえ、国内外の違
いを認識したうえで課題と解決の方向性を検討

⇒地域として事業や事業者を一体的に育成する必要性、
事業者の意識作り・リテラシー向上の機会作りの必要性
があることを踏まえて整理

ご指摘・コメント 対応方針

ルール作り

 業界団体で一定の基準を作るとよい
（お墨付きを欲しがっている）

 トップダウンでのガイドライン策定は反発を招く
 事業者メリットを意識し、彼らが乗りやすい取り組みを考える

⇒海外調査等を踏まえ、アクティビティセクター（業界）や
専門スキルを有するエキスパート、影響力の高い有識者
と連携したガイドライン策定について検討



ガイドライン（ナレッジ集）でとりまとめる内容
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 ターゲット毎のニーズに応える商品の造成、サービスの提供

 ターゲットにとって価格納得性があり、事業者の収益アップにつながる適切な単価の設
定

 ターゲットがアクセスしやすい流通・販売経路の選定、活用、確立

 ターゲットのコンテンツ体験意向を高めるための、コンテンツの魅力や価値の訴求・情報
発信

 コンテンツの供給を支え、自然体験型観光産業の成長と、良質な資源の保全の両立を
実現する取組を導入する

 コンテンツの提供主体者となる事業者の数を増やす・スキル強化を行う

1. 事業環境整備

(1)方針の決定

2. コンテンツ提供

（マーケティング
の4P視点）

3. ルール形成

(4)受入環境インフラの整備

(1)安全性担保、品質、環境・
観光資源の保全

(1)

造成

(2)

販売

(a)商品造成

(b)価格設定

(c)流通・販路

(d)情報発信

 インバウンドの流入に物理的に影響する環境や設備、インフラの整備

(2)事業者の育成

(3)人材の確保

 地域として自然体験型観光事業・産業育成の方針を決定する

 コンテンツ提供を支える人材の「育成と調達」を通じて、必要人材を確保する

第１回協議会までにご議論いただいたコンテンツ充実における「4Pの視点」や「ルール形成」に加え、事業者の育成や人

材の確保等のテーマを包含する「事業環境の整備」をまとめる想定でいる。
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本日の論点

自然体験型観光コンテンツ充実を推進する際の課題と方策（論点①）と、地域のス
テークホルダー向けガイドライン（ナレッジ集）内容（論点②）のご意見をいただきたい

検討事項

実施結果について

論点（意見交換のテーマ）

モデル事業全体に関するご感想をいた
だきたい

その他モデル事業

課題解決の方向性について
（一部のテーマに注力）

自治体、観光協会・DMO、事業者が課
題解決の方針や工夫についてご意見
をいただきたい

【論点②】
ガイドライン
（ナレッジ
集）

調査結果から見える
課題と対策の方向性について

海外事例を踏まえた我が国の今後の
対応案に関し、現実的に取り得る方策
という観点でご意見をいただきたい

【論点①】海外調査

項目
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開催概要

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

日時・場所 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）

出席者

＜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）

議事
 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

主要な
コメント

 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

調査事業

モデル事業
 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



 2018年11月19日（月）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2回）が開催された

「地域活性化に向けた観光コンテンツ拡充推進会議」（第2回）開催概要

日時・場所 2018年11月19日（月）13:00-15:00 ＠AP東京八重洲通り QR会議室 （KPP八重洲ビル7階）

出席者

＜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
山田 拓 （株）美ら地球 代表取締役
＜オブザーバー＞
山野 智久 アソビュー株式会社 代表取締役社長
（代理出席： 内田 有映）
※「地域の自然体験型観光充実に関する協議会」「ビーチの観光資源としての活性化に関する協議会」有識者

齋藤 貴弘 ニューポート法律事務所 弁護士
※「夜間の観光資源活性化に関する協議会」有識者

日本政府観光局（JNTO）

議事
 事業全体の進捗状況
 各種協議会の検討内容とガイドラインついて

 Webアンケートの実施結果と今後の事業の方向性について
 意見交換
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主要な

コメント
（コンテン
ツ関連）

 潜在市場の規模(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨに付随して消費された総額)を踏まえ、注力すべきコンテンツを検討すること
 マスの集計のみでなく、セグメントをより細分化し、次のアクションに繋がる示唆を提示すること

調査事業
（Webアンケート）

次年度の
方向性

 モデル事業の選定にあたっては書面のみでなく面談プロセスの導入を検討すること

 「ガストロノミー」は日本が持っている強力なコンテンツであり、今後、消費の増加が見込まれるコンテンツと想定される
ため、インバウンド向けの主力コンテンツとして検討すること

 継続性と現実性があるかがポイントであるため、それらの観点から事業を選定するべき
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NZとAUSのヒアリング先一覧

業界の様々なステークホルダーと接触し
業界の事情、マーケティング活動、ルール形成についてヒアリングを行った

# 国 ヒアリング先 団体・組織概要 ヒアリング内容（主な内容）

① NZ Nelson Marlborough Institute of 

Technology (NMIT)
国認定
教育機関

• ガイド育成
• コンテンツ提供事業者の実態
• アクティビティ産業全般

② NZ Tourism New Zealand (i-SITE含む） NZ観光局 • インバウンドの実態
• NZ政府のマーケティング戦略
• コンテンツのトレンド

③ NZ Adventure Mark New Zealand 安全監査機関 • 安全性注力の背景
• 安全性に関する監査プロセス

④ NZ QUALMARK NEW ZEALAND 品質認証機関 • 品質認証機運向上の背景
• 品質認証のプロセス

⑤ NZ JTB NZ支店 旅行代理店 • 観光産業と事業者の実態

⑥ NZ MENETH Consulting 観光コンサルティング機関 • 日本の自然体験型観光のポテンシャルと課題

⑦ NZ Wayfare 観光産業特化
大規模事業者

• コンテンツ提供事業者の実態
• 大規模事業者の実態
• 取り組むマーケティング

⑧ AUS ECO Tourism Australia エコツーリズム
認証民間機関

• AUSにおけるエコツーリズム拡大の背景
• エコツーリズムの概要
• コンテンツ提供事業者のメリット

⑨ AUS Queensland Outdoor Recreation 

Federation（QORF）
元州直轄
独立機関

• AUSとNZの違い
• 法規制に依らないガイドラインAASの導入

⑩ AUS Queensland Department of 

Environment and Science（QDES）
州政府組織 • コンテンツ提供事業者の国立公園の活用
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自然体験型観光先進国ニュージーランド、業界発展の背景
観光業界は年間129億NZドル-GDP比率5.6%-創出、188,000人-人口比率7.5%-を雇用 （2016年）
主要産業衰退を機に、 90年代に政府がトップダウンで観光産業発展をけん引した。
 08年の人身事故を機に、政府は安全性・品質担保を目的とした法規制や政策を加速。ステークホルダーで一体運営。

背
景
・環

境

90年代以前 90年代 00年代 10年代 直近

●“100%

PURE NZ”開始
●08年人身事故

●個人・小規模事業者として
自然体験観光に従事

●主要産業衰退

●観光業界発展本格化

●MBIE、Ministry of Tourism

トップダウンで旗振り

●国立公園内
アクティビティ提供加速

MBIE：Ministry of Business Innovation and Economics

WORKSAFE: MBIE直下の雇用の安全性を監督する局

●事業者はロングテール型 ●大規模事業者拡大

●13年WORKSAFE発足

●法規制強化、ガイドライン浸透、
監査、認定プログラム拡大

★業界急拡大

●リスクマネジメント、BCPの観点で
規制、ガイドライン、積極遵守

●安全性、品質担保機運急上昇
レピュテーション維持＝業界発展のKSF

●安全性、品質担保の
マインド、スキルセット人材重視

●主要な背景

事
業
者
・

個
人

政
府

★政府、業界団体、ガイド、エキスパート
協働で法規制、ガイドラインを整備
（エリア、セクター毎に制定、策定）

●セクター毎にルール策定
セ
ク
タ
ー
・

業
界
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自然体験型観光先進国（主にNZ）の業界発展のキードライバー
業界（自然体験・資源を中心とした業界）発展にあたり、6つのキードライバーが寄与していると考える。
キードライバーをデスクトップ調査や海外ヒアリング調査からひも解いている。

業界の
発展

全体方針
の策定

一貫した
マーケティ
ング

人材育成
と輩出

規制・基
準の整備

各種

インフラ

整備

連携と協
働
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６つのキードライバーを以下のようにひも解いている

業界発展に寄与している６つのキードライバー

 経済政策に基づいた、明確な観光戦略・方針の策定

 “安全で高品質な国”のレピュテーション強化

 “UNIQUE & AUTHENTIC”な自然体験の先進国ポジション確立

 国立公園の最大活用

①全体方針の策定

 Tourism NZを中心とした“100% PURE NEWZEALAND”のマーケティング活動

 ユニークな体験の深化・進化 （自然×伝統や文化、 単価アップ）

 “平準化”の推進 （都市部 ⇒ 地方周遊、 オンシーズン ⇒ 通年）

②一貫した
マーケティング

 高い意識、スキルの専門人材のニーズ上昇 （政府、業界、事業者、全ステークホルダー）

 国家認定専門人材養成教育機関があり、輩出される人材の多くは、ガイド・事業者としてのキャリアを進む

 確立されたキャリアパス（ガイド⇒インストラクター⇒監査職⇒シニア）、 業界発展の中心で活躍する人材

③人材育成と輩出

 国策として「安全性」や「高い品質」を最優先し、かつ持続的な環境の保全も加えて各種法規制・基準を制定・策定

 リスクマネジメントとして法令順守、ベストプラクティスの取組 （事業者）

 「一貫性」 「連携」 「スピード」 「監査機能」 「中長期視点」 「優先順位付け」が導入成功のポイント

④規制・基準の整備

 国、自治体、観光協会、業界団体、専門エキスパート等、様々なステークホルダーが連携し、スピーディな合意形成プロ
セスを構築することで、法規制や基準の策定が進む⑥連携と協働

 「多言語対応」 「ITインフラ整備」 「人材確保」 「二次交通・受入環境整備」は先進国であっても課題であり、投資対象
である⑤各種インフラ整備
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NZ等の先進国と比較した日本の現状（1/2）
業界発展の機運が高まりつつあるものの、6つのキードライバーの推進は途上である。

NZ等の先進国との特徴差

 経済政策に基づいた明確な観光戦略・方針の策定

 “安全で高品質な国”のレピュテーション強化

 “UNIQUE & AUTHENTIC”な自然体験が楽しめる国

 国立公園の最大活用

①全体方針の
策定

 Tourism NZを中心とした“100% PURE NEW 

ZEALND”のマーケティング活動

 ユニークな体験の深化・進化 （自然×伝統や文化、
単価アップ）

 “平準化”の推進

②一貫した
マーケティング

 全ステークホルダーが高い意識、スキル人材を希求

 国家認定専門人材養成教育機関があり、人材輩出を
担う

 確実なキャリアパス（ガイド⇒インストラクター⇒監査職
⇒シニア） （業界の中心で活躍する）

③人材育成と
輩出

先進国の特徴

 ゴール目標の設定と細分化、特化領域（エリア、アク
ティビティ、特定の自然資源）の絞り込み、方針設定が
未着手

 自然体験型観光の全体戦略がない

 多くの地域、事業者にマーケティングノウハウがない

 自然活用の文化がない

 事業者が限られている / 育成する地域の受け皿がない

 専門人材を育成する体系的な仕組みがない

 専門人材の調達方法が確立されていない

日本の現状
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NZ等の先進国と比較した日本の現状（2/2）
業界発展の機運が高まりつつあるものの、6つのキードライバーの推進は途上である。

NZ等の先進国との特徴差

 国策として「安全性」や「高い品質」の提供を掲げ、資源
保全も加えて各種法規制・基準を制定・策定

 「一貫性」 「連携」 「スピード」 「監査機能」 「中長期
視点」 「優先対象の選定」が導入成功のポイント

 リスクマネジメントとして業界、事業者まで自分ゴト化

④規制・基準
の整備

 「多言語対応」 「ITインフラ整備」 「人材確保」 「二次
交通・受入環境整備」は先進国であっても課題であり、
課題解決に取り組んでいる

⑤各種インフラ
整備

 国、自治体、観光協会、業界団体、専門エキスパート等、
様々なステークホルダーが連携し、スピーディな合意形
成プロセスを構築することで、法規制や基準の策定が
進む

⑥連携と協働

先進国の特徴

 「安全性担保」「品質担保」「観光資源保全」、と観光流
入の関係が認識できていない

 安全性や品質の最低基準を定める法規制、ガイドライ
ンがない/浸透していない

 安全性や品質を意識した事業者は限られている

 地域によって取組が始まっているが発展途上

 一体的に業界を底上げする連携が進んでいない

日本の現状
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NZ等の先進国と日本の比較から考察する、
日本国内で目指すべき、事業・産業発展の好循環サイクル

推進地域
（自然体験観光推進地域）

地方自治体 観光協会 DMO 商工会

1.方針決定（地域のデザイン）

2.資源フォーカス
3.合意形成プロセス
4.WG・協議体・コミュ作り
5.共通インフラ・資源の管理

事業者

マーケティングルール形成

人材確保
（事業者育成）

人材確保
（専門人材調達）

連携

【方針】 “山・森体験地域”

トレイル トレッキ
ング

MTB

“山アクティビティ
に挑戦したい”

事業者が集い
密度の経済・規模の経済が働き
良質な協働・競争を通じて

地域全体で産業発展につながる
好循環サイクルを生み出す

「方針に基づいた
一貫したマーケティング活動」

「活動フィールドとコミュニティに
よって事業者参入が進む」

「域内で高品質・高価値の
アクティビティが確保される」

 安全担保・品質担保・資源保
全の確保

 遵守者が域内で活躍しやすく
なる機運

 参入と遵守のチェック機能

 活躍フィールドを用意

 ノウハウ・インフラ拠点
設備等の共有

 自信・意識醸成

 雇用オプションの呈示
 優良人材へのアプローチ
 国内外育成機関との連携
 海外事業者から派遣

 マーケットイン視点
 地域一体で造成・販売
 PDCA実現

“事業者が活動しやすい
集積地域を目指す”

「雇用の受け皿・魅力的な
事業環境に人材が集まる」
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キードライバーとステークホルダーの関係
キードライバーによってステークホルダーの役割と課題が異なる。
（ガイドライン（ナレッジ集）内容は、「地方自治体～事業者」を対象としている。

キードライバーのテーマとステークホルダー

全体方針

マーケティング

人材育成

規制・基準

連携・協働

インフラ整備

国 地方自治体
DMO

観光協会
業界団体

事業者
（有識者含む）

◎

◎
◎

◎

◎ ◎ ◎
◎◎

◎
◎

◎

◎ ◎
〇
◎

◎ ◎ ◎ ◎

〇
◎◎
〇◎

テ
ー
マ

手
段

1. 事業環境整備

2. コンテンツ提供

1. 事業環境整備

3. ルール形成

1. 事業環境整備

ガイドライン
（ナレッジ集）の

テーマ

（方針の決定）

（4P）

（事業者の育成
人材の確保）

（受入インフラ環境整備）

（3つの視点）
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主要課題に対するステークホルダー毎に検討する内容

 自然資源活用の方針の明確化と、レピュテーション作りのマーケティング活動

全体方針
マーケティン

グ

国

自治体
観光協会、

DMO、事業者

 地域の観光方針策定。 ターゲット国設定と誘致活動

 事業者はマーケットイン視点で、ニーズに応じた造成、販売をマーケティングの4Pに則って実践

 事業者創出と育成の機運作り

 個人～小規模事業者をはじめとする事業者が活動しやすくなるための環境整備・仕組みの検討

事業者育成

国

自治体
観光協会

 方針（地域のデザイン）に基づき、地域一体で事業者を育成/誘致する受け皿環境の整備

 長期：海外育成機関と連携した人材交流の模索。就労ビザ・WHV等の活用推進。 体系的な教育の仕組みの検討

 短期：海外事業者と国内事業者・地域のマッチング

人材確保

国

自治体
業界団体
事業者

 海外調達：就労ビザ・WHV等の活用機会模索。 事業者間連携による派遣機会の模索

 国内調達：国内ガイド育成機関と連携

 各業界を主として安全・品質・観光資源保全の啓発

 ガイドライン策定を推進するための人材マッチング（海外アドバイザー派遣含む）、ベストプラクティスノウハウ共有
規制・基準
作り

国

自治体
業界団体
事業者

 各地域・各セクター毎にガイドラインの必要性を認識、策定推進 （策定体制、協議会設置等）

 各地域・各セクターで影響力のあるエキスパートを中心に、関係者の巻き込み、合意形成を推進

 ガイドラインの積極運用： 遵守事業者が、地域で活躍しやすくなる機運を、地域一体で作る
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本日の論点

検討事項

実施結果について

論点（意見交換のテーマ）

その他モデル事業

課題解決の方向性について
（一部のテーマに注力）

【論点②】
ガイドライン
（ナレッジ
集）

調査結果から見える
課題と対策の方向性について

【論点①】海外調査

項目

モデル事業全体に関するご感想をいた
だきたい

自治体、観光協会・DMO、事業者が課
題解決の方針や工夫についてご意見
をいただきたい

海外事例を踏まえた我が国の今後の
対応案に関し、現実的に取り得る方策
という観点でご意見をいただきたい



・ 協議会の概要

・ 各種関連する会議の報告

・ 調査結果の報告と協議

・ ガイドライン（ナレッジ集）内容の説明と協議

・ モデル事業の結果報告

協議会のアジェンダ
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本ガイドライン（ナレッジ集）では、自治体、観光協会・DMO、事業者が、近年急増し、かつ我が国の重要な顧客となる訪

日外国人向けに、彼らのニーズの高い自然体験型観光コンテンツの提供を通じて、地域経済と交流人口の活性化を目

指す際に検討すべきテーマや要諦、プロセスを紹介する。

ガイドライン（ナレッジ集）のねらい

本テーマの市場の概況・ガイドライン（ナレッジ集）策定の目的
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自然体験型観光コンテンツの活用状況（課題感）

 日本は他国と比して地域固有の自然資源を活用した体験
コンテンツがまだ限定的だが、今後伸ばす余地がある

 今まで歴史や文化を中心とした観光資源が注目されて
いたが、日本国内各地には、地域固有の様々な自然資
源が未開拓の状態で眠っている

 欧米豪等の諸外国では、自然体験型観光の体験意向
者が多く、事業者の育成、コンテンツの造成と販売の工
夫によって成長することが予想される

本ガイドライン（ナレッジ集）の目的

 自然体験型観光を取り巻く世界の状況と日本の現状を紹
介する

 自然体験型観光コンテンツを提供する事業/事業者を地域
一体で育成するための手法やプロセスを紹介する

 マーケティングの供給視点（4P）に基づき、コンテンツの造
成や販売を促進する具体的なステップを提示する

 自然体験型観光産業を持続的に成長させるために必要な、
ビジネスの強化と環境・観光資源保全の両立の視点や取
組を紹介する

ガイドライン（ナレッジ集）の想定対象・活用方法

自治体、観光協会、DMO、
業界団体

 インバウンド観光客の受入環境インフラ整備を推進する・コンテンツ提供事業者の育成を推進す
る際の考え方やプロセスについて理解する

想定利用者 活用方法

コンテンツ提供事業者
 インバウンド観光客を受入に取り組む際に、ターゲット目線で提供するコンテンツを開発し、販売
するための考え方や活動について理解する
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ナレッジ集として課題解決のヒントをとりまとめ、公開する
読み手（自治体、DMO、観光協会、事業者）にとって手に取りやすく、読みやすい内容に編集している。

後日委員への皆様に共有することを想定している。

ナレッジ集の表紙 内容のイメージ
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分類

 地域としてどのように自然体験型観光事業・産業の育成に取組始めればよいか分からない

 インバウンド受入や顧客の満足度を高める利便性・アクセシビリティが悪い
（二次交通、キャッシュレス決済、多言語対応プロセスが整備されていない）

課題名称 課題内容

 素材売りとなっており、付加価値を感じるコンテンツがない/造成できていない

 利益創出のマインドがない（利益を出す意識がない）

 付加価値をつけ、より多くの対価を得るための値付けの意識、ノウハウがない

 誰にどのような情報を届けてよいか分からない / どのように販路を設定すればよいか分からない

 拡販効果の高い販路が活用できていない

 自前で販売しようとしており、効率が悪い

 安全性担保、品質担保、環境・観光資源保全に取り組むための基準やガイドライン、ベストプラクティスの指
針がない

 安全性担保、品質担保、環境・観光資源保全の意識が希薄

1. 事業環境整備

(1)方針の決定

2. コンテンツ提供

（マーケティング
の4P視点）

3. ルール形成

(4)受入環境インフラの整備

(1)安全性担保、品質担保、
環境・観光資源の保全

(1)

造成

(2)

販売

(a)商品造成

(b)価格設定

(c)流通・販路

(d)情報発信

(2)事業者の育成

(3)人材の確保

 インバウンドの受入に取り組む事業者がいない
 インバウンドの受入に取り組む意志、ビジネススキル、専門スキルが不足している

 自然体験に特化したスキルを保有する人材がいない

要素別の課題
それぞれの要素別に課題を整理している。

共通

 情報発信の仕方が分からない

 効果的な情報発信ができていない
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分類

 地域としてどのように自然体験型観光事業・産業の育成に取組始めればよいか分からない

 インバウンド受入や顧客の満足度を高める利便性・アクセシビリティが悪い
（二次交通、キャッシュレス決済、多言語対応プロセスが整備されていない）

課題名称 課題内容

 素材売りとなっており、付加価値を感じるコンテンツがない/造成できていない

 利益創出のマインドがない（利益を出す意識がない）

 付加価値をつけ、より多くの対価を得るための値付けの意識、ノウハウがない

 誰にどのような情報を届けてよいか分からない / どのように販路を設定すればよいか分からない

 拡販効果の高い販路が活用できていない

 自前で販売しようとしており、効率が悪い

 安全性担保、品質担保、環境・観光資源保全に取り組むための基準やガイドライン、ベストプラクティスの指
針がない

 安全性担保、品質担保、環境・観光資源保全の意識が希薄

1. 事業環境整備

(1)方針の決定

2. コンテンツ提供

（マーケティング
の4P視点）

3. ルール形成

(4)受入環境インフラの整備

(1)安全性担保、品質担保、
環境・観光資源の保全

(1)

造成

(2)

販売

(a)商品造成

(b)価格設定

(c)流通・販路

(d)情報発信

(2)事業者の育成

(3)人材の確保

 インバウンドの受入に取り組む事業者がいない
 インバウンドの受入に取り組む意志、ビジネススキル、専門スキルが不足している

 自然体験に特化したスキルを保有する人材がいない

協議の中心となるテーマについてご説明する
本日は、訪日外国人向け自然体験型観光コンテンツの提供を促進する上で、官民が一体となって取り組むべきテーマ
に集中して議論を行う。

共通

 情報発信の仕方が分からない

 効果的な情報発信ができていない



 自治体・
DMO

 観光協会

 自治体・
DMO

 観光協会
 事業者

 自治体・
DMO

 観光協会

 自治体
 業界団体
 事業者

 地域連携（官民一体）で事業者の育成や事業者誘致を図るための受
け皿環境を整備する

 事業者がインバウンドの受入、事業の拡大を図るための意識醸成、
スキルアップの機会を作る

 国内の育成機関より人材を斡旋 / 海外より条件に見合う人材を
ワーキングホリデービザや事業者間連携により調達

1.事業環境の整備における課題解決の方向性
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 1-(2)「事業者の育成」、1-(3)「人材の確保」に関する内容についてご確認いただきたい

課題 課題解決の方向性

 二次交通網が発達していない地域で、地域の実情に応じた適切な
役割分担のもと、運輸事業者やその他の担い手による移動手段の
確保を検討する

 キャッシュレス決済は国際基準であるため、インバウンド誘致を推進
するために導入を推進する

 多言語対応人材がいなくともアナログ・デジタルツールを活用し、イ
ンバウンドと意思疎通し、満足度を高める手法を取り入れる

解決の
担い手

 地域としてどのように自然体験型観
光事業（産業）の発展に取組始め
ればよいか分からない

 インバウンド受入や顧客の満足度
を高める利便性・アクセシビリティ
が悪い
（二次交通、キャッシュレス決済、多
言語対応プロセスが整備されていな
い）

(1)方針の決
定

(4)受入環境
インフラの整
備

(2)事業者の
育成

(3)人材の確
保

 インバウンドの受入に取り組む事
業者がいない

 インバウンドの受入に取り組む意
志、ビジネススキル、専門スキルが
不足している

 自然体験に特化したスキルを保有
する人材（特に多言語対応人材）が
いない

 地域一体で明快な観光方針を策定する。目的と資源に着目し、地域
一体でどのような事業・産業を育てるのかを握る
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地域一体で事業者やコンテンツ創出に取り組む必要がある。

官民連携を通じて、地域としての方針決定、協議体制作り、合意形成の円滑化、マーケティング機能の強化等を想定し

た法人化等に取組、事業者の育成や外部誘致を想定した受け皿環境の整備を進める。

環境整備のイメージ環境整備のプロセス（例）

方針決定
危機意識を持ち、地域一体で自然体験型観
光の方針を掲げる。協議会やWGを通じて進
む道筋を描く。

意思決定

母体の

形成

観光協会の法人化や観光局の設立等を通じ
て、合意形成を円滑に進める母体を形成す
る。

事業（者）
の育成

事業者の域内参入・事業参入障壁を下げる
ためにコミュニティ作りを進め、ノウハウやス
キルの共有を通じて良質な競争環境を作る。

連携と一
体運用

旅行業資格取得や広域連携を通じて、地域
一体で事業者のPR活動や対外的拡販を進
める。

ガイドライン（ナレッジ集）内容抜粋
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頭打ちとなったスキー産業に代わる産業や事業の育成を官民一体で目指すべく、観光協会を法人化した。

観光局を中心に、域外の視点を取り入れながら、域内で事業者の育成と観光コンテンツ開発を推進した。

旅行業登録済の観光協会が地域一体の事業者/コンテンツをまとめ、対外的に営業活動・プロモートを行う。

参考： （一社）信州いいやま観光局「全体概要（1/2）」

出所：http://www.iiyama-ouendan.net/

組織名 一般社団法人信州いいやま観光局

取組の概要
官民一体で、地域の観光産業を創造するべ
く、DMO機能を有する観光局設立や地域事
業者の連携と協力を進めた

取組の特徴

・既存産業の落ち込み（スキー）に対する危
機感から、新産業を育てる機運が上昇
・民宿事業者が集い、集客を目的とした夏場
のコンテンツ開発に取り組んだ
・エリアの複数の観光協会が観光局の会員
化、一体的なマーケティング活動に取り組ん
だ
・県外出身者と地元住民とが連携し、観光客
に受容される自然資源のコンテンツ化を推
進した
・着地型旅行商品の開発、販売プラット
フォームの整備等に取組、インバウンドコン
テンツを整備した

取組の採用イメージ

・官民連携を通じた事業/事業者育成の環境
を整備する
（合意形成、事業推進のかじ取りを行う母
体として法人化を検討）
・域外出身者の視点を取り入れた観光資源
に資する潜在的コンテンツの棚卸、資源のコ
ンテンツ化を推進する

- 1.事例の概要 -

関連課題
 インバウンドに取り組む事業者の不在
 インバウンド受入環境整備
 商品造成、一体的な販売

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

- 2.事例のイメージ -

ポイント

 地域一体で事業/事業者育成はできる
 域外の視点を投入しつつ、事業育成に向けた合意
形成と域内連携の環境を整備する

 マーケティング視点に基づいて、資源の棚卸、コンテ
ンツ化を地域で一体的に推進する

ガイドライン（ナレッジ集）内容抜粋
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観光局をハブとした、官民一体の事業/事業者育成プロセスおよびマーケティング活動の推進が飯山一体の振興に欠

かせなかった。

参考： （一社）信州いいやま観光局「詳細情報（2/2）」

出所：http://www.tabi-tabi.com/

- 4.事業/事業者育成のプロセス - - 5.事業/事業者育成、コンテンツ造成のポイント-

きっかけ スキー観光客の減少

法人化
（2007年～）

・飯山市観光協会の法人化
（地域の一体的な情報発信と誘客を狙う）

観光局設立とコンテ
ンツ開発
（2010年～）

・一般社団法人信州いいやま観光局を設立
（飯山市観光協会と飯山市振興公社）
・地域の観光協会（斑尾高原観光協会、信
濃平観光協会、戸狩観光協会、北竜湖観光
協会）が会員化
・信越トレイル開通（2008年9月全線開通）

着地型募集旅行企
画

（2011年～）

着地型旅行商品サイト「飯山旅々。」の立ち
上げ
（観光局主体で、地元住民と外部視点を持
つ移住者が協働でコンテンツ開発に取り組
む環境を整備）

日本版DMO候補法
人登録

（2012年～）

・観光局が信越9市町村をエリアとする日本
版DMO候補法人登録（2016年2月）
・「信越自然郷エリアのアクティビティプログ
ラム」、「アクティビティグッズレンタル」などコ
ンテンツ拡充を進める
・法人として登録（2018年3月）

ポイント①
域内で育成・造成

域内の宿泊施設や農家民宿事業者がス
キー観光の落ち込みに対応すべく、夏場
のコンテンツ造成に取り組んだ

ポイント②
協働で造成

事業者が集い、勉強会や視察会を通じて
協働しながらコンテンツ造成を進めた

ポイント③
主事業のための
集客コンテンツ

民宿や農家民宿等の宿泊業をメインとする
事業者は、宿泊客の誘客を主眼に置きな
がら、エリア一体の体験価値を高めるべく
コンテンツの開発と販売に取り組んだ

ポイント④
エリアで一体的な
マーケティング

地域で造成したコンテンツの対外的なプロ
モート、営業、販売ルート整備は観光局と
地元の観光協会が一体的に行った（DMO

の機能を担った）

ガイドライン（ナレッジ集）内容抜粋
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インバウンド受入に取り組んでいない事業者の多くは、受入意識やスキル（ビジネスリテラシー）が低いケースがあるが、

インバウンドビジネスに必要な意識やスキルは外部アドバイザーと共に高めることができる。

インバウンド受入事業者の理想的な状態

状況

意
識

領域

• 事業を育てようというマ
インドがない

• 事業でインバウンド流入
を推進しようというマイ
ンドがない

ス
キ
ル

• 事業を拡大するための
スキルやノウハウがな
い

（収支設計、人材育成、
戦略立案、マーケティング
戦略の立案と実行）

事業者を育成するための手法

理想的な状態

• 事業を拡大する、インバウン
ド受入に取り組みたい、挑戦
したいというマインドを醸成
する

• 事業のマネジメントノウハウ、
マーケティングの基本が理
解できており、各自で実践で
きる状態を目指す

意識醸成・ノウハウ・スキルアップの手法

• インバウンド受入や事業者育成に取り組む組織や
有識者を外部から誘致してセミナーを開催

• 地域の産業、観光事業の育成の重要性や、インバ
ウンドが持つポテンシャルを中心に事業者の意識
作りを進める

①セミ
ナー

②海外・
現地視察

③ワーク
ショップ

• 国内外で優良事例とされるコンテンツを視察しにい
くプログラムやツアーを企画

• 身の回りの資源の新たな活用方法を、今までな
かった視点で見ることによって見出すことができる

• 域内の事業者や自治体、観光協会を交えて、イン
バウンド受入に必要なスキルセットやノウハウを学
んだり、コンテンツ造成のために必要なアイデア出
しに取り組んだりする場、コミュニティ作りのきっか
けを作る

画像出所： https://chibra.co.jp/seminer/

インバウンドをテーマとしたセ
ミナー・パネルディスカッショ
ンのイメージ

ガイドライン（ナレッジ集）内容抜粋
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 インバウンドの取組を推進するために必要な意識醸成やスキルセットの習得機会を提供する。

ワークショップや勉強会、コミュニティ作りを通じて地域や事業者の自然体験型観光コンテンツの提供能力を高める。

国内最大級のオンラインプラットフォーマーとして、自然体験を含むコンテンツやプランの紹介・予約サイトを運営する。

参考： アソビュー株式会社「全体概要」

出所：https://www.asoview.com/

組織名 アソビュー株式会社

取組の概要

日本国内の体験事業者が提供する体験・ア
クティビティをオンライン上のマーケットプレ
イスで公開する他、自治体、観光協会、
DMOやコンテンツ提供事業者を対象とした
コンサルティング、ワークショップを提供

取組の特徴

・地域の事業者間のコミュニティ形成やワー
クショップ・勉強会の開催を通して、マーケ
ティング手法やKPI・価格設定など基本的な
ビジネススキルや、他事業者の成功事例や
知見をシェアする環境づくりを促している
・プラットフォームからの予約増加に向けて
事業者がすぐに取組めるように、ウェブサイ
トで映える写真のスマホでの撮影方法や、利
用客へのレビューコメントの投稿依頼や
Instagramハッシュタグの投稿依頼など、具
体的な実践方法を事業者にレクチャーして
いる

取組の採用イメージ

・地域内での横連携の組織形成やワーク
ショップ等開催により、事業者に必要なビジ
ネススキルや成功事例を共有することで、事
業者の育成、底上げにつなげる

- 1.事例の概要 -

関連課題
 地域の事業者間のコミュニティの形成
 事業者のビジネススキル・マインドの向上
 商品造成、販売に関するノウハウの提供

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

- 2.事例のイメージ -

ポイント

 地域の事業者間の横連携のきっかけをつくる
 事業者がビジネススキルや成功事例、知見を習得
する機会を提供する

 プラットフォームの活用を含めて流通販路を広げる

ガイドライン（ナレッジ集）内容抜粋
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日本国内外問わず、自地域・自事業に必要な専門人材の調達方法を検討する。

海外から
調達

（日本語習得の
必要あり）

【短期】ワーキングホリデービザ等
制度を通じてガイド人材を受け入
れる

国内で調達
（外国語習得の
必要あり）

調達先

• ワーキングホリデービザ等
の条件

• 経験の浅さ
• 文化的FIT

手段

• NZやAUSで数か年ガイドを従事しており、日本

で一定期間働きたい人材に対し、ワーキングホ
リデイビザ等を活用して迎え入れる

概要 留意点

【中長期】海外事業者から人材を
派遣してもらう

他事業者からガイド人材を期間限
定でレンタル移籍

• 海外の事業者との関係構築・連携により、必要
スキルを保有する人材の貸し借り・派遣を検討

• ビザの発行
• 海外事業者との連携・関係
構築

• 文化的FIT

• 活動時期や活動地域が異なるアクティビティを
提供する事業者で従事する人材の期間限定レ
ンタル雇用を検討する

• 事業者間の雇用条件
• 限定される人材

ガイド育成専門学校卒業生やアウ
トドアガイド認定人材を迎え入れる

• ガイド育成に取り組む教育機関と連携し、就学
中の訓練・卒業後の斡旋の仕組みを模索

• 既にガイド免許登録している地域（北海道アウト
ドア資格制度）から斡旋する

• 多言語対応を要するガイド
業とのマッチング

ガイドライン（ナレッジ集）内容抜粋
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教育機関名
Nelson Marlborough Institute of 

Technology

教育機関の概要

NZ政府が認定するガイドの国家資格付与を
行う3つの専門職業学校の一つであり、後に
事業者としてコンテンツの提供に従事するガ
イド人材を輩出する。

教育機関の存在意
義と社会に対する役

割

・NZの観光産業（自然体験型）に従事する事
業者やガイド人材を安定的かつ恒常的に輩
出する政府公認育成機関として、産業成長
に大きく貢献する
・コンテンツ提供時の高い品質を守り、体験
者の安全性を第一に優先する高い意識を
持ったガイド人材と事業者の輩出を通じて、
産業自体の持続的発展に貢献している

利用イメージ

・就学中、就学を終えて実践トレーニングに
従事するガイド人材を南半球のオフシーズン
に誘致し、国内で彼らが求める実践機会を
提供することで、人手不足に悩む国内事業
者の人材獲得も達成する。
・NMIT等のような教育機関と提携することで、
人材交流やノウハウの共有、良質なコンテン
ツ体験先進国が保有するイメージを活用した
レピュテーション作りを進める

- 1.事例の概要 -

関連課題
1-(1).インバウンドに取り組む意志やスキルを持つ人
材の不足
1-(2).外国語対応可能人材の不足

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

- 2.事例のイメージ -

ポイント

 自国内あるいは自社内でガイド人材が育成できない
際に調達することが可能

 期間人材として彼らを受け入れることで、彼らが求め
る恒常的なトレーニング機会を作ることができる

 教育機関との提携を通じて人材交流やナレッジ共有、
レピュテーション作りが可能となる

自然体験型観光業界が確立しているニュージーランドには、ガイド資格を付与する政府認定専門職業学校（準修士扱

い）がある。

参考： 海外のガイド人材育成機関 「全体概要（1/2）」

ガイドライン（ナレッジ集）内容抜粋
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ガイド人材はオフシーズン時に海外で実践やトレーニング機会を探ることが多く、獲得人材候補と考えられる。

- 4.教育を通じてトレーニングを積むガイド人材- - 5.ガイド人材のキャリアパス-

参考： ガイド人材育成機関NMIT 「参考情報(2/2)」

“LIFE LONG LEARNING”

訓練

教育

就業

NMIT等教育機関にて教育を
受けてガイド人材としての資格取得

事業者として従事。
オフシーズン時には

海外各国で事業者として
雇用される

現場を経験しつつ
インストラクター、監査役、
シニアインストラクターに
キャリアップするための
訓練と教育を重ねる

（日本国内でガイド人材として
活躍したいと考える
人材は多い）

上：学校に戻りインストラクター
として学校に戻り、従事する卒業生。

左：教育機関と提携して生徒の
実践トレーニングに取り組む
事業者

（教育機関は産業と強いつながりを持っている）

ガイドライン（ナレッジ集）内容抜粋



38

 アウトドア活動をより多くの人に楽しんでもらうことを目的として、北海道が創設したガイド資格認定制度。

利用者にアウトドア活動の魅力を伝え、自然環境の保全に配慮しながら、安全で質の高いサービスを提供するガイドの

認定を行っている。

参考： 国内のガイド資格認定制度「全体概要」

出所：http://do-taiken.jp/

制度名 北海道アウトドア資格制度

取組の概要
多くの講習や試験をクリアしたガイドを、安全・安
心なアウトドア活動を行うための知識や技術を備
えたプロとして、北海道知事が認定する制度

取組の特徴

・アウトドアガイドの能力を資格として認定する全
国初の制度
・5つの専門分野（山岳、自然、カヌー、ラフティン
グ、トレイルライディング）があり、それぞれ筆記
試験・実技試験に合格することで各分野の「北海
道アウトドアガイド」として認定される
・10年以上の経験を重ねて一定の要件を満たし
ている場合、自薦・他薦により審査を経て「マス
ターガイド」として認定・登録
・アウトドア事業者が資格取得者の適正な人員
配置・安全対策等、一定の要件を満たしている
場合、申請により審査を経て「北海道アウトドア
優良事業者」として認定・登録
・近年脚光を浴びるアドベンチャーツーリズムに
おいて、今後北海道知事認定アウトドアガイド有
資格者をベースにガイド育成を図っていく方向

利用イメージ

・公的機関が認証した専門的な知見を有する人
材であることのお墨付きを得て、事業者の強みと
してアピールする
・ガイド人材を外注する場合に、能力を担保する
基準として活用する

- 1.事例の概要 -

関連課題
1-(1).インバウンドに取り組む意志やスキルを持つ人
材の不足

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

- 2.事例のイメージ -

ポイント

 自社全体、エリア全体でのガイド人材のスキル底上
げにつながる

 ガイド人材を外注する際に、各人の知識やスキルを
判断する基準として利用することが可能

ガイドライン（ナレッジ集）内容抜粋
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分類

 地域としてどのように自然体験型観光事業・産業の育成に取組始めればよいか分からない

 インバウンド受入や顧客の満足度を高める利便性・アクセシビリティが悪い
（二次交通、キャッシュレス決済、多言語対応プロセスが整備されていない）

課題名称 課題内容

 素材売りとなっており、付加価値を感じるコンテンツがない/造成できていない

 利益創出のマインドがない（利益を出す意識がない）

 付加価値をつけ、より多くの対価を得るための値付けの意識、ノウハウがない

 誰にどのような情報を届けてよいか分からない / どのように販路を設定すればよいか分からない

 拡販効果の高い販路が活用できていない

 自前で販売しようとしており、効率が悪い

 安全性担保、品質担保、環境・観光資源保全に取り組むための基準やガイドライン、ベストプラクティスの指
針がない

 安全性担保、品質担保、環境・観光資源保全の意識が希薄

1. 事業環境の整
備

(1)方針の決定

2. コンテンツ提供

（マーケティング
の4P視点）

3. ルール形成

(4)受入環境インフラの整備

(1)安全性担保、品質担保、
環境・観光資源の保全

(1)

造成

(2)

販売

(a)商品造成

(b)価格設定

(c)流通・販路

(d)情報発信

(2)事業者の育成

(3)人材の確保

 インバウンドの受入に取り組む事業者がいない
 インバウンドの受入に取り組む意志、ビジネススキル、専門スキルが不足している

 自然体験に特化したスキルを保有する人材がいない

協議の中心となるテーマについてご説明する
官民が一体となって取り組むべきテーマ、「ルール形成」について説明する。

共通

 情報発信の仕方が分からない

 効果的な情報発信ができていない



3.ルール形成における課題解決の方向性
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 「安全性の担保」、「品質の担保」、「環境・観光資源の保全」の課題解決の方向性を整理している。

前提として、各地域・各セクター毎に「ガイドラインの策定」を進めることを検討する。

課題 課題解決の方向性

(1)

ルール形成

 安全性担保、品質担保、環境・
観光資源保全の意識がなく事
業展開をしている

 安全性担保、品質担保、環境・
観光資源保全に取り組むため
の基準やガイドライン、ベスト
プラクティスの指針がない

【策定】
 地域、アクティビティセクター毎にガイドライン策定を推進する
（安全性と品質、エリアによっては環境保全）
※安全性は国と共に統一基準を策定

 ガイドラインの策定は、該当アクティビティにおけるエキスパート、
業界内外で影響力を保有する団体や代表者を中心に、関係者の
協働とコンセンサスを得る合意形成プロセスを通じて策定

 海外のエキスパートを交えて、効率・効果の高いガイドライン策定
を推進

【運用】
 地域（アクティビティ）一体で新規参入事業者のガイドライン遵守状
況を確認し、遵守事業者が活動しやすくなる機運を作る

解決の
担い手

 業界団体
 事業者
 外部・海外
の専門人
材

 自治体・
DMO

 観光協会

ガイドライン（ナレッジ集）内容抜粋



3-(1)基本的な考え方
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自然体験型観光を業界として確立し、持続的に成長させていくためには、安全性の担保、品質の担保、環境・観光資源

の保全の観点が必須である。

自然体験型観光産業の成長を支える要素

安全性

品質 資源

の担保

の担保

環境・観光

の保全

持続的な
成長

• 高い体験品質を提供し、体験者の満足度を高め、産業全体の
レピュテーションを高めることは事業者の使命である

• 有限な観光資源として自然環境を活用するコンテンツ事業者は、
活用後により良い状態で資源を保つことは事業者のマナーで
ある

• コンテンツ提供プロセスを管理し、誰しもが安全に体験を楽しめ
る環境を作ることは事業者の責務である

自然体験型観光産業の

持続的な成長
 高品質な体験を、安全に楽しめることは国際社会における日

本のレピュテーションを良質化し、さらなるインバウンド流入に
つながり、産業拡大に寄与する

 コンテンツ提供のフィールドとしての環境・観光資源がより良い
状態で保たれることによって、更なる呼び込み、活用発展が見
込め、産業の持続的な成長につながる

 産業全体の成長により、事業者のビジネスが拡大している

産業に従事する事業者に求められる取組

ガイドライン（ナレッジ集）内容抜粋



3-(1)理想的な状態
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現状においては、業界内で安全性、品質、環境や観光資源保全の基本的なルールやガイドラインが設けられている

ケースが少ない。

各地域や各アクティビティセクターで活動する事業者が参考にできる、統一ガイドラインの策定が必要とされる。

理想的な状態

安全性担保

• コンテンツ・事業者の提供品質を判断する基
準や産業一体で定める水準はない

• 高い品質提供、ベストプラクティスを心がける
事業者ばかりではない

• 誘客を目的とした安売り、結果的な価格競争
による品質低下が起きるケースがある

• 国立公園以外の自然環境においては、エコ
ツーリズム推進法を除き、環境を守り、観光
資源を保全するための法規制やルールがな
い

• 事業者増加による特定エリアの環境・観光資
源劣化が進む可能性が危惧されている

• コンテンツ提供の安全性を担保する法規制は
ない

• 安全性担保は事業者の個別判断となってい
る

• 専門教育を受けていない人材がコンテンツ提
供に従事しているケースが多い

• コスト削減や人材不足の結果として安全性が
おろそかになるケースがある

分類 現状

品質担保

環境・観光
資源保全

 安全性（業界ごとに）

• コンテンツ提供人材が体験者の安全を守るために必要な意識、知
識、スキルが備わっている

• コンテンツ提供プロセスで安全性が脅かされるチェックポイントが
定められている

 品質（業界ごとに）
• 高い品質提供意識を持ち、体験者の満足度を高めるためのコンテ
ンツや提供プロセスが徹底されている

• 産業全体のレピュテーションに寄与することが強く認識されている
 環境・観光資源（地域で）
• 観光負荷を低減するコンテンツ提供プロセスやベストプラクティス
に取り組む事業者が優先的に活動を許可もしくは選定されている

• 資源を守るためのルールや財源獲得の方法が定められている

地域やアクティビティ毎に、守るべきルールやコンテンツ
提供におけるベストプラクティスを全うするための

ガイドラインが策定されており、事業者がこれを遵守し、
安全性担保、品質担保、資源保全がなされている

アクティビティ業界毎の有識者・エキスパートを中心に、
事業者が守りやすい・納得しやすい
ガイドライン策定が進められている

ガイドライン（ナレッジ集）内容抜粋



3-(1)ガイドライン策定におけるプロセス
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協議体制の構築、目的に応じた内容の検討等のプロセスに加え、業界内外での浸透が重要である。

業界のキープレーヤーや有識者を交えて検討を進めることが推奨される。

ガイドライン（ナレッジ集）内容抜粋

協議体制の構築  行政または民間団体等が中心となり、知見・経験を有する有識者・エキ
スパートを交えた協議体制をつくる

網羅性・納得性のある
内容の検討

業界内での浸透と
対外的な積極運用

1

3

 自治体・DMO

 民間・業界団体
 有識者・専門家

プロセス 内容 主体

 国外の観光先進国や国内の既存ガイドラインの情報収集を行う
 業界内で蓄積された安全性やアクティビティの提供プロトコル（品質含

め）に関するベストプラクティスと照らし合わせ、アクティビティごとに最
低限遵守すべき基準を定める

 自治体・DMO

 民間・業界団体
 有識者・専門家

 業界スタンダードとして活用されるよう、業界のキープレーヤー中心に
認知浸透を広げる

 ガイドラインが事業運営上のリスクマネジメントになることを啓発する
 地域の新規参入事業者の遵守度合いを確認する仕組みを作る
 遵守事業者が地域で活動しやすくなる機運を作る
 地域やコンテンツの対外的なPRの際にも優良事業者を優先する

 自治体・DMO・観光協
会

 民間・業界団体
 事業者

目的・活用方法や
遵守方法の確認

 解決すべき課題、目的、活用シーンを特定する
2  自治体・DMO

 民間・業界団体
 有識者・専門家

ガイドラインの作りこみ  2か年程度を上限にスピーディな作りこみを行い、まずは形にする
（作りこんだ後の改定は定期的に取り組むことを想定）

 民間・業界団体
 有識者・専門家
 自治体・DMO

4

5



3-(1)ガイドラインの有効性を高めるポイント
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ガイドラインの有効性は、事業者の積極的な活用、事業への反映にかかっている。

内容の納得感を高めるだけでなく、事業者に対して活用することの意義とメリットを実感させ、地域/セクターが一体的に

運用する環境作りが望ましい。

 地域で事業者が新規参入する際にガイドラインの活用を強く推奨する
 事業者登録が必要な地域は、ガイドラインの活用を条件化する
 観光協会やDMOが対外的にPRする際は、ガイドラインに則り、ベストプラクティスを実践し
ている事業者を優先的に取り上げる等の運用に取り組む

ポイント 内容

域内外含め

積極的な運用に
取り組む

 ガイドライン遵守は事業運営リスクを軽減し、事業継続に寄与する
 新規参入者はベストプラクティスから学べ、第一歩が踏みやすくなる
 遵守事業者は地域・セクター内で活動しやすくなり、ビジネス上の恩恵を受けることを啓発す
る

事業者メリットを
感じさせる

 業界エキスパート、地域の有識者が中心となり、業界や地域で協働して内容を検討すること
で納得感を高める

 エキスパートは産業を育てる上で納得のいくルールを作ることができ、ガイドラインの活用者
はアクティビティの功労者のノウハウや経験の恩恵が享受できることを意識する

納得感の高いガ
イドラインを目指

す

策
定
時

啓
発
時

運
用
時

ガイドライン（ナレッジ集）内容抜粋
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本日の論点

検討事項

実施結果について

論点（意見交換のテーマ）

その他モデル事業

課題解決の方向性について
（一部のテーマに注力）

【論点②】
ガイドライン
（ナレッジ
集）

調査結果から見える
課題と対策の方向性について

【論点①】海外調査

項目

モデル事業全体に関するご感想をいた
だきたい

自治体、観光協会・DMO、事業者が課
題解決の方針や工夫についてご意見
をいただきたい

海外事例を踏まえた我が国の今後の
対応案に関し、現実的に取り得る方策
という観点でご意見をいただきたい



・ 協議会の概要

・ 各種関連する会議の報告

・ 調査結果の報告と協議

・ ガイドライン（ナレッジ集）内容の説明と協議

・ モデル事業の結果報告

協議会のアジェンダ
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採択したモデル事業の一覧

「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採択した

テーマ ♯ モデル事業名 実施団体名

最先端ICTを
活用した観光

1 すなばＡＳＯＢＩ 鳥取砂丘デジタルアクティビティ開発共同体

2
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
活用モデル実証事業（旅後）

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

3 “Culture・Experience”- ロケーション展開型周遊誘発モデル事業- 中部国際空港（株）

4
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
証事業【旅中】

アライド・ブレインズ（株）

5 インバウンド向けARスポーツ観戦サービス実証※ （株）NTTドコモ

潜在的な
観光資源

自然体験
6

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
市場顧客向け高付加価値商品造成事業

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

7
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
光サービスモデル創生事業

（一社）若狭高浜観光協会

ビーチ 8 リゾートウェディングツーリズムモデル確立事業 （一社）沖縄リゾートウェディング協会

お祭り
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）※ （株）オマツリジャパン

10 訪日外国人の受入れ・消費促進環境整備事業（秩父夜祭）※ （株）オマツリジャパン

美容
11 美肌のススメ！温泉体験プログラムモデル事業 松江インキュベーター事業実行委員会

12 
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
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

（株）リクルートライフスタイル

夜間の観光資源

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 石見観光振興協議会

14 
「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
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
消費拡大システムの構築

（一社）長崎国際観光コンベンション協会

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 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

16
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
人向け消費喚起事業

豊島区

※ #5, #9, #10は非公募
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本日の論点

検討事項

実施結果について

論点（意見交換のテーマ）

その他モデル事業

課題解決の方向性について
（一部のテーマに注力）

【論点②】
ガイドライン
（ナレッジ
集）

調査結果から見える
課題と対策の方向性について

【論点①】海外調査

項目

モデル事業全体に関するご感想をいた
だきたい

自治体、観光協会・DMO、事業者が課
題解決の方針や工夫についてご意見
をいただきたい

海外事例を踏まえた我が国の今後の
対応案に関し、現実的に取り得る方策
という観点でご意見をいただきたい



APPENDIX
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キードライバー②一貫したマーケティング
政府直下のTourism NZが32のRTO（地域の観光協会）と連携し、一貫したマーケティング活動を実践。
地域の案内所ではi-SITEブランドを活用 （トップダウンでブランド管理、 ボトムアップで顧客データ活用）

Tourism NZを中心とした一貫したマーケティング活動

MBIE

（Minister of Business Innovation 

and Employment）

Ministry of Tourism

Tourism NZ

QUALMARK i-SITE

32のRTOや民間企業
（Regional Tourism Organization）

全国80カ所の案内所

政府

保有ブランド

財源、方針、ディレク
ター人材のアポイント

レポート

ブランド、システム、ノウハウ、
人材育成、方針

年会費、レポート、データ

政府
観光局
（公益組織）

地方
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キードライバー③人材育成と輩出（1/3）
 「安全で質の高いNZ」のレピュテーション作りには専門人材が必要であり、政府、業界、事業者全てのステークホルダー
において、専門的なスキルを保有する人材が求められるように。

専門人材を育成する必要性

【背景】
安全性基準、体験の品質担保を推進できる担い手の必要性が上昇

安全性と品質基
準を遵守する事
業者の育成

業界を健全に発
展させられる人
材が必要

ビジネスリスク
を低減し、最高
の顧客体験を胎
教できる人材が

必要

政府視点 業界視点 事業者視点

業界全体の発展をけん引していく専門性の高い
人材育成の育成と輩出を担う

国家認定専門人材育成教育機関
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キードライバー③人材育成と輩出（2/3）
主な国家認定専門人材教育機関はNMITを含め3校あり、人材輩出を担う
政府、業界、事業者と密接なつながりをもち、人材交流、ノウハウの共有、ガイドラインの策定の中心を担う人材となる

教育機関の関係性

観光業界

NZOIA、NZRA、NZSIA等
アクティビティに特化した協会

Maritime NZやWORKSAFE等

MBIE（Minister of Business Innovation and Employment）や
Minister of Education

NZQA

（New Zealand 

Qualification Authority）

NMIT等の教育機関

政府
省庁局

専門人材育成教育
機関として認定

観光産業
に特化した
業界団体

教育
に特化した

業界団体や
認定機関

法規制遵守の協力依頼
新基準策定時の支援要請

人材輩出
協働を通じたベストプラクティスの模索

品質管理
監査

教員人材
トレンドのインプット

人材交流
ノウハウ共有等
協力関係

人材交流、ノウハウ共有
等の協力

法規制遵守啓蒙
ガイドライン策定
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キードライバー③人材育成と輩出（3/3）
ガイド人材は様々なキャリアパスがある。
働きながらスキルアップをしていく「生涯学習」を実践している。
オフシーズン時に国外で実践・経験を積むことも一般的。

事業者の多くは専門教育と訓練を積んだガイド人材で
構成される

キャリアパスが多様：

ガイド⇒インストラクター⇒assessor（監査職）⇒シニアイ
ンストラクター

（働きながらスキルアップを図り、生涯学習を実践）

ガイド人材特徴・キャリアパス 人材の働き方

複数の専門性を磨いてスキルアップを続ける

オフシーズン時はトレーニングの継続と収入を得るため
に海外の市場に繰り出す

（ニュージーランド、オーストラリアでは、日本でガイドと
して従事したいガイド人材に多数接触）

学校は地域の事業者と常に連携 スイスから留学で来たガイド意向者 オフにみなかみでガイドとして従事

キャリアパスや働き方
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参考：ニュージーランドにおける自然体験型観光/アクティビティ事業者に関するデータ
事業者の規模はロングテール型。
大半が国立公園内で活動している。
ガイド人材のシーズン当たりの収入は中央値と比してやや少ない傾向。

事業規模
（従業員数）

事業者数

約90%超が
10人未満

事業者の規模の分布 国立公園内事業者割合

事業者全体:100%

約70-80%が
国立公園内
で活動

ガイド人材収入

NZ$30,000
~

NZ$50,000

シーズンあたり

（約220～360万円換算）

（‘18年 NZの個人年収中央値はNZ$48,000*）

*個人年収中央値はhttps://stats.govt.nz 2018年度 週当たり中央値の$997/週を基に、48週間/年働いた際の金額を使用

https://stats.govt.nz/
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キードライバー④規制・基準の整備（1/2）
 アクティビティの危険度や、活動する地域（資源）に応じて、安全性、品質、資源の管理方法が変わる。
安全性や資源の管理は遵守が必須であり、法規制や免許制度を取る。
事業者の事業活動に大きな影響を及ぼすため、事業者の自分ゴト化が進んだ。

法規制・基準の特徴

DOC: Department of Conservation（豪）

極めて「高」

（事業運営と直結）

「高 ～ 中」

（認証があると差別化になる）

「高 ～ 中」

（観光流入が多いエリアは必須）

業界のレピュテーションの維持向上

「安全性」の担保 「高い品質」の担保 「環境・観光資源」の保全

目的
 デスティネーションとしての優位性・
向上

唯一無二の資源の保全と価値向上
による更なる活用

管理方法

（多くの場合）法律により規制

活動免許を登録

（安全基準ガイドラインも存在する）

認証、認定を取得

民間認証機関による検証

（ベストプラクティスガイドラインも存在）

 アクティビティ体験時や提供プロセス

従業員や体験者の身体的リスクを最
小化する

対象

 アクティビティの体験

体験をより良いものにすることで体
験価値を最大化し、体験者の満足度
を高める

有限資源としての国立・公立公園等

自然をそのままの状態で守り、観光
資源として維持する

活動許可・免許を取得（園内）

活動基準に準拠すれた免許が取れ
る（ECO Certification認定者は優遇）

母体
政府（WORKSAFE等）と、政府公認
監査機関による監査

民間企業による認証 政府（DOC等）や土地管理者による
検証

事業運営
の影響
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キードライバー④規制・基準の整備（2/2）
導入時に重要な要素として6つのポイントが挙げられる。

導入時に重要な6要素

国や州が掲げる観光戦略・方針と一貫性のあ
る規制・基準作り

例： NZのAdventure Activities Regulations 2011や13

年発足WORK SAFE NZは09年の事故を受けた取組

①
一貫性

法規制も認証プログラムも、第三者の監査役/

検証役がいる

アクティビティに長年従事してきた専門スキル
を有するエキスパートがassessorとなる

例： AdventureMark、ECO Certification

④
監査
機能

官民一体的な規制・基準の策定

省庁局、セクター毎の協会、業界団体、事業者、
エキスパート等がワーキンググループで推進

例： Adventure Activities Regulations2011等の法規制
からAdventure Activity Standards等のガイドラインまで

②
連携

国・州の長期観光戦略・大方針に基づき、個々
の規制・基準は中長期の視点で策定

例： Queenslandは長期的なQueensland Eco Tourism 

Plan 2013-2020で定めるエコツーリズムの理想的な状態、
経済目標、環境目標に応じて、目下のQueensland Eco 

and Sustainable Tourism policy等の制定、公開している

⑤
中長期
視点

立案からメンバー選定、WGの実施、とりまとめ、
公開まで、スピード重視で数か年で完成

例： QueenslandのAASは2, 3年で実現している
③

スピード

観光流入が多い国立公園は優先度が高い

例： AUSの国立公園は”high visitation area”として
QuEST等を積極的に導入し、優先対応がなされている

⑥
優先
順位

Adventure Activities Regulations 2011はNZの規制、Adventure Activity StandardsはQueenslandや他州で定める、州単位のガイドライン、Adventure MarkはNZのアドベンチャーアクティビティを
対象とする監査機関/承認プログラム、ECO CertificationはECO Tourism Australiaの認証制度
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キードライバー⑤各種インフラ整備（1/2）
 インバウンド観光客の受入を加速するために、各種インフラの整備に取り組んでいる。
 「多言語対応」、「ITインフラ整備」、「人材確保」、「二次交通網の整備」の4テーマは特に課題テーマとして対処されてい
る。

多言語対応、ITインフラ整備

急増する中華圏の観光客の対応を各所で急いでいる

英語以外の言語対応はNZやAUSにとっても初めてであり、
試行錯誤をこらしている

多言語対応

街中のキャッシュレス決済はもちろんのこと、主要な国立公
園、観光流入が多いエリアでもWi-Fi、USBのIT対応が完了
している

ITインフラ整備

街中の表記、パンフレットは英語と
併せて中国語が加わった

Queenstownの目抜
き通りにあるi-SITE

観光案内所には中
国人とみられるスタッ
フのみで対応する時
間帯も

スタッフがいない事
業者は言語対応マ
ニュアルを常備する

国立公園内、風光明媚な観光地でもWi-Fi装備が完了している

多言語表記の設備投資ができない事業
者やスポットでは簡易版のQRコードス
テッカーを用い、オンラインに誘導すること
で体験の解説や多言語対応を進めている
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キードライバー⑤各種インフラ整備（2/2）
 インバウンド観光客の受入を加速するために、各種インフラの整備に取り組んでいる。
 「多言語対応」、「ITインフラ整備」、「人材確保」、「二次交通網の整備」の4テーマは特に課題テーマとして対処されてい
る。

人材確保、二次交通・受入環境整備

 NZの観光産業も深刻な人材不足に悩まされている

観光産業は他産業に比しても人気があるわけでなく、外国
人の就労に対して積極的

国は職業訓練機能を担う、専門人材養成機関や数少ない
大手事業者を貴重なパートナーとしてとらえている

人材確保

都市部から地方部への周遊と長期滞在を図りたいNZ政府、
観光産業は、MBIE等の省の後押しを受け、地方部での高
級ホテルの建設を推進している

 Queenstown等の観光街から離れたエリアまで、大型輸送

手段を活用しており、事業者と運輸業者の一体的な取組が
産業の成長に寄与している

二次交通・受入環境整備

NZでは求められている人材を
NZ人で賄うことができず、積極
的に外国からの留学生や就労
者の受入に取り組んでいる

コンテンツ提供事業者は運輸業
者と組んで二次交通網の課題解
決に取り組む

NZのWayfare等の数少ない大
手観光事業者では社内で観光
に纏わる様々なキャリアパスが
担えるような雇用と訓練の機会
を用意している。国の補助金も
付与されている

地方部にて5つ星高級ホテ
ルの建設が進む



59

キードライバー⑥連携と協働
法規制の制定、ガイドラインの策定、公園資源の活用方法の策定の全てにおいて、ステークホルダーが連携している。
影響力やネットワークのある個人、エキスパート人材が参画することで、業界全体への波及・影響が高まり、定着が進む

法規制・基準の制定における連携事例

 連携・協働イメージ

法規制の制定 ガイドラインの策定 公園活用・園内活動基準の策定

 アドベンチャーアクティビティ事業者が体験
提供時に取り組むべき安全性のチェックリ
ストやプロセス項目を連携して決定

 規制・監査対象項目として法的効力を持つ

Adventure Activities Regulations 2011
Queensland 

Adventure Activity Standards

【省庁】

【業界団体】

【事業者】

【個人】

MBIE

Department of Labor

NZRA（協会）

ラフティング事業者

業界エキスパート

業界を最もよく知るエキスパート、協会が中
心となり、政府に対してアドバイザリー役を
務めた

 アウトドアレクリエーション（自然体験）提供
事業者が自社の事業提供プロセスや体験
内容の安全性や品質を検証するためのベ
ストプラクティス（行動規範）内容を決定

 連携・協働イメージ

【州】

【業界団体】

【事業者】

【個人】

QORF

MTB協会

MTB事業者

業界エキスパート
オピニオンリーダー

QORFがアクティビティセクター毎にエキス
パートやオピニオンリーダーとワーキング
ループを設定し、ガイドラインを一から策定

QORF：Queensland Outdoor Recreation FederationはQueensland Adventure Activity Standards（ガイドライン）を策定、DOC: Department of Conservation(Queensland州)

国立公園のマネージメントプラン

 観光資源としての国立公園の利用許可を
検証するための「マネージメントプラン」（マ
スタープラン）の策定

 公園の利用用途や利用範囲、利用方法を
協働で策定

 連携・協働イメージ

【州】

【自治体】

【協会】

DOC

Local government

Local tourism organization

州、地域の観光戦略に則り、どのような活用
方法がビジネスの成長と環境保全の最大化
につながるかを基にプランを策定

【個人】 レンジャー

【地権者】 Land owner


