６−２

ツアー実施事業者へのアンケート結果

◆調査概要

①目的；ニューツーリズム、着地型旅行を実施した上での課題（造成・流通販
売・体制）について、今後の継続意向などを把握する。持続、事業安定
化する上での横断的な地域の体制確立の課題と意識を把握する。
②質問項目；
・観光の地域課題と今回ツアー実施後の成果
・ニューツーリズム募集・流通・集客上の課題と展望
・ニューツーリズム事業化のための課題と展望
・ニューツーリズム及び着地型観光を推進する上での体制・組織の課題
など
③手法；事務局からアンケート票を主催者に送付回収、集計する。
④調査期間：平成２３年１月２１日〜３月２０日
⑤調査回収有効サンプル数：９２サンプル（旅行会社４３、申請団体４９）
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１．対象者属性
Ｆ３．団体の所在地
＜一覧＞
代表団体

n

1 北海道
2 新潟県
3 広島県
香川県
三重県
兵庫県
7 岐阜県
京都府
長野県
和歌山県
11 山形県
愛媛県
岩手県
宮崎県
熊本県

代表団体
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

n
高知県
山形県
山梨県
秋田県
神奈川県
青森県
千葉県
大阪府
長崎県
島根県
徳島県
栃木県
奈良県
富山県
福島県

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

旅行会社
1
2
3
4

旅行会社 n
東京都
広島県
福岡県
愛媛県
新潟県
大阪府
兵庫県
8 京都府
山梨県
10 岐阜県
宮城県
群馬県
三重県
山形県
滋賀県
秋田県
千葉県
奈良県
和歌山県

8
5
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

＜コメント＞
代表団体は、北海道、新潟、広島・香川・三重・兵庫の順に多く、旅行会社は、東京、
広島、福岡の順に多い結果となった。
Ｆ４．団体の組織形態

＜コメント＞
旅行会社は、全体の 86%が株式会社で、旅行会社以外（代表団体）は、観光
協会・各種組合が多く、協議会等の任意団体が続いている。
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Ｆ４．旅行業登録状況。

＜コメント＞
旅行会社は、第１種登録が全体の 67%を占めている。代表団体で旅行業登録
があるのは、全体の 14%であった。
Ｆ６．実施されたモニターツアーの催行ツアー数・実施日・宿泊数・参加人数
実施月別催行ツアー数
宿泊日数別催行ツアー数

実施月
1月
2月
3月
計

宿泊日数 ツアー数
日帰り
34
1泊
48
2泊
31
3泊
9
4泊以上
0
未記入
1
計
123

ツアー数
2
31
90
123

＜コメント＞
ツアーの大半が３月に実施された。宿泊日数については、１泊が最も多く、
次いで日帰りのツアーが多く催行された。
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２．旅行商品の造成面における課題、取り組み、今後に向けて
＊代表団体と旅行会社とでの比較を行いながら分析を行う
Ｑ１．１）旅行商品の造成面について
①資源の活用について
地域資源の活用については、地域の思いとしての活用ははかられつつあるが、
今後、商品、マーケットとして事業性があるかが旅行会社の立場として模索し
ている段階といえる。
両者の間を繋ぐ協議の場や機能に対する必要性は認識がみられる。

＜コメント＞
旅行会社も代表団体も、
「大変出来たと思う」、
「出来たと思う」の合計回答率
が 80%以上と高く評価している。
＜課題＞多く見られた回答例
代表団体

旅行会社

・ 産業観光に取り組む地域全体のブラン

・ 見学が出来る施設が少ないこと

ド化・事業全体をマネージメントする人

・ 観光体験施設ではない施設をメインに
利用する場合のサービスレベルをどう

材育成

確保するか、リスクをどう回避するか

・ 工場見学は土日の催行が難しく、集客に
・

今後も苦労することが予想される
・ 大学や個人所有の土地となっているこ
とから非常に良い地域資源があるにも
関わらず入場・見学制限が非常に厳しい
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当地の自然や産業資源を活用するには
実施時期と準備時間が必要である。

＜どのように取り組んだか＞
代表団体

旅行会社

・ 学芸員や歴史研究家などの専門家によ

・ 今後ツアーを実施するに当たり、定番コ

るガイドを依頼して観光ガイドよりも

ースと成り得るよう見学地の選定とコ

一歩踏み込んだ専門的な説明を実施

ース作りに努めた。

・ 行政機関と相談し、場所の選択や地元の

・ 旅行会社主導ではなく、地域主導で提案

人々に相談しながら、穴場的な所を取り

された観光資源をベースにツアー造成

入れた

した。

・ この時期に催されているイベントや地

・ 地元で一定の評価がある生産者を中心

元特産品と観光資源・文化施設を有効的

に地域のネットワークを利用して、ツア

に組合せた

ーの受け入れをしてもらった

＜今後の取り組み＞
代表団体

旅行会社

・ 時間的余裕を計りながら普段から地域

・ 告知方法の再検討とプログラム内容の

住民と地域資源抽出のワークショップ
を継続させていく

検討を早めに確立していきたい。
・ 地域の人達とより深くより幅広いかか

・ 行政機関の情報や、インターネットによ
る資源をさがす地場産業会社、NPO 法
人等の協力を得ることなどを検討しな

わりを築いていけるよう、協力体制を構
築していきたい。
・ 今回モニターで試した素材を旅行商品
として流通させることができるかどう

ければならない
・ 工場が観光客を受け入れることの有益
性（工場見学の後の商品即売等）を確保
し、受入可能工場の裾野を広げる
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か、地域と連携しながら検討していきた
い

②地域訪問者の属性（出発地、年齢、性別等）を分析して、旅行者ニーズ
を踏まえて商品づくりを行ったか
今回のモニターツアーに限れば、期間的制約があったため、ターゲットの絞
り込みと商品づくりにじっくり取り組むことは難しかった。
しかし結果として、短いながらも対象を絞った訴求をおこなったツアーは集客
に成功している。

＜コメント＞
旅行会社も代表団体もほぼ同傾向であり、
「大変出来たと思う」、
「出来たと思
う」の合計回答率がいずれも 60%以上である。
＜課題＞
代表団体

旅行会社

・ 50 代以上をメインターゲットととらえ

・ 歩く事がつらい方がいたので広報の

ているが、今後は雑誌・ネット等のメデ

仕方や休憩を入れるなどの配慮が必

ィア発信に敏感な 20 代〜30 代の男女も

要である

ターゲットとできるよう、情報発信を行

・ 訪問先が受入れ可能な繁忙期以外の
時期については、シニア層が中心(学校

う必要がある
・ 単なる観光型ではなく、体験型ツアー・
学習型ツアー等についてのニーズ把握

行事など法人・組織は除く)で、実質的
に募集対象が限定される
・ 募集期間が短かったため、属性やニー

が不十分
・ 理念が先行しており、必ずしも来訪客の
属性やニーズに合ったプログラム提供
ができていないため、そのバランスをど
うとるか。
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ズを踏まえた募集ができなかった

＜どのように取り組んだか＞
代表団体

旅行会社

・ 限定感を強調し、全てに専門の学芸員等

・ 当社が扱う商品として集客が可能か否
かを経験則上判断し、募集を行った

の解説を組み込んだ
・ 年齢層に見合った歴史・文化・体験を柱
として商品作りを行い、関係者の協力を
仰いで行程を作成した

・ 女性ターゲットとして料理の工夫をお
願いしていた
・ 主に新聞広告での募集だった為、シニア

・ 参加者が確定した時点で年齢・性別を考

層をターゲットにツアーを作った

慮し、体験先を変えるなど配慮した

＜今後の取り組み＞
代表団体

旅行会社

・ 対象を広げすぎたことで、訴求ポイント

・ モニターツアーの実施自体がマーケッ

がぼやけてしまったため、幅は狭くとも

トリサーチなので、今回の結果を参考に

深い内容に絞り、コアなファン層を獲得

していく
・ あまりにも内容が盛り沢山で、夜遅くま

していきたい
・ 今回は段階世代向けであったが、他の世
代やファミリー、三世代などいくつかの
セグメントに応じたプログラムを開発

でお客様を拘束してしまったため、次回
はもう少しゆとり感をだしたい
・ 観光協会と連携を取ってオールシーズ
ンツアーを造成出来るように努めて行

したい
・ ターゲットを明確化しメニューを作成
するとともに、ターゲットにとらわれな
いオプションを作成する
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きたい

③ガイド等人材の確保・育成について
地域のガイドなど人材育成は旅行会社よりも地域団体の方が、手応えと具体
的課題を抱えている。
高齢化対策やプラットホーム組織の必要性が認識されている。

＜コメント＞
旅行会社に比べ、代表団体の方が「大変出来たと思う」、「出来たと思う」の
合計回答率が高い。

＜課題＞
代表団体

旅行会社

・ ツアーのマネージメントリーダーの育

・ 平日働いている方が多く

休日のみの

作業になるため、人材確保が難しい。

成
・ 観光客受入用の専用ガイドを各企業で
雇用及び育成するには予算的にも難し

・ 企画段階から添乗員の育成を行い、スキ
ルアップを図る
・ 地元の漁業協同組合員がイベントを行

い
・ ガイドが高齢化してきているため、ガイ

いたかったが、地域にノウハウがなかっ
たので実施できなかった

ド育成の継続した努力が必要
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＜どのように取り組んだか＞
代表団体

旅行会社

・ リハーサルを開催し参加者から感想を

・ 全行程を通じたガイディングは専門の
市職員が行い、より深い説明が必要な観

もらうなどして育成に努めた
・ ご当地検定の合格者を対象にガイドと

光スポットは、ボランティアガイドが行
うようにした

して人材育成を実施した
・ 既存ガイドクラブにモニターツアー主
旨説明を行い、クラブにガイド選択を一

・ 今後の取組の為、観光学会の学生 6 名に
参加し勉強してもらった
・ ガイド能力は慣れが一番と考えるが、参

任してきた
・ 行政機関を通じ、ボランティアガイドの

加者の住所が事前にはっきりしている
ことが親しみ感の増加につながること

紹介をしてもらった

がわかった

＜今後の取り組み＞
代表団体

旅行会社

・ 地域のガイド協会を設定する

・ 毎回、役場の方が対応するわけにはいか

・ 産業観光の推進協議会等を設立させ、ガ

ないので、何かしらの体制づくりが必要

イドの養成を行い、受入工場で対応でき

・ 同一ガイドに対する評価の良し悪しは

ない場合は、ガイドを派遣できる体制を

あるものの、一定の質を求めていく
・ 後方支援スタッフをはじめ、トータルで

整備する
・ シナリオを随時アップデートしてガイ

の専門性を高めていかなくてはならな
い

ドの知識面を充実させていく
・ 指導者やガイドという活動や職業を、地

・ 地域の元気な高齢者などを案内人に起

域住民にとっても魅力あるものとする

用することで、より地域への密着感・親

ための仕組みづくり

近感などを感じてもらう
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④プログラムの内容・値付け等について
地域側は需要と料金に対して経験値を持たない
事業として見ている旅行会社は、むしろ内容に対する検証を重視している。
限定感や付加価値で高価格のハードルをクリアしようとする取り組みと、値
頃感の料金範囲でどこまで組み込めるか、の両面みられる。

＜コメント＞
旅行会社も代表団体もほぼ同傾向であり、
「大変出来たと思う」、
「出来たと思
う」の合計回答率がいずれも 60%以上である。
＜課題＞
代表団体

旅行会社

・ 他地域の分析が不足しているため、値付

・ 集客力のある価格設定と付加価値との
バランス

けも適正価格の設定が難しかった
・ 単価が高くなると集客が難しくなるケ

・ 顧客に十分アピール出来る内容を取り
入れた上で、実際に購買意欲をそそる価

ースが多い
・ 地域のガイドクラブ等の団体はボラン
ティア的要素が大きく、料金設定面では

格設定が可能か
・ 観光地までのアクセスが高額で、商品価
格に跳ね返る

消極的に感じた
・ 観光協会から協賛金を出さなければな

・ 荒天時の対処方法(代案)が必要であっ
たため、助成金なしでツアー募集した場

らなかった

合には、費用がかさむ
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＜どのように取り組んだか＞
代表団体

旅行会社

・見学、体験、ゼミ、交流、自由時間を織

・近郊への日帰りバスツアーの一般的な値

り交ぜ、内容を充実させた。

段として、概ね 5,000 円〜8,000 円が妥当で

・事前にお土産物屋さんを下見して、バス

あるというイメージに合わせたプログラム

内でおすすめ商品を告知。告知する商品は、

を企画した。当日参加者の満足度は、非常

事前にお店に連絡しておくなどの工夫をし

に高いものがあった。

たり、プログラムの観光施設と連携し、そ

・意外と知られていない地域の食・農・自

れぞれの施設に協力を得て、割引をしてい

然にスポットを当て、団体でないと体験で

ただけ、それを告知することで、参加者の

きないメニューを中心にプログラムを作成

お得感につなげることができた。

した。

・報恩講料理や海鮮食彩ツアーなど、同じ

・価格はあまり意識せず、町の魅力を前面

「食」でも通常行われないプログラムを導

におし出すことで差別化をはかった。

入した。

＜今後の取り組み＞
代表団体

旅行会社

・移動行程の再考と旅行会社との連携によ

・宿泊先・交通手段にバリエーションを持

り、より内容の充実した安価なツアーを立

たせ、価格帯に幅をつける。売れ筋を見極

案する。

めたうえで、絞り込む

・1 泊 2 日での実勢価格とモニターによる

・内容と値段のバランスに気をつかいなが

評価価格のギャップの解消に向けて、近隣

ら、トレンドも加え新しい商品を展開して

については日帰旅行商品を、遠方について

いきたい。

は宿泊プランに組み込む形で、適正料金が

・助成に頼らない継続的なツアーとするた

取れるよう取り組みたい。

めには、販売単価に見合ったもっと厚みの

・ファミリー層をターゲットにする場合は、

ある魅力的な内容にしなければならない。

大人や子どもの単体での値段設定ではな

また地域にもっとお金が落ちる仕掛け作り

く、ファミリー全体での値段設定も検討す

に取り組む。

る必要があると思われる。
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２）旅行商品の流通面について
①有効な広告宣伝を行うためのターゲットの絞り込みについて
今回の限られた期間でできる告知手法で取り組んだのが現状で、旅行会社と
しては自社の包括告知手法での検討が課題と見られている。
一方地域側は、的を絞ったターゲット設定と手法が必要と捉えられている。

＜コメント＞
旅行会社も代表団体もほぼ同傾向であり、
「大変出来たと思う」、
「出来たと思
う」の合計回答率がいずれも 50%以上である一方、「出来なかったと思う」が旅
行会社で 26%、代表団体で 16%あることから、今後の課題の一つと考えられる。
＜課題＞
代表団体

旅行会社

・絞り込みは行ったものの、広告宣伝には

・ターゲットの絞り込みに関しては、広く

時間が短く、限られた媒体での広告しかで

新聞で掲載することを考えると当初から難

きなかった。即効性のあるメディア、媒体

しいと考えていた。

が有効と思われる。

・商品採択からツアー催行までの期間が短

・ダイレクトに消費者に旅行商品情報が手

すぎたため、その時出来得るプロモーショ

に届く方法を事業者、旅行会社共検討を要

ンしか出来なかった。

すると感じる。

・産業観光というテーマがビジネス・パー

・多様な訪問者を持つ地域であり、様々な

ソンに有効か一般的な観光客に有効か見極

ターゲットの施設が点在するがゆえに、横

める必要がある。

断的に活用するプログラムの醸成や、その
ためのターゲティングが行いにくかった。
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＜どのように取り組んだか＞
代表団体

旅行会社

・県内で普及活動をしているインストラク

・パンフレットのデザインを若年層向きに

ターや団体に協力を依頼した。

したり、プログラム中に現在注目されてい

・首都圏の企業向けに個別訪問を行ってい

るアウトドアメーカーの相談会を入れるな

ただくなど、草の根的な戦略をとった。

ど、工夫を図った。

・WEB 上ではツイッターなどを活用して宣

・中・高年の多い読者層を持ち、日頃から

伝をした。個別訪問の効果は大きい。

同様のツアー案内等を多く掲載しているフ

・モニターツアーの採択から実施まで、1

リーペーパーを選んだ。

か月間という時間のない中での広告宣伝活

・フロンティアエイジ（シニア情報紙）と

動は、戦略的に行えるものではなかった。

提携するなど、顧客層のある程度の絞り込
みの成果はあったと思う。

＜今後の取り組み＞
代表団体

旅行会社

・近県を中心としたターゲットにし、新聞

・参加の中心となった若年層と壮年層のニ

広告の強化を図っていきたい。

ーズをより深く調査、研究し、今後の商品

・旅行会社への広報や、メディア機関を活

展開に活かしていきたい。

用し、幅広く宣伝する。

・シニア世代の富裕層にとって、新聞告知

・大規模な旅行会社が集客しづらいツアー

は、ある程度の効果があるので予算化して

で流通にのせるのには課題がある。地元旅

告知したい。

行会社と協力し、お客のニーズを把握した。

・一般の比較的高齢な消費者に関心が高い

・地域を知らなかったお客様に向けてどの

テーマであることが明確であったため、今

ように効果的な情報発信をしていくか

後は、シニアに対して有効なメディア等を

・事業者が持っているメール会員への告知

選定して、情報発信を行いたい。

を通して、直接消費者に旅行商品告知をす
ることを検討したい。
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②プロモーションのチャネルや手法について
新聞での告知は有効との感触が得られたが、コスト面との折り合いが課題で
ある。

＜コメント＞
旅行会社よりも代表団体の方が「大変出来たと思う」、「出来たと思う」の
合計が多くなっている。
＜課題＞
代表団体

旅行会社

・チラシや各種広告が、適切な場所で適切

・募集期間が極端に短く、首都圏という巨

なターゲットに届いているか。

大で広範なマーケットに対してのプロモー

・決定からツアー開始までの期間があまり

ションであること。

に短かったために、十分なプロモーション

・時間に制限があるためウェブなどで告知

が出来なかった。また、時間があっても首

するよりポスターやチラシでの現物 PR を

都圏での広告宣伝には課題がある。

すすめていく必要がある。

・地域名称の知名度不足（観光地との認識

・広告宣伝予算の確保が困難。地元宣伝担

不足）と、企画段階におけるマーケティン

当者のプロモーションノウハウがない。

グ不足、及びプロモーション不足から、販

・値段設定が安価だったため、プロモーシ

売・集客に苦労した。

ョンチャネルの効果検証を十分に行うこと

・販売期間が短く、希望していたプロモー

ができなかったように感じる。

ションが出来なかったため、早期の設定と

・産業観光というテーマについて、ビジネ

販売が必要。

スパーソンや一般消費者に有効に訴求でき
るチャネル・手法を選定する必要がある。
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＜どのように取り組んだか＞
代表団体

旅行会社

・路線バス車内や地下鉄駅構内といったパ

・新聞掲載、パンフレット配布との二段が

ブリックでのポスター掲示や、旅行会社店

まえで望んだが、新聞掲載のみで満員とな

頭 PR を行ったが、今回の場合は残念なが

りパンフレットが無駄になった。

ら集客効果が限定的であったように思われ

・地域に集中した新聞折込広告の実施・推

る

進機構のリピーターへの DM 送付・NPO の

・趣味性の高いテーマとしたことで、チラ

HP への掲載

シや広告によるマス的プロモーションよ

・今回は募集期間が短かった為、DM は行

り、口コミによる集客を重視した。

わず新聞夕刊にメインに宣伝を行った。

・効果的な媒体のメインとして地元の紙媒

・町と観光連携をしている東京都豊島区に

体があり、過去の集客実績においても旅行

対しての投げかけを提案し、区の広報誌に

会社にて実証されているため即決定し掲載

掲載、区の施設にパンフレットを設置

＜今後の取り組み＞
代表団体

旅行会社

・経費をかけずに新聞やテレビなどの報道

・新聞夕刊の効果は大きく、6 回掲載したが

に取り上げてもらうよう、パブリックリレ

4 回目でほぼ満席に近い状態となり、改めて

ーションによる認知度向上に取り組むこと

有効な宣伝チャネルであることが認識され

が有効

た。

・ネット広告などの手法も検討し、更に的

・新聞での募集は効果的だが、費用面で課

確な情報発信、募集方法をとっていきたい

題が残る。

・今回、活字は強いと感じた。これからも、

・自治体間のつながりを活用することがで

活字、電子両面の活用で効果的な広報に努

きれば、効果的に集客をすることができる

めて行きたい。

と感じた。

・ターゲットの興味やライフスタイルに沿

・費用がかなりかかるので、今後の宣伝費

った魅力的な情報を集め、ストーリー性を

は自治体に期待したい。

持って情報発信をしていくことで、より届
きやすい情報となることが考えられる
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③プロモーションにかけた費用とそれに対する効果について
全般的に代表団体よりも旅行会社の方が、プロモーションのノウハウがあり、
より具体的な方策が検討され実行されている。
費用を考慮すると Web が効率的だが、ターゲット（高齢者）とインターネッ
ト利用率から反応が乏しいツアーもみられた。

＜コメント＞
これは前問とは逆に、旅行会社の方が代表団体よりも「大変出来たと思う」、
「出来たと思う」の合計が多くなっているが、「出来なかったと思う」も 23%
あり、今後の課題の一つとしてあげられるだろう。
＜課題＞
代表団体

旅行会社

・そもそもプロモーションに対するスキル

・ホームページからの予約申込みが少なか
った

がなかった。
・WEB や雑誌媒体によると、こちらが意図
する参加者が集まらないことがある。
・財政状況が厳しい中、宣伝費が捻出でき

・新聞掲載費用を考えると、ツアー募集価
格、人員など少なすぎる
・短期間に限られた予算で集客できるメデ
ィアを選定する必要があった

ない。
・本来 1 日限りの日帰りバスツアーに、そ
れほど多くの広告費用はかけられない。

・募集期間に余裕があれば、WEB サイトの
ページの充実とリンクを効率的に貼り、
効果を確かめてみたかった。

- 102 -

＜どのように取り組んだか＞
代表団体

旅行会社

・ラジオでは午前 8 時台の放送枠を使用。

・集客の期待できる層へ募集チラシを製作

新聞広告については地方版を活用し、パ
ンフレットについては 4 万枚を駅頭に置

し、ダイレクトメールを発送した。
・30 名の募集を回収率 1％で想定し、3000
部の DM を実施

いた。
・今回のツアーでは、旅行社が宣伝も受け

・宣伝広告による募集では、充分な集客が

持ち、当方はホームページの作成（職員

できなかったため、興味のある顧客層に

手づくり）のみであったため、経費はか

ダイレクトメールなどを行って、募集人

かっていない

数を増やした。

・最も高い集客効果を発揮した新聞広告の
掲載に係る費用が高額となり、経費に占

・新聞掲載だけで、満員となったため、他
の広告での検証ができなかった。

める割合が高くなった。

＜今後の取り組み＞
代表団体

旅行会社

・企画段階でのターゲット絞込みと効果的

・一つのツアーに対して費用が大きい様に

なチャンネルの選定を行い、人から人に

思うので多くのツアーを造成し、一度に

つながるプロモーションを展開してゆ

宣伝をかけ、集客に繋げていきたい。
・いかに効率的にニーズのある消費者に商

く。
・旅行会社や新聞社との連携（他の記事に

品をプロモーションできるか
・あまり費用のかからないインターネット

抱き合わせた宣伝の依頼）
・ターゲット、発地側のニーズ、好みに合

での宣伝に力を入れていきたい
・マスコミに取り上げてもらえるような話

せたプロモーション展開
・費用対効果から考えると多額のプロモー
ションは無理であり、大手 AGT に対して

題づくりにより、パブリシティ効果を狙
う
・集客期間が十分であれば、新聞折り込み

の販売手法が能率的
・地域や年代等の幅広い層へアプローチで

以外にも WEB や情報誌等、告知方法を

きるメディアの拡充が必要

検討してみたい
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④事業者と旅行会社との役割分担について
地域内での手配、オペレーションを地域でまとめ上げる体制と、告知集客の旅
行会社の役割を求める声が双方から見られる。

＜コメント＞
旅行会社の「大変出来たと思う」、
「出来たと思う」の合計が 79%と、代表団
体の 66%を大きく上回っている。その一方、「出来なかったと思う」は、旅行
会社は 0%であったが、代表団体は 12%と両者の間で食い違いがみられる。
＜課題＞
代表団体

旅行会社

・受入体制の可否について旅行会社へスム

・事業者は、現地の調整に重点を置いた。

ーズに提供し、効率的なツアー造成を図る

旅行会社は、旅行者との調整をした。

ことができるかが課題。

・短期間での集客力。地元が考えているコ

・得意分野を活かしてもらうにはどこまで

ンセプトや希望の再現。

役割をしていただくのがいいのか

・役割分担よりどのように今後取組みをお

・双方が事業に対しての共通の認識をし、

互い強化できるかが課題

それぞれの日常の業務やそれぞれの持ち味

・旅行会社にとって契約外の食事箇所・見

を効果的に活用できる役割分担をする

学場所が多く、地元の行政ご担当者からの

・地域の情報を持つ当方が、顧客の情報を

オファーが不可欠な施設との調整をスムー

もつ旅行会社の協力を得て、首都圏からの

ズに行う必要があった。

集客が可能な旅行商品の企画・開発する

・ツアーメニューの提案と、それを受託す
る旅行会社とのスムーズな連携。
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＜どのように取り組んだか＞
代表団体

旅行会社

・細かい役割分担をしていなかったため、

・事業者との連絡を密に取り、受入体制に

調整が進んでくるといろいろと問題（一番

不備がないようにした。

問題なのが意思決定→誰がそれを決めて良

・ツアーの募集・経費・手配など旅行社が

いのかということ）が生じてきて、その都

受け持ち、現地に着いてからの内容を観光

度対応する形となった。

協会に受け持ってもらい、うまくいったと

・細かい点でのフォローやサービスを、も

思う。

う少し事前に旅行会社の担当の方と詰める

・現地の段取りや、広報についてほぼ事業

ことができればよかったと感じた。

者の方へ全面的にご協力頂き、旅行会社は、

・旅行社さんと打合せを重ね、役割分担を

企画や詳細について補佐させて頂いた。

決めたが実施してみると、細かい物の準備
が重複したり、不足していた。

＜今後の取り組み＞
代表団体

旅行会社

・旅行会社にお願いをして公募とするか、

・地域主体で組み立て、旅行会社はフォロ

あるいは独自の集客方法で実施するか検討

ー・アドバイスする役割が理想

したい。

・今回は、町役場が対応した事を、毎回対

・協力体制の構築、各港町のネットワーク

応できないと思われるので、今後の対応組

化などをすすめ、各旅行会社 が着地型観

織をどうするか

光に取組みやすい環境を整備してい
く。

・事業者、代表団体、旅行会社等の役割分

・現在、事業者側での第三種旅行業の登録

をめざす。

も視野には入れておりますが、第三種旅行

・体験等とか旅行会社ではできない情報を

業で企画旅行の出発地として緩和されてい

事業者が協力し、告知を旅行会社がより多

る「隣接の市町村」に最寄駅や出発の拠点

く担当する

となる場所が含まれないため、着地型以外

・募集に関しては、旅行会社が受け持ち、

のツーリズムの実施には、引続き旅行会社

ツアーの素材・催行に関しては観光協会が

との連携が不可欠

受け持つ
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担を明確にし、情報共有できる体制づくり

３）推進するための運営体制作りについて
①ビジネスとしての収益性について
旅行会社は今回の費用で事業採算がとれると考えておらず、通常価格での市
場性が課題と考えている。
また採算性よりも話題性という取り組みに対する割り切りも見られた。

＜コメント＞
収益性については、「出来た」と感じたところは旅行会社で 24%、代表団体
で 33%であり、特に旅行会社は全体の 30%が「出来なかったと思う」と回答し
ていることから、今後の課題として捉えているものと考えられる。
＜課題＞
代表団体

旅行会社

◆関係各所で収益を見込めるような創意工

◆本来の費用で催行した場合の集客が可能

夫が必要

か？

・食事や体験プログラム等により、いかに

・少人数募集では、収益は望めない

収益を確保していくか

・採算を考えると、ツアー代金が高額にな

・工場見学実施の後、製品購入を行える体

る

制づくり。

◆今回は収益を重視していない

・ツアーによる収益は、準備等の労力に見

・話題性を作り、人を呼ぶことが目的で収

合うものではないケースが多い。

益は考えていない

・通常価格で実施した際の広告費の捻出が

◆その他

課題

・体験費用の設定や斡旋手数料などの取り

・事前調査、PR に費用を費やすため、持ち

扱いなどの取り決めが容易ではない。

出しが多い。

・エージェントの手数料の高さ
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＜どのように取り組んだか＞
代表団体

旅行会社

◆お土産代で収益を確保

◆関係機関によるコストダウン

・昼食会場をお土産販売をしているレスト

・バス、宿泊、食事を安くするよう交渉し

ランを選定

た

・行程の最後に土産を買うよう設定

・モニターツアーということで、関係機関

◆マーケティング視点での戦略

に特別料金を設定してもらった。

・ビジネス客と一般客で日程を分けてニー

◆当面は収益性を考えていない

ズを探った

・収益よりも集客に重点を置いていた

・各体験プログラムで実費計上し、損をし

・地域の宣伝や受入体制のモニタリングを

ない価格設定を行った

主目的にしていた。

・コースを３つに分けて見学の効率化を図

・観光庁の支援事業という性格上、収益性

り、諸費用を回収した

を考慮しなかった

＜今後の取り組み＞
代表団体

旅行会社

・事業者の収益と参加者の費用負担のバラ

・価格と商品内容を吟味しての商品造成が

ンスを検討

必要

・体験プログラム有料化などにより収益性

・設定数（出発日、コース）を多くし、催

を確保できる仕組みづくり

行率を高める

・告知費用を如何に少なくして効果を上げ

・当社の持っているネットワークを有効活

るか

用して、首都圏マーケットを中心に顧客の

・少人数でも催行可能なツアー作りや、日

獲得を目指す

帰り、半日コースの商品作り。

・魅力溢れる内容のツアーと言うことをい
かにアピール出来るか。
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②地域での推進体制について
推進体制については、地域、旅行会社どちらも地域横断的に、まとめる組織
が地域に必要との意見で一致している。

＜コメント＞
地域での推進体制については、旅行会社、代表団体とも「大変出来たと思
う」、
「出来たと思う」の合計が 60%を超えており、旅行会社は、全体の 72%が
回答している。その一方、代表団体の 10%は、「出来なかったと思う」と答え
ており、両者に評価の開きがあることが考えられる。
＜課題＞
代表団体

旅行会社

・窓口の一本化

・地域一体としての連携・推進

・今後の展開を見据えた、組織的な連携・

・複数にまたがる自治体の連携

協力体制の構築

・受入体制の準備・整備

・プログラムの内容・価格的に意思統一を
図る
・個々の役割分担と全体業務のすりあわせ
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＜どのように取り組んだか＞
代表団体

旅行会社

・窓口を一本化し、役割分担を明確化した。 ◆情報共有による連携強化
・各連携事業者に任せる所は任せ、主体性

・密に連絡を実施、都度内容のすりあわせ
の実施

をもって、取り組んでもらった。

・円滑に連携する体制の構築
・ツアー内容の詳細を誰もが熟知するよう
徹底した
・窓口一本化でスムースに運営できた

＜今後の取り組み＞
代表団体

旅行会社

◆受入体制の充実

◆受入体制の充実

・定期的な協議を重ねる

・行政だけでなく、市民や関係機関のスタ

・観光まちづくり勉強会の推進

ッフとも同じ方向性・価値観の共有

・プログラム内容と理念の共有

・地域の発展に積極的に関与し商品化や地

・多くの地域住民が関心を持ち、参加でき

域資源の検証を推進したい

る仕組み作りを行う

◆人材の確保と育成
・地元のガイドの教育を行い、高度なサー
ビスが提供できるようにする
・地域コンシェルジュを発展させる
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４）モニターツアー全体について
旅行会社としては、今回の商品だけでなく、内容、バリエーションの充実に
より事業性を捉えているが価格面では不安を抱えている。
地域にとっては事業性もさることながら、地域の知名度アップの効果に期待
するところもみられた。

＜コメント＞
モニターツアー全体を通して、旅行会社、代表団体ともに、全体の 80%以上
がニューツーリズムの検証について「大変出来たと思う」、「出来たと思う」
と回答しており、大半の旅行会社、代表団体にとって、今回のモニターツア
ーは成功しているという認識で捉えられているものと考えられる。
＜課題＞
代表団体

旅行会社

◆ツアーの魅力伝達

◆テーマ・プログラムの魅力伝達

・地域に対する理解度の向上

・コース内容、体験プログラムの魅力をい

◆集客・告知

かにお客様に伝達をするか

・今回のツアー内容をお客様が魅力に感じ、

◆集客・告知

参加してくれるか

・時間的制約のある中で、いかに多くの人

・過疎化の進む地域で都市部から集客が出

を集客するか

来るか

◆受入体制

◆受入体制

・今回が初めての取り組みで、受入が不慣

・観光客を受け入れたことのない地域の人

れな部分をどのように克服するか

の協力が得られるか
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＜どのように取り組んだか＞
代表団体
◆地域のＰＲを第一に

旅行会社
◆お客様の満足を第一に

・地域への滞在時間延長を念頭に取り組ん

・お客様の満足度が全てであるという価値

だ

観の共有

・事前に参加者に資料を配付し、予習をし

・お客様に大満足してもらえるような企画

てもらった

・下見で見学場所を交渉した

・事前にガイドと打合せを行い、ガイド方

◆短期間の集客のために

法を協議した

・地元との連携を意識して取り組んだ

・敢えて代表資源を外して、未だ知られて

・担当者がお客様と電話でやりとりし、不

いない素材のみをコンテンツとした。

明点を解消した

・タイトなスケジュールで様々な体験型プ

・確実に集客できる広告手段を選択した

ログラムを取り入れた。

＜今後の取り組み＞
代表団体

旅行会社

◆商品（内容）の充実

◆商品（内容）の充実

・参加者の意見をもとにコンテンツの見直し

・新たな観光素材の発掘

・旅行形態の変化やニーズに対応できる商品

・季節に合わせた体験メニューの設定

づくり

・事前説明会などの実施

◆連携推進体制の充実

◆連携推進体制の充実

・まちづくりに熱心な任意団体、法人などと

・事前打ち合わせ、下見に時間をかける

の連携強化

・地域活性化を意識して取り組む

・広域の事務局と協力し、交流人口を拡大さ

◆料金設定

せる

・補助金なしで手頃価格の商品造成を行う

◆料金設定

・どんな料金で販売していくか不安

・実際の収支に合う料金設定で、どの程度参
加が見込まれるか不安

◆人材育成
・ツアーコンダクターの育成
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５）その他意見・感想（自由回答）
①

価格設定に対する不安
・旅費設定が低かったので、集客は良かったが、今後の設定価格が課題。
・補助事業で参加料を低廉にすることで集客はできるが、独自に実施する
場合当然参加料が上がり、同じ集客は望めないことが問題であると思う。
収益が上がれば補助から差し引かれても良いのである程度知名度が上が
り、安定的な集客が望める時期までは継続して補助事業を継続してもら
いたい。

② 時間的余裕が欲しい
・モニターツアーの実施に際し、時間的な余裕がなかったと感じる。補正
予算確保のタイトなスケジュールではなく、年度当初での事業実施を希
望する。
・今回は採択から実施まで、あまりにも時間がなさすぎました。来年度以
降も同じような事業が行われるのであれば、もっと早めの募集と採択を
お願いしたい。
③ アンケートに対する不満
・アンケートの設問内容がわかりにくいという声が多く、それがツアーへの
不満としてあげられると当社としても対応に苦慮する。今後同様の企画が
行われる場合は、参加者が喜んで記入できるようなアンケート内容も考え
ていただけるとありがたい。
・アンケートのボリュームが多すぎるのではないか？同じようなことが重複
していたり抽象的だったりしているのでもっとポイントを集約して作成し
てほしい。
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Ｑ２．今回のモニターツアーを一般の旅行商品として販売する場合、設定する
ツアー催行人数及び料金を、ご記入下さい。申請時、及びモニターツアー
終了後、それぞれの時点において、おおよその人数・金額でけっこうです
ので教えてください。
＜平均値＞
人数

金額

申請時に設定した人数・販売予定価格

３５人

２５，４０８円

モニターツアー終了後

３４人

２７，０５１円

＜コメント＞
申請時と終了後を比較していくと、人数では、さほど変わりがない。
金額面では、平均すると２，０００円程度の増額予定となったが、ツアー自体
も日帰りから連泊まで金額が様々であり、ツアーによっては金額を下げる予定
の意見もあった。旅行会社と代表団体でも大差は見られなかった。
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Ｑ３．今後ニューツーリズムの商品造成や販売、広告宣伝等を行うにあたり、
国や地方公共団体などから公表されている統計データ類において、不足
していると思われる統計データ類はありますか？（自由回答）
両者とも、未記入もしくは、
「特になし」との回答が多い中で、下記要望があ
げられた。
１）代表団体
①旅行者動向に関するデータ
・顧客のニーズや、年代別の行動パターンや関心についてのデータ
・顧客の旅費等について、消費の詳細なデータ（例えば首都圏在住者の
旅行先別の予算など）
・広告宣伝期間やその手法・媒体数など
・外国人客の日本滞在時における品目別購入金額（国別）
・各空港利用者の年代・性別割合。旅行代金が高い時期に利用する年代。
・団体旅行者の定義。（団体旅行者とは、家族旅行・グループ旅行あるい
は、物見遊山的大量団体旅行者のことをさしているのか。）
・バスツアーについてのデータ（出発地別人数、観光活動の内容、宿泊
志向、適正な旅行予算、客層など）
②ニューツーリズムに関するデータ
・ツアーごとのリピーター実態（金額設定も踏まえて）
・他地域で実践している「ニューツーリズム」の事例等。
・今回実施事業のアンケートによる調査結果分析（発地のニーズ、デー
タの提供。地域、年代、性別、嗜好別）
・ニューツーリズムのどのような分野にどの程度のニーズがあるのか？
２）旅行会社
①ニューツーリズムに関するデータ
・どの様な場所や企画が集客できているか、また、ニーズがあるのか
・ニューツーリズムを推進している団体情報、各体験の詳細内容（体験
料金、受入れ最大人、最少人数）、宿泊先の情報、モデルコースの明記、
イメージ画像の提供。
・参加者の意向（旅行前後のイメージの変化、知り合いに何を話すかま
たは話さないか、次はどこへ行きたいか、今度この場所へ来たらして
みたいことはあるかなど）
・人や自然とのふれあいなど体験的要素を取り入れた新しいタイプの旅
行の需要がどこまであるのか
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・ニューツーリズムの取り組みの実施例を容易に知ることが出来るサイ
ト等があれば知りたい。
②観光客数に関する統計
・県ごとで、観光客数の統計手法が、延べであったり、実数であったりと
異なるため、集客分析(他県との比較)や目標人数が設定しづらい。
・来道者数について目的(観光かビジネスか)と滞在エリアがわかるような
仕組み
＜コメント＞
地域団体と旅行会社双方が、成功実例を欲しているのと、ニューツーリズム
自体に対する需要の存在と内容を知りたがっている。
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６−３

連携事業者へのアンケート結果

◆調査概要

・目的；ニューツーリズム、着地型旅行を実施した上での課題（造成・流通販
売・体制）について、連携事業者における今後の継続意向などを把握する。
持続、事業安定化する上での横断的な地域の体制確立の課題と意識を把握す
る。
・質問項目；
連携事業者として、代表団体と連携した具体的内容
連携した範囲におけるニューツーリズム事業の課題と展望
ニューツーリズム及び着地型観光の推進を連携する上での課題など
・手法；事務局からアンケート票を主催者に送付回収、集計する。
・調査期間：平成２３年１月２１日〜３月２０日
・調査回収有効サンプル数：１５１サンプル
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１．対象者属性

Ｆ３．貴団体に当てはまるのはどちらですか。
宿泊関係

26

観光施設関係

22

行政関係

14
14

飲食関係
まちづくり団体

12

農林漁業関係

10

地域内の交通関係

8

その他商工関係

6

物販関係

4

地域内の旅行会社

3

その他

33
0

5

10

15

20

25

30

35

＜コメント＞
宿泊関係が最も多く、次いで観光施設関係、行政関係、飲食関係とつづいて
いる。
Ｆ４．実施されたモニターツアーについてご記入ください。
あなたの団体・企業は、今回のモニターツアーの実施にあたって、どう
いう分野で連携・協力をされましたか？（複数回答）

体験プログラム

58

資源・施設の活用

46
44
43

飲食・物産
人的サポート
商品企画

26
24
21

宿泊サービス
実施運営
告知広報

16
15

交通
財政的支援

1

その他

9
0

10

20

30

40

50

60

70

＜コメント＞
体験プログラムが最も多く、資源・施設の活用、飲食・物産、人的サポート
とつづいている。
体験のガイド、指導などの立場での連携が多かったと思われる。
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Ｆ５．今回のモニターツアーで連携・協力した内容を具体的にご記入ください。
＜自由回答事例＞
代表的な回答を列挙してあげると、下記の通りである。
◆体験プログラム運営
・ガイドとして内容説明、紹介、実演など
・ガイド・講師の斡旋
・体験プログラムの手配、準備、関係各所への調整
・体験プログラム作業補助（農作物の収穫、除草など）
・会場となる施設の準備及び提供（トイレ、休憩所含む）
◆宿泊施設の提供
・宿泊施設の手配
・宿泊提供
・荷物預かり
◆食事の提供
・昼食、夕食の提供
・食事場所の提供
◆広報活動
・ホームページなどでの告知
・モニターツアー実施の宣伝活動など
◆交通手配
・バス（シャトルバス）の運行・手配
などがあげられた。
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２．モニターツアーに対する評価
Ｑ１−１．今回のモニターツアーは、どのような点が良かったとお考えですか？
（複数回答）

モニターツアー参加者の再来訪が期待できる

86

関係者間での意識共有が図られた

65

新たなニーズの把握ができた

57

ニューツーリズムの普及・啓発が図れた

53

新たな連携先が広がった

45

地域における消費の拡大が図られた

44
41

新たな体験メニュー等の造成ができた
人材（ガイド等）の育成が図れた

22

商品としてビジネス化の目途が付いた

18

その他
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100

＜コメント＞
今回のモニターツアーの良かった点として、
「モニターツアー参加者の再来
訪が期待できる」ことが最も多くあげられた。次いで、
「関係者間での意識共
有が図られた」、「新たなニーズの把握ができた」などがつづいている。
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Ｑ１−２．今回のモニターツアーを通じて、明らかとなった課題は何ですか？
具体的にご記入ください。（自由回答）
＜自由回答事例＞
多く出てきた意見を列挙してあげると、下記の通りである。
◆プログラム実施時間が短い
・内容の割に時間が短いため、十分に説明が出来ず、魅力を伝え切れてい
ない。
・高齢者が多いツアーであると、所要時間が掛かる。
◆受入体制の充実化
・人員配置（多人数対応・・いかに効率的かつ、お客様に満足して頂くか）
・施設の充実（食事、トイレ、休憩、荷物置場などの充実）
・バスの駐車場（事前にバスの台数や大きさがわかるとよい）
・ガイドの質の向上（商品や内容説明を十分に行えるようにする）
◆価格設定
・モニターツアー価格では盛況だが、通常価格で実施する場合の集客能力
の低下を懸念・・高い料金でも集客する工夫が必要
◆参加者情報を事前に収集（年齢、体力、参加人数などの情報を事前に把握
し、プログラム内容を充実させたり、宿泊施設の部屋割りに活用する）
◆催行時期の制限がある
・農作物の成長時期、見学施設等の営業日などへの配慮が必要
◆クルーズツアーの船の係留
・公共桟橋の係留施設利用手続の簡素化など
◆余裕ある募集期間の設定
・今回は募集期間が短かったため十分に告知出来ず、集客に苦戦した
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Ｑ１−３．今回のモニターツアーは、皆さんの地域の観光振興や地域経済等に
とって、いかがでしたか？
全くよい影響は
なかった, 0.7%
よい影響はな
かった, 0.0%
あまりよい影響
はなかった,
0.0%

不明・未回答,
6.4%
どちらともいえ
ない, 9.2%

とてもよい影
響があった,
37.5%

ややよい影響
があった,
17.8%

よい影響が
あった,
32.9%

＜コメント＞
「とてもよい影響があった」、
「よい影響があった」、
「ややよい影響があった」
の合計で全体の 89%を占めた。
Ｑ２−１．今後皆さんの地域でニューツーリズムを推進していく上で、あなた
の団体・企業としては、積極的に連携していきたいと思いますか？
思わない, 0.0%

全く思わない,
0.0%

不明・未回答,
4.3%

あまり思わな
い, 0.7%
どちらともいえ
ない, 2.6%
やや思う, 5.3%

思う, 27.0%

大いに思う,
63.2%

＜コメント＞
「大いに思う」、「思う」、「やや思う」の合計で 95%を占めており、大多数が
積極的に連携していきたいと考えている。
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＜回答理由（自由回答）＞
◆連携していきたい理由として、
・地域の活性化
・集客への期待ひいては地域経済への波及を期待
・地域の魅力を商品としてまとめあげていく
・地域としての取り組みを知ってもらうこと
などがあげられた。一方、少数ではあるが、
◆連携していきたくない理由として、
・時間的、人的な問題。
・今回のような資金補助があれば助かるが、それがないと一度の告知で複数
のコースを販売しないと採算が取れない。
・観光のアピール手法が今の若い方についていけない。旅行会社の方に現地ま
で来ていただく時間がない。
などがあげられた。
Ｑ２−２．Ｑ２−１で「１．大いに思う」「２．思う」「３．やや思う」とお答え
された方にお聞きします。どういう分野で連携を強めたいとお考えです
か？：n=145（複数回答）
資源・施設の活用

69
66

体験プログラム
飲食・物産

55

商品企画

43
42

宿泊サービス
人的サポート

35
35

告知広報
実施運営

30

交通

26

財政的支援

11

その他
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50

60

70

80

＜コメント＞
今後連携を強めたい分野として、
「資源・施設の活用」、
「体験プログラム」、
「飲
食・物産」の順に多かった。
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Ｑ３．今後、皆さんの地域がより連携・協力してニューツーリズムや着地型観
光を推進していくためには、どういった事が必要と考えますか？（自由
回答）
＜コメント＞
地域で連携・協力していくために、連携強化を図ることや地元の人たちと
の理解と意識共有が必要という意見が多かった。また、地域における人材の
育成強化をあげる意見もあげられていた。
＜自由回答事例＞
・同じ分野でのつながりだけではなく、観光に携わる施設のつながりや、連携、
情報の共有化が必要に思う。
・地域の交通、宿泊、飲食、物産、観光施設、行政等の連携を密に行って、他
地域にない観光システムを作る。
・地元の人たちの理解と意識共有
・地域素材を商品化できる人材の育成と、広域での連携体制の整備と継続性
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６−４

モニターツアー主催者へのヒアリング結果

モニターツアーの主催者、連携関係者へのアンケートと並行し、集客に成功
したと思われるモニターツアーの主催者へ、より詳細なヒアリングを実施した。
対象としたツアーは表６−１の４ツアーであり、それぞれ地方で催行し、首
都圏など大都市圏を集客対象とし、宿泊旅行でありながら最低催行人員を確保
している点で注目した。
表６−１ ヒアリング対象ツアー
NO

ブロック

都道府県

ツーリズムの区分

代表団体名

ツアータイトル

3

北海道

北海道

グリーンツーリズム 富良野美瑛広域観光推進協議会

冬の美瑛の白い丘体験

5

北海道

北海道

グリーンツーリズム
富良野美瑛広域観光推進協議会
エコツーリズム

北海道南富良野町でエゾシカの全てを楽しむツアー

61

四国

愛媛県

文化観光

64

九州

大分県

ヘルスツーリズム

催行日

募集人員

最少催行人員

参加人員

2月25日（金）〜27日（日）
2泊3日

24

10

20

3月8日（火）〜10日（木）
2泊3日

20

14

20

内子町ニューツーリズム推進協議
会

ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と白壁の町並
3月5日（土）〜6日（日）
散策と「内子座」貸切和楽鑑賞、苔玉手作り体験、地
1泊2日
産グルメ満喫の旅2日間

25

20

21

特定非営利活動法人
竹田市観光ツーリズム協会

温泉による自然治癒力の向上と心身のリフレッシュツ 3月2日（水）〜5日（土）
アー
3泊4日

30

20

33
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また、ヒアリングは下記の項目を中心におこなった。
【ヒアリング内容】

①基本情報として
・企画者の持っている地域内でのネットワーク
・当該地域における観光の取組概観とその中での今回のニューツーリズムの位置づけ
②モニターツアー全体を通じた成功の要因は何か？
・今回のモニターツアーが成功した理由は、実施事業者として包括的に見た場合、何が
良かったのか？あるいはどういうプロセスや体制が功を奏したのか？

→

事業者アン

ケートでは、
「資源活用」
「人材確保」
「流通」等の個別項目について聞いているが、モニ
ターツアー全体として何が一番良かったと思えるかをヒアリングする。
③集客成功の具体的要因と手法は何が効果的だったか？
・モニターツアーの流通プロモーションや募集告知において、具体的に効果的かつ成果
を得られた手法は、どのような事か？
・お手本としたい他の地域のニューツーリズムの取組があるか？
また、キーパーソンをその地域に数日間インターンシップをするという取組を希望し
たいと思うか？
・このツアーの継続化や内容の充実等品質向上に向けて、受けたいアドバイスはどんな
ことがあるか？
また、そのアドバイザーを招くことができるとしたら、どなたか依頼したい人がいる
か？

（具体的な人物名がなければ、イメージでも構いません。
）

④モニターツアーとしては成功したものの、自立事業化、継続化するために、最も課題と
思われることは何か？ それをどうやって克服するつもりか？
⑤商品としての形態（募集型企画旅行か着地プログラムか）や造成・販売体制をどうイメ
ージしているか？
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■北海道 南富良野町ヒアリング

【目 的】

ヒアリング先

NPO 法人南富良野まちづくり観光協会

ヒアリング対応者

理事

ヒアリング場所

観光協会事務所

ヒアリング実施者

中根

実施日時

2011/３/22/09:00〜11:30

小林

茂雄

裕

本事業において、集客状況が比較的良かった団体に対し、その集客成功要因等について、
アンケート結果以上の詳細な取り組み経緯及び包括的に見た成功要因をヒアリングして、
他の地域への参考とする。
【ヒアリング内容】

①基本情報として
・企画者の持っている地域内でのネットワーク
・当該地域における観光の取組概観とその中での今回のニューツーリズムの位置づけ
平成 19 年まで観光協会は行政内協会であったものを、同年 NPO 法人化し、観光分野
に限らず町内 50 社の出資により設立した。
代表は商工会会長が兼ね、
その人徳により、
各分野の人が協力してくれた。設立の際に伊達郡大滝村の NPO を参考にしている。
小林理事は当時、アウトドア（カヌー）の輸入業を実施しており、北海道アウトド
ア協会の事業協力もする立場にあったが、地元のためにと請われ理事に就任している。
南富良野は観光の実績が無い中で、アウトドアと自然資源（巨木など）は持ってい
たため、巨木体験モニター（林野庁）などを実施した(H21)が、今回地域ならではのテ
ーマと資源として「エゾシカ」でツアーを組むこととした。エゾシカの害への対策と
町内に道内７箇所しかないエゾシカ処理加工場があるため、食肉としてトライした。
エゾシカが増える冬に冬のアウトドアとの組み合わせで実験してみたいこともあった。
南富良野町は農業で安定しており、行政も観光に主導的な立場ではない。したがっ
て民間、ボランティア主体で推進している。
【参加者アンケート自由回答より】 南富良野の地元の食材を食べることができ
て良かったです。エゾシカを食べることがで
き、良い体験ができました。
※地名の幾寅は、鉄道員（ぽっぽや）の駅ロケ地で有名だが、今回はその資源
は使わなかった。
②モニターツアー全体を通じた成功の要因は何か？
・今回のモニターツアーが成功した理由は、実施事業者として包括的に見た場合、何が
良かったのか？あるいはどういうプロセスや体制が功を奏したのか？
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基本的に南富良野町は観光圏の中で前面に立つ富良野市、トマムに付いていく位置
づけでよいと考えている。そんなに多くの観光客を受け入れる体制がないし、町の持
っている資源を求める人が来てくれればよい。
成功は大手エージェントと連携・アドバイスが受けられ、適切なマーケティングが
出来たこと。
当初、道内マーケット、富良野発着も考えたが、道民にとってエゾシカ肉は不味い、
と認知されており、札幌からも中途半端な距離であったため、あえて首都圏をターゲ
ットとした。
※道民が食べているエゾシカ肉は、ほとんど血抜きができていないため、不
味くなる。町内には捕獲から即座に血抜き、検査、解体の専門体制がある。
Ｂ級グルメとして「エゾシカ・カツカレー」を開発しているが（町内９件）首都圏
からのお客さんからは、
『むしろエゾシカの美味しさをカレーで消している』という指
摘に目から鱗が落ちる思いであった。
③集客成功の具体的要因と手法は何が効果的だったか？
・モニターツアーの流通プロモーションや募集告知において、具体的に効果的かつ成果
を得られた手法は、どのような事か？

旅行会社のクラブツーリズム札幌支社とは３年前のイベント開催から付き合い
があった。
（当時と同じ担当者）彼に札幌よりも東京を勧められ、東京のクラブツ
ーリズムの顧客モニターリストからアウトドア志向の絞り込みを行い、直接ＤＭを
かけたのが利いている。
【何でツアーを知ったか】
0

2

4

6

8

10

F6.１．インターネット
２．テレビ
３．新聞広告
４．チラシ（パンフレット）
５．フリーペーパー
６．ダイレクトメール
７．クチコミ
８．友人・知人からの紹介
９．その他

・お手本としたい他の地域のニューツーリズムの取組があるか？
また、キーパーソンをその地域に数日間インターンシップをするという取組を希望
したいと思うか？
個人的にはコスタリカのミニマムな観光地づくりを勉強したい。
エコーツーリズム推進法の指定地域のなかで、慶良間諸島の現状を知りたい。
環境と観光・受入のバランスや体制について知りたい。ピッキオとかキープ財
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12

団はそこそこ知っている。
・このツアーの継続化や内容の充実等品質向上に向けて、受けたいアドバイスはどん
なことがあるか？
また、そのアドバイザーを招くことができるとしたら、どなたか依頼したい人がい
るか？ （具体的な人物名がなければ、イメージでも構いません。
）
（財）日本交通公社の鈴木晴江氏あるいは、他のエコツーリズムに造詣深い方。
現場の人でもなく、学者でなくエコと地域と観光が分かっている方。
④モニターツアーとしては成功したものの、自立事業化、継続化するために、最も課題と
思われることは何か？ それをどうやって克服するつもりか？
今回は 20 名限定だったが、旅行会社は 40 名で実施して欲しいときている。しか
し、40 名では、今の町の人材、体制、宿、自然では対応しきれないのが実態であり、
20 名限定でビジネスとして、地域、エージェントが成り立つかが課題だろう。
来てからのガイド力は問題ないが、価格とマーケットニーズとビジネス成立がポ
イントだろう。
0

【このツアーの何を魅力に感じたか】

5

10

15

F7.１．内容・テーマの斬新さ

２．価格

−参加者アンケートより−

３．コース内容
４．見学スポット

「価格」の魅力を除いての成立が課題

５．体験プログラム
６．食事内容
７．宿泊施設
８．実施時期
９．その他

※エゾシカの道内イメージを払拭して道内マーケットに目を向けるのも課題
の一つ
⑤商品としての形態（募集型企画旅行か着地プログラムか）や造成・販売体制をどうイメ
ージしているか？
メニューを午前・午後入れ替えるなどのオペレーションも工夫の余地がある。すべ
てが募集型企画商品である必要はないと考えている。富良野発着のツアーでも良いし、
オプションプログラムでも良い。したがって町として第三種旅行業は、富良野市がと
っているし資金的問題もありすぐ取る予定はない。
困っているのは町内の自然資源を活用した体験プログラムが他町村から、無制限に
入ってきて公共施設を使い町にメリットを残さない形になっていること。何らかのル
ールや地域の環境維持に対する財源確保なども今後、協議していく必要がある。
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20

【ツアー行程】
1 日目:3 月 8 日(火)
午前：羽田空港〜新千歳空港
昼：新千歳空港〜昼食〜（150ｋｍ3 時間 30 分）富良野市生涯学習ｾﾝﾀｰ(富良野市山部)
30 分滞在：富良野市生涯学習センター(博物館事前学習）---ﾒｲﾝｶﾞｲﾄﾞ・ｶﾞｲﾄﾞ 3 名合流
富良野市生涯学習ｾﾝﾀｰ〜（40ｋｍ1 時間）かなやま湖ﾛｸﾞﾎﾃﾙﾗｰﾁ(南富良野町東鹿越)
17：30-18：00 座学：食害学習(ホテル）
18：00-19：00 夕食(北海道食材ﾃﾞｨﾅｰ)
19：00-20：00 ｴｿﾞｼｶﾅｲﾄｳｫｯﾁﾝｸﾞ(ｶﾞｲﾄﾞ付)̶バス乗車̶金山までの往復（20ｋｍ）
2 日目:3 月 9 日(水)
8：00-8：40 朝食ﾛｸﾞﾎﾃﾙﾗｰﾁ
9：00-12：00 ｴｿﾞｼｶを探して巨木の森ｽﾉｰｼｭｰ体験(ｶﾞｲﾄﾞ付)（南富良野町幾寅内藤）
（20ｋｍ）
12：00-13：00 昼食

道の駅ごはんやﾗｰﾁにて(なんぷｴｿﾞｶﾂｶﾚｰ)(南富良野町幾寅市街)

13：00-13：15 道の駅〜空知川ｽﾎﾟｰﾂﾘﾝｸｽ(南富良野町落合)（15ｋｍ）
13：15-15：30 ここでｼｶ体験・ｶｰﾘﾝｸﾞ(ｹﾞｽﾄｶﾞｲﾄﾞ 2 名付)
15：30-16：00 空知川ｽﾎﾟｰﾂﾘﾝｸｽ〜ﾛｸﾞﾎﾃﾙﾗｰﾁ移動（30ｋｍ）
16：00-18：00(自由時間：希望者はかなやま湖保養センター大浴場入浴)
18：00-19：00 夕食（ｴｿﾞｼｶﾃﾞｨﾅｰ̶特別ﾘｸｴｽﾄ）
19：00-20：00(夜の森ｽﾉｰｼｭｰｳｫｰｷﾝｸﾞﾂｱｰ･ｶﾞｲﾄﾞ付)
3 日目:3 月 10 日(木)
8：00-8：40 朝食ﾛｸﾞﾎﾃﾙﾗｰﾁ
9：00 ﾎﾃﾙ〜高齢者研修ｾﾝﾀｰ(南富良野町幾寅市街)（15ｋｍ）
9：20-11：00 ｴｿﾞｼｶｿｰｾｰｼﾞ作り体験・試食（ｹﾞｽﾄｶﾞｲﾄﾞ 1 名）
11：00 高齢者研修ｾﾝﾀｰ〜ﾛｸﾞﾎﾃﾙﾗｰﾁ（15ｋｍ）---ﾒｲﾝｶﾞｲﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞ 3 名お別れ
11：20-12：00 昼食ﾛｸﾞﾎﾃﾙﾗｰﾁ(南富良野らしいﾗﾝﾁ)
12：00-15：30 ﾛｸﾞﾎﾃﾙﾗｰﾁ〜新千歳空港(150km3 時間 30 分)
午後

新千歳空港〜羽田空港

◎ガイド紹介
ﾒｲﾝｶﾞｲﾄﾞ：小林茂雄

NPO 法人南富良野まちづくり観光協会

帯広畜産大学野生動物管理学専攻

ｶﾞｲﾄﾞ：村上大輔

フローティングリーフ代表

北海道アウトドア資格ガイド

ｶﾞｲﾄﾞ；笠原隆平

NPO 法人どんころ野外学校

北海道アウトドア資格ガイド

ｹﾞｽﾄｶﾞｲﾄﾞ(ｶｰﾘﾝｸﾞ)：目黒義重

NPO 法人どんころ野外学校代表

ｹﾞｽﾄｶﾞｲﾄﾞ(ｶｰﾘﾝｸﾞ)：目黒敏子

NPO 法人どんころ野外学校

ｹﾞｽﾄｶﾞｲﾄﾞ(ｴｿﾞｼｶｿｰｾｰｼﾞ作り)：糠谷雄次

(目黒萌絵パパ)

(目黒萌絵ママ)

南富フーズ㈱代表取締役

- 129 -

---以上 6 名

■北海道

美瑛町ヒアリング
ヒアリング先

（社）美瑛町観光協会

ヒアリング対応者

事務局長
笠原

山田

厚誠

良輔（旅行業務取扱管理者）

ヒアリング場所

観光協会事務所

ヒアリング実施者

中根

実施日時

2011/３/22/14:00〜16:30

裕

【ヒアリング内容】

①基本情報として
・企画者の持っている地域内でのネットワーク
・当該地域における観光の取組概観とその中での今回のニュ
ーツーリズムの位置づけ
観光圏以前から、広域観光で富良野市を核として１市４町
１村において広域観光で連携していたため、観光圏協議会設
立はすんなり進んだ。それ以前は旭川市から帯広までの大観
連という連携組織もあったが、広すぎたこともあり上手く機
能しなかった。
（社）美瑛町観光協会は、会員からの会費は
事業費の 1/10 程度で、多くは町からの支援で動いており、
正社員５名と嘱託など４名＋ボランティアで活動している。
主に観光案内所の運営やＰＲが主業務で、一年前に第三種は
とっているものの、その機能発揮や体制はこれからである。
組織としては一般社団を目指しており、収益事業を増やすこ
とが課題である。
その中で冬の美瑛の企画がなかったので、一面の白い雪の大
地を基本としてトライしたものである。
②モニターツアー全体を通じた成功の要因は何か？
・今回のモニターツアーが成功した理由は、実施事業者として
包括的に見た場合、何が良かったのか？あるいはどういうプロセスや体制が功を奏した
のか？ → 事業者アンケートでは、
「資源活用」
「人材確保」
「流通」等の個別項目につ
いて聞いているが、モニターツアー全体として何が一番良かったと思えるかをヒアリン
グする。
成功の要因は、
「的を絞ったターゲッティング」
当初、道内マーケット、札幌マーケットも考えたし、旭川空港が至近なので、空港
発着ツアーも検討した。しかし道民に「白い雪の大地」では訴求しないし、日帰り圏
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でもあるので、あえて首都圏にチャレンジした。
「首都圏美瑛
また首都圏の中でも横浜市二俣川を中心として訴求した。理由は、
会」の会長が二俣川在住であり、神奈川県にファンクラブ会員が多かったためで
ある。来訪者のほとんどが神奈川県民である。
一方、美瑛町には関西からの移住者も多く、関西ターゲットも検討したが、旭
川〜関空便がなくなったため断念した。ただし、関西からネットでキーワード検
索から見つけて参加した方もいた。
また美瑛町のプログラム開発は、ペンション事業者が地域で農業などと連携し、
それぞれがプログラム開発とチャネルを持っているため、観光協会は宿泊体験商
品としてそれらを束ねる役割に徹することが出来た。
③集客成功の具体的要因と手法は何が効果的だったか？
・モニターツアーの流通プロモーションや募集告知において、具体的に効果的かつ成果
を得られた手法は、どのような事か？

旅行会社は第三種旅行業を取得した時に、各地のエージェント周りをしたが、
その中で北海道ツアーズが、事後の反応も高く、熱心に動いてくれたことが大
きい。親会社の沖縄ツーリストと同様、北海道に特化した旅行会社なので、独
自の商品開発に熱心なのだろう。
東京は浜松町に支店があるが、今回は期間がないため、こちらは美瑛ファン
クラブの紹介と東京でのＤＭが役割分担できたための成功だと思う。
・お手本としたい他の地域のニューツーリズムの取組があるか？
また、キーパーソンをその地域に数日間インターンシップをするという取組を希望
したいと思うか？
九州の湯布院、黒川、竹田など参考にしたい。教育旅行も関西中心にあるの
で、南信州観光公社も興味ある。
資金的補助してくれるなら、是非願いたい。
・このツアーの継続化や内容の充実等品質向上に向けて、受けたいアドバイスはどん
なことがあるか？
また、そのアドバイザーを招くことができるとしたら、どなたか依頼したい人がい
るか？ （具体的な人物名がなければ、イメージでも構いません。
）
美瑛町は、
「食」
「体験」
「健康」
「美容」がコンセプトなので、それらを組み
合わせた事業、商品開発のプロデューサーが望まれる。
教育旅行分野ならば南信州観光公社の高橋氏か？
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④モニターツアーとしては成功したものの、自立事業化、継続化するために、最も課題と
思われることは何か？ それをどうやって克服するつもりか？
地元に来てもらえれば、楽しませる体制・人材はなんとかなる。募集型企画商
品として美瑛町単独では厳しいので、観光圏など広域でパイを増やし、オプショ
ンや選択メニューとして事業化できればと考える。課題は首都圏などへの訴求や
動機付け、チャネルと、そのノウハウを持った体制、機能である。
⑤商品としての形態（募集型企画旅行か着地プログラムか）や造成・販売体制をどうイメ
ージしているか？
旭川空港が至近（隣町 15 分）なので、空港発着後の一括受注、個人旅行の窓口
を目指したい。美瑛町は広く多数の市町村と接しているので、多彩な着地ツアー
商品を組むことは可能である。
【参加者自由回答より】

・空港が旭川ならもっとよかった
・良くなかった点、ツアー翌日仕事の人も多いと思うのでもう少
し早い便で帰れたら良いです。

ただし、観光圏ではトマム（占冠）が旅行業持っていないので、地域発旅行商
品に入れられない（隣接していない）のが課題である。
また第三種では事前に予約金を一部しか取れないのは現実的でない。
この地域に対する大都市圏からの旅行動機付けは富良野などの他都市に依存し
てもよい。
【行

程】

１日目：羽田空港 〜 新千歳空港 〜 バスで地元ガイドによる白い丘巡り＆本通りの街
並み＆駅前広場イルミネーション 〜 各宿泊施設
２日目：各宿泊施設ごとに白い丘巡りウォーキング 〜 昼食（美瑛カレーうどん鍋） 〜
2 班に分かれて白い丘雪遊び体験
①ファームズ千代田でジャージー牛の乳搾り＆搾った牛乳でアイスクリーム作
り体験、白い丘でホーストレッキング・エアーボード
②四季彩の丘スノーランドでバナナボート・スノーラフト・スノーモービル・
雪上車体験
３日目：雪の下の越冬ジャガイモ堀体験 〜 アスペルジュにて美瑛産野菜を使用したコ
ース料理 〜 新千歳空港 〜 羽田空港
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■愛媛県 内子町ヒアリング
ヒアリング先

内子町ニューツーリズム推進協議会
㈱ＪＴＢ中四国

ヒアリング対応者

班長

小野植

総括主任

中岡

㈱ＪＴＢ中四国

【ヒアリング内容】

松山支店
正久
紀子、
松山支店

ヒアリング場所

「交流文化センター高橋邸」

ヒアリング実施者

中根

実施日時

2011/３/25/17:00〜20:00

裕

①基本情報として
・企画者の持っている地域内でのネットワーク
・当該地域における観光の取組概観とその中での今
回のニューツーリズムの位置づけ
内子町では、長年内子座を核とした「町並み保
存運動」と「農業活性化」に取り組んできて、そ
の分野での実績と知名度は高い。
その間、旧来の意味での「観光開発」を忌み嫌
う人達もおり、それなりに乱開発から免れた経緯
がある。
観光利用は基本的に個人客対応であり、パッケ
ージの周遊型観光では、立ち寄り地区程度で位置
づけられてきた。しかし、近年の着地型観光への
注目が高まり、地域の中でも「資源を保護しなが
らの誘客」により、内子ならではの観光産業の育
成や、
「外の人々にもっと内子を知ってもらい、郷
土の誇りを高めたい」という動きが高まり、今回の
モニターツアーで、商品として実験したいと考えた。
長年、観光客の利用は多いものの、今回のような
首都圏へ向けて宿泊パッケージツアーを組んだの
は、初めての取り組みであり、ツアーとしての可能
性と、首都圏への内子の知名度を測ることを目的と
した。
担当旅行会社であるＪＴＢ松山支店とは、担当者
と昨年の「松山ハイク」で知り合い、今回のモニタ
ーツアー申請準備段階から、前向きに取り組んで
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和田

真

もらえる関係となった。
②モニターツアー全体を通じた成功の要因は何か？
・今回のモニターツアーが成功した理由は、実施事業者として包括的に見た場合、何が
良かったのか？あるいはどういうプロセスや体制が功を奏したのか？

→

事業者アン

ケートでは、
「資源活用」
「人材確保」
「流通」等の個別項目について聞いているが、モニ
ターツアー全体として何が一番良かったと思えるかをヒアリングする。
以前からまちづくりへの取り組みとして、若手による NPO 活動が活発であり、コ
ンテンツや人材は豊富であった。したがって今回はそれを組み合わせてツアーとし
て仕立てれば良かったので、加えて流通部分の旅行会社が地域支店と首都圏と連携
して販売してくれたのが功を奏した。
③集客成功の具体的要因と手法は何が効果的だったか？
・モニターツアーの流通プロモーションや募集告知において、具体的に効果的かつ成果
を得られた手法は、どのような事か？
○東京豊島区との交流関係を通じた、的を絞ったＤＭ
当初、催行一ヶ月前までは集客がままならず、催行中止も考えたが、昨年初めて
豊島区で「内子フェア」を実施した関係から豊島区と交流関係ができ、その時の顧
客名簿があったため、1000 名のダイレクトメール発送、巣鴨商店街でのパンフレッ
ト配布など、首都圏の中で的を絞ったプロモーションが出来たことが集客のポイン
トである。
・お手本としたい他の地域のニューツーリズムの取組があるか？
また、キーパーソンをその地域に数日間インターンシップをするという取組を希望し
たいと思うか？
20 数年にわたり交流を行っているローテンブルグをお手本としたい。今年から姉
妹都市関係となる。
・このツアーの継続化や内容の充実等品質向上に向けて、受けたいアドバイスはどんな
ことがあるか？
また、そのアドバイザーを招くことができるとしたら、どなたか依頼したい人がいる
か？ （具体的な人物名がなければ、イメージでも構いません。
）
町並みや体験は充実しているが、
「食」
「物産」のアピールが乏しい。特に野菜類
の素材は質が高いので、素材提供だけでなく、アレンジして付加価値を付けるアド
バイザーが望まれる。
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④モニターツアーとしては成功したものの、自立事業化、継続化するために、最も課題と
思われることは何か？ それをどうやって克服するつもりか？
○流通と集客
大都市圏にいかに内子の認知を高め集客するかが課題。
○宿泊産業のレベルアップ
今回、宿泊場所だけは町内の宿泊施設
11%

６軒に分宿させたが、対応、評価に差が

大変よかった
26%

現れた。宿泊施設のレベルアップと宿泊

16%

よかった
ややよかった

化が課題。高速道路ができ道後から１時

どちらともいえない
あまりよくなかった

5%

間以内で到達してしまうため、
「内子に

16%

5%

泊まりたい」という宿にしていくことが

よくなかった
全くよくなかった

21%

課題。

【参加者の宿泊施設の評価】
⑤商品としての形態（募集型企画旅行か着地プログラムか）や造成・販売体制をどうイメ
ージしているか？
募集型企画商品の形態は、今回が初めてなので、今回だけではなんとも言えない。
体験プログラムが単体としてはよいのだが、滞在プランやストーリーとして組み立て
られていないので、魅力的な着地型の滞在プランが組めれば、松山市や四国内に売る
ことは出来るのでないか？
観光面で内子は、まだ行政主導から抜けられない。若手の NPO 法人なども育ってき
ているが経営的には苦しいので、彼らや商店街の人などをもっと前面に押し上げたい。
※｢NPO 法人 Project A.Y｣；商店街の若手中心に、ボンネットバス「ちゃがまる」を
購入、運行。他に観光案内所を運営する。
【行程】

1 日目：羽田空港→松山空港〜ﾚﾄﾛなﾎﾞﾝﾈｯﾄﾊﾞｽ「ちゃがまる」で内子ヘ〜名物ボランテ
ィアガイドで重要伝統的建造物群保存地区の町並散策・まち歩き体験〜町内
唯一の露天温泉でゆったり入浴〜地元内子の食材にこだわった「春の宵のお
膳」と地元企業組合自慢のピンクのどぶろくで桃の節句グルメ体験〜内子座
貸し切り伝統芸能鑑賞（浪曲、落語、日舞、和楽器演奏）と幽玄の舞台体験
〜うちこ GT の宿などに分宿
2 日目：宿〜巨木の里で土をこねて山野の草木を使って苔玉作り体験〜地元里山で採れ
たそば粉を使って手打ちそば昼食〜道の駅内子フレッシュパークからりで地
元の安心、安全な農作物、加工品買い物、他オプションで地元和紙を使った
凧揚げ体験自由時間〜松山空港→羽田空港
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■大分県 竹田市ヒアリング

ヒアリング先

NPO 法人竹田市観光ツーリズム協会

ヒアリング対応者

事務局長 平井利明
商工観光課 課長 木下
課長補佐

林

郁雄

寿徳

ヒアリング場所

日帰り温泉「花水月」

【ヒアリング内容】

ヒアリング実施者

中根

①基本情報として

実施日時

2011/３/30 15:00〜17:00

裕

・企画者の持っている地域内でのネットワーク
・当該地域における観光の取組概観とその中での今回のニューツーリズムの位置づけ
○竹田市では従来から全国でも屈指の炭酸泉として評価の高い長湯温泉を町の活性化の
柱として位置づけていた。
○2010 年度から「温泉療養保険制度」を打ち立て、プチ湯治と体験滞在を組み込んだ、
町独自の温泉療養のシステム確立に取り組んだところ
○2011 年４月からその制度をスタートさせる予定で、独自のモニター旅行も考えていた
ところ、
「ニューツーリズム・モニター事業」が公募され、願ってもいない渡りに船の
事業で活用した。
○観光庁の認定ということで、お墨付きが得られたことが地域内の合意形成には大きい。
○平成 13 年に市の日帰り温泉施設「花水月」が開業し、平成 20 年に市町村合併がなさ
「竹田市観光ツーリズム協会」として行政
れたのを契機に観光協会を NPO 法人化し、
で出来ない仕事を役割分担している。
○湯治滞在については、これまでＪＴＢ九州と「大人の長旅」で継続しており、温泉療
養については札幌国際大学の松田忠徳先生の指導を仰ぎ、ノウハウは蓄積していた。
竹田市温泉療養保健制度とツーリズム

商工観光課

ツーリズムとの連携
２１世紀は心の時代と言われ、「健康志向」が益々強まることが予想されています。温泉の効果は含有成分による薬理的作用
と温泉熱、水圧などの物理的作用、温泉地の環境（転地効果）による精神的作用が総合的に働いてもたらされると言われていま
す。まさに温泉は心の癒しと体の癒しを同時に与えてくれる大地の恵みなのです。
竹田市は、この制度をヘルスツーリズム（温泉ツーリズム）と連携させ、中長期の滞在型観光地づくりを推進します。
医療機関
竹田市医師会

宿泊施設
旅館組合

温泉施設
温泉連絡協議会

温泉療養保健制度
連携

旅行会社、ＪＲ九州
大分バス等
はり・ きゅう・あんま
ゴ ルフ場、乗馬クラブ
花公園、 タクシー等

ヘルスツーリズムの取組
・ウォーキングコース設定
・自転車コース設定
・体験型ツーリズム推進
・美容セラピーの充実
・健康教室の拡充
・散策環境の整備

国・ 県・公的機関
竹田市経済活性化協議会
観光施設
飲食組合
商工団体等

竹田市
観光ツーリ ズム協会

温泉ツーリズムの取組み
宿泊

食・物産

・中長期滞在型宿泊
シ ス テムの構築
・国民宿舎の再生
・農家民泊の推進

・健康料理、薬膳
料理の充実
・個性的魅力的な
食・物産の開発

・観光振興

滞在型観光地

ヘルスツーリズム（温泉ツーリズム）

・滞在型宿泊施設の充実

温泉療養文化都市
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・飲泉文化の推進
・外湯め ぐりの推進
・温泉ア ドバイザーの育成
（ツーリズム大学）
・ドイ ツとの国際交流
・温泉施設の連携

②モニターツアー全体を通じた成功の要因は何か？
・今回のモニターツアーが成功した理由は、実施事業者として包括的に見た場合、何が
良かったのか？あるいはどういうプロセスや体制が功を奏したのか？ → 事業者ア
ンケートでは、
「資源活用」「人材確保」「流通」等の個別項目について聞いているが、
モニターツアー全体として何が一番良かったと思えるかをヒアリングする。
○福岡からの集客が主であるが、首都圏からも７名集客できたのは、旅行会社（JTB 九
州）のおかげである
○当地へ着いてからのオペレーションは一手に地元が受け持っており、旅行会社担当者
は現地に来なくとも、双方の役割分担が明確だったことが成功要因である。
③集客成功の具体的要因と手法は何が効果的だったか？
・モニターツアーの流通プロモーションや募集告知において、具体的に効果的かつ成果
を得られた手法は、どのような事か？

○ＪＴＢとは従前から「大人の長旅」で一緒に取り組んできたし、同社の「旅物語」の
会員を活用し、集客できた。
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・お手本としたい他の地域のニューツーリズムの取組があるか？
また、キーパーソンをその地域に数日間インターンシップをするという取組を希望
したいと思うか？
○お手本とする地域は、ドイツのバットクロチンゲン市である。同市とは 20 年以上、
温泉を通じた交流があり、温泉療養都市として医療色が強いバットナウハイムとリ
ゾート色が強いバーデンバーデンとの中間的性格であること、地域スケールが似て
いることが、モデルとする理由である。
○竹田市の温泉療養保険制度は、医療ツーリズムを目指すのでなく、一般の人に快適
に健康になってもらうシステムと地域を目指している。
複数回答
0

【参加者の関心あるテーマ】
ヘルスツーリズムだけでなく、
他のテーマへの関心も高い点を

5

10

15

20

25

Q3.１．グリーンツーリズム
２．エコツーリズム
３．産業観光

地域で満たせるかが課題

４．ヘルスツーリズム
５．文化観光
６．その他

・このツアーの継続化や内容の充実等品質向上に向けて、受けたいアドバイスはどん
なことがあるか？
また、そのアドバイザーを招くことができるとしたら、どなたか依頼したい人がい
るか？

（具体的な人物名がなければ、イメージでも構いません。）

○温泉そのものの専門家に温泉学を学びたい
○地域へアドバイザーやプロデューサーで入るならば、個人でなく 2,3 人のチームで入
って欲しい。個人では地域の中で孤立しがちである。
④モニターツアーとしては成功したものの、自立事業化、継続化するために、最も課題と
思われることは何か？ それをどうやって克服するつもりか？
○ツアー募集に関しては、現在、
「旬旅」ブランドの専用ホームページで集客を行って
いるが、並行してＪＴＢなど旅行会社経由での集客方法を検討していきたい。
⑤商品としての形態（募集型企画旅行か着地プログラムか）や造成・販売体制をどうイメ
ージしているか？
○竹田市についてからの温泉療養、宿泊・体験などは地域でできるが、旅行全体として
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の仕立て役と集客がネックである。
○個人客向けでは対応が大変で、そのオペレーター機能が課題である。
○竹田発着の一括着地型プランとして、旅行会社が一次交通をつけ売ってくれれば良い。
○実証実験として福岡間の直行バス運行が始まる（路線でなく、貸切で年間会員制）
これとタイアップして滞在プランが売れれば、リピーター対策ともなる。
【ツアー行程】
１．3 月 2 日 東京羽田発・福岡着発→久住高原着
（温泉学講座、血圧測定などメディカルチェック）久住高原泊
２．3 月 3 日 久住高原→竹田城下町（岡城阯、城下町散策）→長湯温泉（泊）
３．3 月 4 日 長湯温泉滞在 選択別体験メニュー参加 長湯温泉（泊）
４．3 月 5 日 長湯温泉→久住高原（メディカルチェック、アンケート記入）
久住高原発→福岡着発→東京羽田着
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６−５．成功・失敗要因の分析
Ⅰ． 利用者全体評価のランキング（「大変良い」＋「よい」）と、集客状況の関係
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2. 足寄ペレット体験ツアー
50.0
50.0
8.庄内町月山の麓で地域住民と触れ合う雪…
30.0
70.0
23.BEGINNER FISHING 16.7
83.3
26.大町・安曇野の自然満喫食と健康ツアー
45.5
54.5
3.冬の美瑛の白い丘体験3 日間
33.3
66.7
5.北海道南富良野町エゾシカの全てを楽しむ…
35.0
65.0
19.富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー
70.0
30.0
37.志摩で叶える願いごとツアー
55.6
44.4
56.朝鮮通信使って！？
26.7
70.0
67.スローライフ体験in宮崎綾
21.4
75.0
1. オホーツク・網走 エコな旅３日間
44.0
52.0
24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツアー
14.3
81.0
66.感動体験！阿蘇ジオパークの旅
38.1
57.1
44.奈良モニターツアー2泊3日
45.0
50.0
13.やまがたの逸品『 ICHIBAN』の魅力
31.6
63.2
65.心にのこる島おぢか モニターツアー
22.2
72.2
57.さぬきの文化と伝統美「せとうちアート」
50.0
43.8
41.奥河内 楠木正成のふるさとと愛飲の天…
53.3
40.0
62.佐川町と仁淀川を訪ねて
59.6
31.9
50.京都のいなかで小さな春を見つけませんか
33.3
57.1
28.美肌ストレスフリーツアー
39.0
51.4
6.おいでよ、森と人が輝くまちCIMOKAWA
30.0
60.0
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞酒の新融合
30.0
60.0
25.諏訪 テクニカルツーリズムツアー
46.7
43.3
47.熊野古道と白浜温泉の旅
42.5
47.5
17.早川町赤沢宿の歴史と暮らしにふれる旅
34.5
55.2
18.野菜大国昭和村でスロー体験三昧
38.9
50.0
4. 五感で感じる冬の森・知床 女性限定！
33.3
55.6
54.海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化再発…
31.3
56.3
64.温泉による自然治癒力の向上と心身のリ…
31.3
56.3
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
62.5
25.0
34.伊賀・芭蕉の地を巡るモニターツアー 2日間 13.3
73.3
43.加西の知られざる戦争遺産バスツアー
49.0
37.4
49.Rokko行こう！女性のためのおしゃれな山…
22.7
63.6
61.ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と白… 23.8
61.9
53.石見銀山龍源寺間歩・福光石石切場 坑…
46.3
39.0
48.暗闇同心鍔鳴剣屍郎 京の魔界巡りツアー 5.0
80.0
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温泉ツアー
38.5
46.2
15.春浅し 佐原の風と 旅をする
39.5
44.7
42.KTR語り部列車 丹後七姫 冬 浪漫号
51.4
32.4
31.燕まるごと体験ぎっしりツアー
58.3
25.0
55.百島いちご狩り体験とクルージング＆サイ…
33.3
50.0
51.ノルディックウォーキングで行く伊勢本街道
38.1
45.2
全体
43.4
39.1
40.江・浅井三姉妹ゆかりの地を訪ねて７日間
45.5
36.4
58.日本の原風景ほんものの田舎体験 13.3
66.7
52.冬のいなばふるさとの味体感紀行 20.0
60.0
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
53.3
26.7
60.ネイチャーガイドと散策する滑床渓谷
45.0
35.0
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物の食に出… 29.2
50.0
36.名泉体験!天下の名泉と温泉文化を贅沢…
42.9
35.7
59.さかいでナイトクルーズ〜工場＆橋萌えツ… 27.8
50.0
45.文化的景観茶畑の道を歩く 20.0
57.5
39.発見！体験！感動！神戸港産業観光モ… 23.7
53.4
63.映画監督気分でロケハン・ウォーキング
53.8
23.1
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グルメの旅 18.2
54.5
7.空知創造観光ツアー
30.0
40.0
16.海選山選〜地元の名産・逸品を食し、自…7.7
61.5
35.農の本場！花植え・鉢植えを学ぶ！春の… 21.9
46.9
9.火振りかまくら 秋田芽物語
37.5
25.0
27.宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文化… 27.8
30.7
10.かまいし鉄の遺産と鉄の歴史をめぐる旅
23.1
34.6
29.越中・飛騨文化観光 11.4
42.9
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定員20名／集客10名（２名当日キャンセル）

定員25名／最小催行25名／集客18名
時間がなく首都圏へあらゆる情報発信を実施

定員25名／最小催行10名／集客11名
旅行雑誌への掲載が効果なく、急遽１泊２日コースも
追加し、県内募集も実施した。

定員40名／集客10名
６ツアー計画も催行できたのは１ツアーのみ

ツアー評価が上位でも集客に苦労した例

利用者の評価と集客状況・結果とは必ずしも相
関していない。
内容の良さが集客に結びついていない。
集客結果はターゲット設定、告知、ＰＲ手法の差
が出たと思われる。

凡例

集客はできたが、総体的にツアー評価が下位の例

日帰り２コースで66名、96名を集客

募集人数35名/ 最小催行人数20名/35名集客

Ⅰ-2．評価上位グループと下位グループの比較
前出の「大変よい」と「よい」を加えた評価比率が全体平均より上位のツアー
を「高い」グループとし、低率のツアーを「低い」として、ツアー個別項目の
評価とクロス集計を行った。

①

×Q7-1.ツアーの申込方法や情報

ツアー評価の高いグループと低いグループとの特段の違いは見られない。

全体

17.8

41.8

大変よかった

10.4 16.7

よかった
ややよかった
高い

18.3

43.3

どちらともいえない

10.7 16.4

あまりよくなかった
低い

よくなかった

17.0

39.2

10.0 17.1

全くよくなかった
不明

0%

20%

40%

60%

80%

100%

② ×Q7-2.ツアータイトル
若干、ツアー評価が高いグループにツアータイトルへの評価が高い傾向は見ら
れるが、大きな差とは言えない。

全体

20.1

50.3

大変よかった

10.1

よかった
ややよかった
高い

21.9

51.1

どちらともいえない

8.9

あまりよくなかった
よくなかった
低い

17.0

48.9

12.2

全くよくなかった
不明

0%

20%

40%

60%

80%

100%

③ ×Q7-3.ツアー行程・交通機関
ツアーの行程や交通機関については、明らかな差がみられる。ツアーの組み立
てや移動が全体の評価に響いていると思われる。

全体

23.7

46.9

大変よかった

11.0

よかった
ややよかった
高い

28.0

49.3

9.7

どちらともいえない
あまりよくなかった
よくなかった

低い

16.0

42.8

13.2

全くよくなかった
不明

0%

20%
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40%

60%

80%

100%

④

×Q7-4.食事内容

ニューツーリズムのテーマに係わらず、全体として食事に対する評価が全体評
価に響いている。食事への配慮は外せない課題といえる。

全体

46.7

大変よかった

32.6

よかった
ややよかった
高い

56.8

30.4

どちらともいえない
あまりよくなかった
よくなかった

低い

28.8

36.5

全くよくなかった
不明

0%

⑤

20%

40%

60%

80%

100%

×Q7-5.宿泊施設（日帰りツアーの回答は除く）

食事と共に宿泊施設への評価は、ツアーに共通する課題といえる。

全体

42.0

37.8

9.9

大変よかった
よかった

高い

47.9

36.8

ややよかった

7.9

どちらともいえない
あまりよくなかった

低い

25.1

0%

20%

40.4

40%

よくなかった

15.7

60%

80%

全くよくなかった
100%

⑥ ×Q9-1.新しさを感じたか
ツアーに対する「新しさ」や、他のツアーとの「違い」を感じさせることが、
ツアー全体の評価に係わってくると言える。

全体

29.9

40.8

12.2

大変感じた
感じた
やや感じた

高い

33.2

42.9

どちらともいえない

11.3

あまり感じなかった
感じなかった
低い

24.2

37.0

全く感じなかった

13.8

不明
0%

20%
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40%

60%

80%

100%

⑦ ×Q10-1.違いを感じたか

全体

22.5

41.3

11.9

大変感じた
感じた
やや感じた

高い

25.9

44.3

11.0

どちらともいえない
あまり感じなかった
感じなかった

低い

16.5

36.0

全く感じなかった

13.3

不明

0%

20%
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40%

60%

80%

100%

■Q7-6．「全体評価」のランキングと成功・失敗要因の分析
前述の「大変よい」＋「よい」の評価で全体傾向は示したが、さらに具体的な要因を探るため下記の分析を行っ
た。
・「大変よかった」の評価が高く出た上位のツアーの成功要因を探る(A)
・全般に評価が高い中で「どちらともいえない」以下の評価が多かったツアーの失敗要因を探る(B)

(A)「大変よい」のみのランキングトップ10
0%

20%

40%

60%

80% 100%

24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツアー
14.3
81.0
67.スローライフ体験in宮崎綾
21.4
75.0
65.心にのこる島おぢか モニターツアー
22.2
72.2
8.庄内町月山の麓で地域住民と触れ合う雪…
30.0
70.0
56.朝鮮通信使って！？
26.7
70.0
3.冬の美瑛の白い丘体験3日間
33.3
66.7
5.北海道南富良野町エゾシカの全てを楽しむ…
35.0
65.0
49.Rokko行こう！女性のためのおしゃれな山…
22.7
63.6
13.やまがたの逸品『ICHIBAN』の魅力
31.6
63.2
6.おいでよ、森と人が輝くまちCIMOKAWA
30.0
60.0
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞酒の新融合
30.0
60.0
66.感動体験！阿蘇ジオパークの旅
38.1
57.1
50.京都のいなかで小さな春を見つけませんか
33.3
57.1
54.海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化再発…
31.3
56.3
64.温泉による自然治癒力の向上と心身のリ…
31.3
56.3
4.五感で感じる冬の森・知床 女性限定！
33.3
55.6
17.早川町赤沢宿の歴史と暮らしにふれる旅
34.5
55.2
26.大町・安曇野の自然満喫食と健康ツアー
45.5
54.5
1.オホーツク・網走 エコな旅３日間
44.0
52.0
28.美肌ストレスフリーツアー
39.0
51.4
2.足寄ペレット体験ツアー
50.0
50.0
44.奈良モニターツアー2泊3日
45.0
50.0
18.野菜大国昭和村でスロー体験三昧
38.9
50.0
55.百島いちご狩り体験とクルージング＆サイ…
33.3
50.0
47.熊野古道と白浜温泉の旅
42.5
47.5
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温泉ツアー
38.5
46.2
51.ノルディックウォーキングで行く伊勢本街道
38.1
45.2
15.春浅し 佐原の風と 旅をする
39.5
44.7
37.志摩で叶える願いごとツアー
55.6
44.4
57.さぬきの文化と伝統美「せとうちアート」
50.0
43.8
25.諏訪 テクニカルツーリズムツアー
46.7
43.3
41.奥河内 楠木正成のふるさとと愛飲の天…
53.3
40.0
7.空知創造観光ツアー
30.0
40.0
全体
43.4
39.1
53.石見銀山龍源寺間歩・福光石石切場 坑…
46.3
39.0
43.加西の知られざる戦争遺産バスツアー
49.0
37.4
40.江・浅井三姉妹ゆかりの地を訪ねて７日間
45.5
36.4
36.名泉体験!天下の名泉と温泉文化を贅沢…
42.9
35.7
60.ネイチャーガイドと散策する滑床渓谷
45.0
35.0
10.かまいし鉄の遺産と鉄の歴史をめぐる旅
23.1
34.6
42.KTR語り部列車 丹後七姫 冬 浪漫号
51.4
32.4
62.佐川町と仁淀川を訪ねて
59.6
31.9
19.富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー
70.0
30.0
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物の食に出… 29.2
50.0
27.宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文化… 27.8
30.7
59.さかいでナイトクルーズ〜工場＆橋萌えツ… 27.8
50.0
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
53.3
26.7
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
62.5
25.0
31.燕まるごと体験ぎっしりツアー
58.3
25.0
9.火振りかまくら 秋田芽物語
37.5
25.0
61.ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と白… 23.8
61.9
39.発見！体験！感動！神戸港産業観光モ… 23.7
53.4
63.映画監督気分でロケハン・ウォーキング
53.8
23.1
35.農の本場！花植え・鉢植えを学ぶ！春の… 21.9
46.9
52.冬のいなばふるさとの味体感紀行 20.0
60.0
45.文化的景観茶畑の道を歩く 20.0
57.5
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グルメの旅 18.2
54.5
23.BEGINNER FISHING 16.7
83.3
34.伊賀・芭蕉の地を巡るモニターツアー2日間 13.3
73.3
58.日本の原風景ほんものの田舎体験 13.3
66.7
29.越中・飛騨文化観光 11.4
42.9
16.海選山選〜地元の名産・逸品を食し、自…7.7
61.5
48.暗闇同心鍔鳴剣屍郎 京の魔界巡りツアー 5.0
80.0

(B)「どちらともいえない」以下の低評価ランキング

評
価
上
位
1
0
の
傾
向
・
要
因
を
探
る

評
価
下
位
1
0
の
傾
向
・
要
因
を
探
る

- 144 -

0%

20%

40%
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24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツアー
81.0
14.3
67.スローライフ体験in宮崎綾
75.0
21.4
65.心にのこる島おぢか モニターツアー
72.2
22.2
8.庄内町月山の麓で地域住民と触れ合う雪…
70.0
30.0
56.朝鮮通信使って！？
70.0
26.7
3.冬の美瑛の白い丘体験3日間
66.7
33.3
5.北海道南富良野町エゾシカの全てを楽しむ…
65.0
35.0
49.Rokko行こう！女性のためのおしゃれな山…
63.6
22.7
6.おいでよ、森と人が輝くまちCIMOKAWA
60.0
30.0
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞酒の新融合
60.0
30.0
66.感動体験！阿蘇ジオパークの旅
57.1
38.1
50.京都のいなかで小さな春を見つけませんか
57.1
33.3
54.海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化再発…
56.3
31.3
4.五感で感じる冬の森・知床 女性限定！
55.6
33.3
17.早川町赤沢宿の歴史と暮らしにふれる旅
55.2
34.5
26.大町・安曇野の自然満喫食と健康ツアー
54.5
45.5
2.足寄ペレット体験ツアー
50.0
50.0
44.奈良モニターツアー2泊3日
50.0
45.0
18.野菜大国昭和村でスロー体験三昧
50.0
38.9
55.百島いちご狩り体験とクルージング＆サイ…
50.0
33.3
37.志摩で叶える願いごとツアー
44.4
55.6
25.諏訪 テクニカルツーリズムツアー
43.3
46.7
41.奥河内 楠木正成のふるさとと愛飲の天…
40.0
53.3
40.江・浅井三姉妹ゆかりの地を訪ねて７日間
36.4
45.5
42.KTR語り部列車 丹後七姫 冬 浪漫号
32.4
51.4
62.佐川町と仁淀川を訪ねて
31.9
59.6
19.富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー
30.0
70.0
31.燕まるごと体験ぎっしりツアー
25.0
58.3
9.火振りかまくら 秋田芽物語
25.0
37.5
63.映画監督気分でロケハン・ウォーキング 23.1
53.8
23.BEGINNER FISHING 16.7
83.3
34.伊賀・芭蕉の地を巡るモニターツアー2日間 13.3
73.3
58.日本の原風景ほんものの田舎体験 13.3
66.7
16.海選山選〜地元の名産・逸品を食し、自…7.7
61.5
43.加西の知られざる戦争遺産バスツアー
37.4
49.0
28.美肌ストレスフリーツアー
51.4
39.0
51.ノルディックウォーキングで行く伊勢本街道
45.2
38.1
64.温泉による自然治癒力の向上と心身のリ…
56.3
31.3
10.かまいし鉄の遺産と鉄の歴史をめぐる旅
34.6
23.1
全体
39.1
43.4
1.オホーツク・網走 エコな旅３日間
52.0
44.0
61.ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と白… 23.8
61.9
53.石見銀山龍源寺間歩・福光石石切場 坑…
39.0
46.3
47.熊野古道と白浜温泉の旅
47.5
42.5
52.冬のいなばふるさとの味体感紀行 20.0
60.0
45.文化的景観茶畑の道を歩く 20.0
57.5
48.暗闇同心鍔鳴剣屍郎 京の魔界巡りツアー 5.0
80.0
13.やまがたの逸品『ICHIBAN』の魅力
63.2
31.6
57.さぬきの文化と伝統美「せとうちアート」
43.8
50.0
35.農の本場！花植え・鉢植えを学ぶ！春の… 21.9
46.9
39.発見！体験！感動！神戸港産業観光モ… 23.7
53.4
36.名泉体験!天下の名泉と温泉文化を贅沢…
35.7
42.9
15.春浅し 佐原の風と 旅をする
44.7
39.5
27.宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文化… 27.8
30.7
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物の食に出… 29.2
50.0
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グルメの旅 18.2
54.5
59.さかいでナイトクルーズ〜工場＆橋萌えツ… 27.8
50.0
7.空知創造観光ツアー
40.0
30.0
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温泉ツアー
46.2
38.5
29.越中・飛騨文化観光 11.4
42.9
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
25.0
62.5
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
26.7
53.3
60.ネイチャーガイドと散策する滑床渓谷
35.0
45.0

Ⅱ．「大変よい」の評価が高かった10ツアーについて
Q7-6．「大変よかった」の評価トップ10

×

Q7-1ツアーの申込方法や情報の評価

凡例

青；自由回答の良い評価

・全体評価とは結びつき見られない。ツアーによりまちまちである。

ツアーの内容に満足できれば、ツアーの評価への影響は少ない。
赤；自由回答の悪い評価

0.0

20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツ …
67.スローライフ体験in宮崎 綾
65.心にのこる島おぢか モニターツ …

【自由回答から例】
旅行の案内が届いたのが前日

8.庄内町月山の麓で地域住民と触 …
56.朝鮮通信使って！？
3.冬の美瑛の白い丘体験3日間

【自由回答から例】
TEL対応よく、確認や連絡をきめこま
かに入れてくれた。

5.北海道南富良野町エゾシカの全 …
49.Rokko行こう！女性のためのお …
13.やまがたの逸品『ICHIBAN』の魅力
6.おいでよ、森と人が輝くまち …
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞 …
大変よかった

よかった

ややよかった

どちらともいえない

あまりよくなかった

よくなかった

全くよくなかった

不明

Q7-6．「大変よかった」の評価トップ10

×

Q7-2.ツアータイトルの評価

・全般にタイトルには高評価
「ツアータイトルで行きたくなった」との意見は多く見られる。
ツアーの内容を連想させるタイトルは参加の動機づけになる。

0.0

【自由回答から例】
「環境CSR 」の言葉が分かりにくい

20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツ …
67.スローライフ体験in宮崎 綾
65.心にのこる島おぢか モニターツ …
8.庄内町月山の麓で地域住民と触 …
56.朝鮮通信使って！？
3.冬の美瑛の白い丘体験3日間
5.北海道南富良野町エゾシカの全 …
49.Rokko行こう！女性のためのお …
13.やまがたの逸品『ICHIBAN』の魅力
6.おいでよ、森と人が輝くまち …
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞 …

【自由回答から例】
「古民家ステイけに惹かれた」
「内容を素直に表している」

【自由回答から例】
テーマがはっきりしている。
分かりやすい。

【自由回答から例】
「･･･白い丘･･･」が良い、惹かれた
（多数）

大変よかった

よかった

ややよかった

どちらともいえない

あまりよくなかった

よくなかった

全くよくなかった

不明
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Q7-6．「大変よかった」の評価トップ10

×

Q7-3.行程と交通機関の評価

・全体評価への相関はみられない
ただし、年齢や性別により行程に不満がでるケースが見られた。
0%

20%

40%

60%

80%

100%

24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツ …

【自由回答から例】
「体験の時間に余裕が欲しい」（多
数）

67.スローライフ体験in宮崎 綾
【自由回答から例】
ずっと船で行けるのがよい。
公共交通機関で利用できるのが良
い。

65.心にのこる島おぢか モニターツ …
8.庄内町月山の麓で地域住民と触 …
56.朝鮮通信使って！？
3.冬の美瑛の白い丘体験3 日間
5.北海道南富良野町エゾシカの全 …
49.Rokko行こう！女性のためのお …

【自由回答から例】
見学・体験・聴講がバランス良かっ
た。

13.やまがたの逸品『 ICHIBAN』の魅力
6.おいでよ、森と人が輝くまち …
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞 …
大変よかった

よかった

ややよかった

どちらともいえない

あまりよくなかった

よくなかった

全くよくなかった

不明

Q7-6．「大変よかった」の評価トップ10

×

Q7-4.食事内容の評価

・食事はほとんどのツアーで高評価であった。
ツアーのテーマは違っても「食事」は評価の重要ポイントとなる。

0%

20%

40%

60%

24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツ …
67.スローライフ体験in宮崎 綾
65.心にのこる島おぢか モニターツ …
8.庄内町月山の麓で地域住民と触 …
56.朝鮮通信使って！？
3.冬の美瑛の白い丘体験3日間
5.北海道南富良野町エゾシカの全 …
49.Rokko行こう！女性のためのお …
13.やまがたの逸品『ICHIBAN』の魅力
6.おいでよ、森と人が輝くまち …
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞 …

80%

100%

【自由回答から例】
普段口にできない鰤の内臓系など、
地元ならではで大変満足。
（多数）

【自由回答から例】
地元の食材を使った心のこもったも
ので大変おいしかった。
生産者の方の手作りの食事が嬉し
かった。

大変よかった

よかった

ややよかった

どちらともいえない

あまりよくなかった

よくなかった

全くよくなかった

不明
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【自由回答の例】
昼食と夕食にスパゲィー料理だっ
たので、違った食材が食べてみた
かった。（多数意見）

Q7-6．「大変よかった」の評価トップ10 × Q7-5.宿泊施設の評価
・ツアーによりまちまちであるが、最低限のサービス、機能に問題がある
宿泊施設のツアーはクレームがでている。
0%

20%

40%

60%

24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツ …
67.スローライフ体験in宮崎 綾
65.心にのこる島おぢか モニターツ …
8.庄内町月山の麓で地域住民と触 …
56.朝鮮通信使って！？
3.冬の美瑛の白い丘体験3日間
5.北海道南富良野町エゾシカの全 …
49.Rokko行こう！女性のためのお …
13.やまがたの逸品『 ICHIBAN』の魅力
6.おいでよ、森と人が輝くまち …
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞 …

80%

100%

【自由回答の例】
「体験後一時間もかけて離れた宿
に移動する意味が不明」（多数）
®付近に契約施設がないため
（旅行会社意見）

【自由回答の例】
ペンション；「きさく」「こころづ
かい」「清潔」が良

大変よかった

よかった

ややよかった

どちらともいえない

あまりよくなかった

よくなかった

全くよくなかった

不明
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Ⅲ．「どちらともいえない」以下の低評価ランキングのツアーについて
Ｑ7-6.「どちらともいえない」以下の評価が目立った10ツアー
× Q7-1申込み・情報への評価
・「あまりよくなかった」以下の評価が目立つ
→申込み時の対応が全体評価が響いている

0.0

20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

60.ネイチャーガイドと散策する滑床 …
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
29.越中・飛騨文化観光
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温 …
7.空知創造観光ツアー
59.さかいでナイトクルーズ〜工場 …
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グ …
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物 …
27.宿場町中条で歴史ある建築物と …
全体

【自由回答の例】
「日程表届くのが遅い」「日程表に時
間記載がない」「電話応対が悪い」

【自由回答の例】
申込み時の手際、手順が悪い（複
数）
料金支払いが方法不明確
電話繋がらない

大変よかった

よかった

ややよかった

どちらともいえない

あまりよくなかった

よくなかった

全くよくなかった

不明

Ｑ7-6.「どちらともいえない」以下の評価が目立った10ツアー
×Q7-2.ツアータイトル
0.0

20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

60.ネイチャーガイドと散策する滑床 …
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
29.越中・飛騨文化観光
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温 …
7.空知創造観光ツアー
59.さかいでナイトクルーズ〜工場 …
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グ …
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物 …
27.宿場町中条で歴史ある建築物と …
全体
大変よかった

よかった

ややよかった

どちらともいえない

あまりよくなかった

よくなかった

全くよくなかった

不明
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【自由回答の例】
「あまりにも長くて覚えられない」
「何がメインか分からない」
一方「内容を良く表している」の意
見も多い。

Ｑ7-6.「どちらともいえない」以下の評価が目立った10ツアー
×Q7-3.行程と交通機関
・モニターツアーでも「詰め込みすぎ」はマイナス要素となる。
・公共交通機関利用を望む人、バスで効率的に移動したい人まちまちであり、
ツアーの性格とターゲットに合わせた行程・交通機関が必要である。

0.0

20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

60.ネイチャーガイドと散策する滑床 …

【自由回答の例】
「ＪＲでのんびり旅行出来てよい」
という意見と
「長い、バスにして欲しかった」」
との意見に二分される。

11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験

【自由回答の例】
「昼食の時間が遅い」
「ガイド説明が長く、自由時間がな
い」
「蕎麦うち体験持ち帰りは最終日に
すべし」
（すべて多数）

29.越中・飛騨文化観光
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温 …
7.空知創造観光ツアー
59.さかいでナイトクルーズ〜工場 …
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グ …
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物 …
27.宿場町中条で歴史ある建築物と …

大変よかった

よかった

ややよかった

どちらともいえない

あまりよくなかった

よくなかった

全くよくなかった

不明

【自由回答の例】
「詰め込みすぎ」「朝が早すぎる」
（多数）

Ｑ7-6.「どちらともいえない」以下の評価が目立った10ツアー
×Q7-4.食事内容の評価
食事への評価は同じツアー内でも「大変よかった」とする人がいる一方で、不
満を訴える人もいた。
0.0

20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

60.ネイチャーガイドと散策する滑床 …
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
29.越中・飛騨文化観光
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温 …
7.空知創造観光ツアー
59.さかいでナイトクルーズ〜工場 …
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グ …
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物 …
27.宿場町中条で歴史ある建築物と …

【自由回答】
「子供向けの献立がない」
「味がいまいち」

【自由回答の例】
「量が多すぎる」（多数）

【自由回答個】
「地元の食材が少ない」

大変よかった

よかった

ややよかった

どちらともいえない

あまりよくなかった

よくなかった

全くよくなかった

不明
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Ｑ7-6.「どちらともいえない」以下の評価が目立った10ツアー
×Q7-5.宿泊施設の評価（不明はほぼ日帰りツアー）
宿泊施設への不満は全体のツアー評価に影響していると思われる。
0.0

20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

60.ネイチャーガイドと散策する滑床 …
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
29.越中・飛騨文化観光
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温 …
7.空知創造観光ツアー
59.さかいでナイトクルーズ〜工場 …
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グ …
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物 …
27.宿場町中条で歴史ある建築物と …

【自由回答】
「部屋が４名相部屋で狭い」（複数）
「部屋に格差有り」

【自由回答】
「部屋が狭く大風呂が欲しい」
（複数）
「風呂の水が漏れる」

大変よかった

よかった

ややよかった

どちらともいえない

あまりよくなかった

よくなかった

全くよくなかった

不明

Ｑ7-6.「どちらともいえない」以下の評価が目立った10ツアー
×Q9-1.新しさを感じたか

0%

20%

40%

60.ネイチャーガイドと散策する滑床 …
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞

80%

100%

【自由回答例】
「歌舞伎の体験に工夫がみられない」

【自由回答例】
「いつも行くツアーと変わらない」

32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
29.越中・飛騨文化観光
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温 …
7.空知創造観光ツアー

【自由回答例】
「テレビ取材の同行が煩わしかった」

59.さかいでナイトクルーズ〜工場＆ …
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グ …

【自由回答例】
「もっとダイナミックな企画が欲しい」

30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物 …
27.宿場町中条で歴史ある建築物と …
大変感じた
やや感じた
あまり感じなかった
全く感じなかった

60%

感じた
どちらともいえない
感じなかった
不明
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Ｑ7-6.「どちらともいえない」以下の評価が目立った10ツアー
×Q10-1.違いをを感じたか

0%

20%

40%

60%

80%

60.ネイチャーガイドと散策する滑床 …

100%
【自由回答例】
「バス乗車時間が最長」

11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
29.越中・飛騨文化観光
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温 …
7.空知創造観光ツアー
59.さかいでナイトクルーズ〜工場＆ …
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グ …
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物 …
27.宿場町中条で歴史ある建築物と …
大変感じた

感じた

やや感じた

どちらともいえない

あまり感じなかった

感じなかった

全く感じなかった

不明
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Ⅳ． ツアーの個別評価のランキングにみる成功失敗要因
Q7-1.ツアーの申込方法や情報評価ランク
0%

20%

40%

60%

80%

100%

56.朝鮮通信使って！？
18.野菜大国昭和村でスロー体験三昧
62.佐川町と仁淀川を訪ねて
1.オホーツク・網走 エコな旅３日間
2.足寄ペレット体験ツアー
31.燕まるごと体験ぎっしりツアー
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
47.熊野古道と白浜温泉の旅
39.発見！体験！感動！神戸港産業観光モ…
43.加西の知られざる戦争遺産バスツアー
41.奥河内 楠木正成のふるさとと愛飲の天…
51.ノルディックウォーキングで行く伊勢本街道
67.スローライフ体験in宮崎綾
15.春浅し 佐原の風と 旅をする
53.石見銀山龍源寺間歩・福光石石切場…
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞酒の新…
13.やまがたの逸品『ICHIBAN』の魅力
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
23.BEGINNER FISHING
50.京都のいなかで小さな春を見つけませんか
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温泉ツアー
24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツアー
55.百島いちご狩り体験とクルージング＆サ…
27.宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文…
28.美肌ストレスフリーツアー
9.火振りかまくら 秋田芽物語
17.早川町赤沢宿の歴史と暮らしにふれる旅
19.富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー
全体
59.さかいでナイトクルーズ〜工場＆橋萌え…
10.かまいし鉄の遺産と鉄の歴史をめぐる旅
66.感動体験！阿蘇ジオパークの旅
7.空知創造観光ツアー
52.冬のいなばふるさとの味体感紀行
63.映画監督気分でロケハン・ウォーキング
42.KTR語り部列車 丹後七姫 冬 浪漫号
6.おいでよ、森と人が輝くまちCIMOKAWA
48.暗闇同心鍔鳴剣屍郎 京の魔界巡りツアー
60.ネイチャーガイドと散策する滑床渓谷
65.心にのこる島おぢか モニターツアー
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物の食に…
35.農の本場！花植え・鉢植えを学ぶ！春…
45.文化的景観茶畑の道を歩く
3.冬の美瑛の白い丘体験3日間
54.海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化再…
64.温泉による自然治癒力の向上と心身の…
49.Rokko行こう！女性のためのおしゃれな…
16.海選山選〜地元の名産・逸品を食し、自…
26.大町・安曇野の自然満喫食と健康ツアー
29.越中・飛騨文化観光
25.諏訪 テクニカルツーリズムツアー
34.伊賀・芭蕉の地を巡るモニターツアー2日間
61.ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と…
58.日本の原風景ほんものの田舎体験
37.志摩で叶える願いごとツアー
5.北海道南富良野町エゾシカの全てを楽し…
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グルメの旅
4.五感で感じる冬の森・知床 女性限定！
57.さぬきの文化と伝統美「せとうちアート」
40.江・浅井三姉妹ゆかりの地を訪ねて７日間
44.奈良モニターツアー2泊3日
36.名泉体験!天下の名泉と温泉文化を贅沢…
8.庄内町月山の麓で地域住民と触れ合う雪…

【自由回答から例】 前出
TEL 対応よく、確認や連絡をきめ
こまかに入れてくれた。

大変よかった
よかった
ややよかった
どちらともいえない
あまりよくなかった
よくなかった
全くよくなかった
不明

【自由回答から例】
「DMがもっと早く欲しい」
「タイトルでは内容が分からない」

【自由回答から例】
「はがき申込みが不便、電話にして
欲しい」
「体験（エステ）が先着順が不満、
抽選にすべき」

【自由回答から例】 前出
「旅行の案内が届いたのが前日であった」
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Q7-2.ツアータイトルの評価ランク
0%

20%

40%

32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
31.燕まるごと体験ぎっしりツアー
41.奥河内 楠木正成のふるさとと愛飲の天…
40.江・浅井三姉妹ゆかりの地を訪ねて７日間
47.熊野古道と白浜温泉の旅
56.朝鮮通信使って！？
37.志摩で叶える願いごとツアー
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
42.KTR語り部列車 丹後七姫 冬 浪漫号
49.Rokko行こう！女性のためのおしゃれな…
17.早川町赤沢宿の歴史と暮らしにふれる旅
65.心にのこる島おぢか モニターツアー
3.冬の美瑛の白い丘体験3日間
23.BEGINNER FISHING
67.スローライフ体験in宮崎綾
61.ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と…
60.ネイチャーガイドと散策する滑床渓谷
43.加西の知られざる戦争遺産バスツアー
53.石見銀山龍源寺間歩・福光石石切場 坑…
63.映画監督気分でロケハン・ウォーキング
51.ノルディックウォーキングで行く伊勢本街道
66.感動体験！阿蘇ジオパークの旅
2.足寄ペレット体験ツアー
54.海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化再発…
62.佐川町と仁淀川を訪ねて
39.発見！体験！感動！神戸港産業観光モ…
58.日本の原風景ほんものの田舎体験
34.伊賀・芭蕉の地を巡るモニターツアー2日間
18.野菜大国昭和村でスロー体験三昧
1.オホーツク・網走 エコな旅３日間
15.春浅し 佐原の風と 旅をする
全体
6.おいでよ、森と人が輝くまちCIMOKAWA
8.庄内町月山の麓で地域住民と触れ合う雪…
48.暗闇同心鍔鳴剣屍郎 京の魔界巡りツアー
52.冬のいなばふるさとの味体感紀行
19.富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー
27.宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文…
57.さぬきの文化と伝統美「せとうちアート」
13.やまがたの逸品『ICHIBAN』の魅力
59.さかいでナイトクルーズ〜工場＆橋萌え…
4.五感で感じる冬の森・知床 女性限定！
28.美肌ストレスフリーツアー
7.空知創造観光ツアー
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞酒の新融合
55.百島いちご狩り体験とクルージング＆サ…
45.文化的景観茶畑の道を歩く
64.温泉による自然治癒力の向上と心身のリ…
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物の食に…
50.京都のいなかで小さな春を見つけませんか
24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツアー
26.大町・安曇野の自然満喫食と健康ツアー
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グルメの旅
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温泉ツアー
16.海選山選〜地元の名産・逸品を食し、自…
9.火振りかまくら 秋田芽物語
10.かまいし鉄の遺産と鉄の歴史をめぐる旅
35.農の本場！花植え・鉢植えを学ぶ！春の…
5.北海道南富良野町エゾシカの全てを楽し…
29.越中・飛騨文化観光
25.諏訪 テクニカルツーリズムツアー
36.名泉体験!天下の名泉と温泉文化を贅沢…
44.奈良モニターツアー2泊3日

60%

80%

100%

【自由回答から例】 前出
「美瑛の白い丘」がツアーの内容
を表している（多数）

大変よかった
よかった
ややよかった
どちらともいえない
あまりよくなかった
よくなかった
全くよくなかった
不明
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Q7-3.ツアー行程・交通機関評価ランク
0%

20%

40%

13.やまがたの逸品『 ICHIBAN』の魅力
66.感動体験！阿蘇ジオパークの旅
47.熊野古道と白浜温泉の旅
50.京都のいなかで小さな春を見つけませんか
18.野菜大国昭和村でスロー体験三昧
56.朝鮮通信使って！？
6.おいでよ、森と人が輝くまちCIMOKAWA
3.冬の美瑛の白い丘体験3日間
37.志摩で叶える願いごとツアー
51.ノルディックウォーキングで行く伊勢本街道
1.オホーツク・網走 エコな旅３日間
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
41.奥河内 楠木正成のふるさとと愛飲の天…
58.日本の原風景ほんものの田舎体験
67.スローライフ体験in宮崎綾
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温泉ツアー
55.百島いちご狩り体験とクルージング＆サ…
23.BEGINNER FISHING
62.佐川町と仁淀川を訪ねて
40.江・浅井三姉妹ゆかりの地を訪ねて７日間
49.Rokko行こう！女性のためのおしゃれな山…
24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツアー
43.加西の知られざる戦争遺産バスツアー
19.富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物の食に出…
42.KTR語り部列車 丹後七姫 冬 浪漫号
4.五感で感じる冬の森・知床 女性限定！
63.映画監督気分でロケハン・ウォーキング
28.美肌ストレスフリーツアー
2.足寄ペレット体験ツアー
59.さかいでナイトクルーズ〜工場＆橋萌え…
39.発見！体験！感動！神戸港産業観光モ…
25.諏訪 テクニカルツーリズムツアー
17.早川町赤沢宿の歴史と暮らしにふれる旅
64.温泉による自然治癒力の向上と心身のリ…
全体
48.暗闇同心鍔鳴剣屍郎 京の魔界巡りツアー
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
31.燕まるごと体験ぎっしりツアー
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞酒の新融合
44.奈良モニターツアー 2泊3日
36.名泉体験! 天下の名泉と温泉文化を贅沢…
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グルメの旅
53.石見銀山龍源寺間歩・福光石石切場 坑…
35.農の本場！花植え・鉢植えを学ぶ！春の…
54.海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化再発…
16.海選山選〜地元の名産・逸品を食し、自…
15.春浅し 佐原の風と 旅をする
8.庄内町月山の麓で地域住民と触れ合う雪…
10.かまいし鉄の遺産と鉄の歴史をめぐる旅
45.文化的景観茶畑の道を歩く
7.空知創造観光ツアー
5.北海道南富良野町エゾシカの全てを楽し…
34.伊賀・芭蕉の地を巡るモニターツアー 2日間
61.ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と…
9.火振りかまくら 秋田芽物語
57.さぬきの文化と伝統美「せとうちアート」
26.大町・安曇野の自然満喫食と健康ツアー
52.冬のいなばふるさとの味体感紀行
27.宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文…
60.ネイチャーガイドと散策する滑床渓谷
65.心にのこる島おぢか モニターツアー
29.越中・飛騨文化観光

60%

80%

100%

【自由回答の例】
「同じバスで３日間ゆったりまわ
れて良かった」（多数）

大変よかった
よかった
ややよかった
どちらともいえない
あまりよくなかった
よくなかった
全くよくなかった
不明

【自由回答個別データ】 前出
「昼食の時間が遅い」
「ガイド説明が長く、自由時間が
ない」
「蕎麦うち体験持ち帰りは最終
日にすべし」
（すべて多数）
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Q7-4.食事内容評価のランク
0%

20%

40%

6.おいでよ、森と人が輝くまちCIMOKAWA
13.やまがたの逸品『 ICHIBAN』の魅力
19. 富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー
47.熊野古道と白浜温泉の旅
56.朝鮮通信使って！？
67.スローライフ体験in宮崎綾
62.佐川町と仁淀川を訪ねて
28.美肌ストレスフリーツアー
24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツアー
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞酒の新…
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温泉ツアー
3.冬の美瑛の白い丘体験3 日間
41.奥河内 楠木正成のふるさとと愛飲の天…
17.早川町赤沢宿の歴史と暮らしにふれる旅
26.大町・安曇野の自然満喫食と健康ツアー
40.江・浅井三姉妹ゆかりの地を訪ねて７日間
61.ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と…
53.石見銀山龍源寺間歩・福光石石切場 坑…
44.奈良モニターツアー 2泊3日
48.暗闇同心鍔鳴剣屍郎 京の魔界巡りツアー
Q7-4.食事内容評価のランク
4.五感で感じる冬の森・知床 女性限定！
55.百島いちご狩り体験とクルージング＆サ…
1.オホーツク・網走 エコな旅３日間
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物の食に…
43.加西の知られざる戦争遺産バスツアー
15.春浅し 佐原の風と 旅をする
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
36.名泉体験! 天下の名泉と温泉文化を贅沢…
66.感動体験！阿蘇ジオパークの旅
51.ノルディックウォーキングで行く伊勢本街道
52.冬のいなばふるさとの味体感紀行
60.ネイチャーガイドと散策する滑床渓谷
63.映画監督気分でロケハン・ウォーキング
64.温泉による自然治癒力の向上と心身のリ…
31.燕まるごと体験ぎっしりツアー
25.諏訪 テクニカルツーリズムツアー
18.野菜大国昭和村でスロー体験三昧
54.海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化再…
57.さぬきの文化と伝統美「せとうちアート」
8.庄内町月山の麓で地域住民と触れ合う雪…
45.文化的景観茶畑の道を歩く
全体
65.心にのこる島おぢか モニターツアー
37.志摩で叶える願いごとツアー
9.火振りかまくら 秋田芽物語
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
34.伊賀・芭蕉の地を巡るモニターツアー 2日間
42.KTR語り部列車 丹後七姫 冬 浪漫号
59.さかいでナイトクルーズ〜工場＆橋萌え…
50.京都のいなかで小さな春を見つけませんか
7.空知創造観光ツアー
16.海選山選〜地元の名産・逸品を食し、自…
29.越中・飛騨文化観光
5.北海道南富良野町エゾシカの全てを楽し…
58.日本の原風景ほんものの田舎体験
49.Rokko行こう！女性のためのおしゃれな…
35.農の本場！花植え・鉢植えを学ぶ！春の…
27.宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文…
39.発見！体験！感動！神戸港産業観光モ…
2.足寄ペレット体験ツアー
10.かまいし鉄の遺産と鉄の歴史をめぐる旅
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グルメの旅
23.BEGINNER FISHING

60%

80%

100%
【自由回答の例】
「自分で作ったほうとうを食
べて美味しい」（多数）

【自由回答の例】
「低カロリーなのに美味しい」

【自由回答の例】
「大変美味しかったが時間があ
わただしい」（多数）

大変よかった
よかった
ややよかった
どちらともいえない
あまりよくなかった
よくなかった
全くよくなかった
不明

【自由回答の例】
「地元の食材だけの弁当で美
味しかった」（多数）
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Q7-5.宿泊施設評価ランク（不明は除く）
0

20
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13.やまがたの逸品『 ICHIBAN』の魅力
56.朝鮮通信使って！？
5.北海道南富良野町エゾシカの全てを楽し…
65.心にのこる島おぢか モニターツアー
3. 冬の美瑛の白い丘体験3 日間
55.百島いちご狩り体験とクルージング＆サ…
57.さぬきの文化と伝統美「せとうちアート」
17.早川町赤沢宿の歴史と暮らしにふれる旅
49.Rokko行こう！女性のためのおしゃれな…
28. 美肌ストレスフリーツアー
66.感動体験！阿蘇ジオパークの旅
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞酒の新…
25.諏訪 テクニカルツーリズムツアー
47.熊野古道と白浜温泉の旅
4.五感で感じる冬の森・知床 女性限定！
37.志摩で叶える願いごとツアー
1.オホーツク・網走 エコな旅３日間
31.燕まるごと体験ぎっしりツアー
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
35.農の本場！花植え・鉢植えを学ぶ！春の…
34.伊賀・芭蕉の地を巡るモニターツアー 2日間
60.ネイチャーガイドと散策する滑床渓谷
40.江・浅井三姉妹ゆかりの地を訪ねて７日間
Q7-5.宿泊施設評価ランク（不明は除く）
24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツアー
6.おいでよ、森と人が輝くまちCIMOKAWA
58. 日本の原風景ほんものの田舎体験
30.雪国Ａ 級グルメ産地見学と本物の食に…
67.スローライフ体験in宮崎綾
9.火振りかまくら 秋田芽物語
64.温泉による自然治癒力の向上と心身のリ…
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
26. 大町・安曇野の自然満喫食と健康ツアー
44.奈良モニターツアー 2泊3日
46. 秋津野ガルテン、熊野古道と温泉ツアー
2.足寄ペレット体験ツアー
8. 庄内町月山の麓で地域住民と触れ合う雪…
36. 名泉体験!天下の名泉と温泉文化を贅沢…
16.海選山選〜地元の名産・逸品を食し、自…
54.海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化再…
61. ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と…
10. かまいし鉄の遺産と鉄の歴史をめぐる旅
全体
7.空知創造観光ツアー
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グルメの旅
29.越中・飛騨文化観光
50.京都のいなかで小さな春を見つけませんか
59.さかいでナイトクルーズ〜工場＆橋萌え…
18.野菜大国昭和村でスロー体験三昧
42.KTR語り部列車 丹後七姫 冬 浪漫号
27.宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文…
45.文化的景観茶畑の道を歩く
53.石見銀山龍源寺間歩・福光石石切場 坑…
43.加西の知られざる戦争遺産バスツアー
39.発見！体験！感動！神戸港産業観光モ…
15.春浅し 佐原の風と 旅をする
23.BEGINNER FISHING
51.ノルディックウォーキングで行く伊勢本街道
41.奥河内 楠木正成のふるさとと愛飲の天…
48.暗闇同心鍔鳴剣屍郎 京の魔界巡りツアー
52.冬のいなばふるさとの味体感紀行
63.映画監督気分でロケハン・ウォーキング
62.佐川町と仁淀川を訪ねて
19.富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー
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大変よかった
よかった
ややよかった
どちらともいえない
あまりよくなかった
よくなかった
全くよくなかった

【自由回答】
「お湯が出ない」（多数）
「事前に施設の設備備品情報を
知らせて欲しい」

【自由回答】
「風呂が温い」（多数）
「寒い」
「寝具から虫の死骸あり」

Q7-7.友人・知人・家族にすすめられるかの評価ランク
0

20

40

60

80

100

26.大町・安曇野の自然満喫食と健康ツアー
19.富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー
56.朝鮮通信使って！？
55.百島いちご狩り体験とクルージング＆サイ…
3.冬の美瑛の白い丘体験3日間
67.スローライフ体験in宮崎綾
6.おいでよ、森と人が輝くまちCIMOKAWA
13.やまがたの逸品『ICHIBAN』の魅力
18.野菜大国昭和村でスロー体験三昧
31.燕まるごと体験ぎっしりツアー
49.Rokko行こう！女性のためのおしゃれな山…
28.美肌ストレスフリーツアー
60.ネイチャーガイドと散策する滑床渓谷
1.オホーツク・網走 エコな旅３日間
65.心にのこる島おぢか モニターツアー
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物の食に出…
62.佐川町と仁淀川を訪ねて
17.早川町赤沢宿の歴史と暮らしにふれる旅
47.熊野古道と白浜温泉の旅
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温泉ツアー
40.江・浅井三姉妹ゆかりの地を訪ねて７日間
66.感動体験！阿蘇ジオパークの旅
53.石見銀山龍源寺間歩・福光石石切場 坑…
25.諏訪 テクニカルツーリズムツアー
Q7-7.友人・知人・家族にすすめられるかの評価ランク
34.伊賀・芭蕉の地を巡るモニターツアー2日間
41.奥河内 楠木正成のふるさとと愛飲の天…
15.春浅し 佐原の風と 旅をする
51.ノルディックウォーキングで行く伊勢本街道
4.五感で感じる冬の森・知床 女性限定！
37.志摩で叶える願いごとツアー
63.映画監督気分でロケハン・ウォーキング
24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツアー
42.KTR語り部列車 丹後七姫 冬 浪漫号
全体
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
44.奈良モニターツアー2泊3日
54.海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化再発…
52.冬のいなばふるさとの味体感紀行
59.さかいでナイトクルーズ〜工場＆橋萌えツ…
58.日本の原風景ほんものの田舎体験
43.加西の知られざる戦争遺産バスツアー
64.温泉による自然治癒力の向上と心身のリ…
36.名泉体験!天下の名泉と温泉文化を贅沢…
61.ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と…
39.発見！体験！感動！神戸港産業観光モ…
8.庄内町月山の麓で地域住民と触れ合う雪…
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞酒の新融合
45.文化的景観茶畑の道を歩く
23.BEGINNER FISHING
50.京都のいなかで小さな春を見つけませんか
27.宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文化…
35.農の本場！花植え・鉢植えを学ぶ！春の…
7.空知創造観光ツアー
48.暗闇同心鍔鳴剣屍郎 京の魔界巡りツアー
5.北海道南富良野町エゾシカの全てを楽しむ…
2.足寄ペレット体験ツアー
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グルメの旅
9.火振りかまくら 秋田芽物語
57.さぬきの文化と伝統美「せとうちアート」
10.かまいし鉄の遺産と鉄の歴史をめぐる旅
16.海選山選〜地元の名産・逸品を食し、自…
29.越中・飛騨文化観光
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120

大変よかった
よかった
ややよかった
どちらともいえない
あまりよくなかった
よくなかった
全くよくなかった
不明

Q9-1.新しさを感じたか評価ランク
0

20

40

23.BEGINNER FISHING
6.おいでよ、森と人が輝くまちCIMOKAWA
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞酒の新融合
67.スローライフ体験in宮崎綾
56.朝鮮通信使って！？
5.北海道南富良野町エゾシカの全てを楽しむ…
65.心にのこる島おぢか モニターツアー
55.百島いちご狩り体験とクルージング＆サイ…
66.感動体験！阿蘇ジオパークの旅
50.京都のいなかで小さな春を見つけませんか
44.奈良モニターツアー2泊3日
64.温泉による自然治癒力の向上と心身のリ…
1.オホーツク・網走 エコな旅３日間
3.冬の美瑛の白い丘体験3日間
54.海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化再発…
42.KTR語り部列車 丹後七姫 冬 浪漫号
61.ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と…
24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツアー
60.ネイチャーガイドと散策する滑床渓谷
19.富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温泉ツアー
31.燕まるごと体験ぎっしりツアー
36.名泉体験!天下の名泉と温泉文化を贅沢…
28.美肌ストレスフリーツアー
Q9-1.新しさを感じたか評価ランク
63.映画監督気分でロケハン・ウォーキング
25.諏訪 テクニカルツーリズムツアー
43.加西の知られざる戦争遺産バスツアー
17.早川町赤沢宿の歴史と暮らしにふれる旅
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
13.やまがたの逸品『ICHIBAN』の魅力
53.石見銀山龍源寺間歩・福光石石切場 坑 …
49.Rokko行こう！女性のためのおしゃれな山…
18.野菜大国昭和村でスロー体験三昧
全体
8.庄内町月山の麓で地域住民と触れ合う雪…
51.ノルディックウォーキングで行く伊勢本街道
57.さぬきの文化と伝統美「せとうちアート」
59.さかいでナイトクルーズ〜工場＆橋萌えツ…
39.発見！体験！感動！神戸港産業観光モ…
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
41.奥河内 楠木正成のふるさとと愛飲の天…
4.五感で感じる冬の森・知床 女性限定！
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物の食に出…
37.志摩で叶える願いごとツアー
7.空知創造観光ツアー
47.熊野古道と白浜温泉の旅
62.佐川町と仁淀川を訪ねて
10.かまいし鉄の遺産と鉄の歴史をめぐる旅
48.暗闇同心鍔鳴剣屍郎 京の魔界巡りツアー
58.日本の原風景ほんものの田舎体験
35.農の本場！花植え・鉢植えを学ぶ！春の…
45.文化的景観茶畑の道を歩く
27.宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文化…
40.江・浅井三姉妹ゆかりの地を訪ねて７日間
16.海選山選〜地元の名産・逸品を食し、自…
15.春浅し 佐原の風と 旅をする
2.足寄ペレット体験ツアー
9.火振りかまくら 秋田芽物語
29.越中・飛騨文化観光
26.大町・安曇野の自然満喫食と健康ツアー
52.冬のいなばふるさとの味体感紀行
34.伊賀・芭蕉の地を巡るモニターツアー2日間
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グルメの旅
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大変よかった
よかった
ややよかった
どちらともいえない
あまりよくなかった
よくなかった
全くよくなかった
不明

【自由回答の例】
「女性１人参加がOKの点」
「地元の人しか知らない体験」
がよい
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Q10-1.違いを感じたか評価ランク
0

20

40

60

50.京都のいなかで小さな春を見つけませんか
6.おいでよ、森と人が輝くまちCIMOKAWA
44. 奈良モニターツアー 2泊3日
1.オホーツク・網走 エコな旅３日間
23.BEGINNER FISHING
55.百島いちご狩り体験とクルージング＆サイ…
67. スローライフ体験in 宮崎綾
66.感動体験！阿蘇ジオパークの旅
12.水のチカラ〜喜多方の食と金賞酒の新融合
25.諏訪 テクニカルツーリズムツアー
56.朝鮮通信使って！？
13.やまがたの逸品『 ICHIBAN』の魅力
64.温泉による自然治癒力の向上と心身のリ…
4.五感で感じる冬の森・知床 女性限定！
63.映画監督気分でロケハン・ウォーキング
61.ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と…
5.北海道南富良野町エゾシカの全てを楽しむ…
43.加西の知られざる戦争遺産バスツアー
65.心にのこる島おぢか モニターツアー
3.冬の美瑛の白い丘体験3 日間
46.秋津野ガルテン、熊野古道と温泉ツアー
36.名泉体験!天下の名泉と温泉文化を贅沢…
28.美肌ストレスフリーツアー
42.KTR語り部列車 丹後七姫 冬 浪漫号
48. 暗闇同心鍔鳴剣屍郎 京の魔界巡りツアー
Q10-1.違いを感じたか評価ランク
19.富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー
16.海選山選〜地元の名産・逸品を食し、自…
17.早川町赤沢宿の歴史と暮らしにふれる旅
53. 石見銀山龍源寺間歩・福光石石切場 坑…
49.Rokko行こう！女性のためのおしゃれな山…
18.野菜大国昭和村でスロー体験三昧
58.日本の原風景ほんものの田舎体験
39.発見！体験！感動！神戸港産業観光モ…
7. 空知創造観光ツアー
47.熊野古道と白浜温泉の旅
全体
2.足寄ペレット体験ツアー
54.海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化再発…
24.佐渡島で環境を学ぶ・環境CSRツアー
62. 佐川町と仁淀川を訪ねて
8.庄内町月山の麓で地域住民と触れ合う雪…
34.伊賀・芭蕉の地を巡るモニターツアー 2日間
31. 燕まるごと体験ぎっしりツアー
37.志摩で叶える願いごとツアー
60.ネイチャーガイドと散策する滑床渓谷
26.大町・安曇野の自然満喫食と健康ツアー
40.江・浅井三姉妹ゆかりの地を訪ねて７日間
30.雪国Ａ級グルメ産地見学と本物の食に出…
11.佐井村福浦の歌舞伎鑑賞
41.奥河内 楠木正成のふるさとと愛飲の天…
59.さかいでナイトクルーズ〜工場＆橋萌えツ…
45. 文化的景観茶畑の道を歩く
52.冬のいなばふるさとの味体感紀行
57. さぬきの文化と伝統美「せとうちアート」
51.ノルディックウォーキングで行く伊勢本街道
27.宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文化…
15.春浅し 佐原の風と 旅をする
35.農の本場！花植え・鉢植えを学ぶ！春の…
10.かまいし鉄の遺産と鉄の歴史をめぐる旅
29.越中・飛騨文化観光
9.火振りかまくら 秋田芽物語
32.純白な利賀でふれあい交流＆体験
38.伊豆早春の花めぐりとご当地グルメの旅
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【自由回答の例】
「他の観光客とあわないことがよ
い」

大変よかった
よかった
ややよかった
どちらともいえない
あまりよくなかった
よくなかった
全くよくなかった
不明
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Ⅴ．集客結果（集客数）と募集告知手法の成功失敗例
一覧表
NO.

代表団体名

ツアータイトル

募集人員

最少催行人員 最終参加人員

43

39

YOKOSO
みなとまち神戸コンソーシアム

発見！体験！感動！神戸港産業観光ツアー
〜みなと神戸の「いろんな顔」体験シリーズ〜

130

90

45

36

1

（社）網走市観光協会

オホーツク・網走の歴史と文化にふれるエコな旅
３日間

25

30

札幌圏のシニアカル
チャー・富裕層および
「歴女」

関係する観光協会・団体のＨＰ、リーフレット、新
聞広告（北海道新聞朝刊）

１回の北海道新聞での募集で、募集
開始１時間で満員
札幌圏にターゲットを絞り、地方紙に
募集のための新聞告知経費があった
募集広告で集客に成功
が、通常ではたった２５名のツアーの
ためにかけられる経費では無い

街並みや歴史に興味
のある年配世代の人
趣ある建築物に興味
のある人

市報に掲載
・イベント内容等の掲載
インターネット
・胎内市公式ホームページ
・胎内市観光情報サイト
・胎内市観光協会ホームページ
新聞記事
・取組について取材を依頼し記事として
新聞掲載してもらう事で新潟県内に告知
ラジオ
・２つのFMラジオ番組に取組みを取材
頂き１０分程度の番組枠で紹介
チラシ・ポスター配布
・下越地区道の駅に掲示 ・市内商店・
公共施設に掲示 ・JR中条駅に掲示
大学の教授へ告知依頼
・新潟大学建築学科の教授に告知を依頼

20

96

ー

ズ
に
集
客
で
き
た
ツ
ア

40

25

39

59

43

64

坂出市

40

25

42

40

20

45

加西市観光まちづくり協会

40

20

45

40

20

42

40

20

43

40

20

43

特定非営利活動法人
竹田市観光ツーリズム協会

30

20

33

さかいでナイトクルーズ 〜工場＆橋萌えツアー〜

訪ねて見よう！加西の知られざる戦争遺産探検ツ
アー

温泉による自然治癒力の向上と心身のリフレッ
シュツアー

●地域情報紙への広告掲載
朝日新聞（2011年2月28日付）
「リビングたかまつ」（2011年2月5日発行）
岡山県、香川県内の ●マスコミ（放送局・新聞社・雑誌社）へのプレス・リ
20〜30代前半の個
リース及び企画段階からの取材
人・小グループ（独身
ＲＮＣ西日本放送ニュース（2011年2月14日放送）
月刊かがわこまち（３月号）
男女、カップル、若年
夫婦）、写真愛好家な ＫＳＢ瀬戸内海放送ニュース（2011年2月25日放送）
四国新聞（2011年3月6日付）
ど
●坂出市、坂出商工会議所、関係事業所等のホーム
ページ・Twitterでの紹介、地元ネットワークを使った
口コミ

・ 兵庫県内でも人口の
多い都市部地域（神
戸、姫路、明石等）を
ターゲットに募集。
・ 参加者年齢として
「学び」や「経験」に意
欲のある５０代〜６０代
の団塊世代にターゲッ
トを絞ったツアー内容
（特別見学等の付加価
値）を実施

首都圏と福岡都市圏
に在住する50歳〜60
歳代

・ 新聞媒体による告知。
モニターツアー採択から募集までの期間が非常に
短いということもあり、県内都市部で購読者が最も多
く、効率的に幅広く宣伝が出来る神戸新聞を媒体とし
て選択。
神戸新聞夕刊に６回の掲載枠を確保したが、４回目で
満席となり、短期間での有効な宣伝方法であることが
実証できたと考える。
・ 宣伝費用が掛からないＨＰでの告知。
当協会や旅行会社の自社ＨＰで宣伝。短期間で集
客するための宣伝媒体としては非常に弱い。
・ ラジオでのツアー告知。
実施旅行会社がスポンサーとなっているラジオ局で
現地案内人が出演

ＪＴＢ旅物語の会報誌
新聞広告（福岡都市圏）
インターネット

ゲ
ッ
ト 地元ターゲットで地方紙、ラジオ、口コ
で ミなど多様なネットワークで募集。
地
方
新
聞
へ
の
掲
載
は
経
費
的
に
手 近隣ターゲットで多様な告知で募集
頃
で
反
応
が
早
く
、

30

地
方
タ

、

胎内市

事務局コメント・評価

今回は近畿圏マーケットであったから 旅行会社が地方紙新聞社系列であ
有効だったが、広域圏で募集する場 り、地域にマーケットを絞り告知するこ
とで成功。
合、別途検討が必要である。

66

宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文化体験ツ
アー

募集告知の成果と反省

ー

27

20

25

告知手段

①ＷＥＢ
・トラベルサイト「旅の発見」
・神戸新聞旅行社サイト
②新聞広告
神戸新聞（広告欄）及び和歌山リビング
平日の朝から参加でき
新聞に掲載
る兵庫・大阪ほか近隣
の府県在住の中高年 ③店頭等でのパンフレット配布
旅行社窓口等にて配布
④ダイレクトメール
旅行会社の既存顧客で旅行に関心の
高い人々に発信

ー
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募
集
人
員
が
ス
ム

10

ターゲットの設定

効
果
大
き
い
近隣ターゲットで多様な告知で募集

募集人員：東京10名、福岡20名 合
首都圏での募集方式（旅行会社会
計30名
員）と福岡圏と（ネット、チラシ）で使い
参加人員：東京 7名、福岡26名 合
分けた。
計33名

一覧表
NO.

8
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庄内町グリーン・ツーリズムの会

ツアータイトル

月山の麓で地域住民と触れ合う雪祭り体験の旅

募集人員

25

最少催行人員 最終参加人員

20

18

ターゲットの設定

大都市圏（主として
関東圏）在住者

告知手段

・インターネット
（ＪＴＢホームページ・オーライニッポンホームペー
ジ・チキタビホームページ・山形県観光物産協会
ホームページ・山形県グリーン・ツーリズム推進協
議会ホームページ等への掲載、山形県会員への
メルマガでの情報発信）
・パンフレット
（山形県東京事務所・山形県アンテナショップへ
の設置。山形県を通じた関東在住の関係者や知
人への配布、関東圏大学への知人を通じた配
布、東京庄内人会役員へのＤＭなど）
・ＴＶ埼玉での告知

9

仙北市観光商工部 仙北市T.I.C

華麗な火の輪が踊る「火振りかまくら」と秋田「茅」
物語
〜秋田版エコ・ツアー〜 人と自然の共生文化「雪
国の暖かさ」を体験

20

5

8

41

河内長野市観光協会

ええもんええとこ河内長野「奥河内楠木正成のふ
るさとと愛飲の天野酒酒蔵を訪ねて」

20

20

15

近隣の市町村にお住
みの歴史好きな方を
ターゲット

①チラシによる告知（ＪＴＢ大阪各店舗にて店頭販
売）
②ポスターによる告知（南海バス車内吊り・地下
鉄駅構内掲示）

知床観光圏協議会

五感で感じる冬の森・知床〜女性限定！リフレッ
シュ・リラックス・リチャージする旅〜

9

20代後半のファッショ
ン・流行に敏感な首都
圏居住、独身女性がメ
イン。

・ 女性専門アウトドア情報誌として「山ガール」の
言葉を定着させた月刊全国誌「ランドネ」とのタイ
アップにより、ツアーを告知。（カラー２P）
・ 女性向け道内宿泊予約サイト「ぐうたび」に特設
ページを設置（3画面、1か月）

4

20

5

19

54

富士山・富士五湖
観光圏整備推進協議会

広島ボートパーク株式会社

富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー

海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化 再発見の旅

40

32

10

24

10

16

募集告知の成果と反省

事務局コメント・評価

募集や告知にあたっては、採択を受
けてからの実施だったために時間が
なく、短時間でできる事を手段を選ば
ずに実施した状況であった。最少催行
人員の確保が優先し、ターゲットに的
を絞っての広告宣伝活動は行えず、
出来うる限り都市部在住者が目にし
やすいＨＰへの掲載、都市部へのチラ
大都市圏という抽象的なターゲット設
シの設置、知人や県・町の関係者を
定
中心としたチラシの配布と、それら関
係者を通じた首都圏大学等への配布
を実施した。
知人や関係者を通じたアプローチは
有効であったが、今後は、時間的な
余裕を持ち、戦略的な募集や告知を
実施する必要があると思われる

①新聞広告：1月29日東京新聞掲載
②チラシの配布先
・青森及び東京周辺の大学、秋田県庁、青森県 ターゲットエリアを広範囲にしたこと
と、一次交通手段を行程に組み入れ
東北全域、東京都、50 庁、青森市役所等にDMによるチラシ配布
〜70代男女、地域の ・近畿日本ツーリスト代理店、県東京事務所、東 なかったことから定員20名（最少催行
大都市圏対象とし、公的ＨＰやチラシ
伝統文化継承・保全に 京アンテナショップ、青森市観光案内所にチラシを 人員5名、参加数8人）に達することが
店頭設置という募集に限られた。
できなかった。今後はエリアを近県に
興味ある方（一般及び 設置
絞り一次交通手段を組み入れるなど
ネット掲載先
大学教授等）を対象
の改善をしたいと考える
・読売新聞HP「yorimo」、秋田県HP、仙北市
HP、角館町観光協会HP、田沢湖観光協会HP、

ー

催
行
人
員
が
未
達
あ
る
い
は
集
客
に
苦
労
し
た
ツ
ア

代表団体名

首都圏・東海・関西、
女性やファミリー

①日本の歴史・文化遺
産の体験学習に関心
が高いものの、瀬戸内
地域の海の路が上記
の知的欲求を満たす
格好の舞台であること
をよく知らない者。
②海外のクルーズ経
験者及び海外からの
来訪者。
③大型客船での来客
者を小型船舶により日
帰りの歴史と文化の島
巡りを提供。

周辺対象なのに旅行会社店頭、交通
機関ポスターという一般的募集手法
は効果薄い。

雑誌やＷＥＢを活用し集客を試みた
が、打ち合わせから実際のメディア発 雑誌掲載のタイミング、期間が合わな
行まで、一カ月以上かかってしまい周 かった。
知が遅れてしまったことも、この結果 →短期的募集に雑誌掲載は不向き
の一つの要因である。

チラシ（富士急トラベル各支店、富士の国やまなし
館、大阪事務所など市場側に設置）
ダイレクトメール（富士急トラベル顧客、富士山・富
士五湖観光圏メルマガ）
ＷＥＢ（関係機関ＨＰから富士急トラベルサイトへ
誘引・ＹＡＨＯＯトラベル掲載・近畿日本ツーリスト
神奈川ホームページ掲載・京王観光ホームペー
ジへの掲載）

①一般紙への広告（中国新聞2011年3月1日）
②旅行会社のインターネット
③ボートパーク広島のホームページ
④瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会事務
局、中国地方整備局港湾部記者発表
地元広島１０名、九州２名、関西１
名、関東３名だった。
⑤パンフレット（左下の写真）の配布先
関係マリーナの客・知人、大学の瀬戸内の歴史・
文化の研究グループの先生・生徒、尾道海技学
院の先生・生徒

多様な告知手法を使ったが、
アクセス、申込みに繋がらない。
→魅力が伝わらない内容・表現

ターゲット設定が抽象的。
いきなり海外クルーズ客等の設定が
高すぎる。
それに対する募集方法がローカルター
ゲットでずれている。

