
『日本の観光、やります！』観光地域づくりシンポジウム

『日本の観光、やります！』
観光地域づくりシンポジウム

概況報告書



『日本の観光、やります！』観光地域づくりシンポジウム 概要報告1

『日本の観光、やります！』観光地域づくりシンポジウムの結果について
【概況報告】

開催概要

■名 称

■開催内容

：

：

『日本の観光、やります！』観光地域づくりシンポジウム

講演 及び パネルディスカッション

■開催日程

■開催会場

■来場者

：

：

：

平成25年11月28日（木）13:00～15:30（開場12:30）

品川 ザ・グランドホール

地方自治体関係者、観光業関係者、メディア関係者、一般 等

■主 催 ：

会場情報

観光庁

会場レイアウト

品川 ザ・グランドホール
■〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 3F

■TEL：03-5463-9971

施設外観会場地図

会場レイアウト
（赤枠内がホール）

来場者数

■一般参加者 336 名：

合計 348名

■プレス関係者 12名

・株式会社読売新聞東京本社 ・総合ユニコム株式会社 ・株式会社旅行新聞新社

・株式会社熊本日日新聞社 ・株式会社文化放送 ・株式会社時事通信社

：
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・株式会社航空ニュース社 ・株式会社トラベル・ヴォイス新聞社

・株式会社日刊建設通信新聞社 ・株式会社東京交通新聞社

・株式会社観光経済新聞社 （順不同）



『日本の観光、やります！』観光地域づくりシンポジウム 出演者2

■コーディネーター

読売新聞特別編集委員

橋本 五郎

1970年慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、読売新聞入社。論説委
員、政治部長など歴任。1999年日本テレビキャスター（「ジパングあさ6」
「ズームイン!!朝!」）。2006年より現職。2011年3月まで「ズームイン!!SUPER」

橋本 五郎

■パネリスト

1978年東京大学工学部土木工学科卒業後東京大学大学院工学系研究科 社会基盤学専攻 教授

に出演。現在、公安審査委員会委員、東日本大震災復興構想会議委員な
どを務める。

1978年東京大学工学部土木工学科卒業後、
日本国有鉄道入社。1984年東京大学助手。
1986年東京大学助教授。1995年東京大学教
授、現在に至る。専門は、交通学、都市学、国土
学。社会資本整備審議会、交通政策審議会、
国土審議会などに参加。

東京大学大学院工学系研究科 社会基盤学専攻 教授

家田 仁

1996年京都外国語大学卒業、東京で就職後、三重県観光審議会委員 1996年京都外国語大学卒業、東京で就職後、
帰郷し、家業の旅館を継ぐ。2001年海島遊民く
らぶを発足。2005年日本エコツーリズム協会「こ
のガイドさんに会いたい100人」に選定。2009年
環境省エコツーリズム大賞受賞。2010年鳥羽市
エコツーリズム推進協議会設立、初代会長に就
任。

三重県観光審議会委員
㈲オズ（海島遊民くらぶ）代表取締役
旅館海月５代目女将

江崎 貴久

近畿大学商経学部卒業 衆議院議員秘書熊本県阿蘇市長

佐藤 義興

近畿大学商経学部卒業。衆議院議員秘書。
1989年建設大臣秘書官。1991年経済企画庁
長官秘書官。1994年政策担当秘書。2005年
初代阿蘇市長選挙に出馬し、初当選。2013年
無投票で3選。

慶應義塾大学商学部卒業後、㈱日本交通公社
(現JTB)へ入社 別府支店を皮切りに本社国内

一般社団法人 日本旅行業協会副会長
㈱ジェイティービー 代表取締役社長 (現JTB)へ入社。別府支店を皮切りに本社国内

旅行部・海外旅行部に所属し地域振興や旅行業
の実践体験を積む。2008年6月より現職。世界
ツーリズム協議会(WTTC)理事、日本エコツーリ
ズム協会副会長、自治体観光アドバイザーなどを
務める。

㈱ジェイティ ビ 代表取締役社長

田川 博己

1992年～2009年日本テレビアナウンサーとして、
報道 情報 スポ ツからバラエティ とジャンル

フリーアナウンサー
報道、情報、スポーツからバラエティーとジャンル
を問わず、「24時間テレビ」「行列のできる法律相
談所」ほかを担当。現在、テレビ、イベント、クラシ
ックコンサートの司会、ナレーション、読み聞かせ
など幅広く活躍中。『報知新聞映画賞選考委員』
も務める。

松本 志のぶ

1977年に運輸省に入省後 大臣官房人事課長
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観光庁長官

久保 成人

1977年に運輸省に入省後、大臣官房人事課長、
航空局監理部長、鉄道局次長、海上保安庁次長、
鉄道局長、大臣官房長などを歴任、2013年８月よ
り現職。

（五十音順・敬称略）
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主催者挨拶 13:00～13:05(5分)
久保長官

【発言要旨】【発言要旨】
○滞在交流型の観光地域を支援している。
○本年度は訪日外国人1,000万人突破を目指している。
○今年の観光施策の目玉として２つ、東京オリンピック・

パラリンピックの決定とｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの策定が挙げられる。
○オールジャパン体制で2020年を迎えなければならない。

話題提供① 13:05～13:30(25分)
家田教授
テーマ：『旅』の本質：観光は若者に対して何ができるのか？

【発言要旨】
○日本の若者は韓国・ベトナムと比較しても旅行に

出ていない。
○社会的な問題として、低所得・スマホ等の普及・旅行

自体の魅力の低下が挙げられる。
○旅行には精神を高め 判断力を養う力があると○旅行には精神を高め、判断力を養う力があると

言われている。
○雪山登山がツアー化する等、旅行が定型化している。
○旅は行ってみて初めてわかることもあり、本と現地とでは

違うことに気づかされることがある。

話題提供② 13:30～14:00(30分)
田川副会長
テーマ：観光立国実現に向けたツーリズム産業の役割

【発言要旨】
○観光は経済波及効果が高いものの、世界水準からする

と 日本は依然低いレベルと言えると、日本は依然低いレベルと言える。
○地域においては、「五感に訴えるシナリオづくり」が重要で、

「住んでよし、訪れてよしの地域づくり」がキーワード。
○ＪＴＢは交流文化事業として、感動と喜びのために商品・

ｻｰﾋﾞｽ・情報及び仕組みを提供し、地球を舞台にあらゆる
交流を創造することに力を入れている。これからの旅行
会社はＤＭＣ(ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ)へ進化
することが必要。
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○2020年オリンピック・パラリンピック東京開催をきっかけ
として、観光立国政策がさらに加速する。2020年に向けて
のキーワードは、都市のバリアフリー化のハードインフラの
優しさと“おもてなし”のソフトインフラ。これにより日本の
新しいホスピタリティが完成する。



『日本の観光、やります！』観光地域づくりシンポジウム 実施概要４

パネルディスカッション 14:05～15:30(85分)

【発言要旨】

『自己紹介を兼ねて、これまでの旅行の思い出などについて』

■橋本氏
色々と旅を楽しむところはあるが、毎日自分の仕事で闘っている人には、旅だけはホッとするような時

間であって欲しいと思う。

■松本氏
自分にとっての旅行は夫婦共通の休みを取り、体力勝負ではなく、美味しい食べ物、温泉、心地の良

い空気、宿を楽しむといったことを目的にしている。地元の人たちが集う食堂に行って、縁日などの情報
を得て、現地を楽しんでいる。

■江崎氏
知らない土地で知らない人に会うことにより、自分だけの発見があったりする。そのようなその地域の新

しい物事を掘り起こす楽しみ方をしている。

■佐藤氏
旅行というより、出張が多いが、できるだけ朝早く起きて、現地の方々がどんな暮らしをしているのかを

感じ取るように、一人で散策をしている。

■久保氏
本日の午前中に訪れた横浜のVJトラベルマートで、地域も連携した固まりになって旅行商品を提供し

ているのを実感した。日本には北から南まで興味深い素材が多いことを感じ取れた。て るのを実感した。日本には北から南まで興味深 素材が多 とを感じ取れた。

『おもてなしとは』

■橋本氏
私は、出身の秋田でとびきり美味しいお米が食べられた。それだけで魅力と思える。

■江崎氏
マニュアル的なおもてなしは心がこもっていない。それは客の立場ではなく、おもてなしをする側の自己

満足にすぎない。初めて来訪した際に親切にしてもらったことがきっかけで、三重県のリピーターになった
という話を聞いたことがあり、その理由に驚愕した。個人のスキルに頼ると地域によってバラついてしまう。
そうではなく、組織のスキルとして考えていかなくてはならない。
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『日本の観光、やります！』観光地域づくりシンポジウム 実施概要５

■家田氏
日本のおもてなしは本当にいい。日系エアラインは乗ったとたんにホッとする。日本の観光業のおもて

なし度は世界でも圧倒的に高い。おもてなしとは非定型・イレギュラーなことが生じた際に、どこまで対応
してくれるのかだと思う。

■田川氏
「長崎さるく」という街歩きのツアーがあり、リピーターが多く人気がある。このツアーは地元の人たちの

優しさ、“おもてなし”で成り立っており、お客様が、自分が大切にされたと感じることが再訪する要素と
なっていて、新しい旅の形と地域づくりと言える。
その他の地域の取組みとして、東大阪の 先端の技術を持つ町工場を見て体験していただく「地恵の

たび」というツアーをＪＴＢで行っている。こうした日本の地域に存在する、日本ならではの価値を発信す
るツアーを充実させたい。るツア を充実させたい。

■松本氏
阿蘇に行った際に素晴らしさを感じた。観光業従事者のホテルであったり、タクシー運転手等が旅行

者に思いやりの言葉を言うのは当たり前だと思うが、地元の農家の方々までもが優しい心を持っている。
神社・仏閣は砂利道が多いが、阿蘇では、ベビーカーや車椅子の客に対して、一般の人とは別の道を

こっそり案内してくれて、行きたいところまで行き着くことができた。やはりそのような気配りをしてくださる方
が一人いると、その地域は、「ああ、なんて魅力的な場所なんだろう」というふうに思う。

■佐藤氏
これまでの阿蘇では、景色ばかり発信することが多かったが、もう一つの主役はそこに暮らしてきた人々

だ。人が輝くことによって魅力が生まれる。そこで働いている人たちに視点を当て、借り物ではなく、自分
が培ってきた姿を自然と発するのが、地域の資源の魅力だと考えている。

■家田氏
ハード面の優しさについても検討しなくてはならないハ ド面の優しさについても検討しなくてはならない。
オリンピック・パラリンピックが７年後で、今から着手しても大丈夫なことと、もう少し時間がかかってしまう

ものと色々ある。日本は外国語表記が、まだまだ足りていない印象だ。駅では圧倒的に足りない。具体
例として、既存のサインについては記載されていても、臨時に貼り出す「電車の遅延」等の表示には外国
語表記しているのを見たことがない。鉄道もエアラインもユーザー目線になっていない。例えば、事業者
間を越えて、総合案内を統一的にする姿勢がない。
空港と都心部を結ぶ高速の車線数について、日本は圧倒的に少ない。羽田も成田も全く対応できて

いない。ウクライナのキエフでさえ、片側４車線だった。
日本の空港の両替所は、ビジネスか観光かなどの目的まで書かせる。それに意味があるのかを考え

直さないといけない。
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『日本の観光、やります！』観光地域づくりシンポジウム 実施概要６

■久保氏
いわゆる人のおもてなしだけでなく、ハードによっておもてなしをするのは大事。家で言うなら、門から玄

関までを整備する。国においても、各地域においても、色々な玄関口がある。例えば、空港のＣＩＱで長い
行列ができているだけで印象が悪い。行列 き る け 印象 悪 。
その後、どの電車に乗ればいいのか、わからないというだけで印象がどんどん悪くなる。快適に入って快

適に過ごせるようにするのがおもてなし。

■橋本氏
建築家の安藤忠雄氏は「東京の羽田に降りるとこんな美しい夜景があるのかと思う」と言っていた。もっ

と自信を持って外にPRできるのではないか。言われて初めて気づくことが多い。
秋田の乳頭温泉は道路が舗装されていない。他が全て舗装されているため、舗装されていないことが

差別化にな るよう 東京から来る人はそれだけ 感動し くれる差別化になっているようで、東京から来る人はそれだけで感動してくれる。

『東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて』

■橋本氏
オリンピック・パラリンピックについては、地方が東京との格差が広がることを懸念している。この機会に

東京や地方は何をすべきか。

■江崎氏
私はオリンピック・パラリンピックが東京で開催されるのは、おもしろい機会と捉えているが、ほとんどの方

は格差を気にしている。いかに自分たちが東京に近づくかを考えないといけない。地方には７年しかない
という気概が必要だ。

「来て欲しい」と「どう呼び込むのか」を考えるのは日本人らしくない。「どうしてあげたいのか」を考える
べきだ。このようなスローガンで地域は一つにまとまっていく。

■田川氏
2020年の今回大会は、成熟した日本による新たな価値を見てもらう場である。2020年に向けて、ユニ

バーサルデザインやバリアフリーの考え方のもとで、様々な方々が過ごしやすい都市を作れるかが重要
である。東京でバリアフリー化を完璧に行ったなら、世界一流の街になり、他の政令市の手本となる。

■佐藤氏
地方は交通のアクセスが非常に悪い。生活路線バスを改善しながら循環型にして、観光客にも利用し

てもらえるよう工夫している。生活をしている人たちとの会話も生まれる。
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『日本の観光、やります！』観光地域づくりシンポジウム 実施概要７

■久保氏
オリンピック憲章に文化プログラムの開催義務が明記されている。日本全国で開催して、盛り上げてい

かなくてはならない。ロンドンでは開催の４年前から文化プログラムをイギリス全土で開始していて、 後
にロンドンまでその勢いを持って行った。2016年ブラジルのリオオリンピックの直後から文化プログラムをド ま そ 勢 を持 行 。 年 ラジ リオオリ ック 直後 ら文化 グラ を
実施していくため、観光庁と文化庁とで包括的連携協定を結んだ。

■家田氏
1964年の東京オリンピックの時とは違う点が色々ある。インフラの充実度が違う。
東京と地方で格差があると言われているが、そうではない。今では空港が県に一つ以上ある状況だ。

羽田や成田と違って、地方空港は航空機を降りてすぐに出口に出られるので便利。
高速道路は混雑しているところを重点的に対策している。以前はとりあえず、地方を繋ごうという意識か

ら整備をし たら整備をしていた。
今回の開催は前の開催時と違って地方を周遊することができる状況になっている。日本のいいところを

見せる環境が整っている。

■松本氏
海外旅行に行ったときに、外国人旅行者向けの食事のメニューを渡されるとがっかりする。地元の人た

ちが食べているもののメニューを出してほしい。実際に食材を見せて選ばせるような、外国人がどうにか
伝えようとしている気持ちが大切伝えようとしている気持ちが大切。

■田川氏
ツーリズム産業で日本経済の再生にチャレンジする。結果的にインバウンドにつながる。量も大事だが

質的にも伸ばす。質のいい旅行を提案する。そのためには、地域との連携をしっかり取ることが必要。

■橋本氏
おもてなしは、旅館やホテルの人たちだけでなく、そこに住んでいる人たち自身の気持ちであり、「心の

バリアフリー」とは、心から歓迎する気持ちが非常に大切。
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『日本の観光、やります！』観光地域づくりシンポジウム 制作物８

告知リーフレット（A4サイズ） 告知ポスター（A２サイズ）

当日配布パンフレット（A３サイズ）
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『日本の観光、やります！』観光地域づくりシンポジウム 後援リスト９

後援

総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省、全国知事会、全国市長会、
全国町村会、一般社団法人 日本経済団体連合会、公益社団法人 経済同友会、
日本商工会議所、東京商工会議所、独立行政法人 国際観光振興機構、
公益社団法人 日本観光振興協会、一般社団法人 日本旅行業協会、
一般社団法人 全国旅行業協会、社団法人 日本ホテル協会、般社団法人 全国旅行業協会、社団法人 日本ホテル協会、
一般社団法人 日本旅館協会、公益社団法人 国際観光施設協会、
社団法人 国際観光日本レストラン協会、一般社団法人 全日本シティホテル連盟、
社団法人 日本民宿協会、社団法人 日本エコノミ観光旅館連盟、
一般財団法人 日本ホテル教育センター、一般社団法人 日本添乗サービス協会、
一般社団法人 海外ツアーオペレーター協会、公益財団法人 日本修学旅行協会、
公益財団法人 江頭ホスピタリティ事業振興財団公益財団法人 江頭ホスピタリティ事業振興財団、
一般財団法人 国際観光サービスセンター、
一般財団法人 アジア太平洋観光交流センター、公益財団法人 日本交通公社、
公益財団法人 日本ナショナルトラスト、一般財団法人 地域伝統芸能活用センター、
一般社団法人 日本温泉協会、一般社団法人 全国農協観光協会、
一般社団法人 日本オートキャンプ協会、一般社団法人 日本ホテルバーメンズ協会、

般社団法人 日本観光通訳協会 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会一般社団法人 日本観光通訳協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、
ジャパニーズ・イン・グループ、一般社団法人 日本スポーツツーリズム推進機構、
日本ＰＣＯ協会、一般社団法人 日本コンベンション事業協会、
一般社団法人 日本展示会協会、
一般社団法人 日本コングレス・コンベンション・ビューロー、
一般社団法人 日本イベント産業振興協会、一般社団法人 全日本航空事業連合会、

般 空港 協会 航空 会 空 会一般社団法人 全国空港ビル協会、日本航空 株式会社、全日本空輸 株式会社、
一般社団法人 日本民営鉄道協会、北海道旅客鉄道 株式会社、
東日本旅客鉄道 株式会社、東海旅客鉄道 株式会社、西日本旅客鉄道 株式会社、
四国旅客鉄道 株式会社、九州旅客鉄道 株式会社、公益社団法人 日本バス協会、
一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会、一般社団法人 日本旅客船協会、
全国道の駅連絡会、一般財団法人 国土技術研究センター、
一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構、株式会社 観光経済新聞社、
株式会社 トラベルジャーナル、トラベルビジョン 株式会社、株式会社 旅行新聞新社、
株式会社 交通毎日新聞社、株式会社 東京交通新聞社、株式会社 航空ニュース社、
株式会社 航空新聞社、株式会社 読売新聞東京本社

（順不同）
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（順不同）


