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第２回 観光おもてなし研究会 

議  事  録 
 

日時 平成 26年 2月 7日(金)13:00～15:00 

場所 ＫＫＲホテル東京 鳳凰 

 

１．開会 挨拶   

観光庁観光地域振興課長  川瀧 弘之 

  ・先般、「観光おもてなし研究会」を発足させていただき、第１回研究会ではフリーデ

ィスカッション的に観光のおもてなしとは何かについて意見をいただいた。 

  ・本日、第２回目の研究会でも引き続き、加賀屋から話をうかがい、観光のおもてなし

とは何かについて意見をいただきたい。 

・今後、第３回、４回と続いていくが、今後の進め方について、会議の後半で皆様の意

見をうかがいたい。 

 

２．委員紹介 

矢口 正子   (株)交通新聞社 「旅の手帖」編集長 
【第１回研究会 欠席】 
なぐも 友美  にいがた観光カリスマ（フリーバスガイド） 

【第２回研究会より就任】 
  ※他の委員については、出席者名簿にて確認 

  ※ゲストスピーカーとして 

    小田 真弓   石川県和倉温泉 加賀屋 女将 

   を紹介 

 

３．議事 

(１)加賀屋の「おもてなし」について 

  矢ケ崎委員長 

  ・第１回研究会では、発言要旨にもあるように、委員の皆様に「おもてなし」とは何

か、思いの様を発言いただいた。 

  ・本日は、第１回目の研究会を踏まえ、今後、各地域において観光協会のあり方、存

在の仕方、言い換えれば持続した観光振興を担う主体になったらよいのかというこ

とを最終的な結論にとりまとめて行くため、あと何回かの議論で委員の知恵を集結

していきたい。 

  ・観光の「おもてなし」は難題であるため、「おもてなし」に関する基礎的な知識、情

報、素養、ものの考え方や「おもてなし」の考え方について勉強していきたい。 

  ・本日は、地域の旅館として誠実に且つ真摯にお客様をお迎えし、多くのリピーター

を獲得し、ブランドを勝ち取っている石川県和倉温泉の加賀屋 女将からお話をお
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うかがいし、旅館における「おもてなし」をどう地域に導入していけるかについて

議論したい。 

  加賀屋女将 小田様 

  ・加賀屋は、明治 39年に 12室、収容人員 30名でスタートした。当初は先々代が売り

に出ていた旅館を買い取ったのが加賀屋の始まりである。２代目が後を

継ぎ、そこに嫁いだ先代が、当時は小さな旅館でよそ者ということも

あり、温泉の権利をとるのも難しかった。また、当時は鉄道もなくお

客様は船で和倉温泉にお越しになったが、たまたまお客様を港にお迎

えするのが遅れてしまい、怒られたことがあった。その時に、日本一

の宿にしてみせると決意し、今でもその決意が受け継がれており、お

客様の要望には何が何でもお応えすることにしている。 

  ・お陰様で、「プロが選ぶ日本のホテル・旅館１００選」で 34年連続総合１位をいた

だいているが、100 点満点はないと思っている。時代も変わるしお客様のニーズも

多様化、高度化、個性化していく中で、どういうサービスをしたらよいかは難しい。 

  ・加賀屋では新入社員に「サービスとはプロとして訓練された社員が給料をいただい

て、お客様のために役に立って、お客様から感激と満足感を引き出すこと」と暗記

させている。 

  ・本質は正確性とホスピタリティ、モットーは笑顔と気働きと教えているが、笑顔と

気働きが非常に難しい。お客様が何を望んで、どういう目的で来ているのかをしっ

かり読み取ってサービスを提供している。そのためには自分の感性を磨かなければ

ならない。 

  ・時代やお客様の要望によって変えなければならないものは変えているが、本質のお

客様をもてなすという心は全く変えていない。 

  ・そのため、笑顔が出るような職場づくりを心がけている。お客様の満足度は一番大

切だが、社員が本当に満足して働いているのか、社員の満足度も大切だと思ってい

る。そのために社員の労働環境を少しでも楽にしてあげたい。加賀屋では食事は全

て宴会場もしくは部屋食になっており、そこの運び、下げ、布団を引くことになる

ので、足腰を痛め退職する社員がいる。そんため、料理の搬送システムを導入し最

寄り階まで料理が運ばれるため、調理場まで料理を取りに行く必要はなくなった。 

  ・子供を持って働いている社員もいるため、カンガルーハウスという子供を預かる保

育園兼２階がアパートになっている施設もつくるなど、社員に優しい企業でなけれ

ばならないと思っている。 

  ・現在の悩みは、まだ手足が痛むという社員が多いので、もう少し楽に仕事ができる

ようにしてあげたいということが、最後の役目だと思っている。いずれにしても、

社員がお客様に対して笑顔で気働きできるように頑張っている。 

  ・10年前から台湾の方とのご縁ができた。台湾で有名な自動車会社はこれまでホテル

に招待していたが、雰囲気を変えたいと言うことで、宿泊先を加賀屋に変えていた

だいた。能登は年中お祭りがあるし、食材が豊かで、隠れた宝がまだまだ掘り出さ

れていない。台湾のお客様に対して、能登の豊富な食材を並べてバーベキュー形式
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で食事を提供したが、それが好評で、それ以降、台湾から多くのお客様におこしい

ただいている。台湾以外にも中国や韓国、マレーシアからもおこしいただいている。 

  ・先日、フランスのエルメスの重役 10名が訪れたが、金沢はフランスのナンシー市と

姉妹提携を結んでいるため、この地域にはフランスから多くのお客様が訪れている。 

   彼らが求めるものは、日本らしさで、日本の宿に興味を持っている。ただ、座るの

が苦手なため、和風でテーブルもしくは御膳に足を付け高くして日本の雰囲気で食

事を召し上がっていただけるよう対応している。 

  ・オリンピックも決まり、外国の方も多くおこしいただける中で、何が喜んでいただ

けるかというと、日本的なものや畳に加えて、その国の国花を飾ってあげると喜ば

れる。そのため、受けた国のことを宗教的なことも含め色々調べ、使っていいもの、

喜ばれる花など勉強しながらおもてなしさせていただいている。 

  ・おもてなしというのは、時代とともに変わるし、年齢によっても変わる。例えば、

子供連れのお客様であれば、まず子供の食事を提供する。子供用の椅子も大人のも

のより立派にし、料理が提供される前に子供が遊び出さないように折り紙など子供

が興味を引くようなものをテーブルに並べている。こういうことも、外での経験が

勉強になる。外での経験を取り入れ、加賀屋風にアレンジしている。 

  ・おもてなしには 100点満点はない。そのため、お客様のアンケートが重要である。

アンケートに書かれる不満は、それを改善すればいいが、本当に怒っているお客様

は何も言わずに帰り、帰ってから「加賀屋やひどかった。二度と行きたくない。」と

いうことで終わってしまうので、アンケートに答える人と答えない人とでは天国と

地獄の差がある。 

  ・女将の仕事は、現場に宝物ありということで、現場にいるとお客様のことが分かる。

先代もお部屋廻りをしていたが、お客様への挨拶はもちろんだが、お客様が本当に

喜んでいるのか不満があるのかを一瞬で見抜いていた。当時は、理解できなかった

が、今になるとお客様に接することが重要だと理解できるようになった。 

  ・お客様の声は重要で、年に３回アンケート会議を行っている。最後にクレーム大会

を行い、一番すごいクレームに対してクレーム大賞として、二度と同じ過ちを繰り

返さないように、ユーモアも含めビニール製の金槌を送っている。 

  矢ケ崎委員長 

  ・女将からのお話は、考え抜かれ、実体験に基づいたお言葉を端的に発して下さった。 

  ・只今いただいたお話は、本日のディスカッションの貴重な素材を提起していただい

た。女将のお話に対して、ご質問やコメントで深掘りしていきたい。 

  なぐも委員 

  ・お客様の満足を上げることはもちろんだが、笑っているけど裏を感じさせるような

笑顔もあるので、従業員の満足度が上がらないと本当の笑顔がでないという話に感

銘を受けた。 

  ・観光業は土日、祝日に休みがないので、カンガルーハウス兼アパートはすばらしい

と思った。 

  ・お客様のニーズをしっかり読み取ってサービスをするとお話いただいたが、ニーズ
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を読み取ることは非常に難しいと思う。女将や客室スタッフはどのようにお客様の

ニーズを読み取っているのか。 

  加賀屋女将 小田様 

  ・加賀屋では、お客様のお迎えからお見送りまで１人の客室係が対応しているので、

お客様の到着が早くなれば、その分客室係の勤務時間も長くなってしまう。そのた

め、ごく若い社員をおもてなし番として 12 時～15 時までの間、客室係の替わりに

お客様対応をさせている。そうすることによって、客室係も休憩をとることができ

る。そうしないときれいな笑顔がでない。ということでもてなし番を入れている。 

  ・お客様が到着してお部屋までご案内する間に、自分の背丈を基準にしてお客様が何

センチの浴衣を着るのか大まかな見当を付け、浴衣を運んでいる。また、部屋に入

ってからは、お客様がどんな目的で来られたのかが、会話の中で分かれば、お食事

などでそれ相応の対応をしている。さらに、お酒を飲むか飲まないかによって料理

を出すタイミングを見極めている。このような対応は、これまでの客室係の経験に

より対応できることであることから、客室係は大変な仕事である。しかし、お客様

からお礼の手紙をいただいたり、喜ばれれば、やりがいのある仕事になる。 

  なぐも委員 

  ・お客様が到着してから、陰膳やお祝い膳を用意することは可能なのか。 

  加賀屋女将 小田様 

  ・事前に分かっていれば対応できるが、時間がないときはその時点でできる限りのこ

とをして、お客様に喜んでもらっている。 

  矢ケ崎委員長 

  ・お客様の気持ちを受け取る側の感度を磨いておくことが重要だ。 

  可委員 

  ・いかに外国人に喜んでもらうか。例えば、その国の花を飾るとか、その国のことを

調べて勉強しながらおもてなしをすると言うことを聞いて感動した。我々が海外に

旅に出る際、部屋に国の花が飾られていたり、母国語で挨拶されると感動する。お

もてなしとは心を込めて、お客様に喜んでもらうということだと思う。 

  ・外国人を受け容れるのに困ったことはあるか。また、これまでの経験で他の地域や

宿にとって参考になるようなことはあるか。 

  加賀屋女将 小田様 

  ・外国人観光客はどんどん受け入れていきたいと思うが、外国人客にしてはいけない

こと、すると喜ばれることはなどについて勉強会を開き、社員全員が共通の意識を

もって接することが必要だ。 
・石川県にも２年半後には新幹線が入ってきて、東京－金沢間が２時間半で結ばれる

ことになる。昔は自分の旅館さえよければということで良かったが、今後は、金沢

まで新幹線で来ていただき、金沢から能登へ入っていただきたい。そういう意味で

は、能登地域が一体となって、能登の活性化を図っていかなければならない。 

・奥能登には「千枚田」がある。加賀屋でもその中に何反か持っている。その田んぼ

で、加賀屋の客室係や新入社員、保育園や地域の幼稚園、小学校の生徒などに田植
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えや稲刈りを体験させている。先日は、台湾の中学生からも体験させてくれといわ

れた。 

・外国人に喜ばれるものとしては、やはり日本的なものである。だが、浴衣でも単な

る浴衣だけでなく、きれいに着る方法を教えてあげると喜ばれる。また、料理でも

お客様の食習慣に合った食材を出すなどの対応をしている。 

  可委員 

・いろんな宗教や文化の違いはあるけれども、一生懸命やっている姿が伝われば、必

ず感動し、旅のいい思い出になる。大きい意味で言えば、これこそ、友好、相互理

解につながる。 

  矢ケ崎委員長 

・旅というのは、自分が普段慣れ親しんでいる日常の生活空間を離れて、違う異文化

の空間に行くことである。その異文化の空間をなんとか理解し、その空間を楽しみ

たいと思っているが、文化的に距離がある。異文化の垣根を越えていくのが、ちょ

っとした歩み寄り、この一歩があるかないかで、大きな違いがあるのだと思う。 

  矢口委員 

・2010年に台湾にも加賀屋を操業され、日本式のおもてなしをされているということ

だが、台湾の加賀屋にはどのような国の方が利用され、加賀屋流のおもてなしにど

んな感想を持たれているのか。 

  加賀屋女将 小田様 

・台湾の北投温泉に操業したが、日本の加賀屋と同じサービス、日本的な日本料理を

提供している。開業前に、80人の客室係を募集したところ、300名応募があった。

日本から教育担当の社員を派遣し、加賀屋流のおもてなしに関して基礎から教え込

んだ。開業当初は、日本の加賀屋よりサービスいいのでという評価もいただいた。 

・利用者はやはり台湾の方が圧倒的に多いが、一泊二食のお客様が少ない。そのため、

台湾の客室係は着物も着られる、日本語もでき、日本的なサービスも手得している

が、それらをお客様に提供できる機会が少ない。 

  久保田委員 

・カンガルーハウスなどを見させていただいたことがあるが、一番驚いたのは、客室

係の人が主体的で、いきいきとした感じが素晴らしい。女将が厳しい一方で、女将

と客室係がどういう関係をつくっているのか、裏にある大事なことがあるのではな

いかと思うが、そういうお話を聞かせていただきたい。 

  加賀屋女将 小田様 

  ・加賀屋は、客室係のサービスとお料理が命だと思っているので、客室係に対しては

厳しく教育している反面、仕事を離れれば教育係が一緒に歌ったり、踊ったりして

いる。厳しいがかわいがってもくれるので、みんながついてきてくれる。 
  ・加賀屋にとっては、やはり客室係が一番大事で、気持ちよく働いてもらいたい。そ

のためには、彼女たちと一言でも喋って気持ちを通じ合わせたい。良い相談相手と

いうか、悩みをどんどん聞いてあげる、とうような役目である。社員は大勢になっ

ても家族だと思っているから、やはり自分の娘や孫と同じように声をかけて、気持
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ちを通じ合うようにしている。それで良いサービスしてくれるのなら、それが一番

良いことである。 

  久保田委員 

・人がやる気になるのは、そういう所からなのかなという気がする。小さい宿、小さ

い企業が家族的であるのはよく分かるが、加賀屋のように大きいところで、家族的

な対応ができるというのは、驚きだ。 

  矢ケ崎委員長 

・印象に残る宿、あるいは印象に残る地域と言い換えてもいいかもしれないが、それ

は宿の場合、従業員同士の仲がいいように見受けられる。違う役割だが、お互いに

助け合いながら、お客様をもてなそうというか、受け入れてくれようとしている。

そして、「笑顔」ということが象徴的で、それに集約されると思う。従業員がいきい

きと楽しそうに働いている宿が、良い宿である。ハードも重要だが、心の中に残る

というのは、地域の人々の関係だったり、旅館の仲の関係だったり、やっぱり人は

人に感動する。 

  横山委員 

・子供のときに、加賀屋に訪れたことがあるが、とても緊張していた記憶がある。そ

の時従業員の方が目線を合わせてお話をしてくださったことで、すごくリラックス

できたというのが思い出に残っていて忘れられない。 

・34年連続、おもてなし日本一というプレッシャーと、期待を裏切らないために新し

いことにチャレンジしていく勇気。社員がそれを理解し、お仕事へ向かっていくた

めの動機付けというかエネルギーというか、成功されていればいるほど、難しいの

ではないかと思うが、何かそういった秘訣を教えていただきたい。 

  加賀屋女将 小田様 

・34 年連続日本一というのは、従業員全員、本当にプレッシャーがあると思う。「こ

の程度で何が日本一だ。」などといったクレームに対しては、「申しわけございませ

ん」と謙虚にいいなさいと教育している。それぞれの客室係の性格に合った指導方

法で良い客室係りを育てている。 

  矢ケ崎委員長 

  ・加賀屋としての価値は従業員によって生み出されている。また、従業員が価値を生

み出せるようにしっかりとした教育が行われているが、その教育のプロセスが真剣

で、また楽しんでぶつかり合いながら行われているため、教育の価値が高まり人も

育っていっている。 

  ・横山委員からは、これらの話を地域にどのように応用していくか考えなければなら

ないといったキーワードを指摘していただいた。 

  ・過去の成功体験をどう乗り越え、どう挑戦する心に変えていくかということが重要

である。成功し続けることは非常に難しいが、過去の小さな成功体験に依存し続け

その先に進めない。環境は変わっているにも係わらず、それを受け入れることがで

きない。前に進みたいと思ったとき、過去の成功体験が邪魔になっている。成功し

た瞬間から、その先を見据えていくことが重要だ。 
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  川瀧（観光庁） 

  ・本研究会はニコニコ動画にて生中継放映されている。視聴者から寄せられている意

見や感想、質問を紹介したい。 

  ・従業員の満足度に関して「なるほど」といった声が多く寄せられている。 

  ・観察する力が従業員全体に行き渡っていることが素晴らしい。また、そういった感

覚を若い世代が受け継いで欲しいといった声が寄せられている。 

  ・質問として、①お客様のニーズや、従業員の満足度をどう計っているのか。②女将

が話されていることは誰から学んだのか。 

  加賀屋女将 小田様 

  ・誰から学んだということではなく、人気のレストランがあれば必ず一度は食べに行

ったり、評判のレストランがあれば見にいったりして自分なりに勉強するとともに、

社員と共有化し加賀屋風にアレンジして取り入れている。 

  ・お客様のニーズは、挨拶に行ったり、お見送りの際のお客様との会話や、お客様の

態度で感じ取っている。また、アンケートのコメントを分析し、クレームに対して

は詫び状や電話、インターネットで真摯に対応している。 

  ・社員の満足度に関しては、きれいな笑顔で活き活きと働いているかどうか、仕事を

している姿を見ればだいたいは分かる。創立記念日などにお弁当を出したり、記念

品を渡したり社員に気を使っている。また、社員の相談に乗るなど、母親代わりと

いう気持ちで笑顔で接している。従業員に対してしっかり気持ちを伝えることが大

切である。 

  矢ケ崎委員長 

  ・社員の満足度、地域に置き換えると観光業に携わる方々が幸せになるために仕事を

しているのか、その幸せを訪れた方々に分けるという気持ちで仕事をしているのか

という、社員の満足度ということが大きなキーワードになっている。 

  ・お客様の事を本当に勉強しているのかという問いに対して、観光業に携わる者たち

はいつもその問いを発し続けなければならないという思いを強くした。 

  ・お客様のニーズはどんどん変化していくし、１人のお客様でも場面場面によって変

化していく。その場面場面で満足度を得ていかないとならない。真剣勝負に勝ち続

けて行くことがプロのサービス業であると思う。 

  ・女将の話で、良いもの見に行き勉強し、従業員でシェアし加賀屋風にアレンジし消

化するというステップを踏んでいる。 

  ・一生懸命やっている他の旅館の女将も、同じ行動をとっている。お客様が何を欲し

て、何に感動して、何に対してお金を払っているのかが分からなければ、良いサー

ビスを提供できるかと思う方が多い。お客様に来て欲しいのなら、お客様のことを

真剣に知るよう勉強するということがスタート地点であると思う。 

  ・女将の話、委員皆様のコメント、視聴者からの意見などから総合して、地域や地域

の観光協会に立場を置き換えるとどうなるのか、委員の皆様の考えをいただきたい。 

  矢口委員 

  ・従業員の満足度が大切だと言うことは、これまでの取材経験の中で、地域に住んで
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いる方々や観光業に携わっている方々の満足度など、どれだけ自らが楽しんでいる

かということかと思う。 

  ・イベントやプロモーションを行うにしても、自らが楽しんでやらないと持続しない。

そういった地域をこれまで幾つも見てきた。これは、旅館や地域の違いはあっても

基本は変わらない。 

  なぐも委員 

  ・九州の雪の降らない暖かい地域の方々のおもてなしや接客は非常に暖かいと感じた。 

   一方、新潟の接客はマニュアル通りで決まり切っていて、表情も固く厳しく、まる

で軍隊のようだと言われたことがある。 

  ・新潟の県民性はまがい物を嫌い、我慢強いと言われている。また、地元の食材もこ

っそり食べ、観光客には格好悪いという思いから提供することをしない。このよう

に、地域の食べ物を観光客に提供することが恥ずかしいことだという思いがある。 

  ・田舎の人たちはほおっといてほしいという感覚があるが、観光客は訪れた地域で暮

らしたような感覚の疑似体験をしたいという思いがあると思う。しかし、地域はそ

れらを隠して、他の地域と同じようなサービスを提供するきらいがある。実際はそ

う言うことではなく、隠さずに地域にある当たり前のことを楽しんでいるように演

出して提供することが大切だと思った。 

  加賀屋女将 小田様 

  ・山中温泉に訪れたとき、町の人が声をかけてくれ非常に気持ちいい思いをした。和

倉温泉でも、どの宿に泊まっている人に対しても声をかけるようにしている。 

  ・日本人は、人に親切にすることが下手ではあるが、大切なことである。輪島の朝市

に出店している人たちは、営業終了間際になると売れ残った商品を配り始める。損

して得を取るではないが、そうしたことが口コミで広がり、輪島の朝市人気につな

がっている。 

  なぐも委員 

  ・湯沢温泉の定期観光バスでも、意図的に作っている。観光バスは湯沢駅を出発する

が、そこから 300ｍ程度が温泉街になっている。そこをバスが通過する際に、通り

沿いの商店の方々にバスに向かって手を振って貰っている。手を振っている商店に

ついては車中でガイドがコマーシャルするので是非協力して欲しいといっているが、

これが観光客に大変喜ばれている。 

  矢ケ崎委員長 

  ・地域の生活文化そのものが宝であって、地域で真剣に生活しているそのものが宝で

ある。文化財がない、自然景観がないということではなく、しっかり生活している

生活文化自体をどれだけ自信を持って来訪者とシェアするかということが本質の一

つであるが、それには誰かと誰かを結びつける人が必要だ。 

  横山委員 

  ・じゃらんネットという予約サイトの中でも、宿に泊まった方が口コミを書いている。

中にはクレームもあるが、それに対して各宿がどのように対応したのか、そのコメ

ントによってファンが倍増するという現象が起きている。 
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  ・クレームがあったことが問題というより、それに対してどう対応する宿なのか、と

いう面を消費者は見ている。ネット社会ではクレームだけでなく、良いおもてなし

を受けたことが広がりやすい社会になっているため、宣伝効果も大きいため。まず

は目の前の方を幸せに、喜んでもらうことが大切だ。 

  ・クレームに対してどう対応するかに代表されるように、地域がどのように変わって

いくのか、そのプロセスを消費者は見たいのではないかと思う。観光客は観光地を

支える裏側のドラマが見たいのではないか。観光地はそういったドラマをもっと観

光客に見せることが重要だ。 

  久保田委員 

  ・本日のお話から２点ほど学ぶことができたと思っている。 

  ・一つは、旅館は地域の魅力のショーケースになるということ。旅行者が宿の中で過

ごす時間は長く、印象的にその地域を感じることができる。女将さんの話では、能

登にもまだ発掘されていないものがあって加賀屋さんではそれらを食材にしたり、

お祭りを見せたり、田んぼで作ったお米を使っているとのことだった。旅館という

企業の取り組みなので、なかなか理解されづらいこともあると思うが、旅館は地域

を宣伝するパブリックな存在でもあると思っている。これを地域の立場から見ると、

地域の方は宿というものを自分たちのアピールをする場として使うことを考えても

いいのではないか。宿と地域の方が組んで同じ目的を持てる場として宿を捉えなお

したらよいのではないか。 

  ・もう一つは、地域の中で地域の人が楽しそうに生き生きしている所に観光客が惹か

れる時代になっているということ。それをどうやって起こしているのかというヒン

トがあった。加賀屋では信頼感ある仕組みができている。女将だけでなく、会長も

「客室係が輝くために舞台づくりをしている」、支配人も「客室係の注文がお客様の

声である」と言っているように、加賀屋という会社には全体が客室係を生き生きと

させる仕組みと考え方がある。地域においてもそういう関係をつくり、楽しい気持

ちを連鎖させて行く仕組みができたらと強く感じた。 

  可委員 

  ・海外の友人に、日本一の宿はどこかと聞かれた際、石川県の加賀屋だと答えると、

石川県にあるのかと驚かれる。海外の方は、日本一の宿は京都や北海道など著名な

観光地にあると思っている。 

  ・第１回研究会での視聴者からのコメントに、我が町は著名な観光地ではないがどう

アピールすればよいかと質問があったが、日本人の集客すらままならない小さな町

からもよく質問されることがある。それに対しては、外国人は著名な観光資源があ

るからその地域に行くのではなく、その地域に生活しているそのもの、日本らしい

部分かを見に行きたいと思っている。そのためには、その地域の生活文化に誇りを

もって海外に発信していって欲しい。 

  ・宋の時代の詞の中に、「廬山の本当の姿を知らないのは、その中にいるからだ。」と

いう行りがある。これは地域にとっても同じ事で、地域の中にいると、その地域の

本当の良さが分からない。そのためには、第三者の目が必要だ。特に外国人と日本
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人の目の付け所は違う。日本人にとって当たり前のものでも、外国人にとっては魅

力的なものになる。そのために、第三者（外国人）の目を借り、地域の魅力を再発

見し発信していくことが重要だ。 

  加賀屋女将 小田様 

  ・石川県にはまだまだ自然が沢山残っている。カブトムシも簡単に手に入れることが

できるし、ホタルも楽しめ、実際にホテル鑑賞ツアーも行っている。 

  ・現在、石川県を売り出しているが、その地域に来なければ見られない、体験できな

い、手に入れることができない、そういったものを積極的に発信していきたい。 

  川瀧（観光庁） 

  ・これまでの議論を視聴していただいている視聴者の方から 

   ○女性が支える観光産業はもっと発展して良い。 

   ○笑顔が大切だ。 

   ○地方の方が恥ずかしがるような事が、都会の人にとっては新鮮で魅力的だ。 

   ○色々な情報を発信し続けることが重要だ。 

   というような意見をいただいている。 

  ・これまで委員の皆様の意見をうかがっていて、２点ほどお話ししたい。 

  ・一つ目は、加賀屋のある石川県能登は東京から非常に遠いところで、そこで頑張っ

ている。地方はもっと頑張れば色々な可能性が出てくるという話をいただいた。観

光庁でも大事にし、地方を引っ張っていきたい。 

  ・二つ目は、お客様も大切だが、従業員や地域の方の満足度を高めることが重要だと

いう話があったが、観光庁の基本理念も「住んでよし、訪れてよし」である。訪れ

てよしは観光なので当然だが、住んでよしもセットで重要だということが観光庁の

基本理念だ。住んでよしは従業員の方、地方で観光業に携わっている方、住んでい

る方の満足度を高めることだと改めて実感した。 

  なぐも委員 

  ・加賀屋の企業案内の中に「感激とは、期待以上のサービス」とあるが、女将がお客

様と接する中で、すごく感激したエピソードがあったら教えていただきたい。 

  加賀屋女将 小田様 

  ・加賀屋に訪れるリピーターの半分は、クレームで怒られた人で、そのクレームにし

っかり対応したことで再び訪れて頂けることが非常にうれしい。 

  ・特に、団体などで訪れていただいたお客様が、客室係の対応が非常に良かったので、

次に来たときもその客室係を指名したいといった話を頂くと非常にうれしい。特に

その客室係がミスの多い客室係であるとその思いは格別である。 

  矢ケ崎委員長 

  ・地域の方々からよく聞く話だが、アンケートでも 80％以上のお客様が満足したと回

答しているのに、どうしてリピーターにならないのかと聞かれる。これは満足度の

高さと再来訪意向に相関関係がないからだ。本当にリピーターとしてもう一度来て

欲しいのなら、高い満足度を持ってもらった人に対して、もう一押し施策が必要だ。

もう一押し工夫をすることで、その方は時を超えてもう一度その場所を思い出し、
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再び訪れていただける。まさに、クレーム対応がそのチャンスになる。 

  ・自らが何か働きかけたことによって、相手も変わり、新しい関係ができた。その新

しい関係自体を確認し、発展させることによって、リピーターにつながる。 

  ・誠実にステップを踏んでお迎えするということを、迎える側は自覚した方がよい。 

 

  矢ケ崎委員長 

  ●本日の議論のまとめ 

  ・小田様からは、先代が日本一の宿にするという強い気持ちをもった。という話から

始まった。これは、どんな地域の人でも目標は高く設定しろということだと思う。 

  ・この地域には、何々がないとか、遠いからという後ろ向きな理由は置いておいて、

日本一の宿になってやろう、日本一の観光地になってやろう、というような目線を

上げた目標を持つ。これは目標という段階ではなく、地域の志という段階になると

思う。また、その志を地域で共有することがスタートラインになるという気持ちを

強く持った。 

  ・人は人によって動かされるので、一緒にやろうと思う人に高い目標と志がなければ

それなりの関係になってしまい、途中で投げ出してしまうことになる。 

  ・志は非常に高潔で、ぶれなく、固いものであるかもしれないが、それと同時に環境

変化を柔軟に認識して受け容れていく柔らかい心も、環境が変わっていくことを楽

しむという心も持ち合わせておきたい。 

  ・時代は変わるし、顧客にニーズも変わるし、100 点満点はない。しかし、その中で

高い点を取っていくという流れの中で、自分たちの志は折々にどう読み解かれてい

くのか考えることが必要だ。 

  ・よい観光地というのは、お客様も満足されるが、その地域で観光に携わって働いて

いる方々も幸せであるということが確認できるやり甲斐だと思う。そういうやり甲

斐や自信を持っている方々が地域に多くなればなるほど地域の関係性がよくなり、

訪れる観光客も居心地のいい地域になっていくと思う。 

  ・そのためには、その地域にしかない価値を見つけることが必要だ。それはその地域

の中の生活文化に沢山のヒントがあって、しっかりその地域の生活文化を担ってい

る方々の声を聞くということだ。だた、男性だけに聞いているだけでは見つからな

いとことも多いと思う。そのため、女性の方、おばあちゃん、お母さんからこんな

事を引き継いでいるなど、世代超えて何か持っている方々から話を聞くということ

も重要だ。そういう中から地域独自の Only Oneを見つけて行くことだと思う。 

  ・地域で観光を担う方々とお客様との間を取り持つような翻訳者なり、自分の中の第

三者の目といったものが必要になってくる。 

  ・自らの地域のいいところを知りたければ、外に出て行って自分たちと同じような観

光地でどういう事が行われているのか、勉強しに外に出るといったことが必要だ。 

  （以上） 

 

５．その他 
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  事務局 

  ・本日の議事録を早急に取りまとめ、委員の皆様にご確認いただくこととしたい。 

  ・次回、第３回委員会は委員の皆様の日程を調整させていただき、日程を取り決める

こととしたい。 

  川瀧（観光庁） 

  ・次回は３月に、もう一度おもてなしの総論的なことについて議論していただきたい。

また、４月以降はテーマを絞って集中的に討議していくこととしたい。 

 

６．閉会 

 


