
第４回 観光おもてなし研究会 

議  事  録 
 

日時 平成 26年 3月 12日(水)10:00～12:00 

場所 場所 帝国ホテル 山吹の間 

 

１．開会・挨拶 

観光庁観光地域振興課長  川瀧 弘之 

・今回第４回観光おもてなし研究会は帝国ホテルに協力いただき、ホテル内

の会議室で開催させていただく。 
・冒頭、帝国ホテルのおもてなしについてお話をいただき、その後、ニセコ町からイ

ンバウンドについての取り組みについて、さらに、その後、送客側として JTB から、

観光協会との関わりについてご意見を賜りたいと思います。 
 

２．ゲスト紹介 
   ニセコ町役場商工観光課 課長 前原功治 様 

   ニセコ町役場商工観光課 主査 ポールハガート 様 

   株式会社ジェイティービー 観光戦略部 部長 加藤 誠 様 

   株式会社ジェイティービー 観光戦略室 マネージャー 山下真輝 様 
   株式会社帝国ホテル 宿泊部接遇課 ﾁｰﾌﾌﾟﾛﾄｺｰﾙｵﾌｨｻｰ 室谷廣二郎 様 

 

３．議事 
(１)帝国ホテルの「おもてなし」について 
帝国ホテル 室谷様 

 ・帝国ホテルは 1890 年に明治政府の意向によって迎賓館としてオープンしたのが原点で、

今年で 123 年を迎える。 
・一昨日まで、国際眼科学会の世界大会が東京で行われており、帝国ホテルとお近くの

東京フォーラムとで会議が開かれていたことから、参加者の交流があった。今から 2
年前に IMF 世界銀行年次総会が東京で開催され、東京中のホテル、観光に関する機関、

国際会議に関する機関が協力してやり遂げたことがある。 
・このように、東京が観光＋国際会議の場所として近年、大変脚光を浴びていることを

大変うれしく思っている。2020 年には、オリンピック・パラリンピックが東京で開催

されるということで、今はそれに向かって少し興奮している状態である。 
 ・帝国ホテルは、時代とともにサービスの内容を変えていくということで、建物、提供

する商品、商品を提供することができる人材というものを昔から意識している。これ

は建物が新しくメンテナンスやリノベーションで替わる、商品のメニューや提供する

商品の内容が替わると同時に、サービスもその時代に合ったものに、メンテナンス、
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リバイス、リノベーションしていかなければいけないということが、帝国ホテルの昔

からの方針である。 
 ・その中でも人材育成ということがいつも大変大きな課題になっている。時代時代に合

ったサービスを作る、それを実現していく、人間の教育、研修、世間とのつながりを

いつも意識させるよう人材育成を行っている。その中の一つとして典型的なことは、

「100－1＝99 ではなく、0 である」ということだ。お客様にとって何か一つ気に掛か

ることがあれば、他の 99 はいいですとは言わない。 
 ・各職場は自らのサービスを良くするために、サービス向上を考え、いろいろな対策を

練っているが、お客様は各職場に関係なく線の上を歩いている。ホテルに到着し、食

事をし、宿泊し、出発する。各現場は自分の持ち場を一生懸命やろうと思っていが、

お客様はその職場間を通っていることに気づいていない。そうため、お客様からすれ

ば一つのミスが「スカスカのサービスだ！」「手を抜いたサービスだ！」と思われる

可能性がる。しかし、一つの点である現場が一生懸命頑張り、自分の活動範囲を広げ、

お客様の行動の前後を意識すれば、点は楕円形になり、それがやがて線になっていく。 
・自分が担当する職務は当然だが、視野を広げ、関連する職場の知識を得て、お客様の

要望を引き出すような体制がつくられるよう取り組んでいる。 
 ・これは、国に置き換えても同じ事だと思う。観光関連業界が横の連絡を取りながら新

しい関係を深めていけば、日本の観光が客様にとって魅力あるものになるのではない

かと思う。 
 

(２)地域における観光協会のあり方について 

ニセコ町 ポール様 

・北海道に来て 10 年経つが、その間ニセコに在住している。初めはホテルで働いていた

が、4 年前からニセコ町役場商工観光課で仕事をしている。 
 ・現在、ニセコ町は通年のリゾートを目指している、リゾート地になったのは 1958 年（昭

和 33 年）である。硫黄山がアンヌプリ山の奥にあり、硫黄を採るために穴を開けたと

ころ温泉が湧き出したことにより、国に認定された温泉郷がニセコの地域の中にでき

た。 
・ニセコは素晴らしい雪が降るため、山と自然をつなぐことでスキー場も地域の中にで

きた。これは、ちょうどスキーブームの時代だと思うが、1961 年（昭和 36 年）、ニ

セコエリアで一番大きいグランヒラフスキー場ができ、その後、大体 5 年置きに新し

いスキー場ができてきた。 
 ・現在、グラフヒラフ、アンヌプリ、ビレッジの各スキー場がニセコユナイテッドとい

って、山の上の方でつながっている。一つのリフト券で四つのスキー場を楽しむこと

ができることから、ニセコという地域全体を楽しみながら、冬を過ごしている。 
 ・ニセコが外国人に人気となったのは平成 15 年ごろだ。初めてコンドミニアムがニセコ

地域にでき、そこからコンドミニアムの数が増えて、ヒラフという場所が一つの町ほ

どの大きさになった。 
・外国人に広まった要因は、口コミである。観光に一番大事なことは、口コミだと思う。
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情報発信だけではなく、お客様が来て楽しんで帰った後、その地域の良さなどを自分

の友達に伝えることが一番ニセコの力になったところではないかと思います。 
 ・ニセコは 10 年ほど前からオーストラリア人が多く入りはじめてきて、コンドミニアム

や地域のホテルに泊まりながら冬の間スキーを楽しんでいた。5 年ほど前からはいろ

いろな国の方に来訪していただけるようになった。 
 ・リーマンショックの際は、ニセコに在住していた外国人が母国に帰ってしまい、外国

人客の少なくなってしまったが、リーマンショックから 3 年後には復活した。リーマ

ンショック前と比べると、国の数も増えて、本当の意味で国際的な地域となった。 
・冬の時期はそんなに心配することもなく宿は埋まるが、今後は夏の集客をどう盛り上

げていくかという課題点が残っている。 
 ・ニセコ町役場には、外国人の国際交流員も在籍しており、いろいろな言語を使いなが

ら情報発信を始めているが、海外の旅行会社に話を聞いたところ、情報が足りないと

いうことだ。お客様にニセコを勧めたいが、その情報が手に入らない。新人のスタッ

フなどは、お客様から深い質問されると答えることができない。そのため、お客様に

商品を売ることもできない。そのため、旅行会社向けのニセコエリアのプロダクトマ

ニュアルを作成した。 
 ・ニセコ町では、3 年前から MICE 関係に力を入れるようになり、MICE 向けのプロダク

トマニュアルも作成している。このマニュアルは、これからのマーケットも考え、商

工観光課に在籍している外国人国際交流人によって多言語に翻訳しているため、単な

る情報の翻訳ではなく、当該国の感覚にあった資料とし仕上がっている。できあがっ

た資料は、旅行会社や旅行代理店、MICE 関係の会社に送付しているが、大変便利で

使いやすい、探していた情報があるという回答をいただいている。そのように、せっ

かく縁があった方々に対しては、年に 4 回地域に合った内容のニュースレター8 カ国

に出している。 
 ・ニセコは、口コミで広がった地域であると言ったが、「ニューヨーク・タイムズ」や

イギリスの「ガーディアン」など、有名な新聞社や有名なライフスタイル雑誌の記者

にもニセコに来ていただけるようになり、彼らの記事もニセコの発展に大きく関係し

ている。 
 ・昨年、オーストリアで初めてのワールド・スキー・アワードが開催され、その中で、

日本の中での一番いいスキーリゾートという項目で受賞した。また、日本の中の一番

良いスキーホテルという項目ではニセコヒルトンが受賞した。 
 ・2 年ほど前には、海外の先進地視察ということで、コロラド州のスキー場を全て調査

した結果をニセコにも反映させている。 
 ・ピックパスというのは、ニセコユナイテッドというスキー連盟がアメリカのコロラド

州のヴェイルと協定を結び、向こうのシーズン券を買うとニセコでも 1 週間無料で滑

ることができるシステムに参加しており、ニセコのスキーシーズンパスを買うと、ア

メリカのヴェイルカンパニーが持っているスキー場も同じく 1 週間無料で滑ることが

できる。 
 ・おもてなしについては、ニセコには地域で作っている地図がある。その地図は、言葉
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が分からなくても、建物の色や形で何となく自分の居場所が分かるようになっている。

山に面しているリゾートエリアが全部、漫画チックに描いているが、病院・医療関係

がある倶知安町の地図は裏側に普通の地図にしている。漫画の地図では距離感などが

難しくなってくるので、病院・医療関係はしっかりした地図にしようということだ。 
ニセコ町 前原様 

 ・ニセコの観光協会は、平成 15 年に全国で初めて株式会社でつくられた組織だ。株式会

社なので当然、株式がある。半分は町民、法人と個人とで所有しているが、あとはニ

セコ町で半分を持っている。今の組織は役員が 7 名で社員が 15 名。決算状況について

は平成 24 年で 1 億 4300 万円、当期利益は 297 万円で、基本的に黒字を維持してきて

いる。 
 ・観光協会の事業については、基本はまず旅行事業だ。 近は規制緩和で観光協会等が

旅行業の資格を取りやすくなっているが、当時は旅行事業の資格のある人を雇い入れ、

旅行事業を立ち上げてラウンド事業を行っていた。もう一つの事業は物販事業で、観

光協会で管理を請け負っているニセコ町の道の駅で地元の特産品を販売している。ま

た、ニセコ町から観光案内業務を受託している。 
 ・観光振興事業では、おもてなし事業、イベントの運営などの他に、湯めぐりパスとい

う事業を行っている。ニセコは古くからの温泉地で、件数があります。固まった温泉

地ではないため、点在する温泉を湯めぐりで利用して貰おうということで、パスを作

って皆さんに回っていただいている。 
 ・ニセコ町は二次交通が貧弱だ。夏場は自家用車の利用が多いが、冬になると自家用車

の利用が難しいため、観光協会の方で湯めぐりバスを運行している。 
 ・変わったところでは、放送事業としてコミュニティ FM「ラジオニセコ」を運営して

いる。これは町の施策等とも絡むが、4700 人小さい町ではありますが、コミュニティ

のプラットフォームとしてコミュニティラジオを立ち上げた。今は防災機能も担って

いる。 
 ・観光協会の運営の問題点、課題等については、立ち上げ当初は公共性を担保しつつ、

スピーディな意思決定ができるシステムを持つということを一番の柱としていたが、

現実問題として、株式会社ですので、赤字を出してつぶすことができないので、どう

しても利益を上げなければならない。その中で、公共性をどう考えるバランスさせる

のが非常に難しくて、ここ 10 年明確な答えが出ていない。 
 ・「自立と協働」というとでは、観光協会が株式会社として自立をするということで進

んできたが、他の観光協会のように会員から会費徴収して運営するという仕組みは取

っていないため、一部の会員さんには株式を所有していただいて、株主としていろい

ろご意見をいただいている。しかし、ニセコエリアには 100 以上の事業者があり、祖

の方たちが自分たちの「おらが協会だ」というようなイメージが薄れてきており、一

緒にやっているのだという意識が薄れてしまっている。 
 ・人材育成については帝国ホテル同様、大きな課題である。株式会社で公共の仕事をす

るということは、地域の人たちが自分たちの思いの中で公共性のあることを担ってい

かなければいけないというところが問われている。ただ単に調整だけ取っているので
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はなくて、本当に皆さんの懐に入っていって、しかも時には役所と徹底的に意見を交

わすことができる人がいないといけない。 
 ・解決等については、設立当初に思っていたコンセプトが薄れているというところがあ

り、一度原点に立ち返ってしっかり自分の足元を見直し、もう一度何のためにこの会

社は立ち上がったのかを考え直すことが求められている。また、近年ニーズもいろい

ろ多様化しており、それぞれの事業者には事業者の事情もある。そういう中で自立し

た組織がそういう人たちと一緒に仕事をするということは、やはり頼られる組織であ

るということが絶対条件であろうと考えている。その中で、専門性や地域性というも

のを持った実行力がなければ頼られる組織にはならないというところで、連携したり

広域化していくというところも一つの考え方だと思っている。 
 ・現在、ニセコエリアでは広域観光ということで議論が進んでいるが、ニセコという観

光エリアは、ちょっと特殊性がある。ニセコというエリア内には複数の町村があり、

行政という部分ではどうしても行政境で縦割りになってしまう。が、お客さんは行政

境には関係なくニセコエリアに来ていただくので、エリアの広域化については絶対に

必要である。 
・ニセコエリアでもやはり強いところ、弱いところが地域の中に点在しているので、ど

うしても一極集中になってしまう懸念がる。そういう部分においてはそれぞれの町に

ある観光協会を束ねる役割を持つ必要があるが、あくまでも観光圏とか広域でやる仕

事と、それぞれの小さいところを担う仕事というのは分けて考えるべきではないかと

考えている。 
 

 なぐも委員 
・人口は 4700 人のニセコ町に、年間どのくらいの外国のお客様が訪れるのか。 
ニセコ町 ポール様 

・トータルして 27 万 8883 名。今年 1 月までで昨年比 137％。 
 なぐも委員 
 ・たくさんの外国人迎えているが、先日、訪れた九州のある島では、行政として韓国人

の観光客を誘致しているが、住民との間に温度差があった。ニセコの場合、来訪者の

4 割がリピーターということは、おもてなし体制をしっかりと持っているから、また

外国人の方が来たいと思っているのだと思う。小さな観光協会の窓口対応や、または

小さな民宿、小さな温泉宿、そういうところの意識やモチベーションのアップのよう

なものはどのようにしているのか。 
 ・もう一つは、一つのリフト券で四つのスキー場が滑れるというのは、なかなかできな

い事だと思う。 
 矢ケ崎委員長 
・スキーリフトのパスの統合の話は重要な話だ。語り出すときりがないので、その背景

に人々の努力があった話だということだけ覚えておいていただきたい。 
ニセコ町 前原様 

・ニセコには有名で大きなホテルから民宿、キャンプ場まで含めて様々な宿泊施設がる。 
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外国人に対する思いというのは、やはり皆さんそれぞれ持っている。一方で、ニセコ

地区の特徴は、住んでいる外国人が非常に多いということがある。ニセコでは町中に

外国人がいることが普通の風景で、そこで交わされる言葉は日本語だ。そのため、町

民も、決して外国人の方を特別視しているような状況ではなく、外国人と日本人の夫

婦も少なくない。 近はもうそこで生まれた子供たちが学校へ上がるような時代にな

ってきたというところで、人種のるつぼ化が日常化してきている。そのため、外国人

に対して抵抗感が薄れてきていており、受け入れがいよいよ進みだしているというよ

うなことが実情だ。 
ニセコ町 ポール様 

・毎年、冬のシーズン前に、スキー場で働くガイドやホテルのフロントで働く方々なの

が訪れる。彼らは地域をそんなに知らないが、フロント業務をやらなければいけない。

その人たちに対して、地域としてバスツアーを開催しています。そのツアーは、地域

の方々と顔と顔をつなぐことである。フロント業務をやっていれば、人の顔が一番大

事なので、そのレストランの誰々さんに電話すれば何とかなるということが頭の奥底

にあれば強みになる。 
・地域に入ってくる外国のスタッフの方々は、高いレベルのホスピタリティ精神を持っ

ていたり、今までの仕事は海外の観光業だったりする人たちが多い。その人たちに地

域に残ってほしいため、インターナショナルスクールを誘致して、家族で住むことも

できるニセコ町に変えました。 
 矢ケ崎委員長 
・住んでよし、訪れてよしという、観光立国の基本理念が実現されている。そのために

は、自治体が教育までまちづくりの一環としてとして見ている。 
 矢口委員 
 ・ニセコ町商工観光課や観光協会の取り組みを聞いていると、群を抜いていると感じた。

商工観光課には 4 名の外国人スタッフの方がいて、各外国の地域に合ったニュースレ

ターを書いていたり、観光協会も日本初の株式会社ということで、どちらにしても全

国でも群を抜いているような取り組みがなされている。 
・日本では大体の行政が、役場の観光課と観光協会をそれぞれ持っている。役場の方は

異動があり、観光協会さんもプロパーの人が育たなかったり、人材育成が難しいと思

っている。 
・ニセコ町ではどのように人材育成を長い面で行っているのか、観光課と観光協会との

ミーティングのようなものがどのくらいの頻度であって、どのようにディスカッショ

ンしているのか。 
ニセコ町 前原様 

・人材育成に関して困っているのはニセコ町も変わりない。株式会社化する前には全国

公募で事務局長を募集して、人材確保も行ったが、途中で替わったりと、人材の確保

や教育し続けることは難しい。それと小さい町ですと、以前は役所の観光課の横に机

を並べて、観光協会が一人、二人いるということがほとんどで、役所なのか観光協会

なのか分からないというような仕事の仕方をしていた。ニセコ町ではそこを明確に分
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けたいという思いもあって組織化して離したが、その辺が明確にできていないという

ことが今も悩みである。 
・ミーティングについては、町の方向性と会社の方向性のベクトルの方向を合わせると

いうのが必要なので、基本的に月 1 回、担当者同士で、ミーティングすることになっ

ている。観光協会では、定期的ではないが、取締役会を年に数回開くようにしている。

町からは副町長が取締役をやっていますので、経営に参画している。 
 矢口委員 
・観光課も観光協会もそれぞれ立場は同等で意見をそれぞれ言える立場なのか。 
ニセコ町 前原様 

・一応それを基本としているが、なかなか現実問題、役所の方を向かざるを得ないとい

うところもあり、明確な切り分けといった問題点もあり、観光協会のみならず、役所

も見直さなければいけない。 
 可委員 
 ・帝国ホテルですが、123 年の歴史を持っているホテルで、本当にリーダー的な存在だ

と思っている。先ほど 100 から 1 を引くと 99 ではなく、0 になるといことはとてもい

いお話。 
・2020 年のオリンピック・パラリンピックに向けてたくさんの外国人も来られると思う

が、帝国ホテルさんにとって、今、直面する難問や困難はあるのか。今後はどのよう

に改善していくのか。またホテル業界のリーダーとして、地域のホテルに何か外国人

の受け入れについて、アドバイスがあれば教えてください。 
帝国ホテル 室谷様 

・問題はいつもたくさんある。東京は、大阪より遅れたが、外国のホテルがたくさん進

出してきており、サービスの違いなどを比べ、ハードウエアは時代とともに良くなっ

ていくわけです。 
 ・その中で帝国ホテルとして、自分たちで考えるホテルづくりというのを明確に持って

いないと、ただ大きなホテルなのかと思われてします。やはり今は日本のホテルとし

て、日本人の考える良いサービスというものを実践していくことが重要だ。 
 ・帝国ホテルでは、いろいろな層のいろいろな目的のお客様全て帝受け入れているので、

それをそれぞれメリハリよくやっていくということを戦略として決めました。逆に言

うと、一つのホテルで違う種類のお客様、目的を持った方をうまく受け入れていると

言われることがうれしい。やはり明確にどういうホテルにしたいのか、自分のところ

の強みは何なのかを、明確に考えるのが成功しているとこだと思う。 
 ・これからの悩みは、海外を含めて情報をどのように発信して、それをまた理解してい

くかということの必要性がある。また、人材育成についてもいつまでたっても変わら

ないが、良いホテルを盛り上げていくのはそこで働いている従業員の気持ちが重要で

あることから、従業員に対するいろいろな仕掛けをつくっている。 
 ・他のホテルへのアドバイスとしては、自分たちの強みは何かということと、それから

どういうホテルにしていきたいのかということを、明確に持つ事だと思う。 
 矢ケ崎委員長 
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・おもてなしを提供している者は、現場現場で判断しなければいけない。また、お客様

のそのときの体調だったり、一緒にいる方によってニーズが変わってくる、そのよう

に現場というのは非常に流動的で臨機応変で、ある意味、予見可能性が高くなく、も

のづくりしている以上に予見可能性が非常に低いところがある。その現場現場で判断

して何かをしていこうというときには、どういうホテルでありたいのかというビジョ

ンに立ち返って、どういうふうに行動したらいいのかということをお聞きした。 
 ・通常、ホテルでは MICE やコンベンションなどいろいろな層の方々を受け入れている

が、何かおもてなしという面で違いがあるのか。 
帝国ホテル 室谷様 

・基本的には、お客様としては同じスタンスでやっているが、コンベンションの場合に

はスケジュールがほぼ決まっているので、それに沿うように、ホテルも臨機応変に、

お食事を出すタイミングなどオンタイム、インタイムにできるように意識している。 
 ・IMF 世界銀行年次総会の場合ですと、1 万 5000 人の方がいらっしゃったのですが、日

本を観光したいという気持ちを持っているので、そういう情報を会場だけではなくホ

テルのどこでも出せるように準備していたということもある。基本的には、お仕事ま

たは観光で疲れて帰って、ホテルの中で時間を過ごしていらっしゃる方が快適に過ご

せるように、お部屋の清掃、お食事の出し方、ロビーやいろいろなところにおけるわ

れわれのインフォメーションを怠らないようにということは、普通のお客様と同じよ

うに対応している。 
 
「旅行会社と観光協会との連携について～協創による新たな市場の開拓を目指して～」 
ＪＴＢ 加藤様 

 ・本日は旅行会社と観光協会との連携について、サブタイトルとして「協創による新た

な市場の開拓を目指して」ということ、旅行会社から見た観光協会のあり方、協業に

よる新しいビジネスモデルについてお話しさせていただきます。 
 ・JTB は 2 年前の 2012 年に設立 100 周年を迎えた。旅行会社としての 100 周年の歴史と

は、まさにおもてなしの歴史であったのではないかと考えている。 
 ・JTB 発足の理由は、明治の後半 1912 年に逓信省鉄道作業局の当時の官僚であった木下

淑夫さんが、外客誘致論を展開した。これは、外国人客の日本国内消費だけでなく、

日本産品の欧米への輸出拡大による日本経済の立て直しをいち早く行うために、要は

日本経済をどう立て直すために、海外の方々をいち早く日本に連れてきて、日本の魅

力を見てもらうことだということから始まった。そのためには、さまざまな国のマー

ケットニーズに合わせたおもてなしが必要であって、それを 100 年続けてきた。 
 ・資料 3 ページには、現在、国内旅行市場では変化が起きており、地域の資源が非常に

重要になってきている。旅行業界はこれまで成長市場で、旅行形態も画一的な旅行で

楽しんでいただいたという時代が長く続いた。同じような価値観を持った人々が同じ

ような旅行をして、満足を得ていた。旅行商品は旅行会社の店頭販売が中心で、旅行

情報も旅行会社に集中していた。 
 ・これが今、旅行者数は頭打ちで、旅行目的が多様化してきている。消費者の価値観や
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ライフスタイルが多様化し、旅行も多様化してきたため、それに対応していかなくて

はならない。 
・もう一つは、インターネット販売の増加である。情報が国民の皆さんにたやすく取ら

れるようになってきたということだ。 
 ・そのため、ただ旅行商品の価格偏重的なコモディティな商品をつくるだけではなく、

旅行会社も地域に入って地域と協業し、地域の魅力をきっちり商品化してお客様に提

供しなくてはならない時代になった。それでなくては旅行会社の価値がなくなってし

まう時代になった。価格競争から価値の提供が今日のミッションになってきた。 
 ・5 ページ目には、地域の観光地が抱える課題があります。観光地も転換していかなく

てはならないが、われわれもそれをサポートしていかなくてはいけない。定住人口が

減少し、生産人口が減ってくる、その中で地方経済をどうやって立て直すのか。旅行

の形も全く変わってきた。それぞれのお客様の情報の量が爆発的に増えてきており、

旅行会社が提供する情報も、真実で本物でなくてはならない。多くの観光地はこのよ

うな時代の流れを踏まえた観光地域づくりに取り組めていない。 
 ・これからは、地域の観光協会が自らその土地に誇りを持って、その魅力を磨き上げて

掘り起こし、旅行会社と協業し、お客様に真の魅力を提供していかなければならない。 
ＪＴＢ 山下様 

 ・旅行会社も変わらなくてはいけないという状況の中で、観光協会とどんな連携をして

いっているのかについてお話させていただきたい。 
 ・ニセコ町は、非常にグローバルスタンダードな取り組みをしていると思った。 
 ・一方、日本国内の観光協会はどうかというと、旅行会社からの送客を待っているとい

うスタンスで、自らが集客するという考え方にやや欠けていた部分があるのではない

かと思う。 
 ・デスティネーション・ライフ・サイクルという考え方があるが、今、多くの観光地は

昭和 30～40 年代にインフラが投資されたままといった地域も多い。今やソーシャルメ

ディアの時代で、時代の 先端を見ている方の感性からすると、観光地に行って旅館

に泊まったときに、なかなか厳しいというような観光地が多いと思う。ニセコ町のよ

うに新たな顧客を開拓して、再活性化できたという観光地はまだまだ多くない。 
 ・特に、大型旅館がたくさんある温泉地に関しては、多様化した個人ニーズに対応でき

ないということもり、観光客の減少に歯止めをかけることがでず苦戦している。 
 ・旅行会社としては、大型の温泉地や観光地の皆さまと共に、新しい価値をつくってい

くのだという決意の下で取り組んでいる。 
 ・旅行会社というのは単に旅行商品をつくって自分たちの利益が上がればいいのだとい

う考え方ではなく、国内旅行事業で果たすべき役割はあると考えている。日本各地に

ある地域固有の自然・歴史・文化・食・人などに光を当てて、価値を掘り起こし、旅

の過ごし方を提案することで日本の素晴らしさを伝えていきたい。JTB でも客様のス

タイルに合わせた旅行商品を、ブランドを変え販売している。 
 ・旅行会社の新しいポジションとしては、地域の方々と一緒に新しい価値をつくってい

くという意味では、ビジネスパートナーとして行動していく必要があるだろう。JTB
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では総合旅行業から交流文化事業だとして進めているが、ヒト・モノ・カネを含めて

観光協会は投資できない厳しい状況の中で、地域と連携してできることがあるだろう

と、日々取り組んでいる。 
 ・旅行は目的というより手段であるため、その場所に何か実現したいことや、自分のラ

イフスタイルを豊かにしたいという思いを持って旅をしている中で、旅行商品という

のは難しくなってきていると思います。 
 ・従来、旅行会社は地域に住んでいる方々に外に行っていただく、送客ビジネスを生業

にしてきた。今でもその面は変わらないが、支店のある町にどうやって人がたくさん

来るようになるのか、どうすれば観光で地域を活性化することができるかも考えてい

く中で送客と集客のハイブリッド型旅行会社という考え方がないと、旅行会社の存在

意義も問われる時代になった。 
 ・10 ページに旅行市場のピラミッド図を示したが、ほとんどの観光地はその観光地のあ

る県民の方に支えられているという側面が大きい。多くの温泉地は 5～6 割ぐらいの宿

泊客がその県のお客様であって、さらに 2～3 時間圏内の周辺近隣の人たちを加えると

7～8 割というような温泉地や観光地が多い。また、そういう方々からリピーターとし

て何回も来てもらわないと、観光地を支えられないというのが現状であるため、何回

も行きたくないというような観光地は経営できない。 
 ・着地型商品に関しては、地域住民向けや日帰り観光客向けの体験型プログラムやまち

歩き商品をつくりながら、新しい価値を探し、全国の観光客に楽しんでいただける商

品を開発し外国人観光客にも喜んでいただけるツアーをつくっていくという考えを持

っている。 
 ・これまでの旅行会社のパンフレットは、宿泊施設だけが並んでいるカタログのような

状態だった。その地域の価値や、そこで何ができるのかということを提案していく、

「旅の過ごし方」提案してから、その地域にどういう宿泊施設があるのかというよう

な紹介の仕方に変えていく必要がある。 
 ・チャレンジとしては「感動の瞬間（とき）」という取り組みを進めている。「物見遊

山型観光から経験価値型観光へ」と書いたが、心の豊かさにつながるような感動的な

体験というものが日本の国内にもある。それが冬のシーズンだったり、早朝だったり、

夜の星空など素晴らしい価値が埋もれている。これらの価値を地域は気付いているが、

旅行会社に提案してこなかった。今そういうことに注目し「感動の瞬間（とき）」と

いうシリーズをつくっている。 
 ・旅行者、地域、旅行会社にそれぞれに着地型旅行というのは意味があると思っている。

特に地域の方に関しては、自分たちの良さは自分たちが一番知っており、自らが集客

するすべを持った中で、滞在時間を延ばして観光消費額を上げていくという大きな意

味がある。 
 ・着地型旅行というのはなかなか売れないのだという話をよく聞く。内容を見てみると

やはりいろいろなことが整っていないとい。組織体制や仕組み、オペレーションだ。

予約の変更、直前まで申し込みができないなど旅行者のニーズに合っていない。言い

方を変えると、地元の都合の方を優先している。 
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・持続可能な観光の推進体制をつくる意味では、外部の人たちとの接点を持てる人材が

非常に重要だと思う。観光協会の会員だけにしか目が向いていないような観光協会で

は発展が難しく、新しい価値を自らつくり出すことは難しい。観光協会の会員のため

だけにやることは会員のためにならない。外部との接点をつくり、会員の価値を高め

ていくかということが観光協会の役割ではないかと思う。 
 ・旅行会社にはたくさんの情報があります。特にお客様のデータは膨大である。今まま

では顧客データを地域の方に共有することはできなかったが、着地型旅行商品が売れ

るためにはどういうお客さんにどんな手段で訴求するのかを、データを提供するよう

な仕組みをつくっている。 
 ・一つの着地型旅行商品を教育旅行にも MICE にも、個人のお客様にもいろいろなパタ

ーンで使っていけるように、一つの着地型商品を紹介してマッチングさせるというス

キームをつくった。 
 ・JTB のサイトから着地商品を予約してさらに決済するところまでできる仕組みも整っ

た。 
 ・海外の政府観光局は徹底的にセールス＆マーケティングに力を入れている。特にその

国の国民のライフスタイルや消費行動に精通したセールスマネージャーをしっかり入

れていくことが重要である。オーストラリアでもニュージーランドでも、その国の人

たちのライフスタイルに合わせてホームページのデザインや提案するコンテンツも全

部違う。日本のように一つのコンテンツであちこち発信するのではない。 
 ・二次交通やさまざまなインフラ整備でも、旅行会社や旅行者も含めて、いろいろな方

が何を求めているかを知った上で整備していかないと、地域の都合だけで整備しても

全く意味のないものになってしまう。 
・2020 年は 2000 万人の外国人を呼ぶという大きな目標に向かって、われわれも一緒に活

動していきたい。 
 
○意見交換 

 矢ケ崎委員長 
・地域における観光協会のあり方について、意見交換に移りたい。 

 ・観点は五つ 
  ①地域にとってのおもてなしとはどういうものなのか？そもそもこの研究会の根源的

な問いについて。この問題を一生問い続けていくのが観光分野の宿命だと思うが、

地域の価値が何なのか、それをどのように来訪者に伝え、提供していくのかという

ような観点。 
  ②観光客のへのおもてなしに関する地域における取り組みにいて。観光協会単体だけ

ではなく、地域の中を面的な体制にしていくにはどうしたらよいのかという問題意

識。 
  ③インバウンドへの対応のあり方。インバウンドは大事、重要、でもいつかねという

気持ちでいる地域も多かったと思うが、いつ外国の方々がいらっしゃるのかわから

ない。外国の方々を戦略的に取り込むのか。 
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  ④町役場や旅行業者の話を聞いた上で地域の観光協会に求められる役割 
  ⑤観光協会が抱える問題点や課題への対応 皆さま方が日頃感じているものへどのよ

うに対応していったらいいのか。 
 横山委員 
・本日、三者からご意見を頂いたが、さまざまな点が共通していたと思う。その中で一

番気になったのが人材ということだ。人材育成が非常に難しい、人材がいないという

ことだったと思う。地域に長く携わってきて思うのは、地域にとって人口流出のきっ

かけになるのが進学、就職、女性は結婚ということで、その地域から人がいなくなっ

てしまう。その地域に人を、特に若い人を引き留めておけるような新たな雇用、やり

がいのある仕事ということで考えると、観光は魅力的なステージになると思う。 
 ・その中で、外から連れてくるより、地域の人を育てたいという意欲と意志を感じたが、

どのような機能があればそれがかなえられるのか。外部から講師を連れてくればいい

のか、若い方にチャンスを与える、とはいえハードネゴシエーションをどのように学

ばせたらいいのか。われわれ観光業や民間企業として何ができるのか考えさせられた。 
 久保田委員 
・本日のお話で一番衝撃で驚いたのは、ニセコの観光協会が株式会社化されたというこ

とは、この業界では本当に当時衝撃的で、 新事例と思っていたが、「おらが意識が

なくなってきている」ということに関して問題意識を持っているとことが気になった。 
 ・結局、何のために観光をやるのかというところに帰り着くと思う。先ほど、ホテルで

も、今どういうホテルでありたいかということを自ら考えるという話を頂いたとおり、

観光というのはお客さんの数を増やす、経済を回すということは大事だが、やはり住

んでいる人が豊かな心で楽しく生きていくというところを目指すためには、なぜ観光

が必要なのかということを共有できないといけないと思った。 
 ・JTB の事例の中でも、そこに住んでいる人たちの心の中に起きた変化、あるいは観光

ではない自治のようなことに目覚めた市民が増えたということが起きているのではな

いか。 
 矢ケ崎委員長 
・お二人のお話には二つポイントがあった。人材をどのように調達・育成し、どんなこ

とを考えていったらいいのかということ。「おらが」という会員の意識が薄れて、そ

の結果、何が悪いのでしょうか。何が起こっているのか。ニセコ町が考えるビジョン

にとって本当にマイナスなのか。 
 ニセコ町 前原様 
・観光協会の株式化がいい仕組みであれば、世の中にもっと株式化された観光協会が増

えたと思うが、採用されるところがないということは、その仕組みが必ずしも受け入

れられにくいものでもあったのではないか。 
 ・ニセコの観光協会には、系列で入っているホテル等が多く、地元で一生住み続けると

いう温泉地の方とはちょっと違うニュアンスがある。そこに「おらが思い」を共有し

ないと、地域としてバラバラな状況なりまとまりがなくなってしまう。まとまりがな

ければ施策も組めないということもあり、観光協会に期待される部分は、地域と寄り
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添って一緒にやるということだが、現状は意思疎通がうまくできなくなっており、結

局、次に新しいことを何かしようということに踏み出せない。 
・人材に関しては、日本各地では観光に従事されている方の立場は非常に弱い。所得も

低く、ニセコのように夏と冬の観光形態がコロッと変わる観光地というのは、そこで

働いているスタッフの顔も全部変わってしまうような実情があり、ずっとそこで仕事

をやっていけるのかという不安を抱えている。そのため、観光従事者の立ち位置をや

きちんと持てる環境をつくっていかない限り、優秀な人材が離れてしまう。 
 矢ケ崎委員長 
・今の視点は本当に重要な視点で、絶対忘れてはいけない土台の部分である。 

 なぐも委員 
・JTB から着地型観光がうまくいかないのは、仕組みやコンセプト、料金設定などがう

まくいっていないからだという話があったが、地域の中に頑張りたい若い人たちがた

くさんいるにもかかわらず、村の長老のような人たちが「やったことがないから無理

だ」、「インターネットの予約なんて、やったことがないから無理」、「昼食付きの

着地型観光は、当日受け付けなんか無理だ」と言って採用されない。このような問題

は旅行会社とコラボレーションしていくと、小さな村もうまくいくのかなと思ってい

る。 
ＪＴＢ 山下様 

・観光というのはお客様があってだという考え方が地域で薄く、自分たちの都合だけで

オペレーションしている。そういったところに旅行会社が入って、仕組みづくから一

緒に行っている。 
 可委員 
・インバウンドの対応が気になるが、日本各地の観光協会はよく頑張っている。ただ、

一つの日本語のホームページができたら、それを多言語で直訳するだけでいいのか。

その国のライフスタイル、その国の習慣・文化は全然違うため、ネイティブな人をも

っと活用しなければならないと思う。そうしないと、コストパフォーマンスが良くな

く、結果として効果が薄い。そのため、企画段階からネイティブの人を取り入れてい

くことが重要だ。 
・地域はたくさんの魅力がある。2000 万人の外国人に来てもらうためには、さらなる情

報発信が重要だ。 
 矢口委員 
・私は、国内観光地の魅力を日本の読者に届けている立場なので、国内についてはおも

てなしということが分かっていたが、インバウンドに関しては知識が少なかった。本

日の話を伺い、インバウンドの面でも国によってデザインも内容も変えるといった基

本は、人によって変えるのと同じように国によって変えるというおもてなしというの

は共通である。 
事務局 
・現在 106 名の方が視聴されている。幾つかコメントが入っているが、一つだけご紹介

させていただく。「役場に外国の方が勤務することができるのは、どのようなやり方

13 
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で実現しているのでしょうか？」という質問だ。それともう 1 点、これは関心の問題

だが、「帝国ホテルの人材育成のシステムはどんなやり方をしているのか興味がる」

「人材育成はやはり難しい」というコメントも寄せられている。 
 ニセコ町 前原様 
・期限付きという方法で採用している。今は採用条件に国籍条項等がないので、外国の

方も一般の職員と同じように採用することができる。 
・現在ニセコ町では、スイス、韓国、イギリス、中国出身の国際交流員が在籍している。 

 矢ケ崎委員長（まとめ） 
 ・本日の話を伺い、今まさに地域もホテル業界も旅行業界も変わっていかなければなら

ない変革の時期にあるという思いを強くした。これは、市場が変わっているからで、

その市場の変化に合わせて競合相手が頑張っているからだ。変わっていくためには、

新しい考え方や方法、パートナーが必要だと思う。 
 ・忘れてはいけないこととして 

①観光はシームレスであるということをもう一度考えるということだ。旅行者は自宅

を出てから自宅に戻るまでが観光、旅行である。その間にたくさんの事業者、多く

の地域の方々が関わってサービスをつないで、一人の旅行行動を支えている。シー

ムレスな旅行を提供するというスタンスが重要だ。そのためにも、地域の魅力をど

のように発信していくのか。その地域の観光地としてのビジョンを、地域の関係者

が共有していくということが重要だ。 
  ②情報発信が重要だ。前回の研究会でも、自分たちの言いたいことばかり伝える、と

いう情報発信では駄目という話があったが、情報発信を行った結果、その旅行者の

心や行動がどう変容するのか、いつ戻ってきてくれるのか、そのような将来を見通

して、どういう情報を発信したら良いのといった戦略が必要だ。JTB からは、経験

価値を重要にしている。旅行者の心の中にどういう経験を通じた価値が残るのかと

いうこと。ニセコ町からは、何を売りたいのかプロダクトマニュアルを作っている

という話があったが、重要なやり方だと思う。プロダクトマニュアルのように地域

を売り込むためのツールを作るという第一歩から始めなければいけない観光協会も

多いのかもしれない。 
・観光協会の役割は、調整とネゴシエート、ビジョンの共有など、たくさんの役割があ

る。ニセコ町の言葉を借りると、「公共と経営、広域と地元」。要するに大きな魅力

と小さな魅力の間に立ち、地域を一定の方向に持っていく力も必要になる。その力の

源は、人材育成である。 
 ・本日の三者のお話は、いずれもトップレベルのお話であったが、「自分たちはそこに

はまだまだ届かない」ということではなく、目線を上げ、高い目線の中で第一歩を踏

み出して行くことが重要だ。変わっていくきっかけに、インバウンドを積極的に活用

していっていただきた。 
 ・マーケティングという観点は、地域や事業者、いろいろな方々にとって重要だ。 
 
４．閉会  


