
インバウンドを見据えた着地型観光調査
先進地事例集

平成27年3月

国土交通省観光庁 観光地域振興部 観光資源課



目 次

Ｐ３ 先進地事例調査① 山形県西置賜郡飯豊町

Ｐ５ 先進地事例調査② 三重県伊勢志摩

Ｐ７ 先進地事例調査③ 和歌山県田辺市

Ｐ９ 先進地事例調査④ 群馬県みなかみ市

Ｐ１１ 先進地事例調査⑤ 広島県尾道市、愛媛県今治市、越智郡上島町

Ｐ１３ 先進地事例調査⑥ 岐阜県飛騨市

Ｐ１４ 先進地事例調査⑦ 京都府京都市

Ｐ１５ 先進地事例調査⑧ 沖縄県

2

この事例集は、「住んでよし、訪れてよしの国づくり」に向け、近年めざましい伸びをみせる外国人観光客を対象とした滞在型観
光を推進するため、観光庁が公表した「インバウンド着地型観光の手引き」内の事例を取りまとめたもので、「インバウンドに取り
組む全国各地の事業者」や、その「事業者を支援する地方自治体や観光協会」に向けて作成したものです。
特に事例集内の「推進のポイント」欄では、下記のようなアイコンにて対象者を表示しております。

「インバウンドに取り組む全国各地の事業者」向けのポイント

「事業者を支援する地方自治体や観光協会」向けのポイント



① 飯豊町観光協会組織概要

先進地事例調査①－１ 山形県西置賜郡飯豊町

② 事業内容
１）スノーモービル体験受入事業
観光協会が運営管理する「どんでん平スノーパーク」。
受入れ期間は通常1月～2月末まで。巨大すべり台、スノーモービル、
バナナボード体験を実施。「日本スノーモービル安全普及協会（JSSA）」
の認定を受けたインストラクターが指導にあたる。
＜実績＞平成20年910名／21年2,120名／22年1,053名／23年693名／24年237名
25年483名（表１）

２）農家民宿体験受入事業
中津川地区の農家民宿を利用した民泊と田舎暮らし体験プラン。
体験は花笠作りや農作業体験を企画。現在の民宿数は10軒。
農家民宿組合ででは平成19年に8軒が営業許可を取得し、首都圏の
児童生徒の山村留学を受け入れてきた実績もある。（図１）
ツアー名は「來去郷下住一晩（田舎に泊まろう）」。台湾の名生旅行社が
企画。一般的な行程は、台北==仙台空港==上山温泉==蔵王==飯豊町==銀山温
泉==松島==仙台空港。4泊5日と5泊6日の二種類あり。ガイドはつかず1軒4名
程度が宿泊する。本ツアーは、台湾観光協会より金賞（金質旅游奨）を受賞している
（平成24年度）。（図２）
＜実績＞平成22年92名／23年75名／24年161名／25年183名

③ 推進のポイント
高畠町の「よねおりかんこうセンター」は台湾発東北エリアへの誘致を図るコンサルティング会社（本社：岩手県）より冬季の台湾人グループ受け入れの相談を受け観光協会へ打
診。平成20年冬。観光協会が雪を駆使した体験を中心にした受け入れをした結果、好評を得る。同年秋。同協会の局長は台湾へ同コンサルティング会社の台湾事務所を訪れ、感
謝の意を表し、友好的な関係を築きあげる。翌年21年には2010名の受け入れを達成。同年秋からは農家民宿受け入れ事業（「田舎に泊ろう」）を開始する。

１） 既存コンテンツの磨き上げと有資格者からの支援体制を構築
主軸の商品はスノーモービルと雪遊び体験。飯豊町には従来よりスノーモービルの愛好家が多く有資格者もいる。商品企画から受け入れまで彼ら愛好家グループの協力無しで
は成し得なかった。今では体験プログラムに関わるインストラクターは全て「日本スノーモービル安全普及協会（JSSA）」の認定を受けている。

２） 宿泊施設（農家民宿）受入体制を整備
現在、台湾グループを受け入れている中津川地区の農家民宿だが、かつては峠道だったこともあり、農家が外客を受け入れることに抵抗がないという土地の気質と、既に「なかつ
がわ農家民宿組合」を組織し、グリーンツーリズムと連携をした教育旅行の受け入れを実施していた、という経緯もありインバウンドに対する抵抗感も想像より低いものであった。

３）友好的なセールス手法
本事業の中心人物である観光協会の局長は民間企業での営業経験が豊富な人物。コンサルティング会社への積極的かつ友好的な営業手法が受入数の増加につながった。

主体者： 飯豊町観光協会
所在地： 山形県西置賜郡飯豊町椿1972-2

④ 今後の課題
受け入れ当初は台湾人旅行者の嗜好や風習・文化等の情報及び知識がなく、また、翻訳者も手配できなかったため独学の英語
表示を実施した。現在は、機材を使用するスノーモービルやバナナボードでは試乗体験をさせることで操作方法や注意事項を説明
しているが、「指さし表」や「案内看板」等、言語に関する対応の充実が求められている。

農家民宿の女将が出迎え

スノーモービルの操作説明

事
務
局
長

■イベント企画運営

■人材育成担当
観光ボランティアガイド育成、
農家民宿調整

■プロモーション担当
観光情報動画配信チャンネ
ル、 ウェブサイト、ＳＮＳ運営
管理

事務局長： １名
スタッフ： ３名
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【図】 北京語のパンフレット

【図３】 名生旅行社 ラッピングバス（台湾） 【表１】 台湾人旅行者数年度別推移

【図２】 名生旅行社「來去郷下住一晩（田舎に泊まろう）」
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※H21以降の減少要因は震災、原発問題による山形チャーター便廃止によるもの。

4



①組織概要

先進地事例調査②－１ 三重県伊勢志摩

② 事業内容 ＜有限会社ＯＺ＞

１）エコツアー企画（海島遊民くらぶ）
■一般旅行者向けツアー
春夏秋冬別に約30前後の旅行商品を企画。
（例）もんど岬シーカヤック・カフェツアー、
海賊の城と城下町の夜歩きツアー、
海女の国のスピリチュアルツアー等。

■視察研修の企画実施
プログラムは全4種類。
テーマを｢地域コーディネート・エコツーリズム」
｢地域プロジェクトリーダー養成・着地型商品づくり
コーディネーター・ガイド養成」等を所要時間
（ 6時間～72時間）にあわせて設定。（図１）

２）観光情報サービス
３）地域づくりコンサルティング
４）人材育成研修企画

インターシッププログラムの企画実施（図２）

③ 推進のポイント
１）協議会内で組織されたワーキンググループの存在
協議会が発足して約10年になるが地域全体として積極的に機能するようになったのは2年前である。理由として協議会内で観光事業者や宿泊事業者中心の
ワーキンググループを立ち上げたことが大きい。これまでは、行政や業界団体の組織長クラスが意思決定をしていたが、実務部隊として事業者が関わることに
よって受け入れ体制の整備や集客の実績に繋がってきている。
２）インバウンド着地型観光に関するキーマンの存在

鳥羽エコツーズム推進協議会の会長が代表を務める有限会社オズ（海島遊民くらぶ）は、協議会の一員としてエコツーリズム商品をはじめ小ロットのツアー企
画・販売を手がける着地型旅行会社である。また、研修視察やインターンシッププログラムの企画も手掛けている。

３）協議会事務局が担うコーディネーターとしての役割
協議会の事務局担当者は鳥羽商工会議所の職員が準専任者として着任している。海外での商談会に参加する等、インバウンド営業と現地コーディネイト業務を
行う。伊勢志摩内のインバウンド層としては台湾をはじめとするアジア圏のグループと欧米及び東アジアのFITの二者が存在するが、前者であれば海女小屋体験
を「相差海女文化運営協議会」へ、後者であればニッチな町歩き体験を「海島遊民くらぶ（有限会社ＯＺ）」ヘ、というように入口（マーケティング）の段階でマッチング
をしている。出口（セールス）にしても、海外のエージェントと商談ができるエキシビションを各々に用意するなどコーディネーターとしての役割は大きい。

主体者： 伊勢鳥羽志摩インバウンド協議会／有限会社OZ
所在地： 三重県鳥羽市

④ 今後の課題
誘致活動、受入体制については、ワーキンググループの活動が活発になることで向上したが、行政区画を超えた広義としての
地域全体を包括するブランドイメージの構築と官民全体がイメージを共有することが今後の課題である。

｢海島遊民くらぶ」 おすすめツアーリスト
※３ヶ国語対応（英・中・韓）

伊勢志摩地域鳥羽市外国人観光客誘致促進協議会

各市町村 商工会議所 民間事業者

ワーキンググループ

(有)ＯＺ

＜伊勢鳥羽志摩インバウンド協議会＞
2005年設立。商工会議所が中心となり市や観光協会、民
間事業者等と連携しながら伊勢志摩地域への外国人旅行
者誘客に向けた体制整備を目指している。誘致活動につ
いては、ビジット・ジャパン事業等を活用し、伊勢志摩周遊
ルートの認知向上や旅行会社へのセールス、特産品のカ
キを食するツアー開発等を実施している。
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【図２】 有限会社OZ インターシッププログラム一例

資料 ②－２

有限会社OZ 視察・研修件数年度別推移

【図１】 有限会社OZ 研修視察プログラム一例

鳥羽市 外国人観光客数年別推移
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※施設としては鳥羽水族館、ミキモト真珠島への入込数が最も多い。 ※（公財）国際交通安全学会、（独法）国際協力機構等より受入れ。

プログラムは全4種類。テーマは｢地域コーディネート・エコツーリズム」｢地域プロジェクトリー
ダー養成・着地型商品づくりコーディネーター・ガイド養成」等。所要時間（ 6時間～72時間）
にあわせて設定している。

プログラムは全３種類。テーマは｢ガイド技術基礎」｢旅行商品造成基礎」｢運営事務基礎」｢
地域コーディネイト技術基礎」等。期間（2週間～2ヶ月）にあわせて設定している。
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① 組織概要

先進地事例調査③－１ 和歌山県田辺市

JR田辺市駅前の観光案内所

② 事業内容
１）旅行業事業
平成22年7月、第二種旅行業免許を取得。
契約業者には、ビューローホームページの
予約サイト内に施設等の紹介ページ（原則として
日英2言語）を作成している。（図１）
※ビューローホームページの年間アクセス数
日本語ページ：約9万4千人
英 語ページ：約4万9千人
（2012年1月～2012年12月実績）

２）情報発信（プロモーション）事業
国内外への情報発信。ホームページやパンフレット
等の多言語化、海外のメディアや旅行会社に対する
現地案内など。
３）受入地のレベルアップ事業
地域における旅行客の受入環境整備。
各地で体験型講座（ワークショップ）を開催したり、
簡単な日常会話（英語・日本語）の指さしツールの
作成などを実施。

③ 推進のポイント
熊野の地域性や歴史的背景、さらには、熊野古道沿いの宿泊施設の多くが民宿や小規模旅館であることなど観光地としての特性からも、海外の団体ツアーを受入れるのではな

く、ＦＩＴと呼ばれる個人のお客様をターゲットにしようと考え、欧米豪からの観光客の受入れにつながった。
１）予約決済システムの導入
ビューローが運営する旅行サイト「KUMANO TRAVEL（日英）」は利用者の約8割が欧米を中心とした訪日外国人客である。熊野古道を歩くコース、宿泊施設予約、その他オプショ
ン（弁当、荷物デリバリー等）などから組み合わせる形式の企画旅行であり、かつ現地（宿泊施設など）への手配はアナログ（電話やFAX）なので、受注発注の全てがシステム上で
完結するわけではないが、本システムがあることによってワンストップで受け入れることが可能となりインバウンドの間口は確実に広がり最近ではアジア圏からのＦＩＴも増えてきて
いる。
２）外国人スタッフの登用

ALT（外国語指導助手）として合併前の旧本宮町に赴任し本宮町を中心に熊野古道の各ルートの踏破や様々な交流を通して熊野の歴史・文化を学ぶと共に、外国人としての視
点を持って熊野の魅力を多くの方に伝える活動をしていたカナダ人をスカウト。平成18 年8 月にビューローのスタッフとして採用した。氏が中心となり、各地で体験型講座（ワーク

ショップ）を開催したり、簡単な日常会話（英語・日本語）の指さしツールを作成しながら、外国人の受入環境整備を進めた。また、6 言語に対応したホームページ、6 カ国語で作成
したパンフレット、海外のメディアや旅行会社に対する現地案内など、海外への情報発信にも積極的に取り組んできた。旅行業としてインターネットによる予約システムも構築した。
現在では、国際観光推進員として海外に向けた情報発信（プレスツアーやファムトリップ等の対応など）と海外エージェント経由の旅行手配を主に担当している。（図２）

会社名： 一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー
所在地： 和歌山県田辺市湊727-2 田辺市観光センター内

④ 今後の課題
「高野・熊野」エリアへの更なる誘客・動機付けと、実際に訪れた外国人旅行者の満足度を高めるため、一昨年、和歌山県によって「高野・熊野特

区通訳案内士（和歌山県版通訳ガイド）」制度が創設されたが、まだまだ利用者が少なく、さらなる周知を図る必要がある、
また、着地型の旅行会社を立ち上げ、外国人を中心に、年々利用者が増加しているが、限られたスタッフの中でサービスの質を落とさずに対応して
いくことができるかという課題もある。

案内所に設置されている多言
語パンフレット、タブレット

熊野本宮
観光協会

㈳龍神
観光協会

中辺路町
観光協会

大塔
観光協会

田辺
観光協会

【総会／理事会】

総会（各協会から２名）および三役会
議により重要事項について会議を行
う。また必要に応じて市から担当職
員を招集。

田辺市役所
各部各課（室）

本宮行政局

龍神行政局

中辺路行政局

大塔行政局

田辺市
観光振興課

田辺市熊野
ツーリズムビューロー
事務局

●事務局長
●国際観光推進局
●事務局員
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資料 ③－２

【図１】 Tourism Bureau 多言語ウェブサイト
（http://www.tb-kumano.jp/en/）

【表１】 田辺市 外国人宿泊客数年別推移 【表２】 田辺市 外国人宿泊客数国別推移

【図２】 多言語化パンフレット（左：田辺市ガイド／右：熊野古道）

0

200

400

600

800

1000

1200

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

※平成２０年が突出して多いのは、田辺市で合気道の国際大会が開催されたため。

※日本語、英語、フランス語、 スペイン語、中国語、韓国語に対応。 ※英語、フランス語、 スペイン語、中国語、韓国語に対応。

8



① 組織概要

先進地事例調査 ④－１ 群馬県みなかみ町

② 事業内容
１） アウトドア・ツアーの催行
キャニオニング・ラフティングなど。（表１）

＜実績＞平成24年138名／25年107名／26年121名
２） スクール、レスキュー講習会の企画運営（表２）
スキー・スノーボードスクール、バックカントリー、
スノーシュー、ケイビング、キャニオニング・ラフティングなど

＜実績・平成25年＞ガーラ湯沢／1,385名、野沢温泉／3,292名
３） カフェ・バー、レストランの運営
４） 簡易宿泊施設（「アルパインロッジ」）の運営

・収容人数58名（和室、洋室）
・１泊5,000円～、朝食500円～、夕食1000円～

５） アウトドア・自然・健康・教育関連商品の販売
６） アウトドア事業・設立コンサルティング
（コース設定・トレーニング・運営指導・書類作成等を含む）

７） 英語の教育

③ 推進のポイント
１） 緻密なマーケティングとターゲティング ～国内外のインターナショナルスクールへのアプローチ～
＜夏＞ トップシーズン（7～8月）は日本国内客で埋まるがショルダーシーズン（6月、9月）の集客を国内のインターナショナルスクールにおけるアクティビティプ
ログラム（キャニオニング、ラフティング等）のニーズに着目した。また、インターナショナルスクールの教員は同じ業界内で移籍することが大半であり、その人脈に
よる口コミが誘客に功を奏した。ダイレクトセールスでは直接に電話して担当につなげてもらい、興味を示した場合は直接、学校を訪問している。
＜冬＞アジア圏（香港、シンガポール、タイ）のインターナショナルスクールにおけるスノープログラム（スキー、雪遊び）のニーズを調査し企画提案を実施してい
る。現在はシーズナリティを平準化し雇用を安定化するためにスノーキャニオニングという新しいプログラムを開発中。
２） 隣接スキー場と積極的に連携 ～野沢温泉、ガーラ湯沢でのスノースポーツスクール事業～（図１）
ガーラ湯沢については、もとより現地のスキー場にはインバウンド需要（アジア系ファミリーのショートステイ）があり、知り合いを通じてスキー場におけるスクーリ
ングの事業を受託するようになった。野沢温泉についても、現地の旅行会社を通じてインバウンド集客（欧米系FITのロングステイ）をしており、湯沢の実績もあっ
たことから、知人を通じて受託するようになった。冬期のスクーリング運営にはニュージーランドからインストラクターを招致している。

会社名： 株式会社キャニオンズ
所在地： 群馬県利根郡みなかみ町湯檜曽45

④ 今後の課題
１） 他店舗展開 ～奥多摩の事例～
みなかみ町に所属していたスタッフがフランチャイズ形式で開業したが、地元のとの連携が上手くいかなかったことなどを理由に
二年程経ったところで直営に変更した。その際の窓口は奥多摩も草津我妻も町の観光課。今後共アドベンチャーツーリズムを核と
して他地域でも地域活性化を目的に展開していく構想である。
２） 人材育成（図２）
インターナショナルスクールは安全体制を重視するので、インストラクターにはアドベンチャー系のライセンスを取得させるようにし
ている。しかしながら人材集めには苦労している。ニュージーランドではアウトドア系の資格（日本で言えば山岳ガイド）は国家資格
となっているが、日本においてはステイタスが無いことが有資格者の人材不足の原因の一つであるように考える。

＜夏＞キャニオニング

＜冬＞スノシュー ツアー

会社名： 株式会社キャニオンズ
設立： 2000年４月
資本金： 1,000万円
代表者： ハリス・マイケル・ジョン

（ニュージーランド出身）
従業員数： 14名（夏季50名）
事業所：

群馬県みなかみ町
群馬県吾妻郡
東京都奥多摩町
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【図１】 スキースクールのウェブサイト（オンラインでレッスン予約が可能）

【表１】 外国人 スキースクール利用者数推移

【表２】 外国人 スキースクール利用者数推移

【図２】 ライセンスと有資格の外国人スタッフ（自社ＨＰ掲載）

資料④－２
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① 組織概要

先進地事例調査⑤－１ 広島県尾道市、愛媛県今治市、越智郡上島町

② 事業内容 ～レンタサイクル事業～

瀬戸内しまなみ海道にある日本で初めて海峡を横断できる自転車道。尾道市から今治市の間にある「しまなみ
海道」沿線の自治体ではレンタサイクルを運営。各地区にある15ヶ所のレンタサイクルターミナルであれば乗捨
ても自由。（今治市内の一部の宿泊施設でも可）
＜貸出窓口＞ ■広島県側 尾道観光協会 レンタサイクル本部

平成22年に第三種旅行業を取得。行程作成やガイド依頼が多く定期ツアーの設定はしていな
い。ガイトは9名（うち英語対応は5名）。 乗船券、自転車貸出料、観光施設入館料が含まれ
たクーポンセット券も販売している。（表１）
■愛媛県側 今治市サイクリングターミナル サンライズ糸山
併設している宿泊施設（収容人員70名、洋室14和室1、大広間1※四分割可）では客室内に自
転車を持ち運ぶことができるので欧米系の外国人の利用がある。（表２）

③ 推進のポイント
１） 二つの地域（尾道、今治）の行政（県・市）を中心にした連携体制
尾道市と今治市の連携事業において、自転車の管理についてはデポジット制（一律1,000円）を導入することで自転車の管理費やレンタサイクルの改修費
にあてることが出来ている。平成26年10月に開催された「瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会（主催：瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会
実行委員会）」時に今治市が購入した自転車を譲渡されるなど全面的な支援を受けている。
２） ルート整備と自転車管理
多言語（英・中・韓・日）の案内板やルート整備（サイクリングルートを色分けする）は段階的ではあるが優先的に行うことで円滑な運営が出来ている。橋を
管理する本州四国連絡高速道路株式会社との連携も重要視している。また、台湾の有名自転車メーカーがしまなみ海道に着目し、尾道、今治に店舗を
出店。メンテナンス面でサポート体制が整えられた上に、台湾を中心にした海外ＰＲも大きな役割を果たしている。
３） 周辺の恵まれた観光資源
広島側には宮島、愛媛側には道後など、既に外国人にリーチしている人気の観光地があるのもアドバンテージとなっている。海道沿いの島々では体験プ
ログラムなども実施しリピーター獲得を図っている。また、岩国基地に在勤する米国人が（年間4千人）利用しており口コミ効果が推測できる。

主体名： （一社）尾道観光協会／サンライズ糸山
所在地： 広島県尾道市／愛媛県今治市

⑤ 今後の課題
サイクリングの知識を持ったガイドの育成が課題。サイクリングをしながら観光をするのは体力が必要であり、自転車の装備
に関する知識も必要だ。現在は観光協会の職員が交代で担当しているが、将来的には募集をかけて専門ガイドのネット
ワークを構築したいと考えている。

サンライズ糸山の入口 サンライズ糸山の受付 自転車を回収する軽トラック

瀬戸内しまなみ海道振興協議会

尾道市

＜瀬戸内しまなみ海道振興協議会＞
前身団体である「瀬戸内しまなみ海道周辺地域
振興協議会」と「瀬戸内しまなみ海道観光推進
協議会」が統合し、平成19年に設立。瀬戸内し
まなみ海道地域の活性化を図るとともに、地域
が一体的に実施する観光振興を中心とした事
業を推進することを目的とする。

尾道市 上島町

関係19団体
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資料 ⑤－２

【表１】 平成26年度 尾道市観光協会ツアー受入件数月別推移

尾道観光協会 レンタルサイクル予約サイト（個人向け）
（http://www.ononavi.jp/organization/cyclecal.html）

瀬戸内しまなみ海道協議会 多言語ウェブサイト
（http://www.go-shimanami.jp/global/english/guide/）

【表２】 平成26年度 サンライズ糸山利用者数月別推移

※国別利用者数は、１位台湾、２位香港。３位韓国の順番となっている。

多言語ウェブサイト（英・中・韓）上、各国の言語のガイドマップやサイクリ
ングルートマップをダウンロードすることができる。

ウェブサイトからレンタサイクルの予約受付が可能。（１日50台まで）。
団体予約は除く。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

外国人 27 66 54 2 126 2 86 34

日本人 0 1125 54 2 87 25 125 43
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先進地事例調査⑥ 岐阜県飛騨市古川町

① 事業内容
会社名： 株式会社美ら地球
設立： 2007年10月
資本金： 1,000万円
代表者： 山田 拓
従業員数： 12名

１）旅行事業（SATOYAMA EXPERIENCE）
・里山サイクリング、ウォーキングツアー、酒蔵体験、教育旅行を企画実施販売
２）視察・研修事業
・インバウンド対応、地域資源マネジメント、エコツーリズムをテーマに研修・視察パッケージを企画実施販売
・個別ワークショップの運営実施
３）施設管理事業
・古民家（ロングステイ）の運営

② 推進のポイント
１） 独自のプログラムで観光人材を育成
全員1年以上の海外経験を持つＩターン組の社員（2014年現在12名）が企画からガイドまでをこなしているが、人材育成には独自プログラムの研修システムを活
用している。また、事業にさきがけ地域雇用を優先した点が事業の成功につながっている。
２） 初心者でも満足しやすい運営システム
人気プログラムは「飛騨里山サイクリング」。里山を3時間半かけてめぐるスタンダードコース（ガイド付き、一人7,300円）は、古い街並みを抜け、農村集落を抜
け、里山の美しい景色の中を地元の方々との交流も楽しみながら走る22kmのコース。初心者でも高い満足度を獲得しやすい運営システムのため参加者の満足
度は高く、クチコミサイトでも最高の評価を受けている。同社ではそのほかにも、アート＆カルチャーを楽しむプログラムや、ウォーキングツアー等多彩なプログラ
ムを用意している。 国別には豪州や米国が主流で、以下、シンガポール、英国、香港等ブリティッシュ系の国々の利用が多い
３） BtoCとBtoBの棲み分けで収益の安定化を目指す

SATOYAMA EXPERIENCEのなかでも「里山サイクリング」は順調に集客を伸ばしているものの収益化には時間かかる。そのため初期投資の財源確保の手段
として、古民家の再生やコンサルティング、企業研修の受役等のＢｔｏＢ事業も手掛けており、今後は、宿の再生や運営受託も手掛ける予定。その他、宿泊客の
獲得の為の着地型旅行という意味合いで、観光協会、旅館組合、行政からの費用負担も視野に入れている。
４） 外国人目線のプロモーション
アーンドメディアとオウンドメディアをミックスして外国人にリーチさせ、ＳＮＳを活用し費用負担を抑えるためのフリープロモーションを実施している。

主体名： 株式会社美ら地球
所在地： 岐阜県飛騨市古川町弐之町8番8号

③ 今後の課題
ツアー参加者は年々着実に増加しており、特に外国人の伸びは顕著で、年々倍増しており２０１３年には外国人参加者数が日
本人数を上回った。夏のサイクルツアーは軌道に乗ってきたが季節の変動を避けるため街歩きなどの冬の商品開発にも着手し
たい。今後はBtoCの旅行事業を拡充させるため、現在は人材確保のフェーズであり施設管理業などで収益を平準化させようと
している。多くの訪日外国人旅行者が宿泊する飛騨高山の宿泊施設との送客連携なども図っていくことが課題。

里山サイクルツアー
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平成26年度「京都観光経営学講座」カリキュラム

①インバウンドに対応した主な施策
１）「人づくり、まちづくり」
・京都市認定ガイド制度の導入、「おもてなしコンシェルジュ」制度の充実、観光経営を学ぶ高等教育機関等の創設・誘致の支援、等。
・外国人客にやさしい買物環境の整備、事業者向けの相談窓口やコールセンターの運営など体制の強化、事業者向けの多言語化支援、等。
２）「魅力の向上、誘致手法」
・成熟した訪日旅行者（目利き層）の誘致強化、ムスリム受入体制の充実、文化芸術の情報発信機能を有する海外情報拠点の設置、等。
３）「魅力の発信、コミュニケーション」
・海外拠点所在都市における観光客、メディアへのマーケット調査、海外のコンテンツへ向けた京都市メディア情報発信センターの情報発信機能強化、等。

先進地事例調査⑦ 京都府京都市

②推進のポイント
京都市では、観光経営を学ぶ高等教育機関等の創設・誘致などをはじめ人材育成事業に取り組んでいる。平成25年度から「京都観光経営学講座」を開催している。プログラムは
観光庁の観光経営マネジメント人材育成を基に構成。受講対象者は、「京都の観光業界での実務に従事しており将来経営者になることを目指す社会人」。業種は旅館・ホテル
業、旅行代理店業、飲食業、観光施設など観光関連事業。科目は、経営戦略、マーケティング、ICT戦略など観光経営に必要なノウハウを提供している。

主体名： 京都市産業観光局観光MICE推進室／京都文化交流ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ
所在地： 京都府京都市中京区上本能寺前町４８８

③ 今後の課題
京都ならではの「おもてなし」を研究し、広め、京都らしいおもてなしの名人を育成するため、特区制度を活用した市内限定の通訳ガイドを養成する独自の制度を、平成27年度から
始める。今後、外国人観光客の更なる増加が見込まれ、ますますニーズが多様化する中、質量ともに充実した通訳ガイドの確保が課題。京都市ならではの伝統産業、伝統文化・
芸術、文化財、食文化など専門性の高い研修を実施する。分野別のガイドを育てて市の人材バンクに登録し、観光施設や団体などに派遣する。平成28年年明けを目途に、100人
程度の規模でスタートを予定している。英語に偏らず、フランス語、中国語など、なるべく多くの言語に対応できるようにする。

平成26年度4月～12月 京都市内25ホテル 外国人客宿泊状況

■外国人割合
24.7％（前年比 5.1％）

■国・地域別
部屋数構成比率トップ３
１位 台湾 20.3％ （前年比101.0％）
２位 中国 15.4％ （前年比149.5％）
３位 米国 12.0％ （前年比83.3％）

※京都文化交流コンベンションビューロー発表
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先進地事例調査⑧ 沖縄県

①インバウンドに対応した主な施策
１）多言語情報発信、受入サポート事業
外国人観光客を対象にした多言語発信対応コールセンターを運営している。
対応言語：英語、中国語、韓国語／対応件数：H24 2,331件、H25 3,769件／運営：OCVB企画総務部、㈱ドリームアーツ
２）受入ツール等作成
マナーブック、安心・安全ガイド、接遇マニュアルをOCVBのWEBサイトからダウンロードを可能にしている。
３）消費誘発プロモーション
県内の商店街等で外国人観光客向けの販促ツールの作成やキャンペーンを実施し、県内を訪れた外国人観光客の購買意欲を高める。
４）インフラ整備（翻訳、Wi-Fi）
飲食店、宿泊施設、レンタカー営業所、物販施設、観光施設等の民間施設に対し、Wi-Fi環境を構築する初期整備費用を助成する。
５）県内事業者および県民向け啓発活動
県内の観光関連事業者向けの「インバウンド連絡会」の開催や一般県民向けに外国人観光客への理解促進のための広報活動を行っている。

主体名： 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 東京事務所
所在地： 千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館3階

③今後の課題
１）翻訳支援、受入サポート事業
翻訳が必要なコンテンツ（パンフレット、メニュー、HP等）に係わる翻訳費用を一部助成する。
２）啓発プロモーション、受入サポート事業
イベントやコンテストの実施、冊子発行、連絡会立ち上げ、個別相談会の実施等。
３）ムスリム等の受入環境整備
委員会の設置、先進地視察、セミナー開催、ガイドブック作成等。

②推進のポイント
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローでは、外国人旅行者の利便性向上のため、事業者や旅行者向けに各種資料提供を行っている。宿泊・飲食・交通・商業・観光施
設等事業者向けには、「沖縄インバウンドネット」にて様々なインバウンド関連情報やニュースを発信するとともに、「めんそーれ沖縄」サイトにおいては、各種接遇マニュアルや実
践者のインタビュー動画、とっさの一言会話集、等を提供し、自由にダウンロードできるようにしている。
旅行者に対しては沖縄観光情報サイト「Be.OKINAWA」にて11言語の観光情報提供を行っているほか、事業者向けサイトからは旅行者向けの沖縄ハンドブック「DISCOVER 

OKINAWA」をダウンロードし、各事業者にて配布可能としている。

多言語コールセンター（Multilingual call center service）沖縄県外国客国籍別経年推移

沖縄県が提供する外国人観光客専用の多言
語公共サービスです。
対応言語は、英語・中国語（繁体語、簡体
語）・韓国語の3言語で、観光案内や通訳
サービス、災害時の対応などを電話・メール・
SNSで行ってる。
通話代以外は無料。

※沖縄県観光施策課発表資料より
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