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１ 本業務の背景

２００３ 年に始まったビジット・ジャパン事業が実を結び、１０周年目に当たる２０１３ 年に訪

日外国人旅行者数は史上初の１０００万人を達成した。さらに２０００万人の高みを目指した取

組が進めば、ますますの訪日外国人増加が予想される。

昨年、一般社団法人日本旅行業協会が、観光庁に提出した「訪日外国人旅行者２０００万

人達成に向けた提言書」には、「旅行需要の地域への分散」や、大都市と地域訪問の「バラン

スへの留意」が、２０００万人の高みを目指すために解決すべき課題として挙げられている。

すなわち、訪日外国人を増やすためには、「インバウンド対応が出来ていない地域、また、イ

ンバウンドに取り組みたくてもどうしてよいのかわからない地域」においても積極的な受け入れ

体制の構築が望まれ、従来は地域が国内の需要に向けて磨き上げてきた観光資源も、訪日

外国人向けに提供する機会が生まれ、地方におけるインバウンド対応の追い風となることが期

待される。

２ 本業務の目的

各地においては、ニューツーリズム関連の様々な観光資源を活用した着地型の滞在プログ

ラムの造成、普及促進に取り組んでいるが、こうした取り組みの実施者は小規模事業者が多く、

一部地域を除いて、インバウンド対応が出来ていない地域、また、インバウンドに取り組みたく

てもどうしてよいのかわからない地域等も多く見られる。こうした着地型観光におけるインバウン

ド対応について、先進事例を調査しつつ、具体的にモデル地域におけるインバウンド対応の

実証を通じて地域における課題の抽出とその解決に向けた検討を行うことを目的とする。

３ 本業務の実施方針

訪日外国人に「見せたい」日本と、訪
日外国人が「見たい」日本が、必ずしも
合致するとは限らない。日本の生活に溶
け込みつつも外国人ならではの異なる視
点を持つ「日本在住の外国人」をアドバ
イザー（目利き）として活用し、本国の
家族や友人を迎えた際に案内するであろ
う、外国人が「見せたい」日本に焦点を
当て、彼らのもてなし方の考え･手法を、
地域が学ぶことが重要と考える。
本業務では、日本人が普段気づかない、

見落としがちな日常の日本の魅力を再発
見、再創造し、新たな観光資源として磨
き上げ、訪日外国人に体感頂く土壌を地
域に創るものとする。

Foreigner

日本在住の外国人から学ぶ
「日本の楽しみ方」
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４ 本業務の内容

（１）先進地域の事例調査

着地型観光に取組んでいる地域の中から既存文献等により、先進地域を１５件選定し、その

中からより参考になり得る地域について８件抽出して地域へのヒヤリング等を行ない、インバウ

ンド対応の取組の概要や、工夫、課題などについて、事例集として整理する。なお、地域の選

定については観光庁との協議及び第三者有識委員会の協議の上、決定する。

（２）モデル調査地域の選定

モデル地域は先進的な地域ではなく、取組みに意欲的ではあるが、まだ、取組み途上の地

域を対象にし、４地域を選定する。地域の選定に際しては第三者有識委員会に諮り、決定す

る。

（３）地域のモデル調査

・業務行程・実施体制の構築

・インバウンドを見据えた着地型観光の手法の検討

・業務遂行中における業務内容に関する報告

（４）第三者有識者委員会の準備・運営

第三者有識者委員会の準備・運営を行う。
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本業務は既にインバウンド事業に取り組んでいる地域の現状を把握すると共にその先進性
に着目し、取組概要や工夫、課題などを調査するものとした。

１ 先進的な地域の調査

（１）既存文献の調査等

先進的な地域の候補の選定に際しては、下記の文献を参考とした。

平成２３年度 観光庁
「外国人旅行者に対する地域資源の意識調査事業」

平成２３年発行 編著 (財)日本交通公社
地域の“とがった”に学ぶ インバウンド推進のツボ

先進的な地域の調査対象は平成２３年度観光庁「外国人旅行者に対する地域資源
の意識調査事業」での調査地域（３１地域）及び平成２３年発行 編著 (財)日本交
通公社「地域の“とがった”に学ぶ インバウンド推進のツボ」掲載地域（１０地
域）の合計４１地域とした。

平成２３年度観光庁「外国人旅行者に対する地域資源の意識調査事業」調査地域

（２）先進的な地域の調査対象
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平成２３年度観光庁「外国人旅行者に対する地域資源の意識調査事業」調査地域
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平成２３年発行 編著 (財)日本交通公社
「地域の“とがった”に学ぶ インバウンド推進のツボ」掲載地域
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２ 先進的な地域の候補選定

（１）アンケート調査の実施

先進的な地域候補の選定のため、平成２３年度観光庁「外国人旅行者に対する
地域資源の意識調査事業」にて外国人モニターツアーを実施した３１地域に対し
てアンケート調査を実施した。
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（２）アンケート調査の結果と候補地域の選定

アンケート調査を実施した結果、２３地域から回答を回収し、その中からアン
ケートの設問１にある「引き続き取組を行っている所」と設問１０の「外国人旅
行者数２,０００万人の実現に向けて取組や工夫をしている所」を重視し、１３
地域を候補地域に選定した。

平成２３年発行 編著 (財)日本交通公社「地域の“とがった”に学ぶ インバ
ウンド推進のツボ」掲載地域（１０地域）より、「継続的に着地型観光に取組む
地域・団体」と「既に外国人が訪問し、体験プログラム等に参加している地域・
団体」を重視し、２地域を候補地域に選定した。

（３）継続的に先進的な取組みを行う地域・団体より候補地域の選定

候補地域一覧 １５地域
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候補地域一覧 １５地域

３ 先進的な事例地域の選定とヒヤリング調査

（１）より参考になりうる先進的な事例地域の選定

より参考になりうる先進的な事例地域（５地域）の選定は、１５地域の先進的
な地域の候補より、取組地域、主な観光資源、取組のテーマ、その工夫等の観点
から、事務局にて５地域の候補に絞り、第三者有識者委員会にて選定した。

先進的な事例地域 ５地域

地域 取組主体者 主な観光資源 取組の概要

1
山形県
西置賜郡
飯豊町

飯豊町観光協会

田舎暮らし体験
農業体験
農家民宿
スノーモービル
体験

第1次産業の育成から観光振興を進め交
流人口拡大に向け、農業体験、農家民宿、
農家レストラン等に取組してきた。海外
展開としては台湾をターゲットと設定、
教育旅行誘致に成功しており、また旅行
会社による募集ツアーも設定されている。

2
三重県
伊勢志摩

伊勢志摩地域鳥
羽市外国人観光
客誘致促進協議
会

有限会社OZ

海女小屋体験

地域とのふれあ
い

アウトドアプロ
グラム

伊勢神宮と真珠という日本を代表する観
光資源と特産品に恵まれた観光地であり、
宿泊機関を始め観光事業者が多い。外国
人観光客は台湾、中国本土、香港、タイ、
マレーシアが多く、宿泊は香港が伸びて
おり、地域の滞在時間を延ばすべく、過
去より開発してきた着地型プログラムの
英語案内などに取組んでいる。
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先進的な事例地域 ５地域

地域 取組主体者 主な観光資源 取組の概要

3
和歌山県
田辺市

田辺市
観光振興課

田辺市熊野ツー
リズムビュー
ロー

世界遺産熊野古
道

紀伊山地の霊場
と参詣道」

田辺市のみならず熊野全域の情報発信と
受入地のホスピタリティ向上に取組みし
ている。
FIT向けプランを充実させ、HPにて販売
する。情報は日、英、仏、中、韓、スペ
イン語の6ヶ国語でHPにて発信している。
また、ビューローが第2種旅行業登録、
独自の商品を造成しており、予約サイト
「KUMANO TRAVEL」として日英で商品提
供している。

4
群馬県
みなかみ町

株式会社
キャニオンズ

利根川他でラフ
ティング
利根川他でキャ
ニオニング
水上、湯沢他で
のウインタース
ポーツ教室

温泉客やスキー客が減少していた水上温
泉の地域資源の魅力を有効活用。地域の
自然を最大限生かしたプログラムを実施
する。
年間を通すと外国人利用者数は約20％、
ウインタースポーツ教室開催の冬期間は
80％となる。温泉としてもオフ期間とな
る冬の貢献度は高い。

5
広島県尾道市、
愛媛県今治市、
越智郡上島町

瀬戸内しまなみ
海道振興協議会
尾道観光協会

尾道観光協会

サンライズ糸山

しまなみ海道
レンタサイクル
海道に架かる複
数の橋
各島の観光ス
ポット

尾道市・今治市・上島町及び関係団体が
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
目的として協議会を設立。
その取組として、日本で初めて海峡を横
断できる自転車道「瀬戸内海横断自転車
道」で地域に誘客を展開する。

最終的な先進的な事例ヒヤリング調査地域は第三者有識委員会での議論の結果、
「ある程度成果を出している地域」と「先進的にインバウンドに取組む有名な観
光地」という観点から、上記５地域に下記３地域・団体を加え、実施することと
した。

①岐阜県飛騨古川市 株式会社美ら地球
②京都府京都市 京都市産業観光局ＭＩＣＥ推進室
③沖縄県 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



第２章 先進地域の事例調査

13

（２）ヒヤリング調査

事例集作成を目的として、先進的な事例地域を訪問し、ヒヤリング調査を実施
した。主な調査項目は下記とした。

①組織概要
②協力組織
③事業内容
④推進のポイント
⑤今後の課題
⑥連絡先等

先進的な事例地域（８地域）のヒヤリング調査結果を手引書として取りまとめ
をし、整理した。
※巻末資料参照

（１）事例集の作成

ヒヤリング調査地域・団体一覧

４ 事例集の作成



第３章 地域のモデル調査

１ 千葉県 成田空港周辺地域

２ 静岡県 富士地域

３ 石川県 加賀地域

４ 鹿児島県 鹿児島市

５ モデル地域の紹介
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（１）取組のねらい
観光庁観光資源課所管の「成田空港周辺における農観連携プロジェクト検討

会」のワーキンググループ、「成田空港周辺における農観連携周遊プログラム
検討会」との協業により、成田空港を利用するトランジット旅客や、成田空港
周辺に宿泊する訪日旅客を対象とした、「農」のテイストを含む体験プログラ
ムを造成することを目的とする。
当該体験プログラムは同庁外客参事官所管の「トランジット旅客の訪日促進

協議会」が発表するモデルコース、NARITA TRANSIT PROGRAMに提供される。
体験プログラム造成に際しては、トランジット時間が長い欧米からの観光客を
ターゲットとして想定し、日本在住の外国人目利きによる観光資源磨きをおこ
ない、受入体制整備に役立てる。

（２）取組の概要
・トランジット旅客向けに、成田空港からタクシーを利用し、４～５時間程度
で周遊して戻ってこられる地域を７ｋｍ圏内エリアと想定。そのエリアに点在
する観光資源を、外国人目利きが訪れ、日本人が見過ごしがちなポイントにつ
いて意見を述べ、施設側もその意見を可能な範囲で受入体制の整備に活用する。
・成田市、冨里市、佐倉市、芝山町、酒々井町、栄町等の観光資源を2名の目利
きが手分けして見学し、外国人目線の意見を集約。

（３）取組の内容

１ 千葉県 成田空港周辺地域

時期 内容
10月～
11月

第1回外国人目利きによる資源視察を実施。千葉県立房総のむらを訪れ、商
家の町並みエリア、武家屋敷エリア、上総の農家エリアなどを見学。「農」
体験メニューとしてサツマイモ掘りとオクラ収穫を体験。

12月 第2回外国人目利きによる資源視察を実施。
航空科学博物館、空の駅風和里しばやま、芝山仁王尊観音教寺、千葉ガス冨
里供給所の巨大スイカタンク、飯沼本家 甲子正宗、佐倉武家屋敷を訪れた。
「農」体験メニューとして、風和里しばやまの地産のオーガニック野菜をふ
んだんにつかったランチの試食と、飯沼本家の酒蔵を見学した。

第3回外国人目利きによる資源視察を実施。
熱田農園、滝沢本店、成田山参道、成田山新勝寺を訪れた。空港周辺では最
も観光客が訪れる人気スポットである成田山新勝寺では、日に数回、定時に
行われる御護摩を体験。「農」体験メニューとしては、熱田農園のいちご畑
と滝沢本店の酒蔵を見学。熱田農園は、いちごがまだ実っていなかったため、
経営者からの説明のみを行った。

1月 外国人目利きの提案により、熱田農園と滝沢本店を訪日外国人が楽しむため
のアドバイスをまとめたチラシを外国人が制作。そのデータを各施設とタク
シー会社で利用できるよう配布した。

2月 6名の日本在住外国人(ニュージーランド、オーストラリア、イギリス、米国
出身)によるプログラム体験を中心としたファムツアーを実施。ドラムの里
と房総のむらを訪れ、「農」体験メニューである太巻き寿司づくり体験のほ
か、煎餅焼き、千代紙ろうそく作り、畳コースター作り、茶道を体験。
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（３）取組の内容

時期 内容
3月 タクシープログラムとして、イチゴ摘みと成田山新勝寺の周遊コースを設定

し、NARITA TRANSIT PROGRAMでトランジット客に紹介する体制を準備。

日本語のガイドマップの翻訳ではなく、外国人の手による訪日外国人向けの
案内を作成。成田空港、成田空港周辺ホテル、イオン、酒々井プレミアムア
ウトレットや、成田山表参道の外国人スポットなど、訪日外国人の目につく
場所に設置できるようにする。

（４）取組にあたって工夫した点、取組を通じて得られた知見
①トランジット旅客向け農観連携周遊プログラム

土の付着する「農業体験」は、第三国への入国時の検疫に影響する可能性があ
るため、トランジット旅客向けのプログラムには不適と考えられる。また、トラ
ンジット客は荷物を預けているため、収穫物をお土産にできない。したがって、
その場で消費してもらう果物狩りや、地産の野菜を使った食事や、クッキングな
ど、「食」を通じて「農」のテイストを盛り込むなどの工夫が必要となる。

②「食」の安全性についての案内
外国人はアレルギーや宗教上の理由で口にできない食材が多く、本国では食品に

原材料が表記されることが一般的なので、「食」をコンテンツとし位置付ける場合
には注意が必要。
また、イチゴ狩りのイチゴは低農薬なので洗わずに食べられることや、お寿司は

お酢に殺菌作用があるので手でつくることなど、食べ物の安全性に関する説明が必
要である。

③訪日外国人向けの観光ガイド資料
そもそも、日本人向けに考えられた観光資源は、その歴史的、文化的背景を共有

する日本人の常識を踏まえて磨かれているため、異なる文化基盤を持つ外国人には
理解できないことがある。例えば、日本語でつくられた観光案内の外国語訳は、外
国人にとってストーリーが理解できずに関心が持てない場合がある。今回の調査で
は、多言語化された観光ガイドや施設案内はあっても、外国人目線によるデザイン
や文章で制作された、外国人向けの案内はほとんど存在していないということが明
らかになった。

④身近な訪日外国人受入体制の整備
外国人に見せたいモノ・コトと外国人が見たいモノ・コトとのギャップを常に意

識し、受入側は、外国人の好奇心を満たす工夫が必要である。外国語での標記や案
内書などで、外国人旅客の利便を図ることは可能であり、外国語に対応できる人材
がいなくてもできることは多い。日本に住んで日本の歴史や文化に理解のある外国
人のアドバイスを入れることで、最低限できる範囲の受入体制の整備が可能になる
と考えられる。
房総のむらでは、目利きのアドバイスを取り入れ、僅かな期間で、施設内の体験

プログラムの看板や利用者向けの情報に英語表記を行うに至った。
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（５）今後の課題
①タクシープログラムにおける外国語対応ドライバー不足の問題

検討会メンバーの千葉交タクシーには、外国語対応が可能なドライバーは3名し
かいないため、トランジット客には、申込が入ってから、空港に迎えに行くまで1
時間程度の待ち時間を強いてしまう。書面での説明で対処する方法を検討するな
どして、全ドライバーが対応できる体制を模索する必要あり。

②ビジネス化に向けた収益構造の課題
英語に対応できないドライバーでも指さしツールを作成するなどして、取り扱

いを増やす体制が実現しない限り、収益が残るビジネスモデルにならない上、他
のタクシー会社の参画が望めない。

③地域間情報共有の課題
2014年に行われた「おもてなしプログラム」における課題が、成田市、成田国

際空港、千葉交タクシーとの間で共有できていない模様。共通課題の共有化は重
要。
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2014年10月1日(水) 第１回外国人目利きによる資源視察

●芋掘り体験（房総のむら） ●商家の街並み（房総のむら） ●オクラ摘み体験（房総のむら）

2014年12月10日(水) 第２回外国人目利きによる資源視察

●航空科学博物館 ●空の駅風和里しばやま ●芝山仁王尊観音教寺

●巨大スイカタンク ●飯沼本家 ●佐倉武家屋敷

2014年12月24日(水) 第３回外国人目利きによる資源視察

●滝澤本店 ●熱田農園 ●成田山新勝寺
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2015年2月20日(金) ファムツアー

●太巻きすしづくり体験） ●太巻きすしづくり体験 ●煎餅焼き体験

●煎餅焼き体験 ●千代紙ろうそくづくり体験 ●茶道体験
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（１）取組のねらい
富士登山以外の周遊型旅行商品の造成を目指す。

新富士駅にJRパスを利用する訪日外国人が富士登山又は眺望のために来訪する
外国人は少なくないが、新富士駅周辺を周遊する外国人は2次交通の問題もあり
増加傾向にはない。駅周辺には徒歩圏内にはないが、自転車又はタクシーを利
用すればさほど時間がかからずに行ける観光資源がある。取組の中心となる富
士山観光交流ビューローで実施しているレンタサイクルを強化し、地域を周遊
する流れを作ることを念頭とする。
そのためには、観光資源としての魅力を確認することと運営体制の構築が肝要
となる。今回の取組では、目利きにより資源視察、ワークショップにより、
ファムツアーによるアンケート調査により、魅力度調査と地域関係者との合意
形成を図ることを狙いとする。

（２）取組の概要
・富士山観光交流ビューローが取組主体者となり、富士市観光課、静岡市プ

ロモーション課、富士川楽座、富士の山ビエンナーレ（富士市、富士宮市、静
岡市開催の現代アート芸術祭）関係者が連携して、2次交通が課題となる地域で
自転車による周遊プラン造成を目指した。従来、英語表記パンフレットやガイ
ドマップは日本人用に作成したものを英訳したものであったが、外国人目線で
編集するマップを造成する。

（３）取組の内容

２ 静岡県 富士地域

時期 内容
9月 地域関係者会議開催。事務局より事業主旨と概要を説明。

新富士駅下車する訪日外国人をターゲットとして、地域回遊するプランの造
成について合意形成。
サイクリング周遊推奨コースプランを地域関係者間で検討。

10月 ワークショップ（目利きによる地域観光資源視察と地域関係者との意見交換
会）開催。
視察は外国人目利きと日本人目利きと事務局を取組主体者が案内する恰好で
実施。富士山眺望スポットと富士川楽座そして旧東海道から蒲原宿へのルー
トを視察。
意見交換では地域資源評価をヒアリング、サイクリングコース設定の方向性
をターゲット設定について確認した。
地域関係者と事務局とサイクリング周遊コースについて引き続き検討。

11月 ワークショップ（目利きによる地域観光資源視察と地域関係者との意見交換
会）開催。
前回に続き外国人目利きと日本人目利きと事務局を取組主体者が案内。地域
のメインスポット『田子の浦漁協食堂』にて名物しらす丼を試食。地域が漁
協と連携して取組する日本人団体バスツアーも多い人気スポットであるが、
両目利きから外国人も喜ぶと高い評価を得た。また、距離的にそして傾斜か
らもサイクリング周遊コースには組み込めない『大渕笹場』も視察。茶畑と
富士山の写真撮影にも好評価を得た。
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（３）取組の内容

時期 内容
12月 ファムツアー実施。設定した２つのコースにターゲットとする欧米系外国人

に7名が参加。東海道蒲原を中心としたコースと田子の浦漁港を中心とした
コースにて実施。両コースとも先の視察会コースをアレンジしたもの。
ツアー終了後に参加者にアンケート回答と意見交換会としてインタビューし
たところ、ルートは交通量が多く危険を感じる、不慣れな者がガイド無しで
行くことはできない等、比較的厳しい評価であった。

1月 12月実施ファムツアーアンケート整理とツアー後の意見交換内容を受けて取
組主体者と打合せ。複数のサイクリング周遊プラン造成を狙う取組であった
が、外国人意見交換を受けて軌道修正が必要。サイクリングコースは田子の
浦漁港に特化して、他のスポットにはタクシー利用で出かけてもらう方針と
した。
田子の浦コースについても交通量の多い幹線道路を避けるコースにて再考。

2月 地域関係者会議にて1月に取組主体者と議論した方向性を報告。外国人目線
で作成するマップについて意見交換。
外国人目利きとマップ製作取材者と新ルート（交通量の少ない）の取材。

3月 外国人目線マップ作成

（４）取組にあたって工夫した点、取組を通じて得られた知見
①サイクリング周遊プラン設定の難しさ
目利きアドバイス並びにファムツアー参加者インタビューにより、地域の自転車
周遊を好むのはヨーロッパとオセアニアからの外国人との意見があり、設定ター
ゲットに間違いはなかった。
他方、国（豪・NZなど）によってはヘルメット着用が義務でもあり、自転車と

合わせてヘルメットを貸すべきとの声もあった。また、慣れない土地と道路で交
通ルールもわからない外国人には交通量の多い道路は危険であり、推奨できない
と厳しい指摘を受けた。

取組主体者が実踏を重ね、生活感のある路地裏を案内するルートを再設定する
ことにした。

②外国語と日本語併記の重要性
地図やガイドブックについては外国語表記だけでなく、日本語を併記すべきであ
るとの意見が多かった。外国語のわからない日本人に質問する時には併記してあ
れば、所謂「指さしマップ」として活用できるためである。

③歴史的背景を示すことの重要性
ファムツアーで富士市内を案内する中で、富士山や海の景色が工場や煙突で台

無しであるというような声があった。しかし、富士市は富士山があればこそ豊富
な地下水があり、製紙工場をはじめとした多くの工場がここに集まり、日本の発
展にも大きく寄与したとの話をすると、反応が大きく変わった。田子の浦みなと
公園に、百人一首の山部赤人の歌碑がある。これも日本人に説明はなくともわか
ることだが、外国人には殆ど分からない話である。
訪日観光客は日本に関心があるからこそ来ているので、その文化や歴史に興味

を持っている。歴史的背景を示すことが理解を深めることを再認識した。
多くの自治体等で作成している外国語ガイドマップは、日本人用に作成された

ものを外国語訳しているケースが多い。改めて説明の必要が無い前提で書かれた
日本人向けの案内では、外国人には伝わらないことを理解しておく必要がある。
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（４）取組にあたって工夫した点、取組を通じて得られた知見
④日本語を英語にすれば理解されるとの誤認

上記③にも重なることだが、視察会の中で日本語の地図を外国語にしても伝わ
らないという具体的なケースがあった。観光資源視察会でルート作成する際に、
○○公園を右折すると話を説明したところ、○○Park右折との情報だけでこの道
と通るとずっと直進してしまうとジョークのような話になった。欧米系の方に
とって、Parkとはかなり広いものであり、日本の街角にあるような公園は
Playgroundと言う。日本人用に作成したものを外国語に訳すだけでは伝わらない
ので注意する必要がある。

（５）今後の課題
①サイクリングの課題

現実的にサイクリングコースマップというよりも新富士駅周辺の推奨訪問箇所
を記載したマップを作成することになった。幹線道路の交通量をサイクリングの
ためにコントロールすることは不可能である。路地を自転車で回遊させるのは生
活感を感じることができ、訪日外国人にはとても興味深いことと確認できたので、
時間のある外国人に推奨していく。将来的には自治体との連携により、案内板等
を充実させる必要がある。
JR途中下車の訪日外国人に周遊させるにはそうした受入環境整備と合わせて整

える必要がある。

②地域の観光資源成功事例『しらす丼』等による訴求
富士市はそもそも近年に工業により発展した街であり、観光に取組み始めて長

くない。このような現状の中で、地域の成功事例として、田子の浦漁協食堂での
しらす丼がある。インバウンド需要の取込はこれからであるが、首都圏からの観
光バスツアーも個人での訪問客とも数が多い。今回の取り組みでこの観光資源が
外国人にとっても魅力あるものであることが確認できたが、未だ言語非言語とも
に外国語コミュニケーションは着手されていない。富士市観光の核とも言える漁
協食堂には簡素な英語による案内でも良いので整備が求められる。

また、サイクリングコースの想定から外していた大渕笹場も外国人目利きが写
真撮影を好む方であったこともあり、大きな評価を得た。ここにはタクシーで
行ってタクシーで戻る、そしてそこにも簡素な案内板があるという整備が必要と
考える。こうした受入環境整備は富士市に提言し、解決を目指していくことが望
まれる。
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2014年12月19日（金） ファムツアー

●サイクルツアー出発前
ブリーフィング

●レンタサイクル準備 ●富士川大橋

●志田邸 ●蒲原宿の様子 ●旧五十嵐歯科医院

●旧五十嵐歯科医院
（室内をボランティアガイド＝日本語対応と共に見学）

●岸堤防サイクリングロード

●田子の浦漁協食堂 ●名物しらす丼
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（１）取組のねらい
平成26年5月、北陸新幹線延伸開業に向けた加賀地域のイメージやブランド力

向上を目的に５市１町（加賀市、小松市、白山市、能美市、野々市市、川北
町）による「加賀地域連絡推進会議」が設立された。これにより、各市町が個
別に観光誘客事業をおこなうのではなく、連携し効果の高い訪日外国人向け着
地型観光に取組むための方針策定、体制構築が必要となった。
しかしながら、広域連携地域内に外国人向けの方針策定、体制構築に関する

知見を有する者は少なく、本事業で実験的に業務に取組むことで、その知見を
磨くと共に、全国に先駆けた事例になるよう取組んでいくものとする。
また、本事業では、加賀地域連絡推進会議が抽出された課題を解決するため

に、合意形成を積み上げていくことを重要と捉え、その上で、参加地域の役割
の分担・整理をおこなう。本事業の成果を参考とし、加賀地域連絡推進会議の
次年度以降の事業に反映させていくものとする。

（２）取組の概要
・小松空港の利用実績や石川県の訪日旅行客データから台湾人をターゲットと
して、事業に取組む事とした。外国人の受入に対しては、地域間、事業者間で
意識が異なるとの意見から地域の事業者に対して受入体制に関する調査を実施
し、加えて、台湾人目利きによる視察調査を実施した。
・石川県の訪日旅行客データ、受入体制に関する調査、台湾人目利きによる視
察調査結果を元に、各地域が台湾人の満足度の高い体験プログラム、観光地、
食等を出し合い、ファムツアーを企画、実施した。
・ファムツアーの結果を元に来年度以降の外国人向けの方針策定、体制構築に
関して議論を実施した。

（３）取組の内容

３ 石川県 加賀地域

時期 内容
10月 第１回関係者ミーティング・ディスカッションの実施

テーマ「事業方針の共有と今後の進め方について」
想定ターゲットを台湾人に決定。事業を推進する上で５市１町の地域資源、
人材面での「差」について配慮が必要。更に、関係者が隣市町の地域資源に
ついて無知であることが判明したため、情報共有の重要性を認識した。

11月 台湾人目利きによる現地視察（１泊２日）の実施
参加者 台湾人目利き ２名
Ａコース
１日目
山中温泉、片山津温泉、那谷寺、叡智の杜、尾小屋鉱山資料館、ポッポ汽車
展示館、サイエンスヒルズ、こまつの杜、県立航空プラザ、安宅住吉神社
２日目
ふるさと交流センター、九谷陶芸村、獅子吼高原
Ｂコース
１日目
九谷陶芸村、よしの（白山百膳）、白峰重伝建街歩き、白山比咩神社、小堀
酒造、加藤和紙工房
２日目
こまつうどんつるっと、サイエンスヒルズ、こまつの杜、こまつ曳山交流館
みよっさ、山代温泉、瑠璃光旅館、橋立
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（３）取組の内容

時期 内容
11月 第２回関係者ミーティング・ディスカッションの実施

テーマ「台湾人向けの観光商品とは」
発表「台湾人から見た日本」 目利き 陳 克林 氏
目利きの陳克林氏より、台湾人目線で日本の地域資源について発表を頂く。
ディスカッションにおいては、台湾人に楽しんで頂くための着地型観光商品
はどのようなものかを議論。ここでも地域間の観光資源、人材の「差」につ
いて配慮が必要との意見が出た。

12月 第３回関係者ミーティング・ディスカッションの実施
テーマ「台湾人向けの観光商品（ファムツアー）とは」
ファムツアー内容決定のため、各市町担当者が推奨・挑戦したい体験プログ
ラムや観光地を発表。台湾人目利き等の意見を参考にファムツアー行程案を
作成

1月 ファムツアー実施調整
ファムツアー実施に際し、各市町担当者と共に体験プログラム内容やその演
出、工夫等について個別調整の実施

2月 台湾人の参加によるファムツアーの実施
参加者 台湾人 ７名
１日目
安宅住吉神社、こまつ曳山交流館みよっさ（歌舞伎体験）、サイエンスヒル
ズこまつ、こまつの杜、県立航空プラザ（フライトシュミレーター操縦体
験）、橋立漁港見学、フルーツランド（イチゴ狩り）、山中温泉散策
２日目
・日本文化体感コース
九谷焼の楽しみ方を学ぶ旅（製土場、酒蔵、九谷陶芸村）、祝世界遺産紙す
き体験（加藤和紙店）、ふるさと歴史館（御経塚遺跡）、松井秀樹ベース
ボールミュージアム
・雪国の生活体感コース
雪国の生活文化を楽しむ旅（白山の歴史文化の紹介、白峰徒歩案内、雪だる
ま制作体験、白山百膳の昼食）、白山比咩神社、酒蔵ツーリズム（小堀酒造
にて酒蔵見学と試飲）、那谷寺

第４回関係者ミーティング・ディスカッションの実施
テーマ「台湾人を対象にした受入事業に関する総括」
フェムツアーの実施結果を踏まえ、本事業の全体総括を実施した。特に広域
連携にて訪日外国人旅行客の受入を進めることの意義、今後の課題の整理を
おこなった。

（４）取組にあたって工夫した点、取組を通じて得られた知見
①台湾人の傾向

台湾人目利き及びファムツアー参加者との意見交換から、台湾人の好みや嗜好
は日本人にとても近く、特に若年層に関してはその傾向は特に強いことを理解し
た。欧米と比べ文化的近いことは当然ながら、中国本土のお客様と比較してもか
なりに近い。
また、日台同様のシステムとして目利きより、温泉地等で旅館が最寄駅へ送迎す
るサービスの紹介がされた。仕組み、考え方等が日本と同様のため、台湾人が日
本の温泉地において、旅館の送迎サービスを利用することで２次交通の課題の解
決につながる可能性を見出した。
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（４）取組にあたって工夫した点、取組を通じて得られた知見
①言語対応・表記の問題

言語対応に関しては必ずしも中国語対応する必要がないことが分かった。基本
的に日本に旅行する台湾人は最低限の英語を理解しているため、英語表記、英語
での案内で理解ができる。
次に、繁体字を使う台湾人、特に若年層にとっては、中国本土向けの簡体字は

あまり理解できない。英語を除くと日本語の漢字のほうが理解でき、基本的に日
本で字が読めないことで不自由に思うことは少ない。
また、白山市の「食」の取組である「白山百膳」（白山の恵みをキーワードに

地産地消の食を提案する取組）を台湾人目利きに提供したところ、「百膳」を百
の種類の料理が出てくると勘違いされた。白山に降り積もった雪（水）、森、動
物たちという「白山の恵み」というストーリーを「みんながわかるだろう」とい
う前提で物事を考え、表記をしていたが、これは地元でしか通じない常識である
ことに気付いた。日本人観光客も含め白山をよく知らない人は多い。現状は「白
山百膳」の考え方（ストーリー）は伝わっていないと捉え、白山のブランディン
グをもう一度考えることが重要という認識に至った。

③着地型観光商品（体験プログラム）について
【九谷焼】※能美市

現在、九谷焼の絵付け体験は外国人に対応可能な体験プログラムとして紹介し
ているものの実際は出来上がった作品を発送する際に、国際郵便になり送料が高
額になる点、破損リスクが高まる点、全国の類似体験との差別化が出せないとい
う課題があった。そのため、考え方を変え、九谷焼の楽しみ方を伝えるための体
験を企画し、参加後、購買につながることを目標にした。実施後の評価としては、
器は生活に直結したものなので、一つ一つが言葉を超えてわかり易い説明に繋が
り、一般的な美術館を見学頂く体験と比べ満足度が高いものとなった。
※今回は酒蔵と連携し、酒蔵の方より酒器の楽しみ方を実践頂いた。

【紙すき体験】※川北町
紙すき体験はご高齢の職人さんによる体験プログラムのためその対応や説明手

法について多くの課題があった。視察時に台湾人目利きより写真を使った説明が
必要とアドバイスを頂き、対応した。このような対応は日本人向けにも効果があ
り、外国人対応について考える事、工夫することは、日本人の観光客に対しても
メリットがあることを認識した。
また、台湾人、中国系の方は「金」が好きというアドバイスから、紙すき体験

の際に作品に金箔を大量に入れる、新しい体験プログラムも企画されることに
なった。

【雪だるま制作体験】※白山市
雪だるま制作体験は日本人感覚では「一般的な体験」という認識を持っていた

が、実施したところ、非常に高い満足度となった。本事業関係者、白山市職員、
地域の受入関係者共に雪だるまを作るだけで、観光商品になるという感覚を持っ
ておらず、意外な結果であった。具体的には台湾人にとって雪は大変珍しいもの
であること、次にさっぽろ雪まつりやスキー場など雪に触れる場所はあるものの、
雪だるま制作のレクチャーをしてくれる地域、施設は少ないこと、そして、何よ
り、白峰地域の方々との触れ合いが楽しいということが挙げられた。
併せて実施した白峰地区は白山の歴史文化を色濃く伝える地域であり、雪や雪

だるま制作を通して、白山の恵みを体感頂ける絶好のフィールドであることが認
識でき、自信につながった。
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（４）取組にあたって工夫した点、取組を通じて得られた知見
④マーケティングの必要性

ターゲットをどのように考えるか、認識できていたようで具体的に落とし込め
ていなかった点を認識した。目利きの臼井氏よりマトリックスを作成し、年代、
性別、リピーター、季節等に分類し、ターゲットに合わせた観光資源や体験プロ
グラムの整理を行う提案を頂いた。
また、例えば、ミーティングの際に台湾に一度も訪問したことがない担当者も

おり、台湾及び台湾人のイメージについて担当者間で差が出た。担当者がお客様
を知らないということは課題である。
地域資源の分析、現地（ターゲット）の分析、日本のみならず海外も含めた競

合相手の分析に関しては加賀地域連絡推進会議にて研究し、共有していくことも
場合によっては検討する必要がある。

⑤受入体制の整備
受入体制の整備は旅行前（パンフレットやＨＰなど）、旅行中（言語表示、ア

クセス、トイレ環境等）、旅行後（旅で出会った地元の人と観光客をどうつなげ
てゆくのか）に分けて考える必要があることを認識した。日本人同士であれば
「当たり前」として関係者間、お客様と共有・共感できることが、対象が外国人
の場合は簡単ではない。外国人の立場になって考えることは、結果として日本人
の受入にとっても良い刺激となり、サービスの向上につながるとも考える。

（５）今後の課題
①加賀地域連絡推進会議と５市１町の役割の整理

広域連携を組んで着地型観光を推進する意義は、文化圏の近い地域が連携し
「面」でブランディングすることでより大きな効果を出す事だと考える。今回の
事業において、ファムツアーの名のもと、「旅行」（実践）を実施したことで、
５市１町の抱える課題や悩みが抽出され、各市町の強みや弱みを共有することに
もなった。一方で、加賀地域連絡推進会議の役割は何か、５市１町のそれぞれの
役割は何か、いわゆる役割分担についてはこれから議論を進める課題となった。
また、下記図のようにお客様の思考やそのために提供するサービス、着地型旅

行商品、情報等の整理を行う必要があり、今後は５市１町、行政と民間事業者等
の細かな役割とそれぞれの役割分担を整理する必要がある。
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（５）今後の課題
①宿泊施設との連携

今回の事業では宿泊施設と連携した、旅行商品企画を実施するまでには至らな
かった。しかしながら、加賀温泉郷の訪日旅行を積極的に進める旅館と意見交換
を持った際に、現在小松空港から入ったお客様が加賀地域を素通りして金沢、黒
部へ抜けている状況に対し、共通に危機感を持ち、今後これら課題に対し共同で
取組んでいく意識合わせをするに至った。
現在の加賀地域の情報が海外のガイドブックにほとんど掲載されていない状況

下では、まずは加賀温泉郷に１泊して頂くことが重要であり、そのために加賀地
域連絡推進会議が一丸となって加賀地域のブランディングをしていくこと、魅力
的な体験プログラム開発をおこなうことが必要と考える。また、旅館側は恒常的
に海外に営業に出向いており、旅館の魅力のみならず、地域の魅力も含め営業す
るよう、普段から情報共有が必要と考える。
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2014年11月19日(水) 台湾人目利きによる観光資源視察

●小松市長との意見交換 ●こまつ曳山資料館みよっさ ●加藤和紙工房

2014年2月7日（土）～8日（日） 台湾人参加によるファムツアー

●安宅住吉神社 ●こまつ曳山資料館みよっさ ●フルーツランド

●山中温泉散策 ●白峰 雪だるま制作体験 ●小堀酒造 酒蔵見学と試飲

●那谷寺 ●意見交換会
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（１）取組のねらい
外国人旅行者の受け入れに際しては、地域での外国語ガイド、とりわけ制度

的な制約として通訳案内士は不可欠となるが、地域では十分な人数の通訳案内
士が存在せず、物理的に外国人受入れのための旅行商品を展開できないのが実
情である。そこで鹿児島市では、個別施設のガイドやボランティアガイドが日
本語をベースにしつつ一部外国語を交えながら案内することで外国人旅行客の
満足度が得られるかを検証することを目的とする。

（２）取組の概要
鹿児島県旅行業協同組合が主催する着地型旅行商品「魅旅」を基本に、鹿児島
空港に就航する韓国、台湾、中国に加えて英語圏の４言語による外国人モニ
ターツアーを実施して、通訳案内士を介在せずに十分な満足度が得られるかど
うかを検証する。

（３）取組の内容

４ 鹿児島県 鹿児島市

時期 内容
10月 第１回ワーキングの実施

取組内容についての実施計画・スケジュール、目的について関係者での共有
化を図った。

11月 第２回ワーキングの実施
モニターツアーの具体的な行程（検証する観光資源、スケジュール、検証項
目等）について議論を行い、おおまかなコースを確定した。

12月 第３回ワーキング（モニターツアー）の実施
米国、韓国、台湾、中国、日本のモニターによる鹿児島市内1泊2日のモニ
ターツアーを実施した。

【12/16（火）】
鹿児島中央駅集合…行程説明…鹿児島中央駅＝（市バス：シティビュー 城
山・磯コース）＝ザビエル公園前…ザビエル公園…教会…天文館（「むじゃ
き」昼食）…ザビエル公園前＝＝城山…城山展望台(ボランティアガイド）
…城山＝＝仙厳園…仙厳園（ガイドツアー）・尚古集成館…仙厳園＝＝天文
館…ショッピング…天文館―（市電）―高見橋…東急イン（チェックイン）
…屋台村（夕食）…宿泊
【12/17（水）】
鹿児島中央駅＝（市バス：シティビュー ウォーターフロントコース）＝ド
ルフィンポート…鹿児島水族館（日本語ガイドツアー）…鹿児島港～～より
みちクルーズ（かごしま探検の会によるガイド）～～桜島…桜島レインボー
ハウス（昼食）…ビジターセンター（NPOさくらじまミュージアムによるガ
イドウォーク）＝＝桜岳陶芸（火山灰クラフト体験）＝＝烏島展望所（桜島
ミュージアムによるガイド）＝＝桜島～～フェリー～～鹿児島港…市役所
（意見交換会）…市役所前――（市電）――鹿児島中央駅(解散）

1月 第4回ワーキングの実施
モニターツアー参加者の調査レポートをもとに、モニターツアーによって明
らかになった鹿児島市のインバウンド受入に際しての評価と課題について検
証を行った。
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（３）取組の内容

時期 内容
2月 成果報告会の実施

鹿児島市内の観光関連事業者を対象に、本事業取組によって明らかになった
課題や取り組むべき方向性について共有化を図った。

報告会参加者 45名（鹿児島市内交通事業者、宿泊事業者、商店等）
【議題】
●事業経過報告
●パネルディスカッション
鹿児島市のインバウンドにおける課題について
パネラー：寺田 秀人（旅行業協同組合）

福島 大輔（NPO桜島ミュージアム）
Mandy Batrtok（モニターツアー参加者）

コーディネーター：井門 隆夫（井門観光研究所）

（４）取組にあたって工夫した点、取組を通じて得られた知見
①個人旅行者としての目線での鹿児島市の受入態勢に係わる評価法

通常のモニターツアーはアテンドの付くグループ旅行の形態をとるのが一般的
であるが、今回は４言語における鹿児島市の受入評価について、増加する韓国、
台湾、中国からの個人客の視点での調査が必要であるとの関係者の意思により、
事前の詳細な案内や当日のアテンドをつけず、行程のみを指定したモニターツ
アーを実施した。結果的にグループでのモニターツアーでは図れなかった公共交
通機関に関する評価や、市中の飲食店の受け入れに関する評価結果が得られた。

②観光資源について地域側の思いと旅行者側の評価のギャップ
行程においては鹿児島市として特に重要な観光資源である市電（路面電車）の

評価が著しく低かった。また一方で当初予定に無かったザビエル公園に隣接する
教会への立寄りでは質の高い英語ボランティアガイドが存在し高い満足度が得ら
れるなど、地域が有効であると考えている資源と、実際の外国人旅行者が評価す
る観光資源にはギャップがあったことが明らかになった。

③言語的コミュニケーションと非言語コミュニケーションの使い分け
今回の取組主旨は、日本語をベースに一部外国語を交える不完全な言語コミュ

ニケーションでどれだけの満足度がえら得るかを検証することを目的に実施した
が、その結果、言語コミュニケーションが劣っていても、説明用のフリップや指
示ボード等のツールなどを活用した非言語的なコミュニケーションで補完ができ
れば、一定程度の満足度を得られることが実証された。
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（５）今後の課題
①市電の言語対応

今回の観光資源の目玉でもあった市電については、外国語の案内や外国語によ
るデジタルサイネージのあるシティ・ビュー（周遊バス）と比較して外国人には
非常に利用しにくい機関であることが明らかになった。物理的な制限はあるもの
の、降車場案内や系統、行き先等の外国語の案内や、外国人用の路線系統図を整
理するなどの必要をせまられることとなった。
JR途中下車の訪日外国人に周遊させるには、そうした受入環境整備と合わせて

整えていく必要がある。

②観光案内所で渡すガイドツールの統一化
モニターツアー時には個人旅行客として鹿児島中央駅の観光案内所に立寄り、

シティ・ビューの2日乗車券の購入や、市内の観光パンフレットなどの受け取りを
試した結果、応対者によって渡されるパンフレットが異なったり、必要性の高い
パンフレットが不足していたりしていた。モニターツアー後の意見交換会で指摘
があったことを受け、行政から観光案内所に適正化の指導を行ったが、今後定期
的に観光案内所の対応について、どのようなガイドパンフレットを渡しているの
か等のチェックを行う必要がある。

③飲食店での外国人対応の改善
モニターツアーでは昼食、夕食ともモニターが直接メニューを選び注文するな

どの検証を行ったが、立寄った飲食店の言語コミュニケーション、非言語コミュ
ニケーションに係わる満足度は相対的に低いものであった。注文を受けたり、簡
単な会話を交わす程度であれば、無料のスマートフォンアプリケーションなども
あり、また外国語標記メニューを用意するだけでも印象は大きく変わることから、
飲食店の外国人受入に当たっての言語コミュニケーションを補完するツールの準
備について啓発を進める必要がある。
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2014年12月16日（金） ファムツアー

●生憎の天気で霞がかかる城山
展望台からの桜島

●とてもフレンドリーなボラン
ティアガイドの案内

●仙厳園の有料ガイドも英語は
堪能 ※元高校教師

●屋台村で店選びの相談 ●よりみちクルーズでは鹿児島探検の会がお手製のフリッ
プを用意し、英語と日本語の混じった案内を行った。

●鹿児島水族館はスタッフが日
本語のみで案内

●爆弾低気圧で荒れ模様の天気
に垣間見せた桜島の雄姿

●鹿児島中央駅でCUTE（2日乗
車券）を購入

●当日の行き先と乗降車地を確
認中

●ザビエル公園の英語が堪能な
元大学教授 90歳のボランテ
ィアガイド

●悪天候で景色が楽しめないた
め、急遽 桜岳陶芸にて火山灰
クラフト体験を楽しむことに。
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第３章 地域のモデル調査

京都市において京都市、公益社団法人日本観光振興協会、「世界文化遺産」地域
連携会議の共催で開催された世界遺産サミットにおいて、PRブースにパネルを設
置し、来場者に向けて、当事業の概要と４つのモデル地域の取組内容を紹介した。

当サミットは、国内に18ある世界遺産が所在する自治体の首長などが一堂に会し，
世界遺産の保全や観光面における活用について意見交換を行う初めての会議で、
行政関係者や観光関係者、一般の方を含め、500人もの参加者が訪れた。

■開催概要

○開催日時 ： 平成26年10月24日（金）
○開催場所 ： 京都国際ホテル（京都府京都市中京区堀川通二条城前）
○主 催 ： 京都市、公益社団法人日本観光振興協会、

「世界文化遺産」地域連携会議
○後 援 ：文化庁、林野庁、観光庁、環境省、歴史街道推進協議会
○内 容 ：第１部 記念講演・世界遺産の現状についてのキースピーチ

第２部 パネルディスカッション

■「世界遺産サミット」案内書

５ モデル地域の紹介
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■展示物
事業概要はＢ1サイズ縦型(縦1030mm×横728mm)、地域の取組内容はＡ１サイズ横型(縦594mm×
横841mm)のポスターを展示した。



36



37



１ 第三者有識者委員会の開催

２ 手引き書の作成

第４章 第三者有識者委員会の開催
手引書の作成



３ 第三者委員会の開催・手引書の作成
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(２）第１回第三者有識者委員会の開催

１）日時 平成２５年９月１６日（火）１４：００～１６：００
２）場所 合同庁舎３号館８階 観光庁国際会議室
３）出席者 沢登委員が都合により欠席

オブザーバーとして日本政府観光局事業連携推進部長 冨岡氏出席
４）主な議事

①調査の概要、今後のスケジュール等
・先進地域の事例調査については、既存文献の調査等から選定した15地域より、本委

員会において、より参考になりうる地域を５地域選定、各地域には事務局がヒアリ
ング調査を実施して、事例集を作成する。

・モデル調査については、有識者委員の意見を踏まえた選定した４地域において、
ワークショップの開催、目利きの派遣、ファムツアーの開催等をしながら、議論を
進める。

・先進地域事例調査とモデル調査を取り纏め、インバウンド対応を考える地域への指
針となりうる手引書を作成する。

②先進地域の事例調査についてヒアリング対象５地域の選定
・対象地は事務局選定の『山形県飯豊町』『三重県伊勢志摩』『和歌山県田辺市』
『群馬県みなかみ町』『広島県尾道市・愛媛県今治市・越智郡上島町』で進める。

・事例集では５地域の他にコラム的な編集として、飛騨高山そして京都や沖縄などの
日本の代表的な観光地を交えて紹介する方向にした。

③地域のモデル調査について各地域の調査実施計画の検討
・４地域における調査実施計画を推進するにあたっては、有識者による体制を構築し、
目利きとして参画、ＷＧ開催、適宜の個別相談等の支援を実施する。

④その他委員からのコメント
・モデル調査対象地域ではプログラムが改良された後に海外へどう発信するか、その

仕組み作りを支援してはどうか。
・モデル調査４地域においては、様々な観光資源が数多く存在しておりそれら全てを

本事業で扱うことは難しいため、地域全体として取り組む時のコアになるテーマを
明確にして調査すべきだ。

１．第三者有識者委員会の開催

（１）有識者委員会の設定
本事業では訪日旅行と着地型観光に知見のある有識者による委員会を設置した。

氏名 所属 役職

丁野 朗 日本観光振興協会 総合研究所 常務理事・所長

沢登 次彦 ㈱リクルートライフスタイル
じゃらんリサーチセンター

センター長

山田 拓 株式会社 美ら地球 代表取締役

孔 怡 株式会社 天怡 代表取締役

テリー ロイド ジャパンインク・ホールディング株式会社 代表取締役
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(３）第２回第三者有識者委員会の開催

１）日時 平成２５年３月２０日（金）１３：３０～１５：３０
２）場所 合同庁舎３号館８階 観光庁国際会議室
３）出席者 ジャパンインクホールディング㈱テリーロイド氏が都合により欠席、

同社よりトム・ローズベア氏、香川誠氏が代理出席
４）主な議事
①先進地域の事例調査の報告と委員のコメント
・先進地域の事例調査については８地域について、その取組のポイントと課題を示した。

報告内容については本報告書第３章地域のモデル調査を参照。調査結果については先
進事例として手引き書掲載の他、観光庁が地域の成功事例として紹介する。

・各事例の成功要因と背景を具体的に示すべきだ。汎用性、再現性の高い要素が知りた
い。

・外国人スタッフ登用には、どういうスキルが必要か、何ができる方が有効かを伝える
べき。

・事例を見聞するのは自治体スタッフもいれば事業者もいる。各事例が『公益性』によ
るものか『収益性』によるものかを解り易く示す方が良い。

②４地域のモデル調査の報告と委員のコメント
・「千葉県成田空港周辺地域」「静岡県富士地域」「石川県加賀地域」「鹿児島県鹿児

島市」について各取組の概要、工夫と得られた知見、今後の課題を発表した。報告内
容は本報告書各項目参照。

・「町のふつうの暮らし」は今後伸ばしたい観光素材だが、多くは対応できておらず、
観光地とのギャップが大きい。

・行政が推進計画を立案、事業に関わるステイクホルダーが主体的に活動することが必
要。

③.手引き書の作成について
・手引き書は行政向けと事業者向けのポイントを明確にした方が良い。
・前提として外国人を受け入れていく「地域愛」が大切。その必要性を前段で謳うべき
だ。ＰＤＣＡは各フェイズでだけでなく、全体を捉えた大きな目標達成のために実践す
ると提示するべきだ。

・業務は様々な取組や施策が並行して進められるものであり、一つの流れで記すべきで
ない。

・何のための手引きか、その使い方、そしてインバウンド対応のスタンダードモデルで
あることを明確に表示すべき。

・女性と若手と外国人の活用がキーであり、どういうスキルが必要なのか提示されると
良。

・４つのモデル調査対象地域が多くの地域と事情や課題を共通していると思う。そうし
た地域の方々に解り易い内容にして欲しい。

以上
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２．手引き書の作成

本事業では、先進地域の事例調査と地域のモデル調査をした上で、有識者委員会の議論
を踏まえて、インバウンド着地型観光の手引き書を作成した。
観光庁ホームページに掲載して、取り組みする地域の参考としてご活用いただく。
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