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①宿泊業のオペレーション磨き上げ

１. 宿泊業の競争力強化に向けて



・食事提供等の見直し

・フロントが司令塔となり、Webカメラで
繁忙部署へ人員をリアルタイムで振り分け

・欧州豪厨房連携型注文システムを導入し
た携帯端末での接客

・多言語翻訳システムを導入した

タブレット端末での接客

宿泊業における改革の取り組み支援

事例② ローラーコンベアによる料理搬送
コンテナに貼られたバーコードにより

ローラーコンベアに載せ自動運搬

事例① タブレット端末の導入

【効果】

迅速・正確なサービス

注文ミス等の軽減

従業員の労働時間短縮
1日約20分短縮×30日＝10時間/月）

【効果】

迅速・正確なサービス

運搬中の食器破損や料理の崩れが低減

従業員の負担・当該部門人員削減

（4名→2名）

事例③ マルチタスク化

【効果】

少ない人数で顧客対応

一顧客に一貫したサービス

従業員一人あたり生産性等上昇

（労働生産性:2.2倍、売上高:2.6倍)

８モデル旅館ホテル e-ラーニング

旅館ホテルの経営改善に向けた
講座をインターネット上で配信

（いつでもどこでも誰でも無料で）

○「旅館ホテル生産性向上協議会」（平成27年10月発足）において選出された８モデル旅館ホテルへのコンサルティ
ングによるモデル事例創出や全国でのワークショップ開催、e-ラーニング等の取組み

ワークショップ

オンライン講座「旅館経営教室」
（H27.5～8配信、約3200名受講）

経営診断及びフォローアップ
意欲ある経営者のスキルを伸
ばすため、全国20地域で開催

課題抽出・先進事例

イラストや実例を交えたわかり易い旅館ホテル生産性向上ガイドブ
ックを冊子、動画で作成

全国に発信モデル旅館
小豆島国際ホテル<客室数120>

モデル旅館
綿善旅館（京都）<客室数27> 課題抽出・モデル事例創出

○旅館ホテルのICT化等による生産性向上

宿泊事業者に対し、タブレット端末の導入やWi-Fiの整備等に要する費用を支援。
平成27年度補正予算において約1,200、平成28年度当初予算において700の事業者の計画を選定、実施。

【おごと温泉 湯元館】 【湯田中温泉 あぶらや燈千】【白地温泉 小西旅館 ほか】
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生産性向上の成果を挙げた旅館の先進事例

＜取組内容＞
◆ 会計管理の徹底・目標原価率の設定（原価率17％、

粗利率83％）。

◆ グループ８館の予約受付・経理・仕入・調理業務の
一元化で経費削減。

◆ サービス見直しにより経費を削減（客室冷蔵庫の廃
止、部屋食の廃止等）。

＜成果＞
◆※人時生産性が1,700円→5,000円に上昇（294%増）

一の湯グループ（神奈川県・箱根塔ノ沢温泉）

業務一元化によるコスト削減 マルチタスク化により生産性向上・事業拡大

越後湯澤 HATAGO井仙（新潟県・越後湯沢温泉）

＜取組内容＞
◆ 宿泊部門・飲食部門・販売部門を明確に区分し

て損益を管理。

◆ 全従業員を対象とした年間8日間のサービス研
修等を実施し、多能工化を積極的に推進。

◆ 接客業務のオフの時間帯を活用し、製菓事業等
の新たな業務領域を開拓。

＜成果＞
◆ 取組開始の翌年度に黒字転換。

◆ 従業員数を5割強増やす(20→32人）とともに
、平均賃金が1.２倍に上昇。◆ 従業員の平均賃金が神奈川

県全産業平均賃金（363,300
円（平均年齢41.7歳、勤続
11.7年））まで到達。

※人時生産性：従業員１人が
1時間あたりに
稼ぐ粗利益

4



宿泊業の生産性向上事例～京の宿 綿善旅館～

情報支援

課題①：
フロントと客室係の間で、客室清掃・布団上
げ等の業務連絡を電話で行っていたため、フ
ロント接客中は電話に出られない等の支障が
あり、非効率であった。

課題②：
従業員によって対応可能な業務にばらつきがあり、
繁忙時期は特定の従業員に業務が集中していた。

①各フロアにタブレ
ット端末を設置し
、無料通話アプリ
「ＬＩＮＥ」の機
能を活用し、フロ
ントと客室係の連
絡の効率化を実現
した。
※連絡手段には高
額な機器ではなく
、「ＬＩＮＥ」を
活用。

②全従業員に対して、対応可能な業務について評価を行
い、｢スキルマップ｣を作成して「見える化」を図った
。誰がどの業務をどのレベルでできるのか一目瞭然に
なり、繁忙時期の応援依頼がしやすくなった。

（業務別の職員の作業能力を４段階で把握）

作業水準 水準判定の基準

４ 作業を熟知し、指導できる

３ 作業を理解し、一人で実施できる。

２ 手順書をみて、一人で実施できる

１ 一人でできないが、理解している

担当 セッティング 接客 後片付け

Ａさん 宴会場 ４ ２ １

Ｂさん 宴会場 １ ２ １

Ｃさん 宴会場 ３ ３ ２

Ｄさん レストラン ２ ４ ２

Ｅさん レストラン ２ １ ２

成果：タブレット端末による電話連絡の削減による労働時間削減 ▲２４分／日、▲１４４時間／年
繁忙時期の応援態勢の構築により、客室担当の残業時間増加を抑制（労働時間や人件費が増える
傾向の中、増加率を抑えることに成功）

5



宿泊施設における生産性向上に向けた取り組み例

出典：「ハイ・サービス日本300選」（日本生産性本部・サービス産業生産性協議会）HP、各社HPより観光庁が作成
注：「ハイ・サービス日本300選」は、イノベーションや生産性向上に役立つ先進的な取り組みを行っている企業・団体を表彰・公表することで企業・団体の一層の取り組みを喚

起し、優良事例を広く普及・共有することで、サービス産業全体のイノベーションや生産性向上を促進することを目的としているもの。４半期ごとに２０～２５社程度選定・公表し、
３年間で３００選を目標としている。

かよう亭 株式会社仙仁温泉岩の湯 株式会社御所坊

兵庫県有馬温泉にて温泉

旅館を運営

マーケットニーズの変化に対

応するため、バブル崩壊以降

、ターゲットを個人客にシフト

廃業した旅館を利用した有馬

玩具博物館の開館や、まち全

体の活性化に貢献する「泊食

分離」を推進

有馬温泉には名物料理がな

かったため、町の魅力作りの

一貫として「食」の魅力の向上

に取り組み、季節ごとに食材

産地と連携した企画を打ち出

している

株式会社スーパーホテル

ホテルチェーンの展開事業

ビジネスマン等に顧客ターゲ

ットを絞り込み、宿泊ニーズに

対応したサービスプロセスを

構築

自動チェックイン/アウトシステ

ムを導入し、待ち時間を短縮

したり、チェックアウト業務の

遅滞につながる電話サービス

を提供しないなどコストカット

を実現

一方、リピート率の高い会員

を把握し、フロントにて顧客の

氏名、顔、会社名などを記憶

して対応

自動チェック
インシステム

石川県山中温泉にて温泉旅

館を運営

小規模な経営を行っており、

生産者名まで分かる地場の

食材・食器による料理の提供

や外国人旅行客への伝統工

芸の現場への案内を実施す

るなど顧客への細やかで行き

届いたサービスを追求

また、顧客の2割強を外国人

客が占め、海外のホテルとの

連携や富裕層向け旅行博へ

の出展を行っている

長野県仙仁温泉にて温泉旅

館を運営

経営者と従業員が価値観を

共有するために、顧客満足の

追求だけにとどまらず、従業

員の幸せや企業としての社会

的使命までを視野に入れた「

経営理念」を成文化

ハイシーズンの休館日や、業

界の水準をはるかに上回る

客室当たり従業員数の確保

により、従業員がゆとりを持っ

て働くことでクオリティーの高

いサービスを提供し、「日本一

予約が取れない温泉旅館」の

評価を獲得

高付加価値 高付加価値＋コストカット コストカット
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経営力向上計画

中小企業等経営強化法のスキーム

申請事業者

中小企業･小規模事業者
中堅企業

経営革新等支援機関申請を
サポート

例
・商工会議所・商工会・中央会
・地域金融機関
・士業等の専門家

事業分野別
経営力向上推進機関

申請 認定

※事業分野別指針が策定されてない分野においては
基本方針に基づいて申請が可能。

主務大臣
（事業分野別指針の策定）

普及啓発
人材育成

【認定向上推進機関（2月23日時点）】
・日本自動車整備振興会連合会
・全日本トラック協会
・情報通信ネットワーク産業協会
・日本自動車部品工業会
・日本能率協会
・日本電子回路工業会
・日本ボランタリーチェーン協会

（１）政府による事業分野の特性に応じた指針の策定
国は、基本方針に基づき、事業分野ごとに生産性向上（「経営力向上」）の方法等を示した事業分野別
の指針を策定。個別の事業分野に知見のある者から意見を聴きつつ、経営力向上に係る優良事例を事業分
野別指針に反映。

（２）中小企業・小規模事業者等による経営力向上に係る取組の支援
中小企業・小規模事業者等は、事業分野別指針に沿って、「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受け
ることができる。認定事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができる。

【支援措置】
生産性を高めるための機械装置を取得した
場合、３年間、固定資産税を１／２に軽減
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
補助制度における優先採択等

【事業分野別指針（14）と所管省庁】
製造業、卸・小売業 ：経済産業省
旅館、貨物自動車運送、：国土交通省
船舶、自動車整備、建設
外食・中食、旅館、医療 ：厚生労働省
介護、保育、障害福祉
外食・中食 ：農林水産省
CATV、電気通信業 ：総務省

提出先
（例）経産省：各地方の経済産業局

※推進機関において、人材育成を行う場合には、労働保険
特会からの支援を受けることが可能。

【認定件数(１月末時点)：13,458件】
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②宿泊業のマーケティングの研ぎ澄まし



観光産業を担う人材の育成・強化

②地域の観光産業を担う
中核人材

①観光産業を牽引する
経営人材

① 我が国の観光産業を牽引する経営人材
の育成

・京都大学、一橋大学の大学院段階において、
平成30年度｢観光MBA｣を設置・開学

② 地域の観光産業を担う中核人材の育成
・６大学がコンソーシアムを組織し全国の旅館・ホテル

の経営者等を対象とする産学連携の社会人講座を
開講。（平成29年度 青森大・鹿児島大・東洋大・明
海大・大分大・和歌山大）

・ＤＭＯを担う専門人材の育成

③ 観光産業の即戦力となる実務人材の育成
・観光関連企業における学生向けインターンシップモ

デル事業
・ポテンシャルのある休眠市場へのアプローチ（観光産

業を志望する学生、女性、シニア等の幅広い人材の
確保） 等

③即戦力となる
実務人材

観光産業を担う人材の育成・強化

課題認識： ①我が国の観光産業を牽引する経営人材や新たなビジネスを創出できる人材の不足
②地域の観光産業を担う経営力のある宿泊経営者の不足
③インバウンドをはじめとした増加する観光客に対応する現場スタッフの不足

これらを解決するために、３つのアプローチにより、質・量両面から観光産業の担い手を育成・強化
。
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観光産業の経営人材育成事業

○観光経営を担うトップ層の育成
…一橋大学及び京都大学において2018年度に観光MBA設置・開学、2020年第一期修了

・カリキュラム開発を見
据えた実証実験（社会人
講座の開講等）

・産学官によるカリキュ
ラム検討WGの開催

・海外連携大学の開拓

・カリキュラム開発①

（5科目程度）

・産学官によるカリキュ
ラム検討WGの開催

・受講生募集開始

・１年生入学

・カリキュラム開発②

（5科目程度）

・カリキュラム①授業
実施

・２年生入学

・カリキュラム①②

授業実施

※１期生2020年３月
卒業

2016（平成28）年

2017（平成29）年

2018（平成30）年

2019（平成31）年

2020年以降
自走

文科省認可

観光MBA設置・開学

完成年度【観光MBAの設置スケジュール】
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観光産業の中核人材育成・強化事業

第１ターム 第２ターム 第３ターム

10月11日（火）～13日（木）（２泊３日）
小樽商科大学 札幌サテライト

開講式
日本の観光政策 観光庁
経営に関する「基礎知識」の習得
－講義、グループディスカッション

生産性向上、サービス品質向上、
インバウンド戦略、ブランド戦略
マーケティング戦略、ＥＳ向上 など

11月17日（木）～19日（土）（２泊３日）
小樽商科大学 札幌サテライト
ウィンザーホテル洞爺湖

経営に関する「応用知識」の習得
－講義、グループディスカッション
ケーススタディ

■宿泊施設及び地域の視察
財務分析、管理会計、人事労務管理、
組織・人材マネジメント、リーダーシップなど

３月8日（水）～10日（金）（２泊３日）
小樽商科大学 札幌サテライト

ビジネスプランの発表
－評価、受講生間でのフィードバック、
まとめ

閉講式

自社の経営課題の認識・整理
経営者としての自己分析

現場実務と理論の結びつけ
経営ビジョンの模索

経営視野の拡がり
実践の継続

オンサイト（自社における実践）

※欠席者については、e-ラーニングによる遠隔授業で補講

自己の変革 自社（旅館・ホテル）の変革 地域や観光産業の変革

宿泊産業の強化・発展を推進するため、地域の旅館・ホテルの経営人材育成に向けた高度かつ発展的な教育カリキュラム
の確立を目指すとともに、産学連携による自立持続可能な仕組みづくりを支援する。実施大学：H28年度(継続)小樽商科大
(新規)大分大・和歌山大／H29年度(継続)大分大・和歌山大 (新規)青森大・鹿児島大・東洋大・明海大

事業実施にあたり日本旅館協会、全旅連、日本ホテル協会、全日本シティ
ホテル連盟より協力（講師派遣、募集案内）
受講料は「無料」 ※交通費等は自己負担
講師は小樽商科大学教員をはじめ各界の有識者
「オフサイト（講座受講）」と「オンサイト（現場実務）」の繰返し（アク
ション・ラーニング）により理論と実践の結びつけ

【カリキュラム例】

【平成28年度 小樽商科大学の実施モデル】
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インターンシップモデル事業

従来のインターンシップは短期型（1日~2週間）がほとんどであるが、企業からは「2週間では仕事を体験
し切れない」との声が上がっていることから、観光産業における「長期インターンシップ」の有効性を実
証的に調査する。
産業理解や単なる体験に留まらない、実践を通じた課題発見力・問題解決力の育成につなげるとともに、
観光産業での働きがいを体感し、就職の際のミスマッチ解消、職場への定着を促進する。

長期インターンシップ導入のための
カリキュラム等の整備
効果に関する報告

比較的長期のインターンシップ
導入に当たり、実習に効果的な
業務を選定。
社内の受入体制整備
効果に関する報告

宿泊施設、旅行会社等の観光関連企業

大学

コーディネーター

企業、学生、大学間の
課題調整、助言
効果検証
取組事例集の作成

⇒好事例を全国へ普及 学生

【長期インターンシップモデルの例】

調整役

関係者間の連携
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観光系大学におけるカリキュラムポリシー等の策定促進

【現状】
観光産業において、業界の求める人材と大学のカリキュラム内容に隔たりがある。

【目的】
既存の観光関係学部・学科等を設置している大学(以下、「観光系大学」という。)のカリキ

ュラムの変革を目指し、教育課程編成・実施の方針「カリキュラムポリシー」及び卒業認定・学
位授与の方針「ディプロマポリシー」について、観光産業界のニーズを充分に酌み取り、時宜に
適ったものに変えていくことを目的とする。

【事業概要】
観光系大学のカリキュラム変革に向けた調査・検討
・ 観光系大学のカリキュラムの変革を目指し、観光産業界のニーズに合ったカリキュラム
ポリシー及びディプロマポリシーのモデル策定に向けて、産学官連携のワーキング・グル
ープを立ち上げ、検討。
・ 策定したカリキュラムポリシー等のモデルを全国に普及。
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泊食分離を可能にするまちづくり（草津温泉の事例）

○草津温泉旅館共同組合に加盟の宿泊施設は104軒、このうち素泊まりのみを提供する宿は5
軒だが、多くの宿泊施設が「素泊まりプラン」を持つ。
○温泉街のシンボルである湯畑の周辺に約100軒の飲食店があり、素泊まり客、日帰り客の食の
需要を取り込んでいる。

入り込み客数（平成27年） 約300万人
うち、宿泊者数 190万人、 日帰り客数 110万人

『にっぽんの温泉１００選』（観光経済新聞社）で、
13年連続１位
『みんなで選ぶ温泉大賞』（BIGLOBE）で、８年連続
１位

湯畑のライトアップの実施など、飲食と共に昼夜と
もそぞろ歩きを促すまちづくり。
素泊まりプランは、比較的安い料金を好む旅行者、
外国人、連泊旅行者などに人気。
価格の安い素泊まりプランの存在により、日帰り客
も宿泊客に転換できる可能性。

写真：草津温泉観光協会HP

草津温泉
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③宿泊業の新たなビジネスモデルのあり方



宿泊施設における生産性向上に向けた取り組み（案）

○宿泊施設の生産性向上に向けて、顧客への付加価値向上と、コストカットの双方に取り組むことが必要
○その方法は、宿泊施設単体での取り組みだけではなく、複数の宿泊施設が協力して取り組んでいくことも効果的と考えられる

予約 受付/案内
自由時間

（散策、温泉、
土産の購入）

食事 就寝 清算

複数の宿泊施設
食材の共有

－ICTを活用した
各施設の食材の
見える化

－共有する仕組の
構築

労働力の共有
－ICTを活用した各施設の労働力の稼働状況を見える化
－労働力を共有する仕組の構築顧客の共同集客

－宿泊施設の休暇
促進等に向けて、
連泊する顧客に
便宜を図る

：付加価値向上

：付加価値向上
＋コストカット

：コストカット

宿泊
施設
単体

顧客
業務

内部
業務

搬送などの自動化
－ベルトコンベア等

の導入

会計の自動化
－会計ソフトの導入

管理会計の導入

予約サイトの改善
－食材や部屋等、

顧客の好みに
応じたインター
フェイスの構築

泊食分離

サービス改善のPDCAサイクルの質とスピードのアップ
－スタッフやマネジメント層がリアルタイムで顧客の声を共有し、改善を図る仕組を構築

顧客に応じた観光地/土産物の案内
－顧客の好みをデータストックし、

誰でも案内できる仕組みを構築

温泉空き状況の共有
－ICTを活用した

各施設の温泉の
稼働率の見える化

－利用共有ができる
仕組の構築

従業員のマルチタスク化
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プラットフォームによる経営の効率化

地域の宿泊施設のネットワーク化によりプラットフォームを形成し、消耗品や食材、人材等を共同調
達する、共同PR、マーケティング等を行うことで、経営の効率化を図ることが可能。

ホテル純和風旅館
大規模旅館

PR

PR

PR

ホテル

純和風旅館

大規模旅館

プラット
フォーム

PR
予約・マーケティング
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事業継承の円滑化①（事業引継ぎ支援センタ－）

経営者交代による経常利益率の違い

資料：(株)帝国データバンク「COSMOS1企業単独財務ファイル」、「COSMOS2企業概要ファイル」再
編加工

(注)2007年度時点で55歳～64歳の経営者について、2007年度から2008年度にかけて経営者の交
代の有無により、経常利益率を比較。

○後継者不在の中小企業の事業引継ぎを支援するため、平成２３年度より、中小企業のＭ＆Ａ等のマッチング支援を
行う事業引継ぎ支援事業を開始。平成２７年度に事業引継ぎ支援センターの全国展開を実現。発足以来、約１万５
千社の相談、６７２件の事業引継ぎを実現（平成28年12月時点）。

支援スキーム
事業引継ぎ
支援センター

（データベース）

マッチング
（希望条件が合致した場合）

事業引継ぎ実現

・後継者不在
中小企業等 ・譲受希望企業等

事業引継ぎ支援センタ－の支援スキーム

資料提供：中小企業庁

センターにおける支援の流れ
①相談対応（一次対応）
・相談対応を通じ、事業引継ぎ支援の実施の可否を判断。

②登録機関への橋渡し（二次対応）
・相談案件をセンターの登録機関（仲介業者、金融機関等）に取り次ぐ。

③センターによるマッチング（三次対応）
・マッチング相手がいる場合や登録機関の不調案件をセンターが
士業法人等を活用してマッチングを実施。
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１．民法の特例

１．事業承継税制 ＜認定（相続税）９５９件、認定（贈与税）６２６件（平成２８年９月末現在）＞

○非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度

事業承継に伴う税負担の軽減や民法上の遺留分への対応をはじめとする事業承継円滑化のための総合的支援策
を講ずる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が平成２０年５月に成立。

◇中小企業の事業の継続を通じた雇用の確保や地域経済の活力維持を図る観点から、後継者が、経済産業大臣の認定を受けた非上場中小企業の株
式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、相続税・贈与税の納税が猶予される（雇用確保をはじめとする５年間の事業継続
等が要件）。

※平成２５年度改正で、対象を親族外後継者に拡充（平成２７年１月施行）。

事業承継の円滑化事業承継の円滑化

地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続

２．民法の特例 ＜確認１１７件（平成２８年３月末現在）＞ ３．金融支援 ＜認定１１３件（平成２８年３月末現在）＞

※平成27年の通常国会で、対象を親族外に拡充する等の改正法が成立
（平成28年4月1日施行）。

※親族外後継者も対象。

◇後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経る
ことを前提に、以下の民法の特例の適用を受けることができる。

①生前贈与株式等を遺留分の対象から除外

②生前贈与株式等の評価額を予め固定

贈与株式が遺留分減殺請求の対象外となるため、相続に伴う株式分
散を未然に防止

後継者の貢献による株式価値上昇分が遺留分減殺請求の対象外と
なるため、経営意欲が阻害されない

◇経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援
するため、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者
及びその代表者に対して、以下の特例を設ける。

①中小企業信用保険法の特例
②株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融

公庫法の特例
親族外承継や個人事業主の事業承継を含め、幅広い資金
ニーズに対応

（対象：中小企業者の代表者）

（対象：中小企業者）

事業継承の円滑化②（経営承継円滑化法の概要）

資料提供：中小企業庁
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海外のホテルにおいては｢マルチブランディング｣と｢資産を持たない経営｣を２大戦力としているところが多い。
これにより国際競争力を向上させてきた。

価格帯
インター
コンチネンタル社

ヒルトン社 マリオット社 ウィンダム社

ラグジュアリー
Luxury

（＄210以上）

Intercontinental
(184)

Waldorf Astoria
(25)

Conrad (23)

Ritz-Carlton(96)
Bulgari (3)
EDITION (4)
JW Marriott (4)

－

アッパー・
アップスケール

Upper
Upscale

（＄145~210）

Kimpton (61) Canopy (N/A)
Hilton (572)
Curio Collection

(18)
Embassy Suites

(225)

Autograph
Collection (95)

Renaeissance
(160)
Marriott (526)
Delta (36)
Marriott Executive

Apartment (28)

Dolce (23)

アップスケール
Upscale

(＄110~145)

Crown Plaza (406)
Hotel Indigo (65)
Staybridge Suites 
(220)
EVEN (3)
HUALUXE (3)

Double Tree
(457)

Hilton Garden
Inn (668)

Homewood
Suites (387)

Tru (N/A)

Gaylord (5)
AC Hotels (83)
Courtyard (1,037)
Residence Inn
(697)
SpringHill Suites

(336)

Wyndham (225)

アッパーミッド
スケール

(＄90~110)

Holiday Inn (1163)
Holiday Inn
Express (2425)

Hampton (2,106)
Home2 Suites(73)

Fairfield Inn (768)
TownPlace Suites

(270)
Protea (102)

TRYP (121)

ミッドスケール
Midscale
(＄65~90)

Candlewood
Suites (341)

－

Moxy (1) Ramada (839)
Baymont (410)
Wingate (151)
Hawthorn (102)

エコノミー
Economy
(＄65以下)

－ － －

Super8 (2,631)
Days Inn(1,788)
Howard
Johnson (393)
Travelodge (411)
Microtel (332)
Knights Inn (386)

国・地域
ホテル数

（単位：件）
客室数

（単位：100万室）
売上

（単位：10億ドル）
チェーン
加盟率

米国／カナダ 59,586 5.4 154 69%

ヨーロッパ 60,723 4.5 145 40%

アジア ・
パシフィック

31,556 4.0 105 52%

ラテンアメリカ ・
中東

15,820 1.8 56 43%

ホテルチェーン
所有直営

（リース含む）
マネジメント契約

（非連合合併事業を含む）
フランチャイズ契約

ヒルトン社 146 (3.2%) 544 (11.9%) 3,875 (84.9%)

マリオット社 47 (1.1%) 1,204 (27.8%) 3,073 (71.1%)

インター
コンチネンタル社

7 (0.1%) 806 (16.0%) 4,291 (83.8%)

ウィンダム社 2 (0%) 83 (1.1%) 7,727 (98.9%)

アコー社 1,288 (33.2%) 921 (23.8%) 1,664 (43.0%)

スターウッド社 32 (2.5%) 608 (47.4%) 642 (50.1%)

ハイアット社 41 (6.4%) 320 (50.0%) 279 (43.6%)

国 ・地域別ホテル産業の規模とチェーン加盟率

ホテルチェーン 運営形態の内訳（2015年12月） （単位 : 軒）

引用文献：田尾圭子｢ホテル経営｣、白桃書房、２０１６年

所有と経営の分離 （海外ホテルチェーンの戦略の事例）

ホテルチェーンのマルチブランド戦略
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①観光地の魅力の発見と向上

２. 地域の活性化に向けて



宿泊施設をコアに周回性を実現した新しい観光地経営

文化観光資源

自然観光
資源

観光
施設

潜在的観光
資源

飲食
店Ａ

飲食
店Ｂ

土産物店Ａ

土産物店
Ｂ

地元
商店

ホテル

純和風旅館

大規模
旅館

文化観光
資源

自然観光
資源

観光施設

潜在的観光
資源

飲食店Ａ

飲食店Ｂ
土産物店
Ａ 土産物

店Ｂ

地元
商店

ホテル

純和風
旅館

大規模
旅館

○ 生産性向上と新しいビジネスモデルの構築により宿泊施設の活性化
○ マスタープランの策定、実行により旅行者を周回させる観光地づくり

投
資

投
資

投
資

マスタープラン

官民ファンド クラウド
ファンディング

ふるさと納税

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
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日本版ＤＭＯ形成・確立の必要性

地域資源を最大限に活用し、効果的・効率的な集客を図る「稼げる」観光地域づくりを推進

日本版ＤＭＯ候補法人として145法人が登録（H29.5.12時点）

広域連携ＤＭＯ

６法人 ６７法人

地域連携ＤＭＯ 地域ＤＭＯ

７２法人

地域の多様な関係者を巻き込みつつ、科学的アプローチを取り
入れた観光地域づくりを行う舵取り役となる法人
＝「日本版ＤＭＯ」を各地域で形成・確立

DMO：Destination Management/Marketing Organization
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これまでの観光地域づくりの課題これまでの観光地域づくりの課題

地域の多様な関係者を巻き込みつつ、科学的アプロ－チを取り入れた
観光地域づくりを行う舵取り役＝「日本版ＤＭＯ」を各地域で形成･確立

関係者の巻き込みが不十分
･文化、農林漁業、商工業、環境、
スポーツなど地域の関連事業者や住民等
の多様な関係者の巻き込みが不十分
⇒地域の幅広い資源の最大限の活用に

つながらない
⇒地域住民の誇りと愛着を醸成する豊か

な地域づくりにつながらない

データの収集･分析が不十分

･来訪客に関するデータの収集･分析が不
十分。観光客を十把一絡げに扱っている
地域が少なくない
⇒ターゲットとなる顧客層や地域のコンセ
プトが十分に練られていない
⇒変化する観光市場に対応できない

民間的手法の導入が不十分

･効果的なブランディングやプロモ
ーションといった民間的な手法の
導入が不十分
⇒観光客に対して、「刺さる」競争
力を持つ観光地ブランディングが
できていない。

関係者の巻き込み
内外の人材やノウハウの取り込み

データの収集･戦略の策定 ブランド力を高める仕組み プロモーション

（例）外国人職員による
効果的なプロモーション

例）富良野･美瑛観光圏によるＳＷＯＴ分析 例）雪国観光圏「SAKURA QUALITY」

･雪国観光圏では
、外国人の受入
体制などにより宿
泊施設等の評価
を行う品質認証
制度「サクラクオ
リティ」を導入。

人材 ノウハウ内外から取り込み

日本版ＤＭＯ形成・確立の必要性
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日本版ＤＭＯの役割、多様な関係者との連携

多様な関係者との連携

日本版ＤＭＯ
宿泊施設

交通事業者

商工業

飲食店

農林漁業

・個別施設の改善
･品質保証の導入

・農業体験プログラムの提供
・６次産業化による商品開発

・ふるさと名物の開発
・免税店許可の取得

・二次交通の確保
・周遊企画乗車券の設定

・「地域の食」の提供
・多言語、ムスリム対応

･観光振興計画の策定
･プロモーション等の
観光振興事業

･インフラ整備（景観、
道路、空港、港湾等）
･文化財保護･活用
･観光教育
･交通政策
･各種支援措置

行政

日本版ＤＭＯの役割

観光地域づくりの一主体として実施する
個別事業

（例）･着地型旅行商品の造成･販売、
･ランドオペレーター業務の実施 等

地域住民

･観光地域づくりへの理解
・市民ガイドの実施

① 日本版ＤＭＯを中心として観光地
域づくりを行うことについての
多様な関係者の合意形成

② ･各種データ等の継続的な
収集･分析、
･明確なコンセプトに基づいた

戦略の策定、
･ＫＰＩの設定･ＰＤＣＡサイクルの
確立

③ 関係者が実施する観光関連事業と

戦略の整合性に関する調整･仕組み
作り、プロモーション

観光客の呼び込み

地域一体の魅力的な観光地域づくり
戦略に基づく一元的な情報発信・プロモーション

観光による地方創生

内外の人材やノウハウを取り込みつつ、多様な関係者と連携
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②観光地活性化のための環境整備



再生活性化事例（エリア「面」の事例）
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再生活性化事例（施設「点」の事例）
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インバウンドを起点として発掘された観光資源であるスノーモンキーをアイコンとした情報を発信
する。また、９つの温泉地が集積している宿泊温泉地を磨き上げることによって、国内外の観光客を
誘致し、賑わいを創出する。

これまでの取組み

１．課題
○ハード面の環境整備に合わせた周遊ルートなど
のソフト整備

○増大する外国人の滞在、受入環境の整備

２．総事業費（うち、国の負担額）
40,000千円（15,000千円）

○駅前通りの賑わい創出
・スノーモンキーランタンの作成による街並み整備

温泉資源等を活用した地域活性化（長野県山ノ内町①）

今年度の取組み

・遊休施設の改築と泊食分離を可能にする飲食店舗のオープン

３．取組み内容
○マーケティング調査
・アンケートによるリピート率、満足度等調査

○滞在型コンテンツの充実、強化
・スノーモンキーを核としたツアーの企画
・志賀高原（国立公園）を含む、着地ツアーや
周遊バス等の実証事業の実施

○来訪需要の喚起
・多言語HPのツアー予約機能の追加

○来訪者の利便性等向上
・観光資源と観光客をつなぐ発着拠点を用意

○外国人受入環境整備
・遊休施設を改築し、Ｂ＆Ｂ(ホステル)を設置

Before After

写真出典：REVIC
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・遊休物件のリノベーション
旧商店や旅館などの遊休物件を活用

し、地域の文化を踏まえたリノベーショ
ンによって、必要な機能を補完する店舗
をオープン。

・経営人材（雇用主）の育成
将来の地域の担い手を育てるた

め、起業のプロセスの初期段階を
内部の事業として行い、事業の成
長フェーズでの独立も支援。

・月例のまちづくり委員会
（兼 協議会）

月に一回開催し、地域の方々や専門家
の意見を聞きながら、店舗のオープン
に向けた作業を進めた。

｢まちづくり｣の取組

｢ひとづくり｣の取組

出典：地域経済活性化支援機構

温泉資源等を活用した地域活性化（長野県山ノ内町②）
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神奈川県箱根町

・ふるさと納税で箱根町に寄付する人の６～７割が宿泊
クーポンなど観光関連の返礼品を選ぶ。

・ 寄付額1万円で3000円の宿泊クーポンを提供

ふるさと納税 寄附実績

・2015年度・・・5億4000万円（3887件）
※2015.9月～2016.3月期
※15年5月の噴火騒動を受け同町を応援したいと訪れる観光客が急増。

・2016年度・・・5億8000万円（3980件）

※平成29年2月28日現在。2016.4月～2017.2月期

前年比約100倍
※寄付額として

投資呼び込みの強化 ふるさと納税、クラウドファンディングの事例

大分県別府市

【宿泊クーポン】 【遊べる温泉都市構想
「湯～園地」による集客】

【調達資金】
最低目標額は１億円。
2017年2月10日から開始。3月1日現在、１千万円

を達成。２千万円を目標に継続中。
【事業概要】

遊園地において、温泉付きのメリーゴーラウンド等
の温泉アトラクションを実施

【返礼品】支援者のみに入園券*など *特定日に限る

世界一の源泉湧出量を有効に活用するため、
使われずにそのまま捨てられる「廃湯」を市内の
各温泉からタンクローリーなどに詰めて遊園地に運搬

【クラウドファンディング】 資金調達者（個人や企業・その他
の機関）が事業プロジェクトをインターネットで公開・紹介し、
共感した人から広く出資や協力を募る仕組み。

出資者は資金調達者から分配を受け取る（新製品・サービス
をいち早く利用できる・売上の一部を受け取る等）。プロジェ
クト実行者の顔が見えやすいため、プロフィールや事業の内
容に共感を呼べれば、資金が調達できる。

【ふるさと納税】 希望する地方自治体（都道府県・市区町村）を
選んで寄附が出来る仕組み。寄付金の使い道を「社会保障」や
「観光振興」等指定できるものもある。その返礼品として土地の
特産品・名産品を受け取ることが出来る。

寄付行為により、所得税の還付や住民税の控除が受けられる
ため、実質的な自己負担額は2,000円程度。
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地方創生に向けた小規模不動産特定共同事業の活用イメージ

空き家・空き店舗等の
遊休不動産

再生不動産を活用した
地域活性化事業

銀行等

融資

古民家を活用した
旅館・観光事業

空き家を活用した
UIJターン、二地域居住

空き店舗を再生した
地域活性化事業

クラウドファンディング
等による資金調達

小規模不動産特定共同事業者
（地域の不動産業者、まちづくり会社等）

・ 出資が入ることで、空き
家・空き店舗等担保価値の
低い不動産にも融資を行い
やすくなる。

借入

出資

・所有と経営の分
離による地域活
性化

・ 出資金を活用して既存の借入
の償還や新たな投資を行い、事
業展開を加速

取得
・賃借

賃貸
・売却

地域のニーズ
に合わせて改
修・リノベー
ションを実施

出資

・ 志ある資金による地方
創生事業への参画が容易
になる

配当

賃料等
の収入

空き家・空き店舗等の再生を通じた
地方創生事業の展開を加速
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国・地方公共団体が連携した小規模不動産特定共同事業の展開

○ 空き家・空き店舗、古民家等の活用のためには、地域の空き家・空き店舗等の所有者、これらの遊休不動産を利活用しようとす
る事業者、地域活性化事業を応援したいという投資家をマッチングすることが必要。

○ このため、国・地方公共団体が連携して、遊休不動産の「見える化」やマッチング、リノベーションに対する支援等の措置を講じる。

全国の投資家

地域の投資家
金融機関

地域活性化に
取り組む人々

空き家所有者 譲渡・賃貸

舟屋を再生した
カフェ・宿

古民家を再生した
ゲストハウス

クラウドファンディング

出 資

「見える化」
の支援

遊休不動産マップの作成等

耐震改修補助、
空き家再生等推進事業、
都市再生整備計画事業、
中心市街地活性化事業、
地方創生推進交付金 等

クラウドファンディング
業者

改修・修繕
等の実施

地域の不動産会社、まちづくり会社等
（小規模不動産特定共同事業者）

融 資

人材づくり、
マッチングの機会づくり
（セミナー、リノベーションス
クール等）

企画・提案

地方公共団体

地方公共団体や小規模不動産特定共同事業者等のネットワークづくり、優良事例・ノウハウの横展開

国 支援
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『日本一の星空』のブランディングによる世界水準のDMOの構築と観光を基軸にした
持続可能な地域づくりの推進 （長野県阿智村）

官民一体となり多様な関係者が関わりながら、『日本一の星空』のブランディングによる世界水準の
DMOの推進・構築を行い、阿智村が標榜する「観光を基軸にした持続可能な地域づくり」を推進する。
観光地域づくりによる交流人口の増大をはかり、雇用や税収の拡大、移住・定住の促進に繋げる。

地域資源 取組内容活用方法

・日本一の星空
・昼神温泉郷

・日本一の星空を昼神温泉
郷に滞在する観光客に対
して売り出す商品として
磨き上げ、夜間のコンテ
ンツを提供する

総事業費（うち、国の負担額）

47,100千円（うち、9,000千円）

取組内容

・来訪者の利便性等向上

・遊休施設を活用した観光案内の機能強化

・昼神温泉と「星空ナイトツアー」「雲海ハーバー」

会場を結ぶ二次交通の実証運行

・域内での消費拡大

・宿泊及び着地型旅行商品の予約システムの構築

・地域限定通貨「スターコイン」の発行

・マーケティング調査

・宿泊者を対象としたアンケート調査･分析

・ビッグデータによるマーケティング分析

・外国人受入環境整備

・観光案内の多言語表記など
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民都機構による宿泊施設整備のための支援（まち再生出資）

“Onomichi U2”尾道糸崎港西御所地区
（県営2号上屋及び周辺）活用事業

（広島県尾道市）

民間金融機関

出資
民都機構

融資
民間都市
開発事業

自己資本

○支援内容
(1)支援先 株式会社OU2 
(2)出資額 0.6億円

○事業内容
(1)規模 地上2階建
(2)用途 ホテル、物販店舗、飲食店

山代温泉山下家
（石川県加賀市）

○支援内容
(1)支援先 株式会社山下家
(2)出資額 2億円

○事業内容
(1)規模 地上14階建
(2)用途 旅館

日本平ホテル
（静岡県静岡市）

○支援内容
(1)支援先 株式会社日本平ホテル
(2)出資額 20億円

○事業内容
(1)規模 地上6階建
(2)用途 ホテル、倉庫作業場、従業員寮 等

○事業概要

尾道糸崎港西御所地区
の県営2号上屋（倉庫）

の空間を有効活用し、サ
イクリスト向けホテルの
運営等を行う。

○事業概要

日本平公園の景観環境
整備の一環として、宿泊
施設及びその周辺の公
園の整備を行う。

○事業概要

実質休業中であった旅
館を改装し、営業再開さ
せることにより、山代温
泉の街並み再生と山代
温泉中心部への集客を
図る。

大臣認定

○ 市町村が定める都市再生整備計画等の区域において行われる優良な民間都市開発事業に対し、民間都市
開発推進機構が出資（自己資本に対し資金拠出）を行うことにより、事業の立上げを支援。

○ 自己資本が充実し、事業全体のリスクが縮減されることにより、民間金融機関からの融資等の呼び水となる。

国

自治体
計画策定等

都市再生整備計画の区域、都市機能誘導区域
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休廃業した宿泊施設等の取扱い（除却、リノベーション）

出典：「観光地再整備の方法と推進方策に関する
研究」、運輸政策研究Vol.15 No.3、2012年

【リノベーションの事例（兵庫県篠山市）】
○一般社団法人ノオトが、古民家の再生等により、魅力
的な城下町の街並みを実現するとともに、限界集落や
農村地域の再生に大きく貢献。
○40軒を超える古民家の再生を行うとともに、起業家や
事業者を誘致し、多くのホテル、レストラン、カフェ、工房
などが立ち並ぶ、魅力的な城下町等の街並みを実現。

【除却の事例】

○需要減少により15軒の宿泊施設が廃業。

○電車の車窓から見える廃業施設は鬼怒川温泉
のイメージ悪化を招いていた。

○当時の藤原町役場は「まちづくり交付金」を活用
し，観光地としての整備を行うと共に廃業宿泊施設
を撤去（2007年2月時点で3軒の施設を除却）。

モダンに改修された古民家ホテル
「NIPPONIA」
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• 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を
及ぼすことにより地域経済を牽引する事業（「地域経済牽引事業」）を促進する。

• 具体的には、①地域経済牽引事業の担い手候補2,000社程度を抽出・公表して情報提
供を行うとともに、②都道府県知事が承認した地域経済牽引事業に対して国から集中的に
支援を行う。

• ３年で2,000社程度を支援し、投資額を１兆円、GDPを５兆円増大させることを目指す。

「地域未来投資促進法」（ねらい）

＜地域経済牽引事業の促進による地域経済の成長イメージ＞

国
①中核企業・成長企業の発掘支援
②ヒト・モノ・カネ・情報・規制の特例措置等の
多様なニーズに応える事業支援措置

市町村及び都道府県
①基本計画の策定
②地域経済牽引事業計画の承認（都道府県知事）
③事業の促進と波及効果の増大に向けた事業環境整備

当面３年で2,000社程度を支援

地域の
中核企業

地域の
中核企業

波及効果 波及効果

域内外の好循環

域内外の好循環
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「地域未来投資促進法」（主な支援措置）

○海外市場展開等の専門人材による人的支援
・地域中核企業創出・支援事業（29年度予算25.0億円）
⇒地域の企業の国際市場展開に向けた専門家による全国的な
支援ネットワークの構築

○幅広い規制改革ニーズへの迅速な対応
・工場立地法の緑地面積率の緩和
・補助金等適正化法の対象となる財産の処分の制限に
係る承認手続の簡素化
・一般社団法人を地域団体商標の登録主体として追加

○農地転用許可、市街化調整区域の開発許可
等に係る配慮

○事業者から地方公共団体に対する事業環境
整備の提案手続の創設

○リスクマネーの供給促進
・地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）、中小企
業基盤整備機構等によるファンド創設・活用等

○課税の特例
・先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置
⇒機械・装置等：40％特別償却、4％税額控除
⇒建物等：20％特別償却、2％税額控除

○地方税の減免に伴う補てん措置
・固定資産税等を減免した地方公共団体に減収補てん

① 人材に関する支援措置

○地域経済牽引事業に対する補助等
・地方創生推進交付金（29年度予算1,000億円）
の活用
⇒地域未来投資促進法の承認を受けた計画については、
内閣府と連携し、重点的に支援

・省エネ補助金（29年度予算672.6億円）、
サポイン補助金（29年度予算130.0億円）の活用

③ 財政・金融面の支援措置

② 設備投資に関する支援措置

④ 情報に関する支援措置

⑤ 規制の特例措置等

○候補企業の発掘等のための情報提供
・地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）等を活用
○IT活用に関する知見の支援
・情報処理推進機構（ＩＰＡ）による協力業務

出所：『地域未来投資促進法』について(平成29年7月経済産業省
地域経済産業グループ)」
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