した。当時は、仕事関係の方や修学

に８部屋の旅館としてスタートしま

あふれていることに大変驚きました。

ちと同じくらいの施設に外国人客が

実際に見学に行ってみると、自分た

人客の受け入れを勧められました。

あった矢島旅館の矢島さんから外国

間で宿泊客が０人ということもあり

人客の受け入れを始める前は、３日

平均宿泊日数は４・３泊です。外国

ヨーロッパ、オ セアニア が

人旅行）
です。国籍としてはアメリカ、

国人客で、
そのうち ％がＦＩＴ（個

年）

ゲストスピーカー：澤 功氏
（旅館澤の屋 館主）

カ国、延べ 万７０００人のお客様

にご利用いただいています。

【第1回特別企画】

47

現在、澤の屋の宿泊客の ％が外

％で、

87

受け入れを開始しました。以来、

旅行生の宿として繁盛していました

しかも簡 単な英語で対 応している。

ましたが、今は年間の部屋稼働率は

90

17

第１回特別企画「インバウンド受け入れのこれから」

が、駅の近くにビジネスホテルがで

これならできるかもしれないという

％です。宿泊客数が増えた一つの

90

〇外国人宿泊客受け入れのきっかけ

き始めると、お客様がどんどん減っ

ことで、１９８２年（昭和 年）に

95

澤の屋は１９４９年（昭和

ていきました。そんな時に、新宿に
57

24

90
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「内覧会および
たびとしょCafe」
を開催

当財団は、これまで別々の場所で運営を行っていた研究部
門と「旅の図書館」を一体化し、昨年8月22日に南青山に移転
しました。
10月3日の「旅の図書館」の一般公開に先立ち、平素よりお
世話になっている方々に館内をご覧いただく特別企画として
「内覧会およびたびとしょCafe」を開催しました。
本企画は、日本交通公社ビル「旅の図書館」の内覧会と、
2014年（平成26年）より「旅の図書館」で開催してきた「たび
としょCafe」を組み合わせたものです。各回とも想定を大きく
上回るお申し込みをいただき、計161人の方にご参加いただき
ました。
本稿では、各回のご講演内容を簡単にご紹介します。

【第2回特別企画】

【第3回特別企画】

日時：2016年9月15日（木）
16：00～18：30

日時：2016年9月23日（金）
16：00～18：00

日時：2016年9月30日（金）
16：00～18：00

テーマ：
「インバウンド受け入れの
これから」

テーマ：
「農山村再生
－地方創生を超えて－」

テーマ：
「ツーリズム半世紀
－その成果と課題－」

ゲストスピーカー：
澤 功氏［（公財）日本交 通公社
専門委員／旅館澤の屋 館主］

ゲストスピーカー：
小田切 徳美氏［（公財）日本交通
公社 専門委員／明治大学農学部
教授］

ゲストスピーカー：
舩山 龍二氏［（公財）日本交通公
社 評議員／元（株）ジェイティー
ビー 会長］

参加者：61人

参加者：32人

参加者：68人
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ラネット」をはじめとする海外のパ

載せてもらったことと、
「ロンリープ

イン・グループ」のパンフレットに

声をかけて作った「ジャパニーズ・

の受け入れを行っている家族旅館に

理由としては、矢島さんが外国人客

取れるようになってきました。

かいてもらい、コミュニケーションが

時は、紙とペンを渡して文字や絵を

とりが必要な時や英語以外の言語の

立つようになりました。複雑なやり

言うようにしたところ、会話が成り

そこで、知っている単語をどんどん

私は婿養子として澤の屋に入りま

で対応を考えて何とかやっています。

しながら、何かが起こるたびに家族

いて張り紙をしたり、直接伝えたり

は気が楽になりました。使い方につ

いるだけということが分かってから

け入れられたのだと思いました。

がホスピタリティとしてお客様に受

とを一生懸命やっているということ

く動画だ」と言われたため、澤の屋

意さんに「これからは静止画ではな

ＮＳと続きますが、アメリカのお得

澤の屋のウェブサイト、口コミ、Ｓ

外のガイドブックでした。その次に

トリップアドバイザーで、２位が海

つけたか」という質問では、１位が

も紹介しています。
「澤の屋を何で見

実施してその結果をホームページで

澤の屋では宿泊客にアンケートを

げ たり、内 緒 話 をする。お客 様は、

る場合は、目をそらしたり、体が逃

す。嫌がっている場合や差別してい

入った瞬間に分かる」ということで

自分たちを歓迎しているかどうかは

できないのは構わないが、その宿が

別のお客様に言われたのは、
「言葉が

と 言って く ださいま し た。その頃、

とりしましたが、とても良い旅館だ

もジェスチャーと笑顔で何とかやり

フランス人の方が泊まりに来た時

ちに送られてきたお礼状を分析して

ある時、立教大学の大学院生がう

スタンスに変わりました。

があったら一緒にやります」という

らは、
「ご自由にどうぞ、困ったこと

れを求めていないことが分かってか

う意識がありましたが、お客様がそ

あげなければ宿は潰れてしまうとい

言われました。お客様に何かをして

対等ではない」ということを厳しく

したが、最初は「お客様と私たちは

てお客様に配りました。お客さんが

情報を掲載したエリアマップを作っ

だくようにお願いし、その飲食店の

に写真入りのメニューを作っていた

そこで、周辺の５軒くらいの飲食店

近くの飲食店情報が必要になります。

夕食を出さなくなってからは、宿の

客様を受け入れるようになり、宿で

立っていました。しかし、外国のお

街とつながりがなくても旅館は成り

て全て旅館の中で完結していたので、

日本のお客様の場合は食事も含め

〇旅の記憶に残るもの

ンフレットに掲載されたことです。

の宣伝を動画でも載せています。も

そういった態度や雰囲気を敏感に感

外国人客の受け入れで一番心配し

〇問題
 は言葉ではなく、歓迎する
気持ちがあるかどうか

いろいろなことが起こります。しか

るとさまざまな生活習慣の違いから

たくさんの国の方を受け入れてい

〇サービスではなくホスピタリティ

じ取るようです。

いただいたようです。澤の屋にはマ

をしてくれたことに対して感謝して

に対してよいイメージを抱く手助け

を理解する糸口となったこと、日本

析によると、澤の屋での滞在が日本

hospitality, kindness, friendly, helpful
という言葉が多かったそうです。分

でね。今あるものをなくさないでね」

新しいものを作ろうなんて思わない

「外国人観光客を増やすために何か

っているようです。外国の方たちは、

活を体験できることを喜んでくださ

地元の人と交流が生まれ、日本の生

に街の中に入っていくことができて、

りができてきました。お客様も自然

ていたのは言葉でした。最初は使い

し、彼らは悪気があるわけではなく、

ニュアルがありません。頼まれたこ

りすることで澤の屋と街とのつなが

そのお店に行ったり、お店とやりと

ちろん、宿で ‐ が使えることは

くれました。すると、
Thank
you for
の 後 に 続 く の は service
で は な く、

そうな文章を英語にして一生懸命覚

自分の国でやっていることをやって

最低条件です。

えましたが、全く通じませんでした。

Fi
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ＡＰＡＮ大 使などを拝 命しており、

私は観光カリスマやＶＩＳＩＴ Ｊ

人との触れ合いだと思います。

出として最後まで残るのはその国の

はすぐ忘れていきますが、旅の思い

な部屋やおいしい旅館の料理のこと

プがあることが分かりました。豪華

日本人が見せたがるものにはギャッ

と言います。観光客が見たい日本と、

パのように国が絡めば実現できるの

課題も多いと思いますが、ヨーロッ

複数の私鉄に参画してもらうことは

パス」を作ることも提案しています。

機関が利用できる「オール・ジャパン・

とです。それから、日本全国の交通

動画として世界に発信するというこ

もらい、その入賞作品を日本の公式

の観光資源の魅力を動画で作成して

要性です。外国人の目から見た日本

私が提案しているのは情報発信の重

案だと言われます。そこで以前から

続けようと思っています。

っと受けましょうということを言い

小さな日本旅館も外国のお客様をも

様が訪れる時代に変わってきました。

小さな日本旅館にも世界中のお客

要があると思っています。

会のルールを日本にも取り入れる必

ョンの契約をしています。カード社

会社とギャランティー・リザベーシ

てカード番号で受けるので、カード

ノーショー対策のために、予約は全

〇今後に向けた提案

観光庁の方とお話する機会も多いの

澤功（さわ いさお）氏

新潟県生まれ。東京相互銀行入行後、結婚に伴
い澤の屋の経営者となる。１９８２年に外国人宿泊
客の受け入れを開始。１９９３年「ジャパニーズ・
イン・グループ」会長、１９９７年（社）日本観光
旅館連盟常務理事などを歴任。２００３年に観光
カリスマに認定され、その後も２００７年地域活性
化伝道師、２００９年ＹＯＫＯＳＯ！ＪＡＰＡＮ大
使（現ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡＮ大使）などに任命され、
現在も全国で講演を行っている。
『澤の屋は外国人
宿』（ＴＯＴＯ出版、１９９２年）『ようこそ旅館奮闘
記』（日本観光旅館連盟、
２００６年）など著書多数。

「誇りの空洞化」があるということで

ではないか と思いま す。それか ら、

過疎という言葉は１９６４年（昭

す。これを放置すると、確実に地方

ですが、必要なのは要望ではなく提

第２回特別企画「農山村再生 ―地方創生を超えて―」

和 年）前後に島根県で作られたと

上がった時、いわばその反論として

２０１４年）という本と議論が盛り

『地方消滅』
（増田寛也、中公新書、

は５年前の調査結果とほとんど変わ

ある集落は４・０％でした。その数字

０・８％で、いずれ消滅する可能性が

すると予想されている集落はわずか

っています。人、土地、ムラの３つ

に原因があったのではないか」と言

欠き、結果的に自信を失ったところ

の暮らしの質に対する理解や認識を

生活とは決定的に異なるはずの自ら

さらに洗い出せば、山の人々が都市

洋司氏は、
「
（過疎化とは）その根を

言われていますが、民俗学者の湯川

は指摘されています。

くべきだ」と早稲田大学の宮口先生

った状況に応じて仕組みを変えてい

ら消滅するわけではなく、少なくな

あり、それがさらに少なくなったか

です。
「もともと人間が少ない地域で

土地利用型の産業が主であったから

で人口密度が低いのは農林業という

消滅に向かいます。一方で、農山村

ゲストスピーカー：小田切 徳美氏
（明治大学農学部 教授）

書いたのが
『農山村は消滅しない』（岩

っておらず、日本の農山村集落は依

の空洞化が農山村に押し寄せている

きょう じん

しましたが、結果は 年以内に消滅

波 新 書、２０１４ 年 ）です。実 際、

然として強靭であることを示してい

〇過疎化の原因は「誇りの空洞化」

国土交通省が全国の条件不利地域に

と言われましたが、その奥深くには
ます。
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おける集落のアンケート調査を実施
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〇地域再生に重要な「交流循環」
地域で行われている取り組みを整
ます。

れを「交流の鏡効果」と名付けてい

源を発見することがありますが、こ

すことで共感を得ることができます。

いることをストーリーとして売り出

地域資源を保全しながら生活をして

があり、ボランティアワークをする

農山村には集落というコミュニティ

もと、人口密度が小さい状況の中で、

づくり）
」が重要になります。もと

いため、
「暮らしの仕組みづくり（場

を持っても地域再生には結びつかな

ます。しかし、一人がそのものさし

位置づける地元学という動きがあり

域資源を発掘し、歴史的文脈の中に

さしづくり（主体づくり）
」です。地

第一は、薄れてきた「暮らしのもの

が求められており、それがリピータ

うに、鏡効果が発揮できる交流こそ

たという例もよく聞きます。このよ

をきっかけに農家レストランを始め

てきた料理をおいしいと言ったこと

どもたちが農家に泊まり、そこで出

その他にも都会から泊まりに来た子

発 見したのはまさにゲストでした。

えていた霧を価値のあるものとして

ますが、地元にとっては不利益と捉

市は霧を地域資源として活用してい

私がお手伝いしている広島県三次

況についての満足度をアンケートで

経済」ですが、現在の自分の経済状

なります。そして４つ目の「小さな

子どもにとってはワンダーランドに

さにそこに生きる人々の知恵であり、

合わせたさまざまな縄の結び方はま

は縄の結び方とのことです。作業に

る町の都市農村交流で人気があるの

は先ほどの通りですが、山形県のあ

くると思います。
「交流産業型経済」

型の独自産業の発想が必要になって

来型の６次産業ではなく、需要創造

次に「６次産業型経済」ですが、従

理すると図のようになると思います。

ことで地域を守ってきました。そこ

ー率の高い交流を作り出します。こ

聞いたところ、

み よし

で最近では集落単位ではなく小学校

のように交流が、
「暮らしのものさし

や支援方法などについて地方創生本

）
Region Management Organization
を新たに確立するため、その仕組み

あると認識しています。

流循環」が地域再生にとって重要で

の循環づくり」をサポートする「交

づくり」を支え、さらに「カネとそ

す。つまり、年間 万円、多めに見

３万円という回答が最頻値となりま

足するための追加所得を聞くと、月

と答えます。しかし、その方々に満

数％が「不満足」

区 に よ る 地 域 運 営 組 織（ ＲＭ Ｏ：

部で力を入れて検討しています。第

万円とすると、

観光や交流は非常に大きな力になっ

せが地域づくりであると言えますが、

経済」と言っています。１つは「地

る上では、地域から学んで「４つの

〇持続
 的循環型経済構造の構築
「カネとその循環づくり」を考え

標は年間１人 万円前後としている

所になります。直売所の売り上げ目

ツーリズムや農家レストラン、直売

地域に興していく一つがグリーン・

この小さな経済を安定的かつ数多く

経済が生まれる可能性が高まります。

２００万円～３００万円の中規模の

る主体が必要になり、そこには年間

さな経済」が集まると、それを支え

ところが多い。そして、こうした「小

て月５万円・年 間

ています。例えば、都市農村交流を

域資源保全型経済」です。古くから

三は「カネとその循環づくり（条件

交流の魅力付加

（貨幣的価値、文化的価値、環境的価値、人間関係的価値など）

新しい価値の上乗せ

Ⅲ カネとその
循環づくり

条件づくり

通じて外部から来るゲストが地域資

づくり）
」です。この３つの組み合わ

物的条件

業

産

流

主体づくり

交流

効果

交 流の鏡

（内発性、総合性・多様性、革新性）
地域づくり

交

場づくり

Ⅰ 暮らしのものさし

Ⅱ 暮らしの仕組みづくり

地域づくりのフレームワーク
図

■農山村再生（地域づくり･みがき）の枠組み

2．見えてきた｢再生｣の方向
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コミュニティ

70
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小田切徳美氏講演資料より

話ししますと、広島県三次市には自
世論調査によると、都市に住む 代

回帰の動きを見逃していたからです。

を申し立てたのは、この議論が田園

業としては農業や宿泊業、観光業と

女性が主導していますが、彼らの職

ります。こうした田園回帰は若者や

皆様方とともに応援したいと思って

の契機になる可能性を持っています。

た「鏡効果」によりそのような動き

地域運営組織について、事例をお
治振興会という小学校区単位の組織

時に一念発起し、１人１００万円ず

こでは小学校が廃校の危機を迎えた

なものが青河自治振興会ですが、こ

を選択しています。例えば、島根県

てに適している地域として農山漁村

女性の子育て世代の６割近くが子育

に移住したいと答えています。また、

ない」というハードルはかなり下が

これまでの「仕事がないから人は来

ろいろなことに 挑 戦 しているので、

今は多様な考え方の若者が増えてい

同時にこなす 多業化が見られます。

います。

つ９人が出資して資本金９００万円
ではこの５年間で 代の女性が増え

り始めています。

ジネスモデルが作られている点が特

イクロスーパーマーケットというビ

もコンビニの約８割を確保できるマ

採算ベースに乗り、かつアイテム数

通の大手企業と提携して 万円でも

珍しくありませんが、ここは食品流

りました。国内ではこうした事例は

ニティ協議会では農村コンビニを作

また、島根県雲南市の波多コミュ

結果、２次移住を含めて 人が移住

７棟、改築３棟の住宅を作りました。

山、鳥取、長野、島根、岐阜の上位

動きは、移住者数が増加している岡

えてきません。しかし、このような

しなければ先ほどのようなことは見

あるため、市町村を小学校区に区分

心部ではいまだに大きな減少傾向が

町村単位で数字を見ていました。中

までのデータを対象としており、市

が起こる前の２０１０年（平成 年）

した。地方消滅論は、こうした動き

数は４倍に増えたという結果が出ま

実施した調査でも５年間で移住者の

研究室とＮＨＫと毎日新聞が合同で

なっています。さらには、私どもの

また、鳥取県では移住者数が４倍に

は、諦めから脱却し、地域の可能性

農山村の現場レベルで今必要なこと

将来がかかっています。過疎地域や

めることができるかどうかに地域の

ている地域なのか。この好循環を進

向きな地域なのか、愚痴ばかり言っ

が生まれています。困難に対して前

じる人が移住してくるという好循環

白くしている、それにまた魅力を感

かつ外から入ったよそ者が地域を面

とが分かります。人が人を呼び込み、

と地域づくり活動が行われていたこ

移住者が増えている集落を調べる

〇地域の将来に向けて今できること

し、見事に小学校の廃校を阻止して
います。

徴です。

特に観光あるいは交流は先に述べ

を展望し、共有化することです。

〇目覚ましい田園回帰の動き

22

神奈川県生まれ。農学博士。専門は農政学・農
村政策論、農村ガバナンス論。１９８８年東京大
学大学院農学研究科博士課程単位取得退学。東京
大学大学院農学生命科学研究科助教授などを経て、
２００６年現職。国土審議会委員（国土交通省）
、
食料・農業・農村政策審議会（農水省）
、過疎問
題懇談会委員（総務省）などの委員を歴任する他、
『農山村は消滅しない』
（岩波新書、
２０１４年）
『農
山村再生「限界集落」問題を超えて』
（岩波ブック
レット、２００９年）など著書多数。

小田切徳美（おだぎり とくみ）氏

いう起業などの複数の小さな仕事を

の有限会社をつくり、その後、農協

たのは 地域で、 ％に当たります。

の男性の ・４％が将来、農山漁村

や信用金庫から借り入れをして新築

が あります。その中でも最も小さ

20

５県で全体の ％を占めており、非

42 30
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96

常に地域間の格差があることが分か

48

61

10

ところで、私が地方消滅論に異議
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第３回特別企画「ツーリズム半世紀 ―その成果と課題―」
ゲストスピーカー：舩山 龍二氏
（元（株）ジェイティービー 会長）

を刻んだ幾多の社員の汗と努力の結

ハード効果です。新幹線の開通その

ことが期待されています。２つ目は

要 を 盛り 上げていきました。また、

した北陸新幹線のように爆発的な需

ものが旅行増になります。昨年開通

晶とも言え、感無量です。

〇旅行成長の要因
１９６２年（昭和 年）の入社時、

山陽新幹線の開通に伴って、沿線の

向けて旅行営業部門は株式会社に、

私がいたインバウンドの部署の英語

〇ＪＴＢとＪＴＢＦの関係
調査研究部門は財団法人に分離しま

化された例もあります。さらには高

年）
した。同時に財団は株式会社の筆頭

名が Tours and Cruises Department
であった通り、海外から日本への旅行

萩・津和野が脚光を浴び、旅行商品

に外客誘致・斡旋を目的にジャパン・
株 主 と な り ま し た。 株 式 会 社 は

速道路開通や新航空路線、新空港開

公社と社名を変更しました。戦後は

交通公社のままでしたが、新世紀に

ティービーにしました。社名は日本

経営理念に変え、対外呼称をジェイ

から“旅行を販売する会社”という

分割時に“国鉄券の市中販売機関”

１９７０年（昭和 年）の大阪万

ックイヤーから始まったと言えます。

の近代ツーリズムはまさにオリンピ

リンピックが開催されました。日本

由化され、新幹線が開通し、東京オ

映画、テレビなどに刺激されて旅行

てきております。

ズを見越して港の整備が盛んになっ

創造してきました。最近は、クルー

会議・展示施設など、供給が需要を

あっせん

ツーリスト・ビューローとして創業。

はクルーズが大半でした。１９６４年

財団法人日本交通公社として旅行営

入り天王洲の本社ビル建設と同時に

博の翌年、インバウンドとアウトバ

に出掛けていきました。そしてオリ

港・ 拡 張、ホテルや テ ーマパー ク、

業をスタートしました。１９６３年

ジェイティービーと社名を変えまし

ウンドが逆転し、日本人の海外旅行

ンピックをはじめ、万博などのイベ

年）に日本も海外旅行が自

（昭和 年）
、来るべき大旅行時代に

た。財 団 法 人は丸の内の本 社 ビル

が劇的に伸びました。国内旅行も飛

舩山龍二（ふなやま りゅうじ）氏
１９４０年山形県生まれ。１９６２年東京教育
大学理学部卒業後、財団法人日本交通公社入社。
インバウンド業務、海外・国内旅行、イベント・
コンベンションなど旅行部門の企画・プロモーショ
ン業務、さらには経営企画室で社のＣＩ推進業務な
どを歴任。１９９６年代表取締役就任、２００２
年会長、取締役相談役を経て、２０１０年より相
談役。
（社）日本ツーリズム産業団体連合会会長、
国土交通省交通政策審議委員などを歴任。現在は、
観光立国推進有識者会議委員、
（一財）ロングステ
イ財団会長など。

創業以来１００年余り、特にこの半

き継ぎつつ、終の棲家を築きました。

本交通公社」という伝統の名前を引

橋や八重洲を経て、
この南青山に「日

旅行需要に回ってきたということで

伸びとともに可処分所得が増えて、

す。１つ目は経済効果で、ＧＤＰの

因としては６つ挙げられると思いま

半世紀を顧みると、旅行成長の要

ら非常に深い関わりがあります。こ

ベントと旅行会社というのは古くか

にツアーを催行してきたように、イ

覧会、パリ博覧会と、博覧会のたび

にトーマス・クック社がロンドン博

の人々を動かしました。１８４１年

ントも人々の好奇心を刺激し、多く

世紀、時代の潮流を的確に捉えて株

す。経 済 成長が鈍 化している現 在、

れらは今後もＭＩＣＥという概念に

すみ か

式会社の業容は拡大し、財団法人は

個人資産が１７００兆円の６割強を

広がり、有力な集客装置として期待

つい

企業価値を高めつつ、それぞれ自前

占める中高年にお金を使ってもらう

45

のビルを建設できました、長い歴史

13

３つ目は情報効果ですが、小説や

に し ば ら く 同 居 し て い ま し た が、

（昭和

１９８７年（昭和 年）の国鉄民営

ＪＴＢは１９１２年（明治

37

躍しました。

62

２００１年（平成 年）以降、日本

39

戦前は東亜旅行社、戦中は東亜交通

45

52
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38

光庁ができました。こうした動きに

決めた作用法です。そして翌年に観

まらず、具体的に誰が何をやるかを

制定されました。新法は理念にとど

成 年）には観光立国推進基本法が

には観光基本法が、２００７年（平

動・組織です。１９６３年
（昭和 年）

４つ目は政策・プロモーション活

は我が社のスローガンでした。６つ

食足りて旅に出る―「衣食住・旅」

目はライフスタイルの変化です。衣

画商品で需要を喚起しました。５つ

よめきながら熾烈な営業と多彩な企

ン活動です。旅行会社も１万社がど

最も効果を上げているプロモーショ

スティネーションキャンペーン」は、

世を風靡しました。今もＪＲの「デ

した「ディスカバー・ジャパン」は一

時代の到来です。

ックメイキングな出来事で、新たな

を 年ぶりで再逆転したことはエポ

（輸出）が日本人の海外旅行（輸入）

待たれます。昨年、外国人の消費額

増やす、回数を増やすなどの施策が

上げるかが焦眉の急です。滞在数を

るには、日本人の旅行消費をいかに

れますが、やはり全体のパイを広げ

や財政基盤などを含め再構築が急務

ります。実効を上げていくためには

メージをどう創出するかが重要にな

の観光資源を磨き上げ、ブランドイ

らいたいですし、そのためにも地方

国人旅行者にはぜひ地方に行っても

生には観光が鍵になってきます。外

ながってきています。また、地方創

あり、日本全体の経済活動と強くつ

を６００兆円にしようという構想も

鉄が１９７０年（昭和 年）に実施

対応する組織としてＪＡＴＡ（日本

目はおおむね平和であったことです。

の日本を支える観光ビジョン」が策

です。観光は誰のためにやるかとい

されております。

旅行業協会）や日本観光協会、ＪＮ

ツーリズムは平和でなければ成り立

定されました。ここでは２０２０年

うと地域住民のためです。長野で実

ふう び

ＴＯ（日本政府観光局）がありますが、

ちませんが、同時に交流が相互の理

（平成 年）までに訪日外国人旅行

間 組 織 Ｔ Ｉ Ｊ（ Tourism Industry

〇新ツーリズムの到来
２０１６年（平成 年）に「明日

者数は４０００万人、消費額８兆円、

キャンペーン」では、地元の企業や

施したＪＲの「デスティネーション

）が必要です。各 地に
Organization
似たような組織はありますが、人材

効果があります。以上、これらの要

２０３０年に６０００万人、消費額

）が創設されま
Association of Japan
した。直ちに祝日三連休法案、いわ

因は数十年遅れてアジア各国に当て

ゆるハッピーマンデーを提言し、実

はまり、今日のインバウンド隆盛を

学校自身が観光客にどういったおも

現しました。その後、諸施策実現の

もたらしています。

兆円と画期的な目標設定をしまし

ためには、観光庁とのカウンターパ

28

Ｄ Ｍ Ｏ（ Destination Management

２００１年（平成 年）に純粋の民

解を深め、信頼につながり戦争抑止

45

判断のもと、２０１１年（平成 年）

ートを一本化したほうがいいという

く伸び悩んでいますが、日本人の国

構成要素を見ると、このところ長ら

日本における旅行消費額の規模と

代が来たと思っています。次の 年

ます。まさに新しいツーリズムの時

イスのような観光先進国並みになり

の問題も大きいので、Ｕｂｅｒのよ

んでほしいです。地方では２次交通

ので、ＬＣＣには地方都市に直接飛

また、地方への乗り継ぎが大変な

てなしができるかを考え、主体的に

に日本観光協会と合体して日本観光

内旅行が圧倒的なシェアを維持して

は経済的、文化的なものも含めて日

うなシステムの導入も必要だと思い

た。全体に占める外国人の消費比率

振興協会をつくり、今日に至ってお

いました。一方、外国人旅行者の消

本のトータルのランドスケープが変

参画したことは画期的でした。

ります。その間、経団連や日本商工

費比率は数％にすぎませんでしたが、

わっていくでしょう。

は ％～ ％と現在のスペイン、ス

会議所にも観光の部会が設置される

２０１５年（平成 年）一気に ％

50

27

40

観光産業への期待も込めてＧＤＰ

の一つとなっている旅行の平準化に

ます。インバウンドは以前から課題

などオールジャパンで取り組まれて

14
になりました。今後ますます期待さ

27
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32

38

23

おります。一方、民間業界では、国
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44

15

13

19

ます。つまり、季節と訪問先の分散
ものであり、一年に一度は家族と旅行

に、旅行は人生に豊かさをもたらす

技術などの多様な時代の変化を的確

たどります。政治、経済、文化、ＩＴ

８０００万人で今後も増加の一途を

た」
「続編をぜひ通常のたびとしょ

実践に基づくお話は大変勉強になっ

からは「ゲストスピーカーの経験と

できませんでしたが、参加者の皆様

化につながります。
に出掛けることが望まれます。子ど

に捉えて対応し、ＪＴＢＦの機能と

でやってほしい」といった感想
Cafe
をいただきました。これまでの歴史

億

日本の観光の最大の売りであった
もが大人になった時にまた繰り返さ

しては、政策提言と地域活性化への

を踏まえて今後の観光や地域の理想

国 際 間の人々の交流は、現 在

景 観が劣 化している面もあります。
れるからです。また、海外へも出国

寄与、ＪＴＢはあくなき創造と挑戦

を保持しなければなりません。最後

効率化、画一化、ミニ東京化で個性
率が ％というのはいかにも寂しい。

対しても有効的であると期待してい

的な街並みも減っています。休耕田

11

が増え、日本の原風景の農村も危機

インバウンドを期待するなら、もっ

を続け、生き抜いていかなければな

の姿を見据え、そのために我々が今

政」
（ ・８％）
、
「大学・研究機関」
（ ・１％）
、
「旅行業」
（９・４％）
、
「報

シ ン ポ ジ ウ ム を 開 催 し ま し た。

を設けた後に一般受付を開始したと

道・出版」
（９・４％）
、
「その他」
（ ・

独自調査に加え、自主研究の成果も

観光政策編と２日に分け、当財団の

目を旅行市場編、２日目を観光地・

で開催してきましたが、本年は１日

年報』の内容を中心にご報告する形

だけなかった皆様には大変ご迷惑を

参加いただきましたが、ご参加いた

的に２日間で延べ１８２人の方にご

さと広がりに驚かされました。結果

まい、改めて観光動向への関心の高

国人の訪日旅行に対する意識」
「台

年総括と２０１６年最新動向」
「外

外国人の旅行市場として「２０１５

旅行市場」
「観光産業の動き」、訪日

１日目の旅行市場編は、
「日本人の

23

企画室 福永香織）

（観光文化情報センター

えさせられる機会となりました。

後取り組むべきことは何かを深く考

りません。

〇ＪＴＢＦおよびＪＴＢの使命

的機関・観光関連団体」（ ・３％）
、「行

ご参加いただいた方々の職業は
「公

おかけいたしました。

通常の「たびとしょ Cafe
」のよう
に意見交換の時間を長く取ることは

●

と日本人も海外に行くことが必要で、

食、祭りなど文化面においても重要
です。生産者がいなければ、企業が

時代は全てを決すると言われます。

複数交えて内容を充実させました。

回旅行動向シンポジウムを開催

進出することも含めて検討し、水田

第
２０１６年（平成 年） 月１日

22

０％）という内訳でした。

また今回は賛助会員先行受付期間

15

ならず、経済面、環境面、国土保全、 「 Two Way Tourism
」が重要です。

に面しています。農業は、景観のみ

13

ころ、当日のうちに定員に達してし

（火）
・２日（水）に第 回旅行動向

11

２０１４年（平成 年）より『旅行

26

28

26

54
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10

26

湾・香港・中国発の団体旅行商品」
証を試みました。

ノ消費からコト消費へ」について検

アジア全体： ％、欧米豪全体：

問意向が高いこと（
「ぜひ旅行したい」

２日目の観光地・観光政策編では、

％）
、訪日経験者の旅行前の情報収

ら北海道のニセコエリアを事例とし

た後、私どもの調査研究活動の中か

「全国的な観光地の動き」を概観し

その後「ＤＢＪ・ＪＴＢＦアジア・

集手段として個人ブログ（アジア全

40.6％
31.8％

国及び都道府県の観光政策

69.6％
74.2％

「日本版DMO」の現況と方向性

n=57
36.4％
11.6％

総括ディスカッション

全体： ％）などが上位に挙がって

体旅行商品」では、台湾３社、香港

また、
「台湾・香港・中国発の団

すいシステムづくりが求められてい

人も外国人もまちづくりに参画しや

を持った強い行政力の発揮や、日本

について報告。地域としての主体性

２社、中国４社の旅行商品を分析し

るのではないかと提言しました。

さらに、自主研究や独自調査をベ
地方ブロック内での周遊が多いこと、

光政策」について報告を行いました。

況及び課題」
「国及び都道府県の観

ースに「熊本地震からの観光復興状
香港では 都道府県の商品が造成さ

都道府県の商品が造成されており、

商品調査」の結果を用い、台湾では

た（公財）日本交通公社「訪日旅行

いることなどを紹介しました。

参入してくる海外資本の動向と課題

地域・訪日外国人旅行者

ニセコにみる海外資本の動向

に多く、国によって訪問先や滞在中

ンルートを中心とする商品が圧倒的

国より高いこと、中国ではゴールデ

れており、九州への立ち寄り率が他

理するとともに、ＤＭＯを担うため

Ｏ登場の背景や施策展開について整

現況と方向性」として、日本版ＤＭ

Ｏについては、
「
『日本版ＤＭＯ』の

今、多くの関心を集めているＤＭ

総括ディスカッションでは、イン

ける需給バランスなどを今後の課題

限と財源の確保、熾烈な競争下にお

に必要な能力を備えた人材確保、権
バウンド市場の拡大による国内旅行

総括ディスカッションでは、前半

として挙げました。
後、今後注目すべき市場・活動・地

の発表内容をベースに、私どもの調

査研究活動の中で関わりのある釧路

域について発表者全員で議論を深め

への影響や経済効果などを整理した

しました。

の過ごし方が異なることなどを紹介

42

欧米豪

33.3％

全国的な観光地の動き

80
60

35

特に参加者の皆様の関心が高いイ

54

て、インバウンドの増加に伴い新規

53

体： ％）や口コミサイト（アジア

21.7％
12.1％

の意向調査」の結果を中心に、日本

45.2％

100
（％）

ンバウンドについては、まず２０１５

外国人の訪日旅行に対する意識

33

いました。

について、執筆責任者より報告を行

■発表を聞いて特に参考になったテーマ
■事前に特に興味があったテーマ

12
55.1％

の観光競争力や訪日旅行の意向と実

（2日目）

年総括と２０１６年最新動向のポイ

総括ディスカッション

40
20
0

n=62

態について報告を行い、アジア、欧

27.5％
25.8％

熊本地震からの観光復興状況
及び課題

■発表を聞いて特に参考になったテーマ
■事前に特に興味があったテーマ

31.6％
12.9％

77.2％

ントを解説した上で、３つの通説「団

58.1％
47.4％

2015年総括と2016年最新動向
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79.0％
75.4％

台湾・香港・中国発の
団体旅行商品

38.7％
17.5％

観光産業の動き

46

ました。

活動報告

55

29.8％

日本人の旅行市場

100
（％）
80
60
40
20
0

45.2％

米豪両方において地方観光地への訪

（1日目）

体から個人へ」
「都市から地方へ」
「モ

図 事
 前に特に興味があったテーマと
発表を聞いて特に参考になったテーマ（MA）

市や白馬村、草津町、鳥羽市におけ
きたいと考えています。
https://www.jtb.or.jp/publication-

西川 亮（観光政策研究部 研究員）
牧野 博明（観光政策研究部 主任研究員）

symposium/book/annual-report/

守屋 邦彦（観光政策研究部 主任研究員）

なお、
『旅行年報２０１６』は当

開会・主催者挨拶
1．全国的な観光地の動き
2．注目すべき地域の動き
①ニセコにみる海外資本の動向
②熊本地震からの観光復興状況及び課題

る具体的な取り組みの他、熊本地震

【11/2 観光地・観光政策編】

企画室 福永香織）

英生（観光経済研究部長 主席研究員）
明子（観光経済研究部 主任研究員）
昌樹（観光経済研究部 研究員）
あかね（観光経済研究部 主任研究員）
正洋（観光地域研究部 主任研究員）
泰（観光地域研究部 主任研究員）

財団ホームページからダウンロード

休憩
4．総括ディスカッション
ファシリテーター
塩谷
川口
外山
柿島
菅野
中島

発生後の黒川温泉や由布院温泉の対

川口 明子（観光経済研究部 主任研究員）
外山 昌樹（観光経済研究部 研究員）
柿島 あかね（観光経済研究部 主任研究員）

annual-report-2016
（観光文化情報センター

質疑応答・休憩
3．訪日外国人の旅行市場
①2015年総括と2016年最新動向
②外国人の訪日旅行に対する意識
③台湾・香港・中国発の団体旅行商品

が可能です。また、ＰＯＤ版も好評

中島 泰（観光地域研究部 主任研究員）
菅野 正洋（観光地域研究部 主任研究員）

応などについてもご紹介しました。

開会・主催者挨拶
1．日本人の旅行市場
2．観光産業の動き

販売中です。ぜひご活用ください。

【11/1 旅行市場編】

終了後の参加者アンケートによる

開催日時：2016年11月1日（火）
・2日（水）
参加費：無料
場所：日本交通公社ビル
参加者数：1日目88人、2日目94人
主催：公益財団法人日本交通公社

と、今回初めてご参加いただいた方

●第26回旅行動向シンポジウム

68

が全体の６割強を占めました。当シ

61

ンポジウムへの期待としては「今後

62

の戦略や施策のヒント」
（１日目 ・

３％、２日目 ・９％）
、
「観光の全

51

体動向の把握」
（１日目 ・９％、２

日 目 ・４％）の 順 と なって お り、

事前に特に興味があったテーマとし

ては「外国人の訪日旅行に対する意

識」
（ ・０％）
、
「
『 日 本 版 ＤＭ Ｏ 』

の現況と方向性」
（ ・６％）などが

高い結果となりました。

併せて「それぞれの発表に深みが

あった」
「国及び都道府県レベルの動

向と現場レベルの事例の報告のバラ

ンスが良かった」
「総括ディスカッシ

ョンに日々の研究の報告が多く、興

味深く拝聴した」
「将来予測も交え

てほしい」といった感想やご意見を

いただきました。

皆様の声を参考に、今後も、より

充実したシンポジウムを企画してい

69

79

休憩
3．観光政策の動向
①国及び都道府県の観光政策
②
「日本版DMO」の現況と方向性

牧野 博明（観光政策研究部 主任研究員）
山田 雄一（観光政策研究部次長 主席研究員）

休憩
4．総括ディスカッション
コメンテーター
山田
ファシリテーター
梅川
守屋
西川
牧野
岩崎
後藤
清水

雄一（観光政策研究部次長 主席研究員）
智也（理事・観光政策研究部長）
邦彦（観光政策研究部 主任研究員）
亮（観光政策研究部 研究員）
博明（観光政策研究部 主任研究員）
比奈子（観光政策研究部 主任研究員）
健太郎（観光政策研究部 主任研究員）
雄一（観光政策研究部 研究員）
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