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②
新型
コロナウイルス
感染症流行下の
日本人旅行者の
動向２

新しい時代の始まり

小林昭治（八ヶ岳ツーリズムマネジメント）×
川角洋祐（豊岡観光イノベーション）×
出尾宏二（そらの郷）

2019年に発生した「 COVID-19
」（新型コロナウイルス感染症）
は、
瞬く間に世界中に拡散し、
今もなお多くの国々が深刻な事態に見舞われています。
そして、
このコロナ禍により、
日本をはじめ世界中の多くの観光関係者も、
かつて経験したことのない未曾有の被害を受けることになりました。
そうしたなか、
前号246号（8月発行）
では、
「現場で語る持続可能な観光の本質
〜コロナ禍における観光地の現状と課題〜」を特集テーマとして、
我が国を代表する観光事業者から
コロナ禍の厳しい時期に考えたことや学んだことを伺い議論し、
持続可能な観光の本質について考えました。
日本の社会・経済構造、
国民生活は大きな変化と向き合うことになりましたが、
いわゆる「新しい生活様式」
での暮らしも定着し、
夏以降、
国、
地方自治体による各種の復興支援策が講じられると、
人々の往来も徐々に増え、
観光地によっては復調の兆しを見せるところも出始めました。
今回の247号では、
コロナ禍における観光の実態、
特に夏季を中心とした現場（地域）
の実情、課題などを、
当事者（行政、DMO、
民間事業者等）
に語っていただき、
丁寧に意見交換を行いました。
本号では、
コロナ禍を生き抜くにあたり大切にしたい視点について探究を試みています。

巻頭言

いるように感じるのは私だけだろうか。
これまでもコ

だけのことがやれたかに今後の地域の命運がかかって

コロナ禍で突然生まれた現在の空白の時間に、
どれ

いのかを、
大きな視野で見通すことである。

性を再発見し、
そこへ向けてそれぞれが何をやればい

ということにとどまっていてはいけない。
地域の可能

通じる。
しかし、
それは新しいビジネスプランを考える

足もとに光を当て、
当たり前だと思っていた日常的

ロナのような災厄は地域の新陳代謝を一挙に促進する
といわれてきた。
こうした突然の余白に、
私たちはどの

を知ること、
そのためにこの貴重な余白の時間の幾分

な風景の背後にはさまざまな物語が隠されていること

少し前のインバウンドのバブルやオーバーツーリズ

かを使いたい。
そのためには想いを持った人と議論す

ような未来を見ることができるのか。
ムがうそのような世の中の変転である。
そして訪れた

住んでいる自分たち自身が面白いと実感し、
将来の

ること、
地域を歩き回ること、
市史や町史をもう一度ひ

足もととは、
私たち自身の生活環境であり、
魅力的な

可能性を感じるような地域でない限り、
訪れる人も魅

観光に携わる方々は、
日常的な業務が途切れなく続

西村幸夫

國學院大學教授

この余白の時間は、
私たちの足もとを見つめなおす絶

お店やそこで努力している商店主であり、
より広い地

力を感じてくれないのではないだろうか。
面白さや可

は思っていたものの、
忙しさにかまけて、
つい見過ごし

くので、
現在のこの瞬間のように、
もういちどまっさら

再興

もとき直すこと、
いろんな手立てがあり得る。

域の宝と言えるような隠された資源や物語であり、
過

能性にやや欠けたところがあると感じたならば、
まず

てしまっていたり、
分かった気になってそれ以上の深

な目で自分たちの足もとを見直すという機会を持ちに

の

好の機会ではないだろうか。

去から受け継いだ遺産や課題、
それらをひっくるめた

そこを埋めるために動くことである。
地域が動いてこ
その意味で、
観光は他者の問題である以前に、
自分た

そ、
ひとも動いて来てくれるのだ。

地域の歴史や文化である。
私たちは存外に身近なものごとには関心を持たない
ものである。
あまりに身近すぎて、
外部の目で身の回り

掘りをしていないということもあるだろう。
こうした

くい。
そのきっかけをコロナが与えてくれたと考える

ちの問題であるといえる。

足もとの対象を、
つまり
「不要不急」
だとこのところ言

ならば、
この空白は貴重な可能性を持っていることに

を見つめ直す機会もほとんどない。
あるいは、
重要だと

われ続けてきたような一連のことを、
正面から見つめ

なる。
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直してみることである。
それは自分のビジネスのあり方を振り返ることにも

足もとから
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井上理江

○編集協力

（公益財団法人日本交通公社
観光政策研究部長）

山田雄一

○コーディネーター

現場に学ぶ、
コロナ禍を生き抜く視点
〜コロナ禍での現状と課題〜
ウェビナー
【1】

1 長浜善巳 （沖縄県恩納村長） 前
×原正人 （一般社団法人沖縄観光コンベンションビューロー専務理事） ×
東 良和 （沖縄ツーリスト株式会社 代表取締役会長兼CEO） 玉
×城智司 （株式会社かりゆし 代表取締役社長）

○コーディネーター

寺崎竜雄

（公益財団法人日本交通公社
理事・観光地域研究部長）

○編集協力

井上理江

川村 長 （北海道礼文町産業課長、兼・礼文島観光協会事務局長） 渋
×谷正昭 （東京都小笠原村副村長） 宮
×里 哲 （沖縄県座間味村長）
座談会

○コーディネーター

塩谷英生

（公益財団法人日本交通公社
理事・観光経済研究部長）

柿島あかね

（公益財団法人日本交通公社

佐道眞左
小磯修二 （公益社団法人北海道観光振興機構 会長） 小
×林賢弘 （株式会社日本政策投資銀行 北海道支店 次長）

インバウンドの先行きはまだ見えない。
だが、
来るべき旅行志向の変化に対応する戦略は見えている。 観光経済研究部 地域活性化室
主任研究員）
観光地としての北海道の伸びしろは大きい。
○編集協力・写真

北海道、
コロナ禍の克服と
インバウンド再興へのシナリオ
3

2
観
光
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
３
つ
の
島
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
8
か
月
間
を
ど
う
生きてきたのか。
前号では
〝民〞
の立場から、
今号は前号とは地域が異なるが、〝官〞
の側からの声をお届けする。

コロナ禍で、
観光地を支え、
地域を守る

オンライン座談会【1】

下地芳郎 （一般社団法人沖縄観光コンベンションビューロー会長）

インタビュー

問われる観光の「質 」

日本有数のリゾート地・沖縄の、
コロナ禍の状況、
課題、
これからを探る。

コロナ禍における、
沖縄の取り組み
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オンライン座談会【2】

井上理江

○編集協力

（公益財団法日本交通公社）

寺崎竜雄

○コーディネーター

地域活性化の現場で考える観光振興のゆくえ
という地域では、
このパンデミックによって
4 「観光はいくつかある地域活性化の手段のひとつ」
街の人々の
「観光へのまなざし」
は変わったのか。

佐々木文明 （秋田県藤里町長） 米
×田 聡 （一般社団法人南砺市観光協会 専務理事） ×
旧杵洋介 （大分県津久見市 まちづくり課長）
ウェビナー
【2】

第２弾

吉田千春
井上理江

○編集協力

（公益財団法日本交通公社）

山田雄一

○コーディネーター

コロナにおけるDMOの取り組み
With Post

に選ばれた3つ法人に、
5 「重点支援DMO」
による変化と、
秋冬に向けた取り組みについて伺った。
COVID-19

山田雄一

公益財団法人日本交通公社
観光政策研究部長

小林昭治 （一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント 代表理事） ×
川角洋祐 （一般社団法人豊岡観光イノベーション 経営企画部長） 出
×尾宏二 （一般社団法人そらの郷 事務局次長）

新しい時代の始まり

これからの数年間が、
観光のあり方を変えていくことになるだろう。

公益財団法人

日本交通公社観光政策研究部

執筆：戦略・マネジメント室長／
上席主任研究員

守屋邦彦

公益財団法人日本交通公社
観光地域研究部 地域計画室研究員

市場調査室長／主任研究員

安原有紗

五木田玲子
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P
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観光研究最前線

①
諸外国における COVID-19
への対応状況

海
│ 外の研究者
（スペイン、
スイス、
ドイツ、
フィリピン）
からの情報提供より

バカンスシーズンである7〜８月の、
各国の状況と対策をヒアリング

新型コロナウイルス感染症流行下の
②
日本人旅行者の動向2 〜J TBF旅行意識調査結果より
九州産業大学

前号にひきつづき COVID-19
の旅行市場への影響把握と分析を試みた。
今号ではコロナ収束後についての意識調査の結果と分析を中心にお届けする
回九州産業大学 地域共創学部

九州とアジアの観光に重きを置いた教育と研究を行い、 地域共創学部 教授
千 相哲
その研究成果は多くの受賞歴を誇る
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] 開催日：2020年 月 日

コロナ禍 における
沖縄 の取り組み
9

各地で
新型コロナウイルス感染症対策の
取り組みが行われている

DMO、民間事業者で沖縄を代表する皆

理をしておきたいと考え、沖縄の行政、

会の混乱などを招くとは本当に想像もし

スが、こんなに拡大して経済の低迷や社

長浜 1月に発生した新型コロナウイル

同時に主力産業の観光、緊急事態宣言
編集協力

さまにお集まりいただきました。
前半は

はパネルディスカッションという形で、

の時には観光客もいない、レンタカーも

井上理江

ませんでした。
村内ではこの1年間、主催

OCVBの前原さんを交えて意見交換を

動いていない、本当に閑散として見たこ

イベントが全て中止になりました。

行いたいと思います。

春先から秋までのコロナ禍の状況につい

行政の取り組み〜
1．
恩納村の状況

10

て、皆さまから情報を提供いただき、後半

っても参考になると言えます。
現状の整

況や課題があったかは、日本の観光にと

地であり、コロナ禍においてどういう状

山田 沖縄県は日本有数の観光リゾート

1

長浜善巳 （ながはま・よしみ）

沖縄県恩納村長。
1965年沖縄県国頭郡恩納村生まれ。
2006年から
2期、
恩納村議会議員として村監査員等を歴任。
2015年から現職、
現在2期目。
就任当初より、
選挙公約で掲げた人材育成や観光産業を担う
人材など、
観光の視点から地域づくりを担う人材、
国際的視野を持つグロ
ーバルな人材を育成するとともに、
2016年には恩納村観光協会を立ち
上げ、
2018年
「サンゴの村」
宣言を行った。

前原正人 （まえはら・まさと）

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー
（OCVB）
専務理事
（沖縄
。
1963年生まれ。
琉球大学法文学部法
県文化観光スポーツ部 参事監）
政学科卒。
1987年沖縄県庁入庁。
沖縄県文化観光スポーツ部観光振興
課長、
文化振興課長、
観光政策課長、
沖縄県知事公室秘書防災統括監を経
て、
2020年から現職。

東 良和 （ひがし・よしかず）

沖縄ツーリスト株式会社代表取締役会長兼CEO。
1960年沖縄県那
覇市生まれ。
早稲田大学社会科学部卒業後、
日本航空勤務を経て米国コー
ネル大学ホテルスクール大学院へ。
1990年沖縄ツーリスト㈱入社。
2004年代表取締役社長、
2014年から現職。
ほか一般社団法人日本
沖縄経済同友会副
旅行業協会理事、
観光庁Visit Japan大使、
代表幹事など。

玉城智司 （たましろ・ともじ）

株式会社かりゆし代表取締役社長。
沖縄県名護市生まれ。
1987年、
有限会社ホテルなは
（現・株式会社かりゆし）
入社。
沖縄かりゆしアーバンリ
ゾート・ナハ、
沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ、 Okinawa Spa

の総支配人を経て2020年4月より現職。
Resort EXES

コーディネーター

山田雄一（公益財団法人日本交通公社 観光政策研究部長）
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フルーツなどの農産物も売れにくい状況

品である海ぶどうやもずく、パッション

経営環境が悪化し、同時に恩納村の特産

トホテルや飲食店、ダイビング事業者の

ともない恩納村を体感しました。
リゾー

めました。

金を早く導入していただくよう支援を進

員の雇用を守るため、国の雇用調整助成

海岸と海中清掃を行いました。
また、従業

ことでダイビング事業者と漁協が一緒に

助、漁業には沿岸海域の保全事業という

した。
沖縄県立中部病院・感染症内科の

て第2、3波に備えて勉強会を実施しま

地域の事業者やホテルの総支配人を集め

コロナ禍がある程度収まった時点で、

回り、
換金されています。

月で3000万円近い商品券が村内に出

カーですが、ほぼ見なくなりました。
村の

恩納村では車の交通量の7割がレンタ

否する声も聞かれませんでした。
それ以

た、ホテルに対して村民から観光客を拒

る心配の方が大きかったです。

上に、観光客が少なくなったことに対す

となりました。

南側にある商店街や飲食街でたくさんの

そうした中、恩納村では2月に対策本
ム商品券事業を展開しています。
村内事

いにしようということでビーチクリーニ

観光客が楽しむ姿もぱたっと見なくな

部を立ち上げ、まず商工組合や観光協会、
業所の活性化のために1万1000人の

ングが行われました。
もともとダイビン

高山先生を講師として、ホテルでの感染

農・漁協など各団体の代表に意見聴取を
村民全員に1万円分の商品券を無料配布

山田 2月に対策本部を立てたというこ

グ事業者と漁協はボートを出す関係でつ

防止策や感染者が出た時の対策などにつ

しました。
今後どういうことが発生する
し、7000円分は共通商品券としてホ

とですが、対策が住民や産業向けなど広

3つめが生活支援です。
9月1日から

のか、どんなことが必要か、何度も集まっ
テル宿泊や飲食店での食事などなんでも

範に広がっているのは、議論する中でこ

「恩納村景気回復商品券」というプレミア

て会議を行い、その中で、私たちは国や県

使え、3000円分は村内の農水産物購

り、
ほとんどの飲食店が店を閉じて、
本当

のコロナ対策補助事業では賄えない、隙

入専用として発行しています。
この1ヶ

村内の事業所の感染予防や事業継承、従

高齢者などの弱者を守っていく、同時に

感染症対策は村民の健康優先で幼児や

山田 春ごろには観光客による地域での

ちばん重要だと思っています。

村民の声を聞き、寄り添うことが私はい

議論をしてこの の事業ができました。

くの団体がありますが、みんなで何度も

考にしながら行いました。
恩納村には多

長浜 経済や村民に近い団体の意見を参

る人がいたのでしょうか。

れてきたのか、それとも議論をリードす

うしていこうという機運が、自然と生ま

していこう」
ということで、延べ 日をか

時こそ、私たちの資産である海を綺麗に

やるべきことがあるだろう。
こういった

したが、
「落ち込んでいても仕方ない。
今

思います。
みんなとても落ち込んでいま

は、そんなに仲は良くなかっただろうと

長浜 これまでダイビング事業者と漁協

ましたか。

ります。
やろうとなった時はうまく動き

企画は普通、立ち上げにくいところがあ

ながりがあったと思いますが、こういう

て、お客さんが来ていない時に海をきれ

山田 ダイビング事業者と漁協が連携し

に閑散とした状況でした。

間を埋める恩納村独自の補助メニューを

業員の雇用を継続できるような方法を探

感染拡大の怖さもあったのではと思いま

これまで人が入れなかった海や洞窟の

け、
北から南までくまなく清掃しました。

次まで予算化しました。
その中で取り組
んだ事業は あり、主なものは3つあり
ます。
1つめが幼児・児童生徒の育児・学習
支援です。
休校に伴うオンライン授業へ
の支援や、幼児の保育料免除、給食の無償

せず、クラスターも発生していません。
ま

し、
ホテルでは感染者が1、
2名しか発生

ることをとても心配していました。
しか

客が来ますので、私は観光客から感染す

長浜 恩納村には年間300万人の観光

のはあったのでしょうか。

山田 私も参加したのですが、ダイビン

きたいと強く思いました。

が改めてわかったので、今後もやってい

清掃を行ったことでどこが汚れているか

えたことも大きかったと思います。
この

中に入って、網や釣り糸の回収などが行

14

り、今年3月の第1次補正予算から第4

すが、
そうした会議の際に、
観光関連の方

〈質疑応答〉

進めてきました。

いて勉強しました。

育児・学習、
産業、
生活の3つの支援を軸に懸命の対策を続ける恩納村

と地元の住民代表の間に摩擦のようなも

化、GIGAスクールも早期から支援し
ていこうと3月からスタートしていま
す。
高校生は遠距離の通学になるのでバ
ス代の支援も行いました。
2つめが産業支援です。
恩納村にはホ
テルだけでなく、農林水産業や商工業も
たくさん展開されています。
それらが大

12

14

きな被害を受けたため、農業には堆肥補
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コロナ禍における、
沖縄の取り組み
1

も状況が改善されず、緊急事態宣言が延

長され、各ホテルの稼働率は軒並み低迷

しました。

9月中盤あたりから、地元の地域クー

軒のホテルを運営しています。
総客室数

に3軒、南部に5軒、離島に1軒、合計9

して今年 年目を迎えます。
現在は北部

玉城 当ホテルは1962年 月に開業

伸びてきており、地域やホテルによって

本島についてはラグジュアリークラスが

が高く、かなり稼働率も上がっています。

べると、離島のホテルの方がやや回復力

客が伸びてきています。
離島と本島を比

ホテル事業者の
取り組み〜
2．
かりゆしグループの
状況

は1244室、総収容人数は3400名

ばらつきが出てきています。

ポンの活用や Go To
トラベルキャンペ
ーンの東京除外解除などにより、若干集

です。
他にコンドミニアム事業なども展

でしたが、新型コロナの感染拡大に伴い、

9番目のホテルは今年3月に開業予定

は丁寧に説明をし、予約を受けているお

染症対策を打ち出し、滞在中のお客様に

誤ながら対応してきました。
いち早く感

コロナ禍では、いろいろ悩んで試行錯

海外からの資材や備品などの遅れが生

でした。
台風の時に漂着したかなり大き

が、楽しそうに作業していた姿が印象的

グ事業者の若い人たちと漁協の人たち

すだけでは何も意味がなかったと思いま

ただし海の清掃活動も、ただお金を出

にもご理解をいただき、
予算化しました。

といけないということで、議会の皆さん

ているこの時期をどうにか乗り越えない

る4軒を一時的に閉館する形で対応しま

想され、急遽グループ全体の半数にあた

た。
さらに4月から %の落ち込みが予

ープ全体で平均

%まで落ち込みまし

たが、今年の3月頃から急激に落ち、グル

通年を通し平均稼働率は 〜 %でし

クとミーティングを重ねて取り組みまし

総支配人や役職者で構成し、現場チェッ

を発足させ、
私が陣頭指揮を執り、
役員や

た。
社内に清掃衛生プロジェクトチーム

向けの感染症対策にも取り組んできまし

で、こまやかな説明をしながらスタッフ

従業員も心配している状況でしたの

ージやSNSで発信してきました。

なごみなどもあったと聞いています。
お

す。
清掃活動をすることで、その対価とし

した。
お客様には丁寧に状況を説明し、営

なりました。

客さんがいない時間をうまく活用したと

てこの時期に、恩納村の海の素晴らしさ

95

客様にもしっかり発信すべく、ホームペ

10

85

じ、開業が一番コロナ禍の厳しい7月に

開しています。

58

ても面白い取り組みだと感じました。

ダイビング事業者と漁協の人たちによる海のクリーンナップ

だったと思いますが、どのように決断さ

ない恩納村にとって、かなり大きな決断

失礼ながら、それほど財政的に豊かでは

算まで組んだというお話がありました。

ったと思いますし、先ほど第4次補正予

ただ、こちらの事業も結構予算がかか

村の取り組みへと展開されてきたという

ではありますが、これを機に新しい恩納

山田 今回のコロナ禍は間違いなく危機

ことを考えて予算を計上しました。

う気づきもあってほしかった。
そういう

ング協会もひとつにならなければ」とい

をみんなで感じてもらい、
「漁協もダイビ

再び感染拡大ということになり、県から

したが、持ち直したかなというところで

閉めていたホテル4軒の営業を再開しま

ながら継続してきました。
6月に入ると

店舗・施設の時短や営業の見直しを行い

営業を続けたホテルについても、館内

こに集約しました。

業している4軒のホテルにご案内してそ

様の問い合わせには素早く対応すること

を進めてきました。
その成果として、お客

も効果が期待できるものは積極的に導入

しました。
また、感染症対策機器について

ら、ゲスト用とスタッフ用に分けて作成

国や県、業界の取り組みを参考にしなが

た。

緊急事態宣言が発令されました。
その後

ができ、スタッフにも安心感を与えるこ

まずはマニュアル作りということで、

れたのでしょうか。

ことですね。

たです。
先が見えず、皆さんが不安に思っ

長浜 国や県からの補助もありました

10

が、村からの持ち出しはかなり大きかっ

10

6

ットの対応マニュアルも作りました。

現場検証をしながらひとつひとつバンケ

対策もしっかりしなくてはということで、

かなりのウェイトを占めています。
その

ティリゾートは宿泊以外にバンケットも

ートは当然宿泊型ですが、那覇市内のシ

ィリゾートに分かれていて、ビーチリゾ

我々のホテルはビーチリゾートとシテ

ルしていました。
いろいろな雇用分野があ

つ、
グループの中で人の動きをコントロー

玉 城 雇 用 調 整 助 成 金 な ど を 活 用 しつ

が、
雇用対策はいかがだったでしょうか。

て、沖縄も厳しい状況だったと思います

山田 4、5月は国の緊急事態宣言が出

ていくことが大事かなと思っています。

るべきことをやって、
経済活動に目を向け

進していくことが大事だと思っており、
や

も開催します。
しっかり対策をとって前

が行われたほか、来週はディナーショー

ており、コロナ禍でも結婚式やセミナー

取り上げられ、安心や結果にもつながっ

こうした取り組みは新聞やテレビにも

玉城 周りのホテルが一時的に閉館して

判断もあったのでは。

大した状況での営業は、なかなか厳しい

で、夏休みの書き入れ時に地元で感染拡

県内資本の地元に密着しているホテル

で感染が拡大しました。
かりゆしは沖縄

とでしたが、ちょうど7月上旬から沖縄

山田 6、7月から全館開けたというこ

お客様も不安ですから。

いました。
従業員がポジティブでないと

え、伝えていくことが非常に大事だと思

思いますが、先のことをポジティブに考

ながら、やってきました。
不安もあったと

きことはこういうことだとしっかり伝え

く、
将来はこうなる、
そのために今やるべ

ただ単に厳しいと怯えているだけでな

月も再度どん底になりましたが、経営者

月の売り上げはほとんどゼロになり、8

本当に未曾有の危機的な状況で、
4、
5

話ししたいと思います。

ー経営者という立場から話せることをお

が大きい旅行会社という立場と、オーナ

東 今日は、観光業界の中でも最も被害

力いただけているということですね。

山田 ホテル側の対策にお客様の方も協

す。

お客様も非常に注意されていると感じま

徐々に見られるようになりましたので、

ます。
小さなことですが、そういうことが

ようにしっかり意識はされていると思い

忘れても慌てて取りに行かれるといった

玉城 例えばお部屋を出てからマスクを

単に作っただけでなく、実践している

らったり休業補償したりしていました。

るので、適正な人数を保ちつつ、休んでも

込みを行ってきました。
周りからすると

いる中で、
我々は宿泊やバンケットの取り

としておそらく100年、200年の歴

伝え続けました。

ところを見てもらうことが今後の利用に

また、ホテルは休館してもやることが

その考え方が、危険に映ったところもあ

弾ではセミナーも同時開催しました。

つながるだろうということで、内覧会を

いっぱいあります。
特に、これまで稼働率

るかもしれませんが、沖縄資本でフット

史の中でもこういうことは経験できない

とができました。
対応が早かったことで

開催しました。
例えば受付からバンケッ

が高くてできなかった細かい部分のメイ

だろうと。
ある意味、貴重な経験をしてい

Okinawa Spa Resort EXES
（写真：㈱かりゆし）

いい結果が得られたかなと思います。

トホールへの導線や、
ソーシャルディスタ

ンテナンスや音が出る修理をしっかりや

ないと周りもなかなか動きづらいだろう

ワークの軽い事業環境にある我々が示さ

旅行会社の取り組み〜
3．
沖縄ツーリストの状況

し方などを第1弾で見ていただき、第2

ンスをとった会場セッティング、
料理の出

りました。
そこで人員の調整をしました。

る状況です。

変化に対応するために経費削減や組織の

の協力も得ながらかなりのスピードで、

そういう中でこの9カ月間、
役員、
社員

し、黙って見ているだけではなく、少しず

すが、どこかがやらなければいけないと

がいいのかなと。
非常にリスクが大きいで

縮小などを行ってきました。
3月には休

つ行動しながら周りを盛り上げていく形
山田 従業員の皆さんは感染の怖さもあ

考えました。 年も観光業にいる沖縄の

〈質疑応答〉
ったと思いますが、それだけでなくこの

取り組み、プロジェクトがいっぱいあり

思いますが、
我々としては、
まだまだ先の

玉城 当然、そういう気持ちはあったと

もあったのでしょうか。

まま雇用してもらえるのかといった不安

う感じなのでしょうか。

るのか、それとも旅先で少し緩んでしま

染症対策はしっかり守っていただけてい

山田 夏から秋にかけて、お客様にも感

とが必要だと思っています。

企業としてしっかり前に向かっていくこ

います。

用したのも、全国的に相当早かったと思

ましたが、雇用調整助成金を本格的に利

を決め、NHKのニュースでも報道され

業体制をいち早く整えて300人の休業

こうした危機下では資金繰りが一番の

ますので、
「今はこういう状況だけど、持

58
ち直す時期が来る」
と、従業員に気持ちを
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コロナ禍における、
沖縄の取り組み
1

月の取扱額は旅行部もレンタカー部も全

課題です。
我々は 月決算ですが、1〜8
体はまだ動いていません。

ベースでも増えていると思いますが、団

年同日また同週を上回っています。
人数

我々が得意としていたインバウンドも

く一緒で前年比 ・8%減となり、トー
タルでは140億円の減収となりまし

ながら資金繰りと収益にあてている状況

はもちろん無理なので、資産等を売却し

これをカバーするのは公的助成だけで

続き、しばらくは流通としての旅行会社

す。
沖縄発の海外旅行はもちろんゼロが

は本土から沖縄よりもスローな出だしで

と思っています。
また、沖縄発の国内旅行

おり、国内団体もなかなか厳しい状況だ

来年8月までは厳しいという話も聞いて

です。
5月と7月には投資をしていたニュ
は厳しいと思っています。

た。

を売却しています。
5月には空港関連の

ージーランド・クイーンズタウンの土地
国や県の支援については、今回持続化

ル店舗を廃止しリモートの形で営業して

福岡・名古屋・仙台支店についてはリア

の家賃の事務所に移転を終了しました。

支店、札幌の北海道ツアーズは約1／3

約6ヶ月目の9月始めまでに東京と大阪

月の時点で決断し、コロナ禍が発生して

それでもやはり固定費はかかるので2

調整助成金ということになります。
ぜひ、

撒くようなもので、一番頼れるのは雇用

金の200万円をもらっても砂漠に水を

売り上げを落としている中で持続化給付

果はないと言えます。
また、140億円の

円だったので、はっきり言ってあまり効

たものの、月々の家賃が大体1100万

万円ということで、我々は家賃を圧縮し

に関わらず家賃補助も最大1カ月100

給付金や家賃補助が出ていますが、規模

います。
経費削減や資産整理の部分にお

宅用マンションの売却もしています。

子会社の株を売却し、
自社で持っていた社

いては、おそらく全国の中堅旅行会社の

海外旅行やインバウンドが普通に戻るま

販売方法であるOTA部門で、前年比

トラベルキャンペーンの効果もあり、
To
伸びているのが直接お客様と接触しない

「おきなわ彩発見キャンペーン」や

ています。

いった形で、マトリクスで事業を管理し

お客様の沖縄旅行、本土の他の地域へと

旅行、国内旅行、海外旅行、そして本土の

いくかです。我々は沖縄のお客様の県内

で言っています。

では継続してほしいと、いろんなところ

中でも一番「筋肉質」になってきていると

180%となっており、デジタル化への

今まで稼ぎ頭だった海外のお客様を沖

思います。

シフトは今後も続くの ではと思います。

縄へ送ったり、国内のお客さんを沖縄へ

今後に向けて、どういうことを考えて

月1日に Go To
トラベルの東京除
外が解除されるということで、9月の連

Go

休明けからは本土から沖縄への旅行者

送る部分は、2022〜 年頃にもう1

資料提供：
沖縄ツーリスト

1 沖縄ツーリスト（株）の事業マトリクス

いいと思っています。
どこも延べ宿泊者

数で管理していると思うので、それを目

標に掲げるべきだと思っています。

北海道の延べ宿泊者数が3600万人

泊ぐらい、沖縄は約2700万人泊です。

その2700万人泊を次期目標では

4200万人泊くらいを目標に掲げるの

でしょうが、その際に国内・海外・県内

で個別目標を設定し、クルーズは全く別

物として考えるべきだと思います。
延べ

宿泊者数であれば県内移動でも目標を設

なぜこれを今強調したいかというと、

定できます。

2001年のアメリカ同時多発テロの時

と比べると、
今回は県内での
「自助・共助・

公助」の中の共助がとても薄いからです。

もちろん、観光業界以外も大変で、今回は

身している」といった状況です。
早め早め

回ジャンプするために今は縮小して「屈

厚生の一環として多くの社員が県内に宿

て、公的なお金ではなく自分たちの福利

2001年の時は県内の大手企業におい

もしれないという怖さがありましたが、

風評ではなく実際に感染症に罹患するか

に撤退すべきは撤退することが必要では

もっと明確に出すべきであり、
さらに、
国

入も重要ですが、延べ宿泊者数の目標を

人泊、300万人泊といった県内の宿泊

に終わってしまうので、やはり200万

っていますが、それでは予算が尽きた時

今回は100%公的資金に頼ってしま

泊したわけです。

内・海外・県内の個別目標を設定するこ

目標を平時から掲げ、例えば永年勤続の

副賞として県内で泊まれるホテル券を提

ーン」や市町村の施策もかなりスムーズ

私はこの目標設定を行った審議会の会

に、公的な資金と同時に企業も一部負担

供するといったことが日常的に行われて
下に設定しています。
世界中の先進国で、

いれば、今回の
「おきなわ彩発見キャンペ
頭数で管理しているところなんてないと

するといったこともできたと思います。

KPIの5つの目標の中でも順番を一番

思うので、そういう目標は私はなくても

長 だ っ た の で す が、入 域 観 光 客 数 は

とも常に重要ではと思います。

すが、これが県の現状の目標です。
観光収

県の第6次観光振興基本計画もありま

と思いました。

図

12

77

は、我が社も金額ベースで対前年比の前

23

10

8

そういった意味ではやはり国内・海外・
泊税という建て付けは非常に厳しいと思

模に対してインバウンドの割合が大き

いたからです。
全国的にも当社は会社規

ての感想などをお話しいただけますか。

前原さんから、お三方のお話をお聞きし

ただき、意見交換を行いたいと思います。

前原 県内状況についてお話がありまし

く、沖縄においては一定のシェアを持っ
ており、北海道のレンタカーでも冬場は

います。

もう一つは、那覇空港の旅行者専用相
そこで私が提案したいのが、「観光復興

たが、
初期の頃は県民の方から、
観光客が

県内の個別目標が必要ではと思います。
くじ」の創設です。 年前は「観光振興く

韓国の人たちが結構入っていました。

光業界と医療関係者、県の保健医療部と

でしかできていませんが、TACOを観

）についてです。
今は体
Okinawa:TACO
温をチェックし、疑わしい人への問診ま

光の危機管理の財源として持っておく必

別に、
「観光復興くじ」みたいなものを観

現しませんでした。
第6次振興計画とは

てくれたのですが、総務省の壁が厚く実

にプレゼンし、審議官も「いいね」と言っ

務ではないかと思います。
オーナー経営

をどうしていくかというのは、最大の責

が後遺症にならないよう企業の財務体質

遺産を次世代に残さないよう、深い傷口

ありますが、それでも経営者として負の

コロナ禍は災害と言うか外部要因では

○保健所の管内」
といった形で、どこで感

情報しか出しませんでした。
居住地も「○

かったように感じます。

重要なのは県からの情報公開が十分でな

ったのは確かです。
その要因として一番

感染の原因になったのではという声があ

談センター（ Traveler's Access Center
じ」という名前で当時の副知事と内閣府

文化観光スポーツ部が共同して作ったこ

者としては、これからもどんどん大胆な

ード感を持って社内改革に取り組まれて

山田 2、3月から非常に大規模に、スピ

とも考慮していきたいと思います。

のは2023年頃からと言われているこ

的には、海外旅行やインバウンドが戻る

などを捨てて撤退すべきは撤退し、世界

ことをやっていこうと思いますが、見栄

んな形で観光事業者の声を我々から県に

その後、数字の根拠が欲しいなどいろ

しまったのではと思います。

られ、
「やっぱり」という認識が広まって

ら沖縄への渡航自粛のメッセージが発せ

ず、それに加えて5月の連休前に知事か

染が広がっているかがまったくわから

その頃は感染者の年代や性別くらいの

とはとても評価されるべきことだと思い
要があるのではと思います。

那覇空港は2000万人の乗降客がい

なってツーリストホスピタル構想を第6

きた印象がありますが、社員の方からの

山田 見せていただいたマトリクスによ

るわけですから、このTACOを診療所

次振興計画などで考えていくことも必要

れば、ポートフォリオを組み上げて沖縄

海外旅行保険に入っている人たちが来る

ムも可能で、いわゆる保険診療ではなく、

リストホスピタルであれば医療ツーリズ

ものが必要ではないかと思います。
ツー

みたいなことにならないよう、そういう

域医療が崩壊するから観光客は後回し」

物などを専門に扱う司令塔の病院で、「地

ず、観光客に関連の深い感染症や毒性生

協力体制はとりますがそれには縛られ

ンターパンチを受け、その状況に対応し

た。
そこに韓国がゼロになるというカウ

ットでも一番になろうと動いていまし

先行投資を相当行い、韓国・香港マーケ

走路ができ、東京五輪の年ということで

らです。
2020年は那覇空港の第二滑

インバウンドがいきなりゼロになったか

辛かったかもしれません。
それは韓国の

東 実は昨年 月頃の方が、資金繰りは

か。

東 まだ功を奏してないですけどね
（笑）
。

あると思います。

速に取り組んできたことが奏功した面も

国インバウンドの件で危機感を感じて迅

に出てしまうところもありましたが、韓

ビリティを広げてきた。
コロナ禍で裏目

だけではなく世界に向け事業とサステナ

を発し続けていました。

因とはなっていない」というメッセージ

山医師も「観光客は感染拡大の大きな要

いる沖縄県立中部病院・感染症内科の高

届けてきました。
先ほどからお話に出て

また、宿泊税については自主財源が必

いますが、韓国マーケットがゼロになっ

3月末日で撤退して地元企業に譲渡して

いました。
北海道のレンタカーは今年の

ョンビューローの前原さんに加わってい

山田 ではここから沖縄観光コンベンシ

で、成長してきました
（図2）
。
過去に観光

山田 沖縄観光は国内でも例を見ない形

況です。

どではまだ不安は拭えていないという状

たと思いますが、お年寄りがいる家庭な

要ということでコロナ禍前まではどのホ

た時点で「これは長引くぞ」と考え、沖縄

たと言えます。
一定の理解は広がってき

やくそれらを取り上げるようになってき

せられるようになって、マスコミもよう

保健所の先生からも同様のコメントが発

最近は、
毎日、
感染の報告を行っている

ので、例えば盲腸の手術をしたら500

た組織を作ろうと組織改革を既に始めて

テルも基本的に賛成ではないものの「導

以外の資産売却などをその頃から考えて

修学旅行など団体への
対応

デ ィ ス カ ッ シ ョ ン

万円取ればいいわけです。

ツーリストホスピタルとは地域医療と

に格上げし、将来的には産官学が一緒に

だと思います。

提案も受けながら進めてきたのでしょう

〈質疑応答〉

ます。

10

入も仕方ないか」という考えだったと思

10

います。
しかしコロナ禍の後は、やはり宿
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出展：沖縄県

うので、その変化の中

でムードを高めていく

ことが結果的に、修学

旅行の再開にもつなが

る の で は と 思 い ま す。

我々のホテルで非常

に力を入れて取り組ん

でおり、今動き始めて

いるのがスポーツ

M I C E で す。
続々と

実施も決定してきてい

ま す。
かなり人泊数が

長く、1ヶ月といった

も の も あ り ま す。
今ま

では野球中心でした

が、ロードバイクやト

ライアスロン、ラグビ

ー、サッカーなどいろ

いろなスポーツがあ

台半ば頃の数字まで落ちるのではと予想

機であることは間違いなく、今年は 年

とっては今までに直面したことがない危

に落ち込んでいます（図3）
。
沖縄観光に

しかし今年は1月以降、このように一気

いで、特に近年は非常に伸びていました。

とリーマンショック、東日本大震災くら

客数が落ちたのは、沖縄海洋博の開催年

観光が再起動できるだろうと思っていた

していきたいと思います。
8月は沖縄の

どうしていくべきかという話を皆さんと

では、こういった状況を踏まえ、沖縄は

沖縄観光は厳しい状況だと見ています。

中、国内需要が戻ったとしても当面の間、

回復までに年単位の期間が予想される

思います。
今回、インバウンドが喪失し、

り支えられていたことの証明でもあると

増と連動しており、インバウンドにかな

のは「OKINAWA」です。
観光客の急

思います。
まだ回復には時間がかかりま

もっとアピールする必要があるだろうと

しっかり取り組み方を示していますが、

す。
修学旅行というのは重要であり、県も

1月以降もかなり混み合ってきていま

が、我々のホテルでは 月もありますし、

ズンです。
その分が今年は失われました

玉城

込みをどう考えておられますか。

が、玉城さんは修学旅行など団体の取り

きなテーマになってくるかと思います

観光をどこまで立ち上げていくのかは大

限られていますが、そこから広がる観光

の開催も決定しました。
今、できる施設が

に指示を出しています。

ツMICEにしっかり取り組むよう会社

のではと思っています。
私からも、スポー

環境を作っていくことがポイントになる

しっかりトレーニングをするので、その

っかり図るべきだと考えています。

いますので、そうしたところの強化をし

り、長期で入ってきて

されています。

ところ、県内での感染拡大もあり、ブレー

12

10

11

もう一つ、1月末にeスポーツの大会

はそれぞれの取り組み方があり、野外で

コロナ禍で厳しい状況ですが、選手に

観光客数は
の検索量にかなり
Google
比例すると指摘されており、
「沖縄」ある

のコンテンツも出てくるのではと期待し

90

、 月は修学旅行のトップシー

いは「OKINAWA」というワードでの

すが、年を越すと気持ちも変化すると思

3 沖縄県入域観光客統計概況（令和2年上半期）
キがかかりました。
秋冬に向けての沖縄

図

検索量を見ると、近年特に急増してきた

2 入域観光客数と観光収入の推移

出展：沖縄県

図

10

だが、その他の旅行は厳しいというお話

山田 東会長のお話でOTA部門は好調

思います。

が、さらに成果につながることもあると

大事で、それによって与えられる安心感

後もしっかりと続けていくことが非常に

とが集客につながる部分もあるので、今

安全な感染症対策をしっかり打ち出すこ

かけになって決まったと思います。
安心

ールしてきたので、そうしたこともきっ

マルなバンケットの形に取り組んでアピ

玉城 そうですね。
これまでニューノー

えですか。

ット対応などが生きてくるのではとお考

紹介いただいたグループとしてのバンケ

山田 団体受け入れについては先ほどご

いくことが重要ではと考えています。

がら、いろいろなものにチャレンジして

ています。
新しいコンテンツを見つけな

ね。

たスポーツキャンプなども魅力的です

と思います。
先ほど玉城さんのお話に出

ていた人たちが沖縄に来てくれるのでは

イや東南アジアに寒さをしのいで旅行し

2〜3週間の長期滞在をするとか、ハワ

憧れだった人たちが花粉症のシーズンに

してもらえれば、
、例えば沖縄に今までは

ますが、3、4月まで年度を超えても実施

修学旅行以外の Go To
トラベルキャ
ンペーンが1月いっぱいまでとされてい

ている感触はあります。

質の高い旅行の小団体が沖縄の方を向い

ゾートということで、シニア層を含めた

いる中、飛行機で行ける冬場も温暖なリ

外に行けないので国内旅行にシフトして

の役割も持っています。
従来、海外
BtoB
旅行を中心に販売していた旅行会社が海

旅行を手配するツアーオペレーター的な

のホールセラーとして旅行会社に対して

していこうと思っています。
また、修学旅

ンプがありますが、誘致はこれまで通り

ます。
村内の取り組みとしては、秋にキャ

できる手段が考えられないかと思ってい

安があると思いますので、安心して移動

切ですが、飛行機などの移動手段にも不

子供達を受け入れるには健康が一番大

ています。

に、清掃活動などをやっていこうと思っ

さんにいつでも帰ってきてもらえるよう

も行ってきましたが、恩納村としては、皆

や民泊によって、地域の人とのふれあい

の学生を受け入れていました。
体験学習

長浜 今まで村内のホテルでは修学旅行

えでしょうか。

ンプの誘致なども含めてどのようにお考

ジレンマとなる中、長浜村長は野球キャ

した。
今回のコロナ禍ではそうした面が

ある種のセールスポイントとなっていま

けでなく、民泊など地元の方との交流が

年の沖縄の修学旅行はホテルに泊まるだ

し、国の検疫所に協力をいただいて空港

発熱が確認された場合は看護師が面接を

ています。
今の状況は、サーモグラフィで

問い合わせがTACOにも多く寄せられ

ついても、
「本当に大丈夫なのか」という

機内だけでなく、飛行機を降りた後に

大きいということで、防疫観光のガイド

ボリュームのある団体旅行なので影響が

体が非常に厳しい中、修学旅行は一定の

しを補正も含めて要求していますが、団

OCVBが委託を受けている予算の見直

行 っ て い ま す（P

Bとしては県に6項目の緊急事業提案を

アップが必要だと思っています。
OCV

前原 その辺りは航空キャリアとのタイ

んはどのようにお考えでしょうか。

難しい面もあるかと思いますが、前原さ

安が払拭されないと、団体の誘致は結構

ないと行けないので、飛行機に対する不

らお話があったように、沖縄は飛行機で

参 照）
。そ こ で は

がありました。
この秋冬に向けて、グルー
えでしょうか。

が、そういう期待は今は持たない方がい

ンバウンドも来てくれたら嬉しいです

来年は2月 日が春節で、その頃にイ

ゾートホテルで過ごしてもらいたいとい

行については県内の小中学校の生徒にリ

いう限界があります。

学旅行などの大人数には対応できないと

開いている時間帯に限られます。
また、修

の中で抗原検査ができますが、検疫所が

ラインを策定して発表しています。

東 本土の営業拠点は大分縮小していま

うことで、恩納村の観光協会や商工会と
います。
まったく見通しが立たない状況ですよ
ね。
ですから、そういう期待をするのはや
め、国内あるいは県内のお客さんに動い

で、県の文化観光スポーツ部と保健医療

部を交えて協議を行っています。
もう一

つは修学旅行で来られる方に安心感を持

が協力しないと沖縄が旅行先に選ばれな

館だけではなく、交通などいろんな分野

山田 修学旅行や団体旅行はホテルや旅

かと県にお願いをしています。

合の支援パッケージを何か追加できない

中に参加したお子さんが体調を崩した場

ってもらいたいということで、沖縄滞在
っています。

い面もあるかと思います。
今、長浜さんか

例えば、お子さんが発熱した時に保護

山田 恩納村のホテルも、これまで修学

従来の枠組みを超えた
連携が必要

再開するのではと思っていたのですが、

10

ていただく形にシフトしていきたいと思

そこをなんとかできないかということ

一緒に誘致活動をしていきたいと考えて

ています。
我々は

だけでなく、
沖縄
BtoC

いと思います。
私は台湾からのインバウ

プや団体旅行についてはどのようにお考

13

ンド受け入れは遅くとも 月ぐらいには

ビュッフェスタイルの食事にも対策が

すが、見積もりの依頼はだいぶ増えてき

12

旅行をかなり受け入れています。
特に近
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含めてパッケージで修学旅行を支援する

所がない状態なので、そういうところも

すが、PCR検査を受けて待機できる場

たり、軽症者が待機するホテルはありま

います。
その際の県内移動の支援であっ

者が現地に駆けつけるケースもあると思

民間団体だけで対応できる話ではありま

のようなコロナ禍ではその比ではなく、

なり感染症対策を行っていますが、今回

事業は元々他の業種より食中毒など、か

てくるのではないかと思います。
ホテル

に協調していくことは、今後必然になっ

山田 個人的には、医療と観光がお互い

なと考えています。
我々も一般社員や周

ていくかを考える場を作ってもいいのか

上げて、どのようにさらに沖縄を良くし

と一般の方々からもしっかり意見を吸い

いうことで、我々業界人だけでなく、もっ

一番は創造力を生かしてやっていくと

見できるのではと思います。

がることで、いろいろなコンテンツを発

が少しずつ解消され、一つの面として広

ンドの団体についても、日本に3カ月滞

宿泊者数を目標に持つべきで、インバウ

いといけないと思います。

ぐ仕組みを確立する知恵を絞っていかな

光においても、いわゆるダンピングを防

はすごく良くなりました。
同じように観

が設定され、日本のバス会社の経営状況

悲惨なバス事故の後にバスの下限料金

OCVBはこれまで沖縄の魅力を発信

山 田 下 地 会 長 と 先 日 お 話 し し た 時、

施していこうと考えています。

で、オンラインを使った学習会などを実

旅行をキャンセルした学校へのフォロー

く、より幅広い視野で考えることが必要

の枠組みの範囲だけで考えるのではな

ありましたが、今後の観光振興は今まで

ことだと思います。
東さんからも指摘が

お客様はどう位置付けられるのかという

制度でもあり、その中でインバウンドの

民のために作られており、日本は皆保険

一方で医療サービスは基本的に地域住

に、医療や教育など他産業との融合は非

リゾートが融合した「リゾテック」のよう

唱えており、県が掲げるテクノロジーと

光産業こそが沖縄の経済をリードすると

東 次期振興計画策定の会議でも私は観

います。

ティブにやっていく必要があると思って

りの声も聴きながら、先に向かってポジ

すれば、仕組みとして安売りを防げると

必ず、地元のガイドが乗るといった形に

例えばインバウンドのバス観光の場合は

がバスに乗ってきます。
沖縄においても、

日本語ができなくてもイタリア人ガイド

イタリアでは地元の雇用を守るため、

と思います。

除するような準備をこれからするべきだ

在の観光ビザで来る発地側のガイドを排

特にインバウンドは頭数ではなく延べ

メニューが必要ではと県に提案している
せん。

し、プロモーションすることが主なミッ

常に重要で、付加価値を上げると思いま

OCVBとして行っているのは、修学

ところです。

ションだったが、こういう事態になって
ではと思います。

が、恩納村では首長がかなりリーダーシ

する産業であることは紛れもない事実で

を決め、
収益性、
生産性のある観光産業を

いる間に、次に受け入れるためのルール

冒頭の長浜村長のお話にありました

医療や産業とつながり、経営についても

ップを発揮することでいろいろな業種が

あり、世界においても同じだと思います。

考えなければということで、かなり広範
な分野をカバーしなければいけないと。

速やかに連携できたわけで、今後はコロ

ているように
「医療は観光のインフラ」
と

だそれには県庁内部で、高山医師も言っ

私も非常に重要なことだと思います。
た

計画の大きな課題になっており、これは

に、空港に診療所を作ることは次の振興

前原 東会長からもお話があったよう

いるのでしょうか。

皆さんのネットワークはつながってきて

ありましたが、この半年間の危機の中で

から北部への道路も、来年春から夏まで

高く、インフラ整備も進んでいます。
南部

りますが、沖縄は非常にポテンシャルが

玉城 先のことは非常に難しい部分があ

と思います。

なるのではといったお話をいただきたい

ンジをしていくべきか、その時にはこう

年、 年先に沖縄観光はどういうチャレ

作っているタイミングでもあり、今後5

ちょうど沖縄県では新しい振興計画を

ると思っています。

って収益が取れない過当競争を生んでい

っているわけです。
その気持ちが巡り巡

お客様に届けようという気持ちを強く持

いうことかと言うと、安くて良いものを

いうのは真面目、勤勉なんですよね。
どう

皮肉も込めて言うと、日本やアジアと

ると思っています。

乗り切った後、人の動きは必ず戻ってく

O）
の統計でも出ていますし、コロナ禍を

していると国連世界観光機関
（UNWT

を得るためには、
観光を数値化、
可視化し

して思うのは、やはり地域の方々の理解

を復活させていく際に、コロナ禍を経験

ルは落ちていないと思います。
今後、これ

ラが揃っており、沖縄観光のポテンシャ

け入れていたわけで、一定の観光インフ

前原 コロナ禍の前は1000万人を受

いと思っています。

いう悪循環から脱していかないといけな

ます。
危機が来たら大変なことになると

ても
「利益なき繁忙」
を繰り返してしまい

今、インバウンドが一度休みになって

非常にご苦労され、職員の方も今までや

ナ禍の教訓を元に、それを県レベルまで

作っていかないと、インバウンドが戻っ

思います。

ったことがない、畑違いのことをいきな

世界的には 人に1人が観光産業に従事

年後を考えると、観光が沖縄を牽引

りやらないといけない状況になっている

展開していく必要があると思います。

す。

と思います。
先ほど、県の情報発信の話が

いう認識の共有を図っていく必要がある

には開通し、これまでネックだった部分

10

10

と思います。

10

12

1

コロナ禍における、
沖縄の取り組み
す。
KPIに加えてもいいと思いますが、

て示していく必要があるということで

か、改めて考えるいい機会かもしれませ

縄の観光が今後どういう方向に進むの

助・公助を進めることの大切さを実感し

と思っています。
よく言われる自助・共

た大災害の時は早め早めの対策が必要だ

には収束すると思っています。
こういっ

頑張ろう」という方々がたくさんおりま

幸いにも村内には、「一緒に手を携えて

いきたいと思います。

知恵を出し合ってコロナ禍を乗り越えて

すので、これを機会に
「恩納村は観光で成

では最後に沖縄県観光客の約3割を支

り立っていて、これからも観光でやって

ん。

今回、恩納村ではホテル支配人が集ま

いく」
と、村民と一緒に観光立村を推進し

そういうものを誘客と合わせて掲げてい

える恩納村を預かる長浜村長から、これ

るGM会を始め、観光協会、商工会など各

く施策も実施していく必要があると感じ

から5年、 年後を見た時に、取り組んで

種団体がスクラムを組んでコロナ禍対策

す。
恩納村のリーディング産業は観光で

ています。

いきたいことをお話しいただければと思

10

10

ています。

山田 ハワイ州政府が2000年頃に観

います。
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光の枠組みをかなり変え、目標項目から

13

観光客の人数を外し、消費額や住民の観

※参考：別途、
県商工労働部所管の
「まいにちに、
おきなわ」
を
「おきなわ物語」
トップページ

で発信中
以上

ていきたいと思います。

（1）
知事メッセージの発信強化
「県独自の緊急事態終了宣言動画」
に続いて、
東京地域のGoToキャンペーン追加
を機に、
演出された場面
（観光業界関係者とともに話題になるようなロケーション
地にて）
にてのメッセージの発信
（2）
修学旅行対策
①修学旅行の防疫観光ガイドラインの発信強化、
周知拡大、
内容の充実化
②修学旅行受入のFAQ及びアクションプランの作成
（輸送、
宿泊、
待機場所、
空港）
※支援パッケージの提供
（緊急時のケア経費等）
③キャンセル校、
延期校へのフォローアップ
（知事名レター、
学校訪問、
オンライン
説明会等の実施）
④感染防止対策動画発信
（30日、
WEB:沖縄修学旅行NAVIで発信予定）
⑤実施校へのフォローアップ
（歓迎式、
プログラム提供等）
⑥オンラインでの事前事後学習の強化
（3）
広報・宣伝の強化 ※デジタルとの連携強化
①防疫観光対策を図りつつ
「官民一体となった沖縄観光・再開」
のPR強化
（知事会
見含め話題づくり等パブリシティーの強化等）
・テレビ
（情報番組/旅番組）
、
新聞を中心とした媒体との連携
・トピック
（予定）
：
「憩うよ、
沖縄」
ロゴ掲載航空機就航、
GoToトラベル東京都から
の受入開始、
今シーズン修学旅行開始、
首里城復興、
ＴＥＪ、
世界自然遺産、
関係者
の観光復活への取り組み
（観光地支援のムーブメントの創出）
等
②県内のGoToキャンペーン商品の魅力、
値ごろ感の発信強化
（4）
路線別・エリア別プロモーション強化
①航空会社、
旅行社との連携強化
沖縄方面商品
（GoTo商品含む）
の販促への広報支援等のインセンティブ策の提供
②首都圏プロモーションの強化
・沖縄県物産公社
（銀座・わしたショップ）
との連携プロモーション
・
「銀座わしたショップ」
を拠点とした情報発信の強化、
イベントの実施
参考：10月中旬より同社東京営業所及びＯＣＶＢ東京事務所スペースの併用開始
（5）
離島観光の推進
①八重山・宮古・久米島
（3地域）
を中心とした直行便就航地でのキャンペーン強化
②きめ細やかな情報発信の強化
（※15離島の来島受入方針を踏まえ）
（6）
デジタルプロモーションの強化
①
「おきなわ物語」
、
SNS強化策
・新しい旅のエチケットの呼びかけと共に一歩踏み込んだ誘客戦略での情報発信
・GoTo関連サイトへの誘導、
沖縄商品の魅力発信
②大手検索サイト/OTAとの連携
・SEO対策の強化、
GoTo関連商品サイトへのバナー広告
③県内有力WEBサイト、
SNSサイトとの連携・周知の拡大
「消費単価向上を目的に」
商工物産関連の情報の発信を強化

を進めているところです。
やはり一人で

緊急の対応の主要5項目

はできないので、みんなで一緒になって、

①修学旅行需要の
「維持」
及び
「安全・安心な体制」
の提供
②GoToトラベルCP
（トラベル、
eat、
共通クーポン)の施策にて沖縄」
を選択しても
らう流れの創出
③防疫型観光地
「沖縄」
の取り組みの発信強化
④
「今の沖縄
（動き出した沖縄
（首里城・EXPO他旬のトピック、
医療体制の状況）
」
の発信
⑤
「日本のリゾート地・沖縄支援～今こそ、
この時期だから沖縄～」
の潮流の創出

長浜 日本全国及び世界が大災害に見舞

目的

われ、先は見えないですが、5年、 年後

資料：OCVBホームページより

沖縄観光は依然低迷を続けており、
特に8月の観光客については前年同月比80％
減少し、
特にこれからシーズンに入る修学旅行マーケットについてはCXL及び延期
の動向に歯止めが効かない状況となっています。
また、
10月から東京都発着のGoToトラベルCPの沖縄観光への恩恵も未知数です。
そのような状況において一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー
（会長：
下地芳郎、
以下OCVB）
として、
今後の緊急誘客対策について下記のように取り組
んで参ります。

光に対する理解度に切り替えました。
今

国内市場6割回復を目指して～

回のコロナ禍は不幸ではありますが、沖

国内旅行需要の回復に向けた
緊急誘客対策について～

因とみなす風潮もあったようですが、最
近の観光に対する県民の反応はいかがで
すか。

でなすすべがなく、6、7月でようやく

下地 4、5月は全国的な緊急事態宣言

きをお話しください。

山田 この数ヶ月の沖縄の観光業界の動

ようになり、4、5月のように「観光客

会食や医療施設といった経路を公表する

っと県に強く要望してきました。最近は

っかり分析して公表してほしい」と、ず

数だけでなく、感染経路などの中身をし

下地 我々観光業界からは、
「感染者の

回復してきたところに、思わぬところか
が感染のすべての原因」という印象は、

春から9月までの
沖縄観光の動き

ら夜の街関係で感染が広がりました。以
だいぶ薄れてきたのではと思います。県

最近は県民にも感染要因がわかってき

前の新型インフルエンザやはしか流行時

て、観光を動かさないと県の経済に影響

外からウイルスが持ち込まれるケースが

感染者数が 人、 人と継続しています。

が大きいこともあり、「観光客を入れる

あっても、県民由来が一定数あるという

7月は 万人と徐々に伸びてきた数字

のを止めろ」という雰囲気にはなってい

もそうでしたが、沖縄は歴史的に見ても

を回復基調に乗せるため、国内向けの

子供が多く高齢者と接点が多いという社

「憩うよ、沖縄。」キャンペーンを行い、

事実をしっかり数字で示し、県民にも理

夏場の需要と秋冬の修学旅行マーケット

ません。 月から Go To
トラベルに東京
が追加され、不安はあるものの、8月の

解してもらうことが大事です。

を確実に獲得した上で 月末のツーリズ

ロスからの回復意欲が強く、少し冷静な

会環境が感染症の影響を受けやすく、そ

ムエクスポで沖縄、日本の観光の回復を

うした弱点が解決できないまま、1日の

世界にアピールするシナリオでした。

対応になってきているかなと思います。

山田 一時は県民が、観光客を感染の原

約2割と非常に厳しい状況です。

る重要な時期ですが、8月は対前年比の

がってしまいました。沖縄が収益を上げ

とになりましたが、結果的に 万人と下

感染防止対策と経済を両方回していくこ

て本土からの渡航自粛要請はしない中、

観光業界からの強い要望もあり、県とし

態宣言期間に入ってしまいました。我々

大し、8月は1ヶ月間、県独自の緊急事

たいと思っています。

効果があると感じており、今後も継続し

信することは、今回のコロナ禍では特に

行政の長から節目節目にメッセージを発

に前向きなメッセージを出せました。

た。その甲斐があり、解除の3、4日後

セージをとにかく早く出そうと動きまし

薄いので、観光客向けに知事の動画メッ

除になりました」というだけでは効果が

除された時、OCVBも観光業界も「解

9月5日に沖縄県の緊急事態宣言が解

10

30

しかし残念ながら7月後半から感染拡

10

20

27

20

インタビュー …2020年 月 日

」

7

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー
（OCVB）
会
長。
1981年明治大学法学部を卒業後、
沖縄県庁入庁。初代
香港事務所長として、
香港を中心にアジア全般の観光客誘致な
観光企画課長、
観光政策統括監など
どを担う。観光振興課長、
2011年の東
を歴任、2001年のアメリカ同時多発テロ、
日本大震災等の影響で落ち込んだ沖縄観光の立て直しを担う。
2013年琉球大学観光産業科学部教授に就任。
学部長、
研究
部長を経て、
2019年6月から現職。

下地芳郎 （しもじ・よしろう）

沖縄観光コンベンションビューロー 会長

問われる
観光 の「質

10

14

山田 航空会社は機内でしっかり感染対
策をしていると言っていますが、現実的
にお客様はそれだけで安心感は得られて
いないと思います。沖縄は実質、空路し
かないので、ANAやJALともう少し
違う連携ができないのかと個人的に思う
例えば、羽田空港はほとんど稼働して

ところがあります。
いないので、沖縄行きの便を密集しない
サテライト的な離れたところに発着させ
るとか、同じくほとんど飛んでいない国
際線機材を使って、ビジネスクラスをメ
インとして沖縄へ1日2往復くらい運航
するとか。
それなら密にならず、国際線のビジネ
スクラスを沖縄旅行で体験できるという
インセンティブにもなりますよね。観光
客が多い時間帯だけでも飛ばせば、かな
りインパクトがあり、メディア的にもア
ピールになるのではと思います。
）を 行 っ て い ま す

下地 OCVBでは県に対して6項目の
緊 急 事 業 提 案（ P

図：OCVB

1 6項目の緊急事態提案（詳細は13ページ参照）

んの提案はとてもいいアイデアだと思い

について調整していますが、今の山田さ

る項目です。 Go To
トラベルが動く中
で、沖縄を選んでもらうための取り組み

なる強化をしっかり図っていくことが大

ビスと観光地経営、この3つの質のさら

フトがあります。今度はインフラとサー

泊施設を始め、しっかりしたハードとソ

いう意見もある一方「観光地の持続的発

き。量の拡大で経済を支えていこう」と

したから、次は2000万人を目指すべ

観光業者からは「1000万人を達成

より幅広い関係者で沖縄観光のあるべき

ており、現状をみんなで共有した上で、

標のあり方を深掘りするタイミングに来

みに置くのは現実的ではないと。成果指

かったので、観光客数の目標をさらに高

事と考えています。

姿のKPIをどう考えるか、何を優先す

ます。

展を考えると、地域における量と質のバ

現状は前年比の ・9%なので、20

ランスをより真剣に考えるべき」という

昨年、沖縄県の観光客が急増した中で、
需要分散や消費単価の向上といった議論
残されたままマーケットが急激に縮小し

地域のメリットを振り返ると課題が大き

1000万人時代の観光客、県民、業界、

客数と予測されます。4月に7万700

20年は年間で360万人くらいの観光

があったのですが、それらが宿題として
た状況で、課題はさらに増えた感じです。

観光客数を
目標に置くことへの疑問
下地 現状は厳しいですが、沖縄の観光

私はどちらかというと後者に賛成です。

べきかという議論が必要だと思います。

図

意見も増えています。

が、航空会社との連携は最初に挙げてい

13

を支えるインフラはクルーズバースや宿

35
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コロナ禍における、
沖縄の取り組み
1

超えないかという感じで、1000万か

のままでは年度で300万人を超えるか

0人でスタートしたグラフを作ると、こ

えています。また、広報宣伝については

メッセージをさらに強化していこうと考

観光業界の取り組みは当然として、知事

与える影響が大きいことがわかったので、

時は、地方自治体トップの発言が市場に

ー沖縄（TACO）が中心ですが、行政

那覇空港のトラベラーズアクセスセンタ

す。医療に関しての我々の取り組みは、

ナ対策では医療との連携がとても重要で

政と連動する範囲とがありますが、コロ

分たちに関わりがない世界だからこそ、

恐怖心や不信感が薄れると思います。自

光していれば、今回のような観光客への

山田 県民の方もこれまでよく沖縄で観

あたりは大きな変化ではと思います。

のマーケティングに力を入れ、インナー

航空会社の減便が相次ぐ状況ですが、

ら一気に300万時代となります。

へのマーケティングはあまり得意として

強烈にそうした感情が出てしまう。沖縄

統がバラバラになるので。現場の声を観

こなかったことが、今回アキレス腱にな

に限らず日本のDMOは今まで地域外へ

光部局経由で医療部局に届け、それに対

ったのかもしれません。

の医療部局とのやりとりは原則、観光部

経営支援については、OCVBはスキ

する反応も同じルートで返ってくるので、

局を通しています。そうしないと命令系

ームを持っていないので、国や県の関係

結構時間がかかります。

デジタルを意識した取り組みを、これを

います。であれば今の状況からの見通し
機関に支援策をお願いしていくことにな

一方で、医師会や沖縄県立中部病院・

機に強化しなければとも思います。

ではなく、それにどれくらい上積みでき
ります。これだけ観光客が落ち込むと県

感染症内科の高山さんのような優れた見

航空会社、旅行会社、デジタル関係の連

るかということでOCVBでは今年度と
内企業も雇用を支えることが厳しい状況

携でマーケットを動かしていこうとして

来年度の目標数値を出していこうという
が予想されるので、既に失業した人に仕

医療は観光、
観光は医療のインフラに

のが現在の状況です。

識を持つ医師とは、我々は個別にネット

織というより、個人的ネットワークで専

事を探す失業対策とは別に、他業種への

門家とのつながりが徐々にできており、

転換といった対策が必要ではと県に申し

職員に言っているのは、
「これまでの

山田 OCVBと医療関係者は組織対組
仕事をただ継続するだけでは危機は乗り

そういう意味でも、沖縄県は日本国内で

ワークを持っており、現場での観光と医

ンドも来年までは厳しい中、既存の業種

最も医療と観光の連携が進んでいると思

療の連携は始まっていると思います。

を維持するのは厳しい面もあるわけで、

越 え ら れ な い」と い う こ と で す。

入れしようかと思っています。インバウ
山田 この数ヶ月の沖縄観光を振り返り、

OCVBとしての収益も落ちてきており、

雇用対策や経営支援など
広がる事業範囲
問題に感じた点などをお話しいただけれ

そういう対策も必要ではないかと。

新型コロナ対策のお知らせシステムを作

ん。今、沖縄県ではLINEを活用した

中感染対策はより強化しないといけませ

これから増えるので、空港での対策、市

要要素です。特に修学旅行などの団体が

復については、感染防止対策が誘客の重

支援の2点になるかと思います。市場回

山田 医療との連携や経営支援について

接に絡んできていると思います。

連携や経営支援、雇用対策などがより密

受け入れが中心でしたが、医療政策との

けません。これまでの観光政策は誘致・

な状況はなく、今は全部をやらないとい

済みましたが、沖縄観光でここまで深刻

融支援など今までの危機では個別対策で

関と、2001の同時多発テロの時は金

えていますが、沖縄県は県外と海外だけ

北海道は道内と道外で観光客を分けて考

発見」事業の窓口も我々が務めています。

ってきました。県民向けの「おきなわ彩

市場の活性化という大きなテーマが上が

役割でしたが、今回のコロナ禍で、県内

は県外・海外からというのがOCVBの

界がパンクするような状況では、観光側

りだ」と。そして、「今回のような医療

医療は観光のインフラを務めてきたつも

ンバウンド客の病気にも対応してきた。

策や事故などに、この数年は増加するイ

光が拡大するにつれ、国内客の熱中症対

ったことがあります。「沖縄の医療は観

下地 高山医師から言われて重要だと思

す。

2003年のSARS流行時は医療機

ば。

っており、 月中に導入できる予定です。

もカバーしなければというお話ですが、

でした。これからの観光を考えるには、

下地 今後必要なのは、市場回復と経営

安 全 安 心 は 水 際 だ け で 保 て な い の で、

OCVBという組織ではどこまでができ

県内市場の活性化もOCVBの仕事とし

同時並行で誘客プロモーションも必要

で、
状況に応じた対応を」と言っています。

系の先生が観光を否定するのではなく、

言していることも大きいのではと思いま

リスクをどう考えるかという立場から発
また、誘致活動についても、これまで

職員は大変だと思いますが。

います。それは、高山医師のような疫学

COCOAと組み合わせ、複数の手法で

そうで、どこからが難しいと考えていま

も医療のインフラという意識を持っても

ですが、今回のように感染症が広がった

「これまでとは別の役割を求められるの

対策を強化していくことが必要だと思っ

すか。

てしっかり位置付ける必要があり、その

ています。

下地 OCVBが単独でやる範囲と、行
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ルームの延長線上で考えてもいいかもし

山田 ホテルなら、例えばバリアフリー

るかと思います。

ていると言えるかどうかが、問われてく

入れ態勢が感染症を意識した構造になっ

沖縄の観光をさらに強くするには、受け

医療機関とは異なる仕組みにするなど、

ているとか、空港内クリニックは通常の

に危機管理用の部屋がいくつか確保され

需要が戻ってきたときに集中をどう分散

促進で、県の大きな課題だと思います。

積や感染防止にもつながるデジタル化の

関係者に求められているのが、データ蓄

下地 コロナ禍において、すべての利害

ことをやっていこうとお考えですか。

お考えだと思います。具体的にはどんな

りよく賢い方向に戻していきたいという

にあたり、同じ道を戻るのではなく、よ

りして、そこから再び需要を戻していく

山田 沖縄観光が300万人時代に逆戻

ています。

てもう一度しっかり向き合いたいと思っ

す。今すぐには出来ませんが、時期を見

関係者間で議論を続けたいと思っていま

生かすかだと思います。

とわかった面があり、今後はそれをどう

はなく、誘導すればそういう需要が動く

そういう意味では今、 Go To
トラベル
で宿の稼働率が高いことはそう悪い話で

であり続けてしまいます。

ても、観光業は給料が安くてきつい業界

ない。そのまま元に戻るといつまで経っ

安く獲得するという悪循環から抜け出せ

売りに走っており、労働力もできるだけ

こ数年、観光客を増やしたところほど安

産性が落ちている傾向が見られます。こ

めてインバウンドが増えた地域は労働生

人の給料も増える構造ですが、沖縄を含

山田 ハワイは観光客が増えれば、働く

思います。

いくことが一つのポイントではないかと

そうしたマーケットを上の方に伸ばして

安心安全を求める意識が高まっています。

はありません。高くても納得できるもの、

思います。

どうあるべきか、考えないといけないと

ロナ禍を受けて、観光産業の人材育成が

う意味では大学との関係も重要です。コ

ることができます。観光産業の評価とい

なれば、それに応じたコスト、対価を取

知識や技能を求められる質の高い産業と

できるかどうかです。観光産業が高度な

あったと思います。今後、そこから脱却

度人材採用や社内教育等が不十分な点が

らえるとありがたい」と言われました。

れませんね。医療サービスの量は基本、

するかも一つのテーマですが、これもデ

響を受けている宿泊、飲食、土産物屋で

高めていくことです。コロナ禍で一番影

の質の向上で、観光産業の社会的地位を

もう一方で、基本に戻るのは観光人材

数値感覚を高める人材育成や起業支援は、

需要回復までの2、3年の時間軸で、

マネジメントできれば次につながります。

ない。沖縄の人が自分たちで起業して、

そこから変えないと労働生産性が上がら

の基礎なども知っている必要があり、

理想論ですが、例えば新設するホテル

応できないというジレンマがあります。

職員も専門知識がないなどで、現実は対

ですが、観光客が感染するリスクがあり、

ずつ待機用に提供するなどできればいい

病院が逼迫している時にはホテルを 室

例えば県内の観光業界が諸手を挙げて、

定住人口によって決まるので、観光客が

ジタルの利活用がいろんな答えを提案し

これからの観光地のサステナビリティ

働く人が待遇の改善を含め仕事に夢が持

裏を返すと県内の失業対策にもなると思

300万人時代に
問われる観光の「質」

どんなに多くてもこれまで厚労省は勘案

を考えると、宿泊税も観光客に対する住

てるようにするには、業界が収益を上げ

います。

は沖縄にとって重要だと思います。会計

民税のような位置付けで、観光客にも広

ないといけません。それには、適正な利

下地 宿泊税については、議論に一定の

思います。

すると人材にしわ寄せが広がっていきま

す必要があり、目先の対策だけで安売り

で人をたくさん使い、すぐ採用できて現

下地 今までの観光は労働集約的な産業

（聞き手：山田雄一）

しませんでしたが、今後は地域の関係人

てくれると思います。

く浅く社会インフラ、サービス整備の資

潤が獲得できる観光産業をみんなが目指

方向性が見えたところでコロナ禍が起き

場に出せるけれど、マーケティング、
ICT、人事管理など重要な分野での高

す。
お客様も安いものだけを求める時代で

てしまいましたが、宿泊事業者だけで考

ん。

金を負担いただくことも必要なのかなと

形に変えていくことが必要かもしれませ

経営やマネジメントのできる人材育成

口に合わせて、社会インフラを計算する

10

えることではなく、私としてはより広い
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コロナ禍における、
沖縄の取り組み
1

オンライン座談会【1】…開催日：2020年9月 日

コロナ禍 で
観光地 を支え
地域 を守る
礼文町・小笠原村・座間味村

に富んだ仕事をしており、観光協会の事
務も行っています。他のお２人とは、島

話しにくいこともあると思いますが、な

きたいと思います。行政という立場から、

こと、気づいたことなどをお伝えいただ

で対応されてきた方々に、現場で感じた

寺崎 コロナ禍において、まさに最前線

イビングをやっていたのがきっかけで、大

入りました。大学生の時にスキューバダ

渋谷 私は1983年に小笠原村役場に

が楽しみです。

合い方も違うと思うのですが、情報交換

なるので、今回のコロナ禍に対する向き

の位置や産業、医療、文化のあり方が異

るべく直球を投げていただけますか。ま

に入って3年目から産業観光係（当時）

住みました。いわゆる移住組です。役場
に所属し、ホエールウォッチング事業の

学3年の時に小笠原を訪れ、その後移り

間は稚内、札幌に1年暮らしました。私

ずは、ご自身のことからお願いします。

が所管する産業課では水産、観光、商工

立ち上げに関わるなど、観光関係、町づ

川村 私は礼文に生まれ育ち、高校3年

観光の役割と位置付け

観光が大きな比重を占める3つの地域は、
コロナ禍の8カ月間をどう生きてきたのか。
前号では〝民〞の立場から、
今号は、前号とは地域が異なりますが〝官〞の側からの声をお届けします。

28

労働、自然環境、温泉と大変バラエティ

編集協力

井上理江

川村 長 （かわむら・たける）

北海道礼文町産業課長 兼 礼文島観光協会事務局長。礼文町出身。
1980年礼文町役場入庁。
産業関係としては、
水産・港湾・漁港を7年、
観光・商工労働・自然環境を9年それぞれ担当。
2019年から現職、
水産・
港湾・漁港・観光・商工労働・自然環境・温泉を所管している。

渋谷正昭 （しぶや・まさあき）

東京都小笠原村副村長。
学生時代にダイビングで小笠原への来島をきっか
けとして小笠原村に移住。
1983年小笠原村役場入庁。
ホエールウオッチ
ング事業の立ち上げや小笠原におけるエコツーリズム振興などに関わる。
産
業観光課長、
総務課長を経て、
2015年から現職。

宮里 哲 （みやざと・さとる）

沖縄県座間味村長。
座間味村出身。
１９６７年生まれ。
村内に高校がないこ
とから、
中学卒業後、
沖縄本島の高校へ進学。
福岡県内の大学を卒業後、
沖
縄本島内のホテルに勤務。
その後、
地元の座間味村へ戻り、
1994年座間
味村役場入庁。
2009年、
座間味村長に就任し、
現在3期 年目。

コーディネーター

寺崎竜雄 （公益財団法人日本交通公社

理事・観光地域研究部長）
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ているところです。

いろんな対策をしても限界があると感じ

した。これから具体的にお伝えしますが、

に2名、 日にさらに2名発症者が出ま

慎重に取り組んできましたが、9月 日

制が非常に脆弱ということから、かなり

コロナ禍に関しては、小笠原は医療体

の時にはエコツーリズムの推進に携わり

京事務所勤務などを経て、産業観光課長

くりの仕事をしてきました。その後は東

を中心とした水産業と宿泊飲食を中心と

付けられています。ただ実質的には漁業

産、商工業、観光が3つの柱として位置

ながるたくましい産業づくり」として水

川村 礼文町の総合計画では「未来につ

どについてお聞きします。

光はどのように位置付けられているかな

済に占める観光の役割、住民にとって観

光振興の方向性はどうでしょう。島の経

寺崎 それぞれの町村の政策における観

すなど、観光も大きな打撃を受けました。

週間から 日ほど船の運航に支障をきた

ンセル額が8億円強あったと推計してい

川村 6月末の時点で、宿と食堂のキャ

しょうね。

島も大きな影響を受けたことになるので

全く動きませんでした。そうすると礼文

寺崎 今回のコロナ禍では団体ツアーは

泊するパターンのようです。

は多く、来島者の多くは、礼文で1〜2

客も増えていますが、今でも団体ツアー

バスツアーが主流でした。最近では個人

000人です。この頃はいわゆる団体の

観光入込のピークは2002年の 万8

方法が今とは違うのですが、これまでの

いまでで、春夏偏重型と言えます。統計

業は観光が最も盛んで、村では観光を基

ので、延べ人泊数は約7万人泊です。産

で来た方は最低3泊しなければいけない

2万7000人になります。仕事や観光

均が年間3000人なので、来島者は約

3万人前後です。このうち島民利用の平

になります。

5泊6日となり、現地では3泊すること

で、行き帰りの船中泊を入れると基本は

れでも未だに東京から船のアクセスのみ

時間半、 時間に短縮されています。そ

丸は3代目で、所要時間は 時間から

結ぶようになりました。今のおがさわら

ました。

宮里 私は座間味村で生まれ育ち、島内
した観光業が二大産業と言えます。
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25

います。 歳で村長選に出て、現在は3

た後に島に戻り、 歳から役場に勤めて

てからはリゾートホテルで2年ほど働い

ています。

果、地域への影響が大きいだろうと思っ

私は今では観光業は水産業より経済的効

とって大切な産業なのは事実です。ただ、

かけが漁業だったので、漁業は島の人に

では一番が観光、次いで漁業、農業とい

は約2100人が暮らしています。産業

す。このうち母島に約500人、父島に

渋谷 小笠原村の人口は2600人弱で

ます。

エールウォッチングがきっかけとなり、

今では、1989年にスタートしたホ

す。

業や漁業に波及効果が出ると捉えていま

軸にして産業振興することによって、農

年までの間はアメリカの統治下に置かれ、

成り立っていました。戦後から1968

太平洋戦争前の小笠原は漁業と農業で

が広く知られるようになり、山や森歩き

息づく固有の動植物による生態系の価値

自然遺産の登録によって認められた陸に

る人が多いのですが、2011年の世界

行っています。小笠原の海に魅力を感じ

エコツーリズムを基軸とした観光振興を

8名です。このうち漁業が651名で、

欧米系の方約130名だけに帰島が許さ

2015年の国勢調査による礼文町の

観光業は試算では762名なので漁業よ

れ、ほとんどが米軍の管理する土地とな

総人口は2773名、就業者数は176

り多く、全体の4割強は観光関連で占め

あります。礼文に行ったことはないです

職員時代は観光には携わっていません

ていると言えます。

が5万6800人ですから、観光業の経

観光の入込数は 万2000人、宿泊数

業の水揚げは 億4500万円でした。

経済面から見ると、2019年度の漁

つようになるのはアクセスが徐々に改善

島づくりが始まりますが、観光が成り立

帰島が始まった1968年から改めて

無人島という状況でした。

は荒廃し、現在人口約500人の母島は

りました。父島では大村･奥村地区以外

関連で働いていることになり、小笠原や

を100人引いたとしても約 %が観光

従事者数は488名で、ここから公務員

宮里 座間味村は座間味島、阿嘉島、慶

のツアーも増えました。

うこともあり、職員の中でも観光のこと
コロナに関しては、疑いのある方がこ

済効果は 億1800万円と試算をして

されてからです。私が学生の時は父島丸

礼文に比べても、観光に頼っている割合

座間味を結ぶフェリーの船員1人が罹患

ろ村の罹患者はゼロです。ただ、本土と

930名です。座間味村の就業人口の

・4%が第三次産業に従事しています。

75

92

が分かっているほうだと思います。
れまでに8例ほど発生し、非常に不安な

います。町の一般会計が毎年 〜 億円

という船で 時間かかっていましたが、
観光客が訪れるのは5月から 月くら

る産業だと考えています。

60

32

11

してしまい、濃厚接触者ということで約

39

14

留間島の3つの有人島があり、人口は約

日々を送りましたが、結果的に今のとこ

で推移している中で、観光は地域を支え

その後はおがさわら丸という船が内地と

国立公園の視察で訪れています。
でしたが、観光はとても重要視していま

が、村長になってから斜里町や羅臼町に

26

す。学生時代にダイビングを始めたとい

う順番です。

期目の最終年にあたります。職員時代に

現在は島民も含めた乗船客数は年間で

24

小笠原に1週間ほど視察で伺ったことが

30

10

歴史上、この島が開かれていったきっ

には高校がないので中学卒業後に沖縄本

19

島に、
大学は福岡に出ました。沖縄に戻っ

24

41

半分の船員が休むことになりました。1

50

10
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コロナ禍で観光地を支え地域を守る
2

多く、夏は家族連れ、9月には学生のダ

は夏です。冬場は学生と高齢者の団体が

くなりましたが、やはり観光客が多いの

をきっかけに2月から4月の来島者も多

えてきたと感じます。

仕事が増え、ここにきてその関係者も増

の世界遺産登録により自然を守るための

素だと思います。もう一つ、2011年

観光が振興されたことが一つの大きな要

できたり、そうした仕事を請け負う研究

例えば行政機関なら環境省の事務所が

イバーが多くなります。秋が少し弱く、
、 月は船便ごとの来島者は300〜

400人程度に落ち込みます。

人増えることになり、その家族も増え

機関ができ、常駐者が増えました。来年

ます。こうした公務員層の影響もあると

は海上保安庁が船を配備し、乗員だけで
光による地域の活性化の取り組みがいっ

寺崎 地方創生の課題として中山間地の

そう盛んになりました。座間味では観光

思います。

人口減少が挙げられ、その対策として観

振興の効果により人口の社会増を果たし
ているということですが、小笠原と礼文
はどうでしょう。
人なので、徐々に

観光に対する
住民のまなざし

くらいまで落ち込みましたが、ここ数年

増え、村で結婚して子供も増えてきまし

移住者が増えたことです。若い人たちが

あいだに同規模の離島自治体に比べると

とができたのは欧米系の方約130名で

に住んでいましたが、戦後すぐに戻るこ

7000人弱の人が父島と母島、硫黄島

渋谷 １９４４年の全島強制疎開 前は

ですね。

には、漁業だけで島の経済が成り立って

たと思います。しかし、一方で漁業の方

川村 コロナ禍の前は、良い関係であっ

るのでしょうか。

光客に対して温かいまなざしを向けてい

寺崎 各島ともに観光が重要なポジショ

は年間で約 万人が訪れています。沖縄

た。これは経済面だけで測れないメリッ

ンを占めていることは共通していますが、

県民が145万人で、そこに観光客が年

減っています。例えば観光で来られて、

間1000万人来ていますが、対人口比

ため4割から4割5分くらいが日帰りの

ないので、日帰りが十分可能です。この

那覇市から キロくらいしか離れてい

ます。

人口減少に歯止めをかけている面があり

す。そういう意味では観光がいい方向で、

移住組で、全体の3割以上を占めていま

なかったという背景もあり、私のような

な基盤を内地に作った旧島民は戻ってこ

を超え、今は2600人弱です。経済的

に1500人、1992年に2000人

73年には1000人を超え1978年

1968年に返還された5年後の19

るようになってきたと思います。

も昔に比べればだいぶ理解していただけ

食べてくれるのが観光客なのですが。で

島で食べ、買い物して、都会に帰っても

ない方もいます。漁業者が獲ったものを

べるのは誰かということを理解されてい

7〜9月に集中しています。この期間に

観光シーズンは夏場に特化しており、

ではどうでしょうか。

大きいという話がありましたが、小笠原

Iターン者が6〜7割を占めていると思
人口の増加は船の変遷と連動しており、

われます。

は日帰り客は7割弱くらいを占めていま

渋谷 ホエールウォッチングを始めたの

す。漁協が昼食を提供する食堂を造った

あり、組合員は150名ぐらいずついま

礼文には漁業協同組合が北と南に2つ

寺崎 座間味島や礼文島では季節波動が

いるという感覚も実はあり、水産物を食

した。

漁師のお嫁さんになる方もいますが、観

〜

15

観光に直接関係のない島民は、観光や観

出生数などが

川村 礼文は自然減が 人くらいあり、
40

光で人口が増えているという感じはない

30

お客さんではないかと思われます。

観光によるメリットは、この 数年の

20

トだと思います。観光従事者だけでなく、

課題です。

11

で考えるとそれをはるかに上回る観光客

観光客は2012年に6万9000人

が非常に大きいと思います。

10

が座間味に訪れています。

上：澄海岬、
下：昆布漁
（写真提供：礼文町）

役場の正職員のうち 数名は県外からの

20

す。秋・冬・春をどう増やしていくかが

20

10

40

20

考え方は優しくなりました。

年

こともあり、ずいぶん観光に対しての
は平年並みかむしろプラスでした。しか

コロナ禍の始まる今年1月から3月まで

たり700人くらいしか来ていません。

ろメッセージを出されましたね。例えば

川村 他の各町村の町長や村長がいろい

ましたか。

ましたか。例えば、入島制限などは考え

たりもしました。

たと聞いたので、電話をかけて聞いてみ

石垣島では観光客に来島自粛要請をされ

〜

前に私も水産関係の部署にいましたが、
し4月になると例年は3000人くらい
だったのが700人に落ちました。この

ルの数字を把握するために事業者にアン

キャンセルになり始めました。キャンセ

渋谷 そもそも漁業者も農業者もI

の視線は温かいです。

8月が1万8700人に対して6800

月が2万4400人に対して5800人、

2万4200人に対して1700人、7

ス含めて500人でした。6月が前年の

になりました。
「 Go To
トラベル」キャ
ンペーンや北海道民向けの「どうみん割」

状況です。

ではわが町はというと、4月 日に島

その頃は観光にあまり目が向かない時
代でした。

団体旅行は2週間前くらいに手仕舞い

も含まれます。

数値には転勤などで動いたビジネスの方

年くら

く、マリンスポーツで働きながら漁獲
ケートをとったところ、6月末時点で宿

月以降の花のシーズンの予約がどんどん

高をあげた若い方が、新規で組合員に

のキャンセルが2万5000人、昼食の

しますが、5月半ばくらいになると、6

なるケースもあります。漁業が専業の

組合員には、ダイビングショップや民

方も数名いますが、その方々も島で魚

キャン セルが 4 4 0 0 食 で、合 計 8 億
4000万円が流出したと試算していま
昨年の5月は1万2300人の観光客

す。

ターン者が比較的多い島で、島内的に

が来ていましたが、今年の5月はビジネ

観光が一番の産業ということは皆さん

前年の5月から8月までの入込客数の

人という数字です。
合計は7万9600人ですが、今年は1

寺崎 コロナ禍では2月頃から観光に

などで若干の盛り上がり感はあるものの、

万4800人と、比べ物にならない数字

影響が出始め、現在に至りますが、皆

月はどんなに頑張っても厳しいという

一番いい時期がこういう状態なので9、

寺崎 コロナ禍の対応はどのようにされ

推移したのでしょうか。まずは入込客

さんのところではこれまでどのように

来島制限をめぐる動向

思っていません。

理解していますので、問題があるとは

基本的には観光に対する村民の皆さん

業としている人はゼロです。ですから

農業をやっている人もいますが、生

観光とは良好な状況だと思います。

を買っていただいているということで、

宿も経営している兼業の方が非常に多

い前からのダイビングですね。漁協の

ら始まったと思います。次は

宮里 観光は1965年頃の海水浴か

30

数から教えてください。

24

25

30

川村 礼文は夏偏重なので、冬は月あ
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1 礼文町観光客入り込み数
表

コロナ禍で観光地を支え地域を守る
2

す。5月はさらに落ち込み2453人が

は十分ではないので6月も来島自粛を継

107名となりました。国の緊急事態宣

続しました。結果、6月も182名の乗

ましたが、とにかく最初から、何とかし

2月初め、おがさわら丸が船の定期検

船数しかなかったです。したがって、

て水際でコロナを防がなければという意

査から戻ってくる時から、まず竹芝での

4、5、6月には、観光客はほとんど来

言は5月に解除されましたが、島の体制

検温体制を村が実施することにしました。

識が強くありました。

その時はまだ来島制限をかけるという話

なかった状況です。

のキャンセルの話をしましたが、この頃

セージを発信しました。先ほど旅行会社

長は「今は来ないでください」というメッ

しくないという声が聞こえ始めた時、町

呼応するように島内関係者からも来てほ

離島町村長のメッセージが広く出始め、

嶼地域への移動を遠慮してほしいという

日に1回の運航しかない中、感染者が発

渋谷 おがさわら丸は 時間かかり、6

う声が島内では強かったのが実際です。

ので4、5月までは来ないでほしいとい

くなりましたが、医療体制の問題がある

消毒されていれば、さほどストレスはな

礼文では今でこそマスクをして、手指を

ようという雰囲気ではなかったでしょう。

だと思います。東京の方も島に行ってみ

昨年が2988人に対し、今

期船の乗船数ですが、3月は

その結果として出ている定

お願いを打ち出しました。

請の少し前に自ら来島自粛の

イミングとしては村からの要

に危険だということから、タ

ままお客様を迎えるのは非常

父島・母島の観光協会もこの

来島自粛要請を出しました。

たので、5月の手仕舞いのタイミングと

ていた頃に町長が来島自粛要請を発信し

島にも迷惑をかける。タイミングを探っ

出ると送り手としての責任が出てくる。

商品としては売りたいけど、感染者が

だけるという約束ができたので、安心し

た。今回はコロナに関しては運んでいた

染症の方は運ばないことになっていまし

隊の応援をいただくのですが、従来は感

ん。また、患者さんの救急搬送には自衛

は島民の行き来も含めていま

439人でした。この数値に

昨年の2385人に対して

した。4月は来島自粛により、

年は2236人に落ち込みま

乗ってしまえば受け入れざるを得ないで

来 島 自 粛 は 強 制 で き な い の で、船 に

はなかったのですが、3月後半に徐々に
島民からも「今のままでいいのか」とい
う声が上がりだし、毎年3月頃に来島す
るにっぽん丸やぱしふぃっく
びいなすといった国内クルー
ズ船のキャンセルが続きまし
た。これにはダイヤモンド・
プリンセスの事例が大きな影
響を及ぼしたと思います。
このような状況を経て4月
6日、国の緊急事態宣言前日

は旅行会社もいつ予約をキャンセルする

生すると医療系の補充はすぐにできませ

に、島民の上京自粛とともに、

のかを迷っていたのだと思います。

上：父島 ジニービーチ、
下：父島 星空観察
（写真提供：小笠原村観光局）

合わさって、一気にキャンセルが出たの

資料提供：小笠原村

1 おがさわら丸 乗客数の動向（2019年/2020年：1月～9月比較）
図

24

22

覚を持たれていた方もいたようです。

より小笠原の方が安全なので」という感

すが、来ている方の中には「都内にいる
%ほどまでにお客さんが減りました。5

指針に従って私たちも動き、対前年比

からは影響が出始めました。4月は国の

運航していました。併せて、島の民宿や

それまでは何らかの制限をかけて、船を

で回復するのは9月になってからです。

うのが、行政に対する評価だったと思い

時には「むしろよくやってくれた」とい

宮里 最初に船を止めるという話をした

それ以外の特2等や2等客室については、

航会社と相談し、個室は定員通りですが、

一番密になりやすいのが船内なので、運

7月に来島自粛要請を解除しました。

び %に落ち込みました。

月は沖縄県独自の緊急事態宣言により再

%、7月には %にまで戻りますが、8

月は対前年比5%ほどです。6月が

たちも店を閉める」と言われ、
ホームペー

宣言したところ、むしろ協力的に「自分

マリンスポーツのオーナーにこの施策を

ん。

私や行政職員の耳には届いてきていませ

ます。反対の方もいたかもしれませんが、

10

ことにしました。例えば1人客とカップ

和室タイプはグループ間を3人分空ける
まず高速船の運航を全便止めました。

まで、私たちは緊急事態宣言を受けて、

4月 日からゴールデンウィーク明け

ることにより観光客の滞留時間を短くす

寺崎 船を間引いたり、発着時間を変え

年並みまでには回復していない状況です。

てきていますが、まだまだお客さんは前

ジや Facebook
で休業を宣言してくださ
いました。8月頃から徐々に通常に戻し

者から元に戻してくれとは言われません

できていましたが、7月頃になると事業

各種給付金があったので、なんとか生活

ブローとして効いてきていますね。国の

コロナ禍による経済的な影響はボディー

が「いつになったら通常に戻るのか」と

ただ、観光関係の従事者が多いので、

ルがいたら、カップルは隣同士ですが、
時頃に出ますが、座間味発を 時に繰

いうような不安の声が聞こえてきたのは

事実です。

るなど、行政が主導して対策を取られて
業者や一般島民の声、行政の対応に対す

いますが、その判断に至るまでの観光事

ゴールデンウィーク明けから徐々に船

と宿を開けるところが増えてきて、6月

6月1日に再び調査したところ、段々

ていないという回答が多かったです。

より開業を遅らせる、あるいはまだ決め

するというところは少数でした。いつも

トをとりました。結果は、普段通り営業

つを予定しているか」といったアンケー

対して「今年の観光客向けの開業日はい

川村 観光協会は4月9日に宿泊業者に

したということですね。

寺崎 礼文島もトップが来島自粛を要請

7月頃からです。

ろうか」という意見に変わってきたのが、

がら「どうすればお客さんを呼べるんだ

しても住民に漏れ伝わります。心配しな

た。個人情報なので流しませんが、どう

くらいを検査するために本島に送りまし

い事例が8〜9例出ています。その半数

コロナの罹患者は出ていませんが、疑

る声の変化はどうだったのでしょうか。

り上げ、日帰りのお客さんが来られない

従来の数字に近づくことになります。正
月はまた制限しますので、お客さんは半
分以下になると想定しています。
宮里 座間味村へのアクセスは高速船と
フェリーの2隻体制です。空路はヘリの
チャーターのみなので、ほぼないと言え
ます。定員200名の高速船が1日2往
復、定員400名のフェリーは1日1往
復が基本で、ゴールデンウィークと7、
それを前提としたお客さんの推移がこ

8月は高速船が3往復になります。
ちらです（図‐2）
。3月までは例年よ

の運航を回復させましたが、例年通りま

ような状況を作りました。

いう形です。これによって本来は800

フェリーは通常、座間味に 時に着いて

30

1人客とカップルの間は3人分空けると

60

人以上の定員ですが、今は400人前後

14

25

で運航しています。
通常の7、8月には一便あたり500
人、600人という数字が出るのですが、
この上限があったので7、8月の来島者
は例年の半分以下となりました。
9月以降は例年だと400人乗れば多
いという感覚なので、 、 月も400
11

人前後の数字で推移するなら、月別では

10

りやや減少という程度ですが、3月中旬
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資料提供：座間味村

2 座間味村入域観光客数
図

コロナ禍で観光地を支え地域を守る
2

ろいろな支援をしたこともありますが、

調整助成金をはじめ町や国、北海道がい

を理由に廃業された方はいません。雇用

るだろうと見ていました。実際、コロナ

たちは、小さな民宿旅館は踏ん張りきれ

らいでいったんだろうなと思います。

コロナを持ち込むのでは」という目が和

見ることによって、
「観光客の方だけが

球の交流試合などで本土に出る姿などを

もしれません。例えば、小学生の子が野

客へも理解を示すようになってきたのか

いことで発症者を1人も出さないという

寺崎 小笠原はかなり厳格に人を入れな

姿勢でしたが、そうした姿勢に対して観

振り返るともう一つ大切なことがあった
島の漁業は季節感がはっきり分かれて

と思います。
います。コンブやウニ、ホッケをとる夏

光産業からはどのような反応がありまし

間ができたのだと思っています。コロナ

ので、トゲトゲしい気持ちが丸くなる時

の人の目が一定程度は漁業に向いていた

もらえない」ということでした。小笠原

援策とセットだ。そうしないと納得して

り、村長と相談したのは「自粛要請は支

渋谷 4月6日に自粛要請を出すにあた

たか。

禍の中の観光に慣れるための時間的な余

の観光、農業、漁業、それぞれの特性に

月まで続きます。5、6月に入ると町

の漁は5月下旬くらいから始まり、9、

裕を漁業によってもらった、これはあり

ます。

お客さんを入れるようにしたと聞いてい

くんですか？」とは言えても、乗せない

フェリーは業法上できないんです。
「行

リーに乗せなければいい」とか。でも、

した。例えば、「熱がある人は行きのフェ

アイデアもいろいろ出していただきま

よね」というくらいです。

いていても、マスクをしていれば「いる

ありました。でも、今は観光客の方が歩

ね」とか「観光客来るの」といった声も

の業種の方から「あの宿に団体が入った

す。最初の頃は、観光協会にも観光以外

肚をくくって営業を始めたのだと思いま

分かってきて、その中で多くの宿の方も

調整基金を崩してでもやろうと考えまし

何も決まらない時に、とにかく村の財政

なら 万円、5人以上は 万円で、最大

2人世帯は 万円、3人は 万円、4人

の差額を出しましょうということです。

月の収入が 万円以下になったら毎月そ

万円の基準を設け、コロナの影響で1カ

で最低保障をしました。一人世帯なら

観光面では「生活支援金」という名称

応じた支援策を真っ先に出しました。

観光協会では事業者の皆さんの不安を

寺崎 町全体で観光を見ているのですね。

そういう中で少しずつコロナについて

がたいと感じました。

聞くための会議も開催しています。ホテ

ということはできない。フェリー会社は

た。報道されていませんが、かなり手厚

避けて食事してもらうなどの対策をして

した。

たらどうするのか」という意見もありま

ルは5月 日、民宿旅館と商店部会は6

い施策だと自負しています。

20

10

万円です。東京都からの補助も含めて

30

10

15

ます。提供部屋数を少なくしたり、密を

月9日、女性部会は6月8日と7月3日

を自粛する傾向にありましたが、夏休み

川村 島外の病院に通っていた方も通院

25

断ります」ということで、実際にそうい

いので、苦しみながらも肚をくくってい

に対して、大きなホテルはスタッフも多

ただ、観光客が来ないという現実問題

れば一定程度は安全という経験をしたり

まり、自分もマスクをして手指消毒をす

冠婚葬祭で出るといった必要な移動が始

寺崎 そうすると観光産業からの不満な

しはかなりありました。

ることになりましたが、それでも持ち出

が出てトータルでいろいろな支援を充て

結果として東京都や国からも交付金等

う掲示をされたところもあります。また

感じられるようになってきたので、観光

やっていたのだと思います。

30
たのだろうと今となっては思います。私

例えば食堂からは「町民以外の来店を

ました。

15

当然のように責任問題として「患者が出

で自分の親類縁者が里帰りする、自分も

当然船員の罹患をすごく気にしていて、

日にはほとんどの宿がオープンしてい

10

町もフェリー会社もおっかなびっくりで

上：座間味島、
下：ガイドとともに行うシュノーケリングも人気
（写真提供：座間味村）

で、最初の頃は随分厳しい意見が出てい

20

24

農業者からは評価されました。

しました。結果として売れ残りがなく、

農業振興策として送料を補助することに

ろが来島者がほとんどいなくなったので

元などで贈ってさばけていました。とこ

も観光客が買って帰ったり、島民がお中

フルーツが最盛期で、市場に出さなくと

農業では、4月から6月はパッション

「補償ではなく支援だ」と議会でもはっ

償しろ」という人もいましたが、村長は

以上戻っていると思います。ただし船の

まだ数字が出ていませんが、確実に5割

期の6割くらいまで戻りました。9月は

もありますが、座間味村は7月に前年同

ない中、船の運航はほぼ通常に戻したの

宮里 沖縄県の状況はまだまだ戻ってい

れを会員に広める形で準備してきました。

小笠原版としてのマニュアルを作り、そ

関係、ガイド関係の方たちが自分たちで

たが、父島・母島の両観光協会では飲食

態ごとにマニュアルや指針が出されまし

渋谷 自粛解除に向けて、6月頃から業

最初のうちは出発前に竹芝港で検体を

8月 日に運用がスタートしました。

東京都、小笠原海運で話し合いが始まり、

7月中旬くらいから村とソフトバンク、

試験的にやってみようということになり、

バンクの社員とおがさわら丸の乗船者に

たようですが、本格事業化の前にソフト

検査することを目指すという報道があっ

ソフトバンクが社会貢献として格安で

できました。

フトバンク関係の検査会社とつながりが

べきだと考え、今協力いただいているソ

都知事が離島での水際対策をしっかりす

は、東京都からの声がけがきっかけです。

渋谷 PCR検査を行うようになったの

いて、詳しく教えてください。

内ではできるようになりましたが結果が

ました。礼文島では当然できないし、稚

のをテレビで見て、すごく羨ましく思い

川村 小笠原がPCR検査を行うという

受けていただけるようお願いしています。

渋谷 そうです。強制ではないのですが、

ね。

PCR検査を受けることができるのです

寺崎 小笠原に行く方は誰もが無料で

を村が負担する形で、役割分担しながら

し、感染拡大を防ぎたいので、検査費用

で、そうした方々をなんとか事前に見出

たくさんいることもわかってきているの

果が出ません。それでも、無症状の方が

や偽陽性などではなく、検体から感染結

前日や前々日に感染した場合は、偽陰性

どはあまりなかったですか。

漁業関係では、底物などの高級魚が、

旅客収入は年間6億円くらいですが、4

とり、船に乗っている間に結果が出ると

出るまでには結構な時間がかかると聞い

いただいたと思います。中には村に「補

きり言いました。

でなく支援もするということで、多少な

いると思います。人の往来を閉めるだけ

などがあり、それでやりくりしてくれて

それ以外にも国や東京都からの給付金

た、それ以上に行政が果たす役割は何か

なりのルールを作ってやっています。ま

は検温をしていただいたり、宿でもそれ

と考えています。日々、船員の皆さんに

う、安心して迎える環境づくりが必要だ

て行きたいと思える座間味村にできるよ

実に早いと踏んでいますが、より安心し

観光客の戻りは沖縄県全体に比べて確

方法にしました。前日あるいは前々日に

日に竹芝まで検体を持ってきていただく

液を採取してもらい、前日あるいは前々

ていただくようにするために、自分で唾

9月からは検査の結果が出てから乗っ

かりました。

という課題があり、実施方法の壁にぶつ

するのか、濃厚接触者を誰が見出すのか

話し合いの時から船内で発症したらどう

渋谷 PCR検査は村が積極的に動いた

りがたかったです。

持ちました。実情を知ることができてあ

いう人がやはりいるのか、という感想を

と感じました。そもそも受けたくないと

て、やればやったでいろんな課題がある

と思っていましたが、小笠原の話を聞い

両でも造って、受けさせてくれないかな

国か北海道が、PCR検査用の移動車

ています。

観光の再開に向けて

内地の料亭などの需要がなくなったので、

〜7月の4ヶ月で対前年比1億4000

いう方法で3回ほどやりました。当初の

渋谷 そうですね、多くの方は納得して

漁協が漁師から差し引く送料や氷代に対

万円減と聞いています。

りとも不満は出なかったのではないかと

と模索しています。

東京まで出てこられない方々もいますし、

というより、そういう話が唐突に来たと

進めているところです。

して、父島に2000万円、母島に10

思います。

明日から私も石垣島や竹富島に取り組

そもそも受けたくないという方も当初か

いうのが実際のところです。ソフトバン

00万円の補助を行いました。

しか乗っていなくても週1回の運行を続

み事例を勉強しに行く予定です。アプリ

らいたので、今のところ7割くらいの方

クは1件2000円で自治体・企業向け

都が赤字補填をしています。

です。生活物資も運ぶので、 人、 人

いちばん影響が大きかったのは船会社

けてもらいました。離島航路として東京

やウェブなどのデジタルを活用して、安

が検査を受けていることになります。

11

心安全を提供できる仕組みを作らなけれ

20

う時に、本当に大丈夫なのかという声が

検査を行っています。この取り組みにつ

寺崎 小笠原では来島者に対してPCR

ばいけないという話をしています。

リーニングの限界もあります。そもそも

が出ないというようなPCR検査のスク

さらに、感染して4日経たないと結果

れたらよいと思います。

クリーニングをしたい時にはぜひ活用さ

にPCR検査を始めたので、こういうス

7月からいよいよ自粛を解除するとい

10

多かったので、先ほどお話ししたように
船の定員を制限しました。

第247号 November 2020

25

コロナ禍で観光地を支え地域を守る
2

いうスタンスです。

それでもやらないよりやった方がいいと

果が出ないというハードルがあります。

日や前々日に感染した場合はそもそも結

えれば多少安心ですが、検体を出した前

陰性という結果を持って島に来てもら

ち込みます。

今回のコロナのように望まないものも持

の交流なので良いものも持ち込みますが、

要があると改めて思いました。観光は人

のかということをしっかり考えていく必

わが町にとってどれだけマイナスになる

メインですが、そうは言っても国内の経

いる部分があり、漁業は市場に出すのが

です。農業関係も結局は観光客に頼って

渋谷 小笠原の主たる産業の一つが観光

向いていくしかないかなと考えています。

の影響が起きています。とにかく、前を

つ売れるのかというような事から漁業へ

他の産業を立ち上げながら座間味の経済

なかったとしても別の産業へのシフトや、

のが今回のコロナ禍でした。コロナ禍が

手の問題などで非常に難しい中、起きた

年感じていました。しかし農地面積や人

期的スパンで伸ばしたいと私もこの十数

していく上で一次産業も必要であり、長

いう話を聞き、改めて離島は難しい問題

す検体を大阪でも可能にできないか」と

大阪に住んでいる方なので、
「竹芝にだ

にしています」というお話でした。ただ、

週間後に小笠原に行くのでとても楽しみ

客様にご挨拶させていただいた時、
「2

間違いなく、観光はわが町にとって大

課として町長に届けようと考えていると

いかという意向を聞き、その結果を担当

てウェルカムキャンペーンをした方がい

きたことへの評価と、来シーズンに向け

とっています。そこでは我が町がやって

る105施設、 事業者にアンケートを

会でコロナの影響を受けていると思われ

きかということを考えるために、観光協

では、これから我々はどこに向かうべ

乗ってこないなら、適正だから受け入れ

いう人もいれば、
「最大で400人しか

島 内 で も、
「 Go To
トラベルキャン
ペーンを本当に受けちゃっていいの」と

入れていく、やれることをやっていく。

いった考えはなく、今できるなかで受け

小笠原として今後はこうしたらいいと

内のコロナ対応がどうなっていくのか。

我々がどうするかという以上に、日本国

で す か ら、今 日 集 ま っ て い る 離 島 の

同じで、成り立たないわけです。

済が回り始めないと、今のコンブの話と

から移住して子どもたちを産み育て、人

観光があったからこそ、若い人が県外

切だと思っています。

観光をしっかり立て直していくことが大

改めてそうしたことに取り組みながら、

題にはこれまでも取り組んできましたが、

だと思います。

工業者の皆さんとの連携の中でやること

かりと観光を下支えする取り組みを、商

います。ですからここは、
行政としてしっ

を立て直すことは容易ではないと思って

宮里 先日、座間味村のリピーターのお

をいろいろ抱えていると感じました。

きいけれど、生活する者としてはコロナ

よう」という人もいます。コロナや観光

来ていただければ本当にありがたいので

ンや特効薬ができるだろうという希望を

いますが、問題は来年以降です。ワクチ

国からも北海道からも支援をいただいて

りきっていません。

うしたらいいかという考えはまだまとま

があると感じています。その中で私はど

に対する考え方は島内でも大きな温度差

行うことが第一だと考えています。職員

かり担うことができるよう、地域振興を

作りましたので、これからもそこをしっ

口減少に歯止めがかかったという実績を

安全安心を担保できるような形を作り、

持続可能性や「量より質」といった課

すが、来島者にいろんな負担を強いてし

が入ってくるのは嫌だ、でも生活するた

持つしかないと思いつつ、しかし、一方

ころです。

まう、マイナスイメージにならないかと

めのお金をどこに見つけるのか。今年は

迎え入れる側としては、そういう形で

気がかりです。

寺崎 地域活性化に向けて観光振興への

コロナ禍を経た観光の今後
取り組みがいっそう盛んになってきまし

も頑張っていますので、他の離島から見

域づくりをしていきたいと思います。

ても、
「座間味村のようなことをすれば
経済界には相当な不安がくすぶっている

宮里 沖縄県全体で言うと、農漁業もあ

ことをよく聞いています。そうしたこと

ではそれだけでがむしゃらに進むのは危

関係の一番深い漁業に改めて目を向け

も踏まえ、座間味村としてどう政治的な

険もあるので、まずは関係者の皆さんの

ると、総じて今回のコロナ禍は漁価安を

動きをしていくかは大きなテーマだと

た。一方でコロナ禍によって外部者の来

より、観光振興への取り組み方は変わる

招いています。今、ちょうどコンブの出

経済が持ち直せる」と言われるような地

のでしょうか。地域の産業における観光

荷時期ですが、消費地ではあまり消費は

思っています。

りますが観光に経済を頼る部分が大きく、

のポジションを変えるようなことはある

動いていません。うちのコンブは出汁用

県独自の施策をいろいろ行っていますが、

のでしょうか。

なので、料亭が開かないと消費されない

考えを知りたいと思っています。

川村 今回の座談会に向けて、改めて観

訪にはリスクが伴うことに直面しました。

光についていろいろ調べました。その中

のです。それが何千束も倉庫にあり、い

リーディング産業でしたが、行政運営を

コロナ禍の前から座間味村では観光が

川村 わが町は団体旅行によって都会並

き、学んだことについてお話しください。

寺崎 最後に、コロナ禍の現場での気づ

コロナ禍で学んだこと

では、観光の灯が細くなっていくことが、

より具体的な観光の弊害が見えたことに

96
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していたのが来年以降は半減するかもし

たけれど、各宿でこれまで100人宿泊

とになりました。きっかけは良くなかっ

速的に今すぐやらないとだめだというこ

ばいけなかったのですが、コロナ禍で加

個人化への対応はいつかはやらなけれ

は衰退すると言われるようになりました。

なり、 Wi-Fi
も飛んでいます。ところが、
日本全体の流れとして、団体の旅行形態

た。フェリーも大きくなり、道路もよく

みのたくさんのインフラを手に入れまし

強調したいと思っています。

持つ形で、協働していこうということを

ターンはあるかもしれないという希望を

は思っています。頑張ったらその分のリ

トナーやチームを組んでいくべきだと私

ら、
先ずは頑張る人、
頑張る事業者とパー

幅広い支援や投資はできないでしょうか

思います。しかし、来年は今年のように

て不公平なく」という大前提があったと

事業を行う時には「すべての町民に対し

の町ではおそらくこれまで税金を投じた

けれど、今はそれが全然できない。それ

懸命、日本は外国人を招こうとしていた

すし、海外からも観光客は来ない。一生

るからです。今、海外旅行はできないで

関してまだ見えないところがいっぱいあ

ません」と先ほど言ったのは、コロナに

ていくかということはまだまとまってい

そういう中で、
「観光とどう付き合っ

日にかけて続いています。

情報を出せ」といった声が、先週から今

が「個人名はいいけど、もっといろいろ

代と性別くらいしか公表しませんでした

形で観光振興していくのかは、これから

新たな魅力づくりも含め、どのような

考えです。

況を1日も早く作りたいというのが私の

光客の皆さんに喜んで来ていただける状

行い、民間事業者と連携することで、観

中ですが、行政でできることをしっかり

どういったことができるのかはまだ模索

りをすることがとても大切だと思います。

方々が、1日も早く笑顔で会える環境作

ですから、我慢していただいた双方の

はないのですが、心苦しくもありました。

お示しして、観光事業者の皆さんと一緒

意識だけでなく、具体的なプログラムを

ない。単に観光の灯を細くしないという

ていく方向に向いていただかないといけ

など、いろいろやりながら経済活動をし

などを組み入れた新しい島での楽しみ方

る。例えば今流行りのドローンや自転車

定した時に、それだけでは経済が細くな

でも、観光入込み客数が半分になると想

を食べ、少し歩くというのが定番でした。

これまで礼文島の観光は花を見てウニ

ているのだと思います。

ジンとしての使命をわが町の観光は負っ

に向かっていくためのスターターやエン

くさんしていただきたい。そういう方向

ければ多少は安心といった知識がだんだ

行い、無症状の方もいるとか、三密を避

というイメージから始まって来島自粛を

たいと思います。とんでもない感染症だ

島という立場から、情報について話をし

渋谷 私はついこの間、感染者を出した

けない年になると認識しています。

な部分でチャレンジしていかなければい

化するかもしれませんが、来年はいろん

れには努力が必要で、事業者の業態も変

いてくれるかもしれないと思います。そ

前に進むことで、望む未来がこっちを向

はあり得ないので、知恵を出して果敢に

なくても国や北海道が助けてくれること

思っています。だからといって、何もし

成の中では大切な役割を持つ地域だと

礼文は有人国境離島で、国土保全・形

ルを通じて「行きたいけど我慢します」

そして小さな島なので、いろいろなツー

で、店の営業を止めていただいた方々、

ました。観光客が来ないと大変という中

リピーターの観光客の我慢も非常に感じ

そして、
地域の皆さんの我慢と、
ヘビー

番頑張ったのは村の職員だと思います。

いろいろな判断をしました。その中で一

間味村では最終的に私が船を止めたり、

な考え方を踏まえて沖縄県が判断し、座

宮里 今回のコロナ禍では、国の基本的

確たるものが見えていない状況です。

す。しかし、ではどうしていくか、まだ

んとか観光でつなげていきたいと思いま

情報を収集しながら、小笠原の経済をな

すが、現場を担う者としては、いろんな

年間3万人ほどしか来ない小さな島で

がどう変わっていくのかみえてこない。

もありがとうございました。

にとって重要な学びとなりました。どう

を実感することができました。これが私

て伸ばしていくかという実情にあること

やってそれを支え、一次産業などを含め

それを今更否定して云々ではなく、どう

の中でとても重要なポジションにあり、

話を聞くことによって、観光は地域社会

常に悲観的になります。今日は現場のお

考え、特に今回のようなことがあると非

役立っているだろうかということをよく

ので、逆説的に観光は地域の中で本当に

寺崎 私はずっと観光の仕事をしている

張っていきたいと思います。

座間味村になれるよう、これからも頑

中でさらに魅力を作り、より安心安全な

策をする世の中になりましたので、その

す。全国民が当たり前のように感染症対

の私たちの大きなテーマになると思いま

れない中、来られた方には経済活動をた

に進めることになると思います。

ん広がってきて、結果として7月の来島

というヘビーリピーターの方々の声が、

進める上で、公務員の私が言うべきこ

自粛解除につながっていきました。

大きな責任を持って行動されていたかと

に参加をするとき、時にはリスクを負い、

観光事業者などの所謂受益者が取り組み

皆さんで、今回も感染者が出た時に、年

討しました。特に不安に思うのは島民の

療ができるのか、対応ができるのかを検

その間、村の医療関係者もどういう診

非常に感謝しつつ、私たちが悪いわけで

声を聞いた時、この2つの我慢に対して

どんどん入ってくるんですね。そうした

とではないかもしれませんが、これまで

いうと、少し疑問を感じています。多く
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コロナ禍で観光地を支え地域を守る
2

座談会 …開催日：2020年9月 日

北海道、
コロナ禍 の克服 と
インバウンド再興へのシナリオ
29

コロナ禍の北海道観光を
どうみるか
塩谷 「観光文化」
では、コロナ禍の今、全
国の観光地がどんな状況なのかを取材し
ています。
何といっても北海道は一大デ
重要です。
まず、北海道観光の旅行市場の

スティネーションですので、その動向は
現況を、小磯先生にマクロの視点からお
話を伺えますか。
小磯 北海道にとって今回のコロナ危機
インバウンドを中心とする外からの観光

の大きな問題点は、最近の北海道経済が、

道のGDPが 兆4301億円（2017
年度）ですから、かなり大きい。
その観光
消費のうち ％が海外からのインバウン

では、 ％という国内消費を、様々なコロ

まった。
今後インバウンドが回復するま

ドによるものでしたが、これが消えてし

28

コーディネーター

塩谷英生

（公益財団法人日本交通公社
理事・観光経済研究部長）

柿島あかね

編集協力・写真

（公益財団法人日本交通公社
観光経済研究部
地域活性化室 主任研究員）

です。
結構厳しい見方もあるのですが、ほ

佐道眞左

※1

日 に 道 内の 移 動 制 限の 解 除 が あ

の観光事業者を支えていく需要喚起策に

要をうまく引き出していくことが、当面

非常に大きいものがありました。
道内需

の独自の政策が打ち出され、その反響は

り、7月には
「どうみん割」という北海道

6月

かなりの制約があった4〜6月ですが、

特に厳しかったのは、道内の移動にも

はまだあるとも言えます。

イなどに比べれば、国内からの域内需要

とんど域外の観光消費に頼っているハワ

く、これが北海道にとっての大事な戦略

軸の中でより効率的に需要を高めてい

ナの感染症対策を行いながら、長い時間

72

19

消費によって支えられてきたということ
です。
そのタイミングで今回のコロナの
危機が来て、特にインバウンド消費がま
ったく途絶えてしまい、なおかつ当面見
通しが大変厳しい。
コロナ直前の北海道
における観光消費の実態を見てみると、
年間1兆5000億円くらいです。
北海

19

インバウンドの先行きはまだ見えない。だが、
来るべき旅行志向の変化に対応する戦略は見えている。
観光地としての北海道の伸びしろは大きい。

3

28

経済を支える観光需要をしっかりと支え

で、国内需要回復の戦略に沿って、北海道

が緩和され、特に 月から東京の Go To
トラベルキャンペーンが解 禁になる中

なったわけです。
その後、国内の移動制限

いていると思います。

をしていくといった場面が減ったのも響

ので、出張に来られた方が飲食や買い物

ふうに見ています。
また、観光だけではな

すい大規模施設ほど影響が大きいという

新型コロナウイルス感染症の拡大がこ
べ宿泊者数は1999年が最初のピーク

北海道の観光需要を統計で見ると、延

くて出張需要もなくなってしまいました

ていくことが重要です。
れだけ長期的に続いてくると、観光事業
2000年代になると、生産年齢人口の

で 年 間 3 6 0 0 万 人 く ら い で し た。
減少などもあり2011年まで減少基調

者、交通事業者は体力的に疲弊してきて
トして、観光産業を支えていく、事業者が
できて、2割くらい減った。
そのため観光

います。
そこは政策的にしっかりサポー
活動できる体力をしっかり維持していく
という、ソフト面も含めたインフラを守
融政策の支援、事業支援、それから観光需

ることが大切です。
今進められている金
要の喚起に向けた政策を息長く続けてい
く必要があるのではないかと思います。
塩谷 小林さんは、今の北海道の観光産
業の 状 況 を、日 本 政 策 投 資 銀 行（以 下
る視点から、どんなふうにご覧になって

「DBJ」
）という金融機関にいらっしゃ

小林 今、小磯先生からもお話しのあっ

いるのでしょうか。
たとおり、どうみん割や Go To
トラベル
キャンペーンの効果もあって、小規模、高
級路線のホテルや旅館などは比較的堅調
客向けの飲食物販、
空港・鉄道・バス・タ

な一方で、大規模なホテル・旅館や、観光
クシーなどの運輸は非常に今厳しい状況

小磯修二
Shuji Koiso

小林賢弘

こいそ・しゅうじ●公益社団法人北海道観光振
興機構会長、
北海道大学公共政策大学院客員教
授、地域研究工房代表理事。
京都大学法学部卒
業。
旧国土庁、北海道開発庁（現・国土交通省）
を 経 て、1 9 9 9 年 に 釧 路 公 立 大 学 教 授、
2008年から同大学長。
2012年に北海道
大学公共政策大学院特任教授。
地域政策研究の
分野において、
実践的な研究プロジェクトを数多
く実施。
中央アジア地域などで国際協力活動に
も従事。
専門は地域開発政策。
公職として国土
審議会専門委員、北海道観光審議会会長、北海
道史編さん委員長など。
主な著書は『地方の論
理』
（岩波新書）
、
『地方創生を超えて』
（岩波書
店）
、
『地方が輝くために』（柏艪舎）
、
『コモンズ地
域の再生と創造』（北海道大学出版会）
、
『地域と
ともに生きる建設業』（中西出版）
など。

事業者のみなさんは非常に厳しい経営状

たものを目的に北海道観光に来られてい

にも雪景色とかスキー場とか、そういっ

Takahiro Kobayashi

況だったのですが、2012年以降、国の

たので、事業者としては非常に都合良く

こばやし・たかひろ●株式会社日本政策投資
銀行北海道支店次長。
北海道生まれ。
1996
年4月入行、審査部課長、地域企画部課長等を
経て、2019年4月より現職。
地域企画部在
籍時に観光分野の調査を担当し、2012年
Webアンケート調査「訪日外国人旅行者の意
向調査」を企画・実施。
2013年「地域のビジ
ネスとして発展するインバウンド観光ー日本型
DMOによる『マーケティング』と『観光品質向
上』
に向けてー」
を発表し、日本独自のDMO創
設を提言。
2020年スキー検定1級取得。

ビザの免除や、免税の拡充、円安の影響な

3月以 降ゼロになってしまいましたの

繁閑差を埋める存在で、安定的な経営に

で、国内の生産年齢人口減少のような古

寄与してきた。
そのインバウンドがこの

くて新しい課題に改めて直面しているの

をして、2017年には1999年の宿
年ぐらいの出来事でした。
また、インバウ

泊者数をも超えてきたというのがこの

が現状かなと思っております。

どもあり、インバウンド客が大幅に増加

めただけでなく、国内客の閑散期の冬場

ンドの観光客は単に国内客の減少分を埋

20

ではないかと思っております。
コロナ禍
る印象がありまして、集客の構造が団体

の影響は規模や業態によって差が出てい
旅行やインバウンドなどリードタイムの

出典：
「DBJ・JTBF アジア・欧米豪 北海道観光に関する訪日外国人旅行者の意識調査
（2020年度新型コロナウイルス影
響度 特別調査）
（日本政策投資銀行）
」

10

長い商品が多かったり、
「三密」になりや
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1 北海道のインバウンド宿泊延べ数推移（2002年度～2019年度）
図
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策支援で対策を講じていますが、観光消

比べて減少しています。
政府の多くの政

5000億円近い観光消費がコロナ前に

です が、1月から6月 まででだいたい

度減少したのかというと、大まかな試算

たが、それが今回のコロナ危機でどの程

いたい1兆5000億円と申し上げまし

小磯 先ほど北海道の観光収入が年間だ

年間に失われた期待収益は大きくて、キ

立つというものでもありません。
この半

く、コロナが収まったら倍の売り上げが

業というのは在庫を持てるわけでもな

間を買っているとも言えます。
サービス

向けた新たな取り組みを始めるまでの時

て、ウィズコロナ・ポストコロナ時代に

で、観光事業者にとっては、借入金によっ

れらはあくまで資金繰り支援の融資なの

復に期待がかかります。
お二人は、どうみ

占めているわけですから、国内需要の回

トラベルキャンペーンで東京が解禁
To
になると、国内市場の2割近くを東京が

す」と話していました。 月に入って

も「こんなに混んでいるのは久しぶりで

込んでいて、キャビンアテンダントさん

塩谷 新千歳に来るまでの飛行機は結構

発的にといいますか、瞬間蒸発的にどう

小林 実際どうみん割が始まってから爆

どうみん割と
北海道の魅力再発見

費の減少が地域の経済に与える影響は、
うと思っています。

ャパシティ以上のV字回復は難しいだろ

Go

も大変大きなものだというのが分かりま

こういうマクロなフレームの数字で見て

塩谷 私の試算では、地域経済
（県内総生

ても労働集約型のビジネスなので、ニュ

ートワークが進んでも、観光業はどうし

く、当初事業者の中からは少し額が小さ

小磯 どうみん割は即日完売の施設も多

すか。

と思います。

う気持ちは結構根強くあるのではないか

本州の方も、北海道旅行に行きたいとい

ありました。
道民もそうですし、 Go To
トラベルキャンペーンが始まってからは

みん割の予約枠がなくなるような施設も

産）に占める観光消費の規模は沖縄で何

宅勤務にもなかなか対応しがたい業種で

ーノーマルとも言われるテレワークや在

いという声がありましたが、その後、国の

トラベルキャンペーンの
Go To
効果についてどう捉えていらっしゃいま

ん割や

といっても1位で ％くらいあります。

す。
正規社員の方には雇用調整助成金な

それから、これだけテレワークやリモ

以下に、山梨県、京都府、長野県がはさま

ども使いながら、皆さん必死に雇用を支

資や、当行独自の地域緊急対策プログラ

政府の指定金融機関としての危機対応融

小林 このコロナ危機以降、私どもでは、

れますね。

コロナ禍における経営への影響が心配さ

られるような状況にあったわけで、この

推移する中で、客室稼働率の伸びが抑え

塩谷 特にここ数年設備投資が高水準で

が大きいですね。

小磯 観光業の割合が高い地域への影響

になっています。

あった課題が複合的に組み合わさってく

手不足や後継者難というこれまでも長く

小林 この先も厳しい収益が続いて、人

断には少し気を付けないといけません。

と異なる環境下では、今の経済状況の判

て支えられている。
一方で、こうした従来

ば1・6倍という日本の財政規模によっ

を持つことが必要です。
昨年度に比べれ

手厚い財政支援がある状況だという認識

小磯 雇用調整も含めて今は国のかなり

いています。

員の方々の雇用継続は容易ではないと聞

えていらっしゃいますが、臨時・派遣職

る側も、受け入れる旅行事業者の側も、感

が起こっています。
大事なことは、旅行す

る批判も含めて、国のなかで様々な議論

小磯 そこで需要喚起策そのものに対す

塩谷 特に東京でしたが。

れることです。

題は再び感染拡大が8月くらいから見ら

形でこれまではつながってきている。
問

起策はうまく国内の観光需要を引き出す

なり前倒しになりました。
政府の需要喚

当初8月以降と言われていましたが、か

づけでした。
キャンペーンのスタートは

があるわけではないですが、転勤族は離

の頃あまり道内旅行はしなかった。
数字

小林 私も北海道の出身ですが、子ども

ージもありますよね。

な層、中流以上の層が分厚いというイメ

塩谷 北海道の場合は道央にかなり富裕

なったと思います。

う再発見につながる、そういう機会にも

に魅力のあるところがあったんだ」とい

状況のなかで改めて「北海道にはこんな

道民も多かった。
それが海外に行けない

す。
旅行するとなると海外に行くという

るということがこれまで少なかったので

能性もあります。

した対策を取りながら旅行需要を高めて

染症に向き合って密を避け、しっかりと

阿寒に行ってみたり、すごくいろいろま

島に行ってみたり、知床に行ってみたり、

わるんですよね。
これまで地元の人はそ

ると、業界再編などの動きにつながる可

いく、ここを目指していくことでしょう。

大限の努力をされています。
また、北海道
り事業者を支援しております。
しかし、こ

庁も国準拠ないしは道独自での融資によ

※2

し、他の金融機関も資金繰り支援には最

小磯 意外に北海道民は、道内を旅行す

％くらいが道内総生産に占める観光消費

っていますが、北海道も第5位と高く、8

トラベルキャンペーンが控えて
Go To
いたので、それまでのつなぎという位置

す。

10

ム などで資金繰り支援をしております

20

30

ったので、今回は確かに地元に目を向け

れほど道内各地へ足を延ばすことがなか
小磯 全般的にどうみん割や
ト
Go To
ラベルキャンペーンで、普段行かない高

ですが。

かっても、スキー学習など教育旅行の需

合いがあります。
今後冬場の閑散期に向

らいの予算規模ですが、予想以上の引き

なくて、地元の不動産会社などにも呼び

は、従来の観光事業者だけの枠組みでは

先ほどの釧路の長期滞在への取り組みで

ます。
級なところにこの機会に行ってみようと

とか続けていきたいと思います。

要喚起に向けて、こうした取り組みは何

ある程度長期、そこで生活者として滞在

かけて、幅広い情報を自治体が集約して、

るひとつの良いきっかけになったと思い
塩谷 地域ごとに見ていくと例えば釧路

できるような安定的な仕組みづくりに向

かない。
また、その地域への行きやすさ、

いう傾向はみられます。
これは、消費を高

例えばワーケーションという形で行けば

けた議論がなされています。
個別の事業

ーターをどれだけ持っているのかという

格安の航空料金でそこに行けるとか、地

小林 私の印象だと、コロナ禍以降に何

ところで、非常に大きな差が出ているよ

元の交通機関は格安で使えるよ、といっ

かを始めたというよりも、コロナ危機の

そうした中、北海道観光振興機構は教

うに思います。
一朝一夕では埋めがたい

たトータルな受け入れの仕組みが必要で

める戦略として私は悪くないと思います。

育旅行支援に力を入れています。
当面、コ

ほどにこれまで積み重ねてきたものが大

しょう。
そういう議論は、実はこれからの

のある道東エリアなどは、道内旅行が増

で、釧路地域というのは結構高い伸びを
ロナ感染拡大で、修学旅行そのものに行

きいなと。
もともと安定したリピーター

えているのでしょうか。

示しています。
もともと釧路は長期滞在
けなくなりましたが、何とか復活させよ

や顧客基盤のあるところは地元の方を中

者だけの取り組みだとなかなかうまくい

など特色ある形の取り組みを進めてきて
うという動きがあります。
北海道の修学

北海道の観光戦略にとってすごく重要な

前からブランド力とか顧客基盤とかリピ

いたので、そうした下地があって国内の

旅行はできる限り道内で、道外からの修

心にすぐ予約も戻ってきています。

ただ事業者によって格差が生じる面もあ

需要を取り込めているように見受けられ

学旅行についても比較的安心な北海道へ

ります。

ますね。

行こうという形で、教育旅行の需要喚起

小磯 夏頃までの旅行需要の高まりの中

塩谷 ほかにこのコロナ禍でも堅調な地

経済活動という観点で見て、コロナ禍

していくことが大切だと思います。

ことなので、この機会にしっかりと提示

域はありますか。
こうした旅行形態、宿泊

施策を進めています。
感染症対策に必要

シフトする傾向があります。
教育旅行支

メリットが大きいので、価格帯が上方に

トラベルキャンペーンや「どう
Go To
みん割」
では、より高いところに泊まると

が多い。

が、これは関心が非常に高くて引き合い

て支援しています。
夏から始めたのです

て、北海道庁の予算ですが、事業者に対し

確保するといった場合、その増分につい

か、部屋もこれまでの 室から倍の 室

る時にこれまでの 台から 台にすると

めていく期待される取り組みです。
ただ

うまく観光地、リゾート地として受け止

げていくもので、働き方の変化の動きを

ケーションは、これまでの観光需要を広

小磯 今、大きな議論となっているワー

誤がされています。

ョンへの取り組みなど、いろんな試行錯

を検討してみたり、あるいはワーケーシ

めたり、交通機関であれば貨客混載輸送

小林 飲食店であればテイクアウトを始

た動きはあるのでしょうか。

分を異業種に参入する形で埋めるといっ

塩谷 宿泊業でお客さんが減っている部

もらう、
そこに住んでもらう、
そこで仕事

のは色々な人たちを対象に、そこに来て

変化を予想すると、観光地の戦略という

小磯 そういう観点でこれからの時代の

というところですね。

塩谷 北海道の環境の良さが強みになる

ンスです。

とができるならば、地方にとってはチャ

自分が生活をし、働く場所を別に選ぶこ

仕事したい場所は東京であったとしても、

ないとだめ。
でも、働き方の変化によって、

社で、
本社が東京にあるから、
東京に住ま

に勤めたいということになると東京の会

化かもしれません。
これまでは、いい会社

による大きな変化のひとつは働き方の変

援策の大事なところは、その恩恵を被ら

し 具 体 化 ま でに は 時 間 も か か るで しょ

をしてもらうという、そういう選択肢を

ワーケーション、
空港民営化の展望

施設が増えているといったことでもいい

な交通費や宿泊費を補填するものです。

ない旅館であるとか、経営環境が厳しい

う。

20

例えば密を避けるためにバスを借り上げ

バス事業者への支援にもつながるという
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点です。
今回スタートしたのが 億円く
11

10

10

20

たのです。
これは画期的なことで、オーナ

アが今年の7月に本社をニセコ町に移し

もよく行っていたのですが、そのルピシ

ストランやティールームもあるので、私

ニセコのヒラフにお店があり、素敵なレ

官山にあった茶類販売大手の企業です。

象徴的なのはルピシアという渋谷区代

展につながると思います。

のが、地域の経済を支える観光産業の発

をしっかりと受け止めた観光政策という

の変化によって出てきている。
この流れ

る動きが、このコロナ禍における働き方

中していた様々なビジネス機能が分散す

いう、一番これが大事です。
東京に一極集

心感、それが結果的に移転につながると

観光との関わりで知った地域である安

置く意味が本当にあるのかと思い至った

ーの方がたまたまニセコに観光で来て、
塩谷 今北海道では7つの空港の民営化

ということでしょう。

そこが魅力的な観光地なので自分のお店
も進められています。
新千歳、函館、旭川、

与えられるような観光地づくりを進める

も出して、というようなつながりがあっ

必要があります。

たところへ、このコロナの問題で、オンラ

内の各地域の拠点になる7つの空港を一

なりました。
ただ長い目で見れば、北海道

問題で結果的に非常に残念なスタートに

スタートの年だったのですが、コロナの

括して民間委託して運営していくという

小磯 北海道はちょうど今年7空港を一

帯広、
釧路、
女満別、
そして稚内ですね。
出典：
「DBJ・JTBF アジア・欧米豪 北海道観光に関する訪日外国人旅行者の意識調査（2020年度新型コロ
ナウイルス影響度 特別調査）
（
」日本政策投資銀行）

特別調

であれ、やはりその地域の魅力を高めて

とが目的なわけで、ビジネスであれ、観光

が目的ではなく空港のある地域に来るこ

ます。
空港を利用する人は、空港に来るの

携して進めましょうと話し合いをしてい

ある北海道エアポートと、観光政策は連

観光振興機構は7空港の民間運営会社で

観光戦略の目的と一緒ですから、北海道

拡大していくわけです。
まさに北海道の

数を増やしていけば北海道の観光消費も

で空港を活性化していき、空港の乗降客

海道全域で周遊観光流動を創出すること

ウエイ機能を7空港に分散・拡大し、北

ます。
北海道エアポートでは、国際ゲート

も出資をしていますし、人も派遣してい

小林 北海道エアポートは私どもDBJ

化も進めていく必要がありますね。

すね。
その上で、今は難しいですが、国際

ての魅力を集積させていくということで

塩谷 空港事業を核として、エリアとし

必要があります。

トータルな魅力で乗降客を増やしていく

食の提供がすばらしいといった、そんな

外国人旅行者の意向調査」
は、実は小林さ

「DBJ・JTBFアジア・欧米豪訪日

もとDBJとの共同調査である

入らせていただきたいと思います。
私ど

塩谷 このあたりでインバウントの話に

数も、
消費も増えていきます。

広域周遊観光がより進展すれば、滞在日

て女満別や函館もまわっていくといった

インバウンド、
個の観光へのシフトと
アドベンチャートラベル

いく必要があります。
そのためにも、そこ

を掲げています。
例えば新千歳から入っ

出典：
「DBJ・JTBF アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意識調査
（2020年度新型コロナウイルス影響度
査）
（
」
（株）
日本政策投資銀行、
（公財）法人日本交通公社）

での移動が快適であり、そこでの滞在や

括して民間が運営し、民の発想と機動力

3 新型コロナ終息後に観光旅行したい国・地域
図

インで仕事ができる時代に東京に本社を

2 北海道入国空港×出国空港内訳（2018年すべての期間 全目的）
図
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今後半年間で実施するレジャーについて

で、結構ポジティブな意見が出ています。

る手前の、明るい兆しがある中だったの

界的にロックダウンが終わり第2波が来

柿島 調査を行ったのは今年6月で、世

員からポイントだけ説明願います。

りました。
調査にあたった柿島主任研究

ディアで取り上げられて大変な反響があ

査の結果をリリースしまして、多くのメ

した。
今年8月には、新型コロナ影響度調

で、私も初期の頃から協力させて頂きま

んが立ち上げに尽力された調査でもあり

は、どの国・地域の人もやはり清潔さ
（図

行のなかでいちばん気にしていること

とを確認しています。
コロナ収束後の旅

コロナ禍においても十分にあるというこ

ており、日本の潜在的な需要というのは

地域のほとんどの国で日本が1位になっ

に行きたい国では、調査対象国 カ国・

ことを確認しました。
一方で収束した後

割くらいで、かなり厳しい状況だという

外旅行に今年中に行きたいという人は2

り、どの国の人もあまり変わりません。
海

いで国内旅行、海外旅行の順となってお

いう日常生活の延長線上のレジャー、次

かという結果も出ています。

ろがあり、そこは改善をするほうがよい

った体験への評価が若干低いというとこ

カヌーであるとか、湿原を歩くとかとい

からいらっしゃる方からは、釧路でいう

ただ、
いくつか課題がありまして、
海外

した。

持てるだろうというポジティブな結果で

バウンドが戻ってくるのは非常に期待が

されているということで、収束後はイン

国〞
でもあるし、清潔な部分もとても評価

のなかでも1位でした。
日本は
〝行きたい

を受けておりまして、海外 カ国・地域

4）
。
これに対して日本は非常に高い評価

小磯 サミットの前段階で、北海道を中

塩谷 どのような内容になるのですか。

北海道）
の準備を進めています。

ドサミット2021（ATWS2021

されるアドベンチャートラベル・ワール

員会という形で、来年9月に札幌で開催

からの北海道戦略として大切な取り組み

イルには、
高い消費効果が期待でき、
これ

アドベンチャートラベルという旅行スタ

体験、文化体験といった要素が含まれる

道全体で取り組もうとしています。
自然

ったアドベンチャートラベルに、
今、
北海

ます。
そうした中、阿寒湖温泉地域で始ま

位は東京で2位が北海道なんです。
北海

こへ行きたいですかという質問には、1

が出たわけですが、
補足しますと、
ではど

塩谷 かなり潜在需要は強いという結果

にワールドサミットの BtoB
の商談会に
つなげ、世界のインバウンド需要を北海

ートラベルのツアーを催行して、最終的

心に、道外も含めて実際のアドベンチャ

したがって今はどういうツアー商品を展

道で受けとめていこうというものです。

開していけるのか、それが世界的な基準

開催も予定されていますが、
「北海道の

があります。

ATWS、来年頑張ろう」という感じで

小林 北海道支店からも調査レポートの

かったと思っています。

す。

をクリアできるのか、そこに向けて準備

小磯 私なりに見ると、コロナによって、

柿島 アドベンチャー系の体験となると

しています。

過密や集中を避けるという傾向、狭いと

欧米などの国の方からの評価が厳しいと

北海道版を9月中旬にリリースしまし

ころに閉じこもるような傾向がある中

いう調査結果も出ています。

て、いろいろなメディアに好意的に取り

で、過密の少ない北海道には高いポテン

小磯 来年の9月のサミットはそこをい

小林 そうですね、今一番のトピックス

シャルがあります。
しかし、新しい旅行志

かに高めていくかというスタートだと思

だと思います。
もちろんオリンピックの

向の変化に対応するためには、これまで

います。
これまでのアドベンチャートラ

上げていただきました。
日本の人気、北海

以上に、集団大衆型から個の観光へとシ

道の人気の高さがこの調査ではっきり分

道への潜在需要には引き続き大きなもの

です。
北海道観光推進機構はその実行委

は、いちばん初めに外食や外での運動と

特別調
出典：
「DBJ・JTBF アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意識調査
（2020年度新型コロナウイルス影響度
査）
（
」
（株）
日本政策投資銀行、
（公財）
法人日本交通公社）

12

30

フトさせていくための戦略も必要になり
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4 新型コロナ終息後の訪日旅行全般に期待したいこと
図

北海道、
コロナ禍の克服とインバウンド再興へのシナリオ
3

塩谷 北海道観光振興機構はいろいろな

く、クオリティの高い観光地としてブラ

ります。
いたずらに人数を追うのではな

に地域の価値を磨き上げていく必要があ

ょうから、北海道が飽きられないよう、常

し、マーケットのニーズも変化するでし

大変影響が大きいわけです。
インバウン

ウンドがいま途絶えているということは

常に一定の需要が必要ですから、インバ

を持てないサービス産業の宿命として、

をかなり埋めてくれていたのです。
在庫

マーケティングの重視と
二次交通の規制緩和
事業を展開されていますが、ほかのイン

ドの復活は、安定的な北海道の観光産業

度」
）
をお持ちですよね。

の登録制度（
「北海道アウトドア資格制

塩谷 北海道は昔から自然ガイドの独自

的に提供できることを目指しています。

り楽しめる、そういう形のツアーを安定

体験、文化体験、アクティビティをしっか

質の高いガイドがいて、多種多様な自然

でしたが、これを契機に、北海道に来れば

ベルというのは、一部の人達向けの展開

補ってきたわけです。
私も昨年着任した

ド客という交流人口が定住人口の減少を

木知事もおっしゃいますが、インバウン

口減少が進んでいるということをよく鈴

小林 北海道は日本全体より 年早く人

ばお願いします。

への取り組みに関連して補足などがあれ

塩谷 小林さん、DBJのインバウンド

行っています。

ティング機能に重点を置いた組織改編を

観光振興機構としては2年前からマーケ

ら政策を改善していく必要があります。

なされているのかを把握し、検証しなが

国内で、道内で、政策的にどういう対応が

どこに不便さを感じているかを把握し、

の問題であったり、海外からの観光客が

におけるガイドの対応であったり、通訳

ームページの作り方であったり、滞在時

をしていくことが大事だと思います。
ホ

かり把握して、そのニーズに合った対応

彼らが何を求めているのかを改めてしっ

ン活動が重視されがちだったのですが、

のインバウンド施策では、プロモーショ

小磯 マーケティングですね。
これまで

けではなくて、これまでの北海道観光の

道の観光消費の3割近くを支えているだ

林さんがおっしゃったように、単に北海

小磯 インバウンドの効果というのは小

たいとは思っています。

延ばしやすいような環境整備をしていき

いった形で、道東や道北、道南圏にも足を

がちなところがあるものですから、そう

ね。
観光客はどうしても道央圏に集中し

と自由に周遊できるようにしたいです

の普及などにより、北海道をもうちょっ

いった二次交通との連携促進、自動運転

しれませんが、ゆくゆくはバスや鉄道と

いうと、そこにはまだ時間がかかるかも

小林 北海道で MaaS
（モビリティ・ア
ズ・ア・サービス）をすぐにやれるかと

あるのですか。

援していくスキームのようなものは何か

塩谷 空港を中心としたエリア全体を支

ていきたいと考えています。

ンスと情報発信の両面で地域を盛り上げ

押しできればと思っています。
ファイナ

が周遊しやすい仕掛けを当行としても後

光地との接続であったり、インバウンド

との接続や、そこから先の宿泊施設や観

したが、空港運営だけではなく、二次交通

塩谷 特に外国人にとっては地域での足

りた後の足の問題です。

開していきたいと思います。

らに発展させていくというシナリオを展

せつつ、新千歳も国際化の拠点としてさ

せることで道央圏への集中構造を緩和さ

て、それぞれの空港を拠点として周遊さ

年ですから、これからの長期戦略とし

が、民営化された空港会社の事業期間は

コロナの問題で今は厳しくなっています

の7空港一括のコンセッションです。

す。その中での非常に大事な動きが今回

いう面では、地域間のバランスが必要で

しかし北海道全体を盛り上げていくと

約されていったという経緯があります。

化の流れのなかで、道央圏にどんどん集

がありました。それが次第に、航空自由

一体となって進められていたという状況

路線が多くあり、観光戦略と航空戦略が

が良かったのです。これはローカル航空

も 世紀の後半というのは結構バランス

います。戦後の流れをみると、少なくと

を中心とする道央圏に集客が偏ってきて

とつが、地域間の不均衡で、新千歳空港

それから北海道観光の大きな課題のひ

にとって非常に大事です。

ンドを確立していくべきです。

小磯 そういう伝統のある制度を活用し

時に、街中に外国人があふれていて、ドラ

の問題は大きいですよね。

そういう意味で、先ほどの話にも出ま

バウンド施策についても教えていただけ

たアドベンチャートラベル認証制度につ

ッグストアで買物したり、バスやレンタ

大きな課題であった閑散期と繁忙期の差

ますか。

いても検討を進めています。

カーで観光する姿を目にしました。
しか

10

20

そのために当面必要なのは、空港で降

30

34

立場での主張をされるだけで、全体の意

してきましたが、交通事業者それぞれの

利用に向けた検討会や協議会などに参加

小磯 私もいろんな地域で総合的な交通

とまりにくいです。

い取り組みをやろうとするとなかなかま

設置されていますよね。
しかし、何か新し

塩谷 地域ごとに公共交通協議会などが

とってより楽になるでしょう。

れが進めば、乗り継ぎや周遊が旅行者に

につなぐかという取り組みが重要で、そ

外に縦割りです。
それをいかに地域で横

切です。
また、交通の仕組みというのは意

ームページを一元的に整備することが大

ばわかりやすく情報が得られるというホ

す。
まず情報提供で、ここにアクセスすれ

についての対策は非常に大きな課題で

小磯 インバウンドに向けて回りやすさ

てもプラスになると思います。
色々と提

った改革をする動きは、観光産業にとっ

小磯 新政権が規制緩和に向けて思い切

スローダウンした形になっていますよね。

したものが、省庁の壁などもあってやや

塩谷 各地で特区構想を進めていこうと

はないかなと思います。

れば、それだけで地域の魅力になるので

いくような、そういう柔軟な仕組みがあ

スが通りすがりに個人客もそこで拾って

した送迎システムや、団体用の専用のバ

すが、例えば空いている自家用車を活用

スに乗るというのは実際には難しいので

小磯 観光客が地域で公共交通の路線バ

ズがあるように思います。

言いますけれども、地域ではかなりニー

塩谷 客貨混載、あるいは貨客混載とも

ることを期待しています。

交通についての前向きな議論が展開され

ょう。
コロナを機に観光戦略として地域

裕層を狙うのも重要です。

いました。
これからは欧米のそうした富

は、2カ月くらい高級ホテルに滞在して

たフランスから来たバードウォッチャー

もなく高く、私が昔道東でヒアリングし

必要があります。
彼らの消費額はとてつ

ーリズムをピンポイントで発信していく

の高い、資源をうまく生かした体験型ツ

いう個別のマニア層に対してクオリティ

クラスの魅力があります。
そこではそう

な野鳥のサンクチュアリで、世界トップ

ッチングもそうです。
根室あたりは、貴重

はかなり魅力的な地域です。
バードウォ

フライフィッシングをやりますが、道東

小磯 ひとつは体験だと思います。
私は

という点ですが。

いったところに価値を作っていくべきか

うところもあるのでしょう。
じゃあどう

北海道は割合ヨーロッパと似た景観とい

には九州のほうが人気があるようです。

塩谷 昨年までのデータでは、欧州の人

小林 北海道に来られるインバウンドの

て大事だと思います。

うのはこれからのインバウンド政策とし

化とふれあいながら地域を深く知るとい

阿寒湖温泉に泊まり、そこでアイヌの文

景も含めて外から来た方たちに伝える。

しい文化が生まれた。
そういう歴史的背

まってきて、そこで共生が始まり、素晴ら

で提供して、道内のアイヌの人たちが集

さんが道内のアイヌの方々に土地を無償

ないのです。
前田一歩園財団の前田光子

ともと居住していたアイヌの人たちはい

だと思います。
実は阿寒湖温泉地域は、も

している姿というのは、私は大きな魅力

阿寒湖温泉地域がアイヌの方々と共生

祉政策や文化政策に加えて、観光振興な

品などのデリバリーの役割などもコロナ

界も大変な状況で、
今は物を運ぶとか、
食

費効果の高い欧米向けに新しい展開をし

ンドの流れに対して、消費額あるいは、消

小磯 アジア中心のこれまでのインバウ

いますか。

関心というのは我々が考えている以上に

る少数民族の持っている伝統や文化への

外の方々にとってそれぞれの地域におけ

が、1位が白老のポロトコタンでした。
海

場所について調査をしたことがあります

高いようです。

見をとりまとめて調整していく強力な手

案していくことが大切だと思います。

今、新政権になってデジタル改革と規

ープンしたばかりですが、北海道の持っ

もうひとつは、7月に「ウポポイ」がオ

立てというものがない。
制緩和をかなり強力に推し進めていま
す。
地域交通を改善するための一つの鍵

ているアイヌ文化の発信です。
アイヌの

ど産業政策を取り込んだ新たなアイヌ施

方々に対する政策として、これまでの福
塩谷 先ほどプロモーションの話が出た

策推進法ができました。
以前、日本に来る

本物志向への対応、
アイヌ文化の発信
のですが、今後インバウンドではどの国

台湾の人たちに、北海道で印象に残った

下の特例措置として認められました。
今

ていこうという流れがあります。

ニセコ
（写真：hoshi／PIXTA）

は規制緩和です。
例えば公共交通の事業
は地域の足を守るという政策目的に沿っ

に注力したいとか、ロードマップのよう

には色々な規制があって、それは一面で
ているわけですが、規制を緩和して観光

なものは道庁や観光振興機構で作られて

後これが恒久的に規制緩和されれば、公

例えば、コロナ危機の中でタクシー業

需要を高めることも必要です。

共交通の利用にも柔軟性が出てくるでし
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北海道、
コロナ禍の克服とインバウンド再興へのシナリオ
3

でしょうか。

うした仕掛けがもっとできるのではない

まさに観光と食の連動ということに通じ

リーに海外へ届けられるようになれば、

加に連携して取り組むため、「北海道ダブ

国やJNTOの事業を通じて日本という

ルポート連携 基本協定」を2020年

デスティネーションが忘れられないよう

思いますね。

6月に締結しており、北海道における新

地域別の構成は、日本全国とそれほど大

小林 国内のほうは今月からですか、よ

たな取り組みとして注目しています。

きく変わらず、韓国、中国、台湾、香港、こ

と良いなと思っています。
いろいろ事例

うやく東京の百貨店でまた北海道の物産

塩谷 グルメというのは観光活動として

ると思っています。
北海道エアポートと

を訪問したいという方はタイ、シンガポ
を調べていますが、台湾のホテルの2泊

展が再開したところでして、かなり来客

みると一年通じてばらつきが少ない分野

塩谷 物産と観光を連動させて、観光を

ール、マレーシアで非常に多い回答があ
3日のプランで、ホテルに入ると日本人

があったと聞きます。
海外での物産展も

ですし、温泉なども年間通じてばらつき

にしてほしいですね。

りましたので、東南アジアなどはまだま
のコンシェルジュが付いて、日本の浴衣

コロナ前には盛んでした。

が少ない。
こういった資源をうまく組み

の4地域から7〜8割来ています。
一方

だ開拓の余地が大きいと思います。
欧米
を着せて日本から取り寄せた食材で食事

柿島 海外を視察すると北海道ブランド

苫小牧埠頭は、
『空』と『海』の2つの港か

では認知度は高くないですが、自然体験
を出して、築地のセリを体験できるよう

は強力で、台湾に行くと、台湾で作ってい

合わせて需要を平準化していけるならば、

柿島 私も発地国側で日本旅行へのエン

にかける予算は多い人たちですので、来
な商品もあります。

北海道観光はまだまだ十分やれるという

ら日本国内外への貨物の移出・輸出の増

年のATWSは良い機会になると思って
小磯 台湾のなかで？

るものなのに「北海道牛乳で作ったラテ」

強みがあります。

輸出促進に役立てていく取り組みは北海

います。

柿島 はい。
成熟した市場だからこそで

とか「北海道チーズ」といった商品名で売

道でも、食を中心にかなり進んでいると

塩谷 小林さんはスキー1級とおっしゃ

きる企画なのかもしれないですが、日本

られているものを見かけます。
もう「北海

ゲージメントを強める取り組みが増える

っていましたが。

に行きたくてしょうがない層に向けて商

で先ほどの共同調査の結果では、北海道

小林 スキー場にはコロナ前までは欧米

ホームページを見ると、今は日本へのパ

と思います。
特に北海道の場合、食の魅力

地域戦略を推し進めていくことが大事だ

小磯 観光産業と食産業を一体化させて

大きな地域だと思いますね。

塩谷 そういう意味では本当に可能性の

くりあげていくことが大切です。

わせて、季節を通して安定した需要をつ

の方、
オーストラリアの方、
さらにはアジ
名なスキー場でも、最近は天然雪が豊富

ッケージツアー商品を販売できないので、

というのが昔から言われていますが、最

小磯 温泉や食に、ワーケーションとか、

に降る地域はどんどん減っていますの

各社が農産品を売っているんですね。
北

近は観光消費のなかでも食への関心がま

品を作ったようです。
香港も同じような

で、雪に惹かれて本物志向の方が来てい

海道ではメロンや白いコーンがダントツ

すます高くなってきています。
本物の食

紅葉のような隠れた季節の資源と組み合

ます。
ニセコだけではなく富良野など他

の人気です。
そういった形で日本に行き

道」というブランドはかなり浸透してい

地域のウィンタースポーツもまだ伸びる

たくても行けない中で、代わりに現地で

ますね。

だろうと思いますね。

を提供し、それをきっかけに食産業その

成熟市場ですが、いくつかの旅行会社の

塩谷 マニアの方や本物志向の方はSN

できることを探して、それをビジネスに

ものも発展していくという好循環を目指

アからも多くいらしてました。
海外の著

Sでの発信も熱心ですし、そこからマニ

つなげています。
日本の地域側からもそ

す。
そのためには、観光と食に関わる組織

※1…「どうみん割」とは北海道庁による「観光誘客
促進道民割引事業」
の別称。財源は地方創生臨時交
付金で予算規模
（割引総額）
は 億円、
事業期間は
年7月から 年1月迄。割引額は最大半額（上限１
万円）
。
日帰りを含む道民の道内旅行を対象とし、
コロナ対策に対応した
「新北海道スタイル」
を実践す
る宿泊施設やアウトドア事業者などを組み込んだ
旅行商品に割引を適用。 Go To
トラベルキャンペーン
終了後の2月から第二弾を予定。
※2…初動対応時における被災事業者の緊急的な資
金需要に対して、
機動的かつ迅速に対応すべく創設さ
れたDBJの独自プログラム。

アとまではいかないくらいの周辺層まで
マーケットが広がっていく流れもありま

も連携、融合していく取り組みが長期的
には大事です。

すね。

小林 4月に苫小牧に先進的な大型冷凍
冷蔵倉庫が竣工したところですが、食も
製造加工も含めて鮮度のいいものをその

第一次産業だけではなくて、物流や食品
小林 情報発信という観点では、しばら

まま、もしくは付加価値をつけてタイム

発地国との結びつき強化と
食産業との連携
く国際便が再開できない状況ですから、

21

23

20
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オンライン座談会【2】…開催日：2020年9月 日

地域活性化 の
現場 で考える
観光振興 のゆくえ
藤里町・南砺市・津久見市

町の職員として世界自然遺産に登録され
た1993年から白神山地をずっと担当
しておりました。その関係もあり、まち
づくりの核として白神山地を中心とした

年になって観光振興に目が向けられてき

しの安定を強く意識する中で、比較的近

学校の設置など、いろいろもがいている

るために定住促進住宅の建設や義務教育

近年は人口減少が顕著で、歯止めをかけ

藤里町は平成の合併をしていません。

地域振興、地場産品とのコラボなどに取

たことだと思います。その点も踏まえて、

最中です。様々な取り組みを教えていた

寺崎 皆さんの地域の共通点は、基盤と

簡単なご紹介をお願いします。

り組んでいます。

佐々木 私は藤里町の町長として3期目

だきながら、これからのまちづくりに反

なる地場産業の継承と、地域住民の暮ら

地域の営みの中に
観光がある3つの地域

基幹の産業があって、
観光は地域活性化の手段のひとつ、という地域は多い。
コロナ禍は、
そんな街の人々の、
観光へのまなざしを変えたのか。

30

の1年が過ぎたところです。それ以前は

編集協力

井上理江

佐々木文明 （ささき・ふみあき）

秋田県藤里町長。
1956年生まれ。
1975年藤里町役場入庁。
世界自
然遺産に登録された1993年から白神山地を担当してきた。
農林課長、
商工観光課長などを経て、2011年から現職。
白神を地域振興の中心に
据え、「白神の町」
を前面に出すまちづくりを目指し、現在3期目を迎えてい
る。
趣味は温泉巡りとドライブ。

米田 聡 （よねだ・さとし）

一般社団法人南砺市観光協会専務理事。
1981年福野町入庁。
1991
年から 年間、
福野文化創造センターヘリオスにおいて文化事業の企画運
営を担当、
ミュージック・フェスティバル
「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」
の
プロデューサーを務めた。
南砺市観光課長、
産業経済部次長、
ブランド戦略
部長を経て2019年南砺市観光協会事務局長、
同年5月から現職。

旧杵洋介 （うすき・ようすけ）

大分県津久見市まちづくり課長。
津久見市生まれ。
津久見市商工観光課長
を経て2018年から津久見市商工観光・定住推進課長として、
津久見市
の観光戦略と
「津久見市版観光DMO」
の構築に向けた観光協会の体制強
化、
観光プロモーション、
マーケティング、
観光拠点の基本構想などに取り組
む。
現在は、
都市・まちづくりを担当。
津久見高校硬式野球部出身、
元津久見
市役所野球部監督。

コーディネーター

寺崎竜雄 （公益財団法人日本交通公社）
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米田 南砺市は富山県の南西部にあり、

映できればと思っております。
ても大事な役目をしていると思っていま

縮小する地域経済を食い止めるためにと

野球の町として栄えてきました。現在も

・4%です。昔からミカンとセメント、

人口は1万7000人弱で高齢化率は

れまで行政主導で行ってきた各事業を、

する上では好事例だと思っています。こ

藤里町が目指す来訪者ターゲットに訴求

合併当時の南砺市は人口が6万人くら

という公立劇場で企画を担当していまし

そのうち 年間は「円形劇場ヘリオス」

職員として教育委員会に通算 年勤め、

ランド戦略部長で、合併前は旧福野町の

なりました。私の前職は南砺市役所のブ

2004年に合併して8町村がひとつに

2020年度からまちづくり課を所管し

久 見 市 で 商 工 観 光 関 係 の 課 長 を 務 め、

旧杵 私は2012年度から8年間、津

常に印象深いところです。

地域固有の資源、観光素材が豊富で、非

旧井波町は欄間の彫刻で有名だったり、

えた住宅が点在する散居村があったり、

が広がる中にポツンポツンと屋敷森を抱

寺崎 南砺市は山間の合掌造りや、水田

す。

観光の位置づけや役割、観光に取り組む

寺崎 それでは改めて、各市町における

は野球の2文字がシビックプライドです。

全国優勝した実績があり、市民にとって

つ、市に一つしかない県立津久見高校が

高校野球は昭和時代に春、夏に1度ず

ないかと現在頑張っているところです。

ですが、これに観光産業を結び付けられ

基幹産業の石灰石・セメント産業は健在

た取り組みを進めようとしています。

ケーション環境など働き方改革に対応し

す。コロナ禍においてはテレワーク、
ワー

としても観光産業は重要だと考えていま

せて保護者の仕事づくり、雇用の受け皿

置をしているところですが、それに合わ

人口減少に対応して義務教育学校の設

る最中です。

民間主導で行う新たな体制に移行してい

ん。農業人口は200人程度、田んぼの

は何でしょうか。

面積が400ヘクタールと零細な土地な

寺崎 就業人口数ベースでの主要な産業

けて特産品の振興を図ることがメインで

ので、町外に出て給料を得ている方が多

目的などを伺いたいと思います。

す。藤里町は地勢的に国道、鉄道がない

いです。人口は1980年には5800

佐々木 藤里町ではまちづくり計画で、

ので、自然発生的な流動人口が非常に少

人だったものが今は3100人に減って

位置し、藤里町と同じく平成の大合併を

なく、主な製造業もないので、ビジネス

おり、高齢化率は ・1%と秋田県では

ています。津久見市は大分県の南東部に

目的の来町も少ない状況です。そういう

第2位となっています。

700人ずつ人口が減り、旧8町村の1

中で、白神山地を核としたまちづくりを

つが消えてなくなったような状況です。

行っており、近年は「森の教養を高める

を重視されるようになったのでしょうか。

寺崎 いつ頃から、雇用の場として観光

に従事している人はあまり多くありませ

場所」
「森好きが育つ場所」をテーマに

佐々木 基幹産業は農林業ですが、林業

そういう中で、観光は失われていく消費、

した体制づくりをしています。

産業振興の主要プロジェクトに観光を位

た。

減りました。平均すると毎年600〜

いでしたが、 年経過した今は5万人に

44

置づけており、地域資源と観光を結び付

20

経験していません。
面積は ・5平方キロ、

15

14

79

上：藤里町・素波里キャンプ場、
下：白神山地世界遺産センター藤里館
（写真提供：藤里町）

はワイン造りも一生懸命やってきました

拡張を進めているところです。藤里町で

高級化粧品メーカーのＡ社で、研究所の

2010年に当町とご縁が生まれたのが

企 業 の 社 会 貢 献 活 動 の 一 環 と し て、

養館、白神山地の水販売事業、マイタケ

どを建て始め、第三セクターでは健康保

自然遺産となった1993年にホテルな

いろんな事業をはじめ、白神山地が世界

（1989年）あたりです。この頃から

佐々木 昭和の終わりから平成に入った

な地域資源を活かした地域振興策として

米田 合併後の第1次総合計画から豊富

の事業などに取り組んでいます。
白神山地の良質なイメージをビジネス

が、ワインが化粧品の材料になるという

に転化してブランド力を高める手法は、

ことで現在ワイナリーも建設中です。
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38

え、観光振興の具体的な施策として策定

2015年の北陸新幹線金沢開業を見据

ン「交 流 観 光 ま ち づ く り プ ラ ン」は、

2013年に策定したアクションプラ

うか。

ずつ観光に意識が向き始めた感じでしょ

かったと思います。今は平野部でも少し

の皆さんの観光に対する意識も比較的高

ようで、五箇山地域では古くから、住民

女性たちがたくさん訪れた時代もあった

石セメント産業という基幹産業のおかげ

きでは」という議論もありました。石灰

力ある産業として観光産業を育成するべ

る飴もない。 年後を見た時に新しい魅

にはいずれ限りが来る。市町村合併によ

いた当時、
経済界などから「資源（石灰石）

観光を位置づけております。

されました。
「交流観光」には交流を軸

づくり」
「おもてなし」という3つの柱

えようということで「情報発信」
「魅力

由、交通アクセスのよさをしっかり押さ

ある知名度、わざわざそこに行くべき理

られ、旅先を決めるための3つの要素で

ブランディングを進めて、南砺という地

からいつも言っていたことですが、地域

す。2つ目は私がブランド戦略部長の時

交流人口による経済効果の期待がありま

下、地域経済の縮小を食い止めるために

3つあります。1つ目は人口減少の状況

南砺市が観光に取り組んでいる理由は

ルカ島」〞
という施設を官民で誘致した

型施設
〝うみたま体験パーク「つくみイ

「ふれあい・癒し」をテーマにした体験

2011年の4月に、イルカと人間の

した。

業を構築しようと着目されたのが観光で

り、今のうちに将来を見据えて新たな産

で市民所得が高く推移してきたこともあ

に観光を進めていこうという思いが込め

を立てています。
域の価値を高めることです。

産業の中で観光の占める割合ですが、

とを認識した上で、それを訪れた方にお

我々市民が豊かで幸せに暮らしているこ

目標を定めた津久見市観光戦略の策定を

観光産業育成に向け、具体的施策や数値

りました。そして、2017年3月には、

ことが、観光に舵を切る一つの転機とな

ほど大きくはなく、事業所数は約 %、

裾分けするという発想です。論語に「近

3つ目は「幸せのおすそ分け」です。

就業者数は6・2%になります。いちば

が営まれており、観光が人々の暮らしを

の集落を中心に民宿や飲食業、お土産店

録された合掌造りの集落があります。こ

数のセメント会社の主力工場があり、鉱

ありません。セメントについては日本有

生産量ともに全国一と言っても過言では

特の産業構造で、石灰石鉱山は採掘量・

旧杵 津久見市は全国にも類を見ない独

という発想だと思います。

かに暮らし、そこに遠くからも人が来る

もあまり例のない組織となりました。

を一体的に取り組むという、大分県下で

し協力隊、空き家の利活用といった業務

光と移住定住、ふるさと納税、地域おこ

一体化させるという考え方です。商工観

減少対策と定住促進を、商工観光部門と

とになりました。最大の課題である人口

定住推進課で、私が初代課長を務めるこ

の改革を行い、新設されたのが商工観光・

かったと思います。今は平野部でも少し

しています。
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、
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域観光を目的とした集客交流拠点の一体

的整備を検討しています。

今後も観光施策は、その他の施策との

連携を図り、交流人口増などを目指すこ

とが基本となります。

これまでの観光振興と
コロナ禍の影響

活性化に観光が重要な役割を果たしてい

寺崎 各市町とも地域の人口減少対策や

ますが、観光客数がここ数年どのように

資料提供：津久見市

宿泊業と飲食業という括りで見るとそれ

ん多いのは製造業で一部上場の企業が

行いました。

支えてきました。ここはテーマパークで

山から海岸へベルトコンベアーで輸送で

現在、市の第5次総合計画の後期5カ

そして、2018年度に市の組織機構

き者説（よろこ）び、
遠き者来（きた）る」

はなく、実際に人が住んでいるので、集

きるという利点があります。産業構造と

年にあたり、改定作業を行っていますが、

という言葉がありますが、地元の人が豊

あったり、昼間人口の方が多い地域が
あったりします。

落を守るには人々の生活を守らなければ

しては、窯業・土石製品製造業、海運陸

従来から観光に取り組んだ地域として、

いけません。そういう意味では、観光が

運の運輸業、鉱業、砕石業、砂利採取業

五箇山という1995年に世界遺産に登

集落の保存を担ってきたという側面があ
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たのでしょうか。

コロナ禍に直面し

推移している中で

少しずつ効き始めたところです。

録 周年を機に始めたブランド再構築が

かしなくてはということで、世界遺産登

し発生していたので、そうすると自らの

感染者は出ませんでしたが、近隣では少

時期がありました。おかげさまで町内に

の老朽化、ソフト

もあり、ハード面

く進まなかった面

投資の循環がうま

きましたが、追加

ずつ誘客を図って

ルを建てて、少し

三セクターのホテ

（平 成 5）年 に 第

佐々木 1993

話しください。

の課題とともにお

交えて、これまで

ついて、データも

現在までの状況に

コロナ発生から

ングポイントはありましたか。

変わったといった明確なターニ

町でこの時を境に大きく観光が

寺崎 コロナ禍において、藤里

揮できていないところです。

上げてきたものが、ちゃんと発

いない状況です。これまで作り

あり、今年はほとんど稼働して

登録をしたところにコロナ禍が

自商品の販売をするために念願の旅行業

した。着地型ツーリズムの要として、独

い数でしたが、少しずつ増えてきていま

的な外国人宿泊者は100人にも満たな

にあると捉えていました。藤里町の直接

トしてきていたので、少しずつ上昇基調

またこのエリアはインバウンドにシフ

今まで物差しを変えていないので、経年

実数はもっと少ないと思います。ただ、

2004年は約300万人とありますが、

降の市内全域の観光客入込数の推移です。

米田 合併した2004（平成 ）年以

ころがありました。

止めになりました。

砂災害などで通行

奥に来る道路が土

観光地ですが、山

うちは自然系の

寺崎 その頃はほとんど町の中

な感じです。

シーズンが始まらなかったよう

ほぼまったくだめでした。観光

出されたので、5月 日までは

ですが、そこで緊急事態宣言が

が来たりと、ナーバスになった

16

活動も制限しなくてはいけないというと

面のマンネリ化に

しょうか。元々冬季はほとんど

佐々木 緊急事態宣言の発出で

いちばんの問題は、

に外部の人が歩いていない状況

誘客がなく、始まりは大体ゴー

冬季間はまったく

でしたか。

が減ってきていま

現地に行けないと

佐々木 はい。この頃は県外ナ

ルデンウィークあたりからなの

いう制限があるこ

ンバーの車を見ると役場に電話

す。

より徐々に来訪者

25

とです。
もう少しなんと

資料提供：南砺市観光協会

3 南砺市内全域の観光客入込数
図

25

資料提供：藤里町

2 藤里町・秋田県の観光客の動向
図

40

駅の観光案内所も運営しているので、日

協会がそんなのを掲げていいんですか」

ム」と書いたものを掲げていて、
「観光

除けのれんですが、
この前に「ステイホー

常的に観光客と接する中で状況を肌で感

と 心 配 さ れ た り も し ま し た。今 は

「NO!3密」は案内所に掲げていた日

じていますが、4、5月は本当にお客様

トラベルキャンペーンも始まったの
To
で、通常の「案内所」と書いたものに変

ではコロナ禍でどうなったか。観光協

を見かけなくなりました。案内所の利用

会本部事務所はＪＲ城端駅舎の中にあり、

者数は3月が前年比 %減、4月は %

えています。

もあるので、不安を通り越して恐怖とい

宿が多いのですが、高齢者がいるところ

市内は自宅にお客さんを迎え入れる民
%減でした。4、5月でガクンと落ちて

う感じで、未だにお客さんを受け入れて
客数もほぼ同じ推移です。市全体につい

道の津久見インターチェンジが開通した

年は約5万2000人で、東九州自動車

旧杵 津久見市の観光客数は、1990

いない宿もあります。
てカウントはできないのですが、指標と

ないように頑張ろうということになりま

たという結論です。この轍を二度と踏ま

私は案内所が観光の最終インフラだと

お客さんが来なくなりました。ですが、

要請を発表した頃で、その後は案内所に

日に安倍首相（当時）が小中高校の休校

コロナ禍を意識し始めたのは、2月

年に約 万人と、日帰り客を中心に大き

くみイルカ島」〞
がオープンして、この

2011年に
〝うみたま体験パーク「つ

間で推移し大きな増減がない状況でした。

以後 年間は 万から 万5000人の

2001年は若干増え約9万人でした。

変化を見る上ではいつもこのグラフを参

した。同じく2010年に6つあった観

砺波平野に広がる散居村と、
世界遺産五箇山・相倉合掌造り集落
（写真提供：南砺市観光協会）

考にしています。

いると思います。

してはこの2つが観光客の動きを表して

高岡と白川郷を結ぶ世界遺産バスの乗

す。

6月から少し回復して来たという感じで

48

Go

減、5月は %減でした。6月に少し回

復して %減、7月が %減、8月が

88

愛知県の一宮と富山県を結ぶ東海北陸

スタートしました。この年が本気で観光

光協会を合併して南砺市観光協会として

うと、4月 日から営業時間を短縮し、

思っているので、とにかく営業は続けよ

の取り組みを行い、2015年に 万人、

く伸びました。その後、食・桜観光など

10

）年は371万人と大きく伸び、中京

10

自動車道が全線開通した2008（平成

10

圏から合掌造りの集落を見て氷見で美味

に取り組むスタートラインだったと私は

職員同士の接触もないよう一人体制にし

2018年に 万人を突破しました。観

30
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思っています。
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しい魚を食べて帰る方達にたくさん来て
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なかった、情報発信や魅力づくりの準備

たのは、受け入れ態勢がしっかりしてい

ついていろいろ議論しました。行き着い

に295万人に大きく落ち込み、原因に

しかし2年後の2010（平成 ）年

350万人強だったのでなんとか横ばい

には350万人になり、2019年も

よって少しずつ入込数が伸び金沢開業時

ろなアプローチをして来ました。それに

北陸新幹線金沢開業を目指して、いろい

ランを策定し、2015（平成 ）年の

2013年には交流観光まちづくりプ
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南砺市としてはお客さんにどういう呼び

寺崎 コロナ禍が4、5月になった時、

した。

態宣言で、これはもうダメだと実感しま

定的だったのは4月7日の政府の緊急事

て、リモートワークも導入しました。決
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て密
い」
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年に
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O

も地域住民が植えた河津桜が観光スポッ

岡県の河津町との交流もあり、津久見で

てました。

2025年に100万人という目標を立

光戦略では2021年に
22

万 人、

ができないまま全線開通を迎え、お客様

を維持している状況です。
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がたくさん来てくれたことの反動が表れ
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しました。転機になったのはお二人と同

ある「つくみイルカ島」の入場者も激減

光客が来なくなり、並行して同じ地域に

事業所はあまり多くありません。民宿は

佐々木 藤里町で観光を生業にしている

それぞれお聞かせください。

業の方、観光に関わっていない方の声を

域での観光推進に対して、地元の観光産

米田 先ほどの、民宿のおかみさんの不

佐々木 そうですね。

とではなくなってきているわけですね。

寺崎 では、観光は絶対ダメだというこ

ないかと思います。

多いので、まだ慎重かなという状況です。

う危機感を募らせた事業者が多かったの

れは長くなる、経営が立ち行かないとい

たが、4月の緊急事態宣言を受けて、こ

利用客が激減したという報告はありまし

会などがかなりキャンセルになったとか、

旬にアンケートをとり、その時点でも宴

た。第三セクターももちろん誘客を進め

ださいとはとても言える状況ではなかっ

国の状況を見て、自分のところに来てく

館、簡易旅館が3軒ほどありますが、全

況ではありませんでした。あとは温泉旅

禍でお客さんに来てくださいと言える状

している方が 代、 代なので、コロナ

1つの集落に5〜6軒ありますが、経営

が飲食店に予約を入れると「どちらの方

民の方はいらっしゃいました。また、私

トラベルに関してはやはり「あんな
To
ことをやっていいのか」とおっしゃる市

あ ん ま り 聞 き ま せ ん で し た。た だ

たが、本当にネガティブな声というのは

ンバーに過敏に反応することもありまし

を表していると思います。市民が県外ナ

安を通り越して恐怖という話がよく状況

す。しかしながら、業界団体から出てい

でなく受け入れる側も求めていることで

られる安全安心の確保です。お客様だけ

のフェーズで展開しています。

は、
「なんと安全・安心と笑顔の宿」と

米田 観光面での現在の取り組みとして

うなことに取り組んでいますか。

寺崎 コロナ禍対策として、今はどのよ

今取り組んでいること

ではないかと思います。

ませんでしたし、どう補填すれば維持で

るガイドラインが、何ページもあってす

観光協会が飲食店に2月下旬〜3月初

じく緊急事態宣言です。

ゴールデンウィークは、
「つくみイル

ですか」
「どういうお集まりですか」と

いう取り組みを7月 日から始め、2つ

カ島」と併設する物産館の「里の駅 つ

きるかに当初は腐心していました。

ら多くの協力をいただけたことが大きな

画したテイクアウトに、市民や事業者か

内の飲食店を助けようと、観光協会が企

れまで経験したことがない事態の中、市

上は例年の半分以下で推移しました。こ

みが短く、
「つくみイルカ島」などの売

近い状況でした。8月も学校関係の夏休

わう、人気の公園や飲食店も実績ゼロに

はゼロで、そこから周遊する観光客で賑

かったと思います。

客さんに来て欲しい」といった相談はな

などの相談は多かったと思いますが、「お

今に至っています。当時は持続化給付金

宿泊費の助成事業を実施したりしながら

でした。藤里町も県の方針に則った形で

にお客さんを増やしていこうという方針

中心に、次の段階では北東北3県を中心

から、秋田県知事は、最初は県内移動を

5月 日に緊急事態宣言が解除されて

の時期を逸してしまい、長丁場になりま

と思いますが、送別会やお花見、歓迎会

れば」という気持ちも若干あったのかな

飲食店は、
「3月の1カ月間を乗り切

声もありました。

ので「船に乗るのは島民だけに」という

いただきたい」とか、離島を抱えている

旧杵 中には「県外のお客様は遠慮して

日も同じことを聞かれましたね。

重になっているんだなと感じました。先

聞かれたことがありました。やはり、慎

するお宿は安全宣言ができるというス

また、南砺の宿版ガイドラインを実践

てもらいました。

ナ対策をテーマに公衆衛生の専門家に来

題を解決する「宿ゼミ」も開催し、コロ

事業者の皆さんと一緒にお宿の悩みや課

めています。この作成と合わせて、宿泊

ました。本当にシンプルに7項目にまと

を行い、南砺の宿版ガイドラインを作り

はあかんと思うほどハードルが高い。

ごく詳細に書いてある。見ただけでこれ

フェーズ1は、コロナ禍で最初に求め

成果であり、コロナ後の観光の一つの方

したので、かなりの打撃となりました。

そこで、お宿の皆さんとワーキング会

向性かと思います。

寺崎 今は Go To
トラベルキャンペー
ンについてテレビなどで情報提供される

たり、南砺の民宿の方は恐怖すら覚えた

が県外ナンバーを見ると敏感に反応され

寺崎 今のお話で、藤里町では地元の方

に来ていただくのが合言葉になるのでは

るので、少なからずそれが前提でお客様

が前提」と皆さん異口同音に言われてい

佐々木 「感染対策をきちんとすること

けてきた状況でしょうか。

来ることに、少しずつ心理的バリアが解

しました。宿泊についてはビジネス客が

店の感染防止対策についてはかなり指導

止の学習会をスナックで行ったり、飲食

光協会が飲食店組合と連携して、感染防

とに期待をする状況に変わりました。観

飲食店の皆さんは徐々に観光客が来るこ

介のほかにお客様の口コミも表示される

の紹介動画を作り、 YouTube
などいろ
んな形で発信しています。また、宿の紹

宿をとことん応援しようということで宿

うち 施設です。安全宣言をしているお

施設あり、安全宣言をしているのはその

キームにしました。宿は南砺全体で約

というお話を伺いましたが、改めてコロ

しかし食のキャンペーンを行うにつれ、
状況になり、一般の町民の方も観光客が

70

地域住民の声

Go

くみマルシェ」が休業しましたので実績

26

60

ナ禍において観光客の来訪、あるいは地

70

25

47
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減らして営業しないといけません。その

のか、例えば3密を避けるため、定員を

お聞かせいただければありがたいです。

て、今日お集まりの皆さんからご意見を

ワーケーションへの期待や可能性につい

寺崎 ところで、コロナ禍を経験して、

これからの
観光振興の取り組みは、
変わるのか

中で利益を出すには、サービスの質や付
加価値を高めて、客単価を上げないとい
けない。
でも、宿の人たちからすれば言ってい
ることはわかるけど、どうすればいいか

地域活性化への取り組みにおける観光の

わからない。質を高める方法を勉強しま
しょうということで3回目の宿ゼミは

役割は変わるのでしょうか。また、観光

振興のやり方自体を変えるつもりなの

商品ジャーナリストを招いて、どうした

か、それともこれまで通り、引き続き丁

「コ ロ ナ 禍 で も 人 気 の 宿」を テ ー マ に、
らサービスや付加価値を上げられるかを

寧にやられていくのでしょうか。

勉強する予定です。
その上で第2弾の宿泊券を販売する時

トラベルキャンペーンも含め、
Go To
世の中は割引合戦ですが、それに踊らさ

メントをいただき、嬉しく思いました。

た」と、まさに教科書に書いたようなコ

いところがいっぱいあるのを再発見でき

今後、多分旅行の形態も少し変わって

り、早急にやりたいと思っています。

として統一した形でお願いする必要があ

ければならない必要最小限の対策を、町

佐々木 観光事業者にやっていただかな

ます。

やるべきこと、やれることだと思ってい

そういう取り組みがまさに今だからこそ

万枚やりましょうと市に言っていますが、

ルします。第1弾と同じく、6割引で1

りますが、その次に今やらなければいけ

旧杵 大前提に市民の感染防止対策があ

各事業者とディスカッションしながら、進

くためには、今質問されたようなことを、

ないと思っています。

うことは、常に追求していかないといけ

じていけば、必要最小限で済むのかとい

きていない状況で、どのような対策を講

れにしても、コロナ禍がきちんと収束で

に大きく変わりはないと思います。いず

れてしまうと終わった時に何も残らない。

くると思いますし、今藤里町で期待し、

ないことは、観光も含めて事業者の経営

佐々木 基本的には、やろうとすること

けのプレミアム宿泊券を販売しました。

結局お客さんが来なくなっては意味がな

を継続させること、つまり、倒産や廃業

には安全・安心を担保した上で、うちの

7月末に発売し、利用期間は8〜9月の

いので、今だからこそできること、やれ

取り組んでいきたいと思っているのが

をまず防ぐことだろうと思います。これ

宿はこんなにいいところがあるとアピー

2ヶ月間です。市民が地元の宿に泊まる

ワーケーション事業です。

についてはコロナ関連予算にて、飲食店

フェーズ2は経済対策として、市民向

枚用意し、今日が販売最終日ですがほぼ
完売です。

け宿泊券の第2弾を実施しようと、市と

設を
ワ例
ーえ
ケば
ー3
シ密
ョを
ンで
形員
でリ
の
か、
避き
ける
るよ
たう
めな
、定
を

のー
対策
ワ
ケ、
ー特
シに
ョ、
ン小
へ規
の模
期事
待業
や者
可が
能多
性い
にの
つで
い、

め方を再検討していければと思います。

調整しています。コロナ禍が過ぎた後、

話を聞くと「こういうのがあったからこ

これからの
観光振興の取り組みは、
変わるのか

国や今
県日
とお
連集
携ま
しり
たの
事皆
業さ
支ん
援か
をら
行ご
っ意
て見
いを
ま
て
、
す聞
。かせいただければありがたいです。
お
生き残るために何をしなければいけない

何度も買いに来てくれるお客様もいて、

これからアフターコロナに向かってい

のかという不安もあったので思い切って

ることをしっかりやっていこうと動画を

自然系の観光地なので一つはキャンプ

「 Googleマイビジネス」は、お客様と
双方向でやりとりできるので、その登録

6 割 引 に し、5 0 0 0 円 の 宿 泊 券 が

場の再活用、もう一つは従来のホテル施

支援もしています。

2000円で買える形にしました。1万

今は 月から2月の3カ月間で市民向

撮ったり、 Google
マイビジネスを支援
したりしています。

上：つくみイルカ島、
下：独特の景観を持つ保戸島の漁村風景
（写真提供：津久見市観光協会）

ニューアルすることを考えていきたいと
減
ら
し
て
営
業
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
思で
っ利
て益
いを
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や
中
すで
にき
は、
ビレ
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や付
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そ地元に泊まろうと思った」
「地元にい

加価値を高めて、客単価を上げないとい
けない。
でも、宿の人たちからすれば言ってい
ることはわかるけど、どうすればいいか
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地域活性化の現場で考える観光振興のゆくえ
4

観光については、うちの主要観光施設

住者や新規創業者のワンストップ窓口も

見市は一般的なＤＭＯの役割に加え、移

観光ＤＭＯの考え方については、津久

全体の質を上げるため、一点突破では

内にも市外にも発信する。

家を入れてグレードアップし、それを市

えばいくつかの宿にパイロット的に専門

は自分が住んでいる地域にとってなくて

象をもっていた人たちにとっても、観光

伝わり、今までは観光にネガティブな印

を聞きました。

た、実は来る人たちによって自分たちの

兼ね備えた、総合的な「津久見市版観光

ありませんがどこかを上げたら必ず周り

はならないものであるという気づきが

いと思っています。事業者の皆さんは客

を継続していくために応援しようという

ＤＭＯ」を目指していますが、こうした

も上がっていきますので、そういう取り

市の上位計画と同様に推進していく庁内

事業も組んでおり、さらに次の段階に向

視点を、コロナを契機に再認識したとい

組みもやりたいと思って市と協議を進め

産業や暮らしの賑わいが支えられていた

けて、市中心部の公園のリニューアルも

うことです。

あったということだと思います。観光振

ことに気づいた、という声があったこと

検討しています。

米田 旧杵さんがおっしゃった「移住者

ているところです。

単価を上げることにも取り組まなければ

をしていますが、地方にとっては今、移
を取り込むチャンス」というのは、全く

いけないので、次のステップとして、例

住者を取り込むチャンスだと思います。
同感です。そういう意味で、当市も佐々

体制を作っていくことも大事です。

先ほど、佐々木町長からお話のあった
木町長がおっしゃったワーケーションに

ということを学びました。

である
「つくみイルカ島」
と、
併設する
「里

ワーケーションまたはテレワーク事業所

も取り組みたいと思っています。桜ヶ池
まさに最前線で体を張っていた皆さんが

寺崎 それでは最後にコロナ禍の現場で、

の駅 つくみマルシェ」については運営

を誘致するため、公共施設の改修事業な

というリゾート地に、デザイナーなどが
営施設があり、宿泊施設も備えたワー

人ずつお話しいただけないでしょうか。

気づいたこと、学んだことについてお一

げなければならなかったのではと思って

ない状況になり、家庭でそれを補ってあ

こともできない、友達と遊ぶこともでき

る観光の重要性の理解と普及こそ重要だ

観的な思いが続く中で、地域社会におけ

興を推進する立場としてコロナ禍では悲

たらしてきたことが住民の暮らしの中に

コロナ禍によって、これまで観光がも

どについても、今行われている議会で予

入居するクリエイターズプラザという市

観光戦略をどう立てていくか、計画を作

ケーションにちょうどいい場所なので、

例えば、地元の中の交流を深めてみよ

国は「リビングシフト」という言い方

算を上げているところです。また地域に

る費用についてもいろいろ工夫している

取り組みを進めていきたいと思っていま

コロナ禍で学んだことは

ない人材を確保する予算や、コロナ後の

佐々木 今回、子どもたちが学校へ行く

ところです。

切り口で地場、市民に目を向けるという

り変わらないと思いますが、観光という

いと思いますが、市場調査を見ていると、

す。インバウンドはおそらく数年戻らな

が、必ず需要は戻ってくると信じていま

えるので、時間がかかるかもしれません

観光はある意味人々の営みの一つとい

うなるのかという座談会を行いました

6月にも別のメンバーで観光は今後ど

ます。

いうことを考える機会にもなったと思い

いう生き方、どのような人生を送るかと

住民の気づきにもなるということ。どう

というのは外との交流だけでなく、地域

る環境を提供すれば、都会でなくても

つあると思います。安心して子育てでき

事をしても食べていける社会に変わりつ

いる若い夫婦がいたとすると、どこで仕

入れ環境の整備だと私どもは思っており、

それがしっかりとした情報発信と受け

たちが作った農産物などが売れなくなっ

なった、街がすごく静かになった、自分

ロナ禍によって観光客がぱったり来なく

くいとも思います。これからは個人や家

に行くという旅行形態は、今後は考えに

また、昔のように団体旅行であちこち

人口が減れば地方交付税などにも影響が

そうしたところをきちんとやっていきた

向に変わっていきつつあると。

きっちり仕事ができて収入を得られる方

一方で、例えば小学生の子どもが2人

考え方はあると思います。当市は基幹産

アジアやオーストラリアなどで旅行が

我々もそういう環境を提供できる町に

います。

業がしっかりしているので、補完する形

戻ったらまずどこに行きたいかというと

が、その時に、これまでは必ずしも観光

なっていけるのではないか、今後はそう

うという取り組みをされて、改めて観光

で市民に観光を喜んでいただき、楽しみ

日本なんですね。そういう意味では注目

客の訪問にいい印象をもっておらず、鬱

いう面を主体的に強化していければと思

す。

や学習材料にできればということで、新

度も高く、ニーズは必ずあるので、今で

陶しいよねとか、自分たちの産業とは関

佐々木町長もおっしゃったようにコロ

たな観光戦略を考えていかなければなら

きること、やらなければいけないことを

ナ禍を経験しても、やること自体はあま

ないと考えています。

しっかりとやっていきたい。

います。

来年度は個人住民税をはじめ、税収の

係ないと言っていた人たちの中から、コ

あります。行政全般の運営の中で、観光

落ち込みがかなり危惧されます。また、

地域づくりについてきちんと戦略を持ち、

44

いただいたり、飲食店を支援する施策で、

米田 宿泊券を使って地元の宿をご利用

たいと思っています。

観光や教育、医療をメインにやっていき

ことで、その人たちをターゲットにした

族単位の移動が主流になるだろうという

市民や事業者からの評価、期待を得る中

生活の価値観や地場事業者の発展など、

ナ渦を契機に、この機能を強化し、市民

光ＤＭＯ」機能の一つと考えます。コロ

たものであり、いわゆる「津久見市版観

団体・飲食店・交通事業者間の調整を図っ

は、観光協会が、市・商工会議所などの

した。

んね。今日はどうもありがとうございま

のはそれらをつなぐこと、かもしれませ

政の施策がありますが、観光振興という

方、考え方、人の交流、人の暮らし、行

寺崎 地域の中には、様々な産業や働き

つながればと思います。

とはいえ、観光が経済活動や生産性の

地元の皆さんが宿や飲食店を助けようと

向上に寄与しないと継続していくだけの

で、市民目線に立った息の長い観光地域

それはコロナ禍の今だからこそ感じる

づくりにあらためてチャレンジしていく

ことができたと思いますが、そういう中

事業予算が確保できないことになります。

実践する姿を垣間見て、改めて地域のつ

で「地元の良さを改めて発見できた」と

今後も With
コロナを前提に、安全対策
をきちんと講じた上で観光資源をブラッ

ながりの強さを感じ、すごくありがたい

言っていただくこともあり、最初にお話

シュアップして新しい魅力を作っていく、

ことが、今後の津久見市の観光行政のあ

ししたように
「近き者説
（よろこ）
び、遠き

子育てや教育といった政策間の連携を図

り方ではないかということです。

者来
（きた）
る」
と、まさに観光が目指すべ

り、市民や関係者の参画を得ることも必

し、津久見市の中でも観光の位置づけが

を絞りながら、観光戦略をきちんと構築

て、観光協会が企画したテイクアウトで

民や地場の事業者の方々でした。率先し

飲食店の窮地を救ってくれたのは、市

感じ、市民自らがまちを創っていくと
団
体
・
飲
食
店
・
交
通
事
業
者
間
の
調
整
を
図
っ
いも
っの
た「
ク・
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地元の皆さんが宿や飲食店を助けようと
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地域活性化の現場で考える観光振興のゆくえ
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ゴルフ場やアウトドア系
の日帰りが順調に回復、
団体旅行が今後の課題

た多くの観光客にどのような特徴が見ら

この夏あるいは秋の四連休から動き始め

前号（246号）で好評をいただいた「DMOの取り組み」ウェビナーの第2弾。
今回は八ヶ岳、
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これからについて考えました。
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いのか、宣伝をしていいのか非常に迷い
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にしていただき、外からお客様を誘致す

光業種についてはすべての券が使える形
るよりまずはしっかりと市内の需要を底

から、いろいろ行動しました。私自身も

れるようしっかり準備すべきという考え
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お話ししたいと思います。

と思います。9月以降については後ほど

人観光客はコロナ禍前までは年々増えて、
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観光客入込数は年間400万人弱、宿

ら日本への旅行が戻ってくるかという予

どんな状況なのか、いつくらいになった

ている国にヒアリングをして今その国が

いから戻ってくるのか、ターゲットとし

〈豊岡観光イノベーション〉

測をまとめたものを毎週木曜日に配信し

山田 ６月頃が一番厳しく、７、８月と

るという対応をとりました。
その間、6月

組合が一斉休業するという決断をし、4

城崎温泉は緊急事態宣言を受け、旅館

ています。
めたページを3月6日に立ち上げ、

1日からの再開にあたり観光客、地域住

す。市内の状況や施設の営業情報をまと

ＴＴＩのコロナ対応について説明しま

2019年は年間で6万3000人泊で
だいぶ明るい状況になってきたというこ

という英語サイト、日本
Visit Kinosaki
語のＴＴＩオフィシャルサイトの両方で

月 日から5月 日まで全旅館が休業す
発信を始めました。

民の双方に安心してもらう仕組みが必要
戦略の見直しが必要だろうと3月 日か

なり、市内全域ではなくまず城崎温泉で、

感染症対策ガイドライン」を作ることに

これまではインバウンドに非常に力を

ら議論を始め、現在も見直しの最中です。

休業明けを目指してガイドラインの作成

山田 では次に豊岡観光イノベーション

外国人観光客は止まってしまいました

を始めました。

時間で来られること、富士山が入山禁止

かなり挑戦的な組織ですが、そこで中核

が、豊岡を忘れないでほしいという思い

いれてきましたが、コロナの影響で海外

豊岡は城崎温泉という大きな温泉地が

として動いている方です。

で、3月 日からＳＮＳでエア旅行コン

（ＴＴＩ）
の川角さんにお話をうかがいま

あり、広域合併した関係でいろいろな観

小林 ゴルフ場が対前年比100％、レ

けたという雰囲気はあったのでしょうか。

います。

その辺も含めてお話しいただければと思

ご苦労されたのではと思っております。

付き合っていくのかという点で、かなり

報を届ける活動を始めました。また今後

とめたページを作り、市内の事業者に情

新型コロナウイルスに関する支援策をま

4月2日からは、国や県から出された

います。

ナーも4月からこれまでに4回実施して

た。

岡市全体のガイドラインを策定しまし

崎温泉のガイドラインを発展させて、豊

ドラインを策定しました。
続いて、この城

すべての業種を網羅し、5月 日にガイ

おもてなしをしています。
温泉旅館だけ

城崎温泉は
「温泉街が一つの旅館」
とい

ストランの飲食部門は対前年 ％です。

川角 豊岡市は兵庫県北部にあり、面積

はインバウンド事業だけでは我々の役目

うコンセプトでまちづくり、お客さんの

しかし県内の方が多くて県外の方が少な

が700平方キロで兵庫県では一番大き

テンツの配信を始めました。
海外の旅行

いのでお土産は対前年 ％でした。温泉

いのですが、人口は8万人ほどのまちで

会社に対するオンライン商談会・ウェビ

は対前年 ％、プールに至っては ％で、
65

50

40

95
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でなく、
飲食店、
物産店など温泉街にある

感染リスクがあると考えられるところは

とはいえ大阪からは少し距離があり、感

27

染拡大を抑制しながら観光とどのように

議論の中から、「新型コロナウイルス

なかったです。
旧盆の8月も特急あずさの

光資源を抱えているところです。関西圏

だろうという議論になりました。

と根付いてきたのかなという気がします。

乗車率が 〜 %でした。 Go To
トラベ
ルについては、8月中旬以降からしっかり

になったことで八ヶ岳にいらっしゃる日

小林 首都圏から200〜300㎞、2

いう印象でしょうか。

きて、あとから宿泊が追いかけてきたと

とですが、まず日帰りから需要が戻って

城崎温泉で感染症対策の
認証制度導入、
訪日客重視から
迅速に戦略転換

質疑応答

月はどうなるかという感じで、現在の

40

95

す。ＴＴＩはＤＭＯの取り組みの中でも

31

50

いうと、8月にはようやくトンネルを抜

40

山田 事業者としての小林さんの立場で

27

30

ただし、公共交通を使う人は極端に少

14

した。

25

65

帰りの方は非常に多かったようです。

27

10
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山田部長に監修をいただきました。
特徴

観光政策の専門家として日本交通公社の

学研究センター特任講師の加瀬先生に、

学院医学研究科公衆衛生学 兼 感染症科

クティビティの紹介をしております。

の 〜 代の女性とし、豊岡エリアのア

リリースしました。ターゲットを関西圏

という新しいウェブページを7月 日に

から物理的に距離を取ることで心身をリ

味で使われる言葉ですが、普段いる場所

リトリートは逃避や避難するという意

網羅していることで、具体的には宿泊施

セットし、ポジティブな日常を再スター

は、豊岡市内のあらゆる観光関連業種を
設、
物産店、
飲食店、
温泉施設、
商業・アミ

トするという意味であり、なおかつ、気軽

この名前にしました。
アクティビティ、宿

ューズメント・観光文化施設、
海の家、
キ

泊プラン、イベントなど現在 のプログ

ャンプ場、スキー場が行う対策のチェッ
山田部長にアドバイスをいただき、「フ

ラムを作って紹介しています。

に遊びに来てもらうという思いを込めて
ィジカルディスタンス」という表現を使

ク項目を作っています。

いました。
ソーシャルディスタンスは心

離は広げない、イコール観光客を歓迎す

では物理的な距離は取るけれども心の距

にしています。
「ふらっと、リトリート

で、実際に予約に結び付ける活動を地道

イスブックやインスタグラムの投稿など

グーグルやフェイスブックの広告、フェ

同時にウェブマーケティングも始め、

るという意味も含めて、この表現にした

理的な距離をとる意味もあるので、豊岡

のが特徴です。

」とリンクしたバナー広告や
TOYOOKA
フェイスブックのタイムライン広告も出

また、せっかくお休みの日に観光に来
ていただいているのに、いろいろな制限

しており、フェイスブック、インスタグラ

来訪者アンケートで、「今後情報を送

ムは週に2回投稿をしています。

ってもいいか」という問いに「いい」と

に縛られるとリフレッシュしてもらえな
価値を損ねないよう、マスクをしていて

いのではということから、観光客の経験
もお客様に笑顔が伝わる接客をしてい

回答していただいた方に、メールを送信

ールを送り「ふらっと、リトリート

するメールマーケティングも始めました。
すべての項目にチェックが入れば認証

る、コロナ疲れをリフレッシュしてもら

ポスターを付与しています。
9月 日現

えるような心配りをしているというチェ

上げたのが「新型コロナウイルス感染症

近隣の大阪、京都、兵庫の方を対象にメ

ガイドラインがあるだけでは、市内全

」の予約に結び付ける取り
TOYOOKA
組みです。開封率は ％程度と結構高く、

ック項目も作りました。

域 に 取 り 組 み を 広 げ てい く こ と は 難 し

」という 名称で認証
SAFE TOYOOKA
のロゴマークもつくっています。

インバウンドから国内への転換につい

施設をさらに増やしているところです。

インバウンド向けには「 Visit Kinosaki
」
というサイト運営を行っており、流入数は、

2016年から2019年までどんどん伸

当制度の質・精度を担保するため、感

お 客 さ ん や 住 民 に は 見 え に く いの で は

ては
「ふらっと、
リトリート TOYOOKA
」

ということで、
ＴＴＩと行政、豊岡ツー

40
染症対策の専門家として大阪市立大学大

24
日に 立 ち

く、また感染症対策が進んでいることが

今後も続けていきたいと思っています。

竹野海岸

22

在の認証件数は267件で内訳は図2の

神鍋高原

40

通りです。
届け出は次々ときており、認証

城崎温泉・一の湯

30

対 策 認 証 制 度」で す。
「 CLEAN and

城下町・出石

49
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withコロナ、
postコロナにおけるＤＭＯの取り組み【第2弾】
5

2020年は1月以降大きく落ち込んで

びていたのですが、コロナの影響を受け
仕組みを構築したいと思っています。

かということをタイムリーに把握できる

予約はどうなっているのか、 月はどう
ですね。

から一気に見直しました。結構早かった

受け入れ難いということです。

そ こ で、「こ う す れ ば 安 全 で す よ」と

いうことを科学的根拠に基づいて示すこ

を届ける取り組みを3月 日からスター

こうと、
「エア旅行」と題した豊岡の動画

をあげられるのでは」と思ってもなかな

という思いがあります。
「もう少し単価

行い、地域全体の収益アップを図りたい

地域の価値に見合った適正な価格設定を

山田 3人目はにし阿波エリアの「そら

にし阿波の祖谷にしていただきました。

が、訪問地のひとつを我々の地域である

ラインのバスツアーを行っているのです

とで地域の人々の恐怖心を取り除きつつ、

トしています。
結構反応がよく、
「城崎温
か踏み切れないので、客観的なデータを

の郷」の出尾さんです。いわゆる観光地

〈そらの郷〉

泉に行ったことがある、
また行きたい」「今
把握することによって、地域全体の単価

ではない場所ですが特徴をうまくいかし、

宿泊予約状況の傾向を把握することで、

年は行けなくなったけど、また行きます」
アップにつなげることができないかと思

我々としては今できることをやってい

など、普段よりも多くの反応を得ていま
っています。

感染症対策を実施している安全な地域と

「 CLEAN and SAFE TOYOOKA
」
の
認証施設の拡大が大事だと考えています。

今 後 の 取 り 組 み と し て 、ま ず は

前よりフォロワー数が増えております。

クの英語版、繁体字版もそれぞれコロナ

っ て い ま す。そ れ を 実 現 す る た め の

まち全体としての対策ができないかと思

策を取っている個別の宿もありますが、

いという思いもあります。
リピーター対

獲得により単価アップにつなげていきた

また豊岡ファンを増やし、リピーター

止まり、厳しい状況になったのではと思

今回、コロナでインバウンドの動きが

ています。

知ってもらおうとさまざまな活動をされ

に造詣のある方を対象に、地域の魅力を

ニッチな、特に欧州系の日本文化や自然

お客様が中心です。そこで、まずはオン

瀬戸内海を挟んだ岡山県、広島県からの

関西圏ですが、日帰りはお隣の香川県や

よると、四国で一番大きなマーケットは

観光圏で行っている来訪者満足度調査に

もう一つがマイクロツーリズムです。

手側のバス会社の画面に我々が現地ガイ

ラインのバスツアーで話題を作り、送り

ドとして中継で出演し、今まで 本くら

いますが、その中でも持ち前のバイタリ
ティでめげずに前に進んでおられる。今

DX・デジマの基盤や仕組みの導入につ

日はその辺のお話をお聞きしたいと思い

い催行しました。

いろいろな展開をされてきましたが、今

山田 TTIは元々システマティックに

ーとして活動しており、「住んでよし、

連携DMOの観光地域づくりマネージャ

部、徳島県西部に位置します。私は地域

す。
地域にあまりお金が落ちず、お土産を

旅行として利用するケースが増えていま

ンのバスツアーを貸切で買い取り、社員

味わえるということで、企業がオンライ

離れていても一緒に旅行をした気分を

インスタグラムの「いいね」やフォロワ

まで狙っていたインバウンドの需要がコ

訪れてよし」の2つを目標とした観光圏

出尾 にし阿波というエリアは四国中央

ます。

いうイメージ形成をするための動画など
す。
海外については現段階では来訪や予約

ー獲得、 Visit Kinosaki
を使って、国内
在住の外国人からの予約獲得に向けても

ロナによって一気に失われ、国内に転換

送るくらいの経済効果しかないのです

じました。ですので、今の時点で 月の

我々が把握できなかったことに課題を感

ャンセルされる状態でしたが、それを

月、4月は豊岡全体でどんどん予約がキ

状況がわからないということでした。3

地域全体の現状あるいは将来の宿泊予約

えなくてはならないことに気づき、そこ

で、これは違うだろうと。すべて作り替

業計画を議論したり、行政と話をする中

業計画を作っているのですが、今回、事

川角 いつも2〜3月頃に来期以降の事

しょうか。

上にコロナに対する恐怖心から訪問者を

のコミュニティが多く、普通の観光地以

齢化という地域特性からお年寄りばかり

大変になったこと。もうひとつは少子高

ひとつは観光客が動かず、観光事業者が

コロナの影響は当初2つありました。

ウェビナーで撮りためた映像を使ってい

海外へプロモーションに行けないので、

い撮りためることができています。
今は

入る時に観光地を紹介する動画をいっぱ

生懸命やっています。
また、現地に中継が

が、
地域を知らしめる効果は高いので、
一

コロナ禍において課題と感じたのは、

取り組んでいます。

としてやってきました。

が見込めませんので、フェイスブックや

20

しようという判断は迅速に行われたので

質疑応答

いて検討中です。

ス）
というバス会社が、日本で初めてオン

オンラインのバスツアーも積極的に活

いう課題に向き合ってきました。

観光客の方に安全に旅行していただくと

す。
インスタグラムのフォロワー数はコ

用しています。
香川県の琴平バス（コトバ

ロナ前の2月よりも増え、フェイスブッ

民泊農家に戸別訪問で
徹底感染対策、
今だからこそ
人材育成に注力

います。

11

のクリエイティブの制作も考えておりま

27

10

50

ん訪れてくれたので、大きく落ち込んだ

7月以降は、近隣の方が比較的たくさ

てきました。

一度地域を知ってもらう取り組みを進め

いただき、まずは身近な地域の人にもう

JRには徳島でトロッコ列車を動かして

四国からの出向という立場も活用して、

おとまりプラン」ができました。
私がＪＲ

き、交通のフリー切符をセットした
「徳島

いち早く県や市に対策を講じていただ

コロナウイルス感染症が拡大したときに

マイクロツーリズムについては、新型

インのバスツアーやリモート会議は、利

3つめはコンテンツ開発です。
オンラ

というアドバイスを徹底的にやりました。

すればより安全な受け入れが可能です」

「ここは気を付けたほうがいい」「こう

まわり、ガイドラインを示すとともに

と一緒に、各家庭をスタッフが一軒一軒

もちろん、保健所や感染症対策の専門家

お互いに健康チェック表を交換するのは

対策をとりました。来訪の2週間前から

ついては、農家の方々への徹底した感染

のボリュームゾーンですが、農家民泊に

バウンドを中心とした観光客という２つ

経済の柱は、教育旅行の農家民泊とイン

2つめが感染対策です。私たちの地域

ンや食事もバーベキューで済ますなどの

に増えたと言えます。
セルフチェックイ

触をせず、家族だけで移動する方が非常

比率が高くなりました。
あまり他人と接

え、移動手段はマイカーとレンタカーの

どのプライベート空間を求める方が増

ですが、コテージ、
ヴィラ、キャンプ場な

ィビティを目ざして来られる方が多いの

山、トレッキングなど自然の中のアクテ

いお客さんを中心に、ラフティング、登

私達の地域は自然の中にあるので、若

懸命やっています。

復の伸び方が大きくなると信じて、一生

ツを身につければ、必ずコロナ禍後の回

んが、地域がそういうスキルとコンテン

すぐに欧米の方が戻るわけではありませ

というアクティビティが豊富なので、地

はありませんが、山の暮らしの文化体験

は北海道ほどスポーツ系アクティビティ

に注目が集まると考えています。
ここに

アドベンチャーツーリズムの面でも日本

ャートラベル・ワールドサミットがあり、

す。
東京五輪の後に北海道でアドベンチ

をやりたいと思っています。

先2年先を見据えてやるべき2つのこと

さらに、喫緊でやるべきことと、１年

っていこうと思います。

それに対応するコンテンツをきちんと作

ではプラスになる、とポジティブに考え、

きな集客装置がないことが逆にコロナ禍

旅行が多くなりました。
山ばかりでおお

ます。

状態からは少し脱した感じです。宿泊の

便性がある一方で、一緒に感動する空気

ひとつはアドベンチャーツーリズムで

くらいのところが多かったです。8月も

状況は、7月は前年同期比マイナス ％

を売ろうと目指してきたので、低価格に

私たちは自然環境のなかでの上質な交流

っては前年を超えたところもありました。

て近場の方がかなり宿泊され、施設によ

ない感じですが、 Go To
トラベルキャン
ペーンや県民対象の施策の効果が出てき

ると感じても

心が通ってい

らもちゃんと

離をとりなが

どうすれば距

ら っ た 時 に、

実際に来ても

域文化や地域の人が暮らす世界観にふれ

シフトするのは、将来的にあまりよくな

ら え る の か、

「自己完結型」あるいは「グループ完結型」

いだろうと感じつつも、まずは数を回復

ことが3つあります。
1つは研修です。
ホ

ーリズムのほかにもＤＭＯとして行った

オンラインのバスツアーとマイクロツ

い う 工 夫 を、

していくかと

テンツに活か

か、どうコン

態度がいいの

どんな言葉や

テルの事業者などは休業期間があったの

今一生懸命や
っ て い ま す。

で、とにかく研修に参加してもらい、地域

す。

しなくてはということで今はやっていま

感、共感力は弱い。
情報はオンラインで入
手 し つ つ も、

上：高地集落。
中左・下右：世界農業遺産である
「傾斜地農耕システム」
農法
の体験。
中右：吉野川でのラフティング。
下左：郷土料理
「ひらら焼」

トータルではまだ７割までしか戻ってい

30

の魅力をちゃんと語れる人になってもら
おうとしています。

写真・資料提供：そらの郷

3 「そらの郷」の概要
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す。ワーケーションについては半分アク

もうひとつが研修とワーケーションで

るコンテンツを作ろうと思っています。
て Post
コロナのにし阿波の魅力は何かを
意識してチャレンジしています。

ョンだと思いますので、回復期を見据え

るか考えることもＤＭＯの重要なミッシ

け入れに前向きな人たちと一緒に組んで、

時間をかけてと思っています。まずは受

もってしまう可能性もあるので、そこは

ますし、今無理強いをするとまたひきこ

た。

と思います。市の外湯も止まっていまし

川角 はい、どこも営業していなかった

設もそれに倣ったのでしょうか。

思うのですが、組合に入られていない施

ティビティを楽しむワーク+バケーショ

時間をかけて水平展開していきたいと思

ンの誘致をしたいと思っています。修学

を出しておられましたが、7、8月を越

山田 豊岡は市長も積極的にメッセージ

質疑応答

っています。

旅行の場合、地域に来る前に私はこうい
う人間であるとか、こういうテーマで旅

ィや体験の収益性を向上させ、数は少な

りの観光消費額、あるいはアクティビテ

戻らないだろうとみています。一人当た

たところですが、この数はすぐには元に

おり、インバウンド比率が非常に高かっ

日客を中心に外国人旅行者が3万人来て

が深まるので、ここは二人三脚だと思っ

もらう、などの具体的な方策の方が理解

徒さんが来た時にこの場所で食事をして

場にいって、こういう手洗いをする、生

的に怖がっているところがあるので、現

事故より少ないよ」と示すよりも、心理

方々です。数字で「死亡率だけだと交通

ので観光事業者が感染対策をちゃんとや

てくださいとは言えない状況でした。な

ました。
ＴＴＩとしても、お客さんに来

ん来ることを心配する空気がすごくあり

川角 やはり当初は、お客さんがどんど

どういう状況だったのでしょうか。

て、受け入れ側の地域のコミュニティは

が、地域を売り出す側の川角さんから見

意識も違ったのではないかと思います

わりましたね。我々もお手伝いをしまし

ています。他の地域の事業者の意識も変

空気感とは全く違うものになったと思っ

また認証制度を作ったことで、以前の

見ております。

ており、観光に対する理解が深まったと

8000人以上、市民の約1割が利用し

て9月末で終わりますが、現段階で

り始めました。6月1日からスタートし

「ステイ豊岡」という市民対象の宿泊支

川角 はい、空気は変わってきています。

れについては一定の理解を示しておられ

えて、一般の市民の方も観光客の受け入

行に来るなど、お互いにプロフィールを
いうお話がありましたが、そうした取り

山田 この流れでディスカッションに入

援を早くから始めており、普段は市内に

〈ディスカッション〉

交換することでお互いのことがある程度
組みで、受け入れ側の農家の皆さんの不

泊まらない市民が城崎温泉を中心に泊ま

山田 民泊を受けている農家の感染対策

分かるというのは、来る側受け入れる側
安は和らいだのでしょうか。

りたいと思います。
豊岡はエリアの範囲

るでしょうか？

双方の安心感にもつながります。なので、

が広いので、城崎と他のエリアでは住民

に、専門家の方にもご協力いただいたと

企業の研修や大学のゼミなども同じよう

民泊の受け入れ側は平均年齢 歳以上の

出尾 正直、大変苦労しています。農家

観光客受け入れに対する
事業者や住民意識の変化

従来、私どもの地域は、香港からの来

なかたちで受け入れたいと思っています。

いけど収益がアップする形に戦略をシフ

て、手間と時間はかかりますが、実践的

層によりシフトした戦略を作ろうと、今

を使うと言われています。そういう顧客

の観光消費力は一般のツアーの4倍お金

た長期滞在の欧米系の人が増えて、彼ら

チャーツーリズムという旅行目的を持っ

ところが、このままでは立ち行かないと

期の頃は、非常に閉鎖的、排他的でした。

出尾 町の商店の方などもコロナ禍の初

ない住民の方の意識はどうでしたか？

が、それ以外の、観光に直接携わってい

から観光に携わっていた方だと思います

山田 農家民泊を受けている方々は以前

な方法でやっています。

か。

れなりに安心されたということでしょう

ういった判断に対して一般市民の方もそ

安を煽らないという意味合いもあり、そ

に休業を決めましたが、それは地域の不

山田 城崎温泉はゴールデンウイーク前

いう気がしていました。

モーションをやっていかないとまずいと

っていることを見せつつ、少しずつプロ

岡全体の結束力も強くなったと思います。

たことで、市内全域の意識が高まり、豊

か」という相談でした。城崎が先に動い

ないが、何を根拠に海開きをしたらいい

鍋や竹野から相談を受けました。

したので、他の観光エリアも続く形で神

真っ先にガイドライン作りなどに動き出

たが、地域のリーダーである城崎温泉が

竹野の場合は「海開きをしないといけ

準備をしています。

いうことや感染症対策が少しわかってき

今はマイクロツーリズムを増やすと同

たので、許容の幅は広がってきたと思い

時に、1、2年後にコロナがただの風邪

間事業者のつながりで動いていると思い

山田 小林さんのところのDMOは、民

になったときに回復する地域力を作って

川角 はい、そうですね。
とは言えある程度時間がかかると思い

ます。

のが現状です。少し先をみて、今何をす

おくという2つの意識で取り組んでいる

山田 城崎温泉の休業は組合で決めたと

前述のように東京五輪以降、アドベン

トさせたいと思っています。

70
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安全ということで、まずは感染対策の見

一番のポイントと考えるのはやはり安心

たのが一番大きいと思います。来訪者が

も感染対策をしなくてはならないと感じ

する危機感が高まりました。どの事業者

イークに休業ということで、コロナに対

小林 事業者に関しては、ゴールデンウ

意識はどんな感じだったのでしょうか？

ですが、そこから夏に向けて、事業者の

のは、かなり厳しい状況だったと思うの

ます。ゴールデンウイークがなくなった

し、
アセスメントも行いながら、
各事業者

の対象事業者にアンケート調査を実施

と見える化ポップ掲示状況について地域

そのためには、グリーンゾーン認証取得

いかなくてはならないと思っています。

かりと交流人口を増やす取り組みをして

し、訪れてよし」
という地域なので、しっ

んが言われたように、我々も「住んでよ

産者がたくさん出てしまいます。
出尾さ

す。
しかし、それでは地域経済が回らず倒

ほしくないという気持ちもあると思いま

といけないのではとも思います。
この辺

るので、登録申請の仕方を簡易にしない

てくれないか」という依頼があったりす

際、私の会社にも仲間から「これを教え

とってはなかなか面倒だと思います。
実

うと思うのですが、高齢の個人事業主に

小 林 我 々か ら す れ ば 申 請 は 簡 単 だ ろ

因だと思われますか。

えて行かないということは、どの辺が原

について、取り組む事業者がなかなか増

山田 感染対策ガイドラインの認証など

密ではないということで多くの人が来ら

尾さんも言われたように、アウトドアは

は、いずれも行列が生まれていました。
出

が、富士見パノラマと清里の2スキー場

「めざましテレビ」でも報道されました

そこに匹敵するほどであったそうです。

ークは5月4日が一番賑わうのですが、

から聞いています。
例年ゴールデンウイ

アも今年一番の賑わいだったと各事業者

のですが、3日目はインドアもアウトド

9月4連休の2日目は天気が悪かった

カーが多く、 ％が家族連れですが、9

もともと八ヶ岳は基本的に移動はマイ

月の状況が 、 月と続いていくのかな

れていると思います。
こを我々がアンケートなどを行い「こう

という感じです。 Go To
トラベルキャ
ン ペ ー ン の 影 響 も あ る と 思 い ま す が、

ないと見直してくれないと思うので、そ

山梨県では「やまなしグリーン・ゾー

う」と我々が示していくことが今後の地

して、出尾さんのところで行われている

いう問題がありますよ」と行政とお話し

我々の地域も事業者に感染が出ていない

は行 政 もしっかりしたアセスメントが

ン認証」という認証制度がいち早くでき

域住民・事業者・来訪者の安心安全を担

明に行ったりしないといけないのかなと

ように、わからないというところには説

や行政に対して「こういう問題があるか

ました。
認証を受けることで様々な支援

保し、
この With
コロナ期でも経済をしっ
かり回す取り組みにつながっていくので

ら、改善してもっと増やしていきましょ

を受けることができます。
現在、北杜市内
はと思っています。

える化だと思います。

103施設が認証登録されています。
山

では宿泊が 施設、飲食が 施設で合計

70

請しているのが400施設のうち150

いう取り組みをしていますが、これも申

も独自に
「コロナ対策見える化ポップ」
と

み切れていないのが課題です。
北杜市で

るうちの100施設のみと、なかなか踏

ているのですが、北杜市は400施設あ

梨県内全体では852施設が認証を受け

用して地域の方々に、このような取り組

年かけ築き上げた合意形成の仕組みを活

が最も大事と考えていますので、この長

です。 With
コロナ期の観光地域づくり
法人の役目としては多様な方の合意形成

も変わっていかざるを得ないということ

基本的に一番思うのは、事業者も住民

4連休は各地にかなり多く人が出たとい

てきて、特に9月のシルバーウイークの

お三方の地域では8月頃から需要が戻っ

山田 ここで話題を変えたいと思います。

山田 豊岡では、9月にどんな方が訪れ

とです。

いるのが、9月の動向から推測されたこ

です。まぎれもなく個人客の方が増えて

もう一つ見られる傾向は団体客の減少

方で今以上の感染対策をすれば、旅行で

の感染はないことが実証されると思いま

400施設のうち最低でも７、８割がこ

ートなどを行って問題点を見える化し、

いう課題があり、私たちとしてはアンケ

少し積極的に取り組まないといけないと

らないといけない取り組みだと思いま

性化していくことが、我々が今本当にや

ばれないよ」と認識いただいて経済を活

者の方には「こういうことをしないと選

をしないと地域が活性化しないよ」
、事業

住民の方たちには「こういう取り組み

ですが、9月全体を見ると、前年と似通っ

営していて、そこで案内した方のデータ

小林 うちは観光案内所を指定管理で運

岳の9月はいかがでしたか。

を聞きたいと思います。小林さん、八ヶ

んな人たちなのか、改めて各地域のお話

り増えています。車で来られる日帰りの

日帰りが約 ％、宿泊が約７％、昨年よ

ころ、日帰りのお客様が相当増えていて

年の3連休と今年の4連休で比較したと

川角 城崎温泉の外湯の入浴者数を、去

ましたか。

す。

のポップを掲げることで、来られる方も

お客さんが増えている傾向が見られます。

9月以降の観光客の動向

ということもあり、事業者と旅行者の双

日現

うお話でした。今動いているお客様がど

安心されるのではないかと思います。

た状況になっています。

地域の方の中には、あまり外から来て

す。

24

思います。

施設にとどまっています（9月

みをしっかり啓蒙していくことが我々の

11

役目かなと思っています。

25

在）
。
このような制度に事業者自身がもう

78

10
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4連休を含む9月全体について、あるＯ

できていないじゃないか」という苦情が

家賃や従業員の交通費などをカットでき

りあります。リモートで仕事をしてみて

ッチングさせる機能を持った事業体の二

った情報発信と、企業と受け入れ側をマ

いうワーケーションがいいですよ」とい

つが多分要るだろうと思い、自身もそう

「オフィスが都内になくてもいい」と考え、

いう組織を立ち上げて活動していこうと

ありました。苦情はその一件だけですね。

るから地方に職場を移そうという企業も

皆さん真面目に取り組んでおられると思

あると思いますが、地域側は一緒に地域

しています。

ＴＡ
（オンライン・トラベル・エージェ

また、お客さんも「マスク着用をお願

の価値を守る活動をしてほしいとか、空

関係人口について、刹那的なものではな

山田 にし阿波としては、総務省の言う

います。

き家だらけなので、そこをリノベーショ

ント）にヒアリングしたところ、 Go To
トラベルキャンペーンが効いていて、宿
いします」と呼びかけている場所では全

ンして短期でもいいからコワーキングス

泊予約が昨年より約 ％増えているとい
うことでした。1月までの予約も、いず
員マスクをされており、皆さんがルール

くて、地域の課題にまで寄り添ってもら

を守って行動されています。

えるチャンネルとして増やしていきたい

れの月も対前年2桁の伸びになるんじゃ

ペースやサテライトオフィスとして使っ

ないかということでしたが、キャンペー

てほしいなど、目指している目標が違う

いた地域ですが、ポストコロナに向けて

あり、昔からリゾートワークが行われて

八ヶ岳は首都圏から近く、別荘地でも

ということですね。
はわざわざ四国の田舎に来て、人材育成

ただ家賃を安く済ませたいという企業

気がします。

の企業研修などにお金をかけないと思う

ワーケーションの
可能性と課題
んが増えているというお話がありました

山田 出尾さんからアウトドアのお客さ

思うんですよね。今後はコロナ禍におい

ご飯を食べに来る日帰りのお客さんが多

てさらに新しいビジネスが生まれると思

いですが、神鍋高原は合宿、林間学校など

地域側もただ通信環境がいい、自然環

いますし、ワーケーションは今後の仕事

ワーケーションの動きについて小林さん

境があってアクティビティが楽しめるか

の効率を考えると外せない事業だと思い

はどのようにお考えですか。

らワーケーションに来てくださいという

ます。ただ取り入れ方については、地域

ので、そこを双方が理解したうえで、ち

出尾 山を目指す若い人が増えたことは

だけではだめだと思います。田舎の不便

性を見ながらやっていく必要があるかな

ゃんとしたマッチングさせるのが今後の

肌感覚としても明らかにわかります。
不

さの中で新しい価値観を見つけるなど、

と思います。

が、どんな特徴が見られますか。ワーケ

思議な現象ですが、剣山という山に登山

人材育成を目指す企業はどうぞいらっし

山田 小林さんの経営されている施設に、

ーションの取り組みについてのお話もあ

城崎は順調ですが、海水浴で知られる

できるのに、なぜか登山口まで行って引

ゃい、ただ家賃を安くしたいなら首都圏

ワーケーションのお客様はいらしていま

が多いです。
出石の入込数は、8月くらい

竹野は去年の ％くらいに留まっていま

き返す率が高くなっています。
山の雰囲

のちょっとはずれた田舎でいいじゃない、

すか。

から去年を上回っている状況ですが、神

す。
その代わり駐車料金を上げて対応し、

気を感じるだけでいいという人が増えて

という風に棲み分けるというか、ワーケ

小林 ワーケーションはやはり必要だと

収益的にはそこまで落ちていないという

いるのかな、という気がします。
そういう

ーションのカテゴライズをする必要があ

課題だと思います。

ので、ちょっと安心しています。
今まで来

意味では、自然に対する理解や、環境イン

の一部でワーケーションができるよう、

小林 私どものグランピングのキャビン

りましたが、具体的にどんな風に取り組

ていただいたお客さんの層により、各エ

パクトの少ない旅行に共感してくださる

り、なんでもかんでもワーケーションで

鍋は夏の林間学校、合宿などの団体予約

リアで状況が違うようです。

いらっしゃいというのは乱暴な気がしま

んでいきたいとお考えですか。

山田 全体的には個人のお客様を元々つ

方が増えているのなら、そこを伸ばして

に苦しい状況です。

かんでいたところは強く、団体客が多か

れに対するお客様からの声というのはあ

者が増えているということでしたが、そ

うという受け手の理解にギャップがかな

すが、送り手の企業と、地域振興に使お

ケーションだ！ということになっていま

ンと言ってから、あっちもこっちもワー

るので、「こういう人材育成には、こう

思いますが、今はまだかなり混乱してい

ビジネスモデルが育っていくだろうとは

地方では地方なりのワーケーションの

八ヶ岳観光圏の長野県富士見町には

していこうという動きも出てきています。

「教室でワーケーション」と謳い、展開

考えています。ほか、廃校した学校で

今年の秋には機器を取り揃えていこうと

りますか？

す。

いかなくては、
と思っています。

川角 1ヵ月半の間で一件だけ「対応が

官房長官時代の菅首相がワーケーショ

ったところはきついという感じでしょう

がキャンセルになっていますので、非常

あり、城下町の出石は皿そばで有名で昼

豊岡は地域によってさまざまな特徴が

っていないということでした。

ンが終わる２月以降はまったく予約が入

20

か。認証制度を立ち上げ、申請する事業

45
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山田 豊岡では、テレワークやワーケー

進めていこうと思います。

なると思いますし、ケースバイケースで

も多いので、そういう場所は今後必要に

いいけど電話ができないなど不便なこと

が、やはり喫茶店では、メールだけなら

たいと思います。私も出張が多いのです

っかり踏まえながら、事業展開していき

いろ動いています。そういうニーズもし

を先取りしたオフィスがあり、既にいろ

「森のオフィス」というワーケーション

ツアーで試験的にできないかなと考えて

ップに参加できる、というのをモニター

ョン能力を高めるための演劇ワークショ

に来れば、企業の中でのコミュニケーシ

りではないか、と思っていまして。豊岡

そういったものを企業向けに行うのもあ

ン能力を高めるというプログラムですが、

います。演劇を通じてコミュニケーショ

学校などで演劇ワークショップを行って

祭を開催しましたが、平田さんが地元の

リザさんが移住されていて、先日も演劇

と考えています。

いで、地域力、基礎体力を作っていこう

考えてくれる仲間を増やすことに力を注

いし、それを一緒にやってくださる方、

てもベターなものを複数見つけていきた

なチャレンジをして、明確な答えでなく

ＤＭＯの枠組みを活用しながらいろん

いくかが、今からの課題だと思います。

ニューノーマルの交流の方法を見つけて

い、
ハグしてください」から、
いかに違う、

らなくてはいけない。
「握手してくださ

はどうしても物理的にディスタンスを取

がありながら、三地域それぞれの状況や

山田 「重点支援DMO」という共通点

でやっていきたいと思っています。

じ、誘客多角化事業の具現化との二本柱

れる循環交流型で地域が豊かになると信

者も安心で、住民も快く来訪者を迎えら

て感染対策を見える化し、来る方も事業

結果をしっかり把握し、地域一体となっ

食の事業者にアンケートを取って、その

います。 月に商工会を通じて宿泊、飲

グリーン・ゾーンを、今回やろうとして

SAFE

いるところです。

and

組織の態勢、マーケティングはかなり異

なり、非常に多様性に富んだお話になり

ました。これが日本の観光地の実態だと

もらえる仕組みにしていきたいと思って

」のコンセプトに合ったプ
TOYOOKA
ログラムを充実させ、継続的に人に来て

同時に「ふらっと、リトリート

は国内市場を獲得していく必要がありま

インバウンドの戻りが不透明な今、当面

とはだいぶ変化しているということです。

今回のコロナ禍について共通している

思います。

8、9月の観光地で人が増えても、感染

います。

すが、 Post
コロナの時代に対応した形
で誘客するには、地域側は当然、感染対

川角 まずは CLEAN

ションについてはどのようにお考えでし
ょう。
川角 まずは今年度、企業に働きかけて

拡大は起きていないということで、「あ

あとは、先ほどお話しした地域の宿泊

TOYOOKAの認証施設を増やし、感染
症対策を進めていきたいと思っています。

る程度こうしたバランスの中でやってい

予約の状況がタイムリーにわかるような

策を行った上で、お客様が何を目的にそ

秋冬と今後に向けた
取り組み

修プログラム、各自での仕事、地元の体

けば、コロナ禍の中で観光を動かせる」

の地域を楽しみに来ているのかを考えた

企業向けツアーをテスト的にやってみて、

験プログラムを仕事の合間に行うなど、

ということが見えてきたのではないかと

仕組みをなんとか作っていけたらと。予

そこからいろいろな学びを得たいと思っ

2泊3日のプログラムを作っており、ま

算がかかるので、ハードルはありますが、

リモートのワークショップのような研

域づくりをされている中、こういったこ

企業ともいろいろな形で連携しながら地

世界だと思いますが、豊岡はトヨタなど

あるいは転出人口というのか境目がない

れをワーケーションというのか関係人口、

の方が移住されるということですね。こ

専門職大学が開学し、かなり多くの職員

ます。私たちのエリアは、地域の人と距

売れるものをちゃんと作ろうと考えてい

らこそしっかり人材を育成し、回復期に

つけられなくて悩んでいますが、今だか

出尾 明確にこれがいいという回答が見

ください。

いくのか、今後の抱負を踏まえてお話し

冬に向けてどのような取り組みをされて

広がるのではという指摘もあります。秋

とは言え、一方で、秋冬はまた感染が

をやっていきたいです。

しっかり訴求するものを作っていくこと

200〜300㎞圏内をターゲットに、

あるので、当面はマイカーで来られる

2000〜3000万人のマーケットが

事業に採択されました。
我々には首都圏

小林 おかげ様で、観光庁の誘客多角化

るところです。

現在、宿泊施設の方とも議論を始めてい

もありがとうございました。

ことが必要なのではと感じました。どう

新しいものにチャレンジしたり準備する

ンテンツ制作など、コロナ禍だからこそ

出尾さんが言われたように人材育成やコ

それには観光地側の体質改善も伴い、

思っています。

コンテンツづくりが重要になるだろうと

のは、観光客が戻ってきても行動が以前

ずそのモニターツアーを1回やってみた

思います。

ています。

いと思っています。

ともワーケーションに使っていきたいと

山田 豊岡市には来年春に芸術文化観光

お思いですか。

当然、感染対策については見える化、
離が近い交流を売ってきたのですが、今

山田 最後に今後についてうかがいます。

11

川角 そうですね。学長を務める平田オ
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山田雄一

かしながら、開始日とされた7月下旬は、

いても、その有用性が期待されていた。
し

たものであり、コロナ禍からの回復にお

こう割」
のスキームを、全国規模に展開し

来、被災地を対象に展開されてきた
「ふっ

開すると、感染が拡大する」
という考え方

れ
「経済活動の中でも、特に観光活動を再

スメディアにも連日、大きく取り上げら

いて、再度、感染拡大が生じたことは、マ

徴的事例となっていた。
その沖縄県にお

受けるなど、コロナ禍と観光の衝突の象

中で観光に行った芸能人がバッシングを

につながっていく。
つまり、自家用車で

ンプ施設への来訪という行動の顕在化

の高級ホテル・旅館や、自然地域、キャ

ていった。

リスクを下げられるという認識も広がっ

っかりとした感染症対策を行えば、感染

収束状態となるコロナ禍
「台風一過の明るさ」なのか「再び来襲

東京都を中心に新規の陽性確認者数が増

筆者が感じていることである。

背景には、
当時、
経済活動と感染抑制は

ており、
もともと、
短期決戦の様相が強か

関係で、学校の夏休みも大きく短縮され

2020年の夏は、緊急事態宣言発出の

大 き な 影 を 落 と す こ と に な っ た。

この
「考え方」
は、夏休みの観光活動に

自粛し我慢していた旅行に対する欲求

した認識の変化に、 GoToトラベル・
キャンペーンが加わることで、春以降、

な い と 考 え ら れ る よ う に な っ た。こ う

生活と比しても、感染リスクは高まら

が得られる地域／施設であれば、日常

実施され、かつ、第3者と物理的な距離

こうした意識の変化は、大都市周辺

する嵐の前の静けさ」
なのか。

大傾向にあるタイミングであったため

移動し、しっかりとした感染症対策が

それが、各地の状況を見てきて、現在、

を広める結果となった。

トレードオフの関係にあると考えられて

ったが、その残された夏休みにも自粛が

前回の観光文化246号「現場で語る、

いたことにある。
我が国では、2020年

続いたことで、
多くの観光地、
事業者は更

持続可能な観光の本質〜コロナ禍での現

れは、
各特集でも指摘されており、
対前年

4月7日に緊急事態宣言を発出し、経済

加え、政府が7月 日より始めた GoTo
トラベル・キャンペーンが大きな意味を

がり、新型コロナ COVID-19
の新規陽
性確認者数が抑え込まれていったことに

ューノーマルな行動様式が社会全体に広

光明をもたらしたのは、国内においてニ

て、やっと訪れた光明となっている。
この

需要も失っていた観光地、事業者にとっ

こうした動きは、
GWを失い、
夏前半の

た。
沖縄県は、GW時期において、強めに

増大したことのインパクトは大きかっ

県において7月上旬から、新規陽性者が

さらに、国内有数の観光地である沖縄

染は拡大すると思われていた。

になっていたため、経済活動を行えば感

に合わせて新規の陽性者も増加するよう

活動は徐々に復旧されていったが、それ

5月 日の緊急事態宣言の解除後、経済

ーノーマルとなる生活様式も普及し、し

広がっていくことになる。
並行して、ニュ

と、陽性者数は相関しない」
という認識が

8月も下旬となると
「必ずしも、観光活動

減少へと転ずることとなった。
そのため、

月上旬をピークとして、新規陽性者数は

者の増大は生じず、
逆に、
7月下旬から8

しかしながら、 GoTo
トラベル・キャ
ンペーンの開始後、懸念された新規陽性

に厳しい状況に置かれた。

ースも出ている。

った高価格の宿泊プランが活況となるケ

たことで、
従来、
あまり動きの見られなか

しんでいた人々が、国内に旅行先を変え

が噴き出すようになってきている。

り、観光は明るさを取り戻しつつある。
こ

もっていたことは論を俟たないだろう。

来県自粛メッセージを出しており、その

22

大に悩んでいる」という図式で報じられ

さらに、「観光客の来訪によって感染拡

集でも指摘されている通りである。

こうした需要の変化については、各特

中には、
毎年、
夏休みには海外旅行を楽

トラベル・キャンペーンは、従
GoTo

た。

プラスで推移している地域や施設も出て

活動全体を止め、陽性者を抑制してきた。

状と課題〜」
を発刊した夏を経て、秋とな

きている。

「トロッコ問題」が現出することとなっ

に、経済なのか命なのかという、一種の

公益財団法人日本交通公社 観光政策研究部長

視座
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ッセージを公式に発信している地域は限

らが発信するようになった。
こうしたメ

迎します」というメッセージを県知事自

策をしっかりと取ってくれる旅行者は歓

示されたように、9月に入ると
「感染症対

ることの多かった沖縄県でも、特集1で

る。

行動につながっているものと考えられ

怖心、不安感が、公共交通機関を忌避する

「第3者と混在される」ことに対する恐

る。

スツアーなどは厳しい状況に置かれてい

の移動が選好されている状況にあり、バ

ブ旅行の実施も見込めない。
地方都市で

している状況にあり、当面、インセンティ

くは、休止となるか、オンラインへと展開

レンス、シンポジウムといったものも多

効果もある。
コンベンションやカンファ

く、社員の感染リスクを高めないという

ことで出張旅費の削減ができるだけでな

る。
企業としては、オンラインを活用する

要だろう。

傾向が続くことも想定しておくことが必

ルな行動様式として、
当面の間、
こうした

は無いということである。
ニューノーマ

今後、時間経過と共に回復していく保証

る。
留意すべきは、こうした3つの壁が、

つが大きく残されている状況となってい

ュニケーションの壁、業務需要の壁の3

こうした需給双方の意識変容が現出し

ても、
転換されてきたことを示している。

いが、高速交通機関への依存度が高い地

都市を持つ地域は比較的回復度合いが高

できなくなっている。
そのため、近傍に大

きく制限、すなわち、近距離からしか集客

結果的に、各地域・施設の集客圏は、大

ディーブローとなり得る。

も多く、業務系需要が減退することは、ボ

末は観光系需要で立ち上げてきたところ

は、平日の需要を業務系で担保しつつ、週

住民の不安も消えていない

定されてはいるものの、需要側の意識だ

たのが、9月のシルバーウィークである。

けでなく、供給側（地域側）の意識につい

8月下旬からの観光再開の機運の中、9

に対する不安は、住民に
COVID-19
おいても消え去ったわけではない。
徐々

は避けるべき状況であることに変わりは

また、不特定多数の人々を集めること

不安感は大きい。
実際、今でも地方紙な

事態宣言を通じて埋め込まれた恐怖心、

なくなっているとはいえ、春以降、緊急

に観光活動を感染拡大とつなげて考え

うした状況を、マスメディアも概ね好意

なく、いわゆるお祭りやイベント、フェス

このように、現在でも、距離の壁、コミ

的に報じ、さらに、シルバーウィークを経

も、同時に言及していることが多い。
ま

ても陽性者数に大きな変化が無かったこ

た、観光活動に関係なく、感染クラスタ

どは、観光活動の再開をポジティブに取

規模が小さいものでも、例えば、そば打

ーは、各地で散発的に発生しており、決

り上げつつ、感染拡大のリスクについて

ち体験のように食が絡むものや、参加者

して「安心できる」生活が戻ってきてい

といった活動を大規模に展開することは

やホストと密なコミュニケーションが発

難しい状態が続いている。

沖縄県では、 月に入り、一部ではある

生する体験プログラムも厳しい判断が求

とで、観光活動と陽性者数をリンクさせ

が、本州からの修学旅行も再開されるよ

た。

うになっており、観光と感染症対策との

る訳ではない。

しかも、観光対象地となるような地方

められる状況にある。
こうしたイベント
や体験プログラムは、これまで、地域魅力

関係性についての認識は、着実に変化し
つつある。

に伴い、高齢化が進んでいる一方で、医

問題がある。
これは、少子高齢化の進展

部ほど、感染症のような急性疾患に対す

さらに、地方都市を中心に形成されて

療サービスが慢性疾患に対応したもの

る医療サービス容量が小さく、また、重

いた業務需要による旅行市場も、依然と

に 組 み 換 え ら れ て き たこ と が 理 由 で あ

の増進、有効な集客策、王道的な観光振興

して大きな影響を受けている。
緊急事態

症化リスクの高い高齢者が多いという

ただ、完全にニューノーマルな世界と

宣言を経て、多くの企業が
「オンライン会

ある。
そのため、地域住民、特に高齢者の

るが、実態として、感染症に弱い立場に

策として各地で展開されてきたものでも

して、復元されたのかと言えば、そうとは

議」
を経験したことで、業務におけるオン

あり、
その影響は大きい。

飛行機や新幹線など、高速交通機関の

ライン活用は大きな広がりを見せてい

言えない。
需要の戻りが遅いことが、その好例であ

人々の不安は消えていない

10

て論じられることも少なくなっていっ

り起こしが急務となっている。

域については、回復が遅く、地元需要の掘

―

日の4連休は、格好の旅行好機

月
22

であり、多くの人々が観光に出かけた。
そ

19

る。
比較的近距離についても、自家用車で
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一方で、国全体において一連の GoTo
キャンペーンによって、
人の動き、
経済活

域において、 COVID-19
には慎重な姿
勢を崩すことは出来ない。

に不安感を拭うことは難しく、多くの地

立場からすれば、域外からの人々の来訪

地域における観光とは何か、という問い

かった人々も含めた、幅広い人々に、我が

は大きく、これまで観光に関心を持たな

るところは大きかった。
しかしながら、コ

に伴う文化衝突は存在したが、人口縮小

よる各種のトラブル、インバウンド増大

て「割引策」は、幅広いセグメントに効く

が功を奏したと考えられる。
一般論とし

の議論が必要だろう。

動の再開が進み実態面としては、観光活
を投げかけることになった。

ロナ禍という脅威がもたらしたショック

さらに、その
「人々」
の立場も、観光客を

以上、見てきたように、観光活動の再開
トラベル・キャ
GoTo
ンペーンや、各地での県民割などの施策

において、
政府の

ーカスする力が薄れたりすることにも繋

差別化要因を失ったり、特定市場へフォ

ことで、価格に惹かれてくる人々が増え
前述したように、県民割は、地元需要の

てしまえば、
従来、
競争力を構成していた
喚起といった効果も生み出し、某リゾー

がりかねない。

施策であるが、今回もその効果が発揮さ

客になるという立場にも拡大している。

ト・マネジメント会社社長が提唱した
「マ

れたと考えられる。

コロナ禍以前、観光は、基本的に
「推進

なぜなら、各地で市民や県民向けの割引

イクロ・ツーリズム」の現出にもつなが

受け入れる立場に留まらず、自身も観光

割引策による混乱

動は再開しつつある。
特集2でも示した

が続く社会において、交流人口に期待す

ように、
この相反する問題に、
どのように
対応するのかということが地域における

すべき政策」として広く認知されていた。

クーポン（県民割）
、プレミアム商品券な

った。

大きな課題となっている。

もちろん、観光客が急激に増えたことに

どによる地元需要喚起策が展開されたた

施設や観光施設の利用が進むこととなっ

に住みながら利用したことがない」宿泊

きる。

くことに、大きな効果を上げたと指摘で

降の凝り固まった観光需要を溶かしてい

これらの施策が、緊急事態宣言発出以

必要性によって適切な価格感を持ち、対

用客が自身のこれまでの経験や価値観、

よって設定されるものとなっている。
利

み上げではなく、提供する
「経験価値」
に

応しているということだ。
そうした心理

た。
施策の直接的な目的は、外部地域から

構造を踏まえ、広く用いられているのが

グ」
である。
すなわち、「適切な価格」
は、事

一方で、
「値段の安さ」による集客につ

業者と利用客、双方の経験によって設定

いては、懸念も出されているのも、また、

1つは、競争環境の混乱である。
競争戦

のように大規模な割引施策が長期に渡り

する需要を確保しようとする取り組みで

略の基本は差別化、集中化、そして価格設

展開されてしまうと、事業者と利用客で

あったが、これらの施策は6〜7月に進

定の3つであるが、 GoTo
トラベル・キ
ャンペーンや、県民割などで、社会全体で

培ってきた
「相場」
が大きく崩れてしまう

季節や曜日、予約タイミングによって価

割引策が展開されると、価格設定が競争

ことになる。

格を変える「ダイナミック・プライシン

への一抹の不安を感じながらも、地元の

要素から除外されることになってしま

これらは割引策の展開に伴う「副作用」

事実である。
筆者は、2つの問題を内在し

観光産業の支援として、ハイシーズンに

う。
結果、これまで「相対的に低い価格設

と考えることができる。
この副作用は、割

ていると考えている。

自地域の観光的魅力を経験したことは、

定」で競争力を得ていた地域・施設は競

められたことが多かったため、観光に好

観光と地域との関係性を大きく変えてい

争力を喪失することとなる。
また、高価格

が、自地域の良質な観光体験が出来たと

く可能性がある。
特集4で指摘されてい

引策の期間が長ければ長いほど、深刻と

域外からの観光客が途絶えた中、感染

されるようになっている。
そのため、今回

るように、ポスト・コロナに向け、地域に

帯の地域・施設も、提供価格が低下する

いう副産物も生み出した。

おける観光振興のあり方について改めて

適な季節（ハイシーズン）に地元の人達

の感染リスクを抑えながら、観光業に対

ともと、
今日のサービス価格は、
原価の積

もう1つは、価格基準の崩壊である。
も

めである。
これによって、これまで「地元

上：津久見市が主催した飲食店向け新型コロ
ナウイルス対策研修会
（写真：津久見市）
右：南砺市観光協会による、
宿泊施設の課題解
決を目的とした
「宿ゼミ」
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なっていく。
リスクの高い高齢者における有効性、有

に、現状、明るさが見えている状況である

観光に対する拒否感を醸成した。
観光活

人々の旅行意欲を減退させ、地域住民の

には不安感が残っており、棘のように刺

動が再開してきたとはいえ、人々の心理

さった状態にある。

ことは間違いない。
しかしながら、今後、

このように、今後、感染がどのように推

展望することはできない。
仮に、良好なシ

どういったシナリオを辿るのかは、誰も

移していくのか、また、感染の予防や治療

ナリオで推移した場合、 GoTo
トラベル・
キャンペーンや、雇用調整助成金など政

効期間は大きなポイントとなろう。

といった対抗手段がどのようになってい

府からの支援策は終了することになる。

そう考えれば、割引策からの出口戦略

頃まで延長されると言及されるようにな

が重要となってくる。
執筆時点で、 Go To
トラベル・キャンペーンは、2021年春
くのかについては、楽観的なシナリオも

この棘を抜いていくのに有効な概念が

していくことが必要となろう。

っているが、
それ以降の展開について展望

観光活動が戻る前、県民割などの施策

「信頼感」
となるだろう。

現在のような収束状態が続いていくこ

っていくことになる。

があり、状況によって展開は大きく異な

つまり、シナリオには、さらなる分岐点

いと意気に感じたファン達であった。
そ

からその地域や施設をよく知り、支えた

行ったが、それを支えていたのは、以前

ンツアー、前売りチケットなどの展開を

クラウド・ファンディングやオンライ

この出口に関連する混乱も想定する必要

あれば、悲観的なシナリオも存在してい

とになれば、新幹線や飛行機といった高

こうした不透明な状況の中、重要なキ

る。
どういったシナリオを辿るかは「神の

速交通機関に対する需要も戻っていくこ

ーワードとなるのは「信頼感」ではないだ

も無かったとき、一部の地域や施設が、

もう一つ、
不確定な要素は、
冬季におい
とになるだろうし、仮に欧州のような再

の後、観光活動が再開される中で、真っ

がある。

て感染状況が、どのように推移するのか

拡大が生じれば、7 ―8月のような「自

ろうか。

みぞ知る」
ということである。

という点である。
複数の疫学専門家が、気

粛」状態に舞い戻ってしまう可能性もあ

冬への対応

温が下がり、乾燥しやすくなる冬季には
るだろう。

端的に言えば、この9 ― 月のように

スクも存在している。

って、爆発的な感染拡大にみまわれるリ

だとしても、ちょっとした状況変化によ

現出してくれば、人々の所得が減退して

におけるボーナスカットや、廃業などが

底支えされている状況にある。
今後、企業

持続化給付金や雇用調整助成金によって

きなダメージを与えており、企業経営は

また、今回のコロナ禍は、日本経済に大

感染症対策をしっかりとやっている「だ

ルに人々が集まるようになるが、これは、

ていくと、比較的小型の高級旅館やホテ

こそだろう。

客との間で築かれた信頼関係があって

い。
これは、従前からの地域・施設と顧

先に訪れたのは「リピーター」
「お得意

感染が再拡大する可能性を指摘してい

感染者数が横ばい傾向となっている現状

いくことも想定される。
平均給与水準と、

ろう」と外形的に推測できる施設であっ

コロナ禍は、様々な不安や恐怖を社会

る。
また、欧州のように、感染を抑え込ん

が恒常的に今後とも継続していくのか、

国内の宿泊観光旅行市場の規模が相関し

様」であったと指摘する地域・施設も多

それとも、季節変化や人々の意識変化に

ており、所得の減退は、国内市場を中長期

に撒き散らしてきた。
それらの不安が、

よってバランスを崩していくことになる

たからと考えることができる。
これは、期
なのか、再び来襲する嵐の前の静けさ」
な

本稿の冒頭で、私が
「台風一過の明るさ

れるという信頼感が重要であることを示

されない状況において、期待に応えてく

待する安全性に対する下振れリスクが許

さらに、観光活動が本格的に再開され

のか、感染者数の推移を確実に予測する

的に減退させていく可能性がある。

確定要素が多い。
現在、世界中で開発が進

今回の各特集で指摘されているよう

否かが、コロナ禍における観光活動にお

信頼感を持てる関係性にある
（あった）
か

住民が首長／行政／観光事業者に対して

これは地域内においても同様である。

している。

められているが、
（副作用を含めた）安全
性と、
に対する有効性のバラ
COVID-19
ンスが得られるのかは見えない。
また、有
効なワクチンが出来ても、その有効期限
がどの程度のものになるのかによって

ロイヤルティ、
ブランドの重要性

のか、
と述べた理由は、
ここにある。

また、
ワクチンや治療薬についても、
不

ことはできない。

10

も、実用度は異なってくる。
特に、重症化
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すると共に、城崎温泉を始めとする観光

自らがSNSを使って正確な情報を発信

登壇いただいた兵庫県豊岡市では、市長

いて重要な変数となる。
例えば、特集5で

増やすことが出来るようになった。
これ

えあれば、日本全国、どこでも観光客数を

るようになったことで、観光的な魅力さ

長である。
地方空港も国際線を受け入れ

が2014年頃からのインバウンドの伸

していた。
そうした状況を一変させたの

るオリンピック／パラリンピックが一つ

出すことは出来ない。
現在予定されてい

現時点では、その問題に対する答えを見

リティカルな問題である。
しかしながら、

ト・コロナの日本観光を考える上で、ク

ように戻ってくるのかというのは、ポス

のような状況にあると言える。

の感染状況の落ち着きと政
COVID-19
府支援のバランスが生み出した踊り場

こ の よ う に 見 て く る と、現 在 は、

ンド客の取り込みに繋がり、これまで停

情など、様々な因子が絡んでくるためで

的な感染状況、国際関係、さらには国民感

えていくことになるだろう。

これからの数年間は、観光のあり方を変

て大きく日本の観光が変わったように、

そのため、インバウンドが、いつ、どの

地区における感染症対策を面的に見える
に伴い、南関東からの距離に関わらず、観

の契機になると考えられるものの、国際

は、
需要を戻すことが必要となる。

化に取り組んだ。
また、特集1で取り上げ
光施設に対する新規投資が多く見られる

新しいパラダイムへの
対応

た沖縄県では、行政と観光団体、事業者、
ようになってきた。
新規投資は、インバウ
滞していた集客数を大きく上積みしてい

ある。

新しい時代・競争環境が始まるタイミン

ここ数年、インバウンドの伸長によっ

そ し て 疫 学 専 門 家 と が 協 議 を 重 ね、

たところが各地で登場していくことにな

戻るまでには年単位かかるのではないか

グでもある。

Traveler's Access Center

）を始めとする沖縄県独自のコ
Okinawa
ロナ禍対応観光振興体制を作り上げてき
った。
そうした動きが、さらなる投資を招

という推計も出しているように、短期的

適した「観光」のあり方や、方向性につい

（
TACO

ている。
住民の意識に刺さった「棘」を抜
き、
地域経済を活性化させていった。

な回復は見込みにくい。
一方で、コロナ禍

て検討し、体制を組み換え、進んでいくこ

ありながら、現時点で、ほとんど動きが無

て、その急増分が丸々、供給過剰となる。

いては、インバウンド需要の蒸発によっ

で新規投資／供給量が急増した地域にお

ここ数年、インバウンド需要を見込ん

い」
ともなる。

需要を巡って、諸外国の観光地と
「取り合

に想定できる。
仮にそうなれば、それらの

とが重要なのではないだろうか。

この時間を活かし、それぞれの地域に

すなわち、現在の
「踊り場」
は、そうした

くには、こうした取り組みが必要となる

こうした「好循環」が、インバウンドが

の収束に伴い東アジアでは、短期的に旺

い変数が
「インバウンド」
である。

インバウンドが増える前の2010年代

ただ、大手航空会社が、国際線の需要が

だろう。

止まったことで、逆回転を始めるように

盛な旅行需要が生まれてくることも十分

インバウンドの展望
なっている。

特集3では、北海道のインバウンド展

我が国の観光において重要なピースで

望について述べたが、現在、インバウンド

に戻れば良いという訳ではない。

激減するということであるが、地方部に

る。
そうした地域は、もともと、周辺人口

距離のある地域ほど強く出ることにな

こうした需給ギャップは、南関東から

かりと準備を進めておくことが重要とな

ンバウンド再開に向けて、発地側としっ

剰状態への対応を行いつつ、将来的なイ

させた地域においては、当面続く供給過

依存度が高く、ここ5年で供給量を増大

そうした展望の中、インバウンドへの

需要は蒸発状態にある。
インバウンド需

おいては、単純な需要減に留まらない問

の規模が小さいため、国内／域内需要を

要の喪失は、もちろん、観光需要の総量が

題を生じている。

じさせることになる。
そして、過当競争

ンバウンド需要の構成は、地域によって

に負うところが大きいが、国内需要とイ

インバウンドの動向は国レベルの判断

ってくるだろう。

は、安売り合戦を現出させることが多く、

著しい供給過剰状態は、過当競争を生

喚起することも困難であるからだ。

観光分野における需要と供給は、合わ
に合わせて供給が調整されることにな

大きく異なる。
どういったポートフォリ

せ鏡のようなものであり、需要の量や質
る。

オとしていくのかについて、各地域がそ
れぞれに考えていくことが必要だろう。

観光の安売りは、かえって地域を疲弊さ
そうした状況を根本的に打破するに

せることにもなる。

もともと、日本の国内観光需要は、所得
が高く人口が多い南関東に集中してお
り、よって、観光投資も南関東周辺に集中
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観光
最前線 …①
研究
公益財団法人日本交通公社

観光政策研究部
執筆：戦略・マネジメント室長／
上席主任研究員

守屋邦彦

諸外国 における
への
COVID -19
対応状況
海外の研究者
（スペイン、
スイス、
ドイツ、
フィリピン）
からの
情報提供より

当時はいわゆる第1波に対応
して多くの国・地域がロックダ
ウンの措置を取っており、経済
活動への制約を大きくすること
への対応として、国や州、自治体
などが各種の経済措置を行って

２．スペインの
状況

ドリードは深刻な状況である。

他の地域はマドリードに比べれ

ばまだ良い状況である。

スペイン国内およびヨーロッ

パ内での移動の制限はなくなっ

た。
ただし、イタリアのように観

いる国もある。
また、観光客に対

光客に対して検査を義務付けて

して、入国後の一定期間の隔離

による
COVID-19
2 │1… 消費活動への
制約の状況

日）
】3月 日から完全にロック

【①第 １ 回 ヒ ア リ ン グ（4 月

いた。
またいくつかの国・地域
からの復興に
では、 COVID-19
向けた各種制限の緩和方針（ロ

は、今後数週間

一切の経済活動

から数か月は変

第2回のヒアリングは、2020

※1

ダ ウ ン と な り、

17

ードマップ）
を示していた 。

本稿は第2回のヒアリングに

わらないと思わ

は禁止で破った

ご協力をいただくことのできた

れ る。労 働 以 外

人は厳罰とな

スペイン、スイス、ドイツ、フィ

の理由で外出す

年9月に実施した。
今回は第1回

リピンについて、第1回のヒア

ることは禁止さ

る。屋 外 で の ス

リング結果と併せてその内容

やレジャー目的

のヒアリング以降の各国・地域

を 整 理 し た も の で あ る。な お、

の行動は厳しく

の状況変化に加えて、バカンス

COVID-19の状況はまだまだ
流動的であり、各国・地域の状

規制されてい

ポーツも禁止で

況も常に変化していることか

る。

ある（子供も含

（メールにてヒアリング項目を

ら、内容は調査時点での状況の

【②第 2 回 ヒ ア

シーズンである7〜8月の時点

送付し、回答を文書にて受領）
を

リング（９月

での状況や対策をヒアリング項

行っている。

稿の内容を活用する際には、必

「記録」的な位置づけとなる。
本

日）
】スペインは

む）
。こ の 状 況

第1回のヒアリングは、2020

要に応じて、各国・地域、事業者

目とした。

年4月中旬〜5月下旬に実施

等の最新状況をご確認いただき

れており、観光

観光政策研究部では、当財団の

し、その結果は6月に当財団ホ

対応状況についてヒアリング

独自財源を活用した研究（自主

ームページで公開済となってい

急速な感染拡大

1．
はじめに

研究）「これからの観光政策に関

たい。

最中で、特にマ

に対応している

16

公益財団法人日本交通公社

する研究」
の一環として、当部が

る
（参照： https://www.jtb.or.jp/
research /da ta /covid-19）
。
world-destinations/

研究交流のある各国・地域の研
究者を対象に、自国全体および
観光地における COVID-19
への

スペイン広場
（セビーリャ・スペイン。
写真：Yu／PIXTA）

15

を 義 務 付 け て い る 国 も あ る。
いるケースが見られる。

払いを一時停止または軽減して

の秋、冬は、観光業界にとって非

常に厳しいシーズンになると予

【②】多くのビーチにおいて、ビ

ているが、壊滅的な状況がさら

想している。
これまでも観光関

【①】
（回答無し）

国、
または自治体からの
2 │4… ホスピタリティ産業への
金銭以外の支援の状況

【②】国からの支援は特に無い。

イクアウトのみ営業が許されて

停止しており、レストランはテ

場など）とレストランが営業を

テル、
アパートメント、
キャンプ

部の事業者について税金の一部

る。
また、いくつかの地方で、一

るようにする目的のものであ

従業員が元のポジションに戻れ

が危機的な状況から脱した際に

償のようなものであるが、企業

る。
なお、資金調達元の深刻な状

定して復旧計画に取り組んでい

光地では、様々なシナリオを想

を目指している。
また、一部の観

を実施して、観光の迅速な回復

なマーケティングキャンペーン

【①】DMOは、イノベーティブ

まり対策をせず、活発に活動す

くの人が行っている。
ただし、あ

ィスタンスの確保や手洗いを多

されている。
また、ソーシャルデ

全ての場所、時間において強制

マスク着用はスペイン国内の

の人が雇われた。

では、感染症対策のために多く

思う。
文化
（ culture
）
がパンデミ
ックのコントロールには重要な

連企業が大きな打撃を受けてき

はないが、観光関連企業の従業

に数か月続くと考えている。

この夏（78月）に
2 │8… 観光地において
行われている
感染症対策の状況

員には一時的な補償金が支払わ

ーチへ出入りする人をコントロ

日本はスペインよりも感染症

【②】観光業に対する特別な支援

EU圏外との定期便はまだ復活
していない。
による
COVID-19
2 │2… ホスピタリティ産業
への制約の状況

ールするため、様々なシステム

のコントロールができていると

いる。
また、バー、パブなども含
免除を行っている
（例えば、公共

況を受けて、DMOのファンド

れている（スペイン語で ERTE
と呼ばれている）
。
これは失業補

が導入されている。
地方自治体

めたあらゆるタイプのレジャー
スペースやテラス／ラウンジの

【①】全ての形態の宿泊施設（ホ

DMOによる
2 │5…
対策や支援策の状況

施設におけるアクティビティは
使用を無料にするなど）
。

っている。

る若者の間での感染率は高くな

に閉店するため、8月中旬以降

は夜の活動（ナイトライフ）はほ
ぼなくなっている。

回 答 者： Dr. Paco Femenia
（ Lecturer,Universidad
）
Nebrija

３．スイスの
状況

による
COVID-19
3 │1… 消費活動への
制約の状況

日）
】国境は基本的に閉鎖されて

【①第1回ヒアリング（4月

おり、仕事が理由の行き来だけ

が許可されている。

【①】（回答無し）

あるので、国内の全ての公共交

者数の多い国からの受け入れも

日）
】旅行の制限はないが、感染

【②第 2 回 ヒ ア リ ン グ（9 月

【②】スペインでは、現在に至る

務づけられた。

対策や
COVID-19
With/Post
2 │9… COVID-19
の
観光産業についての
個人的な意見等

役割をもつと個人的に思う。

禁止されている。

は減少する見込みである。

【②】スペイン国内のレストラン

【②】
（回答無し）

国内の旅行者数は例年並みに戻

バーやレストランが午前1時

やバーは、席の間隔を1・5メ

が、国際線のフライトは昨年に

【②】正確な統計はわからない

／PIXTA）
トレド
（写真： rasinona

は、座席数が ％に減らされて

昨年と比較した、
8月）の
2 │6… この夏（7観光客数の状況

ートル以上空けるよう要請され
ており、バーカウンターの使用
を制限しているケースもある。

おり、1つのテーブルに6人以

比べて 〜 ％減少している。

特に感染者の多い地域や州で

上座ることを禁止している。

っている。

まで COVID-19のコントロー
ルはできておらず、まずは感染

国、
または自治体からの
2 │3… ホスピタリティ産業への
経済的支援の状況

【②】
特に無い。
政府は、今年中は

者数を減らすことが優先されて

この夏（78月）の
2 7
│ … 観光需要の刺激策の
状況
海外ではなく国内で旅行するよ

制度を発表している。
また、納税
は毎月ではなく長期間の単位で

う推奨している。

2021年と思われるが、今年

州
（ canton
）
がクラブ、学校、商
店、大学など様々な領域に対し

スイスは連邦制の国であり、

通機関においてマスク着用が義

できるようになっている。
銀行
る。
オーナーとテナントの個人
的な契約については、賃料の支

い る。観 光 が 回 復 す る の は

のローン返済は延期を認めてい

【①】政府は、低い金利での融資

80

28

21

70

50

62

て、マスク着用や閉鎖措置など
の安全対策について権限を持っ

ラウターブルネン谷
（シュテッヘルベルク村・スイス。
写真：Leonid Andronov／PIXTA）

義務になっている（船のオープ
ンデッキは除く）
。
また、 月ま

国、
または自治体から
3 │4… ホスピタリティ産業への
金銭以外の支援の状況

【②】特に無い

【①】
（回答無し）

ない。

れている。

問者はその場所を安全だと思わ

ないし、滞在を楽しむことはで

きないだろう。
例えば、感染リス

オープンスペースを使い、周囲

まう場所を避け、パブリックな

クが高いような印象を抱いてし

【②】第一段階では、安全管理の

の人との距離を保って行動する

この夏に観光地に
3 │8… おいて行われている
感染症対策の状況

コンセプトに基づく距離の確保

また、広告キャンペーンに莫

ような状況になると思われる。

大な金額を投じても無意味であ

や衛生対策について、業種や自

いる。
第二段階（7月以降）では、

るため、強く反対である。
観光産

DMOによる
対策や支援策

3 │5…

第一段階に加えて、公共交通機

治体レベルでコントロールして

関でのマスク着用を徐々に浸透

※2

【①】
全てのDMOが現在、 Post
の復興策として、地
COVID-19
元の人々や近隣地域からの観光

業の

補償として、無担保で総額 万
スイスフラン（約5500万円）

させている。

【②】（回答無し）

のために4000万スイスフラ

局は今後2年間のキャンペーン

いとの要望があり、スイス観光

ラを6月8日までに再開させた

ス旅行が無くなった大都市や、

収入減はあると思う）
が、ビジネ

（回復している地域でも多少の

回復していると報告されている

【②】主要な観光地では観光客が

しむことから始めなければ、訪

【①】 Post COVID-19
に向けて、
地元の人々が外に出て生活を楽

回 答 者： Dr. Pietro Beritelli
（ Professor, University of
）
St.Galken

疑問が高まっている。

ようにするような今の戦略には

のに、過剰に感染者を出さない

病院ではほとんど症例がない

ャーが問題となっている。

について煽るため、旅行やレジ

やレストランの営業制限など）

マスク着用や活動の制限（パブ

ると考えている。

【②】メディアが政治に対して、

ン（約 億円）を追加要求してい

インターラーケン

対策や
COVID-19
With/Post
3 │9… COVID-19
の
観光産業についての
個人的な意見等

る
（ただし、個人的にはこれは全

昨年と比較した、
3 │6… この夏（78月）の
観光客数の状況

COVID-19からの復旧に
はそれよりも重要な点が多数あ

客を通じた地域活性化に向けた

施している。
観光産業への追加的な支援は
現在まで行われていない。
現在、
全てのホテル、レストラン、ケー

く効果がないと考えている。
※

やルツェルン (Luzern)
のよう
な内陸にある観光地では、特に

この夏（78月）の
3 │7… 観光需要の
刺激策の状況

(Interlaken)

3 │9のコメント参照）
。

大きな損失を被っている。
ーや旅行代理店は急に活動を禁

DMOによる広告キャンペーン

【②】国 や 州 を ま た ぐ 広 域 の

止されて仕事がなくなったが、
多くが自営業であるため失業給

ポン券、観光カードのサポート、

があった。
一部の地域では、クー

付を受け取れていない。
この問
題に対しては、この秋に解決さ
れる見込みである。

パッケージツアーなどが提供さ

ロイス川に架かるカペル橋
（ルツェルン・スイス。
／PIXTA）
写真： Alpine dreams

【②】融資や雇用調整への補償は

ブルカー、その他の観光インフ

計画を立てている。

までの特例的な融資額拡大を実

【①】連邦政府は短時間労働者の

国、
または自治体からの
3 │3… ホスピタリティ産業
への経済的支援の状況

ベント（1000人以上）は行わ

では、屋内外問わず大規模なイ

10

50

続いている。
ツアーオペレータ

44

ている。
による
COVID-19
3 │2… ホスピタリティ産業
への制約の状況
【①】3月 日から6月8日まで
ケーブルカーやレストランは閉
鎖（テイクアウトは可能）
、ホテ
ルは物理的距離や衛生面での対
策を考慮すれば観光客を受け入
れることができるが、実質的に
は全てのホテルが閉鎖されてい
る状況である。
【②】全ての密閉状態の公共交通
機関において、マスクの着用が

第247号 November 2020

63
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４．ドイツ
による
COVID-19
4 │1… 消費活動への
制約の状況

日）
】初めの頃はロックダウンの

【①第1回ヒアリング（5月

哲学者の道から望むハイデルベルグ城
（ハイデルベルグ・ドイツ。
／PIXTA）
写真： Sanga Park

れている。
【②】
（回答無し）

対策や
COVID-19
With/Post
4 │9… COVID-19
の
観光産業についての
個人的な意見等

【①】長距離の旅行ではなく国

内、欧州内の旅行が中心になる

国、
または自治体からの
4 │4… ホスピタリティ産業への
金銭以外の支援の状況
【①】特に無い。

（ただし、これも深刻な第2波が

来た場合には難しい）
。
世界的な

【②】
（回答無し）

経済危機は数年間続くと考えら

れ、旅行業界は 年代や 年代

か。

の水準まで落ち込むのではない

4 │5… DMOによる対策や
支援策の状況
【①】不明。

い。

zum

（ TU
Spode

【②】将来のことは予測できな

回答者： Hasso

Berlin(ZTG/CMS):

Historisches Archiv
）
Tourismus (HAT)

による
COVID-19
5 │1… 消費活動への
制約の状況

5．
フィリピン

この夏（78月）に
観光地において
4 │8…
行われている
感染症対策の状況

間授業の中断され、その後ルソ

日）
】2月に首都圏の学校で1週

【①第1回ヒアリング（5月1

とマスクの着用などが行われて

ン地区（ビサヤとミンダナオは

地域で、「 Enhanced Communi（ECQ：強化
ty Quarantine

（GCQ：一般
ty Quarantine
検疫）
」
、マニラ近郊を含む一部の

除く）
が
「 General Communi-

いる。

ソーシャルディスタンスの確保

【②】全ての場所において、

【②】（回答無し）

この夏（78月）の
4 │7… 観光需要の
刺激策の状況

半分以下となっている。

【②】ベルリンは2019年の

昨年と比較した、
8月）の
4 │6… この夏（7観光客数の状況

【②】
（回答無し）

60

措置が取られた。
5月以降は、レ
ストラン、ミュージアム、映画館
は営業再開している。
パブやク
ラブはまだ再開していない。
日）
】地域によって状況は異なっ

【②第2回ヒアリング（9月
ている。
による
COVID-19
4 │2… ホスピタリティ産業
への制約の状況
【①】ロックダウンの措置が取ら
れた際には、一部の国内出張は
許可、レストランはデリバリー
とテイクアウトのみ営業可能、
国境は閉鎖、ビーチや離島への
出入りも禁止といった措置が取
られた。
5月以降は、慎重に再開
されている。
【②】（回答無し）
国、
または自治体から
4 │3… のホスピタリティ産業
への経済的支援の状況

税措置、資金不足の事業者への

【①】緊急の助成金やローン、減
救済措置（議論中）
、全ての労働
者に対する収入減の補償が行わ

50

19

30

64

GCQは感染拡大のリスクが
る。
5月1日以前は、ホテルやそ

テルに限り営業が許可されてい

ン人や外国人を収容しているホ

する。

小規模な事業者への融資を拡大

5000万円）を投入し、特に

7000万ペソ（約852億

のは、 COVID-19の 感 染 がほ
ぼゼロかゼロに近い地域であ

トラベルバブルが実施される

のである。

低い地域に出されたもので、そ
の他の接客業は、3月 日
（ルソ

検疫）
」
が実施された。

の内容はソーシャルディスタン

5 │5…

DMOによる
対策や支援策

【①】 The Tourism Infrastruc-

ture and Enterprise Zone

ある。
GCQが実施された地域

療機関以外の企業の営業停止で

送の停止）
、食料品店・銀行・医

しい外出制限、移動規制
（大量輸

用などである。
一方ECQは厳

着用、
検温の義務化、
消毒液の使

スの確保、公共の場でのマスク

利用することはできない。
ホテ

【②】ホテルは、一般の観光客が

合に、
営業が許可されていた。

設の従業員を宿泊させている場

ックダウンの対象外となった施

している宿泊客がいる場合、ロ

る場合、既存の長期賃貸契約を

前に宿泊予約をした宿泊客がい

ン全域への検疫措置の発動）以

円）が充てられた。
また、バヤニ

programとして労働雇用省か
ら 億ペソ（約 億6000万

者 を 支 援 する

円）
、観光省認定企業とその離職

へ 億ペソ（約 億6000万

道路省による観光道路インフラ

への追加支援としては、公共事業

バヤニハン2による観光産業

ようになった。

急資金をより容易に活用できる

体が被災者を支援するための緊

年9月まで延長され、地方自治

国家非常事態宣言は2021

る。

地域にも広げていくと思われ

これが成功すれば、国内の他の

市と北ルソンの近隣県である。

る。
パイロットエリアは、バギオ

ルダーと共に観光事業のセクタ

間の観光事業者等のステークホ

表明した。 TIEZA
は、観光省や
他の関連した政府機関および民

4000万円）を割り当てると

1 4 0 億 ペ ソ（約 2 9 5 億

ための観光開発プログラムに

COVID-19の経済的影響を考
慮し、その回復プロジェクトの

A u t h o r i t y ( T I E Z A )は 、

では、ソーシャルディスタンス

ハン2の一環として、銀行やそ

Cash-for-work

限）していれば公共交通機関の

離を1メートルとるように制
からの帰国者で隔離が必要な人

事者、その他必要な労働者、海外

ンの返済を 日間猶予すること

の他の金融機関への全てのロー

省庁間タスクフォース

が決まっている。

【①】観光省は、観光関連企業と

その従業員の再生を支援するた

【②】（回答無し）

える方針である。

および労働者に事業の機会を与

ーを再活性化し、 COVID-19
が
沈静化した後、観光関連の企業

ルの予約ができるのは。
医療従

利用は許可され、重要な会議や
のみである。

（ IATF
）で は、マ ニ ラ を 含 む、
GCQ下にある地域を対象とし

昨年と比較した、
5 │6… この夏（78月）の
観光客数の状況

施してきた。
観光省の当面の対

発生の初期段階
め、 COVID-19
で観光復興支援プログラムを実
」の概念を承認
た「 Staycation
している。
これは、同じ地域に住

数は2019年の ％にとどま

【②】1月から7月までの来訪者

っている。
観光省次官のベニト・

応策には、2020年中の観光

ベ ン ゾ ン・ジ ュ ニ ア 氏 は、

む人々が、レジャー目的で少な

規認定料および更新認定料徴収

2020年1月から7月までの

くとも1泊分のホテルを予約し

【①】（回答無し）

て宿泊できるというものであ

の猶予が挙げられる。

事業者及び観光関連事業者の新

経て、2020年9月 日にバヤ

【②】国の議会での多くの審議を

【②】（回答無し）

国、
または自治体からの
5 │3… ホスピタリティ産業への
経済的支援の状況

より収容人数に制限がある。

るが、地域の感染拡大レベルに

レストランは営業再開してい

宗教活動もできるが、それ以外
の人が集まる行為は禁止されて
いる。
【②第2回ヒアリング（9月
日）
】
5月以降、
レストラン、
ミュー
ジアム、映画館は営業再開して
いる。
パブやクラブはまだ再開
していない。

る。
観光省は、 IATF
のコメント
や提案に基づいて、GCQの下
ニハン1の改訂版であるバヤニハ

では、宿泊施設のうち、長期予

ペソ（約3575億円）の資金

感染症対策として1655億

が、
大統領によっ
as One Act ）
2
て署名された。

まで、この活動に関与するすべ

客室内の人の最大許容数に至る

どでの付帯サービスの使用から

ンやレクリエーションエリアな

る予定である。
これは、レストラ

同期間に ％（810億ペソに

と述べた。
氏はまた、観光収入が

万2107人から減少している

同時期の外国人観光客数485

録されておらず、2019年の

来訪者数が約130万人しか記

約、5月1日時点で外国人向け

を投入する。また、政府系銀行

での滞在に関する覚書を発行す

の宿泊施設があるホテル、苦境

※

に陥っている海外フィリピン人

ン 2（ Bayanihan to Recover

27
ての側面で特定の規制をするも

による
COVID-19
5 │2… ホスピタリティ産業
への制約の状況

60

に対して、追加で394億

まで）
減少したことを報告した。

72

【①】GCQが実施されたエリア

国、
または自治体から
5 │4…ホスピタリティ産業への
金銭以外の支援の状況

を確保（最低でも人々の間の距

21

21

10

30

労働者、足止めされたフィリピ

3
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17

11

22

この夏（78月）の
5 │7… 観光需要の
刺激策の状況
【②】観光地はクローズしたまま
の状態である。
この夏（78月）に
観光地において
5 │8…
行われている
感染症対策の状況
【②】
（観光地クローズのため回
答無し）
ボラカイ島
（フィリピン。
／PIXTA）
写真： rdv27

り、産業にとってはさらに悪い

源や人材が遠ざかる可能性があ

厚く御礼を申し上げたい。

各氏にはこの場を借りて改めて

できる環境は着実に作られてい

安全・安心を確保しつつ旅行が

われる。
国際的にも国内的にも

な状況であり、今後も続くと思

を尽くしているが、本当に困難

惨な状況に対処するために最善

する社会福祉系の各部門は、悲

【①】フィリピン政府をはじめと

力しなければなりません。
これ

となりうることを示すことに注

の回復と開発の良きパートナー

ることで、観光産業が地域社会

続可能な形の観光産業を提唱す

を強化し、地域社会と協力し、持

長期的には、観光産業が回復力

協力して取り組むべきである。

ように、ステークホルダー間で

このようなことが起こらない

への支援に関しては、各国にお

る）
。
また、ホスピタリティ産業

比べるとまだ厳しい制限があ

かがえる（フィリピンは欧州に

徐々に戻ってきている様子がう

式」に対応しながら人の動きも

のが、9月には「新しい生活様

厳しい制限がかけられていたも

はあるが、4〜5月にはかなり

という限られた範囲での状況で

ス、
ドイツ、
フィリピンの4か国

この結果から、
スペイン、
スイ

続き進めていきたい。

様々な知見の抽出、提供を引き

方 々 と の 連 携 を 図 り な が ら、

て も、今 後 も 海 外 の 研 究 者 の

くように感じられる。
我々とし

時代が到来することになる。

観 光 業 は 苦 戦 し、
「 new

らのことが、観光産業の存続を

いて失業補償のような対応は取

対策や
COVID-19
With/Post
の
5 │9… COVID-19
観光産業についての
個人的な意見等

」に適応しな
normal
ければならない。

確実なものにすると考えてい

られているものの、日本の

Go

る。

Toトラベルキャンペーンのよ
うな旅行者側に対する支援はみ

られないことがわかる。

今夏については、欧州では欧

州域内の移動が可能となってい

旬から5月下旬および9月に実

本稿では、2020年4月中

似たような対応がなされている

スの状況をみると、概ね日本と

策については、スペインやスイ

the

施した、当部が研究交流のある

ものと考えられる。

of

ることもあり、観光地の特性に

よってバラツキはあるものの、

来訪者数が回復してきている状

人々）
は、観光産業を

（産 業 の 将 来 を 担 う

各国・地域の研究者を対象とし

況がうかがえる。
また、感染症対

パンデミック前の行

て行ったヒアリング結果を整理

6．
おわりに

Dean, University
）
Philippines

回答者： Edieser Dela Santa
（ Associate Professor and

」で
「 new normal
は、観光産業の生存
）を再
能力（ viability
評価することになる
と思う。 COVID-19
は、パンデミックに
発展する危険性が高
く、外部要因に左右
されることがわかっ
て い る。投 資 家、政

き過ぎたプロモーシ

した。
お忙しいところご回答を

府、親と子どもたち

ョンに見合う価値が

いただいた

野での様々な取り組みにより、

が、世界の各国・地域の観光分

定の時間が必要と考えられる

国際的な旅行需要の回復には一

世界的な経済の停滞により、
なく、生存不可能な

、 Hasso
Dr. Pietro Beritelli
、 Edieser Dela Santa
の
Spode

、
Dr. Paco Femenia

産業だと考えるかも
し れ な い。
そうなれ
ば、観光産業から資

「諸外国における
※1… 観光文化246号 観光研究最前線
COVID-19対応ガイドライン－2020年4～5月の状況」
参照
以降も
【①】
では同様に換算
※2… 1スイスフラン＝110円で換算。
以降
【②】
では同様に換算
※3… 1フィリピンペソ＝2.16円で換算。
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観光
最前線 …②
研究
公益財団法人日本交通公社 観光地域研究部
地域計画室 研究員

市場調査室長／主任研究員

安原有紗
五木田玲子

新型コロナウイルス
感染症流行下 の
日本人旅行者 の動向2
代別では、国内旅行・海外旅行
ともに男女による差はみられな
かったものの、若年層の女性の
旅行意向が高かった（図2）
。
普段の旅行頻度別にみると、国

新型コロナウイルス収束後の

と回答した割合が高まった。あ

度が高まるにつれ「行きたい」

内旅行・海外旅行ともに旅行頻
旅行意向は、国内旅行に対して

新型コロナウイルス
収束後の旅行意向

日〜6月5日）
」の調

意識調査（調査期間：2020

まり旅行に行かない層では国内

❶

旅行に対する
1．
欲求

JTBF旅行意識調査結果 より

公益財団法人日本交通公社
観光地域研究部 市場調査チー
ムでは、新型コロナウイルス感
染症の流行が旅行市場におよぼ
した影響把握を目的に、定期的

年5月

は7割近くが「行きたい」と回

旅 行・海 外 旅 行 と も に「当 面

に実施している「JTBF旅行

査内容を拡充し、分析を進めて

答し前向き・積極的であった一

国の日本人に新型コロナウイル

きたくない」と回答し消極的で

割が「当面（2年間程度）は行

る（図3）
。

に対して慎重な姿勢がうかがえ

が「行きたい」を上回り、旅行

（2年間程度）は行きたくない」

ス感染症収束後の観光・レクリ

あった。
「収束しても、もう行

方で、海外旅行に対しては約4

いる。今回は、2020年5月

エーション旅行（以下、旅行）

きたくない」も、国内旅行では

最も回答の多い動機は「旅先の

41.6%

当面
（２年間程度）
は
行きたくない

当面（２年間程度）
は
行きたくない

n=1,472

収束しても、
もう行きたくない

n=1,472

6.2%

海外
旅行

69.8%

国内
旅行

行きたい

3.4
0.9 %
%

27.4%

23.9%

25.7%

下旬から6月初めにかけて、全

に対する意識を尋ねた調査の結

0・9%だった一方で、海外旅
行では6・2%であり、両者に

❷旅行の動機

果を紹介する。

おいしいものを求めて」で、次
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差 が み ら れ た（図 1）
。性・年

無回答

0.9
%

新型コロナウイルスの
流行に関係なく、
旅行には
行きたく
ない
行きたい

収束しても、
もう行きたく
ない

無回答

0.2%
新型コロナウイルスの
流行に関係なく、
旅行には
行きたくない

1 新型コロナウイルス収束後の旅行意向
図

20

いで「日常生活から解放される

ため」となり、全体の6割以上

を占めた。3〜5位には「思い

出をつくるため」
、
「家族の親睦

の た め」
、
「保 養、休 養 の た め」

が4〜5割で続く。前年と比較

しても、これらの順位および割

合に大きな変動はみられなかっ

た（図4）
。中長期的なトレン

ドにおいても上位の項目に大き

な変動はなく、これらは感染症

の流行に関わらず多くの人々が

旅行に求める普遍的な動機とな

っている（図5）
。

2 新型コロナウイルス収束後の旅行意向（性・年代別）

❸行ってみたい旅行タイプ

47

行ってみたい旅行タイプは「自

然観光」が ・6％、
「温泉旅行」

が ・9％とそれぞれ半数弱を

占め、以下、
「グルメ」
、
「歴史・

文化観光」
、
「海浜リゾート」と

続く。これらの順位および割合

は、前年からほぼ変動はみられ

なかった（図6）
。中長期的な

トレンドにおいても上位の項目

に大きな変動はなく、これらは

感染症流行の影響を受けず人気

の高い旅行タイプとなっている。

図

コロナ禍に伴い野外での活動へ

の注目が高まっているが、
「自

気の旅行タイプであった（図7）
。

然観光」はこの 年間、常に人

20

46

注）構成比は小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、
合計が必ずしも 100％とはならない。

国内旅行

0%

25%

50%

男性

75%

69.3

男性10代

25.0

58.8

男性20代

100%

2.9

23.5
69.2

男性30代

0.9
14.7
1.1

24.2

70.8

男性40代

77.3

男性50代

65.0

男性60代

65.7

男性70代

69.0

4.6

100%
0.8

26.5
95.5

女性30代

2.2

0.1

4.5

80.8

17.9

83.8

15.3

1.3
0.9

女性40代

71.7

25.2

3.1

女性50代

71.6

25.9

2.6
0.7
0.7

女性60代

68.5

女性70代

5.0

75%

70.3

女性20代

5.5

当面
（２年間程度）
は
行きたくない

行きたい

50%

女性10代

6.2
0.7
20.0
1.3
0.7
0.8
29.2
4.2
0.8
1.5
29.2
3.6
26.0

25%

女性

0.3

0.9

22.1

0%

30.2

46.8

収束しても、
もう行きたくない

43.5

4.8 4.8

新型コロナウイルスの流行に関係なく、
旅行には行きたくない

無回答

海外旅行
0%
男性

25%

50%

28.2

男性10代

41.3

32.4
29.7

37.4

男性30代

28.3

39.8

29.4

4.4

27.5

19.0

10.2

40.0

8.0

0%

25%

女性

50.0

女性20代

48.7

女性30代

25.2

女性40代

26.0

15.8

0.8

女性50代

24.1

1.0

女性60代

23.5

女性70代

4.0

当面
（２年間程度）
は
行きたくない

収束しても、
もう行きたくない

100%

6.7

24.1

27.3

46.8

15.4
4.0

52.0
6.0

43.6

11.0

12.1

1.0

24.3
6.0

47.4

0.7

23.0

34.6

27.4

16.1

75%

42.0

女性10代

0.7

29.0

50%

26.5

18.0

27.0

行きたい

図

1.0

5.0

32.8

1.1

26.5
2.0

52.5

29.2

男性70代

2.9

46.0

25.8

男性60代

23.8

5.3

33.3

男性50代

100%

5.6

35.3

男性20代

男性40代

75%

16.5
22.4
22.1

41.1

3.0

新型コロナウイルスの流行に関係なく、
旅行には行きたくない

無回答

3 新型コロナウイルス収束後の旅行意向（普段の旅行頻度別）
国内旅行
0%

あまり
行かない
２年に
１回程度
年に１～
２回程度
年に３～
５回程度
年に
６回以上

25%

50%

44.0

海外旅行
75%

100%

52.9
64.5

0.6

２年に
１回程度

0.1

年に１～
２回程度

6.5 0.7

年に３～
５回程度

3.1

年に
６回以上

17.6
92.8
96.9
行きたい

あまり
行かない

3.1
34.8

82.2

0%

当面
（２年間程度）
は
行きたくない

25%

50%

27.9

収束しても、
もう行きたくない

75%

100%

61.4
60.6

9.3
34.6

1.4
4.8
1.8

73.5

23.9

0.9

20.0

80.0
100.0
新型コロナウイルスの流行に関係なく、
旅行には行きたくない

無回答
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図

4 旅行の動機【複数回答】
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

旅先のおいしいものを求めて

62.4

日常生活から解放されるため

53.7

思い出をつくるため

家族の親睦のため
保養、
休養のため

28.6

未知のものにふれたくて

26.6

感動したい

23.7

友達とのつきあいを楽しむため
知識や教養を深めるため
思い出の場所を訪れるため

現地の人や生活にふれたくて
何の予定もない時間を求めて
なんとなく

健康増進のため
自分を見つめるため
みんなが行くから
旅行をしたいとは思わない
一人になりたい
ハプニングを求めて
新しい友達を求めて
上記のいずれにもあてはまらない

4.6
5.7
3.2
4.1
3.0
4.0
2.9
3.0
2.3
3.6
2.2
2.1
2.1
1.9
1.5
1.5
0.7
1.0
0.5
0.5

12.0
10.1
10.9
13.1
10.5
9.1

32.7
30.8

36.8

図

0%

高原リゾート
おしゃべり旅行
芸術鑑賞
マリンスポーツ
海水浴
パワースポット
自然現象観賞
祭・イベント
花の名所巡り
登山・山歩き
ホテルステイ
スキー
秘境ツアー
スポーツ観戦
武将観光
エコツアー
産業観光

アニメツーリズム
農業体験
産業遺産観光
該当なし／旅行には行かない
ジオツーリズム
環境にやさしい旅行

69

10%

5 旅行の動機の推移

（上位10位）
【複数回答】

60%

B
A

50%

E

40%

C
D
H
F
G
I

30%
20%

J

20%

30%

10%

40%

37.2

24.0
25.7

21.7
22.8
20.4
20.1
19.0
17.4
17.0
20.9
16.8
17.0
16.0
17.3
15.4
17.6
14.4
15.2
13.7
13.7
13.5
12.1
12.2
13.7
11.5
12.1
11.5
14.2
11.5
14.2
10.9
11.9
10.5
9.5
10.3
12.8
10.1
11.3
9.8
8.8
8.6
9.3
8.5
9.2
7.9
10.7
5.9
6.2
4.8
4.6
4.6
4.0
3.2
4.0
3.1
3.6
2.9
2.6
2.6
2.4
2.4
3.4
1.4
1.5
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C 思い出をつくるため
D 家族の親睦のため
E 保養、
休養のため
F 美しいものにふれるため
G 未知のものにふれたくて
H 感動したい
I 友達とのつきあいを楽しむため
J 知識や教養を深めるため

70%

6 今後1～2年間で行ってみたい旅行タイプ【複数回答】
自然観光
温泉旅行
グルメ
歴史・文化観光
海浜リゾート
テーマパーク
都市観光
町並み散策
ロングステイ
ショッピング
世界遺産巡り
和風旅館
リゾートホテル
動物園・水族館
観光列車旅行

A 旅先のおいしいものを求めて
B 日常生活から解放されるため

27.6

20.9
19.2
19.3

1998年
図

2020年
2019年

62.1

42.7

美しいものにふれるため

ぜいたくしたい

44.2
43.1
42.9

59.8
54.7

70%
64.7

31.7
32.9
31.3
31.8

50%

41.1
42.3
41.9

2004年

60%

2009年

2016年

2020年

0%

70%
2020年
2019年

47.6
49.8
46.9
49.8

A 自然観光

B 温泉旅行
C グルメ
D 歴史・文化観光
E 海浜リゾート
F テーマパーク

図

7

G 都市観光
H 町並み散策

今後1～2年間で行ってみたい
I ロングステイ
（上位10位） J ショッピング
旅行タイプの推移【複数回答】

70%
60%

B

50%

A
C

40%

D
F

30%

E
J
G

20%

H

10%

I

1998年

2004年

2009年

2016年

2020年

0%

図

【複数回答】
8 新型コロナウイルス収束後の旅行実施のために必要な条件（旅行に行きたいと回答した人のみ）

国内旅行再開の条件
（MA）
0%

20%

40%

海外旅行再開の条件
（MA）

60%

80%

政府・行政が外出自粛要請を解除した

100%

0%

20%

40%

60%

80%

治療薬やワクチンが確立された

73.7

74.2

緊急事態宣言が解除された

70.9

入国制限が解除された

73.9

治療薬やワクチンが確立された

68.9

入国後の行動制限が解除された

72.2

医療のひっ迫がおさまった

46.1

政府・行政が外出自粛要請を解除した

国内の新規感染者がゼロになった

46.1

緊急事態宣言が解除された

旅行先の感染者がゼロになった

42.2

旅行先の感染者がゼロになった

60.8
58.8

旅行先から歓迎されることがわかった

41.2

WHOが終息宣言を出した

居住地域の感染者がゼロになった

37.7

旅行先から歓迎されることがわかった

WHOが終息宣言を出した

57.6
48.9

口コミやマスコミ報道で安全だと確認できた

32.4

政府や自治体から旅行への支援策が出た

66.7
65.0

外務省の感染症危険情報レベルが下がった

44.8

口コミやマスコミ報道で安全だと確認できた

46.9

医療のひっ迫がおさまった

27.8

無回答 0.7

43.7

居住地域の感染者がゼロになった

条件はない
（今すぐにでも行く） 0.4

100%

35.5

国内の新規感染者がゼロになった

34.7

政府や自治体から旅行への支援策が出た

27.3

無回答 0.5
条件はない
（今すぐにでも行く） 0.2
n=1,027

対する制限など公的な要請の解

n=1,472

73

68

し た（ ・7 ％）
」
、
「緊 急 事 態

A

69.2%

74

除、治療薬やワクチンという感

B

染そのものに対処する医療技術

政府や自治体の要請に従って判断する
政府や自治体の要請を気にしつつも、
自分で状況を分析して判断する
C 政府や自治体の要請は気にせず、
自身でリスクの大小を想定して判断する
D 政府や自治体の要請は気にせず、
周囲の行動に合わせて判断する
E その他
F 無回答
A
B

72

宣言が解除された（ ・9％）
」
、

1.3%

27.6%

「治療薬やワクチンが確立され

F

の確立を旅行再開の条件と捉え

0.4%

今後の
2．
旅行にあたっての
条件と行動の変化

E

る人が多いことが明らかとなっ

0.2%

治療薬やワクチンが確立された
WHOが終息宣言を出した
入国後の行動制限が解除された
旅行先の感染者がゼロになった
E 入国制限が解除された
F 外務省の感染症危険情報レベルが下がった
G 旅行先から歓迎されることがわかった
H 政府・行政が外出自粛要請を解除した
I 緊急事態宣言が解除された
J 口コミやマスコミ報道で安全だと確認できた
K 政府や自治体から旅行への支援策が出た
L 居住地域の感染者がゼロになった
M 医療のひっ迫がおさまった
N 国内の新規感染者がゼロになった
O 条件はない
（今すぐにでも行く）
P 無回答
A
B
C
D

視されていた（図9）
。

10 政府や自治体の要請に対する意識
D

・9 ％）
」
、海 外 旅 行 で

治療薬やワクチンが確立された
政府・行政が外出自粛要請を解除した
国内の新規感染者がゼロになった
旅行先から歓迎されることがわかった
E 緊急事態宣言が解除された
F WHOが終息宣言を出した
G 口コミやマスコミ報道で安全だと確認できた
H 医療のひっ迫がおさまった
I 政府や自治体から旅行への支援策が出た
J 旅行先の感染者がゼロになった
K 居住地域の感染者がゼロになった
L 条件はない
（今すぐにでも行く）
M 無回答

1.3%

た（

n=1,472

A
B
C
D

C

は「治療薬やワクチンが確立さ

17.1%

n=1,472

図

た（図 8）
。た だ し、複 数 回 答

B

れ た（ ・2 ％）
」
、
「入 国 制 限

C

9.2%

で選択した項目のうち最も重要

B

13.0%

A

39.5%

旅行実施のために
❶
必要な条件

5.2%

D 6.5%

海外
旅行

な条件を尋ねると、国内旅行・

E

が解除された（ ・9％）
」
、
「入

3.0%
3.2%
F 5.2%

国後の行動制限が解除された

C

11.2%

P

3.7
%

どのような条件が満たされれ

D 8.3%

0.7% M 0.5% N 0.5%
O 0.2%

海外旅行ともに「治療薬やワク

6.1%

37.3%

L

チンが確立された」が1位とな

A

国内
旅行

1.5%
1.7%
2.2%

高かった。このことから、国内

M

5.3
%

3.0%
4.5%
F 5.4%
E

K
J
I
H
G

（ ・2％）
」と回答した割合が

0.6%

ば旅行を実施したいと思うかを

L

尋ねたところ、
国内旅行では「政

0.9%
2.0%
2.4%

り、医療技術の確立がより重要

（旅行に行きたいと回答した人のみ）

K
J
I
H
G

旅行・海外旅行ともに、移動に

9 新型コロナウイルス収束後の旅行実施において最も重要な条件

府・行政が外出自粛要請を解除

図

n=403

73

70

70

図

【複数回答】
11 新型コロナウイルス収束後、行きたい地域・あまり行きたくない地域（旅行に行きたいと回答した人のみ）

新型コロナウイルス流行収束後、行きたい地域（MA）
0%

10%

20%

30%

40%

これまでに旅行したことのない地域

50%

新型コロナウイルス流行収束後、あまり行きたくない地域（MA）
60%

0%

元々予定していた地域
34.7
20.6

外国人が多く訪れる地域

公衆衛生が徹底されている地域

20.3

これまで旅行したことがない地域
特にない

11.7

60%
54.6

41.7
35.9
33.6
12.7
2.2

無回答

6.7

5.6
n=1,042

12 新型コロナウイルス収束後の旅行先選択や
旅行先での行動の変化

図

n=1,042

13 新型コロナウイルス収束後の旅行先選択や旅行先での行動の変化
（旅行に行きたいと回答した人のみ）
（性・年代別）

（旅行に行きたいと回答した人のみ）

0%

10%

20%

30%

男性

無回答

40%

変化する

6.7%

43.2%

男性10代
女性10代

15.0
42.9
23.1
47.6

男性30代
女性30代

32.5

男性40代
女性40代

32.5

37.6
39.8

男性50代
女性50代

15.4%
n=1,042

41.2

男性20代
女性20代

34.7%

27.8
42.9

男性60代
女性60代
変化しない

50%

28.3

女性

わからない

50%

その他 1.2

8.8

その他 1.3

図

40%

新型コロナウイルスによる
感染者が多かった地域

あまり人が密集しない地域

無回答

30%

人が密集している地域

41.8

宿泊や地域産品・施設などの割引が
行われるような地域
新型コロナウイルスが
あまり流行しなかった地域

20%

公衆衛生が徹底されていない地域

44.0

これまでに旅行したことがあり、
愛着のある地域

10%

30.8
40.4

男性70代
女性70代

22.5
41.0
n=1,042

96

27

69

政府や自治体の
❷要請に対する意識
行きたい地域・
❸ あまり行きたくない地域

新型コロナウイルス収束後に

第247号 November 2020

政府や自治体の要請を意識す

3
3

行きたい地域としては、3割以

•体調に気を付ける、
体調が悪いときは人に会わない
•体温を測る

る度合いは、
「要請に従って判

体調管理

上が「これまでに旅行したこと

8

のない地域」
、
「元々予定してい

15

•団体旅行、
団体行動をしない

断 す る」が ・2 ％、
「要 請 を

•公共交通をあまり利用しない、
車を利用する

旅行形態

気にしつつも、自分で状況を分

交通手段

た地域」
、
「これまでに旅行した

15
11
8

ことがあり愛着のある地域」を

•滞在日数を短縮する、
行動範囲を限定する
•訪問時期や時間を変更する
•ゆとりがある日程にする

析して判断する」が ・6％と

行程

なり、合わせて ・8％が政府

14
10
12
7
6
3

挙げた。逆に、あまり行きたく

旅行先

•外国人の多い場所、
インバウンドに人気の場所を避ける
•旅行先の新型コロナウイルス情報を調べる
•海外旅行を中止する、
国内旅行に変更する
•新型コロナウイルス対策が整っている地域・国に行く
•感染者が少ない地域を選ぶ
•繁華街に行かない

ない地域としては、4割以上が

33
20
9

10

や自治体の要請を意識していた。

•公衆衛生に配慮している施設を選ぶ
•ビュッフェの利用を控える、
部屋食にする
•屋内施設に入らない

172
167
7
3
2
1

地域」
、
「人が密集している地域」

訪問施設

❸

行動全般

•三密を回避する
•マスクを着用する、
手洗い・うがい・アルコール消毒を行う
•大勢の人が触るものの利用を控える
•試食や食べ歩きをしない
•現地の人に配慮する・感染させないようにする
•キャッシュレス決済をする

前項同様、公的な要請が旅行実

（351人が回答）
（件）

「公衆衛生が徹底されていない

旅行先での行動の変化の具体的内容

（旅行に行きたいと回答し、
旅行先や旅行先での行動を
変化すると回答した人のみ）
【自由記述】

施条件として重要な位置を占め

14 新型コロナウイルス収束後の旅行先の選択や

る結果となった（図 ）
。

❷

新型コロナウイルス収束後に

行きたい地域としては、3割以

上が「これまでに旅行したこと

のない地域」
、
「元々予定してい

71

政府や自治体の要請を意識す

る度合いは、
「要請に従って判

断 す る」が ・2 ％、
「要 請 を

気にしつつも、自分で状況を分

69

図

を挙げた。
「公衆衛生が徹底さ
れている地域」
、
「あまり人が密
集しない地域」は行きたい地域
の上位ではないことから、これ

観光地に対する
3．
支援意向

で、最も多かった回答は「支援

は1割以下にとどまった。一方

に支援を行った・行っている」

ほど支援意向も高かった。
国内

海外旅行ともに旅行意向が高い
旅行についてみると、あまり行

観光地への支援意向がある人
に対し、2020年1月以降の
支援実施経験を尋ねると、
「既

・0％）
」で

をしたいと思うが具体的な方法

を上回った
（図 ）
。

がわからない（

新型コロナウイルスの流行に

かない層では5割以上が「支援

よって観光客数が大幅に減少し
❷支援の実施経験

したいと思わない」と回答し、

として捉えられている（最低限
経済的な影響を受けている観光

❶支援意向

の条件であり、満たされてもプ
地に対して支援を行いたいかを

あり、支援意向がある人々へ具

ラスには評価されないが、満た
尋ねると、
「支援したいと思う」

らは十分条件ではなく必要条件

されないとマイナスに評価され

・6％となり、女性の方が支

54.5

「支援したいと思う（ ・4％）
」

る）と考えられる（図 ）
。
が ・2％、「支援したいと思わ
ない」が ・7％と6割以上が

援に前向きであった。
特に、 代

体的な情報が提供されていない

ことが懸念される（図 ）
。
❸支援の実施内容

観光地への支援意向があり、

具体的な支援の方法を知ってい

無回答

支援したいと思わない

支援したいと思う

※普段の旅行頻度が
「年に6回以上」
の人の割合は、
国内旅行で2.2％、
海外旅行で0.5％
（回答者数：1,472人）
と、
他の項目に比べ少ないことに注意。

00

100.0

10.0 0

年に６回以上

100%

80%

1.7

21.2

0

支援意向を有していた（図 ）
。

に変化を与えるかを尋ねると、
女性は他年代と比べて旅行意向

国内旅行

60%

40%

20%

0%

100%

旅行先の選択・旅行先での
❹
行動の変化

「変化する」が ・7％、
「変化

は低めではあるものの、支援意

73.8

17

73

69.8

90.0

年に３～５回程度

15.6

性・年代別では、「支援したいと

し な い」が ・4 ％、
「わ か ら

向は7割を超えた（図 ）
。
普段

66.9

2.9

23.8

2.2

77.1

年に１～２回程度

22.1

新型コロナウイルスの流行が

ない」が ・2％となり、約半

の旅行頻度別では、国内旅行・

66.7

38.3

73.3

30.0

思う」
が男性は ・9％、女性は

数が変化の有無について図りか

69.2

59.5

あまり行かない

36.1

旅行先の選択や旅行先での行動

ねているものの、残りの半数は
何らかの変化を想定していた

53.0
54.8

男性70代
女性70代

1.2

84.4

（図 ）
。
「変 化 す る」と 回 答 し

64.2
男性50代
女性50代

57

18

60.6

男性60代
女性60代

２年に１回程度

68.7

た人を性・年代別にみると、総
じて女性の選択率の方が高く、
男性では 代・ 代が比較的高
く、新型コロナウイルスの流行
に敏感に対応する傾向がみられ
た（図 ）
。変化の具体的な内
容 と し て は、
「三 密 回 避」
、
「マ

61.3
男性40代
女性40代

2.6

年に６回以上

60.2
男性30代
女性30代

3.0

52.6

44.4

あまり行かない

75.3

年に３～５回程度

50.0
男性10代
女性10代

3.2

年に１～２回程度

45.1
男性20代
女性20代

80%

60%

40%

20%

0%

60.6

２年に１回程度

66.6
女性

80%

11

44

57.9
男性

15

60

62.2%

70%
30%
20%
10%
0%

海外旅行

17 観光地への支援意向（普段の旅行頻度別）

図

16

35.7%

60%
50%
40%

16 観光地への支援意向（性・年代別）
図

35

2.1% 無回答

34

40

スク着用」などの基本的な感染
14

n=1,472

支援したいと
思わない

12

予防策が多数挙げられた（図 ）
。

支援したいと思う

62

66

15 観光地への支援意向
図

15

43

30

13

72

った。感染拡大の状況下で現地

税で寄付する」が ・7％であ

する」が ・2％、
「ふるさと納

ウイルスの収束後、現地に旅行

る」が ・0 ％、
「新 型 コロ ナ

を通じて現地の商品を購入す

いことが明らかとなった。一方

は中長期的にみて変わっていな

機」
、「行ってみたい旅行タイプ」

的な意識を反映する「旅行の動

いか」という旅行に対する潜在

か」
、
「どのような旅行に行きた

きたいか」
、
「旅行に何を求める

本調査より、
「なぜ旅行に行

2020年1月に日本国内で初

意識を捉えたものである。

がらその期間の日本人旅行者の

て実施した調査であり、当然な

5月 日〜6月5日を対象とし

旅行意識調査」は、2020年

なお、今回紹介した「JTBF

部分とが存在する。

いく部分とゆるがない本質的な

り直接的に影響を受け変わって

てが覆されるわけではなく、よ

を更新・蓄積していくことが重

も継続的な調査を進め、データ

影響を与えるかについて、今後

行が旅行者の意識にどのような

るものと考えられ、感染症の流

況の影響を受け刻一刻と変化す

に対する意識はこれらの社会状

興策が打ち出されてきた。旅行

各種の感染拡大防止策や経済振

キャンペーン」
（7/ 〜）など、

（5/ ）
、
「Go Toトラベル

1.0% 無回答

既に支援を
行った・
行っている

これから支援を
行う予定で
具体的な方法を
知っている

6.6
%
19.5%

19

49

30

50

る人および既に支援を行った・

への訪問が難しいなか、遠隔か

で、具体的な旅行実施の場面で

（支援したいと回答した人のみ）

行っている人に対してその内容

らでも行える地域産品の購入に

は、感染リスクの回避が意識さ

18 観光地への支援の実施経験

を尋ねると、
「インターネット

関心が寄せられた（図 ）
。

る人および既に支援を行った・

行っている人に対してその内容

を尋ねると、
「インターネット

50

を通じて現地の商品を購入す

る」が ・0 ％、
「新 型 コロ ナ

ウイルスの収束後、現地に旅行

する」が ・2％、
「ふるさと納

49

図

73.0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ふるさと納税で寄付する

30.7

新型コロナウイルスの流行収束後に
利用できるチケット
（食事券・宿泊券）
を先行して購入する
アンテナショップ等の店舗で
現地の商品を購入する

20.6
19.7

クラウドファンディングで
寄付する
その他

11.8
1.7

地域の情報を発信する 0.8

20

る緊急事態宣言の発出（4/7）
、

49.2

緊急事態宣言の全国的な解除

新型コロナウイルスの
流行収束後、
現地に旅行する

れることが示された。コロナ禍

50.0

を受けて従来の旅行のあり方全

インターネットを通じて
現地の商品を購入する

おわりに

0%

要である。

（観光地への支援意向があり、
具体的な支援の方法を知っている人
および既に支援を行った・行っている人のみ）
【複数回答】

の感染事例が報告されてから現

19 観光地への支援の実施内容

れ、実施時期や旅行先、現地で

図

在に至るまで、7都府県に対す

n=915

の行動が状況にあわせて変更さ

支援を
したいと
思うが
具体的な
方法が
わからない

n=238

調査概要
●調査名

●調査方法
●調査期間
●調査対象

●標本の大きさ

●回答者の属性

JTBF旅行意識調査2020
（第1回）
郵送自記式調査
2020年5月20日～6月5日
全国18～79歳の男女（調査会社のパネルより抽出）
1,472人
男性

25

22

女性

年齢
（歳）

18 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

計

18 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

計

合計

標本の
大きさ
（人）

34

91

113

150

120

137

100

745

22

78

111

127

116

149

124

727

1,472

構成比
（%）

2.3

6.2

7.7

10.2

8.2

9.3

6.8

50.6

1.5

5.3

7.5

8.6

7.9

10.1

8.4

49.4

100

※国勢調査時の人口に基づき、
住宅地図データベースから世帯を抽出し、
個人を割り当てた。
これにより、
地域、
性年代の偏りなく調査対象を抽出した。
その上で郵送
により調査票を送付し、
回答者自身が記入を行う自記式により回答を得た。
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、問題解決型学習）で活かせ
ing
るようにしています。本学の建

PBL（ Problem-Based Learn-

学理想は「産学一如」
（
「産」
（産

は ・7 ％（2 0 1 9 年）
）が
九州観光の実態を反映し、九

非常に高いのが特徴です。
州やアジアの観光に重点をおい

ります。1999年から続いた
に再編し、そこに地域づくり学

商学部観光産業学科を観光学科
科を新たに設け、地域の新たな

変える学修を促しています。

次に上がる直前にゼミ選考を

行っていますが、選考方法とし

て先輩による面接を重視してい

ます。先輩にはこのような経験

る機会を与えるためです。ゼミ

24

を通して自分自身を客観的に見

私はグローバル・ツーリズム

を希望するほとんどの学生が国

ゼミ生が作る
２．
ゼミの形

践を行っていますが、
活力や持続可能な観光の明日を、
業 界）と「学」
（大 学）と を 連
観
光 を学ぶ と い う こそた教のと育一、つ実がゼ
ミを通して見
る「
大学」
学を「
の産」
今に 活 か
２年生（150名）
〝「地域」と「共」に「創」る〞
携 さ せ、

コースに所属しており、
「アジ

が全員、 日（1日8時間フル

専門は、
観光学。立教大学大学
九州産業大学地域共創学部 教授。
院社会学研究科単位取得満期退学
（社会学博士）
。 立教大学助手
を経て、
1999年に九州産業大学に着任。九州産業大学商学部
長（ 2 0 1 0 年 〜 2 0 1 7 年 ）を 務 め 、現 在 、地 域 共 創 学 部 長
『九州地域学』（編著、
晃洋書房、
2019年）
、『九州観
（2018年〜）
。主な著書に
光学』（編著、晃洋書房、2018年）、『九州発「国のかたち」
を問う〜日韓トンネル
観光
構想への期待』（共著、
山岳出版社、
2020年）
などがある。 観光まちづくり、
振興等に関する多数の委員を歴任している。

千 相哲 （せん・そうてつ）

す教育（理論と実践の統合）を

ことを標榜しグローカリスト育

回

九州産業大学の地域共創学部

行者の中でアジアが占める割合

割合は ・8％、訪日外国人旅

州入国者の中でアジアが占める

際観光においてはアジア度（九

ては域内観光の割合が高く、国

いがあります。国内観光におい

光は他の地域と比べて大きな違

成を目指しています。九州の観

の 理 解 を 深 め、そ の 知 識 を

て、仕事や企業、業界、社会へ

プもあります。就業体験を通じ

カナダでの海外インターンシッ

圏内の企業が多いですが、韓国、

遣先には福岡県内を中心に九州

シップを履修することです。派

勤 務）以 上 の 有 給 イ ン タ ー ン

し、学んだ知識を使える知識に

られたPBL科目を通して習得

マネジメント）にそれぞれ設け

観光デザイン、ホスピタリティ・

（グローバル・ツーリズム、地域・

次から選択する三つのコース

現に必要な知識、実践力を２年

志向すること）ですが、その具

心掛けています。ゼミでは２年

深め、提案力が身につく指導を

と観光振興に関する専門知識を

興」をメインテーマに国際観光

アの国際観光と九州の観光振

持っています。ゼミでは「アジ

現 在 ２、３ 年 次 の ゼ ミ を 受 け

ア観光論」という科目を担当し、

地域共創学部
１．
観光学科のコース
とゼミ
は、2018年４月に新設され、

次に上がる直前にゼミ選考を

観光学科と地域づくり学科とな

変える学修を促しています。

学理想は「産学一如」
（
「産」
（産

、問題解決型学習）で活かせ
ing
るようにしています。本学の建

私はグローバル・ツーリズム

を希望するほとんどの学生が国

る機会を与えるためです。ゼミ

は ・7 ％（2 0 1 9 年）
）が
九州観光の実態を反映し、九

業 界）と「学」
（大 学）と を 連

コースに所属しており、
「アジ

ります。1999年から続いた

州やアジアの観光に重点をおい

携 さ せ、
「学」を「産」に 活 か

行っていますが、選考方法とし

PBL（ Problem-Based Learn-

た教育、実践を行っていますが、

す教育（理論と実践の統合）を

を通して自分自身を客観的に見

ます。先輩にはこのような経験

て先輩による面接を重視してい

科を新たに設け、地域の新たな

その一つが２年生（150名）
24

に再編し、そこに地域づくり学
活力や持続可能な観光の明日を、

が全員、 日（1日8時間フル

ゼミ生が作る
２．
ゼミの形

ことを標榜しグローカリスト育

〝「地域」と「共」に「創」る〞

非常に高いのが特徴です。

95

商学部観光産業学科を観光学科

83

74

83

九州産業大学 地域共創学部

千ゼミ

8

九州にある大学として、九州とアジアの観光に重きを置いた教育と研究が特色。
その研究成果は多くの受賞歴を誇っている。

第

を鍛えようとする意識、意欲が

え抜く力」
「チームで働く力」
）

人基礎力（
「前に踏み出す力」「考

としているため、選考では社会

ゼミでフィールドワークを必須

いという希望を持っていますが、

際観光をテーマに研究を進めた

の中で研究の進捗状況を何回か

ると思っています。学生はゼミ

とでやる気を起こすことができ

し、研究の目的を明確にするこ

間を割くことになります。しか

ますが、意外とここに多くの時

の考えを書くように指導してい

賞受賞、2018年）

振興センター懸賞論文で最優秀

現状と課題」
（
（公財）九州運輸

家再生とまちの活性化に関する

❷
「福岡県八女市における古民

論に至るまで「調べる」
「話す」

発表することになりますが、結

ゼミの1回目の授業では「私

あるかを確認しています。

ペなどに投稿・発表し、審査委

外部の懸賞論文大会、企画コン

て行っています。研究の成果を

は」をテーマに作文を書かせま

「聴く」
「議論する」を繰り返し

す。参加学生がどのようなゼミ
員の講評や結果などを参考に、

がゼミで意識して取り組みたい

を期待しているのかを把握し、
最終的に学生自身が1年間を振

こと、それを上手く実行するに

共通項となるゼミ像を明確にし、

で発表した研究成果の中からい

昨年と一昨年にゼミ生が外部

（ポスター部門）で奨励賞受賞、

」
（日 中 韓
Northeast Asia
大学（院）生アイディア公募展

❸「 Yellow Sea - Visit

くつか紹介します。

り返り、ゼミ活動を自己評価す

が「主体性を持って積極的に参

❶
「新上五島町における観光の

皆で共有することで自主性を引

加し、徹底的に調べ、専門知識

現状と課題」
（日本観光研究学

ることにしています。

やコミュニケーション力を高め

会九州・韓国南部支部 大学生

２年次生の意見を総合したもの

る」です。硬い表現になってい

論文発表大会で九州運輸局長賞

き出し高めるためです。昨年の

ますが、皆が意識するよう定期

③
「Yellow Sea - Visit Northeast Asia」
ポスター部門で奨励賞受賞

誘致も簡単でないため、日中韓

度が低く、関東圏からの観光客

③は、九州は欧米からの認知

2019年）

的に振り返りをしながら、ゼミ

を受賞、2019年）

気づきを与える
３．
外部評価
ゼミでは共通テーマの他に、
学生自身が設定する小テーマ研
究を認めています。研究の目的
がきちんと書けるように、研究
の理由や根拠を明確にして自分

携し国際観光圏を形成すること

の環黄海地域に周辺地域間で連

山旅行」（2019年）

❹「ビートルで行く魅力ある釜

から2020年7月に予定して

④は、J R 九 州 高 速 船（株）

な一大国際観光拠点にしようと

いた「クイーンビートル」の就

で、ヨーロッパの地中海のよう
いった内容です。
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③環黄海観光圏形成のアイディア

②懸賞論文で最優秀賞受賞

の活性化を図っています。

①九州運輸局長賞を受賞

せて紹介します。

ましたので、併

うな回答があり

ところ、次のよ

に感想を聞いた

られるようになりたいと思いま

げた様々な角度から物事を考え

色々なことに挑戦し、視野を広

今後の残りの大学生活では、

ことの重要性を強く学びました。

して、視野を広げ物事を考える

なしていかなければならないの

究に必要な全てのプロセスをこ

です。個人研究では、１人で研

学生に良く見られるということ

ープではなく、個人で取り組む

こで共通しているのは、小グル

を義務付けたため、物事の決定

す。外部の大会で発表すること

とも大事であると認識していま

効果的にチームづくりをするこ

野を重視しながら関連性を探り、

をかけて個々人の趣向や関心分

すること、一歩を踏み出すこと

何より学生たちがチャレンジ

変な個人研究に取り組み、成果

が難しいようです。しかし、大

モチベーションを維持すること

よう強く求められることもなく、

フィールドワークを重視する

したいと思います。

を急がせた節がありましたが、

への参加・JR

の大切さに気付いたこと、そこ

を出し、大きく成長する学生も

これからは
〝急がば回れ〞
を意識

高速船ビートル

から自分自身を成長させ、また

います。学生には研究の楽しさ

で、大学院生のように自身の研

の方との旅行商

自分の隠れた才能を引き出すこ

究テーマをもち研究に没頭する

品の造成を通し

とができたことに大きな意味が

ゼミでは、コロナ禍によって活

す。〞

て、アイディア

に気づき、継続する力を身につ

アイディア公募

〝 私 は、日 中 韓

を振り絞ること・

あるのではないかと思います。

個人研究を希望する学生に対し

けてほしいと思っていますが、

成ができなくなっていると思わ

動が制限され、本来の目的の達

見を出し合い、活発なコミュニ

れます。本来、ゼミは参加者同

ケーションのもとで進めていく

士が対話型・双方向型（＝参加

成果を出す個人またはグルー

授業の形式であることを考えれ

ては個人研究の意思を確認する

プは目的意識が明確で、特に小

ば、ニューノーマル時代では従

とともに、個人研究の難しさも

コロナ禍の中の
５．
ゼミ活動

自分の意見を相

ゼミ運営上の
４．
課題

間の研究成果を、外部の大会等

グループにおいては仲間意識の

型）で行いながら、
「聴く」
「調

に出て、そこから得た評価を踏

強いメンバー構成となっていま

べる」
「話す」過程を通して意
やり遂げた時は

まえて最終的な自己評価を行う

丁寧に説明する必要があると感

達成感と安堵を味わうことがで

ことになっていますが、ゼミ生

来のフィールドワークをベース

じています。

き ま し た。観 光 業 界 に 携 わ る

とするやり方を継続することが

前述したように、ゼミ活動を

航に合わせ、若者向け旅行商品

方々と触れ合い、アドバイスを

す。ゼミでは、学生たちが自主

総括する際には学生自身が1年

を企画したいという依頼を受け、

的にゼミ新歓コンパ、学年合同

完成するまでは

学生たちが現地調査を行い、九

全員がゴールに辿り着くわけで

索する必要性を感じています。

はありません。最近のことです

コロナ禍の中でも学生に研究に

もらい、将来旅行企画の仕事に

のゼミ合宿（教員指導）を行い、

対するワクワク感や刺激を与え

就きたい私にとって大変勉強に

ゼミ生間の親睦を図っています

られるやり方はないだろうか、

州運輸局からの助言もいただき、

学生がいました。数回のフィー

が、研究は別次元のもので、チ

コロナが終息するまで考え続け

また旅行会社との打ち合わせを

ルドワーク、まとめの作業にプ

ームワークが大きく影響します。

ていきたいと思います。

難しく、ゼミ活動のあり方を模

レッシャーを感じたようです。

これを考えると、急いでグルー

で行う顔合わせコンパ、夏休み
〝日中韓の学生による観光アイ

また、外部の評価を受けるまで

プを決めるより、もう少し時間

が、初めて途中でリタイアした

デアの発表や、JR九州高速船

には完成度を高められなかった

な り、貴 重 な 経 験 と な り ま し

リリースを行いました。テレビ、

ビートルさんとの活動を通して

学生・グループもあります。こ

行いながら旅行商品をつくり、

新聞などのマスコミ６社が取材

自分自身が一段と成長したと感

2020年1月に学内でプレス

するほど、当時は関心の高さが

じます。また、二つの活動を通

これらの活動に参加した学生

窺える取り組みでした。

た。〞

苦戦しましたが、

さを学びました。

資料作成の大変

さと、工夫した

手に伝える難し

④旅行企画商品のプレスリリースの様子
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公益財団法人日本交通公社
および

「旅の図書館」

への

アクセス

赤坂御用地

NARISAWA

楽天クリムゾン
ハウス青山

外苑東

外苑東通り

通り

〒107- 0062
東京都港区南青山二丁目7番29号日本交通公社ビル
東京メトロ銀座線、
半蔵門線、
都営大江戸線
「青山一丁目」
5番出口から徒歩3分
●青山通りからお越しの方…楽天クリムゾンハウス青山のビルをくぐり、
レストラン『NARISAWA』の前を通る公開空地を通り抜けると
正面左側が日本交通公社ビルです。
●外苑東通りからお越しの方…コンビニエンスストア『ポプラ』の角を西に曲がり、
2つめの交差点を越え、約10m先左側が日本交通公社ビルです。
●駐車場はございません。
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