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発表！じゃらん人気温泉地
ランキング2019
危機回復策でランクアップも！

選ばれる温泉地、
その戦略を探る

価値と感動を生み出す人にインタビュー

﹁マエストロの肖像﹂

とーりまかし

日頃からお世話になっているクライア

インドネシア語で
﹁ありがとう﹂の意。

ントのみなさまにありがとう、 読者のみ

なさまにありがとう、 そして私たちに知

恵を提供してくれるすべてのみなさまに

ありがとう、 という感謝の気持ちを込め

て、この名前をつけました。ちなみに、じゃ

らん「 jalan
」もインドネシア語で、「道」「プ
ロセス」の意味です。
「 jalan jalan
」で、
「散
歩する」「ブラブラ出かける」「旅行する」

浜学園アドバイザー

佐藤亮子

などの意味になります。

From Local

世界に誇る まち・むらのしごと

養殖真珠 ︵三重県︶

持続可能な宿経営
への挑戦
２０１８年の訪日外国人旅行者数は、史上初めて３０００万人を突破した（推計値）。
活況に沸く宿泊業界だが、その足を引っ張っているのが深刻な人手不足だ。
働きやすく、やりがいを得られる職場環境を整えて従業員満足度を高めなければ、
宿は必要なスタッフを確保できず、成長の波に乗れないだろう。
そこで今回は、宿泊業が置かれた環境を解説。
同時に、じゃらんリサーチセンターが取り組むプロジェクト「持続可能な宿経営の未来塾」を紹介し、
旅館経営者や地域が人材課題を解決するためのヒントを提示したい。
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10%
0

目指しており、日本の観光業は今ま

さに活況期を迎えているところだ。

み出した付加価値を示す「観光ＧＤ

こうした流れを受け、観光業が生
日本政府観光局（ＪＮＴＯ）は今

Ｐ」は、 ～ 年の間に約２兆円も

観光業界の飛躍的な成長が
日本経済をけん引している

年１月、２０１８年の訪日外客数が
３１１９万人（推計値）に達したと

ＧＤＰは約 兆円増えたが、そのう

増加した。同じ期間に国内の総名目

16
発表。前年より８・７％増え、ＪＮ

12

ち観光業の寄与度は４・５％程度を

0

国土交通省
「建築着工統計調査」に基づいて観光庁が作成。工事費予定額だけでな
く、着工棟数や床面積も大きく伸びている

伸び率は ・０％となっており、全

16

業界中でトップクラスだ。観光業に

対する期待は、引き続き高い。

経済効果は、建設業などの周辺業

界にも波及している。 年における

年には

宿泊業用建築物の工事費予定額は約

１１００億円だったが、

観光消費が地域経済の
火付け役として機能している

恩恵を受けているのだ。

食・運輸・小売などの業界も大きな

で積極投資を行っている。また、飲

ークなどが旺盛な観光需要を見込ん

大した（図２）。ホテルやテーマパ

８・４倍の約９４００億円にまで拡
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4,000

年の

ＴＯが統計を取り始めて以降最多と

30

8,000

～

占める（図１）。また、

40
なった。政府は 年に４０００万人、

9,431
10,000（億円）

年に６０００万人の訪日外客数を

6,333
6,000

寄与率

全体の経済成長の
＝ 各産業の成長率×シェア
増加に貢献した割合

金融・保険業 0.0%

内閣府
「国民経済計算」等に基づいて観光庁が作成。各産業の成長率とシェアを元に、全体の経済成長の増加に貢献した割合を
「寄与率」として
算出している

図2 宿泊業の建築投資（建築物の工事予定額）

観光マーケットの継続的成長は
宿泊業の事業×人材の改革がカギ

6.1%
汎用機械等
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観光業の活況は、地域経済にも大

March 2019

3

1.3%
電子部品・デバイス

2015
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1,999
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小売業

2,581
2,000

8.3%
保健衛生・社会事業

需要増で
課題は深刻化

図1 日本経済における観光業の寄与率（名目GDP成長率への寄与の割合）
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52万人泊

19万人泊

観光庁
「宿泊旅行統計調査」より。香川県は12年に4万人泊だったのが、17年には45万人泊に。佐賀県は12年に同
じく4万人泊だったのが、17年には38万人泊にまで増えた

となった。これに対し、増加率１位

工事費予定額が 年には 億１９０

有効求人倍率よりはるかに高い水準

だった。さらに、宿泊業の離職率は

見込まれており、これらの人々が地

今後も訪日リピーターは増えると

だ。さらに、少子化が進んで若者の

規則になりがちな宿泊業は不利なの

（図５）。その点、労働時間が長く不

より労働時間を重視する傾向がある

方を訪れることで経済活性化が進む

数そのものが減っている。結果、宿

０万円となった。

のではないかと期待されている。

かなか採用できない上、せっかく入

うわけである。

った人もどんどんやめてしまうとい

泊業では時代を担う若手の人材がな

働きやすさ・働きがい不足が
「負の人材スパイラル」を生む
観光業の中で重要な役割を担って

総務省統計局の「平成 年度就業

構造基本調査」によると、宿泊業の

いる宿泊業でも、かつてないほどの
追い風が吹いている。だが、安心ば

従業員のうち 代が ・０％、 代
難題が立ちはだかっているからだ。
その難題とは言うまでもない。深
刻な「人手不足」である。
まず、国内では人材の採用が難し

が４・９％、 代以上が０・７％を

占める。数年たってこれらの世代が

大量離職すれば、宿泊業の人手不足

はさらに深刻化するだろう。

関係者の中には、在留資格「特定

技能」の創設によって増加が見込ま
でも宿泊業の採用難は厳しい。厚生

なるかどうかは不透明だ。地方での

る。だが、人手不足解決の決定打に

れる外国人労働者に期待する声もあ
労働省の「一般職業紹介状況」によ
仕の職業 」の有効求人倍率（ 常用・

うまく採用できても育成のノウハウ
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なく地方を訪れる比率が高い。外国

の香川県では、 年に４８００万円
だった工事費予定額が 年には 億

背景にあるのは、働きやすい環境

人延べ宿泊者数の増加率上位を占め
ているのは、香川県、佐賀県、青森

４３００万円にまで増加。伸び率は

他業界に比べてかなり高い（図４）。

県など地方の県ばかりだ（図３）。

5万人泊

は勤務先を選ぶ際、給与や仕事内容

ややりがいの面で、宿泊業が劣勢に
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実に１００倍近い。同じく２位の佐
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きな経済効果をもたらしている。

12万人泊

その結果、地方では観光業こそが

岩手県

観光庁の「宿泊旅行統計調査」に
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立たされている現実だ。多くの若者
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よれば、 年における地方の外国人

和歌山県

賀県に至っては、 年にゼロだった
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132万人泊

経済の火付け役として機能する結果
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の総宿泊者数に占めるシェアは ・
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となっている。図 で紹介したよう
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５％だった。ところが 年には、３
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に、 年から 年の５年間で宿泊業

132万人泊

１８８万人泊・シェア ・９％にま

長野県

用建築物の工事費予定額は８・４倍
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で拡大している。特に、近年増えて
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くなっている。 年に０・ 倍だっ
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かりはしていられない。成長を阻む
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た求人倍率は 年に１倍を突破し、
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年 月には１・ 倍に達した。中
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が必要になるからである。
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含パート）は４・ 倍で、全職業の
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外国人雇用には難しい面もあるし、
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れば、 年 月における「接客・給
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図3 外国人延べ宿泊者数増加率上位10県
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厚生労働省の
「平成25年若年者雇用実態調査」より。初めて勤務した会社をやめた理由として最も多く挙げられたのは、
労働時間や休日に関する条件だった

成長が望めるのではないか。

足が原因で倒産・廃業に追い込まれ

30%

労働時間・休日・休暇の 2位 2009
条件がよくなかった 1位 2013
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こうした問題意識の元、じゃらん

20

15～34歳の若年層
初めて就職した会社をやめた主な理由（3つ選択、上位5項目を抜粋）

5

なのだ。外国人観光客の増加により、

10

図5 若年労働者の離職理由

会社に将来性がない

る企業がたくさん現れるだろう。

18.1%

厚生労働省
「平成 29 年雇用動向調査結果の概況」より。宿泊業、飲食サービス業の離職率は30.0％にもおよび、人
材がなかなか定着しないことがわかる

賃金の条件がよくなかった

リサーチセンター（ＪＲＣ）が取り

0

仕事が自分に合わない

宿泊業は大きな可能性を秘めている。

7.7%

サービス業
（他に分類されないもの）

人間関係がよくなかった

採用コストを増やしたり、外国人

複合サービス事業

労働集約型ビジ ネ ス に お い て
人材課題は成長 戦 略 に 直 結

14.5%

組んでいるのが「『持続可能な宿経

医療、福祉

また、伝統のある旅館では昔ながら
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労働者や派遣社員の採用を強化した
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営 の 未 来 塾 』プ ロ ジ ェ ク ト 」
（以下

生活関連サービス業、娯楽業

の家族的経営にとどまっているとこ

30.0%

りして、人手不足に対応する手も考

宿泊業、飲食サービス業

が大きな付加価値を生む労働集約型

13.0%

「未来塾プロジェクト」）である。次

学術研究、専門・技術サービス業

ろが少なくないため、改革の余地は

16.5%

え ら れ る 。だ が 、
「 働きやすい環境

不動産業、物品賃貸業

のビジネスだ。そのため、必要な人

11.8%

ページ以降は、本プロジェクトの狙

金融業、保険業

十分にあると言えるだろう。そこで、

14.5%

とやりがいの不足」という構造的な

卸売業、小売業

材を確保できなければ、成長はおろ

12.4%

いと内容、そして現在までの成果に

運輸業、郵便業

働く人にとって魅力的な職場作りが

10.5%

課題を解決できなければ、一時しの

情報通信業

か、事業を維持することすら難しい。

9.4%

ついてご紹介していこう。

製造業

できれば、人材を確保して持続的な

8.4%

ぎになる危険性が高い。

建設業

現状をこのまま放置したら、人手不

図4 産業別離職率
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課題解決の
打ち手

事業×人材の経営ビジョンが戦略の核
「持続可能な宿経営の未来塾」プロジェクト
意識を感じていた三重県と連携し、
未来塾プロジェクトの実証実験に取

そこで、先進事例調査などを通じて

ついても調査・研究を行っている。

決して成長軌道にのった地方旅館に

ＪＲＣでは、人手不足の課題を解

する地域でも応用が可能。そうなれ

られれば、全国の中小宿泊施設を有

宿が独自に進められるノウハウが得

業を地域単位で支援する手法や、各

三重県との取り組みを通じ、宿泊

り組むこととなった。

導き出されたのが 、
「 働き手にとっ

ば、幅広い波及効果が望めると考え

ＪＲＣはなぜ未 来 塾
プロジェクトに 取 り 組 む の か

て魅力的な企業になれば、人手不足
ている。

未来塾プロジェクトがテーマとし

さまざまな施策を進めるため
経営ビジョンを確立する

はおのずと解消されるのではない
か」という仮説だ。働きやすく、や
りがいを感じられる職場環境を整え
て「従業員満足度」を高めれば、採
用課題は解決できるし、人材も定着

ケースが多い。また、 時間・３６

営戦略室や人事部が置かれていない

旅館のほとんどは規模が小さく、経

した取り組みは簡単ではない。地方

これによって単価アップや客数増加

指し、顧客満足度を高める取り組み。

化、施設改装などハードの充実を目

実、従業員が提供するサービスの強

①ＣＳ（顧客満足）に関するもの
＿＿サービスプランやメニューの充

この３軸で改革を進め、成長戦略

の削減、業務効率の向上を目指す。

務を改善・廃止することで労働時間

ど、ムリ・ムダ・ムラにつながる業

③業務効率化に関するもの
＿＿ＩＴ化の推進や業務の見直しな

て魅力ある職場作りを目指す。

幅広いため、できるだけ多くの人を

とは不可能だ。取り組むべき課題は

経営者が独力で改革を実現するこ

ストーリー」が必要である。

づくための目標を示した「経営改革

わち「経営ビジョン」と、そこに近

めには、単に施策を実行するだけで

ただし、こうした改革を進めるた

５日稼働しているところが珍しくな

を実現し、売り上げを高める。

を描いていければ、旅館は利益を上

巻き込む必要がある。また、仕事の

度の構築などにより、従業員にとっ

いため、日常業務に忙殺されて経営

げてさらなる投資が可能になるだろ

やり方や人事制度などが変わること

ているのは、以下の３点だ。

戦略を練り上げる余裕がないのだ。

②ＥＳ（従業員満足）に関するもの
＿＿ワークライフバランスのとれた

う。そうすれば、持続可能な宿経営

に抵抗感を覚える従業員から協力を

しやすくなるというわけである。

そこでＪＲＣは、こうした宿を後

勤務体制の導入、成長の実感があり

が実現できるのではないか。

はダメだ。旅館がありたい姿、すな

方支援する方法がないか模索してい

やりがいを感じられる人事・教育制

ただし、地方の旅館にとってこう

三重県と株式会社リクルートライフスタイルは18年3月、持続可
能な宿経営を実現するための働き方改革を促進し、その質の向
上に資することを目的とした連携協定を締結した。写真は、鈴木
英敬三重県知事
（左）と同社旅行領域担当の宮本賢一郎執行役員

るところだ。そして今回、同じ問題

24
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「 将 来 、こ の 旅 館 は こ う あ り た い 」

取り付けることも大切だ。そのとき、
き出される「１年後・３年後・ 年

ずだ。さらに、経営ビジョンから導

事業ビジョンの分野では、最初に

基本的な事業方針を決定する。そこ

「その結果、お客さまに対してこん
「経営改革ストーリー」）を定めてお

後にありたい姿」
（＝実行計画となる
が、経営ビジョンの策定である。こ

未来塾プロジェクトの核となるの

的には個人目標へと落とし込んでい

ごとの戦略・目標に分解して、最終

から具体的な事業戦略を立て、組織

な価値を提供したい 」
「 改革を進め
けば、経営者も従業員も希望を持っ

く流れだ。人材ビジョンも同様で、

経営ビジョンを支える
事業×人材ビジョン

ることで、従業員に幸せになってほ

れは、
「事業ビジョン」と「人材ビジ

ありたい人材像・組織像

事業戦略

期待する役割・成果の定義

各組織の戦略・目標

期待する行動要件の定義

個人目標

人事の諸制度や施策

CSや売り上げの向上、コストダウン

人材の定着化・活躍、新たな人材の確保

材像・ 組織像 」を決定 。その上で 、

ている価値観、つまり「ありたい人

て生き生きと取り組める。その結果、

事業方針

しい」などの経営ビジョンがあれば、

事業ビジョンを定めてさまざまな業務改革に取り組めば、顧客満足度を高めてリピート客を増やしたり、
客単価を高めたりすることが期待できる。また、人材ビジョンの元で人事改革を進めて企業・仕事の魅
力を高められれば、採用はしやすくなるし、従業員の定着率も向上するはずだ。肝心なのは、事業・人
材ビジョンの双方を並行して回すこと。そうすることで、宿は持続的な成長・発展が可能になる。

まずは人材や組織について大切にし

持続的な成長・発展

ョン」の２つからなる（図６）。

人材ビジョンの面

各メンバーに期待する役割・成果を

定義し、行動指針を決め、人事制度

や施策に落とし込む。

事業ビジョンと人材ビジョンは不

可分だ。求める人材像や組織像は、

当然ながら事業ビジョンと合ってい

なければならない。また、人材や組

織に関する制度が整備されれば、事

業面での目標達成によい影響を与え

るだろう。事業×人材ビジョンの両

輪を並行して回すことで、持続的な

成長と発展が実現できるのだ。

未来塾プロジェクトで行うのは、

知識のインプットだけではない。同

業・他業界の事例を基にして実践的

な理解を深め、さらに研修の参加者

と議論し、協力し合いながら学ぶ。

そうしたプロセスを通じ、独力では

乗り越えるのが難しかった経営課題

について解放の糸口がつかめたり、

自社の経営ビジョンや具体的な計画

などを磨き上げたりできる仕組みだ。

March 2019
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10

事業ビジョンの面

改革の成功率は高まるのだ。

経営ビジョン

社内には大きな求心力が生まれるは

図6 経営ビジョンを確立すれば企業の魅力が増し、持続的成長が可能に

持続可能な宿経営への挑戦

12

ある。ＪＲＣが 年１月に発表した

コース①の内容は、図７の通りで

コース①
「経営ビジョン の 作 成 ＆
ストーリー化」の内容と結果

名の参加者を集めて行われた。

から経営層・管理職層に属する十数

だった。それぞれ、三重県内の旅館

意欲を高める『人材マネジメント』」

回に渡って開かれた「従業員の成長

10

研究』を題材にして、観光・宿泊業

『 ２０３０年 観光の未来需要予測

従業員と顧客の視点を意識しながら

らんnet口コミ評価の結果を用意。

これに対し 、
「 頭で考えた経営ビジ

を絵で描くプログラムなどを実施。

ィ ン グ 。代 表 的 な 感 想 は 、
「 スタッ

第３回目のテーマはチームビルデ

第２回目は、業務改革を進める上

従業員に見立てたプレゼンテーショ

ョンのコツを学べてよかった」とい
（ ＝経営ビジョン ）を決めるだけで

で障害となりやすい事柄を学んだ。

ンの実施 。
「 時間が足りない部分も

得た気づきも多かった」など、強い

フミーティングでのファシリテーシ
なお、図８が経営改革ストーリー

のありたい姿」
（＝経営ビジョン）を

組みへの意欲がわかない。そこで、 「キーパーソンが明確になり、その

は、目標までの距離が遠すぎて取り

方とのコミュニケーション不足が障

あ っ た が 、頭 の 中 で は 整 理 が 出 来

うものだった。

検討して言語化し、さらに経営改革

経営ビジョンまでの道のりを逆算し

害となっていたので、そこを早急に

た」など、経営ビジョンの実現に向

印象を持った人が目立った。

ョンを絵で描くのは難しかったが、

来における宿泊業の姿をイメージし

の イ メ ー ジ だ 。未 来 の あ り た い 姿

ストーリー（実行計画）へとまとめ

て数段階に分け、各ステップの目標

改善していきたい」など、組織や人

けた青写真が描けて満足していた人
じた人が多かったようだ。

が多かった。

トーリー」を作成し、他の参加者を

そして第４回目が 、
「 経営改革ス

研修の参加者は、旅館の経営者や

を一歩一歩解決することで理想に近

事に関する課題が明確になったと感

ていった。
管理職クラスがほとんど。そこで幅

づこうとする考え方だ。

の従業員アンケートと、自社のじゃ

研修第１回目には、経営ビジョン

広い視点を持ってもらうため、自社

た 。そ の 上 で 、
「

年における自社

研修を進めていった。

参加者同士が協働する点も特徴。プログラム開発･運営協力はプロジェクトプロデュース社

を取り巻く環境を把握。同時に、将

18

30
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三重県の未来塾プロジェクトで設
定された研修プログラムは２コース。
一つ目は 年６月から９月にかけ、

目は、 年 月から 月にかけて３

『現場推進ノウハウ』を学ぶ」。二つ

ョン 』実現のための『 業務改革 』と

４回に渡って開かれた「『経営ビジ

18

18

エリア新事例-1
図7 コース①
「経営ビジョン実現のための『業務改革』
と『現場推進ノウハウ』
を学ぶ」

岐阜県
アウトプット重視型研修

ビジョンを実現するための業務改革テーマが見え
る。同時に、従業員を巻き込みながら改革を進め
る上で、どんな壁・障害があるのか見える。

第3回

従業員の自立性を引き出す
チームビルディング手法

従業員に経営ビジョンを伝え、チーム力を高めな
がら一つの方向にまとめていくノウハウを学ぶ。

第 4回

持続可能な宿経営のための自社の
経営改革ストーリーを仕上げる

経営改革を進めるための計画書を完成し、従業
員の前で語る準備を整える。これにより、自信と
前に進む意思を高める。

壁（障害）

壁（障害）

来年、
こうありたい

壁（障害）

2020年、
こうありたい

未来の
ありたい姿
（＝経営
ビジョン）

2030年、
こうありたい

2025年、
こうありたい

意思
）の
ー
ダ
リー
（
者
経営

姿に
たい
り
算
のあ
を逆
未来 って ップ
向か ステ
改革

自社の
強み
改革
ステップ１

改革
ステップ2

改革
ステップ3

改革
ステップ4

コース②
「人材マネジメント」の
内容と結果

コース②の内容は図９（次ページ

参照）の通り。宿泊業に限らず、人

材ビジョンを明確に定めている中小

企業は少ないため、多くの研修参加

者が言語化された人材ビジョンを持

っていなかった。そこで、実在する

飲食チェーンや葬儀社など他サービ

ス業の事例を使ってケーススタディ

を実施。事業と人材ビジョンがどう

関連付けられているか学んだ。また

自社の実情に合わせ、従業員の「役

割定義 」と「 行動要件 」を検討 。さ

らに、従業員との面談の場で「心理

的安全性」を作りながら、評価や期

待を伝えて次への目標・課題設定を

March 2019

ゴール設定イメージ
2030年に自分の旅館がどのような状態になって
いたいのか、ありたい姿を描くコツをつかむ。

図8 「経営改革ストーリー」
の登り方イメージ

行うコミュニケーション法を、ロー

9

テーマ
経営者を引きつける経営ビジョンの
作り方
（＆キックオフ）
経営ビジョン実現のための
「業務改革」と
「乗り越える壁」

第2回

ルプレイング形式で演習した。

いわゆる
「アクティブ・ラーニング」のスタ
イルで研修は行われた

第1回

壁（障害）

岐阜県には飛騨高山、下呂温泉、
白川郷といった有名観光地があり、
国内外から多くの観光客が訪れてい
る。一方で受け皿となる宿泊施設に
おいては、人口が減るなか、
「大変な
仕事」という印象が先行して慢性的な
人手不足となっている。
そこでJRCは岐阜県から、
「宿泊施
設における生産性向上促進事業」を
受託。2018年度、宿の生産性向上
や雇用問題解決の手法などが学べる
経営者向けセミナー
（全４回）と、顧
客・従業員満足度の向上法、人材育
成マネジメント術などプロフェッショナ
ルマネジャーを養成する現場リーダー
向けプログラム
（全８回）を実施した。
各プログラムは、座学より
「考える」
「議論する」
「発表する」というアウトプ
ットを重視するスタイル。研修内容を
振り返ってSNSに投稿したり、学ん
だことを参加メンバーに公表し社内
で起きた変化を共有したりした。また、
ノウハウやメソッドを学ぶだけでなく、
「一口に
『宿の生産性』というが、宿
が生産しているものは何かを考える」
など、CS・ESを重視し宿泊施設の
本質に迫る研修に時間を割いたのも
特徴だ。
両プログラムとも、参加者の約９
割が
「大変役に立った」
「役に立った」
と回答。主催者側からも、
「講座の途
中で、経営者・現場リーダーの意識
がみるみる変わってきた」などの声が
多数出ていた。

持続可能な宿経営への挑戦

「季さら」
「幸洋荘」を経営し、今回

その一環として、 年 ～ 月に

は２つの宿で実験的な研修プロジェ

テーマ

第 2回

従業員の力を最大限引き出すための 人材・組織の役割定義と、行動要件の作り方
「役割定義と行動要件」を考える
を知る。また、それらの活用法をイメージする。
第3回

従業員満足度
（ES）を高める
「面談コミュニケーション術」

ば、後日さらに深いやりとりをする
ためのツールになると学んだ。
「従業員の方々に長期間働いていた
だくに越したことはありません。た
だ当社は、若いうちに仕事のやり方
や社会人としてのルールを覚え、一
人前になったら卒業するような会社
になってもいいと思っています。
今後は宿泊業でも、柔軟な働き方
が広がっていくはず。当社でもすで
に、副業を認めるなど制度を変えて
います。ですから旅館の経営層にも、
新たな人材マネジメント知識が求め
られるでしょうね」
「旅館寿亭」の西田太郎氏も、人材
マネジメントの重要性を感じていた。
「従業員のモチベーションを高める
ことは、旅館経営者にとって最重要

課題です。その解決のヒントが手に

員向け研修の効果は大きかったと感

の支配人である内田久美氏は、従業

じているそうだ。

だと再認識しました。現在は先代で

将来を見据えた経営ビジョンが大切

自社の強みを生かしたりするには、

「 従業員のやる気を引き出したり 、

コース①の経営ビジョンづくり。

ったのを実感しましたね。そして、

の会議に対する考え方が大きく変わ

です。ところが研修のおかげで、皆

を一本化するのにも苦労していたの

ていました。その結果、会議で意見

の気持ちをまとめるのが難しくなっ

「当社では従業員の増加に伴い、皆

ある母が代表取締役なのですが、い

自分たちで会議をよりよく変えよう

自社の抱える問題点とその原因を

ずれは私たちの世代が引き継ぐこと
経営ビジョンを用意するのが、現在

きちんと見極め、改善策を自分たち

という意識が高まったのです。
の目標です。そして地域の仲間と協

で考える方法を学べたことも、従業

員の育成という意味では大きかった

ですね。仕事のやり方を上から押し

つけるより、自分たちで工夫させる

層・管理職層だけでなく、従業員向

形で改良を続けている。また、経営

未来塾プロジェクトは、現在進行

いと考えています」

ら仕事に取り組める機会を増やした

んだことを生かし、若い従業員が自

成長も早まります。今後は研修で学

方が、従業員はやる気を出しますし、

けの研修も推進したいと考えている。

地域で連携して課題解決に
取り組む風土が生まれた

を高めていきたいですね」

力しながら、三重県の宿泊業の魅力

になります。そのときまでに明確な

西田氏が最も印象深かったのは、

プロジェクトに参加しました」

入るのではないかと期待し、未来塾

この研修を実施した「旅館寿亭」

ノウハウを身につけるのが狙い。

自らＰＤＣＡを回し、自走化できる

の研修に参加した上村領佑氏は、以

12

クトを実施した。従業員がチームを

10

前から人材マネジメントに対して課

げなどの数字で人を評価するやり方
には慣れていました。ところが旅館
業では、接客スタッフを定量的な基
準で評価するのが難しく、そこに悩
研修の中で参考になったのは、コ

目指す宿経営を実現するための
「人と組織のビジョン」とは

をしっかり記録し、可視化しておけ

みを感じていました。そうした中、

第1回

10

March 2019

18

組み、旅館の問題を発見して原因分
西田太郎氏

題感を抱いていたと語る。

㈱旅館寿亭
常務取締役

析を行い、対策を練るという内容だ。
上村領佑氏

「前職は営業職だったため、売り上

味を持ったのです」

㈲幸洋荘
専務取締役

ミュニケーションのノウハウだった

従業員のやる気を引き出し成長につなげるため
の伝え方、褒め方、叱り方などのヒントがつかむ。
面談をする際の実践スキルを身につける。

人材マネジメントのやり方を学べる

ゴール設定イメージ

と上村氏。従業員との面談では内容

人材マネジメント施策の起点となる
「人と組織の
ビジョン」の重要性を理解する。また、自社の人
と組織のビジョンについて考える。

未来塾プロジェクトの話を聞いて興

図9 コース②
「従業員の成長意欲を高める人材マネジメント

乗効果を生んでいる。同じく課題を

域の旅館経営層が集まることで、相

未来塾プロジェクトでは、その地

という気づきを得た。また、研修に

合うことで乗り越えることができる

独力では解決困難な課題も、協力し

有する同志を社内に確保できるとい

たため、経営者には、同じ考えを共

など）が参加できる仕組みを採用し

進めることを決めました。

Ｃと協力して未来塾プロジェクトを

皆様を支えたいと考え、今回、ＪＲ

える中、県としても何とか観光業の

今回の未来塾プロジェクトが好評

う利点があったようだ。

地方自治体からの期待も高まって

であれば、県としてもぜひ、取り組

は１社から２名（経営層＋管理者層
いる。三重県雇用経済部観光局観光

みを継続したいと思います。そして、

持った参加者がともに学ぶうちに、

魅力創造課の小見山幸弘課長は、今

一歩ずつでも旅館がよい方向に進め

March 2019

小見山幸弘氏

後も観光業を盛り上げるために支援

11

三重県雇用経済部 観光局
観光魅力創造課課長

ばと願っています」

プロジェクトは離職率の低下だけでなく、
地域の一体感の醸成にも役立っている

内田久美氏

を行う方針だ。

アクションプランの内容を討議するワーク
ショップの様子

㈱旅館寿亭
支配人

ＪＲＣでは今後も研究と実証実験

群馬県の四万温泉では他の観光地
と同様、宿泊業における離職率の高
さに悩んでいた。背景にあったのが、
新入社員に
「横のつながり」が不足し
ていたこと。宿の多くは中小規模で、
ほとんどの新入社員は社内に同期が
いない。そのため、仕事の悩みを相
談したり一緒に遊べたりするような仲
間が見つからず、孤独に陥ってしまう
というのだ。
そこで四万温泉協会旅館部がじゃ
らんの協力を受けながら取り組んでい
るのが、一つの山に住む人々を家族と
とらえる
「一山一家プロジェクト」だ。
春には、各社の新入社員を集めて合
同入社式を開催。また、バーベキュ
ーやカヌー体験会といったイベントを
行うことで、旅館の垣根を越えて新
入社員たちを結びつけようとしている。
厚生労働省の
「新規学卒者の離職
状況
（平成25年３月卒業者の状況）」
によると、宿泊業・飲食サービス業に
おける卒業後３年以内離職率は、大
学で50.５％、高校で66.１％。これ
に対し、一山一家プロジェクト開始
後の四万温泉では、離職率が28.2％
にとどまっている。また、同期メンバ
ーがＳＮＳでグループトークを行った
り業務外でも集まったりするなど、地
域全体でのつながりが広がっている。
その結果、四万温泉全体を盛り上げ
ようという意識も、徐々に高まってい
るようだ。
こうした動きは、草津、みなかみ、
伊香保などにも拡大。地域全体で新
入社員を支える試みは、かなり有効
だと言えそうだ。

「三重県にとって観光業は、基幹産

三重県鳥羽市は、年に450万人が
訪れる観光地である。ところが、地
域では人口減少と高齢化が続き、働
き手の確保が難しい状況だ。
一方、市内には高齢者や主婦など
で仕事を求めている人が少なくない。
そこで、鳥羽市で働き先を求める人々
と観光・宿泊業をマッチングさせるた
め、2 0 1 8 年に策定されたのが、
JRCが受託運営している
「とばびと活
躍プロジェクト アクションプラン」
だ。計画期間は、19年度から21年
度まで。テーマは、高齢者や女性の
働き方支援、若者向けの施策、働き
たい人と職場を引き合わせる仕組み
作り、働きやすい環境の整備、地域
の魅力向上など実に幅広い。これら
の行動計画を定めることで、鳥羽市
で暮らす人々が生き生きと活躍できる
ことを目指している。
鳥羽市では、短時間勤務
（プチ勤
務）に関する取り組みもスタートして
いる。例えば、ある旅館で1人のスタ
ッフがこなしていた仕事を、清掃・洗
い場・調理補助という3業務に分解。
その結果、短時間・柔軟な働き方が
可能になり、体力的な問題を抱える
高齢者や、子育て中の主婦などでも
仕事ができるようにして人手不足を解
消する狙いだ。
少子高齢化による働き手の不足、
働きたいのに事情があって働けない
人々の有効活用という課題は、多く
の自治体が抱えている。そのため、
鳥羽市の試みが成功すれば、そのア
クションプランを他地域でも十分活
用できるのではないだろうか。

を重ね、持続可能な宿経営の実現に

四万など群馬県温泉地
各旅館の新入社員が
「同期」に

業の一つです。人手不足や、従業員

鳥羽市
旅館と働き手をマッチング

取り組むつもりだ。

エリア新事例-2

の年齢構成の偏りといった問題を抱

エリア新事例-3

持続可能な宿経営への挑戦

大ヒットアニメ『若おかみは小学生！』原作者・令丈ヒロ子氏が語る

旅館は宿泊客にとって人生の中継地点。
「人の役に立ちたい」欲求を実現できる場

旅館の
働きがいとは？

旅館業がさまざまな改革を進めて職場としての魅力を高められれば、
人手不足などの課題は解決に大きく近づくはずである。
そこで、アニメ化・映画化もされた大ヒット児童文学『若おかみは小学生！』
の作者である令丈ヒロ子氏に、
小説家という立場から見た宿泊業で働くことの魅力、宿泊業が果たすべき役割などについて聞いた。

る作品を要望されていました。それ

当時、編集部からは女の子が活躍す

『若おかみは小学生 ！ 』を手がけた

で伺いました。また、ある観光地の

しまっているのかなどの細かい点ま

の進め方、そして旅館のどこに何を

ューし、１日のスケジュールや仕事

チをしました。仲居さんにインタビ

作品を書く前にはかなりのリサー

たのです。ところがいざ出版してみ

品なんて大丈夫 ？ 」という声があっ

る人が珍しくなく、
「旅館が舞台の作

仕事によくないイメージを持ってい

比較的年配者の中には、仲居さんの

りました。出版社や書店の関係者で

作品を書き始めた当初は不安もあ

ったのです。

で、
「女の子が輝ける」
「相手の望むも

組合が発行していたおかみさんのア

ると、反応は意外なほどよかったで

良さそうだと思ったのです。

のを考え、最大限喜ばせようとする」

ンケート調査なども読んで、この仕

若い世代は旅館 業 に 対 し
よいイメージを 持 っ て い る

という観点からいろいろな職業を挙

すね。読者である子どもたちは、フ

ります。本当に、書き手冥利に尽き

りました」と声がけされたこともあ

見て旅館業の仕事を目指すようにな

また、ファンの方から直接、
「作品を

子どもの読者からの声が増えました。

旅館のおかみさんになりたい」という

作品の巻数が伸びるにつれ、
「将来、

母の家のような役割を果たそうとし

まを迎えます。つまり、自宅や祖父

旅館は「お帰りなさいませ」とお客さ

ビスを提供しますね。これに対し、

のホテルは、非日常的な空間・サー

ホテルやアミューズメント施設併設

境目にあると感じます。例えば高級

旅館という場は、日常と非日常の

旅館は多くの人のドラマに
立ち会える魅力的な場所

ますね（笑）。

しさや驚きを感じたようなのです。

まをもてなす旅館に対し、新鮮な楽

すから、花が飾られた和室でお客さ

ァミレスでの食事に慣れた世代。で

事の楽しさ・厳しさなどを学んでい

令丈ヒロ子氏

げ、その中で旅館の「おかみさん」が

大阪府生まれ。嵯峨美術短期大学卒業。講談社児童文学新人
賞に応募した作品で注目され、作家デビュー。累計300万部以
上の大ヒットとなった
『若おかみは小学生！』シリーズのほか、
『温
泉アイドルは小学生！』
『アイドル・ことまり！』
『メニメニハート』
『パンプキン！模擬原爆の夏』
（以上、講談社）、
『ハリネズミ乙女、
はじめての恋』
（KADOKAWA）など著書多数。愛媛県に実在す
る水族館部を舞台にしたドキュメント小説
『長浜高校水族館
部！』
（講談社）を2019年3月に発売予定

12
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接客スタッフと宿泊客との距離が

ったにありません。しかも旅館には、

ごとお客さまと触れあえる場所はめ

なサービスがありますが、１日まる

ちは、接客がうまくいかなくてお客

だからこそ仲居さんやおかみさんた

的な欲望の一つではないでしょうか。

ているのです。もちろん、旅館も非

日常的な場ですが、同時にくつろぎ

近い点も、旅館のよいところではな

良さの一つだと思います。

人々が集まってきます。そして、旅

験ができる旅館は、きっと働きがい

こむと思う（笑）。そうした濃密な体

March 2019

館で過ごした後は自分の人生に立ち

13

【作品紹介】交通事故で両親を亡くした小学6年生の女の子
「おっこ」
が、祖母が経営する旅館で若おかみ修業をするというストーリー。主
人公は旅館に住み着いている幽霊や鬼たちに助けられながら、個性
豊かな宿泊客を持ち前の明るさでもてなすうち、旅館業の素晴らしさ
に気づいていく。講談社青い鳥文庫から全20巻が刊行されている

のある職場なのだと思いますね。

緒里恵

戻っていく。つまり、旅館は「人生

の中継地点」というわけです。

旅館業は、お客さまの人生に関わ

って、素晴らしい思い出作りの手伝

いをしたり疲れた心をいやしたりで

きる職場です。そして、たくさんの

人に元気を与えて人生の後押しをで

きることが、旅館業という仕事の醍

醐味ではないでしょうか。

『若おかみは小学生 ！ 』の主人公で

ある「おっこ」は、お客さまを喜ばせ

ることが大好きです。そして、おっ

こが抱いている「人の役に立ちたい」

北嶋

の場でもある。バランスを取るのは

© 令丈ヒロ子・亜沙美・講談社／若おかみは小学生！製作委員会

じゃらんリサーチセンター
主席研究員
リクルートで旅行領域に関わり約
15 年、2009 年よりJRC所属。

さまをがっかりさせると、きっとへ

2006年に漫画化
（KCデラックス）、2018年にアニメ化
（テレビ東京系で放映）と
劇場アニメ化が行われた。劇場アニメ版は、第42回日本アカデミー賞優秀アニメ
ーション作品賞と第73回毎日映画コンクールアニメーション映画賞を受賞

という気持ちは、人間にとって根源

地域が観光業で域外からの外貨を
獲得する際、とりわけ地域内消費に寄
与しやすいのが、地場にハードを構え、
人を雇用する宿泊業だ。地場産業とし
て、家業として、代々、歴史を紡いで
きた宿が、この好機を前に、労務倒産・
廃業していく未来で本当に良いのか。
これを後方支援する方法はないかと考
え、研究はスタートした。
採用・定着の人材課題を解決するに
は、働き手にとって職場が魅力的でな
ければいけない。また、成長戦略があ
る宿には、ともに成長したい人材が集
まる。これは人材課題を乗り越えて変
革し続ける先進宿から導きだした共通
点だ。よってこの研究では、持続可能
な宿経営実現の打ち手として、核とな
るのは
「経営ビジョン」
「経営改革ストー
リー」を持つこととした。
ただ残念ながら、多くのファミリービ
ジネス系の宿は、これまで経営戦略や
ビジョンを言語化した経験が少ないと
感じる。これまでは経営層が直接対話
できる従業員の数だったから、気心の
知れたベテラン従業員に恵まれていた
からかもしれない。しかし昨今、外国
人旅行者増も影響し旅行者ニーズの
変化は加速している。また今後、高齢
のベテラン従業員が退職し、入管法改
正等により人材が多様化する宿も増え
るだろう。変化が激しい時代に、自社
の基盤となる経営ビジョンが定まって
いないと、事業面・人材面の戦略を決
めていく難易度も高まる。個社の足元
を固めておくことは、すぐに行っておい
て損はない。そのためには、まず経営
層の皆さんが
「なぜ自社は変わらなけれ
ばいけないのか？」ここに腹落ちしては
じめて、変革の一歩は始まるのではな
いだろうか。

性格も抱えている事情もさまざまな

自社はなぜ変わらねば
ならないのか？が最初の一歩

いでしょうか。世の中にはいろいろ

考察

難しいのでしょうが、そこが旅館の

と ー りま かし 的

青森
秋田

復興庁
平成30年度
「新しい東北」
交流拡大
モデル事業

外国人旅行者の
誘客を促進

岩手

山形 宮城
福島

新しい東北

未来の観光先進地へ
有 識 者の目
跡見学園女子大学
観光コミュニティ学部
観光デザイン学科 准教授

東日本大震災から８年。政府は震災から10年を復興期間と定め、
後半５年を「復興・創生期間」
としている。
これからの東北の復興に求められていることは何か？
復興庁の「新しい東北」
交流拡大モデル事業から読み解く。

篠原靖さん

将来性・発展性を見極め、
未来の東北に残る事業に

復興庁の﹁新しい東北﹂
交流拡大モデル事業とは

復興・創生期間の折り返し地点を

迎えた東北では、地震・津波被災地

などの住宅再建・復興まちづくりが

一定程度進捗し 、
「 産業・生業の再

生」を進めるステージを迎えている。

特に観光は、地域産業に影響を与え

る裾野の広い産業。観光の再生は東

北の「産業・生業の再生」の柱とな

る。しかし、東北は全国的なインバ

ウンド急増の流れから大きく遅れ、

東北への外国人向け旅行商品なども

市場では十分に供給されていない。

また、海外で根強い風評被害払拭の

課題もあり、正確な情報発信と実際

に「来てもらう」誘致が重要。 そこ

で、外国人向けの東北訪問プログラ

ムを官民共同で造成・販売し、市場

の評価を通した実証を行い、東北の

外国人交流人口の拡大を図っている。

LGBTという思い切ったテーマやオ
タク・プチセレブ向けのコアなファン
獲得、富裕層向けの高品質な商品づ
くりなど、今までになく、
「新しい東北」
を感じさせる良いビジネスモデルが揃
っていると思います。今回の事業で
一番大切なことは、この事業終了後、
何を残せるのか。受託事業者のため
の商品開発で終わらせず、事業者も
本事業で開発した受け入れ体制やプ
ログラムを共有して販売できる、ユニ
ットの様な組み立てが必要です。運
営組織をしっかり立ち上げて行かな
いと、この事業が終われば消滅して
しまう。そこで各事業者には事業の
シナリオ、ゴールを明確にすることを
求めてきました。各ビジネスモデルの
継続が決定されれば、未来の東北に
おけるさまざまなマーケットに大きな
足跡を刻むことになります。この事業
のノウハウが事業者のみに滞留しな
いよう、厳しく意見を出してきました。

March 2019
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インバウンド好機の２０２０年に向けて
東北にある課題を解決する

③富裕層向けの訓練を受けたガイド

果的なPRと持続的な誘客施策不足、

①高品質な観光商材開拓不足、②効

ルメリットを活用する機会

で地域DMOなどがスケー

PRや誘客施策を行うこと

を 得 る 」、
「会員が共同で

訪日外国人増加で、インバウンドに注力する自治体・企業なども増えている。
東京オリンピック・パラリンピック開催の２０２０年を見据えて、
東北インバウンドの課題解決をテーマとした４つの事業を紹介する。

の不足。これらの課題に対して、旅

を得ることができる」など

A

外国人富裕層向けの高品質な旅行
行会社・サプライヤー（旅館、ハイ

のメリットが生まれ、①及

事例

商品を造成・販売するにあたり、ま
ヤ ー 会 社 、 体 験 施 設 な ど ）・ 地 域

介
事例紹

A

が山形・宮城県内の観光地を巡りな

ウを会員企業が共有し、受入整備に

達成した。富裕層のニーズやノウハ

提案事業者

25

外国人富裕層向 け の 商 品 を
造成するための 課 題 と は ？

ず課題となったのは、主に次の３つ。

び②の課題克服につながる。

この取組みを通じ、昨年 月 日

DMOを団結させる「東北プレミア

の向上のため、昨年８月に外国人講

時点で、販売する旅行商品数は 件、

同する企業のみが参加できる組織

がらガイドの重要性と東北の詳しい

事業内容

01

さらに、③のガイドの質

ことで解決を目指す。これは「高品

師による通訳案内士・ガイド研修を

１１９人を送客し、延べ２４７泊を

（平成 年度は 社加入）。組織化に

向けて取組むことで、東北が世界で

26 30
知識を学び、
「外国人視点」から見た

11

より「富裕層獲得という共通の目標

東北は都会にない「地方」
という
「自然」
に恵まれ、地域住人との交流も生まれ
やすい「生活環境の良さ」、地方として
の発展可能性からくる「特別な学び」
を
提供することができる。そこで各国の
現地教育機関と連携し、諸外国の学
校と交流を希望する東北地域の教育
機関とのマッチングや大学・専門学校
の協力による震災教育・修学旅行など
のプログラムを提案。東北でしか経験
できない伝統文化の体験など、特別な
プログラムを提供する。

未来の観光先進地へ

ムサポーターズクラブ」を設立する
質な商品を開拓・造成・集客し、東

２泊３日で開催した。 人の参加者

ニューヨークやイギリスの旅行会社の視
察では山寺、茶匠 矢部園、羽黒山など
が好評

北に広く貢献する」という理念に賛

会員サイトでは東北の匠や体験などを紹介。
地域を紹介する特集などでも情報を共有

も有数の観光地となることを目指す

～教育を通じて東北に活気を！
「東北エデュケーショナル
プロジェクト」～

30

イギリスやアメリカ、オランダ、イスラエ
ル、シンガポールなど、主に欧米の富裕
層旅行者をターゲットに、旅行会社・
サプライヤー・地域DMOなどをチーム
化し、高品質な旅行商品の造成・販売
や人材育成を恒常的に行う仕組みを構
築。旅行会社や東北のラグジュアリー
旅館、ハイヤー会社、地域DMO、観光
施設が、東北復興のために最上級の東
北旅行商品を造成・販売するために設
立したクラブ組織として始動している。
https://luxurytraveltohoku.jp/

という。

March 2019
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22

日本を伝えるガイド力を養う必要性

事業内容

を持った会員が東北視察や意見交換

提案事業者

を体感した。

株式会社ダイヤモンド・ビッグ社

アメリカの高級旅行誌などに山形県の羽黒山などの
記事が掲載。メディアサポートにも力を入れている

東北プレミアムサポーターズ
クラブの設立

などを行うことで商材開拓のヒント

株式会社JTB

新しい東北
2020年を見据えた
課題解決
選定ビジネスモデル

B

事例

フルーツを東北 観 光 の
キラーコンテン ツ に す る

が味わえるが、外国人観光客に向け

て十分なPRができていないことが

課題。そこで、この事業では「果物

狩り」という体験を通して高品質な

も、現地の観光果樹園で、作物を傷

つけない収穫方法やルールなどを伝

え、風光明媚な東北の景観と“もぎ

たて”のフルーツの味を楽しむ旅を

外国人観光客へ提案する。

現在、 の果樹園と連携し、送客

C

事例

有 識 者の目
東洋大学
国際観光学部 教授

矢ヶ崎 紀子さん

東北のポジションと強みを考え、
他地域との差別化ができる工夫を

うだが、受入側にＬＧＢＴへの理解

が必要な事業だけに、賛同施設を広

げることが課題。モニターツアーで

方々の継続的な情報発信により、東

25

多様性を受け入れる
ダイバーシティ東北への道

と銘打ち 、 事業自体でＩＧＬＴＡ

北の認知度は少しずつ上昇。今後は

数も伸びている。フルーツ狩りがど

に注目したい。果樹園がこだわって

（国際ゲイ・レズビアン旅行協会）へ

LGBTフレンドリーな東北を感じ

来訪した発信力のあるLGBTの

作ったフルーツをその場で食べても

加盟し、ダイバーシティ東北を目指

てもらえるよう、事業展開を促進し

「Ｒａｉｎｂｏｗ Ｔｏｈｏｋｕ」

らうことで、その安全性と質の良さ

した取り組みを展開。ポータルサイ

うキラーコンテンツに育つか、今後

を実感してもらえ、まだ輸入が禁止

国際旅行においてゲイ・レズビアンの旅行客が占
める割合は約10％の7000万人に上り、その市場
規模は約22兆円と試算されている。当事業は
「Rainbow TOHOKU」
と銘打って、
「LGBTツーリ
ズム」
市場の取り込みのために、東北で訪日LGBT
誘客に向けた取り組みを実施。東北6県で宿泊施
設や旅行関連事業者を対象にセミナーを開催して
LGBTフレンドリー化を進め、
「東北のダイバーシテ
ィ化」
を目指している。
https://rainbowtohoku.com/

たいという。事業としての評価は高

事業内容

トの英語・スペイン語・中国語版も

提案事業者

株式会社 新通

されている国に住んでいる人などへ

C

く、全国から問い合わせがきている。

東北地域における
「LGBTツーリズム」
普及と交流促進モデル事業

リリースされ、順調に進んでいるよ

介
事例紹

の風評払拭にもつながるだろう。

事業内容
東北はイチゴやサクランボ、モモ、ブドウ、リンゴな
ど、一年を通して果物が収穫できるのが強み。東
北の観光農園は郊外に位置していることなど、受
入における課題もあるが、自由に観光可能なレンタ
カーと東北の体験型果樹園を組み合わせた旅行
商品を造成することで解決策のひとつを提案。外
国人の受入体制整備とあわせて、安全で高品質な
東北産フルーツを世界に発信し、
「Fruit=TOHOKU」
の定着を目指す。
https://the-way-of-japan.com/fruits/
feature/tohoku/

東北はリンゴやサクランボ、西洋

提案事業者
株式会社福島民放社

フルーツの魅力をアピール。外国人

Experience Fruit Picking
in TOHOKU

梨が国内１位の収穫高を誇るフルー

B

にとって馴染みの少ない果物狩りで

介
事例紹

上／蔵王の樹氷など、冬の
東北のコンテンツと冬の果
物を合わせた、東北ならで
はのフルーツ狩りツアーを
造成・販売
左／ポータルサイトでレンタ
カーを予約できるようにし、
果樹園から宮城蔵王キツネ
村など、周辺の人気スポッ
トへの二次交通課題に配慮

ツ王国で、一年中、さまざまな果物

2020年を見据えた課題解決
選定ビジネスモデル

東北にも表現の仕方や編集次第で十
分にラグジュアリーマーケットへ仕掛けて
行ける資源があるので、富裕層をターゲッ
トにした商品に期待を持ちました。また、
「ジャパン・ベスト・インセンティブ・トラ
ベル・アワード2018」の大賞を受賞した
台湾からの東北・函館ツアーを担当してい
る方から、
「台湾の人が知らない日本を伝
えることが大切なため、田舎をしっかりま
わっている」と伺いました。東北は、さま
ざまな可能性を秘めています。大切なこと
は他地域との差別化。例えば、日本中で
フルーツツーリズムに気合を入れていて、
外国人から見ると選び放題になっていま
す。そこで東北がどのようなポジションで
強みを作っていくのかが重要。他の地域
よりも勝ち目がある部分の仕組み作りも
必要です。訪れた人を景色の良いところ
に連れて行くなど、SNSにUPしやすいコ
ンテンツを仕込むことも大事と考えます。

March 2019
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東北のコアなファン獲得
選定ビジネスモデル

新しい東北

東北ならではの魅力を見直し、
コアな外国人をリピーターに

白瀑神社みこしの滝浴びなど、現在8つの祭りのプログラムを販売

D

事例

昨年 月、ユネスコの無形文化遺

東北の祭りに参加する
プログラム販売の成否

事業内容

反面、売れなかったプログラムも。
原因は販売期間が短かった、内容が
ターゲットに届いていなかったと分

産に「男鹿のナマハゲ」が登録され、

行事例をヒントに、地域と解決策を

外国人の申込がある。ヒットした先

析。取組全体では３００名を越える

その効果もあり、ナマハゲプログラ

E

探るこの取組を見守りたい。

は団体旅行商品への組み込みで、今
年 月までシリーズ化している。ま

ンを中心としたオタクと日本に興味

がある富裕層をターゲットにした。
宮城県と近県のインバウンド需要

狙う取組みだ。アニメファンに向け

一見、相反する２つのターゲットを

めて外国人受け入れを実施。今後、

おいては着実な実績をあげ、中国の

る本物志向の旅を提案。台湾市場に

流清水派による茶道などを体験でき

テンツを揃えた。仙台藩茶道・石州

をテーマにした伊達文化の体験コン

一方、富裕層に向けては、貴族旅

東北への誘客を狙う。

のある日本アニメをきっかけとした

ャラクターとして起用。台湾で人気

柄を活用し、伊達政宗をイメージキ

ては戦国時代を舞台としたアクショ

事業内容

の掘り起こしを目指し、伊達文化を

主に中国・アジア圏・欧米の日本に興味が強いプ
チ富裕層及びアニメ・マンガファンがターゲット。
インバウンドの伸びが東北で相対的に低い宮城を
中心に【伊達氏＝江戸時代の東日本最大級の「貴
族」】
と捉え直し、ゆかりの地に深く浸る「伊達な貴
族旅」
を造成・プロモーション・販売。アニメ・マ
ンガ系コンテンツの知見とネットワークを活用し、
今後の訪日先としての東北の優先順位を上昇させ、
交流人口の拡大を狙う。
http://luxurydatetrip.jp/

５団体が受け入れを希望しているな

提案事業者

ンゲーム「戦国BASARA」の絵
介
事例紹

テーマにしたこの事業。アニメファ

しっかりしたストーリーと
ターゲット設定で商品を開発

事例

ムの販売は成功。イギリスのツアー

11

た、花巻祭りは、神輿の担ぎ手に初

10

神様に変身する、お神輿を担ぐなど、コアな体験が
出来るMystical TOHOKUは、地域の方々と触れ
合いながら観光客を超え、住人のひとりになれる
新しいプログラム。TOHOKUは東京から遠く離れ
ていたおかげで、土着信仰と神道に影響を受けた
独自の文化が形成されている。特に祭りや神事な
どは豊穣や家内安全を祈願する心、動植物への畏
怖の念などを大切にする「東北の心」
を分かりやす
く体現している。
http://mystical-tohoku.jp/

ど、地域側の機運醸成もできている。

株式会社KADOKAWA

02

D

東北のコアな外国人ファンを作り、リピーターを獲得することを
テーマにしたビジネスモデルは、５つの事業が進行中。
東北の魅力再発見にも繋がる各事業に注目。

Try！Mystical TOHOKU
“Unforgettable experience”

提案事業者
株式会社 第一広告社

日本の貴族のイメージで
「伊達」を海外にアピール

富裕層などへの販売も上々だ。

March 2019
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E

Date（伊達）Otaku Experience

未来の観光先進地へ

介
事例紹

できている。だが、外国人が温泉を

魅力ある地域周遊型のツアー商品が

施し、さまざまな意見を参考にして

舎や伝統工芸、伝統文化体験、アク

や美をテーマに、伝統的な日本の田

「TOJI」。温泉を中心として健康

事業者が目指しているのは新しい

した列車のリブランディングや外国

が出た。 これには「花」をテーマに

めることを期待したい」という意見

発信することで沿線の利用価値を高

コンテンツをブラッシュアップして

サイトのTOPページで英語・ド
イツ語・フランス語で温泉や湯
治文化とはどんなものかを詳し
く説明

観光素材として大きなポテンシャ

G

のある湯治スタイルも模索して

ルはあるが、海外に十分に訴求でき

事例

いるが、まずは東北の湯治文化

ていないという東北のローカル列車。

苦心し続けてきている。温泉露

にふれる入口を作る２～３泊の

そこで海外への情報発信と列車の観

天風呂付き客室や貸切温泉など

短期型ツアーを用意。今後はさ

光面での魅力アップ、外国人受入体

事業内容
東日本大震災からの復興に取り組む三陸沿岸地
域へ、海外企業をターゲットにした国際交流型研
修旅行を造成・販売。研修テーマは「イノベーショ
ン」
と「リーダーシップ」。東北は豊かな自然・食・
温泉など、魅力的な観光資源となり得る素材が豊
富。また、東日本大震災を経験した被災地独自の
素材を有しているため、研修旅行の参加者と受入
地域の双方が、新しいアイデアや出会いを得て、相
互の事業発展や人材育成、両者の継続的な交流
拡大に繋げていく。

ローカル列車が軸になって
周辺観光を盛り上げる

らに湯治とは何かを、楽しく興

制の整備、旅行商品の造成・販売を

株式会社パソナ

のオプションを追加し、多様性

味深い解説で参加者に理解され、

し、課題を克服。有識者からは「沿

提案事業者

長期滞在が可能となる商品づく

海外現地企業向け
国際交流型研修旅行
「イノベーションツーリズム」

各地域の伝統や文化、特色が
楽しめる観光もセットにし、魅
力ある長期滞在型ツアーを企
画・販売

介
事例紹

TOHOKU Local train Tourism
～ “ローカル列車の旅といえば東北”の
認知拡大を目指して～

G

提案事業者
東武トップツアーズ株式会社
事業内容

“ローカル列車の旅といえば東北”
を普及させるた
めに地元事業者と、海外旅行会社の商品造成担
当者向けの路線ごとの『素材シート』や鉄道事業
者が外国人受入時に活用できる『指さし会話シー
ト』
『外国人受入マニュアル』
を制作。さらにその担
当者を東北へ招請し、素材シートを活用してセール
スコールを実施。台湾のテレビ局とのタイアップ
で東北のローカル列車PR番組を制作し、プロモー
ションに活用。

フラワー長井線をはじめ、車窓から花や美しい自然が
望めるのは、ローカル線ならではの魅力

March 2019

線にある着地型の体験・滞在・交流

利用するにあたって、裸で入浴する

ティビティ、和食、郷土料理を楽し

人向けの列車運転体験の商品開発な

歴史深き名湯や秘湯が数多くあり、今も残る東北
の湯治文化。古からの温泉入浴の目的である湯治
と健康・美容・癒しをテーマに、東北ならではのア
クティビティや体験、自然、伝統などの観光資源を
組み込み、現代のライフスタイルや訪日外国人の
趣向に合わせた温泉滞在プログラムを東北の新し
い湯治スタイルとしてブランド化。自治体や地域
DMO、宿泊施設などと連携し、ツアーや着地型プ
ログラムを開発・構築・販売。
https://tohoku-toji.com/en/

りが求められている。そのうえで、

ドイツやフランス、オランダの外

ことや混浴への抵抗、タトゥー受入

む旅だ。さらに磨かれた商品を作り

どにより応える。取組みの進展によ

当初はドイツやオランダ、
フランスをターゲットに商品開発を行って
きたが、
イギリスなどを加え、商品を販売する国が広がってきている

事業内容

県）、かみのやま温泉（山形県）で実

国人インフルエンサーや海外現地旅

の可否などがあるため、湯治色を強

出し、東北の湯治文化を伝承するヘ

って周辺地域や企業との連携が広が

提案事業者

株式会社 阪急交通社

F

行会社を招聘してのファムトリップ、

くすれば外国人にあまり受け入れら

ルスツーリズムのレガシーとなるこ

っていく成功事例が待たれる。

F

事例

在日外国人モニターツアーを酸ヶ湯

れなくなる可能性も。湯治をメ

とを期待したい。

介
事例紹

TOHOKU NEW 湯治TOJI STYLE
ブランドの確立

文化の違いを乗 り 越 え 、
新しい湯治スタ イ ル を 作 る

温 泉（ 青 森 県 ）、 花 巻 温 泉 郷（ 岩 手

インにすることとのジレンマに

東北のコアなファン獲得
選定ビジネスモデル

18

これからのＪヴィレッジ

野俊介さん）

スタジアムをはじめ、天然芝ピッチ

は、観光復興拠点になる。

「復興の一環として、２０

わり、宿泊機能も強化されている。

ジネスユース向けの新ホテル棟が加

ーも近い将来に再開予定。また、ビ

ネスジムもあり、メディカルセンタ

０人収容のホールなどを備える体験

６０度全球型ドームシアターや２０

現状に関する展示の他、３

は、放射線や福島の環境の

交 流 棟「 コ ミ ュ タ ン 福 島 」

る福島県環境創造センター

福島県田村郡三春町にあ

また、学校や保育施設、公民館な

を守っています」
（展示案内ガイド）

ていません。農家が努力をし、０％

ックを保有し、さらに全天候型練習

１９年春にＪＲ常磐線Ｊヴ

型展示施設。震災から現在を振り返

どをはじめ、県内に設置されている

福島第一原子力発電所の廃炉作業

ィレッジ駅と中心街には商

るコーナーや放射線の知識が身に付

約３７００のモニタリングポストの

原子力災害の経過と
福島復興の現状が分かる

業施設ができ、町の再生・

くコーナー、原子力災害の復旧・復

線量も確認できる。
「県内の学生が、

場が新設されている。その他、雨天

２０１７年６月まで原発事故の対

活性化が期待されています。

興の様子を数字で表したコーナーな

自分たちの学校と他地域の線量を比

や周辺の除染作業が進み、現在は避

応拠点として利用されていたＪヴィ

風評被害をすぐに払拭する

どに分かれ、さまざまな映像や資料、

較できます」。過去のデータを遡れ

練習場や体育館、プール、フィット

レッジも、昨年７月 日に新生Ｊヴ

ことは難しいと思いますが、

放射線の飛跡が観察できる霧箱など

ば、線量が下がっていく経過も分か

28

ィレッジとして一部営業を再開。ス

08
たいと思っています」
（株式

基準値を超えた割合は全量全袋検査

てほしい。

トを見て、何を感じるのか試してみ

も誘致し、多くの人を呼び

０・ マイクロシーベルト

～

が展示されている。

る。さまざまな展示物を見て、最後

・

／時。今後はスポーツの大

「福島県の米の年間生産量は１袋

敷地内の線量は

会の他、音楽イベントなど

コミュタン福島は入場無料。世界でふたつしかない360
度全球型ドームシアターの迫力の映像も無料体験できる

に震災からの時間を刻むモニュメン

難指示区域も大きく縮小した。

７面、人工芝ピッチ２面、陸上トラ

ポーツ施設は最大５０００人収容の

原発事故の影響を受け、他の東北５県より復興が遅れていた福島県。
だが、避難区域の解除も進んでいる中、復興のスピードが上がっている。
一番の課題は、やはり風評被害。福島復興の現状をリポートする。

地元の人々の力で着々と進む
希望に満ちた福島復興の今

Report

Ｊヴィレッジが 営 業 再 開
今春グランドオ ー プ ン

新しい東北

kg
で１０００万袋。放射線検査で

0

で玄米０％、基準値を超えた米は出

30

12

会社Ｊヴィレッジ専務・小

March 2019
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遊び感覚で放射線の知識が身につくコーナーも。県内
小学校の利用が多く、昨年9月に来館者20万人超えに

2011年3月11日14時46分からの経過
時間を刻むモニュメント

未来の観光先進地へ

上／多くのピッチを備
え、ラグビーやラクロ
スなど、他のスポーツ
にも対応可能
右／増設された新ホテ
ル棟はシングル中心。
コンベンションホール
を備える

分自身を成長させる旅。震災と原発

との出会いを通じて希望を感じ、自

する人、まさに青木さんのような人

まの姿と未来を見据えて復興に挑戦

ンツだと思います。福島のありのま

教訓は深い学びを実現できるコンテ

「福島県の震災や原発事故から得た

津波で流された集落の跡、新しくで

島第二原子力発電所を見てもらい、

もなくなった崖の上に立って海と福

ど。所要時間は１時間ほど。今は何

現在の依頼はツアーガイドがほとん

除いて避難指示が解除されたため、

「２０１７年４月に富岡町の一部を

織として動いている。

入った語りが胸を打つ 。
「 富岡町で

今の富岡町の象徴だと言う気持ちの

作り、後継者育成につながればと町

塾を開催して町民同士の交流の場を

え、運営している。富岡町では表現

に「人の駅 桜風舎」という拠点を構

民との地域交流事業として、郡山市

青木さんは、まだ避難している町

る旅。新しい学びの旅を作っている。

事のように考えてもらう」を体験す

く」、
「福島の問題を他人事から自分

ではわからない福島の生の声を聞

らう」、
「奮闘する人たち、報道だけ

ズムは「光も影も福島の今を見ても

矢吹さんが推進するホープツーリ

20
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アーガイドを行なっている。語り人
として登録している町民は現在 名。

事故を経験した福島ならではの新し
きた駅、ゴミ処理場などを眺めても

は津波の被害は少なかったが、原発

毎月勉強会をし、情報を共有して組

い学びの旅を青木さんは作っていま

らいます。そして桜並木へ。避難指

事故が起こってしまった。震災だけ

ホープツーリズ ム が
福島復興に希望 を 与 え る

す」
（福島県観光交流課・矢吹さん）

示が解除された地区とバリケードで

の子どもたちにも教えている。

えてほしいと思います」

本にある町だという現実も一緒に考

大変だと感じるでしょうが、同じ日

と、原発に託して潤ったことも事実。

という人も。町が未来を切り拓こう

人にも家族が原発関連で働いていた

な思いを持っている人もいる。語り

は原発がただ悪いと言えない、複雑

矢吹さんがそう紹介する青木淑子

バリケードで分断された桜並木は、

なら富岡町も今のような状態ではな

地元の人たちの活躍が
福島を強くしていく

立ち入りが禁止されている帰宅困難

ルース・マリー・
ジャーマンさん

さんは、
「ＮＰＯ法人 富岡町３・１１

株式会社ジャーマン・
インターナショナル代表

かったと思います。でも、富岡町に

有 識 者の目

区域を見てもらいます」
（青木さん）

コミュタン福島は素晴らしい施設だと
思いました。福島に住んでいる人でも、こ
の施設を知らない人がいるというのはも
ったいない。自分たちが何気なく抱えてい
る不安を取り除かなければ、外国人に対
しても、きちんと伝えることはできないと
思います。地元の人こそ、コミュタン福島
へ行って、しっかり学ぶことを勧めたい。
ぜひ来訪者が増えていってほしいです。ま
た、富岡町の青木さんの話を聞いて感動
しました。とても貴重な学びができる場
所だと思います。福島のさまざまな場所を
視察して、いろいろな人たちから話を聞き
ましたが、総じて言えるのは地元にいる人
たちの役割とは何かということ。地元の
人たちの活躍が福島を強くし、未来を切
り拓いていくのだと思います。これから福
島を訪れたり、現在住んでいる外国人に
情報発信をしてもらうことが、風評被害
を払拭する鍵になると思います。まずは
来訪のきっかけづくりが重要です。

復興状況の視察で訪れた外国人のツアーガイドをすることも

21

を語る会」の代表で、 語り人（かた
りべ）としての公演や富岡町でのツ

上／桜は人を集め、避難して
いる町民との再会の場にもな
っている。左が青木さん
左／桜並木も春の花見のシー
ズンには、夜にライトアップさ
れるようになっている

左より
「しぜんしゅ 純米原酒」、
「にいだしぜんしゅ」、
「しぜんしゅ しぼり」。その他、純米吟醸などもある

「田んぼの学校 米づくり教室」も開催。自然栽培の米作りが体験できる

らは生酛仕込を開始。蔵の微生物に

と、近隣県の契約農家から仕入れた

自然米は現在、自社田栽培６町歩

自然米と天然水で造る
こだわりの自然酒が福島に

よる発酵力を生かし、自然米と天然

ものを使用している。

「仁井田本家は純米酒だけの蔵元。

だけだと自負しています 」
（ 仁井田

水だけを原料にして、より自然な酒

「目標は仁井田本家のあるエリアの

お米と水だけの純米酒の蔵は結構多

本家常務取締役・馬場幹雄さん）。

造りを行なっていると言う。風評被

田んぼ 町歩を全て無農薬・無肥料

くあるが、農薬・化学肥料を一切使

どんどん自然酒のこだわりを強めて

害の影響を受けなかったのだろうか。

栽培にすること。そうなれば、今度

用しない自然米１００％、仁井田本

いく蔵元・仁井田本家。２０１１年

「原発事故後に風評被害を受けまし

は１００％地元産の自然米だけにな

家が持つ山の湧き水と井戸から汲ん

の創業３００年を機に日本初の１０

たが、徐々に売上も上がってきて、

ります。自給自足を目指してます」

だ天然水１００％を使用した１００

０％自然米（ 無農薬・無化学肥料 ）

現在は震災前と同じにまで戻ってい

素材に対するこだわりと自信から

％の純米酒を造っているのは、ここ

を使用しはじめ、２０１３年には自

ます。自然米は全量検査で基準値を

60

まるで風評を跳ね除けるように、

然派酒母１００％の酒造りとなり、

造られた旨い日本酒を味わえば、食

March 2019

超えたことはなく、水の汚染もあり
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材への不安も吹き飛ぶだろう。

最上川沿いの道を鮭のように遡上す
ると、蛇行する川の両側に山が横たわ
り、冬の薄暗い日の光が車窓に差し
込んでくる。東北は静かだ。冬の寒さ
に耐える生活の知恵と住民の優しさ、
厳しい自然と美しい景色、豊かな食。
東北の真の姿をそのまま受け入れてく
れる観光客にこそ来てほしいと願う。
3.11に東北が負った傷はあまりにも深
すぎた。観光地が災害から復興するの
には一般的に7カ月ともいわれるが、
東北にはもちろんその年月では足りな
い。かといって風評被害を非難するの
も意味のないことだ。人々の不安を鎮
めるものは、事実を知ること。福島は
現実を見つめているし、地域の人もリ
アルな福島を見て欲しいと願っている
が、残念ながら知る人はまだ少ない。
伝え続け、共感してくれる人を大切に
することが重要だ。東北のインバウン
ドの意味はそこにある。つまり日本人
とか外国人とかではなく、全く新しい
セグメントを、日本を含めた世界から探
すということだ。成長市場だからといっ
て慌てて目の前の電車に駆け込む必要
はない。後進ならばこそ先陣の動きを
よく見て、何が東北の観光にふさわし
いのか見極め、焦らず安売りしないこ
とが大切だ。観光資源と地元を大切
にしながら、視野を広げる。それが東
北らしい復興の姿であり、また本来、
観光の先進地とはそうあるべきなのか
もしれない。

２０１４年にはおり下げ（にごりを

観光先進地を目指す
東北のインバウンドの意味

ません」

考察

鎮める工程）もやめ、２０１５年か

とー りま か し 的

復興庁の取り組み
「観光先進地・東北」を
目指した新たな挑戦
復興庁 参事官補佐

津田裕亮さん

この事業が始まった平成28年度当時、
東北は全国的なインバウンドの急増から大
きく離されていました。外国人にとって、
観光地としての知名度が乏しく、東日本
大震災の風評被害なども残る。こうした
状況を打破するために、この事業が始ま
りました。
これまで延べ約40の事業者が、民間の
アイディアやスピード感を活かした商品造
成・販売に取り組み、単に遅れを取り戻す
だけでなく、富裕層市場開拓やLGBT対
応といった全国的な課題にも先んじて取
り組めました。近年、東北のインバウンド
は急増しており、
「やればできる」といった
手応えや、海外では新しい日本の観光地
として東北に期待する機運も出てきていま
す。一方、日本人旅行者の規模感にすれ
ば東北にはまだまだ伸びしろがあります。
「観光先進地」を目指す地域の挑戦に終わ
りはありません。この事業の成果が礎とし
て残るよう、地域と共に取り組んできます。

全国人気温泉地ランキングベスト50

（ｎ＝11,157）

温泉地名
第 1位

2
3
4
5
6
7
9
10

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
32
33
34
35
36
37
38
39
39
39
42
43
44
45
46

1413

5 扌

1311

6 扌

1270

3 ➡

1233

3 ➡

1005

9 扌

987

8 ➡

918

12 扌

869

11 扌

861

10 ➡

843

7 ➡

765

13 ➡

734

15 扌

691

16 扌

657

17 扌

651

19 扌

590

18 ➡

566

25 扌

549

21 扌

539

23 扌

525

24 扌

511

20 ➡

492

14 ➡

483

28 扌

473

30 扌

467

31 扌

459

27 ➡

429

29 ➡

423

32 扌

423

33 扌

415

22 ➡

411

34 扌

392

26 ➡

368

40 扌

355

35 ➡

338

44 扌

321

36 ➡

305

42 扌

305

37 ➡

305

43 扌

297

38 ➡

286

45 扌

280

41 ➡

267

51 扌

1位は調査開始以来連続で、箱根が獲得。
ベスト５は８年ぶりに入れ替わる

13年連続で不動の１位をキープした箱根温泉。2位には2016年以来4年連
続で草津温泉が続いた。3位は前年の5位より2ランクアップした登別温泉。
ベスト5は2012年以降、同じ顔ぶれだったが、道後温泉が昨年より２ランク
アップして4位に入り、調査開始以来、最高順位を獲得した。
トップ10については、前年より3ランクアップした9位の熱海温泉と、1ランク
アップした10位の下呂温泉が新たにベスト10入り。
50位までの温泉地では、顔ぶれはほとんど変わらないものの、玉造温泉は6
ランクアップして19位、ニセコ温泉郷は5ランクアップして35位、三朝温泉
は6ランクアップして45位に。また宇奈月温泉は前年53位より3ランクアップ
し、50位圏内に入った。

回答者プロフィール

V

（n=11,157）
性別

女性

男性

50.6％ 49.4％

居住地域（n=11,157）
九州・
沖縄
11.4%

北海道
7.4%
東北
6.3%

中国・
四国
8.3%

北陸・
関西
18.1%

関東・
甲信越
36.6％

東海
11.9%

2

1

13

旅先の候補として
選ばれる温泉地のキメ手とは？

分析

対象温泉
計327の温泉地を
選択肢として設定

13

今回で 回目の調査となる「じゃ

53 扌

n
e
t

有効回答数
11,157人

らん人気温泉地ランキング」。
「全国

243

これまで行ったことがある温泉地のうち、
「もう一度行ってみたい」温泉地について尋
ねた。複数回答５つまで

回収数
11,157人

４年間で変わりなく、上位陣の多く

47 ➡
49 ➡

調査方法
インターネット上での
アンケートを実施

が安定した人気を誇っていることが

257
249

危機回復策で
ランクアップも！

調査対象
『じゃらんnet』会員

わかった。これら主要３部門ともに

39 ➡
48 扌

人気温泉地ランキング
２０１9

調査時期
2018年8月22日
（水）〜
2018年8月31日
（金）

ランキングを構成する温泉地自体は

266
260

発表！

調査概要

前年とあまり変わりがないが、順位

50

2 ➡

においては変動がある。
その背景は？

49

1 ➡

「全国人気温泉地ランキング」上位

48

1951
1806

５位までの温泉地の選択理由として

47

得票数

じゃらん
人気温泉地
ランキング2019
調査概要と
回答者プロフィール

人気温泉地ランキング」では 位と
今年で 回目を迎えた「じゃらん人気温泉地ランキング」。全国１万１１５７人の
位、
「全国あこがれ温泉地ランキン
じゃらん
会員の投票により、計３２７カ所の温泉地から注目のランキングが決定した。
グ」では１位〜３位、
「全国温泉地訪
不動の人気を誇る温泉地あり、 字回復に向け躍進中の温泉地あり。
カスタマーに選ばれる理由は何か？データと現地取材で、魅力とその背景に迫る。
問経験ランキング」では１位がこの

11
12

神奈川県
箱根温泉
群馬県
草津温泉
北海道
登別温泉
愛媛県
道後温泉
大分県
別府温泉郷
大分県
由布院温泉
兵庫県
有馬温泉
熊本県
黒川温泉
静岡県
熱海温泉
岐阜県
下呂温泉
兵庫県
城崎温泉
鹿児島県
指宿温泉
秋田県
乳頭温泉郷
栃木県
鬼怒川温泉
岐阜県
奥飛騨温泉郷
石川県
和倉温泉
北海道
洞爺湖温泉
山形県
蔵王温泉
島根県
玉造温泉
石川県
加賀温泉郷
北海道
定山渓温泉
北海道
阿寒湖温泉
北海道
湯の川温泉
霧島温泉（霧島温泉郷、霧島神宮温泉郷、 鹿児島県
妙見・安楽温泉郷、日当山温泉郷）
佐賀県
嬉野温泉
長崎県
雲仙温泉
宮城県
秋保温泉
群馬県
伊香保温泉
群馬県
万座温泉
北海道
層雲峡温泉
岐阜県
飛騨高山温泉
和歌山県
白浜温泉
青森県
八甲田温泉・酸ヶ湯温泉
長野県
白骨温泉
北海道
ニセコ温泉郷
宮城県
鳴子温泉郷
山形県
銀山温泉
静岡県
修善寺温泉
青森県
十和田湖温泉郷・十和田湖畔温泉
栃木県
那須温泉
神奈川県
湯河原温泉
岩手県
花巻温泉郷
群馬県
四万温泉
北海道
十勝川温泉
鳥取県
三朝温泉
長野県
野沢温泉
兵庫県
淡路島の温泉（洲本温泉・
南淡路温泉郷・岩屋温泉）
栃木県
日光湯元温泉
静岡県
伊東温泉・宇佐美温泉
富山県
宇奈月温泉

昨年
順位

選ばれる温泉地︑
その戦略を探る

8

都道
府県

March 2019
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全国温泉地満足度 総合部門
ランキング ベスト10
都道
府県

温泉地名
第 1位

2
3
4
5
6
7
8
9
10

奥飛騨温泉郷
白骨温泉
わいた温泉郷
別府温泉郷
指宿温泉
草津温泉
高湯温泉
山鹿・平山温泉
乳頭温泉郷
由布院温泉

全国温泉地1年間の
訪問経験ランキング ベスト30

満足度 集計
（％） 対象数
95.8

岐阜県

336

第 1位

2
3
4
5
5
5
8
9
10

乗鞍高原温泉
秋田八幡平温泉郷
小豆島の温泉
小田・田の原・
満願寺温泉
弥彦温泉
美ヶ原温泉
青島温泉
穂高温泉郷
別所温泉
上高地温泉

117

第 1位

106

2

大分県

93.9

670

鹿児島県

93.6

314

群馬県

93.3

815

福島県

92.9

113

熊本県

92.7

232

秋田県

92.2

154

大分県

92.1

420

満足度 集計
（％） 対象数

長野県

93.8

80

秋田県

91.4

70

香川県

90.5

84

熊本県

90.4

83

新潟県

90.2

61

長野県

90.2

51

宮崎県

90.2

82

長野県

89.8

59

長野県

89.1

64

長野県

87.9

58

1年間の訪問者50人以上100人未満

分析

毎回ガラッと変わる中で、
総合1位は奥飛騨温泉郷。

「もう一度行ってみたい」温泉地のラインナップと
あまり連動していない上に、順位も顔ぶれも毎年
異なってくるのが満足度ランキング。規模やアクセ
ス面でのハードルなどが得票に影響している可能
性があるが、秘湯部門にランクインして注目を集
め、総合部門へステップアップするケースもある。
そういった中でも1位の奥飛騨をはじめ白骨、草
津、高湯、乳頭は今年もトップ10にランクイン。
訪問者数50人以上100人未満の
「秘湯部門」では
ベスト５に長野県から5つの温泉地が入った。

神奈川県

得票数

全体
（n=11,157）

昨年
順位

分析

大分県
由布院温泉
秋田県
乳頭温泉郷
3 草津温泉
群馬県
4 道後温泉
愛媛県
5 登別温泉
北海道
6 別府温泉郷
大分県
7 指宿温泉
鹿児島県
8 下呂温泉
岐阜県
9 箱根温泉
神奈川県
10 有馬温泉
兵庫県
11 銀山温泉
山形県
12 黒川温泉
熊本県
13 熱海温泉
静岡県
14 鬼怒川温泉
栃木県
15 八甲田温泉・
青森県
酸ヶ湯温泉
16 加賀温泉郷
石川県
17 洞爺湖温泉
北海道
18 蔵王温泉
山形県
19 白骨温泉
長野県
20 和倉温泉
石川県
21 ニセコ温泉郷
北海道
22 伊香保温泉
群馬県
23 城崎温泉
兵庫県
24 十和田湖温泉郷・ 青森県
十和田湖畔温泉
25 黒部峡谷温泉群
富山県
26 阿寒湖温泉
北海道
27 玉造温泉
島根県
28 霧島温泉
鹿児島県
（霧島温泉郷、
霧島神宮温泉郷、
妙見・安楽温泉郷、
日当山温泉郷）
29 雲仙温泉
長崎県
30 宇奈月温泉
富山県

1➡

第 1位

1966

1➡

897

4扌

2

1845

2➡

1706

3➡

1427

6扌

群馬県

815

3➡

栃木県

682

5扌

大分県

670

2➡

兵庫県

621

7扌

愛媛県

589

6➡

岐阜県

582

9扌

群馬県

549

12扌

北海道

495

11扌

栃木県

494

10➡

北海道

477

15扌

静岡県

450

14扌

神奈川県

445

17扌

大分県

420

8➡

佐賀県

419

24扌

石川県

415

16➡

兵庫県

397

18➡

北海道

381

33扌

宮城県

374

22扌

栃木県

356

23扌

兵庫県

342

19➡

岐阜県

336

21➡

島根県

336

41扌

和歌山県

335

13➡

福井県

324

26➡

三重県

315

29扌

鹿児島県

314

28➡

岩手県

312

31扌

山形県

307

32扌

分析

7扌

1224

4➡

1193

5➡

1122

8➡

1117

10扌

1099

8➡

1095

13扌

1034

12➡

983

11➡

775

14➡

717

16扌

674

17扌

615

18扌

552

19扌

499

15➡

495

20➡

474

23扌

471

21➡

424

24扌

403

29扌

363

25➡

362

26➡

347

27➡

339

22➡

333

37扌

329

28➡

1位は13年連続由布院温泉。
大きく順位を上げた温泉地も

30位までの顔ぶれは前年からほぼ変化なし。4位
の道後温泉と5位の登別温泉がそれぞれ前年より2
ランクアップした。特に大きく順位を上げたもので
は、２４位の十和田湖温泉郷・十和田湖畔温泉（＋
５ランク）
、29位の雲仙温泉（＋８ランク）など。

4

多かったのが「街の雰囲気が好きだ

から」。中でも 位の道後温泉では

8

割を超え、旅の印象を左右する大

きな理由となっていることがわかっ

た。道後温泉は「全国あこがれ温泉

地ランキング 」においても４位と 、

前年より２ランクアップ。訪れたこ

とのない人には「一度は行ってみた

い」と思わせ、 訪れた人には「もう

一度行ってみたい」と実感させる温

泉地であることがわかる。 歴史と

知名度は抜群。しかし過去からのイ

メージだけでランクアップは難しい。

実際に期待を裏切らない道後温泉の

現在の魅力とは何か。同じように知

名度を誇る熱海温泉も前々年 位、

前年 位、今回は 位と確実に順位

を上げ続けトップ 入り。かつては

新婚旅行先として名を馳せ、多くの

団体客も受け入れてきた熱海。その

13

1337

まだ行ったことはないが、
「一度は行ってみたい」温泉地につ
いて尋ねた。複数回答５つまで

1位の箱根温泉は前年と同じだが、熱海が2位に
ランクアップした。11位までの顔ぶれは前年とほ
ぼ同じだが順位はかなり変動している。4位の鬼
怒川温泉は前年より1ランクアップ。11位以下特
に大きく順位を上げたものは、
16位の嬉野温泉
（＋
8ランク）、19位の洞爺湖温泉
（＋14ランク）、23
位の玉造温泉
（＋18ランク）など。

10 9

昨年
順位

得票数

1336

静岡県

1位は今回も箱根温泉。熱海温泉が
前年より2ランクアップして2位に。

12

都道
府県

温泉地名

最近1年間に「行ったことがある」温泉地
（最近1年間＝2017年８月ごろ〜2018年8月ごろまでを指す）

時代は過ぎ、今では若い女性を中心

に支持を集めてのランクイン。１９

６０年代には５００万人を突破した

宿泊客は、２０１１年にはおよそ半

分に。しかしその年を底にじわじわ

と人気を回復しているのはなぜか？

次のページからは温泉観光地とし

March 2019

ての魅力作りや、今の時代を捉えた

手法も取り入れることで狙い通りの

ターゲットを獲得し人気を回復した

２つの温泉地の戦略を紹介していく。
23

箱根温泉
熱海温泉
3 草津温泉
4 鬼怒川温泉
5 別府温泉郷
6 有馬温泉
7 道後温泉
8 下呂温泉
9 伊香保温泉
10 定山渓温泉
11 那須温泉
12 登別温泉
13 伊東温泉・
宇佐美温泉
14 湯河原温泉
15 由布院温泉
16 嬉野温泉
17 加賀温泉郷
18 城崎温泉
19 洞爺湖温泉
20 秋保温泉
21 塩原温泉
22 淡路島の温泉
（洲本温泉・
南淡路温泉郷・
岩屋温泉）
23 奥飛騨温泉郷
23 玉造温泉
25 白浜温泉
26 あわら温泉
27 鳥羽温泉郷
28 指宿温泉
29 花巻温泉郷
30 蔵王温泉

95.7
95.3

都道
府県

都道
府県

温泉地名

熊本県

全国温泉地満足度 秘湯部門
ランキング ベスト10
温泉地名

全体
（n=11,157）

長野県

最近1年間に行ったことのある温泉地のうち、
「満足した」
温泉地について尋ねた。
1年間の訪問者数が100人以上
（2017年までの、1年間の
訪問者数50人以上より変更）

全国あこがれ温泉地
ランキング ベスト30

年間５００万人が宿泊する一大観光

やMAPを女性好みのデザインで展

伝えていくべく、観光パンフレット

彼女らに向けて温泉以外の魅力も

バラエティ番組はいろんな意味で街

になっていることも。その点、情報・

わからず、場合によっては架空の街

くれますがエンドロールまで熱海と

入湯税による宿泊客数（熱海市観光建設部観光経済課資料より作成）

24
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過去の経験を糧に右肩上がり中！

地に発展した熱海。やがて企業が団

開。サイズもバッグに入れやすいも

自体を全面に出してくれますし、家

2017

熱海温泉

体で旅行する時代は終わり、バブル

のにするなど、徹底的に女性目線を

族団らん時にお茶の間で流れている

0

︵静岡県︶は
なぜイメージアップできたのか？
件ほどに対応。映画やドラマではな

期こそ持ち直したものの宿泊客数は

意識した。また旅館の女将さんたち

ことが多い。観ている人にとっては、

□20代〜30代女性をターゲットに
した「意外と熱海」
（2013年〜）
□メディアの制作班を全面サポート
する「ADさん 、いらっしゃい」
（2012年〜）
□民間主導のまちづくりを行政がバ
ックアップする「リノベーション
まちづくり」
（2016年〜）

200万

リピーターの多さ、そして東京から新幹線で 分というアクセスのよさ。
２つの強みを活かすために、メディア活用や民間のまちづくりとも連携。
熱海への先入観を持っていない 代

く、なぜ情報・バラエティなのか？

右肩下がりに。熟年層にとっては最

の協力を得てスイーツMAPも作成。

普段の生活の中で意識せずに情報が

300万

2005

〜 代の女性たち。その行動力、家

盛期を過ぎた感も否めない熱海であ

レトロ喫茶から最新のお土産まで、熱

入ってくるのです 」
（ 熱海市観光建

やすい。これらの戦略が見事に当た
り、狙いどおりにたくさんの若い女
性＝将来のリピーター候補が訪れる

熱海市としての
おもな戦略

1993

族などへの発言力に期待してという。 「映画やドラマはきれいに撮影して

るが、近年の人気を支えているのは、

海の歴史と底力を感じさせる情報が

設部 立見修司さん）。首都圏から

もうひとつ、熱海を強力にアピー

ようになった。

400万

1981

再起を図るためのターゲットを
熱海への先入観がない層に設定

そのような時代を知らない世代だ。

詰まっており、まさにリピートして

近く新幹線も停まる熱海は移動時間

旅行などで連れてこられ、その後は

ルしているプロモーションが「AD

目指すのは何度訪れても
魅力を提供できるまちづくり

首都圏からアクセスのよさと、海も
山も揃った熱海温泉

1969

１９６４年の新幹線の開業により、

近年のデータで、熱海を訪れてい

も制覇したくなるほどの充実ぶりだ。

自分で友人や家族を連れて来るよう

さん、いらっしゃい」だ。これは市

が読めるので、出演者の予定が組み

る人はリピート率が高く、しかも来
訪頻度は６カ月以内が %と、ヘビ

になった人たち。しかし団体旅行が

の職員が 時間体制でメディアの制

身近なメディアも活用し、
丸ごとの熱海をアピール

少なくなった今では、まず将来のリ

作班を全面的にサポート。情報・バ

そのリピーターとは、かつて会社の

ピーターを作り出す必要があった。

効果的なPRによって多くの観光

500万

1958

20

ラエティを中心に、今では年間100

24

2017年2月に第1版。
参考料金の他、お店
の人の顔や店内写真
も紹介。中が見えにく
いナイトスポットの扉
を開ける勇気を後押し
している

50

ターゲットとして設定されたのは、

ナイトスポットの観光パンフも！

人気温泉地ランキング
２０１9

ーユーザーが多いことがわかった。

30

熱海市の宿泊客数の推移

行政としては珍しいと思われる「夜のお店」
を
フォーカスしたタブロイドも発行。団体旅行
最盛期、
上司に連れられ夕食後に繰り出す会
社員が多かったことから、
今でも人口に比べ
て夜の店が多い。バー、
スナック、
キャバクラな
ど、
若い人が旅に出た高揚感の中でのデビュ
ーを狙う。そしてアクションを起こしやすいよ
うに、
糸川沿いの桜のライトアップや花火で
の外出と絡めた工夫も行っている。

30

発表！

前中に到着し、宿のチェックアウト

ータによれば、熱海を訪れる人は午

ピートされることは難しい。市のデ

客が訪れても、魅力に乏しければリ

気の観光スポットとなった神社など、

取り組む人や、斬新なアイデアで人

座商店街を中心とした地域の再生に

は、賑わいの象徴と言われた熱海銀

ので、それにより変わった部分と昔

れまでも失敗を繰り返してきている

面も増えつつある熱海 。
「 熱海はこ

など、今までとは違うカジュアルな

必ず選ばれる温泉地を目指していき

浮かべてもらい、そのうちの１回は

く国内旅行の際には必ず熱海を思い

化し続ける魅力で、年に２〜３回行

March 2019

ます」
（立見さん）。

25

ながらの良さが共存しています。古

大学進学とともに熱海を離れた市来さんが東京からUタ
ーンしたのは2007年。生まれ育った街が廃れていく姿を見
て何とか再生したい、その強い思いからだった。当時、街の
人たちには、自信も展望もなくした感があったという。
「過去
に成功しているだけに、熱海には人も店も自然も資源は圧倒
的にある。それが活かされていないことを、もったいないと
感じました。これまでと同じお客さまに対して同じように売
っていても魅力は出ない。でも見せ方を再編集すれば今の
時代に受け入れられるものになるのでは、と思ったのです」。
その考えを2009年〜2011年にかけ、熱海市や熱海市観
光協会と開催した、地元を楽しむ体験交流ツアー
「おんたま」
（熱海温泉玉手箱の通称）
で実行。220種類以上の企画に
5000人超が参加。地元の人たちが街の魅力を再発見する
ことになり、たくさんの熱海ファンを作り出すことに成功。
市来さんも活動を受け入れられたという最初の手応えを感じ
た。2011年には熱海の中心街の再生を目的に㈱machimori
を設立。これまでに熱海銀座通りに地域コミュニティのた
めの「CAFE RoCA」、熱海初のゲストハウス「MARUYA」、
起業家たちのコワーキングスペース「naedoco」
をオープン。
熱海銀座を歩行者天国にした「海辺のあたみマルシェ」
も定
期的に開催。持っていた資産を活かし、今までの熱海にはな
かった魅力を打ち出してきた。Uターン当時、1/3もあった熱
海銀座通りの空き店舗は、残り1件にまで減り、地価も上昇。
「この小さな商店街だけなのでまだスタートの一歩。まちづく
りは丁寧に進めていく必要があります。この通りの30店舗の
方々との信頼関係を作るのにも時間がかかっているし、
それは
油断をしたら失ってしまうもの。ただ、老舗の方とまちづくり
についての目線は同じ。100年やってきた人たちは、目先の利
益だけではなく100年先を見た経営を考えているからです」。

熱海を愛する民間の気持ちと実行力

熱海の街から坂を上り到着した來宮神社は、鳥居をくぐ
った時から心地よい参道が本殿へと誘う。境内には座れる
場所が多く、平日でも多くの人が思い思いに休息をとってい
る。このような滞在も楽しめる空間に変わったのは、実は7
年ほど前からだ。
現宮司の雨宮盛克さんがまだ禰宜であった2005年頃、
参拝客が減少し、來宮神社は非常に厳しい時代を迎えてい
た。神様を祀る神社とはいえ、その経営は人の手によるも
の。
「心清かに参拝できる環境つくり、五感を感じる空間つ
くり」
を目指し、今の姿に変えてきた。
「参拝客や観光客の方
の目線で見て、熱海や神社が楽しくなければと思いました。
神社として守るべきところを守っていけば、それ以外の部分
については変えられる可能性があると気がついたのです」
（雨宮さん）。
“周りの人をたくさん連れてきてくれそう”
と若い女性をタ
ーゲットに、10年ほど前から50項目ほどの戦略を展開中。
緑が気持ちよく段差のない参道の整備、境内を160個の
LEDでライトアップする「Kodama Forest Project」
やオ
ープンカフェの開設などなど。2005年には年間10万人だ
った参拝客が、2014年には68万人まで増加。また、これら
の戦略のうち、地元の店舗とコラボした「来福スウィ－ツ」
は熱海に数々の新しい銘菓を誕生させることにつながっ
た。來宮神社の神様の好物という「麦こがし、百合根、橙、
ところ」
のいずれかを使い、店舗がスウィーツを創作。境内
でこの一部を販売し、興味を持った人には来福MAPを持っ
て各店舗を回ってもらう仕掛けを作った。これにより各店
舗は過去最高の売上を記録したという。
神社の外に無料の休憩所を作り観光情報を提供するな
ど、神社のイメージを覆す発想力で勝負し続けている。

次回のランキングではどこまで上

2カ月に一度開催される「海辺のあたみマルシェ」は大人も子ど
もも楽しめるクラフト&ファーマーズマーケット

昇しているか、来年が楽しみだ。

ロマンティックな雰囲気にあふれた
「Kodama Forest Project」
。
ライトアップは24時まで。夜の参拝者も増えている

時間後も長く街に滞在している。つ

市来さんの著書「熱海の
奇跡」
（東洋経済新報社）
最近熱海に増えつつあるゲストハ には数々の成功とそして失
ウスの先駆け「MARUYA」の前で。 敗についても詳しく記され
熱海銀座通りを車が通らない公園 ており、まちづくりの取り
のような場所にしたいなど、ここ 組みが生き生きと伝わって
でやることはまだ山ほどあるという くる

き良きを残し、変化を恐れず必要が

11店舗が参加し計50品を
超える来福スウィーツは全
職員で審査。胃袋の量は
決まっているが、ちょっと
ずつのお菓子ならつまめる
ことから思いついたという

もあってこそ。新しいカスタマー層

本殿前で。雨宮さんの元で、現
在では54名ものスタッフが勤め
る來宮神社。
「いかに気持ちよく
参拝していただけるかということ
を徹底してきました」

市来広一郎さん

まり街中での満足度が上がっている

machimori代表

雨宮盛克さん

あれば変わっていく。そういった進

きのみや

來宮神社 第20代宮司

ゼロからまちづくりをスタート。
地元に熱海ファンを作り出し、街を再生へ

に合うようなゲストハウスができる

目線を変えて、楽しく参拝できる神社へ。
地元のお店を回遊させるスウィーツも開発

と考えられる。そういった街の活気

熱海のまちづくりと仕掛け人たち

新しい道後の魅力を作り出していく

ロ」を集めたチーム。
「まず窓口を一

ター、デザイナーら、その道の「プ

本館。地元にとってはシンボルを超

光客にとっては道後温泉＝道後温泉

店街、本館、旅館がぎゅっと詰まっ

およそ半径２００ｍ以内に駅、商

るほど楽しめるように企画。日程が

るで自分が旅行に来ていると錯覚す

ってきたが、そのツアー自体も、ま

取材しやすい体制作りと、
インフルエンサーの活用

口以上のフォロワーを持つ読者モデ

ルら２人の女性を招き、その影響力

に驚くことになる 。
「 ２人はアート
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やがて訪れる「危機」を乗り切る！

道後温泉
必要があったのだ。この機に新たな

（ 道後アートプロジェクト広報担当

えて、経済も支える心臓部的存在だ。

た道後は、良くも悪くもコンパクト。

合わなければ個別の対応も可。取材

清水淳子さん）。アート事業は年

その本館が２０１４年に改築１２

半日で十分に楽しめてしまうだけに、

行程のアレンジまで引き受けている。

女性が動けば男性も付いてくること

いだろう。日本最古と言われ３００

０周年を迎えるにあたり、
「大還暦を

夜に楽しめる作品なども設置し、滞

プレスツアーの一環として、インフ

ごとに規模などを変えながら現在も

０年の歴史を持つ道後温泉だが、改

アートで祝おう」という話が持ち上が

在時間の延長や宿泊を狙った。そし

ルエンサーという言葉もまだ聞かれ
©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery/
Dogo Onsenart 2018

継続中。その都度プレスツアーを行

築１２０年ほどの本館を抜きにして

る。今や全国に無数ある地域とアー

てそれらを伝えるために、今では当

蜷川実花さんによる道後温泉本館のインスタレーション

事務所 鎌田めぐみさん）。

その魅力が語られることはない。観

トのコラボ。商店街など地元も元気

なかった２０１４年に、松山市の人

っていた。そして元気ではあっても、

保存修理工事中の本館
には『火の鳥』
の日除け幕

道後温泉の宿泊客数は緩やかな減少
業の広報を担ったのは、地元で長年

充実したラインナップのアート事
工事が与える影響は計り知れない。

活動を続けるNPOと編集者、ライ

傾向にあった。短期間では済まない
今までのように本館だけに頼らない

飛鳥乃湯泉。館内の装
飾には愛媛県の伝統工
芸品がふんだんに使われ
ており、またスタッフもき
ちんと説明ができると
好評を得ている

理工事を避けては通れない時期が迫

たり前となった手法を道後温泉は２

も想定しています」
（松山市道後温泉

女性客を取り込むことに決めました。

首都圏へ向けてPRを開始しました」

本化し、取材しやすい仕組みを作り、

道後温泉本館。現在は保存修理工事
を行いながら営業中

ターゲットも設定。
「主な客層の 代、
代に比べて弱かった 代、 代の

40

30

周年行事を大名目に、大きな
使命を帯びたアート事業
温泉地の多くには町の人に愛され
てきた公衆浴場がある。しかしこの
道後温泉本館（以下、本館）ほど、そ

20

な道後でなぜ？という声も出るが、

の名と姿を知られている存在は珍し

50

０１４年に取り入れた。

□2014年、2017年、2018年
は20〜30名のアーティスト
による「道後オンセナート」。
□2015年、2016年、2019年・
2020年は単独アーティスト
による「道後アート」。
展示物、街歩きのための色浴
衣、アーティストたちが手がけ
た宿泊できる部屋、参加型イ
ベントなど、多彩なラインナッ
プを仕掛けている。
※展示期間は作品ごとに異なる

国内で最も有名な公衆浴場といえる、道後温泉本館。町のシンボルがやがて迎える
長期の「保存修理工事」を見据え、アートを中心に町は一丸となった。

︵愛媛県︶
のアートが︑
ターゲットに刺さったワケは？

人気温泉地ランキング
２０１9

国の重要文化財である本館の保存修

道後温泉の
アート事業とは

発表！

すが、同じ浴衣を着て同じポーズで

衣を来た写真をSNSに載せたので

作品の一つである蜷川実花さんの浴

身内（地元）が発信していることを

も考えてという。
「良く言えば謙虚。

が、首都圏へのPRは愛媛の県民性

では近隣居住者の支持も大きかった

さんが担当。保存修理工事中の本館

京芸術大学教授でもある日比野克彦

事業は継続し、２０１９年度は東

本館工事中は制限された
状況を逆手に
限定感のある楽しみ方を提案
2018年に、道後プリンスホテル
で大宮エリーさんが手がけた部
屋「楽園」
ⒸELLIE OMIYA/Dogo Onsenart 2018

２０１
７年には、市民の湯と言われる「椿
の湯」
がリニューアルし、新たに「飛鳥乃
湯泉（あすかのゆ）」
もオープン。しかし
本館も、2019年1月15日から始まった保
存修理工事中も営業を継続。工事中の
外観をフォトスポットにする工夫や、この
期間にのみ使われる出入り口、さらに女
性客はこれまで入れなかった男性浴室
の一部を使用できるなど、地元の人にと
っても初めての体験が目白押し。また工
事の様子を見られるように高台に足湯を
設けるなど、工事を逆手に限定感を最大
限に活かしたコンテンツを用意している。
CTEZUKA PRODUCTIONS
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のです」
（清水さん）。

写真を撮りたいという女性が殺到。
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は手塚治虫さん作の「火の鳥」とタ

『坊っちゃん』
で有名な道後温泉だが、実在の有名人で道
後生まれと言えば、盆踊りの元祖と言われる「踊り念仏」
で
知られる、宝厳寺の一遍上人（いっぺんしょうにん）。しか
しその故郷である道後には盆踊りがなかった。
5年ほど前に本館の保存修理工事とオンセナートの話
が持ち上がった際に、商店街の組合では青年部を立ち上げ、
5年先まで視野に入れイベントなどを計画。道後は浴衣で
のそぞろ歩きが似合うが、その浴衣をもっと楽しめるもの
を考えた時、盆踊りを思いつく。
「アートは切り口がさまざま
でダンスもそのひとつ。それまでは道後温泉は本館に頼り
切っていて道後に来たら本館に入ればいいという流れでし
た。しかし体験してみてこそ感じるものがあると思ったので
す」
（石田さん）。現代音頭作曲家の山中カメラさんに依頼
し、松山で1カ月暮らしてもらった後に「道後BONダンス〜
道後湯玉音頭」
が誕生。
「初めて聴いた時は涙が止まりませ
んでした。道後の歴史をよく理解された上で書かれている
ので、たくさんの意味ある言葉が子どもでも理解できる唄と
して表現されていたのです」
（石田さん）。最初の盆踊りは
2013年12月30日という真冬に30人ほどで開催。その後
は8月〜9月頃に開催され、3年ほどで本館を太鼓櫓のよう
に囲むほど盛況になった。今では観光客も含め400〜
500人ほどが参加する夏の一大イベントになっている。
商店街では地元の小学校で、BONダンス、道後の歴史
についての授業、子どもたちが道後でのおもてなしをプロデ
ュースできるプログラムにも取り組んでいる。そのうちの一
校、湯築小学校が今年度「第12回キャリア教育優良教育
委員会、学校及びPTA団体等文部科学大臣表彰」
を受賞。
旅館、商店街、子どもたちも一緒に「オール道後」
で過ご
しやすく楽しいまちづくりを目指している。

道後オンセナートには、旅館やホテルの部屋そのものを
使った作品もある。各宿から提供された部屋にアーティス
トが演出を施し、実際に宿泊も可能。それらを「ホテル
ホリゾンタル」
という架空の宿の部屋と見立て一体感を持
って展開してみせた。改装費などは各宿の負担となること
から、連携あってこそ実現した企画だ。道後温泉ではこれ
までにも宿の枠を超えたさまざまなプランを提案。近年は
2度も「じゃらん元気な地域大賞」
に選ばれるなど、高い評
価を受けている。
「温泉地としてネームバリューに実力が付いていくよう
に、組合でもすべての宿のレベルアップを図っています。今
までもいろいろなアイデアを出してきましたが、本館の保存
修理工事がついにスタート。
『営業しながら保存工事』
とは
伝わりにくいこともあるかと、今まで以上に強力なプランを
打ち出すことにしています」
（新山さん）。
この4月からは、温泉地のパワースポットなどを巡る着地
型ミニツアーをスタート。4つほどのコースのうち必ず１つ
を毎日実施。プレミアムのついた有料の手形の中に、ツア
ーがインクルードされている仕組みだ。また小型の電動自
動車のレンタルも開始。まず組合で購入して各宿で検討し
てもらうことになるが、坂道もある道後ではなかなか便利
な移動手段となるだろう。さらに、松山市内に増えている
ホテルとの連携を視野に入れたプランや、旅前、旅中、旅後
でのサービスやフォローなど、新山さんから出るアイデアは
尽きない。
「本館保存修理工事を乗り切るため、そしてリピ
ーターになっていただくためには、一丸となった努力が必要
なのです」。

いいね！となかなか賛同してくれな

踊りやすく口ずさみやすい道後
BONダンス。近藤良平さん作
「ここはど〜こ？どうごおんど」
も加わり、道後のBONダンス
は2曲になった

松山市から運営を委託されている「飛鳥乃湯泉」
の前で。新山さ
んの宿も2014年の「ホテル ホリゾンタル」
に協力。荒木経惟さ
んの手がけた部屋が話題を呼んだ

こういうきっかけで旅先を選ぶこと

シャッター店舗がな
く6 0店舗すべて元
気に営業中という道
後ハイカラ通りで、
石田さん（右）と栗
原さん（左）
。商店街
ではおもてなしに力
を入れ、年に2回外
部講師を招いてセミ
ナーを開催

ッグを組む。危機を乗り切るべくま

理事・青年部部長

栗原正行さん（ひめや代表）

い傾向があるので、まず首都圏から

道後温泉旅館協同組合 理事長
新山富左衛門さん（古湧園代表）

もあると初めて気づきました 」
（鎌

道後商店街振興組合理事長
石田匡暁さん（絣屋代表）

だまだアートとともに邁進していく。

個々の枠を超えて
レベルアップやプランを打ち出す

盛り上がり地元を動かすことにした

盆踊りという文化がなかった街に
商店街主導で
「道後BONダンス」誕生

田さん）。今回のランキングデータ

道後をひとつにまとめる立役者たち

る効果がありそうだ。また「遠足は

であり、旅行者の事前期待値を高め

ユーザーステップを越えた取り組み

を同封するところもあるが、これは

と一緒に、ちょっとした観光ガイド

客に対し、事前に宿のパンフレット

泊施設によっては、予約の入った顧

ービス評価を見直すのも有効だ。宿

に分けて、旅行のプロセスごとにサ

最近よくいわれる旅前・旅中・旅後

がっかりするポイントもあるだろう。

ことには、良いと思うものもあれば、

設であれば（図２）、快適に泊まれ

お土産などとなるだろうか。宿泊施

ノ・プロダクトは温泉地で手に入る

バリーは到着するまでの流れ 、 モ

といった場の評価、サービス・デリ

然に囲まれている、町並みが美しい

温泉そのもの、サービス環境は、自

地であればサービス・プロダクトは

の視点で考えてみると、例えば温泉

部として認識されるのだ。旅行全体

供する場や流れなどもサービスの一

提供する価値だけでなく、それを提

素、の４つに分類されるといわれる。

の、
︵Ｂ︶サービス環境＝場、
︵Ｃ︶サ

家に着くまで」とはよく言ったもの

るという価値だけでなく、部屋の雰

着くまで 、 一連の流れがいわゆる

ービス・マーケティングを応用する

だが、旅行に関しては帰ってからも

囲気やチェックイン・アウトの流れ

ービス・デリバリー＝サービスの流

飛行機や電車に乗る、レジャー施

ことができるのではないだろうか。

その余韻は続く。お土産は帰宅後に

なども含めて、そのサービス評価と

「旅行」であり、 どこか一カ所を切

設に行く、宿に泊まる、ごはんを食

本企画は、最新のサービス・マーケ

満足度を上げる効果があるし、利用

なる。いずれのスコープでも、一部

れ、
︵Ｄ︶モノ・プロダクト＝商品の

べる、エステ…旅のプロセスは実は

ティングを学び、観光独自の課題を

者にリピーター確保策として年賀状

分のサービス・プロダクトだけでな

り取って考えているわけではない

ほとんどがサービス業である。サー

明らかにしていくことを目指してい

を送るといったことも多くの施設が

く、顧客が体験する流れや場を踏ま

一部として顧客に渡される物的な要

ビスは人が関わる部分が多く、ゆえ

る。第１回はまずイントロダクショ

実施している。

サービスの構成要素は、
︵Ａ︶サー

が構成要素に分解すればその地域の

課題が見えてくるはずだ。
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※「じゃらん宿泊旅行調査」
の結果から、お土産の満足度は、旅行全体の満足度と相関があることがわかっている

（図１）。１泊２日の旅程で体験する

に属人的に語られやすい特徴がある。

ンとして、旅行者の視点で旅行全体

旅行者にとっては、旅行を検討し

ビス・プロダクト＝サービスそのも

このようなユーザーステップを、

※

一方で、人は物質的に豊かになると

を俯瞰し、観光の特異性を探索して

り必要性が増していくはずなのだ。

てから出発し、現地に入り、帰路に

えた上で、全体をプロデュースする

サービス消費に関心を向けるように

意識が重要である。例えば温泉はす

そして旅行全体の研究にも、このサ

ことは、これからの社会においてよ

増える。つまりサービスを研究する

成熟すればするほど、観光する人は

マーケティングでいう︻サービスの

サービス・エンカウンター

みよう。

今回のマーケティング用語

なるといわれている。だから社会が

監修／富澤 豊

ごく良かったがお土産の質が低い、

多くのお客さまに来てもらい、観光で地域を
活性化したい！と思ってもどこから手をつけるべきか、
何を成果とすべきか、わからない…
地域・自治体の観光関係者が抱える
「観光のもやもや」をマーケティングの視点で
サイエンスする新連載がスタートします！

構成要素︼に照らし合わせてみると、

旅行を「サービス商品」として
俯瞰してみてみると…？

観光資源は素晴らしかったが周遊し

1 回
第●

旅行がより複合的なサービスである

サービス・マーケティング編

づらい、といったケースはよくある

サイエンス

ことが理解できるだろう。

観光の

検討からお土産まで旅行者の
ステップを想像すると⋮？

期間限定連載

ビス・エンカウンターであっても、

ども含まれる。たったひとりのサー

カウンターに含まれる点が、観光の

人である地域住民もサービス・エン

ティに影響を与えているのだ。一般

域は何もない」と話し、がっかりさ

の運転手が旅行者に対して「この地

ないのが難しいところだ。タクシー

発生しても問題解決行動はスムーズ

る意識があれば、どの部分で問題が

担当者が旅行者の旅行全体に気を配

この各エンカウンターを受け持つ

旅路（帰路）

チェックイン

起床

朝食

C サービス・デリバリー（流れ）／
Ｂ サービス環境（場）

チェックアウト

D モノ・プロダクト
（アメニティなど）

就寝

Ａ サービス・ プロダクト
（宿泊）

風呂

「観光」してみること。 デリバリー

たりもサイエンスしてみたい。

絵に描いた餅である。追ってそのあ

ても、現実的な設計ができなければ

くもにおもてなしセミナーを開催し

のような視点が必要だろうか。やみ

…住民も巻き込んだ取り組みにはど

素が商品に含まれているようなもの

れるのは、コントロールできない要

一方、地域住民がサービスに含ま

カウンターに目を向けてみよう。

しながら、自地域のサービス・エン

良いだろう。調査などもうまく活用

んでいる友人を客人として招くのも

づくことも多い。よそのエリアに住

ど、旅行者の目線になって初めて気

当する部分の意味を把握し、先の段

が提供者のため、なかなか体験

なのだが、サービスは自分たち

自社製品を使うのは当たり前

モノ製品を作る企業にとって

感することはなかなか難しい 。

サービス・エンカウンターを実

とはいえ、自分たちの地域の

につながっているのだ。

ければならない。各事業者は有機的

口の言い合いにならないようにしな

あうくらいの気持ちで、局所的な悪

でミスが起きたらお互いサポートし

てなしをする雰囲気を作り、どこか

もちろん住民も含め全員野球でおも

という姿勢が重要なのだ。地域全体、

のスムーズさや、お土産の新製品な

が 、 自分たちで自分たちの地域を

できない。そこでおすすめしたいの

図2  サービスの構成要素  宿の例

階に進んだ顧客の満足に関心を払う、

旅行者の旅程の流れの中で自分が担

夕食

D モノ・プロダクト

余韻（お土産他）

まえば終わりという態度ではなく、

帰宅

B サービス環境
（場）

出発

Ａ サービス・ プロダクト

滞在・観光・宿泊

C サービス・デリバリー（流れ）

サービス商品全体の評価がそこで決

せてしまう話はよく聞く。

に進む。自分の担当するエンカウン

れるのではないだろうか。

「じゃらん宿泊旅行調査」では、ホ

ターがうまくいって、次に渡してし

それは必ずしも観光事業者とは限ら

スピタリティの満足度ランキングを
）。このホスピタ

29.3
9

尋ねている（図

29.5
8

リティの上位に挙がる県は、観光県
30.3
7

である沖縄県や北海道のようなとこ

30.9
6

到着

タッチポイント と な る
サービス・エンカウンター
サービス・マーケティングには、
サービス・エンカウンターという考
えがある。顧客との接点のことで、
いわゆる旅行者と観光地とのタッチ
ポイントだ。旅行でいえば、飲食店
やお土産屋の店員、宿のフロントな
どはもちろん、旅行全体で捉えれば、

出発

「 もやもや 」のひとつとして挙げら

タクシーの運転手、道を尋ねた人な

不協和

まってしまう可能性がある。そして

予約（決定）
32.7
5

ろもあるが、高知県、宮崎県など、

33.2
4

明るくおおらかな県民性で知られて

図３ ホスピタリティ満足度
ランキング

旅路（往路）
「じゃらん宿泊旅行調査2018」
より

検討
3

いる県もある。つまり飲食店の店員

2

や地域住民がサービス・エンカウン
ターとなり、その地域のホスピタリ
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29.2

発案
48.3 %
37.1
34.9
第

1 位

沖縄県
高知県
青森県
岩手県
熊本県
北海道
鹿児島県
愛媛県
山形県
宮崎県
10

図１  観光のユーザーステップと
サービスの構成要素  地域の例
24.3 %
全体平均
（前年度 24.4%）
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定番に甘んじず挑戦的な姿勢で攻める！
周年の﹁チキンラーメン﹂︑史上最高売上へ

めることができる︒そんな思いがあ

だ成長産業なんだぞ︑と世に知らし

清も︑そして即席麺業界も︑まだま

はこれまで愛らしかったひよこちゃ

表﹂が公開され︑公式ツイッターで

めます﹂というひよこちゃんの﹁辞

悪魔に変身するＣＭや動画を公開︒

シニア層向けの新商品も発売︒２軸

んが﹁やってられっか！﹂と暴言を

実は﹁悪魔的においしい﹂新商品で

展開でファン層を広げる戦略は功を

るからです﹂︒こう語るのは︑チキ

い︒そこで選んだ手段は﹁チキンラ

ある﹁アクマのキムラー﹂のプロモ

奏し︑狙い通りの購買層を獲得︒売

つぶやく︒何事かとネット上で話題

ーメンのイメージをぶっ壊す﹂こと︒

ーションだった︑というわけだ︒

れ行きも好調で︑チキンラーメンブ

ンラーメンのブランディングを統括

﹁調査によると９割超の人がチキン

﹁今の若者は気になったらすぐにネ

ランド全体の売上は目標通り史上最

になったところで︑ひよこちゃんが

ラーメンを知っている︒知ってはい

ットで検索し︑ＳＮＳに投稿する︒

する藤井威さん︒ 年続く定番ブラ

日清食品の創業者が発明し︑２０

ても購入には至らない層を振り向か

高に届く見込みだという︒

﹁還暦を迎えたチキンラーメンが史

上を目指したのには理由がある︒

は微減傾向︒それでも︑史上最高売

ラーメンのメインである袋麺の売上

引するのはカップ麺であり︑チキン

拡大傾向にあるが︑その勢いをけん

の目標を掲げた︒即席麺市場は近年︑

チキンラーメンのキャラクター・ひ

る︒そのためにまず仕掛けたのは︑

若年層をファンに取り込む必要があ

学生や社会人といった 代〜 代の

てチキンラーメンを繁栄させるには︑

ァミリー層︒だが１００周年に向け

従来のコアファンは 代以上のフ

〝サイバー戦〟とでもいうような︑も

きる現代では︑ＣＭと売り場の間に

しかし消費者も情報発信が気軽にで

費者が売り場へ足を運ぶ流れでした︒

ーカー側がＣＭで情報を発信し︑消

の効果が何倍にもなります︒昔はメ

それを拡散する︒すると１回のＣＭ

と思って検索したら動画を発見し︑

決めたことでも〝違う〟と思ったら

な時流の変化に対応するために一度

けていきたい︒また︑スピーディー

品やメッセージで興味関心を引き続

ですから︑共感を得続けるために商

﹁今の時代は〝共感〟がキーワード

んな姿を見せてくれるのだろう︒

キンラーメン︑２０１９年度にはど

私たち日清の特長でしょうね﹂

すぐ変える︒その切り替えの早さは
よこちゃんの反乱︒チキンラーメン

そうして若年層を開拓する一方︑

う一つの段階があるんです﹂

上最高売上を達成できたなら︑１０

のブランドサイトには﹁良い子を辞

ンドの売上を伸ばすのは簡単ではな

60

０年ブランドカンパニーを目指す日

60

60

大胆な﹁イメージ破壊﹂で
新規ファン層を 開 拓

１８年に 周年を迎えた﹁チキンラ

だからこそ︑彼らが誰かに教えたく

日清食品株式会社
マーケティング部 第3グループ
ブランドマネージャー

周年を経てなお進化し続けるチ

せるため︑変わろうとする姿を見せ

1991年入社。総務部や営業部を経
て2000年よりマーケティング部へ。
「カップヌードル」のマネージャーな
ども歴任し、現在は商品企画から
調査、宣伝まで
「チキンラーメン」ブ
ランドを統括している。

ーメン﹂︒この世界初の即席麺に対

藤井 威さん

２０１８年に誕生 周年を迎えた﹁チキンラーメン﹂は︑この記念イヤーを華々しく飾るべく
大胆なプロモーションを展開︒この３月末には見事︑ブランド全体で史上最高売上を達成予定だという︒
売上が安定しがちな定番ブランドに︑いかにして注目を集め︑売上増に導いたのだろうか︒

60

なる仕掛けや受け皿が必要︒おや？

●取材協力

60

12
Vol.

る︒認知度が高い商品だからできる

旅行・観光業以外の業界のマーケティング事例や
調査データから、
PDCAサイクルを実現するヒントを探る

し︑同社は﹁２０１８年度はブラン

他業界から学ぶ
戦略・戦術のヒント

自己破壊をしようと考えました﹂

Crossing

ド全体で史上最高の売上にする﹂と

Marketing

30

40

20

30
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若年層に向けて
「アクマのキムラー」発売

チキンラーメン

チキンラーメンになじみが薄い若い世
代を狙って、
「チキンラーメン 具付き3食パ
ック アクマのキムラー」
を発売。キムチを
加える食べ方がネットで話題になったこと
を受け、前年にはキムチ風味のカップ麺
を発売していたが、今回はあえてチキンラ
ーメンの原点である「袋麺」
にこだわった。

日清食品の創業者・
安 藤 百 福 氏 が 発 明し
た、世界初の即席麺（イ
ンスタントラーメン）。
「おいしい」
「簡単に調
理できる」
「 長 い間 保
存 できる」
「 手 頃な 価
格」
「衛生的で安全」と
いう開発当初に掲げた
5つの原則を守り続け、
60年もの長きにわた
り愛されている。

「アクマのキムラー」に続き、
アクマ的うまさ第2段として
バターコーン風味の「アクマ
のバタコ」
を発売

ブランドサイトに載せられた、ひよこちゃんの「辞表」。
「鳥に卵を炒めさせるって…」と過去に使われたイラス
トに怒りを爆発させ、
「良い子を辞める」
と宣言

夏場のCMには暑さでとろけるひよこちゃんの姿も。
そして代わりに新しいキャラが登場。実はひよこちゃ
んのお兄さんで、
「とにかく食べて」
となりふり構わずチ
キンラーメンをPR

History
チキンラーメン誕生
発売45周年
麺の形状を
「たまごポケット付
き」に変えたことが評判に
2003年度は最高売上記録を
更新
発売60周年
2018年
4月 ひよこちゃんが辞表を提出。
「アクマのキムラー」発売
10月 「アクマのバタコ」発売
2018年度は史上最高売上を更
新の見込み
（※2019年2月時点）

1958年
2003年

「アクマのキムラー」の
CM動画は590万回以
上再生されている。動
画をよく見ると「出前一
丁の出前坊や」がいると
いう、SNSの話題を誘
う小ネタも仕込んだ

新商品が狙い通りの層に届き、ファン層拡大へ
15歳〜19歳

20代

チキンラーメン5食パック

30代

40代

50代

60歳以上
おなじみの味を手軽に味わえるお椀サイズに変え
ることで新たな層を取り込めた

チキンラーメンどんぶり

高齢者に向けて
「お椀で食べるチキンラーメン」発売

アクマのキムラー
お椀で食べるチキンラーメン
定番の「チキンラーメン 5食パック」
「チキンラーメンどんぶり」
は15歳〜40代と50代以上の購
入者層がほぼ半々。しかし「アクマのキムラー」は40代以下の購入者が、
「お椀で食べるチキン
ラーメン」
は50代以上の購入者が、それぞれ約6割に伸びている。
「チキンラーメンシリーズ 年代別購入者の構成比」 ※調査：マクロミルQPR・2018年4月〜10月

チ キ ン ラ ー メ ン の﹁ イ メ

ー ジ を ぶ っ 壊 す ﹂こ と で フ ァ

ン離れの心配はしなかった？

と い う 特 別 な 存 在 な の で ︑こ

A チキンラーメンは創業商品

れまでは﹁カップヌードル﹂
な

ど の C M と 比 べ る と ︑あ ま り

ふざけた扱いをしていません

でした︒ファンが怒るかな？

という心配もありましたが︑

若年層の開拓のためにはやる

ひよこちゃんのアクマ化は

必要があると考えました︒

社長にも﹁やりすぎ﹂
と怒られ

ましたが︵笑︶︑結局はGOサ

インが出ましたよ︒

Q 多彩なチキンラーメン商

品 が 次 々 発 売 さ れ る け ど ︑商

品開発の際に﹁ここだけは守

る﹂という点は？

A 味付けに関しては︑チキン

味と香ばしいロースト醤油味

の骨格を残すこと︒
﹁チキンラ

ーメンだ﹂
とお客さんに感じて

も ら え る よ う に ︑こ こ だ け は

ブレないようにしています︒

もう一つは﹁消費者のイン

サ イ ト ﹂︒ ど ん な タ ー ゲ ッ ト

に 向 け た 商 品 に す る か ︑そ し

てターゲットがこの商品をど

March 2019

う見るか︒単なる﹁若者﹂
では

な く ︑も っ と 細 分 化 し た タ ー

ゲット像が浮かばないまま商

品を開発して世に送り出して

も︑反感を買ってしまいます︒

31

Q

Q&A

60周年に先立つ2017年には「お椀で
食べるチキンラーメン 3食パック」
を発売。
麺を小容量にして「お椀で食べる」という
スタイルを打ち出したのは、カップ麺を食
事に出すことに抵抗があるシニア世代でも
「食事のお椀替わり」として食べてもらい
やすいようにとの狙いも。

価値と感動を生み出す人に
インタビュー

46

男の子３人と女の子１人、４人の子供たちを全員東大理科Ⅲ類に合格させた「佐藤ママ」。
その考え方には、
「人を動かす」ためのヒントが散りばめられていた。
写真＝佐藤兼永

冷静な現状分析と環境づくりで
４人の子供を東大に導いた母
浜学園アドバイザー

佐藤亮子
Ryoko Sato

『やれ』と言うだけの指示は、
言う方は指示した気持ちになれても、
言われた側にはイヤな印象だけが残る。
きっと仕事でも同じですよね。

指示を数字にできない人は
課題を具体化できていない

子供には勉強させたい。しかし、

実際に子供を動かし、成果を出さ

せるのは難しいと悩む親は多い。

「よく相談されるのは『やる気が

ない』
『集中力がない』
『モチベー

ションが保てない』といったこと。

でも、これって全部『内容がわか

らない』からなんですよね。私だ

って、たとえば今いきなりアラビ

ア語のテキストを渡されて『勉強

しろ！』と言われたらやる気なん

て起きませんよ
（笑）
。やる気があ

れば勉強するというのは思い違い

で、むしろ、わかればやる気は出

る。たとえば２学年前の内容に戻

って復習させるなど、わからせる

努力をするべきなんです」

精神論で語るのは容易だが、そ

れでは解決しない。本当の問題解

決は、問題がどこにあるかを冷静

に見極めることから始まる。それ

は、指示を出す側の重要な役割で

もある。

「たとえば漢字の小テストに向け

て勉強をさせるとき、子供にテス

トの日や出題範囲を聞いているよ

うではダメ。まず親がすべて把握

32
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ね』
『あと５日だね』
『出題範囲は

しょうか？」と佐藤氏は言う。

は、楽しくやれたからじゃないで

らしい人生を歩んでいる。
「 それ

燃え尽きたりすることなく、自分

分に遊ぶことができる。正しくリ

て過ごし、終わればまた忘れて存

来るまではプリントの存在を忘れ

えばどうか？これならば、１時が

時半までプリントをやろう」と言

という佐藤氏の言葉は、仕事の場

に考え、
時代に合わせて行くべき」

子はなぜこう考えるのか？』と常

『 今の
なくなってはいないか？「

「我々の若い頃」
のやり方が正しく

るだろう。ＩＴ等の環境の変化で、

大人の世界でも同じことがいえ

ページだね』『ということは１日

「
『 勉強より遊びのほうが楽しい

フレッシュができれば、疲弊せず

は楽しめない。では「１時から

やれば終わるね』と数字に落とし
のは当たり前』と子供たちはみん

にいられるのだ。

しい受験勉強に追い詰められたり

込む。ここまでが
『マネージャー』
な言っています（笑）
。ただ、
遊び

したうえで、『漢字テストは水曜だ

課題を具体化できていれば必ず
と勉強をきっちり分け、遊ぶとき

２ページだね』『それなら１日 分

たる親の役目です」

われるのでは？」という心配を口

「ＡＩの出現で、将来の仕事が奪

面にも当てはまるはずだ。

数字で表現できる。それができな
には思い切り遊ばせるようには気

行きが見えないことは不安。だが

にする親は多いという。確かに先
日本人は誰もが決められた教育

佐藤氏はそれも明るく笑い飛ばす。

をつけました。大切なのは、頭の
を受けているだけに、自分が受け

「確かに先行きの見えない時代で

的に捉えられていないということ。

た教育を批判的に見るのは難しい。

す。でも考えてみたら、今まで先

中を０か１００にすることだと思
たとえば、朝一番に顔を合わせ

しかし、今の大人が小学生の頃に

行きが見えた時代なんてありまし

「具体的でない指示は、
指示してい

たときに「今日はちゃんとプリン

習ったやり方は、子供たちにとっ

た？
（笑） 将来はわからなくて当

うんです」

側にはイヤな印象だけが残る」と

トをやりなさいよ」と言ってしま

ては間違っているということも実

たり前。大切なのは、『今』をよく

る方は気持ちがよいが、言われた
佐藤氏。とても親子関係に限った

うと、その日１日何をしていても、

はある。「親としても常にそう考え

見つめ、手もとのことをしっかり

話とは思えない。

どこかでプリントのことが頭の一

て反省し、検証しながら実践しな

『佐藤ママの子育てバイブル 三男一女東
大理Ⅲ合格! 学びの黄金ルール42』
（朝
日新聞出版）。当の子供たちのコメント
も掲載されている

やることではないでしょうか」

画を占めてしまう。
「やらなきゃ」

先行きの見えない時代、
若い世代をどう導くか？

いのは、指示する側が課題を具体

1

自らの経験を活かした教育分野の著
書を数多く出版している佐藤氏。近
著である本書では、
「3歳までに絵本
読み聞かせ1万冊」
「6歳までにひら
がな、1桁の足し算、九九をマスター
させる」
など具体的な方法から、
「言っ
てはいけないNGワード」
「やる気を引
き出す接し方」
といった子供との向き
合い方まで、賢い子供を育てるため0
歳〜18歳までに親がするべき42項
目がまとめられている。佐藤氏が実
際に読み聞かせに使用した絵本など
のリストも収録。

頭の中は０か１００。
疲弊せずにやり切る技術

具体的なノウハウから
子供への接し方まで
経験を詰め込んだ1冊

ければ」と佐藤氏は戒める。
大分県生まれ。津田塾大学卒業後、高校英語教
師を経て専業主婦となり、3男1女を東大理科Ⅲ
類に合格させる。現在は進学塾『浜学園』アドバ
イザーとして全国で講演活動中

と思いながら遊んでいても心から

佐藤家の４人の子供たちは、厳

March 2019
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30

10

﹁万に一つの海の宝石﹂から
偶然の産物ではない︑自然と人が育てる宝石へ

わずか５粒の真珠から始まる
養殖真珠の物語
三重県鳥羽市

ぶのは︑丸い︵真円の︶形状をした

﹁真珠﹂を思い描く時に頭に浮か
真珠ではないだろうか︒しかし今
からわずか１２０年ほど前までは︑
万に一つの確率でしか発見されず
﹁海の宝石﹂とさえ呼ばれた天然
真珠は︑そのほとんどが小粒で不
揃いであり︑真円の真珠は幻に近
いほど希少な存在であったとか︒
現在︑真円の真珠を連ねたネック
レスが多くの人々の胸元を飾るよ

当時︑水産動物学の最高権威だっ

の後もただの真珠養殖業者では終

したことがあるならば︑真珠養殖

涯を閉じた︒翁がただ一つやり残

た翁は︑昭和 年 月︑ 歳で生
わらず︑宝飾デザインにも力を入

の黎明期︑翁と苦労を共にしなが

としての手腕にも秀でた翁は︑そ

れ︑明治 年から昭和初期までに

のアコヤ貝がほぼ全滅する赤潮被

もに︑真珠専門店を世界各国に出

に﹁養殖真珠﹂を知らしめるとと

の宝飾品を出品するなどして世界

ただろうか︒

美しい真珠で飾ることではなかっ

ら若くして亡くなった妻の胸元を︑

害の中︑鳥羽の相島︵現・ミキモ

店︒大正 年︑ 歳で９カ月間に

約 の海外博覧会に養殖真珠やそ

ト真珠島︶にわずかに生き残った

た箕作博士の協力のもと︑真珠養

9
わたり欧米を訪れた際は︑発明王

殖に着手した︒明治 年︑英虞湾

96
訪し︑国内外の要人と親交を深め︑

1937年パリ万国博覧会で注目を集
めた帯留め
『矢車』。大粒の真珠を囲
むようにサファイアとエメラルドをセ
ットし、左右に各20個の真珠があし
らわれている。精巧なパーツの組み合
わせで12通りの使い分けができる

うになったのは︑鳥羽で生まれ育

29

母貝から 粒の半円形の真珠を採

から５粒の真円真珠が誕生した︒

広告マン・営業マンとして活躍し

﹁養殖真珠﹂の顔として世界を歴

エジソンとの会見も果たしている︒

68
先見の明があり︑ビジネスマン

やはり赤潮被害から生き残った貝

15

ち︑真珠の養殖と養殖真珠の価値
を世界に広めることに生涯をかけ

31

リアス式海岸線に養殖筏が浮かぶ、志摩
市の英虞
（あご）湾。真珠養殖は赤潮との
戦いでもあるが、2004年、赤潮の発生を
察知する
「貝リンガル」が実用化され早急な
対策が可能となった

取︒さらに明治 年には英虞湾で︑

5

25

20

写真上／貝の身から真珠を取
り出す
「浜揚げ」
。真珠の色艶が
最もよいといわれる11月〜1月
に行われる 写真下／御木本幸
吉翁が10年以上の年月をかけ
て一粒一粒自ら選んだ、
49個の
大 珠 真 珠からなるネックレス
「大将連」
。中心の真珠はひとき
わ大きく直径14mm。大将と呼
ばれた翁が常に傍らに置いてい
たことからこの名がつけられた

38

た真珠王︑御木本幸吉翁のおかげ
といっても過言ではない︒
明治 年︑視察旅行で横浜を訪
摩の名産品になりうると予感し︑

れた若き日の翁は︑真珠が伊勢志

11

ミキモト真珠島

〒517-8511 三重県鳥羽市鳥羽1-7-1
☎0599-25-2028
http://www.mikimoto-pearl-museum.co.jp/

鳥羽市：人口18,868人
（平成30年12月末 住民基本台帳調べ）
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編集後記
2030年には今より30〜40代の働
き盛りの人口が4割減少します。
各業界は人材確保戦略の優先
順位が上がります。宿泊業界の
人手の確保が今以上に難しくな
るでしょう。宿泊施設は観光消
費の中核です。
「人手不足倒産」
は絶対起こしてはいけないと考
えます。訪日外国人の需要が増
えている今だからこそ、できる変
革があるのではないでしょうか。
未来に向けてビジョンを描き、
経営基盤を豊かにし働く環境を
整える。従業員満足度の高まり
から、魅力的な職場、離職率
が低い職場を創る。その理想の
状態には何が必要か、何から始
めるべきなのかを研究テーマと
しました。今回の特集から、明
日へのアクションのヒントを提供
いたします。

私たちが目指すもの。
未来に繋がる「ありたい姿」
「目指すべき姿」を地域の皆様と共に作り上げること、
それが私たちの使命です。

JRCのメソッド 1

JRCのメソッド 2

JRCのメソッド 3

みつける

そだてる

つたえる

今ある魅力の再発見

新しい魅力の形成

伝達力の強化

編集人 沢登次彦
とーりまかし55号

私たちの活動領域

2019年3月発行

発行
じゃらんリサーチセンター
〒100ｰ6640
東京都千代田区丸の内 1ｰ9ｰ2
グラントウキョウサウスタワー
株式会社リクルートライフスタイル

観光に関する研究

情報発信

○調査・分析

○『とーりまかし』 ○観光振興セミナー、調査報告会など
○WEBサイト、Facebook、メールマガジンなど

シンクタンクからアクトタンクへ。
地域と共に実証実験を多数実施しています。

じゃらん宿泊旅行調査、インバウンド調査、ご当地調査など

デスク
森戸香奈子

調査・分析から導いた解決策を実際の地域で実証実験し、
具体的な手法や需要の開発にチャレンジしています

○実証実験

観光業界、そして地域経済のさらなる発展のために、
JRC（じゃらんリサーチセンター）が得た知見や提案を
余すことなく広く世の中に発信していきます
心を動かす、
日本を元気にする
観光・レジャーの
プロデューサー
応援情報誌
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企画力、データ収集力、ブランド力…
アクションがみえる！ 違いがみえる！

“みえる”
観光基本計画

地域観光の未来を創造する
先進的取組みに迫る

保養所、古民家、倉庫……
眠れる地域資源をアップデートする
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変わる地域の、力になります。
じゃらんリサーチセンター
tel 03-6835-6250（代表・平日10〜18時） fax 03-6834-8628
弊誌へのご意見・ご感想、JRCへのご要望等、ぜひお寄せください
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資源を再発見or新たにみつける→そだてる
→情報発信→誘客→振り返り→次へ、
というサイクルを回しながら、
地域の方々と共に地域の新しい価値創造を行っていきます
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社会を巻き込む
マーケティングで売上拡大
「三方よし」を目指す
クリニカの戦略
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躍動するDMO

表紙イラスト
小林マキ

観光・地域振興支援

！
自走する報発信
地域の情

デザイン
黒川聡司デザイン事務所
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編集
白谷輝英、遠藤敦則、岩崎美也子、
大西智与、木村康子、中野智子、
北嶋緒里恵、石澤里美、
松本百加里、田中香和子、
田村麻貴

心を動かす、日本を元気にする
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発行人・編集人
沢登次彦

研究で得た知見を広く発信していきます。
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