
2021年1月20日

常務理事 中村 晃

令和2年度 東京都立大学様 寄附講義

「ツーリズム産業論」

観光で日本にイノベーションを！

【配付用資料】



本日お話しする内容

Ⅰ. はじめに （自己紹介）

Ⅱ．観光の現状

Ⅲ. 日本観光振興協会 （JTTA) の事業説明

①日本観光振興協会の概要

②令和２年度事業の紹介
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はじめに（自己紹介）

1958年 大阪生まれ。

1981年 神戸製鋼所入社。新入社員でリビアに海外赴任。

1989年 ＡＮＡに転職。国際線マーケティング部門を経験。

マイレージ提携、スターアライアンス業務に従事。

2006年 営業推進本部顧客マーケティング部長

2008年 中国・広州支店長

2010年 ドイツ・中欧地区統括支店長（在フランクフルト）

2013年 ANAセールス副社長・旅行商品事業本部長

2014年 ANA執行役員

2016年 ANA上席執行役員欧州室長･兼ロンドン支店長

2019年 公益社団法人日本観光振興協会常務理事、現在に至る。
2



本日お話しする内容

Ⅰ. はじめに （自己紹介）
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※1960「所得倍増計画」

1964 東京五輪・東海道新幹線開業

1970 大阪万博・ボーイング747就航

1973 変動相場制

1985 プラザ合意

2003 SAAS・イラク戦争

2003 ﾋﾞｼﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

2008 ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ
観光庁発足

2011 東日本大震災

3,188万人

2,008万人

（社）日本観光振興協会
設立

2009 新型インフルエンザ
流行

日本の観光の構造

※日本政府観光局（ＪＮＴＯ）資料に基づき日観振作成

• 近隣諸国（東アジア）の経済発展
• ビザの緩和
• LCCの普及
• 観光地域づくり法（DMO）の設立

・
・
・

4



5

観光の重要性

UNWTO(国連世界観光機関)、
WTTC(世界旅行ツーリズム協議
会)では、次のように公表している

※UNWTOの資料に基づき日観振作成

国際観光客到着数
2018年 約14億0,100万人

世界観光輸出総額（国際観光収入）
2018年 約1兆4,000億米ドル



観光の経済波及効果・雇用創出効果

世界では約3億3000
万職世界全体の雇用の約10％

を占める大きな産業

世界における観光産業の雇用創出効果

世界全体のGDPの約10.3％
を占める大きな産業

世界では約8.9兆ドル
世界における観光産業の経済波及効果

出典：Travel & Tourism GLOBAL ECONOMIC IMPACT& TRENDS 2020 (WTTC)

日本における観光の経済波及効果

出典：観光白書 令和２度版
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国内における旅行消費額（2019年）

出典 : 観光庁 2019年年間値（確報）「旅行・観光消費動向調査」、「訪日外国人消費者動向調査」より抜粋

伸び代はインバウンドにあり！

でも国内旅行需要は依然重
要！
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訪日外国人旅行者数・出国日本人数の推移

リーマンショック 東日本大震災

VJ事業開始

※出国日本人数は2003年～2020年8月は確定値。
※訪日外客数は2003年～2019年12月は確定値。2020年1月～7月は暫定値。 出典：日本観光振興協会（JNTO)統計

新型コロナウイ
ルス感染症
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訪日旅行者数の変化

出典：日本政府観光局（JNTO）統計※2000年～2019年は1～12月の確定値、2020年は1～7月の暫定値。
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３２

５４

国際競争力のある観光地域づくりと
観光の基盤産業化に向けての支援

産業と地域の基盤・担い手となる
優秀な人材の育成

新たな観光魅力創出による
観光需要の創造

双方向交流の拡大と国際交流の推進

観光立国
の実現を
めざして

・観光地域づくり基盤・受け入れ態勢整備促進事業

・観光需要創造事業
・観光情報収集・情報提供システム整備事業
・調査研究事業

・観光交流活性化事業

２０１１年に「日本観光協会 (４７都道府県をはじめとする地域）」と「日
本ツーリズム産業団体連合会（運輸・ホテル・旅行会社などの産業界）」が
合体して「日本観光振興協会」としてスタート。

日本観光振興協会とは

観光産業をはじめ産官学の幅広いオールジャパン体制構築
と国民運動の展開

１

・政策提言事業 ・広報啓発事業

・観光人材の育成事業

組織活動・支部事業
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観光庁

日本旅行業協会
(JATA)

日本観光振興協会

(JTTA)

行
政

観
光
団
体

観
光
事
業
者

日本ホテル協会

日本旅館協会

地域観光協会

地方自治体

運輸・交通 旅行業 宿泊施設

観光施設

観光関連企業

・都道府県

・市町村

・都道府県観光協会

・市町村観光協会

・ＪＲ

・航空会社

・ホテル ・旅館

・バス、タクシー
・テーマパーク

・ＩＴｳｪﾌﾞｻｰﾋﾞｽ ・情報通信

・電気機器・製造業

・印刷業

・人材教育

・地図事業

・通訳業

・通信販売

・金融 ・損害保険
・劇場

・広告制作

・不動産

・私鉄
・旅行会社

等

等

等

等

等

地域

産業

官

日本観光振興協会会員領域

連
携

包括
提携

日本政府観光局
（JNTO）

独立行政法人国際観光振興機構

観光関係団体の構成（観光関係組織）
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観光関係団体の役割（活動領域）のイメージ

日本政府観光局
JNTO

日本旅行業協会
JATA

日本観光振興協会
JTTA

国内旅行 主に観光地域づくり

インバウンド 主にプロモーション

アウトバウンド
主にアウトバウンド

環境情勢
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日本観光振興協会の会員構成

2020年6月時点の会員数：712
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① 旅の安全・安心に向けた取組み

② 新しい旅のスタイル ～ワーケーション～

③ 酒蔵ツーリズム

④ Destination NEXTを活用した観光地域診断
モデル事業

令和2年度事業の紹介

2020年12月17日開催「日観振セミナー2020」から抜粋
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① 旅の安全・安心に向けた取組み

16

令和2年度事業の紹介

2020年12月17日開催「日観振セミナー2020」から抜粋



１．日本観光振興協会における旅の安全・安心に向けた取組み
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目的と役割

• 本プロジェクトは、新型コロナウィルス感染症の拡大を受けて

始まった「新しい生活様式」の中、消費者に安心して旅行に出

ていただける様、地域・産業界の取り組み情報を発信（共有）

し、「新しい旅のスタイル」の定着と旅行需要の創出に貢献し

ます。

↓                      

『旅行者・観光事業者・地域住民の三方良し』を目指します。
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Ⅰ

とにかく、できることから

2020年5月～8月
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協会のこれまでの「旅の安全・安心」への取組み

日時 概要

随時 メールマガジン等での情報発信

5月1日 新型コロナウィルスへの対応に関する支援・周知事項に関するページの設置

5月19日 第1回新型コロナウイルス対応についての現状把握調査

6月19日 Webシンポジウム「Withコロナを生き抜く地域と観光産業に向けて」開催

7月27日 令和2年度第1回国内観光促進委員会

7月28日 季刊・観光とまちづくり　「コロナ禍の観光情報発信」発行

7月30日 令和2年度第1回双方向交流促進委員会

8月6日 「新しい旅のエチケット」に関する動画の公開

8月7日 「旅の安全・安心を確保するための取組」登録・紹介サイトの公開

8月14日 第2回新型コロナウイルス対応についての現状把握調査
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フリーワード、
都道府県、業種、
分野で事例の検
索が可能

旅の安心の事例紹介

各カードをクリック
することで、事例
の詳細を閲覧する
ことが可能
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「新しい旅のエチケット動画」

• Go To トラベルなどにより、旅の安
全・安心がより重要になることから

• エチケットVER2（特に重点的に守って
いただきたいこと6項目）の30秒動画
をYouTube、協会ホームページ、全国
観るなびにおいて公開

• ほか、交通機関、公共施設、宿泊施設
等でも公開
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「新しい旅のエチケット動画」

23

（講義内にてご紹介済）



Ⅱ

「思いやり」と「観光らしさ」へ

2020年9月～12月
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観光の光で持続可能な社会を実現するために

新型コロナウイルスが夏を過ぎても完全に消えない中

• 旅行者にとっても幸せ

• 訪れる地域にとっても幸せ

な観光とは何か？必要なものは何か？

思 い や り
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「新しい旅の思いやり」動画
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（講義内にてご紹介済）



協会のこれまでの「旅の安全・安心」への取組み

日時 概要

随時 メールマガジン等での情報発信

9月18日 「新しい旅の思いやり」動画の公開・リリース

9月24日 令和2年度第2回国内観光促進委員会

9月30日 Go To トラベル東京解禁に向けたリリース発信

10月8日 令和2年度第2回双方向交流促進委員会

10月29日 ツーリズムEXPOジャパンでの泡盛をつかった高濃度エタノールの配布

11月下旬 「いつかきっと会いたい！」動画の募集
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２．地域が取り組む安全・安心に向けた
取組みについて
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第３回アンケート調査について

調査期間：令和2年12月24日～令和3年1月15日

調査対象：都道府県観光連盟・市町村観光協会会員：117

登録DMO・候補DMO：293 計410組織

調査内容（一部抜粋）

・地域での観光客受入

・地域住民の理解促進に向けた取組

・DMO・観光協会の広報活動

・安心・安全対策導入状況と地域全体の仕組み

地域が取り組む安全・安心に向けた取組みについて
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３．Go Toトラベル後とインバウンド再開時に
求められること

～国内観光促進・双方向交流促進委員会での議論から～
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双方向交流促進委員会（通常時）

海外との双方向交流に関する委員会内での情報交換や地域との意
見交換会、支援事業などを実施。

国内観光促進委員会（通常時）

国内観光の動向などに関する委員会内での情報交換や休暇取得推
進に向けた調査・啓発活動などを実施。

新型コロナウイルス感染症の
世界規模での感染拡大

国内観光促進委員会（今年）

Go Toトラベル終了後でも、お客様に国内旅行を続けていただくた
めには、今のうちに我々は何を準備すべきか？の検討と共有

双方向交流促進委員会（今年）

訪日レジャーの制限事項が解消された後、及びオリパラの開催に
備えて、今のうちに我々は何を準備しておくべきか、の検討と共
有



1.目的と進捗状況

(1)目的

Go Toトラベル終了後でも、お客様に国内旅行を続けていただくためには、
今のうちに我々は何を準備すべきか？の検討と共有

(2)進捗状況

・7/27第1回目でサクラクォリティ北村代表から新型コロナ感染症対策

・9/24第2回目で最新情報の共有と、委員からのアンケートに基づく

課題の抽出

32

国内観光促進委員会



2．見えてきた課題と対策の方向性

（1）ガイドラインと現場との差
…最初のガイドライン策定から半年、新しい知見や様々な知恵が

実際の運用に活かされ、改善が加えられつつある。

（2）一定の基準や認証制度が必要
…どこまで突き詰めればいいのか？がまだ見えない。

（3）安心安全対策のアピール
…やっていることはお客様に知っていただきたい。

（4）安心安全対策の価格への転嫁
…対策コストをお客様に対価として評価いただけないか？
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国内観光促進委員会



3．今後の展開案、必要な取り組み

・「サクラクォリティ安全行動基準(第17版)」に基づく感染症対応

の具体的な対策プログラムの実践（宿泊事業者以外で初）。

・日本観光振興協会ホームページでの効果的な周知
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国内観光促進委員会



1.目的と進捗状況

(1)目的

訪日レジャーの制限事項が解消された後、及びオリパラの開催に備えて、

今のうちに我々は何を準備しておくべきか、の検討と共有

(2)進捗状況

• 7/30第1回目で渡航医学センター西新橋クリニック大越院長・理事長に
ご講義をいただいた。

• 10/8第2回目で大越先生による最新情報の共有と、訪日旅行の意向のあ
る旅行客(※TripAdviser)、在外エージェント(※JTB-GMT)からのデータに
基づき、目的に対する課題を抽出した。
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双方向交流促進委員会



2．見えてきた課題と対策の方向性

（1）入国検疫の円滑化

国境往来時に検査結果（ワクチン接種履歴）を示す世界共通の電子証明書の開発

・コモンズ・プロジェクト（TCP）「コモンパス」

・国際航空運送協会(IATA)「トラベルパス」

（2）日本国内での感染に備えた対処策

①医療ルートの明確化

②感染症レベルの運用変更を想定した旅行保険の必要性

③感染対応教育を受けた通訳案内士の充実

（3）訪日客と日本の国民性・文化の差を埋める取組みの重要性

36

双方向交流促進委員会
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アンケート結果 Q4.感染予防対策に対する意識

Q4. 感染予防の観点から受入側が以下の事項をお願いする場合、あなたは下記項目をお客様に同意いただけると思いますか

141

130

117

74

135

9

10

25

61

11

7

18

15

23

11

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

飲食店でのセットメニューによる（ビュッフェスタイルを避ける）食事の提供

37.5℃以上の発熱、咳、倦怠感等の症状が見られ感染症が疑われる場合の旅

行の離団

毎日の体温計測と体調管理の報告

移動中の車内や機内において会話の自粛や小声での会話

旅行開始から終了までマスク着用、手洗い、うがい、手指消毒の実施

同意される 同意されない わからない

「移動中の会話の自粛や小声での会話」は同意されないという意見が40％程度あった。

それ以外の日本でのガイドラインで対応している状況については概ね同意されるという意見が多かった。

双方向交流促進委員会



3．今後の展開案、必要な取り組み

• 訪日を受け入れる「日本側の旅行会社」「受入れ地域(ＤＭＯ等)」

の考え方の調査による発受の準備状況や意識の差の明確化

• 日本の安心安全対策と感染状況をベースに、ＪＮＴＯと連携した

「郷に入りては郷に従う」を訴えるプロモーションの必要性

• 入国後の発症を不安視する訪日客ニーズを捉えた保険商品開発に向けた

保険会社との勉強会の実施

• 地域(DMO、市町村、街づくり協議会など)で感染症対策、危機管理対策

を実施し、レジャーインバウンド解禁後も見据えて観光マネジメント力

をつけようする地域のレベルと取り組み事例を掘り起こし、各地域にも

展開できるように支援すること

• 解禁後、一挙に重要性が増す通訳案内士への感染症対策教育

38

双方向交流促進委員会



②「新しい旅のスタイル ～ワーケーション～」

39

令和2年度事業の紹介

2020年12月17日開催「日観振セミナー2020」から抜粋



新しい旅のスタイル
～ワーケーション～

経団連×日観振×WAJの取組み

45



（出所）内閣官邸 観光戦略実行推進会議（第41回）議事次第（令和2年12月3日）
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●コロナ禍で落ち込んだ観光需要回復が急務であるが、
旅行時期・場所を分散するなど、感染リスクを軽減する
「新しい旅行スタイル」の普及が必要

●日本の観光の課題と解決ポイント
特定の時期・場所に集中(密が生じやすい)⇒休暇分散化
短い旅行日数(消費額低迷)⇒休暇取得しやすい環境作り

●テレワーク等の普及による働き方の多様化も進む

⇓
交流・関係人口の創造、地域経済活性化

ワーケーションの活用が有効

42

ワーケーションに取り組む必要性



※GoToトラベル事務局HP（旅行者向け）

43

分散型旅行



①観光地で仕事(ﾘｿﾞｰﾄﾃﾚﾜｰｸ)

日本型ワーケーション

水 木
(祝)

金 土 日 月 火

Ａ 出勤 休 有休 休 休 有休 出勤

Ｂ 出勤 休 ﾃﾚﾜｰｸ 休 休 ﾃﾚﾜｰｸ 出勤

②ブレジャー

③オフサイト会議(団体での研修)

④仕事と休暇を重ねて織り込
んだｽﾀｲﾙ

リゾート滞在

出張先とその周辺

仕事

アクティビティ

仕事

休暇

ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽの利用、副業

★仕
事

★仕
事 アクティビティ

仕事
(出張)

休暇 休暇
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（出所）田中・三科（2020）「コロナ禍以前の従業員のワーケーションへの
評価と利用意向に関する考察」日本観光研究学会 を元に日観振作成



１ 企業側のメリット作り

長期休暇取得推進、働き方の多様化、経費削減・生産性の向上

２ 利用者側の経費負担の軽減

企業側の補助制度

３－１ 休日に仕事した場合の措置

手当化など

３－２ テレワークにおける労務管理など

４ 地域(受入側)の課題
コロナ対策徹底、環境整備、交流・関係人口創出、情報発信、人材

45

ワーケーション拡大に向けた主な課題



１ モデルケースづくり

企業と地域のマッチング

２ 政策的要望の取りまとめ

３ 労働法制との整合性の整理

実施企業への補助、軽減税制など

46

今後の主な取り組み（案）



・ ・
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経団連・日観振・WAJ 3者連携による推進



●当協会・経団連・ワーケーション自治体協議会(WAJ)

の三者で事業推進

●ＴＲＹワーケーション（モニターツアー）の実施

経団連

• 実施希望企業の募集と
ニーズの把握

• 日観振・ワーケーション自
体体協議会への紹介

• ・参加社員の健康状況確
認

日観振

• モデル事業へ参加する自治
体や施設の選定

• モデル事業の啓発活動

ワーケーション自治体協議会

• ワークスペースや宿泊
施設等の受入環境整備

• 地域に関する情報の提
供

●啓蒙活動（シンポジウム）の実施

●観光庁との情報共有

48

具体的な進め方



• 地域との関わりを通じた経済社会の活性化への貢献
• 地域での経験を通じた社員の成長
• 社員のエンゲージメントの向上
• 空間を変えることによる業務の効率的・効果的な実施

〔地方自治体〕

地域課題の解決

〔観光産業〕
小規模分散型
観光の推進

〔企業〕

付加価値の
創造

• 滞在期間の長期化による地域経済の活性化
• 自治体と関係者の連携による地域づくり
• 関係人口・交流人口の獲得
• 地域のもつ魅力の発信・理解促進

• 平日、閑散期への分散促進による需要の底上げ
• 観光地の分散による新規需要開拓
• 小規模旅行促進による新たな顧客満足追及

地方自治体、観光産業、企業のそれぞれに価値ある取り組みとする

54

経団連・日観振・WAJの連携により推進する「ワーケーション」



③「酒蔵ツーリズム」

令和2年度事業の紹介

2020年12月17日開催「日観振セミナー2020」から抜粋

50



１．事業概要

「酒蔵ツーリズム」

56
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酒蔵ツーリズムとは

「利き猪口の中には、日本が詰まっている」と言われるように、お酒造りにはそこに
関わる地域の方々の物語がたくさん存在します。

酒蔵ツーリズムとは、日本酒・焼酎・泡盛・ワイン・ビールなどの酒蔵を巡り、地域
の方々と触れ合い、お酒を味わう。
そして、そのお酒が育まれた土地を散策しながら、その土地ならではの郷土料理や伝
統文化を楽しむ旅行のことです。

世界中のお酒ファンの方々に、その地でしか味わえない「酒蔵ツーリズム体験」を是
非楽しんで頂ければと思っております。

■公式サイト：https://www.nihon-kankou.or.jp/sakagura/
※2020年3月下旬より新しくなりました

「酒蔵ツーリズム」

https://www.nihon-kankou.or.jp/sakagura/
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①国内の状況

・日本産酒類全体の国内出荷量は減少傾向にあり、特に若者には日本酒離れがおきている。

・日本全国の酒蔵の数はこの20年で約3,000から約1,400へ減少しており、特に中小の酒蔵では厳しい経営状況が

続いている。

②海外からの需要

・日本産酒類の輸出量は、日本食ブーム等を背景に増加傾向にある。

・2018年の訪日外国人は3,000万人を超え、2020年には4,000万人を目指している。

・行き先や目的の多様化が進んでおり、日本でしか体験できない食文化やそれを育んだ各地域の歴史・伝統などにも

関心が強まっている。

①地域経済・産業の状況

過疎化・高齢化・後継者不足などによって、地域全体の農業や地場産業が衰退傾向にある。

②地域内での連携

単体での推進・集客は難しく、自治体をはじめ地域のステークホルダーと連携して、観光客対応の整備や

情報発信・マーケティングデータの管理を行う必要がある。

③他地域・異業種との連携

他地域の先進事例の共有や異業種との連携の機会が少ない。

④インバウンド観光客対応

インバウンド観光客への対応・プロモーション方法について情報が不足している。

⑤交通網の状況

鉄道やバスの廃線、ダイヤ縮小などが行われているが、観光資源の連携のためには二次交通の整備も重要であ

る。

外
部
環
境

地
域
の
課
題

酒蔵ツーリズムを取り巻く状況
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■インバウンド観光客の需要

【A】訪日前に期待していたこと

①日本食を食べること

②ショッピング

③自然・景勝地観光

④繁華街の街歩き

⑤温泉入浴

⑥日本の酒を飲むこと

【B】今回の訪日時にしたこと

①日本食を食べること

②ショッピング

③繁華街の街歩き

④自然・景勝地観光

⑤日本の酒を飲むこと

⑥温泉入浴

【C】B内での満足度

①日本食を食べること

②自然・景勝地観光

③温泉入浴

④ショッピング

⑤繁華街の街歩き

⑥日本の酒を飲むこと

■地域の観光資源

・インバウンド観光客は、日本の酒への関心度と満足度が高い

・日本の酒や酒蔵見学は、インバウンド観光客の関心度が高い「日本食、ショッピング、自然・景勝地観光」との関連性も高い

⇒ 酒蔵は、食や観光資源を繋げ、ツーリズムの需要を創出できる存在

酒蔵郷土料理

温泉
自然

景勝地
祭

神社
仏閣

日本の酒日本食

様々な観光資源

飲食で連携 観光ルート
で連携

（観光庁 訪日外国人の消費動向 平成30年 年次報告書より）

史跡

酒蔵ツーリズムを取り巻く状況
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観光協会・DMO

酒造組合

日本観光振興協会
都道府県
市区町村

郷土
料理

温泉

自然
景勝地

祭
イベント

神社
仏閣

史跡

酒 蔵

支援 支援

・ツアー商品の造成

酒蔵ツーリズムによって、地域全体に継続的な経済波及効果が生み出され

「地域活性化」へと繋がっていくことを目指します。

・食との連携

（日本酒と郷土料理や世界各

国料理とのペアリング、フー

ドツーリズムやガストロノ

ミーツーリズムとの連携）

・地域との連携強化

（二次交通整備、企画乗車券

の造成）

・インバウンド観光客対応

（インバウンド観光客向けのガイ

ドツールや対応マニュアルの整

備、通訳案内士の研修、インバウ

ンド観光客対応セミナーの開催）

・情報の発信

地域振興 販路拡大
インバウンド観光客

集客人材育成 インフラ整備情報発信

酒蔵ツーリズムの展開イメージ



２．事業内容

61
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モデル地域づくりの支援

・やまがた観光キャンペーン推進協議会（山形県）、兵庫・北播磨インバウンド推進会議

（兵庫県）のモデル事業を支援

会員共同プロモーションの実施

・日本観光振興協会、日本旅行業協会、JNTO主催『ツーリズムEXPOジャパン』にブース出展

・日本酒造組合中央会主催『日本酒フェア』にブース出展

・オフィシャルサイトhttps://sakefan-tourism.com/及びSNSの運営

会員向け施策の共有・標準化

・英語版 酒蔵ガイド・マニュアル等の『外国人受入態勢標準化ツール』を作成、共有

酒蔵モニターツアーの実施

・高感度富裕層向けモニターツアー『郵船クルーズ（飛鳥Ⅱ）と連携による

酒蔵及び地域観光のオプショナルツアー』の実施（福井県敦賀市）

・海外高感度富裕層向け通訳案内士によるモニターツアーの実施（福島県会津若松市他）

・通訳案内士を活用した外国人向け酒蔵ツアーの実施（千葉県香取市佐原）

事務局運営

・事務局運営（総会・運営委員会の開催、会員向けメール配信など）

平成28～30年度の酒蔵ツーリズム事業実績

https://sakefan-tourism.com/
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2018/6/16 日本酒造組合中央会主催『日本酒フェア2018』にブース出展

2018/9/20～23 日本観光振興協会、日本旅行業協会、JNTO主催『ツーリズムEXPOジャパン2018』にブース出展

平成30年度のプロモーション事業実績
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DMO形成支援

・一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社（海の京都DMO）のモデル事業を支援

会員向け施策の共有・標準化

・中国語版 酒蔵ガイド・マニュアル等の『外国人受入態勢標準化ツール』を作成、共有

酒蔵モニターツアーの実施

・海の京都ナイトタイムコンテンツを活用したメディア・エージェント向けフードツアー

（京都府北部5市2町（福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町））

・東京酒蔵巡り視察ツアー（東京都多摩市）

研修会の開催

・通訳案内士・観光関係者・協議会会員向け

第1回 酒蔵ツーリズム研修 ～美酒県山県の酒を知る～（東京都北区）

・観光関係者・協議会会員向け

酒蔵ツーリズム研修プロフェッショナルセミナー （大阪府）

・観光関係者・協議会会員・一般向け

第2回 酒蔵ツーリズム研修 ～東京の酒を知る～ （東京都北区）

事務局運営

・事務局運営（総会・運営委員会の開催、会員向けメール配信など）

・オフィシャルサイトhttps://www.nihon-kankou.or.jp/sakagura/及びSNSの運営

令和元年度の酒蔵ツーリズム事業実績

https://www.nihon-kankou.or.jp/sakagura/
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2019/6/15 日本酒造組合中央会主催 『日本酒フェア2019』にブース出展

2019/10/24～27 日本観光振興協会、日本旅行業協会、JNTO主催 『ツーリズムEXPOジャパン2019大阪』にブース出展

2020/2/8～9 日本観光振興協会主催 『晴レの酒、花の宴。』の開催

令和元年度のプロモーション事業実績
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事業１：研修事業

①観光関係者・協議会会員向け酒蔵ツーリズム研修（3月オンライン予定）

事業２：プロモーション事業

①酒蔵関連情報の集約、サイト運営と更新

・オフィシャルサイト及びFacebook・Twitterでの情報発信

②ツーリズムEXPOジャパン2020沖縄にブース出展

・会場にて海外のメディア・エージェントとのビジネスマッチング

・酒と食のペアリングへの取り組みとして、泡盛と相性の良い沖縄県産食肉を使った料理を提案・提供（協力：沖縄県畜産振興公社）

・沖縄県で初めて認定された日本遺産のコンテンツである「泡盛」の歴史・文化や地域特性を発信

・沖縄県酒造組合と連携し、泡盛を使った消毒液（高濃度エタノール製品）を来場者並びに出展事業者に配布

事業３：協議会自主事業

①会員相互の交流、情報交流機会の提供

②食との連携強化事業（郷土料理や世界各国料理とのペアリング、フードツーリズムやガストロノミーツーリズムとの連携）

③地域DMOとの連携による着地商品化、海外へのプロモーション支援

④酒蔵ツーリズムに関する調査・提言活動 （2021年1月15日現在）

令和2年度の酒蔵ツーリズム事業実施状況



④「Destination NEXTを活用した観光地域診断」
モデル事業

令和2年度事業の紹介

2020年12月17日開催「日観振セミナー2020」から抜粋
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Destination-NEXT とは？

63

Destinations International （米国DMO統括団体）と
NEXT FACTOR社（カナダ）が共同で開発した
主に Future Study と シナリオモデル から成る、

地域の合意形成を促進支援する観光地域診断ツール。
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Future Study 調査地域

世界55か国、521の地域で実施
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Future Study とは

世界的な52のトレンドと、64の戦略を定義 ＜トレンドランキング例＞

１．旅行客はユニークかつ本物の旅行体験を
ますます求めるようになっている

２．一般の人々による、SNS上等でのあらゆる
情報の作成・拡散が、デスティネーションの
ブランド、体験の価値を押し上げている

＜戦略ランキング例＞

１．自分のデスティネーション組織は、将来、
地域社会との関わりを強化する予定だ

２．自分のデスティネーション組織は、デスティ
ネーションにおける合意形成の面でより中心
的な役割を担う予定だ



シナリオモデルとは

１．対象・・・ その地域の行政や地域関係者（議員、住民組織等）、
観光事業者（ステークホルダー）

２．内容・・・ 約200項目からなるアンケート調査

３．結果・・・ 地域のポジションや、
アンケート調査対象者の地域に対する意識が可視化される

66
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シナリオモデルの実績



◆地域で観光に携わる、幅広い
業種の方を対象とする

◆その地域によって、対象者を
カスタマイズすることが可能
（例えば、林業や漁業従事者を
対象としたい場合は「その他産
業」に当てはめる）

68

１．調査対象

大カテゴリ 小カテゴリ

県議会

議会

行政 行政

DMO DMO職員

観光協会

宿泊

飲食・お土産

観光施設・体験

芸術/歴史/文化

イベント

会議等施設

交通

旅行代理店

議会

観光関連

団体・

事業者

大カテゴリ 小カテゴリ

商工会

自治会等

地域振興団体

教育

報道

小売り

その他産業

地域関係者

・他産業

事業者
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２．調査内容

 「観光地域としての強み（Destination Strength）」
をあらわす10項目

 「観光地域における観光への支援の強さと連携
（Community Alignment）」をあらわす10項目



①先駆者

④探検者

③航海者

②登山家

地域との関係が強い

開発中の
観光地域

地域との関係が弱い

確立した
観光地域

◆シナリオモデルからわかること

・自分たちの地域がどのモデルに該当するか

客観的に診断・評価することができる

・ステークホルダー毎にも集計が可能なので

事業者ごとの意識の違いなども明らかとなる

 シナリオモデル

①確立した観光地であり地域連携が強い「先駆者」

②確立した観光地であるが地域連携が弱い「登山家」

③開発途上の観光地であるが地域連携は強い「航海者」

④開発途上の観光地であり地域連携が弱い「探検者」

70

３．診断結果 ①

＜シナリオモデル＞

縦軸：
「観光地域におけ
る観光への支援の

強さと連携」

横軸：「観光地域としての強み」
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３．診断結果 ②

●調査対象者の属性に関わらず、①先駆
者の象限に回答が集まっている。そのこ
とから、観光地域として優れていると同
時に、地域もまとまっている

●議員は、その地域を①先駆者と考えている

が、それ以外の調査対象者は④探検者と認識
している。地域としてまとまりに欠け、合意
形成、戦略策定、実行が困難なことが想定さ
れる

①先駆者

④探検者

①先駆者
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３．診断結果 ③



• 会場では、スクリーンにアンケート調査結果が

• リアルタイムで映し出され、その場で結果がわか
る！
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実際の調査の様子（秋田犬ツーリズムの例）



Destination-NEXT のメリット

 事業計画の方針策定や優先順位決定に活用できる
 既存の計画、戦略等の改良点の洗い出しや深堀に活用することができる
 今後のDMOの事業推進時に地域関係者の理解や協力が得られやすくなり、

円滑な事業実施や関係者間の信頼関係構築へつながる

地域のより多くの方の合意に基づいた
魅力ある観光地域づくりにつながる！
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本年度のDestination-NEXT 実施地域・スケジュール

 佐渡観光交流機構
（新潟県）

結果をもとに今後の地域の
事業計画への反映等を検討

 秩父地域おもてなし観光公
社（埼玉県）

9月 実施地域決定

10月 NEXT FACTORと3者
キックオフミーティング

11月 アンケート調査項目案
をDMOからNEXT FACTOR

へ送付→調整

12月 調査対象者を確定し、
ご案内を送付

1月 D-Next調査実施

2月 結果の共有ワーク
ショップを開催

【課題点】

・観光事業者のすそ野が広く、皆やる
気はあるが同じ方向を向けているの
かわからない

【調査対象者】

・幅広い観光事業者の意見を聞くた
め、対象者を500～600人に決定

【課題点】

・既存のマーケティングプランと観光
事業者の考えの方向性が同じか確認
したい

【アンケート調査項目】

・労働環境や自分たちの仕事に対す
る満足度を確認する項目を追加
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今後のDestination-Next実施状況について

日本観光振興協会ウェブサイトから
ご覧いただける「DMOなび」にて、
各地域でのD-Nextの実施状況を
更新中！

https://www.nihon-kankou.or.jp/dmo/



ツーリズム産業界の構成（まとめ）

ツーリズム産業

旅行業

宿泊・
サービス業

運輸業

観光
土産品業

テーマパーク・
観光施設業

イベント・
コンベンション業

関連団体
NPO法人

行政機関

調査研究
団体

経済団体

公共施設
公共サービス

環境・自然
保護団体

政治団体

学術・文化
団体

労働団体

学校教育
機関

社会教育
施設

調査研究
サービス業

人材派遣業

金融/保険業

クレジット
カード業

娯楽・
スポーツ
施設業

飲食店業

小売業

農林水産業

製造業

情報・IT

サービス業

広告業

新聞・
出版業

建設業

放送業
映像

制作業

道路貨物
運送業

環境・自然
保護団体

商社・
貿易業

ツーリズム
関連産業

当協会 会員企業業態は赤字・下線付 77



“皆さん一人一人がトラベラー（旅行者）です。“

“皆さん一人一人が将来何らかの形で観光分野に
関わる可能性があります。“

“来たれ！日本観光振興協会 (JTTA) に！”

最後に
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ご質問・ご意見は、日本観光振興協会・中村まで
a-nakamura@nihon-kankou.or.jp

本日は貴重な機会をいただきありがとうございました。


