
＃10 富山大学経済学部経営学特殊講義「地域の観光資源と活用戦略」  

12/14 地域観光資源の活かし方「旅行業から観光産業化へ」 （株）JTB 中部木村ともえ課長  

 

インフラ整備  

 

イベント開催  

Q221 東京オリンピックに向けた企画はあるのか  

A ある  

国の施策として、文化の醸成（文化庁プログラム）や観光庁の施策がスタートしている。観光庁の場合は、

公共インフラの整備がすでに始まっている。たとえばワイファイの整備、観光案内所の整備強化や、旅館

ホテルなどの外国語の WEB サイト構築費支援、面白いところでは和式から洋式トイレの補助金もある。

東京オリンピックに向けた民間の企画は、スポンサー契約の範疇で考えている。ただしオリンピックとい

う名前やロゴを使ったキャンペーンなどの企画リリースに対しては IOCの厳しい制限があるためオフィシ

ャルにはまだまだなっていない。オフィシャルスポンサー以外では、オリンピックの合宿を受ける地方で

ボランティアガイドの養成など取り組みがある。  

 

Q214 ニーズが多様化していることから、富山のブランドを活かした高価格の旅行の内容を考えると良いの

ではないかと思ったのですが、どのような企画が考えられますか？  

A 今後旅行者人口が減るので、客単価をあげて収益を上げるという考え方は経営継続性、維持の観点から重

要。旅館であれば設備投資でリニュアルをはかり客室単価を上げることができる。  

富山の場合は食事の評価が高いため、食事の仕入れを上げて料理の単価をあげることは短期的な取り組みと

して可能性が高い。高付加価値の高価格の旅行を提案するなら、唯一無二の価値をさらに高めること。  

富山の場合は五箇山世界遺産というブランドをうまく使い、滞在型観光の地域合意がはかれれば高単価ツア

ーの可能性が高い。  

 

情報発信  

Q102 旅行ツアーを組むときに、自分が行った事のない土地を紹介するときは、どうするのですか？実際に

その土地に行くのですか？  

A できるだけ行くようにします。JTB の場合は海外の在外支店があり、受け地の JTB に聞くことができま

すし、お客様の受け入れをお願いすることができます。  

 

Q114 インバウンドに向けたプロモーションは、富山湾に関する業種がまとめてすべきなのか、個々の業種

別にすべきなのか  

A 訴えたい「ネタ」と市場によりけりです。  

プロモーションの目的は、広くあまねく認知度を高める事と、ある程度クローズされた市場に対してとが

らせた素材で認知度を高める事の大きく 2 種類。富山湾に関する業種がまとめてする場合に訴えたい事と、

個々の業種が別にするメリットを上記の考え方に照らして考えてみると整理がつきます。  

大きなくくりの場合は、その場所を選んでもらう一助に、個々の場合は 1 事業者が利益を得るための行為

で、結局その地域に利益をもたらす活動になります。  

 

 

Q116 観光客にシェアさせる方法はありますか？  

A 人を引き付ける驚きや意外性、思い込みとのギャップによって生まれる驚き  

 

Q117 よそ者の視点をアンケートなどで聞いて、地域の人によそ者の意見を言ったりしていますか？  

A 質問の意味が、外部の方の観光評価を、住んでいる人に伝えているかということでしたら、お伝えしてい

ます。ただし、外部評価は個人の嗜好もはいり、捉え方がむつかしい場合があります。  



その場合は、おすすめ度を聞く（7 段階評価の何段階か？）などして指標化して地域の方にお伝えします。  

 

Q202 富山県は県民と旅行者の意識のマッチングが出来ているのは自然、魚くらいだと思います。それ以外

に富山県の強みとして推せるものはありますか？  

A 「暮らし」の豊かさ。これだけ二次産業が盛んであっても、自然が美しい富山県は環境配慮の点では強み

です。たとえばスイスの高級時計が高く売れるのは、スイスの環境の美しさが「暮らしの質」を感じさせ、

結果価値を上げている。自然を放置するのではなく、大切に守りながら暮らしと融和させる「知恵」は大

きな財産です。  

 

Q210 富山の地酒は非常においしいのに全く知られていない。なぜでしょうか？お魚が美味しいならお酒も

おいしいと世間に知られてほしい。  

A そうですね。もっとみなさんがお酒を飲んで、おすすめをしてください。  

お酒をとりまく環境にも注目してください。飲料は習慣性が高いので、実はライフスタイルにも関係する

と言えるでしょう。  

現在では従来型の酒屋さんがどんどん減っており、コンビニのお酒の取り扱いが増えています。簡単に手

軽に飲めるリキュールの出荷が右肩上がりです。日本酒との接触率が減っていることで、以前よりも目立

たない存在になってしまったのかもしれません。美味しいから好まれるという市場環境ではなくなってき

ています。多様化することで、埋もれる考え方もあります。  

 

Q212 木村さんは今まで行った事のない土地へ行ったらどのように魅力を発信しますか  

A インスタグラムで発信する事もしますが、とにかく友達に伝えおすすめしまくります。  

 

Q219 富山観光ナビを見てとても分かり易そうなサイトだと思ったのですが、他の県にもこのようなものが

ありますか？  

A あります。私も手掛ける熱海市のサイト http://www.ataminews.gr.jp/ は似ています。  

ポータルサイトとしての目的は、検索に対する答えを十分に持つことです。  

ほか、100 万回 PV をほこる４ｋ画像のサイト鹿児島県も参考になります。 http://kagoshima-trip.jp/drone/ 

これは認知度向上のために「すごい」と思わせ気をひかせ認知度を上げる戦略です。  

 

Q223 富山湾の良さを伝える際に何かギャップを使って良さを伝えたいと思ったのですが、どのようにした

らより良く伝えられるでしょうか  

A 富山湾の当り前が県外者の当たり前でない品質。湾そのものにギャップがあるというより認識のギャップ。 

  ※余談ですが、富山県の人は県外の旅館の人にとっておもてなしし辛いお客様とも言われています。そ

れは平素の食事の海産物の新鮮さのレベルが高すぎるからだそうです。  

 

Q225 富山ではたくさんの観光スポットがあるが殆どは冬に参加出来ません。冬でも友達に紹介できる旅行

スポットを教えてもらえませんか  

A どこに行きたいかどんな友達とどんな風な過ごし方をしたいかで変わります。  

スキーは冬の観光体験です。  

 富山市内とした場合、富山の薬のルーツをたどりながら暖かい体験の 1 日はいかがでしょうか。雨でも下

記コースは大丈夫です。  

例）富山ガラス工房（夏は暑いが冬はガラスづくり体験が温かい、しかもオリジナルで値段も手ごろ。思い

出になる。）→喫茶（作家さんのグラスが特徴）→ガラス美術館（本物体験は自分が体験するとその凄さが

わかるのでは？）  

また新湊の昼セリとゆでガニを食べに行くのも仲間とわいわいするにはいいと思います。市場で魚をえらび、

刺身にしたり焼き魚にしたり調理方法もえらべます。魚バイキングのような雰囲気です。  

 

http://www.ataminews.gr.jp/
http://kagoshima-trip.jp/drone/


Q229 まとめサイトやツイッターとつながったり、常に確認していたりしているのか。まとめサイトを投稿

しているのは観光業のプロなのか。パンフで紹介しているお得プランは本当に自分で組むよりお得なのか。 

A そもそも SNS は、だれでも発信できるツールです。まとめサイトとツイートが連動しているかという意

味の場合、まとめ記事の内容により変わります。サイトの記事にはたいていツイートボタンがあるので検

証してみてください。  

 まとめサイトの投稿が旅行業のプロとは限りません。よって広告として商いにした場合コンプライアンス

を問われます。  

※現在 DeNA の投稿に関する不信感もあり今後編集サイトはコンプライアンスが厳しくなると思います。  

 パンフのプランがお得かどうかは、すべてが、とは断言できません。  

 しかし、旅行会社が売る場合には商品のお得ポイントがたいてい書かれています。企画により単純に値段

が安い、コース内容が充実しているなど切り口はさまざまです。  

 

Q308 現在、JTB さんが SNS などを通じて利用者個人に富山をはじめとする地元を宣伝させる、宣伝させ

たくなるようなキャンペーンなどの取組みは行っているのでしょうか  

A JTB のフェイスブックではイベントを中心に発信を取組んでいます。 五箇山の冬のライトアップツア

ーなど。  

 

 

Q310 富山の魅力を伝える上で「美しい富山湾」と景観を思わせるような言い方をすることが良くあります。

しかし、配布されたトリップアドバイザーの資料には海関連のものが一つもありませんでした。このよう

な伝え方に疑問を抱かれたこと、富山湾の食材が～といった伝え方の方が良いのでは、と思われたことは

ありませんか？  

A トリップアドバイザーの評価は観光施設が対象です。なので食を押し出すには無理があります。  

ホタルイカの身投げはもっと評価されてもいいと思いますし、雨晴海岸は評価される景色だと個人的には思

います。一方食の観点でいくと旅行者の評価は日本でも指折りです。  

 富山湾の食材が～といった伝え方の方が良いのでは、という意見はその通りです。  

ブランド（選ばれる理由）に関係しており、今後もっと外部の方にお伝えし、富山の食材を目当てに旅行

にきてもらいたいと思います。  

 

Q315 食事が注目されているというお話がありましたが、今年発売された富山・石川のミシュランの本があ

まり注目されていない気がします。それをうまく利用するプランはありますか？  

A ミシュランのお客様でお店の予約がなかなか取れないと聞いていますので、食ツウの人には届いているよ

うです。  

あまり注目されていない～ということですが、注目の度合い、インパクトの問題でいくと、広く浅くでなく、

食ツウの人にむけての富山の話題となり消費につながっているようです。  

ミシュランを活用することに対しては、ルールを守ることが必要です。ミシュランの名前は、オリンピック

と同じでパテントがあり、勝手には使えません。  

ミシュランの評価にとらわれず、食の評価のひとつとして継続発信することを価格やターゲットを細分化し

て告知することや話題性を喚起することが必要だと思います。  

 

Q216 若年層の観光離れがあると思うのですが、若い人を観光へ引き込む仕掛け、方法などはありますか？  

A 昔は団体旅行があり老若男女旅行にいく「理由」が必然的にありました。今は旅行自体の経験が減ってい

る傾向があります。旅行を楽しいと思うきっかけがないと、旅行から離れてしまうのはある意味やむなし

です。観光庁も動き出しています。  

http://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000047.html 

私個人の意見になりますが、憧れや想像力を育つ教育が長期的に必要であると思います。楽しいと思う経験、

同行者と共感する時間の使い方、遊びの効果は人生に大きな学びがあります。  

http://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000047.html


 

Q408 シェア（口コミ）の重要さについてお話がありましたが、県民と旅行者のマッチングのための材料探

しで、SNS サイトでの検索などは有用であるか教えて頂きたいです。  

A ある程度有効だと思います。  

たとえば、地元の人がいく店に行きたいのが旅行者です。逆に旅行者の UP したインスタグラムの風景を

地元の人が再認知して感動するという事があります。「子供の時以来いっていない場所」に代表される記

憶にないけれど行ったことがあるとう思い込みパターンです。外部の評価をうけて、改めて住民がその土

地の素晴らしさを感じる事はよくあるケースです。ご自身に思い当たることはありませんか？  

 

 

連携強化  

Q108 旅行会社と地域の連携が大切とおっしゃっていましたが、旅行会社の要望・期待に地域は応えられて

いますか？  

A 必要と双方が思った場合はうまくいっています。利害関係の一致と、役割がわかれている場合は効果が得

られます。  

 

環境保全  

 

観光政策  

Q104 旅行者と居住者の考えのちがいはどのようにしたら縮まりますか？  

A 408 の問にもあったように、客観性は気づきを与えます。  

短期的ですが、県外にでる（海外含む）と自分の県や国が客観的に見れるものです。海外に行かなくても  

多面的な考えをもつために、書物を読んだり、新しい友達と会話したり、冒険することが結果的に縮まるこ

とになります。  

 

Q105 今日説明された地域参加型の観光まちづくりはうまくいっていますか？反対、文句などありませんか  

A 反対や文句はあります。反対や文句は決してマイナスではなく、その地にとって最適を見つける過程での

茶飯事として捉えています。答えや正解は初めからありません。正解と思うものを合意していくのが地域

参加型の観光街づくりです。  

 

Q403 アウトドア派が減ってインドア派が増えてきている中で、どうやって旅行客を呼び込むか具体的に教

えて下さい。  

A アウトドア派とインドア派がどれくらい増減しているかはわかりませんので答えになっているかわかり

ませんが下記お答えします。  

例えば、スキーや登山などの目的型観光人口が減っています。これは手軽さ（装備などにお金がかかる）、時

間の関係（お休みが取れない）など複合的な社会課題や問題があり具体的解決策はお示し困難です。  

ただ、インバウンドを積極的に取り入れるのは具体的なアクションです。日本国内でアウトドアが減って

いる場合、外国人でその補てんをしています。北海道大学では、外国人留学生をスキーのインストラクタ

ーにして海外のお客様の指導にあたっています。語学の勉強をするより、スキー指導したほうが観光客を

呼び込むのに早道であり、かつ長期雇用が必要のない大学生を活用した好例です。  

 

その他  

Q106､115､214､402､410 学生の旅行は富山のどこがお勧めですか  

A 富山ガラス美術館；新国立競技場を手掛けた隈研吾氏が設計、最上階の展示では生涯において作品はもう

作らないとも言われたデイル・チフーリ氏の作品が見られる。  

  立山町にあるまんだら遊苑；地獄をイメージしたテーマパークで血の池など珍しいものがある。意外と

カップル受けしている。駐車場には県外からの車がみられた。  



 庄川温泉郷、五箇山、城端 など南砺砺波のエリア。日本の原風景を感じられる。風土を感じてほしい。  

朝日のヒスイ海岸も、夏は混んでいないし、たら汁はおいしいので素朴な避暑地。  

氷見のサイクリングも食事とサイクリングを楽しめ、ちょこっとアクティブになれるショートトリップです

ね。  

 

 

Q107 PDCA について具体的に教えて下さい。また、大学生の中に行っておいた方が良いと思う観光地はど

こがありますか？  

A  https://ja.wikipedia.org/wiki/PDCA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB  

具体的事例）  

PLAN 調査で 2 泊需要が高いことがわかる  

DO 旅館ホテルで 2 泊パックを作る。2 泊パックは旅館ホテルが A 群、B 群から好きに選べる。  

  また朝食が 2 泊目は洋食と和食が選べる  

CHECK  プランの申込者のアンケートを実施する  

ACTION アンケートで高評価の部分を踏襲して新たにプランに反映する。  

大学生の時に行った方がいい観光地  

 社会人よりも時間が作りやすい環境のため、遠方へ行くことをお勧めします。どこにいけば良いかは、ご

自身が興味のある分野があれば、より楽しい旅になると思います。興味のある語学や食事がある場所でもい

いです。  

※お出かけの際は、外務省海外渡航の注意喚起を見てから旅行してください。  

 

Q110 ホテル立山のアンケートで、リピーターの方が多いと仰っていましたが、何を目的に来る方が多いで

すか？  

A おそらくアンケートの満足度から自然体験。アジアにおいては、初回はパック旅行で来日されています。

ビザ緩和で、自由旅行ができるようになり個人化が進んでいます。一度となく二度見たい場所が富山にあ

ることは誇りです。  

 

Q113 砺波市民なので、庄川のアユの話をして頂きありがとうございます。夢の平スキー場から見る真っ白

になった散居村も素敵ですので、一度ご覧になってください。  

A ありがとうございます。冬も見ました。童話のような世界でした。  

  名古屋から高速バスで富山市に行く道中いつも「国が違う」と感じます。美しいですね。  

 

Q120 木村さんが個人的に選ぶ富山の行った方が良い場所はどこですか？また、富山湾と立山の二つを楽し

むプラントかありますか？  

A たくさんありすぎて選びきれません。富山湾と立山を楽しむプランは、個人的にはダイビングと登山です。

富山湾は海産物を食べることでプランの中にいれると思います。  

 

Q201 沢山遊ぶのがいいというお話を聞かせて頂きましたが、大学生の中にしておいた方がいいという事は

ありますか？  

A あえて言うならば異文化交流、体験。国際化の社会になり、だれでもどこへでも行ける時代になりました。  

ライバルは日本国内でなくすでに海外人財との競争になっています。そして友達を大切にすることをお勧め

します。いい友人をもつことは後々大きな財産になります。  

 

Q205 富山県を訪れる観光客の内、外国人観光客はどのくらいか  

A 資料を確認ください。http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00013393/00918794.pdf 

 

Q220 旅行するうえで一番やってほしいことは何ですか？（これを一番感じてほしいなど）  

https://ja.wikipedia.org/wiki/PDCA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB


A やった事がないことにチャレンジしてほしいです。たとえそれがつまらなくても、自分にとって好きなこ

とが見つかるいい機会になるのです。  

 

Q222 その仕事は本当に楽しいですか？  

A 楽しいです。とても苦しいこともあります。  

誤解のないようにしていただきたいのであえて苦しいと表現します。楽しいという意味は、瞬間楽しいとい

うことでなく積み重ねることで生まれる楽しさです。努力なしに楽しさも生まれません、受け身である限

り楽しさには限りがあります。この楽しみは、実行した人しかわからない楽しみで、大学生だからこその

楽しみがあるように、個人の心のもちようです。  

 

Q226 JTB のような旅行会社にとっては、個人旅行もビジネスチャンスになりますか？  

A なります。団体が減っても旅行需要は減りません。たとえば、ハワイ州と JTB は観光提携を結んでいま

す。長年の観光送客の関係から、観光地開発のパートナーとして進化しています。  

 

Q231 富山県における旅行者≠居住者のような思いもよらずよかったものというのには、どのようなものが

ありますか？  

A JTB 総研の調べで多くのギャップがあります。ただし非公開データーなので詳しくお伝えできません。  

個人的な経験で、奈良県は国宝が山のようにあります。しかし京都と比較するとにぎわいが乏しいと地域住

民は考えていました。旅行者はその静けさこそに価値があると評価しています。  

 

Q305 スマホによって個人での手配が出来るという事は、JTB のような代理店の重要性は薄くなると考える。

具体的な対応策はあるのか？  

A 手段でとらえず、商流でとらえます。現在店頭で販売していた商品を WEB・スマホで販売しています。  

スマホという手段で、24 時間３６５日営業ができます。また宿単体の予約でなく、旅行会社だから扱えるバ

スが組み込まれたツアーなどもあります。  

 

Q317 旅行業界の顕著な人不足に対して、人を集めていくのか。現状のまま最善策を講じるのか  

A 国も労働者不足に対して、外国人労働者の採用などを進めています。業界全体の雇用の問題は、社会保障

制度や採用基準に関係し、  

 

Q317 富山の観光にマイナーなニーズはあるのか  

A マイナーの捉え方定義次第です。ニーズはありますが、顕在化していないケースがほとんどです。マーケ

ティングの観点からニーズを掘り起こすことが必要になります。  

 マイナーを嗜好性が高く、衣食住にとらわれない範疇ととらえると、アニメの聖地などはニーズがありま

す。城端のアニメツーリズムはニーズがあります。  

 

Q319 JTB で働くために、どのような事に気を付けると良いですか  

A 旅行という手段にとらわれず、人を楽しませる事を意識するといいと思います。  

 

 

Q319 文化・歴史といったもののマーケティングはどういったものがありますか？  

A マーケティングはブランドと 2 軸で検証します。文化・歴史のマーケティングは、物語として商品を売る

ための「理由」、生活文化としての「らしさ」に関係します。  

 世界遺産を市場分析すると、世界遺産というクオリティーを活用して様々な旅行商品があります。  

 

Q401 海外に行く事でどのような経験を得られますか？  

A 他を知ることで自己を知る経験です。また問題解決能力や柔軟性も身に付きます。  



 

Q404 お話の中にあった「ビジュアル化」というのが、うまく理解できませんでした。具体的にどう言う事

なのでしょうか  

A 大まかにいうと、人は、言葉を視覚化する能力があります。それをフル活用します。  

高級と言われると、何か頭に浮かぶと思います。それがビジュアル化で、富山と県外者の方が聞いた時にパ

ッと頭に浮かぶようにすることです。パッと頭に浮かべてもらうためには、わかりやすい商品や絵を作る

ことが必要です。ポスターや、写真が相当します。ただしそのポスターを見た人が、実際に来訪したとき

に、満足してもらえる具体的商品や演出をすることが観光のだいご味です。  

 

Q412 観光学部は増設されると思いますか  

A 形をかえて増えると予測します。  

馬先生の言葉のとおり、観光は多彩なバリューチェーンで成り立ちます。  

経営、経済、国際関係、芸術文化にも関係することから、観光学部は学間の要素が高いと思います。単純な

増設でなく、総合的な研究センターなど位置づけが変わると思います。  

 

 

皆さま、うまく質問にお答えできたかわかりませんが、講義ご清聴ありがとうございました。  

学生時代の時間を大切にし、未来の日本を担う大きな力になってくださいね。  

期待しております。  

 

 


