経営に
役立つ！

■高山北商工会の観光レポートとは！
毎年、観光庁や高山市、ＪＮＴＯ、ＪＴＢやリクルートなどの旅行関連業者が観光に関する調査を実施
しています。しかし、忙しくてなかなか目にする機会も少なく、データ量が膨大すぎて読む気も失せる！
そう思われたご経験はありませんか？
高山北商工会では、そんなたくさんの情報の中からトピックスに合ったデータをピックアップし分かり
やすくお伝えするためレポートを作成することにしました。日々の旅館・ホテル業務の中で感じているお客
様の動向と照らし合わせ、今後の事業計画の参考にしていただければと思います。

■今回のトピックスはこちら
「奥飛騨温泉郷の宿泊客が１０年前の７割に減少！？」
「国内宿泊客が減っているとは言うけれど、高山市は増えている！？」
「高山、奥飛騨との違いはどこにある！？」
「外国人宿泊者の傾向は？今後の対応は？今後どうすべき？」
「稼働率の全国平均はどのくらい？稼働率が実は上がっている？」

【直近１０年間の宿泊者数の推移】
▶全国では国内旅行者はダウン、
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▶高山市も前年比 105％。外国人
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▶奥飛騨は国内においては前年比
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り返したが、減少が著しい。
一方外国人宿泊者数は、毎年増
加傾向にあり増加率も徐々に高
まりを見せており、全体の宿泊者

出典：高山市 観光統計より

数の減少幅を押し戻す要因とな
っている。

■国内宿泊者の動向
▶国内宿泊観光旅行者数は前年比
104％、直近５年間は横ばい
平成２８年における宿泊旅行
数は、32,566 千人と若干増加し
たが、直近５年間では横ばい。
旅行者数は 64,108 千人と増加
しているが、日帰り客が約 50％
となっており、依然日帰り旅行者
数が多いことが読み取れる。

▶高山市への旅行者は、県内など
の近隣からの宿泊者が微減。県
内・中部以外からの宿泊者は
109％の増加であった。
宿
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者
数
（
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高山市全域における、方面別宿
泊者数として、もっとも多いのは
中部、次いで関東、関西、県内、
北陸、中国四国、北海道・東北、
九州・沖縄となっている。
推移をみるといずれも減少傾
向にある中、関東及び関西からの
宿泊者は増加傾向である。

出典：高山市 観光統計より

■外国人宿泊者の動向
▶外国人旅行者数は今年度 2,869
万人を突破する見込み
平成 28 年、国が目指す 2020
年の外国人旅行者数の目標値を
2,000 万人から 4,000 万人に倍増
させた。
当初目標である 2,000 万人を
2015 年にはほぼ達成した結果と
なり、今年については速報値で前
年比 119%の 2,869 万人となって
おり、今後も増加が見込まれる。
出典：観光庁 訪日外国人消費動向調査より

平成２８年度 国内における外国人宿泊者の国別内訳
▶国内観光客のうち７３％がアジ
ア、うち東南アジアが１０％
国別の内訳としては、中国・台
湾・韓国・香港・タイ・シンガポ
ールの順にアジアの割合が７割
以上となっている。
ついでアメリカ・カナダの順に
北米、ついで英国・フランス・ド
イツ・イタリアの順でヨーロッパ、
最後にオーストラリア等のオセ
アニアという割合になっている。
出典：ＪＮＴＯ（日本政府観光局）

平成２８年度 旧高山市内における外国人宿泊者の国別内訳
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また、平成 28 年からは、中東
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（イスラエル）からの宿泊者が

不詳

３％（10,753 人）新たに増加し
た。

出典：高山市観光統計

平成２８年度 奥飛騨温泉郷における外国人宿泊客の国別内訳
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は、アジア圏の比率が非常に高く
全体の 90％を占めている。
特に団体客では、台湾、タイの
割合が多く、マレーシアなどの東
南アジアが増加傾向にあり、岐阜
県としてもベトナムやインドネ
シア等への誘客を強化している。
個人旅行者では、台湾・香港・
シンガポールが比較的多く、エリ

出典：高山市観光統計

アによっては欧米系の比率が高
い温泉地もある。
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も変化する可能性が高いが、特に
中国・香港については成長が期待
される。
さらに今後は高山市の海外戦
略により増加率が低い国への誘
客が図られることが考えられる。

■国内における客室稼働率の推移
▶平成２８年【旅館】の全国平均
稼働率は 37.1%で横ばい
施設タイプ別では、ビジネスホ
テル（74.4%）、リゾートホテル
（56.9%）、旅館（37.1%）におい
ては、平成 22 年の調査対象拡充
以降の最高値となった。
旅館については前年比 0.1％の
減少で留まったが、他の施設タイ
プと比べると依然稼働率は低迷
している。
出典：観光庁 宿泊旅行統計調査

■総括
①外国人は今後も増加していく！獲得競争に備えターゲットを絞った対応が必要！
外国人旅行者は今後もアジアを中心に増加が見込まれます。奥飛騨温泉郷では欧米豪が少しずつ増加
していますが、旧高山市内への注目度が高い欧米豪の旅行者が少しずつ奥飛騨にも目を向け始めている
と考えられます。また高山市全域の国別宿泊者及び増加率で見ると中国・香港の旅行者が注目株であり、
こちらも都会からローカルへ目を向け始めているのかもしれません。
さらにタイについては、奥飛騨地域では団体客の増加率が高く、今後も増加すると予測される一方、
団体旅行から個人旅行にシフト（FIT 化）する割合も急激に増えています。特に個人旅行客を獲得する
ために、海外 OTA への登録・内容充実及び自社サイトの多言語化を図り、販売チャネルの拡充・整備
を行う必要があります。
これまでは、外国人対応を行う宿泊施設も少なかったため、外国人宿泊者を受け入れる体制を整え、
宿泊予約サイトを開設すれば外国人宿泊者が自然に増加する傾向にありました。
しかし、今後は全国各地の地方でインバウンド対応がどんどん進み、さらに高山市内・奥飛騨温泉郷
地内においても外国人対応が進むことで競合が増加します。今後は外国人という大まかなターゲットで
はなく、「アジアなのか欧米なのか」
「高級志向なのか長期滞在志向なのか」「ファミリーなのか、カッ
プルなのか、一人旅なのか」
「旅館体験目的なのか、アクティビティ目的なのか」といった自社の強み
を生かせるターゲットを選定し、そのターゲットのニーズや文化・習慣を研究していく必要があるので
はないでしょうか。

②日本人宿泊者は減少傾向。維持するための対策を！
全国の国内宿泊者数は横ばいではありますが、観光旅行に対する旅行支出の傾向からみても【国内観
光旅行】は今後維持または縮小傾向で推移すると予測されます。特に奥飛騨温泉郷の国内宿泊者につい
ては、平成 28 年度は微増しましたが、毎年約５％ずつ減少しており、観光地ごとの国内宿泊者獲得競
争は今後さらに激化していくのではないでしょうか。
今後は、ニーズが高まる一人旅需要や夫婦旅行需要をとらえるなど個々の宿泊施設における対策を取
っていただくとともに、引き続き観光地としての魅力をどう作り、どう発信するかを地域全体で考えて
いく必要があるのではないでしょうか。

③外国人と日本人の最適比率を見出す！
外国人旅行者が増加傾向にある一方、過去の東北大震災の影響や国家間の情勢の変化で変動が予想さ
れます。そのような事態に陥った時には国内観光客が強い味方になるはず。
国内の旅行シーズンは国内ＯＴＡを優先し国内宿泊者数を確保しながら満足度、知名度を上げ、閑散
期や平日には外国人宿泊者を積極的に取り入れて稼働率を上げるといった季節ごとの最適比率に加え、
日本人も外国人も気持ちよく一緒に滞在できるような日々の最適比率など、日本人と外国人の最適比率
をどう設定するかがこれからの課題ではないでしょうか。

■宿泊業が活用できる制度一覧
●登録制度
①経済産業省 おもてなし認証規格制度（2016 年 9 月スタート！）
「おもてなし」という見えないサービスの質を見える化しようという制度。ある一定項目以上の条件
をクリアすれば、国が「おもてなし」の質が高い宿泊施設として認証、宿泊客に対し表示するロゴマ
ークの提供を受けることができます。中規模以上の旅館はおそらく「持っていて当たり前」の時代が
今後来るはずです！
②消費税免税店制度（物品の購入）
●外国人受入れマニュアル「下記のキーワードで検索してみてください！」
①観光庁

ムスリムおもてなしガイドブック

②観光庁

多様な食文化・食習慣を有する外国人客への対応マニュアル（翻訳例有）

③国土交通省北海道運輸局

外国人観光客ひとり歩きマニュアル

●補助金
①観光庁 宿泊施設インバウンド対応支援事業補助金（※今年度は公募終了）
【対象事業】 館内共用部の Wi-Fi 導入、トイレの洋式化、外国語ＨＰへの改修 etc
【補助率】

１／３

【補助上限】 １００万円
②岐阜県 外国人観光客受け入れ環境整備事業費補助金（今年度は 2 月にて終了）
＊平成 30 年度も継続実施予定
【対象事業】 Wi-Fi 導入、館内・ＨＰの多言語化、消費税免税店に必要な機器・袋の導入
【補助率】

１／２～２／３

【補助上限】 １３～２０万円
【公募期間】 先着順

予算がなくなり終了

【平成 29 年度

商工会による宿泊事業者に対する支援実績】

高山北商工会では、平成 29 年度において、販路開拓に資する取り組みとして、奥飛騨温泉郷
宿泊施設を対象にタイ・バンコク観光商談会を開催しました。
この事業は、国の伴走型支援事業補助金を活用して実施しました。
【補助事業の内容】
飛騨地域において外国人団体観光客の一番増加率が高いタイをターゲットとして、現地でタイ
国内の旅行業者を集め観光商談会を開催し奥飛騨温泉郷への誘客を図る。
これまで、当該地域の大規模旅館では単独で独自でインバウンド客への営業活動を行っていた
が、中規模以下の旅館はノウハウ不足・資金不足等により営業活動ができていない。そこで今
回、大規模旅館と中規模・小規模旅館が共同で商談会及び営業活動を行うことで、ノウハウの共
有化と奥飛騨温泉郷の知名度向上を図る。

【補助対象事業】
①タイ観光商談会の開催
日時：平成 29 年 11 月 8 日
場所：タイ／バンコク クラウンプラザ
来場者：タイ国内の旅行会社１６社

ルビニンパーク

２１階会議室

＊会場手配・設営及び来場者募集についてはＯ２アジアトラベルデザイン社 吉川
歩氏に委託
②現地旅行者への営業活動
日時：平成 29 年 11 月９日～10 日
営業先：ＪＴＢバンコク支店、ＨＩＳバンコク支店、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
バンコク支店、ＡＳＡＨＩトラベル（日本人送客数ＮＯ１企業）
【参加事業者】
奥飛騨地域宿泊事業者及び観光施設

１０社

１２施設

【補助対象経費】
①専門家謝金・旅費 事前講習会（ランドオペレーター）
②展示会等実施出展費 ホテル会場費・通訳費・航空運賃・宿泊費
③広報費 多言語化パンフレット作成・施設別コンタクトシート作成費
④委託費 現地会場手配・設営・来場者募集
⑤職員旅費
補助対象経費 合計：3,004,140 円
＊その他

補助対象外経費（移動費・食事代・空港諸経費等）は参加者負担

【実施内容】

事
前
フ
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ロ
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第１回タイ商談会勉強会（独自開催）
日時：平成 29 年 8 月 30 日
場所：ホテルひらゆの森

テーマ
「自社分析シート（経営計画作成）」
「ＪＮＴＯタイ訪日旅行データの説明」
「商談における有効なﾂｰﾙについて（360 度ｶﾒﾗ）」
担当：西田
参加：１０名

第２回タイ商談会勉強会（独自開催）
日時：平成 29 年９月 13 日
場所：ホテルひらゆの森

テーマ「タイ訪日旅行市場について」
講師：高山市海外戦略部海外戦略課
葛井 孝弘氏（中小企業診断士）参加：9 名

第３回タイ商談会勉強会（補助事業）

①「商談会事前説明」
説明：本会指導員
②「ランドオペレーターからみる商談ポイント及

（事前説明会及び講習会・個別相談会）

日時：平成 29 年９月 26 日
場所：奥飛騨総合文化センター

びタイの需要動向について」
講師：アナザーワールド株式会社
代表取締役 大川達也氏
③「商談会に係るタイ旅行会社の情報提供」
講師：高山市海外戦略部海外戦略課
葛井孝弘氏
④「個別相談会」
参加：７名

タイ商談会 最終説明会及び結団式
日時：平成 29 年 10 月 26 日

①上宝支部長挨拶
高山北商工会上宝支部長

場所：奥飛騨総合文化センター

②タイ商談会最終説明
㈲ライオス 宮岸誠一氏

森本禎人氏
参加：８名

＊岐阜新聞、高山市民時報の取材有り

①タイ観光商談会の開催
日時：平成 29 年 11 月 8 日
現地時間 14 時～17 時
場所：タイ／バンコク クラウンプラ
ザ ルビニンパーク ２１階会議室
来場者：タイ国内の旅行会社１６社
23 名
商
談
会
当
日

（出席旅行会社名刺）

(1)商談会内容
○第 1 部 奥飛騨温泉郷プレゼンテーション
（通訳を介してのプレゼン）
担当者：西田
時間：14:00～14:30
内容：奥飛騨温泉郷の概要、食べ物、当地域の
観光スポット、周辺観光スポット、アクセ
ス 360 度ＶＲ動画紹介

①タイ観光商談会の開催
○第２部

旅行会社との商談会

時間：14:30～17:00
内容：対面ブース１０ヶ所設置
一社 1 名の通訳を付けて商談
1 社あたり１０分間のｻｰｷｯﾄ形式で実施

②現地旅行者への営業活動
日時：平成 29 年 11 月９日～10 日
営業先：ＪＴＢバンコク支店
ＨＩＳバンコク支店
日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
バンコク支店
ＡＳＡＨＩトラベル

(1) ＪＴＢ バンコク支店
応対者：谷 光社長、木谷美智子マネージャー
各事業所からｺﾝﾀｸﾄｼｰﾄに基づきプレゼン。
ＪＴＢはタイのｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞに関しては弱小で、価格
競争にならないニッチなマーケットを狙ってい
る。例えば教育旅行など。
日本の施設におけるインターシップの受け入れに
協力してもらえれば、継続的な送客は可能とのこ
と。

②現地旅行者への営業活動

(2)ＡＳＡＨＩTravel
主にｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞﾂｱｰ（報奨旅行）の取扱い
応対者：Ms.Kanokpom、Managing Director
タイでは最大手で訪日旅行取扱実績 1 万人以上。
各事業者からｺﾝﾀｸﾄｼｰﾄに基づきプレゼン。
既存で飛騨高山のプラン商品を持っている。

(3)ＪＮＴＯ（日本政府観光局）バンコク支店
応対者：伊東和弘所長、大野順也次長
＜主な情報提供＞
・日本への旅行者、10 月いっぱいは喪に服しており
不調。11 月に入り明るくなってきた。10 月は単月
で５％アップの 10 万人超。年間目標の 100 万人に
少し届かない見込み。
・来年は日本発着のＬＣＣが大きく増える見込み。
・格安ﾂｱｰと高価なﾂｱｰの二極化がさらに進行する。
・奥飛騨のﾈｰﾑｳﾞｧﾘｭｰは低い。当面は白川郷、高山
近くの観光地という見せ方が良い。上高地の知名度
は低い。
・単に自然がきれいではだめ、写真にどう写るかを
考える。
・滞在型を飽きさせないメニューを開発する。夕食
時のアトラクション、ナイトツアーなど。タイ人は
歩くのを嫌がる。近くでも送迎サービスが必要。

②現地旅行者への営業活動

(4)ＨＩＳ バンコク支店
応対者：小泉マネージャー、大谷グループ担当、
小野ｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ担当
各事業所からコンタクトシートに基づきプレゼン
と意見交換を実施。
日本でのＨＩＳ側の奥飛騨担当窓口は、団体は東
京、大阪。パッケージ・ＦＩＴ（個人旅行）は名古
屋・大阪とのこと。

反省会の開催
日時：平成 29 年 12 月 14 日
場所：ホテルひらゆの森
事
後
フ
ォ
ロ
｜

＊成果・効果を図るため開催。

テーマ：「商談会の反省及び旅行会社営業進捗状況
について」
アドバイザー：高山市海外戦略部海外戦略課
葛井孝弘氏
参加者：６名参加（森本上宝支部長出席）
◎出席者から営業進捗状況と成果報告を頂いた。

事業実施における成果・効果・課題等

（１）定量的成果
・商談会ではタイの旅行会社１６社の来場があり、10 分間のサーキット形式で効率よく商談を行うこ
とができ、大手旅行会社についてはフォロー営業ができたほか、タイ国内の訪日旅行についての動向
を知ることができた。
・12／14 反省会時調査による商談会営業活動による成約数及び売上（見込み）高
▶成約数 現地旅行会社５社との取引×４宿泊・観光事業所
▶売上（見込み）3,191,600 円
▶内訳 団体旅行の獲得 ２事業所 30 名×15,000 円、40 名×15,000 円（蟹プラン）
団体客の獲得（観光施設）19 名×2,100 円、21 名×2,100 円
12 月～１月見込み 100 名×2,500 円×８団体＝2,000,000 円
団体客(昼食)の獲得（日帰り入浴施設）
32 名×1,800 円（上高地観光）
▶商談中案件 5 宿泊施設（20 名～30 名の団体旅行）
以上のように、少人数の商談会による高い成約率を実現することができた。
以後 1 年間、毎月報告調査を行う予定。
＜参考：申請時における目標値＞
▶成約数 現地旅行会社３社との取引×１０宿泊事業所
▶売上高（見込み）9,000,000 円（１団体売上 300,000×３回×10 宿泊事業所）

（２）定性的成果
・海外での営業活動が未経験な中規模及び小規模旅館参加者にとって、経験・ノウハウがある大規模旅
館と共同で商談会を開催したことでノウハウの共有化が図れた。
・商談会を通じて、タイの団体客が求めるニーズが把握でき、自館のソフト・ハード面の整備の必要性
を感じることができた。
・「高山～ＴＡＫＡＹＡＭＡ～」の知名度は、現地において驚くほど浸透しており、飛騨高山観光に
「日本料理」「自然景観」「温泉」という要素をプラスする旅行プランが好評を得ることが分かった。
・タイ人は、自然には大変興味があるが長時間歩くことが嫌いであり、
「新穂高ロープウェイ」には大
変魅力的でポテンシャルが高いことが判明した。
（３）事業実施における課題、反省会での意見・要望等
＜事業実施における課題＞
・1 回の商談会では、人脈づくりや知名度を向上させるのは厳しく、継続的に営業・商談会を開催す
る必要がある。

・営業力・資金力がない事業者については、ランドオペレーターに委託する必要有。またランドオペ
レーターと共同で商談する方法も有効的だと考える。
・窓口となる日本国内のランドオペレーターを集めてファムトリップの開催などを継続的に開催しな
ければ旅行客の獲得は難しい。
＜反省会での意見・要望等＞
・商談会を通じてタイ旅行会社に対する営業ノウハウが得られたことは非常に大きい。
・過去に 3 度タイへ営業にきているが、今回単独よりもエリアで来た強みがあったからこそ多くの旅
行会社が参加していただいたと考える。今後エージェントの要望に各施設が対応できれば送客の期待
が大きい。
・シャワールーム設置などハード面の受け入れ態勢を整える必要性を知ることができた。
・今回 1 旅行会社 10 分間と短い商談時間だったため 1 社 15 分～20 分欲しかった。
・商談の後のフォロー営業方法が分からなかったため、その手順を事前に把握したかった。
（４）今後の方向性
・高山市海外戦略部と宿泊事業者との定期的な情報交換会
・今回参加できなかった当地区宿泊事業者への情報共有
・ファムトリップの開催（奥飛騨温泉郷観光協会や各温泉観光組合との共催）
（今回参加したタイの旅行会社を招く、日本国内のランドオペレーター）
・飛騨高山国際誘客協議会への参加（個別入会）
・奥飛騨温泉郷観光協会への働きかけ・情報提供
（商談会のノウハウ共有など）

以上のように宿泊事業者を対象とした取り組みも実施しています！
商工会では、引き続き観光分野においても積極的に支援して参りますので
有効に本会事業をご活用ください。
お問い合わせについてもお気軽にご相談ください！

【お問合せ先】
高山北商工会上宝支所

担当：西田

ＴＥＬ／０５７８－８６－２３５４
ＦＡＸ／０５７８－８６－２６１３
商工会 facebook

商工会 HP

