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1. はじめに

■⼈口減少社会において観光は成⻑が⾒込める産業
　わが国は、少子高齢化による人口減少社会を迎え
ている。総務省によれば、わが国の総人口は 2008 年
の 1億 2,808 万人をピークに減少が続いている。また、
人口減少は地方の方が加速すると予測されており、人
口減少が著しい地方では需要減少による市場の縮小が
避けられない状況にある。
　こうした中で、訪日外国人旅行（インバウンド）は
今後、大きな成長が見込める産業である。国連世界観
光機関（UNTWO）によると、2020 年時点の海外旅
行客数は 13.6 億人、2030 年には 18.1 億人に拡大する
と予測されている。また、これに伴い、わが国を訪れ
る外国人観光客は近年増加している。インバウンドは
一人当たりの旅行消費額が国内旅行客より多く、イン
バウンド誘致は地方経済を活性化させる上で不可欠と
なっている。
　
■魅⼒度最下位も、観光客が増える茨城県
　外国人観光客を地方に呼び込むにあたり、いかに地
方の魅力を外部に発信できるかがポイントとなる。し
かし、ブランド総合研究所が実施した「地域ブランド
調査 2017　都道府県ランキング」で茨城県は 47 位、
5年連続で魅力度全国ワーストという評価を受けた。

　では、本当に茨城県に魅力がないのだろうか。観光
客をどれくらい誘致できているかを測る「入込客数」
をみると、茨城県への入込客数は年々増加し続けてお
り、観光地として徐々に注目が集まっている。
　また、茨城県を訪れる外国人旅行客も増加を続けて
おり、県の発表資料によると 2016 度に海外から茨城
県にツアーなどで訪れた観光客数は、前年度に比べ約
1.5 倍に増加している。
　そこで本稿では、最初にインバウンドの現状につい
て整理し、次に茨城県や県内の観光地、民間事業者の
インバウンド誘致の取り組み状況や課題に関するヒア
リング結果をまとめ、最後にさらなるインバウンド誘
致に向けた今後の展望についてまとめたい。

2. わが国のインバウンド誘致に向けた取り組み

■これまでの取り組み、施策
　本章では、これまでのわが国のインバウンド誘致の
取り組みについて整理したい。
　まず、2003 年に国土交通省が旗振り役となり、訪
日外国人旅行者の増加を目的とした訪日プロモーショ
ン事業「ビジット・ジャパン・キャンペーン」を開始
した。同事業は、2010 年までに訪日外国人旅行者の
数を年間 1,000 万人にするという目標に掲げ、広報や
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受け入れ環境整備を推進した。
　2006 年には、「観光立国」の実現に関する施策の
基本理念として「観光立国推進基本法」が成立、翌
2007 年には同法に基づき「観光立国推進基本計画」
が閣議決定された。同計画おいて、政府は国際観光の
振興や受け入れ環境のさらなる整備などを掲げた。
　2008 年には観光庁が設立、その後も「日本再興戦略」
や「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」
といった取り組みを立ち上げ、「観光立国」の実現に
向けて邁進している。

　わが国のインバウンド誘致施策が次々と打ち出さ
れる中で、特に効果があったのが「ビザ 1（査証）の
緩和」である。2013 年に策定された「日本再興戦略」
の中で、政府は訪日外国人を増やすための施策として、
ASEAN諸国を中心にビザの免除や数次ビザの導入、
発給要件の緩和などを掲げ、これを実施した。
　こうした訪日プロモーションが功を奏し、訪日外
国人旅行者数は増加を続けている。日本政府観光局
（JNTO）が発表している「訪日外客統計」によれば、
2017 年の訪日外国人は 2,869 万人と前年の 2,404 万人
に比べ 19.3％増加している。また、旅行者数の増加
に伴い、訪日外国人旅行消費額も 4兆 4,161 億円と同
17.8％増加している。
　政府は、「観光先進国」という新たな国づくりに向
けて、2016 年 3 月に「明日の日本を支える観光ビジョ
ン」を策定した。同ビジョンでは、2020 年までに「訪
日外国人旅行者数 4,000 万人」「訪日外国人旅行消費
額 8兆円」を数値目標とし、従来の政府目標を大幅に

2003 年 「ビジット・ジャパン・キャンペーン」開始
目標（2010 年までに）
　　訪日外国人旅行者数年間 1,000 万人

2006 年 「観光立国推進基本法」が成立

2007 年 「観光立国推進基本計画」閣議決定（期間5年）
①国際競争力の高い魅力ある観光地の形成
②観光産業の国際競争力の強化及び観光の
　振興に寄与する人材の育成
③国際観光の振興
④観光旅行の促進のための環境の整備

2008 年 「観光庁」設立

2012 年 「観光立国推進基本計画」閣議決定（期間5年）
目標（2016 年までに）
　　訪日外国人旅行者数 1,800 万人
　　訪日外国人旅行消費額 3兆円

2013 年 「観光立国実現に向けたアクション・プロ
グラム」決定
①日本ブランドの作り上げと発信
②ビザ要件の緩和等による訪日旅行の促進
③ 外国人旅行者の受け入れの改善
④ 国際会議等（MICE）誘致や投資促進
「日本再興戦略」閣議決定
目標（2030 年までに）
　　訪日外国人旅行者数 3,000 万人
　　訪日外国人旅行消費額 4.7 兆円

2014 年 「観光立国実現に向けたアクション・プロ
グラム 2014」決定
① 「2020 年オリンピック・パラリンピック」
　を見据えた観光振興
②インバウンドの飛躍的拡大に向けた取組
③ビザ要件の緩和など訪日旅行の容易化
④世界に通用する魅力ある観光地域づくり
⑤外国人旅行者の受け入れ環境整備
⑥MICE の誘致・開催促進と外国人ビジ
　ネス客の取り込み
目標（2020 年までに）
　　訪日外国人旅行者数 2,000 万人
「日本再興戦略」改定 2014 閣議決定

図表 1　これまでの政府による取り組み

出所：各種資料より当社作成

2015 年 「観光立国実現に向けたアクション・プロ
グラム 2015」決定
①インバウンド新時代に向けた戦略的取組
②観光旅行消費の一層の拡大、幅広い産業
　観光関連産業としての取り込み、観光産
　業の強化
③地方創生に資する観光地域づくり、国内
　観光の振興
④先手を打っての「攻め」の受け入れ環境
　整備
⑤外国人ビジネス客等の積極的な取り込　
　み、質の高い観光交流
⑥ 「リオデジャネイロ大会後」、「2020 年オ
　リンピック・パラリンピック」及び「そ
　の後」を見据えた観光振興の加速
「日本再興戦略」改定 2015 閣議決定

2016 年 「明日の日本を支える観光ビジョン」策定
①観光資源の魅力を極め、地方創生の礎に
②観光産業を革新し、国際競争力を高め、
　我が国の基幹産業に
③すべての旅行者が、ストレスなく快適に
　観光を満喫できる環境に
目標（2020 年までに）
　　訪日外国人旅行者数 4,000 万人
　　訪日外国人旅行消費額 8兆円
目標（2030 年までに）
　　訪日外国人旅行者数 6,000 万人
　　訪日外国人旅行消費額 15 兆円
「観光ビジョン実現プログラム 2016」策定

2017 年 「観光立国推進基本計画」閣議決定（期間4年）

1…ビザには、「一次ビザ」（有効期間内に一回のみ使用できるもの）と「数次ビザ」（有効期間内に何回でも使用できるもの）がある。
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前倒ししている。また、2030 年までに「訪日外国人
旅行者数 6,000 万人」「訪日外国人旅行消費額 15 兆円」
を目標としている。

3. 茨城県におけるインバウンドの現状

　前章では、わが国のインバウンドへの取り組み状況
を紹介した。本章では、茨城県のインバウンド誘致に
向けてどうような取り組みが実施されているのか紹介
していきたい。
　
■県内におけるインバウンド誘致の現状
　茨城県を訪れる外国人観光客はどれくらいであるの
であろうか。観光庁と法務省が公表する統計によれば、
2016 年に茨城県を訪れる外国人入込客数は、259 千人、
2011 年 93 千人に比べ 2.8 倍と、著しく増加している。
　また、茨城県国際観光課が公表している「海外から
の茨城県周遊ツアーの催行状況について」によれば、
2016 年度に、海外から県内を周遊・宿泊するツアー
の催行件数は 2,012 件、ツアー参加客数は 54,128 人と
2015 年度に比べ約 1.5 倍に増加した。

　国籍別にみると、中国が一番多いものの、近年は台
湾やベトナム、タイ、香港が大幅にシェアを高めてい
ることがわかる。

　さらに、2019 年に「いきいき茨城ゆめ国体」、2020
年に「東京オリンピック・パラリンピック」の開催が
控えており、県内を訪れる観光客は国内外を含めさら
なる増加が見込まれており、観光客を受け入れる体制
の整備が急がれている。
　そこで、県は 2016 年度を初年度とする 5年間の「茨
城県観光振興基本計画（平成 28 年度～平成 32 年度）」
を策定している。同計画では以下の基本方針をもとに、
様々な取り組みを推進している。

図表 2　訪日外国人旅行者数

図表 4　訪日外国人の入込客数

図表 5　海外からの茨城県周遊ツアーの催行人数図表 3　訪日外国人旅行消費額

　注：2017年は推計値。
出所：日本政府観光局「訪日外客統計」
　　　明日の日本を支える観光ビジョン構想会議
　　　…「明日の日本を支える観光ビジョン」より当社作成

注：「茨城空港以外から来訪する外国人」は観光庁の統計を
使用（当該調査は茨城空港以外の主要空港及び港での訪
日外国人に調査を実施）。

出所：観光庁「訪日外国人消費動向調査」
　　　法務省「出入国管理統計」

出所：茨城県商工労働観光部…観光局…国際観光課
　　…　「海外からの本県周遊ツアーの催行状況について」　注：2017年は推計値。

出所：日本政府観光局「訪日外客統計」
　　　観光庁「訪日外国人消費動向調査」
　　　明日の日本を支える観光ビジョン構想会議
　　…　「明日の日本を支える観光ビジョン」より当社作成

①おもてなし日本一に向けた基盤づくり
②国内外への情報発信の強化
③地域の特性を活かした国内誘客促進
④東京オリンピック・パラリンピック等の開催を見据
えた国際誘客促進

⑤魅力ある観光地域づくり
⑥稼げる観光産業の振興

図表 6　茨城県観光振興基本計画における基本方針

出所：茨城県「茨城県観光振興基本計画」より当社作成
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　すなわち、海外へ向けた情報発信の強化や海外旅行
業者と県内事業者とのマッチング支援、Wi-Fi 設備の
設置、多言語表記、免税店の拡大などである。
　また同計画は、KPI として 2020 年までに「訪日外
国人旅行者数 720 千人」「海外からの観光ツアー催行
数 3,000 ツアー」の目標を掲げている。
　
4. 茨城県によるインバウンド誘致の取り組み

　このように、茨城県はインバウンド誘致に向けた取
り組みを強化している。では、実際にインバウンドを
誘致するにあたり、これまで具体的にどのような取り
組みを実施しているのか、また、どのような課題があ
るのだろうか。
　観光庁が 2017 年に公表した「訪日外国人旅行者の
国内における受入環境整備に関するアンケート」によ
ると、外国人観光客が旅行中に困ったこととして「施
設などのスタッフとのコミュニケーションがとれな
い」「無料公衆無線 LAN環境」「多言語表示の少なさ・
わかりにくさ（観光案内板・地図など）」などが挙げ
られている。

　こうした課題を踏まえ、本章では、茨城県国際観光
課と空港対策課、茨城県観光物産協会に、次章では日
本貿易振興機構（ジェトロ）茨城貿易情報センターに
インバウンド誘致の取り組み状況について話を伺っ
た。

　国際観光課は、2015 年度までは国際観光推進室と
して商工労働部観光物産課内にあったが、増え続ける
インバウンドに対応するため、2016 年度から新たに
課として設置された。

■インバウンド誘致の取り組み
　茨城県として取り組んでいるインバウンド誘致のポ
イントは、「PR、情報発信」「旅行商品の造成促進」「受
入体制の整備」の 3 つである。
　第一に、「PR、情報発信」については、県 HP と
SNS を 6 か国語（英語、中国語（繁体字〈台湾〉・簡
体字〈本土〉）、韓国語、ベトナム語、タイ語）で、各
国に県の情報を発信している。また、海外メディアや
ブロガー等を招請し、県の魅力を海外に発信している。
このほか、海外で開催される「旅行博」にアジア・東
南アジア地域を中心に参加し、誘客に向けた PR を
行っている。「旅行博」とは、世界各国・地域から出
展者が集まり自国の観光をアピールする国際イベント
で、多くの方が会場を訪れる。
　会場来場者は一般の方が多く、内容としてはB to C
（企業対個人）の面が強い。会場では海外旅行会社がツ
アーチケットを販売しており、来場者は各展示を見て
気に入った観光地へのチケットをその場で購入するこ
とができる仕組みになっている。また、旅行博には旅
行会社も出展しているため、旅行会社に直接 PRする
こともでき、B to B（企業間取引）の面でも期待できる。
　「旅行博」などで現地の人に茨城県を PR する際、
県の担当者は茨城県産の果物と花を掲載した外国語パ
ンフレット「茨城フルーツ・フラワーカレンダー」な
どを情報発信ツールとして活用している。このパンフ

図表 7　旅行中に困ったこと（複数回答）

出所：観光庁「訪日外国人旅行者の国内における受入環境
　　　整備に関するアンケート」結果より当社作成

茨城県商工労働観光部 観光局 国際観光課 
課長補佐　関　　健一…氏
主　　事　木内　友子…氏…

お話を伺った関氏（右）、木内氏（左）
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レットにより季節を通じて果物狩りや花を楽しむこと
ができることをアピールできるため、外国人の反応は
良好であるという。
　国によって文化や嗜好は多様であるが、共通して言
えることは、「花や果物が好き」ということである。
同パンフレットは、豊かな自然環境と北海道に次ぐ全
国 2 位の農業産出額を有する県の強みをインバウン
ド客にアピールすることができる。

　第二に、旅行商品の造成については、「旅行博」の
会場で海外旅行会社に直接提案を行っている。茨城県
のことをよく知らない旅行会社もあるため、実際に旅

行会社の人を県に招請し、モニターツアーに参加して
もらい観光地を見ていただいたり、地元の料理を味
わっていただくことで魅力を感じてもらえる取り組み
を行っている。また、首都圏のランドオペレーター 2

を対象としたモニターツアーを行い、ツアー旅行商品
の造成促進にも努めている。
　第三に、受入体制の整備については、外国人観光客が
快適に県内を周遊していただけるよう、宿泊施設等の多言
語対応 3やWi-Fi 環境の整備を促進している。また、茨
城県観光物産協会に外国人スタッフを配置し、翻訳や通
訳などの支援体制も整えている。詳細は次項に後述する。

　茨城県観光物産協会は、県の国際観光課が打ち出し
た方針に合わせて、インバウンド誘致に関する各事業
を推進している。
　
■インバウンド誘致の取り組み
　人口減少によって国内市場が縮小していく中で、イ
ンバウンド誘致は、県内企業が事業を継続するための
重要な要素となっている。しかし、県内事業者の対応
をみると、外国人との言語や文化、習慣の違いなどが
クレームというかたちで表れてしまうことを不安視し、
受け入れに消極的になりがちという傾向もみられる。
　こうした課題を解決するためには、まず「意識改革」
が必要である。そのためには、受け入れる側、受け入れ
られる側の双方に対し、インバウンドに関するレクチャー
が必要であり、それを支援するのが同協会の役割である。

⼀般社団法人 茨城県観光物産協会
専　務　理　事　渡邊　政美…氏
インバウンド推進課長　中山　敦雄…氏
D M O 推進監　鈴木　友子…氏
DMO推進担当　田中あかね…氏

お話を伺った（右から）渡邊氏、中山氏、鈴木氏、田中氏

茨城フルーツ・フラワーカレンダー（英語版）
提供：国際観光課

「旅行博」の様子（上はタイ、下はベトナム開催）
提供：国際観光課

2海外の旅行会社の依頼を受け、国内の宿泊先や交通の手配・予約を専門に行う会社のこと。
3県内の多言語表記の統一化を図ることを目的に2016…年10…月「いばらき多言語表記ガイドライン」を策定し、外国人観光客の利便性向上を図っている。

地域レポート



筑波総研 調査情報 № 47 75

　それに先立ち、同協会は 2017 年 4 月から「インバ
ウンド推進課」を設立し、インバウンド推進課長、日
本人の推進リーダー 2名、誘客スタッフ 5名の総勢 8
名の体制を整えた。
　誘客スタッフは、英語、タイ語、韓国語、中国語（繁
体字、簡体字）の言語ごとに現地出身のスタッフを採
用（英語は日本人が担当）している。各スタッフは、
日本在住歴が 20 年近くあり、就航交渉や前述した「旅
行博」にも同席し、高い語学力を活かして茨城県をア
ピールしている。また、自治体や民間事業者を対象と
した、語学研修の実施、料理メニューや看板の外国語
表記の翻訳作業の支援なども担当する。この体制は他
県と比べて手厚いものといえる。

　インバウンドを受け入れる側を支援する取り組みと
して、同協会は市町村や民間事業者（ホテル・旅館、
おみやげ販売、バス会社、旅行会社）を中心メンバー
とした「インバウンド部会」をほぼ毎月開催している。
同部会では、インバウンドへの対応について各種セミ
ナーや勉強会を通じて意見交換が行われている。テー
マは通貨や両替、免税の取り扱いをはじめ、外国人が
喜ぶコンテンツ案内など幅広い。
　今後、同協会は、日本を訪れる外国人が団体旅行や
パッケージツアーから個人旅行（FIT4）へとシフト
していく中で、さらに SNS に力を入れる予定である。
　FIT の多くは、事前に SNS を見て気に入った場所
を観光地に決める傾向が高い。そこで、外国で人気の
ブロガーや海外メディアなどを利用して情報を発信
し、茨城県の魅力を伝えていきたいとしている。
　また、外国人旅行客は、観光地以外に訪れたい場所
として、商店街や下町といった「日本人が日常生活を
営む場所」を挙げている。渡邊氏は「私たちが当たり

前のようにみているものを、改めて外国人目線で洗い出
すことによって新たな観光資源を発掘したい」と語った。

■今後の展望
　同協会の取り組みもあって、徐々にではあるが、イ
ンバウンドに力を入れる県内事業者が増えてきてい
る。今後、さらに事業者数を増やすため、受け入れの
不安を解消し、積極的に受け入れようという意識をサ
ポートすることが重要である。そのため、同協会では
県内でのインバウンド誘致の成功事例をできる限り多
く示していきたいとしている。

　空港対策課では、茨城空港への定期便就航に向けて、
航空会社への誘致活動を行っている。現在、茨城空港
の国際線の定期便は、春秋航空により上海便が運航し
ている。そのほか、台湾や韓国とのチャーター便が運
航されている。
　定期便の就航には時間を要することから、まず定期
便就航への入り口として、インバウンド需要が高いア
ジアや東南アジアの航空会社を中心にチャーター便の
セールスを行っている。
　また、チャーター便の誘致には茨城県の観光の魅力
を売り込み、旅行商品を造成してもらう必要があるこ
とから、国際観光課や茨城県観光物産協会と一緒に、
海外の旅行会社等に対する PRにも取り組んでいる。

　■インバウンド誘致の取り組み
　同課では「北関東の玄関口」である茨城空港の利用

インバウンド誘客スタッフの岡村氏（左・タイ担当）、
曹麗氏 (中央・中国担当 )、朴美貞氏 (右・韓国担当 )
提供：茨城県観光物産協会

茨城県企画部 空港対策課 
課長補佐　⽵村　明浩…氏（就航対策担当）
主　　任　飯塚　　厚…氏　　　　　　　　

お話を伺った⽵村氏（左）と飯塚氏（右）…

4Foreign…Independent…Tour…の略。
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のしやすさをセールスポイントとして PRしている。
　第一は、発着時間の設定が他空港よりも自由が利く
ことである。茨城空港は成田空港などの主要空港に比
べると飛行機の発着陸本数が少ないため、チャーター
便を就航する際、旅行会社にとって都合の良い発着時
間帯を希望することができる。
　第二は、飛行機を降りてから空港を出るまでに要す
る時間が短いことである。主要空港では、飛行機を降
りてから入国手続きなどを経て空港を出るまでに 1時
間近くかかることもある。しかし、茨城空港では比較
的短時間で空港を出ることができる。
　第三は、東京や北関東へのアクセスが良く、高速バ
スやレンタカーでの移動が容易なことである。栃木県
や群馬県にスキーに行く場合にも、成田空港よりも近
く、移動時間が短い。
　そのほか、同課は茨城県を PRする際に、県内の観
光名所がプリントされたポストカードを使って、各国
に県の魅力をアピールしている。竹村氏は「このカー
ドは大変好評です。『この美しい景色は茨城県で見ら
れる』ということをまず知ってもらうことが、誘致の
第一歩だと考えています」と語った。

■今後の展望
　2017 年 7月、茨城空港は「訪日誘客支援空港」に認
定された。同認定を受けることで新規就航や増便に対
し、着陸料や、ハンドリング料の支援が国から得られる。
これは、今まで地元が一丸となって空港利用客のおもて
なしや利用促進に取り組んできたことが評価された結果
であり、今後の国際線の誘致にも活かせるものといえる。
　また、空港周辺施設である「空のえき　そ・ら・ら」
についても、茨城空港に降り立ったインバウンドの最
初の受け入れ口として機能しており、同課は今後も各
方面と連携しながら新規路線の誘致に取り組みたいと
している。

5. ジェトロによるインバウンド誘致への取り組み

　西川氏は「茨城県は『魅力度ランキング』で最下位
とよく言われるが、それをあまり意識し過ぎないほう
が良いと思います」と語る。それは、当県への観光入
込客数（延べ）をみると、2015 年は全国で第 19 位 5

の位置にあり、県を訪れる人は決して少なくないから
である。
　日本貿易振興機構（ジェトロ）茨城貿易情報センター
では、実際に観光に訪れる入込客数を増やすことが、
県の魅力向上につながる。そしてインバウンド誘致こ
そ入込客数の増加に不可欠であるとし、積極的に取り
組んでいる。
　
■インバウンド誘致の取り組み
　2016 年 9 月、同機構は台湾の旅行代理店と台湾人
ブロガーを招待し、3泊 4 日の農業観光ツアーを開催
した。ツアー内容は、メロンや梨狩り、相撲部屋見学
などであり、海外旅行代理店が企画する旅行プランへ
の組み込みにつなげている。
　台湾をターゲットにした理由は、台湾人旅行者の日
本旅行歴が 4、5 回と多いためである。彼らは東京や
大阪、京都といった定番観光地は既に訪問済みで、次
は地方旅行を望んでいる。そのため、同機構は誘致の
ターゲットとして選定した。
　当日のツアーでは有名ブロガーに果樹狩りの様子な
どを SNS に投稿してもらった。それは母国の人がそ

茨城県の観光名所がプリントされたポストカード
提供：空港対策課…

日本貿易振興機構（ジェトロ）
茨城貿易情報センター 
所 長　西川　壮太郎…氏

お話を伺った西川氏…

5…最新の年間値は…2016…年であるが、集計済みの都道府県の数が少ない（33/46）ため、集計済みの数が多い（41/46）2015…年のデータを用いている。
なお、2015…年の未集計先は富山県、⽯川県、福井県、長崎県、沖縄県。大阪府は未導入。
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の様子を閲覧することで、日本旅行に行く際に茨城県
を選んでもらうことを狙っている。
　ツアーに収穫体験を盛り込むことは、インバウンド
誘致以外の効果も期待できる。農業観光ツアーを経験
して、茨城県産品のファンになった外国人が、帰国後
に母国でも味わいたいと思うことが、結果として茨城
県の輸出拡大にもつながっている。また、ツアー期間
中に旅行代理店と県内の観光関連産業との商談会を設
けることで、B to B での展開も可能にした。

　農業観光ツアー以外の取り組みとして、J2 水戸ホー
リーホックに所属するベトナム代表 FWのグエン・
コンフォン選手の人気を活かした試合観戦ツアーを実
施した。グエン選手は 1年間の期限付移籍で水戸ホー
リーホックに所属（2016 年シーズン）していた。グ
エン選手は、母国ベトナムでは絶大な人気を誇ってい
たため、同機構と茨城県、茨城交通、水戸ホーリーホッ
クが共同でベトナム航空のチャーター便を利用した。
　ツアー販売価格は約 14 万円と富裕層をターゲット
にしたものであったが満席となった。また、試合観戦
以外にも県内観光地の周遊をツアーに盛り込んだこと
で、茨城県の魅力も併せて PRすることができたとい
う。グエン選手は移籍期間満了でチームを離れてし
まったが、このようなスポーツツーリズムはインバウ
ンド誘致に非常に有効な方法だと考えられる。
　
■インバウンド誘致に取り組むに当たって
　今後、インバウンドを誘致していく上で重要なこと
は、「何を強みに、どの国にアプローチするか」を明
確にすることである。
　観光庁が公表している「訪日外国人消費動向調査」
をみると、2016 年における国籍別・費目別の訪日外
国人旅行者一人当たりの消費額について、国ごとの消
費の傾向がわかる。中国の場合、「爆買い」に代表さ
れるように「買い物代」の項目が他国に比べて圧倒的
に多い反面、「宿泊費」は抑える傾向にある。このほか、

欧米からの観光客は平均滞在日数がアジアに比べて長
く、宿泊費は多い傾向にある。また、オーストラリア
からの観光客は、他国に比べ「娯楽サービス費」に一
番多く支出していることが分かる。

　このように、インバウンドといっても、国や地域ご
とに異なる様相を呈している。現在、観光に関する統
計データが増えており、データを活用したマーケット
分析が可能となった。例えば、同調査を用いることで
買い物であれば中国、飲食・宿泊なら欧米、娯楽サー
ビスであればオーストラリアといったように業種ごと
に戦略を立てることも可能である。

■今後の展望
　今後、同機構では東南アジアだけでなく、欧州をター
ゲットにした戦略展開も企画している。
　また、海外の富裕層を対象として人間ドッグなどを
行う「メディカルツーリズム」にゴルフをセットでき
れば、茨城県内の活性化につながるとしている。
　さらに、県内の大学に在学中の外国人留学生との意
見交換で、県民では気づかない点を指摘してもらう機
会をつくることも考えられる。身近にいる外国人の意
見は貴重であり、地域の資源である。それをさらに体
系化して、意見を集約する体制づくりも重要であると
した。

台湾からの農業観光ツアーの旅程…
提供：ジェトロ茨城貿易情報センター

図表 8　訪日外国人旅行⽀出額（国籍別・費目別） 

注…1：回答者一人当たりの支出額を円換算して集計。…
注…2：平均は国籍別訪日外客数をウエイトとする加重平均。
出所：観光庁「訪日外国人消費動向調査」…
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〜 DMO とは〜
　DMOとは、Destination Management / Marketing 
Organization の略で、地域にある観光資源に精通し、
地域と協同して観光地作りを行う法人を指す。簡単に
いえば、DMOは「稼ぐ」観光をテーマに、地域の特
性を活かした観光誘客の戦略組織といえよう。
　政府は、2014 年に閣議決定した「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」の中でDMOを地方創生の柱の一
つとして取り上げた。観光庁によると、2017 年 11 月
時点で全国 133 の法人が「日本版DMO」候補法人と
して登録（候補法人の登録第一弾は 2016 年 2 月）さ
れている。
　茨城県では、茨城県観光物産協会がいち早く 2016
年に「地域連携DMO」として登録され、観光誘客活
動を実施している。今回、同協会のDMO推進監であ
る鈴木友子氏と推進担当の田中あかね氏に話を伺っ
た。

〜茨城県観光物産協会へのヒアリング〜
　はじめに鈴木氏は「DMOの概念は、既に同協会で
取り組んできたことに通ずるものがあります。近年、
地域でDMO設立の動きが活発になっており、それを
サポートしていくことを目的に DMOを設立しまし
た」と説明した。
　推進体制は、専門人材 1名、スタッフ 2名の総勢 3
名で活動をしています。DMO推進監である鈴木氏は、
以前勤務していた旅行会社で旅行商品造成や地域を回
り観光資源の掘り起こし業務などを行っていた。現在
はその経験を活かし、「地域マーケティング」担当と
して人材育成や組織支援を目的としたセミナー開催、
各地域の素材調査などを行っている。
　セミナーは、セレクトショップ経営者を講師に、土
産商品の造成や SNS 発信方法、専門人材を活かした
新しい組織づくりの方法などをテーマに開催してい
る。また、素材調査については、市町村と一緒に観光
資源を一度洗い出し、把握・分析・ブラッシュアップ
することで、魅力ある観光資源にできるかどうか検討
している。鈴木氏は「最終的にその地域の素材を使っ
て観光客に売れる『モノ ･コト』を増やせればと考え
ています」とした。
　また、今後の課題に関して鈴木氏は「茨城県を訪れ
る観光客は滞在時間と消費額がともに少ない状況で

す。これは県に来てもどこに行ったらいいか、また、
何をしたらいいか分からないといった情報不足が背景
にあります」と語った。
　旅行会社「じゃらん」HP内に掲載されている県別
の「遊び・体験予約」をみると、予約の登録数が北関
東地域の栃木県は約 100 件、群馬県は約 150 件である
のに対し、茨城県は約 60 件と少ない。
　こうした課題を改善するために、鈴木氏は体験型ア
クティビティを売りにした県内ツアーを造成し、茨城
県の観光HP「観光いばらき」で様々な情報を発信し
たいと考えている。体験型アクティビティプランを作
るにあたり、新しく何かを整備するのではなく、今あ
るものを活用したい考えだ。例えば、果樹園で果物狩
りをした後、さらにその果樹園で採れた果物を使った
お菓子を販売したり、土日限定でカフェを営業したり
するなどが考えられる。田中氏は「観光客が心地よく
自然を体験でき、消費も促せる仕組みづくりが必要で
す」と語った。

〜最近の DMO の取り組み状況〜
　観光庁は、茨城県の鹿行 5市が設立を進めている「ア
ントラーズホームタウン DMO（仮称）」を 2017 年
11 月に日本版DMO候補法人に新たに登録した。同
DMOは、鹿島アントラーズ FCのブランド力を活か
し、スポーツツーリズムを軸に事業を展開する予定で
ある。
　また、筑波銀行と筑波総研が運営する「つくば地域
活性化ファンド」は、かすみがうら市、都内広告代理
店と協同で、地域活性化DMO「かすみがうら未来づ
くりカンパニー」に出資している。同DMOは、サイ
クリング事業を核として、地域の活性化を目指し、地
域産品の PRや商品開発、地元農家との 6次産業化へ
向けた取り組みなどを展開している。

Column　DMO の取り組み

62017年 11月に第一弾として…41…法人が「日本版…DMO」に登録されている。
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6. 外国人観光客に人気の観光地の受け入れ状況

　これまで、4章では茨城県による取り組み、5章で
はジェトロ茨城貿易情報センターの取り組みについて
紹介してきた。本章では、実際に外国人客が立寄る人
気観光地について紹介していきたい。
　3章で取り上げた国際観光課が公表している「海外
からの本県周遊ツアーの催行状況について」をみると、
海外からのツアー客の主な立寄地は以下の通りとなっ
ている。
　1位は、ネモフィラやコキアで有名な国営ひたち海
浜公園。次いで袋田の滝、偕楽園、牛久大仏と県内有
数の観光地がランクインしている。では、実際にこう
した観光地ではどういった取り組みがなされているの
か、各地の担当者に話を伺った。

　国営ひたち海浜公園は、開園面積約 200ha で各所
に花畑があり、1 年を通じて草花を楽しむことができ

る。なかでも春のネモフィラ、秋のコキアは非常に人
気があり、2015 年に米国のニュース専門放送局CNN 
が発表した「日本の最も美しい場所 31 選」で同園の
ネモフィラの景色が紹介されたことも影響し、現在は
国内観光客だけでなく外国人観光客も多く訪れてい
る。
　2016 年度に同園を訪れたツアー利用の外国人観光
客の数は 21,220 人で、2014 年度の 1,300 人に比べる
と大幅に増加している。また、2017 年度についても
2016 年度を上回る見込みである。なお、同集計はツ
アー利用者数のみをカウントしたものであるが、同園
が把握している限りでは FIT も相当伸びているとい
う。
　外国人観光客の国籍は台湾が一番多く、次いでタイ、
香港、ベトナム、中国となっている。特に東南アジア
は四季がなく、広大な花畑もないため、花を求めての
来場が多い。
　滞在時間は、ツアー客が 1、2 時間、個人客は 1 日
の場合もある。来園者は、東京や成田空港から鉄道や
バスの利用が多く、来園後は袋田の滝や偕楽園、牛久
大仏、ショッピングモールなどに向かっている。

インバウンド誘致の取り組み・受け⼊れ体制の整備
　インバウンド誘致活動については、季節の花など厳
選した写真をHP や SNS に投稿するほか、茨城県と
共同でモニターツアーを実施している。
　外国人観光客の受け入れ体制の整備については、園
内のカフェやお土産物屋、休憩所にWi-Fi スポットを
設置し、観光客が園内で撮った写真をすぐに SNS に
投稿できるよう工夫をしている。
　言語対応については、英語、中国語（簡体字、繁体字）、
韓国語に対応したパンフレットを作成し、入場ゲート
付近に設置している。また、職員用に案内用のタブレッ
トや指差し表（外国人との主な会話例）、単語帳の用
意のほか、英語が話せるスタッフを配置するなどの受
け入れ体制を整えている。
　さらに、リピート率を高めるため、春にネモフィラ
を見た観光客をターゲットに、夏は夜のライトアップ
された緑色のコキア、秋は真っ赤に染まったコキアを
順次 SNS などで発信することで、また訪れたくなる
ような工夫も行っている。

インバウンド誘致の課題
　同園の課題としては、外国人観光客に 1 年を通じ
て来園してもらえる仕組みを構築することである。ネ
モフィラやコキアについては海外での知名度が高まっ
ているが、満開の時期に国内外の観光客も集中してし

国営ひたち海浜公園
ひたち公園管理センター  企画⼀課 

広報係長　服部　哲郎…氏…

提供：国営ひたち海浜公園　ひたち公園管理センター

図表 9　海外からの茨城県内ツアーの主な立寄地 

出所：茨城県商工労働観光部…観光局…国際観光課
…「海外からの本県周遊ツアーの催行状況について」…
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まうため、ゆっくりと花を楽しむ時間がとれないこと
もある。
　同園は、ネモフィラやコキア以外にも季節ごとに美
しい草花を楽しむことができるため、今後はリピート
率を高めることで、年間を通じての来園を促していき
たいとしている。

　偕楽園は、1842 年、水戸藩第 9代藩主徳川斉昭に
より開園された。同園は、金沢の「兼六園」、岡山の「後
楽園」とともに日本三名園のひとつに数えられる。
　園内には約 100 種 3,000 本の梅が植えられ、春に開
催される「梅まつり」を皮切りに、桜やつつじ、萩と
いった季節の花々を楽しむことができる。また、園内
には斉昭自身が設計した施設「好文亭」がある。
　同園では、好文亭に入館する外国人の数を集計して
おり、全国的なインバウンドの増加に伴い、好文亭を
訪れる外国人観光客の数も増加しているという。2017
年度は約 5,200 人（2018 年 1 月時点）が訪れ、全入館

者数の約 6％を占めている。
　外国人観光客の国籍は、台湾が全体の過半数を占め、
次いで中国や韓国、ベトナムが続く。同園が台湾人に
人気が高い理由の一つに、台湾の国花が梅であること
が挙げられる。また、来園の方法は多くがツアーバス
であるが、徐々に FIT も増えてきている。特に米国
や英国、スペインといった欧米圏の観光客は、5人程
度のグループで訪れる傾向が認められ、FIT である
可能性が高い。
　Wi-Fi 設備は、園内にある土産物屋「見晴亭」に
設置している。同園は国指定文化財であることから、
Wi-Fi スポットの拡大については、文化財に支障がな
い範囲で取り組みたいとしている。
　HPやパンフレットは 4か国語（英語、中国語〈簡
体字・繁体字〉、韓国語）で対応している。内容は、
ガイドマップだけでなく、同園の歴史や徳川斉昭につ
いても翻訳している。また、外国人観光客への対応と
して、好文亭入り口料金所などに指差しシートを導入
した。
　今後の課題は、国内外の観光客にあてはまるが、同
園を観光した後に、水戸市内を訪れる人が少ないこと
だという。特にツアーバスの場合、那珂湊おさかな市
場や他所で食事をとるケースが多く、市内の観光コー
スの開拓や土産物屋、飲食店、宿泊施設との連携によっ
て長時間楽しめる仕組みをつくることが重要であると
指摘している。

偕楽園公園・好⽂亭 
茨城県⽔⼾土木事務所 偕楽園公園課 

係 長　平塚　栄一…氏

出所：偕楽園…HP…より抜粋…

英語に対応した…HP
出所：偕楽園…HP…より抜粋…

年間を通じた草花のカレンダー（英語版）…
出所：国営ひたち海浜公園…HP…より抜粋…
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　牛久大仏は、青銅（ブロンズ）製立像で世界一の
高さであり、1995 年、ギネスブックに登録された。
大仏の高さは 120m（像高 100m、台座 20m）、総重
量は 4,000 ｔ。左手の掌は 18 ｍで奈良の大仏（像高
14.98m）が乗ってしまうほどの大きさである。
■観光客の動向
　牛久大仏と市内観光名所の 1つであるシャトーカミ
ヤを合わせた観光入込客数は、2003 年に圏央道つく
ば牛久 IC が開通した関係で、開通前後の 2年間で約
15 万人増加した。これは牛久市の人口の約 2倍に相
当する数値である。
　さらに、2017年2月に圏央道が全線開通したことで、
成田空港から牛久大仏までの所要時間は車で約 40 分
と縮まり、交通利便性は飛躍的に向上した。
　牛久大仏を訪れる近年の年間観光客数は、全体で約
48 万人、その内、外国人観光客は約 36,000 人である。
県の観光振興策の効果もあり、茨城空港を経由して牛
久大仏を訪れる観光客も増加している。
　タイやベトナムなど東南アジアの仏教国から来る観光
客は、敬虔の念を抱いて牛久大仏を参拝しにくる。中国
や台湾などのアジア圏、米国やフランスなどの欧米圏か
ら来た観光客は、自由の女神の3倍もある牛久大仏の巨
大さを目の当たりにして、東洋の神秘を感じているそうだ。
　また、2015 年に発表された世界最大の旅行口コミ
サイト「トリップアドバイザー」の「インバウンド調
査」では、牛久大仏が県内の人気観光施設・観光地の

頂点に輝いている。
■インバウンドの受け⼊れ体制の整備

　牛久大仏は外国人観光客に対応するため、英語版の
パンフレットを作成している。今後、言葉では伝わり
にくい部分はイメージ図を用いて分かりやすい表現に
する工夫などを行い、英語圏以外の外国人観光客にも
対応できる取り組みを検討している。
　また、現在、受付部門では簡単な英語対応ができる
体制を整えている。今後は2年後の東京オリンピック・
パラリンピックなどの効果もあり、さらに外国人観光
客の増加が予想される。そのため、従業員の中には自
主的に英会話教室に通うものも出てきているという。
　前川氏は「今後、社員とともに牛久大仏を訪れる方々
がより一層楽しんでいただける仕組みを構築していきたい
と考えています。そして、茨城県内の自治体や企業との連
携を図りながら、自社事業の強みを活かして、県の魅力を
アピールし続けていきたいです」と意気込みを語った 7。

春になると多くのプロ・アマ写真家が訪れ、
⽜久大仏と…桜、芝桜の共演をカメラに収める…
提供：株式会社エンポール…

7 その他、⽜久大仏の取り組みについては、当社が発刊している筑波経済月報…2017…年…9…月号「企業探訪」をご参照いただければ幸いである。

⽜久浄苑 ⽜久大仏 
浄土真宗東本願寺派 本山 東本願寺

事業本部事務局 統括局⻑ 
⽜久事業運営管理会社 
株式会社エンポール 

代表取締役　前川　昌弘…氏

お話を伺った前川氏…

袋⽥の滝
大子町 

副町長…観光商工課長　和田　宗介…氏

お話を伺った和田氏…
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　袋田の滝は「日本三名瀑」の一つとして、多くの観
光客が訪れる大子町の観光スポットである。
　袋田の滝では、3 年前から滝入り口の料金所で外
国人観光客の独自調査を行っている。2016 年度は約
12,000 人が訪れ、2017 年度も約 11,000 人（11 月時点）
と前年を上回る勢いである。国内外含めた全観光客数
に占める外国人観光客の割合は全体の 2％前後である
が、その割合は年々高まっている。
　外国人の来場の多い季節は春と秋で、台湾、香港や
東南アジア圏が多い。一方、欧米は少ない。
　来場方法は、茨城県によるインバウンド誘致活動の
関係からツアーバスが多いが、徐々に FIT も増加し
ているという。
　
■インバウンドの受け⼊れ体制の整備
　パンフレットについては 4か国語（英語、中国語〈簡
体字・繁体字〉、韓国語）に対応しているほか、滝の
入り口や周辺に多言語案内板を設置している。
　今後は、滝の入り口にAR「拡張現実」を活用した
多言語対応の案内表示を整備する予定である。

■インバウンド誘致の課題
　和田氏はインバウンド誘致の課題として、受入体制、
二次交通、滞在時間（町内周遊）を挙げた。同町を通
る JR水郡線は、車窓からの景色が素晴らしいが、袋田
の滝の最寄り駅である袋田駅からは距離がある。袋田
駅から滝、滝から常陸大子駅周辺の中心市街地まで移
動するにはバスとなるが、路線・本数などの制約もある。
　また、袋田の滝にツアーで訪れている外国人観光客
の多くは、１時間程度しか滞在せず、すぐに次の観光
地に移動してしまう場合が多い。そのため、袋田の滝
周辺でお土産を購入したり、他の観光スポットを周遊
したり、大子町を楽しむ時間がほとんどなく、袋田の
滝から少し離れた町内では外国人観光客を見かけるこ

とがほとんどない。
　和田氏は「大子町には、奥久慈しゃも、奥久慈りん
ごや奥久慈茶、こんにゃく、鮎、そば、ゆばなどといっ
た美味しい食べ物や豊かな自然、そして温泉がありま
すが、まだ多くの人に知られていません。大子町はこ
うした魅力を観光客に向けてさらにアピールし、受入
体制の整備を進めながら、インバウンド誘致につなげ
ていきたい」と語った。

7. 県内の民間事業者によるインバウンドの
受け入れ状況

　茨城県内の民間事業者も訪日外国人の受け入れに意
欲的に取組んでいる。本章では、交通関連で関東鉄道
株式会社、宿泊関連で株式会社 IHS、株式会社筑波学
園ホテルでの取り組み事例を取り上げる。

　関東鉄道株式会社は、茨城県内を拠点に鉄道やバス
などの交通インフラを運営している。今後インバウン
ドは、ツアーバスによる団体旅行から FIT へのシフ
ト、2019 年のいばらき国体、2020 年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開催に伴い、鉄道やバスなどの
交通機関を利用する機会が増えることが予想される。
こうした状況に対応すべく、同社ではインバウンドの
受け入れ体制の整備に取り組んでいる。

■インバウンドの受け⼊れ体制の整備
　Wi-Fi については、茨城空港～東京駅線、水戸～東
京駅線、茨城空港～水戸線、水戸・土浦・つくば～京
都・大阪線（夜行高速バス）の高速バス４路線に導入
している。
　2017 年には、インバウンドへの接客対応ツールと
して「外国語対話シート」を関東鉄道の一般路線バス、
各空港及び東京駅に乗り入れる高速バス路線に導入し
た。
　外国語対話シートにはバスの乗車方法や運賃の支払
い方法などが 4か国語で表記されており、乗務員は同
シートを指差しながら、外国人への接客対応を行って
いる。なお、作成にあたっては、茨城県観光物産協会
に翻訳などの協力を得たという。同社は同協会が主催
するインバウンド部会に参加し、積極的に情報共有を
図っており、外国語対話シートは民間事業者と一般社
団法人が連携した取り組みといえる。

袋田の滝の「氷瀑」…
出所：茨城県観光物産協会…HP…より抜粋…

関東鉄道株式会社 
総務部…企画課…課長補佐　芹田　晋…氏
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　また、同社は高速バス車内に多言語翻訳アプリケー
ションを利用できるタブレット端末を整備し、新たな
旅客案内サービスも開始している。使い方は、はじ
めに乗客が話したい言語を 7 か国語（英語、中国語、
韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、ロシア語）
から選択すると、オペレーターの通訳を通じてサポー
トする仕組みだ。
　関東鉄道常総線、竜ヶ崎線の鉄道各駅については、
日本民営鉄道協会作成の「5 カ国語・指さし会話シー
ト」が 2016 年より配付され活用されている（内容は、
①列車の乗り降り・きっぷの購入、②緊急対応・忘れ
物対応、③駅周辺案内・利用マナー＆フレーズ集となっ
ている）。
　今後の課題については、交通アクセスと観光資源が
一体となるインフラ整備や、海外との慣習の相違など
に関する乗務員の教育などを挙げた。

　株式会社 IHS は、大洗町で「大洗ホテル」、大子町

で「思い出浪漫館」を経営し、海と山ふたつの魅力を
楽しめる宿泊施設を提供している。ここではまず、大
洗ホテルの取り組みを紹介する。
　大洗ホテルの外国人宿泊客数は、2013 年は 150 人
であったが、インバウンド誘致活動が実を結んで徐々
に増加し、2017 年は約 3,000 人と 4 年間で 20 倍近く
にまで増加している。
　外国人宿泊客は 1年を通じて、稼働率向上に寄与し
ている。国内客の宿泊ピークは夏場で、春先 4月など
はあまり稼働率が伸びない時期である。しかし、外国
人宿泊客は花の見頃である春や秋に集中するため、閑
散期を埋めることができている。
　国籍別の宿泊者数をみると、東・東南アジアが中心
で、最も多いのが台湾、次いで香港、韓国、シンガポー
ル、タイ、ベトナムと続く。台湾人は既に大都市圏の
日本旅行の経験があることが多く、常に新しい場所や
多くの外国人が訪れていない場所を求める傾向があ
る。そのため同ホテルに訪れる宿泊客の多くは 3、4
回目以上の日本旅行リピーターである。また、宿泊客
の 9割はツアーによるものであるが、ここ最近は海外
での知名度の向上に伴いFITも増加しているという。
　
■インバウンド誘致の取り組み・受け⼊れ体制の整備
　同社によるインバウンド誘致に向けた取り組みは、
茨城空港の開港をビジネスチャンスと捉え 2010 年か
ら始まった。最初は、インバウンドの誘致は難しいと
いった声も多く、目に見えた成果は得られなかったが
茨城県国際観光課の積極的な誘致施策にも後押しさ
れ、成田空港や東京から近いという利点を現地の旅行
会社や日本のツアーオペレーターに PRすることによ
り徐々に認知度が高まり様々な観光ルートに乗せるこ
とができた。またチャーター便の就航による県内ツ
アーも契機となり宿泊者数は順調に増加した。
　また、受け入れ体制についても、外国人が利用しや
すい環境づくりに取り組んでいる。

株式会社 IHS
大洗ホテル  

常務取締役　加藤　真一…氏
営業部部長　吉田　将洋…氏

お話を伺った加藤氏（左上）と吉田氏（左下）、…
同席した大洗酒井支店長（右上）…

外国人向けにローベットを備えた和室
提供：株式会社…IHS……

外国語対話シート

提供：関東鉄道株式会社…

導入した外国語対話シート
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　まず、情報発信については、HPの 4 か国語対応と
SNS による情報発信がある。SNS の発信は、台湾出
身の従業員が担当している。
　次に、宿泊部屋については、全室に無料Wi-Fi を設
置した。以前はロビーだけであったが、部屋でネット
を利用したいとの要望が強かったため対応した。和室
にはツインのローベッドを備え、外国人にも畳文化を
楽しんでもらえる工夫がなされている。また客室に
オーシャンビューのバスを設置することにより大浴場
が苦手な国の方にも日本のお風呂文化を楽しんでも
らっている。
　スタッフの育成については、言語対応を中心に行っ
ている。ツアーの場合は、ガイドがいるため言語対応
に困ることはないが、FITの場合には言語対応が求め
られる。そこで、同社では前述した台湾出身の従業員
が外国人宿泊客の案内を行なっている。今春にはフィ
リピン出身の従業員も採用予定であり、全館で英語対
応の強化に努めている。また、フロントスタッフを中心
に毎月語学研修を開催し、語学力の育成に励んでいる。
　そのほか、宿泊する外国人宿泊客への対応として、
浴衣の着方、館内案内、料理メニューなどを外国語で
説明したパンフレットを配置している。また、食事会
場とフロントに宿泊客の国の旗を掲げて、おもてなし
の気持ちも伝えている。
　さらに、冬の季節に限り、大洗名物・あんこうの
吊るし切りをホテルのロビーで毎日実施している。
ショーとして外国人宿泊客に人気で、多くの人が写真
を撮る様子がみられるという。

　インバウンドへの対応は、従業員のモチベーション
向上という点において、非常に良いことである。対応
した外国人宿泊客からは、外国語のお礼状が送られて
くることもあり、スタッフの励みとなっている。

■インバウンド誘致の課題
　現在、HPは 4 か国語に対応しているが、今後は外

国人向けのアンケートを実施し、嗜好に合わせたペー
ジを作成したい考えだ。また、国によっては現地の代
理店から食事等受入れに際して細かい要望もあり、臨
機応変な対応を求められるケースが多いので、マニュ
アルよりはコミュニケーションが取りやすい環境づく
りを目指したいとしている。
　次に、思い出浪漫館の取り組みを紹介する。

■インバウンド誘致の取り組み・受け⼊れ体制の整備
　思い出浪漫館では受け入れ体制として、Wi-Fi の全
室対応や館内案内の多言語表記を行っている。
　インバウンド誘致に向けたアピールポイントとして
は、川のすぐそばにある露天風呂だ。川に手が届きそ
うな距離にあるため、外国人宿泊客からは「とても珍
しい」と評判である。
　また、外国人宿泊客には、そば打ち体験や秋のりん
ご風呂、食事の際の地酒の飲み比べといった地域の特
産品を活かした体験が人気だという。
　以前、ベトナム人宿泊客からのリクエストで、町内
の美容室に協力をしてもらい、30 人近くの宿泊客に
着物の着付け体験を実施した。準備する側は大変だっ
たが外国人宿泊客からは大変好評で、今でも話題にさ
れることがあるという。
　また、宿泊客向けに色鮮やかな浴衣のレンタルを実
施している。外国人宿泊客ははっきりとした色を好む
傾向にあり、浴衣を着た姿を写真に収めるなどして楽
しんでいる。
　同社は、こうした日本の旅館らしさを前面に出した
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総　支　配　人　桜井　唱弘…氏
経営企画部部長　関根　一寿…氏
支　　配　　人　河西美津子…氏
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サービスを提供することで、外国人宿泊客がまた泊ま
りたいと思うような仕組みを作りたいとしている。

　オークラフロンティアホテルつくばの宿泊客に占め
る外国人の比率は、インバウンド（バスツアー観光客）
が増え始める以前から、15％前後で推移しており、同
社グループ内でも比較的高い数字となっている。これ
は、つくば市が学会や国際会議といったMICE8 関係
をはじめ JAXA や NASA など研究所関係で訪れる人
が多く、もとより外国人ビジネス客が多く集まる傾向
にあることが背景にある。
　2014 年以降、全国的にインバウンドの増加が顕著
になると、バスツアーによる外国人宿泊客が増えはじ
め、2016 年度には年間約6,500 人のツアー客が宿泊し、
外国人比率も約 19％に上昇した。

　2017 年度に入ってからは、ツアーバスの減少によ
り外国人宿泊客数は減少しているが、依然高い水準に
ある。
　国籍別にみると、2017 年は米国と中国が約 20％と
一番高く、次いで台湾や韓国となる。米国人はビジネ
ス目的、中国人は観光目的が多い傾向にある。なお、
インバウンドが急速に増加する前は、米国人が一番多
かったという。
　旅行関係の場合は、ツアー中に一泊するかたちにな
るが、ビジネス関係の場合は 5 日程度宿泊する傾向
にある。また、ビジネス客はリピート率が高いのも特
徴である。

■インバウンド誘致の取り組み・受け⼊れ体制の整備
　ビジネス、旅行に関わらず、外国人宿泊客は朝食ブッ
フェを好む傾向にある。そこで、同ホテルでは今年度、
ブッフェ台と什器を一新し、料理やサラダ、パンの種
類も増やして内容の充実を図っている。特に、つくば
市は「パンの街」といわれており、同社でも朝食のパ
ンにかなり力を入れている。
　インフラについては、Wi-Fi を全室に設置している。
また、今春から新たに客室設置スマホ「handy」の導
入を計画している。同スマホには、ホテルやつくば市、
県内の情報が搭載されており、宿泊客はスマホを操作
して情報を得ることができる。また、宿泊客に持ち歩
いてもらうことで、緊急時の連絡や現在の居場所確認
が可能になる。
　また、中国人観光客の増加を受け、室内のテレビで
中国の番組を視聴できるようにした。
　さらに、人材面では、ビジネス目的の外国人が以前
から多かったため、フロントスタッフの英語対応は必
須であり、英語レベル維持のための研修も行っている。
今年から中国人スタッフを 1 名正社員として採用し、
フロント業務を担ってもらっている。そのほか、パー
トタイムとして筑波大学の外国人留学生を採用し、言
語力を活かしたフロント業務を中心に担ってもらって
いる。彼らは日本に興味があり、日本語を学びたいと
いう姿勢がみえるため、業務にも積極的に取り組んで
いるという。

■インバウンド誘致の課題
　同社に宿泊するビジネス客の多くは、国籍を問わず
英語が話せるため、多言語表記や言語対応は英語がメ
インとなっている。今後は、海外OTA9 を利用する

株式会社筑波学園ホテル 
オークラフロンティアホテルつくば  
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旅行客が増加するため、FIT 客向けの多言語対応が
求められると考えている。
　ツアーバスの多くは、つくばを中継地点にして、首
都圏や他県に移動してしまうケースが多い。ビジネス
目的の場合も、学会がない日は都内に行ってしまう傾
向にある。彼らは既に訪日回数が多く、行きたい場所
もあらかじめ決めているため、つくば市内観光をする
ことがあまりない。今後は、「つくば市を観光したい」
と思わせる取り組みが必要である。
　同社には、2016 年に開催された「G7 茨城・つくば
科学技術大臣会合」の際にも使用された、コンセプト
の異なる７つのスイートルームがある。
　現在、利用する宿泊客の多くは、企業のVIP や婚
礼に伴う新郎新婦であるが、今後は海外のお客様にも
良さを知っていただけるようアピールしていきたいと
考えている。

8. ヒアリングを通じて見えた“課題”

　これまで４章から７章にわたり、各方面での茨城県
内のインバウンドへの取り組みについて紹介してき
た。ヒアリングを通じて各所でインバウンド誘致への
積極的な姿勢が窺えたが、一方でまだ取り組むべき課
題も抱えていることも明らかになった。本章では、こ
うした課題について整理したい。

■「茨城県に⾏きたい」と思わせる情報発信
　多言語で地域の見所などを SNS によって発信する
動きは各地でみられるものの、さらに取り組んでいく
必要があるだろう。大洗ホテルの吉田氏は、「現在、
HPは多言語対応しているが、さらに各国の嗜好に合
わせたHPを展開したい」と今後の課題を語ってくれ
た。このほかのヒアリング先では、海外有名ブロガー
による母国への情報発信も取り組んでいきたいとの声
も挙がった。

　4章で紹介したフラワーカレンダーや県内の観光地が
描かれたポストカードは、少ない時間で外部に茨城県
の魅力を伝える情報発信ツールであるといえる。こう
した取り組みを通じて、「茨城県に行きたい」と思わせ
るような情報発信がインバウンド誘致には求められる。
　
■インフラ整備
　インフラの面では、県内各地の施設でWi-Fi 設備や
多言語案内板の設置、多言語対応スタッフの配置など
の取り組みがみられ、インバウンドの受け入れ体制は
徐々に整備されている。しかし、県全体としては十分
といえず、事業者間で温度差が大きい。
　また、インバウンドがバスツアーなどの団体旅行か
ら個人旅行（FIT）にシフトすることに伴い、交通イ
ンフラの整備が求められる。大子町副町長の和田氏は
袋田の滝までの二次交通を課題に挙げていた。このよ
うな課題を解決するためには、駅や空港周辺にバスや
レンタカー、レンタサイクルなどの拠点を設ける必要
がある。
　
■⼈材育成
　人材育成の面でも様々な取り組みがみられた。多言
語対応スタッフについて、茨城県観光物産協会では外
国人スタッフを配置し、県内各地で外国語研修や翻訳
などの支援を行っている。また、株式会社 IHS では
外国人スタッフの採用やフロントスタッフに対する外
国語研修など積極的な取り組みが行われていた。
　さらに、オークラフロンティアホテルつくばでは、
筑波大学の外国人留学生をパートタイムでフロントス
タッフに採用している。こうした取り組みが他の民間
事業者にもさらに広がれば良いと思う。
　そのほか、ジェトロの西川氏も指摘していたが、今
後さらに地元の外国人留学生と協力することで、多言

G7…茨城・つくば科学技術大⾂会合で宿泊に
利用された…スイートルーム
提供：オークラフロンティアホテルつくば

図表 10　茨城県内における外国人延べ宿泊者数 

注：従業者数…10…人以上の施設。
出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」…
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語対応だけでなく外国人からみた茨城県に対する意見
を集約すべきである。

■外国⼈観光客に宿泊してもらう仕組みづくり
　茨城県を訪れる外国人観光客は増加しているが、県
内での宿泊にはつながっていないケースがみられる。
観光庁が公表している「宿泊旅行統計調査」をみると、
県の宿泊施設を利用する外国人観光客の数（延べ数）
は、入込客数の増加に伴い増加を続けていたが、直近
2017 年では前年に比べ減少している（１～ 9月累計
で前年同期比▲ 24.9％）。
　これは、2016 年に茨城空港の海外定期便が相次い
で撤退した影響が挙げられる。また、高速道路網など
が発達したことで、茨城県を訪れても日帰りしてし
まったり、宿泊は他県に流れてしまったりしているこ
とも考えられる。
　県内で宿泊をするかしないかは県内事業者が受け取
ることになる旅行消費額を大きく左右する。国際観光
課の関氏は「県内での旅行消費額を増加させるために、
外国人観光客をいかに県内宿泊につなげていくかが重
要です。日中は多くの外国人観光客が訪れますが、宿
泊は東京や他県に流れてしまう傾向があります。今後
は、夜も楽しめるコンテンツを提供することで、外国
人観光客を県内に宿泊させる仕組みづくりが必要で
す」と語る。

■「稼ぐ」コンテンツの創出
　茨城県内の観光地を訪れる外国人観光客が増加して
も、ツアーバスのスケジュールの都合上すぐに次の目
的地に移動してしまうことが明らかになった。このよ
うな場合、外国人観光客が現地で消費するのは入場料
だけであり、地域に落ちる収入は微々たるものとなっ
てしまう。
　県内各所にはその地の名産品やお土産が多くある。

図表 11　茨城空港の旅客実績の推移 

注：2017…年…12…月は速報値。…
出所：国土交通省…東京航空局「管内空港の利用状況」…

外国人観光客が訪れた際に、こうした地域の名産品を
試食してもらうなど時間を作ることで、消費につなが
るのではないだろうか。
　また、外国人観光客の消費パターンが、いわゆる「爆
買い」に代表される「モノ消費」から「コト消費」へ
シフトする中、自然体験は「コト消費」のキーコンテ
ンツとなる。リクルートじゃらんリサーチセンターの
調査によると、外国人観光客に人気の国内観光体験は
「自然環境を楽しむ」が上位に挙がっている。幸い茨
城県は海も山も里山もあり、様々な自然体験ができる
環境を有しているため、こうした体験プランの造成に
よって「稼ぐ」コンテンツを創出することが求められ
る。
　特定の観光地単体ではなく、茨城県内を巡る広域ツ
アーを季節ごとに企画し、宿泊も県内温泉地に誘導す
る工夫が必要であろう。

9. さらなるインバウンド誘致の“可能性”

　地域にある当たり前のものが、外国人観光客にとっ
ては非常に魅力的なものだったりする。ヒアリング結
果の中で取り上げた「果樹狩り体験」や「あんこうの
吊るし切りショー」「着付け体験」といったコンテン
ツは、まさに茨城県に元来あるものを洗い出した結果
といえよう。このようにもともとの地域資源を掘り起
こし、「稼ぐ」力を磨くことが地域活性化につながる
と考えられる。
　また、ジェトロ茨城貿易情報センターによるインバ
ウンド誘致を県産品輸出につなげる取り組みは「ビ
ジットジャパン」と「クールジャパン」の相乗効果と
いえるだろう。
　さらに、偕楽園を訪れる外国人観光客の中には、全
体に占める割合は少ないものの欧米からの FIT がみ
られる。今後、アジア、東南アジア地域に限らず、欧
米など新たな地域も視野に入れた戦略を展開すること
を期待したい。FIT の場合は、受け入れる側に言語
対応が求められるが、本格的な外国語研修が難しくて

図表 12　訪日外国人に人気の観光体験ランキング 

出所：リクルートじゃらんリサーチセンター
「訪日外国人観光体験需要調査」より当社作成……
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も、単語帳や指差しシートなどを活用して対応するこ
とが可能だ。また、最近では翻訳アプリの性能も上がっ
ており、多言語対応へのハードルも決して高くはない。
　茨城県観光物産協会の渡邊氏は、「地域の子どもた
ちが、茨城県を訪れた外国人観光客と交流すること
で、外国語や外国の文化に関心を持つことにつながり
ます。こうした経験が将来への財産となり、結果とし
て地域活性化につながると思います」とインバウンド
誘致が茨城県の未来を担う子どもたちへの効果につい
て語ってくれた。

10. おわりに

　今年に入り、茨城空港へのチャーター便就航の
ニュースが立て続けに入ってきている。空港対策課を
はじめ、県を挙げての誘致活動の成果といえよう。こ
れにより、茨城県を訪れる外国人観光客も増加するの
で、こうした機会を活かしてさらなるインバウンド誘
致につながることを期待したい。

　　今後、わが国は 2020 年まで「訪日外国人旅行客
数 4,000 万人」を達成することを目標に掲げており、
今後さらなる増加が予想される。旅行形態が団体旅行
型から FIT 型にシフトしていく中で、旅行客は豊か
な自然や日本ならではの体験を求め、益々ゴールデン
ルート以外の地方旅行に興味を持ってくるだろう。
　地域人口が減少する中で、事業者が外国人観光客を
無視した経営を続けることは難しい。こうした人たち
をしっかりと受け入れられる体制を整備し、「また来
たい」と思わせる仕組みづくりがより一層と求められ
る。
　最後に、本稿執筆にあたり、ご協力いただいた関係
者の方々に改めて心から厚く御礼を申し上げる。

図表 13　今年に入り就航が決まったチャーター便 

出所：各種報道資料より当社作成…
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