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高橋 一夫（委 員長）、山中 賢一、河原一夫、堀田大祐、竹内 博剛、
西尾孝志、野 村顕弘 、天野裕、神谷知秀、五反田智美、
長尾 晴香
新家 智明、嶋 村光世
宮 道利典（愛知 県観光協会国内誘客 宣伝部長 ）、志賀爲宏（ 岡崎
市観 光協会 会長）、石原嘉明（岡崎活性化本部観光推進プロ デュ
ーサー）
神尾 経済振興 部長、 杉浦 観光推進 課長、観光推進課職員３名
なし

次第
１ 開会
２ 委 員交代の連 絡、配布 資料確 認
佐 野委員から 辞任届が 提出さ れた ため、後 任として新家委員を委嘱
３ 委 員長挨拶
４ 議題
（１） 岡崎市観光 基本計画 アクシ ョン プランの 進捗等について【資料１】
事務局から説明後、 質疑応 答
（委員 ）
気になる点と しては 、重点 プロジ ェクト ５のマネジメント 推進体制の確
立のと ころで、どういう人材、体制で、誰が何を担う のかと いうところ。
DMO という組織を考 えていく上で 、行政 からお金をもらっ て実施す る事業
をずっ と続けていくのはこれから先難しいと言われて いて、 民間で、ある
程度経 済的にも自立した運営体制が求められている。 そうい う意味で、観
光推進 体制として、人材育成、事業戦略の両輪を回し ていか なくてはなら
ないが 、他の地域の事例等も含めてどういったことが 具体的 に考えられる
のかを 伺いたい。
（委員 長）
推進体制を平成 32 年度に向けて作っていくにあたり、観光協会も 来年度
法人化 されるというスケジュールになっているわけだ が、人 材の専門性を
確保し ていくという点では、各地ではデジタルマーケ ティン グのテクニカ
ルな部 分を学びたいとか、それを学んだ上でマーケテ ィング に繋げていく
にはど のようにすればいいのかといった具体的な動き が進み 始めている。
今まで 観光の人材育成といった曖昧な形で研修がなさ れてい ったものを、
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デジタ ルに絞って行うということも考えられる。例え ば、グ ーグルアナリ
ティク スやクッキーの使い方を覚えて検証していくな ど、テ クニカルな部
分を知 ることによって専門性を確保していくというよ うな動 きは始まって
きてい る。お金があれば、電通や博報堂から提案やア イデア をもらうこと
もでき るが、そういう時代感覚ではない。例えば、パ ブリッ クリレーショ
ン、プ レスリリースが書けるということを研修するの もある 。
体制作りの中 では、 人材育 成にあ たって 、民間事業者が欲 しいと思うス
キル何 なのかということを確認した上で始めていくこ とが必 要だと思われ
る。街 中で体験を提供する事業者であれば、東岡崎駅 の観光 案内所でクー
ポンを 配るプロモーションが有効であるし、ホテル事 業者で あれば、オン
ライン トラベルエージェンシーと契約を結んで、海外 からの お客さんが来
るよう にしたらよい。民間の事業者のみなさんの考え 方を集 約した上で、
観光協 会はいかにプロモーションをしていくかという のを考 えなくてはい
けない 。それがより効率的な運営になっていく。その ための 資金は、必ず
しも中 間支援組織が儲けるということでもない。大阪 府では 宿泊税がかか
る。京 都市では審議会から宿泊税の提言があった。お 客さん にアンケート
をとっ ていくと、地域や金額によっても違うが７割の 方が協 力すると答え
ている 。新たな財源のあり方を、事業性だけでなく、 幅広く 考えられてい
くことも必要なのかもしれない。平成 32 年度までは補助金が出るという こ
となの で、それ以降については、事業として考えるの か、別 枠として考え
るのか 、この期間に真剣に考えていかなくてはいけな い。
（委員 ）
官民連携とい う面で 、これ まで関 心がな かった方、新たな 方にも関心を
もって もらって参画できる体制を作っていくことも必 要だと 思われる。
（事務 局）
この会 議の後に、本 日第１回目と なる観 光プロモーション の戦略会 議を立
ち上げる。その中で 、この会議 のメンバー以外にも民 間の方 にも入っていた
だいて、具体的に何 をやっていくのかを検討していく。民間 が稼ぐという視
点から、ビジネスモ デルや、民 間事業者の参画しても らえる ような事業を考
えていきたい 。その 中で、体制 作りや人材育成も進め ていけ ればと思ってい
る。
（委員 ）
会議の議題が 、ロ ードマッ プ、インバウンド、観光白書と統一性がなくて、
アクシ ョンプランの会議として方向性がバラバラにな ってい る気がする。観
光白書 も何のために作るのかというのも分からない。 平成 32 年度までのア
クショ ンプランであれば、ここに掲載さ れた事業を実施し ていって、目標数
値に対 してどれだけ達成できたかというのが必要でな ないか 。
（委員 長）
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途 中で検証し ていくこ とは必 要で はないか 。
（委員 ）
途 中検証は 、毎年１回 行えばよい。検証の ための KPI を定めている。消費
額とい うのは どのよ うに数字をとっていくのか。そういったものを検証した
上で、白書と いうも のが必要かどうか考えていかなくてはいけないのではな
いか。
（委員 長）
白書の存在価 値とい うもの につい ては、最後の４か年でま とめたも のでい
く の か、 毎年検証して いく のか 、あるいは 検証のあり 方とい う点も含め て、
議題３ で協議していきたい。
（委員 ）
観 光推進体制 の確立と いうの が重 要で、商 工会議所としても先進事例の発
表など、地域 DMO の 活動の参考事例を聞かせてもらったりしているが、参加
メンバ ーから 意見が 出るのが、商工会議所や NPO であったり、それぞれの組
織が何 をする のかと いうことで、そこを整理しなければならない。まだその
段階で ないの であれ ば、最初のとっかかりで意識していってもらいたい。先
般の先 進事例 をみる と、マネジメントとマーケティングをしっかりとしてい
て、そ れで成 功して いる。
（委員 長）
行政、商工会議所、NPO、それ ぞれの役割、機能分担をしっかりして いっ
てもら いたい という ご指摘だと思うが、事務局から何かあるか。
（事務 局）
ま ずは、緩や かな連携 という かた ちで進め ていきたい。基本的には行政と
民間、商工会議 所、観光協会、それ ぞれの役割がある 中で、多少のダブりが
ありな がら連 携体制 を作っていければと考えている。
（委員 ）
国 内の旅行者 だけでは 限界が ある ので、イ ンバウンドの取り組みを市と一
緒に取 り組ん できて いるが、多くの外国人に来てもらっていて助かっている。
これか らの観 光協会 の体制にも期待している。
（２） インバウン ドについ て【資 料２ 】
事務局から説明後、 質疑応 答
（委員 ）
インバウンド の推進 を始め た当初 から市 と連携して取り組 んでいて、パ
ンフレ ットも中国語、英語を用意しているが、個人の お客さ んで外国人の
方が来 ることもあるが、団体客はあまり来ない。これ まで中 国の観光バス
が１台 だけ入ったことがあるが、拝観もせずに、滞在 時間 15 分くらいで帰
ってい ってしまった。実際に中国人が歴史に興味があ るのか どうかわから
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ない。 本山である京都の知恩院に観光バスがたくさん 止まっ ているという
話を聞 いて見に行ったことがあるが、実際にバスは止 まって いるものの、
知恩院 の門の横を通って円山公園に行ってしまってい る。個 人の方はそう
でもな いが、団体バスの場合は仏に手を合わせるとい うこと はほとんどな
い。観 光資源として興味を持っているのかという点で 疑問に 思うこともあ
る。個 人旅行者に対して英語での受け答えが不十分で あった り、内部での
人材育 成ということも必要だが、インバウンドの取り 組みの 中で、中国人
も含め てもう少し興味を持って来てもらいたいという 気持ち はある。
（委員 長）
欧米の方は、 何に興 味を持ってき てくれ ているのか。
（委員 ）
市内の外国語 学校の 先生が 大樹寺 を紹介 してくれている。 それによって
来てく れた人が口コミなどでも紹介してくれている。
（委員 長）
高野山が欧米 から人 気があ るのも 、フラ ンス人の僧侶の方 がきっかけに
なった と聞いている。外国人の方からの口コミで広が ってい くというのも
大切だ と思う。
（委員 ）
愛 教大の外国 人児童生 徒支援 リソ ースルー ムで仕事をしていて、愛知県
は、子 どもを 持って 住んでいる外国人の数が全国で１位となっている。実
際に県内に 6,000 人 以上の子どもがいて、県内のある小学校では７割が外
国人と なって いる。 外国人の子どもは日本語で会話ができても、歴史や社
会の授 業の内 容を理 解してもらうのは難しいのが現状で、英語ではなくタ
ガログ 語が必 要。観 光客だけでなく、地元に住む外国人の方にも分かりや
すい観 光地マ ップが あると、地域に住みながらその地域の観光地を知って
いる外 国人が 増えて 、それが増えてくると母国に帰ったときに伝えてくれ
るとい うこと もある 。そういったところから進めていくのもいいと思う。
（委員 ）
飲 食店でも外 国人が来 ると困 るこ ともある 。券売機で販売をしている
が、券 売機の 使い方 や、日本語メニューでは分からないこともある。スマ
ホの翻 訳アプ リを使 って何とかしている。市内の飲食店を見てみても、外
国人が 来ると いうこ とがほとんどないので、店主はそこまで必要性を感じ
ていな い。た まに来 るくらいであれば、身振り手振りで何とかなってしま
うので 、外国 語メニ ューの作成をするところまでは至っていない。
個々の店に外 国語メ ニュー を作っ てもら うためには、それ なりに外国人
が来る ような仕組みを作っていかないと、結果的に何 のため に作るのかと
いうこ とになってしまう。外国人が来るのが先か、受 け入れ 準備をするの
が先か という点で、卵が先か鶏が先かという話になっ てしま うが、メニュ
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ーを全 てのテーブルに準備する必要まではないと思う ので、 まずは同調し
てもら える人たちで準備していけばいいのかと思う。
（委員 長）
ト リップアド バーザー で、外 国人 が行きた い店の１位になっているの
が、大 阪のド ヤ街に ある「ちとせ」というお好み焼き屋。周辺に簡易宿泊
施設が 多いこ とや、 非常にディープな大阪を楽しむことができるエリアと
いうこ ともあ るが、 周辺の観光資源と連携してうまく重なり合っていく
と、地 域の飲 食店も 需要が増えてくる。
（委員 ）
イ ンバウンド の推進組 織を民 間主 体で作っ ていくことなると、どうやっ
て全体 の方向 性を決 めていくかが重要で、個々の施設や店舗が多言語対応
してい くとい うのは 難しいと思う。外国人が来るのが先か、受け入れ準備
をする のが先 かとい う先ほどの話もあったが、そのサイクルで何もしない
のでは なく、 インバ ウンドを推進していくのであれば、どこかで決めて対
応して いかな いと進 まない。誰が来ても分かりやすいということが基本に
なると 思うが 、ホテ ルや飲食店等の民間のコアメンバーが集まるにして
も、全 体を見 て決断 していくことが必要。ターゲットが団体客か個人旅行
者かで も違う 。
（委員 ）
中 部国際空港 には外国 人がた くさ ん来てい る。お客さんが何を目的に来
ている かとい うこと がはっきりすると、取り組んでいく方向性が決まって
くる。 今ある ものだ けでなく、新しくできるもので特色を出して PR してい
くこと も必要 。岡崎 市では橋ができて像ができるというハードが整備され
てく状 況で、 それを うまく繋げて、まちづくり、にぎわいづくりをしてい
く。目 的がな いと人 は来ない。
（事務 局）
オ ールターゲ ットとい うのは 難し いため、 現状では、台湾とタイに絞っ
てプロ モーシ ョンを 行っている。セントレアを利用する外国人は、愛知県
を目的 地にし ている 人よりも、高山、白川郷や、アルペンルートに来てい
る人が 多い。 愛知県 はメインではなく、立ち寄り場所であったり、ホテル
が多く あるこ ともあ って宿泊場所という利用になっている。今後は愛知県
を目的 として 来ても らえるようにしていく必要性を感じている。民間の皆
様のお 力を借 りてい きたい。
（３） 岡崎市観光 白書（案 ）につ いて 【資料３ 】
事務局から説明後、 質疑応 答
（委員 長）
先 ほど、議題 １で質問 があっ た内 容の説明 にもなっているが、今の説明
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で問題 ないか 。
（委員 ）
来 年度以降の アクショ ンプラ ンの 進捗管理 のためのものだということで
あれば 理解で きる。 数字を出すということはそれだけシビアな管理が必要
になっ てくる 。
（委員 ）
飲 食店も岡崎 を盛り上 げるた めに 取り組ん でいて、イベント等で、移動
販売が 出店し て岡崎 の特産品を販売するなど、いい動きが広がってきてい
る。ア クショ ンプラ ンの中に「赤い糸プロジェクト」があり、100 周年記
念事業 として 始まっ た八丁味噌と赤ワインをマリアージュさせたメニュー
を提供 すると いうも のだが、今年度も継続してメニューを出しているもの
の、現 状では あまり 提供数が出ていない。こういった取組は頑張っていて
も店の 集客や 売上に 繋がっていないものが多く、それに危機感を感じてい
る。そ ういっ た中で 、それぞれの活動を一つにまとめてグルメプロジェク
トを作 ろうと いう動 きが出てきている。例えば、「岡崎まぜ めん会」、「家康
プロジ ェクト 」、「食 べりん俱楽部」「岡崎おうはんを 普及す る会」など団体
がいく つかあ るが、 それぞれの代表に出てもらって大きなグルメプロジェ
クトチ ームを 作って いく。そうしないと、それぞれが頑張っていても消費
者には 理解さ れにく い。店舗でも、まぜめん会、家康プロジェクトのステ
ッカー などい ろいろ なものが貼ってあるよりは、一つのプレートを作って
いった 方が統 一感が あるし、お客さんからも分かりやすい。一つのプレー
トの中 に、所 属する グループのマークを付けていくことを考えている。そ
ういっ たもの をみな さんのお力も借りて作っていきたいと思っている。
ご 当地グルメ で「岡崎 まぜめ ん」 があるが 、その良さでもあり悪さでも
あるの が、そ れぞれ の店でいろいろ形で提供していることもあり、岡崎ま
ぜめん って何 かと言 われたときの具体的なイメージが伝わりにくいという
点があ る。「ひ つまぶし」や「讃岐うどん」みたいな イメー ジが湧くものに
してい きたい 。今年 度、「ぷち まぜ めん」として、300 円くらいで 、麺と卵
と八丁 味噌を 使った 簡単なものを作ろうと思っている。安価で店舗のオペ
レーシ ョンも 簡単に することで、どこのお店でも同じようなものが出せる
ように なり、 お店に もお客さんにもメリットがあるものにしたい。岡崎の
ご当地 グルメ を聞か れたときに、すぐに答えられるものを作り上げていき
たい。
（委員 長）
民 間主導の活 力があっ てとて もい いことだ と思う。統一のプロモーショ
ンを考 えてい くとい うことか。
（委員 ）
そ れぞれの活 動団体が 目指す もの は一緒で も、団体によって方向性がバラ
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バラに なって いるよ うな気がする。一緒になって取り組んでいきたい。
（委員 ）
観 光白書では どのよう に数字 をと らえてい くかが重要で、施設の入 込客数
にして も、岡崎公園と東公園、南公 園ではターゲット は違う 。東公園では市
内のフ ァミリ ー層の 利用者が多いし、逆に岡崎公園では市外からのお客さん
が多い ため、数字の内訳がだいぶ違う。そうすると、同じよ うに数字を並べ
るので はなく 、誰が、どこに行って もらい、何をしてもらい たいかという考
え方、軸 を整理しな いと、単純に数字の比較だ けでは分からない部分が多い。
インバ ウンド であれ ば、外国人向けのコンテンツというものあるし、意外と
馬鹿に ならな いのが 市民の観光で、市民が市内の観光をしてお金を落とすと
いうの も、抜け 落ちがちではあるが重要だと思ってい る。市 民の観光、市外・
県外か らの観 光、イ ンバウンドとそれぞれスタイルでどのような観光をして
いるか という ことも 、この観光白書で軸や方向性を考えていくことが大事だ
と思う 。
八 丁味噌や岡 崎城とい った、岡崎 を代表す る施設に行ったことがない市民
も多い 。市外 からお 客さんが来たときに、行ったこともない場所に連れて行
こうと はなか なか思 わない。市民が、ここだったら自信をもって紹介できる
という 場所が あると いうのは重要。市民が市内のことを知らないので、市外
の人に 岡崎の 良さを 発信するというプロモーションができていない。市民の
観光は 、そこ から発 信する先の観光があるということも意識してプロモーシ
ョンし ていけ るとよ い。
（委員 長）
デ ータをまと めていく ことで 、今 のような いろいろな発想が出てくるとい
うこと が重要 。観光 の推進をしていくことで、市民に対して良好なレクリエ
ーショ ン環境 を提供 するということも必要かもしれないし、それぞれの優先
順位の 付け方 に繋が ってくる。観光白書がまとまれば、こういった意見が出
てくる と思う ので、次の政策に活かす段階でそのような意見を参考していけ
るとよ い。
５

そ の他
委 員長からオ ブザーバ ーから の意 見確認
（オブ ザーバー）
観 光白書の中 で、海外 はどこの国 から来た かということが掲載されている
が、 国内のど こから 来ているかということも重要なポ イントになって いる。
愛知県 では首 都圏や 関西圏でのプロモーションをしているが、実際には、東
京、神 奈川か ら来て いただいている方が多い。岡崎もそのような傾向がある
と思う ので、どこか ら人が来ているかというのを掴んでいくと、どこに重点
的にプ ロモー ション を行うかということにも繋がるため、そこの分析をして
いくと よい。
ツ ーリズムと よたとど のよう に連 携してい くかという打合せをしたが、イ
ンバウ ンドで は近隣 市町と連携しているが、国内観光でも蒲郡や西尾などと
積極的な連携をしていってもらえると愛知県観光協会としても協力しやす
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くなる 。
イ ンバウンド について は受入 体制 の強化も 重要だと思うが、愛知県 では多
言語で 県の魅 力を発 信していく情報発信にも力を入れている。また、岡崎市
にもお 願いす ること もあるかもしれないが、ウォークジャパンという、愛知
県を歩 いても らい、その魅力を海外に発信するという事業で、三河地域をイ
ギリス 人の方 に歩い てもらって、ヨーロッパ向けに発信するという事業を行
ってい る。そ ういっ たことでも連携協力していきたい。
６

閉会
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