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Ⅰ．調査の概要
１．調査の背景
（１）世界及び日本の観光市場の動向

世界及び日本の国際観光収入、国際観光到着数は共に増加傾向にあり、観光関連市場は成
長傾向にある。世界における日本の順位（2014 年）は、国際観光収入において世界 17 位（ア
ジア 6 位）
、国際観光到着数において世界 22 位（アジア 7 位）である。
国内における観光の形態は、従来の発地型観光から FIT（Foreign Independent Tour）化
している。旅行者のニーズの多様化、個別化や、ICT の発達等を背景として、観光関連産業
の構造が変化しており、ショッピングツーリズムだけでなく、着地型観光をベースとしたエ
コツーリズム、グリーンツーリズム、ヘルスツーリズム、産業観光等の新しい流れが生まれ
ている。
○国際観光収入の推移
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（２）中国地域の観光関連市場の動向

平成 27 年の国内の延べ宿泊者数（全体）は、平成 19 年の調査開始以来、最高となり、初
めて 5 億人泊を超えた。訪日外国人旅行者数の増加を受け、外国人延べ宿泊者数も大幅に伸
びている。
中国地域は各地域に比べ、延べ宿泊者数、外国人宿泊者数共に低水準である。外国人延べ
宿泊者数は中国地域でも 50％を超える高い伸び率となったものの、中部、九州の伸び率を下
回っている。また、中国地域の外国人延べ宿泊者数の約 6 割を広島県が占めている。
中国地域の外国人延べ宿泊者数の地域別内訳は、全国と比較して欧米等の割合が高い。県
別にみると広島県ではアメリカ、オーストラリアのほか欧米、アジア等、多様な国籍である
のに対し、その他の県では、中国、韓国、台湾を中心とするアジア圏の割合が高い。
○延べ宿泊者数の推移
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○〔地方ブロック別〕延べ宿泊者、外国人延べ宿泊者数の推移
延べ宿泊者数

うち外国人延べ宿泊者数

（千人泊）

160,000
140,000

（千人泊）

30,000

138,342

25,221
25,000

120,000

20,000

100,000
80,000
60,000

75,467
59,553

42,887 42,194
40,000 32,591
20,000

15,922

15,000
54,151
10,000

25,844
20,064
12,985

5,000

0

5,641
608

5,465
1,935

5,529
3,685
1,167442

0
北 東 関 北 中 近 中 四 九 沖
海 北 東 陸 部 畿 国 国 州 縄
道
信
越

北 東 関 北 中 近 中 四 九 沖
海 北 東 陸 部 畿 国 国 州 縄
道
信
越

出典：観光庁 宿泊旅行統計調査（平成 27 年）

2

○〔地方ブロック別〕延べ宿泊者、外国人延べ宿泊者数の対前年比
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○中国地域における延べ宿泊者、外国人延べ宿泊者数の県別構成比
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○外国人延べ宿泊者数の地域別比較
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（３）中国地域の DMO の動き

観光庁は各地における日本版 DMO の形成・確立にむけて、
「日本版 DMO 候補法人」の登
録制度を平成 27 年 11 月に創設した。
平成 29 年 1 月 20 日現在、全国で広域連携 DMO 4 件、
地域連携 DMO 56 件、地域 DMO 63 件の計 123 件が登録されている。日本版 DMO は、地
域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に
立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプト
に基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施す
るための調整機能を備えた法人である。
中国地域においても、全国に先駆けて「せとうち観光推進機構」、
「山陰インバウンド機構」
の 2 つの広域 DMO（Destination Management/Marketing Organization）が立ち上がって
いる。さらに、広域 DMO だけでなく、各地域で地域連携 DMO、地域 DMO も立ち上がっ
ており、地域が観光関連市場に目を向け始めていることがうかがえる。
○中国地域の日本版ＤＭＯの現状
〔広域連携 DMO

（平成 29 年 1 月 20 日現在）

2 件〕
日本版 DMO 候補法人名称

申請区分

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ対象とする区域（自治体単位）

広域連携 DMO

(一社)せとうち観光推進機構

兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、
愛媛県

広域連携 DMO

(一社)山陰インバウンド機構

鳥取県、島根県

〔地域連携 DMO

3 件〕
日本版 DMO 候補法人名称

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ対象とする区域（自治体単位）

地域連携 DMO

(一社)鳥取中部観光推進機構

【鳥取県】倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄
町、【岡山県】真庭市

地域連携 DMO

鳥取・因幡観光ネットワーク協
議会〔設立予定〕

【鳥取県】鳥取市、岩美町、智頭町、若桜町、八頭町

地域連携 DMO

(一社)山口県観光連盟

山口県

申請区分

〔地域 DMO
申請区分

4 件〕
日本版 DMO 候補法人名称

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ対象とする区域（自治体単位）

地域 DMO

(一社)飯南町観光協会

【島根県】飯南町

地域 DMO

(一社)ビジット奈義

【岡山県】奈義町

地域 DMO

＜仮称＞(一社)三次市観光ま
ちづくり公社〔設立予定〕

【広島県】三次市

地域 DMO

(公社)萩市観光協会

【山口県】萩市
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２．調査の目的

日本政府が掲げた「明日の日本を支える観光ビジョン」実現のため、観光関連産業におけ
る消費拡大を目的として、観光関連事業創造のためのエコシステム構築に係る調査を実施す
る。
※エコシステム（日本語訳：生態系）
複数の企業が商品開発や事業活動等でパートナーシップを組み、互いの技術や資本を生か
しながら、開発業者・代理店・販売店・宣伝媒体、さらには消費者や社会を巻き込み、業界
の枠や国境を越えて広く共存共栄していく仕組み

３．事業の内容及び方法

世界的に成長を続ける観光関連市場は、発地型観光から、FIT（Foreign Independent Tour）
へと主流が変わり、産業構造が変化している。日本が同市場を獲得するためには、多様化・
個別化するニーズに対応し、観光関連産業が地域経済活性化に繋がる仕組みが必要である。
本調査では、地域活性化に繋がる仕組みとして、観光関連産業のプレーヤーが有機的に繋
がり、事業創造を行うための「観光関連事業創造エコシステム」の構築を目指し、構築に必
要な課題等の洗い出し、調査・分析を行った。
（１）観光関連事業創造に係る検討会
～「観光事業創造 Labo」＆「観光事業創造 Labo NEXT-STEP」～

「観光関連事業創造エコシステム」の構築のために必要な事業創造における課題等の洗い
出しのため、事業創造の第一人者である 01Booster と連携し、地域のプレーヤーを掘り起こ
し、彼らを交えた検討会、アンケート調査を実施した。
検討会では、01Booster と連携して、事業創造に関するセミナーと、観光関連市場の新事
業に関するビジネスアイデアのディスカッション等を行い、観光関連産業において地域に利
益を生むビジネスモデルを模索し、先進的なプレーヤーとなる可能性のある事業者・創業者
が抱える課題の整理や、事業の実現可能性を検討した。また、留学生等、外国人にも参加を
呼びかけ、彼らを巻き込むことで、外国人目線によるプロダクト開発、プロモーション等に
おける課題の洗い出しを行った。検討会の規模は、30～50 名程度を想定し、山陽 1 回、山陰
1 回の計 2 回開催した。
アンケートは、参加者を対象として行い、観光関連事業者が抱える課題、外国人目線によ
るプロダクト開発・プロモーションへの意識、エコシステムの必要性等を整理、検証を行う
ことを目的に実施した。
次に、検討会の第二弾として、観光関連産業と製造業等（ものづくり分野、情報・通信分
野）との連携を想定し、同じく 01Booster と連携して、事業創造に関するセミナーと、地域
における観光関連事業に関するディスカッション等を行い、先に行った 2 回の検討会のフォ
ローアップを行うとともに、コミュニティの創出を図った。検討会の規模は、30～50 名程度
を想定し、広島市で 1 回開催した。

6

（参考）01Booster
社名

：株式会社ゼロワンブースター

住所

：東京都港区

代表者 ：代表取締役 鈴木規文、取締役

合田ジョージ

事業概要：
■法人向け：事業創造支援、オープンイノベーション支援、事業創造人材育成、
CVC 企画・運営、ベンチャー投資、M＆A アレンジ
■起業家・ベンチャー企業向け：起業家支援、起業家向けインキュベーションオ
フィス、起業家教育、ベンチャー投資
（２）観光関連事業創造エコシステム構築に係る効果検証会
～「第１回 広島 地域クラウド交流会 ～せとうちツーリズムイノベーション～」～

観光関連事業創造エコシステム構築により各プレーヤーがネットワーク化した際の効果検
証を実施するため、創業気運を醸成する手法として千葉県から始まり全国各地へ拡大してい
るサイボウズ株式会社が実施する「地域クラウド交流会」を用いて、観光関連事業創造エコ
システムにおけるプレーヤーをモデル的にネットワーク化し、アンケート調査等を通じて、
ネットワーク化により見込まれる効果等について検証を行った。
効果検証会においては、一般社団法人せとうち観光推進機構（以下せとうち観光推進機構）
が活動を支援している「せとうち Holics」と連携して、
「地域クラウド交流会」をベースに実
施した。他地域の開催と同様、アイスブレイクや 5 名のプレゼンターのプレゼン後、会場で
応援投票する等のシステムを取り入れた。効果検証会の規模は 100 名以上を想定し、開催場
所は山陽地域とした。
参加者へのアンケート、プレゼンターへの事後アンケート、主催者への事後ヒアリングに
より、各プレーヤーがネットワーク化した際の効果や、観光関連事業者が抱える課題、エコ
システムの必要性・効果等の整理、検証を行った。
※地域クラウド交流会は、サイボウズ株式会社の登録商標である。
（参考）サイボウズ株式会社による「地域クラウド交流会」
○ICT クラウドシステムを活用した起業家支援のイベント。2015 年 1 月に千葉市で始まり、
開催地は千葉県内のみならず全国各地（北海道釧路市、東京都江東区・東大和市、岐阜県
高山市、愛媛県松山市、大分県大分市）へ拡大している。
○最大の特徴は従来の異業種交流のビジネスマッチングに加え、交流会型のクラウド・ファ
ンディング方式。起業家によるプレゼンを聞いて一番応援したいと思った起業家へ ICT ク
ラウドシステムを使い参加者全員が電子投票をする、その得票数が商品として起業家に資
金提供され起業家の事業応援ができる仕組み。
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出典：サイボウズ株式会社 HP（https://topics.cybozu.co.jp）より引用

（参考）せとうち Holics（ホリックス）
○地域住民が主体となった瀬戸内住民のためのネットワーク。瀬戸内の観光地づくり、瀬戸
内での起業、瀬戸内の情報発信にむけたネットワーク作りのため、交流の場の提供や活動
の担い手育成を行う。
○一般社団法人せとうち観光推進機構が活動を支援し、瀬戸内のブランド化に向けて事業者
と住民の意欲を喚起し、新しい産業の創出と雇用の拡大を促進することで、自立的かつ永
続的な成長循環を創り上げることを目指す。
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Ⅱ．観光関連事業創造に係る検討会の実施
１．検討会の概要

「観光関連事業創造エコシステム」の構築のために必要な事業創造における課題等の洗い
出しのため、事業創造の第一人者である 01Booster と連携し、地域のプレーヤーを掘り起こ
し、彼らを交えた検討会、アンケート調査を実施した。
検討会は、
「観光事業創造 Labo」として山陽（広島市）、山陰（米子市）で各 1 回、
「観光
×ものづくり」の連携を見据えた内容の「観光事業創造 Labo NEXT-STEP」として 1 回（広
島市）、計 3 回開催した。
「観光事業創造 Labo」では、年齢・職種・国籍を問わず、観光関連事業において新しいビ
ジネスアイデアを持った方、既存のビジネスアイデアをブラッシュアップしたい方を対象に、
観光をはじめとするさまざまな分野の事業創造をサポートしてきた 01Booster のプロデュー
スにより、多様な人材が集い、各々の経験やアイデア、想いを持ち寄りながら、地域を舞台
とする新たな観光ビジネスの創出を話し合い、ブラッシュアップする場として、事業創造の
視点からセミナー＆ワークショップを開催した。
第二弾の「観光事業創造 Labo NEXT-STEP」では、世界の事業創造や経済の流れに知見の
ある 01Booster から、改めて事業創造の視点で観光について語っていただき、観光関連産業
を単に第三次産業の集合と捉えるのではなく、
「ものづくり」分野や「情報・通信」分野に携
わる方も交えたセミナー＆ワークショップを実施し、
「未来の観光産業」について考えるとと
もに、「観光事業創造 Labo」のフォローアップを実施し、より新しい視点で「観光」につい
て気づきを与える機会やコミュニティの創出を図った。
検討会の参加者数は、
「観光事業創造 Labo」が合計 84 人（山陽会場 45 人、山陰会場 39
人）、「観光事業創造 Labo NEXT-STEP」46 人であった。
アンケート調査は、
「観光事業創造 Labo」の各会場でプログラム終了後に実施し、合計 74
件（回答率 88.0%、山陰会場 35 件、山陽会場 39 件）の回答が得られた。
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（１）開催概要

①「観光事業創造 Labo」～変化をチャンスに 観光に稼ぐ力を！～
【日時】山陽：平成 28 年 12 月 3 日（土）13：30～18：40
山陰：平成 28 年 12 月 4 日（日）13：30～18：40
【対象】観光関連事業において新しいビジネスアイデアを持った方、既存のビジネスアイデ
アをブラッシュアップしたい方（学生、事業者、創業を目指す者、留学生等）
【会場】山陽：広島市立中央図書館 3 階 セミナー室（広島市中区基町 3-1）
山陰：米子市文化ホール 2 階 研修室 1・2 （鳥取県米子市末広町 293）
【主催】経済産業省 中国経済産業局／01Booster
【共催】広島市立中央図書館（山陽開催のみ）
【講師（各回共通）
】

合田 ジョージ氏 〔01Booster 共同代表〕
鈴木 規文氏

【講師（山陽開催）
】

代表取締役 CEO〕

〔01Booster

土井 しのぶ氏 〔広島市立中央図書館〕

【プログラム（各回共通）
】
第１部 セミナー
13：30

主催者挨拶

13：35

「インバウンド観光と事業創造、海外事例等の紹介」
01Booster 共同代表 合田ジョージ

氏

「事業を創造すること」
01Booster 代表取締役 CEO
14：35

鈴木規文 氏

名刺交換・ネットワーキング

第２部 ワ―クショップ
15：00

イントロダクション
01Booster 共同代表 合田ジョージ
01Booster 代表取締役 CEO

15：20

氏

鈴木規文 氏

ビジネスに役立つ！図書館活用法（※山陽開催のみ）
広島市立中央図書館 土井しのぶ 氏

15：30

ビジョンの策定

16：00

課題の認識と解決方法のディスカッション

16：30

ビジネスプランのブラッシュアップ

17：30

ビジネスプランのまとめと発表準備

18：00

ピッチ大会（発表会）と講評
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―講師プロフィール―

合田 ジョージ氏
〔01Booster

共同代表〕

MBA、理工学修士。東芝の重電系研究所・設計を経て、同社で Sweden の家電大手とのア
ライアンス、中国やタイ等でのオフショア製造による白物家電の商品企画を実施。村田製
作所にて、北米向け技術営業、Motorola の全世界通信デバイス技術営業を実施、その後、
同社の通信分野のコーポレートマーケティングにて全社戦略に携わる。スマートフォン広
告の Nobot 社に参画、同社 Marketing Director として主に海外展開、イベント、マーケ
ティングを指揮、KDDI グループによるバイアウト後には、M&A の調整を行い、海外戦
略部部長として KDDI グループ子会社の海外展開計画を策定。01Booster にて国内トップ
のコーポレートアクセラレーターを運用、日本全国でのベンチャー支援を実施すると共に
アジアを中心としたグローバルインキュベーションプラットフォーム構築を狙う。

鈴木 規文氏
〔01Booster 代表取締役ＣＥＯ〕
99 年カルチュア・コンビニエンス・クラブ入社、管理部門を統括するコーポレート管理室
長。東証マザース上場、東証１部指定替えプロジェクトメンバー。06 年エムアウトにおい
てアフタースクール事業「キッズベースキャンプ」を創業するとともに、兼務で新規事業
開発シニアディレクターを歴任。同事業を東急電鉄に売却、3 年間の PMI を経て、同社取
締役退任後、11 年事業創造アクセラレーター01Booster を創業し、起業家支援、企業向け
新規事業開発援事業を行っている。2009 年グロービス経営⼤学院アルムナイアワード受
賞。
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②「観光事業創造 Labo NEXT-STEP」～観光の未来を見据え、観光を稼ぐ産業に～
【日時】平成 29 年 3 月 3 日（金）10：30～19：30
【対象】観光関連事業において新しいビジネスアイデアを持った方、既存のビジネスアイデ
アをブラッシュアップしたい方（学生、事業者、創業を目指す者、留学生等）
【会場】中国経済産業局第１会議室（広島市中区上八丁堀 6-30 合同庁舎２号館２階）
【主催】経済産業省 中国経済産業局／01Booster
【講師】

合田 ジョージ氏 〔01Booster 共同代表〕
常川 朋之氏

〔01Booster スタートアップ支援担当〕

【プログラム】
第１部 セミナー
10：30

主催者挨拶

10：35

「スタートアップからみる未来の産業～観光産業×ものづくり産業～」
01Booster 共同代表 合田ジョージ

氏

第２部 ワ―クショップ ～やってみよう事業創造～
13：00

主催者挨拶

13：05

イントロダクション
01Booster 共同代表 合田ジョージ

氏

01Booster スタートアップ支援担当

常川朋之 氏

13：15

成果報告＆活動の振り返り

13：45

ロールモデル事例発表

14：25

松浦 康之氏

〔M's Creation〕

坂本 潤氏

〔S-WORKS.asia〕

ビジョンの振り返り「中国地方はどうすべきか」
東京系観光ベンチャーのプラン発表

16：00

ビジネス要素のブラッシュアップ
ニーズの確認／活動計画の策定／発表

18：25

振り返り＆まとめ

19：00

ネットワーキング
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―講師プロフィール―

合田 ジョージ氏
〔01Booster

共同代表〕

（再掲）

MBA、理工学修士。東芝の重電系研究所・設計を経て、同社で Sweden の家電大手とのア
ライアンス、中国やタイ等などでのオフショア製造による白物家電の商品企画を実施。村
田製作所にて、北米向け技術営業、Motorola の全世界通信デバイス技術営業を実施、その
後、同社の通信分野のコーポレートマーケティングにて全社戦略に携わる。スマートフォ
ン広告の Nobot 社に参画、同社 Marketing Director として主に海外展開、イベント、マ
ーケティングを指揮、KDDI グループによるバイアウト後には、M&A の調整を行い、海
外戦略部部長として KDDI グループ子会社の海外展開計画を策定。01Booster にて国内ト
ップのコーポレートアクセラレーターを運用、日本全国でのベンチャー支援を実施すると
共にアジアを中心としたグローバルインキュベーションプラットフォーム構築を狙う。

常川 朋之氏
〔01Booster

スタートアップ支援担当〕

01 年商工会議所へ入所、経営支援業務や総務職を通じて会員企業の支援に取り組む。情
報系事業の責任者として IT の活用、地域情報ポータルサイトの立ち上げ等を担当。2010
年より、日本商工会議所の情報化推進委員も務め、会員管理システムの改善提言や、全国
の商工会議所が共通で利用できるホームページのシステム設計等に従事。
14 年 4 月に伝統工芸を活用した事業で起業、2015 年 3 月栃木県が主催するビジネスプラ
ンコンテストで奨励賞を受賞。16 年 12 月よりスモールビジネスからスタートアップまで、
創業期のフォローを行う担当者として 01Booster に参画し、ベンチャービジネスのための
後方支援メニューの開発を行っている。
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（２）実施内容

①「観光事業創造 Labo」～変化をチャンスに 観光に稼ぐ力を！～
【第１部：セミナー】
セミナーでは、01Booster の合田ジョージ氏が「インバウンド観光と事業創造、海外事例
等の紹介」
、鈴木規文氏が「事業を創造すること」について講義を行った。
「インバウンド観光と事業創造、海外事例等の紹介」
事業創造には、小規模なビジネスを数多く生み出すことよりも、より大型のビジネスを生
み出すことが地域経済においてインパクトが大きく、スケール型ビジネスの創造を目指す人
材の発掘・育成と、その事業創造を支援できる環境づくりが課題となっているとの見解が示
された。事業創造の環境としては、多様性をもつコミュニティの存在が不可欠であり、新規
性の高い価値ある情報は、社会的な繋がりが強い人々（強い紐帯）よりも、社会的な繋がり
が弱い人々（弱い紐帯）からもたらされる可能性が高いという「弱い紐帯の強み」を活用す
ることの重要性が指摘された。
また、スタートアップの特徴について、急成長を目的とした事業であり、スモールビジネ
スや大企業における新事業開発とは異なり、既存の概念を壊すことから始まり、不確実性が
伴うため、様々な取組を、スピード感を持って試していく必要がある等、Airbnb（エアビー
アンドビー）、UBER（ウーバー）等の海外のスタートアップの事例を踏まえて説明された。
スケール型ビジネスの構成要素について、ビジョン、顧客・ニーズ・提供価値、マネタイズ
手法についての解説があった。
インバウンド観光については、顧客が外国人であるため、事業を実施する者との価値観の
違いが存在することから、日本人だけで事業創造を行うことは困難であり、民間外国人と連
携して海外訪問客を獲得しているニセコ、日本人とフランス人のチームによる活動を行って
いる在日フランス観光開発機構等の事例から、事業創造における外国人との連携の有効性が
示された。
「事業を創造すること」
破壊的イノベーションが、従来の業界や既存企業からは起きないことについて、世界のス
タートアップの事例から紹介され、全ての創造が特定の個人の熱狂から始まること、常識を
疑い、本業を否定するようなイノベーターの存在が極めて重要であることが説明された。
また、日本における事業創造環境に関して、経済成長率と相関する起業活動率が日本は世
界において毎年低水準であることが紹介された。世界ではベンチャー企業がイノベーション
の担い手であるだけでなく経済の主役となっており、起業が生まれる社会でないと経済が活
性化しないことが指摘された。
さらに、自らの経験と世界の事業創造への知見から、起業は答えのない世界（カオス）で
あり、起業後の混沌や内省を繰り返す時期を耐え抜き、成功をつかむために、
「運のいい、良
質のコミュニティに入る」
、
「良いメンターを 3 人見つける」、「熱狂する」ことが重要との見
解が示された。
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【第２部：ワークショップ】
ワークショップはアイスブレイクで始まり、01Booster の鈴木規文氏から事業創造の環境、
ビジネスプランの創り方、ピッチ（Pitch）についてのイントロダクションの後、合田ジョー
ジ氏のファシリテーションによってワークショップを行った。
ワークショップでは、グループ毎にビジョンの策定、課題の認識と解決方法のディスカッ
ション、ビジネスプランのブラッシュアップを行った。ピッチ大会（発表会）は、参加者ご
とにビジネスプランのまとめと発表準備を行い、広島会場 18 名が 30 秒間、山陰会場では 13
名が 45 秒間のピッチを行い、参加者同士のフィードバック後、鈴木規文氏が講評を行った。
○イントロダクション
新しい事業が生まれるときの条件として、他人の資源を上手く使う必要があり、多様な関
係者を巻き込む社会的な活動でなければならないこと、新しい事業は非合理的、偶発的に生
まれるものであるとの見解が示された。さらに、事業創造に必要な資源と熱量は特定の集団、
場所に集まることから、人のコミュニティにこそ価値がある時代となったことが説明された。
ビジネスプランを創る上では、上位概念でスケールビジネスをイメージすることが重要で
あり、アイデアより行動に価値があるという前提条件が示された。そして、ビジネスプラン
の創り方として、
「事業への思い」
、
「事業の概要」、
「対象マーケット」
、
「顧客プロファイル」、
「顧客ニーズ」
、
「提供価値」
、
「提供可能な理由」
、
「収益モデル」という 8 つの列挙項目につ
いて、拡散された仮説群としての各項目を収束してモデル化し、整合性の確保やプランの脆
弱性の確認を行ないながら、段階的にプランを固めていく過程が紹介された。
さらに、ピッチ（Pitch）について、プレゼンテーションとは異なり、1～3 分の短い時間
で相手に「ぜひ、もう 1 回話しを聞いてみたい。
」と思わせ、例えばメンバーの活動への参画、
投資家の出資、想定顧客の購入といった行動を起こさせることを目的に行うものであるとの
説明があった。ピッチを行う場面では、事前の共通認識や前提の共有がない場合が多いこと
から、直感的かつ瞬間的に共感を得ることが重要であるとの解説があった。
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○ワークショップ
ビジョン策定において、他人とのディスカッションの有用性と支援側に求められるコーチ
ング（メンタリング）スキルについての基本事項が示された。大企業の創業者は例外なく 2
人以上であることが紹介され、起業家と職人等、タイプの異なる相手と連携すべきであるこ
と等も紹介された。また、ビジネスモデルとは、利益を生み出す製品やサービスに関する事
業戦略と収益構造を示す用語であり、アジア系の国では「会社の存在意義は何か」といった
本質を考えることが欧米に比べて弱い傾向にあることから、より上位の概念で大型のビジネ
スを考えることの必要性が指摘された。
課題の認識と解決方法のディスカッションでは、インバウンド観光における事業創造では
価値観の異なる文化を扱うため、オープンイノベーションや人と連携して取り組む能力が必
要であり、外国人等との連携が重要となることが強調された。
ビジネスプランのブラッシュアップでは、実行と内省の繰り返しによって初期のアイデア、
プランが研ぎ澄まされていくことが説明され、自分を客観視することや、理想を掲げつつ現
実的に考えること、良質なインプットや成功例を応用することの重要性が示された。また、
サービスの普及における注意点、ニーズ調査の方法、ブランディングの方法等について解説
があった。

グループ別のディスカッション内容
ビジョンの策定

◆マインドセットの確認
夢は？何をしたいのか？（1 人 4 分で交代）
相手の意思決定・本当にやりたいことを言語化
◆そもそも中国地方の（観光）起業・事業活発化は必要？
（賛成）－（反対）に分かれて（隣同士で 3 分/3 分）

課題の認識と
解決方法の
ディスカッション

◆どんな中国地方（観光）にしたいか？（5 分）
どんな世界を作りたいのか？ 野望をチームで語る（一文で）
◆中国地方（観光）の課題は何か？（5 分）
インフラ・人・モノ・メディア・コンテンツの観点、その他を抽出
「3 つの大きな課題」にまとめる
◆どうしたら課題を解決できるのか？（5 分）
そもそも我々は顧客も自分たちの商材も知らないのではないか？
そもそも日本の行政は相当レベルが高いのではないか？

ビジネスプランの
ブラッシュアップ

◆事業への想い（1＋2 分）
どんな世界を創りたいのか
◆市場は魅力的で、顧客とニーズと提供価値、顧客とは何か？（1＋2 分）
ニーズとは何か？Pain とは何か？
◆なぜあなたが？なぜ中国地方？競合は誰か？（1+2 分）
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ビジネスプランのピッチ一覧
山陽会場

○リッチなポイントを紹介するサイクリングガイドツアー
○英語・中国語を活かしてコミュニティの創造
○ガイドと迷う人のマッチング
○町内会・コミュニティレベルでの観光資源化
○革新的なオプショナルツアーを作りたい
○瀬戸田町（広島県尾道市）を知ってもらいたい
○気持ちの良い挨拶環境、外国人に提供したい
○英語メニューのサービス
○５年Ｂ組というコミュニティをつくる
○外国観光客・英語メニュー
○旅行者に家庭料理を提供
○留学生の起業化のビジネスモデル
○大学生と企業と地域を結ぶビジネスモデル
○負の遺産（空き家）を宿泊施設に
○古民家を再生して宿泊施設とガイド
○美術館にある生地を使った小物作り
○観光案内所のコールセンター化・一元化
○日本の文化、和の心をもったコミュニティ

山陰会場

○都市と農村の格差を是正して住みやすい中国 5 県をつくる
○韓国語関連事業
だいせん

○「大山バル」で世界を楽しく健康にする
○観光を通じて世界中の人々が異文化や異国への相互理解を深める
だいせん

○「大山（鳥取県）」オプショナルツアー
ひ ば や ま

○日本の未来が誕生した比婆山（広島県庄原市）の縦走をもっと極める
○野外教育等の文化を中国に広める
○アニメーションの本格的な専門学校をつくる
○インバウンド・通訳案内
○地域に価値あるものをつくりたい
○添乗員の経験から、地域の顔が見える旅を案内したい
○日本をラテンにしたい
○地域の皆で稼ぎたい、地元の人との交流を提供

なお、山陽会場では、広島市立中央図書館の土井しのぶ氏が「ビジネスに役立つ！図書館
活用法」として、ビジネスに役立つ図書館の活用方法の説明を行った。
観光に関連する一般書に加え、統計書・年鑑・白書等の参考図書、郷土資料、商用データ
ベース等の利用、また、司書によるレファレンス（調査・相談）やビジネスセミナー等、同
図書館が取り組んでいるビジネス支援についての情報提供のほか、観光関連の一般書・参考
図書、セミナーの講義で紹介された書籍等を会場で展示した。
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②「観光事業創造 Labo NEXT-STEP」～観光の未来を見据え、観光を稼ぐ産業に～
【第１部：セミナー】
セミナーでは、01Booster の合田ジョージ氏が「スタートアップからみる未来の産業～観
光産業×ものづくり産業～」について講義を行った。続いて、01Booster 常川朋之氏が、海
外及び国内におけるスタートアップの事例紹介を交えて講義を行った。
「スタートアップからみる未来の産業～観光産業×ものづくり産業～」
現状のビジネスに最適化されている組織では、持続型のイノベーションは起こすことは可
能だが、破壊型のイノベーションを起こすことは極めて難しいことが指摘された。このため、
日本でイノベーションを起こすには、小規模な組織で実施すること、本体から物理的、組織
的に切り離すこと、経営陣が英断すること等が必要となるとの見解が示された。
欧米のトップ大企業では、既に「スタートアップから学ぶ」ことが主流であり、世界中か
ら 50 チームを集めて事業創造に取り組むマレーシア、複数のアクセラレーターの選抜企業を
同じ場所に集めて事業創造を行っているシンガポール、また教育における取組みから始めて
いるフランスの例等を挙げ、世界各国でイノベーションのためのエコシステムの構築が進ん
でいることが紹介された。これに対し、日本におけるイノベーションやスケール型ビジネス
は、起業や中小企業から起こるとの見解が示され、スケール型のビジネスを地方から展開し
て成長した株式会社ニトリ、株式会社ヤマダ電機等の事例を挙げ、地域が日本の起業の中心
となる可能性が示された。
世界の流れとしてイノベーション人材の重要性が高まるなか、地域における事業創造の環
境としても、メンターのネットワークをはじめとするエコシステムの構築が重要性を増して
いることが説明され、特に、イノベーションやスケール型事業においては、
「世界をどう変え
たいのか？」、
「何を成し遂げたいのか？」といった、より上位概念でのビジョン（世界観）
の策定、多様性をもつコミュニティにおける顔の見える関係性（チーム）
、タイプの異なる相
手との連携等が重要となることが説明された。また、市場の状況や世界の起業の状況が大き
く変わるなか、イノベーションを起こすためには、学んだことを捨て去り（Unlearn）、学び
なおす（Relearn）ことの必要性が強調された。

「スタートアップ事例紹介」
観光関連の事業創造に関して、海外の旅行関係のスタートアップの事例として、旅行者の
潜在的な困りごとに着目したサービスや訪日外国人観光客の情報の分析ツール等が紹介され
た。一方で、事業創造においては、ニーズの追求だけでは不十分であり、行動するなかで得
られる気づきが重要となることも強調された。また、日本の最近のスタートアップの紹介と
して、2 つの国内事例を踏まえて、自分がどのような価値を提供するか、手法の先にあるビ
ジョン（世界観）の重要性についての解説があった。
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【第２部：ワークショップ】
はじめに地域で成長を目指すスタートアップ、ベンチャー企業のロールモデル事例として、
M's Creation 松浦康之氏、S-WORKS .asia 坂本潤氏が発表を行った。
ワークショップは、01Booster 常川朋之氏のファシリテーションによって、グループに分
かれて自己紹介から始まり、合田ジョージ氏によるインプットを交えて「広島（中国地方）
の魅力について」
、
「産業 or 観光について」のアイデアソン1を行った。東京の観光ベンチャ
ーの事例として株式会社 IPPON 竹下浩氏がプラン発表を行った後、個人のアイデアのまと
めとグループ内での発表を行った。
その後、ビジネスモデルキャンパス（プランニングシート）に沿った事業プランの策定、
ピッチ内容の検討を行い、参加者 29 名（一部グループ単位）が 2 分間のピッチ後、合田ジョ
ージ氏が講評を行った。
□ロールモデル事例発表①
M's Creation 松浦康之氏は、舌の運動計測器を使ったリ
ハビリテーションによる健康寿命の延伸に取り組み、ものづ
くり分野で大学と連携して取り組むベンチャー企業の代表
者である。
大学との共同研究で開発した舌運動計測機器を用いて、ス
クリーニング検査用の測定器やリハビリテーションプログ
ラムを開発し、誰でも、どこでもできる口腔リハビリテーションとして、日本及び海外の市
場をターゲットに「最後まで元気を実現！」という世界を目指すという事業プランが紹介さ
れた。
□ロールモデル事例発表②
S-WORKS .asia

坂本潤氏は、島根県を中心に地域を問

わず、IT、ヘルスケア、サイクリング等、様々な事業に携わ
り、これまで数々の事業を立ち上げている。
ICT を活用した過疎市町村のサイクルツーリズムへの取
組を通じて、誰でも簡単に組み立てられるロードバイク運搬
ボックスを開発し、サイクリングイベントと自転車配送サー
ビスを組み合わせて展開していることが紹介された。また、
ビーコン（Beacon）を用いたガイドシステムを導入し、サイクリング中の音声ガイドや案内
標識・注意標識の表示、スタンプラリー等への展開を構想していることが紹介された。
このほか動体除去の画像処理技術を活用した製品・サービスの概要や大手企業と連携した
ヘルスケアビジネス、自治体と連携した介護ロボットの通信システム等の取組についても紹
介された。

グループ別のディスカッション内容
1アイデアソン（Ideathon）
：アイデア（Idea）とマラソン（Marathon）を掛け合わせた造語。特定のテーマにつ

いて多様性のあるメンバーが集まり、対話やディスカッションを通じて、新たなアイデアの創出やビジネスモデ
ルの構築等を短期間でブラッシュアップしていくことをさす。
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自己紹介

シート記入（5 分）、グループ内で発表（1 分／人）

アイデアソン①

「広島（中国地方）の魅力について」
書き出し（13 分）→グループ内でディスカッション

アイデアソン②

「産業 or 観光について」
書き出し（13 分）→グループ内でディスカッション

まとめ

個人アイデアまとめ（5 分）→グループ内で発表（1 分／人）

事業プランの策定

ビジネスモデルキャンパス（プランニングシート）の記入（20 分）

ピッチ内容の検討

（10 分）

ビジネスプランのピッチ一覧
○広島にワクワク感のあるものをつくるテーマ型サ

○広島中心、一日で遊べる里山体験、ガイド利用

ーキット（自転車、キャンプ等）

○インバウンド向けの日本酒販売、酒蔵の利用

○簡単、低価格で非日常を味わえるグランピング

○アフリカ等、インバウンド向け海中アクティビティ

○町と町をつなぐツーリングイベント

○タレントのファンを集めたコンサート

○アートと教育の 11 兆円財団、日本を丸ごと売る

○サイクリングイベント、英語を話したい日本人と外

○カーレース・ルマンのようなコースを市内につくる
え た じ ま

○江田島（広島県江田島市）を「カジノアイランド」に

国人を組み合わせた観光プラン
はぎ

○オーガニックツーリズム、萩（山口県萩市）を中心

くれ

○呉（広島県呉市）の観光プラン「大砲をぶっ放す」

とした維新ツーリズム

○着地型ツアーの新しいプランをつくる

○広島の雪山リハビリティー、雪合戦

○企業をターゲットにした不登校の国内留学

○三原（広島県三原市）の山を健康の地に、健康な

み はら

料理、薬草を活かす
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２．調査結果
（１）地域のプレーヤーの掘り起こし

まず、中国地方の観光事業を考えるセミナー＆ワークショップとして開催した「観光事業
創造 Labo」には、山陽・山陰エリアの観光関連の事業創造に関心をもつ 84 人が参加した。
事業プランの有無にかかわらず、新しいビジネスアイデアやブラッシュアップしたい既存
のビジネスアイデアをもつ人を対象とした結果、30 代、40 代を中心に 10 代から 60 代まで
幅広い年齢層の参加者が集まった。また、留学生等、外国人にも参加を呼びかけ、全体の約
15％にあたるアジア系・欧米系の 13 人の外国人が参加した。
アンケート結果2より回答者の職業をみると、会社員、会社役員、個人事業主のほか公務員
等も参加している。

関心・興味のある業種は「旅行」が最も多く、回答者の半数が挙げている。これに「宿泊」、
「飲食」、「通訳案内」、「教育・学習支援」等が続いている。そのほか、農林漁業を挙げたの
は約 2 割、情報通信、製造等の業種は 2 割以下である。
□関心・興味のある業種（複数回答可）

全体 （N=74）
旅行
宿泊
飲食
通訳案内
教育・学習支援
農林魚
卸小売
情報通信
通訳
製造
医療・福祉
その他

50.0%
32.4%
31.1%
27.0%
25.7%
20.3%
14.9%
14.9%
12.2%
10.8%
9.5%
13.5%

2アンケート結果：山陽会場・山陰会場の参加者を対象として、セミナー終了後に実施。回答数（全体）は
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74 件。

参加者の「観光で興味のある分野」には、サイクリング等のスポーツツーリズムをはじめ、
地域の資源等を活用したニューツーリズムのさまざまなテーマが挙がっている。このほか観
光における情報通信技術の活用、多言語対応、インバウンド等の分野への関心が高い。
□観光で興味のある分野（
「観光事業創造 Labo」参加申込みより抜粋）
インバウンド

インバウンド観光／外国人観光客に対して高付加価値の提供（他国と比較しての独自性）／海外か
らのインバウンド消費関連

ニュー
ツーリズム

飲食・物産

サイクリング／シーカヤック観光／サイクリングを主体としたイベント開催・アイテムや食品の開発、
商品化／アウトドア／スポーツツーリズム（サイクリング等）／アグリツーリズモ（農業だけではなく）
／ヒューマンツーリズム／リトリートツーリズム／農業を活かした観光／観光×福祉連携による福祉
観光ガイド／温泉と地元病院のコラボ（医療観光）／体験コンテンツ
飲食及び催事／土産物

宿泊
ガイド

民泊／ゲストハウス／グランピング／ホームステイ
ガイドツアー／着地型／ツアー企画／コーディネーター／ガイド

多言語対応
情報通信

交通

通訳／飲食メニューの翻訳／観光インフラ整備分野で語学と関連している部分
ICT による情報発信と受け入れ態勢での活用／IT を活用した観光ビジネス／着地型観光・移住・地
域生活に関する現地の情報発信ホスピタリティと WEB マーケティング／グーグルトレッカーの活用／
WEB サービスの観光活用
公共交通を活かした観光／公共交通システム利用促進

人文
資産活用

地理・歴史・人物・企業／風景／文化交流／食／「聖地巡礼」ビジネス／野外教育
空き家の活用／古民家活用／古民家再生

地域資源
地域活性化

中山間地域・瀬戸内海の利活用／6 次産業や漆芸等、地域資源掘り起こし
地域のブランド化／地方創生／地方の観光開発

その他

シェアリングエコノミー

次に、三次産業の集合体としての観光のみならず「ものづくり」分野や「情報・通信分野」
に携わるプレーヤーを交え、観光の未来を考えるセミナー＆ワークショップとして開催した
「観光事業創造 Labo-NEXT-STEP」には、46 人が参加した。
「観光事業創造 Labo」からの継続参加は 6 人で、全体の 87％が新規の参加者と新たなプ
レーヤーの掘り起こしに繋がり、参加者の「観光で興味のある分野」からは観光への多様な
着眼点がうかがえる。
□観光で興味のある分野（
「観光事業創造 Labo NEXT-STEP」参加申込みより抜粋）
インバウンド

インバウンドを意識したハラル対応／インバウンド受入れの充実／瀬戸内とインバウンド／インバ
ウンド事業／外国人誘致

ニュー
ツーリズム

ものづくり産業と観光体験の結合／富裕層対象のワンランク上のアラカルトツアー／日本文化とし
てのお土産物&お稽古体験／サイクリング／グリーンツーリズム／体験型観光／森林セラピー

宿泊

廃工場と空き家を使った宿泊型アトリエ／民泊

情報通信

バーチャル・リアリティ技術の活用／web プラットホーム／情報・通信技術を活用した観光振興／
Wi-Fi の活用／サイネージ／IT の活用

テクノロジー
地域資源活用

アクティビティの際に筋力を補助する商品開発
着地型観光／観光資源の開発と観光客誘致／地域資源を活用したコンテンツ／中山間地域資源
を活用した観光／地域リソース開発
観光に関係する安全対策の取組／対外告知のあり方・情報戦略／CRM／人集めでなく観光で稼げ
る方法

その他
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（２）地域のプレーヤーが抱える課題

①日本の観光関連産業や観光関連の事業創造への意識
日本の観光関連の事業創造における強みとして、回答者の約 7～8 割が地域に根付いた地域
資源である「食文化」
、
「伝統文化」
、
「自然」の 3 項目を挙げている。次いで「景観」、
「歴史」
、
「気候」、「ものづくり技術」等が続いている。会場別にみると、山陽会場は「食文化」を挙
げた人が最も多く、
「伝統文化」と「自然」に加え「景観」が上位項目に入っている。山陰会
場の上位 3 項目は全体と同じで、
「伝統文化」、
「自然」を挙げた人の割合が山陽会場より高い。
□日本の観光関連の事業創造における強み（複数回答可）

全体 （N=74）

山陽
（n=39）

食文化

81.1%

伝統文化

70.3%

自然

68.9%

景観

食文化
伝統文化

山陰
（n=35）

自然
景観
歴史

48.6%

歴史

41.9%

気候

気候

36.5%

ものづくり技術

ものづくり技術

36.5%

サービスの質

サービスの質

32.4%

生活文化

29.7%

現地の人との交流

現地の人との交流

25.7%

宿

17.6%

ｺﾝﾃﾝﾂの豊富さ、ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ

17.6%

アクティビティ

生活文化

宿
ｺﾝﾃﾝﾂの豊富さ、ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ
アクティビティ

12.2%

交通インフラ

6.8%

交通インフラ

その他

4.1%

その他

2.9

34.3
43.6
40.0
43.6
28.6
41.0
31.4
35.9
28.6
30.8
28.6
30.8
20.0
20.5
14.3
23.1
11.4
20.5

71.4
64.1
77.1
64.1
74.3
61.5

89.7

%

10.3
2.9
5.1
2.9

一方、日本の観光関連産業に足りないと思うことは、回答者の過半数が「マーケットイン
の視点」と「地域内に利益を生むビジネスモデル」を挙げている。この 2 項目が他の項目を
引き離しており、多様化・個別化するニーズへの対応や観光関連産業における新たなビジネ
スモデルの必要性が強く認識されていることがうかがえる。
なお、回答者のうち日本人の回答では「地域内に利益を生むビジネスモデル」が「マーケ
ットインの視点」をやや上回る結果となり、外国人（回答数 8 件）の回答では「マーケット
インの視点」に次いで「多言語への対応」が上位項目となっている。
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□日本の観光関連産業に足りないと思うもの（複数回答可）

※外国人(n=8)は参考
日本人

全体 （N=74）
マーケットインの視点
地域に利益生むﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ
多言語への対応
外貨獲得につながるﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ
地域の意識の醸成
マーケット分析
販路開拓
地域の受け入れ環境整備
規制緩和
官民の連携
関係者の合意形成
付加価値の高い宿
ICTの利活用
その他

55.4%
52.7%
29.7%
28.4%
24.3%
23.0%
21.6%
18.9%
16.2%
14.9%
13.5%
10.8%
9.5%
5.4%

上位項目（n=61）

1 地域に利益生むﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ
2 マーケットインの視点
3 外貨獲得につながるﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ
4 多言語への対応
5 地域の意識の醸成
5 マーケット分析
外国人

上位項目（n=8）

1 マーケットインの視点
2 多言語への対応
3 地域に利益生むﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ
3 販路開拓

観光関連事業への関心契機については、回答者の 6 割近くが「地域経済の活性化」
、過半数
が「地域資源の活用」を挙げており、観光関連産業や観光関連の事業創造が、地域経済の活
性化や地域資源の活用に繋がるものとして捉えられていることを示している。また、回答者
の過半数が「インバウンド市場の拡大」を挙げており、観光関連産業や観光関連の事業創造
におけるインバウンド市場への注目がうかがえる。
なお、回答者のうち外国人（回答数 8 件）の回答では、
「日本の魅力発信」
、
「経験・ノウハ
ウの活用」
、「語学の活用」が上位項目である。

□観光関連事業に関心をもったきっかけ（複数回答可）

※外国人(n=8)は参考
日本人

全体 （N=74）
地域経済を活性化したい

58.1%

地域資源を活かしたい

56.8%

インバウンド市場の拡大

54.1%

日本の魅力を発信したい

39.2%

経験・ﾉｳﾊｳを活かしたい

29.7%

語学を活かしたい

17.6%

趣味を活かしたい

17.6%

IT技術を活かしたい
家業だから
その他

上位項目（n=61）

1 地域経済を活性化したい
2 地域資源を活かしたい
3 インバウンド市場の拡大
4 日本の魅力を発信したい
5 経験・ﾉｳﾊｳを活かしたい
外国人

上位項目（n=8）

1 日本の魅力を発信したい

9.5%

2 経験・ﾉｳﾊｳを活かしたい

2.7%

2 語学を活かしたい

5.4%

3 地域資源を活かしたい
4 地域経済を活性化したい
4 インバウンド市場の拡大
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②事業における課題
事業における課題として、回答者の 4 割が外国人、デザイナー、クリエイター等、
「新しい
視点を持った者との連携」を挙げている。また、同設問においては 3 割近くが「外国人ニー
ズの把握」を挙げている。日本の観光関連産業におけるマーケットイン視点の不足への意識
やインバウンド市場への注目等から、外国人の視点を採り入れることが課題のひとつとなっ
ていることがうかがえる。
次に、4 割近くが「資金調達」を挙げている。ビジネスアイデアや事業プランを事業化す
るために必要な要素のひとつであり、同設問ではビジネスモデルの構築や事業化段階におけ
る課題として、
「事業ノウハウ」
、
「販路開拓」等も上位項目となっている。
続いて 3 割強が「地域の事業者との連携」
、3 割近くが「地域の活動組織との連携」を挙げ
ている。地域経済の活性化や地域資源の活用が観光関連事業への関心契機となっている参加
者において、事業を地域経済の活性化へ繋げるため、地域の事業者や活動組織との連携が課
題となっていることがうかがえる。
□事業における課題（複数回答可）

全体 （N=74）

新しい視点を持つ者との連携
資金調達
地域の事業者との連携
事業ノウハウ
販路開拓
外国人ニーズの把握
地域の活動組織との連携
行政機関との連携
観光関連組織との連携
IT技術の活用
経済団体との連携
多言語化
金融機関との連携
カード決済の導入
その他

41.9%
37.8%
35.1%
31.1%
29.7%
28.4%
27.0%
18.9%
17.6%
16.2%
12.2%
10.8%
9.5%
8.1%
5.4%

（３）エコシステムの必要性

①観光関連の事業創造のためのネットワークの必要性
回答者の過半数が観光関連産業におけるネットワークが「構築されていない（いいえ）
」と
回答しており、「構築されている（はい）」の回答数（約 3 割）を上回った。山陽会場では、
「構築されていない（いいえ）
」の回答割合は 6 割で、山陰会場より高い割合である。
観光の事業創造のためのネットワークの必要性は、回答者の 8 割以上が肯定している。
□観光関連産業のネットワークが構築されている
はい
全体 （N=74）
山陽 （n=39）
山陰 （n=35）

いいえ
28.4%

23.1%
34.3%

無回答
54.1%

16.2%

59.0%

17.9%

48.6%

14.3%
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□観光の事業創造のためのネットワークが必要
はい
全体 （N=74）
山陽 （n=39）
山陰 （n=35）

いいえ

無回答

85.1%

14.9%

82.1%

17.9%

88.6%

11.4%

②観光関連の事業創造のためのネットワークに対するニーズ
ネットワークに求めたいこととして、回答者の 4 割以上が「メンター（先輩起業家等）と
の繋がり」
、「事業に対するアドバイス・客観的な意見」を挙げている。続いて 3 割強が「事
業ノウハウや経験則の習得」を挙げており、ビジネスアイデアや事業プランのブラッシュア
ップ、事業の実現にむけた視点や気づき、経験則や知見の獲得が上位項目となっている。
このほか「事業創造を目指す仲間との繋がり」や「ネットワークの拡大」を 3 割以上が挙
げており、地域のプレーヤー同士の繋がりやネットワークの拡大が期待されている。
□ネットワークに求めたいこと（複数回答可）

全体 （N=74）
メンター（先輩起業家等）との繋がり
事業に対するｱﾄﾞﾊﾞｲｽ・客観的な意見
事業ノウハウや経験則の習得
事業創造をめざす仲間との繋がり
ネットワークの拡大
ﾏｰｹｯﾄに対する専門的な情報入手
広報・周知活動によるマーケット拡大
事業資金の獲得
関連領域の最新情報の入手
アクセスのしやすさ
その他

43.2%
41.9%
36.5%
32.4%
32.4%
27.0%
23.0%
17.6%
16.2%
5.4%
2.7%

ネットワークにおいて重要なプレーヤーとして、回答者の半数が「事業者」を挙げており、
事業者同士のネットワークが重視されている。次いで 4 割近くが「外国人」を挙げ、
「クリエ
イター人材」も上位項目に入っている。事業への新たな視点やインバウンド市場におけるマ
ーケットイン視点をもたらす人材が重要なプレーヤーとして認識されている。
また、3 割が「地域の観光関連組織」を挙げており、各地域の観光関連組織の参加も期待
されている。なお、地域における新たな観光関連組織である「DMO」を挙げたのは 2 割以下
にとどまっている。
DMO 等へ求める役割は、半数以上が「マーケット分析や情報提供」、次いで 4 割以上が「海
外へのプロモーション」を挙げている。特に、マーケットイン視点によるプロダクト開発や
インバウンド市場の獲得に向けた市場分析、プロモーションへの期待が高いことがうかがえ
る。このほか「事業支援」や「ネットワーキングの場の提供」も約 3 割が挙げる等、多様な
役割が期待されている。会場別には、山陽会場では「ネットワーキングの場の提供」を 4 割
以上が挙げ、山陰会場では 6 割以上が「マーケット分析や情報提供」を挙げている。
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□ネットワークにおいて重要なプレーヤー（複数回答可）

全体 （N=74）
事業者
外国人
地域の観光関連組織
クリエイター人材
専門人材
行政機関
金融機関
DMO
女性人材
学生
シニア人材
その他

54.1%
37.8%
31.1%
27.0%
24.3%
21.6%
17.6%
16.2%
10.8%
10.8%
2.7%
1.4%

□DMO 等へ求める役割（複数回答可）

全体 （N=74）
マーケット分析や情報提供
海外へのプロモーション
事業支援
ネットワーキングの場の提供
国内へのプロモーション
関係者間のマネジメント
相談・情報提供等の窓口の設置

56.8%
44.6%
33.8%
32.4%
28.4%
17.6%
16.2%

マーケット分析や情報提供

48.7

海外へのプロモーション

48.7

40.0
30.8

事業支援
ネットワーキングの場の提供

28.2
28.6
17.9
17.1

関係者間のマネジメント
相談・情報提供等の窓口の設置

12.8

65.7

37.1
41.0

22.9

国内へのプロモーション

%

山陽
（n=39）
山陰
（n=35）

20.0

③プレーヤーのネットワーク化にむけた課題
事業においても新しい視点を持つ者、地域の事業者との連携が課題となるなか、連携にむ
けてプレーヤー同士が繋がるために必要なこととして、回答者の約 6 割が「日常的な情報交
換の場の開設」
、4 割以上が「定期的なイベント開催」を挙げている。プレーヤー同士のネッ
トワーク化を図る上で、プレーヤー同士の出会い、繋がりのきっかけづくりが課題であるこ
とがうかがえる。
なお、会場別にみると、山陽会場では、ほぼ半数が「定期的なイベントの開催」と「日常
的な情報交換の場の開設」の 2 項目を挙げているのに対し、山陰会場では 7 割が「日常的な
情報交換の場の開設」を挙げている。

27

□プレーヤー同士が繋がるために必要なこと（複数回答可）

全体 （N=74）
日常的な情報交換の場の開設

58.1%

定期的なイベント開催

47.3%

拠点となる施設の活用

31.1%

関係者が連携した事業等の実施

20.3%

行政機関等によるﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞの促進

18.9%

68.6
51.3
42.9

定期的なイベント開催

35.9

拠点となる施設の活用
関係者が連携した事業等の実施
行政機関等によるﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞの促進

%

48.7

日常的な情報交換の場の開設

25.7
25.6
14.3
20.5
17.1

山陽
（n=39）
山陰
（n=35）

④プレーヤーの目線上げ/ビジネスを磨きあげる機会への評価
観光関連事業創造に係る検討会では、地域の多様なプレーヤーが集まり、地域を舞台とす
る新たな観光ビジネスの創出を話し合い、ビジネスアイデアや事業プランをブラッシュアッ
プする場を提供した。
検討会について、回答者の 6 割以上が「非常に良かった」としており、ほぼ全員が 1 部（セ
ミナー）
、2 部（ワークショップ）とも参加した山陽会場では、8 割以上が「非常に良かった」
と回答している。検討会の「特に良かった点」として、視野の広さやより大きなビジョンの
必要性、ビジネスプランをはじめとする豊富な情報量、ポジティブなマインドの鼓舞等に言
及したコメントが数多くあり、講師がメンター役を果たし、参加者の目線を引き上げる効果
があったことがうかがえる。参加者同士が交代でメンターとなってのディスカッション、ピ
ッチでのプラン発表等を行った事業創造のワークショップに関する記述も多くみられる。
検討会を通じた新たな気づきについて、全体の 6 割が「大いにあった」
、3 割が「多少あっ
た」としており、ビジネスアイデアや事業プランを磨き上げる機会として参加者の好評を得
た。
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□セミナーの評価
非常に良かった

全体 （N=74）
普通
2.7%

無回答
8.2%

良かった

山陽 （n=39）
山陰 （n=35）

普通

82.1%

無回答
7.7%
7.7%
2.6%

45.7%

40.0%

8.6%
2.9%

良かった
23.3%

非常に良
かった
65.8%

山陰：1～2部
(n=14)
山陰：1部のみ
(n=17)

71.4%

14.3%
7.1%

35.3%

47.1%

0.0%

7.1%
11.8%

□セミナーでの新たな気づき

全体 （N=74）
あまりなかった
2.7%

大いにあった

無回答
8.2%

多少あった
27.4%

大いに
あった
61.6%

多少あった

あまりなかった

無回答

山陽 （n=39）

61.5%

28.2% 2.6% 7.7%

山陰 （n=35）

60.0%

25.7% 2.9%

山陰：1～2部
(n=14)
山陰：1部のみ
(n=17)

78.6%
47.1%

□特に良かった点（自由記述より）
＜セミナーについて＞
・内容が分りやすく、突っ込んだ話、心持ち、どちらもあった。
・具体例を挙げていただき、なおかつテンポが良い。
・起業家のビジネスプランを多く聞くことができたこと。
・大きな夢を見ることの大切さを知った。
・知らないことをたくさん知れたし、何よりポジティブに物事を考えられた。
・より自分のことを考えられた。まずは一歩踏み出してみたい。
・強みを探そうと思った。外からの目で見る。
・話をきいて今までの迷いがふっきれたし、視界が広くなった。
・観光だけに留まらない点。
・今まで自分の考えていたことと真逆であった為。
・日本の環境は問題がある。このことを再認識した。
＜ワークショップについて＞
・テンポが良く時間が短く感じた。
・ワークショップが刺激的。
・ワークショップでのブラッシュアップ。
・聞くだけなく、アウトプットを求めるワークがあってよかった。
・スピードが速くて内容も濃い！参加型で充実していた。
・時間は不十分だったが、うまく計画、管理、実行されたよい機会だった。
・広島ではないセミナーだったと思う。
・大人しい山陰の人が積極的に発言できるような運営が良かった。
＜その他＞
・人と繋がることができた。
・豊富なコミュニティづくりは十分だった。
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29.4%

8.6%

14.3%

7.1%

5.9%

11.8%

（４）まとめ

①多様性を持つコミュニティ（＝「弱い紐帯」）形成の可能性
「観光事業創造 Labo」及び「観光事業創造 Labo NEXT-STEP」の開催を通じて、観光関
連の事業創造に関心をもつ多様なプレーヤーの存在とともに、観光関連産業のみならずもの
づくり分野や情報・通信分野に携わる事業者・創業者等を含め、観光関連産業に多数のプレ
ーヤーが関わっていることが確認された。
事業創造の第一人者である 01Booster は、事業創造の環境として、自分の家族や親友、職
場の仲間といった社会的繋がりが強い人々（強い紐帯）よりも、知り合いの知り合い、ちょ
っとした知り合い等、社会的繋がりが弱い人々（弱い紐帯）からイノベーションが起こりや
すいとし、この「弱い紐帯」の重要性を指摘しており、観光分野においては、調査結果のと
おり多様なプレーヤーの関心を集めやすく、また様々な産業の複合体を形成しやすいことか
ら、同分野における多様性を持つコミュニティである「弱い紐帯」を産み出す可能性がある
と考えられる。
②地域のプレーヤーのネットワーク化が必要
観光関連産業におけるネットワークについて、アンケート回答者の過半数が「構築されて
いない」と回答している。他方、アンケート回答者の 8 割以上が、観光の事業創造のための
ネットワークの必要性を肯定しており、このことから、現時点では、一般的に同市場におい
て事業を取り組もうとする者からは、観光分野において事業創造に必要なネットワークが構
築されているとは認識されておらず、観光関連事業に意欲的な者からネットワークの構築が
望まれていると言える。
また、アンケート結果においては、ネットワークに対して、
「メンターとの繋がり」
、
「事業
へのアドバイスや客観的な意見」
、
「事業ノウハウや経験則」等を求める声が多く、より事業
を前進させるための効果をネットワークに期待していることがうかがえる。
セミナーにおいて、01Booster からも、
「起業は答えのない世界（カオス）であり、成功を
つかむには「良質なコミュニティ」への加入、
「良いメンターを 3 名見つけること」等は指摘
されており、今後ネットワークを構築する際には、プレーヤーの事業拡大に資するためのネ
ットワークを積極的に構築し、コミュニティ形成を促すことが重要である。
ネットワークの構築に向けては、アンケート回答者の約 6 割が「日常的な情報交換の場の
開設」、4 割以上が「定期的なイベント開催」が必要と回答しており、プレーヤー同士の出会
いや繋がりのきっかけづくりを行うことが求められており、上記①の視点にもあるように、
いかに多様なプレーヤーを関わらせて、
「閉じない」ネットワークを形成するかが課題である。
③ネットワーク拡大によりビジネスをブラッシュアップすることが重要
アンケートからは、観光関連事業に意欲的な者の背景として、同事業を目指す際に「地域
経済の活性化」
「地域資源の活用」
、
「インバウンド市場の拡大」（アンケートにおいて 5 割超
が「きっかけ」と回答）を契機としており、
「日本の観光関連の事業創造における強みを「食
文化」
「伝統文化」
「自然」
「景観」
「歴史」
（いずれもアンケートにおいて 4 割超が「強み」と
回答）と認識していることがわかった。また、彼らは、
「日本の観光関連産業に足りないもの」

30

として、過半数が「マーケットインの視点」、「地域に利益を生むビジネスモデルの欠如」を
指摘しており、彼らが抱える課題においても、
「資金調達」
「事業ノウハウ」
「販路開拓」とい
った事業を行う上での一般的な課題だけではなく、外国人、デザイナー、クリエイター等の
「新しい視点を持つものとの連携」が 4 割を超え、最も多くの回答を得ている。
このことからも、同事業において、単にビジネスを展開するという視点だけではなく、
「地
域経済活性化」のために、観光は有効な手段の一つとして認識されており、
「食」
「伝統」
「自
然」といった地域の強みを活かし、同市場でビジネス展開する際には、消費者を意識した「マ
ーケットインの視点」や、観光を「稼ぐ産業」とすることが必要であり、それらを外国人、
デザイナー、クリエイター等、既存の観光の概念とは異なる視点を持つ者との連携により、
ブラッシュアップすることが求められていることが分かる。「観 光関連事業創造 Labo
NEXT-STEP」においても、普段あまり接する機会のない「観光」に関心がある者と、
「もの
づくり」に携わる者が集うことで、どのようなビジネスモデルが考えられるか検討を行った
が、既存のアイデアにない様々なビジネスが提案されており、ネットワークを拡大すること
で、より多様性のあるビジネスを創出し、ブラッシュアップが可能であることへの示唆も見
て取ることができた。
上記のことから、多様なプレーヤーが存在する観光関連事業においては、多様性を持つコ
ミュニティ（＝「弱い紐帯」
）が形成される可能性があり、事業を拡大するためにもネットワ
ークを構築していくことが求められており、ネットワークを活用して、新しい視点を持つ者
等と繋がることで、事業をブラッシュアップし、事業創造の取組を加速化していく必要があ
ることがわかる。
こうしたなか、日本において新しく組織された DMO 等について、アンケートの結果によ
り、果たすべき役割や現在の地域との関係性を読み取ることができる。アンケート結果では、
ネットワーク形成における重要なプレーヤーとして、DMO を挙げた回答者は、16.2%（全項
目中 8 位）と他の選択肢と比較して低く、同組織が未だ地域のプレーヤーにとって認知度が
低いことがうかがえる。他方、同組織に求める役割については、回答者の半数以上が「マー
ケット分析や情報提供」、4 割以上が「海外へのプロモーション」を挙げているほか、「ネッ
トワーキングの場の提供」も約 3 割が挙げている。また、重要なプレーヤーの他の選択肢と
して、
「地域の観光関連組織」が全項目中 3 位（回答割合：31.1%）に挙げられていることや、
事業における課題として、
「地域の事業者との連携」が全項目中 3 位（回答割合：35.1％）に
挙げられていることからも見ても、観光エリア内での連携に対する要求は高いことが読み取
れる。
これらのことから、DMO に対しては未だ認知度は低いものの、マーケティング／マネジ
メントといった本来 DMO が行うべき役割とともに、観光エリア内でのネットワーク形成に
おける役割も求められており、今後、地域との関係性をより強化した上で、取組の加速化が
望まれる。
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Ⅲ．観光関連事業創造エコシステム構築に係る効果検証会の実施
１．効果検証会の概要

観光関連事業創造エコシステム構築により各プレーヤーがネットワーク化した際の効果検
証を実施するため、創業気運を醸成する手法として、千葉県をはじめ全国に拡大している「地
域クラウド交流会」の手法を用いて、中国地域の広域 DMO「せとうち観光推進機構」が活
動を支援している「せとうち Holics」と連携し、観光関連事業創造エコシステムにおけるプ
レーヤーをモデル的にネットワーク化し、アンケート調査等を通じて、ネットワーク化によ
り見込まれる効果等について検証した。効果検証会は広島市で１回開催し、参加者数は 145
人であった。
（１）開催概要
せとうちツーリズムイノベーション 第１回 広島 地域クラウド交流会

【日程】平成 29 年 2 月 25 日（土）14：00～17：00
【会場】広島県庁本館 6 階講堂（広島市中区基町 10-52）
【主催】せとうち Holics（ホリックス）
【共催】経済産業省中国経済産業局、一般社団法人せとうち観光推進機構
【後援】広島県 【協賛】サイボウズ株式会社
【定員】100 人
【対象】瀬戸内地域の観光ビジネスに関心がある方、応援したい方、創業支援機関等
（広島、瀬戸内地域以外の方も参加可能）
【プログラム】
14：00 「スペシャル対談」
湯﨑英彦 広島県知事
15：00
15：05
15：10
15：15
15：20
15：35
16：25
16：40
16：45
16：50
16：55
17：00

vs

青野慶久 サイボウズ㈱代表取締役社長

はじめのごあいさつ
湯﨑英彦 広島県知事より応援メッセージ
アイスブレイク「大人の本気のラジオ体操第１」
『地域クラウド交流会』の説明
プレゼンタイム（5 名×3 分間）
投票の説明、投票タイム＋クラウド交流タイム
応援し隊のご紹介・PR タイム（各 2 分間）
応援投票結果発表・賞品授与式
参加者満足度アンケート
おわりのごあいさつ
全員笑顔の集合記念撮影
懇親会（アフター交流会） ※自由開催・自由参加
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―プロフィール―

青野

慶久

サイボウズ株式会社代表取締役社長

1971 年生まれ。愛媛県今治市出身。
大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工（現 パナソニック）を経
て、1997 年 8 月愛媛県松山市でサイボウズを設立。2005 年 4 月代表取締役社長
に就任（現任）
。社内のワークスタイル変革を推進し離職率を 6 分の 1 に低減す
るとともに、3 児の父として 3 度の育児休暇を取得。また 2011 年から事業のク
ラウド化を進め、売り上げの半分を越えるまでに成長。総務省、厚労省、経産省、
内閣府、内閣官房の働き方変革プロジェクトの外部アドバイザーや CSAJ（一般
社団法人コンピュータソフトウェア協会）の副会長を務める。著書に『ちょいデ
キ！』（文春新書）
、『チームのことだけ、考えた。』
（ダイヤモンド社）がある。

湯﨑 英彦

広島県知事

1965 年生まれ。広島県広島市出身。
東京大学法学部卒業

スタンフォード大学経営学修士（ＭＢＡ）取得

1990 年 4 月 通商産業省入省
1995 年 6 月 資源エネルギー庁
1997 年 5 月 通商政策局

原子力産業課 課長補佐

米州課 課長補佐

1998 年 8 月 米国ベンチャーキャピタル
2000 年 3 月 通商産業省退官

イグナイト・グループ出向

株式会社アッカ・ネットワークス設立

代表取

締役 CEO 通信の改革に取り組み、日本のインターネット基盤の確立に貢献
2000 年 12 月 代表取締役副社長
2008 年 3 月 同社取締役退任
2009 年 11 月 広島県知事に就任
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（２）実施内容

【スペシャル対談】
スペシャル対談として、湯﨑英彦広島県知事と青野慶久サイボウズ株式会社代表取締役社
長が「瀬戸内ツーリズム」、「起業とイノベーション」、「地域におけるチームワーク」をテー
マに対談した。
対談では、湯﨑知事より瀬戸内の多様性を生かして、いかに世界にアピールするかが課題
であり、瀬戸内を新しいブランドとしてアピールしていくことの必要性が語られた。これに
対し青野氏は、東京や京都とは異なる観光地として差別化する上で、例えば農業とクラウド
等、それぞれを掛け合わせて希少化することがポイントであり、瀬戸内が持つ多様な要素を
つなぎ合わせることで価値が生まれる可能性を語った。
また、青野氏は「多様な人をつなぎ合わせるのはビジョンしかない」というサイボウズの
経営理念を紹介し、多様性を引き出すためには、ビジョンを大切にする文化をいかに浸透さ
せるかが基本になるとし、瀬戸内 7 県が連携し、フラットでオープンな情報交換によって横
の関係でビジネスを広げる気運が高まれば新たなシナリオや成功事例が生まれてくるとした。
これに対し、湯﨑知事は、瀬戸内のビジョンとして海、島、山に育まれた景観や歴史、文
化を挙げ、
「瀬戸内は世界一の観光地になれる」というビジョンを信じて、いかにビジネスに
していくかが問われているとし、多様な要素の掛け合わせを進めるための熱量やエネルギー
をもつ場として、多様な人が集まった「広島 地域クラウド交流会」の成果へ期待を寄せた。
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【アイスブレイク～『地域クラウド交流会』の説明】
「広島 地域クラウド交流会」のオーガナイザーを務めるせとうち Holics・石飛聡司氏のあ
いさつで始まり、まず湯﨑英彦広島県知事が応援メッセージを述べた。続いて、アイスブレ
イクとして参加者全員で「大人の本気のラジオ体操第１」を行った後、サイボウズ株式会社・
永岡恵美子氏が地域クラウド交流会についての説明を行った。

「広島 地域クラウド交流会」
オーガナイザー
石飛聡司さん（左）・柄澤幸恵さん（右）

サイボウズ株式会社
永岡恵美子さん

【プレゼンタイム】
広島県・岡山県・香川県・愛媛県の 5 名のプレゼンターが、会場の参加者に対して、3 分
間のプレゼンテーションを行った。
―プレゼンター（発表順）―
橋口 栄さん （広島県）
okeiko Japan
正垣 紅さん （広島県）
ゲストハウス縁
小松 洋一さん （愛媛県）
小松製パン
穴吹 英太郎さん （香川県）
EITA Language Shelter
三宅 康太さん （岡山県）
上山集楽

世界遺産、宮島の空き寺を改修し、日本の伝統文化を中心としたおけ
いこ体験施設を 4 月に OPEN 予定
広島、横川駅から徒歩 3 分、情緒あふれる横川商店街にゲストハウス
“縁”を 4 月に OPEN 予定
愛媛、大三島の特産品「みかん」から酵母を起こし “みかん酵母パン”
で 4 月にお店を OPEN 予定
香川、高松の英会話教室から発信。外国人観光客をつなぐ架け橋とな
って地域の観光資源を発掘中
岡山、美作市の上山（うえやま）で、地元の方々と移住者が一緒になっ
て棚田再生に取り組み中

35

―プレゼンター紹介―

◆№1◆ 橋口 栄さん （広島県） okeiko Japan
はじめまして。プレゼンターの橋口栄と申します。
私は広島市西区の自宅で地域コミュニティサロン「おけいこハウス」を 2 年半前に起
業しました。
現在 700 名近くの地域の皆様にご利用いただき、おけいこごとを通じて笑顔あふれ
る楽しいコミュニティが生まれています。
こうした輪を地域の中だけでなく、世界中の方と共有したいと考え、このたび、世界
遺産である観光地・宮島にて、空き寺を改修し、９つのお部屋を使って、日本の伝統
文化を中心としたおけいこ体験施設を 4 月にオープンします。
1 年中お楽しみいただける日本料理教室・茶道・書道・座禅・利き酒・殺陣・織物・宮島工芸の他、和菓子・
絵手紙・陶芸・能楽・型染・ネイル・手描き友禅・消しゴムハンコ・組みひも・神楽も予定しています。
世界中の観光客の皆さまに日本文化を体験・発信する場に育てていきたいと考えています。
それでは、地域クラウド交流会で皆様とお会いできるのを楽しみにしています！
どうぞよろしくお願いいたします。

◆№2◆ 正垣 紅さん （広島県） ゲストハウス縁
株式会社 恩 代表の正垣 紅(こう)と申します!
４月に広島駅から２つ目、横川駅から徒歩３分、横川商店街の中心で
一階が４０人入る居酒屋、二階が２３人泊まれるゲストハウスの
“広島ゲストハウス 縁”をオープンします!
また、旅行業の第２種を取得して、
ゲストハウスに滞在する人と広島中の人・土地を繋げ、
関わる人の可能性を引き出していこうと思っています!

◆№3◆ 小松 洋一さん （愛媛県） 小松製パン
瀬戸内海の大三島で、みかん酵母パンを焼いている小松です。
交流会では起業プレゼンをさせて頂きます！
私は大三島の特産品である「みかん」から野生酵母を起してパン作りをしています。
パンは「みかん＋粉＋塩」のみで焼くことができます。
２年前に家族３人(妻/娘２歳)で東京から大三島に移住して、地域おこし協力隊として
働く傍ら、みかん酵母パンの研究をしてきました。大三島にはパン屋がありませんの
で、2018 年 4 月に島にパン屋をオープンして、焼きたての美味しいパンを地域の皆さ
まにお届けしたいと考えています。
さらに、大三島には有機野菜や柑橘、瀬戸内の魚介、猪肉等質のよい食材があります。これらの食材を使
ったサンドウィッチをサイクリストや外国人観光客に提供し、食を中心とした大三島の魅力を島外に発信し
ながら地域活性の一助になれたらと願っています。
地域クラウド交流会当日は、試食用にみかん酵母パンを持っていきますので、ご興味がある方はぜひ召し
上がってください^^
ブログやってます！
瀬戸内海の大三島で薪窯を作って、みかん酵母パンを焼く全記録
http://organic-bread.blogspot.jp
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◆№4◆ 穴吹 英太郎さん （香川県） EITA Language Shelter
えいた Language shelter の穴吹です。
２年前に U ターン、生まれ育った香川県高松市の商店街で英会話教室を立ち上げ
ました。スローガンは「高松を日本を代表する旅の街へ」、フィリピン人講師３名、日
本人スタッフ１名の仲間と「英会話教室」という切り口で「ローカル」と「外国人観光
客」をつなげる、インバウンドの受入環境整備に取り組んでいます。
私は４人兄弟の末っ子で、たくさんの方に愛され育ちました。その後、高校進学を
機に実家を離れ、現在に至るまで東京、上海、フィリピンと、新しい環境に身を投じ
てきました。環境の変化には苦痛が伴います。特に、ぬくぬくと育った私にとっては
ダメージが大きかったようで、高校男子寮での怖い先輩との共同生活では数キロ痩せてしまったほどで
す。
そんな私をいつも支えてくれたのは、故郷の存在でした。大好きな人や場所が待っている故郷の存在があ
ったから、どんなアウェイ環境も立ち向かえ、その度に経験・自信・仲間という対価を得ることが出来まし
た。この経験が今の私を形成しています。
しかし、当たり前にあると思っていた故郷の商店街が変化してきた時、私が好きな景色がこれからもずっと
あるわけでは無いことに気がつきました。自分を支えてくれた街を守り、これからも楽しく生活するため、今
この事業を立ち上げようと決意しました。
今、旅行者の旅の趣向が「モノ」から「コト」に移り変わっていると言われます。その土地に住む人や文化に
触れる（体験する）ことを求めているのであれば、地方こそ主役になれるはずではないでしょうか。
ふと道案内してくれた人、来店を歓迎する宿や商店、そしてそこで生き生きと生活する私たちが旅を盛り上
げる登場人物になります。それが地方を旅する魅力であり、最高の土産話になると信じます。
私たちは「ローカル」と「外国人観光客」をつなげるコーディネーターとしてビジネスを展開します。
当日は具体的に取り組んでいる事例紹介をさせていただく予定です、皆さんに少しでも共感頂けたら幸い
です。よろしくお願いします！
http://eita-takamatsu.com

◆№5◆ 三宅 康太さん （岡山県） 上山集楽
『未来の田舎 ”上山集楽”』
プレゼンターに選んでいただきました、上山集楽の三宅康太です。
上山集楽とは、岡山県の中山間地域、美作市にある”集楽”です。”集落”ではなく”
集楽”。”楽しい”が”集まる”場所なのです。上山(うえやま)は人口約１７０人の小さ
な村。そんな小さな村で、地元の方々と私たち移住者が一緒になって、棚田再生を
中心に農業、林業、お酒造り、古民家再生、地域の伝統文化の継承、地域の課題
解決、海外との提携等さまざまな事業を展開しています。
なぜ上山集楽が生まれたのか？上山にはかつて 8300 枚もの棚田が広がっていた
と言われます。この棚田は一千年以上も昔に築かれたとも。しかし時代とともに地元から人が離れてしま
い、美しい棚田は耕作放棄地へ、地域の伝統行事も途絶えてしまいます。そこへ現れたひとりの移住者。
上山にて、晴耕雨読の生活を楽しもうと移住しました。上山の棚田での稲作は、水路掃除から始まります。
水路掃除は村人総出での仕事。ただでさえ重労働の水路掃除も、過疎化、高齢化の進んだ上山において
は、より大変です。そこで棚田での作業を手伝ってもらうべく、助けを呼びました。ひとりが仲間を呼び、呼
んだ仲間がさらに仲間を連れてくる。そうしてまたひとり、もうひとりと仲間が増えていき、やがて「かつてあ
った 8300 枚の棚田を取り戻したい」という想いが生まれます。
その想いを実現するため、実際に移住して生活を営んだり、大阪や東京から毎月通ったり、それぞれの関
わり方で、棚田の再生を行なっています。
私たちは棚田再生活動において、草を刈り、野焼きをし、土を起こして、耕作放棄地を棚田へと戻していく
ということをひたすら繰り返します。少しずつであっても、決してあきらめず、周りを巻き込みながら活動を
続けてきました。昔の生活の良さを取り入れながら、いまの時代に合った価値の創造をしていく。
いままで見捨てられてきたものも無駄にする事なく、感謝して大切に使っていきたい。地域の課題にも目を
そらさず、仲間と力を合わせて立ち向かう。大変なことも楽しみながら。
それが私たち、上山集楽です。
上山集楽 HP https://ueyama-shuraku.jp/ 英田上山棚田団 HP http://tanadadan.org/
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【投票タイム、クラウド交流タイム】
プレゼン終了後、クラウドシステムを用いた電子投票によって、参加者が「応援したい」
と感じたプレゼンターに投票する投票タイムと、プレゼンターも含め参加者同士が交流を行
う交流タイムを並行して行った。
会場に設けた 6 つの投票所は地域の事業者が協力し、各自の自己紹介と投票に訪れた参加
者との名刺交換によって交流を促進した。また、得票数の途中経過は会場のスクリーンで公
開した。
会場には参加者の名刺やビジネス上での希望事項と連絡先を書いたカードを掲示し、参加
者同士の情報交換や交流の促進を図った。
―投票所の協力者―
第１投票所

ビットリバー株式会社

安藤 光昭 さん

第２投票所

株式会社 e-Front 島根支社

佐々木 大輔 さん

第３投票所

株式会社サンネット

沖 裕之 さん

第４投票所

起業家

鼠家 正則 さん

第５投票所

HRACN 合同会社

中谷 哲士 さん

第６投票所

ためまっぷ

和田 菜水子 さん

【応援し隊の紹介・PR タイム】
ビジネス・イベント等の紹介・PR タイムとして、当日ボランティアで運営開催準備等を手
伝った「応援し隊」7 名が 1 人 2 分間の PR を行った。
―応援し隊（紹介順）―
白土 容一さん

日本政策金融公庫

野村 祐貴さん

PocketPlan（ポケットプラン）

鈴東 公美さん

チーム epeler（エプレ）

佐々木 敬子さん

株式会社まるごと食品

清老 伸一郎さん

広島県・今治市雇用労働相談センター

松井 稜弥さん

広島大学教育学部

青山 桃子さん

有福温泉町まちづくり協議会
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【応援投票結果発表・賞品授与式、参加満足度アンケートほか】
投票タイム終了後、応援投票の結果を発表し、最も得票の多かったプレゼンターへ賞品を
授与した。その後、参加者がクラウド上のアンケートフォームへ回答を送信する形式で実施
したアンケートより「参加満足度」の結果を会場で共有し、最後に「全員笑顔の集合記念撮
影」を行い、プログラムを終了した。
終了後の懇親会は、交流会で出合って意気投合したメンバーが自由に開催・参加する「ア
フター交流会」を行った。
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２．調査結果
（１）DMO 等との連携によるネットワーク形成
「第１回 広島 地域クラウド交流会」では、広域の観光エリア内での連携や、DMO によ
るネットワーキングの場を提供するモデル的な機会として、広域 DMO である「せとうち観
光推進機構」が活動を支援している「せとうち Holics」と連携して開催することで、DMO
等の観光関連組織との連携による地域のプレーヤーのネットワーク化による効果を検証した。
実施後に、主催者側として関わった今回のオーガナイザーである「せとうち Holics」の石
飛氏・柄澤氏には個別にヒアリングを行い、主催者側としての感想やネットワーク化した際
の効果についてヒアリングを実施した。
オーガナイザーを務め、自身でも「何気ない広島を体感する」をテーマに、サイクリング
で、必ずしも観光地化されていない広島市内の各所を巡ることを、インバウンド向けアクテ
ィビティサービスとして提供する事業を実施している石飛氏（株式会社 mint 代表取締役）
からは、
「観光に前向きに取組むプレーヤー同士のネットワークが一気に拡大した」と主催者
として同取組を評価した。
「ネットワークが拡大することによる観光関連産業の振興への効果」
としては、ビジネスに繋がる出会いのきっかけとなることに加え、広域の観光エリアにおけ
るネットワーク化に伴い、様々な事業が相互に繋がることで、それぞれの事業拡大の可能性
が広がることも指摘された。また、せとうち観光推進機構の DMO としての取組に関しても、
DMO が地域の中で求められているエリアマネジメントに関する役割を示す機会となったの
ではないかという見解が示された。柄澤氏も「実際に顔を合わせることにより、瀬戸内地域
のリアルなネットワークを感じられた」と評価している。
また、共催として関わった「せとうち観光推進機構」からは、地域における認知度向上、
各地域との連携等が同組織の課題となるなか、地域のプレーヤーや最前線で活動するキーマ
ンの発掘のきっかけを求めて、瀬戸内地域におけるネットワーク形成組織である「せとうち
Holics」を支援しており、今回の「広島 地域クラウド交流会」を通じて、地域の多くのプレ
ーヤーと繋がることができたと評価している。また、今後、各地域の自治体（県、市等）や
産業振興関連部局との連携によって、DMO が地域において求められる役割を効果的に発揮
する必要があるとの認識が示された。

40

「広島 地域クラウド交流会」

オーガナイザー 石飛聡司さん

【オーガナイザーとして実施した感想】
・新しい出会いもあり、自分自身のネットワークも拡大した。一定のフィー
ルド、人脈をもつプレーヤー同士が繋がったことで、ネットワークにおける
ハブ機能、巻き込み力を実感した。
・観光をテーマに集まっているポジティブな人の集まりで、会場の熱量も高
かった。開催後の SNS でも前向きな声、意見が寄せられている。
・オーガナイザーには参加者からの情報がどんどん集まり、熱量を高いまま
保つことができている。
【観光関連産業の振興への効果】
・瀬戸内地域をエリアとして開催したことで、ネットワークが一気に拡大した。
・参加した方が、実際に探している人、求めているものと出会えたことで、新しいプログラムがで
きる等、ネットワーク拡大の効果は感じられた。特に、ビジネスパートナーの候補との出会いのき
っかけづくりとしての効果がある。
・瀬戸内には各地域の魅力があることから、世界の目線で見ると、各地域を単体として考えるより
は、瀬戸内を面として捉えた方が観光客誘致等の可能性が大きくなると感じる。
・観光における事業化は１人では難しいことから、このネットワークを活用して、実際にコトを起
こし、定着させることを考えていく必要もある。
【DMO の取組への効果】
・「広島 地域クラウド交流会」を開催し、DMO と瀬戸内エリア内の各地域のさまざまなプレーヤー
をつなぐことができたことは、DMO の動きを地域のなかで「見える化」することに繋がったのでは
ないか。

（２）多様なプレーヤーの繋がり・交流促進
「第１回 広島 地域クラウド交流会」の参加者アンケート3によると、年齢層は 30 代、40
代を中心に 10 代から 60 代以上まで幅広く、職業は過半数を占めた会社員・会社役員のほか
公務員、個人事業主、学生、金融機関等が参加している。会社所在地・勤務地は開催地の広
島市内が過半数を占め、広島県内、広島県以外の中国地方、四国地方、それ以外の地域も含
まれている。起業者・応援者との繋がり・交流について、回答者の 90％以上が「できた」
（で
きた 63.6％、多少できた 30.3％）と回答した。
また、プレゼンターからは、若年層や起業を志す仲間、事業者や行政を含む様々な立場等、
地域や職種を越えた多くの人との出会いが得られたとの声があった。
「第１回 広島 地域クラウド交流会」を知ったきっかけは、回答者のほぼ半数が「友人知
人に聞いて」、3 割強が「ソーシャルメディア（フェイスブック等）」と回答しており、イベ
ント周知や参加者募集における口コミやソーシャルメディアの有用性がうかがえる。
一方、プレゼンテーションを行った大半のプレゼンターが、3 分間のプラン発表を行うこ
とで、自らの事業を振り返り、再確認できたと評価しているほか、プレゼンテーションに対
する参加者の感想を直接聞くことで、実際に顔を合わせることの重要性を感じた、事業に対
する自信や励ましを得た、改善点を見出せた等の声があった。

3「第１回

広島 地域クラウド交流会」の参加者を対象として、会場でクラウド上のアンケートフォームへ回答を
送信する形式で実施。回答数（全体）は 99 件。
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年齢層 （N=99）

６０代以上 １０代
3.0%
2.0%
５０代
12.1%

職業 （N=99）
学生
6.1%

２０代
13.1%

金融機関 それ以外
2.0%
6.1%

個人事業主
9.1%
３０代
30.3%

４０代
39.4%

公務員
17.2%

それ以外 ※
9.1%

どちらでもない
できなかった
1.0%
あまりできなかった
1.0%
4.0%

広島県以外の中国地方
7.1%
広島県内
9.1%

多少できた
30.3%

広島市内
63.6%

できた
63.6%

※勤務地／会社所在地 「それ以外」の内訳
東京都（2）、石川県（1）、大阪府（2）、兵庫県（1）、大分県
（1）、無記入（2）

「地域クラウド交流会」を知ったきっかけ （複数回答 N=99）
友人知人に聞いて

49.5%

ソーシャルメディア（FB等）
ホームページ
新聞記事
その他

会社役員
24.2%

起業する方や応援する方との
繋がりや交流ができましたか（N=99）

勤務地／会社所在地 （N=99）
四国地方
11.1%

会社員
35.4%

36.4%
6.1%
2.0%
15.2%
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■プレゼンターの声より
【多様なプレーヤーとの繋がり・交流について】
・興味を持ってくださる多方面の方が声をかけてくださった。
・起業を志す仲間と出会えた。
・大学生等、20 代の若い人が結構参加していた。
・地域や、職種を越えて、いろんな方と交流ができた。その交流を通じて、起業を前向きに進めていこうと思
えた。
・インバウンドに関心を持ち取り組んでいる事業者やその他いろんな立場の方（行政含む）に一度に出会う
事が出来、関心の高さも改めて認識できた。
・会社を経営するという視点では十分な情報交換はできなかったが、自分が起業に際して今後具体的な課
題に直面したとき、相談できそうな方と知り合うことはできた。
・社会人であれば、名刺交換や交流することに抵抗がないが、若い人、大学生は自己主張が難しい雰囲気
があったかもしれない。アフター交流会でようやく距離が近くなった感じがするので、本番の交流会も、よ
り多くの若い人が発言したり、主張したりできるような工夫があるとよいと思う。
・発表後の交流時間がもう少し長くても良かった。せっかくいろんな方に興味を持ってもらえたの
で、会場内でももう少し交流の場を持てると良かった。
・参加者全員が投票していたわけではないと思うので、全員がしっかり投票できるような対策が必
要かと思う。
【対面での交流について】
・Facebook だけでの繋がりの方とも実際にお会いすることができてとても良かった。
・実際に顔を見て、お互いの活動や想いを知ることができた。
・SNS が当たり前の時代においてネットワーク作りというと、感覚的にデジタルによってしまいがち
だが、今回の交流会のように実際に出会って人脈を作っていくということが大切だと改めて感じる
ことができた。
【交流会への参加、プレゼンテーションの実施による効果】
・3 分というプレゼン時間がよかった。自分がやろうと思っていることのコアはどんな事業でも 3
分あれば十分説明できるはずで、そのコアな部分を自分で掘り下げて考えることができた。
・なかなかこういったプレゼンテーションをする機会はないので良かった。3 分という短い時間も
自分の事業の客観的要素を振り返る事が出来た。
・事業への思いの再確認ができた。
・自分たちが挑戦していることや想いをプレゼンすることで、聴いてくださった方々からの本音の
感想をいただくことができたので、自分たちがやってきたことの社会的な意味のようなものを再
確認することができた。
・共感してくださった方も多かったので、今後の活動の励みになった。
・実際に行ってみたいという声をいただくことができ、今まで続けてきた活動を今後も丁寧に続け
ていくことが大切だと実感することができた。
・ダイレクトに感想を伺えたのが自信にもなったし、改善するべきことも見えてきた。
・来年度から観光事業にも注力していくつもりなので、事業を広く知ってもらえたこともありがた
かった。
・後日、地方紙に掲載され、地域の方、県内で自分を応援してくれている方々にも広く自分の取り
組みとクラウド交流会を知っていただくことができた。

（３）ネットワークの拡大による観光関連産業の振興
ネットワークの拡大が観光関連産業の振興に繋がるかどうかについて、98.0％の大半が
「（繋がると）思う」
（思う 88.9％、多少思う 9.1％）と回答した。
観光関連産業の振興や事業創造に見込まれる具体的な効果として、プレゼンターは、事業
や地域の認知度向上、プレーヤー同士の連携促進、相互連携による事業の拡大・深化等を挙
げている。より広域での連携が進むことで、面的な受入体制の構築、多様な組み合わせによ
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るコンテンツ創出等の可能性があるとの意見もあった。
このほか、地域のプレーヤーのネットワーク化、ネットワークの拡大について、プレゼン
ターからは、事業段階に応じた事業者のマッチング、プレーヤー同士の連携による事業創造
等、事業の拡大にむけてネットワークを活用することの重要性が指摘された。

ネットワークが広がることで、
観光関連産業の振興に
繋がると思いますか （N=99）
どちらでもない
1.0%
多少思う
9.1%

思わない
1.0%

思う
88.9%

■プレゼンターの声より
【地域のプレーヤーのネットワーク拡大による観光関連産業の振興や事業創造に見込まれる効果】
・多くのお客様に知っていただくチャンスが増え、連携を図ることが容易になる。
・ネットワークが拡大し、その後も連携を取ることができれば、それぞれの地域の魅力をより広く
知ってもらう機会が増え、地域としての魅力も深まると考える。今いる地域の方々への配慮を忘
れてはいけないが、地域としての魅力が広がり、深まることで人も集っていき、新たな事業創造
も期待できる。
・広域で情報交換や連携が生まれることで、今までになかった観光コンテンツを作ることが可能だ
と思う。特に、小規模の事業者がネットワークすることで、多様な組み合わせと内容でコンテン
ツをつくることができると思う。
・面としての受入体制構築が可能となり、観光客が観光しやすい、より有意義な滞在を提供できる
ようになると考える。
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【観光関連産業における地域のプレーヤーのネットワークづくりやネットワークの拡大について】
・出来上がったネットワークを、楽しい繋がりだけでなく、互いに成長できる繋がりにしていくこ
とこそが重要であると思っている。
・地域クラウド交流会の起業家プレゼンをストリーミング配信する等、当日参加できなかった人で
も繋がれる仕組みをつくる。
・実際にプレーヤー同士が顔を合わせ、それぞれが何をしたいのか、今後どうしていきたいのか等
を話し合うことがネットワークを意味のあるものにするには有効だと考える。その拡大を図るに
は、今回のような交流会をきっかけに、実際にできたプレーヤー同士のネットワークから生まれ
た事業や企画を発信していくことが有効かと思う。
・観光事業者であれば、事業に取り組む中で感じる困難を共感でき、成功事例をシェアできること
は有益であり、ネットワークに参加する動機になると考える。ビジネスの取組みの同じステップ
にいる事業者をうまくマッチングすることが重要かと思う。
・小規模事業者が提供できるサービス（宿泊、食、体験等）をデータベース化して、ツアーパッケ
ージを作れるシステムの構築。
・サービス業であれば、起業後いかに集客するのかが大きな課題になる。その集客を手伝ってくれ
る、集客のために役立つネットワークであるというイメージが持てれば、お金を払ってでも積極
的に関わる事業者は多いと思う。公的な組織が主導するお金が動かないネットワークではなく、
ビジネスとしても成立するネットワーク作りを念頭に置いて、仕組みを作る必要があるのではな
いかと思う。

（４）地域における観光関連の事業創造の気運醸成
「第１回 広島 地域クラウド交流会」について、回答者の参加満足度は 90％以上（満足
73.7％、やや満足 21.2％）であった。継続的な開催についても、回答者の約 90％が「希望す
る」としている。また、参加した感想として、交流会で得られた多くの多様な出会いや繋が
りへの評価のほか、応援する意欲の高まり、今後のネットワークの拡大や観光関連産業の振
興に対する期待、可能性に言及している感想が多数見られた。このほか、プレゼンターから
は、瀬戸内地域に含まれる各地域における交流促進や、瀬戸内という広域としての一体感の
醸成に対する期待も寄せられた。

中国／瀬戸内での「地域クラウド
交流会」継続的な開催を希望しますか
（N=99）

「地域クラウド交流会」の
参加満足度 （N=99）
どちらでもない
4.0%

どちらでもない
2.0%

不満
1.0%

希望しない
2.0%

多少希望する
5.1%

やや満足
21.2%

希望する
90.9%

満足
73.7%
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■プレゼンターの声より
【交流会の感想】
・多くの方が集まりアイデアをシェア、応援してもらえる「場づくり」が素晴らしかった。
・応援し隊の方々やスタッフ側の方々もそれぞれに想いを持って参加されていたことに感動した
・地域にはそれぞれの生活もあるので、その点も大切にしながら地域ごとの観光の交流を進めてい
くことができればより良い社会にできるような気がする。
・瀬戸内という広域での「せとうち」という一体感の醸成はまだまだ時間が必要だと思うが、我々
事業者は一つずつ成功事例を作っていく事がそれに繋がっていくと思っている。
「儲ける」先行プ
レーヤー輩出に尽力する。
・どこで開催しても同じだとは思うが「瀬戸内」という括りの「場」というよりは「広島」という
「場」になっていると感じた。これは「瀬戸内」というブランドの醸成とともに改善されること
だと考える。

（５）まとめ
①DMO 等と連携したネットワーク形成による効果
「第１回 広島 地域クラウド交流会」では、DMO 等の観光関連組織との連携によって、モデル
的に地域のプレーヤーのネットワーク化を行った。オーガナイザーは、瀬戸内地域という観光エ
リアでのネットワーク形成を評価し、ビジネスや事業の拡大に繋がる可能性も指摘している。ま
た、DMO の取組を「見える化」することで、DMO の地域における役割を、地域のプレーヤーに
示す機会になったとも評価されており、せとうち観光推進機構の DMO としての取組の強化・促
進に繋がることも確認された。また、地域における認知度向上や各地域との連携等が課題となっ
ていた「せとうち観光推進機構」からは、本取組を通じて、多くの地域のプレーヤーと繋がるこ
とができたとしており、DMO がプレーヤーの発掘とネットワーク化のきっかけとなったことが
うかがえる。

②多様なプレーヤーの繋がり・交流促進による効果
「第１回 広島 地域クラウド交流会」には、開催地である広島市内のほか広島以外の中国
地域、四国地域、その他の地域から幅広い年齢、職業の参加者が集まった。回答者の 90％以
上が企業者・応援者との繋がり・交流が「できた」としており、本調査がプレーヤーとのネ
ットワーク化の効果を図る場としては適切な取組だったことが確認できた。また、多様な参
加者を幅広く募る上で、参加者が本イベントを知ったきっかけは、口コミやソーシャルメデ
ィアが多く、今後これらを活用することが、ネットワーキングの機会を提供する上で有用で
あることがうかがえる。
また、ネットワーキングの効果の一つの確認方法として、実際にプレゼンを行った 5 名か
ら、ネットワーキングの場でプレイアップされることでどのような効果があるかをアンケー
ト形式で確認したところ、彼らからは多様なプレーヤーとの繋がりだけでなく、
「対面での交
流ができた」点を評価していることもあり、実際に対面することで、お互いの想いや活動を
知ることに価値を感じている一面もうかがえる。
このほかプラン発表を行ったプレゼンターは、プレゼンテーションを通じて自らのプラン
を見つめ直し、多様な参加者からの直接的な感想・評価を得る機会となったことを評価して
おり、ビジネスプランの対外的な発表機会へのニーズや、それをどう評価されるか声を聞く
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機会を得ることの有用性もうかがえる。
③ネットワークの拡大による観光関連産業の振興への効果
ネットワークの拡大について、参加者のアンケートからは回答者の 98%が観光関連産業の
振興に「繋がると思う」としたほか、各地域で観光事業の起業を目指しているプレゼンター
が、見込まれる効果や可能性を具体的に挙げていることからも、ネットワークの拡大による
事業創造や観光関連産業の振興への効果が見込まれるといえる。なお、プレゼンターからは、
「観光関連産業の振興への効果を高めるためには、ネットワークを事業のブラッシュアップ
や拡大のために活用することが重要」という指摘もあった。
④地域における観光関連の事業創造の気運醸成
回答者の参加満足度は 90％以上と高く、大半の参加者が継続的な開催を希望していること
から、継続開催することで、地域における観光関連の事業創造の気運醸成に繋がることが見
込まれる。また、参加の感想においても、多様な出会いや繋がりが得られたことに加え、自
身の応援意欲の高まり、今後の期待や可能性等への言及が多数みられる。観光関連の事業創
造の気運を地域全体でより高めていくために、各地域における交流の促進、より広域でのネ
ットワークの拡大等を併せて進めていくことが求められる。

上記のことから、実施主体となった「せとうち Holics」や「せとうち観光推進機構」側か
らは、彼等の取組を「見える化」することで、同組織の抱える「認知度向上」や「連携強化」
といった課題について、その役割や可能性を地域の多様なプレーヤーに伝えることができた
と評価を得た。今回のような観光エリア内でのネットワーキングを加速させる取組は、DMO
等が、観光エリア内のマネジメントを行う上で、地域のプレーヤーとの繋がりを深め、地域
との関係性を強化する機会になると評価することができる。
また、参加者の 90％以上からネットワーキングが「できた」と評価された「地域クラウド
交流会」の手法を活用し、確認できたネットワークの効果としては、特にプレイアップされ
たプレゼンターからは、
「事業や地域の認知度向上」、
「プレーヤー同士の連携促進」
、
「相互連
携による事業の拡大・深化」といった具体的な声が寄せられていることもあり、一定程度、
彼らの事業に資すると評価することができる。参加者の募集にあたっては、HP 等よりも口
コミ・ソーシャルメディアの活用の有用性も確認でき、今後ネットワーキングを目的とした
機会を設ける上で、これらを活用することで、多様な参加者を募ることができる。参加者・
プレゼンターからもネットワーク拡大が、観光関連産業振興に資すると評価されており、地
域全体で気運を高め、同分野で事業創造を加速するために、ネットワーク拡大が有効である
といえる。
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Ⅳ．まとめ
本調査では、地域活性化に繋がる仕組みとして、観光関連産業のプレーヤーが有機的に繋
がり、事業創造を行うための「観光関連事業創造エコシステム」の構築を目指し、構築に必
要な課題等の洗い出し、調査・分析を行った。
観光関連産業については、世界的に市場が拡大しており、日本全体や中国地域においても、
インバウンドを中心に市場が成長している。同市場においては、FIT 化により産業構造が変
化し、より新たな事業創出が期待される分野であり、観光関連産業を「地域が稼ぐ産業」と
するための取組が求められているところである。
本調査においては、同市場において事業創造を加速させるために必要な取組として、エコ
システムの必要性をテーマにセミナー・ワークショップやアンケート調査等を通じて、同分
野における事業創造の際の課題や、ネットワーク化のニーズ・有用性・効果等について検証
を実施した。
まず、
「観光事業創造 Labo」
、
「観光関連事業創造 Labo NEXT-STEP」においては、多様な
プレーヤーが存在する観光関連事業について、事業創造に必要な多様性を持つコミュニティ
（＝「弱い紐帯」
）が形成される可能性を確認した。またコミュニティに属するプレーヤーが
事業を拡大するためにも、ネットワークの構築が求められており、ネットワークを活用する
ことで、新しい視点を持つ者等と繋がる等、彼らの事業を更にブラッシュアップし、事業創
造の取組を加速化していく必要があることを認識することができた。
同取組の中で、
「プレーヤー同士が繋がるために必要なこと」として、「日常的な情報交換
の場の開設」
（選択肢中 1 位、回答割合 58.1%）、
「定期的なイベント開催」（選択肢中 2 位、
回答割合 47.3%）が挙げられており、必要な手段として求められる場の提供の意味も込め、
創業支援の取組である「地域クラウド交流会」の手法を用いて、ネットワーク化による効果
の検証を行った。
確認できたネットワークによる効果としては、プレイアップされたプレゼンターから、
「事
業や地域の認知度向上にともなう連携の促進」、
「相互連携による事業や地域の魅力の拡大・
深化」といった具体的な声が寄せられており、一定程度、彼らの事業に資すると評価するこ
とができる。また、参加者からのアンケートや主催者からのヒアリングにより、ネットワー
クを拡大することで、観光関連産業振興にも寄与すると認識されている点や、気運を高める
ために有効である点も確認された。加えて、参加者の募集にあたっては、口コミ・ソーシャ
ルメディアの活用が有用である点等についても確認することができた。

以上のことから、本調査による結果として、観光関連事業創造エコシステムを構築するに
あたって必要な取組・課題や見込まれる効果等を整理することができた。
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事業創造におけるエコシステムにおいて重要なのは、
「弱い紐帯」を活かしたコミュニティ
をいかに創造するかであり、地域経済の活性化や市場の成長を背景に多様なプレーヤーが参
画しやすい観光関連産業においては、
「弱い紐帯」を比較的創出しやすいと評価できる。現状
は、エコシステムを構築するためのネットワークが存在しているとは認識されていないもの
の、その有用性は認知されており、プレーヤー側からネットワーク構築を求める声も存在し
ている。
ネットワーク化を進め、エコシステムが構築されることにより期待される効果としては、
モデル的に実施した「第１回 広島 地域クラウド交流会」において、プレイアップされたプ
レゼンターからも個別に事業拡大に繋がるとの声も確認でき、同分野で事業展開へ意欲を持
つ者にとって有用であることがわかった。また、観光関連産業における産業振興に繋がるこ
とについても期待されており、今後、同分野において事業創造を拡大する中でも、積極的に
エコシステムを創出していくべきであると評価することができる。加えて、エコシステムを
構築するにあたって、ネットワーク化の機会を「日常的な情報交換の場」や「定期的なイベ
ント」として提供することが求められているが、口コミ・SNS 等の手法を活用しつつ、「弱
い紐帯」を維持しながら、対面で話す機会を増やしつつ、更に事業創造を加速することが有
用と考えられる。
このように、世界の市場拡大を受け、観光関連産業において、
「地域が稼ぐ仕組み」を構築
するためには、事業に関わるエコシステムを構築し、これを活用しながら、各者の事業を拡
大させていくことが重要であると評価できる一方、活用するための課題も存在する。
調査においては、
「単に繋がるというだけでなく、そこから実際に事業を創出するための取
組も必要」と評価する声もあり、ネットワーク化だけでなく、エコシステムにより事業創造
を加速するために必要な取組についても、さらに検討していくことが必要である。また、ネ
ットワーク構築の際には、
「せとうち」といった、既存の行政区画を超え、広域である点も評
価されており、エコシステムを「弱い紐帯」たらしめるためにも、いかに閉じないネットワ
ークを構築し、多様性を確保すべきかという点も今後の課題である。
上記課題を解決するための手法の一つとして、DMO 等の観光分野におけるエリアマネジ
メントを行う組織を活用することが考えられる。DMO に関しては、本来の役割として、観
光エリア内のマネジメントや、市場動向の情報を得るためのマーケティングの機能が求めら
れている。今回の調査結果から、地域においてその役割としての認知度は未だ低いものの、
広域の観光エリア内での連携や DMO によるネットワーキングの場の提供も望まれており、
上記のエコシステム構築等において、多様なプレーヤーを巻き込むことで、組織としてのマ
ネジメント力を発揮し、観光関連産業の振興に必要なマーケティング等の視点をインプット
し、地域に広く広めていく機能等から鑑みると、エコシステム構築のための重要なプレーヤ
ーとしての可能性を秘めていると言える。
今回の調査結果を活かし、今後、観光関連産業を「地域が稼ぐ産業」とするためには、DMO
等を活用することで、各地域で事業創造に関するエコシステムを構築し、プレーヤーのネッ
トワークを拡大することで、事業を創出・拡大していく取組を広めていくことが重要である。
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