
［要約］
　私たちはインターンシップでの経験を通して、観光
資源の乏しさと立地条件の悪さによって発生する繁忙
期と閑散期の格差と住民及び運営側の労働生産性の
低さという課題を見つけた。私たちはこのような課題
を解決するため、紀南体験巡りと従業員の労働生産
性を向上させる3つの対応策を提案する。紀南体験巡
りは30代子連れの家族をターゲットとする体験型ツ
アーのことである。労働生産性を向上させる3つの対
応策はアイデア・コンテスト、従業員の自由度の向上、
顧客による従業員に対するフィードバックのことであ
る。このようなツアーと仕組みを導入することで、龍
神村の宿泊業は収益が増加し、龍神村を訪れる観光
客はサステナブルな観光を楽しむことができるように
なる。そして、このようなサステナブルな観光を通じて、
地域ブランドの価値が高まり、結果的には地域活性化
にもつながる。私たちは衰退しつつある地域をサステ
ナブルな観光を通じて活性化することで、サステナブ
ルな社会をつくることができると考える。

1. はじめに

　日本では少子高齢化による人口減少が大きな問題になって
おり、老年人口が急速に増加する一方、生産年齢人口は年々
減少している。また、地方財政力の疲弊によって様々な問題
が引き起こされている。総務省の調査によると、過疎地域に
は人口流出により、観光客・住民の移動困難、移住・交通の
停滞などの問題があるという（注1）。人口減少に歯止めをかける
とともに、地域活性化の推進は急務だと言えるだろう。

　一方、地域活性化において重要な役割を担っている観光・
宿泊業界には、客室稼働率が低い、労働生産性が低い、賃
金水準が低いなどの課題が挙げられる。また2020年から新
型コロナが流行し始め、観光、宿泊業界とも大きな打撃を受
けた。観光庁の調査によると、2020年の延べ宿泊数は3億
3,165万人泊（前年比－44.3％）で、外国人延べ宿泊者数は
2,035万人泊（前年比－82.4％）であった。全体の客室稼働
率は34.3％（前年比－28.4％）に減り、旅館の客室稼働率は
わずか25％（前年比－14.6％）に過ぎないという（注2）。
　以上のように、観光・宿泊業界はいかに問題を解決し、地
域活性化を促進させるかが急務と言える。本論文では、私た
ちが3週間インターンシップに参加していた老舗旅館「季楽
里龍神」を取り上げ、問題点と現状を分析したうえでアンケー
ト調査を通し、それらの問題点に対する対策を提案し、さら
に地域に与える効果を検討したい。

2. 和歌山田辺市龍神村の現状と課題

①龍神村と季楽里旅館の現状
　田辺市龍神村は和歌山県の中部に位置し、人口は1955年
の8,458人をピークとし、その後は減少傾向に転じ、2020年
3月では約3,000人となっている（注3）。他の中山間地域の例に
もれず、高齢化、過疎化、地域コミュニティーの維持・存続
が危ぶまれる状況である。ここ数年、地域の主産業である農
林業、観光業が低迷している背景は、温泉以外の観光資源
に乏しいこと、「高野～熊野」の世界遺産登録に伴い参詣道
として車両の通行は増加したものの、大半は当地域に立ち寄
らず通過することが要因として挙げられる（注3）。
　季楽里龍神は、「日本三美人の湯」として有名な龍神温泉
を擁する旅館である。全室から大自然を眺望することができ、
和室・洋室を含め、館内すべて地元紀州龍神材を使用してい
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るため、落ち着く雰囲気を味わうこともできる。また、地元の
新鮮な食材にこだわり、食べ応えのある和・洋・中のバイキン
グや会席料理も備えている。しかし、世界遺産の高野山・熊
野古道や南紀白浜といった和歌山県の観光スポットへの車で
の移動が便利な一方、公共交通機関でのアクセスが非常に
不便である。季楽里龍神から最寄り駅である紀伊田辺駅まで
は車で約1時間、バスで約1時間半もかかり、本数も1日4本
しかない。また、龍神温泉は極めて良い温泉資源を持ってい
るにもかかわらず、プロモーションが不十分なことや温泉以
外の観光資源がないこと、コロナの影響でインバウンドがほ
とんどなくなったこと等によって衰退しつつあるのが現状であ
る。
②龍神村の課題
　龍神村が抱えている課題は主に2つある。
　1つ目は、繁忙期と閑散期の差が激しいことである。観光
庁の宿泊旅行統計調査「宿泊施設タイプ別客室稼働率推移
表」によると、旅館の客室稼働率が最も高いのは8月50.4％で、
続いて11月41.9％、5月41.5％、3月39.8％、4月39.7％の順
となっている（注2）。これらの時期に顧客が多い理由として、3
月と4月のお花見、5月のゴールデンウイーク、8月のお盆、11
月の紅葉が挙げられる。一方、旅館の客室稼働率が最も低
い時は繁忙期の3分の1から2分の1に過ぎず、非常に深刻な
状況に陥っている。
　2つ目は、住民及び運営側の労働生産性が低いことである。
観光庁によれば、観光まちづくりについて、文化、農林漁業、
商工業など地域の関連事業者や住民等の多様な関係者の巻
き込みや効果的なブランディングやプロモーションの導入など
が不十分だという課題が挙げられるという（注4）。龍神村も同じ
問題点が挙げられ、店は店のことしか考えず、従業員は売上

を向上させることを考えずに最低限の「おもてなし」だけを提
供している。そのため、全体の生産性が低いのは大きな課題
となっている。

3. 課題に関する解決策の構想

①紀南体験巡り
　旅館やホテルでは最大収容人数が決まっているため、繁忙
期には申込を断らざるを得ない状況が生じる一方、稼働率が
低くなる曜日や季節が発生する（注5）。
　こうした繁閑の差に対応するため、私たちは「紀南体験巡
り」を提案したい。私たちは2021年8月21～22日の2日間に
わたり､ 季楽里龍神を利用している宿泊客30人を対象にアン
ケート調査を行った。アンケート結果から､ 季楽里龍神を利
用している顧客の年齢層が最も多いのは70代以上､ 続いて
30代、40代の順であり､ 旅行形態では友人旅行と子連れの
家族旅行が約7割を占めていることが分かった。したがって､
季楽里龍神を主に利用している顧客層が､ 30代の子連れの
家族旅行客と70代の友人旅行客であることが確認できた。
　また､ ツアーの種類による参加希望度に関するアンケート結
果は､ 温泉めぐり､ 体験型ツアー､ ガイド付きツアーの順で参
加希望度が高かった。また､ 図1は龍神における温泉以外に
期待しているイベントの統計を表したものである。図1から､
龍神に訪れる観光客は温泉以外に花火大会､ 川遊び､ 魚釣
り等を最も期待していることが分かった。アンケート結果をも
とに､ 私たちは紀南体験巡りのペルソナを子供に自然を体験
させながら家族と大切な思い出をつくりたい大阪在住の30代
子連れの家族と設定し､ 主なイベントも､ 花火､ 魚釣り､ 川遊

図1　龍神に期待しているイベント（温泉以外）
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びといった体験型イベントにした。
　紀南体験巡りの具体的な計画は図2の通りである。紀南体
験巡りは､ 温泉に対するニーズを満たしながら､ 自然体験も
できるように考え出した。また､ 旅館等の従業員に紀南の観
光情報を受講させ､ 従業員が地域への愛着を深めたうえでガ
イド役を務めさせ､ 観光客のガイドへのニーズも満たされると
考えられる。2日目と3日目の昼食は､ 紀南体験巡りと連携し
ている町の店を利用することで､ 地域活性化も図れるだろう。

　紀南体験巡りのアプローチ方法は､ 旅行サイトだけでなく、
インスタグラムを通じた広報にも力を入れることが考えられる。
図3は、2019年に株式会社ドゥ・ハウスが発表した「30代・40
代のSNS利用に関する調査結果」である。この調査結果から、
30代女性の場合､ 他の年齢層に比べてインスタグラムの使用
率が非常に高いことが分かった。そのため、30代子連れの家
族をターゲットとする紀南体験巡りのアプローチ方法として､ イ
ンスタグラムの積極的な活用が効果的だと言えるだろう。

図2　紀南体験巡りの概要

図3　30代・40台が利用しているSNS　＊数値は「全体」を表示
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2日目

7:00～9:00 食事 朝食

9:00～11:00 体験 梅（夏）／みかん（冬）狩り・カブトムシ狩り体験

11:30～14:00 食事 昼食

14:00～16:00 体験 川遊び・魚釣り（夏）／紅葉・アドベンチャーワールド（冬）

16:00～18:00 休憩

18:00～21:00 食事・体験 夕食・梅酒飲み比べ・花火・温泉

3日目

7:00～9:00 食事 朝食

9:00～10:00 チェックアウト

10:00～12:00 体験 梅酒（夏）／みかん（冬）ハンドメイド体験

12:00～14:00 食事 昼食

14:00～16:30 観光 熊野本宮大社（ガイド付き）

16:30～19:30 移動 熊野大社→難波＆梅田
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②従業員の労働生産性の向上
　ホテルや旅館の場合､ サービスの質は人に大きく依存する
ため､ 人件費が占める割合は非常に高い。したがって､ 人件
費を減らすことは宿泊業を運営する上で非常に重要な課題で
あるが､ 無理に人件費を削減しようとすればかえって逆効果
になることもある。日本宿泊業支援協会によると､ 若年層は
自動発券システムや無人フロントでも気にしないという声があ
るのに対し､ 年配者は宿泊施設で対面式のサービスに安心
や快適さを感じる人が多いという（注6）。したがって､ 利用年齢
層が比較的に高い龍神では､ 従業員を減らすことよりは従業
員の労働生産性を高めた方がより効果的だと考えられる。従
業員の労働生産性を高めるために私たちが提案したいことは
3つある。
　1つ目は､ 従業員を対象に行うアイデア・コンテストである。
季楽里龍神では､ 朝食メニューの構成やレストランの空席を
知らせる札など従業員のアイデアからできた仕組みが多くある
ため､ 現場で直接顧客と接しながらサービスを提供する従業
員しか見えない問題点があるだろう。したがって､ 四半期ご
とにホテルや旅館の改善案について社内アンケートを実施し､
実際に採用されたアイデアを提案した従業員に一定のボーナ
スなどを提供することで､ 従業員の労働生産性が高められる
のではないか。
　2つ目は､ 従業員の自由度を向上させることである。イリノ
イ大学が発表したScienceDailyによると､ 頻繁ながらも短
い休みが従業員の集中力と幸福度､ 生産性を向上させるとい
う（注7）。したがって､ 従業員の休憩室を整備し､ 従業員同士
が言葉を交わしやすい雰囲気を作ることを通して､ 職員満足
度と労働生産性の向上が考えられる。
　3つ目は､ 顧客による従業員に対するフィードバックである。
出口に従業員の名前と顔写真を載せたパネルを設置し､ 顧客
に最も満足する従業員へ投票してもらうよう誘導する。そして､
月間得票率が最も高い従業員にボーナスを支給するなどの奨
励を与える。このような制度により､ 従業員が顧客満足度を向
上させるため自ら努力することになり､ リピーターの増加にもつ
ながると推測される。

4. 期待できる効果

　以上のように､ 紀南体験巡りツアーと従業員の労働生産性
を向上させる仕組みづくりにより､ 期待できる効果が3つ挙げ
られる。
　1つ目は､ 旅館側では従業員の労働生産性の向上と売上の
増加が考えられる。従業員のおもてなし・思いやり､ アイデア
による給料や奨励が発生すれば､ 労働生産性を向上させやす
くなり､ お客様のニーズに対する洞察力､ 情報収集力､ 実行
力といったホスピタリティ精神が日常の何気ないことから養え
ると考える。また､ ホスピタリティ精神に則った仕事は気持ち

よく周りとの関係を築き､ 満足度が高いサービスを生み出し､
結果として顧客満足度と従業員満足度とも向上され､ サービス
の提供側にとっても利益の増加に結びつくことが考えられる。
　2つ目は､ 観光客側では紀南の魅力を発見しながら様々な
体験活動を通し､ 家族との大切な思い出作りやエコツーリズ
ム､ サステイナブルツーリズムなど環境に優しい観光ができる
ことである。紀南体験巡りツアーは体験型観光を通し､ 緑豊
かな農山漁村地域で自然・文化・人との交流等を楽しみながら
「ゆとりある休暇」を過ごす滞在型の余暇活動である。地域
の文化や自然環境に配慮し､ 本物を体験し味わうことを通し、
観光地の住民と観光客が相互に潤うことが考えられる。地
域の文化及び自然資源への配慮を前提としたサステイナブル
ツーリズムへの取り組みは､ 地域への経済効果のほか､ 良好
な環境及び文化資源への理解促進と保全をもたらすことも期
待できる（注8）。
　3つ目は､ 龍神村における観光まちづくりの競争力の向上で
ある。和歌山県の他地域との連携により､ お客様にとって魅
力的な選択肢が多くなる中で､ お客様に選択される「龍神な
らではのおもてなし」スタイルを確立することが重要になる（注9）。
そのため､ 龍神村を中心に熊野古道や白浜など知名度は高い
観光地を含め､ さらに川遊び､ 魚釣りといった農林漁業など
と連携し､ 広範囲・多産業を組み込んだ観光ツアーを作るこ
とが独自価値の提供につながる。また､ 地域内の異業種が
持つノウハウや技術を有効に活用し､ 付加価値の高い商品作
り､ サービス提供により､ 観光業にかかわらず､ 地域農家の
所得向上､ 高齢者世帯の副収入及び生きがい対策につなげ､
地域全体の活性化が図れるだろう。

5. おわりに

　本稿では､ 和歌山県の旅館「季楽里龍神」でのインターン
シップの経験をもとに､ 留学生から見る老舗旅館に関する改
善策及び観光まちづくりの提案について考えた。私たちは､
龍神村と宿泊業が抱えている繁忙期と閑散期の格差と従業
員及び運営側の労働生産性の低さという課題を解決するため、
紀南体験巡りと従業員及び運営側の労働生産性を向上させる
対応策を提案した。このようなツアーと仕組みを導入すること
で､ 龍神村の収益が増加し､ 龍神村を訪れる観光客もサステ
ナブルな観光を楽しむことができるようになる。そして､ この
ようなサステナブルな観光を通して､ 地域ブランドの価値が高
まり､ 結果的には地域活性化にもつながる。私たちは､ サス
テナブルな社会をつくるために衰退しつつある地域を持続可
能な形で活性化することが重要であると考える。そのため､
各地域に合わせた取り組みを推進し､ 常に共存共栄を心がけ
ていく必要がある。
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文中注

注1）総務省「地域・地方の現状と課題」令和元年6月
  https://www.soumu.go.jp/main_content/000629037.pdf
  （最終閲覧日2021年8月18日）

注2）国土交通省観光庁「宿泊旅行統計調査（令和2年・年間値（確定値））」
令和3年6月30日

  https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001413644.pdf
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［受賞者インタビュー］

アンケート作りや
ツアーの企画が学びとなり、
自分の考えを伝えることに
勇気が持てるようになった。

─コンテストに応募した理由、きっかけは？
尹）高崎経済大学地域政策学部観光政策学科の井門先生（ゼミの先生）
が、このコンテストを教えてくれました。インターネットで調べるととて
も意義あるコンテストであったため、参加しました。
金）ただ働くためにインターンシップに行くのではなく、今まで大学で
学んだことを活かす機会として活用するため、より明確な目標設定がで
きるNRI学生小論文コンテストに応募しました。

─この論文を書き上げるまでに、どのくらいの時間がかかりましたか？
4カ月。

─この論文を書く上で苦労したことはありますか？
尹）苦労したのは、ツアーを作ることだったと思います。私たちの小論
文の最も重要な部分は、ツアーのスケジュールでした。2人ともツアーを
作ったことがなく、かなりたくさん調べた上で、和歌山の観光スポット
を分析しながら作ることができたと思います。
金）論文に活用するため、アンケートを作成したことです。設問文が適
切な表現か、所要時間が長くはないか、目的に沿った質問なのか等に気
を配りながら、回答者が疲れないようなアンケートを作成することに苦
労しました。

─この論文を書いたことで良かったことはありますか？
尹）この論文を書くことで、初めて現場でアンケート調査を行い、初め
てツアーを作りました。ツアーを作るために様々な資料を入手し、和歌
山への愛着を持ちました。さらに、約5,000字で書かれた小論文を6
分以内でプレゼンテーションするのはかなり難しかったです。どの部分
を説明し、どの部分を省略するかかなり迷いましたが、まあまあできま
した。
金）街頭調査とツアーの企画をする上で必要な知識や技術を身に着け
ることができたことです。そして、私たちが書いた論文の価値を認めて
もらった経験を通して、自分の考えを伝えることに勇気を持つようにな
りました。
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