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客室

露天風呂 内風呂



オープンオープンオープンオープン：：：：1984198419841984年年年年

客客客客 室室室室 数数数数 ：：：：和室和室和室和室14141414部屋部屋部屋部屋

国国国国 籍籍籍籍 数数数数 ：：：：75757575カカカカ国国国国

外外外外 客客客客 数数数数 ：：：：11111111万人万人万人万人をををを超超超超えるえるえるえる
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１１１１．．．．オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア ーー 1.9671.9671.9671.967人人人人

２２２２．．．．フランスフランスフランスフランス ーーーーー 1.5861.5861.5861.586人人人人

３３３３．．．．アメリカアメリカアメリカアメリカ ーーーーー 1.0861.0861.0861.086人人人人

３３３３.  .  .  .  日日日日 本本本本 ーーーーー 1.0861.0861.0861.086人人人人

５５５５．．．．イギリスイギリスイギリスイギリス ーーーーー 831831831831人人人人

６６６６．．．．ドイツドイツドイツドイツ ーーーーー 589589589589人人人人

７７７７．．．．シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール ーーー 308308308308人人人人

８８８８．．．．オランダオランダオランダオランダ ーーーーー 289289289289人人人人

９９９９．．．．スペインスペインスペインスペイン ーーーーー 270270270270人人人人

10101010．．．．スイススイススイススイス ーーーーー 194194194194人人人人

11111111．．．．タイタイタイタイ ーーーーー 155155155155人人人人
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以下以下以下以下、、、、韓国韓国韓国韓国・・・・イタリアイタリアイタリアイタリア・・・・デンマークデンマークデンマークデンマーク・・・・ベルギーベルギーベルギーベルギー・・・・カナダカナダカナダカナダ・・・・イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル・・・・
香港香港香港香港・・・・フィンランドフィンランドフィンランドフィンランド・・・・マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア・・・・スエーデンスエーデンスエーデンスエーデン・・・・台湾台湾台湾台湾・・・・オーストリアオーストリアオーストリアオーストリア・・・・

ノルウェーノルウェーノルウェーノルウェー・・・・インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア・・・・・・・・・・・・ （（（（赤字赤字赤字赤字はははは近年増加傾向近年増加傾向近年増加傾向近年増加傾向のあるのあるのあるのある国国国国））））

平成平成平成平成22222222年年年年 国籍別年間宿泊客数国籍別年間宿泊客数国籍別年間宿泊客数国籍別年間宿泊客数
59595959カカカカ国国国国、、、、10.06910.06910.06910.069人人人人（（（（個人旅行客個人旅行客個人旅行客個人旅行客＋＋＋＋小人数小人数小人数小人数グループグループグループグループ））））

欧米系欧米系欧米系欧米系６６６６割割割割＋＋＋＋アジアアジアアジアアジア系系系系４４４４割割割割
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当館当館当館当館にににに宿泊宿泊宿泊宿泊したしたしたした外客外客外客外客のののの職業等職業等職業等職業等
《《《《個人旅行客個人旅行客個人旅行客個人旅行客》》》》
大使、公使、外交官、サミット使節団、国連職員、ユネスコ、知事、市
長
、 大学教授、ジャーナリスト、NASA技術者、ハリウッドの映画監督、俳
優
歌手、エンタテーナー、マジシャン、ダンサー、エンジニアー、パークレ
ンジャー、実業家、起業家、宗教家、教員、大学生、高校生、中学生、
小学生、フリスビー世界チャンピオン、剣道世界大会の参加者、
柔道家、空手、合気道、弓道、占い師、医師、弁護士、公認会計士、
宇宙ステーション技師、自転車ツアー、世界一周クルーズツアー、
海外TV局取材班、富士登山、お花見、アニメファン、ろうあ者、身障者
浮世絵研究家、和紙研究家、尺八奏者、家族連れ、定年退職者、
再来８回目のリピーター 他

《少人数少人数少人数少人数グループグループグループグループ》 １５人前後のツアー （外国籍の旅行会社扱い）
現地集合現地解散ツアー、瞑想ツアー、Special Interest Tour

《《《《客客客客層層層層》》》》 ０歳〜９０歳、 平均年齢：３３歳、 男女別ほぼ半々



外客外客外客外客からからからから頂頂頂頂いたいたいたいた礼状礼状礼状礼状
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アメリカアメリカアメリカアメリカののののNGONGONGONGO団体団体団体団体からからからから頂頂頂頂いたいたいたいた感謝状感謝状感謝状感謝状
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米国米国米国米国ののののCornellCornellCornellCornell大学大学大学大学がががが、、、、2008200820082008年年年年ににににシンガポールシンガポールシンガポールシンガポールのののの
NanyangNanyangNanyangNanyang大学大学大学大学とととと共同共同共同共同でででで実施実施実施実施したしたしたしたアジアアジアアジアアジアをををを対象対象対象対象とすとすとすとす
るるるる「「「「ホスピタリティーホスピタリティーホスピタリティーホスピタリティー産業調査産業調査産業調査産業調査」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、当館当館当館当館はははは
Operation Operation Operation Operation 部門部門部門部門でででで Best Practice ChampionBest Practice ChampionBest Practice ChampionBest Practice Championをををを
受賞受賞受賞受賞しましたしましたしましたしました。。。。

●●●●調査対象調査対象調査対象調査対象

アジアアジアアジアアジア25252525カカカカ国国国国

●●●●ノミネートノミネートノミネートノミネート数数数数

31.204 31.204 31.204 31.204 軒軒軒軒



Best Practice ChampionBest Practice ChampionBest Practice ChampionBest Practice Champion
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当館当館当館当館のののの経営理念経営理念経営理念経営理念
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文化交流文化交流文化交流文化交流 教育教育教育教育交流交流交流交流

国際国際国際国際交流交流交流交流

「出会出会出会出会いいいい ふれあいふれあいふれあいふれあい 学学学学びびびび合合合合いいいい」」」」
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国際交流国際交流国際交流国際交流
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文化交流文化交流文化交流文化交流
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教育交流教育交流教育交流教育交流



●●●●夕食夕食夕食夕食はははは提供提供提供提供しないしないしないしない

●●●●朝食朝食朝食朝食はははは希望者希望者希望者希望者のみにのみにのみにのみに提供提供提供提供するするするする

●●●●日本人日本人日本人日本人のののの生活文化生活文化生活文化生活文化をををを紹介紹介紹介紹介するするするする

●●●●全館禁煙全館禁煙全館禁煙全館禁煙
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当館当館当館当館のののの特徴特徴特徴特徴



異文化異文化異文化異文化トラブルトラブルトラブルトラブルのののの事例事例事例事例
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●●●●風呂事件風呂事件風呂事件風呂事件 ●●●● セミセミセミセミ事件事件事件事件
●●●●蜘蛛事件蜘蛛事件蜘蛛事件蜘蛛事件 ●●●● 煙事件煙事件煙事件煙事件
●●●●トイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパー ●●●● 湯沸湯沸湯沸湯沸ししししポットポットポットポット
●●●●クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード ●●●● 非常非常非常非常ベルベルベルベル事件事件事件事件
●●●●無断無断無断無断キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル ●●●● 洗濯物洗濯物洗濯物洗濯物
●●●●自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機 ●●●● パスポートパスポートパスポートパスポート事件事件事件事件



異文化異文化異文化異文化トラブルトラブルトラブルトラブルのののの要因要因要因要因

●●●● 言語言語言語言語のののの違違違違いいいい

●●●● 文化文化文化文化・・・・習慣習慣習慣習慣のののの違違違違いいいい
●●●● 社会社会社会社会システムシステムシステムシステムのののの違違違違いいいい
●●●● 経済格差経済格差経済格差経済格差
●●●● 意識意識意識意識のののの壁壁壁壁
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トラブルトラブルトラブルトラブル発生時発生時発生時発生時のののの対処要領対処要領対処要領対処要領

22

●●●●外客外客外客外客のののの違違違違いはいはいはいは違違違違いとしいとしいとしいとしてててて

受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる

●●●●誰誰誰誰がががが正正正正しいかではなくしいかではなくしいかではなくしいかではなく

何何何何がががが正正正正しいかでしいかでしいかでしいかで対処対処対処対処するするするする



外客外客外客外客をををを喜喜喜喜ばせるばせるばせるばせるコツコツコツコツ
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●●●●友人友人友人友人としておとしておとしておとしてお迎迎迎迎えしえしえしえし,,,,人人人人としておとしておとしておとしてお世話世話世話世話するするするする

●●●●出会出会出会出会いいいい・・・・ふれあいふれあいふれあいふれあい・・・・学学学学びびびび合合合合いをいをいをいを演出演出演出演出するするするする

●●●●スタッフスタッフスタッフスタッフははははハッピーハッピーハッピーハッピーなななな気持気持気持気持ちでちでちでちで接客接客接客接客するするするする
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友人友人友人友人としておとしておとしておとしてお迎迎迎迎えしえしえしえし、、、、人人人人としてとしてとしてとしておおおお世話世話世話世話するするするする

すすすするるるる ：：：：観光情報観光情報観光情報観光情報＋＋＋＋地域地域地域地域情報情報情報情報＋＋＋＋生活情報生活情報生活情報生活情報をををを提供提供提供提供するするするする

ささささせるせるせるせる ：：：：日本日本日本日本人人人人のののの生活文化生活文化生活文化生活文化をををを体験体験体験体験させるさせるさせるさせる

ししししてあげてあげてあげてあげるるるる ：：：：次次次次のののの訪問先訪問先訪問先訪問先ののののホテルホテルホテルホテルのののの予約予約予約予約をしてあげるをしてあげるをしてあげるをしてあげる

ししししないないないない ：：：：求求求求められないめられないめられないめられないサービスサービスサービスサービスははははしないしないしないしない

ささささせないせないせないせない ：：：：自国自国自国自国のののの常識常識常識常識をををを持持持持ちちちち込込込込ませないませないませないませない

してしてしてしてあげなあげなあげなあげないいいい：：：：過剰過剰過剰過剰なななな要求要求要求要求にににに対対対対してはしてはしてはしては「「「「NONONONO」」」」とととと言言言言うううう



当館当館当館当館のおもてなしのおもてなしのおもてなしのおもてなし要領要領要領要領
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1.1.1.1.語学力語学力語学力語学力よりもよりもよりもよりも異文化異文化異文化異文化コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション能力重視能力重視能力重視能力重視

2. 2. 2. 2. サービスサービスサービスサービスよりもよりもよりもよりもホスピタリティーホスピタリティーホスピタリティーホスピタリティーをををを重視重視重視重視するするするする

3. 3. 3. 3. マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル言葉言葉言葉言葉よりもよりもよりもよりも自分自分自分自分のののの言葉言葉言葉言葉をををを優先優先優先優先するするするする

4. 4. 4. 4. 日本人日本人日本人日本人であることにであることにであることにであることに自信自信自信自信とととと誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ってってってって接客接客接客接客するするするする

5. 5. 5. 5. スタッフスタッフスタッフスタッフはははは自分自分自分自分のののの魅力魅力魅力魅力とととと特技特技特技特技でででで外客外客外客外客をををを喜喜喜喜ばせるばせるばせるばせる



地域地域地域地域のおもてなしのおもてなしのおもてなしのおもてなし要項要項要項要項

１１１１．．．．人材人材人材人材のののの育成育成育成育成をををを図図図図るるるる

２２２２．．．．受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制のののの整備整備整備整備にににに取組取組取組取組むむむむ

３３３３．．．．情報情報情報情報ののののデジタルデジタルデジタルデジタル化化化化をををを図図図図るるるる
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人材育成人材育成人材育成人材育成////人材養成人材養成人材養成人材養成をををを図図図図るるるる

１１１１，，，，感動体験感動体験感動体験感動体験のすすめのすすめのすすめのすすめ

「「「「出会出会出会出会いいいい、、、、ふれあいふれあいふれあいふれあい、、、、学学学学びびびび合合合合いいいい」」」」をををを通通通通してしてしてして

住民住民住民住民、、、、業界人業界人業界人業界人、、、、大学生等大学生等大学生等大学生等のののの意識改革意識改革意識改革意識改革をををを促促促促すすすす

２２２２、「、「、「、「出会出会出会出会いいいい、、、、ふれあいふれあいふれあいふれあい、、、、学学学学びびびび合合合合いいいい」」」」のののの

感動体験感動体験感動体験感動体験をををを初等中等初等中等初等中等初等中等レベルレベルレベルレベルのののの教育教育教育教育にににに活活活活かすかすかすかす

（（（（総合学習総合学習総合学習総合学習、、、、 英語英語英語英語、、、、社会科社会科社会科社会科、、、、道徳道徳道徳道徳 他他他他））））
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観光教育観光教育観光教育観光教育（（（（小中高校生小中高校生小中高校生小中高校生のののの体験学習体験学習体験学習体験学習））））

仙石原小学校仙石原小学校仙石原小学校仙石原小学校（（（（体験学習体験学習体験学習体験学習））））

温泉小学校温泉小学校温泉小学校温泉小学校（（（（国際理解国際理解国際理解国際理解））））

仙石原中学校仙石原中学校仙石原中学校仙石原中学校（（（（体験学習体験学習体験学習体験学習））））

仙石原中学校仙石原中学校仙石原中学校仙石原中学校（（（（道徳道徳道徳道徳））））
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大学生大学生大学生大学生・・・・社会人向社会人向社会人向社会人向けけけけ観光講座観光講座観光講座観光講座

社会人向社会人向社会人向社会人向けけけけ観光講座観光講座観光講座観光講座

高崎経済大学大学高崎経済大学大学高崎経済大学大学高崎経済大学大学明治大学明治大学明治大学明治大学

桜美林大学桜美林大学桜美林大学桜美林大学



インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップのののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ
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高崎経済大学高崎経済大学高崎経済大学高崎経済大学((((３３３３年生年生年生年生))))

琉球大学琉球大学琉球大学琉球大学((((３３３３年生年生年生年生))))

明治大学明治大学明治大学明治大学((((２２２２年生年生年生年生))))

亜細亜大学亜細亜大学亜細亜大学亜細亜大学((((１１１１年生年生年生年生))))



当館当館当館当館がががが協力協力協力協力したしたしたした学校一覧学校一覧学校一覧学校一覧
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立教大学、東洋大学、青山学院大学、琉球大学、
東海大学、法政大学、松本大学、高崎経済大学、
文教大学、明治大学、桜美林大学、亜細亜大学、
流通経済大学、東京女学館大学、横浜商科大学、
共立女子大学、厚木高校、神奈川大学附属中学
校、千代中学校、箱根中学校、仙石原中学校、城
山中学校、福浦小学校、国府津小学校、箱根小学
校、宮城野小学校、温泉小学校、仙石原小学校



「「「「出会出会出会出会いいいい、、、、ふれあいふれあいふれあいふれあい、、、、学学学学びびびび合合合合いいいい」」」」のののの
感動体験感動体験感動体験感動体験がもたらすがもたらすがもたらすがもたらす人間的成長人間的成長人間的成長人間的成長

・・・・子供子供子供子供がががが大大大大きなきなきなきな夢夢夢夢をををを抱抱抱抱くようになったくようになったくようになったくようになった

・・・・子供子供子供子供のののの視野視野視野視野がががが広広広広がったがったがったがった

・・・・子供子供子供子供のののの心心心心がががが柔軟柔軟柔軟柔軟になったになったになったになった

・・・・他他他他者者者者ののののこここことをとをとをとを思思思思いいいいややややるるるる子供子供子供子供になったになったになったになった
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感動体験感動体験感動体験感動体験がもたらしたがもたらしたがもたらしたがもたらした教育的教育的教育的教育的効果効果効果効果

33

神奈川大学付属中学校生徒神奈川大学付属中学校生徒神奈川大学付属中学校生徒神奈川大学付属中学校生徒のののの感想文感想文感想文感想文よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋
・・・・ 英語英語英語英語をををを勉強勉強勉強勉強しなければならいしなければならいしなければならいしなければならい本当本当本当本当のののの理由理由理由理由がががが分分分分かったかったかったかった

・・・・ 大勢大勢大勢大勢のののの外国人外国人外国人外国人がががが日本日本日本日本をををを訪訪訪訪れるれるれるれる理由理由理由理由がががが分分分分かったかったかったかった

・・・・ 外国人外国人外国人外国人のののの先生先生先生先生（（（（ELT））））とととと積極的積極的積極的積極的にににに話話話話せるよせるよせるよせるようになったうになったうになったうになった

・・・・ 外国人外国人外国人外国人をををを怖怖怖怖がらなくがらなくがらなくがらなくなったなったなったなった

・・・・ 外国外国外国外国ののののニュースニュースニュースニュースにににに関心関心関心関心をををを持持持持つようになったつようになったつようになったつようになった

・・・・ 日本人日本人日本人日本人がががが英語英語英語英語をををを話話話話せなせなせなせないのはいのはいのはいのは無理無理無理無理もないともないともないともないと言言言言われわれわれわれてててて安心安心安心安心したしたしたした

・・・・ 東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア人人人人もももも英語英語英語英語をををを学学学学んんんんでいるとでいるとでいるとでいると知知知知りとてもりとてもりとてもりとても驚驚驚驚いたいたいたいた

・・・・ 日本人日本人日本人日本人であることにであることにであることにであることに誇誇誇誇りりりりとととと自信自信自信自信をををを持持持持たなければたなければたなければたなければならないならないならないならないとととと思思思思ったったったった

・・・・ 自分自分自分自分のののの町町町町にもにもにもにも魅力魅力魅力魅力があるということがあるということがあるということがあるということにににに気気気気がががが付付付付いたいたいたいた

・・・・ 訪日外国人旅行者訪日外国人旅行者訪日外国人旅行者訪日外国人旅行者のののの気持気持気持気持ちをちをちをちを思思思思いやることがてきるようにいやることがてきるようにいやることがてきるようにいやることがてきるようになったなったなったなった



中中中中学生学生学生学生からのからのからのからの礼状礼状礼状礼状

34
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受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制のののの整備整備整備整備

37

問題問題問題問題発発発発見見見見 →→→→ 問題解問題解問題解問題解

決決決決



（（（（地地地地方行政方行政方行政方行政・・・・観光協会観光協会観光協会観光協会））））

●●●●道路案内標道路案内標道路案内標道路案内標識識識識がががが分分分分かかかかりりりりにくいにくいにくいにくい

●●●●観光地図観光地図観光地図観光地図がががが分分分分かかかかりりりりにくいにくいにくいにくい
●●●●生活情報生活情報生活情報生活情報がががが少少少少ないないないない
●●●●外国人観光外国人観光外国人観光外国人観光案内所案内所案内所案内所がないがないがないがない

38

1. 1. 1. 1. 地域全体地域全体地域全体地域全体のののの問題問題問題問題



●●●●ババババスススス路線路線路線路線がががが分分分分かかかかりりりりにくいにくいにくいにくい

●●●●乗乗乗乗りりりり降降降降りりりり乗乗乗乗りりりり換換換換えがえがえがえが分分分分かかかかりりりりにくいにくいにくいにくい

●●●●運賃運賃運賃運賃のののの支払支払支払支払いいいい方法方法方法方法がががが分分分分かかかかりりりりにくいにくいにくいにくい
●●●●停留所停留所停留所停留所がががが分分分分かかかかりりりりにくいにくいにくいにくい

●●●●旅行旅行旅行旅行ババババッッッッググググをををを置置置置くくくくスペーススペーススペーススペースがないがないがないがない

●●●●車内車内車内車内アアアアナウナウナウナウンスンスンスンスがががが聞聞聞聞きききき取取取取れないれないれないれない

39

2. 2. 2. 2. 交交交交通通通通機機機機関関関関のののの問題問題問題問題
（（（（ババババスススス・・・・電車電車電車電車））））



●●●●地地地地方方方方ではではではでは外国外国外国外国通貨通貨通貨通貨をををを日本日本日本日本円円円円にににに両替両替両替両替できできできでき

ないないないない

●●●●レストランレストランレストランレストランやややや土産店土産店土産店土産店のののの支払支払支払支払いはいはいはいは現金現金現金現金のみのみのみのみ
でででで,,,,クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカードをををを受受受受けけけけ付付付付けてもらけてもらけてもらけてもら
えないえないえないえない

40

3. 3. 3. 3. 金融金融金融金融のののの問題問題問題問題



先進先進先進先進的的的的なななな取組取組取組取組みみみみ事例事例事例事例

41

１１１１. . . . ババババススススににににアルフアルフアルフアルファァァァベットベットベットベット記号記号記号記号をををを付付付付けたけたけたけた
行行行行きききき先先先先ややややババババスススス路線路線路線路線ががががわわわわかかかかりやりやりやりやすくなったすくなったすくなったすくなった

２２２２. . . . セブンイレブンセブンイレブンセブンイレブンセブンイレブンののののATMATMATMATMででででクレジットクレジットクレジットクレジット
カードカードカードカードからからからから現金現金現金現金（（（（日本日本日本日本円円円円））））をををを引引引引きききき出出出出
すすすすこここことができるようになったとができるようになったとができるようになったとができるようになった

３３３３. . . . 駅構内駅構内駅構内駅構内にににに外国人観光外国人観光外国人観光外国人観光案内所案内所案内所案内所をををを開設開設開設開設したしたしたした



そそそそれでもなおれでもなおれでもなおれでもなお外客外客外客外客はははは

地域地域地域地域からからからから歓歓歓歓迎迎迎迎さささされてないれてないれてないれてないとととと感感感感じじじじるるるる

42

そそそそれはなれはなれはなれはなぜぜぜぜかかかか？？？？

歓歓歓歓迎迎迎迎するするするする気持気持気持気持ちはあるがちはあるがちはあるがちはあるが

認認認認識識識識ににににズズズズレレレレがあるからがあるからがあるからがあるから



問題問題問題問題はははは解決解決解決解決ししししていないていないていないていない！！！！

43

１１１１. . . . 外国人向外国人向外国人向外国人向けけけけ観光観光観光観光案内所案内所案内所案内所ははははオープンオープンオープンオープンしたがしたがしたがしたが
午後午後午後午後５５５５時時時時になるとになるとになるとになるとシャターシャターシャターシャターがががが閉閉閉閉ままままるるるる

２２２２. . . . ババババススススににににアルフアルフアルフアルファァァァベットベットベットベット記号記号記号記号がががが付付付付いたがいたがいたがいたが
ババババスススス停停停停のののの名前名前名前名前がががが覚覚覚覚えにくいえにくいえにくいえにくい、、、、わわわわかかかかりりりりにくいにくいにくいにくい、、、、
乗乗乗乗りりりり換換換換えにくいえにくいえにくいえにくい、、、、運賃運賃運賃運賃をををを支払支払支払支払いにくいいにくいいにくいいにくい

３３３３. . . . セブンセブンセブンセブン銀行銀行銀行銀行ののののATMATMATMATMからからからから日本円日本円日本円日本円をををを引引引引きききき出出出出すことすことすことすこと
ができるようにはなったがができるようにはなったがができるようにはなったがができるようにはなったが、、、、クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード
をををを使使使使えるおえるおえるおえるお店店店店がががが少少少少ないないないない



44

●●●● 言語言語言語言語のののの違違違違いいいい

●●●● 文化文化文化文化・・・・習慣習慣習慣習慣のののの違違違違いいいい

●●●● 社会社会社会社会システムシステムシステムシステムのののの違違違違いいいい

●●●● 経済格差経済格差経済格差経済格差

●●●● 意識意識意識意識のののの違違違違いいいい

外客外客外客外客がががが戸惑戸惑戸惑戸惑うううう様様様様々々々々なななな障障障障壁壁壁壁



FITFITFITFITはははは社会的社会的社会的社会的なななな弱弱弱弱者者者者ですですですです

FITFITFITFITのののの痛痛痛痛みをみをみをみを感感感感じじじじ取取取取れるれるれるれる感感感感性性性性をををを持持持持ちちちち

彼彼彼彼らのらのらのらのニニニニーーーーズズズズをををを正正正正しくしくしくしく把握把握把握把握してしてしてして

地域地域地域地域のののの障障障障壁壁壁壁をををを取取取取りりりり除除除除くくくくこここことができるとができるとができるとができる

人材人材人材人材のののの育成育成育成育成がががが急務急務急務急務！！！！

45



望望望望まままましいしいしいしい受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制のののの整備整備整備整備

46

●●●●WiWiWiWi----FiFiFiFi    のののの普及普及普及普及をををを急急急急ぐぐぐぐ（（（（駅駅駅駅////ホホホホテルテルテルテル////観光観光観光観光名所名所名所名所））））

●●●●外国人観光外国人観光外国人観光外国人観光案内所案内所案内所案内所のののの開所開所開所開所時間時間時間時間をををを延延延延長長長長するするするする

●●●●ババババスススス停停停停にににに「「「「通通通通しししし番号番号番号番号」」」」をををを付付付付けるけるけるける

●●●●クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカードがががが使使使使えるおえるおえるおえるお店店店店をををを増増増増ややややすすすす

●●●●外客外客外客外客のののの痛痛痛痛みをみをみをみを感感感感じじじじられるられるられるられる人材人材人材人材をををを育成育成育成育成するするするする

●●●●災害災害災害災害時時時時におけるにおけるにおけるにおける安安安安全全全全・・・・安心安心安心安心・・・・避難避難避難避難情報情報情報情報のののの発発発発信信信信

●●●●ススススマホマホマホマホややややタブレットタブレットタブレットタブレットにににに対対対対応応応応したしたしたしたデジタルデジタルデジタルデジタル情報情報情報情報

のののの発発発発信信信信



47

異異異異なるなるなるなる視視視視点点点点をををを持持持持つつつつ外客外客外客外客のののの来訪来訪来訪来訪はははは
地域地域地域地域のののの魅魅魅魅力発力発力発力発見見見見にににに役立役立役立役立ちちちちまままますすすす



48

箱根仙石原のすすき草原



長安寺の五百羅漢

49



インインインインバウバウバウバウンドンドンドンドのののの相乗効果相乗効果相乗効果相乗効果

外客外客外客外客のののの来訪来訪来訪来訪はははは

経済経済経済経済波及効果波及効果波及効果波及効果をもたらすをもたらすをもたらすをもたらすだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく

住民住民住民住民にににに意識意識意識意識改革改革改革改革とととと発発発発想転換想転換想転換想転換をををを

地域社会地域社会地域社会地域社会にににに多様性多様性多様性多様性とととと活力活力活力活力をををを生生生生みみみみ出出出出ししししまままますすすす
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