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【 山陰インバウンドニュース １０月号 】
令 和 ４年 １０月 ２５日
（一社）山陰インバウンド機構

セミナー「水際対策緩和後の最新動向と JNTO と地域との連携について」開催
少子高齢化や人口減少などの地域課題に直面する山陰地方において、
「訪日外国人戦略」を地方創生の重要な鍵の
一つと捉えたインバウンドセミナーを開催します。特にコロナ禍より水際対策緩和となった今、また歴史的な円安
となっている今だからこそ、インバウンド事業については、大きく期待が持たれます。今回のセミナーは、日本政府
観光局（JNTO）の地域連携部長 佐々木 隆博さまを山陰にお迎えし、JNTO の概要と地域と連携している事業内容を共
有しながら、水際対策緩和後の観光動向や独自のマーケティング戦略についてお話いただきます。ぜひご参加くだ
さい。
◆日時：令和 4 年 11 月 16 日(水) 13:30～14:50（80 分） ※開場 13:00
◆場所：くにびきメッセ国際会議場 (松江市学園南 1-2-1) ◆参加費：無料
◆定員：１００名程度
※現地開催のみ
◆申込：11 月 14 日（月）12 時までにメールにてお申込みください。申込先アドレス：sanindmo@sanin-dmo.jp
（メールの表題を「11 月 16 日セミナー参加」とし、下記の情報を本文に入力ください。）
① お名前（ふりがな） ② 会社名
③ 同行者がある場合は同行者の人数、お名前
④ 質問事項（講師への質問事項がある場合は、お書きください。
）

山陰ツーリズム人材育成塾

知識習得講座を YouTube Live で限定公開実施中

国立大学法人島根大学と連携し、実施する観光中核人材育成事業『山陰ツーリズム人材育成塾』では、知識習得講
座を公開し、限定配信しています。講座は、
「観光の取組」
「求められる人材」
「日本、山陰の現状とこれから」
「必要
とされる考え方・手法、事例」等、各専門家、実践者に講義いただき、塾生の課題解決に向けて知識習得していくも
のです。広く公開し、地域でのおもてなし向上や事業のスキルアップを図ることができればと考えていますので、ぜ
ひご参加ください。
【10 月、11 月の予定】
※下記、すべて 19:00～20:40
10/31 観光地域づくりと観光商品の必要性を知る
講師：(株)インアウトバウンド仙台・松島 西谷 様
11/14 観光商品開発と実践
講師：(株)Feel Japan 藤田 様
11/21 インバウンド事業者が語る山陰の取組の現状と地域活性化への取組
講師：(株)プリムローズガーデン 仁連 様
https://www.sanin-tourism.com/news_dmo/information/9682.html

廣池昌弘氏｢Nature Conservancy’s 2022 Global Photo Contest｣で受賞！
アメリカのバージニア州のアリントンに本部を置く世界的な環境団体「The Nature Conservancy」が主催する
｢Nature Conservancy’s 2022 Global Photo Contest｣の野生生物部門で、鳥取県南部町在住の写真家 廣池昌弘氏が
Honorable Mention（佳作）を受賞。廣池氏には当機構のグローバルサイトの写真にもご協力いただいています。
https://www.nature.org/en-us/get-involved/how-to-help/photo-contest/2022-winners
◆ 下記は当機構グローバルサイトに掲載している写真
https://sanin-japan.com/en/photo_movies

VISIT JAPAN Travel & MICE Mart 2022 の商談会に参加
日本政府観光局(JNTO)が主催する日本最大の訪日旅行に関する商談会「VISIT
JAPAN Travel＆MICE Mart 2022」が東京ビッグサイトで３年ぶりに実施。対面とオ
ンラインによるハイブリッド形式で、9 月 22 日（木）～24 日(土)の４日間開催されま
した。今回は、世界中の訪日旅行取扱旅行会社が約 50 社が訪日し対面参加し、約 200
社はオンライン参加となりました。当機構では、15 か国 32 社と Discover Another
Japan Pass（DAJP）を中心とした商談を実施。今回の商談が形になるよう、また訪日
旅行再開のこの機会を逃さぬよう、今後も積極的に山陰への誘客に努めていきます。

倉吉で中国向けのライブ配信プロモーション実施
当機構では観光庁の補助金を活用し
「山陰エリア認知向上のためのプロモ
ーション事業」を実施しているところですが、旅行博出展などと並び、イン
フルエンサー招請の一環として、
９月２９日に倉吉白壁土蔵群や円形劇場く
らよしフィギュアミュージアムで中国向けのライブ配信を行いました。
商店街の風景やお店の様子のほか、当機構のデジタルパス『DAJP』のダ
ウンロードの仕方や、同パスが利用できる施設では、使い方なども紹介しました。ライブ配信ならではのリアルタイ
ムの反響として、何気なく見慣れた街の看板や店員の簡単な中国語を交えた接客の様子などに、視聴者は好反応を
示していました。今後、中国向けに 11 月 22 日に松江エリア、その後鳥取県西部エリアにてライブ配信する予定で
す。また、台湾、香港、韓国向けにも各市場インフルエンサーを招請し SNS 配信するほか、11 月 4 日～7 日に台湾
台北市で開催される台北国際旅行博（ITF）2022 日本ゾーンに出展し、山陰の PR をいたします。

内面も美しく、心整う『美心（BIZIN）』禅体験。洞光寺にて
島根県東部の曹洞宗寺院６か寺にて、仏教の「禅」の心を伝え、内面からも美を磨く
旅行者向けの坐禅・写経体験サービスが、9 月 5 日より OTA『ACTIVITY JAPAN』で
販売されました。地域を見守ってきたお寺だからこそできるおもてなしが、都市から地
方への交流を促す新たなアプローチとして注目されています。
当機構は 10 月 14 日に洞光寺（雲南市）のプランにモニターで参加しました。当日は雲南市観光振興課 福田主
任主事、ジャン国際交流員の他、浄行寺（出雲市）伊藤住職、長見寺（安来市）藤島住職も一緒に体験。坐禅では、
姿勢、呼吸、心を整える『三つの調』のもと心安らかな時間を、写経では書く文字に集中し普段は味わえない“無心”
を体感できました。まさに忙しい現代人に必要な時間であり、心のデトックスと言えるのではないでしょうか。
うれしいのは、体験終了後に心得を書いた紙を持ち帰れるので、自宅でも実践できること。また、参加者へのふる
まいも、お茶、お菓子だけでなく、茶器までも地元産であり地域を感じることができるため、まさにおもてなしの詰
まったプランとなっています。洞光寺 堀江副住職は、
「地域とのつながりを大切にしていることや、訪れた方に地
域の魅力に触れてもらい、この取組が地域を知るきっかけになればと思っている」と思いを語られました。また、各
お寺でもインバウンド対応に意識され、英語表記のパンフレットを活用するなど工夫されていますが、日本人であれ
ばニュアンスで伝えられることが、外国人に言葉で伝えることが難しい場面があることも話されました。ただ、アメ
リカ出身のジャンさんが実際に体験した満足度は高く、
「アメリカでは、歴史的な体験自体がほとんどない。お寺で
日本の文化に触れ、体験できることはとても良い取組。難しくなく、楽しく体験できた。」と語っていました。今後
は現場でのいろいろな課題について、少しずつブラッシュアップし、持続可能な取組にしていくとのことです。
洞光寺での体験のほか、長見寺ではさぎの湯温泉の旅館「竹葉」とコラボし
食事を組み合わせたプランが実施されています。忙しい日々から解放され心を
整える特別なひと時を、ぜひ体験してみてはいかがでしょう。
洞光寺プラン
https://activityjapan.com/publish/plan/43800
さぎの湯温泉 旅館竹葉と長見寺のコラボプラン
https://activityjapan.com/publish/plan/43798

風土ファーストでの観光『稼げる観光を実践するための、学びの場』研修
10 月 14 日（金）16:00～17:30 ホテルもりのす（飯南町内）にて「稼げる観光を実践するための、学びの場」ワ
ークセッションの３回目が実施されました。この研修は㈱タビカラ サミーラ・グナワラデナ代表取締役が地域と
協力し、観光庁の補助金を活用した事業です。
コロナ禍で観光客や旅行者のニーズが変化する昨今、より地域資源を生かした商品開発が必要となります。そこ
で、現状を地域と共有し、かつ埋もれた地域資源の魅力創出のため、本年 7 月 26 日にキックオフの説明会が雲南地
域（雲南市、奥出雲町、飯南町）で実施されました。観光に意欲的な地域の事業者が揃い、後日、希望者に対して、
実践的な研修を実施しました。参加者は各回の研修に真剣に取り組んでおり、今回が今まで練ってきた企画を旅行
商品の形式で発表する場となりました。
現地またはオンラインで参加するハイブリッド形式で、‘たたらと温泉をセットにした体験プラン’や‘飯南町の木
材を活用した体験プラン’など、地域資源を生かした企画が各参加者から発表されました。特別講師であるマックフ
ェル萌野さんは、同様の体験は全国にたくさんあるため、その地域にしかない強みで差別化を図ることが大事であ
ることや、商品価値と料金の相関性等を丁寧に助言し、参加者同士でも
意見交換がなされ、自身やほかの参加者の企画に対し、新たな発見を得
ていました。
今後は各々が企画をブラッシュアップし、旅行商品として販売まで繋
げていくとのことです。普段は落ち着いた環境でリフレッシュを目的に
利用する人の多い“ホテルもりのす”で、観光への熱い意見交換が繰り広
げられている様子を見て、取材班もムネアツに。地の利を生かした新し
い旅行商品を今後も楽しみにしています。

そ の 他 の お 知 ら せ
★ JICA 海外協力隊 2022 年度秋募集 会場型募集説明会
JICA 海外協力隊は、自分の持っている知識や技術、経験を活かしたいという方を開発途上国へ派遣する、
国のボランティア事業のひとつです。現地の人々と同じ言葉を話し、同じ目線で課題に取り組む姿から
「草の根外交官」とも呼ばれています。2022 年度秋募集が 11 月 1 日より始まるため、山陰両県内でも説
明会が開かれます。 https://www.jica.go.jp/volunteer/seminar/place/index.html
★ うんなん観光ネットワーク協議会：観光を学ぶ勉強会
地域の多様な資源を活用して観光の分野から地域づくりに関わる人を増やすため、全国から講師をお迎えして
勉強会を開催しています。

https://kankou.unnan.jp/news/405

【11 月の予定】 11 月 15 日（火）15：00～17:00（オンライン開催）
『‘体験観光’に目覚めた

観光関連統計

まちのとうふ屋の話』

奥出雲とうふ・いしだ 代表 石田 信雄 氏

等

山陰への外国人延べ宿泊者数 ※観光庁宿泊旅行統計調査（従業員 10 人未満の施設を含む）
期 間

山陰への外国人宿泊者数（鳥取/島根）

2022 年７月

2,670 人泊（鳥取 1,960 人/島根 710 人）

【参考】日本全体の
現状(2022 年７月)
（速報値）

369,650 人泊 ※観光庁宿泊旅行統計調査
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/t
oukei/shukuhakutoukei.html

比 較

（2021 年７月）2,000 人泊
（2020 年７月）1,390 人泊
（2021 年７月）462,340 人泊
（2020 年７月）225,890 人泊

