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2008 年の 910 人から始まった山形県飯豊町への台湾人観光客は、2018 年には 3,859 人に増加し、町の人口の

半数強を占めるまでになった。本稿の目的はその要因を考察するものである。ヒアリング調査の結果、他に真似

できない特別なことを行っているのではなく、飯豊町観光協会が中心となって、台湾への売り込みなどを通じた

愚直な信頼関係の構築に努めた結果であることが分かった。また、台湾に特化した「選択と集中」の営業戦略や、

ドラッカーが「イノベーションの 7 つの種」に挙げる「予期せぬもの」「ニーズ」の巧みな利用など、経営学に

おける重要戦略を徹底的に実践している点も注目された。 
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１． はじめに

小泉純一郎政権下において 2003 年、ビジットジ

ャパンキャンペーンが推進されてから、わが国を訪

れる外国人観光客は増加基調をたどっている。日本

政府観光局の統計によると、2015 年には訪日外国人

旅行者数が日本人の海外旅行者数を上回り、2018 年

の訪日外国人観光客数は 3、119 万人と過去最高を記

録した。安倍晋三首相を議長とする「明日の日本を

支える観光ビジョン構想会議」では、2020 年の東京

オリンピックも視野に入れ、訪日外国人観光客の目

標数を 2020 年に 4,000 万人、2030 年に 6,000 万人と

している。わが国が人口減少基調にある中、訪日外

国人旅行者の増加を意味するインバウンドの推進は、

日本経済の活性化に欠かせない要素の 1 つとなって

いる。なかんずく、人口減少、高齢化が激しい地方

圏にあっては、インバウンドを地域活性化の起爆剤

と期待する向きもある。 
一方で、地方圏を対象としたインバウンド研究の

動向をみると、北海道 1）、野沢温泉 2）、長崎 3）、別府

4）、宮古島 5）など、日本でも知名度の高い地域を対

象とした研究は散見されるものの、知名度の低い中

山間地域を対象とした研究はほとんど見られない。  
そこで、本研究では、知名度の低い中山間地域で

インバウンドに大きな成果を上げている山形県飯豊

町を対象に、その実態と要因を考察することを目的

とする。 
 

２． 山形県飯豊町の概要 
山形県飯豊町は、山形県の南西部に位置する（図

－1）。山形県の代表的都市である米沢市を中心とし

て、近隣の 3 市 5 町で置賜地域を構成する（1）。 
国勢調査による 2015 年の人口は 7,304 人で、総面

積の80%以上が山林で占められる典型的な中山間地

域である。2014 年に日本創成会議（座長・増田寛也）

が発表した「消滅可能性都市」の 1 つでもある 6）。

1992 年度に、農林水産省の「美しい日本のむら景観

コンテスト」で農林水産大臣賞 7）、1995 年度に、同

省の「農村アメニティ・コンクール」で最優秀賞 8）

を受賞するなど、散居集落が点在する風光明媚な田

園地帯であるが（2）、県内有数の豪雪地帯であること

から、冬期間の観光は非常に厳しい状況にあった。 
 
３． 台湾人観光客の誘致戦略

台湾人観光客受け入れのきっかけ

飯豊町では、観光協会が中心となり、2004 年頃か

ら地元の旅行会社などと連携して、冬期間にスノー
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モービル体験ツアーを始めた。最初は細々と行って

いたが、営業活動を行っているうちに、だんだん観

光関係者の関心を引くようになった。 
2008年、近接する高畠町のよねおりかんこうセン

ターから、「スノーモービルや雪遊びをしたい台湾人

観光客を 300人受け入れてほしい」との依頼があっ

た。観光協会では当時、外国人観光客の受け入れ自

体が初めての体験であったが、身振り手振りで対応

することで、台湾人観光客から好評を得た。バスが

帰るのを、台湾の旗を持ってスノーモービルで追い

かけたところ、車内から手を振ったり写真を撮った

りする台湾人観光客がたくさんいた。 
同時、台湾からは他の団体客も山形県を訪れてい

た。そして、添乗員たちが台湾に戻って会議を開い

たところ、飯豊町の歓迎ぶりやもてなしが高評価と

なった。それで、次第に多くの台湾人観光客が飯豊

町を訪れるようになり、2008年度に 910人だったス

ノーモービル体験は、翌年には2,120人に急増した。 
その後は東日本大震災の影響などで減少した時期

もあったが、次第に客足は回復し、2018年には 3,859
人と、町の人口の半数強にあたる台湾人観光客を受

け入れた。リピーターも少なくない。 
台湾での営業活動

観光協会では、台湾での営業活動も積極的に行っ

ている。世界一の規模といわれる台湾国際観光博覧

会にも出展して、飯豊町を PRしている。 
商談にも工夫がみられる。本研究でヒアリングを

行った観光協会の二瓶氏によれば、「二瓶」は台湾語

でリャンピンと読む。リャンは数字の「2」、ピンは

「本数」を表す。つまり、二瓶（リャンピン）とは、

台湾で「2本」を意味する。 
商談で、「私の名前は二瓶（リャンピン）です」「リ

ャンピン（2 本）」とは変わった名前だな」「でもビ

ールは 10本飲みます」「ははは、リャンピンは面白

いやつだ」と話をしているうちに、だんだん場が和

んでくる。すると、台湾の旅行会社の社長が「では、

リャンピンのところ（飯豊町）に、スノーモービル

体験ツアー客を1,000人募集しよう」と言ってくれ、

商談は成立する。 
これは一例だが、観光協会では、二瓶氏を中心と

して足しげく台湾に通い、太い人的パイプの構築に

努めている。なぜならば、日本の有名観光地と異な

り、飯豊町を知る者は、台湾にはほとんどいないと

いって良く、また、スノーモービルを体験できる日

本の豪雪地帯は飯豊町だけではない。それだけに、

まずは「二瓶」という人物を売り込むことによって、

台湾での信頼度合いを向上させ、旅行関係者の中に

「二瓶のいる飯豊町なら安心して観光客を送り込め

る」という意識を醸成する必要があるからである。 
すなわち、飯豊町という「地域」や、スノーモー

ビルという「モノ」は後からついてくるものであり、

まずは「人」を売ることが先決というスタイルに一

貫している。 
台湾へのこだわり 

飯豊町観光協会では、台湾以外での海外での営業

活動を一切行っていない。その理由として、観光協

会の専属スタッフは二瓶氏を含めて 3名であるため、

マンパワーが不足していることが大きい。先述のよ

うに、観光協会では「人」を売ることで台湾との信

頼関係を深め、誘客に結び付ける戦略を取っている。

そのため、韓国や中国など日本に多くの観光客が訪

れる他国に手を広げることで、台湾との人的パイプ

の維持が困難になることを懸念している。また、他

国から外国人観光客が訪れるようになれば、それぞ

れの言語、それぞれの習慣に合わせた対応が必要と

り、台湾に特化したもてなしが困難になることも懸

念している。二瓶氏が、「多くの国々に手を広げた結

米沢市

飯豊町

山形市

置賜地域

図－１ 山形県飯豊町の位置
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果、『二兎を追う者は一兎をも得ず』でインバウンド

に失敗している例をよく聞く」と指摘するように、

マンパワーが限られている地域においては「選択と

集中」によるインバウンド対策が重要であろう。 
 

４． 台湾人観光客の受け入れ強化

行政との関係性

飯豊町で観光協会が中心となって台湾営業を行っ

ている理由に、観光協会は行政と違って人事異動が

ないことが挙げられる。人的パイプの維持には、二

瓶氏のような「同じ人」の存在が不可欠である。 
また、行政には「儲ける」という発想が十分では

ないため、利潤を追求することで地域経済を活性化

させるためには、民間的立場である観光協会が主導

権を握る方が望ましいと考えられる 9）。 
しかし、各種手続きや補助金関係など、行政でな

ければ関われない業務も多い。そこで飯豊町では、

観光協会と行政担当者（商工観光課長）が 2か月に

1 回定例会議を行うことで、目指すべき方向性が同

じであることを確認するとともに、それぞれの役割

の住み分けが図られている。 
観光協会の法人化

2018年 2月に、飯豊町観光協会は一般社団法人に

移行した。これは、同年 1月に改正旅行業法が施行

されたことによる。2016年 1月に発生した軽井沢ス

キーバス事故では、ツアーの催行社が処分を受ける

中、バスの手配などを行ったランドオペレーターは

無処分であった。そこで、改正法では、旅行サービ

ス手配業も旅行業法の下に営業をすることになり、

新たに旅行サービス手配業務取扱管理者の制度など

が盛り込まれた。 
観光協会では、台湾との太い人的パイプがあるこ

とから、例えば、「台湾の知人が今度、仙台を旅行す

るのだが、近くにイチゴ園はないか」という相談を

受けて、亘理町のイチゴ園を手配するなど、プライ

ベートな対応を行うこともあった。そうしたことが

脱法行為に当たりかねないことから、観光協会でも

旅行サービス手配業務取扱管理者の登録を行う必要

が生じた。その中で、さまざまな候補の中から一般

社団法人への移行が最適であるとの結論に至った。 
一般社団法人への移行は、結果的に観光協会の独

立性を高めることとなったが、それはあくまで台湾

との人的パイプを維持するための手段に過ぎず、移

行自体が目的ではない点が注目される。 
広域連携 

数年前、二瓶氏のもとに、「2か月後に、600人の

台湾人観光客を受け入れてほしい」との注文が入っ

図－２ 台湾向けの置賜地域 チラシ
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た。当然、飯豊町の宿泊施設だけでは収容できない

ため、急きょ、置賜地域の他市町に応援を要請する

こととなった。これがきっかけとなり、2014 年に置

賜地域のインバウンドを推進する連携協議会が設立

された。具体的には、飯豊町を含む置賜地域全体を

PR するためのチラシを作成し（図－2）、台湾での営

業ツールに活用している。なお、台湾へ営業には飯

豊町に一日の長があるため、問い合わせ先は飯豊町

観光協会に一元化している。 
とはいえ、置賜地域での台湾人観光客の受け入れ

業務を、飯豊町が一手に担っているわけではない。

他市町も、飯豊町の手法を学びながら独り立ちを模

索しており、実際に千人規模で台湾人観光客を受け

入れている市町もある。飯豊町観光協会においても、

将来的には各市町が独自のノウハウを持ちながら、

定期的に会議の場を持つことで連携し、置賜地域の

台湾人観光客が増えていくことを望んでいる。 
 
５． まとめ

本研究では、2008 年の 910 人から始まった山形県

飯豊町への台湾人観光客が、2018 年には 3,859 人に

増加し、町の人口の半数強を占めるまでになったこ

とを受け、その要因を探べく、現地でのヒアリング

調査を行った。対象としたのは、台湾人観光客の受

け入れ及び、台湾への営業活動の最前線に立つ飯豊

町観光協会である。 
調査の結果、観光協会では他に真似できない特別

なことを行っているのではなく、熱心な営業活動や、

受け入れ時のおもてなしを愚直に続けることで、台

湾との人的な信頼関係の構築に努めていることが分

かった。また、限られたマンパワーを有効活用し、

台湾との信頼維持を図るため、台湾に特化した営業

活動を行っていることも明らかになった。さらに、

予期せぬ出来事や時のニーズに合わせて、組織を一

般社団法人に移行したり、近隣自治体との広域連携

を図ったりする柔軟な取り組みは、ドラッカー理論

で示される「イノベーション」に通じるところがあ

るとの解釈が可能であった。地域経済を活性化する

「稼ぐインバウンド」を実践するために、観光協会

が前面に立ちつつも、行政にしかできないことを認

識し、観光行政と目指すべき方向性を一にしてうま

く住み分けを行っている様子も見て取れた。 
こうした、「選択と集中」や、地域イノベーション

につながる取り組みは、経営学における重要戦略で

もあり、インバウンドの基本形として他地域に広く

波及していくことが期待される。 
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【補注】 
(1) 一定の権限と財源を持つ山形県置賜総合支庁を米沢

市に置く。 

(2) 19 世紀のイギリス人旅行家であるイザベラ・バードは、

当地を「東洋のアルカディア」と称賛している。 
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