本保
年 前 と は 全 く ての責任の重さを感じます
１
０

事業に変わっていかなけれ どの国も観光を重視し︑観
ば生き残っていけない︒そ 光客の奪い合いをやってお

基本計画ができ︑目標が設

ると︑新しい法律ができ︑

旅を作っていくようになっ

識︑動機が変わり︑自らが

たことで︑旅行に対する意

光旅行をする人が増えてき

新法については︒

制定に尽くされましたが︑ な命題がある︒基本計画の

会長は観光基本法の ければならないという大き

後 者 だ ろ う︒観

歴代で初めて数
定されたことが一番のトピ
た︒団体から個人へと言わ

中村

きていないのか︒

値目標を抱えたという立場
ックスだろう︒とはいえ︑

観光政策面で見

としては︑重いプレッシャ
観光業界すべてがいい年だ

的な推進計画がなかった︒ という位置付けをいただい

中村

の大きなうねりがあるとい
ーがある︒基本計画に５つ

新法とはそこが一番違う︒ た︒

り︑日本もその中で勝たな

うのが実感だ︒訪日外客を
の目標を掲げたのは初めて
れているが︑個人旅行の目

計画の推進に大きく期待し 事務局とも統合し︑新たな

れがはっきりしてきた︒

年は８００万人が
ったかと言うと決してそう
的もいろいろ︒インターネ

本保

年１月 の﹁観 自治体ともに観光に対する
見ても

ではない︒航空や鉄道は好

界︑自治体を含めて︑観光

光立国推進基本法﹂の施行 顕著な動きが出てきた︒調
確実︒この数字は宿泊業界
で︑これを達成するのは本
調だが︑旅行︑宿泊︑バス︑ ットの普及により双方向で

周辺を見回しても産業界︑

だ︒それに続く６月の観光 べたところ︑ここ２〜３年
にとっても大きな意味を持
当に大変︵笑い︶︒数値目

本保

立国推進基本計画策定とい で自治体に観光関係の部局
つ︒外客がボリューム的に
産業界にとっても無視でき
１千万人になれば︑宿泊業

変意味がある数字︒外客が
さが増してきている︒たく

タクシーなどの業界は厳し
できる︒そういう社会の仕

いろいろな情報がやりとり

間宮

ている︒
これまで日本は

年はＶＪＣ実施本部

基 本 法 に は 具 体 ウンドの中核︑政府観光局

中でＪＮＴＯはそのインバ

う流れは︑観光に対する理 ができ︑観光条例の制定や
も︑経済的にも︑国︑地域︑ 標は︑業界全体でみると大
ない数字になってきた︒

中村

解が深まり︑観光の産業と 観光計画の策定を手がけた

年 長をしていたころと比べれ

りしたところで起こった出

来事︒そういう意味で
組みに観光業界が対応でき

そうした中で︑産業とし

一歩を踏み出す年となる︒

農業やモノづくりを中心に ての観光推進はどういう態

さんのお客さまがいるのに

国づくりをやってきたが︑ 勢でいくのか︑基本法・基
それが成熟してきたので︑ 本計画に沿ったモデルづく
次は観光だと︒基本法︑そ りが必要ではないか︒これ
して基本計画ができ︑さら までの日本のモノづくりは
にこれから観光庁という１ 官主導できたが︑観光はど

苦しくなっている︒この状

いる︒どう対応したらいい 点で節目の年だった︒

離がだんだん大きくなって せるレールを敷いたという 付けられたＪＮＴＯのあり

ていない︒需要と供給の乖 産業としての観光を成長さ 本計画で政府観光局と位置

つの旗が立つというのは︑ んなモデルでいくのか︒基
況は何なのか︑真剣に考え

かい

クトがあるのか︒海外に２
なくてはいけない︒

り

千万人を送り出せば︑旅行

メントは必ず達成するとい

の期待も大きい︒コミット

のかということだ︒関係者

る︒ただ︑できたとしても

るものに観光業界が対応で

か︑それとも消費者が求め

それは景気の問題

光は民間が中心になってや

う議論がある︒もちろん観

ある︒そうしないと﹁ＪＮ

るように明確にする必要が

の役割分担を国民にも分か

観光庁とＪＮＴＯとの仕事

地域の観光を発展させるこ

そういう市民の力を使って

ボランティアやＮＰＯとか

国には３万３千人もいる︒

研究し︑対応できるような のものだと痛感している︒ デルを作る必要がある︒

らないが︑成功事例をよく 振興というのは国際競争そ 考にし︑観光推進態勢のモ

インバウンドによる観光 を深めて︑諸外国の例も参

観光は民間が主

民が主導で︑官がサポート

るのだが︑国の政策に合致

本保

たるプレーヤーであって︑

することに変わりはない︒

いう指摘もあるが︒

で十分な政策ができるかと

算的には

億円ほど︒それ

観光庁ができても予

援ができないものかと痛感

らの力を引き出す公的な支

厳しく︑何らかの形でそれ

Ｏの経営というのは非常に

とが必要だ︒ただ︑なかな

していれば︑国がやはりサ

か彼らだけでは身動きがと

ポートすべきだ︒そういう

ＴＯは い ら な い じ ゃ な い

あとはいかに効率的︑効果

か﹂という的外れの議論も

的に新しい組織のもとで仕

れないケースが多い︒ＮＰ

い︒行政は出すぎちゃいけ

観光は民間主体も
国のサポートが必要
ないし︑むしろ出ないほう

本保
役割を観光庁に果たしても

金 も 人 も で き る する︒彼らを把握して力を
だけかけずに効率的にやる つけさせ︑活動しやすくす

ただ観光庁だけで機能する

部や局よりもやりやすい︒

霞が関の中では

やや極論だが︑先日も課長

て実施することが重要だ︒

だが︑今は基本計画に沿っ

施策を打ち出すことも重要

で︑政策官庁として新しい

係する予算要求を集計して ている︒インバウンド観光

が︑省庁合わせて観光に関 施で苦しいところが出てき

いけない︒初めての試みだ 過程にあり︑正直︑事業実

要なお金は確保しなくては 政法人のため︑縮小均衡の

全くない︵笑い︶︒ただ必

いなんていう発想は私には っていただきたい︒

のが基本原則︒増やせばい る︒そういう支援を何かや
はならない︒そうは言って

わけでなくて︑今も内閣官

２１５０億円という額を出 は成長分野であることは万

おっしゃる通り

も︑観光そのものは非常に

房に観光立国関係閣僚会議

を集めて︑﹁新しい施策な

本保

らいたい︒

事をするかだ︒
関係省庁の調整も観
光庁の方がやりやすい？

すそ野が広く︑全体をコー

んて何もいらない︒いろい

しい予算要求もした︒観光 ならもっと経営資源を投入

ＪＮＴＯは独立行

ディネートしていかなくて

というのが置かれており︑

庁でなくてはできないもの するのがあるべきモデル︒

間宮

はならない︒観光庁を窓口

本保

として︑かつ調整役として︑ 内閣とも連携しながらやる

した︒国際会議の誘致で新 人が認めるところだ︒本来
ことになるだろう︒

局 と 庁 が ど う 違 るほどある︒関係省庁を含

中村

うのかというと︑観光局と めると︑あふれかえってい

光庁になった場合は政策立 するかがすべてであって︑

り︑１千人集まったが︑全 っている︒

ィアガイドの全国大会があ ないかという思いを強く持

先 日︑ボ ラ ン テ 論をする必要があるのでは

はきちんと確保していく︒ 基本のところで一度深い議

案 か ら 事 業 ま で を 実 施 す これをやってくれ﹂と話し

中村

いうのはポリシーメーク︑ る︒いかに今あるものを上
担当者としては

つまり政策の企画立案︒観 手く使って数値目標を達成
できると思っているし︑そ

る︒そこに期待するところ た︒
実施の段階にな

の前提で動いている︒いま

間宮

ると︑ＪＮＴＯも基本計画
係を考えた時に︑国は何を︑ に沿って役割を果たしてい

もう１つ︑国と地方の関

が大きい︒

本保

ますか？

観光庁は本当にでき

していくことになる︒

観光産業全体が円滑に発展

上手く機能させることが︑

ろな政策措置は世の中に腐

ことで民間の活力を削いで

いし︑あり得ない︒そんな

船団方式はあってはならな

がいいと思っている︒護送

出てきかねない︒

行政はサポート役に過ぎな

のか︑答えは容易に見つか

方を含めて聖域のない議論

業界にどういう意味がある

盛り上がる機運︑
そのシンボルが観光庁

界︑地域にどういうインパ

本保芳明氏

観光行政トップとし

国土交通省総合観光政策審議官

中村 徹氏
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国︑地域を挙げて観光に力

地方は何をやるべきかとい

を入れてやっていこうとい
う機運になっている︒その

くことになる︒その場合の

シンボルとして観光庁があ

ＶＪＣ事務局と統合
新たな一歩踏み出す年

４面に続く

は﹁観光立国元年﹂
だった︒ ば雲泥の差？

日本観光協会会長

間宮忠敏氏
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国際観光振興機構理事長
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中村氏
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総観審が観光部で課

しての基盤︑基礎がしっか ところは相当数ある︒

ていることは︒

う思いで臨む︒

観観光光立立国国実実現現へへ確確かかなな歩歩みみをを
年の国内観光を振 ﹁観光庁﹂の要求もできる
０
７

り返って︑特に印象に残っ ような情勢になった︒また︑ 違う︒国だけじゃなく産業 か︒

０
７年の観光業界の大きなトピックスは、観光立国推進基本法の施行及び基本計画の策定、そして
「観
光庁」創設の動きだ。今年は、「観光立国」の実現に確かな１歩を踏み出す年になると言えるだろう。
本保芳明・国土交通省総合観光政策審議官、中村徹・日本観光協会会長、間宮忠敏・国際観光振興機
構（ＪＮＴＯ）理事長の３氏にお集まりいただき、観光業界の現状や課題などについて話し合ってい
ただいた。司会は本紙編集長内井高弘。（東京・飯田橋のホテルメトロポリタンエドモンントで）
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Ｏは国の施策を遂行するた

的な施策を考えないといけ

長に就任したころは１００ く︑そういう時期になって 影響をミニマイズする戦略

市場になっている︒私が会 提 供 し て 満 足 し て い た だ な事態が起きた場合︑その

台湾は成熟した ケットには最先端のものを て観光客が減るというよう

ていながら大変高度な知識

見直しをしないと︑不足し

などの国内受け入れ対策が

案内板や観光案内所の整備

では言葉の問題の他に各種

る︒また︑ネックという点

うのを含めて実態に合った と 外 国 人 も 相 当 入 っ て く

価しかもらえない︒そうい 価にするとか⁝︒そうする

にする︒そのかわり安い対 免許とか︑それに応じた対

を下げて︑なりやすいよう いう人はＡ免許で３年間仮

よっては資格試験のライン ていないが︑言葉は堪能と

くはずがないので︑場合に いい︒歴史・地理はパスし

インに泊まってみたが︑必

昨夏に日光でウエルカム

ではないかと思う︒

新たな可能性も出てくるの

みを作る︒そうすることで

て地域での共生を図る仕組

義的要素をもたせる︒そし

か︑もっと多様性︑個人主

食分離とか︑オーダー制と

分があるのではないか︒泊

が最先端の商品を中国で売 がこれから重要になる︒

めの組織だから︑その組織
万という数字がなかなか達 いる︒
インバウンドの ない︒国交省とも︑３年間
と経験持った人が使われな

本来のＶＪＣのあり方では んでいくらという数字を出

私自身は大変小
を活用して国がＶＪＣ事業

７割がアジア︒リピーター の ロ ー ド マ ッ プ を 作 る と
い不合理が続いてしまう︒

ＪＮＴＯとＶＪＣ事

さな変革だと思っている︒
を実施していく︑それが理
成できなくて困ったが︑今
率は香港︑台湾の割合が高 か︑中長期的な先を見据え

もらうかだ︒その時に何を
を期待してくるのかを調べ アなどの新興市場の開拓︑

いう特徴がある︒日本に何 ピーター化︑インドやロシ
クルートするかも考えるべ が訪問しやすい環境整備が

る︒そういう人をいかにリ 分担を明確にして︑外国人

をやっている人は数多くい ＪＮＴＯがそれぞれの役割

中国語︑韓国語 重要だ︒国︑地方自治体︑

由度もあり︑便利だった︒

常にこぎれいで宿泊客の自

いないにもかかわらず︑非

要最小限のものしか置いて

本保

また︑事件や事故があっ

ＶＪＣの推進で貫かれてい

は１３０万 人 ま で に な っ
い︒団体旅行の割合は台湾︑ た戦略を検討している︒

るかのごとく︑３つのマー

る理念は︑官民が役割分担
姿︒その姿に戻るというこ

念的には本来のあるべき
た︒ただ︑いずれは上積み

事務局がＪＮＴ
目的に来てもらうのか︑そ
たところ︑ショッピング︑ ウェブの拡充など取り組む

アジアからの観光客のリ

Ｏに統合されると︑ＪＮＴ
こに踏み込んでいかねばな

中村

をして一緒に協力してやっ

には限界が来る︒後はいか
香港︑韓国は個人が多いと

ないか︒その中で︑ＪＮＴ すつもりはない︒

ていこうというところにあ
とは大きな変化だと受け止
にリピーターになって来て

務局の統合の意味は︒

る︒事務局はこれをサポー

本保

めている︒

Ｏの役割が大きくなる︒そ
らない時期になっている︒

間宮

トする事務部隊だ︒ＪＮＴ
部隊が現実としてある︒地
の分だけ開かれた組織︑活
特に台湾︑韓国︑香港につ

中村

ＯとＶＪＣ事務局の２つの
方運輸局などからは指揮系
動が求められ︑仕事のやり

中村

アンケートをとると︑外

イドの知識などは一定のグ 国人が興味のあるものは日
レードに達している︒そう 本文化や生活様式の体験︑
いう人と通訳との組み合わ 日本人との触れ合いが上位
せもあり得るのでは︒政策 になるが︑伝統的な建築様
の方向性を示してもらえれ 式を見たい︑温泉に入りた
ば︑そういった仕組みづく い︑旅館に滞在したいとい
りは我々の方である程度で うのもある︒これらを１カ
所で体験できるのが伝統的
外客の受け入れ先と な日本旅館だ︒庭︑畳︑食

いては弾力的になっている もなる宿泊施設ですが︑深 事︑おまけに女将さんが和
服を着ている︒外国人の見
温泉地などの大 たいものの粋が集まってい

部屋でなく︑プライバシー

は日本式の集団主義に基づ 観光資源として必要だ︒

言葉の問題だ︒

間宮

いたサービスではないだろ

を守り︑自由なことができ

きな旅館のビジネスモデル るのが旅館だから︑これは
案内士が始まった︒基本計

うか︒外国人は日本の伝統

る︒そういうサービスがで

中村

こうした成功例もある︒

統が二重で困る︑民間から
方という面では大きく改革

急務だ︒

もいつまで二重態勢︑暫定
いては個人客を念頭に置

ボランティアガ

態勢でやっていくのかとい
き︑どうしたら質の高い旅

間宮氏

中村氏

本保氏

点は理事長とも一致してい

う指摘を受ける︒一本化し︑ しなくてはいけない︒この
行︑サービスを提供できる
ＪＮＴＯの仕事 のか︑その方にウエートを

はメーカーで言えばアッセ 置かないとリピーターはつ

間宮

ＶＪＣは官民一 る︒

効率化を図る︒

中村
いが︑もともと国の政策の
ンブラーの仕事︒いろいろ かめない︒中国は少し違う

体で実施しなければならな

ＣＳ意識し受け入れを
リピーター確保大事に
大衆化見据えた商品を

な工程があって︑案内所も が︑同じ傾向がある︒なん

部分もあって︑今︑海外４ 刻な状況です︒

遂行であり︑国が主体とな
次に食べ物が来る︒神社仏 べき課題は多い︒

カ所で試験をやっている︒

って実施していく︒それが
閣︑名所・旧跡を見るとい
個人客が増えると︑これか

きると思う︒

１つの工程︑海外プロモー といってもあの膨大な市場
うのは古典的な観光の概念
ら言葉の問題はより大きく

通訳案内士につ

ションも１つの工程︒その にアクセスしないといけな
だったが︑生活の延長線上

間宮

全体を誰かが１つの眼︑１ い︒それには今の団体旅行
の観光というか︑ショッピ

きだ︒

つの基準で見て形を作り︑ 方式を改善してもらうよう

一番のネックは︒

改善を図っていく︒ただ部 な国の施策を期待したい︒

なる︒通訳のあり方を含め︑ もう１つは地域限定の通訳
画でも１万人を１万５千人

文化︑生活様式に触れたい

きないと成り立たない︑必

早急に取り組むべきだ︒

にすることが盛り込まれて

が︑どこかで個人主義に裏

万人台 るいは有名なドイツの音楽

通訳案内業の見

いる︒試験に合格しても登

打ちされた選択する文化が

年が

直しは必要だと考えてい

録しない人がいるが︑食え

本保

狙いは中国だ︒
ングや日本食を楽しむ︑あ

品は︑できるところは外注︑
で︑

る︒免許を持っていない人

ないという問題も確かにあ

すなわち民間に作ってもら
かどうかだが︑その時問題 に行く︒そういう類の生活

は仕事できないが︑免許を

て︑多様性を持たせた方が

る︒通訳一本だけではなく

いスタイルはなじめない部

残っていて︑その余地がな

は厳しい︒

然的に規模の大きなところ

外国人相手は相

うこともある︒全体のアッ
になっているのが今のお話 密着型︑観光の大衆化が進

持っていても食べれないと
言う︒それで数だけ増やし

中村

センブリングは１つのとこ
にあったＣＳ︵顧客満足︶ んできている︒それらはリ

ている︒これでは上手くい

年の目標

だが︑日本の消費者に近い はっきりしている︒彼らの

数値は︒
事務所に数字の積み上げを

は︑旅館には無理ですね︒ ういう形で結局クオリティ

部 屋 に１人 ず つ と い う の にしわ寄せがいくとか︑こ

しかし︑広い大きな アクセスであるバスのほう

けない︒

きない中にバブル崩壊とい

ら︑これは直さなければい しまって︑債務の処理がで

寄 せ が い っ て い る と し た 大型旅館をどんどん建てて

ろだ︒よほど起死回生の何

のは誰も否定できないとこ

ム的には少し厳しいという

か︑その時に︑旅行業界と

すればお客さんを呼べるの

何が観光資源なのか︑どう

ると︑大きなものはない︒ 提供するには限界がある︒

紹介されているのを見てい 価格でいいクオリティーを

旅館もテレビで ーが下がってしまう︒安い

ところがあったら︑産業の してしまうと︑地域全体が

過ぎたバランスのとれない た︒それが特定地域に集中

融資環境にしても︑行き う大きな変化が来てしまっ

のエンターテイメントに対

上げる努力がない限り︑他

かがないと︑つまりＣＳを

動しているんだろうかと心

足並みでその中に入って活

か︑宿泊業界とかが︑同じ

中村

お願いしている︒自分のマ

％ずつ

配している︒いつも置いて

順調だが︑今後も

きぼりになっている気がし

伸びると期待するのは非現

し︑劣勢になるのは避けら
栃木の鬼怒川・川治
などですね︒

年が

熱海もよく名前 点だ︒宿泊統計で総宿泊数

目先の利益︑ビジネ
既存業界がそう

スにはならないから？

中村

ころだ︒個別の企業の問題 いうのは他にない︒インバ

いう問題は無視できないと 年１割以上の伸びる分野と

り方としてどう見るのかと え︑特定のセグメントで毎

ので︑地域産業︑地域のあ わずかなボリュームとは言

客さまにもなる︒

れが営業にもつながり︑お

入っていく意欲を持つ︒そ

の代表として地域の活動に

いということだろう︒地域

活力を失ってしまうとした にインバウンドは面倒︒言

その問題が残っている︒独

Ｏのあり方をどうするか︑

と︑実施部隊であるＪＮＴ

観光庁ができる
ら︑これは地域におけるリ 葉の問題もあるし︑来てほ

法の制約という現実に対し

間宮

ソースの配分の問題︑政策 しくない外国人もいるとい

う問題ではないが︑例えば

のあり方の問題︒そうした う︒ただ︑少し先見の明を

サービス産業としてやって

て︑どういうモデルがいい
がちなことだ︒そうではな

いく上での環境条件で見た

体で観光地づくりを行うと

で︑ＮＰＯなり︑市民の力 ていることが分かる︒国際

のか︒大いに議論して観光
くて︑いかに消費者論理で

時に︑他の産業と比較して

いう視点が欠かせない︒

というのは大きいと思う︒ 競争の中で日本を売り込む

対応は当然考えていかなけ 持って︑そういうお客さん

やっていくかが一番の問題

適正な競争条件が与えられ だと思う︒特に個別の旅館

産業界も自治体

それが自治体と一緒になっ セールス︑マーケティング

ればならない︒そういうコ も取り込んで全体的な収益

だ︒これは国内観光振興そ

ているかどうかということ の問題であれば︑さっき申

も力を入れているので︑場

て観光地づくりをやってい が極めて重要で︑その中核

の成長モデルを作る必要が

のものの問題だと思う︒低

を見る必要がある︒例えば︑ し上げたように基本的には

合によっては新法の創設を

ンテクストの中で競争環境 アップにつなげていく︑こ

価格化を進めることで︑観

エージェントと宿泊業の取 競争原理︑経営者の責任問

含め︑国交省では観光地の

ある︒もう１つは外国との

光の大衆化︑底辺の拡大︑

り引き慣行がグローバルス 題だと思うが︑たまたまそ

競争︒日本は予算︑海外事

すそ野を広げることができ

タンダードじゃないところ の優勝劣敗が特定地域に集

くというのがこれからの１ としてＪＮＴＯの責務はま

できるかどうかは１つのポ

た︒半面︑マイナス面が出

育成強化に努めていく︒

本保

これから地域の 光振興のための資源投入で

つの方向性だ︒その地域で すます重いと思っている︒

観 光 を 発 展 さ せ て い く 上 諸外国に大きく遅れをとっ

中村

そのためには地域全 イントだと思う︒

要だと思う︒

てきているのではないか︒

があって双方に疲弊をもた 中してしまうというケース

国内観光全体はボリュー

務所数などインバウンド観

低価格であることで宿泊産

を適正化していくことが重 ういう問題を含めて経営が

衰退することで地域全体が いる宿はうまくいく︒確か

じゃなくて︑ある企業群が ウンドを上手く取り入れて

というのは︑大変なことな １千万人とすれば︑今どき︑ いうところに入っていかな

なって今度これを回復する ８００万人で︑あと数年で

が出る︒地域全体が駄目に の約８％は外国人︒

本保

て仕方がない︒

れない︒そういう意味では

お叱りを受けるかもしれな

インバウンドは大きな着目

実態に着目した対応が必要 駄目になってしまう︒
現状︑その限界を超えたと

例外は加賀屋さ ころまでいっていて︑トー

小さなところばかりだ︒

本保

実的だし︑それをベースに
目標を作ったら達成できる

タルとしてＣＳが下がって

ち ょ っ と 主 題 と 外 れ る いるのではないかと思う︒

んなどくらい︵笑い︶︒

が︑役所として申し上げて 結果として他のエンターテ

年早々にま

とめて今度は運輸局単位に

はずはない︒
ブレークダウンしていく︒

おかないといけないことも イメントに負けている︒こ
あるので︒１つがアウトバ の現象が一番問題︒

現在の数字と１千万人を結

国交省の方では旅館
年は本格的 の金融に関する研究会の報

ウンドのこと︒２千万人を
目指すため︑

倒産や廃業など
は基本的に個別経営の問題

本保
泊業界の方からアウトバウ

になる︒つまり経営者の資

ための取り組みをする︒宿
ンドはお客が減るからやめ

質︑能力が問われるところ︒

いが︑ある程度の優勝劣敗

役所がこんなことを言うと

てくれと言われる︒気持ち
一方で︑国内観光の活性

は分かるが︒
化についてだが︑気をつけ

は不可避だと思う︒

０
７
らし︑最後に消費者にしわ もなくはない︒バブル時に

業界とか個別経営とかい

なくてはならないのが︑と

間宮氏

業にしわ寄せがいく︑二次

もすると供給者論理に陥り

中村氏

２
５

せるのか︒例えば︑韓国が

ーケットからどれくらい出

本保

０
８

今︑ＪＮＴＯ各

ＶＪＣの

旅行意識だ︒家電メーカー ニーズにあった商品づくり

本保

ろで責任を持ってやる︒Ｖ
だ︒韓国や台湾などもそう ピーターであるし︑目的は

８
０

年に１００万人いく 家が来日しているから聞き

ば︑よりアッセンブラーの

ＪＣ事 務 局 が 統 合 さ れ れ

０
６

機能が果たせると思う︒

０
７

にアウトバウンドを伸ばす 告書をまとめたが︒

０
８

本保氏

競争環境の適正化を
地域代表の意識持て
宿泊に個人主義導入

０
８

（４）

２００８年（平成２０年）
１月１日（火曜日）
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