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＜国籍・地域別の訪日外国人旅行消費額と構成比＞ 

費目別に訪日外国人旅行消費額の構成比をみると、買
物代が34.7％と最も多く、次いで宿泊費（29.3％）、
飲食費（21.7％）の順で多い。 
前年に比べ、宿泊費と飲食費の構成比が1％ポイント以
上増加し、買物代の構成比が2.4％ポイント減少した。 
 
国籍・地域別に訪日外国人旅行消費額をみると、中国が
1兆5370億円（構成比34.1％）と最も大きい。 
次いで、韓国5842億円（13.0％）、台湾5839億円
（13.0％）、香港3355億円（7.4％）、米国2890
億円（6.4％）の順であり、これら上位5カ国・地域で全
体の73.9％を占める。 
 

■増加する訪日外国人旅行者 
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018年の国内旅行消費額、4年ぶりに前年割れ、1回あたり単価上昇も人数・宿泊・
日帰りが2ケタ減 －観光庁（確報） 

■伸び悩む日本国内旅行市場 
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• 国内旅行者数は国内景気低迷の影響を受け2003年あたりから減少傾向となっている。 
• 国内旅行消費額においては、2006年30.1兆円あったが、その後の旅行ニーズの変化
や景気低迷により減少している。 

■旅行市場の変化（旅行消費額の推移） 

2006年→2016年 ▲4.3兆円 
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外国人旅行者一人当たりの消費額 

2016年： 2020年： 2030年： 15.6万円 20万円 25万円 

消費の拡大 

滞在時間 
拡大 

質の高い観光 

 文化財等の充実した解説 
 買いたくなる土産物 
 旅行者に優しい休憩施設・案内所 
 地域の食材を活かした食事 
 満足度の高い宿泊 

 
・・・ 

【出所】観光庁資料 

8兆円÷4,000万人 15兆円÷4,000万人 

■消費の拡大に必要な取り組みの考え方 
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■訪日外国人の行動特性：訪日旅行に期待すること 

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」平成26年1-3月期調査 

  

調査対象市
場 

訪日前に最も期待していたこと （上位５項目） 

1位 2位 3位 4位 5位 

韓国 日本食 温泉入浴 ショッピング 
自然・景勝地

観光 
繁華街の街歩

き 

中国 日本食 ショッピング 
自然・景勝地

観光 
温泉入浴 

スキー・ 

スノーボード 

台湾 日本食 ショッピング 
自然・景勝地

観光 

スキー・ 

スノーボード 
温泉入浴 

香港 日本食 ショッピング 温泉入浴 
自然・景勝地

観光 

スキー・ 

スノーボード 

タイ 日本食 
自然・景勝地

観光 
ショッピング 

温泉入浴 

現代文化体験 
ー 

シンガポール 日本食 ショッピング 
自然・景勝地

観光 

スキー・ 

スノーボード 

温泉入浴 

テーマパーク 

マレーシア 日本食 ショッピング 
自然・景勝地

観光 
温泉入浴 

テーマパーク 

スキー・ 

スノーボード 

英国 日本食 
自然・景勝地

観光 

スキー・ 

スノーボード 

歴史・伝統文
化体験 

その他 

フランス 日本食 
歴史・伝統文

化体験 
日本の酒を飲

むこと 
自然・景勝地

観光 
ショッピング 

米国 日本食 
歴史・伝統文

化体験 
自然・景勝地

観光 
その他 ショッピング 

豪州 
スキー・ 

スノーボード 
日本食 現代文化体験 

歴史・伝統文
化体験 

温泉入浴 

76.2  

56.6  

46.8  

40.0  

33.4  

25.2  

24.4  

22.8  

15.6  

13.7  

13.6  

13.2  

8.0  

5.2  

5.1  

5.1  

3.6  

1.4  

1.3  

8.2  

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

日本食を食べること 

ショッピング 

自然・景勝地観光 

繁華街の街歩き 

温泉入浴 

旅館に宿泊 

日本の酒を飲むこと 

日本の歴史・伝統文化体験 

テーマパーク 

四季の体感 

日本の現代文化体験 

美術館・博物館 

自然体験ツアー・農漁村体験 

舞台鑑賞 

スキー・スノーボード 

映画・アニメ縁の地を訪問 

スポーツ観戦 

治療・検診 

ゴルフ 

上記に当てはまるものがない 
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■国別の平均滞在日数 

アジアからの訪日外国人は、滞在期間が短い傾向がある。 

 一方、ヨーロッパなどの遠方からの訪日外国人は、滞在期間が長い傾向にあり、その分、日本国内での行動

も変わってくるものと想定される。 

出典:観光庁「平成28年訪日外国人消費動向調査」 
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■アドベンチャーツーリズムとは 

• アドベンチャーツーリズム（以下、AT）は、自然や文化といった軸ではエコツーリズムやグリーンツーリズムと共通項を

持つものの、アクティビティを通じて地域の文化と自然を体験して、自身の成長・変革と地域経済への貢献を実現

する旅のあり方。 

アクティビティ 

自然 異文化 

歴史 

自然 文化 

農林水産業 

自然 文化体験 

アドベンチャーツーリズム 
 

エコツーリズム 
りょう 

グリーンツーリズム 
 

アクティビティを通じて文化と自然を体験するとい
う旅行全体を包含する市場の捉え方。 

資源の保護＋観光業の成立＋地域
振興の融合をめざす観光の考え方で
あり、社会貢献・サスティナビリティを
重視。 

職業体験の要素が中核にあり、それ
を通して自然や異文化にも触れ合う
といった観光の側面も持った活動。 

ATにおいても重要な要素だが、事業機会創出や消費拡大への
インパクトは限定的。そのため地域産業や観光事業者への経済
振興への寄与はATほどは大きくない 

異文化（“エンターテイメント・食の地産地消”等も含
まれる）、自然をアクティビティを通じて体験する旅行
全体が複合的・重層的に包含されており、経済振興
への寄与が大きい 

概
要 

構
成
要
素 

経
済
効
果 

59億円 43億円 

出典：ATTA HP・データ、UNWTO 「Global Report on Adventure Tourism」、国土交通省「着地型旅行の市場概要」よりJTB総合研究所作成 

約1兆円 
ギアを含んだ場合はおよそ2.3兆円 
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■AT市場は ①成長性 ②収益性 ③地域との親和性  が高い魅力的な市場 

• AT市場の成長は、モノからコト/体験型への移行や、自然回帰のトレンドに後押しされていると考えられ、
北米を中心とした欧米諸国で先行しているものの、今後アジアでも高学歴・高収入層を中心に拡大してい
くと想定される。また、観光による地方創生との親和性が高いため、 AT市場は日本の観光戦略を考える
上で魅力的な参入市場の一つであると考えられる。 

市場の成長性 

リソースとの 
親和性 

市場の収益性 

市場選択時に考慮すべき要素 

• 年率11.4%で、欧州・北米・南米を中心に成長している。
（全体は6.2%） 

• 南北に長い日本では四季があり、様々な表情の 
異なる自然があり、それらを活かしたアクティビティも盛ん
である 

• 欧米や他のアジアとも異なる独自の文化がある 

• 北米・南米・西欧の3極市場で年間6500億ドル
（2017年）と有望な市場 

• 高学歴・高年収の優良顧客による高単価市場 

1 

2 

３ 

市場が成長段階にあり、今後も 
一定の成長余地が期待できるか 

市場参入において、世界あるいは 
アジア圏において優位性があるか 

現在あるいは近未来の市場規模が間
尺に合うレベルであるか、また収益性
の観点でも期待ができるか 

AT市場の特徴 
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■AT市場は北米・欧米を中心に成長中の巨大な旅行マーケット 

• 2017年の主要AT市場は4500億ドルと推計（北米・南米・欧州の３地域）。2012年から2017年にかけ
てのCAGRは、旅行市場合計が6.2%に対して、AT旅行市場は11.4%とより高い成長を見せている。自国
外でのAT消費額では、欧州が最大市場であり、ついで北米、南米の順である。 

（100万USD） 

出典：ATTA資料、Euro-Monitor、各種データよりJTB総合研究所作成 
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アドベンチャーツーリズム主要市場の推移 

（※北米・南米・欧州の3地域） 

 195,000  

 283,542  

 24,700  

 45,973  

 40,300  

 65,832  

 -

 100,000
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2012 2013 2014 2015 2016

欧州 南米 北米 

北米・南米・欧州の地域別市場推移 

AT市場は全体より
5.2%高い伸率 

北米 南米 欧州 

自国外のみの消費額データであるため、国内AT旅行が多
い米国は総市場規模より小さくなっていると考えられる。 

旅行市場合計に対して、AT旅行市場の伸びが大きい 

（100万USD） 
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■ATは地域経済にとって「救世主」となりうる取組 

• ATの取組は自然や文化や地域を大事にしながらも、経済的な成り立ちの重要性を理解して
おり、地域資産を観光を通じて経済価値に結びつける取組であると言える。 

 

アクティビティ 

自然 異文化 

地方だからこそ 
3要素が揃う 

ローカル経済を 
重視している 

資源活用と 
持続可能性の 
両立を支持 

地域資産を経済価値に 
結びつける取組 

地方だからこそ、自然やその土地ならでは作物や
食材、伝統文化などが溢れており、ATに必要な
三要素が全て揃う 

自然や文化だけでなく、ATは地域経済が観光で
潤うことを重視しており、地域の中小事業者が経
済的に持続可能であることを重視している 

自然や文化が持続していくためにも「保護」と「活
用」を両立させる好循環を実現されることを支持
している 



©2018 JTB Tourism Research & Consulting Co.  All Rights Reserved. 禁無断転載・複製 13 

■AT市場のグローバルなキープレイヤーであるATTA 

• 100ヶ国1300会員からなるAT領域最大の協会 
Adventure Travel Trade Association (以下ATTA)は、1990年に設立された世界
最大のアドベンチャーツーリズム組織団体。各国・地域のメディア、政府観光局、観光協会、
DMO、ツアーオペレーター、アウトドアメーカー等で構成され、およそ100か国から1300会員
を擁する。 

• 調査分析、ネットワーキング、データベース構築を実施 
業界の発展のための各種活動（調査分析・会員間のコネクション構築・データベース構築
等）を行っている。UNWTO（国連世界観光機関）と共同でGlobal Report on 
Adventure Tourismを発行するなど世界で最も権威のあるアドベンチャーツーリズム組織
団体として認知されている。 

• 良質なAT関連会員向けプロモーション機能を提供 
またATTAの特筆すべき特徴は、会員専用ウェブ（HUB）上で広報が出来ること、ナショナ
ル・ジオグラフィックやフォーブス誌に関わる一流のライターや写真家、映像作家、BBCなどの
放送局関係者などのメディア関係者が多い点である。 

トレードショーの開催 

アドベンチャートラベルの持続的な発展を目標として、 
様々なネットワークやソリューションの提供を行っていくことを目的とした団体 

コンサルティング 

ATTAの組織としての 
ビジネスモデル 

会員事業 

出所：ATTA HP・データ、北米AdventureELEVATE参加・シアトル訪問時のヒアリング等よりJTB総合研究所作成 
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 Demonstrating effective sustainable management �  
効果的かつ持続的なマネジメントの実行 

 Maximizing social and economic benefits to the local 
community and minimizing negative impacts �  
地域社会に対する社会的および経済的利益を最大化し、悪影響を
最小化する 

 Maximizing benefits to cultural heritage and minimizing 
negative impacts  
文化遺産への利益を最大化し、悪影響を最小化する 

 Maximizing benefits to the environment and minimizing 
negative impacts 
環境への利益を最大化し、悪影響を最小化する 

■ATTAの理念 

ATTAは世界サスティナブルツーリズム協議会の 
国際基準の考え方に基づいて活動している。 



©2018 JTB Tourism Research & Consulting Co.  All Rights Reserved. 禁無断転載・複製 15 

■AT旅行者のプロフィール像（1/2）：教育水準と所得水準 

• ATTA調査によると、およそ80％が四年制大学卒業以上の学歴を持ち、約7割が年収75,000USD以上の年収水準 

• （アメリカ平均年収は中央値で56,000USD程度）となっており、高学歴かつ所得水準の高い層がAT顧客像といえる。 

Under$3500

0, 9.4% 

$35,000–

$49,999, 

10.9% 

$50,000–

$74,999, 

19.7% 

$75,000–

$99,999, 

19.5% 

$100,000–

$149,999, 

23.3% 

$150,000–

$199,999, 

7.2% 

$200,000–

$249,999, 

4.2% 

$250000 or 

more, 5.6% 

1.0% 

1.7% 

9.3% 

6.6% 

42.8% 

39.5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Some high school/degree

High school

Some college

二年生・単科大学 

四年生大学 

大学院・ビジネススクール等 

出典：ATTA North American Adventure Travelers 

北米AT旅行者 学歴 北米AT旅行者 所得水準（2014年） 

米国 
中央値 
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■AT旅行者のプロフィール像（2/2） 出生地起源別構成とマインドセット 

• 北米AT旅行者は、欧州を起源とするアメリカ人が9割を占めており、マインドセットとしても進歩的かつオープンマインドで、健康や
自然への意識が高い傾向にある。一定以上の所得水準ではあるものの、高級品や贅沢品（Having）を好むのではなく、旅行
先で異文化・自然・アクティビティを軸として、どのような経験（Being）ができるかを重視する。 

 

89.0% 

0%

50%

100%

Other

Pacific Islander

Native American

Asian

Hispanic

African American

White/Caucasian

新しいアイデアに基づく仕
事を楽しみかつ自身を知
識層と考える 

健康に気を配り、 
そのためには運動を欠かさ
ない 

どういった経験ができるかを 
常に重視しており、旅行は 
自身の知見を高める機会
と認識 

親切で、（仕事・コミュニ
ケーションに）有能で、調
和を重んじ、創造的であり
たいと望んでいる 

北米AT顧客 出生地起源別構成 北米AT顧客 マインドセット 

高級商品を所有することに
関心がなく他者や社会に
貢献することを重要な価値
観としている 

その土地に根付いた伝統
文化やコミュニティに関心が
高く、旅行中には異文化
交流を楽しむことを重視 

出典：ATTA North American Adventure Travelers 
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（参考）AT市場におけるアクティビティニーズの変化 

• 過去10年間でAT市場におけるアクティビティニーズ変化しており、よりソフトなものが主流になってきている。市場が広
がる中で、AT自体がコアな層が楽しむ旅行という位置付けから、より幅広い層が楽しむ旅行へと発展してきていること
が伺える。 

2006 2016 

（出典：ATTA – “Consumer Research Perspectives: Tomorrow’s Adventure Traveler” ATWS 2017） 

1st 

2nd 

3rd 

4th 

5th 

6th 

7th 

8th 

9th 

10th 

Climbing / 山登り・クライミング（ハード） 

Rafting / ラフティング 

Trekking / トレッキング 

Kayaking / カヤック 

Canoeing / カヌー  

Hiking/ ハイキング 

Backpacking / バックパッキング 

Scuba diving / スキューバダイビング 

Camping / キャンピング 

Safaris / サファリ 

Hiking/ ハイキング 

Backpacking / バックパッキング 

Trekking / トレッキング 

Kayaking / カヤック 

Rafting / ラフティング 

Climbing / 山登り・クライミング（ハード） 

Mountain Biking / マウンテンバイク 

Scuba diving / スキューバダイビング 

Camping / キャンピング 

Caving / ケイビング（洞窟探検） 

New 

New 

※HikingはTrekkingより気軽で軽度なアクティビティで、BackpackingはTrekkingとCampingを併せた活動 
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斬新/独特 
The Novel and Unique 

その地域ならではの斬新で 
独特な経験 

変革 
Transformation 

自分自身への変化をもたらす 
経験 

挑戦 
Challenge 

新たなことへの挑戦となる 
経験 

健康 
Wellness 

心身ともに健康である経験 

影響 
Impact 

これからの自分自身に影響を 
及ぼす経験 

経験 
Experienc

e 

アドベンチャートラベルの３つの要素 アドベンチャートラベルを通じて得られる５つの経験価値 

自
然 

文
化 

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ 

■外国人旅行者が求める旅先での経験価値 
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【出所】ATTAプレゼン資料 

■アドベンチャートラベルにおけるアクティビティ例 

ソフト・アドベンチャー 
Soft adventure 

ハード・アドベンチャー 
Hard adventure 

専門的アドベンチャー 
Specialized 

 
• トレッキング 
• ハイキング 
• カヤック 
• カヌー 
• スキューバ・ダイビング 
• キャンピング 
• サファリ―・ツアー 
• ホースバック・ライディング 
• サイクリング 
• 野生動物ウォッチング 
• 文化体験 
• イベント 
• 食文化体験 
• セーリング 

等 

 
• マウンテン・クライミング 
• マウンテン・バイク 
• パラグライダー 
• スカイダイビング 
• ケービング（洞窟探検） 
• ヘリ・スキー 
• カイト・サーフィン 
• スキー 
• スノーボード 
• サンドボード 
• ラぺリング（懸垂下降） 
• ハンググライダー 
• ロッククライミング 
• サーフィン 

等 

 
• バードウォッチング 
• エデュケーショナル・トリップ 
• 文化イマージョン・トリップ 
• 探検隊 
• 調査隊 
• ボランツーリズム 
• ヨガ・リトリート 
• マインドフルネス・プログラム 
• リフレクション・リトリート 
 

等 
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ツアー全体コンセプト確認と
その中での本ツアー位置づ
けを説明 

展開部パートでの期待感・
ワクワク感醸成 
地域ならではの文化・背景
の折込 

全体のストーリーを意識した
複数のハイライトの設定 
適度なトイレを含む休憩 

ハイライトの余韻を拡大させ
るクライマックス設定 

顧客へのここだけ・あなただ
け・今だけ感を醸成 

終了時点の満足度を維
持・向上させるアフターフォ
ロー、参加顧客が関係をよ
り深められるような楽しみ方
の案内 

プロローグ：序章 展開部 ピーク部 エピローグ：終章 

ツアーへの反映 

感情曲線 

【参考】アドベンチャー・ツーリズムにおける旅行商品のストーリーづくり 

AT旅行 
ガイド 

今後訪日外国人旅行者を取り込むためには、日帰りの着地型商品ではなく、自然・
文化・アクティビティを組み合わせて、地域ストーリーを伝えていく複数日の旅行商品
の提案が必要となる！ 
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 AT顧客が重視する価値観を正しく理解し、適

切なコンテンツ提供／運営管理を行えるように、

ATTA保有プログラムをベースに、日本市場および

特定エリア向けにカスタマイズした研修・教育プロ

グラムを整備し、提供します。またAT協議会として

研修修了者に対して認証発行をATTAと連携し

ながら行うことで、ATTAメンバーの海外エージェント

と地域とのネットワーク構築を支援します。 

AT観光地化に向けた 

エリア診断・取組支援 

 ATの観点でのエリアとしての潜在力・可能性の

診断を行うと同時に、その結果に応じたエリアとし

てのAT観光地化に向けた戦略構築や、魅力度

向上、環境・体制整備等の計画策定・実行支

援を行います。地域経済貢献・環境への配慮を

重視するATTAのビジョンに沿いながら、必要に応

じてATTA本部にも協力を依頼しながら進めてきま

す。 

2 

■日本アドベンチャーツーリズム協議会の主な活動 

観光事業者向け 

研修・認証プログラム整備 

3 
ATセミナーの実施 

 地域の行政機関・自治体・観光プレイヤー

等に対し、AT市場の顧客や特徴、AT観光

地化に向けた取組によって得られるメリット等

をセミナーを通じて説明します。本セミナーを通

じて地域一体となったAT取組への機運を醸

成することで、関係者同士のスムーズな連携

を目指します。 

 

 

1 

AT関連の調査・研究と発信 

本協議会のWebサイト等を通じて、AT市場

のトレンド、海外の先進ATデスティネーション

事例研究とあわせ、日本国内におけるAT取

組事例を発信します。また海外AT関連イベン

ト等の情報を発信していきます。 

6 AT関連イベント 

国内開催支援 

ATTAが保有・主催するAT関連イベントの開

催を希望する行政機関・自治体・地域観光

プレイヤー等に対し、イベント情報の提供、開

催に向けた実施事項の整理・実行支援など

を行います。 

4 
海外顧客向けプロモーション支援 

 ATTAが海外で実施するイベントや、ATTA

が保有するWebサイトでのプロモーション実行

のための全般的な支援を行います。海外AT

顧客やオペレーター、メディアに対して地域の

魅力を伝えることができるソリューションメニュー

の情報提供、実施事項の整理・実行支援な

どを行います。 

 

5 
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■アドベンチャーツーリズム市場におけるATTAの重要性 

• AT旅行は長期滞在型×高消費単価型であるために、AT旅行客側もFITなどではなく、高い要求水準に答えられるプロのツ
アーオペレーターに依頼をする旅行形態であるため、ディスティネーション側はBtoBでのプロモーションおよび商流構築が重要と
なる。ATTAはAT市場における唯一かつ最大のマーケットプレイス機能を果たしており、必要不可欠な存在である。 

発地サイド 

（欧米市場） 

受地サイド 

（日本市場） 

AT顧客 

AT旅行アウトバウンド 

ツアーオペレーター 

ATコーディネーター 

（DMO＋民間） 

ATガイド 

AT市場における唯一で最大の 

マーケットプレイス機能 
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■ATデスティネーション化に向けた課題 

• ATディスティネーション化、すなわちATを基軸とした観光地づくりを行っていくにあたっての実施事項をAT協議会では４

つのプロセスに分解している。そのそれぞれのプロセスで地域が抱える課題は異なっており、下記の通り整理している。 

多くの関係者・地域のメンバーが関わる必要がある中で、す
べての利害関係者が高いモチベーションを維持し、中長期
で業種・エリアを越えたビジョンに基づいて、一丸となって取り
組むことが難しい 

AT顧客・自エリア・競合エリアを俯瞰して、中長期的にどの
ようなポジションを作り上げるのか、そのために何に注力をし
て、どのようなKGI・KPIをトラッキングする必要があるかなど、
具体的な取組に向けた戦略の策定ができていない 

中長期戦略構築後に、自エリアのマーケティング戦略に沿っ
て、ターゲットとするAT顧客に対してどのような品質レベルの
コンテンツやツアーを提供していけば良いのか、またそのため
に何をどのように強化していくべきか不明確である 

取組開始後に、どの程度の準備段階で、どのようなチャネル
や方法で自エリアをPRすべきか、またプロモーションを実行後
にどのようなアクションを取ることで効果を最大化できるか不
明確である 

世界に向けた発信 
優良顧客との 
ネットワーク構築 

ATエリア構築に向けた 

グローバル 
サービス品質確立 

エリア全体の価値・ 
ストーリー・ 

ポジションニング 
の明確化 

地域の関係機関巻き込
みとAT市場への可能性

確認・動機づけ 

A 

B 

C 

D 

プロセス 地域が抱える課題 
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■ATデスティネーション実現に向けた取組のプロセス 

• ATディスティネーション化に向けた各プロセスごとに、地域が抱えがちな課題に対応するソリューションサービスをAT協議会では用意し
ている。AT協議会が用意している［1］～ ［5］までのソリューションサービスを通じて、地域のATディスティネーション化に向けた取
組を支援していくことで、日本全体のAT取組を拡大・深化させていくことに取り組んでいます。 

ATセミナーの実施 

AT観光地化に向けた 
エリア診断・取組支援 

観光事業者向け研修・ 
認証プログラム整備 

1 

2 

3 

AT関連イベント 
国内開催支援 

海外顧客向け 
プロモーション支援 

4 

5 

世界に向けた発信 
優良顧客との 
ネットワーク構築 

ATエリア構築に向けた 

グローバル 
サービス品質確立 

エリア全体の価値 
・ストーリー 

・ポジションニング 
の明確化 

地域の関係機関巻き込みと
AT市場への可能性 

確認・動機づけ 

A 

B 

C 

D 

多くの関係者・地域のメンバーが関わる必要がある中で、す
べての利害関係者が高いモチベーションを維持し、中長期
で業種・エリアを越えたビジョンに基づいて、一丸となって取り
組むことが難しい 

AT顧客・自エリア・競合エリアを俯瞰して、中長期的にどの
ようなポジションを作り上げるのか、そのために何に注力をし
て、どのようなKGI・KPIをトラッキングする必要があるかなど、
具体的な取組に向けた戦略の策定ができていない 

中長期戦略構築後に、自エリアのマーケティング戦略に沿っ
て、ターゲットとするAT顧客に対してどのような品質レベルの
コンテンツやツアーを提供していけば良いのか、またそのため
に何をどのように強化していくべきか不明確である 

取組開始後に、どの程度の準備段階で、どのようなチャネル
や方法で自エリアをPRすべきか、またプロモーションを実行後
にどのようなアクションを取ることで効果を最大化できるか不
明確である 

地域が抱える課題 協議会が提供するサービス プロセス 


