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を支払うことで和解が成立。２月東京都三宅村が、噴火に伴う全島避
難指示を解除。京都議定書が発効。３月愛知万博が開幕。４月個人
情報保護法全面施行。ペイオフ全面解禁。４月JR宝塚線の尼崎〜塚
口間で上り快速電車が脱線、JR宝塚線脱線事故。６月環境省が奨励
するクールビズスタート。旧経営陣による巨額の粉飾決算を理由に、
東京・大阪証券取引所がカネボウ株を上場廃止。７月衆院で郵政民営
化法案可決。８月参院で郵政民営化法案否決。小泉首相が衆議院を解
散。９月第44回総選挙。郵政民営
化が争点となり、自民党が296議
席を獲得し圧勝10月道路関係４
公団が分割・民営化され、高速道
路会社６社が発足。11月姉歯建
築設計事務所がマンションやホテ
ルの耐震強度に関する構造計算書
を偽造していたと国交省が発表。

●平成18年（2006年）
　１月東京三菱銀行とUFJ銀行が合併、世界最大の銀行に。証券取引
法違反容疑で東京地検特捜部がライブドアに強制捜査。ライブドアの
堀江貴文社長ら証券取引法違反で逮捕。４月耐震強度偽装事件で、姉

歯秀次元建築士と木村建設社長、イー
ホームズ社長ら７人を逮捕。５月イ
ラク正式政府発足。全国の社会保険事
務所で計４万2702人分の国民年金保
険料の無断免除・猶予が発覚。６月東
京都内の公共住宅で、シンドラー社製
エレベーターの扉が開いたまま上昇、
高校２年生が死亡。７月北朝鮮が「テ
ポドン２」を含むミサイル７発を発
射。日本銀行が５年４か月ぶりにゼロ

金利政策を解除。９月秋篠宮妃が親王を出産。悠仁と命名。最高裁
はオウム真理教元代表・松本智津夫（麻原彰晃）の特別抗告を棄却、
死刑が確定。牛丼チェーンの吉野家が、牛丼販売を１日限定で再開。
10月北朝鮮が「核実験を行う」との声明を発表し、地下核実験実施。
携帯電話の「番号持ち運び制」がスタート。12月北朝鮮核問題をめ
ぐる６者協議が北京で開催。死刑判決を受けていたフセイン・イラク
元大統領の刑が執行

●平成19年（2007年）
　１月防衛省が発足。３月夕張
市、財政再建団体に正式移行。３
月大丸・松坂屋が経営統合を発
表。ライブドアの粉飾決算事件
で、堀江貴文に実刑判決。４月
温家宝中国首相来日安倍首相と会
談、「戦略的互恵関係」の具体化
促進で合意。長崎市の伊藤一長市
長が狙撃され、翌日死亡。５月トヨタ、平成19年３月期の決算発表
日本企業初の営業利益２兆円突破。憲法改正の手続きを定める国民
投票法成立。６月英会話学校大手のNOVAに業務停止命令。７月新
潟中越沖でM6.8の地震。柏崎市・長岡市などで震度６強。柏崎刈羽
原発で放射能漏れと火災発生。８月三越と伊勢丹が経営統合を発表。
10月郵政民営化スタート。12月「ねんきん特別便」発送開始。
※関連WEBサイトから主に経済関係を中心に著者改編

　前回では、平成10年から平成14年まで、バブル経済の崩壊が一巡
しようやく回復軌道に乗り始めた
時代だった。ところが2001年に
同時多発テロが勃発し、過去の東
西冷戦とは異なるアメリカとイス
ラム諸国の対立という新しい局面
が生まれた。翻弄される日本の軌
跡を追いかける。今回は平成15
年から19年まで。

●平成15年（2003年）
　１月天皇陛下が東大医学部付属病院で前立腺全摘出手術を受ける。
２月米スペースシャトル「コロンビア」が大気圏再突入時に空中分
解、乗員７人全員が死亡。３月米軍がイラクの首都バグダッドの拠点
を攻撃。地上戦に突入。４月日本郵政公社発足。米英軍がイラクの首
都バグダッドを制圧、フセイン体制崩壊。WHOが、2002年11月に中
国広東省から流行した新型肺炎を「重症急性呼吸器症候群（SARS）」
と命名。５月政府が、自己資本不足に陥ったりそなグループに公的資

金を注入することを決定。注入額
は１兆9600億円。個人情報保護
法が成立。８月住民基本台帳ネッ
トワーク本格稼働。12月地上デ
ジタル放送開始。ワシントン州の
牛について、米農務省が牛海綿状
脳症（BSE）感染を発表。米国産
牛肉の輸入停止。

●平成16年（2004年）
　１月山口県で鳥インフルエンザが発生、鶏３万羽以上を処分。２月
陸上自衛隊の派遣本隊第１陣がイラク南部サマワに到着。給水や学校
の補修などの支援活動を開始。BSEによる米国産牛肉の輸入禁止措
置で吉野家が牛丼の販売停止。３月スペインのマドリードで列車が爆
破される同時多発テロ発生。５月EU（欧州連合）に旧東欧諸国を含
む10カ国が新加盟。小泉首相が２度目の平壌訪問。金正日総書記と
会談。拉致被害者の家族計５人が帰国。８月沖縄・普天間飛行場に隣
接する沖縄国際大学に、米海兵隊の輸送ヘリコプターが墜落、炎上。
９月中国で江沢民・共産党中央軍事委員会主席が辞任。胡錦涛国家主
席が昇格し、党と政府、軍を把握。10月新潟県中越地震（M6.8）発
生。死者40人、負傷者4559人。川口町で震度７を記録、新幹線で初
めての脱線事故。11月日本銀行が新紙幣３種類を発行。拉致問題で
日朝実務者協議。12月インドネシア・スマトラ沖でM9.0の大地震発
生。津波による被害甚大（インド洋大津波）。

●平成17年（2005年）
　１月控訴審の東京高裁（青色発光ダイオード訴訟）で、日亜化学工
業が発明者・中村修二に発明対価約６億円を含む計約８億４千万円

日本郵政公社発足

米国産牛肉輸入禁止

平成とは何だったのか
シリーズ その４

宝塚線脱線事故

姉歯事件新聞報道

ライブドア事件
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１．訪日外国人観光客の増加要因
　訪日外国人が増加した要因としては①ビザの緩和②格安航空会社

（LCC）の参入③アジア諸国の経済成長④政府観光局や民間の各種プ
ロモーション展開の成果などが挙げられる。特にビザ緩和後の訪日観
光客の増加は顕著であり、政策による効果は大きい。ただし、外国人
観光客が増える状況は日本に限ったことではない。世界的な観光地
ではすでにオーバーツーリズム（観光地が耐えられる以上に観光客
が押し寄せる状態）が生じている。UNWTO（世界観光機関）の統計
資料によると、2008
年に９億３千万人だっ
た世界の国外旅行人口
は2017年に13億２千
３百万人へ増加してお
り、2030年には18億
人を超えると推計され
ている。アフリカ諸国
や東ヨーロッパ諸国、
アジア諸国など経済の
成長とともに人口が増
えている地域の増加が
顕著となっている。

２．訪日外国人観光客の目的
　外国人観光客の訪日目的の第１位は「日本食を楽しむ」ことであ
る。日本食はヘルシーという印象もあり、世界各国で日本食ブームが
広がっている。農林水産省の発表によると海外の日本食レストランは
平成27年から平成29年までの間に約３割増加しており、11万８千店
にまでなっている。本物の日本食を求めるニーズは、増々高まってい
る。一方、第２位、第３位はショッピング、自然・景勝地観光となっ
ている。訪日外国人観光客が訪れる地域は、交通の利便性もあり東
京・大阪・京都・北海道・沖縄等が中心で、同じ日本でも地域によっ
てかなり差がある。現在の訪日目的を考えると概ねこれらの地域で目
的は満たされているものと思われる。

３．インバウンド消費の広がりと変化
　訪日外国人による消費額は2017年度で４兆4161億円と過去最高に
なっている。これは鉄鋼や自動車部品の輸出額を上回る規模である。
ところが１人あたりの消費額で見ると2016年から2017年にかけて実
は減少している。物流網の発達により訪日しなくても日本製品の入手
ができるようになってきている。
　訪日外国人観光客の消費額を増やすには「モノを見る」、「モノを買
う」といった「モノ」を対象とした観光のみでは限界がある。すでに
中国の沿岸部や台湾、香港、韓国からの訪日客の多くが２度目、３度

目のリピーターでもある。観光庁の発表では平成29年は訪日外国人
の61.4%はリピーターだ。「コト」を対象とした観光の充実が必要で
ある。訪日外国人は諸外国を訪れる際と比べて、日本ではサービスを
消費していない。日本にあって諸外国に無いもの、諸外国では一般的
だが日本にないもの、活用できる資源はまだまだ多い。「コト」をう
まく捉えたサービスによって市場が広がる余地は大きい。

４．訪日外国人観光客消費の獲得に向けた
　　取り組み
　質の高いサービスを提供するためには顧客とのコミュニケーション
によってニーズを知らなければならない。国によって嗜好は異なる
上、人によっても嗜好には差がある。嗜好の多様化は日本だけの話で
はない。例えば、同じ国のイスラム教徒であっても人により食事など
で許容できる範囲は異なる。また、舞妓さんに触れるなど日本の文化
に対する理解が十分でないが故のマナー違反も多い。言語への対応力
は必須である。
　個人旅行客はスマートフォンで、口コミ情報を頼りに観光立寄り
箇所を探す人が多い。訪日外国人観光客のうち団体旅行客の比率は下
がっており、2016年は３割を下回っている。来訪する外国人が使用し
ているSNSに関心をもつ必要がある。どのようなSNSの利用が多い
かは、国ごとの事情によって異なる。SNSやブログで発信してもらえ
るように、発信のきっかけとなる体験を提供することも必要である。
　訪日外国人観光客数の政府目標は2020年4,000万人、2030年に
6,000万人である。現在日本国内の旅行者数に占める割合としては
16％程度であるが、少子高齢化によって日本人旅行者数はすでに減
少傾向にある。一人一回あたりの日本国内での旅行消費額は日本人旅
行者より訪日外国人旅行者の方が多く３倍近い。インバウンド需要の
取込みが観光産業の成長のカギになることは間違いない。

＜図表１＞国外旅行人口の伸び率
【出所】UNWTO Annual Report 2017

＜図表２＞訪日外国人の延べ宿泊数の多い都道府県（平成29年）
【出所】観光庁宿泊旅行統計調査（平成29年）

＜図表３＞訪日外国人観光客向け「コト」消費の事例
【出所】著者作成

＜図表４＞訪日外国人観光客の消費を獲得するのに必要な６つの視点
【出所】著者作成

デスクから
診断士の 急増する訪日外国人観光客対策

〜彼らの消費を取り込むために必要なこと〜

池田 寛太
池田ビジネスソリューションズ　代表
中小企業診断士・総合旅行業務取扱管理者
約15年間旅行会社にて法人営業に従事。その後、
専門学校にて社会人教育に携わる。2018年７月よ
り現職。

（連絡先）
〒563-0058　大阪府池田市栄本町3-3-1103
Email：kantadream2014@gmail.com
電話：090-8669-8799



2018.11  Vol.154

のご紹介

注目
企業

サンケイデザイン株式会社 様
【会　社　名】サンケイデザイン株式会社
【創　　　立】昭和46年10月
【資　本　金】1,000万円
【代　表　者】代表取締役社長　吉川　忠男
【本社所在地】〒603-8165　京都市北区紫野西御所田町14-２（北大路堀川西行バス停前
【工場所在地】〒602-0096　京都市上京区西若宮南半町175
【Ｔ　Ｅ　Ｌ】075-441-9125 ／【Ｆ　Ａ　Ｘ】075-441-9127
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】http://www.sankeidesign.co.jp

伝えたい人に、
伝えたいことを
伝える。

お客様の「伝える」をサポート。
印刷だけにとらわれない印刷会社。

　これがモットーのサンケイデザイン株式
会社。北区北大路堀川の閑静な場所に会社
はあります。以下は社長のメッセージです。
　人が人に何かを伝える。個人が個人に。
お店や企業や行政が大衆に。個人が大衆に
向けて発信することさえも容易な時代にな
りました。
　人がそうしたメディアを通して伝えよう
とするのは、例えば「買ってほしい」「知っ
てほしい」「私は悲しいのよ」といった思
考や情報や心です。
　文字や写真で伝えることもあれば音や映
像で伝えることもできます。灯りや香りで
伝えることだってできるかもしれません。
　生業であった印刷業から近年はデジタル
メディアやお線香も扱うようになった当社
ですが、扱うメディアや商品は違っても

「誰にどんな手法でどんな表現で伝えるの
か」すなわち「どうすれば伝わるのか」を
追究し続けてきた当社の知恵と工夫をお客
様にお買い求めいただいているのだと確信
しております。

　これからもお客さまのため、京都のため
に、知恵をだし、汗をかける企業であり続
けたいと思いますので どうぞご贔屓のほ
どよろしくお願いいたします。
 ※企業HPから著者編纂

　最近、「健康寿命」を延ばしましょうという言葉をよく耳にし
ます。大体のイメージはお分かりになるかと思いますが、正式に

「健康寿命」とは、「日常生活に制限なく、自立して過ごせる期間」
と定義されます。最近の統計では、平均寿命と健康寿命の間には、
男性で約９年、女性で約13年の差があります。近年、平均寿命は
延びるものの、健康寿命の延びがそれに追い付かず、不健康な期
間が拡大する傾向ですが、その差を短縮出来れば、個人の生活の
質の低下を防ぐとともに、社会保障負担の軽減も期待できます。
　それでは健康寿命を延ばすには、どうすればいいでしょうか。自
立度の低下や寝たきり、つまり要支援・要介護状態が、健康寿命
の最大の敵です。その要因は、脳血管障害・認知症・加齢・その
他病気といろいろありますが、第一位は、運動器の障害です。骨
や関節、筋肉など運動器の衰えが原因で、歩行や立ち座りなどの
日常生活に支障をきたしている状態（ロコモティブシンドローム）

です。男女とも40才を過ぎると、骨や筋肉は衰え始め、50才を
過ぎると一気に加速します。その為、若い間から、適度な「運動」
と、十分な「栄養」が不可欠です。筋肉を増やすためには、有酸
素運動が必要とされており、ウオーキングが最も身近で取り入れ
やすい方法でしょう。また、栄養バランスでは、メタボや、やせ
志向の低栄養状態が要注意で、５大栄養素（炭水化物・脂質・タ
ンパク質・ビタミン・ミネラル）をバランスよく摂取することが
大事です。それでは、身の心も健やかに、毎日の生活を楽しみ、
健康寿命を延ばしましょう。

平均寿命と健康寿命シリーズ“診療室から”

垣田　時雄（洛星高校第13期卒業）
かきた内科医院
京都大学医学部医学博士
〒600-8107　京都市下京区五条通り室町西入高橋第６ビル２階
TEL・FAX：075-351-1275

ホームページより

オリジナル商品の天経香 BusNavi 白川書院発行の月刊京都

社長吉川忠男氏
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勉強会の様子や講演活動の記録など掲載しています。
メールマガジンのお申し込みもこちらからどうぞ。

発行人：成岡秀夫

ＮＭＯホームページ

http://www.nmo.ne.jp
〒603-8377  京都市北区衣笠西御所ノ内町26番地
TEL：075-366-6611　FAX：075-366-6100　
E-mail：info@nmo.ne.jp
送付先の変更は、上記へＥメールまたはFAXでお知らせください。

成岡マネジメント 検 索

編集後記
今年は台風の当たり年だろうか。９月から10月にかけて週末は必ずと言ってい
いほど、台風が日本列島を襲った。特に９月初旬の21号の被害は近畿地方は大
きかった。コースの右側は時計回りと逆に強風が吹き荒れる。そのコースに京都
がどんぴしゃりはまって、大きな被害が出た。いまだに叡山電鉄の鞍馬行は普
通で、とうとう鞍馬の火祭が開催中止になった。前代未聞のできごとだ。（な）

【
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】

第１章：急成長には落とし穴がある
　　　　  脚光を浴びるも内実が伴わない／幸運なヒットが災

いを呼ぶ／攻めの投資でつまづく
第２章：ビジネスモデルが陳腐化したときの分かれ道
　　　　  世代交代できず老舗が力尽きる／起死回生を狙った

一手があだに／負の遺産が挽回の足かせに／危機対
応が後手に回る

第３章：リスク管理の甘さはいつでも命取りになる
　　　　  売れてもキャッシュが残らない／１社依存の恐ろしさ

／現場を統率し切れない／ある日突然謎の紳士が・・・
メッセージ：会社を潰した社長の独白

　月刊誌「日経トップリーダー」に毎月掲載されている「破綻の
真相」で取り上げられた23社のケーススタディーを編纂した。大
企業の経営破綻事例は新聞やメディアでよく取り上げられるが、
中小企業の破綻ニュースはメディアに取り上げられることはほと
んどない。しかし現実には、毎日どこかで中小企業の破綻は起
こっている。雑誌記事の連載で25年以上の歴史のあるのは珍し
いが、それくらい中小企業の破綻の理由や背景には、多くの教訓
が含まれているということだ。失敗事例から得る学びは大きいと
いうことだろう。かく言う筆者も破綻を経験した一人なのだが。

【
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第１章：「はんなり」だの「みやび」だのが京都ではない
第２章：なぜ京都の味は淡いのか
第３章：老舗の力は生まれ変わる力
第４章：抹茶と番茶
第５章：そうだ「京都」を見倣おう！

　京都人は排他的で底意地が悪く、何を考えているか分からない
と、よく言われる。腹の底では何を考えているのか分からないの
は誰も同じなのに、なぜか京都人だけがそう揶揄される。京都は
盆地に作られた閉鎖的な街だが、そこで起こった時間の淘汰と外
圧に耐えた独自の文化があるのだろう。京都の人々は確かな目利
きでそれを守り継いできた。その温かく厳しい目線が、いまなお
京都文化を育む力であり、よそ者に憧れと劣等感を抱かせるイケ
ズの根源だと著者は書いている。まさに、その通りかもしれない。
京都の人が、京都人を理解するのに格好の１冊。

著　者：石川　拓治
発　行：株式会社幻冬舎
発行日：2017年11月30日
定　価：820円＋税
ページ数：236ページ
版　型：新書版

京都・イケズの正体

今月の
推薦図書

編　者：日経トップリーダー
協　力：帝国データバンク・
　　　　東京商工リサーチ
発　行：日経BP社
発行日：2018年07月24日
定　価：1,600円＋税
ページ数：286ページ
版　型：46版

なぜ倒産 〜23社の破綻に学ぶ失敗の法則〜

第203回
日　時： 11月15日（木）19:00〜21:00…第３木曜日です
会　場： COCON烏丸４階セミナールーム
講　師：   池田寛太氏（池田ビジネスソリューションズ 代表／中

小企業診断士・元JTB法人営業担当）
テーマ：   旅行業の仕事あれこれ 

〜意外と知らない旅行業のビジネス〜
参加費：1000円（当日徴収）
※  講師からのメッセージ：旅行業、特に代理店の仕事について

経験談を交えながらご紹介していきます。近年の旅行業を取
り巻く環境の変化についてもお話致します。

11月度 勉強会のご案内
N M O 勉 強 会 京都例会

http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

2018年クリスマス会のお知らせ
久しぶりにクリスマス会を開催します。

多数のご参加をお待ちしています。

月日　2018年12月15日（土曜日）
時刻　18：30～20：30（時間内入退場自由）
場所　COCON烏丸４階シティラボセミナールーム
　　　http://www.citylabo-ino.com/
会費　2,000円（当日受付にてお支払いください）
形式　立食フリードリンク（ケータリング方式）
アクセス　市営地下鉄２番出口からCOCON烏丸地下入口へ

2016 年のクリスマス会

COCON烏丸

会場アクセス

※なお、当日は17：00～18：30同会場にてNMO勉強会京都例会を
開催します。別々の参加もできます。

日時　12月15日（土）17：00～18：30 
会場　COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム 
　　　http://www.citylabo-ino.com/ 

（市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」下車
すぐ 「地下鉄２番出口」より１階正面玄関へ

講師　未定　　テーマ　未定
会費　1,000円（当日徴収）


