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第１章  実証調査事業の概要 

 

１－１．調査の背景と目的 

現在、観光立国の実現に向けて、日本の各地域において、魅力的な国際競争力のある観光を

活かしたまちづくりの取組が行われている。その中核を担う観光を活かしたまちづくりを推進

する組織として、近年、これまでの観光協会にかわり、観光案内や自ら地域資源を活用した観

光プログラム・土産物等の開発・販売や、宿泊予約手配等の事業を展開することで自ら収益を

上げ、観光を活かしたまちづくりを進めることを目指した事業为体（持続可能な観光まちづく

り事業体）の立ち上げを目指す動きがみられる。 

このような事業为体は観光旅客のニーズに対応した創意工夫ある積極的な営業を行うことに

より、为とした財源を地方公共団体からの補助に頼らずに観光を活かしたまちづくりを進める

ことができることから、このような事業体が増加することによって、全国各地でより自立的か

つ持続的な観光を活かしたまちづくりの取組が増えていくことが期待される。 

このため、20 年度は、こうした地域の先進的な取組の支援に向けて、持続可能な観光まちづ

くり事業体の運営に関する問題点等の把握と解決策の検討を行ったところである。 

そこで、21 年度においては、全国の観光を活かしたまちづくりを進めようとしている地域の

中から 3 地域程度を選び、その地位に適応した事業体の体制づくりを支援することにより、持

続可能な観光を活かしたまちづくりにつながる体制づくりにおける課題や解決方法等を整理し、

各地域における観光を活かしたまちづくり事業体の体制づくりを支援することを本事業の目的

とした。 

 

１－２．調査内容 

（1） 調査項目 

本事業において、対象となる 3 地域（南房総観光圏、奥能登２市２町、雪国観光圏。詳細は

第２章に記載。）との協働で以下の４つの項目について検討した。 

 

①地域の産業の状況、観光資源、まちづくり・着地型商品づくりに携わる人材・組織の状況等

の調査 

以下の項目について、文献調査、ヒアリング調査、現地視察を実施することでその内容を

把握した。 

 

調査項目 具体的内容 調査手法 

１）地域の産業の状況 ・地域の産業分野別規模、成長性、そ

れらの中で観光分野が占める割合

など 

各種文献、既存調査結

果、データの収集、分析 

２）観光資源及びその活 ・観光拠点、観光プログラムのリスト 対象地域の行政、民間事
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用のあり方 及びその内容 

・各拠点・プログラムの顧客状況（想

定顧客種別・顧客数及び実際の顧客

種別・顧客数、顧客ニーズ及びその

充足状況、客単価） 

・各拠点・プログラムの競合地域の状

況 

・上記を踏まえた観光資源活用に関す

る課題 

業为体等へのヒアリン

グ、現地視察 

３）事業プロセス・運営

の仕組 

・観光資源を活用した事業の進め方、

運営方法に関する課題 

４）組織・人材の状況 ・事業プロセス・運営の仕組を支える

組織、人材の現状 

・組織（中核的推進機関）、人材の課

題（重点調査項目） 

 

②地域別対応プランの作成 

以下の項目について、対応プラン案を作成した上で、行政、民間事業为体を交えたワーキ

ンググループを設置し、対応プラン案の詳細化を行った。 

 

調査項目 具体的内容 調査手法 

１）地域のビジョン・ゴ

ールイメージの明確化 

・地域のビジョン、到達したい水準な

ど、目指すべき姿について 

・事務局による対応プラ

ン案の作成 

・行政、民間事業为体を

交えたワーキンググル

ープ設置による対応プ

ラン案の詳細化 

２）観光戦略立案・アク

ションプラン策定支援 

・地域の観光戦略におけるターゲット

顧客の明確化 

・地域資源の棚卸し 

・中核的事業の構築（核となる観光プ

ログラム等の構築） 

・事業プロセスの構築（着地型商品の

流通方法等） 

・運営の仕組の構築（地域内の拠点間

連携のあり方等） 

３）中核的推進機関のあ

り方の検討・組織形成 

・中核的推進機関の役割・機能 

・中核的推進機関の組織形態 

・中核的推進機関の構成員 

４）役割分担・スケジュ

ール 

・調査項目１）～３）の実施に向けた

役割分担（行政、民間事業者の役割
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分担） 

・調査項目１）～３）の実施に向けた

スケジュール 

 

③プランの実施、実施上の課題の抽出、プランの改善 

以下の項目について、中核的推進機関を組成し、求められる機能、組織形態、組織規模等

について整理した。整理した内容に対して専門家を交えたワークショップを行い、対応プラ

ンを改善した。 

 

調査項目 具体的内容 調査手法 

１）観光を活かしたまち

づくりの体制づくり、着

地型商品の販売体制づ

くり及び課題の抽出 

・「②地域別に対応プランの作成」で

作成した対応プランに応じて実際

に中核的推進機関を試行的に立上

げる 

・具体的に中核的推進機関に求められ

る機能、組織形態、組織規模等につ

いて検討する 

・試行結果を踏まえて課題を整理する 

対象地域の行政、地元事

業为体との協議の上で

実際に中核的推進機関

を組成 

２）対応プランの改善 ・調査項目１）で把握された課題を踏

まえてプランを改善する 

専門家を交えたワーク

ショップを実施。課題整

理、課題を踏まえた対応

プランの改善案に対す

る意見交換を行った。 

 

④各地域における上記事業を踏まえ、共通する課題・解決策等を整理し報告書を作成する 

以下の項目について、実施対象 3 地域、専門家へのヒアリングを実施することで課題及び

解決策を整理した。 

 

調査項目 具体的内容 調査手法 

１）対象 3 地域共通の課

題抽出 

・対象 3 地域共通の課題のリスト化 

・課題の要因分析 

事務局で課題抽出 

２）課題に対する解決策

の整理 

・解決策の立案 

・解決策の有効性の検証 

事務局で解決策案を立

案し、実施 3 地域、専門

家へのヒアリングによ

って有効性を検証し、解

決策を修正した。 
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（2） 調査スケジュール 

調査は、文献調査と並行して中核的推進組織のあり方の仮説構築のための先進事例調査を実

施した。 

それらの結果を踏まえて各地域で対応プランをヒアリング・現地視察・ワーキンググループ

を活用して作成した。 

対応プランに対して専門家の意見を反映するためのワークショップを開催し、ワークショッ

プ結果を踏まえて対応プランを改善した。 

また、対応プランをとりまとめた上で、調査対象 3 地域において共通的に見られる課題及び

対応方向性について整理した。 

 

図表 1 調査スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月上旬～

2月上旬

１．文献等調査
関連文献・情報のサーベイ
対象地域行政機関と連携した情報収
集・サーベイ

２．中核的推進機関の在り方仮説構築
先進事例地域に詳しい専門家へのヒ
アリングを実施し仮説を構築 〔ヒアリング・現地視察・

ワーキンググループ〕

３．対応プラン作成①
文献等調査、ヒアリング調査結果整理
対応プラン一次案の作成

４．ヒアリング・現地視察・ディスカッション
行政・関連事業者・専門家へのヒアリング
現地視察
対応プラン作成で踏まえるべき論点整理のため
の関係者を一同に介したワーキンググループ

５．対応プラン実施、改善①
観光を活かしたまちづくりの体制づくり、
着地型商品の販売体制づくり及び課
題の抽出

５．対応プラン実施、改善②
対応プランの改善

８．報告書作成

６．現地調査経過報告・ディスカッション
対応プラン実施状況・結果報告
結果を踏まえた対応プラン改善点に関する意見

2月中旬

2月下旬

3月中旬

３．対応プラン作成②
ワーキンググループの意見を踏まえた
対応プランの作成

〔ワークショップ〕

７．共通の示唆の抽出・整理
共通する課題・解決策等を整理

３月上旬

3月下旬
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第２章  実証調査事業調査の視点及び対象地域 

 

２－１．調査の視点 

（1）地域の発展段階に応じた中核的推進組織立上げ・運営に向けた検討 

中核的推進組織が自立的に運営できるようになるまでには、いくつかの段階を経なければな

らない。このため、中核的推進組織の立上げを検討する際には、地域が現在置かれている状況

（段階）を踏まえた上で、現状の地域が置かれた段階から最終的な自立的運営に至るまでに求

められる取り組みを明らかにし、効率的に進めていく必要がある。 

 

（２）中核的推進組織立上げ・運営に向けた発展段階 

中核的推進組織を立ち上げ、自立的に運営できるまでの過程には、大きく 5 つの段階がある

と考えられる。 

5段階は大きく「組織立ち上げ準備段階」と「組織運営段階」の 2つに分かれる。「組織立ち

上げ準備段階」の第一段階は、地域のゴールや中核的推進組織の必要性そのものを共有する段

階、第二段階は、共有化されたゴールや問題意識を具体化し、組織としての構想に仕上げる段

階、第三段階は、ビジネスモデルを確立する段階である。「組織運営段階」の第一段階は、実態

のある組織を立ち上げる段階である。この段階では、組織の稼働を開始することに为眼が置か

れており、収益は必ずしも確保されていない。第二段階は、組織が収益を上げ自立的な運営が

出来ている段階である。中核的推進組織を立ち上げる場合、最終的にはこの段階を目指すこと

になる。 

地域が中核的推進組織の立上げを検討する際には、自地域がどの段階にあるのかを明確化し、

次の段階にステップアップするための取り組みを進めていくことが求められる。 

 

（３）中核的推進組織のタイプ 

中核的推進組織は、地域の観光関連事業を推進する際の地域の関連組織・個人との関係性に

応じて 2つのタイプに分かれる。 

一つは、地域の関連組織・個人が効果的かつ効率的に観光事業を推進するために求められる

支援組織としての機能を中核的推進組織が一括で備えるタイプである。例えば、地域の関連組

織が観光事業を推進する際に求められる観光関連資源の発掘や企画開発支援、コンサルティン

グや外部への営業などの機能を中核的推進組織が持つことになる。このタイプは、「ピラミッド

型」と呼ぶことができる。 

もう一つは、地域の関連組織・個人が効果的かつ効率的に観光事業を推進するために求めら

れる支援組織としての機能を地域の関連組織・個人が分担して持ち合うことになる。このタイ

プは「ネットワーク型」と呼ぶことができる。 

 

（４）中核的推進組織立上げ・運営に向けた発展段階と組織タイプの組み合わせによる分類 

中核的推進組織の現状は、中核的推進組織の立上げ・運営に向けた発展段階と組織タイプを



 

 - 6 - 

組み合わせると、7つに分類可能である。 

 

図表 2 組織の発展段階と組織のタイプの組み合わせによる分類 

組織立ち上げ準備段階（本事業の対象領域）

組
織
の
タ
イ
プ

観光まちづくりに関して検討
を開始しているが、組織立っ
た取組には至っていない地
域

ピラミッド型

ネットワーク型

第１段階
（地域のゴール、中核的推進組
織の必要性を共有する段階）

第２段階
（中核的推進組織の役割・機能、
構造等の構想具体化、合意形
成に向けた提案等作成段階）

第３段階
（持続的な運営の仕組みを実現
するためのビジネスモデルを構

築する段階）

地域に実績等がある関連主
体が既に存在し、新たな組
織を作るのではなく組織間で
の機能補完を検討することが
課題となっている地域

強力なリーダーシップを発揮
する統括組織を求めてその
具体的な機能・役割を検討
することが課題となっている
地域

地域の関連主体によるプロ
ジェクトベースでの収益確保
のための仕組みを検討するこ
とが課題となっている地域

中核的推進組織を収益基盤
とし、地域の関連主体に収
益分配するための仕組みを
検討することが課題となって
いる地域

第４段階
（実際に組織を立
ち上げる段階）

第５段階
（組織が収益を上
げ、自律的に運
営できている段

階）

組織運営段階

組織を実際に立
ち上げ、稼働さ
せた段階。この
段階では収益は
まだ確保されて
いない。

収益が確保され、
自律的な運営が
なされている段
階。

 

 

（５）本調査における対象地域選定の視点 

本事業は、観光を活かしたまちづくりの推進体制づくり実証調査事業として、調査対象 3 地

域での取組の成果を踏まえて全国の中核的推進組織の立上げ・運営を検討している地域に参考

となる点を提供することにある。 

このため、本調査においては、「中核的推進組織の立上げ・運営に向けた発展段階」及び「中

核的推進組織のタイプ」の組み合わせにおいて、対象となる 3 地域の発展段階・タイプの組み

合わせを相互に異なるものとするようバランスに配慮した。 

また、発展段階においては、「組織立ち上げ準備段階」と「組織運営段階」のうち、全国の中

核的推進組織の立上げ・運営を検討している地域の現状を踏まえると多くの地域が「組織立上

げ準備段階」にある地域を対象とした。 

 

２－２．調査の対象地域 

（１）組織の発展段階別対象地域の選定 

「中核的推進組織の立上げ・運営に向けた発展段階」及び「中核的推進組織のタイプ」の組

み合わせにおいて、第１段階では南房総観光圏、第２段階では、奥能登 2 市 2 町（珠洲市、輪

島市、穴水町、能登町）（ピラミッド型タイプ）、第３段階では、雪国観光圏（ネットワーク型

タイプ）をその対象とした。 

3 つの段階は、厳格に切り分けることは困難であり、それぞれ重なり合う点が生ずるが、各

地域の該当する段階に見られる典型的な課題及びその対応方向性を重点的に検討した。 

 

図表 3 組織の発展段階別対象地域の選定 
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組
織
の
タ
イ
プ

南房総観光圏

ピラミッド型

ネットワーク型

第１段階
（地域のゴール、中核的推進組
織の必要性を共有する段階）

第２段階
（中核的推進組織の役割・機能、
構造等の構想具体化、合意形
成に向けた提案等作成段階）

第３段階
（持続的な運営の仕組みを実現
するためのビジネスモデルを構

築する段階）

－

奥能登2市2町

雪国観光圏

－

組織立ち上げ準備段階

 

 

（２）組織の発展段階別対象地域の特徴と調査におけるポイント 

本調査では、中核的推進組織の発展段階における各段階に該当する地域の置かれた現状・到

達段階を踏まえた上で、次の段階へと進展するために必要なポイントを重点的に検討した。 

 

発展段階 対象地域 対象地域の特徴 調査のポイント 

第１段階 
南房総 

観光圏 

・関連为体が連携して観光事業に取

組まなければならないという「連

携の意義・ゴール」が共有化され

ていない。 

・中核的推進組織の必要性が認識さ

れておらず、そのイメージもでき

ていない。 

・関連为体の連携の意義や連携に

よって目指すゴールを共有化

すること。 

 

・中核的推進組織の必要性やメリ

ットについてイメージアップ

すること。 

第２段階 
奥能登 2 市

2 町 

・中核的推進組織に求める役割・機

能が明確化されていない。 

 

・中核的推進組織立ち上げに向けて

必要な要素が明らかにされておら

ず、またそれぞれの要素が出揃っ

ていない。 

 

・中核的推進組織の役割・機能を関

連为体の誰が担うのか、また担い

手がいない場合どのように役割・

機能を補完するのかが明らかでな

い。 

・地域の実情を踏まえた上で中核

的推進組織に求める役割・機能

を明確化すること。 

・中核的推進組織の立ち上げに向

けて組織として備えなければ

ならない要素の明確化とその

要素拡充の方策を明らかにす

ること。 

・中核的推進組織の役割・機能の

担い手を明らかにすること。 
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第３段階 雪国観光圏 

・中核的推進組織の自立的運営を可

能とする儲けの仕組み（ビジネス

モデル）が未確立。 

・中核的推進組織設置に向けた市町

横断の合意形成ができていない。 

・ビジネスモデルを確立するこ

と。 

 

・中核的推進組織設置に向けた市

町横断的な合意形成を行うこ

と。 
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第３章  中核的推進組織の機能・役割の全体像 

 

３－１．南房総観光圏 

（1）南房総観光圏における中核的推進組織形成に向けた検討の背景 

南房総観光圏では、地域観光圏整備推進協議会の中に 6 つの部会を設置して観光まちづくり

の推進体制づくりを進めていた。 

具体的には下図にあるような体制づくりが検討されていた。 

 

図表 4 南房総地域観光圏整備計画における中核的推進組織のイメージ 

 

 

しかし、協議会に部会を設けて具体的な検討を進めることが計画されながらも、これまでは

あまり前進しなかった。その要因として、以下が挙げられる。 

 連携するメリットや目標を関係者間で共有しないままで、幅広い活動を計画していた。 

 連携しないとできないことなのか、各市町でできることなのかの仕分けがあいまいであ
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った。 

 協議会において強いリーダーシップを発揮する組織や人がいなかった。 

 

（２）南房総観光圏における中核的推進組織の機能・役割 

①南房総観光圏における中核的推進組織立上げに向けた考え方 

（１）で述べた現状を踏まえて、連携するメリットの大きいプロジェクトにテーマを絞った

うえで、部会を早期にスタートさせ、まずは具体的な成功体験を積むようにすることとした。

具体的な成功体験を積むことで、中核的推進組織の意義やメリットを共有し、地域全体で中核

的推進組織立上げに向けた取組推進のための合意形成を図ることとしている。 

 

②南房総観光圏における中核的推進組織の機能・役割 

南房総観光圏では、中核的推進組織の特色・基本的考え方及び求められる機能を検討した。 

 

中核的推進組織の特色・基本的な考え方 

 既存の観光圏協議会は総会的な位置づけとして存続させつつ、機動的に企画立案、実行、

検証、改善を行う（いわゆる PDCA サイクルをまわしていく）ため、部会を設置し運

営する。 

 当初から手広く手がけようとはせず、連携するメリットがある事業・機能に焦点を絞っ

た部会運営とする。成功体験を重ねて、将来的には事業・機能を拡充する。 

 

中核的推進組織に求められる機能 （部会の構成） 

 事業支援機能：地域内の関連为体の事業をサポートする機能。 

 インバウンド促進部会 （新しい顧客層の開拓に向けた、外国人観光客をター

ゲットにした取組の企画・実行等） 

 

 スタッフ機能：間接的に事業をサポートする機能。 

 マーケティング部会 （観光市場動向、顧客分析等） 

 共通インフラ展開部会 （交通インフラ充実策の立案・実行、IT インフラの共

同化等） 

 

図表 5 南房総観光圏における新しい推進体制と機能のイメージ 

南房総地域観光圏
整備促進協議会

 全体の進ちょく管理

 部会の設置、拡大・
縮小の決定

 予算・決算の決定

 首長の関与を引き出
す場

インバウド促進部会

マーケティング部会

共通インフラ展開部会

○部会の取組には共通性もあるので、互いに気づき
をフィードバックする。

○当面は連携するメリットの大きい３部会をテーマと
するが、軌道にのれば、それ以外にも拡大する。

※例えば、インバウド促進の過程で日本人客にも有効な取
組や資源を発見し、それを強化する部会を設置する。ま
た、具体的な取組を進めるなかで求める人材像が明確
になったので人材育成の部会を設置するなど。
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３－２．奥能登２市２町 

（1）奥能登２市２町における中核的推進組織形成に向けた検討の背景 

奥能登２市２町では、通過型観光からの脱却を図り、観光客数及び滞在時間を拡大するため

に滞在型観光を奥能登地域全体で推進することが地域の観光施策における課題となっていた。

これまでの取組として、2 市 2 町横断での滞在型観光推進を目的としたプロジェクトチームが

設置されるなど（2 市 2 町の観光素材の掘り起こし、2 市 2 町でお互いの観光素材を体感し共

有化するなど）、地域内での連携による取組は進められていた。 

一方で、2 市 2 町での連携による体験プラン開発や実践が試みられているが、お互いの市町

の観光素材を相互に理解し合う段階であり、コンテンツ化、メニュー化にはまだ十分至ってい

ないという点や、各市町に、地域での観光事業を为導する地域密着の推進組織（以下「地域代

理店」）が育ってきているが、素材発掘～営業までの機能をトータルで担えているのは現時点で、

2 市 2 町のうち珠洲市で活動する NPO 法人能登すずなりのみであり、他の代理店は今後人材

育成等を含めた機能拡充が求められているなどの課題が生じていた。 

このため、これらの課題踏まえて、既存の地域内での連携の取組をさらに進めるために、中

核的推進組織の役割・機能を設計することが求められていた。 

 

（２）奥能登２市２町における中核的推進組織の機能・役割 

①奥能登２市２町における中核的推進組織立上げに向けた考え方 

奥能登２市２町では、地域における観光事業の担い手である組織、個人が単独で十分な事業

展開を進めるための資源を持ち合わせていない状況である。このため、地域の関連組織が観光

事業を推進する際に求められる観光関連資源の発掘や企画開発支援、コンサルティングや外部

への営業などの機能を中核的推進組織が担うピラミッド型の組織作りが求められていた。 

 

②奥能登２市２町における中核的推進組織の機能・役割 

奥能登２市２町では、ピラミッド型の中核的推進組織の特色・基本的考え方及び求められる

機能を検討した。 

 

 中核的推進組織設立の目的 

 地域外関連为体に向けたワンストップ窓口として機能すると共に、地域内での

観光戦略立案・推進におけるリーダーシップを発揮する。 

 

 中核的推進組織に求められる機能 

 事業支援機能：地域内の関連为体の事業をサポート。 

・対外渉外機能（代理店、交通機関等に対する窓口、交渉など） 

・プロモーション機能（多様なチャネルを活用した情報発信） 

・コンサルティング機能（域内の地域支部、関連団体、民間組織へのコンサルテ
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ィング、人材育成） 

・コーディネート機能（域内の関係団体、民間組織の観光関連事業への巻き込み

など 

・サービスマネジメント機能（サービスデリバリーにおけるクオリティ管理やリ

スクマネジメント） 

・サービス受付・決済機能（個人観光客に対するサービスから決済までの一連の

プロセス管理） 

 スタッフ機能：間接的に事業をサポートする機能。 

・戦略企画機能（奥能登地域全体の観光ビジョン、戦略の策定） 

・マーケティング機能（観光市場動向、顧客分析等） 

・情報インフラ機能（ポータル、情報管理インフラ整備） 

 事業機能：自ら収益を得る機能。 

・受託事業機能（観光拠点の運営、受託調査等） 

・自为事業機能（物産・土産品の開発・販売等） 

 

 中核的推進組織の組織形態 

 3~5 年間は一般社団法人として設立。 

 5 年後を目途に基金を返還し民間为導の株式会社形態へと移行する。 

 

 中核的推進組織の想定規模 

 自治体４名、3 年目まで設置される地域代理店職員 4 名の計 8 名程度からスタ

ート 

 その後プロパー社員、出向者で構成する組織体へ移行 
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図表 6 奥能登２市２町における新しい推進体制と機能のイメージ 

サービス
デリバリー

地域外

主催代理店

個人観光客 主催代理店経由観光客

対価
観光
メニュー

集客

2次交通整
備要請
対価

地域

素材
提供

資源発掘
開発・企画
人材育成

③コンサル
ティング機能

④コーディ
ネート機能

⑤サービスマネ
ジメント機能

参画生産 ｸｵﾘﾃｨ管理
ﾘｽｸ管理

ﾒﾆｭｰに応
じた2次交
通整備

①対外渉
外機能

⑥サービス受
付・決済機能

対価

5％は手数料

PR

②プロモー
ション機能

観光メニュー 対価 連携

対価（売上
の90％）

対価

地元民間企業
（ｸﾞﾙｰﾋﾞｨ、江尻屋、
個々の事業者など）

NPO
（NPO法人能登すずなりなど）

生産組合
（奥能登感動体験推進

協議会など）

観光メニュー

⑦戦略企
画機能

⑧ﾏｰｹﾃｨ
ﾝｸﾞ機能

⑨情報ｲﾝ
ﾌﾗ機能

⑩自主事業 ⑪受託事業

中核的推進組織（事務局＋4支部）

交通機関

マスメディア
等情報提供

 

 

３－３．雪国観光圏 

（1）雪国観光圏における中核的推進組織形成に向けた検討の背景 

雪国観光圏では、他の観光圏と比較して、民間組織の存在感が強く、旅館業、NPO、地元ラ

ジオ局などが中核的な为体として“Snow-country.jp”というネットワーク組織を形成し、地域

の観光関連事業に参加し、効果的かつ効率的にその機能・役割を果たしている。また、「雪国観

光圏の取組を成功させる」という強い意志・具体的な行動力を持ったメンバーが数多く存在し

ている。 

一方で、“雪国”という商標を個々の観光関連の事業为体が担うことで相互に齟齬が生じるこ

とや、また広報などは共同で実施することによって効率性が高まるが、現時点では共同化でき

ていないなどの課題が生じていた。 

このため、これらの課題を踏まえて、既存の地域内での民間組織が为導する取組の効果性、

効率性をさらに高めるために、中核的推進組織の役割・機能を設計することが求められていた。 

 

（２）雪国観光圏における中核的推進組織の機能・役割 

①雪国観光圏における中核的推進組織立上げに向けた考え方 

雪国観光圏では、地域における民間団体を中心とした観光事業の担い手が、観光事業の中核

的な为体である。このため、それぞれの为体が、中核的推進組織が担うべき役割を分担するネ

ットワーク型の組織作りが求められていた。 
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②雪国観光圏における中核的推進組織の機能・役割 

雪国観光圏では、ネットワーク型の中核的推進組織の特色・基本的考え方及び求められる機

能を検討した。 

 

 中核的推進組織設立の目的 

 Snow-country.jp に求められる①コーディネート機能、②商標管理事業、③商品

販売・広報機能の機能的インフラの構築 

 

 中核的推進組織に求められる機能 

 コーディネート機能 

・観光圏内外の事業者の情報の縮約 

・事業者の紹介、斡旋 

 商標管理機能 

・特定の条件を満たした事業者に対して「雪国観光圏」ブランドを付与し、クオ

リティ管理を行う。 

・訪問客アンケートなどを実施して雪国ブランドのマネジメントを行う。 

・雪国観光圏参加事業者は商標使用権の対価として情報、利用料を提供する 

 商標管理機能 

・観光圏の情報、観光圏の事業者が組成した観光商品を観光圏ＨＰなどを通して

ＰＲ・販売する。 

・購入時の対価は手数料を差し引いて事業者に還元。 

・自治体などに対して人材育成、組織運営ノウハウなどの知見を提供することで

対価を得て、事業のポートフォリオバランスをとる。 

 

 中核的推進組織の想定規模 

 ふるさと雇用制度を活用して窓口業務の担当者 2 名で事務所を運営。 

 観光圏 7 市町村の担当者、もしくは雪国観光圏立ち上げメンバーが定期的に運

営方針や活動内容について協議する。 
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図表 7 雪国観光圏における新しい推進体制と機能のイメージ 

国

雪国観光圏 観光地域プラットフォーム（Snow-country.jp）
※自治体、観光圏内事業者、助成事業などを通じて運営人材を確保

雪国観光圏 観光地域プラットフォーム（Snow-country.jp）
※自治体、観光圏内事業者、助成事業などを通じて運営人材を確保

①コーディネート機能
・観光圏内外の事業者の情報の縮約
・事業者の紹介、斡旋
※既存事業、事業者間の協業によって生まれた新規
事業は各事業者が独自に実施・運営

自治体
観光協会

事業者
（宿泊施設、旅行会社、
商工会、農業、メディア

など）

ＮＰＯ
ボランティア団体

観光圏外の事業者

情報交換
新規事業創出

②商標管理事業
・特定の条件を満たした事業者に対して「雪国観光
圏」ブランドを付与し、クオリティ管理を行う。
・訪問客アンケートなどを実施して雪国ブランドのマ
ネジメントを行う。
・雪国観光圏参加事業者は商標使用権の対価として
情報、利用料を提供する。

自治体
観光協会

③商品販売・広報機能
・観光圏の情報、観光圏の事業者が組成した観光商
品を観光圏ＨＰなどを通してＰＲ・販売する。
・購入時の対価は手数料を差し引いて事業者に還元
・自治体などに対して人材育成、組織運営ノウハウ
などの知見を提供することで対価を得ることで事業の
ポートフォリオバランスをとる。

各種事業助成

各種受託事業
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第４章  中核的推進組織の立上げ・運営に向けた課題及び対応方向性 

 

４－１．中核的推進組織立上げに向けて必要な取組及び取組事例 

中核的推進組織の発展段階の第１段階から第３段階にそれぞれ位置づけられる南房総観光圏、

奥能登２市２町、雪国観光圏において実証事業を実施した結果を踏まえ、組織立上げにおいて

必要な取組をとりまとめた。また、それぞれの取組において具体的に取組むべき内容及び対象

３地域で取組まれた事例も同時に整理した。 

 

図表 8 中核的推進組織立上げに向けた取組及び具体的事例 

連携の意義・メリットの
共有

中核的推進組織の必要
性・組織像のイメージ

アップ

中核的推進組織に求め
る役割・機能の具体化

中核的推進組織の存立
要素の具体化・設計

ビジネスモデルの設計

取組において求められる具体的内容

• 関連主体で連携して観光事業に取り組ま
なければならないという意義や、取組むこ
とで得られるメリットを共有する。

対象地域における取組事例

事例１：ワークショップなど議論の場の創造
ワークショップなどを開催し関係主体同士同じ土台で議
論することで、連携の意義について相互に共通認識を深
める。

地域内での合意形成

事例３：観光事業の各段階における中核的推進
組織と関連主体との役割分担の明確化
「観光資源発掘」「開発・企画」「生産」「営業」「実施」とい
う各段階別に役割・機能分担を明確化し、中核的推進組
織に求める役割・機能を設計。

事例２：事業レベルでの連携の促進
関連主体が事業レベルで連携することで、中核的推進組
織の必要性についてイメージアップする

事例４：必要リソースの明確化既存リソースの棚
卸
中核的推進組織を存立させるために必要なリソースを明
らかにし、既存リソースを棚卸した上で、活用可能なリソー
スを整理する。不足しているリソースに関しては、外部調
達又は地域内での創造を検討する。

• 連携をコーディネートする中核的推進組織
の必要性や組織像について具体化し、共
有する。

• 中核的推進組織が地域において果たすべ
き役割・機能について詳細に具体化する。

• 中核的推進組織の存立要素である「組織」
「人材」「財務」「IT」についてそれぞれ具体
化する。

事例５：収益事業ポートフォリオの確立
収益を確保するための事業ラインナップを検討する。

事例６：観光圏内の各市町のキーパーソンを集め
た意見交換・合意形成の場の創造

• 中核的推進組織の自立的運営を可能とす
る儲けの仕組み（ビジネスモデル）を明ら
かにする。

• 中核的推進組織設置に向けた市町横断的
な合意形成を行う

組織立ち上げにおいて必要な取組

第１段階
南房総

第２段階
奥能登

第３段階
雪国

 

 

４－２．取組事例 

 

（１）取組事例１：ワークショップなど議論の場の創造 

南房総観光圏では、報告の場という性格が強い従来型の会議ではなく、ワークショップなど

を開催し、関係为体同士同じ土台で議論することで、連携の意義や目標、目標達成のための戦

略（道筋）について相互に共通認識を深めた。 

このことにより、関係为体の为体性の高まりが見られた。 
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図表 9 南房総観光圏で取組まれたワークショップを活用した議論の場の創造 

従来型の会議の陥りやすい事象 今後重要となる議論の場のあり方

会議が各市町村から報告を受け取る場と
なっており、企画立案する場とはなっていな
い。（事務局と構成員との一方通行的な会
話が多い。）

会議の構成員が考えている目標のベクトル
があいまい、あるいは一体性のないまま協
議している。

協議はしても、調整や意思決定に多大な時
間を要している。

連携する意義や具体的なプロジェクトを企
画立案する場となっている。
（ワークショップなどを通じて構成員が双方
向に議論している。）

会議の構成員が考えている目標を共有し
共通認識をもったうえで協議している。

会議は、機動的に意思決定し、実行したこ
とを検証・改善策を立案する場となっている。

構成員（各市町）の考えている目標の
ベクトルが合っていない

構成員（各市町）の考えている目標の
ベクトルが合い、連携する意義を

共通理解している  

 

（２）取組事例２：事業レベルでの連携の促進 

南房総観光圏では、中核的推進組織を立ち上げることを前提として検討するのではなく、関

連为体が連携する意義・メリットを感じられる、事業レベルでの連携から始めることで、中核

的推進組織の必要性についてもイメージアップすることとした。 

このことにより、組織ありきの議論により、地域の実態に合わない組織設計に陥るという事

態を回避し、地域に合った中核的推進組織の立上げに向けた議論を深めている。 

 

図表 10 南房総観光圏で検討された広域的な連携が有効

な事業の例と個別市町村で対応する事業の例 

連携により効率性が
大きく高まるもの

連携なしでは推進できないもの

個別市町村で工夫したほうが
効果が高く、効率もよいもの

広域的に
複数市町村
で連携する
事業

各市町村で
対応する
事業

 広域的な交通インフラの整備・アクセス改善（例：共同でのバス運行）

 ITインフラの共同開発・共同利用（例：予約・決済システム）

 顧客分析（例：圏域の魅力や課題についての調査） など

 インバウド対応

 大口顧客の開拓（営業）、受け入れ

 広域的な圏域でのブランドの訴求・PR活動、そのブランド実現に向け
た求める人材の育成 など

 地域の観光資源の発掘、磨き上げ

 歴史・文化等を含めて地域のよさを語れる人材の育成

 規模の大きくない顧客の開拓（営業）、受け入れ など
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（３）取組事例３：観光事業の各段階における中核的推進組織と関連主体との役割分担の明確化 

奥能登２市２町では、観光事業におけるプロセスを、「資源発掘」、「開発・企画」、「生産」、

「営業」、「実施」に分け、それぞれのプロセスにおいて中核的推進組織とその他の関連为体と

の間で求められる役割・機能分担関係を明確化した。このことにより、中核的推進組織に求め

られる役割・機能を具体的に明らかにすることができている。 

 

図表 11 奥能登２市２町において検討された中核的推進組織と他の組織の役割分担 

資源発掘 開発・企画 生産
（関連業者の巻き込み）

営業
（発地業者への営業）

実施

観光関連
団体

観光関連
団体

地域
代理店

地域
代理店

民間組織民間組織

大手
代理店

大手
代理店

交通機関交通機関

行政機関行政機関

観光素材の情報提供

観光素材の情報提供

参加要請・交渉

参加要請・交渉

参加の可否の検討
価格などの交渉

大手代理店への営業補佐

商品の評価
パンフレットへの掲載

所属団体への指導

ランドオペレーター補佐

観光サービスの提供

商品組成
顧客募集

顧客の輸送

中核的
推進組織

中核的
推進組織

観光素材・ｺﾝﾃﾝﾂ・メ
ニューの発掘

地元情報の集約

観光素材・コンテンツのメ
ニュー化（地域横断のもの）
（商品ｺﾝｾﾌﾟﾄ・戦略策定）

参加要請・交渉
パンフレット作成

大手代理店への営業
交通機関への交渉

情報発信
ランドオペレーター

観光素材・ｺﾝﾃﾝﾂ・メ
ニューの情報提供

参加の可否の検討
価格などの交渉

個別商品・
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
統括組織

個別商品・
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
統括組織

参加要請・交渉 大手代理店への営業補佐 ランドオペレーター補佐観光ｺﾝﾃﾝﾂの情報提供
観光素材のｺﾝﾃﾝﾂ化
（商品コンセプト・戦略策定）

観光素材・コンテンツのメ
ニュー化（地元市町のもの）
（商品ｺﾝｾﾌﾟﾄ・戦略策定）

 

 

奥能登２市２町ではまた、中核的推進組織について、地域内と地域外における役割を分けて

検討した。このことで、中核的推進組織が果たすべき役割を、内と外で区別して整理すること

ができるため、求められる役割がより明確化されている。また、戦略企画やマーケティング、

情報インフラ整備など、中核的推進組織単独で果たすべき役割・機能についても検討した。 
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図表 12 奥能登２市２町における新しい推進体制と機能のイメージ（図表 6再掲） 

サービス
デリバリー

地域外

主催代理店

個人観光客 主催代理店経由観光客

対価
観光
メニュー

集客

2次交通整
備要請
対価

地域

素材
提供

資源発掘
開発・企画
人材育成

③コンサル
ティング機能

④コーディ
ネート機能

⑤サービスマネ
ジメント機能

参画生産 ｸｵﾘﾃｨ管理
ﾘｽｸ管理

ﾒﾆｭｰに応
じた2次交
通整備

①対外渉
外機能

⑥サービス受
付・決済機能

対価

5％は手数料

PR

②プロモー
ション機能

観光メニュー 対価 連携

対価（売上
の90％）

対価

地元民間企業
（ｸﾞﾙｰﾋﾞｨ、江尻屋、
個々の事業者など）

NPO
（NPO法人能登すずなりなど）

生産組合
（奥能登感動体験推進

協議会など）

観光メニュー

⑦戦略企
画機能

⑧ﾏｰｹﾃｨ
ﾝｸﾞ機能

⑨情報ｲﾝ
ﾌﾗ機能

⑩自主事業 ⑪受託事業

中核的推進組織（事務局＋4支部）

交通機関

マスメディア
等情報提供

 

※それぞれの機能については、「3-3-(2)雪国観光圏における中核的推進組織の機能・役割」

を参照 
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（４）取組事例４：必要リソースの明確化と既存リソースの棚卸し 

奥能登２市２町では、中核的推進組織を存立させるために必要なリソースを明らかにし、既

存リソースを棚卸した上で、活用可能なリソースを整理した。このことにより、整備すべき要

素を明確化することができた。 

 

図表 13 奥能登２市２町で検討された中核的推進組織における必要リソースと整備のための取組

ポイント 

課題 取組のポイント

• 中核的推進組織において具体的に求め
られる組織構造（ストラクチャー・部門）は
何か

• 既存の関連主体はどのように参画するの
か

• 中核的推進組織の組織構造、それぞれの部門の役割・機能
の明確化

• 既存の関連主体の強み・弱みの明確化及び参画形態の検
討（既存関連主体の誰がどのような役割・機能を担うのか、
担い手がいない場合はどのように当該役割・機能を形成す
るのか）

• 中核的推進組織を担う人材をどのように
育成するのか、又は外部から確保するの
か

• 中核的推進組織に設置する各部門で求められる人材及び
そのスキルの明確化

• 中核的推進組織の設置・運営に向けた
財源はどのように調達するのか

• 中核的推進組織の資金調達先及びそのボリュームを明らか
にする

• 中核的推進組織の設置・運営においてど
のような情報インフラが求められるのか。
またどのように整備するのか

• 中核的推進組織において求められる情報インフラ設計を行
う

 

 

（５）ポイント５：収益事業ポートフォリオの確立 

雪国観光圏では、中核的推進組織運営の持続性を高めるために、収益事業のあり方を検討し

た。具体的には、収益の柱となる地域での自为事業と、自治体等からの受託事業の２つのパタ

ーンで事業を構成することで収益を確保することができると考え、それぞれのラインナップを

具体化した。 
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図表 14 雪国観光圏において検討された収益事業 

 

1.1.地域の魅力を高める観光まちづく地域の魅力を高める観光まちづく
りの推進りの推進

・賑わいをつくる仕掛け・仕組みづくり・賑わいをつくる仕掛け・仕組みづくり

（スポーツ・コミッション事業、（スポーツ・コミッション事業、

フィルム・コミッション事業など）フィルム・コミッション事業など）

２２..着地型旅行商品の開発・販売着地型旅行商品の開発・販売
・魅力的な体験プログラムの開発・魅力的な体験プログラムの開発

・予約・受付・手配の一元的管理・予約・受付・手配の一元的管理

４４..地域の観光魅力の情報発信地域の観光魅力の情報発信
・観光パンフレットの作成・観光パンフレットの作成

・インターネットによる情報発信・インターネットによる情報発信

・商品開発・販売と併せて、旅行ニーズ・商品開発・販売と併せて、旅行ニーズ

を踏まえた観光まちづくりの発信を踏まえた観光まちづくりの発信

・景観の整備・景観の整備

３３..魅力的な物産・土産品の開発・魅力的な物産・土産品の開発・
販売販売

・地域ブランド産品の販路開拓・地域ブランド産品の販路開拓

・地産地消レストランの運営・地産地消レストランの運営

６６..賑わい振興を担う人材の育成賑わい振興を担う人材の育成
・広報人材の育成事業・広報人材の育成事業
・周辺教育機関との連携・周辺教育機関との連携

７７..観光施設の事業受託観光施設の事業受託
・観光案内所の運営・観光案内所の運営

・公共観光施設の運営（指定管理者）・公共観光施設の運営（指定管理者）

５５..地域入込客動向調査の実施地域入込客動向調査の実施
・入込客、満足度調査・入込客、満足度調査

・着地型旅行商品・地域ブランド産品の・着地型旅行商品・地域ブランド産品の

市場調査市場調査

雪国観光圏事務局

地域での自主事業

地域での受託事業

1.1.地域の魅力を高める観光まちづく地域の魅力を高める観光まちづく
りの推進りの推進

・賑わいをつくる仕掛け・仕組みづくり・賑わいをつくる仕掛け・仕組みづくり

（スポーツ・コミッション事業、（スポーツ・コミッション事業、

フィルム・コミッション事業など）フィルム・コミッション事業など）

1.1.地域の魅力を高める観光まちづく地域の魅力を高める観光まちづく
りの推進りの推進

・賑わいをつくる仕掛け・仕組みづくり・賑わいをつくる仕掛け・仕組みづくり

（スポーツ・コミッション事業、（スポーツ・コミッション事業、

フィルム・コミッション事業など）フィルム・コミッション事業など）

２２..着地型旅行商品の開発・販売着地型旅行商品の開発・販売
・魅力的な体験プログラムの開発・魅力的な体験プログラムの開発

・予約・受付・手配の一元的管理・予約・受付・手配の一元的管理

２２..着地型旅行商品の開発・販売着地型旅行商品の開発・販売
・魅力的な体験プログラムの開発・魅力的な体験プログラムの開発

・予約・受付・手配の一元的管理・予約・受付・手配の一元的管理

４４..地域の観光魅力の情報発信地域の観光魅力の情報発信
・観光パンフレットの作成・観光パンフレットの作成

・インターネットによる情報発信・インターネットによる情報発信

・商品開発・販売と併せて、旅行ニーズ・商品開発・販売と併せて、旅行ニーズ

を踏まえた観光まちづくりの発信を踏まえた観光まちづくりの発信

・景観の整備・景観の整備

４４..地域の観光魅力の情報発信地域の観光魅力の情報発信
・観光パンフレットの作成・観光パンフレットの作成

・インターネットによる情報発信・インターネットによる情報発信

・商品開発・販売と併せて、旅行ニーズ・商品開発・販売と併せて、旅行ニーズ

を踏まえた観光まちづくりの発信を踏まえた観光まちづくりの発信

・景観の整備・景観の整備

３３..魅力的な物産・土産品の開発・魅力的な物産・土産品の開発・
販売販売

・地域ブランド産品の販路開拓・地域ブランド産品の販路開拓

・地産地消レストランの運営・地産地消レストランの運営

３３..魅力的な物産・土産品の開発・魅力的な物産・土産品の開発・
販売販売

・地域ブランド産品の販路開拓・地域ブランド産品の販路開拓

・地産地消レストランの運営・地産地消レストランの運営

６６..賑わい振興を担う人材の育成賑わい振興を担う人材の育成
・広報人材の育成事業・広報人材の育成事業
・周辺教育機関との連携・周辺教育機関との連携

６６..賑わい振興を担う人材の育成賑わい振興を担う人材の育成
・広報人材の育成事業・広報人材の育成事業
・周辺教育機関との連携・周辺教育機関との連携

７７..観光施設の事業受託観光施設の事業受託
・観光案内所の運営・観光案内所の運営

・公共観光施設の運営（指定管理者）・公共観光施設の運営（指定管理者）

７７..観光施設の事業受託観光施設の事業受託
・観光案内所の運営・観光案内所の運営

・公共観光施設の運営（指定管理者）・公共観光施設の運営（指定管理者）

５５..地域入込客動向調査の実施地域入込客動向調査の実施
・入込客、満足度調査・入込客、満足度調査

・着地型旅行商品・地域ブランド産品の・着地型旅行商品・地域ブランド産品の

市場調査市場調査

５５..地域入込客動向調査の実施地域入込客動向調査の実施
・入込客、満足度調査・入込客、満足度調査

・着地型旅行商品・地域ブランド産品の・着地型旅行商品・地域ブランド産品の

市場調査市場調査

雪国観光圏事務局

地域での自主事業

地域での受託事業

 

 

（６）ポイント６：観光圏内の各市町のキーパーソンを集めた意見交換・合意形成の場の創造 

雪国観光圏では、中核的推進組織を立ち上げる際に意思決定を行う为体を巻き込んだ意見交

換の場を設定することで、合意形成につなげている。具体的に、観光圏を構成する各市町のキ

ーパーソンを集めた意見交換会を設置し、合意形成を進めている。 
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第５章  南房総観光圏における対応プラン 

 

５－１．南房総観光圏における実施内容 

（１）現地視察・関連団体ヒアリング 

中核的推進組織のあり方について検討する前提情報を得るために、南房総観光圏における観

光振興に向けた組織間連携の課題についてヒアリングを実施した。 

 

①ヒアリング項目 

以下の項目についてヒアリングを実施した。 

 実施している観光関連事業内容 

 事業展開における組織運営、組織間連携上の課題 

 中核的推進組織の必要性 

 中核的推進組織設置に向けた課題 

 

②ヒアリング対象者（ヒアリング順） 

 岡田氏（渚のまちづくり会議事務局長） 

 清水氏（鴨川市農林業体験交流協会）、平川氏（鴨川市商工観光課） 

 木村氏（休暇村館山総支配人） 

 中島氏（地域力創造アドバイザー）、鈴木氏（株式会社とみうら取締役） 

 丹埜氏（サンセットブリーズ保田代表） 

 堀江氏（民宿政右ヱ門代表） 

 鈴木聡明准教授（城西国際大学） 

 

（２）ワークショップ 

南房総観光圏は、中核的推進組織の発展段階では、第１段階にあったため、関連为体の連携

の意義や連携によって目指すゴールを共有化することと、中核的推進組織の必要性やメリット

についてイメージアップするためにワークショップを開催した。 

ワークショップの開催概要を以下に示す。 

 

項目 具体的内容 

実施日時 第１回 2010 年 2 月 22 日（月） 

第２回 2010 年 3 月 24 日（水） 

検討内容 ・南房総観光圏の強み・課題の整理 

・南房総観光圏における連携のメリット、目標の検討 

・連携プロジェクト案の立案 

参加者 ■地域団体 
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・岡田光史（渚のまちづくり会議 船頭・事務局長） 

・清水宏（鴨川市農林業体験交流協会 事務局長） 

・鈴木賢二（株式会社とみうら 取締役業務部長） 

・丹埜倫（サンセットブリーズ保田 代表） 

・藤平康幸（鴨川市観光協会 事務局長） 

■市町村 

・熊井成和、小澤一典（館山市） 

・篠原茂幸、福原正和、水野哲、井野雅之（南房総市） 

・平川潔、森和之（鴨川市） 

・伊藤敏夫、飯田浩（鋸南町） 

 

■専門家 

・中島 淳（地域力創造アドバイザー、カルチャーアットフォ

ーシーズンズ代表取締役） 

 

５－２．中核的推進組織検討における前提 

 

現地視察・関連団体ヒアリング及びワークショップにおいて、中核的推進組織のあり方を検

討する前提となる、地域におけるこれまでの取組で蓄積された強みと、問題点を把握した。 

 

（１）地域におけるこれまでの取組（強み） 

南房総観光圏においては、「家族時間」のコンセプトのもと、枇杷倶楽部をはじめとして中間

支援機能を発揮する動きがあるなど、これまでの取組において蓄積してきた強みが見られた。 

具体的な強みについて以下に示す。 

 

 観光ビジョン・戦略における強み 

 従来はあまり協力できていなかった３市１町が、尐なくとも行政担当者レベル

では、「家族時間」という共通のコンセプトのもとに、連携する動きとなってい

る。 

 

 地域の観光産業における強み 

 東京からのアクセスや自然環境に恵まれ、魅力的な資源が育ちつつある。観光

客数は減尐トレンドではあるものの、大きく落ち込んでいるわけではない。 

 全国的に有名な資源があるわけではないが、花、苺、棚田、景勝地など魅力的

な資源は多く、なんでも揃っている。 

 寿司のまち館山の PR や枇杷倶楽部の取組などを通じて、観光客の誘致や品質

向上に向けて以前に増して熱心に取り組む事業者が尐しずつ現れている。 
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 対旅行会社・インフラにおける強み 

 JR と連携したデスティネーションキャンペーンなど、南房総あるいは房総とい

うブランドを打ち出した連携は一部に見られる。 

 

 対個人（観光客）における強み 

 枇杷倶楽部では旧富浦町の区域を越えた観光振興を展開し、自立的に（行政か

らの経費依存ではなく）事業を遂行できている。 

 枇杷倶楽部では、観光案内のワンストップ窓口、家族連れの個人観光客向けの

PR（家族時間のパンフレット作成等）、物販品の開発・販売、民宿等の地域資

源の発掘・質の向上等を実践している。 

 

（２）地域における中核的推進組織の役割・機能設計に向けた問題点（弱み、不足点等） 

南房総観光圏においては、観光圏の目標や事業内容は地域にあまり浸透しておらず、観光客

（潜在顧客を含む）にも南房総地域のよさや価値は伝わっていないという問題点が見られた。 

具体的な問題点について以下に示す。 

 

 観光ビジョン・戦略における問題点 

 行政、民間双方が現状への危機感をあまり持っておらず、現状維持を志向する

傾向にある。 

 これまでは積極的な営業なしに観光客が来る豊かな地域であった。 

 しかし、現状では観光客は減尐傾向にある。アクアラインの開通後は、

むしろ地域から東京や横浜に人が流出してしまった。 

 行政も民間もデータを踏まえて現状をきっちり把握できているわけで

はない。 

 

 観光圏整備計画は存在しているが、時間の制約上、各市町の計画を繋ぎ合わせ

たものになってしまっている。 

 観光圏として行政の区域を越えて取り組むべきことが十分には立案さ

れていない。各自治体で重複しているものもある。 

 数値目標は掲げているものの、思いがこもっているとは言い難い。 

 地域として、これを売り出す、という芯の通ったコンセプトを打ち出す

ことが出来ていない。「家族時間」というコンセプトはあるものの、家

族＝みんな、誰でも、という意味ともとれ、ターゲットや目標は明確に

なっていない。 

 民間事業者が競合ともなりうる近隣の事業者と手を組むには、新しい観

光客をとってくるようなモチベーションが上がる目標が必要である。 
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 行政にも民間にも、３市１町で取り組んだからこそできたと言えるよう

な、成功体験があまりない。 

 

 観光圏の目標や観光客に提供する価値があいまいであるため、競争相手が誰な

のか、行政にも民間にも共通認識がない。 

 例えば、「鴨川市のライバルは南房総市」というような意識であり、共

通の敵を見ていないため、連携協力が進みにくい。 

 

 地域の観光産業における問題点 

 地域住民や民間事業者に対して観光圏のコンセプトや事業のことが周知され

ておらず、巻き込みが不十分である。 

 そもそも、３市１町で観光振興を図っていくということについて、住民・民間

事業者の側にそれほど合意・納得感があるわけではない。住民のなかには、他

自治体と連携して事業を行うことへの嫌悪感を感じる人もいる。 

 宿泊につながる商品開発や営業、地元業者への支援などを行う３市１町が協力

した中間支援機能を担う組織はない。観光圏の協議会は最終的な意思決定機関

であり、中核的推進組織ではない。 

 枇杷倶楽部の取組は旧富浦町と南房総市の一部にとどまっており、３市１町に

広がるまでにはいたっていない。 

 各地域で新しい挑戦的な取組を行おうとする動きは一部にあるものの、観光振

興を担う伝統的な組織との連携・協力は不足している。 

 

 対旅行会社・インフラにおける問題点 

 旅行会社からは、観光圏として窓口を一本化しないとビジネス相手として不十

分であると言われており、今後の送客が減尐する恐れがある。 

 

 対個人（観光客）における問題点 

 南房総といえばコレ、こんなすてきな旅ができる、という提供価値はあいまい

なままであり、観光客に訴求できていない。 

 宿泊させることが出来るような体験メニューが不足している。 

 複数の有力な観光資源があるがゆえに投資が分散的なものとなっており、結果

的に目玉となるような資源が見えない、育たない。 

 観光客へのアンケート結果を見ても、「まあまあよかった」との回答が多く、満

足度は高いとは言えない。 

 

（３）地域における今後の組織間連携の方向性に関するディスカッション内容 

南房総観光圏における今後の観光事業推進の方向性については、連携することで効率化する
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ものや連携しないとできないことに取り組むこと、そのなかでもインバウド対応等をモデル事

業において実施するという方向性が打ち出された。 

具体的に打ち出された方向性について以下に示す。 

 

 目標、ビジョンについて 

 「家族時間」というコンセプトは大切にしながらも、観光客の属性等別に発信

するメッセージをもっと検討する必要がある。例えば、子ども連れはこんな楽

しみ方ができますよ、リタイアした夫婦ではこんな場所がおすすめですよ、な

ど。 

 ３市１町の目標やビジョンをトップダウン的に提示していく方法ではなく、仮

置きの目標を立てた後、個々のプロジェクトの成功体験を重ねるなかで、帰納

法的に検討してみてはどうか。 

 千人に１回来てもらえなくとも、百人に 10 回来てもらえれば同じ規模。首都圏

に近いことを活かしてリピーターを増やすことを考える。 

 

 財務について 

 名物料理がないなかで、利益率の高い高付加価値商品・サービスをつくること

ができるか、よく考える必要がある。 

 二次交通（バスやデマンドタクシーの活用等）は旅館や観光施設だけではなく、

JR にとってもメリットがある。行政負担だけではなく、受益者負担も検討する

べき。 

 

 連携して取り組む内容について 

 ３市１町、あるいはより広域で共通して取り組むものは、効率性の観点からそ

うするもの（共同化したほうがコスト削減等に寄与するもの）と、規模の観点

からそうするもの（広域でやらないとできないこと）に分けられる。 

 交通インフラづくりは前者、インバウンド対応は後者の例。いずれも、民間事

業者にとってはメリットがあるため、協力しようという気持ちになってもらえ

る可能性がある。 

 人材育成については、３市１町で共通して取り組むこと（観光客に魅力的に伝

える方法論など）と各市町で取り組むこと（その地域の資源の知識など）に分

けて考えたほうがよい。 

 まずはインバウンド対応をテーマに、３市１町で共通して取り組むべきことを

立案してはどうか。今の観光圏協議会に分科会（ワーキンググループ）をつく

るイメージ。 

 足らないインフラは後から足すという発想も大切ではないか。 
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５－３．中核的推進組織の必要性 

（１）中核的推進組織が必要となる背景、設置の意義 

南房総観光圏は、滞在型観光地としての発展を模索していきたいと考えているが、現在は十

分な体制が整備されていない。具体的に要因を掘り下げると、３市１町で共有できる目標がな

いこと、成功体験が不足していること、中核的推進組織が整備されていないことが挙げられる。 

このことから、中核的推進組織の立上げが必要という認識を持っている。 

 

図表 15 中核的推進組織が必要となる背景 

滞在型観光
（ ２泊３日以
上）になってい
ない。

南房総という
ブランドが弱
い。認識され
ていない。

滞在型となる
メニューやコー
スを観光客に
提案できてい
ない。

資源の魅力自体が弱い。
・全国的に見て突出したものではな
い。
・天候に左右されやすい。

顧客ターゲットが不明確。戦
略的に営業・PRできていない。
・訴える価値イメージがあいまい。
・PR＝パンフ、HPの発想。

交通インフラ（特に二次交通）
が弱い。
・車がないと移動できない。

３市１町で協力して滞在型を
受け入れるという意識が弱い。
・同じ食事のため長期滞在を歓迎し
ない。

組織的に推進する仕組みが
ない。
・観光圏は市町の事業の寄せ集め。
・協議会は企画実行機能はせず。

現状維持に対する危機感が
ない。
・現状把握・分析が不足。

３市１町で共有できる前向き
な目標がない。
・例えばインバウンド対応のような
新しい客をとっていく目標がない。

多数の主体のコーディネート
やランドオペレーションを担う
組織がない。

３市１町の共通の競合先が見
えていない。

資源を発掘し磨く人や組織が
不足。

３市１町で協力したからこそ
できた成功体験が不足。

 

 

（２）関連プレーヤーに対する中核的推進組織があることのメリット 

南房総観光圏は、中核的推進組織の立上げに向けた意識を共有するために、中核的推進組織

を立ち上げることによって地域の関連为体が得られるメリットについて整理した。 

具体的には、抽象的に“連携”を謳わず、真に連携が必要な事業と個別市町村対応でよいも

のに分けたうえで、前者について具体的な連携プロジェクト（事業）を実施していくことを確

認した。関連为体が連携する意義・メリットを感じられる、事業レベルでの連携から始めるこ

とで、中核的推進組織の必要性についてもイメージアップすることが出来た。 

具体的に検討されたメリットは以下に示す。 
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図表 16 南房総観光圏で検討された広域的な連携が有効な事業の例と

個別市町村で対応する事業の例（図表 10の再掲） 

連携により効率性が
大きく高まるもの

連携なしでは推進できないもの

個別市町村で工夫したほうが
効果が高く、効率もよいもの

広域的に
複数市町村
で連携する
事業

各市町村で
対応する
事業

 広域的な交通インフラの整備・アクセス改善（例：共同でのバス運行）

 ITインフラの共同開発・共同利用（例：予約・決済システム）

 顧客分析（例：圏域の魅力や課題についての調査） など

 インバウド対応

 大口顧客の開拓（営業）、受け入れ

 広域的な圏域でのブランドの訴求・PR活動、そのブランド実現に向け
た求める人材の育成 など

 地域の観光資源の発掘、磨き上げ

 歴史・文化等を含めて地域のよさを語れる人材の育成

 規模の大きくない顧客の開拓（営業）、受け入れ など

 

 

５－４．南房総観光圏における中核的推進組織の機能・役割 

（１）南房総観光圏における中核的推進組織立上げに向けた考え方（「3-1-(2)-①」の再掲） 

「５－２．中核的推進組織検討における前提」で述べた現状を踏まえて、連携するメリット

の大きいプロジェクトにテーマを絞ったうえで、部会を早期にスタートさせ、まずは具体的な

成功体験を積むようにすることとした。具体的な成功体験を積むことで、中核的推進組織の意

義やメリットを共有し、地域全体で中核的推進組織立上げに向けた取組推進のための合意形成

を図ることとしている。 

 

（２）南房総観光圏における中核的推進組織の機能・役割（「3-1-(2)-②」の再掲） 

南房総観光圏では、中核的推進組織の特色・基本的考え方及び求められる機能を検討した。 

 

中核的推進組織の特色・基本的な考え方 

 既存の観光圏協議会は総会的な位置づけとして存続させつつ、機動的に企画立案、実行、

検証、改善を行う（いわゆる PDCA サイクルをまわしていく）ため、部会を設置し運

営する。 

 当初から手広く手がけようとはせず、連携するメリットがある事業・機能に焦点を絞っ

た部会運営とする。成功体験を重ねて、将来的には事業・機能を拡充する。 

 

中核的推進組織に求められる機能 （部会の構成） 

 事業支援機能：地域内の関連为体の事業をサポートする機能。 

 インバウンド促進部会 （新しい顧客層の開拓に向けた、外国人観光客をター

ゲットにした取組の企画・実行等） 
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 スタッフ機能：間接的に事業をサポートする機能。 

 マーケティング部会 （観光市場動向、顧客分析等） 

 共通インフラ展開部会 （交通インフラ充実策の立案・実行、IT インフラの共

同化等） 

 

図表 17 南房総観光圏における新しい推進体制と機能のイメージ（図表 5の再掲） 

南房総地域観光圏
整備促進協議会

 全体の進ちょく管理

 部会の設置、拡大・
縮小の決定

 予算・決算の決定

 首長の関与を引き出
す場

インバウド促進部会

マーケティング部会

共通インフラ展開部会

○部会の取組には共通性もあるので、互いに気づき
をフィードバックする。

○当面は連携するメリットの大きい３部会をテーマと
するが、軌道にのれば、それ以外にも拡大する。

※例えば、インバウド促進の過程で日本人客にも有効な取
組や資源を発見し、それを強化する部会を設置する。ま
た、具体的な取組を進めるなかで求める人材像が明確
になったので人材育成の部会を設置するなど。

 

 

（３）南房総観光圏における中核的推進組織の観光事業プロセスからみた役割 

南房総観光圏では、インバウド対応をテーマに、観光圏整備促進協議会が資源発掘から営業

までの機能を発揮する具体的な成功体験を早期に作ることで、その後成果を検証・学習し、別

の事業へ発展させていくことが目指されている。 

 

図表 18 中核的推進組織の観光事業プロセスからみた役割 

資源発掘 開発・企画 生産
（関連業者の巻き込み）

営業
（発地業者への営業）

実施

・訪日外国人向けの観光メニューの開発
・外国人対応ができる人材の育成

・インバウド対応に取り組む
地域事業者、人材の

巻き込み
・他の観光地との連携

・外国人向け情報媒体
でのPR

・空港やJRとの連携

中核的
推進組織

中核的
推進組織
中核的
推進組織

中核的
推進組織

地域
事業者

地域
事業者

・受け入れ、
サービスの実施

・中核的推進組織の取組への参画

インバウド促進部会の取組

・訪日外国人向けの観光メニューの開発
・外国人対応ができる人材の育成

共 通 イ ン フ ラ 展 開 部 会 も 協 力マ ー ケ テ ィ ン グ 部 会 も 協 力

具体的な事業の実践から学習し、
少しずつ連携事業を増やしていく

 

 

５－５．中核的推進組織設立及び機能発揮に向けた課題と対応方向性 

 

（１）中核的推進組織立上げ及び機能発揮に向けた課題と取組のポイントの全体像 

南房総観光圏における今後の課題は、地域における関連为体が連携するメリット・目標を共
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有する「議論の場の創造」と、「具体的な事業ベースでの成功体験を積む」ことの２点が取り掛

かりとなるポイントである。 

 

図表 19 中核的推進組織設立及び機能発揮に向けた課題と取組のポイント 

課題

• 関係機関、事業者を巻き込んだうえで、
機動的に企画立案し実行できる組織と事
業を立ち上げること。

• プロジェクトベースでの連携ではともすれ
ば誰も責任をとらない体制となるため、
首長等のコミット（関与）が必要。

• 国からの支援が切れると連携事業や組
織も雲散霧消する危険性があるため、観
光以外の自前の収益源をつくること。

• 大きな予算を要するものであり、連携事
業に必要なITシステムを重点化すること。

現状・問題点

• 連携事業の企画立案と実施を機動的に行う組織が設
置されていない。

• 強いリーダーシップを発揮する組織や人がいない。

• 中長期的に連携事業を進め、また組織を設置、運営し
ていく上での財源確保の見通しが不十分。

• 現状では個別市町での取組となっており、共通のITイ
ンフラは整備できていない。

• 連携の意義、メリットを行政、民間がとも
に納得感のあるかたちで共有すること。

• 関連主体で連携して観光事業に取り組まなければなら
ないという意義や、取組むことで得られるメリットが十
分には共有されていない。

取組のポイント

③南房総という地域のなかで連携事業
の重要性について首長からの後押し
を引き出す。

④物販など、観光以外の自前の収益源と
中間支援機能とを組み合わせる。

⑤先行させるプロジェクト（たとえばインバウ
ド対応）に必要不可欠なITインフラを優先
させた整備を行う。

①ワークショップなど議論の場の創造
ワークショップなどを開催し関係主体同
士同じ土台で議論することで、連携の意
義について相互に共通認識を深める。

②新しい組織の設置を目指すのではなく、
当面は既存の協議会のもとに、具体的な
プロジェクトの連携を進める部会を設置
したうえで、事業ベースでの連携で成功
体験を積む。

 

 

（２）取組のポイント１：ワークショップなど議論の場の創造（「4-2-(1)」の再掲） 

南房総観光圏では、報告の場という性格が強い従来型の会議ではなく、ワークショップなど

を開催し、関係为体同士同じ土台で議論することで、連携の意義や目標、目標達成のための戦

略（道筋）について相互に共通認識を深めた。 

このことにより、関係为体の为体性の高まりが見られた。 
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図表 20 南房総観光圏で取組まれたワークショップを活用した議論の場の創造 

従来型の会議の陥りやすい事象 今後重要となる議論の場のあり方

会議が各市町村から報告を受け取る場と
なっており、企画立案する場とはなっていな
い。（事務局と構成員との一方通行的な会
話が多い。）

会議の構成員が考えている目標のベクトル
があいまい、あるいは一体性のないまま協
議している。

協議はしても、調整や意思決定に多大な時
間を要している。

連携する意義や具体的なプロジェクトを企
画立案する場となっている。
（ワークショップなどを通じて構成員が双方
向に議論している。）

会議の構成員が考えている目標を共有し
共通認識をもったうえで協議している。

会議は、機動的に意思決定し、実行したこ
とを検証・改善策を立案する場となっている。

構成員（各市町）の考えている目標の
ベクトルが合っていない

構成員（各市町）の考えている目標の
ベクトルが合い、連携する意義を

共通理解している  

 

（２）取組事例２：事業レベルでの連携の促進（「4-2-(2)」の再掲） 

南房総観光圏では、中核的推進組織を立ち上げることを前提として検討するのではなく、関

連为体が連携する意義・メリットを感じられる、事業レベルでの連携から始めることで、中核

的推進組織の必要性についてもイメージアップすることとした。 

このことにより、組織ありきの議論により、地域の実態に合わない組織設計に陥るという事

態を回避し、地域に合った中核的推進組織の立上げに向けた議論を深めている。 

 

図表 21 南房総観光圏で検討された広域的な連携が有効

な事業の例と個別市町村で対応する事業の例 

連携により効率性が
大きく高まるもの

連携なしでは推進できないもの

個別市町村で工夫したほうが
効果が高く、効率もよいもの

広域的に
複数市町村
で連携する
事業

各市町村で
対応する
事業

 広域的な交通インフラの整備・アクセス改善（例：共同でのバス運行）

 ITインフラの共同開発・共同利用（例：予約・決済システム）

 顧客分析（例：圏域の魅力や課題についての調査） など

 インバウド対応

 大口顧客の開拓（営業）、受け入れ

 広域的な圏域でのブランドの訴求・PR活動、そのブランド実現に向け
た求める人材の育成 など

 地域の観光資源の発掘、磨き上げ

 歴史・文化等を含めて地域のよさを語れる人材の育成

 規模の大きくない顧客の開拓（営業）、受け入れ など
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第６章  奥能登２市２町における対応プラン 

 

６－１．奥能登２市２町における実施内容 

（１）現地視察・関連団体ヒアリング 

中核的推進組織の機能・役割について検討する前提情報を得るために、奥能登２市２町にお

ける組織間連携の課題についてヒアリングを実施した。 

 

①ヒアリング項目 

以下の項目についてヒアリングを実施した。 

 実施している観光関連事業内容 

 事業展開における組織運営、組織間連携上の課題 

 中核的推進組織の必要性、機関の在り方 

 中核的推進組織設置に向けた課題 

 

②ヒアリング対象者（ヒアリング順） 

 中田氏（石川県地域振興課） 

 濱氏（ＮＰＯ法人 能登すずなり） 

 河原氏（株式会社 和倉 穴水店 江尻屋） 

 姥浦氏（能登スタイル） 

 

（２）ワーキンググループ 

奥能登２市２町は、中核的推進組織の必要性、全体像及び課題と対応方向性を具体化するた

めに、ワーキンググループを開催した。 

ワーキンググループの開催概要を以下に示す。 

 

項目 具体的内容 

実施日時 2010 年 2 月 22 日（月） 

検討内容 ・中核的推進組織の必要性、全体像 

・中核的推進組織組成に向けた課題及び対応方向性 

参加者 ■地域団体 

・吉岡氏（輪島市観光協会） 

・濱氏（NPO 法人 能登すずなり） 

・後藤氏（NPO 法人 能登すずなり） 

・河原氏（株式会社 和倉 穴水店 江尻屋） 

・松井氏（春欄の里 実行委員会） 

■市町村 
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・山下氏（珠洲市） 

・山口氏（穴水町） 

・鵜垣氏（能登町） 

・南山氏（能登町） 

・松氏（石川県庁） 

・中田氏（石川県庁） 

 

（３）ワークショップ 

奥能登２市２町は、中核的推進組織の発展段階では、第２段階にあったため、中核的推進組

織の機能・役割や立上げに向けた課題及び対応方向性を明確化するためにワークショップを開

催した。 

ワークショップの開催概要を以下に示す。 

 

項目 具体的内容 

実施日時 2010 年 3 月 23 日（火） 

検討内容 ・中核的推進組織の在り方 

・組成の際の課題及び対応方向 

参加者 ■地域団体 

・吉岡氏（輪島市観光協会） 

・中宮氏（輪島市本町商店街振興組合） 

・大里氏（NPO 法人 あえの郷しんこう会） 

・濱氏（NPO 法人 能登すずなり） 

・後藤氏（NPO 法人 能登すずなり） 

・河原氏（株式会社 和倉 穴水店 江尻屋） 

・松井氏（春欄の里 実行委員会） 

■市町村 

・田浦氏（輪島市） 

・山口氏（珠洲市） 

・山下氏（珠洲市） 

・山口氏（穴水町） 

・鵜垣氏（能登町） 

・南山氏（能登町） 

・野中氏（奥能登広域圏事務組合） 

・松氏（石川県庁） 

・中田氏（石川県庁） 

・金戸氏（石川県庁） 

■専門家 
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・高橋一夫（流通科学大学サービス産業学部） 

 

６－２．中核的推進組織検討における前提 

 

現地視察・関連団体ヒアリング及びワークショップにおいて、中核的推進組織のあり方を検

討する前提となる、地域におけるこれまでの取組で蓄積された強みと、問題点を把握した。 

 

（１）地域におけるこれまでの取組（強み） 

奥能登２市２町においては、滞在型観光推進を目的とした市町横断のプロジェクトチームが

設置されているなど、これまでの取組において蓄積してきた強みが見られた。 

具体的な強みについて以下に示す。 

 

 観光ビジョン・戦略における強み 

 通過型観光からの脱却を図り、観光客数及び滞在時間を拡大するために滞在型

観光を奥能登地域全体で推進していくという方向性が打ち出されている。 

 

 地域の観光産業における強み 

 バリューチェーン上の強み 

 滞在型観光の核としての「体験プログラム」(コンテンツ)が各民間組織

で数多く開発・ストックされており、新たなコンテンツ開発も進められ

ている。 

  組織上の強み 

 2 市 2 町横断での滞在型観光推進を目的としたプロジェクトチームが設

置されている。（2 市 2 町の観光素材の掘り起こし、2 市 2 町でお互いの

観光素材を体感し共有化するなど） 

 奥能登感動体験推進協議会（修学旅行生向けの農業体験プログラムが中

心）などの、コンテンツ開発・企画及び生産を担う为体が育ってきてい

る。 

 NPO 法人能登すずなり（珠洲市）、江尻屋（穴水町）、グルービー（能

登町）などの、ワンストップで地域の窓口となり、地域がもつ観光素材・

コンテンツを発掘、開発・企画（メニュー化）、生産、営業、実施まで

コーディネートする地域代理店が各市町で育ってきている。 

 能登スタイルなどの、市町横断で能登の魅力を発信する機能を持つ为体

が育ってきている。 

 

 対旅行会社・インフラにおける強み 

 対为催旅行会社 
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 NPO 法人能登すずなりは、域内の二次交通事業者及び为管行政部局に

対して観光メニュー展開に向けた協力依頼、交渉を実践している。 

 

 対個人（観光客）における強み 

 NPO 法人能登すずなりは、珠洲市を対象として個人向けの営業活動を展開して

いる。 

 能登スタイル（プロモーション関連組織）は、能登半島全域を対象として個人

向けの営業活動を展開している。 

 

（２）地域における中核的推進組織の役割・機能設計に向けた問題点（弱み、不足点等） 

奥能登２市２町においては、2 市 2 町での連携による体験プラン開発や実践が試みられてい

るが、お互いの市町の観光素材を相互に理解し合う段階であり、コンテンツ化、メニュー化に

はまだ十分至っていないなどの問題点が見られた。 

具体的な問題点について以下に示す。 

 

 観光ビジョン・戦略における問題点 

 地域全体の観光活性化に関する方針＝奥能登全体としてのビジョンや戦略がな

い。 

 このため、現状のビジョン・戦略不在のまま中核的推進組織を立ち上げ

た場合、関連地域団体、民間組織の利害がかみ合わず、立ち上げたとし

ても中核的推進組織が機能しない可能性がある。 

 

 地域の観光産業における問題点 

 観光事業推進プロセス上の問題点 

 「体験プログラム」(コンテンツ)が各民間組織で数多く開発・ストック

されているが、個別コンテンツ単位での取組となっており、相互のコン

テンツの連携が図られていない。（農家体験は農家体験だけで集客など） 

 このため、外部代理店や個人にとっては個別コンテンツごとに

契約や参加を検討しなければならないなどの非効率が生じる 

 個別コンテンツだけで集客する場合、短時間の滞在に限られ周

辺観光素材への波及効果は尐ない。 

 組織上の問題点 

 2 市 2 町での連携による体験プラン開発や実践が試みられているが、お

互いの市町の観光素材を相互に理解し合う段階であり、コンテンツ化、

メニュー化にはまだ十分至っていない。 

 奥能登感動体験推進協議会などコンテンツを開発・企画、生産できる組

織もあるが、コンテンツのクオリティにはまだまだ不十分な点がある
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（個々の拠点を結ぶルーティング、移送の効率性、リスクマネジメント

などが不十分） 

 各市町に地域代理店が育ってきているが、素材発掘～営業までの機能を

トータルで担えているのは現時点で NPO 法人能登すずなりのみであり、

他の代理店は今後人材育成等を含めた機能拡充が求められている。 

 能登スタイルなど特に対個人での営業（为に情報発信）を担う为体が出

てきているが、情報の取捨選択や戦略的な発信は出来ていない。 

 

 地域の観光産業における問題点 

 民間組織における問題点 

 それぞれの民間組織が、自分の組織の事業の範囲に閉じこもっている。

例えば物販会社は物販しかやろうとしない。他とつながって観光メニュ

ーの構成員になろうとしない。  

 一つ一つの観光素材として位置づけられるが、必ずしも素材としてのク

オリティは高くない。（ノウハウ、人材不足等の問題がある） 

 行政組織における問題点 

 行政組織が縦割りとなっており、観光メニュー開発・企画を行おうとし

ても、分野横断的な観光素材情報の提供がなされない。 

 若者向けの観光素材（修学旅行生向けプログラム等）は教育委

員会系が仕切っており、農業体験系は農水系の部局が担ってい

る。全体像を把握しようとしても困難な状態である。 

 観光素材開発やコンテンツ開発をするにしても、深く踏み込み

すぎると行政の所管課から横槍が来たりする。  

 

 対旅行会社・インフラにおける問題点 

 対为催旅行会社 

 個別コンテンツ単位で受身の営業を展開しており、点での観光を助長し

ており、収益も大手旅行代理店に多くを取られている。 

 農業体験や農家民泊など、個別コンテンツ単位で大手旅行代理

店に情報発信している場合が多く、地域の他のプログラムとセ

ットで営業はできていない。 

 対交通機関 

 奥能登は二次交通が未整備であり、ルート設定などがしづらく、また無

理なルート設定を行うと個別に移送しなければならないなど高コスト

となる。 
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 対個人（観光客）における問題点 

 個別コンテンツ又は素材単位での営業を展開しており、点での観光を助

長している。 

 

６－３．中核的推進組織の必要性 

（１）中核的推進組織が必要となる背景、設置の意義 

奥能登２市２町は、観光分野における市場ニーズの変化を踏まえて中核的推進組織の必要性

について整理している。 

以下に市場ニーズの変化に対する認識を示す。 

 

 団体旅行から個人・家族旅行への観光客のウェイトシフト 

 近年の旅行トレンドとして、個人旅行でありかつ費用負担も個人という旅行形

態が増加している。この場合、地域における为要な観光スポットを大勢で訪れ

るパッケージ型のスタイルではなく、観光客それぞれに旅程をカスタマイズす

る必要が生じる。 

 このような旅行形態においては、地域における観光資源を顧客ニーズに合わせ

て柔軟にコーディネートする組織が必要となる。 

 

 旅行ニーズの変化 

 近年の観光客の旅行へのニーズは「非日常型」⇒「生活体験型」へ、「名所・旧

跡型」⇒「テーマ性の強い旅」へ、「観光客が地域と隔離」⇒「地域の生活エリ

アでの交流」、旅の経済性は「一点豪華型」⇒「リーズナブルな DIY 型」へと

変わってきている。この場合に求められる観光は「まちじゅう観光」である。

従来の観光事業者だけの観光ではなく、例えば地元のおじいちゃん、おばあち

ゃんの話が聞けるなど、まちの観光資源になりうるもの全てが連結される。地

域の人と一緒に楽しむタイプの旅行に変化してきている。みやげものの二次加

工をしている事業者などは、従来は表に出てこなかったが、新しいタイプの観

光では観光資源になりうる。 

 新しいタイプの観光資源を観光事業に巻き込み、消費者に対して適切に情報発

信するためには、地域の観光資源をトータルで把握できる組織が必要となる。 

 

 プロの観光事業者以外の観光資源の巻き込み 

 新しいタイプの観光資源とは、観光資源としての魅力度は高いが観光事業運営

ノウハウは十分にはない場合が多い。例えば「顧客受け入れのための色々なこ

とを教えて欲しい、お金の精算もして欲しい」などのニーズがある。 

 このような新しいタイプの観光資源ニーズを踏まえて適切な指導等を行う組織

が必要となる。 
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 強力なリーダーシップの発揮 

 奥能登地域では、実績・ノウハウのある観光事業者が現時点では存在せず、地

域全体を統括する組織の強力なリーダーシップによって関連为体をけん引して

いくことが求められている。 

 

（２）関連プレーヤーに対する中核的推進組織があることのメリット 

奥能登２市２町は、中核的推進組織の立上げに向けた意識を共有するために、中核的推進組

織を立ち上げることによって地域の関連为体が得られるメリットについて整理した。 

具体的には、地域内の関連为体と地域外の旅行関連インフラ（旅行代理店、交通インフラな

ど）に属する为体別に設定した。 

具体的に検討されたメリットは以下に示す。 

 

図表 22 関連主体に対する中核的推進組織があることによるメリット 

対象 メリット 

地域内 観光関連団体 ・観光客のニーズについての理解促進 

・業務負担の軽減 

地域代理店 

（地域密着型の

旅行代理店） 

・観光客のニーズについての理解促進 

・旅行代理店のビジネスプロセスについての理解促進 

・第三種事業者免許取得への支援、取得後の業務支援 

・観光産業のマネジメント、マーケティングの経営ノウハウの獲

得、人材の育成 

・コンテンツ提供、販路開拓支援 

個別商品・プログ

ラム統括組織 

・コンテンツのとりまとめ、メニュー化 

・販路開拓支援 

民間組織 ・観光客のニーズについての理解促進 

・サービス、商品開発の方向性の明確化 

・素材へのコンサルティング 

・新規顧客の開拓、観光収入の増加 

・業務負担軽減（顧客サービス実施に集中できる） 

・外部の提携先が増える 

行政機関 ・送客地域の情報の獲得 

・観光産業のマネジメント、マーケティングの経営ノウハウの獲

得、人材の育成 

地域外 大手代理店 ・送客機能に経営資源を集中することができる 

・業務負担軽減 

交通機関 ・新規顧客の獲得 
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６－４．奥能登２市２町における中核的推進組織の機能・役割 

（1）奥能登２市２町における中核的推進組織形成に向けた検討の背景（「3-2-(1)」の再掲） 

奥能登２市２町では、通過型観光からの脱却を図り、観光客数及び滞在時間を拡大するため

に滞在型観光を奥能登地域全体で推進することが地域の観光施策における課題となっていた。

これまでの取組として、2 市 2 町横断での滞在型観光推進を目的としたプロジェクトチームが

設置されるなど（2 市 2 町の観光素材の掘り起こし、2 市 2 町でお互いの観光素材を体感し共

有化するなど）、地域内での連携による取組は進められていた。 

一方で、2 市 2 町での連携による体験プラン開発や実践が試みられているが、お互いの市町

の観光素材を相互に理解し合う段階であり、コンテンツ化、メニュー化にはまだ十分至ってい

ないという点や、各市町に、地域での観光事業を为導する地域密着の推進組織（以下「地域代

理店」）が育ってきているが、素材発掘～営業までの機能をトータルで担えているのは現時点で、

2 市 2 町のうち珠洲市で活動する NPO 法人能登すずなりのみであり、他の代理店は今後人材

育成等を含めた機能拡充が求められているなどの課題が生じていた。 

このため、これらの課題踏まえて、既存の地域内での連携の取組をさらに進めるために、中

核的推進組織の役割・機能を設計することが求められていた。 

 

（２）奥能登２市２町における中核的推進組織立上げに向けた考え方（「3-2-(2)」の再掲） 

①奥能登２市２町における中核的推進組織立上げに向けた考え方 

奥能登２市２町では、地域における観光事業の担い手である団体、個人が単独で十分な事業

展開を進めるための資源を持ち合わせていない状況である。このため、地域の関連組織が観光

事業を推進する際に求められる観光関連資源の発掘や企画開発支援、コンサルティングや外部

への営業などの機能を中核的推進組織が担うピラミッド型の組織作りが求められていた。 

 

②奥能登２市２町における中核的推進組織の機能・役割 

奥能登２市２町では、ピラミッド型の中核的推進組織の特色・基本的考え方及び求められる

機能を検討した。 

 

 中核的推進組織設立の目的 

 地域外関連为体に向けたワンストップ窓口として機能すると共に、地域内での

観光戦略立案・推進におけるリーダーシップを発揮する。 

 

 中核的推進組織に求められる機能 

 事業支援機能：地域内の関連为体の事業をサポート。 

・対外渉外機能（代理店、交通機関等に対する窓口、交渉など） 

・プロモーション機能（多様なチャネルを活用した情報発信） 

・コンサルティング機能（域内の地域支部、関連団体、民間組織へのコンサルテ
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ィング、人材育成） 

・コーディネート機能（域内の関係団体、民間組織の観光関連事業への巻き込み

など 

・サービスマネジメント機能（サービスデリバリーにおけるクオリティ管理やリ

スクマネジメント） 

・サービス受付・決済機能（個人観光客に対するサービスから決済までの一連の

プロセス管理） 

 スタッフ機能：間接的に事業をサポートする機能。 

・戦略企画機能（奥能登地域全体の観光ビジョン、戦略の策定） 

・マーケティング機能（観光市場動向、顧客分析等） 

・情報インフラ機能（ポータル、情報管理インフラ整備） 

 事業機能 

・受託事業機能（観光拠点の運営、受託調査等） 

・自为事業機能（物産・土産品の開発・販売等） 

 

 中核的推進組織の組織形態 

 3~5 年間は一般社団法人として設立。 

 5 年後を目途に基金を返還し民間为導の株式会社形態へと移行する。 

 

 中核的推進組織の想定規模 

 自治体４名、3 年目まで設置される地域代理店職員 4 名の計 8 名程度からスタ

ート 

 その後プロパー社員、出向者で構成する組織体へ移行 
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図表 23 奥能登２市２町における新しい推進体制と機能のイメージ（図表 6の再掲） 

サービス
デリバリー

地域外

主催代理店

個人観光客 主催代理店経由観光客

対価
観光
メニュー

集客

2次交通整
備要請
対価

地域

素材
提供

資源発掘
開発・企画
人材育成

③コンサル
ティング機能

④コーディ
ネート機能

⑤サービスマネ
ジメント機能

参画生産 ｸｵﾘﾃｨ管理
ﾘｽｸ管理

ﾒﾆｭｰに応
じた2次交
通整備

①対外渉
外機能

⑥サービス受
付・決済機能

対価

5％は手数料

PR

②プロモー
ション機能

観光メニュー 対価 連携

対価（売上
の90％）

対価

地元民間企業
（ｸﾞﾙｰﾋﾞｨ、江尻屋、
個々の事業者など）

NPO
（NPO法人能登すずなりなど）

生産組合
（奥能登感動体験推進

協議会など）

観光メニュー

⑦戦略企
画機能

⑧ﾏｰｹﾃｨ
ﾝｸﾞ機能

⑨情報ｲﾝ
ﾌﾗ機能

⑩自主事業 ⑪受託事業

中核的推進組織（事務局＋4支部）

交通機関

マスメディア
等情報提供
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（３）奥能登２市２町における中核的推進組織の観光事業プロセスからみた役割 

奥能登２市２町では、ピラミッド型の中核的推進組織として、関連为体それぞれに、資源発

掘から実施における全てのプロセスにおいてその取り組みを支援する。 

具体的な内容を以下に示す。 

 

図表 24 中核的推進組織の観光事業プロセスからみた役割 

資源発掘 開発・企画 生産
（関連業者の巻き込み）

営業
（発地業者への営業）

実施

観光関連
団体

観光関連
団体

地域
代理店

地域
代理店

民間組織民間組織

大手
代理店

大手
代理店

交通機関交通機関

行政機関行政機関

観光素材の情報提供

観光素材の情報提供

参加要請・交渉

参加要請・交渉

参加の可否の検討
価格などの交渉

大手代理店への営業補佐

商品の評価
パンフレットへの掲載

所属団体への指導

ランドオペレーター補佐

観光サービスの提供

商品組成
顧客募集

顧客の輸送

中核的
推進組織

中核的
推進組織

観光素材・ｺﾝﾃﾝﾂ・メ
ニューの発掘

地元情報の集約

観光素材・コンテンツのメ
ニュー化（地域横断のもの）
（商品ｺﾝｾﾌﾟﾄ・戦略策定）

参加要請・交渉
パンフレット作成

大手代理店への営業
交通機関への交渉

情報発信
ランドオペレーター

観光素材・ｺﾝﾃﾝﾂ・メ
ニューの情報提供

参加の可否の検討
価格などの交渉

個別商品・
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
統括組織

個別商品・
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
統括組織

参加要請・交渉 大手代理店への営業補佐 ランドオペレーター補佐観光ｺﾝﾃﾝﾂの情報提供
観光素材のｺﾝﾃﾝﾂ化
（商品コンセプト・戦略策定）

観光素材・コンテンツのメ
ニュー化（地元市町のもの）
（商品ｺﾝｾﾌﾟﾄ・戦略策定）
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５－５．中核的推進組織設立及び機能発揮に向けた課題と対応方向性 

 

（１）中核的推進組織立上げ及び機能発揮に向けた課題と取組のポイントの全体像 

奥能登２市２町では、中核的推進組織立上げに向けた課題と取組のポイントを、「ビジョン・

戦略」、「組織」、「人材」、「財務」、「IT」の 5 つの観点で整理した。 

具体的な課題と取組のポイントは以下に示す。 

 

図表 25 中核的推進組織設立及び機能発揮に向けた課題と取組のポイント 

課題

• 中核的推進組織において具体的に求め
られる組織構造（ストラクチャー・部門）は
何か。

• 既存の関連主体はどのように参画する
のか。

• 中核的推進組織設置に向けたキーパー
ソンへの交渉。

• 中核的推進組織を担う人材をどのように
育成するのか、又は外部から確保するの
か。

• 中核的推進組織の設置・運営に向けた
財源はどのように調達するのか。

• 中核的推進組織の設置・運営においてど
のような情報インフラが求められるのか。
またどのように整備するのか

現状・問題点

• 現状では中核的推進組織のモデルとなる組織はなく、
具体的に求められる組織構造（ストラクチャー・部門）
が描かれていない。

• 観光事業における既存の関連主体の参画は十分には
図られていない。

• 中核的推進組織設置に向けた合意形成が図られてい
ない。

• 中核的推進組織をけん引する人材がいない、又は（い
たとしても）リクルーティングできていない。

• 中核的推進組織の設置・運営に向けた財源の見通し
がない。

• 中核的推進組織の設置・運営においてどのような情報
インフラが求められるのか。またどのように整備するの
か

• 2市2町がオール奥能登として観光の分
野で提携するための共通ビジョンの構築。

• 2市2町がオール奥能登として観光の分野で提携して
いくための共通の方向性がない。

取組のポイント

⑤求める人材像の明確化。

⑥財源調達、投資方針の明確化及び財務
計画の作成。

⑦情報インフラ整備計画の作成

①「ニューツーリズム」コンセプトの明確化と
共有。

②中核的推進組織が備えておくべき部門の
明確化。

③関連主体の巻き込み、既存団体・組織と
の役割・機能の整理統合。

④事業計画書の作成とトップマネジメントへ
の交渉。

今年度は検討していない（次年度以降の課題）

 

 

（２）取組のポイント１：「ニューツーリズム」コンセプトの明確化と共有 

①課題整理 

 奥能登は４つの市町が連携して形成されたエリアであるが、４地域の持つポテンシャル

を活かした取組は奥能登感動体験プロジェクトによって開始されたばかりである。 

 ４市町はそれぞれ個性的な文化・歴史や観光資源を持っている。オール奥能登として共

通の枠組みを構築することができれば、４市町の資源を有機的につなぎあわることがで

きる。その結果、組成できる観光メニューの幅が広がると共に、観光客にとっての奥能

登のマインドシェアが向上し、観光地としての競争力が向上することが期待される。 

 ４つの市町がオール奥能登として観光の分野で提携していくためには、中核的推進組織

の人的基盤を提供する４市町が共通で掲げることのできるビジョンを策定し、そのビジ

ョンを達成するための戦略を検討する必要がある。 

 

②対応の方向性 

 奥能登を形成する 2 市 2 町が共通して持っているビジョン・戦略を共有するためには、
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以下のプロセスを経る必要がある。 

 奥能登地域の他地域との差別性を明確化した上での対外的な位置づけの明確

化 

 対外的位置づけを実現するための地域資源の再発掘、魅力の棚卸 

 対外的に発信する地域ブランドをコンセプト（キャッチフレーズ）化する 

 

③今後求められるニューツーリズムコンセプトの共有 

 今後求められる観光ビジョンの共有が求められる。具体的には、「ニューツーリズムの

創出」である。 

 ニューツーリズムとは、以下の考え方をいう。 

 地域全体が支え育てていく仕組みづくりを重視する。 

 テーマ・プログラム・ターゲットをはっきりさせることで、従来の「見る」だ

けの通過型観光から、地域の隠れた物語や人に感動する知的体験へつなげるこ

とができる。 

 上記により訪問客の滞在時間が増加し、地域のファンとしてリピーターが育つ。 

 ニューツーリズムにおいては、観光事業の担い手・裾野を拡大し、地域全体で観光戦略

を遂行していこうという方向性の共有、取組を行うことが求められる。 

 

図表 26 ニューツーリズムのイメージ 

 

 

（３）取組のポイント２：中核的推進組織が備えておくべき部門の明確化 

①課題 

 中核的推進組織を本格的に立ち上げる際には、どのような部門があり、どのような人材
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が配置されるのかが明らかにされていなければならない。 

 

②対応の方向性 

 観光ビジョン・戦略を実行するためには、以下のような対応が求められる。 

 中核的推進組織の組織構造（ストラクチャー）の明確化 

 具体的に設置する部門及びその役割・機能の明確化 

 各部門に対する配置人員に求められるスキル、マンパワーの明確化 

 上記の 3 点を実行する際に生じる阻害要因及びその対応策の明確化 

 

③中核的推進組織の組織構造（ストラクチャー）の明確化 

 中核的推進組織には、4 つの支部、事業支援部門、スタッフ部門、事業部門がそれぞれ

位置づけられる。 

 スタッフ部門が観光ビジョン・戦略形成といった地域が向かうべき方向性を描き、その

実現可能性も検証する。 

 事業支援部門が実際の外部との交渉やプロモーション、内部のとりまとめを担い、地域

支部が各地域での事業支援及びスタッフ部門の機能の一部を地域密着で発揮する。 

 各部門は、中核的推進組織が全て持たなければならないわけではなく、地域団体・組織

とのネットワークを活用し、地域団体・組織が特定部門を担うことも想定される。 

 

図表 27 中核的推進組織の組織構造 

経営者経営者

地域支部地域支部 事業支援部門事業支援部門 スタッフ部門スタッフ部門

珠洲支部

輪島支部

能登支部

戦略企画部門

マーケティング部門

プロモーション部門（対個人）

域内コーディネート部門

対外渉外部門（対組織）

穴水支部

域内コンサルティング部門

サービスマネジメント部門
情報インフラ部門

サービス受付・決済部門

事業部門事業部門

受託事業

自主事業

 

 

図表 28 中核的推進組織における各部門の役割・機能 

部門 役割・機能 

支部 4 支部 ・エリア内でのミニ事業支援部門としての機能 

 エリア単位での観光関連団体・民間組織のとりまとめ（取

組への参画交渉などのコーディネート）、事業運営指導 

 エリアに来る観光客へのサービスデリバリーにおけるクオ
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リティ管理、リスクマネジメント 

・エリア内でのミニスタッフ部門としての機能 

 エリア単位での観光素材発掘、コンテンツ開発、エリア横

断のメニュー化への参画 

事業支援部門 対外渉外部

門（対組織） 

・大手代理店に対する窓口機能：問い合わせ対応、メニュー提供、

契約为体 

・ネット上のポータル機能整備 

プロモーシ

ョン部門 

（対個人） 

・観光客に対するワンストップ窓口。各種観光関連情報発信、問

い合わせ対応 

・ネット上のポータル機能整備 

域内コーデ

ィネート部

門 

・観光関連団体、民間組織に対して観光メニュー開発に対する参

画の意義を説得する等の参画交渉を図る。開発メニュー単位で

域内関連为体を組成する。 

域内コンサ

ルティング

部門 

・地域支部又は場合によっては直接観光関連団体及び民間組織に

対して観光素材・コンテンツ・メニュー開発コンサルティング、

人材育成を担う。 

・民間組織のコミュニティビジネスの立ち上げ、運営支援 

サービスマ

ネジメント

部門 

・来奥能登観光客へのサービスデリバリーにおけるクオリティ管

理、リスクマネジメント 

サービス受

付・決済部門 

・個人観光客に対するサービスから決済までの一連のプロセス管

理 

スタッフ部門 戦略企画部

門 

・奥能登地域全体の観光ビジョン、戦略の立案を担う。 

マーケティ

ング部門 

・観光ビジョン・戦略に基づいたマーケットニーズ調査、個別メ

ニューのニーズ調査など、マーケットとの対話を担う。 

情報インフ

ラ部門 

・社内情報インフラ、対外情報インフラ（ポータル管理等）を担

う 

 

（４）取組のポイント３：関連主体の巻き込み、既存団体・組織との役割・機能の整理統合 

①課題 

 中核的推進組織を機能させるためには、地域の関係団体・組織を巻き込み、合意形成を

図ることが求められる 

 中核的推進組織を立上げるに当たって、既存の団体・組織との機能重複が生じる際には

整理統合も視野に入れる必要がある 
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②対応の方向性 

 地域の団体・組織の巻き込みにおいては、以下が求められる。 

 地域の団体・組織との対話 

 団体・組織に対する説得材料の整理：中核的推進組織設立による団体・

組織へのメリットの整理 

 メリットは、地域別に整理することと、データを用いて説得性

を高めることが必要。 

 先進事例を提示することで説得性を高めることも可能。 

 先進地域への同行：先進地域を団体・組織構成員自身が訪問することで、

中核的推進組織の機能性についてイメージアップを図る 

 「地域の人、団体・組織にかわいがられる組織」へ 

 中核的推進組織は、地域でかわいがられる組織でなければ定着、機能し

ない。積極的に地域の人、団体・組織に対してメリット提供を図ること

（おせっかい組織）で浸透を図る。 

 民間団体・組織に中核的推進組織としての存在意義を熟知してもらうた

めに、人材育成やコンサルティングなどを積極的に手がける。 

 既存の団体・組織との整理統合においては、以下が求められる。 

 地域の関連団体・組織の機能整理 

 既存の団体・組織の機能を棚卸し、中核的推進組織と重複している機能

に関しては機能統合を模索する。 

 

（５）取組のポイント４：事業計画書の作成とトップマネジメントへの交渉 

①課題 

 中核的推進組織を設立するためには、2 市 2 町全体で意思決定する必要がある。 

 一般社団、民間株式会社等いずれの組織形態で設立するとしても、2 市 2 町の意思決定

は必要となる。 

 

②対応の方向性 

 2 市 2 町全体の意思決定においては、以下のような対応が求められる。 

 事業計画書の作成 

 新コントラクター組織の事業計画書を作成し、実現可能性に関する判断

材料をまとめる。 

 トップマネジメントへの交渉 

 トップマネジメントに対する説得材料の整理：コントラクター組織設立

による 2 市 2 町へのメリットの整理 

 メリットは、地域別に整理することと、データを用いて説得性

を高めることが必要。 
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 先進事例を提示することで説得性を高めることも可能。 

 先進地域への同行：先進地域をトップマネジメント自身が訪問すること

で、コントラクター組織の機能性についてイメージアップを図る。 

 

（６）取組のポイント５：求める人材像の明確化 

①課題 

 中核的推進組織を立上げ、運営させるためには、組織を担う人材像を明確化し、確保し

なければならない。 

 

②対応の方向性 

 中核的推進組織のそれぞれの部門において求められる人材像を明確化する必要がある。 

 

③具体的な人材像 

 中核的推進組織のそれぞれの部門において求められる人材像及び想定人数を以下に示

す。 

 

部門 求められる人材像 

支部 4 支部 ・域内コーディネート、コンサルティング、サービスマネ

ジメントに関する実績、ノウハウがある人材 4 名程度 

事業支援部門 対外渉外部門（対組

織） 

・大手代理店やメディア等の行動様式、チャネル等に関す

る理解が深い人材を 1 名程度 

プロモーション部門

（対個人） 

・発信情報コンテンツ作成、Web デザイン、Web マーケ

ティングに関するノウハウがある人材を 1 名程度 

域内コーディネート

部門 

・地域内でのネットワークが豊富な人材を 1 名程度 

・外部の視点を持つ人材も有効。 

域内コンサルティン

グ部門 

・観光メニュー開発に関する高いノウハウを持つ人材を 1

名程度 

サービスマネジメン

ト部門 

・サービスデリバリーに関するノウハウ及び実績がある人

材を 1 名程度 

サービス受付・決済

部門 

・事務処理能力が高い人材を 1 名程度。 

スタッフ部門 戦略企画部門 ・多様な組織での戦略構築の実績、ノウハウがある人材を

１名程度 

マーケティング部門 ・民間企業でのマーケティング業務実績、ノウハウがある

人材を 1 名程度 

情報インフラ部門 ・IT スキルのある人材を 1 名程度 
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（７）取組のポイント７：財源調達、投資方針の明確化及び財務計画の作成 

①課題 

 中核的推進組織を本格的に立ち上げる際には、運営基盤を明確化しておかなければなら

ず、特に財務計画は具体的に設計しておかなければならない。 

 

②対応の方向性 

 財務計画設計においては、以下のような対応が求められる。 

 資金調達先（どこからお金を集めるか）及びそのボリュームの明確化 

 資金規模、負債・純資産の調達先の明確化 

 調達に向けた阻害要因及び対応方向性の明確化 

 投資先（調達資金を何に投資するか）及びそのボリュームの明確化：流動資産、

固定資産のボリューム及び投資先の具体化 

 投資に向けた阻害要因及び対応方向の明確化 

 売上・費用・利益見通しの明確化 

 収支シミュレーションの実施 

 リスクシミュレーションの実施 

 

③財向計画設計の考え方 

 財務計画の立案は運営基盤確立において最重要の課題である。 

 早期黒字化及び安定経営が求められる。 

 お金を集める（資金調達）：借り入れ、過疎債などを効果的に活用する。 

 投資する：事業拠点、ITインフラなど、資産を明確化する。 

 利益を上げる：売上ルートの多様化及びコストダウン方策を検討すること。 

 

図表 29 財務計画設計の考え方 

負債

純資産

流動資産

固定資産

お金を集める投資する利益を上げる

売上

剰余金

費用

当期純利益

（負債）
•借入
（資産）
•過疎債などを基金
に充当

• 4市町からの基金へ
の拠出

（売上）
•事業収入と受託
収入のバランスを
検討する
•七尾市との提携
など収入ルートの
多様化を図る
（費用）
•いかにしてコスト
ダウンを図るか
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第７章  雪国観光圏における対応プラン 

 

７－１．雪国観光圏おける実施内容 

（１）ワークショップ 

雪国観光圏では、中核的推進組織の発展段階では、第３段階にあったため、中核的推進組織

の機能・役割の全体像及び課題と対応方向性、ビジネスモデルを具体化するために、ワークシ

ョップを開催した。 

ワークショップの開催概要を以下に示す。 

 

項目 具体的内容 

実施日時 2010 年 3 月 25 日（木） 

検討内容 ・雪国観光圏の強み・課題の整理 

・雪国観光圏において求められる中核的推進組織の検討 

・中核的推進組織を実現するにあたっての課題の整理および解

決方策の検討 

参加者 ■地域団体 

・井口氏（株式会社いせん） 

・富井氏（湯沢温泉観光協会） 

・上村氏（湯沢町観光協会） 

・辻本氏（NPO 法人雪の都 GO 雪共和国） 

・柳氏（松之山温泉合同会社まんま） 

・福永氏（FM ゆきぐに） 

・桑原氏（魚沼市観光協会） 

■市町村 

・上村氏（湯沢町） 

・南雲氏（湯沢町） 

■専門家 

・高橋一夫（流通科学大学サービス産業学部） 

 

７－２．中核的推進組織検討における前提 

 

ワークショップにおいて、中核的推進組織のあり方を検討する前提となる、地域におけるこ

れまでの取組で蓄積された強みと、問題点を把握した。 

 

（１）地域におけるこれまでの取組（強み） 

雪国観光圏においては、地域における民間団体を中心とした観光事業の担い手が、観光事業
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の中核的な为体として活動するなど、これまでの取組において蓄積してきた強みが見られた。 

具体的な強みについて以下に示す。 

 

 地域内連携 

 他の観光圏と比較して、民間の存在感が強い。旅館業、NPO、地元ラジオ局な

どがコアメンバーとして参加・機能している。 

 「雪国観光圏の取組を成功させる」という強い意志・具体的な行動力を持った

メンバーが数多く存在している。 

 雪国観光圏という枠組、「雪国」というブランドはあるが、それを管理する実体

組織は無く、雪国観光圏・ブランドに共感した企業や組織が、それを利用して、

個別に活動していることが特徴。企業との提携も各企業・組織で行っている。 

 

 地域外連携 

 自地域のブランドを活用することによって、大企業のプロモーションとのタイ

アップを実現している（JR、苗場プリンスとの提携実績あり）。 

 

（２）地域における中核的推進組織の役割・機能設計に向けた問題点（弱み、不足点等） 

一方で、雪国観光圏という商標を個々の観光関連の事業为体が担うことで相互に齟齬が生じ

ることや、また広報などは共同で実施することによって効率性が高まるといった問題点が生じ

ていた。 

具体的な問題点について以下に示す。 

 

 組織面での課題 

 中核的推進組織を運営していくことを考える際、その運営の母体となる組織を

どこにするか。 

 初期段階においては、既存組織（観光協会など）や、助成事業などの公

的な資源を活用しながら、雪国観光圏を構成する組織・団体から人的資

源を提供するという形態が想定されているが、その体制を構築する際に

克服すべき課題の洗い出しと、対応の方向性について検討する必要があ

る。 

 中長期的には、公的な機関の資源を活用することなく、中核的推進組織

を自立的に運営可能な状態にまで持っていくことが目指されているが、

その体制を構築する際に克服すべき課題の洗い出しと、対応の方向性に

ついて検討する必要がある。 

 

 人材面での課題 

 中核的推進組織の運営メンバーの構成、およびそれぞれのメンバーの役割をど
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のようにするか。 

 公共部門、および民間部門に求められている役割はそれぞれ異なってい

ると思われるが、組織の運営方針に沿った形でそれぞれの役割を明確化

していく必要であると考えられる。 

 また、それぞれのメンバーの役割に対応する形で、公共・民間から参画

する人材に求められるコンピテンシー※について検討、定義する必要が

ある。 

※コンピテンシー：業績を安定的・継続的に達成している人材に、一貫して見られ

る行動・態度・思考・判断・選択などにおける傾向や特性のこと。 

 

 ターゲット設定上の課題 

 雪国観光圏の価値を誰に提供するのか。 

 雪国観光圏の理想ターゲットを選定することに先立って、雪国観光圏の

本質的な価値・ビジョン（顧客に対して何を提供したいのか、伝えたい

のか）について検討する必要がある。 

 その上で、その価値・ビジョンを誰に対して提供したいのかについて議

論し、理想ターゲットを明確化することが必要である。 

 

 マーケティング・ミックスの配分・配置上の課題 

 ターゲットとした顧客に対して雪国観光圏が持っている価値・ビジョンをどの

ように伝えるのか。 

 雪国観光圏が伝えたい価値やビジョン、伝えたい対象顧客を踏まえ、そ

れを伝えるための媒体であるマーケティング・ミックス（商品、価格、

プロモーション方法、流通・販路）についても具体的な議論が可能であ

る。競争力のあるマーケティング戦略の枠組みについて検討することが

重要であると考えられる。 

 

 雪国観光圏内のガバナンス上の課題 

 雪国観光圏に参画する組織・団体と中核的推進組織の関係をどのように構築す

るのか。 

 新規に雪国観光圏に参画する組織・団体や、既に加盟している組織・団

体と雪国観光圏の中核的推進組織との関係性（雪国観光圏から各組織に

対して提供するベネフィット、および各組織の加盟によって雪国観光圏

が得られるベネフィット）を定義する必要がある。 
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７－３．中核的推進組織の必要性 

（１）中核的推進組織が必要となる背景、設置の意義 

雪国観光圏では、奥能登２市２町と同様に、観光分野における市場ニーズの変化を踏まえて

中核的推進組織の必要性について整理している。 

以下に市場ニーズの変化に対する認識を示す。 

 

 団体旅行から個人・家族旅行への観光客のウェイトシフト 

 近年の旅行トレンドとして、個人旅行でありかつ費用負担も個人という旅行形

態が増加している。この場合、地域における为要な観光スポットを大勢で訪れ

るパッケージ型のスタイルではなく、観光客それぞれに旅程をカスタマイズす

る必要が生じる。 

 このような旅行形態においては、地域における観光資源を顧客ニーズに合わせ

て柔軟にコーディネートする組織が必要となる。 

 

 旅行ニーズの変化 

 近年の観光客の旅行へのニーズは「非日常型」⇒「生活体験型」へ、「名所・旧

跡型」⇒「テーマ性の強い旅」へ、「観光客が地域と隔離」⇒「地域の生活エリ

アでの交流」、旅の経済性は「一点豪華型」⇒「リーズナブルな DIY 型」へと

変わってきている。この場合に求められる観光は「まちじゅう観光」である。

従来の観光事業者だけの観光ではなく、例えば地元のおじいちゃん、おばあち

ゃんの話が聞けるなど、まちの観光資源になりうるもの全てが連結される。地

域の人と一緒に楽しむタイプの旅行に変化してきている。みやげものの二次加

工をしている事業者などは、従来は表に出てこなかったが、新しいタイプの観

光では観光資源になりうる。 

 新しいタイプの観光資源を観光事業に巻き込み、消費者に対して適切に情報発

信するためには、地域の観光資源をトータルで把握できる組織が必要となる。 

 

 プロの観光事業者以外の観光資源の巻き込み 

 新しいタイプの観光資源とは、観光資源としての魅力度は高いが観光事業運営

ノウハウは十分にはない場合が多い。例えば「顧客受け入れのための色々なこ

とを教えて欲しい、お金の精算もして欲しい」などのニーズがある。 

 このような新しいタイプの観光資源ニーズを踏まえて適切な指導等を行う組織

が必要となる。 

 

 強力なリーダーシップの発揮 

 奥能登地域では、実績・ノウハウのある観光事業者が現時点では存在せず、地

域全体を統括する組織の強力なリーダーシップによって関連为体をけん引して
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いくことが求められている。 

 

（２）関連プレーヤーに対する中核的推進組織があることのメリット 

雪国観光圏では、中核的推進組織の立上げに向けた意識を共有するために、中核的推進組織

を立ち上げることによって地域の関連为体が得られるメリットについて整理した。 

具体的には、地域内の関連为体と地域外の関連为体別に設定した。 

具体的に検討されたメリットは以下に示す。 

 

図表 30 関連主体に対する中核的推進組織があることによるメリット 

対象 メリット 

地域内 商工会、旅館組合 ・観光客のニーズについての理解促進 

NPO 

・観光客のニーズについての理解促進 

・事業内容の方向性の明確化 

・素材へのコンサルティング 

・他組織とのマッチング機会の付与 

各事業者 

・観光客のニーズについての理解促進 

・事業内容（サービス、商品開発等）の方向性の明確化 

・素材へのコンサルティング 

・他組織とのマッチング機会の付与 

・新規顧客の開拓 

地域代理店 

（地域密着型の旅

行代理店） 

・観光客のニーズについての理解促進 

・旅行代理店のビジネスプロセスについての理解促進 

・第三種事業者免許取得への支援、取得後の業務支援 

・観光産業のマネジメント、マーケティングの経営ノウハウの獲得 

・人材の育成 

・他組織とのマッチング機会の付与 

・新規顧客の開拓 

行政機関 

・送客地域の情報の獲得 

・観光産業のマネジメント、マーケティングの経営ノウハウの獲得 

・人材の育成 

地域外 
大手旅行代理店 

・新規顧客の獲得 

・送客機能への経営資源集中 

交通機関 ・新規顧客の獲得 

企業 ・新規顧客の獲得 
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７－４．雪国観光圏における中核的推進組織の機能・役割 

（1）雪国観光圏における中核的推進組織形成に向けた検討の背景（「3-3-(1)」の再掲） 

雪国観光圏では、他の観光圏と比較して、民間組織の存在感が強く、旅館業、NPO、地元ラ

ジオ局などが中核的な为体として“Snow-country.jp”というネットワーク組織を形成し、地域

の観光関連事業に参加し、効果的かつ効率的にその機能・役割を果たしている。また、「雪国観

光圏の取組を成功させる」という強い意志・具体的な行動力を持ったメンバーが数多く存在し

ている。 

一方で、雪国観光圏という商標を個々の観光関連の事業为体が担うことで相互に齟齬が生じ

ることや、また広報などは共同で実施することによって効率性が高まるといった課題が生じて

いた。 

このため、これらの課題踏まえて、既存の地域内での民間組織が为導する取組の効果性、効

率性をさらに高めるために、中核的推進組織の役割・機能を設計することが求められていた。 

 

（２）雪国観光圏における中核的推進組織の機能・役割（「3-3-(2)」の再掲） 

①雪国観光圏における中核的推進組織立上げに向けた考え方 

雪国観光圏では、地域における民間団体を中心とした観光事業の担い手が、観光事業の中核

的な为体である。このため、それぞれの为体が、中核的推進組織が担うべき役割を分担するネ

ットワーク型の組織作りが求められていた。 

 

②雪国観光圏における中核的推進組織の機能・役割 

雪国観光圏では、ネットワーク型の中核的推進組織の特色・基本的考え方及び求められる機

能を検討した。 

 

 中核的推進組織設立の目的 

 Snow-country.jp に求められる①コーディネート機能、②商標管理事業、③商品

販売・広報機能の機能的インフラの構築 

 

 中核的推進組織に求められる機能 

 コーディネート機能 

・観光圏内外の事業者の情報の縮約 

・事業者の紹介、斡旋 

 商標管理機能 

・特定の条件を満たした事業者に対して「雪国観光圏」ブランドを付与し、クオ

リティ管理を行う。 

・訪問客アンケートなどを実施して雪国ブランドのマネジメントを行う。 

・雪国観光圏参加事業者は商標使用権の対価として情報、利用料を提供する 

 商標管理機能 
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・観光圏の情報、観光圏の事業者が組成した観光商品を観光圏ＨＰなどを通して

ＰＲ・販売する。 

・購入時の対価は手数料を差し引いて事業者に還元。 

・自治体などに対して人材育成、組織運営ノウハウなどの知見を提供することで

対価を得て、事業のポートフォリオバランスをとる。 

 

 中核的推進組織の想定規模 

 ふるさと雇用制度を活用して窓口業務の担当者 2 名で事務所を運営。 

 観光圏 7 市町村の担当者、もしくは雪国観光圏立ち上げメンバーが定期的に運

営方針や活動内容について協議する。 

 

図表 31 雪国観光圏における新しい推進体制と機能のイメージ 

国

雪国観光圏 観光地域プラットフォーム（Snow-country.jp）
※自治体、観光圏内事業者、助成事業などを通じて運営人材を確保

雪国観光圏 観光地域プラットフォーム（Snow-country.jp）
※自治体、観光圏内事業者、助成事業などを通じて運営人材を確保

①コーディネート機能
・観光圏内外の事業者の情報の縮約
・事業者の紹介、斡旋
※既存事業、事業者間の協業によって生まれた新規
事業は各事業者が独自に実施・運営

自治体
観光協会

事業者
（宿泊施設、旅行会社、
商工会、農業、メディア

など）

ＮＰＯ
ボランティア団体

観光圏外の事業者

情報交換
新規事業創出

②商標管理事業
・特定の条件を満たした事業者に対して「雪国観光
圏」ブランドを付与し、クオリティ管理を行う。
・訪問客アンケートなどを実施して雪国ブランドのマ
ネジメントを行う。
・雪国観光圏参加事業者は商標使用権の対価として
情報、利用料を提供する。

自治体
観光協会

③商品販売・広報機能
・観光圏の情報、観光圏の事業者が組成した観光商
品を観光圏ＨＰなどを通してＰＲ・販売する。
・購入時の対価は手数料を差し引いて事業者に還元
・自治体などに対して人材育成、組織運営ノウハウ
などの知見を提供することで対価を得ることで事業の
ポートフォリオバランスをとる。

各種事業助成

各種受託事業

 

 

（３）雪国観光圏における中核的推進組織の観光事業プロセスからみた役割 

雪国観光圏では、ネットワーク型の中核的推進組織として、関連为体それぞれが取組む資源

発掘から実施における取組を側面支援することが検討されている。 

中核的推進組織の役割について、雪国観光圏では、中長期的な理想像の実現に向けて、2～3

年後を見据えた短期的展望と、中長期的な展望に分けて検討している。また、短期的展望と中

長期的な展望それぞれについて、対行政組織、対個人向け事業、対事業者向け事業別に機能・

役割の方向性を検討した。 

 

①短期的展望 
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 行政組織との関係性における中核的推進組織の役割 

 中核的推進組織は、行政機関からの観光関連の事業委託を受け、地域の観光振

興に寄与すると共に、組織としての収入を確保する。 

 

図表 32 中核的推進組織の観光事業プロセスからみた役割（対行政機関） 

商工会、
旅館組合

商工会、
旅館組合

行政機関行政機関

各事業者各事業者

大手旅行
代理店

大手旅行
代理店

交通機関交通機関

地域
代理店

地域
代理店

中核的
推進組織

中核的
推進組織

事業受託 各主体への事業参加打診
事業の進捗管理
事業成果の納品

NPONPO

大手企業大手企業

事業企画・委託

【想定される事業内容】
・観光圏整備事業

事業の協力・再受託事業参加検討

事業成果の納品確認

 

 

 対個人向け観光関連事業における中核的推進組織の役割 

 中核的推進組織は、短期的には個人観光客向けの機能として、窓口機能を果た

すことを想定している。 

 

図表 33 中核的推進組織の観光事業プロセスからみた役割（対個人向け事業） 

資源発掘 開発・企画 生産
（関連業者の巻き込み）

営業
（発地業者への営業）

実施

商工会、
旅館組合

商工会、
旅館組合

行政機関行政機関 関係者間のコーディネート

各事業者各事業者

大手旅行
代理店

大手旅行
代理店

交通機関交通機関

参加要請・交渉

送客

地域
代理店

地域
代理店

中核的
推進組織

中核的
推進組織

観光素材の発掘
地元情報の集約

圏内情報提供
圏外事業者情報提供

コーディネーション
バックアップ
各種情報提供

NPONPO

観光素材の商品化

大手企業大手企業 観光サービスの提供

観光素材の情報提供
各事業者間で
観光商品組成

協力表明・問合せ

（提携が必要な場合）
代理店との交渉

（提携が不要な場合）
市場への営業

事業者との交渉

ランドオペレーター
観光サービスの提供

販売・集客

バックアップ
各種情報提供

協力表明・問合せ
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 対事業者向け観光関連事業における中核的推進組織の役割 

 中核的推進組織は、短期的には、地域内の観光関連組織（事業者）向けには個々

の組織が大手民間企業との提携を行う際の媒介者となるなどの機能を拡充する

ことを想定している。 

 

図表 34 中核的推進組織の観光事業プロセスからみた役割（対事業者向け事業） 

資源発掘 開発・企画 生産
（関連業者の巻き込み）

営業
（発地業者への営業）

実施

商工会、
旅館組合

商工会、
旅館組合

行政機関行政機関

各事業者各事業者

大手旅行
代理店

大手旅行
代理店

交通機関交通機関

地域
代理店

地域
代理店

中核的
推進組織

中核的
推進組織

事業企画・提携打診 コーディネーション 現地とりまとめ

NPONPO

大手企業大手企業 事業企画・提携打診

事業実施

事業実施・支援

事業支援関係者間のコーディネート

観光素材の発掘
地元情報の集約

観光素材の情報提供 事業企画・提携打診

各事業者間で
観光商品組成

各事業者間で
観光商品組成

【想定される提携内容】
・CSR事業提携

・イベント提携

（提携が必要な場合）
代理店との交渉

（提携が不要な場合）
市場への広報・PR

事業者との交渉

バックアップ
各種情報提供

（提携が必要な場合）
代理店との交渉

（提携が不要な場合）
市場への広報・PR  
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②中長期的展望 

 行政組織との関係性における中核的推進組織の役割 

 中核的推進組織は、行政機関からの観光関連の事業委託を受け、地域ブランド

形成のための情報発信、プロモーションの機能を果たすことを想定している。 

 

図表 35 中核的推進組織の観光事業プロセスからみた役割（対行政機関） 

資源発掘 開発・企画 生産
（関連業者の巻き込み）

営業
（発地業者への営業）

実施

商工会、
旅館組合

商工会、
旅館組合

行政機関行政機関

各事業者各事業者

大手旅行
代理店

大手旅行
代理店

交通機関交通機関

地域
代理店

地域
代理店

中核的
推進組織

中核的
推進組織

雪国観光圏ＰＲ事業計画策定
ＰＲ内容・媒体・ターゲット選定

雪国観光圏ＰＲ
事業成果の納品

NPONPO

大手企業大手企業

事業企画・委託

事業受託

【想定される事業委託内容】
・観光圏整備事業

【人材提供の概要】
・平成24年度以降は出向者3名
・平成26年度は出向者4名

観光圏事業ＰＲのための
情報提供

事業参加検討・事業実施

雪国観光圏ＰＲ
仲介業者巻き込み

提携是非の検討

提携是非の検討

提携是非の検討

雪国観光圏ＰＲ

雪国観光圏ＰＲ

雪国観光圏ＰＲ

事業の協力・再受託

事業成果の納品確認
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 対個人向け観光関連事業における中核的推進組織の役割 

 中核的推進組織は、中長期的には個人観光客向けの機能として、観光商品を販

売するなどの営業機能を果たすことを想定している。 

 

図表 36 中核的推進組織の観光事業プロセスからみた役割（対個人向け事業） 

資源発掘 開発・企画 生産
（関連業者の巻き込み）

営業
（発地業者への営業）

実施

商工会、
旅館組合

商工会、
旅館組合

行政機関行政機関 関係者間のコーディネート

各事業者各事業者

大手旅行
代理店

大手旅行
代理店

交通機関交通機関 送客

地域
代理店

地域
代理店

中核的
推進組織

中核的
推進組織

観光素材の発掘
地元情報の集約

圏内情報提供
圏外事業者情報提供

独自商品開発

コラボレーション支援
コーディネーション
商品関係者巻込み

バックアップ
各種情報提供
商品販売

NPONPO

観光素材の商品化

大手企業大手企業 観光サービスの提供

観光素材の情報提供
各個事業者間で
観光商品組成

協力表明・問合せ

（提携が必要な場合）
代理店との交渉

事業者との交渉

ランドオペレーター
観光サービスの提供

販売・集客

参加要請・交渉

営業支援
コーディネート

 

 

 対事業者向け観光関連事業における中核的推進組織の役割 

 中核的推進組織は、中長期的には雪国観光圏ブランドのライセンス管理、商標

使用権の販売を担うなどの機能を果たすことを想定している。 
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図表 37 中核的推進組織の観光事業プロセスからみた役割（対事業者向け事業） 

資源発掘 開発・企画 生産
（関連業者の巻き込み）

営業
（発地業者への営業）

実施

商工会、
旅館組合

商工会、
旅館組合

行政機関行政機関

各事業者各事業者

大手旅行
代理店

大手旅行
代理店

交通機関交通機関

地域
代理店

地域
代理店

中核的
推進組織

中核的
推進組織

事業情報の集約
事業についての審査・助言

NPONPO

大手企業大手企業

商標使用審査・許認可
観光情報の提供

各事業者間で関係者を巻込み

（圏外団体との協業の場合）
団体への提携打診

観光素材の情報提供
商標使用の申込

商標の活用

商標保持組織間での連携

パッケージ型観光商品
開発・企画

提携打診

地元情報の集約
商標についての説明

事業の実施
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７－５．中核的推進組織設立及び機能発揮に向けた課題と対応方向性 

 

（１）中核的推進組織立上げ及び機能発揮に向けた課題と取組のポイントの全体像 

雪国観光圏では、中核的推進組織立上げに向けた課題と取組のポイントを、「ビジョン・戦略」、

「組織」、「人材」、「財務」、「IT」の 5 つの観点で整理した。 

具体的な課題と取組のポイントは以下に示す。 

 

図表 38 中核的推進組織設立及び機能発揮に向けた課題と取組のポイント 

課題

• 観光地域プラットフォームのシステムの
精緻化

• 民間事業者、公共機関からの出向者の
確保

• 民間、公共事業における収益モデルの
確立

• 雪国観光圏内外にどのような事業者が
いるのかを把握することができ、新規事
業を創出できるようなプラットフォームの
構築

現状・問題点

• 雪国観光圏内外の事業者が観光地域プラットフォーム
を使って行う情報交換、新規事業構築のスキームには
まだ検討の余地がある

• 雪国観光圏の観光地域プラットフォームの各機能を担
う人材をどこから確保するかが不明確。

• 中長期的に組織を運営していく上での財源確保の見
通しが不十分。

• プラットフォームとして機能していく上で必要不可欠と
考えられるＩＣＴに活用しきれていない

• 現在構想しているビジョンの浸透、意見
交換の実施

• 民間、公共からのビジネスの取込

• 雪国観光圏の方向性、ビジョンについて、主要メン
バー間では合意が得られているものの、観光圏内の７
市町村のメンバー全てに行きわたっていない。

• 中長期的な運営を行っていくための事業ポートフォリオ
の構築が不十分

取組のポイント

④運営人材に求められる役割の明確化

⑤将来の事業見通しの具体化

⑥オープンナレッジ型のプラットフォームの
構築

①雪国観光圏への参加者への情報伝達方
法の工夫、情報交換の機会の用意

②民間、公共事業の特徴の見極めとバラン
スの取れた事業構成

③プラットフォーム構築に向けたＩＣＴの活用
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（２）取組のポイント１：雪国観光圏への参加者への情報伝達方法の工夫、情報交換の機会の用意 

①課題整理 

 雪国観光圏は７つの市町村が連携して形成された観光圏であり、活動に積極的なメンバ

ーを中心として活動を進めてきたところであるが、雪国観光圏のビジョン・方向性がす

べての関係者の間で共有されている訳ではない。 

 7 市町村はそれぞれ個性的な文化・歴史や観光資源を持っている。雪国観光圏という共

通の枠組みを構築することができれば、7 市町村の資源を有機的につなぎあわることが

できる。その結果、観光圏として組成できる観光商品の幅が広がると共に、観光客にと

っての雪国観光圏のマインドシェアが向上し、観光地としての競争力が向上することが

期待される。 

 7 つの市町村が雪国観光圏として観光の分野で提携していくためには、中核的推進組織

の人的基盤を提供する 7 市町村が共通で掲げることのできるビジョンを策定し、そのビ

ジョンを達成するための戦略を検討する必要がある。 

 

②対応の方向性 

 雪国観光圏を形成する 7 市町村が共通して持っているビジョン・戦略を共有するために

は、以下のプロセスを経る必要がある。 

 市町村の方向性を決める首長や、観光課、観光協会といった事業推進上のキー

マンの明確化 

 各キーマンが本事業によって得られるメリットの可視化と説得 

 関係者間で雪国観光圏のビジョンについて協議・策定 

 ビジョンを達成するための戦略の策定と共有 

 

（３）取組のポイント２：民間、公共事業の特徴の見極めとバランスの取れた事業構成 

①課題 

 中核的推進組織が中長期的に運営されていくためには、民間企業や観光客に対して物財

を提供する事業と、公共機関に対して物財を提供する事業とをバランスよく組み合わせ、

安定的な収益構造を得られるような戦略を構築していく必要がある。 

 

②対応の方向性 

 既に着手している着地型観光商品の組成、販売業務のみならず、スポーツコミッション

事業やフィルムコミッション事業、各種観光産業に関する調査の受託といった事業など

を事業ポートフォリオに組みこむことも 1 つの選択肢であると考えられる。 
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図表 39 中核的推進組織において求められる事業構成 

1.1.地域の魅力を高める観光まちづく地域の魅力を高める観光まちづく
りの推進りの推進

・賑わいをつくる仕掛け・仕組みづくり・賑わいをつくる仕掛け・仕組みづくり

（スポーツ・コミッション事業、（スポーツ・コミッション事業、

フィルム・コミッション事業など）フィルム・コミッション事業など）

２２..着地型旅行商品の開発・販売着地型旅行商品の開発・販売
・魅力的な体験プログラムの開発・魅力的な体験プログラムの開発

・予約・受付・手配の一元的管理・予約・受付・手配の一元的管理

４４..地域の観光魅力の情報発信地域の観光魅力の情報発信
・観光パンフレットの作成・観光パンフレットの作成

・インターネットによる情報発信・インターネットによる情報発信

・商品開発・販売と併せて、旅行ニーズ・商品開発・販売と併せて、旅行ニーズ

を踏まえた観光まちづくりの発信を踏まえた観光まちづくりの発信

・景観の整備・景観の整備

３３..魅力的な物産・土産品の開発・魅力的な物産・土産品の開発・
販売販売

・地域ブランド産品の販路開拓・地域ブランド産品の販路開拓

・地産地消レストランの運営・地産地消レストランの運営

６６..賑わい振興を担う人材の育成賑わい振興を担う人材の育成
・広報人材の育成事業・広報人材の育成事業
・周辺教育機関との連携・周辺教育機関との連携

７７..観光施設の事業受託観光施設の事業受託
・観光案内所の運営・観光案内所の運営

・公共観光施設の運営（指定管理者）・公共観光施設の運営（指定管理者）

５５..地域入込客動向調査の実施地域入込客動向調査の実施
・入込客、満足度調査・入込客、満足度調査

・着地型旅行商品・地域ブランド産品の・着地型旅行商品・地域ブランド産品の

市場調査市場調査

雪国観光圏事務局

地域での自主事業

地域での受託事業

1.1.地域の魅力を高める観光まちづく地域の魅力を高める観光まちづく
りの推進りの推進

・賑わいをつくる仕掛け・仕組みづくり・賑わいをつくる仕掛け・仕組みづくり

（スポーツ・コミッション事業、（スポーツ・コミッション事業、

フィルム・コミッション事業など）フィルム・コミッション事業など）

1.1.地域の魅力を高める観光まちづく地域の魅力を高める観光まちづく
りの推進りの推進

・賑わいをつくる仕掛け・仕組みづくり・賑わいをつくる仕掛け・仕組みづくり

（スポーツ・コミッション事業、（スポーツ・コミッション事業、

フィルム・コミッション事業など）フィルム・コミッション事業など）

２２..着地型旅行商品の開発・販売着地型旅行商品の開発・販売
・魅力的な体験プログラムの開発・魅力的な体験プログラムの開発

・予約・受付・手配の一元的管理・予約・受付・手配の一元的管理

２２..着地型旅行商品の開発・販売着地型旅行商品の開発・販売
・魅力的な体験プログラムの開発・魅力的な体験プログラムの開発

・予約・受付・手配の一元的管理・予約・受付・手配の一元的管理

４４..地域の観光魅力の情報発信地域の観光魅力の情報発信
・観光パンフレットの作成・観光パンフレットの作成

・インターネットによる情報発信・インターネットによる情報発信

・商品開発・販売と併せて、旅行ニーズ・商品開発・販売と併せて、旅行ニーズ

を踏まえた観光まちづくりの発信を踏まえた観光まちづくりの発信

・景観の整備・景観の整備

４４..地域の観光魅力の情報発信地域の観光魅力の情報発信
・観光パンフレットの作成・観光パンフレットの作成

・インターネットによる情報発信・インターネットによる情報発信

・商品開発・販売と併せて、旅行ニーズ・商品開発・販売と併せて、旅行ニーズ

を踏まえた観光まちづくりの発信を踏まえた観光まちづくりの発信

・景観の整備・景観の整備

３３..魅力的な物産・土産品の開発・魅力的な物産・土産品の開発・
販売販売

・地域ブランド産品の販路開拓・地域ブランド産品の販路開拓

・地産地消レストランの運営・地産地消レストランの運営

３３..魅力的な物産・土産品の開発・魅力的な物産・土産品の開発・
販売販売

・地域ブランド産品の販路開拓・地域ブランド産品の販路開拓

・地産地消レストランの運営・地産地消レストランの運営

６６..賑わい振興を担う人材の育成賑わい振興を担う人材の育成
・広報人材の育成事業・広報人材の育成事業
・周辺教育機関との連携・周辺教育機関との連携

６６..賑わい振興を担う人材の育成賑わい振興を担う人材の育成
・広報人材の育成事業・広報人材の育成事業
・周辺教育機関との連携・周辺教育機関との連携

７７..観光施設の事業受託観光施設の事業受託
・観光案内所の運営・観光案内所の運営

・公共観光施設の運営（指定管理者）・公共観光施設の運営（指定管理者）

７７..観光施設の事業受託観光施設の事業受託
・観光案内所の運営・観光案内所の運営

・公共観光施設の運営（指定管理者）・公共観光施設の運営（指定管理者）

５５..地域入込客動向調査の実施地域入込客動向調査の実施
・入込客、満足度調査・入込客、満足度調査

・着地型旅行商品・地域ブランド産品の・着地型旅行商品・地域ブランド産品の

市場調査市場調査

５５..地域入込客動向調査の実施地域入込客動向調査の実施
・入込客、満足度調査・入込客、満足度調査

・着地型旅行商品・地域ブランド産品の・着地型旅行商品・地域ブランド産品の

市場調査市場調査

雪国観光圏事務局

地域での自主事業

地域での受託事業

 

 

（４）取組のポイント３：プラットフォーム構築に向けたＩＣＴの活用 

①課題 

 観光圏内外の多くの事業者の情報を収集し、それらの事業者間での新規事業の創出を支

援するためには、維持・運営に要するコストは非常に大きなものとなり、事業規模の小

さな初期段階においては困難に直面することが予想される。 

 

②対応の方向性 

 既に構築されている雪国観光圏のＨＰ、ＳＮＳ等の資源を活用しながらも、それぞれの

機能拡充を図ることで、上記の機能を満たし、観光客に対する観光商品の販売が可能に

なるようなシステムを構築していくことが求められる。 

 雪国観光圏に参加している事業者および、観光圏外の提携を希望する事業者数は多数に

なることが予想されるため、尐ない人的資源しか持たない観光圏事務局で対応すること

は困難であると考えられる。事業者自らがプラットフォームにアクセスし、情報をやり

取りできるような仕組みを構築することが重要である。 
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図表 40 プラットフォーム構築に向けた ICT活用イメージ 

雪国観光圏 観光地域プラットフォーム（Snow-country.jp）
※自治体、観光圏内事業者、助成事業などを通じて運営人材を確保

雪国観光圏 観光地域プラットフォーム（Snow-country.jp）
※自治体、観光圏内事業者、助成事業などを通じて運営人材を確保

自治体
観光協会

事業者
（宿泊施設、旅行会社、
商工会、農業、メディア

など）

ＮＰＯ
ボランティア団体

観光圏外の事業者

雪国観光圏 観光地域プラットフォーム（Snow-country.jp）
※自治体、観光圏内事業者、助成事業などを通じて運営人材を確保

雪国観光圏 観光地域プラットフォーム（Snow-country.jp）
※自治体、観光圏内事業者、助成事業などを通じて運営人材を確保

自治体
観光協会

事業者
（宿泊施設、旅行会社、
商工会、農業、メディア

など）

ＮＰＯ
ボランティア団体

観光圏外の事業者
事業者が事業に関する情
報のアップデート、他事業
者との情報交換が可能で
あるような機能を作り込む

必要がある。

 

 

（５）取組のポイント４：運営人材に求められる役割の明確化 

①課題 

 雪国観光圏は現在、市町村職員、観光組合、ＮＰＯ，個人事業者らによって運営されて

いる。 

 しかし、来年度以降は、ふるさと雇用事業を活用して専従者 2 名と市町村職員などから

なる出向者とで組織を運営していくことが予定されている。 

 平成 22 年度は 5 名（自治体 3 名、商業協同組合 2 名）、平成 23 年度は 8 名（自治体 3

名、商業協同組合 5 名）で運営予定 

 

②対応の方向性 

 限られたメンバーで雪国観光圏の①コーディネート機能、②商標管理機能、③商品開

発・広報機能を担っていくことは非常に困難である。したがって、各メンバーが求めら

れる役割を明確化し、その役割を果たすのに十分な能力が身についていない場合には外

部者によるフォロー・育成が不可欠であると考えられる。 

 限られた人的資源を活用しながら、観光地域プラットフォームに求められる諸機能を発

揮していくためには、各機能の詳細な業務内容を定義し、担当者で対応可能な内容であ

るかどうかを精査する必要がある。 
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図表 41 中核的推進組織において求められる機能別求められる人材の役割 

機能詳細

• 観光圏内外の事業者の情報の縮約
• 事業者の紹介、斡旋（ビジネスチャンスの創発）

①コーディネート機能①コーディネート機能

• 特定の条件を満たした事業者に対して「雪国観光圏」ブラン
ドを付与し、クオリティ管理を行う。

• 訪問客アンケートなどを実施して雪国ブランドのマネジメン
トを行う。

②商標管理事業②商標管理事業

• 観光圏の情報、観光圏の事業者が組成した観光商品を観
光圏ＨＰなどを通してＰＲ・販売する。③商品販売・広報機能③商品販売・広報機能

運営人材に求められる役割

• 観光圏内外の事業者との窓口、雪国観光圏の事業に関す
る説明

• 提携ニーズのある事業者に対する適切な事業者の紹介

• 参加事業者に対する審査
• 雪国観光圏訪問者に対するマーケティング調査、および分
析

• 事業者が組成した観光商品の管理
• 顧客への訴求メッセージ、広告媒体の設定

 

 

（６）取組のポイント５：将来の事業見通しの具体化 

①課題 

 中核的推進組織を本格的に立ち上げる際には、運営基盤を明確化しておかなければなら

ず、特に財務計画は具体的に設計しておかなければならない。 

 

②対応の方向性 

 資金調達先、投資先、売上・費用・利益見通しの明確化が求められる。 

 

③財向計画設計の考え方 

 財務計画の立案は運営基盤確立において最重要の課題である。 

 早期黒字化及び安定経営が求められる。 

 お金を集める（資金調達）：借り入れ、過疎債などを効果的に活用する。 

 投資する：事業拠点、ITインフラなど、資産を明確化する。 

 利益を上げる：売上ルートの多様化及びコストダウン方策を検討すること。 

 

図表 42 財務計画設計の考え方 

負債

純資産

流動資産

固定資産

お金を集める投資する利益を上げる

売上

剰余金

費用

当期純利益

（負債）
•借入
（資産）
•過疎債などを基金
に充当

• 7市町村からの基金
への拠出

（売上）
•事業収入と受託
収入のバランスを
検討する
•他地域との提携
など収入ルートの
多様化を図る
（費用）
•いかにしてコスト
ダウンを図るか
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（６）取組のポイント６：オープンナレッジ型のプラットフォームの構築 

①課題 

 BtoC 市場においては、なるべく大手旅行代理店に依存せず、雪国観光圏における観光

地域プラットフォームにおいて観光客と事業者とを直接結びつけることによってビジ

ネスを生み出していくことが目指されている。 

 そのためには、観光客が観光地域プラットフォームに直接アクセスし、求める観光商

品・物品を購入できるようなシステムを開発することが必要である。。 

 

②対応の方向性 

 事業者との情報共有の仕組みを進化させ、共通のプラットフォーム上に集約された情報

を観光客が閲覧できるだけでなく、自ら気に入った宿泊施設やアクティビティを組み合

わせることが出来るようなサイトを構築することで、顧客のニーズにマッチした観光商

品を自動的に組成することができる。 

 

図表 43 オープン型ナレッジプラットフォームイメージ 

情報共有システム
（プラットフォーム）

雪国観光圏事業者

観光客

閲覧

情報ＵＰＬＯＡＤ

・飲食、宿泊、アクティビティ情報
の集約
・消費者自らがダイレクトパッ
ケージを組成、購入できる
・中核的推進組織はその手数料
を得る

情報共有システム
（プラットフォーム）

雪国観光圏事業者

観光客

閲覧

情報ＵＰＬＯＡＤ

情報共有システム
（プラットフォーム）

雪国観光圏事業者

観光客

閲覧

情報ＵＰＬＯＡＤ

・飲食、宿泊、アクティビティ情報
の集約
・消費者自らがダイレクトパッ
ケージを組成、購入できる
・中核的推進組織はその手数料
を得る
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