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観光を活かしたまちづくりを推進する体制づくり
概 要

１．観光旅行の変化と現状とは？
・１９８０年代半ばまで観光旅行は、旅行者にとってまず旅行すること自体が目的であ
り、お仕着せ型の団体旅行で満足できていた時代であった。
・１９８０年代後半になると、観光旅行が定着し、個人のニーズが多様化したことから、
旅行の形態も団体旅行から個人旅行へとシフトし、各個人の志向にあった旅行の提供
が求められるようになってきている。
２．観光を活かしたまちづくりとして求められるものは？
・上記の旅行形態やニーズの変化に伴い、各観光地には、他の地域にはない魅力、新し
さ、個人のニーズにあった豊富な観光メニューが求められている。
・このニーズの変化に対応するには、地域独自の歴史文化、景観等の地域資源を活かし
た旅行商品が求められており、これを各地域内の幅広い分野の人々が連携し、つくり
あげる受入地主導型の 着地型観光 への取り組みが必要である。
３．観光を活かしたまちづくりを支える体制とは？
・こうした地域の様々な主体が連携した観光地づくりは、
「観光を活かしたまちづくり」
といえ、その取り組みには地域を横断し中核となって推進する「中核的推進機能」が
求められる。
・その役割を継続的に維持するためには組織が必要であり、その形としては、既存の観
光協会だけでなく、株式会社形態、ＮＰＯ形態、合同会社形態等様々な形態が考えら
れる。
・観光を活かしたまちづくり行おうとする地域は、まちづくりに取り組む背景、まちづ
くりの進展状況、既存の観光関係団体の状況等を踏まえ、各地域の事情にあった組織
形態を選択するべきである。
・なお、観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能は、既存団体組織を撤廃統合して
一組織化することが前提ではない。既存の観光協会や他の団体がそれぞれの機能を発
揮しつつ、地域内で密接な連携が果たせるならば、複数の団体組織によって観光を活
かしたまちづくりを推進するという体制も選択肢の一つとなる。

第１章

１−１

調査の概要

調査の背景と目的

（１）調査の背景
わが国の国内観光旅行は、戦後の高度経済成長を背景とし団体旅行の旅行形態を中心と
して大衆化を果たしてきた。しかし 1980 年代半ば頃となり、旅行者である国民の旅行経験
が深まると共に、旅行ニーズが多様化し、より一人一人のニーズにあった旅行が求められ
る方向に変化してきた。それに対し受け入れの地域の側でも、従来の団体旅行対応のハー
ド・ソフトでは旅行者のニーズに対応出来なくなり、地域が主導的に地域の魅力を作り上
げ商品化する着地型旅行への取り組みが問われているところである。
図図ー
1‑1 宿泊形態の個人化と団体の急減
宿泊形態の個人化と団体の急減

（ＪＴＢ宿泊白書2008）

（JTB 宿泊白書 2008）
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そうした国内観光の経緯を踏まえ、観光立国の実現に向けて、旅行業法施行規則の改正
や観光圏整備法の施行など地域の観光振興に向けた法律の制定・改正が行われた。各地域
においては、地元の資源の魅力を熟知している地域側が主体となり、創意工夫を活かした
魅力的な国際競争力のある観光地づくりへの取り組みを推進しつつある。
地域においては、従来の観光分野だけでなく、地域の様々な主体が連携した観光地づく
1

り、即ち「観光を活かしたまちづくり」に取り組み、それ推進する「中核的推進機能」と
して、近年、まちづくり会社を設立し地域内の観光施設、物販施設の運営や特産品の開発
を進める地域や、既存の観光協会や民間組織が旅行業登録を取得し地域に密着した旅行商
品を造成し来訪者への販売や宿泊予約手配等を行うなど、自ら収益を上げ、経済的にも持
続的な事業主体の立ち上げを目指す動きが見られようになってきている。
このような事業主体は、観光旅客のニーズに対応した創意工夫ある商品の開発を行い、
積極的な営業を行うとともに、地方公共団体からの補助に頼らず自ら主体となって観光を
活かしたまちづくりをリードする組織として事業を進めていることから、このような機能
が増えていくことによって、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
りの取り組みが増えていくことが期待される。

（２）調査の目的
持続可能な観光を活かしたまちづくりの
中核的推進機能に対する課題把握と解決方策の検討
〜観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能の創出によるビジネス展開に向けて〜

１−２

調査の全体構成

（１）調査・検討項目と全体構成
◆調査・検討項目
〔調査・検討 1〕既存の観光を活かしたまちづくりと中核的推進機能の実態把握
〔調査・検討 2〕中核的推進機能の創設を検討している地域の実態把握
〔調査・検討 3〕観光を活かしたまちづくりの中核となる推進機能のあり方の検討
〔調査・検討 4〕実務者、有識者による検討会の開催

本調査では、①既存の観光を活かしたまちづくりと中核的推進機能の先進事例や失敗事
例の調査研究及びヒアリング調査の実施、②中核的推進機能の創設を検討している地域に
対する調査、③観光を活かしたまちづくりの中核となる推進機能のあり方の検討、④検討
会の設置と運営を実施する。具体的な調査・検討内容は下記の通りである。
〔調査・検討 1〕既存の観光を活かしたまちづくりと中核的推進機能の実態把握
既存の観光を活かしたまちづくりに取り組む中核的推進機能へのヒアリング調査を実
施し、地域における中核的推進機能の設立の背景・ニーズ、運営上の課題の把握、解決
2

方策について検討する。
◎観光を活かしたまちづくりと中核的推進機能の先進事例ヒアリング調査の実施
◎中核的推進機能の設立背景・ニーズ及び運営上の課題の抽出と解決策の検討
〔調査・検討 2〕中核的推進機能の創設を検討している地域の実態把握
観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能の主体となる可能性がある第三種旅行業
者に対するアンケート調査を実施し、中核的推進機能の創設を検討している地域の実態
把握を行う。また先進事例ヒアリング調査（調査・検討１）及びアンケート調査を踏ま
えて、観光を活かしたまちづくりと中核的推進機能の創設に関する課題の抽出、解決方
策について検討する。
◎第三種旅行業者（平成 19 年 5 月以降に登録）に対するアンケート調査の実施
◎中核的推進機能創設に関する課題の把握・解決方策についての検討
〔調査・検討 3〕観光を活かしたまちづくりの中核となる推進機能のあり方の検討
持続可能な観光を活かしたまちづくりと中核的推進機能の望ましい推進体制のあり方、
支援制度のあり方を検討する。
◎幅広い地域の関係者による推進機能と組織体制のあり方の検討
◎想定される中核的推進機能の業務内容・収益構造・執行体制パターンの検討
◎中核的推進機能設立促進に向けた公的支援のあり方の検討
〔調査・検討 4〕実務者、有識者による検討会の開催
地域関係者・有識者で構成し、観光を活かしたまちづくりと中核的推進機能に関する
情報・ノウハウの提供、相互交流による課題の共通認識と解決方策の検討を行う。

図 1−2 調査・検討の全体構成
ヒアリング調査・文献調査

アンケート調査・ヒアリング調査

観光を活かした
まちづくり機能の実態把握

観光を活かしたまちづくり機能
を検討している地域の実態把握

設立前

・観光を活かしたまちづくり機能の設立背景・ニーズの把握
・観光を活かしたまちづくり機能の創設に関わる課題・解決方策の把握

設立後

・観光を活かしたまちづくり機能
の運営に関わる課題

【調査・検討２】
【調査・検討３】
【調査・検討１】

【調査・検討４】 検討会の開催
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（２）本調査で考える観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能と形態
【観光を活かしたまちづくり機能とは･･･】
□ 観光交流事業に関わる地域ぐるみでの新たなコンソーシアム
～組織の水平ネットワークの形成
□ 〔ランドオペレーター機能〕And／Or〔地域コーディネーター機能〕を有する機能・組織
観光経験の豊かな旅行者は、自らの興味や関心に適した地域を厳選して目的地として来
訪する傾向にある。このような旅行者の増加すなわち、マーケットの変化を着実に捉える
べく、各地域としても地域独自の資源を活用して受入地主導型の旅行商品を設計する 着
地型観光 のスタイルが求められている。このような状況に的確・適切に対応するには、
観光関連事業の中心的役割を果たしてきた旧来型の観光関連施設や観光協会の機能だけで
は限界となることから、地域住民の参加・参画も視野に入れた 地域ぐるみ

での観光を

活かしたまちづくりの展開が必要となる。
地域ぐるみ

で観光を活かしたまちづくりを推進するには、地域の内外の間を取り持

つ機能として、対外的にはランドオペレーター機能、対内的には地域コーディネーター機
能が求められる。地域コーディネーター機能として、地域の関係機関や人材との緊密な連
携調整を図り、地域内の資源を束ねた着地型の旅行商品づくり、地域の特産品の開発やそ
の販売を行う機能が求められる。
また一方でマーケット、潜在的来訪者側に対してはランドオペレーター機能として観光
客誘致に向けた各種取組み、また、地域に来訪者に対しては地域の受け入れ窓口とし地域
を楽しむための案内役となるコンシェルジュ的役割が求められる。
地域が主導となり、これらの機能を併せ持つ組織体が観光を活かしたまちづくりの中核
的推進機能である。
図１−3 本調査で考える観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能

観光を活かした
まちづくり
に求められる機能
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１−３

検討会の設置と検討経緯

（１）検討会の設置
他の地域で同様の取組みを行っている様々な関係者と相互交流による課題の共通認識と
方策の検討、有識者からの情報・ノウハウの提供を目的として、既存の中核的推進機能、
及び今後その創設を検討している地域の代表者及び有識者等からなる検討会を設置した。
◆検討委員の構成
※敬称略

氏名
清水

所属・役職

愼一

【座長】立教大学特任教授
㈱ジェイティービーの常務取締役を兼任しつつ、立教大学で教鞭
をとる。内閣府「地域活性化伝道師」、内閣官房地域活性化戦略
チーム委員等多くの委員会委員を務める。

大下

茂

【副座長】立教大学観光学部兼任講師
博士(工学)、技術士(建設部門・都市及び地方計画)を持ち、立教
大学で教鞭をとりながら、地域のまちづくりの現場で計画づくり
とコーディネートを実践する。

井上

弘司

地域再生診療所所長 観光カリスマ、地域活性化伝道師
元飯田市役所職員の時代からワーキングホリデーやグリーンツ
ーリズムの推進に関わり、その経験を生かし各地の地域づくりの
アドバイス、コンサルティングに取り組む

大社

充

ＮＰＯ法人グローバルキャンパス理事長
「グローバルキャンパス」というシニアを対象とした生涯学習プ
ログラムを提供する民間非営利団体を運営しつつ、着地の地域の
観光プログラム開発やネットワーク化に取り組む

加藤

文男

南房総市企画部戦略プロジェクト推進部

部長

旧富浦町の時代に道の駅「枇杷倶楽部」の設立と南房総の中核的
組織の運営に携わり、現在の㈱とみうらの基礎をつくりあげた

木下

裕三

ＮＡＣニセコアドベンチャーセンター
㈱ニセコリゾート観光協会の株式会社化直前に事務局長として
就任し、現在はニセコでアウトドア活動オペレーターの民間組織
を運営に携わる

椎名

喜予

香取市市民環境部市民活動推進課

課長

旧佐原市の観光課に従事した時代から、中心市街地活性化やまち
づくりと連携した観光を推進し、佐原の観光を活かしたまちづく
りの地域体制づくりに携わる

森田

朗

東京大学公共政策大学院教授 政策ビジョン研究センター長
地方自治や行政学の分野で地域の様々な課題に対する政策に造詣
が深く、多くの委員会委員や政策提言に関与している
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渡邊

法子

稲取温泉観光協会 事務局長
全国公募による観光プロデューサーに認定され、地域づくりや着
地型旅行商品の開発、推進組織の立ち上げに尽力している

笹森

秀樹

観光庁 観光地域振興課 課長

加藤

隆司

観光庁 観光産業課 課長

（２）検討経緯
検討会は、全 4 回開催した。開催スケジュールと検討事項は下記の通りである。
開催年月日
第1回

検討事項

2008 年 11 月 18 日（火） ・調査の主旨と進め方
・既存資料による先進取り組み事例

第2回

2008 年 12 月 25 日（木） ・先進事例調査
（株式会社南信州観光公社）
・第三種旅行業者に対するアンケート
・観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能設
立・運営のタイプ

第3回

2009 年 2 月 16 日（月） ・第三種アンケート結果（第１次・第２次）
・先進事例調査
（株式会社とみうら）
・観光を活かしたまちづくりと中核的推進機能の背景・
地域ニーズと課題
・報告書の構成案

第4回

2009 年 3 月 17 日（火） ・報告書のとりまとめ
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第２章

既存の観光を活かしたまちづくりの
中核的推進機能の実態把握

２−１

既存の観光を活かしたまちづくりの
中核的推進機能の実態把握

本調査で考える観光を活かしたまちづくりの機能と形態をもとに、既存の観光を活かし
たまちづくりの中核的推進機能の取り組み経緯や内容などについてホームページ及び文献
などをもとに整理を行った。また、観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能の創設を
検討している地域についても調査を行った。
【事例調査の視点】
◎観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能の取り組み概要・経緯
◎組織形態
◎主な事業内容
【調査対象事例】
>>>>>>>観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能先進事例<<<<<<<
名

称

所

在

地

事例１

株式会社南信州観光公社

長野県飯田市

事例２

株式会社ニセコリゾート観光協会

北海道ニセコ町

事例３

株式会社とみうら（枇杷倶楽部）

千葉県南房総市

事例４

稲取温泉観光合同会社

静岡県東伊豆町

事例５

社団法人唐津観光協会

佐賀県唐津市

事例６

NPO 法人ハットウ・オンパク

大分県別府市

事例７

株式会社出石まちづくり公社

兵庫県豊岡市

事例８

株式会社大洲街なか再生館

愛媛県大洲市

事例９

有限責任中間法人飯山市観光協会

長野県飯山市

事例１０

NPO 法人遊佐鳥海観光協会

山形県遊佐町

事例１１

社団法人平戸観光協会

長崎県平戸市

事例１２

株式会社南会津観光公社

福島県田島町

事例１３

松之山温泉合同会社まんま

新潟県十日町市

>>>>>>観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能設立検討地域<<<<<
事例１４

千葉県香取市
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事例１

株式会社南信州観光公社

【長野県飯田市】

【取り組み概要・経緯】
◎飯田市を中心とする 18 市町村（現在は市町村合併により 15 市町村）のエリアが連携
し、修学旅行を中心とした体験観光を受け入れている。この一元的な窓口として、申
し込み受付・各種手配・コーディネートを行う。
◎体験観光の誘致は元々飯田市の事業であったが、申し込みの増加にともない受け入れ
能力の拡大を迫られ、周辺市町村と連携することとなり、その窓口が飯田市では他の
自治体にとって不都合もあることから、平成 13 年に飯田市を中心とする周辺 5 市村と
10 企業・団体の出資により設立した。
【組織形態】：株式会社
資本金：2965 万円
株主

：周辺 12 市町村と 21 企業・団体

【主な事業内容】 （第 2 種旅行業登録）
（１）観光誘致事業
① 観光コーディネーター機能
② パンフレット、ビデオをはじめとするツールの作成、
宣伝戦略と営業活動の実施
③ 体験プログラムの企画開発、インストラクターの養成
（２）広域地域の観光関係のネットワーク化
（３）観光施設などのスタッフ教育研修
（４）飯田下伊那観光案内所
（５）飯田市観光協会と下伊那観光連盟の事業
（６）観光開発に関する設計ならびにコンサルタント業務
（７）観光土産品などの製造・加工販売
（８）損害保険代理業
写真出所：http://www.mstb.jp/
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事例２

株式会社ニセコリゾート観光協会

【北海道ニセコ町】

【取り組み背景・経緯】
◎任意団体の観光協会の事務局では民営化を実施しても事業と財源の大半が行政依存の
継続であり、観光事業者の収益に直結した事業を行うことができない。自治体として
の近隣町村との見えざる壁が存在し、事業を町内でしか展開できないため、来訪者の
視点で広域的に連携した事業推進が不可能であった。また、法人格を持たないままで
は自主財源の確保につながる収益事業の展開にも限界があった。
◎平成 11 年より先進地観光協会の調査を開始し、事務局の民営化、会員・一般町民向け
の説明会（3 回）などを実施
◎平成 15 年 9 月 1 日に株式会社の設立
【組織形態】：株式会社
資本金：2000 万円（発行株式：400 株、1 株：5 万円）
株主

：ニセコ町民 50％（122 件：200 株）、ニセコ町 50％（1 件：200 株）

【主な事業内容】（第 2 種旅行業登録：平成 15 年 9 月）
（１）旅行事業
①国内外への手配旅行及び航空券や船車の手配・発券
②ニセコへの個人・団体旅行の手配及び地域内事業者への送客
③ニセコのオリジナル旅行商品の企画・販売及び開発
（２）物販事業
ニセコの特産品・農畜産物・酒類・書籍の販売（道の駅、HP）
（３）委託事業
①ニセコ町観光案内及び施設管理
②JR ニセコ駅の発券業務委託
（４）その他事業
各種調査事業やフォーラム、イベント事業
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事例３

株式会社とみうら（枇杷倶楽部）

【千葉県南房総市】

【取り組み背景・経緯】
◎平成 2 年；旧富浦町に「産業振興プロジェクトチーム」を設立し、町内の商工会や農
業団体、観光団体との協議を重ねた。
◎平成 3 年；地域の資源を活用し広域的な産業と文化、情報化の振興拠点となりうる施
設整備の事業化が決定
◎平成 5 年 11 月；千葉県で初の「道の駅とみうら・枇杷倶楽部」がオープンし、運営母
体として町が全額出資した「㈱とみうら」が発足した。
◎枇杷倶楽部は幅広い事業展開をしており、施設全般の管理、文化事業や地域振興、情
報化といった公共性や地域波及効果の高い部門は、枇杷倶楽部に設置した「富浦町役
場の枇杷倶楽部課」が担当し、売店や喫茶店等の営業や観光客の誘致など、営利事業
については、町長が社長を務める富浦町が資本金を全額出資した「株式会社とみうら」
が担当している。
◎南房総に点在する小規模農園や食事会場などの観光資源を束ね、一つの大きな農園、
レストランに見立て、メニューや料金、サービスを規格化し、町が全額出資して設立
した株式会社とみうらが観光会社に対して企画営業を行い、観光会社からの集客の配
分、代金の精算、クレーム処理までを一貫して行う一括受発注システムを開発した。
【組織形態】：株式会社
資本金：7500 万円（南房総市全額出資）
【主な事業内容】（第 3 種旅行業登録：平成 13 年 11 月）
（１）営業部（観光客誘致・特産品卸）
（２）業務部（加工所・売店・喫茶店・文化事業・事業管理）
（３）農場部（花倶楽部・苺ガーデン・枇杷試験圃場）

〈参考文献・URL〉http://www.mboso-etoko.jp/top/biwakurabu/index.html
〈写真出所〉http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/mr_kato.html
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事例４

稲取温泉観光合同会社

【静岡県東伊豆町】

【取り組み背景・経緯】
◎平成 2 年；この年をピークに宿泊者数が減少に転じていたが、東伊豆町での受け入れ
体制は団体客を対象とした 1 泊 2 食宴会型の旅行形態が中心で、大手旅行
会社による個々の宿泊施設への集客を主体としていた。集客に対して地域
全体で取り組むという経験がなく、多様化する旅行者のニーズにどのよう
に対応するかが課題であった。
◎平成 18 年 11 月；観光減少に歯止めをかける目的で、稲取温泉観光協会の事務局長の
全国公募を実施した。
◎平成 19 年 4 月；新事務局長を中心に稲取温泉観光協会を主体として行政、商工会、大
学、住民など多様な主体から構成される「こらっしぇ稲取協議会」を立ち
上げ、地域資源の発掘とその商品化、観光ボランティアガイドの育成に取
り組む。
◎協議会での取り組みを継続的に実施していくためには収益事業として事業化すること
が不可欠であったこと、また開発した観光商品を募集型企画旅行として実施するため
には、旅行業登録が必要であったことから、観光協会の会員等から出資者を募り、
◎平成 19 年 9 月；稲取温泉合同観光会社を設立。
◎平成 19 年 11 月；第 3 種旅行業の登録を行い、
◎平成 20 年 1 月；第 2 種に変更した。
◎平成 20 年 3 月；これまでに観光ボランティアガイド 40 名が誕生し、観光商品として
10 種類のツアーを開発（現在、24 ツアーを HP 上に掲載）。
◎首都圏からのアクセス向上を図るため「はとバス」と提携して、東京〜稲取温泉間の
直通バスを運行。
【組織形態】：合同会社
資本金：915 万円

出資者：約 60 人

【主な事業内容】（第 2 種旅行業登録：平成 20 年 1 月）
（１）旅行業法に基づく旅行業
（２）チケット代売
（３）宿泊案内
〈参考文献・URL〉http://www.inatorionsen.or.jp/goudou/bus.html
〈写真出所〉http//www.mlit.go.jp/crd/tayo/001/2008/pdf/02_higashiidu.pdf
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事例５

社団法人唐津観光協会

【佐賀県唐津市】

【取り組み背景・経緯】
◎平成 17 年度；地域再生マネージャー事業に採択され、3 ヵ年で唐津市のもつ地理的・
歴史的特性の大切さや価値を地域住民と来訪者が気づき、伝えるととも
に、市民リーダーを育成し、持続可能な「観光交流産業」の育成を目的
として、当該事業に取り組む。その中で、唐津の観光事業者を横断的に
束ねる受け入れ組織の必要性が高まった。
◎平成 19 年 4 月 1 日；社団法人唐津観光協会内に ATA（エリアツーリズム・エージェ
ンシー）事業部として、唐津市からの 100％の補助金により設立され、
運営を開始。唐津市及び隣接する自治体を営業エリアとした着地型旅行
事業を展開。
＜受入体制＞

【主な事業内容】（第 3 種旅行業登録：平成 19 年 7 月）
（１）地域の宝を活用した商品開発（各種体験プログラム、観光コース、イベント商品など）
（２）営業販売（一般・個人向け、グループ・団体向け、教育旅行・修学旅行向け）
（３）管理運営業務（旅行事業に関する受付・手配・管理・精算など）
（４）各種団体・組織等の立ち上げ・育成・運営
（観光ガイド、地域コーディネーター、民泊組織、観光事業など）
【よかばいガイド】
よかばいガイドは、唐津市内の有志が集まって勉強会を開催しながら、唐津にお越し
になる来訪者の案内を実施。
（全 7 コース：案内料￥700、施設入館料別途）

〈参考文献・URL〉http://www.karatsu-kankou.jp
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事例６

NPO 法人ハットウ・オンパク

【大分県別府市】

【取り組み背景・経緯】
◎平成 14 年以降；には別府のシンボルでもあった超大型旅館の再生がめだって多くなっ
てきた。このような状況の中で竹瓦温泉界隈の地元住民を中心にして
「別府八湯竹瓦倶楽部」が設立。最初のまちあるき「竹瓦かいわい路
地裏散歩」が実施され、その後、多くのまちづくり活動が生まれたため、
このような多くの小さな動きを支援し一つのコンセプトにまとめあげ
ネットワークして事業化を図った。
◎平成 16 年 9 月；NPO 法人ハットウ・オンパクが誕生。それまでオンパクの運営は当
初はボランティアの実行委員会組織により運営されてきたが、事業規
模の拡大に伴い NPO 法人化が検討され、現在は NPO 法人ハットウ・
オンパクが事業の運営を行っている。
◎オンパクは集客交流サービス産業再生の「仕組み」化を目指しており、短期間での開
催や特定の個人や企業に依存するものではなく、持続的かつ自立的な「仕組み」とし
て地域に存続することに力をいれている。また継続的に開催することが、認知度を高
めることにつながり、オンパクファンの会員組織である「オンパク倶楽部」会員数も
増加の一途を辿っている。
◎オンパク・パートナーよりプログラムの提供を受け、年 2 回（各 24 日間）、約 100 種
類のプログラムを開催。
（オンパク・パートナー：別府・周辺の中小企業・個人事業者・
まちづくり団体など）
【主な事業内容】
（１）出版、フリーペーパー、ウェブサイトなどの地域情報発信事業
（２）体験プログラム、研修・視察などの手配（ランドオペレーション）事業
（３）オリジナル商品、サービスの提供
（４）公共施設の指定管理業務の受託
（５）商業活性化・まちづくりなど各種調査業務などの受託
【仕組みの他地域への波及】
・函館体験「はこだて湯の川オンパク」
・福島いわき体験「いわきフラオンパク」
・長野上田松本体験「鹿教湯温泉パッセジャータ」
・石川能登七尾体験「能登の旨美フェスタ」
・岡山総社体験「みちくさ小道」
・久留米ほとめきまち旅博覧会
・宮崎都城体験「盆地博覧会ボンバク」
・長崎体験「長崎さるく」
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≪NPO 法人ハットウ・オンパクの設立経緯≫
平成 8 年

8月

別府観光産業経営研究会より「別府八湯勝手に独立宣言」を実施

平成 10 年

9月

竹瓦温泉エリアを重点地域として「竹瓦フォーラム」が開催され、住民主体のまちづくりの必要性を提言

12 月

竹瓦温泉界隈の地元住民を中心にしたまちづくり組織「別府八湯竹瓦倶楽部」が設立

平成 11 年

7月

平成 12 年

3月

竹瓦倶楽部により最初のまちあるき「竹瓦かいわい路地裏散歩」が実施される（別府八湯型まちづくりの
手法がスタート）。
鉄輪温泉地区にて「鉄輪湯けむり倶楽部」は発足、鉄輪温泉エリアのまちづくりがスタート。
毎月１回「鉄輪湯けむり散歩」を開催。
同じく別府温泉・山の手地区において「山の手倶楽部」が設立し、まちづくりがスタート。
毎月１回「山の手レトロ散策」を開催。

9月

平成 13 年

10 月

竹瓦地区で「まちなか温泉博物館」構想による地域イベント「ベップ路地裏文化祭」が開催。

4月

別府八湯の温泉 88 か所を巡る「別府八湯温泉道」が地域住民組織 「別府八湯温泉道実行委員会」
により開始。
亀川温泉地区の歴史的な温泉建造物「浜田温泉館」の建て替えに伴い、地域に残る歴史的建造物の
保存と活用というテーマで議論が行われる。後の別府八湯トラストの基本的理念である「温泉文化基金
条例制定」の提案がなされる。
別府八湯の種々のまちづくり活動を整理して、将来の温泉地としての別府八湯の姿を表現するイベント
「ハットウ・オンパク」を開催。当時大分県が温泉をテーマに行ったインターネット博覧会（インパク）のリ
アルイベントとして位置付け。

7月

10 月

平成 14 年

平成 15 年

平成 16 年

3月

竹瓦倶楽部が「まちづくり団体総務大臣賞」を受賞

5月

竹瓦倶楽部により、地域固有の文化を学ぶ機関「竹瓦学校」およびコミュニティビジネスを学ぶ「竹瓦コ
ミュニティビジネス研究所」が設立

6月

第 2 回のハットウ・オンパクを開催

8月

別府八湯温泉泊覧会実行委員会が「全国人に優しい地域の宿作り賞厚生労働大臣賞」を受賞

9月

別府八湯トラストが設立

10 月

第 3 回目のハットウ・オンパクを開催

2月

八湯ウオークを毎日開催する「定例化実験」が実施され、ガイド人材育成および需要を確認。 ４月から
週４日体制で実施。

4月

路地裏の地域通貨「湯路」を発行。

5月

第 4 回の「ハットウ・オンパク」を開催。ハットウ・オンパクファンの会員組織「オンパク倶楽部」会員が
1,200 名を超え、今後の体験交流型プログラムの基礎的会員組織固めが進行。

6月

活発な別府八湯運動を受け、別府市が企画調整課内にまちづくり推進室を設置。

7月

亀川温泉地区で「亀川龜カメ倶楽部」、堀田温泉地区で「堀田温泉郷倶楽部」等のまちづくり団体が
続々と誕生。まちあるきツアーの各エリアの連係を促進する 「別府八湯ウオーク連絡協議会」が誕生
し、まちあるきを核にしたまちづくり運動がよりいっそうの広がりを見せる。

9月

北浜地区の旅館女将・スタッフによる「竹瓦夕暮れ散策」が立ち上げ、毎日午後開催

10 月

第 5 回の「ハットウ・オンパク」を開催。

4月

地域通貨・湯路が旅行代理店のツアーに採用される、大量の発行体制がスタート。

6月

第６回の「ハットウ･オンパク」を開催
ハットウ・オンパク事業が経済産業省の「健康サービス産業創出支援調査研究事業」に採択
竹瓦倶楽部の提案した「都市と地方の良好な関係を構築するための移住サポートサービスの可能性調
査事業」が内閣府の都市再生モデル調査事業に採択
八湯トラストのエコツーリズム事業が大分県の NPO パートナーシップ事業に採択され、エコツーリズムの
事業化に向けた取組みがスタート。
八湯トラスト・オンパク実行委員会がそれぞれ NPO 法人となる。NPO 法人ハットウ・オンパクの「感動体
験市場」プロジェクトが大分県の拠点観光地域整備事業に採択される。
第７回目のハットウ・オンパクを開催 過去最高の動員数により、採算性の向上が実現。事業化の可能
性が増す。

7月
8月
9月
10 月

〈参考文献・URL〉http://www.coara.or.jp/~sanken/onpaku_doc/about_onpaku.htm
http://www.coara.or.jp/~sanken/onpaku_data.htm
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事例７

株式会社出石まちづくり公社

【兵庫県豊岡市】

【取り組み背景・経緯】
◎旧出石町には、20 数年来観光・宣伝などに取り組んできた観光協会があり、出石観光
センターや観光ガイド並びにそば店の経営を行っていた。しかし、幅広い事業展開す
る上で、観光協会の事業部門の独立・法人化が従来からの課題であり、観光産業を基
盤に広くまちづくり事業を展開する第 3 セクターの設立に対する機運が高まっていた。
◎平成 10 年 6 月；出石まちづくり公社を設立し、観光協会で行っていた土産物店経営な
どの事業部門を引継ぎ、新たに公社の事業としてまちづくり事業を立ち上げた。
◎まちづくり事業に対する企画・立案・事業展開については、出石町・商工会と連携を
とり共同で行っている。公共空間整備は旧出石町、コンセンサス形成は商工会、事業
展開は出石まちづくり公社と役割分担をしている。
【組織形態】：株式会社
資本金： 9,800 万円（発行株式：1,960 株、一株：5 万円）
株主

：株主数 328 人（大株主：豊岡市 400 株、出石町商工会 60 株）

【主な事業内容】（旅行業者代理業 ㈱スカイウェイ代理業）
（1）出石観光センター直営店
（2）そば茶店
（3）観光ガイド
（4）集合貸店舗事業（びっ蔵）
（5）ハーブショップ（香りの城）
（6）旅行代理店（いずしトラベルサービス）
（7）レンタサイクル
＜推進体制＞

〈参考文献・URL〉http://www.izushi-tmo.com/

〈参考文献・URL/写真出所〉http://www.izushi-tmo.com/
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事例８

株式会社大洲街なか再生館

【愛媛県大洲市】

【取り組み背景・経緯】
◎平成 10 年；
「大洲商工会議所ＴＭＯ特別検討委員会」が設立された。この年の中心市
街地活性化法の施行に伴い、官民共同で。その後、大洲市中心市街地活性化
基本計画の策定作業を実施した。同時期に長年埋没していた観光集客交流施
設（現在の大洲まちの駅「あさもや」）の建設とこれの運営をＴＭＯが担っ
ていく方向で調整が進む。
◎平成 13 年 4 月；ＴＭＯ構想計画策定作業を開始し、第三セクター方式の株式会社とし
てＴＭＯを設立することが確定した。
◎平成 13 年 10 月；「株式会社おおず街なか再生館設立準備委員会」を設置し、
◎平成 14 年 4 月 10 日；
「株式会社おおず街なか再生館」が設立した。
◎「おおず街なか再生館」では集客交流の中心地として、まちの駅「あさもや」の運営
を行っている。
◎平成 18 年；第 2 種旅行業を取得し「蔵里ネットＴＭＯ」の名称で着地型の旅行エージ
ェント事業を展開。
【組織形態】：株式会社
資本金：２１００万円（大洲市５０％＊民間５０％の第三セクター方式）
株主 ：６０名
（発起人 11 名を含む関係機関や物販店参加業者 59 社及び大洲市）
【主な事業内容】（第 2 種旅行業登録：平成 18 年 2 月）
（１）特産物企画販売事業
（２）飲食事業
＜推進体制＞

（３）物販事業
（４）着地型ツアーエージェント事業
（５）情報企画制作（web）受発信事業
（６）地域観光企画開発育成事業
＜各年度売上げ＞

事業年度 売上（千円）
平成14年度
45,900
平成15年度
46,300
平成16年度
99,730
平成17年度
83,000
平成18年度
96,000
〈参考文献・URL/写真出所〉http://www.asamoya.com/index.html
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≪株式会社大洲街なか再生館の設立経緯≫
平成 10 年

「大洲商工会議所ＴＭＯ特別検討委員会」が設立

平成 11 年

4月

ＴＭＯ設立の合意

平成 12 年

4月

大洲市中心市街地活性化基本計画の策定作業を実施

平成 13 年

3月

ＴＭＯ構想計画策定作業を開始し、第三セクター方式の株式会
社としてＴＭＯを設立することが確定

平成 14 年

平成 18 年

10 月

「株式会社おおず街なか再生館設立準備委員会」を設置

1月

発起人会を設置

4月

「株式会社おおず街なか再生館」が設立

2月

第 2 種旅行業を取得
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事例９

有限責任中間法人飯山市観光協会

【長野県飯山市】

【取り組み背景・経緯】
◎平成 19 年４月；観光協会を法人化し、第３種旅行業登録の取得を目指していた。
◎平成 19 年６月１日；第 3 種旅行業登録を取得した。
（長野県内では旅行業法改正後初
の取得）
◎平成 19 年 5 月；森林セラピー基地の本格稼動。この年のオープンに合わせて従来の森
林浴や温泉浴、郷土料理のプログラムなど市内滞在型のツアーに加え、
飯山赤十字病院と提携したメディカルチェックをオプションとして
追加し、他の森林セラピー基地と差別化できるプログラム設定を目指
した。ツアーは、旅行会社への委託やインターネットなどで販売。
◎また旅行業登録と並行し、観光客の受け入れ態勢の高度化を図り、市内に約 200 軒あ
る宿泊施設の情報を発信。観光客が宿泊先を選択しやすいように「食」「温泉」「滞在」
など目的に応じ星印で表示することを始めた。
【組織形態】：有限責任中間法人(LLP）
戸狩・斑尾高原・信濃平・北竜湖の４つの観光協会をはじめとする、市内の観光団体・
リフト会社などで組織されている。
【主な事業内容】（第 3 種旅行業登録：平成 19 年 6 月）
（１）観光案内・情報発信
（２）市内滞在型のツアー造成・販売

〈参考文献・URL/写真出所〉http://www.iiyama-ouendan.net/
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事例１０

NPO 法人遊佐鳥海観光協会

【山形県遊佐町】

【取り組み背景・経緯】
◎昭和 38 年；「遊佐町観光協会」が任意団体として設立。
◎平成 18 年 3 月；「遊佐鳥海観光協会」としてＮＰＯ法人格を取得した。行政との綿密
な連携の下新たな視点での観光振興を目指して活動を行っている。
◎平成 19 年 5 月；第三種旅行業を取得し、その機能を活用して地域活性化の起爆剤とし
て「インバウンドツアー」の推進を提唱し、行政及び各種団体の協力を得
ながら本格的な取組を開始。
◎ＮＰＯ法人化された観光協会が自ら旅行業を営むことで、持続的な観光振興を進める
とともに、行政としての遊佐町と連携・協働することで、地域で活動する個々の団体、
グループの結びつきを強め、観光客の受入体制を確立し、地域主体・地域発の観光事
業というビジネスモデルの構築を目指す。
【組織形態】：NPO 法人
会員形態：正会員、特別会員、賛助会員
年会費

：正会員 一口 5000 円、賛助会員 一口

2000 円

【主な事業内容】 （第 3 種旅行業登録：平成 19 年 5 月）
（１）特定非営利活動に係る事業
①観光案内及び誘致に関する事業
②イベント開催に関する事業
③国際交流、地域間交流に関する事業
④特産品の開発とその流通に関する事業
⑤観光地の環境保全に関する事業
（２）その他事業
①公的機関等からの受託事業
②旅行業法に基づく旅行業
③損害保険代理業
④特産品等の物品販売に関する事業
平成19年度 収支状況
会費・補助金
会費・協賛金
補助金
参加者収入
事業収入
旅行業
受託事業
事業外収入
雑収入
合 計

金 額
4,354,000
3,200,000
1,039,800
金 額
26,948,780
3,633,880
金 額
283,004

管理費
人件費
管理経費

事業費
旅行業
観光案内事業費
イベント事業費
国際交流、地域間交流事業費
観光地環境保全事業費
受託事業
39,459,464 合 計
収支差額

金 額
5,050,816
2,982,359
金 額
25,280,511
1,183,655
5,625,905
412,900
237,980
1,423,362
42,197,488
-2,738,024
出所:『山形発ボランティア＆情報ページ』
http://ipage.yamagata-npo.net/
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〈参考文献・URL/写真出所〉http://www.yuzachokai.jp

事例１１

社団法人平戸観光協会

【長崎県平戸市】

【取り組み背景・経緯】
◎平成 18 年；観光協会を自立化させる取り組みとして初めて全国公募で事務局長を採用
し、観光客にサービスを提供して報酬を得る形で自立化の取り組みを進め
た。
◎平成 19 年；第 3 種旅行業登録を取得し、旅行業の取り組みを開始した。
◎平成 18 年〜19 年度；国土交通省の旅館の泊食分離などを主要テーマとする宿泊産業
活性化モデル事業の採択を受け、旅館が泊食分離を取り入れることで、観
光協会が着地型の旅行商品を造成、地域を挙げた滞在型観光の実証事業に取
り組んだ。滞在日数に値する旅行目的の提案と、自由度の高い食事の提示を
通じて、３連泊の参加者を集め、滞在型観光の確立に向けて取り組んでいる。
【組織形態】： 社団法人
会費：
（年）12000 円以上(月 1000 円〜)
【主な事業内容】（第 3 種旅行業登録：平成 19 年 8 月）
（１）内外観光者の誘致促進
（２）観光に関する宣伝紹介
（３）観光資源の保護開発及びその調査研究
（４）観光施設の整備促進
（５）観光土産品の宣伝及び開発奨励
（６）観光客の接遇の改善
（７）観光に関する出版物の発刊
（８）外客受け入れのため観光施設に関する情報提供
（９）特産品の販売
【オンラインショップ】

〈参考文献・URL/写真出所〉http://www.hirado-net.com/
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事例１２

株式会社南会津観光公社

【福島県田島町】

【取り組み背景・経緯】
◎平成 18 年 3 月；田島町・舘岩村・伊南村・南郷村が合併し「南会津町」が誕生した。
◎平成 19 年 6 月；(株)南会津観光公社を設立し、新生「南会津町」として町を訪れるお
客様に「自慢のいいところやおいしいものをたくさん知ってほしい！」
という思いのもと、地元ならではの視点で作った楽しいツアーの企
画・実施の他、宿泊施設の予約・手配、教育旅行のコーディネート、
国内・海外旅行の手配、レストラン・土産物店運営など多彩な事業を
展開している。
【組織形態】：株式会社
資本金

：5000 万円 （平成 19 年 6 月末現在）

主要株主： 南会津町、会津高原夢開発株式会社、会津高原リゾート株式会社、
株式会社 INA、株式会社さゆりの里
従業員数 12 名

（平成 19 年 7 月 1 日現在）

【主な事業内容】（第 2 種旅行業登録）
（１）旅行業及び観光案内に関する事業、
（２）レストラン、売店事業
（３）駐車場の経営及び管理、
（４）スキー場リフト券、乗車船券、クーポン券、
映画演劇催事等の入場券受委託販売事業
（５）南会津町における公共施設の運営受託
（６）観光土産品の企画、開発、製造、加工、販売、取次等と
それらに関するコンサルタント事業

〈参考文献・URL/写真出所〉http://www.minamiaizu.co.jp/
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事例１３

松之山温泉合同会社まんま

【新潟県十日町市】

【取り組み背景・経緯】
◎平成 7 年度；この年をピークに旅館の利用者数は減少傾向となり、平成 16 年度以降は
年間宿泊者数が 10 万人に達していない状況が続いていた。観光客数は平成
18 年度に 44 万 4 千人に達しているが、観光客数に閉める旅館利用者数の
割合は 20％強となり、宿泊者数も平成 17 年度以降は 6 万人台で推移して
いる。17 件ある宿泊施設の年間収容数は約 28 万 8 千人であることから平
成 17 年度の定員稼働率は約 21％となっている。
◎平成 16 年、平成 18 年；新潟地方を大地震が襲い、将来は平成 26 年に北陸新幹線の開
通に伴い越後湯沢からの北陸方面への特急の廃止が予定されている。
このよ
うな危機を変革のチャンスと捉え調査機関の協力を得ながら自立した観光
地を目指すこととした。
◎平成 20 年 4 月；地元の旅館をはじめとする民間で出資した「松之山温泉合同会社まん
ま」を設立し、5 月には第 3 種旅行業登録を取得した。
◎平成 20 年 8 月中旬以降；着地型観光商品の企画・販売を開始した。商品は、都市部で
広がる趣味などで結びついたネットワークに着目し、都市に在住するシニ
ア層をターゲットとしている。
【組織形態】：合同会社
資本金：360 万円
出資者：16 人
地元の旅館（9 社）
、土産店（2 社）、タクシー会社（1 社）
、
建設会社（1 社）、一般市民
【主な事業内容】（第 3 種旅行業：平成 20 年 5 月）
（１）着地型観光旅行商品の企画・販売事業
（２）物販事業（「松之山温泉ミスト」）

〈参考文献・URL〉 http://manma.be/
http://www.matsunoyama.net/
『レジャー産業』（2008 年 11 月）綜合ユニコム
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事例１４

千葉県香取市

【取り組み背景・経緯】
◎平成 3 年；佐原の大祭で使用する各町内の山車を一同に集め桟敷席を有料の設置し、
佐原の大祭を自分達のお祭りからお客様に見せるお祭りへと転換させたこ
とがきっかけとなり、現在の佐原におけるまちづくりの取り組みが始まっ
た。その後、街並みや祭りをツールとしたまちづくりを進め、
◎平成 8 年；小野川沿いの歴史的町並みが重要伝統的建造物群保存地区に指定され、
◎平成 15 年；佐原の大祭が重要無形民俗文化財に指定されるなど対外的な評価を得るこ
ととなった。
◎平成 12 年度；「水郷の小江戸産業観光で賑わいの再興」をスローガンとして、中心市
街地活性化計画を策定した。本計画においては 6 つの基本方針と 10 の目的
を定めて事業を展開している。
◎平成 14 年 4 月；まちおこし会社として「株式会社ぶれきめら」、平成 17 年 1 月には「株
式会社ゼットやっぺい社」が設立された。また、海外メディアの招聘事業
や成田空港からの直通バスを運行するなど海外からのお客様誘致にも積極
的に取り組み、平成 17 年には優秀観光地づくり賞を受賞するに至った。
◎市民のまちづくりの活動として、現在佐原には２つのまちおこし会社をはじめ、ＮＰ
Ｏ法人や任意団体など数多くのまちづくり活動団体が組織されており、それぞれが役
割を補完しあいながらまちづくり活動に取り組んでいる。
【佐原のまちづくりに取り組む組織】
◆株式会社ぶれきめら（舟運事業、飲食事業、駐車場運営・テナントリース事業等）
◆株式会社ゼットやっぺい社
（物販事業、空き店舗対策、コミュニティビジネス、チャレンジショップ、
まちづくり情報の発信、コミュニティビジネス起業支援等）
◆NPO 法人小野川と佐原の町並みを考える会
（佐原町並み交流館・佐原三菱館の管理・運営受託事業、観光案内ボランティアガイド）
◆ＮＰＯ法人まちおこし佐原の大祭振興協会
（
「佐原の大祭」を活用したイベント、観光客受入体制の充実等）
◆NPO 法人コンヴィヴィアル （外国人向け観光ツールの作成等）
◆香取市国際交流協会 （佐原周辺を英語で案内等）
◆佐原おかみさん会（佐原まちぐるみ博物館の運営、イベント等）
◆佐原商工会議所
◆水郷佐原観光協会
など
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２−２

既存の観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能
に対するヒアリング調査の実施

観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能を継続的に維持するためには、組織化が必
要であり、その運営に関する課題と解決方策を検討することを目的として、既存の観光を
活かしたまちづくりの中核的推進機能を対象に関係者へのヒアリング調査を実施した。ヒ
アリング調査では、地域における観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能のニーズ、
持続的な運営に向けてのヒントを得るため、当該観光を活かしたまちづくりの中核的推進
機能の 1)設立経緯、2)事業内容・収益構造、3)組織形態を中心に把握することとした。
【ヒアリング対象事例】
名

称

所 在

地

ヒアリング実施日

株式会社南信州観光公社

長野県飯田市

2008 年 12 月 17 日

株式会社とみうら

千葉県南房総市

2009 年 1 月 26 日

稲取温泉合同会社

静岡県東伊豆町

2008 年 12 月 25 日

株式会社ニセコリゾート観光協会

北海道ニセコ町

2008 年 12 月 25 日
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ヒアリング１

株式会社南信州観光公社

【長野県飯田市】

ヒアリング対象：株式会社南信州観光公社 取締役支配人 高橋 充氏

（１）飯田市および下伊那郡（飯伊地域）の概要
飯田市は、南アルプスと中央アルプスにはさまれ、その中心を貫いて天竜川が遠州灘に
流れ下る伊那谷と呼ばれる南信州地域の中心都市となっている。飯田市の人口は約 10 万 6
千人（2008 年 11 月現在）
、飯田市と下伊那郡を合わせて 18 万人弱の人口である。
高齢化の進行は顕著で、飯田市 22%、下伊那郡では 35%を超える町村も多く、郡部では人
口減少も進行している。
飯田市の面積は約 658.8

。飯田市と下伊那郡 14 町村の面積を合わせると 1,929

と、香

川県や大阪府より広大になる。
自然の様相は、南限、北限の植生が交差する多様性が特徴で、面積の 80%が森林地帯であ
る。産業は飯伊地域全体で、工業出荷額が約 3,800 億円、農業粗生産額は約 280 億円、観
光消費額は約 145 億円となっている。精密電子中心の工業出荷額、農業粗生産額ともに前
年割れが続いている。

地図出所：YAHOO 地図
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（２）株式会社南信州観光公社の設立と組織概要
①

株式会社南信州観光公社の設立の経緯

１）株式会社南信州観光公社の設立背景〜飯田市での取り組み
平成 7 年、飯田市を含む 18 市町村は、観光入込み数が県全体の 3 割を占めるにも
かかわらず、宿泊は 2 割未満、観光収入は４％（140 億円）という通過型観光の
地域であった。
平成 7 年の終わりに、飯田市商業観光課では、通過型から滞在型の観光へ変える
ため、通過型からの脱却のための必然性として「体験」を、ターゲットを「教育」
に絞り込み、自然・林間学校などの教育旅行にターゲットを絞った事業展開を図
ることとなった。
受入れや金銭授受の窓口は飯田市に置くこととした。当初はパンフレット作成と
プロモーションのみの数百万の事業であったが、体験の理念と意義を職員が共有
していた。
平成 8 年の１〜2 月に各学校にパンフレットを送ったところ、その年の 6 月に最
初の学校受入れが実現した。行事予定が一年前から決まる教育旅行では、大変幸
運なことであった。この最初の受入れで、実際に喜んでもらったことにより、間
違いないと確信を得た市は、次はこの実際の体験風景を写真に収め、個別の学校
ではなく旅行会社に営業を行った。受入れ校は平成 8 年の 3 校から、16 校、22 校、
と増え、平成 12 年には 71 校に達した。
平成 10 年には初めて農家民泊型の受入れを行った。きっかけは、五平餅づくりの
体験を行った学校が、
「半日ではもったいないのでぜひ泊まりたい」と要望したこ
とであった。平成 11 年には 3 校、12 年に 5 校が農家民泊を利用した。
飯田市の事業として順調に受入れ校数を伸ばしたが、平成 13 年には４地区 70 軒
の民泊受入れでは追いつかない状況となった。受入れは５〜６月に集中するため、
単純に１日１地区あたり 800 人の受入れペースとなった。その結果、飯田市単独
では限界との認識に至り、周辺との連携を図ることとなった。
株式会社南信州観光公社設立に向けての２つの点に留意した。一つ目は、周辺市
町村と連携する場合に窓口が飯田市では問題があるということ。二つ目は、行政
が窓口であるからこそ旅行マーケットで信用を得られていた半面で、担当者の異
動が不安視されていたこと。この２点を解決するために、他市町村も出資して新
しい会社を作り、そこに行政もしっかりと関わった組織を作ろうということに至
った。
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＜南信州観光公社設立までの経緯＞
平成 6 年

4月

（飯伊広域行政組合発足）

平成 7 年

8月

飯田市において、野外教育プロジェクト開始

10 月

体験教育旅行誘致事業の開始を決定
資源取材、プログラム化、プロモーションツール取材

平成 8 年

1〜3 月
6月

平成 9 年

平成 10 年

平成 11 年

大手旅行会社、学校へのＤＭ送付。営業開始
横浜市内高校生自然教室実施

4 月〜

観光地グレードアップ戦略観光施設診断事業開始

10 月

インストラクター反省慰労会開催

10 月〜

体験旅行プロジェクト開始

11 月〜

第 2 段階プロモーションツール作成準備、取材

3月

第 2 段階プロモーションツール完成
営業開始。対象は首都圏、中部圏、関西圏、四国、広島

4月

（南信州広域連合設立）

8月

プロモーションビデオ完成
県観光課、県観光連盟、日本修学旅行協会主催による「自然に
親しむ修学旅行教職員現地研究会」開催

平成 13 年

1月

「この指とまれ方式」で広域事業がスタート
広域観光連合の組織の立ち上げを図るも不調に終わったため、
「この指とまれ方式」で広域連合 18 市町村中 8 市町村で(株)
南信州観光公社（第 3 セクター）を設立（体験プログラムとし
ては参画自治体以外のものも扱う）

5月

観光公社としての受け入れ開始

２）株式会社南信州観光公社の設立
市町村連携の取組みとして、飯伊広域行政組合が平成 6 年に発足し、平成 11 年 4
月に南信州広域連合が設立される。地域連携による観光事業を展開すべく、飯田
市が中心となり、域内観光担当課長会議を開催、順次市町村長、各市町村の議会
へと協議を進めていったが不調に終わる。そのため、
「この指とまれ方式」によっ
て地域連携を図り、域内 18 市町村中の 5 市町村によって、第 3 セクター(株)南信
州観光公社が設立（資本金：1450 万円）し、代表取締役に飯田市長が就任した。
（なお、体験プログラムとしては、参画自治体以外のものも扱っている。
）
株式会社南信州観光公社の中核を担う人材として、旅行会社に務めていた高橋氏
に依頼した。高橋氏は、旅行会社で飯田市からの営業を受け、飯田市への送客を
行っていた立場にあった。設立当初は社員 1 名（高橋氏）
、パート 1 名で運営を行
っていた。
設立と同時に第 3 種旅行業を取得し、平成 16 年に第 2 種旅行業に変更した。
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３）受け入れ先の拡大と組織の拡大
受け入れ先を確保するため、行政と連携して 1 件 1 件説得し、受け入れ先を 16
地区 200 件にまで増やした。すると 2 年目には、実際に受入れを行った各地区の
人々の理解を得られ、色々な地区の人々がさらに受け入れ先を積極的に広げるよ
うになり、27 地区 400 軒に増えた。3 年目以降になると地域の窓口的役割を担う
人・組織が増えてきた。
各市町村の出資額は 30 万円〜50 万円程度であるが、議会への対応もあることか
ら、当初は出資した市町村は少なかった。そのため、当初は取り組みに対する理
解を得て出資や協力を得るボトムアップ型の取り組みであったが、受け入れを行
う住民から「なぜうちの町は出資していないのか」という声が上がるようになり、
出資する市町村も徐々に増えた。そして参加市町村が過半数を超えると、一気に
全 18 市町村の連携に至った。3 年目には飯田市長との親交があるバス会社ＯＢの
人物が代表となり、トップダウン型の取り組みが許せる体制となった。
自治体の負担は、平成 8〜14 年で 1,200 万円（＠170 万円）
、平成 13 年の観光公
社設立時に 300 万円。これ以外の追加支出はない。
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②

株式会社南信州観光公社の組織概要
１）組織の目的
・観光を軸とした地域振興を目的とする。
・新しい感性で柔軟に活動できる組織として、第 3 セクターを立ち上げた。

・通過観光ではなく、地域内での宿泊型観光、長期滞在型観光の誘致を行い、外貨の
獲得を目指す。
・観光入込み客の増加を図り、観光消費額を倍増させることを戦略目標とする。

２）会社概要
設立

：平成 13 年 1 月

設立資本金：2,965 万円（行政からの出資：総額 940 万円）
出資団体 ：飯田下伊那地域 15 市町村（飯田市・阿智村・松川町・高森町・阿
南町・喬木村・平谷村・豊丘村・根羽村・泰阜村・天龍村・清内路
村・下條村・売木村・大鹿村）
みなみ信州農業協同組合・信南交通株式会社・飯田信用金庫・株式
会社南信州新聞社・株式会社飯田ケーブルテレビ・株式会社信濃毎
日新聞社・天竜舟下り株式会社・株式会社共立プラニング・木下水
引株式会社・長野県タクシー協会飯伊支部・谷口醸造株式会社・八
十二銀行・飯田商工会議所・天竜ライン遊舟有限会社・株式会社新
葉社・体験教育企画・喜久水酒造株式会社・座光如来寺（元善光寺）
役員体制 ：代表取締役、取締役 6 名、監査役 2 名
常勤職員 ：8 名（代表取締役:1 名、取締役:1 名、社員:1 名、契約社員:2 名、
飯田市観光課広域観光係:2 名、南信州広域連合:1 名）
旅行業認可：長野県知事登録
所在地

：〒395−0152

第 2−431 号 総合旅行業務取扱管理者 高橋充

長野県飯田市育良町 1 丁目 2 番地 1
みなみ信州農業協同組合

TEL：0265−28−1747

りんごの里内

FAX：0265−28−1748

３）主な事業内容
【観光誘客事業】

イ）観光コーディネーター機能
・市町村を結ぶ商品開発と受け入れの調整
（時には農家民宿の受け入れ先にも足を運ぶ）
・観光資源の商品企画、市町村の受け入れ調整、顧客対応、精算など
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ロ）パンフレット、ビデオをはじめとするツールの作成、宣伝戦略と営業活動
の実施
・体験プログラムをまとめたパンフレット「感動体験

南信州」

・旅行会社、学校でのプレゼンテーション
ハ）体験プログラムの企画開発、インストラクターの養成
【飯田下伊那観光案内所の運営】
・りんごの里内での周辺観光案内業務（飯田市観光協会からの委託）
【広域地域の観光関係のネットワーク化】
①地域の連携、共同企画プロモーション・キャンペーン
・自治体を超えた飯田下伊那のトータルイメージの創造
②統一パンフレット・マップ・看板の作成
③南信州広域イベントなど統一イベントの開催

４）収支状況
収入：売上額：約 2 億円〈売上構成〉教育旅行：約 80％、視察・研修など：約 20％
粗利：約 3000 万円（単年度黒字）

支出：人件費：約 50％ 事務所賃貸（りんごの里内）：月 15 万円

など

公社の経費のうち、人件費が約 50％を占めている。飯田市商業観光課の職員は、
出向という扱いではなく、市商業観光課広域観光係の担当者が公社にデスクを置
いていることとしている。市の業務を主としているが、広域観光の担当者という
立場で公社の仕事も行っている。
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（３）個別事業について
①

観光誘客事業（観光コーディネーター機能）

１）体験プログラムの実施状況
『感動体験南信州』と銘打ち、130 以上のプログラムを用意している。
平成 12 年まで体験観光の受け入れは、飯田市商業観光課（飯田観光協会）が営業・
手配・精算・現地コーディネートを担当していた。平成 13 年度から公社が、同業務
を引継ぎ、旅行会社を含む利用者と、現地受け入れ先との調整や、バスルートの設
定などを行う。
＜体験観光の受け入れのシステム＞

２）体験観光の受け入れ実績
利用者数は年々増加している。平成 20 年は教育旅行団体 115 団体、延べ体験プログ
ラム利用者数 5 万人（実数 1 万 7 千人）となっている。
誘致圏は当初から変わらないものの、地域別の来訪割合は変化してきた。近年は関
西方面からの利用者が増加している。
当初：関東約 40％、関西約 40％、中京その他約 20％
現在：関東約 40％、関西約 50％、中京その他約 10％
受け入れ教育旅行団体は、毎年受け入れている教育旅行団体の約 70％がリピーター
となっている。隔年、3 年おきに来る教育旅行団体もあるため、受け入れ教育旅行団
体全体としては、約 90％がリピーターとなっている
入込時期は、5 月〜6 月が年間入込の 80％を占めていたが、昨年・今年の入込は 5
月〜6 月が年間入込の約 70％と相対的に減少し、3 月〜4 月・7 月〜10 月の入込が増
加してきた。来訪者の数自体は増加している。
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＜体験観光の受け入れ状況＞
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
西暦
8
18
28
48
85
146
198
218
239
309
305
団体数
（内学校数）
3
16
22
38
71
84
107
101
109
109
105
受入人数
1000
2300
5000
6000
8000
10200
17000
18500
20500
23000
22000
体験プログラム
利用者延べ人数
12000
23000
35000
40000
49500
52500
51000

(団体)
350

(人)
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300

50000

250
40000
団
体
数

200
30000
150

団体数
受
入
人
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20000

内 学校数
受入人数
体験プログラム
利用者延べ人数

100
10000

50

0

0
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株式会社南信州観光公社設立

＜延べ宿泊数＞

西暦
農家泊校数
農家泊人数
旅館・ホテル

2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
20
30
33
47
51
52
2800
4500
4850
6600
7200
7500
6000
10000
10500
12000
12000
12000

３）体験プログラムの収益配分
利用者から徴収するプログラム料の収益配分として、80％が受け入れ先、10％が
旅行会社、10％が公社の収入となる。
民泊を伴う受け入れの場合、必ず前後１泊は地元の宿泊施設に宿泊することを条
件としている。そのため、送客した宿泊施設から、料金の 5％を協力金として徴
収している。観光振興を目的に事業を展開しているため、
「協力金」としている。
体験プログラム料金の内訳

＜体験プログラムの収益配分＞
観光公社
10%
旅行会社
10%
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受け入れ先
80%

当初は飯田市で体験料金を設定し、旅行者に販売するときに旅行会社で手数料を
上乗せしてもらう形式であったが、のちに旅行会社への手数料 10％を上乗せした
形式の料金提示とした。その後、公社が販売するようになった際に、再度公社の
手数料分を上乗せして、現在の料金形態になっている。
旅行会社は、学校等と細かい調整、添乗等を行ってくれるため、公社の業務負担
が軽減されている。旅行会社に支払う手数料は、正当なものだと考えている。
②

個別事業の拡大
公社で募集型企画旅行を実施すると、キャンセル等の細かい対応に追われてしまい、
現在の人員では負担となってしまう。募集型企画旅行については、できればよいぐ
らいの感覚で考えている。
個人向けの旅行商品として「桜トレッキング」を企画しているが、ツアーの募集は
旅行会社・バス会社に依頼し、公社では受け入れを行っている。個人向けの商品は、
旅行会社・バス会社のツアーに取り入れやすい素材を提案し、オペレーション（受
け入れ）を担当することとしている。
冬場は閑散期なので、今後の事業、企画提案に向けた実験的ツアー等ができる時期
にしたいと考えている。
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（４）株式会社南信州観光公社にみる中核的推進機能を設立・維持するための特徴
１）組織の目的を明確にし、堅実に事業を展開する
組織の運営・維持に向けては、求心力のある事業・人材であることが前提となる。
公社の場合は、教育旅行コーディネートを基軸として周辺と連携するという明確な
目的を持ち、関係者が組織の理念やあり方を共有している。目標数を数値設定で示
すのは良いことだが、目的を見失わないことが重要である。
地域の協力を得るためには、責任を持って進める主体として主導権を握り、簡単に
協力できるように環境設定を行うこと。公社の場合は、登録にあたって特別な基準
はなく、「受け入れる」という意思表示のみである。
事業の拡大、他事業への参入は、身の丈に合わせて取り組まないと負債を抱えるこ
とになる。地域の理解を得て取り組むためには、堅実な経営・事業拡大に臨む必要
がある。
継続した事業を展開することにより、周りの認知度が高まる。公社の場合も、最近
では自ら営業に行っていないエリアの旅行会社から受け入れ要請がある。
広告宣伝は効果あるかどうか見極めることが必要である。公社の場合は、ターゲッ
トが決まっていたので広告宣伝は実施せず、旅行会社への営業を行ってきた。また、
当日の受け入れが最大のセールス効果になることから、新しい顧客（学校）などが
来たら、調整して受け入れるようにする。

２）地域内外の協力を得るため、組織としての方針を堅持する
民泊利用は、その前後に地域内の旅館に 1 泊以上宿泊することを受け入れ条件とし
ている。地域内の協力を得るために、対外的に堅持する姿勢・ポリシーを持つこと
が重要である。
旅行会社との協力体制を構築するためには、提供する商品の価値が高いことが前提
である。公社では、用意された楽な体験のみを実施するのではない

ほんもの

を

体験できるプログラム、自然・農林業体験などは、安全・健康対策を万全とした上
で、雨天でも実施することを基本として、他地域との差別化を図っている。

旅行会社は、受け入れ先が条件に対応してくれない場合、他を探せばよいという
姿勢である。旅行会社から送客してもらうためには、相手の要望に無理に合わせ
るのではなく、旅行会社の担当者に、旅行者（学校の担当者）を説得するための
材料(地域側からの条件についての理由）を示すことが必要である。
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３）教育旅行事業に特化し、収益の柱を確立する
ターゲット・取り組むことを明確にすることで、何を実施すればよいのか方針が決
まる。結果として無駄な費用を使わなくなるので、経費削減につながる。
教育旅行は、次年度への継続性・申込時期が早いなどの、募集型企画旅行とは異な
る特徴を有しており、中期的に経営を考えることができる。募集型企画旅行だけだ
と、経営的に安定しない可能性が高いため、公の資金を投入し、ゆとりを持った経
営にシフトしていかなければ持続していかないと考えられる。

４）行政や農家との密接な関係、地域のネットワークを構築する
飯田市農政課では、ワーキングホリデーなどの事業準備として、農家を一軒一軒ま
わってコミュニケーションをとってきた。その密接な関係があったため、行政と地
域住民との協力体制のもと、事業がスムーズに進められた。
公社職員が日頃から密接なコミュニケーションを取ることで受け入れ依頼・手配か
ら緊急時の対応まで可能となっている。また、地域とコミュニケーションは、新し
い体験プログラムをつくりだす機会でもある。
地域全体でネットワークを持つ（行政・地域の人の協力体制を構築する）ことによ
り、地域の窓口となる組織の人件費削減につながる（インストラクター、ガイド等
を実施する場合は別であるが、コーディネート機能だけであれば、1〜2 名でも十分
に対応できる）
。
＜行政の取組み姿勢にみる、感動体験南信州の成立要因＞
・ 行政が体験型の旅行誘致の先進性に気づき、他にさきがけて取り組んだ。
・ コーディネート体制が顧客（旅行会社、学校、一般客）＝発側から見てもはっきりしていた。さ
らに観光公社として市町村の枠を超えて広域で実行する体制が充実した。
・ 教育旅行誘致と受け入れを明確な理念のもとに行った。
・ 行政がプロモーションノウハウを獲得し、観光公社に受け継いだ。
・ 農林業プログラムの成立の背景には、農政課の 15 年間に及ぶ人づくり戦略があった。
・ 行政の各課（商業観光課、農政課、生涯学習課）が目的意識的に連携した。
・ 失敗を恐れることなく具体的な行動に移した（すべて整えてからではない）
。

（５）中核的推進機能を設立・維持するために必要な支援
国の支援としては、人件費に当てられる事業があると取り組みやすいと考えられる。

（６）株式会社南信州観光公社の今後の展開
現在、公社として年間 70〜80 件の視察研修を受け入れており、飯田市でも TMO 事業
や環境関連事業の視察研修を受け入れているので、旅行＋視察研修といった旅行に
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付加価値を付ける、視察ビジネスを展開していけたらと考えている。視察研修ビジ
ネスは周りからの評価が重要なので、旅行会社等で仕掛けてもらえると良い。
【参考資料：飯田市における関連事業】

・ 飯田市においては、農業振興のための交流事業も展開されている。
・ これらの事業を通して、行政と農家との間には密接な関係が形成されるととも
に、来訪者との交流活動推進の素地も形成されている。
・ 体験型観光の推進にあたっても、こうした地域の連帯感や交流活動の素地が有
効に機能している。
(1)ワーキングホリデー
・ 平成 10 年度より飯田市（農政課）で実施されている援農システム。
・ 農繁期の手助けや後継者を求める農家と、田舎暮らしを希望したり農業体験を
求める都市住民とを結ぶ。参加登録をした都市住民が援農ボランティアとして
活動する。金銭の授受は発生しない。
・ 現在の登録者は 785 名（H15.10）
。
・ 担い手不足の解消だけではなく、後継者確保、農産物の販路拡大が図られ、飯
田市やその周辺市町村に新規就農あるいは定住する動きも出ている。
・ ワーキングホリデー卒業者のリピーター率は、95％超である。
(2)南信州あぐり大学院
・ 平成 13 年度より飯田市で実施されている人材育成システム。
・ 受講者は、年間 5〜７回飯田を訪れ、「食と農」「教育」「環境」「地域自立」を
テーマとした年間連続講座を受講・体験する。
・ 1 回のセミナーでの滞在日数は、概ね 2 泊 3 日で、農家へのホームステイが基
本となる。
・ 主な受講生としては、体験教育の現場に立つ小中学校の教師を想定していたが、
実際には田舎暮らしや農業に関心の高い一般社会人が多い。
・ 開講期間は毎年度 6 月〜3 月、入学定員は約 20 名（＋各回聴講 10 名まで）。
・ 年間受講料は 59,900 円（講義代、実習費、諸雑費）。宿泊費、食事代は別途。
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ヒアリング２

株式会社とみうら

【千葉県南房総市】

ヒアリング対象：南房総市企画部戦略プロジェクト推進部長 加藤 文男氏

（１）南房総市の概要
平成 18 年 3 月 20 日に安房郡富浦町、富山町、三芳村、白浜町、千倉町、丸山町、和田
町の 6 町 1 村が合併し、南房総市となった。
南房総市は、房総半島の南端に位置し，北側には県下最高峰の愛宕山（408ｍ）をはじめ
として 300ｍ以上の山が連なっている。西側には東京湾、東側及び南側には太平洋と 3 方を
海に囲まれ、その海岸線は、南房総国定公園に指定されている。平成 9 年に東京湾アクア
ラインが開通し、平成 16 年に一般国道 127 号富津館山道路、平成 19 年 7 月には東関東自
動車道館山線が全線開通となり、東京都心から約 95 分、千葉市からは約 70 分の時間距離
となった。
道の駅「枇杷倶楽部」は、房総半島の南西端に近い旧富浦町に位置する。旧富浦町は、
人口 5,700 人、面積 25.69k ㎡の小さな過疎の町で、特産は、天皇陛下に献上される房州枇
杷や花卉など温暖な気候を活かした農産物である。また、夏季は海水浴客で賑わい、冬季
は避寒の観光地として知られていた。しかし、農産物の輸入自由化、さらにバブル経済の
破綻で、基幹産業である観光や農業、漁業の衰退に拍車がかかり、少子高齢化の進展によ
る過疎化も深刻化し、持続的な雇用と経済効果をもたらす活性化事業の展開が叫ばれたが、
町には大規模な観光施設を整備していく体力はない状況であった。

地図出所：YAHOO 地図
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（２）株式会社とみうらの設立と組織概要
①

株式会社とみうらの設立の経緯

１）株式会社とみうらの設立〜旧富浦町での取り組み
平成元年、旧富浦町のまちおこし事業としてびわの加工（ジャム・缶詰）を始めた
が、販売量が伸びず、平成 2 年に役場内に「産業振興プロジェクトチーム」を設置
した。商工会や農業団体、観光団体との協議を重ね、平成 3 年に富浦町特産の房州
枇杷を活かした加工品を製造する「有限会社富浦の味加工センター」を設立。また、
びわの加工品の販売を拡大するため観光バスの誘致を開始した。
平成 3 年、地域の資源を活用し広域的な産業と文化、情報化の振興拠点となりうる
施設整備の事業化が決定し、平成 5 年に拠点施設が旧建設省の「道の駅」の登録を
受け、同年 11 月千葉県で初の「道の駅とみうら・枇杷倶楽部」としてオープンした。
枇杷倶楽部の運営母体として平成 5 年に町が全額出資した「㈱とみうら」
（
「有限会
社富浦の味加工センター」を改組）を設立。当時、株式会社とみうらへの出資は、
事業として成立不可能との予測から、旧富浦町以外は誰も出資を行わなかった。
枇杷倶楽部の整備と同時に集客装置と試験研究の機能をもった花摘み園、苺園、枇
杷園などの整備を進め、平成 5 年 12 月には観光花摘み園「花倶楽部」がオープンし
た（平成 15 年に「道の駅おおつの里」として道の駅に登録）。平成 7 年には、苺狩
り園「苺庭園」もオープンし、夏季型の観光シーズンから「冬・春の観光シーズン
化」を実現させ、通年の集客が実現した。

＜株式会社とみうら設立までの経緯＞
昭和 63 年

枇杷狩り誘致開始
カーネーション狩り誘致開始
食事会場紹介開始

平成元年

菜の花摘み誘致開始
枇杷ジャム・缶詰製造開始

平成 2 年

4月

富浦町に「産業振興プロジェクトチーム」が設立

平成 3 年

3月

観光バス誘致開始

3月

有限会社富浦の味加工センター設立

4月

株式会社とみうら設立

11 月

道の駅とみうら・枇杷倶楽部開業

12 月

花摘み園「花倶楽部」開業

平成 5 年
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２）道の駅枇杷倶楽部
「道の駅枇杷倶楽部」は平成 5 年に旧建設省が「道の駅」として認定し、同年 11
月に開業したものである。
「道の駅枇杷倶楽部」の施設全般の管理、文化事業、地
域振興、情報化といった公共性や地域波及効果の高い部門は、南房総市商工観光
部観光プロモーション課が担当し、売店や喫茶店等の営業、観光客の誘致など営
利事業については、旧富浦町（現:南房総市）が 100％出資した「㈱とみうら」が
運営を行っている。枇杷倶楽部設立時、公共部門を担当する富浦町役場の「枇杷
倶楽部課」は枇杷倶楽部内に設置されていたが、合併後、枇杷倶楽部への行政職
員の配置は廃止された。
＜道の駅枇杷倶楽部・道の駅おおつの里の事業＞

＜道の駅枇杷倶楽部・道の駅おおつの里の組織＞
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②

株式会社とみうらの組織概要

１）組織の目的
・エコミューゼ（分散型施設の統一運営理論）の手法による市全域の活性化
・産業振興施設（枇杷倶楽部・花倶楽部等）の自活と、地域産業振興への貢献
・情報化の推進による産業と文化の振興
・雇用の拡大と新しい産業づくり
・競合に耐えうる文化による差別化
・市民の憩いの場と学習・文化の場づくり
２）会社概要
設立

：平成 5 年 4 月

資本金

：7.500 万円（設立時:2.000 万）

出資団体 ：南房総市（全額出資）
役員体制 ：代表取締役 2 名、取締役 7 名、監査役 2 名、顧問 4 名
職員

：正社員 10 名、パート社員 70 名（不定期含）

旅行業認可：千葉県知事登録
所在地

：〒299−2416

第 3−677 号 （平成 13 年 11 月）

千葉県南房総市富浦町青木 123‑1
道の駅 枇杷倶楽部

TEL：0470−33−4230

FAX：0470−33−4231

【組織体制】
部署名

業務内容

ツアー部

一括受発注システムによる観光バスなどの集客

農場部

花、苺、枇杷の観光農業による集客

加工部

特産の枇杷などの加工

業務部

商品開発や管理業務

【増資の経緯】
設立時：2000 万円（平成 5 年、平成 6 年、平成 7 年、平成 8 年、平成 11 年に増資）
現在

：7500 万円
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３）主な事業内容
【観光誘客事業】
南房総地域に点在する小規模な既存の観光施設や食事会場の観光資源を束ね、
株式会社とみうらが観光エージェントに対して企画情報を発信し、エージェントか
らの集客の分配、代金の清算、クレーム処理までを一貫して行う。
【観光農園振興事業】
道の駅枇杷倶楽部のサテライト的施設として 4000 坪の敷地を持つ観光花摘み園
「花倶楽部」を運営している。主に観光バスの団体客をターゲットとし、近隣農家
の切り花などの農産物の受託販売も行う。
道の駅枇杷倶楽部に隣接した「苺庭園」、「温室枇杷試験園」、「露地枇杷試験園」
において、観光苺狩り・メロン狩りの直営、苗の供給、観光農園の運営手法の研究、
栽培技術の研究及び普及などを行っている。
【加工・商品開発事業】
そのままでは商品にならない規格外のびわを利用し、加工・商品開発・製造販売
を行っている。
【文化事業】
南房総で地道な活動、ユニークな活動を行っている人材を講師として毎月開催し
ている「枇杷倶楽部茶論（サロン）
」や絵画や伝統工芸の展示などを行っている。ま
た富浦町が中心となって「富浦人形劇フェスティバル」
、地域の誇りを再発見・次代
へ伝える「ウォッチング富浦」、「道の駅のギャラリー」なども定期的に継続して行
われている。

【情報化事業】
利用者の立場に立ち、旧富浦町にとらわれない広域的なイベントや地域情報など
鮮度の高い情報を収集して発信する 「南房総いいとこどり」と名付けたポータルサ
イトを構築した。現在では、南房総市の観光情報、南房総市周辺地域のイベント情
報の発信、予約の受付、特産品の販売など鮮度の高い情報の収集、発信を行ってい
る。
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４）収支状況
収入：売上額：約 6 億 7 千万円
〈売上構成〉商品売上：約 81％、観光売上：約 18％、業務受託：約 1％
粗利：約 2 億 7 千万円（単年度黒字）

支出：人件費：約 50％（福利厚生含）
（役員報酬：6 名、給料：正社員 10 名、准社員 1 名、
パート・アルバイト：70 名）
事務所賃貸（枇杷倶楽部）：約 2％
経費のうち、人件費が約 50％を占めている。現在、
「道の駅枇杷倶楽部」内に行政職
員は配置されていないため、正社員・準社員・パート・アルバイトで運営を行ってい
る。

10月
商品売上
観光売上
業務委託収入

22792
3832
534

平成19年
11月
23897
7476
432

12月

1月

2月

3月

4月

45474
7666
403

61007
20834
377

70642
21497
597

42702
7670
740

30779
2758
410

平成20年
5月

6月

7月

8月

60117
25277
423

48681
2399
478

58124
690
450

55605
19693
486

9月

合計
26240 546,060
2814 122,606
504
5,834

月別売上実績（平成19年10月～平成20年9月）
（千円）
80000
70000
60000
50000
商品売上
観光売上
業務委託収入

40000
30000
20000
10000
0
10月 11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

売上構成（平成19年10月～平成20年9月）

観光売上
18.1%
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業務委託
収入
0.9%

商品売上
81.0%

【売上高推移】
平成 9 年 12 月に東京湾アクアラインが開通し、平成 10 年 9 月期の売上高は約 9
億 5 千万円に達し、その後は約 6 億円前後を維持している。平成 19 年 7 月には、
館山自動車道が全通したこともあり、売上が増加している。
売上高推移
（万円）
120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

4 年 5年
6年 7年
8 年 9 年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平

平成4年
平成5年
平成6年
平成7年
平成8年
平成9年
平成10年
平成11年
平成12年
平成13年
平成14年
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
平成20年

（万円）
5,339
8,146
38,420
52,909
67,427
68,859
95,985
65,768
66,195
64,541
62,522
63,153
58,936
57,313
60,739
64,413
67,652
※各年9月時点

平成19年10月～平成20年9月期損益計算書概略
項目
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外利益
営業外費用
経常利益
特別損益
特別損失
税引前当期純利益
当期純利益
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金額（円）
674,517,992
405,895,162
268,622,830
249,325,818
19,297,012
50,519,970
50,581,079
19,235,903
296,854
290,220
19,242,537
12,283,037

（３）個別事業について
①

観光誘客事業

１）ランドオペレーター事業
南房総は小規模な観光事業者が多いため、観光バスツアーなど大量の観光客の受け
皿が無いことが大きな課題となっていた。そこで、広域的な連携によって資源を束
ね集客を図る必要性があった。南房総に点在する小規模な既存の農園や食事会場な
どの観光資源を束ね、メニューや料金、サービスを規格化し、枇杷倶楽部が観光会
社に対して企画営業を行い、観光会社からの集客の配分、代金の清算、クレーム処
理までを一貫して行う「一括受発注システム」を開発し、南房総のランドオペレー
ターとしての役割を道の駅に持たせた。このシステムの稼働によって、周辺市町村
の飲食店や民宿、農園、観光事業者などが連携して強い集客力を持つこととなり、
これまで閑散期といわれていた南房総の冬に観光バスツアーが定着し、地域波及効
果があがった。
ランドオペレーター事業の効率化を図るため、当時の通産省の助成を受け、電算シ
ステム化を図り、そのノウハウを全国に積極的に公開した。さらに、この仕組みを
応用し、ＪＲ東日本と協働して個人ツアーのパック商品の開発やレンタカーの配備、
南房総マップの作成などを進め、広域的な資源の結びつきによる、個人やグループ
客誘致による地域振興を推進した。
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２）受け入れ実績
観光バスの受け入れ台数は年々増加している。第 18 期（平成 19 年 10 月〜平成 20
年 9 月）の観光バスの受け入れ台数は 2,736 台、観光バスによる受け入れ人数は
76,116 人となっている。月別では、2 月〜3 月が最も多く、観光バスの受け入れ台数
は年間入り込み台数の約 40％、
観光バスによる受け入れ人数は約 41％となっている。
観光バスによる受け入れ人数をメニュー別にみると食事が最も多い。
JR による誘客実績についても年々増加傾向にあり、平成 19 年 2 月から 4 月にかけ
て千葉デスティネーションキャンペーンを開催したことから、第 17 期（平成 18 年
10 月〜平成 19 年 9 月）の誘客数は、大幅に増加している。
＜観光バスの月別受け入れ状況＞
平成19年
11月

10月

12月

単位：台・人
1月

2月

3月

平成20年
5月

4月

6月

7月

8月

9月

合計

バス台数

95

187

96

245

565

526

153

311

373

67

39

79

2736

バス人数

1985

4593

2451

7153

16350

15202

4320

9543

11334

1255

384

1546

76116

バス受け入れ台数（平成19年10月～平成20年9月）

バス人数（平成19年10月～平成20年9月）
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＜観光バスの受け入れ状況の推移＞

（人・台）
平成17年10月～
平成18年10月～
平成19年10月～
平成18年9月
平成19年9月
平成20年9月
バス台数
2,565
2,646
2,736
バス人数
74,899
71,991
76,116
バス受け入れ台数の推移
3,000

バス人数の推移

（台）

（人）
80,000

2,900
2,800

75,000

2,700
2,600

70,000

2,500
2,400
2,300

65,000
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60,000
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1,800

55,000
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50,000
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平成20年9月
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平成18年10月～
平成19年9月

平成19年10月～
平成20年9月

＜JR の月別誘客実績＞
（人）
平成19年
10月
11月
148
223

12月
73

1月
371

2月
1285

平成20年
4月
5月
708
419

3月
1713

6月
864

7月
137

8月
215

JR月別誘客人数（平成19年10月～平成20年9月）
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＜JR の誘客実績の推移＞
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平成19年10月～
平成20年9月

9月

9月
151

合計
6307

＜観光バスによる受け入れ人数：メニュー別＞

メニュー名
食事合計
ポピー摘み
金魚草刈り
花バイキング
花その他
花関連合計
びわ狩り・デザート
苺狩り・デザート
みかん狩り
果物その他
果物関連合計
菜花摘み
野菜その他
野菜関連合計
団扇づくり
寄植え体験
大房ガイド
太巻き体験
その他
体験・その他合計
総合計

人数
25,278
19,043
16,615
4,878
1,764
42,300
15,830
12,485
3,538
330
32,153
3,989
266
4,255
958
531
295
226
15,428
17,438
121,454

メニュー別構成比（平成19年10月～平成20年9月）
その他
16.3%

食事
20.8%

菜花摘み
3.3%
みかん狩り
2.9%
苺狩り・
デザート
10.3%

びわ狩り・
デザート
13.0%

ポピー摘み
15.7%

花バイキング
4.0%
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金魚草刈り
13.7%

３）収益配分
利用者から徴収する料金の収益配分として、85％が受け入れ先、10％が旅行会社、5％
が株式会社とみうらの収入となる。
ランドオペレーターとして事業を維持していくためには、手数料が 10％は必要とな
るが、5％しか徴収していないため、ランドオペレーター事業としては採算が合わな
い。そのため株式会社とみうらでは、ランドオペレーター事業のコストを物販事業
が支えている状況である。

②

個別事業の拡大
ランドオペレーター事業は、現行の旅行業法においては旅行業の扱いにはならない
が、万が一問題が発生した場合に備えて第 3 種旅行業を取得している。エージェン
トと住み分けを行うため、第 2 種旅行業を取得する意向はない。
ランドオペレーター事業は事業として限界がある。受け入れ側は、採算の問題から
一定量のまとまった団体でなければ体験の受け入れを行わない。その結果、エージ
ェントとの取引（ＢtｏB）となる。将来的には、CtoC、CtoB へ移行していくこと
が必要である。そのため、インターネット経由で販売を展開するシステムを整備し
ていく。
株式会社とみうらのランドオペレーター事業が利益をあげていれば、南房総市の他
の「道の駅（7 ヶ所）
」へ拡大していけるが、現状では採算割れをしているため、事
業を拡大することは難しい。また、事業を拡大していくためには、相互の情報ネッ
トワークやクレーム対応などの環境整備をしていく必要があるため、負担が大きく
なる。
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（４）株式会社とみうらにみる地域への経済波及効果
枇杷倶楽部の年間売り上げ約 6 億 7 千万円のうち、地元への斡旋及び地元からの調
達費用は総額 2 億 4 千万円にのぼる。この内最も大きなものは人件費であり、57 人
の雇用と 7,800 万円の人件費を生み出している。この経費関連の地元波及額は、枇
杷倶楽部の固定的経費であり、安定的に地元に波及している金額と言える。
一方、商品仕入れ関係では市の基幹産業でもある果物、花卉類の仕入れ額が、約 8,300
万円にのぼり、枇杷倶楽部が仲介する町内のレストランや農家などへの食事やびわ
狩りなどの手配業務（観光関連金額）は、4,900 万円となっている。
経済波及効果（平成19年10月～平成20年9月）
（千円、人）
項 目
金 額
員 数
人件費
78,412
57
地代家賃
7,212
9
水道光熱費
8,435
5
消耗品費
4,707
16
福利厚生費
1,544
18
修繕費
1,534
11
燃料費
1,084
2
通信費
856
3
その他経費
3,705
61
経費関連金額
107,489
182
果物（枇杷・苺等）
38,727
190
花
23,883
41
食品
9,601
13
雑貨
4,308
7
枇杷の葉
3,711
28
野菜
1,687
5
喫茶原料
1,390
18
新聞・本・その他
53
1
商品仕入れ関連金額
83,360
303
びわ狩り
33,716
22
食事
13,393
6
菜の花摘み
1,225
7
団扇作り
754
1
その他
509
6
観光関連金額
49,597
42
地域（町内）波及金額
240,446
527

枇杷倶楽部の周辺に飲食店舗が進出してきたが、枇杷倶楽部自体の売上には影響し
ていないので、特に問題はない。来訪者のニーズは様々なので、来訪者のニーズに
合った飲食店舗を選択してもらえばよいと考えている。観光者の立場から見ると、
南房総の観光の幅が広がり集客・波及効果がさらに高まることにつながる。
近年の枇杷倶楽部では、開発途上国からの視察団を受け入れる回数が多くなった（月
1、2 回：ベトナム、タイ、アフリカ諸国など）
。国内からの視察者は商品開発、集客
機能を別々のものとして捉える傾向にあるが、開発途上国からの視察者は、商品開
発・集客機能を地域雇用の手段として一体的に捉えている。
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（５）株式会社とみうらにみる中核的推進機能を設立・維持するための特徴
１）枇杷倶楽部の地域における役割と継続要因
観光振興のニーズが高い地域に共通する課題は、自発的・持続的な雇用を創出する
ことである。旧富浦町においても雇用創出・経済波及効果の点から、観光に取り組
むことが効果的との結論に至り、特産のびわを活用した観光振興に取り組むことと
なった。行政を中心にびわ関連製品の開発を進めてきたため、びわ関連製品を販売
する目的で販売機能を担う新たな組織を立ち上げる必要があった。さらに、地域の
商品（びわ関連製品）を流通させるためには、地域への集客が必要であったことか
ら、ランドオペレーター事業に取り組み始めた。
機能を持続させていくためには、営業のターゲット・販売商品を明確にすることが
必要である。地域の機能は、大きな市場に仕掛けることが難しいため、エージェン
ト・学校などある程度まとまって集客を確保できるところへ販売していくことが事
業継続の要因になる。しかし、ターゲットが絞りやすいということは競合が多く、
価格競争になってしまう。枇杷倶楽部でも、開業時から同種事業の競合が現れ価格
競争が起こることは想定していた。そのため、枇杷倶楽部は個人客向けに対応でき
る設計とした。現在、観光バスはトイレ休憩程度で観光バス 1 台あたりの売上は低
下しているが、個人客対応が増加してきている。
枇杷倶楽部が継続して成り立っている要因として、
「場（枇杷倶楽部、花倶楽部）」
「物
（びわ・体験）
」「集客システム（一括受発注システムを含む観光バス等の誘致）
」の
3 つがポイントとしてあげられる。機能が成立する要因としては、①特殊な能力・ノ
ウハウを持っている（アウトドア技術や言語）機能、②ランドオペレーター事業が
主業務となっているが、副業による収益が大きい機能、③宿泊施設や飲食施設など
料金形態が曖昧で利幅が大きい業種による事業参入、があげられる。

２）ランドオペレーターの機能と役割
ランドオペレーター機能は、地域資源と観光客・エージェントの間に入り、観光客・
エージェントのニーズに合わせて地域資源を使いやすく提供することである。代替
の利かない資源を有する地域ではエージェントも積極的な反応となるが、代替の利
く素材を売り出す地域では素材の組み合わせが必要になる。そのため、エージェン
トに対して食、体験などのメニューを束にして売り込む必要がある。

旧富浦町の場合は、ランドオペレーター機能を有する組織を設立するニーズがあ
ったが、地域内で機能に対するニーズがなければ、設立する必要はない。地域の
施設や農家を一軒一軒まとめることは、組織を立ち上げなくてもできることで、
受け入れ施設や農家が連携してエージェントから観光客を呼ぶ形があっても良
い。
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３）行政が参画するメリット、デメリット
株式会社の場合は、利益を上げることが求められるため、民間の資本を投入して事
業を展開すると利益が上がらないランドオペレーター事業は撤退することとなる。
その意味では行政が 100％の出資した株式会社とみうらは、行政が企業をコントロー
ルでき、また株主（出資者）の利益と市の利益が同じになることから、ランドオペ
レーター事業を継続することができたといえる。
ランドオペレーター事業は、観光関連の素材のみを扱うことから取引事業者が観光
に関わる事業者に特定されてしまう。そのため、行政がランドオペレーター事業を
行うと公平性の面から問題となる。
複数の市町村が出資する機能でランドオペレーター事業を展開することは難しい。
出資は各市町村の調整で対応できるが、運営は、観光客のニーズに合わせた素材を
提供していくことが求められるため、出資比率に応じた送客配分は難しい。旧富浦
町の場合は、町内の飲食店の協力を得るため、周辺地域の紹介も行ったが、結果と
して館山市へお客が流れてしまった。そのため、手数料率を変えて（富浦町 3％、館
山 5％）均衡を保つようにしている。

４）ポータルサイトの運営による認知度向上
ポータルサイト（南房総いいとこどり 観光コンシェルジュ ）は名目上、市が運営
を行っているが、サーバーなどは枇杷倶楽部に置かれている。集客を目的としてい
るため、どちらが運営・管理を行っても問題はない。
ポータルサイトの運営に着手したのは、①ポータルサイトは最終的には 1 つしか残
らない宿命にあること、②枇杷倶楽部に集客するためには富浦へ集客すること、富
浦へ集客するためには南房総に集客するという構図が必要であり、そのためには観
光客のニーズに合わせた情報提供の必要があった。
枇杷倶楽部では 2000 年から富浦町以外に関する問合せの場合でも、自分達で調べて
回答するように努め、情報・ノウハウの蓄積を図ってきた。その結果、南房総に対
する問合せが増加し、枇杷倶楽部の認知度向上に寄与した。

（６）中核的推進機能を設立・維持するために必要な支援
補助事業は清算払いであることから、地域の民間事業者が補助事業の採択を受けて
も、キャッシュフローが乏しいために資金繰りに困る。
採択の通知書を提示しても、個人補償がなければ労働金庫や信用金庫から融資を受
けられないことが多い。融資を受けた場合でも、利子は補助の対象とならないため、
採択を受けた事業者の負担額が増加する。中間払いを受けるという手段もあるが、
中間払いを受けるための事務処理には、膨大な労力・時間がかかるためボランティ
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アでは限界である。
南房総市内で活動する NPO 法人は、キャッシュフローが乏しいため、株式会社とみ
うらが補助事業の受け皿となることが多い。そのため、南房総市では補助事業のつ
なぎ融資を目的として 3000 万円予算化した（平成 21 年度）
。

（７）株式会社とみうら･南房総市の今後の展開
南房総市の観光協会は、プロモーションを中心として事業展開を行っている。枇杷
倶楽部自体は事業ブランドとして認知されてきたが、今後は地域全体のブランディ
ングを展開していく必要がある。しかし、株式会社では利益が求められるため、プ
ロモーション事業は難しい。そのため、現在、プロモーションを中心として事業展
開を進めている観光協会を取り囲むような中間支援組織（公益法人）を設立し、そ
れぞれの組織の苦手な分野を相互に補うことで地域のシステムのステップアップを
図る。
中間支援組織の業務は、善意と会費が入る仕組みがないと持続が難しいため、株式
会社とみうらが担うことは難しい。公益法人の設立は、
「株式会社とみうら」のステ
ップアップ（組織変更）ではなく、南房総市としてのステップアップを意味してい
る。機能の組織形態は、地域事情に応じて適切な形態を選択すればよい。ただし、
公益法人から株式会社への組織変更では、営業等のノウハウを持っていないため、
収益事業の展開は難しい。
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ヒアリング３

稲取温泉観光合同会社

【静岡県東伊豆町】

ヒアリング対象：稲取温泉観光協会 事務局長 渡邊法子氏

（１）東伊豆町の概要
東伊豆町は、人口約 1 万 5 千人で、町民の約 74％が観光関連事業に従事している。町内
には大川・北川・熱川・片瀬・白田・稲取の 6 つの温泉郷があり、稲取温泉郷は約 2800 世
帯の地区である。稲取観光協会は、法人格を持たない稲取地域の任意団体として地元の個
人商店や企業からの約 300 人が会員（理事：60 名）として構成され、稲取地域の商工会的
な役割を担う組織として機能している。しかし、観光客の減少が顕著となり、旅館の集客
努力だけでは地域の活性化が難しい状況であった。

http://www.e-izu.org/
地図出所：YAHOO 地図

（２）稲取温泉合同会社設立の経緯
東伊豆町には商工会、旅館協同組合、観光協会などの既存組織があり、各組織がこ
れまでも集客に対する取り組みを展開してきた。しかし、観光客は減少の一途を辿
り地域内で閉塞感があった。また、稲取温泉観光協会でも既存の組織体制では、事
業企画の提案を行っても予算の組み換え等について会員、理事会の賛同を得られず
事業の実現が難しい状況であった。
旅館協同組合や観光協会は、日常的なイベントや行政とのやり取りが中心で、地域
内で集客戦略を推進する担い手が不在であった。そのため、稲取温泉観光協会が地
域の魅力づくりを日常的に行う人材を配置することを目的として、事務局長の全国
公募を行った。
その結果、
平成 19 年 4 月より渡邊法子氏が事務局長として就任した。
渡邊氏が中心となり、住民が主役になって自分達の地域を売るための取り組みやそ
の取り組みの事業化に向けて、
「ローカルエリアプロモーションのビジネスモデル確
立」を目指した取り組みを始めた。
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ローカルエリアプロモーションのビジネスモデル確立に向けては、既存の組織の枠
を超えた新しいネットワークを生み出し、地域振興に取り組む意欲のある人たちが
活動しやすい場所を構築することが必要であると考えた。そのため、観光関係者だ
けでなく、誰もが参加できる取り組みを進めながら、観光振興の中心となる人材発
掘と取り組みの核をつくることを目指し「こらっしぇ稲取大作戦！」を立ち上げた。
「こらっしぇ稲取大作戦！」は、 あるものさ
がしみがいて発信総合プロジェクト として４
つのプロジェクト（「楽しみ感動プロジェクト」
「いやし満喫プロジェクト」「歴史ロマン体験
プロジェクト」「こらっしぇ稲取発信プロジェ
クト」
）から構成される。この 4 つのプロジェ
クトを通じて①地域資源の発掘、②発掘した素
材を選択して旅行商品化、③旅行商品の情報発

http://blog.livedoor.jp/inatorionsen/archives/2007-06.html

信や販路の構築に取り組むこととした。
「こらっしぇ稲取大作戦！」を展開するため、まず稲取に居住している人を対象に
まちづくりボランティアを募集することとした。まちづくりボランティアの募集は、
観光協会には予算が無かったため、渡邊氏が自費でチラシを作成し、役場の回覧版
の仕組みを使用して町内の全戸にチラシを配布した。募集した結果、58 名の参加者
が集まった。参加メンバーは 20 歳から 70 歳台までの農家、漁師など観光関係事業
者だけでなく異業種の人たちが集まった。
渡邊氏は、
「こらっしぇ稲取大作戦！」の発足時に、プロジェクトを進めるため自分
の所属するプロジェクトのテーマに沿った地域資源を次のプロジェクト会議までに
記入してきてもらうこと、また、円滑にプロジェクトを進めるためにワークショッ
プ等ではそれぞれの立場や肩書きを捨てて取り組むことを依頼した。2 回目以降は、
プロジェクトリーダーのもとにプロジェクト会議を進めている。また、プロジェク
ト運営費用を捻出するため、国土交通省の地域再生担い手育成事業に応募し、250
万円支援を受けた。

＜稲取合同会社設立までの経緯＞
平成 18 年

11 月

稲取温泉観光協会の事務局長を全国公募

平成 19 年

6月

こらっしぇ稲取大作戦！あるものさがしみがいて発信総合プロ
ジェクトが発足

8月

【こらっしぇ稲取大作戦！】
第 1 回「ラムネ世界大会 in 稲取温泉」

平成 20 年

9月

稲取温泉合同会社設立

1月

「はとバス」を提携して東京〜稲取温泉間の直通バスを運行
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《各プロジェクトの取り組み》
「いやし満喫プロジェクト」では、地域の遊びという資源を旅行者と共有し、
パブリシティ効果を狙っていきたい思いから、話題性がありそうな素材を活用し
た「ラムネ世界大会ｉｎ稲取温泉」を開催した。
「ラムネ」は、堤防を使用した飛
び込みで、地元の人なら誰もが知っている稲取の昔からの遊びである。イベント
の開催に向けては、予算がなかったことから議論があったが、漁協等もボランテ
ィアで協力してくれることとなり開催することができた。このイベントを期に、
漁協などと新しいネットワークを構築することができた。また、パブリシティ効
果としては、全国ネットテレビ局の取材を得ることができた。2 年目以降は、夏の
魅力として「ラムネ」を着地型旅行商品として 500 円（参加費・保険）で販売し
ている。
「楽しみ感動プロジェクト」では、ぶらりお散歩情報誌「ウエイラ」を発行し、
各プロジェクトの取り組みを季節ごとに発行している（現在 4 号を編集中）
。発行
にあたっては、当初、地域の中で広告宣伝費を得て発行する予定であったが、広
告宣伝費だけでは将来的に限界が来ることが想定されたため、旅館協同組合が毎
年発行しているパンフレットの予算を廻してもらうこととした。
「歴史ロマン体験プロジェクト」では、稲取の文化を活用した屋号看板を設置
してマップを作成するなど、これまでになかった観光素材を商品化する取り組み
を進めている。その他にも、稲取歴史文化辞典「イナペディア」
（ウィキペディア
の稲取版）の作成を行っている。
「こらっしぇ稲取発信プロジェクト」では、観光協会等に対して、第 3 種旅行
業登録を行うため法人化の提案等を進めてきた。その結果、法人化について観光
協会の理事会にて承認を得ることができ、稲取温泉観光協会の会員に呼びかけて
出資を募り、平成 19 年 9 月に「稲取温泉観光合同会社」を観光協会主体として設
立することとなった。
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合同会社とした理由は、①有限責任であること、②定款自治が認められていること
が大きな理由である。地域内で信頼がある関係ができているため定款自治が認めら
れている合同会社を選択した。市民活動に関わる法人を設立する場合にはＮＰＯ法
人を選択することが多いが、ＮＰＯ法人は、設立や定款変更時に所轄庁への認証申
請が必要であることから、登記・定款変更に時間がかかり、観光事業のように日常
的に新しいことを進めていく上で弊害になることも出てくる。また特定非営利活動
促進法で市民が入会を希望したら拒んではいけないと取り決められており、利害関
係が出てくる観光事業には適していないと判断した。

（３）稲取温泉合同会社の組織概要
平成 19 年 9 月に資本金 915 万円（現在 925 万円）の合同会社として設立し、11 月
に第三種旅行業登録を行った。平成 20 年 1 月には、10 万円の増資を行い、第 2 種
旅行業登録を行った。
①主な事業
現在は、旅行事業が中心となっている。主要受注先は、東伊豆町には旅行会社がな
いことから、地域内の手配旅行が多い。また、稲取に来る視察の手配旅行も取り扱っ
ている。
②売上状況
第 1 期（平成 19 年 9 月〜平成 20 年 8 月）は 1500 万円の売上となっている。売上
構成として旅行業が 81％、チケット代売が 21％、企画制作費・特産品販売が 7％とな
っている。収支に関しては、赤字の状況である。
従業員は 3 名で、旅行業を中心に取り組む社員が 1 名、その他の業務に従事するパ
ート職員が 2 名となっている。

（４）稲取温泉合同会社の今後の方向性
現在は、「こらっしぇ稲取大作戦！」
「稲取温泉観光協会」
「稲取温泉観光合同会社」
がそれぞれの役割を分担して活動を行っている。
「こらっしぇ稲取大作戦！」では、
地域のホスピタリティ意識の改革、旅行商品の造成に取り組んでいる。地域のこと
は地元の人が一番知っていることから、付加価値の高い商品ができる。また、来訪
者に対して地域を知ってもらい、また来たいと思っていただくことを考えて商品造
成を行うことにより、自分の地域への再発見につながる。これらを通じて人材を育
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成することにより、着地型旅行商品のガイドとしても重要な役割を果たす人材とな
る。異業種との連携をすることは、新たなネットワークを構築することにつながり、
地域再生の観点からも効果的である。「稲取温泉観光合同会社」は、地域の経済的窓
口として商品の販売や利害の調整を行っている。
「稲取温泉観光協会」では、公的な
事業の支援や人材育成を行っている。

今後は、地域の集客戦略を担っていく組織として、漁業や農業など異業種などと連
携を深めて観光プロモーションに取り組む。異業種と連携して地域資源を活かして
観光産業を展開していくための取り組みとして、伊豆産の寒天である「天草」、新品
種の「カーネーション」
、女性ターゲットとした洗顔クリーム「伊豆若草石」の販売
などに取り組んでいる。着地型旅行商品の造成・ＰＲについては、住民による商品
造成を行うことで付加価値を高めていく。現状では、着地型旅行商品は収益を上げ
るための事業ではなく、ＰＲや人材育成としての位置づけで取り組んでいる。今後、
着地型旅行商品を「異文化を楽しむ旅」として情報発信を進め、地域を楽しむ旅を
ＰＲしていきたいと考えている。人材育成事業として、旅行者と接する機会が多い
旅館の従業員向けに地域の魅力を伝えるための「稲取ドリル」を作成した。今後、
事業化を図りたいと考えている。
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ヒアリング４

株式会社ニセコリゾート観光協会

【北海道ニセコ町】

ヒアリング対象：株式会社ＮＡＣ ゼネラルマネージャー 木下裕三氏
（前株式会社ニセコリゾート観光協会事務局長）

（１）ニセコ町の概要
ニセコ町では、逢坂誠二前町長の時代より、住民主体のまちづくりを進めていた。その
中で、観光協会がまちづくりの原動力になるべきとの意見が出ていた。ニセコ町観光協会
は、法人格を持たない任意団体として会員約 160 名（理事 20 名）から構成されていたが、
事務局長をニセコ町の商工観光課長が、事務局員は商工観光課の職員が兼務している状況
であった。財源的な面でも、行政からの補助金や委託費が予算の半分以上を占めている状
況であった 。また、観光協会の意思決定機関である理事会では声が大きい人の意見が通っ
てしまうなど、組織上の問題を抱えていた。

http://www.niseko-ta.jp/

（２）株式会社ニセコリゾート観光協会の設立の経緯
平成 11 年に由布院等の先進地事例調査を実施し、平成 12 年に組織改革に対する検
討を進めるため「組織改革検討推進委員会」を立ち上げた。組織改革に対する検討
の結果、平成 13 年に①「ニセコ町観光協会」から「ニセコリゾート観光協会」へ名
称変更、②専任の事務局長の登用、③観光協会の法人化の３つが決定した。専任の
事務局長の登用は、民間から民間の知恵で組織を動かしていく必要があるというこ
とから、事務局長の全国公募を実施した。その結果、平成 14 年 1 月木下氏がニセコ
町観光協会の事務局長として就任した。観光協会の法人化については、「社団法人」
を予定していたが、当時の観光協会は補助金が多く自主財源を持ってないため、所
轄官庁から社団法人の許可を得ることができなかった。
平成 14 年 7 月には、観光協会の事務局と事務所を町役場から「道の駅ニセコビュー
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プラザ」へ移転した。しかし、観光協会は補助金に依存しているという「財源」
、行
政と表裏一体で任意団体であるという「組織」
、理事会の開催が 2 ヶ月に 1 回である
という「意思決定」
、商工、農業、観光事業者間が連携していくという「事業化」に
ついての課題があった。これらの課題に対し既存の組織体制では解決が困難な状況
で、また当時は町村合併の話もあがっていたことから、将来的に補助も減るという
ことが予測された。
当時の観光協会の主要業務はニセコ駅、道の駅での観光案内だったが、会費を徴収
していることから平等に案内をすることが求められ来訪者に必要な情報提供ができ
ない状況であった。観光協会の役割は、行政ができない地域振興施策を推進するこ
とであるが、そのためには理事会の仕組みを含む組織体制の弊害があった。
このような急務の問題を解決するため、地域が持つ様々な資源を有機的に連携・商
品化し、まちづくりをサポートしながら公益的事業と収益事業の両方を展開する地
域コーディネートとなる株式会社を設立するという結論に至った。
平成 14 年の夏に逢坂町長に観光協会の株式会社化に向けたプレゼンテーションを実
施し、観光協会の法人化に向けた法人形態として「株式会社化」が決定した。その
後、町長の変更・議会の補正予算等から、設立までに約 1 年を要した。

＜株式会社ニセコリゾート観光協会設立までの経緯＞
平成 11 年
平成 12 年

平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

先進地観光協会視察調査
6月

総会にて組織改革検討確認

12 月

理事会にて独立法人化推進決定／独立設立発起人会

2･3 月

会員説明会及びアンケート調査

6月

総会にて独立法人化決定

1月

専任事務局長着任

7月

事務所を役場より道の駅に移転

10 月

理事会で株式会社化を会長提案

12 月

理事会にて株式会社化決定

1月

第 1 回発起人会開催
会員向け株式会社化説明会（第 2 回）

4月

会員向け株式予約開始

5月

会員・一般町民向け説明会（第 3 回）
総会にて株式会社化最終承認

6月

ニセコ町議会で出資決定

7月

株式一般公募開始

8月

創立総会及び第 1 回取締役会

9月

株式会社ニセコリゾート観光協会設立
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（３）株式会社ニセコリゾート観光協会の組織概要
平成 15 年 9 月に資本金 2000 万円の株式会社として設立し、同月に第 2 種旅行業を
取得した。資本金については、設立当初から第 2 種旅行業を取得することを予定し
ていたため、会社の運転資金を含めて資本金を 2000 万とした。出資比率については
町 50％、町民から 50％とした。
株式会社ニセコリゾート観光協会の事業計画として、着地型旅行商品の販売につい
ても想定していたが、観光だけを主眼にして収益を考えると視野が狭くなることか
ら、旅行業だけでなく様々な事業を展開し収益を上げることを目指した。
①主な事業内容
【旅行事業】
ニセコ町に旅行事業者がなかったことから、ニセコエリアから外に出かけるための
個人旅行や行政視察旅行の手配を中心として取り扱う。
【物販事業】
道の駅ニセコビュープラザでニセコ町の特産品を販売している。販売強化のため酒
類の販売許可の取得、通信販売も始めた。
【ＪＲ北海道からの委託事業】
ＪＲニセコ駅の発券・清掃業務についてＪＲ北海道より委託を受けている。
②売上の状況
第 1 期（平成 15 年 9 月〜平成 16 年 3 月）は、売上が約 4400 万円で税引後の利益は
約 30 万円となった。第 5 期（平成 19 年 4 月〜平成 20 年 3 月）は、売上 1 億 1786
万円で税引後の利益は約 359 万円となっている。第 1 期より単年度の黒字は維持し
ている。
平成 15 年度〜平成 17 年度の事業別売上構成は旅行事業の割合が多い。利益率を見
ると、ニセコから外へ出る旅行手配の手数料は約 10％、ニセコへの来る旅行手配の
手数料は約 17％、物販事業は約 20％と物販事業の方が良いため、物販事業が事業継
続の下支えとなっている。
旅行事業は、商品造成等に手間がかかるため人員を必要とする事業である。平成 17
年度末にニセコ町役場からの派遣が終了し、木下氏も退職したため、平成 18 年度の
旅行事業の収益が減少した。（平成 18 年度に 1 名増員）
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【売上高推移】

物販事業
旅行事業
ニセコ町委託事業
JR委託事業
その他
売上高

平成15年度
\15,683,000
\22,910,000
\4,145,000
\1,324,000
\0
\44,062,000

平成16年度
\43,993,000
\58,260,000
\14,520,000
\2,943,000
\8,682,000
\128,403,000

平成17年度
\47,250,000
\61,339,000
\12,249,000
\2,797,000
\9,288,000
\132,928,000

平成18年度
\51,006,000
\37,605,000
\8,301,000
\2,822,000
\11,019,000
\110,752,000

平成19年度
\58,122,000
\39,330,000
\8,290,000
\2,800,000
\9,318,000
\117,860,000

\140,000,000

\120,000,000

\100,000,000
その他
JR委託事業
ニセコ町委託事業
旅行事業
物販事業

\80,000,000

\60,000,000

\40,000,000

\20,000,000

\0
平成15年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

【平成 19 年度売上構成比】

平成19年度

平成19年度
その他
JR委託事業 7.9%
2.4%
ニセコ町委託
事業
7.0%
物販事業
49.3%

旅行事業
33.4%

61

（４）株式会社化のメリット・デメリット
観光協会の株式会社化により、当初あった組織的な課題は解決された。また、株式
会社化することで多岐にわたる事業を展開することができるようになった。
メリット・デメリットは立場上で変化してくるが、概ね以下の点を上げることがで
きる。
【メリット】
《旧会員から見たメリット》
①会費負担の消滅
②部会の消滅による実務負担の軽減
③ウェルカム事業による送客の増加
④道の駅での物販事業における特産品販売
⑤持ち込み企画の実施が可能
⑥参加事業の選択が可能
⑦情報の更新頻度
《行政から見たメリット》
①大幅な補助金の削減
②新たな雇用の創出
③合併の枠にとらわれない広域の事業が可能
④地域経済への貢献
⑤事務局を兼務しない事による人件費の削減
⑥観光行政の大幅な予算の縮小
⑦行政視察対応等に係る事務の軽減
【補助金・委託金の推移】
補助金
委託料
合計

平成14年
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
\16,500,000
\8,752,046
\333,500
\300,000
\70,000
\380,812
\3,000,000
\8,190,000
\14,520,000
\12,276,000
\8,305,000
\8,290,000
\19,500,000
\16,942,046
\14,853,500
\12,576,000
\8,375,000
\8,670,812
\25,000,000

\20,000,000

\15,000,000
委託料
補助金
\10,000,000

\5,000,000

\0
平成14年

平成15年

平成16年
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平成17年

平成18年

平成19年

【デメリット】
①旧会員同士及び事務局との関係の希薄化
②非常勤取締役のみによる経営
③予想を超えた事業・業務範囲の拡大
④人事配置など現場の労働環境の悪化
⑤株式の 50％を行政が保有している諸問題
行政が 50％の株式を保有していることから、町長が代わり職員が戻されてしまうな
ど、運営上の課題が浮上してきた。観光協会が株式会社化されたときには、周辺の
町村、北海道からも期待や要望が寄せられたが、その要望に応えることが難しくな
ってきた。
このような状況から、平成 19 年度に事業者が中心（ニセコ町・倶知安町も出資）と
なり「有限責任中間法人ニセコ倶知安リゾート」を設立した。「有限責任中間法人ニ
セコ倶知安リゾート」は、広域事業の主体として、ニセコ町・倶知安町の広域的な
プロモーション事業を行っている。プロモーションだけでは収益が上がらないため、
会費収入が中心となっている。その他に、後志支庁が事務局を務めてきた情報発信
に関する事業を継続するため、平成 19 年 10 月に「有限責任中間法人しりべしツー
リズムサポート」を民間の出資で設立し、北海道及び 20 市町村の観光協会等と協力
して情報発信を行っている。
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第３章

観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能創設
を検討している地域の実態把握

３−１

第 3 種旅行業者に対するアンケート調査の実施概要

旅行業法施行規則の一部が改正され、平成 19 年 5 月以降に第三種旅行業者も自らの
営業所が存する市町村、その隣接市町村及び観光庁長官の定める区域の範囲において
募集型企画旅行を実施できるようになった。
これにより、観光を活かしたまちづくり機能の創設を検討している観光協会および
ＮＰＯ法人等の旅行業への参入が見られたことから、第三種旅行業者に対する実態調
査を行うこととした。
（１）第一次アンケート
・目的

募集型企画旅行の実施状況と第二種旅行業登録の意向を把握する

・実施日

2008 年 12 月 10 日〜15 日

・調査対象者

平成 19 年 5 月以降、新たに第三種に登録した旅行業者

・対象者数

547

・回答数

【質問 1】

・方法

275

【質問 2】 273

FAX による発信及び回答

第三種旅行業（平成 19 年 5 月以降）都道府県別登録旅行業者数
200

150

100

50

鹿児島県

徳島県

高知県

滋賀県

香川県

山口県

和歌山県

大分県

宮崎県

長崎県

秋田県

愛媛県

広島県

石川県

奈良県

山形県

熊本県

富山県

島根県

福島県

佐賀県

宮城県

群馬県
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山梨県

沖縄県

福井県

岡山県

三重県

新潟県

茨城県

静岡県

埼玉県

兵庫県

岐阜県

北海道

京都府

神奈川県

福岡県

愛知県

千葉県

東京都

大阪府

0

（２）第二次アンケート
・目的

調査対象組織の①組織形態、②収支（組織全体、事業毎＊いずれも
営業利益ベース）③売上高構成、④着地型旅行商品の概要、⑤着地
型旅行商品の課題、を把握する。

・実施日

2009 年 1 月

・調査対象 第 1 次アンケートにて以下の回答があった総計 118 社
「すでに募集型企画旅行を実施している」28 社
「募集型企画旅行の実施を予定している」90 社
・回答数

51 社
23 社／「すでに募集型企画旅行を実施している」28 社
28 社／「募集型企画旅行の実施を予定している」90 社

・方法

FAX またはメールによる発信及び回答
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３−２

第３種旅行業者に対するアンケート調査の実施結果

（１）第一次アンケート結果
①募集型企画旅行の実施状況について（N＝275）
《募集型企画旅行を実施しているのは、28 社（10.2％）である》
①
10.2%

回答

③
57.1%

回答数

％

① すでに、募集型企画旅行を実施している

28 10.2%

② 募集型企画旅行の実施を予定している

90 32.7%

② ③ 募集型企画旅行を実施する予定はない
32.7%
合計

157 57.1%
275 100.0%

②第二種旅行業登録の意向について（N＝273）
《第二種旅行業登録の意向があるのは 90 社（33％）である》
①
0.4%

②
1.1%

回答

回答数

① すでに第二種旅行業登録をしている
第二種旅行業登録を予定している
（スケジュール等が具体的に決まっている）
第二種旅行業登録の意向はあるが、具体的に
③
スケジュールは決まっていない
②

③
31.9%

④ 第二種旅行業登録する意向はない
合計

③「すでに募集型企画旅行を実施している」と回答のあった 28 社について
◆所在地・主な事業・形態について
《所在地は、北海道〜沖縄県まで全国各地に広がっている》

岐阜県
島根県
福島県
新潟県
京都府
北海道
宮城県

主な事業
旅行、施設管理委託
宿泊、物販
運輸
施設管理委託
コンサルティング
旅行
物販
旅行
旅行、物販
物販
宿泊
レンタサイクル等
物販、施設管理委託
旅行

形態
公益法人
株式会社
株式会社
NPO法人
株式会社
株式会社
NPO法人
個人
NPO法人
合同会社
公益法人
有限会社
公益法人
株式会社

都道府県名

主な事業

秋田県
群馬県
千葉県
富山県
福井県
三重県
和歌山県
兵庫県
岡山県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
沖縄県

旅行
旅行
運輸、旅行
旅行
旅行、その他
コンサルティング、調査
旅行
旅行
施設管理委託、物販
旅行
旅行、施設管理委託
施設管理委託
旅行
施設管理委託、物販
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0.4%

3

1.1%

87 31.9%
182 66.7%
273 100.0%

④
66.7%

都道府県名

％

1

形態
株式会社
個人
株式会社
株式会社
公益法人
株式会社
株式会社
有限会社
公益法人
株式会社
公益法人
公益法人
合同会社
公益法人

◆組織形態について
《株式会社（11 社）と公益法人（8 社）の割合が高い》
株式会社

11

公益法人

8

NPO

3

合同会社

2

有限会社

2

個人

2
0

2

4

6

8

10

12件数

◆第二種旅行業登録意向について
《第二種旅行業登録意向があるのは 12 社（42.8％）ある》

15

第二種旅行業登録する意向はない
第二種旅行業登録の意向はあるが、具体的にスケ
ジュールは決まっていない

11

第二種旅行業登録を予定している（スケジュール等が
具体的に決まっている）

1

すでに第二種旅行業登録をしている

1
0

5

10

15

20
件数
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（２）第二次アンケート結果
①募集型企画旅行を実施している 28 社中、回答を得ることができた 23 社について
◆第三種旅行業事業者の収支について
《組織全体の収支において
プラス

プラス と回答のあったのは 6 社に留まっている》

6

どちらでもない

10
6

マイナス
1

回答なし
0

5

10

15
件数

◆着地型旅行商品の造成・販売の収支について
《着地型旅行商品の造成・販売において マイナス と回答のあったのは 12 社と多
い》
マイナス

12

どちらでもない

5

プラス

6

0

5

10

15
件数

◆旅行事業の売上高の割合について
《総売上高に占める旅行事業の売上高の割合は 10％以下の割合が高い》
件 20
数 18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14

5
1

0～

10

～
11

20

1

～
21

30

1

～
31

40

～
41

1
50

～
51

60

～
61

70

～
71

80

0
90
10
～
～
81
91

総売上高に占める旅行事業売上高の割合（％）

◆公益法人の事業内容詳細内容

＊次頁以降に記載（7 組織）

②「募集型企画旅行の実施を予定している」90 社について
◆組織形態の割合
《株式会社（66.7％）
、有限会社（8.9％）などの民間事業者の割合が高い》
その他
18.9%
合同
1.1%
公益法人
4.4%
有限会社
8.9%

株式会社
66.7%
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>>>>>>公益法人の事業内容詳細<<<<<<

事例１：社団法人ふらの観光協会
①収支状況

事業名
A．旅行事業
B．物販事業
C．施設管理委託
D．宿泊業
E．運輸業
F．その他

事業内容
着地型旅行商品の造成・販売
地域内の各種施設の予約・手配
住民向けの旅行手配（発営業）
特産品加工・販売
地域内生産品（農産物等）の販売
飲食施設運営
公共施設運営管理委託
民間施設運営管理委託
旅館、ホテルなど
バス、タクシーなど
観光案内・地域情報発信
観光ガイド運営
コンサルティング
レンタサイクルなど
調査事業
その他

組織全体

②売上構成比

収支
マイナス（－）
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
どちらともいえない
＊＊＊
＊＊＊
プラス（＋）
＊＊＊
＊＊＊
どちらともいえない
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
どちらともいえない
＊＊＊
どちらともいえない

A．旅行事
業
5%
G．会費
30.0%

B．物販事
業
20.0%

C．施設管
理委託
35.0%

F．その他
10.0%

③課題

継続性と収益性（現状は補助事業で実施している）
地域の協力性（地域全体でのおもてなしや各施設間の協調性）

④商品

http://www.furano-kankou.com/cyokkura 参照
※「富良野・美瑛のちょっくら旅 2009 冬（1 月 15 日〜2 月 15 日）
」は、富
良野・美瑛の滞在拠点から
となりの町にでかける「ち
ょ っ と暮 らし てる ような
旅」を提供することをコン
セプトとした企画。
（今シー
ズンから募集をはじめ、春
以降も継続する予定）
また、運行日が週末に限定
されているものの、無料巡
回バス「湯回（ゆかい）バ
ス」もある。
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事例２：社団法人敦賀観光協会
①収支状況

事業名
A．旅行事業
B．物販事業
C．施設管理委託
D．宿泊業
E．運輸業
F．その他

事業内容
着地型旅行商品の造成・販売
地域内の各種施設の予約・手配
住民向けの旅行手配（発営業）
特産品加工・販売
地域内生産品（農産物等）の販売
飲食施設運営
公共施設運営管理委託
民間施設運営管理委託
旅館、ホテルなど
バス、タクシーなど
観光案内・地域情報発信
観光ガイド運営
コンサルティング
レンタサイクルなど
調査事業
その他

収支
マイナス（－）
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
どちらともいえない
＊＊＊
＊＊＊
プラス（＋）
＊＊＊
マイナス（－）
マイナス（－）

組織全体

A．旅行事業
1.5%

②売上構成比

F．その他
20.5%

G．会費
2.0%

H．公的補助
76.0%

③課題

遊敦塾について
1）受入れ先の拡大と主導性
体験の講師は市民が行っているが、協力団体が固まっている（例：筏釣
りは何箇所でもやっているが、現状で講師として参加しているのは 1 箇
所）ため、新規での参加協力団体が少ない。 また受入れ先もしっかり
とした対応方法が定まっていないため、協会主導で体験メニューを行わ
なければならない。
2）集客
あらゆるメディアを使って広報活動を行っているが、年間を通して見れ
ば収入に繋がる集客数が少ない。

④商品

名称：遊敦塾（ゆうとんじゅく）
（内容）
敦賀の歴史スポットの散策や、海での筏釣り、地引網、山での炭焼き等を
体験してもらい敦賀のことを楽しみながら学ぶ。
ＪＲ敦賀駅から各地へバスにて移動する日帰り企画。毎週日曜日開催。
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※遊敦塾ではテーマを次の 4 つに分け、多様なプログラムを体験できるよう
工夫がなされている。
・テーマ 「地」、「食」、
「時」、
「社」
・テーマ毎の特色
「地遊学部」地元の暮らしが見える朝市や、伝統と近未来が共存する開放
的な敦賀の街を散策する。
「食遊学部」食の宝庫敦賀を存分に味わうことが出来る。
「時遊学部」では、敦賀に残る伝統や史跡を巡る。
「社遊学部」吟行・俳句・茶会という日本の伝統文化触れたり、原子力発
電をはじめとする科学都市へと進化を続けている敦賀の科学
や技術を見学する。
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事例３：財団法人美山町自然文化村
①収支状況

事業名
A．旅行事業
B．物販事業
C．施設管理委託
D．宿泊業
E．運輸業
F．その他

事業内容
着地型旅行商品の造成・販売
地域内の各種施設の予約・手配
住民向けの旅行手配（発営業）
特産品加工・販売
地域内生産品（農産物等）の販売
飲食施設運営
公共施設運営管理委託
民間施設運営管理委託
旅館、ホテルなど
バス、タクシーなど
観光案内・地域情報発信
観光ガイド運営
コンサルティング
レンタサイクルなど
調査事業
その他

組織全体

収支
どちらともいえない
＊＊＊
＊＊＊
どちらともいえない
プラス（＋）
プラス（＋）
＊＊＊
＊＊＊
プラス（＋）
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
どちらともいえない

②売上構成比
H．公的補助 A．旅行事業
2.0%
3.0%
F．その他
3.0%

B．物販事業
12.0%

D．宿泊業
80.0%

③課題

地域の観光資源を生かした商品をつくるのに不可欠な人材育成プログラム開
発、地域の協力を得ることが最大の課題。質を高めて客単価をあげるための
工夫と努力が重要。

④商品

・野草・薬草教室
・芦生の森ネイチャーガイドハイキング
・冬の田舎暮らし体験
※美山町の自然（芦生の森など）を生か
したプログラムが年間を通して多数用意
されている。
春〜秋にかけて「野草・薬草・きのこ教
室」、冬はネイチャーガイドハイキング
（冬用）や冬の田舎暮らし体験などがあ
る。
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事例４：社団法人おかやま観光コンベンション協会
①収支状況

事業名
A．旅行事業
B．物販事業
C．施設管理委託
D．宿泊業
E．運輸業
F．その他

事業内容
着地型旅行商品の造成・販売
地域内の各種施設の予約・手配
住民向けの旅行手配（発営業）
特産品加工・販売
地域内生産品（農産物等）の販売
飲食施設運営
公共施設運営管理委託
民間施設運営管理委託
旅館、ホテルなど
バス、タクシーなど
観光案内・地域情報発信
観光ガイド運営
コンサルティング
レンタサイクルなど
調査事業
その他

組織全体

②売上構成比

A．旅行事業
0.40%

収支
プラス（＋）
＊＊＊
プラス（＋）
どちらともいえない
どちらともいえない
＊＊＊
プラス（＋）
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
マイナス（－）
マイナス（－）
＊＊＊
どちらともいえない
＊＊＊
マイナス（－）
マイナス（－）

B．物販事業
4.60%

H．公的補助
45.50%
C．施設管理
委託
44.20%
G．会費
2.40%

F．その他
2 90%

③課題

毎回定員を超える申込があるが、施設の整備状況が十分でないこともあり、
定員増が困難である。

④商品

岡山市及び近隣市町の観光地、名所、史跡や産業施設等を巡る、おかやま産
業観光バスツアーを毎月違う行程で、月 1〜2 回開催している。
※岡山市内及び近郊市町村のある工場（醤油・酒・その他食品など）やリサ
イクルセンターを活かした産業観光関連の企画がある。
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事例５：社団法人唐津観光協会
①収支状況

事業名
A．旅行事業
B．物販事業
C．施設管理委託
D．宿泊業
E．運輸業
F．その他

事業内容
着地型旅行商品の造成・販売
地域内の各種施設の予約・手配
住民向けの旅行手配（発営業）
特産品加工・販売
地域内生産品（農産物等）の販売
飲食施設運営
公共施設運営管理委託
民間施設運営管理委託
旅館、ホテルなど
バス、タクシーなど
観光案内・地域情報発信
観光ガイド運営
コンサルティング
レンタサイクルなど
調査事業
その他

組織全体

収支
マイナス（－）
マイナス（－）
＊＊＊
どちらともいえない
＊＊＊
＊＊＊
どちらともいえない
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
どちらともいえない
どちらともいえない
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
どちらともいえない

②売上構成比
A．旅行事業
21.0%
H．公的補助
31.0%

B．物販事業
2.0%
C．施設管理
委託
14.0%

G．会費
5.0%

③課題

F．その他
27.0%

1）旅行商品について
・体験商品は季節、受け入れ側体制、設備(道路、トイレ等）が不十分であ
ったりして、商品化する手間がかかること。定期的に実施できるものが少
ない。
・個人・小グループ対象にした時の利益が少ないので、パンフレットを作
成することが難しい。
・企画できる商品の地理的範囲が隣接する自治体の範囲内のため商品力に
乏しい場合もでてきた。
2）旅行申し込み方法にて
・取扱う旅行代金が少額なため振込みなどを利用すると経費が圧迫される
・取消し料が少額のため急な取消しの回収が難しい。
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④商品

※唐津市内をガイドが歩いて案内をするプログラム「唐津んよかまちよかと
ころ」は、現在のところ 7 コースの設定で、参加費は 700 円（大人ひとり）、
入館料等別となっている。
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事例６：社団法人平戸観光協会（平戸観光交流センター）
①収支状況

事業名
A．旅行事業

事業内容
着地型旅行商品の造成・販売
地域内の各種施設の予約・手配
住民向けの旅行手配（発営業）
特産品加工・販売
地域内生産品（農産物等）の販売
飲食施設運営
公共施設運営管理委託
民間施設運営管理委託
旅館、ホテルなど
バス、タクシーなど
観光案内・地域情報発信
観光ガイド運営
コンサルティング
レンタサイクルなど
調査事業
その他

B．物販事業
C．施設管理委託
D．宿泊業
E．運輸業
F．その他

収支
マイナス（－）
どちらともいえない
どちらともいえない
プラス（＋）
＊＊＊
＊＊＊
どちらともいえない
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
どちらともいえない

組織全体

②売上構成比
H．公的補助
18.0%

A．旅行事業
5.0%
B．物販事業
7.0%

G．会費
8.0%
C．施設管理
委託
56.0%

F．その他
6.0%

③課題

・主催旅行として申し込金と残金の収受について、残金が当日しか受け取れ
ないのは顧客にとっても不便で問題があると思われる。
・隣接地域の拡大も検討すべきではないか（県内全てとか）
。
・商品造成は素材があればそんなに問題がないが、広報ＰＲ費用の捻出が困
難。
・販路確保が難しい。地域連帯で販売する必要性を感じている。

④商品

・キリシタン紀行（平戸への旅）ま
ちあるき
・平戸観光タクシーコース、
・宿泊プラン「あら鍋祭り」、「平戸ひ
らめまつり」
・ひらどの山旅 2 泊 3 日
※平戸の町を歩いて楽しむ観光ガイ
ドサービス（500 円）の他、平戸の
観光＋ハイキング＋宿泊を組み合わ
せた 2 泊 3 日の着地型商品がある。
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事例７：社団法人那覇市観光協会
①収支状況

事業名
A．旅行事業
B．物販事業
C．施設管理委託
D．宿泊業
E．運輸業
F．その他

事業内容
着地型旅行商品の造成・販売
地域内の各種施設の予約・手配
住民向けの旅行手配（発営業）
特産品加工・販売
地域内生産品（農産物等）の販売
飲食施設運営
公共施設運営管理委託
民間施設運営管理委託
旅館、ホテルなど
バス、タクシーなど
観光案内・地域情報発信
観光ガイド運営
コンサルティング
レンタサイクルなど
調査事業
その他

組織全体

収支
プラス（＋）
どちらともいえない
どちらともいえない
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
プラス（＋）
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
プラス（＋）
プラス（＋）
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊
プラス（＋）

②売上構成比
C．施設管理
委託
5.75%

A．旅行事業
0.10%

F．その他
28.71%
H．公的補助
52.64%

G．会費
12.80%

③課題

―

④商品 壺屋ツアー
※沖縄の家を守る守り神として有名なシーサーづくり(陶芸体験）と壺屋焼物博物館な
どを巡る企画（所要時間約 3 時間）。他の地域ではまねすることができない壺屋の歴史
を堪能することができる。
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３−３

観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能の
創設に関する課題の把握・解決方策についての検討

第一次アンケートでは、募集型企画旅行を 28 社（10.2％）が実施し、90 社（32.7％）
が実施を予定しているという結果を得た。
第二次アンケートでは、以上の 118 社（募集型企画旅行を実施 28 社、予定 90 社）を
対象に、収支状況や着地型企画旅行商品の課題についての調査を行い、次のような傾向
があることが分かった。

（１）収支状況・売上高構成比について
収支状況を見ると、募集型企画旅行を実施している 23 社において、着地型旅行商品
の造成・販売の事業収支で「プラス」となっているのは 6 社である。一方、「どちらで
もない」が 5 社、
「マイナス」が 12 社となっており、着地型旅行商品の造成・販売事業
の収支に関しては、全般的に苦戦をしている。
また、売上高構成比を見ると、組織全体の売上高のなかで旅行事業の売上高が占める
割合は、23 社中 13 社が 10％以下に留まっているなど、全般的に低い状況となっている。
なお、着地型旅行商品の造成・販売の事業の収支が「プラス」と回答した事業者 6 社
においても、5 社は旅行事業の売上高が 3％以下となっている。
着地型旅行商品の造成・販売事業を含めた旅行事業は、旅行業法施行規則が平成 19
年 5 月に改正されたばかりということもあり、現在のところ組織全体の収益を上げるま
で至っていない。

（２）観光を活かしたまちづくり機能の創設に関する課題
収支状況や売上構成比にも関連しているが、地域が抱える課題は「地域側である程度
解決できる課題」と「地域側では解決できない制度（旅行業法）的な課題」に分けるこ
とができる。
＜地域側である程度解決できる課題＞
①売上高が小さいためプロモーションコストを十分にかけられない。
②集客不足により採算割れになる。
③案内人や商品開発などの人材育成に時間・費用がかかる。
④宿泊施設などの協力が得られない。
＜地域側では解決できない制度（旅行業法）的な課題＞
①催行区域が限られるため、魅力ある商品がつくれないケースがある。
②旅行代金の収受が申込金（旅行代金の 20％）に限られるため、事務手続きが
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煩雑になる、また、当日集金にすると取消し料を回収できないケースがある。

（３）解決方策
観光を活かしたまちづくり機能の創設を検討している地域が抱える課題において、地
域側である程度解決できる課題に関しては、各々の課題が関連している。
すなわち、集客不足による売上高の伸び悩みが、事業としての採算割れをおこし、人
を呼ぶためのプロモーションや魅力ある商品を開発するために必要な人材育成にお金
がまわらず、それが再び集客不足につながる、ということである。

集客不足による売上高の伸び悩み
プロモーション や 商品開発
等の人材育成 が十分にできない
採算割れ

この課題を解決する方策のひとつとして、プロモーションや商品開発などに対する補
助（人的・金銭的）が考えられる（具体的な方法や補助の規模などは、地域の現状をさ
らに検証する必要がある。
）。
その中でも、プロモーションに関して課題を感じている地域は多く、優先的に取り組
むべきである。
なお、宿泊施設などの協力は、着地型企画旅行商品が集客のポテンシャルがあると認
知されるに従い、徐々に得られていく。そのため、旅行商品などに関する情報を宿泊施
設などへ開示・提供するなど現段階からできる限り協力的な関係を構築していくことが
望ましい。
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第４章

観光を活かしたまちづくりの中核となる推進機能
のあり方

地域における観光を活かしたまちづくりとその中核的推進機能への取り組み事例を踏ま
えると、中核的推進機能が役割を発揮し持続できる背景には、それぞれの地域が抱えるま
ちづくりや産業振興等への取り組みと密接に関係していることが指摘できる。
ここではまず地域のまちづくりと観光がどのように位置づけられているかを整理し、そ
れぞれの状況に応じた取り組み課題と、中核を担う機能の成立に向けた支援のあり方を検
討する。

４−１

観光を活かしたまちづくりの意義と地域への効果

−地域にとっての「観光」と「観光を活かしたまちづくり機能」とは−
限られた観光事業分野だけで地域の観光を位置づけるのでなく、地域全体
を通じた観光魅力や価値を発見・育成し、地域ぐるみで観光の推進を図る
ことが大切です

（１）観光を活かしたまちづくりが地域へもたらす効果とは
現在、国内地域が抱える課題は多元的かつ根が深い背景があるが、おおよそ以下のよう
な課題が指摘できる。また多くの地域でこれらの地域課題に対応するため、
「新しい観光」
への期待と、取り組みが始まっている。
【国内地域の課題と観光への期待】
①少子高齢化・過疎化
→新たな観光事業育成による職場確保と人材定着を図りたい
②グローバル化・情報化
→消費者と地域がダイレクトに繋がる観光事業を開発したい
③第一次産業はじめ地域産業の衰退
→観光を通じた地場産業の高度化と流通の変革を図りたい
④地域コミュニティの崩壊
→限られた人材を横断的に強固に結ぶネットワークづくりとして観光を活かしたい
⑤環境・町並みなど地域資源継承
→次世代に地域資源を継承するためのシステムとして観光を活かしたい
⑥地域財政問題
→民間・市民主導による地域の自立と行政のスリム化の為、観光事業の経済効果を図りたい
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これらの地域課題に対する打開策として観光が注目され、観光の直接的な経済的波及性
だけでなく地域をあげた観光に取り組むことによって、地域社会が抱える問題に対する社
会的波及性が期待されているところである。
一般に観光が及ぼす波及効果は、図 4−1 及び図 4−2 に示すとおり、多分野にわた
り大きな経済波及が期待できるが、地域においては経済的波及効果だけでなく、他の産業、
雇用、文化等の活性化という社会的効果も期待できる。この点を観光関係者に限らず、地
域の他産業、他分野、一般市民も理解することが、観光を活かしたまちづくりを地域に定
着させる上で重要である。
図 4‐1
− 観光が及ぼす地域波及効果
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図 4−2 観光の経済波及効果

＜事例から得られた地域波及効果＞
○南房総市「枇杷倶楽部」における農業産品開発、販路拡大と農家への波及
株式会社とみうらが運営する道の駅「枇杷倶楽部」の年間売り上げ約 6 億 7 千万円の
うち、地元への斡旋、雇用創出及び地元からの調達費用は総額 2 億 4 千万円にのぼる。

○香取市佐原における中心市街地活性化と街並み保存を目指した商業店舗の活性化
平成 3 年に佐原市（現香取市）では佐原の大祭を自分達のお祭りからお客様に見せる
お祭りへと転換させたことがきっかけとなり、まちづくりと観光の連携を進め、平成 8
年には歴史的町並みが重要伝統的建造物群保存地区に、平成 15 年には佐原の大祭が重要
無形民俗文化財に指定されるなど対外的な評価を得ることとなった。
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（２）観光を活かしたまちづくりによって地域の他分野も活性化する
観光を活かしたまちづくりに取り組むことによって、地域の様々な問題を抱える地域の
他分野にとっても、その課題解決と活性化に結びつけることが期待できる。
必要とされるのは観光を活かしたまちづくりによって、観光産業の活性化だけでなく、
地域の他分野も活性化させるシナリオを地域として描き、他分野と観光が連携して取り組
むことである。またその中核を担う機能の必要性と意義を地域全体の問題として位置づけ
ることである。
図 4−3 地域課題に対する観光を活かしたまちづくりの社会的波及効果

地域は前述の地域課題へ対応し、地域社会を健全に持続させることが最終の目標であり、
その課題に対する解決方策として観光振興が位置づけられる。ただし、そのためにはこれ
までのような限られた範囲の観光事業や体制だけでは、上記のような拡がりのある効果は
期待できないことから、地域ぐるみの観光推進、即ち観光を活かしたまちづくりが問われ
ているところである。
ただし一方で地域の観光をビジネスとして客観的に捉えるならば、一律のビジネスモデ
ルを当てはめれば、すべての地域の観光事業が成功し、持続できる訳ではない。それぞれ
の地域の実情に即した観光が事業として成立し持続するためには、基本要件として下記の
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ような視点が問われる。
ｲ）観光事業が「誘客ビジネス」であることから、地域資源の価値（誘致力）と地域の立
地条件に対し、マーケット（需要）の可能性（量と質両面）が見込めること。
ﾛ）観光事業に対する地域の投資や運営コストが、見込みうる観光客の数と消費に見合う
ものであること。または地域財政力や地元民間資本力に見合った投資や経費負担であ
ること（身の丈にあった観光事業）
。
ﾊ）観光事業が地域の生活・文化・産業などに副次的に波及し、地域として観光事業を支
えるコンセンサスが得られること。

（３）観光を活かしたまちづくりによって成熟型観光地を再興する
戦後の高度経済成長を背景にマスツーリズムに対応し発展してきた既存観光地は大きな
構造転換を迫られている（図 4−4）
。
それらの地域が抱える基本的課題は以下に要約できる。
A）観光需要が個人化、成熟化、高度化したことに対し、地域のそれまでの資源、施設、
体制が対応できず、従来のサービスやビジネスモデルが通用しない
→個人旅行者に合わせたサービスやシステムに変革し、グリーンツーリズムやエコツ
ーリズムといったニューツーリズムの資源を発掘し商品化する必要がある
B）宿泊施設を中心に 装置型産業 に志向し、多額の投資と負債を地域、民間共に抱え、
財政的に地域を圧迫している
→かつては宿泊事業者が中心となり観光地を牽引してきたが、個人旅行者のニーズに
合致した商品を地域をあげて推進する体制が必要である
C）地域の中で限られた観光産業と体制の範囲だけでも成長してきたが、それ故に地域を
あげた資源、人材、体制の連携が図られていない
→観光協会や旅館組合が主体的推進機能を持つと共に、地域を横断的に束ねて推進す
る中核的機能が求められる
このような観光地として成熟した地域では、これまで地域の観光事業は宿泊産業が牽引
役であった。言い換えれば地域の中で一部の観光産業や観光資源、体制だけでもで成功し
てきたが故に、これまで地域全体の問題として観光が位置づけらてこなかったとも言える。
また地域の観光協会や旅館組合といった団体も、これまではＰＲやプロモーション等とい
った観光事業者のサポート的役割で機能が留まり、自ら地域の観光事業の主体的行動を果
たすといった機能や人材の投入、予算化まで至らなかったのが実態である。
さらに団体旅行が中心の時代には、旅行会社の販売力と旅行商品化が観光地にとって必
須の流通販売チャネルであった。しかし国内宿泊観光旅行の旅行会社利用率は、個人志向
84

化やインターネットの普及などのため、30％弱にまでなっていることを踏まえれば（図 4
−5）、旅行会社への過度な依存体質から脱却し、旅行を希望する個人に直接到達できるよ
うな地域なりの販売ルートやマーケティング力を培うことが求められる。
今後も宿泊施設や観光施設事業者が地域の観光の重要な役割を担うことは変わらないも
のの、地域をあげた観光を活かしたまちづくりへ連携を拡げ、地域ぐるみで観光推進体制
を構築することが大きな課題といえる。

図 4−4 戦後の国内観光の変遷と観光地の課題

国内観光と観光振興の変遷・・そして21世紀は？
１９６０

１９７０

～高度経済成長期～
・大阪万博と旅行大衆化
・円変動相場制と海外旅行増

まず旅行することが目的
与えられた観光・旅行で満
足だった時代

１９９０

～バブル期～

２０００

～崩壊後・景気低迷

・贅沢を知る、背伸びした旅行
・自動車旅行の増加
・海外旅行の大衆化

・先行き不安なれど旅行は定着
・個人化、高度化
・懐にあった旅行・高齢化と観光

観光旅行が定着化・個人志
向化へ

個々人が本音で求める観光
旅行、若年層の観光離れ

観光開発
スキー
ゴルフ
観光資源
・・・

・経済成長を象徴する遊び・観
光
・定番化しはじめた開発

・大規模化、ファッション化
・バブル投資先としてのﾘｿﾞｰﾄ
・３セクによる観光開発

・地域資源とニューツーリズム
・様々な遊び、都市アミューズメ
ントの台頭と競合

「皆がするから自分も・・」
の行動価値判断

右肩上がりを前提とした観
光開発

新たな供給側の事業ｼｽﾃﾑ模
索

老舗観光地
温泉観光地
宿泊施設

・団体需要に合わせた新増設
・上げ膳据え膳の宿泊スタイル

・旅館の大規模化・装置産業
化と小規模高級化の２極化

宿泊産業が観光地を牽引
旅行業の急成長

宿泊客の内部取り込み化と
温泉街の衰退

・個人・家族・女性客へ対応でき
ず
・旅館サービスと価格への疑問
・残された多大な銀行借り入れ

・オリンピックと交通ｲﾝﾌﾗ整備
・大阪万博・大規模イベントと
地域への注目

・新幹線、高速道路、連絡橋
等の広域交通網整備
・東京ディズニーランド開業
・リゾート法

社会の動き

経済復興と観光量増大へ
の対応

官民あげた過度な観光開
発

大量・効率・与えられた観光の時代

ﾆｰｽﾞに対応した宿泊ｻｰﾋﾞｽ模
索
・低成長・高齢化時代の国づくり
・観光立国推進基本法
・ビジットジャパンキャンペーン

・個人の成熟した志向にあった観光の提供
・観光による国土・地域の活性化
・他産業も含めまちづくりと連動した観光

国内観光の
特徴・傾向
ﾏｰｹｯﾄ変化

１９８０

国策としての観光振興へ

一人一人の価値に基づく観光の時代
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図 4−5 国内旅行の旅行会社利用率

（４）観光を活かしたまちづくりを進める中核的推進体制
以上のように地域のまちづくりを発展させるうえで観光に取り組む地域や、一定の観光
地として成長してきた過去を持ちながら、新たな観光の構造改革を模索する地域それぞれ
にとって、
「観光を活かしたまちづくり」を推進する意義は大きい。
一方、観光を活かしたまちづくりを推進すべき体制を考えると、従来の観光協会では、
「行
政に依存しすぎる」あるいは「観光関係者だけに限られた構成である」、などの一般的傾向
がみられ、そのままで地域を束ねた推進役になることは難しい。一方まちづくり団体等、
地域づくりを推進する立場の団体、人材等では、観光事業、ビジネス面でのノウハウに欠
ける弱みがあるのが一般的課題と言える。
本調査の主眼とする「観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能」は、それら双方の
弱みを克服し、地域横断的な推進の機能を果たすものとして必要とされるものである。
ただし求められるのは地域の中で横断的な事業推進の機能が円滑に発揮されることであ
り、一つの組織体であることが前提ではない。まちづくりの機能と観光ビジネスの機能が、
地域内で密接に役割分担と連携が図られるならば、複数の組織、団体で推進することも可
能と思われる。
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４−２

観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能が
地域と観光へ及ぼす効果
（事例調査から）

以上の観光を活かしたまちづくりを推進する上で、先進的な取り組み事例をみると、そ
の中核となる推進機能の存在によって、おおよそ以下の７つの効果が期待できる。
図 4−6 観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能の効果

制が出来上がります

民間レベルの事業としての結果を残し、地域への波及効
果を見せ、持続することで地域の認知が向上し結束が高
まります

隣接する市町村あるいは合併後の地 域を横断的にまと
める推進役となります

地域の新しい観光商品と地域産業・
人材育成の開発拠点として
マーケットに対する観光客誘致や
地域を売り出す窓口の一本化

観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能による地域と地域の観光への効果

地域のまちづくりと観光が
連携した推進に対して

観光関係者だけでなく、地域ぐるみで観光を推進する体

民間組織化でスピーディかつ柔軟な観光事業の展開
が可能となります

地域の商品開発と、そのまとめ役となることで、他地
域との差別化が図られます

専門家を据えることで、地域の人材発掘・育成に
つながります

プロモーションが一元化し旅行会社や外部組織と
の窓口が明確になります
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①地域のまちづくりと観光が連携した推進に対して（協同の価値観の醸成）
＜効果１＞観光関係者だけでなく、地域ぐるみで観光を推進する体制が出来上がります
【地域の課題】従来の観光協会では一般市民も含めた推進体制には限界がある。
地域の歴史文化・景観・自然環境保存など地域資源を再評価して観光
資源に結びつける必要がある。
【事例】
・一般市民や商店主などの出資により、合同会社の設立が図られ、広い
地域の体制が出来上がった

稲取温泉観光合同会社

・地域住民が地域の資源に対する見直しを図り、地域住民対象の事業か
ら取り組みが始まった

別府ハットウ・オンパク
㈱出石まちづくり公社

・地域の資源の洗い出しにより、着地型プログラムが開発された
稲取温泉観光合同会社
・㈱とみうらは国の各種地域支援事業の窓口として地域を束ねる役割
を果たしている。
㈱とみうら・枇杷倶楽部

＜効果２＞民間レベルの事業としての結果を残し、地域への波及効果を見せ、持続する
ことで、地域の認知が向上し結束が高まります
【地域の課題】行政主導では民間事業の自立的な取り組みが育成されにくく、効果が
見えずらい｡
観光分野だけでなく、地域経済や他産業に対する波及効果が見えない
と、地域をあげて観光を推進することが浸透しない。
【事例】当初、限られた市町村の出資であったが、実績を積んだことで、地域
住民の側から行政への出資の要請が高まった
㈱南信州観光公社
㈱とみうら・枇杷倶楽部
継続したことにより、国の支援モデルにも選定され、事業モデルとし
て、他地域からも引き合いが来るようになった
別府ハットウ・オンパク
農家民泊した前後には、地元旅館にも宿泊してもらうことを前提とし、
88

地域波及を促している
㈱南信州観光公社
枇杷倶楽部は 6.7 億円の売上げのうち、地元への一次波及効果が 2.4 億
円にのぼっている（雇用、仕入れ、手配など）
㈱とみうら・枇杷倶楽部
＜効果３＞隣接する市町村あるいは合併後の地域を横断的にまとめる推進役となります
【地域の課題】複数の自治体をまたいで事業推進すると、行政主導ではなかなかまと
まらない
市町村合併後も旧市町村単位の体制を引きずってまとまらない
【事例】合併後の地域の横断的まとまりを推進する役割を果たしている
㈱南会津観光公社
広域圏として 15 市町村が出資した協同機能にまとまった
㈱南信州観光公社
㈱とみうら・枇杷倶楽部

②地域の新しい観光商品と地域産業・人材育成の開発拠点として
＜効果４＞民間組織化でスピーディーかつ柔軟な観光事業の展開が可能となります
【地域の課題】行政主導では柔軟な発想や行動力に制約がある
観光を事業化するにはスピーディーな判断が問われる
行政主導では公平性が問われるため、事業の集中やメリハリのある実
施が出来ない
【事例】株式会社化したことで、様々な収益事業に取り組みだした
㈱ニセコリゾート観光協会
LLC（合同会社）により、柔軟かつスピーディーな活動が可能となった
稲取温泉観光合同会社
農業振興、地域振興が原点であるため、公共 100％出資の会社にするこ
とで長い目で捉えられた
㈱とみうら・枇杷倶楽部
道の駅事業から収益を挙げ、地域のポータルサイトや農産品開発、文
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化事業にも取り組むことが出来た
㈱とみうら・枇杷倶楽部
教育旅行に特化し、旅行会社と役割分担することで、事業が集中でき
た
㈱南信州観光公社

（今後の課題）
；一自治体の全額出資の株式会社であると、広域圏の事業では隣接市町
村と出資自治体との公平性が保ちにくい。
地域プロモーション事業は公益的業務で株式会社では負担となる
㈱とみうら・枇杷倶楽部
＜効果５＞地域の商品開発のまとめ役となることで、他地域との差別化が図られます
【地域の課題】観光事業者やまちづくり関係者が個々に取り組んでいては効果が薄い
他地域と差別化できる商品開発の専門組織が必要である
【事例】農家などの個人が受け入れだけに集中でき、参加しやすい環境となっ
た
㈱南信州観光公社
㈱とみうら・枇杷倶楽部
130 の体験プログラムを用意し、ニーズにあわせたコーディネートが価
値となった
㈱南信州観光公社
＜効果６＞専門家を据えることで、地域の人材発掘・育成にもつながります
【地域の課題】観光事業に対する専門家がいない、閉鎖的な視点に陥りがち
地域の次世代を担う人材を育てる必要がある
【事例】外部民間から専門ノウハウをもった人材登用をすることで補い、地域
に刺激となった一方で、社会的に注目度がアップした
㈱南信州観光公社
稲取温泉観光合同会社
（社）平戸観光協会
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地元住民を含めたいくつかの部会、研究会が立ち上がり、資源開発の
活動が地域に根付いた
稲取温泉観光合同会社

③マーケットに対する観光客誘致や地域を売り出す窓口の一本化によって
＜効果７＞プロモーションが一元化し旅行会社や外部組織との窓口が明確になります
【地域の課題】外部への誘致活動が個別単位である
【事例】地域一括受注により旅行会社との役割が明確になり、ランドオペレー
ション事業の価値を認めさせた
㈱南信州観光公社
㈱とみうら・枇杷倶楽部
既存観光協会は地域プロモーション、新たに立ち上げた観光を活かし
たまちづくりの中核を担う組織（稲取温泉観光合同会社）は旅行事業、
という地域における役割分担ができた
稲取温泉観光合同会社
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４−３

地域のまちづくりと観光への取り組みに応じた
課題と対応

（１）地域のまちづくりと観光振興との位置づけはどこか
多くの国内地域が地域活性化やまちづくりに取り組み、観光を活性化の柱として掲げて
振興を図りつつあるが、まちづくりと観光事業との関係では、おおよそ図 4−7 のようなス
テップに整理できる。

図4－7 まちづくりと観光に対する地域の位置づけとステージ
まちづくり・既存産業育成に対するウェイト
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＜ステージ①＞
まちづくり、街並み保存の取り組みに軸足を置き、手段手法として観光を導入する地域
【実 例】 佐原、小布施、長浜黒壁など
＜ステージ②＞
地域産業と観光を一体として活性化に取り組む地域
【実 例】 南房総市（枇杷倶楽部）、飯田市（南信州観光公社）
＜ステージ③＞
観光として実績・蓄積があるものの、地域の観光の構造転換を図るため、観光からまちづくりに拡げよう
とする地域
【実 例】 別府（オンパク）、草津、黒川温泉、阿寒
★ステージによって、観光及び観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能に対するニーズと位置
づけは違う
★観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能に求める役割と事業の評価に違いがでる
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（２）「まちづくり、地域づくりのための観光」へ取り組む地域の課題と対応
＜ステージ①＞及び＜ステージ②＞
これまで観光地としての実績や知名度が乏しかったが、地域の産業振興やまちづくり
を発展させるため観光事業に取り組む地域

★観光を活かしたまちづくりを推進し、中核的推進機能を持続させるための大きな課
題は？
①観光事業面（マーケティング、商品化、プロモーション等）のノウハウ（人材）に乏しく、事業収
益性に結びつかない
→観光プロデューサー制度等、外部人材登用と地域の人材育成が必要
②ランドオペレーター、着地型商品販売だけの売上げでは採算が取れないケースが多い
→収益を支える事業の存在と地域ぐるみで支える事業構造が必要。

【地域の観光が問われている課題】
◆観光まずありきではなく、地域資源や地域産業、地域コミュニティを維持・持続する
上で、観光による活性化、事業化を狙うことが前提となる。
◆地域資源（街並み、自然資源、伝統産業・・）を維持することが前提で、そのために
観光は手法であり、資源価値を損なう観光スタイルは受け入れられないケースが多い。
◆地域資源を支える人材・組織・地場産業が活性化することが求められる
◆まちづくりや地域資源保全に対する体制は進んでいるが、観光面では後発の地域が多
い。
◆新規産業としての観光産業育成が問われている。

◎民間観光ビジネスの成立以上に、まちづくりと他産業、地域への貢献が優先する
◎地域資源価値を前提とした顧客開拓と事業化が問われる

まちづくり、地域資源の交流産業化を図ること
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＜事例に見る地域課題と対応例＞
◆観光まずありきではなく、地域資源や地域産業、地域コミュニティを維持・持続す
る上で、観光による活性化、事業化を狙うことが前提となる。
《事例にみる対応例》
平成元年、旧富浦町のまちおこし事業としてびわの加工（ジャム・缶詰）を始めたが、販売
量が伸びず、平成 2 年に役場内に「産業振興プロジェクトチーム」を設置した。商工会や農
業団体、観光団体との協議を重ね、平成 3 年に富浦町特産の房州枇杷を活かした加工品を製
造する「有限会社富浦の味加工センター」を設立。びわの加工品の販売を拡大するため観光
バスの誘致を開始した。
（株式会社とみうら：千葉県南房総市）
通過型から滞在型の観光へ変えるため、当初は既存のキャンプ場施設の拡充整備を構想した
が、地域の環境・暮らし・産業そのものが観光資源となり得ると考え、これらを活用した農
家民泊などによる体験観光事業を推進することに方針を転換した。
（株式会社南信州観光公社：長野県飯田市）

◆地域資源（街並み、自然資源、伝統産業・・）を維持することが前提で、観光はそのための
手法であり、資源価値を損なう観光スタイルは受け入れられないケースが多い。
《事例にみる対応例》
平成 3 年に佐原駅北口に佐原の大祭で使用する各町内の山車を一同に集め桟敷席を設置して
有料でお客様に見せる取り組みを始め、佐原の大祭を自分達のお祭りからお客様に見せるお
祭りへと転換させたことがきっかけとなった。その後、街並みや祭りをツールとしたまちづ
くりを進め、平成 8 年には小野川沿いの歴史的町並みが重要伝統的建造物群保存地区に指定
され、平成 15 年には佐原の大祭が重要無形民俗文化財に指定されるなど対外的な評価を得る
こととなった。
（千葉県香取市）

◆地域資源を支える人材・組織・地場産業が活性化することが求められる。
《事例にみる対応例》
株式会社とみうらが運営する道の駅「枇杷倶楽部」の年間売り上げ約 6 億 7 千万円のうち、
地元への斡旋及び地元からの調達費用は総額 2 億 4 千万円にのぼる。最も大きなものは人件
費で 57 人の雇用と 7,800 万円の人件費を生み出している。さらに、商品仕入れ関係では市の
基幹産業でもある果物・花卉類の仕入れ額が約 8,300 万円にのぼり、枇杷倶楽部が仲介する
町内のレストランや農家などの食事やびわ狩りなどの手配業務（観光関連金額）は、4,900
万円となっている。
（株式会社とみうら：千葉県南房総市）
農家民泊を伴う受け入れの場合、必ず前後１泊は地元の宿泊施設に宿泊することを条件とし
ている。
（株式会社南信州観光公社：長野県飯田市）
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◆まちづくりや地域資源保全に対する体制は進んでいるが、観光面では後発の地域が多い。
《事例にみる対応例》
中心市街地活性化法の施行に伴い、官民共同の「大洲商工会議所ＴＭＯ特別検討委員会」が
設立され、大洲市中心市街地活性化基本計画の策定作業を行う。第三セクター方式の株式会
社としてＴＭＯを設立することが確定し、
「株式会社おおず街なか再生館」が設立された。
それまで観光地としてさほど著名でなかった大洲市において、まちの駅「あさもや」の運営
にあたると同時に、2005 年に第 2 種旅行業を取得し「蔵里ネットＴＭＯ」の名称で着地型の
旅行エージェント事業の展開を始めた。
（株式会社大洲街なか再生館：愛媛県大洲市）

◆新規産業としての観光産業育成が問われている。
《事例にみる対応例》
ＮＰＯ法人化された観光協会が自ら旅行業を営むことにより、持続的な観光振興を進めると
ともに遊佐町と連携・協働することで、地域で活動する個々の団体、グループとの結びつき
を強め、観光客の受入体制を確立し、地域主体・地域発の観光事業というビジネスモデルの
構築を目指す。
（NPO 法人遊佐鳥海観光協会：山形県遊佐町）
観光会社からの集客の配分、代金の清算、クレーム処理までを一貫して行う「一括受発注シ
ステム」を開発し、南房総のランドオペレーターとしての役割を道の駅に持たせた。このシ
ステムの稼働によって、周辺市町村の飲食店や民宿、農園、観光事業者などが連携して強い
集客力を持つこととなり、これまで閑散期といわれていた南房総の冬に観光バスツアーが定
着し、地域波及効果があがった。
（株式会社とみうら：千葉県南房総市）

【観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能へのニーズと課題】
◆既存の観光行政・観光協会はあっても行政主導型で未成熟なケースが多い。
◆まちづくりや地域資源を顧客価値として評価する眼が足りない。
→外部から見た客観評価の視点が必要となる。
◆地域資源を旅行商品として作り上げるノウハウが必要である。
◆顧客（観光客）へのマーケティング・プロモーションのノウハウ、予算がない。
→観光・旅行事業の専門的視点が必要
◆来客に対するソフトが無い。

→オペレーション機能が必要

◆既存の観光需要が乏しく、新規開拓から問われるケースが多いため、売上げ実績に結びつか
ない。
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＜事例に見る地域課題と対応例＞
◆既存の観光行政・観光協会はあっても行政主導型で未成熟なケースが多い。
《事例にみる対応例》
株式会社とみうら（枇杷倶楽部）では 2000 年から富浦町以外に関する問合せの場合でも、自
分達で調べて回答するように努め、情報・ノウハウの蓄積を図ってきた。その結果、南房総
に対する問合せが増加し、枇杷倶楽部の認知度向上に寄与した。
（株式会社とみうら：千葉県南房総市）
旧出石町には、20 数年来観光・宣伝などに取り組んできた観光協会があり、出石観光センタ
ーや観光ガイド並びにそば店の経営を行っていた。しかし、幅広い事業展開をする上で、観
光協会の事業部門の独立・法人化が従来からの課題であり、観光産業を基盤に広くまちづく
り事業を展開する第 3 セクター設立に機運が高まり、出石まちづくり公社が平成 10 年 6 月に
設立された。
（株式会社出石まちづくり公社：兵庫県豊岡市）

◆まちづくりや地域資源を顧客価値として評価する眼が足りない。
《事例にみる対応例》
既存の観光協会を法人化し、第 3 種旅行業の登録を行った。観光客の受け入れ態勢の高度化
を図るため、市内に約 200 軒ある宿泊施設の情報発信と観光客が宿泊先を選択しやすいよう
に「食」
「温泉」
「滞在」など観光客の目的に応じた表示を始めた。
（有限責任中間法人飯山市観光協会：長野県飯山市）
利用者の立場に立ち、旧富浦町にとらわれない広域的なイベントや地域情報など鮮度の高い
情報を収集して発信する 「南房総いいとこどり」と名付けたポータルサイトを構築した。現
在では、南房総市の観光情報、南房総市周辺地域のイベント情報の発信、予約の受付、特産
品の販売など鮮度の高い情報の収集、発信を行っている。ポータルサイトの運営に着手した
のは、①ポータルサイトは最終的には 1 つしか残らない宿命にあること、②枇杷倶楽部に集
客するためには富浦へ集客すること、富浦へ集客するためには南房総に集客するという構図
が必要であり、そのため観光客のニーズに合わせて行政区域等の枠にとらわれない情報提供
を進めている。
（株式会社とみうら：千葉県南房総市）

◆地域資源を旅行商品として作り上げるノウハウが必要である。
《事例にみる対応例》
南房総は小規模な観光事業者が多いため、広域的な連携によって資源を束ね集客を図る必要
性があった。南房総に点在する小規模な既存の農園や食事会場などの観光資源を束ね、メニ
ューや料金、サービスを規格化し、枇杷倶楽部（株式会社とみうら）が観光会社に対して企
画営業を行い観光バスの誘客を図っている。
（株式会社とみうら：千葉県南房総市）
『感動体験南信州』と銘打ち、旅行会社との協力体制を構築するためには、提供する商品の
価値が高いことが前提である。公社では、用意された楽な体験のみを実施するのではない ほ
んもの

を体験できるプログラム、自然・農林業体験などは、安全・健康対策を万全とした

上で、雨天でも実施することを基本として、他地域との差別化を図っている。体験観光の受
け入れにあたっては、株式会社南信州観光公社が旅行会社への営業、現地コーディネート（現
地受け入れ先との調整・手配、バスルートの設定など）
、精算を担当している。
（株式会社南
信州観光公社：長野県飯田市）
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◆顧客（観光客）へのマーケティング・プロモーションノウハウ、予算がない。
《事例にみる対応例》
ターゲットを「教育」に絞り込み、自然・林間学校などの教育旅行にターゲットを絞った事
業展開を図ることとなった。株式会社南信州観光公社の中核を担う人材として、旅行会社に
務めていた人に運営を依頼した。
（株式会社南信州観光公社：長野県飯田市）
補助事業は清算払いであることから、地域の民間事業者が補助事業の採択を受けても、キャ
ッシュフローが乏しいために資金繰りに困る。採択の通知書を提示しても、個人補償がなけ
れば労働金庫や信用金庫から融資を受けられないことが多い。融資を受けた場合でも、利子
は補助の対象とならないため、採択を受けた事業者の負担額が増加する。南房総市内で活動
する NPO 法人は、キャッシュフローが乏しいため、株式会社とみうらが補助事業の受け皿な
ることが多い。
（株式会社とみうら：千葉県南房総市）

◆来客に対するソフトが無い。
《事例にみる対応例》
道の駅枇杷倶楽部のサテライト的施設として 4000 坪の敷地を持つ観光花摘み園「花倶楽部」
を運営している。主に観光バスの団体客をターゲットとし、近隣農家の切り花などの農産物
の受託販売も行う。道の駅枇杷倶楽部に隣接した「苺庭園」
、
「温室枇杷試験園」
、
「露地枇杷
試験園」において、観光苺狩り・メロン狩りの直営、苗の供給、観光農園の運営手法の研究、
栽培技術の研究及び普及などを行っている。
（株式会社とみうら：千葉県南房総市）
稲取の文化を活用した屋号看板を設置してマップを作成するなど、これまでになかった観光
素材を商品化する取り組みを進めている。その他にも、稲取歴史文化辞典「イナペディア」
（ウ
ィキペディアの稲取版）の作成を行っている。
（稲取温泉観光合同会社：静岡県東伊豆町）

◆既存の観光需要が乏しく、新規開拓から問われるケースが多いため、売上げ実績に結びつ
かない。
《事例にみる対応例》
地元ならではの視点で作った楽しいツアーの企画・実施の他、宿泊施設の予約・手配、教育
旅行のコーディネート、国内・海外旅行の手配、レストラン・土産物店運営など多彩な事業
を展開している。
（株式会社南会津観光公社：福島県田島町）
利用者から徴収する料金の収益配分として、85％が受け入れ先、10％が旅行会社、5％が株式
会社とみうらの収入となる。ランドオペレーターとして事業を維持していくためには、手数
料が 10％は必要となるが、5％しか徴収していないため、ランドオペレーター事業としては
採算が合わない。そのため株式会社とみうらでは、ランドオペレーター事業のコストを物販
事業が支えている状況である。ランドオペレーター事業は事業として限界がある。受け入れ
側は、採算の問題から一定量のまとまった団体でなければ体験の受け入れを行わない。
（株式会社とみうら：千葉県南房総市）
利用者から徴収するプログラム料の収益配分として、80％が受け入れ先、10％が旅行会社、
10％が公社の収入となる。
（株式会社南信州観光公社：長野県飯田市）
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（３）「既存の観光構造を改革し、地域ぐるみの観光」へ取り組む地域の
課題と対応
＜ステージ③＞
戦後の高度経済成長期あるいはさらに古くから観光地として成長し実績を持ってきた
が、旅行志向の変化や社会経済環境の変化によって、観光地としての体制やシステムの
変革に取り組む地域

★観光を活かしたまちづくりを推進し、中核的推進機能を持続させるための大きな課
題は？
①既存の観光組織、ビジネスが、新たな地域資源や人材と連携出来ない
→既存事業の柱である宿泊事業の地域との協業化が必要（例；観光圏事業などを通じ）
②着地型商品販売、オペレーションだけでは採算が合わないケースが多い
→物産開発・販売、プロデュース業務などの多角化が必要

【地域の観光が問われている課題】
◆高度経済成長からバブル期まで、観光産業が地域を引っ張ってきた。
◆個人化、成熟化した観光旅行ニーズへ対応した観光の構造的改革・再生が必要。
◆観光行政、観光団体の活動が狭隘であった（成功体験の払拭）。
（事業は民間＋エージェントまかせ、広告宣伝のみ）
◆地域資源に対する評価視点、地域内ネットワーク不足（まちづくりへの無関心）。
◎観光プロパー産業の変革と再生
◎地域ぐるみで観光を地域リーディング産業へ再生

★観光の地域総合産業化を図ること
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＜事例に見る地域課題と対応例＞
◆高度経済成長からバブル期まで、観光産業が地域を引っ張ってきた。
《事例にみる対応例》
平成 2 年をピークに宿泊者数が減少に転じていたが、東伊豆町での受け入れ体制は団体客を
対象とした 1 泊 2 食宴会型の旅行形態が中心で、大手旅行会社による個々の宿泊施設への集
客を主体としていた。集客に対して地域全体で取り組むという経験がなく、多様化する旅行
者のニーズにどのように対応するかが課題であった。全国公募の温泉組合事務局長により、
誰もが参画できる仕組みとして「こらっしぇ稲取大作戦」が立ち上げられた。
（稲取温泉観光合同会社：静岡県東伊豆町）
1990 年度以降、95 年度をピークに旅館の利用者数は減少傾向となり観光客数に占める旅館
利用者数の割合は 20％強となった。17 件ある宿泊施設の年間収容数は約 28 万 8 千人である
が、05 年度以降の年間宿泊者数は 6 万人台で推移し、07 年度の定員稼働率は約 21％となっ
ている。04 年、06 年には新潟地方を大地震が襲い、将来は 2014 年に北陸新幹線の開通に伴
い越後湯沢からの北陸方面への特急の廃止が予定されている。このような危機を変革のチャ
ンスと捉え調査機関の協力を得ながら自立した観光地を目指すことにし、地元の旅館をはじ
めとする民間で出資した松之山温泉合同会社まんまを 2008 年 4 月に設立し、5 月には第 3 種
旅行業登録を取得した。
（松之山温泉合同会社まんま：新潟県十日町市）

◆個人化、成熟化した観光旅行ニーズへ対応した観光の構造的改革・再生が必要。
《事例にみる対応例》
2002 年以降には別府のシンボルでもあった超大型旅館の再生がめだって多くなってきた。こ
のような状況の中で竹瓦温泉界隈の地元住民を中心にして「別府八湯竹瓦倶楽部」が設立。
最初のまちあるき「竹瓦かいわい路地裏散歩」が実施され、その後、多くのまちづくり活動
が生まれたため、このような多くの小さな動きを支援し一つのコンセプトにまとめあげネッ
トワークして事業化を図った。
（NPO 法人ハットウ・オンパク：大分県別府市）
2006 年〜07 年度にかけて国土交通省の旅館の泊食分離などを主要テーマとする宿泊産業活
性化モデル事業の採択を受け、旅館が泊食分離を取り入れることで、観光協会が着地型の旅
行商品を造成、地域を挙げた滞在型観光の実証事業に取り組んだ。滞在日数に値する旅行目
的の提案と、自由度の高い食事の提示を通じて、３連泊の参加者を集め、滞在型観光の確立
に向けて取り組んでいる。
（社団法人平戸観光協会：長崎県平戸市）
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◆観光行政、観光団体の活動が狭隘であった（成功体験の払拭）
《事例にみる対応例》
東伊豆町には商工会、旅館協同組合、観光協会などの既存組織があり、各組織がこれまでも
集客に対する取り組みを展開してきた。しかし、観光客は減少の一途を辿り地域内で閉塞感
があった。また、稲取温泉観光協会でも既存の組織体制では、事業企画の提案を行っても予
算の組み換え等について会員、理事会の賛同を得られず事業の実現が難しい状況であった。
稲取温泉観光合同会社を住民の出資により立ち上げたことで、開かれたフレキシブルな事業
の実施が可能となった。
（稲取温泉観光合同会社：静岡県東伊豆町）
既存の観光協会の主要業務はニセコ駅、道の駅での観光案内だったが、会費を徴収している
ことから平等に案内をすることが求められ来訪者に必要な情報提供ができない状況であっ
た。また、観光協会の事務局長をニセコ町の商工観光課長が、事務局員は商工観光課の職員
が兼務している状況であり、財源的な面においても行政からの補助金や委託費が予算の半分
以上占めている状況で任意団体でありながら、行政と表裏一体であった。
平成 11 年より先進地観光協会の調査を開始し、事務局の民営化、会員・一般町民向けの説
明会（3 回）などを経て平成 15 年 9 月 1 日に株式会社を設立。現在は、旅行事業（第 2 種旅
行業登録）
、物販事業、委託事業などに取り組んでいる。
（株式会社ニセコリゾート観光協会：北海道ニセコ町）

◆地域資源に対する評価視点、地域内ネットワーク不足（まちづくりへの無関心）
《事例にみる対応例》
旅館協同組合や観光協会は、日常的なイベントや行政とのやり取りが中心で、地域内で集客
戦略を推進する担い手が不在であった。そのため、稲取温泉観光協会が地域の魅力づくりを
日常的に行う人材を配置することを目的として、事務局長の全国公募を行った。その結果、
平成 19 年 4 月より渡邊法子氏が事務局長として就任した。住民が主役になって自分達の地域
を売るための取り組みやその取り組みの事業化に向けて、
「ローカルエリアプロモーションの
ビジネスモデル確立」を目指した取り組みを始めた。ローカルエリアプロモーションのビジ
ネスモデル確立に向けては、既存の組織の枠を超えた新しいネットワークを生み出し、地域
振興に取り組む意欲のある人たちが活動しやすい場所を構築することが必要であると考え
た。そのため、観光関係者だけでなく、誰もが参加できる取り組みを進めながら、観光振興
の中心となる人材発掘と取り組みの核をつくることを目指し「こらっしぇ稲取大作戦！」を
立ち上げた。
（稲取温泉観光合同会社：静岡県東伊豆町）
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【観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能へのニーズと課題】
◆地域資源に対する価値評価の視点が必要。
→潜在資源の発見、エージェント視点でなく顧客視点の評価を導入。
◆地域資源と観光産業とのパイプ役が必要。
→まちづくり関係者と観光産業が共に上り、協業できる土俵づくりが必要。
◆顧客に直結した新しい販売流通開拓
→持続的かつ自立的な新しい流通開拓の戦略が必要。
◆旧来型観光協会・観光団体の改革（行政との役割分担と地域資源も含めた組織）。
→「成功体験世代交代」、地域事業体としての組織改革が必要。

＜事例に見る地域課題と対応例＞
◆地域資源に対する価値評価の視点が必要
《事例にみる対応例》
地域の遊びという資源を旅行者と共有し、パブリシティ効果を狙っていきたい思いから、話
題性がありそうな素材を活用した「ラムネ世界大会ｉｎ稲取温泉」を開催した。
「ラムネ」は、
堤防を使用した飛び込みで、地元の人なら誰もが知っている稲取の昔からの遊びである。イ
ベントの開催に向けては、予算がなかったことから議論があったが、漁協等もボランティア
で協力してくれることとなり開催することができた。このイベントを期に、漁協などと新し
いネットワークを構築することができた。
（稲取温泉観光合同会社：静岡県東伊豆町）

◆地域資源と観光産業とのパイプ役が必要
《事例にみる対応例》
平成 17 年度に地域再生マネージャー事業に採択され、3 ヵ年で唐津市のもつ地理的・歴史的
特性の大切さや価値を地域住民と来訪者が気づき、伝えるとともに、市民リーダーを育成し、
持続可能な「観光交流産業」の育成を目的として、当該事業に取り組む。その中で、唐津の
観光事業者を横断的に束ねる受け入れ組織の必要性が高まり平成 19 年 4 月 1 日に社団法人唐
津観光協会内に ATA（エリアツーリズム・エージェンシー）事業部として、唐津市からの 100％
の補助金により設立され、運営を開始。唐津市及び隣接する自治体を営業エリアとした着地
型旅行事業を展開している。
（社団法人唐津観光協会：佐賀県唐津市）

◆顧客に直結した新しい販売流通開拓
《事例にみる対応例》
都市部で広がる趣味などで結びついたネットワークに着目し、都市に在住するシニア層をタ
ーゲットに着地型観光商品の企画を進め、8 月中旬以降販売を始めた。
（松之山温泉合同会社まんま：新潟県十日町市）
オンパクは集客交流サービス産業再生の「仕組み」化を目指しており、短期間での開催や特
定の個人や企業に依存するものではなく、持続的かつ自立的な「仕組み」として地域に存続
することに力をいれている。また継続的に開催することが、認知度を高めることにつながり、
オンパクファンの会員組織である
「オンパク倶楽部」
会員数も増加の一途を辿っている。
（NPO
法人ハットウ・オンパク：大分県別府市）
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◆旧来型観光協会・観光団体の改革（行政との役割分担と地域資源も含めた組織）
《事例にみる対応例》
「こらっしぇ稲取大作戦！」
「稲取温泉観光協会」
「稲取温泉観光合同会社」がそれぞれの役
割を分担して活動を行っている。
「こらっしぇ稲取大作戦！」では、地域のホスピタリティ意
識の改革、旅行商品の造成に取り組み、
「稲取温泉観光合同会社」は、地域の経済的窓口とし
て商品の販売や利害の調整を行っている。
「稲取温泉観光協会」では、公的な事業の支援や人
材育成を行っている。
（稲取温泉観光合同会社：静岡県東伊豆町）
観光協会の役割は、行政ができない地域振興施策を推進することであり、地域が持つ様々な
資源を有機的に連携・商品化し、まちづくりをサポートしながら公益的事業と収益事業の両
方を展開する地域コーディネートとなる株式会社を設立した。
（株式会社ニセコリゾート観光協会：北海道ニセコ町）
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【観光客誘致・プロモーション機能】
・地域情報の発信
ラ ・観光旅行商品の流通・販売
ン ・地域特産品の流通販売
ド など
オ
機
ペ
能
レ
【コンシェルジェ機能】
タ ・観光案内・ガイドシステム
・地域プログラム、着地型ツア
ーの一括窓口
・地域産品の販売
など

ー

・情報発信・プロモーションは販管費であり、必要
だが負担が大きい
・地域全体のプロモーションとして位置づけない
と事業規模によっては負担となる
・地域産品の流通販売と一体で捉えるべき

ビジネス面からの成立評価

・出来上がっている流通販売ルートに対する、一括
・地域資源、事業者からの手数料収入と
受託の販売は難しい
旅行会社への手数料支払いを上乗せ
・観光事業者とまちづくり、ボランティア人材との
・単品の地域資源手配、個人客からの手数料
調整機能として重要
ではコストが合わない
・地域から課金することの難しさ
△地域資源・他産業とのネットワークの必要

・狭い観光資源でなく、地域資源含めた発信
機能が必要
・従来の観光地イメージ・固定観念の刷新が
必要
・旅行会社依存体質の見直し
・新たな流通・顧客開拓が必要

ステージ③にとっての意義
（観光を地域総合産業へ）

ー
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ィ

ー

タ

ー

他に見込まれる併設機能

【観光商品・特産品開発】
・地域資源の観光資源化
資源の評価・発掘・魅力づくり・
メンテナンス
機
・来訪者向けの商品提供・利用
能
システムの構築
・特産品の開発・販売システム構築

ネ

・自らが「物販」「飲食」「ガイド」「宿泊」等のサー
ビス事業を併設する
→機能集約のメリットへ（枇杷倶楽部など）
・旅行業登録による直販・卸し販売
・公的施設指定管理など、地域の公的事業を代
・イベントなど事業開催
替
・同様の広域圏で統合効率化する（南信州観光
公社）

・ステージ④ではプロモーション機能を内包する
と負担が大きい。
・地域のまちづくり機能を合わせた成立は人材的
に難しい

・ステージ②、③では、地域資源・産業を継続す
ることが本意であるため、観光事業体の一次的収
益で評価できない

・従来資源の見直しによる価値・魅力の再生
・ステージ②、③では、地域資源の商品化のため
・地域資源の顧客視点評価の価値
→見せるだけの資源から体験・交流する深み
の 下地づくりで収益性は低い
→客観評価による誇り・やる気の醸成
・新たな地域資源の発掘による地域観光の奥行き
・物産開発・販売による地域産業の収益向上が
・専門性を持った商品価値の肉付けの意義
創出→既存資源・施設＋新規地域資源の編集
狙い
・地域資源を担保しつつ観光客の満足達成シス ・観光客ニーズに応じたプログラム選択の幅を
・ステージ④では地域資源の商品化により、地域
テム構築
持たせることで宿泊・滞在化
の観光と観光産業が重層化し、顧客拡大、滞在
・資源の物産商品化による地域資源の持続
・地域資源を活かした新しい、物産・土産物、食
化、消費単価向上が狙い
の開発による消費向上

・地域資源と観光産業共に理解した人材が必要
・観光の前にまちづくりに対するコンセンサスが
観光事業者であり地域資源を理解する人材が必
地 【地域ぐるみ協同の価値観醸成】
問われる
・地域内各産業との連携・協力体制
・収益性を問われる取り組みでない。
要
域
・地域資源にあった観光のあり方の理解が必要
・公的支援事業の受託・地域プロデュース業務
→草津町中澤氏、湯布院中谷氏
・観光まちづくり実践者の育成
コ
・観光まちづくりにより地域資源の将来性が、
・地域資源実践者で観光産業を動かせる人
など
見えること、戦略を持つことが大切
→よそ者（第三者）の活用もあり得る
デ

・地域資源を体験してもらう為の観光案内・
紹介の機能として重要
・一括的受託でないと、良さが伝えられない、
地域資源と齟齬をおこす。
→まちづくりの側からみれば、任せたい役割
・地域物産販売の経済的効果あり
△専門性を持った人材の不足

・個々でなく地域一体の発信機能が必要
・まちづくりや地域資源を知ってもらうことに
よる「誇り」の醸成意義→地域のやる気へ
・地域資源を付加価値化、ブランド化する意義
・不特定多数よりも地域の価値を認める人
へ訴求したい→地域顧客（ファン）の開拓
△専門性を持った人材の不足

ステージ①、②にとっての意義
（まちづくりを交流産業へ）

表 4‑1 観光を活かしたまちづくりのステージによる中核的推進機能へ求める機能と成立課題

観光を活かしたまちづくりの中核的推進機
能に求められる機能

ー

４−４

中核的推進機能の組織形態と収益源

（１）新たに立ち上げる組織の形態タイプ
①既存組織体制（観光協会等）からの事業拡大・・・社団法人平戸観光協会
社団法人唐津観光協会 等
②組織体制の変更による事業拡大・・・・・・・・・株式会社ニセコリゾート観光協会
③観光協会とは別に設立・・・・・・・・・・・・・株式会社南信州観光公社、
ＮＰＯ法人ハットウオンパク
稲取合同会社
観光を活かしたまちづくり機能を設立しようとする場合、当然、地域の既存組織や団体
との関係と機能を明確にしておくことが不可欠である。最も重要なのは、観光を活かした
まちづくりの中核的推進機能という組織の設立自体が目的ではなく、観光を活かしたまち
づくりを実践し地域全体が活性化し、あるいは新たな観光地へと脱却するための機能が発
揮されることである。したがって観光協会など既存の組織を否定するものではなく、述べ
てきた地域内外へ向けた機能がスムーズに最大限発揮できる組織形態を、地域の実態を踏
まえて検討することが望まれる。
これまでの事例などを踏まえると、一市町村などの限られた人材や財政規模の単位では、
複数の団体ではそれぞれの体制が脆弱になりがちなため、機能を分化させるよりも、一つ
の組織として機能を集約する方が効率的かつ地域全体の一体的推進が図られやすいと思わ
れる。一方、観光地として規模がまとまった地域や、複数市町村で横断的に設立するよう
な場合、既存の組織、団体と併存しながら、それぞれの機能を明確にし、連携しながら観
光を活かしたまちづくりを推進することもあり得る。
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合同会社
（LLC）
○
有限
なし

有限責任事業組合
（LLP）
×
有限
なし
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・利益配分が出資額により決まるため
地域活動への貢献度合いが反映され
ない
・“営利を追求する組織”として見られ
るため、地域の協力などを得にくい場
合がある

デメリット

・構成員が業務に係る必要があり、出 ・法人格がない
資のみを受けることができない
・株式会社と比較した場合、社会的な ＊その他、LLCと同じ
認知度が低い

・社会的な認知度、信用度が高い
・利益の配分や議決権を出資割合によ ・組織が得た利益に課税されない
・出資のみの参加を受けることができる らず全員の意思で決めることができる
ため、多くの出資を集めやすい
・組織体制などを自由に決めることが ＊その他LLCと同じ
できる
・個人ばかりでなく株式会社やNPO法
人なども参加できるため、地域の現状
に合わせた組織体制を構築することが
できる

・組合員（２名以上）
・有限責任組合等の登記

メリット

・社員（１名以上）
・定款などの登記

・取締役（１名以上）
・公証人による定款の認証
・定款などの登記

主な設立要件

○
有限
なし

株式会社

NPO

・利益配分に制限がある
・組織体制を自由にきめることができな
い
・特定非営利活動（＝１７の項目）が主
たる目的で、活動の半分以上である必
要がある

・社員（１０人以上）
・特定非営利活動を行うことを主たる目
的とする
・営利を目的としない、 他
・行政庁の認証
・登記
・社会的な認知度が高い
・”営利を追及しない組織”としてみら
れるため地域に受け入れられやすい

○
有限
特定非営利活動（＝１７の項目）が主た
る目的で、活動の半分以上であること
株式会社への変更
―
○
×
×
法律
会社法
会社法
LLP法
NPO法
設立までの期間（目安）
２０日程度
１０日程度
１０日程度
４～６ヶ月程度
課税
法人課税
法人課税
パススルー課税 ＊LLP組織には課税 法人課税
されず組合員（構成員）に直接課税
利益の分配や設置機関 ×
○
○
×
について
・損益や権限の配分は出資額に比例 ・社員の出資割合に関係なく、利益の ・組合員の出資割合に関係なく、利益 ・利益配分に制限がある
する
配分や損失の負担をきめることができ の配分や損失の負担をきめることがで ・理事3人以上および監事1人を以上
・取締役（１名以上）を置く必要がある る
きる
置く必要がある
・株主総会を開催する
・意思決定は原則として社員全員で行 ・意思決定は原則として組合員全員で ・社員総会を開催する
う
行う

法人格の有無
責任の範囲
事業内容の規定

法人の種類

（２）組織の法人形態の特徴 (表 4−2)

（３）主な収益源をどこに据えるか
以上の観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能の事例を見てみると、地域の観光資
源を商品化し販売する「着地型旅行商品」事業だけで当初から収益を支えるのは、先行的
に教育旅行分野で地域一括受託により成功した㈱南信州観光公社のような例を除くと容易
でないことが分かる。それ故に地域の物産開発・販売や飲食など複合した収益源を中核的
推進機能に付加していくことが必要である。
表 4−3 組織体制と主な収益源
主な収益源（補助金は除く）
旅行業・地域プログラム販売

旅行業＋物販等事業

社団法人唐津観光協会
事
業
立
ち
上
げ
に
伴
う
組
織
体
制

社団法人平戸観光協会

既存組織体制からの事業拡大

組織体制の変更による事業拡大

有限責任中間法人飯山市観光協会 株式会社ニセコリゾート観光協会
NPO法人遊佐鳥海観光協会
株式会社出石まちづくり公社

株式会社南信州観光公社

株式会社とみうら（枇杷倶楽部）
株式会社大洲街なか再生館
松之山温泉合同会社まんま
NPO法人ハットウ・オンパク
南会津観光株式会社
稲取温泉観光合同会社

新組織の設立

表 4−4 先進事例と主な収益源
主な収益源

○

○

株式会社とみうら

千葉県南房総市

株式会社

○

稲取温泉観光合同会社

静岡県東伊豆町

合同会社

○

○

社団法人唐津観光協会

佐賀県唐津市

社団法人

○

○

NPO法人ハットウ・オンパク

大分県別府市

ＮＰＯ法人

○

株式会社出石まちづくり会社

兵庫県豊岡市

株式会社

○
○

○
○

○

愛媛県大洲市

株式会社

○

長野県飯山市

有限責任事業組合

○

NPO法人遊佐鳥海観光協会

山形県遊佐町

ＮＰＯ法人

○

○

社団法人平戸観光協会

長崎県平戸市

社団法人

○

○

南会津観光株式会社

福島県田島町

株式会社

○

○

松之山温泉合同会社まんま

新潟県十日町市

合同会社

○

○
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○

○

○

○
○
○
○

○
○

民
間
施
設
運
営
管
理
委
託

○

○

○

有限責任中間法人飯山市観光協会

調
査
事
業

公
共
施
設
運
営
指
定
管
理
者

○

○

○

株式会社大洲街なか再生館

地
域
情
報
発
信

レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル

）

○

ン
グ
業
務

観
光
ガ
イ
ド
運
営

観
光
施
チ
設
ケ
・
交
ト
通
代
機
売
関
な
ど
ッ

○

株式会社

施設管理委託

（

○

北海道ニセコ町

飲
食
施
設
運
営

コ
ン
サ
ル
テ

ィ

○

株式会社ニセコリゾート観光協会

地
域
内農
生産
産物
品な
のど
販
売

）

株式会社

発
営
業

特
産
品
加
工
・
販
売

その他

（

長野県飯田市

住
民
向
け
旅
行
手
配

）

組織形態

株式会社南信州観光公社

物販事業

（

所在地

）

名 称

（

着
地
型
商
品
造
成

旅行事業
地
域
内
着
の
地旅 各
型行 種
商業 施
品取 設
販得 予
売
約
・
手
配

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○
○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○
○
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主
な
収
益
源

組
織
の
形
態

新
た
に
立
ち
上
げ
る
組
織
の
タ
イ
プ

その他事業

観光サービス事業

物販事業

・公益的業務は別途必要

・株主、資本金の確保が難しい
・公益的業務の機能は別途必要

・特徴ある地域産品の販売の収入は地域資源に ・従来産品は既にルートがあり、新しい産品開発
も効果大きい
が必要
・観光客の一定需要が見込めないとかえって負担
・既存施設、事業者との調整が必要
となる

・まちづくり関係の公的支援業務も併せ持つことは
・公的支援事業の窓口として役割高い
あり得る

・特産品加工・販売
・地域内生産品（農産物等）販売
・飲食施設運営
・宿泊施設運営
・観光ガイド運営
・調査・コンサルティング業務
・チケット代売
・地域情報発信
・指定管理など施設運営受託

・旅行業第三種か第二種を目指すかは、需要、
収益性、コスト・体制で判断を問われる

・地域内一括旅行手配がないと個別商品手配で
はコストかさむ→ただし地域資源・施設にはその
代行業務が必要

・人材、資金未成熟な段階では可能だが、資本金 ・一活動団体としては有効だが、既存組織をまと
キャッシュフロー確保が課題
めるのは難しい。

・観光事業者を会員とした社団では、拡がりがあ
る地域活動がしにくい

・事業内容から公益法人が相応しいか疑問

・着地型旅行商品造成
・着地型商品販売
・地域施設・商品手配
・地域発旅行手配

ー

ＮＰＯ法人・合同会社等

旅行事業

ー

ー

既存の行政・観光協会・商工会などで役割分担 ・小さな町などで、行政が主導、コントロール出来 ・既存組織の横断的調整・連絡機能が果たせる
れば可能
かが問題
し機能実行する

・既存団体、組織の機能・体質も変革できるかが
鍵

・まちづくりや地域産業の分野で設立を考慮しな
いと観光主導では難しい

既存観光協会との機能分担を棲み分け設立す
る
稲取合同会社

・組織自体はしっかりしている場合は早いが、機
能・人材的に足りない観光地が多い。
・会員・会費性を取っているケースが多く、合意
形成が難しい

ステージ③にとっての課題と可能性
（観光を地域総合産業へ）

・観光協会が未成熟で、行政内組織のケースもあ
株式会社の場合、株主に向くため、公益的業務
る。
・民間主導とする必要があるが、地域内に人材が が難しい
不足

・観光協会等がなかったり、非力なところが多く、
やるなら新規に設立した方が早い
・観光以外の安定した組織・団体があれば、そこ
に機能を付加することもあり得る

ステージ①、②にとっての課題と可能性
（まちづくりを交流産業へ）

・任意団体・行政内組織→社団化
・（社）観光協会→株式会社化
（株）ニセコリゾート観光協会

・既存の観光協会や商工会議所に観光まちづく
り事業体としての機能を付加する
・人員体制、専門性が既存体制では難しく、人材
の確保が課題
・既存組織がしっかりしている地域
平戸観光協会、唐津観光協会など

手法と事例

株式会社

社団など公益法人

新たな組織の設立はしない

観光協会とは別に設立

組織体制の変革による機能・
事業拡大

既存組織（観光協会等）の
機能・事業拡大

観光を活かしたまちづくりの中核的推進機
能 成立への課題

表 4−5 組織設立のタイプ

４−５

観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能の設立と
持続に向けて

観光を活かしたまちづくり機能の成立や持続とは、一般民間企業の事業性判断だけで捉
えられない側面を持つ。即ち地域をあげた観光を活かしたまちづくりの中で、中核かつ地
域波及的役割が期待されているため、地域にとっては組織単体の経営数値だけで評価すべ
き性格でないからである。さらに評価にあたって一般民間企業と異なるのは、時間の評価
軸である。地域活性化やまちづくりへの波及効果は、短期間で目に見える成果が形となる
例はむしろ少ない。一般にまちづくりや地域づくりが 10 年、20 年というスパンで成果が語
られることを踏まえれば、同等の年数まではともかく、設立から一定年数を経た上での機
能発揮に対する評価の視点が必要である。また観光事業面でも継続することで地域資源が
内外に認知され、ブランド力を持ち、成果が表れることに繋がる点も認識すべきである。
そのためには組織としての形態や初期立ち上げ時期の事業収支などで、一定年数を継続し
うる体制や地域全体として以下のようなサポートが必要と思われる。

（１）地域内の社会的認知とサポート
①地域内他産業や団体との連携による機能・体制のサポート
観光関連組織に限らず、地域の既存の組織、団体の分野やネットワークを活用
し、中核的推進機能の活動や事業面、人的サポートを行う
②行政内観光課はもとより他所管課との連携による円滑な推進
行政の観光所管分野だけでなく、産業振興や都市計画その他の行政分野の事業
を有効に活用するため、常日頃から行政内の連絡、調整体制を築く
③一般市民を含めたサポート
観光を活かしたまちづくりを地域全体の活性化の問題として、一般市民にも理
解してもらうことで、中核的推進機能に対する精神的支援を得る

（２）収益性確保のための支援策
④基盤収益事業の付加
地域内の安定的財源や事業を中核的推進機能に併せ持たせる。
例；公的施設や事業の指定管理者、定例イベントの運営、地域物産販売など
⑤プロモーション経費・体制の地域分担（地域プロモーションとして位置づけ）
既存観光協会や観光課と機能分担し、地域プロモーションなどの地域公益性を
持つ事業や非収益的事業を分担することで中核的推進機能の負担を軽減する
⑥事業複合化によるトータルの収益性確保
着地型旅行商品やオペレーション業務だけでなく、物産開発・販売、飲食など
の事業複合化を図る
⑦手数料など地域内収益率の配慮
地域内商品への手配業務やオペレーションに関わる手数料や委託料を固定的で
なく、柔軟に配慮する
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⑧地域内調達、委託関係の緊密化
地域内での仕入れ、調達、リースなどで、経費節減に配慮する

（３）公的立場からの支援とサポート
⑨立ち上げ、事業安定期までの公的財政補助、出資
主に期待される機能を定着させる目標期間を設定し、当面は持続するための公
的支援を検討する
⑩公的機能・体制・人材の併用・併設サポート
行政内の人材、部局を隣接させ、実質的なサポート、協力体制を充実させる
⑪成功モデル事例の紹介や全国的ネットワークによる情報支援
他地域の成功事例や各種支援制度などの情報支援を行う

４−６

観光を活かしたまちづくりの中核的推進機能の設立への
チェックシート

図 4−8 と表 4−6 は、観光を活かしたまちづくりに取り組み、その中核的推進機能の設
立を検討している地域に対し、以上の視点や事例からみたチェックシートとしてまとめた
ものである。
中核的推進機能が組織体として機能を発揮し、持続出来ている先進事例を踏まえると、
中核的推進機能の設立にあたっては、単に組織設立の組織形態の是非や、主たる事業であ
る着地型旅行商品の収益性だけの問題では済まされないことが分かる。地域にとってそも
そもの目的が地域全体の振興や活性化であることから、観光を活かしたまちづくりに取り
組むこと、それを地域全体の問題として位置づけ、関連づけられていることがポイントで
ある。まずは中間的推進組織を取り巻く地域の環境づくりのチェックが求められる。
次に観光を活かしたまちづくりを推進する上での機能を考えるとき、官民含め地域を横
断的に束ね推進する

機能

が求められているのであり、既存の団体組織を撤廃統合して

一組織化することだけが前提ではない。したがって地域の既存の観光協会や他の団体の実
態を踏まえ、それぞれが機能を発揮し地域内で密接な連携が果たせるならば、複数の団体
組織によって観光を活かしたまちづくりを推進するという体制も選択肢の一つである。
実際に中核的推進機能を新規に設立する場合、組織形態として株式会社方式か公益法人
かといった問題は、事業体に求められる機能と上記の既存組織との関係など、地域事情に
沿った相応しい形態が検討されるべきである。例えば株式会社という組織形態にもメリッ
トデメリットがあることが先進事例では指摘されている（㈱とみうら・枇杷倶楽部）
。
さらに事業体が持続するための収益性についてみれば、既存の事例を踏まえると中長期
的にはともかく当面は着地型旅行商品の事業だけでは、経営的に厳しいことが予想される。
したがって、地域の各分野が観光を活かした中核的推進機能の持続する意義を理解し、有
形無形で支援する体制を築くことが望まれよう。
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図 4−8 観光を活かしたまちづくりと中核的推進機能設立のチェックフロー

＜チェックー１＞

観光を活かしたまちづくりに向けた
地域の環境づくりに取り組む

民間ノウハウを活用し、

行政内の他分野との連携や、

地域のまちづくりの人々と

行政と民間の役割を

隣接自治体との強固な連携を図る

観光事業者が連携できる場を作る

明確にする

＜チェックー２＞

地域に則した観光を活かした
まちづくりの推進機能を考える

中心的人材を確保し、

観光を活かしたまちづくり機能

既存組織・団体との

地域の中での

に期待する役割・機能を

役割分担を

人材育成にも繋げる

地域の中で明確にする

明確に整理する

＜チェックー３＞

観光を活かしたまちづくりの
中核的推進機能の収益性や
持続性を地域で支える

柱となる収益源のビジネスの

中核に据えるべき

短期だけでなく中長期の

目途を立てる

事業ターゲットを絞る

事業シナリオの元で取り組む

持続性のある
観光を活かしたまちづくりの推進と
中核的推進機能の設立へ
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行政内の他分野の施策と観光施策が効果的に推進でき、
広域的な誘客施策やプロモーションが期待でき、
㈱南信州観光公社
観光の他分野への波及効果も有効に発揮できます。
公的施策や事業の一体的執行が行われ、スピー
また広域連携の協同事業化や足並みを揃えることで、広域
㈱南会津観光公社
ディかつ有効な効果が期待できます。
圏全体の誘客には大切です。

行政内の他分野とのスムーズな連携
や、隣接自治体との強固な連携によっ
て、総合的な観光施策の推進が可能と
なります

㈱南信州観光公社
㈱とみうら・枇杷倶楽部

稲取温泉観光合同会社
（社）唐津観光協会

㈱とみうら・枇杷倶楽部
㈱南信州観光公社

着地型旅行商品を短期で採算ベースにのせるシナリオで
はなく、商品の認知度定着や取り組みが及ぼす地域への
㈱南信州観光公社
短期だけでなく中長期の事業シナリオ
波及効果を狙うならば、中長期の事業とまちづくりに対する 短期的な利潤追求だけに翻弄されず、中長期の
の元で取り組むことが中核的推進機能
㈱とみうら・枇杷倶楽部
シナリオも必要です。
事業展開と判断が可能となります。
の効果を発揮する上では必要です
別府ハットウ・オンパク
その際、中核的推進機能の当面の収益源、持続策を地域
全体の問題として考えましょう。

どの地域も全国マーケットの着地型商品を持てる訳ではな マーケットの“顔”が見える商品、事業展開が図ら
中核に据えるべき事業ターゲットを絞
く、将来展開と共に当面の需要ターゲットを客観的に見据 れ、商品化、プロモーションの的が絞れることで、 ㈱南信州観光公社
ることも大切です
えることが大切です。
効果が得られやすくなります。

中核的推進機能の柱となる収益源のビ
ジネスの目途を立てることが事業体が
持続する上で必要です

既存組織・団体との役割分担を整理す
ることで、今まで以上の強固な地域の
推進体制が出来上がります

地域が中核的推進機能に期待する役
割・機能を明確にすることで、その意
義が地域全体で共有できます

地域の目指す将来像のために中核的推進機能に何を期
待するかを明解にすることで、観光を活かしたまちづくりの
中核的推進機能の本来の役割、機能が明確とな
中核的推進機能の活動がシンプルになります。また観光関
り、目に見えない形で地域の協力やサポートが期
係者だけでなく、地域住民が観光を活かしたまちづくりの中
待でき、運営上の大きな支えとなります。
核的推進機能の意義と効果を理解することで、持続する上
での大きな支援体制となります。
すべての観光推進機能を一つの組織に負わせる前に、既
存組織との機能分担そして綿密な連携体制の可能性を図 中核的推進機能が自らのミッションに集中でき、
りましょう。それによって観光を活かしたまちづくりの中核的 他組織の支援が得られます。
推進機能の組織構成が簡潔化されます。観光を活かしたま 収益部門への集中が図られ、人員コストの効率
ちづくりの中核的推進機能の非収益部門を他組織が担うこ 化が図られます。
とも必要です。
中核的推進機能のキラーコンテンツを持つことが
他の地域にマネが出来ない地域の資源を育成することが
収益性や社会的評価を得ることとなり、着地型旅
大切で、着地型旅行商品がすぐに収益源とはならない場
行を定着させるまで観光を活かしたまちづくりの
合は、他の収益事業を開拓することが必要です。
中核的推進機能が持続が可能となります。

中核的推進機能が地域の人材育成役割を担うこ ㈱ニセコリゾート観光協
観光を活かしたまちづくりを担う中心 地域内の多方面から信頼される人材、組織の存在が、相互
とで、地域からの信頼と支援が得られます。
的人材を確保することで、地域の中で の利害調整や連携には必要です。
会
地域の資源・価値を観光商品として繋げるノウハ
の人材育成にも繋がります
また次世代に向けた人材の育成も図られます。
稲取温泉観光合同会社
ウが備わります。

民間ノウハウを有効に活用し、行政と
行政の議決や会員議決などの待たずに民間レベ ㈱ニセコリゾート観光協
公的な広報や調整機能だけでなく、地域として観光ビジネ
民間の役割が明確になることでフレキ
ルの判断と行動が可能となります。
スを展開するノウハウや人材が培われ、新しい観光ビジネ
会
シブルな観光を活かしたまちづくり事
地域の事業者の行動や取り組みが活発化するこ
スに個々の事業者がチャレンジする風土が生まれます。
稲取温泉観光合同会社
業の推進が行えます
とは収益を向上させます。

観光の分野だけでなく、まちづくりや市民活動、地域活性
観光活かしたまちづくりの中核的推進機能を地
別府ハットウ・オンパク
化の活動や人材と共に取り組める場ができることで、今まで
域が支える基盤ができ、他の民間組織や人材の
にない新たな地域資源の発掘や商品化とサポート体制が
稲取温泉観光合同会社
サポートが期待できます。
出来上がります。

参考となる事例

地域のまちづくりの人々と観光事業者
が連携して取り組むことで、地域をあ
げた観光とまちづくりが可能となりま
す

中核的推進機能を持続させることに対する効果
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チェックポイント

体系

表 4−6 チェックシート
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参考資料（検討会議事録・講演録）
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持続可能なまちづくり事業体の創出支援調査 第 1 回検討会
11 月 18 日
（火）

時 間

2007 年 11 月 18 日

13:00 〜 15：00
※委員名簿参照

参加者
実施場所
進行
事務局
時 間

国土交通省観光庁国際会議室
㈱ツーリズム・マーケティング研究所（JTM）
㈱ツーリズム・マーケティング研究所

進 行

主な内容

13:00

開始

【進行：JTM 中根（事務局）】

13:00‐

委託者挨拶

大黒氏（観光庁観光地域振興部長）

13:05

10月1日に観光庁発足とあわせて観光地域振興課が立ち上
がった。今後、地域の活性化や再生に向けて役割を果たして
いきたいと考えている。
国の観光基本計画の中においても、官・民・ＮＰＯ法人（新
たな公）など、多用な事業体のありかたと、その重要性が述
べられている。組織体の多様化やマーケットニーズの多様化
に伴い、対応する観光サービスも多様化している現状におい
て、観光立国を推進してゆくためには、各地域の観光まちづ
くりの活動が『持続的に』展開することが重要と考える。
例を挙げれば、組織体が、観光案内に加えて宿泊予約・手
配等の事業を行うことにより、そこから収益を得ることで組
織やその活動の持続性を高める試みがなされている地域がい
くつも生まれてきている。また、これらの新しい組織体の成
立については、まちづくり会社の設立、協会の民営化、タウ
ンマネジメント組織からの発展、行政や公的機関の第 3 種旅
行業登録など、各地域によって様々な運営形態・方法論があ
る。
今回の委員会で議論した内容を多くの人々で共有し、持続
的な観光事業体の立ち上げにあたる課題・必要な対応を検討
するとともに、今後の地域の取り組みを推進する方策のひと
つとして結果をまとめていきたい。
深い知見を持つ委員の方々のご協力を仰ぎ、すばらしい成果
を期待する。

13:05 ‐ 委員紹介
13:10

【JTM 中根】
各委員の自己紹介
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・観光庁観光地域振興部長大黒氏、観光地域振興課長笹森氏の途中退
席の了解
・次回検討会より、一般傍聴の旨了解
13:10 ‐ 座長選任

【JTM 中根】

13:17

座長： 立教大学特任教授 清水氏

座長挨拶

副座長：立教大学観光学部兼任講師 大下氏

選任

清水座長：当委員会では、既存のやりかたの限界を感じながら新たな
取り組みを推進している各委員にお集まり頂いた。「主体
（組織）」「人」「ビジネスモデル」を模索しながら、各
自が取り組みを進めてこられたことと推測する。地域それ
ぞれの実情は、過去のしがらみ、人材の不足、所定の成果
が出ないなどの様々なご苦労があることと思う。
これからの事業体の方向性は、恐らく従来のようなしがら
みに囚われる組織ではなく、横断的かつ持続的な展開が可
能なビジネスモデルになるであろう。各委員の方の知見や
経験を持ち寄り、当検討会での議論を通じて、今後の組織
体のありかたのひとつの姿を提示したいと考える。
13:17 ‐ 配布資料確認

【JTM 中根】

13:52

＊ 配布資料の内容説明

資料説明

・今回の調査イメージと進め方
・先行事例の紹介
13:52 ‐ 質疑応答
14:10

審議 1

清水座長：まずは、事例の関係者から改めて補足を含めた説明をお願
いし、それぞれについての意見交換をしたい。
加藤委員：（房総市企画戦略プロジェクト推進部長加藤氏より
事業説明）
会社を立ち上げて 15 年が経つ。設立当初の町長の『赤字
を出したら解雇だ』という言葉のお陰で、事業性を明確に
意識することができたのではないか、と今になると思う。
観光事業について思うところだが、近年、多くの観光エー
ジェントが本業の旅行業で採算割れを起こし、コンサルタ
ント事業などの関係事業を展開したり、軸となる事業をそ
れらに移行するなどの工夫をしているように感じる。実際、
自身の会社でも、着地型のランドオペレーター事業だけで
は事業採算が合わないと推定された。
本来、事業体がどこからの支援もなく自らの事業からの収
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益で運営していくのが最も健全なかたちである。さらに、
スタッフに一定の給料を持続的に支払える仕組みを整えな
い限り、能力を持つ人材を雇用・発掘することができない。
事業の根幹は「ヒト」と「カネ」であることは言うまでも
ないが、そこにカネが集まる仕組みがないと、ヒトが集ま
らないというのが現状だ。
自社事業に関しては、観光での利益を出る仕組みを検討し
た結果、「飲食」「商品開発」に焦点を絞った。当地域に
は枇杷という特産がもともとあるので、枇杷をもとに開発
した商品を訪問客に売る仕組みづくりに注力した。
旅行事業そのものについては、近年はランドオペレーター
も積極的になり、年間に 7,000〜8,000 台の観光バスが来訪
するようになった。しかし、南房総地域は、観光のピーク
期とオフ期が激しく、どちらの時期を対象として販売促進
をするかということも重要な検討事項であった。最終的に、
年間を通じた来訪者の平準化を目標としてオフ期の販促に
力を入れ、一定の成果を上げてきたように感じている。と
はいえ、事業収益の多くは物販である。これまで、寿司や
花など個の事業体だったものを、「枇杷倶楽部」として統
合した結果、事業体自体がひとつのブランドとして確立し
てきたのかもしれない。
今後の地域ブランドのあり方や、波及効果のある事業とは
何かについて考えたとき、補助金などの「お金を与えてや
らせる」ではダメで、「成果を期待して追い込む」必要が
あるのではないかな、と経験も踏まえて思う。
組織の形態については、株式会社でもＮＰＯでも運営可能
だし、事業ブランド化も可能。ただし、より広域な「地域
ブランド」の確立を目的とした場合は、より公的で、資金
面、運営面などでよりパワフルな事業体を設定していく必
要があるのでは？と考えているところである。
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【質疑応答】
加藤氏（観光産業課長）：
15 年前、設立当時の活動課題は？
加藤委員：「○○協会」のような既存の業界団体が、なかなか新しい
組織体の設立を受け入れにくいという障壁があった。これ
まで観光地として一定の認識がない自治体であればそこま
で大きな障壁ではないかもしれないが、ある程度以上の認
知度や規模の観光地だと、異分子が流入してくる際の拒否
反応は避けがたいのではないだろうか。事業の立ち上げと
いう面のみで考えれば、既存団体がないほうが、事業の開
始はスムーズかもしれない。
加藤氏（観光産業課長）：
その拒否反応は、力関係や事業展開のバランスが崩れる可
能性に対して起こるものか？
加藤委員：むしろ、資金面のリスクに対する危惧のほうが大きかった
と思われる。着地型旅行業の営業を積極的に進めるほど、
資金回収のリスクは高まるため。
当地域は、従来、海水浴を中心とした夏の一期ピーク型の
観光地であった。強みとなる資源を探すうちに、冬季に花
が咲く地域は国内でも非常に少ないことに気付き、冬の花
に特化した商品づくりやプロモーションに特化することに
した。この他にも、バスツアー、体験メニューなど、既存
の団体がこれまで着手してこなかった季節や事業を積極的
に推し進めることにより調整を図った。今では共生の意識
で互いに活動している。
大黒氏（観光地域振興部長）：
物販は道の駅のみで行っているのか？
加藤委員：卸売りもある。これまで、南房総と伊豆は土産物のライン
ナップが似ていて、地域特性が薄かった。枇杷倶楽部は、
飲料を除く商品の商標登録を可能な限り行い、商品ブラン
ドとしても、事業ブランドとしても共通に使っている。
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14:10 ‐ 質疑応答
14:15

審議 2

井上委員：（株式会社南信州観光公社 井上氏より事業説明）
＊配布資料あり。
南信州観光公社のスタッフは 8 名（8 月末まで 9 名）。
飯田市から広域観光担当として 2 名が派遣されており（派
遣・出向ではない）、公社の直採スタッフは 5 名。
りんごの里という直売所の中にオフィスがある。
組織設立当初から、地域振興・地域経営を最終的な目標に
掲げ、組織に関わる色々な人や団体に利益配分ができる環境
づくりを想定した。旅行事業を中心としているが、なかでも
体験教育旅行を軸として商品づくりをしており、その他体験
型ツアーも手掛ける。
経営的にみると、ようやく近年黒字化してきたというとこ
ろ。組織の性格上、半公益的な事業部門も多く、「儲ける仕
組み」を作ることはなかなか難しいが、赤字を出さないため
に、『施設をもたない（オフィスは賃貸）』『リスクのかか
る事業は運営しない』『旅行プログラムは、自組織で作らな
い』を原則として活動を進めている。
【質疑応答】
清水座長：第 2 種旅行業登録をしていると思うが、旅行商品を直に消
費者に売っている？
井上委員：地元の旅行会社の業務範囲を脅かすことのないよう、共生
の概念を貫きたいので、基本的にはランドオペレーター事
業を中心としている。
中根（事務局）：
周辺市町村からの人的な支援はあるか？
井上委員：一時期、県から「研修」名目でスタッフが派遣されたこと
がある。その他、下平の町村会などからも。
加藤委員：飯田市からの担当社員は、公社のオフィスに常駐か？
井上委員：その通り。行政のスタッフだが、業務内容は公社のそれ。
雇用形態については、地方公務員法との関係が複雑である。
武田氏（観光地域振興課課長補佐）：
国だと官民交流法があるが、地方の場合はそのような仕組
みがないので、公務員には一旦休職をして貰わないと別組
織の事業に携わりにくいという現状がある。
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14:15 ‐ 質疑応答
14;35

審議 3

椎名委員：（千葉県香取市 椎名氏より事業説明）
平成 12 年度、佐原の中心市街地活性化計画から事業がス
タートした。ＴＭＯが平成 13 年度にできたが、商工会議所
やＴＭＯは資金調達面において非常に厳しい条件があった。
そこで、市民が出資してまちおこし会社を設立し、ＴＭＯが
展開した事業の実戦部隊（運営部隊）として位置づけた。
＊「株式会社ぶれきめら」の事例
平成 15 年設立時、1 株 100 万とし、5,000 万（市民 17 名）
300 万（市役所）、200 万（商工会）の出資金が集まった。
株単価を高額にした背景には、事業関係者が多岐に渡ること
で個々人の思惑が交錯し、スムーズな事業展開ができなくな
ることを避けるという意図があった。
佐原は、車社会の発展で水運が衰退、その結果として市街
の元気が失われていったという経緯があるため、地域にとっ
ては『舟が動くこと⇒賑わいの再生』というイメージがある。
そこで、水辺の環境をどう生かすか、という観点で事業に取
り組んだ。
平成 15 年 7 月の設立から 4 年で、舟関係の事業は黒字化
した。一方で、観光客増加に伴い、観光バス 2 台分の観光客
が入れる大きなレストランが存在しないという理由から、レ
ストラン経営を開始。平成 20 年度資金で 1 億 9,800 万円の
増資を行ったが、レストラン経営のノウハウがなかったこと
が災いし、なかなか黒字に転じなかった。大きな理由のひと
つに、もともとの佐原の気質である「江戸まさり」がある。
「江戸以上の文化を佐原に創りたい」という気概から、レス
トランの板前を築地から招聘し常勤雇用とした。そのため、
従業員給与が高額であるほか、ピーク期とオフ期のロスが多
く、舟事業や駐車場収入で補填できないくらいの赤字が続い
た。その後、レストランのコンセプトはそのままにオーナー
シェフに賃貸する方法に変更したことにより、経営が上向き
となった。
＊「株式会社ゼットやっぺい社」の事例
出資金は 1 株 5 万円、
商店街が主に出資し 1,000 万円が集ま
った。「歩いて暮らせる街に」をコンセプトに、生活者の利
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便や視点を重視するとともに、地元のすぐれた名産物を扱う
ことで都市と農村の交流をする拠点づくりを目的とするコ
ミュニティビジネスを手掛ける。
慣れないスタッフによる経営により事業開始当初は赤字
が続いたが、経営担当者を外部から雇用することにより、採
算が合うようになってきた。
これら 2 組織の事例にみるように、それぞれの組織が別々
のコンセプトを持ち、個別の取り組みを行っている。各組織
の目的が達成され、各組織の個別採算が取れてはじめて、組
織間の連携が有効なものとなるのではないか。
先般の市町村合併で「佐原市」がなくなり「香取市」の一部
となったが、合併した周辺地域にはすぐれた農業、自然（里
山）など佐原にない資源がある。今後については、新たな事
業体の構成員を育成しつつ、香取市全体としてどのように空
間プロデュースしていけばよいかを検討していきたい。
清水座長：周辺地域を含めた、新しい取り組みの事例はあるか？
椎名委員：栗源という、人口 5 万人の小規模な町があるが、売上 6 億
円の道の駅を有し、 市民農園と連動した滞在型の農業体験
を提案している。域内の回遊を通じ、農業と街なか観光のク
ロスができれば望ましい。
同じく、山田という近隣の町にも市民農園があるが、こち
らは栗源と異なり人気がない。栗源は、市民農園の近隣に、
農業経験豊富なおじいちゃんおばあちゃんが大勢住んでお
り、農業経験の乏しい都会からの来訪者に親切にアドバイス
したり、来訪できないときの畑管理の手伝い等をしてくれる
らしく、地域の人々との交流が生まれている。このことが栗
源に「帰ってくる」という暖かいイメージに繋がり、人の心
を掴むのではないか。
奈良氏（観光産業課課長補佐）：
前の 2 事例と比較すると、事業展開内容が佐原のケースは少
し異なり、旅行業系の事業があまりないように見られるが、
理由はあるのか？
椎名委員：来訪者の増加が期待以上で、従来は佐原の大祭というスポ
ットピーク時で 60 万人の来訪者数であったところ、秋祭り
で 70 万人を超える賑わいとなってしまった。地域のインフ
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ラキャパシティの問題で、お客様の増加に受け皿の整備が追
いついていない。
お客様のリピート化のためには、来訪時の満足度を向上させ
ることが重要で、そのためには旅行商品やコンテンツの増
加・誘客よりもまずは滞在中の満足度を高めるためのソフト
開発に注力することが先決だろうと考えている。いずれは第
2 種、あるいは第 3 種旅行業登録も検討しているところであ
る。
14:35 ‐ フリーディス
14:40

カッション

大社委員：本日の議論を聞いて、商品開発の力、売る力が地域のな
かに必要だという感想を抱いた。また、旅行関連の事業に
おいては、旅行会社などの仲介チャネルを介さないケース
がでてきたことは新しいことだと思う。
加藤氏の取り組みは、二次産品の加工を軸として地域ブ
ランドの確立、利益の還元という視点からスタートされて
いた。また、井上氏は、旅行事業のなかでも、とくに教育
旅行という特化されたソフトが軸となっている。椎名氏は、
地域の中身＝街の商品やソフト、サービスを整える仕事か
らスタートしていた。このように、それぞれ、事業の切り
口や目的が異なっているいくつかの地域の事例を聞くこと
ができた。今後、検討会を重ねることにより、事業ジャン
ルや収益構造についての整理が必要になってくると考えら
れる。
ここからは質問だが、旅行事業に関わる商品開発において
「儲かる」人と「儲からない」人が居るのはなぜなのだろ
うか？
加藤委員：従来の仕組みでは、コンテンツを作っても、大手旅行会社
に対し 10〜20％、ランドオペレーターに 10%、計約 25％
の手数料が発生する。お客様が旅行会社を介さずに旅行商
品を購買するようになると価格では勝てないうえ、価格を
落とせば質が落ちてしまい、リスクが大きいと考えた。
井上委員：弊社では、旅行会社 10％、個々の商品に対して 10％の手
数料を設定し、それ以上の手数料を要求する企業とは組ま
ないことを徹底している。また、飯田インターチェンジを
降りて以降の地域に関わる商品は全て飯田市がコントロー
ルしている。旅行業第 2 種の登録をしているので、学校等
への直接営業も可能だが、既存旅行会社との共生のために、
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直接の営業は基本的に行わない。
加藤氏（観光産業課長）：
教育旅行は、地域にとってのキラーコンテンツである。
一般のオプショナルコンテンツとは種別が異なり、専門性
もあり手間もかかっているので、手数料を乗せることも可
能なのだろう。
中根（事務局）：
似たような事例を紹介すると、平成 19 年より、JTB と
大分県の安心院で展開しているグリーンツーリズムがあ
る。例えば、商品のお客様への販売価格が 8,900 円、その
うち受け入れ家庭には 6,500 円が収められることを明示し
て商品を展開している。その他手数料には、当事業をとも
にマネジメントする地元コンソーシアムに 250〜500 円程
度が入る。
大社委員：ランドオペレーター機能は、宿泊施設や二次交通など、キ
ャッシュフローが回るところでないと継続しにくいのでは
ないか。それらの事業体がソフトやコンテンツを作るのが
もっとも効率的なのではないかと思う。別の組織体が行う
場合には、行政が資金等のてこ入れをし、キャッシュフロ
ーが回る仕組みを支援するなどの方策が必要かと。
地域の資源を使って、利益を得て事業を継続的に行うこ
とが不可能だということは、「地域産業として成り立たな
い」ということになってしまう。個人客や旅行会社など、
これからのターゲットを対象に新しい仕組みの商品作り、
売り方を検討していく必要がある、既存の仕組みや既存の
チャネルのみに囚われて商売の可能性を検討していてはダ
メなのではないか。一例として、宿泊施設や交通などの事
業者の事業展開の内容や方法を調査してみるのも参考にな
るかもしれない。
大下副座長：事業体を設立するとき、その組織が目指すもの、目的、
収益性などのタイプをまず明確にするものだ。今回の議論
でも、各事例について、①時系列 ②事業タイプ別 に整
理する必要があるのではと感じた。
別の事例として、
渡良瀬と足尾を挙げる
（足尾は日光市）
。
渡良瀬渓谷鉄道は市町村をまたいで、道として繋がってい
る。この鉄道を地域市民の足として残すために、観光での
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収益を期待したい、というのが考え方のスタートだった。
今では、歴史教育などに特化したコンテンツの開発を検討
している。
この、「地域の足をまもる」という最終目標のために参考
になるアウトプットがこの委員会の調査・議論の結果とし
て出てくれば嬉しい。
清水座長：それぞれの事業体がどのような収益構造をもち、利益をあ
げようとしているのかが具体的にわかるための調査が必要
だ。公開されている、各地域の既存資料では、収支構造や
バランスシートまでは見えてこない。
いずれにしても、地域に根ざしたこれらの事業展開は、ま
だ始まったばかり。まだ、なにが成功でなにが失敗かとい
うことを判断できる時期ではないだろう。各地域、各事業
体の目的、目指すべきものという切り口で、「地域にとっ
てうまくいった」事例を検証することを通じ、現時点で活
動を模索している地域のモデルとなるように、何らかの提
言ができるような成果があげられれば、と願う。
14:55 ‐ その他
15:00

中根（事務局）：
今後の議論の切り口のひとつとして、収益構造をクリア
にしていくことも必要だと思われる。意見を聞いていて思
ったことは、『事業の成功』というものが、観光産業とし
ての成功なのか、観光以外の産業の再生なのか、あるいは
地域の賑わい創出としての成功なのか。色々な形があるは
ずだ。
これらの点についても、次回以降の検討会を通じて整理
していきたい。
次回日程（予定）は、可能であれば、共通の論議は 1 時
間半くらいでまとめ、各委員の方に、1 回の検討会につき 2
名、30〜40 分で事例の深彫りのためのプレゼンテーション
をご依頼したいと考えている。進め方等については、今後
の調整を要する。

15:00

閉会
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第１回検討委員名簿

氏名

所属・役職

清水 愼一

【座長】立教大学特任教授

大下 茂

【副座長】立教大学観光学部兼任講師

加藤 文男

南房総市企画部戦略プロジェクト推進部長

井上 弘司

地域再生診療所 所長 観光カリスマ、
地域活性化伝道師（元飯田市役所）

大社 充

NPO 法人エルダー旅倶楽部理事長

椎名 喜予

香取市市民環境部市民活動推進課長

笹森 秀樹

観光庁 観光地域振興課 課長

加藤 隆司

観光庁 観光産業課 課長

125

持続可能なまちづくり事業体の創出支援調査 第 2 回検討会
12 月 25 日
（木）

時 間

2008 年 12 月 25 日

13:00 〜 15:40
※委員名簿参照

参加者
実施場所
進行
事務局
時 間

進

13:00‐

開始

国土交通省観光庁国際会議室
㈱ツーリズム・マーケティング研究所（JTM）
㈱ツーリズム・マーケティング研究所

行

主な内容
【進行：JTM 中根（事務局）】

13:00 ‐ 委員紹介

【JTM 中根】

13:05

第 1 回検討会欠席委員の紹介
・森田朗氏、渡邊法子氏、木下裕三氏

13:05 ‐ 配布資料確認

【JTM 中根】

13:50

＊ 配布資料の内容説明

資料説明

・先行事例の紹介
（株式会社南信州観光公社、株式会社とみうら）
・第三種旅行業取得事業者向けアンケート結果
13:50 ‐ 質疑応答
14:05

審議 1

清水座長：「株式会社南信州観光公社」と「株式会社とみうら」の事
例報告を受けて質問等があれば伺いたい。まずは、「株式
会社南信州観光公社」について質問等を受けたい。
奈良氏（観光産業課課長補佐）：
年間約 300 団体受け入れているようだが、学校数が約 100
団体となっている。残りの学校以外の団体としてどのよう
な団体を受け入れているのか。2005 年〜2006 年にかけて
は受け入れ団体数が減少しているようだが、その理由があ
れば教えていただきたい。
井上委員：学校以外の団体として、視察者とエージェントからの送客
がある。視察については、公社のシステムについての視察
受け入れ、他に飯田市の行政システムについても視察者が
訪れることから、それらについての視察を受け入れている。
エージェントからの送客については、公社でプログラム内
容を企画し、エージェントからの送客を受けている。主な
プログラムとして 4 月の「桜守の旅」、冬場の環境プログ
ラムとして「スノーシュートレッキング」、街なかの「歴
史散策と和菓子探訪」がある。2005 年から 2006 年に減少
した理由は、明確にはわからないが、この時期は旅行全体
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が鈍化傾向にあった時期なので、その影響が考えられる。
資料には記載されていないが、2007 年は 115 校、2 万 5000
人となっており、再び増加している。
大下副座長：公社の業務は、現在 8 名で行っているということだが、
人件費については市の職員と広域連合の職員分は負担して
いないということなのか。また、事務所の賃貸料が 15 万
円となっているが、この金額が相場なのか。新しい事業を
展開するときに人件費と事務所の規模が課題になると思う
ので、質問させていただきたい。
井上委員：人件費については、市の担当者と広域連合の職員の 3 名分
は支払っていない。
実質 5 名の人件費の負担となっている。
市の職員は、広域担当という位置づけとなっている。事務
所は「りんごの里」というＪＡ施設に入っており、賃貸料
は安くしてもらっている。
木下委員：公社のスタッフの給与の体系はどのようになっているのか。
利益に応じて増減するのか。
井上委員：歩合給ではなく、一定の給与を支払っている。数年前まで
は代表取締役である社長は無給であった。非常勤だったの
で、無給としていたが、常勤と同様に毎日業務を行ってい
るので給与の支払いを始めた。常務取締役として高橋氏が
おり、別に社員として支配人がいる体制となっている。
武田氏（観光地域振興課課長補佐）：
経緯を見たときに、会社形態としてなぜ株式会社を選択し
たのか。
井上委員：株式会社とした理由は一つで、第 3 セクターというイメー
ジだと、行政が関わっている印象を強く持たれるため経営
として好ましいものではない。民間会社として活動して行
くという理念のために、株式会社という形態を採用した。
清水座長：行政以外の民間団体からの出資を想定していたのか。また
940 万の出資は当初から予定していたのか。
井上委員：出資を募る際には、飯田市以外の周辺町村からはなぜ飯田
市のために出資をするのかという議論も出ており、最初は
飯田市を含めて 5 市町村からの出資に留まっていた。公社
としては、出資をしていない町村へも送客を行い、住民の
力で公社への出資を促すような環境づくりを進めてきた。
資本金は当初から 940 万を想定していた。
清水座長：民泊の受け入れ先が 27 地区 400 軒あるようだが、受け入
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れ先のサービス水準の維持はどのようにしているのか。
井上委員：各市町村あるいは飯田市の地区ごとに反省会や勉強会を実
施している。その中で課題をあげてもらい、対応方法等に
ついての検討を行っている。毎年、トラブルは発生してい
るので、全てが高水準で維持できている状況ではない。
清水座長：今後の課題として人件費の補助をいただきたいというのは
誰の意見なのか。
中根(事務局)：ヒアリング時の高橋氏の考えである。
井上委員：公社の運営はマンパワーで維持している。行政の立場から
見ると 50％程度の受け入れ拡大は可能だと考えられるが、
マンパワーが不足しているので追加の受け入れができない
状況である。現在の公社の収支は均衡の状況である。ただ
し、人材を増加させるといっても誰でも良いというわけで
はなく、どういう人材が必要なのかを考えて採用する必要
がある。
14:05 ‐ 質疑応答
14:20

審議 2

清水座長：続いて「株式会社とみうら」について質問等があれば伺い
たい。
笹森委員：3 ページの富浦町の観光入り込み客数の推移で、富浦町の
観光入り込みと海水浴客の入り込みが示されているが、
1982 年ぐらいまでは町の入り込みと海水浴客数が同じ傾
向にあり、入り込みのほとんどが海水浴客だと推測される。
それ以降については、富浦町の観光入り込みが増加してい
るが、海水浴客数は減少している。この理由はどのような
ことに起因するものなのか。
加藤委員：1970 年代後半〜80 年代までは海水浴客が中心であったが、
その後は冬場の花畑等への入り込みが増加してきた。現在
は 2 月がピークとなっており、年間を通して観光客が来て
いる。
大社委員：3 ページの枇杷倶楽部の売上は、株式会社とみうらの売上
ということでよいのか。
加藤委員：株式会社とみうらの売上である。
中根(事務局)：富浦町枇杷倶楽部課の職員が、枇杷倶楽部に常駐して
いたと思うが、行政の現在もいるのか？
加藤委員：過疎地域では行政が関わっていかなければ何もおきないこ
とから、積極的に動かすために職員を配置してきた。現在
はいない。市町村合併前後で株式会社とみうらが決定的に
違ってきたのは、合併後は国の補助事業などの受け皿組織
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となってきたことである。地域で事業展開をする場合には、
キャッシュフローの問題がある。そのため、南房総の場合
は株式会社とみうらが補助事業等の受け皿組織とならざる
を得ない状況にある。最近では、経済産業省のソフトウエ
アの事業 4000 万（国 2000 万）、国土交通省の元気再生事
業を受託している。
旧富浦町で観光振興に取り組む際に、富浦町の観光資源で
は限界があることから、館山市などを含めて広域的に取り
組んできた。トラブルが発生したときのクレーム対応が可
能な範囲は 10ｋｍが限度であるが、広域的に取り組むと
20ｋｍ圏をカバーする必要がある。そこでランドオペレー
ターとして株式会社とみうらが対応することとなった。
現在、行政と株式会社とみうらが協力して地域振興を展開
しているが、将来的には行政に変わる公益法人を設立し、
公益法人と株式会社が協力して地域振興を展開する方向性
を考えている。株式会社は実行性のある行為はできるが、
公益的な観光振興を展開するのは難しい。そのため、公益
法人を設立し、公益法人が広域的な地域振興を展開する形
にしていきたい。株式会社だけでは全体をまとめきれない。
井上委員：加藤委員のお考えに近いものとして、しんきん南信州地域
研究所を設立し、地域振興を担う組織として活動を推進し
ている。公社は、ビジネスに特化しているが、ビジネスで
はなく行政ではできないところを担うことを考えている。
現在は任意団体であるが、来年 NPO 法人化を予定してい
る。
14:20 ‐ 質疑応答
14;30

審議 3

清水座長：第三種のアンケート調査についての質問や追加項目等を受
けたい。
武田氏（観光地域振興課課長補佐）：
今回のアンケートは、現在着地型旅行商品の取り組みや取り
組み意向があるかを聞いた段階である。これから行おうとし
ている事業体の形態、収入構造を調査する第 2 回アンケート
調査が重要になると考えている。アンケートの対象となる事
業者では売上構成だけでなく、募集型企画旅行を販売してい
るところでは、どのような商品を造成しているのか、可能で
あれば実物のサンプルを取り寄せていただきたい。
清水座長：自由記入を含めて直接記入していただくようにした方がよ
い。
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中根(事務局)：今のところ、着地型旅行商品の取り組みを行っている
第 3 種の旅行事業者は 20 社程度なので、個別に 1 つ 1 つ
ヒアリングをかけることを考えている。
清水座長：どのような商品を造成しているのか、また現状の課題等を
あげてもらうようにしていただきたい。特に流通面での課題
が明らかになると良い。
奈良氏（観光産業課長補佐）：
売上構成を知ることも大切だが、持続可能性という面から考
えると、なかなか聞きにくい項目ではあるが、収支状況を知
ることが重要であると考えている。
武田氏（観光地域振興課課長補佐）：
売上、収支の状況については検討会に資料として使用するだ
けとして、最終報告書には掲載しない旨を伝えて聞くことは
できないか。
大下副座長：現在、着地型旅行商品を造成して販売しているのは 20
社程度ということだが、第 2 回のアンケート調査は 1 回目の
アンケートで募集型企画旅行の意向があるところにも聞くと
いうことでよいのか。また、事業体の設立・運営のタイプに
ついては現状での形態だけになってしまうので、事業体の設
立経緯等についても聞いておいた方がよいと思う。
中根(事務局)：募集型企画旅行の実施意向がある事業者にも、どのよ
うな事業にウエイトを置くことを考えているのかについて
回答を頂く予定である。現在、募集型企画旅行の実体があ
るところは個別にヒアリングしていくことを考えている。
14:30 ‐ 休憩
14;40
14:40 ‐ 講習会①
15;05

『稲取温泉観光合同会社』 ※別紙 1 参照
講演 渡邊法子氏（稲取温泉観光協会 事務局長）

15:05 ‐ 質疑応答

井上委員：伊豆地域の住民のやる気はどうなのか。

15;10

渡邊委員：現在プロジェクトに参加している人数は、当初応募した 58
人から増加してきている。まちづくりに取り組むための裾
野となる人材を増加させていくことは必要であると考えて
いる。活動の中核となる人材はできている。今後は、これ
まで の取り組みが一層拡大するような仕組みを構築して
いかなければならないと考えている。
大社委員：稲取温泉観光合同会社の取扱商品の割合を見ると旅行業が
81％となっている。着地型旅行商品の販売チャネルについ
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て教えていただきたい。
渡邊委員：着地型旅行商品の販売チャネルは、インターネットが中心
である。現在は、自社のＨＰとＴゲートを使用している。
着地型旅行商品の売上は旅行業の全取扱の 10％程度であ
る。着地型旅行商品は、完全予約制で事前に予約をするこ
とを原則としている。価格については、ガイドの時給と経
費から採算の取れる最少催行人員を決め、その人数に満た
ない場合は中止としている。当日の参加申込対応について
は、当該ツアーが催行される予定でツアー募集人員の上限
人数に満たない場合に受け付けている。今後は、着地型旅
行商品の販売を拡大していくためにポスター・チラシを作
成し、宿泊事業者と協力して宿泊者への事前告知を進める
ようにしていきたいと考えている。
旅行業における残りの売上は手配旅行である。手配業務
の半分は視察対応となっている。視察については、東伊豆
町から視察に行くための手配が多いが、稲取への視察団体
のバスや宿泊の手配も行っている。他に小グループの団体
の手配や海外旅行の手配も行っている。
清水座長：宿泊施設は着地型旅行商品の販売に協力してくれるのか。
また、宿泊施設からプロジェクトには何名ぐらい参加して
いるのか
渡邊委員：現在は、皆無といえる状況である。パブリシティ効果によ
って意識が高まってきているオーナーは出てきたが、営業
レベルにはつながっていない。プロジェクトへ参加してい
る宿泊事業者は 1 名しかいない。稲取温泉観光合同会社へ
は、宿泊事業者も出資しているが、まだ地域企業として認
識されていない。
清水座長：渡邊委員の後を継ぐ人材は育ってきているのか。
渡邊委員：当初は稲取温泉観光協会の事務局長として 2 年契約だった
が、1 年だけ再任を認めていただいた。後任の人材として、
プロジェクトリーダーを務めている 20 代の女性がいる。
現在、人材育成の一環として補助事業の企画書を作成して
もらうようにしている。観光協会の活動として調整やコー
ディネートはできるのではないかと考えている。
奈良氏（観光産業課長補佐）：
第 3 種旅行業を取得した後に第 2 種旅行業へ変更した理由
は。
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渡邊委員：第 3 種旅行業では稲取に来て着地型旅行商品を申し込む形
態となる。着地型旅行商品の販売を拡大していくためには、
旅行に来る前に申し込めるよう、発地での募集ができた方
が良いと考えた。今後は、地域資源を活用して大手旅行会
社では企画しないような商品を、自分達で企画して、その
企画への参加者を旅行会社に募集してもらい、送客手数料
を支払う形態ができないのか検討している。ただ、他の地
域と差別化を図り、旅行会社から送客してもらうためには、
送客手数料の上げるといったことも考えなければならな
い。
加藤委員：観光プロデューサー制度のように外部から専門人材を受け
入れる場合、最初は人件費を公が負担すると思うが、継続
的に携わってもらうためには、現在の営業売上では人件費
は出ないと思う。稲取では将来どのように人件費を捻出し
ようと考えているのか。
渡邊委員：将来の人件費の捻出は考えていないと思う。したがって 2・
3 年でできる仕事を進めながら、地域で継続的に取り組む
ことができるような仕組みを構築することが必要だと感じ
ている。人材の育成として、短期間ではプロデューサー役
を育成することはできないかもしれないが、コーディネー
ターを育成して、自分は外部からアドバイスをする形にな
るのではないか。短い期間の中で地域の人が、自分達のこ
とは自分達で進めるという意識を高めるための取り組みが
必要なのではないか思う。
木下委員：観光協会事務局と合同会社の兼務をしている職員はいるの
か。
渡邊委員：観光協会には職員はいない。旅館協同組合出向で観光協会
の仕事をしていた状況である。自分だけが観光協会の事務
局長として合同会社と兼務している。今後は、市民の人た
ちが自主的に活動するための活動費として、予算の確保も
必要であると考えている。
大社委員：現場で動くスタッフはどのような対応になっているのか。
渡邊委員：旅行者に商品として買っていただき、ガイドとして同行す
る場合は、時給 1000 円を支払っている。旅行商品の造成
はワークショップ的なものを行いボランティアとしてい
る。インストラクターのような特別な技術を要する商品の
場合は、インストラクターが企画販売する旅行商品として、
132

合同会社は参加者募集を行い、売上の 10％を手数料として
支払ってもらうこととしている。
15:10 ‐ 講習会②
15;30
15:30 ‐ 質疑応答
15;40

『株式会社ニセコリゾート観光協会』※別紙 2 参照
講演 木下裕三氏（株式会社ＮＡＣ ゼネラルマネージャー）
森田委員：2 人のお話を伺って改めて感じるところだが、観光振興で
は、①地域の観光資源をどのように発掘していくのか、②
発掘した資源をどうビジネス・事業化するのか、③地域社
会とどう関わりを持っていくのかが重要になってくる。本
検討委員会のテーマでもある『持続可能な観光まちづくり
事業体』の「持続可能な観光まちづくり」を考えると地域
の観光資源を発掘する方法と地域社会との関わりが重要に
なってくる。「事業体」だけに視点を置くと、ビジネスと
して成り立つ可能性があれば、地域とは関係なく事業を展
開することができる。しかし、地域のことを考えて、地域
振興に結びつけることを目的とするのであれば、どうやっ
て地元の人を事業に巻き込んでいくかが重要なポイントと
なると思う。「継続する」という要素を入れて考えていか
ないと持続可能な観光まちづくりは難しいのではないか。
地域では、観光資源をどう発掘するかという大きな悩みを
持っている。1 回目は注目されることができても、その後
のリピーターにつながらないとなると、改めて資源を発掘
していかなければならない。観光資源を発掘し続けること
は、隣接市町村にある資源との競争力などを踏まえていか
なければならないことから、容易ではない。
大社委員：現在、木下氏が所属しているＮＡＣにおいて、ガイドの立
場はどのようになっているのか。また、ガイドの安全管理
はどのように行っているのか。
木下委員：現在、25 名のアウトドアガイドがいるが基本的には 4 月〜
11 月初旬の季節雇用となっている。冬季の受け入れは、年
間受け入れの 10％程度と夏季のアクティビティに比べる
と圧倒的に少ない状況である。したがって、冬季に働ける
ガイドを数名残している状況で、通年の職員は 3 名となっ
ている。元々、ガイドの雇用は、ニセコに来て冬季はペン
ション等で働き、夏季の仕事を求めている人を雇用してき
た経緯がある。今後は通年での雇用を目指していきたいと
は考えている。
ガイドの安全管理については、北海道で独自の基準を設
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けているが、その基準は使っていない。ガイドの安全管理
の基準はラフティング事業者が加盟するＲＡＪの基準が大
きいウエイトを占めている。日本リバーガイド協会（ＲＡ
Ｊ）では必ず技術テストがあるので、ガイドはその基準を
クリアする技能は持っている。その他に、ＮＡＣオリジナ
ルの技能チェックとトレーニングを行っている。ニセコに
は、事業者の組合もあるので、全体で安全管理に対するレ
ベルを合わせていくという話もあがっている。
清水座長：ニセコでは首長が代わり、事業体の組織内容や事業内容に
ついての変化があったようだが、他の事業体でも何らかの
節目で組織内容や事業内容が変わるのではないか。株式会
社南信州観光公社、株式会社とみうらのように先進事例で
も異なる課題を抱えているようである。
ニセコ町観光協会の場合は、補助金を減らす、行政依存
から変えるなどが株式会社化の主たる目的となってしま
い、事業体が何を目標にするのかが不明確であったのでは
ないか。
森田委員：観光について着目して事業化をするということであるが、
地方自治や地域振興では、その地域から離れることができ
ないという制約のもとで、そこで何ができるかということ
である。是非、そのような視点もあるということを踏まえ
て議論していただきたいと思う。
中根(事務局)：「持続」「まちづくり」の視点も入れて類型を考えて
いきたい。また、ヒアリング・アンケートについても具体
的事例を示せるようにしていきたい。
次回の検討会は 16 日午前中に開催する。
‐15:40

閉会
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第２回検討委員名簿

氏名

所属・役職

清水 愼一

【座長】立教大学特任教授

大下 茂

【副座長】立教大学観光学部兼任講師

木下 裕三

NPO 法人ナックニセコアドベンチャーセンター

加藤 文男

南房総市企画部戦略プロジェクト推進部長

井上 弘司

地域再生診療所 所長 観光カリスマ、
地域活性化伝道師（元飯田市役所）

大社 充

NPO 法人エルダー旅倶楽部理事長

渡邊 法子

稲取温泉観光協会 事務局長

椎名 喜予

香取市市民環境部市民活動推進課長

森田 朗

東京大学法学部教授

笹森 秀樹

観光庁 観光地域振興課 課長

加藤 隆司

観光庁 観光産業課 課長
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別紙 1

第２回 観光まちづくり事業体 講演会

稲取温泉観光合同会社
発表者：稲取温泉観光協会 事務局長 渡邊法子氏

東伊豆町は、人口約 1 万 5 千人で、町民の約 74％が観光関連事業に従事している。町内には大川・
北川・熱川・片瀬・白田・稲取の 6 つの温泉郷があり、稲取温泉郷は約 2800 世帯の地区である。稲
取観光協会は、法人格を持たない稲取地域の任意団体として地元の個人商店や企業からの約 300 人が
会員（理事：60 名）として構成され、稲取地域の商工会的な役割を担う組織として機能している。
しかし、観光客の減少が顕著となり、旅館の集客努力だけでは地域の活性化が難しい状況であった。

1．稲取温泉合同会社設立の経緯
東伊豆町には商工会、旅館協同組合、観光協会などの既存組織があり、各組織がこれまでも
集客に対する取り組みを展開してきた。しかし、観光客は減少の一途を辿り地域内で閉塞感
があった。また、稲取温泉観光協会でも既存の組織体制では、事業企画の提案を行っても予
算の組み換え等について会員、理事会の賛同を得られず事業の実現が難しい状況であった。
旅館協同組合や観光協会は、日常的なイベントや行政とのやり取りが中心で、地域内で集客
戦略を推進する担い手が不在であった。そのため、稲取温泉観光協会が地域の魅力づくりを
日常的に行う人材を配置することを目的として、事務局長の全国公募を行った。その結果、
平成 19 年 4 月より渡邊法子氏が事務局長として就任した。渡邊氏が中心となり、住民が主役
になって自分達の地域を売るための取り組みやその取り組みの事業化に向けて、「ローカル
エリアプロモーションのビジネスモデル確立」を目指した取り組みを始めた。
ローカルエリアプロモーションのビジネスモデル確立に向けては、既存の組織の枠を超えた
新しいネットワークを生み出し、地域振興に取り組む意欲のある人たちが活動しやすい場所
を構築することが必要であると考えた。そのため、観光関係者だけでなく、誰もが参加でき
る取り組みを進めながら、観光振興の中心となる人材発掘と取り組みの核をつくることを目
指し「こらっしぇ稲取大作戦！」を立ち上げた。
「こらっしぇ稲取大作戦！」は、 あるものさがしみがいて発信総合プロジェクト として 4
つのプロジェクト（「楽しみ感動プロジェクト」「いやし満喫プロジェクト」「歴史ロマン
体験プロジェクト」「こらっしぇ稲取発信プロジェクト」）から構成される。この 4 つのプ
ロジェクトを通じて①地域資源の発掘、②発掘した素材を選択して旅行商品化、③旅行商品
の情報発信や販路の構築に取り組むこととした。
「こらっしぇ稲取大作戦！」を展開するため、まず稲取に居住している人を対象にまちづく
りボランティアを募集することとした。まちづくりボランティアの募集は、観光協会には予
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算が無かったため、渡邊氏が自費でチラシを作成し、役場の回覧版の仕組みを使用して町内
の全戸にチラシを配布した。募集した結果、58 名の参加者が集まった。参加メンバーは 20
歳から 70 歳台までの農家、漁師など観光関係事業者だけでなく異業種の人たちが集まった。
渡邊氏は、「こらっしぇ稲取大作戦！」の発足時に、プロジェクトを進めるため自分の所属
するプロジェクトのテーマに沿った地域資源を次のプロジェクト会議までに考えてきてもら
うこと、また、円滑にプロジェクトを進めるためにワークショップ等ではそれぞれの立場や
肩書きを捨てて取り組むことを依頼した。2 回目以降は、プロジェクトリーダーのもとにプロ
ジェクト会議を進めている。また、プロジェクト運営費用を捻出するため、国土交通省の地
域再生担い手育成事業に応募し、250 万円支援を受けた。
《各プロジェクトの取り組み》
「いやし満喫プロジェクト」では、地域の遊びという資源を旅行者と共有し、パブリシテ
ィ効果を狙っていきたい思いから、話題性がありそうな素材を活用した「ラムネ世界大会ｉ
ｎ稲取温泉」を開催した。「ラムネ」は、堤防を使用した飛び込みで、地元の人なら誰もが
知っている稲取の昔からの遊びである。イベントの開催に向けては、予算がなかったことか
ら議論があったが、漁協等もボランティアで協力してくれることとなり開催することができ
た。このイベントを期に、漁協などと新しいネットワークを構築することができた。また、
パブリシティ効果としては、
全国ネットテレビ局の取材を得ることができた。
2 年目以降は、
夏の魅力として「ラムネ」を着地型旅行商品として 500 円（参加費・保険）で販売している。
「楽しみ感動プロジェクト」では、ぶらりお散歩情報誌「ウエイラ」を発行し、各プロジ
ェクトの取り組みを季節ごとに発行している（現在 4 号を編集中）。発行にあたっては、当
初、地域の中で広告宣伝費を得て発行する予定であったが、広告宣伝費だけでは将来的に限
界が来ることが想定されたため、旅館協同組合が毎年発行しているパンフレットの予算を廻
してもらうこととした。
「歴史ロマン体験プロジェクト」では、稲取の文化を活用した屋号看板を設置してマップ
を作成するなど、これまでになかった観光素材を商品化する取り組みを進めている。その他
にも、稲取歴史文化辞典「イナペディア」
（ウィキペディアの稲取版）の作成を行っている。
「こらっしぇ稲取発信プロジェクト」では、観光協会等に対して、第 3 種旅行業取得する
ため法人化の提案等を進めてきた。その結果、法人化について観光協会の理事会にて承認を
得ることができ、稲取温泉観光協会の会員に呼びかけて出資を募り、平成 19 年 9 月に「稲
取温泉観光合同会社」を観光協会主体として設立することとなった。
合同会社とした理由は、①有限責任であること、②定款自治が認められていることが大きな
理由である。地域内で信頼がある関係ができているため定款自治が認められている合同会社
を選択した。市民活動に関わる法人を設立する場合にはＮＰＯ法人を選択することが多いが、
ＮＰＯ法人は、設立や定款変更時に所轄庁への認証申請が必要であることから、登記・定款
変更に時間がかかり、観光事業のように日常的に新しいことを進めていく上で弊害になるこ
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とも出てくる。また特定非営利活動促進法で市民が入会を希望したら拒んではいけないと取
り決められており、利害関係が出てくる観光事業には適していないと判断した。

2．稲取温泉合同会社の組織概要
平成 19 年 9 月に資本金 915 万円（現在 925 万円）の合同会社として設立し、11 月に第三種
旅行業登録を行った。平成 20 年 1 月には、10 万円の増資を行い、第 2 種旅行業登録を行っ
た。
（1）主な事業
現在は、旅行事業が中心となっている。主要受注先は、東伊豆町には旅行会社がないことから、
地域内の手配旅行が多い。また、稲取に来る視察の手配旅行も取り扱っている。
（2）売上状況
第 1 期（平成 19 年 9 月〜平成 20 年 8 月）は 1500 万円の売上となっている。売上構成として
旅行業が 81％、チケット代売が 21％、企画制作費・特産品販売が 7％となっている。収支に関
しては、赤字の状況である。
従業員は 3 名で、旅行業を中心に取り組む社員が 1 名、その他の業務に従事するパート職員
が 2 名となっている。

3．稲取温泉合同会社の今後の方向性
現在は、「こらっしぇ稲取大作戦！」「稲取温泉観光協会」「稲取温泉観光合同会社」がそ
れぞれの役割を分担して活動を行っている。「こらっしぇ稲取大作戦！」では、地域のホス
ピタリティ意識の改革、旅行商品の造成に取り組んでいる。地域のことは地元の人が一番知
っていることから、付加価値の高い商品ができる。また、来訪者に対して地域を知ってもら
い、また来たいと思っていただくことを考えて商品造成を行うことにより、自分の地域への
再発見につながる。これらを通じて人材を育成することにより、着地型旅行商品のガイドと
しても重要な役割を果たす人材となる。異業種との連携をすることは、新たなネットワーク
を構築することにつながり、地域再生の観点からも効果的である。「稲取温泉観光合同会社」
は、地域の経済的窓口として商品の販売や利害の調整を行っている。「稲取温泉観光協会」
では、公的な事業の支援や人材育成を行っている。
今後は、地域の集客戦略を担っていく組織として、漁業や農業など異業種などと連携を深め
て観光プロモーションに取り組む。異業種と連携して地域資源を活かして観光産業を展開し
ていくための取り組みとして、伊豆産の寒天である「天草」、新品種の「カーネーション」、
女性ターゲットとした洗顔クリーム「伊豆若草石」の販売などに取り組んでいる。着地型旅
行商品の造成・ＰＲについては、住民による商品造成を行うことで付加価値を高めていく。
現状では、着地型旅行商品は収益を上げるための事業ではなく、ＰＲや人材育成としての位
置づけで取り組んでいる。今後、着地型旅行商品を「異文化を楽しむ旅」として情報発信を
進め、地域を楽しむ旅をＰＲしていきたいと考えている。人材育成事業として、旅行者と接
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する機会が多い旅館の従業員向けに地域の魅力を伝えるための「稲取ドリル」を作成した。
今後、事業化を図りたいと考えている。
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別紙 2
第 1 回 観光まちづくり事業体 講演会

株式会社ニセコリゾート観光協会
発表者：株式会社ＮＡＣ ゼネラルマネージャー 木下裕三氏

ニセコ町では、逢坂誠二前町長の時代より、住民主体のまちづくりを進めていた。その中で、観光
協会がまちづくりの原動力になるべきとの意見が出ていた。ニセコ町観光協会は、法人格を持たない
任意団体として会員約 160 名（理事 20 名）から構成されていが、事務局長をニセコ町の商工観光課
長が、事務局員は商工観光課の職員が兼務している状況であった。財源的な面でも、行政からの補助
金や委託費が予算の半分以上占めている状況であった1。また、観光協会の意思決定機関である理事
会では声が大きい人の意見が通ってしまうなど、組織上の問題を抱えていた。

1．株式会社ニセコリゾート観光協会の設立の経緯
平成 11 年に由布院等の先進地事例調査を実施し、平成 12 年に組織改革に対する検討を進め
るため「組織改革検討推進委員会」を立ち上げた。組織改革に対する検討の結果、平成 13 年
に①「ニセコ町観光協会」から「ニセコリゾート観光協会」へ名称変更、②専任の事務局長
の登用、③観光協会の法人化の 3 つが決定した。専任の事務局長の登用は、民間から民間の
知恵で組織を動かしていく必要があるということから、事務局長の全国公募を実施した。そ
の結果、平成 14 年 1 月木下氏がニセコ町観光協会の事務局長として就任した。観光協会の法
人化については、「社団法人」を予定していたが、当時の観光協会は補助金が多く自主財源
を持ってないため、所轄官庁から社団法人の許可を得ることができなかった。
平成 14 年 7 月には、観光協会の事務局と事務所を町役場から「道の駅ニセコビュープラザ」
へ移転した。しかし、観光協会は補助金に依存しているという「財源」、行政と表裏一体で
任意団体であるという「組織」、理事会の開催が 2 ヶ月に 1 回であるという「意思決定」、
商工、農業、観光事業者間が連携していくという「事業化」についての課題があった。これ
らの課題に対し既存の組織体制では解決が困難な状況で、また当時は町村合併の話もあがっ
ていたことから、将来的に補助も減るということが予測された。
当時の観光協会の主要業務はニセコ駅、道の駅での観光案内だったが、会費を徴収している
ことから平等に案内をすることが求められ来訪者に必要な情報提供ができない状況であった。
観光協会の役割は、行政ができない地域振興施策を推進することであるが、そのためには理
事会の仕組みを含む組織体制の弊害があった。
このような急務の問題を解決するため、地域が持つ様々な資源を有機的に連携・商品化し、

1平成 14 年度の状況：観光協会の予算は 2950 万円で、ニセコ町からの補助金が 1650 万円、委託費が 300 万円となっ

ている。その他の財源として会費 220 万円、物販手数料 300 万円などとなっている。
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まちづくりをサポートしながら公益的事業と収益事業の両方を展開する地域コーディネート
となる株式会社を設立するという結論に至った。
平成 14 年の夏に逢坂町長に観光協会の株式会社化に向けたプレゼンテーションを実施し、観
光協会の法人化に向けた法人形態として「株式会社化」が決定した。その後、町長の交替・
議会の補正予算等から、設立までに約 1 年を要した。

2．株式会社ニセコリゾート観光協会の組織概要
平成15 年9 月に資本金2000 万円の株式会社として設立し、
同月に第2 種旅行業を取得した。
資本金については、設立当初から第 2 種旅行業を取得することを予定していたため、会社の
運転資金を含めて資本金を 2000 万とした。出資比率については町 50％、町民から 50％とし
た。
株式会社ニセコリゾート観光協会の事業計画として、着地型旅行商品の販売についても想定
していたが、観光だけを主眼にして収益を考えると視野が狭くなることから、旅行業だけで
なく様々な事業を展開し収益を上げることを目指した。
（1）主な事業内容
①旅行事業
ニセコ町に旅行事業者がなかったことから、ニセコエリアから外に出かけるための個人旅行
や行政視察旅行の手配を中心として取り扱う。
②物販事業
道の駅ニセコビュープラザでニセコ町の特産品を販売している。販売強化のため酒類の販売
許可の取得、通信販売も始めた。
③ＪＲ北海道からの委託事業
ＪＲニセコ駅の発券・清掃業務についてＪＲ北海道より委託を受けている。
（2）売上の状況
第 1 期（平成 15 年 9 月〜平成 16 年 3 月）は、売上が約 4400 万円で税引後の利益は約 30 万
円となった。第 5 期（平成 19 年 4 月〜平成 20 年 3 月）は、売上 1 億 1786 万円で税引後の
利益は約 359 万円となっている。第 1 期より単年度の黒字は維持している。
平成 15 年度〜平成 17 年度の事業別売上構成は旅行事業の割合が多い。利益率を見ると、ニ
セコから外へ出る旅行手配の手数料は約 10％、ニセコへの来る旅行手配の手数料は約 17％、
物販事業は約 20％と物販事業の方が良いため、物販事業が事業継続の下支えとなっている。
旅行事業は、商品造成等に手間がかかるため人員を必要とする事業である。平成 17 年度末に
ニセコ町役場からの派遣が終了し、木下氏も退職したため、平成 18 年度の旅行事業の収益が
減少した。（平成 18 年度に 1 名増員）

3．株式会社化のメリット・デメリット
観光協会の株式会社化により、当初あった組織的な課題は解決された。また、株式会社化す
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ることで多岐にわたる事業を展開することができるようになった。
メリット・デメリットは立場上で変化してくるが、概ね以下の点を上げることができる。
【メリット】
《旧会員から見たメリット》
①会費負担の消滅
②部会の消滅による実務負担の軽減
③ウェルカム事業による送客の増加
④道の駅での物販事業における特産品販売
⑤持ち込み企画の実施が可能
⑥参加事業の選択が可能
⑦情報の更新頻度
《行政から見たメリット》
①大幅な補助金の削減
②新たな雇用の創出
③合併の枠にとらわれない広域の事業が可能
④地域経済への貢献
⑤事務局を兼務しない事による人件費の削減
⑥観光行政の大幅な予算の縮小
⑦行政視察対応等に係る事務の軽減
【デメリット】
①旧会員同士及び事務局との関係の希薄化
②非常勤取締役のみによる経営
③予想を超えた事業・業務範囲の拡大
④人事配置など現場の労働環境の悪化
⑤株式の 50％を行政が保有している諸問題
行政が 50％の株式を保有していることから、町長が代わり職員が戻されてしまうなど、運営
上の課題が浮上してきた。観光協会が株式会社化されたときには、周辺の町村、北海道から
も期待や要望が寄せられたが、その要望に応えることが難しくなってきた。
このような状況から、平成 19 年度に事業者が中心（ニセコ町・倶知安町も出資）となり「有
限責任中間法人ニセコ倶知安リゾート」を設立した。「有限責任中間法人ニセコ倶知安リゾ
ート」は、広域事業の主体として、ニセコ町・倶知安町の広域的なプロモーション事業を行
っている。プロモーションだけでは収益が上がらないため、会費収入が中心となっている。
その他に、後志支庁が事務局を務めてきた情報発信に関する事業を継続するため、平成 19 年
10 月に「有限責任中間法人しりべしツーリズムサポート」を民間の出資で設立し、北海道及
び 20 市町村の観光協会等と協力して情報発信を行っている。
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持続可能なまちづくり事業体の創出支援調査 第 3 回検討会
2 月16 日
（月） 時 間

2009 年 2 月 16 日

10:00 〜 12:20
委員名簿参照

参加者

時 間

進

10:00‐

開始

実施場所
進行
事務局

国土交通省観光庁国際会議室
㈱ツーリズム・マーケティング研究所（JTM）
㈱ツーリズム・マーケティング研究所

行

主な内容
【進行：JTM 中根（事務局）】

10:00 ‐ 委員紹介

【JTM 中根】

10:05

委員自己紹介

10：05‐ 配布資料確認

【JTM 中根】

10：50

＊配布資料の内容説明

資料説明

・第三種アンケート結果（第 1 次・第 2 次）
・先行事例調査「株式会社とみうら」
・観光まちづくり事業体の背景・地域ニーズと課題
・報告書の構成案
10：50‐ 質疑応答
11：40

清水座長：第三種アンケート結果、先行事例調査「株式会社とみうら」、
観光まちづくり事業体の背景・地域ニーズと課題の報告を受
けて質問などを伺いたい。
奈良氏（観光産業課課長補佐）：
「株式会社とみうら」の事例によると、ランドオペレーター
事業では採算が取れないとあったが。それは、手数料が 5％
だからであって、10％にすればよいのではないだろうか。
手数料を 10％にしないのはサプライヤーにあまり負担を与
えないようにするためなのか、或いは、公的な配慮という意
味もあるのか。
中根（事務局）
：「株式会社とみうら」を設立した背景には、農業の活性化に
よる地域振興がある。
ランドオペレーターとしての役割もあるが、事業の中心が、
物流・販売・開発などへシフトしており、無理に手数料を
10％にするということはない。
奈良氏（観光産業課課長補佐）：
井上氏によると、南信州観光公社の手数料は 10％である。
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採算がとれるかどうかは、コストに見合う手数料を取るか取
らないかということではないか。
コストに見合う手数料を取っている観光会社は、ペイしてお
り、取っていないところはペイできず、他の事業で賄ってい
る。
井上委員：これは私の想像ですが、行政が 100％出資しているので 5％
しか取れないのではないか。
民間などからの出資が入っていればもう少し手数料率を上
げようという論議がおこったが、行政が運営しているので高
い手数料はとれないという前提があったのではないか。
中根（事務局）
：手数料の比率に関しては、「株式会社とみうら」など、隣
の町が 5％、我が町が 3％など差をつけているところはある。
清水座長：株式会社などの法人は、利益を上げ再投資していかなければ
ならない。行政の出資が 100％であるから、できるだけ利益
をあげないようにしたいということであると再投資できな
いということになる。
客観的に見て、地域としては、ランドオペレーター機能だ
けでは十分でなく、地域全体の活性化を望んでいる。
そのために利益をあげることが必要であるのに、地域では、
首長も含めしっかりとした議論がなされていなところに問
題がある。
そう言った意味で、行政 100％の事業体は、多分、通常の
株式会社で求められる機能やミッションと違うのではない
か。
行政からの補助金で成り立っている事業体でも「現状のまま
でよい」というところと、「本当は新たな事業をやりたいの
でできるだけ利益を上げて再投資していきたい」というとこ
ろの 2 つがある。本当は、そのような事業体も見ていくべき
である。
木下委員：手数料率は、基となる商品の利益率に依存するところが大き
い。例えば、単独の商品よりも複数の商品を組み合わせたほ
うが、より大きく利益を確保できるので手数料をあげやすく
なる。
また、バス会社や旅館など、基となる商品を持っていると
ころは関連した商品を作りやすく利益をあげやすい。
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商品の全てをソフトの部分だけで利益を上げ、手数料を多く
払っていくということになると、色々組み合わせてやってい
くしかない。
大下副座長：地域におけるまちづくりと観光振興の位置づけを考えた場
合、重厚長大産業都市や多くの中山間地において地域産業・
コミュニティの崩壊・環境破壊を食い止めようとする取り組
みを推進することは、「まちづくり」そのものと言える。こ
れらの地域産業・コミュニティの崩壊・環境破壊を食い止め
ようとする取り組みとその手段手法として観光に取り組み
を同時に進めていくことは難しい。一つの取り組みを進める
だけでも 20 年ぐらいの時間を要する。重厚長大産業都市や
中山間地の多くは、マスツーリズムへの取り組みを展開する
傾向にある。地域におけるまちづくりと観光振興の位置づけ
自体は、それほど多くはないと考えられる。しかし、地域に
おけるまちづくりや観光振興の取り組み項目を時系列で示
すと、多くの地域が多大な時間をかけて現在に至っているこ
とがわかるのではないか。
清水座長：第三種旅行業者へのアンケートの収支状況の表現方法で「ど
ちらともいえない」というのは非常にあいまいだと思う。
「収
支が均衡しているのか」あるいは「答えたくないのか」、
「補
助金を入れるとプラスともマイナスともいえないとい」いう
ことなのか、もう少しシビアに見たほうが良かった。
笹森委員：委員会の主旨は、これからまちづくり事業体をやっていこう
とする組織に対し補助金を入れるということである。しか
し、このようなことが、地域にとって得なのか損なのか、市
役所としてそれだけの補助金を入れることが市トータルと
してペイするのか、行政の目的にかなうのか、などの分析が
必要である。
そのうえで、最後に、ランドオペレーター機能が赤字なの
か黒字なのかという議論になる。
組織を立ち上げるとき、最初は、補助金に頼ってはじめなけ
ればならないところが多いが、最終的には市民の皆様に喜ん
でいただける結果になる（市の政策に合う）ということが分
かるとよい。
中根（事務局）
：南房総市の例で言うと、いわゆる観光ランドオペレーター
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をするために立ち上げたのではない。第一次産業品の加工品
開発や、流通の場の提供という役割を道の駅が担うなかで、
観光への取組みが生じてきた。
組織的にも、もともと旧富浦町であったが合併して南房総
市になった。合併する前は枇杷倶楽部のなかにとみうら町枇
杷倶楽部課という行政の課があり 2 名くらい常駐していた
が、合併にともない、引き払われたという経緯がある。
そういう意味で、株式会社とみうらは、第一産業の付加価値
化と交流産業・観光という二つの役割がある。
ただ、時間の経過とともに枇杷倶楽部は、ポータルサイト
など広域的なプロモーション的な役割が出てくると、当初の
設立経緯から観光事業にシフトしてきたという可能性があ
る。
武田氏（観光地域振興課課長補佐）：
申し上げたいことは以下の 3 点ある。
１つ目は、笹森委員が先ほど言ったのは、枇杷倶楽部があ
ることにより、地域にとってのメリットが具体的にどのよう
なところに出ているのかということを明らかにするべきで
ある、ということ。
2 つ目は、手数料は、マーケティングの発想からすれば、
価格的決定力の有無にかかっており、通常、リーダーには決
定力がある。
例えば、地域の農家を抑えていて、そこを通さないとお客さ
まを送り込めない場合、旅行会社からすれば、地域の事業会
社に手数料決定力がある。既に旅行商品として数をこなして
いて、それなりの価値があって、人気があれば手数料は上げ
られる。
一方、旅行商品を売込み中の場合、手数料は上げられないし、
基本的に価格決定力もない状態なので、販売ルートを探すの
も苦労する。
3 つ目は、第三種旅行業者に対するアンケートや、枇杷倶
楽部などへのヒアリングなどで深堀したものを、それぞれ事
業体における共通の課題について系統だて整理し、まとめの
部分に結びつけたほうが良い。
その際、課題はできるだけシンプルにして、どのように観光
事業体が課題に対処してきたかということを分かりやすく
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まとめて欲しい。
森田委員：現在、地方の現状は非常に厳しい。今までは地域経済を支え
るために公共事業があったがそれも減少してきている。その
ため、地方公共団体は、生き延びる方法のひとつとして観光
事業に取り組んでおり、今回の議論は、それをどのようにし
てやっていくか、ということである。
ただし、観光事業を上手くやればどこでも上手くいくかと
いうとそうではない。かなり恵まれた前提条件があり、その
うえで、上手く事業化をしてはじめて成り立つものである。
前提条件を無視したらうまくいかず、それらが何なのかを
見極めることがひとつのポイントになる。
前提条件を考える際、最初に、コントロールできない条件は
何かということを絞り込み、次に、そのような条件がある場
合に、どのようにすればうまく事業化できビジネスとして成
り立つのかということを、立地条件とあわせて見ていく必要
がある。両方の条件を踏まえて、地域産業の活性化と観光を
一体的に取り組むことが重要なのではないかと思う。
このように、地域振興の方法として観光事業を考える側と
しては、「そもそもの前提条件」と「事業化のための手法」
というところを切り分ける必要がある。
「事業化のための手法」の場合、「このようにやればうま
く行きますよ」というような普遍的なことを明らかにするこ
とは難しく、条件が合いその通り頑張れば可能性はあるとい
うことが、重要なメッセージとなる。
また、「株式会社とみうら」のように、狭い意味での観光事
業だけで成り立たせるとなると、相当、ビジネスの可能性が
なければ難しい。
他の事業と関連して外部補助されながら成り立たせている
ものと、行政の補助がかなり支えているものがある。ある程
度、持続可能な状態になるまで、サポートしなければならな
いと思うが、前提条件が厳しいところで無理をして観光事業
を続けていくというと行政の補助という状態が続いていく
のではないかと思う。
むしろ、ビジネスの観点から言うのならば、その可能性が
ないところは観光から撤退したほうが地域のためになるの
ではないかと思うので、そこのところは明らかにしていくべ
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きである。
「株式会社とみうら」の場合は、地域の農産物により事業が
成り立っている。枇杷倶楽部だけであればうまくいったかも
しれないが、7 町村が合併し、同一自治体の中で道の駅が 5
個か 7 個くらいあるとなると話が変わってくる。それらを統
合あるいは、差別化できれば良い訳であるが、簡単にはでき
ず、全部背負い込んでまとめるというのはかなり厳しい。
ある程度採算性が見えるのであれば株を売ってしまうとい
うこともビジネス的な観点から考えられるが、株主が行政で
ある以上、そういったビジネスのメカニズムは働かない。
今のところ収支はプラスだが、厳しくなったときにどうする
かという話が出てくる。その前に、ビジネスが成り立つ条件
はなんなのか、地域を支えるためには公的補助をどこまでど
うやっていくのかというところを整理してみていく必要が
ある。今後、公的補助はますます難しくなってくる。税金な
どではなく、住んでいる人がコミットしていけばかなり可能
性はあると思うが、コミットするための条件はかなり厳しい
ものだということはいうまでもない。
渡邊委員：稲取の場合は、観光協会に対する補助金が毎年目減りしてい
くなかで、自分たちの自主財源を稼ぎながら地域づくりをす
ることから始まっている。一番の課題は事業化できるかとい
うところであり、そのためには、旅館などの経営センスや地
域事業体の意識の改革が必要であった。
また、地域を構成している企業などが、持続可能な事業体
を育てようという共通意識を持つことができれば、それほど
大きな収益が上げられずとも、ひとづくりなどの財源を確保
し、育てていくことができる。
意識改革の部分やプロモーションなどにお金がかかり、単体
ではできないことである。そのへんを補助金などで助けても
らいながら、地域の利害の調整役というのを担ってきたよう
に感じている。
椎名委員：地域ぐるみで下支えができるのか、ということが問題である。
一つのツアーができても、1 回だけで終わるようでは、信用
を失ってしまう。最終的に商品化というのは時間がかかると
考えて、安定供給できるような環境整備を地道にやる必要が
ある。それは、単に 2 種旅行業とか 3 種旅行業とかではなく
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地域全体として事業化という意識がないと将来に渡って持
続可能ということにならい、ということである。
また、地域の皆さんに頑張っていただくという、環境も必
要である。
先ほど、重厚長大産業都市や多くの中山間地やマスツーリ
ズムに特化してきた地域が、観光とまちづくりを連動・一体
化させた取り組みを展開する地域となるためには、何十年も
かかるという話があったが、その中でできる部分をうまく組
み合わせ、事業体という形ではなくても、連携をとるという
形ができることで一歩を踏み出せると考えている。
繰り返しになるが、安定供給できる環境を整えることが大切
であり、地域の進む方向性というのをみんなが共有していく
ということができないと持続可能にはならない。
井上委員：先週、3 つのまちを訪問してきた。ひとつは、田辺市。ここ
には秋津野ガルテンがあり、まさにまちづくりに対して動き
出している。
それから高知の漁村に行って、ネットワークができてきたの
で何とかまちづくり事業体をつくりたいということでした。
それから宮崎県の青島では、観光を何とかしなくてはいけな
いということで、まちづくりを始めた。
それらの共通課題は、そこにコーディネーターがいないとい
うことである。それから、個々の業者間のネットワークがで
きていないということである。
それらに関して、最終的に報告書にてどのようにして行くべ
きか、ということを形として見せることが必要です。
大社委員：去年くらいから南房総エリアで観光カレッジをやっており、
3 市 1 町の中の旅行商品をつくって売るというところまでき
ている。
事業化していくために、観光事業の関係者で、250 万円集
めようとし、結局 170 万円まで集まった。また、民間人だ
けでカタログを作るという作業をすべて行うなど、事業化に
向けての動きが非常に盛り上がっている。
その過程で気づいたのは、行政の、お互いの協力性のなさ
である。広域で観光振興をやる際、一番のハードルは行政に
ある。来訪者のためにやっているのか、地域のためにやって
いるのか、自治体の範囲の中でやっているのかわからない。
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本来、来訪者のためだけにやっていこうというのであれ
ば、行政の壁を越えて民間ベースで考えなければならない。
南信州観光公社と枇杷倶楽部とみうらは、外からは同じよう
に見えていても構造的なものとか考え方とかサービスの提
供する先とかが違う。
そういう意味で、それぞれの組織が「誰のために」実施し
ようとしているのかを明らかにして、その成果に対する評価
をしていかなければならない。
清水座長：笹森課長からは、観光まちづくり事業体の議論の背景や何の
ために観光まちづくり事業体ができあがったのかという議
論をしっかりとする、森田委員からは、地域の財政を踏まえ
て、観光まちづくりを考える必要がある、という話をいただ
いた。
その他の方からは観光まちづくりの条件や、それを成功さ
せるための秘訣といったようなことをお話いただき、両方と
もこれからの議論に役立つと思う。
はっきりしていることは観光まちづくり事業体をつくるこ
とやそれを黒字にすることが目的ではないということであ
る。この観点から外れてしまうとこの委員会が間違った方向
性を示してしまうことになるので、気をつけなければならな
い。
観光は、地域の経済効果や地域人々の一体感も出てくるな
どのメリットがある。
しかし、それを推進するには、行政や観光協会、或いは、Ｊ
ＴＢなどの発地ベースの民間では無理である、ということは
みんな分かってきている。
そういった閉塞状況の中で出てきたのがお客さまの動向
を踏まえたうえでの着地型観光であり、それらを推進するた
めの観光まちづくり事業体という議論であったかと思う。
ただし、この議論があらゆる地域に適用できるわけではな
く、それなりに衰退している地域が議論の対象となる。
南房総の枇杷倶楽部の例においても、
「すでに事足りている」
「地域が活性化されている」とうことであればそれでよい。
しかし、そうでなく、ここを中心にもう少し活性化したい
ということを首長が思えば、新たなまちづくりの議論が出て
くるのである。それが、あるのかないのかによってこの委員
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会に対する期待がずいぶんと変わってくる。
いずれにしても地域が元気になって欲しいということ、その
ためにも新たなやり方で展開していきたいという中で第 3
種旅行業、着地型旅行、観光圏、ニューツーリズムなどの話
がでてきた。
このように観光庁でやってきた議論というのは一定の流
れがあり、「観光まちづくり事業体」それらの推進母体とし
ての役割があると感じている。
逆にいうと、観光事業体は地域の中にどういった意味があ
るのかというのを見ながら、それが持続可能な事業体になる
ためにはどうしたらいいのかという議論を引き続きやって
いきたいと思う。
11：40‐ 講習会

特定非営利活動法人ＮＰＯ推進青森会議』 ※別紙 3 参照

12：05

講演 三上 亨氏（特定非営利活動法人ＮＰＯ推進青森会議常務理事）
相馬 康穫氏（プロジェクトおおわに事業協同組合副理事長 ）

12：05‐ 質疑応答
12：15

清水座長：大鰐スキー場の借金で一番良くないのは前町長が全額債務保
証した事である。大鰐町はあと 79 億の借金があり、町の財
政規模がわずか 35 億のなか、毎年 3 億ずつ返済しなくては
ならない。そのため、周辺の市町村は、大鰐町とだけは絶対
合併しない。わずかな予算を、医療と教育と介護に使い、観
光には一切回らない究極の町だ。ただ、大鰐町に近い状況の
町は、他にも沢山あるのではないかと思う。
木下委員：事務局的な役割は誰がしているのか、事務局と行政との関わ
りはどのようになっているのか。
相馬氏： 役場はほとんど関わっておらず、我々と三上氏のところで全
てやっている。役所の方はあまり意味がわかっていないので
はないかと思う。
但し、事業は推薦してもらわなければ出来ないため、事務
局としてやってもらうが、それ以外のことを一緒にやってし
まうと余計やりづらくなってしまう。
木下委員：役所の人が個人的に応援したい、入りたいということはある
か
相馬氏 ：それは、あります。
大社委員：法人格の種類については、いろいろ検討されたと思うが、事
業共同組合を選んだ理由は何か。
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相馬氏： 最終的には株式会社か事業協同組合かということで、2 社に
なったが、やはり田舎特有の足引っ張りの体質があり、会社
をつくって何かをやるという事で、妨害される可能性が大き
かった。そのイメージを払拭するために、あえて組合にした。
実際は申請とかも面倒で、株式会社の方が動きやすいが、町
民を見方にしてやりたいという事で、あえての決断であっ
た。
渡邊委員：皆様方の活動内容や取り組みに対しての理解を、どうやって
町の人に伝えたのか。
相馬氏： 私たちは 20 代の頃から、大鰐足の会という町おこしグルー
プをやっていた。ただ、常に足を引っ張られ続けたが、何を
言われても大鰐町を元気にする、という熱意でやってきた。
三上氏から、町づくりの際は住民の納得も得るスタイルにし
ないと、成功はしないと言われ、そのことからパートナーシ
ップで進める意見交換会を開催した。
元気隊キッズという小学生の元気隊もできた。小学生も一緒
に町おこしをしていると、
町民の支持も高く誤解が解消され、
元気隊＝町おこしのイメージが町民の中に浸透している。
三上氏 ：意見交換会とか、元気再生事業とか委員会をやるとき、最初
のうちは否定から入る意見が多かったが、足を引っ張るのは
止めようと、リーダーが必要だ、意識改革が必要だ、と地元
の団体や役所の人が言い始めた事が一番の変化である。親が
頑張ると、子供達は希望ができる。このような流れは一部だ
が、もっと育てていくのがこれから重要であると思う。
渡邊委員：地域の既存の事業体が、そのまま推進会議に入るということ
はないのか。
三上氏 ：それはありません。個人だけです。
中根（事務局）
：観光事業を前から取り組んでいないが、地域にとってコアな
施設への切り込みはどのようにおこなっているのか。
相馬氏：事業共同組合の発起人の中の 1 人が、宿屋の若手の後継者であ
るので、彼に良い宿作りをやってもらいそこから切り開いてい
きたい。
三上氏：今は初期段階で邪魔されないのが第一にあるが、「鰐 COME」
の指定管理における集客をする力はあるので、皆さんに魅力的
なところがある。その際は、彼らにも何か利益があるものを上
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手に提案し、結果的に協力してもらうということが、来年度の
目標である。
相馬氏：「鰐 COME」自体が、一人勝ちする施設ではなくて、温泉街
の商店街も元気になる施設という考えを持ち並行してやらな
ければいけない。後継者のいない、または、料理人のいない宿
屋さんでは、旅館の看板を外し、「〜の宿」という形にしても
らい、朝食をこの「鰐 COME」で出そうと考えている。
清水座長：相当難しいと思うが、「鰐 COME」で 3300 万の赤字を克
服しなくてはならない。その後、もやしを中心とした物産や
着地型商品を造りたい。
320 万の出資のほか、運営資金として 1000 万近く集め、キ
ャッシュを残して回転させていく事が重要であり、できなか
った場合、大鰐町はどうなるかということを考えなければな
らない。
そういった極めて限界的な状況で、1 万 1 千人の町民がどの
ように思うかが、興味深いところでもある。

第 3 回検討委員名簿
氏名

所属・役職

清水 愼一

【座長】立教大学特任教授

大下 茂

【副座長】立教大学観光学部兼任講師

木下 裕三

NPO 法人ナックニセコアドベンチャーセンター

井上 弘司

地域再生診療所 所長 観光カリスマ、
地域活性化伝道師（元飯田市役所）

大社 充

NPO 法人エルダー旅倶楽部理事長

渡邊 法子

稲取温泉観光協会 事務局長

椎名 喜予

香取市市民環境部市民活動推進課長

森田 朗

東京大学法学部教授

笹森 秀樹

観光庁 観光地域振興課 課長

加藤 隆司

観光庁 観光産業課 課長
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別紙 3

第３回 観光まちづくり事業体 講演会

特定非営利活動法人ＮＰＯ推進青森会議
発表者 特定非営利活動法人ＮＰＯ推進青森会議常務理事 三上 亨氏
プロジェクトおおわに事業協同組合副理事長

相馬 康穫氏

大鰐町は青森市から南へ約 50 キロ、秋田県との県境にある人口約 12,000 人の町である。域内には
800 年続く大鰐温泉があり、特産物としては大鰐温泉もやしが有名である。
平成のリゾート開発の失敗により約 63 億円の損失をだし、毎年 3 億円の返済が 20 年間続くなど、
第二の夕張とも言われている。平成 3 年度には 93 万人であった観光客も平成 16 年には 37 万人まで
減少している。
こうしたなか、行政から自立した事業体を設立し、町の活性化をはかるのが大鰐町の課題である。

1．「ＯＨ鰐！！元気隊」設立の経緯
大鰐町は、平成のリゾート開発の失敗（損失額 63 億）、観光客数の激減（H3 93 万人→H16
37 万人）、その他人口減少と高齢化、事業所・事業者数の減少などにより閉塞感が広がって
いた。
大鰐町はリゾート開発の失敗により、人々の関係性が分断した結果、地域の視野で物事を考
える機会が少なくなっている。環境変化に対応する新しい経営戦略を持てず、何をしたら良
いか分からない、地域のパイが小さくなっているのに、パイを守ることに非常に固執してい
た。また、黙っていても観光客が来ていた頃のイメージが抜けきれず、新しい事をやる際、
自分たちの特権を主張し、地域全体でパイを大きくするという発想にならない。
一方、市民団体も、地域社会の課題に継続的に取り組む姿勢が見られない、あるいは事業を
どのように興せばよいか分からない状況であった。
そのため、地域主体の連携・協働、温泉・スキー・大鰐温泉もやしなどの地域資源の活用な
どにより行政からの自立した組織の確立が必要とされていた。
このような背景のもと、平成 19 年の 8 月、行政から自立した観光事業体として「ＯＨ鰐！！
元気隊」が設立された。（会員数：130 名、コアメンバー：16 名）。

2．「ＯＨ鰐！！元気隊」設立の取り組み（平成 19 年度）
平成 19 年 10 月に開催された「ＯＨ鰐！！元気隊」設立記念フォーラム「がんばるべし大鰐」
では、参加者が 170 名になるなど、地域人々の関心の高さが見られた。
大鰐町のビジョンをつくるため、町民対象のワークショップを 3 回に開催した。第 1 回目は
大鰐町の「いいところ」、「悪いところ」、「将来の夢」の洗い出し、第 2 回目は、「大鰐
町の資源を出し合い、地域を元気にするための活用方法」をまとめ、第 3 回目は、「ビジョ
ンに基づいた、アクションプラン（行動計画）を検討するための意見交換会が行われた。毎
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回、約 50 名前後の参加があったのだが、大鰐町の規模で毎回 50 名程度集まったというのは、
町民の関心が高い反面、危機感の裏返しでもある。
平成 19 年 12 月と平成 20 年度 2 月に
「パートナーシップで進めるおおわに活性化のための意
見交換会」が開催された。地域で何か課題や問題があった場合、それを当事者同士が直接的
に話し合い、合意形成するのは難しいため、県がそのような課題を受け付け、パートナー推
進委員会という機関が仲介し、その問題について話し合い合意形成をしていくというもので
ある。その後、3 回に及ぶワークショップの結果を「ＯＨ鰐！！元気隊」がとりまとめを行い
アクションプラン（行動計画）を策定した。
取りまとめたアクションプランについてはおおわに活性化フォーラムを開催し「ＯＨ鰐！！
元気隊」の活動報告し、町内の個人・団体に対し参加を呼びかけた。

3．

平成 20 年度の取り組み
平成 20 年度の内閣府「地方の元気再生事業」に採択され、パートナーシップで進める 小さ
な希望 創出育成事業に取り組んだ。内容は、大鰐温泉もやしのプレミアム化、地域交流セ
ンター「鰐 COME」の活性化、首都圏在住の大鰐町出身のファンクラブ立ち上げなど地域全
体が協働・連携し、行政に頼らないパートナーシップ型地域経営を推進することである。
現在「鰐 COME」という日帰り温泉施設に対する指定管理者（委託料は 0 円）に応募をして
いる。申請組織は、「ＯＨ鰐！！元気隊」のメンバーからなる「プロジェクトおおわに事業
協働組合」（発起人：5 人、出資者：8 人、出資総額は 320 万円）である。近々指定業者に指
名される予定である。
指定管理に指定を受けた後は、泉もやしなどの地元の農産物の販売、公共施設の管理運営、
大鰐町の地域資源を活用した新商品の開発など、同施設を拠点としたまちづくりをしていく。

《「鰐 COME」とは》
平成 16 年 12 月に設立された町営の日帰り温泉施設。バイパスとは離れた大鰐温泉駅前に建
設されたのは、温泉街に人が流れるようにしたいという狙いがあった。
今年で、4 年以上経ったが、年間の入込み数は初年度で 20 万人から平成 19 年度には 18 万 3
千人となり、年間の赤字が 3300 万円である。

4．今後の目標
地域内の連携・協働づくり
「ＯＨ鰐！！元気隊」などがコーディネーター役となり、各団体や個人間のパイプ役を果たす
NPO 青森推進会議などが中心となり、県内数箇所で、観光のための体験リーダー養成を行
うとともに、各地域の支援先間同士での県内交流ネットワークをつくりあげる。
観光振興の拠点をつくる
おおわに応援ファンクラブ「津軽あじゃら会」と連携し交流人口の増大をはかる
農商工連携の拠点をつくる
「鰐 COME」を活用し大鰐の特産物を生かした加工品の開発と販売
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持続可能なまちづくり事業体の創出支援調査 第 4 回検討会
3 月17 日
（火） 時 間

2009 年 3 月 17 日

15:00 〜 17:00
※委員名簿参照

参加者
実施場所

時 間
15：00

中央合同庁舎3号館（国土交通省本館）4階特別会議室

進行
事務局

㈱ツーリズム・マーケティング研究所（JTM）
㈱ツーリズム・マーケティング研究所

行

主な内容

進
開始

【進行：JTM 中根（事務局）】

15：00‐ 配布資料確認

【JTM 中根】

15：50

＊配布資料の内容説明

資料説明

・持続可能な観光まちづくり事業体の創出支援調査事業報告書（案）
・第三回検討会議事録
15：50

質疑応答

清水座長：報告書に関してどの章にでも良いのでご質問ください
渡邊委員：稲取の場合、自主財源を確保しながら継続させていくという
ことで、先に事業化するということが先にあった。
そのため、事業体の設立が先で、それを継続させるためにど
うするかという順番はどうかと思う。
実際経験してみて感じたのは、地域の人たちの意識改革が
最も大変であったということである。そのため、国レベルで、
意識改革の必要性を発信してもらいたい。地域にとっては、
観光事業に従事してきた人が地域内でまとまるのが非常に
難しいというのが現実である。
清水座長：現在は、観光事業体が先にあり、それを継続させると言う話
になっている。これは、既存の観光振興モデルの限界という
点をあらわしているので、もう少し、具体的に整理する必要
がある。
もうひとつの課題として、地域内の観光業に関するギャッ
プがある。合意形成ができずに潰れてしまっているところも
多い。そのような記述も入れるべきであろう。
木下委員：私の経験を申し上げると、インターネットなども含め観光ま
ちづくりの情報を集めた。この経験から、今後の展開のため
の参考になる指標や事例など（本報告書における最後のチェ
ックシートなど）があると、そのような人にとって有益であ
る。
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武田氏（観光地域振興課課長補佐）：
もし、私が地域側の人とすると、チェックシートの 1 問目で
だめだと感じてしまう。おそらく、地域の皆さんが知りたい
チェックシートというのは、地域内でどのようなことをすれ
ばよいかという問いではないだろうか。
というのは、ある地域の観光協会では、市役所と観光協会が
兼務しており、このような状況において何をすべきかをわか
るようなものが求められている。
清水座長：この報告書は地域にとっての指南書のような役割を期待した
い。地域課題と対応例のところをもう少し、幅広くまとめる
ことができればよいと思う。
井上委員：私は、昨年から今年にかけて 20 箇所以上の地域を回ってい
るが、各地域の事情は異なるものの共通しているものの、観
光事業体をつくりたいというニーズである。
その際、旅行業法に抵触する可能性もあり、そういった時に
も参考になるように報告書の内容をまとめてほしい。
例えば、課題から入り、その解決策が記載されているとい
う体裁が良い。
なお、先に何かつくらなくてはいけないという認識がある
と、先に組織をつくらないといけないということになってし
まう。
武田氏（観光地域振興課課長補佐）：
そういった意味では、地域で何をすべきかを論じてから、そ
のうえで事業体の検討になる。
笹森委員：例えて言うと、「家庭の医学」のようなわかりやすく整理さ
れる必要がある。
井上委員：過去の成功体験に縛られている事業者にわかってもらうのが
大変である。
渡邊委員：そのような事業者へは観光旅行者のニーズが変わっているこ
とを示すと良い。
観光の方法も地域でいろいろな体験などの体験型観光が
面白いということを国の方で PR してもらいたい
中根（事務局）
：地域の資源を高めるという意味ではニューツーリズムとも重
なってくる部分が多いと思われる。
笹森委員：今議論している内容の答えは、報告書にすでにあり、それは
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公的な組織では限界があるということである。それでは、限
界（課題）はどのようなものがあるかが分かるようなものが
求められている。持続可能な観光まちづくり事業体創出支援
というタイトルからでは、現状では課題にたどりつけないと
考えられる。
清水座長：前回も議論があったが、観光事業体をプラスにするのが目的
ではない。
観光まちづくり事業体が必要な背景をしっかり冒頭に書く
必要がある。
その一番の切り口はお客さまのニーズの変化であり、地域
ではそれに対応仕切れていないということがある。
そこで、全国の事業体を調査した、という流れになる。そ
の際、調査対象となった地域の背景も記述する必要がある。
そこで、第 4 章の内容に繋げるというかたちになるのがよい
のでは。
中根（事務局）：
そういった意味では第 4 章を冒頭にもってくるかたちにし
た方がよいのかもしれない。
清水座長：今のお客さまのニーズをまず記述し、観光協会や行政は、そ
のニーズに対し何をしているのか、というところを整理する
必要がある。
そのうえで、お客さまのニーズに対応するには、新しい観
光事業体が必要ということになる。
そこまでいけば、LLC、LLP などの組織形態を検討するこ
とになるが、ある意味、どのようにでもなる。
中根（事務局）：
それでは、報告書の対象は、今までの観光協会では限界があ
ると感じている地域に絞ったほうが良いのでは感じている。
笹森委員：このままでは限界があり、何かしないといけないと感じてい
る人が、観光庁のホームページを検索し、この報告書を見て
もらうというのが今回の報告書のターゲットである。
大社委員：地域で商品をつくるまでは良いが、販売するというところが
難しい。そのような成功事例があると良いと思う。
清水座長：ランドオペレーター機能とコーディネーター機能と分けるの
であれば、収益源などの部分も同じように分けると地域の人
は分かりやすいのではないだろうか

158

大社委員：現実的には、地域の中に様々な人たちがおり、それぞれ活動
をしている。最初から、「観光まちづくり事業体」というも
のが存在するものではなく型にはめて考えるべきではない。
笹森委員：ランドオペレーター機能やコーディネーター機能など組織で
はなく、機能が求められているということである。
清水座長：「お客さまがもとめているもの」がありそれに対応するには
以上の 2 つの機能が必要であるというまとめ方にする必要
がある。
渡邊委員：そのような機能を行うためには「このようなビジネスモデル
がある」ということを示していくのが良いと思う。
清水座長：本日は、いろいろな意見が出たのでそれを踏まえて章立てを
考えなおしてほしい。基本的な中身については事務局一任と
いうことでお願いをしたい。
笹森委員：章立てが変わったので、章の部分を作成し、後ほど皆さんに
見ていただいてから進めたいと思う。
ありがとうございました。

第４回検討委員名簿
氏名

所属・役職

清水 愼一

【座長】立教大学特任教授

井上 弘司

地域再生診療所 所長 観光カリスマ、
地域活性化伝道師
（元飯田市役所）

大社 充

NPO 法人エルダー旅倶楽部理事長

木下 裕三

NPO 法人ナックニセコアドベンチャーセンター

渡邊 法子

稲取温泉観光協会 事務局長

笹森 秀樹

観光庁 観光地域振興課 課長

159

