
 

 

モデル地域の検討状況 

 

１．北海道弟子屈エリア 

２．岩手県遠野エリア 

３．福島県福島エリア 

４．千葉県南房総エリア 

５．徳島県にし阿波エリア 

６．熊本県阿蘇エリア 

  

資料２ 



ワークショップの実施状況 

 

地　　域 ＷＳ準備会 第1回WS 第2回WS 第3回WS

北海道弟子
屈エリア

【日時】
中止（12月23日予定、天候不
良のため）
【参加委員】

【地域参加者】

【日時】
1/11　14：30～17：00
【参加委員】
なし
【地域参加者】
町長、てしかがえこまち推進
協議会メンバー等（計23名）

【日時】
2/6 14:30～17：00（ワーク
ショップA）
2/7 14：30～17：00（ワーク
ショップB）
【参加委員】
佐藤
【地域参加者】
てしかがえこまち推進協議会
メンバー

【日時】
3/8 14：30～17：00
【参加委員】
清水
（佐藤）
【地域参加者】
調整中

岩手県遠野
エリア

【日時】
12/17　8:30～
【参加委員】
大社
【地域参加者】
NPO山・里・暮らしネットワー
ク、(社）遠野ふるさと公社、遠
野市観光協会、商工会、食品
製造業者、遠野市役所（計6
名）

【日時】
1/12　10：00～12：00
【参加委員】
大社
福井
【地域参加者】
WS準備会メンバーに加え、観
光産業を中心とした民間事業
者（計30名）

【日時】
2/10　16:00～18:00

【参加委員】
大社

【地域参加者】
WS準備会メンバーに加え、多
様な参加者

【日時】
調整中

【参加委員】
調整中

【地域参加者】
調整中

福島県福島
エリア

【日時】
12/22　14:00～16:00
【参加委員】
清水
【地域参加者】
ふくしま観光圏協議会メン
バー（計30名）

【日時】
1/31 13:00～15:00
【参加委員】
なし
【地域参加者】
福島市の行政関係者、市内
観光協会関係者（計16名）

【日時】
3/3　13:30～15:30
【参加委員】
清水
【地域参加者】
福島市の行政関係者、市内
観光協会関係者

【日時】
3/14または22

【参加委員】
調整中

【地域参加者】
調整中

千葉県南房
総エリア

【日時】
12/27　13:30～16:30
【参加委員】
鶴田
【地域参加者】
南房総市、鴨川市、館山市、
鋸南町の行政担当者（計10
名）

【日時】
1/21 10:00～12:00
【参加委員】
鶴田

【地域参加者】
南房総観光圏の行政、民間
事業者(計14名）

【日時】
2/1 13:30～15:30
【参加委員】
鶴田
【地域参加者】
南房総観光圏の行政、民間
事業者（計14名）

【日時】
3/17 15:00～17:00

【参加委員】
鶴田

【地域参加者】
南房総観光圏の行政、民間
事業者

徳島県にし阿
波エリア

【日時】
12/15　13:30～16：00
【委員】
清水
【地域参加者】
2市2町の行政、商工会、観光
協会。大歩危祖谷いってみる
会、そらの郷山里物語協議
会、等（計25名）

【日時】
1/14　13：30～16：00
【委員】
安島
山下
【地域参加者】
大歩危祖谷いってみる会、そ
らの郷山里物語協議会、2市2
町の行政、商工会、観光協
会、等（計29名）

【日時】
2/10　13:30～16:00

【参加委員】
安島
山下

【地域参加者】

【日時】
3/30

【参加委員】
調整中

【地域参加者】
調整中

熊本県阿蘇
エリア

【日時】
12/8　10:00～12:00（阿蘇）
12/14　13:00～14:30（東京）
【参加委員】
井手
沢登
【地域参加者】
阿蘇：阿蘇くじゅう地域デザイ
ン会議ワーキングメンバー
（計23名）
東京：地域側担当者1名

【日時】
1/13　13:30～:16:00
【参加委員】
井手
沢登
【地域参加者】
阿蘇くじゅう観光圏の行政、観
光協会、旅館組合、
交通事業者、旅行会社（計34
名）

【日時】
2/25　 13:30～16:00
【参加委員】
井手
沢登
【地域参加者】
阿蘇くじゅう観光圏の行政、観
光協会、旅館組合、
交通事業者、旅行会社を予定

【日時】
調整中

【参加委員】
調整中

【地域参加者】
調整中



事業計画書の目次との対応 PF の事業理念の共有（1.背景～2.事業理念） PF の事業計画（3.個別事業計画） PF の組織計画（4.財務計画～5.運営体制） 

Ⅰ地域内での意識共有（一体感） 

①地域の現状（危機感）の共有 

②地域の課題（何をすべきか）の共有 

Ⅱ地域内でのベクトル合わせ 

①PF の必要性（事業計画書の、背景の部分） 

②PF の方向性（事業計画書の、事業理念の部分） 

③PF の設立方法 

Ⅲ着地型旅行商品の販売事業 

①事業ドメイン 

②事業性評価 

③ビジネスモデルの図示 

④事業収支計画 

⑤5 年間の取組ステップ 

Ⅳその他の個別事業 

①事業ドメイン 

②事業性評価 

③ビジネスモデルの図示 

④事業収支計画 

⑤5 年間の取組ステップ 

Ⅴ財務計画・運営体制 

①損益計算書 

②貸借対照表 

③運営体制 

④5 年間の取組ステップ 

北海道弟子屈エリア ①② △「株式会社ツーリズムてしかが」の設立

前に、「てしかがえこまち推進協議会」が設立

されており、行政や観光協会、商工会、自治会、

JA など、地域内の多様な関係者が集まるまち

づくりの場が出来ている。そのため、地域内で

の一体感は、一定程度ある。 

ただし、「株式会社ツーリズムてしかが」と

「てしかがえこまち推進協議会」は、いずれも

設立後 2～3 年と年数が浅く、さらに相互連携

を充実させる余地がある。 

しかし、第 2 回 WS で「株式会社ツーリズム

てしかが」と「てしかがえこまち推進協議会」

それぞれについて、組織の使命を再確認し、そ

の使命に照らし合わせて取組を振り返ろうと

したところ、それぞれ手段が目的化しているな

ど、使命があいまいとなっていることが明らか

となった。 

①② ○「株式会社ツーリズムてしかが」が既に

設立されており、その設立段階で、PF の必要

性や方向性について議論され、資料としても取

りまとめられている。 

③ ○ 本地域においては、すでに PF が設立され

ている。 

①～⑤ △「株式会社ツーリ

ズムてしかが」として、

すでに着地型旅行商品の

販売事業を行っている。

ただし、採算性など、改

善に向けて取り組むべき

課題もある。 

①～⑤ △「株式会社ツーリ

ズムてしかが」として、す

でに飲食業や人材育成派

遣業など、各種個別事業を

行っている。今後は、地域

資源を活かした物販事業

に注力する予定である。 

①～④ △ すでに現状のものがある。

ただし、物販事業の拡大など、新た

な要因を加味して作り直す必要もあ

る。 

   

 

 
【対応策】 

Ⅲ①～⑤、Ⅳ①～⑤ 第３回 WS前に、「株式会社ツーリズ

ムてしかが」の使命を再定義した上で、過去 2 年間で

使命達成に向けて『出来たこと』と『出来なかったこ

と』を振り返る。そして、今後最優先で改善・推進す

べき事業を明確にし、その事業の事業計画案を検討す

る。その事業案を、第 3 回 WS で発表し、「てしかがえ

こまち推進協議会」から助言を得、さらに具体化して

いく。 

なお、新規事業として「玉川大学の蜂蜜」の商品化

や、地元芸術家を巻き込んだホテルの客室のリノベー

ションなど、新規に進みつつある事業もあるため、こ

れら事業の意義を明確にし、取組推進の環境整備を行

う。 

【対応策】 

Ⅰ①～③、Ⅱ①～③ 第３回 WS の前に、「株式会社ツーリズムてしかが」と「てしかがえこまち推進

協議会」について、それぞれの使命を明確化する作業が進行中である。この作業の後、それぞれの

事業の優先順位を明確化した上でこれまでの取り組みの振り返りを行い、「株式会社ツーリズムて

しかが」については優先順位の高い事業について次年度以降の事業計画の策定を、「てしかがえこ

まち推進協議会」については「株式会社ツーリズムてしかが」と関連の深い部会の連携充実策の検

討を行う。第３回 WS は、各組織の進捗を報告して情報共有し、助言しあう場としてとらえ、計画

の策定等の作業は WS以外の場において進めていく。 

  



事業計画書の目次との対応 PF の事業理念の共有（1.背景～2.事業理念） PF の事業計画（3.個別事業計画） PF の組織計画（4.財務計画～5.運営体制） 

Ⅰ地域内での意識共有（一体感） 

①地域の現状（危機感）の共有 

②地域の課題（何をすべきか）の共有 

Ⅱ地域内でのベクトル合わせ 

①PF の必要性（事業計画書の、背景の部分） 

②PF の方向性（事業計画書の、事業理念の部分） 

③PF の設立方法 

Ⅲ着地型旅行商品の販売事業 

①事業ドメイン 

②事業性評価 

③ビジネスモデルの図示 

④事業収支計画 

⑤5 年間の取組ステップ 

Ⅳその他の個別事業 

①事業ドメイン 

②事業性評価 

③ビジネスモデルの図示 

④事業収支計画 

⑤5 年間の取組ステップ 

Ⅴ財務計画・運営体制 

①損益計算書 

②貸借対照表 

③運営体制 

④5 年間の取組ステップ 

岩手県遠野エリア ①② ○ これまで、観光関係者が一堂にそろって

活動する機会が少なかったため、遠野観光の現

状や、将来のあるべき姿、互いの事業内容につ

いて、地域内で情報や意識を共有しているとい

う実感が薄い。 

第 1 回 WS では、参加者が互いの事業内容や

課題について情報を共有する機会を設けたが、

時間が限られていたこともあり、地域としての

一体感は十分に感じられるまでには至らなか

った。 

そこで、遠野市が主体的に、WS のメンバー

を集めて研究会を開催し、主要な観光関連組織

がそれぞれの取り組みを発表しあう場を設け、

情報共有の促進と、地域の一体感を高める取組

を行った。 

また、第 2 回 WS の前に、大社委員と遠野市、

JTBF で今後の進め方についての検討を行っ

た。これを踏まえて、第 2 回 WS では大社委員

の進行のもと、遠野観光のコンセプトの共有

と、PF に求められる機能やそれを発揮するた

めの組織イメージの共有を行った。 

① ○ PF の必要性については、第 2 回 WS の場

でも議論されたこともあり、理解が深まってき

ている。 

② △ 遠野観光のコンセプトが共有されたこと

もあり、PF の方向性を議論する素地が整った。

今後、PF のあるべき姿について、議論を尽く

す必要がある。 

③ × 共通認識はまだない。観光協会やふるさと

公社、NPO 山里暮らしネットワークなど、PF

の組織を検討する上で関わる可能性のある組

織は、おおよそ絞られていると考えられる。ま

ずは、PF の果たすべき機能を明確化した上で、

それを達成するために最善の組織を検討する

必要がある。 

Ⅲ①～⑤、Ⅳ①～⑤ × なし。まだそこまで議論が進ん

でいない。 

①～③ × なし。まだそこまで議論が

進んでいない。 

④ △ 観光交流センターの竣工が 2012

年 4 月に予定されており、それまで

に法人を設立するという時間軸が意

識されている。ただし、この時間軸

も地域内で共有されてはおらず、地

域 PF 事務局の想定にとどまってい

ると考えられる。また、PF の 5 年間

の取組ステップについては、まだ議

論がされていない。 

【対応策】 

Ⅰ①②、Ⅱ①～③ 第３回 WSの開催前に、遠野市が主体的に地域内の意識の高い関係者を集めて研究

会を開催し、PFの果たすべき役割やあるべき組織の姿について、検討案を 3案程度作成する。その

案を元に、第３回 WS では遠野地域としての PF のあるべき姿を議論し、次年度以降の PF 設立に向

けて地域としての方向性の共有を図る。 

福島県福島エリア ①② ○観光圏協議会や、同協議会内の ATA・D 

MP 研究会内で議論が蓄積されており、ある程

度共通認識が得られている。第 1回WSを経て、

福島市内の非 ATA・DMP 研究会会員間でも、

地域の現状についての意識共有が促進された

と考えられる。 

①② ○福島市における PF の必要性・方向性につ

いて、第 1 回 WS の場で議論を行ったことによ

り、意識共有が促進されたと考えられる。 

③ ○ 本地域においては、すでに PF が設立され

ている。 

Ⅲ①～⑤、Ⅳ①～⑤ △福島市観光物産協会では、①・③

についてはすでに検討が行われている。市内の各観光

協会・農商工団体と連携し、着地型旅行商品販売の拠

点となり、収益源としては物産販売などを視野に入れ

ているというものである。しかし、②・④・⑤につい

ては第 1 回 WS 終了時点で、具体的な議論に進む段階

に至っていない。 

①～④ △ すでに現状のものがある。

ただし、経営の自立性・持続性とい

う点を考慮し、新たな要素を加味し

て作り直す必要もある。 

 

 

  



事業計画書の目次との対応 PF の事業理念の共有（1.背景～2.事業理念） PF の事業計画（3.個別事業計画） PF の組織計画（4.財務計画～5.運営体制） 

Ⅰ地域内での意識共有（一体感） 

①地域の現状（危機感）の共有 

②地域の課題（何をすべきか）の共有 

Ⅱ地域内でのベクトル合わせ 

①PF の必要性（事業計画書の、背景の部分） 

②PF の方向性（事業計画書の、事業理念の部分） 

③PF の設立方法 

Ⅲ着地型旅行商品の販売事業 

①事業ドメイン 

②事業性評価 

③ビジネスモデルの図示 

④事業収支計画 

⑤5 年間の取組ステップ 

Ⅳその他の個別事業 

①事業ドメイン 

②事業性評価 

③ビジネスモデルの図示 

④事業収支計画 

⑤5 年間の取組ステップ 

Ⅴ財務計画・運営体制 

①損益計算書 

②貸借対照表 

③運営体制 

④5 年間の取組ステップ 

千葉県南房総エリア ①② △観光圏協議会の場で議論が行われてお

り、南房総観光圏内の行政間で現状が共有され

ている。観光事業者、農商工関係者など民間事

業者との共通認識が十分に得られていない側

面もあったが、第 1回～第 2回の WS において、

民間からの参加者を交えて議論することによ

り、意識共有が促進されたと考えられる。 

 

①～③△PF の必要性・方向性については、第 1

回～第 2回の 2回の WSによって地域内での意

識共有が行われたと考えられる。しかしなが

ら、具体的な PF の設立方法については議論が

行われていないため、第 3 回の WS において検

討する必要がある。 

①～⑤ × なし。まだそこ

まで議論が進んでいない。 

①～⑤ × なし。まだそこ

まで議論が進んでいな

い。 

①～④ × なし。まだそこまで議論が
進んでいない。 

徳島県にし阿波エリア ①② ○ WS 準備会では、具体的に地域の現状や

課題に関する意識の共有がテーマになること

はなかったが、観光圏としてこれまで取り組ん

できたというベースもあり、地域内での一体感

は一定程度ある。 

① ○ PF の必要性について、観光圏協議会の場

で議論してきたこともあり、準備会参加者の間

では共通認識が醸成されている。 

② △ PF の方向性も、WS 準備会でのグループ

ワークを通じて、一定程度の共通認識を持って

いることが確認された。その後、第 1 回、第 2

回 WS にて、講師の委員より PF の事例を講演

いただいたり、WS にて各個別事業の議論を行

ったりしていくことで、消費者の視点を含めた

意識づけが進行中である。 

③ ○ WS 準備会において、そらの郷山里物語協

議会を母体候補とする旨の説明が、地域 PF 事

務局よりあり、WS 参加者によって承認された。

その後、1 月末に、同協議会を正式に法人化（一

般社団法人「そらの郷」）し、専任の事務局長

を中心に、事業化が進められている。 

Ⅲ①～⑤、Ⅳ①～⑤ △ 地域 PF 事務局に対する事前ヒ

アリングでは、教育旅行受入以外の個別事業について、

具体的な案がなかった。WS 準備会では、PF の事業理

念を考える際に、個別事業についても若干のアイデア

が出た。 

WS 準備会において、参加者に対して 12/24 を締め

切りとする個別事業案アンケートが実施され、第 1 回

WS ではこれをもとに個別事業について議論を行った。

ただし、議論の時間が限られていたこともあり、事業

案としての完成度は高くはなく、委員からは、地域ら

しさを大切にするようコメントがあった。 

第 2 回 WS では、教育旅行事業、（個人向け）着地型

商品事業、物産等事業の 3 グループに分かれ、それぞ

れの担当者にて議論を行った。関係者の役割が明確に

なった分、議論も明確になってきてはいるが、教育旅

行を除く事業については、今後とも、完成度を高めて

いくことが求められる。 

 

①② △ 第 1 回 WS、第 2 回 WS にお

いて、地域 PF 事務局が仮置きの損益

計画を作成し、参加者の承認を受け

た。ただし、具体的な事業計画がま

だ出来ていないため、現実的な裏付

けはまだ乏しい。 

③ △ 第 1 回 WS、第 2 回 WS におい

て地域 PF 事務局が仮置きの運営体

制案を作成し、参加者から承認を受

けた。 

④ △ 2011 年 3 月中に、旅行業登録の

申請を予定。このスケジュールに則

って、事業計画策定のスケジュール

が組まれている。ただし、PF の 5 年

間の取組ステップについては、まだ

議論がされていない。 

熊本県阿蘇エリア ①② ○阿蘇くじゅう地域デザイン会議におい

て、地域内の行政、観光協会、民間事業者間を

交えた議論が行われている。そのため地域内で

の一体感は、一定程度あるものの、主体間での

温度差も残っている。 

そのため、第 2 回以降の WS では、「地域の現

状と課題についての意識共有」を早急に検討す

べきであると考えられる。 

①～③△PF の必要性・方向性については議論が

行われている。また、2011 年 3 月より開催さ

れる「阿蘇ゆるっと博」は、PF を意識した取

り組みという側面もある。しかしながら、PF

自体の設立方法については議論が進んでいな

い。ゆるっと博の実施メンバーを初めとした、

地域内での関係者間における PF の必要性・方

向性の意識共有を早急に検討すべきであると

考えられる。 

Ⅲ①～⑤、Ⅳ①～⑤ × なし。「阿蘇ゆるっと博」を持続

的に運営していくようにするという方向性は掲げられ

ているものの、個別事業レベルでの議論は進んでいな

い。まずは、ゆるっと博における、パビリオン（＝地

域内のまとまったエリア）、コンシェルジュ（＝観光客

の窓口）、各商品と、PF での位置づけについて整理を

行うことが求められる。 

①～④ △ なし。まだそこまで議論が

進んでいない。検討材料としては、

平成 19年度に阿蘇広域観光協会（仮）

の設立検討調査が行われており、同

協会（仮）の組織計画は存在する。 

 


