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今日の議論の前提として

 「運動はリーダーを越えられない」のではないか

－地域活動において、有力なリーダーが存在する地域はまちづくり
が進む。しかし、彼がいなくなった時、活動は衰退し数年後にはそ
の活動は休止してしまう。

 行政は観光目的地のマーケティング活動の主体にはなれない。観光
協会もまたしかりではないか

－行政は地域住民や企業・団体を平等に扱う。観光協会も様々な立
場の会員から成り立っているので、会員間の不公平が起こるような
行動は避けがちになる。こうした組織は供給側の視点が強いアプロ
ーチになり、消費者視点が後回しになる。

 観光まちづくりの目的は多様であることを地域住民の理解として持
つべきではないか

－経済的効果を目的とするだけではなく、限界集落の維持のための
集客交流という位置づけがあってもよい。地域の環境を保全する理
解を得るための体験イベントの実施もある



観光まちづくりのワークショップにおける代表的な意見

観光まちづくりを進めようとする各地のメンバーとのワークショップを重ねると、
横断的な課題が見えてくる。その課題に対して、中間支援組織は一定の役割を果た
すことができる

」

 「ボランティアで活動している人たちが疲弊してしまっては継続できない」

 「2～3年の間の雇用を創出できれば、その次のステップが生まれるのではないか」

持続的発展を実現するための
組織づくり

 「周辺市町村との観光情報を一元化し、発信していくことが必要」

 「認知度の高さと訪問意向度の高さは必ずしも一致しない。

訪問意向度を高めるためのプロモーション展開が必要」

情報発信力・収集力の強化

より魅力的になるのではないか」

 「地元の食を活用したメニューも検討したいが、実現に至っていない」

 「観光資源のネットワーク化が進めば、地域全体がより魅力的になるのではないか」
滞在価値の向上

 「どのような人に来てもらいたいかを考えることが必要」

 「対象エリアによって求められるPR手法・内容は異なる」
ターゲットの明確化

 「自市町が最終地でなくてもよい、と捉えている地域もある」

 「目標感が市町によって大きく異なることに留意が必要」

「観光まちづくり」を推進する
ことの目的・位置づけの明確化

意見交換における発言内容 横断的課題



観光まちづくりを推進する目的・位置づけの明確化

経済的効果
○直販ルートの確立により事業者の利益が増える
○来訪者が消費することで、地域の収入が増える
○直販ルートの確立により事業者の利益が増える

「収益を上げるため、民泊を進めたい 」
「観光農園に訪れた人たちを対象とした直販ルートを確立したい」
「交流人口増が定住人口増・経済活性化につなげたい」

社会・文化的効果
○地域内に賑わいが生まれる
○地域内の文化的遺産の価値に注目が集まる
○国際交流によって、相互理解が進む

「街の活力・賑わいを取り戻したい」
「湯治や自然・文化・歴史と触れ合い、安らいでもらいたい」

 観光まちづくりに取り組むことによって目指す目的・位置づけは、
必ずしも一通りではない

 目的に向けての実行は、民間主導型のマーケティングが必要だが、
その成果は地域全体にわたり、公共性のあるものといえる

効果の内容・目的 地域の観光まちづくり関係者の発言

環境的効果
○自然環境保全の活動への注目が集まる
○ふるさと環境の保全につながる

「地域内の自然環境を保全したい」



観光地域プラットフォーム(中間支援組織）の発展段階

 観光地域プラットフォームを立ち上げ、自律的に運営できるまでの過程には、大き
く5つの段階があると考えられる。また、5段階は「組織立ち上げ準備段階」と「組
織運営段階」の2つに分かれる

 「組織立ち上げ準備段階」の第一段階は、地域のゴールや観光地域プラットフォー
ムの必要性そのものを共有する段階、第二段階は、共有化されたゴールや問題意識
を具体化し、組織としての構想に仕上げる段階、第三段階は、ビジネスモデルを確
立する段階である

 このことから政策支援は、①組織立ち上げ準備段階と、②組織運営段階に分けて考
えることが必要である

組織立ち上げ準備段階

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

Phase1
（地域のゴール、観光地域
プラットフォームの必要性

を共有する段階）

Phase2
（観光地域プラットフォーム
の役割・機能、構造等の構
想具体化、合意形成に向
けた提案等作成段階）

Phase3
（持続的な運営の仕組みを
実現するためのビジネスモ

デルを構築する段階）

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

観光地域プラット
フォームを収益基盤と
し、地域の関連主体
も含めた収益確保の
ための仕組みを検討
することが課題となっ
ている地域

Phase4
（実際に組織を立ち上げ

る段階）

Phase5
（組織が収益を上げ、自
律的に運営できている

段階）

組織運営段階

組織を実際に立ち
上げ、稼働させた
段階。この段階で
は収益はまだ確保
されていない。

収益が確保され、
自律的な運営がな
されている段階。

ＮＲＩとの勉強会での取りまとめ資料より



6

フェーズで取組むべき課題

組織立ち上げ段階、組織運営段階それぞれに該当するフェーズでは、各々取組む
べき課題が異なる
最終的にフェーズ５に到達するためには、各フェーズでの課題に取り組んでいく
必要がある

対象Phase 当該Phaseに見られる問題点 次のPhaseに到達するために取組むべき課題

組織立ち上げ
準備段階

Phase１

 関連主体が連携して観光事業に取組まなければ
ならないという「連携の意義・ゴール」が共有化さ
れていない。

 観光地域プラットフォームの必要性が認識されて
おらず、そのイメージもできていない。

 関連主体の連携の意義や連携によって目指すゴールを
共有化すること。

 観光地域プラットフォームの必要性やメリットについてイ
メージアップすること。

Phase２

 観光地域プラットフォームに求める役割・機能が明
確化されていない。

 観光地域プラットフォーム立ち上げに向けて必要
な要素が明らかにされておらず、またそれぞれの
要素が出揃っていない。

 観光地域プラットフォームの役割・機能を関連主
体の誰が担うのか、また担い手がいない場合どの
ように役割・機能を補完するのかが明らかでない。

 地域の実情を踏まえた上で観光地域プラットフォームに
求める役割・機能を明確化すること。

 観光地域プラットフォームの立ち上げに向けて揃えなけれ
ばならない（組織として備えなければならない）要素の明
確化とその要素拡充の方策を明らかにすること。

 観光地域プラットフォームの役割・機能の担い手を明らか
にすること。

Phase３

 観光地域プラットフォームの自律的運営を可能と
する儲けの仕組み（ビジネスモデル）が未確立。

 観光地域プラットフォーム設置に向けた自治体横
断の合意形成ができていない。

 観光地域プラットフォームを運営するための資金
調達、物件及び人材確保、情報インフラの構築が
十分にはできていない。

 ビジネスモデルを確立すること。

 観光地域プラットフォーム設置に向けた自治体横断的な
合意形成を行うこと。

 観光地域プラットフォーム運営に必要な資源（資金、物件、
人材、情報インフラ）確保

組織運営段階 Phase４  事業管理ノウハウが十分でない。  事業管理ノウハウの向上

対象Phase 当該Phaseに見られる問題点 次のPhaseに到達するために取組むべき課題

組織立ち上げ
準備段階

Phase１

 関連主体が連携して観光事業に取組まなければ
ならないという「連携の意義・ゴール」が共有化さ
れていない。

 観光地域プラットフォームの必要性が認識されて
おらず、そのイメージもできていない。

 関連主体の連携の意義や連携によって目指すゴールを
共有化すること。

 観光地域プラットフォームの必要性やメリットについてイ
メージアップすること。

Phase２

 観光地域プラットフォームに求める役割・機能が明
確化されていない。

 観光地域プラットフォーム立ち上げに向けて必要
な要素が明らかにされておらず、またそれぞれの
要素が出揃っていない。

 観光地域プラットフォームの役割・機能を関連主
体の誰が担うのか、また担い手がいない場合どの
ように役割・機能を補完するのかが明らかでない。

 地域の実情を踏まえた上で観光地域プラットフォームに
求める役割・機能を明確化すること。

 観光地域プラットフォームの立ち上げに向けて揃えなけれ
ばならない（組織として備えなければならない）要素の明
確化とその要素拡充の方策を明らかにすること。

 観光地域プラットフォームの役割・機能の担い手を明らか
にすること。

Phase３

 観光地域プラットフォームの自律的運営を可能と
する儲けの仕組み（ビジネスモデル）が未確立。

 観光地域プラットフォーム設置に向けた自治体横
断の合意形成ができていない。

 観光地域プラットフォームを運営するための資金
調達、物件及び人材確保、情報インフラの構築が
十分にはできていない。

 ビジネスモデルを確立すること。

 観光地域プラットフォーム設置に向けた自治体横断的な
合意形成を行うこと。

 観光地域プラットフォーム運営に必要な資源（資金、物件、
人材、情報インフラ）確保

組織運営段階 Phase４  事業管理ノウハウが十分でない。  事業管理ノウハウの向上



組織運営段階に対応した支援メニューの必要性

組織立ち上げ準備段階に対応した支援は、昨年度観光庁において実施された「観光を活か
したまちづくりの推進体制づくり実証調査事業」が該当するが、組織運営段階に対応した
支援メニューが求められる
フェーズ３から４にステップアップするための人件費・事業費支援を中心とした支援と、
フェーズ４から５にステップアップするためのノウハウ提供等のソフト面での支援が求め
られる

組織立ち上げ準備段階

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

Phase1
（地域のゴール、観光地域
プラットフォームの必要性

を共有する段階）

Phase2
（観光地域プラットフォーム
の役割・機能、構造等の構
想具体化、合意形成に向
けた提案等作成段階）

Phase3
（持続的な運営の仕組みを
実現するためのビジネスモ

デルを構築する段階）

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

観光地域プラット
フォームを収益基盤と
し、地域の関連主体
も含めた収益確保の
ための仕組みを検討
することが課題となっ
ている地域

Phase4
（実際に組織を立ち上げ

る段階）

Phase5
（組織が収益を上げ、自
律的に運営できている

段階）

組織運営段階

組織を実際に立ち
上げ、稼働させた
段階。この段階で
は収益はまだ確保
されていない。

収益が確保され、
自律的な運営がな
されている段階。

『組織・事業モデル設計支援』
（組織立上に向けた課題整理、対応方策の検討支援）

『組織・事業立上支援』

（組織を実際に立ち上げる
際に必要な人件費・事業費
支援）

ソフト面での支援が求められる

「観光を活かしたまちづくりの推進体制づくり実証
調査事業」（観光庁）がこの段階の支援に対応

人件費・事業費支援
が求められる

新たな支援スキーム
が必要

『組織・事業運営支援』

（組織・事業運営の生産性
向上支援）

ソフト面での支援が
求められる

新たな支援スキーム
が必要



組織運営段階に対応した支援の必要性

 フェーズ３までは他省庁を含めた既存の様々な支援があるため、それらを紹介する。
但し、立上段階で必要があれば、コンサルティング等の支援をおこない、事業計画の
とりまとめを行なう

 他の地域での知見、経験を効率的・効果的に活かすため、外部専門家と連携すると共
にPMOを設置し、地域への価値のある支援サービスを提供する

 助成対象はフェーズ４以降に新たな支援スキームを設ける。「収益が確保され、自律
的な運営」が可能となるように助成対象を従来の支援スキームから拡大することが求
められる

観光地域プラットフォーム

観光庁

PMO（Project Management 
Organization）

外部専門家

協議

提案 選定

立ち上げ・運営指針

モニタリング、人材育成、
コンサルティング（ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｽﾞ）

Phase1 Phase2 Phase3 Phase4 Phase5

対象

Phaseに応じた
助成

Phaseに応じた
助成

助成対象助成対象

助成の考え方

• Phase別に必要な資金内
容・額は異なるため、
Phaseに応じて助成

• 事務局人件費、人材育
成・確保費用、物件費、IT
等インフラ構築費、PR費、

助成

【PMOのタスク】
・モニタリング：助成対象地域・組織の進捗把握・管理
・人材育成：助成対象地域・組織の人材育成（OFF-JT/OJT）
・コンサルティング：組織運営に関するノウハウ提供、実行支援



資 料



ＩＴインフラ構築例

活用例１：経営の持続性確保に向けての業務の効率化

活用例２：流通・プロモーション対策を通じた知名度の向上

活用例３：地域で開催するイベント・コンベンションへの対応



① 地域サービス提供者情報DB化

② 多言語対応

③ＦＩＴツアー申込手続オンライン化

⑤ 地域サービス提供者手配
オンライン化

プログラムホルダー、民宿・民泊等宿泊施設、外食店、交通（航空、鉄道、バス、タクシー）などの
地域サービス提供者情報をDBで一元管理。様々な条件により情報の検索・抽出をおこなう。

地域サービス提供者からのサービス情報を登録する際に多言語（日本語、英語、中国語等）にて登録。
申込者は多くの言語から情報取得可能に。

ツアー情報の検索、カスタマイズ、簡易見積もり、問合せ、申込、本申込、までのプロセスをオンライン処
理化。これにより、発地ユーザーや旅行会社への書類郵送や諸手続対応にかかるマンパワーと諸経費を
軽減する。

一括メール送受信、FAX自動送受信（FAXサーバ経由）システムにより、ベンダーへの手配・連絡をオンライン
処理化。これにより、電話、書類郵送の諸手続対応にかかるマンパワーと諸経費を軽減する。

⑥ 残金決済効率化 簡易端末を活用した残金決済システム（クレジットカードでのリアルタイム決済に対応）。

⑦ 売上管理帳票作成
売上・仕入れ・粗利、債権、請求・支払い、などの管理と帳票出力をおこなう。業務日誌、週報、
月報出力にも対応。

商
品
管
理

販
売
管
理

実
施
管
理

売
上
管
理

④ＦＩＴツアー帳票作成
作成されたツアープランに基づいて、業務に必要な帳票（ツアー概要、地域サービス提供者リスト、参加者
名簿、発券・ルーミングリスト、スケジュール表、など）を出力。変更・キャンセルにも対応。進

捗
管
理

経営の持続性確保に向けての業務の効率化

プラットフォームの業務は地域の様々なサービスの担い手との関係によって規定される。複雑・多岐に渡る業務プロセス
を、少数の人員のマンパワーとノウハウに頼って運営していかなければならない。現場の人員にかかる負担は大きく、利
益率、顧客満足の面からいっても、業務管理の効率化が望まれる。



DMC業務管理システムによるインフラ整備（田辺市熊野ツーリズムビューロー）

プログラム
ホルダー

民宿・民泊等
宿泊施設

外食店

交通

DMC業務管理
システム

情報・申込サイト

個人旅行者

海外バイヤー

企業研修
学校
団体

ツアー検索

宿泊検索

簡易見積

問合せ

お申込

運 用手配依頼

手配依頼

利 用

利 用

マーケティング

商品管理

販売管理

進捗管理

実施管理

売上管理

中間支援組織＝DMC事業者 地域サービス提供者発地ユーザー

多言語対応

メール

FAX

手配
連絡

ラ
ン
ド
オ
ペ
レ
ー
タ
（
日
本
）

特産品検索

「「DMCDMC業務管理システム」サービス概要業務管理システム」サービス概要

DMCに特化した予約管理、進行管理、顧客管理システムと旅行前、旅行中を通じたシステムへのアクセス機会の
提供可能性を構築することによって、サービス提供者側では、少人数での多様な個人旅行者のニーズへの対応が
可能になり、｢個人旅行者に対するプランニング・サポート｣など付加サービスの提供も可能となる。これによって、こ
れまでは対応できなかった諸外国からの質の高い個人旅行者(ラグジュアリー層)への情報発信やサポートを実現
でき、採算性の向上にも寄与する。また、旅行者に対しては、言葉の通じない異国での、安全で確実な旅行サービ
スの提供を受けることが可能になる



流通・プロモーション対策を通じた知名度の向上（田辺市熊野ツーリズムビューロー）

着地の資源、コンテンツ、ツアー情報の検索、カスタマイズ、簡易見積、問合せ、申込、本申込、までのプロセスを
オンライン処理化することが必要だが、そのためにはSEOの最適化を通じたプロモーション対策を伴うことが求め
られる。これにより、発地ユーザーや旅行会社への書類郵送や諸手続対応にかかるマンパワーと諸経費を軽減
するとともに、スムーズな流通対策を行なう

ツアー検索

カスタマイズ

簡易見積

回 答

ツアー情報
サイト

Eメール

インターネット（SEOの最適化対策）利用者 DMC事業者

申込手続オンライン化整備をおこない、ネットプロモーションの推進と申込手続オンライン化整備をおこない、ネットプロモーションの推進と
旅行会社への流通来策を促進する旅行会社への流通来策を促進する

メールサーバ

問合せ

申 込



（個人旅行者個人旅行者）申込みから観光まで

専用サイトから情報を検索・収集

・宿泊

・交通

・食事

・観光

・買い物（特産）

・・・など

専用サイトから申込み

・宿泊予約

・交通予約

・食事予約

・観光施設予約

・・・など

予約確認メールを受信、確定

・各予約の確認

・その手続き

→予約変更

→キャンセル

→質問

・・・など

観 光

・事前の地域情報収集に
より、より観光がスムーズ
に、独自のプランを実行

・地域ぐるみのサービスに
満足感

リピーターへ！

自宅で検索
ネットで

簡単予約

確認

地域に密着した独自の
プランを設定できる



（事務担当者事務担当者）情報登録・申込み受付・管理業務

地域情報・関連企業・施設・商品を登録

・宿泊施設

・交通

・食事

・観光地情報

・物販（特産品）

・在庫設定

・・・など

申込者からの情報を管理

・宿泊予約

・交通予約

・食事予約

・観光施設予約

売り上げ・コミッション等の管理業務

・販売売り上げ管理

・登録施設、企業からのコミッ
ション管理

・顧客管理、ダウンロード

観光振興事業の成果

・より幅広く地域情報を配信、認
知度の拡大に貢献

・地域ぐるみのサービスを提供し
観光客確保

・ニーズの掘り起こし、地域活性

・新規収益源の確保

・事務の業務軽減

地域活性・観光客の獲得！

地域連携・幅広く
独自の情報提供

システム内で申込み、
手配確認作業

システムによる業務軽減

0

各業者へ
手配連絡

申込者へメールで
確認

キャンセル・変更受付



ポイント

メリット

ＭＩＣＥへの対応

DMCDMCの役割の一つとして、国内外の大規模コンベンションの誘致、運営業務の可能性が指摘される。の役割の一つとして、国内外の大規模コンベンションの誘致、運営業務の可能性が指摘される。
その運営の効率化、コスト圧縮と参加者満足向上をその運営の効率化、コスト圧縮と参加者満足向上をICTICTの利活用により実現するの利活用により実現する

1. 参加者が自らネット手続き
を行なうため、ミス、トラブル、
問合せが減少

2. 事務局運営コストが大幅ダ
ウン

3. 主催者・DMCがリアルタイ
ムに情報を共有化

4. 参加者リストの作成が容易
に

5. 申込者利便性向上

1. １．主催者、会場、コンベン
ション企業、旅行会社との
情報共有が可能であり、コ
ンベンション開催時の事前
準備の業務軽減の実現

2. コンベンション誘致の強力
なソリューションとしての活
用業務管理

システム

イベント申込サイトイベント申込サイト

イベント検索

結果一覧

イベント詳細

申込画面

クレジット決済

完了

会場管理・設定

宿泊・交通管理・設定

参加者管理

集金管理

ﾃﾞｰﾀﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

TOP

ページ

イベント参加者

受付確認メール受付確認メール

受付確認メール受付確認メール

設備

旅行会社

会場

交通

手配登録

イベント登録

申込確認

事務局

各々の運営関係者がインターネット上で申込データを共有・管理することで課題解決

手配確認



事例：情報発信力・収集力の強化(和倉温泉旅館組合、七尾市商工会議所）

地域活性化地域活性化

地元商店街地元商店街

地域住民サービス向上地域住民サービス向上

定住者定住者
（地元住民）（地元住民）

地元宿泊施設地元宿泊施設

当日観光情報取得当日観光情報取得

非定住者非定住者(1)(1)
（日帰観光客）（日帰観光客）

観光情報事前取得観光情報事前取得

非定住者非定住者(2)(2)
（宿泊観光客）（宿泊観光客）

地域サービス提供者地域サービス提供者利用者利用者

宿泊観光客の誘導
二泊目の泊食分離
宿泊観光客の誘導
二泊目の泊食分離

地域活性化地域活性化

観光交流センター観光交流センター
運営事務局運営事務局

観光交流センター観光交流センター

来店機会の増加来店機会の増加

時節に応じた時節に応じた
情報配信情報配信

来店するだけで来店するだけで
お得なお買い物お得なお買い物

お得な情報をお得な情報を
得る得る

七尾・和倉温泉七尾・和倉温泉
ケータイケータイ

専用アプリ専用アプリ

着地型旅行商品情報着地型旅行商品情報 前
泊
・

滞
在
化

前
泊
・

滞
在
化

震災・緊急情報としても
活用可能



事例：情報発信力・収集力の強化

携帯メールへの発信情報

• {名前(カタカナ)}様

• ○○温泉街にある△△寺で栽培している蓮（ハス）の花が今日咲きま
した@{Cひらめき}開花時間は朝～午前中で、夕方にはしぼんでしまい
ます。

• また温泉街の足湯から海に向かって右側の広大な空き地に「ねじり花
」が咲いていました。淡紅色の可憐な花は夏の季語でもあり、花言葉
は「思慕」。朝の散歩がてら○○温泉に咲く花々を楽しんでみてはい
かがでしょうか@{Cいい気分(温泉)}

• ※配信停止はこちら
http://www4.webcas.net/mail02/



事例：情報発信力・収集力の強化

• ○○様
• こんにちは。今回はお得な携帯クーポンをご紹介します♪
• 『まいもん処 いしり亭』は能登の海の恵みたっぷりの魚醤

油「いしり（いしる）」料理専門店です。お店の場所は七尾
駅から歩いて５分、和倉温泉からは電車でひと駅です。
（ＴＥＬ：０７６７－５２－８９００）

１，０５０円以上のお食事をされた方にジェラート各種を通
常価格４００円のところをクーポン価格としてなんと！半額
の２００円にて提供いたします！

＊ジェラートのクーポンはこちら
http://ishiri.com/otoku1.htm
※クーポンをご利用の際は注文時にご提示下さい。



観光地域プラットフォームのモデル例

サービス
デリバリー

地域外

交通機関

募集型企画旅行会社

個人観光客 同旅行会社経由の観光客

対価
観光
メニュー

集客

2次交通
整備要請
対価

地域

素材
提供

資源発掘
開発・企画
人材育成

③コンサル
ティング機
能

④コーディ
ネート機能

⑤サービスマ
ネジメント機
能

参画精算 ｸｵﾘﾃｨ管理
ﾘｽｸ管理

ﾒﾆｭｰに
応じた2
次交通整
備

①対外
渉外機
能

⑥サービス
受付・決済
機能

対価
(10％の
手数料）

10％は手数料

PR

②プロモー
ション機能

観光メニュー 対価 連携

原価（売上
の80％）

対価

地元民間企業 NPO法人 生産組合

観光メニュー

⑦戦略企
画機能

⑧ﾏｰｹ
ﾃｨﾝｸﾞ機
能

⑨情報ｲ
ﾝﾌﾗ機能

⑩自主事業 ⑪受託事業

観光地域プラットフォーム（事務局）

観光地域プラットフォームの事業モデル

ＮＲＩとの勉強会での取りまとめ資料を一部修正



観光地域プラットフォームのモデル例

 観光地域プラットフォーム設立の目的

 地域外関連主体に向けたワンストップ窓口として機能すると共に、地域内での観光戦略立案・推進におけるリーダーシップ

を発揮する。

 観光地域プラットフォームに求められる機能

 事業支援機能：地域内の関連主体の事業をサポート。

① 対外渉外機能（旅行会社、交通機関等に対する窓口、交渉など）

② プロモーション機能（多様なチャネルを活用した情報発信）

③ コンサルティング機能（域内の地域支部、関連団体、民間組織へのコンサルティング、人材育成）

④ コーディネート機能（域内の関係団体、民間組織の観光関連事業への巻き込みなど）

⑤ サービスマネジメント機能（サービスデリバリーにおけるクオリティ管理やリスクマネジメント）

⑥ サービス受付・決済機能（個人観光客に対するサービスから決済までの一連のプロセス管理）

 スタッフ機能：間接的に事業をサポートする機能。

⑦ 戦略企画機能（地域全体の観光ビジョン、戦略の策定）

⑧ マーケティング機能（観光市場動向、顧客分析等）

⑨ 情報インフラ機能（ポータル、情報管理インフラ整備）

 事業機能

⑩ 受託事業機能（観光拠点の運営、受託調査等）

⑪ 自主事業機能（物産・土産品の開発・販売等）


