
 

 

ワークショップ開催後のモデル地域の現状 

 

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
メンバーを軸に調整中

【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 (時間未定)

【参加委員】
大社

【地域参加者】
WS準備会メンバーに加え、多
様な参加者を予定

【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 時間調整中

【参加委員】
調整中

【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名を予
定）

【日時】
調整中

【参加委員】
調整中

【地域参加者】
調整中

【日時】
調整中

【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
事業者を予定

【日時】
2/1を候補日として調整中

【参加委員】
調整中

【地域参加者】
南房総観光圏の行政、民間
事業者を予定

【日時】
調整中

【参加委員】
調整中

【地域参加者】
調整中

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（時間未定）

【参加委員】
安島
山下

【地域参加者】
調整中

【日時】
調整中

【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】
2/18,または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。 

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 2回 WS開催に合わせて、「株式会

社ツーリズムてしかが」と JTBF、弟子屈町による研究

会を開催し、2年間で『出来たこと』と『出来なかった

こと』を振り返る。さらに、個別事業を既存事業（着

地型旅行商品の造成・販売、等）と新規事業（地域資

源を活かした物販、等）に整理し、まずは既存事業の

課題や改善策について検討を行う。 

【対応策】 

Ⅰ①～③、Ⅱ①～③ 第 2 回ワークショップ（以下 WS）では、「てしかがえこまち推進協議会」の取組

の振り返りの中から、両者の相互連携の改善策を検討する。また、WS2 の開催に合わせて、「株式会

社ツーリズムてしかが」と JTBF、弟子屈町での WSも開催し、「株式会社ツーリズムてしかが」の事

業計画の検討を行う。 

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

一体感は十分ではない面もあると考えられる。 

なお、民間事業者にも PF 形成に向けた動き

がみられ、これと密接な連携を取りながら本モ

デル事業を進めることとする。 

① △ PF の必要性については、一定程度の共通

認識が得られている。ただし、地域としての一

体感が十分でない面もあり、参加者によって必

要性の強弱は異なっていると考えられる。 

② × まだ、地域内で共通認識が得られていると

はいえない状況である。 

③ × 共通認識はまだない。NPO 山里暮らしネ

ットワークには、PF の設立に関わりたいとい

う意思は見られるものの、時間をかけて地域内

での意思統一を図る必要がある。 

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 2回 WSの開催前に、大社委員と地域 PF事務局、JTBFの 3者で、WS全体の目標

の検討や次回 WSの準備をする機会を設け、WSの充実を図る。また、第 2 回 WSの開催前に、地域関

係者だけで研究会を開催し、情報共有や意識の統一を図る機会を設ける。 

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。観光圏内のそれぞ

れの市町村において、現状と課題についての取

りまとめが行われている。 

①② ○PF の必要性・方向性について、観光圏協

議会、ATA・DMP 研究会の場で議論しており、

目指すべき将来像が明確になっている。 

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 WS 準備会において十分な議論が行われていな

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 
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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 
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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。しかし、観光事業者、農商工関係者と

の共通認識が十分に得られているとはいえな

い面もある。各自治体内での合意形成にも課題

がある。 

 

①～③△PF の必要性・方向性については観光圏

内で議論が行われているが、第 1 回ワークショ

ップにおいて更なる検討が必要とされている。

それに伴い、PF についての明確な将来像が規

定されていないのが現状である（準備会では、

新規組織を立ち上げる可能性が鶴田委員より

提示された）。 

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。ただし、やや消費者の

視点が弱いと考えられる。第 1 回 WS では、安

島先生に PF の事例を講演いただく際に、消費

者の視点を強調して講演いただいた。 

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。 

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での対応】 

Ⅲ①～⑤、Ⅳ①～⑤ 第 1 回 WS のあとに実施した、地元

の方による委員の現地視察では、すでに取り組まれて

いる着地型旅行商品や地域資源を活かした物産がいく

つも見られた。第 2回 WSの開催前に、これらを収集・

整理する作業を地元の方にしてもらい、これをもとに

着地型商品等の委託販売事業や、にし阿波地域のコン

セプトの検討を行う。 

①② △ 第 1 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。 

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。 

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。 

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。 

 


