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観光地域での観光立国のショーケース化提案書 （様式１） 

タイトル 

四季折々、ほんものの日本を五感で発見できる金沢 

（Kanazawa: Discover Authentic Japan and Excite the Five Senses） 

－歴史・伝統、文化・創造力を資源として磨き上げることにより、 

まちづくりと観光の連携による経済波及効果を創出－ 

 

提案自治体 

金沢市 人口： 454,391人（H27年11月1日現在 住民基本台帳人口） 

外国人延べ宿泊者数：（直近年度又は直近一年） 

 直近一年 平成26年10月～平成27年9月  235,000（人） 

 ※平成26年確定値 200,580（人） 

 ※平成27年1月以降の数値は速報値であり、今後変動する可能性がある 

担当者 

連絡先 

担当者の所属／金沢市経済局営業戦略部 観光交流課 

氏名 浅野 成貞 

電話番号／     076-220-2194 

ファックス番号／  076-260-7191 

メールアドレス／  asano@city.kanazawa.lg.jp 

1．全体構想 

1-①．観光地域での観光立国のショーケース化としての位置づけ 

 

（１）都市・地域の規模 

・ 金沢は石川県の県庁所在地であり、市域面積468.22k㎡、人口45.5万人、都市圏人口は約73万人（推

計人口：金沢市、かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町の４市２町）であり、北陸を代表する

地方都市である。 

・ 観光入り込みは年間844万人（H26）、観光消費額は59,564百万円（H26）である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 観光入込数の推移            図 観光消費額の推移 

 

 

 

 

58,528

54,367

56,140

57,332

59,564

51,000

52,000

53,000

54,000

55,000

56,000

57,000

58,000

59,000

60,000

H22 H23 H24 H25 H26

(百万円) 

出典：統計から見た石川県の観光（平成26年） 出典：統計から見た石川県の観光（平成26年） 
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（２）自然的・社会的状況  

 ①四季折々の日本の自然や日本ならではの風習を感じることができる 

・ 日本海側気候のため冬季12 月から2月にかけて雪や雨が多いが、日本の中でも四季が明確であり、春

の桜、夏の緑陰、秋の紅葉、冬の雪景色等、折々に変化する自然を身近に感じることができる。台風な

どの自然災害は少ない。 

・ 地形は、日本海や河北潟に接し、市内の丘陵や台地の間には犀川、浅野川の２つの美しい川が流れ、そ

の背後には緑豊かな山々を眺望できる。 

・ 海や河川、里山が近いため、自然の恵みである多様な食材を入手しやすいばかりでなく、自然を愛でる

心や旬を大切にする市民や職人の繊細な感性が、金沢独自の食文化、工芸、祭礼行事、風習、建築様式

などに昇華し、現代に受け継がれている。 

 

②日本を代表する城下町である 

・ 金沢は幸いにもこれまで大きな自然災害や戦災にあうことがなく、藩政期に確立された城下町のまちな

みや文化を今に残しており、日本らしさを感じることができる城下町である。 

・ そうした文化は現代の金沢市民の生活の中にも息づいており、茶の湯や工芸を尊ぶ精神など、日本の武

家文化のストイックさを受け継いでいる国内でも稀有の都市である。加賀友禅、金沢箔、金沢漆器、大

樋焼、など26業種の伝統工芸があり、金沢の都市ブランド力ともなっている。 

 

③新しい文化を作り出す刺激的でクリエイティブなまちである 

・ 城下町文化、武家文化を連綿と受け継ぐ一方、金沢駅もてなしドーム、金沢 21 世紀美術館などに代表

されるように、創造的で革新的な気風や刺激的でクリエイティブな雰囲気をあわせもっている。 

・ 創造的な文化の営みと革新的な産業活動の連環により、まちを元気にしている都市と認められ、平成21

年にユネスコ創造都市ネットワークに認定（クラフト分野では世界初認定）され、平成27年 5 月には

「ユネスコ創造都市ネットワーク会議金沢2015」が日本で初開催された。 

 

④日本海側のハブとして広域観光をリードするまちである 

・ 金沢は鉄道、空港、港、高速道路等の交通拠点である。平成27年3月14日の北陸新幹線金沢開業によ

り、３大都市圏からいずれも2時間半の時間圏に位置することとなった。 

・ インバウンドでは、これまでの中京圏を横断する昇龍道（ドラゴンルート）に加え、首都圏から関西を

つなぐ北回りルートが確立された。またアジア地域からの直行便や羽田を経由した乗り継ぎアクセス、

金沢港への外国客船入港による拠点機能が高まったことで、日本海側のハブとして広域観光をリードす

るポジションにある。 

・ 実際、訪日外国人宿泊者数は200,580人（H26）と前年155,899人（H25）、前前年108,040人（H24）か

ら大幅に増えており、平成27年10月で前年実績を上回る見込みである。 

 

⑤観光のインパクトによる地域経済活性化への波及効果が期待できるまちである 

・ 金沢は従業者数からみると、宿泊業、飲食サービス業がすでに基幹産業となっている。 

・ 北陸新幹線金沢開業により、平成27年3月以降、観光客の入込は前年比30～50％で増加している。こ

の経済的なインパクトは、従来の観光分野だけではなく、広く地域経済全体の活性化に大きな効果をも

たらすことを市民が実感できた。 
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・ 今後は、受入れ体制の更なる強化

を図るべく、訪日外国人観光客の

視点に立った移動しやすさやス

トレスフリーな滞在を実現する

地方都市を目指せる都市である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）取組内容等からみた提案の先導性 

 

  提案する取組内容は下記の点において先導性があるといえる。 

 

 ①金沢が有する多様な日本文化や歴史資源の発掘と磨き上げ 

・ 伝統工芸、伝統芸能、、歴史的まちなみや資源、食文化等、多様な日本文化や市民生活文化をどのよう

に磨き上げて訴求力をもった商品となるかが実証できる。 

 

 ②革新的でクリエイティブな日本文化の創造と発信 

・ 伝統文化とクリエイティブの両面を融合したプログラムを開発し、海外へ積極的に情報発信していくこ

とで、2020年の東京オリンピック、パラリンピックに向けて、他都市の取組の参考となる。 

 

 ③金沢近郊の温泉地、製造業、農業等、官民連携の観光まちづくり 

・ 郊外にある湯涌温泉、醤油の五大産地である大野地区、加賀野菜の産地である打木や粟崎など、市内近

郊の特色あるまちづくりや産業と連携することで新たな観光まちづくりの可能性が検証できる。 

 

④コンパクトなまちを活かした、歩いてめぐる周遊観光 

・ 金沢のまちなかは半径2kmの範囲に観光資源や中心市街地機能が集中している一方で、一歩進めば城下

町特有の小路を楽しく散策でき、訪日外国人観光客にとっては、そうした金沢の隠れた普段の市民の暮

らしや生活文化に興味を持つ傾向にあり、歩いてめぐる周遊観光のモデル地域となり得る。 

 

⑤民間企業、関連省庁等との連携によるインバウンドの取組を加速 

・ 新幹線開業により外国人旅行者も増加したため、民間の観光関連事業者においてもインバウンド対応が

喫緊の課題であると認識できた。民間での多言語対応や免税対応等の取組を加速させる意識共有はでき

ており、本事業の取組により一気に事業が進むと考えられ、効果が発現しやすい。 

・ 中央省庁、県や周辺地方自治体と民間との官民連携による多様なプログラムをオールジャパンで集中的

に実施することにより他の地方都市の先進モデルとなり、その成果を官民双方へフィードバックでき

る。 
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 ⑥ターゲットを定めた戦略的なインバウンドプロモーション 

・ これまでの海外誘客のプロモーションの成果として、フランスに誘客コーディネーターを配置し、フラ

ンスからの訪日ツアーに金沢が組み込まれ成果を上げている。今後は、金沢の伝統や文化を理解し魅力

を感じてもらえるターゲットとして、このトレンドリーダーであるフランスの実績を、金沢市への訪問

伸び率の高い欧米豪及びアジアの富裕層へ重点的なプロモーションと誘客を行うことで、インバウンド

の新しい潮流を形成する。 

 

⑦日本版DMOによる広域連携モデルの実現 

・世界農業遺産（GIAHS）に国内で初めて認定された能登地域、日本遺産に登録された能登のキリコ祭り、

や富山県高岡市、また世界遺産である白川郷・五箇山の合掌造り集落は、金沢からの広域観光周遊ルー

トとして確立されており、日本らしさが残る伝統・文化を体験できる広域エリアが形成されている。こ

れらの広域観光周遊ルートを日本版 DMO を通じてよりブラッシュアップし、広域連携を一層強化するこ

とができる。 

 

 

（４）取組等を通じて実現される観光立国のショーケース化の目標の考え方 

  

＜ショーケース化の目標像＞ 

四季折々、ほんものの日本を五感で発見できる金沢 

Kanazawa: Discover Authentic Japan and Excite the Five Senses 

－歴史・伝統、文化・創造力を資源として磨き上げることにより、 

まちづくりと観光の連携による経済波及効果を創出－ 

 

前田家は、江戸幕府に対して文化で加賀藩のプレゼンスを高めていった。これを現代に置き換えると、

金沢を通して日本が世界の中で独自の価値観をもつ国であることを伝えていくことは、加賀藩から脈々と

続いている伝統であると言える。金沢は観光立国のショーケースとして日本の文化を世界へ伝えるにふさ

わしい「ほんものの日本を発見できるまち」として、国内外の多くの観光客を惹きつける条件を有してい

る。ここでいう「ほんもの」とは、ハードとソフトの上にある「真正性」、「由緒」、「必然性」も含む「精

神性」を兼ね備えたものである。日本の各地域には、それぞれの風土があり資源がある。他所の真似では

なくオリジナルの資源を発掘し、磨き高めていくことが「ほんものの日本」を世界に発信することになる

と考える。 

一方で、「ほんもの」自体が商品価値を持ち消費されることで、「ほんもの」の価値が損なわれ「ほんも

の」を壊していくような現象についても真剣に考える必要がある。金沢では、北陸新幹線開業にともなっ

て多くの観光客が来訪したが、逆に「市民生活の場が観光地になってしまうことで金沢らしさを失うので

はないか」、「安易なお土産物は伝統工芸の価値を下げるのではないか」、「おもてなしの質が低下していな

いか」等の危機感を持っている。しかし、「文化力」と「創造力」を堅持し続けることが、インバウンドに

おいてもまちづくりと観光の連携を持続可能にし、長期的な相乗効果を引き出すとともに、この経済効果

を広く市域、圏域に波及させることをめざす。 

そこで金沢での取組を通じて、観光立国のショーケース化の目標の考え方は下記のとおりである。 
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① 訪日外国人旅行者宿泊数の増加と満足度の向上 

  ・訪日外国人旅行者宿泊者数を、近年の好調な増加傾向を、ショーケース化により、現状比200％をめ

ざす。（アジアに加えて、特に欧米豪の重点化） 

  ・量だけではなく、金沢での受入環境整備の更なる充実を図ることにより、満足度（質）についても

「とても満足」の評価を50％得ることを目指す。 

 

②観光による地域経済の波及効果 

  ・観光による地域経済の波及効果を、現状比130％をめざす。 

 

 ③日本版ＤＭＯの設立による観光マネジメント力の向上 

  ・対外的にワンストップの窓口の機能を持つプラットフォームを構築する。 

    ・そのために、地域の多様な関連主体が連携できるような体制構築を図る。 

  ・効果的なマーケティングの実施、着地型で滞在型の旅行商品の造成強化、（一社）金沢市観光協会の

人材・マネジメント強化を図る。 

・国内広域連携ネットワークの一層の拡充、海外 DMO との交流・連携、市民・ボランティアとの連携

や人材育成により、効果が広く波及するとともに地域・市民参加型のDMOをめざす。 

・KPIを設定し、PDCAサイクルを確立することを通じて、自立的・持続的な観光地経営を実践する。 

 

 

（５）他都市・地域への取組の幅広い波及効果 

 金沢が本事業に取り組むことによる他都市・地域への波及効果は下記のとおりである。 

 

①日本海側のハブとなる金沢から広域へ、訪日外国人の入込効果 

・ インバウンド事業者からのヒアリングを実施したところ、北陸新幹線の開業により、これまでの外国人

の周遊パターンに変化がみられる。これまでは、東京→高山→金沢、名古屋→高山→金沢 という主要

国際空港から金沢に入るルートが主流であったが、東京→金沢→他地域（県内加賀・能登地域、中部地

方、信越地方、関西地方）が増加している。東京からのアクセスが2時間半になったことで、ジャパン・

レール・パスを利用して、目的地である金沢へまず到着、そこから各地域へ旅行する選択肢が増え、ス

トレスフリーになったといえる。 

・ 更に、関西空港のコンセッション化に伴う一層のLCCの増加は、関西→京都→金沢→他地域のリバース

ルートの開発をもたらすことも期待できる。 

・ こうした点を踏まえると、金沢が日本海側のハブとなり各地への導線をつくる着地型商品の販売 PR 窓

口として機能することで、新たな広域ルートを構築することが可能となった。 

 

②金沢市外への宿泊受け皿としての波及効果 

・ 平成 27 年は、金沢で開催された大規模コンベンションや観光ピーク時に、市内宿泊施設だけでなく、

周辺市町（加賀エリア、能登エリア）や隣県の宿泊施設まで波及効果があった。このことからも、金沢

が誘客の核となりショーケースとして機能することで、周辺都市への波及効果が期待できるといえる。 

・ また、新規施設の立地や金沢固有の資産である町家の活用など、多様な宿泊スタイルを確立することに

より、雇用の増加や新たなサービス業の発展が期待される。 
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③テーマ性のあるキラーコンテンツづくりによる広域への波及効果 

・ 武家文化、城下町文化のコンテンツを活かし、テーマ性のある文化のメジャールートを北信越地方のみ

ならず、東北や関西、中国・四国地方にまで連携を広げる事が可能である。 

・ すでに訪日ツアーの周遊先として、直島（ベネッセ美術館－金沢２１世紀美術館）、高松（兼六園－栗

林公園）、仏教（金沢の大乘寺－福井の永平寺－高野山）等が人気ルートと想定している。 

・ インバウンド観光客を対象に、日本三名園ツアー（水戸の偕楽園－兼六園－岡山の後楽園）も重要な訪

日ツアーのキラーコンテンツとして有力である。 

 

 

（６）提案を評価する際の観点と提案の特徴 

 

① 日本版ＤＭＯをはじめとする地域の推進・連携体制 

・ （一社）金沢市観光協会は旅行業登録を行っており、金沢版ＤＭＯの設立に向けた準備を行っている。

会員数は、12月1日現在で302件、事業費予算約185,000千円／年、事務局10名で、企画、商品の造

成販売、プロモーション、観光ボランティアガイドの運営、セミナー事業、観光案内所の運営等を行っ

ている等、ＤＭＯとして備えるべき機能の大半を担っている。 

・ 今後は、金沢市観光協会を中核的な組織として、既存の「金沢市MICE推進協議会」のMICE誘致機能や

４市２町で組織する「新幹線金沢駅周辺地域連絡会」との広域連携機能を集約するとともに、マーケテ

ィング機能を充実させ、ＰＤＣＡを効果的にまわしていくことで日本版ＤＭＯとなる。 

・ 人材育成については、観光業界のほか、金沢市域にある 11 大学及び北陸先端科学技術大学院大学と連

携をとりながら観光人材の育成と、社会人向けプログラムの充実を図ることができる。 

・ また、市民参加やボランティアの拡充、観光関連の人材や公共交通機関の人材育成を図るだけでなく、

市民一人ひとりが持つ「金沢」への愛着と誇りが、まちづくりの基底を成し、市民の誇りを持ったおも

てなしへとつながることから、市民向けの「おもてなし講座」や児童向けの様々な「ふるさと学習講座」

において、地域の観光資源等への理解を深めるプログラムを提供する。 

 

②我が国を代表する観光資源の存在 

・ 特別名勝兼六園をはじめ、海外からも評価の高い文化施設、観光施設が多い。平成 22 年文部科学省か

ら金沢城跡や兼六園を中心に概ね近世城下町形成の初期段階の範囲にあたる内惣構の内側を目安とし

た「金沢城跡周辺区域」と、その後背地の自然景観と重なる「卯辰山公園区域」の2区域、ならびに「犀

川」・「浅野川」・「大野庄用水」・「鞍月用水」・「辰巳用水」、「惣構跡」の構成要素を含む範囲が「金沢の

文化的景観 城下町の伝統と文化」として重要文化的景観に選定された。 

・ また、国の重要的建造物群保存地区に「東山・ひがし」と「主計町」の 2 つの茶屋町と、「卯辰山麓」、

「寺町台」の2つの寺院群が登録されていることからも、金沢の中心部全体が日本を代表する歴史や文

化を感じさせる資源の集まりであると言える。 

・ こうしたまちの構造の上に、26業種の伝統工芸や、能や謡、茶の湯などの多様な伝統文化、食材・器・

設え・日本酒・調理人の技術が結集した食文化が息づいているほか、現代アート、アニメコンテンツ、

ファッション等の我が国を代表する多様な観光資源がある。 

・ これらの資源を活かし、例えば、デザイン性を高め、用途や見せ方を変えることにより、中央省庁の各

種プログラムと連携を図ることが可能である。特に茶の湯や和菓子は外国人にも気軽に楽しむことが可

能な体験型観光資源であり、市内に多数立地する茶室や伝統的和菓子店等を通じ、「ほんもの」を体験

する場を多く提供できることは金沢市の強みである。 
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・ 食文化では、金沢の食文化の継承及び振興に関する条例（平成25年 9 月施行）や、いしかわの酒によ

る乾杯を推進する条例（平成26 年 2月施行）が制定されており、豊富にある日本海の新鮮な魚介類や

加賀野菜等を、懐石料理等を通じ提供できるポテンシャルの高い飲食店を多数有しており、これらが「ミ

シュランガイド富山・石川（金沢）特別版」等により外国人観光客にも広く認識され得る。 

・ 加えて、金沢市は伝統芸能の保護育成にも古くから注力している。芸妓育成等を目的として金沢商工会

議所が中心となり昭和 57 年に金沢伝統芸能振興協同組合が設立されて芸妓の支援に乗り出し、その後

金沢市が芸妓の技能向上、金沢が誇る伝統文化を継承するため支援を行っている。こうした取組により

新人芸妓が継続的に育成されるとともに、「ほんもの」の日本文化を堪能したい外国人観光客に訴求し

やすい「わかりやすいコンテンツ」を提供できる体制が整っている。 

 

③来訪者の評価 

・ 金沢市が平成27年10月に実施した「金沢印象面接調査」による金沢旅行全般の満足度は、「とても満

足」、「おおむね満足」をあわせると、90.2％となり、満足度が非常に高い結果となっている。 

27年（人） 構成比
とても満足 152 38.4%
概ね満足 205 51.8%

普通 36 9.1%
やや不満 2 0.5%

不満 1 0.3%
計 396 100.0%  

 

④モデル性 

・ 金沢では観光資源として、歴史、文化、工芸、芸能、食、建築、アート、哲学、仏教、建築等の多様な

分野を有するため、インバウンドに効果的な分野や取り組み内容が総合的、網羅的に検証できる利点が

ある。 

・ このことから各府省庁との間で連携を取りながら各種プログラムを実施していくことが可能である。 

・ また、国土交通省が進める「オリンピック・パラリンピックを見据えた観光地のバリアフリー化の評価

に関する検討会」で国内3都市の一つとして、汎用性・標準化の評価指標づくりに参画している。 

 

⑤実現可能性 

・ 本事業で取り組む内容は、2020 年までの観光戦略である「金沢市観光戦略プラン 2016」（平成 28 年 3

月策定予定）で今後5年間に取り組むべき重点戦略、各種施策事業との整合がとれており、オール金沢

市ですぐに実施可能である。当該プランでは、（一社）金沢市観光協会を母体とした、金沢版 DMO の設

立による、官民一体での観光推進体制構築を既に位置づけており、本事業で選定された後は、スムーズ

に体制構築に移すことができる。 

・ また広域連携についても、北陸新幹線開業前に北陸飛騨三つ星街道誘客協議会、北陸新幹線沿線都市連

絡協議会などの会議体の設置や国のVJ事業により共同実施しているものが多く、実現性は高い。 

 

⑥持続性 

・ 北陸新幹線開業に向け、平成25年3月に「新幹線開業プロモーション・イベント実施計画」を策定し、

庁内組織体制では、首都圏向けの誘客プロモーションを専門に担当する部署として「プロモーション推

進課」を設置し、民間事業者との営業活動戦線を取り、常にその効果を官民で共有している。 

 

出典：金沢市観光調査結果報告書（2015）未定稿 



8/25 

・ さらに、金沢市中期財政計画を毎年ローリングし、予算を効果の高い施策に集中しており、2020年東京

オリンピック・パラリンピック以降も視野に入れた持続性のある事業展開が期待できる。 

 

⑦評価指標等の設定 

・ 評価指標の考え方は、①アウトカム指標では、「訪日外国人旅行者の宿泊者数」、「金沢地域の観光消費

額」、「訪日外国人旅行者の満足度」、「訪日外国人旅行者のリピーター率」の４指標を、②アウトプット

指標では、進捗目標になる下記の項目を設定した。 

【1】訪日外国人旅行者の嗜好にあわせた旅行プログラム造成数 

【2】観光案内所の訪日外国人旅行者の利用者数 

【3】免税店舗数（金沢税務署管内） 

【4】観光関係の講習会、セミナー等の開催数 

【5】観光ボランティアガイド「まいどさん」の利用回数 

【6】金沢グッドウイルガイドネットワークのガイドツアー件数 

【7】通訳案内士（石川県）の数 

【8】金沢市観光協会外国語ホームページのアクセス数 

【9】イベントの入込客数 

【10】外国人旅行者受入環境整備の支援件数 
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1-②．現状分析（観光地域づくりの体制・観光資源（観光施設）･訪日外国人旅行者の実態等） 

 

（１）観光地域づくりの体制 

・ 金沢市の観光地域づくりの体制の核となるのが、（一社）金沢市観光協会である。平成26年に法人化し、

平成27年2月旅行業登録（石川県知事登録旅行業第地域 267号）を行っており、金沢版ＤＭＯの設立

に向けた準備を行っているところである。 

・ 協会の会員数は、12月1日現在で302件であり、観光施設、旅行業、旅館、ホテル、飲食、製造業、小

売業、広告代理店、その他各種サービス業等から幅広く構成される。 

・ 事業費予算は約185,000千円／年、事務局は10名で、下記の事業を行っている。 

 

①旅行商品企画関連事業（クーポン販売、着地型商品の造成販売、旅行コースの設定等） 

②首都圏プロモーション推進事業（首都圏でのPRイベント、AGTへの造成支援、雑誌タイアップ等） 

③観光宣伝・キャンペーン事業（出向宣伝、種々の物産展・キャンペーン） 

④広域観光連携推進事業（北陸新幹線沿線都市連携推進、都市間交流プロモーション等） 

⑤受入環境整備事業（観光ボランティアガイド運営事業、市内休憩館管理事業、観光サイトの運営、各

種パンフレット作成） 

⑥海外誘客促進事業（韓国、台湾、フランスに対して、招聘事業やコーディネーター委嘱） 

⑦各種セミナー事業（スキルアップ、誘客セミナー等） 

⑧観光案内所の運営 

 

（２）観光資源 

①観光資源（施設系） （別添観光MAPを参照） 

・ 金沢の観光資源は金沢城を中心とするまちなかに多く分布しており、商業機能も集積している。金沢城

や兼六園以外にも、3 つの茶屋街（ひがし・にし・主計町）と、3 つの寺院群（寺町・小立野・卯辰山

麓）が文化や歴史に厚みをもたせている。 

・ 年間844万人（H26）の観光客が訪れているが、H27年春の新幹線開業により、H27年度の観光客数は3

～5割増で推移している。リピーター率（全体）は56.5％(H26)である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：金沢市観光調査結果報告書（2014） 
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・ 兼六園はH26年に約200万人の入込があるほか、観光客の主な周遊ルートは、近江町市場、金沢21世

紀美術館、ひがし茶屋街、長町武家屋敷などであり、徒歩やバス、自転車などで効率よくまわれる点が

評価が高い。 

・ また、世界的に評価の高い建築物や観光資源があることも特徴であり、ニューヨーク・タイムズ紙が「古

の美が現代アートと融合する日本の金沢」（2010年12月24日付記事）と紹介している。 

 

（参考：世界からみた金沢） 

金沢駅・もてなしドーム 世界で最も美しい駅 14駅選出（H23）※米国「トラベル・レジャー」 

世界で最も晴らしい駅 ベスト10選出（H25）※米国「ウェザーチャンネル」 

金沢２１世紀美術館 プリッカー賞受賞（2010年） 

訪れたい国内・海外の美術館・博物館ランキング10位（調査：JTB） 

金沢海みらい図書館 世界で最も美しい公共図書館ベスト25 ※米国「Flavorpill」 

まちなか夜間景観 City people lightアワード2011 第3位（日本初入賞） 

 ※オランダ「フィリップス社」 

ミシュラン・グリーンガイ

ド・ジャポン（H23） 

★★★ 兼六園 

★★  金沢、金沢21世紀美術館、武家屋敷野村家 

★   ひがし茶屋街、志摩、懐華樓、大樋美術館、石川門（金沢城）、 

成巽閣、妙立寺、長町、金沢市老舗記念館、近江町市場 

兼六園 紅葉が美しい観光スポット 第1位（2012年）※「フォートラベル」 

日本全国桜スポット20選（2013年） ※「フォートラベル」 

外国人に人気の日本の観光スポット ランキング 2015 第15位 

 ※「トリップアドバイザー」 

ベスト・イン・トラベル2014 世界4位（10位以内に、日本では唯一ランクイン） 

⇒文化、歴史、自然の美しさで満たされているが、これまで見過ごされていた地域

と評価されている。※オーストラリア「ロンリープラネット」 

出所：北國新聞 2013年11月6日朝刊掲載 

 

②観光資源（イベント等） 

・ 年間イベント：「百万石まつり」、「金沢ジャズストリート」、「ラ・フォル・ジュルネ金沢音楽祭」、「金

沢アカペラ・タウン」、ほか多数。 

・ 夜間イベント：文化施設を夜間開館しコンサート等を開催する「金沢ナイト・ミュージアム」、「金沢城

プロジェクションマッピング」、「兼六園ライトアップ」ほか多数。 

・ 伝統芸能イベント：三茶屋街の芸妓がそろい伝統芸を披露する「金沢おどり（4日間）」、気軽にお茶屋

遊びができる「金沢芸妓ほんものの芸にふれる旅（年間 24 回、昼間のみ）」、主計町の川床の桟敷席で

伝統文化と料理を楽しむ「金沢・浅の川園遊会 白糸川床（16日間）」、「金沢能楽界定期能（毎月1回）」

ほか多数。 

・ 常時イベント：金沢市内のお店で常時伝統工芸やクラフトを体験できる「金沢なんでも体験プログラム

（全88施設、150プログラム）」ほか多数。 

・ 食のイベント：加賀料理や、日本酒、パン、コーヒー、スイーツ、産直野菜等和洋の食を楽しむイベン

トが毎週末のようにまちなかで開催。 

・ 町家、古地図、建築、座禅、哲学、工芸をテーマにしたイベントやプログラム等が年間を通じて多数開

催されている。 
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③観光資源を支えるボランティアガイド 

・観光ボランティア「まいどさん」 

平成6年4月に設立され、現在、会員344名（H27.4現在）が登録しており、シニア人材の活躍の場と

もなっている 

【主な活動内容】 

 金沢市内の同行ガイド 

 ひがし茶屋休憩館、にし茶屋資料館、長町休憩館の各休憩館での常駐による周辺観光案内 

・金沢グッドウィルガイドネットワーク「KGGN」 外国人旅行者向けボランティア通訳ガイド 

平成４年4月に設立され、現在、会員117名(H27.5現在)で活動 

【主な活動内容】 

金沢観光案内所での来訪者への案内業務 

金沢城公園石川門総合案内所に待機しての金沢城公園と兼六園の同行ガイド、同公園玉泉院丸庭園 

玉泉庵（休憩所）での案内業務 

市内・近郊の同行ガイド及び通訳案内業務 

・金沢ホームビジット友の会「KHVA」 

 【主な活動内容】 

  日常の生活文化（華道、茶道、書道など）をホームビジットで体験 

 

 

③観光資源を支える二次交通 

・ 市内を周遊するバスとしては、通常の路線バスのほか、市内の観光地をループでめぐる「城下まち金沢

周遊バス」、金沢駅と兼六園をダイレクトに結ぶ「兼六園シャトルバス」、金沢駅と中心部を結ぶ「まち

バス」（土、日、）のほか、定期観光バス、金沢ふらっとバス、金沢ライトアップバス等が充実している。 

・ 広域では、金沢と五箇山・白川郷・高山を結ぶ日帰りバス、金沢－白川郷－高山－松本の片道ルートを

4日間有効で使える「三つ星ルートきっぷ」が外国人観光客などから人気を集めている。 

・ また能登や加賀へは特急バスのほか、能登方面へは輪島塗や金箔、友禅をあしらった七尾線観光列車「花

嫁のれん」が運行している。 

・ その他、個人の移動をサポートする二次交通として、公共レンタサイクル「まちのり」（貸出返却ポー

ト市内21ヶ所、155台）、観光案内の優良認定を受けた「かなざわ観光ガイドタクシー」、レンタカーも

充実している。 
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（３）訪日外国人旅行者の実態 

 ①訪日外国人旅行者数及び国別の増加傾向 

・ 金沢市の外国人旅行者は増加しており、兼六園では平成26年に約23万人の外国人が入園した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 兼六園の外国人入園者数 

 

・ 国別比率では、台湾が56％（約12万8千人）と過半数を占める。2年前と比較した伸び率では、マレ

ーシア358.1％（約3.6倍）、イタリア339.9％（約3.4倍）、スペイン282.8％（約2.8倍）、インドネ

シア281.7％（約2.8倍）、シンガポール260.3％（約2.6倍）であり、東南アジア、南欧の伸びが大き

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 兼六園外国人入園者の国別比率（H26） 

 

表 兼六園外国人入園者数と伸び率 

 

 

 

 

 

 

・ また、金沢駅観光案内所には個人旅行の外国人が訪れているが、2015年は8月末時点でフランス、イタ

リア、スペイン、アメリカ、オーストラリアからの旅行者の訪問が昨年度ペースを大幅に増加している。 
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（単位：千人）

台湾 中国 韓国 香港 タイ マレーシア シンガポール インドネシア

平成26年 127,925 6,731 5,292 19,097 4,662 3,148 5,612 5,104
H26/H24 196.1% 169.7% 89.2% 217.2% 193.3% 358.1% 260.3% 281.7%

フランス スペイン イタリア ドイツ イギリス オーストラリア カナダ ロシア
平成26年 5,565 4,316 4,008 1,960 3,919 6,186 1,499 773
H26/H24 212.3% 282.8% 339.9% 198.4% 217.2% 206.9% 174.5% 146.7%

今年11月で25万人となり、3年連続過去最高を更新中 

出典：石川県統計より作成 

出典：石川県統計より作成 
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②外国人宿泊者数の推移 

・ 外国人宿泊者数は、平成23年以降年々増加しており、平成26年は200,580人、平成27年は9月末で

183,458人（暫定値）であり、今年は前年を大幅に上回る見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②金沢をめぐる主な国内周遊ルート 

・ 欧米豪は、東京－金沢－京都周遊型であり、今後も新幹線開業やジャパン・レール・パスの普及が弾み

になってくると思われる。 

・ アジア中近東は、名古屋－高山－飛騨－金沢の昇龍道コースが主な周遊ルートである。 

・ 関西国際空港を利用したアジアからのインバウンドは大阪（USJ 等）－京都－金沢が周遊ルートになる

と考えられる。 

 

③小松空港国際線 

・ 小松空港から金沢へは車で1時間弱の所要時間であり、アクセス性もよい。 

・ 旅客定期便は、平成27年4月現在、国内線が東京（羽田）12往復/日、成田1往復/日、札幌（新千歳）

1往復/日、福岡4往復/日、仙台2往復/日、那覇1往復/日の6路線、国際線がソウル3往復/週、上海

4往復/週、台北7往復/週の3路線で運航されている。 

・ その他、台湾、中国、韓国、タイ、ハワイ等世界各地へ国際チャーター便が運航されている。 

・ 新規国際線の誘致国としては、経済成長の著しいタイ、香港などにトップセールスを実施している。 

・ 小松空港の国際線利用者数は、平成26年で 188,194人である。 

・ 現在、インバウンドに向けた具体的な事業としては、片道新幹線・片道航空利用の旅行商品の造成、航

空会社と連携した羽田乗継利用、台北便・ソウル便・上海便の旅行商品造成支援、新規国際路線誘致に

向けたチャーター便の運航支援に取り組んでいる。 

・ 現在のところ、国内線、国際線ともにLCCは就航していないが、北陸新幹線開業によるアクセス改善、

及び海外旅行会社の調査において注目が集まる金沢を、効果的に情報発信し、LCC 誘致につなげ、金沢

への訪問客拡大を図る。 

・ 海外事例として、ゴールドコースト空港（豪州）ではLCCを誘致し、マーケティングに基づく空港運営

を行い、地元の観光関連産業と連携し、年間利用者数を約 180 万人（1997 年）から約 550 万人（2010

年）まで増加させることが出来た（約3倍）。今後、小松空港でもこのような取り込みが実現できれば、

さらなる利用者数の増加が期待できる。 
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④金沢港 客船 

・ 近年注目されているクルーズ旅行であるが、外国船籍の金沢港への寄港が増加しており、特に乗客数は

平成25年度から急増している。H26年度で外国船籍では10,000人以上が来航した。 

・ 海外クルーズでは2年～3年前に寄港地を決定するが、その際乗客アンケート結果を反映することが多

い。平成26年は11隻、平成27年は12隻の寄港数だったが、平成28年は前年を大きく上回る寄港数

を予定していることから、乗客の満足度が高かったことがうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 金沢港の客船寄港乗客数実績 (H13～H26) 

 

1-③．ショーケース化に向けた目標 

観光立国のショーケース化の取組を通じて得られる地域の目標について、具体的な数値目標を記述する

（目標設定の根拠を含む）。 

 

指標 平成26年 平成32年度 

訪日外国人旅行者の宿泊者数 

（目標設定の根拠は別添資料１） 
200,580人 400,000人 

金沢地域の観光消費額 

（目標設定の根拠は別添資料２） 
59,564百万円 78,000百万円 

訪日外国人旅行者の満足度 

（目標設定の根拠は別添資料３） 
※「とても満足」 38.4％ 「とても満足」 50％ 

訪日外国人旅行者のリピーター率 

(目標設定の根拠は別添資料４) 
8.7％ 20% 

 

※訪日外国人旅行者のデータがないので日本人で準用 

 Ｈ２８以降は、訪日外国人観光客への調査を定量的に実施 

 

 

 

 

1,782 2,018
1,218

2,926

1,203

3,178

6,071

1,850 2,130 2,447

1,364
2,223

12,227
12,463

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

人

日本船籍 外国船籍 総数

出典：石川県調べ 



15/25 

※必ず改ページ 

2．取組内容 

2-①．日本版DMOの運営体制 

 

（１）日本版ＤＭＯの運営体制 

①金沢版ＤＭＯ（金沢版観光マネジメント組織）の設立、計画策定、実行 

・ 地域主導型の「観光地経営」を実践し集客交流サービスを推進するため、各種データ等の継続的な収集・

分析を行い、地域の多様な関係者間の合意形成を図りつつ観光地域の戦略を策定し、地域の観光資源を

活用し、＜商品をつくり＞、＜商品を販売し＞、＜来訪者をもてなす＞という３つの機能を、一連の業

務として地域内部で自律的に行うことが求められる。 

・ そのため、これらの業務を一元的に担い、対外的にワンストップの窓口の機能を持つプラットフォーム

を持つことが必要であり、それらの機能を備える「金沢版ＤＭＯ」を設立する。また、各種施策実践の

ための計画を策定し、ＫＰＩの設定及びＰＤＣＡサイクルの事業評価により、組織内委員会や官民によ

る外部協議会の開催を行いながら、関係者が協働し実践する。 

 

②（一社）金沢市観光協会を核とした官民協働の体制づくり 

・ プラットフォームを実現し、各種施策を実践するための官民協働の体制を組む。 

・ 内外の人材やノウハウを取り込みつつ、多様な関係者と連携し、事業を推進する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携中枢都市圏、 
北陸新幹線沿線都市等と 
広域連携 
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③データを活用したマーケティングと海外への情報発信の強化 

・ これまでの観光誘客のためのＰＲ活動は、マーケティングという概念が乏しいのが実態である。今後の

観光地域づくりおいては、各種データの収集・分析によって裏付けられた戦略をもとに、訪問者のニー

ズや観光消費特性、顧客と視点での魅力等に応じた効果的なマーケティングが必要であり、訪問者に売

れる商品やサービスを提供するマーケティング戦略を構築する。 

・ また、かかるマーケティングを踏まえた上で、海外プロモーション、地域の魅力を紹介する放送コンテ

ンツの作成、各種メディアと連携した効果的な情報発信に取り組む。 

・  

④着地型・滞在型旅行商品の造成強化 

・ 訪問者の本物志向が高まる中、訪問地ならではのリアリティある過ごし方や体験を提供することが求め

られている。また、宿泊日数を増加させるための手段として、滞在時間を楽しむことができる商品の提

供が求められている。 

・ 地域の観光素材を磨き高め、魅力的な着地型商品の造成を強化する。これにより地域ブランドのイメー

ジをさらに引き上げ、その効果を観光以外の分野にも広く波及させる。 

 

⑤金沢市観光協会の人材・マネジメント強化 

・ 金沢版ＤＭＯの設立に際しては、（一社）金沢市観光協会の組織のさらなる強化・拡充が必要であり、

専門職の配置と人材の育成・活用を図りつつ、効果的な運営を実践する。 

 

 ⑥KPIの設定とPDCAの確立 

・ KPIを設定し、PDCAサイクルを確立するころを通じて、自立的・持続的な観光地経営を実践する。 

 

 

（２）観光立国のショーケース化において連携する他の都道府県･市町村 

・ 観光立国のショーケース化に向けて、下記の広域連携を強化する。 

・連携中枢都市圏／かほく市、白山市、野々市市、内灘町、津幡町 

・北陸新幹線沿線都市連携／高岡市、富山市、黒部市、糸魚川市、上越市、飯田市、長野市、 

上田市、佐久市、高崎市（金沢市を含む11都市で連携会議を設置） 

・北陸飛騨３つ星街道（金沢－白川郷・五箇山－高山）／白川村、南砺市、高山市） 

 H28年度より松本市が新たに参入 

・金沢市長野市共同観光キャンペーン／長野市 

・「加賀藩と霊峰白山」観光連携協定／白山市、野々市市 

・ その他、武家文化、仏教、大名庭園、茶の湯、能、祭り等、金沢のコンテンツと関連性のある他地域と

の連携を創出し、日本の「文化のメジャールート」づくりをめざす。 
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2-②．取組概要 

 

四季折々、ほんものの日本を五感で発見できる金沢 

（Kanazawa: Discover Authentic Japan and Excite the Five Senses） 

－歴史・伝統、文化・想像力を資源として磨き上げることにより、 

まちづくりと観光の連携による経済波及効果の創出－ 

上の戦略テーマをめざし、下記の取組を実施する。 

 

＜①観光資源の磨き上げ＞ 

(a) 観光資源の掘り起こしとテーマ性のある金沢固有のコンテンツへの磨き上げ 

(b) 暮らすように旅する新しい金沢の観光スタイルを創出するプログラム等の滞在型観光の開発と実施 

 

＜②ストレスフリーの環境整備＞ 

(c）訪日外国人のための宿泊、交通、案内、買い物等の受入れ環境の整備 

(d）多様な観光ガイドや観光コーディネートに関わる人材の発掘と育成 

 

＜③海外への情報発信＞ 

(e）海外への戦略的なプロモーションの実施 
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2-③．具体化する予定の取組に関する事項  

取組の具体的な内容 

(a) 観光資源の掘り起こしとテーマ性のある金沢固有のコンテンツへの磨き上げ・・・要領Ⅱ-2.① 

【主体】 

金沢市観光協会、金沢市、民間の関係者 

【時期】 

平成28年度～32年度 

【内容】 

・加賀藩から受け継がれた茶道文化や伝統工芸、伝統芸能などを学ぶプログラムづくり 

・「金沢芸妓のほんものの芸にふれる旅プログラム」の提供 

・伝統工芸を訪ね作家と直接ふれあうことができる特別な旅の造成 

・「Zen（禅文化）」をテーマに鈴木大拙館をテーマにしたプログラムづくり 

・日本食の粋を味わう金沢料亭文化プログラムの提供 

・市民と観光客が一緒に楽しむ年間イベント（金沢百万石まつり、ラ・フォル・ジュルネ金沢、金沢ジ

ャズストリート、金沢アカペラ・タウン） 

・文化のメジャールートの開拓と推進（仏教、大名庭園、アート、城、茶の湯等） 

・外国人旅行者向け周遊ルートの連携強化（新ゴールデンルート、昇龍道、北陸飛騨３つ星街道＋松本、

セントレア、関空コンセッションとの連携） 

 

【効果】 

 【1】訪日外国人旅行者の嗜好にあわせた旅行プログラム造成数 20本 

 【8】金沢市観光協会ホームページアクセス数 1,270,000件（約1.5倍） 

 【9】イベントの入込客数 980，000人（約107,000人増） 

 

(b) 暮らすように旅する新しい金沢の観光スタイルを創出するプログラム等の開発と実施・・・要領Ⅱ-2. 

【主体】 

金沢市観光協会、金沢市、民間の関係者 

【時期】 

平成28年度～32年度 

【内容】 

・町家や和風旅館、ゲストハウスを活かした新しい観光スタイルの提案 

・「Temple Stay（テンプルステイ）」で、寺院に泊まりながら仏教の修行や座禅、写経、報恩講などを

体験する旅の開発 

・欧米豪に人気の高い「Japan Sea（日本海）」を組み合わせた金石・大野地区の観光推進 

・外国人向けに「金沢の日常」を体験するプログラムづくり 

・グリーンツーリズムの推進（白山市、津幡町など周辺市町との連携事業） 

 

【効果】 

【1】訪日外国人旅行者の嗜好にあわせた旅行プログラム造成数 20本 

【2】観光案内所の訪日外国人旅行者の利用者数 60,000人（約2倍） 

【8】金沢市観光協会ホームページアクセス数 1,270,000件（約1.5倍） 
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(c）訪日外国人のための宿泊、交通、案内、買い物等の受入れ環境の整備・・・要領Ⅱ-2.② 

【主体】 

金沢市観光協会、金沢市、民間の関係者 

【時期】 

平成28年度～32年度 

【内容】 

・観光案内所での外国人窓口対応の充実 

・まちかど観光案内所の増設と内容の充実 

・多言語の観光マップや公的サインの統一と充実 

・和風旅館や料亭の改修支援 

・飲食店、宿泊施設等における多言語対応の充実 

・商店街共同の免税手続きカウンター設置、クレジットカード決済の導入 

・観光情報の多言語化の推進（ＨＰサイト、スマホ、マップ、パンフレット等） 

・観光文化施設等の外国人の嗜好にあわせた多言語化の推進（パンフレット等） 

・２次交通の充実 

・無料公衆無線LANの整備 

・高機能トイレの整備 

 

【効果】 

 【2】観光案内所の訪日外国人旅行者の利用者数 60,000人（約2倍） 

【3】免税店舗数（金沢税務署管内） 350店（約3倍） 

【10】外国人旅行者受入環境整備の支援件数 40件/年（5年間で200件支援） 

 

(d）多様な観光ガイドや観光コーディネートに関わる人材の発掘と育成・・・要領Ⅱ-2.② 

【主体】 

金沢市観光協会、金沢市、民間の関係者 

【時期】 

平成28年度～32年度 

【内容】 

・知識・技能アップのための講習会や勉強会の実施 

・「観光ボランティアガイドまいどさん」の充実 

・外国語対応の観光ボランティアガイドの育成 

・特区ガイドの導入検討 

 ・地域限定通訳案内士の導入検討 

 ・ランドオペレーターの育成・活用 

 

【効果】 

 【4】観光関係の講習会、セミナー等の開催件数 36回/年 

 【5】観光ボランティアガイド「まいどさん」の予約ガイド件数 2,000件（約1.5倍） 

 【6】金沢グッドウイルガイドネットワークのガイドツアー件数 400件（約1.5倍） 

 【7】通訳案内士（石川県）の人数 115人（約1.4倍） 
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(e）海外へ訴求力の高いPRと戦略的なプロモーションの実施・・・要領Ⅱ-2.③ 

【主体】 

金沢市観光協会、金沢市、民間の関係者 

【時期】 

平成28年度～32年度 

【内容】 

・訪日旅行のトレンドリーダーであるフランスを中心に、欧米豪とアジアの富裕層へのプロモーション

と誘客の実施 

・海外で事業展開する旅行会社と連携した欧州マーケティング調査とプロモーション展開 

・海外における現地誘客コーディネーターの配置 

・金沢におけるランドオペレーターの養成 

・外国人の嗜好にあわせた情報発信 

・海外の旅行博への出展 

・海外ＤＭＯとの交流・連携 

 

【効果】 

【2】観光案内所の訪日外国人旅行者の利用者数 60,000人（約2倍） 

【8】金沢市観光協会ホームページアクセス数 1,270,000件（約1.5倍） 

 

 

2-④．課題 

・外国語対応の有償ガイド（通訳案内士） 

 地方都市では通訳案内士の数が少なく、また言語も偏りがある。幅広い人材の活躍や経済活性化の観点

から、地域を限定した通訳案内士の養成活用が課題であり、早急に取り組むものである。 

 

・町家ステイの推進に向けた規制の緩和等 

 金沢の旧市街地の住宅地には町家が多くあり、金沢のまちなみ景観や資源として今後も次世代へ受け継

いでいく必要がある。近年町家をリノベーションしたゲストハウスや町家ステイが外国人にも人気となっ

ている。しかし貸したい人、借りたい人がいるものの、宿泊施設への利用は用途地域で制限されている場

合は、売買や賃貸が成立せず、町家を壊してコインパーキングに転用される事例も多い。町家という資源

を保全し、観光への利活用を図る観点から、特区認定やまちづくり協定による規制緩和等が望まれる。 
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必ず改ページ 

3．平成28年度中に行う事業の内容 

取組の内容 

(a) 観光資源の掘り起こしとテーマ性のある金沢固有のコンテンツへの磨き上げ・・・要領Ⅱ-2.①【主

体】 

金沢市観光協会、金沢市、民間の関係者 

【時期】 

平成28年度（5月～3月） 

【内容】 

・加賀藩から受け継がれた茶道文化や伝統工芸、伝統芸能などを学ぶプログラムづくり 

・「金沢芸妓のほんものの芸にふれる旅プログラム」の提供 

・伝統工芸を訪ね作家と直接ふれあうことができる特別な旅の造成 

・「Zen（禅文化）」をテーマに鈴木大拙館をテーマにしたプログラムづくり 

・日本食の粋を味わう金沢料亭文化プログラムの提供 

・市民と観光客が一緒に楽しむ年間イベント（金沢百万石まつり、ラ・フォル・ジュルネ金沢、金沢ジ

ャズストリート、金沢アカペラ・タウン） 

・文化のメジャールートの開拓と推進（仏教、大名庭園、アート、城、茶の湯等） 

・外国人旅行者向け周遊ルートの連携強化（新ゴールデンルート、昇龍道、北陸飛騨３つ星街道＋松本、

セントレア、関空コンセッションとの連携） 

 

【効果】 

 【1】訪日外国人旅行者の嗜好にあわせた旅行プログラム造成数 20本 

 【8】金沢市観光協会ホームページアクセス数 1,270,000件（約1.5倍） 

 【9】イベントの入込客数 980，000人（約107,000人増） 

 

 

(b) 暮らすように旅する新しい金沢の観光スタイルを創出するプログラム等の開発と実施・・・要領Ⅱ-2. 

【主体】 

金沢市観光協会、金沢市、民間の関係者 

【時期】 

平成28年度（5月～3月） 

【内容】 

・町家や和風旅館、ゲストハウスを活かした新しい観光スタイルの提案 

・「Temple Stay（テンプルステイ）」で、寺院に泊まりながら仏教の修行や座禅、写経、報恩講などを

体験する旅の開発 

・欧米豪に人気の高い「Japan Sea（日本海）」を組み合わせた金石・大野地区の観光推進 

・外国人向けに「金沢の日常」を体験するプログラムづくり 

・グリーンツーリズムの推進（白山市、津幡町など周辺市町との連携事業） 

 

【効果】 

【1】訪日外国人旅行者の嗜好にあわせた旅行プログラム造成数 20本 

【2】観光案内所の訪日外国人旅行者の利用者数 60,000人（約2倍） 

【8】金沢市観光協会ホームページアクセス数 1,270,000件（約1.5倍） 
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(c）訪日外国人のための宿泊、交通、案内、買い物等の受入れ環境の整備・・・要領Ⅱ-2.② 

【主体】 

金沢市観光協会、金沢市、民間の関係者 

【時期】 

平成28年度（5月～3月） 

【内容】 

・観光案内所での外国人窓口対応の充実 

・まちかど観光案内所の増設と内容の充実 

・多言語の観光マップや公的サインの統一と充実 

・和風旅館や料亭の改修支援 

・飲食店、宿泊施設等における多言語対応の充実 

・商店街共同の免税手続きカウンター設置、クレジットカード決済の導入 

・観光情報の多言語化の推進（ＨＰサイト、スマホ、マップ、パンフレット等） 

・観光文化施設等の外国人の嗜好にあわせた多言語化の推進（パンフレット等） 

・無料公衆無線LANの整備 

・高機能トイレの整備 

 

【効果】 

 【2】観光案内所の訪日外国人旅行者の利用者数 60,000人（約2倍） 

【3】免税店舗数（金沢税務署管内） 350店（約3倍） 

【10】外国人旅行者受入環境整備の支援件数 40件/年（5年間で200件支援） 

 

(d）多様な観光ガイドや観光コーディネートに関わる人材の発掘と育成・・・要領Ⅱ-2.② 

【主体】 

金沢市観光協会、金沢市、民間の関係者 

【時期】 

平成28年度（5月～3月） 

【内容】 

・知識・技能アップのための講習会や勉強会の実施 

・「観光ボランティアガイドまいどさん」の充実 

・外国語対応の観光ボランティアガイドの育成 

・特区ガイドの導入検討 

・地域限定通訳案内士の検討 

・ランドオペレーターの育成 

 

【効果】 

 【4】観光関係の講習会、セミナー等の開催件数 36回/年 

 【5】観光ボランティアガイド「まいどさん」の予約ガイド件数 2,000件（約1.5倍） 

 【6】金沢グッドウイルガイドネットワークのガイドツアー件数 400件（約1.5倍） 

 【7】通訳案内士（石川県）の人数 115人（約1.4倍） 
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(e）海外への訴求力の高いPRと戦略的なプロモーションの実施・・・要領Ⅱ-2.③ 

【主体】 

金沢市観光協会、金沢市、民間の関係者 

【時期】 

平成28年度（5月～3月） 

【内容】 

・訪日旅行のトレンドリーダーであるフランスを中心に、欧米豪とアジアの富裕層へのプロモーション

と誘客の実施 

・海外で事業展開する旅行会社と連携した欧州マーケティング調査とプロモーション展開 

・海外における現地誘客コーディネーターの配置 

・金沢におけるランドオペレーターの養成 

・外国人の嗜好にあわせた情報発信 

・海外の旅行博への出展 

 

【効果】 

【2】観光案内所の訪日外国人旅行者の利用者数 60,000人（約2倍） 

【8】金沢市観光協会ホームページアクセス数 1,270,000件（約1.5倍） 
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4．評価指標及び数値目標 

観光立国のショーケース化に向けた目標の進捗状況を的確に把握できるよう、取組内容に応じて、絶対

値、変化率等の定量的な評価指標及びその評価指標の数値目標を設定する（設定の根拠を含む）。 

 

■アウトカム指標 

指標 平成26年 平成32年度 設定根拠 

訪日外国人旅行者の宿泊者数 200,580人 400,000人 
（目標設定の根拠は 

別添資料１） 

金沢地域の観光消費額 59,564百万円 78,000百万円 
（目標設定の根拠は 

別添資料２） 

訪日外国人旅行者の満足度 
※「とても満足」 

38.4％ 

「とても満足」 

50％ 

（目標設定の根拠は 

別添資料３） 

訪日外国人旅行者のリピーター率 8.7％ 20% 
(目標設定の根拠は 

別添資料４) 

※訪日外国人旅行者のデータがないので日本人で準用 

 Ｈ28以降は、訪日外国人観光客への調査を実施 

 

■アウトプット指標 

指標 平成26年 平成32年度 設定根拠 

【1】訪日外国人旅行者の 

嗜好にあわせた旅行 

プログラム造成数 

未造成 20本 
アジア向け10本 

欧米豪向け10本を造成 

【2】観光案内所の訪日外国人

旅行者の利用者数 
33,417人 60,000人 

H27.4-11/H26.4-11=1.5倍 

→H32には2倍へ 

【3】免税店舗数 

（金沢税務署管内） 

118店 

(H26年度末) 

350店 

（H32年度末） 
事業実施により3倍 

【4】観光関係の講習会、 

セミナー等の開催数 
12回 36回 

◯補足する講習会、セミナー等 

かがやき発信講座 

H26:12回（月1回ペース） 

H32:24回（月2回ペース） 

海外誘客セミナー 

H26:0回 

H32:4回 

ランドオペレーター養成講座 

H26:0回 

H32:4回 

ボランティア技能向上研修 

H26:0回 

H32:4回 
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■アウトプット指標（つづき） 

指標 平成26年 平成32年度 設定根拠 

【5】観光ボランティアガイド

「まいどさん」の 

予約ガイド件数 

1,369件 2,000件 
H26は1日あたり3.8件 

H32は1.5倍の5.7件 

【6】金沢グッドウイルガイド 

ネットワークのガイド 

ツアー件数 

207件 400件 
事業実施により2倍 

（H27は1.5倍ペース） 

【7】通訳案内士（石川県）の  

     人数 
84人 115人 

年間5人増 

(参考)いしかわ創生総合戦略 

H31:110人 

【8】金沢市観光協会 

外国語ホームページの 

アクセス数 

843,770件 

（7ヶ国語） 

1,270,000件 

（7ヶ国語） 
7カ国語ベースで1.5倍 

【9】イベントの入込客数 
872,760人 

（4イベント） 

980,000人 

（4イベント） 

◯補足するイベント 

ラ・フォル・ジュルネ金沢(5月) 

H26:122,024人 

H32:158,000人(約1.3倍) 

金沢百万石まつり（6月） 

H26:632,000人 

H32:664,000人（約5%増） 

金沢アカペラ・タウン（8月） 

H26:24,538人 

H32:36,000人（約1.5倍） 

金沢ジャズストリート（9月） 

H26:94,198人 

H32:122,000人（約1.3倍） 

【10】外国人旅行者受入環境 

整備の支援件数 
3件/年 40件/年 

毎年の目標値の内訳 

和風旅館2件 

料亭2件 

その他38件 
 

 



（金沢市）観光地域での観光立国のショーケース化［全体構想］（様式２）

観光立国のショーケース化としての位置づけ

現状分析（観光地域づくりの体制・観光資源（観光施設等）･訪日外国人旅行者の実態等）

四季折々、ほんものの日本を五感で発見できる金沢
Kanazawa: Discover Authentic Japan and Excite the Five Senses

－歴史・伝統、文化・創造力を資源として磨き上げることにより、 まちづくりと観光の連携による経済波及効果を創出－

①訪日外国人旅行者宿泊数の増加と満足度の向上
・訪日外国人旅行者宿泊者数を、現状比200％をめざす。
（アジアに加えて、特に欧米豪の重点化）
・満足度（質）についても「とても満足」の評価を50％得ていく。
②観光による地域経済の波及効果
・観光による地域経済の波及効果（観光消費額）を、現状比130％を
めざす。
③日本版ＤＭＯの設立による観光マネジメント力の向上
・対外的にワンストップの窓口の機能を持つプラットフォームを
構築する。
・地域の多様な関係主体が連携できる体制を構築する。
・効果的なマーケティングの実施、着地型で滞在型の旅行商品の
造成強化、（一社）金沢市観光協会の人材・マネジメント力を強化。
・国内広域連携ネットワークの一層の拡充、海外DMOとの交流・
連携、市民・ボランティアとの連携や人材育成により、広く効果が
波及する地域・市民参加型のDMOをめざす。
・KPIを設定し、PDCAサイクルを確立し、自立的・持続的な
観光地経営を実践する。

①日本海側のハブとなる金沢から広域へ、訪日外国人の入込効果
・北陸新幹線開業で東京からのアクセスが2時間半⇒ジャパン・レール・パス
利用で、金沢から他地域へ周遊するパターンが増加中。
・関西空港のコンセッション化に伴う一層のＬＣＣの増加⇒関西→京都→金沢
→他地域のリバースルートの開発をもたらす期待 。
・金沢が日本海側のハブとなり各地への導線をつくる、着地型商品の販売

PR窓口として機能することで、新たな広域ルートを構築できる。
②金沢市外への宿泊受け皿としての周辺への波及効果
・平成27年は金沢の大規模コンベンションや観光ピーク時に、周辺市町や
隣県の宿泊施設まで波及効果があった。⇒金沢がショーケースとして
機能することで、周辺地域へのシャワー波及効果が期待できる。
・市内でも町家活用による多様な宿泊スタイルの確立により雇用の増加や
新たなサービス業の発展が期待される。
③テーマ性のあるキラーコンテンツづくりによる広域への波及効果
・武家文化、城下町文化のコンテンツを活かし、テーマ性のある文化のメジャー
ルートを東北や関西、中国・四国地方にまで連携を広げる事が可能である。

他
都
市
・地
域
へ
の
幅
広
い
波
及
効
果

①観光地域づくりの体制
・（一社）金沢市観光協会 ←金沢版DMOの核
平成26年法人化・平成27年旅行業登録
・会員302件／事業予算1億8,500万円
・事務局10名
・旅行商品造成販売やプロモーション、
海外誘客、観光案内所等

②観光資源
・まちなかに多くの歴史・文化資源（兼六園、近江町市場、
金沢21世紀美術館、ひがし茶屋街、三寺院群が
コンパクトに立地。
年間通じてイベント多数。リピーター率は56.5％である。
・海外からの評価がトップクラスの施設が多い。
例：ベストイントラベル2014世界4位：日本で唯一ランクイン

③訪日外国人旅行者
・直近一年間（H26.10～H27.9） 約235,000人泊

※H26年確定値 200,580人泊
・近年、FITでは、欧米豪の伸びが著しい。
・欧米豪：北陸新幹線開業で主要国際空港から

直接金沢へ
・アジア：昇龍道コース（セントレア→高山→金沢→能登）
・関空からは大阪（USJ)→京都→金沢が今後有力

①四季折々の日本の自然や日本ならではの風習がある
②日本を代表する城下町
③新しい文化を作り出す刺激的でクリエイティブなまち
④日本海側のハブとして広域観光をリードするまち
⑤観光のインパクトによる地域経済活性化への波及効果が期待できるまち

金沢の魅力

①金沢が有する多様な日本文化や歴史資源の発掘と磨き上げ
②革新的でクリエイティブな日本文化の創造と発信
③金沢近郊の温泉地、製造業、農業等、官民連携の観光まちづくり
④コンパクトなまちを活かした、歩いてめぐる周遊観光
⑤民間企業、関連省庁等との連携によるインバウンドの取組を加速
⑥ターゲットを定めた戦略的なインバウンドプロモーション
⑦日本版DMOによる広域連携モデルの実現

提案の
先導性

モデル性 ・多様な観光資源でインバウンド効果を総合的、網羅的に検証
・観光地バリアフリー化の汎用性・標準評価指標づくりに参画

実現可能性・持続性
・市観光戦略プラン2016の策定と実行
・市中期財政計画による予算重点化

【ショーケース化に向けた目標】



（金沢市）観光地域での観光立国のショーケース化提案書（様式２）

観光資源の磨き上げ

ストレスフリーの環境整備

海外への情報発信

日本版ＤＭＯの確立

テーマ性のある金沢固有の
コンテンツへの磨き上げ

暮らすように旅する新しい金沢の観光
スタイルを創出するプログラム等の開発と実施

・茶道文化、伝統工芸、伝統芸能などを学ぶ旅
・金沢芸妓のほんものの芸にふれる旅
・伝統工芸作家と直接ふれあう特別な旅
・「Zen（禅文化）」と鈴木大拙館のプログラム
・日本食の粋を味わう金沢料亭文化プログラム
・市民と観光客が一緒に楽しむ年間イベント
（百万石まつり、金沢ジャズストリート等）
・文化のメジャールートの開拓と推進
（仏教、大名庭園、アート、城、茶の湯等）
・外国人旅行者向け周遊ルートの連携強化等

・町家や和風旅館、ゲストハウスを活かした
新しい観光スタイル
・「Temple Stay（テンプルステイ）」
寺院に泊まりながら仏教の修行や座禅、
写経、報恩講などを体験する旅
・欧米豪に人気の高い「Japan Sea
（日本海）」と金石・大野地区の観光推進
・外国人向け「金沢の日常」を体験する
プログラム
・連携中枢都市圏でのグリーンツーリズム
の推進 等

・観光案内所の外国人窓口対応の充実
・２次交通や公的サインの充実
・飲食店、宿泊施設等の多言語対応充実
・和風旅館や料亭の改修支援
・商店街共同の免税手続きカウンター設置
・観光情報の多言語化（HP、スマホ、パンフ等）
・公衆無線LANや高機能トイレの整備 等

宿泊、交通、案内、買い物等の環境整備 多様な観光ガイドや観光コーディネート
に関わる人材の発掘と育成

・知識・技能アップ講習会や勉強会の実施
・「観光ボランティアガイドまいどさん」充実
・外国語対応観光ボランティアガイド育成
・特区ガイドの導入検討
・地域限定通訳案内士の導入・検討
・ランド・オペレーターの育成・活用 等

訴求性の高いPRと
戦略的なプロモーションの実施

・訪日旅行のトレンドリーダーであるフランス
を中心に、欧米豪とアジアの富裕層への
プロモーションと誘客の実施
・海外で事業展開する旅行会社と連携した
欧州マーケティング調査とプロモーション
展開
・海外の現地誘客コーディネーターの配置
・外国人の嗜好にあわせた情報発信
・海外DMOとの交流・連携 等

①「金沢版ＤＭＯ」の設立、計画策定、実行
②（一社）金沢市観光協会を核とした官民協働の
体制づくり
③データを活用したマーケティングと海外への
情報発信の強化
④着地型・滞在型旅行商品の造成強化
⑤金沢市観光協会の人材・マネジメント強化
⑥KPIの設定とPDCAの確立

タ
ー
ゲ
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連携中枢都市圏、
北陸新幹線沿線都市等と
広域連携



観光地域での観光立国のショーケース化・［工程表］

～取組と評価指標・数値目標（ＫＰＩ）～

様式３

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ＫＰＩ

(a) 観光資源の掘り起こしとテーマ性ある金沢固有のコンテンツへの磨き上げ （①観光資源の磨き上げ）

・資源の発掘・磨き上げ

・プログラムづくり

・造成・販売

・効果測定・評価→改良

・年間イベントの開催

・文化メージャールート

・周遊ルートの連携強化

■アウトカム指標
・宿泊者数

【200,580人 →
→400,000人】

・観光消費額
【59,564百万円 →

78,000百万円】
■アウトプット指標
・プログラム造成数

【未造成 →20本】
・ＨＰアクセス数

【843,770件 →
1,270,000件】

・イベント入込数
【872,760人 →

980,000人】

(b) 暮らすように旅する新しい金沢の観光スタイルを創出するプログラム等の開発と実施 （①観光資源の磨き上げ）

・資源の発掘・磨き上げ

・プログラムづくり

・造成・販売

・効果測定・評価→改良

■アウトカム指標
・宿泊者数

【200,580人 →
→400,000人】

・観光消費額
【59,564百万円 →

78,000百万円】
■アウトプット指標
・プログラム造成数

【未造成 →20本】
・観光案内所利用者

【33,417人 →
60,000人】

・ＨＰアクセス数
【843,770件 →

1,270,000件】

伝統工芸、茶道、禅、食、音楽イベント、
文化のメジャールート（広域）等のプログラム

内容精査・改善

継続開催

広域連携 販売

継続実施

モニターツアー

モニターツアー

販売

内容精査・改善

販売モニターツアー

町家・Temple Stay、日本海、日本の日常
等のプログラム

必要に応じて継続



観光地域での観光立国のショーケース化・［工程表］

～取組と評価指標・数値目標（ＫＰＩ）～

様式３

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ＫＰＩ

(c) 訪日外国人のための宿泊、交通、案内、買い物等の受入れ環境の整備 （②ストレスフリーの環境整備）

・観光案内所 外国人窓口対応充実

・多言語MAP 公的サイン整備

・和風旅館や料亭の改修支援

・飲食店・宿泊施設等の多言語対応

・商店街の共同免税ｶｳﾝﾀｰ設置
クレジットカード決済の導入

・観光情報の多言語化

・観光施設等の多言語化

・二次交通の充実

・無料公衆無線LANの整備

・高機能トイレの整備

■アウトカム指標
・満足度

【38.4％→50％】
・リピーター率

【8.7％→20％】

■アウトプット指標
・観光案内所利用者

【33,417人 →
60,000人】

・免税店舗数
【118店 →350店】

・受入環境整備支援
【3件/年→40件/年】

継続支援 H28はHP、スマホなど

継続実施

継続支援

継続実施

継続支援 H28はイタリア語

継続支援

必要に応じて継続

継続支援 H28免税はムサシ

継続実施

必要に応じて継続

各施設等において継続実施

わかりやすい案内機能の強化 交通系ICカードの検討・拡充



観光地域での観光立国のショーケース化・［工程表］

～取組と評価指標・数値目標（ＫＰＩ）～

様式３

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ＫＰＩ

(d) 多様な観光ガイドや観光コーディネートに関わる人材の発掘と育成（②ストレスフリーの環境整備）

・講習会・勉強会の実施

・観光ボランティアガイドの充実

・外国語対応ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞの育成

・特区ガイドの導入

・地域限定通訳案内士の導入検討

・ランドオペレーターの育成・活用

■アウトカム指標
・満足度

【38.4％→50％】

■アウトプット指標
・勉強会・セミナー

【12回 → 36回】
・まいどさん件数

【1,369件 →
2,000件】

・KGGNガイド件数
【207件 → 400件】

・通訳案内士人数
【84人 → 115人】

(e) 海外へ訴求力の高いＰＲと戦略的なプロモーションの実施 （③海外への情報発信）

・欧米豪、アジア富裕層への
プロモーションと誘客

・民間旅行会社と連携した
マーケティングとプロモーション

・現地誘客コーディネーター配置

・金沢のランドオペレーターの養成

・海外旅行博への出展

・海外ＤＭＯとの交流・連携

■アウトカム指標
・宿泊者数

【200,580人→
400,000人】

・リピーター率
【8.7％→20％】

■アウトプット指標
・観光案内所利用者数

【33,417人→
60,000人】

・ＨＰアクセス数
【843,770件→

1,270,000件】

集中実施 必要に応じて継続実施

継続実施

継続実施

育成 活用

検討・調整 導入

連携交流

欧米豪 アジア富裕層

養成 必要に応じて継続実施

継続配置

継続配置


