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観光立国ショーケース実施計画（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－ 

作成者 

地方公共団体 

地方公共

団体名 
金沢市 所在地 金沢市広坂１丁目１－１ 

代表者 金沢市長 山野 之義 
担当者 

連絡先 

観光政策課・担当課長補佐（兼）係長 

浅野 成貞 

電話 076-220-2194 

FAX   076-260-7191 

E-mail kankou@city.kanazawa.lg.jp 

日本版ＤＭＯ 

候補法人 

日本版Ｄ

ＭＯ候補

法人名 

一般社団法人 

金沢市観光協会 
所在地 金沢市木ノ新保町１－１ 

代表者 理事長 深山 彬 
担当者 

連絡先 

事務局・次長 

寺畑 聡 

電話 076-232-5555 

FAX   076-232-1170 

E-mail terahata@kanazawa-kankoukyoukai.or.jp 

1．全体構想 

1-①．観光立国ショーケースにおいて目指す姿 

  

金沢は、藩政時代に確立された城下町のまちなみを今に残し、加賀藩前田家は、「武」よりも「文」を

奨励し、学術、文化、工芸の振興に力を注ぎました。 

金沢が今日、「歴史都市」「文化都市」「創造都市」と呼ばれる所以は、加賀藩の歴代藩主が創り上げた

武家文化を連綿と受け継いできた国内でも稀有な都市であることに加え、金沢駅もてなしドーム、金沢

21 世紀美術館等に代表される、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合わせ持っ

ていることです。 

2015 年３月の北陸新幹線金沢開業を契機に、この文化的秩序を重んじつつも新しいものを取り入れて

時代を重ねてきた、金沢の「日本の由緒あるほんもの」の豊かさを、将来に向けていっそう磨き高めま

す。そうして磨かれた金沢のまちなみや建築物、工芸や芸能、地場の食材を活かした食文化としつらえ、

用水のせせらぎや鼓三味線等の音色、くらしの営み等を「五感」で感じることで、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まちをめざします。 

そのような中、金沢が欧米のメディアにおいて行くべき旅行地として、高い評価を受けています。例

えば、アメリカ大手旅行雑誌「コンデ・ナスト・トラベラー」（ウェブ版）（月間6,600万ビュー）では、

12 月に「2017 年にいくべき旅行地１７」の一つに、発行部数 97 万部を誇る北米の富裕層をターゲット

とした大手旅行雑誌「トラベル・アンド・レジャー」のウェブ版では、12月に「2017年に行くべき旅行

地５０」の一つに、フランスの主要全国紙（日刊紙）「ル・モンド」紙のウェブ版で、1 月に「２０１７

年に行くべき旅行地２０」の一つに金沢が選ばれました。 
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これらの実績を踏まえ、平成29年度以降は「欧米豪、富裕層、若年層」などの市場開拓を展開するJNTO

戦略に呼応し、外国人目線による動画を利活用した SNS 発信や、トリップアドバイザーによる情報発信

を最大限活用しながら、イタリアを重点にプロモーションを実施します。 

これにより、本市の産業観光の発展はもとより、交流人口と定住人口の増加、都市機能の発展に確実

につなげていくことをめざします。 

 

１．「ほんものの日本」を継承し、創造するまち 

金沢には伝統性を重視する気風、革新性を求める気風の両面があり、藩政時代からの歴史や伝統文化

を現代につなげ、そこに新たな価値を付加して新しいものを生み出してきた日本を代表する創造都市で

す。そのことが、保存と開発の調和をもって、歴史遺産や文化遺産の魅力を高めてきたまちづくりや、

伝統を守りながらも、最先端の芸術や技術を取り入れる気風を合わせ持つ市民意識に表れています。 

 

今後も、金沢の 400 年以上の伝統と精神性を受け継いだ「ほんものの日本」を継承しつつ、新たな魅

力を創造し、世界の人々があこがれるまち金沢をめざします。  

 

２．四季折々何度でも訪れたいまち 

金沢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、浅野川の二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ます。四季折々に変化する自然を身近に感じ、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、建築様式等で花開き、現代に受け

継がれています。 

このような金沢の風土を大切にし、いつ来ても新しい発見、新たな魅力を実感できるような、四季折々

何度でも訪れたいまち金沢をめざします。 

 

３．市民の暮らしが魅力的なまち 

金沢は、藩政時代からの町割りが今でも残っています。一歩、小路に入ると、用水のせせらぎ、町家

を活用した金沢らしいお店、軒先には手入れがされた鉢植え等が飾られ、市民の日常生活に浸透するた

しなみや金沢らしい美意識、地域コミュニティを感じることができます。こうした普段着の生活自体が、

観光客には金沢の魅力と映ります。 

北陸新幹線開業が市民生活に変化を与えつつありますが、今後も市民が暮らしやすく魅力的なまちづ

くりをすすめます。市民にとって住みよいまちが観光客にとって魅力的なまちであり、市民の豊かな暮

らしを、時間をかけて堪能した金沢ファンが暮らしてみたいとあこがれるまち金沢をめざします。 

 

４．日本海側のハブとして広域観光をリードするまち 

金沢は、鉄道、空港、港、高速道路等のそれぞれの交通拠点施設へのアクセスが容易であり、北陸新

幹線金沢開業で首都圏からの鉄道によるアクセスも飛躍的に向上しました。三大都市圏から２時間半の

時間圏に位置することにより、これまでの中京圏からの南北ルート等に加え、首都圏、金沢、関西圏を

つなぐ北回りのルートも確立されました。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に

よる空のアクセスや金沢港への客船の入港による海のアクセス等、これまで以上に広域観光における金

沢の拠点機能が高まりました。 

今後は、北陸新幹線沿線都市、北陸・飛騨・信州３つ星街道、北陸３県、県内、石川中央都市圏等の連

携において、金沢が広域観光の日本海側のハブとしてのリーダーシップを発揮し、新たな周遊観光を創

造することで、国内外における金沢の存在感をさらに高めていきます。  
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1-②.数値目標 

  

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以下のと

おり設定します。（金沢市観光戦略プラン2016より） 

 

 

(参考)「金沢市の外国人入込客数の現状」 

本市（兼六園）と国の比較（平成28年1月～12月） 

 全国と比べて、欧米豪の伸び率が高い状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指  標 
平成２７年 

(現状値) 

 平成３２年 

（目標値） 

①金沢地域の年間入り込み客数 

【金沢の受入規模】 
10,060千人  11,000千人 

②年間宿泊客数 

【滞在時間の増加と経済波及効果】 
2,906千人  3,200千人 

③外国人延べ宿泊者数 

【新たな成長分野】 
256千人  400千人 

④金沢地域の観光消費額 

【地域経済への波及規模】 
678億円  780億円 

⑤金沢旅行全般の満足度（とても満足） 

【金沢ファン獲得】 
38.4％  50％以上 

⑥金沢への再来訪回数（リピート率） 

【金沢ファン獲得】 
55.4％  60％以上 
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2．取組内容 

2-①．日本版DMOの確立 

Ⅰ．日本版ＤＭＯの運営体制 

①金沢版ＤＭＯの計画策定、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ます。 

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「金沢版ＤＭＯ」を構築し、各種施策実践のための経営戦略を策定し、ＫＰＩの設定及びＰＤＣＡサ

イクルの事業評価により、関係者が協働し実践していきます。 

 

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 

（一社）金沢市観光協会は、宿泊業者や飲食業者、交通事業者などの関係団体が参画し、官民が連携

した運営を既に実施していることから、この市観光協会を地域ＤＭＯの母体として、農林業、文化芸術

団体等、多様な関係団体の参画を促し、地域経済の活性化につながる実施体制を構築していきます。 
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③ビッグデータ等を活用したマーケティングと海外へのプロモーションの強化 

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り、今後

の観光地域づくりおいては、ビッグデータ等の各種データの収集・分析によって裏付けられた戦略をも

とに、ターゲット層のニーズや観光消費特性等に応じた効果的なマーケティングが必要であり、ターゲ

ット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します。 

また、マーケティングを踏まえ、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プロモーションに取り組みます。 

④着地型・滞在型旅行商品の造成強化 

訪日外国人旅行者の消費志向が「モノ」から「コト」へと変わりつつあるなか、訪問地ならではのリ

アリティのある過ごし方や、「ほんもの」を体験し滞在時間を楽しむことができる旅行商品の提供が求め

られていることから、地域資源を磨き高め、魅力的な着地型旅行商品の造成を強化し、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ます。 

⑤金沢版ＤＭＯの組織化を推進 

新たに、金沢版ＤＭＯ化に向けて、観光関連事業者等と調整を行い、金沢版ＤＭＯとして（一社）金

沢市観光協会の組織・人材・分析力の更なる強化を図り、効果的な運営を実践します。 

 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とを通じて、自立的・持続的な観光地経営を実践します。 

 

Ⅱ．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し、この事業効果を広域へ展開します。 

〇北陸・飛騨・信州３つ星街道（金沢－五箇山－白川郷－高山－松本）／南砺市、白川村、高山市、 

松本市 

〇連携中枢都市圏／【石川中央都市圏】かほく市、白山市、野々市市、内灘町、津幡町 

〇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） 

〇金沢富山県西部/高岡市、小矢部市、南砺市、氷見市、砺波市、射水市 

〇「加賀藩と霊峰白山」観光連携協定／白山市【白山開山1300年】 

〇その他／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 

 

Ⅲ．具体的な取組の概要 

  行政や多様な関係団体との連携を図りながら、以下の取り組みを推進します。 

 ①金沢ならではの旅行商品造成に関する取組 

〇歴史、伝統文化、食など、和の未来を追求したほんものの日本の文化をみせる 

   ・加賀藩から受け継がれた歴史、伝統工芸、伝統芸能、茶道、食文化等を活かした「ほんものの

日本」を五感で 感じることができるプログラムづくり 

   ・伝統工芸作家の工房を訪ね、直接、作家とふれあうことができる特別な旅の提案 

〇観光資源を掘り起こし、テーマ性のある金沢固有のコンテンツへ磨き上げ 

   ・建築、文学、アート等金沢特有のコンテンツを活用したプログラムづくり 

〇暮らすように旅する新しい金沢の観光スタイルを創出 

・町家や和風旅館、ゲストハウス等を活用した、暮らすように旅する新しい観光スタイルの提案 

〇金沢の新しい領域を切り拓く、現代のアート、工芸等の文化やスポーツを活用したプログラムづ

くりを推進 
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②戦略的なプロモーションに関する取組 

〇東京オリンピック・パラリンピックに向けて金沢の文化力を高め発信 

〇金沢の文化を嗜好する海外の地域に対して戦略的なプロモーションを展開 

〇金沢固有の伝統文化や食文化、まちなみ等を活かし、滞在型観光の促進と金沢ファン拡大に向け

た展開を強化 

〇外国人のための宿泊や交通、観光案内、買い物等の受入環境を整備 

〇金沢特有のユニークベニューを活かし、金沢でしか体験できないＭＩＣＥを推進 

〇官民一体で金沢にふさわしいＭＩＣＥ誘致活動を推進し、一元化した情報発信 

〇ストーリー性をもつ新たな広域観光ルートを開拓 

〇関係自治体や民間事業者と連携を強化し、広域観光を推進 

〇民間事業者等と連携し、戦略的に誘客を促進 

〇金沢と縁のある人や地域を活用したプロモーションを展開 

 ③受入環境の整備に関する取組 

〇観光施設、文化施設等における受入環境を向上 

   ・多様な宿泊ニーズに対応する宿泊環境の充実 

   ・市民と観光客の声を活かした受入環境の向上 

〇災害発生時における観光客等の避難体制を充実 

  ④人材の育成に関する取組 

〇市民が金沢の魅力を再認識し、誇りを持ったおもてなしにつなげる 

〇おもてなしや観光コーディネートに関わる専門分野の人材育成を推進 

〇広域、専門、外国語、市民ボランティア等、多様な観光ガイドを発掘育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

金沢ならではの 

旅行商品造成 戦略的な 

プロモーション 

人材の育成 

受入環境の 

整備 

地域ＤＭＯ 
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2-②．２０２０年度までの取組事項 

(1)取組概要（総論） 

 戦略テーマ 

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－ 

観光立国ショーケースにおいて目指す姿 

１．「ほんものの日本」を継承し、創造するまち 

２．四季折々何度でも訪れたいまち 

３．市民の暮らしが魅力的なまち 

４．日本海側のハブとして広域観光をリードするまち 

 

上記の戦略テーマと観光立国ショーケースにおいて目指す姿を実現するため、下記の取組を実施します。 

 

１．観光資源の磨き上げ 

藩政期から受け継がれた歴史、まちなみ、伝統・文化、学術等の金沢固有の魅力をさらに磨き上げ、訪

れる度に金沢の歴史や奥深さを知り、感動していただけるように、様々な体験の機会を創出します。また、

金沢の奥深さのある観光資源を掘り起こし、訪れる人の多様なニーズに即したテーマ性のあるコンテンツ

として再構築するとともに、自然や季節感を楽しむ旅を提供する等、新しい魅力を創出します。さらに、

日常の金沢を市民目線で楽しむ観光スタイルや現代アート、スポーツ等の新たな文化を織り込んだ観光プ

ログラム等、何度でも訪れたくなる魅力あるコンテンツを創造します。 

 

＜地域資源を生かした新商品・サービスの開発・提供等＞ 

(1-1)藩政時代から受け継がれた金沢固有の歴史、伝統文化を活かした旅行商品の企画 

(1-2)哲学、文学、建築、アート等金沢特有のコンテンツを活用したプログラムの造成 

＜日本食・食文化、農山漁村等の魅力活用等＞ 

(1-3)金沢の食文化や料亭文化の魅力発信 

(1-4)金沢の海の幸や加賀野菜の魅力発信 

＜文化財や地域の歴史的まちなみの保存・整備・活用、良好な景観の形成等＞ 

(1-5)金沢の魅力あるまちなみ環境の保全継承 

＜地域の自然を生かしたエコツーリズムの推進等＞ 

(1-6)里山等の自然や生き物と触れ合うグリーン・ツーリズム、エコツーリズムの推進 

＜その他＞ 

(1-7)市民と観光客が一緒に楽しむ年間イベントの実施 

 

２．ストレスフリーの環境整備 

外国人旅行者がストレスフリーに宿泊や移動、観光、買い物、飲食ができるように、官民連携し、多言

語化や免税手続き、観光案内や二次交通等のわかりやすい表記、公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進等に取り

組むほか、インターナショナルブランドホテルの誘致による受入環境の充実を図っていきます。また、金

沢の旅が快適になるように、市内での滞在や移動、買い物等における多言語対応とストレスフリーの受入

環境の整備をハード、ソフトの両面から進めます。 
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＜訪日外国人旅行者が滞在・周遊を楽しむための環境整備等＞ 

(2-1)インターナショナルブランドホテルの誘致による外国人富裕層の受入環境の充実 

(2-2)文化施設における多言語対応の普及促進 

(2-3)観光施設、宿泊施設、飲食店等に対する外国人旅行者受入環境整備への支援 

＜ICT を活用した訪日外国人旅行者拡大に向けた環境整備等＞ 

(2-4)民間事業者の最先端技術の導入による観光地の魅力向上 

(2-5)観光ガイドの英会話能力の向上と多言語翻訳に係る金沢版辞書の構築 

＜カード・アプリ等による「ストレスフリー」な環境整備等＞ 

(2-6)商店街共同の免税手続きカウンターの充実 

＜その他＞ 

 （2-7)外国人旅行者の多様なニーズに応える質の高い通訳ガイドの育成 

(2-8)外国人旅行者の安全・安心対策の強化 

 

３．海外への情報発信 

兼六園の外国人入園者数や、金沢市内の外国人宿泊客数などのデータからも明らかなとおり、金沢を訪

れる外国人旅行者は年々増加しており、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、金沢の様々

な文化プログラムを充実するとともに、金沢でほんものの日本を味わえるような滞在型の楽しみ方を提供

し、そうした文化を嗜好する海外の国・地域に対して、これまでのガイドブックやホームページ、スマー

トフォンサイトに加え、動画やSNSを活用した戦略的プロモーションを展開します。 

また、国や民間企業、関係自治体、現地誘客コーディネーター、海外に精通する市民とも連携を強化し、

それぞれの嗜好に合わせた訴求力の高い情報をＢtoＢ、ＢtoＣで発信するとともに、国のビジット・ジャ

パン事業を活用し、海外旅行博の出展や旅行エージェント、ブロガー等の招請等を行います。 

プロモーションを展開するにあたり、重点ターゲット層を「ほんものの日本」に親和性の高い欧米豪地

域とし、これまでフランスを中心に展開してきたプロモーションを、今後さらに伸びが期待できるイタリ

アを重点市場とし、旅行会社と連携したＢtoＢプロモーションや、動画やSNS を活用したＢtoＣプロモー

ションをあわせて集中的に実施します。これにより、イタリアでの日本＝金沢の知名度を確立し、この効

果をフランス、スペイン等の欧州各国へ広げていきます。 

一方で、何度も繰り返し訪れる金沢ファンを増やすためには、金沢への訪日外国人旅行者の７割がアジ

ア地域を占め、小松空港の国際線の就航状況からも、アジア地域は重要なマーケットと考えます。このた

め、親日家が多い台湾、タイやシンガポールなどの東南アジアをターゲット層とし、食や伝統文化を通じ

た交流や誘客プロモーション、旅行会社やメディアに対する広域観光ルートの提案やＰＲ等を展開します。 

 

＜ビジット・ジャパン事業等により海外に地域の魅力を発信等＞ 

(3-1)欧米豪の富裕層やアジア知識層へのプロモーションと誘客の実施 

(3-2)旅行会社と連携した欧州重点プロモーションの実施 

＜地域の魅力を伝える放送コンテンツ等の発信等＞ 

(3-3)動画やSNSを活用したプロモーションの実施 

(3-4)外国人の嗜好にあわせた情報発信（HPやガイドブックの充実） 

＜文化プログラムを活用した日本文化の発信等＞ 

 (3-5)東京オリンピック・パラリンピックに向けて金沢の文化力を高め発信 

＜その他＞ 

 (3-6)金沢の伝統工芸品や農産物の販路拡大 
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４．その他 

 金沢の周辺市町には、自然やレクリエーション系の資源が充実しており、また、金沢とは異なる背景を

持つ特徴的な歴史や文化が数多くあります。北陸新幹線の開業により、三大都市圏からのアクセスが格段

に向上し、金沢を結節点とした二次交通が拡充し、広域観光ルートの選択肢が多様化してきたことから、

関係自治体や民間事業者と連携し、旅行商品に厚みや魅力を加え、北陸の玄関口として、金沢を拠点とし

た広域観光の推進やプロモーションにリーダーシップを発揮するとともに、金沢の受け入れ規模に応じた

ＭＩＣＥを推進するため、文化施設や寺社仏閣、町家等で特別な体験ができる金沢らしいユニークベニュ

ーを活用した会議（ミーティング）や報奨旅行（インセンティブツアー）を開催し、金沢の魅力を堪能で

きるＭＩＣＥを推進していきます。 

 また、効果的なプロモーションを推進するため、金沢版ＤＭＯにおいて、各種データを活用したマーケ

ティング調査を実施します。 

(4-1)北陸・飛騨・信州３つ星街道の推進 

(4-2)石川中央都市圏（４市２町）の推進 

(4-3)ＭＩＣＥの推進 

(4-4)外国人旅行者の動向や印象度を収集分析するマーケティング調査の実施 

(4-5)金沢港発着クルーズやラグジュアリー船の戦略的誘致 

 

 

(2)取組の具体的な内容 

１ 観光資源の磨き上げ  

 

＜地域資源を活用した新商品・サービスの開発・提供等＞ 

 

(1-1)藩政時代から受け継がれた金沢固有の歴史、伝統文化を活かした旅行商品の企画 

【実施主体】金沢市、（一社）金沢市観光協会 

【時期】H28（2016）年度～H32（2019）年度 

【内容】 

  金沢の強みである歴史や伝統工芸、伝統芸能を楽しむことができる魅力的なコンテンツを創造します。

これら金沢の文化は、今なお、市民生活に脈々と息づいているほんものの日本の文化を代表するもので

す。金沢の文化に造詣の深い人々と観光客との相互交流を通じて、金沢の生活や文化の豊かさを感じて

いただき、金沢ファンを増やしていきます。  

・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 

 （内閣府：地方創生推進交付金） 

・「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 

・禅、茶道、サムライ、大名庭園、アート等のテーマ性のある文化の広域ルートづくり 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

  【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

 【効果】欧米豪富裕層やアジア知識層の増加による観光消費額の増加 
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(1-2)哲学、文学、建築、アート等金沢特有のコンテンツを活用したプログラムの造成 

【実施主体】金沢市、（一社）金沢市観光協会 

【時期】H28（2016）年度～H32（2020）年度 

【内容】 

  金沢には、哲学、文学、建築、アート等の様々な分野において、観光資源となりうる魅力的で潜在性

のある地域資源がたくさんあります。また、金沢21世紀美術館をはじめ、ギャラリーやアートショップ

が多いのも金沢の特徴です。工芸の分野では、伝統工芸や生活工芸をはじめとする多様なジャンルの作

家が数多く活動しています。また、近年では映像や写真、アニメーション、漫画等の分野の活動も盛ん

に行われ、新しい文化の発信地となっています。そうした地域資源を掘り起こし、ストーリー性やテー

マ性のあるコンテンツに磨き上げ、多彩な着地型観光ツーリズムの充実を図ります。 

 ・「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 

・建築文化拠点施設を核に寺町寺院群、西茶屋街などと一体となった、観光コースを開発 

 （内閣府：地方創生推進交付金） 

・金沢21世紀美術館やまちなかの文化施設・ギャラリー・工房等と連動したアート、工芸、文化イベン

トの実施 

 （内閣府：地方創生推進交付金） 

・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 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

  【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

 【効果】欧米豪富裕層やアジア知識層の増加による観光消費額の増加 

 

＜日本食・食文化、農山漁村等の魅力活用等＞ 

 

(1-3)金沢の食文化や料亭文化の魅力発信 

【実施主体】金沢市 

【時期】H28（2016）年度～H32(2020)年度 

【内容】 

  平成26年の観光庁調査によると、訪日外国人が「今回行ったこと」と「次回したいこと」ともにトッ

プが「日本食を食べること」で、日本食が大きな観光目的となっていることがわかります。 

金沢市では、「食」が今後の重要な観光素材となることから、藩政時代から培われてきた金沢固有の食

文化について、市民や事業者への普及・啓発を図るほか、料理や嗜み等を学び、次世代の職人を育てる

ためのしくみを検討するなど、官民が連携し、豊かさと奥深さを実感できる食文化の継承・振興に取り

組みます。 

また、「料亭」は、本格的な料理を提供するだけでなく、建物や器、調度品、美しい日本庭園、さらに

はもてなしの仕方まで、あらゆる「文化」の集合体といえることから、「料亭文化」を観光資源として磨

き高め、守り育てていきます。 

・金沢の食文化の継承及び振興をめざし、関係団体と連携し、市民への意識啓発や国内外への情報発信

等を推進 

・金沢美術工芸大学と連携したイベントの開催等を通じて、金沢の食文化を発信 
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 （内閣府：地方創生推進交付金） 

・海外での料理人等の技術・技能の向上にかかる活動及び本市食文化の普及活動を支援 

・日本食の粋を味わう金沢料亭文化プログラムの提供 

・金沢の文化や加賀料理の魅力を発信する料亭の改修を支援 

【目標及び期待される効果】 

 【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

  【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

【効果】・食文化の振興による地域消費額の拡大 

 

(1-4)金沢の海の幸や加賀野菜の魅力発信 

【実施主体】金沢市、（一社）金沢市観光協会 

【時期】H28（2016）年度～H32(2020)年度 

【内容】 

城下町金沢には、藩政時代から受け継がれた季節感に富んだ特産野菜、加賀野菜が数多く引き継がれ

ています。金沢市では、加賀野菜15品目を認定ブランド化し生産振興と消費拡大を図っており、当地独

自の地域資源として、その魅力を国内外に発信していきます。 

また、ショーケース 3 都市は、豊富な海の幸を有することから、3 都市が連携したプロモーションを

行います。 

・加賀野菜を紹介するパンフレットやホームページの多言語化や、外国人旅行者に対応したイベント等

を開催 

（内閣府：地方創生推進交付金 ） 

・観光立国ショーケースに選定された釧路市、長崎市と合同で、地場水産物と観光のPRイベントを実施 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

  【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

【効果】・地域消費の拡大と外国人旅行者の再来訪率の向上 

 

＜文化財や地域の歴史的まちなみの保存・整備・活用、良好な景観の形成等＞ 

 

(1-5)金沢の魅力あるまちなみ環境の保全継承 

【実施主体】金沢市 

【時期】H28（2016）年度～H32(2020)年度 

【内容】 

  金沢の町家や寺院等に滞在し、お気に入りの場所を散策し、地元の料理を食べ、地域のイベントや祭

り等にも参加する、さらに朝や夜のアクティビティを満喫する、そうした金沢の滞在そのものが観光コ

ンテンツとなることから、金澤町家や伝統的寺社・仏閣の保存活用を推進し、暮らすように旅する体験

や人とのふれあいを通じて、心の豊かさにつながる新しい観光スタイルを創出します。 

・金澤町家（昭和25年以前に建築）と「こまちなみ保存区域」保存建造物の修復・再生 

・金沢３寺院群の伝統的寺社・仏閣の修復・保存 
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【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

【効果】町家や寺社仏閣を観光資源として活用した新たな旅行企画の開発 

 

＜地域の自然を活かしたエコツーリズムの推進等＞ 

 

(1-6)里山等の自然や生き物と触れ合うグリーン・ツーリズム、エコツーリズムの推進 

【実施主体】金沢市 

【時期】H28(2016)年度～H32(2020)年度 

【内容】 

  本市は、最高標高 1,644ｍの奈良岳などの山々からの稜線が、医王山から卯辰山、野田山といった標

高 200ｍ以下の丘陵につながり、山々を水源とする犀川、浅野川の二つの流れが台地をはさんで中心市

街地を貫流し、金沢平野を経て河北潟、日本海に流れ込む、起伏と変化に富んだ地形構成となっていま

す。このような地形と、四季が明確で降水量が多く、山間部から海岸部へ変化のある気候は、動植物に

多様な生息・生育環境を生み出しているとともに、魅力ある景観を形づくる基盤となっていることから、 

こうした豊かな自然環境を、専門の民間事業者と連携を図りながら、本市の新たな観光コンテンツとし

て国内外に発信していきます。 

・身近な自然や生き物と触れ合える機会を提供し、生物多様性への理解を深める自然体験型のツアーを

実施 

・里山の自然や習慣を感じることができるプログラムやロングトレイルコースの開発 

・白山市（白山）や津幡町（津幡森林公園）と連携したグリーン・ツーリズムの開発 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

【効果】グリーン・ツーリズム等の推進による新たな金沢ファンの確保と広域観光の促進 

 

＜その他＞ 

 

(1-7)市民と観光客が一緒に楽しむ年間イベントの実施 

【実施主体】金沢市、（一社）金沢市観光協会 

【時期】H28(2016)年度～H32(2020)年度 

【内容】 

  平成27年3月14日の北陸新幹線開業により、国内外から多くの観光客が訪れています。この勢いを

持続させ、平成 32 年（2020 年）開催予定の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、本市の産業

観光の発展はもとより、交流人口と定住人口の増加と都市機能の発展に確実につなげていくためには、

本市へ訪れる動機となる「金沢百万石まつり」をはじめとする大規模イベントを、金沢ファン拡大のた

めの重要な観光コンテンツと位置づけ、旅行会社へのツアー商品化や、多言語対応を推進します。 

・金沢百万石まつり（H28は65回目の開催、毎年6月第1週の金、土、日開催） 
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加賀藩祖前田利家公の偉業を偲び、藩政時代の武者行列等を再現する「百万石行列」をメインに、

踊り流しなど関連行事も同時開催 

・金沢アカペラ・タウン（H28は7回目、毎年8月下旬頃に開催） 

  「学生のまち」･「芸術文化のまち」金沢の魅力を全国に発信するため、国内、海外のゲストと学生

との交流や学生のマンパワーを活用し、まちなかでアカペラの祭典を開催 

 （文化庁：文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業） 

・金沢ジャズストリート（H28は8回目、毎年9月のシルバーウイークを中心とした3日間開催） 

  市民が支えるジャズイベントとして、世界に誇れるジャズの祭典を市内中心部で開催し、芸術文化

のまち金沢を国内外へ発信するとともに、市民ジャズ団体と連携し、次世代育成に向けたワークショ

ップや、「まちかどジャズ・ライブ」、プロの「ホール・コンサート」等を開催 

 （文化庁：文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業） 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

【目標】３イベントの入込客数 

     ７６．５万人(H28) → ８２．２万人（H32） 

 

 

２ ストレスフリーの環境整備  

 

＜訪日外国人旅行者が滞在・周遊を楽しむための環境整備等＞ 

 

(2-1)インターナショナルブランドホテルの誘致による外国人富裕層の受入環境の充実 

【実施主体】金沢市 

【時期】H28（2016）年度～H31（2019）年度 

【内容】 

  本市のまちづくりでは、「保存と開発の調和」を基本に、良好な自然環境や伝統環境と調和した土地利

用を進めるとともに、都心軸沿線にあっては、新たな開発や再開発を推進してきました。 

特に、金沢駅周辺の整備では、早くから北陸新幹線の金沢開業を見据え、駅東側の開発が進められて

きましたが、開業を前後して、駅の西側でも、ホテルや商業施設、高層マンションなど、民間資本によ

る開発が加速しており、金沢駅西広場に隣接し暫定駐車場として活用されている市有地についても、「駅

西広場周辺地域高度利用プラン」において、「賑わい・交流ゾーン」に位置づけられていることもあり、

高度な土地利用が求められています。 

他方、新幹線開業後、首都圏等からの多くの来訪者とともに、海外からの来訪者も増加していること

から、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて増大するインバウンド需要への対応

が課題となっています。 

このようなことから、本市の都市のステータスを高め、新たなランドマークとなる賑わい交流拠点と

して、国内外に幅広いネットワークを有し、外国人富裕層の来訪が期待できるインターナショナルブラ

ンドホテルを誘致し、外国人富裕層の長期滞在による観光消費額の拡大を図ります。 

・外国人富裕層の来訪促進による旺盛なインバウンド需要を取り込むため、世界に幅広いネットワーク

を有するインターナショナルブランドホテルを優良な民間開発プロジェクトにより誘致・整備 
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（ハイアット・セントリックに決定） 

 ・インターナショナルブランドホテル誘致に伴う外国人富裕層を迎えるにふさわしい、駅からのアクセ

スルート等（周辺施設）を整備 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

 【効果】富裕層の増加による観光消費額の拡大 

 

(2-2)文化施設における多言語対応の普及促進 

【実施主体】金沢市 

【時期】H28（2016）年度～H29（2019）年度 

【内容】 

・本市の文化遺産を体感できる文化施設において、展示内容や案内について多言語化を推進 

前田土佐守家資料館、安江金箔工芸館、中村記念美術館、金沢能楽美術館 等 

  （文化庁：文化遺産総合活用推進事業） 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

【効果】本市の文化遺産の価値・魅力を外国人旅行者に対して正しく効果的に発信することによる 

誘客の増 

 

(2-3)観光施設、宿泊施設、飲食店等に対する外国人旅行者受入環境整備への支援 

【実施主体】金沢市、（一社）金沢市観光協会 

【時期】H28（2016）年度～H32(2020)年度 

【内容】 

・外国人旅行者の受入環境の整備を促進するため、受入環境の向上に要する経費を支援 

  ・対 象 者 市内観光関連事業者 （宿泊・観光・飲食・商業施設） 

  ・対象経費 外国語案内表記、公衆無線ＬＡＮの設置、パスポートリーダーの設置、 

        ホームページの作成 など 

  ・補 助 率 1/2（限 度 額 200千円） 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

 【目標】外国人旅行者受入環境整備費補助制度の支援件数 

     47件／年（H27） → 40件／年（H32） 

 

＜ＩＣＴを活用した訪日外国人旅行者拡大に向けた環境整備等＞ 
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(2-4)民間事業者の最先端技術の導入による観光地の魅力向上 

【実施主体】金沢市 

【時期】H29（2017）年度～H32（2020）年度 

【内容】 

・観光地としての魅力をより一層高めるため、最先端ＩＣＴ技術の導入に向けて検討 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

 【目標】民間企業の最先端技術を観光分野に活用することによる経済効果 

 

 

(2-5)観光ガイドの英会話能力の向上と多言語翻訳に係る金沢版辞書の構築 

【実施主体】金沢市、（一社）金沢市観光協会 

【時期】H29（2017）年度 

【内容】 

増加する外国人旅行者のニーズに対応するため、観光事業者や観光ボランティアガイドの英会話対応

力を強化 

・金沢の観光コースを英語で案内する教材を作成し、ボランティアガイドの英語対応力を強化 

（内閣府：地方創生推進交付金） 

  ・金沢版モデル辞書を構築し、これを活用する多言語翻訳アプリを観光事業者へ普及促進 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

【効果】多言語対応力の強化による満足度の向上や観光消費額の増加 

 

＜カード・アプリによる「ストレスフリー」な環境整備等＞ 

 

(2-6)商店街共同の免税手続きカウンターの充実 

【実施主体】金沢市 

【時期】H28（2016）年度～H32（2020）年度 

【内容】 

・商店街が連携して行う消費税免税手続き共同カウンターの設置推進 

・免税エリアとして商店街のＰＲを支援 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 
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 【効果】参加免税店舗の増による、観光消費額の増加 

 

＜その他＞ 

 

(2-7)外国人旅行者の多様なニーズに応える質の高い通訳ガイドの育成 

【実施主体】金沢市、（一社）金沢市観光協会 

【時期】H28（2016）年度～H32(2020)年度 

【内容】 

・外国人旅行者の多様なニーズに対応するため、国の構造改革特区制度を活用し、特例通訳案内士を養

成するための研修認定プログラムを作成し、ガイドを育成 

 （内閣府：地方創生推進交付金） 

・国家資格を有する通訳案内士とボランティアガイドとともに通訳人材をワンストップで紹介するプラ

ットフォームを構築 

 （内閣府：地方創生推進交付金） 

・通訳案内士、特例通訳案内士、ボランティアガイドに対して、スキルアップ研修を実施 

 （国土交通省：歴史的風致活用国際観光支援事業） 

 （文化庁：文化遺産総合活用推進事業） 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

 【効果】通訳ガイドの質を担保することによる外国人旅行者の満足度の向上 

 

(2-8)外国人旅行者の安全・安心対策の強化 

【実施主体】金沢市 

【時期】H28（2016）年度～H32(2020)年度 

【内容】 

全救急車両に10か国語の緊急対応アプリを導入し、外国人旅行者の金沢滞在中の安全・安心を確保 

（英・中国・韓国・フランス・イタリア・スペイン・オランダ・ポルトガル・ ロシア、タイ） 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

 【効果】日本語を話せない外国人旅行者の救急搬送の円滑化による外国人旅行者の満足度向上 

 

 

３ 海外への情報発信  

 

＜ビジット・ジャパン事業により海外への地域の魅力を発信等＞ 

 

(3-1)欧米豪の富裕層やアジア知識層へのプロモーションと誘客の実施 
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【実施主体】金沢市、（一社）金沢市観光協会 

【時期】H28（2016）年度～H32(2020)年度 

【内容】 

・歴史や伝統文化に関心の高い欧州からの誘客を促進するため、広域観光ルートの形成やPR等を展開 

  ・北陸・飛騨・信州３つ星街道に欧州の旅行会社を招請し、海外PRを展開 

  ・杉原千畝にゆかりのある敦賀市と八百津町を結ぶルートにある白川村・高山市等と連携し、 

ヒューマニティールートを形成 

（観光庁：ビジット・ジャパン地方連携事業） 

  ・JR東日本・西日本、長野市と連携し、首都圏と関西圏を結ぶ新ゴールデンルートの定着を促進 

   （観光庁：ビジット・ジャパン地方連携事業） 

  ・欧州の誘客コーディネーターや海外旅行会社と連携し、現地セールスを実施 

・アジアからの誘客を促進するため、広域観光ルートの形成やPR等を展開 

  ・台湾からの誘客を促進するため、交流事業や誘客プロモーションを展開 

  ・東南アジアの旅行会社を招請し、北陸飛騨信州３つ星街道をＰＲ 

   （観光庁：広域観光周遊ルート形成促進事業） 

  ・高山市や名古屋市、中部国際空港と連携した昇龍道ルートへの中国メディアやブロガーを招請 

 ・松本市やJRと連携し、香港のメディア等の招請や共同広告を実施 

  （観光庁：ビジット・ジャパン地方連携事業） 

  ・小松－ソウル便を利用した若い女性向けの旅行商品を定着化させるため、ブロガーを招請 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

 【効果】本市の海外での認知度向上と広域周遊ルートの形成促進による外国人旅行者数の増加 

 

(3-2)旅行会社と連携した欧州重点プロモーションの実施 

【実施主体】金沢市、（一社）金沢市観光協会 

【時期】H28（2016）年度～H32(2020)年度 

【内容】 

イタリアを重点市場として、スペイン、フランスの３か国において、現地旅行会社と連携し、旅行商

品化を促進 

  ・「金沢学講座inミラノ」、「かなざわ講座・イン・ローマ」の開催 

・イタリアでの市場調査の実施 

・３か国の旅行代理店を金沢のイメージ空間に装飾 

  ・欧州旅行博への共同出展 

 ・イタリアの旅行会社やメディア・ブロガーの招請など 

 （内閣府：地方創生推進交付金） 

【目標及び期待される効果】 

【目標】欧州地域の年間外国人宿泊客数 49,481人(H27) → 100,000人（H32）約２倍 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 
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 【効果】トリップアドバイザーの日本のベスト観光地のランキングアップによる認知度向上 

 

＜地域の魅力を伝える放送コンテンツ等の発信等＞ 

 

(3-3)動画やSNSを活用したプロモーションの実施 

【実施主体】金沢市、（一社）金沢市観光協会 

【時期】H29(2017)年度～H32(2020)年度 

【内容】 

・訴求力の高い動画による欧州へのウェブ配信プロモーションの実施 

・facebookを活用し、言語による金沢の旬の情報をネイティブが定期的に配信 

【目標及び期待される効果】 

【目標】欧州地域の年間外国人宿泊客数 49,481人(H27) → 100,000人（H32）約２倍 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

 【効果】トリップアドバイザーの日本のベスト観光地のランキングアップによる認知度向上 

 

(3-4)外国人の嗜好にあわせた情報発信（HPやガイドブックの充実） 

【実施主体】金沢市、（一社）金沢市観光協会 

【時期】H28(2016)年度～H30(2018)年度 

【内容】 

・海外誘客を効果的に行い、滞在型観光を促進するツールとなるホームページやガイドブックの内容を 

外国人の嗜好（欧米豪向け、アジア向け）に合わせた内容にリニューアル 

（文化庁：文化遺産総合活用推進事業） 

 ・イタリア語のホームページ、スマホサイト、ガイドブック、マップの新規作成（H28） 

  （国土交通省：歴史的風致活用国際観光支援事業） 

 ・スペイン語のガイドブックの新規作成（H28） 

  （国土交通省：歴史的風致活用国際観光支援事業） 

  ・外国語ホームページにおいて、ライブ感のある最新情報をタイムリーに発信 

  （内閣府：地方創生推進交付金） 

【目標及び期待される効果】 

【目標】欧州地域の年間外国人宿泊客数 49,481人(H27) → 100,000人（H32）約２倍 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

 【効果】トリップアドバイザーの日本のベスト観光地のランキングアップによる認知度向上 

 

＜文化プログラムを活用した日本文化の発信等＞ 

 

(3-5)東京オリンピック・パラリンピックに向けて金沢の文化力を高め発信 

【実施主体】金沢市 

【時期】H28(2016)年度～H32(2020)年度 

【内容】（内閣府：地方創生推進交付金） 
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  東京オリンピック・パラリンピックを見据え、伝統工芸だけでなく、現代アート、生活工芸、音楽、

デジタルコンテンツ等、金沢が有する数々の文化を、総合的なプログラムやイベントとして情報発信し

ます。また、国が進める文化プログラムの推進に向けて、関係する作家や民間企業、ＮＰＯ等との連携

を図りながら、国内外の旅行者を意識した和の未来を体現できる取り組みを進めます。 

・世界に誇れる文化プログラムづくりと市民の文化芸術力の向上 

・世界で活躍するアーティストとの交流による若手アーティスト、クリエイター、作家等の育成 

・東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ地誘致（フランス水泳チーム） 

・スポーツ・ツーリズムの推進を通したスポーツコミッションの設立 

・まちなかで工芸を楽しむ国際イベントの開催 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

 【効果】東京オリンピック・パラリンピック開催時の確実な外国人旅行者の取り込み 

 

＜その他＞ 

 

(3-6)金沢の伝統工芸品や農産物の販路拡大 

【実施主体】金沢市 

【時期】H29（2017）年度～H32（2020）年度 

【内容】 

少子高齢化等による社会現象により、伝統工芸品産業に従事する担い手が減少する中で、金沢箔、加

賀友禅等の国指定伝統工芸品のほか、加賀象嵌、加賀毛針、加賀水引等の希少伝統工芸品の新たな販路

拡大を図るとともに、農業分野においても、加賀野菜などの地産地消に向けブランド化を図っています。 

こうした貴重な地域資源を、観光分野において海外プロモーションし、新たな市場として海外への販

路拡大にも取り組み、国内外での消費拡大による生産振興をめざします。 

・イタリアからバイヤー等を招請し、工芸作家等のマッチングを実施 

・多言語対応パンフレット等をＷｅｂで発信 

 ・台湾での美食工芸展で、加賀野菜等の金沢農産物の販売促進 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

 【効果】地元伝統工芸品や農産物の消費・輸出拡大に伴う地域経済の活性化 

 

 

４ その他  

 

(4-1)北陸・飛騨・信州３つ星街道の推進 

【実施主体】金沢市、（一社）金沢市観光協会 

【時期】H28（2016）年度～H32（2020）年度 
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【内容】 

金沢、五箇山、白川郷、高山の地域は、藩政時代に加賀前田藩を通じたつながりがあり、高山と松本は

明治時代のはじめ廃藩置県後の約5年間、同一県になっていたことなど、歴史上のつながりが深い地域で

す。また、金沢・五箇山・白川郷・高山・松本には「兼六園」、「合掌造り集落」、「古い町並」、「松本城」

等の世界遺産や国宝、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンに3つ星で紹介されている我が国屈指の観

光資源を有していることから、富山県南砺市、岐阜県白川村・高山市、長野県松本市の各自治体や関係事

業者と連携し、更なる広域観光の魅力を発信していきます。 

・多言語対応の周遊案内サービスを導入 

エリア内の最適な交通手段やルート等が自動検索できる多言語対応ｗｅｂシステムを導入 

・外国人旅行者向けプロモーション動画を作成・配信 

４市１村の世界遺産やミシュラン・グリーンガイド・ジャポン３つ星観光地をつなぐ 

「ほんものの日本」をＰＲ  

・首都圏で３つ星街道セミナーを開催   

インバウンド関係者やメディアを招待したセミナーを開催 

・世界最大の旅行博「ツーリズムEXPOジャパン」に出展（ブース装飾等）  

・交通事業者等とタイアップしたメディア発信、観光キャンペーンを実施 

・欧米、東南アジアの旅行会社を招請【再掲】 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

【効果】訪日旅行者数の増加による本市への誘客推進 

 

(4-2)石川中央都市圏（４市２町）の推進 

【実施主体】金沢市、（一社）金沢市観光協会 

【時期】H28（2016）年度～H32（2020）年度 

【内容】 

  白山市との観光連携協定に基づく連携事業のほか、様々な地域資源を有する周辺自治体と連携した観

光プログラムを企画し、広域観光を促進 

 ・白山開山1300年共同ＰＲ（白山市） 

・浅野川線を活用した周遊クーポン（内灘町） 

・西田幾多郎記念哲学館と鈴木大拙館を巡るツアー（かほく市）など 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

【効果】訪日旅行者数の増加による本市への誘客推進 

 

(4-3)ＭＩＣＥの推進 

【実施主体】金沢市、（一社）金沢市観光協会 

【時期】H28（2016）年度～H32（2020）年度 
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【内容】 

  金沢市内では、金沢城公園の広場や復元建造物、神社仏閣、歴史的建造物、美術館、能楽堂、料亭、

茶室等がユニークベニューとして利用されており、公共や民間の持つ様々な利活用空間の可能性を調査

しながら、金沢の規模に応じたユニークベニューの発掘と活用に取り組みます。また、金沢の都市性と

文化的情緒の両面を堪能でき、ポテンシャルを発揮できる金沢にふさわしいＭＩＣＥを中心に誘致活動

を展開し、主催者や参加者の満足度を高めていくとともに、産学官が連携し、金沢オリジナルのＭＩＣ

Ｅ商品の開発や誘致セールス等を展開していきます。 

 ・文化施設や寺社仏閣、町家等で特別な体験ができる金沢らしいユニークベニューの発掘、活用 

・石川県と連携した学会等の誘致と開催を支援 

 ・金沢の魅力を生かしたＭＩＣＥの開催を支援 

【目標及び期待される効果】 

 【目標】年間宿泊客数 2,906千人(H27) → 3,200千人（H32） 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【効果】ＭＩＣＥ開催数の増加による本市への誘客推進と地域経済への波及 

 

(4-4)外国人旅行者の動向や印象度を収集分析するマーケティング調査の実施 

【実施主体】金沢市、（一社）金沢市観光協会 

【時期】H28（2016）年度～H32（2020）年度 

【内容】 

これからの観光地域づくりにおいては、各種データを収集・分析し、旅行者動態を定量、移動、分布

の3分析により可視化することにより、ターゲット層のニーズや観光消費特性等に応じた効果的なマー

ケティングを推進します。 

 ・金沢版ＤＭＯの構築をはじめとする今後の観光施策に活用するため、外国人旅行者に対する印象面接  

調査等を実施（繁忙期、閑散期各１回の合計２回） 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

 【効果】各種データ等を活用したターゲット層の明確化による効率的なプロモーションの実施 

 

 (4-5)金沢港発着クルーズやラグジュアリー船の戦略的誘致（石川県と連携） 

【実施主体】金沢市 

【時期】H28(2016)年度～H32(2020)年度 

【内容】 

・金沢港発着クルーズの定着に向けた旅行会社等への積極的な販売活動等を支援 

・金沢港発着の周遊クルーズの受入体制整備を支援 

・他港と連携した戦略的な誘致活動の支援や、金沢港クルーズ・ウェルカム・クラブの活動の充実、 

 市街地へのアクセス向上等受入体制の強化 など 

・海外クルーズ見本市への出展や主要なクルーズ港と連携した誘致活動を展開 

【目標及び期待される効果】 

【目標】金沢市の年間外国人宿泊客数 256,000人(H27) → 400,000人（H32）約60％増 



22/22 

【目標】金沢地域の観光消費額 678億円(H27) → 780億円（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢旅行全般の満足度とても満足 68.3％(H28速報値) → 70％（H32） 

【目標】外国人観光客の金沢への再来訪回数（リピート率）11.9％（H28速報値） → 20％（H32） 

【効果】クルーズ誘致の増加による外国人旅行者数の増加と観光消費額の拡大 

 

 

 

 



小項目 具体的取組 ２０１６年度
（平成２８年度）

２０１７年度
（平成２９年度）

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（平成３１年度）

２０２０年度
（平成３２年度）

地域資源を活用
した新商品・
サービスの開
発・提供等

(1-1)藩政時代

から受け継がれ
た金沢固有の歴
史、伝統文化を
活かした旅行商
品の企画

(1-2)哲学、文学、

建築、アート等
金沢特有のコン
テンツを活用し
たプログラムの
造成

日本食・食文化、
農山漁村等の魅
力活用等

(1-3)金沢の食

文化や料亭文化
の魅力発信

ｑ

(1-4)金沢の海

の幸や加賀野菜
の魅力発信

１．観光資源の磨上げ

（金沢市）観光立国ショーケース実施計画 工程表（様式２）

地方公共団体名 金沢市 日本版ＤＭＯ候補法人名 一般社団法人 金沢市観光協会

テーマ性のある文化の広域ルート
づくり

茶道文化、伝統工芸、伝統芸能プログラム

金沢芸妓のほんものの芸にふれる旅プログラム

伝統工芸プレミアムツアー

「Zen（禅文化）」＋鈴木大拙館

金沢21世紀美術館、まちなかアート・工芸、文化イベント

建築文化拠点周遊ルートづくり

ショーケース3都市連携水産物の魅力発信

加賀野菜の多言語PR（ガイドブック、HP）

金沢美大と連携した食文化の魅力発信

料亭文化の魅力発信



小項目 具体的取組 ２０１６年度
（平成２８年度）

２０１７年度
（平成２９年度）

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（平成３１年度）

２０２０年度
（平成３２年度）

文化財や地域の
歴史的まちなみ
の保存・整備・活
用、良好な景観
の形成等

(1-5)金沢の魅

力あるまちなみ
環境の保全継承

地域の自然を活
かしたエコツーリ
ズムの推進等

(1-6)里山等の

自然や生き物と
触れ合うグリー
ン・ツーリズム、
エコツーリズム
の推進

その他

(1-７)市民と観光

客が一緒に楽し
む年間イベント
の実施

１．観光資源の磨上げ

（金沢市）観光立国ショーケース実施計画 工程表（様式２）

金沢百万石まつり、金沢アカペラ・タウン、金沢JAZZ STREETの開催

自然体験型ツアーの実施

地方公共団体名 金沢市 日本版ＤＭＯ候補法人名 一般社団法人 金沢市観光協会

グリーン・ツーリズムやロングトレイルコースの
開発

金澤町家と「こまちなみ保存区域」保存建造物の修復・再生

金沢３寺院群の伝統的寺社・仏閣の修復・保存



小項目 具体的取組 ２０１６年度
（平成２８年度）

２０１７年度
（平成２９年度）

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（平成３１年度）

２０２０年度
（平成３２年度）

訪日外国人旅行
者が滞在・周遊
を楽しむための
環境整備等

(2-1）インターナ

ショナルブランド
ホテルの誘致に
よる外国人富裕
層の受入環境の
充実

(2-2）文化施設

における多言語
対応の普及促進

(2-3）観光施設、

宿泊施設、飲食
店等に対する外
国人旅行者受入
環境整備への支
援

ＩＣＴを活用した
訪日外国人旅行
者拡大に向けた
環境整備等

(2-4）民間事業

者の最先端技術
の導入による観
光地の魅力向上
（モデル地区整
備）

(2-5）観光ガイド

の英会話能力の
向上と多言語翻
訳に係る金沢版
辞書の構築

２．ストレスフリーの環境整備

（金沢市）観光立国ショーケース実施計画 工程表（様式２）

地方公共団体名 金沢市 日本版ＤＭＯ候補法人名 一般社団法人 金沢市観光協会

多言語対応の推進

観光施設等の受入環境整備支援

導入検討

教材作成
配付

辞書構築
実証事業

金沢版辞書搭載アプリを民間事業者へ普及促進

ホテル決定 ～ 設計 ～ 整備工事 開業



小項目 具体的取組 ２０１６年度
（平成２８年度）

２０１７年度
（平成２９年度）

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（平成３１年度）

２０２０年度
（平成３２年度）

カード・アプリに
よる「ストレスフ
リー」な環境整
備等

(2-6）商店街共

同の免税手続カ
ウンターの充実

その他

(2-7）外国人旅

行者の多様な
ニーズに応える
質の高いガイド
の育成

(2-8）外国人旅

行者の安全・安
心対策の強化

２．ストレスフリーの環境整備

（金沢市）観光立国ショーケース実施計画 工程表（様式２）

地方公共団体名 金沢市 日本版ＤＭＯ候補法人名 一般社団法人 金沢市観光協会

救急アプリの導入 ４か国語→１０か国語

特例通訳案内士の養成

設置・・・

通訳ガイドサイトの構築～運用

通訳案内士、特例通訳案内士、ボランティアガイドのスキルアップ

利用促進、ＰＲ活動



小項目 具体的取組 ２０１６年度
（平成２８年度）

２０１７年度
（平成２９年度）

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（平成３１年度）

２０２０年度
（平成３２年度）

ビジット・ジャパ
ン事業により海
外へ地域の魅力
を発信等

(3-1）欧米豪の

富裕層やアジア
知識層へのプロ
モーションと誘客
の実施

(3-2）旅行会社

と連携した欧州
重点プロモー
ションの実施

地域の魅力を伝
える放送コンテ
ンツ等の発信等

(3-3）動画や
SNSを活用した

プロモーションの
実施

(3-4）外国人の

嗜好にあわせた
情報発信（HPや

ガイドブックの充
実）

３．海外への情報発信

（金沢市）観光立国ショーケース実施計画 工程表（様式２）

地方公共団体名 金沢市 日本版ＤＭＯ候補法人名 一般社団法人 金沢市観光協会

動画作成

Ｆacebooｋ「虹の会」による７か国発信

ウェブ配信プロモーション

北陸・飛騨・信州３つ星街道

杉原千畝ルート

新ゴールデンルート（JR東・西、長野市）

台湾、東南アジアへのプロモーション

旅行会社とタイアップした現地調査、旅行博共同出展、店頭PR（フランス、イタリア、スペイン）

金沢学講座
In ミラノ

かなざわ講座
In ローマ

イタリア語
の整備

欧米豪～ アジアＨＰ改修



小項目 具体的取組 ２０１６年度
（平成２８年度）

２０１７年度
（平成２９年度）

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（平成３１年度）

２０２０年度
（平成３２年度）

文化プログラム
を活用した日本
文化の発信等

(3-5）東京オリン

ピック・パラリン
ピックに向けて
金沢の文化を高
め発信

その他
(3-6)金沢の伝

統工芸品や農産
物の販路拡大

３．海外への情報発信

（金沢市）観光立国ショーケース実施計画 工程表（様式２）

地方公共団体名 金沢市 日本版ＤＭＯ候補法人名 一般社団法人 金沢市観光協会

文化プログラムづくりの推進

世界的アーティストとの交流、若手アーティスト、クリエーター、作家等の育成

フランス水泳選手団事前キャンプ地誘致～受入れ

イタリア工芸関係者招請 ～海外販路拡大

台湾美食工芸展で加賀野菜等販売促進



小項目 具体的取組 ２０１６年度
（平成２８年度）

２０１７年度
（平成２９年度）

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（平成３１年度）

２０２０年度
（平成３２年度）

その他
（広域観光等）

(4-1）北陸・飛

騨・信州３つ星
街道の推進

(4-2）石川中央

都市圏（４市２
町）の推進

(4-3）ＭＩＣＥの
推進

(4-4）外国人旅

行者の動向や印
象度を収集分析
するマーケティ
ング調査の実施

(4-5）金沢港発

着クルーズやラ
グジュアリー船
の戦略的誘致
（県と連携）

４．その他

（金沢市）観光立国ショーケース実施計画 工程表（様式２）

４市２町の広域連携 モニターツアー実施～旅行企画化

地方公共団体名 金沢市 日本版ＤＭＯ候補法人名 一般社団法人 金沢市観光協会

金沢港発着クルーズの旅行会社働きかけ

北陸新幹線を活用したレール＆クルーズ促進

４市１村の広域連携 国内外からの誘客推進

外国人印象面接調査 ～データ収集・分析

金沢らしいユニークベニューの発掘・活用

学会等の誘致、金沢の魅力を生かしたＭＩＣＥの開催支援



（金沢市）観光立国ショーケース実施計画 概要（様式３）

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－

観光立国ショーケースにおいて目指す姿

・年間入込客数（全体）11,000千人 ・宿泊客数（全体）3,200千人 ・宿泊客数（外国人） 400千人【60%増】 ・観光消費額（全体） 780億円2020年の
数値目標

取組概要（総論）

日本版ＤＭＯ

主な取組

ストレスフリーの環境整備

観光資源の磨上げ 海外への情報発信

地方公共団体名 金沢市 日本版ＤＭＯ候補法人名 一般社団法人 金沢市観光協会

その他

(1-1)藩政時代から受け継がれた金沢固有の歴史、伝統文化を活かした
旅行商品の企画

(1-2)哲学、文学、建築、アート等金沢特有のコンテンツを活用した
プログラムの造成

(1-3)金沢の食文化や料亭文化の魅力発信
(1-4)金沢の海の幸や加賀野菜の魅力発信
(1-5)金沢の魅力あるまちなみ環境の保全継承

(2-1)インターナショナルブランドホテルの誘致による外国人富裕層の
受入環境の充実

(2-2)文化施設における多言語対応の普及促進
(2-3)観光施設、宿泊施設、飲食店等に対する外国人旅行者受入環境整備

への支援
(2-4)民間事業者の最先端技術の導入による観光地の魅力向上
(2-5)観光ガイドの英会話能力の向上と多言語翻訳に係る金沢版辞書の構
築
(2-6)商店街共同の免税手続カウンターの充実
(2-７)外国人旅行者の多様なニーズに応える質の高い通訳ガイドの育成
(2-8)外国人旅行者の安全・安心対策の強化

(3-1)欧米豪の富裕層やアジア知識層へのプロモーションと誘客の実施
(3-2)旅行会社と連携した欧州重点プロモーションの実施
(3-3)動画やSNSを活用したプロモーションの実施
(3-4)外国人の嗜好にあわせた情報発信（HPやガイドブックの充実）
(3-5)東京オリンピック・パラリンピックに向けて金沢の文化力を高め発信
(3-6) 金沢の伝統工芸品や農産物の販路拡大

(4-1)北陸・飛騨・信州３つ星街道の推進 (4-2)石川中央都市圏（４市２町）の推進 （4-3）ＭＩＣＥの推進
(4-4)外国人旅行者の動向や印象度を収集分析するマーケティング調査の実施
(4-5)金沢港発着クルーズやラグジュアリー船の戦略的誘致（県と連携）

●金沢版DMOの計画策定、実行
【対外的にワンストップの窓口機能を持つ「金沢版DMO」の構築】

●（一社）金沢市観光協会を核とした官民協働の体制づくり
【農林業、文化芸術団体等、多様な関係団体の参画を促進】

●ビッグデータ等を活用したマーケティングと海外プロモーションの強化
●着地型・滞在型旅行商品の造成強化
●組織、人材、分析力の強化を図り、効果的な運営を実践
●KPIの設定とPDCAの確立

１．「ほんものの日本」を継承し、創造するまち ２．四季折々何度でも訪れたいまち
３．市民の暮らしが魅力的なまち ４．日本海側のハブとして広域観光をリードするまち

金沢版DMOの組織力を高め、市民が愛着と誇りを持つ「ほんもの」の日
本を堪能できる周遊環境を創出し、事業効果を「広域」観光に展開する。


