（別添）様式１

観光地域づくり法人形成･確立計画

記入日：令和

３年１１月

６日

１. 観光地域づくり法人の組織
申請区分
観光地域づくり法人
の名称
マーケティング･マ
ネジメント対象とす
る区域

地域ＤＭＯ
一般社団法人噴火湾とようら観光協会
北海道虻田郡豊浦町

所在地

北海道虻田郡豊浦町字旭町２１ー２ ＪＲ豊浦駅２階

設立時期

平成３０年６月２０日

職員数

５人

代表者

（氏名）
金丸
孝
（出身組織名）
（一社）噴火湾とようら
観光協会 理事長

（一社）噴火湾とようら観光協会の理事長として、
豊浦町の観光地域づくりを推進。噴火湾とようら観
光協会理事長就任前より、ＮＰＯ法人豊浦観光ネッ
トワーク理事長として豊浦町における観光振興の取
組に携わる。各種企業、地域住民等の様々な人脈を
有しているとともに、商工会、漁協、農協や西胆振
地域の経済界との繋がりも太く、地域の観光振興を
牽引している。

データ収集・分析等
の専門人材（ＣＭ
Ｏ：チーフ・マーケ
ティング・オフィサ
ー

（氏名）
徳田 照男「専従」
（出身組織名）
（一社）噴火湾とようら
観光協会 専務理事

設立時の平成３０年６月より現職。以前は豊浦町商
工会に３７年間勤務。事務局長として１７年間の経
験、実績を通して、マーケティング、ブランディン
グ、地域活性化について知見と能力を有し、事業者
をはじめ各方面のパイプ役となっている。

財務責任者
（ＣＦＯ：チーフ・
フィナンシャル・オ
フィサー）

（氏名）
酒井 健二
（出身組織名）
伊達信用金庫虻田支店長

令和３年４月より現職。室蘭商工信用組合入組後、
金融機関にて３９年の勤務実績。現在は伊達信用金
庫虻田支店長として、財務管理についての知見と能
力を有する。

（氏名）
岡本 貴光「専従」
（出身組織名）
豊浦町役場

現在豊浦町より（一社）噴火湾とようら観光協会へ
派遣中。事務局長として組織運営全般に携わってい
る。平成３０年より町産業観光課係長として観光協
会の設立を担当し、同年７月より従事。

事業構築・
運営担当
（専門人材）
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総務担当
（専門人材）

（氏名）
伊藤 つぐみ「専従」
（出身組織名）
（一社）噴火湾とようら
観光協会 事務局次長

豊浦町商工会に７年間勤務し、ＮＰＯ法人豊浦観光
ネットワークに９年間勤務。各種受託管理業務や地
域との調整など業務全般に従事。

旅行商品の
造成・販売・情報発
信担当
（専門人材）

（氏名）
田中 博子「専従」
（出身組織名）
（一社）噴火湾とようら
観光協会 事務局主任

テレビ局での制作業務や旅行会社での添乗業務経験
を有し、旅行商品の造成、情報発信ツール整備など
業務全般に従事。国内旅行業取扱管理者。

連携する地方公共団
体の担当部署名及び
役割

豊浦町 産業観光課（観光振興、産業振興、農林・漁業振興）
地方創生推進室（地域公共交通、地方創生、総合計画、移住）
教育委員会 生涯学習課（学校教育、社会教育）
町民課（アイヌ関連施策）

連携する事業者名及
び役割

豊浦町商工会（受入環境の整備、商工業者との連携）
いぶり噴火湾漁業協同組合（漁業体験プログラム造成、食と観光の連携）
とうや湖農業協同組合（農業体験プログラム造成、食と観光の連携）
伊達信用金庫（事業推進のための資金調達に関する助言及び協力）
北海道新聞社室蘭支社（事業推進のための情報発信に関する助言及び協力）
株式会社北海道宝島旅行社（着地型旅行商品の開発）
株式会社ＪＴＢ北海道事業部（着地型旅行商品の開発）
株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング（キャンプ関連事業の開発）
北海道豊浦アイヌ協会（アイヌ文化関連観光プロモーション）
豊浦町郷土研究会（自然、歴史、文化の伝承に関する助言及び協力）
北海道旅客鉄道株式会社（２次交通対策）
道南バス株式会社洞爺営業所（２次交通対策）
有限会社豊浦ハイヤー（２次交通対策）
北海道登別洞爺広域観光圏協議会（広域観光振興事業）
北海道新幹線×ｎｉｔｔａｎ地域戦略会議（広域観光振興事業）
洞爺湖周辺地域観光対策協議会（広域観光振興事業）
ようてい・西いぶり広域連携会議（広域観光振興事業）
はしっこ同盟（広域観光振興事業）

官民･産業間･地域間
との持続可能な連携
を図るための合意形
成の仕組み

（該当する要件）
① 取締役、理事など日本版ＤＭＯの意思決定に関与できる立場で行政、文
化、スポーツ、農林漁業、交通等の幅広い分野の関係団体の代表者が参画
(概要)
観光地域づくり法人の母体である一般社団法人噴火湾とようら観光協会の理
事会は、行政、観光、商工、金融等の分野に携わる多様な関係者により選出さ
れている他、地域内外の多様な関係団体で一般社団法人を構成し、必要に応じ
て専門部会を開催することで、持続可能な観光地域づくりを推進し各種合意形
成を図る。
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地域住民に対する観
光地域づくりに関す
る意識啓発・参画促
進の取組

「住んで良し、訪れて良し」を標榜する観光地域づくり法人として、出来るだ
け多くの地域住民を巻き込み、来訪して満足してリピーターとなってくれる交
流人口を増やすことによって、豊浦町の老若男女のシビックプライドを高め
る。また SDGs に興味関心の高い欧米等の外国人等、多様な観光客を積極的に
受け入れることで、ダイバーシティへの理解を深め、地域の持続可能性を担保
する。豊浦町が、地域住民が誇りを持って暮らし続けたいマチ、外から訪れる
観光客が住んでみたいもしくは交流・関係を続けたいマチとなれるように、以
下の取組みを実施している。
◆豊浦町民が地域の観光資源について理解を深め、観光客に対するガイド活動
や危機管理を実践できるよう研修会等を開催し、住民参加型の観光まちづく
りを推進する取組みを行っている。
【活動実績】
・平成３０年１０月２０日 【とようら観光ガイドサポーター勉強会】
・平成３０年１０月２４日 【とようら観光ガイドサポーター勉強会】
・令和 元年 ６月１９日 【体験プログラムづくりワークショップ】
・令和 元年１１月 ６日 【体験プログラムづくりワークショップ】
・令和 ２年 ６月 ３日 【体験プログラムづくりワークショップ】
・令和 ２年 ６月１７日 【体験プログラムづくりワークショップ】
・令和 ２年１０月 ８日 【体験プログラムづくりワークショップ】
【とようら観光ガイドサポーター勉強会の様子】

【体験プログラムづくりワークショップの様子】

◆豊浦中学校での総合学習にも講師として積極的に協力し、２年生は２６時間
のカリキュラムで、国連が国際観光年（１９６７年）に掲げたスローガンで
ある「観光は平和へのパスポート」をテーマとしたふるさと学習を行い、町
内観光施設のＰＲ動画作成を通して「気づき・調べて・発信する」授業によ
り、次世代を担う町民へ観光地域づくりの重要性を伝える取組みを行ってい
る。
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地域住民に対する観
光地域づくりに関す
る意識啓発・参画促
進の取組

【中学校でのふるさと学習の様子】

◆豊浦町内の２０～４０代の異業種３０名ほどで構成された「TOYOURA 世界ホ
タテ釣り協会」と連携し、ホタテ釣り体験の商品造成や販売促進に向けたＰ
Ｒ活動を行うなど、インバウンド受入の体制整備に取組んでいる他、基幹産
業であるホタテ漁のＰＲも兼ねた「豊浦町ホタテオーナー制度」の実施につ
いては、漁協青年部との連携で事業推進しており、若手世代の積極的参画に
も取組んでいる。
なお、「TOYOURA 世界ホタテ釣り協会」が観光庁・スポーツ庁・文化庁の３
庁連携事業として開催された「スポーツ文化ツーリズムアワード 2020」に
おいて、これまでの取り組みが評価され、特別賞である【食文化ツーリズム
賞】を受賞している。
【ホタテ釣りＰＲイベント（札幌ドーム）＆インバウンド体験受入れの様子】

【スポーツ文化ツーリズムアワード 2020 認定証＆新聞記事（北海道新聞）
】
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地域住民に対する観
光地域づくりに関す
る意識啓発・参画促
進の取組

◆当協会が管理運営を行っている「豊浦渚パークゴルフ場」にて、町民の交流
促進と健康増進を目的とした「観光協会杯パークゴルフ大会」を開催し、施
設利用の普及や当協会の活動について参画促進を図っている。
【開催実績】
・第１回大会 平成３０年 ９月１３日
参加者
８７名
・第２回大会 令和 元年 ５月１４日
参加者 １０５名
・第３回大会 令和 元年 ９月２４日
参加者 １０４名
※令和２年度はコロナ禍のため開催中止
【パークゴルフ大会の様子】

◆豊浦町ではホタテ養殖の際、
「耳づり」と呼ばれる養殖方法でホタテ貝にピ
ンを刺し、海中のロープに吊るして育てられておりますが、ピンやロープか
ら落ちずに水揚げされたホタテのみ出荷されており、豊浦町のホタテはまさ
に「落ちないホタテ」です。
そこに着目し、験担ぎで「落ちないホタテ」の合格祈願お守りをホタテの貝
殻で制作し、高校受験を控える中学生に激励の言葉を添えて手渡しておりま
す。

◆「広報とようら」
（※町の広報誌）にて、当協会の取組みについて情報発信
を掲載し、観光地域づくりに関する意識啓発を促進している。
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法人のこれまでの活
動実績

（活動の概要）
平成３０年６月設立以降の活動
1、公的事業
（1）情報発信・宣伝事業
・観光ＨＰによる情報発信事業（兼予約システムの導入）
・各種ＳＮＳによる情報発信事業（公式 Facebook、Instagram）
・各種マスメディア活用宣伝事業
・観光パンフレット、ポスター制作事業
・観光プロモーション動画制作事業
・観光プロモーションノベルティ制作事業
・小幌フォトコンテスト、フォトカレンダー制作事業
・ＡＲを活用した観光施設情報発信事業
・ＤＭＯレポート発行事業
・豊浦町アンテナショップ出店調査事業
（2）セールス・誘致事業
・道内外観光プロモーション事業
・旅行エージェント・マスメディア招聘事業
・教育旅行誘致事業
・スポーツ観光誘致事業
・訪日外国人誘致事業
・秘境到達証明書発行事業
・物産展開催事業
・公式通販サイトの開設
・広域連携事業
（3）観光案内・相談対応事業
・観光案内、相談ワンストップサービス事業
・観光ガイド人材育成事業
・豊浦版指さしコミュニケーションシート制作事業
・豊浦中学校での総合学習
（4）行政事務受託検討事業
２、自主事業
（1）体験プログラム造成事業
（2）新規プラン造成検討事業
－噴火湾クルーズ海上遊覧船実証事業
－アウトドアメーカーと連携したキャンプ場活性化検討事業
－観光レンタサイクル事業
－豊浦漁港セリ見学リモートツアー
－オンライン料理教室
－ホタテのドライブスルー販売会
－「あなたの知らないホタテの世界」動画体験セット販売
－ホタテ釣り体験セットの販売
－「落ちないホタテ」合格祈願お守りの販売
（3）新規イベント創出事業
３、受託事業
（1）公園整備等受託事業
４、諸会議の開催
・通常総会
・理事会
・町産業観光課との定例ミーティング
・外部専門家会議
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法人のこれまでの活
動実績

（定量的な評価）
＜自主事業＞
（１）体験プログラム造成事業
【体験受入状況報告】平成３０年７月～令和２年３月末（累計）
・豊浦の旬ツアー（漁港散策、いちご狩り、野菜収穫、居酒屋ランチ等）
54 組 412 名 売上 2,050,780 円
・ホタテ釣り選手権体験
5 組 463 名 売上
419,700 円
・その他体験
4 組 24 名 売上
86,400 円
【合計】63 組 899 名 売上 2,556,880 円
※国籍別内訳 （多国籍グループがあったため、上記組数と不一致）
・シンガポール
22 組 100 名
・日本
13 組 252 名
・台湾
5 組 91 名
・タイ
3 組 347 名
・フィリピン
4 組 36 名
・マレーシア 4 組 21 名
・オーストラリア 5 組 10 名
・アメリカ
4 組 25 名
・ドイツ
2組 3名
・カナダ
2 組 11 名
・ブラジル
1組 1名
・スペイン
1組
2名
（２）通販サイト開設
新型コロナウイルスの感染拡大により、町内でのイベントや各地での物産展
が相次いで中止となるなか、特産品販売の機会が減少した町内事業者の所得向
上の一助として当協会が運営する通販サイトを令和２年７月より開設し、豊浦
町内の旬の食材を全国各地に発信する取り組みを展開。
【月間販売実績】※開設日：令和２年７月６日
販売金額

販売商品

７月

399,170 円

毛ガニ、ウニ、たまご

８月

58,720 円

ウニ、タコ、ゆでツブ

１０月

2,520 円

１２月

411,345 円

１月

23,780 円

２月

459,290 円

３月

15,505 円

計

1,370,330 円

合

たまご
ホタテ３年貝、２年貝、ハーブ等
ホタテ３年貝、２年貝、たまご
ホタテ３年貝、コーヒー豆、企画商品等
ホタテ３年貝、２年貝、コーヒー豆

＜受託事業＞ 令和２年度実績
【公園徴収事務委託】 ※収納額は豊浦町へ納付
・豊浦渚パークゴルフ場使用料金徴収、収納報告事務
利用人数 4,622 名
収納額 1,540,300 円
・豊浦森林公園キャンプ場使用料金徴収、収納報告業務
利用人数
40 名
収納額
19,000 円
※コロナ禍のため、７～８月のみ町民限定開放
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実施体制

（実施体制の概要）
一般社団法人噴火湾とようら観光協会が母体となり、メンバーには、行政、
商工会（温泉宿泊施設を指定管理で運営）、信用金庫、漁業協同組合、農業協
同組合、民間の旅行会社など多様な関係者が参画するなど官民が密接に連携し
た運営を実施。

２. 観光地域づくり法人がマーケティング･マネジメントする区域
【対象区域：北海道豊浦町】
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≪豊浦町の位置≫

≪周辺エリアとの位置関係≫

【区域設定の考え方】
豊浦町は、北海道胆振管内の西端に位置する農業、漁業を基幹産業とする町で、南は噴火湾、
北はニセコ地域、東は洞爺湖に接している。町全体が噴火湾に向かって緩く傾斜した丘陵地にあ
り、その大半が森林地帯である。また、噴火湾に面した西側の海岸線は断崖絶壁が続き、優れた
景観地となっている。
近年、訪日観光客の急増など、我が国における観光の状況は大きく変化しており、豊浦町にお
いても、そうした変化に対応できる新たな観光の展開が求められているが、それらの課題を解決
し、地域住民が郷土に対する誇りと愛着を醸成する豊かな地域づくりに繋げていく「小さな町の
新たな挑戦」を展開し、豊浦町内における観光産業の健全な発展と、地域経済の活性化及び文化
の向上に寄与する事を使命として、一般社団法人噴火湾とようら観光協会を主体とした地域ＤＭ
Ｏを設置し、豊浦町全域を区域設定とするのが適切である。
【観光客の実態等】
豊浦町の観光入込客数は下記の通りである。その内訳は、概ね全体の９５％が日帰り客で、５％
が宿泊客となっている。日帰り客の内訳は「天然豊浦温泉しおさい」及び「道の駅とようら」利
用者で日帰り客全体の８４％を占めており、豊浦町観光におけるこの２施設の存在は大きい。ま
た、宿泊客に関しては、宿泊客全体の約７５％がキャンプ場利用者となっているのが特徴といえ
る。
なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響による町内観光施設の臨時休業や町内全てのキャン
プ場閉鎖に伴い、令和２年度の観光入込客数は大幅に減少している。（前年度対比６５％減）
【観光入込客数】 Ｈ２６年度 ３７．２万人（２．０万人）
Ｈ２７年度 ３７．６万人（２．１万人）
Ｈ２８年度 ４２．０万人（２．２万人）
Ｈ２９年度 ４０．３万人（２．２万人）
Ｈ３０年度 ４１．６万人（２．２万人）
Ｒ １年度 ４１．１万人（２．３万人）
Ｒ ２年度 ２６．９万人（０．２万人）※（ ）内は宿泊者数（内数）

9

（別添）様式１

【観光資源：観光施設、商業施設、自然、文化、スポーツ、イベント等】
■自然資源
・山岳（昆布岳）
・海岸景観（礼文華海岸）
・滝・渓谷（ポンベツの滝）
・その他自然現象など（洞爺湖有珠山ジオパーク ※日本初の世界ジオパーク認定）
■歴史・文化資源
・史跡・名勝・観光スポット（カムイチャシ史跡公園、日本一の秘境駅小幌駅、小幌洞窟、礼文
華遺跡、文学碑公園、インディアン水車、イザベラ・バードの道、噴火湾ホタテ養殖発祥の地碑）
■観光施設
・道の駅（道の駅とようら）
・展望台（噴火湾展望公園）
・海水浴場（豊浦海浜公園）
・キャンプ場（豊浦海浜公園キャンプ場、高岡オートキャンプ場、大岸シーサイドキャンプ場、
礼文華海浜公園キャンプ場、豊浦森林公園キャンプ場）
・パークゴルフ場（豊浦渚パークゴルフ場）
・温泉（天然豊浦温泉しおさい）
・観光体験施設（すいしゃ）
■イベント
・とようらいちご豚肉まつり（例年 6 月上旬の日曜日開催）
・豊浦漁港豊漁まつり（例年 10 月上旬開催）
・まるごと豊浦 北の収穫祭（例年 3 月上旬開催）
・世界ホタテ釣り選手権大会
■特産品
・農産物（イチゴ、アサツキ、豚肉）
・海産物（ホタテ、サケ）
【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】
・天然豊浦温泉しおさい（18 畳の和室 7 部屋（最大 8 名宿泊可/部屋）
、ツイン 2 部屋）
・民宿美音（4 室）
・民宿旭（13 室）
・Guest House 佐藤商店（男女別ドミトリー、最大 20 名宿泊可）
【利便性：区域までの交通、域内交通】
■札幌方面から
一般道利用
国道 230 号経由で約 2 時間 30 分
高速利用の場合 札幌南 IC から豊浦 IC で約 2 時間
ＪＲ利用の場合 札幌→豊浦 約 2 時間 30 分
[札幌駅→(特急)→洞爺駅→(乗り換え･普通列車)→豊浦駅]
■函館方面から
一般道利用
国道 5 号線→国道 37 号線で約 2 時間 30 分
高速利用の場合 函館新道→大沼 IC→豊浦 IC で約 2 時間
ＪＲ利用の場合 函館→豊浦 約 2 時間
[函館駅→(特急)→洞爺駅→(乗り換え･普通列車)→豊浦駅]
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【外国人観光客への対応】
・旅行会社のインバウンド部門の担当者等を対象に各種体験プランやモデルコースの紹介を
行い、訪日外国人誘致に取り組んでいる。
・外国人観光客にスムーズな対応が行えるよう、町内飲食店向けに文章や単語を指さして意思
疎通ができるコミュニケーションシートを制作し、配布、活用を促している。
・体験プログラムの受入で、世界１１か国より累計５０組８９９名の訪日外国人観
光客の受入を行っている。
（国籍別内訳はＰ.７に記載）
・令和３年度、豊浦町ならではの地域資源を活用したアドベンチャートラベルのコンテンツ開発
を行う予定。アドベンチャートラベルの構成要素である「自然」
「異文化交流」
「身体的アクテ
ィビティ」の要素を組み合わせ、地域資源の磨き上げ・商品造成・販売を行う。
ターゲットはインバウンド復活後の欧米豪のアドベンチャートラベラーを長期的には見据え
つつも、短期的には豊浦町民による地域の魅力の再認識によるシビックプライドの向上、また
周辺市町村との連携強化の狙いも含める。
【事業名】
洞爺湖有珠山ジオパークを活用した豊浦町型アドベンチャーツーリズム推進事業
【取組内容】
① ＡＴ向けのプログラム造成
② モニターツアーの実施・検証・磨き上げ、ＰＲ素材の撮影・作成
③ ＳＤＧｓ時代のオンライン商談会を見据えた電子パンフレットや商談会用資料の制作
④ ＯＴＡや海外へ販路を持つエージェントとの連携による商品の販売
【中・長期の展望】
① ＡＴコンテンツの実際の販売（旅行会社、ツアーオペレーターとの具体的な連携）
② 観光需要の分散及び新しい様式への対応促進による地域内消費の拡大
③ 当法人が主体となった販促活動
④ 豊浦町での滞在延長を促す商品を造成し、ワーケーション滞在者向けのコンテンツとして
の応用

３. 各種データ等の継続的な収集･分析
収集するデータ

収集の目的

収集方法

地域に対する顧客の関心度や施策の効果等を
把握するため。

グーグル・アナリティクス等を活
用して実施。

観光による地域への経済効果算出のため。

町内観光施設での観光客アンケー
ト調査（対面調査）により収集。

観光客入込数及び
延べ宿泊者数

観光客の利用状況を把握し、今後の観光施策
に活用するため。

行政がとりまとめている観光入込
客数実績データを活用。

来訪者満足度

観光振興に対する現状分析を行い、今後の観
光施策に活用するため。

町内観光施設での観光客アンケー
ト調査（対面調査）により収集。

リピーター率

観光振興に対する現状分析を行い、今後の観
光施策に活用するため。

町内観光施設での観光客アンケー
ト調査（対面調査）により収集。

インバウンド体験
受入数

観光客の利用状況を把握し、今後の観光施策
に活用するため。

年間の体験受入数実績より収集。

キャンプ客
観光消費単価

観光客の利用状況を把握し、今後の観光施策
に活用するため。

キャンプ場での観光客アンケート
調査（対面調査）により収集。

ＷＥＢサイトの
アクセス状況
旅行消費額
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４. 戦略
（１）地域における観光を取り巻く背景
当法人は民主導・官バックアップによる一般社団法人として観光地域づくり活動を推進するにあ
たり、
「公的事業・自主事業・受託事業」の３事業を主軸とした「小さな町の新たな挑戦」を展開
し、豊浦町内における観光産業の健全な発展と、地域経済の活性化及び文化の向上に寄与する事を
使命として各種事業に取り組んでいる。
地域経済活性化という視点では、喫緊の課題として「人口減少」がもたらす経済的な負の影響を
観光振興によってどのように克服していくのかが重要となるが、一方で住民が地域に対する誇りや
郷土愛を醸成する取り組みも重要視し、こうした地域の課題に対し候補ＤＭＯである当協会が中心
となり、様々な地域資源を活用した観光地域づくりを図ることとしている。

（２）地域の強みと弱み
内
部
環
境

外
部
環
境

好影響

悪影響

強み（Strengths）
■住環境として恵まれている
・人間関係が良い
・移住向け住宅がある
・道内の中でも「住みたいエリア」であ
る
・自然環境が良い
・温暖な気候である
・災害に強い
■立地条件が良い
・大中都市に近く、自動車交通の便が良い
・歴史的な地理的環境である
■魅力的な観光資源がある
・キャンプ場の評価が高い
・景色が良い
・アクティブスポーツができる
・鉄道に関する観光資源がある
・町外と連携した観光圏がある
・評価の高い宿泊施設が近隣にある
■一次産業・雇用が安定している
■一次産業を活かしている
・一次産業を活かした食がある
・一次産業を活かしたイベントがある
機会（Opportunity）
・近年、比較的人口の多い団塊ジュニア
世代と外国人の利用増が追い風となり
キャンプ場の利用者は増加傾向にある（新
たなキャンプブーム）
・北海道新幹線の開業や地方創生事業な
どで多様な体験ツアーやモデルプログ
ラムが検討、実施されている。
・2020 年白老民族共生象徴空間ウポポイ
のオープンによる胆振管内への観光入
込客数の増加
・訪日外国人観光客数の増加

弱み（Weaknesses）
■売り方、アピールの工夫が必要
■一次産業ブランドを活かせていない
■自然環境の良さが活かされていない
・自然環境、景観の良さを活用できていな
い
■観光の受入基盤が整っていない
・観光資源としての一次産業の活用が出
来ていない
・観光のストーリーが出来ていない
・観光受入可能量が少ない
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脅威（Threat）
・人口減少社会の到来
・他の観光地との競争激化
・国際情勢の不安定による旅行控え

（別添）様式１

（３）ターゲット
○第１ターゲット層
【海外】欧米・東南アジアの自然や歴史、文化、産業に関心が高い富裕層（ＦＩＴ）
○選定の理由
近隣にニセコや洞爺湖、登別等、北海道を代表する国際観光地を有する好条件の立地を
活かして、一大観光地からターゲットを絞っての誘客を目指す。
○取組方針
広域連携を中心とした誘客プロモーション活動や各種商談会、旅行博等に積極的に参加
するとともに、観光マネジメントやマーケティング等を行い、地域の自然・文化・歴史・
食・産業などの観光資源を活かして顧客満足度の高い観光商品を開発し、これを観光客誘
致に活用することで、外貨獲得や雇用創出を促進し、地域住民が郷土に対する誇りと愛着
を醸成する豊かな地域づくりに繋げていく。
○第２ターゲット層
【国内】キャンプや自然体験に興味が強い都市部（道内外）の観光客
○選定の理由
町内に５つのキャンプ場を有し、宿泊客全体の７５％がキャンプ場利用者であることか
ら、本町の強みを活かしての誘客を目指す。
○取組方針
第二次キャンプブーム到来と呼ばれている昨今、ブームの火付け役となった最も大きな
要因がＳＮＳと言われている。特に「インスタグラム」によるキャンプシーンの発信は『イ
ンスタ映え』を演出し、様々なスタイルでのキャンプの楽しみ方を拡散できるツールとな
っている。当協会ホームページ内にキャンプ関連専用サイトを開設し、インスタグラムと
連動した「自慢の豊浦キャンプ」画像を募集し、豊浦町でのキャンプシーンを投稿画像に
てＰＲする他、アウトドア用品メーカー「スノーピーク」と連携し、アイヌ文化を融合し
た新たなアウトドア施策を展開するなど、『キャンプのまち豊浦』のイメージ戦略を図る
ことで、増加するキャンプユーザーの来訪動機を喚起し、町内消費額の向上に繋げていく。

（４）観光地域づくりのコンセプト
①コンセプト

「小さな町の新たな挑戦」
～噴火湾の豊かな暮らしを満喫～

② コンセプトの考え方

豊浦町の自然、文化、歴史そして産業、人...
この地でホタテ養殖やイチゴ栽培など、幾多の苦難にも負
けずに挑んできた先人の思いを受け継ぎ、これからも誇りを
持って笑顔で暮らす。
・美しい海岸線（朝日、夕日、青空、潮風）を見ながらの滞在
・地元住民との交流
・美味しい四季の山海の幸（噴火湾ホタテ養殖発祥の地、鮭の
稚魚放流、豊浦いちご、ＳＰＦ豚、和牛、米、アサツキ、ギ
ョウジャニンニク等々）
・プラス１時間の滞在交流､プラス 1,000 円の消費拡大を実現
するため町民とともに頑張る組織
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５. 関係者が実施する観光関連事業と戦略との整合性に関する調整･仕組み作り、
プロモーション
項目
概要
戦略の多様な関係者と ・当協会の社員として行政を含む地域内外の関連事業者が参画
の共有
することで、関係者の相互理解、地域づくりの認識の共有化を
図るとともに、施策等の具体化に向けて各種専門部会を必要
に応じて適宜開催し検討する。
・当協会総会を年１回、理事会を年５回程度開催する。
・行政との連携を深め、情報共有、施策の検討のため、町産業観
光課と月２回の定例ミーティングを開催する。
観光客に提供するサー ・インバウンド受入対応強化を目的とした、指差しコミュニケー
ビスについて、維持･向
ションシートを作成配布し、活用を促す取組みを実施する。
上・評価する仕組みや ・各種収集データに基づいた分析結果の報告ならびに、評価を戦
体制の構築
略へフィードバックする。
・総会、理事会、町との定例ミーティング等において分析結果を
共有する。
・着地型観光プログラムや地域資源を活用した旅行商品等の磨
き上げを含めた品質の向上と改善を実施する。
観光客に対する地域一 ・当協会が運営する観光情報サイト「豊浦旅ごころ」での一元的
体となった戦略に基づ
な情報発信を行う。
く一元的な情報発信･ ・YouTube 活用による動画配信を行う。
プロモーション
・Facebook、Instagram 活用による、頻度の高い情報発信を行う。
・
「広報とようら」にて、当協会の取組みについて町民向けに情
報発信し、観光地域づくりに関する意識啓発を行う。

６．ＫＰＩ（実績･目標）
（１）必須ＫＰＩ
指標項目
●旅行消費額
（千円）
●延べ宿泊者数
（人）
●来訪者満足度
（％）
●リピーター率
（％）

目
標
実
績
目
標
実
績
目
標
実
績
目
標
実
績

2018
（Ｈ30）
年度

2019
（Ｒ１）
年度

2020
（Ｒ２）
年度

2021
（Ｒ３）
年度

2022
（Ｒ４）
年度

2023
（Ｒ５）
年度

未設定

507,154

528,356

549,477

570,600

591,644

未設定

513,868

429,976

－

－

－

未設定

22,460

22,685

22,912

23,141

23,372

22,238

24,387

2,244

－

－

－

未設定

未設定

未設定

68.5

69.0

69.5

未設定

未設定

68.0

－

－

－

未設定

未設定

未設定

86.0

86.0

86.0

未設定

未設定

86.0

－

－

－
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※年次及び目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方
【検討の経緯】
平成２９年度に豊浦型ＤＭＯ観光地域づくり事業で実施した来訪者アンケート調査結果を
もとに、噴火湾とようら観光協会で検討・協議を経て設定。具体的なＫＰＩの設定は以下の
考え方に基づいて設定した。
【概 要】
当協会の基本方針では、豊浦町内における観光産業の健全な発展と、地域経済の活性化及
び文化の向上に寄与することを使命としているが、地域経済活性化という視点では、喫緊
の課題として「人口減少」がもたらす経済的な負の影響を、観光振興によってどのように
克服していくのかが重要となる。
そこで、ＫＰＩの設定において、まず当地域において５年間で減少する内需の推計値を算
出し、この推計値のうち観光振興でリカバーするコミット率を設け、このコミット分を観
光振興におけるＫＧＩとして設定する。つまり観光消費額こそが本ＤＭＯのＫＧＩとなる。
このＫＧＩ達成に向けてＫＰＩを設定した。以下、このプロセスを示す。
≪人口減少による内需の推定値≫
家計調査によると北海道全家計における 1 人当たりの年間消費額は 1,108,282 円である。
（平成３０年総務省統計局「家計調査」)
一方、令和元年から令和５年にかけて豊浦町で減少する人口は推定で年平均約 63.6 人。
（平成３０年末の人口 3,991 人。令和５年末には約 3,673 人の見通し）
これらの数値から、以下の仮定を設けて簡便的に推計値を算出した。
≪諸仮定≫
仮定１．個人の消費活動はすべて豊浦町で行われる。
仮定２．機会損失を推計するために社会減と自然減いずれの場合においても、それらが
発生しなかった場合に令和５年まで当該地に居住し消費活動を行うものとする。
仮定３．人口減少は各年で等分に発生する。
仮定４．町民 1 人当たりの消費額は、北海道全域の平均値と同値である。
以上の仮定によって、令和元年から令和５年にかけて、人口減少によって発生する内需の
減少(＝内需の機会損失)は以下の計算式によって導出できる。
◆内需の機会損失(令和元年から令和５年)＝
（町民 1 人当たりの消費額）×（１年間あたりの人口減少数）× Ｎ（Ｎ＋１）／２
この計算によると令和５年までの人口減少による内需の減少は以下の数値となる。
【減少する内需】

： 1,057,301 千円（５年総額）

これらの減少する内需をリカバーするためには、令和元年を起点として観光消費額の増加分
によって補っていく必要がある。上記の減少する内需のうち、約２０％を観光消費額の伸び
で補っていくこととした。
よって、本ＤＭＯが目指す令和５年までの計画におけるＫＧＩは以下となる。
ＫＧＩ：令和元年度の観光消費額（507,154 千円）を基準として、令和５年度まで各年度の
観光消費額の増加合計額が 211,461 千円 ※減少する内需の２０％
ＫＰＩ(観光消費額)：令和元年からスタートして、前年比約 21,000 千円の純増
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来訪者満足度やリピーター率については、令和２年度から開始した観光客アンケート調査に
よって、必要な数値を翌年以降の目標設定に反映している。
重要なことはＫＧＩ達成に向けた「効率的」な施策の展開であり、観光消費単価の上昇を重
要視する。またこうしたＫＰＩとＫＧＩの関係性に関する仮説の形成には、適宜外部アドバ
イザーの支援を得ることを想定している。
【設定にあたっての考え方】
●旅行消費額
令和元年度目標値を基準として、前述のＫＧＩ達成に向けた設定としている。
●延べ宿泊者数
豊浦町観光客入込数調査を基準に抽出。平成３０年度の実績を基に各年度約１.０１倍の
増加を目標としている。
●来訪者満足度
令和２年度より調査を実施し、それを基に各年度 0.5％増加を目標としている。
●リピーター率
令和２年度より調査を実施し、それを基に現数値維持を目標としている。

（２）その他の目標

指標項目
●インバウンド
体験受入数
（組）
●キャンプ客の
観光消費単価
（円）
●ホームページ
アクセス
（ＰＶ）
●ホームページ
アクセス
（ユーザー数）

目
標
実
績
目
標
実
績
目
標
実
績
目
標
実
績

2018
（Ｈ30）
年度

2019
（Ｒ１）
年度

2020
（Ｒ２）
年度

2021
（Ｒ３）
年度

2022
（Ｒ４）
年度

2023
（Ｒ５）
年度

未設定

30

35

40

45

50

25

25

0

－

－

－

3,153

3,153

3,200

3,400

3,600

3,800

未設定

未設定

0

－

－

－

未設定

135,000

140,000

145,000

150,000

155,000

34,041

153,330

181,152

－

－

－

未設定

40,000

41,500

43,000

44,500

46,000

19,401

46,593

64,537

－

－

－

※項目及び年次・目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方
【検討の経緯】
人口減少による地域消費の目減りを、各種観光地域づくりにより交流人口拡大を図ること
でリカバーするとともに、豊浦町観光振興計画（令和元年度～令和 10 年度）の見直し時期と
整合性を取り、令和５年度を目標達成年次とし、各種目標数値を設定している。

16

（別添）様式１

【設定にあたっての考え方】
●インバウンド体験受入数
過去の実績を基とし、年間５０組の受入を目標に各年度５組増で設定していたが、コロナ
禍の影響が非常に大きく、令和２年度は受入実績が０となった。
●キャンプ客の観光消費単価
過去の実績を基とし、＠3,800 円を目標に各年度増加で設定していたが、新型コロナウイル
ス感染拡大防止への社会的責任を第一に考え、令和２年度は町内すべてのキャンプ施設なら
びに海水浴場を豊浦町と協議のうえ閉鎖することとしたため、予定していた再調査が実施出
来なかった。
●ホームページアクセス【ＰＶ】／ホームページアクセス【ユーザー数】
過去の実績を基とし、キャンプ場予約システムの導入効果も見込み設定。

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し
（１）収入
年（年度）

総収入（円）

内訳

2018（Ｈ30）
年度

42,616,060（円）

【町からの補助】20,984,614 円
【事業収入】1,565,300 円
【公物管理収入】19,569,600 円
【雑収入】496,546 円

2019（Ｒ１）

44,596,790（円）

【町からの補助】29,206,177 円
【自主事業収入】327,090 円
【受託事業収入】10,068,626 円
【雑収入】1,086,435 円
【繰越金】3,908,462 円

42,852,194（円）

【町からの補助】24,262,214 円
【自主事業収入】75,731 円
【受託事業収入】6,215,932 円
【雑収入】2,644,338 円
【繰越金】9,653,979 円

48,300,000（円）

【町からの補助】31,475,000 円
【自主事業収入】551,000.円
【受託事業収入】3,885,800 円
【雑収入】319,943 円
【繰越金】12,068,257 円

36,000,000（円）

【町からの補助】27,530,000 円
【自主事業収入】551,000.円
【受託事業収入】3,885,800 円
【雑収入】833,200 円
【繰越金】3,200,000 円

36,000,000（円）

【町からの補助】27,530,000 円
【自主事業収入】551,000.円
【受託事業収入】3,885,800 円
【雑収入】833,200 円
【繰越金】3,200,000 円

年度

2020（Ｒ２）
年度

2021（Ｒ３）
年度

2022（Ｒ４）
年度

2023（Ｒ５）
年度
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（２）支出
年（年度）
2018（Ｈ30）

総支出
38,707,598（円）

年度

2019（Ｒ１）

34,942,811（円）

年度

2020（Ｒ２）

30,783,937（円）

年度

2021（Ｒ３）

48,300,000（円）

年度

2022（Ｒ４）

36,000,000（円）

年度

2023（Ｒ５）
年度

36,000,000（円）

内訳
【公的事業費】9,081,873 円
【自主事業費】1,900,670 円
【受託事業費】13,564,515 円
【一般管理費】14,160,540 円
【公的事業費】9,284,594 円
【自主事業費】1,452,556 円
【一般管理費】24,205,661 円
【公的事業費】5,525,799 円
【自主事業費】1,327,288 円
【一般管理費】23,930,850 円
【公的事業費】11,877,000 円
【自主事業費】2,192,000 円
【一般管理費】34,231,000 円

【公的事業費】7,561,000 円
【自主事業費】2,192,000 円
【一般管理費】26,247,000 円
【公的事業費】7,561,000 円
【自主事業費】2,192,000 円
【一般管理費】26,247,000 円

（３）自律的･継続的な活動に向けた運営資金確保の取組･方針
運営資金については、町からの補助金・委託費及びその他収入を充てることとするが、収益事業と
して、地域の観光資源を組み合わせた「豊浦町ならでは」の体験プログラムの企画開発や、夏季繁
忙期のキャンプ客向けの着地型旅行商品の企画開発・販売、漁協や農協と連携し、特産品を活用し
た商品開発・販売等を行うことで、稼ぐことのできる自主事業を推進し、経営基盤の安定を図る。

８. 観光地域づくり法人形成･確立に対する関係都道府県･市町村の意見
北海道豊浦町は、
（一社）噴火湾とようら観光協会を本町における地域ＤＭＯとして登録したいの
で、一般社団法人噴火湾とようら観光協会とともに申請します。
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９．マーケティング･マネジメント対象区域が他の地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯ
と重複する場合の役割分担について（※重複しない場合は記載不要）
重複しない

１０. 記入担当者連絡先
担当者氏名
担当部署名（役職）
所在地
電話番号（直通）
FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

岡本 貴光
（一社）噴火湾とようら観光協会（事務局長）
北海道虻田郡豊浦町字旭町 21 ｰ 2 ＪＲ豊浦駅２階
0142-83-2222
0142-82-3088
t.okamoto@toyoura-feel.com

１１. 関係する都道府県･市町村担当者連絡先
都道府県･市町村名
担当者氏名
担当部署名（役職）
所在地
電話番号（直通）
FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

北海道豊浦町
藤原 弘樹
産業観光課（課長）
北海道虻田郡豊浦町字船見町１０
0142-83-1408
0142-83-2129
fujiwara.hiroki@town.hokkaido-toyoura.lg.jp
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法人名：一般社団法人噴火湾とようら観光協会
「小さな町の新たな挑戦」 ～噴火湾の豊かな暮らしを満喫～ 記入日： 令和３年１１月 ６日
登録区分名：地域ＤＭＯ
【区域】 北海道虻田郡豊浦町
マーケティング・マネジメントする区域
実施体制
【設立日】 平成３０年 ６月２０日
（北海道豊浦町）
【登録日】 令和 ２年 ３月３１日
【代表者】 金 丸
孝
【ＣＭＯ】 德 田 照 男
【ＣＦＯ】 酒 井 健 二
【職 員 数】 ５人（専従役員、専従職員、非常勤役員）
【連携する主な事業者】
豊浦町商工会、いぶり噴火湾漁業協同組合、とうや湖
農業協同組合、伊達信用金庫、北海道新聞社室蘭支社、
株式会社北海道宝島旅行社、株式会社スノーピーク
地方創生コンサルティング、北海道豊浦アイヌ協会 他

合意形成の仕組み

戦略

【該当する登録要件】 （該当番号①）
【概要】
当法人の理事会は、行政、観光、商工、金融
等の分野に携わる多様な関係者により選出さ
れている他、地域内外の多様な関係団体で一
般社団法人を構成し、持続可能な観光地域づ
くりを推進し各種合意形成を図っている。

【主なターゲット】
第１ターゲット層：欧米・東南アジアの自然や
歴史、文化、産業に関心が高い富裕層（ＦＩＴ）
第２ターゲット層：キャンプや自然体験に興味
が強い都市部（道内外）の観光客
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
広域連携を中心とした誘客プロモーション活
動や各種商談会、旅行博等に積極的に参加
し、近隣の一大観光地（登別温泉、洞爺湖温
泉等）に宿泊する旅行者が当地域を周遊する
ためのモデルプラン等造成に着手し、更なる
魅力向上および周遊促進を図る。

法人のこれまでの活動実績
【情報発信・プロモーション】
・観光ＨＰによる情報発信事業
・各種ＳＮＳによる情報発信事業
・各種マスメディア活用宣伝事業
・観光パンフレット、ポスター制作事業
・観光プロモーション動画制作事業 他
【観光資源の磨き上げ】
・噴火湾クルーズ海上遊覧船実証事業
・アウトドアメーカーと連携したキャンプ場
活性化検討事業
・豊浦漁港セリ見学リモートツアー 他
【受入環境の整備】
・観光ガイド人材育成事業
・観光レンタサイクル事業
・旅行サービス手配業の登録 他

ＫＰＩ（実績･目標）

観光関連事業者と戦略との整合性に
関する調整・仕組み作り、プロモーション
・観光人材育成のための養育・研修の実施
・コロナ禍により休業を余儀なくされた周辺地
域観光事業者向けに、当地域の観光関連ｅ
ラーニング動画の制作配信
・着地型旅行商品の造成、流通、販売におけ
るＯＴＡ等との連携やその活用
・各種商談会や教育旅行関係者との意見交換
で得た情報を関連事業者へフィードバック

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し
【主な収入】町補助金（24.2百万円）、受託事業収益（6.2百万円）
【総支出】 30.8百万円 （管理費23.9百万円、事業費6.9百万円）
※令和２年３月期決算
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
町からの補助金・委託費及びその他収入を充てることとするが、稼ぐ
ことのできる自主事業を推進し、経営基盤の安定を図る。

