
         記入日：2022年 12 月 12日 

観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

 

１. 観光地域づくり法人の組織 

 

申請区分 

※該当するものを

〇で囲むこと 

広域連携ＤＭＯ･地域連携ＤＭＯ･地域ＤＭＯ 

観光地域づくり法

人の名称 

（一社）倶知安観光協会 

マーケティング･マ

ネジメント対象と

する区域 

区域を構成する地方公共団体名 

北海道虻田郡倶知安町 

所在地 北海道虻田郡倶知安町字樺山 41-5 

設立時期 昭和２４年６月２２日 

職員数 ４人【常勤４人】 

代表者（トップ人

材：法人の取組に

ついて対外的に最

終的に責任を負う

者） 

 

（氏名） 

吉田 聡 

（出身組織名） 

司法書士法人ミナカムイ 

（一社）倶知安観光協会の会長として、地域とのパ

イプ役となっている。また、ニセコエリアにおける

土地取引に精通しており、不動産取引の動向、地域

の経済状況に詳しい。 

データ収集・分析

等の専門人材（Ｃ

ＭＯ：チーフ・マ

ーケティング・オ

フィサー 

 

（氏名） 

鈴木 紀彦 

「専従」 

1990－2012年まで JTB北海道に勤務し、2006－

2008年白老町観光戦略室長として観光政策立案、

国立博物館誘致に関わる。2012年より米国ハワイ

州にて MICE、DMC事業、ホノルルフェスティバル財

団に従事し宿泊税の制度、DMOに関する知識を有す

る。様々な職種・地域内外における豊富な経験と人

脈による多面的な視点とこれまでの事業経験を生か

してのグリーン期の二次交通、MICEへの取り組

み、観光地域マーケティングを行う。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チー

フ・フィナンシャ

ル・オフィサー） 

 

（氏名） 

廣瀬 かおる 

「専従」 

倶知安観光協会に平成 20年より勤務し、地域の観

光状況についてインバウンドの増加が顕著な時期か

ら把握している。会計・総務管理業務や地域調整な

ど業務全般に従事。 

企画・イベント事

業担当 

 

（氏名） 

ラミレズ 麻衣 

「専従」 

北海道内他地域の観光協会にて４年間勤務。交通イ

ンフラの整備に伴う観光誘客、状況変化に対応した

誘客・イベント事業について高い知見と能力を持

つ。ニセコエリアにおいて必要な英語のスキルも高

く地域とのコミュニケーションスキルも高い。 

プロモーション担

当 

（氏名） 

同上 

「専従」 

広報プロモーション部会担当として地域における実

務担当者間のパイプを活かして、エリア情報を集約

し、地域に密着した効果的な情報発信を行ってい

く。 
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連携する地方公共

団体の担当部署名

及び役割 

倶知安町総合政策課（総合計画、宿泊税、サイクルツーリズム） 

倶知安町観光課（観光地域づくり） 

倶知安町まちづくり新幹線課（社会資本整備、都市計画・準都市計画、景観まち

づくり） 

連携する事業者名

及び役割 

（一社）ニセコプロモーションボード（地域連携 DMO、ニセコエリア PR） 

倶知安商工会議所（商業振興） 

株式会社東急リゾートサービス（スキー場・リゾート運営） 

日本ハーモニーリゾート（株）（スキー場・リゾート運営） 

（株）HTM（宿泊・交通事業等） 

JR北海道（株）倶知安駅（交通事業） 

道南バス（株）倶知安営業所（交通事業） 

ようてい農業協同組合倶知安支所（農業振興） 

（一社）ニセコひらふエリアマネジメント（地域調整） 

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 ② 

地域の情報共有や重要な事業調整を行う理事会（年５～６回）や日常的に事業

調整を行う業務執行理事会（概ね毎月）において域内の観光（リゾート運営、宿

泊、アクティビティ、飲食等）、商工、農業、交通、地域団体が参画していると

ともに、行政担当者もその場に参加し情報共有や各種提案を行う（①） 

観光地域づくり法人として主導する「観光地経営会議」において、倶知安町、

商工会議所、エリアマネジメントなどを委員とする会議を設置している（②）。 

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 

 

・観光地に居住しているために体験できる、観光コンテンツの住民利用を促進

（例：市街地エリアにおけるフロートレイル事業の地元利用・レストランウィー

ク）。 

・平成 30年度は、地域住民や事業者向けの宿泊税に関する勉強会を開催。 

・令和元年度はビジョン 2030事業として、地域住民や連携すべき産業の事業者

に観光産業を理解してもらう講習・ワークショップや行政と協働で策定を進めた

倶知安町観光地マスタープランの事業説明を行っている。 

・平成 29年度より野外災害救急のためのファーストエイド講習会を実施。 

法人のこれまでの

活動実績 

 

 

（活動の概要） 

昭和 24年設立。集客業務事業、地域振興事業、観光案内運営事業等を実施。近

年は、ニセコひらふ・花園・倶知安エリアの通年型リゾート形成に資するため、

グリーンシーズンのコンテンツ強化とブランド化に重点を置いて活動。通年型リ

ゾート形成による、産業、雇用、環境整備の好循環による観光まちづくりを目指

すとともに、観光地住民への観光産業の理解促進を図っている。 

○グリーンシーズン活性化 

・サマーステイ推進  ・コンテンツ作成 

・スポーツツーリズム推進（フロートレイル事業、大会誘致・開催） 

 ・イベント開催（ひらふ祭り） 

○受入態勢整備 

 ・域内循環バス事業  ・ニセコひらふエリア美化活動 

 ・エリアガイド育成 

・観光案内事業（JR倶知安駅、ニセコひらふウェルカムセンター） 

○地域への観光理解促進 

 ・観光税シンポジウム開催 

（定量的な評価） 

・倶知安町観光入込客数〔H30年度 165万人（参考：H20 年度 159万人）〕 

・倶知安町外国人宿泊延数〔H30年度 46万人（参考：H20 年度 14万人）〕 

○倶知安町観光地マスタープランの策定 
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・令和２年３月に行政と地域団体との協働で策定。今後の倶知安町の観光振興の

方向性と取り組むべき具体的内容を示している。 

実施体制 

※地域の関係者と

の連携体制及び地

域における合意形

成の仕組みが分か

る図表等を必ず記

入すること（別添

可）。 

（実施体制の概要） 

地域の代表的な観光資源であるリゾート施設を運営する事業者、宿泊事業者、ア

クティビティ事業者、交通事業者、飲食事業者、農業関係団体、不動産など地域

の多様な関係者による、総会、理事会、事務局、各種部会（サイクルツーリズム

部会、サマーステイ部会、ガイド育成部会、Jクレジット部会、ひらふ部会）か

ら構成される当観光協会は、その組織構成により各種活動において、地域の様々

な意見を反映して運営されている。 

また、地域連携 DMO、商工会議所、観光視点からのまちづくり提言を行う国際リ

ゾート協議会、エリアマネジメント団体など、地域内外の団体と連携して、エリ

ア全体での経営視点を持って国際的なリゾート運営を行っていく。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区域設定の考え方】 

 倶知安町の観光の中心はスキー場のあるリゾートエリア周辺であるが、町内には羊蹄山やア

クティビティが行われる尻別川、じゃがいも畑などの農業景観といった各種観光資源が点在す

るとともに、リゾートに立地する事業者のみならずそれを下支えする、建設、建物管理・清掃

といった観光を裏から支える事業者が倶知安町市街地に存在する。また、観光関連産業に従事

する従業員も市街地に居住する人々が多くなっており、リゾートエリアのみでは観光まちづく

りは完結しない。そのため、倶知安町全域を設定区域とするのが適切である。 

 

【観光客の実態等】 

令和元年度 観光入込客数 149.3万人   外国人宿泊延数 39.2万人泊 

 

倶知安町の観光のピークシーズンである冬季は、延べ宿泊数の 8割が外国人観光客となって

おり国際的なリゾートになっている。また、年間の宿泊客延べ数の約６０％が冬季に集中して

おり、春・秋の閑散期との繁閑差が激しいため、これを解決した通年型リゾートの形成を目指

している。 

 

【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】 

・ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ 

・ニセコ HANAZONOリゾート 

・ひらふ温泉郷 

・羊蹄山、ニセコ連峰（地域景観、登山） 

リゾート 

エリア 

農村景観 

羊蹄山 

尻別川 

倶知安駅 

市街地 

面積：261.34 ㎢ 
人口：15,525 人 
（令和 2 年 3 月末） 

【倶知安町の概要】 

地図：Mapion 
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・アクティビティ（ラフティング、カヌー、キャニオニング、ツリートレッキング、フロート

レイル、サイクリングルートなど） 

・農業景観（じゃがいも畑） 

・自然散策（半月湖、鏡沼） 

・芝ざくら（三島邸） 

・ミュージアム（小川原脩記念美術館、風土館） 

・イベント（くっちゃんじゃが祭り、雪トピアフェスティバル、ニセコクラシック、ニセコ

HANANO ヒルクライム、ひらふ祭りなど） 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

ニセコひらふ・花園エリア 施設数５０４ 収容力１１，３５９人 

市街地ほか 施設数３０ 収容力１，０１３人 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

○区域まで 

鉄道：JR函館本線 札幌～小樽～余市～倶知安 約２時間３０分 

   JR千歳線・函館本線 新千歳空港～（札幌・小樽経由）～倶知安 約３時間 

バス：札幌～小樽～倶知安（北海道中央バス、ニセコバス）約２時間３０分 

スキーバス：新千歳空港～ニセコひらふ 約２時間３０分～３時間３０分（冬季のみ。運行会

社やルートにより所要時間が異なる） 

レンタカー等：札幌～倶知安 約１時間５０分（高速道路、国道３９３号線経由） 

       新千歳空港～倶知安 約２時間 

○域内交通 

スキー場間・スキー場エリア内シャトルバス（NISEKO UNITED.シャトル等。冬季のみ）、くっち

ゃんナイト号（夏・冬のみ）、じゃがりん号、タクシー等 

 

【外国人観光客への対応】 

案内所の整備（倶知安駅、ひらふウェルカムセンター）、ホームページ・SNS による情報発信 

施設表示・案内サインの多言語化 

各事業者・団体等による外国人スタッフの雇用 

多言語音声案内システムの導入 

 

 

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 

ＷＥＢサイトのアクセス状況 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。 

システムログを活用して実施。 

観光客満足度調査 来訪者の満足度検証 倶知安町で実施する調査にてデー

タ収集。ニセコ観光圏が実施する

調査と連携（ニセコ観光圏満足度

調査倶知安町担当分を活用。実施

主体はニセコ観光圏協議会であ

り、倶知安観光協会及び倶知安町

が構成メンバーである）。 

観光客入込数 入込実績の継続的検証、繁閑差の

検証 

倶知安町で実施する調査にてデー

タ収集（市町村観光入込客数調査

数値による。毎年度上半期・下半

期に調査）。 
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外国人宿泊延数 宿泊実績の検証、出身国・地域の

検証、平均宿泊日数の検証 

倶知安町で実施する調査にてデー

タ収集（訪日外国人宿泊客数調査

による。毎年度上半期・下半期に

調査）。 

外国人平均宿泊日数 ニセコエリアにおける外国人の表

皮動向に密接にかかわるデータの

ため 

倶知安町で実施する調査にてデー

タ収集（訪日外国人宿泊客数調査

による。毎年度上半期・下半期に

調査）。 

経済波及効果 すそ野の広い観光関連産業がエリ

アとして稼いでいくための戦略的

データ 

「観光経済波及効果簡易推計シス

テム（経産省:2015）」にて算定 

区域内建築確認申請数 区域における開発状況検証 倶知安町で実施する調査にてデー

タ収集（倶知安町まちづくり新幹

線課集計の町内建築確認申請数に

よる。毎月集計）。 

住民理解度指標 観光関連産業の住民への理解促進

の度合いを把握するため 

アンケート調査等で収集。 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
○土地利用・建築等に関するルール策定 

ニセコひらふ・花園地区を擁する倶知安町では、観光客の増加とともにコンドミニアム等の開発が

進んでいるが、近年は持続可能な観光を考える上でブランド価値を損なわずに資産価値を向上する

開発誘導が必要となっている。開発誘導については、DMOのみで達成できる課題ではない為、行政や

地域団体と連携して次の事業を進めていく。 

・リゾートエリア土地利用方針の打ち出しと景観計画の策定 令和 2年度～令和 5年度 

・良質な空間デザインを担保する「ルール」策定 令和 2年度～令和 5年度 

・開発・デザイン等の「協議の仕組み」の検討 令和 2年度～令和 5年度 

 

○公共空間の整備 

倶知安町のリゾートエリアでは、民間の施設は毎年度更新されていく状況であるが、公共空間や広

場空間の整備がこれに追い付いていない状況である。特に、ニセコひらふ地区のリゾートエリアの

中心にあるひらふスキー場第 1駐車場やサン・スポーツランドといった公共空間について、行政と

DMOの連携の元、整備を進めていく。 

・ひらふスキー場第 1駐車場（シンボルゲート）整備 令和 2年度～令和 9 年度 

・サン・スポーツランド整備 ～令和 10年度 

 

○域内交通の整備 

倶知安町のリゾートエリアは、国内他観光地にもれず 2次交通の不便さを抱えているとともに、リ

ゾートエリアに流入する車両の増加が、ピークシーズンには交通障害を引き起こす状況にある。こ

のため、交通障害を解決しつつ 2次交通の円滑な整備を図り、令和 12年度に開通予定の北海道新幹

線札幌延伸を見据えた交通対策を行政とともに進めていく。 

・従業員バスの運行、宿泊送迎シャトルの共有化によるリゾートエリア内交通整備 令和 2年度～

令和 9年度まで順次 

・リゾートエリアと交通結節点を繋ぐ AIバスなど、スマートリゾート化とともに発展する交通体系

の整備 ～令和 12年度 

・トレイルネットワークの構築 令和 2年度～令和 9年度 

 

○観光の平準化・リゾートのブランディング 
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ニセコエリアは、スキー場を基軸とした山岳リゾートであるという成り立ちから、これまでもウィ

ンターシーズンとグリーンシーズンの繁閑差が大きく、ホスピタリティの質やリゾートの賑わい、

施設の有効利用などの点で平準化が長年の課題である。地域連携 DMOなどとも連携のうえ、グリー

ンシーズンのコンテンツの継続的な掘り起こしや G20観光大臣会合のレガシーを活かした MICE誘致

を継続的に図っていく。 

・グリーン期コンテンツ開発（サイクルツーリズム）・資源の掘り起こし（文化分野） 令和 2年度

～ 

・MICE戦略策定 令和 2年度～（ただし、新型コロナウィルス感染症に大きく影響を受ける分野で

ある点について配慮が必要） 

 

○スマートリゾート 

AI/IoTを活用した社会形成は、スマートシティと呼ばれる都市部のみならず、リゾートエリアでも

スマートリゾート化が今後進展が予測される分野である。また、新型コロナウィルス感染症対策と

して、非接触型の受入環境整備は加速すると考えられる。ニセコエリア全体で進むべき分野である

ため、地域連携 DMOがメインプレイヤーとして想定されるが、地域 DMOも地域に密着した情報提供

などで側面から連携を図っていく。 

 

○地域理解促進 

持続可能な観光を考える上で、観光産業に対する地域理解促進は重要であり、これは「G20北海道倶

知安宣言」でも示されているところである。倶知安町はリゾートエリアと市街地が離れているとい

う地域特性から、実は観光に関連している事象や経済効果がなかなか地域住民や周辺産業に認知さ

れていない場合もある。持続可能な観光の達成のために住民に対し観光の理解を継続的に推し進

め、地域全体でのおもてなしの達成を図っていくとともに、関連産業には経済効果を示すことで他

分野の巻き込みを図る。 

・レストランウィーク（閑散期の住民向けイベントであり、ホスピタリティの向上を図る事業） 

令和 2年度～ 

・観光による経済効果の表現 令和 2年度～ 

 

■上記の戦略は令和元年度に行政と観光関連団体の協働で策定した『観光地マスタープラン』に記

載されているものである。情勢変化のはやい地域特性を踏まえ、毎年度マスタープランのローリン

グ作業と適宜時点修正を図っていく。 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 
内

部

環

境 

強み（Strengths） 
・パウダースノーという世界に誇るキラー

コンテンツ 

・多国籍で様々なバックグラウンドをもつ

人々が創る文化的多様性 

・国内におけるインバウンドの先進地 

・コンドミニアム等の高質な宿泊施設の集

積 

・羊蹄山麓の野菜や日本海近海の魚介類な

ど豊富な食材 

・冬季・夏季ともに提供される豊富なアク

ティビティ 

・外国人観光客が長期滞在する目的とな

る、アウトドアのライフスタイルの提供 

弱み（Weaknesses） 

・高速交通網が未整備であり新千歳空港

や札幌からの交通体系がいまだ脆弱 

・夏季と冬季の繁閑差が激しく、雇用体

系が不安定 

・MICE等のワンストップサービスの受

け皿が不在 

・リゾートエリアと市街地エリアにおい

て観光に関する考え方の温度差があ

り、合意形成に課題 

・住民への観光の理解拡大 

・繁忙期の交通渋滞等、オーバーしつつ

あるキャパシティ 

 



（別添）様式１ 

7 

 

・アウトドアのみでなくアートなど、ウィ

ンタースポーツ愛好者以外の受け皿とな

るコンテンツの発展 

・リゾートを下支えするダウンタウン機能

をエリア内に内包 
外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

・G20観光大臣会合開催による国際的な

認知度の向上、MICE市場への PR 

・北海道新幹線、北海道横断自動車道の

着工 

・FITの増加によるニーズの多様化 

・国内ウィンタースポーツ競技人口の下

げ止まりと回帰 

脅威（Threat） 

・国際リゾートとなってきているため、

海外の国際的リゾートが競合相手とな

ってきていること 

・土地価格上昇に伴う宿泊単価上昇に外

国人観光客が適応できるか否か 

・円高 ・地震等の災害 

・過度な投資による乱開発や景観への悪

影響 

・新型コロナウィルス感染症に伴う世界

的な移動の自粛・制限と景気の低迷 

 
※上記に加え、ＰＥＳＴ分析等の他のマーケティング分析手法を用いて分析を行っている場合は、そ

の内容を記入（様式自由）。 

 

（３）ターゲット 
○第１ターゲット層  

オーストラリア人観光客 

○選定の理由 

パウダースノーをきっかけとした今日のインバウンド増のきっかけとなったのが、オーストラリ

ア人観光客による口コミでのエリア PRあり、ニセコひらふ地区のコンドミニアム群の開発とビジネ

スモデル導入にも密接な関わりがある。倶知安町における令和元年度の外国人延宿泊数も全体の約

25％を占め、国別では 1位である。長期滞在する傾向が高く、アクティビティのライフスタイルを

売りにするニセコひらふ・花園エリアの観光には欠かせない存在。 

○取組方針 

パウダースノーというキラーコンテンツを継続的にアピールするとともに、アプレスキーの受け

皿を整備することで、３世代観光などにも対応し、地域への継続的な良客として将来的な関係も視

野に入れた取組を行う。また、他の国からの来訪者に比べて滞在日数が長いことで一人当たりの消

費も大きくなるため、楽しんで地域にお金を落としてもらえるように取り組んでいく。 

 

○第２ターゲット層  

香港、シンガポール、タイ、台湾、マレーシアなどのアジア系観光客 

○選定の理由 

平成２４年度ごろからアジア系の観光客は増加傾向にある。令和元年度の倶知安町への延べ宿泊

数は平成２３年度と比較すると約５倍（約４．３万人泊→約２０．４万人泊）となっている。地域

別に見るとオセアニアよりもアジアからの来訪者による延べ宿泊数が多くなっており、地域の主要

な来訪者となっている。 

○取組方針 

引き続き来訪者数の増加が見込める客層であり、市場規模が大きい客層でもある。現在は、ウィ

ンタースポーツ初心者が多いが、リピーターも多いので、ウィンタースポーツのスキルが上達し、

楽しめるアクティビティの幅が広がるように取り組んでいく。また、２０代～３０代のいわゆるデ

ジタルネイティブが来訪の中心となりつつあり、観光に関する欲求も単純な体験価値のみならずテ

クノロジーも用いた自己実現まで昇華していくことも予想され、エリアとしてもデジタル技術の観
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光への適用が求められる。各国との気温差を鑑みると避暑需要も見込めるため、夏季の豊富なアク

ティビティによるリゾートのライフスタイルを提案していく。 

○ターゲット層  

欧米からの観光客 

○選定の理由 

欧米には固い雪質のスキー場が多いなか、ニセコエリアのパウダースノーが注目され、欧米から

の来訪者も増加傾向にある。アメリカ合衆国からの来訪者は、令和元年度は国別では５番目に多

く、イギリスからの来訪者もオーストラリアや香港といった関係の深い国・地域からの来訪が多い

こともあってか増加傾向にあり、国別では平成２９年度以降は１万人泊を超えて８番目に多い。ま

た、カナダも国別では１０番目の延べ宿泊数で増加傾向である。 

○取組方針 

アジアにおける冬のトップリゾートという認知度を欧米でも向上させる。ウィンタースポーツ市場

では、世界的にパウダースノーを滑る分野の人気が高まっているため、継続的にニセコひらふ・花

園エリアの魅力を PRしていく。また、特定の国との外交や景況によるインバウンドの急減というリ

スクヘッジの観点からも、提供サービスの煩雑化に配慮しつつ多様な市場を求めることは重要であ

り、この観点からも今後ターゲットとすべき客層である。 

○第３ターゲット層 

国内（道央圏、首都圏、近畿圏）からの観光客 

○選定の理由 

冬はインバウンドのイメージが強いニセコひらふ・花園エリアだが、夏季は国内観光客に支えら

れている現状がある。国内観光客はウィンタースポーツのみならず、夏のアクティビティや温泉、

羊蹄山やニセコ連峰の自然散策、芝ざくらなどの季節的スポットへの来訪も多い。 

○取組方針 

国内観光客は倶知安町への来訪を下支えする存在である。冬季は宿泊施設の価格帯が高いが、夏

季は気軽に来訪できることを PRする。首都圏や近畿圏からの観光客については、夏の避暑需要への

訴求も図る。地震などの災害が発生した後の観光客入込の回復は近場からという傾向がある。今般

の新型コロナウィルス感染症による観光への影響を考えると、この層は回復期において最初にリー

チすべき非常に重要なターゲットであり、観光の基本である国民が余暇を楽しむという面へのアピ

ールが引き続き求められる。 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 世界と伍する通年型山岳リゾートタウン 

②コンセプトの考え方 ニセコひらふ・花園エリアというアジアトップ

クラスのウィンターリゾートを有する倶知安町

は、リゾートエリアとして競合する相手が国内の

みならず海外のリゾート地となり、国際的なリゾ

ートとして、競争するステージが変化している。 

海外の山岳リゾートと伍して対峙するには、キ

ラーコンテンツを有する冬のみならず、通年型の

山岳リゾートとしての魅力を構築する必要があ

る。ニセコ・羊蹄山麓エリアの中心地である倶知

安町はダウンタウン機能や関連産業など、町全域

的に観光に取組・下支えすることで、国際的な山

岳リゾートタウンとして地域の活性化を行ってい

く。 

 

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  
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項目 概要 

戦略の多様な関係者と

の共有 

※頻度が分かるよう記

入すること。 

観光地経営会議、ビジョン 2030検討会 

・令和２年３月に行政と DMOが協働で合意形成を図りながら、今後の倶

知安町の観光の方向性と取り組み内容を示した『倶知安町観光地マスタ

ープラン』を作成しており、これを DMOとしての戦略とした活動を行い

つつ、「観光地経営会議（年５回程度想定）」において毎年度関係者でロ

ーリングを図っていく。 

・DMOを中心として、地域の関連事業者を集めたコミュニケーションの

場を「ビジョン 2030検討会」として年に３回程度設けている。この中

で、観光地マスタープランの内容について、地域の観光周辺産業の事業

者に周知を図っていく。 

・イベントや戦略的事業の内容によっては、各関係機関や地域団体との

連携を図りながら事業を推進する。 

観光客に提供するサー

ビスについて、維持･

向上・評価する仕組み

や体制の構築 

・ロングステイ事業やスポーツツーリズム事業など、（一社）倶知安観

光協会が主催する事業におけるアンケート調査によるデータ収集（実証

的に行っているスポーツツーリズム事業では、ホームページにおいて利

用者の意見を公開） 

・エリアガイド育成を継続的に実施（毎年度野外災害救急のための講習

を予定。ガイドが使用する資料を毎年度作成。） 

・レストランウィーク事業では、閑散期の地域向けイベントを事業者側

はスタッフトレーニングや新規メニューテストの場として活用し、イベ

ントに参加する住民がサービスのテスターとなることでホスピタリティ

向上のひとつのプレイヤーとなる。 

・将来的には地域で顧客データを共有できる仕組みの構築へ 

観光客に対する地域一

体となった戦略に基づ

く一元的な情報発信･

プロモーション 

ニセコエリアの情報発信・プロモーションについては、地域連携 DMO

である（一社）ニセコプロモーションボードがメインで行っている。

（一社）倶知安観光協会では、域内に入ってきた観光客に対し、観光案

内所や SNSなどを通して地域 DMOとして即応型の細やかな情報提供を行

う。これにより、対外発信を地域連携 DMOが、着地における情報提供を

地域 DMOがという形で、地域連携 DMOとの協力を行うとともに役割分担

を明確化する。 

※各取組について、出来る限り具体的に記入すること。 

 

６. ＫＰＩ（実績・目標） 

※戦略や個別の取組を定期的に確認・改善するため、少なくとも今後３年間における明確な数値目標を

記入すること。 

※既に指標となりうる数値目標を設定している場合には、最大で過去３年間の実績も記入すること。 

（１）必須ＫＰＩ 

指標項目  
2019 

（Ｒ１） 

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

(R3) 

年度 

 2022 

（R4） 

年度 

2023 

（Ｒ5） 

年度 

2024 

（Ｒ6） 

年度 

●旅行消費額 

（一人あたり 

円） 

目

標 

65,900 

(312,000) 

68,000 

(314,000) 

70,000 

(316,000) 

72,500 75,000 77,500 

(317,500) （319,000） （320,500） 

実

績 

67,000 

(313,000) 

26,000 

(91,000) 

25,000    

(0) (  ) （  ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（人泊） 

目

標 

1,299,480 

(491,000) 

1,326,000 

(501,000) 

1,351,000 

(519,000) 

1,376,000 1,401,000 1,426,000 

(537,000) （555,000） （570,000） 
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※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

 

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】 

必須 KPIのうち、平成 30年度時点で実施していなかった調査についても、令和元年度より調

査を開始している。地域連携 DMOや倶知安町と密な連携を取って数値を把握していく。 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

一人当たりの旅行消費額が現状より増加することを目標とする。 

●延べ宿泊者数 

現状より増加することを目標とする。なお、既にピークシーズンはキャパシティの上限に近い

ため、閑散期における宿泊増による安定的な成長を目指す。 

●来訪者満足度 

現状より増大することを目標とし、リピーター率の増大への寄与を目指す。 

●リピーター率 

現状より増大することを目標とし、特にターゲットとする外国人観光客の継続した定着を目指

す。 

 

（２）その他の目標 

※各指標項目の単位を記入すること。 

 

実

績 

1,142,000 24,000 139,200    

（391,609） （0） (27,000) （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

90.0 

 

90.0 

 
90.0 

 

90.0 90.0 90.0 

（前年維持） （前年維持） （前年維持） 

実

績 

88.9 

(93.5) 

68.9 

( ) 

88.9 - -  

（93.5） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

57.5 

(48.0) 

58.5 

(49.0) 

60.0 

(50.0) 

60.0 60.0 60.0 

（50.0） （50.0） （50.0） 

実

績 

55.6 

(46.5) 

77.9 

( ) 

    - - -  

（-） （ ） （ ） （ ） 

指標項目  
2019 

(R1) 

年度 

2020 

（R2） 

年度 

2021 

(R3) 

年度 

2022 

(R4) 

年度 

2023 

（R5） 

年度 

2024 

（R6） 

年度 

●繁閑差率 

（グリーン/ウ

ィンター） 

（％） 

目

標 
- 0.37 0.40 0.41 0.42 0.43 

実

績 
0.35 0.59 0.92 

- - - 

（ ） （ ） （ ） 

●経済波及効果 

（億円） 

目

標 
- 1,347 1,404 1,405 1,425 1,450 

実

績 
1,321 149 173 

1,200 1,300 1,400 

（ ） （ ） （ ） 

●来訪国数 

（ヶ国） 

目

標 
35 42 48   42 45 48 

実

績 
27 17 16 

- -  

（ ） （ ） （ ） 
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指標項目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】 

●繁閑差率 

ウィンターシーズンとグリーンシーズンの繁閑差が、雇用やホスピタリティへの影響が大き

いため、当該エリアでは課題となっている。各種施策では閑散期の入込の底上げを図ってお

り、通年型リゾートを目指すうえで繁閑差の縮小は最も解消したいもの。これの継続的な数値

を調査する。なお、数値はグリーン期（5-10月）延べ宿泊数/ウィンター期（11-4月）延べ宿

泊数とし、数値が 1.0に近づくほど繁閑差は改善される。 

●経済波及効果 

リゾートエリアとそれをバックアップするダウンタウンエリアの経済的な循環が、倶知安町

エリア全域での観光への取り組みの一つの指標となる。また、観光産業の地域理解促進のため

にも、この数値を調査するもの。 

●来訪国数 

国際的な山岳リゾートを目指すうえで、来訪する外国人観光客の出身国については特定の国

に偏るのではなく多方面にわたることが、各国の経済的リスクや偏りのないブランディングの

面では望ましいため、推移を調べるもの。 

【設定にあたっての考え方】 

● 繁閑差率 

繁閑差の段階的な改善を目指す。 

●経済波及効果 

倶知安町内への経済波及効果の拡大を目指す。 

●来訪国数 

来訪国数の増加を目指す。 

 

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し  

※少なくとも今後３年間について、計画年度毎に（１）収入、（２）支出を記入すること。 

※現に活動している法人にあっては、過去３年間の実績も記入すること。 

（１）収入 

年（年度） 総収入（円） 内訳 

2019（Ｒ１）

年度 

61,573,320（円） 【北海道観光振興機構からの補助金】250,000 円 

【倶知安町からの補助金】35,864,000 円 

【その他補助金】500,000 円 

【会費収入】4,271,640 円 

【収益事業収入】6,161,148 円 

【負担金収入】10,312,730 円 

【雑収入】164,284 円 

【繰越金】1,799,518 円 

※倶知安町からの補助金の一部は宿泊税が充当されてい

る。 

2020（Ｒ２）

年度 

73,434,845（円） 【北海道観光振興機構からの補助金】2,000,000 円 

【倶知安町からの補助金】51,514,000 円 

【その他補助金】2,000,000 円 

【会費収入】3,000,000 円 

【収益事業収入】2,271,000 円 

【負担金収入】11,036,000 円 

【繰越金】2,113,845 円 
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※倶知安町からの補助金は全て宿泊税が充当さ

れているもの。 

2021（Ｒ３）

年度 

111,477,692（円） 【北海道観光振興機構からの補助金】2,000,000 円 

【倶知安町からの補助金】72,900,000 円 

【その他補助金】17,000,000 円 

【会費収入】4,000,000 円 

【収益事業収入】2,271,000 円 

【負担金収入】11,036,000 円 

【繰越金】2,113,845 円 

※倶知安町からの補助金は全て宿泊税が充当されている

もの。 

2022（Ｒ４）

年度（予） 

140,892,000（円） 【北海道観光振興機構からの補助金】14,000,000 円 

【倶知安町からの補助金】78,700,000 円 

【その他補助金】27,000,000 円 

【会費収入】4,000,000 円 

【収益事業収入】2,271,000 円 

【負担金収入】11,036,000 円 

【繰越金】2,113,845 円 

※倶知安町からの補助金は全て宿泊税が充当されている

もの。 

2023（Ｒ５）

年度（予） 

140,892,000（円） 【北海道観光振興機構からの補助金】14,000,000 円 

【倶知安町からの補助金】78,700,000 円 

【その他補助金】27,000,000 円 

【会費収入】4,000,000 円 

【収益事業収入】2,271,000 円 

【負担金収入】11,036,000 円 

【繰越金】2,113,845 円 

※倶知安町からの補助金は全て宿泊税が充当されている

もの。 

2024（Ｒ６）

年度（予） 

140,892,000（円） 【北海道観光振興機構からの補助金】14,000,000 円 

【倶知安町からの補助金】78,700,000 円 

【その他補助金】27,000,000 円 

【会費収入】4,000,000 円 

【収益事業収入】2,271,000 円 

【負担金収入】11,036,000 円 

【繰越金】2,113,845 円 

※倶知安町からの補助金は全て宿泊税が充当されている

もの。 

 

（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 
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2019（Ｒ１）

年度 

59,222,179

（円） 

【一般管理費】18,095,019 円 

【PR 事業費】2,117,384 円 

【マーケティング・コンテンツ開発費】6,455,384 円 

【住民理解事業費】995,642 円 

【イベント開催費】1,062,584 円 

【観光案内事業費】5,585,111 円 

【観光地環境整備費】13,709,032 円 

【交通関係事業費】9,002,023 円 

【その他】2,200,000 円 

2020（Ｒ２）

年度 

73,434,845（円） 【一般管理費】23,564,000 円 

【PR 事業費】330,000 円 

【マーケティング・コンテンツ開発費】11,050,000 円 

【住民理解事業費】250,000 円 

【イベント開催費】1,500,000 円 

【観光案内事業費】5,740,000 円 

【観光地環境整備費】13,600,000 円 

【交通関係事業費】7,200,000 円 

【新型コロナウィルス感染症対策費】10,000,000 円 

【その他】200,845 円 

2021（Ｒ３）

年度 

111,477,692（円） 【一般管理費】25,564,000 円 

【PR 事業費】2,330,000 円 

【マーケティング・コンテンツ開発費】23,050,000 円 

【住民理解事業費】2,250,000 円 

【イベント開催費】13,500,000 円 

【観光案内事業費】5,740,000 円 

【観光地環境整備費】13,600,000 円 

【交通関係事業費】19,200,000 円 

【その他】200,845 円 

2022（Ｒ４）

年度（予） 

140,892,000（円） 【一般管理費】28,564,000 円 

【PR 事業費】2,330,000 円 

【マーケティング・コンテンツ開発費】33,050,000 円 

【住民理解事業費】2,250,000 円 

【イベント開催費】13,500,000 円 

【観光案内事業費】5,740,000 円 

【観光地環境整備費】13,600,000 円 

【交通関係事業費】25,600,000 円 

【その他】200,845 円 

2023（Ｒ５）

年度（予） 

140,892,000（円） 【一般管理費】28,564,000 円 

【PR 事業費】2,330,000 円 

【マーケティング・コンテンツ開発費】33,050,000 円 

【住民理解事業費】2,250,000 円 

【イベント開催費】13,500,000 円 

【観光案内事業費】5,740,000 円 

【観光地環境整備費】13,600,000 円 

【交通関係事業費】25,600,000 円 

【その他】200,845 円 

2024（Ｒ６）

年度（予） 

140,892,000（円） 【一般管理費】28,564,000 円 

【PR 事業費】2,330,000 円 

【マーケティング・コンテンツ開発費】33,050,000 円 
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【住民理解事業費】2,250,000 円 

【イベント開催費】13,500,000 円 

【観光案内事業費】5,740,000 円 

【観光地環境整備費】13,600,000 円 

【交通関係事業費】25,600,000 円 

【その他】200,845 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、倶知安町や北海道観光振興機構からの補助金、会費収入及びその他収

入を充てることとする。なお、倶知安町は令和元年度より宿泊税を徴収しており、令和２年度

の倶知安町からの補助金は、すべて宿泊税が財源となっている。倶知安町としては、観光のプ

ロモーションやホスピタリティの向上、閑散期対策のスポーツツーリズム事業における観光活

動の中核を担う DMO組織の強化が必要であり、官民連携の観光施策が必要不可欠との認識か

ら、宿泊税の使途のひとつとして DMO支援を掲げている。                          

 

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 

 

 

 

９. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 鈴木 紀彦 

担当部署名（役職） 事務局長 

郵便番号 〒044-0078 

所在地 北海道虻田郡倶知安町字樺山 41-5 

電話番号（直通） 0136-55-5372 

ＦＡＸ番号 0136-55-5376 

Ｅ－ｍａｉｌ n_suzuki@niseko.co.jp 

 

１０. 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 倶知安町 

担当者氏名 沼田 尚也 

担当部署名（役職） 観光課 観光係長 

郵便番号 〒044-0078 

所在地 北海道虻田郡倶知安町字樺山 41-5 

電話番号（直通） 0136-23-3388 

ＦＡＸ番号 0136-23-3399 

Ｅ－ｍａｉｌ kankou@town.kutchan.lg.jp 
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項目
2019
（R1）
年度

2020
（R2）
年度

2021
（R3）
年度

2022
（R4）
年度

2023
（R5）
年度

2024
（R6）
年度

旅行
消費額

(一人あた
り 円)

目標
65,900

(312,000)
68,000

(314,000)
70,000

(316,000)
72,500 75,000 77,500

(317,500) (319,000) (320,500)

実績
67,000

(313,000)
26,000

(91,000)

25,000

(-) (  ) (  ) (  )

延べ宿泊
者数
(人泊)

目標
1,299,480
(491,000)

1,326,000
(501,000)

1,351,000
(519,000)

1,376,000 1,401,000 1,426,000

(537,000) (555,000) (570,000)

実績
1,142,000 24,000 139,200

(391,609) (0) (27,000) (  ) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標 90.0 90.0 90.0
90.0 90.0 90.0

(前年維持) (前年維持) (前年維持)

実績
88.9
(93.5)

68.9
(-)

88.9

(93.5) (  ) (  ) (  )

リピーター
率
(％)

目標
57.5
(48.0)

58.5
(49.0)

60.0
(50.0)

60.0 60.0 60.0

(50.0) (50.0) (50.0)

実績
55.6
(46.5)

77.9
(-)

55.6

(46.5) (  ) (  ) (  )

法人名：（一社）倶知安観光協会

【区域】 北海道倶知安町
【設立日】 1949年6月22日
【登録日】 2019年3月29日
【代表者】 吉田 聡
【マーケティング責任者（CMO）】 國枝 弘二
【財務責任者（CFO）】 廣瀬 かおる
【職員数】 ４人（常勤４人）
【連携する主な事業者】
（一社）ニセコプロモーションボード、倶知安町、
倶知安商工会議所、株式会社東急リゾートサービス、
日本ハーモニーリゾート（株）、（株）HTM、
JR北海道（株）倶知安駅、道南バス（株）倶知安営業所

ようてい農業協同組合倶知安支所

世界と伍する通年型山岳リゾートタウン

合意形成の仕組み

登録区分名：地域ＤＭＯ

※（）内は訪日外国人旅行者に関する数値

法人のこれまでの活動実績

【情報発信・プロモーション】
・サマーステイ事業
・スポーツツーリズム推進事業
※繁閑差解消のため、グリーンシーズンのプ
ロモーション・ブランド化に重点
【観光資源の磨き上げ】
・フロートレイル等夏季コンテンツ造成
・イベント開催、スポーツツーリズム大会協力
・地域への観光理解促進事業
【受入環境の整備】
・域内循環バス運行事業
・エリアガイド育成
・観光案内事業（JR倶知安駅、ニセコひらふ
ウェルカムセンター）

戦略

【該当する登録要件】 （①、②）
【概要】
地域の情報共有や重要な事業調整を行う理事会（年５～６

回）や日常的に事業調整を行う業務執行理事会（概ね毎月）に
おいて域内の観光（リゾート運営、宿泊、アクティビティ、飲
食等）、商工、農業、交通、地域団体が参画しているとともに、
行政担当者もその場に参加し情報共有や各種提案を行う（①）
観光地域づくり法人として主導する「観光地経営会議」におい
て、倶知安町、商工会議所、エリアマネジメントなどを委員と
する会議を設置している（②）。

【主なターゲット】
第1ターゲット：オーストラリア人観光客
第2ターゲット：アジア系観光客
第3ターゲット：欧米からの観光客
第3ターゲット：国内（道内、首都圏、近畿圏）
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
各ターゲットの来訪季節、中心となる年齢層
の嗜好・欲求・使用ツールを鑑みて、季節によ
る対応のメリハリ、リピーター獲得のための世
代を考慮した対応を行っていく。また、英語対
応が成熟化してきているエリアの状況を踏ま
え、同一文化圏ながらも誘客対象国を幅広に
設定することで、外交や景況によるインバウン
ドの急変に対するリスクヘッジを行う。

実施体制

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
・令和２年３月に行政とDMOが協働で合意形成を図りながら、今後の

倶知安町の観光の方向性と取り組み内容を示した『倶知安町観光地
マスタープラン』を作成しており、これをDMOとしての戦略とした活動

を行いつつ、「観光地経営会議」において毎年度関係者でローリング
を図っていく。
・DMOを中心として、地域の関連事業者を集めたコミュニケーション
の場を「ビジョン2030検討会」として設けており、マスタープランの内
容について、地域の観光周辺産業の事業者に周知を図っていく。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】 倶知安町からの補助金 約36百万円（R１年）
【総支出】 59百万円（一般管理費18百万円、事業費41百万円）
※令和元年度決算
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
倶知安町では令和元年度より宿泊税を導入開始。使途の一つとして
DMO支援が掲げられており、DMOの基盤部分・事業部分が支えられ
ている。

マーケティング・マネジメントする区域
【区域】 北海道倶知安町
【主な観光資源】
・ニセコマウンテンリゾート
グラン・ヒラフ
・ニセコHANAZONOリゾート
・羊蹄山
・尻別川のﾘﾊﾞｰｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ
・芝ざくら庭園

ＫＰＩ（実績･目標）

【倶知安町の概要】
面積：261.34㎢
人口：15,525人
（令和２年3月末）

リゾートエリア

農村景観

羊蹄山

尻別川

倶知安駅

市街地

地
図 ：
Mapi

on

2022年12月12日


