観光地域づくり法人形成･確立計画
記入日：令和４年

１１月２０日

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

（一社）雪国観光圏

の名称
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
新潟県（湯沢町、南魚沼市、魚沼市、十日町市、津南町）、
群馬県（みなかみ町）、長野県（栄村）

所在地

新潟県南魚沼郡湯沢町

設立時期

平成２５年４月１日

職員数

１０人【常勤３人（正職員３人）
、非常勤８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）
※必ず記入すること
副代表理事
（財務責任者）

井口 智裕
（株）いせん
観光地域づくり MG

旅館や飲食店などを経営。2008 年雪国観光圏の立
ちあげに尽力し、2013 年（一社）雪国観光圏の代
表理事に就任。観光品質基準、人材育成、CSR 事業
など広域観光圏事業を中核的に推進。

久保英弘
（株）旅館たにがわ
「専従」
観光地域づくり MG

副代表理事
（旅行商品開発、
TIMELESS YUKIGUNI 事
業担当）

柳 一成
（有）千歳館
観光地域づくり MG

専務理事
旅行商品造成・販売
責任者（専門人材）

杉山 光洋
（一社）雪国観光圏
事務局「専従」
観光地域づくり MG

雪国観光圏ブランド
マネージャー
（データ収集・分析
等専門人材）

フジノケン
（株）N37 「専従」
観光地域づくり MG

雪国 A 級グルメプロ
デューサー

岩佐十良
（株）自遊人「専従」

旅館たにがわと仙寿庵という 2 つの宿を経営し、
持続可能な運営のため、資金計画や運用計画など
の戦略を立て、運営管理を担う。雪国観光圏内を
全長 307 キロのスノーカントリートレイル WG 座長
として事業を推進している。
松之山温泉の活性化に向け温泉の保護と適正利用
の推進に尽力し 2020 年環境大臣賞受賞。松之山温
泉合同会社まんま代表社員も務める。新潟県観光
カリスマや新潟県旅館ホテル組合の理事長など新
潟県の中核的な人材。
湯沢町にて２０年近く旅館経営に携わる。その後
旅行会社勤務を通じて、2015 年より雪国観光圏事
業に携わり、雪国の知恵や文化を体験できる商品
造成と販売。 商談会等で国内外 OTA や AGT へセ
ールスを行う。
読売広告社などの大手代理店でのプランニングな
らびにデザイン業務に従事、現在は株式会社 N37
として独立し、雪国観光圏域内や全国観光圏など
のブランドプロデュースやクリエイティブディレ
クションを行う。ペルソナマーケティングやデジ
タルマーケティング等高い見識と経験を持ち、映
像制作では数々の受賞歴がある。
雑誌「自遊人」の編集長として食の魅力を発信
し、リアルメディアとして「里山十帖」をはじめ
とする旅館をいくつか経営。全国各地の魅力を再

（別添）様式１
（プロモーション専
門人材）

スノーカントリート
レイルコースディレ
クター
事務局長
（旅行手配、経理）

連携する地方公共団
体の担当部署名及び
役割
連携する事業者名及
び役割

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

編集・ディレクションし、地域活性化に尽力。雪
国観光圏では雪国 A 級グルメのプロデューサーと
して地域を牽引し、
「カンブリア宮殿」「プロフェ
ッショナル仕事の流儀」などの他多数のメディア
に出演。
アドベンチャーレースの第一人者。スノーカント
リートレイルのコースディレクターとしてルート
設定や基準づくり及び活性化に尽力し、トレイル
有識者等とのパイプ役を担う。
民間旅行会社の経験があり、雪国滞在をサポート
するワンストップ窓口「雪国観光舎」として各種
手配を担う。ハブ的な役割として各種事業の推進
のため、事務局業務全般を専従で行う。

田中正人
イーストウィンド代表
アドベンチャーレーサ
ー
細矢 智子
（一社）雪国観光圏
事務局「専従」
観光地域づくり MG
雪国観光圏推進協議会
湯沢町、南魚沼市、魚沼市、十日町市、津南町、みなかみ町、栄村の３県７
市町村から構成される協議会
事務局長 南雲剛（湯沢町産業観光部長）
【旅行商品開発】
越後湯沢温泉観光協会、湯沢町観光まちづくり機構、南魚沼市観光協会、十
日町市観光協会、松之山温泉合同会社まんま、魚沼市観光協会、津南町観光
協会、みなかみ町観光協会、栄村秋山郷観光協会
【宿泊施設の品質認証】
一般社団法人観光品質認証協会
【食ブランドの品質認証】
一般社団法人ローカルガストロノミー協会
【情報発信・会員構築】
株式会社 N37、株式会社滝沢印刷
【二次交通】
東日本旅客鉄道株式会社新潟支社、北越急行株式会社、南越後観光バス
【大地の芸術祭推進】
十日町市、十日町市観光協会、NPO 法人越後妻有里山協働機構
【該当する登録要件】②
雪国観光圏では、自治体側の窓口として機能している雪国観光圏推進協議会
と民間側のプラットフォームとして一般社団法人雪国観光圏がある。全体の
意思決定機関として、年６回雪国観光圏戦略会議を開催し、雪国観光圏推進
協議会と一般社団法人雪国観光圏の事業を共有している。戦略会議には理
事・行政（国・県・市町村）・観光協会・交通・文化・トレイルなどの関係者
が参画。個別の事業については幅広い分野の関係者による７つのワーキング
グループを形成し検討され、戦略会議に提言される。
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（別添）様式１

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

雪国観光圏では、これからの地域を担う人材の発掘と意識啓発と業種や地域
を超えての人材同士のネットワークの構築を目的として定期的に勉強会を実
施している。
１， 信越県境地域づくり交流会 雪国観光圏エリア（年２回）
オンラインのトークイベントを実施
２，エコロッジ事業勉強会（年４回）
宿泊施設を対象とした勉強会を実施
３，雪国観光圏エリアの駅を活用したワークショップ（年３回）
地域の賑わいや流動人口活性化の地域住民や来訪者を対象としたワーク
ショップやトークイベントを実施
４、スノーカントリートレイル視察研修（年３回）
スノーカントリートレイルへの関心を広げ、トレイルの活性化と環境保
全に繋げる研修を実施

法人のこれまでの活
動実績

（活動の概要）
（活動の概要）
２００８年に観光圏整備法が制定されてから、１２年にわたって雪国観光圏
として活動を継続してきた。２０１３年には一般社団法人雪国観光圏を設立
し、雪国観光圏のプラットフォーム組織としてブランド観光地域の設立を目
指し、さらにその活動を活発に行なってきた。２０１４年からは、地域の学
芸員と協働しながら「縄文を基層とする雪国文化と知恵」を独自価値として
深堀りし、
「真白き世界に隠された知恵と出会う」というブランドコンセプト
を生み出し、これを軸に雪国の知恵や食文化を体感する商品を造成。２０１
７年には第 1 弾日本版 DMO に登録された。２０１８年には第 4 回ジャパンツ
ーリズムアワード大賞を受賞し、明確なコンセプトとターゲット設定、ニー
ズに応える体験の提供という一貫したブランドづくりが評価された。２０２
０年からは TIMELESS YUKIGUNI 事業をスタートし、雪国観光圏のトップクラ
スの 12 の宿泊施設が参画したコンソーシアムとして、雪国ならではの⾷⽂化
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（別添）様式１
や温泉、建築などの価値と、個性的な宿泊施設が提供する快適な滞在を訴求
する活動を展開。２０２１年雪国の冬の美しさと欧米を中心としたラグジュ
アリー層に向けて見識や教養が拡張する旅を表現した映像を制作し、トルコ
と南アフリカの映像フェスティバルで映像賞を受賞。
２０２１年には TIMELESS YUKIGUNI に参画している宿泊事業者を対象に雪国
版エコロッジ事業を開始。
事業

実施概要

情報発信・

・2011 年～現在 雪国観光圏の季刊誌「雪と旅」制作発行事
業
各観光協会関係者との編集作業を通じ、より地域の情報（プ
レミアムな着地型観光商品「雪旅」・雪国ガストロノミー・A
級グルメなど）をタイムリーに収集・発信し「雪国観光圏ブ
ランド」の認知・強化を図る特集を継続的に年 4 回、6 万部
発行。
・2018 年～2020 年 英語ブランディングブック作成
雪国観光圏の季刊誌「雪と旅」を英語に再編集・翻訳し、さ
らに加筆・修正してインバウンドに対応したブランディング
ブックを発行。 2018 年「雪国ガストロノミー編」2019 年「雪
国文化編」2020 年「雪国の過ごし方編」を作成
・2019 年～現在 ＳＮＳ情報発信事業
外国人地域おこし協力隊を活用し、英語による訪日外国人に

プロモーシ
ョン

訴求する効果的なＳＮＳ情報発信を実施。
・2020 年～現在 雪国観光圏英語ホームページ
訪問意向が高い雪の中のユニークなライフスタイルを冬だけ
のディスティネーションに見えないように配慮しながら訴求
し、2021 年は英語ページを「Snow Country」から
「Yukiguni」に変更し、雪国の過ごし方を発信するため、雪
国の暮らしや文化を取材し丁寧に記事を掲載。
・2020、2021 年 全国観光圏推進協議会「Undiscovered
Japan」周遊モデルコース造成事業
４つのテーマ（Spiritual/Life/Culture/Explore）を活用し
た観光コンテンツを周遊できるモデルコースを造成しプロモ
ーションを行った。
・2021 年 オンライン技術を活用した新しい誘客手法確立
及び関係性構築事業
縄文から続く雪国文化と知恵、それを受け継ぎ伝える地域の
人など地域やプログラムへの興味関心を醸成するものや、よ
り積極的に申し込みを促すものなどタイプ別のコンテンツ配
信による検証を通して、ニーズ別・ステップ別のアプローチ
手法を確立つするとともに、観光客との新しい関係構築につ
なげたい。
・エコロッジの思想を表現した PR 映像の制作や、欧米６ケ
国とのオンラインライブ商談会を開催
受入環境の
整備

・2010 年～現在 ＳＡＫＵＲＡ ＱＵＡＬＩＴＹ事業
訪日外国人に対する宿泊施設の品質認証制度を５０軒の宿泊
施設を対象に行なってきた。今は雪国観光圏だけでなく、全
国の観光圏で導入が進んでいる。
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（別添）様式１
・2010 年～現在 雪国 A 級グルメ事業
地域の食文化を守り、次世代に残していくために発足したプ
ロジェクトであり、この取組に賛同した旅館や飲食店に対す
る認証制度。この事業により、ガストロノミー事業が推進さ
れ、食の学校を開催するなど、地域全体の食文化への関心を
高め、観光の結びつきが強化された。
・2020 年～現在 TIMELESS YUKIGUNI 事業
ロゴマーク、ステートメントや、WEB サイト、SNS ページ、
デジタルパンフレット・多言語音声アプリ等のデジタルツー
ルを整備し富裕層向けの新たなデスティネーション・ブラン
ドを構築。今後は環境保全に関心が高く、環境負荷の少ない
旅行を志向する AT 旅行者にむけて、サステナブルな事業創
造と地域社会への貢献を両立した上質な滞在型宿泊施設を日
本版エコロッジとして定義し、ソーシャルインパクトを訴求
する。
・2020 年 多言語音声ガイドアプリ「POP GUIDE」構築
VOXJAPAN 提供の６ケ国語対応の GPS を用いた音声ガイドア
プリを圏域内に９０箇所スポット登録
観光資源の ・2012 年～現在 スノーカントリートレイル事業
磨き上げ
圏域内の山岳路や歴史ある古道をつなぐロングトレイル“ス
ノーカントリートレイル”は、幅広いレベルの人が気軽に自
然に入る機会を提供するため、7 市町村の自治体や関係者と
ともに責任問題や運営管理体制など協議しながらルートを構
築し、2018 年にオープンした。2019 年はハイカーサポート
キャンペーンを行いプロモーションした。今後はルート上に
点在する文化財の観光活用としての地域の観光資源の磨き上
げを行う。
・2014 年～現在 雪国文化研究 WG 事業
圏域内のブランド確立には必要不可欠な重点課題として雪
国文化を研究するため、雪国文化研究 WG が発足。ブランド
コンセプト「真白き世界に隠された知恵」を作り上げ、文化
財の観光活用として、雪国の食文化に関する冊子「雪国の風
土とフード」、中世古道や城館跡に関する冊子「上杉謙信 越
山の地」
、「雪国の石仏」、
「雪国文化に触れる旅～歩く・学
ぶ・食べる～」、
「雪国文化」、「雪国の食文化」を発行し、観
光資源の掘り起こしをした。
・2020 年～現在 ワーケーション事業
「雪国ガストロノミー」を基軸にしたワーケーション滞在実
証事業と、スタディケーション＆ワーケーションスポットと
トレイルアクティビティの連携事業を行い、コロナ禍におけ
る新しい生活様式としてワーケーションコンテンツの磨き上
げを行った。
・2020 年～現在 雪の環プロジェクト
雪室貯蔵を利用した地元産品の付加価値化と、雪室を軸にし
た商品や観光コンテンツを開発し、事業者と旅行者の間に新
しいつながりを生み出し活性化を図る。多雪を活かす雪室は
サステナブルな知恵であり「SDGｓ」につながり、雪室を通
して雪国文化の現代的な価値を伝える。
（定量的な評価）
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（別添）様式１

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）
。

令和３年度来訪者満足度調査結果では、来訪者満足度の「大変満足」の割合
が 33.9％と前年比プラス 5.5ｐｔ、リピーター率の２回目以上の割合は
61.7％と前年比プラス 1.1ｐｔ、紹介意向は前年度より 1.8ｐｔ減少したが再
来訪意向は前年度より 1.1 上昇した。来訪回数別にみると、
『総合満足度』
『紹介意向』
『再来訪意向』とも、初めて層よりもリピーター層の評価が高
く、特に差が大きいのは『再来訪意向』
。
雪国観光圏では観光圏整備実施計画認定地域、地域連携 DMO 法人である一般
社団法人雪国観光圏が中心となり、7 市町村で構成される雪国観光圏推進協議
会、ならびに７つのテーマから構成される各ワーキンググループとの戦略共
有のため、雪国観光圏戦略会議を実施している。この会議では雪国観光圏の
ビジョンと戦略を部署やエリアを超え、より多くの関係団体（行政、宿泊業
者、飲食業者、交通事業者、文化財、国立公園、農泊、アウトドア、商工業
等）と連携していくことを目的とし、それぞれの事業の進捗状況を共有しな
がら、速やかに意思決定を行っている。一般社団法人雪国観光圏では以下の
事業を実施している。
・年６回開催する戦略会議の設置と運営
・７つのワーキンググループ☓年６回の設営と運営
・国や市町村、また関係する NPO や民間団体などの問合せ窓口業務
・事業計画を速やかに実施に変えていくためのサポートの実施
・レポートやウェブ媒体などを活用し、幅広い関係者へ活動の周知
（実施体制図）

一般社団法人雪国観光圏の事務局には専任の事務職員を置き全体のマネジメ
ントを行う。また観光地域づくりマネージャーやブランドマネージャーを外
部人材として活用していきながら、観光圏域内の事業所を対象としたマーケ
ティング支援やマネジメント支援、または地域住民の啓蒙活動などを行なっ
ていく。また CS 調査や実勢調査の分析業務、また会員クラブの運営について
は他の事業所に委託することで円滑に行っていく。また海外への販路拡大に
ついては、全国観光圏推進協議会の UNDISCOVERED JAPAN プロジェクトに参画
し、連携を図りながら共同プロモーションを進めていく。訪日プロモーショ
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（別添）様式１
ンについては日本政府観光局（JNTO）のプロジェクトに参加し連携プロモー
ションを図る。

BtoB 事業：実勢調査／CS 調査
【主体】
（株）ディ・プラス、（一）雪国観光圏
【実施時期】
平成２９年度から令和３年度
【内容】
宿泊施設、道の駅、越後湯沢駅構内にて満足度調査を実施し、経営改善を促
すための参考資料の提供を行なっていく。また宿泊施設に対しては任意で期
待値調査を実施し、想定している顧客に対して適切にサービスが提供されて
いるか調査を行う。
【目標値】
・調査へ参加する事業者数
（初年度：全体の１０％→最終年度：全体の５０％）
・事業評価を行うイベントやプロモーション数
（初年度：全体の２０％→最終年度：全体の８０％）
・調査に対する参画事業者の継続意向率
（初年度目標値６５％→８５％）
BtoG 事業：地域住民と事業者への意識啓発の実施
【主体】
雪国文化研究ワーキングチーム、滝沢印刷、
（一）雪国観光圏
【時期】
平成２９年度～令和３年度
【内容】
雪国観光圏が１４年にわたって構築してきた「雪国文化」の価値を地域住民
や事業者と理念の共有を図っていくことで、住民や事業者がそれぞれの役割
の中で、このブランド価値を発展させていける具体的な行動に繋がるような
意識の造成を行なっていく。
【目標値】
・シンポジウムならびに勉強会の参加者数
（初年度：３０００名→最終年度：１０，０００名）
BtoB 事業：宿泊施設と商業施設の経営改善支援の実施
【主体】
（一）雪国観光圏、第四北越銀行、商工会連合会
【時期】
平成２９年度～令和３年度
【内容】
観光客が地域への再来訪意欲に大きく関わるのは、宿泊施設や飲食店などに
対する満足度である。
調査事業を通じて見えてきた課題を改善していくために、地元金融機関や商
工会連合会と連携を図りながら、個々の事業者の経営改善に取り組んでい
く。
【目標値】
・対象店鋪の顧客満足度調査指標
（初年度：８０％→最終年度：８５％）
・対象店舗のリピーター率
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（初年度：２０％→３０％）

BtoB 事業：品質認証事業の実施
【主体】
食の認証・・・・一般社団法人ローカルガストロノミー協会
宿泊施設の認証・一般社団法人日本観光品質認証協会
滞在プログラムの認証・・・（一）雪国観光圏
【時期】
平成２９年度～令和３年度
【内容】
雪国観光圏では雪国 A 級グルメ事業として、地域の風土・歴史・文化を料理
や加工品に表現する「地域の宝」とも言えるお店、宿泊施設、物産品の認証
を行なう。宿泊施設や飲食店に対して１つ星から５つ星に認証する事業を実
施している。認証機関は（一）雪国観光圏が行い、審査業務は一般社団法人
ローカルガストロノミー協会が委託を受けて実施している。既に３７施設が
認証されている。この事業を導入することによって、雪国の食に高い関心を
もった顧客に対して、品質保証された食を提供することができ、また地域で
生産される農産物の地元での販路拡大と付加価値向上にも大きく貢献できる
事業である。
宿泊施設の認証においては、サクラクオリティーを導入している。サクラク
オリティーは一般社団法人日本観光品質認証協会が国内の旅館やホテルなど
の宿泊施設に対して、国際的視点から品質を認証するために定めた評価制度
である。この事業は海外からの利用者に対して、各宿泊施設が対応できるサ
ービスレベルにあわせて１つ星から５つ星のグレード別に品質表示を行なっ
ている。雪国観光圏では既に４８の宿泊施設が認証を取得し、すでに１００
０名を超える旅行者に情報提供を行なってきた。
雪国ならではの生活や文化、伝統に根ざし、顧客満足度の高い滞在プログ
ラムを「雪旅」として認証する事業を実施している。認証に際しては観光地
域づくりマネージャーならびに有識者などが事業の認証業務を行なってお
り、認証された旅行商品は雪国観光圏の顔となる商品となるため、ホームペ
ージやフリーペーパー冊子“雪と旅”などを使って全面的に集客支援を行な
っている。
【目標値】
・雪国 A 級グルメ参加事業者数
（初年度：３３事業所→最終年度：１００業所）
・サクラクオリティー参加宿泊施設
（初年度：４８施設→最終年度：１００施設）
・雪旅のツアーの造成商品数
（初年度：８商品→最終年度５０商品）
BtoB 事業：地域ブランド確立促進イベントの実施
【主体】
（一） 雪国観光圏内の７市町村の自治体及び観光協会、NPO 法人越後妻有里
山協働機
【時期】
平成２９年度～令和３年度
【内容】
＜全体イメージ＞
季節ごとのテーマにあわせてそれぞれの地域でイベントを企画し、共同で集
客プロモーションを行なう。イベントに協賛する旅館や飲食店を幅広く募集
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し、イベントにあわせた特別メニューや料金を設定することで、共同で新規
顧客の開拓をすすめていく。また雪国観光圏の会員向けの滞在プログラムな
どを特別に造成することで、会員の再来訪意欲の向上を図り、同時に会員の
同伴者などの新規顧客の開拓もすすめていく。
＜春季のテーマ：世界和食サミット（仮称）＞
雪国観光圏には魚沼産コシヒカリや地酒、へぎそばなど全国的に知られた食
ブランドのコンテンツが豊富にある。これらは米を中心とする発酵の食文化
であり、和食文化の中心的役割を担っている。これらの食資源は雪国という
特質的な気候風土によって育まれた伝統食であり、狭い範囲でこれらすべて
がこの地域に集中していることは、当地の大きなアドバンテージであり、和
食文化のフラブルゴーニュ地方（フランス）と言っても過言ではないと思わ
れる。特に春先の食材の良いと言われる時期に和食イベントを実施すること
で、これらの価値を世界的に発信していく。
＜夏季：大地の芸術祭の里＞
コロナ前まではトリエンナーレ会期中の５０日間で世界各国から約 50 万人の
来訪者がある「大地の芸術祭」は、雪国観光圏の夏の代表的な一大イベント
である。日本を代表するカルチャープロモーションとして、重要な役割を担
うことができると期待される。十日町市や津南町を中心に、2018 年・第 7 回
展では、３７８点の現代アートが里山の自然の中に展示され、548,380 人の来
訪者があり過去最多となった。トリエンナーレ会期以外でも、日本博のプロ
モーションビデオに採用されたコンテンツ「清津峡渓谷トンネル」の他、約
２００の恒久作品が点在し、世界のトップアーティストの作品を観ることが
できるほか、宿泊できる作品もある。古くは縄文時代から人々は常に自然と
調和しながら暮らしてきた歴史や国宝火焔型土器が出土した雪国。その暮ら
しや精神性を、アート作品を通じて体感いただく。
＜秋季：秋の収穫祭（仮称）＞
新米や新そばなどが収穫される秋季は雪国の食がもっとも色濃く表現出来る
時期でもある。世界的にも有名なった魚沼産コシヒカリの価値を高めていく
ためにも、新米の解禁日などを設け、各地域で米にちなんだイベントやプロ
モーションを行なっていくことで、米を中心とする食文化の高い地域として
のブランド力向上に努めていく。
＜冬季：スノーカントリーフェスティバル＞
当地は近代雪まつりの発祥の地として知られ、雪を人々の楽しみの一つ
として活用してきた雪国には、冬季には毎週さまざまな地域で雪の行事が開
催されている。これらのまつりや伝統行事を、観光圏地域全体で、スノーカ
ントリーフェスティバルと称し、来訪客に対して適切に情報発信することと
で、更に地域内の滞在時間や来訪機会が増加し、地域の宿泊施設や飲食店へ
顧客を誘導するきっかけに繋げていく。
＜通年での取組＞
この地域における課題として、農業労働人口の高齢化による耕作放棄地
の拡大と活力の衰退もあげられる。一方「魚沼産コシヒカリ」「棚田天日干
し」といった、高付加価値かつ地域を象徴するものとして、単なる「食」の
ブランドを超えその評価を得ている稲作、農、の魅力の大きさ、深さを、今
後一層充実させていく必要がある。特にインバウンド誘客においては、新潟
の魅力として「米・日本酒・雪」は非常にポテンシャルが高いことから、秀
でた産品を生み出す地域とその取組に実際に関わる、支える人材を育てるこ
とが重要となる。
全国的にも知られ、かつ海外の旅行サイト等でも必見の景観としてラン
クインしている「星峠の棚田」をはじめ棚田百選に選ばれている地域におい
ては、地域外の若者や大学、企業等による農作業の協働プログラムを展開し
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ていく。また、越後妻有では「バンク制度」による、季節毎の作業に参加、
交流するプログラムの定着や販売システムの構築など、地域の生業である農
業と旅、観光との融合や、高齢化する中山間地の農業に積極的に関わろうと
する若者が、農作業や現地での様々な交流活動を通じて育つ機会を増やして
いく。
2020 年「究極の雪国とおかまちー真説！豪雪地ものがたりー」として日本遺
産に認定され、豪雪地に育まれた「着物・食・建物・まつり・美」のものが
たりが揃っている。
【目標値】
・メディアへの掲載数（初年度：１５社→最終年度：３５社）
・参画事業者数（初年度：１００店鋪→最終年度：３００店鋪）
・会員の新規登録数（初年度：１００名→最終年度：３００名）
・利用者の再来訪意欲率（初年度：１５％→最終年度：３５％
BtoC 事業：会員構築事業の実施
【主体】
（一） 雪国観光圏、雪国観光舎、
（株）滝沢印刷
【時期】
平成２９年度～令和３年度
【内容】
雪国観光圏を応援するコアなターゲット（アンバサダー）を獲得するため
に、地元のキャンペーンと連携を図りながら幅広く PR を行い、旅行商品やイ
ベントなどを通じてファンの囲い込みを行っていく。
【目標値】
・無料会員（メールマガジン購読者）の登録数
（初年度：５００名→最終年度：２００００名）
・旅行商品の申込数
（初年度：３０名→最終年度：１０００名）
・会員の宿泊施設のリピート率
（初年度：２０％→最終年度：４５％）
BtoC 事業：スノーカントリートレイル事業の実施
【主体】
（一）雪国観光圏、スノーカントリートレイル実行委員会
【時期】
平成２９年度～令和３年度
【内容】
圏域内に点在する山岳路や歴史ある古道をつなぐロングトレイル“スノーカ
ントリートレイル”は、郷と郷をつなぎながら 20 カ所もの温泉地を巡ること
ができ、幅広いレベルの人が気軽に自然に入る機会を提供。そしてトレイル
を基点に人々の知恵をつなぐ場をつくり、地域住民やボランティアがコース
運営や環境保全に参加する機会をつくることで、来訪者と地元住民の主体的
な参画も促す。またルート上には谷川岳や平標山、苗場山などの上信越高原
国立公園の山々が含まれ、上信越地域の山岳地帯が育む、雪や温泉をはじめ
とした自然の恵みや高山植物、山岳景観などの魅力を磨き上げる。
【目標値】
・トレイルツアー企画数
（初年度：３個→最終年度：１０個）
・トレイルツアー参加者数
（初年度：１０名→最終年度：５００名）
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・トレイル踏破者数
（初年度：1 名→最終年度：２０名）

BtoC 事業：Undiscovered Japan(全国観光圏推進協議会)との連携による
インバウンドマーケットの開拓
【主体】
全国観光圏推進協議会、
（一）雪国観光圏
【時期】
平成２９年度～令和３年度
【内容】
雪国観光圏ではブランド観光地準備地域として認定を受けている全国１３観
光圏と連携し、ゴールデンルートに変わる新しい日本の顔を目指し、
Undiscovered Japan というコンセプトを設定した。UDJ では「地域の生活や
文化に根ざした 滞在プログラムの提供」、「国際的品質基準に根ざした宿泊
品質認証制度の導入」、「さまざまな旅行ニーズに対応するワンストップ窓口
機能」などを共通事業として実施し、共同で大手旅行エージェントや航空会
社と契約をすすめながら、販路開拓や海外プロモーションなどを進めてい
る。また、大地の芸術祭の里の取組については、アジアや欧米のトップアー
ティストの作品が里山に点在し、拠点施設である美術館や科学館を核にしな
がら作品を巡るツアーについて、海外ランドオペレーターや海外エージェン
トがパーマネントコースとして商品造成に動いていることから、今後一層、
インバウンドマーケットを取り込めるよう、関係者間での連携を推進してい
く。特に、これまではこうしたインバウンド観光客の多くが、観光圏域以外
の首都圏などに宿泊滞在、日帰りで訪問していた傾向があったが、今後は、
観光圏域に長期滞在し、新幹線や高速道路、新潟ならびに近隣県の地方空港
航路を活用した広域周遊ルートとして活きるよう、雪国観光圏の取組を一層
高めていく。
【効果】
・旅行エージェントとの契約数
（初年度：３社→最終年度：３０社）
・海外メディアの掲載数
（初年度：２社→最終年度：２０社）
・UDJ 設定ツアーを利用した訪日外国人数
（初年度：３００名→最終年度：１０，０００名）
・UDJ 設定ツアーを利用した訪日外国人の再来訪意欲率
（初年度：３０％→最終年度：４５％）
BtoC 事業：JNTO との連携による観光コンテンツの情報発信
【主体】
日本政府観光局（JNTO）、
（一）雪国観光圏
【時期】
平成２９年度～令和３年度
【内容】
訪日外国人旅行者に新たな地域への来訪動機を与え、地方誘客を促進し地域
の活性化を図るため、訪日外国人旅行者に対する受入体制が整った体験型ア
クティビティ（着地型ツアー・体験プログラム）や特徴ある観光施設（宿
泊・飲食施設及びイベントを含む）などの観光コンテンツを集約し、JNTO と
連携してプロモーションを行う。
【効果】
・雪国観光圏 HP の外国人 PV 数

10

（別添）様式１
（初年度：289,953PV→最終年度：767,587PV）
・プロモーションした滞在プログラムの外国人参加者数
（初年度：０名→最終年度：２２０名）

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
【区域の範囲が分かる図表を挿入】

【区域設定の考え方】
平成２０年から、区域を構成する地方公共団体で雪国観光圏推進協議会を設置しており、顧客
視点に立ち、旅行商品の開発、スノーカントリートレイル事業、季刊誌発行、雪国ガストロノ
ミー企画など連携した取組を実施。
また、観光資源の面からみてもコンセプトとして共通する点が多く、当該市町村で連携した
区域設定とするのが適切。
■ブランドコンセプト「真白き世界に隠された知恵と出会う」
“ hidden knowledge in the
white world” について
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真白き世界に立ち、百年前も同じ風景を見たであろう人々のいとなみに思いを馳せる。雪原の
足跡を追い、狩猟したマタギ。山菜や野菜を蓄える知恵を持ち、美味き料理にかえる技を持つ
山里の民。
雪に覆われた家々には囲炉裏の炎があり、時空を超えて、5 千年前の火焔の炎につながる。ふん
わりと温かい雪はすべてを守りつつんできた。真白き世界の内側には、知恵と文化と豊かな恵
みを隠しながら―。
雪融けは芽吹きの始まり。山の麓（ふもと）から頂（いただき）へと萌黄色に染まり、追いか
けるように桃色、桜色と花開いていく。長い春が天に届いたとき、田んぼは一面鮮やかな緑と
なり、短い夏が終わると、黄金色の稲穂が揺れる。実りの秋から紅葉の秋へ。恵みがすべて地
面に還ったとき、どこからともなく雪の精（雪虫）が舞い、再び、真白き世界へと浄化が始ま
る。
大陸からの季節風が日本海から立ち上る水蒸気を吸って、上越県境の山々にぶつかり、その結
果、夏の高湿・冬の豪雪を持った気候は、この地域の特徴である。こうした気候風土が特有の
雪国文化を生み、育んできた。また、日本一の大河・信濃川や魚野川、そしてその支流は、大
量の土砂を運びながら肥沃な土壌をもたらし、豊かな恵みを人々はこの大地からさずかってき
た。雪はすべての源であり、雪国は知恵ある人間の原点である。1 万年もの間受け継がれてきた
知恵の遺伝子は、新たな価値を持って未来へと受け継がれていく。真白き世界に隠された知恵
と出会う、
「旅」
。
そして、この日本有数の豪雪地域の里山を舞台に、約 760 キロ平方メートルにも及ぶ広大なエ
リアに、その地にあってはじめて意味を成すことで成立するアート作品を、土地に根ざしてい
る人々の暮らしや気候風土、景観を表す媒介者として設置し、こうした作品を巡る「旅」を通
して、地域を観ようとする「新しい試み・かたち」の芸術祭として、3 年に 1 度の世界最大級の
国際芸術祭を軸として、地域の人々と国内外から訪れる人々との交流に通年で取り組んでいる
「大地の芸術祭」
。その基層には、冬には３～４メートルの積雪がありながら、多くの人々を受
け容れてきた厳しくも豊穣なる土地の力と、その風土から培われてきた民俗文化や人々のくら
しがある。 過疎高齢化が進むこの地域に暮らすお年寄りの笑顔がみたい－。その想いから出
発し、地域の元気を取り戻す手段に、美術・アートを活用する取り組みとして、海外からも高
く評価されている。
【観光客の実態等】
明治から昭和にかけ、みなかみ町や湯沢町に訪れる湯治客を中心に観光を発展させてきた当地
ではその後昭和中期より、団体旅行を中心とする大型温泉旅館の台頭、また冬季には苗場スキ
ーワールドカップを景気とするスキー産業の発展など、半世紀で大きな変化を遂げてきたが、
バブル崩壊後は、スキー場や宿泊施設の廃業が相次ぐなど地域全体で活力を失いつつあった。
しかしながら近年では世界的な屋外アートイベントにも成長した大地の芸術祭などの影響もあ
り、会場となる十日町市や津南町では延べ１００万人以上の観光客が訪れており、周辺市町村
にも大きな経済効果をもたらしている。

令和３年度の基本属性
性別：男性 47％ 女性 52％
年代：「50 代」
（24％）が最も高く、次いで「60 代」（21％）、「40 代」
（20％）が続く。30 代以
下(29%)、40～50 代(45%)、60 代以上(26％)。40～50 代ミドル世代がボリュームゾーン。
居住地：『 関東 』 からの来訪が 57 ％と最も高く、 『 甲信越 』 ( 33％) が続く
本地域での滞在時間：『 宿泊・計 』 が 91 ％を占める。時系列でみると、 『 二泊三日 』 以上
の滞在率は下げ止まった。
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【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】
資源と分野

優れた景観および自然系の観光資源

関係市町村等

山岳・高原およ

谷川連峰

湯沢町、みなかみ町、南魚沼市

びその景観

苗場山

栄村、津南町、湯沢町、十日町市

巻機山と越後三山

南魚沼市、魚沼市

関田山系

十日町市、津南町、栄村

尾瀬（魚沼ルート、水上ルート）

魚沼市、みなかみ町

自然環境（河川

魚野川と支流および源流

湯沢町、南魚沼市、魚沼市

湖沼も）

信濃川と沿岸の段丘

栄村、津南町、十日町市

利根川とその源流

みなかみ町

藤原湖、洞元湖、奈良俣湖、奥利根

みなかみ町

湖、赤谷湖、
三国川ダム(しゃくなげ湖)

南魚沼市

とその周辺、五十沢キャンプ場

森林・高原

雪を活かす

奥只見湖と奥只見シルバーライン

魚沼市

清津峡

十日町市、湯沢町

秋山郷の渓谷

津南町、栄村

苗場山麓ジオパーク

津南町、栄村、十日町市

苗場山 小松原

栄村、津南町、湯沢町、十日町市

平ヶ岳、尾瀬

魚沼市

銀山平

魚沼市

各地のスキー場

全市町村

雪室、雪中貯蔵

十日町市、南魚沼市、魚沼市

１，自然
雪国の自然および雪国の原風景＝豊かな自然と景観を有する山岳・河川
苗場山麓ジオパークにも位置する当地はその独自の地質的景観から、古くから人が自然と共
存しながら生活を続けてきた地域であった。この地域の山々の森林は雪を蓄え、そこから流れ
出る水は清く、渓谷は深く、人々の侵入を阻んできた。山は上信越国境の谷川連峰や苗場山な
ど（上信越高原国立公園）があり、日本百名山に名を連ねる峰も多く登山の人気も高い。谷川
連峰は分水嶺をなし、日本海へ注ぐ日本一の大河信濃川やその支流魚野川と太平洋へ注ぐ利根
川が圏域の軸線となるように流れ、流域には扇状地や段丘が発達し人々の生活を育んできた。
このような雪と大地とが、独自の原風景を形成し、里山の生業を生み出している。
観光活用： スノーカントリートレイルのコースとして設定
雪と森のリトリート・プログラム開発
エコロッジ事業・プログラム開発
２，歴史
当地は信濃川と魚野川流域に位置する当地は 15,000 年前から縄文文化が息づいた地域であ
る。また 8,000 年前から現在と同じような豪雪の環境下にありながらも、国宝の火焔型土器
（十日町市博物館にて展示）が発見されるなど、雪と共に高度な縄文文明を築き上げてきた地
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域である。また、江戸時代には雪国の暮らしを紹介した「北越雪譜」が発刊され、全国に当地
の雪国文化が幅広く知られるようになった。近年においては昭和初期に小説「雪国」によって
世界的に当地が知られるようになり、スキーをはじめとした冬季のレジャー観光地として関東
を中心に多くの人を集めている。
観光活用：縄文ツアー造成
３，文化
縄文時代の大集落が点在していたと考えられ、縄文を代表する火焔型土器が多く出土する地
域。また越後上布の雪晒しに代表される織物文化やマタギ文化、木彫文化など近世の雪国民俗
が伝承されている。近年は、こうした歴文化的評価に加え「大地の芸術祭 越後妻有アートト
リエンナーレ」が定期的に催され、回を重ねる毎に恒久作品群も、地域を表現する観光資源と
して注目されている。その中でも清津峡渓谷トンネルは上信越高原国立公園内に指定された日
本三大渓谷の一つであり、2018 年にリニューアルオープンし、清津峡の自然美をまるで鏡のよ
うに反射し、丸いトンネルを作り上げた作品となり、日本博の公式サイトでも国宝火焔型土器
とともに紹介された。
豊かであるが複雑な地形を、先人達は創意工夫と大変な労苦を重ね、切り拓き、日本で最もお
いしいお米を作ってきた。そうした先人達の、「この土地と人との関わりを、美術、アートとい
う手段によってあきらかにすること」が、大地の芸術祭の取組の根幹にある。
都市への一極集中と、高齢化過疎化が進む地域の課題に正面から向き合いながら、アートを媒
介とした地域活性化、まちづくりに取り組む実際については、近年、アートによる地域活性化
への取組が全国各地で行われ、こうした取組の先駆けとして、かつ持続可能な取組の模索を続
けているトップランナーとして、特にここ数年、アジア各国や欧米でも高く評価され、学術的
視点からの視察はもとより、政治、行政の視点からの視察も多くなっている。3 年に 1 度、トリ
エンナーレとして大規模な取組を開催。地域に内在するさまざまな価値をアートを媒介として
掘り起こし、その魅力を高め、世界に発信し、地域再生の道筋を築くことを目指し、大地の芸
術祭 2018 では、約 100 の集落が参加、50 日間に 50 万人もの来場者が訪れた。回を重ねるごと
に住民の参加が増え、国内外の旅行客を住民サポーターや集落のお年寄りが素朴なおもてなし
で出迎えた。世界から有数のアーティストが、地域の自然、地形、生活・暮らしの特徴をあら
わにする作品をつくり、それを他所の人たちが関心を持って観に訪れ、さらには地元の人たち
の誇りとなっている芸術祭である。
観光活用：スノーシューと縄文文化を組み合わせた体験、秋山郷マタギ体験、織物体験、清津
峡渓谷トンネル内のアート作品
４，食文化
雪は人々の生活文化にも大きな影響を与え、この地域特有の文化、生きる知恵とそれらの熟度
を高めるなかで継承されてきた食習慣、食文化を形成してきた。雪解け水や雪国の気候がコシ
ヒカリのようなおいしい農作物やおいしい日本酒の醸造を可能としており、人々がそこに生き
る技と力を育んできた。また太古の時代から、長い冬、雪に閉ざされる地域で生きるために、
早春から晩秋にかけて採取した山野の恵みを塩漬けや乾燥品、発酵食などにして蓄える知恵が
いまも伝わっている。
観光活用：採って作って食べる雪国ガストロノミーツーリズム（松之山温泉湯治豚づくり、山
菜狩り、きのこ狩り、囲炉裏体験、地元お母さんと調理体験など）
５，生活圏
日本海側特有の気候を背景とし、これほどまでに積雪が深い地区であって、人々が生活し続
けているところとしては世界でも希な地域である。この日本海側の気候特性として、ブナに代
表される落葉広葉樹主体の植生、それらに伴う生命の循環の成立によって、多様な生き物が育
つ環境などがあり、雪は人々の生活文化にも大きな影響を与え、特有の文化を形成してきた。
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また、こうした一体性から集落毎に特徴を持ちつつ、集落間をつなぐ連帯として「郷」という
集合体が形成され、稲作の発展と地域に根ざしていった宗教感とが融合するかたちで「結」や
「講」といった共同体が作られていった。
共同体をつなぐ道、街道は、現在、幹線として国道１７号・１１７号等、圏域内における車で
の交通をつないでおり、鉄道では上越線・ほくほく線・只見線・飯山線がそれぞれをつないで
いる。それぞれの郷は個々の特色がみられるが、その基層において豪雪地域ならではの文化・
自然・生活様式の考え方などが共有している区域といえる。
観光活用：ローカル鉄道を利用したツアー造成やイベント企画等
６，滞在の可能性
圏域には各市町村すべてにそれぞれ温泉地や温泉施設があり、宿泊地も地域内に点在しつつ、
一定の規模を有している。古くから開けた温泉地として、越後湯沢温泉、松之山温泉、大湯温
泉などがあり、天和元年（1681）の湯銭運上の記録をみても、大湯、湯沢、栃尾俣、松野山の
４箇所の記録が残されている。
温泉は滞在の大きな魅力であり、この地域の温泉を大きな魅力として国内外に売り込むこと
が、滞在を促進し、長期での地域対流を推進することにつながる。また、温泉のみに限らず、
他の観光的魅力、潜在的価値ならびに創造的価値をいかに付加するか、滞在し、心身共に充足
度、満足度が高い観光をどのように形成していくかが大きな課題である。
こうした課題に対し、現在、当地域で取り組んでいるものとして、個々の旅館ホテルで展開す
るのではなく滞在促進地区や、雪国観光圏域全体でお客の満足するメニューの形成を進めてい
る。昔から街道の宿場として各温泉が存在していたこともあり、トレッキングや、ローカル鉄
道で観光を楽しみつつ次の宿泊地へたどり着くという距離的にも交流に適した地理的優位性も
あり、連泊における滞在にとても適した地域である。
観光活用：エコロッジ事業、雪と森のリトリート事業、新湯治企画、スノーカントリートレイ
ルキャンペーン企画
７、イベント
世界で活躍するアーティストを招聘する質の高い国際展として、また世界各国で直面する地域
の衰退といった課題に取り組んでいる「大地の芸術祭」は、海外からも大きな注目を集めてい
る。
大地の芸術祭の取組は現在、約２００の恒久作品が地域に在り、トリエンナーレ会期中以外に
も、こうした作品を訪ねて旅する人も多く、また、季節々にあわせたプログラムを、恒久作品
である拠点施設や、空家・廃校プロジェクトによってリノベーションされた作品、施設等で展
開し、地域との交流が継続して行われている。
「大地の芸術祭」は、ここで生きている人たち、ここで生きてきた人々、この地に辿りつき、
ここで生きてきた人たちと、自然という決定的な条件との関わりあいを明らかにし、彼ら彼女
らの時間を寿ぐことを求める試みである。それゆえに、テーマは「自然に内包される」であ
る。
※「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ 2021」は新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため開催延期
◆ 海外からの注目が特に高まったアートトリエンナーレ 2018 の特徴的な取組
世界で活躍するアーティストを招聘する質の高い国際展として、また世界各国で直面する地域
の衰退といった課題に取り組んでいる大地の芸術祭は、海外からも大きな注目を集めている。
大地の芸術祭 2018 では、新潟県と連携した海外メディア招聘や、芸術祭ネットワークを活かし
たプロモーションを展開し、約 100 の海外メディアに取り上げられた。
特に台湾、香港からの観光客が増え、インフォメーションの英語対応やガイドブックの多言語
化、湯沢町をはじめ雪国観光圏全体と連携した宿泊受入体制づくりをはかっている。
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◆ 国や地域を越え、協働する芸術祭サポーター
国や地域を越え、協働する芸術祭サポーターの数も多い。香港や上海、台湾等から約３ヶ月を
通して数多くの若者が訪れ、作品制作や芸術祭運営に海外サポーターも多く携わった。 香港か
らは中高校生が、自分たちの国・地域の食糧自給率７％程度であることに着目、実際に地域に
長期滞在し、棚田での稲作や畑での野菜作り等の活動に参加する等、回を追うごとに海外サポ
ーターが増え、その関心の高さが顕著となっている。
個々の土地に根ざした固有の生活、文化に関心を持って、多様で多層な人たちが集まり、出
身、世代、ジャンルを超えて、共通の祭りのための苦労や作業をともにし、この協働は、地域
内で、そしてこの地域以外で、そのつながりを拡げていく力を持つようになっている。
一例）香港農業プロジェクト
大地の芸術祭と香港との交流は 2006 年から本格的に動き出した。これまで、大地の芸術祭や瀬
戸内国際芸術祭（香川県、岡山県）にサポーターとして香港の若者たちが多く参加してきた。
2015 年、越後妻有の農業を学ぶプロジェクトが始動。食料自給率７％という香港の中学生たち
を招き、農作業体験に取り組むなど、芸術祭の取り組みが国を越え、年代をこえ、人と文化を
つなげている。
観光活用：大地の芸術祭バスツアー、星峠の棚田・美人林ツアー、作品会場での食や音楽の交
流イベント
８、アウトドアスポーツ
谷川岳の麓のみなかみ町では春の雪解け水で豊富な水量となる利根川での急流を利用したラフ
ティングや、山の渓谷でのキャニオニング・シャワークライミングなどのアウトドアスポーツ
のメッカとして発展を遂げている。
観光活用：アウトドア体験
【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】
市町村名

宿泊施設数（軒数）

宿泊施設収容人数(人)

十日町市

５０

２，３８０

魚沼市

６４

３，１６５

南魚沼市

２１９

１３，８７８

湯沢町

２６０

２０，０９４

津南町

１３

１，０７９

１７０

１１，９６８

２０

６８２

みなかみ町
栄村

【利便性：区域までの交通、域内交通】
圏域には、ＪＲ上越新幹線（乗降駅３箇所）
、高速道路関越自動車道など、めぐまれた高速交通
網が整備されている。これによって越後湯沢駅を中心に、首都圏とは 2 時間弱で結ばれる地域で
あり、利便性に優れている。
交通手段
鉄

ＪＲ上越新幹線

特性等
上毛高原駅、越後湯沢駅、浦佐駅の３駅がある

道

首都圏から
湯沢駅まで東京駅か
ら７０分

その他の鉄道網

ＪＲ上越線、飯山線、只見線、ほくほく線
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道

高速道路

路
主要国道

関越自動車道：月夜野、水上、湯沢、塩沢石

練馬ＩＣから約 3 時

打、六日町、大和スマート、小出 IC

間

1７号、117 号、252 号、253 号など

【外国人観光客への対応】
この圏域では、スキー客を中心とした外国人観光者が多く訪れる地域である。受入環境整備につい
ては、まだまだ不十分なところは多いが、この圏域の中心である湯沢町の越後湯沢駅構内にある観
光案内所では、外国人観光客を対象とした案内体制の整備を進めている。併せて、外国人観光客の
ニーズに合致した広域ガイドブックの整備や各施設内の Wi-fi 環境整備も行っている。
また、海外では普及している宿泊施設の評価制度であるが、日本特有の宿泊施設についての評価
基準と評価のためのシステムを構築し、外国人旅行者における宿泊施設選択のミスマッチの改善
及び満足度の向上とともに、宿泊施設の積極的な誘客を推進する仕組みを構築している。また、
新型コロナウイルス感染症等対応の衛生管理に対する安心安全のニーズに合わせサクラクオリテ
ィー安全管理マニュアルを作成し、取り組んでいる。

３. 各種データ等の継続的な収集･分析
収集するデータ
旅行消費額

収集の目的
来訪者の消費活動の動向を分析
し、消費単価向上に繋げるため。

延べ宿泊者数

宿泊者数の推移を把握するため。

来訪者満足度

来訪者の満足（不満足）に繋がっ
ている要因を分析し、戦略立案に
繋げるため。

リピーター率

リピーター顧客の動向を把握し、
戦略立案に繋げるため。

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。

収集方法

全国観光圏推進協議会で実施し
ている顧客満足度調査を用いて
実施する。
全国観光圏推進協議会で実施し
ている顧客満足度調査を用いて
実施する。
全国観光圏推進協議会で実施し
ている顧客満足度調査を用いて
実施する。
全国観光圏推進協議会で実施し
ている顧客満足度調査を用いて
実施する。
雪国観光圏のウェブサイトについ
ては google analytics を活用し
て実施。またスノーカントリーツ
ーリズムなどの旅行商品販売サイ
トについては販売実績などから状
況を把握する

４. 戦略
（１）地域における観光を取り巻く背景
※地域経済、社会等の状況を踏まえた観光地域づくりの背景
スキー産業の衰退によるスキー客減少と小規模宿泊施設の担い手不足や人口減少など、こうした地
域の課題に対し、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）を中心としてスキーだけじゃない、雪国の歴史文
化や食文化などの観光資源を活用した滞在プログラムやコンテンツを磨き上げ、観光地域づくりを
図り、新たな雇用の創出や担い手不足の解消、交流人口の増加につなげることとしている。

（２）地域の強みと弱み
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内
部
環
境

外
部
環
境

好影響
強み（Strengths）

悪影響
弱み（Weaknesses）

・世界的な豪雪地帯で、多い年には 3m の積雪
となる
・世界で唯一の新幹線と直結するスキー場
「ガーラ湯沢」他、スキー場多数
・十日町市「大地の芸術祭」世界的に有名
で、2018 年には 55 万人が来訪
・日本三大奇祭「裸押合大祭」が開催
・日本三大渓谷の 1 つ「清津峡」
・魚沼は日本を代表する「コシヒカリ」の産
地

・宿泊稼働率が全国でも最低レベル
・首都圏からアクセスが良い(新幹線で 90 分)
ため日帰り客が多い
・旅行形態が団体→個別へシフト
スノーリゾートの衰退
高度成長期に各施設バラバラに進めてきた
設備に限界が来ている
・上質なアクティビティーが不足
・事業者のサービス品質に対する意識が低い
・少子高齢化により労働力が不足
・観光客を迎え入れる活気がない

機会（Opportunity）

脅威（Threat）

・イミ消費マインドへのシフト
・バブル期の負債を抱えた宿泊事業者
・地域貢献や環境保全を意識した施設、事業
・老朽化したリゾートマンションの転用
者を消費者自らが選択する時代に
・スキー産業の衰退
訪日外国人の地方文化へのニーズの高まり
ワーケーションなど長期滞在にもつなが
る、新しい旅行形態の台頭
※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
都内在住の 30 代から 40 代の未婚女性 高収入高学歴
【選定の理由】
地域の人々のとのつながりに対して強いニーズをもっており、関係性ができることで、再来訪意欲
も高いため。
【取組方針】
雪国で生活してきた人や事業者との接点を増やし、現地の人々との交流を通じて雪国文化を徐々に
深掘りできるようなツーリズムを目指していく。
○ターゲット層
欧米在住の日本文化に興味がある富裕層
【選定理由】
異なる文化圏の暮らしに対しての興味が高く、また地域文化に根ざした旅行商品に対しては積極的
に支払いを行いたいと考えているため
【取組方針】
専門知識をもったガイドと英語対応のガイドの育成。また UNDISCOVERED JAPAN での活動でオール
ジャパンとしての販路拡大を行う
○ターゲット層
モダンラグジュアリー層
【選定の理由】
ステータスや排他性を求める従来型のクラシックラグジュアリー層に対して、モダンラグジュアリ
ー層は 20-30 代（ミレニアル世代）を中心に、エシカルで上質なコンテンツ消費を指向し、拡大を
続けている。
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【取組方針】
サステナブルな事業創造と地域社会への貢献を両立した上質な滞在型宿泊施設を日本版エコロッジ
として定義し、ソーシャルインパクトを訴求する。

（４）観光地域づくりのコンセプト
ブランドコンセプト
『真白き世界に隠された知恵と出会う』
8000 年前から雪と共に寄り添い暮らしてきた雪国の
地。そこは知恵の宝庫であり、日本人が忘れかけた
真の豊かさが残っている。豪雪地帯がゆえに育まれ
てきた雪国文化を体感できる地域づくりを目指す。

①コンセプト

雪国観光圏の理念
『１００年後も雪国であるために』
ひとつずつでは埋もれてしまう地域資源を発掘し、
つなぎあわせ、磨き上げることで世界に通用する価
値を創出。
１、世界有数の豪雪地帯
雪国観光圏は「豪雪」という言葉の発祥の地であ
り、積雪量は３～4 メートルを超える地域が広範囲
に及ぶ。 まさに世界一の豪雪地帯である。

②コンセプトの考え方

２、閉ざされた豪雪地帯だからこそ生まれた雪国文
化一年の約半分が雪に閉ざされている。 ゆえに過
酷な自然環境に対応した生活様式を身につけ、季節
を常に意識した生活全般の備えを怠らない。
３、縄文時代から続く囲炉裏信仰を中心とした雪国
文化雪国は縄文時代に日本最大級の集落が存在した
とされ、高い技術が必要とされている国宝火炎式土
器が多数見つかっている。 近年まで囲炉裏は神が
宿る神聖な場所とされ、
「囲炉裏信仰」が多く残る
地でもある。
４、国境の長いトンネルを出て景観が一変する雪国
の世界川端康成が描いたトンネルの向こうにある雪
に閉ざされた世界上越国境の景観がトンネルによっ
て一変する景色は他に類を見ない。またさらに雪国
圏域内のそれぞれの集落も山や谷で区切られてお
り、地域ごとの景観や文化が異なる様はまさに小説
雪国の世界でもある。
５、ユニークな雪国文化を次世代に受け継いでいく
ために、
「100 年後も雪国であるために」という理念
を掲げ、雪国ならでは文化を大切にし、先人の知恵
を学ぶこと。古いものを磨き上げ、新しい価値を生
み出すこと。そして自然や文化を残すための活動に
取り組み、観光を通して持続可能な地域づくりに貢
献していく。
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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
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。

概要
※戦略の共有方法について記入すること
戦略会議／年６回開催、７つのワーキンググループ／各年６～１２回、
戦略会議の議事録ダイジェスト版をＨＰに毎回公開、満足度調査結果報
告会／年１回 アニュアルレポート（事業報告書）の説明会／年１回
地域連携型 DMO である（一社）雪国観光圏は設立以来、市町村や業種の
枠を越えて人と人、事業と事業が交流する場の提供ということを宣言
し続けている。今後も観光圏内で多様な方々が交流する場としてフォ
ーラムやシンポジウムは定期的に開催。また食文化ワーキンググルー
プでも実際取り入れているように、他のワーキンググループも公開で
行うような取組も徐々に進めていく。
信越県境地域づくり交流会トークイベント（令和３年）

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

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

宿泊施設の品質認証制度「SAKURA QUALITY」を地域内で更に充実させ、
外国人旅行客の受入体制の強化を図っていく。また食の認証事業である
雪国 A 級グルメやにいがた朝ごはんプロジェクトなどの取組を地域内で
さらに認知を高め、参画する事業者を増やしながら、地場産食材の使用率
の向上に努めていく。 また旅館や民宿のサービス品質の向上が行える
ようにアンケート結果に基づいた経営指導や勉強会を開催し、地域全体
での宿泊稼働率の向上を目指す。
「100 年後も雪国であるために」という理念にもとづいて、
「雪と水を守
る」
「雪国らしい食や地域産業を維持する」という点を重視し約 40 のエコ
ロッジ要件を定めた。それぞれの要件ごとに宿泊施設の達成度を数値化
することで、ソーシャルインパクトを可視化するとともに、さらなる改善
に取り組んでいく。
それぞれの観光協会や案内所でのワンストップ機能を充実させていくた
めに、体験プログラムを互いの観光協会や案内所で販売できる体制構築
を推進し、あわせて観光協会内部での商品開発力を高めていく研修など
も引き続き実施していく予定である。
・年 4 回発行される季刊誌「雪と旅」を中心に地域の取組を来訪者に対
して一元的に伝える。またウェブマガジン SCF+では季刊誌に掲載されて
いない最新の情報を掲載。
・雪国観光圏の公式ウェブサイトは雪国観光圏のコンセプトを体感させ
る旅行商品である「雪旅」など観光地域づくりマネージャーが厳選した
一点の価値を提供できる商品を紹介している。またそれ以外の雪国観光
圏内の宿泊施設や体験メニューなどの販売窓口として、雪国観光舎が運
営するスノーカントリーツーリズムというサイトがある。こちらは宿泊
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施設のオンライン予約決済機能や多言語対応も可能になっており、地域
のホームページとしては国内トップレベルの仕組みを持っている。
・SNS 情報発信は外国人地域おこし協力隊により雪国の生活様式や文化
体験などを英語で情報発信を行っている。
・インバウンド向けの旅行商品については全国１３の観光圏と連携しな
がら「Undiscoverd Japan」という取組をすすめており、１３観光圏共
通のウェブサイトやパンフレットなどを整備し、合同で JNTO を通じて
のメディア誘致の取組や各国のエージェントとの商品造成に取組を行な
っている。
・雪国文化を価値としたコミュニケーション戦略として欧米向けブラン
ド名称及びコピーを“Snow Country”から『YUKIGUNI Lives shaped
by snow』というブランド名称を採用し、
「A Way of Life with Snow at
its Heart. Close to Tokyo by train, far removed by lifestyle.」
意味を補完するショルダーコピーとセットで使用しプロモーションを行
う。
※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

●旅行消費額
（百万円）

●延べ宿泊者数
（千人）

目
標
実
績

2019
（Ｒ１）
年度
31,500
(161,000)
33,784
(135,136)

目
4,024,600
標

(134,400)
3,113,050
(203,247)
32.0
（51.9）
27.3
(51.5)
69.0
（60.5）
60.7
(56.2)

2020
（Ｒ２）
年度
32,000
(162,000)
32,493
（―）

2021
（Ｒ３）
年度
32,000
(164,000)
32,173
（―）

2022
（Ｒ４）
年度
32,500
(165,000)

4,097,400
(141,600)
1,299,999
（3,209）
33.0
（52.4）
32.8
（―）
70.0
（61.0）
61.7
（―）

4,170,200
(148,800)
1,953,658
(28,223)
34.0
（53.0）
33.9
（―）
71.0
（61.5）
62.8
（―）

4,243,000
(156,000)

4,243,000
(156,000)

4,300,000
(160,000)

（ ）
34.0
（53.5）

（ ）
34.5
（53.5）

（ ）
34.5
（53.5）

（ ）
72.0
（62.0）

（ ）
72.0
（62.0）

（ ）
72.0
（62.0）

実
績
目
●来訪者満足度 標
（％）
実
績
目
●リピーター率 標
（％）
実
績
※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
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（

（

）

）

2023
（Ｒ５）
年度
32,500
(165,000)
（

（

）

）

2024
（Ｒ６）
年度
33,000
(170,000)
（

（

）

）
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【検討の経緯】
雪国観光圏の 7 市町村の統計データや集計方法の統一を図り、国が示す必須 KPI のデータを集
積できるように進めた。
【設定にあたっての考え方】
●旅行消費額
一人回当たりの旅行消費額単価を指している。観光客の来訪が地域経済に貢献しているかを測
る一つの値として、旅行消費総額があり、それは観光入込客数と１人回あたりの旅行消費額単
価をかけることで算出
●延べ宿泊者数
入込客数は、来訪した実人数で、人回で表わされます。調査対象としている観光地点の入込客
数の総和を一人当たりの来訪地点数で除したもの。
●来訪者満足度
全国観光圏推進協議会の観光圏と合同で実施している満足度調査を実施。この数値の推移を集
計している。
●リピーター率
アンケートを通じてリピーター率を集計。

（２）その他の目標
指標項目

2019
（Ｒ１）
年度
1,513,978
(454,193)

2020
（Ｒ２）
年度
1,513,978

目
標
(590,451)
367,715
528,793
実
績 (185,077)
(8,406)
300
450
目
●滞在プログラ
標 （ 100） （ 150）
ム参加者
359
918
実
（名）
績 （ 27）
（ 19）
20
22
目
●本地域への１
標 （ 12）
（ 13）
年以内の再来
18
21
実
意向（％）
績
（ 6）
（ -）
1,000
1,200
目
●メルマガ登録
標 （ 30）
（ 40）
数
1183
1385
実
（名）
績 （ 22）
（ 31）
60
70
目
●サクラクオリ
標
（-）
（- ）
ティー加盟施設
42
42
実
（軒）
績
（-）
（- ）
60
75
目
●雪国Ａ級グル
標
（-）
（- ）
メ加盟施設数
37
37
実
（軒）
績
（-）
（- ）
※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値
※各指標項目の単位を記入すること。
●ＷＥＢサイト
のアクセス数
（ＰＶ）

2021
（Ｒ３）
年度
2,000,000

2022
（Ｒ４）
年度
2,000,000

2023
（Ｒ５）
年度
2,000,000

2024
（Ｒ６）
年度
2,500,000

(600,000)
321,929

(600,000)

(600,000)

(700,000)

(149,373)

（

580
（

220）
420

（23）
24
（

14）
24

（

-）

1,400
（ 50）
休止中
（-）
90

）

（

700
（

300）

（

）
26

（

15）

（

）

1,600
（ 60）
（

）

）

（

700
（

300）

（
（

）
26
15）

（

）

1,600
（ 60）
（

100

）

）

700
（

300）

（
（

）
26
15）

（

）

1,600
（ 60）
（

100

）

100

（- ）
43

（-

）

（

-）

（

-）

（- ）
90

（- ）
100

（

-）
100

（

-）
100

（- ）
37

（-

）

（

-）

（

-）

（-

（-

）

（

-）

（

-）
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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】
雪国観光圏の理念は「100 年後も雪国であるために」である。そのために必要なことは住民自ら
が地域に希望と誇りを感じ、自分たちの暮らしや文化を活かした地域づくりを推進することが
重要であると考えている。ただ単に観光客数や地域内の消費を活性化させることだけでなく、
これらの理念を事業に結びつけていくことが事業戦略の軸として考えており、KPI についても
理念と連携した KPI を設定している。
【設定にあたっての考え方】
●ＷＥＢサイトのアクセス数
「地域によい影響力ある 100 名のファン層の獲得」するために、雪国観光圏ではブランディングを
体感できるストーリーと品質基準をもった旅行商品を「雪旅」というブランドネームにて展開
をし、雪国観光圏の顔となる滞在プログラムとしてホームページに掲載し集客支援を行なって
いる。このホームページへのアクセス数を管理レポートから集計し集客に役立てる。
●本地域への１年以内の再来訪意向
全国観光圏推進協議会の観光圏と合同で実施している満足度調査を実施。この数値の推移を集
計している。
●滞在プログラム参加者
「地域によい影響力ある 100 名のファン層の獲得」するために、地域を支援してくれるアンバサダ
ーであり、インフルエンサーとして市場に対しても影響力のあるコアな 100 名のファンの獲得を目
指すために必要な顧客開拓側に対する KPI として、雪国の知恵を体感させる滞在プログラム参加者
数を集計。
●メルマガ登録数
「地域によい影響力ある 100 名のファン層の獲得」するために、地域を支援してくれるアンバサダ
ーであり、インフルエンサーとして市場に対しても影響力のあるコアな 100 名のファンの獲得を目
指すために必要な顧客開拓側に対する KPI として、雪国観光圏が発行する季刊誌「雪と旅」にて
会員募集情報を掲載し登録数を集計する。
●サクラクオリティー加盟施設数
「活性化に成功したモデル宿泊と飲食店を 15 店鋪」作り上げるために必要な受入整備側に対する
KPI として加盟施設数をカウント。
●雪国Ａ級グルメ加盟施設数
「活性化に成功したモデル宿泊と飲食店を 15 店鋪」作り上げるために必要な受入整備側に対する
KPI として加盟施設数をカウント。

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
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2019（Ｒ１）

31,010,946（円）

【国からの補助金】
【新潟県からの補助金】
【雪国観光圏推進協議会受託費】
【受取民間助成金】
【収益事業】
【参画事業者年会費】
【実施事業者からの事業負担金】
【事業参加費】

7,417,245 円
4,000,000 円
7,000,000 円
1,678,852 円
591,275 円
1,221,000 円
8,609,036 円
493,538 円

90,124,208（円）

【国からの補助金】
【新潟県からの補助金】
【雪国観光圏推進協議会受託費】
【受取民間補助金】
【収益事業】
【参画事業者年会費】
【実施事業者からの事業負担金】

11,378,347 円
0円
5,776,305 円
44,475,124 円
7,263,750 円
0円
20,859,774 円

年度

2020（Ｒ２）
年度

【事業参加費】
【雑収益】

2021（Ｒ３）

121,948,827（円）

年度

【国からの補助金】
【新潟県からの補助金】
【雪国観光圏推進協議会受託費】
【受取民間補助金】
【収益事業】
【参画事業者年会費】
【実施事業者からの事業負担金】
【事業参加費】
【雑収益】

2022（Ｒ４）

年度

2024（Ｒ６）
年度

370,908 円
2,171,101 円
0円
6,411,347 円
68,141,986 円
8,364,115 円
3,627,500 円
32,998,552 円
0円
234,226 円

【国からの補助金】
【新潟県からの補助金】
【雪国観光圏推進協議会受託費】
【受取民間補助金】
【収益事業】
【参画事業者年会費】
【実施事業者からの事業負担金】

5,037,240 円
3,000,000 円
7,000,000 円
26,900,000 円
15,000,000 円
165,000 円
10,394,000 円

【運営支援金】

10,000,000 円

【雑収益】

5,400,000 円

【国からの補助金】
【新潟県からの補助金】
【雪国観光圏推進協議会受託費】
【受取民間補助金】
【収益事業】
【参画事業者年会費】
【実施事業者からの事業負担金】
【運営支援金】
【雑収益】
【国からの補助金】
82,500,000（円）
【新潟県からの補助金】
【雪国観光圏推進協議会受託費】

6,000,000 円
0円
8,000,000 円
25,000,000 円
12,000,000 円
1,000,000 円
11,000,000 円
12,000,000 円
7,500,000 円
6,000,000 円
0円
8,000,000 円

82,896,240（円）

年度

2023（Ｒ５）

0円

82,500,000（円）
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【受取民間補助金】
【収益事業】
【参画事業者年会費】
【実施事業者からの事業負担金】
【運営支援金】
【雑収益】

（２）支出
年（年度）
2019（Ｒ１）

総支出

【一般管理費】
1,602,561 円
【広報事業】国内 1.7％ 国外 98.3％
1,897,005 円
【ブランド管理事業】
3,051,000 円
【受入環境整備等の着地整備】
13,817,945 円
【コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】 9,238,640 円
【マーケティング】
841,674 円
【観光イベントの開催費】
490,642 円

88,907,293（円）

【一般管理費】
1,026,696 円
【広報事業】国内 100％
216,307 円
【誘客多角化実証事業】
28,774,460 円
【ブランド管理事業】
23,540,000 円
【受入環境整備等の着地整備】
12,682,838 円
【コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】15,287,307 円
【マーケティング】
717,464 円
【観光イベントの開催費】
6,662,221 円

117,341,260（円）

【一般管理費】
1,237,136 円
【広報事業】国内 100％
774,996 円
【ブランド管理事業】
14,522,000 円
【受入環境整備等の着地整備】
76,601,142 円
【コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】23,480,986 円
【マーケティング】
725,000 円
【観光イベントの開催費】
0円
【一般管理費】
20,970,000 円
【広報事業】国内 100％
1,000,000 円
【ブランド管理事業】
2,500,000 円
【受入環境整備等の着地整備】
6,000,000 円
【コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】42,516,720 円
【マーケティング】
715,000 円

年度

2021（Ｒ３）
年度

2022（Ｒ４）

内訳

30,939,467（円）

年度

2020（Ｒ２）

73,701,720（円）

年度

【観光イベントの開催費】

2023（Ｒ５）
年度

25,000,000 円
13,000,000 円
2,000,000 円
11,000,000 円
9,000,000 円
8,500,000 円

72,685,000（円）

0円

【一般管理費】
20,970,000 円
【広報事業】国内 100％
1,000,000 円
【ブランド管理事業】
3,000,000 円
【受入環境整備等の着地整備】
7,000,000 円
【コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】40,000,000 円
【マーケティング】
715,000 円
【観光イベントの開催費】
0円
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2024（Ｒ６）
年度

72,715,000（円）

【一般管理費】
30,000,000 円
【広報事業】国内 100％
1,000,000 円
【ブランド管理事業】
4,000,000 円
【受入環境整備等の着地整備】
7,000,000 円
【コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】30,000,000 円
【マーケティング】
715,000 円
【観光イベントの開催費】
0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
【事業内容】
一般社団法人雪国観光圏では事業にあわせて BtoC(消費者向け事業)、BtoB(事業者向け事業)、
BtoG（行政向け事業）の３部門に分けて事業を行う。
① BtoC（顧客向け営業活動）
雪国観光圏を応援する協力企業を募集し、その年会費によって運営を行なっていく。会員のみ
参加可能なイベントや旅行商品などを提供する。また企業からは季刊誌への広告協賛や各種イ
ベントなどのスポンサードを受ける予定である。ワンストップ窓口での着地型旅行商品の造
成・販売、観光協会同士の相互販売、JTB+BOKEN システムによる海外 OTA や WEB 販売とクロスセ
ルによる販路拡大。
② BtoB（事業者向け営業活動）
飲食店や宿泊施設に対して顧客満足度調査ならびに期待値調査などの業務を提案し、ここの事
業所の経営改善などを行なっていく。また事業所の新しい商品や企画などはモニターを集め、
商品開発などを支援するような取組を行なっていく。事業者の海外への販路拡大については、
TIMELESS YUKIGUNI 施設との連携のエコロッジ事業や、全国観光圏推進協議会の
UNDISCOVEREDJAPAN プロジェクトに参画し、連携を図りながら共同プロモーションを進めてい
く。訪日プロモーションについては日本政府観光局（JNTO）のプロジェクトに参加し連携プロモー
ションを図る。
③ BtoG（行政向け営業活動）
地域全体の顧客満足度調査や各観光協会へ委託しているイベントやプロモーション活動に対し
ての事業評価を行い、政策立案をサポートする取組を行なっていく。また地元の事業者のビジ
ネスマッチングなどの事業、住民向け観光人材育成研修などの受託を予定している。

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
新潟県、群馬県、長野県、十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町、みなかみ町、栄村
は、一般社団法人雪国観光圏を新潟県及び各市町村における重点支援ＤＭＯとして登録したい
ので一般社団法人雪国観光圏とともに申請します。

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（県単位以外）
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）

26

（別添）様式１
【他の地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯとの間で、重複区域に関する連携や役割分担等について協議を
行った（行っている）か】
・地域連携 DMO 法人
（公社）新潟県観光協会 → 随時必要な時に意見交換を行っている。
・地域 DMO 法人
（一社）みなかみ町観光協会 → 年６回開催する戦略会議及び観光協会連携推進 WG において、各
取組の意見交換を行っている。
（一社）湯沢町観光まちづくり機構 → 年６回開催する戦略会議及び観光協会連携推進 WG におい
て、各取組の意見交換を行っている。
・地域 DMO 候補法人
（一社）南魚沼市観光協会

→ 年６回開催する戦略会議及び観光協会連携推進 WG において、各取

組の意見交換を行っている。
【区域が重複する背景】
（公社）新潟県観光協会→人口減少や自然減・社会減、各業界の後継者不足による事業継承の困難
及び地域経済の減退などの課題に向け稼げる地域を生み出すことによる新たな雇用の創出と地域の
価値の顕在化を図る。それにより交流人口を増加させ、同時に人口流出を防ぐことで、地域の再活
性化を目指すため DMO 法人を設立。
（一社）みなかみ町観光協会→人口減少や高齢化問題などの課題に向け観光協会組織を強化し、多
様な自然、温泉、アクティビティなど豊富な観光資源を活かし交流人口を増やすため DMO 法人を設
立。
（一社）湯沢町観光まちづくり機構→国内スキー人口の減少、地域間競争の激化、グリーンシーズ
ンコンテンツの充実化などの課題に向けマネジメントできる観光組織を設立するため DMO 候補法人
を設立。令和４年１０月２８日付けで DMO 法人に認定。
（一社）南魚沼市観光協会→少子高齢化と国内旅行客減少、認知度向上、観光資源のキラーコンテ
ンツ化、地域間競争の激化などの課題に向けマネジメントできる観光組織を設立するため DMO 候補
法人を設立。
【重複区域における、それぞれの DMO の役割分担について】
雪国観光圏はブランディングに特化した事業、品質認証制度事業、欧米をターゲットとしたインバ
ウンド事業を行うことを役割とし、地域 DMO は地域の課題解決に向けた取り組みを行うことを役割
とする。同じ地域連携 DMO である新潟県観光協会は県全体としてのプロモーション活動を担う。
【前述の役割分担等によって、効率的、効果的な活動の遂行が期待できるか】
雪国観光圏域内の地域 DMO とはマーケティング（来訪者満足度調査）は連携して行うことで効率的
に各種データ等の収集・分析を行っている。同じ雪国文化をもつ地域でありそれぞれの良さを持ち
寄り連携することで顧客満足度上昇、地域ブランドが向上する。地域連携 DMO である新潟県観光協
会とはサクラクオリティー事業や雪国ガストロノミー事業等で連携を図り効果的な事業展開を行
う。

１０. 記入担当者連絡先
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担当者氏名

細矢智子

担当部署名（役職）

（一社）雪国観光圏 事務局長

郵便番号

949-6101

所在地

新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢 2431-1

電話番号（直通）

025-785-5353

ＦＡＸ番号

025-785-6767

Ｅ－ｍａｉｌ

info@snow-country.jp

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

新潟県

担当者氏名

福間 和治

担当部署名（役職）

観光局観光企画課誘客宣伝グループ（政策企画
員）

郵便番号

950-0965

所在地

新潟市中央区新光町４－１

電話番号（直通）

025-280-5254

FAX 番号

025-285-5678

Ｅ－ｍａｉｌ

ngt150010@pref.niigata.lg.jp

都道府県･市町村名

群馬県

担当者氏名

塩谷

担当部署名（役職）

観光魅力創出課

郵便番号

371-8570

所在地

群馬県前橋市大手町 1-1-1

電話番号（直通）

027-226-3381

FAX 番号

027-223-1197

Ｅ－ｍａｉｌ

shioya-t@pref.gunma.lg.jp

都道府県･市町村名
担当者氏名
担当部署名（役職）
郵便番号
所在地
電話番号（直通）
FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

長野県
井出 尚人
観光部山岳高原観光課企画経理係（主任）
380-0837
長野県長野市大字南長野字幅下６９２の２
026-235-7247
026-235-7257
mt-tourism@pref.nagano.lg.jp

都道府県･市町村名
担当者氏名

新潟県・湯沢町
笛田 利広
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担当部署名（役職）
郵便番号
所在地
電話番号（直通）
FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

産業観光部 観光商工課 観光商工係長
949-6102
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立 300
025-784-4850
025-784-3582
n-aiko@town.yuzawa.lg.jp

都道府県･市町村名
担当者氏名
担当部署名（役職）
郵便番号
所在地
電話番号（直通）
FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

新潟県・南魚沼市
平賀 知和
産業振興部 商工観光課 観光交流主幹
949-6680
新潟県南魚沼市六日町 180 番地 1
025-773-6665
025-773-6710
tomokazu-hiraga@city.minamiuonuma.lg.jp

都道府県･市町村名
担当者氏名
担当部署名（役職）
郵便番号
所在地
電話番号（直通）
FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

新潟県・魚沼市
皆川 泰夫
商工観光課 観光振興室長
946-0073
新潟県魚沼市大沢２１３番地１
025-792-9754
025-793-1016
kanko@city.uonuma.niigata.jp

都道府県･市町村名
担当者氏名
担当部署名（役職）
郵便番号
所在地
電話番号（直通）
FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

新潟県・十日町市
樋熊 正彰
産業観光部観光交流課（課長）
9488-0079
新潟県十日町市旭町 251 番地 17
025-757-3100
025-757-2285
higuma1551@city.tokamachi.lg.jp

都道府県･市町村名
担当者氏名
担当部署名（役職）
郵便番号
所在地
電話番号（直通）
FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

新潟県・津南町
池田 智彦
津南町観光地域づくり課（主任）
949-8292
新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊 585 番地
025-765-5454
025-765-4625
chiiki@town.tsunan.niigata.jp

都道府県･市町村名
担当者氏名
担当部署名（役職）
郵便番号
所在地
電話番号（直通）

群馬県・みなかみ町
増田 宗昭
みなかみ町観光商工課（課長補佐）
379-1393
群馬県利根郡みなかみ町後閑 318
0278-25-5017
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（別添）様式１
FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

0278-62-3211
mu-masuda@town.minakami.gunma.jp

都道府県･市町村名
担当者氏名
担当部署名（役職）
郵便番号
所在地
電話番号（直通）
FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

長野県・栄村
阿部 佑哉
栄村商工観光課（主任主事）
389-2702
長野県下水内郡栄村北信２９０３
0269-87-3355
0269-87-2280
kankou-k@vill.sakae.nagano.jp
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法人名：一般社団法人雪国観光圏
登録区分名：地域連携ＤＭＯ

『真白き世界に隠された知恵と出会う』
実施体制

【区域】新潟県（湯沢町、南魚沼市、魚沼市、十日町市、津南町）
群馬県（みなかみ町）、長野県（栄村）
【設立日】 平成２５年４月１日
【登録日】 平成２９年１１月２８日
【代表者】 井口智裕
【マーケティング責任者（CMO）】フジノケン
【財務責任者（CFO）】久保英弘
【職員数】 １０人【常勤２人（業務委託２人）、非常勤８人】
【連携する主な事業者】 構成市町村観光協会、
（一社）観光品質認証協会、（株）N37、滝沢印刷、
（一社）ローカルガストロノミー協会、北越急行（株）、
越後妻有里山協働機構、東日本旅客鉄道（株）新潟支社、
南越後観光バス

合意形成の仕組み
【該当する登録要件】②
【概要】
自治体側の雪国観光圏推進協議会と民間側
の（一社）雪国観光圏があり、全体の意思決
定機関として、定期的に戦略会議を開催し事
業を共有している。個別の事業については７
つのＷＧで検討され、戦略会議に提言される。

法人のこれまでの活動実績
【情報発信・プロモーション】
・季刊誌「雪と旅」制作発行事業
各観光協会関係者との編集作業を通じ、より
地域の情報を収集・発信し「雪国観光圏ブラ
ンド」の認知・強化を図る特集を継続的に年4
回、各6万部発行。
【観光資源の磨き上げ】
・スノーカントリートレイル事業
圏域内の山岳路や歴史ある古道をつなぐロ
ングトレイル“スノーカントリートレイル”
【受入環境の整備】
・TIMELESS YUKIGUNIエコロッジ事業
・ＳＡＫＵＲＡ ＱＵＡＬＩＴＹ事業
・雪国A級グルメ事業

記入日： 令和４年 １１月２０日
マーケティング・マネジメントする区域
【主な観光資源】
雪国文化、苗場山、
清津峡、平ヶ岳、尾瀬、
各地のスキー場等

戦略
【主なインバンウンド誘客ターゲット】
欧米モダンラグジュアリー層20-30代（ミレニアル世代）
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
雪国に根ざした日本固有の温泉旅館を日本版エコロッ
ジのプロトタイプとしてブラッシュアップ。共通基準を作
り達成度を可視化してPRするとともに、宿泊滞在と体
験を一貫したストーリーでつないだモデルプランを造成
し、雪国文化を体感できるエシカルな宿泊施設＝日本
版エコロッジとして、モダンラグジュアリー層に向けて
PR・誘客につなげる。20軒の日本版エコロッジの取組
みを広く国内外に告知するため、ホームページと動画
を作成し、販売につなげる。

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
年4回発行される季刊誌「雪と旅」を中心に地域の取
組を来訪者に対して一元的に伝える。また雪国観光
圏の公式サイトは雪国観光圏のコンセプトを体感させ
る旅行商品である「雪旅」など観光地域づくりマネー
ジャーが厳選した一点の価値を提供できる商品を紹
介している。他に雪国観光圏内の宿泊施設や体験メ
ニューなどの販売窓口として、雪国観光舎が運営する
サイトがある。インバウンド向けにはエコロッジジャパ
ン英語サイトの立上げ、外国人地域おこし協力隊によ
る雪国文化取材記事を掲載。 また、全国１３の観光
圏と連携しながら１３観光圏共通のウェブサイトや、
JNTOを通じてインバウンド向け情報発信を行ってい
る。

ＫＰＩ（実績･目標）
項目
旅行
消費額
(百万円)

目標

延べ宿泊
者数
(千人)

目標

来訪者
満足度
(％)

目標

リピーター
率
(％)

目標

実績

実績

実績

実績

※（）内は訪日外国人旅行者に関する数値

2019
（R1）
年度

2020
（R2）
年度

31,500
( 161,000 )
33,784
( 135,136 )
4,024,600
( 134,400 )
3,113,050
( 203,247 )
25.0
( 51.9 )
27.3
( 51.5 )

32,000
( 162,000 )
32,493
(-)
4,097,400
( 141,600 )
1,299,999
( 3,209 )
28.0
( 52.4 )
32.8
(-)
70.0

69.0
( 60.5 )
60.7
( 56.2 )

( 61.0 )
61.7
(-)

2021
（R3）
年度

2022
（R4）
年度

2023
（R5）
年度

2024
（R6）
年度

32,000
32,500
33,000
33,000
( 164,000 ) ( 165,000 ) ( 165,000 ) ( 165,000 )
32,173
(-)
( )
( )
( )
4,170,200 4,243,000 4,243,000 4,400,000
( 148,800 ) ( 156,000 ) ( 156,000 ) ( 165,000 )
1,953,658
( 28,223)
( )
( )
( )
34.0
34.0
35.0
35.0
( 53.0 )
( 53.5 )
( 53.5 )
( 53.5 )
33.9
(-)
( )
( )
( )
71.0

71.0

72.0

72.0

( 61.0 )
62.8
(-)

( 61.5 )

( 62.0 )

( 62.0 )

( )

( )

( )

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し
【主な収入】雪国観光圏推進協議会受託費 6,411百万円（R3年）
国・民間補助金 70,313百万円
【総支出】 117,341百万円（一般管理費1,237百万円、事業費116,104百万円）
※令和３年第９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】
一般社団法人雪国観光圏では事業にあわせてBtoC(消費者向け事業)、BtoB(事
業者向け事業)、BtoG（行政向け事業）の３部門に分けて事業を行う。

