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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 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 

一般社団法人稚内観光協会（通称 きた・北海道 DMO） 

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 稚内市・礼文町・利尻町・利尻富士町 

所在地 北海道稚内市 

設立時期 平成 25 年 3 月 15 日 

職員数 19 人【常勤職員 7 人（正職員 4 人）出向等 3 人・非常勤役員 12 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 

中場 直見 

（出身組織名） 

宗谷バス株式会社 

代表取締役 

平成 28 年度より宗谷シーニックバイウェイルート運営代表者

会議の会長、また令和元年に（一社）稚内観光協会会長

及び稚内商工会議所副会頭に就任。地域広域観光のリー

ダー役として、様々な取り組みにおいて成果を上げている。 

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 

大野忠治 

【専従】 

元大手旅行会社社員。前職では地域創生,誘客,MICE,イ

ンバウンド事業等の事務局業務に従事。北海道運輸局、道

市町村、北海道観光振興機構委託事業の運営にも携わ

り、観光関係の人脈も豊富である。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オフィ

サー） 

渡辺直人 

【専従】 

 

稚内市役所 OB で、（一社）稚内観光協会専務理事。 

市役所時代に観光部署を歴任し、連携する自治体や事業

者にも人脈が豊富である。 

 

 

連携する地方公共

団体の担当部署名

及び役割 

≪北海道 稚内市≫ 

建設産業部 観光交流課（マーケティング・プロモーション） 

土木課・都市整備課・港湾空港課（社会資本整備） 

企画調整課・生活衛生課（地域公共交通）水産商工課（物産・ふるさと納税） 

≪北海道 礼文町≫ 

産業課（マーケティング・プロモーション） 

建設課（社会資本整備） 

総務課（地域公共交通・ふるさと納税） 

≪北海道 利尻町≫  

産業課（マーケティング・プロモーション・社会資本整備） 
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建設課（社会資本整備）総務課（地域公共交通・物産・ふるさと納税） 

≪北海道 利尻富士町≫  

産業振興課（マーケティング・プロモーション・物産・社会資本整備） 

建設課（社会資本整備） 

企画政策課（地域公共交通） 

会計課（ふるさと納税） 

連携する事業者名

及び役割 

≪地域観光振興≫ 

礼文島観光協会、利尻町観光協会、利尻富士町観光協会 

≪広域連携≫ 

環境省 北海道地方環境事務所 稚内自然保護官事務所 

宗谷総合振興局 商工労働観光課 

宗谷シーニックバイウェイルート運営代表者会議、北海道エアポート（株） 

≪経済≫ 

稚内信用金庫、稚内商工会議所、礼文町商工会,利尻町商工会、利尻富士町商工会、 

稚内農業協同組合、稚内漁業協同組合、宗谷漁業協同組合、稚内機船漁業協同組合 

船泊漁業協同組合、香深漁業協同組合、利尻漁業協同組合 

稚内ホテル旅館業組合、稚内料理飲食店組合、稚内観光物産協会、 

（株）ユーラスエナジーホールディングス等 

≪着地型商品開発・ツアーガイド≫ 

株式会社 SEAS（商品開発）、神居海岸パーク、利尻島の駅、ネイチャーガイドオフィス等 

≪交通事業者≫ 

宗谷バス（株）,ハートランドフェリー（株）,稚内日の丸交通（株）,北都ハイヤー（株） 

（株）ニッポンレンタカー,全日本空輸（株）,（株）北海道エアシステム 

北海道旅客鉄道（株）、北都交通(株) 

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 

【該当する登録要件】 ② 

マーケティング・マネジメント対象とする区域（以下、設定区域）では、令和元年に多様な関係者

の合意形成において主導的な役割を果たし、マーケティングデータを活用した観光戦略の策定と事

業推進を担う地域連携 DMO の設立を目指し、わっかない観光活性化促進協議会内に、設定区

域の行政、観光協会、事業者（２次交通・宿泊・飲食・観光施設など）が参画する「地域連携

DMO 準備室」を設立し、合意形成を積み重ねてきた。 

DMO は一般社団法人稚内観光協会の法人格で申請し、設定区域のマーケティング、プロモーショ

ン及び観光戦略立案等、コントロールタワーの役割を担う「DMO 事業推進本部」と設定区域の各

観光協会が兼務し事業推進を担う「DMO 地域支部」を新設し、行政区域を横断した連携が取れ

る組織体制を構築し、合意形成の仕組みとして、設定区域内の商工会議所及び商工会と連携し

事業者と行政で構成される交通、宿泊、飲食、観光物産、CS・サービスの５つの専門部会（ワー

キンググループ）を設置し、観光地域づくりに参画できる仕組みを構築した。 

専門部会（ワーキンググループ）の定例会は年間４回の開催とし、設定区域の観光戦略の共

有、事業の進捗状況の確認、マーケティング分析の共有、事業総括（フィードバック）をおこなう。 

専門部会（ワーキンググループ）の活動内容は、設定区域内の事業者代表で構成される DMO

理事会に報告し承諾を得ることとし、DMO 理事会は DMO 内の最高意思決定機関として年２回

の開催とする。 
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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 

・年１回 DMO 年次総会開催。総会では年度で実施した調査や事業報告を設定区域内の事業

者に対しフィードバックの実施及び住民参加型のシンポジウムを開催とする。 

・設定区域の小中学生及び高校・大学生への観光理解度向上に向け、年 1 回の交流セミナー開

催やインターンシップの受入れを実施（未来の地域観光の担い手育成を図る） 

・DMO の取り組みや成果は設定区域内の地域広報誌及び HP に掲載し、地域住民が活動状況

を随時共有できるよう公表する。 

法人のこれまでの活

動実績 

 

 

（活動の概要） 

一般社団法人稚内観光協会が事務局を務め、設定区域の行政、観光協会、事業者が参画す

る、わっかない観光活性化促進協議会、北宗谷広域観光推進協議会が中心となり、それぞれの立

場や予算で設定区域の観光振興を目的に情報の集約及び発信、インバウンド誘致のためのプロモ

ーションや観光客の受入環境整備、招請事業など、設定区域が連携し国内外へのプロモーションを

積極的に実施してきた。 

≪情報発信・プロモーション≫ 

◎H29 年度 域内乗り放題周遊パス（45°NPASS）セールス web 動画配信 

◎H30 年度 域内 HP「NORTHERN NIPPON」作成（日本語・英語・繁体字） 

◎H30-R1 VJ 地域連携事業 北宗谷ドライブ観光促進事業 

  ⇒香港におけるレンタカー利用 FIT 需要獲得を目的としたメディア招聘 

◎R1 VJ 台湾現地プロモーション 

  ⇒台湾現地旅行会社への域内プロモーション 

◎R1 VJ シンガポール現地プロモーション 

  ⇒現地 BtoC セミナー及び現地旅行会社への域内プロモーション 

◎R2～R3 地域の観光資源を活用したプロモーション事業 

  ⇒シンガポール BtoC web セミナー 

≪受け入れ環境の整備≫ 

◎ H28-H30 域内乗り放題周遊パス（45°NPASS）事業 

⇒訪日外国人への周遊パス販売（２次交通対策） 

◎ H25-R3 FDA チャーター事業 

⇒全国各空港からの稚内線チャーターによる誘客 

  毎年 6-8 月に約 300 本設定。約 20,000 名の集客 

≪観光資源の磨き上げ≫ 

◎ ONSEN ガストロノミーウォーキング大会 in 日本のてっぺん稚内開催 

  ⇒「めぐる」「食べる」「浸かる」をテーマに地域の食とお酒、温泉を楽しむウォーキング大会の開催 

    H30 年度 153 名参加 

R1  年度 143 名参加 

R2  年度 120 名集客（荒天により開催中止） 

R3  年度 新型コロナウイルス蔓延に伴う、北海道緊急事態宣言期間と重複し開催中止 

※その他、北海道観光振興機構と協力し、広域観光周遊促進事業を実施し受入環境整備を実

施している。 
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（定量的な評価） 

① 設定区域への観光入込客総数の推移（北海道経済部観光統計より） 

 

観光入込客総数は 2002 年（H14）の年間 1,660 千人をピークに年々減少し、2019 年度

（R1）には 886 千人まで落ち込んでいる。来訪者別では道内外客共に年々減少し続けている。

設定区域が依存してきた団体客の減少、来訪者の趣向の変化への対応の遅れ、訪日需要への取

り組み不足など、設定区域が抱える観光課題は多い。 

2018 年家計調査（総務省）によると定住人口一人当たりの年間消費額は 127 万と算出され

ている。定住人口一人当たりの年間消費額を 2017 年の北海道観光産業経済効果調査調べの

来道者消費額単価で割ると 17 人分とされているが、設定区域の宿泊客はピーク期と比較し年間

約 324 千人減少しており、定住人口換算で約 16,388 名分、消費額にして年間約 208 億円

を遺失している計算となっている。 

これら設定区域の観光課題は行政区域では解決できず、地域が連携し課題に向き合い、取り組む

必要があると判断している。 

 

② 設定区域への訪日外国人宿泊客延数の推移（北海道経済部観光局観光統計より） 

 

設定区域の訪日外国人宿泊客延数は年々増加傾向にあるが、設定区域宿泊者の減少を補完

するに至っていない。北海道全域では 2019 年に約 555 万人の訪日外国人が訪れたが、設定区

域には 25,718 人（0.46%）しか訪れておらず、北海道を訪れる訪日外国人需要を、当地域ま

で呼び込むことができていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪単位：千人≫ 
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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） 

地域連携 DMO の形成を目指し、令和元年 11 月に「わっかない観光活性化協議会」内に 

「地域連携 DMO 準備室事務局」を設立。以降、地域連携 DMO 設立に向け、行政、設定区域

の観光協会、事業者（２次交通・宿泊・飲食・観光施設など）を中心に合意形成を重ね、一般

社団法人稚内観光協会を地域連携 DMO 事業推進本部とし、設定区域観光協会が DMO 支

部を担う地域連携組織を立ち上げ、地域における合意形成の仕組みとして、設定区域内の商工

会議所及び商工会と連携し事業者と行政で構成される交通、宿泊、飲食、観光物産、CS・サー

ビスの５つの専門部会（ワーキンググループ）を設置し、観光地域づくりに参画できる仕組みを構

築した。 

（実施体制図） 

一般社団法人稚内観光協会の法人格で運営し、屋号で「きた・北海道 DMO」を使用予定。 

一般社団法人稚内観光協会は「観光協会事業」「DMO 事業推進本部」の 2 事業部制で運営し、既存の設定区域観

光協会は DMO 支部を兼務とする。（各地域の観光協会業務は従来通り） 
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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  

【設定区域 稚内市・礼文町・利尻町・利尻富士町】 

 
 

【区域設定の考え方】 

利尻山が生み出す多彩な景観と､花咲き誇る日本最北の国立公園「利尻礼文サロベツ国立公園」を有し、秀峰利尻富

士を望むことができる、日本のてっぺんである北宗谷地域の１市３町を区域設定としている。 

経済、医療など北宗谷地域の中心的な役割を担う稚内市は、陸、海、空の交通の要所でもあり、地域のゲートウェイとして

地域観光の拠点となっており、そこから礼文町、利尻町、利尻富士町へはフェリーでネットワークされている。（利尻空港は

札幌への定期便あり） 

設定区域には国立公園内の魅力ある観光スポットが点在しており、地域では稚内利尻礼文サロベツ観光振興協議会、北

宗谷広域観光推進協議会等協議会を設立し、地域が連携し観光誘致の実績を重ねてきたが、地域観光振興の組織や

機能、財源を地域連携 DMO 準備室に集約し、観光地域づくりにおける観光資源の磨き上げや観光客受入のための観

光地域づくり法人の形成を目指すこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

礼文町 

 
稚内市 

 
利尻富士町 

 利尻町 
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【観光客の実態等】 

① 設定区域の観光入込客総数の推移 

 

2002 年の年間 1,660 千人をピークに、2019 年度には約 46%減の年間 886 千人まで落ち込む。 

観光入込客総数は年々減少し続けている。 

 

② 設定区域の観光入込客総数（内訳）の推移 

≪道内客 vs 道外客≫ 

 

≪日帰り客 vs 宿泊客≫ 

 

 1,660  1,621 

1,124 
945 891 886 

389 
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年間の観光入込客総数（内訳） 

≪ピーク期≫2002 年→≪現在（2019 年）≫ 

道内客：年間 700 千人 → 年間 335 千人（52.1%減） 

道外客：年間 960 千人 → 年間 551 千人（42.6%減） 

設定区域の観光入込客総数では、道外、道内共に大きく減少しているが、特に道内客の減少率が高い。 

 

日帰り客：年間 900 千人 → 年間 450 千人（50.0%減） 

宿泊客 ：年間 760 千人 → 年間 436 千人（42.6%減） 

設定区域の観光入込客総数では、日帰り、宿泊共に大きく減少しているが、特に日帰り客の減少率が高い。 

 

観光入込客総数からは、道内日帰り客＞道内宿泊客＞道外宿泊客で入込が減少していると思われる。 

 

③ 設定区域の宿泊客延数の推移 

 

2002 年のピーク時は域内で年間 848 千人の宿泊客延数があったが、2019 年度は年間 534 千人まで減少。 

利尻島、礼文島の宿泊客延数は年々減少している。 

 

④ 設定区域内の訪日外国人宿泊延数の推移 

 

訪日外国人宿泊延数は、宿泊客延数全体の 4.8%で構成比は大きくないが、近年訪日外国人宿泊延数は大きく伸び

ている。※2019 年度 設定区域の宿泊客延数（534 千人） 

単位：千人 848 837 

608 565 
534 534 

4,645 5,502 
8,450 

11,362 

25,244 25,718 

340 

783 
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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】 

 

観 光 施 設：≪稚内市≫ 稚内市北方記念館（開基百年記念塔）,稚内市樺太記念館,ノシャップ寒流水族館 

稚内市青少年科学館,北の桜守パーク,稚内温泉童夢,旧瀬戸邸住宅主屋 

≪礼文町≫ 礼文町郷土資料館,北のカナリアパーク,高山植物園 

≪利尻町≫ 利尻町立博物館,利尻島の駅,仙法志御崎公園,沓形岬公園,神居海岸パーク 

利尻ふれあい温泉,ウニ種苗生産センター 

≪利尻富士町≫ 利尻富士温泉,カルチャーセンター＆りっぷ館,高山植物展示園,利尻島郷土資料館 

          利尻・彩くるロード（全長 24.9km） 

 

自 然：利尻礼文サロベツ国立公園,利尻山（日本百名山） 

         宗谷丘陵の「宗谷丘陵の周氷河地形」（北海道遺産に認定） 

礼文島桃岩付近一帯の野生植物（道指定天然記念物に認定） 

レブンアツモリソウ群生地（道指定天然記念物に認定） 

利尻島のチシマザクラ自生地（道指定天然記念物に認定） 

利尻島自然休養林（森林浴の森日本百選に認定） 

甘露水泉（名水百選） 

※隣接エリアではサロベツ原野（ラムサール条約に指定） 

 

景 勝 地 ：≪稚内市≫ 宗谷岬,宗谷丘陵,白い道,ノシャップ岬,大沼,稚内公園,サロベツ湿原,オロロンライン 

≪礼文島≫ 桃岩展望台,スコトン岬,トド島,ゴロタ岬,スカイ岬,礼文岳,猫岩,地蔵岩,メノウ浜, 

レブンアツモリソウ群生地 

≪利尻島≫ 利尻山,人面岩,寝熊の岩,姫沼,オタトマリ沼,白い恋人の丘,ぺシ岬,夕日ヶ丘展望台 

 

歴 史 文 化：≪稚内市≫ サハリン（ロシア）との文化交流、北防波堤ドーム（北海道遺産に認定） 

≪礼文町≫ 縄文遺跡船泊遺跡（国指定重要文化財） 

≪利尻・利尻富士町≫ 利尻島の漁業遺産群と生活文化～海の道がつくりあげたヒトとモノの交流史 

          (北海道遺産に認定) 

ス ポ ー ツ：≪稚内市≫ 稚内市みどりスポーツパーク（第 38 回日本カーリング選手権大会開催） 

日本最北端わっかない平和マラソン 

         ≪礼文町≫ 最北フラワーマラソン 

         ≪利尻・利尻富士町≫ 利尻島一周悠遊覧人ｇ（ゆうゆうランニング） 

 

イ ベ ン ト：≪稚内市≫ 初日の出 in てっぺん,犬ぞり大会,わっかない氷雪の広場,稚内サハリン館,白夜祭 

宗谷ふれあい公園スノーランド,冬レンジャー,稚内みなと南極まつり,大沼白鳥まつり 

ONSEN ガストロノミーin 日本のてっぺん稚内 

≪礼文町≫ あつもり感謝祭,水産まつり（うめーべやフェスティバル）,湖畔まつり,海峡まつり,オータムフェスタ 

       彩北航路フォトコンテスト,ONSEN ガストロノミーウォーキング in 礼文島 

≪利尻町≫ 利尻浮島まつり,飲むべや喰うべやフェスティバル,利尻雪だるまフェスティバル 

≪利尻富士町≫ 利尻島一周ふれあいサイクリング,北海島まつり,うにうにフェスティバル,みなとビアガーデン 

       りしり寒歓まつり,雪ん子広場,利尻島サケ釣り大会 
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食 と 土 産：宗谷のホタテ（漁獲量日本一）,宗谷のたこ,宗谷黒牛,勇知いも,宗谷のもずく,稚内銀杏草,つぶ貝, 

エゾバフンウニ,キタムラサキウニ,ほっけ,利尻昆布,稚内牛乳及びこれらを原材料とした加工品、乳製品 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

 
※ 利尻島・礼文島の宿泊施設は冬季期間（11 月～3 月）休業施設あり。 

その他、各町のキャンプ施設も充実しており、夏季シーズンには利用客が多い。 

域内のキャンプ施設 

稚内市：稚内森林公園キャンプ場,宗谷ふれあい公園オートキャンプ場 

レッドバロンバイクステーション稚内 

礼文町：緑ヶ丘公園キャンプ場礼文番屋,久種湖畔キャンプ場,礼文町自然体験公園 

利尻町：沓形岬公園キャンプ場,利尻町森林公園キャンプ場, 

利尻富士町：利尻北麓野営場,利尻島ファミリーキャンプ場「ゆ～に」,沼浦キャンプ場 

 

【利便性：設定区域までの交通、域内交通】 

 

【稚内エリア】 

≪空路≫ 東京（羽田）1 便（1 時間 30 分）※夏期 2 便、札幌（新千歳）2 便（55 分） 

≪ＪＲ≫ 札幌直通特急 1 本（5 時間 10 分）、旭川 2 本（3 時間 47 分） 

≪バ ス≫ 札幌～稚内都市間バス 6 本（5 時間 40 分） 

域内交通 

≪空港連絡バス≫発着便にあわせ運航（30 分） 

≪定期観光バス≫定期観光バス（２便）運行 ※5～9 月運行 

≪期間限定運行≫東京-稚内到着便に合わせ、稚内空港～宗谷岬（てっぺん観光バス）運行 ※7 月～9 月 

 

【利尻エリア】 

≪空路≫ 札幌（丘珠）1 便（55 分） 

札幌（新千歳）１便（55 分）※6～9 月運航 

≪フェリー≫稚内港～鴛泊港 2～4 便（1 時間 40 分） 

      鴛泊港～香深港 1 便（45 分） 

      沓形港～香深港 1 便（40 分）※季節運航 

≪定期観光バス≫定期観光バス（２便）運行 ※6～9 月運行 
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【礼文エリア】 

≪フェリー≫稚内港～香深港 2～4 便（1 時間 55 分） 

≪定期観光バス≫定期観光バス（２便）運行 ※6～9 月運行 

【外国人観光客への対応】 

域内の JNTO 認定外国人観光案内所 

カテゴリー１：稚内観光協会観光案内所 

パートナー施設：稚内港フェリーターミナル案内所・利尻富士町観光案内所（海の駅おしどまり内） 

現在制作中の地域連携 DMO の公式 HP は、日本語、英語、繁体字、簡体字の４言語で制作。 

 

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 

旅行消費額 観光施策の基礎資料 

地域経済波及効果検証 

北海道経済部観光局実施 

北海道観光産業経済効果調査より 

延べ宿泊者数 

※訪日外国人調査含む 

観光施策の基礎資料 

地域経済波及効果検証 

北海道経済部観光局実施 

北海道観光入込客数報告書より 

来訪者満足度 観光施策の基礎資料 

地域経済波及効果検証 

Web アンケート調査 

リピーター率 観光の基礎資料 

施策の効果検証 

Web アンケート調査 

web サイトのアクセス状況 発信した情報の関心度確認 Web システム内の機能で調査 

住民満足度 観光施策の基礎資料 

地域経済への波及効果検証 

住民参加型シンポジウム開催時に実施

するアンケート調査 
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４．戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 

設定区域の地域産業は事業者の高齢化、後継者不足等の影響で、生産年齢人口は減少を続けている。 

当地域を訪れる観光入込客数も、2002 年（H14 年）の年間 1,660 千人をピークに 2019 年度（R1 年）は年間

886 千人まで減少し続けている。（2020 年度は年間 390 千人） 

また交流人口の減少により、2019 年度は 2002 年度のピーク期より定住人口換算で 16,388 人分が減少し、消費額

換算では年間約 208 億円を遺失していることとなり、地域経済の衰退を招いている。 

観光入込客総数の減少により、需要は低迷し地域へのアクセスにおいては路線廃止、運休、減便が加速し、それに伴い、

旅行会社からの団体送客は落ち込んだ。過去から団体旅行に依存した地域であったため、宿泊、飲食、観光物産業界を

中心に個人観光客を受け入れる顧客視点の多様なサービスや価値提供は他地区と比較し遅れている。 

● ピーク期との比較（2002 年度→2019 年度） 

・道内客 700 千人→335 千人（▲365 千人/52.1%減） 

・道外客 960 千人→551 千人（▲409 千人/42.6%減） 

・観光客を定住人口換算した場合の減少人数 43,770 人→27,382 人（▲16,388 人/37.4%減） 

・消費額 年間 556 億円→年間 348 億円（年間▲208 億円/37.4%減）  

 

（２）地域の強みと弱み 

 

好影響 悪影響

内部 強み（Strengths） 弱み（Weaknesses）

環境 利尻礼文サロベツ国立公園がある（環境省認定） 地域の観光資源が消費額に直結しない

広域周遊ルート「日本のてっぺん。きた北海道ﾙｰﾄ」がある観光事業者の不足（ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ･ｶﾞｲﾄﾞ･体験事業）

（国土交通省認定） キャッシュレス対応の遅れ

憧れの登山・ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ･ﾌｯﾄﾊﾟｽ･ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽがある 冬季期間の欠航率の高さ（航空機・フェリー）

何をやっても日本最北端での体験・日本のてっぺん ２次交通の接続の悪さと低需要による本数の少なさ

豊富な漁業資源 外国人受け入れ態勢の遅れ

海産物加工品が高品質ブランドとして有名 カフェや飲食店が少ない。

雄大な自然と景観（高山植物・野生動物・夕日・風） 名物料理が少なく、提供する飲食店も少ない。

国境の街（歴史・文化） お店の営業時間が短い（不定休・冬季休業）

特色のある２つの離島がある（利尻島・礼文島） 顧客視点で知りたい情報が一元化されていない

夏は北緯45°以北の冷涼な気候 他地域と比較し、サービスレベルが低い

冬は上質のパウダースノーがある（極寒） リピーターが少ない（一元客に依存）

整備されたキャンプ場がある オフ・ショルダー期間に売りとなる素材がない

東京・札幌への空路がある 旅行会社からの団体送客への依存度が高い

機会（Opportunity） 脅威（Threat）

道内7空港民営化「北海道エアポート」発足による 新型コロナウイルス感染拡大に伴う旅行者激減

稚内空港利用促進及び活性化 医療過疎

外国人観光客に人気の方面（北海道） 需要減退による公共交通機関の運休・減便

ロングステイ・ワーケーションの認知向上 人口減少による生活圏の縮小

オンライン会議など働き方の変革 地域の高齢化、後継者不足

コロナ禍により国内旅行が注目されている 自然や食（素材）だけでは道内他地域と差別化できない

アドベンチャートラベルへの注目 他の観光地との誘客競争の激化

アウトドアブーム（キャンプ・サイクリングなど） 低価格な海外旅行商品との競争（LCC利用）

情報収集・発信の急速なデジタル化 旅行形態の変化への適応（団体から個人へ）

旅行会社への高いコスト

外部

環境
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（３）ターゲット 

○第１ターゲット層 

  道内外在住のアクティブな個人層（30 代～50 代） 

○選定の理由 

  稚内市全体の宿泊者・年齢別調査（2020 年楽天グループ調査）によると、全体の約 80%は 30 代～50 代 

であった。①40 代 32.8% ②50 代 25.5% ③30 代 18.9%  

空港から宗谷岬へのアクセスバス（夏季運行）の利用者アンケートによると、全体の約 65%は 30～50 代であった。 

①50 代 23.5% ②40 代 22.4% ③30 代 19.4％ 

当地域への訪問回数は 70.4%が初めての訪問で、訪問目的の 92.9%が観光目的であった。 

また 79.6%が旅マエ情報として、インターネットで情報を得て、旅の計画していた。 

よって、第１ターゲットを 30 代～50 代のインターネットで旅の情報を収集できるアクティブな個人層とした。 

○取組方針 

  日本最北端地域の国立公園でのアウトドア体験メニューの整備と、適切な手段で情報の発信を行う。 

  絶景・・SNS 映え、地域の味覚など旬や時期、時間まで拘り、地域の魅力を顧客視点で情報を整理し、HP や 

SNS 広告などを活用し発信する。 

○第２ターゲット層  

  道内外在住の個人リピーター層（50 代～60 代） 

○選定の理由 

  稚内市全体の宿泊者・年齢層調査（2020 年楽天グループ調査）によると、60 歳以上の構成比は全体の 12.4% 

であったまた、空港から宗谷岬へのアクセスバス利用者を対象とした来訪者アンケートでは、初めて来訪した人が 70.4% 

であった。これら調査により、設定区域を訪れるリピーターが少ないことがわかった。設定区域は過去多くの来訪者があった 

が、年々来訪者が減少し続ける一因として、リピーターを確保できていないと分析した。 

○取組方針 

  「もう一度訪れたい」「○○と一緒にまた来たい」「○○の時期にまた来たい」と思わせる日本最北端地域でオンリーワンの

価値体験の提供に取り組む。 

  地域の顧客化を目指したマーケティングの実施により、志向調査と分析、SNS を利活用した地域情報・価値体験の直 

接訴求を強化する。 

○第３ターゲット層  

 台湾・香港・タイ・シンガポール在住の訪日旅行客（ファミリー層,個人旅行） 

○選定の理由 

 当該地域を訪れる訪日外国人の 60%は上記 4 か国からの来訪。(2019 年実績) 

① 台湾 33%②香港 20%③タイ３％④シンガポール 5% 

特に台湾は H26 年に稚内市と周辺自治体が台湾との親善並びに友好を促進すると共に、民間レベルによる文化及

びスポーツ、経済交流の促進を目的に稚内地方日台親善協会を設立し、台湾現地及び台北駐日経済文化代表

處札幌分處との交流深めている。 

② 雪の降らない国、カントリーリスクの少ない国、親日国、新千歳または旭川空港に直行便が就航している国で、 

北海道への来訪が多い国の需要を取り込む。（海外における北海道ブランドを活用した誘客が可能な国） 

○取組方針 

 稚内-台北国際線チャーター事業による相互交流 

 北海道の道南、道央または旭川・富良野を訪れる訪日客へ、北海道の新たなディストネーションとして SNS を利用した動

画でのプロモーションを強化する。 
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（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 

「五感を癒す感動体験」 

②コンセプトの考え方 私たちは洋上の単独峰「利尻山」をシンボルとし、利尻山が見える日本最北端の地域が連携

し、最北端の地を目指す旅行者に対し、地域自慢の旬の素材を活かした価値体験を提供し、

日本最北端の地域でしか味わうことのできない「五感を癒す感動体験」を提案し続けます。 

●当地でしか使えない最強のキーワード 

日本最北端、日本のてっぺん、最果て、ロシアとの国境の町、アジア最北端、北緯 45 度以北 

●五感を癒す感動体験 

国立公園内の雄大な景色、春夏秋冬「感動する旬の価値体験」 

優越感、達成感、高揚感、満足感、自分へのご褒美 

この地域でしか使えないキーワードと地域でしか体験できない価値体験を掛け合わせ、訪れた旅

行者が「何度でも訪れたくなる地域」を目指します。 

 

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

との共有 

※頻度が分かるよう記

入すること。 

地域連携 DMO 内に地域事業者で形成する交通・宿泊・飲食・観光物産・CS・サービス部会

を設置し、地域内の合意形成の場を設定。（年間 4 回開催） 

4 月 ：年度事業計画の共有 

7 月 ：事業進捗確認 

12 月：アンケート分析結果 

2 月 ：事業報告会（年度総括）及び次年度事業計画（案）の確認 

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 

DMO マーケティング担当者が分析したアンケート結果をもとに、CS・サービス部会では設定区

域の課題の抽出と対処方針を策定し、観光課題の解決を図る。 

また改善された項目は地域連携 DMO の HP 上で地域の取り組みとして公表する。 

 

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 

・域内観光案内所のサービスレベルの均一化 

・2022 年開設予定の地域連携 DMO の HP は、顧客視点でわかりやすい HP に刷新し、 

地域情報を一元的に発信する。（開花・漁の解禁・野鳥飛来・イベント・グルメ等） 

SNS（facebook、instagram）を活用した、地域おこし協力隊による旬な情報発信 

（現在は、稚内観光交流課、礼文島観光協会の公式 facebook のみ） 

※各取組について、出来る限り具体的に記入すること。 
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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 

 
※下段は、訪日外国人旅行者に関する数値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

（H30） （Ｒ1） （Ｒ2） （Ｒ3） （Ｒ4） （Ｒ5）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

●旅行消費額 ー ー ー 16,337 30,440 34,132

（百万円） - - - 36 1,819 2,546

34,961 34,775 16,612

3,531 3,637 93

●延べ宿泊者数 ー ー ー 267.2 480.9 534.4

（千人） - - - 0.3 13 18

533.6 534.4 303.5

25 26 0.8

●来訪者満足度 ー ー ー 5.97 6.07 6.17

(7段階評価) - - - 5 5.1 5.2

ー ー ー

- - -

●リピーター率 ー ー ー 48 50 52

（％） - - - 10 10 20

ー ー ー

- - -

目標

実績

目標

実績

指標項目

目標

実績

目標

実績
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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】 

2020 年度は新型コロナウイルスの蔓延により、国内外からの来訪者が激減し、2021 年度もその影響は継続している。

また道内最大のマーケットである札幌からも約 330km 離れており、JR やバス、乗用車を利用しても、当該地域までは 5

時間以上の時間を要することから、首都圏からの航空機での来訪者をターゲットに団体客を中心に観光客誘致を行って

きた。しかし新型コロナウイルス蔓延に起因した公共交通機関の運休や減便により、大都市圏との交流人口が激減したこ

とで、来訪者は一気に減少した。 

低迷した国内需要の回復には最低でも新型コロナウイルス流行の収束が前提となるが、最低でも国内需要の回復には 

２～３年は要すものと考える。更に訪日外国人観光客の需要回復においては、厳しい入国制限、一定期間の隔離措

置などが解除され需要が回復するまでに３～４年は要すると仮定しても、2025 年の大阪万博開催年まで需要の回復

は厳しいと見込み、KPI の設定をおこなった。（旅行消費額、延べ宿泊者数、訪日外国人延べ宿泊者数の KPI 設定

は 2025 年度まで策定済み） 

 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ需要は、道内客→道外客→訪日客の順番で回復すると仮定し、 

2019 年度を 100%とし、2020 年度以降 5 年間の需要回復率に、北海道経済部が公表する客体毎の消費単価に

回復率を乗じ算出した。（需要回復率想定は別掲参照） 

●宿泊客延数 

2019 年度を 100%として、年度毎、客体毎の需要回復率想定を乗じ KPI 設定とした。 

※年度毎、客体毎の需要回復率想定 

 
●来訪者満足度 

※調査未実施地域の為 JNTO「観光地の満足度調査」より北海道自然文化地域の満足度を参考に KPI 設定。 

2022 年度より DMO の HP で調査開始とし、年間 0.1p 満足度向上を目指す。 

●リピーター率 

※調査未実施地域の為、2022 年度に DMO の HP 開設後、来訪者 web アンケート調査によりデータ収集を 

開始。 
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（２）その他の目標 

※web サイトは（一社）稚内観光協会公式 HP のアクセス数実績。2018 年度より web アクセス数の集計を開始したた 

め、2017 年度実績は表記なし。2022 年度に（一社）稚内観光協会 HP リニューアル予定 

※ 2021 年度より住民アンケートを実施予定 

 

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】 

主なプロモーション媒体を自社 HP とするため、地域情報の発信は DMO HP に一元化する。 

2022 年度に地域連携 DMO の HP を新規開設し、地域情報の集約と内容の充実、web アンケートの収集 

など、DMO の基幹媒体とする為、HP のアクセス数をモニタリングすることとした。 

【設定にあたっての考え方】 

●HP アクセス数 

一般社団法人稚内観光協会公式 HP の年間 HP アクセス数をベースに目標値を設定。 

一般社団法人稚内観光協会公式 HP を DMO 公式 HP に刷新し、設定区域の情報を顧客視点で発信し、

web プロモーションを強化することで、飛躍的にアクセス数を伸ばしたい。 

（年間 50,000 アクセス増/将来的には入込客総数と同数のアクセス数にする） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目  

2017 

（Ｈ29）

年度 

2018 

（Ｈ30）

年度 

2019 

（Ｒ１） 

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

●web サイトアクセス数 

目

標 
    400,000 450,000 

実

績 
 363,819 388,848 373,936   

●住民満足度 

目

標 
    60% 65% 

実

績 
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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 

 

（２）支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年（年度） 総収入（円）

北海道観光振興機構負担金 1,375,000円

稚内市補助金 916,666円

北海道地域づくり総合交付金 5,800,000円

地域補助金 5,801,521円

北海道地域づくり総合交付金 5,900,000円

地域補助金 6,000,000円

地域補助金 19,800,000円

≪地域内訳≫

稚内市 11,160,000円

礼文町 2,888,000円

利尻町 2,512,000円

利尻富士町 3,240,000円

※R4～R6年度は同額補助

2023（R5）年度 19,800,000円 地域補助金 19,800,000円

2024（R6）年度 19,800,000円 地域補助金 19,800,000円

11,900,000円2021（R3）年度

内訳

2019（R1）年度 2,291,666円

2020（R2）年度 11,601,521円

2022（R4）年度 19,800,000円

年（年度） 総支出（円）

2019（R1）年度 2,291,666円 ANA総合研究所 地域支援マネージャー派遣 2,291,666円

ANA総合研究所 地域支援マネージャー派遣 11,000,000円

事務費 601,521円

ANA総合研究所 地域支援マネージャー派遣 11,000,000円

事務費 800,000円

固定費 8,600,000円

事業費 11,200,000円

固定費 8,600,000円

事業費 11,200,000円

固定費 8,600,000円

事業費 11,200,000円

2022（R4）年度

2023（R5）年度

2024（R6）年度

11,900,000円

19,800,000円

19,800,000円

19,800,000円

2021（R3）年度

内訳

2020（R2）年度 11,601,521円
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（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 

安定的な運営資金確保のための施策。 

・ 各種有料証明書の発行による収入 

・ HP バナー広告収入 

・ インターネットを活用した地域特産品、グッズ販売等による物販収入 

・ 行政からの負担金及び国や道からの補助金事業の積極活用 

・ 上記以外に、税以外で地域連携 DMO の自律的・継続的な活動に向けた運営資金の確保をすべく、 

受益者から収入を得る施策の導入に向けた協議を開始する。（地域観光協力金制度導入） 

（上記赤字箇所は候補法人期間内に整理） 

 

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、稚内市、礼文町、利尻町、利尻富士町は、一般社団法人稚内観光協会を当該道、及び市町における

地域連携 DMO として登録したいので、一般社団法人稚内観光協会とともに申請します。 

 

 

９．記入担当者連絡先          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当者名 中井　達也

担当部署名（役職）

一般社団法人 稚内観光協会

わっかない観光活性化促進協議会

地域連携DMO準備室 マーケティング担当

郵便番号 〒097-0022

所在地 北海道稚内市中央3丁目6番1号キタカラ1階

電話番号（直通） 0162-24-1216

FAX番号 0162-24-0016

E-mail t.nakai@ana-akindo.co.jp
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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 北海道

担当者氏名 日野　広洋

担当部署名（役職） 北海道宗谷総合振興局 商工労働観光課長

郵便番号 〒097-8558

所在地 北海道稚内市末広4丁目2番27号

電話番号（直通） 0162-33-2924

FAX番号 0162-33-2629

E-mail hino.kouyou@pref.hokkaido.lg.jp

都道府県・市町村名 北海道 稚内市

担当者氏名 岡田　丈生

担当部署名（役職） 稚内市 建設産業部 観光交流課

郵便番号 〒097-8686

所在地 北海道稚内市中央3丁目13番15号

電話番号（直通） 0162-23-6161

FAX番号 0162-23-7999

E-mail t-okada@city.wakkanai.lg.jp

都道府県・市町村名 北海道 礼文郡 礼文町

担当者氏名 遠藤　伸樹

担当部署名（役職） 礼文町 産業課長

郵便番号 〒097-1201

所在地 北海道礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ558-5

電話番号（直通） 0163-86-1001

FAX番号 0163-86-1515

E-mail sangyou@town.rebun.hokkaido.jp

都道府県・市町村名 北海道 利尻郡 利尻町

担当者氏名 宮田　秀彦

担当部署名（役職） 利尻町 産業課長

郵便番号 〒097-0401

所在地 北海道利尻郡利尻町沓形字緑町14番地1

電話番号（直通） 0163-84-2345

FAX番号 0163-84-3553

E-mail miyata-hidehiko@town.rishiri.hokkaido.jp

都道府県・市町村名 北海道 利尻郡 利尻富士町

担当者氏名 関　光徳

担当部署名（役職） 利尻富士町 産業振興課長

郵便番号 〒097-0101

所在地 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6番地

電話番号（直通） 0163-82-1111

FAX番号 0163-82-1373

E-mail seki-mitsu@town.rishirifuji.hokkaido.jp



法人名：一般社団法人稚内観光協会（通称 きた・北海道DMO）

【区域】 北海道、稚内市,礼文町,利尻町,利尻富士町
【設立日】 平成25年3月15日
【登録日】 令和4年3月28日
【代表者】 中場直見
【マーケティング責任者（CMO）】 大野忠治
【財務責任者（CFO）】 渡辺直人
【職員数】 19人
（常勤7人（正職員4人・出向等3人）非常勤12人）
【連携する主な事業者】
礼文島観光協会,利尻町観光協会,利尻富士観光協会

宗谷ﾊﾞｽ(株),ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞﾌｪﾘｰ(株),北海道ｴｱﾎﾟｰﾄ(株),
稚内商工会議所,礼文町商工会,利尻町商工会,
利尻富士町商工会,環境省 稚内自然保護官事務所
宗谷シーニックバイウェイルート運営代表者会議

（五感を癒す感動体験）

合意形成の仕組み

登録区分名：地域連携ＤＭＯ

※下段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】
・域内乗り放題周遊パス（45°NPASS）ｾｰﾙｽ
WEB動画配信

・域内HP「NORTHERN NIPPON」作成
【観光資源の磨き上げ】
・ONSENｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｰｳｫｰｷﾝｸﾞ大会in日本のてっ
ぺん稚内開催
【受入環境の整備】
・域内乗り放題周遊ﾊﾟｽ（45°NPASS）事業
・FDA(ﾌｼﾞﾄﾞﾘｰﾑｴｱﾗｲﾝｽﾞ）チャーター事業
・VJ地域連携事業北宗谷ﾄﾞﾗｲﾌﾞ観光促進事業
・VJ台湾現地ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
・VJｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ現地ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

戦略

【該当する登録要件】 （②）
地域連携DMO内に地域事業者と行政で構成
される交通,宿泊,飲食,観光物産,CSｻｰﾋﾞｽ部
会を設置し、地域内でのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ及び合意形
成の場を設定（4回/年）

【主なターゲット】
①道内外在住のｱｸﾃｨﾌﾞ層（30代～50代）
②道内外在住のﾘﾋﾟｰﾀｰ（50代～60代）
③台湾・香港・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ在住の訪日旅行客
（ﾌｧﾐﾘｰ層・個旅行）
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
(1)日本最北端地域の国立公園でのアウトドア体

験メニューの整備と適切な手段での情報発信。
（マーケティングに基づくHP・SNSの利活用）

(2)日本最北端地域でオンリーワンの価値体験の
提供に取り組む

(4)稚内空港を活用した国際線ﾁｬｰﾀｰ（日台線）
事業による相互交流

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

地域連携DMO内に設置された地域事業者と行政
で構成される部会にてPDCAｻｲｸﾙの進捗確認を行い、
地域事業者と一体となった取り組みを行う。
4月:事業計画の共有
7月:事業進捗確認
12月:ｱﾝｹｰﾄ分析結果の共有
2月:事業報告会及び年度総括と課題の確認

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】
自治体負担金：1,980万円
【総支出】 1,980万円（一般管理費860万円、事業費1,120万円）
※令和４年予算額
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
候補法人期間中は行政で支援。候補法人期間中に運営資金確保に向け、
受益者による負担で運営費を確保する前提で議論を行い、結論を導き出す。

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】
利尻礼文ｻﾛﾍﾞﾂ国立公園,宗谷岬,宗谷丘陵等

（区域の範囲が分かる図表を挿入）

ＫＰＩ（実績･目標）

礼文町 稚内市

利尻富士町
利尻町 日本のてっぺん

2018 2019 2020 2021 2022 2023

（H30） （Ｒ1） （Ｒ2） （Ｒ3） （Ｒ4） （Ｒ5）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

●旅行消費額 ー ー ー 16,337 30,440 34,132

（百万円） - - - 36 1,819 2,546

34,961 34,775 16,612

3,531 3,637 93

●延べ宿泊者数 ー ー ー 267.2 480.9 534.4

（千人） - - - 0.3 13 18

533.6 534.4 303.5

25 26 0.8

●来訪者満足度 ー ー ー 5.97 6.07 6.17

(7段階評価) - - - 5 5.1 5.2

ー ー ー

- - -

●リピーター率 ー ー ー 48 50 52

（％） - - - 10 10 20

ー ー ー

- - -

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

指標項目

記入日：令和4年4月4日


