
 

 

 

観光地域づくり法人形成･確立計画（様式１） 

記入にあたっての留意点 

 

 

・様式１について、本記入要領に従い、簡潔かつ明瞭に記入すること。 

・各項目に設定された枠内に記載内容が収まらない場合は、枠組みを拡大する等して記入

すること。 

・各項目の記載枠については、適宜、行や欄の追加等を行ってよい。 

・記入に当たっては、観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドラインを参照するこ

と。 

・記入に当たっては、各項目について構想段階のものであっても可能とする。 

ただし、構想段階の項目は、必ず赤字で記入すること。 

加えて、構想段階の項目については、設定された枠内に、必ず各項目の実現・実行に向

けたスケジュール等を明確に赤字で記入すること。 

 

 

※次ページ以降に記入し、提出すること。 
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2022 

観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

  記入日：令和 4 年 10月 31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

の名称 

（一社）網走市観光協会 

マーケティング･マネ

ジメント対象とする

区域 

北海道 網走市 

所在地 北海道網走市南 3条東 4丁目みなと観光交流センター内 

設立時期 平成 20 年 12月 16日 

職員数 11人【常勤役員 1人（正職員 4人・出向等 2人）、契約職員 1名、パート職員 3名】 

代表者 小 澤 友基隆 

（一社）網走市観光協会代表

理事会長 

（出身組織名） 

（株）網走バス 

平成２５年から網走バス（株）代表取締役、平成２

８年に観光協会副会長、平成３０年から同会長に就

任し、網走観光の振興に精力的に取り組んでいる。 

又、DMO確立形成を推進する「戦略会議」の総責任

者。 

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 

 

二 宮 直 輝 

「専従」 

（一社）網走市観光協会専務

理事 

旅行会社（JTB）の勤務を経て、網走市で観光行政の

部長職を務め、2019年７月から観光協会専務理事を

務める。経験と知見を生かしながら、観光地域づく

りに向けた施策の立案や執行に中心的役割を担い、

持続可能な運営のため、運営収支や財源確保に関す

る検討を行うと共にＤＭＯ形成確立の統括責任者を

務めている。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

 

柳 原 由 実 子 

（一社）網走市観光協会ＤＭ

Ｏ担当マネジャー「専従」 

（出身組織名） 

（株）ＪＴＢ 

旅行会社（JTB）からの専門人材として観光協会に出

向、34年にわたる海外商品販売、富良野観光協会、

稚内観光協会で培われた専門的な観光地域マーケテ

ィングについての高い知見と能力を持ち、マーケテ

ィング業務の統括責任者を務めている。 

プロモ－ション責任

者 

小 野 修 一 

(一社)網走市観光協会プロモ

－ション担当マネ－ジャ－

「専従」 

(出身組織名) 

(株) ジャルパック 

旅行会社(ジャルパック)のシニアスタッフとして網

走市観光協会に出向、36年にわたり日本航空国際線

の販売、ジャルパック海外商品の販売、海外支店勤

務(ジュネ－ブ、パリ)で培った国際感覚を持ち、網

走の観光プロモ－ションを国内外で展開していく。 

各部門（例：プロモ

ーション）の責任者 

 

髙 橋 晃 

（一社）網走市観光協会理事

（出身組織名） 

道東観光開発（株）・網走ハ

イヤー 

「おーろら」を運航する道東観光開発社長を務め、

協会理事及び観光総合戦略委員長として各種プロモ

ーション事業全般のリーダーとして役割を発揮して

おり、国内外のマーケットに精通しており、プロモ

ーションに高い能力を持つ。 
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旅行商品の造成･販売

の責任者 

山 下 ひろみ 

「専従」 

（一社）網走市観光協会事務

局長 

観光協会 1４年のキャリアと観光関連事業者とのパイ

プを生かしながら、地域の旬の食材に特化した幾多

のキャンペーンや観光商品開発に力を発揮してい

る。 

滞在コンテンツの開

発担当 

（氏名） 

道 山 マ ミ 

（出身組織名） 

（同）大地のりんご代表 

オホーツクテロワールを実践する企業代表で協会理

事であり、オホーツク農山漁村活用体験型ツーリズ 

ム推進協議会の代表の一人として体験観光やＡＴな

どのコンテンツ開発事業に貢献している。 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

網走市 観光課（ブランディング、マーケティング、国内外プロモーショ 

ン、旅行商品造成、スポーツツーリズム）、商工労働課（地域公共交通・ 

中央商店街連携）、企画調整課（重要施策の企画・調整）、生活環境課 

（エコツーリズム）、農林課（グリーンツーリズム、農産加工販売）、 

水産漁港課（レイクサイドパーク・のとろ、ネイチャークルーズ、水 

産加工販売）、港湾課（道の駅管理、クルーズ客船誘致）、社会教育課（郷 

土博物館、モヨロ貝塚館） 

北海道オホーツク総合振興局商工労働観光課（地域観光連携）  

連携する事業者名及

び役割 

網走商工会議所（まちづくり、観光宣伝） 

東京農業大学生物産業学部（マーケティング、ツーリズム） 

（一社）ひがし北海道自然美への道ＤＭＯ（地域連携） 

網走ホテル旅館組合（宿泊増強対策） 

網走中央商店街振興組合（飲食提供・土産品販売） 

網走社交飲食業組合（飲食業振興・イベント共催） 

ＪＲ北海道網走駅（地域公共交通） 

ＪＡＬ北見支店（一次交通） 

ＡＮＡひがし北海道支店（一次交通） 

ＡＩＲＤＯ道東支店（一次交通） 

オホーツク網走農業協同組合（農商工連携・農産物加工販売） 

西網走漁業協同組合（網走湖ワカサギ釣り、水産物加工販売） 

網走バス（株）（地域公共交通・観光バス） 

網走観光交通（株）（地域公共交通・観光バス） 

道東観光開発（株）（流氷観光砕氷船運行） 

網走ハイヤー（地域交通・観光タクシー） 

北交ハイヤー（地域交通・観光タクシー） 

網走市物産協会（観光物産振興・土産品販売、開発） 

オホーツク農山漁村活用体験型ツーリズム推進協議会（体験観光、産業観光、ＡＴプ

ログラム開発、販売） 

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 

①観光協会の組織体制としては総会で選任された事業者や関係団体の代表者等２４名

で構成する理事会において四半期毎に意思決定を行い、事業の執行については事業分

掌を分担する３委員会で事業の執行を行なっている。 

②観光協会の役員も含む行政や関係企業、経済団体、その他関係団体など幅広い分野

の意思決定可能な代表者で構成する「網走観光戦略会議」を設置し、合意形成の仕組

みにおいて、代表は網走市観光協会会長が務め、観光協会（観光地域づくり法人）が

中核的な立場となっている。網走観光戦略会議は、観光地域づくり法人としての方向

性や取組、観光振興計画、各種観光関連事業などの進捗状況、ＫＰＩ達成度とそれら

の分析内容を共有し、関係者の取組む事業や施策、予算などの評価・検証も行い、見

直しや新たな取組につなげる。さらに協会運営の意思決定機関として協会運営委員会

を本年度設立し協会運営のポリシ－メイキングを行っていく。 

③網走観光戦略会議の構成団体及び旅行会社、交通機関、観光施設事業者なども加え

た関係者の実務責任者（役職者）で構成する幹事会は、各種観光データ等の分析を踏

まえ、営業施策やプロモーションの検討などや事業の戦略策定などに必要なワーキン

グ機能を有する合議体として活動を展開している。 
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令和２年度は、戦略会議を２回、幹事会を３回開催し（当初４回予定コロナ渦により

３回）、令和３年度は戦略会議を２回、幹事会は４回開催し、観光地域づくり法人の

取組みの進捗状況のみならず、連動する網走市観光振興計画の進捗状況の評価と検

証や、地域資源の活用に向けた戦略策定に向けたワークショップなどを行い、次年

度の事業内容や予算の検討に反映させる仕組みの構築を図っている。 

 

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 

 

①毎年観光の本番を迎える４月に、市内の企業や団体、市民を募って網走湖沿いの国

道３９号周辺の清掃活動を展開している。（４００名規模） 

②網走の歴史や文化、観光などをテーマにした「網走検定」を実施し、市民レベルで

の観光のおもてなし気運の醸成を図っている。（毎年３０名ほど） 

③ＤＭＯ（観光地域づくり法人）の取組む観光地域づくりについての啓蒙と意識醸成

に向けてセミナー（網走市観光協会ＤＭＯ形成確立のアドバイザーによる成功事例の

紹介や観光振興の理解を深めてもらうセミナ－）などの開催 

④持続可能な観光地作りを目指すための情報の共有。 

⑤AT推進に向けた市民ガイドの育成と養成事業の展開。 

法人のこれまでの活

動実績 

 

 

（活動の概要） 当協会は、網走市が魅力ある観光地として発展していくための中核

組織の役割を担うべく平成２０年１２月に一般社団法人化し、網走市総合計画や網走

市観光振興計画との整合性を図りながら、多様化する観光ニーズの変化に対応し、ア

フターコロナ後のインバウンド対策などに重点を置きながら、３つの基本理念に基づ

き以下の取り組みを展開してきた。 

 

事業 実施概要 

情報発信・

プロモーシ

ョン 

・令和３年度事業～令和４年度事業 

１．観光案内、情報発信事業 

・網走駅・道の駅両観光案内所業務  

・観光 DXを意識したＨＰ、ＳＮＳまた観光マップやグルメマップ

等による情報発信と情報の伝達。 

２．誘客宣伝事業 

・国内プロモーション 札幌、首都圏、中部、関西など年１０回

程度（令和４年度については首都圏・関西と教育旅行絵誘致営

業で東京、埼玉、大阪、大ほっかいどう祭札幌、ツ－リズム

EXPO東京、冬期プロモ－ション IN札幌等） 

・海外プロモーション 台湾、中国、香港、東南アジアなど年２

回程度（令和４年度の実施は未定） 

・今後の AT振興を目的とした国内在住のエージェント招聘による

ツアーの実施。 

・その他旅行雑誌、ラジオ、ＷＥＢサイトを活用した誘客宣伝 

 

受入環境の

整備 

・令和３年事業～令和４年度事業 

１．観光案内所・施設管理事業 

・網走駅・道の駅両観光案内所（ＪＮＴＯカテゴリー２登録）でイ

ンバウンドも含めた観光案内業務 

・道の駅流氷街道網走の指定管理業務受託（入込年間約６５万人） 

２．情報伝達・案内情報整備 

・ＨＰ、ＳＮＳによる多言語情報発信（ＳＮＳ情報発信事業とＳＮ

Ｓ実践塾の推進との連動） 

・網走市内観光マップ、グルメマップの発行 

・天都山エリア案内情報整備（天空の里倶楽部に参加） 

３．交通アクセスの円滑化 
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・ひがし北海道エクスプレスバス運行（１月下旬～３月上旬）への

協力（ひがし北海道自然美の道ＤＭＯとの連携） 

・オンデマンドバスどこバス運行への協力（１ＤＡＹパス発売な

ど） 

 

観光資源の

磨き上げ 

・令和３年度事業～令和４年度事業 

1．食のまちプロジェクト推進事業 

・春と秋の旬まつりキャンペーン 

 閑散期の旬の食素材をフックにしたコンテンツ整備 

・旬まつりイベント開催【春：春カニ合戦（令和 3年は春カニ合

戦中止、カニめしキャンペーンのみ、令和４年は両方実施）

秋：ＡＢＡＳＨＩＲＩバル】 

・新たなご当地グルメの開発とＰＲ 

２．体験観光推進事業 

・地域資源活用型観光推進事業の活用、オホーツク農山漁村活用

体験型ツーリズム推進協議会との連携による体験観光、産業観

光、ＡＴ開発の推進 

３．体験観光事業 

・あばしりネイチャークルーズの共催 

 前田漁業部との連携によるネイチャークルーズ体験プログラム

事業 

・レンタサイクル事業 

 レンタ事業とサイクルアドベンチャー推進協議会との連携によ

るステーション整備 

・網走湖ワカサギ釣り事業 

 西網走漁組との連携によるワカサギ釣り体験実施 

・大曲湖畔園地収穫体験（アスパラ、ミニトマト、トウモロコ

シ）。 

・ＮＰＯオホーツクグリーンツーリズムとの連携による教育旅行

の受入 

４．景観・環境整備 

・フラワーガーデンはな・てんと花園整備 

 スキー場を活用したアドプトによる花園整備に参加 

・白鳥公園ヒオウギアヤメ整備 

 放牧馬によるアヤメ群落再生 

 

（定量的な評価） 

             令和１年度  令和２年度  令和３年度 

・観光客年間入込数    1,379千人  846千人   942千人 

・観光客年間延べ宿泊数→  423千人  248千人   286千人 

・外国人年間延べ宿泊客数   45千人  0.6千人    0.4千人 
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実施体制 

 

 

（実施体制の概要） 

（一社）網走市観光協会が地域ＤＭＯの母体となり、協会理事や行政、会員実務者、

関係団体で組織する「網走観光戦略会議」で運営の協議を行う。 

（実施体制図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

織体制図 

 

 

 

 

総務財政委員会 
 

観光戦略委員会 

事務局 

網走観光戦略会議 

一般社団法人 網走市観光協会 

  

理事会 監事 

イベント事業委員
会 

網走観光戦略会議幹事会 

観光協会運営委員会 
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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  

 

【区域の範囲】網走市及び、ネットワークゲイトウェイとしての女満別空港 

 
 

 

 

 

網走市 

女満別空港 

網走港 

JR 網走駅 



（別添）様式１ 

7 

 

 

 

 

 

 

 



（別添）様式１ 

8 

 

【区域設定の考え方】 

網走市は、世界自然遺産にも登録されている知床や阿寒摩周、大雪山の３つの国立公園に囲まれた、網走国

定公園の中心に位置し、市街地近くには、知床連山を眺望できる名勝天都山があり、緑豊かな市街地を形成し

ている。 

また、新鮮な魚介類の宝庫であるオホーツク海や、市街地を貫流する網走川、そして、ラムサール条約登録湿

地の濤沸湖をはじめとする大小５つの湖沼が織りなす、水と緑、春から秋を彩る花々、冬の流氷が演出する雄大

な自然景観や味覚、歴史、文化、体験など豊富な観光資源により、内外の訪れる観光客に独特の観光的な価値が

評価され、観光客入込客数、延べ宿泊者数などの実績やひがし北海道の拠点空港の一つを有するなど、ひがし北

海道圏域の拠点観光地の一つになっている。 

 

【観光客の実態等】 

網走市の観光入込客数は、平成１６年から平成２１年までは減少を続けてきていたが、以降は回復基調にあ

り、平成２９年度には１６２．４万人となり平成１９年度並みになったものの、宿泊者数では３８．５万人で

伸び悩みの状況となっている。 

  

 
 

 

 

道内客と道外客について、網走市は道内客と道外客がほぼ同じ割合で、オホーツク圏全体と比べて道外客比

率は高いものの、圏域内の代表的観光地である斜里町と比べて道外客の比率は低くなっている。 

また、日帰客と宿泊客については、網走市の宿泊客の比率は２４．１%で、オホーツク圏全体と比べて宿泊客

比率は高いが、斜里町と比べると宿泊客の比率は低くなっている。 
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 網走市の訪日外国人宿泊者数（延べ人数）は、平成２６年度が３．５（千）人で、平成３０年度が４．７

（千）人となっており４年間で１．３倍強の伸びを示し、中国、台湾、香港が各１０（千）弱で３国・地域で

約６割を占めており、年間波動としては２月を中心とした流氷観光シーズンが最大のボリュームゾーンとなっ

ている。 

 

        
 

   

32.0%

43.4%

54.3%

71.2%

68.0%

56.6%

45.7%

28.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北海道

オホーツク圏

網走市

斜里町

道内客と道外客の割合（平成30年度）

道外客 道内客

32.0%

43.4%

54.3%

71.2%

68.0%

56.6%

45.7%

28.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北海道

オホーツク圏

網走市

斜里町

道内客と道外客の割合（平成30年度）

道外客 道内客

出展：北海道観光入込客数調査（北海道経済部観光局） 

出展：北海道観光入込客数調査（北海道経済部観光局） 
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【観光客がみた網走の観光】 

網走市観光振興計画２０１９では平成２９年にまとめられた網走の観光を全国の消費者および来訪経験者

（３年以内）がどう評価しているか、網走に対するイメージ、満足度について分析した「ＪＴＢ地域パワーイ

ンデックス調査」による分析結果が示され、主なポイントは以下の通り。 

 

 

①網走に対する認知度、興味度（行ってみたいか） 

・網走に対する「認知度」と「興味度」を年代別にみると、４０代以上の中高年層には認知度でほぼ１００％

に近く非常に高いが、２０代では７７％と落差がある。 

・認知度に応じて「興味度（行ってみたいか）」も低減し、２０代では４０％の結果となっている。 

・今後、世代交替が進むにしたがって、認知度が低下することが危惧され、今後は特に若い世代に対する網走

のアピールが課題である。 

②具体的な網走のイメージ（訪問経験のあり・なし別） 

・網走に対するイメージで最も高いのは「自然にあふれている（全体で５９％）」で、訪問経験の有無でみる

と、未経験者は「自然にあふれている」イメージが６１％に対して、３年以内訪問経験者は５２％とギャッ

プがあり、一方、「自然にあふれている」は、網走の最大のイメージであるが、道内の他の観光地と比較して

みると、決して網走は抜き出ておらず豊かな自然は北海道全体に対する共通イメージであり、単に「自然に

あふれている網走」だけではアピールにはなりにくいと分析された。 

・次に高いイメージは「料理・食材がおいしい（全体で２２％）」であり、訪問経験者が２７％に対し未経験者

は２０％と、「自然にあふれている」とは逆に訪れると期待以上であった可能性がある。 

・「食」も同様に北海道共通のイメージであるため、訪問未経験者に網走の食の違いを開拓しアピールするのが

課題と考えられ、総じて、網走ならではの「自然」や「食」を打ち出すことが求められていると考えられ

る。 

③認知度、興味度の道内比較 

・認知度、興味度を道内の主要観光地（１８か所）と比較してみると、網走の認知度は札幌、函館についで高

くなっているが、興味度では道内観光地の中で認知度が高い観光地の中では低位にあり、「行ってみたい」と

思わせるまでにはなっていない。 

④観光地としての総合満足度 

・網走への訪問経験者に対して網走に対する満足度を聞いたところ６４％で、道内観光地と比較するとほぼ中

位の水準となっている。 

・総合満足度では宿泊客６８％に対し、日帰り・立寄り客は６０％と開きがあり、宿泊してこそ満足できる網

走の魅力づけとアピールが問われ、宿泊客と日帰り・立寄り客とでギャップがあるのが「地域の料理・食

材」であり、宿泊施設の料理だけではなく地域の食を活かした居酒屋やレストランの存在、質の向上が示さ

れた。 

⑤再訪意向と推奨意向 

・訪問経験者に対して「再訪意向」は８２％であったのに対し、「推奨意向」では６５％と、道内の各観光地の

中で最も低い数値が示された。一度は行ってみるべきと称される価値をいかに見出すかが課題である。 

⑥観光地としての総合満足度 

・網走への訪問経験者に対して網走に対する満足度では６４％で、これを道内観光地と比較すると、ほぼ中位

の水準であった。 

⑦居住者が考える観光客の満足度（網走市民は観光客が満足していると思っているか） 

・居住者が考える観光客の網走への総合満足度は４１％であり、観光客自身の６８％に対してギャップがあり自

らのまちに対してあまり自信を持てていないことが推察され、項目別でギャップがあるのは「宿泊施設」や「ま

ちの景観・雰囲気」「まちの歩きやすさ」そして「まちのにぎやかさ」などで、逆に観光客が満足していると自

信を持っているのは「地域の料理・食材」と「地域の自然」となっている。 

 

【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】 

網走市には、自然環境、景観、歴史・文化、体験メニューなど、優れた観光資源・コンテンツや食資源があ

る。 
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①網走の自然・景観 

名勝天都山、フラワーガーデン「はな・てんと」、「美しい日本の歩きたくなるみち５００選」感動の径、能

取岬、能取湖サンゴ草、大曲湖畔園地ひまわり畑・コスモス畑、二ツ岩、フロックス公園、「森の巨人たち百

選」美岬ヤチダモ、濤沸湖・白鳥公園、呼人探鳥遊歩道 

②網走の歴史・文化 

博物館網走監獄、北海道立北方民族博物館、網走市立郷土博物館、モヨロ貝塚館、永専寺山門、ポンモイ柱

状節理、網走市立美術館、網走神社 

③網走の体験 

天都山展望台・オホーツク流氷館、網走流氷観光砕氷船おーろら、てんとらんど（道立オホーツク公園）、ホ

ーストレッキング、あばしりネイチャークルーズ、網走市食品加工体験センター「みんぐる」、流氷硝子館、

網走スポーツ・トレーニングフィールド、オホーツクシマリス公園、スノーシュートレッキング、ファット

バイク、カヌー・カヤック体験、ワカサギ釣り、海釣り、収穫体験、潮干狩り、フル－ツ狩り、サイクリン

グ、釧網本線 

④網走のイベント 

あばしりオホーツオ流氷まつり（２月）、オホーツク屋台村（２月）、春カニ合戦 in網走（５月）、あばしり

オホーツク夏まつり（７月）、あばしり道の駅夕市まつり（７月）、オロチョンの火祭り（７月）、あばしり七

福神まつり（９月）、能取湖さんご草祭り（９月）、オホーツク網走マラソン（９月）、東京農業大学オホーツ

ク収穫祭（１０月）、ＡＢＡＳＨＩＲＩバル（１１月） 

⑤網走の食 

オホーツク網走ザンギ丼、網走モヨロ鍋、網走ちゃんぽん、網走ビール、エミュー、オホーツクあばしり和

牛 

⑥網走の農産物 

春まき小麦、秋まき小麦、ビール大麦、もち麦、馬鈴しょ（じゃがいも）、てん菜（ビート）、大豆、小豆、

わさび、長いも、大根、ごぼう、玉ねぎ、行者菜 

⑧網走の水産物 

カニ（毛ガニ、ズワイガニ、タラバガニ、アブラガニ、イバラガニ）、しらうお、しじみ、わかさぎ、キン

キ、クジラ、カラフトマス、スケトウダラ、ホタテ貝、サケ 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

網走市内には、ホテル・旅館・ペンション・ビジネスホテル等、目的別に様々な種類の宿泊施設があり、網

走湖畔呼人地区の温泉を有する大型施設を始め、市街地地区のバンケット機能を備えた大型ホテルからビジネ

スタイプのホテル、簡易宿泊施設、ゲストハウスまで約１，３００室、収容約３，２００人を擁する。主な施

設概要は以下の通り。 

●網走湖畔地区（6施設、370室、1,352名収容） 

●網走市街地区（８施設、３５８室、７３４名収容） 

●網走駅周辺地区（5施設、368 室、545名収容） 

●大曲・天都山地区（３施設、１２４室、３１０名収容） 

●二ツ岩地区（２施設、１１室、２６名収容） 

●能取湖畔地区（１施設、２７室、７９名収容） 

●藻琴・北浜地区（２施設、７室、２４名収容） 
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旅行客の交通手段【利便性：区域までの交通、域内交通】 

 

   
 

     
 網走市内及び近郊は、観光施設をめぐるバス（観光施設めぐりバス）やオンデマンドの「どこバス」他、市内・

郊外路線バスなども運行しており、観光客に便利な主路線で利用可能な乗り降り自由のフリーパス（１～２日券）

の設定もある。 

  

（季節運航） 

約 50 分 

1 日 3 便 

（季節 1～2 便） 

約 100 分 

（季節運航） 

週 3 便 

（季節 1 日 1 便） 

丘珠空港 

成田空港

丘珠空港 

1 日 2 便 

1 日 2 便 
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【外国人観光客への対応】 

北海道を訪れる訪日外国人旅行者は、平成２６年からの４年間で２．２倍の伸びを示しているが、定期便の増

便や、ビザ要件の緩和、免税制度の拡充に加え円安基調が続いていることが大きく影響している。訪日外国人来

道者のうち、９割近くはアジアからの来道で 、特に 最近の伸びが著しいのは、中国、韓国、マレーシアなどと

なっているが、来道外国人旅行者のうち、７割強が道央圏に集中しており、オホーツク圏域は２％未満にとどま

り、増加の波及は、限定的な状況が続いている。 

 観光協会ではこれまで外国人観光客インフォーメーション事業として、道の駅とＪＲ網走駅における外国人向

け案内所業務（ＪＮＴＯ外国人観光案内所認定区分のカテゴリー２の登録）や多言語での情報発信業務を市から

委託され、増加している外国人観光客に対応してきた。 

今後もＪＮＴＯ外国人観光案内所認定区分のカテゴリー２の登録としてレベル維持のみならず、外国人観光客

への案内業務のクォリティの向上や多言語での観光情報発信の強化を図っていくこととしている。 

また、行政サイドでは主に公共施設や民間サイドでは宿泊施設や観光施設など市内各所でのＷｉ－ｆｉ整備や

各種ツール、標識看板等の多言語表記の環境整備の取組みを促進してきた。 

プロモーションについては、地域連携を基本に往訪や招請、海外旅行情報誌などへの広告出稿など様々な連携

や媒体、旅行博イベントへの参加などの手法により誘客を図ってきた。ＭＭＢ圏域の６市町と観光協会で構成

する協議会の国際チャーター便誘致や、広域観光周遊ルート形成促進事業、釧路市・帯広市・網走市３市連携

事業など、国際チャーター便誘致を図りながら、海外からのＬＣＣをはじめ様々な航空会社が全国各地に就航

する環境変化、訪日外国人観光客の個人化の動き、外国人対象の国内運賃の設定の対応など、ひがし北海道エ

リアへの様々なルートの旅行を促進させる取組も行っている。しかし、コロナ禍の影響でプロモーション対象

地域との直接の情報交換は全く出来ておらず、WEB会議などでかろうじてつないでいる状況。食情報や新規体験

コンテンツの参加型プログラムは交流を前提としたファムツアーなどが効果的なプロモーションだが、国間の

行き来が回復すまではまだ時間が必要。ただ現在、地域によっては徐々に往来が可能になってきており現地エ

ージェントやマスコミ、個人ユーザーに対しての情報発信及び情報伝達に係る積極的なプロモーションの在り

方と行い方を更に工夫し、アフターコロナに備えた準備も十分に必要と考える。 

 

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 

観光客入込数 観光客の利用状況や観光動向を把

握し、今後の施策に反映させるた

め 

月次の観光・宿泊施設とその他関

連施設での留め置き調査 

観光施設入込数 観光客の利用状況や観光動向を把

握し、今後の施策に反映させるた

め 

月次の観光施設での留め置き調査 

流氷観光砕氷船おーろら乗船客

数 

観光客の利用状況や観光動向を把

握し、今後の施策に反映させるた

め 

月次の運輸機関での留め置き調査

委 

観光客宿泊数 観光客の利用状況と観光動向を把

握し、今後の施策に反映させるた

め 

月次の宿泊施設での留め置き調査 

外国人宿泊者数 観光客の観光動向を把握し、今後

の施策に反映させるため 

同上 

観光客満足度 マーケティングや効果的な事業計

画の策定と実効性を高めるため 

網走の来訪者を対象にＤＭＯネッ

ト（令和２年度からはＧｏｏｇｌ

ｅフォーム）を活用した継続的な

ｗｅｂアンケート調査 

リピーター率 マーケティングや効果的な事業計

画の策定と実効性を高めるため 

網走の来訪者を対象にＤＭＯネッ

ト（令和２年度からはＧｏｏｇｌ

ｅフォーム）を活用した継続的な

ｗｅｂアンケート調査 



（別添）様式１ 

14 

 

観光消費額 観光消費拡大と域内調達率向上に

向けてマーケティングや効果的な

事業計画の策定と実効性を高める

ため 

網走市の調査やＤＭＯネット（令

和２年度からはＧｏｏｇｌｅフォ

ーム）を活用した観光消費動向

（販売機会ロスなど）に関するｗ

ｅｂアンケート調査 

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 

Ｇｏｏｇｌｅ アナリティクスを

活用 

住民満足度 観光振興に対する地域住民の理解

度や関心度を測り、マーケティン

グや効果的な事業計画や施策の実

効性を高めるため 

アンケート調査を自主事業として

実施予定しており、令和 3年度

は、地域住民に対し、ＤＭＯの取

り組む観光地域づくりについての

啓蒙と意識醸成に向けたセミナー

の開催後テストアンケート調査を

実施する予定であったが、コロナ

禍でセミナーの開催を見送らざる

を得ず、アンケート調査も見送り

となった。令和 4年度から実施し

継続していく予定。 

 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
（１）コロナ感染拡大の影響で、全国的に地域の観光需要は大きく低迷し、インバウンドが伸長す

る以前よりはるか後退をしている。今だ、旅行需要の回復は闇で先が見えない状況。そのような環

境下でもマイクロツーリズムの推進や、感染対策の強化を前提に少ない需要に対する地域の魅力を

発信し、情報の伝達をいかにスムーズに行うかを重要に考え行動してきた。別な意味での地域間競

争の激化など、大きな環境変化と旅行形態の変化に今後は柔軟に対応する必要がある。 

・再度、アフターコロナに向け、観光事業者だけの観光振興では無く、観光産業間や他産業との相

互連携を改めて見直し、地域全体の魅力向上の必要性を前面に打ち出す取り組みが必要。 

・Googleマイビジネス利用、応用した情報の収集を行い、データに基づき様々な分析を行いより 

正確なマーケティングの必要 

（２）地域の力を結集して観光で地域がより豊かになる観光地域づくり 

・地域の力を結集して観光で豊かになるための連携や仕組みを創出 

・地域全体が豊かにならないと観光地としては持続しない 

（３）国や北海道の観光振興への政策投資も観光地域づくり法人を中心とした取組に集中 

・今後はさらにレベルの高い（世界水準の）ＤＭＯの形成が求められている。 

⇒戦略的な観光地域づくりを推進する観光地域づくり法人の形成⇒形成・確立計画に基づく登録要

件を満たす活動の実践 

⇒登録 DMOとして観光庁より許可頂ける様々な地域支援事業を検証し、当 DMOの弱みを補強できる

様な人材育成事業等への積極的な活動も継続する。専門人材派遣事業等 

 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 
内

部

環

境 

強み（Strengths） 

・網走刑務所や流氷など高い知名度 

・海、山、川、湖の恵まれた自然景観 

・天都山展望台からの３６０度のパノラマ 

・夏でも体感できるオホーツク流氷館 

・流氷体感の主役 流氷観光砕氷船お―ろら 

・安定した気候（夏涼しく、冬暖かい） 

弱み（Weaknesses） 

・道央圏から遠距離 

・宿泊客比率が低く通過型 

・自然を活かしたアクティビティがまだ

十分な数が無い。キャパが少ない 

・閑散期の弱い集客力 

・限定的な移動手段／弱い二次交通 



（別添）様式１ 

15 

 

・山海の食材を活かした多彩な郷土料理 

・流氷やサンゴ草などの独自の観光資源 

・網走湖のワカサギ、藻琴湖のしじみ、牡蠣 

・女満別空港から車で３０分というアクセス 

・国立公園知床、阿寒まで１時間半の近距離 

・大曲湖畔園地の広大なひまわり畑 

・ＪＲ釧網線流氷物語号などのイベント列車 

・有数のスポーツ合宿地 

・国の重要文化財「博物館網走監獄」 

・オホーツク文化の発祥地 

・日本で一番海岸に近い北浜駅 

・中国映画のロケ地 

・独自のアクティビティ（冬のワカサギ釣り） 

・オホーツク海の水平線に現れる蜃気楼 

・道東唯一の流氷硝子館 

・景観と交通アクセスに恵まれた道の駅 

・豊富なアウトドアアクティビテー 

・サイクリングに係る最高の環境。 

・少ない多言語標記 

・少ない昼食提供店舗 

・空港に国際線がない 

・商業圏が中心市街地と高台地区に分散 

・デパートがない 

・朝市や市場がない 

・外国語対応スタッフが不足 

・地元で水揚げされる海産物を常時扱う

飲食店が少ない 

 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

・アジアを中心にリピーターの増加傾向 

・北海道７空港民営化（女満別空港） 

・高規格道路網の整備促進 

・農業，漁業の高い生産額（一次産業） 

・流氷観光の伸長 

・メディア取材等が増加（テレビ、雑誌、CM） 

・インバウンドの増加（現在はコロナの影響で

実数は無し） 

脅威（Threat） 

・国際経済の不安定化（コロナ感染症感

染拡大による旅行需要の撃滅） 

・ＪＲなどの公共交通機関の疲弊 

・地球温暖化による流氷の衰退 

・人口減少、高齢化による観光の担い手

不足 

・宿泊施設の老朽化、耐震化 

・漁業資源が減少傾向 

・農水産物の高騰 

・自然災害が増加 
※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 ※ 

 上期：マイクロツーリズム圏内の国内旅行者 札幌などの道央圏、域内観光者 

 下期：東京、大阪、全国への情報発信伝達。 

全般的には３０代～６０代 

○選定の理由 

 コロナ禍での旅行需要低下と広域での移動は大きく見込む事が出来ない。しかし、アフターコロ

ナに需要が一早く回復する大きなマーケットに対する施策は必要と考え選定。 

○取組方針 

シニア層には比較的知名度はある地域だが、若年層からの支持はあまりない。 

 改めて冬観光の魅力をひがし北海道自然美への道 DMOと協力し、１０月下旬に東京、大阪、札幌

地域でのプロモーションの実施。引き続き、札幌を中心に AGT施策やコンテンツ情報を提供。 

受入コンテンツを整理し、情報をまとめ、確実に伝えるための情報整理を行う。また、「流氷」

「刑務所」のコンテンツに拘らない滞在型の提案や避暑的な過ごし方など今までと異なる網走での

過ごし方を提案していく。 

 

 



（別添）様式１ 

16 

 

 

○第 2ターゲット層  

 国内の２０代を中心とした若年層 

 

○選定の理由 

ＪＴＢ地域パワーインデックス調査による分析結果で、網走に対する「認知度」と「興味度」を

年代別に見ると、どちらも最も低く、今後は特に若い世代に対する網走のアピールが課題となる

ことを考慮して選定した。 

○取組方針 

他の年代とは異なるアプローチ（メディアやコンテンツを変えないと訴求が難しい）が必要であ

り、リピーター化に時間がかかることも想定されるので中期的な取り組みが必要である。若年層の

「認知度」と「興味度」を高める為、ＨＰ、ＳＮＳ、その他のツール等による情報発信を強化す

る。 

○第 3ターゲット層  

アジア圏、東アジア圏を中心とした、30～60代ヤング・シニアの富裕層クラス 

台湾リピーター、シンガポール、マレーシア 地域の富裕層 

○選定の理由 

レンタカーを使用できる地域と国である。2次交通問題も容易にクリアーでき、道央に飽きたリピー

ターが広範囲に自由に移動し、長期の滞在にもつながる為。 

レンタカーも最新鋭の新車等を提供するようなプロモーション構成。 

○取組方針 

雪遊びや高級食材に興味が有り、コロナ後の市場開放後即効性が期待できる。故に、出来るだけ早

いアプローチが必要。 

 

○第 4ターゲット層  

 香港・中国などのリピーター 

○選定の理由 

絶対対象数が大きい事。様々なモニタリングやアンケート調査において該当マーケットの拡大が

期待でき、優先度考慮で選定。 

○取組方針 

 ターゲット国の観光客の多くは日本各地の都市圏を訪れており、北海道への関心度も高いと言わ

れている中、札幌などからの周遊行程を提案し、モデルコース等を充実させ新しいコンセプトの企

画、提案を行う。 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 網走を味わう。こころにぎわう。 

②コンセプトの考え方 網走はオホーツク海の生命を支える流氷の南限地

であり、豊富で新鮮な魚介類や背後の広大な大地

から収穫される農産物を食材に和洋中の料理が提

供されている。また１，３００年前といわれるオ

ホーツク文化の発祥地としての歴史や四季に染ま

る北欧風の景観など網走の風土がかもし出す心地

よい空間を満喫し、感動を味わってもらうことで

再訪頻度を高め、観光による地域経済の活性化を

図ります。 
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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

の共有 

 

①網走市総合計画２０１８－２０２７に掲げる将来像を踏まえ、新たに策

定された網走市観光振興計画２０１９の戦略の一つとして民・学・官に

よる連携の促進による地域の総合力発揮があり、行政と観光協会のみな

らず関係事業者、団体などとも連携を図りながら各種事業や施策の展開

に取組んでいる。ＫＰＩなどの設定についても「網走市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略２０２０－２０２４」と共有し、行政と地域各分野と

の戦略や目標について整合性を図っている。 

②観光協会の役員も含む行政や関係企業、経済団体、その他関係団体など

幅広い分野の意思決定可能な代表者で構成する「網走観光戦略会議」が

設置されており、観光地域づくり法人としての方向性や取組、観光振興

計画、各種観光関連事業などの進捗状況と分析を共有し、関係者の取組

む事業や施策、予算などの評価・検証も行い、見直しや新たな取組につ

なげており、概ね年２回の開催としている。 

③網走観光戦略会議の構成団体及び旅行会社、交通機関、観光施設事業者

なども加えた関係者の実務責任者（役職者）で構成する幹事会は、各種

観光データ等の分析を踏まえ、営業施策やプロモーションの検討などや

事業の戦略策定などに必要なワーキング機能を有する合議体として活動

を展開し、概ね年４回の開催としている。 

 

令和３年度は、戦略会議を２回、幹事会を３回開催し、令和４年度は戦

略会議を２回、幹事会は３回開催を予定しており、観光地域づくり法人

としての取組みの進捗状況と連動する網走市観光振興計画の進捗状況の

報告とその評価と検証や、地域資源の活用に向けた戦略策定に向けたワ

ークショップなどを行い、次年度の事業内容や予算の検討に反映させる

仕組みの構築を図っている。 

 観光地域づくりに向けた取組の意義・内容・成果、ＫＰＩの達成状況や

ＰＤＣＡの実施状況などについて網走観光戦略会議及び幹事会での評価

と検証、分析を行い、事業と戦略などの見直しや策定につなげ、観光協

会理事会と総会で報告すると共に、事業報告書を作成し、関係者と共有

している。 

 

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 

・網走観光戦略会議と観光戦略会議幹事会について 

各種観光データや調査の集計結果、分析内容、サービス向上の取組み事例

などを共有するとともに地域観光資源の磨き上げや商品開発などのコン

テンツ整備、さらに受入環境整備なども検討するが、活動の見える化と

共に観光振興の効果の可視化を図っていく。 

・エリア内のＤＭＯセミナー開催などの意識醸成や啓発の機会提供、商品

開発事業やプロモーション事業のアドバイザーや講師としての参画などで

の中核人材育成や、二次交通整備などを担うひがし北海道自然美への道Ｄ

ＭＯや北海道観光振興機構とも連携したサービス提供を事業や施策の取組

を推進する。（例）「ブランド推奨品選定」など、飲食店や宿泊施設をはじ

めとする地域が提供する観光サービスに係る品質保証制度を実施。 

観光客に対する地域一

体となった戦略に基づ

・従来、観光協会と行政が別々に開設していたホームページも観光協会の

サイトに統合し、地域一体で戦略とコンセプトに基づき、一元化した網
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く一元的な情報発信･

プロモーション 

走の観光情報発信を行っており、観光地域づくり法人として更なるマー

ケティング機能の強化と向上を図っている。 

今後の観光地域づくりの役割分担として、観光振興計画策定、国や

道、庁内他部局との調整や規制緩和、インフラ整備などは観光行政が、

現在、一部分業や重複のあるマーケティングやプロモーション、商品開

発などは、観光地域づくり法人が担い、国内外のプロモーションをオー

ル網走体制でより実効性の高いものに発展させる。 

・エリア内全体の情報発信やプロモーションなどを担うひがし北海道自然

美への道ＤＭＯや北海道観光振興機構、他地域との連携についても行政

と観光地域づくり法人との役割を分担し、推進している。 

 

※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 
※括弧内

は、訪日

外国人旅

行者に関

する数値 

 

 

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 

（百万円） 

目

標 

13,577 13,090 10,500 10,500 12,000 13,000 

（2,184） （2,220） （820） （820） （1,500） （2,000） 

実

績 

11,353 6,815 8,744    

（1,486） （18） （14） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

488.4 488.8 400.0 400.0 450.0 490.0 

（60.3） （62.8） （25.0） （25.0） （45.0） （63.0） 

実

績 

422,7 248.1 285.6    

（45.3） （0.6） （0.4） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

調査開始 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 

（－） 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 （ ） （ ） （ ） 

実

績 

95.5 86.0 89.2    

（－） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

調査開始 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 

（－） 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 （ ） （ ） （ ） 

実

績 

34.4 67.6 48.2    

（－） （―） （－） （ ） （ ） （ ） 
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【検討の経緯】 

・観光地を取り巻く市場環境の変化を踏まえ、観光入込客数を追及するだけではなく、観光消費額

の拡大や満足度向上など質的な側面を追及する新たな観光地域づくりやマーケテイングを強化し、

観光地経営に力点を置いた観光振興推進体制を前提とした。 

なお、網走市総合戦略（２０２０～２０２４）及び観光振興計画２０１４に概ね準拠しつつ、一

方、目標との乖離のある宿泊客延べ数については一定の修正を加え目標値を設定した。 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

・消費額を増やすためにはオフ期やショルダー期における入込、宿泊の稼働を増加させ、滞在時間

を延ばす工夫が必要となる。伸び率目標を３％程度と設定し、外国人旅行消費額については、コロ

ナ前まで伸び率をそのまま設定し、令和５年度においてはコロナの影響から少し回復が見込める設

定数値とする。 

●延べ宿泊者数 

・国内は旅行需要がコロナ渦の影響から回復してきており、それと比例し宿泊延べ伯も同じ傾向が

考えられる。しかし、様々な施策の展開を行い需要喚起につなげる事で現状の伸び率を目標値とす

る。国人旅行消費額については、コロナ前まで伸び率をそのまま設定し、令和５年度においてはコ

ロナの影響から少し回復が見込める設定数値とする。 

●来訪者満足度 

平成３０年度からは網走市閑散期対策商品造成事業アンケート調査を調査準備年度のデータ、さら

に平成３０年度北海道来訪者満足度調査（北海道観光振興機構）などを比較参考データとし、令和

元年からＤＭＯネットを活用した webアンケート調査を実施し、来訪者属性と共にリピーター率、

各種満足度、再来訪意向、推奨意向の調査を行い、3月末までの集計分析、以降は調査方法の違い

も踏まえ、前年比１００％以上を目指す。数年毎には対面調査も踏まえた総合的な調査を検討して

いる。また、冬季観光とグルーン観光を分けての調査を令和４年度から行い始めた。 

●リピーター率 

・来訪者満足度と同様に平成２８年度網走市観光消費動向調査事業で調査しているが、平成３０年

度からは網走市閑散期対策商品造成事業アンケート調査を調査準備年度のデータ、さらに平成３０

年度北海道来訪者満足度調査（北海道観光振興機構）などを比較参考データとし、令和元年秋から

ＤＭＯネットを活用した web アンケート調査を実施し、来訪者属性と共にリピーター率、各種満足

度、再来訪意向、推奨意向の調査を行い、２月の中間報告[]内を挟み、3月末までの集計分析、以降

は調査方法の違いも踏まえ、前年比１００％以上を目指す。数年毎には対面調査も踏まえた総合的

な調査を検討している。令和４年度は感動度合いを調査し、リピーター率係る調査をポイントとし

た調査、及び旅後の消費動向調査も行う。 

 

（２）その他の目標 

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 

●入込数  

（千人） 

目

標 

1,710 1,628 1,840 1,910 2,100 2,300 

（252） （270） （326） （372） （420 ） （460 ） 

実

績 

1,379 846 942    

（173） （2） （3） （ ） （ ） （ ） 

●再来訪意向 

（％） 

目

標 

調査開始 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 

（－） 
前年比 

100％以上 （－） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

96.0 93.8 92.8    

（96.7） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

●推奨意向 

（％） 

目

標 

調査開始 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 
前年比 

100％以上 

（ ） 
（ ） 

 
（ ） （ ） （ ） （ ） 
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実

績 

95.0 90.2 97.7    

（97.8） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

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】 

【検討の経緯】 

・観光地を取り巻く市場環境の変化を踏まえ、観光入込客数を追及するだけではなく、観光消費額の

拡大や満足度向上など質的な側面を追及する取組を推進していくことを前提とするものの、入込数

の絶対値については観光地としてのポテンシャルやパワーも表現する指標の一つとして考えてい

る。 

・入込数以外の指標については、観光消費額と密接に関連する来訪者満足度と相関関係が高いとされ

ているので、再来訪意向と推奨意向を加えるている。 

・ＫＰＩの達成状況について評価・分析の上、事業報告書を作成し、網走観光戦略会議、幹事会、観

光協会理事会及び総会などで、関係者と共有し、次年度の計画のベースとなる指標として設定した。 

・観光消費額や延べ宿泊者数と同様に、網走市総合戦略（２０２０～２０２４）及び観光振興計画２

０１９に概ね準拠しつつ、前年度までの形成確立計画の目標値について再設定した。 

・Ｒ3年度も令和２年度と同様、新型コロナウィルス感染拡大の影響は、実態として想定を超えてお

り、そのため目標値には手を加えず当初の設定案のまま据え置き、Ｒ4年度についてアフターコロ

ナを想定したとしても大きな回復は夏以降と考え、国内需要は R2年度並、訪日外国人旅行需要は

30％程度と回復見込み全体を見直す。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●入込数 

・国内客については旅行需要全体では大きな伸びは期待できないものの、コロナの影響で 100％に近

いシェアがあることや地域資源をフル活用した滞在コンテンツの充実強化を推進することで毎年

数％程度の増とし、訪日外国人については市場の開放時期や今後の状況を踏まえ、伸び率を設定

せず、目標数値を設定。令和 4年度については市場環境を見極め、設定の見直しを四半期ごとに

行う。 

 

●再来訪意向 

・来訪者満足度と同様に平成２８年度網走市観光消費動向調査事業で対面も含めた調査を実施して

いるが、その後、網走市閑散期対策商品造成事業アンケートで質問項目として加え、調査準備期

間として調査体制を整えてきた（ＫＰＩ表中のデータ「【75.0】内」）。Ｒ１年からは来訪観光客を

対象に、ＤＭＯネットを活用したｗｅｂアンケートにより継続的な調査を実施している。調査手

法が異なることも踏まえ、前年度水準の１００％以上を目標値として設定した。Ｒ3年度もシステ

ム（Ｇｏｏｇｌｅフォーム）を活用した同等のｗｅｂアンケート調査を継続している。 
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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  

 

（１）収入 

年（年度） 総収入（円） 内訳 

2019（Ｒ１）

年度実績 

52,499,838（円） 【市からの補助金】12,360,000円 

【市からの委託料】18,624,917円 

【北海道補助金】3,000,000円 

【市からの指定管理収入】654,000円 

【会費収入】4,887,000円 

【事業収益】9,869,261円 

【賛助金・負担金】735,000円 

【雑収入】2,369,660円 

2020（Ｒ２）

年度実績 

95,885,745（円） 【市からの補助金】12,360,000円 

【市からの委託料】68,625,271円 

【北海道補助金】0円 

【市からの指定管理収入】1,045,000円 

【会費収入】0円 

【事業収益】9,591,646円 

【給付支援金、委託料】2,975,000円 

【雑収入】975,000円 

2021（Ｒ３）

年度実績 

116,210,259（円） 【市からの補助金】14,360,000円 

【市からの委託料】85,354,156円 

【市からの指定管理収入】990,000円 

【会費収入】0円 

【事業収益】10,683,334円 

【給付支援金、委託料】31,31412円 

 

●推奨意向 

・再来訪意向調査同様に、来訪者満足度と同様に平成２８年度網走市観光消費動向調査事業で対面

も含めた調査を実施し、網走市閑散期対策商品造成事業アンケート調査に質問項目として加え、

調査体制を整えてきた（ＫＰＩ表中のデータ「【】内」）。Ｒ１年からは、ＤＭＯネットを活用した

ｗｅｂアンケートにより継続的な調査を実施している。前年度水準の１００％以上を目標値とし

て設定した。Ｒ3年度もシステム（Ｇｏｏｇｌｅフォーム）を活用した同等のｗｅｂアンケート調

査を継続している。 

 

●住民満足度 

・観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドラインにおいても地域住民の地域づくりへの

積極的参加が、地域を理解し、地域に対する誇りと愛着を持つこと、また、来訪者を迎え入

れるこころと気配りを持ち、来訪者と交流を図ることで、観光と交流の意義に対する認識を

高めていくことが期待されるとしている。従って、取組を推進する上でも観光地域づくり全

般について住民意識を把握し、住民の理解や関心を深めていく取組も重要である。 

・アンケート調査を自主事業として実施予定しており、令和 3年度は、地域住民対象のＤＭＯ

についての啓蒙と意識醸成に向けてのセミナー開催後、テストアンケート調査を実施する予定

であったが、コロナ禍でセミナーの開催を見送り、アンケート調査も見送りとなった。今後、

実施していく予定。 
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【雑収入】1,691,357円 

2022（Ｒ４）

年度見込み 

59,375,000（円） 【市からの補助金】12,360,000円 

【市からの委託料】27,756,000円 

【市からの指定管理収入】654,000円 

【会費収入】4,600,000円 

【事業収益】11,680,000円 

【賛助金・負担金】735,000円 

【雑収入】1,590,000円 

2023（Ｒ５）

年度見込み 

59,375,000（円） 【市からの補助金】12,360,000円 

【市からの委託料】27,756,000円 

【市からの指定管理収入】654,000円 

【会費収入】4,600,000円 

【事業収益】11,680,000円 

【賛助金・負担金】735,000円 

【雑収入】1,590,000円 

2024（Ｒ６）

年度見込み 

59,375,000（円） 【市からの補助金】12,360,000円 

【市からの委託料】27,756,000円 

【市からの指定管理収入】654,000円 

【会費収入】4,600,000円 

【事業収益】11,680,000円 

【賛助金・負担金】735,000円 

【雑収入】1,590,000円 

 

（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2019（Ｒ１）

年度実績 

57,251,940

（円） 

【一般管理費】27,435,006円 

【道の駅施設管理費】1,112,014円 

【受託事業費】20,681,062円 

【観光振興対策事業】6,493,355円 

【租税公課】1,520,800円 

【固定資産除却損】9,703円 

2020（Ｒ２）

年度実績 

95,854,396（円） 【一般管理費】20,631,937円 

【道の駅施設管理費】1,368,145円 

【受託事業費】67,774,520円 

【観光振興対策事業】4,888,134円 

【租税公課】1,191,600円 

2021（Ｒ３）

年度実績 

113,648,571（円） 【一般管理費】19,394,853円 

【道の駅施設管理費】1,323,238円 

【受託事業費】86,395,622円 

【観光振興対策事業】5,172,756円 

【租税公課】1,362,100円 

2022（Ｒ４）

年度見込み 

59,375,000（円） 【一般管理費】23,679,000円 

【道の駅施設管理費】900,000円 

【受託事業費】27,756,000円 

【観光振興対策事業】6,040,000円 

【租税公課】1,000,000円 

2023（Ｒ５）

年度見込み 

59,375,000（円） 【一般管理費】23,679,000円 

【道の駅施設管理費】900,000円 

【受託事業費】27,756,000円 



（別添）様式１ 

23 

 

【観光振興対策事業】6,040,000円 

【租税公課】1,000,000円 

2024（Ｒ６）

年度見込み 

59,375,000（円） 【一般管理費】23,679,000円 

【道の駅施設管理費】900,000円 

【受託事業費】27,756,000円 

【観光振興対策事業】6,040,000円 

【租税公課】1,000,000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 
・観光協会ＤＭＯ組織の基盤強化に向けた会員拡大による会費収入の増加の取組の推進。 

・地域限定旅行業登録に伴う着地型旅行商品の開発や既存体験商品のブラシュアップによる収益増

の取組の推進。 

・収益源の多角化を狙い事業領域拡大の取組（開業 14年経過の道の駅の集客力の向上の検討と変更

した新規事業トライアルなど） 

・観光協会事務局体制強化とマーケティングなど観光地域づくり法人としてのマネジメント機能の

向上を図るため来年度以降もＤＭＯ業務専任者１名について行政支援の予算化予定。 

・新たな利用客を取り込むための集客力と消費拡大に向けた基本計画の策定や実証事業の取り組み 

・アフターコロナ期を想定した高収入のコンテンツを商品化し OTA等を活用した販売を行い、本来

の販売行動による利益からの資金確保を進める。 

・個人旅行や訪日外国人観光客に対応した受入環境の整備などに集中的に投下できる安定的な財源

を確保し、観光客から持続的に支持される魅力ある観光地域づくりを目指し、これまでの一般財

源とは差別化した確実に観光振興に活用できる独自財源を確保のために、網走市と協議し法定外

目的税導入については中断中であるが、再度要望したい。 

 

 

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 

 

特にありません。 

 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 小野 修一 
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担当部署名（役職） （一社）網走市観光協会（専務理事） 

郵便番号 093-0046 

所在地 網走市南新町２丁目２番地１２号ＪＲ網走駅構内 

電話番号（直通） 0152-67-5762 

ＦＡＸ番号 0152-43-4261 

Ｅ－ｍａｉｌ s.ono@abakanko.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 北海道網走市 

担当者氏名 高 井 秀 利 

担当部署名（役職） 観光課長 

郵便番号 093-8555 

所在地 網走市南６条東４丁目 

電話番号（直通） 0152-44-6111 

ＦＡＸ番号 0152-44-9768 

Ｅ－ｍａｉｌ Hidetoshi.takahai@city.abashiri.hokkaido.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  

 



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
(百万円)

目標
12,536 13,090 10,500 10,500 12,000 13,000

(1,918 ) (2,220 ) ( 820 ) ( 820 ) (1,500  ) (2,000  )

実績
11,353 7,875 8,744

(1,484 ) (21  ) ( 14 ) (  ) (  ) (  )

延べ宿泊
者数
(千人)

目標
463.3 483.8 400.0 400.0 450.0 490.0

( 54.3) ( 62.8 ) ( 25.0 ) (  25.0) (45.0  ) ( 63.0 )

実績
422.7 248.1 285.6

(45.3 ) (0.6  ) ( 0.4 ) (  ) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標
調査開始 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

(- ) 100%以上 100%以上 100%以上 100%以上 100%以上

実績
95.5 86.0 89.2

(- ) ( - ) (- ) (- ) (- ) (- )

リピーター
率
(％)

目標
調査開始 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

( - ) 100%以上 100%以上 100%以上 100%以上 100%以上

実績
34.4 67.6 48.2

( - ) ( - ) (- ) (- ) (- ) (- )

法人名：一般社団法人網走市観光協会 （オホ－ツク 感動無限 あばしり）

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

戦略

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

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

マーケティング・マネジメントする区域

ＫＰＩ（実績･目標）

記入日： 令和4年 10月 26日

【区域】 北海道網走市
【設立日】 平成２０年１２月１６日
【代表者】 代表理事会長 小澤 友基隆
【財務責任者（CFO）】専務理事 二宮 直輝
【マーケティング責任者（CMO）】

ＤＭＯ担当マネージャー 柳原 由実子
【職員数】11人
（常勤9人：役員1人、正職員4人、出向者2人、契約職員1人、パート
職員３人）
【連携する主な事業者】
網走商工会議所、東京農業大学生物産業学部、網走ホテル旅館
組合、網走信金、網走中央商店街振興組合、網走社交飲食業組
合、網走市物産協会、JAオホーツク網走、網走漁協、西網走漁協、
JR北海道網走駅、JAL北見支店、ANAひがし北海道支店、AIRDO
道東支店、網走バス、網走観光交通、道東観光開発、網走ハイ
ヤー、北交ハイヤー、JTB、KNT、オホーツク農山漁村体験型ツー
リズム推進協議会、ひがし北海道自然美への道ＤＭＯなど

【主な観光資源】

流氷、名勝天都山、能
取岬、網走湖、能取湖
さんご草、博物館網走
監獄、オホーツク流氷
館、網走流氷観光砕氷
船おーろら、モヨロ貝塚
館、道立北方民族博物
館、あばしりオホーツオ
流氷まつり、クジラ・イ
ルカネーチャークルー
ズ等

網走港

JR網走駅

女満別空港

【該当する登録要件】 ①②
【概要】

①網走市観光協会：理事会にて意思決定を行い、３委員会で事業の
執行を行う

②網走観光戦略会議：観光地域づくりを行うことについての多様な関
係者との合意形成と意思決定を図る場として、行政、文化、農林漁業、
交通等の12団体のトップで構成

③網走観光戦略会議幹事会：各種観光データの収集・分析、営業施
策やプロモーション等の検討するワーキング機能を有する戦略会議構
成団体＋交通機関、観光施設、旅行会社なども加えた22関係機関の
実務責任者クラスで構成

【情報発信・プロモーション】
・情報発信事業（ＨＰ、ＦＢ、twitterや観光マップやグルメマップ等による情
報発信、ＳＮＳ情報発信とＳＮＳ実践塾の推進）

・誘客宣伝事業（国内プロモーション 札幌、首都圏、中部、関西など年１０
回程度、海外プロモーション 台湾、中国、香港、東南アジアなど年２回程
度、国内エージェント招聘、その他旅行雑誌、ラジオ、ＷＥＢサイトを活用し
た誘客宣伝）※コロナ禍により海外プロモーションはR2～3は実施出来ず
【受入環境の整備】

・観光案内所・施設管理事業（網走駅・道の駅両観光案内所でインバウン
ドも含めた観光案内業務、道の駅流氷街道網走の指定管理業務受託）
・情報伝達・案内情報整備（ＨＰ・ＳＮＳによる多言語情報発信）

・交通アクセスの円滑化（ひがし北海道エクスプレスバス運行への協力、
観光施設めぐりバス運行への協力）
【観光資源の磨き上げ】

・食のまちプロジェクト推進事業（春と秋の旬まつりキャンペーン、旬まつり
イベント開催、ご当地グルメの開発とＰＲ）

・体験観光推進事業（観光推進プラットフォーム事業や地域資源活用型観
光推進事業）

・体験観光事業（あばしりネイチャークルーズ、レンタサイクル、網走湖ワカ
サギ釣り、大曲湖畔園地収穫体験、ＮＰＯオホーツクグリーンツーリズムと
の連携による教育旅行の受入）

・景観・環境整備（フラワーガーデンはな・てんと花園整備、白鳥公園ヒオ
ウギアヤメ整備）

【主なターゲット】
第１ターゲット：国内の30~60代層
第２ターゲット：国内20代を中心とした若年層
第３ターゲット：台湾・シンガポール・マレーシアのリピーター層及び富裕層
第4ターゲット：香港・中国リピーター
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】

国内では６０代以上の高齢層は知名度から網走を何回も訪れている
が、比較的若い層になると必ずしも知名度は高くないことが過去の調
査からも明らかになっており、旅行離れが著しいといわれる働き盛り
の３０～6０代に、自然と食に恵まれた網走の魅力を体感してもらうこ
とで東北海道エリアを周遊するリピーターを増やしていく。

ターゲット国地域の観光客の多くは日本の都市圏を中心にすでに訪
れており、北海道への関心も高いといわれる中、依然として北海道の
冬や食に高い関心を示しており、市場としても今後の需要が期待で
きる。種々のデータや調査により来訪意向を高める要因を分析し、受
入体制の整備やコンテンツの充実を図り、札幌などの道央圏からさら
に網走などの東北海道エリアに誘客を促進し、周遊することで四季
折々の景観や食を堪能してもらいリピーター化につなげていく。

他の年代とは異なるアプローチ（メディアやコンテンツを変えないと訴
求が難しい）が必要であり、リピーター化に時間がかかることも想定
されるので中期的な取り組みが必要である。若年層の「認知度」と
「興味度」を高める為、ＨＰ、ＳＮＳ、その他のツール等による情報発
信を強化する。

「網走観光戦略会議」にて観光地域づくりを行う事について多様な12団体

のトップで合意形成と意思決定を図る。「網走観光戦略会議」構成団体に
加え22関係機関の実務責任者クラスで構成する「網走観光戦略会議幹事
会」にて各種観光データの収集・分析、営業施策やプロモーション等を検討。

観光地域づくりに向けた取組の意義・内容・成果、ＫＰＩの達成状況やＰＤＣ
Ａの実施状況などについて網走観光戦略会議及び幹事会での評価と検証、
分析を行い、事業と戦略などの見直しや策定につなげ、観光協会理事会と
総会で報告すると共に、事業報告書を作成し、関係者と共有している。

【主な収入】 網走市補助金 約12百万円、事業委託料 約68百万円、事業収益 約7百万円他
【総支出】 96百万円（一般管理費21百万円、受託事業費68百万円、観光振興事業費約5百万円他）
※令和3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】
・観光協会ＤＭＯ組織の基盤強化に向けた会員拡大と活動の活性化
・地域限定旅行業登録に伴う着地型旅行商品の開発や既存体験商品のブラッシュアップによる収益増の取組
・収益源の多角化を狙い事業領域拡大の取組（道の駅の集客力の向上の検討と変更した新規事業トライアルなど）
・マーケティングなど観光地域づくり法人としてのマネジメント機能の向上と観光協会事務局体制強化に向けたＤＭＯ
関連業務従事者の増強（２名体制）に対する行政支援の予算化
・新たな利用客を取り込むための集客力と消費拡大に向けた基本計画の策定や実証事業の取り組み
・観光振興に活用できる独自財源確保に向け、法定外目的税導入についての検討を模索


