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観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

記入日：令和４年７月１９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 

一般社団法人白老観光協会 

マーケティング･マネ

ジメント対象とする

区域 

北海道白老郡白老町 

 

所在地 北海道白老郡白老町若草町 1丁目 1番 21 号 

設立時期 1951 年 5月 白老町観光協会(任意団体) 設立 

1979 年 4月 社団法人白老観光協会   設立 

2013 年 4月 一般社団法人白老観光協会 移行 

職員数 24 人【常勤 8人（正職員 5人・臨時職員 3人）、嘱託職員 16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） 

福田 茂穂 

（出身組織名） 

ホテルいずみ 

代表取締役 

(一社)白老観光協会会長(代表理事)。2017 年 5 月

より当協会会長に就任し、白老の観光振興に精力

的に取り組んでいる。ホテル経営者として、各種

マネジメントに秀でており、地域内外に幅広い人

脈を持つ。白老町観光地域づくりの牽引役であ

る。 

データ収集・分析等

の専門人材（ＣＭ

Ｏ：チーフ・マーケ

ティング・オフィサ

ー 

（氏名） 

下神 和義「専従」 

（出身組織名） 

(一社)白老観光協会 

総務課兼業務課主幹 

㈱ＪＴＢで 33年間勤務。観光地域マーケティング

について知見と能力を持つ。観光経済波及効果、

市場調査、観光戦略策定及び着地型旅行商品造

成・販売業務に従事する。 

 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

（氏名） 

千葉 勝宏「専従」 

（出身組織名） 

(一社)白老観光協会 

事務局長 

当協会に 30 年間勤務。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。北海道内

自治体、観光事業者、白老町事業者との幅広いネ

ットワークを持ち、利害関係者との合意形成に精

通する。 

事業部門 

物販部門の責任者 

（氏名） 

前田 真利「専従」 

(一社)白老観光協会 

事務局次長 

㈱丸井今井で 30 年間勤務。流通業界に精通してい

る。当協会物販事業責任者として、白老町ならで

はのお土産物販売、軽飲食提供の仕組みをゼロか

ら構築し、運営を行っている。白老町ふるさと納

税推進業務や各種イベントでの販売等、地場産品

の販路拡大に取り組んでいる。 

事業部門 

プロモーションの責

任者 

 

（氏名） 

石田 智紀「専従」 

（出身組織名） 

(一社)白老観光協会 

総務課兼業務課主事 

当協会のプロモーション、Ｗｅｂ担当者として豊

富な経験と高い能力を持つ。業務を通じて、白老

町観光事業者との幅広いネットワークを持つ。 
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事業部門 

旅行商品造成・販売

の責任者 

（氏名） 

下神 和義「CMO 兼務」 

（出身組織名） 

(一社)白老観光協会 

総務課兼業務課主事 

㈱ＪＴＢで 33年間勤務。法人営業、ツアー造成、

販売方法や販路開拓等に精通し、観光業を熟知し

ている。白老町観光事業者と連携し、着地型旅行

商品の企画開発・販売を担当する。総合旅行業務

取扱管理者。 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

北海道白老町 

産業経済課(観光振興・宣伝、観光行事、商業振興、農林水産業振興) 

政策推進課(アイヌ文化振興、ウポポイ普及啓発、公共交通、都市景観、 

ふるさと納税) 

企画財政課(広報・報道対応、統計業務) 

生涯学習課(仙台藩白老元陣屋資料館の管理運営、文化財の整備・保護、 

文化芸術・スポーツ振興) 

建設課(社会資本整備、ウポポイ周辺整備) 

総務課(姉妹都市、情報システムの維持管理) 

 

連携する事業者名及

び役割 

【観光振興事業者】 

・(公社)北海道観光振興機構(各種誘客活動連携、助成・支援事業連携) 

・虎杖浜竹浦観光連合会(白老町虎杖浜・竹浦地区観光振興連携) 

【宿泊事業者】 

・白老町内各宿泊施設(宿泊) 

【飲食事業者】 

・白老町内各飲食関連事業者(飲食) 

【交通事業者】 

・ＪＲ北海道㈱白老駅(受入態勢整備) 

・白老観光バス㈱ ・白老交通㈱ ・北海道中央バス㈱ ・道南バス㈱ 

(二次交通) 

【物販・その他】 

・各物販事業者・その他事業者(商品仕入販売・着地型旅行商品開発・運営) 

【アイヌ文化振興】 

・ウポポイ(民族共生象徴空間) 

・(公財)アイヌ民族文化財団 

(アイヌ語・アイヌ文化振興、伝承者育成、普及啓発、総合的研究の推進) 

・(一社)白老アイヌ協会 ・(一社)白老モシリ ・白老民族芸能保存会 

【産業振興】 

・白老町商工会 ・(協組)白老商業振興会 ・白老牛銘柄推進協議会 

・とまこまい広域農業協同組合 ・いぶり中央漁業協同組合 

【メディア】 

・㈱北海道新聞社 ・㈱苫小牧民報社 ・㈱室蘭民報社 

【関連団体】 

・若草町内会(地元地域町内会) 

・ポロト自然休養林保護管理協議会(観光資源保護管理) 

・白老おもてなしガイドセンター(観光ガイドサービス) 

・特定非営利活動法人ウレシパの杜(森の再生・保存) 

・白老金融協会(当協会資金管理及び監査) 

【広域連携】 

・北海道登別洞爺広域観光圏協議会(観光振興広域連携) 

・登別市・白老町観光連絡協議会(観光振興連携) 

【文化財】 

・仙台藩白老元陣屋跡・資料館(文化財) 
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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】①及び② 

② (一社)白老観光協会理事会・三役会・通常総会を開催 

②白老まちづくりＤＭＯ戦略協議会の設置及び開催 

（概要） 

① 当協会には、白老町観光関連事業者、経済団体、産業団体、アイヌ関連団

体等、多種多様な業界から会員 170 社(団体等)が参画し、各種業界を代表

する方々が役員(会長１名、副会長２名、専務理事１名、理事 11名)とし

て理事会を形成している。当協会理事会は、概ね 1～2か月に 1回開催さ

れ、事業計画の審議、事業進捗状況の点検、事業実施結果の評価等を行な

い、合意形成を図っている。三役会(会長、副会長、専務理事)は、理事会

に諮る事前協議や緊急対応等の合意形成を図っている。また、年 1回開催

する通常総会では、当協会正会員に対し、事業報告、事業計画、決算状況

等を報告するとともに、幅広く意見を聴取し、事業執行への反映に努めて

いる。白老町は、産業経済課観光振興グループが、観光振興・宣伝、観光

行事、観光施設の計画・維持管理等を担い、日々当協会と連携し、観光振

興事業を推進している。 

② 当協会が主導し、官民多様な関係者が参加する「白老まちづくりＤＭＯ戦

略協議会」を設置。当協会を中心に、広域経済産業団体、各種協議会、地

域自治体等 18団体で構成し、官民・産業間・地域間の連携を図ってい

る。本協議会の意見を反映したうえで、「候補ＤＭＯ」から「登録ＤＭ

Ｏ」への本登録申請となる。 

 

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 

 

 観光は、観光関連事業者だけでなく、農業、林業、漁業、製造業、サービ

ス業等幅広い分野にわたる産業であり、その振興は、交流人口を拡大させ、

地域経済の活性化や雇用の増大をもたらすものである。町民一人一人が、観

光の意義及び白老町の魅力(自然、歴史、文化、食、温泉等)を理解し、観光

の重要な担い手として認識することが重要である。ウポポイ開業効果を全町

に波及させ、住民意識啓発・参加促進を目的に以下の取組を実施している。 

・観光客と町民の交流イベントをウポポイに隣接する白老駅北観光商業ゾー

ンで開催(2020 年以降毎年実施) 

・白老町民限定ウポポイ無料施策(2020 年) 

・町民対象の観光おもてなしガイド養成講座の実施(2019 年以降毎年実施) 

・「界 ポロト」日帰り入浴町民割引カードの発行(2022 年以降実施) 

・地域住民へのアイヌ文化・観光啓発を目的とした講演・イベントを実施 

 

法人のこれまでの活

動実績 

 

 

（活動の概要） 

昭和 26 年 5 月、観光地としての運営を円滑に進めるため、白老町観光協会

(任意団体)が設立された。昭和 54年 4月、公益法人の設立が許可され、社団

法人白老観光協会設立、その後、平成 25 年 4 月、一般社団法人白老観光協会

に移行する。 

任意団体の観光協会設立から、白老町の文化、観光資源の保存保護、観光

施設の整備改善、観光関係者の資質の向上と観光事業の健全な振興等を目的

に、観光宣伝と観光客誘致促進や観光客に対する接遇の改善、観光意識の普

及向上等の各種事業を行ってきた。 

令和 2年、ウポポイ(民族共生象徴空間)開業にあわせて、白老町が白老駅

北観光商業ゾーンを整備する。当協会が、構成施設の観光インフォメーショ

ンセンター指定管理事業者として、選定される。地域の観光振興、観光情報

発信のみならず、観光資源の維持管理、地域特産品販売及び展示ＰＲ等の事

業を行っている。 
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令和 3年度における当協会の事業については、概ね下記の通りである。 

事業 実施概要 

情報発信・

プロモーシ

ョン 

１．広告宣伝事業 

・新聞・雑誌広告 

・旅行情報誌広告掲載事業 

・各種観光事業集客チラシ作成事業 

・誘導案内看板維持管理 

・インターネット事業更新管理 

・ＳＮＳ等を活用した情報発信事業(しらおいナビ、

Facebook、Twitter、Instagram、YouTube 等、多言語対応

も行い、海外にも発信) 

・観光情報発信強化事業(ホームページリニューアル) 

 

２．誘客事業 

・ウエルカムしらおいキャンペーン事業(しらおい満喫割事

業、観光賑わい創出事業、観光コンテンツ事業) 

・しらおいポロトミンタラフェスティバル 2021 

・北海道まるごとフェア(東京) 

・民族共生象徴空間ＰＲ事業(東京、仙台) 

・日本の観光・物産博 2021(台北) 

・旅サラダＥＸＰＯ(大阪) 

・北海道教育旅行説明会・相談会(東京、大阪、名古屋) 

・他県連携相互総客促進事業(福岡) 

 

受入環境の

整備 

１．白老駅北観光インフォメーションセンター管理運営業務 

・宿泊飲食、観光、体験プログラム等の情報発信 

・白老町特産品、北海道内お土産物販売及びＰＲ展示 

・軽飲食の提供 

・手ぶら観光(手荷物預かり、コインロッカー)対応 

・レンタサイクル事業 

 

２．白老駅北観光商業ゾーン管理運営業務 

・遊具施設管理(ふわふわドーム等) 

・ＳＬポロト号(Ｄ５１)保存管理 

・駅北観光商業ゾーン(移動販売スペース、イベントスペー

ス等)管理 

 

３．JR 白老駅委託事業 

・白老駅臨時改札(ウポポイ側改札)案内業務 

・白老駅舎管理・清掃業務 

・白老駅内観光案内ブースの管理運営 

 

４．白老ふるさと 2000 年の森管理業務 

・ポロトの森キャンプ場の管理運営 

・キャンプ用品のレンタル 

 

５．ウポポイ駐車場管理業務 

・観光大型バス駐車場管理運営 
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観光資源の

磨き上げ 

１． ポロト湖インフォメーションセンター管理運営業務 

・カナディアンカヌー貸出事業 

・ポロト湖氷上ワカサギ釣り事業 

 

２． 観光ガイド養成事業 

・白老町事業として観光ガイド養成講座を実施。養成講座終

了有志による、ガイドセンター設立。ガイド事業開始。 

 

３． 日帰りバスツアー事業 

・コロナ禍のマイクロツーリズム実証事業として、札幌圏発

白老町日帰りバスツアー事業を実施。 

 

４． 元気まち情報館管理事業 

・大滝白老線(幹線道路)設置の「元気まち情報館」での情報

発信、維持管理事業 

 

５． ポロト湖、ポロトの森春の一斉清掃 

・観光シーズン前、環境保全を目的に地元の協力を得て実施 

 

６． 白老町アイヌ施策の事業連携 

・白老町実施の「アイヌ文化の保存伝承」「アイヌ文化の理

解促進」「観光及び産業振興」「地域間・国際交流の推進」

等各事業において、アイヌ文化の磨き上げ、及びプロモー

ション活動等で連携 

 

 

（定量的な評価） 

情報発信・プロモーション 

１． 広告宣伝事業 

・白老観光協会ホームページ閲覧数 354,278PV(対前年 101.1％) 

・白老町観光案内冊子(P38)ＪＰ０１発行配布 10,000 部 30 か所配布 

・白老フォトコンテスト実施 当町の魅力発信素材として活用 

 (2021 年度実施分 応募数 204 最優秀 1 優秀 3 入賞 20 作品) 

 

２． 誘客事業 

・ウエルカムしらおいキャンペーン事業  

 しらおい観光満喫割(白老町宿泊費補助事業) 5,742 人利用 

 1,000 円地域クーポン配布事業       11,469 枚利用 

 300 円地域クーポン配布事業         5,310 枚利用 

 スタンプラリー                              291 名応募 

・しらおいポロトミンタラフェスティバル 2021 

 ウポポイ開業 1周年記念として、ウポポイの集客と町の賑わいの相乗効果

を目的にポロトミンタラ(白老駅北観光商業ゾーン)にてイベント開催 

 2021 年 7 月～10月 計 5 日間開催 4,650 人集客 

 

受入環境の整備 

１． 白老駅北観光インフォメーション管理運営業務 

・年末年始休業、コロナ緊急事態宣言時臨時休業を除き 294 日開業 

・観光インフォメーションセンター入館者数 87,742 人 
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２． 駅北観光商業ゾーン管理運営業務 

・物販事業 店頭 38,250 千円、非店頭 7,101 千円、計 45,350 千円 

 ※非店頭は、イベント販売、ふるさと納税返礼品他 

 

３． JR 白老駅委託事業 

・JR白老駅臨時改札業務(309 日 26,937 人利用) 

 

４． 白老ふるさと 2000 年の森管理業務 

・4月～11月 8 か月 

・ポロトの森キャンプ場利用者 10,359 人 

 

５． ウポポイ駐車場管理業務(全ウポポイ開業日) 

・大中型バス 2,497 台、マイクロバス 142 台 計 2,639 台 

 

観光資源の磨き上げ 

１． ポロト湖インフォメーションセンター管理運営業務 

・貸出カヌー利用者 176 人 

・氷上ワカサギ釣り(1/8～3/6) 利用者 4,080 人 

 

２． 観光ガイド養成事業  

・2021 年度観光案内実績 214 名 

 

３． 日帰りバスツアー事業 

・8ツアー受入 

 

４． 元気まち情報館管理事業 

・4月～11月 8 か月 

 

５． ポロト湖、ポロトの森春の一斉清掃 

・観光シーズンのゴールデンウイーク前に実施 1 日 約 50 名参加 

 

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） 

当協会(2021 年度末会員数：170 白老町観光関連事業者、経済団体、産業

団体、アイヌ関連団体が加盟)が母体となり、行政(国、北海道、白老町)及び

(公社)北海道観光振興機構等と連携し事業を推進。当協会理事会及び三役会

(会長、副会長、専務理事)、年 1回開催する通常総会にて、幅広く意見を聴

取し、合意形成を図った上で、事業推進に努めている。 

当協会等に加え、広域観光協議会、農林水産経済団体、アイヌ関連団体、

地元町内会等、多様な関係者が参画する「白老まちづくりＤＭＯ戦略協議

会」においても、官民が密接に連携した合意形成を図った上で、事業推進に

努めている。 

 

(実施体制図) 

次ページに記載 
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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  

 

【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

 
 

【区域設定の考え方】 

 白老町は、北海道の南西部、胆振総合振興局管内のほぼ中央に位置し、南は太平洋、西は登別市、

北は千歳市と伊達市大滝区(旧大滝村)、東は別々川をはさんで苫小牧市と隣接している。 

白老とは、アイヌ語で「虻(あぶ)の多いところ」と言う意味の言葉、「シラウオイ」からきたと言

われている。 

 町の面積は、およそ 425.64 平方キロメートルで、東京 23区総面積の約 2/3 の広さとなる。町の面

積の約 75％を森林が占め、海、川、山、森、湖と様々な自然にあふれたのどかな街である。 

 気候は穏やかで、夏は涼しく冬の積雪もあまり多くない。春と秋には豊富な自然が織りなす豊かな

風景が楽しめ、四季折々の様々な表情を楽しむことができる。 

 白老町は古くから先住民族「アイヌ」の人々がコタン(集落)を形成し、自然と自然現象のそれぞれ

に「カムイ(神)」が宿るとして敬い、人間も自然の一部であると考え、共生により豊かな生活文化を

育んできた。これまでの歴史や、地域に根差したアイヌ文化の伝承・保存、調査・研究活動、豊かな

自然環境や交通アクセスの良さなどが認められ、2020 年 7 月、日本の貴重な文化でありながら存立の

危機にあるアイヌ文化の復興・発展のための拠点となるナショナルセンターとして、「国立アイヌ民

族博物館」「国立民族共生公園」「慰霊施設」から構成される「ウポポイ(民族共生象徴空間)」が開設

された。 

 そのような背景のもと町は、「第 6 次白老町総合計画」(令和 2年策定)「第 2 次白老町商業・観光

振興計画」(令和 4年策定)で、ウポポイ開設を機に、多文化共生のまちづくりを進め、観光振興によ

る町内商工業の活性化を目指す事となった。 

 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は、地域ＤＭＯ要件の単独市町村区

域の白老町とする。観光振興においては、近隣市町とも連携する必要があることから、西胆振地区(3

市 4 町)が加盟する「北海道登別洞爺広域観光圏協議会」及び隣接する登別市との「登別市・白老町

観光連絡協議会」にて、地域連携の必要があるマーケティングやマネジメント対応を行う。 
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【観光客の実態等】 

観光入込客数(2021 年度 168 万人 対前年 95％)は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響があっ

たものの、ウポポイ開業効果もあり、減少幅を抑えることができた。延べ宿泊者数(2021 年度 6.7 万

人 対前年 116％)は、ウポポイ開業、新規宿泊施設開業効果もあり、増加した。観光消費額(2021 年

度 112 億円 対前年 117％)は、延べ宿泊者数の増加等もあり、増加した。 

【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】 
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【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

白老町内地区 宿泊施設数 客室数 収容数 

白老地区 ５ ７３ ２２２ 

虎杖浜地区 １１ ２３６ ７８５ 

計 １６ ３０９ １，００７ 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

●区域までの交通 

飛行機 

東京⇒新千歳空港 約 1時間 40 分 大阪⇒新千歳空港 約 2時間 

〈新千歳空港から〉 

ＪＲ北海道 新千歳空港から白老駅まで 約 45分(特急利用) 

都市間バス 新千歳空港から白老駅まで 1時間 45 分(1 日 1便) 

車     新千歳空港から白老駅まで 約 45分(高速道路利用) 

 

列車 

〈札幌駅から〉   ＪＲ北海道 札幌駅から白老駅まで    約 1 時間(特急利用) 

〈旭川駅から〉   ＪＲ北海道 旭川駅から白老駅まで    約 2 時間 30分(特急利用) 

〈新函館北斗駅から〉ＪＲ北海道 新函館北斗駅から白老駅まで 約 2 時間 30分(特急利用) 

 

車 

〈札幌方面から〉 札幌北ＩＣから白老ＩＣまで  約 1 時間 30 分(高速道路利用) 

〈旭川方面から〉 旭川鷹栖ＩＣから白老ＩＣまで 約 2 時間 20 分(高速道路利用) 

〈函館方面から〉 大沼公園ＩＣから白老ＩＣまで 約 2 時間 50 分(高速道路利用) 

 

フェリー 

〈苫小牧港から〉 車で 苫小牧フェリーターミナルから白老駅まで 約 40 分 

 

●域内交通 

 白老町交流促進バス(愛称：ぐるぽん)を運行。「ＪＲ白老駅」から「ウポポイ」はもちろん「仙台

藩白老元陣屋資料館」「ポロトミンタラ」等白老地区の観光拠点をはじめ、社台地区、萩野地区等、

どこまで乗っても 1回 100 円で利用可能。 

 

【外国人観光客への対応】 

 
 

 白老町の外国人宿泊者数は、2017 年度に 1 万人を超え、今後大きく伸びていく事が期待されたが、

新型コロナ感染症拡大の影響を大きく受けた状況である。政府の訪日外国人旅行者数、2030 年 6,000

万人の目標に向け、引き続き受入態勢の整備を行っていく。 

・観光インフォメーションセンター(ＪＮＴＯカテゴリー２)の維持運営 

・常勤外国人スタッフ(ベトナム人 1名、中国人 1名)による観光案内及び多言語情報発信(ＳＮＳ等) 

・観光インフォメーションセンターに対話型翻訳機(72 言語)を設置 

・観光マップ(英語、中国語繁体語、中国語簡体語、韓国語)の発行及び設置 
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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 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。 

アンケート調査を自主事業として

実施。 

延べ宿泊者数 宿泊者数の推移を把握するため。 アンケート調査を自主事業として

実施。 

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。 

アンケート調査を自主事業として

実施。 

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。 

アンケート調査を自主事業として

実施。 

ＷＥＢサイトの閲覧状況 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。 

当協会ホームページ閲覧状況を委

託事業者からの報告を基に集計 

住民満足度 観光振興に対する地域住民の理解

度を測るため。 

2 年に 1 回実施される「町民意識

調査」における観光施策満足度を

引用し分析を実施。 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
 白老町は、北海道の玄関口、新千歳空港(千歳市)や苫小牧港(苫小牧市)に比較的近く、アイヌ文

化や歴史、景勝地や温泉があり、宿泊をして１日以上滞在し楽しむことができる観光地である。 

 しかし、観光客は、ＪＲや道央自動車道など交通アクセスの利便性が高い故、近隣の登別温泉(登

別市)、洞爺湖温泉(洞爺湖町)等、規模の大きい温泉地に宿泊する傾向があり、白老町は、通過型日

帰り観光地となり、町での滞在時間は短い傾向にある。 

 そのような状況下、令和２年７月「国立アイヌ民族博物館」「国立民族共生公園」「慰霊施設」か

らなるウポポイ(民族共生象徴空間)が町内に開業。町は、増加する観光客対応として、観光インフ

ォメーションセンターを開設、ＪＲ白老駅および周辺を整備、観光ガイド人材の育成他、受入態勢

の強化を進めてきた。観光客に、心のこもったおもてなしを提供するとともに、観光による地域活

性化を目指す施策を実施してきた。 

 しかし、令和２年に始まる新型コロナウイルス感染症拡大の影響は大きく、町内観光事業者に深

刻な影響が生じている。 

 今後、コロナ収束後を見据え、ウポポイ開業で増加が見込める観光客に、当協会が中心となり、

町内の魅力発信、着地型ツアーの開発・販売等で、観光客を増やすとともに、町内滞在時間を増や

し、地域内経済効果を高めていくことが課題である。 

 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 

内

部

環

境 

強み（Strengths） 

・アイヌ文化伝承の地 

・海、山、川、湖などの豊かな自然環境 

・新千歳空港に車で 40 分の好アクセス 

・札幌圏からのアクセスの良さ 

・「白老牛」「虎杖浜たらこ」「椎茸」

「卵」等、特産品を活用した食文化 

弱み（Weaknesses） 

・商業集客施設が無い 

(地元特産品集約施設が無い) 

・宿泊施設(収容数)が少ない。 

・宿泊者が少なく、通過型観光地 

・拠点からの二次交通が少ない。 

・統計調査等活用不足 

・観光推進体制が脆弱 
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・「国立民族博物館」や「国立民族共生

公園」「慰霊施設」等から構成される

「ウポポイ(民族共生象徴空間)」の開業 

・湯量豊富な虎杖浜温泉やモール泉の白

老温泉等温泉資源が豊富 

・ポロト湖・ポロト自然休養林を活用し

たアウトドア体験が可能 

・道内では比較的温暖で、積雪は少ない 

 (誘客活動、観光案内等) 

・宿泊施設の老朽化 

・人口減少、高齢化による観光事業の担

い手不足 

・少ない飲食店 

・閑散期(冬季)の集客力が弱い。 

・情報発信力が弱い 

・地域一体で観光に取組む団結力不足 

 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

・「ウポポイ(民族共生象徴空間)」開業

による観光客の増加や新規創業・出店 

・新千歳空港、ＪＲ白老駅、白老港、白

老町周辺道路等の社会基盤整備 

・知名度のある宿泊施設(星野リゾート

界ポロト)の進出 

・「ウポポイ」「界 ポロト」「白老牛」等

メディア露出増加による注目 

 

脅威（Threat） 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響 

・国際情勢不安による旅行控え 

・人口減少、若年層の旅行離れ等による

市場の減少 

・周辺観光地との競争激化 

・公共交通機関の減便、路線廃止 

・物価上昇による観光消費控え 

 

※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  

北海道在住 

・ミドル層(35～49 歳)、シニア層(50 歳以上) 

・教育旅行マーケット 

○選定の理由 

・令和 3年度、当協会運営観光インフォメーションセンター利用客の割合は、北海道内在住日本人

51.9％、北海道外在住日本人 47.4%、外国人 0.7%。年齢別データは無いが、10代、20 代は少な

く、30 代以上、特に 50代以上が多い。 

・可処分所得の多い層であり、ウィズコロナ時代における近距離旅行ニーズの高さ(令和 3年度観光

庁観光白書)を考慮する。 

・2020 年 7 月開業のウポポイ入場者は、開業 2年を終え、52.3 万人で、全道人口 10％に満たない。 

・教育旅行ニーズの高いウポポイやキャンプ場での体験メニュー等コンテンツが豊富な為。 

 

○取組方針 

・国及び北海道が実施する旅行喚起策「GOTO トラベル」「どうみん割」等施策を積極的に活用する。 

・北海道、白老町、周辺自治体、ウポポイと連携し、教育旅行誘致事業を積極的に行う。 

・白老町独自観光振興施策(プロモーション、イベント)を積極的に活用する。 

・白老町観光事業者と連携し、需要に基づいた着地型コンテンツを造成・販売する。 

 

○第２ターゲット層  

大都市圏(東京・大阪・名古屋)及び新千歳空港就航地 

・ミドル層(35～49 歳)、シニア層(50 歳以上) 

・教育旅行マーケット 
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○選定の理由 

・上述の当協会調査において、北海道外在住日本人(47.4%)、特に大都市圏(関東圏、中部圏、関西

圏)及び新千歳空港就航地から来られる観光客が多い。また、ミドル層、シニア層は、可処分所得

も多い。 

・令和 3年度観光庁観光白書によると、３密回避が求められる状況下、キャンプなどのアウトドア

への需要が高まる、観光趣向変化が起こっている。この需要を満たすことができると考慮する。 

・海外修学旅行は当面の間復活せず、代案として、ウポポイを含む北海道修学旅行は増加傾向と考

慮する。 

 

○取組方針 

・北海道、白老町と連携し、大都市圏誘客活動を実施し、白老町のＰＲ並びに誘客に努める。 

・北海道、白老町、周辺自治体、ウポポイと連携し、教育旅行誘致事業を積極的に行う。 

・白老町観光事業者と連携し、需要に基づいた着地型コンテンツを造成・販売する。 

 

○第３ターゲット層  

海外市場 

・訪日観光意向を持つ東アジア(中国、台湾、香港、韓国)在住外国人 

○選定の理由 

・白老町における訪日外国人宿泊者数は、1万人前後(2017～2019 年度)で、決して多くないものの 

コロナ完全収束後の訪日外国人増加を見据え、ターゲット設定。 

・当協会運営観光インフォメーションセンター利用外国人客の割合は、アジア圏 43.4%、北米圏

24.4%、ヨーロッパ圏 22.2%となっており、アジア圏が多い。 

・2019 年訪日外国人旅行消費額調査によると、訪日外国人旅行消費額の約 64.4%が、中国、台湾、

香港、韓国からの旅行者によるものである。コロナ以前、当地へは、アジア圏からの訪日外国人

観光客が圧倒的に多かったことと、観光消費による町の活性化の方針もあり、ターゲットとし

た。 

 

○取組方針 

・日本政府観光局(ＪＮＴＯ)と連携し、ウポポイ以外の白老町観光コンテンツ情報発信を行う。 

・当協会ホームページ、ＳＮＳ等の多言語対応を継続して行う。 

・地元事業者、当協会外国人従業員(中国人 1名、ベトナム人 1名)との連携による、訪日外国人向

け着地型コンテンツの開発。 

 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト ～豊かな自然に恵まれ、先住民族「アイヌ」の歴史と文化が息づくまち～ 

北海道白老町 

②コンセプトの考え

方 

１． 魅力ある観光地を形成 

 ウポポイ(民族共生象徴空間)の開設を契機とし、観光地としての魅力を

向上させるため当協会が地域ＤＭＯの取得を目指すほか、関係機関との連

携により、魅力ある観光地の形成に努める。 

 

２． 魅力ある地域資源の活用 

 豊富な自然やアイヌ文化を取り入れた商品開発・飲食の提供のほか、自

然景観の保存・整備・温泉資源の利活用など、白老町が持つ魅力ある地域

資源を活用し、観光地としての価値を高める。 
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３． 訪れやすいまちづくりの整備・充実 

 多様化する観光ニーズに応えるため、観光インフォメーションセンター

(当協会運営)を拠点とした情報発信やガイド人材の育成、交通アクセスの

整備のほか、宿泊施設、飲食店、土産物店等の魅力度アップ、新規事業者

の参入促進等に努める。また、外国人観光客の増加にも備え、多言語対応

やキャッシュレス化、観光地のバリアフリー化にも取り組む。 

 

４．新たな誘客にも取り組み 

 当協会が中心となり、観光客動向調査や観光ニーズの把握等に努めると

ともに、旅行商品の企画販売、体験メニューの充実、教育旅行の誘致、ア

イヌ文化を取り入れた商品企画販売等にも取り組む。 

 

以上のような取り組みを実践し、何度も何度も訪れて、住んでみたくなる 

～豊かな自然に恵まれ、先住民族「アイヌ」の歴史と文化が息づくまち～ 

北海道白老町 

を実現する。 

 

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。 

 ＤＭＯ設立を目的に「白老まちづくりＤＭＯ戦略協議会」を設立。Ｄ

ＭＯの方針等、多様な関係者と共有を行う。 

同協議会と概ね会員が重複する「一般社団法人白老観光協会」の通常

総会(年１回)、理事会、三役会等(概ね１～２か月に１回)を実施し、多

様な関係者との合意形成を図り事業を推進する。 

 白老町観光方針及び観光施策は、白老町公式ホームページで広く周知

され、当協会と連携して、事業実施される。 

 定期的に開催(概ね１～２か月に１回)される当協会理事会(宿泊、飲

食、交通、物販他各分野の観光事業者の代表で構成される)並びに三役

会(会長、副会長、専務理事)において、事業管理、予算管理、数値管理

等定期的に戦略との整合性に関する調整等が行われる。 

 活動の意義・内容・成果・目標数値の達成状況等の分析結果を反映し

た「事業報告書」「前年度収支決算」並びに次年度の「事業計画書案」

「収支予算案」は、通常総会で報告、承認される。また当協会公式ホー

ムページにて周知される。 

 「白老まちづくりＤＭＯ戦略協議会」を、本年 3月開催し、事業方

針、登録ＤＭＯ申請、旅行業登録等承認された。 

 

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 

おもてなしガイド人材育成事業実施による、ガイド品質の維持向上。 

ご当地グルメ「白老バーガー＆ベーグル」規格・プロモーションの管理 

観光総合窓口対応による、ニーズの把握、サービスの維持向上。 

 

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 

ＪＲ白老駅北に観光インフォメーションセンターを設置し、観光案内、 

ＨＰ、ＳＮＳ等一元的な情報発信・各種施策を実施。 

当協会ホームページ、白老町ホームページ、白老町広報誌、市内の観光

関連事業者等で、地域一体となった情報発信を実施している。 
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2021 年には、当協会ホームページをより見やすく、情報を得やすくする

ために一新した。 

 

※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 

 
 
※訪日外国人旅行者目標に関する数値は、コロナ収束後、国の受入方針確定後策定予定。 

 

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】 

 令和２年度に策定された「第６次白老町総合計画」及び「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を上位計画として位置付け、本町における商業及び観光施策の指針として策定された「第２次

白老町商業・観光振興計画」に定められた目標数値にあわせた目標数値設定としている。前述の

「総合計画」「総合戦略」「振興計画」に目標記載のないものについては、現状値を考慮の上、目標

数値設定することとした。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

１１２億円(令和３年度)⇒目標値１６０億円(令和９年度)に合わせて、単年度目標値を設定。 

 

●延べ宿泊者数 

６．７万人(令和３年度)⇒目標値１０．０万人(令和９年度)に合わせて、単年度目標値を設定。 

 

●来訪者満足度 

８１．８％(令和３年度)と高率な為 ⇒ 目標値８５％(令和９年度)とした。 

 

●リピーター率 

５３．６％(令和３年度)⇒目標値７０．０％(令和９年度)に合わせて、単年度目標値を設定。 

 

2019（H31）
年度

2020（R2）
年度

2021（R3）
年度

2022（R4）
年度

2023（R5）
年度

2024（R6）
年度

実績 実績 実績 目標 目標 目標

旅行消費額
（総額）

億円 76.6 95.8 112 120 128 143

延べ宿泊者数 人 102,026 57,980 67,008 72,000 77,000 82,000

来訪者満足度 ％ 72.4 78.4 81.8 82.3 82.8 83.3

リピーター率 ％ ‐ 53.2 53.6 56.3 58.0 60.0

必須KPI　項目 単位
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（２）その他の目標 

 
※訪日外国人旅行者目標に関する数値は、コロナ収束後、国の受入方針確定後策定予定。 

 

※各指標項目の単位を記入すること。 
 

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】 

令和２年度に策定された「第６次白老町総合計画」及び「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を上位計画として位置付け、本町における商業及び観光施策の指針として策定された「第２次

白老町商業・観光振興計画」に定められた目標数値にあわせた目標数値設定としている。前述の

「総合計画」「総合戦略」「振興計画」に目標記載のないものについては、現状値を考慮の上、目標

数値設定することとした。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●Ｗｅｂサイトのアクセス状況 

35 万ＰＶ(令和 2年度)⇒目標値 100 万ＰＶ(令和 9年度)に合わせて、単年度目標値を設定。 

 

●住民満足度 

45％(令和 3年度)⇒目標値 50.0％(令和 5年度)とした。 

 

●観光客総入込数 

1,174 千人(令和 2年度)⇒目標値 3,500 千人(令和 9年度)に合わせて、単年度目標値を設定。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019（H31）
年度

2020（R2）
年度

2021（R3）
年度

2022（R4）
年度

2023（R5）
年度

2024（R6）
年度

実績 実績 実績 目標 目標 目標

Webサイト
閲覧状況

PV 441,244 350,444 354,278 460,000 570,000 700,000

住民満足度 ％ 48.8 ‐ 45.0 ‐ 50.0 ‐

観光客総入込数 人 1,596,871 1,773,948 1,684,073 2,000,000 2,300,000 2,600,000

項目 単位
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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 

 

会費収入 1,699,000

補助金等収入 28,993,664

事業収入 17,100,311

自転車及びカヌー貸付負担金 200,000

雑収入 182,125

特定預金取崩収入 3,670,000

繰入金収入 4,770,517

前期繰越収支差額 △169,595

会費収入 1,709,000

補助金等収入 36,530,444

事業収入 92,505,469

自転車及びカヌー貸付負担金 221,800

雑収入 4,050,393

繰入金収入 1,528,000

前期繰越収支差額 △1,703,916

会費収入 1,804,000

補助金等収入 92,192,913

事業収入 80,585,663

自転車及びカヌー貸付負担金 167,500

雑収入 2,391,633

繰入金収入 1,464,000

前期繰越収支差額 899,848

会費収入 1,800,000

補助金等収入 81,030,562

事業収入 108,810,400

自転車及びカヌー貸付負担金 150,000

雑収入 844

繰入金収入 1,274,000

前期繰越収支差額 △2,905,206

2022（Ｒ４）年度

（予算案）と同額で仮定

2022（Ｒ４）年度

（予算案）と同額で仮定

2021（Ｒ３）年度
（実績） 179,505,557

年度 総収入（円）

2022（Ｒ４）年度
（予算案） 190,160,600

2023（Ｒ５）年度
（未定） 190,160,600

2024（Ｒ６）年度
（未定） 190,160,600

内訳(円)

2019（Ｒ１）年度
（実績） 56,446,022

2020（Ｒ２）年度
（実績） 134,841,190
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（２）支出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業費 28,178,616

特別枠事業費 1,115,456

管理費 22,705,349

特定預金支出 1,380,000

繰出金支出 4,770,517

事業費 104,917,445

特別枠事業費 376,000

臨時交付金事業費 3,860,986

管理費 22,056,911

特定預金支出 1,202,000

繰出金支出 1,528,000

事業費 98,098,691

特別枠事業費 5,539,500

臨時交付金事業費 56,819,089

管理費 19,489,483

特定預金支出 1,000,000

繰出金支出 1,464,000

事業費 114,174,000

特別枠事業費 2,000,000

臨時交付金事業費 45,000,000

管理費 23,191,000

特定預金支出 798,000

繰出金支出 1,274,000

予備費 3,723,600

2022（Ｒ４）年度

内訳(円)

2021（Ｒ３）年度
（実績） 182,410,763

2022（Ｒ４）年度
（予算案） 190,160,600

2023（Ｒ５）年度
（未定） 190,160,600

2024（Ｒ６）年度
（未定） 190,160,600

（予算案）と同額で仮定

2022（Ｒ４）年度

（予算案）と同額で仮定

2020（Ｒ２）年度
（実績） 133,941,342

年度 総支出（円）

2019（Ｒ１）年度
（実績） 58,149,938
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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 
当法人は、任意団体の設立から 70年以上、白老町の観光振興に寄与してきた。2022 年度、地域Ｄ

ＭＯの登録申請を行い、地域の「稼ぐ力」を引き出す観光地域づくりの舵取り役として、事業を推

進する。 

2022 年度は、自主事業「ウポポイ大型バス駐車場管理事業」「白老駅北観光インフォメーションセ

ンター物販事業」２事業の大幅増が見込めるため、当協会黒字決算及び旅行業登録申請に必要な基

準資産の確保を行う。 

2023 年度は、当協会として旅行業を取得し、着地型旅行商品の造成・販売等を行ない収益事業に

育てていく。また、既存事業(下記記載の自主事業・受託事業・指定管理事業)の高付加価値化に取

り組むとともに、新規事業の開発や地方公共団体における宿泊税の導入等の検討を行い、自律的・

継続的な活動に向けた運転資金確保に努める。 

【自主事業】 

・ウポポイ大型バス駐車場管理事業(2021 年度駐車場収入 513 万円) 

・白老駅北観光インフォメーションセンター物販事業(2021 年度販売額 4,535 万円) 

・手ぶら観光(手荷物一時預かり、コインロッカー運営)事業 

・ポロトの森キャンプ場管理運営事業(キャンプ場管理運営、売店、レンタル用品) 

・ポロト湖インフォメーションセンター管理運営事業(カヌー、自転車貸出) 

【受託事業】 

・白老駅臨時改札業務 

・白老駅舎管理・清掃業務 

・白老町ふるさと納税返礼品送付業務 

・ポロト湖ワカサギ釣り事業 

【指定管理事業】 

・白老駅北観光商業ゾーン管理業務 

・白老ふるさと 2000 年の森管理業務 

 
 
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 

 

北海道白老町は、地域の「稼ぐ力」を引き出す観光地域づくりの舵取り役として事業を推進し、

北海道内及び白老町内の経済発展に寄与するため、一般社団法人白老観光協会を北海道白老町にお

ける地域ＤＭＯの登録を希望するので、一般社団法白老観光協会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） 
 

対象区域が重複する地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯは無い。 
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１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 下神 和義 

担当部署名（役職） 総務課兼業務課主幹 

郵便番号 059-0902 

所在地 北海道白老郡白老町若草町 1丁目 1番 21 号 

電話番号（直通） (0144)82-2216 

ＦＡＸ番号 (0144)82-4517 

Ｅ－ｍａｉｌ k.shimogami@shiraoi.net 

 

 

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 白老町 

担当者氏名 工藤 智寿 

担当部署名（役職） 産業経済課(課長) 

郵便番号 059-0995 

所在地 北海道白老郡白老町大町 1丁目 1番 1号 

電話番号（直通） (0144)82-8214 

ＦＡＸ番号 (0144)82-4391 

Ｅ－ｍａｉｌ syoko@town.shiraoi.hokkaido.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道 白老町 

担当者氏名 久末 雅通 

担当部署名（役職） 産業経済課 観光振興グループ(主幹) 

郵便番号 059-0995 

所在地 北海道白老郡白老町大町 1丁目 1番 1号 

電話番号（直通） (0144)82-8214 

ＦＡＸ番号 (0144)82-4391 

Ｅ－ｍａｉｌ kanko@town.shiraoi.hokkaido.jp 

 

 

 



法人名：一般社団法人白老観光協会

【区域】 北海道白老郡白老町
【設立日】 １９５１年５月
【登録日】 ２０１３年４月
【代表者】 福田 茂穂
【マーケティング責任者（CMO）】 下神 和義
【財務責任者（CFO）】 千葉 勝宏
【職員数】 ２４人
(常勤８人(正職員５人、臨時３人)、嘱託職員１６人)
【連携する主な事業者】
白老町宿泊事業者、白老町交通事業者
白老町飲食事業者、白老町商業事業者
白老町商工会、(協)白老商業振興会
白老町アイヌ関係団体、白老金融協会

～豊かな自然に恵まれ、先住民族「アイヌ」の歴史と文化が息づくまち～北海道白老町

合意形成の仕組み

登録区分名：地域ＤＭＯ

※訪日外国人旅行者目標は別途検討

法人のこれまでの活動実績

【情報発信・プロモーション】
・観光インフォメーションセンターの運営
・オフィシャルメディアの運営(公式HP、SNS)
・ウエルカムしらおいキャンペーンの実施
【観光資源の磨き上げ】
・ポロト湖カヌー事業・ワカサギ釣り事業
・観光ガイド養成事業
・白老町アイヌ施策の事業連携
【受入環境の整備】
・観光インフォメーションセンター維持運営
・JR白老駅委託事業
・白老ふるさと２０００の森管理業務
・ウポポイ大型バス駐車場管理業務
・白老駅北商業観光ゾーン管理業務

戦略

【該当する登録要件】 ①と②
【概要】
①当協会総会・理事会・三役会の開催
〈別資料：会員、役員一覧〉
②白老まちづくりDMO戦略協議会の開催
〈白老町観光事業者、経済団体、アイヌ関連
団体、地元自治会等１８団体から構成される〉

【主なターゲット】
①北海道在住
ミドル層、シニア層、教育旅行マーケット
②大都市圏(東名大)及び新千歳空港就航地
ミドル層、シニア層、教育旅行マーケット
③東アジア地区在住外国人
訪日観光意向を持つ、ミドル層、シニア層
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】

・国、北海道、白老町が実施する観光施策を
積極的に実施。

・周辺自治体、ウポポイと連携し、教育旅行
マーケットに対して、積極的にアプローチ。

・白老町観光事業者と連携し、ニーズに基づ
いた着地型商品の企画販売。
・当協会HP、SNSの多言語対応の継続実施。

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

・当協会総会・理事会・三役会等による幅広い
意見の吸収、調整。

・「第２次白老町商業・観光振興計画」に基づく
観光施策の実施及び目標設定。

・当協会運営の観光インフォメーションセン
ターによる一元的なプロモーションの実施。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【総収入】 事業収入80,585千円、補助金92,192千円 他
179,505千円
【総支出】 事業費98,098千円、臨時交付金事業費56,819千円 他
182,410千円 ※2021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】
・委託事業、自主事業の収益拡大と収益源となる新規事業の開発

マーケティング・マネジメントする区域

ＫＰＩ（実績･目標）

連携する事業者
によるテーマ別
の協議等

多様な地域の関
係者による協議、
合意形成等

役員による意思
決定、合意形成 理事会・三役会

白老まちづくりDMO戦略協議会

宿泊委員 交通委員
飲食・
物販委員

白老町各種会議 通常総会 広域連携会議

記入日： 令和４年 ７月１９日

【主な観光資源】
ポロト湖・森、温泉、ウポポイ、アイヌ文化、白老牛、たらこ

2019
（H31）
年度

2020
（R2）
年度

2021
（R3）
年度

2022
（R4）
年度

2023
（R5）
年度

2024
（R6）
年度

実績 実績 実績 目標 目標 目標

旅行消費額
（総額）

億円 76.6 95.8 112 120 128 143

延べ宿泊者数 万人 10.2 5.8 6.7 7.2 7.7 8.2

来訪者満足度 ％ 72.4 78.4 81.8 82.3 82.8 83.3

リピーター率 ％ ‐ 53.2 53.6 56.3 58.0 60.0

単位必須KPI　項目


