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第１章 調査の目的 

（１）日本における観光の現状と課題「稼ぐ力」 
⽇本における観光振興は、⼩泉内閣以降のビジットジャパンキャンペーンや観光庁の設⽴等、国策

として観光⽴国への取り組みが加速化し、訪⽇外国⼈旅⾏者を 2020 年までに 3000 万⼈にする⽬
標を掲げて観光⽴国の実現に向けた様々な政策を進めている。観光産業は⽇本における新たな成⻑産
業として発展に⼤きな期待が寄せられており、ビザの⼤幅な緩和や円安、免税制度の拡充等も後押し
し、2015 年度の訪⽇外国⼈旅⾏者数は 1974 万⼈と前年より 47.1％増加した。 

また、訪⽇外国⼈旅⾏消費額は 3 兆 4,771 億円 71%増と順調に伸びており、2020 年東京オリン
ピックに向けて今後も更なる増加が期待されている（図１、図 2 参照）。 

図1：旅行消費額と訪日外国人旅行者数の推移 

出典：観光庁「訪⽇外国⼈消費動向調査 2014 年年間値(確報値)」

図2：国籍・地域別の 

訪日外国人旅行消費額

と構成比 

出典：観光庁 

「訪⽇外国⼈消費動向調

査2014年年間値(確報値)」
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⼀⽅、観光産業の構造に着⽬すると⽇本における旅⾏・観光産業の⽣産性及び収益性は、海外や他
産業に⽐べると低いことが明⽩である。 

経済同友会が 2015 年 4 ⽉に公表した提⾔書『「真の観光⽴国」実現に向けた新たなＫＰＩの設定
を』によれば、表 1 に記載の通り、アメリカの労働⽣産性を１００とした場合、⽇本における宿泊・
飲⾷サービス業はアメリカ、ドイツの⽔準を⼤きく下回り、全産業、製造業、⾮製造業に⽐較して低
いと指摘している(表 1 参照)。 

表1：労働生産性の日米独比較（米国を100とした場合） 

アメリカ 日本 ドイツ 

全産業 100.0 57.2 85.9 

製造業 100.0 69.9 77.0 

非製造業 100.0 53.9 87.6 

飲食・宿泊業 100.0 26.5 64.5 

運輸・倉庫業 100.0 61.7 66.5 

出典：経済産業省「通商⽩書 2013」掲載のデータを⽤い、経済同友会事務局作表 
   『「真の観光⽴国」実現に向けた新たなＫＰＩの設定を』から転載 

また、同提⾔書においては、総資本経常利益率と従業員 1 ⼈当たり付加価値額の⾯から稼ぐ⼒を産
業別に⽐較しており、宿泊業、飲⾷サービス業の稼ぐ⼒の弱さを指摘している(表 2 参照)。 

表2：「稼ぐ」力の産業別比較（2012年）

総資本経常利益率（％） 従業員 1 人当たり付加価値額 

全産業 3.4 666 万円 

製造業 3.8 752 万円 

非製造業 3.2 640 万円 

宿泊業 0.6 421 万円 

飲食サービス業 1.8 306 万円 

運輸業(＊貨物・郵便含む） 3 616 万円 

出典：財務省「法⼈企業統計調査年報（平成 24 年度）」のデータを⽤い、経済同友会事務局作表 
   『「真の観光⽴国」実現に向けた新たなＫＰＩの設定を』から転載 

厚⽣労働省の労働統計年報（平成 24 年）によると、1 ⼈当たり平均⽉間所定内給与額においても、
全産業平均が 265,820 円になるが、宿泊業・飲⾷サービス業は約半分の 135,805 円にすぎないこと
が分かる(表 3 参照)。 

表3：1人平均月間所定内給与額（2012年） 

1 人平均月間所定内給与額

全産業 265,820 円 

製造業 286,192 円 

非製造業 279,226 円 

宿泊業・飲食サービス業 135,805 円 

運輸業(＊貨物・郵便含む） 252,929 円 

出典：厚⽣労働省「労働統計年報（平成 24 年）から作成」 
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旅⾏・観光産業については、訪⽇外国⼈旅⾏者数が順調に増加する⼀⽅、「低⽣産性」「低収益性」
といった課題を抱えているのが現状である。 

今後、観光を新たな⽇本の産業として育成していくうえでは、観光産業を⽇本の外貨獲得に資する
新たな源泉と捉え、観光先進国における様々な取り組み事例を研究し、⽇本及び北海道のグローバル
視点での国際観光競争⼒を⾼める必要がある。 

今回の調査では、北海道観光の現状分析による課題抽出を⾏い、国内外の観光先進地の優良事例の
研究や、政府で進めている DMO 組織の在り⽅の検証を通じて、北海道の観光の「稼ぐ⼒」を⾼め、
北海道経済全体の底上げに資するための取り組みを提⾔する。 
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第２章 北海道観光の現状と課題 

（１） 訪日外国人来道者数の推移と全国比較 

１）北海道の訪⽇外国⼈来道者数の推移 
訪⽇外国⼈来道者実⼈数は、表 4 と図 3 に記載の通り、平成 23 年度は東⽇本⼤震災の影響で台湾

を除いて⼤きく減少したが、平成 24 年度以降はアジア地域を中⼼に⼤きな増加傾向が続き、平成 26
年度は、平成 22 年度の約 2 倍となる約 154 万⼈を達成した(表 4、図 3 参照)。 

特に、台湾は平成 22 年度と⽐べ約 3 倍、中国は約 2 倍と⼤きな伸びになっている。ほか、タイ、
マレーシアなど東南アジアからの訪⽇来道者数も増加し、タイは⾹港を、マレーシアはシンガポール
を上回るようになった。 

図3：訪日外国人来道者実人数の推移 

出典：北海道経済部観光局「北海道観光⼊込客数調査報告書(平成 22 年度から平成 26 年度)から作成」 
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表4：訪日外国人来道者実人数の推移 単位：人 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

台湾 183,700 191,200 280,800 415,600 472,700

中国 135,500 101,400 102,200 158,300 340,000

韓国 148,900 89,700 123,600 141,600 201,100

タイ 18,400 9,700 37,000 98,800 128,300

香港 87,100 56,200 72,600 107,300 120,200

マレーシア 21,700 12,400 22,000 36,400 49,300

シンガポール 28,800 17,700 23,500 35,600 40,900

豪州 25,600 20,500 29,400 35,400 38,700

その他 92,000 70,900 99,300 124,100 150,100

合計 741,700 569,700 790,400 1,153,100 1,541,300

出典：北海道経済部観光局「北海道観光⼊込客数調査報告書(平成 22 年度から平成 26 年度)から作成」 

訪⽇外国⼈来道者延べ宿泊者数は、平成 24 年度以降は各国共に⼤きな増加傾向が続き、平成 26
年度は、平成 22 年度の約 2 倍となる 470 万⼈泊と⼤幅に増加した(表 5、図 4 参照)。 

実⼈数と延べ宿泊数の違いを⽐較すると、⾹港は実⼈数4位から延べ宿泊数3位にランクアップし、
マレーシアは実⼈数７位から延べ宿泊数 8 位にランクダウンしている。これは、平成 26 年度の平均
泊数を計算すると、シンガポール 6.1 泊、豪州 5.8 泊、⾹港 4.7 泊、マレーシア 2.4 泊、タイ 2.4
泊となり平均滞在⽇数の⻑短が影響していると思われる。 

平均泊数が 5 泊以上となる国はシンガポールとオーストラリアのみという結果になり、滞在⽇数の
拡⼤は北海道の観光消費額拡⼤に向けた課題の⼀つである。 

表5：訪日外国人来道者延べ宿泊者数の推移 単位：人泊 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平均泊数

台湾 563,489 570,665 876,863 1,307,758 1,518,409 3.2

中国 316,149 196,899 263,699 411,732 897,051 2.6

香港 450,406 287,326 363,184 515,772 560,944 4.7

韓国 352,564 184,044 265,670 300,604 430,742 2.1

タイ 38,712 23,137 82,152 245,828 301,709 2.4

シンガポール 208,585 121,576 167,011 244,880 250,059 6.1

豪州 153,775 102,384 191,419 232,125 223,390 5.8

マレーシア 64,543 28,005 52,285 96,013 120,622 2.4

その他 216,938 138,708 238,822 333,746 398,097 2.7

合計 2,365,161 1,652,744 2,501,105 3,688,458 4,701,023 3.1

出典：北海道経済部観光局「北海道観光⼊込客数調査報告書(平成 22 年度から平成 26 年度)から作成」 
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図4：北海道の外国人延べ宿泊者数の推移 

出典：北海道経済部観光局「北海道観光⼊込客数調査報告書(平成 22 年度から平成 26 年度)から作成」 
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北海道における⽇本⼈の延べ宿泊者数は横ばい状況にあり、平成 22 年度の 2,754 万⼈泊と⽐べ、
平成 26 年度は 2,809 万⼈泊とわずか２%の伸びにとどまっているが、訪⽇外国⼈延べ宿泊者数は約
２倍と⼤きく増加した。全道延べ宿泊者数全体で⾒ると、平成 22 年度 2,991 万⼈泊から平成 26 年
度 3,279 万⼈泊と約 10％の増加となった(表 6、図 5 参照)。 

表6：日本人と訪日外国人来道者の延べ宿泊者数の推移 単位：万人泊 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

日本人（＊） 2,754 2,722 2,779 2,842 2,809

訪日外国人 237 165 250 369 470

計（全道延べ宿泊者数） 2,991 2,887 3,029 3,211 3,279

出典：北海道経済部観光局「北海道観光⼊込客数調査報告書(平成 22 年度から平成 26 年度)から作成」 

（＊）⽇本⼈は、上記出典における全道の延べ宿泊者数から訪⽇外国⼈の延べ宿泊者数を差し引いた値。 

図5：日本人・訪日外国人来道者宿泊延べ人数の推移 単位：万人泊 

出典：北海道経済部観光局「北海道観光⼊込客数調査報告書(平成 22 年度から平成 26 年度)から作成」 
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2）全国の外国⼈延べ宿泊者数の推移 
観光庁の宿泊旅⾏統計調査（平成 26 年・年間確定値）によれば、平成 26 年の延べ宿泊者数は、4

億 7,350 万⼈泊で前年⽐よりも 1.6％増加した。そのうち、⽇本⼈延べ宿泊者数は 4 億 2,868 万⼈
泊で前年⽐よりも 0.9％の減少になり、⼀⽅、外国⼈延べ宿泊者数は 4,482 万⼈泊で前年⽐ 33.8％
の増加になった(図 6 参照)。

延べ宿泊者数に占める外国⼈宿泊者数の割合は 9.5％で、その割合は、平成 22 年の 7.5％、平成
23 年の 4.4％、平成 24 年の 6.0％、平成 25 年の 7.2％、平成 26 年の 9.5％と平成 23 年の東⽇本
⼤震災の影響で減少した年をボトムとして着実に増加している。 

⽇本⼈と外国⼈の延べ宿泊者数の反⽐例した動きは、前述した北海道の動きに共通している。 

図6：年別延べ宿泊者数、うち外国人延べ宿泊者数の推移（平成19年～平成26年） 

出典：観光庁「宿泊旅⾏統計調査（平成 26 年・年間値（確定値））」 

平成 26 年の全国の外国⼈延べ宿泊者数 4,482 万⼈泊となり、北海道は 389 万⼈泊で東京都の
1,320 万⼈泊、⼤阪府の 620 万⼈泊に次いで全国第 3 位になった（図 7 参照）。 
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図7：都道府県別外国人延べ宿泊者数（平成26年 1月～12月） 

出典：観光庁「宿泊旅⾏統計調査（平成 26 年・年間値（確定値））」
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３）北海道の外国⼈延べ宿泊者数の国・地域別の構成 
北海道における外国⼈延べ宿泊者数の国・地域別の構成は、台湾 1,518,409 ⼈泊(構成⽐ 32.3％)、

中国 897,051 ⼈泊(構成⽐ 19.1％)、⾹港 560,944 ⼈泊(構成⽐ 11.9％)、韓国 430,742 ⼈泊(構成
⽐ 9.2％)、タイ 301,709 ⼈泊(構成⽐ 6.4％)、シンガポール 250,059 ⼈泊(構成⽐ 5.3％)、マレー
シア 120,622 ⼈泊(構成⽐ 2.6％)で、アジア圏の構成費は全体の 86.8％を占めている(表 7 参照)。 

表7：北海道の国・地域別外国人来道者延べ宿泊者数 順位、シェア、前年比 

順位 国・地域 人泊数 シェア％ 前年比％

第 1 位 台湾 1,518,409 32.3 116.1 

第 2 位 中国 897,051 19.1 217.9 

第 3 位 香港 560,944 11.9 108.8 

第 4 位 韓国 430,742 9.2 143.3 

第 5 位 タイ 301,709 6.4 122.7 

第 6 位 シンガポール 250,059 5.3 102.1 

第 7 位 オーストラリア 223,390 4.7 96.2 

第 8 位 マレーシア 120,622 2.6 125.6 

 その他 398,097 8.5 119.3 

 合計 4,701,023 100.0 127.5 

出典：北海道経済部観光局「北海道観光⼊込客数調査報告書(平成 26 年度)」から作成 
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4）全国の外国⼈延べ宿泊者数の国・地域別の構成 
全国の外国⼈延べ宿泊者数の国・地域別の構成は、台湾 794 万⼈泊(構成⽐ 18.9％)、中国 780 万

⼈泊(構成⽐ 18.5％)、韓国 434 万⼈泊(構成⽐ 10.3％)、アメリカ 319 万⼈泊(構成⽐ 7.6％)、⾹港
318 万⼈泊(構成⽐ 7.6％)の順番になっている。アジア系の構成⽐は全体の 67.2％を占めている（表
8 参照）。 

表8：国・地域別外国人延べ宿泊者数、順位、シェア、前年比 

順位 国・地域 万人泊数 シェア％ 前年比％ 

第 1 位 台湾 794 18.9 128.4 

第 2 位 中国 780 18.5 188.0 

第 3 位 韓国 434 10.3 114.8 

第 4 位 アメリカ 319 7.6 110.2 

第 5 位 香港 318 7.6 124.7 

第 6 位 タイ 200 4.8 140.1 

第 7 位 オーストラリア 112 2.9 137.6 

第 8 位 シンガポール 111 2.6 126.1 

第 9 位 イギリス 74 1.8 127.1 

第 10 位 マレーシア 74 1.8 144.9 

第 11 位 フランス 69 1.6 125.4 

第 12 位 ドイツ 55 1.3 116.6 

第 13 位 インドネシア 55 1.3 126.8 

第 14 位 カナダ 42 1.0 131.0 

第 15 位 フィリピン 38 0.9 214.2 

第 16 位 インド 25 0.6 116.2 

第 17 位 ロシア 24 0.6 118.2 

第 18 位 ベトナム 22 0.5 176.0 

 その他 467 11.1 122.4 

 合計 4,207 100 134.7 

出典：観光庁「宿泊旅⾏統計調査(平成 26 年年間値（確定値） 

(注)従業者数 10 ⼈以上の施設に対する調査」から作成 

北海道と全国の外国⼈延べ宿泊者数の国・地域別構成を⽐較すると、北海道における外国⼈延べ宿
泊数上位にある台湾、中国、⾹港、韓国、タイ、シンガポール、マレーシアの構成⽐は 86.8％だが、
全国における同国・地域の構成⽐は 64.5％で、北海道はアジア系の偏りが⼤きいことがわかる(表 7、
表 8 参照)。 

台湾、中国、⾹港、韓国、タイ、シンガポール、マレーシアの構成⽐ 

北海道 86.8％ 全国 64.5％ 
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５）全国の外国⼈平均泊数の国・地域別の構成 
平成 26 年の全国の外国⼈観光客の観光レジャーの平均泊数を⾒ると、アジアの主要な国・地域の

外国⼈観光客の泊数は、⼀番少ない韓国の3.5 泊から⼀番多いシンガポールの7.5 泊になっているが、
欧⽶とオセアニアでは、イギリス 13.4 泊、ドイツ 13.5 泊、フランス 14.4 泊、アメリカ 9.9 泊、オ
ーストラリア 12.4 泊と多いことがわかる (表 9 参照)。 

また、滞在⽇数は、マレーシア、シンガポールを除くアジアの国・地域は４〜6 ⽇間の割合が多く
約 50％から 70%を占めているのに対し、オーストラリア、アメリカ、フランス、ドイツ、イギリス
は 7 ⽇間以上の割合が 50%を越えていることがわかる(図 8 参照)。 

北海道の訪⽇外国⼈観光客層がアジア系の観光客で全体の 86.8％を占め、アメリカや欧州からの観
光客が極めて少ないことが、短い滞在⽇数/泊数になっていることがわかる。 

北海道の観光消費額を増やす為には、アメリカや欧州からの観光客をいかに誘客するかが⼤きな課
題になると思われる。 

表9：平均泊数（国籍・地域別） 単位：泊 

  観光レジャー 全目的 

全国・地域 6.1 11.7 

韓国 3.5 6.0 

台湾 5.1 6.8 

香港 5.2 5.7 

中国 5.9 18.6 

タイ 6.0 11.5 

シンガポール 7.5 9.6 

マレーシア 6.7 12.0 

イギリス 13.4 15.0 

ドイツ 13.5 12.3 

フランス 14.4 15.6 

アメリカ 9.9 13.8 

オーストラリア 12.4 13.6 

出典：観光庁「訪⽇外国⼈の消費動向 平成 26 年年次報告書から作成」 
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全国 北海道 対全国比較
団体パッケージツアー 141,703 150,341 106%
個人旅行向けパッケージ商品 117,902 150,762 128%
往復航空(船舶)運賃 92,341 104,280 113%
宿泊料金 65,060 48,416 74%
飲食費 32,902 24,716 75%
交通費 18,014 14,308 79%
娯楽サービス費 10,401 9,967 96%
買い物代 58,517 41,465 71%

図8：滞在日数（国・地域別、全目的） 

出典：観光庁「訪⽇外国⼈の消費動向 平成 26 年年次報告書から作成」 

（２）訪日外国人来道者の特徴 

１）観光消費額 
北海道経済部観光局は、平成 27 年度第１四半期の外国⼈消費額単価は 150,176 円と前年同期に⽐

べ 24.3％と⼤幅に増加したと「平成２７年度第１四半期観光⼊込客数調査」の中で発表したが、観
光庁が発表した同期の訪⽇外国⼈旅⾏者の１⼈当たり観光消費額 177,428 円に⽐べると
27,252 円低いことがわかる。 

北海道に宿泊した外国⼈の購⼊者単価と全国の購⼊者単価を、観光庁の平成 26 年訪⽇外国⼈の消
費動向年次報告書から⽐較すると、団体パッケージツアー料⾦と個⼈旅⾏向けパッケージツアー料⾦、
往復航空（船舶）運賃は全国よりも⾼額になっているが、宿泊料⾦、飲⾷費、交通費、買い物代は、
全国に⽐べると 2 割以上低いことが分かる(表 10 参照)。

表10：宿泊地別1人当たり購入者単価の比較（全国対北海道） 単位：円 

出典：観光庁「平成 26 年訪⽇外国⼈の消費動向年次報告書（第 4 表、第 6 表）から作成」 
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次に、外国⼈観光客の消費単価を⼊国空港別に⽐較すると、新千歳空港で調査した外国⼈観光客の
消費単価は、74,220 円と主要 8 空港のうち、第 7 位となっている(表 11、図 9 参照)。

表11：入国空港別の外国人観光客の消費単価 単位：円 

新千歳 仙台 羽田 成田 中部 関西 福岡 那覇 

平成 26 年 74,220 82,492 126,915 153,333 101,762 11,194 98,229 64,569

出典：観光庁「平成 26 年訪⽇外国⼈の消費年次報告書（第 7 表）から作成」 

図9：入国空港別の外国人観光客の消費単価 単位：円 

出典：観光庁「平成 26 年訪⽇外国⼈の消費動向年次報告書（第 7 表）から作成」 
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２) 観光消費額の内訳
平成 26 年の来道外国⼈観光客の購買品⽬の割合を関東と⽐べると、北海道の「カメラ・ビデオカ

メラ・時計」と「電気製品」の購⼊割合は 2 品⽬合計で 16％だが、関東はその品⽬合計は 25％にな
り、北海道の⽅が 9 ポイント低い。⼀⽅、「菓⼦類」、「化粧品・医薬品・トイレタリー」、「服(和服以
外)・かばん・靴」、「和服(着物)・⺠芸品」の購⼊割合は⾼い。特に「菓⼦類」の割合が、北海道は全
体の 15％を占めており、関東の 10％よりも５ポイント⾼いことが⼤きな特徴になっている(図 10 参
照)。 

北海道の菓⼦類は、アジアからの観光客にとってもお⼟産品の定番商品になっている。北海道の原
料を利⽤して作られた菓⼦類がお⼟産品として外国⼈観光客に購⼊されることは観光の経済波及効果
の点から意義あることと思われる。 

今後は、北海道のブランドイメージを活⽤したより付加価値の⾼い菓⼦類を開発することや、家具
等の⾼級⽊⼯芸品や⾰製品など、菓⼦類以外の北海道産品の購⼊を推進する必要があると思われる。

図10：外国人の購入品目別の割合 北海道と関東の比較 

出典：観光庁「平成 26 年訪⽇外国⼈の消費動向年次報告書と法務省⼊国管理統計から作成から作成」 



16

5.1

9.2

9.1

11.5

11.1

4.2

0 2 4 6 8 10 12

新千歳

仙台

羽田

成田

中部

関西

福岡

那覇

（泊）

算出⽅法：①平成 26 年訪⽇外国⼈消費動向調査の各品⽬別購⼊率・単価に、出⼊国管理統計の北海道 

（新千歳空港）と関東(⽻⽥空港、成⽥空港)の⼊国者数を掛け合わせて算出。 

②その他は、「マンガ・アニメ・キャラクター関連商品」と「書籍・絵葉書・ＣＤ・ＤＶＤ」、「そ

の他買物代」を合計した。

３) 滞在⽇数／泊数 
訪⽇来道者延べ宿泊数から平成 26 年度の平均泊数を計算すると、シンガポール 6.1 泊、豪州 5.8

泊、⾹港 4.7 泊、マレーシア 2.4 泊、タイ 2.4 泊となり平均滞在⽇数の⻑短がみられるが、平均泊数
が 5 泊以上となる国は、シンガポールとオーストラリアのみという結果なった。滞在⽇数の拡⼤は北
海道の観光消費拡⼤に向けた課題のひとつであると先述したが、観光庁の平成 26 年訪⽇外国⼈の消
費動向年次報告書によれば、表 11 に記載の通り、新千歳空港で⼊国した外国⼈観光客の平均泊数は、
平均 5.1 泊で主要８空港のうち７位と他空港に⽐べ短いことがわかる(表 12、図 11 参照)。

表12：入国空港別の外国人観光客の平均宿泊数 単位：泊 

出典：観光庁「平成 26 年訪⽇外国⼈の消費動向年次報告書（第 10 表）から作成」 

図11：入国空港別の外国人観光客の平均宿泊数 単位：泊 

出典：観光庁「平成 26 年訪⽇外国⼈の消費動向年次報告書（第 10 表）から作成」 

新千歳 仙台 羽田 成田 中部 関西 福岡 那覇

平成26年 5.1 9.2 9.1 14.2 11.5 11.1 12.2 4.2
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４) 北海道の旅⾏形態
外国⼈観光客の旅⾏形態が団体旅⾏型か個⼈旅⾏型かを観光庁の訪⽇外国⼈消費動向調査から分

析すると、北海道の外国⼈観光客の団体パッケージを利⽤している割合が 53.1％となり、全国で１位
となった(図 12 参照)。 

全国平均の 15.6％に⽐較すると、北海道は団体旅⾏中⼼の旅⾏形態になっているかがわかる。⼀般
的に個⼈型旅⾏よりも団体型旅⾏の⽅が⾏動の⾃由が制限されていることやショッピング等の時間
が少ないことなどから、観光消費額は⼩さくなると⾔われている。 

図12：外国人観光客の団体パッケージの割合（2014年） 

出典：観光庁の平成 26 年訪⽇外国⼈の消費動向年次報告書（第 3 表）から作成 

5) レンタカーと北海道レールパスの利⽤状況 
団体旅⾏型からレンタカーや北海道レールパスを利⽤する個⼈旅⾏型への動きの現れとして、レン

タカーの貸渡状況と北海道レールパスの販売状況を調査した。 

① レンタカー 
外国⼈観光客が利⽤したレンタカーの台数は、平成 23 年度の 6,408 台から平成 26 年度の 24,243

台（平成 23 年度⽐ 378％増）まで増加した。平成 27 年度は、さらに貸渡台数が増加して、4 ⽉か
ら 11 ⽉の合計で 29,965 台と 3 万台のラインに近づいている（表 13 参照）。 

国・地域別の構成は、平成 26 年度の実績によると、⾹港 9,579 台(構成⽐ 39％)、台湾 4,497 台(構
成⽐ 19％)、シンガポール 1,948 台(構成⽐ 8％)、韓国 1,892 台(構成⽐ 8％)が上位を占めている(図
13 参照)。
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最近の傾向として注⽬すべき点は、北海道の外国⼈観光客数の中で最も多い台湾⼈観光客のレンタ
カー利⽤が拡⼤していることである。 

平成 19 年 9 ⽉に⽇本国内での運転が解禁された台湾⼈のレンタカー利⽤台数は、平成 20 年度に
年間 540 台程度の貸渡台数から始まったが、その後、平成 24 年度に１千台の⼤台を突破すると、平
成 27 年度には⾹港に次ぐ 7,401 台に達し、平成２３年度実績の約 9 倍に増加した(表 13、図 14 参
照)。 

図13：平成26年度 国・地域別レンタカー貸出件数（北海道） 

出典：北海道地区レンタカー協会連合会のデータから作成 

表13：外国人観光客へのレンタカー貸渡台数 単位：台 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度

全体 6,408 10,039 17,432 24,243 29,965

台湾 829 1,328 2,765 4,497 7,401

香港 3,418 5,436 8,559 9,597 9,758

図14：外国人観光客へのレンタカー貸渡台数 単位：台 

出典：北海道地区レンタカー協会連合会のデータから作成 
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（注）平成 27 年度は 411 ⽉合計 

② 北海道レールパス
北海道旅客鉄道㈱によれば、北海道レールパスの平成 26 年度販売実績は、過去最⾼の 5 万 4 千枚、

対前年度⽐ 165％と増加した。国別の構成⽐は、中国 26％、⾹港 23％、台湾 17％、韓国 13％、タ
イ 11％、シンガポール 3％、マレーシア 2％といったアジア圏が全体の 95％を占めている(図 15 参
照)。 

平成 27 年 3 ⽉ 26 ⽇に開通する北海道新幹線を対象にした訪⽇旅⾏者向けの商品「JR East-South 
Hokkaido Rail Pass」が発表された。北海道新幹線を利⽤し新函館北⽃駅をゲートにした外国⼈観光
客の増加が期待できる。 

図15：来道外国人観光客数と北海道レールパスの販売推移 

出典：北海道旅客鉄道株式会社 「インバウンドへの取組について」 

（３）宿泊施設の状況 

現在、⽇本で開業または開業予定の国際的ホテルブランドの最⾼級ホテル（ミシュランガイド５つ
星クラス等）は、東京が９軒と最も多く、次いで京都と⼤阪に２軒、沖縄に１軒となっている。北海
道では国際的な最⾼級ホテルの展開が昨年より始まった(表 14 参照)。 

表14：開業・開業予定の国際的ホテルブランドの最高級ホテル 

地域 ホテル名称 

東京 パークハイアット東京 他８件 

京都 ザ・リッツ・カールトン京都 他１件 

⼤坂 セントレジデンスホテル⼤阪 他２件 

沖縄 ザ・リッツ・カールトン沖縄 
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北海道には海外富裕層をターゲットにした国際ホテルブランドの⾼級ホテル進出がなされていなか
った。 

道内リゾートエリアにおいては、シェラトン北海道キロロリゾート等が展開されており、2018 年には
ルスツにウェスティンホテルが開業予定。ニセコエリアでは、2020 年を⽬処に「ザ・リッツ・カールト
ン」がオープンすることや⼤型リゾート施設「パーク・ハイアット・ニセコHANAZONO」が2019 年開
業を予定しており、コンドミニアムや観光ホテル等の建設が進められている。 

国内ホテルの満⾜度の⽐較という視点から、ＪＴＢがホームページ上に掲載しているすべての旅
館・ホテルに占めるＪＴＢプレミアムの割合を⾒ると、沖縄県が 8.8％で最も⾼く、次いで⼤分県が
7.9％、⽯川県が 6.9％の順となっている。北海道は、８番⽬の 5.5％となっている。 

図16：ＪＴＢプレミアムの割合 
出典：ＪＴＢ 

※算出条件：ＪＴＢが契約をしている全国の宿泊施設のうち、「JTB プレミアム」に設定している施設の割合
を都道府県ごとに算出。 
JTB プレミアムの割合＝プレミアム施設数／契約施設数 

※JTB プレミアム：ＪＴＢでは、宿泊アンケートから総合評価（満⾜度）と各項⽬別評価で極めて⾼い評
価を得ている宿泊施設から、上質な寛ぎを感じることができる個性的な機能やサービスを有する旅館・ホテ
ルを厳選し「ＪＴＢプレミアム」としている。 
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（４）まとめ 

⽇本政策投資銀⾏がアジア8地域を対象に実施した「訪⽇外国⼈旅⾏者の意向調査(平成27年版)」
によれば、訪⽇外国⼈旅⾏者の北海道の認知度と訪問意欲度は、全国の中でゴールデンルート(東京・
⼤阪・京都)についで⾼いという調査結果がある（表 15 参照）。

表15：アジア8地域・訪日外国人旅行者の意向調査(平成27年度版) 単位：件 

認知度 訪問意欲 

サンプル数 4,111 3,877 

東京 71 45 

大阪 65 37 

北海道 63 44 

京都 59 34 

沖縄 51 27 

神戸 49 18 

奈良 33 14 

出典：DBJ/JTBF アジア 8 地域・訪⽇外国⼈旅⾏者の意向調査(平成 27 年版) 
「⽇本の観光地の認知度と訪問意欲調査から主要地域抜粋して作成」 

＊アジア 8 地域：韓国、中国、台湾、⾹港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア

北海道への外国⼈観光客数を増やせる可能性が⾼いとの調査結果となっているが、観光産業の基盤
強化と観光による北海道経済への貢献を最⼤化するためには、ターゲットを明確にした付加価値の⾼
い商品とサービスの開発・提供という積極的な取組と PDCA が必要と思われる。 

国内外で圧倒的に認知度が⾼く、訪れてみたい観光地として⼈気が⾼い北海道は、平成 26 年の全
国の都道府県別延べ宿泊者数で5,426 万⼈泊の東京都に次ぐ3,098 万⼈泊で全国2 位になった(観光
庁宿泊旅⾏統計調査（平成 26 年年間値(確定値)）。また、外国⼈延べ宿泊者数においては、1,320 万
⼈泊の東京都、620 万⼈泊の⼤阪府に次ぐ 389 万⼈泊で全国 3 位になった（観光庁宿泊旅⾏統計調
査（平成 26 年年間値(確定値)・図 7 参照）。 

⼀⽅、経済的な観点から北海道観光を⾒た場合、外国⼈観光客の宿泊単価は全国平均の約 7 割・消
費単価は主要 8 空港のうちで第 7 位・平均泊数は主要８空港のうちで第 7 位・団体ツアーの割合は全
国 1 位・買物は単価の低い菓⼦類が中⼼になっている。北海道観光は、観光客数は多いが消費額が低
い現状にあることがわかる。 

北海道における観光の経済波及効果は、その観光知名度や来道客数に⽐べて低⽔準に留まっている。
この要因は、北海道を訪れる観光客の属性に起因すると考えられる。①富裕層を受け⼊れる国際的な
⾼級ホテルの不⾜、②アジアのみならず旅⾏⽇数の⻑い欧⽶観光客の不⾜、③個⼈（ＦＩＴ）に向け
た対応の遅れ、④魅⼒的・⾼付加価値なサービスや⼟産品等の不⾜、等が考えられる。 
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2010 年名⽬ＧＤＰ480 兆円のうち観光ＧＤＰは 8.6 兆円で約 1.8%を占める。北海道は名⽬ＧＤ
Ｐ18 兆円のうち観光ＧＤＰは 3,800 億円で約 2.1%を占める。北海道の観光が例えば、観光⼤国で
あるフランスの観光ＧＤＰの占める割合 7%を実現すれば、北海道観光のＧＤＰは 1.4 兆円となる。
今後、北海道観光が地域経済に⼤きな貢献を果たすためには、道内観光の質を重視した取組が求めら
れる。 
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第３章 国内外観光地との比較分析 

北海道観光との⽐較分析に有益である等の観点から、海外 2 箇所と国内 2 箇所を選定し、観光の現
状（観光客の動態、消費動向等）と取組状況（観光振興施策や関連企業の取組等）の情報を収集し、
魅⼒の構造や国際競争⼒を維持している要因を分析する。また、北海道内の具体的な取組をヒアリン
グし、⽐較分析を⾏う。 

海外：ハワイ、ニュージーランド 
国内：⻑野県、千葉県 
道内：(公社)北海道観光振興機構、札幌市観光⽂化局コンベンション部、 

ニセコ町、倶知安町 

（１）観光地調査 

① ハワイ 
◆選定理由 
・観光産業は、ハワイ州の代表的な産業であり、⽇本⼈に最も⾝近な海外リゾートである。 
・⾃然資源、⽂化資源を利活⽤した観光形態で世界的な観光ブランドを⻑年継続しており、州と道と
いう⾏政単位の類似性がある。 
◆調査⽅法 
・2015 年 12 ⽉ 16 ⽇からホノルルの関係機関を訪問し、先進地としての取り組みと課題をヒアリン
グした。 
◆訪問先 
・ハワイ州観光局、ハワイエコツーリズム協会、ハワイ・コンベンション・センター、ＪＴＢハワイ

○ハワイの概要 
⾯積 約 16,635 ㎢（2010 年）
⼈⼝ 1,360,301 ⼈(2010 年)
州都 ホノルル、⼈⼝約 38 万⼈(2014 年)
主要産業 軍需、観光、農業
⺠族 ⽩⼈系(24.7％)、フィリピン系(14.5％)、⽇系(13.6％)ほか。 

＊全⽶ 50 州の中でアジア系⼈⼝⽐率が最も⾼い(38.6％)。 
GDP 703 億 1,500 万ドル(2012 年)
⼀⼈当たり GDP 53,662 ドル(2014 年アメリカ商務省経済分析局) 

○ハワイの観光産業の概況 
・ 観光業は雇⽤⾯（雇⽤数 16 万 5 千⼈）と税収⼊（＄433 万／⽇）において最⼤。 
・ 来訪観光客数は年間 8,308 千⼈（'14 年）、⽶国本⼟から約 6 割、次いで⽇本から約 2 割。
・ ⽇本⼈観光客の平均滞在⽇数は 5.8 ⽇。 
・ 1 ⼈ 1 ⽇当たりの消費額は⽇本⼈が＄273.4 で中国⼈についで 2 番⽬。 

出典：ハワイ州観光局「2014 年次ビジターリサーチレポート」
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表 16：ハワイの年間来訪観光客数（人） 

 2014 年 2013 年 2014：2013 

アメリカ西海岸 3,286,677 3,211,429 2.3％増 

アメリカ東海岸 1,734,794 1,701,852 1.9％増 

日本 1,511,699 1,518,517 0.4％減 

カナダ 524,565 517,011 1.5％増 

オセアニア 371,072 355,568 4.3％増 

韓国 178,090 177,133 0.5％増 

中国 160,077 125,011 28.1％増 

台湾 20,458 22,679 10.8％減 

合計 8,308,114 8,174,461 1.6％増 

出典：ハワイ州観光局「2014 年次ビジターリサーチレポート」 

図17：ハワイの年間来訪者数の国・地域別構成 

出典：ハワイ州観光局「2014 年次ビジターリサーチレポート」 

表17：平均滞在日数(日)

2014 年 2013 年 2014：2013 

アメリカ西海岸 9.45 9.25 1.0％増 

アメリカ東海岸 10.42 10.47 0.5％減 

日本 5.80 5.94 2.3％減 

カナダ 12.92 12.77 1.2％増 

オセアニア 9.31 9.50 2.1％減 

その他アジア 6.83 6.79 0.7％増 

合計 9.11 9.17 －0.7％ 

出典：ハワイ州観光局「2014 年次ビジターリサーチレポート」 
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図18：主要国1人 1日あたりの消費額（＄） 

出典：ハワイ州観光局「2014 年次ビジターリサーチレポート」 

○観光振興の推進組織 
・第 4 章「海外におけるＤＭＯ組織の概要参照」 

○主な取組 
■ハワイ州観光局（Hawaii Tourism Authority : HTA ）
マーケティング ・データ収集と分析を重視しており、⽇本、中国、韓国、台湾、オセ

アニア、欧州、ラテンアメリカ等の国別に専⾨機関とアライアンス
を締結して⾏う。 

・ハワイ州観光局はデータの収集や分析においての⽀援を重視。 
・⽇本向けには、ファーストタイマー、ＦＩＴ，⾼額消費層のウェデ

ィングやハネムーンと 3 世代家族旅⾏をターゲットに設定。 
プロモーション 

 
・専⾨機関と連携しながら、各国のトレンドや観光客属性等に合わせ、

マーケティングと⼀体となった効果的なプロモーションを実施。 
・⽇本向けには、旅券取得費⽤補助、トロリーバスの運⾏、航空会社

等との連携による閑散期対策のほか、⾼品質・⾼額な商品やサービ
スを開発し提供することで消費拡⼤を促進している。例として、ア
クティビティーメニューの開発、ウェディングに付随するサービス
提供などがある。 

ブランディング ・ハワイそのもの（⾃然・⽂化）を体験してもらう取り組みとして「環
境保全と共存した観光プログラム開発における許認可・認証
（Pono）」や「住⺠・事業者・観光客に対する観光教育」、「ハワイ
語が話せる⼈の認定」等を実施。

その他 ・ハワイのリゾートホテル⼀部では施設使⽤料（＄10〜35/⽇）を徴
収して付加価値の⾼いサービスを提供している。 

 （客室内無料 Wi-Fi、ビーチタオルサービス、ミネラルウォーター
サービス、国際電話無料(1 ⽇ 60 分まで)等、シェラトン・プリンセ
ス・カイウラニホテルは＄26.18／⽇）
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KPI ・ 税収⼊、旅⾏者消費額、雇⽤数、失業率、宿泊税、訪問者満⾜度、
観光産業に対する居住者の好感度、観光関連消費による観光 GDP、
国別プロモーションのリターン⽐率、ハワイ旅⾏の潜在的需要の
拡⼤など。

○ハワイエコツーリズム協会 
活動 ・教育を通じた環境保全型観光をプロモーションするＮＰＯ法⼈。Ｈ

ＴＡと連携し環境保全の許認可や認証（Pono）を実施。環境保全と
観光プログラムの共存を図るため、ハナウマ湾（ホノルル市⾃然保
護区）の海洋教育センターで環境保全活動を⾏い、⼊園料を収受 7.5
ドル(13 歳以上の⾮居住⺠)）。

財源 ・会員からの会費収⼊とホテル宿泊税から付与される補助⾦を利⽤し
ている。

課題 ・観光客の欲求（ローカルな地元を知りたい）と居住者の欲求（静か
な⽣活環境の維持）の中で、本物のハワイを知ってもらうためにエ
コツーリズムができることを検討している。

その他 ・観光客にハワイの⾃然、先住⺠族の⽂化などハワイの本質を理解し
てもらうために、エコツーリズム協会は環境保全に配慮した双⽅の
欲求を満たす有料のプライベートツアー（農業体験など）を企画し
ている。その拡⼤のためには、地域に不⾜しているマーケティング
⼒や資⾦⾯での援助が必要である。また、居住者や観光客への理解
と協⼒を調整するために、政府やハワイ州観光局に対して協⼒を求
めている。

○ハワイ・コンベンション・センター 
重点地域 ・2016 年の重点地域として、アメリカ⻄海岸・オセアニア・ヨーロ

ッパとアメリカ東海岸を設定。
⽬標 ・施設稼働率の⽬標は 50-60％だが、現状は 25-30％に留まっている

ため、運営委託先を 2014 年に現在の AEG 社に変更した。AEG 社
はアジア・オセアニアにおいて実績があり、環太平洋の東⻄をつな
ぐ架け橋になる構想を表明した。コンベンション誘致は、短期的な
成果が難しい分野であり、5 年･10 年という中⻑期の展望と計画性
を持ちながら取組を進めている。

課題 ・オンシーズンにおける⼤型のコンベンションの誘致に際しては、ホ
テル宿泊料⾦の⾼騰と客室数の不⾜がネックとなっている。 

○JTB ハワイ 
概要 ・JTB グループの海外事業における最⼤規模の組織、約 700 名の社員

と 4 社の傘下企業がある。傘下企業の⼀つには⽇本以外の観光客を
扱う「JTB Global Travel Service. LLC」があり韓国や中国、アメリ
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カ本⼟からの観光客の対応をしている。
その他 ・ホノルルフェスティバル財団（３⽉イベントを開催）、グッドウィル

財団(⻘少年交流)を創設し、インバウンド拡⼤に貢献する等、ハワ
イ州政府や⽇⽶協会と良好な関係を構築し、⻑い歴史で築いた信頼
と実績から JTB ハワイだけが利⽤できるユニークベニュー（ミズー
リ艦上パーティー）も多い。 

・⽇本⼈の 3 ⼈に 1 ⼈がＪＴＢを利⽤。リピーター率は 6 割程度。多
様なニーズに応えるため⾃社バスによる２次交通を整備してルート
や時間を柔軟に設定できる等クオリティー⾯で他者と差別化。 

② ニュージーランド 
◆選定理由 
・観光産業は、建国以来の基幹産業で１００年以上の観光振興実績があり、アウトドアツーリズム、
エコツーリズム、フィルムツーリズムなど北海道と共通する観光形態がある。 
・⼈⼝規模、外国⼈観光客数、先住⺠族（マオリ族）、主要産業など北海道との類似性がある。 
◆調査⽅法 
・2016 年 1 ⽉ 16 ⽇から 6 ⽇間の⽇程でウェリントン、オークランドの関係機関を訪問して先進地
としての取り組みと課題をヒアリングした。 
◆訪問先 
・ニュージーランド政府観光局、ウェリントン観光協会、オークランド観光イベン経済開発公社、 

テ・パパ国⽴博物館、BUSH&BEACH(エコツーリズム運営会社)、ワイヘキ島ワイナリー 

○ニュージーランドの概要
面積 268,680㎢（日本の約３／４）

人口 4,596,700 人(2015 年) 

首都 ウェリントン 

GDP 1,917 億米ドル(2014 年末)) 

主要産業 酪農製品、食肉、林業、観光 

民族 欧州系(74％)、マオリ系(14.9％)、太平洋島嶼国系(7.4％)、アジア系(11.8％)、

その他（1.7％）（2013 年） 

観光資源 自然、景観、ワイナリー、映画ロケ地 

外国人観光客 約 300 万人／年（2014 年） 

○ニュージーランド観光産業の概況 
・ 外国⼈観光客が消費する⾦額は、118 億 NZ$(2015 年)、対前年⽐ 17.8％アップ。 
・ 外国⼈観光客 1 ⼈当たり消費額は、3,420NZ$(約 273,600 円) 

(参考：⽇本 176,168 円(2015 年 10〜12 ⽉期、前年⽐ 16.5％増) 
・ 来訪観光客数は年間 3,089 千⼈(2014 年)。今後 5 年間で 4,000 千⼈を⽬指す。 
・ オーストラリアから約 4 割、中国と⽶国がそれぞれ１割、次いで英国、⽇本、ドイツ。 
・ 2015 年度と 2014 年度の外国⼈観光客を⽐較すると、約 18 万⼈の増加。 
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表18：国別訪問国際観光客数 

  国 人数(千人) 前年比(％) 国 人数(千人) 前年比(％) 

オーストラリア 1,318 5.7 増 日本 86 7.1 増

中国 345 33.9 増 ドイツ 84 8.1 増

米国 240 9.6 増 その他 816 ―

イギリス 200 3.0 増 合計 3,089 8.9 増

出典：ニュージーランド政府観光局 

図19：ニュージーランド来訪観光客（2015年）

出典：ニュージーランド政府観光局 

○観光振興の推進組織 
・第 4 章「海外におけるＤＭＯ組織の概要参照」 

○主な取組 
■ニュージーランド政府観光局（Tourism New Zealand : TNZ ）
⽅針 ・ 観光客数より消費額の増加の取り組みを⽬指しており、地⽅の観光開

発など⻑期滞在してもらえる仕組みづくりに取り組んでいる。 
・ 毎年の消費額の⽬標（1 ⼈当たり消費額⽬標 3,420NZ$（約 27 億円））

とプロモーションの⽅針は理事会で承認される。 
マーケティング ・ プロモーション効果、観光の⽬的、観光産業の評価等について国内の

観光案内所（i-site）や WEB、アンケート調査によって実施する。
ターゲット(エリア) ・ 国・地域では、第 1 位市場に豪州、中国、⽶国、第 2 位市場に英国、

独国、⽇本、将来性のある市場にインド、インドネシア、南⽶に設定
している。
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ターゲット 
（セグメント） 

・ ゴルフ、トレッキングツアー、クルーズ、MICE など⾼消費の客層を
ターゲットに設定している。

プロモーション ・ 100％ピュア・ニュージーランドのコンセプトで、ニュージーランド
の魅⼒を配信。 

・ 1999 年から統⼀ロゴの『シダの葉』をニュージーランドの観光・貿
易業者がニュージーランドのプロモーション推進のために国内外で
使⽤している。『シダの葉』は原産国を⽰すブランド商標。 

 
 
 

ブランディング ・ ニュージーランドのユニークな⾃然や⽂化、そこに⽣活する⼈々、ク
リーン・グリーン（汚れのない緑）な美しい⾃然環境のすべてが 100％
ピュアというブランドを核として取組を推進している。 

・ エコツーリズムやアドベンチャーツーリズムは、ニュージーランドを
代表するツーリズムに位置づけられている。

その他 「クォールマークの概要」 
・ 観光客が安⼼して観光を楽しめるように、宿泊施設、交通機関、アク

ティビティー事業者に対し、品質を認定した証明として「クォールマ
ーク」を付与。 

・ クォールマークは国内の 2 千事業者が取得している。 
・ 清潔、施設・設備、サービス、安全性、環境負荷など多数の項⽬で審

査し、宿泊施設は 1 つ星から 5 つ星までの 5 段階で認証される。 
・ その他の施設は、合格・不合格にて評価。 

観光客によるアンケートや覆⾯調査により品質がチェックされる。 
・ ニュージーランド政府観光局とニュージーランド⾃動⾞協会の出資

による独⽴した機関「クォールマーク・ニュージーランド・リミテッ
ド」が⾏う。 

「クォールマーク・エンバイロ・アウォード」 
・ エネルギー効率、廃棄物管理、⽔資源保全、環境保全、地域社会への

貢献等の項⽬で審査しゴールド・シルバー・ブロンズの 3 段階で認証。
【クォールマーク⾒本】 
 
 
 
 
 
 
 
 

宿泊施設に与えられるマーク。施設
の内容や⾦額の⽬安を星の数で表す 

アクティビティーや観光施設、観光バ
ス会社等のサービス事業者に与えられ
るマーク

環境負荷の軽減や社会貢献等の取組 
度合審査を受けて与えられるマーク

【クォールマーク・エンバイロ・アウォード】【通常のクォールマーク】
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KPI ・ 観光消費額、ニュージーランドＧＤＰへの観光貢献度、観光輸出収⼊
とシェア、雇⽤数、インバウンド客数、宿泊者数、国際ランキング順
位、１旅⾏当たりの平均消費額、クォールマーク制度の活⽤など。

○地域の観光振興の推進組織 
ニュージーランドには、地⽅の観光振興組織として地域ＤＭＯが全国に３０組織ある。 
今回の調査で訪れた2箇所の地域ＤＭＯであるウェリントン観光協会とオークランド観光イベント

経済開発公社の組織と主な取組を紹介する。 

１）ウェリントン観光協会 
運営 ・ 1997 年に設⽴し⾸都ウェリントン市への観光誘客を⽬的としたプロ

モーション、マーケティングとインフォメーションセンターの運営を
実施。 

財源 ・ 市が 3 分の 2、⺠間等の会費 3 分の 1。従業員数は 37 ⼈。マーケテ
ィング 25 ⼈、インフォメーションセンターに 12 ⼈が配属されてい
る。インフォメーションセンターは市内に 1 箇所。 

マーケティング ・ facebook, Web のデジタル・マーケティングに 5 ⼈を配置し、その
他は、オーストラリアや国内市場向けにマスコミを通じて情報を発信
するブランドチーム 4 ⼈、旅⾏客の接客、問合せ対応の国際エージェ
ントチーム 2 ⼈、ファッションショーやラグビーの⼤会などのイベン
トとＭＩＣＥ誘致などに 14 ⼈が従事している。 

プロモーション ・ 効果については、Web のアクセス件数や問合せの件数、インフォメ
ーションセンターの情報などを分析して検証。 

（プロモーション実績） 
・ 国内観光客の宿泊者数 140 万⼈。 
・ 海外観光客数 184,352 名。 

(2010年より23％増加。その内、オーストラリアは136,400⼈で2010
年より 20％の増加。) 

・ 延べ宿泊者数 734,000 ⼈泊（2013 年⽐ 12％増加）。 
・ 観光消費額  年間 14 億 NZ$。1 ⽇当たりの消費額 400 万 NZ$。
・ レストランや映画ロケ地・スタジオ、博物館などの観光資源をテレビ

ＣＭやホームページ、ユーチューブなどを活⽤して発信しており、その
プロモーションの結果、ロンリープラネットで、「世界においても 
っともかっこいい⾸都」として 2011 年に 4 位にランクされた。またイ
ギリスのＢＢＣ放送が「2015 年最もイケてる都市」というランキング
では 1 位となった。

２）オークランド観光イベント経済開発会社 
運営 ・ オークランド市の施設管理、⽔道管理、港湾開発、観光誘客、投資な

どの経済活動を⾏う団体
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財源 ・ 財源は83.9％がオークランド市の補助。残りは事業収⼊等になっている。
・ 安定的な財源を確保するために宿泊税の導⼊を検討中。仮に2％の宿泊

税では28 億NZ$の収⼊となる。
マーケティング ・ 国内市場へのマーケティングはテレビ・雑誌によるＰＲを⾏い、オー

ストラリアを中⼼にした海外向けのブランディングとプロモーショ
ンは旅⾏代理店に委託している。

ターゲット ・ メジャーイベント、ＭＩＣＥ、ロケ誘致、留学、クルーズに設定してい
るが、基本的な考え⽅はオークランド以外の地域からの消費額増加。 

・ 重点誘客国は、オーストラリア、中国、⽶国、南アメリカだが、オース
トラリアは観光消費が少ないので今後はアジアの富裕層がターゲット 

・ ⼤型客船によるクルーズの⼊港が増加しており、さらなる受け⼊れ増
加のために港湾の整備を検討中。

プロモーション ・ 広域連携での取組は、互いに予算を拠出して、オークランド、ロトル
ア、ニュージーランド政府観光局と⼀体になりプロモーションを実
施。 

（プロモーション実績） 
・ 国際観光客数  

オーストラリア771,584⼈、中国294,928⼈（2013 年⽐39％増加）、
⽇本 70,928 ⼈。

その他 ・ 観光案内所の i-site はオークランドに 13 箇所あったが個⼈旅⾏の増
加と予約⽅法の変化により今は 5 箇所にまで減少した。少ない財源を
効果的に使うために迅速な対応を実施。

 
○その他の訪問先 
＜Bush & Beach＞ ・ 1984 年に設⽴されたオークランド市最⼤のアウトドア会社。オーク

ランド市営広域公園(ワイタケレの森)を活⽤したガイド付トレッキ
ングツアーを実施している。 

・ クォールマーク・エンバイロ・アウォードのゴールドを取得。 
・ ツアー参加者から 1 ⼈につき１NZ$を徴収して、公園の整備やパーク

レンジャーの給与、雑草等の駆除費⽤に当てている。 
・ 参加者は、北アメリカ、オーストラリア、ドイツなど⾃国においても

エコツーリズムを楽しんでいる⼈の参加が多い。 
・ ニュージーランドにはガイドの資格制度がないため、⼈材の教育等は

⾃社で 4 週間程度をかけながら育成することになるが、新しく⼊社す
る者はガイドの経験者が多い。1 ⼈のガイドが担当する客数は 10 ⼈
から 12 ⼈までの編成におさえている。

＜テ・パパ国⽴博物
館＞ 

・ 1998 年 2 ⽉に設⽴された博物館でニュージーランドの⾃然環境とマ
オリ⽂化等に関する資料を展⽰している。財政は、ニュージーランド
政府、ウェリントン市からの補助⾦と貸し会議室やミュージアムショ
ップなどの売上げによって運営している。
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・ ⼊場者数は、年間 150 万⼈で来場者の⽐率は国内 5 割、海外 5 割。
2015 年12 ⽉の外国⼈観光客⼊場者数は対前年同期⽐46％の増加に
なった。特に、中国⼈観光客の⼊館が多く前年同期⽐で倍増している。

・ 博物館には、70 ⼈の有料ガイドによるツアーがあり、英語、マオリ
語、ドイツ語、中国語、⽇本語に対応している。パンフレットは、英
語、中国語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、イタリア語、スペ
イン語で発⾏している。 

・ 2018 年には、ウェリントン市がテ・パパ国⽴博物館の隣接地に映画
博物館を開設することになり、更なる集客が期待されている。 

＜ワイヘキ島ワイナ
リー＞ 

・ オークランド市内からフェリーで 35 分のところにある島で、島内に
は 17 のワイナリーがある。 

・ ワイナリーツアーは 3 箇所程度のワイナリーを巡る。ワイナリーで
は、試飲、ワイン、チーズ、本などの販売とワインに関するプレゼン
テーションを実施。参加費は 1 ⼈当たり 130NZ$。 

・ ワイナリーツアーの主催会社は、フェリー(フラーズ)のグループ会社
でワイヘキ島内のバス⼿配も⾏っている。 

・ ワイナリーを上空から⾒学するエアトリップのアクティビティーが
⼈気。アクティビティー代⾦は家族 4 ⼈で 317NZ$。  
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③ ⻑野県 
◆選定理由 
・地域特性に合わせた 10 広域圏の設定とエリア別観光地域ビジョンを作成しており、「温泉」、「ス
キー」「⾃然」「環境」等北海道の持つ観光資源との類似性が極めて⾼い。 
・飯⼭市、⼭ノ内町、⽩⾺村、野沢温泉村は、温泉やスキー場などの地域資源、⼈材、⽂化を活⽤
した観光振興が定着している。 
◆調査⽅法 
・2015 年 12 ⽉８⽇から 11 ⽇まで、⻑野県の関係機関を訪問して先進地としての取り組みと課題
をヒアリングした。 
◆訪問先 
・⻑野県観光部、⼭ノ内町観光商⼯課、（⼀社）信州・⻑野県観光協会、（⼀社）信州いいやま観光
局、（⼀社）⽩⾺村観光局、（⼀社）野沢温泉観光協会。 

 
○⻑野県のインバウンド概況 
・観光庁のデータでは⻑野県の平成 26 年の外国⼈延べ宿泊者数は、660,480 ⼈泊にのぼり前年

⽐ 21.6％の増加となった。この数値は全国 13 番⽬に位置している。 
・平成 26 年の外国⼈延べ宿泊者数の構成⽐(観光庁資料) 
 台湾 36％、オーストラリア 14％、中国 9％、⾹港 7％、タイ 5％、⾹港 3％、その他 30％。
 ⻑野県の特徴として、オーストラリアが 2 番⽬に多い。

 
○観光振興の推進組織 
⻑野県観光部 ・ 交流⼈⼝の拡⼤と滞在時間の増加による地域経済への貢献を⽬

標に、⻑野県全体の観光振興を担当。 
・ 平成 26 年⼭岳⾼原課を創設。 
・ ⼈員 50 名(⼭岳⾼原観光課 25 名、観光誘客課 25 名）。 
・ 平成 27 年度観光部予算 約 11 億円（含む⼈件費）。 

⼭ノ内町観光商⼯課 ・ 湯⽥中温泉、渋温泉、志賀⾼原等を抱えた観光地。 
・ ⻑野県のキーコンテンツ「地獄⾕野猿公苑（スノーモンキー）」

がある。 
・ ⼈員 10 名。 
・ 平成 27 年度予算 約 3 億円。

（⼀社）信州・⻑野県観光
協会 

・ ⻑野県全体のマーケティング・プロモーションを担当する。 
平成 25 年設⽴、⼈員 56 名（役員 23 名、事務局 33 名）。 

・ 平成 27 年度予算 約 4 億 8 千万円（除く特別事業）。 
（⼀社）信州いいやま観光局 ・ 9 市町村広域連携会議「信越⾃然郷」の核。 

・ 優れた観光振興の取組は⽇本版ＤＭＯのモデル地域として全国
的に有名。 

・ 平成 22 年設⽴、⼈員 95 名（役員 16 名、事務局 79 名）。 
・ 平成 27 年度予算 約 5 億円。

（⼀社）⽩⾺村観光局 ・ ⽩⾺村、⼤町市、⼩⾕村によって形成される「HAKUBA 
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VALLEY」を推進する観光局。 
・ 平成 17 年設⽴、⼈員 44 名（役員 29 名、事務局 15 名）。 
・ 平成 27 年度予算 約 1 億 2 千万円。

（⼀社）野沢温泉観光協会 ・ ⽇本型「和」のリゾートを⽬指す。 
・ 温泉・伝統⾷「野沢菜」・パウダースノー・地域住⺠など本物を

ブランドの核にする。 
・ 平成 19 年設⽴、⼈員 17 名（役員 8 名、事務局９名）。 
・ 平成27年度予算 約1億円(うち⾏政からの補助⾦2千万円)。

 
○⻑野県の数値⽬標（⻑野県観光振興基本計画 [2013－2017]・平成 25 年 3 ⽉） 
 基準年（平成 23 年） ⽬標年（平成 29 年） 
観光地利⽤者数 8,435 万⼈ 9,000 万⼈
観光消費額 3,063 億円 3,300 億円
旅⾏者満⾜度 実績値なし ⼤変満⾜ 20％、

必ず再訪したい 20％
外国⼈宿泊者数 20 万 3 千⼈ 50 万⼈

 
○主な取組 
項⽬ 取組 
マーケティングなど特徴的
な取組 

・ 訪⽇教育旅⾏マーケットに向けて、観光部と教育部が連携して
ホームステイの簡易宿所登録を推進し、台湾、中国などから訪
⽇教育旅⾏受⼊を拡⼤している（信州・⻑野県観光協会）。 

・ 信越⾃然郷 9 市町村の広域連携により着地型商品（飯⼭旅々）
を販売し、繁閑差の縮⼩と地域経済の活性化を⽬指す（信州い
いやま観光局）。 

・ モンベルとパートナーシップを結ぶ等、業種間、地域内外の連
携を活⽤したアイデア商品（ふるさと納税特典である宿泊券や
登⼭⽤具レンタル利⽤等）で消費拡⼤（信州いいやま観光局）。

・ アンケートや苦情にも対応する顧客管理によって、品質向上と
顧客のリピーター化につなげる（信州いいやま観光局）。 

・ 北陸新幹線飯⼭駅の飯⼭駅観光交流センターにある信越⾃然郷
飯⼭駅観光案内所では、9 市町村の広域観光情報の発信や外国
⼈観光客にも対応。信越⾃然郷アクティビティーセンターは、
アウトドアアクティビティーの情報と予約、アウトドアギアの
レンタルや販売といったサービスを提供（信州いいやま観光
局）。 

・ 宿泊者へのアンケート調査（インアウトの空港、職業、年収、
泊数、前後の予定、⽬的、不便なこと、困ったことなど）を実
施し、今後の戦略やサービス改善に活⽤（野沢温泉観光協会）。

プロモーション ・ 「銀座 NAGANO」は農政部と観光部の連携により、⾷品のプ
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ロモーションとともに信州特産品や観光情報、就職情報などを
得ることが出来る場で、⻑野県への観光意欲の向上へ繋げてい
る（信州・⻑野県観光協会）。 

・ ⽩⾺村、⼤町市、⼩⾕村の 3 市村で「HAKUBA VALLEY」の
共通名称でプロモーションを展開し、11 スノーマウンテンンリ
ゾートエリアがひとつになり世界に通⽤するスキーリゾートを
⽬指す（⽩⾺村観光局）。 

・ 北海道のニセコ（花園）、ルスツ、キロロと共同でフィンランド
のプロモーションを実施（⽩⾺村観光局）。 

ブランディング ・ ⼭岳⾼原をブランドにした観光振興。百名⼭の数⽇本⼀、3000
ｍ峰 15 座（全国 23 座）等から⼭を県⺠の財産とし「観光部⼭
岳⾼原観光課」を設置（⻑野県）。

商品開発 ・ オリンパスカメラと連携した星景や夜景を撮影する「湯けむり
ナイトフォトツアー」実施（⼭ノ内町）。 

・ ⾷事場所不⾜を解決するために町内の旅館で⼣⾷のみのサービ
ス対応を始める（野沢温泉観光協会）。 

・ 地獄⾕野猿公園スノーモンキーをキラーコンテンツにしたバス
ツアーや⻑野鉄道のスノーモンキーエクスプレスなどのツアー
が開発される（⼭ノ内町）。

品質管理 ・ 売れる商品の絞り込みを⾏い、品質向上と顧客のリピーター化
につなげる（信州いいやま観光局）。

その他 ・ 「観光地⼈材育成マネジメント塾」を開催し地域の観光振興を
牽引する⼈材育成に取り組む（信州・⻑野県観光協会）。 

・ 平成 26 年 12 ⽉から紙幣識別機（外貨両替）を導⼊。4 ヶ⽉で
360 万円の取り扱いがあった（野沢温泉観光協会）。 

観光によるまちづくり ・ 稼げる観光地を⽬指し、⼋⼗⼆銀⾏と⾏政が連携して「ALL 信
州観光活性化ファンド」を設⽴。⻑野県⼭ノ内町の観光まちづ
くり「株式会社 WAKUWAKU やまのうち」に投資して稼働率
のアップや⾼齢化した旅館の再⽣、担い⼿の養成に取り組む。

・ 地域の若者が中⼼になった「株式会社 WAKUWAKU やまのう
ち」は、志賀⾼原で星を⾒るツアーや湯⽥中温泉街の軒先にラ
ンタンを下げて温泉情緒を醸成するイベントや空き店舗をカフ
ェとして活⽤するなどまちづくりに取り組む。 
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④ 千葉県 
◆選定理由 
・訪⽇外国⼈旅⾏者の宿泊延べ数が多く、成⽥国際空港や東京アクアライン、圏央道を活⽤した取
り組みを⾏っている。 
◆調査⽅法 
・2015 年 11 ⽉ 27 ⽇、千葉県の関係機関を訪問して取り組みと課題をヒアリングした。 
◆訪問先 
・千葉県観光誘致促進課、千葉県観光企画課、ちばプロモーション協議会。 

 
○千葉県のインバウンド概況 
・ 観光庁のデータによると、千葉県の平成 26 年の外国⼈延べ宿泊者数は、2,667,200 ⼈泊にの

ぼり前年⽐ 30.2％の増加となった。 
・ この数値は東京都、⼤阪府、北海道、京都府に次ぐ全国 5 番⽬に位置している。 
・ 千葉県のデータによると、その内約半数が成⽥市での宿泊になっており、成⽥市以外では、

千葉市 326,499 ⼈泊、浦安市 142,820 ⼈泊と続いている。 
・ 平成 27 年の 1－7 ⽉の外国⼈延べ宿泊者数は、2,177,770 ⼈泊。前年同期⽐ 38.3％の伸び

率になっているという。 
・ 平成 26 年の外国⼈延べ宿泊者数の構成⽐(観光庁資料) 
  中国 33％、台湾 17％、アメリカ 8％、タイ 6％、⾹港 3％、その他 35％ 

 
○観光振興の推進組織 
千葉県観光誘致促進課 ・ 国内プロモーション班による国内向けの観光プロモーションと

海外プロモーション班による国際観光の振興と外国⼈観光客誘
致事業、訪⽇教育旅⾏の誘致等に取り組んでいる。 

・ 平成 27 年度予算：約２億 3,600 万円 ⼈員 16 名 
千葉県観光企画課 ・ 課内に観光企画室と観光事業・団体⽀援班を設置。 

・ 観光企画室は、観光施策の企画⽴案や千葉県観光⽴県の推進に
関する条例に関すること等。 

・ 観光事業・団体⽀援班は、観光地魅⼒アップ整備事業や宿泊・
滞在型観光推進事業に関すること等を担う。 

・ 平成２７年度予算：約３億 1,000 万円 ⼈員 18 名 
ちばプロモーション協議会 ・ 国内プロモーションの推進に取り組む団体。 

・ 会員は、観光協会、商⼯団体、農林⽔産団体、芸術・⽂化団体、
企業、ＮＰＯ，⼤学、県・市町村など。 

・ インバウンド促進協議会は、インバウンドの誘客を⽬的とした
組織。会員は、宿泊、観光関連事業者、アウトレット、飲⾷店、
⾦融、旅⾏会社、道の駅など 90 機関。 

・ 平成 27 年度予算：約 3,000 万円 ⼈員：6 名 
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○千葉県の数値⽬標（第 2 次観光⽴県ちば推進基本計画・平成 26 年 3 ⽉）
基準年（平成 24 年） ⽬標年（平成 30 年） 

観光⼊込客数 1 億 5,510 万⼈ 1 億 9,000 万⼈
宿泊客数 1,467 万⼈ 1,800 万⼈
外国⼈延べ宿泊客数 179 万⼈ 240 万⼈
旅⾏総消費額 1 兆 82 億円 1 兆 2,400 億円
観光に関する経済波及効果 9,792 億円 1 兆 2,000 億円
旅⾏者満⾜度 ⼤変満⾜と満⾜の合計 8.1％ ⼤変満⾜と満⾜の合計 85％

○主な取組 
項⽬ 取組 
マーケティングなど特徴的
な取組 

・ ⼆次交通の社会実験として、9 ⽉から 10 ⽉に成⽥空港と館⼭
市、鴨川市、銚⼦市を結ぶ無料バスの運⾏による LCC の需要喚
起に取り組む（千葉県観光誘致促進課）。 

・ サイクルツーリズムの市場の現状調査、環境整備の段階。レン
タサイクルの乗り捨てを可能にするための⽅策を地域外の観光
協会と協議する取組が⽣まれてきた(ちばプロモーション協議
会)。 

・ 訪⽇教育旅⾏の誘致に取り組む。学校交流とホームステイ先の
斡旋は、教育庁の専任職員や地域⾏政と連携。平成 23 年度千
葉県実績：104 団体、1,607 名（観光庁・⽂部科学省調査）（千
葉県観光誘致促進課）。

プロモーション ・ フィルムコミッション（最⼤で 1,000 万円の補助⾦が受けられ
る千葉県映画・テレビ等撮影⽀援事業補助⾦制度）を推進して
おり、補助⾦の対象外の撮影も含めロケは年間約 1,500 件（千
葉県観光誘致促進課）。

商品開発 ・ 業種間連携による体験学習プラン：鴨川の⼤⼭千枚⽥での農業
体験、内房海岸沿いでの地引き網体験や⿂加⼯の体験、匝瑳市
での植⽊屋での⺠宿体験、千葉⼯業⼤学でロボットなどの最新
科学技術体験等(ちばプロモーション協議会)。 

・ 成⽥空港トランジット旅客を対象にした成⽥⼭新勝寺とショッ
ピングツアーやイチゴ狩りツアーを実施(ちばプロモーション
協議会)。

その他 ・ インバウンド促進協議会は、インバウンド⼿配事業者と商談会
を企画。昨年度までは１０社だったインバウンド⼿配事業者の
参加は今年度 20 社となった。(ちばプロモーション協議会) 

・ イチゴ組合は観光との連携が進み、積極的にホームステイの受
⼊に協⼒(ちばプロモーション協議会)。

観光によるまちづくり ・ 「千葉・江⼾優り佐原観光活性化ファンド」を設⽴し⾹取地区
の活性化に取り組む。
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⑤ 北海道 
◆選定理由 
・北海道全体の俯瞰的な⾒⽅から、「広域エリア」、「市町村隣接エリア」、単独の「市」の３つのカ
テゴリーで、観光振興の推進組織を選定した。 
◆調査⽅法 

 ・2015 年 12 ⽉ 03 ⽇から 22 ⽇まで、北海道の関係機関を訪問して、取組と課題をヒアリングし
た。 
◆訪問先 

・ニセコ町、倶知安町、ニセコプロモーションボード、苫⼩牧市（北海道新幹線×nittan 地域戦
略会議）、(公社)北海道観光振興機構、札幌市観光⽂化局コンベンション部、株式会社ニセコリゾ
ート観光協会、(⼀社)倶知安町観光協会。 
 

 
○北海道の数値⽬標（北海道観光のくにづくり⾏動計画・平成 25 年） 
 基準年（平成 22 年度） 目標年（平成 29 年年度） 

観光入込客数 

うち道内客 

うち道外客 

5,127 万人

4,532 万人

595 万人

6,600 万人

5,600 万人

1,000 万人

外国⼈来道者数者数(実⼈数) 74 万人 120 万人

道外観光客の平均宿泊数 2.5 泊 2.8 泊

観光消費額 

道内客 1 人当たり 

道外客 1 人当たり 

外国人 1 人当たり 

13,271 円

69,670 円

122,128 円

14,000 円

74,000 円

155,000 円

食事の満足度 

道外観光客 

道内観光客 

（基準年度・平成 23 年度）

84.4％

74.9%

80.0％

80.0％

接客サービスの満足度 

道外観光客 

道内観光客 

（基準年度・平成 23 年度）

72.3％

64.3%

80.0％

80.0％

道外観光客のリピーターの

割合 

（基準年度・平成 23 年度）

42.5％ 50.0％

体験型観光を目的として訪

れる道外観光客の割合 

（基準年度・平成 23 年度）

6.4％ 8.0％

 
○各組織の主な取り組み 
項⽬ 取組 
マーケティングなど特徴的
な取組 

・ カンヌと上海で開催の「インターナショナル・ラグジュアリー・
トラベル・マーケット」に出展する企業に⽀援。今後の富裕層施
策に反映させる（北海道観光振興機構）。
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・ 「札幌観光オープンデータ」を作成し、札幌雪まつりや FIS ジ
ャンプワールドカップでの実証実験中。動態調査のビッグデー
タを産官学で分析し、飲⾷店が外国⼈旅⾏者を顧客として迎え
⼊れる体制をつくり消費の拡⼤と浸透を⽬指す（札幌市）。 

・ 飲⾷店等が翻訳アプリで外国⼈観光受⼊を可能にするための初
期⽀援制度（Wi-Fi のイニシャル⽀援制度）(札幌市)。 

・ 「MICE 推進の新たな取り組み「MICE 誘致促進補助事業の拡
充」「MICE 施設整備事業」、富裕層に向けた宿泊施設の客室グ
レードアップ⽀援の「宿泊施設⺠間投資誘発事業」を「札幌市
まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン２０１５（最終年
度 2019 年度）に盛り込む（札幌市）。 

・ 官⺠連携してバス事業者や飲⾷店等から現状の課題をヒアリン
グし、その解決に取り組む活動を始めた（札幌市）。 

・ 外国⼈職員による海外マーケティングやダイレクトな情報を発
信（ニセコ町）。 

・ ニセコユナイテッド（スキー場の協議会）やコンドミニアムの
外国⼈向けのマーケティングを専⾨的に担当するマーケティン
グ・ディレクターの設置（ニセコプロモーションボード）。 

・ 外国⼈観光客の交通サービスとして、倶知安町とニセコ⽐羅夫
地域を結ぶバスは 23：30 まで運⾏。 

・ 町内飲⾷店等のガイドブックは英語６万部、⽇本語４万部を作
成（ニセコプロモーションボード）。 

・ 北海道新幹線利⽤客の誘客を想定した「函館発着モニタツアー」
を実施（北海道新幹線×nittan 地域戦略会議）。 

プロモーション ・ 北海道観光振興機構ホームページ刷新による北海道観光の魅⼒
を発信する（北海道観光振興機構）。 

・ 「外国⼈観光客誘致促進プロモーション事業」「クロスメディア
を活⽤した海外ＰＲ事業」等でターゲット毎にプロモーション
に取り組む（北海道観光振興機構）。 

・ 本州客に向けたアウトドア体験プランをプロモーション。 
７⽉、８⽉で本州から 2,500 ⼈の新規需要を喚起（ニセコ町）。

・ キラーコンテンツのアウトドアとチームビルディングを組み合
わせた商品開発の取組を始める（ニセコリゾート観光協会）。 

・ nittan WEB を開設し、⽇胆エリアの情報をまとめて発信（北
海道新幹線×nittan 地域戦略会議）。

商品開発 ・ 本州客に向けたアウトドア体験プランの造成。7 ⽉、8 ⽉で本
州から 2,500 ⼈の新規需要を喚起（ニセコ町）。 

その他 ・ 「北の観光まちづくりのリーダー養成セミナー」を平成 26 年
度まで 7 期実施したが、⼀定の役割は終えたとして平成 27 年
度は募集を休⽌。修了⽣組織「きたかん．net」は全道で多様
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な活動を展開している。平成 27 年度は、『外国⼈観光客受⼊⼈
材育成事業』にスタートさせ、観光産業関連事業の従事者を対
象とした⼈材育成事業を実施(北海道観光振興機構）。 

・ ニセコ町役場、倶知安町役場、ニセコプロモーションボードの
３者でニセコ観光圏の情報交換を週に１、2 度のペースで開催
し、お互いの理解促進を図っている（ニセコプロモーションボ
ード）。 

・ 道南⽅⾯から⽇⾼⽅⾯への観光客誘客のため、関東の旅⾏会社
を対象とした「噴⽕湾クルーズモニターツアー（室蘭港と森港
を結ぶ）」を平成 27 年に実施。次回は⼤型船による⼆度⽬（平
成 28 年）の実証実験を実施予定（北海道新幹線×nittan 地域
戦略会議）。 

・ 地⽅創⽣施策を活⽤した DMO 機能の構築を⽬指した検討とエ
リアマーケティング戦略を策定中（北海道新幹線×nittan 地域
戦略会議）。

ブランディング ・ ニセコブランド維持のため、ニセコルール(スキー場でのゲート
の設置、規制、監視役員設置)を設定し、バックカントリー滑⾛
の危険情報発信や安全管理を徹底する（ニセコ町）。 

（２）北海道との比較分析 
◆海外の先進地事例調査からハワイ、ニュージーランドの共通した取組をまとめ、⽇本・北海道の
課題を次のように整理する。 

海外：ハワイ・ニュージーランド 
共通した取組： 
  ◆⽬標達成に対して責任ある執⾏体制(ＤＭＯ)で取組む。 

◆国や地域、産業間等の幅広い連携で観光収⼊や雇⽤拡⼤、地元企業の持続発展に取り組む。
◆観光客数より観光消費額と経済貢献を追求する。 
◆専⾨機関によるデータ収集・分析、明確なターゲット設定、プロモーション等が連動した

マーケティングに取組む。 
  ◆観光品質認証による質の追求でブランドを維持し国際競争⼒強化に取組む。 
  ◆観光振興の取組などについて観光客への啓蒙や、⼊園料の⼀部を環境整備等に活⽤するな

ど環境と⽂化の保護・保全に取組む。 
◆住⺠の観光意識調査等を⾏い、地域住⺠の理解と協⼒に取組む。 
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⽇本・北海道の課題： 
◆責任ある執⾏体制の組織（ＤＭＯ）の構築すること。 
◆観光産業と他産業との連携により、観光収⼊や雇⽤拡⼤、地元企業の持続的発展の取組を

推進すること。 
◆マーケティング専⾨家がいないためデータの分析と活⽤が不⼗分で、ターゲットが明確に

なっておらず、効果的なプロモーションに繋がっていないため、マーケティングの専⾨機
関と連携すること。 

◆観光振興の⽬標を、観光客数から観光消費額や観光産業の経済貢献に転換すること。 
◆地域の品質認証制度を作り上げ、徹底した質の向上と管理によって観光地としての信頼を

獲得して国際競争⼒を向上すること。 
◆⾃然資源や⽂化資源、⾷など北海道の豊かな観光資源を核としたブランドを構築すること。
◆観光による持続的な発展のために、地域住⺠の協⼒と理解を求めながら、⾃然や⽂化、社

会環境への影響を注視し、地域経済の持続的な発展と地域住⺠の⽣活のクオリティーを⾼
めること。 

 

◆国内の先進地事例調査から千葉県、⻑野県の共通した取組をまとめ、北海道が千葉県と⻑野県に
学ぶポイントを次のように整理する。 

国内：千葉県・長野県 

共通した取組： 
◆訪⽇教育旅⾏の誘致や信越⾃然郷 9 市町村の広域連携など、観光部署と各専⾨部署とが連

携した取組がある。 
◆業種間連携による体験学習プランやカメラメーカーと連携したツアーや「観光と農業、漁

業」「観光と先端技術」等観光産業とものづくりの他産業が連携した商品開発がある。 
◆⾃主財源確保に向けて積極的に取り組む観光協会等がある。 

  ◆ホームステイや案内⼈など地域住⺠の理解と協⼒と参加によって、地域の資源を活⽤した
ユニークな着地型観光商品を提供している。 

  ◆地域⾃らが、アンケートや会員登録のしくみ等を活⽤した e マーケティングや品質管理、
顧客管理の取組がある。 

  ◆ファンドを活⽤した観光によるまちづくり。 
 
北海道が学ぶ 5 つのポイント 

◆観光と⾏政・他産業・地域住⺠の連携により、マーケティングや商品開発等に協働してい
ること。 

◆地域のものづくりの⼒と地域住⺠の⼈の⼒を結集し、⾃然・景観・⽂化という観光資源に
ひと⼯夫、ふた⼯夫の味付けをしながらモノとコトの連携による観光商品の付加価値を⾼
めていること。 

◆様々なマーケティングや品質管理などの取組と⼯夫、アイデアによって⾃主財源確保の取
組を進めていること。 
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◆キーコンテンツ（パウダースノー、農村⽂化、スノーモンキー、温泉情緒、江⼾情緒など）
をブランドの核にして観光振興を推進していること。 

◆⾏政、⾦融等が連携しファンドを活⽤した観光による地域活性化が進んでいること。 
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第４章 海外におけるＤＭＯ組織の概要 
◆調査対象とする国内外の観光先進地は以下の４地域とした。 

・ハワイ（ヒアリング等） ・ニュージーランド（ヒアリング等） ・スぺイン・バルセロナ（⽂
献等） ・スイス・ツェルマット（⽂献等） 

◆選定理由 
① ハワイ       

 ：第 3 章（１）観光地調査に記載。 
② ニュージーランド 

  ：第 3 章（１）観光地調査に記載。 
③ バルセロナ      

：近年のスペインの海外インバウンド躍進の中⼼的役割を果たす観光地。 
：官⺠連携で観光振興が推進されている DMO の先進都市のひとつ。 

④ ツェルマット 
    ：欧州の⾼級リゾート地として今後北海道に不可⽋な富裕者層マーケティングや観光経

済、消費額アップに向けた取組みの模範事例となる観光システムの要素が多数存在。
また⾃然環境共⽣型リゾートの類似性も鑑み同地を選択。

（１）ハワイ：ハワイ州観光局（Hawaii Tourism Authority：HTA） 

概要 ・ ハワイ州観光局は、1902 年に北⽶マーケットを対象にして存在していたが、
1990 年代になり主要マーケットであった⽇本のバブル崩壊によりその成⻑
が途絶え、観光産業が⼤きなダメージを受けた。そこで観光地マーケティン
グの⽬的税とするため 1998 年に宿泊税を 6％から 7.25％に増税し、その財
源をもとに同年にハワイ州観光局を設⽴。世界に向けた観光振興活動を開始
した。 

財源 ・ ホテル宿泊税（ＴＡＴ：Transient Accomodations Tax ）の⼀部を活⽤して
おり、現在の予算は US$8,200 万（約 98 億円）に固定されいる。 

・ 現在の税率は、9.25％。
組織と⼈材 ・ ハワイ州（DBEDT／産業経済開発観光局）管轄の公的法⼈。 

・ 職員数約 47 名（理事 18 名、職員 29 名、2014 年 12 ⽉現在）。 
・ 全体の観光やマーケティング戦略を策定するほか、予算の執⾏管理、コンベ

ンションセンターの管理運営等、地域や業界の合意の下、ハワイ観光を推進
する中⼼的役割を担う。 

・ ホテル、不動産、航空会社、旅⾏会社、⾦融、コンサルタント、弁護⼠、⼤
学、労働組合、各島政府機関等、様々な専⾨性を有する⼈材で構成。 

・ 役員の⼀部は州知事、議会からの任命。
主なＫＰＩ ・ 税収⼊、旅⾏者消費額、雇⽤数、失業率、宿泊税、訪問者満⾜度、観光産業

に対する居住者の好感度、観光関連消費による観光 GDP、国別プロモーショ
ンのリターン⽐率、ハワイ旅⾏の潜在的需要の拡⼤など。 
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○ハワイ州観光局の予算・・・US$8,200 万 
ホテル宿泊税（ＴＡＴ：Transient Accomodations Tax ）US$3 億 7,200 万(2014 年度実績)の

中から US$8,200 万（2009 年度から定額）がハワイ州政府観光局の財源として付与されている。観
光産業の発展によって得られるホテル宿泊税は、⾃らの産業のみならず、⾃然保護や警察、公園など
地域インフラの整備、⽣活環境の改善向上にも利⽤され、地域社会に貢献している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図20：2014年度 ホテル宿泊税の配分（単位：US$百万） 

出典：ハワイ州観光局 「2014 年年次レポート」から作成 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21：ハワイ州観光局の組織図 

出典：ハワイ州観光局「2014 年年次レポート」 
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（２）ニュージーランド：ニュージーランド政府観光局 

（Tourism New Zealand）

概要 ・ 1901 年ニュージーランド政府観光局（Tourism New Zealand）が設⽴さ
れた。当時は⼊国⼿段が船しかなかったために観光客はわずか数千⼈のレ
ベルであったが、イギリスが 1973 年 EU に加盟したことから低関税での
農作物の輸出が困難になり、新たな財源確保として観光客の誘致が積極的
に図られるようになった。 

・ 国レベルの DMO としてニュージーランド政府観光局があり、広域連携の
DMO としてフィヨルド DMO（Destination Fiordland）、地域 DMO とし
てウェリントン観光局（Positively Wellington）やオークランド観光局
（Auckland Tourism events and Economic Development: ATEED）な
どがある。広域連携 DMO と地域 DMO は全部で 30 個所に及ぶ。 

財源 ・ 財源は、全額政府の出資。 
 2016 年予算 NZ＄11,500 万（約 92 億円）。

組織と⼈材 ・ 「ニュージーランド・ビジネス・イノベーション雇⽤省」管轄の公的法⼈。 
・ 職員数約160 名、その5 割強がニュージーランドにおり、残りは海外の拠点で

勤務。 
・ ホテル、航空会社、観光施設、法律家など⺠間からの出⾝者により構成。 
・ 海外組織は、アジア8 箇所（東京、⼤阪、上海、⾹港、シンガポール、ソウル、

バンコク、ムンバイ）、オーストラリア１、ヨーロッパ１、北アメリカ２の合計
12 箇所。 

主なＫＰＩ ・ 観光消費額、ニュージーランドＧＤＰへの観光貢献度、観光輸出収⼊とシ
ェア、雇⽤数、インバウンド客数、宿泊者数、国際ランキング順位、１旅
⾏当たりの平均消費額、クォールマーク制度の活⽤など。 
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図 22：ニュージーランド観光振興組織図 

出典：OECD 観光産業トレンドと政策 2014

地域 DMO
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（３）スペイン：バルセロナ観光局(Barcelona Turisme) 

概要 ・  1995 年にカタルーニャ州政府観光財団として設⽴され、2010 年に⺠間事
業者が会員として参画する枠組みを導⼊し、現在の組織形態となった。1995
年の段階では純然たるカタルーニャ州政府の⼀機関だったが、PPP に移⾏し
た。PPP になることで、政策を中⻑期的に考え、計画を実⾏する際は必ず単
年度で成果検証を重視している。 
※PPP：Public Private Partnership、官⺠連携の組織

財源 ・ ⾃主財源 90％、バルセロナ市とバルセロナ市商⼯会議所の補助 10％。 
・ 2013 年度予算 4,400 万ユーロ（約 57 億円）。 
・ 観光商品の造成販売、⼟産物店の収益、ホテル予約のコミッション、会費、

出版物、観光商品、バスツーリスティック（観光 2 階建てバス）などで⾃主
財源を得ている。

組織と⼈材 ・ バルセロナ市、バルセロナ市商⼯会議所、バルセロナ・プロモーション財団
で構成。 

・ 職員は 171 名（2014 年度）。 
・ スペインでは観光産業は主要産業としての位置づけが⾼く優秀な⼈材が集ま

る。 
マーケティ
ング 

・ 観光に関するデータ分析、⾏政区分を越えた連携。 
・ ⽂化、クルーズ、国際会議等の都市計画の分野別にマーケティングを実施。
・ マーケティング⽅針は、「より質の⾼い観光、より購買⼒のある観光客の誘

致」。 
・ スペイン政府観光局とバルセロナ観光局等が連携し、⽔上スポーツ推進等の

海外プロモーションや観光開発を⾏っている。
ブランディ
ング 

・ 1860 年に計画された⻑期的で⼀貫性のある都市計画と 1992 年バルセロナ
オリンピック、2004 年世界⽂化フォーラムを利⽤したまちづくり、市⺠⽣活
を海に向かって開くという都市計画イメージがバルセロナの都市ブランド価
値を向上してきたといわれている。 

・ 近年は、都市ブランド価値に加えて、地域住⺠の⽣活環境の向上、⾃然・⽂
化環境の保護・保全の取組をブランディングの核としている。 

・ 観光商品とサービスの規格化という観光品質保証制度を推進し、品質を向上
させることにより観光産業の競争⼒強化を推進している。 

主なＫＰＩ ・ １⽇当たりの観光消費額、観光産業の雇⽤者数、延べ宿泊者数、平均滞在泊
数、客室稼働率、バルセロナ観光局ホームページアクセス数、満⾜度、世界
主要都市ランキング評価。

品質認証制
度 

・ スペイン観光品質局の管理運営による品質認証の印「Q マーク制度」（観光商
品やサービスの規格化、観光品質認証制度など）があり、バルセロナ観光局
はバルセロナ市内の観光品質向上のため「Q マーク」取得を推進。 
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○スペインの品質認証制度 
2000 年に、スペイン観光品質局ＳCTE（独⽴⺠間⾮営利団体）が創設され、品質の向上とブラン

ド化のために「観光商品・サービスの規格化」と「観光品質認証制度」の取組を開始した。 

○⽬的 
・顧客に提供する観光商品やサービスの向上を推進し、顧客の満⾜度を⾼める。 
・すべての企業や「公的機関」にとって柔軟でなじみやすい品質管理モデルを導⼊し、⾼品質

商品の開発、⾼サービスの育成を観光部⾨に浸透させる。 
・国内外で認められる「観光品質認証制度」を作り、顧客に対して品質の保証を提供すると同

時に、観光商品のイメージアップと普及を図る。 
・競争戦略としての「スペイン観光品質」を展開。 

○主な取組 
・⼿続き、規則、管理運営、サービスレベル評価の基準化。 
・ホテル、キャンピング施設、レストランなど観光関連施設の品質の維持向上。 
・品質維持の従業員教育（観光関連施設、観光関連産業対象）。 

 ・「Q マーク」の認証と管理運営。 
・国内旅⾏者、海外のツアーオペレーター、消費者への啓蒙など。 

○認証企業のメリット 
・提供する製品やサービスの品質保証。 
・顧客を増やし、その固定化とリピート化。 
・従業員の意欲の向上。 
・⼈材や財源の最適化。 
・コストの削減。 
・プロモーションへの活⽤。 

○「Ｑマーク」の品質 
・「Q マーク」の施設は顧客の欲求を満たし、その期待を超えたサービス提供を約束。
・品質規格が定める⼀定のレベルを満たした施設の差異化。
・認証獲得は厳格なテストによって⾏われる。 
・⾏政は消費者に対して「Q マーク」の広報を促進する。 

財団法⼈⾃治体国際化協会「スペインの観光政策」から引⽤
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（４）スイス：ツェルマット観光局（Zermatt Tourism） 

概要 ・ スイス観光の歴史は 19 世紀半ばに英国貴族がスイスアルプスを⽬指し
て⻑期滞在するようになったことから始まるという。 

財源 ・ 地⽅政府からの補助⾦が最も⼤きな割合を占める。地元観光事業者から
の会費等。 

・ 2015 年予算 CHF840 万（約 10.5 億円）。 
・ ツェルマット市は、観光税（宿泊客より 1 泊あたり 2.1 フラン程度）と

観光促進税（観光に関わりのある住⺠から職業毎に定められた指数によ
る税）を徴収している。

組織と⼈材 ・ 職員数約 30 名。 
・ 主な業務は、品質管理、マーケティング（e マーケティング、e コマース、

コンテンツ＆メディア）、商品開発（ハイキング・マッターホルン、バイ
ク＆ファミリー、スキー＆ＭＩＣＥ）、ゲストサービス、財務。 

マーケティング ・ バレー州やヨーロッパにおける⾼級通年リゾート12地域からなる「Best 
of the Alps」という広域連合体での戦略的なマーケティング実施。 

・ e マーケティング、e コマース、コンテンツ＆メディア活⽤。 
ブランディング ・ スイスのグローバル企業と連携し、品質管理された製品やサービスへの

信頼と⽣活⽂化の豊かさをナショナルブランドにする。 
主なＫＰＩ ・ e マーケティング（ウェブサイトのアクセス数）。 

・ プロモーション（プロモーション＆マーケティングのコンタクト数、政
府観光局パンフレット配布数など）。 

・ 重点顧客管理（重要顧客管理によって創出された宿泊数、観光収⼊）。 
・ 重要メディア対応（メディアのコンタクト数、掲載記事数、メディア関

係者のスイス旅⾏参加者数、ＴＶ番組チーム数）。
品質認証制度 ・ スイス観光品質認証制度「スイス・クオリティー・ラベル（3 段階評価）」。
その他 ・ 「ブルガーゲマインデ」という地域共同体と連携。 

※ホテルやレストラン、商業施設、不動産など事業経営を⾏いながら、地域
の雇⽤と収益を上げるための中⼼組織になっている。⾃然環境の保全や観光
地の魅⼒づくりにも取組む共同体で、⾏政とは別の組織。 

 
○スイス観光品質認証制度「スイス・クオリティー・ラベル」 

・ スイス政府観光局とスイス観光連盟が推進するクオリティー・プログラムは 1997 年に始まり、
それ以来 11,138 の組織がトレイニングを受講し、2014 年には 7,666 の組織がクオリティー・
ラベルを取得している。 

・スイスのクオリティー・ラベルは 3 段階の評価基準があり、公共交通機関、ツーリスト・セン
ター、スキースクール、ケーブルカー、ホテル、旅⾏会社、レストラン、レジャー施設、⽂化
施設などが対象となり、サービスの現状の質ではなくそれを向上させる努⼒をしているかどう
か評価している。こうした評価は、スイスを訪れる観光客等が⾃分の希望にあった施設を選択
するときに⼤変有効に機能している。クオリティー・ラベルは、スイスの安⼼と信頼というブ
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ランドを観光客に提供している。 
・ファミリー向けのデスティネーション・ラベル、ウエルネス・デスティネーション・ラベル、

旅⾏者向けアパートメントやゲストハウスのクオリティー・ラベルなどもある。その他にも環
境に配慮した持続的なロッジの運営を認証するアイベックス・フェアステー・ラベルやアウト
ドアやアドベンチャー事業者の安全管理の基準を認証するセーフティー・イン・アドベンチャ
ーラベルがある。 

出典：スイス政府観光局 
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第５章 北海道における国際競争力向上に向けた５つの
取組 

（１）国内外の投資を呼び込む仕組みづくり（観光インフラの充実） 

今後北海道を世界的な観光地のポジションを確⽴するためには、観光インフの整備が不可⽋である。
特に宿泊ホテルについてはグローバルレベル（５つ星）のホテルの誘致が必要である。 

北海道のインバウンドにおける競合地域の沖縄も、以前は外資系の⾼級ホテルが存在していなかっ
たが、2012 年リッツカールトンが進出したことによって、⼀気に国際リゾートの知名度が世界に広
がり、外国⼈富裕層誘致の⼀助となっている。 

現在、ニセコ地区に集中している外資系のホテル投資を道内の他エリアに広めることや、国内有数
の⾼級ホテル、デベロッパー等、観光事業者の道内誘致を促進し、様々な国からの観光客ニーズに的
確な対応が可能となる戦略が必要である。 

（２）他産業との連携強化（伝統産業等と連携した新たな商品開発） 

訪⽇外国⼈の伸びを新たな市場の創出/外貨獲得⼿段として、観光産業がハブとなる他産業との連携
を推進する。 

⽇本国内市場では低迷していた伝統⼯芸品、伝統⽂化、エンターテイメント等がインバウンド市場
の出現により活性化している。 

観光客の旺盛な購買欲求を満たすためには、道内の１次産業・２次産業・３次産業と連携した「イ
ンバウンド観光客（消費者）の嗜好に合わせた新たな商品開発が必要である。 

観光事業者の持つ豊富なマーケティングデータを「ものづくり事業者等」に共有した新たな６次産
業化の取り組み、共同事業の⽴上げ等の仕掛けが必要である。 

【三越銀座店の取組】 
マスコミ報道によると、三越銀座店では、2015 年春節期間の売り上げは、前年⽐ 25％増と⼤

幅に増加し２５ヵ⽉連続のプラス。訪⽇外国⼈売り上げでは約４倍になった。
中国の銀⾏・クレジットカード「銀聯カード」の利⽤も急拡⼤しており、免税品の売り上げが

全体の売り上げの４分の１を占めている。 
購⼊商品では、⾼級時計、ブランドのバックや宝飾品、化粧品の売り上げが上位だが、包丁等

メード・イン・ジャパン製品への関⼼も⾼く、南部鉄器等の伝統⼯芸品や⼦供服等も売れている。
同銀座三越の７階には、⽇本の伝統⼯芸品を集めた、ジャパンエディションというコーナーが

あり、⾹炉、扇⼦、鉄瓶などの様々な伝統⼯芸品を展⽰しており外国⼈観光客が⼟産として購⼊
している。 
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【伝統⼯芸と連携した成功事例】 
事例１：南部鉄器の中国・⾹港への輸出額
    4,425 万円（Ｈ22 年）⇒ 12,132 万円（H24 年）274％増。

中国⼈観光客らの⼈気を集めている『岩⼿・南部鉄器』は、2010 年（Ｈ22 年）の上
海万博にて伝統の中国茶と岩⼿の伝統的な南部鉄器が合同で出展した結果、南部鉄器の
良さが伝えられ、また、⼤量⽣産が難しい伝統⼯芸品としてコレクション性も⾼まり多
くの注⽂が舞い込み⽣産が追い付かない状況となっている。

（出典：岩⼿の貿易 2012,2014/岩⼿県商⼯労働観光部・⽇本貿易振興機構盛岡貿易情報センター）

【ものづくり事業者と連携した成功事例】 
事例２：カシオ計算機は⾼級腕時計の国内⽣産を６割増強。 

訪⽇外国⼈の増加を受けて販売が好調なためで、主⼒⼯場の⼭形カシオ（⼭形県東根市）で
10 万円以上の商品を⽣産するラインの能⼒を８⽉までに⽉１万６千本に増やす。 

12 年から「G-SHOCK」や⾦属製アナログ時計「オシアナス」など⾼級時計の組み⽴てを
本格化しており、「Ｇ-SHOCK」の中でも全地球測位システム(GPS)機能付きの⾼価格帯品は
海外でも販売が好調だ。 

新聞報道によると、カシオの 2015 年 3 ⽉期は連結純利益が 8 年ぶりに過去最⾼を更新す
る⾒通し。中期経営計画では 2016 年 3 ⽉期に全事業の売上⾼営業利益率を 15%に引き上げ
るとしているが、時計事業については今期に 20％を超える⾒通し。 

（出典：カシオ計算機株式会社 2014 年中間事業報告書）   

（３）新たな観光サービス事業者の育成（産業の担い手の育成） 

海外先進地においては、移動・宿泊・⾷事以外に現地ならではの「観光体験サービス」が多くの観
光消費を⽣み出している。従来のマス（団体）ツーリズムから個⼈（ＦＩＴ）のライフスタイルツー
リズムへと世界の観光がシフトしていく中で、従来の観光業者の枠組みでは新たな観光サービスを提
供することが困難となってきている。 

世界の観光客のマーケットニーズに応えるためには、ライフスタイル型の新たな観光事業者の育成、
また交通分野におけるＪＲ九州の「⾼級観光列⾞」ななつ星の様な富裕層向けの取り組みや東京・京
都等における多⾔語対応の⾼級リムジン・ハイヤーサービス等のようなニーズに対応できる事業者の
育成をする必要がある。

＜今後道内で期待されるライフスタイル型観光の一例＞ 

◆エコツーリリズム： 
ハワイ、マレーシア、コスタリカ等が世界的に有名。 
主に欧州の知的・富裕層が好む世界の野⽣動物や⾃然を巡る旅⾏。道東エリアは世
界的な野⿃・動物が⾒る事ができる国内でも有数の可能性を持ったエリア。 
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◆ワインツーリズム： 
ニュージーランド、フランス、⽶国等が世界的に有名。 
国内では⼭梨が先駆的な活動を実施。道内においては空知・後志エリアでワイン醸
造のインフラが整いつつあり、今後⽇本のナパバレーとしての観光地形成が期待さ
れる。 

◆メディカルツーリズム： 
世界各国で「⾃国内では受けられない医療サービス」を求め国境を超える旅⾏者が
増⼤中。 
アジアにおいてはタイ、マレーシア、韓国等が国際観光戦略のひとつとして展開。 
今後道内においても増⼤するアジア市場を中⼼にした医療機関と連携した取り組み
が期待できる。 

ライフスタイル型観光を道内で展開していく上では、異なる業種、専⾨分野を持った企業・⼈
材のネットワーク化及び事業推進のための基盤（プラットフォーム）が必要で、既存産業の枠を
超えた新たな取り組みが求められる。 

＜各ツーリズムにおける主な事例＞ 

◆エコツーリズム： 

 【世界発・⽇本⾏のエコツーリズムの旅⾏代⾦の例】 
 ・オランダ発：エコツーリズムフォトツアー（⽇本周遊１３⽇間）  

 €４９５０（約６４万円）
 ・アメリカ発 ：⽇本へのバードウォッチングツアー（１６⽇間）  

     約$９０００（約１００万円）
＜2013 年⽇本エコツーリズム協会調べ＞

  特徴：旅⾏期間も⻑く、ツアー代⾦も⾼い設定となり、⼀般観光と⽐べ⾼額な旅⾏
◆ワインツーリズム： 

経済効果： 
⼀般社団法⼈ワインツーリズムによると、「ワインツーリズムやまなし」は、2008 年から開

催。参加者数も開始当初の２倍となり、地元への経済効果も拡⼤。 



54

（４）観光マーケティング・観光ブランディングの高度化 
（観光・集客ビジネスの確立）  
 

観光業を道内の主⼒産業にするためには、観光業やそれぞれの観光地が、単に来訪客にサービスや

ホスピタリティーを提供する機能から、世界から優良な観光客を呼び込む「観光・集客ビジネス」へ

の進化・発展が不可⽋である。 

ここ数年間の北海道観光の伸びは道内⾏政や⺠間企業の不断の努⼒の結果であるが、⼀⽅で、査証

緩和や為替レート、アジア諸国の台頭といった外部環境による部分も多い。その結果、訪⽇外国⼈の

数は多いが、アジア⼀辺倒のシェアや道央⼀極集中による道内他地域への効果の拡⼤等⼤きな課題を

抱えている。 

現状、北海道は中間層⼜は中間層以下に属する観光客が多くの割合を占めており、このままでは北

海道観光は安い旅⾏代⾦で⾏ける観光地のブランドイメージが浸透する危惧がある。世界から優良な

観光客を呼び込むためには、ターゲット国の設定に鑑みた新たな観光マーケティングの⼿法や単なる

数を追う短期的な⽬標とは別に、⻑期的に付加価値の⾼い観光地づくりを⽬指したニュージーランド

のような北海道の観光の質を維持するための施策（クォールマーク）や、情報発信等（１００％ピュ

ア・ニュージーランド）の観光ブランディングの⾼度化が不可⽋である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図23：観光・集客ビジネスの確立に向けたターゲット構造 

出典：㈱ＪＴＢ北海道作成 
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（５）観光地経営の視点の強化 

本事業で提案している観光振興施策を実現するためには、現在政府で進めている「⽇本版ＤＭＯ」
の道内における設⽴と、それに従事する⼈材育成が不可⽋である。 

このためには「観光地経営」の視点を道内で取り⼊れ、地域の実情に合わせた組織づくりや観光⼈
材育成を実施、今回の海外でのＤＭＯ調査で明らかになった各先進地の機能を参考にし、「道内全体」・
「道内の広域エリア」・「道内の市町村単位」でのＤＭＯ設⽴に向けたアクションを積極的に推進し
ていくことが求められる。

図24：観光地経営の７つの視点 

出典：(公財)日本交通公社「観光地経営の視点と実践」の一部改変にて利用 

今後、北海道全体及び道北・道東・道央・道南の各エリアが、観光を触媒とした経済活動を活発化

させるため、観光産業及び観光地が「企業経営する視点」を持って活動していくことが重要である。

ゆえに、地域の強みを分析し、誘客に結び付けるには、これらの情報を戦略的に世界へ発信する必

要があり、このような活動は企業の経営活動に通じ、継続的な利益を生む観光地としての存続には不

可欠である。 
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第６章 観光産業発展の好循環づくり 
北海道観光の推進に向けては、１）魅力ある観光商品を開発する戦略（商品化戦略）、２）その魅

力を周知して誘致促進を図る戦略（プロモーション戦略）、３）訪れた観光客の満足度を高め再訪性を

高める戦略（受入環境づくり戦略）が必要である。 

これらの取組みにより観光事業がうまく軌道に乗ると観光客が増加し、「企業収益の向上」→「優

良サービスの提供」→「富裕層の増加」→「観光従事事業者の賃金の向上」といった好循環が生まれ

る。 

このような循環が形成されると、さらに「優良サービスの提供」につながり、良質観光誘客の拡大

につながっていく。 

一方、観光事業が発展するに伴い、観光客側から新たなサービスや快適な環境づくりなど様々なニ

ーズが高まってくる。こうした多様なニーズに応えることで、他産業を含めた「新たな観光事業者の

参入」を促すこととなり、その結果、「地域産業間の連携整備」につながっていく。 

以上の実現に向けては、宿泊事業者、交通事業者、旅行業者等の観光産業関係者だけではできるも

のではなく、海外の事例に見られるように、様々な他産業を巻き込んだ国や地域の総合力の発揮が重

要である。 

裾野の広い観光産業の底上げは、地域経済全体の発展と雇用の増加等につながる観光産業発展の好

循環を目指し、外国人観光客（富裕層等）増加に対応した必要な取組を実施することが重要である。

図25：観光産業発展の好循環 




