観光で稼ぐ！ための手引書
観光消費の拡大と域内経済への波及をめざして
～データに基づき観光施策を作り上げる“７つのステップ”～

北海道経済部観光局
平成３１年４月

この手引書は、次の方を対象にしています

○ 行政や観光協会（広域連携を含む）
○ 地域の観光振興に取り組む事業者
○ ＤＭＯ（候補）法人

■新たに効果的な観光施策を考えたい。観光による地域活性化

を図りたい。
■他の地域の事例や、見聞きしたエピソードを取り入れるので
はなく、地域に合った根拠ある施策を戦略的に展開したい。
■裾野が広い観光、もっと地域の様々な産業の関係者と一体に
なって観光振興を進めていきたい。

本手引書でその想いを後押しします！

○

観光施策構築のプロセスをわかりやすく７つのステップに体系化！

○“マーケティング手法を用いたデータ分析”を実施し、国が推奨する

エビデンス（根拠）に基づく戦略を策定！
○ 市町村単位で分析可能な経済波及効果分析ツールで、観光消費が与える

産業への経済効果を「見える化」し、関係者の意識を醸成！

北海道経済部観光局
平成３１年４月

観光で稼ぐ！ための手引書
STEP１

観光消費の拡大と域内経済の波及をめざして

地域のみんなで考える“場づくり”

Q：既に地域の各産業が参加する観光振興のための会議体が
ある ⇒ STEP2 へ

ない ⇒ 手引書 P15 へ

①人を集めるために準備する
・なぜ観光振興をするのか
・数字で根拠付ける
②地域の関係者をリストアップする
・各産業の有力者を知る
・それぞれの関係性を知る

各ＳＴＥＰで必要に
応じて新メンバーを
招集する

会議の場づくりにはパターンが
あります。地域の実態に則した
パターンを例示しています。

③戦略会議と検討会議を設定する
・核となるメンバーを集めた（戦略会議）
・幅広く意見を聴取し、地域のコンセンサスを
確認する（検討会議）

STEP７

会議を開催する上でのワンポイ
ントアドバイス（配慮する事項）
を掲載しています。

効果・検証を図る“戦略の改善（ＰＤＣＡサイクル）”

手引書 P73 へ

STEP６ 具体的な取り組みを検討する“事業の具体化・策定”
Q：既に地域が実施すべき具体的な事業が決まって
いる ⇒ STEP４へ

いない ⇒ 手引書 P63 へ

①ペルソナ像を設定し、事業を検討する
②検討した事業を【４Ｐ・４Ｃ分析】する
③実行するためのヒト・モノ・カネを検討する
④事業毎のＫＰＩを設定する

ＫＧＩから考えるＫＰＩの検討
方法、設定例を本編にまとめて
います。

STEP５ 稼ぐ戦略を考える“基本的な戦略の検討”
評価

Q：既に地域がとるべき戦略の方向性やターゲットが定まって
いる ⇒ STEP４へ

いない ⇒ 手引書 P53 へ

①観光市場を分析する【３Ｃ分析】
②地域の環境要因を分析する【ＳＷＯＴ分析】
③戦略の方向性を定める４つのマトリクス
④ターゲットを明確にする【ＳＴＰ分析】

観光資源・
イメージの
強さ

観光客の数
多い
少ない
強い リーダー（同質化戦略、全方位・フ ニッチャー（集中・差別化戦略）
ルライン戦略）
弱い チャレンジャー（差別化戦略）

フォロワー（追随とおこぼれ戦略）

「稼ぐ」戦略を練るために必要な
各種マーケティング分析の手法を
本編で説明しています。

◇「稼ぐ観光に向けたチェックリスト」も併せて確認してみましょう◇

～データに基づき観光施策を作り上げる“７つのステップ”～
STEP２
はＳ
じＴ
めＥ
てＰ
も２
Ｏか
Ｋら

地域の現状を知る“地域の現状把握（データの収集・分析）”

Q：既に地域の状況を把握するためのデータの収集・分析が
ある ⇒ STEP３へ

ない ⇒ 手引書 P25 へ

①日本全体の傾向を掴む
・北海道は他の都道府県と比べて…
・日本人・訪日旅行者のお金の使い道は…
②北海道全体の傾向を掴む
・観光客は、どこから来ているのか…
・何を求め、いつどこに行き、何を消費しているか…

どんなデータが、どのホームペ
ージに掲載されているかまとめ
ています。

③自分の地域の傾向を掴む
・自分の地域は、北海道全体や周辺と比較して
何が強い？何が弱い？
・実際の来訪者に聞いてみよう。
・地域の産業構造を把握しよう。

STEP３
評価

アンケート調査の手法や、類似
事例・周辺地域の情報の収集方
法をまとめています。

地域の魅力を発見する“地域資源・コンテンツの調査・評価”

Q：既に地域資源・コンテンツの整理・評価をして
いる ⇒ STEP４へ

いない ⇒ 手引書 P41 へ

①意見やアイデアを洗い出す
②地域資源・コンテンツの魅力・強みを評価する
各資源・コンテンツ評価に有効なＶＲＩＯ分析（Ｖalue（経済価値）、Ｒarity（希
少性）、Ｉntimitability（模倣困難性）、Ｏrganization（組織））について、本編
で説明しています。

STEP４
評価

みんなで描こう“地域の理想の姿の構築”

Q：既に地域で観光振興によって目指す姿・目標が定まって
いる ⇒ STEP４へ

いない ⇒ 手引書 P47 へ

①既に地域にある計画を確認する
②観光振興のメリットを共有する
③理想の姿（地域のあり方）を話し合う
④ＫＧＩを設定する

理想と現状の比較による課題の可視
化の手法や、ＫＧＩ設定の考え方に
ついて、本編にまとめています。

資料編には、各分析のワークシート、アンケート用紙のサンプルを掲載しています。また、別添の
冊子には、経済波及効果の「見える化」の分析手法が解説しています。

―「稼ぐ観光」具体化実践プロセス チェックリストー
以下のチェックリストを用いて、「稼ぐ観光」の具体化に向けた自地域の現状を把握しましょう。
もし、チェックできない事項があれば、参考ページを確認し、その内容を参考に取り組みましょう。
ＳＴＥＰ

内容

参考㌻

ＳＴＥＰ１

１

なぜ、観光振興によって地域活性化を目指すのか説明できるか。

16

場づくり

２

１を数字的な根拠を用いて説明することができるか。

16

３

地域の幅広い産業の関係者、キーパーソンを把握しているか。

18

4

国の観光動向を統計データとして把握することができているか。

26

5

北海道の観光動向を統計データとして把握することができているか。

27

6

自地域の観光動向を統計データとして把握することができているか。

28

STEP２
地域の
現状把握

7
8
9

STEP３

10

地域資源・コ
ンテンツの調
査・評価

11

STEP４
地域の理想
の姿の構築
STEP５
基本的な戦
略の検討

周辺自治体・類似地域の現状や取組内容を把握することができているか。
自地域の産業構造の実態を把握することができているか。
（経済波及効果の「見える化」
）
地域資源・コンテンツの棚卸しができているか。
地域資源・コンテンツの魅力・強みの評価ができているか。
（経済価値・希少性・模倣可能性・組織の視点）

32
38
38
42
44

自地域の各種計画における観光に係る内容を把握しているか。

48

13

関係者の中で、地域の将来のあり方について、共有できているか。

48

14

ＫＧＩを設定することができているか。

51

15
16

18
19

STEP７

ンケート調査を実施しているか。

12

17

STEP６
事業の具体
化・策定

自地域に来ている観光客の実態を把握するために、来訪者に対するア

20
21

観光市場の分析（３C 分析）を行い、外部環境や競合地域の状況を整理
することができているか。
外部環境と内部環境（SWOT 分析）を整理することができているか。
自地域がどのような戦略の方向性で事業を取り組んでいくのか明確に
なっているか。
市場の細分化を行い、ターゲット定め、自地域の優位な立ち位置を明ら
かにすることができているか。
（STP 分析）
設定したターゲットに対して、提供することができる価値は何かということを
明確にし、事業のコンセプトを設定することができているか。
事業を展開していくために、観光客像の絞り込み（ペルソナ設定）がで
きているか。
設定した観光客像の視点で、事業を具体化することができているか。
（４C 分析）

54
56
57
59
62
64
66

22

事業を推進するための体制（人材・団体）の構築、役割分担ができているか。

69

23

事業実施のための財源を確保できているか。

69

24

事業を推進するためのスケジュールを立てることができているか。

69

25

事業成功の鍵となる指標（ＫＰＩ）を設定しているか。

71

26

戦略の改善
27
28

事業の取組状況やその効果、観光の動向等を共有するための継続的な
会議体を設けられているか。
設定したＫＧＩ及びＫＰＩの検証を行っているか。
事業実施後、経済波及効果の「見える化」を実施し、各産業に対して、
どのような波及効果を与えることができているか等を示しているか。

74
74
74

✓
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