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コト消費とマネジメント組織 
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モノ作りからコト作りへ 

地域の富を増やす仕組み（＝産業構造）を作る。 

モノを売る 
（域内で生産したモノを 

域外に輸出して“外貨”を稼ぐ） 

コトを売る 
（域内で生産したコトが  
消費できる場を作る） 

・バリューチェーンが成立。 
・開発・生産・宣伝・販売の各部門で 
・付加価値が生まれ、在庫が可能。 
・顧客の居るところに持って行くことが

出来る。 

・バリューチェーンが成立しない。 
・生産と消費が同時であり、 
 付加価値は顧客の認知に依存。 
・顧客を連れてきて、その場で消費させる 
 ことが必要。 

しごと創生 
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「コト消費」について 
【コト消費】 
 製品を購入して消費したり、単品の機能的なサービスを享受するのではなく、個別の事象とが連なった総
体である“一連の体験”を対象とした消費活動のこと。 
 集積した製品群・サービス群が、個々の製品やサービスに切り分けられることなく、一連の体験として時
間経過の中に溶け込み、１つの“コト”として認知されるように設計・管理することが、個々の価格や仕様だけ
ではない非価格競争（差別化）の源泉を生む。 

【コト消費の「場」】 
 コト消費が行われる「場」となる空間は、大資本による一体的な整備が行われるもの（大都市、リゾート）
と、中小規模の事業者が多数集積したもの（中心市街地、観光地域）に大きく分かれる。 
 後者については、顧客がコトとして認知する空間的・時間的サイズが、個店の取組を超えることが多く、一
体感を持たせるための「面的な」マネジメントが重要になる。 
 他方、このように顧客が消費対象と認知する空間サイズは、商店街や温泉街といった行政区画より狭い特定
のエリアとなるため、行政が当該エリアだけを整備・管理することが困難。 

→ 本研究会では、中小都市における中心市街地や観光地域が、顧客にコト消費を提供できる魅

力的で統一感のある「まち」の創出と、付随する個別の商品やサービスに係る「しごと」の創
出に資する面的・俯瞰的なマネジメントを推進するため、行政とは異なる自主的な組織体制の
構築に係る検討を行う。 

①個別のサービス：カフェ・セレクトショップ・映画館等 
 → コト消費：「まち歩き」 

②個別のサービス：外湯・お土産屋・レストラン等 
 → コト消費：「外湯巡り」 

（イメージ） 
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コト消費の特性：集積効果 

コト消費は、供給と消費が同じ時間・同じ場所で行われる。 

サプライヤーが用意した消費の「場」に顧客を誘い込むことがビジネスの前提条件。 

顧客は事業者が集積している 
“空間”（ストリート、エリア等） 
に集まる。 
・効率性（豊富な選択肢） 
・景観（洗練された個店） 
・賑わい（出会いの可能性） 

集客力のある魅力的な空間は、 
コト消費を提供するサービス事業者が集積して、 
個店の取組を超えた相乗効果を生んでいる。 

(ex.) 大型ＳＣ、ファーマーズマーケット、屋台村 等 4 



   従来のマネジメント組織が抱える課題 

 シナジーを発揮し、効果的
な集客につなげるためには、
個店の集積が１つの空間とし
て顧客に一体的に認知される
ことが重要。 

マネジメント組織 

ＴＭＯ 

ＤＭＯ 

都市再生
推進法人 

 まちづくり
等の観点から、
いくつかの組
織構想によっ
て、マネジメ
ント機能が定
義づけられて
きた。 

しかし… 
・補助金型の組織
では、責任関係
が不明確になり、
自走しにくい 

・会費を払わない
フリーライダー
の出現 

組織の 
  

・持続性 
・自立性 
・安定性 

  

に限界 
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本研究会の論点 
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本研究会の検討事項 

 本研究会では、コト消費の活性化を通じた地域経済の活性化及びしごとの創出を促進するた
め、中小都市等の地域において、集客力のある魅力的なサービス集積をマネジメントする組織
のあり方等について検討することとする。 
 具体的には、①組織の事業活動と財源確保手法、②組織の活動の幅を広げるため、付与され
るべき権限（公的位置づけ）及び改善が必要な規制、③組織の可能性と持続性を高める人材確
保の手法について検討を進める。 

財源確保 
事業活動 

組織権限 
規制・制度 

人材確保 
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網羅性（特定地域内の不動産所有者／地域内の特定業種など全てが対象となる） フリーライドの回避 
自立性（資金の使途について、推進組織において主体的に決定できる）  投資の効率化 
持続性（5年程度の時間軸で、安定的な財源確保と評価がなされる）  戦略性の確保 
透明性（業務目的を明確にする事で、事業上の費用対効果が明示しやすくなる） PDCAサイクルの確保 
汎用性（法的根拠を背景に、特定の手順で資金獲得が出来る）        ヨコ展開の広がり 

地域のマネジメント主体が以下のような特性を持った資金源を得ることによって 

社会経済環境の変化によって生じる様々な課題へ、 
地域が自主的に対応できる可能性がたかまる。 

サービス経済化＝経験消費（コト消費）の場へ 

観光への対応 商業サービスへの対応 日常生活への対応 

観光地域づくり 
プラットフォーム 

財源 

DMO 

TMO・ 
都市再生推進法人 

財源 

BID 

自治会 

財源 

HOA 
 ※エリアに存在する住宅の所有者の組合 

→マンション管理組合のようなもの 

地域で財源確保 地域で財源確保 地域で財源確保 

①自主財源の重要性 
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財源方式 地域 使途 課税対象 課税収入 （単位：千円） 課税根拠 

 分担金 

地方自治法第２２４条 

大阪市 
（グランフロント大阪） 

・都市利便増進施設（公な施
設に限る）の「高質な」管理 

地権者等 － 
・エリアマネジメント活動促進
条例 （+ 分担金条例） 

倶知安町 
（ひらふ地区） 

・ロードヒーティング 
・防犯灯 
・清掃 

・全ての不動産所有者（CID） 
・観光・商業等で収入を得ている
全ての不動産所有者（ＢＩＤ） 

－ 
・ニセコひらふ地区エリアマネ
ジメント条例 （+ 分担金条例） 

 法定内目的税 

入湯税 

釧路市 
（阿寒湖温泉） 

・観光振興の特定財源とする
新たな基金へ積立 

入湯客 108,132 
地方税法第７０１条 

+ 市税条例 

下呂市 
（下呂温泉） 

・観光協会、旅館組合に還付 
→インバウンド対策費等に充当 

入湯客 152,949 
地方税法第７０１条 

+ 市税条例 

美作市 
（湯郷温泉） 

・観光協会、旅館組合に還付 入湯客 48,586 
地方税法第７０１条 

+ 市税条例 

 法定外普通税 地方税法第６６９条 

歴史と文化の環境税 
（駐車場税） 

太宰府市 
一般財源 （観光・産業の振興、 

 環境の保全等まちづくり） 
一時有料駐車場の利用者 66,879 歴史と文化の環境税条例 

別荘等所有税 熱海市 一般財源 
 別荘として所有されている家
屋、旅館業法の許可を受けて
いない寮・保養所等 

636,357 別荘等所有税条例 

 法定外目的税 地方税法第７３１条 

宿泊税 東京都 ・観光産業振興費 宿泊客 1,314,770 宿泊税条例 

遊漁税 河口湖町 
・湖畔の駐車場や公衆トイレ
の整備、湖畔清掃などの環
境整備 

 河口湖の遊漁券を購入した
釣り客 

8,586 遊漁税条例 

環境協力税 
伊是名村 
伊平屋村 
渡嘉敷村 

・環境の美化、環境の保全及
び観光施設の維持整備に
要する費用 

 旅客船、飛行機、ヘリコプ
ター等により、当該自治体に入
域する行為（回数） 

－ 環境協力税条例 

      （参考）税・分担金方式で確保した財源の使途とその根拠 
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地域的な広がり（市町村界） 

↑ ソフト・コンテンツ 創出 

↓ ハード・インフラ   管理 

商工会議所 
商工会 

NPO 

観光協会 TMO 

公共インフラ（道路など） 

公共施設（学校、公園など） 

集客イベント・プロモーション・装飾 

商工業者間の互助 

住民コミュニティ 

②組織の位置づけ 
 マネジメント組織が、財源確保や権利調整等を行うためには、当該組織が何らかの公的位置づけ
を持つことが重要であり、これまでも様々な機能を持つ組織が構想され、後ろ盾となる必要な法制
度や支援措置の整備が行われてきた。コト消費の空間をマネジメントするには、ハード管理からソ
フト事業創出まで、一体的に展開する必要がある。 

コト消費 
マネジメント 
の領域 

指定 
管理 

  

法人 

都市
再生
法人 

観光地域づくり 
  

プラットフォーム 
（DMO) 
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連携を阻害する複雑な権利関係（イメージ） 

町道(町) 

民地 

観光振興(観光協会) 

看板(商業者) 
交通規制(警察) 

清掃美化(自治会) 

景観・開発規制(行政) 

草津＠群馬県、2011 

 商業イベントの開催や、デザインコード（統一された空間的コンセプト）による一体的な景
観づくり等を進めて行く際、その空間の中に様々な権利関係が入り乱れているため、利害調整
の難しさがハードルとなる。地域におけるマネジメント組織の公的位置づけを明確化すること
で、権利関係の円滑な調整を促進する必要がある。 
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  ③マネジメント人材の調達 

 組織を運営管理するマネジメント人材の調達が、当該組織の持続可能性を大きく左右する。 
 しかしながら、組織に必要な人材の能力や資質については指摘されているが、そのような
人材を安定的に育成・確保する手法は確立されていない。 

地域愛 

デザイン
センス 

社会経験 
組織マネジメ
ントの経験 

マーケティング 
に関する知識 

財務管理 

ファシリ
テータ 

行政・地権
者・事業者等
とのネット
ワーク 

マネジメント人材に必要な能力や知識 マネジメント人材を調達する手法・仕組みづくり 

①外部からの調達 
•安定した雇用環境の整備 

②人材教育の場づくり 
•OJT教育の場の提供 

→ 他のマネジメント組織との連携 

•教育機関向けプログラムの作成 
•E-Learningの導入 

③不足するリソースを補完 
•マネジメントを補完する汎用的システム（ＤＭ

Ｓ）の開発 
•マーケティングに関する専門家的判断を自動的に

行うIシステム（エキスパート・システム）の開発 

【検討の流れ（イメージ）】 
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今後のスケジュールについて 
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研究会進行イメージ 

第６回（６月末） 研究会取りまとめ 

望ましい財源確保の手法及び必要な制度改正の提示 ＭＥＴＩはじめ関係者の行動計画の策定 

第５回（６月中旬） 組織の権限と規制・制度、人材確保に係る検討 
提案された財源確保手法を踏まえ、 

組織の権限（公的位置づけ）について整理 
組織活動の効果を高めるために必要な規制のあり方を特定 組織活動の幅を広げるマネジメント人材の調達について 

第４回（５月下旬） 費用負担と合意形成に関する具体的検討② 

第３回の議論を踏まえ、財源確保及び合意形成に係る手法について、より詳細な修正案を提示 
組織設計から合意形成までのプロセスを動態的に示すチャート図を作成し、 

ボトルネックを分析し、その対応策について検討 

第３回（５月中旬） 費用負担と合意形成に関する具体的検討① 

第２回までの議論を踏まえ、財源確保に係る具体的な制度設計について提案 当該方式を実施するために必要な合意形成プロセスについて検討 

第２回（４／２１（火）） マネジメント組織の財源確保等に係る事例整理② 

第１回ヒアリングを踏まえ、制度的・実質的課題について議論 地域づくりの財源確保に向けた取り組みを実施した主体からヒアリング 

第１回（４／７（火）） マネジメント組織の財源確保等に係る事例整理① 

研究会の論点整理 新たな地域づくり財源の確保に向けた取り組みを進めている地域からヒアリング 
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研究会 
取りまとめ 

委員会における検討 

４月 

６月末 

来年 
３月末 

 委員会での議論を取りまとめ、既存の制度活用のための具体的指針及び望まし
い制度のあり方等について提言。その中で、ＭＥＴＩと地域の関係者それぞれの
行動計画を策定 
→ 各地域に入り込み、合意形成に至るまでフォロー 

 地域のサービス産業活性化に資するサービス空間（集積）をマネジメントする
持続可能な組織の創立のため、地域の抱える合意形成や制度に関わる具体的課題
をヒアリング等を通じて検討 

 （参考）研究会における議論とその実践 

実践する地域のフォロー 
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