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地域の課題整理（第１回研究会） 
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     事例１．湯沢町観光協会（雪国観光圏） 
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【現状】 
・バブル期のスキーブームに比べて、観光客は大幅に減少。 
・観光圏事業として、受入環境の整備（サイン計画）、旅行商品の造成（スノーカントリートレイル、周遊

パス）、品質管理（雪国Ａ級グルメ、認証制度）などの取組を実施してきた。 
・観光推進主体の取組は、本来、①人材育成・地域づくり、②情報共有、③商品造成、④品質
管理、⑤プロモーションの順番で行われるべきだが、外部委託しやすい⑤ばかりに経費支
出。 

・観光協会及び独自ＨＰが乱立してバラバラ。 
・観光協会の責任関係が不明瞭であり、会員脱退のリスクが増大している。 

【方向性】 
・地域ブランドの構築：地域資源をストーリーで一体化 
・①～⑤のプライオリティを整理・認識し、中長期的視点から必要な事業を実施 
・広域プラットフォーム（観光圏）、地区レベルでの運営主体（温泉組合）との役割明確化 
 → 各組織の特性を踏まえ、必要に応じて、マス・プロモーション・商品開発などを業務委託。 
・強制力のある税・分担金方式を活用し、観光協会の財源を安定化 
 → 網羅性・自立性・持続性のある財源確保【後述】 
 



     事例２．ニセコひらふ地区（倶知安町） 
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【現状】 
・ここ１０年でオーストラリア等の外国人旅行客が急増。 
・民間投資の拡大（コンドミニアムの増加）、外国人居住者及び不在不動産所有者の増加 
・ゴミステーション、防犯、除雪等の住民主導型公共サービス品質の低下 
・町内会員数の減少 → 会員の負担増加 
・観光地としての魅力低下 
・ロードヒーティングの費用負担問題 

【方向性】 
・顕在化する課題を解決する能力のあるエリア・マネジメント組織（ＢＩＤ）の創設 
 → 自主財源の確保（分担金）、公的位置づけ 
・外国人居住者及び不在不動産所有者を含めた合意形成 
・ＤＭＯ（ニセコ観光局）との連携による、観光地としての魅力向上 



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（  湯沢町、倶知安町 等）のフォロー 
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コト消費空間について 
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【再掲】「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。 

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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【コト消費の場となるための要件】 
(1) コト消費に対応した個店が集積していること 
(2) 個店の取り組みを活かす集客のためのイベントや仕掛けが 

「まち」を横断して、効果的、計画的に実施されていること 
(3 ) 統一された空間的コンセプトの下に公物私物を問わず 

一体的な景観が形成されていること 



コト消費空間づくりの重要性 
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 地方部を中心に、域内人口と総需要の自然減は避けられない状況。増えていく総需要に対応し、
供給力の増加（ハード整備）を目的としていた従来型の設備投資型のまちづくりから、需要（賑わ
い）創出を目的としたコト消費空間づくり（マネジメント）へと方向性をシフトする必要がある。  

【従来】 
 増加する需要に対応する供給力の増加（設備投資）  

 ⇒ ソフト事業（マネジメント）：ハード整備の“付属物” 

【これから】 
需要が与件とならない   新たなハード整備が困難 

コト消費空間をつくり、まちの魅力を高めるマネジメントを行い、 
持続的に需要（賑わい）を創出していくことが最重要課題   

・市場環境（域内需要）の悪化 
・ＳＣとの競争激化 
・地方財政のひっ迫 
・ハード整備の効果低下   等 



（参考）研究会のスコープ 
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 本研究会のスコープは、地域がコト消費空間を創出するためのマネジメント体制を構築する
こと。観光地域づくりや中心市街地活性化等の分野において、本研究会で検討するマネジメン
ト組織が活動することが期待できる。 
 他方、マネジメント組織だけで、当該分野に係る全ての取組・事業を行えるわけではなく、
国や自治体が行っている施策と連携しつつ、マネジメント組織に求められる役割を踏まえ、 
必要な取組を進めていく。 

コト消費空間の創出 
（マネジメント組織の業務） 

観光地域づくり 

中心市街地活性化 

・民間投資の喚起 

・観光戦略の策定 
・マーケティング 

・受入環境の整備 
（Wi-Fi 等の整備） 

・テナントミックス 
・開業支援 

マネジメント組織の役割
（イメージ） 



 「コト消費」活性化のための方向性        
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Ａ．個店が提供する 
製品・サービスの 
コト消費への転換 

Ｂ．マネジメント組織
による空間の価値
向上に資する取組 
→ 集客イベント・ 
マーケティング 等 

Ｃ．一体感のある 
空間（景観）づくり 

→マネジメント組織と 
個店・自治体・規制

当局が一体 

・集客イベント 
・マーケティング 
・清掃、防犯 等 

商品 サービス 

個店 

個店 

マネジメント組織 

マネジメント 
組織 



Ａ．個店のコト消費への転換 

 コト消費活性化のための第一歩は、各事業者（個店）が提供する製品やサービスを、 
一連の体験として時間経過の中に溶け込んだ“コト”として提供すること。 
 モノの機能やコンテンツの仕様を売りにするのではなく、それらがコト（時間）の中
に統合され、顧客に情動的価値として認知され、その対価として購買が行われるような
ビジネスモデルの組成、また店舗の設計やコンセプトの設定が重要。  

事例２：カフェやお花屋を併設した 
美容室（広島市） 

・ナチュラル系の空間づくりを行い、ゆったり 
 とした中で美容が受けられる。 

事例１：フルーツ加工・店内飲食スペースの 
あるフルーツショップ（長崎市）  

・小売中心から、 
 フルーツ加工 
 品・店内飲食 
 スペースを設 
 け、営業展開 

写真出典：事例１：長崎市平和町商店街振興組合 フルーツいながわ 
     事例２：ホットペッパーＨＰ 
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お花屋さん、小物もあって
楽しめるサロン 

▼キッズスペースも提供 

▲エステを満喫した後に併設
されたヘルシーカフェで余韻
を楽しむ 



 Ｂ．広域的な空間の管理・活用 
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 広域的な空間における集客のためのイベントやマーケティング・プロモーションは、 
個店だけで取組を進めることが難しく、マネジメント組織が行うことが効果的。 
 マネジメント組織が効率的・効果的に業務を進めていくためには、安定的な財源の 
確保と優秀なマネジメント人材の確保が重要。  

 大分市の中心市街地において「商店街のテナントミックス事業」と「イベントミックス事業」
を中心に、戦略的なエリアマネジメントのもと、賑わいをとり戻す取り組みを行っている。 

事例：㈱大分まちなか倶楽部 

写真出典：平成22年度中心市街地活性化シンポジウム 共通資料（経済産業省中心市街地活性化室） 
     ㈱大分まちづくり倶楽部ＨＰ、ＦＢ  

 中心市街地の店舗分類調査や業種別の売上状
況等をもとに、必要な業種を戦略的に誘致、出
店サポート。 

 各団体・企業が中心市街地でバラバラ
に企画・実施してきたイベントをトータ
ルにコーディネート。 

▼イタリアン料理店 

▲セレクトショップ 



     Ｃ．一体感のある空間（景観）づくり 
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 さらに、マネジメント組織のイニシアチブの下、自治体・規制当局、各事業者・地域住民等が
連携すれば、地域で一体感のある空間（景観）をつくりあげることが出来る。  
 その際、空間的コンセプトであるデザイン・コードを設定するため、丁寧な合意形成や 
利害調整を行い、地域づくりの方向感を統一することが重要。 

・住民主導で地権者全員が参加する協議会が設置され、市と 
 の協議のもと、コンセプトづくり、地区計画の合意形成を 
 行い、連続した街並みが整備。 
・商店街では観光客もターゲットにおき、雑貨・おみやげ、 
 食事・菓子、生活用品・サービス等を提供する店が形成。 

写真出典：夢京橋商店街振興組合ＨＰ、株式会社四番町スクエアＨＰ 

事例１：夢京橋キャッスルロード、四番町スクエア（彦根市）  
      伝統的な街並（景観）・街区づくりと運営 

・若手商店主が新たな街づくりを提言し、地元商店 
 街で商業集積を図るための検討が始まる。 
・地権者により、まちづくりに関する協定を制定。 
・大正ロマンの風情が薫る街並みをコンセプトに、 
 マスター・アーキテクト制度のもと建物・屋外空 
 間を整備。 
・街区内には、民間の商業店舗、第三セクターの飲 
 食・情報発信 施設が立地。官民連携の情報発信 
 をしている。 

▼夢京橋キャッスルロード（夢京橋商店街振興組合） ▼四番町スクエア（四番町スクエア協同組
合） 
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 事例１： 長野県小布施町 
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北斎館 

修景事業によるまちづくり 

（株）ア・ラ小布施 

Ａ．北斎館を中心に 
栗菓子屋などの 
ビジネスが形成 

Ｂ．（株）ア・ラ・小布施 
によるまちづくり・ 

景観づくりのマネジメント 

Ｃ．修景事業による景
観づくり 

小布施堂（栗菓子） （株）ア・ラ小布施のカフェ 
写真出典：ア・ラ・小布施HP「http://www.e-obuse.com/shop/index.php/ala」 

 長野県北東の人口12,000人の町。栗と葛飾北斎が訪れたことで有名。新たに建設された北斎館の
周辺の老舗栗菓子屋が社内に文化事業や修景事業のセクションを立ち上げ、売るだけでなく、訪問
客のおもてなしを始める。1993年に第三セクター（株）ア・ラ小布施が設立され、民宿経営、農産品加
工、来訪者との交流、まちづくり情報の発信などを行う。 
 町並み修景事業により、小布施が本来持つ景観要素を生かしたまちづくりが進み、コト消費が観光
客を集めている。 

http://www.e-obuse.com/shop/index.php/ala
http://www.e-obuse.com/shop/index.php/ala
http://www.e-obuse.com/shop/index.php/ala
http://www.e-obuse.com/shop/index.php/ala
http://www.e-obuse.com/shop/index.php/ala
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    事例２：熊本県阿蘇市 門前町商店街  
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 水基は20ヵ所整備さ
れる。平成20年からは
桜をいかしたお座敷商
店街のイベント。 

 30分滞在できる商店
街を目指し、各店舗が
食サービス提供や休憩
空間を整備する。 

Ａ．食をキーワード
にした各店舗のサー
ビスと空間の改善 

Ｂ．若きゃもん会による
イベント実施、商店街
の再生へのとりくみ 

Ｃ．湧水をいかした 
水基の整備による 

空間演出 

 代表の杉本氏。若い
メンバーが中心となり、
アイデア出しと実行に
つとめる。  写真出典：中小企業庁調査室「地域活性化100」 

     財団法人地域活性化センター「平成24年度地域活性化ガイドブック」 

お座敷商店街 

 人口約28,000人。周囲は阿蘇岳を含む自然景観が広がる。阿蘇神社から伸びる「阿蘇一の宮門前
町商店街」に40軒ほどの個人商店が集まる。商店街は昭和50年頃をピークに賑わいを維持していた
が、平成10年から急激に衰退。平成13年に若い商店主による「若きゃもん会」が結成され、「夜市」の
イベントを見直す。日常的な商店街の再生のために「30分滞在してもらう仕組み」として、食をキー
ワードにした各商店のサービスと空間の改善に取り組む。加えて、豊富な湧水をいかした「水基」を
20ヵ所整備し、参道の景観を演出し、お座敷商店街のイベントも開催。 



  （参考）第１回具体地域との対応関係 
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①湯沢町観光協会 
（雪国観光圏） 

②ニセコひらふ地区 

・体験プログラム商品の造成 
・品質認証事業 

・外国人向け 
コンドミニアムの増加 

・周遊パスの販売 
・フリーペーパー発行 

・雪国観光圏推進協議会 
・ブランドストーリーの共有 
・サイン計画の整備 

・商業ベースとならない、 
清掃・防犯などの 
コミュニティ機能の維持 

・テナントミックスの実施 

・ロードヒーティングの 
設置・管理 

・まちの価値を高める 
道路等の緑化 

Ａ．個店が提供する 
製品・サービスの 
コト消費への転換 

Ｂ．マネジメント組織
による空間の価値
向上に資する取組 

→集客イベント・ 
マーケティング 等 

Ｃ．一体感のある 
空間（景観）づくり 

→マネジメント組織と 
個店・自治体・規制

当局が一体 



マネジメント組織の財源確保の手法について 
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     マネジメント組織に必要な３要素（イメージ） 
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権限 
（公的位置づけ） 

財源 
（網羅性・自立性・持続性） 

人材 
（マネジメント能力と経験） 



中間形態  
特定の受益者に
対して、公的制
度を活用して費
用負担を求める。 

行政 
まちづくり 

民間 
再開発 

Private Public 

財源確保の手法（イメージ） 

・指定管理 
・公民連携 

・分担金 
・受益に因る不均一課税 
・入湯税 
・法定外税 
・ＢＩＤ税（海外） 

・民間投資事業 
・事業収益 
①資産保有型 
②事業創造型 
・会費収入 
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自主財源の３要素 
 これまで多くの地域のまちづくり財源とされた公的財源（指定管理）や会費収入等の財源は、
責任関係が不明瞭であったり、市場環境の悪化や外資参入によるフリーライダーの増加により、
効率的で安定的な事業活動の阻害要因となっている場合がある。 
 地域の特性を踏まえた効果的な事業を継続的に実施していくためには、マネジメントに必要
な財源が①網羅的、②自立的、③持続的であることが重要。 

①網羅性 
 マネジメントの受益者となる特
定地域内の地権者・事業者等をも
れなく対象とする。 
 フリーライダーの発生を防止し、
組織活動の安定性をもたらす。 
 

②自立性 
 コト消費空間の創出という大目
的の下、財源確保の手法に拘わら
ず、マネジメント組織が自身の事
業活動を主体的及び事後的に決定
できることが重要。 
 

③持続性 
 費用負担を行う者からのガバナ
ンスが効く仕組みを担保した上で、
単年度ではなく、５年程度の一定
期間、持続的に活動できる財源を
確保することが、事業の実効性や
人材確保等の面で必要。 

民間投資型： 
 デベロッパー等の単一の事業者の取組
となり、広く徴収することは出来ない。 
会費収入型： 
 地域単位で空間づくり、プロモーショ
ン等の取組で発生する利益に対して、フ
リーライダーに対抗できない。 

指定管理： 
 公共施設の管理に業務が限定される。
事前にその内容が規定される。 

事業収益型： 
 既存事業との利害と衝突しない安定し
た事業構想が難しい。独立した収益事業
では、マネジメント事業との関係性が薄
い。 

【財源の分析】 【財源の分析】 【財源の分析】 

 税・分担金方式を活用して、強制力と柔軟性を持った 
新たな財源確保手法は考えられないか。 19 



  法定外目的税・分担金方式の比較 
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－ 自立性 網羅性 持続性 

制度導入に係る要件 
受益者負担の 

厳密性 
活用できる事業 
（使途）の範囲 

徴収できる 
客体の範囲 

徴収額の上限 
及び負担割合 

訴訟リスク 

分担金 
・条例制定（形式的） 
・合意形成（実質的） 

「受益」の特定 
＝①使途の特定 
＋②便益の定量化 

利益のある「事件」 「特に利益を受ける者」 「受益の範囲内で」 

・地方自治法上の文言が曖昧
であり、法律が想定している
範疇かどうかを論点として、訴
訟を提起されるリスクが存在。 

→文言を限定して解釈し、使途
等が制限されやすい。 

 清掃・防犯から広告・
プロモーション等のソフ
ト事業への支出が「事
件」とみなせるのか。 
→使途が制限 
されやすい 

・観光客など地域外の者
も受益者として定義でき
るのか 

・どのような業種の事業
者を対象とするのか 

・既存の税制との整合性
を考慮する必要はない。 

→行政界より狭い特定区
域を対象とした徴収も
理論上可能 

 マネジメント組織
に求められる多く
の事業について、
「費用支出」≒「ス
テークホルダーの
便益の定量化」と
みなせるのか。 

法定 
外税 

・条例制定（形式的） 
・合意形成（実質的） 

＋ 
総務省・（財務省）の同意 

①使途の特定 

・厳密な受益と負担の
関係は必要ない。 

・税の大まかな使途
（目的）が、条例に予
め定められる必要は
ある。 

・課税ベースは原則自由に

設定できる。 
※既存の法定税（消費税、
住民税、固定資産税、都
市計画税 等）の趣旨に反
するものは設定できない。 

→既存税と独立した別の税
目とみなされる必要 

・ＢＩＤ税のように特定区域か
ら加重負担を行うために
は、当該地域の合意形成
（意思表示）の形式的要件
を明確化する必要 

税率は原則自由に
設定できる。 
※既存税と課税標
準を同じくする過
重負担となる税は
不可 

・地方税法上の総務大臣が同
意しないネガ要件との整合性 

・既存税との整合性・独立性： 
二重課税・効果の阻害等 

・行政界と独立した特定区域を
対象とした税の導入まで地方
税が想定しているのか不明 



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・分担金を空間づくりに活用している国内事例 
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今後のスケジュールについて 
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【再掲】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（５／２６（火）） 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（５／１３（水）） 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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