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Ⅰ．テーマ案Ａ説明資料      

 

１．千葉県における観光地域づくりのテーマ案 

 

（１）検討の経緯 

  ・近年、海外から日本を訪れる外国人観光客（インバウンド）が急増している。観光客が国内で行

う消費は多額にのぼり、地域経済の振興にとって、観光業の果たす役割は大きく、ますます発展

することが期待されている。 

 

  ・新たな観光のニーズを掘り起こし、また利用者の期待に応えるためには、民間資本の積極的な投

資を誘導し、新たな観光地域づくりや、既存の観光地域の活性化を行っていくことが必要である。 

 

  ・今回の検討では、いくつか県内における観光地域づくりのテーマと適地を選定し、開発に向けた

ロードマップを作成した。 

 

 （２）観光地域づくりが地域に与えるインパクト、チャンス 

 

・新たな観光地域づくりは、地域に対する波及効果も大きい。コアとなる中核宿泊施設や周辺観

光地、交通・輸送業者だけでなく、裾野の広い様々な産業への波及効果をもたらす。 

・場合によっては、周辺産業に求める「水準」も相応に高くなることも想定される。新たな観光

地域づくりは大きなビジネスチャンスを産む可能性があるが、相応の「準備」をしないと、そ

の利益を得ることは難しいとも言える。 

 

 

 

 

中核宿泊施設

周辺産業（例）

周辺観光地
-面としての開発-

新たな観光地域とその周辺産業のイメージ

交通・輸送業者

ﾘﾈﾝ・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 食品加工 農林水産

特産品生産 人材育成/派遣 通訳/ガイド

旅行代理店 清掃 設備維持・工事

周辺の地域におけるインパクト・チャンス
例）観光客の地元商店街への立寄り需要、地元イベント開催、定住/居住の促進等々

 新たな観光地域のコ
ンセプトを満たせる
か

 ターゲット顧客が満
足する品質のサービ
ス提供ができるか。

 地域として、受入れ
やチャンスに対する
準備が必要

 言語や表記対応など
は共通課題となる

 誰が周辺産業を担う
か

 既存事業者のレベル
アップによる参入

 新規創業による参入

【論点】

⇒新しい観光地域づくりを進めることは、課題も多いが、地域への様々な波及効果が

期待できるため、地域経済にとってはチャンスでもある。 
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 （３）テーマ案の選定 

 

  ①「世界的観光地」を目指す 

・今回の検討では、千葉県内に「世界的観光地」を形成することを目指す。 

・世界的観光地とは、『その地域の観光資源を活かし、外国人をはじめ多くの人が訪れる風景、

気候、施設等を備えた、長期滞在が可能な地域』と定義する。 

・代表的な「世界的観光地」としては、ハワイ、グアム、ドバイ等のように、ホテルを中核にし

て富裕層、外国人も多く集まる、長期滞在型の観光地である。 

    [ハワイ]                [グアム] 

 

 

 

 

 

 

            [ドバイ] 

 

 

 

 

 

 

 

  ②新たな観光地域づくりに求められる要件 

    以下の要件に基づき、県内における観光地域づくりのテーマを設定する適地を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ハワイ州観光局ＨＰより） （グアム政府観光局ＨＰより） 

（ドバイ政府観光・商務局ＨＰより） 

[新たな観光地域づくりに求められる要件] 

要件①宿泊施設の立地 

・浦安、幕張、成田といったエリア以外の宿泊施設の立地として魅力度が高いこと。 

要件②外国人観光客を誘致できる魅力度 

・外国人観光客が訪れたいと思うような世界水準の観光資源があること。 

要件③滞在時間・泊数の増加 

・観光地域を面として開発し、時間・泊数を伸ばし、経済効果（消費単価向上）を増加させるこ

と。 

要件④既存観光資源の活用 

・海洋資源を中心に、既存の優れた観光資源をしっかりと活用すること。 

要件⑤立地の優位性 

・東京という巨大マーケットの近郊であり、羽田や成田といった国際的な玄関口からも至近で

ある。 

・また三方を海に囲まれるといった立地特性も十分に活かす。 
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  ③テーマ案の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⇒世界的観光地になる可能性の高い４テーマ（地域）案を第１グループと位置づけ

て検討することとする。（濃い網掛け部分を抽出・再編成） 

     ○海：銚子     ⇒ テーマ案Ａ 

        鴨川・勝浦  ⇒ テーマ案Ｂ 

        南房総    ⇒ テーマ案Ｃ 

     ○医療：成田    ⇒ テーマ案Ｄ 
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（４）各テーマ案の概要 

 

 ①テーマ案設定の基本的考え方 

  

  1)高級ホテルの整備 

    「世界的観光地」に相応しい観光地域をつくりあげて行くには、核となる施設が重要である。

特に、多くの外国人が訪れるような、長期滞在型の観光地域を目指しているため、宿泊施設の

充実がポイントになる。 

    そこで、各テーマ案、特に「海」をテーマにした観光地域づくりの案においては、当該観光

地域のイメージをも左右する中核施設として、高級ホテルの整備を中心に考える。富裕層の誘

客が可能な施設ということで、4～5星クラスの高級ホテルを新築、もしくは既存の施設のリノ

ベーションで整備する。 

  

  2)関連施設の高級仕様を想定 

    富裕層が訪れ、長時間過ごし、多くの消費を行ってもらうことを期待しているので、関連施

設の充実も意識する。 

    飲食・物販施設等を想定するが、その仕様も高級ホテルに来訪する層を意識し、高級な飲食・

商品を扱うことを想定する。 

 

  3)規制緩和や関係者間の調整も前提にする 

    銚子や南房総では、既に施設が存在したり、転用可能な港があることから、メガヨットの寄

港が可能な施設の整備を考える。実現するには、ハードの追加投資や、関係者（地元自治体や

漁組等）間の調整、関係機関（入国管理、税関、検疫）の対応も必要になり、後述するように

それぞれ大きな課題があるが、それらもクリアできるということを想定して案を整理した。こ

うした規制を緩和することも、観光地域づくりに必要な大きなインセンティブとなる。 
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 ②各テーマ案の概要 

  ○テーマ案の比較 

【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ａ 銚子 テーマ案Ｂ 鴨川・勝浦 テーマ案Ｃ 南房総 

想定 

エリア 

①犬吠埼周辺 

②漁港を中心とする銚子市街 

③マリーナを中心とする地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①鴨川・勝浦を中心とする地域 ③南房総・館山を中心とする地域 

ターゲット ○海外及び国内のアッパーミドル～富裕層。 

投資 

内容 

1)犬吠埼地域 

 ホテル・リノベーション       ２棟 

 新規高級ホテル整備         １棟 

 灯台前(土産物店・水族館)の複合再開発１棟 

2)市街地・卸売市場地域 

 第一市場前飲食・物販施設      10棟 

 メガヨット寄港対応(飲食・物販)   １棟 

3)マリーナ・屏風ヶ浦地域 

 マリーナ・リノベーション      １棟 

 ホテル（新設）           １棟 

1)鴨川地域 

 ホテル・リノベーション     ２棟   

 新規高級ホテル整備       １棟 

 ヘルスケア施設         １棟 

2)勝浦地域 

 ホテル・リノベーション     ２棟 

 新規高級ホテル整備       １棟 

ホテル・リノベーション       ２棟   

新規高級ホテル整備         １棟 

メガヨット寄港対応(飲食・物販)   １棟 

主な 

課題 

1)規制等の対応（自然公園法、ヨットでの寄港等） 

2)アクセス、地域内の周遊性の確保 

3)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 

1)規制等の対応（自然公園法等） 

2)アクセス、地域内の周遊性の確保 

3)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 

1)規制等の対応（ヨットでの寄港等） 

2)アクセス、地域内の周遊性の確保 

3)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 
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【「医療」「ヘルスケア」と「海」を組み合わせた観光地域づくり】 

 テーマ案Ｄ 成田 

想定エリア ①成田空港近くの病院（国際医療福祉大学成田病院）建設予

定地とその周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ターゲット ○海外及び国内のアッパーミドル～富裕層。 

投資内容 病院                    １棟 

 ～着工済み・642 床・2020 年 4 月開院予定 

ヘルスケア施設               １棟 

主な課題 1)アクセス、地域内の周遊性の確保 

2)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 

 

  

 

 



8 

２．テーマ案Ａの内容 

【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ａ 銚子 

選定理由 ①犬吠埼や屏風ヶ浦の景観、太平洋の眺望など、千葉県を囲む海を観光資源とし

て活かすことができる。 

②旧市街の街なみが残っているのに加えて、漁業、醤油醸造業をはじめとする伝

統産業が根付いており、観光資源として活用できる。 

③既存の宿泊施設やホテルも存在しており、観光地域づくりとして成功する下地

があり、また活性化することによる経済効果も大きい。 

想定エリア ①犬吠埼周辺 

②漁港を中心とする銚子市街 

③マリーナを中心とする地域 

エリアにおける

資源 

[景観] 

○犬吠埼や屏風ヶ浦、銚子ジオパーク、外房の海岸線など 

○漁港や旧市街などの街並み 

○利根川などの河川 

 [施設等] 

○既存の観光施設 

－犬吠埼灯台／地球の丸く見える丘展望館 

－海水浴場／水族館  等 

－漁港／灯台／景勝地  等 

○地場産業（醤油醸造業等） 

○マリーナ・港湾施設 

○ローカル電鉄 

○温泉 

○テーマパーク（水族館、フラワーパーク等） 

 [食]  

○海産物（加工品も含む）、農産物 

ターゲット ○海外及び国内のアッパーミドル～富裕層。 

投資内容 

 

(1)犬吠埼地区 

１．ホテルのリノベーション   ２棟 

 ・星野リゾート等へのリブランドを想定 

 ・全室を高級ホテル仕様へ改装。 

 ・高級レストラン、物販施設、結婚式場、宴会場等を併設 

 

２．新規高級ホテルの建設    １棟 

 ・四つ星ホテルの新規開設を想定（立地は、市有地（現在空き地）またはグラ

ンドホテル磯屋跡地の活用を想定）。 

 ・高級レストラン、物販施設、結婚式場、リラクゼーション施設、宴会場等を

併設 

 ・外国語対応を充実。案内、スタッフを揃える。 
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【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ａ 銚子 

 [現地の状況] 

 

 

 

 

 

 

  （銚子市の市有地（旧国民宿舎）   （グランドホテル磯屋跡） 

 [整備後の施設のイメージ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（リッツカールトン沖縄の HPより） （フィリピン The Farmの HPより） 

 

３．犬吠埼灯台前土産店街の再整備   １棟 

 ・銚子港で水揚げされる新鮮な食材を日替わりメニューで提供する食堂を開設 

 

 [現地の状況]            [整備後の施設のイメージ] 

 

 

 

 

 

 

 

  （犬吠埼灯台前）         （サンフランシスコ フィッシャーマ

ンズワーフの HPより） 

 

 

  

   

  

 

 

  

 

 （リゾナーレ熱海（星野リゾート）HP より） 
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【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ａ 銚子 

４．水族館の改築        １棟 

 ・大規模化 

 ・イルカ、アシカ等のショーの開催 

 ・地元の魚（サンマ、カツオ、熱帯魚）の展示 

 [現地の状況] 

 

 

 

 

 

 

 

  （犬吠埼マリンパークの HPより） 

 

(2)銚子港地区 

１．卸売市場の改装（見せる売り場へ） 

 ・ガイドの充実 

 ・見学コースの改善 

 ・取引時間の変更 

２．第 1市場付近の場外市場の再整備（買い物／飲食施設） 

 ・無料駐車場の整備 

 ・各種優遇措置によるリノベーション、新規出店の促進 

 [現地の状況] 

 

 

 

 

 

 

 

 

              （第１市場） 
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【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ａ 銚子 

(3)マリーナ地区 

１．マリーナのリノベーション（大型ヨットの寄港を可能にする） 

 ・20m クラスのヨットの寄港が可能となるように、大規模な改修を行う。 

２．ホテル・レストランの整備  

 ・マリーナの後背地及び、大学キャンパス内での整備を想定 

 [現地の状況] 

  

 

 

 

 

 

 （銚子マリーナの HPより）      （銚子マリーナ クラブハウス） 

 

(4)共通 

１．地域内交通の改善（巡回バスの運行） 

 ・路線バスの充実、もしくはホテル等の観光施設の費用負担による共同運行バ

ス（銚子電鉄と連携したルート設定を想定） 

２．空港、他の観光地域とのアクセスの改善 

 ・成田空港の他、県内の他の観光地域との連絡 

 ・広域で乗り降り自由なパスの設定 

３．高級リゾートで働く人材の育成、紹介 

 ・地元での人材育成（大学の誘致、観光学科の設置等） 

 ・高級リゾートで働く人材のデータベースの整備 

 ・外国人留学生の活用の工夫 

 ・外国から水産業等の就業研修に来る人材の活用 等 
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【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ａ 銚子 

開発の具体的イ

メージ 

 

(1)全体観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・市内の観光地は、概ね以下の 3つに区分できる。 

  1)犬吠埼地域 

  2)市街地・卸売市場地域 

  3)マリーナ・屏風ヶ浦地域 

 

(2)犬吠埼地域 

  ・このうち、以下のような再開発、開発を想定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)市街地・卸売市場地域 

1)犬吠埼地域 

3)マリーナ・屏風ヶ浦地域 

＋：公共・交通施設 

■：卸売市場 

■：ホテル 

■：観光施設 

 

ⅰ）これらのホテルのリノベーション 

ⅱ）新規高級ホテルの建設候補地（市有地） 

 

ⅲ）灯台前土産店街の再整備 

ⅳ）マリンパークの改築 

● 

● 

ⅱ）新規高級ホテルの建設候補地（磯屋跡地） 
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【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ａ 銚子 

  ⅰ)ホテルのリノベーション ２棟 

  ⅱ)新規高級ホテルの建設 １棟 

  ⅲ）灯台前土産店街の再整備 １棟 

  ⅳ)マリンパークの改築 １棟 

 

 （3）市街地・卸売市場地域 

 （３市場の位置関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （第一市場周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⅰ）第一市場の見せる売り場づくり 

   ・ガイドの充実 

   ・見学コースの改善 

 ⅱ)買い物・飲食施設の整備  10棟 

 

 

ⅰ）第一市場の見せる売り場づくり 

ⅱ）買い物・飲食施設の整備（この周辺） 
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【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ａ 銚子 

 （第二・三市場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ）メガヨットの寄港対応（飲食・物販）  １棟 

 

(4)マリーナ・屏風ヶ浦地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⅰ）マリーナ・リノベーション  １棟 

 ⅱ）新規高級ホテルの建設    １棟 

 

  

ⅲ）メガヨットの接岸（候補地）
～飲食・物販施設の整備を想定

 

ⅰ）マリーナのリノベーション 

ⅱ）ホテルの整備 
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３．収支の概算 

 

 （１）テーマ案の概要 

   テーマ案Ａで整備することを想定している施設を整理すると、以下の通りである。 

テーマ案 内容 

テーマ案Ａ 銚子 1)犬吠埼地域 

 ホテル・リノベーション         ２棟 

 新規高級ホテル整備           １棟 

 灯台前（土産物店・水族館）の複合再開発 １棟 

2)市街地・卸売市場地域 

 第一市場前飲食・物販施設        10棟 

 メガヨット寄港対応(飲食・物販)      １棟 

3)マリーナ・屏風ヶ浦地域 

 マリーナ・リノベーション        １棟 

 ホテル（新設）             １棟 

 

 （２）テーマ案の収支概算（詳細は参考資料③を参照） 

   今回行った各テーマ案の試算の目的と、試算方法の概要は以下の通りである。 

各テーマ案の規模や収益性を大まかに把握し、行政としてのサポートやインセンティブを考え

ることを目的としているので、詳細な施設内容や、運営体制等は検討していない。※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的：各テーマ案を実施した場合に必要な投資額と収支を大まかに見積もる 

   その結果として、行政としてどのようなサポートやインセンティブの付与ができるの

考える。 

○整備費用：各テーマ案の整備予定施設について、一般的な当該施設の規模（面積）や、実

際に対象地において考えられる規模（面積）を想定し、事例を元に設定した平

均的な面積あたり費用を乗じることで算出。 

○収入  ：整備する施設のグレードに応じて想定される単価や稼働状況を設定して、概算

で見込む。 

○利益率 ：各事業で一般的に見込まれる利益率や、整備する施設と同等レベルの施設の数

値を採用し、売上高に乗じることで利益を算出。従って、費用は個別に積み上

げていない。 

※詳細な事業計画の策定の必要性について 

 ・上記の通り、各テーマ案の収支の概算を行っているので、施設の内容や運営体制等

は十分に詰めていない。 

 ・当然のことながら、実際に観光地域としての開発を行う際には、施設の整備地を特

定した上で、マーケット調査を行いつつ詳細な施設規模と仕様を設定し、運営体制

等の検討を行った上で事業収支を詳細に試算する必要がある。 
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   各施設の詳細な試算方法は参考資料に譲るが、概ね以下の例に示すレベルでの積み上げを行っ

ている。 

【例（ホテルの試算）】 

 1)高級ホテルを想定し、以下の施設構成として面積を設定。 

    →9,967㎡ 

 

2)整備費用単価は、最近整備された高級ホテルの事例を参考に設定。 

→1,000千円／㎡ 

 

3)「収入＝実質客室単価（ＡＤＲ）×客室数×客室稼働率×365 日」として計算。ＡＤＲと客

室稼働率は上位 50社の平均を採用。  

ＡＤＲ：32,166円 

客室稼働率：73.7％ 

→864,281千円／年 

  この他、飲食、物販、結婚式・宴会収入も見込む。 

 →ホテルの総売上：2,633,204 千円／年 

 

4)利益率は日本ホテル協会の全国主要ホテル経営実態調査より、1～99 室のホテルの平均

（3.74％）を採用。 

 経常利益＝2,633,204千円×3.74％＝98,482千円／年 

 

5)償却年数を設定し、償却費と経常利益の合計で整備費を除して改修期間を概算。 

  →27.9年 

 

 

 

 

 

○新設高級ホテルの規模設定

　①客室

1室あたりの広さ 45 ㎡

室数 100 室

客室計 4,500 ㎡ Ａ

　②レストラン

1人あたりの広さ 2.5 ㎡

1軒あたり人数 60 人

1ホテルの軒数 3 軒

レストラン計 450 ㎡ Ｂ

　③物販施設 300 ㎡ Ｃ

　④挙式場・バンケット・厨房（100人利用）

550 ㎡ Ｄ

　④レンタブル比 0.6 Ｅ

　⑤全体面積 （Ａ＋Ｂ＋C＋D）／E

9,667 ㎡ Ｆ
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  テーマ案Ａにおける収支は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

銚子

売上（千円） 利益率
経常利益

（千円）

整備費

（千円）

償却期間

（年）

減価償却費

（千円）
回収期間（年）

Ａ Ｂ Ｃ＝A×Ｂ Ｄ Ｅ Ｆ＝Ｄ／Ｅ Ｄ／（Ｃ＋Ｆ）

1)犬吠埼地域

ホテル

（新設１）
2,633,204 3.74% 98,482 9,666,667 39 247,863 27.9

ホテル

（リノベ２）
5,612,121 3.74% 209,893 16,240,000 39 416,410 25.9

灯台前

（土産物店）
781,574 1.10% 8,597 2,600,000 41 63,415 36.1

灯台前

（水族館）
1,020,000 1.35% 13,770 3,600,000 41 87,805 35.4

2)市街地・卸売市場地域

第一市場前飲

食・物販
135,273 1.10% 1,488 300,000 41 7,317 34.1

メガヨット寄

港対応
131,400 2.80% 3,679 1,000,000 41 24,390 35.6

3)マリーナ・屏風ヶ浦地域 0

マリーナ 533,000 14.34% 76,439 3,200,000 30 106,667 17.5

マリーナ・ク

ラブハウス
131,400 2.80% 3,679 500,000 41 12,195 31.5

ホテル 2,633,204 3.74% 98,482 9,666,667 39 247,863 27.9

施設

○一般的に整備費の回収期間の目安とされる 30年間を超えるか、それに近い年数の事業が多い。 

 各地域において中核となることが想定されるホテルについて見込んでいる利益率 3.74％は、

参考としうる数値の中で最大のもの。楽観的な推計値でも回収に約２８年間を要する。 
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（３）各テーマ案の採算性を確保するために必要な施策 

 

   試算結果で見たように、整備費用の回収期間は比較的長いという結果になったが、その大きな

要因として、観光関連事業の利益率が低いことを挙げることができる。 

   類似する他事業について経常利益率を調べたところ、「不動産賃貸業・管理業」は下記の通り

13.7％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   これに対し、観光地域における中核的な事業であるホテル事業の利益率は 3.74％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   投資家の主たる関心事は、その投資からどれだけ多くのリターンが得られるかである。一般的

な事業の利益率が上記の通りであるとすると、投資先としての観光関連事業は、相対的に魅力が

乏しいということを意味する。「地方の観光地域のホテル事業に投資するよりも、都心の賃貸オ

フィスビルに投資した方が、高いリターンが期待できる」ということである。 

 

 ⇒この利益率の差を縮めないことには、地方の観光地へ多額の投資を呼び込むことは

困難である   

 

  

  

（参考）不動産賃貸業における利益率との比較 

  ～平成 28年中小企業実態基本調査（平成 27年度決算実績）より 

 不動産賃貸業・管理業 不動産取引業 

売上高（百万円） 8,309,367 6,832,325 

経常利益（百万円） 1,134,455 338,786 

経常利益率 13.7％ 5.0％ 

 

  →投資先としての魅力度を収益性の観点から見ると、貸しビル業を中心とする不動産賃貸業

で 10％以上の利益率が見込めるということなので、投資家に対して観光地域への投資を促

すためには、利益率を高めることが必要。 

投資家の関心の向き方 

 ⇒リターンにのみ着目すると、観光地域に投資するより、都心で貸しビル業に投資する方が魅

力的である。 

投資家の関心 

 ＝より高い利益を得ること 

観光地域のホテル業 

3.74％ 

○○○○業 

○.○％ 

都心の貸しビル業 

13.7％ 

より利益率の高い貸しビル業を選定 



19 

こうした状況への対応として、政策的なインセンティブを付与することと、事業者自らの工夫

による対応とが考えられる。主な対応策は以下の通りである。ここでは頭出しとしての整理に留

めるが、次項以降で、外国で行われている観光業に対するインセンティブを整理し、千葉県で必

要と思われるインセンティブの提案を行うこととする。 

 

 1)政策的なインセンティブの付与 

   ⅰ．投資を呼び込むためのインセンティブ 

      例）税制上の優遇措置 

      ・千葉県：立地企業補助金制度 

      ・経済産業省：地域中核企業に対する支援 

 

   ⅱ．地元経済の活性化につながるインセンティブ 

      例）補助金の支給 

      ・北秋田市：おもてなし宿泊支援事業 

        ～地場産品を盛り込んだ宿泊プランに対し 1人あたり最大 2,000円補助 

      アイデア例） 

      ・地元産品の仕入に対する消費税の減免 

        ～地場産品の利用促進とコストダウンを実現 

  2)事業者の取り組み 

ⅰ．事業内容を変更しない範囲での対応 

    イ）高価格路線の客単価設定 

     ・設備レベルやサービスメニューを高級化 

    ロ） サービス質に直結しない部分のコスト削減 

     ・管理体制の効率化による対人サービスの充実、   

           外部ソースの活用、原材料費の抜本的見直し等 

    ハ） 施設効率の向上 

     ・施設面積あたりの売上アップにつながるサービス、飲食部門の回転率の引き上げ等 

   ⅱ．事業内容（規模）の変更を伴う対応 

    イ） 関連サービスへの取り組み 

     ・宴会、リラクゼーションサービス等、周辺サービスへの取り組み 

    ロ） 事業規模の拡大 

     ・物販等、収益事業の面積の拡大  
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４．観光地域づくりを進める上で必要なインセンティブ・施策 

 

（１）整備／運営段階別のインセンティブ 

     観光地域づくりを促進するために、今後、国や地方自治体が具体的にどのようなインセンテ

ィブを付与することが有効かを考えるために、観光地域の整備又は再整備を行う際に有効と思

われるインセンティブと、実際に観光地域として運営を行っていく段階で有効と思われるイン

センティブの整理を試みた。各地域のこれまでの経緯や現状・課題に照らして、有効と思われ

るインセンティブを適切に組み合わせて実施することが重要である。 

     このうち、赤字部分のインセンティブについては、具体的な提案事項に整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

観光地域の（再）整備に関するインセンティ

ブ 

観光地域の運営に関するインセンティブ 

1)開発・整備に関する規制の緩和 

 例）自然公園法による容積率、高さ制限の

緩和（Ａ） 

   外国人の雇用の緩和、ＰＦＩの活用に

よるプライベートビーチの実現 

2)入国・移動に関する規制の緩和（Ｂ） 

 例）カボタージュ規制：個人所有船に関し

て緩和し、外国からのメガヨット

による国内クルーズ業務を認める 

   入出国・移動手続きの簡素化 

3)事業者に対する開発費用に関する経済的支

援 

 例）所得税の控除 

 地元からの調達に対する税の優遇・免

除 

   補助金の支給 等 

4)インフラの整備（Ｃ） 

 ～ 交通網（空港・港湾・道路・鉄道

等）、ライフライン 

5)人材の確保 

 例）雇用に対する補助金の支給 

1)地元産品、伝統工芸品の販売に関する優遇 

 例）補助金の支給 

   税制の免除（消費税等）（Ｄ） 等 

2)二次交通網の整備 

 例）地域周遊パスの設定 

   バス路線整備に関する条件の緩和、補

助（Ｅ） 等 

3)観光プロモーションの支援（Ｃ） 

 例）観光地域全体や、地方自治体としての

プロモーション活動の展開 

4)人材の育成・紹介（Ｆ） 

 例）学校（大学、観光関連の専門学校等）

の整備・誘致 

   人材バンクの創設・運営 

赤字のインセンティブは、次頁以降の（５）の中

で提案事項として取り上げたもの。 

Ａ～Ｆは、次頁以降の項目に対応。 
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 （２）テーマ案Ａにおけるインセンティブの提案 

  Ａ．開発規制の緩和 

 

 

 

 

   ○千葉県内の観光地域の多くは自然公園内 

    ・銚子市内の海岸線の多くは、自然公園（水郷筑波国定公園）に指定されている。 

    ・自然公園内では地域、地区ごとに規制を受ける行為が定められている。 

                  地域について（愛知県ＨＰより） 

特

別

地

域 

特別保護地区 公園の中で最も中心となる景観地であり、現状維持を原則とする

地域（県立指定公園には指定制度がない） 

第 1種特別地域 特別保護地区に準ずる地域で、現在の景観を極力維持する必要の

ある地域 

第 2種特別地域 良好な自然状態を保持している地域で、農林漁業との調和を図り

ながら自然景観の保護に努めることが必要な地域 

第 3種特別地域 特別地域の中では風致を維持する必要が比較的低い地域であり通

常の農林漁業活動については風致の維持に影響を及ぼすおそれが

少ない地域 

普通地域 特別地域と一体的に風景の保護を図ることが必要な地域 

 

許可の基準（愛知県ＨＰより抜粋） 

行為の 

名称 
許可の基準（一部抜粋・要点） 

建築物の

新・改・

増築 

○特別保護地区、第 1 種特別地域内等で行われるものでないこと(既存の建

築物の改築又は学術研究その他公益上必要と認められる建築物等は除く) 

○色彩及び形態が周囲の風致景観と著しく不調和でないこと。 

○高さ 13m(分譲地内の建築物については 10m)以下であること。 

○建ぺい率、容積率がそれぞれ次に示す割合以下であること 

地種区分と敷地面積の区分 建ぺい率 容積率 

第 2種特別地域：敷地面積 500m2 未満 10％ 20％ 

第 2種特別地域：敷地面積 500m2 以上 1,000m2 未満 15％ 30％ 

第 2種特別地域：敷地面積 1,000m2 以 20％ 40％ 

第 3種特別地域 20％ 60％ 

※その他山稜線を分断しないなど自然景観を保全するための制限がある。 

 

   ○この規制により（再）整備が進まない 

    ・銚子では、ホテルを採算が確保できるような規模で建て替えが困難。犬吠埼周辺でホテル

等の再整備や遊休地の開発が行われない現状がある。 

 

 

 

⇒自然公園法による建築物の規模・高さの制限等、観光地域内で行う事業の採算性

を高める上で支障となる規制について、制限を緩和し（再）整備を促進する。 

 実現の手段として、特区の活用が考えられる。 
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  Ｂ．メガヨットの寄港に関するインセンティブ 

 

   (1)-1カボタージュ規制（外国人による輸送業的な行為の制限）の緩和、入国手続きの迅速化等 

 

 

 

     ・沖縄県、石垣市を対象に、下記のような規制緩和の提案が出されている。海外からのメガ

ヨットで来訪する富裕層を誘致する上での重要な論点が整理された提案である。 

     ・これを千葉県においても適用することで、有効なインセンティブになるものと思われる。 

 

～国家戦略特区ワーキンググループ 平成27年度提案 株式会社COAST『「スーパーヨット特区」

を軸とした地域振興について』より 

現状 根拠法令等 規制・制度改革のための提案 

①日本では、メガヨットを

含む外国船籍による日

本国内で完結するクル

ーズ業務が法的に規制

されている。（カボター

ジュ規制:自国内の輸送

を自国の航空機または

船に限定） 

船舶法第 3条 1-1. カボタージュ規制の部分的緩和 

 小型客船によるチャータークルーズ産業は日本

国内に現存していないため、カボタージュ規制で

保護すべき国内業者がいないこの分野に限定し

た規制緩和を提案。 

 現船舶法で、外国船籍船において「商用」と「個

人所有船（プライベート）」を区別する新たな措

置を取る。 

 ※カボタージュ規制のある諸外国においても、商

用と個人所有の船舶を区別することは一般的 

②沿岸輸送特許、上陸許可

証、不開港出入特許、上

陸許可等の手続きが、移

動の度に必要であり、申

請における時間的制約、

提出方法等の諸条件も

厳しい。 

 このことは自由な運航

を求めるスーパーヨッ

トおよびプレジャーボ

ートの行動特性に合わ

ず、訪日の障害壁となっ

ている。 

船舶法第 3条 

 

関税法第 15

条 

 

出入国管理

及び難民認

定法第 57条 

2-１．入国法規準拠の手続きを迅速且つワンストッ

プ化 

 外国籍のヨット等が日本国内において容易に入

国・運行することが出来るように、全ての必要入

国法規準拠の手続きを迅速・簡易にして、重複作

業の軽減とワンストップ化を検討するとともに、

それを周知する体制を整える。 

2-2．クルージングパーミット制度の導入 

 個人所有船舶が入国後日本国内を一定期間、開

港、不開港を問わず自由に航行出来るクルージン

グパーミット制度の導入を検討するとともにそ

れを周知する体制を整える。 

 ※クルージングパーミット制度は米国等でも導

入されている制度で、日本に導入することでス

ーパーヨットによる経済効果が島嶼地域にも

及び、離島振興対策が可能 

 

⇒沖縄県、石垣市を対象にした規制緩和の提案が出されている。 

 千葉県においても同様のインセンティブが有効。 
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   (1)-2千葉県における入出国手続きの現状と緩和の提案（（１）-1の提案 2-1.に関連する） 

 

 

 

  

 

      ・千葉県内の港において、外国から外国籍に船で外国人が入国しようとする場合の手続

きを、関係機関に問い合わせた結果が下記の通り。関係機関の協力により、手続きを簡

素化する余地は大きいものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

⇒以下のような現行の手続きを前提にすると、検疫の対応が限られるため、開港

以外での入港は不可。 

 開港以外への出張や、検疫港以外での無線検疫の実施等が可能となれば、県内

各港への入港を実現できる。 

【入出国手続きの現状】    

  ～東京入国管理局、東京税関、東京検疫所等へのインタビュー結果に基づく 

 

 1)開港か不開港かで必要な手続きが異なる。国土交通省が管轄。 

   開港  →入港は可能。入国手続きが可能かどうかは個別判断。千葉県の開港は木更津

と千葉。 

   不開港 →国土交通大臣の特許を得れば入港可能。入国手続きの可否は個別判断。 

 

 2)入国管理／税関／検疫でそれぞれ手続きが分かれる。相互に連携することはない。通常、

これらの調整は代理店に依頼する。 

   入国管理：港により対応が異なる。担当者が港に出向くこともあれば、入国者に事務所

まで出向いてもらうこともある。手続きや出張に対して手数料を徴収するこ

とはない。 

   税関：特殊船舶（ヨット）の場合、開港・不開港いずれの場合も事前に税関に入港届を

提出する（通常は代理店が行う）。税関職員が出向くかどうかはケースによる（出

向かないこともある）。出港の場合も特殊船舶の場合は事前に出港届を提出して

もらうのみ。従って、税関の立場からは、当該港への特許と管理者の許可があれ

ば、きちんと届を出してもらえればどの港でも対応するということ。 

   検疫：検疫港（＝開港。即ち木更津と千葉）以外での対応はできない。 

      直前の出発港で船舶衛生管理免除証明書を取得し、無線検疫を行えば、検疫官が

船に乗り込むことなく手続きを完了すことができるが、それが可能なのも検疫港

に限られる。 

      なお、検疫に関わる手数料は発生しない。 
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  Ｃ．ＴＩＤ、ＢＩＤの取り組み 

 

 

 

 

     ・海外で先行している取り組みとして、観光地域の整備やプロモーション費用に充てる資金

を確保する仕組みであるＴＩＤ、ＢＩＤがある。地域のニーズにあった資金の活用が可能

なので、観光地域づくりにおいても有効と思われる。 

 

 1)ＴＩＤ、ＢＩＤとは 

     ＴＩＤ：ツーリスト・インプルーブメント・ディストリクト 

ＢＩＤ：ビジネス・インプルーブメント・ディストリクト 

      ＝ 認定された特定エリア内において、民間のエリアマネジメント団体に資金的な裏付け

を与え、持続的な街づくり活動を支援する制度 

 

 2)大阪版ＢＩＤ 

    ・2015年 4月より、日本初のＢＩＤとして制度運用。うめきた先行開発区域７ha。 

    ・「グランフロント大阪ＴＭＯ」が、不動産所有者から大阪市が集めた分担金を補助金として受

け取り、運営。 

    ・分担金で歩道空間の管理（点検、清掃等）を行う他、自主財源でオープンカフェやバナー広

告を実施。 

 

    

 

 

 

⇒千葉県内の観光地域においても、下記のような、必要資金の徴収と観光地域の整

備やプロモーションの費用に充てられる仕組みをつくることで、地域のニーズに

合った観光地域づくりが可能となる。 

（大阪市資料より） 
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3)その他のＴＩＤ、ＢＩＤ 

    ○米国の状況 

     ・観光の促進にはプロモーションが重要で、そのために必要な費用をどのように賄う方法と

して、国レベルでは入国税、地方レベルでは宿泊税がある。 

     ・ＴＩＤ、ＢＩＤでは、財源確保の不安定性を解消するために、一定のエリア内の宿泊事業

者から一定割合の賦課金を徴収する。現在では約 150のエリアで施行されている。 

     ・カリフォルニアで実施されているものが有名。条例が制定されて実施される。資金の使わ

れ方は様々。第三セクターを設立して、プロモーションを実施したり、景観の整備や、ガ

ードマンの雇用などにも使われる。 

 

      【「ビジット・ナパ・バレー」：カリフォルニア州のＤＭＯ（観光地経営組織）】 

        －持続可能な財源を確保するためにＴＩＤとして全宿泊者に対して室料収入の 2%を

課金。地域のマーケティングやセールスを担う。 

        －10年間で宿泊収入を大幅に増やすことに成功 

 

    ○国内の状況 

     ・「日本版ＤＭＯ」は、2017年 11月に 41法人が登録。 

     ・「せとうち観光推進機構」は、広島県をはじめ７県にわたる広域連携ＤＭＯ。広島県は「日

本版ＴＩＤ」を提唱。 

 

      【日本版ＴＩＤ法：広島県が提案】 

        －宿泊事業者：賦課金納付・理事会参加 

        －行政・議会：ＴＩＤ団体認定・賦課金徴収交付・ＤＭＯ監視 

        －ＤＭＯ：事業計画策定・事業実施・行政への報告 

        －理事会：ＤＭＯの意思決定・ＤＭＯ監視 
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Ｄ．消費税の減免による地域経済への貢献 

 

 

    ・地元産品を観光地域で販売したり、提供する料理の食材として活用するのを促進するために、

地元産品の仕入れ・販売に係る消費税を減免するというアイデア。 

    ・減免することで、観光地域全体での販売量の増加を図るとともに、地元産品の仕入れ増加に

よる地域経済の振興を期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⇒地元産品の販売に関する消費税の減免により、地域経済の振興に寄与 

（消費税の減免の効果の試算）外国人向けの消費税免税効果からの推計 

  ～百貨店における外国人観光客の免税売上動向を元に、消費税を半分の 4％にした場

合の地域経済への効果を灯台前の土産物店を対象に試算した。 

 

  2018年 1月 日本百貨店協会 外国人観光客の免税売上動向 対前年比 131.6％ 

  2017年 1～12月 全国百貨店売上             対前年比 100.1％ 

     差し引き、31.5％が免税による効果があったものと見なす。 

  8％の免税による効果が 31.5％なので、4％の場合は半分の 15.75％であるものとする。 

    

     灯台前（土産物店）売上       781,574千円（Ａ） 

     消費税の減免効果（売上の 4%）   31,263千円（Ｂ） 

     地元産品の販売（即ち仕入）が 15.75％増えるものとする。仕入は売上の 75％

とする。 

       781,574千円（Ａ）× 75％ ＝586,181千円（Ｃ） 

       586,181千円（Ｃ）× 15.75％ ＝ 92,324千円（Ｄ） 

 

  減免によりこの程度の効果があれば、減免による消費税収の減少（Ｂ）より多くの地

域経済への波及効果（Ｄ）が見込めることになる。 
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  Ｅ．バス事業の認可条件の緩和 

 

観光地域づくりに関して実現したいこと 

     ＝事業者の創意工夫により、必要な運送サービス（観光客及び地元住民にとって）が提供さ

れること 

 

 

 

     ・観光地域への来訪者等を対象にしたバスのサービスは、乗合バス事業としてサービス

や、宿泊施設の付帯サービスとしての送迎とがあるが、いずれも厳しい条件があり、参

入を難しくしたり、十分な量のサービス提供ができない状況にある。 

     ・これらの条件を緩和することで、観光客の交通の便を確保したり、地域の一般住民の利

便性の向上にも寄与すること考えられる。 

 

 

 

 

 

  

⇒上記のために、現行のバス事業に関する厳しい認可の条件を緩和すれば観光客の

2次交通問題と地域の交通事情の改善ができる 

改善が望まれる事柄 

① 宿泊事業者の送迎バスを乗合バス化 

 ・主目的は、宿泊施設の最寄り駅等か

らの利用者の交通手段の提供。 

 ・副次効果として、一般住民の利用を

可能とすることで、住民によっては

移動の便の確保、宿泊事業者にとっ

ては、一部ではあるがコストの回収

が可能になる。 

 

②宿泊事業者による送迎バスの複数台運

行 

 ・宿泊事業者による送迎バスの運行は、

現在、１事業者１台とされているた

め、送迎距離・時間が長い場合は運

送能力に不足が生じる可能性があ

る。 

実現へ向けた対応 

①乗合バス許可条件の緩和 

・乗合バス（一般旅客自動車運送事業）

の許可を受けるには、厳しい条件

（＝営業所の設置、予備車両の配置

等）がある。 

 

 ⇒条件を緩和すれば、地域の運送サー

ビスを容易に提供できる 

 

②送迎バスの条件の緩和 

 

 ⇒複数台保有・運行できるようにする

ことで、利用者の利便性を高められ

る 
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 Ｆ．人材の育成 

 

 

 

 

 

  1)外国の観光地域における人材育成 

   ・欧米ではコーネル大学等、観光を学ぶ質の高い大学が多数あり、高級ホテル等で活躍する人

材の供給源として機能している。こうした大学では卒業生の人脈が密で、それを活かして転

職を重ねることでキャリアアップを図ることがよく行われている。 

   ・グアムにはＧＣＣグアム短大、ハワイにはハワイ大学がありホスピタリティを教えている。

地元が観光地域として発展しているので、就職先（地元のホテルにとっては人材供給源）が

確保できる環境が整っている。 

 

  2)千葉県における人材育成のアイデア 

   ・県内で観光を学ぶ大学・学部を誘致し、観光地域に対する人材供給を図る。 

   ・その際、外国の著名な観光学部を有する大学と提携し、教育内容の質の向上を図るととも

に、卒業生のネットワークを広げることも考えられる。もちろん、既存の大学・学部がこの

ような形で対応を図ることも考えられる。 

   ・その他、職業訓練校においてサービス業に関するカリキュラムを充実させるなど、観光業で

従事する人材教育の底辺を広げる努力も有効と思われる。 

 

  

⇒「世界的観光地」において高級ホテル等で働く人材を確保するには、長期的な育成

システムが重要。人材供給源として、また就職先として、観光地域内の諸施設と教

育機関相互にとってメリットのある関係構築が期待できる。 
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５．先進事例の紹介 

 

（１）観光地域づくりの事例 

 

    観光地域づくりに成功している事例としては、外部から新たなに入った有力な事業者が中心

となって進める事例や、地元の事業者が組織立って観光地域づくりに取り組むものが多い。事

例を見ることにより、千葉県における観光地域づくりで参考になる視点を整理する。 

 

  ①星野リゾート（インタビュー結果や、同社ＨＰの情報等より） 

   1)竹富島 

     ・2012年にオープン。島の自然や文化を活用した滞在型のリゾート。竹富島の集落は、国の

重要伝統的建造物群保存地区に登録されている。 

     ・沖縄の自然、海の風景があることに加えて、島の文化に着目。例えば、島民が普段利用し

ている牛車を活かし、来訪者が島の生活を体験できるように工夫。 

     ・単に自然があるだけでは難しい。生活・文化を活かし、それを活かせて、地域住民にもし

っかり還元できたことが成功要因。 

             星野リゾートの成功要因 

 

 

 

 

 

 

   2)長門市（インタビュー結果や、長門市ＨＰの情報等より） 

    ・市長の強力なリーダーシップで再開発計画に取り組み。星野リゾートが受託して構想をとり

まとめた。地域の有名旅館が破綻し、星野リゾートが運営を行うところからスタート。市長

の「温泉街として活性化して欲しい」という考えと、星野リゾートの「温泉街として面とし

て活性化した方が良い」という考えが一致した。 

    ・星野リゾートが「長門湯本温泉マスタープラン」を作成。以下の３点が目標 

      －全国温泉ランキングＴＯＰ１０を目標とする 

      －魅力的な温泉街の再生に取り組む 

      －魅力的な温泉街に必要な６つの要素を整備する 

        ＝外湯、食べあるき、文化体験、そぞろ歩き、絵になる場所、休む・佇む場所 

    ・星野リゾートが、「界」の開業を通じて温泉地やその周辺を含む長門湯本温泉街全体の活性化

に寄与し、計画の具体化に向けた支援を実施。 

 

 

  

自然 

施設 文化 
訴求できる「文化」があり、それを活か

せたことが成功要因 

（インタビューを元にＪＭＳで整理） 

 
（長門市ＨＰより） 
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   （参考）千葉県の観光地域づくりに関する視点 

     ○「その地域ならでは」の要素があるか 

       ・竹富島では島民の生活・文化が、長門温泉では古い温泉街そのものが、それぞれ観光

客に十分に訴求できる要素として取り上げられた。単に海が見える、きれいなビーチ

があるというだけではなく、そのエリアの中で何か楽しみを探せるような要素がある

と、十分に開発の可能性はある。 

       ・千葉県内にも、歴史・文化・伝統産業等、外に向けて発信し、来訪者が楽しめる要素

を持った地域はあるはずで、それを核にした観光地域づくりは可能ではないか。 

 

        ⇒銚子市は上記の要件を満たすので、観光地域としての開発のポテンシャルは十分に

あると認識して良い。 

 

      ○地域の問題意識が高まっているか 

       ・長門市では、有名旅館の破綻という危機に際して、市長がリーダーシップを発揮して

星野リゾートの協力を得て活性化に着手したことがきっかけであった。地域全体とし

ての取り組みにするには、当事者のうちの誰かが中心になって進めることが必要であ

る。地域の意見がまとまり、有力な事業者を巻き込んで観光地域づくりを行う動きが

できれば、観光地域づくりが効果的に動き出す可能性が高い。 

 

  ②地元組織を中心にした観光地域づくり 

     地域をあげた観光地域づくりに取り組み、成果を上げている事例として以下の 2地域を挙げ

ることができる。 

 

   1)城崎温泉（兵庫県豊岡市） 

・直近 5年間で外国人観光客が 36倍に増加。 

     ・2015年に豊岡市の観光情報サイト「Visit Kinosaki」に宿泊予約機能を装備。フランス語

にも対応。 

     ・2016 年 6 月には豊岡版ＤＭＯ「豊岡観光イノベーション（一般社団法人）」設立。企業と

連携して組織し、マーケティング事業、現地ツアーの開発・販売、宿泊予約サイト「Visit 

Kinosaki」の運営等。 

 

   2)岐阜県高山市 

・海外において高い評価。 

      －平成 19年「MICHELIN Voyager Pratique Japon」で三つ星。 

      －平成 21年「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 2009」で三つ星。 

    ・観光客は 400万人。外国人は 28万人。外国人は 10年前の約 5倍。 

    ・平成 15年にできた「飛騨高山国際誘客協議会」が外国人観光客の誘致活動の中心組織。 

    ・「外国人観光客が安心して一人歩きできるまちづくり」。誘導案内、散策マップの配布等。 

    ・当初から民主導で実施。行政はその支援に徹している。 
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   （参考）地域全体のマネジメントに関する視点 

      上記２事例の他、長門市の事例も、地元における観光地域づくりにおいて、中核となる組

織やリーダーがリーダーシップを発揮して、成果を上げているものである。 

      地域全体のマネジメントに期待されるのは、以下のような役割である。 

      ○地域全体のマネジメントに期待される主な役割 

1)当該観光地域全体のコンセプトの設定 

       2)観光振興計画の策定 

       3)地域住民とデベロッパーとの融合や調整役 

       4)景観の統一（建物の高さ、色遣い、名称等） 

       5)地域全体としてのプロモーション活動   等々 

 

      ○地域全体のマネジメントの役割の重要性は、今回行った有識者へのインタビューでも史

的する声が多く聞かれた。 

 

東洋大学 古屋教授： 

「地元の人が継続的に取り組めることが重要」「地元が主体になって成功」 

          「自治体がリーダー役を担った事例は少ない。民間事業者がいかに積極的に取り

組めるかがポイント」 

          例）別府温泉、長崎、熊野 

 

  関東経済産業局 北原参事官： 

「うまくいっている観光地域（香取市佐原）では、商工会議所の顧問がリーダー

役を務めている」 

 

  日本大学 近藤名誉教授： 

「うまくいっているカリスマ的なリーダーが存在する観光地域。全てを任せるこ

とが成功要因」 

          例）ＪＲ九州の豪華列車 
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６．今後の取り組み（ロードマップ） 

 

（１）観光地域づくりのロードマップ 

 

  ～来年度以降の活動内容は大きく以下の 2点である。 

 

   ①千葉県内に対する勉強会の開催 

    →今回の検討結果を共有し、各地域における観光地域づくりに対する気運を醸成するととも

に、各地域における推進体制を整備することに役立ててもらう。 

     同時に、観光地域づくりに対して必要と思われる、国や行政で取り組むべきインセンティ

ブに関する意見・要望を収集する。 

 

   ②観光地域づくりに必要なインセンティブの整理と関係省庁への働きかけ 

    →インセンティブの実現に向けては、関係省庁へ説明の上、理解を得て、必要な法令の改正

や予算措置を行ってもらう必要がある。今回の検討結果から得られた視点や、今後各自治

体から出される要望を、関係省庁に働きかけを行い、インセンティブの実現へ向けて働き

かけを行っていく必要がある。 

 

 

 

 

  

千
葉
県

各
市
町
村

関
係
省
庁

今回の検討
結果の公表

検討結果に関する勉強会
内容：観光地域づくりイメージの共有

インセンティブ、課題の共有
出席：市町村の観光担当部課長

市町村の商工会議所
その他関連事業者

※必要に応じて複数箇所・回の開催勉強会の
開催依頼

検討着手
の判断

観光地域づくりの検討

各観光地域における（再）開発

国・行政として対応が望まれる
インセンティブの整理

関係省庁への働きかけ

インセンティブの実現
・関連法令の改正
・予算措置 等

平成30年度 平成31年度以降

インセンティブの活用
要望・意見の反映

観光地域づくりに向けた気運の醸成・推進体制の整備
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 （２）千葉県内の観光地域づくりのイメージ 

 

・観光地域づくりにおいては核となる施設（とりわけ高級ホテル）の整備が重要な位置を占める。

観光地域としてのイメージを植え付け（又は刷新し）、大きな観光需要を起こすことがその後の

観光地域としての発展にとって重要。 

   ・その後、十分に見込めるようになった需要に対応し、さらに高めていくために追加で新たな施

設整備を進めることが重要。こうして発展が軌道に乗ることにより、追随する投資が見込め、

それが地域経済にとっても好影響を与えることにつながっていく。 

 

 

  千葉県内の観光地域づくりの発展段階イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イメージづけ、需要の喚起 需要への対応、規模の拡大 観光地域としての好循環の確立

核となる施設の（再）整備
・高級ホテル
・集客施設
・病院 等
インフラの整備
・ライフライン
・交通網
エリアの魅力（文化・歴史）の発掘

ポイント
○まず需要を起こす。成功することで消
費者と投資家の関心を引く。

○必要なインセンティブを与えて開発を
後押しする。

施設の追加整備
・高級ホテル
・飲食、物販施設 等
観光地域としての基盤整備
・プロモーションの推進
・関連産業の育成
・人材の育成 等

ポイント
○観光地域としての拡大へ向けて、
二の矢、三の矢を放つ。

○地域で観光を支える産業構造整
える。

観光地域としての基盤整備
・観光施設の適時・適切な
追加・更新投資
・景観、環境の整備
・プロモーションの推進
・関連産業の育成
・人材の育成 等

ポイント
○地域全体の魅力を高め（維持
し）、追加・更新投資を促す。
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Ⅱ．テーマ案Ｂ説明資料      

 

１．千葉県における観光地域づくりのテーマ案 

 

（１）検討の経緯 

  ・近年、海外から日本を訪れる外国人観光客（インバウンド）が急増している。観光客が国内で行

う消費は多額にのぼり、地域経済の振興にとって、観光業の果たす役割は大きく、ますます発展

することが期待されている。 

 

  ・新たな観光のニーズを掘り起こし、また利用者の期待に応えるためには、民間資本の積極的な投

資を誘導し、新たな観光地域づくりや、既存の観光地域の活性化を行っていくことが必要である。 

 

  ・今回の検討では、いくつか県内における観光地域づくりのテーマと適地を選定し、開発に向けた

ロードマップを作成した。 

 

 （２）観光地域づくりが地域に与えるインパクト、チャンス 

 

・新たな観光地域づくりは、地域に対する波及効果も大きい。コアとなる中核宿泊施設や周辺観

光地、交通・輸送業者だけでなく、裾野の広い様々な産業への波及効果をもたらす。 

・場合によっては、周辺産業に求める「水準」も相応に高くなることも想定される。新たな観光

地域づくりは大きなビジネスチャンスを産む可能性があるが、相応の「準備」をしないと、そ

の利益を得ることは難しいとも言える。 

 

 

 

 

中核宿泊施設

周辺産業（例）

周辺観光地
-面としての開発-

新たな観光地域とその周辺産業のイメージ

交通・輸送業者

ﾘﾈﾝ・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 食品加工 農林水産

特産品生産 人材育成/派遣 通訳/ガイド

旅行代理店 清掃 設備維持・工事

周辺の地域におけるインパクト・チャンス
例）観光客の地元商店街への立寄り需要、地元イベント開催、定住/居住の促進等々

 新たな観光地域のコ
ンセプトを満たせる
か

 ターゲット顧客が満
足する品質のサービ
ス提供ができるか。

 地域として、受入れ
やチャンスに対する
準備が必要

 言語や表記対応など
は共通課題となる

 誰が周辺産業を担う
か

 既存事業者のレベル
アップによる参入

 新規創業による参入

【論点】

⇒新しい観光地域づくりを進めることは、課題も多いが、地域への様々な波及効果が

期待できるため、地域経済にとってはチャンスでもある。 
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 （３）テーマ案の選定 

 

  ①「世界的観光地」を目指す 

・今回の検討では、千葉県内に「世界的観光地」を形成することを目指す。 

・世界的観光地とは、『その地域の観光資源を活かし、外国人をはじめ多くの人が訪れる風景、

気候、施設等を備えた、長期滞在が可能な地域』と定義する。 

・代表的な「世界的観光地」としては、ハワイ、グアム、ドバイ等のように、ホテルを中核にし

て富裕層、外国人も多く集まる、長期滞在型の観光地である。 

    [ハワイ]                [グアム] 

 

 

 

 

 

 

            [ドバイ] 

 

 

 

 

 

 

 

  ②新たな観光地域づくりに求められる要件 

    以下の要件に基づき、県内における観光地域づくりのテーマを設定する適地を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ハワイ州観光局ＨＰより） （グアム政府観光局ＨＰより） 

（ドバイ政府観光・商務局ＨＰより） 

[新たな観光地域づくりに求められる要件] 

要件①宿泊施設の立地 

・浦安、幕張、成田といったエリア以外の宿泊施設の立地として魅力度が高いこと。 

要件②外国人観光客を誘致できる魅力度 

・外国人観光客が訪れたいと思うような世界水準の観光資源があること。 

要件③滞在時間・泊数の増加 

・観光地域を面として開発し、時間・泊数を伸ばし、経済効果（消費単価向上）を増加させるこ

と。 

要件④既存観光資源の活用 

・海洋資源を中心に、既存の優れた観光資源をしっかりと活用すること。 

要件⑤立地の優位性 

・東京という巨大マーケットの近郊であり、羽田や成田といった国際的な玄関口からも至近で

ある。 

・また三方を海に囲まれるといった立地特性も十分に活かす。 
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  ③テーマ案の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⇒世界的観光地になる可能性の高い４テーマ（地域）案を第１グループと位置づけ

て検討することとする。（濃い網掛け部分を抽出・再編成） 

     ○海：銚子     ⇒ テーマ案Ａ 

        鴨川・勝浦  ⇒ テーマ案Ｂ 

        南房総    ⇒ テーマ案Ｃ 

     ○医療：成田    ⇒ テーマ案Ｄ 
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（４）各テーマ案の概要 

 

 ①テーマ案設定の基本的考え方 

  

  1)高級ホテルの整備 

    「世界的観光地」に相応しい観光地域をつくりあげて行くには、核となる施設が重要である。

特に、多くの外国人が訪れるような、長期滞在型の観光地域を目指しているため、宿泊施設の

充実がポイントになる。 

    そこで、各テーマ案、特に「海」をテーマにした観光地域づくりの案においては、当該観光

地域のイメージをも左右する中核施設として、高級ホテルの整備を中心に考える。富裕層の誘

客が可能な施設ということで、4～5星クラスの高級ホテルを新築、もしくは既存の施設のリノ

ベーションで整備する。 

  

  2)関連施設の高級仕様を想定 

    富裕層が訪れ、長時間過ごし、多くの消費を行ってもらうことを期待しているので、関連施

設の充実も意識する。 

    飲食・物販施設等を想定するが、その仕様も高級ホテルに来訪する層を意識し、高級な飲食・

商品を扱うことを想定する。 

 

  3)規制緩和や関係者間の調整も前提にする 

    銚子や南房総では、既に施設が存在したり、転用可能な港があることから、メガヨットの寄

港が可能な施設の整備を考える。実現するには、ハードの追加投資や、関係者（地元自治体や

漁組等）間の調整、関係機関（入国管理、税関、検疫）の対応も必要になり、後述するように

それぞれ大きな課題があるが、それらもクリアできるということを想定して案を整理した。こ

うした規制を緩和することも、観光地域づくりに必要な大きなインセンティブとなる。 
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 ②各テーマ案の概要 

  ○テーマ案の比較 

【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ａ 銚子 テーマ案Ｂ 鴨川・勝浦 テーマ案Ｃ 南房総 

想定 

エリア 

①犬吠埼周辺 

②漁港を中心とする銚子市街 

③マリーナを中心とする地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①鴨川・勝浦を中心とする地域 ③南房総・館山を中心とする地域 

ターゲット ○海外及び国内のアッパーミドル～富裕層。 

投資 

内容 

1)犬吠埼地域 

 ホテル・リノベーション       ２棟 

 新規高級ホテル整備         １棟 

 灯台前(土産物店・水族館)の複合再開発１棟 

2)市街地・卸売市場地域 

 第一市場前飲食・物販施設      10棟 

 メガヨット寄港対応(飲食・物販)   １棟 

3)マリーナ・屏風ヶ浦地域 

 マリーナ・リノベーション      １棟 

 ホテル（新設）           １棟 

1)鴨川地域 

 ホテル・リノベーション     ２棟   

 新規高級ホテル整備       １棟 

 ヘルスケア施設         １棟 

2)勝浦地域 

 ホテル・リノベーション     ２棟 

 新規高級ホテル整備       １棟 

ホテル・リノベーション       ２棟   

新規高級ホテル整備         １棟 

メガヨット寄港対応(飲食・物販)   １棟 

主な 

課題 

1)規制等の対応（自然公園法、ヨットでの寄港等） 

2)アクセス、地域内の周遊性の確保 

3)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 

1)規制等の対応（自然公園法等） 

2)アクセス、地域内の周遊性の確保 

3)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 

1)規制等の対応（ヨットでの寄港等） 

2)アクセス、地域内の周遊性の確保 

3)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 
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【「医療」「ヘルスケア」と「海」を組み合わせた観光地域づくり】 

 テーマ案Ｄ 成田 

想定エリア ①成田空港近くの病院（国際医療福祉大学成田病院）建設予

定地とその周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ターゲット ○海外及び国内のアッパーミドル～富裕層。 

投資内容 病院                    １棟 

 ～着工済み・642 床・2020 年 4 月開院予定 

ヘルスケア施設               １棟 

主な課題 1)アクセス、地域内の周遊性の確保 

2)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 
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２．テーマ案Ｂの内容 

【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ｂ 鴨川・勝浦 

選定理由 ①太平洋や海岸線の景勝地など、千葉県を囲む海を観光資源として活かすことが

できる。 

②既存の宿泊施設やホテルも存在しており、観光地域づくりとして成功する下地

があり、また活性化することによる経済効果も大きい。 

③医療ツーリズムやヘルスツーリズム、収穫体験等、新たな観光資源の開発も進

んでおり、こうした観光資源と宿泊施設を広域で結んだ「面」としての開発を

行うことで観光地域としての活性化が有望な地域である。 

想定エリア ①鴨川・勝浦を中心とする地域 

エリアにおける

資源 

[景観] 

○外房の海岸線（鵜原理想郷、仁右衛門島、鯛ノ浦）など 

○勝浦をはじめとする漁港やその周辺の街並み 

○内陸の景勝地 

 －大山千枚田、養老渓谷等 

[施設等] 

○既存の観光施設 

－海水浴場／漁港／灯台／景勝地  等 

○ローカル電鉄（いすみ鉄道） 

○温泉 

○病院（亀田総合病院） 

○タラソテラピー（テルムラマンパシフィーク） 

○その他関連施設 

 －道の駅 

 －スポーツ関連施設（ゴルフ、テニス、ダイビング等） 等 

[食]  

○海産物（加工品も含む）、農産物 

ターゲット ○海外及び国内のアッパーミドル～富裕層。 

投資内容 (1)鴨川地域 

１．ホテルのリノベーション   ２棟 

 ・星野リゾート等へのリブランドを想定 

 ・大規模クラスのホテルを想定 

 ・全室を高級ホテル仕様へ改装。 

 ・高級レストラン、物販施設、結婚式場、宴会場等を併設 

２．新規高級ホテルの建設    １棟 

 ・四つ星ホテルの新規開設を想定（立地は鵜原理想郷等の、高台の地域の開発

を想定）。 

 ・高級レストラン、物販施設、結婚式場、宴会場等を併設 
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【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ｂ 鴨川・勝浦 

 ・外国語対応を充実。案内、スタッフを揃える。 

３．ヘルスケア施設     １棟 

 ・鍼灸、タラソテラピー等を導入。有名事業者を導入して、「評判」で客が来る

ようにする。 

 ・外国語対応を充実。案内、スタッフを揃える 

 [現地の状況] 

 

 

 

 

 

 

 （鵜原理想郷からの眺め）       （勝浦漁港からの眺め） 

 [整備後の施設のイメージ] 

 

 

 

 

 

 

  （Danubius Hotel Group の HPより） 

 

(2)勝浦地域 

１．ホテルのリノベーション   ２棟 

 ・星野リゾート等へのリブランドを想定 

 ・旧来型の中～大規模クラスのホテルを想定 

 ・全室を高級ホテル仕様へ改装。 

 ・高級レストラン、物販施設、結婚式場、宴会場等を併設 

２．新規高級ホテルの建設    １棟 

 ・四～五つ星ホテルの新規開設を想定（立地は仁右衛門島や鯛ノ浦周辺等の、

高台の地域の開発を想定）。 

 ・高級レストラン、物販施設、結婚式場、宴会場等を併設 

 ・鍼灸、タラソテラピー等を導入。有名事業者を導入して、「評判」で客が来る

ようにする。 

 ・外国語対応を充実。案内、スタッフを揃える。 
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【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ｂ 鴨川・勝浦 

 [現地の状況] 

 

 

 

 

 

 

 （仁右衛門島の HPより）      （鯛ノ浦 鴨川市観光協会の HPより） 

 

 

 

 

 

 

（テルムラマンパシフィーク） 

 

開発の具体的イ

メージ 

(1)全体観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・海岸線に、観光地や宿泊施設の集積がある。大きく勝浦地域と鴨川地域に集

約される。 

 ・この他に、養老渓谷や大山千枚田等、内陸にもいくつかの観光地が散在する。 

 

 

 

 

 

 

 

1)勝浦地域 

2)鴨川地域 

  

 

＋：公共・交通施設 

■：卸売市場 

■：ホテル 

■：観光施設 
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【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ｂ 鴨川・勝浦 

(2)鴨川地域 

 ・以下のような再開発、開発を想定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⅰ)ホテルのリノベーション ２棟 

  ⅱ)新規高級ホテルの建設  １棟 

  ⅲ)ヘルスケア施設     １棟 

 

(3)勝浦地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・海岸線では、勝浦漁港とその周辺に宿泊施設が集中。その他には、かつうら

海中公園、鵜原理想郷、テルムラマンパシフィーク等の観光地がある。 
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【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ｂ 鴨川・勝浦 

・以下のような再開発、開発を想定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⅰ)ホテルのリノベーション ２棟 

  ⅱ)新規高級ホテルの建設 １棟 

 

 

 

 

ⅰ）この周辺のホテルのリノベーション 

ⅱ）新規高級ホテルの建設（この周辺が候補） 
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３．収支の概算 

 

 （１）テーマ案の概要 

   テーマ案Ｂで整備することを想定している施設を整理すると、以下の通りである。 

テーマ案 内容 

テーマ案Ｂ 鴨川・勝浦 1)鴨川地域 

 ホテル・リノベーション         ２棟   

 新規高級ホテル整備           １棟 

 ヘルスケア施設             １棟 

2)勝浦地域 

 ホテル・リノベーション         ２棟   

 新規高級ホテル整備           １棟 

 

 （２）テーマ案の収支概算（詳細は参考資料を参照） 

   今回行った各テーマ案の試算の目的と、試算方法の概要は以下の通りである。 

各テーマ案の規模や収益性を大まかに把握し、行政としてのサポートやインセンティブを考え

ることを目的としているので、詳細な施設内容や、運営体制等は検討していない。※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的：各テーマ案を実施した場合に必要な投資額と収支を大まかに見積もる 

   その結果として、行政としてどのようなサポートやインセンティブの付与ができるの

考える。 

○整備費用：各テーマ案の整備予定施設について、一般的な当該施設の規模（面積）や、実

際に対象地において考えられる規模（面積）を想定し、事例を元に設定した平

均的な面積あたり費用を乗じることで算出。 

○収入  ：整備する施設のグレードに応じて想定される単価や稼働状況を設定して、概算

で見込む。 

○利益率 ：各事業で一般的に見込まれる利益率や、整備する施設と同等レベルの施設の数

値を採用し、売上高に乗じることで利益を算出。従って、費用は個別に積み上

げていない。 

※詳細な事業計画の策定の必要性について 

 ・上記の通り、各テーマ案の収支の概算を行っているので、施設の内容や運営体制等

は十分に詰めていない。 

 ・当然のことながら、実際に観光地域としての開発を行う際には、施設の整備地を特

定した上で、マーケット調査を行いつつ詳細な施設規模と仕様を設定し、運営体制

等の検討を行った上で事業収支を詳細に試算する必要がある。 
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   各施設の詳細な試算方法は参考資料に譲るが、概ね以下の例に示すレベルでの積み上げを行っ

ている。 

【例（ホテルの試算）】 

 1)高級ホテルを想定し、以下の施設構成として面積を設定。 

    →9,967㎡ 

 

2)整備費用単価は、最近整備された高級ホテルの事例を参考に設定。 

→1,000千円／㎡ 

 

3)「収入＝実質客室単価（ＡＤＲ）×客室数×客室稼働率×365 日」として計算。ＡＤＲと客

室稼働率は上位 50社の平均を採用。  

ＡＤＲ：32,166円 

客室稼働率：73.7％ 

→864,281千円／年 

  この他、飲食、物販、結婚式・宴会収入も見込む。 

 →ホテルの総売上：2,633,204 千円／年 

 

4)利益率は日本ホテル協会の全国主要ホテル経営実態調査より、1～99 室のホテルの平均

（3.74％）を採用。 

 経常利益＝2,633,204千円×3.74％＝98,482千円／年 

 

5)償却年数を設定し、償却費と経常利益の合計で整備費を除して改修期間を概算。 

  →27.9年 

 

 

 

 

 

○新設高級ホテルの規模設定

　①客室

1室あたりの広さ 45 ㎡

室数 100 室

客室計 4,500 ㎡ Ａ

　②レストラン

1人あたりの広さ 2.5 ㎡

1軒あたり人数 60 人

1ホテルの軒数 3 軒

レストラン計 450 ㎡ Ｂ

　③物販施設 300 ㎡ Ｃ

　④挙式場・バンケット・厨房（100人利用）

550 ㎡ Ｄ

　④レンタブル比 0.6 Ｅ

　⑤全体面積 （Ａ＋Ｂ＋C＋D）／E

9,667 ㎡ Ｆ
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  テーマ案Ｂにおける収支は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鴨川・勝浦

売上（千円） 利益率
経常利益

（千円）

整備費

（千円）

償却期間

（年）

減価償却費

（千円）
回収期間（年）

Ａ Ｂ Ｃ＝A×Ｂ Ｄ Ｅ Ｆ＝Ｄ／Ｅ Ｄ／（Ｃ＋Ｆ）

1)鴨川地域

ホテル

（新設１）
2,633,204 3.74% 98,482 9,666,667 39 247,863 27.9

ホテル

（リノベ２）
5,612,121 3.74% 209,893 16,240,000 39 416,410 25.9

ヘルスケア施

設
548,856 27.12% 148,850 1,400,000 31 45,161 7.2

2)勝浦地域

ホテル

（新設１）
2,633,204 3.74% 98,482 9,666,667 39 247,863 27.9

ホテル

（リノベ１）
2,806,061 3.74% 104,947 8,120,000 39 208,205 25.9

施設

○一般的に整備費の回収期間の目安とされる 30年間に近い年数の事業が多い。 

 各地域において中核となることが想定されるホテルについて見込んでいる利益率 3.74％は、

参考としうる数値の中で最大のもの。楽観的な推計値でも回収に約２８年間を要する。 
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（３）各テーマ案の採算性を確保するために必要な施策 

 

   試算結果で見たように、整備費用の回収期間は比較的長いという結果になったが、その大きな

要因として、観光関連事業の利益率が低いことを挙げることができる。 

   類似する他事業について経常利益率を調べたところ、「不動産賃貸業・管理業」は下記の通り

13.7％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   これに対し、観光地域における中核的な事業であるホテル事業の利益率は 3.74％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   投資家の主たる関心事は、その投資からどれだけ多くのリターンが得られるかである。一般的

な事業の利益率が上記の通りであるとすると、投資先としての観光関連事業は、相対的に魅力が

乏しいということを意味する。「地方の観光地域のホテル事業に投資するよりも、都心の賃貸オ

フィスビルに投資した方が、高いリターンが期待できる」ということである。 

 

 ⇒この利益率の差を縮めないことには、地方の観光地へ多額の投資を呼び込むことは

困難である   

 

  

  

（参考）不動産賃貸業における利益率との比較 

  ～平成 28年中小企業実態基本調査（平成 27年度決算実績）より 

 不動産賃貸業・管理業 不動産取引業 

売上高（百万円） 8,309,367 6,832,325 

経常利益（百万円） 1,134,455 338,786 

経常利益率 13.7％ 5.0％ 

 

  →投資先としての魅力度を収益性の観点から見ると、貸しビル業を中心とする不動産賃貸業

で 10％以上の利益率が見込めるということなので、投資家に対して観光地域への投資を促

すためには、利益率を高めることが必要。 

投資家の関心の向き方 

 ⇒リターンにのみ着目すると、観光地域に投資するより、都心で貸しビル業に投資する方が魅

力的である。 

投資家の関心 

 ＝より高い利益を得ること 

観光地域のホテル業 

3.74％ 

○○○○業 

○.○％ 

都心の貸しビル業 

13.7％ 

より利益率の高い貸しビル業を選定 
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こうした状況への対応として、政策的なインセンティブを付与することと、事業者自らの工夫

による対応とが考えられる。主な対応策は以下の通りである。ここでは頭出しとしての整理に留

めるが、次項以降で、外国で行われている観光業に対するインセンティブを整理し、千葉県で必

要と思われるインセンティブの提案を行うこととする。 

 

 1)政策的なインセンティブの付与 

   ⅰ．投資を呼び込むためのインセンティブ 

      例）税制上の優遇措置 

      ・千葉県：立地企業補助金制度 

      ・経済産業省：地域中核企業に対する支援 

 

   ⅱ．地元経済の活性化につながるインセンティブ 

      例）補助金の支給 

      ・北秋田市：おもてなし宿泊支援事業 

        ～地場産品を盛り込んだ宿泊プランに対し 1人あたり最大 2,000円補助 

      アイデア例） 

      ・地元産品の仕入に対する消費税の減免 

        ～地場産品の利用促進とコストダウンを実現 

  2)事業者の取り組み 

ⅰ．事業内容を変更しない範囲での対応 

    イ）高価格路線の客単価設定 

     ・設備レベルやサービスメニューを高級化 

    ロ） サービス質に直結しない部分のコスト削減 

     ・管理体制の効率化による対人サービスの充実、   

           外部ソースの活用、原材料費の抜本的見直し等 

    ハ） 施設効率の向上 

     ・施設面積あたりの売上アップにつながるサービス、飲食部門の回転率の引き上げ等 

   ⅱ．事業内容（規模）の変更を伴う対応 

    イ） 関連サービスへの取り組み 

     ・宴会、リラクゼーションサービス等、周辺サービスへの取り組み 

    ロ） 事業規模の拡大 

     ・物販等、収益事業の面積の拡大  
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４．観光地域づくりを進める上で必要なインセンティブ・施策 

 

（１）整備／運営段階別のインセンティブ 

     観光地域づくりを促進するために、今後、国や地方自治体が具体的にどのようなインセンテ

ィブを付与することが有効かを考えるために、観光地域の整備又は再整備を行う際に有効と思

われるインセンティブと、実際に観光地域として運営を行っていく段階で有効と思われるイン

センティブの整理を試みた。各地域のこれまでの経緯や現状・課題に照らして、有効と思われ

るインセンティブを適切に組み合わせて実施することが重要である。 

     このうち、赤字部分のインセンティブについては、具体的な提案事項に整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

観光地域の（再）整備に関するインセンティ

ブ 

観光地域の運営に関するインセンティブ 

1)開発・整備に関する規制の緩和 

 例）自然公園法による容積率、高さ制限の

緩和（Ａ） 

   外国人の雇用の緩和、ＰＦＩの活用に

よるプライベートビーチの実現（Ｂ） 

2)入国・移動に関する規制の緩和 

 例）カボタージュ規制：個人所有船に関し

て緩和し、外国からのメガヨット

による国内クルーズ業務を認める 

   入出国・移動手続きの簡素化 

3)事業者に対する開発費用に関する経済的支

援 

 例）所得税の控除 

 地元からの調達に対する税の優遇・免

除 

   補助金の支給 等 

4)インフラの整備（Ｃ） 

 ～ 交通網（空港・港湾・道路・鉄道

等）、ライフライン 

5)人材の確保 

 例）雇用に対する補助金の支給 

1)地元産品、伝統工芸品の販売に関する優遇 

 例）補助金の支給 

   税制の免除（消費税等）（Ｄ） 等 

2)二次交通網の整備 

 例）地域周遊パスの設定 

   バス路線整備に関する条件の緩和、補

助（Ｅ） 等 

3)観光プロモーションの支援（Ｃ） 

 例）観光地域全体や、地方自治体としての

プロモーション活動の展開 

4)人材の育成・紹介（Ｆ） 

 例）学校（大学、観光関連の専門学校等）

の整備・誘致 

   人材バンクの創設・運営 

赤字のインセンティブは、次頁以降の（５）の中

で提案事項として取り上げたもの。 

Ａ～Ｆは、次頁以降の項目に対応。 
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 （２）テーマ案Ｂにおけるインセンティブの提案 

  Ａ．開発規制の緩和 

 

 

 

 

   ○千葉県内の観光地域の多くは自然公園内 

    ・鴨川市・勝浦市内の海岸線の多くは、自然公園（南房総国定公園）に指定されている。 

    ・自然公園内では地域、地区ごとに規制を受ける行為が定められている。 

                  地域について（愛知県ＨＰより） 

特

別

地

域 

特別保護地区 公園の中で最も中心となる景観地であり、現状維持を原則とする

地域（県立指定公園には指定制度がない） 

第 1種特別地域 特別保護地区に準ずる地域で、現在の景観を極力維持する必要の

ある地域 

第 2種特別地域 良好な自然状態を保持している地域で、農林漁業との調和を図り

ながら自然景観の保護に努めることが必要な地域 

第 3種特別地域 特別地域の中では風致を維持する必要が比較的低い地域であり通

常の農林漁業活動については風致の維持に影響を及ぼすおそれが

少ない地域 

普通地域 特別地域と一体的に風景の保護を図ることが必要な地域 

 

許可の基準（愛知県ＨＰより抜粋） 

行為の 

名称 
許可の基準（一部抜粋・要点） 

建築物の

新・改・

増築 

○特別保護地区、第 1 種特別地域内等で行われるものでないこと(既存の建

築物の改築又は学術研究その他公益上必要と認められる建築物等は除く) 

○色彩及び形態が周囲の風致景観と著しく不調和でないこと。 

○高さ 13m(分譲地内の建築物については 10m)以下であること。 

○建ぺい率、容積率がそれぞれ次に示す割合以下であること 

地種区分と敷地面積の区分 建ぺい率 容積率 

第 2種特別地域：敷地面積 500m2 未満 10％ 20％ 

第 2種特別地域：敷地面積 500m2 以上 1,000m2 未満 15％ 30％ 

第 2種特別地域：敷地面積 1,000m2 以 20％ 40％ 

第 3種特別地域 20％ 60％ 

※その他山稜線を分断しないなど自然景観を保全するための制限がある。 

 

   ○この規制により（再）整備が進まない 

    ・鴨川・勝浦地域では、ホテルを採算が確保できるような規模で建て替えが困難。 

 

 

 

 

⇒自然公園法による建築物の規模・高さの制限等、観光地域内で行う事業の採算性

を高める上で支障となる規制について、制限を緩和し（再）整備を促進する。 

 実現の手段として、特区の活用が考えられる。 
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  Ｂ．ＰＦＩの活用によるプライベートビーチの実現 

 

 

 

 

     ・海外では、高級ホテルの宿泊者や利用者に限定してビーチが利用できるプライベートビー

チが確立している地域がある。高級リゾートを整備する上で、プライベートビーチの実現

は重要な要素であると思われる。 

     ・日本国内では、海岸法の規定によりプライベートは認められていない。一部、沖縄県では

過去の経緯から海岸に立地するホテルが美化清掃等を担いつつ、事実上当該ホテルの利用

者のみが利用可能な状態がある。 

     ・ＰＦＩ法の規定では、海浜地等の行政財産を民間に貸し出すことが可能とされており、こ

の手法の活用により、プライベートビーチの整備が期待される。 

 

１．用語の説明 

プライベートビーチとは 

    ・所有者または管理者あるいはこれらの者が認めた関係者のみが利用できるビーチ。対義語は

パブリックビーチ。 

    ・多くの場合、有名な海岸リゾートに立地する高級ホテルが一定区間のビーチを所有し、その

宿泊者等に限定して利用を認める形態。認めた者しか利用できなくすることで、そのビーチ

は特別な場所になり、混雑と無縁な高級感のある滞在を楽しむことが可能になる。 

   ・特定の利用者から対価を得て（徴収方法は様々に考えられる）管理されるので、清掃等の管

理が行き届き、安全、快適な利用が可能となるメリットがある。 

    ＰＦＩとは 

    ・「PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）」とは、

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行

う新しい手法。 

・民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体等が直接実施

するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる事業について、PFI 手法で実施す

る。 

 

２．海外の事例（インタビュー結果より） 

    ・太平洋諸島諸国：プライベートビーチについては、太平洋諸島の島国でも認められていない。

そのかわり、多くの無人島があるので、そこまで客を連れて行くことで、実質的なプライベ

ートビーチを実現している。 

    ・ＡＳＥＡＮ諸国：インドネシア（バリ島）、フィリピン（セブ島）、カンボジア、タイ（プー

ケット）等にある。 

  

３．国内の状況 

    ・国内のビーチはすべて国有地。海岸法の規定により、海岸の管理は都道府県、海岸の清掃は

⇒リゾートの開発においてプライベートビーチがあることは重要な要素。 

 ＰＦＩを活用することで、海岸の管理とホテルの整備・運営を一体化する（次頁

４．を参照）。 
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市町村の負担。 

    ・維持管理費は多額。公益財団法人かながわ海岸美化財団では、平成 26 年度で 1 億 9,000 万

円（同財団ＨＰより）。 

    ・沖縄県恩納村のビーチは、入場の対価ではなく、駐車場、トイレ、シャワーなどの利便施設

を使用する対価として料金を徴収することで、事実上プライベート・ビーチ的な運営が行わ

れている。 

            

 

 

４．プライベートビーチ化に関する動き（上の写真を引用した論文より） 

    ・1999年の海岸法改正で、「海岸の保護」に加えて「海岸環境の整備と保全」「公衆の海岸の適

正な利用」を目的に位置づけ。 

    ・2001年の改正ＰＦＩ法で、ＰＦＩ事業であれば海浜地等の行政財産を国有財産法の規定に関

わらず、民間に貸し付けることが可能に。市町村主導の環境管理にＰＦＩを導入して民間主

体の海岸管理を促すことが可能ではないかという意見も。 

    ⇒ＰＦＩの活用により、法的に明確な形で民間事業者にビーチの管理を委ねることが可能にな

る。 

     当論文では、主に環境管理の主体に関するあり方の観点から論じられているが、受託者は管

理費用を営利事業で賄う必要があることから、ＰＦＩを活用するとすれば、自ずとプライベ

ートビーチ的な海岸の整備・管理という形態に行き着くのではないかと思われる。 

   

 

 

 

 

  

－恩納村では各ホテル事業者に前面の海

浜地の美化清掃等を依頼する関係。 

－口頭による管理依頼で、取り決めは交

わしていない 

沖縄県恩納村サンマリーナビーチ（『わが国における新たな海岸環境管理制度の実現化方策に関する研究』山

崎正人・横内憲久・岡田智秀 日本都市計画学会 都市計画論文集№39-3 2004年 10月 p.153 より 

【参考事例】奈良県 「コンベンション施設等整備運営事業」 

 ・拠点施設（コンベンション施設、駐車場・バスターミナル等）の整備・維持管理・運営をＰ

ＦＩで県が行い、民設民営で行うホテルとＮＨＫ放送会館との相乗効果を引き出すことを

意図。 

  →海岸・駐車場等の整備、維持管理運営（ＰＦＩ）と、民間ホテル事業とを組み合わせた事

業が考えられないか。   
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 Ｃ．ＴＩＤ、ＢＩＤの取り組み 

 

 

 

 

     ・海外で先行している取り組みとして、観光地域の整備やプロモーション費用に充てる資金

を確保する仕組みであるＴＩＤ、ＢＩＤがある。地域のニーズにあった資金の活用が可能

なので、観光地域づくりにおいても有効と思われる。 

 

 1)ＴＩＤ、ＢＩＤとは 

     ＴＩＤ：ツーリスト・インプルーブメント・ディストリクト 

ＢＩＤ：ビジネス・インプルーブメント・ディストリクト 

      ＝ 認定された特定エリア内において、民間のエリアマネジメント団体に資金的な裏付け

を与え、持続的な街づくり活動を支援する制度 

 

 2)大阪版ＢＩＤ 

    ・2015年 4月より、日本初のＢＩＤとして制度運用。うめきた先行開発区域７ha。 

    ・「グランフロント大阪ＴＭＯ」が、不動産所有者から大阪市が集めた分担金を補助金として受

け取り、運営。 

    ・分担金で歩道空間の管理（点検、清掃等）を行う他、自主財源でオープンカフェやバナー広

告を実施。 

 

    

 

 

 

⇒千葉県内の観光地域においても、下記のような、必要資金の徴収と観光地域の整

備やプロモーションの費用に充てられる仕組みをつくることで、地域のニーズに

合った観光地域づくりが可能となる。 

（大阪市資料より） 
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3)その他のＴＩＤ、ＢＩＤ 

    ○米国の状況 

     ・観光の促進にはプロモーションが重要で、そのために必要な費用をどのように賄う方法と

して、国レベルでは入国税、地方レベルでは宿泊税がある。 

     ・ＴＩＤ、ＢＩＤでは、財源確保の不安定性を解消するために、一定のエリア内の宿泊事業

者から一定割合の賦課金を徴収する。現在では約 150のエリアで施行されている。 

     ・カリフォルニアで実施されているものが有名。条例が制定されて実施される。資金の使わ

れ方は様々。第三セクターを設立して、プロモーションを実施したり、景観の整備や、ガ

ードマンの雇用などにも使われる。 

 

      【「ビジット・ナパ・バレー」：カリフォルニア州のＤＭＯ（観光地経営組織）】 

        －持続可能な財源を確保するためにＴＩＤとして全宿泊者に対して室料収入の 2%を

課金。地域のマーケティングやセールスを担う。 

        －10年間で宿泊収入を大幅に増やすことに成功 

 

    ○国内の状況 

     ・「日本版ＤＭＯ」は、2017年 11月に 41法人が登録。 

     ・「せとうち観光推進機構」は、広島県をはじめ７県にわたる広域連携ＤＭＯ。広島県は「日

本版ＴＩＤ」を提唱。 

 

      【日本版ＴＩＤ法：広島県が提案】 

        －宿泊事業者：賦課金納付・理事会参加 

        －行政・議会：ＴＩＤ団体認定・賦課金徴収交付・ＤＭＯ監視 

        －ＤＭＯ：事業計画策定・事業実施・行政への報告 

        －理事会：ＤＭＯの意思決定・ＤＭＯ監視 
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Ｄ．消費税の減免による地域経済への貢献 

 

 

    ・地元産品を観光地域で販売したり、提供する料理の食材として活用するのを促進するために、

地元産品の仕入れ・販売に係る消費税を減免するというアイデア。 

    ・減免することで、観光地域全体での販売量の増加を図るとともに、地元産品の仕入れ増加に

よる地域経済の振興を期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⇒地元産品の販売に関する消費税の減免により、地域経済の振興に寄与 

（消費税の減免の効果の試算）外国人向けの消費税免税効果からの推計 

  ～百貨店における外国人観光客の免税売上動向を元に、消費税を半分の 4％にした場

合の地域経済への効果を灯台前の土産物店を対象に試算した。 

 

  2018年 1月 日本百貨店協会 外国人観光客の免税売上動向 対前年比 131.6％ 

  2017年 1～12月 全国百貨店売上             対前年比 100.1％ 

     差し引き、31.5％が免税による効果があったものと見なす。 

  8％の免税による効果が 31.5％なので、4％の場合は半分の 15.75％であるものとする。 

    

     灯台前（土産物店）売上       781,574千円（Ａ） 

     消費税の減免効果（売上の 4%）   31,263千円（Ｂ） 

     地元産品の販売（即ち仕入）が 15.75％増えるものとする。仕入は売上の 75％

とする。 

       781,574千円（Ａ）× 75％ ＝586,181千円（Ｃ） 

       586,181千円（Ｃ）× 15.75％ ＝ 92,324千円（Ｄ） 

 

  減免によりこの程度の効果があれば、減免による消費税収の減少（Ｂ）より多くの地

域経済への波及効果（Ｄ）が見込めることになる。 
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  Ｅ．バス事業の認可条件の緩和 

 

観光地域づくりに関して実現したいこと 

     ＝事業者の創意工夫により、必要な運送サービス（観光客及び地元住民にとって）が提供さ

れること 

 

 

 

     ・観光地域への来訪者等を対象にしたバスのサービスは、乗合バス事業としてサービス

や、宿泊施設の付帯サービスとしての送迎とがあるが、いずれも厳しい条件があり、参

入を難しくしたり、十分な量のサービス提供ができない状況にある。 

     ・これらの条件を緩和することで、観光客の交通の便を確保したり、地域の一般住民の利

便性の向上にも寄与すること考えられる。 

 

 

 

 

 

  

⇒上記のために、現行のバス事業に関する厳しい認可の条件を緩和すれば観光客の

2次交通問題と地域の交通事情の改善ができる 

改善が望まれる事柄 

① 宿泊事業者の送迎バスを乗合バス化 

 ・主目的は、宿泊施設の最寄り駅等か

らの利用者の交通手段の提供。 

 ・副次効果として、一般住民の利用を

可能とすることで、住民によっては

移動の便の確保、宿泊事業者にとっ

ては、一部ではあるがコストの回収

が可能になる。 

 

②宿泊事業者による送迎バスの複数台運

行 

 ・宿泊事業者による送迎バスの運行は、

現在、１事業者１台とされているた

め、送迎距離・時間が長い場合は運

送能力に不足が生じる可能性があ

る。 

実現へ向けた対応 

①乗合バス許可条件の緩和 

・乗合バス（一般旅客自動車運送事業）

の許可を受けるには、厳しい条件

（＝営業所の設置、予備車両の配置

等）がある。 

 

 ⇒条件を緩和すれば、地域の運送サー

ビスを容易に提供できる 

 

②送迎バスの条件の緩和 

 

 ⇒複数台保有・運行できるようにする

ことで、利用者の利便性を高められ

る 
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 Ｆ．人材の育成 

 

 

 

 

 

  1)外国の観光地域における人材育成 

   ・欧米ではコーネル大学等、観光を学ぶ質の高い大学が多数あり、高級ホテル等で活躍する人

材の供給源として機能している。こうした大学では卒業生の人脈が密で、それを活かして転

職を重ねることでキャリアアップを図ることがよく行われている。 

   ・グアムにはＧＣＣグアム短大、ハワイにはハワイ大学がありホスピタリティを教えている。

地元が観光地域として発展しているので、就職先（地元のホテルにとっては人材供給源）が

確保できる環境が整っている。 

 

  2)千葉県における人材育成のアイデア 

   ・県内で観光を学ぶ大学・学部を誘致し、観光地域に対する人材供給を図る。 

   ・その際、外国の著名な観光学部を有する大学と提携し、教育内容の質の向上を図るととも

に、卒業生のネットワークを広げることも考えられる。もちろん、既存の大学・学部がこの

ような形で対応を図ることも考えられる。 

   ・その他、職業訓練校においてサービス業に関するカリキュラムを充実させるなど、観光業で

従事する人材教育の底辺を広げる努力も有効と思われる。 

 

  

⇒「世界的観光地」において高級ホテル等で働く人材を確保するには、長期的な育成

システムが重要。人材供給源として、また就職先として、観光地域内の諸施設と教

育機関相互にとってメリットのある関係構築が期待できる。 
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５．先進事例の紹介 

 

（１）観光地域づくりの事例 

 

    観光地域づくりに成功している事例としては、外部から新たなに入った有力な事業者が中心

となって進める事例や、地元の事業者が組織立って観光地域づくりに取り組むものが多い。事

例を見ることにより、千葉県における観光地域づくりで参考になる視点を整理する。 

 

  ①星野リゾート（インタビュー結果や、同社ＨＰの情報等より） 

   1)竹富島 

     ・2012年にオープン。島の自然や文化を活用した滞在型のリゾート。竹富島の集落は、国の

重要伝統的建造物群保存地区に登録されている。 

     ・沖縄の自然、海の風景があることに加えて、島の文化に着目。例えば、島民が普段利用し

ている牛車を活かし、来訪者が島の生活を体験できるように工夫。 

     ・単に自然があるだけでは難しい。生活・文化を活かし、それを活かせて、地域住民にもし

っかり還元できたことが成功要因。 

             星野リゾートの成功要因 

 

 

 

 

 

 

   2)長門市（インタビュー結果や、長門市ＨＰの情報等より） 

    ・市長の強力なリーダーシップで再開発計画に取り組み。星野リゾートが受託して構想をとり

まとめた。に再生の話が持ち込まれた。地域の有名旅館が破綻し、星野リゾートが運営を行

うところからスタート。市長の「温泉街として活性化して欲しい」という考えと、星野リゾ

ートの「温泉街として面として活性化した方が良い」という考えが一致した。 

    ・星野リゾートが「長門湯本温泉マスタープラン」を作成。以下の３点が目標 

      －全国温泉ランキングＴＯＰ１０を目標とする 

      －魅力的な温泉街の再生に取り組む 

      －魅力的な温泉街に必要な６つの要素を整備する 

        ＝外湯、食べあるき、文化体験、そぞろ歩き、絵になる場所、休む・佇む場所 

    ・星野リゾートが、「界」の開業を通じて温泉地やその周辺を含む長門湯本温泉街全体の活性化

に寄与し、計画の具体化に向けた支援を実施。 

 

 

  

自然 

施設 文化 
訴求できる「文化」があり、それを活か

せたことが成功要因 

（インタビューを元にＪＭＳで整理） 

 
（長門市ＨＰより） 
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   （参考）千葉県の観光地域づくりに関する視点 

     ○「その地域ならでは」の要素があるか 

       ・竹富島では島民の生活・文化が、長門温泉では古い温泉街そのものが、それぞれ観光

客に十分に訴求できる要素として取り上げられた。単に海が見える、きれいなビーチ

があるというだけではなく、そのエリアの中で何か楽しみを探せるような要素がある

と、十分に開発の可能性はある。 

       ・千葉県内にも、歴史・文化・伝統産業等、外に向けて発信し、来訪者が楽しめる要素

を持った地域はあるはずで、それを核にした観光地域づくりは可能ではないか。 

 

      ○地域の問題意識が高まっているか 

       ・長門市では、有名旅館の破綻という危機に際して、市長がリーダーシップを発揮して

星野リゾートの協力を得て活性化に着手したことがきっかけであった。地域全体とし

ての取り組みにするには、当事者のうちの誰かが中心になって進めることが必要であ

る。地域の意見がまとまり、有力な事業者を巻き込んで観光地域づくりを行う動きが

できれば、観光地域づくりが効果的に動き出す可能性が高い。 

 

  ②地元組織を中心にした観光地域づくり 

     地域をあげた観光地域づくりに取り組み、成果を上げている事例として以下の 2地域を挙げ

ることができる。 

 

   1)城崎温泉（兵庫県豊岡市） 

・直近 5年間で外国人観光客が 36倍に増加。 

     ・2015年に豊岡市の観光情報サイト「Visit Kinosaki」に宿泊予約機能を装備。フランス語

にも対応。 

     ・2016 年 6 月には豊岡版ＤＭＯ「豊岡観光イノベーション（一般社団法人）」設立。企業と

連携して組織し、マーケティング事業、現地ツアーの開発・販売、宿泊予約サイト「Visit 

Kinosaki」の運営等。 

 

   2)岐阜県高山市 

・海外において高い評価。 

      －平成 19年「MICHELIN Voyager Pratique Japon」で三つ星。 

      －平成 21年「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 2009」で三つ星。 

    ・観光客は 400万人。外国人は 28万人。外国人は 10年前の約 5倍。 

    ・平成 15年にできた「飛騨高山国際誘客協議会」が外国人観光客の誘致活動の中心組織。 

    ・「外国人観光客が安心して一人歩きできるまちづくり」。誘導案内、散策マップの配布等。 

    ・当初から民主導で実施。行政はその支援に徹している。 

 

   （参考）地域全体のマネジメントに関する視点 

      上記２事例の他、長門市の事例も、地元における観光地域づくりにおいて、中核となる組

織やリーダーがリーダーシップを発揮して、成果を上げているものである。 
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      地域全体のマネジメントに期待されるのは、以下のような役割である。 

      ○地域全体のマネジメントに期待される主な役割 

1)当該観光地域全体のコンセプトの設定 

       2)観光振興計画の策定 

       3)地域住民とデベロッパーとの融合や調整役 

       4)景観の統一（建物の高さ、色遣い、名称等） 

       5)地域全体としてのプロモーション活動   等々 

 

      ○地域全体のマネジメントの役割の重要性は、今回行った有識者へのインタビューでも史

的する声が多く聞かれた。 

 

東洋大学 古屋教授： 

「地元の人が継続的に取り組めることが重要」「地元が主体になって成功」 

          「自治体がリーダー役を担った事例は少ない。民間事業者がいかに積極的に取り

組めるかがポイント」 

          例）別府温泉、長崎、熊野 

 

  関東経済産業局 北原参事官： 

「うまくいっている観光地域（香取市佐原）では、商工会議所の顧問がリーダー

役を務めている」 

 

  日本大学 近藤名誉教授： 

「うまくいっているカリスマ的なリーダーが存在する観光地域。全てを任せるこ

とが成功要因」 

          例）ＪＲ九州の豪華列車 
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６．今後の取り組み（ロードマップ） 

 

（１）観光地域づくりのロードマップ 

 

  ～来年度以降の活動内容は大きく以下の 2点である。 

 

   ①千葉県内に対する勉強会の開催 

    →今回の検討結果を共有し、各地域における観光地域づくりに対する気運を醸成するととも

に、各地域における推進体制を整備することに役立ててもらう。 

     同時に、観光地域づくりに対して必要と思われる、国や行政で取り組むべきインセンティ

ブに関する意見・要望を収集する。 

 

   ②観光地域づくりに必要なインセンティブの整理と関係省庁への働きかけ 

    →インセンティブの実現に向けては、関係省庁へ説明の上、理解を得て、必要な法令の改正

や予算措置を行ってもらう必要がある。今回の検討結果から得られた視点や、今後各自治

体から出される要望を、関係省庁に働きかけを行い、インセンティブの実現へ向けて働き

かけを行っていく必要がある。 

 

 

 

 

  

千
葉
県

各
市
町
村

関
係
省
庁

今回の検討
結果の公表

検討結果に関する勉強会
内容：観光地域づくりイメージの共有

インセンティブ、課題の共有
出席：市町村の観光担当部課長

市町村の商工会議所
その他関連事業者

※必要に応じて複数箇所・回の開催勉強会の
開催依頼

検討着手
の判断

観光地域づくりの検討

各観光地域における（再）開発

国・行政として対応が望まれる
インセンティブの整理

関係省庁への働きかけ

インセンティブの実現
・関連法令の改正
・予算措置 等

平成30年度 平成31年度以降

インセンティブの活用
要望・意見の反映

観光地域づくりに向けた気運の醸成・推進体制の整備
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 （２）千葉県内の観光地域づくりのイメージ 

 

・観光地域づくりにおいては核となる施設（とりわけ高級ホテル）の整備が重要な位置を占める。

観光地域としてのイメージを植え付け（又は刷新し）、大きな観光需要を起こすことがその後の

観光地域としての発展にとって重要。 

   ・その後、十分に見込めるようになった需要に対応し、さらに高めていくために追加で新たな施

設整備を進めることが重要。こうして発展が軌道に乗ることにより、追随する投資が見込め、

それが地域経済にとっても好影響を与えることにつながっていく。 

 

 

  千葉県内の観光地域づくりの発展段階イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イメージづけ、需要の喚起 需要への対応、規模の拡大 観光地域としての好循環の確立

核となる施設の（再）整備
・高級ホテル
・集客施設
・病院 等
インフラの整備
・ライフライン
・交通網
エリアの魅力（文化・歴史）の発掘

ポイント
○まず需要を起こす。成功することで消
費者と投資家の関心を引く。

○必要なインセンティブを与えて開発を
後押しする。

施設の追加整備
・高級ホテル
・飲食、物販施設 等
観光地域としての基盤整備
・プロモーションの推進
・関連産業の育成
・人材の育成 等

ポイント
○観光地域としての拡大へ向けて、
二の矢、三の矢を放つ。

○地域で観光を支える産業構造整
える。

観光地域としての基盤整備
・観光施設の適時・適切な
追加・更新投資
・景観、環境の整備
・プロモーションの推進
・関連産業の育成
・人材の育成 等

ポイント
○地域全体の魅力を高め（維持
し）、追加・更新投資を促す。
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Ⅲ．テーマ案Ｃ説明資料      

 

１．千葉県における観光地域づくりのテーマ案 

 

（１）検討の経緯 

  ・近年、海外から日本を訪れる外国人観光客（インバウンド）が急増している。観光客が国内で行

う消費は多額にのぼり、地域経済の振興にとって、観光業の果たす役割は大きく、ますます発展

することが期待されている。 

 

  ・新たな観光のニーズを掘り起こし、また利用者の期待に応えるためには、民間資本の積極的な投

資を誘導し、新たな観光地域づくりや、既存の観光地域の活性化を行っていくことが必要である。 

 

  ・今回の検討では、いくつか県内における観光地域づくりのテーマと適地を選定し、開発に向けた

ロードマップを作成した。 

 

 （２）観光地域づくりが地域に与えるインパクト、チャンス 

 

・新たな観光地域づくりは、地域に対する波及効果も大きい。コアとなる中核宿泊施設や周辺観

光地、交通・輸送業者だけでなく、裾野の広い様々な産業への波及効果をもたらす。 

・場合によっては、周辺産業に求める「水準」も相応に高くなることも想定される。新たな観光

地域づくりは大きなビジネスチャンスを産む可能性があるが、相応の「準備」をしないと、そ

の利益を得ることは難しいとも言える。 

 

 

 

 

中核宿泊施設

周辺産業（例）

周辺観光地
-面としての開発-

新たな観光地域とその周辺産業のイメージ

交通・輸送業者

ﾘﾈﾝ・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 食品加工 農林水産

特産品生産 人材育成/派遣 通訳/ガイド

旅行代理店 清掃 設備維持・工事

周辺の地域におけるインパクト・チャンス
例）観光客の地元商店街への立寄り需要、地元イベント開催、定住/居住の促進等々

 新たな観光地域のコ
ンセプトを満たせる
か

 ターゲット顧客が満
足する品質のサービ
ス提供ができるか。

 地域として、受入れ
やチャンスに対する
準備が必要

 言語や表記対応など
は共通課題となる

 誰が周辺産業を担う
か

 既存事業者のレベル
アップによる参入

 新規創業による参入

【論点】

⇒新しい観光地域づくりを進めることは、課題も多いが、地域への様々な波及効果が

期待できるため、地域経済にとってはチャンスでもある。 



65 

 （３）テーマ案の選定 

 

  ①「世界的観光地」を目指す 

・今回の検討では、千葉県内に「世界的観光地」を形成することを目指す。 

・世界的観光地とは、『その地域の観光資源を活かし、外国人をはじめ多くの人が訪れる風景、

気候、施設等を備えた、長期滞在が可能な地域』と定義する。 

・代表的な「世界的観光地」としては、ハワイ、グアム、ドバイ等のように、ホテルを中核にし

て富裕層、外国人も多く集まる、長期滞在型の観光地である。 

    [ハワイ]                [グアム] 

 

 

 

 

 

 

            [ドバイ] 

 

 

 

 

 

 

 

  ②新たな観光地域づくりに求められる要件 

    以下の要件に基づき、県内における観光地域づくりのテーマを設定する適地を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ハワイ州観光局ＨＰより） （グアム政府観光局ＨＰより） 

（ドバイ政府観光・商務局ＨＰより） 

[新たな観光地域づくりに求められる要件] 

要件①宿泊施設の立地 

・浦安、幕張、成田といったエリア以外の宿泊施設の立地として魅力度が高いこと。 

要件②外国人観光客を誘致できる魅力度 

・外国人観光客が訪れたいと思うような世界水準の観光資源があること。 

要件③滞在時間・泊数の増加 

・観光地域を面として開発し、時間・泊数を伸ばし、経済効果（消費単価向上）を増加させるこ

と。 

要件④既存観光資源の活用 

・海洋資源を中心に、既存の優れた観光資源をしっかりと活用すること。 

要件⑤立地の優位性 

・東京という巨大マーケットの近郊であり、羽田や成田といった国際的な玄関口からも至近で

ある。 

・また三方を海に囲まれるといった立地特性も十分に活かす。 
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  ③テーマ案の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⇒世界的観光地になる可能性の高い４テーマ（地域）案を第１グループと位置づけ

て検討することとする。（濃い網掛け部分を抽出・再編成） 

     ○海：銚子     ⇒ テーマ案Ａ 

        鴨川・勝浦  ⇒ テーマ案Ｂ 

        南房総    ⇒ テーマ案Ｃ 

     ○医療：成田    ⇒ テーマ案Ｄ 
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（４）各テーマ案の概要 

 

 ①テーマ案設定の基本的考え方 

  

  1)高級ホテルの整備 

    「世界的観光地」に相応しい観光地域をつくりあげて行くには、核となる施設が重要である。

特に、多くの外国人が訪れるような、長期滞在型の観光地域を目指しているため、宿泊施設の

充実がポイントになる。 

    そこで、各テーマ案、特に「海」をテーマにした観光地域づくりの案においては、当該観光

地域のイメージをも左右する中核施設として、高級ホテルの整備を中心に考える。富裕層の誘

客が可能な施設ということで、4～5星クラスの高級ホテルを新築、もしくは既存の施設のリノ

ベーションで整備する。 

  

  2)関連施設の高級仕様を想定 

    富裕層が訪れ、長時間過ごし、多くの消費を行ってもらうことを期待しているので、関連施

設の充実も意識する。 

    飲食・物販施設等を想定するが、その仕様も高級ホテルに来訪する層を意識し、高級な飲食・

商品を扱うことを想定する。 

 

  3)規制緩和や関係者間の調整も前提にする 

    銚子や南房総では、既に施設が存在したり、転用可能な港があることから、メガヨットの寄

港が可能な施設の整備を考える。実現するには、ハードの追加投資や、関係者（地元自治体や

漁組等）間の調整、関係機関（入国管理、税関、検疫）の対応も必要になり、後述するように

それぞれ大きな課題があるが、それらもクリアできるということを想定して案を整理した。こ

うした規制を緩和することも、観光地域づくりに必要な大きなインセンティブとなる。 
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 ②各テーマ案の概要 

  ○テーマ案の比較 

【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ａ 銚子 テーマ案Ｂ 鴨川・勝浦 テーマ案Ｃ 南房総 

想定 

エリア 

①犬吠埼周辺 

②漁港を中心とする銚子市街 

③マリーナを中心とする地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①鴨川・勝浦を中心とする地域 ③南房総・館山を中心とする地域 

ターゲット ○海外及び国内のアッパーミドル～富裕層。 

投資 

内容 

1)犬吠埼地域 

 ホテル・リノベーション       ２棟 

 新規高級ホテル整備         １棟 

 灯台前(土産物店・水族館)の複合再開発１棟 

2)市街地・卸売市場地域 

 第一市場前飲食・物販施設      10棟 

 メガヨット寄港対応(飲食・物販)   １棟 

3)マリーナ・屏風ヶ浦地域 

 マリーナ・リノベーション      １棟 

 ホテル（新設）           １棟 

1)鴨川地域 

 ホテル・リノベーション     ２棟   

 新規高級ホテル整備       １棟 

 ヘルスケア施設         １棟 

2)勝浦地域 

 ホテル・リノベーション     ２棟 

 新規高級ホテル整備       １棟 

ホテル・リノベーション       ２棟   

新規高級ホテル整備         １棟 

メガヨット寄港対応(飲食・物販)   １棟 

主な 

課題 

1)規制等の対応（自然公園法、ヨットでの寄港等） 

2)アクセス、地域内の周遊性の確保 

3)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 

1)規制等の対応（自然公園法等） 

2)アクセス、地域内の周遊性の確保 

3)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 

1)規制等の対応（ヨットでの寄港等） 

2)アクセス、地域内の周遊性の確保 

3)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 

 

 

 

 

 

 



 

 

【「医療」「ヘルスケア」と「海」を組み合わせた観光地域づくり】 

 テーマ案Ｄ 成田 

想定エリア ①成田空港近くの病院（国際医療福祉大学成田病院）建設予

定地とその周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ターゲット ○海外及び国内のアッパーミドル～富裕層。 

投資内容 病院                    １棟 

 ～着工済み・642 床・2020 年 4 月開院予定 

ヘルスケア施設               １棟 

主な課題 1)アクセス、地域内の周遊性の確保 

2)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 
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２．南房総市・館山市におけるテーマ案 

【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ｃ 南房総 

選定理由 ①太平洋や海岸線の景勝地など、千葉県を囲む海を観光資源として活かすことが

できる。 

②既存の宿泊施設やホテルも存在しており、観光地域づくりとして成功する下地

があり、また活性化することによる経済効果も大きい。 

③ダイビング、果物の収穫体験等の観光資源もあり、これらを組み合わせて各施

設を広域で結んだ「面」としての開発を行うことで観光地域としての活性化が

有望な地域である。 

想定エリア ①南房総・館山を中心とする地域 

エリアにおける

資源 

[景観] 

○南房総の海岸線（外房／内房） 

○漁港やその周辺の街並み 

○灯台（野島崎、洲崎） 

 [施設等] 

○既存の観光施設 

－海水浴場／漁港／灯台／景勝地  等 

○温泉 

○その他関連施設 

 －道の駅 

 －スポーツ関連施設（ゴルフ、テニス、ダイビング等） 等 

[食]  

○海産物（加工品も含む）、農産物 

ターゲット ○海外及び国内のアッパーミドル～富裕層。 

投資内容 (1)ホテルの集積地域（千倉、白浜、館山、富浦等の全体） 

１．ホテルのリノベーション   ２棟 

 ・星野リゾート等へのリブランドを想定 

 ・100 室程度の大規模クラスのホテルを想定 

 ・全室を高級ホテル仕様へ改装。 

 ・高級レストラン、物販施設、結婚式場、宴会場等を併設 

２．新規高級ホテルの建設    １棟 

 ・四～五つ星ホテルの新規開設を想定（立地は高台の地域の開発を想定）。 

 ・高級レストラン、物販施設、結婚式場、宴会場等を併設 

 ・外国語対応を充実。案内、スタッフを揃える。 
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【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ｃ 南房総 

 

 [現地の状況] 

 

 

 

 

 

（野島崎周辺のホテル） 

 [整備後の施設のイメージ] 

 

 

 

 

 

 

開発の具体的イ

メージ 

(1)全体観 

 

 ・海岸線に、観光地や宿泊施設の集積がある。大きく千倉地域、白浜地域、館

山地域、富浦地域に集約される。 

・以下のような再開発、開発を想定。 

  ⅰ)ホテルのリノベーション        ２棟 

  ⅱ)新規高級ホテルの建設         １棟 

  ⅲ）メガヨットの寄港対応（飲食・物販）  １棟 

1)千倉地域

2)白浜地域

3)館山地域

館山港

千倉港

 

  

 （リゾナーレ熱海（星野リゾート）HP より） 
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３．収支の概算 

 

 （１）テーマ案の概要 

   南房総市・館山市におけるテーマ案で整備することを想定している施設を整理すると、以下の

通りである。 

テーマ案 内容 

テーマ案Ｃ 南房総 ホテル・リノベーション         ２棟   

 新規高級ホテル整備           １棟 

 メガヨット寄港対応(飲食・物販)      １棟 

 

 （２）テーマ案の収支概算（詳細は参考資料を参照） 

   今回行った各テーマ案の試算の目的と、試算方法の概要は以下の通りである。 

各テーマ案の規模や収益性を大まかに把握し、行政としてのサポートやインセンティブを考え

ることを目的としているので、詳細な施設内容や、運営体制等は検討していない。※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的：各テーマ案を実施した場合に必要な投資額と収支を大まかに見積もる 

   その結果として、行政としてどのようなサポートやインセンティブの付与ができるの

考える。 

○整備費用：各テーマ案の整備予定施設について、一般的な当該施設の規模（面積）や、実

際に対象地において考えられる規模（面積）を想定し、事例を元に設定した平

均的な面積あたり費用を乗じることで算出。 

○収入  ：整備する施設のグレードに応じて想定される単価や稼働状況を設定して、概算

で見込む。 

○利益率 ：各事業で一般的に見込まれる利益率や、整備する施設と同等レベルの施設の数

値を採用し、売上高に乗じることで利益を算出。従って、費用は個別に積み上

げていない。 

※詳細な事業計画の策定の必要性について 

 ・上記の通り、各テーマ案の収支の概算を行っているので、施設の内容や運営体制等

は十分に詰めていない。 

 ・当然のことながら、実際に観光地域としての開発を行う際には、施設の整備地を特

定した上で、マーケット調査を行いつつ詳細な施設規模と仕様を設定し、運営体制

等の検討を行った上で事業収支を詳細に試算する必要がある。 
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   各施設の詳細な試算方法は参考資料に譲るが、概ね以下の例に示すレベルでの積み上げを行っ

ている。 

【例（ホテルの試算）】 

 1)高級ホテルを想定し、以下の施設構成として面積を設定。 

    →9,967㎡ 

 

2)整備費用単価は、最近整備された高級ホテルの事例を参考に設定。 

→1,000千円／㎡ 

 

3)「収入＝実質客室単価（ＡＤＲ）×客室数×客室稼働率×365 日」として計算。ＡＤＲと客

室稼働率は上位 50社の平均を採用。  

ＡＤＲ：32,166円 

客室稼働率：73.7％ 

→864,281千円／年 

  この他、飲食、物販、結婚式・宴会収入も見込む。 

 →ホテルの総売上：2,633,204 千円／年 

 

4)利益率は日本ホテル協会の全国主要ホテル経営実態調査より、1～99 室のホテルの平均

（3.74％）を採用。 

 経常利益＝2,633,204千円×3.74％＝98,482千円／年 

 

5)償却年数を設定し、償却費と経常利益の合計で整備費を除して改修期間を概算。 

  →27.9年 

 

 

 

 

 

○新設高級ホテルの規模設定

　①客室

1室あたりの広さ 45 ㎡

室数 100 室

客室計 4,500 ㎡ Ａ

　②レストラン

1人あたりの広さ 2.5 ㎡

1軒あたり人数 60 人

1ホテルの軒数 3 軒

レストラン計 450 ㎡ Ｂ

　③物販施設 300 ㎡ Ｃ

　④挙式場・バンケット・厨房（100人利用）

550 ㎡ Ｄ

　④レンタブル比 0.6 Ｅ

　⑤全体面積 （Ａ＋Ｂ＋C＋D）／E

9,667 ㎡ Ｆ
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  テーマ案Ｃにおける収支は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

南房総

売上（千円） 利益率
経常利益

（千円）

整備費

（千円）

償却期間

（年）

減価償却費

（千円）
回収期間（年）

Ａ Ｂ Ｃ＝A×Ｂ Ｄ Ｅ Ｆ＝Ｄ／Ｅ Ｄ／（Ｃ＋Ｆ）

ホテル

（新設１）
2,633,204 3.74% 98,482 9,666,667 39 247,863 27.9

ホテル

（リノベ２）
5,612,121 3.74% 209,893 16,240,000 39 416,410 25.9

メガヨット寄

港対応
131,400 2.80% 3,679 1,000,000 41 24,390 35.6

施設

○一般的に整備費の回収期間の目安とされる 30年間を超えるか、それに近い年数の事業が多い。 

 各地域において中核となることが想定されるホテルについて見込んでいる利益率 3.74％は、

参考としうる数値の中で最大のもの。楽観的な推計値でも回収に約２８年間を要する。 
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（３）各テーマ案の採算性を確保するために必要な施策 

 

   試算結果で見たように、整備費用の回収期間は比較的長いという結果になったが、その大きな

要因として、観光関連事業の利益率が低いことを挙げることができる。 

   類似する他事業について経常利益率を調べたところ、「不動産賃貸業・管理業」は下記の通り

13.7％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   これに対し、観光地域における中核的な事業であるホテル事業の利益率は 3.74％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   投資家の主たる関心事は、その投資からどれだけ多くのリターンが得られるかである。一般的

な事業の利益率が上記の通りであるとすると、投資先としての観光関連事業は、相対的に魅力が

乏しいということを意味する。「地方の観光地域のホテル事業に投資するよりも、都心の賃貸オ

フィスビルに投資した方が、高いリターンが期待できる」ということである。 

 

 ⇒この利益率の差を縮めないことには、地方の観光地へ多額の投資を呼び込むことは

困難である   

 

  

  

（参考）不動産賃貸業における利益率との比較 

  ～平成 28年中小企業実態基本調査（平成 27年度決算実績）より 

 不動産賃貸業・管理業 不動産取引業 

売上高（百万円） 8,309,367 6,832,325 

経常利益（百万円） 1,134,455 338,786 

経常利益率 13.7％ 5.0％ 

 

  →投資先としての魅力度を収益性の観点から見ると、貸しビル業を中心とする不動産賃貸業

で 10％以上の利益率が見込めるということなので、投資家に対して観光地域への投資を促

すためには、利益率を高めることが必要。 

投資家の関心の向き方 

 ⇒リターンにのみ着目すると、観光地域に投資するより、都心で貸しビル業に投資する方が魅

力的である。 

投資家の関心 

 ＝より高い利益を得ること 

観光地域のホテル業 

3.74％ 

○○○○業 

○.○％ 

都心の貸しビル業 

13.7％ 

より利益率の高い貸しビル業を選定 
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こうした状況への対応として、政策的なインセンティブを付与することと、事業者自らの工夫

による対応とが考えられる。主な対応策は以下の通りである。ここでは頭出しとしての整理に留

めるが、次項以降で、外国で行われている観光業に対するインセンティブを整理し、千葉県で必

要と思われるインセンティブの提案を行うこととする。 

 

 1)政策的なインセンティブの付与 

   ⅰ．投資を呼び込むためのインセンティブ 

      例）税制上の優遇措置 

      ・千葉県：立地企業補助金制度 

      ・経済産業省：地域中核企業に対する支援 

 

   ⅱ．地元経済の活性化につながるインセンティブ 

      例）補助金の支給 

      ・北秋田市：おもてなし宿泊支援事業 

        ～地場産品を盛り込んだ宿泊プランに対し 1人あたり最大 2,000円補助 

      アイデア例） 

      ・地元産品の仕入に対する消費税の減免 

        ～地場産品の利用促進とコストダウンを実現 

  2)事業者の取り組み 

ⅰ．事業内容を変更しない範囲での対応 

    イ）高価格路線の客単価設定 

     ・設備レベルやサービスメニューを高級化 

    ロ） サービス質に直結しない部分のコスト削減 

     ・管理体制の効率化による対人サービスの充実、   

           外部ソースの活用、原材料費の抜本的見直し等 

    ハ） 施設効率の向上 

     ・施設面積あたりの売上アップにつながるサービス、飲食部門の回転率の引き上げ等 

   ⅱ．事業内容（規模）の変更を伴う対応 

    イ） 関連サービスへの取り組み 

     ・宴会、リラクゼーションサービス等、周辺サービスへの取り組み 

    ロ） 事業規模の拡大 

     ・物販等、収益事業の面積の拡大  
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４．観光地域づくりを進める上で必要なインセンティブ・施策 

 

（１）整備／運営段階別のインセンティブ 

     観光地域づくりを促進するために、今後、国や地方自治体が具体的にどのようなインセンテ

ィブを付与することが有効かを考えるために、観光地域の整備又は再整備を行う際に有効と思

われるインセンティブと、実際に観光地域として運営を行っていく段階で有効と思われるイン

センティブの整理を試みた。各地域のこれまでの経緯や現状・課題に照らして、有効と思われ

るインセンティブを適切に組み合わせて実施することが重要である。 

     このうち、赤字部分のインセンティブについては、具体的な提案事項に整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

観光地域の（再）整備に関するインセンティ

ブ 

観光地域の運営に関するインセンティブ 

1)開発・整備に関する規制の緩和 

 例）自然公園法による容積率、高さ制限の

緩和 

   外国人の雇用の緩和、ＰＦＩの活用に

よるプライベートビーチの実現（Ａ） 

2)入国・移動に関する規制の緩和（Ｂ） 

 例）カボタージュ規制：個人所有船に関し

て緩和し、外国からのメガヨット

による国内クルーズ業務を認める 

   入出国・移動手続きの簡素化 

3)事業者に対する開発費用に関する経済的支

援 

 例）所得税の控除 

 地元からの調達に対する税の優遇・免

除 

   補助金の支給 等 

4)インフラの整備（Ｃ） 

 ～ 交通網（空港・港湾・道路・鉄道

等）、ライフライン 

5)人材の確保 

 例）雇用に対する補助金の支給 

1)地元産品、伝統工芸品の販売に関する優遇 

 例）補助金の支給 

   税制の免除（消費税等）（Ｄ） 等 

2)二次交通網の整備 

 例）地域周遊パスの設定 

   バス路線整備に関する条件の緩和、補

助（Ｅ） 等 

3)観光プロモーションの支援（Ｃ） 

 例）観光地域全体や、地方自治体としての

プロモーション活動の展開 

4)人材の育成・紹介（Ｆ） 

 例）学校（大学、観光関連の専門学校等）

の整備・誘致 

   人材バンクの創設・運営 

赤字のインセンティブは、次頁以降の（５）の中

で提案事項として取り上げたもの。 

Ａ～Ｆは、次頁以降の項目に対応。 
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（２）テーマ案Ｃにおけるインセンティブの提案 

 Ａ．ＰＦＩの活用によるプライベートビーチの実現 

 

 

 

 

     ・海外では、高級ホテルの宿泊者や利用者に限定してビーチが利用できるプライベートビー

チが確立している地域がある。高級リゾートを整備する上で、プライベートビーチの実現

は重要な要素であると思われる。 

     ・日本国内では、海岸法の規定によりプライベートは認められていない。一部、沖縄県では

過去の経緯から海岸に立地するホテルが美化清掃等を担いつつ、事実上当該ホテルの利用

者のみが利用可能な状態がある。 

     ・ＰＦＩ法の規定では、海浜地等の行政財産を民間に貸し出すことが可能とされており、こ

の手法の活用により、プライベートビーチの整備が期待される。 

 

１．用語の説明 

プライベートビーチとは 

    ・所有者または管理者あるいはこれらの者が認めた関係者のみが利用できるビーチ。対義語は

パブリックビーチ。 

    ・多くの場合、有名な海岸リゾートに立地する高級ホテルが一定区間のビーチを所有し、その

宿泊者等に限定して利用を認める形態。認めた者しか利用できなくすることで、そのビーチ

は特別な場所になり、混雑と無縁な高級感のある滞在を楽しむことが可能になる。 

   ・特定の利用者から対価を得て（徴収方法は様々に考えられる）管理されるので、清掃等の管

理が行き届き、安全、快適な利用が可能となるメリットがある。 

    ＰＦＩとは 

    ・「PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）」とは、

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行

う新しい手法。 

・民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体等が直接実施

するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる事業について、PFI 手法で実施す

る。 

 

２．海外の事例（インタビュー結果より） 

    ・太平洋諸島諸国：プライベートビーチについては、太平洋諸島の島国でも認められていない。

そのかわり、多くの無人島があるので、そこまで客を連れて行くことで、実質的なプライベ

ートビーチを実現している。 

    ・ＡＳＥＡＮ諸国：インドネシア（バリ島）、フィリピン（セブ島）、カンボジア、タイ（プー

ケット）等にある。 

  

 

⇒リゾートの開発においてプライベートビーチがあることは重要な要素。 

 ＰＦＩを活用することで、海岸の管理とホテルの整備・運営を一体化する（次頁

４．を参照）。 
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３．国内の状況 

    ・国内のビーチはすべて国有地。海岸法の規定により、海岸の管理は都道府県、海岸の清掃は

市町村の負担。 

    ・維持管理費は多額。公益財団法人かながわ海岸美化財団では、平成 26 年度で 1 億 9,000 万

円（同財団ＨＰより）。 

    ・沖縄県恩納村のビーチは、入場の対価ではなく、駐車場、トイレ、シャワーなどの利便施設

を使用する対価として料金を徴収することで、事実上プライベート・ビーチ的な運営が行わ

れている。 

            

 

 

４．プライベートビーチ化に関する動き（上の写真を引用した論文より） 

    ・1999年の海岸法改正で、「海岸の保護」に加えて「海岸環境の整備と保全」「公衆の海岸の適

正な利用」を目的に位置づけ。 

    ・2001年の改正ＰＦＩ法で、ＰＦＩ事業であれば海浜地等の行政財産を国有財産法の規定に関

わらず、民間に貸し付けることが可能に。市町村主導の環境管理にＰＦＩを導入して民間主

体の海岸管理を促すことが可能ではないかという意見も。 

    ⇒ＰＦＩの活用により、法的に明確な形で民間事業者にビーチの管理を委ねることが可能にな

る。 

     当論文では、主に環境管理の主体に関するあり方の観点から論じられているが、受託者は管

理費用を営利事業で賄う必要があることから、ＰＦＩを活用するとすれば、自ずとプライベ

ートビーチ的な海岸の整備・管理という形態に行き着くのではないかと思われる。 

   

 

 

 

 

  

－恩納村では各ホテル事業者に前面の海

浜地の美化清掃等を依頼する関係。 

－口頭による管理依頼で、取り決めは交

わしていない 

沖縄県恩納村サンマリーナビーチ（『わが国における新たな海岸環境管理制度の実現化方策に関する研究』山

崎正人・横内憲久・岡田智秀 日本都市計画学会 都市計画論文集№39-3 2004年 10月 p.153 より 

【参考事例】奈良県 「コンベンション施設等整備運営事業」 

 ・拠点施設（コンベンション施設、駐車場・バスターミナル等）の整備・維持管理・運営をＰ

ＦＩで県が行い、民設民営で行うホテルとＮＨＫ放送会館との相乗効果を引き出すことを

意図。 

  →海岸・駐車場等の整備、維持管理運営（ＰＦＩ）と、民間ホテル事業とを組み合わせた事

業が考えられないか。   
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 Ｂ．メガヨットの寄港に関するインセンティブ 

 

   (1)-1カボタージュ規制（外国人による輸送業的な行為の制限）の緩和、入国手続きの迅速化等 

 

 

 

     ・沖縄県、石垣市を対象に、下記のような規制緩和の提案が出されている。海外からのメガ

ヨットで来訪する富裕層を誘致する上での重要な論点が整理された提案である。 

     ・これを千葉県においても適用することで、有効なインセンティブになるものと思われる。 

 

～国家戦略特区ワーキンググループ 平成27年度提案 株式会社COAST『「スーパーヨット特区」

を軸とした地域振興について』より 

現状 根拠法令等 規制・制度改革のための提案 

①日本では、メガヨットを

含む外国船籍による日

本国内で完結するクル

ーズ業務が法的に規制

されている。（カボター

ジュ規制:自国内の輸送

を自国の航空機または

船に限定） 

船舶法第 3条 1-1. カボタージュ規制の部分的緩和 

 小型客船によるチャータークルーズ産業は日本

国内に現存していないため、カボタージュ規制で

保護すべき国内業者がいないこの分野に限定し

た規制緩和を提案。 

 現船舶法で、外国船籍船において「商用」と「個

人所有船（プライベート）」を区別する新たな措

置を取る。 

 ※カボタージュ規制のある諸外国においても、商

用と個人所有の船舶を区別することは一般的 

②沿岸輸送特許、上陸許可

証、不開港出入特許、上

陸許可等の手続きが、移

動の度に必要であり、申

請における時間的制約、

提出方法等の諸条件も

厳しい。 

 このことは自由な運航

を求めるスーパーヨッ

トおよびプレジャーボ

ートの行動特性に合わ

ず、訪日の障害壁となっ

ている。 

船舶法第 3条 

 

関税法第 15

条 

 

出入国管理

及び難民認

定法第 57条 

2-１．入国法規準拠の手続きを迅速且つワンストッ

プ化 

 外国籍のヨット等が日本国内において容易に入

国・運行することが出来るように、全ての必要入

国法規準拠の手続きを迅速・簡易にして、重複作

業の軽減とワンストップ化を検討するとともに、

それを周知する体制を整える。 

2-2．クルージングパーミット制度の導入 

 個人所有船舶が入国後日本国内を一定期間、開

港、不開港を問わず自由に航行出来るクルージン

グパーミット制度の導入を検討するとともにそ

れを周知する体制を整える。 

 ※クルージングパーミット制度は米国等でも導

入されている制度で、日本に導入することでス

ーパーヨットによる経済効果が島嶼地域にも

及び、離島振興対策が可能 

 

⇒沖縄県、石垣市を対象にした規制緩和の提案が出されている。 

 千葉県においても同様のインセンティブが有効。 
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   (1)-2千葉県における入出国手続きの現状と緩和の提案（（１）-1の提案 2-1.に関連する） 

 

 

 

  

 

      ・千葉県内の港において、外国から外国籍に船で外国人が入国しようとする場合の手続

きを、関係機関に問い合わせた結果が下記の通り。関係機関の協力により、手続きを簡

素化する余地は大きいものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

⇒以下のような現行の手続きを前提にすると、検疫の対応が限られるため、開港

以外での入港は不可。 

 開港以外への出張や、検疫港以外での無線検疫の実施等が可能となれば、県内

各港への入港を実現できる。 

【入出国手続きの現状】    

  ～東京入国管理局、東京税関、東京検疫所等へのインタビュー結果に基づく 

 

 1)開港か不開港かで必要な手続きが異なる。国土交通省が管轄。 

   開港  →入港は可能。入国手続きが可能かどうかは個別判断。千葉県の開港は木更津

と千葉。 

   不開港 →国土交通大臣の特許を得れば入港可能。入国手続きの可否は個別判断。 

 

 2)入国管理／税関／検疫でそれぞれ手続きが分かれる。相互に連携することはない。通常、

これらの調整は代理店に依頼する。 

   入国管理：港により対応が異なる。担当者が港に出向くこともあれば、入国者に事務所

まで出向いてもらうこともある。手続きや出張に対して手数料を徴収するこ

とはない。 

   税関：特殊船舶（ヨット）の場合、開港・不開港いずれの場合も事前に税関に入港届を

提出する（通常は代理店が行う）。税関職員が出向くかどうかはケースによる（出

向かないこともある）。出港の場合も特殊船舶の場合は事前に出港届を提出して

もらうのみ。従って、税関の立場からは、当該港への特許と管理者の許可があれ

ば、きちんと届を出してもらえればどの港でも対応するということ。 

   検疫：検疫港（＝開港。即ち木更津と千葉）以外での対応はできない。 

      直前の出発港で船舶衛生管理免除証明書を取得し、無線検疫を行えば、検疫官が

船に乗り込むことなく手続きを完了すことができるが、それが可能なのも検疫港

に限られる。 

      なお、検疫に関わる手数料は発生しない。 
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  Ｃ．ＴＩＤ、ＢＩＤの取り組み 

 

 

 

 

     ・海外で先行している取り組みとして、観光地域の整備やプロモーション費用に充てる資金

を確保する仕組みであるＴＩＤ、ＢＩＤがある。地域のニーズにあった資金の活用が可能

なので、観光地域づくりにおいても有効と思われる。 

 

 1)ＴＩＤ、ＢＩＤとは 

     ＴＩＤ：ツーリスト・インプルーブメント・ディストリクト 

ＢＩＤ：ビジネス・インプルーブメント・ディストリクト 

      ＝ 認定された特定エリア内において、民間のエリアマネジメント団体に資金的な裏付け

を与え、持続的な街づくり活動を支援する制度 

 

 2)大阪版ＢＩＤ 

    ・2015年 4月より、日本初のＢＩＤとして制度運用。うめきた先行開発区域７ha。 

    ・「グランフロント大阪ＴＭＯ」が、不動産所有者から大阪市が集めた分担金を補助金として受

け取り、運営。 

    ・分担金で歩道空間の管理（点検、清掃等）を行う他、自主財源でオープンカフェやバナー広

告を実施。 

 

    

 

 

 

⇒千葉県内の観光地域においても、下記のような、必要資金の徴収と観光地域の整

備やプロモーションの費用に充てられる仕組みをつくることで、地域のニーズに

合った観光地域づくりが可能となる。 

（大阪市資料より） 
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3)その他のＴＩＤ、ＢＩＤ 

    ○米国の状況 

     ・観光の促進にはプロモーションが重要で、そのために必要な費用をどのように賄う方法と

して、国レベルでは入国税、地方レベルでは宿泊税がある。 

     ・ＴＩＤ、ＢＩＤでは、財源確保の不安定性を解消するために、一定のエリア内の宿泊事業

者から一定割合の賦課金を徴収する。現在では約 150のエリアで施行されている。 

     ・カリフォルニアで実施されているものが有名。条例が制定されて実施される。資金の使わ

れ方は様々。第三セクターを設立して、プロモーションを実施したり、景観の整備や、ガ

ードマンの雇用などにも使われる。 

 

      【「ビジット・ナパ・バレー」：カリフォルニア州のＤＭＯ（観光地経営組織）】 

        －持続可能な財源を確保するためにＴＩＤとして全宿泊者に対して室料収入の 2%を

課金。地域のマーケティングやセールスを担う。 

        －10年間で宿泊収入を大幅に増やすことに成功 

 

    ○国内の状況 

     ・「日本版ＤＭＯ」は、2017年 11月に 41法人が登録。 

     ・「せとうち観光推進機構」は、広島県をはじめ７県にわたる広域連携ＤＭＯ。広島県は「日

本版ＴＩＤ」を提唱。 

 

      【日本版ＴＩＤ法：広島県が提案】 

        －宿泊事業者：賦課金納付・理事会参加 

        －行政・議会：ＴＩＤ団体認定・賦課金徴収交付・ＤＭＯ監視 

        －ＤＭＯ：事業計画策定・事業実施・行政への報告 

        －理事会：ＤＭＯの意思決定・ＤＭＯ監視 
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Ｄ．消費税の減免による地域経済への貢献 

 

 

    ・地元産品を観光地域で販売したり、提供する料理の食材として活用するのを促進するために、

地元産品の仕入れ・販売に係る消費税を減免するというアイデア。 

    ・減免することで、観光地域全体での販売量の増加を図るとともに、地元産品の仕入れ増加に

よる地域経済の振興を期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⇒地元産品の販売に関する消費税の減免により、地域経済の振興に寄与 

（消費税の減免の効果の試算）外国人向けの消費税免税効果からの推計 

  ～百貨店における外国人観光客の免税売上動向を元に、消費税を半分の 4％にした場

合の地域経済への効果を灯台前の土産物店を対象に試算した。 

 

  2018年 1月 日本百貨店協会 外国人観光客の免税売上動向 対前年比 131.6％ 

  2017年 1～12月 全国百貨店売上             対前年比 100.1％ 

     差し引き、31.5％が免税による効果があったものと見なす。 

  8％の免税による効果が 31.5％なので、4％の場合は半分の 15.75％であるものとする。 

    

     灯台前（土産物店）売上       781,574千円（Ａ） 

     消費税の減免効果（売上の 4%）   31,263千円（Ｂ） 

     地元産品の販売（即ち仕入）が 15.75％増えるものとする。仕入は売上の 75％

とする。 

       781,574千円（Ａ）× 75％ ＝586,181千円（Ｃ） 

       586,181千円（Ｃ）× 15.75％ ＝ 92,324千円（Ｄ） 

 

  減免によりこの程度の効果があれば、減免による消費税収の減少（Ｂ）より多くの地

域経済への波及効果（Ｄ）が見込めることになる。 
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  Ｅ．バス事業の認可条件の緩和 

 

観光地域づくりに関して実現したいこと 

     ＝事業者の創意工夫により、必要な運送サービス（観光客及び地元住民にとって）が提供さ

れること 

 

 

 

     ・観光地域への来訪者等を対象にしたバスのサービスは、乗合バス事業としてサービス

や、宿泊施設の付帯サービスとしての送迎とがあるが、いずれも厳しい条件があり、参

入を難しくしたり、十分な量のサービス提供ができない状況にある。 

     ・これらの条件を緩和することで、観光客の交通の便を確保したり、地域の一般住民の利

便性の向上にも寄与すること考えられる。 

 

 

 

 

 

  

⇒上記のために、現行のバス事業に関する厳しい認可の条件を緩和すれば観光客の

2次交通問題と地域の交通事情の改善ができる 

改善が望まれる事柄 

① 宿泊事業者の送迎バスを乗合バス化 

 ・主目的は、宿泊施設の最寄り駅等か

らの利用者の交通手段の提供。 

 ・副次効果として、一般住民の利用を

可能とすることで、住民によっては

移動の便の確保、宿泊事業者にとっ

ては、一部ではあるがコストの回収

が可能になる。 

 

②宿泊事業者による送迎バスの複数台運

行 

 ・宿泊事業者による送迎バスの運行は、

現在、１事業者１台とされているた

め、送迎距離・時間が長い場合は運

送能力に不足が生じる可能性があ

る。 

実現へ向けた対応 

①乗合バス許可条件の緩和 

・乗合バス（一般旅客自動車運送事業）

の許可を受けるには、厳しい条件

（＝営業所の設置、予備車両の配置

等）がある。 

 

 ⇒条件を緩和すれば、地域の運送サー

ビスを容易に提供できる 

 

②送迎バスの条件の緩和 

 

 ⇒複数台保有・運行できるようにする

ことで、利用者の利便性を高められ

る 
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 Ｆ．人材の育成 

 

 

 

 

 

  1)外国の観光地域における人材育成 

   ・欧米ではコーネル大学等、観光を学ぶ質の高い大学が多数あり、高級ホテル等で活躍する人

材の供給源として機能している。こうした大学では卒業生の人脈が密で、それを活かして転

職を重ねることでキャリアアップを図ることがよく行われている。 

   ・グアムにはＧＣＣグアム短大、ハワイにはハワイ大学がありホスピタリティを教えている。

地元が観光地域として発展しているので、就職先（地元のホテルにとっては人材供給源）が

確保できる環境が整っている。 

 

  2)千葉県における人材育成のアイデア 

   ・県内で観光を学ぶ大学・学部を誘致し、観光地域に対する人材供給を図る。 

   ・その際、外国の著名な観光学部を有する大学と提携し、教育内容の質の向上を図るととも

に、卒業生のネットワークを広げることも考えられる。もちろん、既存の大学・学部がこの

ような形で対応を図ることも考えられる。 

   ・その他、職業訓練校においてサービス業に関するカリキュラムを充実させるなど、観光業で

従事する人材教育の底辺を広げる努力も有効と思われる。 

 

⇒「世界的観光地」において高級ホテル等で働く人材を確保するには、長期的な育成

システムが重要。人材供給源として、また就職先として、観光地域内の諸施設と教

育機関相互にとってメリットのある関係構築が期待できる。 
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５．先進事例の紹介 

 

（１）観光地域づくりの事例 

 

    観光地域づくりに成功している事例としては、外部から新たなに入った有力な事業者が中心

となって進める事例や、地元の事業者が組織立って観光地域づくりに取り組むものが多い。事

例を見ることにより、千葉県における観光地域づくりで参考になる視点を整理する。 

 

  ①星野リゾート（インタビュー結果や、同社ＨＰの情報等より） 

   1)竹富島 

     ・2012年にオープン。島の自然や文化を活用した滞在型のリゾート。竹富島の集落は、国の

重要伝統的建造物群保存地区に登録されている。 

     ・沖縄の自然、海の風景があることに加えて、島の文化に着目。例えば、島民が普段利用し

ている牛車を活かし、来訪者が島の生活を体験できるように工夫。 

     ・単に自然があるだけでは難しい。生活・文化を活かし、それを活かせて、地域住民にもし

っかり還元できたことが成功要因。 

             星野リゾートの成功要因 

 

 

 

 

 

 

   2)長門市（インタビュー結果や、長門市ＨＰの情報等より） 

    ・市長の強力なリーダーシップで再開発計画に取り組み。星野リゾートが受託して構想をとり

まとめた。地域の有名旅館が破綻し、星野リゾートが運営を行うところからスタート。市長

の「温泉街として活性化して欲しい」という考えと、星野リゾートの「温泉街として面とし

て活性化した方が良い」という考えが一致した。 

    ・星野リゾートが「長門湯本温泉マスタープラン」を作成。以下の３点が目標 

      －全国温泉ランキングＴＯＰ１０を目標とする 

      －魅力的な温泉街の再生に取り組む 

      －魅力的な温泉街に必要な６つの要素を整備する 

        ＝外湯、食べあるき、文化体験、そぞろ歩き、絵になる場所、休む・佇む場所 

    ・星野リゾートが、「界」の開業を通じて温泉地やその周辺を含む長門湯本温泉街全体の活性化

に寄与し、計画の具体化に向けた支援を実施。 

 

 

  

自然 

施設 文化 
訴求できる「文化」があり、それを活か

せたことが成功要因 

（インタビューを元にＪＭＳで整理） 

 
（長門市ＨＰより） 
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   （参考）千葉県の観光地域づくりに関する視点 

     ○「その地域ならでは」の要素があるか 

       ・竹富島では島民の生活・文化が、長門温泉では古い温泉街そのものが、それぞれ観光

客に十分に訴求できる要素として取り上げられた。単に海が見える、きれいなビーチ

があるというだけではなく、そのエリアの中で何か楽しみを探せるような要素がある

と、十分に開発の可能性はある。 

       ・千葉県内にも、歴史・文化・伝統産業等、外に向けて発信し、来訪者が楽しめる要素

を持った地域はあるはずで、それを核にした観光地域づくりは可能ではないか。 

 

      ○地域の問題意識が高まっているか 

       ・長門市では、有名旅館の破綻という危機に際して、市長がリーダーシップを発揮して

星野リゾートの協力を得て活性化に着手したことがきっかけであった。地域全体とし

ての取り組みにするには、当事者のうちの誰かが中心になって進めることが必要であ

る。地域の意見がまとまり、有力な事業者を巻き込んで観光地域づくりを行う動きが

できれば、観光地域づくりが効果的に動き出す可能性が高い。 

 

  ②地元組織を中心にした観光地域づくり 

     地域をあげた観光地域づくりに取り組み、成果を上げている事例として以下の 2地域を挙げ

ることができる。 

 

   1)城崎温泉（兵庫県豊岡市） 

・直近 5年間で外国人観光客が 36倍に増加。 

     ・2015年に豊岡市の観光情報サイト「Visit Kinosaki」に宿泊予約機能を装備。フランス語

にも対応。 

     ・2016 年 6 月には豊岡版ＤＭＯ「豊岡観光イノベーション（一般社団法人）」設立。企業と

連携して組織し、マーケティング事業、現地ツアーの開発・販売、宿泊予約サイト「Visit 

Kinosaki」の運営等。 

 

   2)岐阜県高山市 

・海外において高い評価。 

      －平成 19年「MICHELIN Voyager Pratique Japon」で三つ星。 

      －平成 21年「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 2009」で三つ星。 

    ・観光客は 400万人。外国人は 28万人。外国人は 10年前の約 5倍。 

    ・平成 15年にできた「飛騨高山国際誘客協議会」が外国人観光客の誘致活動の中心組織。 

    ・「外国人観光客が安心して一人歩きできるまちづくり」。誘導案内、散策マップの配布等。 

    ・当初から民主導で実施。行政はその支援に徹している。 

 

   （参考）地域全体のマネジメントに関する視点 

      上記２事例の他、長門市の事例も、地元における観光地域づくりにおいて、中核となる組

織やリーダーがリーダーシップを発揮して、成果を上げているものである。 
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      地域全体のマネジメントに期待されるのは、以下のような役割である。 

      ○地域全体のマネジメントに期待される主な役割 

1)当該観光地域全体のコンセプトの設定 

       2)観光振興計画の策定 

       3)地域住民とデベロッパーとの融合や調整役 

       4)景観の統一（建物の高さ、色遣い、名称等） 

       5)地域全体としてのプロモーション活動   等々 

 

      ○地域全体のマネジメントの役割の重要性は、今回行った有識者へのインタビューでも史

的する声が多く聞かれた。 

 

東洋大学 古屋教授： 

「地元の人が継続的に取り組めることが重要」「地元が主体になって成功」 

          「自治体がリーダー役を担った事例は少ない。民間事業者がいかに積極的に取り

組めるかがポイント」 

          例）別府温泉、長崎、熊野 

 

  関東経済産業局 北原参事官： 

「うまくいっている観光地域（香取市佐原）では、商工会議所の顧問がリーダー

役を務めている」 

 

  日本大学 近藤名誉教授： 

「うまくいっているカリスマ的なリーダーが存在する観光地域。全てを任せるこ

とが成功要因」 

          例）ＪＲ九州の豪華列車 
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６．今後の取り組み（ロードマップ） 

 

（１）観光地域づくりのロードマップ 

 

  ～来年度以降の活動内容は大きく以下の 2点である。 

 

   ①千葉県内に対する勉強会の開催 

    →今回の検討結果を共有し、各地域における観光地域づくりに対する気運を醸成するととも

に、各地域における推進体制を整備することに役立ててもらう。 

     同時に、観光地域づくりに対して必要と思われる、国や行政で取り組むべきインセンティ

ブに関する意見・要望を収集する。 

 

   ②観光地域づくりに必要なインセンティブの整理と関係省庁への働きかけ 

    →インセンティブの実現に向けては、関係省庁へ説明の上、理解を得て、必要な法令の改正

や予算措置を行ってもらう必要がある。今回の検討結果から得られた視点や、今後各自治

体から出される要望を、関係省庁に働きかけを行い、インセンティブの実現へ向けて働き

かけを行っていく必要がある。 

 

 

 

 

  

千
葉
県

各
市
町
村

関
係
省
庁

今回の検討
結果の公表

検討結果に関する勉強会
内容：観光地域づくりイメージの共有

インセンティブ、課題の共有
出席：市町村の観光担当部課長

市町村の商工会議所
その他関連事業者

※必要に応じて複数箇所・回の開催勉強会の
開催依頼

検討着手
の判断

観光地域づくりの検討

各観光地域における（再）開発

国・行政として対応が望まれる
インセンティブの整理

関係省庁への働きかけ

インセンティブの実現
・関連法令の改正
・予算措置 等

平成30年度 平成31年度以降

インセンティブの活用
要望・意見の反映

観光地域づくりに向けた気運の醸成・推進体制の整備
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 （２）千葉県内の観光地域づくりのイメージ 

 

・観光地域づくりにおいては核となる施設（とりわけ高級ホテル）の整備が重要な位置を占める。

観光地域としてのイメージを植え付け（又は刷新し）、大きな観光需要を起こすことがその後の

観光地域としての発展にとって重要。 

   ・その後、十分に見込めるようになった需要に対応し、さらに高めていくために追加で新たな施

設整備を進めることが重要。こうして発展が軌道に乗ることにより、追随する投資が見込め、

それが地域経済にとっても好影響を与えることにつながっていく。 

 

 

  千葉県内の観光地域づくりの発展段階イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イメージづけ、需要の喚起 需要への対応、規模の拡大 観光地域としての好循環の確立

核となる施設の（再）整備
・高級ホテル
・集客施設
・病院 等
インフラの整備
・ライフライン
・交通網
エリアの魅力（文化・歴史）の発掘

ポイント
○まず需要を起こす。成功することで消
費者と投資家の関心を引く。

○必要なインセンティブを与えて開発を
後押しする。

施設の追加整備
・高級ホテル
・飲食、物販施設 等
観光地域としての基盤整備
・プロモーションの推進
・関連産業の育成
・人材の育成 等

ポイント
○観光地域としての拡大へ向けて、
二の矢、三の矢を放つ。

○地域で観光を支える産業構造整
える。

観光地域としての基盤整備
・観光施設の適時・適切な
追加・更新投資
・景観、環境の整備
・プロモーションの推進
・関連産業の育成
・人材の育成 等

ポイント
○地域全体の魅力を高め（維持
し）、追加・更新投資を促す。
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Ⅳ．テーマ案Ｄ説明資料      

 

１．千葉県における観光地域づくりのテーマ案 

 

（１）検討の経緯 

  ・近年、海外から日本を訪れる外国人観光客（インバウンド）が急増している。観光客が国内で行

う消費は多額にのぼり、地域経済の振興にとって、観光業の果たす役割は大きく、ますます発展

することが期待されている。 

 

  ・新たな観光のニーズを掘り起こし、また利用者の期待に応えるためには、民間資本の積極的な投

資を誘導し、新たな観光地域づくりや、既存の観光地域の活性化を行っていくことが必要である。 

 

  ・今回の検討では、いくつか県内における観光地域づくりのテーマと適地を選定し、開発に向けた

ロードマップを作成した。 

 

 （２）観光地域づくりが地域に与えるインパクト、チャンス 

 

・新たな観光地域づくりは、地域に対する波及効果も大きい。コアとなる中核宿泊施設や周辺観

光地、交通・輸送業者だけでなく、裾野の広い様々な産業への波及効果をもたらす。 

・場合によっては、周辺産業に求める「水準」も相応に高くなることも想定される。新たな観光

地域づくりは大きなビジネスチャンスを産む可能性があるが、相応の「準備」をしないと、そ

の利益を得ることは難しいとも言える。 

 

 

 

 

中核宿泊施設

周辺産業（例）

周辺観光地
-面としての開発-

新たな観光地域とその周辺産業のイメージ

交通・輸送業者

ﾘﾈﾝ・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 食品加工 農林水産

特産品生産 人材育成/派遣 通訳/ガイド

旅行代理店 清掃 設備維持・工事

周辺の地域におけるインパクト・チャンス
例）観光客の地元商店街への立寄り需要、地元イベント開催、定住/居住の促進等々

 新たな観光地域のコ
ンセプトを満たせる
か

 ターゲット顧客が満
足する品質のサービ
ス提供ができるか。

 地域として、受入れ
やチャンスに対する
準備が必要

 言語や表記対応など
は共通課題となる

 誰が周辺産業を担う
か

 既存事業者のレベル
アップによる参入

 新規創業による参入

【論点】

⇒新しい観光地域づくりを進めることは、課題も多いが、地域への様々な波及効果が

期待できるため、地域経済にとってはチャンスでもある。 
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 （３）テーマ案の選定 

 

  ①「世界的観光地」を目指す 

・今回の検討では、千葉県内に「世界的観光地」を形成することを目指す。 

・世界的観光地とは、『その地域の観光資源を活かし、外国人をはじめ多くの人が訪れる風景、

気候、施設等を備えた、長期滞在が可能な地域』と定義する。 

・代表的な「世界的観光地」としては、ハワイ、グアム、ドバイ等のように、ホテルを中核にし

て富裕層、外国人も多く集まる、長期滞在型の観光地である。 

    [ハワイ]                [グアム] 

 

 

 

 

 

 

            [ドバイ] 

 

 

 

 

 

 

 

  ②新たな観光地域づくりに求められる要件 

    以下の要件に基づき、県内における観光地域づくりのテーマを設定する適地を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ハワイ州観光局ＨＰより） （グアム政府観光局ＨＰより） 

（ドバイ政府観光・商務局ＨＰより） 

[新たな観光地域づくりに求められる要件] 

要件①宿泊施設の立地 

・浦安、幕張、成田といったエリア以外の宿泊施設の立地として魅力度が高いこと。 

要件②外国人観光客を誘致できる魅力度 

・外国人観光客が訪れたいと思うような世界水準の観光資源があること。 

要件③滞在時間・泊数の増加 

・観光地域を面として開発し、時間・泊数を伸ばし、経済効果（消費単価向上）を増加させるこ

と。 

要件④既存観光資源の活用 

・海洋資源を中心に、既存の優れた観光資源をしっかりと活用すること。 

要件⑤立地の優位性 

・東京という巨大マーケットの近郊であり、羽田や成田といった国際的な玄関口からも至近で

ある。 

・また三方を海に囲まれるといった立地特性も十分に活かす。 
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  ③テーマ案の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⇒世界的観光地になる可能性の高い４テーマ（地域）案を第１グループと位置づけ

て検討することとする。（濃い網掛け部分を抽出・再編成） 

     ○海：銚子     ⇒ テーマ案Ａ 

        鴨川・勝浦  ⇒ テーマ案Ｂ 

        南房総    ⇒ テーマ案Ｃ 

     ○医療：成田    ⇒ テーマ案Ｄ 
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（４）各テーマ案の概要 

 

 ①テーマ案設定の基本的考え方 

  

  1)高級ホテルの整備 

    「世界的観光地」に相応しい観光地域をつくりあげて行くには、核となる施設が重要である。

特に、多くの外国人が訪れるような、長期滞在型の観光地域を目指しているため、宿泊施設の

充実がポイントになる。 

    そこで、各テーマ案、特に「海」をテーマにした観光地域づくりの案においては、当該観光

地域のイメージをも左右する中核施設として、高級ホテルの整備を中心に考える。富裕層の誘

客が可能な施設ということで、4～5星クラスの高級ホテルを新築、もしくは既存の施設のリノ

ベーションで整備する。 

  

  2)関連施設の高級仕様を想定 

    富裕層が訪れ、長時間過ごし、多くの消費を行ってもらうことを期待しているので、関連施

設の充実も意識する。 

    飲食・物販施設等を想定するが、その仕様も高級ホテルに来訪する層を意識し、高級な飲食・

商品を扱うことを想定する。 

 

  3)規制緩和や関係者間の調整も前提にする 

    銚子や南房総では、既に施設が存在したり、転用可能な港があることから、メガヨットの寄

港が可能な施設の整備を考える。実現するには、ハードの追加投資や、関係者（地元自治体や

漁組等）間の調整、関係機関（入国管理、税関、検疫）の対応も必要になり、後述するように

それぞれ大きな課題があるが、それらもクリアできるということを想定して案を整理した。こ

うした規制を緩和することも、観光地域づくりに必要な大きなインセンティブとなる。 

  



 

 ②各テーマ案の概要 

  ○テーマ案の比較 

【景観や各種アクティビティなど「海」をテーマとした観光地域づくり】 

 テーマ案Ａ 銚子 テーマ案Ｂ 鴨川・勝浦 テーマ案Ｃ 南房総 

想定 

エリア 

①犬吠埼周辺 

②漁港を中心とする銚子市街 

③マリーナを中心とする地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①鴨川・勝浦を中心とする地域 ③南房総・館山を中心とする地域 

ターゲット ○海外及び国内のアッパーミドル～富裕層。 

投資 

内容 

1)犬吠埼地域 

 ホテル・リノベーション       ２棟 

 新規高級ホテル整備         １棟 

 灯台前(土産物店・水族館)の複合再開発１棟 

2)市街地・卸売市場地域 

 第一市場前飲食・物販施設      10棟 

 メガヨット寄港対応(飲食・物販)   １棟 

3)マリーナ・屏風ヶ浦地域 

 マリーナ・リノベーション      １棟 

 ホテル（新設）           １棟 

1)鴨川地域 

 ホテル・リノベーション     ２棟   

 新規高級ホテル整備       １棟 

 ヘルスケア施設         １棟 

2)勝浦地域 

 ホテル・リノベーション     ２棟 

 新規高級ホテル整備       １棟 

ホテル・リノベーション       ２棟   

新規高級ホテル整備         １棟 

メガヨット寄港対応(飲食・物販)   １棟 

主な 

課題 

1)規制等の対応（自然公園法、ヨットでの寄港等） 

2)アクセス、地域内の周遊性の確保 

3)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 

1)規制等の対応（自然公園法等） 

2)アクセス、地域内の周遊性の確保 

3)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 

1)規制等の対応（ヨットでの寄港等） 

2)アクセス、地域内の周遊性の確保 

3)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 

 

 

 

 

 

 



 

 

【「医療」「ヘルスケア」と「海」を組み合わせた観光地域づくり】 

 テーマ案Ｄ 成田 

想定エリア ①成田空港近くの病院（国際医療福祉大学成田病院）建設予

定地とその周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ターゲット ○海外及び国内のアッパーミドル～富裕層。 

投資内容 病院                    １棟 

 ～着工済み・642 床・2020 年 4 月開院予定 

ヘルスケア施設               １棟 

主な課題 1)アクセス、地域内の周遊性の確保 

2)高い水準でのサービス提供体制整備、人材育成 
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２．テーマ案Ｄの内容 

【「医療」「ヘルスケア」と「海」を組み合わせた観光地域づくり】 

 テーマ案Ｄ 成田 

選定理由 ①成田空港は多くの訪日旅行者が利用するので、外国人を対象とした観光施設の

成立可能性は潜在的に高い。成田空港の近くに、国際医療福祉大学が病院を新

設予定。これと、周囲の観光資源との連携を図ることで考えられる。 

②今後のマクロ的な傾向（高齢化、アジア諸国の所得向上等）やマーケットを見

据えるとチャンスが大きい。 

想定エリア ①成田空港近くの病院建設予定地とその周辺 

エリアにおける

資源 

[施設等] 

○成田空港 

○空港周辺のホテル 

○既存の観光施設 

－日本遺産（佐倉／成田／佐原） 

○商業施設（アウトレット） 

○集客施設（房総のむら、THE FARM） 

 [食]  

○海産物（加工品も含む）、農産物 

ターゲット ○海外及び国内のアッパーミドル～富裕層。 

投資内容 (1)国際医療福祉大学成田病院（2020年 4月開院予定） 

 ※国際医療福祉大学資料より 

 ・642 床、診療科 39科 

 ・敷地面積 159.6千㎡。建築面積 23.8千㎡、延床面積 123.8千㎡。 

 ・総事業費約 700億円 

 [整備後の施設のイメージ] 

 

 

 

 

  （国際医療福祉大学の HPより） 

(2)ヘルスケア施設 １棟 

 ・鍼灸、タラソテラピー等を導入。有名事業者を導入して、「評判」で客が来る

ようにする。 

 ・外国語対応を充実。案内、スタッフを揃える 

 [整備後の施設のイメージ] 

 

 

 

（Danubius Hotel Groupの HPより）（フィリピン The Farmの HPより） 
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【「医療」「ヘルスケア」と「海」を組み合わせた観光地域づくり】 

 テーマ案Ｄ 成田 

開発の具体的イ

メージ 

(1)全体観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・成田市内には、成田山新勝寺等の観光施設やホテルが多数ある他、車で 30

分圏内に佐倉、酒々井、佐原等の観光施設の集積がある 

 

(2)成田周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・国際医療福祉大学成田病院の予定地は成田空港の至近。空港周辺や成田市

内には多数のホテルや観光施設が集積しており、これらとの連携がとりや

すい立地にある。 

  

 

成田空港 

佐原・香取 

佐倉・酒々井 
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３．収支の概算 

 

 （１）テーマ案の概要 

   テーマ案Ｄで整備することを想定している施設を整理すると、以下の通りである。 

テーマ案 内容 

テーマ案Ｄ 成田  病院（参考・着工済み）         １棟 

 ヘルスケア施設             １棟 

 

 （２）テーマ案の収支概算（詳細は参考資料を参照） 

   今回行った各テーマ案の試算の目的と、試算方法の概要は以下の通りである。 

各テーマ案の規模や収益性を大まかに把握し、行政としてのサポートやインセンティブを考え

ることを目的としているので、詳細な施設内容や、運営体制等は検討していない。※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的：各テーマ案を実施した場合に必要な投資額と収支を大まかに見積もる 

   その結果として、行政としてどのようなサポートやインセンティブの付与ができるの

考える。 

○整備費用：各テーマ案の整備予定施設について、一般的な当該施設の規模（面積）や、実

際に対象地において考えられる規模（面積）を想定し、事例を元に設定した平

均的な面積あたり費用を乗じることで算出。 

○収入  ：整備する施設のグレードに応じて想定される単価や稼働状況を設定して、概算

で見込む。 

○利益率 ：各事業で一般的に見込まれる利益率や、整備する施設と同等レベルの施設の数

値を採用し、売上高に乗じることで利益を算出。従って、費用は個別に積み上

げていない。 

※詳細な事業計画の策定の必要性について 

 ・上記の通り、各テーマ案の収支の概算を行っているので、施設の内容や運営体制等

は十分に詰めていない。 

 ・当然のことながら、実際に観光地域としての開発を行う際には、施設の整備地を特

定した上で、マーケット調査を行いつつ詳細な施設規模と仕様を設定し、運営体制

等の検討を行った上で事業収支を詳細に試算する必要がある。 
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   各施設の詳細な試算方法は参考資料に譲るが、概ね以下の例に示すレベルでの積み上げを行っ

ている。 

【例（ホテルの試算）】 

 1)高級ホテルを想定し、以下の施設構成として面積を設定。 

    →9,967㎡ 

 

2)整備費用単価は、最近整備された高級ホテルの事例を参考に設定。 

→1,000千円／㎡ 

 

3)「収入＝実質客室単価（ＡＤＲ）×客室数×客室稼働率×365 日」として計算。ＡＤＲと客

室稼働率は上位 50社の平均を採用。  

ＡＤＲ：32,166円 

客室稼働率：73.7％ 

→864,281千円／年 

  この他、飲食、物販、結婚式・宴会収入も見込む。 

 →ホテルの総売上：2,633,204 千円／年 

 

4)利益率は日本ホテル協会の全国主要ホテル経営実態調査より、1～99 室のホテルの平均

（3.74％）を採用。 

 経常利益＝2,633,204千円×3.74％＝98,482千円／年 

 

5)償却年数を設定し、償却費と経常利益の合計で整備費を除して改修期間を概算。 

  →27.9年 

 

  

○新設高級ホテルの規模設定

　①客室

1室あたりの広さ 45 ㎡

室数 100 室

客室計 4,500 ㎡ Ａ

　②レストラン

1人あたりの広さ 2.5 ㎡

1軒あたり人数 60 人

1ホテルの軒数 3 軒

レストラン計 450 ㎡ Ｂ

　③物販施設 300 ㎡ Ｃ

　④挙式場・バンケット・厨房（100人利用）

550 ㎡ Ｄ

　④レンタブル比 0.6 Ｅ

　⑤全体面積 （Ａ＋Ｂ＋C＋D）／E

9,667 ㎡ Ｆ
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  テーマ案Ｄにおける収支は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

成田

売上（千円） 利益率
経常利益

（千円）

整備費

（千円）

償却期間

（年）

減価償却費

（千円）
回収期間（年）

Ａ Ｂ Ｃ＝A×Ｂ Ｄ Ｅ Ｆ＝Ｄ／Ｅ Ｄ／（Ｃ＋Ｆ）

ヘルスケア施

設
548,856 27.12% 148,850 1,400,000 31 45,161 7.2

（参考）病院 省略

施設
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（３）各テーマ案の採算性を確保するために必要な施策 

 

   試算結果で見たように、整備費用の回収期間は比較的長いという結果になったが、その大きな

要因として、観光関連事業の利益率が低いことを挙げることができる。 

   類似する他事業について経常利益率を調べたところ、「不動産賃貸業・管理業」は下記の通り

13.7％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   これに対し、観光地域における中核的な事業であるホテル事業の利益率は 3.74％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   投資家の主たる関心事は、その投資からどれだけ多くのリターンが得られるかである。一般的

な事業の利益率が上記の通りであるとすると、投資先としての観光関連事業は、相対的に魅力が

乏しいということを意味する。「地方の観光地域のホテル事業に投資するよりも、都心の賃貸オ

フィスビルに投資した方が、高いリターンが期待できる」ということである。 

 

 ⇒この利益率の差を縮めないことには、地方の観光地へ多額の投資を呼び込むことは

困難である   

 

  

  

（参考）不動産賃貸業における利益率との比較 

  ～平成 28年中小企業実態基本調査（平成 27年度決算実績）より 

 不動産賃貸業・管理業 不動産取引業 

売上高（百万円） 8,309,367 6,832,325 

経常利益（百万円） 1,134,455 338,786 

経常利益率 13.7％ 5.0％ 

 

  →投資先としての魅力度を収益性の観点から見ると、貸しビル業を中心とする不動産賃貸業

で 10％以上の利益率が見込めるということなので、投資家に対して観光地域への投資を促

すためには、利益率を高めることが必要。 

投資家の関心の向き方 

 ⇒リターンにのみ着目すると、観光地域に投資するより、都心で貸しビル業に投資する方が魅

力的である。 

投資家の関心 

 ＝より高い利益を得ること 

観光地域のホテル業 

3.74％ 

○○○○業 

○.○％ 

都心の貸しビル業 

13.7％ 

より利益率の高い貸しビル業を選定 
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こうした状況への対応として、政策的なインセンティブを付与することと、事業者自らの工夫

による対応とが考えられる。主な対応策は以下の通りである。ここでは頭出しとしての整理に留

めるが、次項以降で、外国で行われている観光業に対するインセンティブを整理し、千葉県で必

要と思われるインセンティブの提案を行うこととする。 

 

 1)政策的なインセンティブの付与 

   ⅰ．投資を呼び込むためのインセンティブ 

      例）税制上の優遇措置 

      ・千葉県：立地企業補助金制度 

      ・経済産業省：地域中核企業に対する支援 

 

   ⅱ．地元経済の活性化につながるインセンティブ 

      例）補助金の支給 

      ・北秋田市：おもてなし宿泊支援事業 

        ～地場産品を盛り込んだ宿泊プランに対し 1人あたり最大 2,000円補助 

      アイデア例） 

      ・地元産品の仕入に対する消費税の減免 

        ～地場産品の利用促進とコストダウンを実現 

  2)事業者の取り組み 

ⅰ．事業内容を変更しない範囲での対応 

    イ）高価格路線の客単価設定 

     ・設備レベルやサービスメニューを高級化 

    ロ） サービス質に直結しない部分のコスト削減 

     ・管理体制の効率化による対人サービスの充実、   

           外部ソースの活用、原材料費の抜本的見直し等 

    ハ） 施設効率の向上 

     ・施設面積あたりの売上アップにつながるサービス、飲食部門の回転率の引き上げ等 

   ⅱ．事業内容（規模）の変更を伴う対応 

    イ） 関連サービスへの取り組み 

     ・宴会、リラクゼーションサービス等、周辺サービスへの取り組み 

    ロ） 事業規模の拡大 

     ・物販等、収益事業の面積の拡大  
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４．観光地域づくりを進める上で必要なインセンティブ・施策 

 

（１）整備／運営段階別のインセンティブ 

     観光地域づくりを促進するために、今後、国や地方自治体が具体的にどのようなインセンテ

ィブを付与することが有効かを考えるために、観光地域の整備又は再整備を行う際に有効と思

われるインセンティブと、実際に観光地域として運営を行っていく段階で有効と思われるイン

センティブの整理を試みた。各地域のこれまでの経緯や現状・課題に照らして、有効と思われ

るインセンティブを適切に組み合わせて実施することが重要である。 

     このうち、赤字部分のインセンティブについては、具体的な提案事項に整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

観光地域の（再）整備に関するインセンティ

ブ 

観光地域の運営に関するインセンティブ 

1)開発・整備に関する規制の緩和 

 例）自然公園法による容積率、高さ制限の

緩和 

   外国人の雇用の緩和、ＰＦＩの活用に

よるプライベートビーチの実現 

2)入国・移動に関する規制の緩和 

 例）カボタージュ規制：個人所有船に関し

て緩和し、外国からのメガヨット

による国内クルーズ業務を認める 

   入出国・移動手続きの簡素化 

3)事業者に対する開発費用に関する経済的支

援 

 例）所得税の控除 

 地元からの調達に対する税の優遇・免

除 

   補助金の支給 等 

4)インフラの整備（Ａ） 

 ～ 交通網（空港・港湾・道路・鉄道

等）、ライフライン 

5)人材の確保 

 例）雇用に対する補助金の支給 

1)地元産品、伝統工芸品の販売に関する優遇 

 例）補助金の支給 

   税制の免除（消費税等）（Ｂ） 等 

2)二次交通網の整備 

 例）地域周遊パスの設定 

   バス路線整備に関する条件の緩和、補

助 等 

3)観光プロモーションの支援（Ａ） 

 例）観光地域全体や、地方自治体としての

プロモーション活動の展開 

4)人材の育成・紹介（Ｃ） 

 例）学校（大学、観光関連の専門学校等）

の整備・誘致 

   人材バンクの創設・運営 

赤字のインセンティブは、次頁以降の（５）の中

で提案事項として取り上げたもの。 

Ａ～Ｃは、次頁以降の項目に対応。 
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（２）テーマ案Ｄにおけるインセンティブの提案 

  Ａ．ＴＩＤ、ＢＩＤの取り組み 

 

 

 

 

     ・海外で先行している取り組みとして、観光地域の整備やプロモーション費用に充てる資金

を確保する仕組みであるＴＩＤ、ＢＩＤがある。地域のニーズにあった資金の活用が可能

なので、観光地域づくりにおいても有効と思われる。 

 

 1)ＴＩＤ、ＢＩＤとは 

     ＴＩＤ：ツーリスト・インプルーブメント・ディストリクト 

ＢＩＤ：ビジネス・インプルーブメント・ディストリクト 

      ＝ 認定された特定エリア内において、民間のエリアマネジメント団体に資金的な裏付け

を与え、持続的な街づくり活動を支援する制度 

 

 2)大阪版ＢＩＤ 

    ・2015年 4月より、日本初のＢＩＤとして制度運用。うめきた先行開発区域７ha。 

    ・「グランフロント大阪ＴＭＯ」が、不動産所有者から大阪市が集めた分担金を補助金として受

け取り、運営。 

    ・分担金で歩道空間の管理（点検、清掃等）を行う他、自主財源でオープンカフェやバナー広

告を実施。 

 

    

 

 

⇒千葉県内の観光地域においても、下記のような、必要資金の徴収と観光地域の整

備やプロモーションの費用に充てられる仕組みをつくることで、地域のニーズに

合った観光地域づくりが可能となる。 

（大阪市資料より） 
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3)その他のＴＩＤ、ＢＩＤ 

    ○米国の状況 

     ・観光の促進にはプロモーションが重要で、そのために必要な費用をどのように賄う方法と

して、国レベルでは入国税、地方レベルでは宿泊税がある。 

     ・ＴＩＤ、ＢＩＤでは、財源確保の不安定性を解消するために、一定のエリア内の宿泊事業

者から一定割合の賦課金を徴収する。現在では約 150のエリアで施行されている。 

     ・カリフォルニアで実施されているものが有名。条例が制定されて実施される。資金の使わ

れ方は様々。第三セクターを設立して、プロモーションを実施したり、景観の整備や、ガ

ードマンの雇用などにも使われる。 

 

      【「ビジット・ナパ・バレー」：カリフォルニア州のＤＭＯ（観光地経営組織）】 

        －持続可能な財源を確保するためにＴＩＤとして全宿泊者に対して室料収入の 2%を

課金。地域のマーケティングやセールスを担う。 

        －10年間で宿泊収入を大幅に増やすことに成功 

 

    ○国内の状況 

     ・「日本版ＤＭＯ」は、2017年 11月に 41法人が登録。 

     ・「せとうち観光推進機構」は、広島県をはじめ７県にわたる広域連携ＤＭＯ。広島県は「日

本版ＴＩＤ」を提唱。 

 

      【日本版ＴＩＤ法：広島県が提案】 

        －宿泊事業者：賦課金納付・理事会参加 

        －行政・議会：ＴＩＤ団体認定・賦課金徴収交付・ＤＭＯ監視 

        －ＤＭＯ：事業計画策定・事業実施・行政への報告 

        －理事会：ＤＭＯの意思決定・ＤＭＯ監視 
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Ｂ．消費税の減免による地域経済への貢献 

 

 

    ・地元産品を観光地域で販売したり、提供する料理の食材として活用するのを促進するために、

地元産品の仕入れ・販売に係る消費税を減免するというアイデア。 

    ・減免することで、観光地域全体での販売量の増加を図るとともに、地元産品の仕入れ増加に

よる地域経済の振興を期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒地元産品の販売に関する消費税の減免により、地域経済の振興に寄与 

（消費税の減免の効果の試算）外国人向けの消費税免税効果からの推計 

  ～百貨店における外国人観光客の免税売上動向を元に、消費税を半分の 4％にした場

合の地域経済への効果を灯台前の土産物店を対象に試算した。 

 

  2018年 1月 日本百貨店協会 外国人観光客の免税売上動向 対前年比 131.6％ 

  2017年 1～12月 全国百貨店売上             対前年比 100.1％ 

     差し引き、31.5％が免税による効果があったものと見なす。 

  8％の免税による効果が 31.5％なので、4％の場合は半分の 15.75％であるものとする。 

    

     灯台前（土産物店）売上       781,574千円（Ａ） 

     消費税の減免効果（売上の 4%）   31,263千円（Ｂ） 

     地元産品の販売（即ち仕入）が 15.75％増えるものとする。仕入は売上の 75％

とする。 

       781,574千円（Ａ）× 75％ ＝586,181千円（Ｃ） 

       586,181千円（Ｃ）× 15.75％ ＝ 92,324千円（Ｄ） 

 

  減免によりこの程度の効果があれば、減免による消費税収の減少（Ｂ）より多くの地

域経済への波及効果（Ｄ）が見込めることになる。 
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 Ｃ．人材の育成 

 

 

 

 

 

  1)外国の観光地域における人材育成 

   ・欧米ではコーネル大学等、観光を学ぶ質の高い大学が多数あり、高級ホテル等で活躍する人

材の供給源として機能している。こうした大学では卒業生の人脈が密で、それを活かして転

職を重ねることでキャリアアップを図ることがよく行われている。 

   ・グアムにはＧＣＣグアム短大、ハワイにはハワイ大学がありホスピタリティを教えている。

地元が観光地域として発展しているので、就職先（地元のホテルにとっては人材供給源）が

確保できる環境が整っている。 

 

  2)千葉県における人材育成のアイデア 

   ・県内で観光を学ぶ大学・学部を誘致し、観光地域に対する人材供給を図る。 

   ・その際、外国の著名な観光学部を有する大学と提携し、教育内容の質の向上を図るととも

に、卒業生のネットワークを広げることも考えられる。もちろん、既存の大学・学部がこの

ような形で対応を図ることも考えられる。 

   ・その他、職業訓練校においてサービス業に関するカリキュラムを充実させるなど、観光業で

従事する人材教育の底辺を広げる努力も有効と思われる。 

 

  

⇒「世界的観光地」において高級ホテル等で働く人材を確保するには、長期的な育成

システムが重要。人材供給源として、また就職先として、観光地域内の諸施設と教

育機関相互にとってメリットのある関係構築が期待できる。 
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５．先進事例の紹介 

 

（１）観光地域づくりの事例 

 

    観光地域づくりに成功している事例としては、外部から新たなに入った有力な事業者が中心

となって進める事例や、地元の事業者が組織立って観光地域づくりに取り組むものが多い。事

例を見ることにより、千葉県における観光地域づくりで参考になる視点を整理する。 

 

  ①星野リゾート（インタビュー結果や、同社ＨＰの情報等より） 

   1)竹富島 

     ・2012年にオープン。島の自然や文化を活用した滞在型のリゾート。竹富島の集落は、国の

重要伝統的建造物群保存地区に登録されている。 

     ・沖縄の自然、海の風景があることに加えて、島の文化に着目。例えば、島民が普段利用し

ている牛車を活かし、来訪者が島の生活を体験できるように工夫。 

     ・単に自然があるだけでは難しい。生活・文化を活かし、それを活かせて、地域住民にもし

っかり還元できたことが成功要因。 

             星野リゾートの成功要因 

 

 

 

 

 

 

   2)長門市（インタビュー結果や、長門市ＨＰの情報等より） 

    ・市長の強力なリーダーシップで再開発計画に取り組み。星野リゾートが受託して構想をとり

まとめた。地域の有名旅館が破綻し、星野リゾートが運営を行うところからスタート。市長

の「温泉街として活性化して欲しい」という考えと、星野リゾートの「温泉街として面とし

て活性化した方が良い」という考えが一致した。 

    ・星野リゾートが「長門湯本温泉マスタープラン」を作成。以下の３点が目標 

      －全国温泉ランキングＴＯＰ１０を目標とする 

      －魅力的な温泉街の再生に取り組む 

      －魅力的な温泉街に必要な６つの要素を整備する 

        ＝外湯、食べあるき、文化体験、そぞろ歩き、絵になる場所、休む・佇む場所 

    ・星野リゾートが、「界」の開業を通じて温泉地やその周辺を含む長門湯本温泉街全体の活性化

に寄与し、計画の具体化に向けた支援を実施。 

 

 

  

自然 

施設 文化 
訴求できる「文化」があり、それを活か

せたことが成功要因 

（インタビューを元にＪＭＳで整理） 

 
（長門市ＨＰより） 
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   （参考）千葉県の観光地域づくりに関する視点 

     ○「その地域ならでは」の要素があるか 

       ・竹富島では島民の生活・文化が、長門温泉では古い温泉街そのものが、それぞれ観光

客に十分に訴求できる要素として取り上げられた。単に海が見える、きれいなビーチ

があるというだけではなく、そのエリアの中で何か楽しみを探せるような要素がある

と、十分に開発の可能性はある。 

       ・千葉県内にも、歴史・文化・伝統産業等、外に向けて発信し、来訪者が楽しめる要素

を持った地域はあるはずで、それを核にした観光地域づくりは可能ではないか。 

 

      ○地域の問題意識が高まっているか 

       ・長門市では、有名旅館の破綻という危機に際して、市長がリーダーシップを発揮して

星野リゾートの協力を得て活性化に着手したことがきっかけであった。地域全体とし

ての取り組みにするには、当事者のうちの誰かが中心になって進めることが必要であ

る。地域の意見がまとまり、有力な事業者を巻き込んで観光地域づくりを行う動きが

できれば、観光地域づくりが効果的に動き出す可能性が高い。 

 

  ②地元組織を中心にした観光地域づくり 

     地域をあげた観光地域づくりに取り組み、成果を上げている事例として以下の 2地域を挙げ

ることができる。 

 

   1)城崎温泉（兵庫県豊岡市） 

・直近 5年間で外国人観光客が 36倍に増加。 

     ・2015年に豊岡市の観光情報サイト「Visit Kinosaki」に宿泊予約機能を装備。フランス語

にも対応。 

     ・2016 年 6 月には豊岡版ＤＭＯ「豊岡観光イノベーション（一般社団法人）」設立。企業と

連携して組織し、マーケティング事業、現地ツアーの開発・販売、宿泊予約サイト「Visit 

Kinosaki」の運営等。 

 

   2)岐阜県高山市 

・海外において高い評価。 

      －平成 19年「MICHELIN Voyager Pratique Japon」で三つ星。 

      －平成 21年「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 2009」で三つ星。 

    ・観光客は 400万人。外国人は 28万人。外国人は 10年前の約 5倍。 

    ・平成 15年にできた「飛騨高山国際誘客協議会」が外国人観光客の誘致活動の中心組織。 

    ・「外国人観光客が安心して一人歩きできるまちづくり」。誘導案内、散策マップの配布等。 

    ・当初から民主導で実施。行政はその支援に徹している。 

 

   （参考）地域全体のマネジメントに関する視点 

      上記２事例の他、長門市の事例も、地元における観光地域づくりにおいて、中核となる組

織やリーダーがリーダーシップを発揮して、成果を上げているものである。 
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      地域全体のマネジメントに期待されるのは、以下のような役割である。 

      ○地域全体のマネジメントに期待される主な役割 

1)当該観光地域全体のコンセプトの設定 

       2)観光振興計画の策定 

       3)地域住民とデベロッパーとの融合や調整役 

       4)景観の統一（建物の高さ、色遣い、名称等） 

       5)地域全体としてのプロモーション活動   等々 

 

      ○地域全体のマネジメントの役割の重要性は、今回行った有識者へのインタビューでも史

的する声が多く聞かれた。 

 

東洋大学 古屋教授： 

「地元の人が継続的に取り組めることが重要」「地元が主体になって成功」 

          「自治体がリーダー役を担った事例は少ない。民間事業者がいかに積極的に取り

組めるかがポイント」 

          例）別府温泉、長崎、熊野 

 

  関東経済産業局 北原参事官： 

「うまくいっている観光地域（香取市佐原）では、商工会議所の顧問がリーダー

役を務めている」 

 

  日本大学 近藤名誉教授： 

「うまくいっているカリスマ的なリーダーが存在する観光地域。全てを任せるこ

とが成功要因」 

          例）ＪＲ九州の豪華列車 
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６．今後の取り組み（ロードマップ） 

 

（１）観光地域づくりのロードマップ 

 

  ～来年度以降の活動内容は大きく以下の 2点である。 

 

   ①千葉県内に対する勉強会の開催 

    →今回の検討結果を共有し、各地域における観光地域づくりに対する気運を醸成するととも

に、各地域における推進体制を整備することに役立ててもらう。 

     同時に、観光地域づくりに対して必要と思われる、国や行政で取り組むべきインセンティ

ブに関する意見・要望を収集する。 

 

   ②観光地域づくりに必要なインセンティブの整理と関係省庁への働きかけ 

    →インセンティブの実現に向けては、関係省庁へ説明の上、理解を得て、必要な法令の改正

や予算措置を行ってもらう必要がある。今回の検討結果から得られた視点や、今後各自治

体から出される要望を、関係省庁に働きかけを行い、インセンティブの実現へ向けて働き

かけを行っていく必要がある。 

 

 

 

 

  

千
葉
県

各
市
町
村

関
係
省
庁

今回の検討
結果の公表

検討結果に関する勉強会
内容：観光地域づくりイメージの共有

インセンティブ、課題の共有
出席：市町村の観光担当部課長

市町村の商工会議所
その他関連事業者

※必要に応じて複数箇所・回の開催勉強会の
開催依頼

検討着手
の判断

観光地域づくりの検討

各観光地域における（再）開発

国・行政として対応が望まれる
インセンティブの整理

関係省庁への働きかけ

インセンティブの実現
・関連法令の改正
・予算措置 等

平成30年度 平成31年度以降

インセンティブの活用
要望・意見の反映

観光地域づくりに向けた気運の醸成・推進体制の整備
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 （２）千葉県内の観光地域づくりのイメージ 

 

・観光地域づくりにおいては核となる施設（とりわけ高級ホテル）の整備が重要な位置を占める。

観光地域としてのイメージを植え付け（又は刷新し）、大きな観光需要を起こすことがその後の

観光地域としての発展にとって重要。 

   ・その後、十分に見込めるようになった需要に対応し、さらに高めていくために追加で新たな施

設整備を進めることが重要。こうして発展が軌道に乗ることにより、追随する投資が見込め、

それが地域経済にとっても好影響を与えることにつながっていく。 

 

 

  千葉県内の観光地域づくりの発展段階イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イメージづけ、需要の喚起 需要への対応、規模の拡大 観光地域としての好循環の確立

核となる施設の（再）整備
・高級ホテル
・集客施設
・病院 等
インフラの整備
・ライフライン
・交通網
エリアの魅力（文化・歴史）の発掘

ポイント
○まず需要を起こす。成功することで消
費者と投資家の関心を引く。

○必要なインセンティブを与えて開発を
後押しする。

施設の追加整備
・高級ホテル
・飲食、物販施設 等
観光地域としての基盤整備
・プロモーションの推進
・関連産業の育成
・人材の育成 等

ポイント
○観光地域としての拡大へ向けて、
二の矢、三の矢を放つ。

○地域で観光を支える産業構造整
える。

観光地域としての基盤整備
・観光施設の適時・適切な
追加・更新投資
・景観、環境の整備
・プロモーションの推進
・関連産業の育成
・人材の育成 等

ポイント
○地域全体の魅力を高め（維持
し）、追加・更新投資を促す。
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