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第９回交流観光まちづくりプラン推進会議 議事録 
 

 

1. 日 時  令和２年３月 13 日（金）午後２時 30 分 

 

2. 場 所  南砺市役所 福野庁舎２階 201 会議室 

 

3. 出席者  委員 

中嶋 勝彦   前帝京平成大学現代ライフ学部教授  

米田 聡    (一社)南砺市観光協会専務理事  

北清 俊一   南砺市商工会事務局長 

佐々木 隆博  東日本旅客鉄道㈱北陸営業センター所長 

松崎  貴行   加越能バス(株)自動車部課長 

平野 信一   南砺市観光ガイド連絡協議会長 

荒井崇浩    (一社)南砺市観光協会 理事   

上田 明美   南砺里山博体験企画者 

中道 真由美  公募委員 

山本 誠一   公募委員 

芝井 広    南砺市ブランド戦略部部長 

 

事務局 

交流観光まちづくり課長 米澤 正好  

交流観光まちづくり課ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ係長 野村 信晴 

交流観光まちづくり課主事 鷲塚 晃世 

 

 

4.  審議の経過及び内容 

 

事務局 

それでは推進会議を開催させて頂きます。私は本日の司会をつとめさせていただき

ます、交流観光まちづくり課の米澤でございます。よろしくお願いいたします。本来

であれば、高橋委員長に会議の進行をお願いしていましたが、急遽欠席ということで

ご連絡をいただいております。また今回の会議の設置要綱には副委員長の位置づけが

ないので、私どものブランド戦略部の芝井部長の方で委員長の代行をさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。それでは推進会議の開催にあたりまして部長の方

からご挨拶を申し上げます。 

 

芝井部長 

急ではありますが、私が勤めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

皆さまご存じのとおりこの冬のシーズンは、記録的な暖冬でありました。国体も開

催が危ぶまれましたが、本当に奇跡的に開催できたところでございます。 
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また、今ほど皆さまからもお話しが出ておりましたが、新型コロナウイルスの影響が

世界的に広がっております。観光を含め経済全体に打撃を与えているのは実感してお

りますので、急速に何らかの対策を行っていかなければならないと思っております。

市では２５日まではイベント等の自粛をしておりますし、国の方でも経済的支援を行

うとの話もあります。今後も機敏な対応をしていきたいなと思っております。 

本日の会議の内容についてですが、交流観光まちづくりプランに基づきまして今年

の実施内容、来年度の実施計画について協議していただきたいと思っております。観

光については、中々一筋縄ではいかないというのが私の実感でございます。委員の皆

さまの忌憚のない意見をお聞かせいただき、今後の市の観光施策の参考にさせていた

だきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

事務局 

本日お配りした会議次第は、先に郵送いたしましたものと若干修正してございます

のでご承知おきいただきたいと思います。また本日の委員会の席次表につきましては

本日配布資料の通りとなっております。まだその裏側には委員名簿を記載してござい

ますのでご確認をいただきたいと思います。略式ではございますが新規の皆様にはま

た委嘱状をお渡しておるかと思いますのでよろしくお願いします。それではここで南

砺市交流観光まちづくりプランの内容につきまして少しご紹介をさせていただきたい

と思います。 

 
（交流観光まちづくりプランの概要説明） 

事務局 
それでは会議に入らせて頂きますが会議の進行につきましては芝井部長にお願いい

たします。 

 

芝井部長 

 それではお手元の次第に従って、会議を進めさせていただきます。はじめに報告事

項です。事務局よりお願いします。 

 

（以下、交流観光まちづくり課野村係長より資料 1、資料 2 に沿って説明） 

 

芝井部長 

    ありがとうございます。ただいまの事務局からの報告でご意見等はございませんか。 

 

委員 

入込数の全体数は出ていますが交通手段別等が分かりにくいです。交通手段によっ

てターゲットが変わってくると思いますし、広報の仕方も違ってくると思います。ま

た、今の時代インターネットを活用しない手はないと思います。なん旅とか色々拝見

しておりますが、もうひとつ踏み込みがないと、この南砺を発信することは難しいと

思います。 

招聘事業については、効果はなかなか分かりにくいと思います。 
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事務局 

当然来ていただいた旅行社につきましては、web 上での宣伝、インターネット HP

や雑誌等で PR をしていただいております。 

 

委員 

呼ぶにあたっては交通費など負担すると思います。東京では南砺の放送が非常に目

立つのか、働きかけをせずとも、訪れてくださることがあり、やはりテレビは費用対

効果が最も高いと思います。しかし、せっかく放送されるのに事前に連絡とかなく見

逃したということがあります。是非テレビ放送があるよ、という事前連絡や広報をイ

ンターネットでしていただくといいです。 

インターネットがカギだと申し上げましたけど、観光協会さんのホームページは内

部で作っていますか。それとも業者に頼んでいますか。シナリオと頻度、費用が大事

になってくると思います。タイムリーな季節性のある紙面、ホームページづくりなど

をしてほしいです。 

 

委員 

業者に委託しています。費用的には適正な範囲内だと思います。ホームページに関

しては、費用もさることながらレスポンスも大切で、そういう意味ではフットワーク

は軽いです。旬な情報は SNS で広報していますが、公式のホームページでは少し弱

いと思っております。 

市内の入り込みについては、交通手段や消費額を以前ははがきでアンケートの実施

をしていました。サンプル数が思うように伸びなかったので、今はそれも継続しつつ、

富山県の DMO が作ったアンケート調査に情報を提供してそこを有効に使えばいいと

いう話もありました。 

 

事務局 

最近の取組みでは県西部協議会の方で県西部 DMO の水と匠で Yahoo が参画し、電話

のキャリアのデータをもって動態調査をしていただいております。どこから観光客の

方が来ているのか、南砺の場合は高山の方から入ってくるお客さんが割と多いという

状況です。金沢にたくさんいらっしゃる観光客の流動を活性化する取り組みのきっか

けみたいなところもあります。 

 

委員 

スマホの情報はすごく強力です。ぜひ、観光データを各地で共有したほうがいいと

思います。ネットを使うほうが多少お金かかっても雑誌社呼ぶより効果があるのでは

と思います。 

 

事務局 

本当は国籍までわかればいいですが、そこまでは今の調査の中ではわかりませんで

した。 

南砺市の場合は欧米豪の方々が高山と白川を通って来られるパターンが多いという

ことは前から言われていますが、プロモーション部分もある程度業者さんによって団
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体イベントを対象にしておられる方、具体的にいうと庄川遊覧と井波の木彫りの里が

タッグを組んで団体旅行を一生懸命誘致しようと活動をしておられます。 

新幹線を使われるような客さんに関しましては、 JR にもご協力をいただきながら、

個人旅行のような形で観光協会のなん旅ともリンクしつつ誘客を図ります。台湾あた

り皆さんは団体旅行好まれたりすることも踏まえながら、ターゲット毎に取り組みた

いことを各事業者に行っていただいています。 

 

委員 

「おもてなし」の項目に話が変わりますが、砺波インターで降りて大きな看板がす

ぐ目に入ります。福光インターから降りると大きな看板が目に入りますが、あれはい

つ直しますか。国体があって全国から人が来られる前に当然直すものだと思っていま

した。標識は１回統一して全市内を見直された方がいいと思います。特に福光福野の

観光客は多くないですが、他所から入って来られる時は必ず南砺インターか福光イン

ターを通るので、入ってくるところのあの看板はみすぼらしいと思います。 

 

事務局 

貴重なご意見ありがとうございます。私どもも多言語化の看板整備の部分と旧町村

で設置された看板が痛んできているのは気付いておりまして、看板等に関しては合併

後道路の分野で進められました。観光系の部分が少し遅れていますので、今ご指摘い

ただいた部分を踏まえ適切に対応していきたいと思います。 

 

委員 

表記の件ですが、南砺市内のＨＰ、パンフレット、看板で地名や表現など全然違う

ことがあるので英語表記は特に統一してほしいと思います。世界遺産バス乗る時に外

国の人にとっては皆葎と相倉の語感が似ているのでよく間違えてしまいます。現在五

箇山支部では独自にマップ作るときに番号を入れるという意見が出ております。マッ

プとバスの案内が数字かアルファベットだと外国の方にもすごく分かりやすいのでは

ないかと思います。市でも検討していただけると支部でも実施しやすくなります。 

しかし、看板を多くしすぎると今度景観は悪くなり、劣化も激しいので、最低限の

看板にすることも考慮すべきです。 最近では Google Map やカーナビで外国人の方は

ほとんど来られるので、業者と連携をとって間違いのないインターネット上の表記を

するところに注力するようにするといいと思います。また、相倉集落のバス停で降り

ようと思ったらその手前の見座のバス停で降りる外国人の方がすごく多いです。

Google Map で調べるとそちらのほうが近く思えますが、高低差により実際には遠く、

通行禁止の所を通ってきてしまいます。 Google に連絡して表記を変えていただく必

要がある、という話になっています。同じ予算をかけるのであれば景観を乱すものや

紛らわしいサインを避けて、情報の統一に力と予算をかけた方がいいと思います。 

 

事務局 

今の状況で言いますと、昔からの看板を修正していく部分と、まち歩きを意識した

ような方向を示すような看板の整備をしております。バス停のお話しもでましたが、

加越能バスや観光協会とも連携しながら整備を進めてまいります。 
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委員 

番号やバス停番号は私共も課題だと思っています。しかし南砺市だけではなく高岡

市も含め、実際にバス停のひとつひとつに番号を付けるのは難しく、方向別に番号を

つけることは来年度中には実施したいと思っています。 Google の件ですが、バスの

車内放送では気をつけるようにアナウンスしています。また降りようとする外国人の

方がいる場合は乗務員に注意喚起を促し、案内するように伝えています。 

 

委員 

交通事業者として、JRよりバスは路線が非常に多くて大変だと思っております。

私共で言いますと、山手線は JY に番号表記、 京浜東北線は JK、そういう区分けで

やっておりますが、メトロや地下鉄も一緒に行ったほうが外国から来られる方にとっ

ては分かりやすいと思いますが、全部をまとめるとかは大変難しく、事業者ごとに行

っている状況です。 

 Google Map は確かに各所で課題となっております。Google Map を使っていらっ

しゃることが主流となり、とやま観光推進機構はマップの使い方を学ぶ勉強会などを

2 月ぐらいに行っていたはずです。学ぶ機会はあると思いますのでできるところから

行っていけばいいと思います。 

 

委員 

立野原でいちご農園を経営していますが、立野原を検索すると Google のサイトが

一番上にあがってきます。施設を登録するとオーナー自身が色々な事を書き込んだり

情報を直したりすることができ、すごく楽になりました。ナビだと各企業に場所の訂

正の電話を何度もしていましたが、 Google では自分で直せるためすごく楽ですし、

観光客の方にも来ていただきやすくなりました。しかし、実際に利用している事業者

は南砺市の中ですごく少ないと思います。看板についてですが、ピクトグラムは現在

全世界共通のマークになっていますが、看板増やすとたしかに景観に良くないです。

まち歩きも Google Map にしたがって歩かれるので、ガイドがついて歩くのと違うと

いうこと、ガイドがいると何百倍も楽しいということをもっと PR すればいいと思い

ます。 

 

委員 

世界遺産のマスタープランなどで景観の話はずっとしていると思います。文化課の

方で多言語化の看板作る等のいろんな話がありますので、文化課の方と連携を取り、

綿密に話し合いをして、南砺市としての統一表現を決めていただきたいです。あまり

に看板多いと本当に資源を壊してしまうこともあるので、なるべく QR コードで見え

るようにするといったほうが逆に喜ばれると思います。 

 

委員 

今 QR コードの話が出ましたけど、Wi-Fi 環境がないとできませんが、ご当地アプ

リや QR コードかざすと案内が聞こえるといった観光の新しいやり方の計画はあるの

でしょうか。 
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事務局 

実は昨年ぐらいから案内アプリみたいなチャットボットを導入できないかなと考え

ております。現在五箇山では２つの集落に、各駅には富山 Free Wi-Fi が入っており

ます。そういったものを井波に導入しながら、観光客が活用できるものを導入したい

と考えております。 

 

委員 

統計の話に戻りますが、昨年度の宿泊者数について、外国人の数字は出ていますが、

日本人は増加傾向なのでしょうか。 

 

事務局 

宿泊者数については今まで外国人宿泊者数は調べていましたが、日本人を含めたも

のは昨年といいますか、今年度からの取り組みでこれまでの推移はわかりません。 

 

事務局 

平成３０年の数値は一生懸命とりました。近くに高山市や金沢市という立派な観光

統計資料を作っておられるところがありますので、どこまで精度を上げることができ

るかという部分と、戦略的に取り組むときに統計があった方がいいというのは十分に

理解しています。できるだけ正確な数字をしっかりととっていきたいとは思っていま

すが、力不足の所もありますのでまたご指導頂きたいと思います。 

 

委員 

今までは南砺市内で観光客の人が宿泊施設に何人泊まったかはカウントされていな

かったということですか。 

 

事務局 

 そうですね。宿泊数全体とすると３０年は９万９千人程です。 

 

委員 

そうすると、だいたい去年で外国人宿泊者数は１万２千人なので、単純にいえばだ

いたい一割くらいが外国人ということです。まず統計的な数字って言うと入込者数は

ダブルカウントがあるので、正確な数字かは分からないと思いますが、宿泊者数は泊

まった人数がわかるのですごく確実だと思います。また客単価がわかるため、観光客

の所得なども推察でき、そういう意味で南砺市がこれからどういう方向に向かうかっ

ていう時に宿泊者数を押さえることは大切だと思います。 

また観光の場合、注視すべきは入り込み数ではなくてどれだけお金が落ちたかとい

う経済効果だと思います。そのため宿泊者数を増やすというところが、観光では目指

さなくてはいけないところかと思います。誘客計画をした時に効果があったのかどう

かは、宿泊者数を目安にするとわかりやすいと思います。井波金沢線の日帰りツアー

を増やそうという話がありますが、日帰りツアー増やしたところで南砺市にメリット

があるのか疑問に思います。また、外国人の何人をターゲットにするのかという議論



7 
 

ですが、欧米の方はあんまりお土産買わず、観光消費でいうとすごく少ないので、お

土産なども多く買ってくださるアジアの方をターゲットにしたほうがいいと思います。

欧米の方は長期滞在し日本各地を回る方が多いため、南砺市に来て消費は少ないと思

います。2、3 日で帰って行くアジアの方の方が消費は多いです。ターゲットのもた

らす経済効果が本当に大きいのかを考えた上で、今後どうしていけばいいか考えてい

た方がいいと思います。 

 

事務局 

宿泊者数についてですが、日本は人口減少しつつありますので、今後インバウンド

の割合が高くなっていくという傾向も南砺市の中でもみていきたいと思っております。

もうひとつ経済効果についてですが、調査事業所に相談したこともあるのですが、今

現在ではクレジットカードを使ったデータの調査は非常に難しい、一方最近増えてい

る決済アプリの方が今後普及してくると、将来的には精度が高い分析できるという話

も聞いております。そういう情報もとらえながら取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

 

委員 

計画を立てるときに目標数字をどこに置くかということを明確にしないと、結局い

ろんな事業をしても、本当に成果があったのか評価ができないので、統計はきちんと

調べるべきです。 

 

事務局 

 基礎データでは各宿泊施設にデータをいただいております。それを集計して地区ご

とのデータを把握しております。 

 

事務局 

宿泊施設の宿泊者数ですが、昔からの流れがあったりして、市役所から民宿さんに

お問い合わせしても中々お答えいただけなかったりする場合があります。それについ

て観光協会の各支部の方でしっかり数値をいただけるよう啓発をお願いしたいと思っ

ております。 

 

委員 

統計調査の結果をフィードバックすることがすごく大事なことだと思っています。

高山市はすごく立派で充実した統計調査を持っていますし、あらゆる機会にそれを公

表しています。事業者さんはそれを見て、客層などを分析して活かすっていうことが

行われています。そうすれば事業者の皆さんも統計調査に答えようというふうになっ

ていくと思うのでそういうとこも大事かと思います。 

 

芝井部長 

 お時間もありますので先に進めさせていただきたいと思います。協議事項にうつり

ます。事務局よりお願いします。 
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（以下、交流観光まちづくり課野村係長より資料 3 に沿って説明） 

 

芝井部長 

    ありがとうございます。ただいまの事務局からの報告でご意見等はございませんか。 

 

委員 

ネットの話の延長ですが、金沢のお客さんを 1%でもこちらに呼び込めればと思う

ほど金沢のお客様は多いです。ですので、ネット上で金沢を検索した人が、南砺まで

引き寄せられるような工夫をされるといいと思っております。それから SNS の利用

ですが、これは行政ではなくて、一般の人たちの中で Facebook で話題にしてくださ

る方を主体にすべきです。自分の故郷だから投稿してくださる方が多いですが、その

ような方々のインセンティブを市がコンテストなどで高めるとよいと思います。イン

スタ映えはかなり集客力があるため、写真を意図した企画がすごく大事だと思います。

五箇山でそのような取り組みはないですか。 

 

委員 

五箇山支部では昨年度まではフォトコンテストを毎年やっていましたが、毎年同じ

の写真ばっかり送られてきて代わり映えしなくなったので、今年からは SNS でフォ

トラリーっていうのを新しい取り組みとして行っております。カメラで撮ってコンク

ールにするのではなくて、 SNS のハッシュタグを五箇山フォトとかにしてインスタ

とか Twitter で ハッシュタグつけて載せてもらう。それに対して一番いいねされて

いた方に対してサービスしようかという企画です。今年始めたばかりなので成果はま

だ分かりませんが、時代に合わせた取り組みを支部としても行っていきます。先ほど

意見がありました通り、大人の日帰り旅やモデルコースなども出てはいますが、もし

かしたらこのようなスマホで投稿というソフト的な施策の方が面白くなるかもしれま

せん。ここに行った方がいいよ、というよりも自分で探そうというようなものと、レ

ンタサイクルとかと絡めたりして自分たちでいい魅力を発見してインスタとかにあげ

て、それがいいねとシェアされてインスタグラマーとしてすごく評価があがる、とい

う企画をしていくのもまたひとついいのではないかと思います。 

 

委員 

従来のメディアの招聘よりもインスタグラマーや YouTuber の招聘の方が効果は高

いのではないでしょうか。 

 

事務局 

インスタにつきましては、現在国際交流員が SNS に非常に積極的に取り組んでおり

ますので、外国人に向けたそういう宣伝についても継続して続けていきたいと思って

おります。 

 

委員 

インバウンドの話になりますが、金沢は外国、特に欧米インバウンドが大半を占め、

白川郷高山行きのバスのチケットを買いたいという人は圧倒的に多いです。ところが
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忙しい時期はチケットが買えないことがあり、その時は白川郷よりも五箇山の方が世

界遺産らしくていいと紹介します。金沢から誘客するのであれば、五箇山に集中させ

るといいと思います。金沢でバス乗って日帰りで観光する手段もありますが、余裕の

ある方は南砺で泊まってくださると思います。残念ながら知名度が低いため城端とか

井波を目的の方は皆無に近いです。五箇山は世界遺産のためお勧めしやすいですし、

アクセス整備をされたと思うので、外国の方の誘客を集中させたほうがいいと思いま

す。それで時間に余裕があれば井波や城端を自然発生的に回ると思います。 

 

芝井部長 

 それでは最後に今後のプラン推進に流れと検証について事務局よりお願いします。 

 

（以下、交流観光まちづくり課野村係長より資料 4 に沿って説明） 

 

芝井部長 

    ありがとうございました。それでは最後にご意見等ございましたらお願いします。 

 

委員 

繰り返しですがぜひこれからはインターネットの活用を最優先に考えて欲しいと思

っております。費用対効果からみて利用しない手はないと思います。 

  

委員 

観光課のやっていることを一般市民の人にもっと広く PR して広く知らせた方がよ

いと思います。市民の共感を得るようにしたほうがいいです。 

 

委員 

地元の人たちやふるさとを大切にしている人たちに呼びかけると故郷への思いがあ

りますから観光振興の協力者になってくれますので、呼びかけをして人の輪をつくる

べきです。 

 

委員 

インバウンドを呼び込むなら通訳ガイドセットで進めるべきだと思います。こちら

は通訳ガイドを金沢からお願いをしています。英語通訳だけでなくガイドができる人

材を育成していかないといけないと思います。 

 

芝井部長 

よろしいでしょうか。それでは事務局にお返しいたします。 

 

事務局 

皆さまから貴重なご意見をいただきました。今日は非常にざっくばらんに皆さまか

らいろんなお話しをお聞かせいただき意見交換ができたのではないかなと思っており

ます。またご意見を活かしながら観光施策を進めて参りたいと考えております。引き
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続きまたよろしくお願いいたします。最後に芝井部長より閉会のご挨拶お願いしたい

と思います。 

 

芝井部長 

どうもありがとうございます。今事務局からもありましたが、活発な議論がなされ

非常に司会がやりやすかったです。いろいろ聞いておりまして、やはりネットが大事

なのかなと思いますので市としても色々と工夫していきたいと思っております。 

来年度になると５G を各大手が実施しますが、地元の TST さんでもローカル５G と

いうのを打ち出しておられます。これをうまく観光でも活用できれば情報量の早い発

信となりますので、今後とも活用していければと思っております。 

最後に、観光統計は地道に様々な情報と宿泊施設の方々と一緒につくりあげていか

ないといけないと思っております。その辺のご協力もお願いしたいと思います。本日

は本当にありがとうございました。 


