
令和 3 年度 交流観光まちづくりプラン推進会議会議録【全文(一部意訳)】 

 

１．開催日時 令和 4 年 3 月 16 日(水) 午後２時から午後３時 30 分 

２．開催場所 南砺市役所福光庁舎 別館 3 階 大ホール 

３．出席者  〇委員 11 名 

高橋光幸委員長、中嶋勝彦委員、駕谷一誠委員（代理出席）、 

米田聡委員(代理出席)、北清俊一委員、武田彰委員、日野淳一委員、 

清水浩二委員、平野信一委員、岡部智美委員、此尾治和委員 

〇事務局 5 名 

大橋交流観光まちづくり課長、野村ブランドプロモーション・交流係長、

浅田主査、吉岡主事、福島主事 

４．欠席者  前川正樹委員、中道真由美委員、山本誠一委員、石崎修委員 

５．傍聴者 

６．議題 

報告事項 

１）南砺市観光統計について 

２）令和３年度事業について 

３）南砺市観光客動向調査の結果について 

協議事項 

１）ウィズ・コロナ観光振興対策について 

２）南砺市交流観光まちづくりプランの推進の流れ及び第２次南砺市交流観光

まちづくりプランの策定について 

 

〇開会  午後２時 00 分 

 

【事務局】 

ただいまから第１１回「南砺市交流観光まちづくりプラン」推進会議を開会する。 

本日の会議は、14 時から 15 時 30 分頃の終了を予定している。委員皆様のご協力をお願

する。 

それでは、推進会議の開催にあたり、委員長より挨拶をお願いしたい。 

 

 

 

 

 



【委員長】 

コロナの影響で 2 年ぶりほどに南砺市に来た。この計画が 9 年目となり、次年度が 10 年目

となる。この計画を策定したときはインバウンドや北陸新幹線の開業など明るい気持ちで

策定したと思う。しかし、現在ではコロナウイルスの流行により異常な事態となっている。

こういう時代に南砺市の観光がどうあるべきか、ということが問われていると思う。 

観光は様々な変化や変動に非常に脆弱であり、この中で強い南砺市の観光を作っていくこ

とが問われている。 

また、観光は地域の人々との豊かな暮らしとの関係ともどうあるべきかという本質が問わ

れている。それらを考えると「観光まちづくり」に行きつくのではないかと思う。そのよ

うな様々なことを議論する必要があると考えている。そういうことを次年度考えるための

場として、本日は忌憚のないのご議論をいただければ大きな成果となるのではないかと考

えている。 

 

【事務局】 

本日の資料につきましては、事前に送付している。一部、事前にご意見・ご質問等いた

だいているものもあるが、時間の都合もあるので、後ほど説明の中で関連する部分につい

てはできる限り触れて説明をしますので、よろしくお願いします。 

会議の進行につきましては、交流観光まちづくりプラン推進会議設置要綱の規定により、

高橋委員長にお願いします。 

 

【委員長】 

今ほど事務局より会議の進行を委ねられたため、会議を進めたいと思う。それでは、手

元の次第に従って、会議を進める。 

始めに報告事項（1）南砺市観光統計について（2）令和 3 年度事業についての説明を求め

る。 

 

【事務局】 

報告事項（1）及び（2）について 説明 

 

【委員長】 

ただいま事務局より報告を受けたが、質問、意見等はないか。 

 

では、続いて（3）南砺市観光客動向調査の結果について説明を求める。 

 

【事務局】 

報告事項（3）について 説明 



 

【委員長】 

このような動向調査というのはとても難しい調査である。その難しい調査で 400 以上の

回答を得たというのは大変すばらしいことだと思う。このデータをどう活用していくかと

いうことが大事。 

ただいまの報告について、質問、意見等はないか。 

この会議の最後に観光全般に関する意見交換を行いたいと思うので、もしお気づきの点

があればその際に話してもらえればと思う。 

それでは、続いて協議事項に移る。 

（1）ウィズ・コロナ観光振興対策について説明を求める。 

 

【事務局】 

協議事項（1）について 説明 

 

【委員長】 

ただいま事務局より報告を受けたが、質問、意見等はないか。 

 

【A 委員】 

 宿泊推進事業と地元で泊まろう県民キャンペーンの実施について、総数はどのくらいで

あったのか。 

 

【B 委員】 

 速報値ではあるが、報告する。令和 2 年 8 月から第一弾のキャンペーンを行い、今回で

第 3 弾となる。第 3 弾のキャンペーンではプレミアム宿泊券が 16,000 枚ほど、観光クーポ

ンが 42,000 枚ほどである。第 1 弾～第 3 弾の直接消費額を合計すると、直接消費額は 1 億

７千万円ほどになっている。経済効果としては 3 億１千万円ほどの経済効果となっている。 

 

【委員長】 

 今の説明に対する質問等ないか。 

 

それでは続いて協議事項（2）南砺市交流観光まちづくりプランの推進の流れ及び第２次

南砺市交流観光まちづくりプランの策定について説明を求める。 

 

【事務局】 

協議事項（2）について 説明 

 



【委員長】 

報告事項、協議事項の説明は以上となる。様々な観点から第２次プランに参考になる意

見等を伺っていきたい。 

 

【A 委員】 

 10 ページ目の資料 5 についてだが、令和５年は棟方志功の生誕 120 年の年であり、様々

なイベント等行う予定となっているにも関わらず、そのことが長期計画のところに書かれ

ていない。是非とも記載をしていただきたい。 

 

【事務局】 

こちらの情報収集不足で漏れてしまい大変失礼した。 

棟方志功に関連したところでは、今年度は民藝についての調査も行っており、そのこと

が観光につなげられたらと考えている。新幹線などの外的な要因だけでなく、南砺市の中

での観光資源や文化についても最大限活かしていきたいと考えている。 

 

【A 委員】 

 民藝協会の方でもイベント等について話が進んでいるそうなので情報を収集して、旅行

業者の方とも連携してうまく全国の方に伝えられたらいいと思う。 

 

【委員長】 

引き続き、事業者の方々がコロナ禍でどのような努力をしながら事業に取り組んでいる

のか、という話をしていただきたい。 

 

【C 委員】 

 消費額についてだが、全国平均から見ると数千円ほど低い。酒旅をこれからやっていき

ますが、連泊やお酒を召し上がっていただくと、宿泊事業者の消費額は増えていくのでは

ないかと考えている。しっかり宿泊して、お酒に浸ってもらい、地元に多くのお金を落と

してほしいと思う。 

 アンケートの宿泊について「期待度」「満足度」が低いというのがどういうことなのか、

ということを考えていかなければならない。これらを上げるために何をしていくべきか、

ということを考えていかなければならない。 

 基本計画の中には「安心安全の笑顔の宿づくり」とあるが、なかなか浸透していかない。

今後、何をしていけば宿泊事業者がもっと変わっていけるのか、その要のところをしっか

りしていかないと消費額の増加や顧客満足度の上昇などが見込めないのではないかと思う。 

 

【事務局】 



 満足度や期待度については「宿泊者」だけでなく、「日帰り客」の回答も含んでいるため

に低くなっている可能性があるので、データを確認したいと思う。 

 少しでも満足度を高めるために宿泊業者の皆様と一緒に協力しながらやっていきたいと

思う。 

 

【B 委員】 

 私もデータを見て愕然とした。宿泊サービスは顧客と接する時間がはるかに多い。そこ

でいい印象を持ってもらえるか否かで南砺の未来が変わってくると思う。そういう意味で

も宿のブラッシュアップ事業を行った。 

 まずは酒旅を軌道に乗せる。参加した 11 の宿がより多くなるように進めていきたい。 

 

【委員長】 

 様々な地域では、先進的な取り組みを周囲に普及する、先進事例を他地域に伝えるとい

うことやっている。しかし、各地域には見えない壁があり、その壁を突破できない。旧市

町村の中でまとまっており、隣の地域とは壁がある。その壁を越えられないと先進的な取

り組みや経験は伝わっていかないが、そこが長いこと放置されている。壁が乗り越えられ

れば、周りに波及していって事業者のレベルが上がるが、できていない。 

 

【D 委員】 

 井波は日本遺産に平成 30 年に制定された。地方の遺産、伝統の良さを経済活動に活かす

のが日本遺産の狙いであるため、市の方から後押しをしていただきたい。低調な取り組み

では認定を取り消すということになっている。このままでは認定を取り消されてしまうの

ではないかと危惧しているので、是非後押ししていただければと思う。 

 また、伝統工芸未来会議が行われた。地場・職人が日本を共通してさびれているが、観

光面で応援することで元気づけることにつながると思うので、是非、計画の中に入れてい

ただきたい。 

 コロナにより、マイクロツーリズムを大事にする必要がある。データの中では 60,70 代の

遠隔地の人々が多いのではないかと考えられる。計画等立てるときは SNS の利用が多いよ

うだが、60,70 代はこういうものに疎い世代である。ただ、私の経験上、FIT という個人観

光客はネットを活用していることが大変多い。10 年もすればネットに慣れている人が年を

取るため、今のうちからネット発信に予算、人をつけて、力を入れて取り組むことで長期

的に最も効果があると思う。GPS を使ったビッグデータの活用などもしていってほしい。

また、このようなデータを関係者の方にかいつまんで周知することでデータを活かせるの

ではないかと思う。 

 最後になるが、ふるさと納税について、支援者が南砺市のこういうプロジェクトに支援

したいという、特定用途指定する制度が南砺市にはない。そういうことをできるようにし



ていただき、観光にもつなげていただければと思う。 

 

【E 委員】 

 コロナの第 6 波が来る前では新幹線などの長い距離の輸送が 6 割程度戻っており、首都

圏の輸送は 8 割程度戻っていた。しかし、この状況では長い距離の輸送は 5 割ほどまで下

がってしまった。ビジネスでの移動は本当に様変わりし、コロナ前のような状況には戻り

きらないであろうと思っている。ただ、そのまま減るかというとそうではないと思ってい

る。観光の移動とビジネスの移動の中間のような境目のない移動が戻ってくるのではない

かと思っている。 

 サイクルツーリズムやアドベンチャーツーリズムが盛り込まれており、将来性が感じら

れる。 

 ワーケーションについて、旅行の商品として扱っていることがあるが、なかなか売れて

いかない。個人から大企業まであるため、柔軟に対応していくことがよいのではないかと

思う。 

 コロナ前に自然や文化を感じてもらうプランが大変好評だった。アドベンチャーや自然

環境などを旅行商品として売り出していければ、新たな時代に対応していけるのではない

かと思う。 

 

【委員長】 

 他に意見をいただきたい。 

 

【F 委員】 

 どこの地域も伝統的な祭りなどができず、地域の色が出せない 2 年間であった。南砺市

の文化の薫り高いというのは文化水準、生活水準が高く、歴史に奥深いということが地域

に内在していると思うので、文化と観光の融合みたいなものを第 2 次のプランに盛り込ん

でいただければと思う。 

 

【D 委員】 

 南砺市には日本を代表する物がたくさんある。PR する先を県外に居る南砺市出身の人に

行い、出身者のネットワークを活用して周知を行うのがよいのではないか。 

 出身者のネットワークが眠ったままになっているのは大変もったいないことだと思う。

行政の立場で南砺市全体にそういう取り組みを発信していけば、南砺市、日本のためにな

るのではないかと思う。すでにいる出身者を介してふるさとの誇りを伝えるということを

次の計画に入れていただければと思う。 

 

 



【委員長】 

時間が来たので進行を事務局に渡します。 

 

【事務局】 

皆様から貴重なご意見をいただき感謝申し上げる。次期、第 2 次のプランの策定に向け

て、様々な角度からプランに対する期待も込めて多くのご意見いただいたと認識している。

策定に係る委員会もさることながらワーキング部会など様々な事業者、市民、行政の様々

な立場から参画し、みんなで作り上げていくということが重要であると思っている。総力

戦で様々な立場で努力することが大切なところだと認識している。しっかりとご意見を踏

まえたうえで取り組んでいきたいと考えている。引き続き関係機関の皆様のご協力のもと、

南砺市の観光施策をしっかりと進めていきたいと考えているので、引き続きよろしくお願

いします。 

 

それでは、閉会に当たり委員でもある南砺市ブランド戦略部長より閉会の挨拶をお願い

する。 

 

【ブランド戦略部長】 

ご多忙の中、またコロナ禍で大変なところ誠に感謝申し上げる。 

委員の皆様から言っていただいたように、南砺の観光のポテンシャルは幅広く、色々な

ものがある。そのようなものをしっかりと磨いて発信したいと考えているが、できたこと

もあればできなかったこともある。第 1 次プランの策定の時には北陸新幹線の開業など、

明るいことを思い浮かべながら策定していた。今回はアフターコロナ・ウィズコロナの状

況ではあるが、皆様の知恵をいただき、指導していただきながらプランを策定していきた

いと考えている。 

 

【事務局】 

以上をもって、閉会する。本日はご参加いただき感謝申し上げる。 


