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観光産業の可能性 ～経済のサービス経済化～ 

●狭義のサービス貿易の比較優位性が上昇している。その中でも旅行、特許等の使用料はここ数年、
比較優位性が高まっており、観光産業もまた日本経済を牽引するエンジンとして、成長が見込める産業
となりつつある。          

出典：平成25年版経済財政白書 



モデル：鳥取藩（32.5万石）の参勤交代経費 1957両（21泊22日） 
・人件費（家臣への手当、臨時雇用者手当など）：847両 
・所品購入費（貢物、草履などの消耗品、修繕費など）：492両 
・駄賃（馬代など）：387両 
・運賃（船賃、川渡賃など）：134両 
・宿泊費（昼食代を含む）：97両   

江戸時代の参勤交代による地域活性化 ～江戸時代版経済のサービス経済化～ 

●江戸時代（1603年～）に始まった参勤交代によって、江戸（東京）と地方の街道筋が発展した 
●参勤交代の経済効果は以下の通りである。（ＪＴＭ算出） 
   総石高：30,553,440（1829年）  ＊うち大名領 約75％ 
   総人口 27,201,400（1828年）                    
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総石高に換算すると 
（除く直轄領） 

 

137,984両 
（約207億円） 

現在の経済規模に換算すると毎年1兆557億円の直接消費 
＊日本人のひとりあたりＧＤＰ（1820年669ドル→2008年34,115ドル）は51倍 

 ＊出典：週刊江戸13号 

人の動きは社会の発展を実現する 



世界の人の移動の中心がアジアへシフト ～現代版経済のサービス経済化～ 

4 

●2017年には中国＋ASEAN諸国＋その他アジア諸国のGDPは先進国のGDPに並び、富裕層・中間
層の割合が増加する。 
●アジア諸国の経済発展により、世界の人々の移動の中心がアジアへシフトする。LCCによりさらに加
速が進み、2030年にはアジアの人流は2.5倍に⇒アジア諸国からの外需獲得には大きな可能性がある。          

世界GDP推移 ※2010からの増分 外国人観光客受入れ数 



震災20周年を迎えた奥尻島将来への礎事業 
～奥尻島のサービス経済化による新たな資金循環の構築～ 

このプロジェクトは、ひとつの離島の応急処置的なプロジェクトではなく、想定される日本の
将来課題への解決モデルを創出するためのプロジェクトである。まさに日本社会の30年先
の姿を現す離島により日本社会の未来の発展モデルが生み出されるのである。 



★主要 
主な産業は漁業および観光。 
四季折々の島ならではの山菜や日本海の海の幸が豊富な島。 
夏期はとれたてのウニやイカが食べられる。アワビは一年を通して食する事が
出来る。島には空港があり、函館空港から1往復就航している。 
また奥尻港には江差町との間に通年で往復2便、せたな町とは5月～9月まで1
便のみの運行。 
1993年7月12日に起こった北海道南西沖地震では、島の南西部の青苗地区を
中心に津波の被害を受け198人の尊い命が奪われた。 
当時約4,700人ほどあった人口は、被害による転出などがあり減少傾向にある。 
北海道南西沖地震のあと、防波堤などの大規模な津波対策がなされた。スマト
ラ沖地震のあと、島における津波対策の先進地ということで各国の防災担当者
から注目をあびることとなった。 
昨年の東日本大震災後は奥尻島の災害対策施設の視察での訪問が増加。 

奥尻島 
★概要 
島の面積の約８割がブナの森に覆われているブナの離島北限の島、奥尻島。 
豊かなブナ森が残っているころから「緑のダム」として、水を蓄えることがで
き、島でありながら一度も水が枯渇したことがない。 
奥尻島の最高峰「神威山」の麓より湧くミネラル分豊富な水は、やわらかく澄
んでおり、地元の人に愛されている。島で生きる人々はこの森の恵みを飲料水
や生活水として・・・また生活の糧として、利用してきた。島に稲作や酪農・
ワイン造りなどの産業が発達したのも豊かな森があるからと言える。 
 
奥尻の呼び名はその昔アイヌ語の「イクシュン・シリ」と呼ばれ後に「イクシ
リ」と訛ったもので、『イク』は向こう、『シリ』は島の意味。 
人口3,040人、町木はイチイ（オンコ）町の花ハマナス。 
島内最高峰は神威脇山（標高584m）でまた西部では温泉が湧出する。 

奥尻島の概要 
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深刻な離島の現状 
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●観光入込客数 
2001年49,500人→2006年50,500人→2011年33,300人 
●漁獲金額 
1991年1,524,982千円→2001年→943,866千円→2011年927,982千円 
●製造品出荷額 
2002年1,006,430千円→2006年911,540千円→2010年277,180千円 
 
 
 

その結果、奥尻島に住むことができる人は、 
1995年4,301人から2013年2,978人に減少。（30.7％減少） 

 

離島は30年後の日本社会の縮図と言われている。世界の離島である日本が
30年後にどのような姿になるか？ 



奥尻島将来への２つの礎事業 
～資金循環モデルの構築～ 

①奥尻島ブランドロゴマークの商標化 
②奥尻島観光協会のミニ商社機能構築 
③奥尻島ブランド特産品のインターネット販売構
築 
④チーム奥尻の立ち上げおよび社会課題解決型
商品の販売 
⑤ ６次産業化推進および高付加価値商品の開発 
 

①観光協会および観光施設の情報発信力強化 
②防災教育プログラムおよび視察プログラムの
受入体制強化 
③スポーツイベントの誘致（伊平屋ムーンライト
マラソン） 
④観光人材の育成 
⑤観光財源基盤の強化 
 

奥尻ブランド商標化 
特産品販売の強化  
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奥尻町・奥尻島観光協会 

観光基盤強化 

奥尻島将来への２つの礎事業 
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資金循環の縮小が人口減少をもたらし、さらなる資金循環の縮小となっている。奥尻島の将
来へ向かって経済のサービス経済化による資金循環の『礎（いしずえ）』を築くことが重要。 



奥尻島資金循環モデル＆ミクロモデルのマクロ化 
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現在の離島が抱える課題に対して、その解決モデルを構築するということは、30年後の日本
社会のモデル構築への一歩でもある。奥尻島では、30年後を見据えて、奥尻島そして日本社
会に有効な資金循環モデルの構築を進めている。 

奥尻島（ミクロ） 全国（マクロ）
収益循環 観光プログラム開発（20プログラム） 地域成功事例の知財化

視察プログラムの有料化 観光産業と第一次産業の一体化
高付加価値商品開発（コスメ関連）
地域連携商品開発（伊平屋村、伊是名村、西原町）
企業連携商品開発（げんべい、北海道日本ハムファイターズ）
インターネット販売構築（アマゾン）
ＳＮＳの活用（奥尻米を守れ、島ビーサン、フォトコンテスト）
ムーンライトマラソンの誘致（伊平屋村とのライセンスビジネス）
観光協会の商社化＆法人化

寄付循環 チーム奥尻 観光版ベルマークの導入（寄付）
社会課題解決型商品開発（寄付モデル）

税循環 法定外目的税導入（入島税） 観光財源の目的税化（宿泊税）
離島入島税の導入

ミクロモデルのマクロ化



NEXT 
台湾離島 

ライセンス契約 
 

商標・システム・ノウハウ 

ロイヤリティ支払（5%） 

奥尻ムーンライトマラソン（2014年6月14日実施） 

伊平屋村・伊平屋村商工会 奥尻町・奥尻島観光協会 

 
奥尻 

ムーンライトマラソン 
参加者：500名 

参加料：10,000円 

 
 

企業 

協賛 

企業 企業 

協賛 

企業 企業 

協賛 

参加料 

参加料 

参加者 
参加料 

参加料 

参加者 
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地域の成功事例の新たな水平展開モデルとして、ライセンスビジ
ネスにて沖縄県伊平屋島で行われているムーンライトマラソンを
誘致。地域の成功はまさに知財である。 

伊平屋 
ムーンライトマラソン 

参加者：1,200名 
参加料：10,000円 

 



観光客へ社会課題解決型特産品（寄付モデル商品）の販売 

奥尻町 
奥尻島観光協会 

製造業・卸小売業・流通業 
その他 

原材料供給 

第一次産業事業者 

全体統括・事業支援 

（目的） 
奥尻島および課題を抱える地域のために、 社会課題解決型の特産
品を開発・製造・販売を行うためにチームを結成する。 
 
（参加者） 
行政（国・県・市町村）、観光協会、商工会、企業（製造業・卸小売業・
流通業等）、専門家、商工会、マスコミ等 
 
（活動内容） 
①社会課題解決型特産品の開発・製造・販売 ②観光客誘致  
③イベント等の開催 ④情報交換会の開催 
 

特産品開発・製造・販売 

チーム奥尻スキーム（2013年度本格スタート） 

チーム奥尻発起人 
サポート 
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チーム奥尻は、奥尻島およびその他地域のために 社会課題解決型特産品（寄付モデル商
品）を開発・製造・販売する任意団体である。 

①奥尻高校島ビーサ
ンコンテスト 

②奥尻米 
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農林水産業と観光との連携成果 

奥尻島の貴重な資源である農林水産業への観光による付加価値づけは、宿泊施設での料理
メニュー提供など一部に限られていた。２つの礎事業では、観光による奥尻島のサービス経
済化を行っている。 

◆奥尻ワイナリー 
1999年、島に自生する山葡萄の
苗木を植えることからスタート。
その後、ワイン用品種の栽培を
本格的に開始。北海道で初めて
ヨーロッパ品種を育てることに成
功。日本海の潮風を受けて育っ
た奥尻島のブドウはミネラルが
豊富だと言われている。2008年
から奥尻ワイナリーの製造工場
が完成し、本格的な醸造を開始
した。年間約7万本を生産。 

◆奥尻ムーンライトマラソン 
 前夜祭・後夜祭 
2014年6月14日に第一回奥尻
ムーンライトマラソンを開催。前
夜祭・後夜祭では奥尻米、あわ
び、うに、イカ、めかぶなど奥尻
島の農業、漁業の食材を贅沢
に提供。食材交流型スポーツイ
ベントである。 

◆奥尻米 
日本の離島最北端の米である。
正確には調べていないが、世界
の離島最北端の米である可能
性も高い。品種はふっくりんこ。
2014年度より土産品として奥尻
米を販売開始。 

◆あわび狩体験 
奥尻島の本格的な体験プログラ
ム第一号。プログラム提供側
（漁師）とプログラム販売側（奥
尻島観光協会）の交渉は困難を
極めたが、現在では奥尻島を代
表する体験プログラムに成長。
2013年度の売上は、約100万円。 

奥尻島のサービス経済化による新たな資金循環の構築 



 国は「攻めの農林水産業」として、「需要のフロンティアの拡大」「生産から消費までのバリューチェーンの構
築」「生産現場の強化」の3つの戦略を掲げている。観光産業においても、21世紀の経済推進役を期待され
ており、多様な政策が実施されてきた。一方でこの2つの産業間の連携は、小規模かつ不安定な範囲にとど
まっており、連携のための強固な仕組みが出来上がっているとは言い難い。農林漁業成長産業化ファンド
(A-FIVE)を活用した農林水産業資本投下による観光協会の株式会社化により、地域の観光産業と農林水
産業とに血縁関係が生まれ、今までにない一体化した連携へと発展することが考えられる。 

攻めの農林水産業３つの戦略 
 

需要のフロンティアの拡大 
生産から消費までのバリューチェーンの構築 

生産現場の強化 
 
 
 
 

検討すべき９課題 
①国別、品目別輸出戦略の構築 
②食文化・食産業のグローバル展開 
③多様な異業種との戦略的連携 
④新品種、新技術の開発、普及、知的財産の活用等 
⑤人・農地プランの戦略的展開 
⑥担い手への農地集積、耕作放棄地の発生防止・解消の抜本的な強化 
⑦大区画化などの農業基盤整備の推進 
⑧新たな木材需要の創出と国産材の安定供給体制の構築 
⑨水産物の消費。輸出拡大、持続可能な養殖の推進 

 
 

１８４の先進事例の 
研究 

 
 

 
先進事例の横展開 
 
 
新たなビジネスモデル化 
 
 

具体化の方向 先進事例研究 

資本結合による戦略的連携 ～第２回全国農林水産業・地域の活力創造協議会で発表～ 



＊農林水産省作成「農林漁業成長化ファンド（Ａ－ＦＩＶＥ）」資料に赤
字で加筆 

観光協会資本（全体） 

観光産業関連資本 

支援対象事業者の資本結合による戦略的提携

• 農林漁業者と２次・３次産業の事業者（パートナー企業）が、６次産業化事業に取組むため、共同で出資された事業者
• 農林漁業者の主体性が確保されている（農林漁業者の議決権がパートナー企業出資分を超えている）事業者
• 「六次産業化・地産地消法」の計画認定の取得が要件

農林漁業者出資分
（主たる経営者）

（Ａ％）

６次産業化パート
ナー企業出資分

（Ｂ％）＞

サブファンド出資分
（上限５０％）

・高品質生産

・大規模供給能力

・トレサビリティ対応力

・生産者グループ形成力

etc.

サブファンドの場合
（地域ファンド又はテーマファンド）

㈱農林漁業成長
産業化支援機構

出資

農林漁業者

・販売ネットワーク

・マーケティング力

・物流ノウハウ

・ＩＴ技術

etc.

６次産業化
パートナー企業

出資
(50％以下)

民間等

地方自治体、農

業団体、金融機
関、地元企業等

成長資本と経営支援の一体提供

出資

【６次産業化事業体】
議決権のある株式構成

借入金

事
業
に
必
要
な
資
金

資本金

戦略的連携構築
の実現！

成長資金＋農林水産物供給
成長資金＋販路,ノウハウ

供給

農林漁業関連資本 

資本結合による戦略的連携により期待される新たな効果 

●農林水産業と観光産業の血縁関係に基づいた新たな連携によるバリューチェーン構築 
・地元農林漁家から宿泊施設、飲食施設への食材提供システムの実現 
・農林漁業関連体験プログラムの進化、深化による事業規模の拡大 
・農林漁業施設を使った新たな滞在スタイルの確立 
・観農連携推進協定による6次産業化推進と新たなビジネスモデルの構築 
・観光協会会員と農林漁業組合員間の情報流通量の増加 
・農林漁業が既に有している組織的広域連携力の活用 
・人材の相互活用の実現 
・多様な価値観による組織運営の実現 
・一体化した新たな地域戦略による強固な地域経済圏の構築 

農林水産業資本投下による観光協会の株式会社化 



生産者と加工メーカーの新たな交流モデル事業 
～名寄市のもち米がもたらすバリューチェーン型交流モデル～ 

加工メーカーの人材育成を農村、生産者にゆだねることにより、両者の新たな関係構築お
よびバリューチェーン型交流モデルが実現する。 



生産者 加工メーカー 

■企業のニーズ調査から見えてきた可能性（2012年度名寄市実施） 

原料の産地など自社と縁の深
い地域での研修については、
「意義や効果が非常にあると
思う」「意義や効果がある程
度あると思う」で64.3％に達
している。 

原料生産者と事業者（加工
メーカー）との交流型研修プ
ログラムについては、「非常
に期待している」「ある程度
期待している」で39.9%、
「まったく期待していない」
「あまり期待していない」の
19.9%を大きく上回っている。 

生産者と加工メーカーの新たなバリューチェーン型交流モデル構築 

●生産者と消費者との交流モデルは定着したが、生産者と加工メーカーとの交流モデルは一般化して
いない。新たな価値観による関係強化が必要。 
●2013年9月24日～27日、株式会社廣榮堂と群馬製粉株式会社の合同管理職研修が名寄市のもち
米農家に滞在して行われ、人材育成を共有化して新たなバリューチェーン型交流モデルを創出した。 

新たなバリューチェーン型交流モデルの構築 

・一次産品を作る側と加工する側の双方の価値観共有 
・人材育成をゆだねられることによる責任感の醸成 
・それぞれが提供する一次産品、商品への意識の変化 
・コミュニケーション力、他者理解力の強化 
・新たなリピートサイクルの構築 
・日本規模でのバリューチェーンの強化 
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