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知内町観光振興計画の概要 

1 計画の基本的な考え方 

1-1 計画の目的 

 本町の特性を生かした観光施策を町民や事業者、行政が連携・協働して展開し、本町の発

展を目指す。 

1-2 計画の位置づけ 

 関係法令や国の「観光立国推進基本計画」、北海道の「観光のくにづくり行動計画」と整合

性を図りながら、本町の「まちづくり総合計画」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の下

位計画として位置付け、観光振興施策に関する指針とするもの。 

国 北海道 知内町 

●観光立国推進基本法 

●観光立国推進基本計画 

●明日の日本を支える観光ビジョン 

●北海道観光のくにづくり条例 

●北海道観光のくにづくり行動計画 

●第 6次まちづくり総合計画 

●第 2期まち・ひと・しごと創生総合戦略 

   

知内町観光振興計画「しりうち観光ビジョン」 

1-3 計画の期間 

 令和４年度から令和７年度まで（「第６次まちづくり総合計画」の終期まで） 

2 知内町の観光の動向や課題 

2-1 知内町の観光 
本町の観光を取り巻く情勢 町内観光資源 

●北海道新幹線木古内駅 

●高規格幹線道路「函館江差自動車道」 

●松前矢越道立自然公園などの景観 

●開湯 800年を誇る北海道最古の温泉 

●こもれび温泉 

●かき小屋知内番屋 

町内観光関連事業者 イベント 

●観光クルージング「矢越クルーズ」 

●宿泊施設での特別料理付きプラン 

●飲食店での地場産品メニュー 

●スーパー・ホームセンターなど小売店の充実 

●しりうち春のカキまつり 

●サマーカーニバル in知内 

●しりうち大漁まつり 

●カキ VSニラまつり 

2-2 観光入込者数の推移 

 過去 10か年（H22～R2）の本町観光客の推移を施設ごとに整理。 

本町への観光客 施設別観光客 

●例年 15万人程度で推移 

●北海道新幹線が開業した H28 以降は 

一時的に増加したが減少傾向 

●R元からは新型コロナで急減 

●こもれび温泉 

●道の駅しりうち 

●新幹線展望塔 

●松前矢越道立自然公園 

●かき小屋知内番屋 

●北島三郎ギャラリー 

●各種イベント 

を調査。いずれもコロナで減少傾向 
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2-3 観光に関する課題 
区分 課題 

(1) 観光スポットの課題 点在しており連動・連携が十分ではない。近年は民間

事業者が連携した観光メニューを開発・販売している

が更なる磨き上げや積極的な情報発信が必要。 

(2) 宿泊施設の受入環境 ビジネスタイプが多く観光向けではないことから、今後

の対応を検討する必要がある。 

(3) 飲食店の受入環境 日曜・祝日に休業が多い、団体客の受入可能店舗が少

ない、決済方法が現金のみなど、今後の対応を検討す

る必要がある。 

(4) 交通手段 函バスではきめ細かな周遊に課題がある。目的や旅行

スケジュールに合わせてタクシーやレンタカーを推奨す

る必要がある。 

(5) 観光案内所・ガイド 観光案内所は当面役場が役割を担う。 

観光ガイドの育成が必要。 

(6) 観光土産品 商品が少ないため、更なる磨き上げや積極的な情報発

信のほか、新商品開発が必要。 

(7) 情報発信 紙媒体はニーズがあり十分な効果が得られるため、引

き続き一定程度の費用をかけて取り組む必要がある。 

ウェブサイトやＳＮＳも積極的に活用する必要がある。 

 

3 観光地域づくりの取組 

3-1 観光地域づくりの基本理念及び目指す姿 

基本理念 ： 観光で稼ぐ地域づくり 

目指す姿 ： 官民協働による持続的な観光振興 

3-2 観光地域づくりの基本体系 
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3-3 計画の目標値（ＫＰＩ） 

 観光客入込調査の人数と観光客アンケートの情報により各目標値（ＫＰＩ）を設定。 

指標 基準年（令和 2年） 目標年（令和 7年） 増加指数 

年間観光入込者数 89千人 103千人 毎年 5％増加 

年間観光宿泊数 15,500人泊 17,900人泊 毎年 3％増加 

年間観光消費額 556百万円 709百万円 毎年 5％増加 

来訪者満足度 43％ 53％ 毎年 2ポイント増加 

リピーター率 56％ 66％ 毎年 2ポイント増加 

3-4 具体的な事業 

 (1) 宿泊・飲食・観光事業者の意識醸成 

 しりうち観光推進機構が中心となり、各種事業を実施する。 

① 研修会・セミナーの開催 

② インターネット予約システムの導入支援 

③ キャッシュレス機器・システムの導入支援 

(2) 「知内でしか味わうことができない観光プラン」の造成 

 各事業者が観光プランを造成し、しりうち観光推進機構が宿泊助成事業を実施する。 

① “旬の食材”を生かした「特別料理プラン」 

 特産品や旬の地元食材をふんだんに活用した料理で、知内町ならではの高いコスト

パフォーマンスでおもてなしする。 

② “四季の体験”を生かした「アクティビティプラン」 

 春には「重内桜ロード」の観賞や「山菜採り体験」、夏から秋にかけては「矢越クルー

ズ」や「農産物の収穫体験」、冬には道内最南端の「町営スキー場」でのウィンタース

ポーツなど、アクティビティを取り入れた観光プランを提案する。 

③ “歴史・文化”を生かした「学びのプラン」 

 郷土資料館を拠点とした観光プランを提案する。 

(3) 町内店舗の利用促進 

 利用促進のため町内店舗を周遊するスタンプラリーなどを実施。 

(4) 観光ガイドの育成 

 観光協会や住民の協力を得てガイドを育成し、活躍してもらう。 

(5) 積極的な情報発信 

 パンフレットやポスターの作成、ウェブサイトや SNSなどの積極的活用。 

(6) 観光関連公共施設のあり方の協議・検討 

施設名称 課題・協議事項など 

道の駅しりうち 道の駅としての役割を分析・評価 

立地に関する議論を開始 

かき小屋知内番屋 レストラン以外に交流拠点施設としての役割強化を検討 

北島三郎ギャラリー 展示品の種類や内容の見直し、移転の要否などを検討 
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4 計画の推進体制 
区分 団体・組織 内容 

(1) 推進団体 

しりうち観光推進機構 

「観光の舵取り役」 

合意形成や意見集約、施策・事業の   

立案、予算確保、情報発信など 

知内観光協会 

「実働部隊」 

自らの事業の実行、機構の施策・事業を

連携して実行 

(2) 観光関連事業者 

宿泊事業者 
年間を通じた観光客の受け入れ 

施設・設備の適切な対応 
飲食事業者 

観光事業者 

交通事業者 
乗客への観光情報の提供 

商品・サービスの充実化 

(3) 各産業団体 

農協・農業者 

飲食店・宿泊施設への食材提供の協力 

収穫体験の機会提供 

農泊の検討 

漁協・漁業者 
飲食店・宿泊施設への食材提供の協力 

収獲体験の機会提供 

森林組合・林業者 
林業体験の機会提供の協力 

エネルギー教育への協力 

(4) 町民 個人・町内会 

日常の情報発信や環境美化によるイメー

ジアップに努める。 

観光事業に対して率先した参加協力 

 

5 計画のスケジュール 
施策名 実施主体 R4 R5 R6 R7 

観光関連（宿泊・ 

飲食・観光）事業者

の意識醸成 

観光推進機構 

観光協会 

事業者 

産業団体 

着手 

実施 

検証 

改善 

実施 

→ → 

「知内でしか味わえ

ない観光プラン」

の造成 

観光推進機構 

観光協会 

事業者 

産業団体 

着手 

実施 

検証 

改善 

実施 

→ → 

町内店舗の利用 

促進 

観光推進機構 

観光協会 

事業者 

着手 

実施 

検証 

改善 

実施 

→ → 

観光ガイドの育成 

観光推進機構 

観光協会 

町民 

着手 実施 

検証 

改善 

実施 

→ 

積極的な情報発信 

観光推進機構 

観光協会 

事業者 

町民 

着手 

実施 

検証 

改善 

実施 

→ → 

観光関連公共施設

のあり方の協議・

検討 

観光推進機構 

観光協会 

事業者 

町民 

着手 実施 → → 

 


