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第２回渡嘉敷村観光協会設立準備委員会 

 議事録 

 

【実施日時】2018 年 2 月 27 日（火） 13:30-14:40 

【開催場所】渡嘉敷村役場（大会議室） 

【出 席 者】（敬称略） 

＜策定委員会＞…計 13 名 

大城良孝（委員長）、小嶺哲雄（副委員長）、新垣聡、島村清（代理：小嶺国士）、 

水澤豊子、小池大二郎、新垣徹、金城肇、島村武（代理：金城悦男）、平田春吉、 

玉城真（代理：國吉真之助）、神里敏明、宮平鉄一朗 

＜専門アドバイザー＞ 

川端祥司 

【委 任 状】…計 1 名 

金城直 

＜事務局＞…計 7 名 

渡嘉敷村：玉城広喜、内野珠子 

渡嘉敷村商工会：田中守 

ライヴス：花咲宏基、山岸彩夏, 

JTB 沖縄：神谷和幸、池原和也 

 

大城良孝 委員長) 

皆様、こんにちは。お忙しい中、ご参加いただきましてありがとうございました。第 2

回渡嘉敷村観光協会設立準備委員会を開催いたします。 

前回の会合でも話し合われましたが、平成 30年度にしっかりと議論した上で、観光協

会を設立し、平成 31年 4月 1日からは本格稼働することになります。 

本日も、いろいろと資料が準備されていますが、資料に基づいて、皆様には活発な議論

をいただきたいと思います。よろしくお願い致します。 

それでは、式次第にのっとって、日本における観光協会とはということで川端さんからお

話をいただきたいと思います。 

 

ライヴス 花咲) 

委員長、川端さんのお話の前に、本日お配りをしております資料の確認をさせていただ

いてもよろしいでしょうか。 

 それでは、皆様には、「式次第」、川端さんのお話のレジメとなります「日本における観

光協会とは」、「日本版 DMO形成・確立の必要性」、「沖縄県内観光協会の組織体一覧」、そ
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して、「渡嘉敷村観光協会設立に向けたロードマップ案について」の資料をお配りました

が、お手元にございますか。 

それでは、川端さんのお話に入りたいと思いますが、前回の委員会で、観光協会のイメ

ージが、なかなかつきにくいというお話が出て参りましたので、川端さんには、観光協会

の一般的なお話、全国の観光協会の成功事例だけでなく失敗事例、そして、ここ最近で

は、日本版 DMOが国を中心に進められていますが、日本版 DMOについてお話をいただきた

いと思います。時間的には、川端さんのお話が 20分、その後質疑応答が 20分の後、ロー

ドマップ案について私の方からご説明させていただき、ロードマップを決めていきたいと

思います。 

それでは、川端さん、よろしくお願いします。 

 

川端祥司 専門アドバイザー) 

皆様、こんにちは。 

前回の設立準備委員会に出席させていただいて、皆様のお話をお聞きしていますと、観

光協会のイメージが、ぼやっとしていたと思いましたので、「観光協会とは何なのか」、

「観光協会はどういう組織体が多いのか」、「全国の観光協会の成功事例、失敗事例」につ

いてお話させていただきます。また、観光協会をさらに発展させた日本版 DMOについても

お話をしていきたいと思います。 

観光協会は、大きく分けて 2つの形態に分かれていまして、都道府県単位の観光協会と

市町村単位の観光協会があります。都道府県の観光協会の上部組織として、公益社団法人

日本観光振興協会があります。イメージとして、都道府県の観光協会は、市町村の観光協

会の上部組織のようなイメージがあるかと思いますが、そうではありません。市町村の観

光協会は、個々に独立した組織になります。 

それでは、観光協会は何をやるのかということですが、地方自治管内における観光振興

を進めるため、各事業の企画、立案、運営に当たります。また、地方自治体、交通事業

者、観光事業者等との連絡調整や、他の観光協会との連携に当たります。また、情報発信

を行います。情報発信に力を入れている観光協会も多く、ホームページを使った情報発

信、会員誌の発行を行ったり、観光協会の中には、観光客のメールアドレスを取得、保管

して、リアルタイムに観光情報をメールマガジンで送ったりする観光協会もあります。収

益事業については、ここ最近では、地方自治体の観光案内所や博物館等の運営を指定管理

者として受任する事例があります。 

観光協会を運営するにあたって、財源が重要になりますが、主な財源は、国及び地方自

治体からの補助金、会員からの会費、観光イベントなどに於ける収入、各種団体からの観

光を目的とした事業の委託等により賄われています。当該事業から黒字が出ている限り、

観光協会の自主財源ができるため、人を採用したりと組織運営は安定します。しかし、赤

字に陥った場合、会社組織に比べて意思決定機構が複雑で、極端な場合、観光協会では意
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思決定できず、行政の指導・助言を仰いだりする場合もあります。この場合、結果として

思い切った構造改革ができず、赤字累積となる危険性もはらんでいます。 

 観光協会は、基本的に公益的な財団で、都道府県と観光地を擁する市の観光協会につい

ては、ほとんどが社団法人又は財団法人という法人形態をとっています。町村の観光協会

のほとんどは法人化を行っておらず、任意団体の形態をとっています。観光協会の中に

は、特定非営利活動法人に移行するところもあります。 

 社団法人、財団法人になった場合、優遇税制があったりと、メリット、デメリットがあ

りますが、先ずは、法人としての形態をとることが大切だと思います。一部、長野県で

は、利益を得る株式会社の観光協会も生まれています。また、最近は、NPO法人に移行す

る観光協会があるのですが、NPO法人の場合は、設立にはほとんど費用が掛からないとか

税の優遇というメリットがあります。特に、観光協会の入会金とか会費が非課税となるメ

リットがあります。また、法人住民税の均等割りが免税になります。デメリットとしまし

ては、経理の厳格化が求められます。税務申告も基本的には非課税のものが多いのです

が、この事業については課税対象とされると課税申告を行わなければならないことや公益

性が高いということで情報公開を常に求められます。 

 観光協会を継続していくポイントは、継続的な収益事業が見込めること、会員から会費

を集めること、企業等から寄付金を集めること、国、地方自治体の補助金等を有効に活用

すること、そして、人材を確保することが大切となります。 

 次に、観光協会をとりまく課題です。2008年 10月に国では観光庁が発足しまして、国

際観光への対応が観光協会にも求められてきています。各都道府県の観光協会も、インバ

ウンドや、滞在型観光への取り組みを行い始めていますが、観光都市と非観光都市の観光

協会の温度差が表面化しています。また、観光協会は、観光振興の専門家集団で、シンク

タンク的な役割とイベント事業の実施部隊としての役割が期待されていますが、実際に

は、財源の主である地方自治体の意向が強く反映され、その指導を受けて事業を行う下請

け的な存在になりがちです。現在、地方自治体のスリム化が進む中、観光課は、人員や予

算の削減の対象になりやすい側面がありまして、地方自治体の観光振興事業そのものが観

光協会へと委譲される傾向にありますが、もともと観光協会は人的余裕がないうえ、地方

自治体が補助金の予算を削減する傾向もあり、受け皿としては余裕がなく、仕事の広がり

が無くなることが起こっています。 

 最近は、敢えて、役場の観光振興の事業を観光協会に渡して運営している自治体も増え

ています。メリットとしては、役場は人事異動がありますので、経験や人とのつながりを

引き継ぐことができないのですが、敢えて観光協会に仕事を渡して、プロパーの人を採用

して、観光協会に経験やネットワークを活かす環境を作るという観点で、観光協会に仕事

を渡す自治体も増えています。 

 後は、地方自治体の指定管理施設において、観光協会が指定管理者となって継続的な収

益を上げ、財源を確保し、運営を安定化するということも行われています。収益事業が安
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定すると、専門的な人材も採用でき、運営的にも安定します。 

 続きまして、観光協会の成功事例、失敗事例についてお話をします。先ず、成功事例と

して軽井沢観光協会を紹介します。軽井沢は、元々、首都圏の避暑地として人気があり、

特に町として何もしなくても、夏になればお金持ちのお客様が来てお金を落としてくれる

ということで、観光協会自体も活性化していませんでした。しかし、2月に、日本人の観

光客が落ち込むという課題がありました。そこで、あるペンションのオーナーが、中華系

の正月が、1月、2月に当たりますので、2月に中華系の外国人観光客を呼んだらどうだろ

うかということで、一人で、台湾に出向いて、旅行代理店に話をして、台湾のお客様を集

客することに成功しました。それが、どんどん拡大しました。今は、2月は、ほとんどが

外国人という状況を作り出しました。ペンション組合の組合長が旗振り役になって、日本

人観光客が落ち込む時期に外国人観光客を呼び込むことに成功した事例です。軽井沢観光

協会は、行政との関係も良好で、観光協会の会長であった方が、軽井沢町長になったり、

軽井沢町議会議長になったりと、連携が取れていまして、軽井沢町の観光関連の予算は、

観光協会に預けて観光事業を行っています。 

 続きまして、山ノ内町ですが、この町は、エリアが 4エリアに分かれてしまして、それ

ぞれのエリアに旅館組合があって、連携がとれていませんでした。ここには、志賀高原が

あるのですが、リフトを運営する会社も 3社あり、それぞれが、リフト券を発行したり、

バスが循環していなかったりと、バラバラの観光施策でした。そして、バブルが崩壊し

て、スキー人口も減って観光が落ち込んだのですが、この時期に、各旅館組合のメンバー

が若返り、全員の共通意識として何とか山ノ内を観光で盛り返すにはどうしたらよいかを

皆で検討し、インバウンド誘客、各旅館組合連携、JAとの連携等で盛り返した。また、こ

このエリアには世界的に有名な SNOW MONKEYというオンリー1コンテンツがあったのです

が、以前は全くこのコンテンツを活かしきれていなかったのが、特にインバウンド誘客で

このコンテンツをうまく利用し、勝ち組になりました。また、入湯税を連盟の PR予算に

あて、イベント運営、パンフレット製作等を行いました。また、海外のオンライン・トラ

ベル・エージェンシー（OTA）のエクスペディアとかホテルリゾート・ドットコムとかに

複数の宿が海外の OTAにまとめて登録しますと、それが、40事業者ぐらいで登録すると、

そのエリアの名前を登録することができます。山ノ内町では、「SNOW MONKEY TOWN」と

して登録して連携を図って、エリア全体を盛り上げています。今、渡嘉敷村の事業者さん

は、沖縄、那覇エリアに属していると思いますが、ある程度、まとまって登録すると、

「渡嘉敷村」で登録できます。 

次に、京丹後市観光協会を紹介します。京都が日本海に面していることをご存じない方

も多いのですが、日本海に面した京丹後市というところがあります。京丹後市は、間人

（たいざ）ガニという松葉ガニの中で、一番高級なカニが獲れるのと、丹後ちりめんがあ

りまして、元々、潤っている地域でした。冬だけで１年暮らしていける町なのですが、宿

の女将さんたちが、ただ温泉に入って、美味しいものを食べて帰っていただくだけだと、
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京丹後に来ていただく意味が無いと考えました。そこで、もっと素晴らしいコンテンツ

が、たくさんあるという事を知っていただきたいと考えました。そこで、商工会の支援を

得て、国と京都府の補助金を活用して、地元の漁師や農家の方々に声を掛けて、体験メニ

ューの商品を造成しました。初年度は、体験メニューを 50商品ぐらい作りました。例え

ば、漁師が、京丹後市の山陰海岸ジオパークエリアを、漁船に観光客を乗せて、観光タク

シーということで、海から見る素晴らしい景色を案内しました。これが大変人気が出まし

て、2年目から、漁師の本業よりもこの観光業の収入が上回る状況になりました。今は、

朝は本業の漁、昼間は観光業で、漁師には協力をいただいています。こういった形で、着

地型力商品を造成して、観光コンテンツが 100を超えて、今度はこれを、販売しなければ

ならないということで、宿の社長が観光業の免許をとりまして、実際に来たお客さんにこ

んなメニューがありますがいかがでしょうかということで販売を始めました。今は、観光

協会や市役所と連携して観光施策を行っています。この京丹後市の事例は、この後、ご紹

介する DMOの中の DMCの見本じゃないかなと思っています。 

次に、失敗事例なのですが、T観光イノベーションを紹介します。ここは、局長を外部

の民間企業を招いて、周辺自治体、関連民間事業者も巻き込んで、一見上手くいっている

ように紹介されていますが、実際には、市長、副市長がこの組織のトップに立って、市役

所の下請け組織的な運営にとどまってしまっています。折角、外部から迎え入れた局長も

観光に関しては素人であり機能せず、市長、副市長の送り込んだ知り合いの外部アドバイ

ザーにかき回されてしまっています。お金をかけた HPも作成しましたが、情報が少な

く、地元の旅館･ホテルの予約サイトにもなっていますが、掲載情報が少なく、また、サ

ーバーも日本国内においているため、海外からのアクセスが少なく、苦戦しています。こ

の T市の DMOは、何を目的として作ったのかということを考えたのですが、DMOには、国

から補助金が出るのですが、その補助金目当てに作ったのではないかと思います。 

 続きまして、前回の委員会で、水澤さんからも、観光協会は、どんな組織形態があるの

かという質問をいただきましたので調べて参りました。圧倒的に多いのは一般社団法人で

す。一般社団法人は登記のみによって設立が可能で、持分が存在しないため、観光協会と

いう組織になじみやすいといえます。また、非営利型の一般社団法人となれば税制上の公

益法人となることが可能となります。続きまして、多いのが、人格なき社団、そして、特

定非営利活動法人です。いずれにしても法人として活動すべきだと思います。件数は、少

ないのですが、株式会社化した観光協会もあります。例えばニセコリゾート観光協会は、

全国ではじめて株式会社化した観光協会で、社長を公募し民間事業者出身者が初代社長と

なりました。株式会社化の税制上のデメリットは、普通法人なので会費や寄付金も含めて

全所得課税ですが、メリットとしては消費税の国等の特例計算がないというところです。 

続きまして、日本版 DMOについてご紹介します。別紙で観光庁の資料をお配りしており

ます。日本では、観光協会が観光施策を行っていたのですが、地域の幅広い資源が最大限

に活用されていないですとか“関係者の巻き込みが不十分”であったり、“データの収
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集・分析が不十分”でターゲットなる顧客層や地域のコンセプトが十分に練られていない

ですとか、民間では行われている効果的なブランディングやプロモーションができていな

いという“民間的手法の導入が不十分”ということが起こっていました。それらを解決す

るために、観光庁が、日本版 DMOを推進しています。この DMOは、観光庁に申請し、観光

庁が認定すれば、DMOを立ち上げることができます。日本版 DMOには、三つのパターンが

あります。一つは、複数の都道府県にまたがる広域連携 DMO、一つは、複数の地方公共団

体にまたがる地域連携 DMO、そして、基礎自治体である単独の市町村の地域 DMOです。こ

れを申請して認定されれば、国から定期的に補助金を得られます。そうなると、ベースと

なる資金は確保できるのですが、国からの補助金ですので、明確な目標設定を行い、PDCA

を回さなければなりませんし、常にどういう収益を上げました、失敗しましたという事を

報告しなければならないので、結果、なかなかうまく回っていないということが現状では

あります。 

他の自治体では、ある程度軌道に乗せるまでは、役場の観光課や行政のトツプが旗振り

役で観光協会を立上げておりますが、軌道に乗って、収益を上げようという段階になりま

したら、会員の中からトップを選び、自助努力で発展していく観光組織にしています。 

 参考ということで、沖縄県内の観光協会の組織体一覧を、ライヴスの花咲さんに作って

いただいたのでご覧いただければと思います。ほぼ、一般社団法人ですが、設立するの

に、ハードルが低いということがあるのかと思います。 

以上です。 

 

大城良孝 委員長) 

ありがとうございました。川端さんからは、日本における観光協会及び観光協会をとり

まく課題、観光協会の成功事例、失敗事例についてお話をいただきました。 

これから質疑の時間を設けたいと思います。 

 

小嶺哲雄 副委員長) 

成功事例、失敗事例についてお話をいただきましたが、沖縄県で突出した成功事例とな

る観光協会はありませんか。 

 

川端祥司 専門アドバイザー) 

沖縄県内のものは調べておりませんが、おおぎみまるごとツーリズム協会、東村観光推

進協議会は、NPO法人化されていますので、しっかりと活動しているのではないかと思い

ます。 

 

大城良孝 委員長) 

この準備委員会で頑張っている観光協会に視察に行く可能性もありますので、事務局と



7 

 

川端さんから、この準備委員会に情報提供いただければと思います。 

 

ライヴス 花咲) 

私の方で沖縄県内の観光協会の組織体一覧の表をまとめさせていただきました。その作

業の中で、例えば多良間村や与那国町については、観光協会は任意団体であったりとか、

観光協会ができて間もないとかという自治体も少なくなかったです。そういった点でも、

観光協会で成功しているという話は、まだ、一般的にお聞きできていません。その中で

も、今帰仁村、南城市の観光協会の良い評判をお聞きしていたりします。あらためて、調

べて、委員会にご報告させていただきたいと思います。 

 

大城良孝 委員長) 

他に何かございますか。 

 

新垣徹 委員) 

実は、昨年 6月に、商工会の理事会で観光協会設立の要望について決議しまして、村長

と議会宛てに早期設立の要望書を提出しました。このことが、観光協会設立の動きの事の

発端になっているかと思います。実際には、商工会は、既に、観光協会的な仕事を行って

います。3月 9日に、沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハで、沖縄県地域観光協会等会

議の事務局長会議、会長会議があります。この会議は、沖縄県地域観光協会等会議という

名称ですが、「等」と付いているのは、渡嘉敷村の参加団体が商工会ということで、「等」

が付いています。そういった点でも、情報の共有化や横の連携が、本村は少し乏しいのか

なと思います。そこで、観光協会の早期設立を要望しました。 

実際に会議に参加したりしまして、各地の観光協会の皆様とは交流しています。観光協

会で元気のあるところ、そうでも無いところも感じます。小嶺課長からもありましたが、 

元気の良い観光協会を目標にしたいと思いますので、元気の良い観光協会の生の情報、最

新の情報、資料を収集して欲しいと思います。9日の会議に、私たちも参加し情報収集し

ますが、ライヴスもオブザーバー参加できますので、参加して、情報収集していただけれ

ばと思います。 

 

大城良孝 委員長) 

それでは、ライヴスには参加してもらいたいと思います。時間の制限がありますので、

次の議事に入っていきたいと思います。質疑の時間は最後にありますので、質問のある方

は、その際、お願いします。それでは、次の議事に進みます。 

 

ライヴス 花咲) 

それでは、渡嘉敷村観光協会設立に向けたロードマップについて説明させていただきま
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す。前回の委員会でご説明をさせていただいたものに、スケジュールと前回の委員会の議

事からピックアップしたご意見を、本日の資料に掲載させていただきました。 

 本日の委員会では、このスケジュールの承認とロードマップにおける観光協会設立に向

けた作業項目についてご承認いただければと思います。 

 それでは、ページ数で申し上げますと 4ページをお開きください。前回配布させていた

だいた資料には、スケジュールを入れておりませんでしたが、ここにスケジュールを入れ

させていただきました。先ず、平成 31年 4月に、設立された観光協会を本格稼働させる

ことが決まっております。商工観光課や商工会が現在担っている観光協会の仕事を移行す

る期間が必要ということで、観光協会の設立につきましては、平成 31年 2月とさせてい

ただいております。この平成 31年 2月から逆算して、5回の委員会のスケジュールを入れ

させていただきました。設立する観光協会のイメージを共有する第 1回委員会を、5月下

旬。観光協会の事業計画案と業務案の検討をする第 2回委員会を 7月上旬。観光協会の事

業計画と業務計画の確認と定款案の検討を行う第 3回委員会は、観光客受入のピークの時

期を避けて 9月中旬にしました。そして、観光協会の定款の確認と設立に関わる業務の確

認をする第 4回委員会を 10月中旬。観光協会設立の必要事項の最終確認と設立総会の確

認を行う第 5回委員会を 12月上旬としました。 

続きまして、8ページを開いていただきたいと思います。前回の委員会の中のご意見を

ピックアップさせていただきました。読み上げます。「設立する観光協会の役員の構成は

どうなるのか。この度の観光協会設立準備委員会メンバーの構成を見ても、イメージでき

ない。」、「設立する観光協会をどういう組織に作ろうとしているか分からない。」、「自立、

自走できる観光協会にするためには、着地型旅行商品を販売できる観光協会にしなければ

ならない。その着地型旅行商品は、競合の無いオンリーワンコンテンツを探し出す。」、

「観光振興計画策定員会では、沖縄県内の観光協会で成功している先進地の視察を行うべ

きとの話があった。先進地の視察を行うべきではないか。」、「成功する観光協会を作るに

は、１）観光協会と役場とは別の役割を持たせること、2）経済的自立を実現する、3）プ

ロパーの職員を育てるという 3つのポイントがある。」、「例えば、ダイビングが好きな方

には有名でも、一般の方に知られていないという観光コンテンツを、一般の方に知ってい

ただくように、いかに情報発信するかが大切。」、「観光協会を引っ張っていくリーダーを

誰がするかは大切。」以上です。 

また、メンバーの構成については、来年度も引き続き、皆様方が委員会メンバーとなり

ますが、観光に詳しい大学の先生等学識経験者の方に入っていただく予定です。 

あらためまして、皆様には、スケジュール並びに作業の内容につきまして、ご議論いただ

きたいと存じます。 

 

大城良孝 委員長) 

ロードマップの説明がありました。平成 31年 4月の本格稼働となります。前回の委員
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会での皆様のご意見も書き出されています。また、先程、川端さんから、観光協会とはど

ういうものかというお話がありました。 

それでは、皆様から、ご意見をいただきたいと思います。 

 

新垣徹 委員) 

座間味村観光協会が、立地条件、同じ国立公園ということで、ひとつのモデルとしては

参考にしやすいのかなと思います。座間味村観光協会は、会長が村長ですので、会長会議

では、なかなかお会いできないのですが、座間味村観光協会との情報の共有であるとか、

座間味村観光の定款を見せていただくであるとかお願いできたら良いかと思います。ま

た、沖縄県内の観光協会の組織一覧表をみて、人口規模の大きい都市については、皆様も

参考にするのはどうかと考えていらっしゃるかと思いますので、人口規模や集客数が近い

であるとか、島であるとかを基準にして、参考となる自治体の観光協会を絞り込んで、定

款や会則等の資料の収集をお願いしたいと思います。 

 

ライヴス 花咲) 

実は、ロードマップ案を作成する前に、座間味村観光協会にヒアリングにおうかがいし

ました。ロードマップにある作業項目の必要事項は、座間味村が観光協会を設立する上で

必要とされた作業項目を参考にしています。 

お話をいただいた通り、座間味村観光協会を参考にして、渡嘉敷村の観光協会をどのよ

うな観光協会にするかという議論はできるのではないかと思います。 

なお、座間味村観光協会の職員の給与規定等については、村対村の公式のルートで要請

があれば、開示しますとのことでした。 

 

大城良孝 委員長) 

どの市町村の資料を参考にするかについては、商工観光課とライヴスで調整して、参考

にする市町村が決まりましたら、公文書で要請したいと思います。 

 

平田春吉 委員) 

ちょっと気になることがあります。 

現在、観光協会的な仕事を商工会が行っておりますが、観光協会が設立されましたら、

バッティングしてしまうのではないかと思います。商工会が無くなるという事態が起こる

かもしれません。 

商工会の会員の中に、修学旅行の受け入れを目的に入っている会員が多くいますので、

修学旅行の受け入れを観光協会が担うとなると、商工会を抜ける事業者が出てくるのでは

ないかと思います。 

 そのあたりの事は、しっかりと考えておかなければなりません。 
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ライヴス花咲) 

この問題は、大変難しい問題で、まさに、しっかりとした議論が必要だと感じていま

す。 

実は、座間味村に、この問題について質問をさせていただきました。だいたいの事業者

は、商工会にも観光協会にも会費を払われていまして、観光協会の作るマップの中に、会

員の情報を乗せるということであったり、入会のメリットをちゃんと作って、会費を払っ

ていただけるように工夫しているとの話をお聞きしました。調べている中では、例えば、

北谷町などでは、商工会に所属していると観光協会の会費が安くなるという工夫をされて

います。渡嘉敷村の事業者は、観光関連事業者が多いので、本委員会で、しっかりと議論

しなければならないポイントだと思います。 

 

平田春吉 委員) 

座間味村の場合、座間味 21という株式会社があって、その会社を解散して、観光協会

に移行したということがあったのですが、渡嘉敷村の場合、商工会しかないので、座間味

村とちがうので心配です。 

 

新垣徹 委員) 

今までのところは、ほとんどの自治体では、商工会と観光協会は両立しています。商工

会の会長が観光協会の会長をしている自治体も何か所かあります。そういった会長さんに

お話をお聞きすると、観光協会の会員資格として、商工会の会員である規約入れるとかで

抜ける事業者を防ぐということがあったりすると聞いています。観光協会が設立されて、

商工会を抜ける事業者が増えて、商工会が存続できなくなるような事態は避けなければな

らないと思います。もちろん、商工会は、経営相談や金融相談ができて、会員のメリット

はあるのですが、目の前の集客、収入ということで、観光協会になびくことは考えられま

すので、会則作りの中で、そういった事態を避ける方法を考えたりすることが必要かと思

います。商工会と観光協会がうまく連携している市町村はありますので、それらをモデル

ケースにして、文言化していくべきと思います。商工会の会長としては、観光協会の会員

資格に商工会の会員であるという縛りがあれば、商工会も維持できて両立できるのではな

いかと思います。 

 

小嶺哲雄 副委員長) 

ただいまの意見については、次年度に本格的に議論していく内容だと思います。事務局

の方で叩き台を作って、平成 30年度の会議の中で議論していただくことになるかと思い

ます。 

渡嘉敷村観光振興計画を作成する際に、国頭村に視察に行きましたが、国頭村は、昨
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年、観光協会を設立しましたが、商工会との関係については、議論があったようです。そ

こで、商工会に加入していることが、観光協会の会員資格となっていると思います。観光

協会に入ってから、商工会を抜けるということはできないようになっています。観光協会

を設立しますと、商工会等既存の組織との調整が必要となってきますが、両立できるよう

なシステムを作っていければと思います。 

 この件は、来年度のこの委員会で議論をしていくことになります。 

 

平田春吉 委員) 

最終的には会費の問題になるかと思います。商工会、観光協会の両方に会費を払うこと

を拒んで、商工会の会費は払わないという事業者が出てくるかと思います。 

小嶺課長がおっしゃるような、観光協会の会員資格に、商工会の会員であるということ

はうたえないと思うのですが。 

 

小嶺哲雄 副委員長) 

その点は、今後の委員会で検討していく課題となります。平田委員がおっしゃられる通

り、観光協会の会員資格規程の中に、商工会の会員であるという規程を入れることができ

るかどうかも委員会の中で確認をしなければならないと思います。 

 

平田春吉 委員) 

小嶺課長もご存じと思いますが、商工会を作る時に、口数が足りなかった経緯がありま

した。宿泊とダイビングを分けて口数を増やして、商工会を設立した経緯があります。観

光協会ができると、商工会か観光協会かどちらかに入れば良いという事業者が出て来て、

商工会を抜けて、観光協会に入るという事業者も出てきて、商工会の口数が減るというこ

とが起こりえます。 

一般社団法人でも NPOでも、商工会に入っていることという縛りはできないと思いま

す。 

 

大城良孝 委員長) 

商工会と観光協会の両立の問題は、来年度の観光協会設立準備委員会の中で、新たな資

料も提出をしますので、両立できるよう、皆様が納得できる結論を導き出していきたいと

思います。本日の委員会では、ロードマップの作業内容とスケジュールを確認する場です

ので、その議論を進めていきたいと思います。 

 

島村清 委員（代理：小嶺国士）) 

観光協会と商工会の両立の問題ですが、事前に、商工会会員の方にアンケートを取っ

て、意向をくみ取った形で話し合った方が良いのではないかと思います。観光協会が設立
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されると、商工会と観光協会の両方に会費を払うことを伝えて、先程話が出て来ました

が、商工会に入っていないと観光協会に入れないという資格規程があるのが良いのか、商

工会に入っていると観光協会の会費が安くなりますよと言う設問を入れたりとかして、商

工会会員の意向をアンケートで聞いた方が実情にあった結論を導き出すことができるので

はないかと思います。 

 

ライヴス 花咲) 

アンケートを取るという立て付けの話をしますと、渡嘉敷村の全ての事業者が商工会に

入ってはいませんので、全ての事業者にアンケートを取るというのであれば、渡嘉敷村役

場の仕事になるかと思います。商工会の会員の皆様へのアンケートになると商工会の仕事

になるかと思います。 

 

小嶺哲雄 副委員長) 

商工会会員であると、観光協会の会費が減免されるという事例もあるようですので、他

の自治体の事例をいくつも調べて、それらを参考にして、渡嘉敷村に合うシステムを作る

作業を進めていければと思います。 

 

大城良孝 委員長) 

 4月以降の委員会では、参考資料を提出するようにします。おっしゃるとおり、商工会

が 10,000円、観光協会が 5,000円という会費もあるでしょうし、15,000円を分割すると

いう方法もあるかと思います。他の自治体の参考資料を収集して、これを基に、委員会で

議論して、渡嘉敷村に合ったものを作成していくことになります。商工観光課と商工会で

も、文章でやり取りをしていきたいと思いますので、事務局はこのことをメモしておいて

ください。 

 

金城肇 委員) 

今もそうですが、準備委員会だけで議論していますが、もっと、住民の皆さんや商工会

会員の皆さんが会議の内容を見えるような形にできないかと思うのですが。 

 

ライヴス花咲) 

本日の委員会は、そういったご意見をいただく場です。オープンにすべしということで

あれば、そういうことをこの場で決めていただければと思います。 

 

金城肇 委員) 

 準備委員会で最終的に決めていくのだと思いますが、より良い観光協会を作るという観

点で申し上げますと、委員会の議論の情報公開は大切だと思います。例えば、委員会を傍
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聴できるようにするとかできたら良いかと思います。 

 

ライヴス花咲) 

観光協会の設立のための委員会について、インターネット上ですが、公開されているも

のを調べてみました。また、沖縄の観光協会の設立に関わった方にお聞きしたのですが、

観光協会はお金に関わるところがあるようで、いろいろな方が入って来ると議論が前に進

まないということで、設立については、行政主導が多いようでありました。設立した後

は、観光協会は、会員総会で、方向・方針を決めていくので、オープンに進めていくとい

う形のようです。 

 

大城良孝 委員長) 

新年度に、あらためて観光協会設立準備委員会を開催しますが、その際に、公開すべき

ところは公開しても良いと思います。 

また、役員については、観光協会を設立した後に、いろいろな人材を入れた方が良いとい

う意見が出てくるかと思いますので、役員の入れ替えをしても良いと思います。 

本委員会の皆様が、活発なご議論をしていただいて、情報公開ができる所は情報公開を

行って、委員会を進めていければと思います。 

それでは、ロードマップの日程についてですが、提案された日程に沿って進めてよろし

いでしょうか。 

 

新垣徹 委員) 

第 4回の委員会が 10月中旬なのですが、この時期は修学旅行の受入のピークです。 

事務局の田中が動けない可能性がありますし、委員会メンバーの方々の中にも、受入れを

される方々もいらっしゃるので、開催日は、修学旅行の受入日を外していただきたいと思

います。 

 

大城良孝 委員長) 

第 3回の 9月中旬、第 4回の 10月中旬は、修学旅行の受け入れと村議会がありますの

で、商工観光課と事務局で調整してください。 

 

ライヴス花咲) 

視察に関して入れてはいないのですが、視察を行うという事になれば、5月～7月の早

めの視察となることをご了承いただければと思います。 

 

大城良孝 委員長) 

視察については、自ら見て、聞いて、自分たちで理解し、自分たちのものにした方が良
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いと思いますので、会議に入る前の日程にしたいと思います。 

川端さんのお話については、ご質問ご意見はありませんか。 

ご意見ご質問が無いようでしたら、これから 5月の第 1回の委員会開催に向けて準備を進

めていきたいと思います。それまでに、商工観光課、事務局で資料も揃え、皆様にも準備

をしていただければと思います。 

これにて、第 2回観光協会設立準備委員会を閉会致します。 


