
１．事業概要

本事業は、地域の状況に応じた夜間（18時～翌朝６時）の楽しみ方を拡充し、地域での更なる
滞在を促すことのみならず、新たな消費活動や魅力を創出することで訪日外国人の観光消費拡
大を図ることを目的に、「ナイトタイムエコノミー推進にかかるコンテンツ造成事業」を実施
する中で、一般社団法人金沢市観光協会をはじめとする地域の関係者と連携を図り、サムライ
のまち金沢ならではの藩制期から連綿と受け継がれてきた「ほんものの伝統文化」を活かし、
富裕層旅行者の志向に合った、高付加価値コンテンツの造成を行うことを目的とする。

1.1 目的

1.2 業務概要
事業名：金沢の地域資源を活用した

富裕層向けナイトタイムコンテンツ造成事業

事業対象：金沢市内全域

実施期間：令和３年３月12日まで

1.3 業務内容

（１）専門家への意見聴取

（２）検討会の開催

（３）コンテンツの造成

（４）コンテンツのガイド育成

（５）モニタリングの実施

（６）コンテンツのとりまとめ及び原稿作成

サムライの街金沢の本物の伝統文化、それをもとにした観光コ
ンテンツの魅力と現状の把握を行うため、専門家を招いて現地
視察を実施したうえで意見を聴取した。

視察ツアーやモニターツアーを結果を踏まえ、参加した専門家
などのアドバイス等を参考にして、コンテンツの課題などの抽
出や対応策など、最終アウトプットに向けて検討を行った。

各関係事業者、専門家の意見、検討結果などを踏まえ、金沢の
地域資源を活用した、富裕層旅行者の志向に合ったコンテンツ
を造成を行った。

ホスピタリティの視点に立った受入れ環境の整備や、滞在中の
顧客満足度の向上を図るため、造成するコンテンツの案内役と
なるガイドを育成する研修会を実施した。

造成したコンテンツの課題抽出及び磨き上げに向け、インバウ
ンド旅行会社等を招請したモニターツアーの開催でのモニタリ
ングを実施した。

英語ウェブサイト等でコンテンツの情報発信・販売ができるよ
う、事業を通して造成されたコンテンツをとりまとめ、原稿の
作成を行った。
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報告①
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報告②

意見②

報告③

意見③

・金沢市の観光リソースの発掘
・視察でのコンテンツの現状把握

・金沢市のインバウンド素材整理
・事業者、コンテンツの選定
・現状の課題の整理と対応策検討

今回のコンテンツを含む
ガイドのスキルアップ

・課題に対応したコンテンツの実証
・商品化に向けて具体的な

方向性の確認

・造成したコンテンツのとりまとめ
・報告書の作成
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1.4 事業工程

1.5 実施体制図
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（１）専門家への意見聴取
現地視察による

現状把握及び課題抽出

第１回検討会

課題抽出

第２回検討会

磨き上げ

（３）コンテンツの造成
事業者・専門家等と協働でのコ

ンテンツの企画、開発

（４）コンテンツのガイド育成
スーパーガイドによるコンテン

ツのガイド研修の開催

（５）モニタリングの実施
専門家によるモニターツアーの

開催

（６）コンテンツのとりまとめ及び原稿制作
二次利用可能な形式でのとりま

とめ資料作成

（７）報告書制作

（２）検討会の開催

視察結果

フィードバック

検討会内容

コンテンツに反映

モニターツアーによる

モニタリング結果を

検討会へフィードバック

表１ 事業行程表

図３ 体制図
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一般社団法人 金沢市観光協会

株式会社 地球の歩き方
地域の関係者と連携

コンテンツ事業者
飲食店舗事業者

交通事業者担当者２名体制
（ほか外国人スタッフ）

コンテンツの制作 検討会の開催 モニターツアー

ガイド研修
外国人スーパーガイド
による英語での研修

通訳案内士や
市内通訳ガイドの皆様

専門家
外国人アドバイザー制作チーム



２．専門家による意見聴取

ターゲットの志向と金沢市の現状を擦り合わせ、造成するコンテンツの方向性を定めるため、
富裕層旅行者向けの旅行商品を取り扱うエージェント・ランドオペレーター（専門家）を当地
に招いて現地視察を行い、コンテンツに対する現状把握及び課題抽出を行った。

2.1 意見聴取概要

2.2 専門家

2.3 コンテンツ視察

実施日程：2020年10月５日（月）～７日（水） ３日間

富裕層旅行者は完全オーダーメイドの旅行商品を購入することが多いため、知見のある富裕層
向けエージェントを招請。具体的には、富裕層旅行アライアンス(VIRTUOSO,TRAVELERS 
MADE,SIGNATURE)等に加盟しているエージェントを中心に招請した。また、３社とも金沢の
視察を過去４回以上している有識者を選定した。

金沢アドベンチャーズ 丸一観光 TABITAIKENネット

参加事業者と視察コンテンツ

視察コンテンツ①
武士のたしなみ～鷹匠体験～

視察コンテンツ②
にし茶屋街でのお座敷体験と

有名老舗寿司店でお寿司を楽しむ

視察コンテンツ③
庭師と巡る金沢の名園

視察コンテンツ④
新天地Deepバーホッピング

視察コンテンツ⑤
森林浴 医王山ブナの森を歩く

表３ 視察コンテンツ一覧

企画提案時のコンテンツ案をもとに、事前に事務局内で協議。その後、各事業者にヒアリング
を行った。本事業の目的やターゲットを共有したうえで、各事業者と視察内容を決め、特に有
力なこの５コンテンツで第１回目の視察を行った。

2.４ 意見聴取結果

2.５ 意見後の反映

事業者 コンテンツ名 総評

金沢アドベンチャーズ 武士のたしなみ～鷹匠体験～

FIT向けにはかなり高価格となるため、MICE向けとしたほう
が可能性が高いとの意見。場所、内容、椅子、天候や季節の
対応など、富裕層向けのコンテンツとしては改善していく必
要がある。鷹匠は面白いコンテンツであるため、武家文化と
いう切り口を活用すると魅力が高まる。

金沢アドベンチャーズ
にし茶屋街でのお座敷体験と

有名老舗寿司店でお寿司を楽しむ

個室での食事や、一見さんお断りのお茶屋訪問という特別感
は高評価な一方で、食事の質や受け入れ事業者のサービスに
指摘が多い。金額、内容は概ね好評なので、細かい部分を改
善していく必要がある。

丸一観光 庭師と巡る金沢の名園

金額、内容ともに低評価であった。コンセプトの評価や期待
が高い分、見学する庭の質やガイドの質が求められている。
コンセプトはそのままに、訪日外国人の対応に慣れている、
ツボがわかるガイドを確保し、案内する庭を選定する必要が
ある。

丸一観光 新天地Deepバーホッピング

ガイドの評価は高いが、内容や金額の印象は評価者ごとに異
なり、評価が分かれた。金額、時間、店など、顧客の要望に
どれだけ対応ができるかがポイントになるという指摘あり。
金沢らしさ、富裕層向け、という点において改善をしていく。

TABITAIKENネット 森林浴 医王山・ブナの森を歩く

森林浴ではないという意見がある一方で、ハイキングは楽し
かったという意見もあり、テーマと内容を明確にする必要が
ある。富裕層向け、エコツアーという点においてはたくさん
の指摘があるため、全体的な改善が必要。

コンテンツ名 改善点

武士のたしなみ～鷹匠体験～
FIT向けとしては高価になるため、グループやMICE向けの対応・販
売を主として検討。あわせて、富裕層対応も進め、歴史背景も絡め
た説明等を工夫する。

にし茶屋街でのお座敷体験と
有名老舗寿司店でお寿司を楽しむ

メニューのバリエーションやホスピタリティの部分のブラッシュ
アップを検討。

庭師と巡る金沢の名園
①案内するガイドの確保、②時間を２時間程度にして玉泉院丸公園
と尾山神社に絞る、③素晴らしい庭園をお持ちの個人宅に伺うなど
の検討。

新天地Deepバーホッピング
お店の軒数などの検討。料理やドリンクなど金沢らしさが出るよう
に工夫する必要がある。

森林浴 医王山・ブナの森を歩く
①森林浴としての体験を明確に（瞑想の場所、工夫）、②ハイキン
グルートの再検討（滝やここならではの場所）、③送迎についての
検討。

表５ コンテンツへの意見聴取

表６ コンテンツの改善点

視察後に各コンテンツに対して、現状の課題抽出や改善点など有識者から意見聴取を行った。
また、それらをもとに改善案を取りまとめた。

●参加専門家（計３名）

EXO Travel Japan株式会社 / Moschetti Pietrovito（モスケッティ ピエトロヴィト）氏

Beauty of Japan / 野口 貴裕氏

Travel Arrange Japan（エミリアトラベル株式会社）/ 稲見 みずえ氏



３．コンテンツ造成に向けての検討会

3.1 検討会の概要

3.2 検討会での方向性

コンテンツの磨き上げを行うために、各回下記の内容にて検討会を実施した。

日時 場所 参加人数 内容

第１回
2021年10月23日（金）

13:30 ～ 16:30
金沢歌劇座
第9会議室

13名

視察ツアーに参加した専門家のアドバイス等を
参考にして、各事業者がブラッシュアップした
各コンテンツプランをプレゼンテーション。そ
のプランをもとに、更なる磨き上げを行うため
の検討会を実施した。

第２回
2021年2月9日（火）
13：30 ～ 16：30

金沢市役所
第二本庁舎
2202会議室

12名

海外富裕層の専門家を招聘し第１回検討会を受
けて磨き上げた各コンテンツの視察を実施。そ
の結果も含め、コンテンツ完成に向けての更な
るブラッシュアップ案を検討した。

第１回の検討会では厳しい意見が多かったが、第２回の検討会では「全体的に磨き上げが成
功しており、観光コンテンツとしてのポテンシャルをよく引き出せている」という総評が
あった。２回の視察ツアー、２回の検討会を経て、各ツアーの内容がよくなっていることが
実感できる内容であった。一方で、観光コンテンツや内容がよくなってきたからこそ現場感
のある次の課題も見えてきた。実際の販売面での価格や臨機応変な対応、ガイドの育成など
各ツアーで課題が出た。また、磨き上げが一度できたからこその発展的なアイディアなども
最終のコンテンツ造成に向けて意見が交わされた。

３社とも、視察ツアー後アンケートの結果をもとに、改善策や別案をプレゼンした。磨き上
げの段階なので、まだ要所で改善点はあるものの、専門家たちからは「視察時よりも改善が
見られる」などの前向きなコメントが多かった。一方で「貸切などの特別対応」「納得感、
説得感のある内容や紹介」「金額に見合った内容」「ガイドのレベル」に関するアドバイス、
懸念が多かった。そのため、１月のモニターツアーは「英語ガイドに実際に対応してもら
う」「貸切対応などの更なる特別感やガイド説明による説得感、納得感の創出」などを大き
なテーマとし、今回プレゼンした案を更に磨き上げ、１月のモニターツアーに備えることと
した。

■第１回検討会を受けての方向性のまとめ

■第２回検討会を受けての方向性のまとめ

各回で造成する各コンテンツに対する磨き上げを下記の方向性に沿って行うこととした。

表６ コンテンツ検討会

事業者 コンテンツ名 プレゼンを受けての意見 改善手法

金沢アドベンチャーズ
武士のたしなみ
～鷹匠体験～

鷹匠は場所が明確ではないうえ、金額が高いので
グループ向け。なぜ、金沢で鷹匠なのか、という
点が訴求できないと関心が持ちにくい。

ガイドの説明が重要。商品説明
などにも重点を置き対応。

金沢アドベンチャーズ

にし茶屋街での
お座敷体験と

有名老舗寿司店で
お寿司を楽しむ

午前中に金沢を案内、ランチに寿司、夕方お茶屋
でフル８時間のツアーでパッケージにしてくれた
ほうが売りやすい。芸妓については金沢の特別感
を。ニーズによって複数プランがあってもよい。

複数プランの検討。夜のコンテ
ンツを中心にニーズに合わせた
フレキシブルな対応の検討。

丸一観光 庭師と巡る金沢の名園
全体的に改善できていてよいと思う。庭は金額が
下がって、一般的な価格帯。日本庭園はポテン
シャルあるが、特別感をもっと出してほしい。

貸切や普段見られない庭など、
訪れる庭を再検討。特別感を出
すためにガイド（案内役）も検
討する。

丸一観光
新天地Deep

バーホッピング

バーホッピングは元々よいコンテンツ。料金表、
予約方法などははっきり決め打ちにしたほうが売
りやすい。

ガイド力が必要なため、金沢市
もサポートしながらガイドのレ
ベル向上を図る。

TABITAIKENネット
森林浴

医王山・ブナの森を歩く

森林浴よりエコツアーというコンセプトのほうが
わかりやすいと思う。季節の問題で販売期間が短
いのは難しい。夏は家族が多いのでアウトドアコ
ンテンツは相性がよい。森林浴が一番トレンドに
感じるが値段が高い。ハイキングではなく森林浴
が目的な人だったらもっと近くてライトなプラン
がほしい。特にアメリカ人向けにはそれがよい。
早朝ツアーもあり。森林浴がコンテンツでインバ
ウンド対応のツアーは事例が少ないからポテン
シャルがある。駅からのタクシーが高いのはネッ
クになる。

入場料・交通費込みでシンプル
に価格再設定。早朝ツアーや近
場でのライトプランの検討。

事業者 コンテンツ名 プレゼンを受けての意見 改善手法

金沢アドベンチャーズ
武士のたしなみ
～鷹匠体験～

移動やガイドは代理店手配で、鷹のみの料金設定
があったほうがよい。MICE狙いや大型グループ
であれば移動なども含めて一括で代理店が受ける
から、そのほうが売りやすい。金額的にグループ
向けコンテンツだと思う。MICE、企業旅行に向
いている内容。

20名以上の大グループの料金設
定。
開催場所など特別対応可否を検
討。

金沢アドベンチャーズ

にし茶屋街での
お座敷体験と

有名老舗寿司店で
お寿司を楽しむ

寿司とお座敷遊びを分けることはできないか。金
額が高いので、分けたほうがよいと思う。価格は
安くないが、自身も体験して内容は満足している。
３名以上だと単価が安くなるのでファミリー向け
提案や富裕層の小グループへの提案はどうか。人
気過ぎてガイド不足が顕著な京都と違って、金沢
アドベンチャーズならではのスペイン語のガイド
が簡単なのは強い点。

寿司とお座敷を分けた別プラン
も設定。

丸一観光 庭師と巡る金沢の名園

庭巡りの需要は高いが、他の地域でよいツアーが
ないのでこのツアーができる金沢はとても素晴ら
しい。
専門的なツアーになるので、通訳案内士の質がと
にかく大事である。ガイドの育成がとても大事な
ポイント。夕食は別のプランのほうが需要がある。
ガイドの専門性の高さとトーク力が求められる。
それをクリアできればかなりよいツアーになるは
ず。

引き続き、専門性の高いガイド
の育成を行っていく。

丸一観光
新天地

Deepバーホッピング

価格は東京や大阪より少し高いので、金沢ならで
はの内容を訴求できるかが大事。特に食材や料理
など。これらの対応もガイドが重要になってくる。
１人参加も需要があるので、他のグループがよけ
れば１人から参加できるとよい。

ガイド力が肝心なので、引き続
きガイドの育成を行っていく。

TABITAIKENネット
森林浴

医王山・ブナの森を
歩く

アフターコロナはウェルネスが注目されている。
癒やしを求めている。
ちゃんと森林浴ができるゆっくりした時間はほし
い。本格的なトレッキングツアーなどの需要もあ
る。夏も販売できるようなツアーもあるとよい。
そういう対応ができると助かる。

猛暑が想定される夏場は早朝時
間帯の対応も可能に。兼六園の
早朝無料開放＋本多の森のライ
トな別プランも検討。

3.3 意見抽出と対応

第１回

コンテンツ造成に向けての検討会の結果を踏まえ、各コンテンツの磨き上げのポイントと、その改
善策を下記に記す。

表７ コンテンツへの意見抽出と改善点（第１回・第２回）

第２回



４．コンテンツのガイド育成

4.1 ガイド育成概要

4.2 実施内容

地元の通訳案内士等に向けて、今回の造成コンテンツを含む地域観光の一流のガイディングが
行えるよう、知識及び技術の取得を目的としたガイド育成のセミナーを開催した。
講師にスーパーガイドである「アヴィ・ルガシ氏（Windows to Japan 代表取締役）」を迎
え、外国人目線かつ実践を交えた内容とし、「日本人の当たり前は外国人には当てはまらな
い」「ビックピクチャーから説明し、落とし込んでいくことが大切」など、今後のガイディン
グに活かされるセミナーとなった。

開催日時：2020年12月12日（土）～13日（日） ２日間
開催場所：金沢市役所 第２庁舎
講師：アヴィ・ルガシ氏（Windows to Japan 代表取締役）
参加者：９名

Special Training Seminar for English 
Guide

In Kanazawa
[ Day 1 ] SEMINAR
1. Assembling and Introduction（各自自己紹介）

2. Session 1 “What is Guiding” & “General Concept”
（ガイドとは コンセプト）

3. Session 2 Workshop（ワークショップ）

[ Day 2 ]
1. Onsite Session（観光地での実践研修）

2. Presentation at Destination
（観光地でのプレゼンテーション）

3. Conclusion（まとめ）
4. Complete questionaire（質疑応答）

２日間のプログラムで、１日目はセミナー、２日目はフィールドワークを実施した。

欧米の富裕層を顧客に持ち、高品質な旅行を販売している旅行会社 日本の窓（Windows to 
Japan）の 社長兼スーパーガイド。幼少の頃から日本好きで、20代の初訪問時に「禅の文
化」に感銘を受け、再訪時には小浜の仏国寺で３年の修行を敢行。並行して弓道を学ぶなど、
日本文化の奥深さや繊細さに魅了され、2007年に「本物の日本文化に触れられる旅を提供す
る」 というコンセプトをもとに「日本の窓」を創業した。

■講師：アヴィ・ルガシ氏 プロフィール

4.3 実施結果 フィードバック

設問 選択肢 票数

Q1.金沢エリアのガイド回数
■ある 7

■ない 2

Q2.今回の研修をどこで知ったか？
■金沢市観光協会 5

■通訳案内士の団体・組織 2

■その他 2

Q3.研修内容全体の満足度

■大変満足 5

■満足 3

■ふつう 1

■やや不満 0

■満足できない 0

■その他 0

Q4.今回の研修内容についての感想

【講師について】

■とてもよかった 6

■よかった 2

■やや不満 1

■不満 0

【実地研修について】

■とてもよかった 5

■よかった 1

■やや不満 1

■不満 0

※不参加 2

Q5.通常業務の依頼元

複数回答

■国内の旅行会社 7

■海外の旅行会社 4

■所属する協会・団体 4

■都道府県・市区町村の観光課等 3

■旅行サイト 3

■友人・知人 3

■ホテルのコンシェルジュデスク等 1

※ガイド経験なし 1

Q6.主に何名程度のツアーが多いか？
■４,５名以下のプライベートツアー 8

※ガイド経験なし 1

Q7. 今後、このようなガイド研修があれば参加したい
か？

■ぜひ参加したい 7

■検討する 2

設問 自由回答（抜粋）

Q.8研修のスケジュール、運営面での改善ポイント

研修最後に講師のアヴィさんに参加者全員がお礼を兼ねて
感想をいう時間があったらよかったと思う。
講師や参加者の皆さんともっとゆっくりお話してみたかっ
た。

Q.9-(1)今後どのような内容の研修を希望します
か？

今回のような研修（２名）

前回より成長したかどうか、フィードバックしてもらえる
機会があればありがたい。

Q.9-(2)今後どの観光地での研修を希望しますか？
金沢市

金沢とその周辺
観光地である必要はないが、できれば地元でやってほしい。

今回のガイド研修の効果を図るために参加者へのアンケートを実施した。下記の結果のとおり、
概ね高評価の結果となった。また、特に優秀なガイドは5.1 モニターツアーの案内役として同
行させた。

表１３ ガイド研修アンケート結果



5.1 モニターツアーの開催
当初は海外の旅行会社を想定していたが、新型コロナウィルス感染症の影響が続くことから国
内の会社に変更し、2021年１月19日～21日（２泊３日）でモニターツアーを実施した。モニ
ターツアーには初訪日のFITを取り扱うことが多い会社の金沢エリアの企画などの商品造成担
当者に参加してもらい、専門的な観点から、コンテンツの評価及び改善点の抽出を行った。

●開催概要
日時：令和３年１月19日（火）～21日（木） ２泊３日の行程

●参加専門家（計５名）

Travel Arrange Japan（エミリアトラベル株式会社） / マルコ・フェラーリ氏

Travel Arrange Japan（エミリアトラベル株式会社）/ 稲見 みずえ氏

リージェンシー・グループ株式会社 / 沼能 功氏

株式会社JTB GMT（BOUTIQUE JTB）営業課 / 鷲北 眞子氏

株式会社日本の窓 / 津嶋 恭仁子氏

（※いずれも初訪日のFITを取り扱うことが多く、金沢エリアの企画などの商品造成担当者）

5.２ モニターツアーの結果

コンテンツ名 改善点 改善策 対応

にし茶屋街での
お座敷体験と

有名老舗寿司店で
お寿司を楽しむ

金額は高いという意見が多数。寿司は雰囲気やス
タッフはよいが、寿司ネタと味が東京や京都に劣
るという指摘。寿司屋の対応は前回よりもよく
なっている様子。お座敷体験は日本らしさを感じ
られて特別感がある一方で、話や内容において、
外国人旅行者を楽しませることができるか、とい
う点においては厳しい意見が多かった。

ニーズに応じた価格帯の設
定やオプション等の対応を
検討

対応済

金沢の庭園めぐり

非公開の庭、要望によっては専門家の対応も可と
いう特別感があり、満足度が高い。日本庭園に関
するリクエストは多く、関心が高いので、需要は
ある。ただ、その好奇心を満たすには、通訳ガイ
ドの日本庭園や日本の歴史、武家文化などに関す
る理解や語学レベルが高く求められるのが不安点
か。ミニチュア日本庭園をつくる体験は要望が複
数あった。

専門性を持った通訳ガイド
の育成

継続対応

新天地
Deepバーホッピング

バーホッピング自体の期待度や人気が高いので、
需要あり。地元の方と飲める、日本らしい小さな
居酒屋、ローカルな雰囲気、通訳ガイドの英語レ
ベルと高い実力、という点で満足度が高い。更に
磨き上げるにはガイドの話す内容、金沢ならでは
の食事、説明での説得力が求められる。

専門性を持った通訳ガイド
の育成

継続対応

金沢の雪景色と卯辰山
かんじきウォーク体験

(森林浴 医王山・ブナの森を
歩くの冬期版コンテンツ)

全体的に満足度は高いものの、参加者の体力に
よって意見が分かれた。また、この時期の金沢で
は珍しく快晴に恵まれたため、曇や雨など普段の
天気での催行を不安視される意見も。自然ガイド
に対するよい評価はあるので、実施時は個々に合
わせた最適なプランを実施することが求められる。

個別のプランやニーズに応
じたオプションプランの設
定を検討

対応済

今回実施したモニターツアーに参加した有識者の方々からの専門的観点からの意見やアドバイ
スを下記に記載。それをもとに更なる改善を実施しコンテンツの完成へとつなげた。

表１４ モニターツアーの結果

• 「富裕層向け」「コンテンツの磨き上げのための視察」という視点での視察評価を５社に依頼。各
社の回答は総じて満足度の高い視察結果となった。

• 2020 年10 月の視察～検討会での有識者のフィードバックを受けて、事業者側、コンテンツホル
ダーの対応力が上がった点もよい評価につながったのが見て取れ、高評価の理由のひとつと言える。
また、今回は金沢のベストシーズンではないので、雪などの天気、寒さに対する指摘もあるが、そ
の分を差し引いても高い評価であった。

• 全てのコンテンツの完成度が上がっており、各視察者によってそれぞれ気に入ったポイントがあり、
金沢の観光コンテンツの豊かさを示す結果となった。滞在日数を増やせる提案材料が見つかった、
というコメントもあり、視察者にとっても有益な視察となったようだ。

• 新たなコンテンツとして光水土（HIMITO）を視察した。この体験は全員の満足度がたいへん高い。
その他、蒔絵、加賀友禅、クッキングレッスンなども金沢らしさを感じられ、評価が高かった。一
方で、歴史や興味深い内容が多いからこそ、通訳ガイドの実力を不安視する声も多く見られる。観
光コンテンツの完成度を上げることができたので、今後は更なる通訳ガイドの育成が課題となるの
ではないか。

• 宿泊先のハイアットセントリック金沢は全員好評価で、「金沢で最高のホテル」という評価もあっ
た。

■総評

５．コンテンツのモニターツアーの開催



６．事業成果

6.1 事業の成果

（ア） コンテンツ造成数（アウトプット） 造成数 2本以上

（イ） コンテンツ実施主体数（アウトプット） 実施主体数
コンテンツごとに

1社以上

（ウ） 令和２年度参加者数及び消費額（アウトカム） 参加者数 10名

消費額 350,000円

（エ） 令和３年度参加者数及び消費額（アウトカム） 参加者数 50名

消費額 1,750,000円

事業の目標

結 果

表１５ 事業の成果ー目標と結果

（ア） コンテンツ造成数（アウトプット） 造成数 5本

（イ） コンテンツ実施主体数（アウトプット） 実施主体数 のべ５社

（ウ） 令和２年度参加者数及び消費額（アウトカム）

※ 販売は行っているものの、コロナ禍でインバウンドの来訪がないこともあり、2021年
３月12日時点では消費にはつながっていない。

【Hello KANAZAWA 販売ページ】
https://k-jj.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/en/plan/index.php?pl=1

6.２ 総括
●ナイトコンテンツをテーマとして事業者と協議を開始し、コンテンツの開発・磨き上げを行った。

視察や意見交換を通し、実施場所や時間、見せ方等、多くの改善点が見つかった。夜のコンテン
ツとしては、今後の継続した磨き上げが必要ではあるが、結果として、当初アウトプットとして
設定していた目標数の２コンテンツを超える５コンテンツが造成された。専門家からは「必ずし
も夜間に実施しなくとも、魅力的な内容であれば宿泊日数や滞在時間、消費の拡大に十分寄与す
る」との意見もあった。

●検討会では、専門家から「短期間で全体的に磨き上げが成功しており、観光コンテンツとしての
ポテンシャルをよく引き出せている」という総評があったとおり、事業全体を通し、約半年かけ
てナイトコンテンツの磨き上げを実施することができた。各ツアー内容などがよくなっているこ
とが個々のコメントを見てもわかる、よい結果となった。

●関係者からは「きちんと専門家の意見を都度聞きながら、磨き上げを行えたのがよかった」「地
元の観光事業者と丁寧に連携しつつ、金沢市にとって本当にメリットのある方向性を定め、磨き
上げを行うことができた」というよい総評があった。一方で、観光コンテンツや内容がよくなっ
てきたからこそ現場感のある次の課題も見えてきた。特に富裕層相手ならではの実際の販売面で
の価格や臨機応変な対応、更なるガイドの育成など、各ツアーで課題が出た。これらを次年度以
降に改善し、更に磨き上げを行っていくことが目標となる。

6.3 造成されたコンテンツ




