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北陸新幹線金沢開業４年目をむかえての検証



新幹線開業によって県内での観光消費額は増加！

(2017年12月；県観光戦略推進部発行資料参照）

736億5300万円

966億5000万円 945億4700万円

開業前 開業年 2年目

宿泊費

714億600万円

845億2700万円

829億4100万円

開業前 開業年 2年目

飲食費

653億5800万円

773億2600万円

732億7100万円

開業前 開業年 2年目

土産代

385億2800万円

455億1900万円

430億5400万円

開業前 開業年 2年目

交通費
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❇ 又、東北（宮城、福島）からのお客様は、1.8倍に。

2014年の12万7000人から、2017年には22万8000人に。

〇　北陸新幹線金沢開業によって、首都圏からのお客様が急増

（3大都市圏、発地別観光入り込み客数の推移）

252万1000人

271万4000人 273万6000人 279万2000人
241万9000人

454万2000人
426万9000人

413万5000人

196万3000人 200万3000人 200万6000人 195万人

開業前（2014） 開業年 （2015） 2年目 （2016） 3年目 （2017）

関 西 圏

中 京 圏

首 都 圏
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⇒
・

・

・

・

・ など

　県内のバランスある発展を目指す県としては、5年後にせまった北陸新幹線敦賀延伸を見据え、
金沢一極集中といわれるようになった状況を改善し、その経済効果を県内に広く持続させると共
に、新たにでてきた課題に対処していくことが必要となっています。

2018年度以降の外国人誘客の主な促進のとりくみ

世界最大のインターネット動画サイトを活用した観光PR（個人旅行増加）

ターゲットを絞った誘客促進

外国人宿泊者が急増！

2014年（前年） 2015年（開業年） 2016年（2年目） 2017年（3年目）

　2015年3月の北陸新幹線金沢開業は、この3年間、県内全体に大きな影響を及ぼし続けてきまし
た。が、2年目以降は、終着駅たる金沢と乗り換えが必要な加賀、能登地域では経済効果の差が広
がりました。

29万3956人

北陸アーチパスを活用した情報発信

（沿線自治体との連携による国際旅行博への出展やメディア招へい）

アフタースキーの誘客（豪州）、教育旅行の誘致（台湾・中国）

スポーツ・レジャーの誘致（台湾、韓国、中国）、団体旅行誘客（東南アジア）

52万9473人 60万6419人36万3399人

海外MICE誘致（特に東京都との連携)、富裕層誘客の推進

外国人旅行者の利便性向上
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県内観光・宿泊状況の実態

1006万4000人
1033万5000人 1022万1000人

820万3000人
777万800人 785万8000人

580万6000人 558万人 569万5000人

94万5000人 89万600人 97万9000人

開業年 （2015） 2年目 （2016） 3年目 （2017）

地域別観光入り込み客数の推移

金沢地域

能登地域

加賀地域

白山地域

３
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白山

その他

能登

加賀

富山県内

福井県内

岐阜県内

長野県内

白山麓

その他

75万4000人

89万5000人
85万5000人

77万8000人

67万9000人

76万8000人
80万4000人

75万8000人

48万人

53万3000人
51万3000人

48万7000人

42万8000人
47万2000人

44万2000人 43万8000人

25万3000人 25万9000人 25万5000人 24万3000人

開業前（2014） 開業年 （2015） 2年目 （2016） 3年目 （2017）

主要温泉地別宿泊者数の推移

和倉温泉

山代温泉

片山津温泉

山中温泉

粟津温泉
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〇 加賀市のこれまでのとりくみ

→ 動態調査によると

・加賀市の来訪目的の中心は温泉（宿泊）

→ この課題克服のため

「温泉地の更なる魅力向上」、「若い女性を意識したイメージづくり」

「市内滞在時間の増大を目指した観光コンテンツの磨き上げと市内観光網の見直し」

「金沢市との連携強化、同市からの交通網の見直し」

「首都圏および北陸新幹線沿線地域からの誘客強化」

上記、5項目の課題を掲げ、4戦略、15施策、31事業を展開してきました。

・市内滞在時間は宿のチェックインからチェックアウト時間帯とほぼ同じであり、
市内周遊はおろか温泉地内の街歩きも行われていない等の課題があります。。

♨　♨

・加賀市では、観光戦略の策定に先立ち、マーケティング調査を行い、この調査結
果をふまえ、様々なとりくみを実施している。
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♨ 加賀市３温泉への発地別観光入り込み客数の推移　♨

2015（金沢開業）

48万2696人
46万3464人

48万2790人 49万1678人

11万4197人

27万3900人
26万1317人

22万7982人

25万6021人

22万5097人
23万8993人

22万2707人

4万4752人
5万2906人 6万1860人 8万195人

2014（前年） 2015（金沢開業） 2016 2017

関 西

関 東

中 京

海外から
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金沢市観光調査結果報告書から見る状況　（アンケート結果2016）

金沢のみ

45.8%

能登

14.9%

富山

10.5%

福井

9.6%

加賀

7.3%

岐阜

7.1%

白山

1%
その他

3%

【周遊観光の状況】

能登

31.4%

加賀

25.4%
富山県内

22%

福井県内

12.6%

岐阜県内

2.6%

長野県内

1.7%

白山麓

1.1%

その他

10.6%

【金沢以外での宿泊先】

9



　開業前年　 （2014）

　新幹線開業年　（2015） 65.1% 56.7% 79% 77.4% 22.8%

　2年目 （2016） 63.7% 52.6% 80.4% 76.0% 20.1%

　3年目 68.1% 56.4% 87.3% 76.5% 32%

ホテル建設ラッシュの功罪と県の取り組みについて

　2017年　4～12月・・・ 金沢市内に主なもので7施設609室が新規オープン

　2018年以降～・・・ 2020年6月までに、金沢市内に、14ホテル2700室程がオープン予定。

　これらは、建物だけでも、約370億円以上の投資規模があるとされています。

　金沢市内に立地する宴会場などを併設する規模の大きい「シィティホテル」の客室稼働率
は、3年目を迎えても極めて高い状態が続いている一方、旅館等は苦戦しています

　上記の表をみてもわかるように、金沢市内のシィティホテルの好調さは県外資本などか
ら、金沢を中心とした県内は投資効果があると認識され、現在ホテル建設ラッシュによる供
給過剰など、新たな課題をうみだしています。

シティホテル ビジネスホテル

（2017年10月
第2次速報）

　又、本年以降、金沢市周辺の野々市市や白山市松任駅前にも新規ホテルがオープン予定。

69.6%71.2%46%

全体 旅館

石川県宿泊施設別客室稼働率の推移

簡易宿所

56.1%

10



⇒

【例】 金沢市内における宿泊客増加51万人の内訳(2012～2016）外国人が29万人、日本人22万人。

　そのため、今、金沢市を中心におきているホテルの急増は、新設投資の活発化とともに県
内に多様な宿泊施設が生まれることによるプラス効果があります。が、問題はその新設数の
多さにあります。

　又、金沢市内ホテル急増の影響は金沢市だけにとどまらず、加賀や能登にも大きく波及し
てきます。

北陸新幹線金沢開業によって多くのマスコミが石川県を連日とりあげ、その伝統文化や日本
海の幸、温泉旅館を中心とした日本らしいおもてなしが広く、国内外に情報発信されまし
た。このことが、特に首都圏からの日本人のお客様と国際空港から日本入りし、その後、東
京などから、新幹線という時間短縮を良しとして、北陸アーチパス（７日間乗り放題）を
使って訪れる外国人の急増につながり石川での観光消費を引き上げています。

　さて、皆さんもご存知のように、県内の宿泊施設は、開業１年目、特に金沢市内のホテル
はなかなか予約が取れない状況が続いたり、便乗値上げをするホテルが現れるなどして県内
外のお客様より『ホテルがとれない』『ホテル代が高すぎる』との悪評、不満が表面化しま
した。

このような数値からもインバウンド客(外国人)が、

現在の宿泊客急増を支えている事がわかります。
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金沢市の増えすぎたホテルがお客様の囲い込みをすれば、地域間競争が激化します。

❇ かつて、加賀温泉郷は団体慰安旅行全盛期時代…多くの旅館がうまれました。
→But

そして、今日までこの廃業放置旅館問題は続いています。

では、こうした状況を県はどう考えているのでしょうか？

本年の私の本会議質問（ホテル急増対策や加賀への影響、加賀宿泊を減らさない施策など）

への県執行部の答弁〔一部抜粋〕

知事

2016年末8000室ほどだった金沢市内の客室数が、今後大きく増加し、1万室を超える予定で
す。これほどのホテルの供給量は県内宿泊施設間での過当競争を招きかねません。

　又、それぞれのホテルや旅館の客室稼働率の低下を招き、採算ラインをきったところは、
いずれ、廃業に追い込まれるかもしれません。

東京オリ･パラの開催によりまして、今後、日本への注目が益々高まってこようかと思いま
す。したがって、本県へのさらなる誘客の拡大が見込めます。県では、ほっと石川観光プラ
ン2016において、外国人宿泊者数を、2025年に100万人にする目標を掲げておりまして、その
達成に向けて、本県の認知度の向上、戦略的な誘客の促進、受け入れ環境の充実を柱として
誘客施策を着実に、今、展開しているところでございます。

　認知度の向上という面では、海外の旅行博への出展、メディアの招へい、世界最大の動画
サイト<ユーチュブ>を活用した動画配信を行うなど、情報発信の強化に努める。

そうした中、地域内での競争や団体客から個人客への時代転換などの影響もあって、採算悪化か
ら廃業になってしまった旅館もありました。

危惧

答弁

こ

こ

４
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観光

戦略

推進

部長

　私からは、金沢市内の急激なホテル増加に係る状況と加賀、能登への誘客対策などにつきまし
て、お答えいたします。

　金沢でのホテル増加は、刻々と変化をいたします旅行者ニーズへの対応や海外誘客の観点から
も本県のゲートウェーである金沢における多様な受け皿の整備として県全体の誘客促進につなが
るものと考えております。

　受け入れ環境の充実については、クレジットカード決済の導入や公衆無線LANの整備、免税店登
録の促進、通訳ガイド研修の実施などを促進していく。

　又、加賀、特に温泉地におきましては、良質で湯量豊富な温泉やくつろぎを旅の主たる目的と
して旅館に宿泊される従来の観光客に加えまして、本県のゲートウェーである金沢に訪れました
観光客を金沢だけにとどめることなく、加賀、能登へと足を運んでいただくよう前向きに取り組
むことが重要。

　建設が予定されているホテルの多くは、宴会場などを備えていない宿泊専用でありますことか
ら、一部には価格競争が発生する懸念の声がありますものの、市内の既存のホテルでは、体験プ
ログラムの充実など様々な工夫をこらして差別化を図る動きもでてきています。

　戦略的な誘客では、欧米、オーストラリア等を主なターゲットにJRや沿線自治体等が、いわば
一体となり、あらたなゴールデンルートの構築とその早期定着を図るプロモーションの実施に加
えまして、アジアに向けては、東京や名古屋、大阪などの都市部と北陸を結ぶJR等の周遊パスを
活用したプロモーションの実施、小松空港の国際定期便やチャーター便を活用した誘客に取り組
んでいく。

　又、東京都と連携した欧米等の企業が主催する会議や報酬旅行など海外MICEの誘致、ルレ･エ･
シャトーや京都市などと連携した富裕層誘致策も進める。

答弁
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一般住宅や空きマンション等に、有料で客を泊めること。

課　題

（例―ごみ出し、騒音、こども達の治安etc）

→ どう、地域住民の安心安全な生活をまもっていくか？

現　状 （県調べ、昨年１２月末）

民泊の仲介サイトに320件掲載。

そのうち、県の所管となる金沢市以外の民泊54件

（内訳―44件は、旅館業法に基づき、許可済。残り10件は指導中）

金沢市内の民泊は、金沢市が単独で所管。

住宅宿泊事業法（民泊新法）が施行。

民泊の解禁とともに、闇民泊の取り締まり強化がはじまります。

・

<民泊>とは。。。

本年6月～

・ヤミ民泊業者の存在→どう無くしていくか？

・住居専用地域で民泊営業を認めてよいのか？

特に、家主不在型の民泊における、地域コミュニティとのあつれき

　このため、県では、加賀、能登の魅力ある観光資源をいしかわ旅行商品プロモーション会議を
通じまして、市町とともに旅行会社に提案をし、旅行商品化を働きかけ、又、造成に対しても支
援しているところです。

〇北陸新幹線金沢開業以降、増えてきた民泊対策に対する私の本年の本会議質問と県の立場

無許可の民泊に対する対策→無許可施設の立入検査権の付与

罰金の大幅引き上げ。
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❇

　単独で、条例を策定できる金沢市は条例制定へ。

→ 現在の県の条例制定への答弁

・

・

〇 県内宿泊業における人手不足対策についての本年の本会議質問と答弁（一部抜粋）

　金沢市以外の自治体は、単独で条例をつくれず

　金沢市以外の民泊を網羅する条例は、県のみがつくれる

金沢市以外の民泊のほとんどが住宅地域に立地していないことから、直ちに生活環
境の悪化につながるとは考えにくい。

市町に対し、条例により住宅宿泊事業を制限する必要性についてきいたところ『必
要ない』や『今後事業の実施状況を見きわめて判断すべき。』など考えも様々であ
ることから、今後、市町の意向をさらに確認するとともに、民泊新法に基づく届け
出の状況もよく見極め対応を検討していく。

ホテル急増によって、県観光のお客様のおもてなしの最前線に立つ旅館やホテルで
働く方々の絶対的不足をまねいています。

又、若者の職場定着率（高卒58.3％、大卒51.9％）も大きな課題を抱えています。

民泊新法ではそれぞれの自治体が生活環境の悪化を防止するため、必要があるときは、合理
的に必要と認められる限度において、条例で営業を制限できる規定があります。各自治体が
独自の条例制定の動いています。

石川県の場合

私
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商工

労働

部長 　又、女性や高齢者などの多様な人材の掘り起こしも進めている。

県議会：

住　所： TEL

FAX

この業界で人手不足感が強まっていると認識しており、県内外での合同企業説明会やイン
ターンシップフェスティバルへの宿泊業の参加、ILACにおける随時UIターン希望者とのマッチ
ングを行っている。

加 賀 市 山 代 温 泉 14-67 77-7839

　これでは、これまで培ってきた観光石川を支える人材が育たないし石川のおもてなし力を
維持向上できるでしょうか？

76-9390

　TEL　076-225-1027(代）

県 政 に 対 す る ご 意 見 を お 聞 か せ く だ さ い ！ （ 討 議 資 料 ）

　又、観光庁の調査によりますと、土日が休めないなど、休日が不規則であること、さらに
は、早朝、夜間の勤務など不規則な勤務が原因であることが指摘されている

　そこで県としては、職場環境の改善に関するセミナーには、その全てに旅館、ホテル業の
方に参加していただいており、今後も職場環境改善に関するセミナーを引き続き行い、しっ
かり支援していく。

　なにより、このままでは、宿泊施設はたくさんあるのに、それを支える肝心かなめの人が
いない状況が助長される。対策を問う。

金 沢 市 鞍 月 町 1-1

答弁

県議がつくった石川の財政 第13号 〔2018〕
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