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はじめに

わが国では現在、観光立国の実現に向けて、“訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパ

ン事業）”や“国際競争力ある観光地づくり”などに官民一体となって取り組んでい

る。今後さらに国際競争力の高い魅力ある観光地を形成するには、観光地単独の取組

にとどまらず、広域にまたがる観光地同士が連携・協力を図ることによって、旅行者

の広域観光ニーズへの対応、域内における旅行者の長期滞在・回遊性の向上促進、域

内経済効果の拡大等を進めていくことが重要である。

そこで、平成20年7月、観光庁では、内外観光客の宿泊旅行回数・滞在日数の拡大を目

的に、二泊三日以上の滞在型観光を促進する「観光圏」の形成を総合的かつ一体的に

支援する「観光圏整備事業費補助制度」を創設した。国土交通大臣は、平成20年10月1

日に16地域、平成21年4月22日に14地域、平成22年4月28日に15地域の観光圏整備実施

計画を認定し、平成23年3月現在45地域の観光圏を支援している。

① 国内外における情報化社会の進展、交通ネットワーク化と利便性の向上が

進む現代においては、旅行者の広域観光ニーズに対応した地域側の積極的

な誘客及び受入接遇の充実は非常に重要な課題である。

② 全国の観光圏整備事業では、各観光圏が抱える課題や設定した目標に応じ、

様々な事業が実施されてきた。しかし、広域観光連携事業に関するノウハ

ウや成果の共有化は十分に行われてこなかったと言える。

③ また、広域観光がもたらす効果は多岐にわたるものの、広域観光に携わる

関係者間において、その効果や重要性は十分に認識されていない状況にあ

る。

④ そのため、今後、わが国における広域観光を促進するには、広域観光の意

義と効果、広域連携事業の戦略的進め方、各種事業の企画・準備及び実施

時におけるチェック事項やノウハウ等を整理し、広く関係者に発信してい

くことが不可欠である。

☆広域連携による効果的・効率的な誘客・受入接遇の展開

☆観光関係者における広域連携の重要性に対する意識を高める

観光圏整備事業のノウハウに関する基礎資料

さらに国際競争力の高い魅力ある観光地の形成
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本書「観光圏整備事業のノウハウに関する基礎資料」は、広域観光及び広域連携事

業を効果的・効率的に進めるための基本的な考え方とポイントについて、以下の

「第１部～第４部」の４章で構成し、体系的に取りまとめたものである。

「観光圏整備事業のノウハウに関する基礎資料」の概要

第１部 観光における広域観光の考え方

広域観光の重要性と広域連携がもたらす様々な効果、広域連携に関わる各主体と
その役割について、説明している。

第２部 広域連携事業の戦略構築

主に、広域連携事業の「企画・準備段階」において検討すべき事項として、広域
連携事業を戦略的に進めるための基本的なポイントと留意点について、広域連携
事業の戦略構築プロセス（ステップ）に沿って説明している。

第３部 広域連携事業に最低限求められるチェック事項

主に、広域連携事業の「実施段階」において検討すべき事項として、広域観光圏
が基本的な構成（骨組み）を確立していくにあたって、広域連携事業として最低
限求められる基本的なチェック事項について、説明している。

第４部 今後の検討課題

本書「観光圏整備事業のノウハウに関する基礎資料」を踏まえ、各広域観光圏が
抱える諸課題を解決し、持続可能な広域観光圏を確立していくにあたって検討す
べき事項について、整理している。



国内外における情報化社会の進展、交通ネットワーク化と利便性の向上がますます

進む現代においては、旅行者は、より多くの観光地や観光資源をより短い時間で巡

り楽しむことができるようになった。広域的旅行（周遊旅行）を志向する傾向は、

その観光地を初めて訪問する旅行者、遠方から訪れる旅行者ほど強く、旅行者が複

数観光地や行政区域をまたがって移動することも多くみられる。

一方、受入先となる観光地側において、複数の観光地や地域が連携を図る「広域連

携」を進めることは、旅行者の広域観光ニーズに対応するという理由からだけでな

く、広域連携の取組を旅行者の長期滞在や回遊性の向上等に結びつけ、「広域圏」

内に経済効果をはじめとする様々な効果を波及させるという観点からも、極めて重

要である。

そこで、観光における広域連携を実施するにあたっては、①広域連携の意義と効果

を十分に理解し、広域連携に携わる関係主体間で共有を図ること、②広域連携に携

わる関係主体それぞれが期待する成果・効果を具体的にイメージし、各関係主体に

求められる役割を明示することが重要となる。
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観光における広域連携の考え方

（１）広域連携の意義と効果

誘致市場の拡大

① 広域連携の展開によって、圏域内に存在する様々な観光地の魅力・資
源・交通インフラ・人・情報・ネットワーク等を活用できるようになる
ため、誘致の対象市場（誘客可能となる旅行者）が拡大し、より幅広い
市場（旅行者）の誘致が容易となる。

② 広域連携事業においては、観光地単独でプロモーションを実施する場合
よりも、より幅広い市場（旅行者）に対する誘致が期待できる。

第１部

地域ブランドの確立

① 広域連携の展開によって、圏域全体のイメージが強化され、圏域内に存
在する様々な魅力や資源を活かした新たな地域ブランドを確立していく
ことが可能になる。

② 広域連携事業においては、圏域全体のイメージに基づく様々な資源・旅
行商品・特産品等を充実させ、市場（旅行者）に対して地域ブランドを
強くアピールしていくことが期待できる。
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１.観光における広域連携の考え方

域内資源の品質底上げ

① 広域連携の展開によって、圏域内において提供できる魅力・資源・特産
品・サービスのレベルが高い地域・施設と低い地域・施設の差が明らか
になるため、おのずと、各地域における資源や魅力の格差に対する意識
が強くなる（競争意識・危機意識が芽生える）ことが想定される。また、
圏域を訪問する旅行者に対しても一定の品質を持つ資源・魅力・サービ
スを提供する必要性が大きくなるため、圏域内資源の品質底上げに対す
る意識が高くなっていく。

② 広域連携事業においては、地域ブランドの確立とも関連づけ、域内資
源・魅力・サービスの品質向上の取り組みを充実させることで、域内資
源の品質底上げにつながることが期待できる。

域内受入体制レベルの底上げ

① 広域連携の展開によって、圏域内において受入体制レベルが高い地域・
施設と低い地域・施設の差が出てくるため、おのずと、各地域における
受入体制レベルの格差に対する意識が強くなる（競争意識・危機意識が
芽生える）ことが想定される。また、圏域を訪問する旅行者に対しても
一定水準の受入接遇を提供する必要性が大きくなるため、圏域内受入体
制レベルの底上げに対する意識が高くなっていく。

② 広域連携事業においては、おもてなし研修等の人材育成を充実させ、域
内受入体制レベルの底上げにつながることが期待できる。

他業種・他分野間の連携協力の促進

① 広域連携の展開によって、圏域内に存在する他業種・他分野間の連携協
力の機会が生まれるため、圏域内における多様な業種・分野の連携協力
による新しい価値の創出や、スピード感のある柔軟かつ円滑な連携協力
を進めていくことができる。

② 広域連携事業においては、圏域内における多様な業種・分野の連携協力
を通して、円滑な事業実施と、新たな事業展開の可能性が期待できる。

域内観光資源の充実と利用

① 広域連携の展開によって、圏域内に存在する様々な観光地の魅力・資
源・人・情報等を共有できるため、圏域内における魅力・資源等を組み
合わせ、多様な価値（新たな価値、新たな組み合わせ、集積による魅力
アップ等）を創出できる。

② 広域連携事業においては、圏域における同種の観光資源を集積させア
ピールしたり、異なる魅力・資源・人・情報等を組み合わせて新しい商
品や価値を創り出したりすることが期待できる。
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１.観光における広域連携の考え方

回遊性の向上

① 広域連携の展開によって、圏域内に存在する様々な魅力や資源を結びつ
けた広域観光ルートの設定が可能になり、圏域内における旅行者の回遊
性の向上を促進できる。

② 広域連携事業においては、圏域内に存在する様々な魅力や資源を活かし
た多様なルートや滞在メニューを充実させることで、旅行者に新たな地
域の魅力を発信し、同時に、旅行者の移動距離や訪問先を増やすことが
期待できる。

新たな魅力・価値の創出

① 広域連携の展開によって、圏域内外で様々な交流機会が生みだされ、圏
域内においても連携協力、資源等の共有化が進み、新たな魅力や価値の
創出機会が大幅に増える。

② 広域連携事業においては、圏域における多様な資源や価値を積極的に組
み合わせることで、新たな魅力や価値を創出すること、既存の魅力や価
値が大幅に増加すること等が期待できる。

交流機会の拡大

① 広域連携の展開によって、圏域内における人・物・情報等、様々な交流
の機会が生まれるため、交流がもたらす社会的・経済的価値が圏域内の
様々な分野に波及し、人々の意識（やる気・思い等）も変わっていく。

② 広域連携事業においては、様々な交流機会を意識的に作り出すことで、
圏域内外の相互理解と意識啓発、経済効果、社会効果等が期待できる。

長期滞在の促進

① 広域連携の展開によって、圏域内に存在する様々な観光地の魅力や資源
を活用し、宿泊滞在の魅力をアピールできるため、圏域内における旅行
者の長期滞在を促進できる。

② 広域連携事業においては、圏域における長期滞在のコースや滞在メ
ニュー（夜の過ごし方等）を充実させることで、旅行者に新たな楽しみ
方を提案し、同時に旅行者の滞在時間・滞在日数を増やすことが期待で
きる。
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１.観光における広域連携の考え方

事業費等のコスト低減

① 広域連携の展開によって、圏域内の事業に関わる情報の共有化が進み、
重複及び類似事業を共同で実施することや、より効果の高い事業を選別
すること等が可能になるため、事業費等のコストの大幅な低減が可能に
なってくる。

② 広域連携事業においては、圏域内の事業の情報交換・共有化を積極的に
進め、協働事業の実施割合を高め、節約できたコストを利用することに
よって、新たな事業や、より大規模の事業を実施することができる。

域内相互扶助機能の確保

① 広域連携の展開によって、圏域内における災害発生時や緊急時の相互協
力、自らが対応できない旅行者の相互受入（ベジタリアンやイスラム教
徒をはじめとする多様な食習慣を有する外国人の受入対応の協力）等、
域内相互扶助が可能になる。

② 広域連携事業においては、域内における地域間・事業者間・施設間のコ
ミュニケーションを図る機会を設け、ネットワークづくりを進めるとと
もに、受入できない旅行者の送客や、災害時・緊急時の相互協力の仕組
みを検討しておくことで、域内相互扶助を担保することが可能になる。
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１.観光における広域連携の考え方

広域連携推進団体

・広域連携推進団体は、広域観光の中核として、自ら広域観光連携の推進
に資する活動を行うこと等を通じて、圏域・地域内における広域観光連
携の実現性を高めるとともに、各関係主体の活動のつなぎ手としての役
割を果たすことが期待される。

（２）広域連携に関わる主体と役割

地方自治体

観光事業者

その他事業者

① 地方自治体は、周辺自治体等との円滑な連携協力を図り、広域観光を積
極的に推進するとともに、民間ができない公的立場からのサポート（地
域内の事業者間の連携促進、財政支援等）や広域観光に資する統一基準
による統計整備等を行うことが期待される。

② また、地方自治体は、広域連携団体への積極的な参画と連携を通じて、
広域観光連携事業を効果的・効率的に推進していくことが期待される。

① 観光事業者は、域内外の事業者等との円滑な連携協力を図り、自らの事
業活動を意識的に広域観光に結びつけるとともに、公的組織ができない
柔軟かつスピーディーな対応や取組（旅行者ニーズに対応した旅行商品
や特産品の開発、効果的な情報発信等）を行うことが期待される。

② また、観光事業者は、広域連携団体への積極的な参画と連携を通じて、
広域観光連携事業を効果的・効率的に推進していくことが期待される。

① その他事業者は、観光と関与が強い事業者（運輸、情報等）も薄い事業
者もともに、域内外の事業者等との円滑な連携協力を図り、自らの事業
活動を意識的に広域観光に結びつける取組（圏域・地域内を訪問する旅
行者への情報発信やサービス提供等）を行うことが期待される。

② また、観光事業者は、広域連携団体への積極的な参画と連携を通じて、
広域観光連携事業を効果的・効率的に推進していくことが期待される。

地域住民

① 地域住民は、地域づくりに積極的に楽しみ参加していくことで、地域を
深く理解し、わが町・わが地域に対する意識と誇りを強く持つこと、ま
た、地域を訪れる来訪者を気持ち良く迎え入れるこころと気配りを持ち、
来訪者と交流を図ることで、観光と交流の意義に対する認識を高めてい
くことが期待される。

② また、地域住民は、広域連携団体への積極的な参画と連携を通じて、広
域観光連携事業を効果的・効率的に推進していくことが期待される。



・広域観光圏をひとつの観光地・エリアとして精査・評価し、他の観光
圏・観光地との比較優位（比較劣位）にある「観光の魅力」を明らかに
することは、広域連携事業の戦略構築を進めるうえでの第一歩である。

精査と評価にあたっては、以下の項目について、他の観光圏・観光地と
比較し、自らの広域観光圏の優位性と劣位性を整理・把握する必要があ
る。

a.利便性･･･圏域までの交通／圏域内交通／圏域内の観光地間交通
（移動手段、便数、スケジュール、座席、時間、価格）

b.宿泊施設･･･域内分布、施設数、収容力、施設規模、施設カテゴリー
c.自然環境（自然、気候）･･･分布、魅力度
d.観光資源（自然資源､文化資源､観光施設､イベント）･･･分布、魅力度
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広域連携事業の戦略構築

広域連携の効果を最大限に高めるためには、広域連携に関わる各主体の効果的な役

割分担のもとに推進されていく広域連携事業の戦略を構築することが不可欠である。

広域観光圏において期待する成果（広域連携の効果）と到達目標を設定し、事業の

企画・準備段階から、事業実施段階、事業成果の検証段階に至るまでの全体像を踏

まえ、広域連携事業全体の戦略及び計画を個別の事業実施と連結させ、総合的に検

討することが重要である。

また、戦略の構築にあたっては、現実的なシナリオ（今後増加するマーケットに訴

求する等）、中期的なシナリオ（徐々にリピーター化を図る等）、関係者に魅力的

なシナリオ（直接的なビジネスチャンスにつながる等）を示し、それらのシナリオ

を達成するために必要となる具体的な戦略と戦術を導き出さなければならない。

広域連携事業の戦略構築プロセス（ステップ）は以下5段階に分けることができる。

ステップ１：広域観光圏の精査・評価

ステップ２：広域連携事業における戦略の策定

ステップ３：広域連携事業における個別事業の組み立て

ステップ４：個別事業（誘客事業・受入接遇事業）の実施

ステップ５：広域連携事業の検証

第２部

ステップ１：広域観光圏の精査・評価

広域観光圏の優位性と劣位性の把握

・広域観光圏の観光地としての価値を明らかにするためには、広域観光圏
の資源性と市場性に関する正確なあらゆる情報（上記a～e項目に加え、
圏域内における旅行者の動向や満足度など）を把握することが大前提で
あり、これがあらゆる広域連携事業実施の土台となる。

広域観光圏の資源性と市場性に関する情報収集
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・複数の観光地や地域が連携を図る広域観光圏においては、ポジショニン
グに基づき設定した「イメージ」を確立・維持・向上させていくことが
特に重要である。観光圏としてのイメージが確立していない状況におい
てプロモーション活動を実施することは、逆に、旅行者に散漫な印象を
与え、結果として、観光圏全体のイメージ低下をもたらすことになる。
長期的にマーケットを拡大するには、広域観光圏の優位性として整理さ
れた「テーマ」に基づいた一貫性あるイメージの発信が不可欠である。

一貫性あるイメージの発信

２.広域連携事業の戦略

① ポジショニングとは、競合する他の観光圏・観光地と比較し、自らの広
域観光圏が相対的にどのような位置にあるかを明確にすることである。
ポジショニングを確立するには、自らの広域観光圏の優位性・劣位性を
見極め、他の観光圏・観光地からの差別化を図ることが必要である。

② 広域観光圏の優位性として整理されたテーマ（例：稀少な自然環境、多
様な食文化、ホスピタリティレベルの高さ、特徴ある宿泊施設の存在
等）を基調に、自らの広域観光圏への旅行のイメージを形づくることが
重要である。

また、広域連携事業のコンセプトやキャッチフレーズ、作成する情報発
信ツール（パンフレット、ホームページ、ポスターなど）は、このテー
マに沿った形で提供する必要がある。

③ 広域観光圏の劣位性として整理された項目（例：交通条件の悪さ、宿泊
施設のバラエティの少なさ、観光圏全体としてのイメージの薄さ・曖昧
さなど）については、圏域共通の課題として関係者間で共有するととも
に、広域連携事業の実施を通じて徐々に改善を図っていく必要がある。

ポジショニングの確立

ステップ２：広域連携事業における戦略の策定

・長期的なマーケット拡大には、観光圏全体の「クオリティ」を維持・向
上させ、旅行者の信頼感を高めていくことも重要である。安易に安価・
低品質のセールスキャンペーンを実施しても、逆に、旅行者の満足度を
大きく損ねることにつながることになり、結果として、観光圏全体の価
値を下げることになる。圏内における宿泊施設、サービスをはじめとす
る受入体制の品質管理や環境に対する意識啓発等、観光圏全体のクオリ
ティを維持・向上させる事業展開が不可欠である。

クオリティの維持・向上



① 広域連携事業を一体となって進めていくには、広域連携に関わる各主体
（広域連携推進団体、地方自治体、観光事業者、その他事業者、地域住
民）が、

a.広域連携事業の戦略
b.戦略の中心的役割を果たす広域連携推進団体の機能（＝責任）と仕事
の範囲（＝権限）

について、合意形成を図ることが必要である。

また、広域連携推進団体以外の各主体の効果的な役割分担を明示し、関
係者間で共有を図ることが重要である。

② 広域観光圏において本来重要な位置を占める地域や事業者等の参加が十
分でない場合は、上記の各主体に期待される基本的役割を確立したうえ
で、重要な地域や事業者がもれなく参加するよう取り込みを図る必要が
ある。

観光圏内における各主体の合意形成と役割分担
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① 効果的・効率的な広域連携事業を展開していくためには、広域観光圏に
おける「誘客ターゲット」を設定する必要がある。

まず、観光圏を現在訪れている旅行者の実態（何人来ているか、どの季
節に来ているか、どのようなプロフィールの旅行者か、出発地はどこか、
何日滞在しているか、何をしているか、消費額など）を調査し、現状を
把握する必要がある。

そのうえで、精査した観光圏の魅力と観光圏を現在訪れている旅行者の
実態を勘案し、自らの観光圏に適し、かつ潜在需要の高いセグメントを
「第１ターゲット」とする。また、第１ターゲットを補完する「第２・
第３のターゲット」の設定も必要である。

＊旅行者セグメントは、参加形態別（夫婦のみ､ハネムーン､子供のいる
家族、友人となど）、性別・年齢別（独身の若い女性、小さい子供連
れの家族、カップル、退職後の夫婦など）、目的別（リゾートや文化
探訪など）などの組み合わせで区分するのが一般的かつ実際的である。

② ターゲットの設定にあたっては、市場ボリューム（首都圏や団塊世代
等）のみにとらわれず、特定の目的やテーマに強い関心を示すＳＩＴ
マーケット（＝Special Intest Tour。特別な関心や目的のある旅行）、
教育旅行市場、ＭＩＣＥマーケット（企業等の会議、企業等の行う報
奨・研修旅行、国際会議、イベント、展示会・見本市）、観光以外を目
的とする旅行者が滞在時の時間を利用して観光をする兼観光マーケット
も視野に入れることが重要である。

ターゲットの設定

２.広域連携事業の戦略
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① 広域連携事業全体の効果を高めるためには、個別の事業をバラバラに実
施するのではなく、観光圏全体が目指す共通目標の達成や共通して抱え
る課題の解決に向けて、複数事業を効果的に組み合わせる必要がある。

個別事業の組み立ては、観光圏の目標や課題により異なってくるが、企
画する各個別事業の主体／目的／対象／手法における共通要素や関連要
素を関連づけることによって、複数事業の効果的な連携（総合化）を図
ることが重要である（例：市場に対して新しい観光圏の新しいイメージ
を発信することを目的とした「新たな観光資源の開発事業」と「ＰＲ事
業」の連携、旅行者の満足度向上を目的とした「宿泊滞在プランの造成
事業」と「おもてなしセミナー事業」の連携等）。

② また、効果的な事業の構成には、事業内容と実施手順の両面での配慮が
必要である。第一段階として「市場ニーズや現地事情を把握する事業」
（マーケティング調査等）、「関係性を構築する事業」（域内の人材育
成研修等）、「広く認知度向上を図る事業」（イベント、説明会等）等
を実施したうえで、その結果や成果を活かし、第二段階以降の事業に結
びつけていくことが有効である（例：マーケティング調査→現地プロ
モーション→旅行商品の開発→旅行会社やメディアの招請→旅行商品の
販売・ＰＲ等）

③ 観光圏における広域連携事業と、観光圏内の地方自治体や観光地が独自
に実施している観光事業との一体化・連携・協力を図ることによって、
相互の事業に相乗効果を期待することができる。

市場（旅行者）側にとっては、観光圏内の複数の地域から別個にＰＲさ
れるよりも、一度に比較・検討できることの方が有益であり、また、観
光圏側にとっても各市場のニーズの差等を比較できる点で有益となる。
単独で実施する事業と、複数主体が連携を図り広域で実施する事業を見
極め、目的に応じた効果的な連携協力を行うことが有効である。

複数事業の効果的な連携

２.広域連携事業の戦略

・個別事業の組み立てにあたっては、「事業の連続性」（同種の事業を複
数年にわたり継続することで成果を積み重ねていく）と「事業の新規
性」（先進性や成長性が見込まれる事業にも目を向ける）を踏まえて、
広域連携事業全体における個別事業のバランスを取ることが重要である。

連続性と新規性を踏まえた事業バランス

ステップ３：広域連携事業における個別事業の組み立て
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２.広域連携事業の戦略

・広域連携事業の実施にあたっては、広域連携に直接・間接に関わる圏域
の関係者が事業に積極的に参画することが必要不可欠である。圏域内に
おける関係者が一体となって事業に関与することで、より大きな成果が
期待される。そのためには、複数の地域や分野の関係者の協力が得られ
るような十分な連携体制を整え、事業を企画・実施することが重要とな
る。

圏域内における多様な主体の参画と連携

・広域連携事業における具体的な成果を期待するためには、「市場のニー
ズに合致した旅行商品やサービス」を企画することが基本となる。観光
圏内の各地域が誘客の効果を期待するために受地側の事情に配慮した
ルート設定や企画では、十分な成果が得られない場合がある。

誘客の基本は市場のニーズ（旅行者のニーズ）への対応であり、ニーズ
を的確に把握したうえで、そのニーズに沿った現実的な旅行商品・サー
ビス・観光ルート等を企画することが重要である。

ターゲットとなる消費者・旅行関係者のニーズに合致した企画内容
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２.広域連携事業の戦略

事例① 異なる複数の事業を効果的に連携 ～富良野・美瑛広域観光圏 ～

◆地域における課題・問題意識

①富良野では、宿泊地域から中心市街地（駅周辺）まで3kmの距離があるものの公
共交通機関は存在しない。

②多くの外国人旅行者が長期滞在しているが、夕食は宿泊施設で取り（わざわざ市
街地まで移動しない）、また、夜の過ごし方を探していた。

③地域における夜の楽しみ方は少ない。一方で、地元の文化団体が伝統文化を発
表できる場を探していた。

④連携事業実施前は地域が一体となった取り組みに乏しく、宿泊業者中心の観光
協会と、駅前の商業施設が中心となった商工会議所は、別々に事業を行っていた。

◆広域連携事業の取組

①ターゲットは「オーストラリア人旅行者」に絞り込む。

②「旅行者の回遊性向上」と「地域の賑わい創出」を目
的に、複数事業を効果的に組み合わせて実施したこ
とによって、大きな成果を得ることができた。

１）「ダウンタウンシャトルバス」事業
→富良野駅～スキー場間でシャトルバスを試験運行を実施。

（運賃100円、1日4往復、2009.12～2010.3、延べ乗降者10534名）
→バス運行は21時まで､それ以降はタクシーを利用してもらい､両者がすみ分け

できた。
→2010年度からは自主運行として実施している（運賃は200円に変更）。

２）「国際交流イベント」事業
→ニューイヤーパーティ(279人参加)､国際交流イベント(毎土曜計5回､200人参

加)を実施し、旅行者と地元住民が交流機会を得ることができた。
→外国人旅行者の満足度向上（同時期に調査実施）、長期滞在につながった。
→イベント終了後に旅行者が市街地で食事を取り、市街地の活性化に繋がった。

３）「多言語エンターテイメントブックの作成」事業
→エリアの体験やイベントを掲載した、広域情報を整理したパンフレットを作成。

（日・英・韓併記、10000部、案内所・スキー場・観光施設・宿泊施設で配付）

４）「ＶＪＣ－Ｉ広域観光センター運営」事業
→富良野国際観光センターを｢富良野美瑛広域観光国際センター｣に名称変更
→臨時雇用職員3名を配置し、広域圏を訪れる外国人に情報提供等を行った。
→ダウンタウンシャトルバスのパスの販売、国際交流イベントの告知など、旅行者

に対する各種情報提供を実施した。

国際交流イベント（出典：ふらの観
光協会ホームページ）
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２.広域連携事業の戦略

① 観光における「情報」が持つ意味は非常に大きい。なぜなら、観光が提
供するサービスとは体験そのものであるため（物理的な形がないため）、
情報（及び情報が形づくるイメージや印象）が観光地そのものと認識さ
れていくからである。

広域観光圏として作成・発信する全ての情報は、前述「ステップ２：ポ
ジショニング」で整理された観光圏の優位性を表すテーマ（自然、文化、
ホスピタリティ、アクセスの良さ等）を基調に作成する。

② まずは、観光圏を紹介する基本的情報ツール（パンフレット、マップ、
ホームページなど）の有無について確認する必要がある。

また、各情報ツールについて、旅行者の立場に立った広域観光情報（地
図、交通情報、見所・アクティビティ、宿泊情報、イベントカレンダー、
モデルコース）が記載・整理されていることを確認する必要がある。

実施ポイント② 情報の整備と発信

ステップ４：個別事業（誘客事業・受入接遇事業）の実施

① 広域連携推進団体には、広域観光の中核として、広域連携事業を主体的
に推進していく「実行力」と、事業に携わる多様な関係主体をつなぐ
「調整力」が求められる。

特に広域連携推進団体は、複数の県市町村や観光地にまたがる事象を扱
うため、広域連携推進団体に求められる「責任」と「権限」の範囲が曖
昧なままだと、広域連携事業の戦略を実行することは困難である。

まずは、広域連携事業の企画立案と実施において広域連携推進団体が指
導力を発揮できる「官民協働の推進体制」を構築していくことが重要で
ある。そのためには、関係主体の積極的な参画、地方自治体の強力なサ
ポート、民間事業者が持つスピード感や柔軟性を十分に発揮できる環境
の整備等が必要となる。

② 広域連携推進団体の実行力と調整力を最大限に発揮するためには、広域
連携推進団体に「専任の人材」を確保することが大前提である。また、
広域域連携推進団体の各メンバーに役割を与え、メンバーそれぞれの責
任を明らかにすることも重要である。

③ 地域住民、民間事業者、行政職員を対象に、広域観光連携の意義、観光
サービスのあり方、多様な主体による相互連携の進め方などを理解して
もらうことは、広域連携事業を進めていくための土台作りといってよい。
講習会や勉強会等を通じて、広域連携事業に携わる人材の確保・育成と、
観光圏内の多様な関係主体間におけるネットワークの構築を推進してい
くことが重要である。

実施ポイント① 広域連携推進団体の整備・強化、人材育成



③ 観光圏内の主要なゲートウェイ（空港、駅、ターミナル等）に1つずつ、
また、観光圏内の各エリア（地方自治体や地理的単位など）には最低限
一つ、広域観光情報を扱う観光案内所もしくは観光案内所相当の施設を
整備する必要がある。

各案内所に必要な機能は、以下の通りである。

a.一般旅行者に対する、広域観光圏の情報提供全般
b.広域観光圏に関する電話・ファックス・e-mail・郵便による質問や
リクエストへの対応

c.質問全般とリクエストの記録を分析して本部へ報告

④ 観光圏全体によるイベント、プロモーション、セールスの実施にあたっ
ては、観光圏の優位性と劣位性、対象とするターゲットセグメントを十
分理解したうえで、「誰に対して」「何のメッセージを」「何の目的
で」 「いつ」 「どのように」情報発信するかを検討する必要がある。

情報発信にあたっては、まず、知ってもらうこと（認知度向上）、同時
に、好感度を持たれる情報を発信すること（来訪意向向上）が重要であ
る。情報の受け手（利用者）の立場に立った情報発信が求められる。
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① 観光地における交通は、旅行者の居住地と観光地を結ぶ交通（１次交
通）と、観光地内の交通（２次交通）に整理される。いずれも出発地点
から到着地点までのアクセスの有無と輸送量（輸送人員、輸送スケ
ジュールなど）が、旅行者数・宿泊滞在者数に影響を及ぼす。

② 観光地にとって交通が果たす役割は多岐にわたり、「旅行者の利便性の
向上」のみならず、「観光需要のコントロール手段」としての役割、交
通ルート上を移動する旅行者への「観光地の演出」としての役割（旅行
者の移動による時間推移を交通軸上で演出できる）、魅力的な乗物や交
通施設自体の「観光資源としての交通」の役割、観光資源や風景などを
眺める「景観場」としての役割などが挙げられる。

観光圏における交通条件の整備にあたっては、これら交通が果たす役割
を調整し、地域住民と旅行者の双方にとって効果をもたらすように留意
する必要がある。

実施ポイント③ 交通条件の整備



① 観光現象の一般的な特徴として、旅行者層、旅行者の訪問地域、旅行者
の訪問シーズンが特定の層・地域・シーズンに「集中化」することが挙
げられるが、広域観光圏においても、観光圏内を訪れる旅行者層・地
域・シーズンを「分散化」させ、需要の平準化を図ることが重要である。

まずは、広域観光ルート（観光圏のモデルコース）を設定すること、同
時に、観光圏内における観光資源と魅力の発掘・創出・磨き上げを行っ
ていくことが重要である。観光圏内における旅行者の訪問先や滞在時間
の過ごし方を複数提案していくことは、観光圏内の旅行者層・地域・
シーズンの「分散化」を進めるための有効かつ実践的な戦略となる。

② 広域観光ルートの設定方法には、

a.主要な観光資源をつなぐルート
b.特定のテーマに合致する資源をつなぐルート
（自然景観、歴史、文化、産業・産物、建造物、食など）
c.移動時に自然の眺望や沿道景観が楽しめるルート
（シーニックバイウェイ）
d.古街道等の再生・復元

などが挙げられる。

新たに広域観光ルートを企画・設定するにあたっては、ターゲットにな
る旅行者が、観光圏を訪問する入口から観光ルートをたどり、どの順序
で、何を、どのように楽しんでもらうかという「演出」が重要になる。
また、観光圏内の各エリア（地域的分類）と訪問シーズン（春夏秋冬、
繁忙期・閑散期等）を組み合わせ、年間を通じて観光圏内を広く巡るこ
とができる工夫も必要である。

③ 広域観光ルートで取りあげる観光資源や魅力は、必ずしも既存のメ
ジャーな観光資源等に限定する必要はない。マイナーな資源はサブ観光
ルートで扱う、マイナーな資源を含む複数の観光資源をひとつのルート
（テーマ）で結ぶ、などの工夫も重要である。

④ 広域観光ルートの企画・設定にあたっては、ルートをたどる旅行者の体
験や時間の過ごし方を具体的にイメージすることが重要である。ルート
のテーマに統一感を持たせ、旅行者の感動の創出・退屈の解消を演出す
る工夫や配慮（移動速度の変化、間を持たせる等）が必要である。
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実施ポイント④ 広域観光ルートの設定、魅力の発掘・創出・磨き上げ



① 限られたリソースを用いて最大限の成果を達成し、同時に、事業実施に
係る説明責任（アカウンタビリティ）を明らかにしていくためには、広
域連携事業に関する評価・検証を実施することが極めて重要である。

② 広域連携事業の評価・検証を継続的に実施するためには、「事業評価を
実施することの意義・重要性」と「事業評価の基本的枠組」について関
係者（広域連携推進団体等組織、関係組織・団体、関係する地域・観光
地等）が共有し、事業評価の実施と次期事業への反映が確実に為される
基本的体制を整える必要がある。

③ 事業評価の基本的枠組は「（複数事業をまとめた）事業全体の評価」と
「個別事業の評価」に分けて整理・検討する必要がある。

事業全体の評価については、広域連携事業の戦略の進捗状況、広域連携
事業の戦略で期待する成果（広域連携の効果）と到達目標の達成度を把
握することが中心となり、観光指標（旅行者数、宿泊者数、平均滞在日
数、消費額、満足度）は評価の重要な指標のひとつとなる。

個別事業の評価については、事業ごとに目標と期待する効果が大きく異
なるため、事業種別ごとに「目標と成果を示す具体的な指標」を設定す
ることが重要である。指標は「事業実施による直接的な成果」（旅行者
数の増加、旅行者満足度の向上など）と「事業の活動量」（セールスの
訪問数、講習会の参加者数など）に分けて設定することが望ましい。

④ 事業評価の結果は、広域連携推進団体等組織をはじめ、事業の実施担当
者や関係者で共有を図り、事業の成果や課題を次期の事業へ反映するこ
とが重要である。
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事業評価の実施

ステップ５：広域連携事業の検証

・広域連携事業の検証にあたっては、観光圏の現状と課題を示す「観光指
標」（統計情報等）の整備が必要不可欠となる。

特に重要な指標は、a.旅行者数、b.宿泊者数、c.平均滞在日数、
d.消費額、e.満足度の5つである。

既存の統計情報等（観光庁「宿泊旅行統計調査」、県市町村による観光
統計等）を活用することも重要であるが、上記の観光指標を比較・統合
できる統一した基準様式で、継続して収集できる体制を早急に形づくる
ことが重要である。

観光指標（統計情報等）の整備
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広域連携事業に最低限求められるチェック事項

複数の地域や観光地から成り立つ広域観光圏が総体として機能し、同時に、ひとつ

の観光圏として市場（＝旅行者）からの認知を確立するためには、広域連携事業の

戦略を踏まえ、より具体的に「広域観光圏としての基本的構成（骨組み）」を形づ

くる必要があり、しかもそれは早期かつ早急に進めなければならない。

広域連携事業を実際に推進するにあたっては、以下5段階のプロセスに沿った「広

域連携事業に最低限求められるチェック事項」を確認し、自らの広域観光圏に不足

している「基本的構成要素」を充足させながらバランスよく事業を実施すること、

また、広域連携事業の戦略に基づく一貫性ある事業を実施することが求められる。

ステップ１：組織体制の整備強化と人材の育成

ステップ２：圏域内観光の現状把握

ステップ３：旅行商品・サービスの開発、広域観光ルートの設定

ステップ４：広域観光情報の整備と発信

ステップ５：事業の検証と次期事業への反映

第３部

ステップ１：組織体制の整備強化と人材の育成

① 広域観光圏が広域連携事業を推進していくためには、複数の地域や観光
地にまたがる多様な関係主体の活動のつなぎ手、広域観光の推進の中核
としての役割を持つ「広域連携推進団体等組織」の設置が不可欠である。

② 広域推進団体等組織の構成メンバーには、「参画する県市町村の行政職
員」（１名ずつ）「参画する観光地の観光協会等関係団体職員」（１名
ずつ）「圏域内の主要な観光事業者」（宿泊業、旅行業等）「圏域内の
主要な観光関連事業者」（運輸、地場産業等）が最低限含まれる必要が
ある。
組織の設立当初に上記メンバーを含めることが困難な場合にも、当該関
係者に対して継続的に広域連携の意義と効果を訴え、組織への参画を促
す必要がある。

③ 広域連携推進団体等組織に求められる「実行力」と「調整力」を担保す
るためには、広域連携推進団体等組織の「責任」と「権限」の範囲を明
確にすることが重要であり、関係主体間で十分議論したうえで、広域連
携推進団体等組織の位置づけについて共有を図る必要がある。

④ 広域推進団体等組織の指導力を高めるためには「官民協働による推進体
制」を構築する必要がある。構成メンバーそれぞれに期待される「役
割」と「責任」を明確にすること、構成メンバーや関係者間の連携協力
の可能性について議論すること、「行政によるサポートの可能性」「民
間事業者の意欲・やる気をかき立てる工夫」「住民の活躍機会」につい
て検討すること等が重要である。

チェック① 広域連携推進団体等組織の設置
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・広域連携推進事業に関する様々な情報・智慧・ネットワーク等を広域連
携推進団体等組織のなかに集約・蓄積していくためには、広域連携推進
事業全体に目配せをして、事業に係る関係者間の連絡調整をする専任人
材（組織に専任で従事する者）を最低１名組織に配置する必要がある。

専任人材は単なる調整役ではなく、広域連携事業全体の企画・実施・管
理（運営）に中心的に関わり、一定の権限を持ってリーダーシップを発
揮していくこと、新しいものをプロデュースしていくことが期待される。
専任人材の配置には、内部関係者からの選出、内部関係団体からの派遣、
外部からの公募等の様々な方法がある。地域に対する思いを持った人材
を確保することが重要であり、必要に応じて、着任後も人材育成を進め
る等の工夫が求められる。

チェック② 広域連携推進団体等組織における専任人材の配置

① 広域観光圏を支える人材の裾野は広く、県市町村の行政職員、観光協会
等関連団体の職員、観光事業者の経営者及び従業員、観光関連事業者
（運輸、地場産業等）の経営者及び従業員、地域づくり団体等組織の構
成員、NPO職員、地域住民等、多岐にわたる。
広域観光に直接・間接的に関与するこれらの人々が、広域連携の意義と
効果に関する認識を高めていくことは、すべての広域連携事業をより高
度な条件を必要とする段階まで押し上げていくための基礎となる。

② 広域連携推進団体等組織の内部はもとより、組織外の人々とともに、広
域観光圏が目指す将来目標やビジョン、活動方針、組織の活動内容につ
いて話し合う場や、その認識を高める機会をつくることは極めて重要で
ある。話し合いの場・機会としては、広報誌、地区懇談会、対話集会、
研修、シンポジム、勉強会、イベント等が存在する。

また、意識啓発の場を、事業の一環として設定するだけではなく、広域
連携推進団体等組織メンバーが本来所属する職場や地域における会議・
研修等、あらゆる機会を通じて議論の場をもち、広域連携に対する認識
を深めていくことも重要である。

③ 地域住民、民間事業者、行政職員を対象に、広域観光連携の意義、観光
サービスのあり方、多様な主体による相互連携の進め方などを理解して
もらうことは、広域連携事業を進めていくための土台作りである。中長
期的な視点から継続的に観光（及び広域観光）に関する研修会等の人材
育成を進めていく必要がある。

④ 意識啓発・人材育成の場は、同時に、関係者間のネットワークづくりの
場でもある。主要な観光事業者、主要な関連事業者（運輸、地場産業
等）、特定の地域・分野等のグループだけに限定することなく、多様な
関係主体に対する積極的な呼びかけが重要であり、中長期的な視点から
継続的にネットワークづくりを進めていく必要がある。

チェック③ 組織内外における意識啓発･人材育成とネットワークづくり
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事例② 滞在交流型博覧会の開催による過去の事業成果を総合化 ／
地域の団結力を醸成する人材育成研修の実施
～ 阿蘇くじゅう観光圏 ～

◆地域における課題・問題意識

①圏域では、10年以上にわたり広域的な観光振興を展開してきた実績があったが、
圏域全体のイメージを広く国内外から認識されるブランドとして定着させていく必要
性を感じていた。

②協議会は行政及び観光協会の連携が中心的であり、観光事業者の参画は不十
分であった。

③圏域は火山や草原等の自然のイメージが強く、多彩な温泉地が数多くあることが
あまり知られていなかった。また、温泉地同士が連携して取り組む機会は存在しな
かった。

◆広域連携事業の取組

○九州新幹線全線開業イベント「阿蘇カルデラツーリズム博覧会
（愛称：阿蘇ゆるっと博）の準備と開催

１） 同博覧会は、観光の拠点となる商店街や農村集落を「パビ
リオン」にみたて、体験や交流に加えて、既存の観光施設や
温泉、宿泊施設などを連携させ、プロモーション展開する大
型キャンペーン事業である。

２） 2011年3月の九州新幹線全線開業にあわせて開催する
同博覧会に向けて、過去に実施してきた広域連携事業
の成果を総合化させた。
また、本事業をきっかけに、協議会に交通事業者、旅行
事業者、旅館組合などが新規加盟し、観光圏誘致に向けた体制が強化できた。

３） 同博覧会では、四季にあわせて、春は「エコツーリズム」（自然散策）、夏は「タ
ウンツーリズム」（まちめぐり）、秋は「グリーンツーリズム」（食と農山村）、冬は「温
泉」（温泉地めぐり）をテーマに設定した。これにより、観光圏内の回遊性を高め、
同時に、四季折々に訪れるリピーターの促進にも努めている。

４） 同博覧会の開催期間中、圏域内に34か所の「パビリオン」を設定し、各「パビリ
オン」に案内所とコンシェルジュを配置している。
コンシェルジュには、観光協会、旅館組合、旅行会社、観光施設、一般商店
（お豆腐屋さん等）、地域づくり団体、道の駅など、多様な主体から選出した。
また、同博覧会開催前に、圏域内各地で合計6回の「コンシェルジュ育成研修
会」を実施した。研修では、自分達が利用するハンドブックづくりを中心としたも
のであり、参加者の意欲が飛躍的に向上、新たな人と人のつながりも生まれた。

５） 圏域内の12温泉地の温泉を一体的に紹介するポスターを作成した。その結果、
各温泉地間の理解と連携意識が強まり、新たな広域連携事業の土台となった。

阿蘇ゆるっと博公式ガイ
ドブック（出典：九州／阿
蘇くじゅう観光圏）
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ステップ２：圏域内観光の現状把握

① 複数の地域や観光地からなる「広域観光圏」をひとつの観光地・エリア
として精査・評価し、他の観光圏・観光地との比較優位（比較劣位）に
ある「観光の魅力」を明らかにすること、そして、比較優位にある「観
光の魅力」を基軸に他の観光圏や観光地との差別化を図っていくことは、
広域観光圏にとって非常に重要な戦略となる。

② まず、広域観光圏における現在の旅行者動向を概観するために「観光入
り込み」と「旅行会社のツアー」の内容を把握することが重要である。

広域観光圏内の県市町村や観光地の「観光入り込み」については、年間
入り込み客数と過去の伸び率、月別入り込み客数を把握する。

広域観光圏内の観光地を対象とする「旅行会社のツアー」については、
訪問先、利用交通機関、取り扱う観光資源、宿泊地、旅行日数、ツアー
料金、販売手法（パンフレット、インターネット）を把握する。また、
必要に応じて「宿泊予約サイトの宿泊プラン」で扱う宿泊施設等の情報
から、観光資源や宿泊施設に関する情報を整理する。

③ 広域観光圏内に存在する「観光資源」（自然資源､文化資源､観光施設､
イベント）の空間的分布と時間的（＝月別）分布を整理することによっ
て、広域観光圏全体における観光資源の特徴（広域観光圏内に共通して
みられる特徴的な資源、バラエティや数量が豊富な資源・乏しい資源
等）、エリアごとの観光資源の特徴（エリアごとの性格や違い、エリア
ごとのベストシーズン等）等が明らかになってくる。

なお、観光資源は、資源単体の魅力度や知名度だけではなく、複数の観
光資源との組み合わせや資源に持たせる「意味づけ」（楽しみ方等）、
対象者の関心（特に外国人）等によって、旅行者にとっての価値が変わ
りうるため、メジャーな資源だけでなくマイナーな資源も取りあげ、整
理することが重要である。
もし目玉となるような決定的な観光資源が存在しない場合も、だからこ
そ次々と新しい魅力を提案できるという発想に立ち、弱みを強みに変え
ていく視点が重要である。

また、主要な観光資源の年間利用者数と稼働率を把握し、広域観光圏内
における観光資源の利用状況を把握することも重要である（県市町村が
実施する観光統計等も活用できる）。

チェック④ 広域観光圏の精査・評価と優位性･劣位性の把握
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④ 広域観光圏内に存在する「宿泊施設」の空間的分布を、施設数、収容力、
施設規模、施設カテゴリー別（ホテル、旅館、民宿、キャンプ場等）
に整理することによって、広域観光圏における宿泊施設の特徴（宿泊施
設が集積するエリア・宿泊環境が乏しいエリア、ＭＩＣＥを含むグルー
プ客・少人数の長期滞在客等への対応可否等）等が明らかになってくる。
また域内宿泊施設の年間利用者数と稼働率が把握することも重要である。

⑤ 広域観光圏を取り巻く「交通体系」（航空、鉄道、船、高速道路、バス
路線等）の利便性（移動手段、便数、スケジュール、座席、時間、価
格）を整理することによって、主要な市場（首都圏・中京圏・海外の都
市等）から広域観光圏までのアクセスの良さ・悪さ、広域観光圏内にお
ける主要な観光資源・施設間のアクセスの良さ・悪さ等が明らかになっ
てくる。

⑥ ①～⑤の結果から、広域観光圏において「何が旅行者を魅了するか？」
「他の観光圏や観光地では味わえない魅力は何か？」「どの旅行者層に
対してその魅力をアピールできそうか？」という問いを繰り返し、広域
観光圏の優位性・劣位性を明らかにしていく。

なお、広域観光圏の資源性と市場性の把握にあたっては、民間コンサル
タント等の外部専門家を活用する方法が有効である。



① 観光統計は、広域観光圏の現状と課題を把握する上で不可欠なものであ
り、観光連携事業の戦略策定から、事業の企画立案と実施、事業の評価
検証に至るまで活用する重要な指標となる。

広域連携事業を進める上では、「観光指標」（統計情報等）として以下
5つの指標に着目することが極めて重要である。

a.旅行者数、b.宿泊者数、c.平均滞在日数、d.消費額、e.満足度

＊旅行者数に１人１回当たりの消費額を掛けあわせることで、地域全体
での消費額を推計することができる。

② 広域観光圏の「a.旅行者数」及び「b.宿泊者数」については、観光圏内
の県市町村や観光地が発表する統計と、観光庁による「宿泊旅行統計調
査」結果を活用できる。さらに統計の精度を高めるには、広域観光県内
に存在する観光資源（自然資源、文化資源、観光施設、イベント）や宿
泊施設の単位で利用者数を把握し、整理・分析することが重要である。

広域観光圏の「c.平均滞在日数」「d.消費額」「e.満足度」については、
来訪者への聞き取り調査等によって把握できるものである。まずは、観
光圏内の県市町村や観光地が実施している既存の調査、もしくは、過去
に実施した同種の調査結果を活用できないか確認する必要がある。

なお、既存の観光統計や調査結果を活用する場合、各調査が対象とする
「観光の定義と範囲」「調査の手法」（延べ数と実数の把握と推計等）
が異なる可能性があり、指標の比較・統合の際は注意が必要である。

③ 広域観光圏内の複数の地域や観光地にまたがり移動・活動する旅行者の
実態を正確に把握するためには、県市町村や観光地単位で独自に調査し
た結果を比較・統合するだけでは不十分である。
広域観光圏内における観光指標整備の重要性を鑑み、広域観光圏が一体
となって、5つの観光指標を比較・統合できる統一した基準様式で、継
続して収集できる体制づくりに取り組むことが重要である。

なお、観光統計の整備にあたっては、以下の点に注意する必要がある。

a.観光統計に関する「予算」を獲得すること。そのため、まずは試算で
構わないので「観光消費の経済効果調査」を行い、内外に周知するこ
とが有効である。

b.「責任ある調査の推進主体」を決めること。
c.統計を有効に活用してもらうため、「速報性の向上」と「幅広い人々
へ周知できる公表方法」を検討すること。
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チェック⑤ ５つの観光指標の整備



①広域観光圏に関する情報は「広域観光圏全体を説明する情報」と「広域
観光圏に含まれる個々の地域や観光地単位の情報」に大きく分けること
ができる。広域観光圏の形成当初は「広域観光圏全体を説明する情報」
が乏しいため、既に存在する「個々の地域や観光地単位の情報」を幅広
く収集・整理・（必要に応じて）加工した上で、広域観光圏に関する情
報として蓄積していく必要がある。

②上記の通り、広域観光圏に関する情報は膨大かつ多様な形式で存在する
ため、広域連携事業を効率的かつ効果的に企画立案・実施するためには、
「広域観光圏に関する情報のデータベース化」が不可欠となる（データ
ベース化された情報は広域観光圏のホームページ、パンフレット等を作
成する際も活用できる）。
また、このデータベースは広域連携推進団体等組織を含む関係者がアク
セスできる状態になっていることが重要である。

広域観光圏に関する情報データベースには「広域観光圏の観光に関する
基本情報」に加えて「広域観光圏の精査・評価で収集・作成した情報」
（チェック④参照）「広域観光圏に関する観光統計」（チェック⑤参
照）等が盛り込まれる。

なお「広域観光圏の観光に関する基本情報」は以下の項目が挙げられる。

a.基本情報：地理（地図含む）、自然環境、地域の歴史、産業等
b.交通：航空、鉄道、レンタカー、バス等（時刻表、問合せ先含む）
c.見所やアクティビティ：各地の観光スポット、各種スポーツ、
アトラクション等（問合せ先、営業日・時間、地図含む）

d.宿泊情報：宿泊施設の種類、施設一覧
（連絡先、収容人員、地図含む）

e.イベントカレンダー（お祭り、行事、イベント等）
f.特産品とお土産

＊a～fに関連する写真データ、説明文等を含む
＊遠隔地等は飲食店に関する情報を含む
（問合せ先、営業日・時間、地図含む）
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チェック⑥ 広域観光圏に関する情報のデータベース化と共有化
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事例③ 観光圏データベースの共有化と活用 ～富士山・富士五湖観光圏～

◆地域における課題・問題意識

①観光圏内における観光情報の共有化が十分ではなく、本来、広域観光パンフ
レット、広域観光マップ、広域観光ホームページの作成に利用できる情報が活用
できていなかった。

②観光圏内で実施している体験・交流・学習プログラムの情報は、個別の市町村や
事業者等が保有しており、情報の共有化が十分ではなかった。
また、個別の市町村や事業者の側でも十分な情報収集ができておらず、旅行者
ニーズに合致した体験プログラムに関する情報が不足していた。

◆広域連携事業の取組

①観光圏内の観光情報の収集・整理
→観光圏内の構成市町村及び観光関連事業者

から観光情報（写真情報含む）を収集・整理した。
→体験プログラムに関する情報（資源、人材等）は、

実施主体の規模の大小やジャンルにこだわらず、
極力全て抽出した。

→体験プログラムのデータベースを作成した。
主たるユーザーは「旅行エージェント」を想定し、
体験プログラムの所要時間、受入可能人数、
料金（割引含む）、駐車可能台数（大型車の駐車
可否も含む）等、ユーザーが必要とする情報を整理した。

②観光情報データベースの活用
→体験プログラムのデータベースをもとにガイドブックを作成（2000部）し、旅行

エージェント等に配付した。ガイドブックは地域の宿泊事業者等の販促ツールと
して高い評価を得た。

→観光圏内のすべての体験プログラム情報を可視化（目に見えるように）した。
その結果、観光圏内で不足している体験プログラムメニューが把握できるように
なり、新しい体験プログラムの開発につなげることができるようになった。

→体験プログラムのデータベースを観光圏ホームページ「富士五湖ぐるっとつなが
るガイド」の中で整理した。体験プログラムの検索サイトを設置する等、ホーム
ページの利用者が使いやすいように工夫している。

富士山・富士五湖観光圏ホーム
ページ（出典：富士山・富士五湖
観光圏整備推進協議会ホーム
ページ）



① 市場（旅行者）から広域観光圏としての認知を確立していくためには、
広域観光圏の基調となるイメージ・特徴・テーマを反映した観光資源と
魅力を、ターゲットに対して強力に発信することが重要である。

同様に、広域観光圏の基調となるイメージ・特徴・テーマを反映した旅
行商品やサービス（宿泊プラン、体験プログラム、着地型旅行商品、特
産品、イベント等）の開発は、ターゲットの誘致に向けた非常に有効な
手法であり、観光圏を訪れる旅行者に多様な時間の過ごし方を提案・提
供できるという観点からも、積極的に取り組む必要がある。

② 広域観光圏における旅行商品・サービスを充実させていくには、広域観
光圏内における県市町村や観光地からの定期的な情報提供をもとに、魅
力的なツアー開発につながる詳細な現地情報を広域連携推進団体等組織
で蓄積し、圏域内外の関係者と共有化を図ることが重要である。

特に旅行経験が豊富な旅行者に対しては、基本的な情報に加えて、きめ
細やかな付加情報に基づいた旅行商品・サービスの開発が求められる。
ツアー開発につながる詳細な現地情報の例は、以下の通りである。

○季節ごとの自然・文化に関する情報
･･･美しい花、野生動植物・昆虫・鳥類の生態観察、星座、

写真撮影スポット、スポーツ、アクティビティ等
○地元住民や旅行者の評判が高い・話題になっているものに関する情報
･･･レストラン、食事、宿泊施設、ファッション、デザイン、建築等

○地域のライフスタイルに関する情報
･･･音楽、踊り、生活文化、クール・スタイリッシュな流行等

○地域の歴史に関する情報
･･･歴史的に重要な場所、古代人の聖地、パワースポット等

○旅のロマンをかき立てるものやパッション（情熱）に関する情報
･･･秘宝、古代遺跡、伝説・神話、芸術、宝石、有名人（歌手等）等

○地域の人しか知らない、より奥深い情報
･･･夕焼けのスポット、お得な買い物方法、近道のルート等

○タイムリーな情報
･･･イベント、祭り、生き物の産卵時期等

○その他、地域特有の情報
･･･地域の産業・ものづくり・特産物等
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ステップ３：旅行商品・サービスの開発、広域観光ルートの設定

チェック⑧ 広域観光圏の魅力を高める旅行商品・サービスの開発



③ 旅行商品・サービスの開発にあたっては以下の点に配慮する必要がある。

a.旅行商品・サービスを利用する「ターゲット」を明確化すること。

b.「旅行者の時間の過ごし方を演出する」ために観光資源・魅力をどの
ように活かすかという観点から検討すること。
発想の出発点は「ターゲットとなる旅行者の時間の過ごし方」であり、
「地域の観光資源・魅力」ではない（地域の観光資源･魅力から発想す
ると地域の独りよがりな商品になりがちである）。

c.旅行商品・サービスの造成・販売にあたっては、広域観光圏内の多様
な関係主体を積極的に関与させ、主体間の連携促進を図ること。

d.旅行商品・サービス自体の特徴を表すとともに、広域観光圏全体が持
つ特徴やイメージをより具体化させる「ネーミング」の工夫が重要で
ある。

e.ターゲット層をモニターとする事前調査を必ず実施し、モニター結果
（感想、満足度等）を旅行商品・サービスに反映させること。

④ 広域観光圏内において「共通（もしくは同種）の旅行商品・サービス」
を開発し、対外的にアピールすることは、広域観光圏が基調とするイ
メージ・特徴・テーマを強力に発信し、広域観光圏における旅行商品・
サービスのブランド化を進めていく上で有効な手法となる。
特殊な観光資源や手間暇のかかるサービスを準備することなく、広域観
光圏内に既に共通して存在する観光資源やサービス（例：文化的体験、
自然現象、アクティビティ、食と料理、ものづくり等）を利用すること
によって開発できることも大きな利点である

⑤ 旅行商品・サービスの開発にあたっては、広域観光圏における既存の旅
行商品・サービスを「時間軸」（1年間にわたって四季ごと、繁忙期・
閑散期の双方、12ヶ月それぞれ楽しめる）と「空間軸」（観光圏内の全
エリアにわたって楽しめる）の双方の観点から整理し、不足している部
分を中心に量的・質的な充実を図ることが重要である。
時間軸・空間軸の観点から旅行商品・サービスの充実を進めることに
よって、観光圏内における旅行者の回遊性を高め、同時に、リピーター
の促進につなげることができる。
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事例④ 共通テーマ性に基づく広域連携イベントの開発 ～雪国観光圏 ～

◆地域における課題・問題意識

①地域の特徴である「雪」を活用した取組は各市町村が個々に実施しており、
地域ブランドの確立にまでは至っていなかった。そこで「世界有数の豪雪地帯」と
「雪（水）が育む環境」という特徴を訴求する雪国ブランドを構築する必要があった。

②観光資源である「雪」を利用したイベントやプロモーションは、各市町村が個別に
取り組んでいた。しかし、個別の予算的制約もあり、首都圏をはじめとする重要な
市場に対する効果的情報発信は不十分で、関係業界への訴求力も弱かった。

◆広域連携事業の取組

①世界最大の雪まつりとしてのブランドイメージを構築
→地域固有の観光資源である「雪」をテーマに、観光圏内に

おける7市町村17か所で実施していた雪まつりをリレー
イベント化することによって、「世界最大の雪まつり」
に再構築した。新たに商品やサービスを開発することなく、
既存の資源を無理なく活用し、事業の広域化を図った。

→マスコミをはじめとした各種業界において、
「世界最大の雪まつり」というブランドイメージが注目を
浴びるようになった。

②共同プロモーションのメリットを活用
→各市町村による共同プロモーションを展開したことで、従来よりも低コストで大規

模なプロモーションを実施できた。また、大規模プロモーションというスケールメ
リットを活かし、首都圏を対象としたプロモーションを実施できた。

→既存の複数の雪まつりイベントを、同じポスター等を用いて情報発信した。
その結果、旅行者に対して、広域観光圏（雪国観光圏）における雪まつりの存
在感を強くアピールできた。

◆環境保全型事業の実施による民間企業の積極的な参画を促進

①環境保全型イベント「里山キャンドルプロジェクト」の開催
→広域連携イベントに強化した雪まつりとあわせて、環境保全型イベントとして

「里山キャンドルプロジェクト」を開催した（ブナの植樹活動、森林セラピー事業、
里山体験、ゴミ拾い活動等）。

→企業参加型イベントに仕立てた結果、CSR活動を行う民間企業等の賛同を得る
ことができ、パブリシティにも結びついた。

→収益の一部を経費に充当し、事業の持続可能性を強めることができた。

②カーボンオフセット・リフト券
→スキー場との企業CSR事業として実施し、メディアの露出機会が大幅に増えた。

SNOW COUNTRY 
FESTIVAL（出典：雪国観光
圏推進協議会ホームページ）
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事例⑤ 地場の旅行会社を活用した商品開発・販売 ／
地域ならではの観光資源を活かした商品開発 ～伊勢志摩地域観光圏～

◆地域における課題・問題意識

①地域の観光資源は磨き上げたが、観光資源が「旅行商品」として形になっていな
かった（「旅行商品化」できていなかった）。そのため、せっかく磨き上げた観光資源
も、市場（旅行者）に浸透せず、継続した誘致に結びつかなかった。

②観光圏内の相差町では「海女」をコンセプト、「女性」をターゲットに設定し、海女文
化資料館、海女小屋かまどの整備等、地域づくりを進めてきた。しかし、海女への
関心は高まるなかで、来訪者の満足度が低く、対策が必要であった。

◆広域連携事業の取組

①地域事情に詳しい地場の旅行会社との連携に
よる販売着地型旅行の商品化
→三重県内の旅行会社で構成される「三重県

観光販売システムズ」に委託し、観光素材を、
市場で流通できる「旅行商品」として造成した。
造成に際しては、あわせて、モニターツアーの実施、
GAP調査の実施（受入側地域と市場（お客様）との意識の違いを調査）、地域
の観光関係団体を対象とした滞在型観光商品の造成に関する研修会（講師：
三重県観光販売システムズ）も行い、それらの結果も踏まえ、観光圏内を体験・
周遊できる様々な着地型旅行商品を開発した。

②着地型旅行商品の販売・PR
→観光圏協議会である「社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構」は、三重県

観光販売システムズと連携を図り、発地（市場）側旅行会社に着地型旅行商品
を販売した（パンフレットへの掲載を行う）。取組重点地域は「関西圏」「中京圏」
とし、全国発信に効果がある｢首都圏｣における取組も行った。

→大手旅行会社における全国の主要店舗（発地の販売スタッフ）に対して、訪問
説明セールスを実施し、販売側の地域に対する認知度・理解度を向上させた。

◆「海女」をテーマにした特産品の開発、景観の整備・演出

①海女関連グッズの開発・商品化
→伊勢志摩文化である「海女」をテーマに、「女性」をターゲットにした、様々な海

女関連グッズを開発した（あぶらとり紙、海女の魔除けマーク入りハンカチ、匂い
袋等）。特産品の販売利益は、海女文化の振興やまちづくり事業に再投資した。

②「海女のまち」を演出する景観整備
→神明神社の参道や旅館などのライティング、空き家を活用した「海女の家」整備

（海女の暮らしを再現）、サインの設置等、圏域内各所で海女の町をテーマに景観
演出を行った。また、取組が評価され、ミシュラングリーンガイド一つ星を獲得した。

相差 海女文化資料館
（出典：鳥羽商工会議所ホーム
ページ）



① 広域観光圏における旅行者の回遊性を向上させ、観光需要の平準化（＝
観光圏内における旅行者層、訪問地域、訪問シーズンの平準化）を図る
には、観光圏のモデルコースとなる「広域観光ルート」を設定すること
が非常に有効な手法である。

② 広域観光圏には、1つ以上の広域観光ルートを設定する必要がある。
広域観光ルートの設定にあたっては、広域観光圏における観光資源・施
設の分布及び広域観光圏を取り巻く交通体系の実態に鑑み、以下のルー
トからいずれか（もしくは複数）を選択することが望ましい。

a.主要な観光資源をつなぐルート
b.特定テーマに合致する資源をつなぐルート
（自然景観、歴史、文化、産業・産物、建造物、食など）
c.シーニックバイウェイ（移動時の眺望・景観を楽しむルート）

また、人間の回遊動機（下表参照）を生かした広域観光ルートの設定も
有効である。

③ 広域観光ルートで扱う観光資源・施設・魅力は、メジャーなものに限定
する必要はない。
特定テーマに合致するマイナーな既存の観光資源・魅力をつなぐ（集積
によるルート全体の魅力が際立ち、同時に、同種のさまざまな資源・魅
力を楽しめる）、新たに発掘・創出した観光資源・魅力を広域観光ルー
トで扱う（広域観光ルートの中で資源・魅力の楽しみ方がより具体的に
なる）等、様々な工夫を凝らすことができる。

チェック⑦ 広域観光ルートの設定

表「回遊動機を生かす」

競技法
スポーツのゴルフ、オリエンテーリング、車によるラリーに代表されるような、周遊に競技性をもた
せる方法

収集法
スタンプを集めるとか、○○めぐりにより記念品などを集めて回る方法で、古くから満願を願う風習
を巧みに捉えた社寺商法によく見られる

名数法
四国霊場八十八か所や近江八景などに代表されるように、見所を縁起のよい数にそろえて選
び、周遊を促す方法

物語法
小さくは回遊式庭園などがそうであるし、小説のヒロインや作家がたどった足跡を追い、自らの物

語を完結させる方法

テーマ法
社寺めぐり、歴史探訪、文学散歩、花の名所めぐりなど、特定のテーマで周遊する、一種の双六
に似た方法

検証・発見法
意外性、検証性、体験性を強調するもので、観光旅行は初めて訪れる観光地が多いことに着目
した方法

散歩法 見どころの密度が高密度な場合、観光者の興味にゆだねたブラブラ歩きを促す方法

出典：鈴木忠義他「観光・レクリエーション計画」土木工学大系30、彰国社、1984
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④ 広域観光ルートの設定にあたっては、以下の点に配慮する必要がある。

a.ルート上の観光資源・施設を廻る「移動時間」と各資源・施設におけ
る「滞在時間」に基づく移動可能な「１日行動圏」の単位をひとくく
りに整理し、無理がなく利用しやすいルートを設定すること。

b.なるべく同じ道順をたどらないように、一筆書きで廻るルートを設定
すること。

c.ターゲットとする旅行者が、観光圏を訪問する入口からルート上をた
どり、どの順序で、何を、どのように楽しんでもらうかという「演
出」を工夫すること。
そのためには、ルートの演出方法に「感動に導く変化」を持たせるこ
と（観光資源・魅力の配置、移動速度の変化、間を持たせる等）、
ルートのテーマに統一感を持たせること、観光圏の出入口における好
ましい印象を高めること、沿道の景観（修景）に配慮することが重要
である。

e.広域観光ルートは、「時期」（1年間にわたって四季ごと、繁忙期・
閑散期の双方、12ヶ月それぞれ楽しめる）、「移動時間」（1日～数日
等、旅行者の所要時間に応じて楽しめる）、「対象エリア」（観光圏
内の全エリアにわたって楽しめる）、「ターゲットとする旅行者層」
（第1ターゲットに始まる複数のセグメントの旅行者が楽しめる）の組
み合わせから、複数ルートを設定することができる。
ルート設定にあたっては、複数のルートを比較検討し、広域観光圏に
おいて重要度が高いものを選択する必要がある。

f.ターゲット層をモニターとする事前調査を必ず実施し、モニター結果
（感想、満足度等）を広域観光ルートの設定に反映させること。
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① 広域観光圏を紹介・説明する基本情報ツールのひとつとして「広域観光
パンフレット」を作成する必要がある。
広域観光パンフレットは、圏域内外に配付する印刷物に加え、圏域内外
の関係者が容易に入手・閲覧できるようにＰＤＦデータ形式で作成・公
開する必要がある。

② 広域観光パンフレットは以下の情報が記載・整理されている必要がある。

a.広域観光圏全体の地図 （後述「チェック⑩」参照）
b.広域観光圏全体の特徴や見どころ・アクティビティの紹介
c.広域観光圏におけるモデルコース
d.広域観光圏内における各エリアの特徴や見どころ・アクティビティの
紹介

e.広域観光圏全体の交通情報
（広域観光圏までの交通とアクセス、広域観光圏内の交通とアクセス）
f.広域観光圏における宿泊施設の情報
g.広域観光圏におけるお土産・特産品の情報
h.広域観光圏におけるイベントカレンダー
i.パンフレットを作成した日付（年と月）
j.パンフレットに関する問い合わせ先
k.掲載情報に関する著作権の有無

また、広域観光圏の基調となるイメージ・特徴・テーマを具体的に表し、
広域観光圏を紹介・説明する「ブランドロゴ」と「キャッチフレーズ」
を作成し、広域パンフレットの表紙等に記載する必要がある。

③ 広域観光パンフレットのデザインは、以下の点に配慮する必要がある。

a.表紙の見出しはパンフレット最上部に記載すること。
（ラックに設置する際にパンフレット見出しが隠れないようにする）
b.パンフレットの共通レイアウト（見出し・文章・写真・地図等の配置、
利用するフォント・文字の大きさ等）をあらかじめ設定すること。

（パンフレットに統一感が生まれる）
c.白地（＝余白）を適当に設けること（全体的な見やすさが高まる）。
d.観光圏内のエリア単位で利用する色を設定すること。
（利用者がエリアを色で容易に判別できる）

④ パンフレットに掲載する写真は、高解像度の良質な写真を用いること、
キャプションを付けること、古くなった写真は使わないこと（すでに存
在しない対象を撮影した写真等）に注意する必要がある。

⑤ 印刷物については、郵送に備え（郵送コストも考慮し）、広域観光パン
フレットは封筒サイズに統一する必要がある。国際的封筒サイズは「Ａ
４」（210×297mm）「Ａ５」（148× 210mm）「ＤＬ」（110×220mm、
Ａ４三つ折りサイズ）である。

チェック⑨ 広域観光パンフレットの作成
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ステップ４：広域観光情報の整備と発信
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事例⑥ 地域の達人が資源を紹介する広域観光パンフレットの作成
～にし阿波観光圏 ～

◆地域における課題・問題意識

①にし阿波観光圏は、もともと三好郡と美馬郡の2つに大きく分かれていたが、平成
の大合併で15町村が2市2町となったことを契機に、広域観光連携が始まった。
しかし、各市町におけるまちづくりの経緯や観光振興に対する取り組み経緯が異
なるため、（広域）観光に対する共通の理解を醸成する必要があった。

②地理的条件から日帰り旅行者が多数を占めており、旅行者の滞留時間を延ばす
ことが最大の課題であった。

③様々な観光資源を有するものの、情報発信が個別に実施されており、市場ニー
ズに対しても十分対応できていなかった。

◆広域連携事業の取組

①広域観光パンフレット「大歩危・祖谷温泉郷＆にし阿波達人
ブック いってみるぽん」の作成
→観光圏のコンセプトである「原風景」そのものは、観光資源と

してこれまでも紹介されていた。しかし、このような原風景は
人の手が入ることによって守られるものでもあるため、「人」を
前面に押し出していく必要性も感じていた。
そこで、圏域内各地の観光資源に関係する地元住民28名を
「地域の達人」と称し、各達人が詳しい解説付きで地域を紹
介する広域観光パンフレットを作成した。パンフレットには、
達人による紹介に加えて、自然・温泉・食・文化（妖怪伝説・
平家伝説）など、圏域全体の情報を掲載した。

→地域の達人の紹介によって、既存のガイドブックには掲載されていない
「日本の原風景とほんものの田舎体験の具体的な楽しみ方」を提案した。

→事業2年目には、パンフレットを外国人向けに編集し、外国語版（英語版）ガイド
ブックを作成した。その結果、外国人旅行者の誘致とリピーター獲得に向けた
情報発信力を強化できた。

→事業を通じて各地の関係者と連携を図った結果、当該事業が観光圏における
連携共同を行う際のモデルケースとなり、これ以降の広域連携事業を円滑に推
進できるようになった。

②拠点観光案内所の機能強化
→各市町の拠点となる観光案内所において、にし阿波観光圏エリアの観光案内

ができるように、広域観光パンフレットの配置を充実した。
また、観光圏協議会構成員全体の連絡名簿と、観光案内所関係の連絡名簿を
作成・活用し、各案内所が有する情報を相互に情報交換できる相互連携の仕
組みを構築した。

にし阿波観光圏パンフ
レット
（出典：大歩危・祖谷温
泉郷いってみる会事務
局）



① 広域観光圏を紹介・説明する基本情報ツールのひとつとして「広域観光
マップ」を作成する必要がある。
広域観光マップは、旅行者の利用に供するため、少なくとも以下3種類
のマップを作成する必要がある。

a.広域観光圏と周辺エリアを含む「広域マップ」
（広域観光圏周辺との位置関係、広域観光圏までのアクセス等）

b.「広域観光圏の全体マップ」
（広域観光圏全体の地理、圏域内エリアの配置、広域観光圏内のアク
セス等）

＊全体マップには「広域観光ルート」を掲載する必要がある。
c.広域観光圏内における「エリアごとの詳細マップ」

（エリア全体の地理やスポット、エリア内のアクセス等）
＊詳細マップは、エリアごとに複数作成する必要がある。
＊マップに「コースデータ」（対象エリア内の移動距離と時間を明示
したもの）を掲載すれば、旅行者が自分で自由に旅程を組み立てる
ことができる。

広域マップは、圏域内外の関係者が容易に入手・閲覧できるようにＰＤ
Ｆデータ形式で作成・公開し、広域パンフレットにも掲載する必要があ
る。また必要に応じ、圏域内外に配付する印刷物として作成してもよい。

印刷物の場合は、郵送に備え、広域観光マップを封筒サイズに統一する
必要がある。国際的封筒サイズは「Ａ４」（210×297mm）「Ａ５」
（148× 210mm）「ＤＬ」（110×220mm、Ａ４三つ折りサイズ）である。

② 広域観光マップは、読み手に地理上の位置関係を把握してもらう重要な
ツールであり、見やすく・わかりやすく・正確である必要がある。
マップ作成にあたっては、距離と方位を正確にすること、地図の縮尺・
地図記号の凡例を記載すること、移転や廃業しにくい建物（学校や病院
等）を記載すること、すぐに移転されるような建物の記載は避けること、
情報量と見やすさのバランスを取ることが重要である。
また、広域観光マップには、広域観光圏の「ブランドロゴ」と「キャッ
チフレーズ」、マップの作成日付（年と月）、マップに関する問い合わ
せ先、掲載情報に関する著作権の有無についても記載する必要がある。

③ マップに掲載する写真は、高解像度の良質な写真を用いること、キャプ
ションを付けること、古くなった写真は使わないこと（すでに存在しな
い対象を撮影した写真等）に注意する必要がある。

④ 広域観光マップに掲載するスポット・施設と連携を図り「割引カード」
や「クーポン」を作成し、各スポット・施設で各種サービスを受けられ
るようにすることは、地域の連帯感を生み出すために非常に効果的な手
法である（サービス内容は提供者に一任する）。
＊「割引カード」や「クーポン」を広域観光パンフレットやホームペー

ジに掲載する方法が有効である。
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チェック⑩ 広域観光マップの作成



① 広域観光圏を紹介・説明する基本情報ツールのひとつとして「広域観光
ホームページ」を作成する必要がある。
広域観光ホームページは、既存の地方自治体や観光地のリンク集ではな
い。以下に示す広域観光圏の情報を編集・整理し、作成する必要がある。

a.広域観光圏全体の地図 （前述「チェック⑩」参照）
b.広域観光圏全体の特徴や見どころ・アクティビティの紹介
c.広域観光圏におけるモデルコース
d.広域観光圏内における各エリアの特徴や見どころ・アクティビティの
紹介

e.広域観光圏全体の交通情報
（広域観光圏までの交通とアクセス、広域観光圏内の交通とアクセス）
f.広域観光圏における宿泊施設の情報
g.広域観光圏におけるお土産・特産品の情報
h.広域観光圏におけるイベントカレンダー
i.広域観光圏の新着情報・お知らせ・プレスリリース
j.お問い合せ先（資料請求方法を含む）
k.関係団体リンク
l.掲載情報に関する著作権の有無
＊コンテンツは常に最新情報を提供する必要がある。
＊広域観光パンフレット及び広域観光マップは、圏域内外の利用者が閲
覧・利用できるようにＰＤＦデータを公開する必要がある。

② 広域観光ホームページのデザインについては以下の点に配慮する。

a.トップページのイメージは最も重要である。広域観光全体のイメー
ジ・特徴・テーマを反映させたデザインを工夫すること。

b.ホームページの共通レイアウト（見出し・文章・写真・地図等の配置、
利用するフォント・文字の大きさ等）をあらかじめ設定すること。

（ホームページの構成に統一感が生まれる）
c.観光圏内のエリア単位で利用する色を設定すること。
（利用者がエリアを色で容易に判別できる）
d.ホームページ内検索ボタンやサイトマップページを作成しておくと、
利用者が情報を容易に探すことができる。

③ ホームページに掲載する写真には、高解像度の良質な写真を用いること、
古くなった写真は使わないこと（すでに存在しない対象を撮影した写真
等）に注意する必要がある。

④ 広域観光ホームページをさらに充実させる項目としては、圏域内各地の
天気表示、多言語対応（ターゲットとする国籍を中心に）、バリアフ
リー対応（文字サイズ、配色、ウェブアクセシビリティ等）、スタッフ
ブログ、圏域内の宿泊施設及び交通機関の予約機能、ニュースレターの
登録機能（別途ニュースレターの定期的な発行が必要）、ソーシャルメ
ディア登録ボタン（Twitter、Facebook等）等が挙げられる。
また、メディアと旅行会社向けページを作成し、関係者に必要なコンテ
ンツ（写真、ビデオ、ロゴ、マニュアル等）を提供ことも重要である。
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チェック⑪ 広域観光ホームページの作成



① 広域観光圏を訪れる旅行者に対応し、広域観光圏に関する情報提供を行
う施設として「広域観光案内所」もしくは「広域観光案内所相当施設」
を整備する必要がある。
広域観光案内所は必ずしも新規に設置する必要はなく、広域観光圏内に
存在する既存の観光案内所や案内所相当施設（飲食店、お土産物店等）
に「広域観光圏に関する案内機能」を付与することで対応できる。

② 広域観光案内所（もしくは広域観光案内所相当施設）は、圏域内におけ
る旅行者の主要なゲートウェイ（空港、駅、ターミナル等）に1つずつ、
圏域内のエリア（＝地方自治体や地理的単位等）ごとに最適な場所を選
びエリアごとに最低1つ（旅行者の訪問頻度が高い場所、宿泊施設が集
積する場所、広域観光ルート上等）を整備する必要がある。

③ 広域観光案内所（もしくは広域観光案内所相当施設）に必要な基本的機
能は以下の通りである。

a.一般旅行者に対する、広域観光圏の情報提供全般
（広域観光パンフレット、広域観光マップ等の設置）
b.広域観光圏に関する電話・ファックス・e-mail・郵便による質問や
リクエストへの対応

c.質問全般とリクエストの記録を分析して広域観光推進団体等組織に
報告

また、広域観光案内所には、管轄エリア以外のエリアを含む広域観光圏
全体に関する説明・案内ができるスタッフが最低1名配置されることが
望ましい。配置が困難な場合、あらかじめ、案内できるスタッフが配置
される案内所と連絡を取り対応できる体制を準備することが有効である。

④ 広域観光案内所（もしくは広域観光案内所相当施設）に設置する基本的
な情報ツールは、パンフレットとマップ以外に、ポスター、ちらし、各
種クーポン、ビデオやＤＶＤ（映像の上映）、パソコン（インターネッ
ト利用）が挙げられる。案内所によって利用できるツールと利用できな
いツールを確認し、必要に応じて環境の整備を行うとよい。

⑤ 一般に、観光案内所が提供できる付帯サービスは、以下の項目が挙げら
れる。広域観光案内所（もしくは広域観光案内所相当施設）においても、
施設環境や必要に応じて、サービスの充実を検討してもよい。

a.土産物品の販売
b.地元のものが食べられる軽飲食施設
c.葉書・切手の販売
d.キャッシング（ATM）
e.レンタサイクル、レンタカー
f.コンビニエンスストアに類する商品販売
g.宅配便の取扱い
h.コインロッカー
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チェック⑫ 広域観光案内所の整備



① 広域観光圏に関する情報は、「誰に対して」「何のメッセージを」「何
の目的で」「いつ」「どのように」発信するかが重要である。

｢誰に対して｣｢何のメッセージ｣の部分については､対象とするターゲッ
トセグメントに対して､広域観光圏の基調となるイメージ･特徴･テーマ
に基づく明確なメッセージを､集中的に発信することが重要である。

また、｢どのように｣の部分については、メディア、旅行会社・交通機
関・旅行関連団体、一般消費者に対して、それぞれ異なるアプローチを
用いたマーケティング活動を継続的に実施すること、広域連携推進団体
等組織を中核とする関係主体が連携を図りながら協力体制を構築して実
施することが重要である。

② メディアに対するマーケティング活動は以下の方法が挙げられる。

a.メディア掲載
（新聞､テレビ､ラジオ､旅行業界紙､旅行・レジャー雑誌､女性誌等）

＊広告スペースの買取りは高額であり、編集記事によって広域観光圏の
紹介を掲載する方が効果的。雑誌の広告ページを買取る場合は、広域
観光圏の取材記事の掲載を合わせて交渉すると効果的。

＊新聞は発行部数が多いが、記事の露出面ではやや難がある。
＊テレビ広告はかなり高額であり、一定量以上のスポットを集中投入し
ないと効果が上がらない（日本のテレビスポットは15秒が中心）。

＊ラジオは比較的安価で、リスナーとコミュニケーションできるが。ビ
ジュアルメディアに比する効果は期待できない。

＊雑誌は対象が多様にセグメントされており、ターゲットに合致する雑
誌を利用することが効果的。『月間メディア・データ』（メディア・
リサーチ・センター株式会社発行）で雑誌プロフィールをはじめ、各
メディアの広告掲載料金等を確認できる。

＊4月～6月に発行される雑誌は夏休み特集が組まれることが多く、雑誌
編集者はタイアップ先を探しており、露出のチャンスとなる。

b.プレスカンファレンスの実施
（新しいプロモーション計画の開始時や新しいパンフレット作成時等、
話題づくりをしたい際に、プレスを招待した記者発表会を開催する）

c.プレスツアーの実施
（プレスを現地に招待・あるいは優待することでツアー等を体験しても
らい、記事として掲載してもらう）

d.ニュースリリースの発行（広域観光圏に関する最新情報の提供）

e.記事用の写真の無料提供

f.ジャーナリストとの人脈構築（特に旅行ジャーナリスト）
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チェック⑬ 関係者に対するマーケティング活動の実施



③ 旅行会社・交通機関・旅行関連団体に対するマーケティング活動は以下
の方法が挙げられる。

a.研修旅行（ファムトリップ）の実施（招待旅行）
＊「旅行業者等がツアーの素材を探すタイプ」と「広域観光圏側がツ
アー素材を紹介し旅行会社等の積極的な営業活動の一助としてもらう
タイプ」がある。双方のニーズと目的を明確にして実施することが重
要である。

＊参加者は、キーパーソンや企画造成に直接携わる担当者が望ましい。

b.モニターツアーの実施（一部参加者の費用負担）

c.セミナーの開催
（広域観光圏の説明や新しい情報の提供を行う大小のセミナー）
＊旅行会社がパンフレットを更新するタイミングに合わせて、3月か9月
に実施することが有効である。

＊勉強会が目的ならば20人程度の小グループが望ましい。
大人数のセミナーの場合はイベント性を持たせる必要がある。

d.旅行商談会への参加
＊旅行会社とサプライヤー（交通機関、宿泊施設、飲食施設、観光施設
等）を引き合わせる機会となる。

e.定期的なセールス訪問
＊特定の旅行会社等に限定するよりも、できるだけ多くの旅行会社等に
セールスし、できるだけ多くの人と話す方が、成功する確率が高まる。
また、大手の旅行会社等は組織も大きく取り扱う商品も多いため、造
成に関わる部門全箇所と会う努力をする必要がある。

＊一般的に旅行会社が商品化に要する期間は6～7ヶ月であるため（企画
から商品決定まで3～4ヶ月、パンフレット作成・配付に最低3ヶ月）、
ツアー実施時期より最低6～7ヶ月前に情報提供をする必要がある。

f.ニュースレターの発行
＊送付先リストを作成し、メール等で定期的に送付する必要がある。

g.エージェントマニュアルの作成
＊一般向けの広域観光パンフレットを活用し､より詳細な観光情報､ルー
ト情報、仕入れ情報（宿泊施設、食事、現地ガイド、交通機関等の料
金・スケジュール、連絡先）等、ツアー造成に必要な情報を盛り込む。

④ 一般消費者に対するマーケティング活動は以下の方法が挙げられる。

a.情報ツールを利用したイメージ定着化（ビデオ、ポスター等）
b.ＰＲイベント（テーマウィーク、コンクール、スポーツ大会等）
＊広域観光圏が対象とするターゲットセグメント（第1ターゲット、第2
ターゲット等）を十分理解した上で実施する必要がある。
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① 事業評価の基本的枠組は「（複数事業をまとめた）事業全体の評価」と
「個別事業の評価」に分けて整理する必要がある。また、事業評価の期
間は、事業の実施期間（一般には年度）の単位に合わせる必要がある。

② 「事業全体の評価」の枠組については、広域連携事業の戦略を構築する
段階で検討・決定する必要がある。
評価の枠組は、広域連携事業の戦略の進捗状況、広域連携事業の戦略で
期待する成果（広域連携の効果）と到達目標の達成度を把握することが
中心となり、観光指標（旅行者数、宿泊者数、平均滞在日数、消費額、
満足度）をはじめとする複数の指標を用いて総合的な視点から評価を行
うことが重要である。
また評価にあたっては、短期的（年度単位）の評価に留まらず、中長期
的な視点から評価・検証を行うことも重要である。

③ 個別事業の評価については、事業ごとに目標と期待する効果が大きく異
なるため、事業種別ごとに「目標と成果を示す具体的な指標」を検討・
設定する必要がある。
各事業の企画立案の段階において、以下の作業を行うことが有効である。

a.各事業における「目標」及び「期待する成果」について、
事業に携わる関係主体が十分に話し合うこと

b.「目標と成果を示す具体的な指標」を設定すること
＊なお、指標は「事業実施による直接的な成果」（旅行者数の増加、旅
行者満足度の向上など）と「事業の活動量」（セールスの訪問数、講
習会の参加者数、取材件数など）に分けて設定することが望ましい。

c.上記bで設定した指標に寄与する「具体的な事業の進め方・手法」
（効率性・有効性）を検討すること

d.「事業実施の意義」（妥当性・必要性）を検討すること

チェック⑮ 事業評価に関する基本的枠組の設定

① 広域連携事業の評価・検証を継続的に実施するためには、「事業評価を
実施することの意義・重要性」と「事業評価の基本的枠組」について関
係者（広域連携推進団体等組織、関係組織・団体、関係する地域・観光
地等）が共有し、事業評価の実施と次期事業への反映が確実に為される
基本的体制を整える必要がある。

そのためには、広域連携推進団体等組織が事業評価の実施体制に対して
責任を持ち、事業の企画・立案段階から事業の終了段階に至るまでの、
一連の事業実施サイクルに沿った評価作業の流れと、関係者それぞれに
求められる役割分担をあらかじめ定めておくことが重要である。
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ステップ５：事業評価と次期事業への反映

チェック⑭ 事業評価の実施体制構築
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① 事業終了の段階には、事業評価の基本的枠組で定めた各指標（観光指標、
個別事業の成果を表す具体的指標等）を収集・整理し、客観的なデータ
に基づく統一基準による評価・検証を行う必要がある。

評価・検証は「a.事業実施プロセス（計画性）」「b.事業の活動内容」
（目標達成度、効率性）「c.事業の成果」（設定指標の確認、その他付
加的効果）の観点から整理することが望ましい。

② 事業評価の結果は、広域連携推進団体等組織をはじめ、事業の実施担当
者や関係者で共有を図り、事業の成果や課題を次期の事業へ反映するこ
とが重要である。

次期の事業への反映のポイントとしては、評価結果が低い事業の見直し
（事業内容に踏み込んで低評価の要因を探り改善する必要がある）、よ
り効果的・効率的な事業に向けた充実策の検討等が挙げられる。

また、事業評価の効率的な進め方（容易に作業に取り組める体制、ある
いは評価作業そのものの効率化）や事業評価の枠組自体についても検討
を行い、評価のための評価に陥らないような工夫と改善が必要である。

チェック⑯ 事後評価結果の次期事業への反映
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今後の検討課題

本書「観光圏整備事業のノウハウに関する基礎資料」は、広域観光及び広域連携事

業の基本的な考え方とポイントを体系的に取りまとめたものであるが、広域連携事

業を実際に進めていくにあたっては、さらに、各広域観光圏の実態（観光資源の有

無、周辺環境、取組体制等）に合わせた創意工夫が求められる。

そこで本項では、本書を踏まえ、各広域観光圏が抱える諸課題を解決し、持続可能

な広域観光圏を確立していくにあたって検討すべき事項を「今後の検討課題」とし

て取りまとめた。

第４部

・各広域観光圏の実態を踏まえた、より具体的な事業改善に向けたアドバ
イスやヒントを提供するためには、さらに多くの広域連携事業（全国の
観光圏整備事業等）や広域観光の取組に関する事例を収集・整理し、そ
の成功と失敗の要因等を分析する必要がある。

検討課題① さらなる成功事例・失敗事例の収集・整理と分析

・広域連携事業を進めるにあたっては、広域観光圏としての取組段階（萌
芽期、成長期、成熟期など）に応じて、事業の重要度や優先度、事業実
施のポイント等が異なってくるため、広域観光圏としての取組段階の視
点から整理した事業の考え方とポイントを取りまとめる必要がある。

検討課題② 広域観光圏の「取組段階」に応じた整理・分析

・広域連携事業を進めるにあたっては、広域観光圏自体の特徴や性格（圏
内における各エリアの連携の実績、中核となる観光地の有無など）に応
じて、事業の重要度や優先度、事業実施のポイント等が異なってくるた
め、広域観光圏自体の特徴や性格の視点から整理した事業の考え方とポ
イントを取りまとめる必要がある。

・広域連携事業を進めるにあたっては、観光圏が抱える課題や目標設定
（特定市場の誘致が目標、交通条件の改善が最大の課題など）に応じて、
事業の重要度や優先度、事業実施のポイント等が異なってくるため、広
域観光圏が抱える課題や目標設定の視点から整理した事業の考え方とポ
イントを取りまとめる必要がある。

検討課題④ 観光圏が抱える「課題や目標設定」に応じた整理・分析

検討課題③ 広域観光圏自体の「特徴や性格」に応じた整理・分析




