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はじめに 

 平成20年の観光圏整備法（「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する

法律」）施行以来、5年に亘り進められてきた観光圏整備事業も、新たな発展段階を迎えている。こ

の機を捉え、昨年観光庁においては、同整備法に基づく「観光圏の整備による観光旅客の来訪

及び滞在の促進に関する基本方針」の改正により、「住んでよし、訪れてよし」の具現化、地域独

自の「ブランド」の確立を通じた日本の顔となるブランド観光地域（仮称）創出という極めて戦略的

な取組みに着手し、その実現を支援する新たな登録、支援等に係る制度設計に踏み出していると

ころである。 

このような、国内外から選好される「日本の顔」となる観光地域づくりを行っていくためには、他

の地域にはない地域独自の価値を明らかにした上で、その特有の価値を来訪者に体感させる等

の取組みを多様な関係者と調整し連携を図りながら進めていく必要がある。 

  本業務では、国内外から選好される観光地域づくりを円滑に進める観点から、ブランド観光地

域（仮称）に求められる要件等を整理し、地域における取組みを踏まえた具体的な検討を行い、

ロードマップ（案）としてとりまとめること等を通じて、地域が自ら活用可能な推進手法を構築するこ

とを目的とする。 

◆ 本業務の目的 

 本業務の内容は次のとおりである。 

（1） ブランド観光地域（仮称）に求められる要件の検討・整理 … 第2章 

 （要件の考え方の整理、要件の検討・整理、登録段階の検討） 

（2） ブランド観光地域（仮称）の評価手法についての検討 … 第3章 

 （評価手法の考え方の整理、評価方式の検討、評価基準の検討） 

（3） ロードマップ（案）の作成 … 第4章 

 （基本方針検討、試行対象地域における案の作成、ロードマップ（案）の作成 等） 

（4） ブランド観光地域（仮称）に関する啓発手法等の検討 … 第5章 

 （ブランド観光地域（仮称）の名称検討 等） 

（5） 各種委員会等の開催 … 第6章 

 （国内外から選好される観光地域づくり検討会 等） 

◆ 本業務の内容 
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はじめに 

 本業務全体の進め方は下図のとおりである。 

本来ならば①と②の「ブランド観光地域(仮称)の要件と評価手法」を策定した上で、③の「ロード

マップ(案)の作成」を行うべきであるが、ロードマップ作成においてはかなりの時間を要することか

ら、同時並行的に連動させながら進めていった。また、ロードマップの試行作成においては、対象

地域の関係者と調整を図りながら進めていく必要があり、観光圏や人材育成等の本事業以外の

業務内容とも連動する部分が多いと想定しており、他事業との調整を図ると共に、地域への負担

軽減を考慮しながらワークショップ形式により進めていった。 

◆ 本業務の進め方 



本業務のサマリー 
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本業務のサマリー 

◆ 登録制度の目的と位置づけ 

◆ 登録制度の枠組みイメージ 
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本業務のサマリー 

◆ ブランド観光地域（仮称）の評価方法のイメージ 

◆ 登録制度の要件 
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本業務のサマリー 

◆ 登録制度の要件と評価基準（案） 

A３判の差し込み 
※別紙参照 





第1章 
 

ブランド観光地域（仮称） 
登録制度について 
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第1章.  ブランド観光地域（仮称）登録制度について 

 2013年は訪日外国人旅行者数が史上初の1,000万人を超え、今後は観光庁はもとより日本政府

全体として、2020年に向けて訪日外国人旅行者2,000万人の達成を目指すこととしている。そのよ

うな高みを目指していく中で、旅行者の受け皿となる国内各地域の観光による地域活性化を図っ

ていくためには、日本を代表する国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域の

形成が必要となる。 

一方、国内の観光地域の経済を活性化させ雇用機会を増大させるために、観光による交流人口

の拡大は必要不可欠であり、訪日外国人旅行者の増大に向けた取組みもその一環として必要な

ものと考えられる。しかし、国内観光を取り巻く状況は決して楽観できるものではなく、①観光のグ

ローバル化が進展する中で観光地域間の旅行者獲得競争が国内のみならず国際的な競争に発

展していること、②訪日旅行者は新規客のみならずリピーターを獲得していかなければ地域の持

続的な発展に結びつくことは難しいと思われること、③団体旅行客の割合が低下し個人旅行客の

割合が増加する中で、地域側としてはかつての団体旅行客向けの対応から個人客の多様なニー

ズへの対応を余儀なくされていること、④国内の人口減少や旅行の相対的な魅力低下等による国

内旅行需要の減少傾向等、今後の地域観光振興に向けては課題が山積している。 

 

1-1-1. 地域観光における現状の課題 

1-1. 地域観光施策の方向性 

◆ 現状の課題 

 これからの地域観光施策の方向性としては、上記の山積する観光地域の課題を解決していくた

めにも、国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域を早急に形成していく必要

があるため、①滞在交流型観光の促進、②地域の特性を最大限に活かした観光地域づくりによっ

て地域独自の「ブランド」の確立を進めていくことが挙げられる。そのためには、日本を代表しうる

有形・無形の地域資源を有する観光地域について、地域の取組段階に応じた観光地域づくりを

促進していくことが必要となる。 

これらの施策を通じて、日本を代表しうる観光地域の振興を図るとともに他の観光地域への取組

モデルを示すことにもなり、さらには訪日外国人旅行客の増大にも寄与できるものと考えられる。 

1-1-2. 地域観光施策の方向性 
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第1章.  ブランド観光地域（仮称）登録制度について 

なお、魅力ある観光地域の形成により、滞在交流型観光の実現を図ることは、旅行消費額の増

加による地域経済の活性化のみならず、地域住民と観光客の交流によるにぎわいの創出を通じ

て地域の活性化を図ることも可能となる。 

下図はこのような効果創出の流れをイメージしたものである。 

◆ 地域観光施策の方向性 
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第1章.  ブランド観光地域（仮称）登録制度について 

1-2. 登録制度の目的と位置づけ 

 1-1で記載したように、2020年に向けて訪日外国人旅行者2,000万人の高みを目指すためには、

既存の著名な観光地域のみならず、日本全国各地において、旅行者の受け皿となる次世代の魅

力である観光地域の形成を図っていくことが必要となる。 

そのためには、地域ならではの魅力を体感できるような地域であり、かつ旅行者が滞在交流型の

観光を行える地域について、次世代の魅力ある観光地域として登録する制度の創設が有用であ

ると考えられる。 

このように、新たなブランド観光地域を育成・創出する登録制度を観光庁が創設し、国内外から

選好される魅力ある観光地域のあるべき姿を示すことにより、①取組目標となる水準の提示により

魅力ある観光地域の形成の促進、②魅力ある観光地域として国内外への情報発信、③登録を通

じて観光地域の品質及びその維持・管理に係わる体制の担保、の実現が可能になるものと考えら

れる。 

1-2-1. 登録制度の目的 

◆ 登録制度の目的 

 上記目的に沿って登録制度の位置づけを考えると、①国内外から選好される国際競争力の高

い魅力ある地域を「ブランド観光地域（仮称）」として評価・登録する機能、②日本を代表しうる可

能性のある地域をブランド化準備地域（1-3で後述）として位置づけ、それらの地域にブランド確立

に向けた取組を促進させる機能、さらに③上記以外の観光地域に対しても、登録制度によりブラ

ンド観光地域づくりのあるべき姿を示すことによる地域全体の底上げを図る機能、と地域の取組レ

ベルに応じた位置づけが想定される。 

これらの位置づけを体系的に整理したものが次ページの図のとおりである。なお、ブランド観光

地域（仮称）をステージ1とステージ2の段階に区分しているが、これは暫定的なものであり、今後

の検討により変更の可能性がある（段階の設定については1-3で後述）。 

1-2-2. 登録制度の位置づけ 
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第1章.  ブランド観光地域（仮称）登録制度について 

1-3. 登録制度の枠組み 

 ブランド観光地域（仮称）登録制度については今後更なる検討が必要であるが、全体像につい

ては現時点では概ね次の想定としているところである。 

 登録対象： 地域を登録対象とする。 

 登録主体： 国（国土交通大臣）が登録主体となる。 

 申請主体： 協議会（単独もしくは複数市町村、観光地域づくりプラットフォーム、NPO・民間

事業者等から構成）が登録申請を行う。 

 評価者： 外部有識者等により構成される評価委員会による評価を実施。 

 登録段階： 段階を設ける。これは、一旦登録すれば終わりとするのではなく、地域の持続的

な取組促進を図るため。なお、登録前の候補地域として、ブランド化準備地域を設定する。 

 支援制度： ブランド化準備地域に対しては補助制度のよる資金的支援、登録地域に対して

は専門家や有識者派遣等によるコーチング、認知度向上に向けた国内外への情報発信支援

を行い、地域側のモチベーション向上に寄与する。 

1-3-1. 登録制度の枠組みの全体像 

◆ 登録制度の位置づけ 
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第1章.  ブランド観光地域（仮称）登録制度について 

 ブランド観光地域（仮称）登録制度の詳細について、例えば次のようなイメージが想定される。但

し、全体像に沿う形今後更なる検討が必要である。 

登録段階の有無や段階数については議論が分かれるところではあるが、地域に持続的なステッ

プアップを促すことを重視し、また、制度が複雑化することを防ぐため、ここでは2段階を想定して

いる。本報告書においては、登録段階は2段階とすることを前提に検討を進めていく。なお、登録

段階設定の検討については、後述する「2-3 ブランド観光地域（仮称）の登録段階」のとおりである。 

また、登録要件については第2章において検討を行う。 

1-3-2. 登録制度の枠組みの詳細イメージ 

◆ 登録制度の枠組み全体像 
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第1章.  ブランド観光地域（仮称）登録制度について 

◆ 登録制度の枠組み全体の詳細イメージ（例） 



第2章 
 

ブランド観光地域（仮称）に 
求められる要件の検討・整理 
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第2章.  ブランド観光地域（仮称）に求められる要件の検討・整理 

  ブランド観光地域（仮称）の要件を検討するにあたっては、下図のフローに従って検討を行うこ

とにした。 

2-1-1. 要件検討の進め方 

2-1. 要件の考え方 

STEP1 

過年度業務の検討結果 
ブランド確立に必要な５つの要素 

第1章の検討結果 
1.地域観光施策の方向性 
2.登録制度の目的・位置づけ 等 

ブランド観光地域（仮称）としての 
あるべき姿の明確化 

STEP2 
ブランド観光地域（仮称）の 

あるべき姿とブランド確立の５つの要素との関係 

STEP3 

ブランド観光地域（仮称）の要件整理 

STEP4 

ブランド観光地域（仮称）の登録段階 

【参考資料】「ブランド観光地域
（仮称）の要件検討の経緯」 

※途中の検討経緯については、下記参照。 

要件検討フロー 
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第2章.  ブランド観光地域（仮称）に求められる要件の検討・整理 

 ブランド観光地域（仮称）の要件を検討するにあたっては、平成24年度に実施した「観光地域に

おける評価のあり方等に係る基礎検討業務」にて検討を行ったブランド確立に必要とされる５つの

要素（認知、提供、共有、相互作用、持続）を踏まえることとした。なお、以下に示す５つの要素は、

UNWTOによる観光地域ブランドに関する定義に基づき、整理されたものである。 

2-1-2. 過年度事業の検討結果 

観光地域のブランド確立のために必要な5つの要素 

認知 
 地域が自然・歴史・文化等に根ざした「独自の価値」を有しており、当

該価値が国内外に認知されていること  

提供 
 地域が「独自の価値」を来訪者に提供することにより、来訪者の期待を

安定的に満たしていること  

共有 
 地域の関係者（住民含む）が「独自の価値」を共有し、活動に反映して

いること  

相互作用 
 地域と来訪者が「独自の価値」に共鳴し合いながら、その価値を向上

させていること  

持続 
 地域として「独自の価値」の持続的な維持・向上を図るための仕組み

を構築していること 

観光地域の“ブランド確立”に必要な要素とは 

「観光地域のブランド確立」には、以下の要素を満たしている必要がある。 

【参考】UNWTO（国連世界観光機関）による観光地域ブランドに関する定義 

UNWTOでは、2010年に観光地域のブランド構築に関する実務家向けの手引書「Handbook on Tourism 
Destination Branding」を作成している。同書の中で、観光地域ブランドは以下のように定義されている。 

観光地域ブランドとは、観光地域の競争力のあるアイデンティティである 
 

 観光地域ブランドは、地域の恒久的な中核的要素・個性を示したもの 
   市場に応じて提供・表現手法は変化し得るが、本質的な観光地域ブランドの特徴は変わらない。 

 観光地域ブランドは、その観光地域を形成するDNAを体現したもの 
   観光関係者が行う全てのマーケティング・コミュニケーションや活動はこのDNAが反映されるべきである。 

 観光地域ブランドは、その地域の中核的な資産と潜在的な来訪者による 中核的な資産に対する認知とが
ダイナミックに相互作用したもの 

   来訪者の観光地域における経験・提供を受けた内容に基づく、来訪者の観光地域に対する認識・感情等の
総体が観光地域ブランド。 

 観光地域ブランドは、景観・住民・文化・歴史等といった中核的な資産に  基づいたものであり、潜在的な
来訪者による中核的な資産の認知、来訪 により生み出される情緒的価値を含むもの 

出処:「観光地域における評価のあり方等に係る基礎検討業務報告書」を基に作成 
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第2章.  ブランド観光地域（仮称）に求められる要件の検討・整理 

 ブランド観光地域（仮称）の要件を検討するにあたり、まずはブランド観光地域（仮称）としてのあ

るべき姿を明確化することにした。 

そこで、ブランド観光地域（仮称）としてのあるべき姿を明確化する上で基本となる、これからの観

光地域づくりにおいて必要な取組について整理を行った。以下に示すとおり、目指すべき基本は、

観光立国の基本理念である「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりであり、それを具現化する

ための道具だてとして“滞在交流型観光”への転換が必要と考えられる。 

2-1-3. ブランド観光地域（仮称）としてのあるべき姿の明確化 

これからの観光地域づくりに必要な取組とは 
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 前ページのこれからの観光地域づくりに必要な取組を踏まえ、ブランド観光地域（仮称）として

のあるべき姿を明確化することにした。 

ブランド観光地域（仮称）とは、国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域であ

り、単に知名度だけではない、「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりを具現化した“滞在交

流型観光”の実現と、地域独自の価値を活かした「ブランド」が確立された“日本の顔”となる観光

地域の形成が必要であると考えられ、所謂、「“次世代”のブランド観光地域」とも言える。 

ブランド観光地域（仮称）の“あるべき姿”とは 
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前術の「2‐1‐2.過年度業務の検討結果」であるブランド確立に必要とされる５つの要素と、「2-1-

3.ブランド観光地域（仮称）としてのあるべき姿の明確化」との関係性について整理を行った。 

“ブランドの確立”には「認知・提供・共有・相互作用・持続」の５つの要素が必要とされ、この５つ

の要素を満たすことによって、“滞在交流型観光”の実現かつ、「ブランド」が確立された“日本の

顔”となる、“次世代”のブランド観光地域が形成されると考えられる。 

従って、ブランド観光地域（仮称）の要件の基となるものが、ブランド確立の５つの要素となる訳で

あるが、この５つの要素についてより具体的な観光地域づくりに必要な取組として細かく分解し、

検討を行っている。その検討経緯については、参考資料2-1「ブランド観光地域（仮称）の要件検

討の経緯」を参照されたい。 

2-1-4. ブランド観光地域（仮称）のあるべき姿と５つの要素との関係性 

ブランド観光地域(仮称)のあるべき姿と５つの要素との関係性 

【参考資料2-1】「ブランド観光地域(仮称) の要件検討の経緯」参照 

ブランド確立の５つの要素から次ページのブランド観光地域（仮称）の要件を導くにあたっての 
検討経緯については以下を参照 
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 これまでの検討結果を踏まえ、ブランド観光地域（仮称）の要件については、最終的には下図

に示す大きく４つの構成とすることにした。 

「地域側の取組状態」（インプット・アウトプット）として 、ブランド確立に必要な「1.ブランド価値」、

そのブランド価値を来訪者が体感できるような地域の魅力創出と受入環境による「2.ブランド価値

の提供」、そのためのマネジメント体制と地域連携による「3.ブランド管理」の３要素と、地域の取組

状態に対する「4.来訪者の評価」（アウトカム）の両方の視点から要件化することにした。 

なお、来訪者の具体的な評価指標については、観光立国推進基本計画の目標値を適用するこ

とにした。 

2-2. ブランド観光地域（仮称）の要件 
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 前ページの内容を踏まえ、 ブランド観光地域（仮称）の具体的な要件については、以下に示す

とおりとした。 

1.  
ブランド価値 

2.  
ブランド価値の提供 

3.  
ブランド管理 

来訪者が    
「地域らしさ」を  
体感できるような 

地域の魅力
が創出されて

いること 

国内外の来訪者が
快適かつ安心して
周遊・滞在できる 

ための 

受入環境の 
整備がされて

いること 

 地域独自の景観形成・地域資源の保全等の
取り組み 

日本を代表する、他地域と差別化された「地域らしさ」（地域独自
の価値）を有し、ブランド・コンセプトとして明確化していること 

 地域ならではの「食」の提供 

 滞在交流型観光を推進するため の滞在コ
ンテンツ・プログラムの造成・提供 

 来訪者及び市場に対するワンストップ窓口
の整備 

 移動手段（二次交通等）の確保 

 サービス品質・安全性の確保 

 外国人受入環境の整備 

持続的に地域の 
ブランド管理を  

担う 

マネジメント
体制が確立 
されている 

こと 

 観光地域づくりマネージャーと観光地域づく
りプラットフォームの存在 

 ブランドマネジメント機能の取組 

 「ブランド・コンセプト」に基づく、地域内外へ
の統合的な情報共有・発信 

地域の多様な 
関係者との 

地域連携に
取り組んで 
いること 

 官民・産業間・地域間との連携による地域
一体の取組 

 地域住民の理解と関与 

4.  
来訪者の評価 

地域側の各種取組の成果として、来訪者から高い評価を得てい
ること （満足度、再来訪意向等） 

来
訪
者
側
の
評
価 

 宿泊施設の魅力向上への取組 

地
域
側
の
取
組
状
態 

ブランド観光地域（仮称）の要件（最終案） 
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 ブランド観光地域（仮称）の登録段階については、他事例等を勘案にすると、下図の案1～案3

の３パターンが考えられる。本登録制度の位置づけが育成型の登録制度であることを鑑みると、案

1は望ましくない。地域が登録されて満足するのではなく、次の段階へステップアップを目指しても

らうためにも案２、案３のように登録段階を設けることが望ましい。そこで、煩雑さを軽減するために

も、暫定案として案2の2段階とすることにした。 

2-3-1. 登録段階の検討 

登録段階は、育成型の登録制度であることから1段階ではなく、 
段階を設けることとし、現時点の暫定案としては２段階とする 

2-3. ブランド観光地域（仮称）の登録段階 

ブランド観光地域(仮称)のあるべき姿と５つの要素との関係性 
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 段階別要件の考え方として、ステージ1とステージ２との違いは、要件１～３についてはサービス

品質と取組レベルの向上による“質”と、取組エリアの拡大、地域の広がりによる“量”の違いとし、

要件４の「来訪者の評価」については評価項目の拡大、評価結果の向上による“評価”の向上によ

る違いとした。 

2-3-2. 段階別要件の考え方 

登録要件の段階別の考え方 





第3章 
 

ブランド観光地域（仮称）の 
評価手法についての検討 
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第3章.  ブランド観光地域（仮称）の評価手法についての検討 

(1) 評価における3つの視点 

評価手法の検討に当たっては、第2章で検討した要件に沿って、それらを具体化していくことが

求められる。 

その中で、各要件について共通する評価の視点として、インプット、アウトプット、アウトカムという

3つの視点がある。これらは、地域における取組なのか、取組によって生じた結果なのか、最終目

的の達成度を示すものなのか、という違いがある。一般に、これら3つの視点の違いは次のとおり

であり、評価に当たってはこの3つの視点を適切に活用することにより、地域の取組や活動結果、

さらには顧客満足までをバランスよく評価していくことが重要と考えられる。 

 

3-1-1. 評価の視点 

3-1. 評価手法の考え方 

インプット アウトプット アウトカム 

指標の意義 資源の投入を示す インプットに直接対応する
結果を示す 

インプットやアウトプットに
より得られた成果を示す 

評価対象 取組の量、行為 取組の結果 成果 

取組の評価 向いている 比較的向いている 向いていない 

成果の評価 向いていない あまり向いていない 向いている 

（2） ブランド観光地域（仮称）の要件と評価視点の関係 

3つの視点のうち、インプットは取組行為や資源の投入量を評価するものであり、地域の取組活

動を評価するのに向いている。例えば、マネジメント体制を確立するための一連の活動等である。

一方、インプットの視点だけでは、地域の努力については評価できるものの、成果や成果に至るま

での活動結果が評価されないため、顧客視点を欠いた評価になるおそれがある。 

アウトプットはインプットから生じた結果を評価するためのものであり、地域がどのような活動結果

を築いているのか評価するのに向いている。例えば、地域の魅力創出のために来訪者が体感で

きる形で景観形成の整備を行う場合等である。アウトプットはインプットよりも顧客の視覚や体感に

訴えることができるため、地域側の取組と同時にある程度顧客目線に立った視点でもあるといえる。

しかし、アウトプット評価は必ずしも顧客の評価が得られているとは限らず、地域側の自己満足に

過ぎない場合もありえるため、来訪者の評価そのものを測ることは困難である。 

最後にアウトカムであるが、インプットやアウトプットと異なり、目的に対応した成果そのものを測る

視点であるため、来訪者の評価には欠かせない視点となる。一方で、何をもって成果とするのか

は様々な考え方があるため詳細な評価が困難であること、地域の取組と成果の間にはタイムラグ 
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や様々な外部要因に左右されるため直接の因果関係を把握することが困難であることから、アウト

カムのみをもって評価を行うことは本登録制度においては適切とは言えず、要件の性質に応じて

これらの視点を上手に使い分けることが必要となる。 

下図は、上述の考え方に沿ってブランド観光地域（仮称）の各要件と対応する評価の視点の関

係を検討・整理したものである。 

要件「ブランド価値」については、ブランド観光地域（仮称）の価値の源泉そのものであるが、地

域がこの源泉をどのように認識しているかが地域づくりの方向性にとって極めて重要であるため、

ここではインプット評価に該当するものとして捉えている。 

次に要件「ブランド管理」については、地域づくりの土台としてのマネジメント体制の確立や地域

連携の取組を評価するものであり、結果として出てくるアウトプットではなく地域側の取組姿勢その

ものといえるため、やはりここではインプット評価に該当するものとして捉えている。 

要件「ブランド価値の提供」については、地域側の取組姿勢そのものと取組の結果の二面の性

質を評価するものであり、主に下図の関係でインプット評価及びアウトプット評価に該当するものと

して捉えている。なお、ステージ1では相対的にインプットのウェイトが高く、ステージ2の方が取組

の結果も一層求められることからステージ1よりもアウトプットのウェイトが高くなるのが適切といえる。 

要件「来訪者の評価」については、地域側の取組姿勢や取組結果を通じての成果を評価するこ

とを主眼としており、ここではアウトカム評価に該当するものと捉えている。 

 ◆ ブランド観光地域（仮称）の要件と評価視点の関係 
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(3) 登録段階（ステージ）と評価基準の関係 

なお、評価基準の検討に当たっては、①登録段階（ステージ）によって評価基準を変更するのか、

②同じ評価基準を用いるのか、について整理を行っておく必要がある。 

①の考え方は、ステージによって登録要件が変化する場合には有効である。しかし、本登録制

度においては基本となる要件はステージが変化しても変わらない。あくまで同じ要件の下で、達成

水準のレベルが高度化するものと想定される。そのため、②の考え方を基本とすることが適切と考

えられる。 

但し、ステージ1に比べてステージ2はより限定された我が国の最高峰に位置する観光地域が想

定され、ステージ1が高水準ではあるもののまだ発展途上の地域といえるのに対して、ステージ2は

成熟された完成度の高い地域であるといえることから、ステージ1の評価基準以外にも＋αの基準

が必要になるものと考えられる。 

また、評価対象となるエリアについては、評価対象が地域であることから、基本的には地域全体

の評価とすることが適当と考えられる。但し、要件「ブランド価値の提供」に関してはステージ1の段

階から地域全体で高い達成度をも求めることは地域にとってハードルが高すぎて、地域育成型で

ある本登録制度の趣旨に反するおそれがある。この点については3-1-2で検討を行う。 

(1) 来訪者への価値提供のレベル 

要件「ブランド価値の提供」については、さらに①来訪者への提供価値のレベル、②評価対象と

するエリアの範囲、についての視点を整理する必要がある。 

①については、具体的には次のとおりである。 

 情緒的価値…国内外の他地域と差別化された、日本の顔となる「地域の価値」を具現化した

もの 

 機能的価値…来訪者が地域を訪れた際に、安心・快適に滞在することができる一定水準のク

オリティを維持するためのもの 

この情緒的価値と機能的価値はどちらか一方の視点のみで評価すれば良いというものではなく、

来訪者の満足度を向上させるためには両方の視点が必要となるものである。 

情緒的価値については、来訪者の評価を高めるために極めて重要な視点であり、これを高める

ためには地域各所や地域全体において来訪者が地域らしさ（地域のDNA）を感じられるような「し

つらえ」がなされていることや、来訪者が地域との交流を通じて地域らしさ（地域のDNA）を感じら

れる仕掛け・機会の提供がなされていることが重要となってくる。 

3-1-2. ブランド価値の提供に関する考え方 
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一方、機能的価値については、それ自体が必ずしも来訪者に感動を与えるものではないが、食、

宿泊等において施設やサービス等が高水準にあることを評価するものであり、来訪者に一定の安

心感を与え、評価が奇をてらったものにならないようにするためには、こちらの評価も重要となって

くる。具体的な評価基準の説明は3-3にて説明しているが、例えば地域が自主的に宿泊施設の品

質基準を設定・適用する取組は機能的価値の向上に該当する。 

なお、情緒的価値の視点に基づく要件検討に当たっては、下図に示す、ピアースの「旅行先の

認識と選択にかかわる6つのシステム」とビトナーの「サービス・スケープ」を考える4つの要素・機能

を参考にしている。ビトナーの「サービス・スケープ」の考え方については、参考資料3-1を参照さ

れたい。 

(2) 評価の対象エリア 

上述②評価対象とするエリア範囲については、ブランド観光地域（仮称）の登録はあくまで地域

全体に対してなされるものであり、その意味では当然評価対象は地域全体である。 

しかし、特にブランド価値の提供については、ステージ1の段階から地域の全てのエリアで同水

準のレベルの達成を求めるのは、地域側に対するハードルが極めて高い。よって、地域全体とし

ても相当程度の水準となることを求めつつも、当初は「主たる滞在促進地区もしくは滞在拠点エリ

ア」における取組状態を重点的に評価するのが現実的といえる。 

一方、ステージ2においては名実ともに日本を代表するエリアであることから、「地域全体もしくは

（少なくとも）コアとなる複数エリア」を評価対象すべきといえる。 

 （参考）ピアースとビトナーの理論について 
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評価方式を検討するに当たっては、①評価基準の体系をどうするか、②評価の仕組みをどうす

るか、という問題に分けることができる。評価基準の体系については、更に次の論点が考えられる。 

 要件ごとの評価配分をどうするか 

 要件ごとの個別評価とするか、要件全体についての総合評価とするか 

前者については、本登録制度はブランド観光地域（仮称）を創出させるための地域育成型を志

向していることから、地域側の取組状態を重点的に評価すべきと考えられる。但し、評価の客観性

を担保するための客観的評価として、満足度や再来訪意向等のアウトカム指標を来訪者側の評

価として補足評価を行うことが望ましい。また、ステージ１とステージ２において評価配分をどうする

かという問題もあるが、これについてはブランド確立の源泉たる「ブランド価値」については各ス

テージ同様に配分することが望ましく、来訪者の評価のような客観的評価は地域の成熟度が増し

てくるステージ２においてより高く配分することが適当と考えられる。逆に、地域の成熟度が必ずし

も十分ではないステージ1においては、マネジメント体制等を含んだ「ブランド管理」の配分を高く

することが適当と考えられる。 

後者については、一部の要件について高水準の評価結果であればそのような地域も登録を認

める考え方もあるが、本登録制度が地域育成型であることを勘案すると、全ての要件について一

定水準以上の達成を求める総合評価型とすることが望ましい。 

 

3-2-1. 評価基準の体系 

3-2. 評価方式の検討 

評価基準の体系（案） 
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第3章.  ブランド観光地域（仮称）の評価手法についての検討 

評価の仕組みについては、更に次の論点が考えられる。 

 どのような評価方式とするか 

 登録後の評価をどうするか 

前者については、第1章で記載したように、評価者は外部有識者等から構成される評価委員会

を想定している。但し、評価委員会や下部組織としての調査員がどの程度深く調査・検討を行うか

により、評価の客観性や緻密度が変わってくる。評価委員会や調査員が形式的な関与に留まれ

ば、実質は地域による自己評価と等しくなってしまい、本登録制度の実効性を落とすことになりか

ねないため、慎重な制度設計及び丁寧・確実な運用を行うことが望ましい。 

また、外部評価委員会が機能したとしても、その評価判断は地域側が作成する資料（自己評価

となる要素が含まれる）や来訪者からの評価結果に大きく委ねることになる。そのため、自己評価

や来訪者の評価結果の持つ特徴・留意点も踏まえた制度設計が求められる。 

一般に、評価主体や評価方式の違いによる特徴・留意点は次のとおりである。 

3-2-2. 評価の仕組み 

評価主体 評価方式 特徴・留意点 

外部評価 
（評価委員会） 

書類審査、 
ヒアリング、 
現地視察 
 

 独立した専門家を活用することは、一般に高い客観性を有する 
 現場の状況を踏まえた評価が可能 
 人選が恣意的にならないよう留意が必要 
 高い見識と中立性、相応の権威を有する人材の選任が必要 等 

地域（協議会） 自己評価  一般に主観的になりやすい 
 具体的かつ正直な評価が必要 
 マネジメントの取組全般を熟知した観光地域づくりマネージャーを主

体とした評価が望ましい 
 協議会による合議について、メンバー間のバランス考慮が必要 等 

来訪者 
（潜在的な来訪
者を含む） 

来訪者アン
ケート、モニ
ター調査等 

 一般に高い客観性を有する 
 十分なサンプル数の確保が必要（アンケート形式の工夫等） 
 属性（男女、年齢層等）のバランスの考慮が必要 
 目的に沿ったアンケート項目とすることが重要 
 経年変化を見るため内容や対象の継続性が必要 等 

なお、登録後の評価については、第1章で説明したように、登録後も地域側の継続を促進させる

ため、定期的（3～5年毎）に取組状況をチェックし、登録要件を満たさなくなった場合には登録取

消等の措置を行い、制度の実効性や信頼性を担保することが必要である（下図は運用イメージ）。 
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評価基準の検討に当たっては、本制度の実効性を担保するため、次の点を考慮することが求め

られる。 

 要件を具体的に表した基準となっているか 

 要件の一部ではなく、要件を包括的に満たす基準となっているか 

 第三者（評価委員会、調査員等）による判断が可能な基準となっているか 

 国民や来訪者から見て納得性のある基準となっているか 

 地域側にとってのハードルが低すぎない、あるいは高すぎない基準となっているか 

 ステージ2においては、ステージ1よりも高い水準であることが確認できる基準となっているか 

等 

 

要件はブランド観光地域（仮称）に求められる事項を網羅しているものの、それ自体は抽象的で

あり、そのままでは評価主体が客観的根拠をもって評価することができず、外部から見てもどのよう

な基準で評価されているのか分かりにくい。評価の実行可能性と信頼性を担保するためには、1

番目に掲げた具体性は重要である。また、具体的であっても要件の一部しか満たさないような基

準では要件を満たしたとはいえないため、要件を包括的に満たす基準設定とするための考慮が

必要である。 

本登録制度において評価主体は外部者である評価委員会や調査員が想定される。よって、観

光地域づくりに相当程度の知見を有していても、必ずしも地域個別の内部事情までは分かり得な

い。そのような評価主体であっても判断が可能な基準であることが必要である。また、本登録制度

を国民や海外、来訪者にとって大きく信頼しうるものとするためには、彼らからみて納得性のある

基準であることを考慮しなければならないが、一方地域側にとってあまりに高いハードルでは、そ

もそも申請のためのインセンティブがなくなってしまうおそれもある。 

このように、評価基準の検討に当たっては、様々な点をバランスよく考慮しなければならないが、

一概に正解となる検討方法があるわけではない。本格的な評価基準の検討は今後に委ねられる

ものの、本年度において検討会、観光庁並びに委託事業者において、上記を踏まえて検討を重

ねてきた評価基準（案）について、3-3-2以降で説明していくこととする。評価基準（案）の全体像

については次ページのとおりである。 

 

 

  

 

3-3-1. 評価基準に求められる性質 

3-3. 評価基準の検討 
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本業務のサマリー 

◆ 評価基準（案）の全体像 

A３判の差し込み 
※別紙参照 
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第3章.  ブランド観光地域（仮称）の評価手法についての検討 

3-3-2. ブランド価値に関する評価基準（案） 

 「ブランド価値」の要件は第2章で検討したように、次のとおりである。 

 

1. ブランド価値 
日本を代表する、他地域と差別化された「地域らしさ」（地域独自の価値）を有し、
ブランド・コンセプトとして明確化していること 

 この要件は、大きく①日本を代表する他地域と差別化された「地域らしさ」（地域独自の価値」と、

②それをブランド・コンセプトとして明確化していること、に区分される。よって、それぞれの区分に

ついて、3-3-1で掲げた点を考慮した検討を行い、次の評価基準（案）とした。1番目の基準が①、

2番目の基準が②に対応している。 

 

 
 地域の自然・歴史・暮らし等に基づく、他地域と差別化でき日本を代表するような「地域らしさ」（地

域独自の価値）を有しており、その真正性について明確な根拠を持って説明されている 
 

 地域のブランド価値を確立させるため、「地域らしさ」（地域独自の価値）を象徴する「ブランド・コン
セプト」が明確になっている 

 なお、評価基準をこれ以上詳細に記載すると、要件との関係や結局何を評価したいのかが分か

りにくくなるおそれがある。よって、評価基準に基づく評価行為は評価委員会に委ねられるものの、

別途評価委員の判断指針やガイドラインの検討も考慮しておく必要がある。 

また、本要件は地域の価値の根源に関するものであり、ステージ2においては、さらに深度を深

めていくことが求められることから、例えば次の評価基準を付加することが考えられる。なお、真正

性の定義について、参考までに世界遺産においては次ページのとおりとなっている。 

 「地域らしさ」（地域独自の価値）について、その真正性を更に深めるための継続的な取組を行って
いる 

【ステージ1】 

【ステージ2】 
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来訪者が「地域らしさ」
を体感できるような 

地域の魅力が創
出されていること 

第3章.  ブランド観光地域（仮称）の評価手法についての検討 

3-3-3. ブランド価値の提供に関する評価基準（案） 

 「ブランド価値の提供」の要件は第2章で検討したように、次のとおりであり、大きく①地域の魅力

創出、②受入環境の整備、に区分される。 

 

世界遺産登録で必要となる真正性（概要） 

 文化遺産については、真正性の条件を満たすことが求められる 

 価値に関する情報源（物理的存在、文書、後述、表象的存在）さがどの程度の信用性、真実性を有
すると考えられるか 

 文化遺産の検討、判断は、第一義的には自身の文化的文脈において行わなければならない 

 下に示すような多様な属性における表現において真実かつ信用性を有する場合 
形状、意匠 
材料、材質 
用途、機能 
伝統、技能、管理体制 
位置、セッティング 
等 

 再建は、完全かつ詳細な資料に基づいて行われた場合のみ許容され得るものであり、憶測の余地が
あってはならない 

（出処）世界遺産条約履行のための作業指針 

◆ （参考）世界遺産登録で必要となる真正性 

2.  
ブランド 
価値の提供 

国内外の来訪者が快
適かつ安心して周遊・
滞在できる ための 

受入環境の 
整備がされて 

いること 

 地域独自の景観形成・地域資源 の保全等の取り組み 

 地域ならではの「食」の提供 

 滞在交流型観光を推進するため の滞在コンテンツ・プロ
グラムの造成・提供 

 来訪者及び市場に対するワンストップ窓口の整備 

 移動手段（二次交通等）の確保 

 サービス品質・安全性の確保 

 外国人受入環境の整備 

 宿泊施設の魅力向上への取組 
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(1) 地域の魅力創出  

①地域の魅力創出については4つの要件があるが、それぞれについて3-3-1で掲げた点を考慮

し、次のとおり評価基準（案）の検討を行った。ステージ2においては、ステージ1の評価基準に、よ

り深度の高さや客観性を重視した評価基準を付加している。 

まず、要件「地域独自の景観形成・地域資源の保全等の取り組み」について、次の評価基準

（案）とした。 

 地域独自の景観形成・地域資源の保全等の取り組み 要件 

 景観条例等の規制・ガイドライン等による持続可能な景観形成・地域資源保全のための仕組み
を有し、継続的な景観形成・保全等の取組を行っている。 
 

 上記取組の結果、評価対象エリアでは、「地域らしさ」（地域独自の価値）を体感できるような景
観、地域資源の保全状態となっている。 

 1番目の基準は地域の取組を問うものであるのに対し、2番目の基準は保全状態をとうものとして

いる。景観形成・地域資源の保全は地域の価値を体現する上で極めて重要な要素であるため、ス

テージ1であっても取組だけでは十分とはいえないため、2番目の基準を設けることとした。 

さらにステージ2においては、2番目の基準の対象エリアを地域全体に広げるため、次の基準に

変更することとした。 

 「地域らしさ」（地域独自の価値）を体感できるような景観、地域資源の保全状態となっている 

 ここで、取組の一例として、先進的に景観条例を設定している事例を紹介する。 

【ステージ1】 

【ステージ2】 
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◆ （参考）景観条例の主な先進事例の考え方 

出処: 京都市HP 

出処: 平泉町HP、飯山市HP、北海道開発局HP 
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 続いて、要件「地域ならではの食の提供」について、次の評価基準（案）とした。 

 地域ならではの「食」の提供 要件 

 宿泊施設、飲食店、土産物・物産店等において、地域ならではの「食」を提供するための仕組み
等があり、地産地消等の取組を行っている 

 （例：宿泊施設、飲食店等による地域の食材・加工品を活用したメニュー開発・提供、土産物・物産店での地域の加工
品・食材の取り扱い等） 

 地産地消をはじめとする地域ならではの食の提供は極めて重要な要素であり、評価基準におい

ては仕組みや実際の提供等の取組について問うている。下記に取組の参考事例として、雪国観

光圏の取組を記載している。 

さらにステージ2においては、伝統的な食文化の承継について、次のとおり基準に付加している。 

 地域ならではの伝統的な食文化を次世代へ継承するための取り組みを行っている。 
  （例：郷土食・伝統食の継承・保全の取組、地域野菜継承の取組など） 

◆ （参考）雪国観光圏「朝ごはんプロジェクト」と「雪国A級グルメ」 

出処: 新潟県旅館ホテル組合 青年部「にいがた朝ごはんプロジェクト実行委員会」 出処: 雪国観光圏WEBサイト 

【ステージ1】 

【ステージ2】 
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 続いて、要件「宿泊施設の魅力向上への取組」について、次の評価基準（案）とした。 

 宿泊施設の魅力向上への取組 要件 

 宿泊施設において、地域の案内、滞在プログラム・コンテンツの提供に取り組み、滞在交流型観
光を推進する地域の滞在拠点としての役割を担っている 

 宿泊施設は滞在型交流観光の推進拠点としての役割が期待されていることから、地域の案内機

能や滞在プログラム・コンテンツの提供機能が必須であることを明記した。 

さらにステージ2においては、場の設えによる魅力創出について、次のとおり基準に付加してい

る。 

 宿泊施設においても、地域らしさを体感できるような場の設え等による魅力創出の取組が行わ
れている 

  （例：地域の伝統・文化を感じられるような設え(装飾や演出)等） 

 続いて、要件「滞在交流型観光を推進するための滞在コンテンツ・プログラムの造成・提供」につ

いて、次の評価基準（案）とした。 

 滞在交流型観光を推進するための滞在コンテンツ・プログラムの造成・提供 要件 

 2泊3日以上の滞在に充分なプログラム・コンテンツ数が提供され、シーズン・時間帯（朝・夜も考
慮）等による内容も充実している 

 ここでは、実際のプログラム・コンテンツの十分な提供と内容の充実を求めることとしている。さら

にステージ2においては、体験者からの評価について、次のとおり基準に付加している。 

 提供内容・質の向上により、参加者数や満足度等の体験者からの高い評価が得られている 

【ステージ1】 

【ステージ1】 

【ステージ2】 

【ステージ2】 
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(2) 受入環境の整備  

②受入環境の整備については4つの要件があるが、それぞれについて3-3-1で掲げた点を考慮

し、次のとおり評価基準（案）の検討を行った。ステージ2においては、ステージ1の評価基準に、よ

り深度の高さや客観性を重視した評価基準を付加している。 

まず、要件「来訪者及び市場に対するワンストップ窓口の整備」について、次の評価基準（案）と

した。 

 来訪者及び市場に対するワンストップ窓口の整備 要件 

 地域での滞在に係る各種情報（滞在プログラム・コンテンツ、宿泊、飲食、移動等）を一元化して
収集・提供し、来訪者の現地におけるニーズに応じた的確な案内、相談対応等を行うワンストッ
プ窓口が整備されている 

 ここでは、情報の収集・提供の一元化を行うワンストップ窓口設置を問うている。さらにステージ2

においては、次の基準のとおり、内容を充実させるための取組及び場の設えについても問うものと

した。 

 提供内容・サービス内容の充実、苦情処理（必要に応じた改善要請等）にも取り組んでいる 
 

 案内所自体に地域らしい場の設えが成されている 

続いて、要件「移動手段（二次交通等）の確保」について、次の評価基準（案）とした。 

 移動手段（二次交通等）の確保 要件 

 最寄駅から主たる滞在促進地区および交流地区への二次交通等が確保されている 

 ここでは、ブランド観光地域（仮称）において特に重要となる滞在促進地区及び交流地区への移

動手段の確保を問うている。さらにステージ2においては、次の基準のとおり、情緒的価値を高め

るための創意工夫についても問うものとした。 

 移動自体を楽しめるような創意工夫がなされている 

【ステージ1】 

【ステージ1】 

【ステージ2】 

【ステージ2】 



50 

第3章.  ブランド観光地域（仮称）の評価手法についての検討 

続いて、要件「サービス品質・安全性の確保」について、次の評価基準（案）とした。 

 サービス品質・安全性の確保 要件 

 「宿泊施設」「ガイド等」の品質保証制度等を有し、継続的な運用が行われている 

 ここでは、特に宿泊施設、ガイドを明記した品質保証制度の策定と継続的な運用を問うている。

宿泊施設とガイドについては、一般に個々のレベル差が大きい上に来訪者の満足度や再来訪意

向に直結する可能性が高いことから、まずはこれらの品質保証制度を策定、運用することが地域

にとって急務と考えられるためである。 

我が国の観光品質保証については、公益財団法人中部圏社会経済研究所による観光品質認

証制度である「SAKURA QUALITY」（サクラクオリティ）が知られている。この制度は海外の諸制度

やニュージーランドの観光品質評価制度であるQualmark（クォールマーク）制度を参考に策定さ

れており、宿泊施設については2009年度に「日本旅館編」（Ver.1）、2012年度には「民宿・ペン

ション編」（Ver.1）を策定され、今後は「ホテル編」の策定も進める予定とされている。また、宿泊施

設以外では、2011年度に「アクティビティ編」（Ver.1）が策定されている（平成26年3月現在）。日本

旅館編の構成と評価基準の一例は次ページのとおりであり、日本旅館編の評価基準については

参考資料3-2に抜粋しているので参照されたい。 

さらにステージ2においては、次のとおり参加事業者数の増加についても付加している。制度を

策定・運用したとしても、十分な参加事業者数が揃うには時間を要すると思われるため、ステージ1

の段階からこの点を評価するのは酷であるためである。 

 

【ステージ1】 

 品質保証制度等による参加事業者数が増加している 

 外国人受入環境の整備 要件 

 観光庁「訪日外国人旅行者の受入環境整備」評価チェックシート等に基づき、外国人の受入環
境整備に取り組んでいる 

続いて、要件「外国人受入環境の整備」について、次の評価基準（案）とした。 

 

【ステージ1】 

【ステージ2】 
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評価分野 対象 評価項目 

Ⅰ 
 

建物・設備の概況、手入
れの状況 

(1)全体的な様子および外観 ①建物、敷地 
②駐車場・アクセシビリティ  

(2)清潔性 ①公共エリア全般、トイレ、浴室、食事室等 
②客室、その他 

(3)公共エリア ①フロント、ロビー、廊下、階段等 
②トイレ、浴室、食事室 

(4)客室 
①スペース、居住性 
②内装、調度品 
③寝具、用品 

Ⅱ 
 

サービス・ホスピタリティ
の品質 

(1)お客さまへのサービス 

①ホームページ、予約 
②フロント（受付）、サービス 
③接遇、スタッフ 
④食事 
⑤喫煙対策 
⑥バリアフリー 
⑦外国語対応 

(2)事業運営の状況 

①安全管理 

①法令遵守、環境対策 
②品質管理、地域社会対応 

標準条件 
□通路・隣室・室内の配管等からの雑音が聞こえることがあるが、気になるようなレベルではな
い 
□不快なにおいがしない 

レベル1 
□利用者が使用する必要な家具（箪笥・棚・椅子 等）・ＴＶが、使いやすいように置かれている 

□客室内で茶・水等を飲むための、茶器・水差し・ポットなどが備え付けられている 

レベル2 

□布団で寝ることを希望しない利用者のために、ベッドのある部屋が用意されており、利用者
の要望に応えることができる 

□自由な動きと快適性を保つための十分なスペースがある（２名で１室を使用する客室の面積
が、30m2以上；バルコニー・濡れ縁等を含む） 

□すべての客室について、十分な自然光による採光が可能である 

□客室相互は、堅固な壁で仕切られており、隣室や通路からの音漏れはほとんどない 

レベル3 

□客室内に侵入する雑音は全くない 

□ゆったりとくつろげるだけの十分な部屋の広さがある（２名で１室を使用する客室の面積が、
45m2以上；バルコニー・濡れ縁等を含む） 

◆ 観光品質基準（日本旅館編）の構成（サクラクオリティ） 

◆ 評価分野の一例（サクラクオリティ） 
   Ⅰ建物・設備の概況、手入れの状況 (4)客室 1.スペース、居住性  

出処: 公益財団法人中部圏経済社会研究所ホームページ 

出処: 公益財団法人中部圏経済社会研究所ホームページ 
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 ここでは、観光庁における訪日外国人旅行者の受入環境整備評価チェックシート等に基づく取

組を問うている。外国人の受入環境整備については、地域により独自色が出ることは想定されるも

のの、共通的した最低限度の水準は満たすことが訪日外国人客に対して求められるためである。 

さらに、ステージ2においては、次のとおり整備された状態であることも問うている。 

 

 一定水準の外国人の受入環境整備が、地域一体で整備された状態となっていること 

3-3-4. ブランド管理に関する評価基準（案） 

 「ブランド管理」の要件は第2章で検討したように、次のとおりであり、大きく①マネジメント体制の

確立、②地域連携の取組、に区分される。 

3.  
ブランド 
管理 

持続的に地域の 
ブランド管理を  

担う 

マネジメント
体制が確立 
されている 

こと 

 観光地域づくりマネージャーと観光地域づくりプラットフォー
ムの存在 

 ブランドマネジメント機能の取組 

 「ブランド・コンセプト」に基づく、 地域内外への統合的な情
報   共有・発信 

地域の多様な 
関係者との 

地域連携に
取り組んで 
いること 

 官民・産業間・地域間との連携による地域一体の取組 

 地域住民の理解と関与 

(1) マネジメント体制の確立 

①マネジメント体制の確立については3つの要件があるが、それぞれについて3-3-1で掲げた点

を考慮し、次のとおり評価基準（案）の検討を行った。ステージ2においては、ステージ1の評価基

準に、より深度の高さや客観性を重視した評価基準を付加している。 

まず、要件「観光地域づくりマネージャーと観光地域づくりプラットフォームの存在」について、次

の評価基準（案）とした。 
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第3章.  ブランド観光地域（仮称）の評価手法についての検討 

 1番目の基準は観光地域づくりマネージャーの存在を問うものであり、永続的な地域づくりに取り

組みためには1人のスタープレーやよりもむしろ複数の地域に根差したリーダーが必要であること

から、このような内容としている。2番目の基準は観光地域づくりプラットフォームの存在を問うもの

である。 

さらに、ステージ2においては、次の基準のとおり、長期にわたる継続性担保のため、人材育成を

はじめとする持続可能な体制づくりについても問うものとした。 

 観光地域づくりマネージャーの候補者、更には次世代の人材育成に取組み、人材・組織共に、
持続可能な体制づくり（自主財源の確保等）に取り組んでいる 

 続いて、要件「ブランドマネジメント機能の取組」について、次の評価基準（案）とした。 

 ブランドマネジメント機能の取組 要件 

 地域全体のブランド戦略が策定されている 
 

 コアとなるターゲットを明確化した上で、マーケティング活動に取り組んでいる 
 

 リスクマネジメントの取組体制や仕組みが構築されている 

 観光地域づくりマネージャーと観光地域づくりプラットフォームの存在 要件 

 地域全体を俯瞰し、地域のマネジメント機能を果たす観光地域づくりマネージャー等が複数名
存在し、行政担当者、地域の主要な関係者等と連携しながら、ブランド観光地域づくりを牽引し
ている 
 

 観光地域づくりマネージャーを構成員とする、法人化された観光地域づくりプラットフォーム等が
存在している 

 1番目の基準は地域全体のブランド戦略について問うものであり、ブランドマネジメント機能の取

組に当たっては戦略に基づくことが必要であることから設定している。2番目の基準はマーケティン

グ活動について問うものであり、やみくもに動くのではなくコアとなるターゲットを明確化することが

資源の有効活用や効果的なブランディング活動に繋がることから、このような内容としている。3番

目の基準はリスクマネジメントについて問うものであり、観光地域は事故や風評で壊滅的な打撃を

被る可能性もあることから、事前にそのような事態を避けるための取組が必要との考えにより設け

ている。 

【ステージ1】 

【ステージ1】 

【ステージ2】 
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さらに、ステージ2においては、次の基準のとおり、長期にわたる継続性担保のため、PDCAによ

る持続的な向上取組についても問うものとした。 

 ブランド価値を持続的に向上・維持させるため、各種取組においてPDCAによる取組が行われて
いる 

 続いて、要件「ブランド・コンセプトに基づく、地域内外への統合的な情報共有・発信」について、

次の評価基準（案）とした。 

 ブランド・コンセプトに基づく地域内外への統合的な情報共有・発信 要件 

 【地域内】「地域らしさ」に基づく「ブランド・コンセプト」を明確化し、多様な関係者間で情報共有し
ている 
 

 【地域外】来訪者（未来訪者を含む）にブランド・イメージを訴求するため、地域一体で「ブランド・
コンセプト」に基づく統合的な情報発信を行っている 

 1番目の基準は地域内に対してブランド・コンセプトの共有を問うものであり、戦略的かつ統合的

な情報発信を行うためには地域内の多様な関係者間において十分な情報共有が欠かせないこと

から、このような内容としている。2番目の基準は地域外に対してブランド・コンセプトに基づく統合

的な情報発信を問うものである。 

さらに、ステージ2においては、次の基準のとおり、より高度なターゲットに応じた効果的な情報提

供についても問うものとした。 

 【地域外】国内外に対しての認知度の向上、ブランド・イメージの更なる訴求を図るため、ター
ゲットに応じた効果的な情報提供に取り組んでる 

【ステージ1】 

(2) 地域連携の取組 

②地域連携の取組については2つの要件があるが、それぞれについて3-3-1で掲げた点を考慮

し、次のとおり評価基準（案）の検討を行った。ステージ2においては、ステージ1の評価基準に、よ

り深度の高さや客観性を重視した評価基準を付加している。 

まず、要件「官民・産業間・地域間との連携による地域一体の取組」について、次の評価基準

（案）とした。 

【ステージ2】 

【ステージ2】 
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 官民・産業間・地域間との連携による地域一体の取組 要件 

 継続的な官民・産業間・地域間との持続可能な連携体制を図るための仕組みを構築し、取り組
んでいる 

 ここでは、連携体制を測る仕組みの構築と取組について問うている。 

さらに、ステージ2においては、次の基準のとおり、多様な取組が恒常的に行われていることにつ

いても問うものとした。このような取組により、地域連携の度合いが成熟していくものと考えられる。 

 地域連携による多様な取組が、恒常的に行われている 

 続いて、要件「地域住民の理解と関与」について、次の評価基準（案）とした。 

 地域住民の理解と関与 要件 

 地域住民自身が地域に対する愛着と誇りを持ち、主体的に観光地域づくりに参画できるような
意識醸成やコミュニケーションの場づくりに取り組んでいる。  （例：地域住民とのワークショップ開催、
郷土学習等） 

 ここでは、地域住民の意識醸成やコミュニケーションの場づくりについて問うている。地域住民の

理解と関与を深めるには、このような取組が不可欠と考えられるためである。 

さらに、ステージ2においては、次の基準のとおり、より積極的に地域住民による観光地域づくり

への関与や取組が恒常的に行われていることについても問うものとした。 

 地域住民による観光地域づくりへの具体的な関与や取組が恒常的に行われている 

【ステージ1】 

【ステージ1】 

【ステージ2】 

【ステージ2】 
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3-3-5. 来訪者の評価に関する評価基準（案） 

 「来訪者の評価」の要件は第2章で検討したように、次のとおりである。 

 

 この要件については、来訪者から高い評価を得ていることが検証可能な評価基準が必要となる。

来訪者からの評価指標として、特に重要かつ実際の測定可能性が高いものには満足度及び再来

訪意向が挙げられる。本登録制度は地域育成型の質の高い観光地域づくりを目指すものである

ことから、量的基準である入込客数や消費の絶対額等の指標はそぐわないものと考えられる。 

上記に鑑み、ここでは満足度と再来訪意向の定量成果を問うものとしている。なお、これらの指

標について、一定水準を達成すれば良いのか、一定以上の伸び率（改善率）が必要なのかは、い

ずれかをベースにしてもう一方を補助指標とすることも考えられるが、数値をどのように設定するの

かも含めて、今後更なる検討を要するところである。 

 

  国内外の来訪者による満足度、再来訪意向の定量成果 
    （一定水準の達成、伸び率） 

 また、ステージ2においては、さらに来訪者の評価の重要性が増してくることが想定されるため、

ステージ1の基準に加えて、例えば次の基準のように、1人当たり平均宿泊数、訪日外国人旅行者

数、観光消費額等の指標の伸び率を基準に付加することが考えられる。なお、これらの指標の絶

対値を問うことは、観光地域の地域性等によって適正水準が異なる場合があることから適切では

ないと考えられる。 

 満足度、再来訪意向に加え、一人当たり平均宿泊数、訪日外国人旅行者数、観光消費額等の伸
び率などの定量成果 

4.  
来訪者の 
評価 

地域側の各種取組の成果として、来訪者から高い評価を得ていること  
（満足度、再来訪意向等） 

【ステージ1】 

【ステージ2】 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

4-1-1. ロードマップ(案)作成の目的 

4-1. ロードマップ(案)作成の基本方針 

 ブランド観光地域（仮称）登録制度の登録を目指し、地域がブランド観光地域づくりの取組を円

滑に進めていくための推進手法として、基本的に必要とされる取組事項を段階的（時系列）に整

理し、かつ主要な事項について適切なマイルストーンを検討し、ロードマップの概略案として作成

する。また、作成にあたっては、地域住民の参画や関係者との連携・推進体制の強化の観点から

も検討を行うものとした。 

4-1-2. ロードマップ(案)作成の進め方 

ロードマップ（案）の作成における進め方 

ロードマップ（案）を作成するにあたっては、ブランド観光地域（仮称）の要件及び評価基準等の

検討結果を踏まえ、ブランド観光地域（仮称）を目指す上で必要となる取り組みを体系的に整理し、

ロードマップ（案）の骨子（フレームワーク）を策定することとした。 

 続いて、その骨子を基に、地域の実情を踏まえ、試行対象地域となる６地域ごとのロードマップ

（案）を策定し、最終的には実用的かつ汎用性のあるロードマップ（案）の基本形を策定することとし

た。 
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基本方針・戦略 

第4章.  ロードマップ（案）の作成 

4-2-1. ロードマップ(案)の骨子 

4-2. ロードマップ(案)の骨子作成 

 ロードマップ(案)の骨子については、ブランド観光地域(仮称)の登録要件に対して各地域の現

状の課題を踏まえ、段階別に課題改善のためのアクションプラン及び、そのアクションプランを実

行するための取組・連携体制の構築についても併せて検討し、ブランド観光地域(仮称)の登録に

向けて取り組むべき全体像を網羅できるようなものとした。 

時間軸 

各地域 
における 

現状の課題 

ブランド化 
準備地域 

ブランド 
観光地域 

(仮称) 

ステージ１ 

ブランド 
観光地域 

(仮称) 

ステージ２ 

【モノ】：各要件別に課題改善のための 
アクションプランを段階別に検討・整理 

【ヒト】：上記アクションプランに取り組むための 
取組・連携体制等も検討・整理 

※【カネ】：上記アクションプランを実現するための資金調
達方法等については地域の実情によっても大きく
異なることから検討対象外とした。 

マイルストーン 

各
地
域
の
目
指
す
べ
き
将
来
像
へ 

ブランド観光地域(仮称)の登録要件 

 ロードマップ(案)のフレームワーク 

地域のビジョン 
ブランド観光地域(仮称)として地域が目指す姿 

現状の姿 ギャップ 
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4-3-1. 試行対象地域 

4-3. 試行対象地域におけるロードマップ(案) 作成 

試行対象地域については、ブランド観光地域（仮称）への登録を目指し取組を行っている、平成

25年度に観光地域ブランド確立支援事業の補助採択地域となった、下図に示す富良野・美瑛観

光圏、雪国観光圏、八ヶ岳観光圏、にし阿波～剣山・吉野川観光圏、阿蘇くじゅう観光圏、「海風

の国」佐世保・小値賀観光圏の６観光圏を対象地域とした。 

なお、下図の６観光圏におけるロードマップ概略案を作成するにあたっては、有識者を交えた

ワークショップを各４回程度開催し、各地域の現状や課題を整理すると共に、ブランド観光地域

(仮称)を目指すにあたって必要となる取組事項等についてワークショップを通じて議論を行い、

ロードマップ概略案として取りまとめを行った。但し、本業務にて取りまとめを行った各地域のロー

ドマップ概略案については、あくまで取組の全体像を俯瞰するためのたたき台であり、今後各地

域においてより詳細な検討を行い、ブランド戦略として計画策定を行い、ロードマップとして整理

することが望まれる。 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

4-3-2. 試行対象地域におけるワークショップ開催とロードマップ概略案の作成 

 試行対象地域におけるロードマップ概略案の作成にあたっては、各観光圏において観光地域

づくりマネージャー、行政担当者、関係者等のほか有識者を交えたワークショップを各4回程度開

催し、最終的な取りまとめとしてロードマップの概略案を作成した。 

 なお、本試行対象地域におけるワークショップ開催概要ならびにロードマップ概略案については、

以下に示すとおりである。 

開催日 参加者 ワークショップの主な議題 

＜第１回＞ 
 

2013年8月2日(金) 
11：00～15：00 

富良野市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、行政担当者、観光協会
等 

• 北海道運輸局 
• その他：ランドブレイン、マイン
ドシェア、KPMG 

※３社による合同会議 
① 平成25年度の国による調査事業の紹介 
  (空間形成事業、住んでよし事業、ロード

マップ(案)作成事業) 
②平成25年度の各事業内容の説明 
 ・ロードマップ(案)作成の進め方について 等 
③補助事業の進捗状況について 

＜第２回＞ 
 

2013年10月15日(水) 
11：00～15：30 

富良野市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、行政担当者、観光協会
等 

• 北海道運輸局 
• その他：ランドブレイン、KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏における課題と取り組むべき事

項の検討 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 
③補助事業の進捗状況について 

＜第３回＞ 
 

2013年11月28日(木) 
15：00～16：30 

美瑛町 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、行政担当者、観光協会
等 

• 北海道運輸局 
• その他：ランドブレイン、KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏における課題と取り組むべき事

項の検討（続き） 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 

＜第４回＞ 
 

2014年2月13日(木) 
13：00～16：00 

占冠村 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、行政担当者、観光協会
等 

• 北海道運輸局 
• その他：ランドブレイン、KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏の次年度事業の確認と今後取

り組むべき事項の検討 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 

(1) 富良野・美瑛観光圏 

 富良野・美瑛観光圏におけるワークショップ開催概要 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

 富良野・美瑛観光圏のロードマップ概略案 

A３判の差し込み 
※別紙参照 





65 

第4章.  ロードマップ（案）の作成 

開催日 参加者 ワークショップの主な議題 

＜第１回＞ 
 

2013年7月22日(月) 
13：00～15：00 

湯沢町 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者、行政担当
者等 

• その他：ランドブレイン、マイン
ドシェア、KPMG 

※３社による合同会議 
① 平成25年度の国による調査事業の紹介 
  (空間形成事業、住んでよし事業、ロード

マップ(案)作成事業) 
②平成25年度の各事業内容の説明 
 ・ロードマップ(案)作成の進め方について 等 
③補助事業の進捗状況について 

＜第２回＞ 
 

2013年10月16日(水) 
17：00～19：00 

湯沢町 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者、行政担当
者等 

• その他：ランドブレイン、KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏における課題と取り組むべき事

項の検討 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 
③補助事業の進捗状況について 

＜第３回＞ 
 

2013年11月11日(月) 
17：30～19：30 

湯沢町 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者、行政担当
者等 

• その他：KPMG 

① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏における課題と取り組むべき事

項の検討（続き） 

＜第４回＞ 
 

2014年1月29日(水) 
13：00～15：00 

湯沢町 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者、行政担当
者、観光協会等 

• その他：KPMG 

① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏の次年度事業の確認と今後取

り組むべき事項の検討 

(2) 雪国観光圏 

 雪国観光圏におけるワークショップ開催概要 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

 雪国観光圏のロードマップ概略案 

A３判の差し込み 
※別紙参照 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

開催日 参加者 ワークショップの主な議題 

＜第１回＞ 
 

2013年7月18日(木) 
10：00～12：30 

北杜市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者、行政担当
者等 

• その他：ランドブレイン、マイン
ドシェア、KPMG 

※３社による合同会議 
① 平成25年度の国による調査事業の紹介 
  (空間形成事業、住んでよし事業、ロード

マップ(案)作成事業) 
②平成25年度の各事業内容の説明 
 ・ロードマップ(案)作成の進め方について 等 
③補助事業の進捗状況について 

＜第２回＞ 
 

2013年9月5日(木) 
10：00～12：30 

北杜市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者、行政担当
者等 

• その他：ランドブレイン、KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏における課題と取り組むべき事

項の検討 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 
③補助事業の進捗状況について 

＜第３回＞ 
 

2013年10月7日(月) 
15：30～17：30 

北杜市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者、行政担当
者等 

• その他：ランドブレイン、KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏における課題と取り組むべき事

項の検討（続き） 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 
③補助事業の進捗状況について 

＜第４回＞ 
 

2013年11月13日(水) 
14：00～15：50 

北杜市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者、行政担当
者等 

• その他：ランドブレイン、KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏の次年度事業の確認と今後取

り組むべき事項の検討 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 
③補助事業の進捗状況について 

＜第５回＞ 
 

2014年1月27日(水) 
11：30～13：30 

北杜市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者、行政担当
者等 

• その他：ランドブレイン、KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏の次年度事業の確認と今後取

り組むべき事項の検討（続き） 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 

(3) 八ヶ岳観光圏 

 八ヶ岳観光圏におけるワークショップ開催概要 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

 八ヶ岳観光圏のロードマップ概略案 

A３判の差し込み 
※別紙参照 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

開催日 参加者 ワークショップの主な議題 

＜第１回＞ 
 

2013年8月7日(水) 
13：00～16：30 

三好市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者、行政担当
者等 

• 四国運輸局 
• その他：ランドブレイン、マイン
ドシェア、KPMG 

※３社による合同会議 
① 平成25年度の国による調査事業の紹介 
  (空間形成事業、住んでよし事業、ロード

マップ(案)作成事業) 
②平成25年度の各事業内容の説明 
 ・ロードマップ(案)作成の進め方について 等 
③補助事業の進捗状況について 

＜第２回＞ 
 

2013年11月15日(金) 
15：00～17：00 

三好市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者、行政担当
者等 

• 四国運輸局 
• その他：ランドブレイン、KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏における課題と取り組むべき事

項の検討 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 
③補助事業の進捗状況について 

＜第３回＞ 
 

2014年1月15日(水) 
13：00～15：30 

三好市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者、行政担当
者等 

• 四国運輸局 
• その他：ランドブレイン、KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏における課題と取り組むべき事

項の検討（続き） 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 
③補助事業の進捗状況について 

＜第４回＞ 
 

2014年2月4日(火) 
13：00～16：00 

三好市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者、行政担当
者、観光協会等 

• 四国運輸局 
• その他：KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏の次年度事業の確認と今後取

り組むべき事項の検討 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 

(4) にし阿波～剣山・吉野川観光圏 

 にし阿波～剣山・吉野川観光圏におけるワークショップ開催概要 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

 にし阿波～剣山・吉野川観光圏のロードマップ概略案 

A３判の差し込み 
※別紙参照 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

開催日 参加者 ワークショップの主な議題 

＜第１回＞ 
 

2013年8月19日(月) 
13：30～15：30 

阿蘇市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者等 

• その他：ランドブレイン、マイン
ドシェア、KPMG 

※３社による合同会議 
① 平成25年度の国による調査事業の紹介 
  (空間形成事業、住んでよし事業、ロード

マップ(案)作成事業) 
②平成25年度の各事業内容の説明 
 ・ロードマップ(案)作成の進め方について 等 
③補助事業の進捗状況について 

＜第２回＞ 
 

2013年10月2日(水) 
13：30～15：30 

阿蘇市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者等 

• その他：ランドブレイン、KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏における課題と取り組むべき事

項の検討 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 
③補助事業の進捗状況について 

＜第３回＞ 
 

2013年11月20日(水) 
11：30～14：40 

阿蘇市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者等 

• その他：ランドブレイン、KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏における課題と取り組むべき事

項の検討（続き） 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 
③補助事業の進捗状況について 

＜第４回＞ 
 

2014年3月24日(月) 
13：00～15：00 

阿蘇市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、民間事業者等 

• その他：KPMG 

① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏の次年度事業の確認と今後取

り組むべき事項の検討 

(5) 阿蘇くじゅう観光圏 

 阿蘇くじゅう観光圏におけるワークショップ開催概要 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

 阿蘇くじゅう観光圏のロードマップ概略案 

A３判の差し込み 
※別紙参照 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

開催日 参加者 ワークショップの主な議題 

＜第１回＞ 
 

2013年8月19日(金) 
11：00～14：00 

佐世保市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、行政担当者等 

• その他：ランドブレイン、マイン
ドシェア、KPMG 

※３社による合同会議 
① 平成25年度の国による調査事業の紹介 
  (空間形成事業、住んでよし事業、ロード

マップ(案)作成事業) 
②平成25年度の各事業内容の説明 
 ・ロードマップ(案)作成の進め方について 等 
③補助事業の進捗状況について 

＜第２回＞ 
 

2013年11月21日(木) 
13：00～17：00 

佐世保市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、行政担当者等 

• その他：ランドブレイン、KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏における課題と取り組むべき事

項の検討 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 
③補助事業の進捗状況について 

＜第３回＞ 
 

2014年1月16日(木) 
11：00～15：00 

佐世保市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、行政担当者等 

• その他：ランドブレイン、KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏における課題と取り組むべき事

項の検討（続き） 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 
③補助事業の進捗状況について 

＜第４回＞ 
 

2014年2月3日(月) 
11：00～15：00 

佐世保市 

• 有識者：清水慎一氏、 
• 地域側：観光地域づくりマネー
ジャー、行政担当者等 

• その他：ランドブレイン、KPMG 

※２社による合同会議 
① ロードマップ(案)作成について 
 ・当該観光圏の次年度事業の確認と今後取

り組むべき事項の検討 
②空間形成事業について（ランドブレインより） 

(6) 「海風の国」佐世保・小値賀観光圏 

 「海風の国」佐世保・小値賀観光圏におけるワークショップ開催概要 





83 

第4章.  ロードマップ（案）の作成 

 「海風の国」佐世保・小値賀観光圏のロードマップ概略案 

A３判の差し込み 
※別紙参照 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

4-3-3. 試行対象地域を集めた意見交換会の開催 

 各地域でのワークショップのほか、他地域の実情を知り、自地域を相対的に見直す機会として、

６観光圏を集めた合同の意見交換会を開催し、その結果を各地域のロードマップ概略案として反

映を行った。意見交換会の開催概要については、下表の通りである。 

意見交換会の開催概要（第1回） 

開催日 2014年2月3日(月) 16：00～18：00 

開催場所 観光庁 8F国際会議室 

参会者 

富良野・美瑛観光圏(観光地域づくりマネージャー、行政担当者) 
雪国観光圏(観光地域づくりマネージャー) 
八ヶ岳観光圏(観光地域づくりマネージャー、行政担当者) 
にし阿波～剣山・吉野川観光圏(観光地域づくりマネージャー、行政担当者) 
阿蘇くじゅう観光圏(観光地域づくりマネージャー) 
「海風の国」佐世保・小値賀観光圏(観光地域づくりマネージャー、行政担当者) 
観光庁 
有識者／清水慎一氏 
オブザーバー／JTBF山田氏、KPMG坂邊・御代田 

主な議題 
① 次年度以降のブランド確立支援事業等で取り組みを強化頂きたい事項について 

～観光庁より～  
② 意見交換会 

主な意見 

＜①次年度以降、強化頂きたい取組事項について＞ 
インバウンドの受入環境整備の促進 
ハード整備(景観形成・地域資源の保全等)の促進 
 ※但し、ハード整備については、ブランド確立支援事業では取り扱えないため、他省庁の補

助制度等などを活用し、ハード整備についても促進して頂きたい。 

 
＜②意見交換会：観光庁への主な要望について＞ 
【雪国観光圏】：満足度調査等の調査項目を統一して欲しい。また、観光圏によるメ
リットを他産業の関係者にも理解させるために、経済波及効果などの調査フォーム
の整備などをして頂きたい。サクラクオリティのような宿の品質保証制度などは本来
は国で規準の整備をして頂きたいがそれがダメならば、せめて観光圏が旗振り役と
なって主導して欲しい。 
【阿蘇くじゅう観光圏】：外国語表記ルールのスタンダードを示して欲しい。 
【富良野・美瑛観光圏】：空間形成、食、人材育成など、各地域共通の課題等につ
いては、6観光圏の中で情報共有や事例研修を行うなどの場を設けて欲しい。 
【富良野・美瑛観光圏／佐世保・小値賀観光圏】：国内外へのPRはぜひ積極的に
行って頂きたい。例えば、この６観光圏の中だけでも、日本の多様性を楽しめる地域
としてまとめてPRするのも面白いのではないか。 

 ６観光圏を集めた意見交換会の開催概要 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

意見交換会の開催概要（第2回） 

開催日 2014年3月3日(月) 17：00～19：00 

開催場所 株式会社KPMG FAS会議室 

参会者 

富良野・美瑛観光圏(観光地域づくりマネージャー、行政担当者) 
雪国観光圏(観光地域づくりマネージャー) 
八ヶ岳観光圏(観光地域づくりマネージャー、行政担当者) 
にし阿波～剣山・吉野川観光圏(観光地域づくりマネージャー、行政担当者) 
「海風の国」佐世保・小値賀観光圏(観光地域づくりマネージャー、行政担当者) 
有識者／清水慎一氏 
オブザーバー／KPMG坂邊・御代田 

主な議題 
① 品質保証制度について  
② その他 

主な意見 

＜①品質保証制度について＞ 
宿泊施設等の品質保証制度については、国が中心で推進することは期待できない
ので、6地域がモデル的に推進していくこととしたい。 
サクラクオリティについて、雪国観光圏に続き、にし阿波観光圏においても導入する
方針とする。 
 
＜②その他＞ 
今後、6地域による協議について、推進協議会として2カ月に1度のペースで自主的
に開催していきたい。 
ビッグデータ活用等の国の新規施策の実施に際して、6地域をモデル的に活用して
いただきたい。 
外国人受入環境の基準は、今後もインバウンドの実態を踏まえながら内容を見直し
ていく必要があるのではないか。 等 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

4-4-1. 汎用性のあるロードマップ（案）作成 

4-4. ロードマップ(案)の作成 

 試行対象６地域のロードマップ概略案から、各地域共通の課題・取組事項を踏まえ、汎用性ある

ロードマップの概略案について次ページのとおり整理を行った。 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

A３判の差し込み 
※別紙参照 

 汎用性のあるロードマップ概略案 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

4-5-1. 地域におけるインナーブランディングの重要性 

4-5. 地域住民の参画や関係者との連携促進のための手法の検討 

ブランド観光地域(仮称)づくりを行う上で、地域外に対するアウターブランディングは当然のこと

ながら、多様な主体が関係する観光地域づくりだからこそ、地域内のインナーブランディングが土

壌として極めて重要な取り組みとなる。 

 そもそもブランドとは、消費者と地域との絆を形成するものであり、その絆を形成するための顧

客と地域との接点には、バリューチェーンの図の通り、観光従事者をはじめ、観光以外の他産業

従事者及び関係者、地域住民、NPO等の各種活動団体、行政等、直接・間接との違いはあるもの

の多くの関係者が関与していることになる。ブランディングには、同じ「気づき」、目標、価値を共有

しながら地域が一体となって取り組むことが重要であり、そのためにも地域内のインナーブラン

ディングが極めて重要となる。 

■ブランド概念図 

■バリューチェーンのおける地域関係者の関与イメージ 

地域におけるインナーブランディングの重要性 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

4-5-2. 地域におけるインナーブランディングの手法 

地域内のインナーブランディングには、最初の一歩として地域のミッション、ビジョン、アイデン

ティティの共有が重要となる。その上で、地域住民・関係者の参加・連携促進を図るための取り組

みとして、「地域の意識と行動の改革」そしてそのための「地域の仕組み・仕掛けづくり」が必要と

なる。「地域の意識と行動の改革」には、地域内のコミュニケーション、地域内の意識・行動改革が

重要となるが、そのための具体的な仕組み・仕掛け(案)に関しては以下に示すとおりである。観光

地域づくりプラットフォーム(PF)が中心となり全体をマネジメントしながら、下記のような取り組みを

実行することが重要となる。 

地域におけるインナーブランディングの手法（案） 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

4-5-3. 地域におけるインナーブランディングの具体例 

地域におけるインナーブランディングの具体的な一例は、以下に示す通りである。 

取り組み体制の
構築と役割分担
の明確化 

地域全体の方針及びブランド戦略策定のための会議体と、 
多様な関係者を巻き込むためのワーキンググループの組成 
観光地域づくりプラットフォームが主導しながらも、行政や多様な関係者を巻き込みなが
ら、共に地域づくりを進めていく必要がある。そこで、地域全体の方針やブランド戦略を
担う、主要な関係者が共に議論する場(会議体)を組成・議論を重ねることで、今後の観
光地域づくりにおける戦略実行の中心部隊となることが望まれる。また、個別具体的な
取組事項については、ワーキンググループなどを組成し、多様な関係者を巻き込み、観
光地域づくりに主体的に関与していただくための議論の場を設け、取組体制を構築して
いくことが望まれる。 

行政内に横断的なPJチームの組成（案） 

ブランド観光地域（仮称）づくりにおいて、インフラ整備、景観整備・保全等を中心に行政
が果たすべき役割も大きい。地域が一体となり取り組むには行政内の横断的な協力体制
は必要不可欠である。そこで、主たる滞在促進地区の管轄行政内に横断的なPJチーム
を組成することが望まれる。 

行政内の取り組
み体制構築 

地域におけるインナーブランディングの具体例(一例) 

多様な関係者を巻き込み、主体的に関与してもらうための 

雪国観光圏の新たな組織体制の構築 
取り組み体制の構築 

の地域事例 

雪国観光圏は、これまで民間主導で取り組みを推進してきたが、ハード・
ソフトを一体的に捉えた総合的なブランド観光地域づくりを推進するには
官民一体となった取組が必要不可欠であり、行政にも主体的に取り組ん
でいただく必要がある。そこで、新たな組織体制として、ブランド戦略全体
を官民一体となり議論する場として、新たに「雪国観光圏戦略会議」を立
ち上げることにしている。また、各取組事項ごとにワーキンググループも立
ち上げ、幅広い関係者が主体的に観光地域づくりに関与してもらうと共に、
取組自体も加速させる、新たな取組体制を構築している。 
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第4章.  ロードマップ（案）の作成 

地域におけるインナーブランディングの具体例(一例)・続き 

共に集う場・機
会の創出 

参画したくなる
評価制度づくり 

地域の活動をクローズアップし、紹介するための 
シンポジウム(表彰制度)の開催（案） 

地域の人は意外に地域のことを知らないことが多い。地域住民の活動団体、NPOなど街
づくり・地域づくりに取り組んでいる各種活動団体が地域には多く存在するにも関わらず、
その取り組みは限定的な認知に留まっているケースが見受けられる。そこで年に1度、そ
れら活動団体の取り組みを紹介するシンポジウム(イベント)を開催。お互いの取り組みを
紹介すると共に、地域のために活動する仲間として、情報交換、更なる連携促進につな
げるための機会とする。 
場合によっては、それぞれの活動を単に紹介するだけでなく、特に優れた活動をおこ
なっている団体や取り組みを表彰するような形式とすることも考えられる。 

生産者と料理人とを繋ぎ、ブランド力向上、地域のやる気を引き出す 

静岡県 “ふじのくに「食の都」づくり” 
参加したくなる認定制度

づくりの地域事例 

生産される農林水産物の数は全国でもトップクラスを誇り、「食材の王国」という「場の力」を活かし、食
材を生産する生産者と、これを料理し提供する料理人とを結合させ、地域で取れたものを地域で、おい
しく、楽しく、美しくいただくという“ふじのくに食文化”を創造し、国内外の人々を惹きつけるふじのくに
「食の都」づくりを静岡県で進めている。 
その一環として、静岡県産の食材を積極的に活用し、本県の農林水産業や食文化の振興に貢献して
いる料理人や菓子職人の方々を「ふじのくに食の都づくり仕事人」として毎年表彰。仕事人には、シン
ボルマークをデザインした徽章と楯（静岡県産桜材・漆塗り）を贈り、「食の都」の推進役として、生産者
と消費者をつなぎ、食の大切さや素晴らしさを伝えていく伝道師となっている。仕事人ウィークという年
数回のイベント開催、表彰された料理人や菓子職人の店舗を紹介する冊子の発刊などにも取り組んで
いる。 



第5章 
 

ブランド観光地域（仮称）に
関する啓発手法等の検討 
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第5章.  ブランド観光地域（仮称）に関する啓発手法等の検討 

 本登録制度を地域側に周知し、実効性の高い制度を築きあげていくには、本登録制度の意義

やメリットを全国の観光地域に対して十分な認知と理解を促進していく必要がある。 

 そのためには、単に制度の内容を地域に知らしめるだけではなく、地域側に対する様々な啓発

活動が欠かせない。地域側に対する啓発手法としては、例えば次のようなものが考えられる。なお、

説明会や座談会等においては、役所の担当者だけで実施すると形式的な制度説明が中心となっ

てしまい、地域側の心情やモチベーションに響かない可能性もある。そのため、観光地域づくりに

関する有識者や実際に観光地域づくりに携わった人材も交えることが効果的である。 

 観光庁や地方運輸局による本登録制度の説明会・セミナーの開催 

 観光地域関係者（観光地域づくりプラットフォーム、行政、関係産業従事者等）との密接な座

談会等の実施 

 啓発資料の作成と地域への配布 

（啓発資料における想定記載項目の例） 

 制度の概略 

 制度を活用した先進事例（先行登録地域の事例等） 

 登録までの地域づくりや補助金活用事業等の活動過程を示すロードマップ例 

 

なお、本格的な啓発活動の前に、ブランド観光地域（仮称）の名称等を決定しておく必要がある。

この点について、本業務においても検討を行ったので、5-2において説明を行う。 

 

 

5-1. 啓発手法の必要性 
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 本制度の目的や基本方針を象徴するものであること。 
 

 
 国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域 
 地域独自の価値を活かした「ブランド」が確立された、「日本の顔」となる地域 
 観光立国の基本理念である「住んでよし、訪れてよし」の実現を図るための「滞在交流型観

光」を実現している地域 

第5章.  ブランド観光地域（仮称）に関する啓発手法等の検討 

（1） 名称等の重要性  

本登録制度を効果的なものとするためには、ブランド観光地域（仮称）の名称等をどのようなもの

とするのかが非常に重要となる。名称等（名称やシンボルマーク・ロゴマーク等）を通じて、本制度

を地域側だけではなく来訪者（潜在来訪者や外国人来訪者を含む）が認識するためである。 

 そのため、ブランド観光地域（仮称）の名称等には、本絵師度が目指すべきブランド観光地域と

してのあるべき姿を表明する役割があるとともに、来訪者、消費者、地域住民・関係者にとっては

本物志向で高品質なブランドイメージを想起させるようなものである必要がある。 

 

（2） 名称の検討  

本業務においては、ブランド観光地域（仮称）の名称検討について、基本的な考え方を次のとお

りとした。 

 

 

5-2-1. 名称の検討 

5-2. ブランド観光地域（仮称）の名称等の検討 

ブランド観光地域(仮称)の名称検討に関する基本的な考え方 

 所謂認知度だけの“ブランド観光地域”と区別するためにも、「ブランド」という言葉の使い
方には工夫が必要であること。 

  （※補足： 国内外から選好される観光地域づくり検討会（第１回）において指摘あり） 

上記の考え方に基づき検討を行った結果、ブランド観光地域（仮称）の名称暫定案を次のとおり

とした。 
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第5章.  ブランド観光地域（仮称）に関する啓発手法等の検討 

ブランド観光地域(仮称)の名称暫定案 

なお、参考までに、上記に至るまでの名称案の検討経緯は次のとおりである。 

 

 

（1） シンボルマーク・ロゴマークの重要性  

ブランド観光地域（仮称）のシンボルマーク・ロゴマークについても、視覚的アイデンティティを構

築する上で非常に重要な要素であり、名称とともに十分な検討が必要と考えられる。 

 

5-2-2. シンボルマーク・ロゴマークの検討 
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第5章.  ブランド観光地域（仮称）に関する啓発手法等の検討 

（2） シンボルマーク・ロゴマークの検討  

本業務においては、ブランド観光地域（仮称）のシンボルマーク・ロゴマーク検討について、基本

的な考え方を次のとおりとした。 

 登録地域での具体的な展開方法を踏まえ、２パターンのシンボルマーク・ロゴマークを検
討する。 
 

 

 「滞在交流観光地域登録制度」（暫定制度名）に登録された地域（観光圏）を示すための総体
的なマーク 

 個別カテゴリー（宿泊施設、飲食店、交通サービス、滞在プログラムなど）毎に、登録制度の
要件を満たした施設であることを示すためのマーク 

ブランド観光地域(仮称)のシンボルマーク・ロゴマーク検討に関する基本的な考え方 

上記の考え方に基づき、ブランド観光地域（仮称）のシンボルマーク・ロゴマークのデザイン要素

（案）について次の検討を行った。 

ブランド観光地域(仮称)のシンボルマーク・ロゴマークのデザイン要素（案） 

総体的なマーク 

個別カテゴリーのマーク 

【事例】クウォールマーク 
     （ホテル） 

デザイン要素（案） 

 SPIRIT of JAPAN 
 次世代ブランド観光地域 
 登録制度名 
 観光地域（観光圏）名 
 ★（登録段階・ステージ） 
 平成27年（登録年度） 
 観光庁 

デザイン要素（案） 

 SPIRIT of JAPAN 
 ★（登録段階・ステージ） 
 カテゴリー名（HOTELなど） 
 
 （今後要検討） 
 次世代ブランド観光地域 
 登録制度名 
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第5章.  ブランド観光地域（仮称）に関する啓発手法等の検討 

ブランド観光地域(仮称)のシンボルマーク・ロゴマークの具体的な使用例 
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第5章.  ブランド観光地域（仮称）に関する啓発手法等の検討 



第6章 
 

各種委員会等の開催 
について 
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第6章.  各種委員会等の開催について 

（1） 検討会の設置目的  

本検討会の設置目的は、観光庁「国内外から選好される観光地域づくり検討業務」において、

観光地域づくりに関する有識者の方々から、専門的かつ大局的見地より、検討の方向性や検討

内容についてご議論いただき、その結果を本業務に反映していくことにある。 

 

（2） 検討会のメンバー構成 

本検討会のメンバー構成は次のとおりである。 

  
○委員長 

   清水 愼一  観光地域づくりプラットフォーム推進機構 会長 
           立教大学観光学部 講師 
  
 ○委 員 

   石田 東生 筑波大学 大学院システム情報工学研究科 教授 
  
   清水 哲夫 首都大学東京 都市環境学部 自然・文化ﾂｰﾘｽﾞﾑｺｰｽ 教授 
           大学院都市環境科学研究科観光科学域 教授 
  
   下村 彰男 東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授 
  
   豊田 三佳 立教大学 観光学部交流文化学科 准教授 
  
   長嶋 秀孝 公益社団法人日本観光振興協会 常務理事 
  
   野原 卓   横浜国立大学 大学院  
          都市ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究院 都市ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ部門 准教授 
  
   矢ケ崎 紀子 首都大学東京 都市環境学研究科観光科学域 特任准教授 
   

（５０音順、敬称略） 

 

 

 

6-1-1. 検討会の概要 

6-1. 国内外から選好される観光地域づくり検討会 
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第6章.  各種委員会等の開催について 

（3） 検討会の実施スケジュール  

本検討会は以下のスケジュールで、合計4回実施された。 

 第1回 平成25年  6月26日 13時～14時25分 観光庁国際会議室 

 第2回 平成25年  8月22日  9時30分～11時30分 観光庁国際会議室 

 第3回 平成25年12月 5日  9時30分～11時 観光庁国際会議室 

 第4回 平成26年 3月  5日  17時～18時30分 観光庁国際会議室  

 

6-1-2. 検討会における主な議論 

本検討会における議題及び主な議論は次のとおりである。 

なお、検討会の議事要旨については、参考資料6-1を参照されたい。 

（1） 第1回検討会 

 
議題① 本業務の全体像及び進め方について 

 本業務の目的 
 ブランド観光地域（仮称）になるための要件、評価基準、評価手法を検討する 
 地域づくりの観点が重要である 等 

 制度の全体像 
 フェーズ初期より組織作り、持続性の観点が重要である 
 「ブランド」のネーミングは再考が必要 等 

 ロードマップのイメージについて事務局より説明 
 
議題② ブランド観光地域（仮称）に求められる要件について 
 地域側のインセンティブ 

 制度の目的を地域と共有し、登録のインセンティブの提示が必要 
 地域が具体的にどう取り組むべきか、という視点が必要 等 

 取組と成果 
 取組の評価軸を各フェーズ統一すべき 
 成果よりも取組を重視すべき 等 

 地域づくりの要件・評価 
 地域づくりの良さにエッジを効かせた評価軸が必要 
 来訪者に地域を特別な存在と思わせるためには、来訪者と地域の接点が重要 等 
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第6章.  各種委員会等の開催について 

（2） 第2回検討会 

 
議題① ブランド観光地域（仮称）に求められる要件について 

 独自の価値・要件の再整理 
 地域自身が独自の価値をどのように認知しどのように磨こうとしているかが重要であり、独自の

価値自体の評価の視点が必要 
 独自の価値の意義や要件が分かりづらい 
 5つの要件には重複があり、再整理が必要 等 

 段階（フェーズ）の目安 
 フェーズ1は3年程度で具体化、フェーズ3は長期間を要する 
 フェーズ3までの達成期間が長すぎる 
 フェーズ3の状態は、交流地区同士が連携するイメージ 等 

 

議題② ブランド観光地域（仮称）の評価手法について 
 評価のあり方 

 地域を叩くのではなく、地域に手を差し伸べる評価とすべき 
 パブリックスペース等、地域だけでは難しい要素について配慮が必要 等 

 評価の視点 
 ブランドイメージは資源性の管理・磨き上げの問題である 
 リスクマネジメントに関する評価が必要 
 フェーズ3では次世代育成等も問うべき 
 地域の具体的な動きと評価の視点の分かりやすい再整理が必要 等 

（3） 第3回検討会 

 
議題① ブランド観光地域（仮称）の登録制度について 

 登録制度の意義 
 特定のテーマ性や特徴を持った地域も登録できるようにすべき 
 既に準備を始めている6地域等の期待を裏切らないことが必要 
 既存観光地ではなく新しい観光地域が対象である 
 登録制度には地域の実力を認めること、地域へのメソッド提示の2つの目的がある 等 

 登録後の支援・管理 
 登録地域をプロモーション等で優先すべき 
 登録後のクオリティコントロールが必要 等 

 

議題② ブランド観光地域（仮称）の要件・評価基準について 
 評価のあり方 

 地域の頑張りであるインプットをきちんと評価すべき 
 要件を満遍なく満たす必要があるのか整理すべき 
 地域内のレベル差があっても対象は地域全体となるのか 
 消費者やビジネス的目線が必要 等 

 地域の支援・育成 
 ステップアップや改善点をコーチングする仕組が重要 
 一過性の補助ではない腰を据えた支援体制の検討が必要 等 

 要件 
 地域のサスティナビリティや施設の持続性も検討すべき 
 計画行為を評価する視点があると良い 等 
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第6章.  各種委員会等の開催について 

（4） 第4回検討会 

 
議題 ブランド観光地域（仮称）登録制度について 

 地域への支援のあり方 
 コーチングの重点ポイントとして、ブランドの本質の共有、技術的な発信方法が重要 
 国以外の支援や実益が伴うインセンティブがあると地域に響く（例えば、適合マークの活用によ

り旅行会社の商品造成等をしやすくすると継続性の維持が可能） 
 海外流通チャネルとの引き合わせ、気を付けるポイントの事前コーチングといったビジネス支援

があると良い 
 他省庁との連携はこれから実例を積み上げていきたい。例えば、食の連携など農水省と連携し

ていく。また、行政の連携も評価に加えていく 等 

 地域のアイデンティティ・地域経済 
 観光によって地域内の流通が増えるような経済循環についても評価できると良い 
 インバウンドは国家目標であり、6観光圏でも意識醸成ができてきている。例えば、富良野にお

いて景観維持費用を観光客から徴収して観光側で負担するという議論が進んでいる 等 

 品質保証制度（宿泊施設）・マーケティング 
 ホテルは面積、共有スペース等により定量化できるが、旅館はしつらえという文化があり点数化

が難しく、全世界のホテルの品質基準とは合わない 
 外国人にとって分かりやすく情報発信を行うため、ファクトシート等を作成・発信しデータ化する

方向で別途議論が進んでいる（ブランドの世界では＋αが必要） 
 ブランド発信が正しく伝わっているか、検証する癖をつけるべき 等 
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第6章.  各種委員会等の開催について 

（1） 本年度の活動内容  

本年度においては、平成26年3月に本検討会第3回が開催され、観光地域ブランド確立支援事

業について、次の議論が行われた。 

①これまでの検討会議論の振り返り及び評価基準の改定について 

②平成25年度観光地域ブランド確立支援事業の事後評価及び平成26年度事業計画の事前評

価について 

また、全ての委員において、観光地域ブランド確立支援事業に取り組む観光圏6地域のうち1～

2地域に現地視察していただいた。 

（2） 検討会のメンバー構成 

本検討会のメンバー構成は次のとおりである。 

 ○委員長 
   石田 東生 筑波大学 大学院システム情報工学研究科 教授 
   
 ○委 員 

   小田切 徳美 明治大学 農学部食料環境政策学科 教授 
  明治大学大学院 農業経済学専攻 教授 
  
   清水 哲夫 首都大学東京 都市環境学部 自然・文化ﾂｰﾘｽﾞﾑｺｰｽ 教授 
           大学院都市環境科学研究科観光科学域 教授 
  
   下村 彰男 東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授 
  
 神保 憲二 独立行政法人国際観光振興機構 理事 
  
   豊田 三佳 立教大学 観光学部交流文化学科 准教授 
  
   長嶋 秀孝 公益社団法人日本観光振興協会 常務理事 
  
   野原 卓   横浜国立大学 大学院  
          都市ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究院 都市ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ部門 准教授 
  
   矢ケ崎 紀子 首都大学東京 都市環境学研究科観光科学域 特任准教授 
 
 矢野 和之 株式会社文化財保存計画協会 代表取締役 
  日本イコモス国内委員会 事務局長  （５０音順、敬称略） 

6-2-1. 検討会の概要 

6-2. 観光地域ブランド確立支援事業等検討会及び現地視察 
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第6章.  各種委員会等の開催について 

（3） 検討会及び現地視察の実施スケジュール  

本検討会及び現地視察は以下のスケジュールで実施された。 

 八ヶ岳観光圏視察（石田委員、長嶋委員） 平成25年 6月23日～ 6月24 日 

 富良野・美瑛観光圏視察（矢ケ崎委員、神保委員） 平成25年 7月 1日～ 7月 2日  

 阿蘇くじゅう観光圏視察（矢野委員） 平成25年 7月18日～ 7月19日 

 雪国観光圏視察（下村委員、清水哲夫委員） 平成25年 8月19日～ 8月20日 

 佐世保・小値賀観光圏視察（石田委員、豊田委員） 平成25年 9月19日～ 9月21日 

 にし阿波観光圏視察（野原委員） 平成25年10月 2日～10月 3日 

 にし阿波観光圏視察（小田切委員） 平成26年 1月28日 

 第3回観光地域ブランド確立支援事業等検討会 平成26年3月18日  

   13時30分～15時30分 観光庁国際会議室

   

 

6-2-2. 検討会における主な指摘事項及び現地視察記録 

本検討会における議事要旨については参考資料6-2、現地視察記録（委託事業者が同行しな

かった雪国観光圏を除く）は参考資料6-3を参照されたい。 
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