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

※下記のロードマップの概略案ステージ１の登録に向けての取り組むべき概略を暫定的に整理したものです。

1年目(H25年度)

登録目標の目安

富良野・美瑛観光圏としてのブランド戦略全体の方向性や戦略の構築
農業等と観光のあり方を再構築（農業関係者等との連携体制構築等含む）
インバウンド受入環境整備の強化・促進
各種取組・連携体制の枠組み構築・連携強化

マイルストーン：(右)
「ブランド観光地域(仮称)」の要件
現状の課題：(下)
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

 次世代に向けた農業景観の維持・保全
 価値の源泉を創出する農業と観光のあり方
（来訪者のマナー違反等による農業関係者とのトラブル等）

農業×環境会議
（観光分野と異業種交流促進、住民啓発等）

北の峰御稜線の景観保全

〈再掲〉「花人街道」花壇整備【南富良野】

（北の峰エリア主要道路脇の緑肥景観保全)

（国道237号の花によるおもてなし空間づくり)

観光税の導入検討【富良野】

地域ならではの「食」の 提供

美瑛食育プログラム（農業×食育×体験プログラム体系化）
南富良野ブランド推進事業【南富良野】
（特産品開発経費の補助、ご当地グルメ組織支援協力）

宿泊施設の魅力向上への取組
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

 宿泊施設における地域のコンシェルジュ機能強化、サービ
ス品質の向上
 地域らしさを感じられるような宿泊施設自体の磨き上げ（場
の設えなど）

WiFiサービス普及化事業・泊食分離事業

 滞在プログラム・コンテンツの内容充実、ブラッシュアップ
 滞在プログラム・コンテンツを流通させるための仕組み、情
報発信の強化
 ガイドの不足（外国人対応含む）

（モニターツアー実施、携帯モバイルによる観光動向データ収集・分析)

 ワンストップ窓口の整備（情報一元化、予約システム、各観
光案内所との連携等）
 コンシェルジュ機能の強化（インバウンド対応含む）

（フリースポット化、連泊型の泊食分離の推進)

田園テラス運営事業
（滞在プログラム受入のためのテラス整備等)

田園休暇プログラム「至福の瞬間」PJ
ウォーキング看板設置
富良野マウンテンリゾートPJ（北の峰通年リゾート化）
北海道サイクリングツーリズム事業・グレートアース事業
ふらのi-サイト～ワンストップ機能充実

サービス品質・安全性の 確保

 「宿泊施設」「ガイド等」の品質保証制度等の整備

外国人受入環境の整備

 公共施設における外国人受入環境の整備（多言語化、WIFI
スポット整備など）
 民間事業者における外国人受入環境の整備

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

 観光地域づくりマネージャー、行政関係者等のコアメンバーの
連携強化、観光地域づくりマネージャー及び候補者、行政担
当者等の人材育成
 プラットフォームとしての機能強化

ブランドマネジメント機能

 中長期を見据えたブランド戦略の構築
 マーケティング活動の強化（PDCAサイクルの取組と地域内
の情報共有、国内外の来訪者ニーズ調査・把握等）

「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

 【地域外】地域一体の統合的な情報発信の整備、ターゲットに
応じた効果的な情報発信の整備
 【地域内】地域住民を含む関係者間での地域らしさ、ブランド
コンセプトの情報共有と理解促進

官民・産業間・地域間との連携に
よる地域一体の取り組み

 連携体制を更に強化するための定期的な議論の場を整備

地産地消による「食」の仕組検討
（地域一体によるあり方を検討）

<再掲>「FURABI人（ふらびと）」ブランドPJ
（「ひと」のブランド化と情報発信、H26年度は「食」をテーマ）

宿泊施設魅力向上に向けた勉強会実施
（宿泊事業者との議論の場を設け、魅力向上を推進）

田園テラス運営事業
（「見晴台公園」の花壇整備or「花人街道」の花壇整備)

「至福の瞬間」プログラム
（雪の丘めぐりしノーシュー体験、住んでよし事業)

「花人街道」花壇整備
（国道237号の花によるおもてなし空間づくり)

「富良野美瑛COLORS」広域マップ作成（夏・冬版）
「花人街道」拠点施設改修

滞在プログラム・コンテンツ
の造成・ブラッシュアップ、
環境整備促進

（占冠村民芸加工授産所リニューアルによる交流拠点整備)

i-サイト機能強化事業（ふらの観光協会内の受入環境整備)

外国語WEB作成（簡体・ハングル版）
駅の外国対応コンシェルジュ機能充実
(JR富良野駅・美瑛駅の外国人対応スタッフ常駐による相談・予約業務)

サイクリングロード看板整備（外国人対応）
観光ボランティア育成事業（外国人対応）
ハラル勉強会

田園くるくるバス事業
（滞在促進エリアのハブ拠点機能強化、ガイド付きの取組）

宿泊施設・ガイド等の品質保証制度のあり方検討
「田園休暇」アウトドア体験集ガイド英語版
WEBサイト英語版作成
「富良野美瑛COLORS」マップ作成（英語・タイ語版）
サイクリングマップ作成（繁体字版）
観光マナー啓蒙及び交通事故防止対策事業

品質保証制度整備

多言語対応化、見直し・改善等

（外国人用マナー啓発看板、ボランティア巡回等）

観光地域づくり人材研修
（各地域のキーマン育成、マネージャー育成）

マーケティング調査×報告会

マーケティング調査×報告会
「富良野美瑛COLORS」首都圏ギャップ調査
地域一体の中長期ブランド戦略検討

「富良野美瑛の過ごし方」ガイド作成（日本語・英語版）
「田園休暇」ガイド作成（FIT向け総合情報一元化）
スマートフォン対応HP作成（協会HOのスマホ対応）
滞在プログラムパンフレット作成
「田園休暇」プロモーション
「田園休暇2014冬」キャンペーン告知
（ANAとの連携によるブランド強化・情報発信）

＜再掲＞農業×環境会議
（観光分野と異業種交流促進、住民啓発等）

 農業関係者と観光従事者との連携関係構築
 地域の誇りを醸成し、自らが地域づくりに関与するための機
運づくり
 次世代に向けた地域の誇り醸成

地域住民の理解と関与

持続可能な景観・農業景観
保全の取組強化

)

移動手段（二次交通等）の確保

（観光税導入含む）

（i-PAD&WiFi環境拡大ルーター整備)

田園くるくるバス延伸事業（富良野～ファーム富田の延伸）
JRノロッコ号歓迎事業
花が迎える駅「幾寅」（「鉄道員」ロケ地周辺の花壇整備
美瑛サイクリングマップ作成事業

 広域における二次交通のあり方検討・整備
 外国人のレンタカー利用者のための環境整備

持続可能な景観保全の仕組検討

グリーンフラッグ事業【富良野】
地産地消推進店マップ作成【上富良野】

 地域一体で取り組む地産地消の「食」の取組が未整備
 農林部局との連携など、行政内の横断的な検討体制

ブランド戦略プランに基づく各種取組・連
携体制の強化
マーケティング強化による来訪者評価の
獲得（インバウンド集客・受入含む）

目(標

地域の多様な
関係者との

地域連携
例】

持続的に地域の
ブランド管理を担う

マネジメント体制の確立

【凡

 価値の深堀（名実ともに日本を代表する価値であることを実
証）
 当該地域最大の資源である農業・自然と観光とのあり方を再
構築

3年目以降(H27年度～)

「
ブランド観光地域 仮(称 」)ステージ１登録

受入環境の整備

4. 来訪
者の評価

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

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

地域の魅力創出

2.
ブランド
価値の
提供

地域独自の景観形成・地域資源
の保全等の取り組み

2年目(H26年度)

「縁」ブランドPJ
（「ひと」のブランド化と情報発信、H26年度は「食」をテーマ）

次世代に向けた郷土学習の取組

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
：本補助事業

：補助事業ではないが取り組むべき事業

：他の補助事業
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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

※下記のロードマップの概略案ステージ１の登録に向けての取り組むべき概略を暫定的に整理したものです。

登録目標の目安
マイルストーン：(右)
「ブランド観光地域(仮称)」の要件
現状の課題：(下)
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

 A級グルメ、朝ごはんPJの「食」の取組推進
 農林部局との連携など、行政内の横断的な連携体制強化

宿泊施設の魅力向上への取組

 宿泊施設における地域のコンシェルジュ機能強化、サービ
ス品質の向上
 地域らしさを感じられるような宿泊施設自体の磨き上げ強化

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

 滞在プログラム・コンテンツの内容充実、ブラッシュアップ
 滞在プログラム・コンテンツを流通させるための仕組み、情
報発信の強化
 ガイドの不足（外国人対応含む）

来訪者及び市場に対するワンス
トップ窓口の整備

 ワンストップ窓口の整備（情報一元化、予約システム、各観
光案内所との連携等）
 コンシェルジュ機能の強化（インバウンド対応含む）

地域の多様な
関係者との

 二次交通のあり方検討・整備

サービス品質・安全性の 確保

 「宿泊施設」「ガイド等」の品質保証制度であるサクラクオリ
ティの取組強化

外国人受入環境の整備

 公共施設における外国人受入環境の整備（多言語化、WIFI
スポット整備など）
 民間事業者における外国人受入環境の整備

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

 観光地域づくりマネージャー、行政関係者等のコアメンバーの
連携強化、観光地域づくりマネージャー及び候補者、行政担
当者等の人材育成
 プラットフォームとしての機能強化

ブランドマネジメント機能

 中長期を見据えたブランド戦略の構築
 マーケティング活動の強化（PDCAサイクルの取組と地域内
の情報共有、国内外の来訪者ニーズ調査・把握等）

「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

 【地域外】地域一体の統合的な情報発信の整備、ターゲットに
応じた効果的な情報発信の整備
 【地域内】地域住民を含む関係者間での地域らしさ、ブランド
コンセプトの情報共有と理解促進

官民・産業間・地域間との連携に
よる地域一体の取り組み

 連携体制を更に強化するための定期的な議論の場を整備

地域住民の理解と関与

 他産業との連携関係構築
 地域の誇りを醸成し、自らが地域づくりに関与するための機
運づくり
 次世代に向けた地域の誇り醸成

ブランド戦略プランに基づく各種取組・連
携体制の強化
マーケティング強化による来訪者評価の
獲得（インバウンド集客・受入含む）

雪国の「山里」の暮らし調査探求事業
21世紀の北越雪譜プロジェクト
松之山温泉空間形成プロジェクト
雪国文学散歩道整備事業

観光地域づくり実践プラン作成
（雪国観光圏としての景観・地域資源の維持・保全のあり方等検討）

持続可能な景観・地域資源の
整備・保全の取組強化

スノーカントリートレイルの調査・整備
「次の世代に残したい雪国の自然風景」
里山料理開発プロジェクト
大地のレストラン運営事業
冬のかまくらで食事提供
おもてなし総合サービス研修
囲炉裏ダイニング・バー事業
里山の達人育成事業
体験プログラムの調査・開発事業
（小説「雪国」舞台体験、谷川岳エコハイク等）

滞在プログラムモニター調査
雪国湯治滞在プログラム開発事業
里山ビジターセンター囲炉裏設置
ワンストップ窓口機能の構築

「里山料理人」育成事業
雪国の食ブランド認証事業

松之山温泉体験プログラム魅力向上
雪国の星空観賞ツアー構築事業
スノーヒーリング体験モニター事業
魚沼から行く尾瀬ルート魅力向上事業
湯之谷温泉郷、苗場山麓ジオパーク

滞在プログラム・コンテンツ
の造成・ブラッシュアップ、
環境整備促進

周遊マップ作成事業
ワンストップ窓口機能の構築・整備

ワンストップ窓口機能の整備

周遊観光バス整備事業
二次交通情報システム構築事業
ガイド育成・調査
受入品質管理プログラム
品質認証事業

ガイドの育成（外国人対応含む）
体験プログラムの認証と販路拡大
観光品質認証事業
インバウンド受入コンシェルジュ事業
湯沢町外国人旅行者受入環境整備
ウィンタースポーツ国際大会受入検討
観光地域マネージャー人材研修

ブランド観光地域づくり戦略プラン策定
マーケティング調査事業

PDCAによる内容見直し・改善

マーケティング調査事業
ブランドデザイン管理事業

)

地域連携

移動手段（二次交通等）の確保

3年目以降(H27年度～)

目(標

持続的に地域の
ブランド管理を担う

例】

マネジメント体制の確立

【凡

地域ならではの「食」の 提供

雪国観光圏としてのブランド戦略全体の方向性や戦略の構築
雪国観光圏としての推進体制の再構築
各種取組・連携体制の枠組み構築・連携強化

 独自の価値である「雪国文化」自体の更なる深堀が必要

 次世代に向けた景観、地域資源等の維持・保全のあり方、
方向性の再整理が必要
 景観整備促進のための関係市町村との連携強化及び実践
プラン作成

2年目(H26年度)

「
ブランド観光地域 仮(称 」)ステージ１登録

受入環境の整備

4. 来訪
者の評価

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

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

地域の魅力創出

2.
ブランド
価値の
提供

地域独自の景観形成・地域資源
の保全等の取り組み

1年目(H25年度)

プロモーション事業
雪国観光圏会員構築事業
雪国の生活文化情報発信事業
雪国観光圏フォーラムの開催
圏域市町村ワークショップの開催

住民に対する意識啓発事業

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
：本補助事業

：補助事業ではないが取り組むべき事業
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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

※下記のロードマップの概略案ステージ１の登録に向けての取り組むべき概略を暫定的に整理したものです。

登録目標の目安
マイルストーン：(右)
「ブランド観光地域(仮称)」の要件
現状の課題：(下)
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

宿泊施設の魅力向上への取組

ブランド戦略プランに基づく各種取組・連
携体制の強化
マーケティング強化による来訪者評価の
獲得（インバウンド集客・受入含む）

天空のリゾートの世界観をブラッシュアップ
（価値のブラッシュアップ）

森林資源の保全・活用等
(八ヶ岳横断歩道整備、創造の森整備、森の小径、
不動清水の整備）

森林資源の保全・活用等
(創造の森整備、まるちや湖整備、案内看板整備）

景観形成・保全のあり方検討
食のブランド化推進事業

地域ならではの「食」の 提供

3年目以降(H27年度～)

 地域一体で取り組む地産地消の「食」の取組が未整備
 農林部局との連携など、行政内の横断的な検討体制

（統一的な食のブランド化検討）

宿泊滞在促進事業
（寒いほどお得フェア、オーロラ伝説）

 宿泊施設における地域のコンシェルジュ機能強化、サービ
ス品質の向上
 地域らしさを感じられるような宿泊施設自体の磨き上げとし
て当該地域の特徴であるペンションの魅力創出（減退傾向）

ペンション魅力向上のあり方検討
（現状の課題整理、戦略・方針検討）

 滞在プログラム・コンテンツの内容充実、ブラッシュアップ
 滞在プログラム・コンテンツを流通させるための仕組み、情
報発信の強化
 ガイドの不足（外国人対応含む）

来訪者及び市場に対するワンス
トップ窓口の整備

 ワンストップ窓口の整備（情報一元化、予約システム、各観
光案内所との連携等）
 コンシェルジュ機能の強化（インバウンド対応含む）

ペンション魅力向上の取組

天空博覧会開催事業
（3シーズン開催費用）

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

食のブランド化事業の推進

既存コンテンツ強化事業
滞在プログラムのモニタリング調査
新たな滞在プログラムの企画・造成促進事業

（湯湯ラリー、八ヶ岳そば等）

ワンストップ窓口のあり方検討
（現状の課題整理、整備の方向性検討、既存観光協会
等との連携体制構築、コンシェルジュ機能強化）

滞在プログラム・コンテンツの内容充実、
PDCAによる既存プランの
ブラッシュアップ等
ワンストップ窓口の整備

二次交通整備に向けた実証実験事業
（清里ピクニックバス、セグエイ、鉢巻リゾートバスの実証実験）

地域の多様な
関係者との

 二次交通のあり方検討・整備

サービス品質・安全性の 確保

 「宿泊施設」「ガイド等」の品質保証制度等の整備

外国人受入環境の整備

 公共施設における外国人受入環境の整備（多言語化、WIFI
スポット整備など）
 民間事業者における外国人受入環境の整備

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

 観光地域づくりマネージャー、行政関係者等のコアメンバーの
連携強化、観光地域づくりマネージャー及び候補者、行政担
当者等の人材育成
 プラットフォームとしての機能強化

ブランドマネジメント機能

 中長期を見据えたブランド戦略の構築
 マーケティング活動の強化（PDCAサイクルの取組と地域内
の情報共有、国内外の来訪者ニーズ調査・把握等）

小海線車両ガイド実証実験事業
（小海線ガイドの導入検討）

八ヶ岳おもてなしツールの作成と研修
ガイドの育成事業
(ネイチャーガイド、サイクリングガイド、
ホーストレッキングガイド、QOL向上検証)

富士見・原村ガイド育成事業

「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

 【地域外】地域一体の統合的な情報発信の整備、ターゲットに
応じた効果的な情報発信の整備
 【地域内】地域住民を含む関係者間での地域らしさ、ブランド
コンセプトの情報共有と理解促進

官民・産業間・地域間との連携に
よる地域一体の取り組み

 連携体制を更に強化するための定期的な議論の場を整備

地域住民の理解と関与

 他産業との連携関係構築
 地域の誇りを醸成し、自らが地域づくりに関与するための機
運づくり
 次世代に向けた地域の誇り醸成

ガイド等の品質保証制度のあり方検討
宿泊施設の品質保証制度のあり方検討
外国人受入環境の課題整理・整備内容検討

外国人受入環境の整備

人材育成事業
プラットフォームの財源確保の方向性検討
マーケティング調査事業
（満足度調査、ギャップ調査）

ブランド戦略策定事業
(エリア全体のブランド戦略等の検討)

戦略的情報発信機能の構築と整備事業
（空間マップ作成、アプリ開発、HP情報一元管理開発）

PDCAによる見直し・改善等

)

地域連携

移動手段（二次交通等）の確保

目(標

持続的に地域の
ブランド管理を担う

例】

マネジメント体制の確立

【凡

八ヶ岳観光圏としてのブランド戦略全体の方向性や戦略の構築
インバウンド受入環境整備の強化・促進
各種取組・連携体制の枠組み構築・連携強化

 価値の差別化が弱く、更なる深堀が必要
 天空のリゾートが目指すべき世界観が希薄

 次世代に向けた自然景観の維持・保全のあり方、方向性の
再整理が必要

2年目(H26年度)

戦略的情報発信機能の構築と整備事業
（アプリ・HP等の維持管理）

国外に向けた情報発信の戦略策定
地域内への情報発信のあり方検討

国外に向けた情報発信
地域内への情報発信

他産業、移住者との連携体制構築強化
住民意識啓発事業

住民意識啓発事業
(観光地域づくり主体ワークショップ開催、郷土学習
のための意識啓発専用冊子の作成)

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
：本補助事業

：補助事業ではないが取り組むべき事業

「
ブランド観光地域 仮(称 」)ステージ１登録

受入環境の整備

4. 来訪
者の評価

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

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

地域の魅力創出

2.
ブランド
価値の
提供

地域独自の景観形成・地域資源
の保全等の取り組み

1年目(H25年度)
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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

※下記のロードマップの概略案ステージ１の登録に向けての取り組むべき概略を暫定的に整理したものです。

1年目(H25年度)

登録目標の目安
マイルストーン：(右)

にし阿波としてのブランド戦略全体の方向性や戦略の構築
各種取組・連携体制の枠組み構築・連携強化（2市2町の連携体制強化及び、
他産業との連携構築含む)

「ブランド観光地域(仮称)」の要件
現状の課題：(下)
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

 地域本来の自然景観・集落景観への修景
 地域住民、外部協力者による農村集落保全の仕組化
 景観形成・インフラ整備等について、整備主体となる行政内
の横断的な検討体制
 地産地消の「食」の取組を仕組化、地産地消メニュー不足、
次世代への継承を含め、地域の食文化、伝統農法などの保
全・維持の取組
 農林部局との連携など、行政内の横断的な検討体制

宿泊施設の魅力向上への取組

 宿泊施設における地域のコンシェルジュ機能強化、サービ
ス品質の向上
 地域らしさを感じられるような宿泊施設自体の磨き上げ（場
の設えなど）

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

 滞在プログラム・コンテンツの内容充実、ブラッシュアップ
 滞在プログラム・コンテンツを流通させるための仕組み、情
報発信の強化
 ガイドの養成

来訪者及び市場に対するワンス
トップ窓口の整備

 ワンストップ窓口の整備（情報一元化、予約システム、各観
光案内所との連携等）
 コンシェルジュ機能の強化（インバウンド対応含む）
 観光協会等の関係者間の連携体制強化

移動手段（二次交通等）の確保

 二次交通の整備
 歩くための環境整備

サービス品質・安全性の 確保

 「宿泊施設」「ガイド等」の品質保証制度等の整備

ブランド戦略プランに基づく各種取組・連
携体制の強化
マーケティング強化による来訪者評価の
獲得（インバウンド集客・受入含む）

多様性農業システム発展事業
ブランド維持・管理事業
(コンセプトブック作成、PR映像等)

にし阿波景観形成調査事業

にし阿波景観形成調査事業

歴史的風景地区維持向上事業【国交省】
三好市景観条例・景観保全事業【国交省】

2市2町ハード整備連携促進検討・連携体制構築

滞在促進地区宿泊サービス改善向上事業

滞在促進地区宿泊サービス改善向上事業

（地産地消メニュー開発・販売及び企業化支援）

（地産地消メニュー開発・発信）

風景街道まほろば魅力向上事業
宿泊施設魅力グレードアップ事業
（宿泊施設による滞在プログラムの販売、プラン造成）

宿泊施設の魅力向上のあり方検討

ガイド養成・コンテンツ等作成事業

ガイド養成・コンテンツ等作成事業

剣山ミステリースポット魅力創造事業
剣山再発見・古代ロマン探求事業
ブランド体現達人コンテンツパンフレット作
成等事業

剣山ミステリースポット魅力創造事業

宿泊施設の魅力向上事業

観光圏ニューツーリズム商品開発事業
交流地区魅力向上事業
コンセプトロード整備発信事業

にし阿波コンシェルジュ機能強化事業

にし阿波コンシェルジュ機能強化事業

（ワンストップ窓口構築調査、予約システム導入）

（グランドデザイン案検討、サイト構築調査）

二次交通推進事業

二次交通推進事業

二次交通の整備事業

（滞在促進地区内における二次交通のあり方調査）

（滞在促進地区内における二次交通のあり方調査）

（実証実験、交通機関との調整等）

滞在促進地区宿泊サービス改善向上事業
（観光品質基準策定）

 公共施設における外国人受入環境の整備（多言語化、WIFI
スポット整備など）
 民間事業者における外国人受入環境の整備

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

 観光地域づくりマネージャー、行政関係者等のコアメンバーの
連携強化、観光地域づくりマネージャー及び候補者、行政担
当者等の人材育成
 そらの郷のプラットフォームとしての機能強化

ブランドマネジメント機能

 中長期を見据えたブランド戦略の構築
 マーケティング活動の強化（PDCAサイクルの取組と地域内
の情報共有、国内外の来訪者ニーズ調査・把握等）

「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

 【地域外】地域一体の統合的な情報発信の整備、ターゲットに
応じた効果的な情報発信の整備（インバウンド向けの統合的
な情報発信ツールの整備など）
 【地域内】地域住民を含む関係者間での地域らしさ、ブランド
コンセプトの情報共有と理解促進

官民・産業間・地域間との連携に
よる地域一体の取り組み

 連携体制を更に強化するための定期的な議論の場を整備

地域住民の理解と関与

 世界農業遺産を契機とし、地域の誇りと自信を取り戻し、自ら
が地域づくりに関与するための機運づくり
 学校等の教育関係者と連携した郷土学習の場づくり

（再掲）にし阿波コンシェルジュ機能強化事業
（訪日旅行向け情報発信サイトの構築）

にし阿波観光まちづくり活動推進事業

にし阿波観光まちづくり活動推進事業

（地域資源調査、人材発掘育成、先進地視察等）

（観光まちづくり検討会、観光地域づくりマネージャー研修）

にし阿波ブランド化計画調査事業

にし阿波ブランド化計画調査事業

（ブランド戦略、ロードマップ策定等)

（ブランド戦略等のPDCAによる見直し・改善等)

マーケティング調査事業
戦略的情報発信事業
（海外向け情報発信、コンセプトブック等）

)

外国人受入環境の整備

ガイド等の品質保証制度のあり方検討
外国人受入環境の課題整理・整備内容検討

目(標

地域の多様な
関係者との

地域連携
例】

持続的に地域の
ブランド管理を担う

マネジメント体制の確立

【凡

地域ならではの「食」の 提供

 価値の深堀
⇒世界農業遺産を目指す取組を深度化
⇒地域システムとして一体的な維持保全、次世代への継承の
取組を仕組化

3年目以降(H27年度～)

「
ブランド観光地域 仮(称 」)ステージ１登録

受入環境の整備

4. 来訪
者の評価

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

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

地域の魅力創出

2.
ブランド
価値の
提供

地域独自の景観形成・地域資源
の保全等の取り組み

2年目(H26年度)

戦略的情報発信事業
（インバウンド：ASEAN情報発信、旅行商品造成強化）

戦略的情報発信事業
（国内：ツーリズムEXPOジャパン出展）

戦略的情報発信事業
（あわこい：集客情報発信）

住民に対する意識啓発事業

地域内への情報発信のあり方検討

地域内への情報発信強化

コアメンバー及び地域関係者との
連携・検討体制を整備

コアメンバー及び地域関係者との
連携・検討体制強化

住民に対する意識啓発事業

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
：本補助事業

：補助事業ではないが取り組むべき事業

：他の補助事業
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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

※下記のロードマップの概略案ステージ１の登録に向けての取り組むべき概略を暫定的に整理したものです。

登録目標の目安
マイルストーン：(右)
「ブランド観光地域(仮称)」の要件
現状の課題：(下)
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

世界ジオパーク認定、千年の草原継承等
の取組を通じた価値の深堀

案内板設置・修景
草原再生後継者育成活動
主たる滞在促進地区の空間形成

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

 滞在プログラム・コンテンツの内容充実、ブラッシュアップ
 滞在プログラム・コンテンツを流通させるための仕組み、情
報発信の強化
 ガイドの養成

来訪者及び市場に対するワンス
トップ窓口の整備

 ワンストップ窓口の整備
 コンシェルジュ機能の強化（インバウンド対応含む）

移動手段（二次交通等）の確保

 二次交通の整備

サービス品質・安全性の 確保

 「宿泊施設」「ガイド等」の品質保証制度等の整備

外国人受入環境の整備

 公共施設における外国人受入環境の整備（多言語化、WIFI
スポット整備など）
 民間事業者における外国人受入環境の整備

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

 観光地域づくりマネージャー、行政関係者等のコアメンバーの
連携強化、観光地域づくりマネージャー及び候補者、行政担
当者等の人材育成
 プラットフォームとしての機能強化

ブランドマネジメント機能

 中長期を見据えたブランド戦略の構築
 マーケティング活動の強化（PDCAサイクルの取組と地域内
の情報共有、国内外の来訪者ニーズ調査・把握等）

「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

 【地域外】地域一体の統合的な情報発信の整備、ターゲットに
応じた効果的な情報発信の整備（インバウンド向けの統合的
な情報発信ツールの整備など）
 【地域内】地域住民を含む関係者間での地域らしさ、ブランド
コンセプトの情報共有と理解促進

官民・産業間・地域間との連携に
よる地域一体の取り組み

 連携体制を更に強化するための定期的な議論の場を整備

地域住民の理解と関与

 地域住民が地域の誇りと自信を取り戻し、自らが地域づくりに
関与するための機運づくり
 学校等の教育関係者と連携した郷土学習の場づくり

（地域一体によるあり方を検討）

滞在強化検討

滞在強化検討（宿コンシェルジュ等）
宿泊施設自体の魅力創出の取組検討

阿蘇カルデラツアー催行の充実

阿蘇カルデラツアー催行の充実

滞在プログラム開発等

滞在プログラム開発

（阿蘇カルデラ、草原活用プログラム、秋元集落等）

（阿蘇カルデラ、ホーストレッキング、秋元集落等）

阿蘇火山博物館映像システム改良

道の駅そよ風パーク魅力アップ

観光窓口機能の確立
阿蘇・旅の市場（阿蘇ナビ）機能強化
二次交通機能検討
循環バスカラーリング・多言語化

循環バスカラーリング・多言語化

ガイド育成・ガイド連携システム
地域コンシェルジュ育成研修

ガイド育成・連携事業
地域コンシェルジュ育成研修

多言語化対応事業

宿泊施設への多言語音声ペン設置

（南阿蘇トロッコ列車、奥豊後オルレ）

外国人受入環境整備の促進

人材育成事業

滞在モニタリング調査

滞在モニタリング調査
ブランド戦略の策定等

観光プロモーション活動
観光ビジュアルイメージ創出

観光ツーリストマップ作成
観光プロモーション活動
観光ビジュアルイメージ創出

阿蘇温泉郷イメージ創出

阿蘇温泉郷イメージ創出

阿蘇くじゅうブランドセミナー開催

阿蘇くじゅうブランドセミナー開催

阿蘇ジオパーク地域住民啓発

)

 宿泊施設における地域のコンシェルジュ機能強化、サービ
ス品質の向上
 地域らしさを感じられるような宿泊施設自体の磨き上げ（場
の設えなど）

主たる滞在促進地区の空間形成
阿蘇スローフードフェスタ開催
地産地消による「食」の仕組検討

 地産地消の「食」の取組を仕組化
 農林部局との連携など、行政内の横断的な検討体制

宿泊施設の魅力向上への取組

高千穂めぐり誘導案内システム構築

（奥豊後オルレ、阿蘇カルデラ）

目(標

地域の多様な
関係者との

地域連携
例】

持続的に地域の
ブランド管理を担う

マネジメント体制の確立

【凡

地域ならではの「食」の 提供

3年目以降(H27年度～)

世界農業遺産の認定
2014年秋：世界ジオパーク認定
ブランド戦略プランに基づく各種取組・連
世界ジオパークネットワーク国内候補地
携体制の強化
ブランド戦略全体の方向性や戦略の構築
内閣府の地域活性化総合特区区域指定
マーケティング強化による来訪者評価の
外国人受入環境の整備強化
（千年の草原継承と創造的活用総合特区）
獲得（インバウンド集客・受入含む）
民間事業者との連携体制構築強化

 価値の深堀（名実ともに日本を代表する価値であることを実
証）

 内ノ牧温泉地区の温泉街の景観形成促進
 地域住民、外部協力者による保全の仕組化
 景観形成・インフラ整備等について、整備主体となる行政内
の横断的な検討体制

2年目(H26年度)

「
ブランド観光地域 仮(称 」)ステージ１登録

受入環境の整備

4. 来訪
者の評価

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

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

地域の魅力創出

2.
ブランド
価値の
提供

地域独自の景観形成・地域資源
の保全等の取り組み

1年目(H25年度)

阿蘇ジオパーク地域住民啓発
次世代に向けた郷土学習の取組

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
：本補助事業

：補助事業ではないが取り組むべき事業
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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

※下記のロードマップの概略案ステージ１の登録に向けての取り組むべき概略を暫定的に整理したものです。

登録目標の目安
マイルストーン：(右)
「ブランド観光地域(仮称)」の要件
現状の課題：(下)
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

佐世保・小値賀観光圏としてのブランド戦略全体の方向性や戦略の構築
各種取組・連携体制の枠組み構築・連携強化
外国人受入環境の整備強化
民間事業者との連携体制構築強化

景観等の改善・魅力維持・向上事業
（創造の森整備、入笠山整備、眺望案内板）

 地産地消の「食」の取組を仕組化、地産地消メニュー不足、
次世代への継承を含め、地域の食文化、伝統農法などの保
全・維持の取組
 農林部局との連携など、行政内の横断的な検討体制
 宿泊施設における地域のコンシェルジュ機能強化、サービ
ス品質の向上
 地域らしさを感じられるような宿泊施設自体の磨き上げ（場
の設えなど）

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

 滞在プログラム・コンテンツの内容充実、ブラッシュアップ
 滞在プログラム・コンテンツを流通させるための仕組み、情
報発信の強化
 ガイドの養成

来訪者及び市場に対するワンス
トップ窓口の整備

 ワンストップ窓口の整備（情報一元化、予約システム、各観
光案内所との連携等）
 コンシェルジュ機能の強化（インバウンド対応含む）
 観光協会等の関係者間の連携体制強化

移動手段（二次交通等）の確保

 二次交通の整備
 歩くための環境整備

ブランド戦略プランに基づく各種取組・連
携体制の強化
マーケティング強化による来訪者評価の
獲得（インバウンド集客・受入含む）

ブランドコンセプトのブラッシュアップ

 地域本来の自然景観・集落景観への修景
 地域住民、外部協力者による農村集落保全の仕組化
 景観形成・インフラ整備等について、整備主体となる行政内
の横断的な検討体制

宿泊施設の魅力向上への取組

3年目以降(H27年度～)

地産地消による「食」の仕組検討
（地域一体によるあり方を検討）

宿泊拡大企画開発事業

事業可能性調査
（遊漁船、佐世保港クルーズ、観光バス、宇久・小値賀クルーズ）

ブランドコンセプト体感のための
滞在コンテンツ企画

滞在コンテンツ・プログラム企画造成

ワンストップ窓口予約システム構築
コンシェルジュ機能の強化
観光バス整備事業
【再掲】事業可能性調査
（遊漁船、佐世保港クルーズ、観光バス、宇久・小値賀クルーズ）

地域の多様な
関係者との

 「宿泊施設」「ガイド等」の品質保証制度等の整備

外国人受入環境の整備

 公共施設における外国人受入環境の整備（多言語化、WIFI
スポット整備など）
 民間事業者における外国人受入環境の整備

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

 観光地域づくりマネージャー、行政関係者等のコアメンバーの
連携強化、観光地域づくりマネージャー及び候補者、行政担
当者等の人材育成
 そらの郷のプラットフォームとしての機能強化

ブランドマネジメント機能

 中長期を見据えたブランド戦略の構築
 マーケティング活動の強化（PDCAサイクルの取組と地域内
の情報共有、国内外の来訪者ニーズ調査・把握等）

「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

 【地域外】地域一体の統合的な情報発信の整備、ターゲットに
応じた効果的な情報発信の整備（インバウンド向けの統合的
な情報発信ツールの整備など）
 【地域内】地域住民を含む関係者間での地域らしさ、ブランド
コンセプトの情報共有と理解促進

官民・産業間・地域間との連携に
よる地域一体の取り組み

 連携体制を更に強化するための定期的な議論の場を整備

地域住民の理解と関与

 世界農業遺産を契機とし、地域の誇りと自信を取り戻し、自ら
が地域づくりに関与するための機運づくり
 学校等の教育関係者と連携した郷土学習の場づくり

おもてなし講演会事業
させぼ観光マイスター検定事業
外国人受入環境整備の課題等の
検討・整備の方向性検討

外国人受入環境整備促進

人材育成事業
組織等基盤づくり事業
マーケティング調査事業
地域ビジョン策定及び具現化プロセス設計

地域ビジョン策定

)

地域連携

サービス品質・安全性の 確保

目(標

持続的に地域の
ブランド管理を担う

例】

マネジメント体制の確立

【凡

地域ならではの「食」の 提供

2年目(H26年度)

「
ブランド観光地域 仮(称 」)ステージ１登録

受入環境の整備

4. 来訪
者の評価

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

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

地域の魅力創出

2.
ブランド
価値の
提供

地域独自の景観形成・地域資源
の保全等の取り組み

 価値の深堀
⇒世界農業遺産を目指す取組を深度化
⇒地域システムとして一体的な維持保全、次世代への継承の
取組を仕組化

1年目(H25年度)

（ワークショップによる観光地域ビジョンの策定）

体験型プログラム集パンフレット制作
観光圏ホームページ制作事業
外国人向け情報発信事業
観光圏総合パンフレット制作事業

観光地域づくり情報発信・共有事業
九十九島の日啓発事業

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
：本補助事業

：補助事業ではないが取り組むべき事業
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