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「改革２０２０」プロジェクト～観光地域での観光立国のショーケース～ 

募集要領 

 

Ⅰ 趣旨 

 内閣総理大臣を議長とする産業競争力会議の下に平成２６年１１月に設置された「改革

２０２０ＷＧ」における「「改革２０２０」プロジェクト～観光地域での観光立国のショ

ーケース化」については、多くの外国人旅行者に選ばれる、観光立国を体現する観光地域

を２０２０年までに作り上げ、訪日外国人旅行者を地方へ誘客するモデルケースを確立す

るという観点から、平成２７年６月３０日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂２０

１５」に盛り込まれたところである。 

 これを受け、世界最先端の観光立国を実現するため、訪日外国人旅行者数の増加を見据

え、観光資源などのポテンシャルを活かして世界に通用する魅力ある観光地域づくりを行

うこととし、観光産業を我が国の基幹産業の一つに押し上げることを目指して、日本の観

光のトップランナーとしてふさわしい観光地域の中から１～２カ所程度の地方都市を選定

する。 

選定地域においては、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成

する「観光地経営」の視点に立って、観光地域づくりの舵取り役を担う日本版ＤＭＯを確

立した上で、各省庁の施策を集中投下することにより、観光資源を磨き上げ、多言語音声

翻訳対応をはじめとしたストレスフリーの環境を整備し、海外に情報発信することとして

いる。 

これにより、2020 年までに、より多くの訪日外国人旅行者に選ばれる、観光立国を体現

する観光地域を作り上げ、訪日外国人旅行者を地方へ誘客する他都市の模範となるモデル

ケース（観光立国ショーケース）を確立することとしている。 

  

Ⅱ 募集提案に求められる内容 

  Ⅰに記載されている、観光地域での観光立国のショーケース化の趣旨を踏まえ、募集

する提案には以下のすべてを含めた提案がなされること。 

 

 １. 観光地域づくりの舵取り役となる日本版ＤＭＯの確立の見通しの提示 

    選定後、観光地域づくりの舵取り役となる日本版ＤＭＯとしての役割･機能を果た

す法人が選定都市において速やかに形成される予定であり、当該日本版ＤＭＯを核と

した観光地域づくりを行うことを提示するものであること。 

   なお、日本版 DMO の概要については、観光庁ホームページ 

（URL: http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000053.html）を参照願いたい。 

 

 



 ２.  産業競争力会議改革２０２０WG の議論を踏まえた観光地域づくりの具体策の提示 

    産業競争力会議改革２０２０WG の議論を踏まえ、①観光資源の磨き上げ、②スト

レスフリーの環境整備、③海外への情報発信等の観光地域づくりの具体策を提示する

ものであること。 

具体策の例としては以下のようなものが挙げられる（平成 27 年 5 月 27 日に開催さ

れた産業競争力会議第６回改革２０２０WG の資料５を参照）。なお、観光立国を体

現する観光地域のモデルケースとなる地域であることから、出来る限り多様な取組が

行われることが望ましい。 

①観光資源の磨き上げ：訪日外国人旅行者に売り込めるコンテンツとして徹底的にブ

ラッシュアップし、満足度の高い滞在プログラムを提供す

る。 

  ･地域資源を活用した新商品･サービスの開発･提供 

  ･日本食･食文化、農山漁村等の魅力活用 

  ･文化財の保存･整備･活用、地域の歴史的まちなみ等の活用 

  ･地域のスポーツ資源を活用したスポーツツーリズムの推進 

  ･地域の自然を活かしたエコツーリズムの推進     等 

②ストレスフリーの環境整備：訪日外国人旅行者が快適・円滑に滞在・周遊を楽しむ

ための環境整備 

 ･訪日外国人旅行者が滞在･周遊を楽しむための環境整備 

  ･ＩＣＴを活用した訪日外国人旅行者拡大に向けた環境整備 

  ･カード･アプリによる「ストレスフリー」な環境整備  等 

③海外への情報発信：地域の魅力を積極的に発信し、地域の観光需要の増加、地域産

品の販路開拓等を図る。 

  ･海外へ地域の魅力を発信 

  ･放送コンテンツ等の発信 

  ･文化プログラムを活用した日本文化の発信      等 

 

３. 評価指標等の提示 

   取組の進捗状況を的確に把握するための評価指標（KPI）を設定し、取組を実現可能

性・持続性を持ったものとするためのＰＤＣＡサイクルを回す体制を提示するものであ

ること。 

 

 

Ⅲ 評価ポイント 

 １. 日本版ＤＭＯをはじめとする地域の推進・連携体制 

   観光地域づくりの舵取り役となる日本版ＤＭＯを核とした観光地域づくりを行う体



制が構築されている、又は選定後速やかに体制を構築することが確実であると見込ま

れるか。 

   また、地域の行政や地域住民を含む多様な関係主体が連携して取組を実施する体制

が構築されている、又は体制を構築することが確実であると見込まれるか。 

 

２. 我が国を代表する観光資源の存在 

     高いポテンシャルを持ち、徹底的な磨き上げにより、訪日外国人旅行者に訴求する

満足度の高いコンテンツとなり得る、我が国を代表する魅力的な観光資源が地域に存

在するか。 

   また、食、文化財、自然、伝統工芸、地域スポーツ資源など我が国の観光立国のシ

ョーケースにふさわしい多様な観光資源を有しているか。 

 

３. 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か。 

※例えば、国内外の来訪者による満足度、再来訪意向、一人当たり平均宿泊数、外国

人延べ宿泊者数、観光消費額等の伸び率などの定量的な成果を示すこと。 

 

４. モデル性 

  提案の内容が、観光産業を我が国の基幹産業の一つに押し上げる日本の観光のトッ

プランナーとしてふさわしく、我が国の強みを社会実装・ショーケース化し、海外に

アピールできるものであって、その後の経済成長につながるものであるか。 

また、訪日外国人旅行者を地方へ誘客するモデルケースとして、その取組を模範・

参考として同様の条件や課題を抱えた他の都市への波及効果が見込まれるか。 

 

５. 実現可能性 

  各地域の観光資源の強み・弱みや地域毎の特色を的確に把握するとともに、地域の

行政や多様な関係主体が連携して取組を実施する体制が構築されているなど、取組み

の円滑な実施が見込まれるか。 

また、目標とする観光地域づくりの達成に向けた合理性のある取組が示された実現

可能性の高い計画であるか。 

 

６. 持続性 

  中長期的には自立的に政府の支援に頼らずに日本版ＤＭＯを中心に持続的な観光地

域づくりの取組を行っていくための道筋･戦略が示されているか。 

また、取組の評価・改善の仕組み（PDCA サイクル）が組み込まれており、取組の

持続的な展開が期待できるか。 



７. 評価指標等の設定 

   取組の進捗状況を的確に把握するために、取組内容に応じて、定量的かつ合理的な

評価指標を設定しているか。 

 

 

Ⅳ 応募主体 

 原則として単独の地方都市が申請するものとする。 

 ただし、自然、歴史、文化、スポーツ等における観光地間の密接な関係が認められ、一

体として観光地域を形成している区域については、複数の市町村の共同応募も可能とす

る。 

なお、各省庁の施策を集中投下する日本の観光のトップランナーとしてふさわしい地方

都市であることが求められていることから、それに見合う人口規模や外国人延べ宿泊者数

があること等、以下の目安を満たすことが望まれる（ただし、（１）は必須事項）。 

（１） 選定後、日本版ＤＭＯが速やかに形成される予定の地域であること。 

（２） 訪日外国人旅行者を地方へ誘客するモデルケース（観光立国ショーケース）とな

り得る、我が国の観光のトップランナーとしてふさわしい以下のいずれかに該当す

る地域であること 

① 訪日外国人旅行者の誘客について先進的な取組みを実施することで既に多く

の訪日外国人旅行者を誘客しているが、更なる高みを目指し、不断の取組を

行う意欲･能力を備える都市 

② 豊かな観光資源や立地条件に恵まれ、地方都市における訪日外国人旅行者の

トップランナーに成り得る潜在能力を秘めているものの、現時点ではその潜

在能力を十分に発揮しきれていない都市 

③ 空港のコンセッション等の新たな政策的取組により、今後、訪日外国人旅行

者の大幅な増加が見込まれる都市 

（３） 人口規模が概ね１０万人程度以上の地域であること。ただし、人口を上回る外国

人宿泊者数（人泊／年）があれば、概ね人口５万人程度以上の地域も対象とする。 

（４） 外国人延べ宿泊者数が年間概ね５万人泊以上の地域であること。 

（５） いわゆるゴールデンルート上（東京・名古屋・京都・大阪周辺）に位置する都市

でないこと。 

（６） 地域資源、食、文化財、環境などについて、多様な観光資源を有していること。 

 

 

Ⅴ 提案の内容 

提案は次の項目を提案書の様式１に沿って整理したものをもって行う。 

また、提案書様式２により様式１の提案内容を簡潔に示す資料を併せて作成するととも



に、提案書様式３により目標の進捗状況を的確に把握できるよう、取組内容に応じて、絶対

値、変化率等の定量的な評価指標及びその評価指標の数値目標を設定する（設定の根拠を含

む）。 

必要に応じ、参考資料を添付すること。 

 

１．全体構想 

目標とする地域の姿と目標達成への道筋について概括し、以下の項目で整理する。 

①観光地域での観光立国のショーケースとしての位置づけ 

Ⅱに掲げた提案に求められる内容を踏まえ、提案のアピールポイントについて記述する。

また、観光立国のショーケース化の目標像を記述する。 

提案は、本項目に示す考え方を基に具体的な方策や考え方のモデル性を分かりやすく示

し、他都市・地域への取組の波及効果の大きさを想起させるものとなるよう留意すること。 

 

② 現状分析（観光地域づくりの体制・観光資源（観光施設等）･訪日外国人旅行者の実態等） 

観光地域づくりの体制・観光資源（観光施設等）･訪日外国人旅行者の実態（延べ宿泊者

数、入込客数等）等について記述し、更にその特徴について簡潔に記述する。 

なお、観光資源については、世界遺産や文化庁が認定した日本遺産がある場合には、その

旨を明記すること。 

数値については推計値を含むことも可とするが、推計に用いたデータ及び推計方法につ

いて参考資料として添付すること。 

また、これまでの観光地域づくりの取組みについて、取組内容とその効果を踏まえ、今回

の提案がこれまでの取組みのどこを活かし、従来の課題にどう対応するものであるかを明

らかにすること。 

 

③ ショーケース化に向けた目標 

観光立国のショーケース化の取組みを通じて得られる地域の目標について、具体的な数

値目標を記述する（目標設定の根拠を含む）。 

 

２．取組内容 

① 日本版 DMO の運営体制 

観光立国のショーケース化において観光地域づくりの舵取り役となる日本版 DMO の運

営体制について記述する。なお、既に存在・活動している組織を基に日本版 DMO を形成す

る予定である場合には、現在の体制と日本版 DMO の体制を併せて記載する。 

※観光立国のショーケース化において当該日本版 DMO が連携する他の都道府県･市町村

があれば、それについても記述する。 

 



② 取組概要 

全体構想を踏まえた取組に関する概要を記述する。 

 なお、既に活動している組織を基にして日本版 DMO を形成する予定である場合には、こ

れまでの取組についてもその旨を明示して記載すること。 

 

③ 具体化する予定の取組に関する事項 

【主体】 

取組を実施する者について可能な限り具体的に記述する。 

【時期】 

取組みの開始時期と期間について可能な限り具体的に記述する。 

【内容】 

具体化する予定の取組について記述する。取組の推進方法については、実現可能性が明ら

かになるよう記述する。 

また、提案の中で特に強調したい取組は、詳細に記述する。 

【効果】 

取組を実施した際の効果について、可能な限り定量的な目標数値を用いることにより、詳

細に記述する。 

 

④ 課題 

取組の実施にあたって法令の規定等による制度的な課題が想定される場合等に、どの取

組についてのどのような課題なのかを明らかにした上で、その課題の内容を記述する。 

 

３．平成 28 年度中に行う事業の内容 

平成 28 年度中に行う事業等について主要なものの内容を記述する。 

 

４．評価指標及び数値目標 

Ⅴ－１－③ショーケース化に向けた目標の進捗状況を的確に把握できるよう、取組内容

に応じて、絶対値、変化率等の定量的な評価指標及びその評価指標の数値目標を設定する

（設定の根拠を含む）。 

 

 

Ⅵ 募集期間・応募書類の提出方法 

１. 募集期間 

   平成 27 年 11 月 19 日（木）～平成 27 年 12 月 14 日（月）正午 

 

 



２. 募集締切 

  平成 27 年 12 月 14 日（月） 12:00 必着  ※締切後の提出は一切認めない。 

 

３.  提出方法 

   応募書類については、下記の提出先まで電子メールで、提案書様式１、様式２、様式

３及び参考資料を添付して送付すること。 

 なお、提案書の様式については、下記１．募集要領等一式にあるファイルをダウンロ

ードして使用すること。 

 提案書様式１、様式２、様式３及び参考資料については、様式ごとに「提案者名（●

●県●●市（又は町・村））様式○.pdf」の名称の PDF ファイルにした上で送付するこ

と。 

※参考資料については一覧を作成するとともに、連番を付し、提案様式のどの記述に対

応するものであるか明らかになるようにすること。 

 

４．提出先 

アドレス：hqt-showcase@ml.mlit.go.jp 

 

５．提出資料の取扱い 

 提案書様式１、様式２、様式３については、少なくとも選定された場合には、原則と

して公開されることを前提として作成すること。 

 

Ⅶ 選定方法 

   提案については、書面による審査の後、有識者の意見を踏まえた上で、年末までに

対象地域を選定する予定である。 

 

 

Ⅷ 選定地域に対する支援 

  選定された地域に対しては、観光庁を中心とした行政における部局横断的なプロジ

ェクトチームを通じて、関係府省庁が連携を行いつつ、集中的な支援を行う予定であ

る。 

 

            問い合わせ先： 

〒100-8918 

東京都千代田区霞が関２―１―３ 中央合同庁舎第３号館３階 

国土交通省 観光庁観光地域振興部観光地域振興課 

電話：03-5253-8328 担当：平林･村岡 


