
地域ＤＭＯ
（一社）田辺市熊野ツーリズムビューロー

マネジメント区域：和歌山県田辺市

設立の経緯

2005年の市町村合併により現在の田辺市となったが、熊野古道や龍神温泉
など世界に誇る観光資源や史跡が点在するものの、各観光協会によって事業
はバラバラであり、個別のプロモーションに終始。

しかしながら、2004年に熊野古道が世界遺産登録したこともあり、この機
会を逃さないよう、2006年4月に５つの観光協会を構成員とし、官民共同組
織「田辺市熊野ツーリズムビューロー」を設立。初代会長として多田氏が就
任した。

▶中間支援組織としての役割

✔ミッション
・地域間連携と地元からの情報の整理・発信
・市場動向・ニーズの調査・把握
・言葉の壁（外国語（主に英語）⇔日本語）の除去
・各地の観光・地域資源を結び付け、旅行商品としての造成・販売
・決裁（手配及びキャンセル料等の収受）のスムーズ化 ※カードによる事前決済

▶組織図

マネジメント体制

面積約1,000㎢にわたる広大な面積
を誇り、世界遺産「熊野古道」を有
する。田辺市・龍神村・中辺路町・
大塔村・本宮町が合併し、現在の田
辺市となった。

▶マネジメントエリア

プロモーション事業部
【4名（2名兼務）】

総務部
【2名】

旅行事業部
【11名】

観光センター
【4名】

　市内5観光協会より各2名

　上記社員10名＋外部理事2名

熊野トラベル
【3名（1名兼務）】

社員総会
【10名】

理事会
【12名】

事務局
【2名】

　田辺市役所より出向
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地域のキーマン

▶多田 稔子氏
・和歌山県生まれ。
・観光地を中心としたビルメンテナンス業や人材派遣業に

従事するかたわら、田辺市熊野ツーリズムビューロー会長
として、合併により近畿地方で最大の面積となった田辺市
の観光振興に尽力。

▶ブラッド・トウル氏
・カナダ出身。
・採用以前は旧本宮町の教育委員会に招聘されて英語指導

助手（ALT）をしていた。ＤＭＯではプロモーション事業
部長として、外国人目線での戦略立案やプロモーションを
行っている。

持続可能な観光地経営を見据えた観光戦略の策定

○2004年の世界遺産登録に伴い、毎日多くの観光客が熊野古道に訪れたが、
・狭いエリアに多くの観光バスが訪れ、ツアー客は短時間熊野古道を見て回るだけ。
・熊野古道の植物を勝手に採取される。
・ピンヒールで歩かれるので道が荒れる。

といった問題が顕在化した。

○このままでは熊野古道本来の良さは伝わらず、リピーターに繋がる満足感も得られず、
何より地域住民のストレスになるだけであった。そのため、「熊野古道を世界に開か
れた持続可能な観光地」とする観光戦略の基本スタンスを作成。熊野地域の精神文化
や巡礼文化を理解されるであろう欧米豪の個人旅行客をターゲットに設定した。

地域の誇り
の再構築

地域の価値
の向上

１．ブームよりルーツ
２．乱開発よりも保全・保存
３．マスより個人
４．インパクトを求めずローインパクトで
５．世界に開かれた上質な観光地に

持続可能で質の高い観光地「田辺市」の実現

Topics

▶観光戦略の基本スタンス
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具体的な取組

・田辺市には、世界遺産に登録されている
熊野古道や龍神温泉など多くの観光資源
を有している。田辺市熊野ツーリズム
ビューローは、地域のプラットフォーム
として、コンセプトにしたがって地域の
観光情報を整理し、６言語に対応する
ホームページや、パンフレット、ガイド
ブックなどで発信している。

多言語観光パンフレット

ホームページ

・合併前の各市町村がそれぞれ案内看板を設置していたが、田辺市熊野ツーリズム
ビューローが主体となり、ローマ字表記の仕方やデザインの統一を実施。

熊野古道
Kumano Ancient Road
Historic Trail to Kumano
Kumano Kaido

Kumano Kodo

温泉
Spring
Hot Spa
Japanese Bath など

Onsen

▶情報の整理と外国人目線の観光プロモーション

▶多言語案内看板の統一

・2008年から、熊野古道と同じ世界遺産の「道」である
サンティアゴ巡礼道と共同プロモーションを実施。また、
2015年からは共通巡礼手帳のプロモーションを開始し、
1,000人以上の共通巡礼者が誕生している。

▶「サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」との連携

－86－



具体的な取組

・2010年11月より、「紀伊山地の霊場と参詣
道（熊野古道）」を軸としたインターネット
旅行予約システムによる着地型旅行商品の
販売を開始。現在では収入の柱に成長して
いる。

・観光資源を繋ぎ、実際に旅行商品として販売
するとともに、お客様を現地まで運んでくる
仕組みとして、旅の予約（宿、交通、体験、
食事）をワンストップかつ英語で予約可能。

旅行事業売上高

2012年度 45,494千円

2013年度 89,973千円

2014年度 145,559千円

2015年度 195,256千円

2016年度 307,053千円

・業種別にカリキュラムを設け、きめ細かなレベル
アップ研修を実施。研修参加者で意見を出し合い、
地域と旅行者を繋ぐコミュニケーションツール
として「指差しツール」を作成。

・グルメマップやバス時刻表をまとめたシートなど、
日英併記のツールを作成。外国人でも積極的に
受け入れられるよう、意識改革を実施した。

お問い合わせ先

（一社）田辺市熊野ツーリズムビューロー TEL:0739－26－9025
URL: http://www.tb-kumano.jp/

▶受入体制整備とコミュニケーションツール作成

▶着地型旅行業による自主財源の確立

▶トラベルサポートセンターの開設

・2017年８月に、熊野古道・中辺路ルートへの玄関口となるJR紀伊田辺駅近くに、
トラベルサポートセンター「熊野トラベル KUMANO TRAVEL」を開設。

・近年、旅行計画を立てずに来訪する外国人旅行者が増加してきたことを受け、当日
の宿泊予約手配や荷物一時預かりなどのサービスのほか、熊野古道ウォーク関連
商品等も販売。

・また、駅前商店街内という立地から、
中心市街地活性化の拠点としての役割
も期待されている。
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地域ＤＭＯ
（株）せとうちホールディングス

マネジメント区域：広島県尾道市

設立の経緯

✔ミッション
・この町に住む人と訪れる人と共に､“まち”の魅力を再発見し発信すること。
・町づくりを通じて､事業と雇用を創出すること。
・この魅力ある町並みを未来へ繋いでいくこと。

▶組織図

マネジメント体制

▶マネジメントエリア

造船業などで発展した尾道において、生産拠点が次々と海外に移転して
いくなか、尾道に残る「歴史ある建物」を商業施設や宿泊施設として再生
活用するなど、このまちならではの事業と雇用を生み出そうと、平成24年6
月㈱ディスカバーリンクせとうち（以下、DLせとうち）を設立。利益優先
ではなく、まちの人たちが残したいと考える風景や建物、そして人との関
わり合いを第一に考え、行動し、持続可能な事業を追求している。平成27
年12月に関連企業を統合し㈱せとうちホールディングス（以下、せとうち
HD）の一部門になったが、尾道の豊かな資源を観光、建築、サイクリング
の3つのテーマを軸に、活気あふれまちづくり事業を展開している。
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地域の価値
の向上

Topics 「伝統」と「未来」を大事にする事業展開

せとうちHDでは尾道の「伝統」を「未来」に繋げていくために、数多く
のプロジェクトを進めている。古い海運倉庫をサイクリストにフレンド
リーな複合施設（ONOMICHI U2）として活用したのをはじめ、市の書庫
を定住促進につなげるシェアオフィス（ONOMICHI SHARE）に一新した。
また、歴史的価値のある古民家を宿泊施設（せとうち 湊のやど「島居邸洋
館」と「出雲屋敷」）としてリノベーションすることで、尾道ならではの
「伝統」の魅力再発見に貢献している。
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観光入込客数と観光消費額

観光入込客数(千人） 観光消費額（百万円）

日本有数のデニム産地をアピールする「尾道デニムプロジェクト」は、
世界初の試みとして、500人を超える尾道内外の人の協力を得て、ユーズド
デニムの創作に挑み続けている。生活様式の変化により衰退してしまった
伝統産業の復興もそのひとつ｡「備後絣（びんごかすり）」や「い草」を用
いて、今の時代の日常に寄り添う商品を開発、現代に廃れることなく、次
の世代に繋ぐことを目指している。このほかにも、数多くの文学や映画を
生み出した尾道の新しい活力を生み出す「尾道自由大学」を開講している。

せとうち 湊のやど 島居邸洋館 せとうち 湊のやど 出雲屋敷
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具体的な取組

お問い合わせ先

▶ONOMICHI U2
・70年以上も前に竣工した広島県が所有
する海運倉庫をリノベーションした複合
施設。ホテル、レストラン、サイクル
ショップ、ベーカリーなど館内全ての
店舗を直営で経営し、地元企業と協働
してコラボ商品の開発・販売も行って
いる。

・ボードウォーク設置のクッションや椅子
に備後絣や帆布など伝統産業品を用いる
などの工夫が見られる。

株式会社 せとうちホールディングス TEL：0848-38-1137
URL：http://www.dlsetouchi.com

ONOMICHI U2

ONOMICHI DENIM PROJECT

ONOMICHI SHARE

▶ONOMICHI SHARE
・尾道市の「おのみちサテライトオフィス
誘致事業」の公募において、海のそばと
いう好立地にありつつも、市の書庫と
して使われていた海運倉庫の2階部分を
リノベーションし､「働く」と「遊ぶ」
をテーマに、シェアオフィスとして提供
することを提案、実現させた。

▶ONOMICHI DENIM PROJECT
・備後地方でつくられるデニムと、尾道の
魅力発信を目的にスタートした取り組み。

・大工や漁師、住職や農家など様々な職業
の人が1年間ワークパンツとしてデニム
を穿き込むことで、尾道の人々の生活が
物語として転写された個性のあるユーズド
デニムを育てて商品化する、世界初の
プロジェクト。デニムを通して、尾道
内外で新たな交流を生み、町の活性化に
繋がっている。
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地域ＤＭＯ
（一社）長崎国際観光コンベンション協会

マネジメント区域：長崎県長崎市

設立の経緯

昭和２９年６月、いまだ原爆被災の復興に奔走しているころ、長崎観光の
振興と歴史的遺産の保存、伝承のために会員４０余名をもって長崎観光協会
として発足し、昭和37年に長崎市観光協会に名称変更した。昭和４２年には、
任意団体から社団法人へと組織の変更認可を受け社会的信用基盤を確立した。
平成７年には任意団体であった長崎コンベンションビューローと一本化し、

社団法人長崎国際観光コンベンション協会として組織強化を図った。平成２
４年には公益法人認定法及び一般社団・財団法人法の施行に伴い、一般社団
法人に認可され現在に至っている。
当法人では協会内にＤＭＯ推進本部を設置し、データに基づいた戦略的な

観光振興に取り組んでいる。

マネジメント体制

✔ミッション

長崎の魅力を国内外に向けて発信し、「人」の交流を生み出し、質の高い
サービスを提供するための創業や既存事業の充実を図り、雇用創出と所得向上
につなげる。

「交流の産業化」による長崎創生の実現

【オール長崎での推進体制】 【ガバナンス（統制）】
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地域のキーマン

インバウンド誘客に向けた取組Topics

（一社）長崎国際観光コンベンション協会
ＤＭＯ推進本部長兼事務局長 外園 秀光 氏

長崎市の国体推進部長、文化観光部長等を歴任。端島
（軍艦島）の上陸観光やロープウェイ・展望台のリニューアル
により夜景の魅力向上を進めるなど観光関連の知識・経験
や地域関係者とのネットワークが豊富であり、観光地域マーケ
ティング、マネジメントについて知見を有している。

写真

長崎市においては、インバウンド誘客推進のため、「長崎市版ＤＭＯインバウンド戦略」
を策定。その戦略においては、まずは観光庁やJNTO、JTBF、厚生労働省等が発表している
データを基準としたマクロ視点からの現状分析を実施。また、モバイル空間統計や長崎市で
取得した各種統計や、顧客満足度調査、事業者アンケートを始めとする各種調査結果を基に、
ミクロ視点からの現状分析を行うことで、長崎市が持つ強みと弱みを明確化し取り組むべき
課題を浮き彫りにしている。
その上で、インバウンド環境を取り巻く課題整理と６つの基本戦略を整理し、その基本戦略の

関連性を重視したインバウンド事業を設定している。
また、基本戦略においてはターゲット

とする国別にプロモーション方針を設定
することで、より実効性の高い戦略へと
仕立てている。
個別事業のロードマップとＫＰＩを

設定し、ガバナンス体制を構築すること
で、しっかりとＰＤＣＡサイクルを効か
せる仕組みを作っている。

また、受入体制の整備にも取り組んでおり、策定したインバウンド
戦略に基づき、長崎市への来訪者数が多い中国への対応として、
Alipay、WeChat Payを導入・推進。ある店舗では、決済システム利用
による売上単価が、現金決済の1.6倍になり、消費額の向上に寄与して
いる。また、普茶料理など長崎の食文化や、
伝統芸能を体感するプラン等、民間事業者等
と連携した消費拡大につながるインバウンド向け
コンテンツの開発・整備を行っている。
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具体的な取組

お問い合わせ先

（一社）長崎国際観光コンベンション協会
TEL:095-823-7423
Email：nitca_dmo@cap.ocn.ne.jp
URL: http://nitca.at-nagasaki.jp/

▶ワンストップサイトの活用による
本格的マーケティング

▶魅力ある滞在コンテンツの開発・販売及びブランド戦略策定

▶ビッグデータの収集・分析

既存の各種サイトの整理・統合・改
良（10ケ国多言語対応など）による
総合ワンストップサイトの構築やICT
を活用した情報発信を実施。また、多
言語対応の商品案内ツールの普及推進
を実施。顧客データ等の管理を充実さ
せ、今後の事業展開に活用していく。

モバイル空間統計による行動分析。長崎大学等と連携し宿泊施設の稼働状況や
Nagasaki City Wi-Fiアクセスログによる移動実態等のビッグデータを収集し分析・可視
化する仕組みを構築。
また、経済産業省の補助事業である「IOT活用おもてなし実証事業」により観光アプ

リ、プリペイドカード、アプリ型周遊パス、スマホ決済を提供することにより、外国人
観光客の長崎市内の回遊・消費の促進及び行動・購買の収集・分析・可視化を実施。

魅力ある滞在コンテンツの開発や体験メニューづくりを実施するにあたり、地域のリー
ダーとなりうる事業者を巻き込み、経営視点導入研修やモニターツアーを絡めた地域主体
型のワークショップによる体験コンテンツの開発、ならびに体験予約サイト等を活用した
テスト販売などにより、地域に根付いた持続的なモノ・コトづくりの体制を構築。
観光庁の「地域資源を活用した観光地魅力

創造事業」を活用し、全国2番目の寄港数と
なっているクルーズ船客のうち欧米豪個人客
に向けた長崎ならではの魅力ある体験型旅行
商品を造成するとともに、長崎市としての
観光コンセプト・イメージを確立し、国内
外に一元的にプロモーションするための長崎
ブランド戦略を策定。
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地域ＤＭＯ
（株）島原観光ビューロー

マネジメント区域：長崎県島原市

▶組織図

マネジメント体制

▶マネジメントエリア

設立の経緯

地域にある島原城や湧水庭園「四明荘」、武家屋敷などの観光施設やイベ
ントの運営者は行政や観光協会など多岐にわたり、観光の司令塔が不在して
いた。

年間約10万人が来場する島原城の指定管理先が長年固定されており、島原
城の活用が限定的であった。また、島原城の収益が他の観光施設管理に活用
できないなど非効率な観光運営が続いていた。

観光組織を一元化し、マーケティングから観光コンテンツの充実、プロ
モーション、施設運営などを連動させた新たな観光サービスを提供するとと
もに、効率的な組織運営を行うこと目的として官民一体の議論を重ねた。

▶運営方針

＜開所式の模様＞

－94－



地域のキーマン

▶中村 慎次氏
・ 福岡県出身
・ 日本交通公社入社、現在は㈱JTB九州からの出向
・ 団体営業、仕入造成、リテール事業、営業企画･経営企画、

投資戦略等、旅行業界での多様な経験を活かして代表取締役
として尽力中

▶寺尾 講平氏
・ 神奈川県出身
・ 採用以前は、営業マンや商品設計、webデザイナーなど従事
・ ビジネスSNS最大手「Wantedly」で募集/採用。現在、島原

観光ビューローのDMO推進責任者として地域に飛込み尽力中

✔ミッション

圧倒的な“父なる大自然”と癒しの揺りかご“母なる大地”を
今、一番身近に感じられる街

・ 民間主導による観光推進体制の構築
自主財源の確保による行政の縛りからの脱却

・ 定量的なマーケティングによる的確な観光の現状の把握
・ ＫＰＩ設定による目標達成率の可視化
・ 統一的な観光プロモーション、一体的な観光施設の運営、幅広い関係者

の参画により、従来の制約を超えた新たな観光サービスの提供

コンセプト

“観光組織の統合” “DMO×シェアリングエコノミー”

✔ 既存組織の活用・統合による観光地経営の司令塔機能強化
既存の４つの観光系組織（「島原温泉観光協会」「島原城振興協会（島原城

指定管理者）」「島原温泉旅館組合」「島原市観光土産品協会」）を活用・統
合し、新たな観光地経営を担う会社として（株）島原観光ビューローを設立。
組織の統合により、業務効率化、幅広いキャリア形成、民間主導の観光推進
体制の構築、統一的なプロモーション等が実現され、観光地経営の司令塔機能
が強化された。

✔ 株主224名の幅広い参画
資本金6,000万円のうち一般向けに１株（２万円）で995株（1,990万円）

を募集したところ、2,364株（4,728万円）の応募、期待の高さが伺えた。

✔ シェアリングエコノミーの推進
「観光施設の新たな価値向上・収益源の多様化」、

「多様な観光コンテンツの提供」を図り、総体と
しての対外的なPR力の強化に努める。

事例１）観光施設をイベントスペースへ！
事例２）イベント時の駐車場をシェアリング！

Topics

▶ 日本初のシェアリング
シティ宣言！

▶ 総務省：地方公共団体の
シェアリングエコノミー
活用に係るタスクフォー
スへ参画

▶ 総務省：IoTサービス
創出支援事業の活用
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具体的な取組

✔ これまで活用していなかった夜の島原城における体験型イベントの開発
幻想的な夜の島原城で、スマホを使った謎解きイベント
雰囲気の薄暗い館内を、懐中電灯で照らしながら進み、各階ごとに変化する

テーマカラーやオリジナルのBGMを楽しむイベント。
→ 最上階では夜空に浮かぶ幻想的な影絵「キャッスルモンスター」や夜景も！

お問い合わせ先

（株）島原観光ビューロー TEL:0957－62－4766
URL: http://shimabaraonsen.com

▶ “ 謎解きゲーム・キャッスルモンスター” “ 島原城･夜の陣”

▶ “ 島原コスプレの乱” “ 島原城グランピング”

▶ “ しまばらめぐりんスキーム ” の開発
✔ めぐりんチケット購入者：土日祝はしまばらめぐりんBUS

平日は島原鉄道指定区間…の「乗り放題付き」の条件整備
✔ P&Rの促進策 ⇒ 3ｶ所でﾜﾝｺｲﾝの「めぐりんトクトク駐車券」～条件整備

▶ “ 湧水庭園「四明荘」” の有料化
無料施設から稼ぐ施設へ

2次交通網のｲﾝﾌﾗ構築 →P&R等下車周遊への仕掛け
→滞在時間の延長 →旅行消費額の拡大

⇒ 地域経済活性化へのサイクルへ

1

1 2

1

2

2

3 4

✔ ユニークな施設を活用して多様なイベントを開催
キャンペーン「お城に泊まれる！？島原城でグランピング」
島原城、湧水庭園「四明荘」など複数の施設をパッケージしたコスプレイベント

3

4

3 4

5

5

6

6

✔ 島原城や湧水庭園“四明荘”などをイベントレンタルスペースとして民間サイトに掲載
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観光圏認定地域の連携した取組

全国13地域の観光圏が、各地域で抱える共通の課題改善に向けて情報共有
や今後のインバウンド獲得に向けた広域連携の取組を促進するためにH26年に
「全国観光圏推進協議会」を発足させ、共通の課題の解決に取り組んでいる。

各観光圏が緩やかなアライアンス
を形成し、マーケティングやプロ
モーションなど広域的な取組が必要
な事業を共同で実施。連携体制が波
及し、各観光圏同士の新たな取組に
も繋がっている。
また、全国13の観光圏が一堂に集

まる本協議会の会議を隔月で開催。
共同事業の検討や関係者間の関係構
築を図るほか、共同で人材育成事業
にも取り組んでいる。

なお、各観光圏では、観光庁が認定する「観
光地域づくりマネージャー」が中心となり、
地域・業種・官民の壁を越えた運営が行われ
ている。

観光圏は、日本版DMOの先取りとも言える「観光地域づくりプラット
フォーム」を構築し、平成25年度に観光庁が開催した「国内外から選好さ
れる観光地域づくり検討会」等において議論された、”ブランド観光地域”の
要件に従い、様々な事業を進めている。

外国人受入環境の整備、着地型旅行商品の造
成・販売等、地域の幅広い関係者の連携の下、
地域・業種・官民の壁を、戦略的かつエリア
内の一体的な観光地域づくりに取り組む。

自然・歴史・文化等において密接な関係のある観光地を一体とした区域
であり、観光客が滞在・周遊できる”滞在型交流観光”に向けて観光地域づく
りに取り組んでいる全国１３地域が国土交通省により「観光圏」として認
定されている。

富良野・美瑛 ニセコ 水のカムイ 佐渡・にいがた 浜名湖 海の京都

にし阿波 香川せとうち 豊の国 佐世保・小値賀 阿蘇くじゅう

全国観光圏推進協議会

アドバイザー
清水 愼一氏
(大正大学教授）

事務局
（八ヶ岳）

プロジェクトチーム

PJTチーム (委員長：にし阿波)
サクラクオリティ委員会
(委員長：香川せとうち)

会長（八ヶ岳）

副会長（雪国）

観光圏の取組

「全国観光圏推進協議会」とは

マネジメント体制
＜全国観光圏推進協議会の組織図＞
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✓全国13観光圏による「UNDISCOVERED JAPAN」
による共同プロモーション

・それぞれの観光圏において、世界に通用するブランド観光
地域を目指しインバウンド事業にも取り組んでいるが、よ
り発信力・認知度を高めるべく、13の観光圏が共同で海
外に向けて発信。

・地方にこそ色濃く残る多様性に富んだ本来の日本の魅力を
体感できるエリアとして、「UNDISCOVERED JAPAN
（まだ知られていない日本）」をコンセプトにし、ゴール
デンルートに代わる新たな日本の顔を目指す。

パンフレット（EN/JP）や滞在プログラムを
紹介するタリフ集（EN/JP）、映像（EN)制
作のほか、WEBやSNSで国内外に情報発信
を実施。

「UNDISCOVERED JAPAN」事業によるスケールメリット

• 北は北海道から南は九州まで多様性に富んだエリアで構成されていることから、インバウ
ンドの多様なニーズに応じた旅行商品造成や提案が可能である。また、各観光圏の窓口と
して日本版DMO(観光地域づくりプラットフォーム)が組織化されており、観光圏同士の連
携が容易に出来る体制が構築されている。

• それぞれの地域に特色があり、国内外の旅行会社に対して多様な商品提案が可能となり、
商談の機会創出に繋がっている。（大手旅行会社への合同商談会の開催、ツーリズムEXPO
ジャパンへのブース出展・商談会参加など）

• 全国13観光圏による大規模なプロモーションイベントの開催が可能であり、航空会社や旅
行会社等による協力を仰ぎやすい。（JAL協賛による「全国観光圏★観光滞在プラン総選
挙」開催など）

ツーリズムEXPOジャパン
にて「全国観光圏シンポジ
ウム」を開催し、全国観光
圏推進協議会の取組を発信。
同時に「UNDISCOVERED
JAPAN」のプロモーション
や「全国観光圏★観光滞在
プラン総選挙」を実施。

✓定期的な情報共有と人材育成の仕組み

・隔月で全国観光圏推進協議会を開催。共同事業や共通の
課題等について検討・情報共有を図る。

・各観光圏共同で観光地域づくりマネージャーのスキル
アップ研修を年3回1泊2日で実施。

・年1回「全国観光圏シンポジウム」を開催。全国観光圏
推進協議会や各観光圏の取組等について外部発信するこ
とで、協力機関との関係構築や圏域内の理解促進を図る。

具体的な取組
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・外国人受入環境整備の一環として、宿泊施設をはじめとした観光
サービスの品質認証制度「サクラクオリティ」を導入。先行して
雪国観光圏において実施していたが、統一的な品質認証制度の面的
な整備を図る観点から、13すべての観光圏で導入。

・約300項目に上る調査項目に基づき、調査員（一定の研修を受け認
定された人材）が実地調査を行い、その後第三者機関の評価に応じ
て１から５の星（桜マーク）が付与される。

⇒ 国内外の個人旅行者が宿泊先などの観光サービスを安心して
選択できる仕組みを整備

・評価結果は各宿泊施設にフィードバックされ、品質向上のベンチマーク
として活用することが出来る。

⇒ サービスレベルの維持・向上に寄与

※H30年度から、より精度の高い評価制度を導入。
世界中の旅行者に、質の保証された日本のサービスに関する情報を提供し、安心で満足な旅行を楽しんで頂くための取
組であるとともに、宿泊施設が調査項目に基づいた自己評価・改善を行うことで質の向上にもつながる取組である。

具体的な取組

お問い合わせ先

✓13観光圏の統一様式による顧客満足度調査の実施
・マーケティング調査の一貫として、各観光圏に訪れた国内外の旅行者（宿泊者・観光客）
を対象に顧客満足度調査を実施。全観光圏統一した調査項目で調査を実施することにより、
他観光圏との比較分析が可能となり、自観光圏の特徴を再確認出来るような連携体制を
取っている。

観光庁推奨様式に準拠した
13観光圏で統一された調査票

（英語・簡体字・繁体字・韓国語に対応）

全国観光圏推進協議会事務局
（一社）八ヶ岳ツーリズムマネジメント内

TEL：0551-48-3457
Mail：info@yatsugatake-tm.com
URL: http://www.undiscovered-japan.com/

✓13観光圏の統一的な観光品質認証制度の整備
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この事例集は平成30年４月にとりまとめを行いました。



国土交通省観光庁 観光地域振興部 ＤＭＯ支援室

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

TEL：03-5253-8328 FAX：03-5253-8122

お問い合わせ先


