
 

観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

 

１. 観光地域づくり法人の組織 

 

申請区分 

※該当するものを〇

で囲むこと 

広域連携ＤＭＯ･地域連携ＤＭＯ･地域ＤＭＯ 

観光地域づくり法人

の名称 

株式会社デスティネーション十勝 

マーケティング･マネ

ジメント対象とする

区域 

北海道帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室

町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別

町、足寄町、陸別町、浦幌町 

所在地 北海道帯広市西 13条南 8丁目 1 

設立時期 平成 29年 4月 5日 

職員数 7 人【常勤 4人（正職員 3人・出向等 1人）非常勤 3 人】 

代表者（トップ人

材：法人の取組につ

いて対外的に最終的

に責任を負う者） 

※必ず記入すること 

後藤 健市 

㈱プロットアジアアン

ドパシフィック代表取

締役 

昭和 61年社会福祉法人ほくてん入職。平成 21年

から理事長（現職）。同 29 年㈱スノーピーク地方

創生コンサルティング代表取締役社長に就任。同

30 年同社会長（現職） 

データ収集・分析等

の専門人材（ＣＭ

Ｏ：チーフ・マーケ

ティング・オフィサ

ー 

※必ず記入すること 

佐藤 洸 ※専従 

㈱スノーピーク地方創

生コンサルティング 

アウトドア用品店「株式会社秀岳荘」社員を経

て、平成 29年㈱スノーピーク入社し、スノーピー

クストアヨドバシカメラマルチメディア札幌店店

長。同 30年㈱デスティネーション十勝出向。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

※必ず記入すること 

佐藤 寛之 ※専従 

正職員 

平成 6年創和プロジェクト株式会社、平成 13年Ｔ

ＯＴＯメンテナンス株式会社を経て、平成 29年か

ら現職。 

取締役 林 克彦 

㈱北海道ホテル取締役

社長 

㈱北海道ホテル取締役社長、㈱十勝毎日新聞社取

締役。北海道ガーデン街道主宰。 

取締役 梶原 一生 

㈱丸勝専務取締役 

中学卒業後、9年半のニュージーランド留学を経て

㈱丸勝入社。十勝ヒルズを立ち上げた。 

取締役 礒野 照弘 

帯広市経済部参事 

民間企業を経て平成 13年に帯広市役所入庁。農政

部、政策推進部などを経て同 28年から現職。 

監査役 木野村 英明 木野村英明法律事務所 

監査役 森岡 孝仁 帯広信用金庫 

アドバイザー 中村 真也 一般社団法人北海道プロデュース代表理事 統括

マネージャー 

アドバイザー 下森 雅文 Redband Artworks代表。コンテンツ造成アドバイ

ザー 
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連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

帯広市経済部観光交流課、音更町商工観光課、士幌町産業振興課、上士幌町

商工観光課、鹿追町商工観光課、新得町産業課、清水町商工観光課、芽室町

商工観光課、中札内村産業課、更別村産業課、大樹町企画商工課、広尾町水

産商工観光課、幕別町商工観光課、池田町企画振興課、豊頃町商工観光課、

本別町企画振興課、足寄町経済課、陸別町産業振興課、浦幌町商工観光課 

以上 すべて、情報提供、観光振興、実施事業支援 

連携する事業者名及

び役割 

一般社団法人ひがし北海道自然美への道 DMO（プロモーション） 

十勝管内のアウトドア観光関係事業者（十勝ネイチャーセンター、北海道ネ

イチャーセンター、NPO法人北海道ツーリズム協会、NPO法人ひがし大雪自然

ガイドセンター、ほっとえあ、マッシングワークス、十勝アウトドアメイ

ツ、十勝ガイドサービス遊方屋、浮き雲、TACとかちアドベンチャークラブ、

サムライプロデュース、パラグライディング十勝）（コンテンツ開発、旅行事

業の実施） 

株式会社スノーピーク（物品の販売等） 

株式会社 JTB（旅行商品の企画・販売） 

十勝観光連盟、域内の各観光協会（情報提供、プロモーション、実施事業支

援） 

十勝圏二次交通活性化推進協議会 

とかち帯広ホテル旅館組合 

官民･産業間･地域間

との持続可能な連携

を図るための合意形

成の仕組み 

（該当する要件） 

 ② 

（概要） 

十勝管内 19市町村及び観光協会、十勝観光連盟、アウトドア観光関係事業

者、交通事業者、宿泊事業者で構成する協議会「十勝アウトドア観光会議」

（以下「協議会」）を 2017年 7月に設立し、アウトドアを中心とした観光戦

略の合意形成を図る。 

2020年度に地域の二次交通（十勝圏二次交通活性化推進協議会）、宿泊事業者

（とかち帯広ホテル旅館組合）も当協議会に加入。 

地域住民に対する観

光地域づくりに関す

る意識啓発・参画促

進の取組 

 

平成 29年度から毎年、課題共有のための十勝管内のアウトドアガイドを対象

とした意見交換会を実施。今後、飲食・宿泊・二次交通など各分野の話し合

いの場や、これらに関わる地域住民も参加できるフォーラムを開催し、地元

意識の向上を図る。 

法人のこれまでの活

動実績 

（活動の概要） 

・冬のグランピングモニターツアーの実施 

・協議会「十勝アウトドア観光会議」の設立 

・キャンプ用品等のレンタル 

・キャンプ用品及び食品の販売 

・「とかちむら」内に情報発信、レンタル、物販の拠点を設置 

・ビジネスキャンプの企画販売 

・牧場キャンプの企画販売 

・手ぶらキャンプの企画販売 

・先進事例調査、市場調査の実施 

・アヴァントサウナプランの共同企画販売 

・ふるさと納税返礼品の企画販売 

・スノーシューツアーの企画造成 

・ファットバイクツアーの企画造成 
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実施体制 

※地域の関係者との

連携体制及び地域に

おける合意形成の仕

組みが分かる図表等

を必ず記入すること

（別添可）。 

１．実施体制の概要 

株式会社デスティネーション十勝が策定する事業戦略について、協議会での

承認を経た後、事業推進に関係する自治体や事業者、DMO等と連携して各種事

業を推進する。また、コンテンツ開発等を迅速に進めるため、アウトドア関

係事業者で組織する「アウトドア事業者部会」を組織する。 

<実施体制図> 

（実施体制図） 

 
○協議会「十勝アウトドア観光会議」 

 株式会社デスティネーション十勝の事業推進にあたり、情報共有や意見交

換、調整などを行う場。年２回程度開催する。 

 アウトドア観光会議構成団体と役割 

 ・十勝管内全１９市町村（会長・帯広市経済部観光交流課長） 

・株式会社デスティネーション十勝（事務局） 

 ・十勝管内の各観光協会 

 ・十勝観光連盟 

 ・アウトドア観光関係事業者 

 ・十勝圏二次交通活性化推進協議会 

 ・とかち帯広ホテル旅館組合 

 

○アウトドア事業者部会 

 アウトドア事業者が集まり、既存コンテンツの組み合わせによる高付加価

値化や新たなコンテンツ開発などを行う。 

 

２．ＤＭＯの実施事業 

【調査等】 

・十勝地域の観光消費額、アウトドア観光消費額 

・十勝地域の延べ宿泊者数、満足度、リピーター率 

・十勝管内のキャンプ場の利用調査、住民満足度 

・WEBサイトのアクセス状況 

・キャンプ場利用者による調査 

・アウトドア事業者利用者調査 
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・ホテル宿泊者調査 

【コンテンツ開発】 

・既存コンテンツとの再編集、既存事業者との共同開発等 

・観光客向けの空間作りを行う為、デッキの設置やキャンプギアの設置、食

などのサービスの提供 

・利用されていなかった特別な場所（十勝千年の森など）や冬季間のキャン

プやグランピング商品の開発と販売 

・事業者と連携した旅行商品やコンテンツ等の開発（熱気球フリーフライ

ト、犬ぞり、わかさぎ釣り他） 

 

【プロモーション】 

・旅行会社へのセールスコール、旅行博などを通じた BtoB、BtoCプロモーシ

ョン、WEBやメディアを活用した情報発信 

・十勝のアウトドア情報、アクティビティ、ギアレンタル等にワンストップ

で対応、WEB予約・決済のシステムを構築 

・プロモーションビデオ作成（ビジネスキャンプ、夏のアウトドア観光イメ

ージ動画） 

・カタログ製作（ビジネスキャンプ、レンタル） 

 

【収益事業】 

○旅行事業 

・グランピング、キャンプ、ビジネスキャンプ 

 スノーピーク十勝ポロシリキャンプフィールド（帯広市）の他に、広大な

牧場、ガーデンなど特別なロケーションでグランピング、キャンプ拠点を展

開 

・企業や団体をターゲットとしたアウトドア研修やキャンプやアウトドア体

験を組み合わせたビジネスキャンププランの販売 

・アヴァントサウナプランの企画販売 

○レンタル事業 

・アウトドアギア等のレンタル 

○物販事業 

・アウトドアギア等の販売 

・キャンプ向け食材等の販売 

・ふるさと納税返礼品の販売 

○コンサルティング事業 

・グランピング、キャンプや空間づくりのサポート、イベント受託、キャン

プ場再整備等の計画業務受託 

・自治体からの資源調査事業のコンサル 

○人材育成事業 

・外国語対応、アクティビティガイド補助などサポート人材の育成システム

の構築 

  

３．周辺自治体との連携 

 地域の既存事業とも連動し、広域的な事業推進及び情報発信を行うため、

自治体、観光協会、他の DMO 等と連携する。 
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２. 観光地域づくり法人がマーケティング･マネジメントする区域  

 

【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所：十勝総合振興局) 

 

【区域設定の考え方】 

 日本では数少ない極めて峻険な山脈「日高山脈」と北海道の屋根「大雪山系」のすそ野に広がる十

勝地域は、面積が都道府県別で全国７位の岐阜県とほぼ同等で、険しい山々と広大な平野、流域面積

が全国６位の大陸的河川「十勝川」、太平洋に面した十勝海岸が共存するアウトドアに適した多様な

フィールドを有する。 

気温は夏場の最高気温が 30度を超え、冬場の最低気温は氷点下 30度近くになる上、年間を通じて

晴天率が高いことから、変化に富んだ地形、季節の中で様々なアウトドアアクティビティを楽しむこ

とができる。 

 また、フィールドとしても手つかずの自然に加えて、農業地帯周辺などのある程度人の手が加わっ

たエリアやガーデン、温泉など、アウトドアレジャーのベテランから初心者まで幅広く受け入れるこ

とができる。 

 旅の目的の大きな要素である「食」についても、地域全体が「フードバレーとかち」として産業振

興に取り組んでおり、エリアとして十勝全体を設定した。 

 

【観光客の実態等】 

 道東自動車道延伸による道央圏との接続、とかち帯広空港の利用者増などにより、平成 27年度に

初めて十勝管内観光入込客数が 1,000万人を突破しているものの、8割以上が宿泊を伴わない通過型

観光地であることが課題。一方で外国人観光客数はアジア圏を中心に年々増加しており、今後も観光

客の増加が期待できるエリアである。 

 

 

 <十勝管内観光入込客数の推移> 

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 

 

956万人 1,042万人 1,032万人 1,026万人 706万人 711万人 

 

※平成 28年度は台風被害の影響で減少 

※令和 2年度、3年度は新型コロナウイルス感染症関連の影響で減少 

 

【観光資源：観光施設、商業施設、自然、文化、スポーツ、イベント等】 

＜観光施設＞ 

・北海道ガーデン街道（十勝千年の森、真鍋庭園、十勝ヒルズ、紫竹ガーデン、六花の森） 

・池田ワイン城 ・サホロリゾート ・共働学舎新得農場 ・花畑牧場 ・柳月スイートピアガーデ

ン 
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＜自然・文化・スポーツ＞ 

・植物性モール泉 ・大雪山国立公園（然別湖・糠平湖） ・阿寒摩周国立公園（オンネトー） 

・日高山脈 ・昆布刈石などの十勝海岸 ・広大なパッチワーク状の畑が広がる十勝平野 

・十勝川 ・札内川 ・旧国鉄士幌線アーチ橋梁群 ・ナイタイ高原牧場 ・銀河の森天文台 

・ばんえい競馬 ・乗馬 ・カヌー ・ラフティング ・サイクリング ・登山 ・トレッキング 

・パラグライディング ・フィッシング ・熱気球 ・キャンプ ・グランピング  

・スキー（サホロ、ぬかびら源泉郷、新嵐山、新得山、白銀台、明野ヶ丘） ・スケート 

・スノーシュー ・スノーモービル ・ワカサギ釣り ・犬ぞり ・農業体験（農場ステイ・畑散策

ツアーなど） ・ジュエリーアイス 

 

＜イベント＞ 

・おびひろ氷まつり ・とかちマルシェ（以上帯広市） ・彩凛華（音更町） ・北海道バルーンフ

ェスティバル（上士幌町） ・しかりべつ湖コタン（鹿追町） ・やまべ放流祭（中札内村） ・全

日本ママチャリ耐久レース（更別村） ・広尾毛がに祭り（広尾町） 

・池田ワイン祭り（池田町） ・陸別しばれフェスティバル（陸別町） 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

 十勝中心部の帯広市街や音更町・十勝川温泉地域には大規模ホテル・旅館が約 40施設あり 7,000

人近い人数を収容できる。周縁部にはサホロリゾートの他、ぬかびら源泉郷や然別湖温泉など 100～

500 名程度を収容できる温泉地の他、100名以下の小規模な旅館・ホテルが管内各町村に散在してい

る。 

 株式会社デスティネーション十勝が、これまで宿泊することができなかった特別なロケーションで

グランピング、キャンプを展開することで、少人数ながらも滞在可能地を増やすことができる。 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

航空：とかち帯広空港は羽田線が毎日 7便就航（JAL4便、ADO3便）。羽田まで 

約１時間半。不定期ながら中国や台湾とのチャーター便も多数運航実績がある。 

帯広は新千歳、旭川、釧路といった各道内主要空港の中間地点でもある。 

鉄道：帯広から特急列車が札幌圏・新千歳空港方面は 11往復/日、釧路圏は 6 往復/日。札幌まで約 2

時間 40分、新千歳空港まで約 2時間 15分（南千歳乗換）、釧路まで約１時間半。 

バス：<都市間バス> 

帯広から札幌 10往復/日、新千歳空港５往復/日、旭川４往復/日。札幌、旭川は約 4時間、新千歳空

港は約 2時間半。 

<ローカルバス> 

帯広市を中心に地元バス会社が各町村への路線網を展開。※インバウンドパス有 

道路：<一般道>※帯広起点で記載 

   札幌へは国道 38・274 号で 208㎞、約 4時間半。旭川（富良野、美瑛経由）は国道 38号で 174

㎞、約 3時間 50分。旭川（層雲峡経由）は国道 242・273号で 196㎞、3時間半。釧路へは国道 38号

で 120㎞、約 2時間半。 

   <高速・高規格道路> 

道東自動車道には 7か所の IC（十勝清水、芽室、音更帯広、池田、本別、足寄、浦幌）がある。音更

帯広 ICから札幌まで約３時間、新千歳空港まで約２時間。 

帯広・広尾自動車道は道東道帯広 JCTから分岐。7か所の IC（芽室帯広、帯広川西、幸福、中札内、

更別、忠類、忠類・大樹）がある。 

 

【外国人客への対応】 

 アウトドアに特化したエリアとしての外国人への発信は行っておらず、個別事業者の WEBサイト等

でコンテンツを知った外国人客が OTAや直接手配で予約していることが多い。ガイドの対応は簡単な
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英語でのコミュニケーションが取れているものの、今後インバウンドが一層増加することが見込まれ

る中ではガイド数は絶対的に不足している。 

３. 各種データ等の継続的な収集･分析 
 

収集するデータ 収集の目的 収集方法 

十勝管内の観光入込客数 地域の観光動向を把握する調査

と今後の戦略・KPI策定の基礎

データとして活用 

十勝総合振興局データを活用し

て分析・算出 

十勝管内の延べ宿泊者数 通過型から滞在型観光地への転

換を目指すにあたり、戦略・KPI

策定に際して重要な基礎データ

として活用 

十勝総合振興局データを活用し

て分析・算出 

管内観光消費額 滞在型観光地及び農業などの地

域産業と連携を進めるにあたり

進捗を図る重要な判断基準デー

タとして活用 

北海道観光産業経済効果調査を

活用して分析・算出 

管内アウトドア消費額 株式会社デスティネーション十

勝が目指すアウトドアの聖地化

に向けての重要な判断基準デー

タとして活用 

北海道観光産業経済効果調査を

活用して分析・算出する他、各

事業者へのヒアリング調査など

独自の調査も実施 

WEB サイトへのアクセス状況 

https://www.destination-

tokachi.jp/ 

十勝のアウトドアに関心を持つ

客層の検索状況並びに自社発信

情報に対する顧客の反応を調べ

るためのデータとして活用。分

析ツールを導入。 

グーグルアナリティクスによる

アクセス解析を利用 

来訪者満足度 来訪者の満足（不満足）に繋がっ

ている要因を分析し、戦略立案に

繋げるため。 

アンケート調査を自主事業として

実施。 

リピーター率 リピーター顧客の動向を把握し、

戦略立案に繋げるため。 
アンケート調査を自主事業として

実施。 

住民満足度 観光振興に対する地域住民の理解

度を測るため。 
帯広市民に対し毎年行っている

市民アンケートを活用して分

析・算出 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
※地域経済、社会等の状況を踏まえた観光地域づくりの背景 

 

平成 27年度に初めて十勝管内観光入込客数が 1,000万人を突破しているものの、8割以上が宿泊を

伴わない通過型観光地であることが課題である。こうした課題に対し、アウトドア観光会議構成員

と意見交換、地域事業者や自治体等と協力し、いかに既存コンテンツに魅力ある付加価値を付ける

などの商品の磨き上げや再編集、食や自然環境等を組み合わせた着地型コンテンツの開発と発信も

重要であると考える。一方で外国人観光客数はアジア圏を中心に年々増加しており、今後も観光客

の増加が期待できるエリアである。 
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（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 
内

部

環

境 

強み（Strengths） 

 

・広大な自然環境と農村景観 

・充実したアウトドアコンテンツ 

・質の高い農畜水産物、食の宝庫 

・世界的にも希少な植物性モール泉 

・冬の極寒、小雪、晴天率の高さ 

・首都圏から直行便の充実 

・全国の約５％にもなる広大な農地 

・人口減少率が他地域に比べ少ない 

・自然環境と都市機能のバランス 

 

弱み（Weaknesses） 

 

・二次交通が十分でない 

・定期航空路線が少ない 

・各エリア間の移動に時間がかかる 

・通訳など外国人受け入れ環境整備の遅

れ 

・資源を活かしたコンテンツが不十分 

・十勝としての一体的な連携、PR 不足 

 （海外での知名度不足） 

 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

 

・外国人旅行者の増加 

・観光地として安定して高い北海道人気 

・ひがし北海道広域観光周遊ルート制定 

・とかち帯広空港の機能拡充、道東自動

車道の延伸 

・健康志向や自然志向の増加 

・新型コロナウイルス感染拡大による屋

外指向 

・日高襟裳国定公園の国立公園化の動き 

・北海道 7 空港一括運営委託 

・ドラマ撮影による話題性 

・LCCの台頭による旅行のお手軽化 

 

脅威（Threat） 

 

・大規模な感染症や自然災害 

・人口の減少と高齢化 

・海外旅行、国内外の観光地との競合 

・道内観光資源のマンネリ化 

・観光人材の不足 

 

※上記に加え、ＰＥＳＴ分析等の他のマーケティング分析手法を用いて分析を行っている場合は、そ

の内容を記入（様式自由）。 

 

（３）ターゲット 

○第１ターゲット層 

首都圏及び大都市圏在住の 30～50代 ファミリー層、カップル、小グループ 

○選定の理由、○取組方針 

 国内においては圧倒的なボリュームゾーンであり、特に首都圏からは航空便が７本／日とアクセ

スが良好である。平成 28年度に十勝アウトドアブランド推進委員会が実施した「十勝アウトドア観

光戦略に係る調査業務」及び、平成 29年度にデスティネーション十勝が実施した自社調査事業によ

り、首都圏在住のこの年代層はアウトドアアクティビティとの親和性が高いことや潜在的に十勝を

訪れたいという需要があることが浮き彫りとなっている。 
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この年代にはファミリー層も多く、子供に首都圏ではできない非日常的な体験をさせたいと考え

る親世代のニーズを叶えるフィールドとしてのポテンシャルは十分に備えている。 

同調査によると、十勝未来訪の「ファーストビジター」が多いため、道外者が憧れる北海道像を

具現化する映像や写真を用いて視覚に訴える PR素材を作成し、情報サイト・旅行情報誌・SNSなど

複数の情報発信ツールを使った訴求を行う。 

また、アウトドア初心者や子連れなどでも安心して楽しめるガイド付アクティビティ、家族や仲

間で特別な時間を共有するグランピング、キャンプなど前面に押し出した PR 活動を行う。 

新型コロナウイルスの感染拡大により、観光のスタイルも変化し、少人数、安全性の指向が強ま

ると思われる。 

○第２ターゲット層  

台湾、香港、中国、シンガポールなどアジアから北海道に特別な体験を求めに来る層 

○選定の理由、○取組方針 

 アジア圏でも北海道への訪問回数が多い台湾、香港、中国、シンガポールは FIT化が進んでお

り、景勝地などを周遊する観光から北海道でしかできない体験を求めて訪れる層が増加している。

これらの国、地域ではキャンプやサイクリングなど十勝のアクティビティとも親和性が高く、ボリ

ュームも多いためターゲットとして捉える。 

 台湾のキャンプ人口は 200万人を超え、国内人口の約 1割に当たる人がキャンプを楽しんでいる

（日本は約 5％）。サイクリングについては国土交通省が平成 24年に実施した台湾サイクル愛好家へ

のアンケートで「北海道でサイクリングをしてみたい」と回答した割合は８割以上となっている。

いずれの国、地域においても、十勝の強みである豊かな自然環境や食などが来道動機の１つとなっ

ている。 

また、雪と氷に覆われた北海道への憧れは強く、本格的なスキーではなくても、雪原でのコンテ

ンツで満足する層も多く、十勝ならではのコンテンツ（犬ぞり、熱気球など）を組み合わせて訴求

することで、新たなマーケットを開拓することが可能と考えられる。 

新型コロナウイルスの感染拡大でインバウンドの回復は遅れると思われるが、特別な体験や安全

性などはさらに求められると思われる。 

○第３ターゲット層  

インセンティブツアー、企業のミーティングなどビジネスユース 

○選定の理由、○取組方針 

 企業において、社員同士のより建設的な意見交換やクリエイティブな思考形成などを行えるよ

う、オフィスを中心とした日常のビジネスシーンから離れ、屋外といった非日常空間でのコミュニ

ケーションを行う需要が増えている。特に首都圏からは直行便利用により週末のみの十勝滞在も十

分に活動も可能で、企業を対象としたグランピング、キャンプのビジネスユースプランを設定す

る。 

 また、新型コロナウイルスの感染拡大による働き方の変化、３密の回避などにより、企業需要を

さらに取り込む。 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 
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①コンセプト 十勝をアウトドアの聖地として世界に発信し、体

験価値を高めることで、新たな人の流れを創出す

る 

①地域資源を活かした十勝ならではの体験をつく

る 

②コンテンツ・事業者の組み合わせによる価値創

出 

③地域一体の取り組みと情報発信 

②コンセプトの考え方 ①十勝の自然空間を本格的なアウトドア活動のフ

ィールドとして活かし、心豊かなライフスタイル

を求める顧客層に対し、特別に用意したアウトド

ア体験や基幹産業の農業を生かした食、キャン

プ・グランピングといった宿泊を組み合わせた新

しいコンテンツを開発し、プレミアムな時間を満

喫できる機会を提供することで、｢十勝アウトド

ア｣のブランド化を実現する。 

 そのためマーケティングをしっかり行い、デー

タに基づく戦略をつくり、PDCAサイクルにより

ブラッシュアップする。 

 

②アウトドア事業者、宿泊事業者、交通事業者、

飲食事業者などとの連携による新たな組み合わせ

商品の開発を行うとともに、観光入込、消費額の

増加により、農業をはじめとする地域産業と連携

した新しいビジネスの開発や、人材育成によるサ

ービスの高度化、需要増による新たな雇用創出を

促進する。 

 

③19市町村で構成する「十勝」全体を一つのフ

ィールドとし、一元的に十勝のフィールドの魅力

やコンテンツなどの情報を発信し地域としての価

値を高めるとともに、株式会社デスティネーショ

ン十勝が中心となりアウトドアに関するワンスト

ップ機能の構築を目指す。 

 

５. 関係者が実施する観光関連事業と戦略との整合性に関する調整･仕組み作り、 

プロモーション  
 

項目 概要 

戦略の多様な関係者と

の共有 

※頻度が分かるよう記

入すること。 

十勝アウトドア観光会議、アウトドア事業者部会 

地域の自治体、観光協会、アウトドア事業者、交通事業者、宿泊事業者

などで構成する協議会「十勝アウトドア観光会議」を開催する他、「ア

ウトドア事業者部会」を開催し、情報共有やコンテンツ開発、戦略の検

討など行う。年１～2回程度開催する。 
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観光客に提供するサー

ビスについて、維持･

向上・評価する仕組み

や体制の構築 

アウトドア体験などのサービスを提供する事業者及び関係事業者の協力

のもと、地域が提供する観光サービスに係る満足度や動向などの調査な 

どを行う。 

 

 

観光客に対する地域一

体となった戦略に基づ

く一元的な情報発信･

プロモーション 

アウトドアを主体としつつ、関連する宿泊や食など観光全般のワンスト 

ップ化を目指す。自治体単独ではなく、「十勝」としてのプロモーショ 

ンを実施し、ホームページ・ＳＮＳ・紙媒体・自社観光情報発信拠点 

など複数の媒体を使い分け、ターゲット層に合わせた効率的な訴求を 

行う。 

 

※各取組について、出来る限り具体的に記入すること。 

 

６. ＫＰＩ（実績・目標） 

※戦略や個別の取組を定期的に確認・改善するため、少なくとも今後３年間における明確な数値目標を

記入すること。 

※既に指標となりうる数値目標を設定している場合には、最大で過去３年間の実績も記入すること。 

（１）必須ＫＰＩ 
※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目  
2019 

（R1） 

年度 

2020 

（R2） 

年度 

2021 

（Ｒ3） 

年度 

2022 

（Ｒ4） 

年度 

2023 

（Ｒ5） 

年度 

2024 

（Ｒ6） 

年度 

●旅行消費額 

（百万円） 

目

標 

182,527   184,500 126,198 145,965  157,642   170,253 

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

197,459 124,957 135,153    

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（万人） 

目

標 

219 225 154 154 169 185 

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

210 122 140    

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

27 30 33 58 59 60 

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

35 37 57    

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

69 50 51 52 53 54 

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

40 36 38    

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 
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目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 

【検討の経緯】 

北海道観光産業経済効果調査、北海道創生総合戦略、十勝管内観光入込客数のデータを参考に、平

成 28年度より帯広市・鹿追町が地方創生推進交付金を利用して実施している「十勝アウトドア DMO

事業」にて KPIとして設定した数値を利用。また、来訪者満足数、リピーター率に関する独自の調

査事業を実施し、数値の設定を行った。 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

「十勝アウトドア DMO事業」にて KPIとして設定した数値。平成 23年に実施した第 5回北海道観光

産業経済効果調査より日帰消費額・宿泊消費額を算出し、管内の日帰入込客数・宿泊入込客数の目

標数に乗じて算出した。また、新型コロナウイルス感染症の影響により 2021（R3）年度目標値は、

2020（R2）年度の目標値に、1～3月の観光入込 R1 と R2を比較したときの割合 68.4％を乗じて算出

した。令和 4年度から R2から R3を比較した増加率 8％を乗じて算出した。 

●延べ宿泊者数 

十勝観光入込客数データより平成 29年度実績を基準値とした。26年度～29年度の伸び率は 5％であ

ったが、入込客数の増加を鑑み 4年間で 8%の伸び率を目標設定とした。また、新型コロナウイルス

感染症の影響により 2021（R3）年度目標値は、2020（R2）年度の目標値に、1～3月の観光入込 R1

と R2を比較したときの割合 68.4％を乗じて算出した。令和 4年度から R2から R3を比較し増加率は

14％だったがコロナ過の現状を想定し 10％で算出した。 

●来訪者満足度 

平成 28年度に十勝アウトドアブランド推進委員会が実施した調査事業より、総合満足度で「非常に

満足」と回答した割合を基準値とし、平成 32年度に 3割を目標設定とした(「非常に満足」と「満

足」を合わせた数値は 90％越えとなる事から、今後の成果目標として設定するには不向きと判断

し、「非常に満足」のみを対象とした)。令和 4年度から毎年 1%の増加を目標設定とした。 

●リピーター率 

平成 28年度に十勝アウトドアブランド推進委員会が実施した調査事業の数値を基準とし、毎年 1%の

増加を目標設定とした。 

 

（２）その他の目標 

 

※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

※各指標項目の単位を記入すること。 

指標項目  
2019 

（R1） 

年度 

2020 

（R2） 

年度 

2021 

（Ｒ3） 

年度 

2022 

（Ｒ4） 

年度 

2023 

（Ｒ5） 

年度 

2024 

（Ｒ6） 

年度 

●住民満足度 

（％） 

目

標 

   75 75.1 75.2 75.3 75.4 75.5 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

73.3 74.4 74.4    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●WEBサイトの

アクセス状況 

（回） 

目

標 

    39,182   43,100  47,410  52,151  57,366 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

 32,062 34,475    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●十勝のアウト

ドア観光消費

額 

 （千円） 

目

標 

787,897  811,534 555,090 371,396 408,535 449,388 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

809,582 299,896 337,633    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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指標項目及び目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 
【検討の経緯】 

住民満足度は、十勝管内の住民の約半数を占めている帯広市民に対して実施している市民アンケ

ートの結果を活用し、WEB サイトのアクセス状況については、自社 WEBサイトのアクセス回数を KPI

に設定した。また、十勝のアウトドア観光消費額は、管内のアウトドアによる経済効果を計るため

に平成 28年度より帯広市・鹿追町が地方創生推進交付金を活用して実施している「十勝アウトドア

DMO事業」にて KPIとして設定した数値を利用。 

【設定にあたっての考え方】 

●住民満足度 

 帯広市民に対して毎年実施している市民アンケートは、例年、18歳以上の市民 3000人～4500人

の中から無作為抽出に対して、約 50パーセントの人から回答を得ている。十勝の住民は約 34万人

であり、うち帯広市の人口は約 17万人、ほぼ全体の半数を占めている。また、十勝の住民の半数

にあたる帯広市民の多くから得たアンケートの回答は、十勝エリアにおける住民満足度と併せても

大きく開きはないものといえることから、住民満足度の KPIに設定した。平成 29年～令和元年の

平均値を目標とし、毎年、0.1%の増加を目標設定とした。 

●WEBサイトのアクセス状況 

令和元年 5月に自社 WEBサイトをリニューアルし、令和 2年 1月からアクセス分析システムを導 

入した。令和 2年 1月からの実績を基準とし、平均値を今年度の目標値として算出し、毎年 10％ 

の増加を目標設定とした。 

●十勝のアウトドア観光消費額 

・北海道観光産業経済効果調査・十勝管内観光入込客数のデータと合わせて、管内アウトドア事業 

者にヒアリング調査を行いアウトドア目的での十勝来訪者の割合を算出し、全体の消費額に割合   

を乗じて算出。年 3%の増加を目標設定とした。また、2021（R3）年度目標値は 2020（R2）年度の  

目標値に、1～3月の観光入込 R1と R2を比較したときの割合 68.4％を乗じて算出した。 

・平成 25年から 7年連続で増加しているオートキャンプ参加人口や近年のアウトドア、キャンプブ 

ームの影響で、旅行先での旅の楽しみ方や過ごし方、目的にアウトドア要素が増えてきていると 

考えられる。一方で、新型コロナウイルスの影響により、キャンプなどアウトドアは新しい生活 

様式に合致し、3密になりにくいキャンプや BBQ、キャンプ、アウトドアアクティビティなどアウ 

トドア空間での過ごし方に関心を持つ人は、今後も増えると思われる、一方、旅行形態は団体か 

ら少人数旅行の傾向が強まることが予想されることから、体験価値をさらに高め、1人当たりの消 

費額を増加させる工夫が重要となる。令和 4年度から R2から R3を比較し増加率は 12％だったが 

コロナ過の現状を想定し 10％で算出した。 

 

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し  

※少なくとも今後３年間について、計画年度毎に（１）収入、（２）支出を記入すること。 

※現に活動している法人にあっては、過去３年間の実績も記入すること。 

 

（１）収入 

年（年度） 総収入（円） 内訳 

2019（Ｒ１）

年度 

47,165（千円） 【市町村からの補助】28,959 千円（地方創生推進交付金

活用） 

【収益事業収入】18,206 千円 

2020（Ｒ２）

年度 

64,550（千円） 【市町村からの補助】31,570 千円（地方創生推進交付金

活用） 

【その他補助金】5,816 千円 

【収益事業収入】27,164 千円 
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2021（Ｒ３）

年度 

39,611（千円） 【収益事業収入】19,108 千円 

【補助事業収入 20,503 千円 

2022（Ｒ４）

年度 

58,918（千円） 【収益事業収入】35,918 千円 

【補助事業収入】23,000 千円 

2023（Ｒ５）

年度 

61,180（千円）  【収益事業収入】43,180 千円 

【補助事業収入】18,000 千円 

2024（Ｒ６）

年度 

71,030（千円） 【収益事業収入】54,030 千円 

【補助事業収入】17,000 千円 

 

（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2019（Ｒ１）

年度 

46,419（千円） 【一般管理費】36,751 千円 

【収益事業原価】8,747 千円 

【消費税返還】921 千円 

2020（Ｒ２）

年度 

52,834（千円） 【一般管理費】40,695 千円 

【収益事業原価 10,907 千円 

【消費税返還】1,232 千円 

2021（Ｒ３）

年度 

53,114（千円） 【一般管理費 41,214 千円 

【収益事業原価】10,535 千円 

【消費税返還】1,365 千円 

2022（Ｒ４）

年度 

66,742（千円） 【一般管理費】44,503 千円 

【収益事業原価】20,739 千円 

【消費税返還】1,500 千円 

2023（Ｒ５）

年度 

65,490（千円） 【一般管理費】38,510 千円 

【収益事業原価】23,740 千円 

【消費税返還】3,240 千円 

2024（Ｒ６）

年度 

70,880（千円） 【一般管理費】38,900 千円 

【収益事業原価】28,090 千円 

【消費税返還】3,890 千円 

 

（３）自律的･継続的な活動に向けた運営資金確保の取組･方針 
○収益事業 

・旅行商品やコンテンツ体験等の開発及び販売 

・アウトドアギアのレンタル及び販売 

・アウトドアなどによる地域の魅力づくりに関するコンサルタント 

・ふるさと納税返礼品や食材などの販売 

・企業・団体向けの野外で会議や研修を行うビジネスキャンプ・アウトドアミーティングプランの

開発及び販売 

 

○補助金等 

・補助金等を活用し、外部人材の登用やコンテンツ開発などの取り組みを進める 
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８. 観光地域づくり法人形成･確立に対する関係都道府県･市町村の意見 

 

北海道、帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別

村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町は、株式会社デ

スティネーション十勝を当該都道府県及び市町村における登録ＤＭＯ(地域連携ＤＭＯ)として登録

したいので、株式会社デスティネーション十勝とともに申請します。   

 

９．マーケティング･マネジメント対象区域が他の地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯ

と重複する場合の役割分担について（※重複しない場合は記載不要） 

 

【他の地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯとの間で、重複区域に関する連携や役割分担等について協議を

行った（行っている）か】 

エリアが重複する十勝川温泉旅館協同組合（音更町）、とは、具体的な役割分担や公的な会議等は行

っていないが、商品造成や事業者間での連携等については適宜連絡、協議を行う方針。 

また、その他地域の DMOとは、今後の連携や役割分担等については適宜協議等を行う予定。 

【区域が重複する背景】 

十勝川温泉旅館協同組合（音更町）が先に発足され、当ＤＭＯが後発で設立されたが、当ＤＭＯは

十勝１９市町村での地域連携ＤＭＯとして設立されたため重複している。 

【重複区域における、それぞれの DMOの役割分担について】 

※重複する活動がないか、第三者から見た際に合理的と捉えられる役割分担になっているか等を踏

まえて記入すること。 

当ＤＭＯは、十勝エリアにおいてアウトドア観光を軸に事業展開、ブランディング、プロモーショ

ン、商品や拠点の開発、編集等により観光地域経営を行っているため、区域内地域ＤＭＯとの事業

内容や役割について重複していても問題はないと考える。 

【前述の役割分担等によって、効率的、効果的な活動の遂行が期待できるか】 

単独地域だけではなく、複数地域での商品造成や事業連携等が必要な場合は、お互いの組織が連携

できるよう検討したい。 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 佐藤 洸 

担当部署名（役職） 株式会社デスティネーション十勝 マネージャ

ー 

郵便番号 080-0023 

所在地 北海道帯広市西 13条南 8丁目 1 

電話番号（直通） 0155－66－6191 

ＦＡＸ番号 0155－66－6192 
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Ｅ－ｍａｉｌ info@tokachi-dmo.jp 

 

１１. 関係する都道府県･市町村担当者連絡先 

 

都道府県･市町村名 北海道 

担当者氏名 中川 貴嗣 

担当部署名（役職） 経済部観光局受入体制整備グループ 主任 

郵便番号 060-8588 

所在地 札幌市中央区北 3条西 6丁目 

電話番号（直通） 011‐204-5303 

ＦＡＸ番号 011‐232-4120 

Ｅ－ｍａｉｌ nakagawa.takashi1@pref.hokkaido.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道帯広市 

担当者氏名 大宮 悠太 

担当部署名（役職） 経済部観光交流課 主任 

郵便番号 080-8670 

所在地 帯広市西 5条南 7丁目 1 

電話番号（直通） 0155-65-4169 

ＦＡＸ番号 0155-23-0172 

Ｅ－ｍａｉｌ tourism@city.obihiro.hokkaido.jp 

 

 

都道府県･市町村名 北海道音更町 

担当者氏名 惣万 麻美 

担当部署名（役職） 経済部商工観光課観光係 係長 

郵便番号 080-0198 

所在地 河東郡音更町元町 2 

電話番号（直通） 0155-42-2111 

ＦＡＸ番号 0155-42-2969 

Ｅ－ｍａｉｌ shoukoukankouka@town.otofuke.hokkaido.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道士幌町 

担当者氏名 澤崎 聖美 

担当部署名（役職） 産業振興課 主査 

郵便番号 080-1200 

所在地 河東郡士幌町字士幌 255 

電話番号（直通） 01564-5-5213 

ＦＡＸ番号 01564-9-5812 
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Ｅ－ｍａｉｌ sansingroup1@shihoro.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道上士幌町 

担当者氏名 田村 景勝 

担当部署名（役職） 商工観光課 主事補 

郵便番号 080-1408 

所在地 河東郡上士幌町字上士幌東 3線 238 

電話番号（直通） 01564-2-4291 

ＦＡＸ番号 01564-2-4637 

Ｅ－ｍａｉｌ syoukoukankouka@town.kamishihoro.hokkaido.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道鹿追町 

担当者氏名 大西 亮一 

担当部署名（役職） 商工観光課 課長補佐 

郵便番号 081-0292 

所在地 河東郡鹿追町東町 1丁目 15番地 1 

電話番号（直通） 0156-66-4034 

ＦＡＸ番号 0156-66-1620 

Ｅ－ｍａｉｌ shoukou@town.shikaoi.lg.jp 

 

 

都道府県･市町村名 北海道新得町 

担当者氏名 奈須 翔樹 

担当部署名（役職） 産業課観光振興係 主事 

郵便番号 081-8501 

所在地 上川郡新得町 3条南 4丁目 26 

電話番号（直通） 0156-64-0522 

ＦＡＸ番号 0156-64-6464 

Ｅ－ｍａｉｌ kankoushinkou@town.shintoku.hokkaido.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道清水町 

担当者氏名 青砥 悠賀 

担当部署名（役職） 商工観光課  

郵便番号 089-0192 

所在地 上川郡清水町南 4条 2丁目 2 

電話番号（直通） 0156-62-5042 

ＦＡＸ番号 0156-62-5116 

Ｅ－ｍａｉｌ syoko@town.shimizu.hokkaido.jp 
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都道府県･市町村名 北海道芽室町 

担当者氏名 渡辺 浩二 

担当部署名（役職） 魅力創造課 課長補佐兼係長 

郵便番号 082-8651 

所在地 河西郡芽室町東 2条 2丁目 14 

電話番号（直通） 0155-62-9736 

ＦＡＸ番号 0155-62-9920 

Ｅ－ｍａｉｌ s-kankou@memuro.net 

 

都道府県･市町村名 北海道中札内村 

担当者氏名 柳澤 一充 

担当部署名（役職） 産業課産業グループ 課長補佐 

郵便番号 089-1392 

所在地 河西郡中札内村大通南 2丁目 3 

電話番号（直通） 0155-67-2495 

ＦＡＸ番号 0155-67-2156 

Ｅ－ｍａｉｌ s-sangyo@vill.nakasatsunai.hokkaido.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道更別村 

担当者氏名 成田 匡佑 

担当部署名（役職） 産業課農政係兼商工労働観光係 主事 

郵便番号 089-1595 

所在地 河西郡更別村字更別 189番地 1 

電話番号（直通） 0155-52-2211 

ＦＡＸ番号 0155-53-3005 

Ｅ－ｍａｉｌ furusato@sarabetsu.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道大樹町 

担当者氏名 猪狩 浩介 

担当部署名（役職） 企画商工課商工観光係 係長 

郵便番号 089-2134 

所在地 広尾郡大樹町東本通 33 

電話番号（直通） 01558-6-2114 

ＦＡＸ番号 01558-6-2495 

Ｅ－ｍａｉｌ shoko_kanko-kakari@town.taiki.hokkaido.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道広尾町 

担当者氏名 室谷 直宏 
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担当部署名（役職） 水産商工観光課 課長 

郵便番号 089-2692 

所在地 広尾郡広尾町西 4条 7丁目 1 

電話番号（直通） 01558-2-0177 

ＦＡＸ番号 01558-2-4933 

Ｅ－ｍａｉｌ s-shokokanko@town.hiroo.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道幕別町 

担当者氏名 松田 裕美 

担当部署名（役職） 経済部商工観光課  

郵便番号 089-0692 

所在地 中川郡幕別町本町 130-1 

電話番号（直通） 0155-54-6606 

ＦＡＸ番号 0155-54-5564 

Ｅ－ｍａｉｌ kankokakari@town.makubetsu.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道池田町 

担当者氏名 前原 航大 

担当部署名（役職） 産業振興課商工観光係 主任 

郵便番号 083-0021 

所在地 中川郡池田町字西 1条 7丁目 11 

電話番号（直通） 015-572-3218 

ＦＡＸ番号 015-572-5560 

Ｅ－ｍａｉｌ syoukou@town.hokkaido-ikeda.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道豊頃町 

担当者氏名 加藤 賢哉 

担当部署名（役職） 商工観光課観光係 主事 

郵便番号 089-5312 

所在地 中川郡豊頃町茂岩本町 125 

電話番号（直通） 015-578-7202 

ＦＡＸ番号 015-578-7203 

Ｅ－ｍａｉｌ kanko@town.toyokoro.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道本別町 

担当者氏名 佐藤 駿 

担当部署名（役職） 企画振興課  

郵便番号 089-3392 
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所在地 中川郡本別町北 2丁目 4-1 

電話番号（直通） 0156-22-8121 

ＦＡＸ番号 0156-22-3237 

Ｅ－ｍａｉｌ kankou@town.honbetsu.hokkaido.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道足寄町 

担当者氏名 林 俊英 

担当部署名（役職） 経済課林業商工観光室 室長 

郵便番号 089-3797 

所在地 足寄郡足寄町北 1条 4丁目 48-1 

電話番号（直通） 0156-25-2141 

ＦＡＸ番号 0156-25-5909 

Ｅ－ｍａｉｌ syoukou@town.ashoro.hokkaido.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道陸別町 

担当者氏名 清水 遊 

担当部署名（役職） 産業振興課商工業振興担当 主任主査 

郵便番号 089-4311 

所在地 足寄郡陸別町東 1条 3丁目 

電話番号（直通） 0156-27-2141 内線 132 

ＦＡＸ番号 0156-27-2798 

Ｅ－ｍａｉｌ syoukou@rikubetsu.jp 

 

都道府県･市町村名 北海道浦幌町 

担当者氏名 渡部 裕貴 

担当部署名（役職） 産業課商工観光係 係長 

郵便番号 089-5692 

所在地 十勝郡浦幌町字桜町 16-5 

電話番号（直通） 015-576-2181 

ＦＡＸ番号 015-576-2519 

Ｅ－ｍａｉｌ sangyou@urahoro.jp 

 



項目
2019
（R1）
年度

2020
（R2）
年度

2021
（R3）
年度

2022
（R4）
年度

2023
（R5）
年度

2024
（R6）
年度

旅行
消費額
(百万円)

目標
182,527 184,500 126,198 145,956 157,642 170,253

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

実績
197,459 124,957 135,153

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

延べ宿泊
者数
(万人)

目標
219 225 154 154 169 185

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

実績
210 122 140

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標
27 30 33 58 59 60

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

実績
35 37 57

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

リピーター
率
(％)

目標
69 50 51 52 53 54

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

実績
40 36 38

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

法人名：株式会社デスティネーション十勝

【区域】北海道十勝管内19市町村
(帯広市・音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町・新得町
・清水町・芽室町・中札内村・更別村・大樹町・広尾町
・幕別町・池田町・豊頃町・本別町・足寄町・陸別町
・浦幌町)

【設立日】 2017年4月5日
【登録日】 2021年3月31日
【代表者】 後藤 健市
【マーケティング責任者（CMO）】 佐藤 洸
【財務責任者（CFO）】 佐藤 寛之
【職員数】 7人
（常勤4人（正職員3人、出向等1人）、非常勤3人）
【連携する主な事業者】
十勝管内観光協会、株式会社スノーピーク、
株式会社JTB、交通・宿泊・観光・アウトドア事業者

（観光地域づくりのコンセプトを記載）

合意形成の仕組み

登録区分名：地域連携ＤＭＯ

※（）内は訪日外国人旅行者に関する数値

法人のこれまでの活動実績

【情報発信・プロモーション】
・ＨＰ、SNSによる情報発信
・「とかちむら」内に情報発信、レンタル、物販の設置
・協議会「十勝アウトドア観光会議」の設立
・市場調査の実施
・先進事例調査
【観光資源の磨き上げ】
・企業のミーティングなどをキャンプスタイルで行うビ
ジネスキャンプの企画販売
・牧場、ガーデン等の未活用フィールドでのキャンプ
商品の企画販売
・インバウンドオーダーメードツアーの企画販売
・手ぶらキャンプの企画販売
・冬のグランピングモニターツアーの実施

・ふるさと納税返礼品の開発販売
・アヴァントサウナプランの企画販売

戦略

【該当する登録要件】 ②
【概要】
十勝管内19市町村及び観光協会、十勝観光連盟、アウトドア観光関
係事業者、交通事業者、宿泊事業者で構成する協議会「十勝アウトド
ア観光会議」（以下「協議会」）を2017年7月に設立し、アウトドアを
中心とした観光戦略の合意形成を図る。
2020年度に地域の二次交通（十勝圏二次交通活性化推進協議会）、
宿泊事業者（とかち帯広ホテル旅館組合）も当協議会に加入。

【主なターゲット】
＜大都市圏在住の30～50代＞
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】

・アウトドアアクティビティへの関心や、十勝への潜在的な訪問意欲
が高い。

・子供へ非日常体験をさせたい都会の親のニーズに対し、自然に囲
まれここならではの多彩なアクティビティがある十勝のフィールドが
マッチする。

＜アジアからのインバウンド層＞
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
・FIT化が進む台湾・香港・シンガポールは北海道ならではの体験を

求める層が増えており、キャンプやサイクリングなど十勝の有するコ
ンテンツにも関心が高い。

・雪や氷への関心も高く、熱気球や犬ぞりなど十勝ならではの冬のア
クティビティとの親和性も高い。

＜インセンティブツアー、ミーティングなどビジネスユース層＞
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】

・十勝のフィールドでのグランピングやキャンプの基本機能を活かし
たチームビルディングなどビジネスミーティングやインセンティブツ
アーなどは需要が見込まれる。

実施体制

観光関連事業者と戦略との整合性に
関する調整・仕組み作り、プロモーション
株式会社デスティネーション十勝が策定する事業戦略に
ついて、「十勝アウトドア観光会議」での承認を経た後、
事業推進に関係する自治体や事業者、DMO等と連携し
て各種事業を推進する。また、コンテンツ開発等を迅速
に進めるため、アウトドア関係事業者で組織する「アウ
トドア事業者部会」を組織する。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【総収入】 39,611千円（収益事業等19,108、市町村補助：20,503千円）

【総支出】 53,114千円（販管費：51,749千円、消費税返還：1,365千円）
※地方創生推進交付金による市補助金は令和2年度で終了

【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
旅行、レンタル、物販、コンサルの収益事業の拡大、補助事業等の活用した商
品開発やPRにより運営資金を確保する

マーケティング・マネジメントする区域

ＫＰＩ（実績･目標）

記入日： 令和4年 10月 9日


