
 

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 

（一社）下呂温泉観光協会 

マーケティング･マネ

ジメント対象とする

区域 

岐阜県下呂市 

所在地 岐阜県下呂市 

設立時期 昭和 21 年 12 月 5 日（社団法人化は平成７年５月１０日） 

職員数 １３人【常勤６人（正職員６人、契約職員５名、非常勤２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） 

（（氏名） 

瀧 康洋 

（出身組織名） 

㈱水明館 

下呂温泉「水明館」の代表取締役であり、（一社）

下呂温泉観光協会の会長として、明確な方向性を

示し、全国の旅行業者・関係機関との連携をマー

ケットに応じて決定し、確実な事業展開を実施す

るとともに組織全体の中心的な役割を担う。 

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 

（氏名） 

松村 優也「専従」 

DMO とエコツーリズムを組み合わせた E-DMO 事

業の展開、下呂市エコツーリズム推進協議会の運

営を担う。組織の中核として、自治体や民間事業

者と連携した観光振興を推進する。データ収集・

分析事業において中心的な役割を担う。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

 

（氏名） 

今井 奈美「専従」 

古田 喜久雄「税理

士」（監督） 

 

（出身組織名） 

古田喜久雄税理士事務

所「税理士」 

全経簿記検定 1級資格を取得しており、運営収支

や財源確保に関する一般社団法人下呂温泉観光協

会の持続可能な運営に関する実務を担う。 

 

税理士は、税理士法人飛騨会計事務所で 10年間勤

務。一般社団法人下呂温泉観光協会の理事として

持続可能な運営のため、運営収支や財源確保に関

する内容に対して監視や検査を担う 

プロモーション 

責任者 

（氏名） 

富永 祐介「専従」 

 

デジタルプロモーション・各種媒体・広告出稿業

者を一手に取りまとめ、下呂温泉を中心としたプ

ロモーション戦略を担当。また、全国へのキャラ

バン活動(旅行会社・各種団体訪問)実施による営

業展開も手掛ける。 

MICE・トヨタ生産方

式カイゼンリーダー

責任者 

（氏名） 

清田 瑞帆「専従」 

下呂市内全域における MICE 誘致、助成金による支

援活動などの営業展開、SDGs によるトヨタ生産方

式に基づくカイゼンリーダーとして地域への生産

性向上に関する事業を担う。 

イベント・まちづく

り担当 

（氏名） 

中田 俊一「専任」 

各種イベント・まちづくり（植栽・街の清掃活動

等）に関する事業を担う。 
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交流研修・エコツー

リズム担当 

（氏名） 

桂川 由美子「専任」 

各種交流研修・セミナーに関する事業、下呂市エ

コツーリズム推進協議会の運営を担う。 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

下呂市観光商工部観光課 

国、県または他市町村との連絡調整、連携事業の実施、財源確保 

連携する事業者名及

び役割 

◆下呂温泉旅館協同組合 

下呂温泉地域のプロモーション展開・宿泊(斡旋・予約)を取りまとめる。 

◆下呂市商工会連絡協議会 

下呂市全域・5つの商工会※1の連携による事業展開。（特産品開発等） 

◆下呂市下呂温泉合掌村事業 

下呂温泉最大の観光施設であり、宿泊観光の要となる。 

◆下呂交流会館 

下呂市最大のキャパシティーを誇る複合施設。MICE 誘致の要となる。 

◆下呂市エコツーリズム推進協議会  地域資源の掘り起し、ツアー開発 

※1 下呂商工会・萩原町商工会・金山町商工会・下呂市馬瀬商工会・小坂町商工会 
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） 

①下呂温泉観光協会による誘致宣伝委員会（DMO 委員会） 

毎月の宿泊データ等の分析やプラットフォームシステム分析・CRM アプリ分析

とそれに応じた営業戦略を企画する会合。月一回開催。上記連携する諸事業

者が出席し、各地域が同じ目標に立ち連携・合意形成している。地域連携や

財源確保などをテーマに、下呂市に最適な DMO の組織体制や運営方針を定め

ることとし、観光地域づくりの推進主体を担う。 

(誘致宣伝委員会のイメージ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②組織外において下呂市観光客特別誘致対策協議会を構成し、下呂温泉旅館

協同組合、下呂商工会、行政等と連携して観光課題を共有し、具体的な誘客

事業を展開している。 

 

誘

致

宣

伝

委

員

会

・

下

呂

市
DMO
委

員

会

(一社)下呂温泉観光協会
正会員・賛助会員へ

(事業所・店舗・宿泊施設)

下呂温泉旅館協同組合 加盟宿泊施設へ

萩原町観光協会・金山町観光協会

南飛騨馬瀬川観光協会・飛騨小坂観光協
会

各地域へ

下呂市商工会連絡協議会
5地域の商工会へ

(商店・事業所)

下呂市観光商工部
行政連携

(下呂市・岐阜県・国)

下呂温泉合掌村

下呂交流会館

下呂市エコツーリズム

推進協議会
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③その他、宿泊施設等と連携したデータ収集・分析事業のプラットフォーム

やＣＲＭアプリを活用し分析のもと臨機応変に意思決定を行いスピード感

のある事業実施が可能。 

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 

 

年に 4回、観光地域づくりに関する取り組みや、事業の紹介を掲載する「観

光協会だより」を発行し、市内全域に新聞折り込みにて配布。 

 その他、地域住民と協働した環境美化活動の実施や、地域の良さを知り地

域に誇りを持つための資源の掘り起しや市民限定ツアー「ワンコイントリッ

プ」を実施（現在は「下呂で遊ぼうキャンペーン」という最大半額で楽しめ

るツアー企画を展開）また、プラットフォーム・ＣＲＭアプリ参画施設は毎

日下呂市全体の傾向をチェックできる体制が整っている。 

法人のこれまでの活

動実績 

 

 

（活動の概要） 

発見以来千年にわたって湧き出る「下呂温泉」への観光・宿泊客誘致を発

足以来約 70 年に亘って行っている。 

 

○日本三名泉の締結(草津・有馬・下呂:H8) 

○韓国儒城温泉との友好提携(H9) 

○観光客誘致会議の開催(関西・関東・中部の旅行業者を招請) 

○全国各所における下呂温泉観光展の実施(旅フェアなど) 

○全国旅行業者訪問(毎年:関東・関西・中部・北陸・中国・四国・九州) 

○いでゆ夜市サマーフェスティバル in下呂温泉の開催(毎年 7 月～8月) 

○キャンドルイルミネーションの開催(毎年 12/24) 

○デジタルフォトラリーの実施（年 1 回） 

○観光セミナーの開催(年 1 回) 

○おもてなし研修の開催(年 1 回) 

○湯けむり横丁にぎわいバザールの開催(H27.9～H30.11) 

○アンテナショップの開設(東京都吉祥寺 H27.9～H28.2) 

○台中市温泉観光協会との友好提携（H29.2） 

〇電動レンタサイクルの運営（H30～） 

〇花木の植栽と定期的な管理（毎年） 

〇飛騨川クリーン大作戦 清掃活動（毎年 3月） 

〇エコツーリズム推進全体構想認定に伴う道路運送法の特例を活用した体験

型商品の開発（H30） 

〇宝探し事業（H30） 1054 枚／2714 種類の観光資源の掘り起し 

〇フェノロジーカレンダー活用による商品開発（H30） 

〇ワンコイントリップ事業（H28～R1） 

〇ガイド人材育成事業（H28～） 

〇デジタルプロモーションの実施（毎年実施） 

〇宿泊施設等と連携したデータ収集・分析事業（R2～） 

〇宿泊施設と着地型観光事業者の連携事業（H29～） 

〇着地型体験 PR 動画素材作成（R2/4 本制作） 

〇素肌美人スイーツ商品開発事業（H28～） 

〇観光地点調査（満足度・消費額・リピーター率）（H29～） 

〇SDGｓ事業認定の取得（R2～） 

〇市民参画イベント「下呂で遊ぼう」の実施（R2～） 

〇着地型体験 PR 動画配信活用事業（R3） 

〇下呂まる得ガイドブック「よりみち下呂」作成事業（H30～） 

〇下呂市周遊スタンプラリー事業（R2～） 

〇下呂温泉郷湯めぐりスタンプラリー事業（R2～） 

〇下呂温泉郷公式アプリ促進事業（R2～） 

〇データ利活用における人材育成（R3～） 



（別添）様式１ 

3 
 

〇下呂市体験一元化 WEB サイト構築事業（R3～） 

〇アドベンチャーツーリズム造成等事業(R3) 

〇広域周遊観光促進のための観光地域支援事業（R3） 

〇地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進事業(R3) 

〇既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業（R3） 

〇下呂未来創造プロジェクト（5G・DX を活用した観光振興）の締結（R3） 

 

（定量的な評価） 

 全国への営業・イベント出展・広告出稿等の露出は基より、昭和 40 年よ

り、全宿泊施設からデータを収集した「宿泊調査」を開始。これにより、地

域全体としての結束力の向上や、宿泊客の動向把握、宿泊客誘致の為の具体

的戦略立案等、人気温泉地としての地位を確立していくことに成功した。 

また、近年加速するデジタル化（DX）の対応の為、デジタルプロモーショ

ンによるアクセス解析や宿泊調査のプラットフォームシステムの活用によ

り、よりスピーディーな細かい分析による検証可能な戦略立案を確立した。 

下呂市民総参加による「宝探し」事業において、眠っている観光資源 2,714

種類を掘り起こし、それらをまとめた「フェノロジーカレンダー」として発

行。これを活用したエコツアープログラムを開発し下呂市民限定の体験ツア

ー「ワンコイントリップ」を開催。参加者へアンケート調査を行いツアープ

ログラムの質の向上、観光資源の磨き上げに成功した。 

また、毎月 10日までに各地域の体験プログラムのデータ収集・分析を行い

エコツーリズム推進全体構想認定に伴う道路運送法の特例を活用しながら新

たな商品開発に役立てている。 

人材育成事業も下呂市および周辺地域において、地域の資源を活用したエ

コツアーの企画・実施を行う人材を育成するためにエコツアーガイド講習会

の開催とガイダンス機能の強化を行っている。 

また、宿泊施設と着地型観光事業者との連携により滞在時間延長、顧客満

足度の向上、旅行消費額の増加に成功した。 

 

◆キャンペーン・イベント出展回数 

◎岐阜県主催 

平成 24 年度 30回、平成 25 年度 41回、平成 26年度 34回、平成 27 年度 22

回、平成 28 年度 33回、平成 29 年度 29回、平成 30 年度 30回 令和元年度

44 回 令和 2年度 26 回 

 

◎当協会主催 

平成 24 年度 7回、平成 25 年度 12回、平成 26 年度 9 回、平成 27 年度 8回、 

平成 28 年度 9回、平成 29 年度 11回、平成 30 年度 10回 令和元年度 3回 

令和 2年度 6 回 

 

◆キャラバン訪問件数 

平成 30 年度：年間 272 件 令和元年度：年間 283 件 令和 2年度：年間 438

件（商談会 6 回） 

 

◆広告出稿数(年間) 

15 種(ラジオ・TV・雑誌・WEB 等) 
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◆宿泊者数の推移 

昭和 42 年度 737,632  平成 5 年度 1,561,841 

昭和 43 年度 812,760  平成 6 年度 1,596,810 

昭和 44 年度 843,011  平成 7 年度 1,563,254 

昭和 45 年度 862,637  平成 8 年度 1,445,273 

昭和 46 年度 951,780  平成 9 年度 1,385,209 

昭和 47 年度 1,009,069  平成 10 年度 1,281,765 

昭和 48 年度 1,126,878  平成 11 年度 1,220,071 

昭和 49 年度 1,153,813  平成 12 年度 1,178,293 

昭和 50 年度 1,071,633  平成 13 年度 1,150,584 

昭和 51 年度 1,051,163  平成 14 年度 1,150,663 

昭和 52 年度 1,075,476  平成 15 年度 1,093,188 

昭和 53 年度 1,143,121  平成 16 年度 1,028,254 

昭和 54 年度 1,132,376  平成 17 年度 1,082,673 

昭和 55 年度 1,096,816  平成 18 年度 1,126,427 

昭和 56 年度 1,098,081  平成 19 年度 1,129,220 

昭和 57 年度 1,149,412  平成 20 年度 1,075,295 

昭和 58 年度 1,133,314  平成 21 年度 1,008,368 

昭和 59 年度 1,205,419  平成 22 年度 965,369 

昭和 60 年度 1,335,126  平成 23 年度 1,003,361 

昭和 61 年度 1,435,273  平成 24 年度 1,015,276 

昭和 62 年度 1,471,911  平成 25 年度 1,017,908 

昭和 63 年度 1,454,983  平成 26 年度 984,501 

昭和 64 年度・平成元年度 1,561,560  平成 27 年度 1,042,570 

平成 2 年度 1,652,760  平成 28 年度 1,048,243 

平成 3 年度 1,628,969  平成 29 年度 1,104,404 

平成 4 年度 1,636,943  平成 30 年度 1,080,063 

   令和元年度 1,037,616 

   令和 2 年度 512,498 

   令和 3 年度 582,564 
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◆観光経済新聞社主催「にっぽんの温泉 100 選」 

旅行会社やネットエージェントが選ぶ日本の温泉地ランキング。 

どのような温泉地が旅行者に支持されているか探ると共に、観光業界がお墨

付きを与えるランキングにおいて過去 4年 10 位以上で最も良い年で 2位を獲

得。2021 年には、サステナブルな活動に対し「実行委員会特別賞」も受賞し

Ｗ受賞を獲得。 

 

温泉名 所在地 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 

草津 群馬県 1 1 1 1 

別府八湯 大分県 3 2 2 3 

下呂 岐阜県 3 6 3 2 

指宿 鹿児島県 4 3 5 8 

道後 愛媛県 5 5 6 4 

◆エコツアー・体験型商品の推移（H30～） 
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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）。 

（実施体制図:一般社団法人下呂温泉観光協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実施体制の概要） 

下呂温泉地域の誘客による地域経済の発展を主とした団体。年回を通じた

事業報告・次年度計画・予算決算等については年一回の通常総会によって議

決。各事業の実際の遂行は、4つの委員会によって取りまとめられ、毎月開催

される理事会において承認。 

 

(実施体制図:下呂市 E-DMO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（実施体制の概要） 

 下呂市内の観光振興を図り、それに伴った産業・経済の活性化ならびに公共

福祉に寄与し、下呂市の発展を図ることを目的とした団体。専門部会・総会

によって年間の計画等を議決。 
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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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区域設定の考え方】 

 平成 16 年に 4 町 1 村が合併し現在の下呂市が誕生。従来の旧町村の区域を維持させながら、区域

ごとの観光資源と培ってきたノウハウを有効活用しプロモーション展開する。 

 従前より、対外的プロモーション戦略に長けている下呂エリアを中心に集客を図り、下呂を起点と

した各地域への周遊観光による消費の拡大を目指す。 

 

【観光客の実態等】 

中部圏(愛知・岐阜・三重・長野・静岡)からの来訪者が 52.2%を占め、来訪者の性別・年代ともに

平準化の傾向。下呂温泉がある下呂地域を目的とした来訪者は、同所を起点に萩原地域、小坂地域、

金山地域、馬瀬地域へと周遊している。各地域の宿泊キャパシティは下図を参照。 

 

【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】 

(下呂地域)日本三名泉下呂温泉、9 箇所の足湯、合掌村、下呂交流会館、下呂温泉まつり、いでゆ夜

市サマーフェスティバル、いでゆ朝市、花火ミュージカル、花火物語、鳳凰座歌舞伎、白雲座歌舞伎、

田の神祭り 

(金山地域)飛騨金山温泉、金山巨石群、筋骨めぐり 蛍石ハンティングツアー、金山湖カヤック 

(萩原地域)飛騨川温泉、酒蔵めぐり、天領朝市、南ひだ健康道場 

(馬瀬地域)南飛騨馬瀬川温泉、日本一に輝いた鮎、水辺の館、「日本で最も美しい村連合」加盟の里山

風景 

(小坂地域)濁河・湯屋・下島温泉、厳立峡、小坂の滝めぐり、御嶽パノラマライン 

【令和 2 年度 宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 
地域名 施設数 収容力(人) 

下呂 49 7,481 

萩原 7 186 

小坂 10 371 

馬瀬 4 174 

金山 4 96 

合計 74 8,308 
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【利便性：区域までの交通、域内交通】 

 下呂市への来訪者のうち 61.8%が自家用車による来訪となっている。年間 100 万人が宿泊する下呂温泉を起点に、各

エリアまでの到達時間は図の通りであり、周遊観光地として利便性は比較的高いと言える。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響により個人客が増加したが、コロナ前から個人客対応に対する取組を実施

してきた当地において、自家用車使用が最も多く、これは国内の個人客（新規・リピーター）が多く来訪していると言

える。鉄道では東京から３時間１０分、大阪から２時間１０分、自動車では高山 IC、中津川 IC、富加関 IC、美濃加茂

IC などからそれぞれ１時間。また、エコツーリズム推進全体構想認定に伴う道路運送法の特例を活用する事ができる。 

 

【外国人観光客への対応】 

①指さし会話帳:外国人向けパンフレット。外国人との会話をサポート。飲食店版、小売店版、疾病サポート版を市

内に配布。言語は中国語 2種、韓国語 1種、英語 1種の計 4種。 

誘客用パンフレット作成 9言語（英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語、タイ語、フランス語、ドイツ語、イタ

リア語、スペイン語） 

 

②Pocket Wi-Fi の貸出:下呂地域の宿泊施設にて無料貸出。 

 

③下呂市総合観光案内所を外国語対応可能とし、JNTO のカテゴリー認定①として登録。 

 

④下呂温泉街の道標看板・案内図看板整備 

・ピクトグラム（トイレ、公園、足湯、避難所等）の追加 

 ・多言語化（日本語、英語、簡体字、繁体字、韓国語） 

 

 

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 

ＷＥＢサイトのアクセス状況 地域に対する顧客の関心度や施策

の効果等を把握するため。 

Google アナリティクスを活用して

実施。 

観光入込客数 区域内来訪者数把握のため 

観光誘客促進のため 
岐阜県観光入込客統計調査 

延べ宿泊者数 延べ宿泊者数 下呂温泉宿泊調査他 

旅行消費額 経済効果測定のため 観光・宿泊施設での留置調査 

来訪者満足度 評価把握による継続的来訪のため 観光・宿泊施設での留置調査 

リピーター率 評価把握による継続的来訪のため 観光・宿泊施設での留置調査 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
年間約 100 万人が宿泊する下呂温泉を中心とした下呂市は、周辺有名観光地への周遊利便性も高

く、観光立市として観光が基幹産業となっている。その中で下呂温泉エリアでは 50年前より全宿泊

施設における宿泊調査を実施し、そのデータを基に日々変化する観光市場に対し適切な営業を行う

事で来訪者の安定が図られ、地域経済へ多大な効果がもたらされているのと同時に、全国における

人気温泉地としての地位を確立している。また、近年では WEB 関連のデジタルマーケティングにも

着手し、従来のアナログマーケティングと合わせ、より精度の高いデータ分析を毎月のマネジメン

ト会議によって、観光市場への適切なプロモーションへ繋げている。 

また、「観光地域づくり法人による宿泊施設等と連携したデータ収集・分析事業」によるプラット

フォームシステムやＣＲＭアプリの活用により人口減少や新型コロナウイルス禍、大規模災害など

による地域経済、社会等の影響において、よりスピーディーな細かい分析による検証可能な戦略立

案を確立し、前年比 49.4％におさえる事ができた。特に前年 3 月に関しては、リピーターと新規顧

客を同時に獲得した事により前年比 3 割減に留めた。まさにデータ収集・分析による戦略が成果と

して表れた結果となった。（高速な PDCA を展開） 

地域特性や地域経済のなかで、周辺の観光資源を持つ 4地域(小坂・萩原・馬瀬・金山)と強い連

携による整備・開発、情報発信ならびに受け入れ態勢の強化を行い、エコツーリズムと DMO による
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「E-DMO」の活動により、来訪客を呼び込む流れを確立させ、プロモーション戦略と合わせること

で、滞在時間延長、顧客満足度の向上、旅行消費額の増加につなげることとしている。 

更に、新型コロナウイルス禍の中いち早く独自のガイドライン（宿泊施設・体験事業者）を作成

し、安心・安全な受け入れ態勢で下呂市を PR するとともに、MICE である「全国エコツーリズム大会

in 下呂市」の成功や SDGｓ事業認定の取得により各地域の結束が深まり、より各地域との連携がス

ムーズになり、地域住民との交流を通して新たな雇用の創出や担い手不足の解消、交流人口の増加

につなげることとしている。 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 

内

部

環

境 

強み（Strengths） 

●周辺地域には無い泉質の良さを誇る下呂温泉 
●御嶽山や飛騨川、馬瀬川など、エコツーリズ

ムのフィールドとなる多様性のある自然 
●宿泊施設の充実(約 8,300 人収容) 
●宿泊施設等と連携したデータ収集・分析によ

る検証可能な戦略策定の仕組み及び高速 PDCA 
●若年層から老年層まで幅広い顧客が来訪する

地域 
●マーケットインによる商品開発（素肌美人ス

イーツ） 
●JR 高山本線、下呂駅をはじめ８つの駅の存在 
●地域観光協会の戦略的プロモーション活動 
●全国的には珍しい温泉地としての MICE およ

びインバウンド誘客における実績 

弱み（Weaknesses） 

●観光名所の少なさ 
●観光需要に対して受入環境の不足な案内看板

や窓口 
●早く閉まる土産物屋と商店街 
●脆弱な道路交通網(二次交通、高速道路) 
●5 つの地域を結ぶ交通網の少なさ 
●市民の観光に対する認識不足(生かされていな

いホスピタリティー都市宣言) 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 
●観光のニーズが多様化しており、エコツアー

や各種体験プログラムが求められている。 

●団塊の世代以上の更なる市場拡大 
●広域連携による多様な誘客策 
●人口減少による交流関係人口増の策 
●各種アクセス道の開通、リニアの整備 
●国の政策に伴う訪日外国人観光客増加による

当市への波及効果（大阪万博） 
●デジタル化（DX）の市場拡大及びマーケター

人材育成 

脅威（Threat） 

●国内人口の減少 
●他観光地との競争激化 
●若年層の旅行離れによる市場の縮小 
●大規模災害(水害)、自然災害(御嶽山噴火など) 
●温泉の枯渇 
●新型コロナウイルス禍による国内及び海外の

観光市場の変化・影響 
●デジタル化による市場の変化のスピード 

※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）。 
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（３）ターゲット 
○第１ターゲット層  

国内宿泊観光客（個人） 

○選定の理由 ○取組方針 

マーケティング調査で判明している、20 代から 60 代まで比較的平準化された現状の宿泊客を今後

もバランス良く維持したい。(20 代:22.7%、30 代:15.2%、40 代:19.8%、50 代:14.7%、60 代:23%、そ

の他 4.3%)同時に新規顧客(38%)・リピーター(48.4%)で構成される現在の傾向を維持しつつも、満足

度調査などの充実により再来訪意向につながる要因を分析し、新型コロナウイルス禍などの観光市

場の変化のスピードに対応する他それに基づいてターゲット層へ強力に訴求するコンテンツを磨き

上げる。 

○ターゲット層  

国内宿泊観光客（長期的滞在の個人）リピーター・新規顧客 

○選定の理由 ○取組方針 

 R2 年度のマーケティング調査（観光地点調査）で国内宿泊観光客の総合満足度は 88.3％と高く訪

問地点数 2.33 回、訪問回数（リピーター）6.3 回と来訪経験のある方が顕著に伸びており、新型コ

ロナウイルス禍の時期に多くのリピーターが再来訪している為、この傾向から国内宿泊観光客（長

期滞在の個人）と新規顧客をターゲットとした着地型旅行コンテンツを磨き上げる。 

○ターゲット層  

ワーケーション層（国内） 

○選定の理由 ○取組方針 

 近年、新型コロナウイルス禍の影響でワーケーションが推奨される中、ワーケーションにおける

受入態勢を強化や国の補助事業などを活用し、下呂温泉の宿泊施設や利用施設と周辺に点在する観

光資源を結びつけた商品を開発し、実証事業において分析をした上で新たなターゲット層の獲得に

向けた利便性の向上を図りたい。 

○ターゲット層  

団体客（ＭＩＣＥ） 

○選定の理由 ○取組方針 

新型コロナウイルス禍の影響で団体旅行が減少する中で、受入態勢（ガイドライン等）を強化し

宿泊施設の稼働率の向上や地域内消費を拡大させるべく、小規模から大規模コンベンションに至る

まで、当地の宿泊キャパシティーや助成金制度を生かした誘致を展開したい。顧客に対する支援制

度の拡充や、利用施設における利便性の向上を図りたい。 

○ターゲット層  

インバウンド（高単価、長期滞在） 

（国のターゲットは新型コロナウイルス感染症の緩和の状況による） 

○選定の理由 ○取組方針 

 新型コロナウイルス感染症の緩和の状況により国の選定は状況によるが、国の補助事業などを活

用し観光サービスの質を上げる等、高単価商品を開発して外国人旅行者への売り込みを図りたい。

また、着地型旅行コンテンツを充実させ、外国人旅行者が長期滞在を希望する観光地づくりを目指

す。 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 
日本三名泉「下呂温泉」が牽引するマーケティングを活用した滞在型観光地づくり 
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②コンセプトの考え方 
全国の温泉地において評価の高い下呂温泉は、とりわけ愛知・岐阜・三重・静岡圏域においても随

一の知名度を誇り、来訪意向も高い温泉地として認知されている。山間に良質の温泉がこんこんと湧

き出る宿場町として、年代・性別・初回・再訪問わず幅広い顧客に支持され、年間 100 万人以上の宿

泊により、まち全体の経済を牽引し、活性化に大きく寄与する結果となっている。 

戦略としては、アルカリ単純泉の肌への作用を下呂温泉の特筆すべき点とし、「素肌美人プロジェ

クト」という PR を大々的に行っている。特徴的な取組として、事前調査を実施したところ食べ歩き

料理やスイーツのニーズがある事がわかり、分析結果をもとに地元の食材を使用した「素肌美人スイ

ーツ」を開発し販売したところ、年々販売を伸ばす他、下呂温泉街に地元業者でスイーツ新店舗が出

店するなど地域活性化に繋がっている。 

これらの効果は下呂温泉地域のみならず、下呂温泉のネームバリューによって周辺の観光資源を持

つ 4 地域(小坂・萩原・馬瀬・金山)にも来訪客を呼び込む流れが確立されつつある。単独としては集

客力が弱い観光コンテンツを、互いの強い連携の中で整備・開発し、情報発信ならびに受け入れ態勢

の強化から地域間のマッチングが整備され観光客の滞在時間延長、顧客満足度の向上が図られてい

る。 

また、エコツーリズムと DMO による「E-DMO」の活動を通した「SDGs 事業認定」を民間ながら取得

したことにより他地域と差別化を図り、サステナブルな取組を世界に発信できる体制が確立されつつ

ある。また、宿泊施設等と連携したプラットフォームシステムや下呂温泉郷公式アプリの来訪者の動

向調査を最大限活用する事により、従来の観光マーケティングに磨きがかかり、検証可能な戦略策定

が可能なり、より体制が強固となる。 

下呂市（行政）としても下呂市観光計画を掲げ、「ホスピタリティ都市宣言」によって来訪者目線の

まちづくりを実施しており、そうした動きとも整合性を図りながら、下呂温泉を中心とした観光マー

ケティングを継続・強化し、顧客の動向を一早く分析し次の戦略を打ち出すことで、地域間競争に打

ち勝つ強い地域が生まれると考えられる。一方で、行政間で行われている広域連携を活用し、多様な

誘客・発信ツールを最大限に活かすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

観光マーケティングの実施 

来訪者の増加 

 

結果の分析・対策 

強い地域の確立 

 

  

下呂温泉を起点とした周遊観光地の確立 
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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。 

ＤＭＯを中心に地域の関連事業者と毎月 1 回会議を開き、情報

共有や事業の進捗状況・成果検証分析・宿泊データやアクセス

解析等の分析に基づいたプロモーション戦略を練る。各地域が

連携し合意形成を図る。 

また、年に 4 回、観光地域づくりに関する取り組みや、事業の

紹介を掲載する「協会だより」を発行し、市内全域に新聞折り

込みにて配布。 

プラットフォームシステム参画施設は全体の傾向と自施設をダ

ッシュボード上で毎日比較し傾向分析による戦略を練ることが

できる。 

下呂温泉「素肌美人プロジェクト」 下呂市観光計画ロゴ 

プラットフォームシステムとアプリの活用 SDGｓ事業認定 
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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 

飲食店や宿泊施設をはじめとする地域が提供する観光サービス

業に係るマーケティング調査を実施。昨今の変化の早い市場の

動向データを分析し、各店舗・施設へフィードバックを実施。 

また、下呂温泉郷公式アプリのデータベースを活用した顧客分

析による動向調査により、顧客に対するアプローチや商品開発 

の体制構築が可能。 
 

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 

宣伝力に長けた下呂温泉観光協会を中心とするワンストップ窓 

口(関係各所との連携)の実施、従来の広告媒体(新聞・テレ 

ビ・ラジオ・雑誌)やデジタル解析やプラットフォームシステ 

ムを活用したＳＮＳ広告、岐阜県及び中央日本観光総合機構と 

の連携によるイベント出展等、多方面から効果的なプロモーシ 

ョンを行い、満足度（口コミ）による波及を目指す。 

※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  

 

2018 

（Ｈ30） 

年度 

 

2019 

（Ｒ１） 

年度 

 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

●旅行消費額 

（百万円） 

目標 
495,000 500,000 295,000 324,500 354,000 421,400 

（54,500） （62,500） （28,800） （31,680） （34,560） （72,000） 

実績 
488,000 441,000 288,840    

（85,000） （74,500） （112）    

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目標 
1,180 1,120 550 605 660 1,000 

（130） （140） （34） （42） （50） （120） 

実績 
1,080 1,037 512    

（130） （120） （0.2）    

●来訪者満足度 

（％） 

目標 
86 87 88 90 92 95 

（77） （74） （75） （77） （80） （82） 

実績 

85 83 88    

（72） （70） （75）   
 

●リピーター率 

（％） 

目標 
60 65 66 75 77 80 

（35） （40） （45） （50） （55） （60） 

実績 
48 55 73    

（35） （43） （50）    
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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】 

下呂温泉では昭和 40 年代から宿泊者数のデータを蓄積しており、方面別・交通機関別等のマー

ケティングに資する観光統計を整備している。しかしながら持続性のある観光地経営のために

は定性的な効果も含めて明らかにし、把握する必要がある旅行消費額、延べ宿泊者数、来訪者

満足度、リピーター率の４つを必須 KPI とした。 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額：H29 年度までは岐阜県観光入込客統計調査の結果を参考に、目標の旅行消費単価 

を約 32,000 円とし、旅行消費額の目標値を設定した。H30 年度以降は、H29 年度から継続して 

行っている観光地点調査（市内の観光施設約 20地点におけるアンケート調査）を実施し、その 

実績値より設定。しかしながら、新型コロナウイルス禍による影響は計り知れないものがあり 

回復にも時間を要すると予測し目標値を R2 年度は 29,500 百万円に設定していた。 

（R2=R1 実績×0.7、R3＝R2 目標値の 1割増、R4=R2 目標値の 2割増）国内 

（R2=R1 実績×0.4、R3＝R2 目標値の 1割増、R4=R2 目標値の 2割増）外国人 

上記の R2年度目標値に対し、約 98％の達成率となりマーケティングが機能した結果となった。 

今後も新型コロナウイルス禍による観光市場の影響は計り知れないものがあるが、徐々に回復 

傾向に転じると考える。そのため、R5 年度には国内外ともに R1年度の実績まで回復すると見込 

み、目標値を 42,140 百万円とした。 

 

●延べ宿泊者数：国内市場の縮小傾向や収容人数の減少傾向などのマイナス要因がある中、団

体旅行誘致、MICE 誘致、インバウンド誘致等で「平準化」に取り組み、R2 年度までに宿泊者数

115 万人を目指していたが、新型コロナウイルス禍による影響は計り知れないものがあり、回復

にも時間を要すると予測し目標値を R2 年度は 55万人に設定していた。（R2 年度の 4 月～6月は

宿泊者が見込めないと予測） 

また、外国人宿泊者数に関しては団体から個人にシフトしている現状で、今後、高単価の客層

を取り込んでいく予定であったが、国内以上に影響は計り知れないものがあると予測し R2年度

は目標値を 3 万 4 千人と設定していた。 

（R2=R1 実績（4月～6月除く）×0.7、R3＝R2 目標値の 1 割増、R4=R2 目標値の 2 割増）国内 

（R2=R1 実績（4月～6月除く）×0.4、R3＝R2 目標値の 1 割増、R4=R2 目標値の 2 割増）外国人 

上記の R2年度目標値に対し、国内に関しては約 93％の達成率となり長年行ってきたリピーター 

施策と新規顧客の獲得というマーケティングが機能した結果となった。外国人宿泊者数に関し 

ては、規制等もあり見込める状況ではなかった為、約 200 名となった。 

旅行消費額と同じく今後も新型コロナウイルス禍による観光市場の影響は計り知れないものが 

あるが、徐々に回復傾向に転じると考える。そのため、R5年度には国内外ともに R1 年度の実績 

まで回復すると見込み目標値を国内 100 万人／外国人 7 万 2 千人とした。 

 

●来訪者満足度：旅行消費額同様、観光地点調査の実績値より設定。 

新型コロナウイルス禍による影響は計り知れないものがあり、回復にも時間を要すると予測し 

ているが、令和 2 年度において受入環境を重点的に強化したことやリピーター施策により、R2 

年度の満足度は 88％と目標値を達成することができた。更にリピーター確保による旅行消費額 

と宿泊者数の増加を目指すため R5年度には目標値を 95％とした。 

 

●リピーター率：OTA 各社へのヒアリング調査によれば、下呂温泉のリピーターは 50%～60%で

推移している。また、観光地点調査による結果によれば、これまで実施してきたリピーター施

策や受入態勢の強化により来訪者の満足度が R2年度に 88％を達成した。 

特に 5 回以上の来訪経験のある方が顕著に伸びており、更に来訪経験の回数に限らずリピータ

ーの満足度向上による施策をする事で 50％～60％に推移しているリピーター率を R5 年度には

80％を目指す。 
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（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】 

下呂市の観光地経営における最も重要な指標は宿泊者数であるが、宿泊者の誘致・集客には季

節的あるいは曜日による変動が大きく、それは観光地としての経営ロスにつながる。そのため

AGT による集客や MICE またはインバウンドによる誘致を積極的に行い「平準化」を目指す必要 

がある。しかし、新型コロナウイルス禍の影響は計り知れない状況であるため、コンベンショ

ン開催による宿泊者数やインバウンドの減少は著しいのが現状。 

そのため、新たに旅行社（AGT）への訪問件数やキャンペーン実施件数を指標に加え、旅行業界

の動向を旅行社（AGT）から情報収集することで、回復傾向の波を逃すことのないように誘客の

ための重要な指標とする。また、リアルな個人客の現場の声を聞くことで個人客のトレンドを

つかみプロモーション戦略に役立てる必要があるため指標とした。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●宿泊施設の稼働率：施設規模によってばらつきがあるものの、年平均 50%台で推移しているこ 

とから「平準化」への取り組みにより令和 2 年度 71%までにする目標値としていたが、新型コロ 

ナウイルス禍による影響は計り知れないものがあり回復にも時間を要すると予測し宿泊者数に 

伴い目標値を 36％としていた。 

（R2=R1 実績×0.7、R3＝R2 目標値の 1割増、R4=R2 目標値の 2割増） 

上記の R2年度目標値に対し、25％と減少結果となった。 

今後も新型コロナウイルス禍による観光市場の影響は計り知れないものがあるが、徐々に回復 

指標項目  
2018 

（Ｈ30）

年度 

2019 

（Ｒ１） 

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

●宿泊施設 

稼働率 

（％） 

目

標 

 

65 

 

67 

 

36 

 

40 

 

43 

 

52 

実

績 

 

51 

 

52 

 

25 

 

 

 

 

 

●コンベンショ

ン開催件数 

（件）国内 

目

標 
136 150 36 40 43 

 

115 

実

績 
134 115 19   

 

●コンベンショ

ン宿泊者数 

（人）国内 

目

標 

  

25,100 

   

25,200 

   

4,057 

 

4,463 

   

4,868 

 

13,523 

実

績 
17,042 13,523 1,962   

 

●AGT 訪問件数

（件） 

目

標 
200 250 350 450 460 

 

500 

実

績 
272 283 438   

 

●キャンペーン

参加件数

（件） 

目

標 
30 50 20 30 40 

 

50 

実

績 
30 44 26   
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傾向に転じると考える。そのため、R5 年度には R1 年度の実績まで回復すと見込み目標値を 

52％とした。 

 

●コンベンション開催件数、宿泊者数：コンベンションの開催件数や規模により、それに伴う

宿泊者数も大きく変わるが、全国大会などの大型 MICE や、毎年継続して開催されている合宿・

各種大会などの誘致も引き続き取り組んでいく。しかしながら、R2 年度は、新型コロナウイル

ス禍による影響は計り知れないものがあり回復にも時間をようすると予測し令和 2年度の目標

値を開催件数 58件、コンベンション宿泊者数 6,760 人としていた。 

（R2=R1 実績×0.3、R3＝R2 目標値の 1割増、R4=R2 目標値の 2割増） 

上記の R2年度目標値に対し、ガイドラインを守り開催したが 19件、宿泊人数が 1,962 人と大 

きく減少した。今後も新型コロナウイルス禍による観光市場の影響は計り知れないものがある 

が、徐々に回復傾向に転じると考える。そのため、R5 年度には R1 年度の実績まで回復すると見 

込み目標値を 115 件、13,523 人とした。 

 

●旅行社訪問件数：40年程前からキャラバン活動はしていたが、新たに旅行社（AGT）への訪問

件数やキャンペーン実施件数を指標に加え、旅行業界の動向を旅行社（AGT）から情報収集する

ことで、回復傾向の波を逃すことのないように誘客のための重要な指標とする。 

令和 2 年度は新型コロナウイルス禍の状況にもかかわらず 438 件訪問をした。更に変化の早い

観光市場に対応するため R5 年度には 500 件を目指す。 
 

●キャンペーン参加件数：リアルな個人客の現場の声を聞くことで個人客のトレンドをつかみ

プロモーション戦略に役立てる必要があるための指標。新型コロナウイルス禍の影響に左右さ

れるが、R5 年度には 50件を目指す。 

 

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 
2018（Ｈ30）

年度 
116,364,390 円 【負担金収入】            59,098,980 円 

【国県市町村からの補助金】      17,200,000 円 
【会費収入・寄付金】         14,072,768 円 
【受託事業収入】           17,200,000 円 
【雑収入】                595,493 円                

【収益事業収入】           2,667,196 円 
【前期繰越収支差額】       5,529,953 円 

2019（Ｒ１）

年度 
160,458,107 円 【負担金収入】             76,091,773 円 

【国県市町村からの補助金】       43,087,487 円 
【会費収入・寄付金】          14,907,057 円 
【受託事業収入】            17,305,674 円 
【雑収入】                307,549 円                

【収益事業収入】        3,477,838 円 
【前期繰越収支差額】      5,280,729 円 

2020（Ｒ２）

年度 
159,079,568 円 【負担金収入】             89,184,850 円 

【国県市町村からの補助金】       36,090,000 円 
【会費収入】              14,582,016 円 
【受託事業収入】            10,641,348 円 
【雑収入】                 296,819 円                
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【収益事業収入】        1,299,574 円 
【前期繰越収支差額】      6,984,961 円 

2021（Ｒ３）

年度 
146,836,006 円 

 

【負担金収入】             74,900,000 円 
【国県市町村からの補助金】       38,816,000 円 
【会費収入】              14,540,000 円 
【受託事業収入】            10,198,100 円 
【雑収入】                296,300 円                

【収益事業収入】         450,000 円 
【前期繰越収支差額】     7,635,606 円 

2022（Ｒ４）

年度 

150,140,000 円 
 

【負担金収入】             78,040,000 円 
【国県市町村からの補助金】       40,300,000 円 
【会費収入】              14,540,000 円 
【受託事業収入】            10,200,000 円 
【雑収入】                300,000 円                

【収益事業収入】       3,000,000 円 
【前期繰越収支差額】     3,760,000 円 

2023（Ｒ５）

年度 

151,670,000 円 【負担金収入】             78,040,000 円 
【国県市町村からの補助金】       40,300,000 円 
【会費収入】              14,540,000 円 
【受託事業収入】            10,200,000 円 
【雑収入】                300,000 円                

【収益事業収入】       5,000,000 円 
【前期繰越収支差額】     3,290,000 円 

 
（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 
2018（Ｈ30）

年度 
111,083,661 円 【一般管理費】            26,258,002 円 

【国内外プロモーション(キャラバン等含む)】 
49,739,865 円 

【調査研修啓発費】           6,070,360 円 
【受託事業運営費】           17,679,671 円 
【負担金】               3,707,783 円 
【会議費・事務費等】          7,627,980 円 

2019（Ｒ１）

年度 
153,473,146 円 【一般管理費】             26,381,656 円 

【国内外プロモーション(キャラバン等含む)】 
55,649,824 円 

【ＤＭＯ事業】             20,475,515 円 
【調査研修啓発費】           3,823,653 円 
【受託事業運営費】           37,184,874 円 
【負担金】               2,633,500 円

【会議費・事務費等】          7,324,124 円 
2020（Ｒ２）

年度 
151,443,962 円 【一般管理費】             22,135,142 円 

【国内外プロモーション(キャラバン等含む)】 
92,398,066 円 

【ＤＭＯ事業】             13,218,470 円 
【調査研修啓発費】             829,703 円 
【受託事業運営費】           16,032,339 円 
【負担金】                 369,147 円 
【会議・事務費等】           6,461,095 円 
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2021（Ｒ３）

年度 
143,076,006 円 【一般管理費】            27,390,000 円 

【国内外プロモーション(キャラバン等含む)】 
62,166,000 円 

【ＤＭＯ事業】             10,280,000 円 
【調査研修啓発費】           3,316,000 円 
【受託事業運営費】           32,500,000 円 
【負担金・予備費】            654,006 円 
【会議・事務費等】           6,770,000 円 

2022（Ｒ４）

年度 

146,850,000 円 【一般管理費】            29,300,000 円 
【国内外プロモーション(キャラバン等含む)】 

62,166,000 円 
【ＤＭＯ事業】             10,280,000 円 
【調査研修啓発費】           3,300,000 円 
【受託事業運営費】           32,500,000 円 
【負担金・予備費】           3,304,000 円 
【会議・事務費等】           6,000,000 円 

2023（Ｒ５）

年度 

147,850,000 円 【一般管理費】             30,300,000 円 
【国内外プロモーション(キャラバン等含む)】 

62,166,000 円 
【ＤＭＯ事業】             10,280,000 円 
【調査研修啓発費】           3,300,000 円 
【受託事業運営費】           32,500,000 円 
【負担金・予備費】           3,304,000 円 
【会議・事務費等】           6,000,000 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 

・下呂温泉旅館協同組合、各地域観光協会、地元運送業者との連携による着地型旅行商品の造

成･販売。 

・下呂市に承認いただいた、入湯税の特化(5,120 万円)による誘致宣伝・情報発信事業の継続。

それによる来訪者の確保。 

・来訪者数増加による消費の拡大に伴う会員数増加普及活動の実施。 

・国の補助事業等の積極的な申請による、受入態勢の強化。 

 
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 

 

 

 

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） 

 

（一社）岐阜県観光連盟及び中央日本観光総合機構等の団体の各種マーケティング資料や実施

事業に対し、当地のマーケティングデータを照らし合わせ、受入環境整備やプロモーション戦

略を実施している。また、（一社）岐阜県観光連盟の会合に当地代表者が毎回参加しており、情

報共有等を行うことで、実施事業の検証などが可能となっている。毎年 11 月～12 月頃には、

次年度の実施事業を策定する際に、（一社）岐阜県観光連盟の実施事業を当地の事業と照らし合
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わせ、連携する事で無駄のない戦略・ダブりのない戦略を策定している。その他、（一社）岐阜

県観光連盟の事業に対しすべて積極的に参加する協力体制が整っている。 
 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 松村 優也 

担当部署名（役職） 次長 

郵便番号 509-2202 

所在地 岐阜県下呂市森 922-6 

電話番号（直通） 0576-24-1000 

ＦＡＸ番号 0576-23-0071 

Ｅ－ｍａｉｌ matsumura@gero-spa.com 

 

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 下呂市役所 

担当者氏名 渡邉 展 

担当部署名（役職） 観光商工部 観光課 課長 

郵便番号 509-2295 

所在地 岐阜県下呂市森 960 

電話番号（直通） 0576-25-7030 

ＦＡＸ番号 0576-25-3252 

Ｅ－ｍａｉｌ hiroshi-w@city.gero.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 下呂市役所 

担当者氏名 富永 哲也 

担当部署名（役職） 観光商工部 観光課 主任主査 

郵便番号 509-2295 

所在地 岐阜県下呂市森 960 

電話番号（直通） 0576-25-7030 

ＦＡＸ番号 0576-25-3252 

Ｅ－ｍａｉｌ tetsuya-t@city.gero.lg.jp 

 



項目
2018

（H30）
年度

2019
（R1）
年度

2020
（R2）
年度

2021
（R3）
年度

2022
（R4）
年度

2023
（R5）
年度

旅行
消費額

(百万円)

目標
495,000 500,000 295,000 324,500 354,000 421,400

（54,500） （62,500） （28,800） （31,680） （34,560） （72,000）

実績
488,000 441,000 288,840

（85,000） （74,500） (112)

延べ宿泊
者数

(千人)

目標
1,180 1,120 550 605 660 1,000

(130) (140) (34) (42) (50) （120）

実績
1,080 1,037 512

(130) (120) ( 0.2 )

来訪者
満足度

(％)

目標
86 87 88 90 92 95

(77) (74) (75) (77) (80) （82）

実績
85 83 88

(72) (70) (75)

リピーター
率

(％)

目標
60 65 66 71 76 80

(35) (40) (45) (50) (55) （60）

実績
48 55 73

(35) （43) (50)

法人名：一般社団法人下呂温泉観光協会

【区域】 岐阜県下呂市
【設立日】 昭和21年12月5日
【登録日】 社団法人化は平成7年5月10日
【代表者】 瀧 康洋（株式会社水明館）
【マーケティング責任者（CMO）・DMO担当者】
松村 優也「専従」
【財務責任者（CFO）】
今井 奈美「専従」
古田 喜久雄「税理士」（古田喜久雄税理士事務所）

【職員数】１３名 【常勤６人（正職員６人、契約職員５名、非常勤２人）】

【連携する主な事業者】
下呂市観光商工部観光課、下呂温泉旅館組合、商工会
下呂市エコツーリズム推進協議会 他

日本三名泉「下呂温泉」が牽引するマーケティングを活用した滞在型観光地づくり

合意形成の仕組み

登録区分名：地域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】
・キャンペーン・イベント出展回数 ◎岐阜県主催
平成30年度30回 令和元年度44回 令和2年度26回
・キャラバン訪問件数
平成30年度：年間272件 令和元年度：年間283件 令和2
年度：438件（商談会6回）
・広告出稿数(毎年)
15種(ラジオ・TV・雑誌・WEBプロモーション等)
【観光資源の磨き上げ】
・「宝探し」事業において、観光資源2,714種類の掘り起こし
・「フェノロジーカレンダー」を活用した商品開発
・下呂市民限定の体験ツアー「ワンコイントリップ」を開催
・アンケート調査によるツアーの磨き上げ
・ガイド人材育成
【受入環境の整備】

・エコツーリズ推進全体構想認定に伴う道路運送法の特例
を活用した二次交通の解消

・外国人に対応した下呂温泉街の道標看板・案内図看板整
備等(日本語、英語、簡体字、繁体字、韓国語、中国語)

戦略

【該当する登録要件】
地域DMO （該当番号：第30008号）
【概要】
毎月の宿泊データ等の分析とそれに応じた営業戦略を企画
する会合を月一回開催。上記連携する諸事業者が出席し、
各地域が同じ目標に立ち連携・合意形成している。地域連携
や財源確保などをテーマに、下呂市に最適なDMOの組織体
制や運営方針（プロモーション戦略）を定めている

【主なターゲット】
第1ターゲット：国内宿泊観光客（個人）
【その他ターゲット】
・国内宿泊観光客(長期滞在)
・国内宿泊観光客（リピーター）
・ワーケーション層（国内）
・団体客（MICE）
・インバウンド層（高単価、長期滞在）
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】

・宿泊データ等の分析に基づいたプロモーション戦略
による広告媒体やWEB、イベント出展、キャラバン訪
問による多方面からの効果的な誘客活動

・体験型商品データ等の分析に基づいたターゲット別
の顧客を飽きさせない体験型商品の開発

・デジタルプロモーションによるアクセス解析やプラッ
トフォームシステム・CRMアプリを活用したよりスピー
ディーな細かい分析による検証可能な戦略策定

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

市内５つの観光協会、商工会、旅館協同組合、コン
ベンション施設、市と観光戦略について共有できる仕
組みを作り、それぞれの業務フローを把握することで
資金面、運用面の効率化を図り、プロモーション戦略
や地域活性化、イノベーション等の地域貢献的活動を
包括的に行っている

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し
【主な収入】 収益事業（レンタサイクル・講演会講師等）他 負担金、補助金、会費収入
約1億6千万円（R2年度）
【総支出】
約1憶5千万円（一般管理費22百万円、プロモーション・DMO事業費105百万円、調査啓発費
80万円、受託事業運営費16百万円、負担金300万円、事務費等600万円） R2年度決算
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
・毎月の誘致宣伝委員会において、事業の進捗状況やKPIの達成状況、予算等について検証
その実績結果をもとに代表者と財務責任者・税理士とで運営資金の確保・方針を決定
・入湯税の特化(5,120万円)による誘致宣伝・情報発信事業の継続

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】
(下呂地域)
日本三名泉下呂温泉、9箇所
の足湯、合掌村、鳳凰座歌舞
伎、白雲座歌舞伎、田の神祭り
(金山地域)
飛騨金山温泉、金山巨石群、
筋骨めぐり 蛍石、金山湖
(萩原地域)
飛騨川温泉、酒蔵めぐり、天領
朝市、南ひだ健康道場
(馬瀬地域)
南飛騨馬瀬川温泉、日本一に
輝いた鮎、水辺の館、「日本で
最も美しい村連合」加盟の里山
風景
(小坂地域)
濁河・湯屋・下島温泉、厳立峡、
小坂の滝めぐり、御嶽山

ＫＰＩ（実績･目標）

誘
致
宣
伝
委
員
会
・
下
呂
市D

M
O

委
員
会

（一社）下呂温泉観光協会

下呂温泉旅館協同組合

萩原町観光協会・金山町観光協会
南飛騨馬瀬川観光協会・飛騨小坂観光協会

下呂市商工会連絡協議会

下呂市観光商工部

下呂温泉合掌村

下呂交流会館

下呂市エコツーリズム推進協議会

行正連携
（下呂市・岐阜県・國）

5地域の商工会へ
（商店・事業所）

各地域へ

加盟宿泊施設へ

正会員・賛助会員へ
（事業所・店舗・宿泊施設）


