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観光地域での観光立国のショーケース化提案書 （様式１）

タイトル
Super Fantastic KUSHIRO
世界トップクラスの自然に抱かれ、自然との共生文化を体感するカムイの休日

提案自治体 釧路市

人口：176,586人（H27年11月時点）

外国人延べ宿泊者数（102,978人泊）

（直近年度又は直近一年）

担当者

連絡先

釧路市産業振興部阿寒観光振興課

秋葉 薫

0154-67-2505／0154-67-2839／kaoru.akiba@city.kushiro.lg.jp

1．全体構想

1-①．観光地域での観光立国のショーケース化としての位置づけ

【２０２０年にめざすＫＵＳＨＩＲＯの姿】

【２０２０年に描くＫＵＳＨＩＲＯの未来】

●２０２０年、我々は「観光立国のショーケース」として、日本版ＤＭＯのマーケティン

グに基づく戦略によって、ここだけにしか存在しない“自然”と“自然共生思想”との

一体的体感空間でのプレミアムプログラムによる唯一無二のおもてなしによって、欧米

圏セレブ市場の獲得に成功し、次なるフェーズであるセレブ達の口コミ効果などによる

アジア圏富裕層獲得の取組みを開始させるなど、さらなる高みをめざしています。

観光立国のショーケース化の目標像＝地域ブランド

Super Fantastic
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【目標像】

釧路市は「Super Fantastic KUSHIRO 世界トップクラスの自然に抱かれ、自然との共生文化を体感

するカムイの休日」をめざすべき目標像とします。この目標像は地域への愛着や誇りの象徴たる地域

のブランドでもあります。

「Fantastic！」

米国で著名な写真家１００人にも名を連ねるナショナル・ジオグラフィック・フェローが、阿寒湖

での丸木舟とアイヌの女性の撮影中や、アイヌアーティストの取材中、阿寒の森の中でのアイヌミュ

ージック・プライベートライブなど“カムイの休日”の取材中に、常に口にされておられました。

まるで、神々と出会った奇跡への感謝が無意識にこぼれ落ちたかのように

観光立国を進めるわが国において、素晴らしい自然環境で外国人旅行者を魅了し続ける「HOKKAIDO」。

なかでも北海道東部エリアは世界自然遺産“知床”や“釧路湿原国立公園”“阿寒国立公園”に代表さ

れる“手つかずの原始の大地”として広く認知されております。

当市は、ひがし北海道の拠点となる都市機能の集積を有しながらも、“手つかずの原始の大地”の象

徴である釧路湿原・阿寒の２つの国立公園を有する希少な都市であります。

“わが国の宝である特別天然記念物“タンチョウ”“阿寒湖のマリモ”を保護してきた住民の歴史と

文化に裏打ちされた世界トップクラスの自然に抱かれながら、アイヌ民族の自然と共生する文化を体

感できる、世界でも唯一無二の休日（バカンス）をお過ごしいただくことができる「観光立国のショ

ーケース」に相応しいポテンシャルを十分に有しております。

このカムイ（神）の休日を外国からのお客様に大満足いただけるよう、それぞれの国民性や言語、

多種多様なニーズや旅行目的などに的確に対応したおもてなしを可能とするため、次に掲げる取組を

実施して参ります。

“カムイの休日”の取材当日の様子

立入規制エリアでの樹齢７００年と

もいわれる巨木をバックにアイヌの

伝統楽器「ムックリ」や「トンコリ」

「ウポポ」のスペシャルライブ中、

彼は「Fantastic！」を連発されてお

られました。
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【目標達成に向けた取組】

●日本版ＤＭＯを核とした観光地域づくりの推進

当市は、日本版ＤＭＯ候補法人の申請をめざし、地域密着型旅行業（ＤＭＣ）も営む「（一社）

釧路観光コンベンション協会」と「（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構」の２つの観光協会

を有し、釧路・阿寒それぞれの地区の個性を活かしながら官民連携など多様な連携によって効率

的・効果的に観光地域づくりを推進しております。

また、当市は隣接する弟子屈町と２市町３５団体の連携による「水のカムイ観光圏」として国

の認定を受けており、同観光圏の観光地域づくりプラットフォームである釧路観光コンベンショ

ン協会は釧路地区では地域ＤＭＯの役割を担いつつ、観光圏として「地域連携ＤＭＯ」認定をめ

ざしており、阿寒観光協会まちづくり推進機構は阿寒地区における「地域ＤＭＯ」認定をめざし

ております。

「住んでよし 訪れてよし」の観光地域づくりの中核である２つのＤＭＯが有機的に連携し、

「観光立国のショーケース」化を推進して参ります。

●観光地域づくりの具体策となる、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取組の推進

当市では、２つの日本版ＤＭＯ候補法人が中核となり “関係者の合意形成”“マーケティング

に基づく戦略策定”“関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関するマネジメント” を

実施し、官民連携など多様な連携によって以下の観光地域づくりに取り組み、「観光立国のショー

ケース」化を推進して参ります。

①観光資源の磨き上げ

・日本版ＤＭＯ（候補）による訪日外国人旅行者マーケティング調査分析の実施

・ＳＮＳを活用した外国人ニーズ調査事業の実施

・地域の宝“自然”“文化”を活かしたエコツアーなどの滞在プログラムの企画開発・提供

および継続的なブラッシュアップの実施

・地域の自然を活かしたアウトドアスポーツツーリズムの推進

・自然の恵みに感謝する「伝統の食文化」等を活かした地域性あふれるおもてなしの実施

・広域連携による新たなルート提案等をはじめ、Ｗｉ－Ｆｉ環境整備や２次交通ネットワ

ークの構築等の外国人旅行者受入環境整備、広域周遊ニーズに対応した情報発信による

顧客創造・獲得の推進

②ストレスフリーの環境整備

・日本版ＤＭＯ（候補）による訪日外国人旅行者マーケティング調査分析の実施

・ＳＮＳを活用した外国人ニーズ調査事業の実施

・自然の恵みに感謝する「伝統の食文化」等を活かした地域性あふれるおもてなしの実施

・広域連携による新たなルート提案等をはじめ、Ｗｉ－Ｆｉ環境整備や２次交通ネットワ

ークの構築、多言語化等の外国人旅行者受入環境整備、広域周遊ニーズに対応した情報

発信による顧客創造・獲得の推進
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③海外への情報発信

・日本版ＤＭＯ（候補）による訪日外国人旅行者マーケティング調査分析の実施

・ＳＮＳを活用した外国人ニーズ調査事業の実施

・広域連携による新たなルート提案等をはじめ、Ｗｉ－Ｆｉ環境整備や２次交通ネットワ

ークの構築等の外国人旅行者受入環境整備、広域周遊ニーズに対応した情報発信による

顧客創造・獲得の推進

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

●観光地域づくりの体制

（組織機構等）

当市は、釧路地区の「（一社）釧路観光コンベンション協会」と、阿寒地区の「（特非）阿寒観

光協会まちづくり推進機構」が中核となって、「住んでよし 訪れてよし」の観光地域づくりを推

進しております。

釧路観光コンベンション協会は、国際会議観光都市として認定された当市においてＭＩＣＥ※１

誘致に積極的に取り組んでおり、アフターＭＩＣＥやユニークベニュー※２などでも阿寒地区との

連携を深めています。さらに水のカムイ観光圏における観光地域づくりプラットフォームとして

第２種旅行業者登録を活かし広域的な着地型旅行業に取り組むとともに、認定観光圏整備事業者

として当市および弟子屈町３５団体の広域連携による観光地域づくりに取り組んでおります。

阿寒観光協会まちづくり推進機構は、住民主体による観光まちづくり計画「阿寒湖温泉再生２

０１０（現、阿寒湖温泉創生計画２０２０）」の推進を目的として、観光とまちづくりの一体的な

推進のため観光協会とまちづくり協議会を統合し誕生した組織機構であります。機構内に旅行事

業部を創設し第３種旅行業者登録を活かした着地型旅行業にも取り組むなど、観光地域づくりと

ともに地域資源の高付加価値化も図っております。

（訪日外国人旅行者受入環境整備等）

当市における本格的な訪日外国人旅行者政策は、平成１７年に認定された阿寒地区における国

の観光ルネサンス事業を機としており、外国語堪能な地域住民による「阿寒湖温泉ＶＪＣＳ」な

どによる外国人旅行者の受入環境整備やおもてなし向上に取り組み、「第１回日中韓観光大臣会

合」の開催など実績や認知度等を着実に積み上げ、平成２４年には「訪日外国人旅行者の受入環

境整備に係る地方拠点」にも選定されております。

（外国人旅行者おもてなし人財の育成等）

当市は、２つの観光協会と広域観光組織機構、市内に４カ所設置のＪＮＴＯ認定外国人観光案

内所との有機的・効果的な連携によって、外国人旅行者に対する観光インフォメーションサービ

スを提供してきております。

当市では、国の地域おこし協力隊制度等を活用し、外国語堪能な人財の確保と育成等に取組ん

できておりますが、観光立国政策に伴う多国籍化が地方においても徐々に顕在化しつつあります

ことから、外国人旅行者おもてなし人財を十分に確保・育成していくことが必要になっておりま

す。
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（広域連携等）

当市は、訪日外国人旅行者の非常に高い周遊志向に的確に対応するため、早くから広域連携に

取り組み、北海道東部をエリアとする「ひがし北海道観光事業開発協議会」をベースとする訪日

外国人旅行者の誘致プロモーション等により“点ではなく面”での発信を効果的に実施してきて

おり、本年、国の広域観光周遊ルートに「アジアの宝悠久の自然美への道 ひがし北・海・道

Hokkaido - Route to Asian Natural Treasures」として認定されるなど、広域連携効果が最大限

に発揮されており、世界トップクラスのポテンシャルとエリアトップクラスの滞在機能を有する

当市の存在価値が高まってきております。

また、前述の「水のカムイ観光圏」においても多言語化の推進やＷｉ－Ｆｉ環境などの受入環

境整備を広域連携で取り組んできております。

今後は、さらに広域・地域両面でのマーケティングを充実強化させ、これらのデータ等の活用

によって策定した戦略をＫＰＩやＰＤＣＡのシステムも活用した上で事業実施するなど、「観光立

国のショーケース」に相応しい取り組みを推進して参ります。

（観光地域づくりの実現可能性の向上方策）

また、中長期的な取組である観光地域づくりの“持続可能性”“実現可能性”を高める上で必要

不可欠とされる「安定的な財源確保」の確保策として、本年より当市は入湯税の超過課税分を財

源とするあらたな基金の造成を開始しており、この基金を活用した阿寒観光協会まちづくり推進

機構による民設民営方式の大規模な再開発事業の取組は、全国から注目されております。

※１．ＭＩＣＥ：企業等の会議（Meeting）、報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際会議（Convention）、展示会・見本

市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベン

トなどの総称

※２．ユニークベニュー：博物館や劇場等“特別な場所”でのイベント実施により“特別な体験”を創造する取り組み。

＜分析：観光地域づくりの体制＞

強 み 弱 み

・ＤＭＯ候補をめざす観光地域づくり組織機構

・草創期からの外国人旅行者受入環境整備

・おもてなし人財の確保育成

・積極的な広域連携

・観光地域づくりのためのあらたな財源確保

・多国籍化の進展への対応

・マーケティングに基づく戦略策定・

事業実施等の充実強化
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●観光資源（観光施設）

（ここだけにしかないモノ）

当市は、“ここだけにしかない”観光資源を豊富に有しており、外国人旅行者からも高い評価を

得ております。

主なものだけでも以下のとおりとなります。

・希少で貴重な自然と生態系をもつ２つの国立公園「釧路湿原国立公園」「阿寒国立公園」

・わが国初のラムサール条約湿地「釧路湿原」

・源流部から河口までダムのないカヌーの聖地「釧路川」

・「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」で、わざわざ旅行する価値がある“三つ星”とし

て紹介されるとともに、ユネスコ世界自然遺産登録候補地を目指して活動中の「阿寒湖」

・わが国の特別天然記念物「タンチョウ」「阿寒湖のマリモ」と、住民の保護活動の歴史文化

・日本百名山「阿寒岳（雄阿寒岳・雌阿寒岳）」

・良質の温泉として高い人気がある「阿寒湖温泉」

・北海道最大のアイヌコタン「阿寒湖アイヌコタン」

・ユネスコ世界無形文化遺産「アイヌ古式舞踊」

・アート作品としても評価される「アイヌ・クラフト」

・わが国初のアイヌ古式舞踊専用劇場「阿寒湖アイヌシアターイコロ」 など

（ここだけでしかできない体験等）

当市は、地域密着型旅行業を営む釧路観光コンベンション協会と阿寒観光協会まちづくり推進

機構が中心となり、 “ここだけにしかない”観光資源等を活かした“ここだけでしかできない”

滞在プログラム等を提供し、外国人旅行者からも高い評価を得ております。しかしながら、観光

立国政策に伴う多国籍化と多信教化が地方においても徐々に顕在化しつつありますことから、外

国人旅行者おもてなしの強化充実が必要になっております。

主なものだけでも以下のとおりとなります。

・世界初の人工孵化・飼育に成功した「鶴になった男によるタンチョウ・プレミアムガイド」

・人工給餌発祥の地での「タンチョウの生態や住民による保護活動などの歴史文化ガイド」

・東日本のカヌー聖地「釧路川カヌーツーリング」

・球状マリモの不思議な生態に迫る「阿寒湖のマリモ・エコツアー」

・アイヌ丸木舟による「アイヌ文化ツーリング」

・立入規制の森などをステージとした「アイヌミュージック・プライベートライブ」

・日本百名山「阿寒岳トレッキング」

・スポーツフィッシングの聖地「阿寒湖・阿寒川フィッシングガイド」

・水産都市釧路ならではの「早朝魚河岸まち巡り」や「イクラづくり体験」プログラム など

＜分析：観光資源（観光施設）＞

強 み 弱 み

・ここだけにしかない“自然”と“自然共生思想”と

の一体的体感空間

・外国人の興味関心が高い国立公園やアイヌ文化、国

の特別天然記念物          など

・多国籍化・多信教化進展への対応
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●訪日外国人旅行者の実態（延べ宿泊客数、入込客数等）

（データ：訪日外国人延べ宿泊客数）

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

中 国 6,948 9,062 15,144 

韓 国 1,763 2,454 2,794 

台 湾 37,928 49,323 54,330 

香 港 7,135 10,298 11,414 

シンガポール 4,026 7,294 6,146 

マ レ ー シ ア 1,08 2,446 3,240 

タ イ 605 1,348 2,208 

イ ン ド 8 121 26 

インドネシア － 172 686 

フ ィ リ ピ ン － 175 391 

ベ ト ナ ム － 71 76 

ロ シ ア 1,392 943 699 

イ ギ リ ス 62 125 261 

フ ラ ン ス 120 134 112 

ド イ ツ 89 63 82 

ア メ リ カ 657 1,236 1,374 

カ ナ ダ 274 161 260 

オーストラリア 158 421 42 

そ の 他 1,152 2,679 3,293 

計 63,398 88,526 102,978 
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（宿泊客数の推移と国別シェア等）

当市の訪日外国人旅行者は、順調に宿泊客を増大させ続けてきており、平成２６年度には初の

１０万人を突破しております。本年上半期においても、前年同期比で約５０％もの増を見せるな

ど、依然として好調に推移しております。

国別のシェアを見ますとグラフや表のとおり、台湾が過半数を超過し、中国、香港、シンガポ

ールなどアジア圏が大宗を占めております。

今後さらなる訪日外国人旅行者の獲得を図るためには、観光立国政策との整合性を図りながら、

日本版ＤＭＯ候補のマーケティングに基づく戦略に基づき、あらたな市場開拓に積極的に取り組

むこととリピーター化の推進を図ることが重要であり、特にあらたな市場の開拓には国際情勢や

為替相場等の国外旅行市場特有のリスクマネジメントも包含しております。

（あらたな市場開拓に向けて）

あらたな市場の対象としましては、依然として経済発展著しいアジア圏の新興国等を視野に入

れつつ、自然や文化、特に先住民族文化であるアイヌ文化にひときわ高い関心を示される欧米圏、

特に富裕層（セレブ）を潜在的有望顧客として、ここだけにしか存在しない“自然”と“自然共

生思想”との一体的体感空間でのプレミアムプログラムによる特別なおもてなしによって顧客獲

得と旅行消費の増大を図り、質量の高い「観光立国のショーケース」化を推進して参ります。

さらに、セレブ獲得の波及効果として、セレブ達のトレンドに非常に敏感なアジア圏富裕層等

の獲得も期待しております。

＜分析：訪日外国人旅行者の実態＞

強 み 弱 み

・アジア圏を中心に飛躍的に増大

・２０２０年に向け、欧米市場におけるわが国への旅

行意欲増大が十分に期待される

・スポーツフィッシングのフィールドとしても、欧米

セレブから評価を得ている。

・リスクマネジメントとして、新市場

開拓が必要

・マーケティングの強化と戦略に基づ

いた受入環境整備とプロモーション

等の強化が必要

●観光地域づくりの取組

（これまでの取組等）

これまで、当市は日本版ＤＭＯ候補法人の申請をめざし、地域密着型旅行業（ＤＭＣ）も営む

「釧路観光コンベンション協会」と「阿寒観光協会まちづくり推進機構」の２つの観光協会を中

核として、官民連携や積極的な広域連携等によって「住んでよし 訪れてよし」の観光地域づく

りを推進して参りました。本年より日本版ＤＭＯ認定も意識し、マーケティング強化にも注力し

ております。

ここならではの滞在プログラムを提供するために、両観光協会が旅行業登録を行い商品開発を

進める一方、一元的な窓口機能をなすポータルサイトへ旅行商品予約システムを実装し、地域の

魅力等の観光情報発信と一体化させた滞在プログラムの発信提供にも取り組んで参りました。
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訪日外国人旅行者の増大と受入環境整備につきましては、３万ｋ㎡を超えるひがし北海道の広

大なエリアにおける広域連携による“面”でのプロモーション活動等の展開によって、アジアか

ら非常に多くの訪日外国人旅行者に来訪いただいて参りました。また、受入環境整備につきまし

てもインバウンド観光草創期から国の支援等をいただき広域連携にも取り組みながら訪日外国人

旅行者の受入環境整備に係る地方拠点として、他のモデルとなるべく環境整備に注力して参りま

した。

当市では、欧米人のトレッキングなどのアウトドアスポーツに対する意欲の高さや、動植物等

との出会いやふれあいに対する高い志向、先住民族文化などの文化ツーリズムに対する興味関心

の高さなどに着目し、ここだけにしか存在しない“自然”と“自然共生思想”との一体的体感空

間でのプレミアムプログラムによる特別なおもてなしの希少性や貴重などの価値を高く評価して

いただける潜在的有望顧客として欧米圏のセレブを意識して参りました。

昨年には、観光圏事業の一環として国の支援を受けながら、世界１８０か国で出版されている

「ナショナル・ジオグラフィック」のフォローを、また本年は米国で富裕層を顧客とする旅行エ

ージェント「Expedition Easy 社」のマーケティング部長をそれぞれ招へいし、自然の豊かさを

はじめ、アイヌ文化の地域性の豊かさや芸術性の高さ、滞在プログラムとしてのポテンシャルの

高さなどを伝えた結果、早速、今冬催行の「ナショナル・ジオグラフィック・ジャパンツアー」

において、ツアーコースに位置付けられるなど着実に成果をあげております。

（観光立国のショーケース化提案について）

当市は、これまで述べてきたとおり

◎あらたな財源確保にも取り組むなど実現可能性や持続可能性が非常に高い「観光地域づくり

の体制」

◎ここだけにしか存在しない“自然”と“自然共生思想”との一体的体感空間でのプレミアム

プログラムなど極めて高いポテンシャルを有する個性的で多様な「観光資源」

◎リスクマネジメントも考慮した戦略性の高い市場開拓をめざす「訪日外国人旅行者」

など、「観光立国のショーケース」に非常に相応しいポテンシャルと、これまでの取組の実績を

有しております。

これからさらに取り組みを進めることで

目標年である２０２０年には、「あらたな市場開拓」「リピーター化の推進」「多国籍化・多信

教化に対応したおもてなし向上」などの課題を達成・解決し、「観光立国のショーケース」とし

て、さらなる高みをめざした取組を開始しております。
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1-③．ショーケース化に向けた目標

「観光立国のショーケース」化を図る取組によって、目標年（２０２０年）に達成する目標は以

下のとおりとなります。

目 標 2015年（H27） 2020年（H32）

訪日外国人延べ宿泊客数 １０２，９７８人 ２７２，７５４人

外国人旅行者旅行消費額 ２５，０００円 ２７，０００円

外国人旅行者来訪者満足度（大変満足） ２０％ ２２％

外国人旅行者リピーター率 ２０％ ２２％
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2．取組内容

2-①．日本版DMOの運営体制

【現在の体制】

●観光地域づくりプラットフォームを核とした観光地域づくりの推進

当市は、隣接する弟子屈町と２市町３５団体の連携によって２泊３日できる国際滞在観光地域づく

りを推進する観光圏として平成２２年に国の認定を受け、５年間の計画期間満了後、あらたに「水の

カムイ観光圏として認定を受け、観光地域づくりプラットフォーム（以下「ＰＦ」という。）を中核に

２市町３５団体が連携し“日本の顔となるブランド観光地域”をめざした取組を推進しております。

当観光圏は、圏域が 2,137.28ｋ㎡もあり、大阪府や香川県を超越し東京都の 2,190.90ｋ㎡に比肩

するほど非常に広大でありますことなどから、中核組織となる「水のカムイ観光圏観光地域づくりＰ

Ｆ」は 当市内の“釧路”“阿寒”地区と、弟子屈町の“川湯・摩周”の計３地区それぞれの地域ＰＦ

の連携によって構築しており、釧路地域ＰＦは「釧路観光コンベンション協会」、阿寒地域ＰＦは「阿

寒観光協会まちづくり推進機構」、川湯・摩周地域ＰＦは「（一社）摩周湖観光協会・（株）ツーリズム

てしかが」、認定観光圏整備事業者は「釧路観光コンベンション協会」となっております。

【釧路地域ＰＦ】

釧路観光コン

ベンション協会

【阿寒地域ＰＦ】

阿寒観光協会

まちづくり

推進機構

【川湯・摩周

地域ＰＦ】

摩周湖観光協会

ツーリズムてしかが

商工業等 交通事業者等 地域住民等

観光事業者等

農林漁業等 環境事業等

行 政

【水のカムイ観光圏

観光地域づくりプラットフォーム】

釧路観光コンベンション協会

広域連携
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【日本版ＤＭＯの体制】

●日本版ＤＭＯを核とした観光地域づくりの推進

当市は、多様な連携によって「住んでよし 訪れてよし」の観光地域づくりを推進してきた実績を

有し、マーケティングに基づく戦略策定やマネジメント等にも取り組む「水のカムイ観光圏観光地域

づくりプラットフォーム」を基盤として強化等を図り、日本版ＤＭＯを形成して参ります。

具体的には、観光地域づくりプラットフォームである釧路観光コンベンション協会が「地域連携Ｄ

ＭＯ」認定をめざしつつ、釧路地区におけるＤＭＯ機能も発揮※１して参ります。阿寒地区では阿寒観

光協会まちづくり推進機構が阿寒地区における「地域ＤＭＯ」認定をめざし、川湯・摩周エリアも含

めた連携と、役割分担※２によって「観光地経営の視点を持った観光地域づくり」に取組んで参ります。

※１．釧路地区におけるＤＭＯ機能も発揮

地域連携ＤＭＯと地域ＤＭＯの重複認定は制度上困難なことから、釧路観光コンベンション協会は地域連携ＤＭＯ

の認定を受け、地域ＤＭＯの認定は受けないが釧路地域において地域ＤＭＯの機能を発揮。

※２．地域連携ＤＭＯと地域ＤＭＯとの役割分担

地域連携ＤＭＯは広域でのマーケティングや戦略策定、全体の調整や合意形成等を担う一方、地域ＤＭＯは地域資

源の磨き上げやワンストップ窓口のオペレーティングの基礎を担うなど効率的・効果的な推進のため役割を分担。

【釧路地域ＤＭＯ】

釧路観光コン

ベンション協会

【阿寒地域ＤＭＯ】

阿寒観光協会

まちづくり

推進機構

【川湯・摩周

地域ＤＭＯ】

摩周湖観光協会

ツーリズムてしかが

商工業等 交通事業者等 地域住民等

観光事業者等

農林漁業等 環境事業等

行 政

【地域連携ＤＭＯ】

釧路観光コンベンション協会

広域連携
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2-②．取組概要

当市は「観光立国のショーケース」化を図るため、以下の取組を推進して参ります。

取 組 内 容

(a)日本版ＤＭＯ（候補）によ

る訪日外国人旅行者マーケテ

ィング調査分析の実施

当市における日本版ＤＭＯ（候補）である（一社）釧路観光コンベンシ

ョン協会および（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構が、来訪され

た訪日外国人旅行者を対象として、ＣＳ（満足度）やロイヤルティ（再

来訪意向および紹介意向）、滞在プログラムや交通などについて、対面

調査と宿泊施設等における留め置き式調査により総合的なマーケティ

ング調査と分析を実施する。さらに本マーケティングを戦略のチェック

と必要に応じて実施する見直しに活用する。

(b)ＳＮＳを活用した外国人

ニーズ調査事業の実施

フェイスブックなどのＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス）を活用し、外国語（英語、中国語繁体字・同簡体字)で発信されて

いる当市に関する情報の調査分析を実施する。

(c) 地域の宝“自然”“文化”

を活かしたエコツアーなどの

滞在プログラムの企画開発・

提供および継続的なブラッシ

ュアップの実施

日本版ＤＭＯ候補であり地域密着型旅行業者である当市の２観光協会

が中核となって、世界的にも希少で貴重な“自然”や、アイヌ文化に代

表される“文化”、これらの保護活動・伝承継承の歴史文化など、外国

人旅行者をターゲットとした地域ならではの資源・歴史文化等によるエ

コツアー・文化ツアー等の滞在プログラム企画開発と、外国語対応ガイ

ドによる提供、さらに継続的なブラッシュアップを実施する。

(d) 地域の自然を活かしたア

ウトドアスポーツツーリズム

の推進

海外セレブをも魅了するスポーツフィッシングや、国際大会も開催する

ウィンタースポーツ、東日本髄一のカヌーフィールド、サイクリングフ

ィールド、クールな夏を活かしたスポーツ合宿などアウトドアスポーツ

の聖地と認められるポテンシャルを活かし、「観光立国のショーケース」

に相応しいアウトドアスポーツツーリズムを推進する。

(e)自然の恵みに感謝する「伝

統の食文化」等を活かした地

域性あふれるおもてなしの実

施

当市が宝とする一次産品やジビエなどを活かし、外国人旅行者が世界無

形文化遺産「和食」の奥行きの深さに感動と感嘆いただけるよう、地場

産品使用率の向上やハラール対応を含む食のおもてなし強化を実施す

る。

(f)広域連携による新たなル

ート提案等をはじめ、Ｗｉ－

Ｆｉ環境整備や２次交通ネッ

トワークの構築、多言語化等

の外国人旅行者受入環境整

備、広域周遊ニーズに対応し

た情報発信による顧客創造・

獲得の推進

自地域における「住んでよし 訪れてよし」の観光地域づくりの効果や

成果の最大化を図ることや、点ではなく面の動きが多い外国人旅行者の

観光行動へ適確に対応させることなどを目的とする積極的かつ効果的

な広域観光連携によって、“観光資源の磨き上げ”による新たな広域周

遊ルート構築や、ＷＥＢ等の多言語対応や一元的窓口機能の整備や、移

動環境も含むＷｉ－Ｆｉ環境整備、２次交通ネットワークの構築等の外

国人旅行者受入環境整備による“ストレスフリーの環境整備”、地域で

確保・育成した国際化対応人財の活躍による広域周遊ルート等の“海外

への情報発信”などに取り組む。
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2-③．具体化する予定の取組に関する事項

取組の具体的な内容

(a)日本版ＤＭＯ（候補）による訪日外国人旅行者マーケティング調査分析の実施・・・①②③共通

【主体】

（一社）釧路観光コンベンション協会、（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構

【時期】

開始時期：平成２８年より  期間：永続

【内容】

当市における日本版ＤＭＯ（候補）である釧路観光コンベンション協会および阿寒観光協会まちづく

り推進機構が、来訪された訪日外国人旅行者を対象として、ＣＳ（満足度）やロイヤルティ（再来訪意

向および紹介意向）、滞在プログラムや交通などについて、対面調査と宿泊施設等における留め置き式調

査により総合的なマーケティング調査と分析を実施する。さらに本マーケティングを戦略のチェックと

必要に応じて実施する見直しに活用する。

【効果】

マーケティングに基づき策定した“戦略”によって“観光資源の磨き上げ”“ストレスフリーの環境整

備”“海外への情報発信”など「観光立国のショーケース」化の推進を図る。さらにＰＤＣＡサイクルの

構築によって持続的な展開が図られる。

＜目標値＞

外国人旅行者来訪者満足度（大変満足）：２２％（平成３２年度）

(b)ＳＮＳを活用した外国人ニーズ調査事業の実施・・・①②③共通

【主体】

釧路市

【時期】

開始時期：平成２８年より  期間：永続

【内容】

フェイスブックなどのＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を活用し、外国語（英語、

中国語繁体字・同簡体字)で発信されている当市に関する情報の調査分析を実施する。

【効果】

ＳＮＳを活用したマーケティングに基づき策定した戦略によって“観光資源の磨き上げ”“ストレスフ

リーの環境整備”“海外への情報発信”など「観光立国のショーケース」化の推進を図る。

＜目標値＞

外国人旅行者来訪者満足度（大変満足）：２２％（平成３２年度）
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(c) 地域の宝“自然”“文化”を活かしたエコツアーなどの滞在プログラムの企画開発・提供および継続的

なブラッシュアップの実施・・・①

【主体】

（一社）釧路観光コンベンション協会、（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構

【時期】

開始時期：平成２８年より  期間：永続

【内容】

日本版ＤＭＯ候補であり地域密着型旅行業者である当市の２観光協会が中核となって、世界的にも希

少で貴重な“自然”や、アイヌ文化に代表される“文化”、これらの保護活動・伝承継承の歴史文化など、

外国人旅行者をターゲットとした地域ならではの資源・歴史文化等によるエコツアー・文化ツアー等の

滞在プログラム企画開発と外国語対応ガイドによる提供、さらに継続的なブラッシュアップを実施する。

※プレミアムプログラムの一例

日本の特別天然記念物“阿寒湖のマリモ”エコツアー、アイヌ丸木舟によるアイヌ文化ツーリン

グ、立入規制の森などをステージとしたアイヌミュージック・プライベートライブ、アイヌアー

ティスとの文化プログラム、日本の一次産業と食による“森と海”の体験学習プログラム、世界

初の人工孵化・飼育に成功した鶴になった男によるタンチョウ・プレミアムガイド など

【効果】

観光立国化伸展に伴う多国籍化等によって多様化する顧客ニーズに対応した、プレミアムからスタン

ダードまで多種多様なエコツアーなどの滞在プログラムの企画開発と提供の推進により、滞在中の旅行

消費額やリピーター率の増を図る。

＜目標値＞

外国人旅行者旅行消費額：２７千円（平成３２年度）

外国人旅行者リピーター率：２２％（平成３２年度）

(d) 地域の自然を活かしたアウトドアスポーツツーリズムの推進・・・①

【主体】

（一社）釧路観光コンベンション協会、（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構、（一財）釧路スポー

ツ振興財団、阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会、（有）広大、釧路市、釧路市教育委員会

【時期】

開始時期：実施中  期間：永続

【内容】

海外セレブをも魅了するスポーツフィッシングや、国際大会も開催するウィンタースポーツ、東日本

髄一のカヌーフィールド、サイクリングフィールド、クールな夏を活かしたスポーツ合宿などアウトド

アスポーツの聖地と認められるポテンシャルを活かし、「観光立国のショーケース」に相応しいアウトド

アスポーツツーリズムを推進する。

【効果】

観光立国化伸展に伴う多国籍化等によって顧客ニーズが多様化する中、明確な旅行目的を有するＳＩ

Ｔ層をターゲットとしたもったアウトドアスポーツツーリズムの推進により、リピーター率の増を図る。

＜目標値＞

外国人旅行者リピーター率：２２％（平成３２年度）
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(e)自然の恵みに感謝する「伝統の食文化」等を活かした地域性あふれるおもてなしの実施・・・①②

【主体】

（一社）釧路観光コンベンション協会、（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構、阿寒湖温泉旅館組合、

（一社）釧路市水産協会、阿寒湖漁業協同組合、阿寒農業協同組合など関係機関・団体、宿泊施設・飲

食店等、釧路市

【時期】

開始時期：実施中  期間：永続

【内容】

当市が宝とする一次産品やジビエなどを活かし、外国人旅行者が世界無形文化遺産「和食」の奥行き

の深さに感動と感嘆いただけるよう、地場産品使用率の向上やハラール対応を含む食のおもてなし強化

を実施する。

【効果】

観光立国化伸展に伴う多国籍化や多信教化等によって顧客ニーズが多様化する中、食のおもてなし強

化の実施により、来訪者の満足度向上を図る。

＜目標値＞

外国人旅行者来訪者満足度（大変満足）：２２％（平成３２年度）

(f)広域連携による新たなルート提案等をはじめ、Ｗｉ－Ｆｉ環境整備や２次交通ネットワークの構築、多

言語化等の外国人旅行者受入環境整備、広域周遊ニーズに対応した情報発信による顧客創造・獲得の推

進・・・①②③

【主体】

（一社）釧路観光コンベンション協会、（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構、（一社）摩周湖観光

協会、（株）ツーリズムてしかが、『プライムロード ひがし北・海・道』推進協議会、ひがし北海道観光

事業開発協議会、水のカムイ観光圏協議会、釧路空港国際化推進協議会、女満別空港国際チャーター便

誘致協議会、とかち観光誘致空港利用推進協議会、中標津空港利用促進期成会、オホーツク紋別空港利

用・整備促進期成会、阿寒国立公園広域観光協議会など関係自治体・機関・団体等

【時期】

開始時期：実施中  期間：永続

【内容】

自地域における「住んでよし 訪れてよし」の観光地域づくりの効果や成果の最大化を図ることや、

点ではなく面の動きが多い外国人旅行者の観光行動へ適確に対応させることなどを目的とする積極的か

つ効果的な広域観光連携によって、“観光資源の磨き上げ” による新たな広域周遊ルート構築や、ＷＥ

Ｂ等の多言語対応や一元的窓口機能の整備や、移動環境も含むＷｉ－Ｆｉ環境整備、２次交通ネットワ

ークの構築等の外国人旅行者受入環境整備による“ストレスフリーの環境整備”、地域で確保・育成した

国際化対応人財の活躍による広域周遊ルート等の“海外への情報発信”などに取り組む。

【効果】

観光立国化伸展に伴う多国籍化等によって顧客ニーズが多様化する中、広域観光連携によってリピー

ター率の増を図り、国際社会において「何度でも行きたくなる観光地域」として確固たる地位を築く。

広域連携によって「観光立国のショーケース」化を効率的効果的に推進する取組みは、他の観光地域

にとって非常に高いモデル性を有しており、わが国の観光立国推進に資することが十分に期待できる。

＜目標値＞

外国人旅行者リピーター率：２２％（平成３２年度）
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2-④．課題

取組の実施にあたって制度的な課題等が想定される場合にはその内容を記載

広大な北海道においては、航空路線が大動脈となっております。

広域周遊を志向される傾向にある訪日外国人旅行者に、安心安全かつ満足度の高い旅を楽しんでいた

だくためにはＣＩＱ体制などのインフラ整備が必要であるが、拠点空港とそれ以外の地方空港において

圧倒的な格差が生じており、このことが観光資源のポテンシャル等では彼我の差がない、むしろ自然資

源などは豊かなひがし北海道圏域にも関わらず、宿泊施設等の利用実績に著しい格差を生じさせており

ます。

これは自治体の努力だけでは克服が困難な状況にあり、観光立国政策を進める上でも必要な施策であ

りますことから特段のご配意をお願いいたします。
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3．平成28年度中に行う事業の内容

取組の内容

(a) 日本版ＤＭＯ（候補）による訪日外国人旅行者マーケティング調査分析の実施・・・①②③共通

【主体】

（一社）釧路観光コンベンション協会、（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構

【時期】

グリーン期：４～１１月  ホワイト期：１２～３月

【内容】

当市における日本版ＤＭＯ（候補）である（一社）釧路観光コンベンション協会および（特非）阿寒

観光協会まちづくり推進機構が、来訪された訪日外国人旅行者を対象として、ＣＳ（満足度）やロイヤ

ルティ（再来訪意向および紹介意向）、滞在プログラムや交通などについて、各期２回×２地区以上の対

面調査と宿泊施設等における留め置き式調査により総合的なマーケティング調査と分析を実施する。さ

らに次年度以降において本マーケティングを戦略のチェックと必要に応じて実施する見直しに活用す

る。

【効果】

マーケティングに基づき策定した“戦略”によって“観光資源の磨き上げ”“ストレスフリーの環境整

備”“海外への情報発信”など「観光立国のショーケース」化の推進を図る。さらに次年度以降のＰＤＣ

Ａサイクルの構築のためのデータ等の基盤が整備され、持続的な展開が図られる。

＜目標値＞

外国人旅行者来訪者満足度（大変満足）：２２％（平成３２年度）

(b)ＳＮＳを活用した 外国人ニーズ調査事業の実施・・・①②③共通

【主体】

釧路市

【時期】

４月より３月まで

【内容】

フェイスブックなどのＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を活用し、外国語（英語、

中国語繁体字・同簡体字)で発信されている当市に関する情報の調査分析を実施する。

【効果】

ＳＮＳを活用したマーケティングに基づき策定した戦略によって“観光資源の磨き上げ”“ストレスフ

リーの環境整備”“海外への情報発信”など「観光立国のショーケース」化の推進を図る。

＜目標値＞

外国人旅行者来訪者満足度（大変満足）：２２％（平成３２年度）
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(c) 地域の宝“自然”“文化”を活かしたエコツアーなどの滞在プログラムの企画開発・提供および継続的

なブラッシュアップの実施・・・①

【主体】

（一社）釧路観光コンベンション協会、（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構

【時期】

４月より３月まで

【内容】

日本版ＤＭＯ候補であり地域密着型旅行業者である当市の２観光協会が中核となって、世界的にも希

少で貴重な“自然”や、アイヌ文化に代表される“文化”、これらの保護活動・伝承継承の歴史文化など、

外国人旅行者をターゲットとした地域ならではの資源・歴史文化等によるエコツアー・文化ツアー等の

滞在プログラム企画開発と外国語対応ガイドによる提供、さらに継続的なブラッシュアップを実施する。

※２８年度に取り組むプログラムの計画

水のカムイと出会える旅（早朝魚河岸まち巡りでカムイチェプ＝神の魚と呼ぶ鮭の水揚げに感動

し、イクラづくりを体験するなど、水の神＝カムイの恵みを体感・満喫する滞在プログラム）、ア

イヌの伝統的空間の中でアイヌ民族によるアイヌ語でのユゥカラ（アイヌ英雄叙事詩）語りと伝

統食の特別なおもてなしプログラム、最新のマリモ研究成果を活用した日本の特別天然記念物“阿

寒湖のマリモ”エコツアー など

【効果】

観光立国化伸展に伴う多国籍化等によって多様化する顧客ニーズに対応した、プレミアムからスタン

ダードまで多種多様なエコツアーなどの滞在プログラムの企画開発と提供の推進により、滞在中の旅行

消費単価やリピーター率の増を図る。

＜目標値＞

外国人旅行者旅行消費額：２７千円（平成３２年度）

外国人旅行者リピーター率：２２％（平成３２年度）

(d) フォレストガーデン整備事業の実施・・・①②

【主体】

（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構

【時期】

４月より３月まで

【内容】

阿寒湖温泉のウェルカムゾーンとなる玄関口として整備を進めている「フォレストガーデン整備事業」

５カ年計画の２年目。計画地における幹線道路、駐車場、給排水、電気、ゲートシステム、植樹等の造

園工事の基本設計を実施。

【効果】

竣工後は、外国人ドライブ観光客にとって非常にわかりやすい阿寒湖温泉の玄関口が整備され、世界

に通用する観光地に相応しい機能が備わる

＜目標値＞

外国人旅行者来訪者満足度（大変満足）：２２％（平成３２年度）
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(e)自然の恵みに感謝する「伝統の食文化」等を活かした地域性あふれるおもてなしの実施・・・①②

【主体】

（一社）釧路観光コンベンション協会、（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構、阿寒湖温泉旅館組合、

（一社）釧路市水産協会、阿寒湖漁業協同組合、阿寒農業協同組合など関係機関・団体、宿泊施設・飲

食店等、釧路市

【時期】

４月より３月まで

【内容】

当市が宝とする一次産品やジビエなどを活かし、外国人旅行者が世界無形文化遺産「和食」の奥行き

の深さに感動と感嘆いただけるよう、地場産品使用率の向上やムスリム対応を含む食のおもてなし強化

を実施する。

※２８年度に取り組むプログラムの計画

国際的ブームのＲＡＭＥＮスープに使用する昆布を題材に森から海へ漁から食へを満喫する体験

学習プログラムの企画開発、ムスリム対応等「食」に関する調査研究 など

【効果】

観光立国化伸展に伴う多国籍化や多信教化等によって顧客ニーズが多様化する中、食のおもてなし強

化の実施により、来訪者の満足度向上を図る。

＜目標値＞

外国人旅行者来訪者満足度（大変満足）：２２％（平成３２年度）

(f)Ｗｉ－Ｆｉ環境や解説ボードの多言語化等による外国人旅行者の受入環境整備の実施・・・②

【主体】

（一社）釧路観光コンベンション協会、（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構、釧路市など関係機関・

団体等

【時期】

４月より３月まで

【内容】

屋外を含む観光スポット等におけるＷｉ－Ｆｉ環境の整備をはじめ、ＱＲコード等を活用した観光施

設の解説ボード等の多言語化並びに外国語版ＷＥＢの整備とグレードアップ、温泉街循環バスの運行な

ど外国人旅行者の受入環境整備を実施する。

※２８年度に取り組む受入環境整備の計画

世界３大夕日スポット釧路リバーサイドや阿寒湖のマリモ展示観察センター、阿寒湖岸遊歩道等

におけるＷｉ－Ｆｉ環境の整備、釧路湿原展望台やニタイトー森と湖の芸術館などにおけるＱＲ

コード等を活用した観光施設の解説ボード等の多言語化、日本版ＤＭＯ候補における外国語版Ｗ

ＥＢの整備とグレードアップ、阿寒湖温泉無料循環バス『まりむ号』の運行と車内配布媒体の多

言語化 など

【効果】

Ｗｉ－Ｆｉ環境や解説ボードの多言語化等による“ストレスフリーの環境整備” の実施により、来訪

者の満足度向上を図る。

＜目標値＞

外国人旅行者来訪者満足度（大変満足）：２２％（平成３２年度）
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(f)広域連携による新たなルート提案等をはじめ、Ｗｉ－Ｆｉ環境整備や２次交通ネットワークの構築、多

言語化等の外国人旅行者受入環境整備、広域周遊ニーズに対応した情報発信による顧客創造・獲得の推

進・・・①②③

【主体】

（一社）釧路観光コンベンション協会、（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構、（一社）摩周湖観光

協会、（株）ツーリズムてしかが、『プライムロード ひがし北・海・道』推進協議会、ひがし北海道観光

事業開発協議会、水のカムイ観光圏協議会、釧路空港国際化推進協議会、女満別空港国際チャーター便

誘致協議会、とかち観光誘致空港利用推進協議会、中標津空港利用促進期成会、オホーツク紋別空港利

用・整備促進期成会、阿寒国立公園広域観光協議会など関係自治体・機関・団体等

【時期】

４月より３月まで

【内容】

自地域における「住んでよし 訪れてよし」の観光地域づくりの効果や成果の最大化を図ることや、

点ではなく面の動きが多い外国人旅行者の観光行動へ適確に対応させることなどを目的とする積極的か

つ効果的な広域観光連携によって、“観光資源の磨き上げ” による新たな広域周遊ルート構築や、ＷＥ

Ｂ等の多言語対応や一元的窓口機能の整備や、移動環境も含むＷｉ－Ｆｉ環境整備、２次交通ネットワ

ークの構築等の外国人旅行者受入環境整備による“ストレスフリーの環境整備”、地域で確保・育成した

国際化対応人財の活躍による広域周遊ルート等の“海外への情報発信”などに取り組む。

※２８年度に取り組む広域連携事業の計画

広域観光マーケティングの調査協力とデータの活用等、広域周遊観光メニューの商品開発、２次

交通実証実験等、移動環境も含むＷｉ－Ｆｉ環境整備、広域ＨＰやＳＮＳ等による多言語観光情

報発信、対アジアＦＩＴ市場に向けた情報発信強化、欧米市場へのプロモーション など

【効果】

観光立国化伸展に伴う多国籍化等によって顧客ニーズが多様化する中、広域観光連携によってリピー

ター率の増を図り、国際社会において「何度でも行きたくなる観光地域」として確固たる地位を築くこ

とを目指す。

＜目標値＞

外国人旅行者リピーター率：２２％（平成３２年度）
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4．評価指標及び数値目標

※工程とともに様式３へも記載する事

観光立国の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）。

「観光立国のショーケース」化を図る取組を着実に進めることによって、目標年（２０２０年）に達

成する目標は以下のとおりとなります。なお、すべての評価指標の数値目標は水のカムイ観光圏整備計

画に準拠しております。

取 組
評価指標

及び単位

2015年

(平成２７年度)

2016年

(平成２８年度)

2017年

(平成２９年度)

2018年

(平成３０年度)

2019年

(平成３１年度)

2020年

(平成３２年度)

(a)日本版ＤＭＯ（候補）

による訪日外国人旅行

者マーケティング調査

分析の実施

外国人旅行

者来訪者満

足度（大変満

足）：％

20 20 21 21 22 22

(b)ＳＮＳを活用した外

国人ニーズ調査事業の

実施

外国人旅行

者来訪者満

足度（大変満

足）：％

20 20 21 21 22 22

(c) 地域の宝“自然”“文

化”を活かしたエコツア

ー等の滞在プログラム

の企画開発・提供および

継続的なブラッシュア

ップの実施

外国人旅行

者旅行消費

額：円

25,000 25,000 26,000 26,000 27,000 27,000

外国人旅行

者リピータ

ー率：％

20 20 21 21 22 22

(d) 地域の自然を活か

したアウトドアスポー

ツツーリズムの推進

外国人旅行

者リピータ

ー率：％

20 20 21 21 22 22

(e)自然の恵みに感謝す

る「伝統の食文化」等を

活かした地域性あふれ

るおもてなしの実施

外国人旅行

者来訪者満

足度（大変満

足）：％

20 20 21 21 22 22

(f)広域連携による新た

なルート提案等をはじ

め、Ｗｉ－Ｆｉ環境整備

や２次交通ネットワー

クの構築、多言語化等の

外国人旅行者受入環境

整備、広域周遊ニーズに

対応した情報発信によ

る顧客創造・獲得の推進

外国人旅行

者リピータ

ー率：％

20 20 21 21 22 22



（北海道釧路市）観光地域での観光立国のショーケース化［全体構想］（様式２）

観光立国のショーケース化としての位置づけ

ショーケース化に向けた目標

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）

目標指標

訪日外国人延べ宿泊客数 １０２，９７８人 ２７２，７５４人

2015年（H27） 2020年（H32）

外国人旅行者旅行消費額 ２５，０００円 ２７，０００円

外国人旅行者来訪者満足度
（大変満足）

２０％ ２２％

外国人旅行者リピーター率 ２０％ ２２％

観光立国を進めるわが国において素晴らしい自然環境で外国人旅行者を魅了し続ける「HOKKAIDO」。なかでも北海道東部エリアは世界自然遺産“知床”
や“釧路湿原国立公園”“阿寒国立公園”に代表される“手つかずの原始の大地”として、その希少価値が広く認知されております。
釧路市は「観光立国のショーケース」として、日本版ＤＭＯのマーケティングに基づく戦略により、ここだけにしか存在しない“自然”と“自然共生思

想”との一体的体感空間でのプレミアムプログラムによる唯一無二のおもてなしによって、欧米圏セレブ市場等を獲得するトップランナーをめざします。

当市は

◎あらたな財源確保にも取り組むなど実現可能性や持続可能性が非常に高い「観光地域づくりの体制」

◎ここだけにしか存在しない“自然”と“自然共生思想”との一体的体感空間でのプレミアムプログラムなど極めて高いポテンシャルを有する

個性的で多様な「観光資源」

◎アジア圏を着実な伸長とリスクマネジメントも考慮した欧米セレブ市場へのアプローチなど戦略性の高い市場開拓をめざす「訪日外国人旅行者

などの「観光立国のショーケース」に非常に相応しいポテンシャルと実績を有しております。



（北海道釧路市）観光地域での観光立国のショーケース化提案書（様式２）

２０２０年には「観光立国のショーケース」として、日本版ＤＭＯのマーケティングに基づく戦略によって、ここだけにしか存在しない“自然”と“自然共生
思想”との一体的体感空間でのプレミアムプログラムによって、欧米圏セレブ市場の獲得に成功させ、さらなる高みをめざしています。

当市は、多様な連携によって「住んでよし 訪れてよし」の観光地
域づくりを推進してきた実績を有し、マーケティングに基づく戦略策
定やマネジメント等にも取り組む「水のカムイ観光圏観光地域づくり
プラットフォーム」を基盤として強化等を図り、日本版ＤＭＯを形成
して参ります。

ＤＭＯは２つの日本版ＤＭＯ候補法人が中核となり “関係者の合意
形成”“マーケティング実施とこれに基づく戦略策定”“関係者が実
施する観光関連事業と戦略の整合性に関するマネジメント” を実施し
、官民連携など多様な連携によって、「観光地経営の視点を持った観
光地域づくり」に取組んで参ります。

●訪日外国人旅行者マーケティング調査分析の実施 など

【釧路地域ＤＭＯ】
釧路観光コン
ベンション協会

【阿寒地域ＤＭＯ】
阿寒観光協会
まちづくり
推進機構

【川湯・摩周
地域ＤＭＯ】
摩周湖観光協会

ツーリズムてしかが

【地域連携ＤＭＯ】
釧路観光コンベンション協会

日本版ＤＭＯの構築

●地域の宝“自然”“文化”を活かしたエコツ
アーなどの滞在プログラムの企画開発・提
供および継続的なブラッシュアップの実施

●地域の自然を活かしたアウトドアスポーツ
ツーリズムの推進

●自然の恵みに感謝する「伝統の食文化」等
を活かした地域性あふれるおもてなしの実
施

●広域連携による新たなルート開発 など

観光資源の磨き上げ
●自然の恵みに感謝する「伝統の食
文化」等を活かした地域性あふれる
おもてなしの実施

●広域連携によるＷｉ－Ｆｉ環境整備
●２次交通ネットワークの構築
●多言語化等の外国人旅行者受入
環境整備 など

ストレスフリーの環境整備

多言語ＨＰ

ムスリム等多様な
ニーズへの対応

カムイの休日
取材風景

多言語
ガイド

●訪日外国人旅行者マーケティング調査やＳＮＳを活用した外国人ニーズ調査分析結果等に基づいた日本版ＤＭＯに
よる戦略による効果的なプロモーション等の実施

●広域周遊ニーズに対応した情報発信による顧客創造・獲得の推進

●広域連携による新たなルートの発信 など

海外への情報発信
ＶＪ事業による富裕層
エージェント招へい

インバウンド
商談会



観光地域での観光立国のショーケース化・［工程表］
～取組と評価指標・数値目標（ＫＰＩ）～

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ＫＰＩ

１．日本版ＤＭＯ（候補）による訪日外国人旅行者マーケティング調査分析の実施

２．ＳＮＳを活用した外国人ニーズ調査事業の実施

３．地域の宝“自然”“文化”を活かしたエコツアー等の滞在プログラムの企画開発・提供
および継続的なブラッシュアップの実施

４．地域の自然を活かしたアウトドアスポーツツーリズムの推進

ＣＳ（満足度）など総合的なマーケティング調査と分析等を実施

・外国人旅行者旅行消費額：円
【25,000→27,000】
・外国人旅行者リピーター率
：％
【２０→２２】

３２年度

様式３

・外国人旅行者来訪者満足度
（大変満足）：％
【２０→２２】

・外国人旅行者リピーター率
：％

【２０→２２】

・外国人旅行者来訪者満足度
（大変満足）：％
【２０→２２】

・外国人旅行者リピーター率
：％

【２０→２２】

５．自然の恵みに感謝する「伝統の食文化」等を活かした地域性あふれるおもてなしの実施

６．広域連携による新たなルート提案、外国人旅行者受入環境整備、情報発信の推進

ＳＮＳを活用し、外国語で発信されている当市に関する情報の調査分析を実施

外国人旅行者をターゲットとした滞在プログラムの企画開発・提供等

ポテンシャルを活かし「観光立国のショーケース」に相応しいスポーツツーリズムを推進

地場産品使用率の向上やハラール対応を含む食のおもてなし強化を実施

広域連携による観光資源の磨き上げ、ストレスフリーの環境整備、海外への情報発信を推進

・外国人旅行者来訪者満足度
（大変満足）：％
【２０→２２】


