
（釧路市） 観光立国ショーケース実施計画 概要

観光立国ショーケースにおいて目指す姿

取組概要（総論）

日本版ＤＭＯ

主な取組

ストレスフリーの環境整備

観光資源の磨上げ 海外への情報発信

地方公共団体名 釧路市 日本版ＤＭＯ候補法人名
一般社団法人釧路観光コンベンション協会
ＮＰＯ法人阿寒観光協会まちづくり推進機構

専門人材配置により強化を図るDMO候補法人がデータに基づき策定するプロモーション戦略及びブランディング戦略に基づき下記取組を行う
自然と共生するアイヌ文化、釧路湿原や阿寒湖といった自然を核とした、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」を提供する
「プレミアムプログラム」や当市の「ブランド力」を、ターゲットとする旅行市場に効率的かつ効果的に情報発信を行う
外国人旅行者が多く集まるエリアを「ストレスフリーエリア」として設定。このエリア内の公共施設等での「サイン類の多言語化」「トイレの洋式化や多
機能トイレの整備」「フリーＷｉＦｉ環境の整備」を行い、完全なるストレスフリー化を目指すとともに、クレジットカード等の商環境整備、２次交通、道路
の整備など周遊・滞在のストレスフリー化を行う

専門人材の確保による体制強化
データに基づくプロモーション戦略及びブランディング戦略の策定
プロモーション戦略及びブランディング戦略に基づく施策・事業の展開
ＰＤＣＡサイクルによる事業の推進
自律性・継続性の確保

「ストレスフリーエリア」等の完全ストレスフリー化
快適な観光地周遊を促す交通ネットワーク等の整備
滞在、周遊をサポートする観光案内所の整備
安全な自動車移動をサポートとするGPSを活用した道路情報等提供
サービスの導入
ストレスなく知的好奇心を満たす多言語解説サービスの導入
免税・クレジットカード等商環境でのストレスフリー化

富裕層を魅了する滞在プログラムの開発
世界に誇る豊かな自然が育む食によるコンテンツづくりと発信
世界一級の観光地を目指した滞在観光地づくり
SITに対応したエコツーリズムの推進に向けたガイドの充実
地域資源を活用したMICE等の誘致
阿寒湖と周辺湖沼群の世界自然遺産登録に向けた取組の推進

欧米豪富裕層が好むアドベンチャーツーリズムへのアプローチ
戦略に基づくアジア圏向けプロモーションの実施
知的好奇心を刺激する映像を活用した地域の魅力発信
自然と共生するアイヌ文化のトータルブランド化
ＷＥＢやＳＮＳを活用した効果的なプロモーション

目標像：「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」
ターゲット：アドベンチャーツーリズムに高い関心を持つ欧米豪、アジア圏の富裕層

別添２

（参考）2015年の
現状値

2020年の
数値目標

・訪日外国人延べ宿泊客数 272,754人 ・外国人旅行者旅行消費額 27,000円
・外国人旅行者来訪者満足度(大変満足) 22％ ・外国人旅行者リピーター率 22％

・訪日外国人延べ宿泊客数 142,547人 ・外国人旅行者旅行消費額 25,000円
・外国人旅行者来訪者満足度(大変満足) 20％ ・外国人旅行者リピーター率 20％



（金沢市） 観光立国ショーケース実施計画 概要

四季折々、ほんものの日本を五感で発見できる金沢（Kanazawa: Discover Authentic Japan and Excite the Five Senses）
－歴史、伝統・文化、創造力を資源として磨き上げることにより、まちづくりと観光の連携による経済波及効果を創出－

観光立国ショーケースにおいて目指す姿

取組概要（総論）

日本版ＤＭＯ

主な取組

ストレスフリーの環境整備

観光資源の磨上げ 海外への情報発信

地方公共団体名 金沢市 日本版ＤＭＯ候補法人名 一般社団法人 金沢市観光協会

その他

(1-1)藩政時代から受け継がれた金沢固有の歴史、伝統文化を活かした
旅行商品の企画

(1-2)哲学、文学、建築、アート等金沢特有のコンテンツを活用した
プログラムの造成

(1-3)金沢の食文化や料亭文化の魅力発信
(1-4)金沢の海の幸や加賀野菜の魅力発信
(1-5)金沢の魅力あるまちなみ環境の保全継承

(2-1)インターナショナルブランドホテルの誘致による外国人富裕層の
受入環境の充実

(2-2)文化施設における多言語対応の普及促進
(2-3)観光施設、宿泊施設、飲食店等に対する外国人旅行者受入環境整備

への支援
(2-4)民間事業者の最先端技術の導入による観光地の魅力向上
(2-5)観光ガイドの英会話能力の向上と多言語翻訳に係る金沢版辞書の構
築
(2-6)商店街共同の免税手続カウンターの充実
(2-７)外国人旅行者の多様なニーズに応える質の高い通訳ガイドの育成
(2-8)外国人旅行者の安全・安心対策の強化

(3-1)欧米豪の富裕層やアジア知識層へのプロモーションと誘客の実施
(3-2)旅行会社と連携した欧州重点プロモーションの実施
(3-3)動画やSNSを活用したプロモーションの実施
(3-4)外国人の嗜好にあわせた情報発信（HPやガイドブックの充実）
(3-5)東京オリンピック・パラリンピックに向けて金沢の文化力を高め発信
(3-6) 金沢の伝統工芸品や農産物の販路拡大

(4-1)北陸・飛騨・信州３つ星街道の推進 (4-2)石川中央都市圏（４市２町）の推進 （4-3）ＭＩＣＥの推進
(4-4)外国人旅行者の動向や印象度を収集分析するマーケティング調査の実施
(4-5)金沢港発着クルーズやラグジュアリー船の戦略的誘致（県と連携）

●金沢版DMOの計画策定、実行
【対外的にワンストップの窓口機能を持つ「金沢版DMO」の構築】

●（一社）金沢市観光協会を核とした官民協働の体制づくり
【農林業、文化芸術団体等、多様な関係団体の参画を促進】

●ビッグデータ等を活用したマーケティングと 海外プロモーションの強化
●着地型・滞在型旅行商品の造成強化
●組織、人材、分析力の強化を図り、効果的な運営を実践
●KPIの設定とPDCAの確立

１．「ほんものの日本」を継承し、創造するまち ２．四季折々何度でも訪れたいまち
３．市民の暮らしが魅力的なまち ４．日本海側のハブとして広域観光をリードするまち

金沢版DMOの組織力を高め、市民が愛着と誇りを持つ「ほんもの」の日
本を堪能できる周遊環境を創出し、事業効果を「広域」観光に展開する。

（参考）2015年の
現状値

2020年の
数値目標

・年間入込客数（全体）11,000千人 ・宿泊客数（全体）3,200千人 ・宿泊客数（外国人） 400千人 ・観光消費額（全体） 780億円

・年間入込客数（全体）10,060千人 ・宿泊客数（全体）2,906千人 ・宿泊客数（外国人） 256千人 ・観光消費額（全体） 678億円



（長崎市） 観光立国ショーケース実施計画 概要

● 「交流の産業化により栄える和華蘭文化のまち・長崎」

観光立国ショーケースにおいて目指す姿

世界水準の「長崎市版DMO」の確立により観光まちづくりを推進し、長崎独自の豊かな観光資源を磨き上げることにより、「長崎にしかない」満足度の高い
コンテンツを提供する。ストレスフリーの環境整備により、誰でも、いつでも、どこでも、安心して滞在できる環境整備を行うとともに、デジタルマーケティングを
強化することにより、国際観光都市としての認知度を高める。

取組概要（総論）

日本版ＤＭＯ

主な取組

ストレスフリーの環境整備

観光資源の磨上げ 海外への情報発信

地方公共団体名 長崎市 日本版ＤＭＯ候補法人名 長崎国際観光コンベンション協会

その他

長崎独自の歴史、伝統、文化、自然や景観等の豊かな資源を徹底的に磨き
上げるとともに、これまで不足していた滞在型コンテンツの充実を図る。

● 「明治日本の産業革命遺産」・「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連
遺産」の保存・活用

● 世界新三大夜景（香港、モナコとともに平成24年10月認定）の魅力向上
● 国指定史跡「出島」の復元整備、重要文化財及び洋館群の保存・活用
● 長崎くんち等伝統芸能や文化、自然を活かした体験プログラムの充実
● 漁業体験と漁師めしなど食と体験を組み合わせたコンテンツの充実

クルーズ客船など急増する外国人旅行者の受入に伴う課題解決に取り組む
とともに、外国人旅行者が一人でも周遊・滞在を楽しむための環境整備を行う。

● クルーズツアーバスによる交通渋滞解消
● 医療機関における急患への対応強化・災害発生時の対応強化
● 公衆無線LAN環境の飛躍的改善
● 飲食店における多言語メニュー作成支援サイト「EAT長崎」の活用促進
● 商店街など民間と連携したキャッシュレス化の推進

最重要市場のアジアだけでなく欧州やオーストラリアを対象市場に加え、
平和都市としての知名度を活かした情報発信を強化するとともに、FIT対策を
強化するため、WEBプロモーションなどデジタルマーケティングに取り組む。

● 2020年の被爆75周年を契機とした「平和都市」としてのPR強化
● 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の平成30年度の世界遺

産登録に向けた巡礼ツアー誘致
● ICTを活用した動画コンテンツ等の充実
● 羽田空港・成田空港利用者の国内線・JRパスを活用した誘客促進
● MICE誘致の強化（交流拠点施設への誘致を含む）

● 多様な関係者の合意形成及びDMOを核とした観光まちづくりの意識醸成
● 地元大学等と連携したビッグデータを活用したインバウンド戦略の策定
● PDCAサイクルの導入
● ワンストップサイトの活用等による本格的マーケティング
● 多様な主体のプラットフォーム形成
● 安定的な財源確保及び自律的経営の推進（宿泊税導入の検討など）
● 専門人材の確保・育成
● 広域連携の強化（温泉アイランド九州、隣県DMOとの連携など）

● 交流拠点施設整備の検討推進 ビジネス客・富裕層を取り込む交流拠点施設整備の検討を行う。

（参考）2015年の
現状値

2020年の
数値目標 ●観光消費額: 1,600億円 ●観光客数: 710万人 ●外国人延べ宿泊者数: 40万人 ●リピーター率: 67.0%

●観光消費額: 1,368億円 ●観光客数: 669万人 ●外国人延べ宿泊者数: 33.8万人 ●リピーター率: 61.7%



【実施主体】
釧路市、釧路観光コンベンション協会、阿寒観光協会まちづくり推進機構

【取組内容】
・釧路湿原及び阿寒の二つの国立公園をはじめとする原自然を紹介するエコツーリズムプログ

ラムなど、付加価値の高い滞在プログラムの造成を図る。
・これらに関し、多言語でできる体制の構築や核となる観光・文化施設の整備に向けた検討
や事業推進等を行う。

【取組のポイント】
・阿寒国立公園においては、「国立公園満喫プロジェクト」（環境省）
と連携し推進する。

・釧路湿原やマリモなどを活用した、ガイドプログラム造成に向けた体制整備等。
【主なスケジュール】
・平成２８年度 ガイドツアーに関する調査
・平成２９年度～３２年度 ガイドメニュー造
成、ガイドの体制構築及びガイド人材の育成、
観光・文化施設の整備に向けた検討・事業推進等

【実施主体】
釧路市、阿寒観光協会まちづくり推進機構

【取組内容】
・平成２８年度は、アイヌ文化が持つ魅力を、外国人旅行者にしっかり伝えることを目的に、

アイヌ文化に対する興味関心等のニーズ調査、適切な外国語表記の研究とデータベース化
（英語）を実施し、今後も継続する。

・欧米豪の富裕層を対象とした、アイヌ伝統文化の情報発信や木彫りや刺繍などのアイヌ・
アートを生かした新たな商品づくりや、アイヌ文化を体系的に学べる場の整備を行う。

・また、次世代を担うアイヌアーティストの育成を進め、阿寒湖のアイヌブランドの持続可能性を
確保する。

【取組のポイント】
・ユネスコ世界無形文化遺産に登録されたアイヌ古式舞踊やアイヌアートなどにより、外国人
旅行者の知的好奇心を満たす。

【主なスケジュール】
・平成２８～３０年度に調査実施、戦略策定、
海外への情報発信、アイヌアートの商品開発等

・平成３１年度より本格的に事業推進

観光立国ショーケース実施計画における主な取組（釧路市）
釧路市

○自然と共生するアイヌ文化のトータルブランド化
【実施主体】
釧路観光コンベンション協会、阿寒観光協会まちづくり推進機構（水のカムイ観光圏協議会）

【取組内容】
・平成２８年９月に、アラスカにて開催された、世界中の「アドベンチャートラベル～冒険・探検・

探求の旅」を扱う旅行会社等が多数集まる 「アドベンチャー・トラベル・ワールド・サミット
(ATWS)」へ参加し、旅行会社等とのネットワーク構築に向けた取組を開始。今後も、ATWS
に参加し、アドベンチャーツーリズムに関心の高い、欧米豪の富裕層向けの旅行商品を造成し
ている海外の旅行会社等への積極的な情報発信を行っていく。

【取組のポイント】
・日本で初めて、「アドベンチャー・トラベル・ワールド・サミット(ATWS)」へ参加。
・釧路市の強みである、手つかずの自然の中でのトレッキング、
フィッシング、スノーシュー等の体験を良質なガイドとともに提供。

【主なスケジュール】
・平成２８年度～ ＡＴＷＳへの参加、海外旅行会社等
の招聘と情報発信。

○ＳＩＴ（Special Interest Tour）に対応したエコツーリズムの推進に
向けたガイドの充実

○欧米豪富裕層が好むアドベンチャーツーリズムへのアプローチ

【実施主体】
釧路市、釧路観光コンベンション協会、阿寒観光協会まちづくり推進機構

【取組内容】
・平成２８年度に、ストレスフリー化に向けた観光施設等の現況調査を行うとともに、釧路市

街地、阿寒湖温泉地区における「ストレスフリーエリア」を設定。当該エリア内等の「サイン類の多
言語化」「トイレの洋式化や多機能トイレの整備」「フリーWi-Fi環境の整備」を行う。
【取組のポイント】
・「ストレスフリーエリア」を設定し、公共施設等の完全なる
ストレスフリー化を目指す。

・Wi-Fi利用者の利便性確保などを図るため、共通認証システムを
構築。公共施設に加え、釧路市内の民間施設における
整備を促進。

【主なスケジュール】
・平成２８年度 現況調査及び「ストレスフリーエリア」の設定。
・平成２９年度より各種環境整備（共通認証システム構築、Wi-Fi整備、トイレ整備等）

○「ストレスフリーエリア」等の完全ストレスフリー化

平成２８年９月のATWSの様子（アラスカ）

平成29年度、フリーWi-Fi環境
の整備を行う釧路川リバーサイド

ユネスコ世界無形文化遺産である
アイヌ古式舞踊

※SIT（Special Interest Tour）とは、特定の興味・関心を満たすための
旅行のこと。

ガイドツアー（イメージ）

釧路湿原

阿寒湖のマリモ



観光立国ショーケース実施計画における主な取組（金沢市）
金沢市

【実施主体】 金沢市
【取組内容】

平成28年に民間旅行会社と連携し、イタリア・ミラノで市長のトップセールス「金沢学
講座イン・ミラノ」を開催。
今後、イタリアを最重点市場として、スペイン、フランス３か国において現地の旅行会社

と連携し、欧州からの旅行商品化と誘客を促進する。
・イタリア語のホームページ、スマホサイト、ガイドブック、マップの新規作成
・「かなざわ講座・イン・ローマ」の実施
・イタリアのバイヤー等を招請し、金沢の工芸品の販路拡大

【取組のポイント】
・JNTOと連携し、現地の人脈を生かしたプロモーションを展開
・イタリア市場における事業効果を欧州各国からの金沢への
誘客に展開

【主なスケジュール】
・平成２８年度 「金沢学講座イン・ミラノ」の実施、伊語HP・ガイドブックの新規作成
・平成２９年度以降 「かなざわ講座・イン・ローマ」の実施、３か国の旅行代理店を

金沢のイメージ空間に装飾、欧州旅行博への共同出展など

○イタリアを重点とした欧州プロモーションの実施

○金沢の魅力あるまちなみ環境の保全継承
【実施主体】 金沢市
【取組内容】

金沢の貴重な歴史資産である建築物の修繕等について
市が支援し、まちなみ環境の保全継承を図る。
・金澤町家（昭和25年以前に建築）及び「こまちなみ
保存区域」内の建築物の修復・再生

・金沢３寺院群の伝統的寺社・仏閣の修復・保存
【取組のポイント】
・金沢の滞在そのものを観光コンテンツとして、暮らすように旅する体験や人とのふれあい
を通じて、心の豊かさにつながる新しい観光スタイルの創出につなげる。

【主なスケジュール】
・平成２８～３２年度 順次、建築物の修復、再生等（外観修復、防災構造整等）

に対し支援を実施

【実施主体】 金沢市、（一社）金沢市観光協会
【取組内容】

関係自治体や事業者等の連携のもと、「兼六園」
「合掌造り集落」、「古い町並」、「松本城」など、
ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンに３つ星で紹介され
ている世界遺産や国宝等を、歴史文化に基づいた
ストーリーでつなぐ観光周遊ルートを形成し、一体的
に誘客を図る。
・多言語対応の周遊案内サービスの導入
・外国人向けプロモーション動画を制作・配信
・首都圏で３つ星街道セミナーを開催

【取組のポイント】
・金沢が広域観光の日本海側のハブとして新たな周遊観光を創出

【主なスケジュール】
・平成２８年度～３２年度 4市１村が広域連携し、国内外からの誘客を推進

【実施主体】 金沢市、（一社）金沢市観光協会
【取組内容】

金沢の強みである歴史や伝統工芸、伝統芸能などの「ほんものの日本」の文化を楽しむこと
ができる魅力的なコンテンツを企画・造成する。
・伝統工芸を訪ね作家と直接触れ合うことのできる特別な旅の
造成

・「金沢芸妓」の本物の芸に触れる旅プログラムの提供
・茶道文化、伝統工芸、伝統芸能プログラムの造成

【取組のポイント】
・海外の富裕層をターゲットに、プレミアム感の高い
旅行商品を企画・造成

【主なスケジュール】
・平成２８年度以降 かなざわ観光コンテンツマーケット

(webサイト)を立ち上げ、
順次旅行商品を企画・造成

○藩政時代から受け継がれた金沢固有の歴史、伝統文化を活かした
旅行商品の企画

○北陸・飛騨・信州３つ星街道による広域観光の推進



○まちなかエリアの公衆無線ＬＡＮ環境・決済環境の改善による消費拡大

【実施主体】 長崎市
【取組内容】

多言語コールセンターの設置や多言語対応ツール、共通マニュアル等の整備により、急増する
外国人旅行者のけが・急病の際の医療機関における受入態勢を整える。

【取組のポイント】
・平成２７年度から継続して取り組んでいる１１９番通報等の多言語対応の強化と併せて、
医療機関の受入態勢整備に重点的に取り組む。

【主なスケジュール】
・平成２９年度 実証実験（医療通訳コールセンター設置）
・平成３０年度 本格実施

観光立国ショーケース実施計画における主な取組（長崎市）
長崎市

【実施主体】 長崎市
【取組内容】

「（仮）夜間景観向上基本計画」（平成２９年度策定予定）に基づき、遠景・中近景
の視点から長崎の夜景の整備（斜面地の街灯整備等）を行い、世界新三大夜景都市とし
ての魅力向上を図る。
また、グラバー園、大浦天主堂、長崎水辺の森公園、長崎県美術館及び出島を中心とする

エリアにイルミネーションを設置し、夜景イベント「ながさきクリスマス」を開催する。
【取組のポイント】
・世界的に著名な照明デザイナーによる計画策定支援のもと、
夜間景観形成重点地区を定め、まちづくりを行う。

【主なスケジュール】
・平成２８年度 夜間景観向上基本計画の策定
・平成２９～３２年度 整備実施

○世界新三大夜景の魅力向上
【実施主体】 長崎市
【取組内容】

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」（世界遺産候補）の構成資産を適切に保存し、
世界遺産価値の理解促進を図るとともに、観光資源としての活用を推進する。
また、世界遺産観光案内所の設置、構成施設における観光客受入態勢の整備を進め、観光

客の満足度向上を図る。誘致については、韓国・フィリピンを中心に、巡礼ツアーを誘致するための
旅行会社招請やプロモーション強化を図る。

【取組のポイント】
・大浦天主堂、外海地区の出津集落など
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」（世界遺産候補）の
構成資産を活用し、誘致ターゲットを「巡礼」に特化した取り組みを行う。

【主なスケジュール】
・平成３０年度 世界遺産登録を目指す
・平成２９～平成３１年度 順次、周遊ツアー企画造成・誘客、
受入環境整備を実施

○「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の保存・活用

・医療機関における外国人患者の受入体制強化

【実施主体】 長崎市
【取組内容】

観光施設における外国人旅行者の避難誘導マニュアル整備を行うとともに、災害発生時、
避難所等安全な場所に自力で逃げることができるアプリを制作し、災害に備える。

【取組のポイント】
・個人観光客が増える中、ICTを活用し一人でも安全な場所に避難できる環境を整える。

【主なスケジュール】
・平成２９年度 観光施設における多言語マニュアル整備
・平成２９～３０年度 多言語避難誘導アプリ作成及び実用化

・自然災害発生時の対応強化
【実施主体】 長崎市・長崎国際観光コンベンション協会
【取組内容】

観光施設、宿泊施設及び商業施設におけるキャッシュレス環境を改善するとともに、地域
カードの導入及びアプリ等ICTを活用した決済環境を拡大する。

【取組のポイント】
・中心市街地の商店街や飲食店を対象として、決済方法の選択肢を
充実させることで、外国人旅行者による消費額の増加を目指す。

【主なスケジュール】
・平成３１年度までに主な観光施設、宿泊施設、商店街等における
キャッシュレス環境を整備

・キャッシュレス環境の飛躍的改善

○訪日外国人旅行者の安全・安心の確保

【実施主体】 長崎市
【取組内容】

平成27年度、市内の主要な観光施設（10か所）及び路面電車の全電停（39か所）に
整備した「Nagasaki City Wi-Fi」の活用促進を図るとともに、これに加え、中心市街地の特定
エリアにおいて新たに民間事業者における公衆無線LAN環境の整備を支援し、面的整備を図る。

【取組のポイント】
・中心市街地の商店街を含む特定のエリアにおいて、通信環境の面的な
改善に集中的に取り組む。

【主なスケジュール】
・平成２９～３１年度 順次整備

・官民連携した無線ＬＡＮ環境の向上

そとめ しつ


