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地域ＤＭＯ
NPO法人 阿寒観光協会まちづくり推進機構

マネジメント区域：北海道釧路市阿寒湖温泉地区

設立の経緯

✔ミッション
・観光振興と観光まちづくりの一元化
・インバウンド需要の取り込みを含める地域一帯となった観光まちづくり
・アイヌ文化を活かしたまちづくり
・阿寒湖温泉の未来を気付く観光人材と組織の強化

▶組織図

マネジメント体制

▶マネジメントエリア

阿寒湖温泉地区は、バブル崩壊後も団体周遊の拠点として客足は伸びてい
たが、時代の流れとともに客層が団体客から個人へと移るにつれ、宿泊客数、
遊覧客数、おみやげの売上げが徐々に落ちていった。
こうした危機感を背景に、住民主体で「阿寒湖温泉再生プラン2010」を

策定し、その推進体制として地区内の多様な主体によって構成するNPO法人
阿寒観光協会まちづくり推進機構を設立。観光関係者のほか住民も参画した
分科会を設置し、「できることから進めていく」という方針のもと、具体的
な阿寒湖温泉の観光地域づくりを進めてきた。
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地域のキーマン

▶阿寒観光協会まちづくり推進機構
代表理事 大西 雅之氏

○阿寒湖温泉地区では、「阿寒湖再生2010
プラン」を地域の総意で作り上げ、その中
で「地域通貨と財源確保の仕組みづくり」
がプロジェクトと位置付けられていた。

Topics

・阿寒地域を代表するホテルグループ「鶴雅ホールディングス
株式会社」の代表取締役を務め、観光庁の「観光カリスマ」
に認定されている。

・「無私の精神」の下、阿寒湖温泉の再生に取り組み、地域の
観光活性化に貢献。また、「観光戦略実行推進タスク
フォース」において有識者を務めるなど、幅広く活躍している。

入湯税の超過課税制度による財源の確保

○この財源確保の手段として「入湯税の超過
課税制度」を導入するため、住民や企業
などの利害関係者がまちづくりのビジョン
とプランを共有し、調査により課税対象者
である入湯者からも理解が得られることを
明らかにできたことによって、平成27年
4月1日より10年間の特例として制度化する
ことに成功、「釧路市観光振興臨時基金」
を設置した。

✔入湯税の引き上げまでの経緯
○平成14年５月～11月 「新しい地方税のあり方研究会」による新税の検討

⇒町において入湯税の嵩上げを目指すも、地元全体の合意が得られず実現できなかった。
○平成25年1月 NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構から要望
・阿寒湖温泉旅館組合の臨時総会で入湯税の上乗せについて決議
○平成25年6月 独自財源研究会の立ち上げ
・NPO法人阿寒観光協会まちづくりと公益財団法人日本交通公社の共同研究事業として設置、
行政はオブザーバーとして参加。

○平成25年9月 第2回 独自財源研究会
・阿寒湖温泉地区の宿泊者へのアンケートの中間報告 （約７割の方が協力したいという結果）
○平成25年11月 第3回 独自財源研究会
・阿寒湖温泉地区の宿泊者へのアンケートの結果（約７割の方が協力したいという結果）
・入湯税率の嵩上げ要望書案の決定
○平成25年11月26日 市へ要望書の提出
○平成25年12月～平成26年９月 行政における入湯税の検討
○平成26年12月 釧路市税条例の改正案提案
・平成27年度から平成36年度までの10年間、一般の宿泊者１人１泊について入湯税
の税率を現行の150円から250円に引き上げ

・国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・旅館以外の宿泊施設における入湯税
については、奢侈性が比較的低いことに鑑み、150円に低減

スタートは
旧阿寒町時代

入湯税の嵩上げ
議論の再論
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具体的な取組

▶積み立てた基金を利用した受入環境整備
・入湯税の超過課税により積み立てた基金を用い、地区の
ウェルカムゾーンである「阿寒フォレストガーデン」整
備に着工、平成30年度に一部供用開始予定である。

・また、外国語対応のサインやWi-Fiを完備したまちなか循
環バスの運行にも同基金が活用されている。

お問い合わせ先

NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構 Tel:0154-67-3200

▶阿寒パロコロプロジェクトの推進
・アイヌ文化を核とした異日常空間を楽しんでいただくまちづくりを市
民の手により実現していく、「阿寒パロコロプロジェクト」を推進。

・アイヌ文化の空気を感じていただくため、おもてなしの在り方を市民
自らが考え行動し、また、基金も活用してアイヌ文様入りの「おもて
なし傘」や「おもてなしベンチコート」を無料レンタルするなどの
取組みを推進している。

・今後も、まちなかアイヌアートギャラリー設置によるまちなか回遊
促進など、異日常体験を提供する施策を推進していく。

入湯税の税率引上げの課題と対応

１．税制面の課題

３．使途についての課題

・宿泊料金に応じた段階的な引上げが可能か否か。

・奢侈性の低い宿泊施設における入
湯行為に対して軽減措置を行い、
税率を150円に据え置くことで、
不均一課税にならないようにした。

・地元関係団体との協議により事業
の精査を行い、観光振興に該当し
ないものを除外した。

・地元から要望のあった事業と、観光振興に充当す
るという本来の入湯税の目的との整合性。

・入湯税の課税対象となる施設の範囲（具体的例：
鉱泉浴場を有するビジネスホテルと有しないビジ
ネスホテルでは負担額に250円の差が生じる。）

・不均一課税に該当するか否か。

・釧路市内全域が対象となるため、阿寒湖温泉地区
以外のホテル等にも課税されることについての合
意が取れるか否か。

・市との協議により、複雑な税体系
はやめた方がよいとの結論。

２．制度面の課題

・国際観光ホテルではない宿泊施設
に100円軽減することで、結果的
に阿寒湖温泉地区のみが対象に。

しゃし

▶アドベンチャーツーリズムの世界的な拠点づくり
・観光立国ショーケースの対象地域としてアドベンチャー
ツーリズム（AT)の世界的な拠点とすべく、DMC「阿寒
アドベンチャーツーリズム株式会社（AAT)」を設立し、
AT顧客を満足させ得るグローバル基準の高付加価値な
AT滞在プログラムの開発をATTA(アドベンチャー トラベル
トレード アソシエーション）と連携しつつ進めている。

・日本初の「光と音の演出で夜の森を歩く」というナイト
フィールドミュージアムプロジェクトを、 AATを運営主体
として、2018年夏を目途に導入を進めている。
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地域ＤＭＯ
（一社）気仙沼地域戦略

マネジメント区域：宮城県気仙沼市

設立の経緯

平成23年9月に気仙沼市震災復興計画の重点事業として、観光産業を新た
な市の基幹産業として位置づけ、平成25年3月末には、気仙沼市観光戦略会
議において、「観光に関する戦略的方策」を取りまとめた。
その取りまとめの中では、
・「水産業と観光産業の連携・融合による新たな付加価値創造戦略」
・「気仙沼ならではのオンリーワンコンテンツを活用した誘客戦略」

という2大戦略をはじめとする7つの戦略が提示された。
この戦略を確実に実行し、地域に観光意識を根付かせていくための組織と

して、既存の観光戦略組織である社団法人リアス観光創造プラットフォーム
を発展的改組し、平成29年3月に（一社）気仙沼地域戦略を設立。民間の力
を活かした観光振興を図り、気仙沼市民の発意を促しながら、柔軟な観光振
興の取組を目指している。

・（一社）気仙沼地域戦略が事務局と
なり、行政や観光コンベンション
協会、各業界団体など多様な関係者
が連携している。

・特に平成29年の発展的改組の際には、
既存の4団体（行政、商工会議所、
観光コンベンション協会、リアス
観光創造プラットフォーム）の事業
内容を2年にわたり精査し、各団体
が実施している事業のモレとダブり
を徹底的に検証。

・ＤＭＯとしての推進体制を整え、
明確な役割分担の下、観光地域
づくりに取り組んでいる。

マネジメント体制

▶組織図
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Topics データ収集と域内消費の向上ツール「気仙沼クルーカード」

○顧客データの一元的な管理
・気仙沼クルーカード利用者のデータをＤＭＯが一元的に管理する
ことで、マーケティングの基盤となるデータを確保。顧客属性や
購入履歴を把握できるほか、登録したアドレスに対してイベント
告知をはじめとする誘客プロモーションを実施可能。

・また、得られた店別のデータは各店舗に公開することで、事業者側にもメリットがある
取組となっている。

具体的な取組

▶ちょいのぞき気仙沼
・地元事業者と連携して、氷屋や函屋など、ほかの町には
ない港町である気仙沼ならではの仕事場や遊び場などを
中心に、気仙沼での暮らしをちょっと覗くことができる
体験商品の開発を行い、くらしと仕事のテーマパーク化
を進めている。

お問い合わせ先

（一社）気仙沼地域戦略 Tel:0226-25-7115
E-mail:info@k-ships.com

▶ば！ば！ば！の場
・市民自らが気仙沼の魅力を深堀し再発見していく
ワークショップ「ば！ば！ば！の場」を定期的に
開催。市民発意の観光地域づくりの気運醸成を図り
ながら観光従事者の輪を広げていく取組。

○ＤＭＯの財源確保
・カード利用者の売上高のうち、１％はカード会員のポイントの原資となり、２％は
ＤＭＯが実施するカード事業の運営手数料となる。

・有効切れポイントの失効益は気仙沼市に「寄付」され、その一部がＤＭＯの運営資金
となる。

スイス・ツェルマットの取組を参考に、一元的なマーケティング
による地域への効率的な誘客活動と、域内消費を向上させる取組と
して、「気仙沼クルーカード」事業を開始。
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地域ＤＭＯ
(株)大田原ツーリズム

マネジメント区域：栃木県大田原市

設立の経緯

(株)大田原ツーリズム
民間経営者を社長として、役員に大田原市、

観光協会、農協、地元メディア等が参画し、
旅行者の受入窓口など主にビジネス面での役
割を担う。

▶組織図

マネジメント体制

大田原市では農業従事者の減少や高齢化による農業衰退の危機、さらには観光資源の乏し
さ及びプロモーション不足により、他の地域と比べて、観光客が少ないという２つの課題を
抱えていた。
これらの課題を解決するために農家民泊などのグリーンツーリズムを中心に地域活性化に

取り組む会社として、官民一体の取り組みとして大田原市等の出資により、設立されたのが
地域ＤＭＯである（株）大田原ツーリズムである。
大田原ツーリズムでは、地域に残る日本古来の生活、産業、歴史、文化を活かし、観光資

源とした体験型プログラムを造成し、農家民泊受入農家数の拡大に努めるなど、観光を通じ
て、地域の歴史、文化や産業を残していくべく、活動を行っている。農家民泊受入農家は設
立前の０軒から約160軒に増加したことに加え、廃校などの遊休資産の活用、農業体験等に
よる学生等との交流が地域住民のやりがいにつながる等の成果が生まれている。

大田原グリーン・ツーリズム推進協議会
地域の様々な分野の構成員が参画し、農業

体験のインストラクターの養成などに取り組
んでいる。

(株)大田原ツーリズムと、大田原グリーンツーリズム推進協議会が連携し、大田原市役所がほかの行政
との調整や広域的な情報展開を実施することで、地域一体となった取組を展開している。

地域のキーマン

▶藤井 大介氏
・防衛大、米国テキサス大学院卒。川崎重工業(株)や本田技術研究所(株)
を経て、平成21年に(株)ファーム・アンド・ファーム・カンパニーを
設立し、農業を中心とした経営コンサル事業、飲食事業、惣菜事業等の
総合的な農業支援会社を経営。

・平成24年に、大田原市と合弁で設立した（株）大田原ツーリズムの代表
取締役に就任。「大田原グリーン・ツーリズムファンド」や民間出資も
得て、行政と連携しつつも依存することなく企業として経営面で自立
をしている。また、中小企業診断士、６次産業化プランナーでもある。
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Topics グリーン・ツーリズムによる観光資源の創出

○大田原ツーリズムは、大田原市内における観光資源が乏しい中、地域で暮らす人や地域資
源に着目・活用することで、地域が提供できる体験を120以上のプログラムとして開発・提
供している。
プログラムの核となっているのは、地域で盛んな産業である農業であり、農泊を核とした

グリーン・ツーリズム関連の旅行商品を推進することにより、農業体験による学生との交流
を創出。地域住民のやりがいに繋げ、地元への愛着を強めた。
この取組は、耕作放棄地や廃校などの遊休資産の活用や、旅行業や農業の雇用の増加に繋

がり、地域経済の活性化に貢献している。

○市内の農家民宿に賛同する農家の軒数
（許可済み、手続き中を含む）
平成24年度（事業実施前） ０軒
平成30年１月１日現在 約160軒

○大田原ツーリズムの体験型ツアーの状況
交流人口 宿泊者数

平成24年度 189人
平成25年度 806人 305泊
平成26年度 3,923人 2,236泊
平成27年度 6,419人 3,300泊
平成28年度 8,351人 4,678泊

○大田原ツーリズムでは、自然と環境だけでなく、気さくに話せる田舎の「おとうさん」や
「おかあさん」との交流を最も重要視しており、農家の家に泊まり、生活体験をしながら、
農業や環境、ふるさとの大切さを体験し、田舎の人との交流により得られる「感動」を提供
している。

具体的な取組

・日本の子どもたちや社会人・企業をターゲットに
した教育旅行や、アジア圏を中心としたインバ
ウンドの教育旅行の受入を積極的に進め、多種
多様な体験プログラムを造成し、受入可能な農家
を増やすとともに相手国や宗教などに配慮できる
受入体制整備に取り組んでいる。

▶様々なプログラムの提供

○体験プログラムの例
・渓流釣り ・ＢＢＱ ・蕎麦打ち体験
・茶道体験 ・田植え体験 等

お問い合わせ先 (株)大田原ツーリズム TEL:0287-47-6759
URL:http://www.ohtawaragt.co.jp/

▶地域の遊休資産の活用例
・フィルムコミッションでも使用されるノスタルジックな木造
校舎を活用し、「大人の小学校生活体験」など、創意溢れる
企画で新たなマーケットを開拓。
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地域ＤＭＯ
（株）阿智昼神観光局

マネジメント区域：長野県阿智村

設立の経緯

阿智村は昭和48年に掘り当てられた昼神温泉により、戦後にオープンした
温泉地としては類を見ないほど発展したが、バブル崩壊後、観光客が減少し
たことに加え、観光客の滞在時間の短さという課題を抱えるようになった。
これらの課題を解決するため、村と昼神温泉郷の温泉旅館等の出資により、

平成18年に（株）昼神温泉エリアサポートを設立、第2種旅行業を取得。
「昼神温泉発着半日バスツアー」やスタービレッジ阿智協議会とタイアップ
した「日本一の星空ナイトツアー」などの地域資源を磨き上げ、域内の滞在
時間、消費額の増加に成果を上げている。
また、平成28年に既存の観光協会と（株）昼神温泉エリアサポートを統合

し、（株）阿智昼神観光局を設立。昼神温泉郷内だけでなく、村全域を対象
とした観光地域づくりに取り組んでいる。

▶組織図

マネジメント体制

▶マネジメントエリア

行政とＤＭＯが中核となり、メンバーには観光事業者
や宿泊事業者、飲食業者のみならず、多様な関係者が
参画するなど、官民が密接に連携した運営を実施して
いる。
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地域のキーマン

▶（株）阿智昼神観光局
代表取締役 白澤 裕次 氏

・愛知県から阿智村の第3セクター「阿智総合開発（後のセブ
ンスそのはら）」にUターン入社、後に代表取締役となる。

・阿智村観光協会副会長、スタービレッジ阿智誘客促進協議会
副会長などを歴任し、平成28年に（株）阿智昼神観光局の
代表取締役に就任。

・地域の魅力を発掘し、地域が一体となって取り組む阿智村版
DMOの中心人物。

○一方で、「星空」というコンテンツの特性上、夜の滞在コンテンツが充実している反面、
朝や昼の滞在コンテンツが不足しており、宿泊翌日の滞在時間の短さや消費の少なさが課題
となっている。

○そのため、現在は昼間の滞在時間を延ばすことを中心とし、天候に左右される「星空」と
いう資源だけに頼るのではなく、悪天候の際にも来訪者に満足してもらえるよう、温泉や食
といった地域資源を活用したブランド構築や、自然を活かした新たな滞在コンテンツ（アク
ティブ阿智）の開発に注力し、来訪者満足度の向上に取り組んでいる。

Topics 「日本一の星空」という地域ブランディング戦略

5366

17500
(見込）

0
3000
6000
9000

12000
15000
18000
21000

平成26年度 平成29年度

着地型旅行商品の販売数

着地型旅行商品の販売数

○「日本一星空の観測に適した場所」として環境省から認定されたことに着目し、「天空の
楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開発。本ツアーは阿智村にある富士見台高原ロープ
ウェイヘブンスそのはらで開催している星空鑑賞イベントであり、このツアーを中心に村全
体を「星の村」と位置づけることで村の活性化に一役買っている。単に星を観察するだけで
なく、エンターテインメント性を強めたガイドやプロジェクションマッピングとのコラボ
レーションなど、参加した人の感動体験を重視した体験型プログラムは、2016年度には約13
万人が参加するヒット商品となり、宿泊者数増大に大きく貢献している。
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具体的な取組

お問い合わせ先

▶地域通貨「スターコイン」
・観光による経済効果を地域全体に波及させるため、地域通貨
「スターコイン」を導入。村内施設のコイン付宿泊プランの
利用や換金所で入手できるスターコインは、70を超える施設
で利用可能であり、各店舗において様々な特典を受けること
ができる。

・域内消費を促すスターコインの導入により地域が一体となって
観光地づくりに取り組む動機付けとなっている。

▶観光拠点施設「ACHI BASE」
・村内の遊休施設を活用し、平成29年11月にオープンしたこの
施設は、観光案内所機能に加え、昼間はサンリオのキャラクター
「キキ＆ララ」カフェ、夜間は星空のコンセプトバーの営業を
行うことで、夜間の飲食店不足の解消を図っている。

・また、阿智村の地域資源を活用した商品を揃えたセレクト
ショップやアウトドアグッズのレンタルコーナーも併設して
おり、村内の観光拠点として地域ブランドの構築も行っている。

▶地域住民が参加するイベントや体験教室
・地域住民が参加する「日本一の星空ナイトツアー村民
ＤＡＹ」や「村内全域ライトダウンイベント」といった
イベントを設けたり、地域住民が絵手紙や、レザークラ
フトなどを観光客に手ほどきする体験教室を行うことに
より、地域住民の観光地域づくりに対する意識と実感を
高め、観光をきっかけとした交流人口増大をはかり、
地域の新たな魅力創造を進めている

（株）阿智昼神観光局 TEL:0265-43-4656
URL:http://www.hirugamionsen.jp

▶拠点施設「星の駅」の整備
・県の補助金や国の予算を活用し、村南部の治部坂高原に星空観測の拠点施設「星の駅」
の整備を計画。開設は７月を予定。

・天体観測や写真撮影のスペース設置のほか、機器の貸し出しサービスを実施する予定。
天文愛好者に向けた施設整備により、より一層の「星の村」としてのブランディングを
進める。
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地域ＤＭＯ
（一社）飛騨・高山観光コンベンション協会

マネジメント区域：岐阜県高山市

設立の経緯

高山市では、1970年に旧国鉄の観光キャンペーンである「ディスカバー
ジャパン」でとりあげられたことをきっかけに観光地として注目されるとと
もに地域一体となった息の長い観光地域づくりの取組が始まり、今にいたる
まで継続している。
高山市全体の活性化のため、自立した経済団体として1982年に法人格を取

得し、飛騨高山観光ブランドの構築に取り組む。

▶組織図

マネジメント体制

１市９町村が合併した日本一面積の
広い市であり、古くからの歴史的な町
並みや奥飛騨温泉郷、乗鞍岳、農山村
などの観光資源を有する。

▶マネジメントエリア

高山市

高山市観光連絡協議会

飛騨高山観光客誘致推進協議会

飛騨高山国際誘客協議会

一般社団法人飛騨・高山観光コンベンション協会

相談役

正会員

賛助会員

事務局 事務局長

観光事業部 コンベンション事業部

マーケティング部門
春季実行委員会
夏季実行委員会
秋季実行委員会
冬季実行委員会

プロモーション部門

旅行商品部門

理事会 監事

飛騨・高山観光コンベンション協会を中心に
行政、民間事業者が一体となって体制を構築。
市内に10ある観光協会で組織する高山市観光連
絡協議会の中心組織としても広域連携を図る。
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地域一体となった外国人受入環境整備Topics

高山市における外国人誘客に向けた取組は、1986年に国際観光モデル地区に指定
され、国際観光都市宣言を行ったことにより加速してきた。それ以降30年以上にわ
たって、「外国人が安心して一人歩きできる環境づくり」を目指した受入環境整備
に取り組んでいる。

○無料公衆無線LAN整備
インターネット接続環境や、観光・緊急情報等

を提供できるよう、まちなかに公衆無線LANを整
備。Wi-Fiの接続データは、観光客の動態把握等、
マーケティングにも活用している。

○消費税免税制度の活用促進
年々増加する外国人観光客による市内消費拡大

のため、官民が協力し、商店街単独で設置する全
国初の消費税免税一括手続きカウンターを本町三
丁目商店街に設置。

○通訳ガイドの育成
平成27年度に中心市街地特例通訳案内士の、

平成28年以降は飛騨地域での特例通訳案内士の
養成講座を実施。区域内における有償での通訳ガ
イドの実施により、市民と外国人観光客の交流促
進、旅行者の滞在期間の延長、消費拡大等を促進
している。

○ムスリム旅行者向け市内散策マップ作成
国や民間のプロジェクトチームと連携し、ムス

リム旅行者が安心して食事ができる飲食店や礼拝
対応可能な施設などを掲載したパンフレットマッ
プを作成。ムスリム観光客の満足度向上を図ると
共に、市内消費の拡大に貢献。

地域のキーマン

▶堀 泰則氏
・1975年(株)ひだホテルプラザ取締役総支配人となり、2001年
より代表取締役社長、2014年より取締役会長を務める。

・現在、（一社）飛騨・高山観光コンベンション協会の会長や、
高山商工会議所副会頭を務めるほか、飛騨高山観光客誘致推進
協議会、飛騨高山国際誘客協議会、高山市観光連絡協議会など、
多くの観光関連団体の会長に就任し、高山市の観光振興に尽力
している。

無料Wi-Fiの整備マップ
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具体的な取組

▶昭和４５年から取得してきた観光統計情報を基にしたマーケティング

旧国鉄の観光キャンペーンであるディスカバリージャパン（昭和45年）で取り上げ
られたことをきっかけに観光統計の取得を開始。高山市では、地元運輸事業者、観光施
設運営事業者と連携した観光入込客数や宿泊施設と連携した宿泊客数の把握などを行っ
ており、長年の推移や国籍や性別毎のデータの蓄積が地域のマーケティングの基礎と
なっている。

・市民満足度指標
・観光入込客数
・方面別宿泊客数
・交通機関の利用状況
・WEBサイトアクセス状況

・観光施設別入込状況
・来訪回数
・再来訪意向
・観光消費額

✔収集しているデータ
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（人）
高山市の外国人延べ宿泊者数の推移

お問い合わせ先

（一社）飛騨・高山観光コンベンション協会 TEL:0577-36-1011
URL:http://www.hidatakayama.or.jp

マーケティングを基にしたプロモーション
や受入環境整備の結果、多様な外国人旅行者
の獲得に成功。
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収集したデータは、国・地域だけではなく、行動
特性等を踏まえて優位性が発揮できる顧客層を特
定。その顧客層ごとのニーズや競合地域との差別化
分析を実施し、プロモーションへ反映している。

等

高山市のH28年度外国人宿泊者数国別割合

▶海外等への戦略的な職員派遣

高山市においては、人材の育成や関係性の構築、
連携強化等を目的に、海外等への戦略的な職員派遣
を実施。
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通常

総会

誘致宣伝

委員会

事務局

まちづくり

委員会

交流研修

委員会

おもてなし

委員会

理事会

地域ＤＭＯ
（一社）下呂温泉観光協会

マネジメント区域：岐阜県下呂市

設立の経緯

下呂市は2004年、4町1村が合併して誕生。従来の町村区域を維持しながら、
区域ごとの観光資源とノウハウを活用しプロモーションを展開してきた。

（一社）下呂温泉観光協会は、「下呂温泉及びその周辺地域における観光事
業の健全な発達を図るとともに、下呂温泉の国際化や外国との交流、また健康
保養の増進に努め、公共の福祉に寄与すること」を目的に昭和21年に設立。現
在もエリアごとに観光協会が存在しているものの、従来から観光プロモーショ
ン活動を行ってきた（一社）下呂温泉観光協会が中心となり、下呂市全体の周
遊観光による消費の拡大に取り組んでいる。

●下呂市観光協会連絡協議会
合併前の地域ごとに残っている５つの観光協会が連携し、一元的な情報発信を実施。

●下呂市観光客特別誘致対策協議会
（一社）下呂温泉観光協会、下呂温泉旅館協同組合、下呂商工会及び下呂市などが連携し、観光情報の収集やプロ

モーションを実施。

マネジメント体制

●下呂市ＤＭＯ委員会
ＤＭＯのほか、商工会、金融機関農業事業者等を加え、今後の実施体制や事業内容について議論する。

▶体制図 ▶マネジメントエリア

DMOは以下の組織の中心的存在と
して下呂市全体の観光振興を図る
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顧客データを活用したマーケティングTopics

下呂市では、1966年から宿泊者数などのデータ収

集を続けている。

東日本大震災（2011年）後の宿泊者数の落ち込み

をきっかけに、DMO内に旅館組合や観光施設、市な

どからなる「誘致宣伝委員会」を設置した。DMOは

市が集計するデータを分かりやすい形にまとめたうえ

で、毎月委員会を開催し、プロモーションの取組方法

について検討している。

960

990

1,020

1,050

1,080

下呂市宿泊者数 （千人）

地域のキーマン

▶瀧 康洋 氏
・2014年から（一社）下呂温泉観光協会会長を務める。

同協会の副会長兼専務理事であった時に起きた東日本
大震災以降、観光地マーケティングの重要さに気付き、
市内の観光関連団体をひとまとめにした組織を作る。
「DMO」という言葉が日本に浸透する以前からDMO
を実践しており、地域主導となるようリーダーシップ
を発揮し、下呂市の観光を牽引している。

○マーケティングの成果

・観光動態等の正確な把握

バスツアー等の現地ツアーの満足度を把握。また、下呂～高山～白川郷という来訪者の動線をデータ

で証明。結果を受けて、営業時期の見直し等の経営改善に取り組む事業者も存在。

・下呂市への政策提言

調査結果を受け、明らかになった課題を提言として

とりまとめ、下呂市に提言。提言を受けた下呂市は、

課題への対策を検討する協議会を設置するなど、ＤＭＯ

の取組が行政の政策に反映。

・調査結果を踏まえ、「食べ歩きができるスイーツ開発事業」をスタートし、地元産品を使った
下呂温泉らしい新スイーツの開発、プロモーションにより、観光客の滞在時間延長と消費行動
の喚起を促す。

・ＤＭＯでは、「下呂の宿には遅くに到着し、翌朝チェックアウトしたらすぐ他の地域へ行く」という
滞在時間の短い温泉地であるという課題に対し、観光客約10,000人に対してアンケートを実施。
その結果、中食（おやつ、スイーツ等）が足りないために滞在時間が短いという問題点が発覚。

○調査結果を活かした滞在時間延長に向けた取組

【政策提言の内容】

・下呂エリアは観光施設、見所が圧倒的に少ない

・下呂以外のエリアは魅力のＰＲが足りない

・市内の周遊アクセスの不足

地元産味噌を使った

ソースの統一的な使用

スイーツの開発 ・統一ロゴが入った

カップを使用

・内容は各店舗オリジナル
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具体的な取組

・下呂温泉では、地域資源である自然環境の保全も重要な課題
として捉え、観光振興＋地域振興＋環境保全のエコツーリズム
を検討している。

・2016年にＤＭＯや商工会、旅館組合、ガイド団体
などで構成される「下呂市エコツーリズム推進協議会」
を設立。ＤＭＯが中心となり、自然・文化・歴史など、
下呂市の資源を生かした観光振興に重きをおくとともに、
観光によって資源が損なわれないよう、観光資源の
管理・保護・保全を図り、エコツーリズムにより
地域全体が潤う仕組みを構築していく。

・また、小坂地区の滝めぐりなどの既存の体験プログラム
に加え、新しいプログラムの開発にも取り組み、下呂
温泉を中心とした周遊観光を促進していく。

お問い合わせ先

（一社）下呂温泉観光協会 TEL : 0576-24-1000
URL : https://www.gero-spa.com/

▶温泉を軸にしたエコツーリズムの推進

・2027年のリニア中央新幹線開業時に中津川市に駅が設置されることから、岐阜県や

中津川市、下呂市では 駅と下呂温泉を結ぶ国道沿線の魅力の創造に取り組んでいる。

・宿泊者がチェックインした後でも体験プログラムが予約できるよう、ＤＭＯのＨＰ内

に体験プログラム予約サイトと連動した予約システムを導入。（2017年9月～）

※12事業者、16のプログラムが予約でき、全て予約の締切は前日までとしている。

※また、予約システムを通じて得た利用者の動向を商品開発の参考にしている。

▶前日でも予約ＯＫ！体験プログラムの予約システム整備

← 宿泊客に親しみを持ってもらえるよ
う「ワク湧く！体験プログラム～下
呂温泉からひと足伸ばして～」という
キャッチコピーを作成

・地域住民と協働した環境美化活動の実施や、

地域の良さを再発見し地域に誇りを持って

もらうため、市民限定の観光ツアー「地域の

宝探しワンコイントリップ」を企画・開催。

・2017年は2回開催し、290人程度が参加している。

▶市民限定ツアーによる住民意識の向上

ツアーでは下呂地方特産の大麦若葉を使ったこんにゃ
く作りを体験したり、地酒を楽しみながらガイドとまち
歩きをしたりできる。
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地域ＤＭＯ
株式会社Verde大台ツーリズム

マネジメント区域：三重県大台町

設立の経緯

Verde大台ツーリズム（以下、Verde）は、大台町観光協会のアウトドアプ
ログラム造成部門として発足した。当初、プレイヤー組織・体験事業者数が
地域に少なく、それを補填する役割を担っていたが、旅行業取得を契機に、
より効果的な地域の観光情報発信・旅行商品の造成販売等を担い、収益事業
を伸ばすことで持続可能な観光振興の中核となって取り組んでいる。
Verdeでは、アウトドア体験を通して地域での滞在時間を延ばし、地域回遊する仕

組みを造成。アウトドア層の誘客から、口コミ観光や、地域回遊に繋げ、特産品販売、
宿泊等観光事業者の経済効果を高めることを目指している。

✔ミッション
・「アウトドア」をキーワードに
アウトドアで地域回遊する仕組みを造成し、広域的に地域と繋がることを目指す。

・大台町観光協会と連携した情報発信
ユネスコエコパークの魅力を世界に発信する。

・保全と利用の調和
大台町の美しい自然を守りながら利活用する。環境意識に繋げ、環境保全に広げていく。

・大台町で観光を産業に
観光に関連した事業所が増え、雇用へと繋げることを目指す。

▶組織図

マネジメント体制

▶マネジメントエリア
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地域のキーマン

▶野田 綾子氏
・愛知県生まれ
・平成25年三重県大台町への移住を機に、大台町観光協会
とともにアウトドア振興に関わる。

・DMO候補法人登録にともない、株式会社Verde大台
ツーリズムを立ち上げ、代表取締役に就任。

▶木村 純子氏
・大阪府生まれ
・地域おこし協力隊として大台町観光協会に配属
される。協会WEBリニューアル及びアナライズ
システムを導入し，データに基づく戦略策定を
先導している。

・宿屋まてまての企画プロモーションを担う。

○「アウトドアのまち・大台町」
Verdeでは、アウトドア体験を通して地域での滞在時間を

長くし、地域回遊する仕組みを造成している。この「アウト
ドア」には、林業、農業など一次産業体験やそこに関わる
人・施設も含まれ、地域全体が活性化するプログラムを共同
造成している。アウトドア層の誘客から、口コミ観光や、地
域回遊に繋げ、特産品販売、宿泊等観光事業者の経済効果を
高めることを目的としている。
現在のVerdeアウトドアの柱は、シンボル「大杉峡谷」、

ライト「SUP」、コア「トレイルランニング」。地域と協働
し、今後も柱を増やしていくとともに、旅行業を活用し、国
内外を問わずアウトドア層をターゲットとした観光戦略を打
ち出していく。

Topics 地域のブランディングと持続的な観光地経営のための取組

←地域内事業所と連携したイベント
↓SUP2017-2018シーズン売上（月別で色分け）

↓清流宮川の風物詩となりつつあるSUP
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アウトドアプログラムと地域内宿泊・交通を
繋げたツアー

具体的な取組

お問い合わせ先

▶旅行業
「アウトドア」をキーワードに事業所を繋ぐ着地型
旅行商品を造成し、定着させる。宿泊予約システム
の構築。

▶アウトドアプログラム
自然観光資源の掘り起こし、体験アクティビティの
造成。地域内連携を意識した取り組み

▶宿泊業：
繁忙期の宿泊施設が不足している課題を解決するた
め、これまで地域内でなかった一棟貸しゲストハウ
ス「宿屋まてまて」を開業。

▶マーケティング・プロモーション：
宿泊事業所を中心とした観光地アンケートの実施・分析。
協会WEB・ベルデWEBのGoogleアナリティクス解析。
宿泊予約システムの構築

▶アウトドアフィールド利活用・人材育成
・環境保全部会の開催
・地域資源を活かしたイベントの開催
・アウトドアフィールの利活用・人材育成

着地で稼ぐ仕組みづくり

地域滞在者の満足度アップ

多様な宿泊施設の造成・インバウンド調査

観光情報の一元管理
協会WEBをプラットフォームとして成長

ユネスコエコパーク登録された町として
自然の利活用の仕組みづくり

宿泊事業所設置「観光地アンケート」

一棟貸しゲストハウス「宿屋まてまて」

増加するアウトドアフィールド利用についての協議

株式会社Verde（ベルデ）大台ツーリズム
三重県多気郡大台町下真手308番地 080-4840-7315 info@verde-odai.co.jp
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