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1.基本的事項 
1. 観光圏の区域  
 
 ・美瑛町・上富良野町・中富良野町・富良野市 

・南富良野町・占冠村の６市町村 

 

2. 滞在促進地区の区域  
 

(1)主たる滞在促進地域 
1.富良野地区 

宿泊施設数：57   

 （理由）広域の中心部であり JR利用者や利便性など 

スキー場を中心としたリゾート地区が揃い、 

長期滞在を行うインフラが整う地区 

（住所） 

富良野市島ノ下～北の峰町１９～中御料～富良

野市清水山～緑町８～若松町７～末広町８を囲

んだ地域 

 

(2)その他の滞在促進地域 
1.美瑛地区：美瑛町 

宿泊施設数：61    

 

    （理由）丘ごとに観光スポットおよび宿泊施設が全町

に分散していることから、美瑛全域を滞在促進

地域に指定。 

    （住所） 

上川郡美瑛町天人峡～忠別第２～忠別第１～朗

根内～朗根内更正～朗根内町内～横牛第２～横

牛第１～赤羽～下宇莫別第二～下宇莫別第三～

下宇莫別第五～北瑛第二～北瑛第三～夕張～美

田第二～瑠辺蘂第三～瑠辺蘂第一～瑠辺蘂第六

～瑠辺蘂北斗～瑠辺蘂栄進～瑠辺蘂平和～美馬

牛大成～美馬牛市街地～新星第三～新星平和～

新星妙見～常盤～御牧～美沢双葉～美沢美生～

白金～置杵牛協英～上宇莫別藤山～俵真布第三 

    を囲む地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.上富良野地区：上富良野町 

宿泊施設数：6 

 

    （理由）温泉を中心とした地域。 

十勝岳の良泉により満足度が高い地域。   

 

    （住所） 

空知郡上富良野町十勝岳温泉～新町４～西 2線 

を囲んだ地域 

 

3.中富良野地区：中富良野町 

宿泊施設数：20    

 

    （理由）田園景観と花観光、宿泊がバランスよく点在し

アクセスの利便性が高い地域。 

    （住所） 

空知郡中富良野町 奈江～吉井～ベベルイ～西 

中東 4線を囲んだ地域 

 

  4.麓郷・山部・東山地区：富良野市 

宿泊施設数：8    

 

    （理由）ドラマロケ地や観光施設が点在し、自然景観

も良く農村地区にあり、農村交流や自然体験・キ

ャンプの拠点となり長期滞在が可能な地域 

    （住所） 

富良野市東麓郷１～字布礼別～字山部市街地 1

条通～西達布 2175を囲んだ地域 

 

5.かなやま湖地区：南富良野町 

宿泊施設数：2    

 

    （理由）かなやま湖を中心とした湖畔リゾート地区で 

キャンプ場やコテージなど長期滞在型リゾート地区 

    （範囲） 

空知郡南富良野町字東鹿越 

     

 

 

 

 

 

 

 

富良野・美瑛 田園休暇 
～アジアで最も豊かで美しい四季彩の大地へ～ 

～富良野・美瑛 観光圏整備計画～ 
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6.幾寅地区：南富良野町 

宿泊施設数：3   

  

   （理由）幾寅駅を中心として､映画のロケ地・飲食店・

利便性やアクセスなど長期滞在のインフラが

整う地区      

（範囲） 

空知郡南富良野町字幾寅 

 

7.トマム地区：占冠村 

宿泊施設数：7    

 

    （理由）通年型の大型リゾートを有し、長期滞在に適し

た地区 

    （住所） 

勇払郡占冠村字上トマム～中トマム 

 

8.占冠地区：占冠村 

   宿泊施設数：4   

 

    （理由）温泉や豊富な自然資源となり体験型観光の

核となる地区 

    （住所） 

勇払郡占冠村字ニニウ～中央～パンケシュル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 観光圏整備計画の実施体制 
 

(1)実施主体 
・「富良野美瑛広域観光推進協議会」を主体とし 

 地方公共団体の事務局は「富良野市商工観光室」 

民間は「富良野美瑛広域観光協会連絡会」とし、 

その中での全体総括は「ふらの観光協会」が担う 

  

(2)観光地域づくりプラットフォームの概要 
・「ふらの観光協会」～2名の中核人材を中心に 

 本エリアのワンストップ窓口の中心を担う 

 

(3)観光圏整備事業における 

地方公共団体の役割 
･「住んでよし・訪れてよし」の「住んでよし」は各市

町村が担う役割が大きく、空間整備、人材育成、雇

用、道路環境や住民意識の醸成を担う 

 

 

4. 観光圏整備計画の目標  

 
H25(2013)～H29(2017)年度までの 5ヵ年目標 

 

(1)目指すべき方向性 
観光圏の最終的に目指す目標は、 

（１）「一人当たりの平均宿泊数を上げる」、 

（２）「消費単価を上げる」その上で 

（３）「総合満足度向上」を目標に進めていきます。 

 

「１５０万人 交流プログラム」 

 
(1)宿泊延べ数 

宿泊延べ数   →H29年度：１５０万人 
（115％増） 

現状 H23年度：123万人（H24:128万人見込み）  
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(2)旅行消費額 

 
・富良野・美瑛の強みを活かしながら、産業間の連携によ

り地産地消を図り、地域の産業の雇用増や持続的発展

を図ることことで富良野・美瑛の産業全体の高付加価値

を図る。 

・日帰り客や入込を増やすことも重要ながら、域内消費額

が高い滞在型の需要を増やすことが重要であり、宿泊、

飲食、交通、物産、体験などのあらゆる面においてサー

ビスの質をあげ、オール富良野・美瑛の取組により旅行

消費額の増化を目指す。 

・2012年の調査においては 39,161円であった平均の域内

消費額を 2017 年までに 10,000 円上げて、50,000 円ま

でに上げることを目標とする 

 

旅行消費額＝39,161円→50,000円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)旅行者満足度 
 

2010 年～2012 年に JTBF（財団法人日本交通公社）

と連携し、総合満足度・紹介意向・再来訪意向の経年

変化・季節変化を追ってきた。 

経年変化では、全体的にはこの 2 か年低下傾向 

季節偏差では、夏期は比較的堅調だが秋期は弱い現状 

この３つの指標それぞれを 2017 年までに 85.7％ 

（7 段階中 6.0 以上）までにあげることを目標とする。 

「総合満足度＝79．4％→85.7％」 
＇5.66→6.00/7.0段階中（ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)活動体制の確立への目標 
 ・人材育成はマネジメント研修・ガイド研修を継続

的に実施し、各地域で地域づくりマネージャーやコン

シェルジュ（観光相談員）を育成する 

 

5.観光圏整備計画の計画期間等 

 
(1) 計画期間 
 ・平成 25年（2013年）4月 1日 

～平成 29年（2017）年 3月 31日の 5か年 

  

(2) 見直しの手順 
・毎年、年度末までに、計画の見直しを行う。 

 ・手順については、担当者会議を開催し、事業報告およ

び成果をふまえ内容を再検討する。 

 

6.住民その他の利害関係者の意見を   

反映させるための措置及び反映状況    

 
・住民意見については、観光圏整備計画を協議会 HP

で公表・縦覧し、意見を求め反映。 

 

２．観光圏の整備による観光旅客の来訪

及び滞在の促進に関する基本的な方針 
 

(1)富良野・美瑛を取り巻く現状と課題    

 

① 宿泊客延べ数の推移 

◎ 広域宿泊客延べ数 
☆ H20から年３％の減少傾向 

 
 

→課題は、V字回復へ向けた滞在型の取組 
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◎年度別宿泊客延べ数【月別推移】 
☆ 月別では、冬の宿泊延べ数増加が増加要因 

☆ 9月 10月＇秋（も増加傾向 

 

 
→7月の減少傾向 

春秋が弱い。特に 4月、11月 

 

◎ 国内客・外国人別宿泊稼働率 
☆ 外国人割合が平準化 

☆ 8月の高稼働率は国内の夏休みが大きい 

 
 

→課題は、通年での稼働率向上 

外国人割合の通年化 

  

◎ 平均滞在宿泊数【国内客・外国人客別】 
☆ 冬の長期滞在泊数が多く、外国人の長期滞在が要因 

☆ 12月の国内が伸びているのをはじめ 

国内客の滞在が増加傾向 

→課題は、夏の長期滞在化 

 ③ 外国人観光客 
 ☆東アジアからの人気が高く 4 ヶ国で 7割を占める 

 

順位 国 宿泊人数 構成比 

1 台湾 28,027 38% 

2 香港 12,155 16% 

3 韓国 6,230 8% 

4 中国 5,858 8% 

5 オーストラリア 5,658 8% 

6 シンガポール 3,774 5% 

7 タイ 1,052 1% 

8 アメリカ 479 0.6% 

9 マレーシア 413 0.6% 

10 フランス 147 0.2% 
資料:平成 23年度観光入込調査 

→課題は、中国・韓国・オーストラリアをどう増やすか 

  また、シンガポール、マレーシア、タイなどの高度成長 

するアジア圏をどう取り込んでいくか 

 

◎ 地域別宿泊客数・延べ数 

☆ オーストラリア人の「冬」宿泊延べ数の減少 

 
 

◎ 外国人宿泊数＆宿泊延べ数 

☆ 震災や円高の影響を受け横ばいが続く 
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広域の観光客の特徴 

◎ 道外・道内別、宿泊・日帰り別構成比 
☆道内・道外：３：２ 

☆日帰り・宿泊：６：１～日帰り客が中心 

 

 
→課題は、日帰り客を 1泊させること 
 

 

⑦ 市町村別 月別入り込み数 

◎ 市町村別入り込み数【月別】 
 ☆夏は花観光エリア、冬はスキーエリアに集中 

  ・占冠・美瑛の夏が増加、富良野の冬が減少 

 
 

⑧ 自然景観の保護 
☆農業・林業・自然景観の保全が課題 

本地域は、大雪山国立公園十勝岳連峰と日高山系から

なる雄大な自然に囲まれ、また東大演習林などの広大

な森と農業を基幹産業とする希少性高い自然形態を有

する地域であり、それらの保全・活用が大きな課題であ

る。 

 

⑨ 観光客のニーズは「食」 
☆ニーズは「食」「自然景観」「温泉」 

旬な食材を活かしきれておらず、「ここでしか食べれ

ないもの」、「こだわり料理の創出」が課題として上げられ

る。 

 

⑩ 交通アクセスの改善 
☆便数・路線が少なく、不便な交通インフラ 

 「夏のピーク」は渋滞を生み、冬は雪に閉ざされる。 

観光施設は郊外に多く、各観光施設間は離れており、

便数も少ない。効率的な観光ができず、観光客だけで

はなく住民にも不便である。 

⑪ 体験型の修学旅行生 
 ☆10年後のﾘﾋﾟｰﾀｰ確保のために 

富良野・美瑛で自然、農業、ｽｷｰなどのｱｳﾄﾄﾞｱ体験

を学び、良い思い出となる修学旅行は、将来のﾘﾋﾟｰﾀｰ

となり、富良野・美瑛産の食材の購入、口コミ宣伝ﾏﾝに

もなることから、より一層の修学旅行の誘致強化と受入

環境の充実を図る必要がある。 
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(2)富良野・美瑛広域の現状「SWOT分析」  

 

 

強み (Strengths（ 
 

・ﾖｰﾛｯﾊﾟを思わせる自然景観・丘の風景 

・大雪山系十勝岳連峰＋日高山系などの雄大な山岳地

帯と東大演習林を含くと森林地帯 

・北海道のほぼ中央に位置し、札幌圏・旭川圏へのｱｸ

ｾｽも良い。 

・白銀世界・良質な雪と国際的なスキー場 

・晴天率が高く、街に歩いていけるスキー場 

・ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰをはじめとする花々 

・日本一早い紅葉の十勝岳を中心とする温泉 

（白金・十勝岳） 

・空が広く、空気がきれいなｲﾒｰｼﾞ 

・感動とｸﾘｰﾝなｲﾒｰｼﾞを発信した先駆者（前田真三・倉

本聰・ﾌｧｰﾑ富田） 

・空知川＋かなやま湖を中心とする川・湖でのｱｸﾃｨﾋﾞ

ﾃｨ体験 

・北の国からのﾛｹ地＋富良野塾の演劇ｿﾌﾄ 

・獲れない物はない野菜王国 

・上富良野の豚・富良野牛・ｶﾚｰの取組 

・占冠の山菜や通年型の大型ﾘｿﾞｰﾄ施設 

・よそ者を受け入れる風土と移住者 

  

 

 

今後の想定される機会 

 (Opportunities) 
 

・ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ・ｽﾛｰﾂｰﾘｽﾞﾑなどの追い風 

・団塊世代の退職に伴う市場拡大 

・国のﾋﾞｼﾞｯﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝによる外国人観光客（東ｱｼﾞｱ）の

増加 

・中国・ｵｰｽﾄﾗﾘｱはじめとするｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ経済の発展に

ともなう観光ﾏｰｹｯﾄの拡大 

・旭川空港の国際化・韓国直行便就航 

・北の国からの台湾・韓国放送 

・高規格道路の開通による旭川圏のｱｸｾｽ拡大 

・ｽｶｲﾏｰｸｴｱﾗｲﾝ参入による低価格化 

・高速道路開通による札幌圏・十勝圏のｱｸｾｽ拡大 

・LCCによる低価格化 

・FIT化する旅行者 

・震災による修学旅行の振替 

・震災による首都圏・東北からの移住 

・震災による避暑地としてのニュース 

・北海道のフード特区構想との連携 

 

 

 

 

弱み  (Weaknesses) 
 

・観光客の夏期集中による渋滞 

・公共交通アクセスの不便 

・外国人対応など観光案内機能の不足 

・夜の観光の魅力不足 

・観光関係機関のﾈｯﾄﾜｰｸ不足 

・ﾎｽﾋﾟﾀﾘｨﾃｨ不足 

・雪による冬季生活が不便 

・自然環境の破壊 

・本州と比べて歴史が薄い 

・特徴ある料理がない 

・名物となるお土産が少ない 

・歩いて回れる観光施設が少ない 

 ・宿泊施設料金に多様性がない 

 ・長期滞在用の宿泊施設が少ない 

 ・イメージ先行 

 ・自然環境は昼間しか見れない 

 ・冬道のドライブ観光の不安 

 ・農家・ペンションの後継者不足 

 

 

 

 

 

今後の想定される脅威 

 (Threats) 

 

・ﾍﾟﾝｼｮﾝ・ﾎﾃﾙ・飲食店の担い手不足 

・交通渋滞などによる住民の歓迎意識の低下 

・他の観光地との競争激化 

・十勝岳・BSEなどの自然災害・風評被害 

・原油高による航空賃の高騰 

・ｽｷｰ人口の減少 

・観光ｲﾝﾌﾗの整備 

・人口減少による旅行者減 

・若者の旅行離れ 

・高速道路開通による空洞化 

・乱開発による自然環境の破壊 

・農業の担い手不足による農地の荒廃 

・航空会社（LCC）の競争激化による減便 

・続く円高 

・北海道新幹線の函館～青森開通 

富良野・美瑛の強み・弱み 
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(3)課題解決の方向性 

 

1) 宿泊延べ数 150万人の観光交流地域を 

目指します。 
 

・ 宿泊延べ数150万泊を目差し、年３％増加を目指

して、滞在型観光地づくりを目指します。 

 

・ また、「一年を通して、泊まる・体験する・交流す

る・楽しむ」をｷｰﾜｰﾄﾞに、広域のｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄを活か

し、多様なﾆｰｽﾞに対応しながら、150 万人の人々

が交流する観光地域づくりを目指します。 

 

2) 住んでよし、訪れてよしの地域づくりを 

目指します。 

 
・ 観光客が、いつでもどこでも簡単に観光情報を入

手でき、一人歩きできる情報発信と、安心して観

光できるｲﾝﾌﾗ整備を目指します。 

・ 住民や観光客にとって「安全・安心」でかつ地域

が活性化する「感動と満足度の高い」観光振興を

図り、点ではなく線・面としてのＰＲ戦略を実施しま

す。 

  

3)環境にやさしい観光を推進します。 

 
・ 「自然・農業・森林環境」を大事な財産として、未

来に引き継ぐため、環境にやさしい地域を目指し

ます。 

 

4)広域のｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄを活かし「FURANO・BIEI」 

として外国人観光客誘致を積極的に行います。 
 

  ・ 国・道等と連携し、産業・文化両面の活発な国際交 

   流を目指し、外国人観光客の一層の増加に取組 

ます。 

 

4)地域としての戦略方針 
 

1) コンセプト 
 

 

 

2) 富良野・美瑛の強み 
 ・花～四季折々の「色・彩り」 

 ・田園～広い空・十勝岳連峰の山並み 

  豊かな森×丘×畑×人々の生活 

  が重なりあうバランス 

 ・水・空気 

3)お客様へ提供する価値 
 ・癒し 

 ・人間が本来持ってるエネルギー 

 ・ワクワク・感動 

 

4)富良野・美瑛の「強み」「価値」の背景 
  

○風土～美しい自然と豊かな農業 

・北海道の中心・アクセスの良さ 

 ・大雪・十勝岳連峰と日高・芦別山系に 

囲まれた富良野盆地 

 ・厳しい寒暖の差による明確な四季 

（－30℃～＋30℃＝60℃） 

 ・パウダーベルト 

 ・冬の晴天率の高さ 

 ・獲れないものがない野菜王国（豊かな大地） 

 ・東大演習林を含む 70％が豊かな森 

 ・開拓 110年 

 ・富良野スキー場と近く富良野市街地 

 ・十勝岳の日本一早い紅葉 

 ・盆地ごとに発生する雲海 

 ・青い池～温泉と川の融合 

 

○人々～自然と共生する人々と文化 

 ・自然に魅せられた芸術家・移住者たち 

 ・自然と共生した人々の素朴さ・おおらかさ 

 ・ドラマの生まれれる街～北の国から他 

 ・富良野美瑛を発見した人々の奇跡 

 ＝倉本聰（脚本家）・ファーム富田 

（農家：ラベンダー）・前田真三（写真家・丘） 

 ・豊かな食文化（野菜・牛乳・スイーツ） 

 ・環境に配慮した暮らし＝16分別のゴミだし 

 ・「もったいない」を基本にした暮らし 

 ・自然塾の環境プラグラム＝植林 

 ・犬ぞり・カーリングなどの冬遊び 

 ・農家の芸術・暮らしの知恵 

（融雪剤・畑の機能美・豆ニオ） 

 ・雄大な景色の中でのアクティビティ 

（登山・ラン・自転車・スキーなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富良野・美瑛 田園休暇 

アジアで最も豊かで美しい四季彩の大地へ 
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5)競合する地域＇ライバル（とその差別化 

 ○国内 
 ・十勝→農業の広大さでは十勝が勝るが、その景色の

中に花々・彩り、山々と田園のコントラストがコン

パクトにまとまっている点で勝る 

 

 ・ニセコ・洞爺湖→スキー場の規模ではニセコが勝る

が、市街地との近さ、彩り・山々と田園のコントラ

ストがコンパクトにまとまっている点で勝る 

 

 ○海外 
 ・ヨーロッパの田舎  

（トスカーナ・プロヴァンス・ドイツ・スイス・NZ）→

歴史、規模ともヨーロッパの国々が勝るが、ターゲ

ットとするアジアからの近さ、豊かな森、彩の豊か

さ、隣接する温泉、自然と農業の共生や山々と田園

のコントラストがコンパクトにまとまっている点で

勝る 

 

→富良野・美瑛「らしさ・強み」を全面に 
・北海道の中でも差別化を図り、強みである「花・丘・田

園風景・雄大で多様性のある自然環境」を軸に、長期

でゆっくり・年間とおして様々な四季が楽しめ、様々な

体験交流、旬の食材などを「地域らしさ」「ここでしかな

い独自の魅力」「顧客ﾆｰｽﾞにあったｻｰﾋﾞｽ」「質の高

い、期待以上のｻｰﾋﾞｽ」により「ここにしかない感動」を

演出する 

  

6)課題解決に向けた６つの取り組む具体的方向 
 

1.主たる滞在促進地区（富良野）を起点に 

「滞在プログラム（至福の旬感）」の充実 

 

2.観光相談所（i ｻｲﾄ）機能の充実 

 

3.二次交通の改善と多様化 

 

4.人材育成と住民に対する意識啓蒙 

 

5.田園×休暇を結びつけ、ライフスタイルの提案を 

発信しながらブランドの構築 

 

6.至福の空間（空間整備）と 

住んでよしの地域づくり 

 

 

 

 

 

 

7）ターゲット別の戦略方向 
 

北海道を代表する豊かな農作物を生み出す田園風

景や畑の中で、そこから生み出される「ここでし

か食べられない旬な食」で元気を取り戻し 

神々の住む圧倒的な山々や深い森に圧倒され 

自然と共生する人々の知恵を学び 

そんな奇跡のような景色がパッチワークのように

重なる空間にたたずみ、優しい時間を過ごすこと

で、明日元気になる感動とパワーを充電して帰る

場所を目指す 

 

そのためにも、富良野・美瑛全体がいつでも「花」

で満たされている状況を、地域住民や関係者と一

体になって協動・連携して創出し、 

「花景観」による感動体験の充実を図る 

 

1.ターゲット別のイメージ・取組方針 

 

① 地域住民（6市町村間） 

・子供を中心とした家族層・冬季は 50歳以上の 

スキーアクティブの休眠層 

・「住んでよし、訪れてよし」により、まずは地域内の

人々の交流を促進 

・「ちょっくら旅」は、地元住民が体験・交流する企画

を支援し、地域間ｲﾍﾞﾝﾄの周知・連携・周遊化を促し、

「地元住民が参加する」ことが最重要 

 

② 道内  

・札幌・旭川からの家族層・ドライブ旅行の 

女性同士・カップル 

 

・ﾘﾋﾟｰﾀｰを増やすため、特に札幌・旭川圏からの家族

層や訪問率の高い若年層などの 1 泊 2 日訪問・宿泊

率を増やす。 

・JR北海道・ふらのバスなどの公共交通とレンタカー

や高速道路との連携 

・特に閑散期は道内客に春 4 月・秋 11､12、1月の集中

キャンペーン 

 

・目的別では、食・温泉・アウトドア･花･アート･ウォ

ーキング・サイクリング・スキー・ランニング 
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③ 道外  

・修学旅行生・長期滞在希望・移住予備軍 

・50 歳以上のアクティブ層・20～40歳代の 

元気な女性 

 

・JAL・ANA・AIRDO・スカイマーク・LCC・商船三井フ

ェリー・JRとの連携 

・個人客の長期滞在へ向け、ITを活用した情報発信機

能の強化が重要。 

・若年層は、修学旅行生・農業体験の拡大 PR 

・首都圏を中心とした団塊世代５０～６０代への長期

滞在を促すプロモーションを行う 

・震災後の避暑地・または価値観が変わった移住組を

狙い長期滞在をキーワード 

・冬の魅力発信を重点的に行う。特にスキー場 50年に

あたり 50歳以上のスキー休眠層の掘り起こし 

・関西・九州圏・沖縄へのプロモーションも検討し新

規顧客開拓 

・目的別は、ドライブ・サイクリング・食・花・アウ

トドア・温泉・登山（山ガール）・避暑・移住 

 

④ 海外 

・台湾・香港を中心とした東南アジアは 

30～50歳のリピーター 

・オーストラリアは家族層でスキー中心で冬 

 

・関西・羽田・千歳・旭川空港との連携や JAL・ANA・

JR 北海道との連携 

・海外は、東アジア中心により「安心・安全」をキー

ワードに広く周知・認知へ向けた招聘・情報発信 

・FIT 化するアジア圏を中心とした現地 PR とドライ

ブ・冬の情報発信 

・夏は、花観光と日本での特別な体験。冬は冬と体験

アクティビティの PR 

・オーストラリアは冬のオール北海道広域連携。 

・香港・台湾は、メディアを使った広告宣伝（ドライ

ブ情報） 

・韓国は、フィルムコミッションなど映像（映画・ド

ラマ）誘致による PR 

・シンガポール・マレーシア・タイは、情報収集によ

るマーケティング・情報発信 

・中国は、都市別に戦略を変えたマーケティング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.具体的なターゲット別のアプローチ戦略 

①マーケティング戦略 

・国内外の観光客誘致のための各市町村レベルでの

様々な環境整備に当たって、観光客の特性とﾆｰｽﾞ

を把握し続ける。 

・来訪者の特性、世代別、地域別、国別の旅行実態

と旅行意識の調査を随時行い、関係団体への還元

と共有を重要視する 

・来訪者の期待度・満足度・ｲﾒｰｼﾞ度などを調査し、

ギャップを埋めていく 

・観光見本市等でのﾆｰｽﾞ・動向調査、来なくなった

人への重要掘り下げ 

 

②インターネット・スマホ戦略 

・サイトの充実・集約化 

  国内はもちろん、国外からの外国人観光客や海外

の旅行代理店にとっても扱いやすく、魅力的な多

言語ＨＰと各市町村や関係団体を結ぶウェブサイ

トの構築・運営・発信を行う。 

・検索エンジンとの連携 

国内外の旅行者はｲﾝﾀｰﾈｯﾄで事前に情報を習得す

る傾向が強いため、検索ｴﾝｼﾞﾝで上位に表示される

よう検索登録を行い、ｻｲﾄへの誘導を促進する。 

 ・ワンストップ集約・マネジメントへの活用 

  宿泊動向を地域で把握し、マネジメントに活かす

ため、宿・体験の見積・予約・決済ができる共通

のプラットフォームを地域で運営していく 

 

③ＰＲ媒体戦略 

・ＰＲ用 CD/DVD・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ﾎﾟｽﾀｰの充実 

・ﾃﾞｻﾞｲﾝ性に優れ、国内外からの観光客や旅行代理

店の目にとまりやすい多元語 DVD・ﾊﾟﾝﾌ・ﾎﾟｽﾀｰ等

を企画・制作し効果的な宣伝活動の実施 

・また、IT・ﾃﾚﾋﾞ・映画・CM など PR 波及効果の最

もの高い映像媒体への露出・誘致・協力を計画的

に検討 

 

④宣伝・営業戦略 

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで検索してもらうためにも認知してもら 

ためには、旅行博・セールスコールなどへの参加、 

道内外への旅行代理店・雑誌社・学校等への PR 

宣伝は継続し、お金をかけず口コミ効果を狙う 

・国・道との連携を行い、様々なﾒﾃﾞｨｱの招聘を行う。 

 

⑤イベント戦略 

・地域内外の人々と共同検討による企画づくりを行

い、ﾏｽｺﾐ関係者を招待するなど、ﾏｽｺﾐに取り上げ

られ口コミで伝わる効果を狙う。まずは既存のｲﾍﾞ

ﾝﾄの整理・連携・見直し 

・航空・JR・空港・民間会社などと WINWINになる共

同ｲﾍﾞﾝﾄを仕掛ける 
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３．観光圏整備事業の概要 

 

(1)主たる滞在促進地区を起点とする 

滞在プログラムの企画促進・魅力向上等事業 

 
1.田園テラス運営（H25～29） 

「田園休暇」を体現する「テラス」をビューポイン

トに設置運営する。◎かみふらの十勝岳観光協会他 

 

2.田園休暇プログラム「至福の旬感」ラリー 

（H25～29） 
  体験プログラム「至福の旬感」を集約し、携帯モバ

イルと連動した田園休暇スタンプラリーの実施 

  ◎富良野美瑛広域観光推進協議会 

 

(2)主たる滞在促進地区における事業 
 

1.田園休暇バス事業（H25～29） 
富良野 i ｻｲﾄを起点とした花畑や主要ｽﾎﾟｯﾄを巡る「田

園休暇循環バス」の運行 

◎ふらの観光協会 

 

2.「富良野美瑛の過ごし方」ガイド作成（H25～29） 
「田園休暇」を体現する富良野美瑛の過ごし方ガイ

ド（時刻表入り）の夏・冬版それぞれ作成・配布 

◎富良野美瑛広域観光推進協議会 

 

3.滞在プログラムパンフ（富良野）（H25～29） 
  地域での滞在に係る滞在プログラム、宿泊、飲食、

移動手段等の情報を一元化して来訪者のニーズに的

確に案内するパンフ作成 

◎ふらの観光協会 

 

4.「田園休暇 2013夏」キャンペーン告知（H25 ～29） 

  道内向け旅行雑誌に「田園休暇」の PR記事掲載 

  ◎ふらの観光協会 

 

5. 「富良野美瑛の過ごし方」英語版ガイド（H25～29） 

「田園休暇」を体現する富良野美瑛の過ごし方ガイ

ド（時刻表入り）の英語版を作成・配布 

◎ふらの観光協会 

 

6.「冬の歓寒村」の公式パンフ・ポスター作成（H25～29） 
冬の「田園休暇」を体現する富良野美瑛の滞在プロ

グラム「歓寒村」の公式パンフ・ポスター作成 

◎ふらの観光協会 

 

7.外国語WEB作成（簡体・ハングル）（H25 ～29） 
「田園休暇」を体現する富良野美瑛の過ごし方を WEB

上での発信（簡体字・ハングル）での対応版を作成 

◎ふらの観光協会 

 

8.外国対応コンシェルジュ（JR富良野駅）（H25～29） 
  JR富良野駅での海外対応コンシェルジュによる 

滞在プログラムやノロッコ号の予約・相談 

◎JR北海道 

 

(3)交流地区における滞在・回遊促進事業 
 

◎美瑛地区 
1.美瑛サイクリングマップ（H25～29） 

 美瑛エリアの滞在ｺﾝﾃﾝﾂとして「サイクリング」に特

化した着地型マップの作成 

◎美瑛町観光協会 

  

2.修学旅行パンフ（美瑛）（H25～29） 

  体験プログラムをまとめ、宿泊やファームステイを

まとめた修学旅行をターゲットにしたパンフ 

 ◎美瑛町観光協会 

 

3.美瑛「おでかけガラポンキャンペーン」（H25～29） 

   夏の宿泊促進および体験プログラム、文化施設の

周遊促進キャンペーン 

  ◎美瑛町観光協会 

 

4. 外国対応コンシェルジュ（JR美瑛駅）（H25～29） 
  JR美瑛駅での海外対応コンシェルジュによる 

滞在プログラムやノロッコ号の予約・相談 

◎JR北海道 

 

◎上富良野地区 
1.JR ノロッコ号歓迎（H25） 

 JR ノロッコ号の各駅停車時間延長化による歓迎イ

ベントの実施 

◎かみふらの十勝岳観光協会 

 

2.滞在プログラムパンフ（上富良野）（H25～２９） 

上富良野エリアの滞在プログラム、宿泊、飲食、

そこまでのアクセスの情報一元化した着地型マッ

プ作成 

◎かみふらの十勝岳観光協会 

 

3.夏の「富良野美瑛の過ごし方」上富良野版（H25～29） 

上富良野エリアのイベント、旬の食材などのカレ

ンダー一元化した着地型パンフの作成 

◎かみふらの十勝岳観光協会 

 

４.冬の「富良野美瑛の過ごし方」上富良野版（H25～29） 

上富良野エリアのイベント、旬の食材などのカレ

ンダー一元化した着地型パンフの作成 

◎かみふらの十勝岳観光協会 
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5.長期滞在プログラムモニター（H25～29） 

上富良野エリアの長期滞在、泊食分離による商店

街との連携事業 

◎かみふらの十勝岳観光協会 

 

◎中富良野地区 
 

1.ウオーキング看板の設置（H25～29） 

四季彩の丘～ファーム富田を結ぶ北星の山周辺に 

田園テラスを巡りながらトレイルランやウオーキング

コースの設置を行い、一人歩きが可能な看板を設置 

◎中富良野観光協会 

 

◎南富良野地区 
 

1.花が迎える駅「幾寅」（H25～29） 

   幾寅駅前「鉄道員」ロケ地周辺の花壇整備 

  ◎南富良野まちづくり観光協会 

 

2.滞在プログラムパンフ（南富良野）（H25～29） 

南富良野エリアの滞在プログラムの詳細紹介・ア

ウトドア体験を網羅した一元パンフの作成 
◎南富良野まちづくり観光協会 

 

◎占冠地区 
 

1.花が迎える道の駅「占冠」（H26～29） 
   千歳空港から道東道を経由して最短で本エリアに入

る占冠エリア「道の駅」周辺をエリアの入り口とし

て位置付け空間整備を行う 

 ◎占冠村づくり観光協会 

 

(4)住民に対する意識啓発等事業  

 
1.マーケティング調査（H25～29） 
  満足度・観光消費額調査を年 2 回実施。 

◎富良野美瑛広域観光推進協議会 

 

(5)その他事業  
 

1.「田園休暇 2014冬」キャンペーン告知（H25 ～29） 

  道内向け旅行雑誌に「田園休暇」の PR記事掲載 

  ◎富良野美瑛広域観光推進協議会 

 

 

2. 田園休暇 ポスター作成（H25～29） 
田園休暇のブランドイメージを訴求するﾎﾟｽﾀｰおよび

DVDの作成 

  ◎富良野美瑛広域観光推進協議会 

 

 

 

3. 田園休暇 DVD作成（H25～29） 
田園休暇のブランドイメージを訴求する DVDの作成 

  ◎富良野美瑛広域観光推進協議会 

 

4.「田園休暇 2013夏」首都圏ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ（H25 ～29） 

  JR 東京駅でラベンダーでお花畑を演出して夏の観光

を PR するブランドキャンペーン 

  ◎かみふらの十勝岳観光協会 

 

5. 「田園休暇 2013夏」関西ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ（H25 ～29） 
  三重県津市でラベンダーでお花畑を演出して夏の観

光を PRするブランドキャンペーン 

  ◎かみふらの十勝岳観光協会 

 

6.「田園休暇 2013冬」首都圏ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ（H25 ～29） 

  東京代々木でラベンダーで「ザ北海道食」を演出し

て冬の観光を PRするブランドキャンペーン 

  ◎かみふらの十勝岳観光協会 

 

7.「電柱の地中化」（H25～29） 

  滞在プログラムを結ぶルート上の空間整備を目的 

 に電柱の地中化を実施 

  

8. 「看板の撤去」（H26～29） 

  滞在プログラムを結ぶルート上の空間整備を目的

に不用となった看板の撤去を実施 

 

9. 「サイクリングロード」看板整備（H26～29） 

  自分のエネルギーで進む旅を提案し、滞在プログ

ラムと連動すたサイクリングロードの整備を行い、

国内外のお客様が一人で行動できる環境を整える 

 
 

＇６（農山漁村交流促進事業 
 

 

 

 

４．協議会に関する資料等  
・規約は別添 

   ・協議結果は別添 

 

 

５．その他市町村又は都道府県が必要

と認める事項  
・農山漁村交流促進事業について事業申請があれ

ば随時申請を行う。 

 


