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9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（１）協議会

 協議会開催

 協議会資料整理

（２）調査・分析

 観光の現状・トレンドの把握

 参考事例の整理

 府中市観光の実態把握

 府中市の現行プランの検証

 府中市観光の方向性検討

 府中市観光の現状・課題整理

（３）プランに係る提案及び

骨子案の作成

（４）WG

 WG開催

 WG資料整理

（５）調査報告書の作成
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協議会①

骨子案作成

中間報告

デスクリサーチ･ソーシャルリスニング

WEB調査

フィールド調査

調査報告書作成

協議会② 協議会③

校正等

骨子案作成 校正等

WG① WG② WG③

中間報告

１．スケジュールについて（令和２年度）

観光に対
する意見
聴取

マーケティ
ング戦略・
推進体制

調査結果・
プラン骨子

地域資源の再考
ターゲット設定

コンセプト・スローガン
検討

コンテンツ検
討

プロモーション
プラン作成

アクションプラ
ン作成
KPIの設定
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（１）協議会

（２）WG

（３）プラン作成

（４）パブリック

コメント

3

協議会④

WGにて意見聴取
プランの作り込み

パブリックコメント
実施

１．スケジュールについて（令和３年度）

協議会⑤ 協議会⑥

パブリックコメント
準備

プラン策定
印刷製本

プラン案作成

プラン
案に関
する協
議①

プラン
案に関
する協
議②

プラン
答申案
に関す
る協議

©2020 JTB Tourism Research & Consulting Co.  All Rights Reserved. 禁無断転載・複製



4

(1)事業の背景

(2)事業の目的

府中市は、平成22年度に「府中市観光振興プラン」を策定し、平成23年度から令

和3年度にかけて、観光資源の活用や受け入れ体制の充実など、多方面の施策を展

開し、都市型観光地としての価値向上に取り組んでいる。

一方、現行プラン策定後、観光を取り巻く環境は大きく変化している。具体的には、

①各省庁の観光関連施策の展開、②旅行スタイルの変化・多様化、③まちづくり施

策の多様化等が挙げられる。

こうした背景を踏まえ本業務では、各種調査・分析を通じて把握した市場の潮流・

変化を考慮しながら府中市が持つ観光資源のポテンシャルを改めて見つめ直し、上位

計画や関連計画における各種施策との連携と、「新たに掲げる観光ブランディング」との

双方を視野に入れながら「府中市観光振興プラン」の方向性を検討していく必要があ

ると思われる。 府中市観光で踏まえるべき重要なポイント

環境の変化

【府中遺産】
大國魂神社
国府跡、お祭り

【産業・自然資源】
各種公園

都市農業、グルメ

【特定テーマ資源】
競馬場、ラグビー

アニメ

【各省庁の施策】
雇用の維持
反転攻勢

ワーケーション等

【旅行者の変化】
マイクロツーリズム
インバウンドの縮小
旅行者の情報発信

【まちづくりの多様化】
スマートシティ

SDGs
感染対策

「府中市観光振興プラン」

「府中市観光振興プラン」を、事業者と市民が共通に理解できるビジョンを持ち、実効性が高く、かつ各担当者が着実にアクションに移れるものと

すべく、プランの明確な方向性を示すことを本業務の目的とする。業務を進めるにあたっては以下の3点をポイントとする。

既存調査や新規に取得するアンケート調査
等のデータ、府中市の観光資源のポテンシャ
ル等をから、府中市のターゲットを設定し、個
別ターゲットを想定したコンテンツ造成、プロ
モーション等の方向性を、一貫したマーケティン
グ視点で導出する。

ポイント①マーケティング視点

府中市は「ラグビー」や「競馬場」、アニメ「ちは
やふる」の聖地巡礼（コンテンツツーリズム）
「歴史文化」、「都市農業・河川」等多様な
資源を有している。マーケティングの視点からこ
れらのポテンシャルを捉え直し、府中市のストー
リーづくりを行い、コンテンツのブラッシュアップを
はかる。

近年の観光トレンドの大きな変化の中で、地
域内の多主体連携の重要性がますます高
まっており、推進主体の在り方によって計画の
遂行は大きく変わってくるため、観光に関連す
る府中市内の事業者や人材、今後の連携の
在り方などの検討を行い、方向性を示す。

ポイント②コンテンツ造成・ブラッシュアップ ポイント③地域推進体制の構築

２．事業の背景・目的

©2020 JTB Tourism Research & Consulting Co.  All Rights Reserved. 禁無断転載・複製



5

３．今後の調査について

明らかにすること 調査・分析手法 概要

観光の
現状・トレンドの

把握

国･都・府中市における観光・地域振興に関する各種
統計資料の収集・整理

●デスクリサーチ
●ターゲット市場WEB調査

 既存の統計資料等の分析に加え、ターゲット市場で
の定量調査（WEB調査）を行い、観光の動向、ト
レンドの変化、府中市の観光の現状について整理す
る。

参考事例の
整理

国・都・府中市の観光誘客に関する先進的な事例、
類似都市の参考事例など、プラン策定に参考となる取
組の把握

●デスクリサーチ

 府中市の観光資源等から想定されるテーマ（ex.ス
ポーツツーリズム、コンテンツツーリズム、街歩き
etc…）等を設定し、それぞれの先進的取組事例に
ついて情報を収集し、そのポイントを整理する。都市
の規模、大都市圏からの距離等についても考慮する。

 JSTA、コンテンツツーリズム協会等関連団体の有識
者への意見も聴取。

 国内外のホストタウンの取組を情報収集し、ポイント
を整理する。

府中市
観光の
実態把握

観光ビッグデータを活用した来訪者の行動・動態の
把握

●モバイル空間統計
●ソーシャルリスニング

 NTTドコモのモバイル空間統計による来訪者の分析
に加え、ソーシャルリスニング（SNS分析）により、府
中市で話題になっているスポット・モノ・コトについて整
理し、市内資源のポテンシャルを探る。

府中市の
現行プラン
の検証

観光振興プランに基づくこれまでの取組成果と評価
●マーケティング視点での検証
●ターゲット市場WEB調査

 これまでに実施された施策のマーケティング視点による
検証に加え、WEB調査の結果等から、府中市の現
状における認知・理解状況、来訪目的などから、従
来の観光振興を再検証する。

府中市
観光の

方向性検討

受託者が提案するリピーターの増加やインバウンド拡大
などの誘客促進に向けた施策に係る調査分析の実施

●ターゲット市場WEB調査
●ソーシャルリスニング
●市内モニター調査
●デスクリサーチ など

 調査結果を総合的に分析し、観光のトレンドの視点
からポテンシャルの高い資源等を活用した誘客の方
向性について整理する。

 弊社15ヵ国独自調査

府中市
観光の

現状・課題整理
資料・調査結果に基づいた現状の分析、課題の明示

●各検証ポイントから見た
現状の課題抽出

 調査結果の総合的分析、弊社で設定する検証ポイ
ントから、現在の府中市の観光の現状・課題について
整理を行う。

ア

イ

ウ

エ

オ

カ
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４．骨子案の作成について

現在の府中市観光振興プランの構成 骨子案作成のポイント

１．府中市観光振興プランの概要

プラン策定の目的／プランの位置付け

プランの計画期間／プランの目標

観光振興へ向けた施策

☞総合計画等との関連からみた計画の位置づけの明確化

市の産業・地域活性化に資する取り組みとしての観光の位置づけの明確化

２．府中市の概要と観光の現状

府中市の概要／主な観光資源と特産品

観光の動向

☞単なる点としての場所・モノ・コトの整理ではなく、本事業で再確認する、

生活・文化等を含めた面としての資源・コンテンツや、観光の潮流においてポテンシャル

の高い資源・コンテンツを整理

☞国、都の観光政策／施策の動向

☞新しい観光の動向（afterコロナにおける旅行者の意識・旅行行動の変化）

☞新しい観光の動向・トレンドにおいて、府中市が参考にすべき先進事例のポイントの整理

３．府中市の観光の課題

観光の現状分析

観光振興へ向けた課題とターゲット

＜本事業での調査結果・課題の整理＞

☞府中市の観光動向（空間統計・WEB調査等の分析）

☞調査結果・データ分析等によるターゲット設定

現状のエリア・国別による大枠のターゲット設定から

エリア×属性によるより具体的なターゲット設定

（＝ペルソナの作成）

☞設定した個別ターゲットに対する、コンテンツのブラ

ッシュアップ、プロモーション・コンセプト、情報発信

受入環境整備の方向性を整理

1）プランに係る提案

首都圏20～30代未婚女性

ターゲット設定⇒ペルソナイメージ

府中市の総合計画における観光振興プラン・「観光」の取り組みの位置づけを明確にした上で、本調査の調査結果の分析から、マーケティング

視点でのターゲット設定、ターゲットを想定した具体的な施策展開の方向性について整理し、骨子として協議会に提案する。

骨子案作成のポイントは以下の通り。

©2020 JTB Tourism Research & Consulting Co.  All Rights Reserved. 禁無断転載・複製



7

イ）プランの骨子案の作成

現在の府中市観光振興プランの構成 骨子案作成のポイント

４．基本目標と施策の方向性

基本目標／施策の基本方針

施策の方向性

☞キャッチフレーズ・スローガン／コンセプト（基本理念）のマーケット視点とシビ

ックプライドの両面からの検討

☞ブランディング・シティプロモーションの基本としての、インターナル・プロモー

ション（市民への情報発信）の視点

☞施策の基本方針・方向性は個別施策に紐づけられる上位の目標（中長期目標）と

して、３章で設定するターゲット、コンテンツ、プロモーション・コンセプト、情報発信

受入環境整備の方向性に即して設定し、それぞれについてKPIを定める。

５．観光振興へ向けた施策

施策の体系／施策の内容

☞個別施策については、上記施策の方向性ごとに必要となる施策をブレイクダウンし提案

するとともに、WGとの協議の上、具体的な施策とその内容をリストアップする。

☞各施策については推進主体の明確化と実施期間（スケジュール）、KPIの設定を行う。

６．プランの推進へ向けて

推進体制／スケジュール及び重点施策

最重点施策のイメージ

☞プランの推進において特に重要となる、多主体と連携する推進体制については

現状における課題や他地域の事例などを含め検討し、その方向性を示す。

カリフォルニア州の港町ニューポートビーチ市は人口8.5万人規模の都市であるが、非営利の
DMO(Visit Newport Beach）を中心に、各団体をひとつのビジネスユニットと捉え、各主取組みの
情報効果を高めるべく連携を行っている。その他、明確なターゲット設定、詳細なKPIの設定と公表、
情報発信等で参考事例となるものと思われる。

2）プランの骨子の作成

上記骨子作成のポイントで示した内容に沿って骨子案の作成

を進め、WGメンバーとの協議を通して内容の精査を行う。

骨子は図表・イラストを交え、専門用語の過度な利用等は避

け、観光振興に関する専門知識がない方でも分かりやすい構成

とする。

４．骨子案の作成について
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