
温泉総選挙連動新プロジェクト始動！

株式会社ジャパンデザイン

温泉とテレワークの出会いで地域を活性化する
～温泉総選挙の官民一体ネットワークを活用した

平日の温泉地活性化推進～
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主催
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官民一体の社会課題解決型プロジェクトを通して日本をデザインする会社

本プロジェクトを企画運営する株式会社ジャパンデザインは

各省庁 や 1683を超える自治体そして3000 を超える企業民間団体と連携し、

社会課題の解決を省庁からの予算に頼らないで実施
官民一体の社会課題解決型プロジェクトを複数立ち上げております。

行政主導ではできない事を 民間主導のプロジェクトの強みを活かして官民連携で各社会課題の解決を図っていきます！

会社名 株式会社ジャパンデザイン(SINCE 2016年7月)

＊創業は社団法人で2011年3月

事務局所在地 東京都渋谷区渋谷3-26-17 渋谷デュープレックスB's 5階

代表 山下太郎

資本金 55,000,000円（資本準備金20,000,000円含む）

ホームページ http://jpdesign.jp/

運営プロジェクト

連携実績省庁

ジャパンデザイン社について

http://jpdesign.jp/
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役割ついて

弊社の役割は省庁や自治体そして民間企業や民間団体を

それぞれの目的に応じた社会課題プロジェクトを通じて連携させ
それぞれにとってWINWINの関係を作り上げ

その活動を通じて社会課題を解決する仕組みを作る事になります。
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社会課題解決を図りながら

企業にも自治体にとってもＷＩＮＷＩＮな官民一体施策を実施
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温泉総選挙について

５省庁の後援と４省庁の省庁賞

信頼性の高い観光促進の

“国民参加型プロジェクト”

4

日本国民の95％が好きだという温泉をテーマに

国民投票によってランキングを決め、

発表する国民参加型企画です。

昨年までに約350の温泉地が参加し、

23万票を超える国民投票を獲得している本企画は、

多くのメディアも取り上げる、唯一無二の

観光促進プロジェクトになっています。

さらに6年目を迎える今年、国民や温泉地の要望に応え、

「宿」をピックアップした「温泉宿・ホテル総選挙」

を開始。アフターコロナの観光産業を

支援してまいります。
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温泉総選挙／温泉宿・ホテル総選挙実施体制について
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主 催

後援省庁

実行委員会

選考委員会

実行委員会メンバー
各後援省庁（環境省、内閣府、総務省、経済産業省、観光庁）

■実行委員長
岡崎 浩巳（地方公務員共済組合連合会理事長／元総務省 事務次官）

■実行委員
石井 宏子（温泉ビューティー研究家／トラベルジャーナリスト）
笹本 森雄（一般社団法人日本温泉協会 会長）
東京大学温泉サークルOKR
新津 研一（一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会

代表理事／事務局長）
前田 眞治（一般社団法人日本温泉科学会 会長）
八木 宏一郎（一般社団法人日本エンパワーメントコンソーシアム理事

／一般社団法人日本唐揚協会 専務理事）
■名誉委員
甘露寺 泰雄（公益財団法人中央温泉研究所 顧問）

観光地活性化推進パートナー

オフィシャル応援パートナー

オフィシャル応援メディア

事務局
温泉総選挙事務局

（株式会社ジャパンデザイン内）
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温泉総選挙 連携温泉自治体について
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現在までに348の観光地と

観光活性化施策を実施

20ヵ所

56ヵ所

北海道エリア
北海道

東北エリア
青森、岩手、秋田、宮城、山形、
福島

70ヵ所

関東・甲信越エリア
長野、群馬、東京、千葉、新潟、
神奈川、茨城、栃木、山梨、埼玉

東海エリア
静岡、愛知、三重、岐阜 24ヵ所

近畿・北陸エリア
石川、京都、兵庫、福井、和歌山、
奈良、

32ヵ所

中国・四国エリア
山口、徳島、岡山、愛媛、鳥取、
広島、島根、高知

32ヵ所

九州・沖縄エリア
佐賀、鹿児島、福岡、宮崎、熊本、
大分、長崎、沖縄

39ヵ所

2020参加地

21ヵ所

29ヵ所

26ヵ所

9ヵ所

27ヵ所

28ヵ所

17ヵ所

秋田、埼玉、滋賀、広島に関しては2020年はエントリーはございませんでした。
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日本初の官民一体の温泉地活性化コラボレーション企画
通常のプロモーションのように企業が消費者に対して行うPR施策だけでなく、情報の発信を行う場に対して誘客を行い
（活性化）させ消費を促し、熱量のある情報発信を行う事で『三方良し』を実現させる過去に無い企画を目指します。

主催

主催

連携 連携

当施策応援企業

当施策応援企業 当施策実施場所

まるか食品株式会社様
誰しもが知っていている商品で
群馬県に本社を置く老舗の会社
今回のコンテンツホルダー

群馬県の温泉地で石段が有名な地
上記期間で約60万人程来場が予想さ

れ今回施策の展開の場

2018年12月3日～2019年3月31日

伊香保観光客に対しての施策を行う
観光客から
SNS拡散

コンテンツ
動画視聴

観光客の
消費活動

メディア
露出

60万人の観光客と数えきれないメディア接触者がターゲット

両者をつなぐキーワード

同じ群馬の地で恋愛（ペア）に纏わるコトが多い地
伊香保神社につづく石段を中心に栄える温泉街。
多くのメディアで恋愛や子づくりにご利益があるとされており、その由縁は伊香保神社の主祭神が大己
貴命（おおなむちのみこと）である事が挙げられ、伊香保神社の拝殿には、”開運子授”と”えんむすび”
の絵馬や”子宝子授御守”があり、石段の各所にも縁結びにまつわるオミクジが随所に設置されています。
◇『伊香保温泉 恋愛』検索 146,000ヒット／『伊香保温泉 縁結び』検索 58,500ヒット

×

官民連携施策 実施内容①
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官民連携施策 実施内容①
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官民連携施策 実施内容①
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●官民一体での温泉地活性化施策（各所で官民一体で実施）

拡散フォト
①市管理の石段前案内所 ②街の観光名所にオブジェ

③観光協会運営露店風呂 ④ゴンドラ
⑤参加型キャンペーン

拡散フォト

拡散フォト 拡散フォト
広大なエリアで展開する為、

観光客向けのガイドブックを発行
各企画実施場所を紹介し
消費活性化を狙います。

伊香保温泉とペヤングの
コラボレーション商品

× ×

お風呂あがったらアフロ！？
スカルプDペヤング発売タイミングに合わせて
アフロのカツラをプレゼントキャンペーン

全ての起点
なにこれ！
面白そう！！
行ってみよう

官民連携施策 実施内容①
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官民連携施策 実施内容①
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企画期間中の宿泊者数が昨対比で

1万７０００人増

伊香保温泉や渋川市の費用負担はO円

官民連携施策 実施内容①
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若者への
知名度UP

官民連携施策 実施内容①
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官民連携施策 実施内容①
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官民連携施策 実施内容①
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PR効果について（2021年4月末日現在）

2018年度～2020年度のメディア露出件数 計724件！

キー局と地方局、大手新聞や地方新聞等でも大きく取り上げられています！
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温泉総選挙の過去のメディア実績（一部）



弊社ソーシャルPR企業実績一部 ＊2021年3月現在の主な企業を掲載しております。
＊社会課題解決型プロジェクト連携企業の一部になります。

順不同で一部を掲載しております
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これまでに官民連携で

約100社を超える
ナショナルクライアントさまとの実績



① 全国3,000 を超える企業・民間団体・行政との
連携実績があり御社に適した継続的なソーシャルPRをアレンジできます。

事業所 店舗官公庁民間団体

プロジェクトを通じて提供できる5つの事

19

平成29年8月1日現在累積数字



プロジェクトを通じて提供できる5つの事 平成31年１月1日現在累積数字
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② 全国47都道府県、1,683の地方自治体
との連携実績。



④ 官民連携ならではの強いメディア発信力を使えます！

プロジェクトを通じて提供できる5つの事

21
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テレワークで平日の温泉地活性化企画

温泉地でのテレワークを推進する
官民一体の

平日の温泉地活性化企画
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背景と概要

背景① 温泉地の低い平日需要（温泉地の課題）
背景② ポストコロナ時代はテレワークが当たり前の世の中に

背景③ 日本政府によるワーケーションの推進

温泉総選挙は

「平日 に 温泉地 で
仕事（テレワーク）すること」を

「温泉Biz」
と名付け、様々な媒体で国民にPR

→平日の温泉地活性化に貢献
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温泉Bizの運営体制

実施場所：今回ご参加いただく 各温泉地

Copyright © 2020 Japan Design All Rights Reserved. 

主催：

企画、運営事務局：温泉総選挙事務局 株式会社ジャパンデザイン

応援企業：平日の宿予約に特化した旅行予約サイトitoma
itomaサイトはavexが提供するサービスになります。

連携OTA：

連携企業、団体：

温泉ソムリエ協会

24

※「温泉総選挙」は5省庁後援で行う
観光促進の“国民参加型プロジェクト”



温泉Biz 参加温泉地一覧

Copyright © 2020 Japan Design All Rights Reserved. 

46 の温泉地様が参加！

②③

④

⑤
⑥

⑦⑧

⑨

⑩
⑪⑫

⑬
⑭

⑮

⑯

⑰

⑱⑲
⑳
㉑

㉒

㉓

㉔

㉕㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛
㉜

㉝

㉞㉟㊱㊲㊳ ㊴
㊵
㊶

㊷
㊸

㊹

①

①北海道 霧多布温泉ゆうゆ
②北海道 洞爺湖温泉
③北海道 神威脇温泉
④岩手県 大船渡温泉
⑤宮城県 鳴子温泉郷
⑥山形県 蔵王温泉
⑦山形県 あつみ温泉
⑧山形県 肘折温泉
⑨福島県 沼尻温泉
⑩群馬県 四万温泉
⑪群馬県 伊香保温泉
⑫群馬県 鹿沢温泉
⑬千葉県 犬吠埼温泉
⑭神奈川県 強羅温泉
⑮新潟県 五頭温泉郷
⑯新潟県 岩室温泉
⑰新潟県 弥彦温泉
⑱新潟県 松之山温泉
⑲新潟県 柵口温泉権現荘

⑳富山県 庄川温泉郷
㉑石川県 千里浜温泉郷
㉒石川県 山代温泉
㉓山梨県 竜王ラドン温泉
㉔長野県 馬曲温泉
㉕静岡県 河津温泉郷
㉖三重県 鳥羽温泉郷
㉗京都府 京都るり渓温泉
㉘大阪府 牛滝温泉四季まつり
㉙兵庫県 湯村温泉
㉚奈良県 保養センター美榛苑

㉛和歌山県 熊野本宮温泉郷
㉜和歌山県 花山温泉薬師の湯
㉝和歌山県 やどり温泉いやしの湯
㉞鳥取県 岩井温泉
㉟鳥取県 三朝温泉
㊱島根県 鷺の湯温泉
㊲島根県 三瓶温泉
㊳島根県 旭温泉
㊴岡山県 奥津温泉
㊵山口県 俵山温泉
㊶山口県 菊川温泉
㊷香川県 高松クレータの湯
㊸長崎県 壱岐湯本温泉
㊹熊本県 菊池温泉
㊺和歌山県 紀伊見温泉
㊻北海道 十勝川温泉㊺

㊻
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温泉地・国民にとっての

温泉Biz

26



温泉地にとっての温泉Biz

Copyright © 2020 Japan Design All Rights Reserved. 

①平日の温泉地でのテレワークを推進

→平日の経済効果
周辺地域を巻き込んだ経済効果を平日の温泉地に。

②情報提供から予約まで可能なサイト構成

→平日の温泉地への誘客促進
平日の温泉地でのテレワークに興味を持った方に
宿泊予約まで促すことが可能。
また、「温泉Bizコンシェルジュ」が温泉地と
国民との間をつなぎ、温泉地への誘客に貢献。

27



温泉地にとっての温泉Biz

Copyright © 2020 Japan Design All Rights Reserved. 

②温泉地単位での情報掲載

→情報発信力アップ＆
街全体での仕事サポートアピール

１つの宿では対応できない仕事環境などのインフラも街単位でアイコン表示する
ことで街全体で仕事サポートする準備ができていることをアピール。

温泉Bizで温泉地を訪れた方にその土地ならではの過ごし方を紹介することで
周辺地域への波及効果も。

28



国民にとっての温泉Biz

Copyright © 2020 Japan Design All Rights Reserved. 

平日の温泉地は…

✓安心 「密」を回避

✓安い お得な金額で宿泊

✓ストレス解消 温泉でリラックス

国民の皆様にとって

29



Copyright © 2020 Japan Design All Rights Reserved. 

温泉Biz特設サイトは

ビフォワー8やアフター5の時間に、

その土地ならではの過ごし方（アクティビティー・飲食・ナイト）
を掲載。

さらに、仕事環境などのインフラも街単位で表示

宿単位ではなく街単位で
あなたの平日の温泉地でのテレワークをサポート！

国民にとっての温泉Biz

温泉地が

30



温泉Bizの施策

31



温泉Bizの施策① 温泉Biz特設サイト

温泉Biz特設サイトにて、温泉地ごとのご紹介ページを掲載。
温泉Bizサイトを見る企業・団体・個人に

温泉地の特長や観光スポット等をアピール！

温泉Biz特設サイト
参加温泉地紹介

SNS投稿キャンペーン案内
コロナ対策情報一覧
企業向けページ

有名人による応援メッセージ etc

温泉地ページ
仕事サポート情報
コロナ対策情報
各種観光情報

(アクティビティ/グルメ/ナイトスポット)
宿泊施設情報
予約情報 etc

32



温泉Bizの施策① 温泉Biz特設サイト（温泉地ページ）

⚫ 仕事サポート情報をピクトアイコンで掲載

（街単位・宿泊施設単位）

→温泉地全体で「仕事サポート」
していることをアピール

⚫ アクティビティ、グルメ、ナイトスポット情報掲載

→宿泊施設だけでなく、温泉街での
回遊を促すリアルタイム情報提供可能！

⚫ コロナ対策情報 掲載
→宿泊施設や自治体のウェブサイト等、

バラバラで掲載されている情報を集約すれば、

お客様も安心！

33



温泉Bizの施策① 温泉Biz特設サイト（温泉地ページ）

⚫ 温泉地ごと、宿泊施設ごとの
OTAリンクを掲載

→情報提供から予約まで誘導することが

可能！

さらに！
各宿泊施設は予約プランや旅行プログラムにて、
「温泉Biz」のワードを活用したものを
ご用意いただくことも可能！

「温泉Biz」という文言を使って集客OK！

34



温泉Bizの施策② SNS投稿キャンペーン

SNS投稿キャンペーン

「温泉Biz ありが湯(とう)稿キャンペーン
～仕事でお世話になりました～」

温泉Bizでの旅の様子の写真を温泉地名と「#温泉Biz」のハッシュタグを
付けてSNS投稿
→抽選で100名様に＃をつけた温泉地の宿泊券(1万円分)プレゼント！

投稿 抽選

①＃を付けてTwitterかInstagramに投稿

②抽選で1万円のオリジナル宿泊券が当たる

※イメージ

【キャンペーン期間】
2020年10月1日(木)~2021年1月31日(日)
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大手企業に温泉Bizへの参加を宣言してもらい

温泉地でのワーケーションを推進！

温泉Bizの施策⑤ 企業・団体 温泉Bizへの参加

• テレワークがすでに浸透している企業
• 企画にまとまった時間が必要な企業、
• 新しい働き方に積極的に取り組んでいる企業 etc…

応援企業・連携企業一覧
※2020年10月1日現在
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温泉Bizコンシェルジュ概要

※お客様のご希望エリア単位でご紹介

国民や連携企業の旅の要望を
「温泉Bizコンシェルジュ」が伺い、

温泉地にお繋ぎすることで

お客様をご紹介！
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温泉Bizコンシェルジュによるコーディネートの仕組み

◆旅行代理店への予約 ◆ OTAを通じた宿予約
◆ SNSやブログで情報収集

受け取れる情報が限定的・・・
リアルタイムな情報ではない・・・

情報の信頼度が不明・・・
リアルタイムな情報ではない・・・

全国の温泉Biz
参加温泉地

従来の旅予約の流れ

① ②

③④

コンシェルジュの流れ

⑤

⚫ お客様の旅の要望をコンシェルジュが伺い、対象エリアの温泉地様にご紹介。
⚫ 温泉地は要望に応えるプランをコンシェルジュに提示。
⚫ コンシェルジュは各温泉地様からご紹介いただいたプランをお客様にご紹介。お客様は

紹介されたプランをもとに、直接予約。
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図1.png

主催

➢ web記事公開

2020年10月28日 公開
感染症対策専門家 二木芳人先生
インタビュー記事
「コロナ禍の旅行に求められる感染症対策とは？」

2020年11月4日 公開
温泉Biz対談
「先進企業JALが語るワーケーションのすすめ」

46
温泉地が参加

➢ その他

有識者・有名人による応援メッセージ
温泉Biz 企業向けページ 制作
などのコンテンツを公開。

2020年度の観光促進企画実績 実施内容①
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図1.png

主催

千葉県・犬吠埼温泉における
学生滞在型旅行の創出事業

観光庁「誘客多角化等のための魅力的な滞在コン
テンツ造成に向けた実証調査」において上記テー
マで採択を受け、銚子市や犬吠埼温泉のご協力の
もと、学生モニターツアー等を実施しました。

事業で作成した特設サイトでは、犬吠埼温泉の学
生向けモデルプランやコロナ禍の学生旅行で注意
すべき点をまとめたガイドラインを公開していま
す。その中で特にオンライン授業と観光を両立さ
せる新しい学生旅行のスタイルの確立を目指して
います。

2021年度以降、モデルプランを磨き上げて商品
化していくことも検討しております。

2020年度の観光促進企画実績 実施内容②
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図1.png

主催

コロナ禍の学生旅行ガイドライン
（犬吠埼Ver.と全国Ver.）

2020年度の観光促進企画実績 実施内容②
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