観光地域づくりの推進に向けた
取組と課題
国土交通省 観光庁

者による旅行消費額が過去最高の四兆

た。二〇一七年には、訪日外国人旅行

行消費額八兆円等の目標を定めまし

課題があり、必ずしも効果的な観光地

興の体制には、一般的に以下のような

れまでの我が国の地域における観光振

く必要があります。しかしながら、こ
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これまで各地域においては、行政や
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を全国津々浦々に波及させていくため

宿泊業、飲食業等の関係者を中心に観

国人旅行者のニーズも多様化してお

人を突破しました。観光庁が発足した

くの外国人の方が日本に訪れたことに

には、外国人旅行者をゴールデンルー

光振興が行われており、文化、スポー

り、彼らのニーズに応えることのでき

いえませんでした。

なります〈図１〉
。

トといわれるような東京から富士山を

ツ、農林漁業、商工業、環境事業等の

出来るだけ多くの外国人旅行者の

ンシャルを十分に発揮できていなかっ

おらず、その意味では地域が持つポテ

地域の幅広い資源を最大限活用できて

息づく暮らしや自然、歴史、文化等の

の理解を得ながら、取組を進めていく

観光地域づくりを下支えする地域住民

り組む必要が高まっています。また、

み、地域全体でインバウンド誘客に取

で以上に地域の多様な関係者を巻き込

①多様な関係者の巻き込みが不十分

人口減少、少子高齢化に直面する我

通って、京都、大阪を中心とした都市

のような中、政府は、
「明日の日本を

方々に地方部に足を運んで頂くために

たといえます。他方、近年ではＦＩＴ

により交流人口を拡大させ、地域を活

支える観光ビジョン（二〇一六年三月

は、各地域において地域の魅力を最大

性化させる原動力となるものです。こ
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ンバウンド誘客に取

とで、地域全体でイ

また、
これまでの各地域においては、

り組んでいく体制が

②各種データの収集・分析が不十分

「どんな人が」「どこから」「何を求めて」

構築されることが期

観光庁において

「どうやって」自らの地域を訪れてい

の収集・分析についても課題となって

は、各地域における

待されます〈図２〉
。

いることが指摘できます。上述のとお

ＤＭＯの形成・確立

るのか把握できておらず、自らの地域

り、近年ではＦＩＴ層が急増している

を支援するため、日

（２）登録の状況

ため、効果的な観光振興を実施するた

本版ＤＭＯ登録制度

を訪れる観光客に関する各種データ等

めにも、このようなマーケティングの

を創設し、ＤＭＯに

日本版ＤＭＯ登録

重要性は高まっているといえます。

するため、観光庁では、地域の多様な

制度については、二

対する相談、財政的

関係者を巻き込みつつ、科学的アプロ

〇一五年十一月に創

な支援などＤＭＯに

ーチを取り入れた観光地域づくりを担

設され、二〇一六年二月に第一弾とし

日本版ＤＭＯ登録制度

う団体として、ＤＭＯの形成・確立を

てＤＭＯ二四法人を登録して以降、現

関する様々な取組を

進めています。ＤＭＯの形成・確立に

在では、二二三法人（日本版ＤＭＯ：

（１）ＤＭＯの形成・確立の必要性

より、これまで曖昧にされてきた各地

一〇二法人、日本版ＤＭＯ候補法人：

進めています。

域における観光動態に関する情報を詳

一二一法人）が登録に至っております

こうした各地域における課題に対応

細に収集・分析し、これを多様な関係

（二〇一八年十二月二一日時点）
。

官民で進める観光地域づくり

者と共有するとともに、関係者と地域

の誘客戦略に対する合意形成を図るこ

特 集

図２．ＤＭＯ形成・確立の必要性
DMO：Destination Management/Marketing Organization

地域の多様な関係者を巻き込みつつ、
科学的アプローチを取り入れた
観光地域づくりを行う舵取り役となる法人 ＝ 「ＤＭＯ」
を各地域で形成・確立
地域資源を最大限に活用し、効果的・効率的な集客を図る
「稼げる」観光地域づくりを推進

交通事業者

・二次交通の確保
・周遊企画乗車券の設定

行政

ＤＭＯ

農林漁業
・農業体験プログラム
の提供
・６次産業化による
商品開発

・多様な関係者の合意形成
・データに基づくマーケティン
グ・戦略策定
・観光地のマネジメント・ブラ
ンディング

宿泊施設

飲食店

・観光振興計画の策定
・インフラ整備
（景観、
道路、空港、港湾等）
・文化財保護･活用
・観光教育 ・交通政策
・各種支援措置

地域住民

・観光地域づくり
・「地域の食」の提供
への理解
・多言語、
ムスリム対応 ・市民ガイドの実施

・個別施設の改善
・品質保証の導入

観光による地方創生

商工業
・ふるさと名物の開発
・免税店許可の取得

地域一体の魅力的な観光地域づくり
戦略に基づく一元的な情報発信・プロモーション

（３）登録要件 ︿図３﹀

日本版ＤＭＯには、
地域の「稼ぐ力」

を引き出す観光地域づくりの舵取り役

として、
多様な関係者と協同しながら、

明確なコンセプトに基づいた観光地域

づくりを実現するための戦略を策定す

るとともに、戦略を着実に実施するた

観
光
客
呼
込

図３．日本版ＤＭＯ登録制度における具体的な登録要件
【1】DMOを中心として観光地域づくりを行うことについての多様な関係者の合意形成

めの調整機能が求められます。この観

点から、ＤＭＯが各地域でその役割を

発揮するため、ＤＭＯの登録にあたっ

ては、
以下の五つを要件としています。

①ＤＭＯを中心として観光地域づくり

を行うことについての多様な関係者

の合意形成
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多様な関係者との連携
内外の人材やノウハウを取り込みつつ、多様な関係者と連携

ＤＭＯの意思決定に関与できる
立場で行政や幅広い分野の
関係団体の代表者が参画

その他、
ＤＭＯ内に行政や
ＤＭＯの取組に関する連絡調整のため、
関係者の合意形成が
関係団体をメンバーと 行政や関係団体で構成する協議会等を
有効に行われる仕組みの存在
する委員会等を設置
ＤＭＯと別に設置

【2】データの継続的な収集、戦略の策定、KPIの設定･PDCAサイクルの確立
各種データ等の継続的な収集･分析

データに基づく
明確なコンセプトを持った戦略の策定

全項目必須

KPIの設定･PDCAサイクルの確立

※観光消費額、
延べ宿泊者数、
満足度、
リピーター率
の４項目は必須。

【3】関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整･仕組み作り、プロモーション
地域社会とのコミュニケーション･地域の
観光関連事業者への業務支援を通じた
多様な関係者との戦略の共有
（例）
観光地域づくりに関する定期
ミーティングの開催等

地域が観光客に提供するサービスを、
維持･向上･評価する
仕組みや体制の構築
（例）
地域の「食」
を提供する仕組み等

全項目必須

地域一体となった戦略に
基づく一元的な情報発信･プロモーション
（例）
ワンストップ窓口の設置、
ターゲット別のプロモーション
方針の作成等

【4】日本版DMOの組織
法人格の取得

いずれか１項目

全項目必須

意思決定の仕組みの構築
（責任を負う者の明確化）

データ収集･分析等の専門人材が
DMO専従で最低一名存在

【5】安定的な運営資金の確保

自律的･継続的に活動するための安定的な運営資金の確保の見通し
（例）
収益事業
（物販、
着地型旅行商品の造成･販売等）
、
特定財源
（法定外目的税、
分担金）
、
行政からの補助金･委託事業等

ついて今後満たす予定とする団体につ

として登録し、いずれか一要件以上に

たした団体について「日本版ＤＭＯ」

⑤安定的な運営資金の確保

④日本版ＤＭＯの組織

り、プロモーション

略の整合性に関する調整・仕組み作

③関係者が実施する観光関連事業と戦

確立

ＫＰＩの設定・ＰＤＣＡサイクルの

②データの継続的な収集、
戦略の策定、

分に応じた役割分担を行い、エリア内

Ｏが担うなど、それぞれのＤＭＯの区

については地域連携ＤＭＯ・地域ＤＭ

Ｗｉ Ｆ-ｉの整備やトイレの洋式化、
多言語環境の整備などの受入環境整備

ンテンツの開発や狭域な範囲での無料

化、自然等の地域の魅力を活用したコ

いては広域連携ＤＭＯが担いつつ、文

のコンテンツ開発や受入環境整備につ

ンやマーケティング、広域的な範囲で

リットが働きやすい海外プロモーショ

が求められます。例えば、スケールメ

互いに連携して地方誘客を進めること

ります。

組事例集」を閲覧できるようにしてお

良な取組を三三件掲載した「ＤＭＯ取

プラクティス２０１８」やＤＭＯの優

載した「観光地域づくり事例集グッド

創意工夫に富んだ取組を一〇一事例掲

て優良事例の横展開として全国各地の

また、観光庁のホームページにおい

（ＲＥＳＡＳ）
」とも連携しています。

したシステム「地域経済分析システム

可能です。加えてビッグデータを集約

を行うシステムなどを利用することが

成ツールやグループウェア、顧客管理

ッチング機能のほか、ホームページ作

め、
「観光地域づくりに対する支援メ

活用が想定される支援制度をとりまと

重点的支援を実施しており、各地域で

る関係省庁連携支援チーム』を通じて

Ｏ」を核とする観光地域づくりに対す

関係省庁で構成される『
「日本版ＤＭ

この他にも、観光庁をはじめとした

たな支援メニューも創設されることと

際観光旅客税による財源を活用し、新

ます。また、二〇一九年度からは、国

ョン」の事業に対する支援制度があり

の環境整備」
、
「情報発信・プロモーシ

テンツの充実」
、
「広域周遊促進のため

て行う「調査・戦略策定」
、
「滞在コン

ニュー集」として公表しております。

なっています。

いて「日本版ＤＭＯ候補法人」として

のＤＭＯが互いに連携して取組を進め

（２）人材支援

これら五つの要件のうち、全てを満

登録しています。

ることが望まれます。

人材支援としては、地方創生に必要

日本版ＤＭＯ登録制度に登録された

生カレッジを提供しております。また

ット上で学べる
（ｅラーニング）
地方創

て期待されているＤＭＯには、これま

観光地域づくりを推進する法人とし

ＤＭＯに対する支援

（４）ＤＭＯの区分
また、日本版ＤＭＯ登録制度におい
ジメントを行う範囲によって登録の区

ＤＭＯに対しては、情報支援、人材支

観光庁においても観光地経営をするた

で地域の観光振興を担ってきた観光協

各地域の取組について

分を「広域連携ＤＭＯ」
、
「地域連携Ｄ

援、財政支援の三つの視点での支援を

めの人材を育成するプログラムを開発

で実践的なカリキュラムをインターネ

ＭＯ」
「地域ＤＭＯ」の三つに分けて

行っております。

ては、ＤＭＯがマーケティングやマネ

おります。広域連携ＤＭＯは、複数の

等、団体が形成される沿革は地域によ

会を母体とするものや旅行商品を販売
情報支援として、ＤＭＯを推進する

財政支援としては、内閣府の「地方

って様々ですが、いわゆる観光圏整備

し、
テキストとして整理しております。

対象とし、地域連携ＤＭＯは、単独の

地域同士の連携を図り、観光地域のマ

創生推進交付金」の他、観光庁の「広

法に基づく観光圏認定を受けた観光地

（１）情報支援

都道府県または複数の市町村に跨がる

ネジメント、マーケティングを支援す

域周遊促進のための観光地域支援事

域づくりプラットフォーム法人を母体

都道府県に跨がる地方ブロック区域を

区域を対象、地域ＤＭＯは、基礎自治

るシステムツール「ＤＭＯネット」を

業」として訪日外国人旅行者等の地域

としてＤＭＯが形成されている場合も

している民間会社を母体とするもの

体である単独市町村の区域を対象とし

提供しています。このシステムでは、

周遊促進のためのＤＭＯが中心となっ

（３）財政支援

ております。

専門事業者や民間人材とＤＭＯとのマ

各ＤＭＯはそれぞれの区分に従い、
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れらの地域においては、日本版ＤＭＯ

ＤＭＯとして登録されております。こ

あり、認定を受けた十三地域の全てが

登録したことを契機

熊野古道が世界遺産

ズムビューローは、

る田辺市熊野ツーリ

に市内五つの観光協

登録制度が創設される以前から観光圏
整備法の枠内で地方誘客の取組が進め
会が構成員として設
内においては、田辺

られてきており、現在ではＤＭＯの先
例えば、雪国観光圏では、宿泊施設
市に合併される前の

立されました。同市

の品質認証制度であるサクラクオリテ
各市町村がそれぞれ

進地域となっています。

ィの活用や雪国文化に根ざしたガスト
熊野古道などの観光
に設置していたた

ロノミーツーリズムの推進、八个岳観
のため標高が分かるサインの域内掲示
め、表記が乱立して

地の案内看板を独自

の推進や定期的な住民向けワークショ

いましたが、田辺市

光圏では、山岳、高原リゾートの地域

ップの開催による地域の意識醸成に関

ンを統一しました。

熊野ツーリズムビュ

観光圏に関連する地域以外でも、広

また、六言語に対応

する取組、にし阿波～剣山吉野川観光

域連携ＤＭＯであるせとうちＤＭＯに

する観光情報をホームページやパンフ

ーローが主体とな

おいては、米国の政府観光局が行って

レット、ガイドブックなどで発信する

圏では、渓谷や山の高い場所にある集

いる対象市場の選考方法やトラベルラ

など、言語の違いによるストレスが少

たものとして「ＤＭＯ取組事例集」を

た各地域における優良な取組をまとめ

おります。観光庁においては、こうし

ＤＭＯの参考にして頂きたいと考えて

を横展開することにより、全国各地の

ます。こういった優良なＤＭＯの取組

取組を実施し、着実に成果をあげてい

ＤＭＯは、それぞれの地域に応じた

い、本年度中に中間とりまとめを行う

ＭＯからのヒアリング、論点整理を行

検討会では、関係省庁からの報告やＤ

の具体化を進めているところです。本

水準のＤＭＯ」のあり方に関する検討

対応した先駆的なＤＭＯである「世界

なる検討会を設置し、インバウンドに

立』に関しては、本年度、有識者から

なお、『世界水準のＤＭＯの形成・確

光ビジョン」に定められた『世界水準

考えており、
「明日の日本を支える観

組水準の引き上げを図る必要があると

政支援」の三本の矢による全国的な取

行いつつ、「情報支援」
「人材支援」
「財

き続き、優良事例の深掘りや横展開を

なくありません。観光庁としては、引

不足などの課題を抱えている地域も少

で、観光地経営に係るノウハウや人材

Ｏが現れ始めているところです。一方

の舵取り役であるＤＭＯに対して、引

各地で形成するため、観光地域づくり

競争力を有する魅力ある観光地を全国

となっています。観光庁は、世界的な

日外国人旅行者の増加が期待される年

トやラグビーワールドカップなどの訪

た。一方で二〇一九年はＧ２０サミッ

じめ観光にも大きな影響が生じまし

きな被害が発生し、インバウンドをは

ど、多くの災害に見舞われ、各地で大

二〇一八年は、豪雨や台風、地震な

おわりに

内容を踏まえ、
取組を進めて参ります。

討会における議論や中間とりまとめの

こととなっております。今後は、本検

作成し、昨年公表致しました。

今後の取組の方向性
先述のとおり、日本版ＤＭＯ登録制
度における登録法人の数は順調に増加

のＤＭＯの形成・確立』に向けて取組

き続き、支援を行って参ります。

しており、先進的な取組を進めるＤＭ

を進めて参ります。

官民で進める観光地域づくり

イフサイクル
〈図４〉
の考え方などを導

り、ローマ字の表記

実際に旅行する

なく旅行できる環境の整備を進めてい

落を活かした観光コンテンツ造成等、

宿泊先などの手配

入し、世界レベルのマーケティングを

や案内看板のデザイ

旅行先の検討

SNSなどによる共有

Travel
旅行先として認知

Activate

ます。

特筆すべき取組を行っています。
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行っています。また、地域ＤＭＯであ
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トラベルライフサイクルについて

