
日本版ＤＭＯの形成･確立に向けた取組について 



１．観光の現状 
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訪日外国人旅行者数の推移 
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注) 2014年以前の値は確定値、2015年1月～10月の値は暫定値、2015年11月～12月の値は推計値、％は対前年(2014年)比 

ビジット・ジャパン
開始 

万人 

出典：ＪＮＴＯ（日本政府観光局） 

1月：121.8万人 (29.1％増） 

2月：138.7万人 (57.6％増） 

1973.7万人 
（47.1%増） 

4月：176.5万人 (43.3％増） 

3月：152.6万人 (45.3％増） 

5月：164.2万人 (49.6％増） 

6月：160.2万人 (51.8％増） 

7月：191.8万人 (51.0％増） 

9月：161.2万人 (46.7％増） 

8月：181.7万人 (63.8％増） 

10月：182.9万人 (43.8％増） 

11月：164.8万人 (41.0％増） 

12月：177.3万人 (43.4％増） 
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2015年の訪日外国人旅行消費額（速報値）について 

○ 2015年の訪日外国人旅行消費額（速報値）は、前年（2兆278億円）に比べ71.5％増の3兆4,771億円となり、年間値で初めて3兆円を 

 突破し、過去最高値を記録。 

○ 国籍・地域別に旅行消費額をみると、中国が14,174億円（対前年比153.9％増）と最も大きく、全体の4割を占めている。次いで、台 

 湾5,207億円（同46.9％増）、韓国3,008億円（同43.9％増）、香港2,627億円（同91.8％増）、米国1,814億円（同23.0％）の順と 

 なっており、これら上位5カ国で旅行消費額全体の4分の3以上を占めている。     

旅行消費額と訪日外客数の推移 

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」、日本政府観光局(JNTO) 

国籍・地域別の訪日外国人旅行消費額と構成比 
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（速報値） 

旅行消費額（←左目盛） 訪日外国人旅行者数（右目盛→） 

（億円） （万人） 
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２．政府の取り組み 
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○ 我が国は今、経済を最優先とし、GDP600兆円を目指した取り組みをスタートさせたところ。中でも、観光は成長の
重要なエンジン。 

○ 我が国は、観光立国の大きなポテンシャルを有しているが、課題も多い（ホテルがとりづらい、鉄道やバスが使いづらい等）。 

○ 2000万人は通過点。キーワードは「地方」と「消費」。ゴールデンルートだけではない、日本各地の魅力を、世界の

ニーズに結び付けていく。前例にとらわれない、思い切った知恵を出していただき、しっかりとしたビジョン、次なるステー

ジのロードマップを示していただきたい。 

○ 安倍内閣としても、「できることは全て行う」方針のもと、政治が全面に立って進めていく。 

明日の日本を支える観光ビジョン構想会議 

【議長】  安倍内閣総理大臣 
【副議長】 菅内閣官房長官、石井国土交通大臣 
【構成員】 麻生副総理兼財務大臣、石破地方創生担当大臣 
       加藤一億総活躍担当大臣、高市総務大臣 
       岩城法務大臣、岸田外務大臣 
       塩崎厚生労働大臣、林経済産業大臣 
    

明日の日本を支える観光ビジョン構想会議 

構想会議ワーキンググループ（WG） 

【座長】 内閣官房長官  【座長代理】国土交通大臣 
【構成員】内閣官房副長官（政務及び事務）、 内閣総理大

臣補佐官（地方創生担当）、内閣官房副長官補
（内政担当）、内閣官房内閣審議官（内閣官房副
長官補（内政担当）付）、内閣官房まち・ひと・しごと
創生本部事務局、総務省、法務省、外務省、財務
省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省観光庁 

安倍内閣総理大臣発言概要（平成27年11月9日第１回明日の日本を支える観光ビジョン構想会議） 

  構想会議開催予定（イメージ） 

第一回会議  設置、目的、方向性等 
  ＷＧ      ・ヒアリング（数回）  
                   ・課題整理・とりまとめ骨子素案 
第二回会議  中間報告・骨子案  
   ＷＧ           ＷＧとりまとめ 
第三回会議  結論とりまとめ 

         （有識者） 
       石井至   石井兄弟社社長 
       井上慎一 Peach Aviation(株)代表取締役CEO 
       大西雅之 鶴雅グループ代表 
       小田真弓 旅館 加賀屋 女将 
       唐池恒二 九州旅客鉄道(株)会長 
       デービッド・アトキンソン 小西美術工藝社社長 
       李 容淑   関西国際大学客員教授 
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【受入環境整備に係る課題に対する調査・検証・実証実験等の実施】 

 
  
  
 
 

 

○訪日外国人旅行者数が増えていく中、多くの訪日外国人旅行者を万全に迎え入れる取組 
 を加速させることが必要。 

主な受入環境整備の課題 

 
 

 
 

 
 
 

○通訳案内士（ガイド） 

○宿泊施設不足 ○貸切バスの路上混雑 ○安全・安心の確保 

○ＣＩＱ（税関・入管・検疫） 

外国人旅行者が不慮の
ケガや病気になった際
の医療機関等に関する
情報提供体制が不十分 
 

受入環境整備の課題 
 

都市部を中心に乗降場
所での長時間駐車や路
上駐車による交通渋滞
等が発生 

空港・港での混雑によ
り、出入国審査に時間を
要する事案が発生 

これらの課題等に迅速に取り組む必要 

大都市部への偏在、英語へ
の偏在、ガイドニーズの多
様化等、様々な課題が顕在
化 

・東京、大阪等都市部のホテル 
 の稼働率は高い水準で推移 
・地方の宿泊施設は余裕が 
 あるが、外国人受入環境に課題 

○観光地域づくりの体制（DMO） 

日本版DMOのような、観光
地経営の視点を持った観光
地域づくりに携わる組織・人
材が必要 
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３．日本版ＤＭＯ 
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これまでの観光地域づくりの課題 

モデル事例を全国に普及させることにより、全国的に取組を加速化 

日本版ＤＭＯ形成･確立の必要性 

地域の多様な関係者を巻き込みつつ、科学的アプロ－チを取り入れた 
観光地域づくりを行う舵取り役＝「日本版ＤＭＯ」を各地域で形成･確立 

関係者の巻き込みが不十分 

･文化、農林漁業、商工業、環境、 
スポーツなど地域の関連事業者や住民等
の多様な関係者の巻き込みが不十分 
⇒地域の幅広い資源の最大限の活用に
つながらない 

⇒地域住民の誇りと愛着を醸成する豊か
な地域づくりにつながらない 

 
  
  
 
 

 

 
  
  
 
 

 

データの収集･分析が不十分 

･来訪客に関するデータの収集･分析が不
十分。観光客を十把一絡げに扱っている
地域が少なくない 
⇒ターゲットとなる顧客層や地域のコンセ
プトが十分に練られていない 
⇒変化する観光市場に対応できない 

民間的手法の導入が不十分 

･効果的なブランディングやプロ
モーションといった民間的な手法
の導入が不十分 
⇒観光客に対して、「刺さる」競争
力を持つ観光地ブランディングが
できていない。 

関係者の巻き込み 
内外の人材やノウハウの取り込み 

データの収集･戦略の策定 ブランド力を高める仕組み プロモーション 

（例）外国人職員による 
  効果的なプロモーション 

例）富良野･美瑛観光圏によるＳＷＯＴ分析 例）雪国観光圏「SAKURA QUALITY」 

 ･雪国観光圏では、
外国人の受入体
制などにより宿泊
施設等の評価を
行う品質認証制
度「サクラクオリ
ティ」を導入。 

人材 ノウハウ 内外から取り込み 
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日本版ＤＭＯの役割、多様な関係者との連携 

 

  

 

 

 

   

多様な関係者との連携 

  

   

日本版ＤＭＯ 
宿泊施設 

交通事業者 

商工業 

飲食店 

農林漁業 

・個別施設の改善 

･品質保証の導入 

・農業体験プログラムの提供 

・６次産業化による商品開発 

・ふるさと名物の開発 

・免税店許可の取得 

・二次交通の確保 

・周遊企画乗車券の設定 

・「地域の食」の提供 

・多言語、ムスリム対応 

･観光振興計画の策定 

･プロモーション等の 

観光振興事業 

･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 

 

 

  

  

行政 

  
日本版ＤＭＯの役割 

観光地域づくりの一主体として実施する
個別事業 

（例）･着地型旅行商品の造成･販売、 
   ･ランドオペレーター業務の実施 等            

地域住民 

･観光地域づくりへの理解 

・市民ガイドの実施 

 

① 日本版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 

② ･各種データ等の継続的な 

    収集･分析、 

   ･明確なコンセプトに基づいた 

   戦略の策定、 

    ･ＫＰＩの設定･ＰＤＣＡサイクルの
確立 

 

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 

観光客の呼び込み 

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 

観光による地方創生 

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 
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概要 

登録の枠組み 

○ 日本版ＤＭＯの候補となりうる法人を観光庁に「登録」。 

○ 登録された法人（日本版ＤＭＯ候補法人）に対して、関係省庁連携支援チームを通じて支援。 

  

① 取組目標･水準の提示による日本版ＤＭＯの形成･確立の促進 

② 日本版ＤＭＯの形成･確立を目指す地域の情報を共有することによる支援の重点化 

③ 日本版ＤＭＯ候補法人の間の適切な連携を促すによる各法人間の役割分担がされた効率的な観光地域づくり 

目的 

【登録対象】地方公共団体と連携してマーケティングやマネジメント等を行うことにより観光地域づくりを担う法人 

 

【登録の区分】対象エリアの広さに応じた３区分で登録 

 ○広域連携ＤＭＯ 

  ･ 複数都道府県に跨がる区域（地方ブロック単位）を一体とした観光地域として、観光地域づくりを行う組織 

 

 ○地域連携ＤＭＯ 

  ･ 複数の地方公共団体に跨がる区域を一体とした観光地域として、観光地域づくりを行う組織 

 

 ○地域ＤＭＯ 

  ･ 原則として、基礎自治体である単独の市町村の区域を一体とした観光地域として、観光地域づくりを行う組織 

 

    

日本版ＤＭＯの候補となりうる法人の登録について～制度概要～ 
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（１）日本版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 

登録の５要件 

日本版ＤＭＯ内に
行政や関係団体
をメンバーとする
委員会等を設置 

いずれか１項目 予定可 

日本版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 

各種データ等の継続的な 
収集･分析 

日本版ＤＭＯの取組に
関する連絡調整を行うた
め、行政や関係団体で
構成する協議会等をＤＭ
Ｏと別に設置 

その他、関係者の
合意形成が有効に
行われる仕組みの
存在 

（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 

全項目必須 予定可 

データに基づく明確なコンセプトを 
持った戦略の策定 

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。 
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登録の５要件 

（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 

全項目必須 予定可 

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 

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 

全項目必須 

法人格の取得 
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。 

予定可 

予定可 

３ 
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手引き・登録要領の公表 

 
 
  
 
 
 
   

 
 
  
 
 
 
   

 
 
  
 
 
 
   

ＤＭＯ形成に係る手引き･登録要領等の公表 

ＤＭＯ機能を担おうとする法人が、ＤＭＯ形成に 
関する計画を作成し、地方公共団体と連名で提出 

･日本版ＤＭＯを核とした観光地域づくりの 
取組の実施  
･ＫＰＩの設定･ＰＤＣＡサイクル導入による 
自己評価  等 
※少なくとも年１回実施し、結果を観光庁に報
告。 

観光庁による登録 

日本版ＤＭＯ形成・確立計画の提出 

１１月１８日：「日本版ＤＭＯ」形成・確立に係る手引き・登録要領公表 
１１月１９日～：各地域での説明会を開催     
１２月１５日：「日本版ＤＭＯ」候補法人の登録開始 
１月～２月：各地域におけるシンポジウムの開催 
  

日本版ＤＭＯとしての活動の実施 

募集 

    観光庁 

地域 

地域 

歴史・景観 
まちづくり 

宿泊施設 
飲食店 

交通 

産業観光 
商工業（ふるさと名物） 

農林水産業 

○関係省庁の支援の重点実施 

○支援メニュー集の策定 ○現場における課題やニーズの共有 

○地域からの相談へのワンストップ対応 

等 

「日本版ＤＭＯ」を核とする 
観光地域づくりに対する 
関係省庁連携支援チーム 

 

伝統･文化･歴史 

自然観光資源 

通信 

応募 

登録法人は 
観光庁ＨＰで公表 

関係省庁をあげて、横の連携を強化し、地域の取組を強力に支援 

新型交付金による支援 

登録のフロー 

関係省庁の施策の重点投下 

スケジュール（予定） 

スポーツ 
イベント 
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日本版ＤＭＯの手引き 

14 

日本版ＤＭＯの形成支援 

DMOを担う専門人材の育成について 

  
日本版ＤＭＯ候補法人の登録制度 

○ 日本版ＤＭＯに関する基本的な考え方、国内外の取組事例、支援制度の紹介などを内
容とする「日本版ＤＭＯ形成･確立に係る手引」を作成・公表。 

 
○ 広く地域に情報提供することで、日本版ＤＭＯを形成･確立する取組に高い意欲を持つ
地域を強力に後押し。 

 

○ 日本版ＤＭＯの候補となりうる法人を観光庁に「登録」。 
○ 登録された法人（日本版ＤＭＯ候補法人）に対して、関係省庁連携 
  支援チームを通じて支援。 
 

 

① 取組目標･水準の提示による日本版ＤＭＯの形成･確立の促進 
② 日本版ＤＭＯの形成･確立を目指す地域の情報を共有することによる支援の重点化 
③ 日本版ＤＭＯ候補法人の間の適切な連携を促すによる各法人間の役割分担がされた
効率的な観光地域づくり 

目的 

○ ＤＭＯの世界的な業界団体であるDMAIのノウハウを活用。 
○ 観光地経営を行う日本版ＤＭＯで活躍する人材を育成するプログラム 
 の策定・研修の実施を通じて、地域のニーズに対応。 
○ 研修修了者の人材情報をデータベース化。 



４．主な支援事業 
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日本版ＤＭＯに関する支援のイメージ 
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広域観光周遊ルート形成促進事業 

金沢市・兼六園 

紙すき体験             

多言語案内 

モデルルートの形成と磨き上げ 

白川村・白川郷 

地域資源の磨き上げ 観光地域づくり 

金箔貼り体験 

地方公共団体が広域に連携して 
主要国へのプロモーションを大幅に強化 

○訪日外国人旅行者に訴求するテーマ・ストーリーを持ったルートの形成を促進 
○観光地域づくりの専門家チームを各ルートに派遣し、観光地域づくりを指南 
○各ルートが訴求するターゲット市場へのプロモーションを大幅に強化 

広域観光周遊ルート 

平成２７年６月１２日に、全国で７ルートを認
定 

専門家を 
パラシュートチームとして 

地域へ派遣 

世界に発信 

まちづくり 

文化 

交通 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

観光 
外国人向け交通パス 

  平成27年度補正：2.5億円 
  平成28年度予算：16.4億円 
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 ◆「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法律」に基づき、地域の関係者が連携し、国内外から選好される国際競争   

 力の高い魅力ある観光地域づくりを促進するため、地域独自の「ブランド」の確立を通じた滞在交流観光の推進に向けた取組みを支援す
る。 

  （１）地域の将来像の策定、マーケティングの実施等を通じたブランド戦略の構築 

 （２）ブランド戦略に基づく各種事業の実施 

観光地域ブランド確立支援事業 

支援 

２８年度要求額：290百万円、1.13倍 
２７年度予算額：257百万円 

富良野・美瑛観光圏 

（北海道：富良野市、美瑛町、上富良野町、中富良野町、 

     南富良野町、占冠村） 

  
海の京都観光圏 

(京都府：福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、  

    与謝野町） 

  

にし阿波～剣山・吉野川観光圏 

（徳島県：美馬市、三好市、つるぎ町、 

     東みよし町） 

  

香川せとうちアート観光圏 

（香川県：高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、 

     三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、 

     多度津町、まんのう町） 

  

「海風の国」佐世保・小値賀観光圏 

（長崎県：佐世保市、小値賀町） 

  

阿蘇くじゅう観光圏 

（熊本県：阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、山都町、 

 大分県：竹田市、宮崎県：高千穂町） 

  

豊の国千年ロマン観光圏 

（大分県：別府市、中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、日出町、姫島村） 

水のカムイ観光圏 

（北海道：釧路市、弟子屈町） 

  
トキめき佐渡・にいがた観光圏 

     （新潟県：新潟市、佐渡市） 

雪国観光圏 

（新潟県：魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町、 

 群馬県：みなかみ町、長野県：栄村） 

  
八ヶ岳観光圏 

（山梨県：北杜市、長野県：富士見町、原村）） 

浜名湖観光圏 

（静岡県：浜松市、湖西市） 

  

ニセコ観光圏 

（北海道：蘭越町、ニセコ町、倶知安町） 

ワークショップの開催 地元でのコンセンサスの形成 

ブランド戦略に基づく各種事業の実施 

滞在プログラムの体験 ガイドツアーの実施 

地域の将来像の策定・ブランド戦略の構築 
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地域資源を活用した観光地魅力創造事業 

 
  

 
計画の策定（数値目標、取組体制、事業内容等） 

  マーケティングの実施 

            地域の魅力を高める取組の実施 

観光関係者による取組 

・着地型旅行商品の造成・販売 
・地産地消の推進 
・ガイドの育成 

・観光案内所の機能強化 
・観光地周遊バスの実証運行 
・美観の維持、トイレ改修 

①滞在コンテンツの充実・強化 ②来訪需要の喚起 

④外国人受入環境整備 ③来訪者の利便性等向上 

・一元的な情報発信／予約 
  システム の構築 
・宿泊施設の魅力向上 
・地域版ＭＩＣＥの推進検討 

・観光案内の多言語表記化 
・Wi-Fi環境の整備 
・免税店の導入検討 

等 

○地域の観光資源を世界に通用するレベルまで磨き上げるため、歴史的景観、美しい自然、海洋資源、豊かな農 
 山漁村、魅力ある食文化等の観光資源を活かした地域づくり施策と、体制づくり、受入環境整備、二次交通の充 
 実等の観光振興のための施策を一体で実施。 

協議会：市町村、観光協会、交通事業者、関係行政機関その他地域づくり
の取組を実施する者等により構成 

様々な地域づくりの取組と連携し、地域の観光資源を世界に通用するレベルまで磨き上げるとともに、外国人の受入環境整備を実施。
（関係省庁の施策との一体的実施を推進。） 

歴史的景観とバリアフリー 
の相乗効果による観光振興 

取
組
の
評
価
を
踏
ま
え
た
計
画
の
見
直
し 

「農」の優位性を活かした 
産業と観光の融合 

世界自然遺産で観光と 
保護の両立 

地産から地消までを観光客 
とともに創りあげる地域 

離島のハンデを克服した観光 
システムづくり 

産業遺産を核とした広域 
連携での観光振興 

国
に
よ
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
支
援 

支援内容 

個別事業の実施に必要な経費の総額の２分の１以内の金額を
予算の範囲内で負担する。 

体験型・交流型滞在プログラムの 

企画・開発・提供 

宿泊施設の魅力向上 

二次交通の確保 

観光案内所の機能強化 

ウェブ予約一括システムの構築 

無料公衆無線LANの整備 

案内ガイドの育成・研修 

マーケティングの実施 

マネジメント（各事業の一体的実施） 
成果把握 

等 

平成27年度予算   ：290百万円 
平成28年度概算要求：441百万円の内数 
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                   地方版総合戦略の推進 

【27年度】 

26補正 

基礎交付 

1,400億円 

上乗せ交付 

300億円 

27補正 

加速化交付金 

1,000億円 

 
      

28新型交付金 
 

年度 

横展開/隘路タイプ 

先駆タイプ 

【28年度】 

 地方版総合戦略に基づく各自治体の取組について、 
 先駆性を高め、レベルアップの加速化を図る。 
 そのため、 
 ○上乗せ交付金の特徴的な事例、 
 ○地域しごと創生会議における特徴的な事例 
 等も紹介し、自治体の自主的・主体的な取組を支援。 

   地方創生加速化交付金の概要（イメージ） 

地方版総合戦略の策定 

情報支援
の拡充 

人的支援
の拡充 

２０ 

 



国 

交付金（10/10） 
都道府県 
市町村 

 
【想定される支援対象】 
 地域のしごと創生に重点を置きつつ、一億総活躍社会
実現に向けた緊急対策にも資する、効果の発現が高い
事業を対象。 

 
 〇 しごと創生・・・ITを活用した中堅・中小企業の 
           生産性向上や新事業促進、農林 
           水産品の輸出拡大、観光振興    
           （DMO）、対日投資促進 等 
 〇 人の流れ・・・生涯活躍のまち、地方創生人材 
           の確保・育成 等 
 〇 働き方改革・・・若者雇用対策、ワークライフ 
           バランスの実現 等 
 〇 まちづくり・・・コンパクトシティ、小さな拠
点、           

           まちの賑わいの創出、連携中枢 
           都市 等 
  
 
 

 
○一億総活躍社会の実現に向けた緊急対応として、 
「希望を生み出す強い経済」を実現するため、また、
「子育て支援」や「安心につながる社会保障」も含め
「新・三本の矢」の取組に貢献するため、地方創生 
加速化交付金を創設するもの。 

 
○地方版総合戦略に基づく各自治体の取組につい
て、 上乗せ交付金等での特徴的な事例も参考にし
つつ、先駆性を高め、レベルアップの加速化を図る。 

 
○ＫＰＩとＰＤＣＡサイクルを組み込んだ自治体の自主的・
主体的な取組を支援。 

 
 
 
 

地方創生加速化交付金 
２７年度補正予算計上額 1,000億円（新 規） 

事業概要・目的 事業イメージ・具体例 

資金の流れ 
 
○各自治体が地方版総合戦略の取組の先駆性を高め、 
レベルアップの加速化が 図られることにより、地方
における安定した雇用創出、地方への新しいひとの 
流れ、まちの活性化など「目に見える地方創生」の 
実現に寄与。 

 

期待される効果 

具体的な 
成果目標 
の設定 

ＰＤＣＡ 
サイクル 
の確立 

２１ 

 



国 

交付金（１/２） 
都道府県 
市町村 

 
【対象事業】 
 ①先駆性のある取組 
 ・官民協働、地域間連携、政策間連携、事業推進主体 
  の形成、中核的人材の確保・育成 
  例）ローカル・イノベーション、ローカルブラン 
   ディング（日本版ＤＭＯ）、生涯活躍のまち、 
   働き方改革、小さな拠点 等 
 ②既存事業の隘路を発見し、打開する取組 
 ・自治体自身が既存事業の隘路を発見し、打開する 
  ために行う取組 
 ③先駆的・優良事例の横展開 
 ・地方創生の深化のすそ野を広げる取組 
 
【手続き】 
 〇自治体は、対象事業に係る地域再生計画（複数年度 
  の事業も可）を作成し、内閣総理大臣が認定 
 
 
 
 
 

 
○28年度からの地方版総合戦略の本格的な推進に向け、 
 地方創生の深化のための新型交付金を創設 
 
 ①自治体の自主的・主体的な取組で、先導的なものを 
  支援 
 
 ②ＫＰＩの設定とＰＤＣＡサイクルを組み込み、従来  
  の「縦割り」事業を超えた取組を支援 
 
 ③地域再生法に基づく交付金とし、安定的な制度・運 
  用を確保 
 
 
 
 

地方創生の深化のための新型交付金（地方創生推進交付金）（内閣府地方創生推進室） 

    ２８年度概算決定額 1,000億円【うち優先課題推進枠227億円】（新 規）  

 （事業費ベース 2,000億円）   

事業概要・目的 事業イメージ・具体例 

資金の流れ 
 
 
○先駆的な取組等を後押しすることにより、地方におけ
る安定した雇用創出、地方への新しいひとの流れ、 
まちの活性化など地方創生の深化の実現に寄与 

 

期待される効果 

具体的な 
「成果目標 
（ＫＰＩ）」 
の設定 

「ＰＤＣＡ 
サイクル」 
の確立 

  （１/２の地方負担については、地方財政措置を講じる） ２２ 



地域が稼ぐためのクラウドを活用した知的観光基盤整備事業 

・地域全体での顧客管理システム（個人ごとにアンケート内容等を蓄積） 
・宿泊や観光コンテンツの予約システム 
・WEBマーケティングツール（スマホ対応のHP作成、各顧客の嗜好に応じたDM送付） 
・経済効果分析ツール（観光消費、イベント、域内消費額推移等） 
・KPIの達成状況等PDCAを回すためのレポート自動作成ツール 
・地域資源（文化財や伝統工芸品等）の翻訳支援ツール、商品造成支援ツール 
・次世代リーダーや専門家を育成するためのE-ラーニングプログラム        等 

 全国の日本版DMOが観光地域のマネジメント・マーケティングの機能を果たす上で必要で
あり、また、効率的に利用できる以下のようなシステム、ツールを研究・開発し、インターネッ
トのクラウド上で展開する事業。（これにより、各地域は基本的に維持費のみで活用可能と
なり、自立的な日本版DMOの展開に寄与）。 

 
システム、ツールのメニュー例 

事業内容 

１．データ等の収集・整理、システム全体の設計等 

２．システムの開発等 

３．システムの普及等 

 （システムに求められる機能の抽出整理、海外の先行事例の整理、ITとマーケティングの動向整理、マーケティング手法の設定、 
  システムの設定、システム開発の監理 等） 

 （各種システム、ツールの開発 等） 

 （システム活用マニュアルの策定、研修会実施 等） 
２３ 


