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ＤＭＯの形成を推進する背景

推進体制・推進方法は現状のままで良いのか？



●「分断」から「統合」へ

宿泊施設

観光施設A

観光施設B

観光施設C

ま ち

来訪者主体の観光エリア 地域住民主体の暮らしのエリア

「住んでよし訪れてよし」
観光まちづくり

地域住民の暮らしを

来訪者に「開く」

地域資源の商品化

まちを回遊して
もらう仕組み



「住んでよし・訪れてよし」の観光まちづくり

観光振興（交流人口の拡大）

ま
ち
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り
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ら
し
の
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上
）

Ａ B

C Ｄ

観光関連事業者の観光

従来の観光以外の産業や
住民参加の観光まちづくり

●旅行振興から、観光による地域振興(観光まちづくり)へ



●観光による地方創生

適切なＫＰＩ（数値目標）の設定
・サービス業種の生産性向上
・イノベーション(新規事業)創出

暮らしやすく
魅力的なまち

新たな雇用 適切な賃金

単価 × 数 ＝ 域内総消費額

× 地域内調達率

× 地域内経済循環

経済的
インパクト

非
経
済
的

イ
ン
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ク
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地域への

来訪者



【例】1万人の観光客が平均5千円を消費した場合

5千円 × 1万人 ＝ 5千万円 観光客の消費金額の総額

5千円の内訳を、飲食3千円、土産品購入2千円とする

2千円 × 1万人 ＝ 2千万円 土産品購入による消費金額

地域における土産物店の売上高の内訳が以下とすると

原材料費 営業経費 人件費 その他 営業利益
土産物店 ６５％ １０％ １０％ １０％ ５％

原材料費に与える効果

土産物 2千万円 × 原材料６５％ ＝ １３００万円

地域内調達率
1300万円 × ９０％ ＝ １１７０万円
1300万円 × １０％ ＝ １３０万円

地域内への
経済循環



観光と地域の現状は把握はできているか？

●観光地経営の視点
Ｑ．観光による消費金額（消費総額・消費単価ほか）
Ｑ．観光による経済波及効果
Ｑ．観光に関連する事業所数・雇用者数
Ｑ．観光による税収
Ｑ．観光による負のインパクトの評価

●マーケティングに関連するデータ
Ｑ．○○には、どのような人が、何人くらい来ているのか
Ｑ．それら来訪者は、なぜ○○に来たのか
Ｑ．それら来訪者は、どこから、どのようにして来たのか
Ｑ．来訪者は、何度目の来訪で、域内消費金額はいくらか
Ｑ．来訪者には、なんらかの特徴はあるか



社会環境・市場環境の変化により
観光振興の主役は地域になった

しかし・・・、

地域に、主体的・戦略的な
集客のノウハウや仕組みが不足
【例】着地型(地域主導型)観光の集客に苦戦

観光振興のPDCAサイクルが
機能していない地域が多い
【例】客観的データの不足／曖昧な成果評価

従来の観光事業者の他、
他産業・市民・地域づくり
との連動が不可欠
【例】横断型プラットフォームの必要性

推進体制の強化

成果が生み出せる
仕組みへの転換

●成果が生み出せる体制への転換



●観光関連サービス業は若者の
憧れの職場になっているか？

●観光外の産業や人々の暮らし
に良い影響を与えているか？

●観光振興によって地域の人
びとは幸せになっているか？

●観光振興による地域へのインパクト

プラス効果 マイナス効果

1．経済的効果 観光収入の増加、雇用の創出 地価や物価の高騰

2．物理的効果 施設の建設、インフラ整備 環境への負荷 混雑

3．社会的効果 コミュニティの絆の強化 貪欲さの浸透、都市化の加速

4．心理的効果 住民意識の向上、プライドの醸成 ホスト地域に関する保守姿勢
来訪者に対する敵対心

5．文化的効果 異文化交流による新発想の創出 個々の活動の商業化
地域の伝統と価値観の強化

出典：Definition of Key Indicators for the Analysis of the Impact of Cultural Tourism Strategies on Urban Quality of Life The PICTURE Project （2005年4月）

個別最適から
全体最適へ

プラスを活か
しマイナスを
減らす取組み

観光地経営
Destination
Management



観光地（まち）

株式会社オリエンタルランド 東京ディズニーリゾートは、
組織的な取り組みが可能

利害が錯綜する観光地は、
組織的な取り組みが、
必ずしも容易でない。

観光地のマネジメントは誰が？

東京ディズニーリゾート

観光先進諸国に目を向けると、
ＤＭＯとよばれる組織が
観光地域振興の核として
機能している。

●観光地の経営はだれがどのように行うのか？

○海外の知見を収集
○わが国の現状を総括

日本版ＤＭＯ
形成支援



観光地域の有する資源
観光資源／観光インフラ／アクセスのし易さ（ビザ含む）／人的資源／イメージ／価格

DMO
先導及び調整

マーケティング
・プロモーション（ブランド戦略等）
・的確な情報サービス
・予約オペレーション
・顧客リレーション管理（ＣＲＭ）

・観光客に対して上質の経験を提供するため
の調整と管理
・イベントの開催、運営
・観光資源の開発と管理
・受入サイドの研修

観光地の対応能力向上

持続可能な環境の整備

出典：UNWTO（国連世界観光機関）「A Practical Guide to Tourism Destination Management」

・計画策定、インフラ整備
・人材研修
・商品開発
・技術、システム開発
・観光関連産業の育成

Destination Management/Marketing Organization(DMO)の定義



観光振興による地方創生の推進

地域が自律的に観光集客を図る体制づくり



国内の行政・観光協会と海外の行政・DMOの実態調査

○国内の観光行政・観光協会等の実態把握 観光庁
○海外（米・独・スイス・豪・NZ）における実態調査 観光庁
○組織の財源および制度的課題の整理を行なう研究会 経産省

推進体制強化(DMO化)に向けた支援策

○観光地域経済の「見える化」推進事業 観光庁
○観光地マーケテイング導入の簡易マニュアル 日本観光振興協会

第1フェーズ「見える化」手法の具体化と全国へ普及啓発
第2フェース「観光地マーケティング＆マネジメント」手法の導入
第3フェーズ 推進体制の強化に向けた取組み支援

●ＤＭＯ形成に向けたＨ26-27年度の官民の取り組



「マーケティング委員会」設置

調査(データ収集)の実施

データの共有と分析

『観光戦略(基本方針)』立案

事業(プロジェクト)立案と推進体制の決定

事業を実施
事業
評価

Ｐ

Ｄ Ｃ

Ｒ Research

Ａ Analysis

Ａ
適切なKPIの設定

必要データの整理



観光集客・地域経営

ＤＭＯ

物品販売流通促進

地域商社

観光・サービス系
の商品開発商品開発
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海外マーケット
国内マーケット

地域自ら世界と戦うためのＤＭＯと地域商社

金融機関
による
支援体制

市役所・商工会議所・観光協会
民間事業者・金融機関

１次産品・加工品
等の新商品開発



【例】・ＲＥＡＳＡＳ活用ツール
・来訪者データベース（ＣＲＭ用）
・マーケティング調査ツール
・イベント経済効果分析ツール
・Webマーケティング支援ツール

DMO

CLOUD

DMO DMO

観光協会観光協会 観光協会

海外ネット
ワーク
DMAI・
UNWTO等

連携

情報交換

観光地マネジメ
ント・マーケティン
グ活動に有益な
ツール開発普及

ＤＭＯ推進機構
(日本観光振興協会内)

観光地マネジメ
ント学術研究ネッ
トワーク（学会・
大学・研究機関・
シンクタンク等）

（観光地） （経営）

デスティネーション・マネジメントの体制整備

JNTO/
観光庁/
関係省庁

連携

海外プロ
モーション
支援ほか



観光による経済効果等の「見える化」推進

経済波及効果・観光入込客数・親和度など・・



公募により、以下の５地域を選定し、各地域において
観光による経済的影響を把握するための手法を検証、確立。
結果を全国に共有することにより、他地域での取組や活用を促進

選定地域 概 要

岩手県
平泉町

平泉を中心とした面的波及効果と沿岸部との線的波及効果、さらに祭の有無による波及効
果の検証を行うとともに、費用的にも、労力的にも最小限となるような継続性のある分析手
法を開発する。

愛知県
蒲郡市

各種施策に要するコストを“見える化”し、経済波及の大きな施策及び要因について分析を
行い、今後の施策推進において戦略的に集中投資すべき事項の抽出を実現するとともに、
継続的なモニタリングにより、持続性の高い観光振興施策を検証する。

京都府
京都市

外国人観光客の増加に伴う経済効果の算出を行うために必要なデータについて、現状不足
しているデータの明確化及び取得方法を検討し、収集・整理を経て経済効果の測定を行う。

兵庫県
兵庫県内で地域振興を推進している地域をモデルに、「地域版観光ＧＤＰ」を推計する。
また、これらのデータを利用して観光産業の経済波及効果分析により地域の特性を明らかに
する。

沖縄県
名護市

名護市内における観光客の①観光施設等への立ち寄り率、②滞在時間等、③一人あたり
消費額、④満足度、⑤市内経済波及効果 の実態を把握し、施策立案に役立てる。

●観光による地域経済の「見える化」の推進



わが国の観光地域振興の現状と課題

事業内容・財源・人材・ガバナンス



地方公共団体の観光関連予算の使途

都道府県 1位 「観光施設の整備・管理の委託」
2位 「補助金」 3位 「国内PR」

マーケティング(市場調査・ブランド戦略等)支出は極少

市町村

政令市 政令市以外

国内PR 22.4％ 5.7％ 7.9％

海外PR 11.1％ ー 極少 ー 極少

国内ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 2.3％ 0.5％ 0.7％

海外ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 1.2％ 0.7％ 0.1％

施設整備・管理 24.6％ 51.1％ 40.1％

補助金 13.0％ 13.9％ 17.5％

都道府県
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訪問客数（訪日外国人旅行者を含む）

宿泊者数（訪日外国人旅行者を含む）

観光消費額（訪日外国人旅行者を含む）

観光関連雇用数

観光関連雇用賃金

その他

分からない

（実数、複数回答）

観光協会の事業計画における目標設定

定量的な目標値を設定していない 約7割

欧米では、DMOに対する地方政
府・地元企業等からの継続的な支
援を受ける上でも観光による経済
効果の定量的な把握・分析と情報
発信が重視されておりデータ収集
や調査分析の面で国・広域・地域
のDMO等が連携している。一方
、日本の観光協会においては観光
経済の定量的な把握を実施してい
ないところが多い。

「目標設定している(26％)」
という際の目標値(KPI)

観光による地域経済へのインパクトを把握しているか

定量的に把握する調査を実施している ２割 程度
※観光協会が実施していない場合は地方公共団体が実施しているケースが多い。



地方公共団体における観光部署の人材

都道府県 政令市 市町村(政令市外)

人員数

1～ 5人 48.4％
5～10人 12.5％ 31.2％

10～30人 65.2％ 81.3％ 18.8％
30～50人 21,7％

1～2年 65.7％ 80.0％ 51.2％
3年 25.0％ 20.0％ 34.9％
4年 9.4％ 7.9％
5年以上

観光部署職員

平均経験年数

2年平均在籍年数



観光協会正規職員の平均年収

200万円未満, 

11.5%

200万円以上

300万円未満, 
20.8%

300万円以上

400万円未満, 
19.3%

400万円以上

500万円未満, 
13.4%

500万円以上

600万円未満, 
10.4%

600万円以上

700万円未満, 
4.1%

700万円以

上, 1.5%

分からない, 

19.0%

観光協会の正規職員の平均年収は、200万円以上300万円未満が最多で、過半数が
400万円未満となっており、必ずしも十分な待遇とは言えない。マーケティングかかる部門や
担当者の設置・配置についても一部に留まっており、現状では、地方自治体が期待するよ
うな、いわゆるＤＭＯが担うべき機能を発揮できる状況にはない。



観光協会がもっとも問題だと感じていること

1位 予算不足 36.3％
2位 人員不足 23.0％
3位 専門人材の不足 13.0％
4位 ノウハウ不足 4.8％

課題解決のための対策

1位 自主財源の創出
2位 地方公共団体の補助金の増加

3位 地域における専門人材の育成
4位 地域内の多様な主体との連携

財源
問題



0% 20% 40% 60% 80% 100%

国内ＰＲ活動（誘客）

他団体との連携/受け入れ体制…

会員支援

海外ＰＲ活動（誘客）

旅行商品開発

地域における観光人材育成

観光分野における政策提言・調査

分からない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

プロモーション活動

戦略的計画

観光客/訪問客への情報提供

イベントの管理、開発

顧客関係管理

研究開発

戦略策定・調査の位置付け

「現在取り組んでいる事業」は欧
米・日本ともプロモーション活動
が最上位にある点は共通してい
るが「戦略的計画」が欧米で高い
のに対し「観光分野における政
策提言・調査」は日本では低い。

日本

UNWTO調査

地域の観光戦略は米国加州では
地域DMOが主導して策定する色
彩が強いが、欧州・豪州では地
域DMOと地方自治体、地元観光
事業者とが協働して作成してい
る。日本では地方自治体が主導
する色彩が強いが観光協会や地
元事業者もこれに参加する。

事業内容の比較

注意）欧米のDMOを中心とした調査（2010年・調査主体：UNWTO）および欧州のDMOを対象とした調査（2008年・調査主
体：DMAI）との比較。両調査とも地域DMOに加え政府観光局(NTO)も対象とした調査であり、地域DMOからの回答のみを集
計した部分は限定されることから今回の国内調査と単純比較することは難しい。しかしながら欧米DMOとわが国の観光協会
との違いを知ることができる。



地方政府

観光施設・インフラの整備

地域DMO

国内プロモーション

民間企業との連携

観光振興計画策定

観光商品開発

ブランドづくり市場・顧客分析

観光人材の育成・研修

地方政府

観光協会

海外プロモーション＊

国内プロモーション

関係者間調整

ブランドづくり市場・顧客分析

海外プロモーション

観光振興計画策定

国内プロモーション

パフォーマンス評価

観光経済の把握・分析

観光施設・インフラの整備・管理

予算配賦、

事業への関与

イベント開催

会員支援

【日本型】【米国西海岸型】

【地方政府の役割・地域DMOに対するコントロール】

大小

関係者間調整

資金調達

（TID）

観光経済の把握・分析

パフォーマンス評価

地域DMOの運営を監督、理事会メンバーの派遣

TIDの代理徴収業務

地域DMO

地方政府

【ｽｲｽ・ﾄﾞｲﾂ／豪州・NZ型】

予算配賦、

地域DMOの運営を監督、

理事会メンバーの派遣

国内プロモーション観光商品開発

ブランドづくり観光経済の把握・分析＊市場・顧客分析＊

パフォーマンス評価

民間企業との連携 関係者間調整 観光人材の育成・研修＊

観光施設・インフラの整備 観光予算の策定

＊：広域・国DMOと連携

＊：広域・国DMOと連携

観光予算の策定

観光振興計画策定

観光地域振興の推進体制の比較

民間(DMO)主導

政府主導



マーケティングや観光地マネジメント機能を

観光協会に持たせることに、 「賛成」

都道府県 76.6％
（非常に賛成：36.2 ＋ 概ね賛成：40.4）

政令市 81.3％
（非常に賛成：43.8 ＋ 概ね賛成：37.5）

政令市以外の市町村 85.9％
（非常に賛成：38.0 ＋ 概ね賛成：47.9）



「推進体制の最適化」を検討する際のポイント

首長 議会

観光部局＋
他の部局

観光協会
コンベンション
ビューロー

戦略・事
業内容の
策定

実施

事業の
実施

税金の投入

成果の評価

承
認

DMO
Destination 
Marketing/Management 
Organization

承認
税金の投入

事業内容の策定

首長

観光部局
＋他部局

観光戦略の策定・共有

議会

事業の
実施

報告
・承認

権限 専門性 報酬 権限 専門性 報酬 ｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨ

行政 ◎ △ ○ 行政 ○ △ ○ ○

観光協会 △ △ △ DMO ◎ ◎ ◎ ◎


