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観光おもてなし研究会 中間とりまとめ 

 

はじめに 

 

人口減少が続く我が国の各地域において、国内外からの人の流れを戦略的に創出

し、交流人口の拡大を通じて、地域社会の活力を維持・発展させていくための切り口

として、「観光」は大きな注目を集めています。 

 

政府がまとめた「観光立国実現に向けたアクション・プログラム２０１４―『訪日

外国人２０００万人時代』に向けて」（平成２６年６月１７日観光立国推進会議決定）

においても、 

 

訪日外国人旅行者数 2000 万人の高みを目指すには、全国各地で地域住民や

自治体が主人公となって、尽きることのない日本の魅力を外国人目線で観光資

源として磨き上げ、地域の歴史や伝統に裏打ちされたストーリーをもって効果

的に発信して、世界から選ばれる、魅力ある観光地域づくりを行っていくこと

が必要である。  

その際、各地域において、自らの強み（地域の観光資源・旅行商品の各市場

への訴求力等）を踏まえながら、各地域から見て、何れの市場に更に力を入れ

るか等、国の全体戦略と連携の上、各地域が主体的な戦略を持って国内外の旅

行者の呼び込みを進めて行くことが重要となる。  

数多くの外国人旅行者が訪れ、賑わいと活気にあふれる観光地域は、日本人

にとってもあらためてその魅力が強く認識される旅行先となる。世界に通用す

る魅力ある観光地域づくりを行うことによって、内外の旅行者が行き交い、活

力ある地域を実現することができる。  

（「４．世界に通用する魅力ある観光地域づくり」より） 

 

とされており、政府は、「観光協会など観光地域づくりを担う組織の運営体制のあ

り方や、観光分野以外の関係者との連携、来訪者への情報提供、地域住民の意識啓発

（中略）といった個別の取組について、先進事例の情報提供を強化し、地域における

取組の質の向上を図る」（同「地域の観光振興の促進」より）こととしています。 

 

観光おもてなし研究会は、こうした流れを受けて、平成 25年 12月より、観光立国

を実現していく上で、地域の観光協会等の果たすべき役割について、その現状や求め

られる役割を議論・研究してきました。 

 

交通手段の発達や、インターネットの普及等による観光情報の入手の容易化等によ

り、観光地間の競争は激化してきています。また、観光客のニーズの多様化に伴い、

団体旅行から個人旅行へと旅行形態がシフトし、地域には、大都市圏からの送客を旅

行事業者に依存してきた状況からの脱皮が求められています。 
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こうした旅行市場をめぐる環境変化に適応するため、地域の観光協会等に求められ

る役割・機能も大きく変わりつつあります。具体的には、旅行会社や地域の関係者（ス

テークホルダー）との調整役や、自治体のＰＲ・イベントの実施部隊という立ち位置

から、顧客目線に立ち、マーケティングに基づいた実効性のある観光戦略を企画立案

し、地域の幅広い関係者を巻き込みながら、地域の真の魅力を掘り起こし、磨き上げ、

来訪者に提供していく取組全体を舵取りする役割が期待されています。こうした中に

は、増加する訪日外国人旅行者の取り込みや、最新のＩＣＴ技術の活用といった、今

までは目が向きにくかった部分に関することも含まれてきます。 

 

今般、研究会６回分の内容及び昨今の観光を取り巻く社会経済状況の変化を踏まえ、

地域の観光協会等の組織の実態や取組の現状を把握するとともに、新たに求められる

「観光地域づくりの担い手」としての役割といった観点から、今後の課題や変革の方

向性を明らかにすることを狙いとして、本取りまとめを作成しました。 

 

末筆ながら、地域の観光振興のために高い目線で挑戦している貴重な事例をご紹介

くださった観光協会等の方々をはじめ、本研究会にご協力をいただいた方々に対して、

厚く御礼を申し上げます。 

 

平成 26年８月 

観光おもてなし研究会 
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１．観光地域づくりをめぐる現状と課題 

 

 

１．１ 観光地域づくりをめぐる環境の変化 

 

地域は、人口減少・少子高齢化・雇用の不足・若者の都会への流出等、大変厳しい

状況に直面しています。このような中で、観光は、交流人口の拡大を通じて、地域経

済の活性化や雇用機会の創出、人々の意識啓発を図る切り札として、ますます重要な

役割を果たすようになってきました。    

 

また、観光立国を目指した訪日外国人旅行者（インバウンド）の振興を通じて、急

速な成長を遂げるアジアをはじめとする世界の国際観光需要を取り込んでいく中で、

各地域においても地域の魅力を外国人に発信し、日本人による旅行需要の減少を訪日

外国人による需要で補い、賑わいと活気にあふれる観光地域を作り上げていくことが

重要になってきているなど、観光を取り巻く環境は大きく変化しています。 

 

観光地域づくりの主役は地域です。観光事業者・地方公共団体の観光担当部局だけ

ではなく、地域全体で、生活文化に根差した地域独自の「本物」を来訪者にストーリ

ーとして提供し、来訪者が地域の中を回遊し、地域を愛する人々と来訪者がふれあう

ことを通じて、来訪者がその地域について語りたい、再び訪れたいと思うような地域

のファンとなり、リピーターや来訪者の裾野を拡大していくような取組が必要です。 

 

 

１．２ 観光協会等の課題 

 

これまでの観光協会等は、団体旅行が中心の旅行市場に適応するため、都市圏の旅

行事業者に送客を任せ、自らは受入れ側として送客事業者と地域の観光施設や宿泊施

設等との調整等を行ってきました。また、イベントを重要視してきた観光行政の方針

にそって、その実施部隊として動いてきました。 

 

しかし、旅行へのニーズは、物見遊山ではなく心に残る体験を求める個人旅行の方

向へと変化しており、しかも、画一的な旅行商品では対応しきれないほどに多様化し

てきました。この結果、地域には、集客を送客事業者にのみ依存する状況から脱却し、

自らの魅力を磨き上げてターゲット層に発信する等のマーケティング力が必要にな

ってきました。こうした旅行市場の変化という根本的な環境変化に適応していくため

に、地域は自ら変わっていく必要があり、これまで地域の観光振興において重要な役

割を担ってきた観光協会等が率先して適応への取り組みに挑戦していくことが求め

られます。 

 

 

こうした挑戦を行うにあたって、観光協会等には乗り越えなければならない課題が
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あります。現在の観光協会等の多くに共通する課題としては、以下のものが考えられ

ます。 

・ 観光地域づくりの目標（ビジョン）及びそれを達成するための戦略を明らかにし、

地域の幅広い関係者間で共有すること。 

・ 地域の魅力を掘り起こし、競争力のある観光資源として磨き上げていくこと。 

・ マーケティング力（何を、誰に向けて、どう伝えるのか、その結果としてのリピ

ーター確保）の向上。 

・ 実施することが目的になりがちなイベントやプロモーションを、マーケティング

の方針に基づいて見直し、効果的な集客・情報発信の手段として活用すること。 

・ 戦略に基づいた取組の全体を管理し、よりよい取組となるよう改善に向けた対応

を主導すること。 

・ 職員の待遇を改善し、人材を定着させ、観光振興に関する専門的な知見や人脈が

蓄積されるようにすること。 

 

観光協会等は、単なるプロモーションやイベントの実施主体ではなく、地域が観光

振興によって活性化するために、ビジネスの感覚をもって観光地域づくりを主導して

いく役割を担う必要があります。観光が地域振興の切り札であると考えている地域に

おいては、少しでも早くに観光協会等がこの役割を全う出来るようになることが求め

られます。 

 

しかし、観光協会等にとっては、これまでの考え方や取り組み、そして体制までも

変革しなければならない大きなチャレンジです。チャレンジしようとする観光協会等

の参考になるよう、次項に果たすべき具体的な役割について研究会において検討され

たことをまとめます。 
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２．今後の観光協会等が果たすべき機能 

 

 

２．１ 目標（ビジョン）と戦略の策定 

 

わが国は世界でも稀に見る豊富な観光資源を有する国です。多様な自然、独自の歴

史文化、地域ごとに特色のある生活文化、伝統技術と最先端のテクノロジー、魅力あ

る都市、美しい田園、そして、四季の移り変わりなど、多岐にわたる奥深い観光資源

を有している地域が多い国です。こうしたなかで、観光振興による地域活性化をめざ

す地域は、他地域と差別化をはかり、旅行先として選ばれ続ける観光目的地（デステ

ィネーション）となる必要があります。 

 

このためには、まず、どんなデスティネーションになりたいのかを文章で表現し、

ビジョンとしてまとめることが重要です。世界に冠たるアウトドア・スポーツのメッ

カになりたい、都会の人々を癒す温泉保養地になりたい、日本が育んできた海と生活

する文化を体験できる地域になりたいなど、わかりやすく、地域の人々の共感を得る

と同時に、関係者の目線が上がるような内容が望ましいでしょう。ビジョンは、地域

の観光資源の可能性に基づいて、地域の人々と共に考え、共有することが肝要です。 

 

次に、ビジョンを実現するための道筋を考え、これを戦略としてまとめます。山登

りに例えると、山頂に至るいくつかのルートのうち、どのルートが自分の地域に一番

あっているのか、現実的なのかといった観点から、山頂（目標）への到達のしかたを

決めるのが戦略です。戦略を検討するためには、己を知らなくてはなりません。この

ために、自地域にどんな人々が来てくれているのか、何を評価してくれているのか、

不満足な点はないか、といった来訪者に関する各種データ等を継続的に収集・分析し

ておきます。こうしたデータを活用して、自身の強みや弱み等を考えるＳＷＯＴ分析

を行い、自地域を客観的に分析するくせをつけておきます。 

 

ビジョンが決まれば、それにふさわしいターゲット層が見えてきます。どんな人に

来てもらいたいのか、どんな人に自分たちの地域のファンになってほしいのかを決め

ましょう。そして、ターゲット層の人たちが、どこにいて、どんなことを考え、どん

な暮らしをし、何を望んでいるのか等を詳しく分析しておきます。旅行者として迎え、

おもてなしをするためには、相手のことをよく知らないといけません。ただし、あの

人にも来てほしい、この人にも来てほしい、といった八方美人ではいけません。あな

たにだけ、と言われたときに人はその気になるものです。 

 

戦略とは、いつまでに誰が何をするのかを決めるものですが、同時に、何をしない

のか、を決めておくことが重要です。限られた時間とリソースを最大限に活用して成

果を得るために、何をしないのか、今は何を優先させるのか、を決める勇気と決断力

が、物事の本筋を見失わず、ぶれない取り組みを行う基礎です。 
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そして、ビジョンに照らしてライバルとなる地域、同じ層のターゲットに働きかけ

ることになりそうな地域についても研究しておく必要があります。ライバルとなる地

域と自地域との関係性（ポジショニング）を明確にして差別化をはかることが、選ば

れ続けるデスティネーションとなるためには欠かせません。 

 

 

２．２ 魅力的な滞在コンテンツ・プログラム（着地型旅行商品）づくり 

 

選ばれ続けるデスティネーションでは、高い品質のサービスが提供されています。

世の中には多くの人々から支持され続けるブランド品がありますが、それは宣伝広告

の巧みさの前に、繰り返し使われる高い品質の商品があることが必須の条件です。デ

スティネーションも同じことであり、まずもって、売るべき商品が魅力的で品質の高

いものであり、そして、十分な供給体制を有している必要があります。 

 

こうした観点から、ターゲットとした旅行者になるべく滞在時間を長くとってもら

えるような魅力的な滞在コンテンツ・プログラムを作り上げましょう。プログラムに

活用すべき観光資源は、地域の多様な主体の連携（官と民との連携、地域の幅広い産

業間の連携、地域間の連携）によって発掘していきます。それを、先に述べたターゲ

ット層に関する分析データと突き合わせ、どの観光資源をメインとするのか、予め旅

行者に知らせておくべき魅力と来てみて初めて発見する魅力をどう割り振りするの

か、旅行者の心のなかにどんな経験や感情を残すのか、そのためにプログラム全体を

どんなストーリーでまとめるのか等を検討していきます。 

 

最初のプログラムは、自分の地域が一番美しい、一番美味しい、一番自慢できる季

節につくるのがよいでしょう。その次は、季節に応じた旬な滞在プログラムへとライ

ンナップを増やしていきましょう。このためには、地域での滞在・回遊に係る各種の

情報（滞在コンテンツ、宿泊、飲食、移動等）を一元化して収集・整理しておくと便

利です。 

 

こうして作成した滞在コンテンツ・プログラムは、常に冷静な目で評価する必要が

あります。世の中の多くの商品が陳腐化し飽きられる速度を速めているなかで、旅行

商品も例外ではありません。プログラムを利用してくれた旅行者の声を真摯に聞いて、

少しずつでも改善を重ねて行くことが重要です。リピーターとなってくれた旅行者か

らの厳しい目に耐え、また、リピーターからの助言に基づいて内容を改善していける

ようなレベルになってくれば、高い競争力を獲得したと言ってよいと思います。 

 

 

２．３ マーケティング・コンセプトづくり 

 

 高い品質の商品ができたら、次は、それを誰にどう訴求していくのか（マーケティ

ング・コンセプト）を考える段階です。ここでの「誰に」とは、滞在コンテンツ・プ
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ログラムづくりで想定したターゲット層を、さらに明確にしていくことを意味してい

ます。 

 

 これまで都市圏の送客事業者に依存してきた地域は、この段階が最も不得手かもし

れません。しかし、自分の顧客を自分で獲得してこそ、自律した観光地域づくりが実

践できるのです。宣伝広告の手法による集客は費用がかかるものですが、それを全て

他人任せにしていれば、なおさらコストがかさみます。 

 

また、現在は、人々の価値観やニーズが極めて多様化しているため、同じ内容を多

数の人々に同時に届けるといった従来の宣伝広告の手法には限界があると言われて

おり、ＩＣＴ等を活用して、お金をさほどかけなくとも知恵で勝負し、面白いことを

している地域、頑張っている地域等と認識してもらうことが可能となってきました。

マーケティングには、自分達で知恵を絞って直接行う情報発信と、旅行事業者等の集

客のプロである主体に託す情報発信の両方をうまく使い分けていくしたたかな力が

必要です。 

 

 なお、情報発信のしかたには留意すべき点があります。まず、嘘をつかない、旅行

者が「来る前に思っていたことと違う。」という感情をもたないようにするというこ

とです。デスティネーションがターゲット層に対して発信する情報は、その情報を受

け取った人と地域との約束です。この約束は、旅行者が実際に地域を訪れたときに守

られ果たされなければなりません。約束が遵守されたときに、旅行者とデスティネー

ションの間に信頼関係が生まれ、旅行を終えた人々がデスティネーションの良さを周

囲の人々に語ってくれたり、旅行者がリピーターとなってくれるための土台となるの

です。リピーターは、口コミという強力な営業ツールで地域の良さを語ってくれる

人々であり、かつ、広告宣伝費を投入しなくとも地域を訪れてくれる人を増やしてく

れる大事な人たちです。 

 

 もう一つの留意点は、他地域の力をかりる度量を持つことです。みなさんの地域を

知らない人たちに、デスティネーションとして認識してもらい、興味関心をかき立て、

次の旅行の目的地として検討してもらい、実際に来てもらうのは大変な作業です。と

くに、知らない人の認知を得るためには、大量の情報を定期的に流すか、一度で覚え

てしまうくらいのエッジの立った情報を流すかしかありません。 

 

いずれも多大なコストが必要であり、映画のロケ地になった、大河ドラマの舞台に

なったくらいの幸運がないと難しいことです。こうした幸運に賭けるのではなく、近

隣に既にデスティネーションとしての名声を獲得している地域があるなら、その地域

との連携を検討するのが現実的です。なぜなら、デスティネーションとしての名声は、

いくらお金をつぎ込んで広告宣伝をしたとしても得られるかどうかの保証のないも

のであり、また、無名の状態から多くの人々の頭の中に定着する状態までもっていく

には長い時間がかかることが多いのです。この場合、最初は自地域が主人公にならな

いもどかしさはありますが、ここを我慢して、徐々に自地域のファンをつくっていき、
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ゆくゆくは自分達のブランドで勝負できる力を蓄えていく戦略が有効です。 

 

 

２．４ プロモーションとイベントの改善 

 

マーケティング・コンセプトができたら、プロモーションとして行ってきた事業や

イベントが、それにそったものであるかどうかの観点から見直しをしてみましょう。

とくに、これまで行ってきたイベントについては客観的に評価することが重要です。 

 

地域に集客を行っていく手段としてイベントを活用していくことは重要です。一方

で、イベントの開催には金銭的・労力的に非常に大きな負担が発生するため、イベン

トの開催自体が目的となってしまいがちです。イベントに振り回されず、イベントを

有効活用するという目的意識も含めて、イベントにより何を残して、次に何をつくり、

伸びるきっかけにしていくことがイベントの大きな使命であるかということを考え

て実行する必要があります。イベントをしっかり使いこなすということを今一度認識

したいものです。 

 

 

２．５ インバウンドへの対応 

  

今はまだ訪日外国人旅行者があまり訪れていない地域でも、ちょっとしたきっかけ

で海外からの訪問者を迎えることになるかもしれません。少数の外国人旅行者のブロ

グやツイッター、Facebook 等によって有名になる観光地もあります。政府は、東京−

富士山−京都−大阪といったゴールデンルートに外国人旅行者が集中している状況を

緩和し、日本の地域の良さを知ってもらうために、第二、第三の周遊ルートづくりに

着手しており、インバウンド観光振興に意欲的な地域にとって可能性が広がってきま

した。 

 

訪日外国人旅行者を地域に迎えるにあたっては、特段身構えることなく、外国人も

日本人も同じで、その地域の良いものをお裾分けするという心意気で対応することが

必要です。地域が培ってきた普段着の生活文化そのものを体験することが、訪問客に

とって世界でオンリーワンの心のこもった「おもてなし」となるのです。 

 

なお、「おもてなし」の土台となるのが、受入環境整備です。訪日外国人旅行者の

快適・円滑な移動・滞在のための環境整備を図り、日本に来てよかったと満足してい

ただくために、多言語による情報発信、公共交通機関等の利便性の向上、観光施設等

における統一的な多言語表示の推進、無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備、各国の文化に

配慮した受入環境の整備などについて、関係者が積極的に取り組む必要があります。 
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２．６ 地域住民の参加、関係者・広域での連携 

 

これまで述べてきたことは、観光協会等が主導的な役割を果たしながら、多様な関

係者（ステークホルダー）の参画を得て、ともに考え、連携して進めていくべきこと

です。観光関連事業者や観光協会等だけが頑張って地域で浮いてしまっていては、観

光客がもたらした観光消費を域内で循環させて地域経済の活性化に結びつけていく

ことができなくなります。農林水産業を始め、商工業の関係者や観光事業者等が役割

分担して観光地域づくりに効果的に取り組めるよう調整することが求められます。 

 

さらに、地域を愛する人として、そこに暮らしている地域の住民の参画が不可欠で

あり、地域住民が地域に誇りと愛着をもって、来訪者と接する意識を育てることが求

められます。宿泊、飲食、交通、観光・レジャー施設等の観光関連事業者によるプロ

の接客サービスの水準を高めることに加えて、地域住民一人ひとりが訪日外国人旅行

者を歓迎する意識を育て行動することによって「おもてなし」が完成するのです。 

 

また、行政区域の境目が来訪者にとっての観光地域の境目の認識と一致しているわ

けではありません。文化面や住民・来訪者の動線等の観点から共通部分がある周辺地

域と協力して観光地域づくりに取り組めるよう調整する必要があります。 

 

とくに、広域での連携については、来訪者が魅力的に感じる周遊・滞在ルートを整

備するために、テーマ性を持たせ複数の観光地域間において、有機的な連携を強化す

る必要があります。具体的には、テーマに基づき、魅力ある周遊・滞在ルートの設定、

地域間の連動性に富んだ商品の企画・提供、それらを活用した戦略的な情報発信、地

域間の相互送客の強化等を促進します。 

 

 

２．７ 環境変化に適応する組織づくり 

 

（１）自主財源の確保 

 

観光協会等の多くは、都道府県・市町村等からの補助金や受託金、負担金に依存し

ています。これらが継続的で安定した財源であれば、長期的なマーケティング戦略を

実行する、観光資源を磨くために複数年にわたる事業を実施する等の将来に向けた投

資が可能となりますが、行政の財政状況によって左右されてしまうことも多々ありま

す。 

 

観光協会等に求められるのは、公的資金にのみ頼らずに、継続的に事業展開をする

ための自主財源を確保することです。そのためには、以下のような取組を実施してい

くことが考えられます。以下の取組は例示であり、地域の実情に応じて自主財源を確

保するための取組は様々ですが、複数の選択肢がある場合には、なるべく、ターゲッ

トとする層の人々との接点の多い、換言すれば、旅行者との接点の多い事業を優先さ
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せ、そこから得られる情報を他の事業にも活かせる相乗効果を狙っていくことが望ま

しいでしょう。 

・ 旅行業の資格取得等を通じた着地型旅行商品の企画・造成・販売 

・ 地域会員（株主）の募集による会費収入の確保 

・ 観光物産の販売、ガイド・レンタサイクル事業、不動産管理事業等の自主事業

の実施 

・ 観光案内所、道の駅等の管理の受託 

  

 観光協会等が主導して行うプロモーション事業、地域の魅力の源となる観光資源の

発掘・磨き上げ、受入環境整備事業は、地域の多様な事業者が受益する観光消費を地

域に呼び込むための活動であり、その地域のファンという地域の共有財産をつくるこ

とに資するのですから、広く地域の事業者や住民の支援を得ることも必要ですし、何

よりも、旅行市場の変化に迅速に対応し地域のために成果を出していけるよう多様な

資金源を確保しておくことが求められるのです。 

 

 

（２）組織体制の強化 

 

○意思決定の明確化 

観光振興のビジョンの実現に向けて、観光協会等の組織内の意思決定を自立的にで

きるよう仕組みを整える必要があります。これにより、国や地方公共団体との調整に

一元的に対応することができるようになり、地域として的確な対応ができるようにな

ります。 

 

○事業をマネジメントする力の向上 

観光協会等が実施する事業がビジョンの実現に向けて成果をあげることができる

よう、戦略の立案、関係者間の合意形成、実施に必要なリソースの調達、進捗状況の

確認と評価、改善点への対応といった一連のサイクルをマネジメントする力を向上さ

せることが求められます。なお、事業の評価には、自己評価、関係者による評価に加

えて、旅行者による評価を実施し、多面的かつ客観的に行うことが重要です。 

 

○リスクマネジメント 

地域内の事業者が提供する滞在プログラムの品質や安全性を一定水準以上に保ち、

事業に潜む各種の危険性に備えるリスク分析や危機回避策、不測の事態が発生した際

の効果的・効率的な対応、安全管理体制の知識を取得する必要があります。 

 

 

（３）職員の雇用環境の向上 

 

旅行市場の変化に対応していくためには、知恵や人脈の豊富さが必要です。これら

は人に属するものであり、意欲と向上心のある職員を確保しているかどうかが鍵とな
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ります。こうした職員を確保し、長く働き続けてもらうために、雇用環境の向上を図

っていくことが求められます。魅力的な職場となれば、若者等の雇用の受け皿となり、

地域の活性化に貢献していくことに繋がります。また、優秀な職員が長く働く職場で

は、その職員が持っている知見や人脈が他の職員にも共有され、組織としての力にな

っていきます。 

 

例えば以下のような取組を通じて雇用における問題点を解決することによって、地

域が目指す将来像の実現に向けて中心となって具体的な取り組みを推進、マネジメン

トしていく人材を中長期的に確保・育成しやすくなると考えられます。 

・職員の雇用及び給与体系の整備 

・人材育成の仕組みの構築 

・観光協会等の業務の魅力ややりがいの明確化・発信 
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３．今後の進め方 

 

 これまでの観光協会等は様々な取組を行ってきたものの、自らビジョンを描いて戦

略を立案し、その実現のために自律したマーケティング活動を行うことはほとんどな

されてこなかったと言えます。また、観光協会等は会員組織ですから、地域全体のこ

とを考える際に、会員の意思やメリットが優先されることが多いのが実情です。 

 

 しかし、個人旅行がメインとなり、さらには、明確な目的のもとで費用対効果を考

えた賢い旅行をしたいと考える人々が増えている旅行市場の変化に適応していくた

めに、これからの観光協会等は、既に世界の観光先進地域で行われているデスティネ

ーション・マネジメントを取り入れ、それを地域とともに実践する組織として進化し

ていく必要があります。すなわち、必要な機能を備えた地域の「ＤＭＯ」としての役

割を果たしていくことが求められます。 

 

 ＤＭＯとは、Destination Marketing / Management Organizationの略称のことで

す。その名の通り、デスティネーション（観光目的地）をマーケティングしマネジメ

ントする組織体のことであり、欧米の観光先進地域では一般的なものです。具体的な

役割は、以下のようなものです。 

・ デスティネーションに関するビジョン、戦略づくりやマーケティング活動 

・ 地域の観光に関する様々な事業への支援、品質管理 

・ 観光資源の管理、安全対策等の持続的成長への取組 

・ 地域の観光資源、観光に関する事業、関係者達の間の利害を調整して地域間連携

を促進し、地域が総力をあげて取り組む体制をつくること 

・ 戦略の策定・評価・改善 

・ マーケティング・リサーチに役立てるための観光に関する統計データの整備 

 

国においても、観光圏制度（※「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」に基づく観光地域振興のための制度）の中で、こうした役割を果た

す「観光地域づくりプラットフォーム」という概念を規定し、当該組織が取組の中心

となって、今後の観光地域づくりのモデルケースとなるような、国内外から選好され

る国際競争力のある魅力的な観光地域づくりを促進しているところです。 

 

 ここで気をつけなければならないのは、海外のＤＭＯのやり方をそのまま真似すれ

ばよいのではないことです。そもそも、ＤＭＯが対象としているデスティネーション

とは、単なる観光地という意味ではなく、差別化され競争力をもった観光「目的」地

のことですから、その地域にしかないオンリーワンの観光資源を擁し、デスティネー

ションごとに様々な状況を抱えているものです。それを包括的にマネジメントしてい

く組織体も、一律で画一的なものではなく、地域の実情にあわせたものが必要です。 

 

 本研究会に事例報告をして下さった観光協会等は、既に、自分達の地域なりのＤＭ

Ｏ機能を獲得するための挑戦を開始しています。事例報告が示唆しているのは、地域
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に根ざし、地域のことをよく知り、地域の多様な主体と話しができるチャネルを持っ

ている組織が、ＤＭＯ機能の強化に向けた取組を始めるのが近道かもしれないという

ことです。また、屋上屋を重ねるような無駄の多い組織づくりではなく、観光協会等

と行政がマーケティング活動に一緒に取り組んだり、観光協会を株式会社にして法人

格の性格を変更する等、既存資源を強化あるいは発展させる手法が現実的であるとの

示唆も得ることができました。 

 

 

３．１ 段階的な戦略 〜ステップ・バイ・ステップでの進化 

 

観光協会等がＤＭＯ機能を発揮するには、まず観光協会等が自身の意識改革と組織

改革を行い、行政、観光関連事業者、地域住民とのしっかりした連携を行っていくこ

とが不可欠です。連携は、机の上で行うものではなく、会議の場で所信表明をするだ

けのものではありません。事業を遂行するうえで、アイディアや資源を出し合い、真

剣に討議をし、責任を明確にした役割分担を行って、実際に共同作業を行うなかに、

お互いの力を認め合い信頼し合う真の連携があるのです。 

 

こうした真剣勝負の共同作業を主導していくために、観光協会等は、まず、自地域

の何が好まれているのか、誰に訴求するのか、訴求するターゲット層はどんな特徴を

もっている人たちなのか、実際の来訪者は何に満足（不満足）なのか、ライバルの地

域はどんな取り組みを行っているのか、といった分析を行って、観光分野のプロとし

て、地域の観光振興に役立つしっかりした情報を持つことが重要です。 

 

その情報に基づいて今後行っていくべきことを検討していきますが、一度に多くの

ことをしようとするのではなく、自身が持つ経営資源や組織体制の状況を勘案し、「こ

れだけはやる」という部分を明確にして、実践してみることが第一歩となります。そ

して、取り組んだ内容について評価し、反省を踏まえて新たな取組みに進化させると

ともに、取り組んでいく内容を徐々に拡げていくという、ステップ・バイ・ステップ

の進化が必要です。 

 

地域の観光振興のビジョンに向かって、着実に、したたかに、しなやかに歩を進め

ていくなかで、観光協会等は地域のＤＭＯ機能を有した真の観光推進組織として、地

域のなかで確固たる位置づけを獲得していけるのだと考えます。そして、こうした観

光協会等が全国的に増えていくことによって、観光立国への強靭な土台がつくられて

いくことを期待します。 

 

 

３．２ 地方公共団体の役割 

 

観光協会等との役割分担に基づいて、自らも観光資源を磨き上げ、社会資本や受入

環境の整備、人材育成、情報発信等を行うとともに、地域の取組が円滑に進むよう支
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援し調整します。行政にしかできないハード整備やルールづくり、地方公共団体の関

係部局の組織横断的な取りまとめは、行政が主導して行うべきことでしょう。観光協

会等と共に、観光振興の司令塔として関係者間の連携体制を整えることが求められま

す。 

 

 

３．３ 国等の役割 

 

国や日本観光振興協会＊においては、ＤＭＯ機能の獲得に向けた取組を進めていこ

うとする観光協会等や地域に対し、蓄積されている知見を基に助言を行うとともに、

地域づくりに資する人材のデータベースの構築や各地で行われている様々な先進事

例ついての情報提供や、人材育成の取組を充実していく必要があります。また、地域

の取組の分析・評価等について、ＩＣＴ技術を活用した方法も含め、地域が安価かつ

容易に利用できる手法を構築し、その活用を促す必要があります。 

 

 さらに、①地域の自主財源となりうる事業の立ち上げ、②マーケティングや訪日外

国人旅行者の受入環境整備、広域的な連携や多業種間の連携など、そのものだけでは

利益に直結しないため継続して推進していくことが困難と考えられる地域の取組み

に対し、資金的な支援も含めた誘導的な施策を講じていく必要があると考えられます。

併せて、観光協会等のあり方についても、引き続き検討してくことが求められます。 

 

＊ 全国の観光協会等を会員とし、我が国の観光振興に関する中枢機関（ナショナル

センター）として、我が国観光の振興を総合的に図るための各種事業を行うこと

により、観光立国の実現、地域経済及び観光産業の発展並びに国民の生活及び文

化の向上に寄与するとともに、国際親善に資することを目的とする組織。 
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おわりに 〜全国の観光協会等のみなさんへ 

 

 本研究会は、「おもてなし」を切り口に、地域の観光振興を担う組織のあり方につ

いて検討してきました。一見すると、「おもてなし」と「観光協会等の組織のあり方」

の間の因果関係は薄いと思われるかもしれません。しかし、本研究会は、観光振興の

成果を、 

 

 その地域が来てほしいと願っている層の旅行者が、実際にその地域に足を

運び、その地域ならではの様々な体験をし、心のなかに「よい“おもてなし”

を受けた。また来たい。旅行するに値する地域だということを他の人々にも

知ってもらいたい。」という好印象を長く残すこと 

 

と、旅行者目線に立って考えました。旅行者の記憶に鮮明に残るような「おもてなし」

とは、一人の旅行者に対して、交通・飲食・宿泊・観光施設等の観光ビジネスの事業

者達が、つなぎ目を感じさせず、心のこもった高い水準のサービスを提供し、かつ、

地域の人々からもあたたかい歓迎の気持ちを受け取ることです。 

 

 こうした「おもてなし」は、地域全体が心をあわせ、明確な観光振興ビジョンと戦

略を共有し、それをプロの接客業の人々もそうでない人々も自分のこととして咀嚼し、

それぞれの立場で行動をするという、地域の総合力があってこそ実現されるのです。 

 

 地域が総合力を発揮するには、自他ともに認める力のある司令塔が地域全体をまと

め、目指すべき方向にそって進捗を管理し、適宜改善しながら進んでいく必要があり

ます。この司令塔としての役割を果たすことが観光協会等に求められています。すな

わち、本研究会は、「おもてなし」という旅行者と地域が接する重要な現場を起点と

して、その現場が前述の成果を実現するために観光協会等はどんな役割を果たすべき

なのかを考えてきたということなのです。 

 

 顧客満足に関するキーワードに「真実の瞬間」という考え方があります。顧客の満

足度を決定するのは、顧客との実際の接点をもつ人々がつくり出す現場そのものであ

る、という考え方です。旅行者は、旅行中に様々な人々といろいろな「真実の瞬間」

を持ちます。その集積が、一人の旅行者の満足度を決め、地域に対する評価を決め、

ひいては、地域の観光目的地としての評判やブランドを決定づけていきます。この重

要な現場が旅行者と地域にとってよりよいものであるよう、地域の側は総力をあげて

周到な準備をする必要があるのです。 

 

 周到な準備とは、 

・ 己を知り 

→ 自地域の観光資源を磨き、将来どうなりたいのかのビジョンを描く 

・ 相手を知り 

→ ターゲットとする層の人々を理解し、徹底的に顧客目線に立ち、ニーズを 
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  充足するだけでなく、想定外の驚きがあるようなレベルのサービスを提供 

  し、再来訪意向を高める 

・ 戦う場所を見極め 

→ 旅行市場の動向を理解し、ライバルを知り、自分の立ち位置を決める 

・ 戦う術を整える 

→ 戦略を持ち、司令塔たる者がそれを実行するために地域の総力を結集する 

ということではないでしょうか。 

 

 観光振興とは、実は、高度な戦略と戦術、そして、地域の総力戦が必要なチャレン

ジングな取組なのです。その意味で、まさに、地域振興の切り札なのです。しかし、

ここで臆してはなりません。チャレンジングですが、その目標とするところは、旅行

者が満足して再来訪意向を高めてくれることであり、その結果、地域が元気になるこ

とです。たくさんの幸せを生む観光振興に向かって、知恵を絞り、創意工夫をし、試

行錯誤のなかから学び、自分自身も地域も高めていくという、やりがいのある仕事な

のです。 

 

 観光協会等が司令塔として目指すべき方向性は、海外の観光先進地域が取り入れて

いるＤＭＯです。これを日本なりの、その地域なりのものに咀嚼して体制づくりをし

ていく必要があります。 

 

 本研究会は、一足先に司令塔たるべく取組を始めた事例を研究し、観光協会等は、

これまで培ってきた知見や人脈等を土台に、ＤＭＯ機能を備えた組織に進化していく

可能性があるとの確信を得ました。もちろん、一朝一夕に成るような簡単な道のりで

はありませんが、可能性があるなら、観光協会等が依って立つ地域のために頑張るべ

き段階にきているのです。 

 

 変革が必要なときには、まずもって当事者の意識が変わる必要があります。本報告

書は、観光協会等のみなさん自身の意識改革が第一ステップだと考え、司令塔となる

ための心構えや、ＤＭＯとしての役割を果たすために必要な機能についての基本事項

を、なるべく平易な文章でまとめるよう心がけました。もちろん、本報告書が万能の

書ではありません。自主財源の確保の手法、意欲のある人材を確保し育成していく方

法等、いくつかの項目については、より実践的な経験を共有し参考として頂くために、

さらに研究を深化させる必要があります。ここから先の研究は、自身の可能性を信じ

て、チャレンジングな道のりを歩む覚悟を決めた観光協会等のみなさんと情報交換を

しながら深めていけることを願っております。 

 

最後に、本取りまとめが、地域の活性化のために観光に取り組まれている皆様の一

助になることを、心から祈念いたします。 

 

 

 



17 

 

観光おもてなし研究会 委員名簿 

 

可  越    日中コミュニケーション(株) 取締役   

久保田美穂子 (公財)日本交通公社観光研究情報室長   

なぐも友美  にいがた観光カリスマ（フリーバスガイド） 

○矢ケ崎紀子  東洋大学国際地域学部国際観光学科准教授 

矢口 正子  (株)交通新聞社 「旅の手帖」編集長   

横山 幸代  (株)リクルートマーケティングパートナーズ 

経営企画部ＲＭＰ総研 グループマネージャー 

 

（50 音順、○：委員長、敬称略） 

 
 


