
 

 

 

 

 人口減少・少子高齢化に直面する我が国の最重要課題である「地方創生」において、観光により地

域を活性化させるためには、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観

光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役としての役割を果たす「日本版ＤＭＯ」

（Destination Management / Marketing Organization）を、今後、全国各地域において形成･確立し、

これを核とした観光地域づくりが行われることが必要です。 

 しかし、その実践の場である地域では、DMO の理解は未だ緒についたばかりで、決して充分とは

いえません。 

今回のシンポジウムでは、日本版 DMO を地域で形成していく実践段階を見据え、DMO に対する理

解の醸成や一層の普及啓発を目的として、地域の観光振興や DMO に関する国内外の有識者による講

演やパネルディスカッションを行うとともに、観光庁による日本版 DMO の概要に関する説明を行い

ます。 

 

● 開催日程及び会場等 

日時 開催地 会場 定員 

平成 28 年 1 月 26 日（火） 

13：30～17：00 

福岡 アクロス福岡 

福岡県福岡市中央区天神 1-1-1 

約 300 名 

平成 28 年 1 月 28 日（木） 

13：30～17：00 

札幌 札幌コンベンションセンター 

北海道札幌市白石区東札幌 6 条 1-1-1 

約 300 名 

平成 28 年 2 月 8 日（月） 

13：30～17：00 

東京 大手町ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼﾃｨｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

千代田区大手町 1-9-7 

約 300 名 

平成 28 年 2 月 9 日（火） 

13：30～17：00 

岡山 おかやま未来ホール 

岡山県岡山市北区下石井 1-2-1 

約 300 名 

平成 28 年 2 月 10 日（水） 

13：30～17：00 

大阪 大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪） 

大阪府大阪市北区中之島 5-3-51 

約 300 名 

 

● 参加対象者   地方公共団体、地域の観光協会、民間観光事業者等      

 

● 参 加 費   無料 

 

● プログラム   

 13：00 開場 

13：30 開会挨拶 

13：45 観光庁「日本版 DMO の概要」説明 

14：00 「国内外の観光地域づくり体制調査」概要報告 

14：30  海外有識者による基調講演 

15：45  パネルディスカッション「日本版 DMO の形成・普及に向けて」 

17：00  閉会 

 

申込み方法  ＜申込専用サイト＞ https://ez-entry.jp/dmo-symposium/entry/ 

※シンポジウムの申込みは、専用サイトのみで受付けます。 

その他のお問い合わせに関しては下記事務局までご連絡をお願い致します。 

事務局 (株)日本経済研究所（担当：原田、高橋、平島） 

    Tel. 03(6214)4646（土日祝日を除く、10 時～16 時） 

    Email: kanko-chousa@jeri.co.jp 

 

● 申込み締切  1 月 5 日(火)より、受付開始。 

各会場、前日の 17 時までに上記サイトにアクセスの上、お申し込みください。 

   ※受付結果は、申込み後、1 日以内を目途に、参加確認メールの送付をもってお知らせする予定です。 

各会場、締切前であっても、定員に達し次第、募集を締め切りますのでご了承ください。 

国土交通省 観光庁 シンポジウム 

「日本版ＤＭＯの形成に向けて」開催について 

https://ez-entry.jp/dmo-symposium/entry/


 

● 海外有識者及びパネリスト （敬称略） 

開催地  

福岡 

（1/26） 

海外有識者：Hawaii Tourism Authority 戦略計画アドバイザー 木村 恭子 

パネリスト： 

イデアパートナーズ㈱ 代表取締役       井手 修身 

琉球大学観光産業科学部観光科学科 教授  下地 芳郎 

NPO 法人ハットウ・オンパク  代表理事   鶴田 浩一郎 

観光地域づくり PF 推進機構 代表理事  大社 充 

札幌 

（1/28） 

海外有識者：Hawaii Tourism Authority 戦略計画アドバイザー 木村 恭子 

パネリスト： 

 （公財）日本交通公社 理事  梅川 智也  

  NPO 法人阿寒観光協会まちづくり推進機構 理事長  大西 雅之 

 富良野市商工観光課観光物産係長  松木 政治 

観光地域づくり PF 推進機構 代表理事  大社 充 

東京 

（2/8） 

海外有識者：Visit Napa Valley  CEO     Clay Gregory 

パネリスト：  

  地方創生大臣補佐官      伊藤 達也 

 （公社）日本観光振興協会 理事長  見並 陽一 

 （一社）雪国観光圏 代表理事  井口 智裕 

  観光地域づくり PF 推進機構 代表理事  大社 充 

岡山 

（2/9） 

海外有識者：Visit Napa Valley  CEO     Clay Gregory 

パネリスト： 

近畿大学経営学部 教授  高橋 一夫 

（一社）せとうち観光推進機構 COO  村橋 克則  

観光地域づくり PF 推進機構 代表理事  大社 充 

大阪 

（2/10） 

海外有識者：Visit Napa Valley  CEO     Clay Gregory 

パネリスト：  

近畿大学経営学部 教授  高橋 一夫 

豊岡市  副市長       真野 毅 

観光地域づくり PF 推進機構 代表理事  大社 充 

 

 開場案内 

＜福岡会場＞                 ＜札幌会場＞ 

    

 

 

 

 

 

 

 



 ＜東京会場＞ 

    

 

＜大阪会場＞ 

  

                             

 

 

 

 

 

 

 

                            

＜岡山会場＞ 
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