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日本版DMOの 
形成に向けて 

DMOの国内外事例からの考察 



欧米ＤＭＯからの示唆 

   欧米DMOのヒアリングを通じて、日本の観光振興組織との違いが見えてくる。 

  DMOは観光行政との機能分担、組織に関与するメンバーによる主体的な意思決定、 

  プロ（専門家）による運営などの示唆を日本版DMOにどう活かしていけるかが問われる。 

 

意思決定のための組織体制 

多様な財源（宿泊税、自主事業、補助金・助成金、受託事業） 

専門家人材の存在と報酬、観光行政への説明責任 

成果評価システム（DMOの評価、職員への評価） 

観光行政及び地元観光関連事業者（会員）との関係のあり様  



ＤＭＯは観光地経営を担う 
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観光地域において設定される目的を達成するために、持続

的・計画的に意思決定をおこなって実行に移し、観光地域の

様々な主体と調整をしながら観光事業を管理・遂行すること 

「観光地経営」を定義すると・・・ 

成熟した市場にあっては、顧客にとっての価値創造が最優先

課題。ここでいう価値とは、「購入するに値する魅力」のことを

いう 

「設定される目的」とは 



意思決定のための組織体制（バルセロナ観光局） 

執行役 

日常のオペレーションはＤＭＯ 行政は観光政策に注力 

Executive Committee(取締役会的役割） 

日常のオペレーションを総括 月1回開催（官民委員が半々） 

Ｇｅｎｅｒａｌ Ｃｏｕｎｃｉａｌ（株主総会的役割） 

予算決定など重要案件 年2回開催（官民委員が半々） 

バルセロナの観光推進は行政ではなく観光局が主導権を握っている 

二
つ
の
意
思
決
定
機
関 

神戸市産業振興局との共同調査による 



ロンドン＆パートナーズ 

• クリエイティブなマーケティングやプロモーション 

• コンベンション，コングレスやスポーツ大会といっ
たイベントの誘致 

• イベント開催にあたってのチケット販売 

ロンドン＆ 

パートナーズ 

• 観光政策推進のための行政の他部門との調整 

• イベント開催に当たっての交通規制 

• 春節のイベントやニューイヤーカウントダウン花
火大会など文化イベントの主催 

グレーター・ 

ロンドン 

シティオペレーティング 
ステアリンググループ 
（毎月1回会合）での情報提供  

イベントの際の 
プロジェクトチーム  

神戸市産業振興局との共同調査による 5 

グレーターロンドンとの役割分担 



多様な財源 

バルセロナ観光局 パリ観光局 

経営トップ 
ホテルグループ会長 
（商工会議所会頭） 

元国家公務員 
元民間企業役員 

予算規模 57.2億円(4,400万ユーロ） 14.3億円（1,102万ユーロ） 

市補助金割合 1994年：33％ → 2012年 ：3 ％ 63％ 

年会費割合 15-30％程度か？ 11％ 

会員数 約800事業者 約2,200事業者 

ロンドン＆パートナーズ ビジット・シアトル 

経営トップ 元国家公務員 元ホテルグループ幹部 

予算規模 30.7億円(1,725万ポンド） 20.4億円（1,700万USドル） 

市補助金割合 70％ 26％ 

年会費割合 15％ 15％ 

会員数 約1,200事業者 約１,100事業者 

2013年当時の予算 



神戸市産業振興局との共同調査による 7 



一定の緊張感がＤＭＯと会員にできあがる 

神戸市産業振興局との共同調査による 

1. バルセロナ観光局が 
 誘致したコンベンション・ 
 コングレスの期間を特定 
 
2. その間のホテルの売上 
  全体の2％を徴収する 

8 



プロによる会話  

Ｄ（需要曲線） 

０ Ｈ（２００人） 

Ａ（２万円） 

旅客数 

運賃 

Ｃ（１万円） 

Ｊ（３００人） 

Ｇ 

Ｂ 

レベニューマネジメントの概念図 



ロンドン＆パートナーズのスタッフ部門と評価のあり方 

神戸市産業振興局との共同調査による 

観光ROI:観光

政策・施策に投
下した資本に対
する観光消費額
や経済波及効果 

評価指標はROI 
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ハワイツーリズムオーソリティの評価指標 
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成果測定における4つの主要指標 

• 住民意識を主要指標のひとつに明確に掲げた点が先駆的 
• Destination Management Organizationの意識がみえる 
 

観光政策「ハワイ州観光戦略計画2005～2015 年（Ke Kumu)」 

観光による
税収 

旅行者の 

支出 

旅行者の 

満足度 

住民の 

意識 
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田辺市熊野ツーリズムビューロー 

資料提供：田辺市熊野ツーリズムビューロー 
       会長 多田稔子氏 



田辺市概要 

■ 面積…1026.77k㎡  

   ※和歌山県の22％ 近畿で一番広い面積の市 

■ 人口…約78,000人 

田辺市へのアクセス 

■ 電車…JR新大阪駅から紀伊田辺駅まで約2時間半  

■ 自動車…大阪から南紀田辺インターチェンジまで 

   140ｋｍ、約2時間        

■ 飛行機…羽田空港から南紀白浜空港まで約70分 

 田辺市の概要 TANABE CITY 

★ 

第2回DMOのあり方研究会資料 



知名度が高まるにつれ・・・     

・行きたいけれどどうやっていけばいい？ 
 

・旅の行程をどう組めばいい？ 
 

・日本語がしゃべれない（英語が通じない） 
 

 ⇒ 熊野は行き難いところ 

運ぶ仕組みがないのに、無責任な 
プロモーションをしていた 

解決策 

熊野地域全域をカバーする 着地型旅行会社 の設立 



のべ60回に及ぶ
ワークショップ 

 宿泊関係者 

 交通関係者（JR・バス会社） 

 観光案内所スタッフ 

 市内5観光協会スタッフ 

 田辺市役所観光関係担当者 

 熊野本宮大社（神職・巫女） 

現地のレベルアップ  (セミナー・現地研修 ) 
  

第2回DMOのあり方研究会資料 



World Travel and Tourism Council 

2012 年「明日へのツーリズム大賞」 
（Tourism for Tomorrow Award）ファイナリスト 

2015年 「世界責任ある観光大賞」 
（World Responsible Tourism Award）ノミネート  

 田辺市熊野ツーリズムビューローへの評価 



ビューローの目指すツーリズム 

Community-Based Tourism Model 
「地域住民が観光開発のプロセスに積極的に参画すること」である。つまり、 
観光のビジョンづくりから、予約システムの運営、インフラの改善、さらに 
いえばブランディング、マーケティング、セールスまで、地元住民の参画に 
よって行われる(CNNのインタビューより） 

熊野古道等 
地域資源 

出所：CNN"What one Japanese city is teaching the 
world about responsible tourism“(2015/11/18) 

Brad Towle 

http://edition.cnn.com/2015/11/18/travel/tanabe-tourism/
http://edition.cnn.com/2015/11/18/travel/tanabe-tourism/
http://edition.cnn.com/2015/11/18/travel/tanabe-tourism/
http://edition.cnn.com/2015/11/18/travel/tanabe-tourism/
http://edition.cnn.com/2015/11/18/travel/tanabe-tourism/


■予約利用状況 （２０１２．０４～２０１5．０３ ） ※ネット利用のみ 

 

日本 
オースト
ラリア 

アメリカ イギリス スペイン フランス ドイツ カナダ その他 

21％ 14％ 11％ 7％ 7％ 6％ 4％ 4％ 26％ 

【国別予約状況】49ヶ国 

 

  

 ◇平均泊数及び単価ともに25年度よりアップ。広域での提案が出来てきている 

 ◇設立当初から欧米豪をターゲットとした戦略 
 ◇豪州・東南アジアの増加   ・LCCの影響   ・旅行形態の変化マス→個人 
 ◇１人あたりの泊数 2.3泊（国内１.4泊 海外2.6泊）   
 ◇１人あたりの単価 23,525円（国内12,422円 海外27,471円） ※外国人の客単価は日本人の約2.2倍 

 

 着地型旅行業の成果   

第2回DMOのあり方研究会資料 


