
 

観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

記入日：令和 4年 10月 25日 

１. 観光地域づくり法人の組織 

 

申請区分 

※該当するものを〇

で囲むこと 

広域連携ＤＭＯ･地域連携ＤＭＯ･地域ＤＭＯ 

観光地域づくり法人

の名称 

（公財）大阪観光局 

マーケティング･マネ

ジメント対象とする

区域 

大阪府全域 

所在地 大阪府大阪市 

設立時期 平成 27年 4月 1日 

職員数 52 人【常勤 50人（正職員 29人・出向等 21人）、非常勤 2人】 

代表者（トップ人

材：法人の取組につ

いて対外的に最終的

に責任を負う者） 

※必ず記入すること 

（氏名） 

溝畑 宏「専従」 

（出身組織名） 

元観光庁長官 

平成 27年の当財団設立時の初代理事長として、元

観光庁長官である溝畑氏を迎える。同氏は観光に

関する一流の見識を持ち、各方面との人脈も広

い。それを活かして、大阪観光の振興に、精力的

に取り組んでいる。 

データ収集・分析等

の専門人材（ＣＭ

Ｏ：チーフ・マーケ

ティング・オフィサ

ー 

※必ず記入すること 

（氏名） 

西山 寛「専従」 

（出身組織名） 

大阪府 

大阪府にて３０年以上勤務し、観光地域マーケテ

ィングについて高い知見と能力を持つ。 

※特定の経歴や資格など要件は設けていない。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

※必ず記入すること 

（氏名） 

三浦 洋之「専従」 

（出身組織名） 

近鉄グループホールデ

ィングス（株） 

近畿日本鉄道（株）やグループ会社にて約４０年

間勤務。持続可能な運営のため、運営収支や財源

確保に関する検討を行う。 

※特定の経歴や資格など要件は設けていない。 

MICE政策及び万博・

IR 推進の責任者 

（氏名） 

田中 嘉一 

（出身組織名） 

リード エグジビション 

ジャパン(株) 

日本最大の国際見本市主催会社にて 22年間勤務

様々業務を実施し、管理部門を統括する会社のナ

ンバー2として社業発展に力を尽くした。現在は

MICE政策統括官として日本をリードする MICEモデ

ル構築に従事している。 

コンテンツ造成の責

任者 

（氏名） 

塩見 正成「専従」 

（出身組織名） 

当財団 

約 30年にわたり民間旅行会社で旅行・観光の戦略

企画や事業開発に従事した後、当財団に移籍。高

い知見を活かした地域資源の発掘・磨き上げやテ

ーマ型観光コンテンツ開発に尽力する。 

地域経営修士号 

MICEの専門人材 （氏名） 

塩見 麻子「専従」 

（出身組織名） 

当財団 

当財団への入職 22年目、MICE担当 18年目。英語

に堪能であり、MICE関係者との関係を築き、経験

とネットワークを活かした MICE誘致を進めてい

る。 
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教育旅行・留学生支

援の専門人材 

（氏名） 

牧野、山口、國守 

（出身組織名） 

大阪市教育委員会 

それぞれが過去に高校の校長を務めており、国内

外の学校交流を促している。長年教員をしていた

経験や、日本文化の知識や海外での在留の経験等

それぞれの知見を活かしている。 

マーケティングの専

門人材 

（氏名） 

鮎澤 貴 

（出身組織名） 

Vpon JAPAN株式会社 

ビッグデータを活用したマーケティングを専門に

行う企業からの出向者。過去に従事した旅行会社

や DMO事務局長としての経験と識から局全体の

PDCAを回す役割を担う。 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

大阪府府民文化部都市魅力創造局（観光全般） 

企画・観光課（調整窓口） 

スマートシティ戦略部戦略推進室（観光DX関係） 

大阪市経済戦略局観光部（観光全般） 

堺市文化観光局観光部観光企画課（観光全般） 

連携する事業者名及

び役割 

オリックスバファローズ、セレッソ大阪、ガンバ大阪、近鉄ライナーズ、大

阪エヴェッサ（スポーツツーリズム） 

大阪商工会議所（フィルムコミッション、食創造都市 大阪推進機構等） 

JR 西日本、阪急、阪神、近鉄、南海、京阪、大阪市営地下鉄等（観光プロモ

ーション、大阪周遊パス事業等） 

ジャニーズ事務所、吉本興業（観光プロモーション、地元機運醸成） 

官民･産業間･地域間

との持続可能な連携

を図るための合意形

成の仕組み 

【該当する登録要件】① 

（概要） 

取締役、理事など観光地域づくり法人の意思決定に関与できる立場で行政、

文化、スポーツ、農林漁業、交通等の幅広い分野の関係団体の代表者が参

画） 

（概要） 

・当財団は大阪府、大阪市、在阪経済団体（関西経済連合会、大阪商工会議

所、関西経済同友会）の合意に基づいて設立されており、当財団が観光事

業を進めることについて、すでに府内の関係者の合意が確立している。 

・財団の評議員、理事には、観光資源（ＵＳＪ）や宿泊事業者、交通事業

者、行政をはじめとする主だった観光関係者で過半数を占めており、事業推

進にあたっての合意形成が図られている。 

地域住民に対する観

光地域づくりに関す

る意識啓発・参画促

進の取組 

 

2021年度からは、各市町村と旅行業者との相互のニーズに合わせた商品化を

図ることを目的としたマッチングの実施を開始。2022 年度には各市町村の観

光に関するあらゆるデータを収集し、その分析に基づいたプロモーションや

コンテンツ造成を行うコンサルティングを実施することで地域づくりへの参

画を促進している。 

法人のこれまでの活

動実績 

 

 

（活動の概要） 

事業 実施概要 

情報発信・

プロモーシ

ョン 

＜海外プロモーション＞ 

バーチャル旅行博への出展、ウェブ商談会への参加、ウェブ

を使ったデジタルプロモーションを実施。 

また、府内各自治体、交通事業者や関係観光団体等との連携

を図ったプロモーション活動を推進。 

 

＜国内プロモーション＞ 

大阪いらっしゃいキャンペーン（県民割・ブロック割・全国

旅行支援）等と連動した積極的なプロモーションを実施。広
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域連携として東京や福岡等と連携した相互送客にも取り組

む。 

 

＜戦略的な情報発信展開＞ 

公式ウェブサイト OSAKA-INFO では、多言語（６言語）で展

開し、イベント・特集や新しいコンテンツなど、市場に合わ

せたコンテンツの情報発信を行っている。SNSでの情報発信

展開については、各国でシェアの高い媒体を使い、市場の関

心の高い観光コンテンツから大阪の日常生活まで幅広く発

信。 

台風や地震などの災害時には、SNSを利用し、最新情報を多

言語で発信し、安心・安全な大阪の情報提供を実施。 

また、デジタルマーケティングの展開に伴い、魅力的なコン

テンツの発信、データの収集、データ分析による戦略的な情

報発信を実施。 

受入環境の

整備 

＜富裕層の呼び込み＞ 

・富裕層対策においては、スーパーヨットの寄港に関するも

のなど様々な規制が富裕層の来阪に障壁となっている側面が

あることから、関係者と規制緩和に向けて継続検討を続けて

いる。 

 

＜LGBTQツーリズム＞ 

「誰もが楽しめる街・大阪」を推進していくため、LGBTQツ

ーリズムに先進的に取り組んでいる。LGBTQツーリズムに大

きな影響を及ぼす IGLTA（国際 LGBTQ+旅行協会）総会の

2024年の大阪誘致に向け、JNTO（政府観光局）をはじめ関

係機関等と連携した取組を進めており、2021年 2月には

「LGBTQツーリズムカンファレンス in大阪」を日本で初め

て開催。 

 

＜OSAKA Free Wi-Fi＞ 

コロナ禍を受けて、インバウンド以外の利用者（府民及び留

学・滞在外国人）向けに利用促進を図った。基本仕様などは

変わらないものの、新たな生活様式であるリモートワーク利

用を想定し、通信品質の向上とアクセスポイントの明確化を

図ることにより、満足度の向上にも取り組んでいる。（具体

的には、利用箇所の明確化、新たな機器への更新、センター

での品質一元管理等）。 

 

＜大阪・梅田駅周辺のサイン表示の改善＞ 

大阪・梅田駅周辺において、目的地に迷うことなく行き着く

ことができるように看板（サイン表示）の課題を検討し、整

備方針や整備計画等を策定することで、来阪者の利便性の確

保と回遊性の向上を図る。そのため、大阪府、大阪市、鉄道

事業者や地下街管理者等で「大阪・梅田駅周辺サイン整備検

討協議会」を設置している。同協議会において、策定してい

る「標準仕様（共通ルール）」に基づき、各サインの管理者

において整備を進めた結果、2022年度までにエリア内の主

要なサイン整備を完了予定。 
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＜来阪外国人旅行者の増加に伴う社会問題対策＞ 

来阪外国人旅行者の増加に伴い発生する、トイレ不足、ゴ

ミ、騒音、治安の悪化、文化の違いによるマナー違反などの

問題などについて対策の検討を図る（コロナ禍においてイン

バウンドが停止している状況において、具体的な検討は進ん

でいないが、引き続き、検討等を進めていくこととする）。 

 

＜観光案内所の運営＞ 

大阪・難波・新大阪の 3か所の観光案内所において、来阪観

光客の快適な周遊に向けた観光案内及び情報発信を行ってい

る。すべて JNTOの認定区分でカテゴリー3であり、難波観

光案内所は、2022年春に移転し、VR等を活用した新たな観

光サービスやワンストップでのチケット販売など、来阪旅行

者への満足度を高める案内を行う。 

また、災害等発生時の外国人旅行者への情報発信拠点として

の役割を果たす。 

 

＜大阪コールセンター＞ 

来阪旅行者がストレスなく大阪を楽しんでいただくために、

対話型のコールセンターに加えて、AI チャットボットによ

る観光案内を併設。問合せチャネルを増やすことにより、旅

行者の利便性向上を図っている。チャットボットもコールセ

ンターも多言語対応が可能。 

 

＜ガイドツールの電子化＞ 

大阪の魅力を内外に発信し、観光客の利便性や回遊性向上に

繋げるツールとして WEBサイト上に PDFを公開し、アプリ

化。コロナ禍の状況を考慮し、2020年度は必要最小限の加

筆修正のみ実施。 

 

＜大阪周遊パス・楽遊パス＞ 

インバウンド観光客の減少を受け、「大阪周遊パス」の販売

枚数が減少。QRコードで 25の無料施設を周れる E-チケット

を「大阪楽遊パス」として 2021年 3月からサービス提供を

開始。これまで課題であった販売側である旅行会社等への在

庫負担や販売に伴う固定費の削減にも効果がある。ホテル付

きプランなどとの組合せが可能で、利用の幅が広がるため、

サービス強化予定。プロモーションとしては、大阪観光スペ

シャルサポーターの NMB48を起用し実施。 

 

観光資源の

磨き上げ 

＜日本みどりのプロジェクト推進協議会＞ 

・2020年 10月に長野県等を中心に「日本みどりのプロジ

ェクト推進協議会」が設立。SDGsへの取組みの流れが強ま

る中、そのパートナー団体として、観光を通じて世界への貢

献をアピール出来るプラットフォーム作りを促進。 

森林率の高い都道府県や学界の知見、企業の参加を見込み、

産官学連携での環境に配慮した取組みを実施。国立・国定公

園を活用した取組みや、植育の啓発やグリーンツーリズムに

も取り組んでいる。 
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＜着地型商品の造成・流通・販売＞ 

・着地型旅行商品の造成においては、富裕層向けコンテンツ

開発、大阪ナイトアウト（夜間の観光消費拡大を図る仕組

み）、Deep Experience Osaka（予約サイト）のプロジェクト

の元に府内および関西の観光事業者と連携し一般の来阪観光

客へ販売できる仕組みを構築。大阪を訪れる外国人観光客の

量から質への展開を図り、幅広い層に対応できるようコンテ

ンツの充実・強化を進める。 

 

＜海外からの教育旅行誘致＞ 

・全国一位の海外教育旅行数を誇る大阪において、専任の学

校交流コーディネーターによる海外と大阪の学校との交流促

進を図っている。各国の総領事館等からの依頼を含め、台

湾、韓国、香港、豪州などの海外の学校と大阪の学校との

「オンラインによる学校交流」をコーディネートし、大阪・

関西への教育旅行誘致促進を図っている。 

 

＜留学生支援、「大阪 B&Sプログラム」の構築、企画＞ 

・留学生にとって「学んでよし」「住んでよし」「訪れてよ

し」「働いてよし」の大阪の実現にオール大阪で取り組むた

め、様々な関係者等で構成する「留学生支援コンソーシアム

大阪」を 2020年 4月に立ち上げ、誘致・支援・活用・就労

にわたる「16のアクションプラン」を決定。大阪が「アジ

ア No.1の留学先」になることを目指し、2021年度より具体

的な活動を開始。留学生と日本の学生・企業の交流を図るイ

ベント、新たな体験型観光「大阪 B＆Sプログラム」等を実

施している。 

 

＜広域連携事業＞ 

・「大阪・関西ラグジュアリー＆ウェルネス」と銘打って、

2018年度から広域事業がスタート。来るべき IR時代を見据

え、国際観光都市・大阪をゲートウェイとしての地方への派

生的効果を強化するために、大阪をショーケースとする広域

テーマ型観光周遊ルートの構築を目指す。 

・2019年には石川県加賀市や長野県・長野県観光機構との

包括連携締結を実施し、観光交流、教育・留学交流、文化・

災害時交流などで協力を開始した。2020 年度は同様に、高

知県・高知県観光コンベンション協会と、2021年には東京

観光財団と協定を締結し、これまでに協定を締結した自治体

とともに、より具体的なモデルコース設定や商品化の展開を

実施していく。 

① 温泉、ヘルシー、癒しをテーマとするウェルネスロード 

② トレッキング、サイクリングなどをテーマとするアドベ

ンチャーロード 

③ 伝統工芸・文化体験、歴史的建造物をテーマとする 

SAMURAI（伝統文化）ロード 

 

 ＜府域内連携＞ 

大阪を訪れる観光客に、市内中心部だけではなく府内各地域

に回遊を促進させるため、大阪府や府内自治体等と連携し、
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各地域の尖った観光資源の発掘やテーマに基づく磨き上げを

行い、コロナ禍で注目されるマイクロツーリズムへの取組強

化、withコロナ、afterコロナに向け、密を回避した新たな

観光スタイルの仕掛けづくりを実施。 

また、2021 年度からは市町村に対してデータを活用したコ

ンサルティングを実施している。 

 

＜ガストロノミーツーリズム＞ 

泉州地域を中心としたネットワーク化を実施。大阪観光局、

泉州地域にある食の専門学校と泉州地域の 11市町村とが連

携協定を結び、泉州エリアにおけるガストロノミーツーリズ

ムの展開を行っている。ガストロノミーツーリズムの展開と

しては、和泉市と農業体験施設と、農泊事業、受入れ環境の

整備、食体験プログラムの準備、関係者との協議等を進めて

いる。 

MICEほか ＜MICE＞ 

・コロナ禍における主催者向けに MICEを開催するためのガ

イドラインを作成。政府の政策方針、MICE主催者の意見、

他業界や海外の事例などを参照し、感染症専門家と共に現実

的で、国内環境に適した基準となるよう検討を重ね、2020

年 6月に初版を発表した。 

これまで MICEは、ビジネスの機会やイノベーションの創

出、研究促進、地域活性化など、経済発展の牽引役として大

きな役割を果たしてきた。 

 

（定量的な評価） 

別紙 1のとおり（令和 3年度 大阪観光局事業評価） 

 

実施体制 

※地域の関係者との

連携体制及び地域に

おける合意形成の仕

組みが分かる図表等

を必ず記入すること

（別添可）。 

（実施体制の概要） 

当財団は、大阪府市の共通戦略である「大阪都市魅力創造戦略2025」に基

づき、戦略的に観光集客を促進するエンジン役としての役割を担っており、

大阪観光局理事長の権限と責任、裁量のもとで事業を実施している。 

 

（実施体制図） 

別紙 2のとおり 

 

２. 観光地域づくり法人がマーケティング･マネジメントする区域  

 

【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

大阪府全域（別紙 3のとおり） 

 

【区域設定の考え方】 

当財団は、大阪府、大阪市、在阪経済団体（関西経済連合会、大阪商工会議所、関西経済同友会）

の合意に基づいて設立されたところから、大阪府・大阪市全域をターゲットにして、従前よりマー

ケティング、プロモーション、MICEの誘致などに取り組んでいる。 

 

【観光客の実態等】 
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2019年には大阪への来阪外国人旅行者数 1,231万人と延べ宿泊客数とともに過去最高を記録してい

たが、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、国外からの観光客が大幅に減少。

2019年以前については順調に消費単価も上昇傾向にあり、今後益々量から質への転換が見込まれ

る。国内観光客については、若者を中心にテーマパークを目的とした来阪が多く、滞在期間を長期

化させ、いかに滞在中の経済消費額を最大化するかが重要となる。 

 

【観光資源：観光施設、商業施設、自然、文化、スポーツ、イベント等】 

別紙 4のとおり 

※観光資源の活用方法についても記入すること。 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

別紙 5のとおり 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

区域までの交通：空の便は関西国際空港や大阪国際空港、陸の便は新幹線が発着する新大阪駅が 

あり、全世界・全国からアクセスがよい。 

域内交通：大阪市内及びその近隣は交通網が発達しているが、府内全域では、車がないと観光地 

までの移動が厳しい場所も存在する。 

 

【外国人観光客への対応】 

情報発信：WEBサイト各国で普及率の高い SNSで 6言語対応している。旬の情報や緊急時の発信を実

施。 

紙媒体では、大阪観光ガイドブック、ガイドマップに加え、大阪のスポーツに関する 

観光情報が掲載されているパンフレットを配布。 

観光インフラ：Wi-fiの整備、観光案内所の運営、コールセンターの運営。 

万が一の医療機関の紹介サービスや新たな形態の観光案内所でのサービスも提供。 

コンテンツ：大阪観光のハードルを下げる、大阪楽遊パス（企画乗車券）のサービス向上。 

 

 

３. 各種データ等の継続的な収集･分析 

 

収集するデータ 収集の目的 収集方法 

来阪来客数（大阪府への外国

人客数） 

外国人観光客誘致に向けた活動

の達成度合いを数値化して検証

するため。 

JNTO「訪日外客数」および観光

庁「訪日外国人消費動向調査」

から推計 

来阪外国人旅行消費額 外国人旅行者の消費動向を明ら

かにし、施策の企画立案、評価

等のための基礎資料を得るた

め。 

来阪インバウンド消費額調査

（関西国際空港における聞き取

り調査）による一人当たり消費

額及び来阪外客数から推計 

外国人観光客動向調査 

※平成 25年から実施 

大阪における外国人観光客（イ

ンバウンド）の動向を把握し、

観光事業の展開に活かすため。 

関西国際空港において、出発

（出国）予定の外国人に対して

アンケート調査を実施（自主事

業）。 

（※令和 2～4年度は新型コロナ

ウイルス感染症によるインバウ

ンドの減少により中止） 

Osaka Free Wi-fiのアクセス

数 

観光客の利用動向を知り、観光

局の事業展開の基礎情報とする

ため。 

アクセス数の把握 
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OSAKA-INFO（webサイト）の

地域別アクセス数 

※平成 23年度から実施 

観光客(特にインバウンド)の利

用動向を把握し、観光戦略立案

に活かすため。 

地域別のアクセス数、アクセス

先情報の把握 

観光案内所の来客及び問い合

わせ内容 

観光客の動向、質問内容を把握

し、サービス向上、観光インフ

ラの整備等の基礎情報とするた

め。 

来客数及び問い合わせ内容の整

理、分析 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 

※地域経済、社会等の状況を踏まえた観光地域づくりの背景 

大阪を訪れる訪日外国人客数については、2019年に年間 1231万人を突破した。しかし、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響により、2020年における来阪外国人客数が前年比 87％減となるなど府内

経済、雇用への影響は計り知れないものがある。このような背景の中、観光需要の回復を担う国内

旅⾏の促進や新たな潮流に対応した魅⼒の創出・強化、インバウンド回復後を⾒据えた基盤整備な

どを着実に推進するとともに、⼤阪・関⻄万博の開催さらには万博後に向けて、国際観光文化都市

大阪に相応しい新たな賑わいを創り出すこととしている。 

 

 

（２）地域の強みと弱み 

 好影響 悪影響 

内

部

環

境 

強み（Strengths） 

 

･自地域で積極的に活用できる強みは何か？ 

・地理 

・アクセスの良さ/交通網 

・世界有数の大都市 

・海・山・自然豊かな地域もあり、四季を 

問わず観光に関わる幅広い魅力 

・世界に通用する大阪固有の観光資源が多数

ある。 

・日本有数の会議場を擁する 

・大阪大学や彩都バイオシティといった大

学・研究機関が集積している 

・企業の本社、支社が集積している 

・プロスポーツ球団が揃っている 

・百舌鳥・古市古墳群が世界文化遺産 

・海外教育旅行の受入数において大阪は 

全国一位 

弱み（Weaknesses） 

 

･自地域で改善を必要とする弱みは何か？  

・「道頓堀」「買い物」「粉もん」以外の観

光の魅力がなかなか外部に伝わらない。 

・「食の都・大阪」が、国内外で認知されて

いない。 

・街としての受け入れ体制やおもてなし意識

が不十分。 

・富裕層向けの受入環境整備が不十分。 

・オールインワンMICE施設の不足 

・既存コンベンション施設の老朽化 

・SDGsにおけるルール作り不足 

・広域官民連携不足や送客機能不足 

・観光施設の総合的なマネジメント不足 

・市外の観光地には有力な観光コンテンツが

多数あるにも関わらず誘客が出来ていな

い。 

・関係者・関係機関が多岐にわたっており、

地域全体としての意思決定がしにくい。 

・東アジアを中心とするインバウンド需要へ

の依存度が大きく、外的要因（国際問題、

為替など）の影響を受けやすい。 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

 

･自地域にとって追い風となる要素は何か？  

・2021年ワールドマスターズゲームズ（2022

年に開催延期） 

脅威（Threat） 

 

･自地域にとって逆風となる要素は何か？  

・東京一極集中などにより、大阪経済の地盤

沈下が進んでおり、観光産業への影響が懸
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・2025年大阪・関西万博など、国際的な大規

模イベントが域内で多数開催される予定。 

・少しずつ新型コロナウイルスによる規制が

緩和されている。 

 

 

念される。 

・観光産業の生産性、賃金水準等が低いた

め、有為な人材が集まりにくい。 

・ドバイや韓国、シンガポールなどが、強力

なインセンティブによりMICE誘致を図って

いる。 

※上記に加え、ＰＥＳＴ分析等の他のマーケティング分析手法を用いて分析を行っている場合は、そ

の内容を記入（様式自由）。 

 

（３）ターゲット 

○ターゲット層  

中国・韓国・台湾・香港・タイからのインバウンド観光客 

○選定の理由 

コロナ前、大阪においては当該ターゲット層の来訪が著しく多く、市場として今後も来訪が望める

ため。背景としては、ビザなしでの来訪が可能であること、アクセスの良さが考えられる。 

 

○取組方針 

既に大阪のブランド力が構築されているためテンションマーケティング（訪問回数増、満足度増を

目指す方針）を実施予定。 

各国の最も効果的な方法でプロモーション等を行って、インバウンドの増加につなげていく。 

観光の基盤整備として、良質な観光ガイドの育成や、外国人観光客が移動しやすい交通アクセスの

整備、多言語表示の充実といった課題を関係者と共有して、観光客の受け入れ環境を整備する。 

○第２ターゲット層  

ベトナム・インドネシア・フィリピンのインバウンド観光客 

○選定の理由 

アクセスが良いが、ビザが必要なことから少しハードルが上がるものの、旅行会社の影響が大きく

団体旅行が期待できるため。 

 

○取組方針 

旅行博への参加や現地旅行会社 JNTOとの連携等で団体旅行・教育旅行等を促す。 

○第３ターゲット層 

欧米豪からのインバウンド 

○選定の理由 

円安の影響もあり、訪日意欲が高い。 

一人当たりの消費額が高く、大阪経済の活性化に大きく寄与するため。 

○取組方針 

富裕層を意識して、ナイトライフの充実など、観光魅力を高めていく。 

〇第４ターゲット層 

国内観光客 

○選定の理由 

コロナ禍で大阪への観光客が激減する中、国内観光客へのプロモーションの継続の重要性が顕著に

なった。 

○取組方針 

石川県加賀市や長野県・長野県観光機構、高知県・高知県観光コンベンション協会、東京観光財団

と連携したプロモーションを実施することで効果を最大化する。 

 

 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 
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①コンセプト ・24時間観光都市「大阪」 

・関西・西日本観光におけるハブ「大阪」 

・多様性あふれる街「大阪」 

②コンセプトの考え方 ・24時間空港を持っており、昼夜問わず観光を楽

しめる施設も多数ある。 

・関西圏には、歴史・文化に根付いた観光資源に

満ちており、大阪府はその位置やアクセスから

ハブ的役割が強い。 

・歴史的にも地理的にも多様性を受け入れる文化

があり、いい意味で混沌とした雰囲気がまちの

ブランドでもある。 

 

５. 関係者が実施する観光関連事業と戦略との整合性に関する調整･仕組み作り、 プロモーション  

 

項目 概要 

戦略の多様な関係者との

共有 

※頻度が分かるよう記入

すること。 

大阪観光局（DMO）の推進に関するトップ会議（毎年実施） 

・現在、大阪府市による「大阪都市魅力創造戦略 2025」（2021年 3月策

定）に基づいて、プロモーション等の事業を展開している。 

・理事会、評議員会には、観光関連団体の代表者が入るなど、事業展開

に当たっての意思疎通を図っている。 

・当財団の賛助会員には、文化、神社・寺院、交通、宿泊施設、旅行

業、飲食物販など、観光に関わる多様な業種が会員になっており、情報

提供、相互交流などにより、観光戦略を共有している。 

・テーマ性のある事業に関しては、各地域の団体・企業等と連携できる

ようワーキンググループを設けており、より密な連携やコンテンツ造成

ができるように仕組み化している。 

観光客に提供するサービ

スについて、維持･向上・

評価する仕組みや体制の

構築 

・関西空港での調査活動を実施することで満足度を計測している。（コ

ロナ禍により近年は中止。） 

・旅行者の SDGsへの関心が高まるにつれて、MICE・食・教育旅行を中

心とした SDGsを意識した取組みやその評価制度を確立させようとして

いる。 

観光客に対する地域一体

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 

・コールセンターや観光案内所での対応についてはクラウド上ですべて

共有されており、より満足度が高まる情報連携体制を構築している。 

・OSAKAINFOや SNSなどによる情報発信について当財団が直営でプロモ

ーションを行っていることから、常に効果等を確認しながら、必要な時

に機動的に事業を進めている。 

※各取組について、出来る限り具体的に記入すること。 

 

６. ＫＰＩ（実績・目標） 

※戦略や個別の取組を定期的に確認・改善するため、少なくとも今後３年間における明確な数値目標を

記入すること。 

※既に指標となりうる数値目標を設定している場合には、最大で過去３年間の実績も記入すること。 

（１）必須ＫＰＩ 

指標項目  
2019 

（Ｒ１） 

2020 

（Ｒ２） 

2021 

（Ｒ３） 

2022 

（Ｒ４） 

2023 

（Ｒ５） 

2024 

（Ｒ６） 
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※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

 

目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 

【検討の経緯】 

・数値目標については、感染症の状況による変動要因が大きいため、当面の間、新型コロナウイル

ス感染症発生前の水準（2019年実績）を上回ることを目標としている。 

・令和 3年 3月に策定された、2021年～2025年度を計画期間と定めた「大阪都市魅力創造戦略

2025」では、現段階では具体的な主指標は定めず、「大阪都市魅力創造戦略推進会議」において年

度ごとに評価・検証を行うとともに、計画期間中においてフェーズ 1（ウィズコロナ「緊急対策期/

反転攻勢準備期」）、フェーズ 2（ポストコロナ「反転攻勢期」）という段階に分けて定めることにな

っている。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

来阪外国人旅行者数×消費単価（大阪観光局「外国人動向調査」） 

 

●延べ宿泊者数 

観光庁「宿泊旅行統計調査」 

 

●来訪者満足度 

大阪観光局「外国人動向調査」 

 

年度 年度 年度 年度 年度 年度 

●旅行消費額 

（百万円） 

目

標 

- - - - - - 

（1,325,5

00） 

（1,435,2

00） 
(445,500) (445,500) (-) (-) 

実

績 

- - - - - - 

（1,566,5

15） 

（202,230

） 

※推計値 

（12,080

） 
（-） （-） （-） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

39,700 48,500 29,000 35,000 検討中 検討中 

（16,890

） 

（21,020

） 
(5,400) (5,500) (検討中) 

（検討

中） 

実

績 

47,428 19,717 17,859 - - - 

（17,926

） 
（3,324） （319） （-） （-） （-） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

- - - - - - 

（90） （90） （90） （90） 
（検討

中） 

（検討

中） 

実

績 

- - - - - - 

（90） 
（調査未

実施） 

（調査未

実施） 
（-） （-） （-） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

- - - - - - 

（45） （48） （48） （48） 
（検討

中） 

（検討

中） 

実

績 

- - - - - - 

（46） 
（調査未

実施） 

（調査未

実施） 
（-） （-） （-） 
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●リピーター率 

現状では目標値の設定をしていないことから、今後、目標数値の設定を検討していく。 

 

（２）その他の目標 

※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

※各指標項目の単位を記入すること。 

 

指標項目及び目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 

【検討の経緯】 

大阪を訪れるインバウンドの人数を把握するとともに、当財団で集計している外国人動向調査の消

費単価とクロスさせることで旅行消費額を算出することができる。また、大阪における国際会議開

催件数を集計することで大阪における MICE推進（MICE開催機運醸成、MICE環境整備、誘致強化）

に活用することができる。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●来阪外国人旅行者数 

JNTO訪日外客数推計×都道府県訪問率（観光庁「訪日外国人消費動向調査」） 

ただし、2020～2021年度実績値は推計値 

また、2021年の目標数値は、2019年（コロナ前）の 3割程度の回復を見込んだ数字 

 

●国際会議開催件数 

JNTO「国際会議統計」 

ただし、2021年度実績値は暫定値。 

 

●MICE外国人参加者数 

JNTO「国際会議統計」 

指標項目  

2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●来阪外国人旅

行者数 

（万人） 

目

標 
（1,225） （1,300） （350） （350） 

（検討

中） 

（検討

中） 

実

績 
（1,231） 

（159） 

※推計値 

（9） 

※推計値 
（-） （-） （-） 

●国際会議開催

件数 

（件） 

目

標 
291 340 15 15 検討中 検討中 

実

績 
316 25 15 （-） （-） （-） 

●MICE外国人参

加者数 

（件） 

目

標 

（37,000

） 

（20,000

） 

（20,000

） 

（20,000

） 

（検討

中） 

（検討

中） 

実

績 

（34,271

） 
(455) 

（未公

開） 
（-） （-） （-） 

●海外での大阪

の認知度 

（％） 

目

標 

アジア

70％ 

欧米豪

45％ 

アジア

70％ 

欧米豪

45％ 

アジア

70％ 

欧米豪

45％ 

（検討

中） 

（検討

中） 

（検討

中） 

実

績 

アジア

62％ 

欧米豪

38％ 

アジア

62％ 

欧米豪

32％ 

アジア 

63% 

欧米豪

32% 

（-） （-） （-） 
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●海外での大阪の認知度 

(株)日本政策投資銀行・（公財）日本交通公社「訪日外国人旅行者の意向調査」 

 

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し  

※少なくとも今後３年間について、計画年度毎に（１）収入、（２）支出を記入すること。 

※現に活動している法人にあっては、過去３年間の実績も記入すること。 

（１）収入 

年（年度） 総収入（円） 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

1,149,788（千円） (千円) 

【① 国からの補助金】            104,120 

【② 都道府県からの補助金】          302,843 

【③ 市町村からの補助金】          263,697 

【④ 公物管理受託】                 0 

【⑤ 収益事業】               340,053 

【⑥ 会費】                  40,350 

【⑦ 特定財源（宿泊税、入湯税、負担金等）】  566,463 

 

2020（Ｒ２）年

度 

1,456,896（千円） 

 

（千円） 

【① 国からの補助金】            53,639 

【② 都道府県からの補助金】         250,000 

【③ 市町村からの補助金】          300,753 

【④ 公物管理受託】                0 

【⑤ 収益事業】               371,856 

【⑥会費】                 34,815 

【⑦特定財源（宿泊税、入湯税、負担金等）】  34,771 

 

2021（Ｒ３）年

度 

4,832,542（千円） 

 

（千円） 

【① 国からの補助金】            85,639 

【② 都道府県からの補助金】        3,896,061 

【③ 市町村からの補助金】          630,800 

【④ 公物管理受託】                0 

【⑤ 収益事業】               102,040 

【⑥ 会費】                 34,815 

【⑦ 特定財源（宿泊税、入湯税、負担金等）】  33,771 

 

2022（Ｒ４）年

度 

844,338（円） （千円） 

【① 国からの補助金】            33,500 

【② 都道府県からの補助金】          250,000 

【③ 市町村からの補助金】          265,936 

【④ 公物管理受託】                0 

【⑤ 収益事業】                139,439 

【⑥ 会費】                  50,000 

【⑦ 特定財源（宿泊税、入湯税、負担金等）】  51,199 

 

2023（Ｒ５）年

度 

検討中 検討中 

2024（Ｒ６）年

度 

検討中 検討中 
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（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

1,208,977（千円） （千円） 

【① 一般管理費】                87,730 

【② 情報発信・プロモーション】         129,586 

【③ 受入環境整備等の着地整備】          182,771 

【④ コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】    23,878 

【⑤ マーケティング（市場調査ブランド戦略等）】 67,330 

【⑥ 観光イベントの開催費等】           12,854 

その他 周遊パス事業             234,143 

MICE 誘致               88,199 

2020（Ｒ２）

年度 

1,423,471（千円） （千円） 

【① 一般管理費】                120,844 

【② 情報発信・プロモーション】         611,304 

【③ 受入環境整備等の着地整備】        133,767 

【④ コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】    10,629 

【⑤ マーケティング（市場調査ブランド戦略等）】 119,001 

【⑥ 観光イベントの開催費等】             223 

その他 周遊パス事業             245,000 

MICE 誘致                 35,030 

 

2021（Ｒ３）

年度 

4,782,586（円） （千円） 

【① 一般管理費】                105,367 

【② 情報発信・プロモーション】       3,999,351 

【③ 受入環境整備等の着地整備】       1,117,170 

【④ コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】     9,059 

【⑤ マーケティング（市場調査ブランド戦略等）】 97,305 

【⑥ 観光イベントの開催費等】          13,620 

その他 周遊パス事業             54,570 

MICE 誘致                 24,420 

 

2022（Ｒ４）

年度 

（円） （千円） 

【② 一般管理費】                418,000 

【⑦ 情報発信・プロモーション】         34,810 

【⑧ 受入環境整備等の着地整備】        173,105 

【⑨ コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】    69,300 

【⑩ マーケティング（市場調査ブランド戦略等）】 61,917 

【⑪ 観光イベントの開催費等】             0 

その他 周遊パス事業              63,056 

MICE誘致            33,450 

2023（Ｒ

５）年度 

検討中 検討中 

2024（Ｒ

６）年度 

検討中 検討中 
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（３）自律的･継続的な活動に向けた運営資金確保の取組･方針 

・当財団は、大阪府、大阪市、経済団体の総意により設立された団体であり、事業に必要な資金、

人材については、継続して提供される見込み。 

・当財団の自主財源獲得事業として、大阪周遊パス事業及び大阪楽遊パス事業を展開しているが、

新型コロナウイルス感染症の拡大など、外部要因により周遊パス事業及び大阪楽遊パスの収支に大

きな影響が出ている。そのため、現在 afterコロナの取組みの方向性も勘案しつつ、同事業以外の

収入確保策についても検討している。 

 

８. 観光地域づくり法人形成･確立に対する関係都道府県･市町村の意見 

 

大阪府、大阪市及び堺市は、公益財団法人大阪観光局を大阪府・大阪市・堺市における地域連携Ｄ

ＭＯとして登録したいので、当該財団法人とともに申請します。 

 

９．マーケティング･マネジメント対象区域が他の地域連携ＤＭＯ（県単位以外）や地域ＤＭＯと

重複する場合の役割分担について（※重複しない場合は記載不要） 

 

広域連携ＤＭＯである関西観光本部とは、海外プロモーションにおいてエリアによる役割を分担

し、連携を取りながら実施している。 

また、大阪府泉州エリアの地域連携 DMOである、（一社）KIX泉州ツーリズムビューローとは、関西

国際空港を有する泉州地域のインバウンド獲得に向けた各種プロモーション等の事業に強みを持っ

ていることから、役割を分担しつつ連携を図っている。また、定例会議に当財団も出席し、各取組

の意見交換を実施している。 

さらに、（一社）東大阪ツーリズム振興機構及び（一社）泉佐野シティプロモーション推進協議会と

は、2019年ラグビーワールドカップ開催時の共同プロモーションや、「ものづくり」をコンテンツと

した誘客促進、後者とはＭＩＣＥ誘致の推進を中心に取組みを進めている。 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 中 博美 

担当部署名（役職） 企画・マーケティング戦略部 係員 

郵便番号 542-0081 

所在地 大阪市中央区南船場 4-4-21 TODA BUILDING心

斎橋 5階 

電話番号（直通） 06-6282-5917 

ＦＡＸ番号 06-6282-5915 

Ｅ－ｍａｉｌ plan@octb.jp 

 

１１. 関係する都道府県･市町村担当者連絡先 

都道府県･市町村名 大阪府 

担当者氏名 髙橋 稔 

担当部署名（役職） 府民文化部 都市魅力創造局 企画・観光課 

観光振興Ｇ 総括主査 

mailto:plan@octb.jp
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郵便番号 559-8555 

所在地 大阪市住之江区南港北 1-14-16 大阪府咲洲庁

舎 37階 

電話番号（直通） 06-6210-9331 

ＦＡＸ番号 06-6210-9316 

Ｅ－ｍａｉｌ TakahashiMin@mbox.pref.osaka.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 大阪市 

担当者氏名 奥本 孝司 

担当部署名（役職） 大阪市経済戦略局観光部観光課 長代理 

郵便番号 553-0005 

所在地 大阪市福島区野田 1-1-86 

大阪市中央卸売市場 本場業務管理棟 12階 

電話番号（直通） 06-6469-5151 

ＦＡＸ番号 06-6469-3896 

Ｅ－ｍａｉｌ k-okumoto@city.osaka.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 堺市 

担当者氏名 池田 晶子 

担当部署名（役職） 文化観光局観光部観光企画課 主幹兼戦略係長 

郵便番号 590-0078 

所在地 堺市堺区南瓦町 3番 1号 

電話番号（直通） 072-228-7493 

ＦＡＸ番号 072-228-7342 

Ｅ－ｍａｉｌ ikeda-a@city.sakai.lg.jp 

 

mailto:TakahashiMin@mbox.pref.osaka.lg.jp


項目
2019（R1）
年度

2020（R2）
年度

2021（R3）
年度

2022
（R4）
年度

2023
（R5）
年度

2024
（R6）
年度

旅行
消費額

(百万円)

目標
― ― ― 検討中 検討中 検討中

(1,325,500) (1,435,200) (445,500) (―) (―) (―)

実績
― ― ― ― ― ―

(1,566,500)
(202,230)
※推計値

(12,080)
※推計値

(―) (―) (―)

延べ宿泊者
数

(人)

目標
39,700,000 48,500,000 29,000,000 35,000,000 検討中 検討中

(16,890,000) (21,020,000) (5,400,000) (5,500,000) (―) (―)

実績
47,427,510 19,717,020 17,858,740 ― ― ―

(17,926,170) (3,224,750) (319,380) (  ) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標
― ― ― 検討中 検討中 検討中

(90) (90) (90) (―) (―) (―)

実績
― ― ― ― ― ―

(90) (調査未実施) (調査未実施) (―) (―) (―)

リピーター率
(％)

目標
― ― ― 検討中 検討中 検討中

(45) (48) (48) (―) (―) (―)

実績
― ― ― ― ― ―

(46) (調査未実施) (―) (―) (―) (―)

法人名：公益財団法人大阪観光局

【区域】 大阪府全域
【設立日】 2015年4月
【登録日】 2017年11月28日
【代表者】 溝畑 宏（理事長）
【マーケティング責任者（CMO）】
西山 寛
【財務責任者（CFO）】
三浦 洋之
【職員数】 52人
（常勤52人（正職員29人、出向等21人）、非常勤2人）
【連携する主な事業者】
大阪府、他都道府県、大阪府域の各市町村、
経済団体、賛助会員等

「国際観光文化都市・大阪」を目指した観光地マネジメントの推進

合意形成の仕組み

登録区分名：地域連携ＤＭＯ

※（）内は来阪外国人旅行者に関する数値

法人のこれまでの活動実績

戦略

【主なターゲット】
〇第１ターゲット層
中国・韓国・台湾・香港・タイからのインバウンド観光客
○第２ターゲット層
ベトナム・インドネシア・フィリピンのインバウンド観光客

実施体制

観光関連事業者と戦略との整合性に
関する調整・仕組み作り、プロモーション

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

マーケティング・マネジメントする区域

ＫＰＩ（実績･目標）

記入日： 令和 4年10月 25日

【該当する登録要件】 地域連携DMO（75）
【概要】
大阪府、大阪市、在阪経済団体（関西経済連合会、大阪商
工会議所、関西経済同友会）の合意に基づいて設立（2020

年度より堺市が参画）されており、当財団が観光事業を進め
ることについて、すでに府内の関係者の合意が確立している。
また、事業推進に当たっての合意が図られるようにするため、
評議員・理事には主だった観光関係者が入っている。

【情報発信・プロモーション】
・公式ウェブサイトOSAKA-INFOによる多言語観光案内お
よび様々なSNSを活用した情報発信を実施。また、デジタ
ルマーケティングの展開に伴い、魅力的なコンテンツの発
信、データの収集、データ分析による戦略的な情報発信・プ
ロモーションを実施。

【着地型商品の造成・流通・販売】
・富裕層向けコンテンツ開発、大阪ナイトアウト（夜間の観光
消費拡大を図る取組み）、Deep Experience Osaka（予約
サイト）、新しい教育旅行や食プログラム等を元に府内およ
び関西の観光事業者と連携し、来阪観光客へ販売できる仕
組みを構築。

【受入環境の整備】
・Osaka-Free Wi-Fiの充実、大阪、難波、新大阪における
観光案内所の運営、大阪コールセンターの設置、大阪・梅
田駅周辺のサイン表示改善、ガイドツールの電子化などを
実施。

【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
・第１のターゲット層に対しては、既に大阪のブランド力が
構築されているためテンションマーケティング（訪問回数増、
満足度増を目指す方針）を実施予定。各国の最も効果的
な方法でプロモーション等を行って、インバウンドの増加に
つなげていく。
・ビザの取得が必要な市場（第２のターゲット層）に対して
は、旅行博への参加や現地旅行会社JNTOとの連携等で
団体旅行・教育旅行等を促す。
・また、全体的な方針として、観光案内所での新規サービ
スの提供や、外国人観光客が移動しやすい交通アクセス
の整備、多言語表示の充実といった課題を関係者と共有し
て、観光客の受け入れ環境を整備する。

広域連携ＤＭＯである関西観光本部とは、海外プロモーションにおいてエリアによる
役割を分担し、連携を取りながら実施している。
また、大阪府泉州エリアの地域連携DMOである、（一社）KIX泉州ツーリズムビュー

ローとは、関西国際空港を有する泉州地域のインバウンド獲得に向けた各種プロ
モーション等の事業に強みを持っていることから、役割を分担しつつ連携を図ってい
る。また、定例会議に当財団も出席し、各取組の意見交換を実施している。

さらに、（一社）東大阪ツーリズム振興機構及び（一社）泉佐野シティプロモーション
推進協議会とは、2019年ラグビーワールドカップ開催時の共同プロモーションや、

「ものづくり」をコンテンツとした誘客促進、後者とはＭＩＣＥ誘致の推進を中心に取組
みを進めている。

【主な収入】 賛助会員、オフィシャルパートナー制度、食事券発行事業委
託（農林水産省）他 約4,832百万円（※令和4年3月期決算）
【総支出】 4,783百万円（事業費4,357百万円、一般管理費426百万円、
※令和4年3月期決算）
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
大阪楽遊パス（Eチケット）や更なる賛助会員、オフィシャルパートナーの
増加を図る。また、新たに市町村を対象としたコンサルティングを実施。


