
     

 

 

 

【地域連携ＤＭＯ】 



地域連携ＤＭＯ
（一社）ふらの観光協会

マネジメント区域：北海道美瑛町、上富良野町、中富良野町、
富良野市、南富良野町、占冠村

設立の経緯

マネジメント体制

設立の経緯

「富良野・美瑛」のブランディングを目指して、 DMOの母体となる「富
良野美瑛広域観光推進協議会」が平成６年に発足。６市町村の行政と各観光
協会を中心に交通・食関連事業者など27団体で構成し、お客様に快適に周
遊・滞在していただくためのパートナーシップ関係を構築している。
平成25年度には「富良野・美瑛観光圏」が観光圏整備実施計画の認定を受

け、地域が一体となってブランディングの強化に取り組んでいる。

▶ブランドコンセプト

▶実施体制図
ふらの観光協会を中心に富良野市、商工会
議所、まちづくり会社のメンバーで構成す
る「戦略会議」を月１回開催し、合意形成
の場とする。

戦略会議で合意された内容は、ふらの観光
協会の会員内で構成される①宿泊②体験③
飲食④交通の４グループに共有され、各グ
ループにおいて課題解決に取り組む。

✔地域住民との関わり

○滞在する観光客は一市民という発想の元、
観光人材育成事業として、地域における
観光を考える「ふらの観光アカデミー」
を年２回開催。

○地域づくりの核となる農業・環境の保
護について、「農業・環境会議」を開催
することで持続的な地域づくりとその情
報発信のあり方などについての合意形
成・学びの場とし、向かうベクトルを合
わせている。 色鮮やかな花々や山々の美しい自然に

暮らす人々の知恵と文化の結晶である
彩り豊かな農業が織りなす雄大な田園
風景
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具体的な取組

▶独自の景観を活用する取組

・都会では味わえない開放感、旬の食材、風の匂いなど
五感を解放する癒しの時間・空間の拠点とするため、
また異業種（特に農業）と住民との交流の場とするた
め、眺望の素晴らしい場所をピックアップしベンチを
設置する計画「田園テラス」を各交流地区に整備。

田園テラス：トマム雲海

効果的なデータの収集・分析と一元的な情報発信Topics

「旅前」「旅中」「旅後」それぞれのフェーズで個々の施策を進めながら、
全体としてマーケティングデータを収集・分析し事業化につなげている。

✔旅前：富良野・美瑛のポータルサイトを「ふらの観光協会」に一元化

✔旅中： JRふらの駅横に「富良野美瑛広域インフォメーション」を設置
⇒英語・中国・韓国のネイティブスタッフを配置しインバウンド対応もワン
ストップで行っている。

✔旅後： SNSを活用し「ポジティブ意見」「ネガティブ意見」を中心に分析し、PDCA
サイクルを構築

・特に外国人旅行者が畑に入り込んで写真を撮る
など、地域住民とのトラブルが起こっているた
め、観光マナーを啓蒙するチラシを作成・配布
するほか、レンタカーで当地を訪れ、周遊する
外国人旅行者も増えてきたことから、他言語で
交通安全を啓蒙するチラシも作成・配布。

▶外国人旅行者に対する観光マナー・交通安全啓蒙の取組

⇒宿泊や体験プログラムの予約から決済まで、一括
管理・販売ができるシステムを導入し、ワンス
トップ窓口を構築。SNSの運用にあたっては、外国
人の専門スタッフを配置し多言語（英語・中国・
ハングル）での情報発信を実施している。
また、WEBサイトのアクセス解析を行い、閲覧され
ている端末や国別、市町村別のユーザー数を把握・
分析することで、マーケティングに活用。
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お問い合わせ先

（一社）ふらの観光協会 TEL:0167-23-3388
URL:http://www.furanotourism.com/jp/

▶来訪客の回遊と滞在の長期化を図る二次交通の仕組みの整備

・冬期の「イブニングシャトルバス」
冬期の外国人スキー客の街中への回遊や駅前での

食事（泊食分離）を促すため、夕方から夜にかけて
スキーリゾートと富良野駅を結ぶ「イブニング
シャトルバス」を運行。
また、バスの運行に併せて、地元民と交流する

国際交流イベントの実施、着地型ツアーの販売、
多言語の情報冊子の作成等、外国人旅行者向けの
事業を集中して実施。

・サイクリング環境の整備
新たな二次交通エンターテイメント化と称し、道路

そのものに案内表示をペイントして主要スポットを
サイクリングで巡るルートを案内。また、ガイドの
育成やレンタサイクルの整備等にも取り組み、初め
ての観光客でも安心・安全にサイクリングを楽しめ
る環境整備に努めている。

▶「スキーホスト」の育成

・地元の外国語の出来るボランティアガイドを対象
に、地域の観光情報、自然に係る基礎知識や、
高い接客技術を習得させることで、従来のガイド
から脱皮したコンシェルジュ的人材（スキー
ホスト）として育成。外国人旅行者の満足度向上
による、リピーター化や滞在の長期化を図っている。

・夏場のガイド付き循環バス
夏期に運行する観光周遊バス「田園くるる号」に

おいて、ガイドを同乗させることにより、地域の
自然や観光情報など観光客が必要とする情報を網
羅的に提供（※英語、中国語での案内も実施）。
また、各種体験プログラムの参加を誘導すること
により、滞在の長期化につなげている。
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地域連携ＤＭＯ
（一社）秋田犬ツーリズム

マネジメント区域：秋田県大館市、北秋田市、
小坂町、上小阿仁村

設立の経緯

観光は、すべての産業に影響を及ぼす産業であり、また、1自治体のみの取
り組みでは旅行者のニーズに答えることができないという前提の下、広域連
携により、それぞれの自治体の強みを生かしながら取り組むことが重要との
結論に至った。

あわせて、観光消費額を高め、その恩恵が地域の事業者に広く行き渡るよ
うな仕組みづくりをすることが、人口減少が続いている大館エリアの現状打
破のために必要と考え、既存の観光協会とは別組織として平成28年４月にＤ
ＭＯ：（一社）秋田犬ツーリズムを設立。

▶実施体制図

マネジメント体制

▶マネジメントエリア

✔ミッション
・住む人口は減っても、来る人口を増やす。

・地域の価値向上による観光の産業化。

・広域連携の強みを生かす。

・稼ぐ仕組みづくり。

秋田県北部を東西に流れる米代川流域
に沿い、経済・文化圏が同じ４市町村
をマネジメントエリアとして設定。

・連携を考えている函館、仙台に定期便を有すること、リピーター率が高いこと等の理由
から、メインターゲットを台湾に設定。

✔ターゲット
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地域のキーマン

▶阿部 拓巳氏
大館市職員。平成28年4月に秋田犬ツーリズムを設立し、

そのまま専務理事に就任した。
エリアブランディングによる地域の価値創造と価値向上を

進め、地域の稼ぐ力を引き出すとともに、「秋田犬」という
強力なコンテンツを活用したWEBマーケティングにより、
地域への人の流れを作り出す取り組みを進めている。

「秋田犬」を核とした全国的にも珍しい取組Topics

阿部専務
写真

○検索数では富士山のほぼ2倍との結果が出ており、秋田犬は観光コンテンツとして非常
に有効だという結論の下、秋田犬をフックとして、エリア内にある温泉や食、体験など
のコンテンツを積極的に発信し、滞在促進を目指すエリアブランドとしての確立を目指
している。

○秋田犬は世界的には「Akita」という言葉で検索され、
2010 年ころから世界での秋田犬に関する検索数が
増加している。これはリチャードギアの「HACHI 
約束の犬」や、プーチン大統領に寄贈された「ゆめ」
の影響が大きいと考えられている。

・2010年頃から、世界での秋田犬に関する検索は増加傾向。
・外国人観光客から関心の高い「富士山」をも上回る検索数に。

２００９年２０１２年

○しかしながら現状では課題もあり、秋田犬
を求めて来訪する観光客に対し、秋田犬と
触れ合えるエリアの整備が遅れている。ま
た、秋田犬は動物であるため、観光客を噛
んだりといったリスクが少なからずあり、
秋田犬のトレーニングについても、エリア
の整備と並行して行っていく必要がある。

○また、平成29年8月には、大館駅前に、秋田犬と
触れ合うことができる「秋田犬ふれあい処」が
オープン。加えて、同じく大館駅前に、交流施設
「ハチ公の駅（仮称）」の建設を決定。完成予定
は平成31年４月。忠犬ハチ公が飼い主を
待ち続けた当時の渋谷駅をイメージし、
屋内には秋田犬との触れ合いコーナーや
ハチ公関連の資料を展示するミュージアム
等を整備。屋外には、ドッグラン的な機能
を持った芝生広場や犬用水飲み場を設置
することとしており、秋田犬を核とした
取り組みは着実に進行している。

○現在、課題に対する対応として、秋田犬と
触れ合えるエリアの拡充を進めている。
大館能代空港では、ハチ公にちなんで、８
のつく日に秋田犬による空港でのお出迎え
イベントを開催している。

延べ宿泊者数の推移
平成26年 平成29年 伸び率
329千人泊 365千人泊 10.9％

外国人延べ宿泊者数の推移
平成26年 平成29年 伸び率
4,267人泊 9,344人泊 119.0％
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具体的な取組

▶訪日外国人観光客の滞在促進を目指すエリアブランド確立を目指し、
１．認知度向上のための取組
２．マーケティングによる情報収集とその活用
３．受入体制整備の取組

の３つの取組を事業の中核としている。

１．認知度向上のための取組
・「秋田犬」と大館エリア内のコンテンツを繋ぐツール

として、MOFUMOFU動画を制作し、WEBで発信。
アクセス数は125万アクセス以上。最も多いのが台湾
からのアクセスで、約92万アクセスと全体の７割を
超えている。

・また、独立したウェブサイトを開設し、海外向けの
動画や、ブログによる情報発信を行っている。

３．受入態勢整備の取組
満足度の向上を目指し、受入態勢整備に積極的に取り組んでいる。

２．マーケティングによる情報収集とその活用
・Googleトレンドやツイッターのワード検索等によるデジタル

マーケティングを実施。30年度は「秋田犬」に対するペルソナ
像を確立したWEBマーケティングを積極的に進める。

・また、宿泊施設の協力の下、満足度調査を実施。調査項目は
ＤＭＯの必須ＫＰＩのほか、コンテンツ別の満足度や、居住
地域やリピーター率、訪問手段、訪問目的、入出経路など、
多岐にわたる詳細なデータを取得し、観光戦略に反映している。

○おもてなし力向上プログラム
・訪日観光客の動向や対応の基礎、必ずし

も語学が堪能でなくてもできる「おもて
なしの心」の表し方や実践スキルを学ぶ。

○旅行商品づくりワークショップ
・定番の観光以外の楽しみ方、新たなアク

ティビティなどを地域住民と一緒に掘り
起こし、旅行プランを作り上げる。

○地域版指さし会話帳作成ワークショップ
・外国語ができなくても訪日外国人の接客

や案内ができるツール。
・声かけや接客の際に必要な会話、言葉等

をカバーする。

○地域の食材を使った料理セミナー
・地域を訪れたお客様に提供できるような地元

食材を使った料理のレシピを飲食店に紹介し、
各店のメニュー作りにつなげることやお客様
のおもてなし意識の向上を図る。
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具体的な取組

お問い合わせ先

（一社）秋田犬ツーリズム TEL:070-2020-3085
URL:http://letsmofumofuakita.jp/

・地域で生産が拡大している枝豆の販売拡大に向けて、朝採れ枝豆
の加工品を主軸に据えた新ブランド「ハッピーナチュラルファー
ム」を立ち上げ、Healthy&Veganをテーマにした商品を開発。

課題

近隣にはブランド枝豆
・山形：だだちゃ豆
・新潟：黒崎茶豆 など

秋田は首都圏から遠く、
鮮度や物流コストの面で
不利。

生の枝豆では勝機は薄い

品質低下を最小限にした
「朝採れ枝豆」の素材を活かし、
加工商品の商品力で勝負

・単独自治体では旅行者、特に外国人観光客の受入れは困難であると考えており、行政
が進める「３Ｄ連携」とリンクすることにより、外国人観光客、さらには国内旅行客
を対象にした東北周遊ルートの重要な拠点としてこのエリアを位置づけることを目指す。

※３Ｄ連携：函館市・大館市・仙北市角館の３市の「館」の頭文字である「Ｄ」を取って
命名。函館空港および仙台国際空港から入国するインバウンドの誘客を広域で進め、周遊
観光を促すことを目的としている。上記３市のほか、小坂町もこの取組に参加している。

▶３Ｄ連携（※）とリンクした取組

▶枝豆販売拡大に向けた取組
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地域ＤＭＯ
おもてなし山形(株)

マネジメント区域：山形県山形市・上山市・天童市

設立の経緯

マネジメント体制
▶マネジメントエリア

設立のきっかけは旧観光圏の取組み。平成22年度から平成26年度まで観光
圏整備事業に取組み、ランドオペレーターの法人化を目指したが、当時は大手
と組んだイベントやプロモーションが主流で儲けるという発想がなかったため、
首長、経営者層に必要性が理解されず、設立に至らなかった。
昨年は地方創生先行型交付金を活用し、12月に「山形・上山・天童三市連携

観光地域づくり推進協議会」を設立。平成29年3月までに民間主体による「お
もてなし山形㈱」を設立し、協議会とDMCの連携による、「山形版DMO」を
目指すこととなった。

▶青木 哲志氏
「地域が稼ぐ」ことを最重要と考え、物産販売やFITを

ターゲットとした旅行商品の開発等、様々な取組を行ってき
た。
旅行商品や体験プログラムの造成にしても、適切な手数料

や企画料の設定により、地域にお金が残る（＝利益を出す）
ことが最重要と考え、将来的には地域で直販し、旅行会社へ
の手数料まで地域で確保することを目標としている。

地域のキーマン

本エリアにある全国有数の３つの温泉地
（蔵王温泉・かみのやま温泉・天童温泉）
の宿泊者受入数は県内宿泊者数の５０％以
上を占め、地理的にも東京や仙台市から訪
れる観光客のゲートウェイとなっている。
また、近隣には山形空港、庄内空港と２

つの空港があるため、インバウンドや国内
観光客の誘客に有利であるとの考え方から、
３市連携に至った。
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行政・民間の連携と組織分離による機動的な実施体制Topics

行政が中心となり、主に観光戦略の立案や関係団体の調整を担当する「山形・上山・天童三
市連携観光地域づくり推進協議会」と、民間が中心となり、主にマーケティングや観光インフ
ラ運営、収益事業の企画・実施等を担当する「おもてなし山形(株)」の２団体が相互に連携す
ることで「山形版DMO」としている。このマネージャーである三市協議会と、プレイヤーであ
るおもてなし山形を組織として分離したことにより、機動的な組織運営が可能となっている。

○三市協議会
・自治体が中心となり戦略策定やマネジ
メントを行い、地域の方向性を決定する。

○DMC
・民間事業者が中心となり、地域商社部門
と旅行業部門に別れ、営業中心の活動を
実施する。

お問い合わせ先

山形市商工観光部観光戦略課 DMO推進グループ TEL:023－641－1212 内425
Mail:dmo@city.yamagata-yamagata.lg.jp

具体的な取組

▶収益性の確保に向けた取組
おもてなし山形(株)がプレイヤーとなり、収益性の確保のため様々な取組を実施。

１．観光商社事業
高付加価値旅行商材が受け入れられる販

路に適応した高利益型旅行商材の開発及び
販売を実施。

２．物産商社事業
新たな「やまがたブランド認定商材」の

発掘・育成と販路確保を通じ、認定収益や
販売益を確保する。

３．電力事業（PPS）
公益施設及びDMO事業組合加盟店を対象

とした電力小売り事業の開始。

４．金融事業
経営改善や宿泊かリノベーション等により、

収益性増加またはコスト削減が見込まれる施
設等へのPFI・PPP方式での指定管理受託。ま
た、域内振興ファンドの組成も検討する。

○公益事業

○収益事業

三市協議会で計画する観光入込数増・受益事業者数増を求める公益性の高い施策を受託事
業として推進。
・受益者最大化を想定した着地型観光商材の開発及び販売
・各観光団体に散在するマーケティング機能の一元化による効率化
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地域連携ＤＭＯ
（一社）秩父地域おもてなし観光公社

マネジメント区域：埼玉県秩父市、横瀬町、皆野町、
長瀞町、小鹿野町

設立の経緯

マネジメント区域である埼玉県の１市４町は、ちちぶ定住自立圏を構成しているが、
１市４町の観光分野を促進する組織として平成24年４月に秩父地域おもてなし観光公社
（以下、公社）が「顧客視点に立ち、地域の魅力を再結集して、地域の稼ぐ力を引き出
し、地域経済の活性化に寄与すること」を目的に新たに設立された。（平成26年2月に一
般社団法人登記）
１市４町はそれぞれ独自の観光協会が以前から活動していたが、各観光協会は地域の

お祭りの開催などの年中行事で手一杯ということもあり、公社は「滞在型観光の促進」
「外国人観光客の増加」「地域ブランドの確立と特産品の販売促進」といった既存の団
体が取り組んでいなかった事業に注力している。

✔ミッション
・定住自立圏構想をきっかけとした地域内の観光連携と組織形成
・「インバウンドコア会議」の開催による地域のプレーヤー間の関係性構築
・農泊を利用した教育旅行の誘致、着型旅行商品の販売による自主財源確保
・観光協会などとの適切な役割分担による事業実施
・ジオパーク秩父の推進
・地域の特産物を活かした地域商社事業の実施

▶組織図

マネジメント体制

公社の理事は1市4町首長、観光協会長、商工会議所会頭・商工会会長、鉄道会社で構成され、
事務局は専門人材と1市4町からの出向職員で組織している。
観光団体や地域商社など、多様な関係者が参画して事業を実施している。
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地域のキーマン

▶井上 正幸 氏
・秩父市観光課から派遣されている井上氏は、秩父市
勤務時には観光行政に長く従事し、観光協会への出
向、道の駅の立上げや定住自立権協定策定を担当し、
公社の法人設立に尽力した。
・地域内関係者間の合意形成を図る上で欠かせない人
材であり、平成27年度には「ふるさとプロデュー
サー」に認定され、研修生の受け入れや秩父地域１
市４町の観光振興に取り組んでいる。

「インバウンドコア会議」の開催による地域のプレーヤー間の関係性の構築Topics

・地域内の方向性を検討するため、住民や地域内外の事業者が自由に参加でき、
出入り・発言自由なインバウンドコア会議を開催し、埼玉県や秩父地域の外国
人誘客に力を入れている西武鉄道㈱と連携を密にしながら、意見の集約を図る
とともに地域のプレーヤー 間の関係性を構築。会議で議論されたことについ
ては公社の事業方針に反映している。
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具体的な取組

お問い合わせ先

（一社）秩父おもてなし観光公社
TEL:0494-26-6260
URL: https://www.chichibu-omotenashi.com/

▶ 農泊を利用した教育旅行の誘致、着地型旅行商品の販売による自主財源の確保

・農泊を利用した教育旅行の受入は、受入先となる家庭を公社が開拓。
現在では約200軒が受入可能となっており、国内と海外を合わせ
て平成29年度は約1,592名を受け入れた。（平成30年度は約
1,700名の受入予定）

・着地型旅行業については、平成27年に地域限定旅行業を取得し、
Facebook等を活用してプロモーション。6年間毎日公社の職員が
投稿して、10,000以上の「いいね！」を獲得し、多くの反響を得
ている。

▶観光協会等との適切な役割分担による事業実施

・地域のお祭りなどの必要なイベントは観光協会が実施し、公社は「滞在
型観光の促進」「外国人観光客の増加」「地域ブランドの確立と特産品
の販売促進」 といった今まで手つかずであった分野に観光協会などと連
携しながら実施している。

・地域の事業者と適切な役割分担を行うことで、公社のマンパワー不足を
補うとともに地域一体となった事業実施体制となっている。

・レンタサイクル事業では、貸し出し窓口業務を各観光協会に委託し、
マーケティングに必要な来訪者へのアンケート調査を各観光協会との連
携のもとに実施。

▶ＤＭＯネットを活用したマーケティング

・公社では上記のマーケティングに加え、観光庁のモデル事業としてＤＭＯネットを活用し
マーケティングを実施している。ＤＭＯ内で公開している多言語にも対応した標準調査票
を使用するようにしたことで、データ収集に係るコストを抑えている。さらに分析に関す
る制度の向上が見られ、戦略策定に積極的に活用している。

広域レンタサイクル運営
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9000
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10000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

秩父地域全体（1市4町）の観光入込客数単位：人
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地域連携ＤＭＯ
（一社）雪国観光圏

マネジメント区域：新潟県湯沢町、南魚沼市、魚沼市、十日町市、津南町
長野県栄村
群馬県みなかみ町

設立の経緯

雪国観光圏は、東京や京都といった知名度の高い地域ではなく、日本でもマ
イナーな地域に来訪する外国人旅行者を取り逃したくないという思いから、文
化的に交流の深い地域が連携して、観光地域づくりに取り組むようになった。
設立にあたっては、2015年の北陸新幹線の開業により、当エリアが新幹線の
通過駅となり観光客が減少するのではという危機感から、誘客推進組織設立の
動きが高まったという経緯にある。
地域には、市町村や観光協会などがメンバーとなって、社会資本の整備や中

長期計画の策定、人材育成などを担当する雪国観光圏推進協議会と、民間主導
のプロモーションや品質認証などを担当するプラットフォームとして（一社）
雪国観光圏を設立し、「豪雪地帯」であることを活かした「雪国文化」のブラ
ンディングを目指し、明確な役割分担の下で事業を執行している。

✔ブランドコンセプト

▶組織図

マネジメント体制

新潟県（湯沢町、南魚沼市、魚沼
市、十日町市、津南町）、群馬県
（みなかみ町）、長野県（栄村）
で構成。雪国観光圏は「豪雪」と
いう言葉の発祥の地であり、積雪
量は３～4メートルを超える世界一
の豪雪地帯である。

▶マネジメントエリア

真白き世界に隠された知恵に出会う
”hidden knowledge in the white world”

8000年前から雪と共に寄り添い暮らしてきた雪国の地。
そこは知恵の宝庫であり、日本人が忘れかけた真の豊かさ
が残っている。豪雪地帯がゆえに育まれてきた雪国文化を
体感できる地域づくりを目指す。
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地域のキーマン

▶井口 智裕 氏
・東ワシントン大学経営学部マーケティング学科を卒業後、
旅館の４代目として2005年に(株)いせん代表取締役に就任。

・2008年4月に雪国観光圏をプランナーとして立ち上げ、運営
に尽力。2013年4月には、（一社）雪国観光圏を設立し代表
理事に就任。観光品質基準、人材教育、旅行商品開発、CSR
事業など、組織の中核となって広域的な観光圏事業を推進し
ている。

・合同会社雪国食文化研究所の代表者社員も務め、雪国の伝統
的な食文化の保存や継承、観光客への発信を行っている。

サクラクオリティ（宿泊施設の品質認証）Topics

外国人を誘客するにあたり、最低限の受入
環境の整備が必要という問題意識から、地域
独自の宿泊施設の品質認証に取り組む。平成
29年度から全国の観光圏で導入。

外国人受入にかかる課題

○旅館に対する理解が薄い外国人に対する
宿泊施設に関する情報提供が不十分。

○宿泊施設の品質向上に関する取組が不十分。

宿泊施設の品質認証導入によるメリット

○宿泊施設の正確な情報発信を行うことで旅
行者の期待値とのGAPが埋まり、満足度が
向上。

○評価基準を公開することで旅館の経営努力
による品質向上が期待できる。

具体的には、雪国観光圏から委託を受けた一般社団法人日本観光品質認証協会が「日本
旅館」、「ホテル」、「民宿・ペンション」とカテゴリー毎に整理された約200～300項
目に上る品質基準によって、宿泊施設を評価。評価結果によって、海外からの利用者に対
して、各種施設が対応できるサービスレベルにあわせて１つ星から５つ星のグレード別に
品質表示を行っている。雪国観光圏では既に50の宿泊施設が認証を取得し、1000名を超
える旅行者に情報提供を行なってきた。
評価結果は、世界中の旅行者に、質の高い日本のサービスに関する情報提供を行い、安

心で快適な旅行を楽しんでいただくための仕組みとなると同時に、旅行者は、日本国内の
宿泊先を選択するうえで、参考となる品質ランク等の情報を受け取ることが可能。また、
評価を受ける宿泊施設にとっても、フィードバックされた評価結果に基づき、施設やサー
ビスの品質向上のベンチマークとすることができる。

ロゴマーク 品質認証プレート
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具体的な取組

お問い合わせ先

（一社）雪国観光圏 TEL:025－785－5222
URL: http://snow-country.jp/

雪国Ａ級グルメ（食の品質認証）

▶地域住民と事業者への意識啓発

○「雪国A級グルメ」と組み合わせたツアーを造成
・「雪国ガストロノミー」というコンセプトのもと、
“採って作って食べる”という自然体験プログラムや
生産者と直接ふれあったり、買い付けができるツアー、
農業体験と「雪国A級グルメ食材」のBBQを組み合わ
せたツアー等を造成。

○「雪国食文化研究所」を設立
生産者、宿泊施設、飲食施設等と連携し、「飲食店」、
「一次加工食品卸」、「体験学習」を柱に雪国の食文化
を発信・提供する。

雪国観光圏が構築してきた「雪国文化」の価値を地域住民と事業者が
共有し、それぞれの役割を果たすことでブランド価値の発展を図るとい
う考え方から、地域住民と事業者向けにシンポジウムや勉強会を通じて、
意識啓発を実施。

ユキグニの食文化を学ぶ、“採って作って食べる”
体験プログラム

・第３者機関により、地域の食を、産地情報の公開、できるだけ科学
調味料を使わない、雪国の伝統的な調理法による調理等の観点から
評価し、１つ星から３つ星を付して、「雪国Ａ級グルメ」として
認証し、地域ならではの「食」を提供。認証の基準については、
行政や雪国観光圏などが協働して策定している。

・星の数は味の優劣を表すものではなく、農産物や調味料まで含め
て地元産品の使用割合、農業生産者と一体化した取り組み（たと
えば契約栽培を推進して農家の収入を安定させるなど）、そして
最終的な味によって評価をして、認定している。

・雪国の食に高い関心をもった顧客に対して、品質保証された食を
提供することができ、また地域で生産される農産物の地元での販
路拡大と付加価値向上にもつながっている。
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地域連携ＤＭＯ
（公社）とやま観光推進機構

マネジメント区域：富山県

設立の経緯

平成27 年３月の北陸新幹線の開業により、富山県内の宿泊者数は開業
前より大幅に増加。平成29年の延べ宿泊者数は前年比＋６．５％と、開
業から約３年が経過しても順調に増加している。

一方で、冬場の宿泊が他の季節に比べて少ないことや、旅行者の県内
での消費額及び滞在時間が全国平均と比較して少ないといった課題を抱
えている。また、金沢や高山といった人気観光地と近接しており、観光
客がそれらに流れがちな状況下で、いかに観光客を富山に呼び込み、留
まってもらうかという課題に向けて様々な取組を推進している。

▶組織図

マネジメント体制

▶マネジメントエリア
（公社）とやま観光推進機構を中心に、行政・
観光事業者のみならず、農林水産業・製造業等
他産業関係者も含め、多様な事業者がＤＭＯの
取り組みに積極的に参画してもらえるよう働き
かけ、官民一体となって取り組む。
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お問い合わせ先

▶ICTを活用したデータ収集・分析（富山県立大学との連携）

・平成２８年度より、県内宿泊施設と連携して、宿泊者
に対するＷＥＢアンケートを実施し、旅行者の属性
（居住地・性別・年齢・旅行形態・人数・手段等）、
訪問観光地、旅行消費額等のデータを収集（H30年2
月末 3,245サンプル）。なお、十分なサンプル数を得
るため、アンケート回答者から毎月抽選で特産品が当
たるキャンペーンを実施。

・また、観光アプリ「Discover TOYAMA」を構築し、運用（H30年2月末 7,356ダウン
ロード）。上記アンケートで収集したデータをもとに、属性に応じたオススメスポット
を推薦。富士通（株）が開発した時間や場所、属性に応じた最適な情報を提供する最新
の技術を導入。

お問い合わせ先
ｃ

（公社）とやま観光推進機構 TEL:０７６－４４１－７７２２
URL: http://www.info-toyama.com/

具体的な取組

講義の様子 ガイド実技試験
修了生が実際に企画した
ツアーのパンフレット

Discover TOYAMA
チラシ

ＷＥＢアンケート
チラシ

Topics とやま観光未来塾による観光人材の育成

・北陸新幹線開業という絶好機でありながら、多くの観光客を受け入れる体制や、人材
が不足しているという課題認識のもと、平成２３年６月に「とやま観光未来創造
塾」を開設。

・活躍の場に合わせて「観光地域づくり入門コース」「観光ガイドコース」、「観光魅
力アップコース」「グローバルコース」「観光地域づくりマネジメントコース」の
５コースを設置。講義や先進地視察、ワークショップなどを通じて今後の取組や解
決策を考える。

・教授・講師には、観光カリスマである山田桂一郎氏をはじめ、全国から一流の陣容を
揃えている。

・これまでに、479名の修了生を輩出し、修了生はツアーの企画・販売をしたり、古民
家を活用した宿を開業するなど各地で活躍している。

TEL:０７６－４４４－３５００

富山県 観光・交通・地域振興局 観光振興室
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地域連携ＤＭＯ
（一社）八ヶ岳ツーリズムマネージメント

マネジメント区域：山梨県北杜市、
長野県富士見町・原村

設立の経緯

平成21年度に無認可団体であった「八ヶ岳南麓やとわれ支配人会」では、今後
の観光は面としての広域事業が重要課題であり、行政との連携が不可欠と位置付
け、法人格取得の準備を進めていたところ、八ヶ岳観光圏整備推進協議会より観
光圏整備事業への参画を打診され、事業目的が一致したことから、平成22年４月
に観光圏認定に併せ一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメントを設立。
プラットフォームは「地域の観光マネジメント」をクレドとし、１）地域の合

意形成、２）迅速な意思決定、３）ビジネスとして事業の推進、の目標を実現す
るために、地域の代表的な企業・公益財団、NPO、観光協会等の企業社員やその
法人に所属する会長若しくは支配人クラスの個人社員で組織した。
八ヶ岳観光圏は、設立以降、観光圏整備法に基づき、山梨県北杜市と長野県富

士見町・原村の１市１町１村の３市町村で「地域資源の意識啓発や情報共有、さ
らには合意形成のもと実現する誇れる地域づくり」を推進すべく、自治体の枠を
超え観光圏を形成し、強固な官民連携の下、誇れる観光地域づくりに取り組んで
いる。

✔ブランドコンセプト

▶組織図

マネジメント体制

山梨県北杜市、長野県富士見町、原村
の1市1町1村で構成される観光圏。日
本の中央にそびえる三つのアルプスと
八ヶ岳が創る明るいブルーに彩られ
た”1,000mの天空リゾート八ヶ岳”を
コンセプトとする。

▶マネジメントエリア

マネジメント体制

「１０００ｍの天空リゾート八ヶ岳 ～澄みきった自分に還る場所～」
・山岳リゾートと高原リゾートの２面を併せ持つ“標高差1,000ｍの立体空間”
・約5,000年前の縄文時代から続く”胎内圧に近い環境であるが故の安住の地”
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地域のキーマン

▶小林 昭治氏
・（株）清里丘の公園の代表取締役社長を務めながら、
八ヶ岳ＤＭＯの代表として、官民連携の中心役を務める。
観光庁の認定する観光地域づくりマネージャーであり、
観光圏設立当初から地域の合意形成に軸足を置いた
「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりを実践
している。

官民一体となった事業執行体制の構築

八ヶ岳ＤＭＯにおいては、人事異動が２～３年毎にある行政が主導的な役割を果たすのでは
なく、異動等がないＤＭＯが実施主体となることで、継続的な取組が可能となっている。また、
ＤＭＯのみで突出して観光地域づくりに取り組むのではなく、観光協会等の団体や地域の事業
者、行政等と連携し、適切な役割分担を行うことで、官民一体となった事業を展開している。

Topics

○官民一体となった事業執行体制の整備
地域の中核人材である観光地域づくりマネージャーが責任者となり、行政担当者やDMO理

事により構成される部会毎に、官民一体となった責任を持った事業執行を行うとともに、地域
ときめ細やかなコミュニケーションをとり、地域を巻き込んだ活動を実施している。

○ブランド戦略会議の開催
八ヶ岳ＤＭＯにおいては、関係する事

業者や行政等との情報共有や合意形成、
意見交換を図るブランド戦略会議を毎月
開催している。
そのほか、各事業のＫＰＩ達成に向け

た進捗状況の確認を行うという目的もあ
り、ＰＤＣＡサイクルの確立にも資する
ものとなっている。
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具体的な取組

・「１０００ｍの天空リゾート八ヶ岳」の
コンセプトに沿った地域一体となった
地域づくりを行うため、地域内の店舗
（コンビニ・飲食店等）や施設（温泉・
図書館等）に標高が記載されたサインを
掲示し、地域一帯となった観光地域とし
ての連帯感を強めている。

・また、小学校での八ヶ岳の魅力を伝える
授業や、地域の魅力をまとめた「八ヶ岳
おもてなしBOOK」を、校長会を通じ
観光圏内の小学校４～６年生へ配布する
ことで、地域へのインナープロモーション
を実施。住民が一体感を持った上で地域に
誇りが持てる環境づくりに努めている。

お問い合わせ先

（一社）八ヶ岳ツーリズムマネジメント TEL:0551－48－3457
URL: https://yatsugatake-ga.com

▶地域住民への意識啓発

▶八ヶ岳DMSの構築

▶地域の魅力を活かしたアクティビティの提供

・地域一帯となった観光地域づくり
の一層の推進のため、地域の情報
共有や情報発信を一元的に管理す
る「八ヶ岳版ＤＭＳ」を導入。

・一元化した地域の情報を事業者や
顧客に発信することで、事業者は
自己の立ち位置を客観的に把握し、
顧客には統一的なプロモーション
を実施することが可能。

・ガイド付きトレッキングやスノーシューハイキング、
セグウェイなど、八ヶ岳独自の価値である標高差や
景色・自然等を来訪者の方に体感してもらうための
プログラムや、「星空観察」をテーマにした体験
コンテンツの開発など、山岳高原ならではの魅力を
十分に活かした多様なアクティビティを提供。 ツアーガイド育成による滞在プログラムの充実

自然を満喫できる様々なアクティビティ
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地域連携ＤＭＯ
（一社）長野県観光機構

マネジメント区域：長野県

設立の経緯

従来は（一社）信州・長野県観光協会が誘客・宣伝機能を担っていたが、
ＤＭＯ化に向けた機能強化のため、平成28年７月に組織体制の見直しを行う
とともに、（一社）長野県観光機構へ改称した。本組織のほかに、県が主体
の長野県観光戦略推進本部を設置。それぞれが役割分担の下、官民が連携し、
マーケティング・マネジメント機能を発揮し、～世界を魅了するしあわせ観
光地域づくり～に取り組む。

▶実施体制図

マネジメント体制

長野県DMOのほかに、県が主体の長野県観光戦略推進本部を設置。それぞれが役割
分担の下、官民が連携し、～世界を魅了するしあわせ観光地域づくり～に取り組む。
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上質な山岳観光リゾートの確立を目指してTopics

○地域が目指す姿と４つのキーワード

【癒し・健康長寿】
・自然のほか、ヘルスケアをキーとしたサービス、食、ものづくりを観点とした新たな旅の提案

満天の星空、雲海・絶景カフェ、朝ヨガ、温泉めぐり等
【アウトドア】
・アウトドアアクティビティの聖地としての仕組みづくり

サイクリング、登山、トレッキング、カヌー、ラフティング 等
【歴史・文化】
・歴史的資源や文化などをテーマに資源の掘り起こしと広域的結び付け

縄文のビーナス、日本遺産等の山道、芸術祭、伝統行事等
【食】
・信州ならではの食を活かした地産地消の仕組みづくり

おいしい信州ふーど（風土）、ジビエ、日本酒、ワイン等

長野県は日本有数の山岳観光地であり、独自の価値=「山岳高原」の強みを活かし、会
員、観光関係者、県民との連携を図り、「世界水準の山岳高原リゾートへ」を旗印に、国
内外に向け統一的な情報発信を行いブランド力の強化を図る。

目指す姿の実現のために、まずは現状の弱みと強みを整理し、長野県の強みである観光
資源を活かすための大自然がもたらす「癒やし」を中心とした４つのキーワードを設定。
これらのキーワードを個別に掘り起こし、磨き上げ、「地域独自の価値」の共有・発信を
実施する。

加えて、上質な山岳観光リゾートの確立のためには、高級ホテルやインフラ整備だけで
なく、世界の国々から訪れる観光客のほか、長野県で滞在する国内外のすべての人が、安
心して満足できる旅行を提供できることが必要であり、長野県での滞在、体験、飲食、お
土産の購入等に「価値」を見出し、消費意欲を増加させ、地域経済だけでなく地域住民が
元気になる「観光地域づくり」が県内に広く浸透することで、ブランディングにつながる
と考えている。

目指す姿「世界水準の山岳高原リゾート」
を、DMOや行政のみならず、会員、観光
関係者、県民と広く共有し、実現するための
事業を官民一体となって展開していく。
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（人）

　　　　　　　　　　　「癒やし・健康長寿」 　　　「アウトドア」
　　　　　　　　　　　　　「歴史・文化」 　　　　　「食」

地域を活かすための4つのキーワード

弱み 強み

・観光地利用者、スキー人口などの減少
　とスキー産業の衰退
・団体型の温泉地、温泉施設の人気低下
・二次交通が未整備
・市町村数の多さ、地域性の違いに起因
　する広域連携の合意形成が困難
・観光地域の過疎化、高齢化
・Wi-Fi、キャッシュレス化、言語表示対
　応等のインバウンド受入態勢が不十分

・豊かな自然環境
・日本屈指の山岳高原観光地
・日本一の健康長寿県
・豊富な温泉資源
・全国有数のスキーリゾート
・豊かな風土がはぐくむ食材（農産物・
　畜産物）や伝統がはぐくむ郷土食
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具体的な取組

お問い合わせ先

（一社）長野県観光機構
ＤＭＯ形成支援センター

TEL:026-217-7205
URL:http://www.nagano-tabi.net

▶地域で活躍する人材育成システムの構築

▶精緻なマーケティング調査の実施

・県と長野県ＤＭＯが協働し、分野毎に観光関係の研修を実施できる体制を整え、
観光地域づくりに必要な人材の育成に取り組んでいる。

３項目の調査を実施し、結果を長野県内のＤＭＯに共有。

１．来訪者満足度等アンケート調査
観光庁の推奨モデル調査票を準用し、ターゲットの絞込みや旅行実態の把握に活用。

２．デジタルマーケティング調査
デジタルメディアを活用した効果的な誘客プロモーション等の計画立案に活用。

３．訪日外国人観光動態調査
ＳＮＳデータを分析し、マーケティング及びブランド構築の戦略立案に活用。

・長野県ＤＭＯが事務局となって長野-新潟スノー
リゾートアライアンス実行委員会を組織し、４スキー
リゾートエリア（白馬・志賀高原・野沢温泉・妙高
高原）、JR東日本、新潟県及び長野県が連携して、
海外プロモーションを実施。欧米・東南アジア市場
については、前年比約123％と大幅に増加。

▶インバウンドの推進に向けた取組

※平成30年度からは、「観光地域づくり」の推進に求められる「観光地経営」に視点を
置き、マーケティング及びマネジメントの実践力を学ぶ「観光マネジメント人材養成
講座」を開講する。

講座名
信州ＤＭＯリーダー

養成塾
信州・観光地域づくり
マネジメント塾

信州おもてなし未来塾

目的

・ＤＭＯ構築のために必要な
　基本的知識の習得
・ＤＭＯ構築に向けた実践的
　な手法の習得

・観光地域づくりの牽引役と
して地域をマネジメントし、そ
れに基づく具体的な事業の
実施に必要な知識と経験を
有する人材の育成

・県内の各業界、各地域の
おもてなし向上を牽引する
リーダーの養成

対象 幹部級 有望な若手
　県内に居住または通勤
　している方

受講
資格

　ＤＭＯ候補法人に登録ま
　たは登録を予定している
　観光協会等の幹部及び
　自治体の観光担当

　自治体、観光協会、
　商工会議所等の若手

　受講申込書及び小論文
　により選考

始期 平成28年～ 平成24年～ 平成26年～
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地域連携ＤＭＯ
（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社

マネジメント区域：京都府福知山市、舞鶴市、綾部市、
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

設立の経緯

本圏域は、「海の京都観光圏」として国の認定を受けている地域であり、以
前までは、任意団体である「海の京都観光推進協議会」が中心となって、様々
な観光地域づくりの取組を進めてきた。

平成28年6月、圏域全体のマネジメント・広域連携体制の更なる強化、指揮
命令系統の明確化、情報の共有化・統一化を図り、より円滑・迅速な事業展開
を実現するため、「海の京都観光推進協議会」の事務局を母体とし、各市町観
光協会を地域本部として水平統合していく強固な連携組織として、新たに
「（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社」（海の京都DMO）を設立し、
現在は本DMOを主体として様々な取組を推進している。

・各観光協会は振興社の地域本部とし、各地域の観光地域
づくりや海の京都観光圏の取組を一体的に展開し、観光地
域づくりの総合プロデューサーの役割を担っている。

▶組織図

マネジメント体制

京都府福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津
市、京丹後市、伊根町、与謝野町で構成
される京都府北部（5市2町）。
海の京都の玄関である福知山市や綾部市
を含めて、沿岸部が持つ多様な地域資源、
地場産業等を有機的に繋ぎ、圏域連携に
よる地域活性化を目指す。

▶マネジメントエリア

✔ブランドコンセプト

「天地山海にいきづく和の源流 海の京都」
日本海に面する海の京都は、「天と地、山と海の交叉点」。縄文からの祭祀や海から伝わった大陸文化
の影響で、日本有数の古代文化圏として栄え、和の源流となる数々の国生み伝説が残る地域である。
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お問い合わせ先

（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社 TEL:0772－68－5055
URL: http://www.uminokyoto.jp /

具体的な取組

▶市町の枠を超えた一元的な情報発信・プロモーション等

・各観光案内所の名称を「海の京都」に統一し、域内全て
の案内所に統一デザインの案内看板を設置。

・各地域本部（旧観光協会）での業務について、海の京都
DMOで一元管理し、各地域のイベント等の情報を集約・
発信するとともに、各地域本部はDMOの現地機関として、
圏域全体の観光案内や滞在プログラム等の提供に係る
ワンストップサービスを実施。

・今まで近隣市町限定・当該市町限定の旅行商品しか扱え
なかった観光協会でも、海の京都DMOが第二種旅行業
登録することで、DMOの各地域本部として広域的な旅行
商品を扱えるようになり、提供する商品・サービスが
多様化・拡充を図ることが可能となっている。

・民間事業者と連携した特産品の販売システムを構築。地域内の商工業、農林水産業の
事業者と連携して、地域特産品の開発を促進するとともに、ECサイト内に「海の京都
市場」を開設することにより、全国のマーケットへの魅力発信、販路の拡大とともに、
海の京都を代表する土産物のブランド化の推進や販売強化につなげる。

▶特産品開発と販売強化の仕組み

▶圏域内の品質維持・管理の取組

・圏域全体でのCS（顧客満足）管理を行い、海の京都
全体で地域格差のないサービス水準の向上・底上げに
取り組む。

・案内所職員による接客対応の状況につい
て把握するため覆面調査を実施し、その
フィードバックにより職員の対応能力と
顧客満足度の向上を図っている。
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