
①観光戦略策定・自主財源充実
DMO事業戦略の策定、新たな自主財源確保

など

②戦略的ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの実施
ビッグデータ分析、関西空港外国人観光客調査

など

③情報ﾈｯﾄﾜｰｸのﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ化
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾂｰﾙの電子化 など

④観光案内のﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ化
多言語案内所の設置・機能強化、
24時間多言語コールセンター など

⑤戦略に基づく新たなﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
新興国等でのﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾝ、専門人材による
効果的な誘客推進 など

⑥戦略的MICE誘致の推進
専門人材の配置、企業・団体・大学等との連携

など

主な取組

①24時間観光都市「大阪」

②関西・西日本観光のハブ「大阪」

③多様性あふれる街「大阪」

地域連携ＤＭＯ
（公財）大阪観光局
マネジメント区域：大阪府及び大阪市

設立の経緯

オール大阪体制で観光集客に取り組むため、2003年に大阪府、大阪市、
大阪会議所を母体とする3組織を統合し（財）大阪観光コンベンション協会
を設立。

その後、「大阪都市魅力創造戦略（2012年策定）」の中で戦略的な観光
振興に取り組むため、2013年に、（公財）大阪観光コンベンション協会内
に、観光事業の実施主体として「大阪観光局」を設置。

2015年に同協会の組織・名称を再構築し、「（公財）大阪観光局」とし
て事業を推進している。ＤＭＯは大阪の観光誘致の中心的な役割を担い、大
阪・関西における観光産業を総合的成長産業へ成長させることを最大の目標
としている。

マネジメント体制

３つのコンセプト
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具体的な取組

外国人観光客を対象にしたヒアリング調査に加え、Wi-Fiを活用したビッグデータ、デ
ジタルマーケティングを組み合わせることで、地域の状況を多角的に把握。

・関西国際空港において帰国前の外国人観光客へヒアリング調査（年4回、約1000サン
プル/回）また、消費行動に特化した調査（年2回、約1000サンプル/回）など、
目的に合わせ、多様なヒアリング調査も柔軟に実施

・外国で開催する旅行博等で大阪の認知度や来訪意欲等をヒアリング
・OSAKA Free Wi-FiのデータやSNS分析等を活用し、観光客の動向を分析
・グーグルアナリティクスを活用し、大阪観光局のＨＰ（OSAKA INFO）のアクセス動

向を分析 など

お問い合わせ先

（公財）大阪観光局 TEL : 06-6282-5914
URL : http://www.osaka-info.jp/jp/

▶戦略的なマーケティングの実施

2017年5月にＤＭＯ、大阪府、大阪市、経済団体で構成される「大阪ＭＩＣＥ推進委員
会」を設置。既存のＭＩＣＥ施設を活用したマーケティング・セールス体制を再構築して
いく。地域を３つのエリア（梅田、中之島、ベイエリア）に分け、それぞれの地域の特色
に応じた誘致対象を検討。

▶ＭＩＣＥ機能の強化による地域経済活性化に向けた取組

今
後
の
予
定

○オフィシャルパートナー制度の導入
ゴールド、シルバー、ブロンズのランク別に年間100万円以上のパートナーフィーを

設定。ランクによって、案内所やＨＰなどで優先的にＰＲしたり、観光関連のデータを
優先的に取得できたりするなどのサービスを提供。

○大阪周遊パスの販売
鉄道やバスが乗り放題、観光施設約35施設が

入場無料になる周遊チケットを2007年度より販
売。2016年度には122万枚を販売し、約3億円
の収益をあげた。

○宿泊税を財源とした受託事業
大阪府が宿泊税（2017年1月導入）を財源として実施する事業をＤＭＯが受託し実施。
・ＪＲ大阪駅にある観光案内所「トラベルサービスセンター（おもてなしステー

ション）大阪」を運営
・大阪府全域をカバーする観光マップを７言語で作成

▶財源の多様化による収益基盤の拡大/安定化
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地域連携ＤＭＯ
（一社）豊岡観光イノベーション

マネジメント区域：兵庫県豊岡市、京都府京丹後市

設立の経緯

2005年の市町村合併後の豊岡市においては、今後の観光地域づくりを進め
ていく中で、１．観光地のマーケティング機能、２．地域同士、事業者同士
を繋ぐ機能、３．地域の魅力を活かした旅行商品により自ら観光客を呼び込
む機能、の３つの機能が必要であると考え、豊岡市の呼びかけの下、民間企
業主体の新組織形成の動きが活発化。

全国で高速バス事業を展開し、但馬・丹後エリアで京都丹後鉄道を運営す
るWILLERグループ、全但バスが城崎温泉で運営するインフォメーションセン
ター「SOZORO」、そして(一社)豊岡観光イノベーションの３者を豊岡ＤＭ
Ｏ機構と位置付け、密接に連携することにより、地域の素材を国内のみなら
ず世界のマーケットに流通させる仕組みを構築。

マネジメント体制

1 市5 町が合併した豊岡市と6 町が
合併した京丹後市で構成。両市は府
県は異なるが、隣接していることか
ら人の行き来が盛んであり、DMOに
参画するWILLER が運営する京都丹
後鉄道が両地域を運行している。

◆(一社)豊岡観光イノベーションの役割
関係者間の合意形成、各種データ等の継続的な収集・分析に基づく戦略策定、地域の

ブランディングやプロモーション、宿泊予約サイトの運営等を実施。
◆ WILLERグループの役割

京都丹後鉄道や、高速バスを活かしたツアーの企画販売。

◆SOZORO(全但バス)の役割
外国人観光客の入り口である城崎温泉駅前で、案内業務や着地型ツアーの企画販売、

バスチケットの販売を実施。

▶組織図 ▶マネジメントエリア
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具体的な取組

・豊岡市内４０カ所に無料Wi-Fiを設置し、外国人受入
環境の整備を図るとともに、Wi-Fi利用者のデータを
元に、その属性や行動ルートを把握・分析している。

・また、国全体と比較して欧米豪の来訪者の割合が高く、
さらに地域の閑散期に欧米豪の来訪者が多いという
客観的なデータや、地域に団体客を受け入れる宿泊
施設が少ないという状況から、「欧米豪のFIT層」を
明確なターゲットとして設定。

・欧米豪のFIT層を取り込む方策として、DMO自身で
宿泊予約サイト「Visit Kinosaki」を運営。本WEB
サイトでは、英語及びフランス語により、大手WEB
サイトでは難しい地域のきめ細かい観光情報を発信、またGoogle AdWords広告、
Facebook広告、動画配信広告を積極的に実施し、サイト訪問者、ページビューを増加
させる取組みを行っている。

・体制面においては毎週、WEBマーケティング会議を開催し、結果のチェックと改善を
繰り返し、着地型ツアーや宿泊施設の予約をワンストップで対応することで、その手数
料収入をDMO運営に係る財源確保の一助としている。

お問い合わせ先

（一社）豊岡観光イノベーション TEL:0796－21－9002
URL: info@toyooka-tourism.com

▶データの継続的な収集・分析と戦略的な情報発信

▶WEBマーケティング

Wi-Fi利用者の行動ルートを分析

宿泊予約サイト「Visit Kinosaki」 外国人延べ宿泊者数

▶インナープロモーションの取組
・観光関連事業者の事業拡大や新規参入事業者の増加を促すとともに、ＤＭＯの活動

に対する市民の認知、関心を高めるため、セミナー・交流会の開催（H29.9～）や
ニュースレターの発行（H29.7～）、会員サービスの充実による会員増に取り組む。

＜会員の状況＞

正会員 ３団体 賛助会員 36団体
（※29年度20の賛助会員が新規加入）

（人泊）
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地域連携ＤＭＯ
（一社）ノオト

マネジメント区域：兵庫県豊岡市、篠山市、養父市、朝来市

設立の経緯

平成21年に設立し、「空き家（古民家等）の活用」を実現する中間組織
（コーディネーター）として、本社を置く篠山市を中心に、限界集落や農村
地域の再生、歴史的建築物の活用などに取り組んできた。

現在は、関係自治体、金融機関、民間企業、地元新聞社等で構成する地域
資産活用協議会「Opera」を組織し、地域内外の多様な関係者と連携した取
組を実施しており、文化財や歴史的町並みを活用した音楽祭やアートフェス、
マルシェの開催等、地域の歴史的資源を活用した地域活性化の取組を幅広く
展開している。

▶組織図

実施体制

丸山集落（篠山市）、篠山城下町（篠
山市）、竹田城下町（朝来市）、豊岡
中心市街地（豊岡市）、大杉集落（養
父市）の５地区で事業を展開。

▶マネジメントエリア

▶金野 幸雄 氏
・兵庫県職員、篠山市副市長、流通科学大学特任教授を経て（一

社）ノオト代表理事に。
・ミクロなコミュニティ圏域の再生とそのネットワークに豊かな未

来社会の夢を託して、限界集落の再生、農村地域の再生、歴史的
建築物の活用などの実践活動に取り組んでいる。

地域のキーマン

・ノオトが主催して、行政、民間事業者、地域金融機
関が参画する地域資産活用協議会Opera(Operation 
of Regional Assets)を運営している。

プロジェクト毎に関係者
がチームを編成して事業
を展開
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（一社）ノオト TEL:06-7878-8983
URL: http://plus-note.jp

お問い合わせ先

○（一社）ノオトの活動イメージ

具体的な取組

▶城下町全体をひとつのホテルと見立てたエリア開発

【課題】
・空き家/建物老朽化問題

・担い手不足問題

・古民家の改修問題：改修費が高額にな
りやすく、家主が負担しきれない。
先祖から受け継いだ家を手放すことに
抵抗があり、活用が進まない。

【解決アプローチ】
・物件の調達、改修、提供まで一環して
（一社）ノオトが担当。歴史的価値を残す形で

改修することで、町並みを再生するとともに
旅行者にとって非日常体験となる空間を提供。

・町全体を一体的に開発。ホテル、レストラン、
カフェ、ショップなどに古民家を改修するこ
とで、U・Iターン者に仕事の場を提供。 ホ
テル機能が分散しているため、町内を旅行客
が回遊する結果、まち全体が活性化。

・家主の要望にあわせ、サブリース形式、購入
形式など契約の方法を変え、家主の納得の行
く形で空き家の活用を促進。

▶限界集落の再生と自走を実現した「集落丸山」

【課題】
・空き家問題：12戸のうち7戸が空き家

・過疎問題 ：人口19名にまで減少

・耕作放棄地問題:農地4.2haのうち半分

【解決アプローチ】
・残る５世帯19人がNPO法人集落丸山を結成
し、（一社）ノオトとLLP（有限責任事業組
合）を設立。

・空き家3棟を改修し、一棟貸しの宿泊施設
として運用。宿泊サービスの提供を地元の住
民だけで行い、持続可能な組織体制を構築。

・農業体験や料理体験等、様々なアクティビ
ティが提供されるなど、「地域の暮らしを」
を体験できる滞在拠点として活用に成功。

・耕作放棄地の再生、および空き家も活用見
込みが立っており、H32年には集落の完全再
生を実現見込み。

・丸山集落は、篠山城下町の北に位置する小さな谷筋の最奥の限界集落であった。

・篠山城下町には、町屋、武家屋敷等の歴史的建築物の多くが空き家となり、歴史的な街並み
が崩れ始めていた。

○集落丸山の事業スキーム

○集落丸山の実績
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地域連携ＤＭＯ
（一社）山口県観光連盟

マネジメント区域：山口県

設立の経緯

マネジメント体制

▶「やまぐちＤＭＯフォーラム」の開催
・ＤＭＯの形成に向けた機運の醸成、地域の観光振興を担う中核的人材を育成するため、地域の観

光関連事業者等の参加によるフォーラムを開催

▶組織体制の充実
・連盟事務局の定数をＨ２８からの２年間で倍増

海外事業部(H28～)、ＤＭＯ推進部(H29～)を新設

・データ分析、プロモーション戦略の構築等を担う「マーケティングアドバイザー」を配置(H29)

・法人予算をＨ２８からの２年間で約２．５倍増

▶「やまぐちＤＭＯツーリズム戦略」の策定(H29.3)
・ＤＭＯ形成のための基礎調査を実施(Ｈ27)し、ターゲットを絞り込み(国内外の地域、年齢層等)

・フォーラムの議論も踏まえ、四つの経営方針と具体的なアクションからなる戦略を策定

・９つのＫＰＩを掲げ、Ｈ32年度目標値を設定

・ＰＤＣＡ体制として、会長をトップとする「正副
会長会議」と「やまぐちＤＭＯフォーラム」の場を活
用し、事業や取組の改善を図ることとしている。
・各事業・取組については、進捗状況（ＰＤＣＡ）

管理表で、実施状況や、目標達成状況、課題等を整理
するなど、評価体制の構築を進めている。

▶ＰＤＣＡサイクルを回す仕組みづくり▶実施体制図

－45－



具体的な取組

・市町、観光関係団体、商工会議所、交通事業者、
旅館ホテル、まちづくりグループなど、県内の幅
広い多様な関係者が参画する「やまぐちＤＭＯ
フォーラム」を平成28年度に設置
Ｈ２８年度 １０回 参加者数 延べ １，０２７人
Ｈ２９年度 ３回 参加者数 延べ ２２７人

▶フォーラムの開催を通じた多様な関係者の合意形成と地域の中核人材育成

★やまぐちＤＭＯツーリズム戦略に掲げる４つの経営方針

▶地域の資源の創出・磨き上げ、「稼ぐ力」の創出支援

・地域の多様な主体が連携した取組に対する補助制度を創設(Ｈ２８～)
Ｈ２８年度 １５件を認定
Ｈ２９年度 ８件を認定

▶インバウンド観光の推進

・戦略において、韓国、台湾、香港、中国（上海）、タイを重点市場に位置付け
・各国（地域）にプロモーターを配置
・多言語コールセンターの設置やＷｉ-Ｆｉ環境の整備など、受入環境を整備

▶幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン、明治維新１５０年に向けた取組

・地域提案型の受入体制の整備支援
・大阪、広島、福岡等での情報発信会の開催、
観光素材集の作成

・ＤＣ期間中の全県企画(ふぐ、温泉、地酒、
灯籠)の実施

・平成の薩長土肥連合による共同プロモーシ
ョン等の取組支援

① 「やまぐちらしさ」を磨き上げます。
⇒ ブランド力を高める

② 徹底したマーケット志向で売り込みます。
⇒ 発信力を高める

③ 観光旅行者の満足度を高めます。
⇒ おもてなし力を高める

④ 多様な関係者の連携を促進します。
⇒ 協創力を高める
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市町や観光協会、関係事業者など多様な主体の連携のも
と、各地域が誇りや愛着を抱いている素材を活用した新た
なツーリズム資源の発見・創出・磨き上げの取組を支援

地域のコンテンツ開発・強化に向けた取組支援Topics

お問い合わせ先

県内各地域における魅力的なコンテンツ開発・強化を促進するため、各地
域が実施する観光資源の発掘、磨き上げに対する支援を実施。

（一社）山口県観光連盟 TEL:083-924-0462
URL:http://www.oidemase.or.jp/

◆世界遺産と日本遺産のまちを楽しくめぐる旅「萩・津和野」ご朱印も押せるオリジナルグッズ開発

萩・津和野両市町の歴史ある寺社を中心に、その土地ならではのオススメを堪能しながら、
楽しく周遊するトラベルアイテム「ご朱印帖」を作成

≪ツーリズム振興補助金活用事例≫

［取組のポイント］

★広域連携による取組
・美しい城下町の風情が残り、共に「遺産」というキーワード
を持つ萩・津和野で、行政だけでなく、女性を中心とする
地域の関係者が連携して取り組む。

★各地域の観光資源を活かした周遊促進
・萩・津和野両地域の特色ある寺社などを「ご朱印めぐり」で
つなぎ、周遊を促進する。
★ターゲットに向けたＳＮＳを活用した認知度向上の取組
・Instagramキャンペーンで「萩・津和野」の美しい風景などの
魅力を発信・拡散させる。

【ツーリズム振興補助金制度】（H29～）
市町や観光協会、関係事業者など多様な主体の連携のもと、各地域が誇りや愛着を抱いている素材
を活用した新たなツーリズム資源の発見・創出・磨き上げの取組を支援

補助の概要

○対象者： 市町(必須)、観光協会、商工会議所等複数の団体で構成する協議会等
○補助率： １／２以内
○限度額： 上限：２，０００千円 下限：５００千円
※重点支援枠については、上限４，０００千円、対象経費のうち、ハード整備（施設改修等）は
１／２以内、市町の負担額を限度に県観光連盟が補助

補助の対象となる事業

○通常分
以下のテーマに沿った取組
①体験交流型テーマツーリズムの創出など「新たなツーリズムの展開」

ex.海での体験型アクティビティの企画・実践 等
②観光地の周遊につながる魅力創出など「新たな商品・サービスの開発」

ex.食べ歩きや温泉巡りプラン等の企画・実践 等
③おもてなし力を高める「来訪者の満足度を高める受入環境の整備」

ex.温泉街の多言語案内看板の設置 等
○重点支援枠
上記のうち、特に山口県を代表する観光資源・ツーリズムの創出が期待できる取組
※重点支援枠分については、取組の結果、特に高い成果等が得られたものには、継続的な支援を行う予定
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マネジメント体制

地域連携ＤＭＯ
（一社）そらの郷

マネジメント区域：徳島県美馬市、三好市、つるぎ町、
東みよし町

設立の経緯

圏域２市２町の課題は何よりも人口減少であり、多くの山間集落で集落機
能の維持が困難になりつつある中、当地の特徴である高地傾斜地集落の景観
や、そこに息づいた人々の暮らしが、欧米を中心とした外国人等に少しずつ
注目され始めていた。

このため、当地に残る昔ながらの技術や知恵などを見直し、滞在交流型観
光に活かすことで、地域を活性化させるとともに、住民の誇りや生き甲斐に
繋げ、「観光地域づくりによる中山間地集落再生・活性化のモデル創出」に
官民一体、地域一体となって取り組んでいる。

✔ブランドコンセプト

▶組織図

美馬市、三好市、つるぎ町及び東みよし
町の２市２町は、平成２０年に観光圏協
議会を設置し、国内外からの観光客の来
訪及び滞在の促進に取り組んでいる。

▶マネジメントエリア

「千年のかくれんぼ」～分け入るごとに、時は遡り～
”A thousand years, a hidden hamlet”

「剣山に代表される山の資源」と「四国三郎・吉野川に
代表される川の資源」の恵みが育んだ、独特の歴史文化、
伝説伝承、暮らしにより、他地域との差別化を図り、
独自ブランドの確立を目指す。
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地域のキーマン

▶植田 佳宏氏
・祖谷渓温泉観光（株）代表取締役であり、大歩危・祖谷いって

みる会（大歩危・祖谷地区の５ホテルで構成）会長。
・観光庁の認定する観光地域づくりマネージャーとして、圏域の

トータルマネジメントを実施。
・海外での誘客営業にも積極的に取り組んでおり、大歩危・祖谷

いってみる会の５ホテルの外国人宿泊者数は、およそ10年間で
約35倍に増加している。
（平成19年：546人泊→平成29年：18,847人泊）

農家民泊を中心とした体験教育旅行の受入

・体験交流が教育に及ぼす効果の認識の高まりにより、農家民泊の
受入農家が増加（平成29年度：169軒）しており、品質確保や
安全対策の推進、新たな体験プログラムの開発などを目的とし
て、民泊研修会を開催している。また、受入農家は高齢者が中心
であるため、都会の中学・高校生とのふれあいにより、生きがい
の創出にもつながっている。（平成20年度：４団体・977人泊
→平成29年度：25団体・2,751人泊）

・教育旅行の申し込みに対しては、（一社）そらの郷がワンストップ
窓口として受入農家の手配等を行い、旅行代金の10％を手数料収入
としている。

Topics

おばあちゃん直伝
お茶作りに奮闘中

転がりそうな傾斜地畑での体験

楽しい受入家庭との交流

・（一社）そらの郷は、連携する４市町が観光資源としてそれぞれ
有する「農林業(食)」、「自然・環境」、「歴史文化」を総合的に
組み合わせ、農家民泊を活用した体験型教育旅行やインバウンドの
受入を推進している。

・当地の体験型教育旅行は、吉野川ラフティングや茶摘み、芋掘りな
どの自然と向き合う山の暮らしの家業体験を通じて、家人との心の
交流を目的としている点が特徴である。
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具体的な取組

○千年のかくれんぼツアー
・高地傾斜地集落の象徴である「落合集落」

の散策や、地元の田舎料理を民謡とともに
提供するなど、祖谷の暮らしを体感できる
ツアー。

・2014年のツアー開始以降、観光客は年々
増加しており、2017年はアメリカや
フランス等の欧米を中心に14団体232人
を受け入れており、国内外問わず高い
評価を得ている。

○吉野川八合霧鑑賞ツアー
・大歩危・祖谷温泉郷に宿泊し、早朝のタク

シーで国の名勝・天然記念物大歩危峡の
雲海「八合霧」を鑑賞するプランで、旅行
会社等からの評価も高い。

・宿泊と組み合わせることで、地域の消費額
向上にも繋がっている。
（2017年4～9月42人が参加）

お問い合わせ先

（一社）そらの郷 TEL:0883－76－0713
URL: http://nishi-awa.jp/

▶空き家再生の取り組み＜実施主体：三好市＞

▶ブランド価値を高める滞在プログラムの造成

・三好市東祖谷の落合集落（国選定重要伝統的建造物群保存地区）において、８棟の空き
古民家をリノベーションし、宿泊施設「茅葺民家ステイ」として販売。東洋文化研究者
のアレックス・カー氏が監修し、古民家の風情は最大限残しつつ、内部の設備は最新の
ものを取り揃えており、近年、特に外国人観光客からの人気が高まりつつある。

・利用は素泊まりを基本とするが、事前に予約すれば郷土料理のケータリングサービスや、
自ら料理体験を行うことも可能。

・整備された８棟は、その土地及び建物について市が所有者と２０年間の無償使用貸借契約
を結び、市事業として改修整備を実施、運営は地元ＮＰＯ法人に委託している。宿泊予約
の受付・手配等は同法人の事務局スタッフが
行う一方、郷土料理の提供や清掃業務は地域
住民が担っており、まさに地域一体となった
運営が行われている。

○にし阿波体感プログラムイベント～あわこい～
・自然・歴史・文化・伝統芸能・食・温泉など、地域に存在

する様々な資源を最大限に活かし、地域住民が主体となった
体験プログラムを積極的に掘り起こし、展開している。
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地域連携ＤＭＯ
（公社）香川県観光協会
マネジメント区域：香川県高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、

観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、
土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、
綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町

設立の経緯

当協会は、香川県の観光事業の振興を図り、地方文化や産業の発展に寄与
することを目的に1970年に発足し、2013年には公益法人制度改革に伴い、
それまでの一般社団法人から公益社団法人に移行した。

2015年には、観光圏整備法に基づく「観光圏」認定を受け、当協会が観光
地域づくりプラットフォームとして「香川せとうちアート観光圏」の中心的
な役割を担い、香川県と8市9町とともに滞在型観光の推進を図っている。

▶組織図（平成29年度）

マネジメント体制

▶マネジメントエリア

・役員として、県内の各市町観光協会の長に加え、宿泊事業者や二次交通事業者、
旅行業事業者の団体の長が就任している。

・会員として、市町や市町観光協会、各種観光関連団体等が加盟している。
・「香川せとうちアート観光圏」のプラットフォームとして、県や市町、市町観光協会、

宿泊施設、大学、交通機関、ＮＰＯ法人、文化・食・農業関係団体をメンバーとする
観光圏戦略会議やワーキンググループを設置している。
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具体的な取組

▶周遊型・体験型旅行商品（滞在プログラム）造成事業

・圏域内での滞在時間と旅行消費額の拡大を図るため、観光地や伝統的町並み、
現代アートをはじめとする芸術・文化資源、産業（農林水産業や製造業など）
といった本圏域の豊かな地域資源を活かした個人旅行者向けの周遊型・体験
型の旅行商品造成に向け、「着地型商品造成」「他産業連携商品造成」
「夜型商品造成」「インバウンド・コンテンツ」の各ワーキンググループを
設置し検討。

・あわせて、県公式観光サイト内に、着地型旅行商品や体験プログラムが予約・
購入できる販売サイトを開設し、県内事業者が実施する「讃岐うどん作り体
験」や「讃岐和三盆お干菓子作り体験」などの体験プログラムの販売を開始。

・平成30年３月には、当協会が第二種旅行業の登録を受けており、30年夏
には、当協会主催の着地型旅行商品の販売を開始する予定。

販売サイト 讃岐うどん作り体験 讃岐和三盆お干菓子作り体験

▶交通・観光連携による付加価値向上事業

・交通・観光連携による「高付加価値な観光サービス」を実現するため、
幅広い交通関係事業者をメンバーとする「民間創意活用」ワーキング
グループを設置。

・レール＆フェリー、フェリー＆タクシーなど多モード交通機関が連携し、
造成した交通商品や、民間事業者が造成した、交通と食、交通とアート
などを組み合わせた旅行商品、地域公共交通を利用した「便利な」交通
実用情報などを県公式観光サイトで情報発信するとともに、サイクル
ステーションマップを作成。

・外国人受入環境整備の一環として、13観光圏において
統一的に実施している品質認証制度「サクラクオリティ」
についての事務局代表を当協会が務め、制度運用・普及・
啓発等を行っている。

・平成29年度には、圏域内の24施設が認証を受けており、
県公式観光サイトや全国観光圏推進協議会の英語版
ウェブサイトで公表。

▶観光品質認証制度
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日本一狭い県土に様々なアートや文化資源が集積Topics
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外国人延べ宿泊者数
単位：千人

お問い合わせ先

（公社）香川県観光協会 TEL:087－832－3377
URL: https://www.my-kagawa.jp/

圏域内には、イサム・ノグチ、猪熊弦一郎、東山魁夷など世界的な作家の名を冠
した美術館や、「地中美術館」、「豊島美術館」などの特徴のある美術館、丹下健
三や流政之など著名な建築家や彫刻家の手による建築やパブリックアートのほか、
我が国を代表する日本庭園のひとつである「栗林公園」や、近世以降の美術品を数
多く所蔵する「金刀比羅宮」など、全国有数の伝統美にも恵まれている。

近年は、「瀬戸内国際芸術祭」の開催により、直島をはじめとする瀬戸内海
の島々での現代アートが、国内外から高く評価されている。

平成２８年の外国人延べ宿泊者数は、全国で一番の伸び率Topics

本圏域の空の玄関口である高松空港は、羽田、成田、沖縄の国内線に加
え、ソウル、上海、台北、香港と週20便の国際線で結ばれており、平成28年
の外国人延べ宿泊者数は35万８千人、対前年比は１.７倍で、これは全国で一
番の伸び率となっている。また、平成29年の外国人延べ宿泊者数は約45万人
泊となる見込みで、増加基調を継続している。

世界各地から

東南アジアから

丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館

香川県立東山魁夷
せとうち美術館

栗林公園

丹下健三氏設計の
香川県庁東館
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（公財）佐世保観光コンベンション協会を事務局に、市町、観光施設、宿
泊事業者、交通事業者、商工、農林水産事業者、教育機関など多様な関係者
が参画し、地域全体が密接に連携した運営を実施。

地域連携ＤＭＯ
（公財）佐世保観光コンベンション協会

マネジメント区域：長崎県佐世保市、小値賀町

設立の経緯

佐世保市は、以前より隣接する西海市や平戸市と観光圏を形成していたが、
2013年の新観光圏認定の際には、協議の結果、2市との観光圏での連携を解消
し、小値賀町と連携を開始。2013年4月より「海風の国」佐世保・小値賀観光
圏としてスタートし、ブランドの確立を目指している。

▶推進体制図

マネジメント体制

この地域は、自然、歴史、文化、人の流れや
物流および観光資源の面から一体性を持ち、
共通のコンセプトを有することから、2013年
から、一体となって「海風の国」佐世保・小
値賀観光圏事業に着手。

▶マネジメントエリア

・滞在促進地区：特に宿泊地として
の魅力向上に重点的に取組、観光旅
客の滞在を促進する地域
・交流地区：観光旅客の滞在及び回
遊を促進するための滞在コンテンツ
の造成に取り組む地域
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地域のキーマン

地域の誇り
の再構築

具体的な取組

・小値賀町において、武家屋敷や、港を望む漁師町の
家など廃墟となった古民家を改修し、「古民家ステ
イ」、「古民家レストラン」として活用している。

▶古民家を活用した取組

▶地域の特色を活かした体験プログラム造成の取組

古民家ステイ

・佐世保・小値賀の自然や歴史、文化など地域の
魅力的な素材を活用した滞在型観光商品「海風
旅」等を企画し、プログラムの造成・販売、人
材育成、特産品の開発を継続的に実施している。

▶港町の特色を活かしたプログラム

▶地域住民との観光地域づくりの取組

・観光周遊バスの「ＳＡＳＥＢＯクルーズバス海風」や常設運行型クルーズの
「ＳＡＳＥＢＯ軍港クルーズ」、貸切型の「佐世保港クルーズ」など港町
ならではの滞在・周遊プログラムを造成し参加者数の一定の成果を得ている。

▶ 「海風ネットワーク」観光人材交流

・観光事業者やガイド人材、海風の国観光マイスター取得者、地域活動を担う
住民等、観光地域づくりに興味を持ち活動されている方々のネットワーク。
会員間の交流、情報交換により地域一体となった観光客をおもてなしの心の
醸成、受入のスキルアップを図っている。

港まち佐世保ら
しさを体感させ
る観光バスを整
備し、佐世保市
内観光地を快適
かつ効率的に周
遊できる観光
コースを造成

＜SASEBOクルーズバス海風＞＜SASEBO軍港クルーズ・佐世保港クルーズ＞

「海風の国」のブ
ランドコンセプト
「暮らしを育む海
舞台」を体感でき
る佐世保港クルー
ズを商品化

実績：平成27年度:2,329人／ 97隻
平成28年度:7,045人／171隻

実績：平成27年度:4,077人
平成28年度:5,950人

江 迎：地域住民による将来のまちの姿を考えるワークショップの実施
俵ヶ浦：地域住民と観光について考え半島トレイルによる地域全体の活性化の取組
小値賀：住民参加のワークショップで島内の観光案内板のデザイン、表記を作成

・それぞれの地域が独自の文化や歴史をたどって来ており、それぞれ魅力があり
住民の気風にも違いがある。それぞれのタイプにあった形で住民と観光地域
づくりを進めている。
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地域の誇り
の再構築

地域の価値
の向上

Topics

ブランドコンセプト

▶海風の国 暮らしを育む海舞台 －浦々で迎える西海物語－

お問い合わせ先

（公財）佐世保観光コンベンション協会
TEL:0956－23－3369 
URL: https://www.sasebo99.com/

「『海風の国』佐世保・小値賀」の観光等について、様々な情報と豊かな知識
（地理、歴史、文化、食、観光地、観光施設等）とおもてなしの心を持って観光
客を案内できる方を「海風の国」観光マイスターとして認定する制度。

「海風の国」の案内やPRに協力し、情報と知識を備えた「シルバー」、さらに
おもてなしの心とマナーをもって観光案内ができる「ゴールド」の２段階となっ
ている。

筆記による佐世保市と小値賀町の地理、歴史、文化、食、観光に関する問題が
出題される認定試験を行い、合格者については「海風の国」観光マイスター（シ
ルバー）として認定され、認定証が交付される。

「海風の国」観光マイスター制度

観光ガイド・テキストブック

『海風の国』佐世保・小値賀
の観光に関する知識（地理、
歴史、文化、食、観光地、観
光施設等）を備えている人

シルバー
シルバー合格者で、さら
に、おもてなしの心とマ
ナーをもって観光案内が
できる人

ゴールド

筆記試験の問題は、無料で入手可能な海風の国トリセツ
「観光ガイド・テキストブック」から出題される。
テキストブックの配布場所は佐世保駅構内「佐世保観光情
報センターや佐世保観光コンベンション協会のホームペー
ジからもダウンロード可能となっている。

海風の国観光マイスター
（シルバー）認定者

「ゴールド」認定は、「シルバー」検定試験の合格者を
対象に、面接試験が年１回行われる。

・日本の西の端826km端に及ぶリアス海岸や、208の
島々からなる九十九島と、宇久島、小値賀島を有する
五島列島があり、黒潮から分かれた対馬海流が流れて
いる地域の特徴を反映させ、海を渡る風を感じ、海に
交流する人々が住む「海風の国」

平成28年度は「海風の国」観光マイスター検定参加者72人。
現在のシルバー登録者数148人。（タクシー、宿泊施設、
一般･ガイド等。）内ゴールド72人。
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地域連携ＤＭＯ
(株)くまもとDMC

マネジメント区域：熊本県

設立の経緯

当社はデータを活用したマーケティングによる商品開発を主眼に置くととも
に、県内各地のＤＭＯや県・市町村と連携した観光商品の新たな創出を通じて
熊本地震からの創造的復興に資するため、熊本県、肥後銀行及び「くまもと未
来創生ファンド」の３者により設立された。

▶実施体制図

マネジメント体制

○各組織の役割
①くまもとＤＭＣ：マーケティングに基づく各種観光施策を実施。
②くまもとＤＭＣパートナーズ会議：ＤＭＯが行う事業等に関する連絡・調整を行う。
③熊本県：政策立案業務
④熊本県観光連盟：官民連携したプロモーションを実施
⑤肥後銀行：金融支援や地域情報を提供

○くまもとＤＭＯの目的
・地域の自治体・観光協会・観光関連団体・観光事業者・地域ＤＭＯと連携し、広域的かつ
機動的な取組みにより国内外からの観光客誘致を図り、地域経済の好循環につなげる。
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欧米型観光を参考にした高付加価値のオプショナルツアー造成Topics

○基本的なテーマとして、食と観光のブラン
ディングにより地域における新たな価値創造を
リードすることを掲げており、その実現のため
にはオプショナルツアーの造成が不可欠として
いる。
オプショナルツアーの造成については、右図

のようなスキームを想定しており、ただ販売す
るだけでなく、高付加価値の商品とすることで、
観光収入の増加も並行して目指している。

○観光資源の発掘
阿蘇にはすでに農業体験を始めとする様々なアク

ティビティが存在しており、洗い出しを実施。その
結果、140を越えるプログラムが存在しており、そ
れらの活用、販売方法について検討中。

○マーケティング調査の活用
マーケティング調査においては、他国や他県で人気の高い観光資源の徹底的な調査を実

施。それらを熊本にある観光資源との比較を行い、サービスの質や価格等のギャップを調
査。個別観光資源毎の活用
の方向性を策定し、熊本
での応用の可否について
検討している。

○地域連携によるオプショナルツアー造成
単独事業者では実現不可能なことでも、複数が連携することで、高付加価値なプラン

への改善が可能。（例えば、ハワイにおけるハイキング＋朝食のセット（約１万円）や、
ジンベイザメウォッチング＋昼食のセット（約２万円）など。）

○オプショナルツアーの販売
国内旅行向けサイトによく見られる個別コンテンツごとの販売方法から、海外旅行向

けのサイトに多く見られるオプショナルツアーとしての販売方法を参考とすることで、
観光客のニーズに応えられる販売方法への改善を図る。

○満足度の検証
満足度調査の結果を踏まえ、課題の抽出、課題解決のための改善案、改善案の取組、

といった形でPDCAサイクルを回し、オプショナルツアーの定番化や、新たなコンテン
ツの発掘に繋げ、オプショナルツアー造成による好循環を構築していく。
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具体的な取組

お問い合わせ先

(株)くまもとDMC TEL:096－276－6655
URL:https://k-dmc.co.jp/

▶DMOとして果たすべき役割

くまもとDMCでは、地域において果たすべき役割を以下の5つの機能に分類している。

○地域連携機能

・人材育成やその他事業の実施を通じて、くまもとDMCの関係者間の連携だけでなく、
地域内のほかのDMOとの連携を深めることで、全県的な取組態勢の構築をはかる。
・くまもとDMCパートナーズ会議の開催による情報共有及び意見交換
・「キリン絆プロジェクト」との連携による人材育成事業「阿蘇ビジネストレー
ニングセンタープロジェクト」の実施 等

○ランドオペレーター機能

１．スポーツツーリズムの実現に向けた取組
・スポーツツーリズムの実現に向け、上海、台湾、香港においてヒア
リング調査を実施。調査結果から実現可能性が高いと見られたサッカー、
マラソン、ゴルフについて、試験的に取組を開始している。

２．オプショナルツアーの造成に向けたアクティビティの磨き上げ
・日本ではアクティビティの価格が安く、高価格帯への
改善が必要との認識から、熱気球体験や農業体験などを
単に開催するのではなく、＋αのサービスを提供すること
で、高付加価値なアクティビティへの改善を図っている。

○コンサルティング機能

・主としてコンテンツの磨き上げの視点から、個別の事業者等に対しての
アドバイスを実施。
・コンサルティング機能：ワイナリーオープンに向けたコンサルティング
・マーケティング機能：マラソンイベントの集客増加に
向けたマーケティング

・ブランディング機能：櫓杏（香港の熊本料理店）の
ブランディングの基礎となる「コンセプト」や「ロゴ」
の開発、メニュー開発支援

○地域商社機能

・商社が扱わないような中小企業の物産を集約し、国内外の商流の構築を目指すほか、
海外輸出は成分表示ラベルの翻訳や物流手続きの煩雑さといった課題があるため、
DMOが複数企業の商品を集約し一括で輸出することにより、物流コストの提言を図る。

○情報発信機能

・社員が足を運び取材した熊本の「旬」な情報を発信するとともに、宿泊施設の予約機能
やＥＣ機能、ツアー販売機能を備え、旅行者にとってワンストップで旅行サービスを
提供する観光情報サイト「おるとくまもと」を運営。
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地域連携ＤＭＯ
（公財）阿蘇地域振興デザインセンター
マネジメント区域：熊本県阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、

高森町、西原村、南阿蘇村、山都町
大分県竹田市
宮崎県高千穂町

設立の経緯

熊本の宝である阿蘇地域の振興を図るため旧阿蘇郡12か町村と熊本県が基
本財産を出捐して平成２年に創設された機関が前身であり、平成18年には
「阿蘇くじゅう国立公園」の特異性を再認識し大分県竹田市と、平成23年に
は阿蘇くじゅうエリアを見渡す宮崎県高千穂町と連携し、阿蘇くじゅう観光
圏を形成する。
平成25年には阿蘇くじゅう観光圏が観光圏整備実施計画認定地域となり、

そのプラットフォームとして阿蘇地域の観光地域づくりを牽引している。

マネジメント体制

関係自治体
熊本県阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、山
都町、大分県竹田市、宮崎県高千穂町

実施主体
観光協会、温泉旅館組合、ツーリズム団体、ボランティア団体、まちづくりNPO、

各種施設、飲食・物販店等

【プラットフォーム】

（公財）阿蘇地域

デザインセンター

各協力機

関・企業

旅行会社

交通機関

マスメディア

スポンサー

・・・ｅｔｃ．

各制作機

関・企業

広告会社

イベント会社

デザイン会社

各種施工業者

・・・ｅｔｃ．

観光圏整備計画が平成29年度をもって
区切りを迎えるなか、今後は官民多様な
関係者が参画する「阿蘇くじゅう高千穂
地域デザイン会議」を設置し、連携強化
を図る予定。

“阿蘇カルデラ”
～命きらめく草原の王冠～

ASO Caldera volcano
Grassland Crown filled with soul

▶ブランドコンセプト

世界最大級のカルデラという地勢上の
特性と長い間人の手によって維持されて
きた草原、そこに暮らす人々の暮らし、
地域固有の自然景観や地域に息づく神話
の時代から続く多様な文化、風土を来訪
者に体感させる。
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お問い合わせ先

（公財）阿蘇地域振興デザインセンター TEL:0967-22-4801
URL:http://www.asodc.or.jp/

具体的な取組

▶阿蘇カルデラツーリズムの推進

▶外国人旅行者に優しい環境と地域づくり
・クレジットカード利用可能な店舗・免税店を表すポップやポスターの作成・配布、
台湾人ブロガーを招聘してブログによる情報発信。

・外国人が多く訪れる店舗・観光施設等について、外客受入整備の専門家と外国人英語
教師が１店づつ店舗を調査し、課題や対応策についてきめ細やかに個別指導を実施。

平成28年熊本地震からの復興に向けた取組Topics

平成28年４月に発生した熊本地震の影響で、特に阿蘇地域においてはＪＲ豊肥本線、
南阿蘇鉄道、国道５７号などのアクセスの被災に加え風評被害によって国内客及びイ
ンバウンド客が大幅に減少し、観光業を始め関連する産業は大きな打撃を受けた。
地震からの復興に向けて、官民一体となって以下の対応策を実施している。

○ルートで繋がる「豊の国千年ロマン観光圏」
と連携し、ストーリー性のあるコースを造成
するとともに、メディア等を活用し、より
広域の周遊ルートを全国に発信。

○正確な道路の迂回情報等を提供するため、
アクセスマップ・ルート案内動画を作成。
また、それらを紹介する特設ウェブサイト
を開設。

○「ＡＳＯ宣伝隊」復興プロジェクト
・地域住民参加型の復興体験プログラムへの
参加などを開催し、観光への意識を高め、
観光圏全体で観光客を迎える気運を盛り上
げる。

・自然を活用した「エコツーリズム」、農村集落を活用
した「グリーンツーリズム」、商店街や温泉街を活用
した「タウンツーリズム」の総合体によって、滞在
交流型の「スローな阿蘇づくり」を目指すことに加え、
復興後の景観形成と新たなコンテンツとして「フラワー
ツーリズム」（あそ花旅）にも取り組む。

・世界ジオパーク、世界農業遺産などの世界遺産などの
世界ブランドと連携しながら、地域資源を活用し滞在
コンテンツを造成する。
・草原を駆け巡るホーストレッキングツアー
・阿蘇溶岩トンネル探検ツアー
・高千穂秋元集落田舎くらし体験プログラム
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地域連携ＤＭＯ
（公社）ツーリズムおおいた

マネジメント区域：大分県

設立の経緯

大分県は、日本一の湧出量、源泉数を誇る温泉をはじめ、豊かな食資源や
自然などの多様な観光資源を有し、特に「別府」「湯布院」といった全国で
も有数の温泉リゾートを抱える地域である。
平成１７年に旧大分県観光協会から社団法人ツーリズムおおいたを立ち上

げ、以降、大分市、別府市、由布市といった宿泊施設が集中する地域から県
内各地に旅行者を周遊させる仕組みづくり、周辺の県を含めた広域的な連携
推進といった課題を抱える中、県全域のマーケティングリサーチ・分析、大
分県観光のブランディング、県域のプラットフォーム機能の確立をミッショ
ンとし、大分県版ＤＭＯの形成に取り組んでいる。

平成２９年４月にDMOとし
ての機能強化を図るため、商品
化に向けた地域の観光素材磨き、
受入態勢の整備、マーケティン
グ、旅行商品等販売システムの
構築等を実施する「地域マネジ
メント部」を新設し、プロパー
職員を新たに配置。

マネジメント体制

また、観光事業者はもとより、
商工業や農林水産業、芸術文化
関係機関等の多様な業種との連
携を強化するため、法人事務所
を大分市中心部の交流拠点施設
内に移転し、各地域観光協会や
ＤＭＯとの積極的な意見交換、
会議体の新設などを通じ、地域
全体のマネジメントを強化。
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具体的な取組

【H29年度の論点】
・マーケティングの重要性（政策・施策への反映等）についての意識醸成
・県、市町村実施の宿泊統計調査、観光動態調査等の調査項目等の統一化調整
・市町村別観光関連データのカルテレポートの作成に向けた調整
・次年度における各種調査や事業の合同実施に向けた合意形成

▶県域一体となったマーケティングの実施に向けた議論の場づくり

〈共通効果〉
・共同実施に伴い、定点増加による調査結果データの精度アップと施策の共有
・市町村単位での個別要因等に把握と分析が可能
・観光施策におけるPDCAサイクル構築、施策策定への反映、意識醸成
〈個別効果〉
・個別実施している市町村におけるコスト削減、効率化
・未実施市町村における現状分析データの収集、効率化

県内市町村、各地域観光協会、域内ＤＭＯ組織、ホテル旅館組合等で構成
する「観光マーケティング会議」を県と合同設置し、マーケティングや各事
業の共同展開等に向けた議論を実施。

▶県域一体となってＰＤＣＡサイクルを回していく仕組みづくり

ツーリズムおおいたがプラットフォームとして、県内各市町村をサポートし
ながら、県全域で効率的・効果的な施策の展開とＰＤＣＡサイクルを回す仕組
み構築に取り組んでいる。
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お問い合わせ先

具体的な取組

旅行商品の予約・販売や物産品の販売を行うとともに、キュレーションメ
ディア※として機能させるためのシステムを構築に取り組んでいる。
商品販売等を通じて地域の多様な関係者の意識醸成を図るとともに、地域

関係者による地元情報の訴求を通じて、地域との連携強化を図る。
また、隣県・域内ＤＭＯ組織や観光協会等との相互商品販売や広域商品開

発・販売、WEBプロモーションやモニタリング調査の共同実施など、連携に
よる相乗効果を促進する。

（公社）ツーリズムおおいた TEL:0977-26-6250
URL: https://www.visit-oita.jp/

旅行商品等販売システムの構築Topics

≪商品販売プラットフォームとしての連携機能≫
【県域内連携】
○商品造成と販売促進
・施設や交通事業者等との連携商品の造成
・地域観光協会等職員による地元情報発信（ｷｭﾚｰｼｮﾝ）
・宿泊施設HPとのリンク、アフィリエイト方式による販促
・地元中小旅行会社との連携強化（素材提供等）
・商談会等におけるセールス、プロモーション

○検証、サポート
・モニター検証、モニタリング調査
・地域事業者による商品化サポート
・由布院ＴＩＣや域内観光案内所等との連携型観光案内
の仕組みづくりサポート

【広域連携】
○県外DMO組織や民間事業者、広域団体等との連携
商品の開発、相互による商品販売や情報発信

○他県素材と連携したプロモーション

高千穂

阿蘇
くじゅう

くまもとDMC
九州産交

由布市まちづくり観光局

豊の国千年ロマン観光圏

※キュレーションメディア：ウェブ上の情報を特定のテーマで分かり易くまとめ、発信するウェブサイト。
ツーリズムおおいたでは、県内の観光コンテンツや物産品に係る、地元住民が作成した記事をまとめて発信
するウェブサイトの構築を想定。
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