
 

観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

記入日：令和４年 10月 31 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 

（一財）神戸観光局 

マーケティング･マネ

ジメント対象とする

区域 

区域を構成する地方公共団体名 

神戸市 

（神戸市と共通の観光資源を有する近隣市町等[芦屋市、西宮市、宝塚市、三

田市、三木市、稲美町、明石市（明石観光協会）、淡路市、洲本市、南あわじ

市、西宮市（西宮観光協会）]がＤＭＯへ参画） 

所在地 兵庫県神戸市 

設立時期 昭和６２年４月１日 

職員数 134 人【常勤 103人（正職員 54人・出向等 49人）、非常勤 31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） 

尾山 基 

（出身組織名） 

（株）アシックス（取

締役会長） 

世界的企業のトップであり、マネジメントやマー

ケティングに卓越している。またスポーツを通じ

た世界的なネットワークを持ち、神戸のインバウ

ンド誘致を進める上で最適である。 

さらに、神戸を代表する企業であることから、地

元経済界の人望も厚い。 

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） 

服部 卓郎「専従」 

（出身組織名） 

（株）リクルート 

㈱リクルートで東北や関東甲信越のエリアプロデ

ューサーとして 12年間、地域活性化に携り、(一

社)関東観光広域連携事業推進協議会（広域 

DMO）の事務局長を務めた経験を持つ。 

関東広域圏のインバウンド事業の推進や、観光資

源発掘等に従事し、十分な実績を有している。 

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） 

衣川 俊明「専従」 

（出身組織名） 

神戸市 

当法人の専従職員であり、財務部門の実務責任者

として、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。 

各部門（例：プロモ

ーション）の責任者

（専門人材） 

※各部門責任者のう

ち専従の者について

は、氏名の右横に

「専従」と記入する

こと 

観光部門責任者 

（氏名） 

渡辺 元樹「専従」 

（出身組織名） 

神戸市 

 

（氏名） 

河上 真吾「専従」 

（出身組織名） 

神戸市 

 

（氏名） 

小池 聡「専従」 

 

当法人の専従職員であり、観光部門の実務責任者

として、国内外での観光誘客プロモーション、商

品造成、観光施設運営を担当している。 
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（氏名） 

小川 浩志「専従」 

MICE部門責任者 （氏名） 

黒田 美香「専従」 

 

（氏名） 

中島 由起子「専従」 

 

（氏名） 

杉本 嘉奈子「専従」 

当法人の専従職員であり、MICE 部門の実務責任者

として、国内外での MICE誘致プロモーション、

MICE施設運営、MICE事業の事務局を担当してい

る。 

フィルムコミッショ

ン部門責任者 

（氏名） 

松下 麻理「専従」 

当法人の専従職員であり、フィルムコミッション

部門の実務責任者として、ロケの誘致、撮影支

援、作品プロモーションを担当している。 

港湾振興部門責任者 （氏名） 

石川 貴美子「専従」 

（出身組織名） 

神戸市 

 

（氏名） 

山脇 美香「専従」 

当法人の専従職員であり、港湾振興部門の実務責

任者として、港の賑わい創出、客船の誘致・受

入、港湾施設運営を担当している。 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

神戸市経済観光局観光企画課、ファッション産業課（地域産業）、農水産課

（観光農業）、商業流通課（商業）、企画調整局企画課（広域連携）、港湾局振

興課（イベント・客船誘致） 

連携する事業者名及

び役割 

神戸市観光・ホテル旅館協会（宿泊）、神戸商工会議所（市内経済団体） 

宿泊施設・観光施設・交通事業者等（観光地域づくり、滞在型観光振興） 

近隣都市の観光担当部門・観光協会（広域観光、観光コンテンツづくり） 

商業・製造業者（観光コンテンツづくり、おもてなし） 

農漁業者（観光コンテンツづくり、おもてなし） 

スポーツ・文化関係者（観光コンテンツづくり、おもてなし） 

市民イベンター（観光コンテンツづくり、おもてなし） 

港湾関連事業者・船社（客船受入調整）等 

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】② 

・商業者や農漁業者、スポーツ・文化関係者など幅広い分野の事業者や市民

イベンター等に参画いただき、多様なプレイヤーが集うプラットフォームと

する。 

・プラットフォーム内でインバウンドの推進、観光コンテンツづくりと国内

外へのプロモーション、おもてなし、広域観光の振興などの事業を公民連携

で実施する。 

・ＤＭＯが実施する調査・分析によって得られた域内の観光動向や観光客の

属性、観光消費等に関するレポートを定期的に会員に情報共有する。 

・神戸市と共通の観光資源を有する近隣の自治体・観光協会（芦屋市、西宮

市、宝塚市、三田市、三木市、稲美町、明石市（明石観光協会）、淡路市、

洲本市、南あわじ市）がＤＭＯへ参画。 

 

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 

 

・事業者や関係団体だけでなく、地域の市民イベンター等の参画を得て、プ

ラットフォームを通じてＤＭＯと協働でインバウンドの推進、観光コンテ

ンツづくり、地域ぐるみのおもてなし等を推進。 

・市民も対象とした地域観光やツアー等を開催。 
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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 

・国内外での誘致プロモーション 

・HP、SNSによる情報発信 

・神戸観光 PR 動画の制作･発信 

・教育旅行の誘致等 

受入環境の

整備 

・観光案内所（市内 3カ所）の運営 

・客船入出港時の歓送迎行事の実施 

・ガイドマップ等の制作･配布、KOBE Free Wi-Fiの PR 

・観光タクシー乗務員研修会の実施等 

観光資源の

磨き上げ 

・・特別感のある観光プログラム及びインセンティブツアーの

推進 

・公民連携による観光コンテンツ開発等の「公民共創事業」

の実施 

・六甲山、摩耶山の観光振興 

・ゴルフツーリズムの推進 

・映像作品を活用したロケツーリズムの推進等 

（定量的な評価） 

旅行消費額、延べ宿泊者数、来訪者満足度、リピーター率、外国旅行者数、

観光入込客数 

 

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） 

一般財団法人神戸観光局において実施。（下図） 

 

（実施体制図） 

 
 

 

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  
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【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区域設定の考え方】 

次期神戸市基本計画「神戸 2025ビジョン」との整合性をはかりつつ、ＤＭＯ独自の戦略を設定し、

多様な関係者との情報共有や協働を進めていく必要があり、神戸観光局のマーケティング・マネジ

メントの区域設定は、「神戸市域」を基本とする。プロモーションにあたっては近隣市町を含む神戸

圏域における面的観光の推進連携を図っていく。 

 

【観光客の実態等】 

令和元年  観光消費額：3,272億円、延べ宿泊者数：635万人、外国人観光客数：139万人、 

      観光入込客数：3,542万人 

令和 2年  観光消費額：1,735億円、延べ宿泊者数：390万人、外国人観光客数：18万人、 

      観光入込客数：1,563万人 

令和 3年  観光消費額：1,673億円、延べ宿泊者数：388万人、外国人観光客数：算出不可、 

      観光入込客数：1,338万人 

 

【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】 

・北野異人館街、旧外国人居留地、南京町、有馬温泉、灘五郷（酒蔵）、六甲山・摩耶山、メリケン

パーク、神戸グルメ（神戸ビーフ、灘の酒、パン・スイーツ等）、舶来文化（ジャズ、マラソン、コ

ーヒー、ゴルフ等）、神戸ルミナリエ等 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

分布：市街地及び有馬温泉等（市内全域）  

（参考）神戸市観光・ホテル旅館協会加盟施設（R4年 8月） 

61施設、9,102室、収容人数 約 20,000人 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

鉄道（域内外：ＪＲ・阪急電鉄・阪神電車、神戸電鉄、山陽電鉄 域内：市営地下鉄・神戸新交

通）、ケーブルカー、ロープウェー、バス、高速道路（阪神高速・中国自動車道・山陽自動車道、神

戸淡路鳴門自動車道等）、航路（フェリー、クルーズ）、航空（神戸空港）等 

神戸圏域 

  

神戸市域 
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【外国人観光客への対応】 

多言語対応ツール（ホームページ「Feel KOBE」、スマートフォンアプリ「KOBE Official Travel 

Guide」、神戸ガイドマップ等）、KOBE FREE Wi-Fi（無料アクセスポイント）、観光案内所（総合イン

フォメーションセンター・北野観光案内所・新神戸観光案内所）の運営 

 

 

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 

旅行消費額 来訪者の消費活動の動向を分析

し、消費単価向上に繋げるため 

市観光動向調査にて把握 

延べ宿泊者数 宿泊者数の推移を把握するため 観光庁の宿泊旅行統計や観光予報

プラットフォームの分析データの

活用 

来訪者満足度 来訪者の満足（不満足）に繋がっ

ている要因を分析し、戦略立案に

繋げるため 

市観光動向調査にて把握 

リピーター率 リピーター顧客の動向を把握し、

戦略立案に繋げるため 

市観光動向調査にて把握 

ＷＥＢサイトのアクセス状況 地域に対する顧客の関心度や施策

の効果等を把握するため 

神戸公式観光サイト「Feel 

KOBE」等のアクセスログの活用 

観光客の属性（性別・年齢

等）、立ち寄り先、宿泊先、観

光消費額、交通手段、来訪目

的、同行者等 

 

観光動向の把握、地域経済への貢

献度を測るため 

（神戸市観光動向調査） 

主要な観光地点での対面アンケー

トによる調査・分析を実施（四半

期毎・約 6,000 サンプル） 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
2019年までインバウンドが徐々に増加し、ラグビーワールドカップ開催による欧米豪の牽引等も

あり、2019年外国人延べ宿泊者数は過去最高の 83万人泊、国内は 508万人泊を記録したが、2020

年以降、新型コロナウイルスの影響でインバウンドが皆減となり、国内旅行についても感染を懸念

した旅行控えも多く、国内客の宿泊者数も落ち込んだ。その様な中、withコロナ期における神戸観

光局としての取り組みをまとめたロードマップを策定（Vol.1：2020年 7月、Vol.2：2021年 7月）

した。 

コロナ禍 2年目の 2021年は、市内延べ宿泊者数は全体 388万人（前年比：▲0.5％、2019年比：

▲38.9％）、国内 388万人（前年比：＋1.8％、2019 年比：▲30.8％）、海外 0 万人（数値なし）とな

った。「緊急事態宣言」の発令と「まん延防止等重点措置」の適用が繰り返された１年となったが、

感染状況の落ち着きが見られた 3 月、7～8月、10～12月は延べ宿泊者数が回復基調となり、同年 10

月から開始された県内宿泊需要喚起を目的とした県民割（適用条件の変動あり）による牽引も伺え

た。 

 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 
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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？ 
 

･豊富な観光資源（瀬戸内海・六甲山・有馬温

泉・グルメ・異国情緒豊かな街並み） 

･アクセス（神戸空港・港） 

･リピーター率が高い 

･訪問者の満足度が高い 

･特に、一度神戸訪れて、奥深い魅力に触れると

リピート意向が急激に向上する 

・有馬は 20～30代の若年層の宿泊比率が高く、

かつ高評価 

弱み（Weaknesses） 

･自地域で改善を必要とする弱みは何

か？ 
 

･日帰り客が多い 

･近隣（近畿圏）からの観光客が多い 

･この結果、観光消費額が相対的に低い 

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？ 

 
･関西圏全体でインバウンドが好調であった（コ

ロナ前） 

･広域周遊観光ルート（美の伝説、せとうち・海

の道）に認定されている 

・2025年「大阪・関西万博」の開催 

脅威（Threat） 

･自地域にとって逆風となる要素は何

か？ 

 
・新型コロナウイルス感染症の流行 

・神戸のイメージが、特に関東圏で希薄化の傾

向がある 

・全国あるいは関西圏の外国人観光客の伸びに

比べて、神戸の伸びが低い（コロナ前） 
※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 

インバウンド 
○ターゲット層 

欧米豪 

○選定の理由 

新型コロナウイルスの終息後に観光旅行をしたい国として、日本はアジア居住者・欧米豪居住者と

もにトップの人気となっており、旅行先としての日本の人気が依然として高い（アジア居住者の 67%

が、欧米豪居住者の 36％が日本を選択）。※日本政策投資銀行・日本交通公社実施「DBJ・JTBF アジ

ア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査（特別調査）」（2020年 12月）より 

特にインバウンドプロモーションにおいては、継続性・積み重ねが重要であると考え、「インバウン

ド戦略」（2018年 11月策定）に基づき、各国市場動向を注視しながら実施していく。 

 

○取組方針 

・旅行会社・メディア招請したオンライン FAMの実施、英国 TV番組の招請 

・専門誌等への広告・記事出稿 

・海外観光ネットワーク拠点（フランス）等を活用したプロモーション 

○ターゲット層  

東アジア 

○取組方針 

・SNSによる情報発信 

・海外観光ネットワーク拠点（台湾）等を活用したプロモーション 

・オンライン商談会への参加 

○ターゲット層  

東南アジア 
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○取組方針 

・SNSによる情報発信 

・在日インフルエンサーを招請した FAMの実施 

・旅行博への出展 

・現地の雑誌、Webメディア、店舗を活用した PRキャンペーン 

・海外観光ネットワーク拠点（タイ）等を活用したプロモーション 

 

国内旅行 
○ターゲット層 

20～40代女性 

○選定の理由 

神戸エリアは全国的な傾向と比較して女性旅行者の割合が高いという特徴がある。中でも 20代～40

代女性は情報感度が高く、他の一般顧客層と比べても影響力を発揮しシャワー効果が期待できるた

め、市場動向を注視しつつ、「国内旅行戦略」（2019 年 5月策定）に基づいて事業展開を図る。 

 

○取組方針 

・SNSによる情報発信、キャンペーンの実施 

・市内観光施設の周遊電子チケット販売 

・関西の JR主要駅でのデジタルサイネージ掲出 

・他都市、団体と連携したプロモーション 

 

 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 都市でありながら自然に近い暮らしを生かした

「滞在型国際観光都市」～暮らすように旅する神

戸～ 

②コンセプトの考え方 ・神戸を経験したことのある人にしかわからない

「奥深い魅力」があり、この魅力に旅行者が触れ

るとき、旅行者のリピート意向が急激に向上す

る。 

・神戸市民が日常的に触れている街並みやお店な

どの生活資源・ライフスタイルに魅力を感じてお

り、神戸に「住んでみたい」という居住思考を植

え付ける。 

 

 

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。 

・全職員を参加対象とした「マーケティングミーティング」（オンライ

ンとリアルのハイブリッド開催）を毎月第 3火曜日に実施。事業の進捗

報告やマーケティングの定点観測の共有、各事業の PDCAを回す機会と

している。 
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・会員向けにマーケティング情報をまとめた「マンスリーレポート」を

月次発信。各種観光統計情報や、神戸観光局の管理施設の来館情報など

神戸の観光動向をタイムリーに伝えることで観光事業者のマーケティン

グ情報支援を行っている。 

 

・会員向けに神戸観光局の取り組みを紹介する情報誌「ニュースレタ

ー」を四半期毎に配信。 

 

・「神戸観光 Link café online」として会員のナレッジを取材し、動画

を会員限定に配信（令和 2～3年度）してきたが、令和 4年度は 3年ぶ

りにリアルで開催し、会員の学びや交流の場となるセミナーを実施。 

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 

・観光課題の解決や地域創生に資する新事業の提案を民間事業者から公

募し、協働で事業を展開。 

 

・神戸の食、自然、歴史的背景等の楽しみ方等を取り入れた体験型プロ

グラムを造成するとともに、ガイド育成にも取り組み、地域の魅力向

上、滞在時間増加に伴う地域経済の活性化を図る。 

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 

・令和 2年度末にリニューアルした公式観光サイトについて、モデルコ

ースやコラム記事の充実、エリアガイドページ・アクセスページのリ

ニューアル等さらなる改善を行う。加えて、ユーザーの興味・関心に

応じた観光情報をＳＮＳとも連動しながら国内外に効果的に発信す

る。 

・コロナ禍における社会情勢の変化に応じて、動画によるイメージ訴求

からキャンペーン情報まで、適切な情報をターゲットに効果的に発信

するほか、インフルエンサーによる投稿を活用する等、神戸の認知度

向上とさらなる誘客促進に向けて、公式観光サイトと SNSを連動させ

ながら、国内外への発信を充実・強化する。 

 

・神戸観光の奥深い魅力を、テレビ、雑誌や WEB等のメディアに取り上

げられるよう、PR会社を活用したメディアプロモーションを実施す

る。 

 

・航空会社やフェリーの運航事業者との連携事業として、就航都市のマ

スメディアを使ったプロモーションや現地エージェントへの営業活動

等により、さらなる神戸への誘客を促進する。 

※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）

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 

（億円） 

目

標 

3,700 3,700 2,500 2,900 3,300 3,400 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

3,272 1,735 1,673    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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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】 

今後は令和 3年 4月策定の神戸市基本計画「神戸 2025ビジョン」における観光分野の数値目標

（KPI）として設定。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

宿泊客、日帰り客の消費単価（神戸市観光動向調査）と観光入込客数から推計 

●延べ宿泊者数 

観光予報プラットフォームの市内宿泊実績をベースに、以下の前提条件から推計 

（出典：観光予報プラットフォーム推進協議会「観光予報プラットフォーム」） 

〔前提条件〕 

 【国内】 

 ・宿泊目的が観光・レジャーと出張（MICE）で、回復の水準と速度が異なる 

 ・①観光・レジャーは 2022年に 2019年水準まで回復 

   ②上記のうち、個人旅行は 2021年、団体旅行は 2022年に回復 

    ③出張（MICE）については 2022年においても回復が低調 

 【海外】 

2022年～2025年における海外の数値目標は IATA国際線旅客数回復予測（2020.4）の水準を参考

に推計（2020年 9月時点） 

●来訪者満足度 

神戸市観光動向調査による対面調査による 

●リピーター率 

神戸市観光動向調査による対面調査による 

 

 

（２）その他の目標 

●延べ宿泊者数 

（万人） 

目

標 

570 600 490 560 630 635 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

635 390 388    

（83） （9） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

97 以上 97 以上 97 以上 97 以上 97 以上 97 以上 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

96.3 96.8 97.9    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

90 以上 90 以上 90 以上 90 以上 90 以上 90 以上 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

92.0 93.9 93.2    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

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 

●外国人観光客

数（万人） 

目

標 

170 200 70 110 125 140 

（170） （200） （70） （110） （125） （140） 

実

績 

138.7 18 算出不可    

（138.7） （18） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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※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】 

「6.KPI（実績･目標）」の「（1）必須 KPI」と同様 

 

【設定にあたっての考え方】 
●外国人観光客数 

観光庁「訪日外国人消費動向調査」（2020.1-3 期）の神戸訪問率を県訪問率参照のもと、外客数より

推計。 

 

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 

3,277,970（千円） 【会費収入】               6,580 千円 

【市からの補助金・負担金等】      912,362 千円 

【負担金・協賛金等】            70,269 千円 

【基金収入、収益事業等】          792,437 千円 

【指定管理事業他】                            1,378,798 千円 

【建設会計借入金収入、賃料収入】        117,524 千円 

2020（Ｒ２）

年度 

2,220,642（千円） 

 

【会費収入】                 0 千円 

【市からの補助金・負担金等】      932,840 千円 

【負担金・協賛金等】            81,945 千円 

【基金収入、収益事業等】          400,501 千円 

【指定管理事業他】                     728,617 千円

【賃料収入】                     76,739 千円 

2021（Ｒ３）

年度 

2,414,961（千円） 

 

【会費収入】               6,500 千円 

【市からの補助金・負担金等】     1,009,418 千円 

【負担金・協賛金等】            36,884 千円 

【基金収入、収益事業等】          370,465 千円 

【指定管理事業他】                     914,955 千円 

【賃料収入】                  76,739 千円 

2022（Ｒ４）

年度 

2,823,801（千円） 

（予定） 

【会費収入】               6,825 千円 

【市からの補助金・負担金等】     1,030,759 千円 

【負担金・協賛金等】            14,820 千円 

【基金収入、収益事業等】          477,849 千円 

【指定管理事業他】                     1,216,809 千円 

【賃料収入】                                  76,739 千円 

2023（Ｒ５）

年度 

2,823,801（千円） 

（予定） 

【会費収入】               6,825 千円 

【市からの補助金・負担金等】     1,030,759 千円 

【負担金・協賛金等】            14,820 千円 

【基金収入、収益事業等】          477,849 千円 

【指定管理事業他】                    1,216,809 千円 

【賃料収入】                                 76,739 千円 

2024（Ｒ６） 2,823,801（千円） 【会費収入】               6,825 千円 
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年度 （予定） 【市からの補助金・負担金等】     1,030,759 千円 

【負担金・協賛金等】            14,820 千円 

【基金収入、収益事業等】          477,849 千円 

【指定管理事業他】                    1,216,809 千円 

【賃料収入】                                 76,739 千円 

 

（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

3,269,859（千円） 

 

【一般管理費等】               62,899 千円 

【観光誘致宣伝・受入・推進事業】     696,900 千円 

【観光案内所事業】              81,920 千円 

【フィルムオフィス事業】           49,160 千円 

【コンベンション推進事業】        177,840 千円 

【港湾振興事業】             603,457 千円 

【基金補助事業】               64,087 千円 

【指定管理事業他】                      1,347,377 千円 

【建設会計事業】               186,219 千円 

2020（Ｒ２）

年度 

2,422,451（千円） 

 

【一般管理費等】               43,592 千円 

【観光誘致宣伝・受入・推進事業】      503,646 千円 

【観光案内所事業】              79,718 千円 

【フィルムオフィス事業】           53,365 千円 

【コンベンション推進事業】         169,292 千円 

【港湾振興事業】            444,051 千円 

【基金補助事業】                23,050 千円 

【指定管理事業他】                     1,028,998 千円 

【建設会計事業】                   76,739 千円 

2021（Ｒ３）

年度 

2,559,557（千円） 

 

【一般管理費等】              138,955 千円 

【観光誘致宣伝・受入・推進事業】      492,625 千円 

【観光案内所事業】               81,766 千円 

【フィルムオフィス事業】            45,458 千円 

【コンベンション推進事業】         193,680 千円 

【港湾振興事業】            326,779 千円 

【基金補助事業】                33,701 千円 

【指定管理事業他】                     1,169,854 千円

【建設会計事業】                   76,739 千円 

2022（Ｒ４）

年度 

2,823,292（千円） 

（予定） 

【一般管理費等】              164,853 千円 

【観光誘致宣伝・受入・推進事業】      548,680 千円 

【観光案内所事業】               81,134 千円 

【フィルムオフィス事業】            43,204 千円 

【コンベンション推進事業】         175,844 千円 

【港湾振興事業】            338,685 千円 

【基金補助事業】                69,464 千円 

【指定管理事業他】                     1,388,858 千円 

【建設会計事業】                   12,570 千円 

2023（Ｒ５）

年度 

2,823,292（千円） 

（予定） 

【一般管理費等】              164,853 千円 

【観光誘致宣伝・受入・推進事業】      548,680 千円 

【観光案内所事業】               81,134 千円 

【フィルムオフィス事業】            43,204 千円 

【コンベンション推進事業】         175,844 千円 

【港湾振興事業】            338,685 千円 
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【基金補助事業】                69,464 千円 

【指定管理事業他】                     1,388,858 千円 

【建設会計事業】                   12,570 千円 

2024（Ｒ６）

年度 

2,823,292（千円） 

（予定） 

【一般管理費等】              164,853 千円 

【観光誘致宣伝・受入・推進事業】      548,680 千円 

【観光案内所事業】               81,134 千円 

【フィルムオフィス事業】            43,204 千円 

【コンベンション推進事業】         175,844 千円 

【港湾振興事業】            338,685 千円 

【基金補助事業】                69,464 千円 

【指定管理事業他】                     1,388,858 千円 

【建設会計事業】                   12,570 千円 

 

（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 
区域を構成する地方公共団体における宿泊税の導入、着地型旅行商品の造成･販売等の取組･方針を

記載 

・新規会員の拡大（会費収入の確保） 

・観光事業にかかる市からの負担金・補助金等の安定確保 

・新たな体験型旅行商品の造成・販売の促進 

・市の MICE施設等の指定管理施設の運営収益の安定確保 

 
 

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 

 

神戸市は、(一財)神戸観光局を神戸市における地域ＤＭＯ法人として登録したいので、(一財)神戸

観光局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） 
 

【他の地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯとの間で、重複区域に関する連携や役割分担等について協議を

行った（行っている）か】 

区域が重複するひょうご観光本部、関西観光本部とは、年に数回の連絡会において、各取り組みの

意見交換を行っている。 

 

【区域が重複する背景】 

関西全体・兵庫県全体のプロモーションを広域連携ＤＭＯ、地域連携ＤＭＯである関西観光本部・

ひょうご観光本部で実施し、コンテンツ造成を担う神戸観光局が地域ＤＭＯとして当区域のマーケ

ティング等を実施している。 

 

【重複区域における、それぞれのＤＭＯの役割分担について】 

プロモーションや広域周遊促進については、関西観光本部・ひょうご観光本部と連携し、神戸観光

局が区域内のコンテンツ造成・受入環境整備等に取り組む。 

 

【前述の役割分担等によって、効率的、効果的な活動の遂行が期待できるか】 
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プロモーションや広域周遊促進を広域連携ＤＭＯや地域連携ＤＭＯと連携して取り組むことで、効

率的な展開が期待できる。 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 俵 秀之 

担当部署名（役職） 経営推進部 総務課 

郵便番号 651-0087 

所在地 兵庫県神戸市中央区御幸通 6-1-12 三宮ビル東

館 9 階 

電話番号（直通） 078-230-0800 

ＦＡＸ番号 078-230-0808 

Ｅ－ｍａｉｌ hideyuki_tawara@kcva.or.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 神戸市 

担当者氏名 北川 哲也 

担当部署名（役職） 経済観光局観光企画課長 

郵便番号 651-0087 

所在地 兵庫県神戸市中央区御幸通 6-1-12 三宮ビル東

館 9 階 

電話番号（直通） 078-984-0358 

ＦＡＸ番号 078-984-0360 

Ｅ－ｍａｉｌ tetsuya_kitagawa@office.city.kobe.lg.jp 
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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
3,700 3,700 2,500 2,900 3,300 3,400

( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

実績
3,272 1,735 - - - -

( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

延べ宿泊
者数
(千人)

目標
570 600 490 560 630 635

( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

実績
635 390 - - - -

（83） （9） （ - ） （ - ） （ - ） ( - )

来訪者
満足度

(％)

目標
97以上 97以上 97以上 97以上 97以上 97以上

( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

実績
96.3 96.8 - - - -

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） ( - )

リピーター
率
(％)

目標
90以上 90以上 90以上 90以上 90以上 90以上

( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

実績
92.0 93.9 - - - -

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） ( - )

法人名：一般財団法人神戸観光局

【区域】 神戸市
【設立日】 昭和６２年４月１日
【登録日】 平成２９年１１月２８日
【代表者】 尾山 基
【マーケティング責任者（CMO）】
服部 卓郎
【財務責任者（CFO）】
衣川 俊明
【職員数】134人
（常勤103人（正職員54人、出向等49人）、非常勤31人）

【連携する主な事業者】
観光関連の団体・事業者、商業者、農漁業者、
スポーツ・文化関係者、港湾関連団体・事業者等

滞在型国際観光都市の実現・グローバルＭＩＣＥ都市の推進

合意形成の仕組み

登録区分名：地域ＤＭＯ

※（）内は訪日外国人旅行者に関する数値

法人のこれまでの活動実績

【情報発信・プロモーション】
・国内外での誘致プロモーション
・HP、SNSによる情報発信
・神戸観光PR 動画の制作･発信
・教育旅行の誘致等
【観光資源の磨き上げ】
・観光案内所（市内3カ所）の運営
・客船入出港時の歓送迎行事の実施
・ガイドマップ等の制作･配布、Free Wi-FiのPR
・観光タクシー乗務員研修会の実施等
【受入環境の整備】
・「こうべ旅」及びインセンティブツアーの推進
・公民共創事業による観光コンテンツ開発
・六甲山・摩耶山の観光振興、ゴルフツーリズ
ム、映像作品を活用したロケツーリズムの推進等

戦略

【該当する登録要件】 ②
【概要】幅広い分野の事業者や市民イベンター
等多様なプレイヤーが集うプラットフォームとす
る。定期的にＤＭＯの取組報告や研修会、セミ
ナー等、会員同士が関係を構築するための場を
提供する。域内の観光動向等に関するレポート
を定期的に会員に情報共有する。

【主なターゲット】
国外：欧米豪、 国内：20代～40代の女性
新型コロナの終息後に観光旅行をしたい国とし
て、日本はアジア居住者・欧米豪居住者ともに
トップであり人気が高い。また神戸エリアは比
較的女性旅行者の割合が高く、情報感度の高
い20代～40代女性が影響力を発揮し、シャ
ワー効果が期待できるため。
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
会員と戦略を共有し、公民連携によるプロジェ
クトを通じて、神戸のライフスタイルを体験でき
る観光コンテンツの開発、ターゲットを絞った顧
客目線の情報発信、近隣地域を含む「神戸圏
域」としての面的観光の推進等に取り組む。

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

マンスリーレポートの月次発信により、神戸の観
光動向をタイムリーに伝え、事業者のマーケティ
ング情報支援を行う。また、従来の誘致・プロ
モーション活動に加えて、「食」や「体験」などの
サービスを提供する商業者や市民イベンターな
ど幅広いプレイヤーとの連携を強化し、一元的
な情報発信・プロモーションを実施する。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】 市からの補助金・負担金等 約1,009百万円（R3年）
【総支出】 2,560百万円（一般管理費139百万円、事業費2,421百万円）
※令和3年度決算
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
新規会員の拡大（会費収入の確保、観光事業にかかる市からの負担
金・補助金の安定的確保、指定管理施設の運営

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】
灘の酒
神戸ビーフ
有馬温泉

ＫＰＩ（実績･目標）

記入日： 令和４年１０月３１日

神戸圏域
神戸市域

近隣市町を含む神戸圏域における面的観光の推進連携を図り
ながら、神戸市域におけるマーケティング・マネジメントを実施


