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皆さん、こんにちは。最近、観光地域づくりプラットフォーム、あるいは日本型 DMO に

ついての議論がかなり高まってきましたので、私自身の実践を経ての実感を含めて、あら

ためて現時点での機構としての到達点、あるいは私なりの到達点についてお話させていた

だきます。ただ、あくまで現時点での到達点ですので、これからさまざまな議論や、実践

の中で変わっていく可能性があることをご了承願います。 
  
「成功事例」と一口に言いますが、何をもって成功とするのかという評価が難しいもので

す。そこで、きょうは、取り組み事例の中でもそれなりの地域、学会、関係者の評価を得

ているところを中心に、また、私が主体的に絡んでいるところを基本に取り上げさせてい

ただきました。それらを通して、DMO とか観光地域づくりプラットフォームがどのように

収れんしているのかを解説してみたいと思います。 
 
日本型 DMO の現段階での到達点 
 平成 23 年、私たちは観光地域づくりプラットフォーム推進機構（編集注：以下、「推進

機構」と略す。）を設立しました。その経緯についてはこれまでかねがねお話させていただ

いた通りですが、やはり、日本版 DMO について一定の概念整理をしようということで、

日本観光振興協会の皆さん、また、推進機構の皆さんと議論をして整理をしたものが、お

手元の「日本版 DMO の概要」です。これが昨年の 8 月段階の到達点です。 
私たちが DMO をどのようなプロセスで考えてきたのかをお話しします。 
まず、観光地域づくりの背景です。1980 年代～2000 年の初めころまでは、「行政」と行

政の補助金を得た「観光協会」と、それに旅行会社や鉄道会社、旅館、ホテルといった「観

光事業者の」3 者による観光振興が圧倒的でした。しかし、残念ながらそれがうまい成果を

あげて来たとは言い難い。特に 1995 年以降景気が低迷をしてデフレ、あるいはゼロサムに

なり、パイが増えないような状況の中で地域間の競争が厳しくなると、行政・観光協会・

観光事業者の 3 者で行われてきた観光振興の成果があがらなくなってきました。2003 年、

小泉内閣のときに「観光立国」が宣言されますが、当時、工場誘致とか公共投資といった

政策手段がほとんど有効に機能しなくなっていました。そこで、観光を使って外のお金を

取り込み、地域経済を回していこうと、観光への期待が非常に高まり、重要視されました。

しかし、逆に、宿泊観光客は減少の一途という事態に、「観光立国下の観光の低迷」と揶揄

されもしました。 
 

第 6 回の DMO 研究会の講師は、観光地域づくりプラットフォーム推進機構会長の清

水慎一さんです。清水会長から、ご自身が関わっておられる国内の DMO について、

その成功事例、成功のポイント、そして日本型 DMO についてお話を伺いました。 
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なぜ、なかなか成果があがらないのか？ ここがこの議論の原点です。したがって、こ

れまでのやり方に対する総括なくしてこの議論はあり得ません。日本は、総括が下手です

が、特に地域は、また霞が関もそうした総括を逃げたがります。ですから、新たなものに

魂が入らないという実態があります。 
 何が一番問題なのか。やはりマーケティングが足りないのではないか。いや、マネージ

メントもないのではないか、いや、それ以前に責任感がないではないかとか、さらに言え

ば、そもそもアマチュアばかりではないかとか、2003 年から 5～6 年は、こんな議論ばか

りだったと思います。内閣府の統合本部有識者委員として当時の増田総務大臣や甘利経産

大臣と議論したときもそうでした。皆さんが新たな提案を次々されるのですが、私はこれ

までの総括をきちっとすべきだと申し上げて、最終的にその総括を、私も参加した東京財

団の委員会名で「補助金行政のあるべき姿」と題した提言書を出した覚えがあります。 
  
ならば、観光大国と言われている欧米ではどうなのか。たとえば、ツェルマット（スイ

ス）、ウィスラー（カナダ）、パリ（フランス）、バルセロナ（スペイン）などではなぜあん

なに観光が高い位置づけになっているのだろうかと考えた時、どうも日本のやり方と違う

ようだ、そこに DMO という概念があるようだと気がついたわけです。1995 年ぐらいから

盛んにヨーロッパでは DMO という概念が広がりましたが、当時はちょうど湾岸戦争が起

こるなど、ヨーロッパで観光が踊り場に来ていた時期でもあります。 
そ う か 、“ Destination Management Organization ”“ Destination Marketing 

Organization”という考え方があるのかと気がつき、我々は一生懸命勉強しました。この

時並行して、私自身は、当時 DMO と並ぶ地域政策の重要な考え方だった EU のリーダー

事業を勉強しました。それらを勉強する中で、やはり日本にも DMO のような「機能」が

必要ではないかと考えるようになったわけです。 
 
ところで、多くの方が、DMO を「組織」だと間違えて捉えておられますが、違います。

ここで「必要」だと申し上げているのは、DMO という組織ではなくて、DMO が持つ機能

のことです。つまり、このヨーロッパ型の組織やアメリカ型の組織をそのまま持ってきて

も日本の風土、文化になかなか適応しない。しかし、持っている機能（マーケティング、

マネジメント）はやはり学ぶべきだろうということです。それらを日本でも取り入れつつ、

日本における従前の観光振興のやり方の反省を踏まえて、新たな展開を考えよう。これが

日本版 DMO という形になるわけです。 
したがって、日本版 DMO は、まだ十分に固まっていません。ただ、明らかなのは、ヨ

ーロッパやアメリカの実績ある DMO が持ち、果たしてきている機能は、全世界共通だと

いうことです。要するに、そうした機能をしっかり取り入れながら、やはり日本のさまざ

まな地域の風土、文化に合った組織形態を考えていく必要があるというのが現時点での到

達点です。しかし、現実に日本型 DMO としての成功事例があるかと言えば、歴史が浅い
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分、評価しがたい。私は、私なりにやってきた小値賀町（長崎県）か飯山市（長野県）を

成功事例だと思っていますが、いわゆる学問的にはまだ検証、精査されていません。 
 
基本となる問題意識の整理 
 さて、問題意識をもう 1 度整理します。 

 
①従来型観光振興、すなわち組織、人材、資金などを含めた推進体制の現状と課題に対

する認識です。まずこの総括がなければいけない。ついでに言えば、『観光振興』を『地域

振興』に置き換えても私は構わないと思っています。なぜならば、今、地域振興を図るに

は、地域におけるコミュニティビジネスを回していくには、当面観光という手段しかない

のではないかと思っているからです。 
 
実は観光地域づくりプラットフォームという言葉ですが、たまたま最初に観光庁に認識

をしていただいたから「観光」とつけているわけで、これがもし総務省だったならば「観

光」はつけません。地域づくりプラットフォーム推進機構です。観光によって豊かな地域

づくりを行うのが観光地域づくりです。この目標、進め方に対する一定の合意形成はどう

なのか（②）。一定のお客様に来ていただくことにより、例えば若者がまちから出て行かな

くても済むように働く場所をつくろうといったことが｢目標｣です。その目標の達成のため
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に、たとえば着地型観光商品や特産物を作って販売するといった観光地域づくりの目標と

進め方に対する一定の合意形成が必要です。実は①と②の議論には相当時間がかかります。 
 
 まず①ですが、いわゆる従来型観光振興の進め方やあり方についての総括は、特に行政

の方、観光協会の当事者、観光関係者はなかなかしにくいだろうと思います。いまだに地

域には、80 年代のあの良き時代がまた来ればいいと思っている旅館の社長さんがたくさん

おられます。そんなことはあり得ないです。さらに、関係者の間で観光による豊かな地域

づくりのベクトルを合わせることも、非常に難しい。この部分で私は下手をすると 3 年か

ら 5 年、長ければ 10 年かかると思っています。しばらく前はどこの省庁の事業も人材育成

ばかりでした。事業仕訳で陰をひそめたのですが、人材育成と言いながら実態は専門家派

遣事業で、これが圧倒的に多かったのです。この人材育成の何が一番問題だったかと言う

と、①、②のことをやっていませんから誰も責任を取らないことです。しかも、省庁の専

門家派遣は 1 年限りが多く、2009 年に当時の増田総務大臣に「これは間違っている。地域

に根差す人材をきちっとつくり上げて、地域を担うリーダーをその中から選ばなければい

けない。そういう人たちが地域を担うようにしなければ」と申し上げて、そのためにはそ

の人材に必要な人件費を一部みていただきたいという提案をしたことがあります。結果的

に、総務省で「地域おこし協力隊」事業が生まれましたが。要するに、①、②があって初

めて③の人材とか、④の場の議論があるのだということです。 
 
農業も同じです。地域の中で農業を生かした地域づくりという一定の合意形成なくして

その人材育成を論じても無理です。はっきり申し上げて 6 次産業化はほとんどうまくいっ

ていないと思います。経済産業省の農商工連携も同様です。実は私も農商工連携にかかわ

っていますが、じくじたる思いがあります。TMO（Town Management Organization）
を含めた中心市街地活性化がほとんどうまくいかないのは、やはりこの辺りのきちっとし

た議論なくしてテクニックの議論になっているからです。ですから、よく地域から「観光

地域づくりプラットフォームをつくるので数回講演をお願いしたい」と言われることがあ

りますが、基本的にそんな依頼をすること自体が間違っていると思っています。私は、ま

ず、今までのやり方に対する総括はどうなっているのかということを必ずお聞きします。 
そうしたこともあって、日本観光振興協会の見並理事長、長嶋常務理事、浦野常務理事

に、「従来の観光振興の総括を前提に、DMO の機能というものをしっかりと勉強しなけれ

ばならないのではないか」と相談し、研究会を始めたわけです。 
 

地域の取組事例（１）株式会社南信州観光公社（長野県飯田市） 
ここからは、地域の取り組み事例についてお話しします。日本における観光地域づくり

プラットフォーム、あるいは DMO として先駆的な、しかも設立から十数年経ちそれなり

に評価に耐えられる組織の一つが長野県飯田市の南信州観光公社です。 
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 飯田の牧野市長は、元政策投資銀行マンで、その後同行を退職し飯田市長になりました。 
 設立は平成 7 年です。飯田市の場合、先ほどの「問題意識」のスライドにあった①の今

までのやり方の総括、②の観光地域づくりの進め方の議論がしっかりやられています。で

すから、事業は継続的に専門性を持って担わなければいけないのではないかという議論か

ら始まりました。これまでは 2 年で担当が替わっていました。というのは、以前は市役所

が運営していましたから。役所が運営して、2 年経ったら窓口の担当者が替わり、全く経験

のない素人が来て、グリーンツーリズムを語っているなんておかしい。つまり、①、②の

反省を踏まえて、新たな窓口組織が出てきたわけです。近隣市町村などと共同に出資した

組織をつくり、そこには補助金でやるとろくなことがないということで最初から補助金は

入れなかった。今やもう完全に黒字化を実現しており、配当もしています。観光協会は補

助金で成り立っているという前提がここでは全くなく、独立採算による経営ができ上がっ

てきたということです。 

  

南信州観光公社では、体験教育旅行を中心に行っていますが、最近当たっているのは、

地域の中の名桜を案内人の「桜守」と一緒に巡る「桜守の旅」です。飯田市では、さまざ

まな名桜が約 1カ月間楽しめます。集落にある 1本の桜も花見の対象としたため、集落の

おじいちゃん、おばあちゃんたちが「うちの桜もお客さんが見に来る」と、急に元気にな

ってきました。実質的な集落支援をやっているわけです。桜の花見が 1カ月間続きますか

ら、ビジネスとしてもそれなりに儲かります。そのほかにも和菓子付きの「小京都飯田歴

史散策と和菓子探訪の旅」や「名山トレッキング」なども行っています。 

 来訪者は、今は若干落ち込んでいますが、4万人近くです。全国でこの数の教育旅行を受

け入れているところは、ここしかないでしょう。昼神温泉以外に旅館のないところで、な

ぜこのような展開ができるのか。700 軒の民宿です。来訪者にはそこに泊って自然体験をし

てもらいます。 
  
問題は経済効果ですが、きちんと算出されています。民宿では地元のお米、地元のそば

粉などを使うよう指導していますから、地元素材の調達なども含めると、10 億円近くにな

るということです。これはもうある意味、観光産業です。飯田市長はここまでやらなけれ

ばと思ってやってきたと言っています。しかし、普通は、こうしたデータすらないのが実

情です。 
 南信州観光公社は、典型的なランドオペレーターです。ただし、JTB など企業が行って

いるランドオペレーターと違うのは、地域のコーディネイト機能を持っていることです。

先述のように、あの集落のおじいちゃんたちを元気にするために、そこにある 1 本の桜を

取り上げようじゃないかを考えるということです。まさにこれがマネージメント機能です。

地域資源を活用することでお金を回そうじゃないか。だから、「民宿の皆さん、材料を地元

からもっと調達して」ということを言うか言わないかです。コミュニティビジネスは、そ
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うした細かいところからやって初めてできあがります。しかし、飯田市へ視察勉強に行っ

ても、「ランドオペレーター機能としてのワンストップ窓口」しか理解せずに、お帰りにな

る人が多いそうです。 
  
彼らの事業の目玉はワーキングホリデーです。これからリニア新幹線の駅ができます。

日本一の田舎の駅にすると牧野さんは決めました。「都会の人がここに住めば人間性を取り

戻せます。だから駅前に俺は何もつくらない」とはっきり言っています。二次交通だけ整

備し、ワーキングホリデーなどで徹底的に都会の人を取り込むのだと。現在、受け入れ農

家数 106 戸、登録者 1,221 名のうち昨年は 382 名がワーキングホリデーで訪れました。 
何よりすごいのは、その結果、56 所帯 114 人の人が飯田市に移住したということです。

南信州観光公社の実践と、それを市がバックアップして行っているこの事例は、まさに地

域の生き残り策の最たるものだということです。 
 

地域の取組事例（２）株式会社小値賀観光まちづくり公社（長崎県小値賀町） 
 続いて長崎県の小値賀町についてご紹介します。 
小値賀町へ行くには、佐世保から船で 3 時間ぐらいかかります。五島列島は上五島と下

五島で２町に合併再編されました。小値賀は五島藩ではなく平戸藩だったので五島と合併

できず、長崎県知事から佐世保、平戸との合併の提案を受けたのですが、当時の山田町長

が拒否しました。さて、合併拒否したもののどうしようか、町がこの先成り立たないとい

う現実の中で、大阪出身の元劇団（秋田県）の役者だった高砂さんが、2004 年に、「こんな

素晴らしい場所はない」と移住しました。私が JTB の常務になった時に、彼が会いに来て

以来 10 年の付き合いをしています。 
彼の問題意識を聞きました。かつて 1 万人いた町が今では 2,700 人しかいない。子ども

たちは高校を卒業すると島外に出てしまう。働くところがないからです。しかし、子ども

たち（卒業生）にアンケートを取ってみると、3 割が地元で働きたいと答えたというのです。

そこで、高砂さんは一念発起して、小値賀町に雇用の場をつくると宣言しました。とにか

く雇用を生むためには外から資金を導入しなければならない、それには観光しかない、と

いうことで観光に取組み始めたわけです。 
結果的に、現在観光客数は 5 万人近くに、宿泊客も 1 万 4,000 人近くになっています。

何もないところで、民泊受け入れ民家 70 軒をまとめあげ、何もないところから 1 万 4,000
人の宿泊客が生み出しました。さらに、成果はこれだけにとどまらず、株式会社小値賀観

光まちづくり公社に 20 人の雇用が生まれました。小値賀観光まちづくり公社は補助金ゼロ

です。この前、まちづくり公社の職員 1 名の全国募集をかけたところ、給与はわずかボー

ナスなしという条件にもかかわらず、何と全国から百名を超す応募があり、非常に手応え

を感じています。そうしたこともあって、この 10 年間で I ターン移住者が 120 名になりま

した。 
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 どうしてこのようなことができたのか。高砂君と小辻観光協会長、山田町長は「民泊を

やってください」と呼びかけ、「そんなの面倒くさいよ」という地元の人たち 1 人 1 人を説

得していきました。今は「ああ、やって良かった」と、皆さん笑顔です。小値賀では“全

島民が笑顔に”が合言葉です。この笑顔によって、子どもが戻ってきて、最近になって民

宿を継ぐと言い出してきたところもあります。ついでに言うと、私自身自分の家族を幾度

も連れていきました。 
しかし、小値賀の良さを、行ったこともない都会の人たちに伝えるのはなかなか難しく、

「小値賀に教育旅行をお願いします」と旅行会社に営業に行っても分かってもらえません。

すると、かねてから小値賀の魅力に注目していたアレックス・カーさん（東洋文化研究者、

小値賀町観光まちづくり大使）が「外国人を連れていくのはどうか」と提案してくれまし

た。そこに、JTB の担当者が「アメリカのアイゼンハワー財団が高校生のホームステイを

毎年全世界に 1 万人送っており、その受け入れ先を探しているので小値賀でやりましょう」

という話になりました。しかし、小値賀町民は、「日本人だって受けていないのに、何で外

国人なんか受けなければいけないのか。言葉もしゃべれないし、家は汲み取り式だし汚い

よ」と躊躇しましたが、結局受けいれてくれました。この「ピープルトゥピープル」の参

加者アンケートで、なんと小値賀のプログラムが世界ナンバーワンになったのです。そう

したら、日本修学旅行協会などいろいろな団体がたくさん視察に来ました。この結果あっ

という間に 1 万人近い教育旅行になりました。 
 しかし、教育旅行は、1 人 6,500 円です。もうちょっと質が高く、高い単価のお客様を取

らなければいけないと、アレックス・カーさんが提案して古民家活用事業を始まりました。

今、11 軒までできました。素泊まりで 1 万円以上。これが、小値賀の観光振興を飛躍的に

ステップアップする大きなきっかけになりました。 
 
小値賀のケースの最大のポイントは、当時の町長と観光協会長が観光協会・自然学校・

民泊組織を 1 つにして、皆が結集する『場』をつくったことです。地域における活性化の

ための合意形成に際して、町長、観光協会長などが動き出すと早いです。高砂君は、その

場で自由に活躍しました。 
結果的に、観光客に対する受付窓口の一本化、法人化により「責任」が明確になりまし

た。当然のごとく、品質の高いサービスをしないとお客様は来ません。民宿には「トイレ

をもうちょっときれいにしようよ」ということが平気で言えるようになりました。どんど

ん成果が出てきた結果、事業をやりやすいように株式会社と NPO 法人の２つに分けること

にしました。国の補助金などを受けるときは「NPO おぢかアイランドツーリズム協会」で、

実質的な事業を「株式会社小値賀観光まちづくり公社」がやっていくことにしたわけです。

「小値賀観光まちづくり公社」の専務取締役に高砂さんが就任し、ここがワンストップ窓

口を持ちながら、一方でまち全体をマネージメントする機能を持ち、先ほどの質の高いお



 8 

客様を確保しようとマーケティング的なことも行うわけです。今までの観光協会がやって

いなかったことです。まさに今までの反省を踏まえたということです。町民が主役の観光

推進組織がプロとしての責任と目標を明確にした例です。 
  
地域の取組事例（３）一般社団法人信州いいやま観光局（長野県飯山市） 
次に紹介するのは、長野県の飯山市です。飯田市の南信州観光公社は、既存の観光協会

とは別にグリーンツーリズムに取り組む新たな組織を作りました。小値賀町の場合は、既

存の観光協会を包含する NPO と小値賀観光まちづくり公社をつくりました。飯山観光局は、

既存の飯山観光協会の機能を変えた事例です。地域によってその地域に適した組織づくり

はいくらでもあるのです。私は、観光協会の機能を見直す方法で、観光地域づくりプラッ

トフォームづくりを何カ所かでやっています。あるところはもうすでに 5 年以上議論して

いますが、なかなか収れんしません。観光協会それぞれに歴史があるので、それを簡単に

つぶすわけにいきません。既存の観光協会のプライドを生かしつつ、新たな機能をどうや

って持たせることができるか。ここに外部の専門家の仕事があります。「既存の観光協会は

駄目だからつぶしなさい」と言ってしまうのは簡単です。それができないから、地域は大

変だということです。 
 
飯山ではいろいろな議論が行われました。その結果、既存の観光協会を一般社団法人化

して、機能を強化することにしました。 
昭和 35 年に飯山市観光協会が発足し、事務局は市役所観光課。主体はスキー振興ですか

ら旅行会社へのキャラバン、パンフレット、マップ印刷、それだけです。これだけではも

たないとグリーンツーリズムを始めました。平成 16 年に観光協会を市から分離し、初めて

専任要員を配置しました。さらにもう少し機能を強化する必要があるということで、平成

19 年に一般社団法人にして旅行業登録。既存の観光協会を変質させてきました。下の図が

なぜ旅行業登録が必要か、表した当時の討議資料です 
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これを見ると、今までの反省とこれから進めるべきことがきちっと見えます。こういった

表に落として考えることが、他ではなかなかできません。どうしても、観光協会の当事者

の人は自分がかわいいからできません。これからの観光協会の役割として必要なことは何

か？ 個々のニーズに対応した観光企画の提案実施、地域ブランドの確立、主体的な情報

発信、案内態勢の構築と商品窓口の一元化、企画の販売、営業力の信用向上、あるいは創

意工夫にあふれた商品づくり＝特産物・・・といったことをみんなで議論しました。しか

し、こうしたことが、温泉街で昔良い思いをした人たちにはなかなかできにくいのです。「か

つていい思いをした人は速やかに退任していただいて、若い人に代わってください」とは

っきり言わざるを得ません。 
最終的には、これに第 3 セクターの飯山市振興公社をくっつけました。私は、5,000 万の

補助金を出している施設管理の公社で、赤字の第 3 セクターと一緒にすることに危惧を持

ちましたが、しかし当時の市長が統合したいと強く言われ、実現しました。平成 22 年 4 月

1 日に信州いいやま観光局が誕生しました。その時、私は「プロとしての自覚を観光局の職

員全員に持ってもらわないとうまくいかない」と申し上げました。つまり、プロとしての

自覚を持たない人は辞めてもらいますからということです。 
結果的に、補助金から実質的に抜けきって自立することができました。 
 
“エリアツーリズムエージェンシー”(Area Tourism Agency)という言葉があります。信

州飯山観光局は ATA にならなければいけないと、合併したわけです。飯山の取組で全国の

モデルになるものは、“飯山旅々”という 311 のプランです。これは集落をほぼ網羅するプ

ログラムです。売れる商品であろうが売れない商品であろうが、できるだけ多くの集落を

網羅する、ここがポイントです。集落を網羅することによって参画意識を高める。みんな

でやっていく中で、売れるところと売れないところの差を自ら気づかせるということです。

この企画は、信州いいやま観光局の木村さんが手がけました。ここも小値賀の高砂さんに

匹敵する木村さんという人材がいます。 
 

地域の取組事例（４）一般社団法人みやぎ大崎観光公社（宮城県大崎市） 
 続いて、一般社団法人みやぎ大崎観光公社。ここはまだ評価が定まっていません。平成

19 年から市長に依頼されずっとかかわっていますが、残念ながらまだうまくいっていませ

ん。観光協会の機能強化を含めて少し変えようではないかと、この組織をつくりました。

ここのポイントは着地型観光総合窓口です。これまで鳴子は鳴子、鬼首は鬼首、バラバラ

にやってきましたがそれはおかしいので、「大崎ブランド」として一元的な発信をするのが

狙いです。平成 19 年から議論をして平成 20 年の JR の宮城デスティネーション・キャン

ペーンのときに立ちあがった「宝の都・大崎観光推進協議会」を民間主体の連携組織にし

ようと平成 22 年に準備会を立ち上げ、平成 23 年 12 月から動き出しました。 
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まだまだ実績は少ないです。既存の観光協会、第 3 セクター、道の駅などはそのままい

かし、スキー場など観光施設、宿泊施設、農業生産者、飲食、バス、タクシー、銀行、JR、

商工会議所などのあくまで民間だけで組織をつくりました。観光協会を取り込まなかった

のは、大崎市には、鳴子、鬼首、中山平と、地域に根差した観光協会があるからです。そ

れぞれ長い歴史と伝統を持っています。代々、観光協会会長は旅館の社長さんで、地域の

一つの秩序になっています。そこで、観光協会は、現在行っている、例えばイベントのと

きの交通規制や提灯がけなどだけをやってもらうことにして、情報発信などを一元化して

いくことにしました。 
 とはいえ、今のところ小値賀の高砂さんや飯山の木村さんのような営業の中核人材が不

在のため、なかなかうまくいきません。しかし、この段階で行政が入ると、今度は行政主

導になってますますうまくいきません。今が正念場です。大崎市の場合は、最終的にあと

数年ぐらいかかるのではないかと私は思っています。 
 
大崎でも、先ほどのスライドの「問題意識」に従って論議しました。ただ、この 4 つの

流れに関しては熟度にそれぞれバラツキがあるので、残念ながら、また元に戻って議論し

直さなければいけない部分があります。観光地域づくりには、こういった問題意識のサイ

クルを踏まえた論議の積み重ねが必要です。 
また、かつての地域づくりは、「よそ者、若者、ばか者、カリスマ」論だったのですが、

これだけでは駄目だということがはっきりしました。人材育成にずっとかかわってきた私

も実は反省すべきことがたくさんあります。残念ながら「よそ者はいつまでもよそ者だっ

た」ということが良く分かりました。「観光地域プロデューサー」の派遣も進めてきました

が、これも残念ながらうまくいきませんでした。やはり地域に根差した人材とそういう人

材が活躍する組織が必要であるということに至っています。 
 端的に言って交流人口の拡大による地域活性化の実現は簡単にはできないということな

のです。「観光に取り組んでいます」と言っても、本来の観光振興の目標である雇用を生む

とか、産業を活性化するかというと、各地を見ていてもそうなっていないということです。 
 
ちなみに、私が座長をしています観光庁の委員会で観光の実態調査を行いました。1,742

の市町村に出して、1,470 の回答があったのですが、一番困ったのは、統計を把握している

と答えた 60％の市町村が持っているデータのほとんどが「入り込み客」だということです。

消費額に至っては把握している市町村は全体の 18.6％です。つまりこれは、観光振興によ

って経済を回すということに真面目に取り組んでいないということです。しかもこの「入

り込み客」の数字なんか、もういい加減です。やはりまず統計、ここからだと思いました。 
 観光に係る業務の当初予算額で何が一番多いか。圧倒的に基本的な企画・調査です。こ

れはいいです。次が国内外のプロモーションです。今や受け入れ環境整備をしっかりやら

ずにプロモーションだけやっていてもお客さまは来ません。この典型が、ゆるキャラと B
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級グルメです。ああいう一過性のイベントをはやし立てるのを止めていただきたい。 
また、観光協会で法人化されているところは、全体の 26％でした。法人化するというこ

とは、それなりに責任あることを考えているということなのでしょう。ただ、前述のよう

に、消費額のデータについてはほとんど取得されていません。満足度やリピーター率に至

っては、それぞれ 5.4％、4.8％です。これでは、観光客のニーズや動向の変化に対応でき

ません。先日の東京シンポジウム（主催 日本観光振興協会、推進機構 2014 年 2 月 24
日東京にて開催）では公益財団法人日本交通公社の山田さんが、「今やゼロサムゲームであ

り、顧客の奪い合いだ」と言っていました。奪い合いですから、リピーターと滞在顧客を

どうやって増やしていくかが重要なのに、マーケテイング調査もしないプロモーションば

かりでは無理なわけです。 
 
これまでの DMO 研究会やシンポジウムでの講師陣等のお話を、「従来型観光振興の問題

点」として、私なりにまとめてみました。まず、全体最適ではない。自治体の活動は行政

区の範囲を出ておらず（お客さまの行動範囲ではなく）、つまり、顧客志向ではない。持続

しない。プロがいない。目標不明確。責任を取らない。これらをしっかりまずは反省しな

ければいけません。では、どうするか。そこで、観光地域づくりに取り組もうということ

になるわけですが、観光庁は「観光地域づくり」を次のように定義付けました。「地域外の

人との観光交流、交流人口の増加、滞在時間の増加、消費金額の増加などから生じるさま

ざまな効果、経済効果、誇りの醸成、生きがいの創造などを地域のあるべき姿に向けた取

り組みに生かす活動」。 
入り込み客が増えても、商店街は空き家だらけというのはおかしいのです。商店街を活

性化するとか、子どもたちが元気になるとか、そうしたあるべき姿を考えて、そこに観光

の効果を取り入れなければいけません。あるべき姿の議論が一番大変です。この議論だけ

で常に 1 年間ぐらいかけ、この議論が収れんしない限り次に進めないのです。この議論の

中で地域の将来に希望が見えることが大事です。 
観光地域づくりの進め方というのは、次のようなステップを踏みます。①現状のあるべ

き姿を考えて、現状の課題に気が付く。②課題の解決策として、交流人口の拡大を考える。

③交流人口の拡大のために地域力を向上させる。③の中で、地域の良さに気付くとか、活

動が始まるというような段階があります。私も反省しましたが、この議論をせずに着地型

観光商品のつくり方とか、6 次産業化商品のつくり方、テクニックをやっても難しい。 
これからの観光は、ある地域へ「行こうよ型」から「おいでよ型」になり、地域主導に

なります。つまり、観光はこれまでは観光関係者だけで取り組んでいましたが、これから

は住民や他産業を含めた「みんな」が主体になるのだということです。そのためには官と

民、地域と地域、民と民の中の壁を除くことが必要ということです。 
つまり、マネージメント機能です。そして、ゼロサム競争で地域間競争が厳しい中で、

地域外のお客様に来てもらうためのマーケティングです。さらに言えば市民、地域住民の
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ためのインナープロモーションを含めた活動です。観光地域づくりを行う主体（組織）が

持つべき機能は、特にマーケティングとマネージメント。この勉強です。しかし、そうし

た知識や能力を有した人材や仕組みが自分の地域にいないことに、みんな気がつくわけで

す。ここで言う「機能」というのは、今までの反省の中で気が付いてくることであり、与

えられたものではないということです。ここを間違えてはなりません。 
2007 年から 2009 年の 3 年間、経済産業省が行った徹底した人材育成研究を基に、国土

交通省でガイドラインを作り、観光地域づくりマネージャーという登録制度を立ち上げま

した。人材育成の議論は紆余曲折があり今に至っていますが、先ほどのマーケティング、

マネージメントを含めた能力を有する中核人材が活躍する場として、「観光地域づくりプラ

ットフォーム」という議論が生まれました。 
 結局求める人材にはどのような能力が必要なのか。「あるべき姿を設定できる」、「問題を

構造化し、対応すべき課題を設定できる」、「マネージメントやマーケティングの具体策を

立案できる」といった「構想力」が必要です。それから「協働体制を構築できる」。これは

対人能力です。それから、「実践できる」という業務遂行能力。この辺の能力、スキルをど

うやってきちっと育てていくかという議論に達しました。現在観光庁では、私がトータル

で見ていますが、ワークショップや合宿を含めたカリキュラムをベースに観光地域づくり

マネージャーの育成コースを始めています。 
長野県では、独自に、「信州観光地域づくりマネージメント塾」を開催しました。県下各

市町村の団体の長の推薦を得た 25 人を 2 年間で 20 回徹底的に教育します。しかも行政の

お金は基本的にあまり使わずに、各自に授業料を納めてもらいます。今は 2 期生が受講中

で、毎回グループ討議を課します。途中で辞めたくなる人が出ますが、許しません。地域

の推薦を受けていますから、徹底的にやります。最後に知事の前で、地域に帰った時に地

域の在るべき姿をどう提示し、自身がいまの立場でどのように観光地域づくりの推進のた

めに活動するのかを、決意表明させます。 
同じようなことを大分県は行っています。また、立教大学は社会人向けの観光地経営専

門家育成プログラムを実施しましたが、残念ながら出口、つまり、卒業しても就職先があ

りません。そこで、観光地域づくりプラットフォームという出口をつくらなければなりま

せん。今、私が急いでいるところです。 
 

欧米の DMO に学ぶべきこと 
 ここで、こうした観光地域づくりプラットフォームについて、欧米の DMO に学ぶべき

ことについてお話しします。欧米の DMO の勉強からは、「Destination Branding」、「観光

事業計画と開発」、「マーケティング」、「プロモーション」、「調査」、「観光商品開発」、将来

においては「Destination Branding」、「観光事業計画と開発」、」「観光商品開発」、「クオリ

ティ・マネージメント」という機能が大事だということが、だんだん見えてきました。逆

に言うと、こういった機能を既存の組織でできるか否か、何の教育も受けていない旅行会
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社の OB を採用して、これができるかどうか、ということです。 
 
観光地域づくりに関する国の施策 
 そして、こうした状況の中で、国は何をしているのか。2007 年に経済産業省で体験交流

サービスのビジネス研究会があり、コミュニティビジネスの議論が行われました。2009 年

には観光庁で“持続可能な観光まちづくり事業体”を議論し、私が座長を務めました。2011
年には、国の枠組みで行われている「観光圏」については、観光地域づくりプラットフォ

ームの構築支援をしようと。並行して成長戦略会議で大社さん（現・観光地域づくりプラ

ットフォーム推進機構代表理事）が「観光地域づくりプラットフォーム」の概念について

話をして、同年、彼と一緒に推進機構を設立。2012 年、大臣告知で観光地域づくりプラッ

トフォームという一定の機能を持った場と、一定の機能をしっかりと果たしうる人材がい

なければ観光圏は認めないということにしました。現在、全国の 10 カ所が観光圏に登録さ

れていますが、非常にみんな苦労しています。頭では分かっていても、なかなかしがらみ

を整理できない、合意形成がうまくいかないということがあるようです。 
 その中核人材が活躍する観光地域づくりプラットフォームの機能について、私が座長を

務める委員会で整理をしました。最低限必要なのが、「各機能の提供にかかわるマネージメ

ント」、「ワンストップ窓口」、「誘客・集客の促進」、「そのためのマーケティングの実施と

観光地域づくりの実施基本方針の策定」です。いろいろな議論があったのですが、“観光地

域づくりプラットフォーム”という言葉がいよいよ表に出て、認知をされ、その中身を一

応観光庁としては固めて来たということです。 
 「観光圏」について、例えば八ヶ岳では 1 市 1 町 1 村で、“八ヶ岳ツーリズムマネージメ

ント”という法人が活動しています。雪国観光圏では民間の統一窓口として、“一般社団法

人雪国観光圏”ができ上がっています。 
 こうした収れんを見ると、日本における今までの観光振興の進め方を総括しながら、欧

米の DMO の機能をきちっと日本の組織の中で位置付けるということに思いが至って、結

果的にそれが日本型 DMO になるのだとおわかりいただけるかと思います。マネージメン

ト、マーケティングの手法の根幹は欧米と同じです。問題は組織形態が海外に比してユニ

ークです。そうした意味で欧米型とは違う“日本型”になるというのが私の理解です。 
 
日本型 DMO の行方 
 では、日本型 DMO はどこに行くのか。私なりにいろいろ考えています。一つは事業体

です。スイスの観光局がバスの運行をしたり、リフトを持っていたりするように、事業体

としてハードの整備、または支援にまでかかわります。場合によっては、商店街の整備な

ども出てくるかもしれません。たとえば、商店街を協同組合に変えて、空き家の活用をや

ろうではないかということなのですが、その協同組合運営なども DMO がかかわらなけれ

ばいけないだろうということです。 
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重要なのは、資金調達です。この前、信用金庫の理事長会議に出席したのですが、彼ら

の関心事は、地域ビジネスへの参画でした。「ぜひ地方金融機関、ファンドなどがコミュニ

テービジネスの一員になっていただきたい。あなた方の生きる道はここしかない」と申し

上げました。 
  
それから、環境や歴史資産の保全活用をどうするかという問題があります。いわば公益

面です。富岡製糸場は片倉工業が毎年 1 億円以上かけて保全してきました。これから行政

の責任ですが、保全・補修のための補助金をずっとねん出できるのかという議論を提起し

ました。ユネスコの世界遺産会議で一つのビジョンが出ています。これから世界遺産の保

全の経費は来訪者が負担すべきだと。富士山の入山料も、外国だと当たり前です。日本で

はできません。富士山の場合、入山料金が山梨県と静岡県で一致しません。アルピニスト

の野口健さんに言わせると、宿泊能力から言えば富士山は 20 万人が限界だと。最近『世界

遺産になって泣いている富士山』という本が出ました。ぜひ読んでください。世界遺産が

必ずしもハッピーではないことが本当に良く分かりますから。私は、入山者のコントロー

ルと自然保護のコスト回収のための入山料徴収は、行政ではなく DMO がやるべきだと思

います。 
 
 食や宿泊施設の認証、品質保証もあります。これも、やはり私は最終的に DMO がやら

ざるを得ないのではないのではないかと思っています。オーストリアのゲヌスレギオン（歓

喜のグルメ地域＝地域固有ブランド）のように政府主体で行っているところもありますが、

残念ながら日本ではそれができません。しかし、お客様にしてみれば、その料理や商品に

確かに地元の食材が使われているのかといったことを誰かが担保してくれないと困ります。

あるいは品質保証の問題。この典型的なものが登山ガイドです。イギリスの B&B（bed and 
breakfast）は 3 室 6 人まで届け出制ですが、この品質保証はホリデー協会という MO が担

っています。 
 
 次が特区です。日本型 DMO は特区を担います。DMO は、こうした消費者保護の担保ま

でやらなければならない、ＤＭＯが担保することにより、旅行業法の適応除外、あるいは

自動車有償運送法の適用除外が可能になるともいます。この点は、規制改革会議で話をし

たのですが、全く通じませんでした。 
日本型 DMO の行き先は、私はある意味、行政にも民間にもできない新たな領域への挑

戦になるのではないかと思っております。 
 
 

質疑応答 
A：交流人口の拡大をゼロサムゲームにしないためには、訪日外国人をある程度ターゲット
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にせざるを得ないと思います。これもやはり地域が受け皿になってやっていかざるを得ま

せんが、その辺の観光整備は今どのぐらい進んでいるのか。国がやろうとしているのは、

外国語表示に変えるとか、WiFi の環境を整えるとかいうことぐらいのように見えます。こ

の分野の人材の育成が全く抜けているのではないかと思いますが。 
 
清水：私は日本人の受け入れと外国人の受け入れのベースは一緒だと思うので、観光振興

の施策は基本的には同じであると思っています。ただし外国人の場合には、やはり受け入

れ環境の整備をしなければいけない部分があります。コミュニケーションの問題だとか、

多言語標識の問題だとか。この辺は国と連動してやっていくべきものです。ただ、例えば、

ここにしかないものをつくるという基本的なブランド構築は、日本人であろうと外国人で

あろうと一緒です。あるいはそういったものをきちっと提供する仕組みも日本人であろう

と外国人であろうと一緒だろうと思います。 
例えば、長野県渋温泉は猿が温泉に入っているというので、外国人が何十万人も来てい

ます。残念ながらそれだけで終わっていて、県内でじっくりと滞在させているかと言えば、

できていません。ニセコのような受入の仕組みができていないからです。いくらコンセプ

トが良くても滞在できないということです。資源を生かすことと、それを提供する仕組み

をつくることは実はセットなのです。 
外国人観光の場合には FIT（foreign independent travel ／ foreign independent tour

／ foreign individual tourist）や航空輸送も含めて国内観光とは別の問題があります。こ

れは多くの場合国が考えていかなければいけません。一方、地域ではまだ外国人をきちっ

と受け入れるという意識や仕組み、仕掛けがあまりありません。ここも改革が必要です。 
 

B：着地型観光の地域での受け止められ方について、です。もともと観光地だったところは

いいと思いますが、そうでなかったところも観光庁の指導で着地型観光をやってはいるも

のの、やはり途中で疲れてきてしまっているところが多い。そのような地域に専門家がア

ドバイスする場合、どう指導すればよいのか教えていただければ。 
 
清水：きょうの話の中で私は“着地型観光”という言葉をほとんど使っていません。実は

止めました。観光庁も、七條観光地域振興課長の時代に“着地型観光”という言葉を一切

止めました。おっしゃるような誤解とか進め方などのいろいろなハレーションが地域に起

きました。着地型観光は、一時代を画したことは間違いありません。しかし、「発」「着」

という分け方はおかしい、観光というのは対等ではないかという議論があって、私もかね

がねそう思っていたものですから、途中から使うことを止めました。 
ところが、地方の観光協会等で着地型観光商品づくりの研修会とかがたくさん開催され

ています。そんなテクニックをやったって何の意味もないです。まず、観光という「よそ

との交流」で地域にどういう活力が得られるかという観点での論議と合意形成がなければ
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いけないのです。その活力が「元気」であり、「経済効果」です。 
農業も単独ではなく、直売場と民宿を含めたグリーンツーリズムで生きて行かざるを得

ないところがたくさん出てきています。そんなことも含めて観光が大きなモーメントであ

ることは事実です。6 次産業も、商品を来訪者に買ってもらわなければいけない。つまり、

6 次産業は観光とセットだということです。ところが 6 次産業化議論にはそういった観点が

なく、何を作るかという議論ばかりやっています。誰に売って、どのように売るかという

議論がないので、6 次産業はみんな頓挫してしまうのです。農商工連携も全く一緒です。特

に農と工がリードしたところはなかなかうまくいきません。単に「着地型観光商品を作り

ましょう、ソバ打ち体験がいいですよ」と言っても、だれもその商品は買わないです。そ

の時代がある意味続き、その反省があちこちで出てきています。ただ残念ながら、行政の

担当者が異動して予算要求しなければならなくなると、相変わらず着地型観光商品づくり

の研修会を開催するということが起こっています。 
 

B：ということは、着地型観光に代わる言葉として、イコールではないと思いますが、DMO
みたいな言い方がよいのでしょうか。 
 
清水：DMO というのは一つの機能です。着地型観光に代わる言葉としては、“滞在交流型”

という言葉を使いましたが、今は“観光地域づくり”という言葉に収れんしています。観

光による豊かな地域づくりです。 
この辺りも丁寧にきちっと議論をやっていかなければいけないですが、そのためにはも

う少し啓発事業をやっていかなければいけないと思います。 


