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第 10 回目の DMO 研究会は、地域の皆様の関心が非常に高い「観光地域づくり推進組織

の財源について」がテーマでした。 

はじめに、経済産業省地域新産業戦略室調査企画官の山田雄一氏に「観光地域づくり推

進組織の財源」についてお話しいただき、また、地域の事例報告として、釧路市総合政

策部都市経営課長の山田隆博氏に「入湯税の超過課税と観光地域づくり」について解説

いただきました。 

 

         
           山田雄一氏                 菅野隆博氏 

                                （経済産業省）               （北海道釧路市） 

    

観光観光観光観光地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり推進組織の財源について推進組織の財源について推進組織の財源について推進組織の財源について    

（経済産業省地域新産業戦略室調査企画官（経済産業省地域新産業戦略室調査企画官（経済産業省地域新産業戦略室調査企画官（経済産業省地域新産業戦略室調査企画官    山田雄一氏山田雄一氏山田雄一氏山田雄一氏））））    

 海外では自主的な財源を持ってやっているにもかかわらず、なかなか日本では、いわゆ

るまちづくり会社、観光協会などの観光地域づくり推進組織にお金がないという、どこの

地域にも共通する課題が生じています。そのような財源の問題をどうすれば解決すればよ

いのでしょうか。 

    

DMODMODMODMO とは何かとは何かとは何かとは何か    

まず、これからの観光による地域振興（≒ 観光まちづくり）を考えるうえで、単に域外

のお客さまが来るだけでは地域振興にならず、地域外からも人を呼んできて消費を興させ

ることが重要で、お客さまにその地域で何らかの消費行動をしていただいて、それが地域

の中の雇用に結び付く、または経済波及として繋がるといった消費購買活動が起きなけれ

ば、地域振興になりません。また、そのような観光客の行動をしっかり収益に変えていく

産業構造をつくっていかないと、その地域の中で経済として循環せず、その地域の取組み

が持続しません。 

そんな問題に対し、プロ（Pro ソリューション）としての DMO が観光による地域振興の

実現に向けて、これからどのようにリーダーシップを発揮して新たな道筋を示し、その問

題を解決していこうとするのかが重要で、まさに観光協会を DMO たらしめるのは、組織

形態ではなく、まさに「人」なのです。 
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マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント人材の確保人材の確保人材の確保人材の確保    

観光地のマーケティング、マネジメントという概念について、我が国にこういう議論が

顕在化してきたのはせいぜい 5、6 年前の話です。では、マネジメント能力のある人材をど

のように育成していけばよいのでしょうか。 

観光地マネジメントやマーケティング能力を備えた人材を育成していくためには、やは

り 5 年くらいの時間をかけて、ＯＪＴ（On the Job Training）形式で実践による経験学習を

通して、育成していくという発想が重要です。 
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財源財源財源財源    ～釧路市の取組みを通して～～釧路市の取組みを通して～～釧路市の取組みを通して～～釧路市の取組みを通して～    

観光地のマネジメントやマーケティングができる人材を 5 年間かけて育成していくには、

仮に年収 500 万円を支払うと仮定すると、人件費が概ね事業費の約 3 割に相当するので、

年間約 2000 万円の事業費が必要で、その 2000 万円が 5 年分、トータル 1 億円程度の事業

規模を考えていかなければいけません。 

 その場合、中長期的に安定な財源の確保が必要になりますが、その 3 要素として、1 つ目

がフリーライダーの発生を許さず、組織活動の安定性をもたらす「網羅性」。2 つ目が財源

確保の手法に拘わらず、マネジメント組織が自身の事業活動を主体的かつ事後的に決定で

きる「自立性」。3 つ目が単年度ではなく、5 年程度の一定期間、持続的に活動できる財源

を確保できる「持続性」が、事業の実効性や人材育成の面で必要となってきます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういうなかで財源を確保するための収益事業として、さまざまな手法がありますが、

法定外税や分担金という制度は日本にも制度としてはあり、法定外税も分担金も入れられ

ます。しかし、ほとんど実例がありません。では、具体的には、制度はあるが事例がない

というのが現状のなかで、実際に市の入湯税の税率を変更して、観光振興事業の財源とす

る取組みを始めた北海道釧路市の事例を紹介します。 
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入湯入湯入湯入湯税の超過税の超過税の超過税の超過課税と課税と課税と課税と観光地域づくり観光地域づくり観光地域づくり観光地域づくり    

（釧路市（釧路市（釧路市（釧路市総合政策部都市経営課長総合政策部都市経営課長総合政策部都市経営課長総合政策部都市経営課長    菅野隆菅野隆菅野隆菅野隆博博博博氏）氏）氏）氏）    

    

①①①①入湯税入湯税入湯税入湯税超過課税超過課税超過課税超過課税（引き上げ（引き上げ（引き上げ（引き上げ））））の概要の概要の概要の概要    

釧路市では、市内にある阿寒湖温泉の近年の観光客入込数、入湯税税収額がいずれも、

ピーク時の平成 15，16 年当時に比べ、観光客入込数が約 40％、入湯税税収額で約 17％減

少するという非常に危機的な状況になったため、地元で様々な議論を重ねた結果、昨年 12

月 11 日に釧路市の税条例を改正し、改正前 150 円の入湯税を、阿寒湖温泉地区の国際観光

地化事業への財源を目的に、平成 27 年から 36 年までの 10 年間、改正後 100 円引き上げ

250 円としました。 

 

    

②②②②入湯税入湯税入湯税入湯税超過課税にあたっての超過課税にあたっての超過課税にあたっての超過課税にあたっての課題とその対応課題とその対応課題とその対応課題とその対応    

入湯税の引き上げにあたっての課題は、制度面について、一つが課税対象となる施設の

範囲の問題で、税率引き上げにより、対象となる鉱泉浴場を有するホテルと有しないホテ

ルでは、利用客の負担額の差が 250 円まで拡大すること。また、阿寒湖温泉地区以外で温

泉が出るホテルも課税対象となってしまうおそれがあり、引き上げについて阿寒湖温泉で

はある程度の合意ができても、釧路市全体で合意を取り付けられるのかということです。 

また、地方税法上、公益による場合と受益による場合に限り、不均一課税が認められて

いて、釧路市の場合、受益による場合に税率を下げる後者の事例になりますが、全国でも

事例がありません。 

使途についても課題があり、地元からの要望事業と、入湯税の本来の目的と整合性を照

らし合わせ、議論の結果、要望事業のなかで本来の目的である観光振興に該当しないとし

て 3 つの要望事業を除外しました。 
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課題への対応については、まずは税制面の対応は軽減措置ということで、奢侈性の低い

宿泊施設における入湯行為に対して、税率を現行の 150 円のままとしました。総務省とも

見解が分かれていますが、釧路市では、軽減措置とすることによって不均一課税にならな

いという解釈をしています。もう一つの使途面の課題については、先ほど言った部分を再

度確認して、10 年間というところにどうやって使うかというところを明確化します。 
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③③③③引引引引上げ上げ上げ上げ分の分の分の分の使途使途使途使途についてについてについてについて    

釧路市の入湯税の税収見込み額として 1 億円ぐらいで、100 円上がると、単純計算で最低

ライン 4800 万円ぐらいになります。これを全部阿寒観光協会、阿寒湖温泉の観光振興の財

源として特化して使うことになります。主に阿寒湖温泉の国際観光地環境整備事業とおも

てなし事業の 2 事業に活用しています。 

    

    

④④④④入湯税引入湯税引入湯税引入湯税引上げ上げ上げ上げ分の分の分の分の運用運用運用運用方法について方法について方法について方法について    

運用は、入湯税引上げ部分のみを観光振興の事業に充てるための基金条例を制定し、100

円分だけを積み立てる基金（釧路市観光振興臨時基金）をつくりました。基金化すること

で、実際に何にどのくらい使ったのかが明確になり、事業決定は、地元と市による事業検

討会議を設置して、決定した事業に市から補助金という形で支出しています。 
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システムの構築システムの構築システムの構築システムの構築    

（経済産業省地域新産業戦略室調査企画官（経済産業省地域新産業戦略室調査企画官（経済産業省地域新産業戦略室調査企画官（経済産業省地域新産業戦略室調査企画官    山田雄一氏山田雄一氏山田雄一氏山田雄一氏））））    

法定外税や入湯税を考える際のモデルをマップにまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定外税や負担金をとる際には、四つのステークホルダー（利害関係者）が存在します。 

一つは当然 DMO となる組織です。もう一つは入湯税のところでいえば旅館さんなど、

税金を徴収する人たち。また観光客の人たち、最後に間に入る行政ということで、この四

つのステークホルダーがいるわけです。その中でこの相関図をまわしていくように設計を

しないと、税金だけ取ったけど何に使われているのか分からないなど、いろいろなことが

起きてくることになります。 

 

釧路市の事例でいえば、マップ右側の軸において、例えば「まりも家族コイン」事業が

補助金を受けてスタートします。その補助金がなくなれば、事業を継続させたいが補助を

出せない。そこで左側の軸で入湯税を 150 円から 250 円に引き上げることによって、バラ

ンスを取ったわけです。 

いったん公金として行政の財布に入ったものをどうやって観光協会、DMO に出していく

のかというのは、実はかなり難しい世界で、公金の支出には当然地元議会の承認が必要で、

議会のなかで観光振興への理解がなければ、財政難のご時世ですから、せっかく観光振興

の目的に徴収したお金が、福祉や教育に予算に回ってしまう可能性もあるのです。 

従って、DMO やマネジメント人材の育成につなげていくため、ある程度の財源の自立度

を確保しつつ、地元側のニーズに合った適切な補助をどのように出せるのかということが、

今非常にネックになってくるところです。 
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法定外税等の導入は、9 割方は市町村で決められます。地方分権だからです。これを決め

るのは地方議会と首長です。基本的には地方議会の中でそれが通ればいいのです。ただし、

法定外税は、強引に導入すると特別徴収義務者から裁判を起こされる訴訟リスクを抱える

ので、それでも首長が進められるかに懸かってきます。従って、導入する際は、特別徴収

義務者、納税者の人たちが理解をしているか、合意をしているか、納得感を持ってもらえ

るかが非常に重要です。 

  

今後財源確保のために基本的に各地域でできることは、入湯税、宿泊税、アクティビテ

ィー税の 3 つです。日本では、海外で行っているような固定資産税の増額もできませんし、

既存の税とバッティングすることもできません。関係者の合意を得ながら、今の人頭税に

掛けてある程度網羅的に徴収していくことが必要です。 
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まとめまとめまとめまとめ    

 最後に今までの議論をまとめました。 
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〈質疑応答〉 

Q1 

A：先ほど DMO は人だと、観光協会が DMO たらしめるのは人ということですが、その関

係で観光協会に人がいなくて、別の DMO の組織が立ち上がった場合に、観光協会の存在

意義というのは今後なくなっていくのでしょうか。それとも、いろいろあって、DMO がリ

ーダーシップで観光協会は別のものという形になっていくのでしょうか。 

 

山田：地域によってもそれぞれだと思うので、何が正解ということはないと思います。役

割分担するケースもあると思います。というのは、クラブソリューションみたいなことは

ずっとあると思うので、互助会的な組織として観光協会がずっと機能をしていて、一方で

マーケティング的なリーダーシップをやっていくところに DMO があるというのも一つの

姿だと思います。アメリカでも観光協会と、旅館組合、ホテル業組合は別に存在をしてい

て、そこはバッティングしていないというのはあります。向こうでいうアメリカでの同業

者組合というのは、分かりやすく言うと行政に対するロビー団体です、圧力団体です、業

界としての。要は観光予算を増やせ、インフラを整備しろというのはその業界団体の役割

です。DMO となる観光協会はマーケティングに特化していますから、もうそういうことは

言わないです。日本においても地域によって、観光客の動向とか、ステークホルダーであ

る旅館さんや交通機関などいろいろなところの力関係があり、求められる物も異なると思

います。すなわち、無理やり 1 個にしなければいけないわけではないし、必ず 2 個に分け

なければいけない話でもないと思います。 

 

Q2 

B：富士山の上の、新幹線の開業で飯山や飯田を中心とした狭いエリアで、うちの観光協会

が北海道や長野県という割と広いエリアを DMO に持っていこうという方向性があります。

あまりに広くて、まとまりがないような気もします。海外の事例でいうと、DMO は広い地

域もあるものですか。わりと狭い地域というイメージがあるのですが、いかがでしょうか。 

 

山田：DMO のエリアは、いわゆる州レベルでもあります。ただ、こうした広域型の DMO

は、DMO 自身が前面に出ていくのではなく、事業の前面に立つ、より小地域にある DMO

であったり、事業者さんであったりというところを側面または後方から支援をしていくと

いう形です。ただ、ハワイはハワイ州政府の観光局がかなり前面に出てきて、逆に、島ご

とにある観光協会はそれほど強くないのもありますので、これもケース・バイ・ケースか

なと思います。なお、ハワイの場合はなぜそうなるかというと、海を越えて行かなければ

いけないので、各島が個別にやってもあまりマーケティング的に効果がなく、ハワイとい

うデスティネーションをまずつくらなければいけないという事情があります。長野県さん

の場合でいうと、例えばインバウンドとしては長野県レベルの DMO を中心にまとまって

いくけれども、東京にセールスをする、大阪にセールスをするという話は各地域の DMO が
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個々に展開していくというような役割分担もあるのかなと思います。 

 

Q3 

C：地域づくりのためには大変財源の確保は大事なのですが、先程の事例に挙げた東京都の

宿泊税、釧路の入湯税、これが北海道として宿泊税を取る、釧路として入湯税を取る、反

対もあります。こういうときはどうなるのですか。場合によっては 500 円になる可能性も

高いかなと。早い者勝ちなのでしょうか。 

 

山田：現状では先程言ったように、宿泊税のような法定外税は都道府県でも導入出来ます。

導入するか否かの判断は、基本的に地方自治体の権限の世界ですので、今おっしゃるので

いうと、ある種、早い者勝ちという形にはなります。なので、仮に北海道内のある市町村

で宿泊税を入れた後に北海道として宿泊税を入れますという話になったときには、二重に

掛かる事になりますから、宿泊客への説明を含め、かなり議論が必要になると思います。

ただ、先ほどの長野県さんの話でもあったように、北海道としての DMO が何をするのか

という話と、地方としての DMO が何をするのかというところがちゃんと整理ができてい

れば、説明は可能かもしれません。逆に、2 つの DMO の活動内容が曖昧であると、お金の

話は整理のしようがなくなってしまうかなと思います。 

 

Q4 

D：日本人以外、外国人だけから取ることは可能ですか。 

 

山田：基本的に法定外税の形を使う場合においてはできません。税は公平に分担をするこ

とが前提になるので、掛けるところはホテルの宿泊者だけということはできますが、ホテ

ルの宿泊者の中で男性だけ掛けるとか、ピンポイントでやることは基本的に税の公平性で

きないのが大原則になります。そのため、外国人だけという限定もできないですね。もう

一つ、法定外税、内税を問わず、税方式の場合、エリアを限定して課税することができま

せん。市町村で掛ける以上は市町村全域が対象となりますので、仮に宿泊税を導入した場

合は、その市区町村全部の宿泊施設に税金が掛かります。 

釧路市の場合も、入湯税の 100 円増税は釧路市全域にかかっています。その上で、国際観

光旅館でない宿泊施設は 100 円を減額しています。釧路市内に国際観光旅館は阿寒湖畔に

しか存在しないため、結果的に 250 円の入湯税は阿寒湖畔のみとなっています。だから、

阿寒湖畔が 250 円ではないのです、国際観光旅館が 250 円なのです、間違えないでくださ

い。釧路市内に国際観光旅館登録をする旅館が出てきたら、温泉があったら、そこも 250

円になるのです。 

一方、欧米の BID（Business Improvement District：ビジネス活性化地区）に対する固定

資産税の話だと、BID というエリアを決めて、そこのエリアだけで取れることができます。

日本で、これに相当する制度は分担金制度となりますが、事実上、観光振興に使うことは
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難しいのが実情です。 

 

Q5 

E：今のお話にあった分担金は、日本の場合、観光ではできないという結論になっているよ

うです。日本では大阪市さんが BID をやっていますね。海外の事例を見ていると、TID

（Tourism Improvement District：観光改善地区）をやっていることもあります。そうい

う議論というのは今後日本でもあってもいいと思いますが、大阪市さんの場合は法定外目

的税ではなく、地方自治法の分担金を使うということになっています。なぜ、観光の場合

はできないのですか。 

 

山田：分担金と法定外税の一番大きな違いは、用途を細かく特定しなくても導入出来るか

否かという事にあります。目的税の場合、目的は定められていますが、納税段階で具体的

な用途が定められている訳では無く、目的の範囲内で行政と議会の判断によって決定され

ます。でも、分担金というのは取ることと出すことがセットの条例で可決しなければいけ

ません。この特定の事業を実施するためにこれだけのお金を取るのですと条例でセットし

なければいけないのです。先ほどの例でいくと、右側の何をするのかというのがもう完全

に固定で、この先、未来永劫 5 年、10 年変わりはないことが分かっているなら分担金制度

もあり得ます。でも、1 年目にやってみて、ここをちょっと直してみたいと思ったら、もう

一回条例をつくらなければいけないのです、支出と取るのがセットなので。大阪市の BID

の場合はそれを議論して、しかもその中で絶対訴訟をされないように絞り込んで、絶対こ

れなら大丈夫というところまでしかいかなかったのです。訴訟リスクも覚悟して柔軟に対

応するという選択も一応ありますが、事実上なかなか難しい。そこまでして分担金をやる

のであれば、法定外税の方が入りと出が緩やかなのでやりやすいのではないかと思ってい

ます。ただ、大阪市の場合でいうと「グランフロント」というエリア限定であるため、法

定外税では対応が難しい。税金の場合は大阪市全域が対象になってしまうので、今度、そ

れはそれでまた違う問題が起きてくるからです。ですから、BID 論でいうと、法定外税は

対象地域が整合しないために、分担金的なものを拡張するかということを考えなければい

けないという話になってきます。 

 

E：サンフランシスコの TID の場合、仮に古くなったものをリニューアルするという目的

をはっきりさせて、いわゆる出がはっきりしているのです。こういうようなものであれば、

日本でも今の話では可能ではないかなという思いもしますが。 

 

山田：マーケティングではなくて、例えば阿寒の場合であれば、二次交通を走らせますと

決まっている話であれば、分担金でも対応できます。ただ、二次交通を走らせたが、翌年

コースを変えようとか、そこのアレンジを変えようとなると、場合によっては条例の中で

言ったことと違うという話になり、また条例をやらなければいけなくなる可能性がありま
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す。 

 もう一つ言うとアメリカの BID の場合は、実際には行政に入りますけれども、初めから

行政は徴税だけをして、取ったお金はそのまま BID の組織に回してくれます。だからパス

スルーをしてしまうのです。行政の議会を通じるという話は、アメリカの場合はないです。

現状、日本にはその制度がないので、仮に日本で BID に、分担金を入れようとすると、パ

ススルーを出来るようにして、具体的な使途は BID 側が決定するというのは、一つの解決

策かもしれません。 

補足をすると、大阪の BID 議論でも浮上した話ですが、分担金の場合、公共性が求められ

るため、公共債の維持管理に限定されてしまいます。そのため、アメリカがやっているよ

うな、例えばプロモーションのようなそういうところには一切お金はいかないので、観光

振興には使いにくいという側面もあります。 

 

E：DMO になり得る組織というのは完全に準公共であったり、公共であったり、公の組織

体でないと、今言った収入的に財源確保するのが難しいのでは。 

 

山田：現状でいうと、地域の行政施策の中で、その組織がどのように位置付けられている

のかということが重要だと思います。外形的な要件で言えば、出資に注目して、例えば 3

セクになっているかどうかという話が出てくるかもしれませんが、それ以上に重要なこと

は、その組織がどういう活動をしており、地域社会においてどういった位置づけとして認

知されているのかということでしょう。阿寒の場合でも、公金の支出先は NPO ですが NPO

だから支出先になるということではなく、阿寒の観光まちづくりをしているところとして

関係者に認識され、実際にそうした活動を行っていることが理由でしょう。まちづくりと

いう世界では、民間組織として TMO（Town Management Organization：タウンマネージ

メント機関）やまちづくり会社がありますが、阿寒の組織は DMO でもあり、TMO でもあ

ります。両者に明確な線があるわけではなくて、そのエリアを支えている地域として、そ

ういう貢献をしているということは、議会も含めて了解を取れるものであれば、TMO、DMO、

エリマネ組織といった呼称に関わらず、支出先になり得ると考えています。 


