
title

2017年9月22日

DMOが地域の観光を変えるか？

地域企画部長 浅井 忠美

ツーリズムEXPOジャパン フォーラム2017
「国内観光シンポジウム」資料



目次

１．DBJのプロフィール

２．地域の観光振興に向けた取り組み

３．行政との役割分担・金融機関との連携

1



１． ＤＢＪのプロフィール
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プロフィール

設立
2008年 （平成20年）10月1日（旧日本開発銀行 1951年（昭和26年）設立）

（旧北海道東北開発公庫 1956年（昭和31年）設立）
（旧日本政策投資銀行 1999年（平成11年）設立）

代表取締役社長 柳 正憲

職員数 1,192名（2017年3月末）

資本金 1兆4億24百万円（全額政府出資）

本店所在地 〒100-8178 東京都千代田区大手町一丁目9番6号

URL http://www.dbj.jp/

支店・事務所等 支店10ヵ所、事務所8ヵ所、海外駐在員事務所1ヵ所、海外現地法人3ヵ所

総資産額 16兆4,225億円（2017年3月末）

貸出金残高 13兆2,101億円（2017年3月末）

総自己資本比率 16.24%（バーゼルⅢベース、国際統一基準） （2017年3月末）

発行体格付 A1 (Moody's)、A(S&P)、AA (R&I)、AAA (JCR)
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• 社会インフラ分野（電気・ガス・熱供給・水道、運輸、不動産）融資残高 7.2兆円

• 業務提携 金融機関数 累計 107機関

• 取引先 約3,000社のうち約半数が地域の企業 （以上 2017年３月末時点）



日本版ＤＭＯ形成支援
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地域観光振興に対するDBJグループの取り組み

• 観光庁より、日本版ＤＭＯに関する基本的な考え方、国内外の取

組事例、支援制度の紹介などを内容とする「日本版ＤＭＯ形成･確

立に係る手引」の作成を受託。

• 広く地域に情報提供することで、日本版ＤＭＯ形成に高い意欲を

持つ地域を後押し。

（出所）観光庁

DBJ 発行 主要観光関連レポート

• 「地域のビジネスとして発展するインバウンド観光」（2013年3月）

－日本型DMOによる「マーケティング」と「観光品質向上」に向けて－

• 「日本型DMOの形成による観光地域づくりに向けて」（2014年2月）

－「おもてなし」はもちろん、観光地域をマネジメントする「仕組み」をつくろう－

• 観光DMO等活動優良事例集（2017年5月） －なぜDMOが必要なのか－

• 「アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査 」（2016年10月：JTBFとの共著）

－ 幅広い分野の体験に関心、リピーターを中心に地方観光地へ高い訪問意向－
－ 受入体制整備や再訪に繋げるための、地域としての戦略的な取り組みを－

（当行 Webにて無償公開）



２．地域の観光振興に向けた取り組み
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順位 サンプル数 2,320 844

1
日本の自然や風景に関心があ
るから 55% 51%

2 日本食に関心があるから 53% 46%

3
日本の文化・歴史に関心があ
るから

41% 59%

4 日本の温泉に関心があるから 49% 25%

5 治安が良いから 41% 29%

6
日本でのショッピングに関心
があるから

40% 17%

7
日本の世界遺産に関心がある
から

31% 36%

8
日本人のライフスタイルに関
心があるから

29% 38%

アジア全体 欧米豪全体

DBJ・JTBF アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査①

• アジアと欧米豪では、日本旅行において求める内容に差異があることが改めて明らかに
（アジア：自然・風景、日本食、温泉、欧米豪：文化・歴史、ライフスタイル等）。

• 欧米豪の視点はアジアのリピーターにも通じる。

【日本旅行をしたいと考えたきっかけ】 （日本旅行希望者、回答はあてはまるもの全て）
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 文化・歴史
 ライフスタイル

 自然
 日本食
 温泉

（出所）(株)日本政策投資銀行・（公財）日本交通公社
「DBJ・JTBF アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の
意向調査（平成28年版）」



サンプル数 2,241 304

平均滞在日数（日） 6.9 12.1

1-3日 10% 6%

4-5日 38% 15%

6-7日 28% 15%

8-9日 9% 8%

10日以上 14% 57%

平均宿泊箇所（ヶ所） 3.0 3.3
複数箇所に滞在した
人の割合

84% 79%

アジア全体 欧米豪 全体

DBJ・JTBF アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査②

• 滞在期間もアジアと欧米豪では異なる。アジアは４-５日の短期、欧米豪は10日以上。他方、
平均滞在箇所数は３ヶ所程度と同じことから、欧米豪は一ヶ所に長く滞在し、その地域を楽し
んでいる。

• 訪日前の情報手段も差異がある。アジアは「個人ブログ」「ＳＮＳ」からの情報収集が多いが、
欧米豪は「地域の公式ＨＰ」からの情報集も多いことから、地域の情報発信も有効。

回答者→

順位 サンプル数 2,241 304

1 旅行ガイドブック 45% 41%

2
日本政府観光局（又は観
光庁）のHP

34% 29%

3 口コミサイト 33% 33%
4 個人ブログ 35% 15%
5 旅行会社のHP 33% 26%
6 母国にいる家族・知人 28% 23%
7 テレビ番組 25% 10%
8 ＳＮＳ 25% 7%
9 旅行会社のパンフレット 22% 15%
10 旅行会社カウンター 23% 12%

11
自治体や観光協会など地
域の公式HP

19% 24%

アジア全体 欧米豪全体

「個人ブログ」を挙げる割合が上昇している。【日本旅行の滞在日数と滞在箇所数】 【訪日前の情報収集手段】（日本旅行経験者） （日本旅行経験者、回答はあてはまるもの全て）
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（出所）(株)日本政策投資銀行・（公財）日本交通公社「DBJ・JTBF アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査（平成28年版）」



雪国の価値 （コンセプト）

わかってもらえる人（ターゲット顧客）

代表的なペルソナ像

今井 薫

（43才・女性）
・ＩＴ関連会社に勤務
・埼玉県出身 都内在住
・独身
・年収900万円

滞在プログラム
（旅行商品）

出所：一般社団法人雪国観光圏

雪国の価値 （コンセプト）

わかってもらえる人（ターゲット顧客）

代表的なペルソナ像

今井 薫

（43才・女性）
・ＩＴ関連会社に勤務
・埼玉県出身 都内在住
・独身
・年収900万円

ストーリー

滞在プログラム
（旅行商品）

出所：一般社団法人雪国観光圏

仕事はかなり忙しく、今関わっているプロジェクトは地方へ出張も多く、

月に3〜4回は地方に行っている。オフィスでは、パソコンにむかって作

業していることが多い。

都内でひとり暮らしをしているので、平日は外食が多くなる。健康に配

慮してヘルシーなメニューを選ぶようにしている。田舎というものと縁が

なかったので、プロジェクトで関わりができた地方の方から野菜が送られ

てくるのがうれしい。

旅が好きで、国内外を合わせると年10回近く旅行する。若い頃は、海

外の絶景スポットによく行っていたが、最近は国内の観光地化されていな

い田舎に旅することが多く、馴染みのおじいちゃんやおばあちゃんができ

ると、はまって同じところに何度も通う。その土地ならではの体験をした

り、地元の人と交流したり、ローカル線で移動したり、暮らしを感じられ

る旅を求めている。ヘルシーでおいしい食は旅の楽しみ。食べるだけでは

なく、地元の人と一緒に収穫して、料理して、囲炉裏を囲みながら食べて

みたい。一方で、普段は忙しいので旅先では「なにもしない時間」も欲し

いと思っている。

１人のほうが旅先での自由がきくので、最近は１人旅か、ツアーの場合

でも１人で参加することが多い。親といっしょに馴染みの田舎に旅行する

のもいいかなと思っている。

ターゲット顧客の設定（雪国観光圏の事例）
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地域観光振興の３つのキーワード
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あるものを活かす！

情報発信はビジョンの言語化

地域内の連携（官民・事業者間）



雪国の価値 （コンセプト）

わかってもらえる人（ターゲット顧客）

代表的なペルソナ像

今井 薫

（43才・女性）
・ＩＴ関連会社に勤務
・埼玉県出身 都内在住
・独身
・年収900万円

滞在プログラム
（旅行商品）

出所：一般社団法人雪国観光圏

「あるものを活かす」①（ノオトの事例）
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（出所） 上２枚：一般社団法人ノオト

下２枚：弊行撮影



雪国の価値 （コンセプト）

わかってもらえる人（ターゲット顧客）

代表的なペルソナ像

今井 薫

（43才・女性）
・ＩＴ関連会社に勤務
・埼玉県出身 都内在住
・独身
・年収900万円

滞在プログラム
（旅行商品）

（出所）飛騨高山写真ライブラリー

「あるものを活かす」②（高山市の事例）
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雪国の価値 （コンセプト）

わかってもらえる人（ターゲット顧客）

代表的なペルソナ像

今井 薫

（43才・女性）
・ＩＴ関連会社に勤務
・埼玉県出身 都内在住
・独身
・年収900万円

滞在プログラム
（旅行商品）

「あるものを活かす」③（長崎市の事例）

（出所）一般社団法人長崎県観光連盟
※教会の写真撮影・掲載に当たっては大司教区の許可をいただ

いています。
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雪国の価値 （コンセプト）

わかってもらえる人（ターゲット顧客）

代表的なペルソナ像

今井 薫

（43才・女性）
・ＩＴ関連会社に勤務
・埼玉県出身 都内在住
・独身
・年収900万円

滞在プログラム
（旅行商品）

出所：一般社団法人雪国観光圏

「あるものを活かす」④（豊後高田市の事例）

（出所）豊後高田市フォトギャラリー
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３．行政との役割分担・金融機関との連携
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DMOの収益事業
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高度な経営力

地域商社機能の強化

（出所）(株)日本政策投資銀行・(株)日本経済研究所
「観光DMO等活動優良事例集－なぜDMOが必要なのか－」



DMOの財政基盤
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会費、公的助成、業務受託、観光施設整備基金、地域手数料等が収益事業以外
の代表的な財政基盤。

過度な独立採算の追及は地域の観光振興に対して負のインパクトも。

一定の公的なサポートは求められるべき。

注：バブルの大きさが金額総計のイメージ
公的助成と業務受託においては、税金が一部原資になっていることを想定

低

費
用
便
益
関
係
の
明
確
さ

資金負担者のベース

業務受託

会費

高

公的助成

地域手数料

観光施設
整備基金

少 （出所）(株)日本政策投資銀行・(株)日本経済研究所
「観光DMO等活動優良事例集－なぜDMOが必要なのか－」
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