
 1 

 

 

 

 

 

観光地域づくりシンポジウム in ツーリズムEXPOジャパン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年9月25日(金)15：15～16：15 

東京ビッグサイト 東展示棟 

東１ホール Aステージ 

 

  



 2 

観光地域づくりシンポジウム in ツーリズムEXPOジャパン 

ＤＭＯを核とする観光地域づくり 
 

 

 

日   時：2015年9月25日（金）15：15～16：15 

 

場   所：東京ビッグサイト 東展示棟  東１ホール Aステージ 

 

プログラム： 

                                (敬称略) 

15:15 開会 

 

       主催者挨拶 公益社団法人日本観光振興協会 会長 山口 範雄 

 

15:20 来賓挨拶 国土交通省 観光庁次長 蝦名 邦晴 

 

15:25 解説「わが国にＤＭＯが求められる背景」 

        観光地域づくりプラットフォーム推進機構 代表理事 大社 充 

 

15:35 トークセッション「観光による地方創生と日本版ＤＭＯ」 

        内閣府地方創生大臣補佐官 伊藤 達也 

        観光地域づくりプラットフォーム推進機構 代表理事 大社 充 

         公益社団法人日本観光振興協会 理事長 見並 陽一 

 

 16:15 閉会 
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１  主催者挨拶 

    公益社団法人日本観光振興協会 会長 山口 範雄 
 

皆さま、こんにちは。大変天気の悪い雨の中ですけれども、多

くの団体・企業の方、満席になるほどお集まりをいただきました。

誠にありがとうございます。 

 国家成長戦略の一つとして「観光立国」が、幾つかの柱の中の

重要なものになっているのはご承知のとおりです。多様な産業界

および地域において、観光に対する期待が日に日に高まっていま

す。データでもそういうことははっきりしていまして、例えば訪日外国人はついこの間まで年

間 1300万人に達成できたという喜びに湧いたのですが、その後もこの勢いは止まっていませ

ん。今年は 1900万人に届くのではないかというところまできています。国内旅行消費につい

ても同じように、例えば 4～6 月前年比では 18.3％、5 兆 6000 億円という伸びになっていま

す。そこで数多くの国内外の観光客を受け入れ、そのために地域特性をどのように生かしてい

くか、そして質の高い観光地域づくりができるか、これが課題になってきたわけです。その推

進母体として観光振興を戦略的に推進する専門性の高い組織あるいは機能として、DMO

（Destination Management／Marketing Organization）が世に言われ始めました。観光の分

野ではマネジメントあるいはマーケティングという概念は随分最近までなかったように思い

ます。これに気が付いて、国としても観光立国の実現に向けた「アクションプラン 2015」や

「まち・ひと・しごとの創生基本計画 2015」の中で、日本版 DMO の必要性が明記され、そ

の重要性を認識し、それに見合った施策を打とうということです。 

 私ども日本観光振興協会においても、観光地域づくりはまず人づくりというところから、

2010年から地域の観光を担う観光人材育成研修を実施してきました。その後、2012年からは

まさに地域における観光推進組織 DMOの必要性に焦点を当てたシンポジウムやセミナー、研

究会を重ねてきました。本日お越しいただいている大社さんが代表理事である「観光地域づく

りプラットフォーム推進機構」と我々は連携して各地でそうしたものを開催してきています。 

DMOとは観光地経営を合理的に進めるための手段・機能です。多種多様な主体が共存する

観光地において、関係者間の合意の下、合理性のある観光戦略を策定し実行していくわけです。

どのように進めたらいいのか、迷われている地域もあるかもしれません。地域自らが変革して

いく活力を生み出し実行していく、そのための仕組みを具体的に構築していく必要があります。

具体論なくして地方創生は進んでいきません。ぜひ、本日のシンポジウムを機会として、わが

地域のこととして、DMOの必要性を認識していただき、それぞれの観光地域づくりの理解促

進、そして何よりもその理解したことを具体論として実践に結び付ける、その第一歩の場とな

れば幸いです。本日はご参集、誠にありがとうございます。 
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２  来賓挨拶 

観光庁次長 蝦 名  邦 晴  

 

皆さま、こんにちは。ご紹介いただきました観光庁次長の蝦

名でございます。本来であれば田村がご挨拶をすべきところで

すが、公務のために欠席をしておりますので代わってご挨拶を

申し上げたいと思います。 

 本日はまず、このツーリズム EXPOジャパンという、わが国

最大の旅行博、昨年から従来の旅フェアと旅博が一緒になって非常に大きなイベントとなりま

したが、こうした場でこういうシンポジウムが開催されますことを、心からお慶び申し上げま

す。 

また、「まち・ひと・しごと創生本部」を実質的に仕切っていらっしゃる伊藤達也内閣府地

方創生大臣補佐官にお越しいただき、DMOのプロ中のプロの方である大社充観光地域づくり

プラットフォーム推進機構代表理事、長くこの分野で取り組んでこられた日本観光振興協会を

率いておられます見並理事長にもご参加いただいて、大変有意義なシンポジウムが開催される

ものと思っています。こういった場をつくっていただいた日本観光振興協会の皆さまにも、観

光庁といたしまして心から御礼を申し上げたいと思います。 

 ただいま山口会長からもご紹介がありましたように、観光政策を語る上で昨今のインバウン

ドの大変な好調ぶりは目を見張るものがあります。おかげさまで既に今年の 9月 10日に昨年

の数字であります 1340 万を超えまして、このままいきますと 1900 万に達するのではないか

という勢いです。2020年に、2000万人と言っていた目標値がまさに目の前に迫ってきたとい

うことです。一方大変好調ではありますけれども、この急激な伸びに対応するために、各地域

ではいろいろな課題、受け入れに関する課題も巻き起こってきています。さらに 2000万人か

ら先の高みを目指していくためには、地域、地域がきちんとした受け入れ体制を整えることが

必要になってきます。 

また、わが国は少子高齢化ということで、地方を創生していくことがこれからの大きな課題

になっていますが、その中でも観光の持つ力が今、大変注目を集めています。インバウンドだ

けではなく、国内の観光という意味からも交流人口を活発化させていくことが、わが国全体の

底力、地域を盛り上げていくキーになると思っています。 

これまでの観光地の運営、経営は地方自治体や観光協会、あるいはホテルや旅館、旅行業界、

小売業界といったさまざまな皆さまが協力しながら、日本各地あるいは世界からの誘客を図る

ということで努力をされてきたわけですが、インバウンドの好調さをさらに力強く地域に取り

込んでいくためには、かなり戦略的な取り組みが必要になってきていると思います。その意味

で、今日これから議論されます DMOといわれる組織、これをいかに地域で整備していくかと

いうことが、これからの観光を語っていく上での鍵になってくるものだろうと思っています。 
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今日いらっしゃる皆さんも、地域においていろいろな悩みを抱えていらっしゃると思います。

マーケティングあるいは観光地の計画をつくる、あるいは KPI(*1)という数値目標をつくると、

いろいろなことがいわれます。具体的にどうやって目標値をつくり、どうやって地域ケアをし

ていくのか、どのように評価し、次のステップにつなげていくかというのは、専門性の必要な

ことでもあります。 

 一方、観光は地域間競争でもあります。それぞれの地域ごとにそれぞれの資源を磨いて、

各地域はライバルとして闘っていかなければいけません。そういう意味では、地域の様々な

方々の知見を大きく結集し、知恵を出し合い切磋琢磨して、さらにステップアップしていくと

いう取り組みが必要です。地域の方々が本当に総力を挙げ、一つの方向に向かって結集してい

かなければ、大きな推進力は生まれてきません。そのための中核になるのがまさしく DMOだ

ろうと思います。 

そういった舵取り役に育っていただくために、私ども観光庁、そして伊藤補佐官がいらっし

ゃる「まち・ひと・しごと創生本部」や、政府、各省の持っているあらゆるツールを活用しま

して、しっかりと地域を支えていきたいと思っております。本日のシンポジウムがこういった

DMOをこれから組織し、そして育てていこうとされる皆さまにとって大変有意義なものにな

りますことを、心からご祈念申し上げ、また本日の開催にあたりまして、ご努力をいただきま

した関係者の皆さまに心から敬意を表しまして、私のご挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

*1 KPI：Key Performance Indicators の略。「主要業績評価指標」。目標達成に向けて業務プロセスが適切

に実行されているか判断するための主要指標。観光地域づくりの分野では、延べ宿泊者数、旅行消費額、来訪

者満足度、リビーター率などが重要指標とされる。  
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３  解説「わが国にＤＭＯが求められる背景」 

観光地域づくりプラットフォーム推進機構 代表理事 大社 充 
 

観光の持つ二面性 

皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただ

きました大社です。 

 今 ま で 何 度 も 「 DMO （ Destination 

Management/Marketing Organization）」と

いう単語が出ていますが、実は多くの方々から、

それはいったい何だというご質問もいただき

ます。ここでいったん整理して、皆さんにこう

いった取り組みが重要ですというご説明をするチャンスとして、今回シンポジウムという形で

開催させていただきました。 

DMOというのは突然登場したわけではありません。何年間もこのような議論が積み重なっ

て今に至っています。皆さんご承知のとおり、観光というのは地域の人にとっていい話ばかり

ではないのです。シーズンともなれば、たくさんのバスが来るし、車が渋滞する、排気ガスが

いっぱい出る、見ず知らずの人が家の近所をうろうろ歩いています。こうなりますと地域の皆

さんは観光振興が今一つ嬉しくないなと思う方もいらっしゃいます。近年ニュースでありまし

たのが、北海道美瑛町の「びえいの丘」は景観の美しいエリアですけれども、そこにたくさん

のカメラマンの方がいらっしゃる。そして、畑の中を入ったらいけないと言っているのに踏み

荒らして撮影するカメラマンがいる。そうすると、農家の方はせっかく丹精込めて育てている

のに、これ以上観光客を呼ばないでくれと、いう話になるわけです。インバウンドの好調とい

う話がありましたけれども、大阪に行きますと本当にたくさんの観光バスで埋められているの

です。堺筋などは 5車線ある中の 4車線はバスで埋まっているのです。そうしますと、地元の

方は観光振興でお金が落ちるのはいい話だけれども、うちの車はいつも渋滞で時間に遅れる。

つまり、地域の中では観光客を呼んで潤う、嬉しいという方と、観光客を呼ばれるとかなわな

い、困るという方々が共存している形で、長年来訪者を受け入れてきたという経緯があります。 

 こういうトラブルを避けるために、どういう方法で来訪者の受け入れをしてきたのでしょう

か。一つの方法は分断という方法を取っていたのです。つまり、ここからこっちは観光客の場

所、ここからこっちは地域の方々の暮らし、こういうふうに分けることによって、大きなトラ

ブルを回避する形で来訪者を受け入れていました。そして、来訪者を受け入れる地域の事業者

の方々、大きく分けると五つぐらい－宿屋さん、観光施設さん、飲食店さん、お土産物屋さん、

そしてタクシーやバスという二次交通さん－ですが、そういった方々が来訪者の受け入れを担

ってらっしゃいました。近年はそういった状況から、お客さんの質も変わり、できることなら

観光客向けのエリアに旅をするだけではなくて、地域の魅力、地域ならではのもの、そういっ
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たものに一歩でも、二歩でも触れたいという思いが強くなってきたわけです。 

 

旅行振興から観光による地域振興へ 

 分断の典型的な例は、大型観光バスがダダダーッと乗りつけて、そして 100 人ぐらい一遍

にご飯を食べられるようなレストラン、こういったものが全国各地の観光地にあります。とこ

ろが地元の人に「そこでご飯食べますか」と聞いたら、9割 9分の方は「いや、そういうとこ

ではご飯食べない」と。観光課の課長や観光協会の会長ですが「食べない」と。「どうしてで

すか」と聞くと「ちょっと高いし」「ちょっとおいしくないし」という意見がよく聞かれる。

これはどういうことかというと、分断の象徴だったわけです。近年のお客さんはそういったこ

とも分かった上で、できることなら地域の方々が「おいしい」と言うお店に行ってご飯を食べ

たい、地域ならではの文化に触れたい、つまり分断の壁を乗り越えて地域に触れていきたい、

こういったお客さまのニーズが増えてきたわけです。 

こういった人たちを受け入れるためにも、左のマトリックスをご覧いただきたいのですが、

Aのエリアの五つの事業者さんたちが一生懸命まちづくりをやるようになったのです。地域の

魅力を高め、まちの魅力がないと 1軒の宿、自分たちの施設だけでは来訪者を継続的に集める

ことはできない、まちの魅力が必要だと考え、観光関連事業者さんが自ら壁を乗り越えて、ま

ちづくりに取り組むようになったのです。一方、Dのところです。これは直接観光には関係な

い方々、商工会や商工会議所など地元の暮らしの質を高めるさまざまな取り組みをされている
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皆さん、そういった方々が 10年くらいの間に観光に一生懸命取り組むようになりました。こ

れはまさに背景としては、地域の人口減少です。人口が減少することにより、地域内需要が縮

小する。5軒あったラーメン屋は 3軒でいい、3軒あったクリーニング屋さんはもう 1軒でい

いと。こうなる中でどうやって地域を支えるか、これはよそから人に来ていただいて、地元で

お金を落としてもらおう、つまり、観光です。まちづくりをうまく機能させていくためにも、

観光をうまく活用しましょう。つまり、Dから Bという動きが生まれてきました。そして C、

これは例えば一次産業の事業者さんや、特に観光とかまちづくりは関係ない方々ですが、農業

体験や漁業体験などを通じて来訪者を受け入れてきた。 

従来の観光関連事業者さんが中心として担っていた地域の観光振興、これがまさに観光以外

の産業ならびに住民参加の観光まちづくりというふうに、コンセプトが変わってきたのが近年

の一つの特徴と言えます。 

 このケースは真ん中の波線の左側がいわゆる観光エリア。この観光エリアにお客さんが来て

ホテルに人が泊まっています。観光施設にお金を落としています。しかし波線の右側、地域住

民の暮らしのエリアは極めて疲弊しています。町の商店街を見ればシャッターが下りてしまっ

ている、市場だってあまり人がいないという状況が見られます。こういったとき、来訪者が町

を回遊してもらうような仕組みをつくり、町の中にお金を落としてもらい、また地域のさまざ

まな資源を活用して商品化していく、このような取り組みが必要になってきます。まさに住ん
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でよし、訪れてよしの観光まちづくり、こういったものが必要になってきているというのが背

景にあります。 

 

地域に足りないものは何か 

 社会環境、市場環境の変化により、観光振興の主役は地域になりました。右上にあるように、

従来の観光事業者のほか、他産業、市民、地域づくりとの連携、まさにプラットフォームとい

われますけれども、連携が必要になりました。さらに真ん中のところにありますが、地域に主

体的、戦略的な集客のノウハウ、仕組みといったものが不足しています。これは地域の皆さん、

本日いらっしゃっていますが、着地型観光といえども、なかなか集客はしんどいぞというご経

験があるかと思います。それはまさに自ら客を集める仕組み、こういったものに少しノウハウ

が足らないというところが 1点です。 

 そして一番重要な観光振興の PDCA(*2)サイクルです。客観的なデータが圧倒的に不足して

います。皆さんの町に一番たくさん来ているのはどこの県の人ですか、どこの町に住んでいる

人ですか、一番たくさんお金を使ってくれるのはどんな人ですかと聞いても、これ企業さんだ

ったら、ご商売されている方だったらちゃんと調べています。しかしながら、こと話が町とな

った瞬間にクエスチョンマークが飛ぶという状況なのです。そういった意味で、客観的なデー

タ不足、これも補っていく必要があるのです。 
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これまで本当に地域の皆さんは一生懸命頑張ってきました。しかしながら、いまひとつ成果

が出ていない、それはどこに問題があるのか、これを改めて見直してみようということです。

日本で一番集客できているのは東京ディズニーリゾート、これは有名です。創業 30年、いま

だにたくさんのお客さんを集め、持続可能な形になっています。では、地域はどうでしょう。

地域にはさまざまな利害関係者が共存しています。市長さんが右を向けと言っても、左を向く

人もたくさんいます。このような中でどうやって持続可能な集客ならびに経済的な効果を生み

出していくのか。そういった仕組みはあるのだろうかというのが、問題意識の基本にあります。 

 そこで観光先進諸国に目を向けてみますと、Destination Marketing、Destination 

Management という概念があり、そういった組織が地域の核として機能していることが分か

ってきたわけです。 

これは UNWTO（*3）の定義の一つですが、マーケティング機能を持ち、観光地の対応能力

を向上させ、地域の人材の育成、商品開発、そういったことを先導する、リードするリーダー

シップを持つ組織として存在しています。こういったものの考え方、手法をわが国の地域にも

導入できないかと、これが DMOという議論が登場する背景にあるのです。 

 最後に一番重要なポイントですけれども、調査データに基づくデータの共有と分析を基に戦

略を立案する、そして KPI を設定する、戦略に沿ったプロジェクトを立案して推進する、こ

れを事業評価していく、こういうサイクルを地域の中につくり込んでいくことが必要だという

ことから生まれた議論であることをご了解いただきたいと思います。 
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*2 PDCA サイクル：事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つで、計

画（Plan）→実行（Do）→評価（Check）→改善（Act）という 4段階の活動を繰り返し行うことで継続的にプ

ロセスを改善していく手法。 

①Plan：目標を設定し、それを達成するための具体的な行動計画を策定する。 

②Do：策定した計画に沿って業務を実施する。 

③Check：途中で成果を測定・評価する。（当初目標との比較、成功・失敗の要因の分析） 

④Action：必要に応じて修正を加える。（プロセスや計画の改善、実施体制の見直しなど） 

一連のサイクルが終わったら、反省点を踏まえて再計画へのプロセスへ入り、次期も新たな PDCAサイクルを

進める。 

*3 UNWTO：UN World Tourism Organization。世界観光機関。観光分野における国際協力の促進を目的と

する国連専門機関。本部はマドリード。 
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４  トークセッション「観光による地方創生と日本版ＤＭＯ」 

 内閣府地方創生大臣補佐官 伊藤 達也 

 観光地域づくりプラットフォーム推進機構 代表理事 大社 充 

 公益社団法人日本観光振興協会 理事長 見並 陽一 

 

 トークセッションには、内閣府地方創生大臣補佐官の伊藤達也様、観光地域づくりプラット

フォーム推進機構の大社充様、主催者である日本観光振興協会の見並理事長が登壇し、それぞ

れの立場から DMOの位置付けや、期待する役割などをお話しいただきした。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

観光にかける期待 

大社：創生本部の屋台骨を支える伊藤先生、そしてツーリズム EXPO ジャパンの主催団体の

見並理事長、お二人にご登壇いただきましたが、はじめに補佐官にお伺いします。外国人がす

ごく増えているというお話が何度もありました。全国各地で観光による地方創生の期待が高ま

っていますが、地方創生という観点から観光による地域振興についてご意見をお伺いします。 

伊藤：アベノミクスの効果が地方に十分届いていない、そういう問題意識を私どももしっか

り持っており、観光をアベノミクスの効果を届ける重要な産業として認識しています。つま

り、地域振興を図っていくゲートウェイの存在という認識です。昨日、安倍総理はアベノミ

クスが第 2ステージにたち、600兆円の GDPをたたき出すことができる、そうした日本の

強い経済を実現していきたいというお話をしました。この中で観光の存在は極めて重要で

す。地域の魅力を磨き、その力で地域の豊かさを実現していくのです。しかし、日本は観光

立国として、さまざまな魅力ある条件を兼ね備えているにもかかわらず、それを十分に発揮

することができてきたとは思えません。今年のランキングを見ても世界でまだ 20位、アジア

の中でも第 8位の存在でしかありません。GDPに対する貢献度はわずか 2％です。私どもは

できれば、それをもっと引き上げ、例えば 10％のレベルにまで引き上げることができれば、

40兆円の新たな経済効果を地域にお届けできると考えています。そうした認識の中で観光を

位置付け、観光の推進体制を強化していくことが大切です。先ほどの大社さんからの説明に

あった DMOを私どもの大きなテーマとして位置付けています。 

大社：見並理事長、今の補佐官のご意見を受けていかがですか。 

見並：まずは観光産業に従事する者として、大変ありがたいご意見をいただきました。地域振

興と観光振興といわれますが、観光振興が観光客を増やすこと、観光による地域の魅力をもっ

と磨き上げることが、地域そのものの魅力をアップすることです。観光立国のかけ声の中で、

地域経済を元気にする「観光の力」がようやく認識され、観光振興が単なる地域の観光事業者

－お宿さん、土産物屋さん－そういった一部の人だけではなく地域そのものが元気になる大き

な手段であるという認識が、ようやく皆さんに共有されてきました。そういう意味で観光振興

と地域の再生、地域の活性化は同時進行していくという概念が生まれてきたと思います。 



 13 

 

海外のＤＭＯから学ぶべき点はマーケティングとマネジメント 

大社：本日のシンポジウムのテーマは DMO ですが、伊藤補佐官はカリフォルニア州のナパ、

アメリカのデンバー、ハワイなど、米国の観光行政ならびに DMOを視察されて、各地の CEO

たちとも意見交換をされています。まずはアメリカの DMOをご覧になられて、日本が学ぶべ

きだとお感じになられている点について、ご紹介いただけませんか。 

伊藤：アメリカの取り組みの中で学ぶべきことは、地域

の魅力ある資源を稼ぐ力に変え、観光産業を振興するこ

とによって豊かさを多くの方々と享受していることで

す。そして、その地域の一体感と戦略を推進する組織と

して、DMO が司令塔の役割を果たしているということ

が、一番大きな印象です。 

 

 

私事で恐縮ですが、ナパというカリフォルニアで有名な町から 1 時間ぐらい離れたサクラメ

ントに、30 年ほど前にいました。その時はナパはそれほど存在感のある町ではありませんで

した。それが急激に地域のブランド力を向上させたのです。そこに DMOという存在がありま
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した。そして、この DMOは単なる観光を推進する組織ではなく、地域の中の観光がどれくら

いの経済効果があり、インパクトを与えていくのかということを、「見える化」を通じて住民

に示しています。そして客観的なデータに基づいたマーケティングによる戦略を立て、マネジ

メントを行うことで安定した財源を確保し、人材育成についても、大きな役割を果たしている

のです。この機能に学ぶべき点が多々あるのではないかと感じました。 

大社：ナパでは、TID(*1)の導入などここ数年で大きな変化があって、成果の上がっている事

例といえると思います。見並理事長はドイツに詳しいので、ドイツの DMOのお話を少しお聞

かせいただけますか。 

 

見並：ドイツはお客さまから見た場合に、DMOとい

う姿はあまり見えません。ところが観光推進組織が

実際やっていることは先ほどからお話にでているマ

ネジメントやマーケティングです。例えば、よく地域

の観光資源を磨き上げるといいますが、誰がどのよ

うに磨くのかと考えると、実は観光資源そのものを

別の視点で光を当てていくことだと思います。 

例えば、ドイツとスイスの国境、ボーデ

ン湖の近くにアルゴイという地域があり

ます。そこには「アルゴイ・チーズ街道協

会」という組織があります。アルゴイ・チ

ーズ街道というのは観光ルートですが、そ

の観光ルートをきちんとメンテナンスし

ていくような組織が必要です。また、アル

ゴイにはそこで生産されるアルゴイ・チー

ズがありますが、DMO的な組織である「ア

ルゴイ・チーズ街道協会」という組織が、

観光資源という別の視点で魅力を見いだ

していくことになります。 

よく産業連関を図る、産業の 6次産業化をやらないといけないといいますが、誰が推進する

か、「誰が」といったときに、この DMOが機能していくのだと思っています。 
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ＤＭＯは観光協会の機能強化 

大社：この DMOの議論は地域で頑張っておられる観

光協会の皆さんからすると、「じゃあ、DMOは別につ

くるの？」「わたしたちはどうしたらいいの？」とか、

もしくは観光協会の皆さんは DMOをどのように捉え

て考えていったらいいのか、不安なり、もしくは期待

なりをお持ちだと思いますけれども、日本全国の観光

協会の元締というか総本山のような日本観光振興協会

では、どういうふうに考えていらっしゃいますか。 

見並：元締ではなくて、全国の観光協会の方々が会員になっていただいて、一緒になって観光

立国を実現しようというのが私どもの組織です。今、大社さんのご質問に端的に答えれば、

DMOは全く別の組織ではなくて、観光協会や観光連盟といった組織がどれだけパワフルにな

っていくか、どれだけマネジメント力を身につけて、地域にある一次産業事業者の方や二次産

業事業者の方をパートナーとして、地域が元気になるための手段として巻き込んでいけるか、

ということだと思います。例えば、広域観光ルートをつくらないといけないとなれば、当然ド

イツでも、オーストリアでもそうでしたけれども、DMOとして最適な効果を出すために、連

携して、合併して、パワフルな組織になっていくという変遷を経ていることは事実です。DMO

という組織は全く別個にあるのではなくて、観光協会が本来ずっと続けてきた地域の魅力のプ

ロモーションや、そしてまた地域の観光資源を見いだしていくことを極めて合理的に、そして

科学的に推進していくことなのだろうと思っています。 

 

足りないのは自らの目標設定・共有と実現するための事業戦略 

大社：観光庁でも国内の調査ならびに海外の調査をされています。国内では、観光協会自治体

向けアンケート調査をしました。海外では UNWTO、ならびに DMAI(*5)というアメリカの

DMOのネットワーク組織が調査をしています。これらを比較してみます。まず事業内容です

が、両方とも最も力を入れているのは PRやプロモーションです。 

ところが、戦略策定やマーケティング調査は日本ではあまり重きが置かれていないといわれ

ています。さらに、観光地域マーケティング、地域のブランド戦略は誰が担っているのですか、

と観光協会に聞くと地方公共団体が多い。さらに先ほど伊藤補佐官のお話がありましたけれど

も、地域経済における観光のインパクトを把握しているかというと、把握しているところも極

めて少ないという状況でした。さらに事業計画における目標設定も、明確に設定していないと

ころが 7割でした。これが日本の現状です。見並理事長、やはり取組内容も含めて事業内容が

ちょっと違うといえそうですが、いかがですか。 

 



 16 

見並：おっしゃるとおりで、その中で一番大事な事業戦略を策定していないのです。きちんと

マーケティングやマネジメントをやっていこうということになれば、何より大事なのは自分た

ちの組織が何を目標としてやっていくのかということです。その意味では、先ほどのアルゴイ・

チーズ街道協会の目標は明確です。アルゴイ・チーズ街道とは何だと言ったら、一つはツーリ

ズムルートです。それが自転車によるスポーツツーリズムだったり、保養ツーリズムだったり、

いろいろな切り口はあるわけですが、きちんとしたツーリズムルートです。もう一つはそこで

生まれるチーズの品質、干し草から取れた牛乳でつくるおいしいチーズ、それのブランドです。

三つ目は、このアルゴイ地域を持続的に強化するコンセプトです。そのために何をやるかとい

うことが、きちんと明確になっています。 

大社：地域で共有されているのですね。 

見並：はい。やはりそこが大事です。私は、今の観光協会でも DMOに取り組むことができる

のだと思います。「アルゴイ・チーズ街道協会」の創設をご覧下さい。アルゴイ・チーズ街道

という観光街道が 1番目のツーリズムルートであり、ここが魅力的だということを PRし始め

たのは 1996年。ところが協会として組織が立ち上がったのは 2007年、まさに 10年以上あと

なのです。私ども観光協会はこれまで PRや魅力の掘り起こしに取り組んできましたが、アル

ゴイ・チーズ街道がマーケティングやマネジメント機能を持った組織に変わるのに 10年かか

っていることを考えれば、私どもは始まったばかりですから、さらに早いスピードでこれと同

じような組織へと変わっていくのではないかと思っています。 
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 アルゴイというのは、小さな、ドイツの一番南の小さな地域ですけれども、この地域の景観

を守るためにツーリズムと、美食と、チーズのブランド化をやっていこうというのが目標とな

っているチーズ街道 DMOであり観光協会です。そういった意味で、日本にも適用可能なモデ

ルじゃないかと思ってご紹介させていただきました。 

大社：特にナパでも、地元のワイナリーいわゆる一次産業事業者さんとの連携は非常に重要な

ポイントになっていますが、その辺はいかがですか。 

伊藤：全くおっしゃるとおりで、ワインだけでは駄目なのです。ナパの DMOの CEOのグレ

ゴリーさんは掛け算が非常に重要なのだと言っていました。ナパのおいしいワインに地産地消

を掛ける。地元の農産物を星付きレストランのシェフがおいしい料理、その食事にあったワイ

ンを提供する。そしてスローライフという憧れのライフスタイルを提供していく。その中で地

域の付加価値は上がっていくのです。そこにしっかりした戦略があるのです。自分たちの魅力

にどういう価値があるのか、つまり価値の磨き方の方向性が非常にしっかりしていてそれが単

発ではなく、いろいろな要素を組み合わせて掛け算して、よりその価値を向上させていく。そ

こに工夫がなされているなと思いました。それともう一つ、ワインをつくるのと同じぐらい情

熱をかけて、マーケティングをしているという話をされていました。ここにもナパのブランド

力を強化してきた、みんなが豊かさを感じるまちづくりを進めてきた大きな秘訣（ひけつ）の

一つがあるのではないかなと思います。 
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事業戦略策定のためのマーケティング予算が少ない 

大社：今、補佐官が最後にご指摘いただきましたマーケティングの話ですが、地方公共団体の

観光関連予算の使途を見ると、都道府県単位では 1位は観光施設の整備・管理の委託、2位が

補助金、3位が国内 PRとなっています。国内・海外ともにマーケティング予算が極めて少な

いという、見並理事長、これは大きな課題だと考えていいでしょうか。 

見並：大きな課題というよりも、観光立国の実現のため、もしくは地方創生のために、ここは

伸びしろだと思っています。実際、既存の観光資源でプロモーションをするだけではもう駄目

だということは皆さん気付いています。そうすると、マーケティングとはいっていないけれど、

実際にはマーケティングの議論をスタートしているわけです。そういう意味で、私は伸びしろ

の数字であると思います。 
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大社：伊藤補佐官、マーケティングは重要なテーマだというところですけれどもいかがですか。 

伊藤：ナパの場合は人口が 14 万人なのです。DMO はどれくらいの予算を持っているかとい

うと 6 億円から 7 億円、そのうちの約 3 分の 1 はマーケティングにその予算を充てていると

いうことです。それだけマーケティングの重要性を十分認識しています。その上で KPI を設

定し、PDCA サイクルを回し、成果が出るようなマネジメントを実行していることが極めて重

要です。それはこれから議論になる安定的な財源を確保するためで、ここが大きなポイントだ

と思います。 

大社：ナパのケースでは 34％はブランドマーケティングの予算です。もちろんマーケティン

グだけが成功要因というわけではなく、因果関係は複合的だと思いますが、やはりかなりの予

算をかけてマーケティングをおこない成功に導いているといえるわけです。 

 

専門性の高い組織が意思決定にかかわる 

大社：さて、それでは違う視点で日本の観光協会、観光行政の仕組みと DMOを検討していき

たいと思います。予算規模は日本と海外ではそれほど大きな差はないという状況です。組織と

ガバナンスの話で、これは地方公共団体に来る観光部署の人材です。観光部署の職員の平均経

験年数が 2年とデータで出たのですが、補佐官、これはいかがですか。 
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伊藤：2年から 3年で観光政策を実行できるかというと、なかなか難しいですよね。そういう

意味ではアメリカの場合には観光政策を担う方々も、やはりプロフェッショナルな人材を集め

ています。 

大社：「プロフェッショナル」、これがキーワードですね。 

伊藤：プロフェッショナルな方々は地域の中で信頼を得て、合意形成を進めていくにあたって

もキーになれるのです。地域の中の信頼をつくり上げ、一体感を持って多くの方々の理解をい

ただきながら、観光政策を進めていくことために、担当者が専門性と責任を持った取り組みが

できることが、すごく重要だと思います。 

大社：見並理事長、もともと分かっている話かと思いますが、いかがですか。 

見並：最大の問題はここにあると思います。これから DMOの議論を進めていく、もしくはそ

れを実践していくとき、DMOの果たす大きな役割はその地域の人材をきちんと育成してゆく

ことだと思います。それも単なるおもてなしや観光政策ということだけではなく、ものづくり

や他の産業でも必要とされているマネジメント力や、マーケティング能力を一気に地域に入れ

ていくために、ITの活用、IOTの活用というような、IT技術を駆使できる人材の育成や研修

が必要だと思います。 

大社：これは観光協会の正規職員の平均年収です。200万円から 300万円未満が最多、過半数

が 400 万円未満になっているところが現場の実態です。いい人を採ろうとするとそれなりの

給与も必要になってきます。例えば、アメリカの CEO の年収はかなり高給ではないですか。 

伊藤：CEOの年収をあまり教えてはくれないのですが、公開されているデータを見ると CEO

の報酬は 2000万円から 4000万円ですね。 

大社：つまり、プロ中のプロを引っ張ってきているのですね。 

伊藤：そうです。それだけに成果を出している。また、成果を出さなければクビになってしま

う、その関係が非常にはっきりしています。プロのチームを編成して、十分成果が出せるよう

な組織体になれるかということが大切です。 

大社：この一覧表は推進体制比較です。一番右にあるのが日本、一番左がアメリカの西海岸の

幾つかのエリアです。アメリカが全てこうだというわけではありません。真ん中にあるのがヨ

ーロッパのドイツやスイスの体系です。どちらかというと民間主導型のアメリカタイプと、地

方自治体主導の日本型の体制です。日本では結果的に平均在籍期間が約 2年間の自治体の方々

が意思決定を担っているということです。見並理事長、このあたりの実態からどうですか。 

見並：職員の数や賃金・報酬の問題、誰が意思決定をしていくのか、そういったものは皆、リ

ンクしています。具体的にそういった組織が何をやるのか、どのようにやるのかではなくて何

をやるのかということを明確にすれば、当然それを担える人材が生まれてきますし、それに対

する給与がリンクしてくるということですが、課題はそういう絵柄にどう転がしていくかとい

うことです。まさに地方創生のそこが勘所と思います。日本版 DMOをつくり上げていくとい

う国家戦略の中で、今はとにかく三すくみになっています。私は少し楽観的かも分かりません

けれども、それが解決の方向に転がしていけるだろうと思っています。そのためには最初に何
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が必要かというと、人材育成が必要だ、広域連携が必要だ、そういった産業間連携が必要です。

こういうことを地域の人がきちんと理解していくような広報・啓発活動というのも、一方でも

のすごく大事なことではないかと思っています。 

 

大社：伊藤補佐官、今の話はいかがですか。 

伊藤：関係者の方と話していると、行政には限界があり、観光については素人だといいます。

だから本当に観光のことを知っている人が責任を持って観光政策を立案し、実行していくこと

が極めて重要です。ただし、公的なお金を使うのであればガバナンスが非常に大切で、アカウ

ンタビリティー、説明結果責任を果たせる仕組みをしっかりつくり上げて、地域の中の信頼を

勝ち得ることが非常に大切です。ですから、優秀な CEOは取り合いです。ただ、関係者に聞

いてみると DMO が本当に機能したのはここ 5 年ぐらいだということですから、新たな取り

組みとして、いかに日本の中で根付かせていくかというのが我々の課題だと思います。 

大社：以下の図において、たぶん左側が日本の現状だといえます。観光協会でも権限は行政に 

かなりシフトしており、専門性は行政も観光協会も三角だという体制。右側はアメリカ型です

けれども、DMOがかなりの権限を持ち、専門性もあり、その分、報酬もあるけれども結果に

対して責任ももつという構造です。このあたりも含めて体制を考えていかなければいけないの

です。 
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マーケティングと観光地マネジメントを担うのは誰か 

大社：最後に、マーケティングや観光地マネジメントの機能を観光協会等に持たせる、これは

どうですかと聞くと結構賛成の意見が多いです。これはある意味で DMOの議論に追い風にな

ると思いますが、補佐官、地域からの意見としていかがですか。 

伊藤：こういう意識を持っていただいているのはすごくありがたいと思います。ただ、DMO

という組織をつくれば全てうまくいくわけではないので、DMOを通じてどういう機能を根付

かせていくのか、それが観光を通じて地域を元気にしていくことにつながるのか、そこがすご

く大切だと思います。 

大社：見並理事長、DMOはつくればいいという話ではないというのはいかがですか。 

見並：おっしゃるとおりで、マネジメントの機能をそこにある観光協会に持たせることについ

ては、遠い未来の話ではなくて、具体的に明日あさっての話なのだと思います。少なくとも

2000 万人が外国からみえて、ゴールデンルートだけではなくて地域に行っていただかないと

キャパシティー、需要と供給のバランスが崩れます。一刻も早く地域にマネジメント能力を持

った組織が必要だということになれば、観光協会がその機能を十分担えるようにしていくこと

が我々の役目だろうし、当然、当事者としての皆さんがそれに対して大変力強いご意見をお持
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ちだというのは、我々としては本当にうれしく、力強い限りです。 

 

大社：そうですね。一方で財源問題という現在最も重要な課題もありますが、これには今後取

り組んでいかなければいけないですね。最後にお二人それぞれから、DMO の形成において、

これを大事に考えていく必要があるということを、一言ずつお願いします。 

見並：人材の育成が何よりだと思います。 

大社：補佐官はいかがですか。 

伊藤：私も同じです、人材の育成が極めて重要だと思っています。アメリカでは DMOの全米

組織があり、そこでどういう人材育成をしているか、そのプログラムは開示されていますから、

ぜひ皆さま方にも提供していきたいと考えています。DMOをつくるに当たって、ガイドライ

ン的なものを、今日は蝦名次長にご参加いただいていますけれども、観光庁さんと協力して提

供したいと思います。また RESAS（リーサス）という地域経済分析システムを通じて、携帯

電話の位置情報を皆さま方にも提供していますので、かなり観光を通じた見える化を感じてい

ただくこともできています。そして、新型交付金という形で観光協会の機能強化、DMOの組

織づくり、こうしたものを財政的にも後押ししていきたいと思っていますので、ぜひ、DMO

はどういう機能を果たせるのか、どうやったら自分たちの地域が観光を通じて元気になれるの

かと、そういう思いを持ちながら興味を持って取り組んでいただくことができればと思います。 
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大社：本日はどうもありがとうございました。今日ご参加の皆さんのお手元に、DMOの概要、

考え方について観光庁が整理したドキュメントを配布いたしました。わが国においてかなり新

しい概念ですので、誤解があったりする面もございますが、どうぞご確認のほどをお願いいた

します。また今回、観光庁における国内外の調査研究のご報告ならびに海外から DMOの CEO

を招いてのシンポジウムを、来年 1月、2月にかけて全国 5カ所ぐらいで開催を予定していま

す。「まち・ひと・しごと創生本部」、観光庁、日本観光振興協会、そして観光地域づくりプラ

ットフォーム推進機構をはじめ関係省庁と連携し、DMOの普及啓発および形成の支援を進め

てまいりますので、引き続きご協力・ご支援をよろしくお願いしたいと思います。 
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*4 TID：Tourism Improvement District （観光産業改善地区）は、アメリカで、観光振興に対する地

元政府による財政支出の削減・不安定化を背景に、地域の観光プロモーション活動等にかかる地域財源の安定

的な確保を目的に創られた仕組み。詳しくは、「日本版 DMO形成・確立に係る手引き」（観光庁、平成 27年

11月）105pを参照 

*5 DMAI：Destination Marketing Association International は、アメリカの DMO を中心とする、

DMOの世界的な団体。世界の DMOの専門性、有効性、重要性を高めることをミッションとしている。 
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