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１．日本版DMOの概要
⑴　DMOとは
　DMOとは、Destination Management/Marketing  
Organization の略で、国や広域圏、地域の観光に
ついての振興策を各種データの分析に基づいて企
画、立案、実行する経営組織のことです。DMO
は欧米で浸透している一般的な観光振興組織で、
行政と民間が一体となって観光地のマネジメント
を行うものです。
　これまでの日本の観光業においては、データに
基づいた戦略策定など科学的アプローチが乏し
かったり、ややもすると責任の所在が不明確など
の問題がありました。これらを解決し、観光推進
母体として組織を経営、地域の観光振興を戦略的
に推進する専門的組織として期待されるのが「日
本版DMO」です。観光協会に似ていますが、地
域のためにマーケティング調査及びマネジメント
を行い、経営体として事業展開する点が大きく異
なります。また、地元自治体の賛同を得てDMO

候補法人に応募することから、行政サイドの意向
を強く受けることになります。
⑵　観光振興における課題とDMOの形成
　Ａ．従来型の観光振興
　 　従来の日本の観光振興は、主に行政と地元観
光関連団体が連携して行ってきましたが、以下
のような課題があると思われます。
　① 　行政以外に観光の担い手とされたのは、宿
泊業、飲食業、交通事業者など一部の業種に
限られていた。

　② 　それらを取り囲む商工業、農林水産業、文
化、環境事業の他、地域の多様な関係者の巻
き込みが不十分であった。

　③ 　地域レベルで観光についての各種データ、
観光客の属性情報等の収集・分析が不十分で
あった。

　Ｂ ．今後必要とされる手法＝DMO形成のポイ
ント

　 　今後、効率的かつ有機的な観光振興を行って

「日本版DMO」について
～DMOの視点での観光地域づくり推進～

　観光は、経済の活性化を推進する重要な成長分野です。観光需要を取り込むことによ
り、交流人口を拡大させ、地域を活性化させる原動力になります。また、国内旅行に加
え、最近急速に高まってきた訪日外国人旅行（インバウンド）の推進により、世界中の
人々に日本の魅力を伝えることで諸外国との相互理解も深まります。
　地域が一丸となって自分たちの魅力を作り上げ、その魅力を自ら発信していく「観光
地域づくりを推進する組織」として、国が地方創生の枠組みの中で整備を進めている新
しい制度がDMO（観光地経営組織）です。福島県内でもDMOの設立を目指す動きが
始まっていて、今後、DMOを核とした観光振興が期待されます。本稿では、観光庁が
推進する「日本版 DMO」について、制度の概略、DMO候補法人登録の動向、役割期
待、将来の展望等をまとめてみました。



福島の進路　2017.350

トピックス

いく上で必要な手法として、以下の点が上げら
れます。これらが、DMOを形成していく上で
のポイントになると思われます。
　① 　明確なコンセプトに基づく観光地域づくり
を行うための、新しい地域イメージの創出や
効果的なブランディングが必要。

　② 　データ収集や分析の専門人材が中心となっ
て組織運営の方向性を担う必要がある。アン
ケートを実施したり、売り出すべき観光資源
を決定し、広報宣伝対象を絞り込むなどの戦
略策定。

　③ 　特産品の販売など商品開発等推進（マーケ
ティングの役割とプロモーションの展開）。

⑶　日本版DMOの種類
　観光庁では、2015年12月から「日本版DMO候
補法人」の募集を開始しました。現在、全国で
123件が登録されています。日本版 DMOは、そ
の対象とする地域によって次の３種類に区分され
ます。
　Ａ．広域連携DMO　　＜４件＞
　 　複数の都道府県にまたがる地方ブロックレベ
ルの区域を一体とした観光地域として、マーケ
ティングやマネジメント等を行うことにより観
光地域づくりを行う組織。
　Ｂ．地域連携DMO　　＜56件＞
　 　複数の地方公共団体にまたがる区域を一体と
した観光地域として、マーケティングやマネジ
メント等を行うことにより観光地域づくりを行
う組織。
　Ｃ．地域DMO　　＜63件＞
　 　原則として、基礎自治体である単独市町村の
区域を一体とした観光地域として、マーケティ
ングやマネジメント等を行うことにより観光地
域づくりを行う組織。
　＊ ＜　＞内は１月20日現在の DMO 候補法人の全国

登録数。

２．日本版DMO候補法人登録制度の概要
⑴　日本版DMOの登録対象
　登録対象は、地方公共団体と連携できる法人で

す。登録されれば、まち・ひと・しごと創生本部
の新型交付金による支援対象となり得ることに加
え、観光庁はじめ関係省庁（注）を通じて重点的支
援が実施されます。関係省庁の事業の活用、観光
地域づくりに関する相談、関係省庁の政策に関す
る情報提供等を組織の縦割りではなく、ワンス
トップで一元的に行われます。
　観光庁は、「2020年までに DMO法人を全国で
100程度登録すること」を目標としていますが、
これまで、自治体や地元企業等が参画して新設し
たり、既存の観光協会等を衣替えしたりした123
件が、候補法人として登録されています。
（注） 　関係省庁：観光庁、国土交通省、内閣官房、総務

省、金融庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産

省、経済産業省、環境省。これらの省庁で「日本版

DMO」を核とする観光地域づくりに対する関係省

庁連携支援チームが構成される。

⑵　日本版DMO候補法人登録の要件
　日本版 DMO 候補法人登録の要件は、観光庁
ホームページ上に掲載されていますが、要点は
以下の通りです。登録のための手引きや支援メ
ニュー集等も掲載されています。
　Ａ．関係者の合意形成
　 　日本版DMOを中心として観光地域づくりを
行うことについての多様な関係者の合意形成が
必要です。
　　⇒ 地域資源を最大限に活用するため、地域住

民・関係者を巻き込むことが重要です。
　Ｂ．データの分析・戦略策定等
　 　各種データ等の継続的な収集・分析、データ 
に基づく明確なコンセプトに基づいた戦略（ブラ 
ンディング）の策定、KPI（Key Performance 
Indicator : 重要業績評価指標）の設定・PDCA
（Plan-Do-Check-Act）サイクルの確立が必要で
す。
　 　KPI の設定については、少なくとも旅行消費
額、延べ宿泊者数、来訪者満足度、リピーター
率の４項目については必須とします。この他に
独自にKPI を設定することも可能です。
　　⇒ ビッグデータ等を活用したデータ分析、
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KPI の設定、PDCA の導入は、日本の観
光業においては画期的な考え方です。実績
の評価も必要となることから、データ収
集・分析の専門人材の育成やノウハウの蓄
積が期待できます。

　Ｃ．プロモーション
　 　関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合
性に関する調整・仕組み作り、プロモーション

　・ 観光地域づくりに関する定期ミーティングの
開催等

　・ ワンストップ窓口の設置、プロモーション方
針の作成等

　　⇒ 本格的なマーケティング手法の導入が期待
されます。さらに、観光地のセールスやプ
ロモーションだけではなく、マーケティン
グを通して「地域づくり」を進める「観光
地ブランディング」の形成が大きな目標と
なると思われます。

　Ｄ ．日本版DMOの組織（法人格の取得・意思
決定・専門人材の確保）

　・ 法人格を取得していること（責任者が明確に
なり、ガバナンスの仕組みが法的に担保）。

　・ 意思決定の仕組みが構築されていること。
　・ 専門人材が存在すること。データ収集・分

析等の専門人材（CMO=Chief Marketing 
Officer 等）が、DMO専従で最低１名必要。

　　⇒ 組織としての人材の確保と育成がキーポイ
ントとなります。

　Ｅ．安定的な運営資金の確保　
　 　資金確保の手段としては、収益事業（物販、
着地型旅行商品の販売等）、特定財源（法定外
目的税、分担金）、行政からの補助金・委託事
業等が想定されます。　

　　⇒ 安定的な財源確保による自律的経営の継続
が求められます。例えば、DMOが地域の
お土産品などの物販や旅行商品の企画・販
売を行うことなどが収益源として考えられ
ます。専門的人材の確保と育成、民間投資
の拡大などが期待されます。

３．福島県における日本版DMOの状況と展望
　福島県内における「日本版DMO候補法人」の
登録数は、2017年１月20日現在、地域連携DMO
が１件、地域DMOが４件となっています。登録
内容の詳細は、観光庁ホームページに掲載されて
いる「登録された候補法人の形成・確立計画」で
閲覧可能です。同計画には、組織、区域設定、収
集・分析するデータ（必須 KPI を含む）、戦略

図表１　日本版DMOの概要

資料：観光庁ホームページ
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（地域の強みと弱み、ターゲット、コンセプト）、
KPI（実績・目標）、運営費見通しなどが記載さ
れています。
　ここでは、地域連携DMO候補法人の概略につ
いて記載し、各地域DMO候補法人については名
称の紹介程度にとどめます。
⑴　地域連携DMO候補法人
　東北地方では、地域連携DMO候補法人に６件
の登録があります（福島県、宮城県、岩手県、秋
田県で各１件。山形県２件）。
　福島県では、（公財）福島県観光物産交流協会
が登録されています。区域は福島県全域になりま
すが、震災や原発事故を経験した土地でしか学
ぶことのできない相双地域の「震災スタディツ
アー」など、いわば負のイメージを逆手にとった、
復興に向けた姿を伝えるツアーを特色としている
点がユニークです。広い福島県全体の各観光資源
を有機的につなげ、観光客誘致に結び付けていく
役割が期待されます。なお、特徴をまとめると以
下の様になると思われます。
＜組織＞
　データ分析・収集及び旅行企画の専門人材を地
元交通事業者から採用、海外向けプロモーション
を担当する専門人材として外国人女性を採用した。
＜戦略＞
①　内部環境
　強み： 豊富な観光資源（しだれ桜、只見川沿線

の風景などの自然景観）、アクセスの良
さ（新幹線、高速道路）

　弱み： 世界遺産のような知名度の高い“エース”
はない。２次交通が弱い（ローカル線の
便数が少ない。公共交通網も乏しい）。

②　外部環境
　機会： 訪日旅行需要が高まる中、「地方創生×

観光立国×復興」に重点を置いた国の支
援が充実　⇒プロモーションのチャンス

　脅威： 「福島＝放射能」のイメージの払拭　⇒
「観光資源」として、負のイメージを逆
手にとる。マイナスをプラスに。

＜ターゲット＞
① 　「福島に来ないと味わうことができない特別
な体験」（ホープツーリズム）　⇒国 ･地域に捉
われない「福島」に関心を持つ旅行者
② 　重点地域と対象を絞ったインバウンド誘客　
⇒タイ、台湾等は個人と団体を対象にする。中
国、韓国は団体を対象に。さらに対象を絞り、
例えばベトナム人には「しだれ桜＋温泉」に対
象を絞るなど）。
⑵　地域DMO候補法人
　福島県においては、４つの地域DMO候補法人
が登録されています。福島市に２件、会津若松
市、いわき市に各１件です。東北地方では、地域
DMO候補法人に８件の登録がありますが、うち
４件が福島県です（他に、青森県、岩手県、秋田
県、山形県が１件ずつ）。
　福島市には、（一社）福島市観光コンベンショ
ン協会と（特非）土湯温泉観光まちづくり協議会
が登録されています。どちらも、温泉や自然の美
しさをアピールし、外国人誘致に重点を置いた
ターゲット戦略としています。
　会津若松市には、（一財）会津若松観光ビュー
ローが登録されています。会津若松市は会津観光
の拠点であり、歴史、温泉、自然を強みにして、
教育旅行も視野に入れたグループ・ファミリー層

図表２　福島県における「日本版DMO候補法人」登録状況

申請区分 候補法人の名称 対象区域（自治体単位）
地域連携DMO 公益財団法人　福島県観光物産交流協会 福　島　県
地域DMO 一般社団法人　福島市観光コンベンション協会 福　島　市
地域DMO 特定非営利活動法人　土湯温泉観光まちづくり協議会 福　島　市
地域DMO 一般財団法人　会津若松観光ビューロー 会津若松市
地域DMO 一般社団法人　いわき観光まちづくりビューロー い わ き 市

資料：観光庁ホームページより作成
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の誘客にターゲットを置いています。また、広域
な会津地方の観光振興には市町村間の連携が必要
と思われ、将来的には、複数の自治体レベルの地
域連携DMOを目指すべき役割期待があると思わ
れます。
　いわき市では、（一社）いわき観光まちづくり
ビューローが登録されています。「フラガールが
生まれた街」として観光振興を総合的・戦略的に
推進・コーディネートする組織をコンセプトとし、
第１ターゲットを首都圏や仙台圏等に絞っている
点が特徴です。

４．日本版DMOを中心とした観光振興の将来展望
⑴　DMOが観光客誘致の起爆剤に
　DMOは地域の観光振興を戦略的に推進する専
門的な組織であり、農林水産業、伝統的工芸品な
ど文化・芸術等の地域資源を活かし、地域経済全
体の「稼ぐ力」を高め、活性化を担う起爆剤とな
ることが期待されます。
　さらに、DMOは地域資源を活用する多様な主
体で形成する共同の場所としての役割を持つこと
になります。地元目線で組織として観光資源を蓄
積し、観光客の属性や旅行スタイルから観光地を
活性化させる芽を見つけ、観光振興に結びつける
ことで新たなビジネスチャンスを創り出すことが
可能となります。
　今後注目されるのが「コト消費」といわれる体
験型ツアーです。体験する「コト」に関する消費
活動を指すもので、例えば、農作業、そば打ち、
陶芸などの体験型レジャーが「住民目線」に立っ
た観光客誘致手段として、企画 ･販売されること
が期待されます。DMOが中心となり、宿泊施設、
飲食店、住民らが共通の価値観を持って一体とな
り、地域の魅力を発信すれば、より多くの観光客
を呼び集めることが可能となります。さらに、旅
行者の居住地域や年齢、売上高などデータを蓄積
してDMOが分析し、効果的な商品開発・観光戦
略につなげることが可能になり、観光客誘致の有
効な手段になると思われます。
　「日本版DMO法人」の目標は、「2020年までに

先行する欧米を手本に『世界水準』のDMO法人
を100組織形成する」（観光庁「明日の日本を支え
る観光ビジョン」）ことです。現段階では最終的
にいくつ登録されるかは未定で、今後の登録状
況を見極めなければなりません。また、「候補法
人」から「DMO法人」となるための具体的な基
準（経営執行体制や決算情報開示など）は、今後
示されていくものと思われます。日本版DMOは、
まだ手探りの状態で課題が残る面もみられますが、
候補法人として手を上げている数が現時点で123
件に上っていることから、DMOに対する関心の
高さが窺われます。
⑵　インバウンド拡大に向け地域間の連携を
　「地方創生」として、全国の自治体が一斉に観
光 PRに乗り出している現状を考えると、今後４、
５年は日本全国で観光客の争奪戦が続くことにな
ります。そこで海外からの観光客を一層増大させ、
日本全体の観光産業の裾野を拡大させていくこと
が必要です。
　政府は、2016年に約2,404万人（前年比21.8％
増）であった訪日外国人客を2020年に4,000万人
まで増加させる目標を掲げています。今後毎年
14％ずつ増加すれば達成可能な数字で、日本全体
では目標達成の道筋が見えてきました。しかし、
2015年の外国人宿泊者数6,561万人泊のうち、東
北の占める割合は６県合わせて60.8万人泊で、日
本全体の１％に満たない状況です。まず、東北地
方に外国人観光客を呼込むことが至上命題です。
東北全体のインバウンド誘客を伸ばすため、東北
が一体となりスピード感を持ってプロモーション
に取り組む必要があります。
　さらに、福島県に来てもらうためには、震災復
興途上の現状を理解してもらい、地域間の連携を
強め、福島県の魅力を広く情報発信して行くこと
が必要です。今後、DMOの視点に立った観光地
経営が地域の「稼ぐ力」を高め、DMO法人が観
光推進のエンジンとして定着して行くことが期待
されます。
 （担当：斎藤英夫）


