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観光政策レベルの変化
セクション１
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戦後3度目の観光振興への注目
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 1995年
 観光政策審議会答申(新しい雇用を創出できるのは観光

だけ)
 通称：グリーンツーリズム法施行

 1996年
 2005年までに訪日外客を700万人にするというウェルカ

ムプラン21を策定
 1997年

 外客誘致法策定(観光実践プラン、観光ルネッサンス補
助事業)

 1998年
 まちづくり三法 施行 まちなか観光が注目

 2003年
 小泉首相(当時)が、観光立国宣言
 VJC開始

 2007年
 観光立国推進基本法施行
 観光立国推進基本計画 閣議決定

 2008年
 外客誘致法を観光圏整備法へ再編
 観光庁設立

 2014年
 地方創生本部の設置

 2015年
 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議の設置

高度成長期

レジャー

バブル景気時

リゾート
観光立国

地域経済の活性化、雇用の機会の増大等国民
経済のあらゆる領域にわたりその発展に寄与
するとともに、健康の増進、潤いのある豊か
な生活環境の創造等を通じて国民生活の安定
向上に貢献するものであることに加え、国際
相互理解を増進するものである（観光立国推
進基本法：前文, 2007）



明日の日本を支える観光ビジョン構想会議
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• 議長

– 安倍晋三 内閣総理大臣

• 副議長

– 菅 義偉 内閣官房長官

– 石井啓一 国土交通大臣

• 構 成 員

– 麻生太郎 副総理 兼 財務大臣

– 石破 茂 地方創生担当大臣

– 加藤勝信 一億総活躍担当大臣

– 高市早苗 総務大臣

– 岩城光英 法務大臣

– 岸田文雄 外務大臣

– 塩崎恭久 厚生労働大臣

– 林 幹雄 経済産業大臣

訪日客2,000万人が展望できるよ
うになった現状をふまえ、観光に
関する新たな観光戦略を策定する。
期間は、2015年度末まで。

国交省観光部ー＞観光庁ー＞内閣
府（地方創生本部）と、観光政策
の位置づけは、最高位まで高まっ
た状態にある。



観光振興目標
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持続的な観光振興施策の仕組み
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「現場」での観光振興フレーム
セクション２
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国際的なデスティネーション開発のバージョン推移

• バージョン１：観光資源 ～1985年頃
– 天然資源（歴史文化資源を含む）に恵まれた地域が、旅
行会社などに注目されデスティネーションになる

• バージョン２：観光地開発 ～1995年頃
– ホテルやテーマパークといった民間による施設整備に
よって、デスティネーションになる

• バージョン３：観光地マーケティング ～2010年頃
– DMOによる観光地マーケティング活動によってデス
ティネーションになる

• バージョン４：地域政策との融合 2010年頃～
– 宿泊税等を原資に、観光を総合的な振興施策と融合し、
総合力でデスティネーションになる
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バージョン１：観光資源に立脚
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画像出典：公益財団法人日本交通公社のWEBサイトより



バージョン２：観光地開発の展開
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バージョン3 観光地マーケティングの時代 ～DMO概念登場
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1. Destination Management OrganizationとDestination Marketing Organizationの2つの定義があ
る。

2. いずれも、観光地ブランディングを行い、ブランド力を高めることを目的とする組織を明示する呼
称であった。

3. ただし、現在では、観光協会(Tourism Organization)やCVBを、DMOと総称するようになっている。

組織の形態ではなく、観光地ブランディング活動として、
観光地マネジメント AND/OR マーケティングを行っている組織がDMOである。

1. 1990年代前半、製造業向けのマネジメント／マーケティング／ブランディング理論が、ホテルなど
を含むサービス分野に拡大。

2. 1990年代後半になると、観光の国際化や多様化に伴い、ホテルなど単体施設にとどまらず、観
光地（デスティネーション）にも、その理論を展開する取り組みが欧米を中心に展開されるようにな
る。

3. 2000年代に入ると、こうした取り組みを展開する組織を、従前と区分する呼称としてDMOが提唱
されるようになった。
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日本でのDMO概念登場の背景
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地域の観光戦略を練る司令塔となる新たな組織（石破大臣, 2015/12/08）

「海外にあるような、従来にない自立的で戦略性の高い組織形態を創出して欲しい」

国の総合戦略の改定（2015/12/24)に「日本版DMO」の整備推進が盛り込まれる。

戦略立案
権限

持続的な
財源

専門的な
人材

結果
コミット

関係者
コミット

地方創生本部の設置（2014/9/3） 創生法が成立（11/21）

観光、農業、福祉が大きなテーマに…

2020年までに、世界水準DMOを全国１００形成
（明日の日本を支える観光ビジョン, 2016/3/30)
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日本版DMOの基礎的機能（観光庁定義）
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1. 関係者の合意形成
2. 各種データ等の継続的な収集・分析に基づく戦略策定
3. 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マネジメント、地域のブラン

ディング、プロモーション



DMOによる観光振興事例

14出典：観光庁資料より



DMOによる観光振興事例

15出典：観光庁資料より



DMOによる観光振興事例

16出典：観光庁資料より



形容詞観光への取り組み

17出典：各WEBサイトより



市町村広域でのブランディング事例

18出典：各WEBサイトより



共通テーマを持った観光地の連携事例

19出典：各WEBサイトより



特定のセグメントに対する地域連携事例

20出典：各WEBサイトより



バージョン４：地域政策との融合

21出典：Wikipedia パブリックコモンズより
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米国での展開：DMOからDestination Organizationへ

What is a destination organization?
Destination organizations are charged with representing a specific destination 
and helping the long-term development of communities through a travel and 
tourism strategy. For visitors, destination organizations are like a key to the city. 
They can serve as a broker or an official point of contact for convention, 
business and leisure travelers. They assist planners with meeting preparation 
and encourage business travelers and visitors alike to visit local historic, cultural 
and recreational sites.

Destination organizations とは何か？
Destination organizationsは、特定のデスティネーションを代表し、旅行と観光に関
する戦略にて、地域社会の長期的な発展を支援します。 Destination organizations
は、訪問者にとって街の鍵となるものです。 彼らは仲介業者やコンベンション、ビ
ジネスやレジャー旅行者のための接触の公式のポイントとして機能することができま
す。そして、ミーティング・プランナーの準備を支援し、ビジネス旅行者や観光客
の皆様にも、地域の歴史的、文化的、娯楽の場を訪れるよう勧めています。

出典：Destination International資料より
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米国での展開：DMOからDestination Organizationへ

Why are meetings and tourism important?
Travel and tourism enhances the quality of life for a local 
community by providing jobs, bringing in tax dollars for 
improvement of services and infrastructure, and attracting 
facilities like restaurants, shops, festivals, and cultural and 
sporting venues that cater to both visitors and locals. 

なぜ、会議や観光が重要なのか？
旅行と観光は、雇用を提供し、サービスやインフラ整備のための税金を獲得し、来場
者と地元の人々に対応したレストラン、お店、祭り、文化やスポーツ施設などの施設
を誘致することによって、地域社会の生活の質を向上させます。

出典：Destination International資料より

単なる観光振興ではなく、観光を通じた経済開発戦略を担う「Destination Organization」へ



リゾートへの展開
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異日常
(リゾート)

非日常
(観光地)

日常
(住居地)

理想的なライフスタイル

現実の生活・ライフスタイル 一時的な刺激、息抜き

• 住みたい
• 暮らしたい
• 過ごしたい

• 尋ねたい
• 見たい
• やりたい



阿寒（釧路）でのチャレンジ

25出典：グーグルマップより
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