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１．はじめに〜研究の視点〜

• 定住⼈⼝⼀⼈当たりの年間消費額は全国平均で１２４万
円となっており、今後の⼈⼝減少の進⾏により地域内消円となっており、今後の⼈⼝減少の進⾏により地域内消
費は落ち込み、地域経済が縮⼩することが懸念される。
これに⻭⽌めをかけるには、定住⼈⼝が減った分、地域これに⻭⽌めをかけるには、定住⼈⼝が減った分、地域
外から来訪者を受け入れ、来訪者に地域内で消費しても
らうことが必要。らうことが必要。

• 地域に存在する様々な資源を最⼤限に活用することで国• 地域に存在する様々な資源を最⼤限に活用することで国
内外からの⼈の流れを戦略的に創出し、地域活性化を図
るためには、今後どのような推進体制にすべきかについるためには、今後どのような推進体制にすべきかについ
て研究した。
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２．観光の動向

１．旅⾏者ニーズの多様化（発地型観光→着地型観光）
・通り⼀遍の物⾒遊⼭の旅 → その地ならではの体験や感動・通り⼀遍の物⾒遊⼭の旅 → その地ならではの体験や感動

・作られた観光客向けサービス → 地域ならではの本物体験の旅

２．地域観光のコンセプトの変化
・観光客を持続的に地域に惹きつけるためには、地域全体の価値の・観光客を持続的に地域に惹きつけるためには、地域全体の価値の

向上が必要
→ 観光の観点からの魅⼒的なまちづくり（観光地域づくり）→ 観光の観点からの魅⼒的なまちづくり（観光地域づくり）

３．新たな推進体制の必要性
・地域主導で集客を図るための地域マーケティングと、観光を活か・地域主導で集客を図るための地域マーケティングと、観光を活か

した地域づくりのためのマネジメントの２つの機能が観光地域づ
くりに必要
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くりに必要
→ この２つの機能をあわせもつ「日本版ＤＭＯ」の形成

３．観光地域づくりとは

「住んでよし、訪れてよし」の地域づくり

 

「住んでよし」＝まちづくり 「訪れてよし」＝観光振興 

「住んでよし、訪れてよし」の地域づくり

 

「住んでよし」＝まちづくり 「訪れてよし」＝観光振興 

地域資源の保全・再生・価値向上 交流⼈⼝の拡⼤ 

域内消費額の拡⼤ 観光地域づくり 

《社
会
的
側
面

《経
済
的
側
面

地域の自信・誇りの再生 

地域コミュニティの活性化 

域内消費額の拡⼤ 

所得・雇用・税収の確保 

観光地域づくり 
社
会
的
側
面
》

経
済
的
側
面
》地域コミュニティの活性化 所得・雇用・税収の確保 》 》
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４．日本版ＤＭＯとは

地域の稼ぐ⼒を引き出すとともに地域への誇りと愛着を地域の稼ぐ⼒を引き出すとともに地域への誇りと愛着を
醸成する「観光地経営」の視点に⽴った観光地域づくりの
舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコ舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコ
ンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略
を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機
ンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略
を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機
能を備えた法⼈能を備えた法⼈
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５．日本版ＤＭＯ候補法⼈の登録要件

①日本版ＤＭＯを中⼼として観光地づくりを⾏うことに
ついての多様な関係者の合意形成ついての多様な関係者の合意形成

②各種データ等の継続的な収集・分析、データに基づく②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の設定・ＰＤＣＡサイクルの確⽴の策定、ＫＰＩの設定・ＰＤＣＡサイクルの確⽴

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
る調整・仕組み作り、プロモーションる調整・仕組み作り、プロモーション

④日本版ＤＭＯの組織④日本版ＤＭＯの組織

⑤安定的な運営資⾦の確保
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先進事例：おじかアイランドツーリズム
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（出所：日本政策投資銀行「日本型DMOの形成による観光地域づくりに向けて」）

６．最上地域における観光の現状①

• 従来の観光関連事業者を中⼼とした観光振興が⾏われており、地
域に息づく暮らし、自然、歴史、文化等に地域の幅広い資源を最域に息づく暮らし、自然、歴史、文化等に地域の幅広い資源を最
⼤限に活用できず、旅⾏者のニーズの多様化に対応できていない。

• 自らの地域を訪れる観光客に関する各種データ等の収集・分析が• 自らの地域を訪れる観光客に関する各種データ等の収集・分析が
⼗分に⾏われていないために、「どんな⼈が」「どこから」「何
を求めて」「どうやって」訪れているのかが把握できていない。を求めて」「どうやって」訪れているのかが把握できていない。
そのため、ターゲットとすべき顧客層や地域のコンセプトが⼗分
に練られていない。に練られていない。

平成２６年度からの観光誘客プロデューサーの配置に平成２６年度からの観光誘客プロデューサーの配置に
よりプロモーション活動はされてきているが、地域全
体としてのマーケティング⼒が不⾜している。
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体としてのマーケティング⼒が不⾜している。



７．最上地域における観光の現状②

• 観光振興計画が策定されているが、推進体制などの実施計画
レベルの内容がないために実効性不⾜となっている。レベルの内容がないために実効性不⾜となっている。

• 地域全体で推進する体制が不⼗分なために、観光商品が単品
化し、地域の魅⼒不⾜となっている。化し、地域の魅⼒不⾜となっている。

観光地経営の視点に⽴ったマネジメント⼒が不⾜して
いる。
観光地経営の視点に⽴ったマネジメント⼒が不⾜して
いる。

8

８．施策提案

• 事業名：「もがみ版ＤＭＯ（仮称）設置・運営事業」

• 事業の目的：観光地マーケティングの導入、観光マネジメントの強• 事業の目的：観光地マーケティングの導入、観光マネジメントの強
化により、観光地域づくりを推進し、交流⼈⼝拡⼤による地域経済
の活性化を図る。また、地域に息づく暮らし、自然、歴史、文化等
の地域資源を活用することで、地域住⺠の地域への誇りと愛着を醸
の活性化を図る。また、地域に息づく暮らし、自然、歴史、文化等
の地域資源を活用することで、地域住⺠の地域への誇りと愛着を醸
成し、また、来訪者の定住の促進にもつなげていく。

• 事業内容：マネジメント、マーケティング、プロモーションを担当
する専門⼈材と各地域に配置する現地コーディネーター組織が連携
することで、地域資源の磨き上げによる商品化、効果的なプロモーすることで、地域資源の磨き上げによる商品化、効果的なプロモー
ションを戦略的に実施する。

• 事業主体：最上地域観光協議会• 事業主体：最上地域観光協議会

• 予算額：現在積算中（財源は地⽅創生推進交付⾦の活用を想定）
• 定住自⽴圏共生ビジョンにおける位置づけ：広域観光
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９．推進体制
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※「もがみ版ＤＭ０(仮称)」は、日本版ＤＭＯと同様な機能を持つが、法⼈格を取得した組織を想定しない。

１０．観光地域づくりにおける役割

� もがみ版ＤＭＯ（仮称）
・観光地域づくりにおいて、多様な関係者を調整し、地域・観光地域づくりにおいて、多様な関係者を調整し、地域
全体での戦略的な観光地域づくりや複数地域の広域的な
連携を主導連携を主導

� 各市町村� 各市町村
・地域おこし協⼒隊や地域活動グループ、周辺自治体等との
円滑な連携協⼒を図り、観光地域づくりを積極的に推進円滑な連携協⼒を図り、観光地域づくりを積極的に推進

・⺠間ができない公的⽴場からのサポート（財政⽀援、地域
内の事業者間の連携促進、ハード整備）内の事業者間の連携促進、ハード整備）

・観光地域づくりに資する統計データ・資料の整備
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１１．導入プロセス（案）

もがみ版ＤＭＯを核とした観光地域づくりに対する合意形成

もがみ版ＤＭＯの形成

地域の基礎的データ把握のための各種データの収集・分析

観光戦略の⽴案観光戦略の⽴案

戦略実⾏のための具体的事業（１〜２年程度）の⽴案戦略実⾏のための具体的事業（１〜２年程度）の⽴案

単年度の事業計画の策定単年度の事業計画の策定

ＰＤＣＡサイクルの導入
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ＰＤＣＡサイクルの導入

１２．想定年次スケジュール

• 平成２８年度（下半期）• 平成２８年度（下半期）
ＤＭＯ、観光地域づくりに関する勉強会の開催

• 平成２９年度（１年目）• 平成２９年度（１年目）
組織設置（DMO⼈材配置）、マーケティング基礎調査、最上地
域観光振興計画（仮称）の策定、計画内容の関係者への周知域観光振興計画（仮称）の策定、計画内容の関係者への周知

• 平成３０年度（２年目）
マーケティング調査、観光戦略⽴案、現地の推進体制整備（地マーケティング調査、観光戦略⽴案、現地の推進体制整備（地
域おこし協⼒隊等の配置及び研修）

• 平成３１年度（３年目）• 平成３１年度（３年目）
事業の選択、マネジメント体制確⽴、ＤＭＯ運営開始

• 平成３２年度（４年目）• 平成３２年度（４年目）
ＤＭＯ運営

• 平成３３年度（５年目）
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• 平成３３年度（５年目）
ＰＤＣＡサイクルの組み込み



＜解説＞ 

「ＤＭＯ（観光地域づくり組織）による観光地マーケティング導入と観光マ

ネジメントの強化」 

 

●はじめに 

定住人口１人当たりの年間消費額は、全国平均 124 万円となっており、人口減少によ

る地域内消費の落ち込みは、地域経済の縮小をもたらす。この状況を食い止めるには、定

住人口が減少した部分について地域内に来訪者を受け入れ、地域内で消費してもらうこと

が必要であり、交流人口の拡大を図ることで補うことができるものと考える。 

そのため、地域の資源を活用することで国内外からの観光客の流れを戦略的に創出して、

地域の稼ぐ力を引き出しながら地域活性化を図るためには、どのような推進体制が望ま

しいかについて検討した。 

 

●観光の動向 

観光の動向としては、旅行者ニーズの多様化、地域観光のコンセプトの変化、新たな推

進体制の必要性が挙げられる。 

旅行者ニーズの多様化については、団体旅行から個人旅行への転換が図られるととも

に、通り一遍の物見遊山の旅行から、その地域ならではの体験や感動を求めるようにな

り、従来の観光客向けのサービスから地域ならではの本物の魅力を求めるようになった。 

地域観光のコンセプトの変化については、観光客を持続的に地域に惹きつけるためには、

着地型旅行商品の開発が地域の魅力を再発見するきっかけになるとして注目されている

ように、地域全体の価値の向上を図る必要があることから、観光の観点からの魅力的な地

域づくり、観光地域づくりが各地域において取り組まれている。 

新たな推進体制の必要性については、地域主導で集客を図るためのマーケティングと、

観光を活かした地域づくりのためのマネジメントの機能が観光地域づくりに求められて

おり、この機能を併せもった「日本版ＤＭＯ」の形成に向けた取り組みが行われている。県

内でも山形市・天童市・上山市の３市が連携した取り組みや、寒河江市・長井市の単独での

取り組みが見られる。 

 

●観光地域づくり 

観光地域づくりでは、住んでよし、訪れてよしの地域を理想に掲げている。 

住んでよしとは「まちづくり」であり、地域資源の保全・再生・価値向上が、地域の自信

と誇りの醸成に繋がり、地域コミュニティの活性化に資するものである。 

訪れてよしとは「観光振興」であり、交流人口の拡大が図られることにより、地域内の

消費額が増大して、所得・雇用・税収の確保に結び付くことが期待できる。まちづくりと



観光振興を両輪・一体となって取り組むことで観光地域づくりが実現される。 

 

●日本版ＤＭＯ 

そもそも日本版ＤＭＯとは、地域の稼ぐ力を引き出すとともに地域への誇りと愛着を

醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者

と協働しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を

策定するとともに、着実に実施するための調整機能を備えた法人と定義されている。 

候補法人の登録要件及び基礎的な役割・機能としては、内外の人材やノウハウを取り込み

つつ、観光地域づくりをすすめることについての多様な関係者の合意形成、各種データの

継続的な収集・分析、明確なコンセプトに基づいた戦略の策定、ＫＰＩの設定・ＰＤＣＡ

サイクルの確立、観光関連事業と戦略との整合性に関する調整・仕組みづくりによる地域

一体の魅力的な観光地域づくり、戦略に基づく一元的な情報発信・プロモーションが挙げ

られる。 

日本版ＤＭＯの組織としては、法人格を取得していること、対外的に最終的な責任を負

う者が明確化され、意思決定の仕組みが構築されていること、専門人材がＤＭＯ専従で１

名以上存在することの全てに該当する必要がある。併せて、自律的・継続的に活動するた

めに、行政からの補助金や委託事業を含めた安定的な運営資金が確保される見通しがある

ことも重要な要素である。しかし、実際は、収益事業から資金を確保して活動することは

困難な状況にある。 

 

●最上地域における観光の現状 

最上地域における観光の現状について改めて整理すると、従来の観光関連事業者を中心

とした観光振興が行われており、地域に息づく暮らし、自然、歴史、文化など地域の幅広

い資源を最大限に活用できず、磨き上げが不足していることから、旅行者ニーズの多様化

に対応できていない。最上地域を訪れる観光客に関する各種データの収集・分析が不十分

であるために、どんな人が・どこから・何を求めて・どうやって訪れているのかが把握で

きておらず、ターゲットとなる顧客層や地域のコンセプト・ブランドイメージが十分に練

られていない状況にある。観光振興計画が策定されているが、推進体制などの実施計画

レベルの内容が盛り込まれていなかったために実効性に乏しかったように思われる。現在

のところ、３年周期での取り組みを計画・実施・評価している状況である。市町村の個別

の取り組みが中心で、広域での連携が図られず、一体となって推進する体制が構築されて

いないために、観光商品が単品化してしまい魅力が不足している。 

 

●事業提案 

以上のとおり、マーケティング力とマネジメント力に乏しい現状・課題から、交流人

口の拡大により地域経済の活性化を図るための施策として、観光地マーケティングの導入



と観光マネジメントの強化により地域の資源を最大限に活用して、地域の稼ぐ力を引き

出す体制を構築することを提案する。 

事業の名称は、もがみ版ＤＭＯ(仮称)設置・運営事業である。 

事業の目的は、観光地マーケティングの導入と観光マネジメントの強化により、観光地域

づくりを推進して、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図ることとしている。地域

に息づく暮らし、自然、歴史、文化など地域の幅広い資源を最大限に活用することで、地

域住民の地域に対する誇りと愛着を醸成するとともに、観光客の移住・定住の促進にもつ

なげていくものとする。 

事業の内容は、戦略の策定やＰＤＣＡサイクルに基づいて定期的にモニタリングを実施

するマネジメント、地域の資源を観光素材として磨き上げて着地型旅行商品を開発する

マーケティング、ターゲットとするべき顧客層を戦略的に追及して効果的・効率的に情報

発信するプロモーションを担当する専門人材と各市町村に設置する現地コーディネーター

組織が連携して、徹底したマーケティング調査に基づいた地域資源の磨き上げによる商品

開発やプロモーション活動を効果的・戦略的に実施するものである。 

事業の主体は、最上地域観光協議会を想定しており、各市町村も連携して取り組むもの

とする。当面は最上地域観光協議会の内部組織として、もがみ情報案内センターを拠点に

活動を展開していきたいと考えている。 

事業の予算は、地方創生推進交付金の活用を想定しており、５年後を見据えて市町村の

委託事業や指定管理も含めて検討していきたい。 

新庄最上定住自立圏共生ビジョンにおける広域観光に位置付けて取り組むものとする。 

 

●推進体制 

観光地域づくりに取り組む推進体制として、観光地域づくりにかかる企画・運営を担う

専門組織「もがみ版ＤＭＯ(仮称)」と体験プログラムを開発する「現地コーディネーター

組織」を設置する。専門組織では、マネジメント・マーケティング・プロモーションの役

割を担う専門人材を配置して、継続的なマーケティング調査とそれを活用した広域エリアで

の戦略を立案する役割を担う。策定した戦略に基づいて合意形成を図りながらプロジェク

トの進捗状況を確認・マネジメントするほか、顧客層・マーケット別にピンポイントでプ

ロモーション活動を行う。もがみ情報案内センターに常駐することで、広域エリア全体のワ

ンストップ窓口機能を果たすとともに、情報を一元管理して外に向けて強力に発信する機

能を有することを期待している。現地組織は、各市町村の責任において形成するものとす

る。既存の観光協会や物産協会などが組織の担い手・受け皿として想定される。外部の視点

を活用するために、地域おこし協力隊を専従で登用してもらいたいと考えている。地域の

資源や素材を磨き上げて商品・サービスをつくるとともに体験プランなどを実際に運営す

る役割を担う。観光案内や観光ガイドなどのサービスを提供する窓口機能を有するもので



あり、併せて観光客の声を吸い上げる役割を果たして、商品の開発・改良に繋げることも

期待している。おもてなしに関する人材の育成として勉強会や研修会を実施する。地域住

民の参画も必要であることから、長井市における、地域住民がＳＮＳを活用して地域の魅

力を発信する市民記者の取り組みも参考にしたい。日本版ＤＭＯと同様の機能を持たせる

計画だが、法人格を取得した組織を現段階では想定していないことから、「もがみ版ＤＭＯ

(仮称)」としている。 

 

●役割分担 

観光地域づくりの視点での役割分担としては、もがみ版ＤＭＯは、各関係主体の活動と

広域的な連携の舵取りとしての役割を果たすものとする。市町村においては、地域おこ

し協力隊や地域活動グループ、周辺自治体との円滑な連携協力を図り、活動を積極的に推

進するとともに、民間レベルでは対応できない公的立場からのサポートとして、財政支援、

道路・駐車場・看板などのハード整備、地域内の事業者の連携を促進する役割を担うもの

とする。観光地域づくりに資する統一基準による統計整備や、ＫＰＩ設定のためアンケ

ートの実施に協力することも考えられる。 

観光協会などでの既存のイベント開催については基本的に現行通りと考えているが、そ

れらのイベントを有効活用した商品やプランを開発・企画できるように連携を図ることと

する。 

 

●導入プロセス 

導入プロセスのとして、もがみ版ＤＭＯを核とした観光地域づくりに対する合意形成

を図っていく。従来の観光振興施策の問題点や課題を徹底的に議論して、総括・共有すると

ともに地域のあるべき姿や観光地域づくりの目標・進め方について考える機会を設定す

る。もがみ版ＤＭＯの形成として、顧客たる観光客視点に立脚してマーケティング・マネ

ジメントするエリアを定めて、役割・機能をどの組織が担うべきなのかを検討する。最上

地域観光協議会の内部組織として位置付け、最上８市町村を対象エリアとする事業である

ことから、この部分はクリアできているものと考える。地域の基礎的データ把握のための

各種データの収集・分析として、入込客数や宿泊客数、施設利用客数、観光消費額などの

データの把握・整理を必要とする。付加的なデータを収集するための調査の実施にあたっ

てはＤＭＯを中心に地域の関係者が主体となって取り組める仕組みを確立することが重

要であると認識している。観光戦略の立案では、地域の現状と課題を認識したうえで、目

指すべき方向性やターゲットとなる顧客層について議論して戦略を固めることになる。戦

略実行のための具体的事業の立案として、どのような取り組みがより効果的なのか、成果を

生み出すための具体的な方策を考えることになる。データを有効活用した科学的アプロー

チが重要になる。単年度の事業計画の策定にあたり、個々の事業をいつまでに・誰が・何



を・どうするといった具体的なレベルまで落とし込むプロセスが必要となる。ＰＤＣＡサ

イクルを導入することとなるが、戦略に基づいて事業が企画され、予算と推進体制が固ま

った後に、戦略や事業を定期的に評価するほか、必要に応じて見直しを図ることになる。 

 

●想定スケジュール 

主な取り組みの想定年次スケジュールとしては、今年度の後半で日本版ＤＭＯや観光地

域づくりに関する勉強会の開催を予定している。 

１年目 もがみ版ＤＭＯを設立して専門人材と地域の担い手を配置する。最上地域の現

状把握のためにマーケティング基礎調査を行うともに、最上地域観光振興計画

(仮称)策定して計画内容の周知を図る。 

２年目 戦略の検討・策定を進めながら、必要なデータを収集するためマーケティング

調査を継続して実施する。併せて各市町村における現地コーディネーター組織の

整備状況を確認しながら、現地コーディネーターを育成するための研修会を開催

するなど、適切な推進体制を検討していく。 

３年目 策定した戦略から緊急性を要するものや重要度が高いものを区別して短期的・

中長期的な課題に整理をしたうえで、優先して取り組むべき事業を選択して、

ＤＭＯの運営を開始する。 

４年目 ＤＭＯを通年で運営する初年度とする。 

５年目 運営１年目の評価を受けてＰＤＣＡサイクルを組み込んでいく。活用を想定する

地方創生推進交付金の交付が終わる６年目以降の予算・財源の確保を検討する。 

 

●他地域の事例 

やまがた長井観光局（山形県長井市）とみやぎ大崎観光公社（宮城県大崎市）を訪問し

て調査したところ、コンセプトを理解してもらうには十分な時間が必要であること。垣根

を壊してフラットな会議運営に努めることにより協働の体制が確立されたこと。組織づく

りが目的になってしまい、短期間での構築となったために、十分な合意形成が図られず、

未だに組織のまとまりが乏しいことなどがわかった。限られた期間での設立作業となるが、

多様な関係者のベクトルを合わせて合意形成に努めることに重点を置き、最上地域が一体

となって交流人口の拡大・地域経済の活性化が図られるよう体制を整備していきたい。 

 

●取り組みの効果 

取り組みの効果として期待されるのが、研究の視点にもあるように、地域にお金が落ちる

ことで地域経済の縮小を補うことができること。地域の魅力を外部の人に体感してもらう

ことで地元の人が魅力を再認識して誇りと愛着の醸成に繋がること。リピーターを増やす

ことで最上地域のファンになってもらい移住や定住につながること。外部との交流が生ま

れることでコミュニティビジネスが展開され、創業や就業の機会拡大や地域コミュニティ



の再生につながること。地場産品の認知度が高まることで物産振興にもつながることなど

数多く挙げられる。 

 

●まとめ 

最上地域８市町村は、共通の資源と課題を抱える運命共同体である。格差・温度差をな

くして、ベクトルを合わせて、足並みを揃えて、観光地マーケティングと観光マネジメン

トに取り組み、８倍の魅力ある観光地域づくりを推進することで、交流人口の拡大が図ら

れ、地域経済の活性化につながるものと確信している。 
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