
１ 地方創生の推進
（４） 地方の産業競争力の強化 ②日本版DMOの推進

【提案先省庁：内閣府，観光庁】

国への提案事項

１ 日本版ＤＭＯが，将来にわたり安定的かつ継続的な運営を行っていくことが

できるよう，次の点に留意し，新たな法的枠組みを整備すること

海外のＴＩＤ制度※や地域再生エリアマネジメント負担金制度を参考にしながら，

（１） 日本版ＤＭＯが明確なコンセプトに基づき，多様な関係者と共同しながら，自らの

責任で観光地経営を行える権限の付与

（２） 日本版ＤＭＯが観光地経営を行うための，財源を中長期・安定的に確保する仕組

みの整備（受益者である宿泊事業者等からの賦課金徴収等）

（３） 受益と負担の原則の観点から，受益者による適切なガバナンスの確保

※TID（Tourism Improvement District：観光産業改善地区）

２ 国際観光旅客税について，法の趣旨に鑑み，日本版ＤＭＯを含む地方の観

光振興施策の財源に充当できるよう，その仕組みの検討を早期に進め，税
収の一定割合を地方に配分すること
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１ 地方創生の推進
（４） 地方の産業競争力の強化

② 日本版DMOの推進

課 題現状／施策の背景・経緯

● 瀬戸内７県（※１）では，観光関連産業の拡大を通じた地
域雇用の創出に向け，日本版ＤＭＯ(一社)せとうち観光推
進機構を設立（H28.3）。広域観光周遊ルートの形成促進に
向けた取組を推進しており，設立後，瀬戸内７県の外国人
延宿泊者数が増加（※２）。

※１ 兵庫県，岡山県，広島県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県
※２ 260万人泊（H27／設立前）→291万人泊（H28／設立後）

→340万人泊（H29見込） [目標]600万人泊／H32

● 日本版ＤＭＯには法的位置付けがなく，行政との役割分
担も明確にされていないことから，観光地経営を行う権限が
ない。

● 日本版ＤＭＯを構成する自治体からの負担金や国費に依
存している。特に，国の財源支援措置が時限的であるため，
安定した財源の確保が必要。

日本版ＤＭＯの自立的・継続的運営

● 国においては，日本版ＤＭＯを核とする観光・ブランドづくり
を推進。全国各地で日本版ＤＭＯ形成の取組が活発化。

【関係方針等】

・明日の日本を支える観光ビジョン（H28.3.30策定）

・まち・ひと・しごと創生基本方針2017（H29.6.9閣議決定）

● 地域再生法が改正され，地域再生エリアマネジメント負担
金制度を創設。
【地域再生法（H30.5.25一部改正法が成立）】

◆地域再生エリアマネジメント負担金制度の創設

市町村が地域再生に資するエリアマネジメント活動に要する費用を

受益者から徴収し，エリアマネジメント団体に交付する。

● 日本版ＤＭＯを構成する民間企業及び行政によるガバナ
ンスは確保されているが，構成員以外はフリーライダーとなる
可能性がある。

①広域観光周遊ルート形成促進事業（～H29年度）

②広域周遊観光促進のための新たな観光地域支援事業（H30年度～）
※今後，国の支援が逓減される。

【国際観光旅客税法（H30.4.11成立）】

①ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備

②我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化

③地域固有の文化，自然等を活用した観光資源の整備等による地域

での体験滞在の満足度の向上

の３つの分野に国際観光旅客税の税収を充当する。

● 国際観光旅客税法が成立し，Ｈ31年１月に施行予定。

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33～

①

国の直接執行

1/2 2/5 1/3

※事業計画に則り，国が直接執行で事業を行う。

区分 ②

未
定

スキーム 事業費に対して補助

国の支援
定額
（※）

定額補助

定率補助

85521
テキスト ボックス
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１ 地方創生の推進
（４） 地方の産業競争力の強化

② 日本版DMOの推進

○ 海外におけるＴＩＤスキーム例

ＤＭＯを初めとする事業者（ＴＩＤ団体）が観光地経営を行うために，エリア内の宿泊事
業者の合意の下，宿泊収入から一定割合の賦課金を徴収する制度。

TID：Tourism Improvement District（観光産業改善地区）

※カリフォルニア州は，宿泊料金に一定料率・料金を課す宿泊税（TOT: Transient Occupancy

Tax）も導入しているが，税収は自治体の一般財源とされており，ＤＭＯ以外の行政需要に充

てられている。
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１ 地方創生の推進
（４） 地方の産業競争力の強化

② 日本版DMOの推進

○ 海外のＤＭＯ

項 目 2005年 2014年

来訪者

来訪者数 470万人 550万人

観光消費額 1,100億円以下 1,760億円

宿泊

平均客室単価 16,500円 30,300円

客室供給量 3,334室 4,692室

客室稼働率 67.4% 68.20%

宿泊者1人当たりの平均消費額 25,700円 42,800円

※１＄＝110円にて計算，（ ）内は計測年 （出所：観光庁「国内外の観光地域づくり体制に関する調査業務」）

10倍以上の増加

DMO設立

（1990年）

ＴＩＤ制度 導入

5,500万円

以下

4.4億円
5.7億円

6.4億円

7.9億円

（億円）

※ １＄＝110円にて計算

※2010年のTID制度導入を機にＤＭＯの役割を強化 ※来訪者数や観光消費額，宿泊事業者の収益増加

宿泊者１人当たりの

消費額単価＋６６％

名 称 エリア人口 来訪者 観光消費額 事業費 主な財源

San Francisco Travel （2015） 459万人 1,800万人 1兆1,600億円 38億5,000万円
TID制度
（69％）

Visit Napa Valley （2014） 14万人 550万人 1,760億円 5億7,000万円
TID制度
（85％）

[Visit Napa Vally 予算]

[観光消費額等の実績と事業費]
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１ 地方創生の推進
（４） 地方の産業競争力の強化

② 日本版DMOの推進

○ 日本版ＤＭＯの現状と課題

区 分 海外の事例（Visit Napa Valley） 日本版ＤＭＯの現状と課題 目指すべき姿

権 限

観光地経営を行うことが，州法に

おいて明確に規定されていること

から，自らの意思決定により，柔

軟かつ迅速に事業を執行してい

る。

法的位置づけがなく，行政との役

割分担も明確にされていないこと

から，観光地経営を行う権限が

ない。

法律に基づいて，自らの意思決定に

より，柔軟かつ迅速に事業を執行し

ている。

首長の交代等に左右されない長期

的視点に立った観光地経営を行って

いる。

安 定 財 源

ＴＩＤ団体が，宿泊事業者から賦

課金を徴収し，それを財源として

ＤＭＯに観光地経営を担わせる

仕組みが構築されている。

【全体予算のうち】
・ＴＩＤ制度：約85％
・行政の補助金：約5％
・その他：約10％

構成する自治体からの負担金や

国費に依存しており，特に国費に

ついては時限的である。

ＤＭＯが継続的に観光地経営を行っ

ていくために，宿泊事業者等が賦課

金をＤＭＯに拠出する仕組みが構築

されている。

ガ バ ナ ン ス

宿泊事業者等で構成されるＴＩＤ

団体の理事会で事業計画を決定

した上で，市議会の承認を得て

いる（ガバナンスの確保）。

フリーライダーを防止する制

度となっている。

ＤＭＯを構成する民間企業及び

行政によるガバナンスは確保さ

れている。

構成員以外は，フリーライダーと

なる可能性がある。

宿泊税の場合，フリーライダーは

防止できるが，ガバナンスが間接

的である。

事業計画及び成果について，ＤＭＯ

を構成する民間企業や行政に加え，

宿泊事業者等によるガバナンスが

確保されている。

一定のフリーライダーの防止が図ら

れている。
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１ 地方創生の推進
（４） 地方の産業競争力の強化

② 日本版DMOの推進

○ 宿泊税と日本版ＴＩＤ制度（案）との違い

宿泊税のスキーム

ホテル

宿泊税

観光客

行政

■宿泊税の徴収

■観光振興施策へ充当

・観光に関する様々な行政需要に対応するための法定外
目的税。

・宿泊客数に応じて一定規模の税を徴収できる。

議会による

監視

（ガバナンス）

TID（Tourism Improvment District）（観光産業改善地区）

ホテル

行政から
ＤＭＯ（ＴＩＤ）団体

DMO（ＴＩＤ団体）

■ＴＩＤ賦課金を活用した事業の執行

■安定した特定財源の確保による

・マーケティング等による観光地経営

・専門（インバウンド等）,プロパー人材の確保

観光客

行政

■ＴＩＤ団体としてＤＭＯを認定 ■監視

■ＤＭＯの財源として賦課金の徴収・交付

理事会

■年度ごとの
事業計画の承認

■監視

宿泊事業者の

理事会参加

（ガバナンス）

日本版ＴＩＤ制度（案）のスキーム

・ＤＭＯが自ら行う事業のために宿泊事業者の同意を得て
徴収する賦課金。

・宿泊事業者の同意が得られれば，宿泊者数に応じて一定

規模の賦課金が徴収できる。

TID賦課金の流れ

ホテルから行政
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