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宿泊動向

2020 年（令和２年）１月以降、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、観光需要は大きく減少し、
延べ宿泊者数が大幅に落ち込んだが、6月には国内需要について回復の兆しがみられた。

■宿泊動向
○ 日本人延べ宿泊者数

5月は766万人泊で前年同月比-81.6%、6月は、前年同月比-62.0%であった。

○ 外国人延べ宿泊者数

5月は13万人泊で前年同月比-98.7%、6月は前年同月比-98.2%であった。

延べ宿泊者数及び前年同月比の推移

資料：観光庁 観光統計 令和2年5月・第2次速報、令和2年6月・第1次速報
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3.国内旅行の需要喚起
・「Ｇｏ Ｔｏ トラベル事業」の実施による
‣宿泊・日帰り旅行商品の割引
‣地場の土産物店、飲食店、観光施設、交通機関

等で幅広く使用できる地域共通クーポンの発行
・新たな生活様式に沿った「新しい旅行スタイル」の普及
・休暇取得の分散化、滞在型旅行の促進
・国立公園等におけるワーケーションの推進 等

2.反転攻勢に転じるための基盤の整備

1.雇用の維持と事業の継続に対する支援
・持続化給付金や家賃支援給付金の給付
・実質無利子・無担保融資の制度拡充
・雇用調整助成金の制度拡充
・公租公課やNHK受信料等の猶予・減免 等

「観光ビジョン実現プログラム2020」の概要

・新型コロナウイルス感染症の影響により、観光需要が大幅に減少し、観光関連産業に深刻な影響が生じている。
・このため、まずは雇用の維持・事業の継続の支援に注力するとともに、反転攻勢に転じるための基盤を整備し、感染状
況等を見極めつつ、強力な国内需要の喚起策を講じ、国内観光の回復を図る。

・その上で、国・地域ごとの感染収束を見極め、誘客可能となった国等からインバウンドの回復を図る。

Ⅰ.国内の観光需要の回復と観光関連産業の体質強化

宿泊施設の高付加価値化
・生産性向上等

誘客多角化のための
魅力的な滞在コンテンツ造成

4.インバウンドの回復

日本政府観光局における
航空会社等との共同広告

日本政府観光局による
海外プロモーションの推進

・安全・安心に旅行できるよう、観光関連事業者に自ら作成し
た感染拡大予防ガイドラインの実施徹底を促す 等 等
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「観光ビジョン実現プログラム2020」の概要

・国内外の感染症の状況を十分に見極めつつ、インバウンドの再開に備え、これまで進めてきた受入環境整備や新たなコンテンツづくりに引き続き戦略
的に取り組む。

無料Wi-Fiの環境整備
アドベンチャーツーリズムの推進

政府系機関の投融資等による
宿泊施設の再生・活性化

英語・中国語を含む多言語解説の整備

国際競争力の高い
スノーリゾートの形成

外国人のニーズに合った
商品の開発・販路拡大

国立公園の大規模キャンペーン等

宿泊施設等の再生・活性化

地域の自然、気候、文化の魅力を生かした
体験型アクティビティの充実

Ⅱ.インバウンド促進に向け引き続き取り組む施策

日本政府観光局の発信力強化 富裕層が満足できるコンテンツづくり

外国人が楽しめる当たり前の受入環境整備

地域の伝統文化の体験等

※新型コロナウイルス感染症の状況に応じ、弾力的に取組を進めていく

世界水準のスノーリゾート整備
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観光地域づくり法人（ＤＭＯ）の形成・確立

地域の多様な関係者を巻き込みつつ、科学的アプローチを取り入れた
観光地域づくりを行う舵取り役となる法人

DMO：Destination Management/Marketing Organization

宿泊施設

交通事業者
商工業

飲食店

農林漁業

・個別施設の改善
･品質保証の導入

・農業体験プログラムの提供
・６次産業化
による商品開発

・農泊の推進

・ふるさと名物の開発
・免税店許可の取得

・二次交通の確保
・周遊企画乗車券の設定

・「地域の食」の提供
・多言語、ムスリム対応

地域住民
･観光地域づくりへの理解
・市民ガイドの実施

観光地域づくり法人(DMO)を中心とし、地域の関係者が主体的に参画した体制を構築
地
方
誘
客
・旅
行
消
費
拡
大

地域の関係者を巻き込んだ体制の構築

【観光地域づくりの司令塔】
関係者による観光地域づくりの現場を効率的に動かしてい
くためのプロジェクト・マネジメント
⇒取組の企画立案、関係者への合意形成、資金等の必
要な資金調達、予算執行管理、スケジュール管理、
PDCAサイクルの実施等

地方公共団体
･観光振興計画の策定
･インフラ整備
（景観、道路、空港、港湾等）
･観光教育 ･交通政策
・各種規制との調整
･各種支援措置

観光地域づくり法人（ＤＭＯ）

国立公園
・公園内のコンテンツの
磨き上げ、受入環境
整備

文化財 アクティビティ
・文化財の活用
・多言語解説の整備

・体験滞在型の観光コンテ
ンツの整備

観光地域づくり法人（ＤＭＯ）

ターゲティング
等の戦略策定

観光コンテンツ
の造成

受入環境の
整備
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｢観光地域づくり法人（ＤＭＯ）登録制度｣

（１）｢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

（２）データの継続的な収集、戦略の策定、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、プロモーションの実施

（４）法人格の取得、責任者の明確化、データ収集・分析等の専門人材の確保

（５）安定的な運営資金の確保

すでに該当している ＝ ｢登録ＤＭＯ（登録観光地域づくり法人）｣
今後該当する予定 ＝ ｢候補ＤＭＯ（観光地域づくり候補法人）｣

広域連携ＤＭＯ

１０団体 １１４団体

地域連携ＤＭＯ 地域ＤＭＯ

１５７団体

･･･｢登録ＤＭＯ｣ ･･･｢登録ＤＭＯ｣

･･･｢候補ＤＭＯ｣

･･･｢登録ＤＭＯ｣

･･･｢候補ＤＭＯ｣

｢ＤＭＯ登録制度｣として２８１団体（※）が登録（R2.３.３１時点）

※｢登録ＤＭＯ｣登録数：162団体、｢候補ＤＭＯ｣登録数：119団体

（公社）北海道観光振興機構

（一財）関西観光本部

（一社）せとうち観光
推進機構

（一社）中央日本総合
観光機構

（一社）東北観光推進機構

（一財）沖縄観光
コンベンションビューロー

（一社）関東観光広域連携
事業推進協議会

（一社）四国ツーリズム創造機構

（一社）山陰インバウンド機構

（一社）九州観光
推進機構

｢観光地域づくり法人

（DMO）｣

登録の５要件
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観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン

「世界水準のＤＭＯのあり方に関する検討会」の中間とりまとめ、2019年秋の行政事業レビューの指摘を踏まえ、海外先進事例等も参考に、登録制度
を見直すとともに、観光地域づくり法人の役割や取組内容を具体的に解説するガイドラインを作成し、観光地域づくり法人全般の底上げを図る。

観光地域づくり法人の役割の明確化
・観光地域づくり法人が、地域における多様な関係者の合意形成において、主導的な役割を果たすことについて改めて徹底
・観光資源の磨き上げや受入環境整備等の着地整備は、観光地域づくりにおける当面の最重要課題であるため､最優先に取り組む
・プロモーション等を戦略的に実施することについて改めて徹底（日本政府観光局を最大限活用し、効果的・効率的に実施）
各層の観光地域づくり法人の役割及び役割分担の整理
・地域連携及び地域ＤＭＯは、地域の多様な関係者と連携し着地整備の徹底について最優先に取り組む
・広域連携ＤＭＯは、広域的な連結性を有するコンテンツ開発等の着地整備の各地域への働きかけのほか、広範囲にわたる戦略策
定やマーケティングを実施

・各層の観光地域づくり法人は、取組の効果検証を行うとともに、連携・調整を通じ、業務の定期的な棚卸しを行い、役割分担の下、
取組の選択と集中を行う
登録要件の厳格化

・合意形成の仕組み（観光地域づくり法人の主導的な役割確保の徹底）
・組織体制（「候補ＤＭＯ」の登録申請前の法人格取得を義務付け）
・ＫＰＩの状況確認、ＰＤＣＡサイクルの実施（観光庁への報告の徹底）
・地域経済・社会の変化の状況を分析した事業報告書を作成し、関係者や地域住民に説明・共有
・安定的な財源の確保（安定的な運営資金の確保のため、財務責任者（ＣＦＯ）の設置を義務付け）
・登録要件を満たさない法人や観光庁による助言を受けても、検討・改善が見られない法人の登録取消し規定の創設
更新登録制の導入

・更新登録制度（更新期間３年）を導入、新要件を満たさない観光地域づくり法人の登録取消し規定の創設
・候補法人に登録してから３年を経過しても本登録していない観光地域づくり法人の登録取消し規定の創設
・４月に公表・施行（初回更新登録は本年11月まで）
国の支援
・「登録ＤＭＯ」及び「候補ＤＭＯ」に対して、国は様々な支援（情報提供支援、体制強化支援、事業支援）を実施
・特に、 「登録ＤＭＯ」のうち、インバウンド需要を取り込む意欲・ポテンシャルの高い法人に対して、重点的に支援を実施

概 要

主 な 改 正・ポ イ ン ト

※世界水準のＤＭＯの形成に向けて登録基準を厳格化したことから、「日本版ＤＭＯ」の名称を「登録ＤＭＯ（観光地域づくり法人）」に変更。
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観光地域づくり法人（DMO）への支援

「体制強化に対する支援」「情報提供支援」「事業に対する支援」による
地域支援により、観光地域づくり法人全般の底上げを図る。

観光地域づくり法人の登録制度における登録数は順調に増加しており、
各地域において観光地域づくり法人に関する取組が進められる一方、

地域経営に係るノウハウや人材の不足など、課題を抱えている地域も少なくない。

○ 外部専門人材の登用

○ 中核人材の育成

等

体制強化に対する支援 情報提供支援 事業に対する支援

○ 観光地域づくり法人の
優良事例の横展開

○ インバウンドベンチャー
とのマッチング

等

○ 観光地域づくり法人が行う
個別具体の着地整備の取組
の財政支援
→ スノーリゾート、ナイトタイム

エコノミー等、政策効果の高い
事業を重点的に支援 25



〔１〕新型コロナウイルス対策に向けた支援（第一次補正予算）

〔３〕「重点支援DMO」への支援

令和２年度 観光地域づくり法人（DMO）への支援

〔２〕通常の支援施策
◆人材に関する支援

◆着地整備に関する支援

「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ
造成」
観光地の高付加価値化・誘客の多角化を促進するため、地域の観光イベント・観光

資源を外部専門家との連携等により磨き上げる
取組等を支援

「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」

観光需要回復への反転攻勢のための基盤整備として、観光施設における感染症対
策を推進するとともに、専門家派遣等による魅力あるコンテンツの造成・磨き上げを追
加支援

「世界水準のDMO形成促進事業」
外部専門人材の登用経費（人件費、通勤旅費・宿泊費）及び中核人材のOJT、
海外視察、国内研修・セミナー受講の費用を補助。新たに専門人材とのマッチング支
援を追加。補助対象は登録DMO

「広域周遊観光促進のための専門家派遣事業」
要請に応じて、訪日外国人の周遊促進に向けた課題解決のための専門家を派遣。専
門家派遣にかかる謝金・旅費を観光庁が負担。
派遣対象は、候補DMOも含む

「広域周遊観光促進のための観光地域支援事業」
広域周遊促進のための環境整備、滞在コンテンツの充実、調査・戦略策定、プロモー
ションを支援。 地域での役割分担に基づいた着地整備を優先的に支援。対象は登
録DMOと自治体。

「ＩＣＴ等を活用した多言語対応等による観光地の「まちあるき」の満
足度向上」
ICTも活用した、多言語案内標識、無料Wi-Fi、キャッシュレス決済対応等の受入環
境整備の事業を補助。候補DMOも補助対象

「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」
●地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業

地方でのインバウンド消費拡大に向け、観光案内所等の整備・改
良等及び災害等の非常時対応の強化等、観光スポットの段差
解消にかかる経費補助。対象は登録DMO､候補DMO､自治体

●感染症対策事業
感染症対策機器等の整備にかかる経費補助。登録DMO､候補
DMOも補助対象

インバウンド誘客を含む観光地域振興に積極的で、意欲とポテンシャルがあり、着地整備を最優先に取り組む法人を選定し、重点的に支援。観光庁
補助金の優先配分、観光庁等の職員の現地派遣、ニーズに応じた情報提供支援等を行う。

応相談 随時募集中

募集中：〜 ９月11日（金）

募集中： 〜 10月20日（火）

募集中：〜 10月30日（金）

二次募集（ 8月末～10月上旬（予定）） 募集中：〜 10月30日（金）

26



重点支援DMOについて

重点支援
DMO

登録DMO
（162団体）

■令和２年度より、インバウンドの誘客を含む観光地域振興に積極的に取り組む先駆的な観光地域づくり法人であって、意欲とポ
テンシャルがあり、地域の観光資源の磨き上げや受入環境の整備等の着地整備を最優先に取り組む観光地域づくり法人（「重点支
援DMO」という）を選定し、重点的に支援。

重点支援DMOと緊密な関係を構築し、実情に即したサポートを柔軟に行う
■具体的な支援内容
〇 観光庁、地方運輸局職員等の現地派遣を通じた助言･サポート
〇 地域のニーズに応じた情報提供（有識者、シンクタンク、観光関係者の紹介等）
〇 観光庁の補助事業の活用を通じた事業支援
〇 JNTOとの連携強化
〇 各種施策に係る他省庁（環境省、文化庁、経産省等）との調整 等

着地整備等の取組を強力にサポート（ハンズオン支援）

効果的な地方誘客・旅行消費拡大のための取組を実施し、
世界に誇る観光地の形成を目指す

■令和２年度 重点支援ＤＭＯ一覧（32法人）
北海道
・阿寒観光協会まちづくり推進機構
・ニセコプロモーションボード
・大雪カムイミンタラDMO
・ひがし北海道自然美への道DMO

東北
・八幡平ＤＭＯ
・おもてなし山形
・秋田犬ツーリズム
・世界遺産平泉・一関DMO
・かまいしＤＭＣ

関東
・ＤＭＯ日光
・八ヶ岳ツーリズムマネジメント
・大田原ツーリズム

北信越
・雪国観光圏
・金沢市観光協会
・信州いいやま観光局
・HAKUBAVALLEY TOURISM
・佐渡観光交流機構

中部
・まちづくり小浜
・下呂温泉観光協会

関西
・田辺市熊野ツーリズムビューロー
・京都市観光協会
・京都府北部地域連携都市圏振興社
・京都山城地域振興社
・豊岡観光イノベーション
・ひょうご観光本部

中国・四国
・そらの郷
・香川県観光協会
・麒麟のまち観光局
・萩市観光協会

九州
・長崎国際観光コンベンション協会
・豊の国千年ロマン観光圏
・阿蘇地域振興デザインセンター

候補DMO
（119団体）

※令和２年８月３日 重点支援DMO選定時点

優良事例となる
ＤＭＯの形成・確立へ
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■一部の観光地域づくり法人（DMO）では、新型コロナウイルス感染症対策（認証制度の策定等）や事業継続のための取組、収束後を見据
えた着地整備（受入環境整備、コンテンツの充実化など）、インバウンド戦略の再構築等に対し、地域の舵取り役として積極的に取り組んでい
る。

■ 京都市観光協会 【地域DMO】

○観光関連事業者、観光客への情報提供に取り組むとともに、京都市と連携して事業者向けの助
成金制度を創設

○外出自粛中のコンテンツとして、自宅で楽しめる座禅解説講座や業界著名人からのメッセージの
発信等を行う「Stay Home, Feel Kyoto」の取組を実施。

○感染症対策に関するピクトグラムの配布により、顧客へコロナ感染症への対応を周知。
○観光関連事業者に対するオンライン研修を実施。
○京都市観光協会が呼び掛けを行い、京都で観光に携わる23の業界団体と共に、京都観光におけ

る新型コロナウイルス感染症対策のガイドラインを作成。
○京都観光需要の回復に向けた事業展開のロードマップを策定し、ホームページ上で公表。

事業者へのオンライン研修を実施。誘客プロモーション、
デジタル活用、外国語研修など8テーマ30のメニューを
展開。上記は中国語研修の様子。

感染対策に関するピクトグラム。
事業者の取り組みに関する内容と、
旅行者への協力依頼の内容がある。

自宅で楽しめる座禅解説講座。他にも、「京都の
各業界の方々から世界の京都ファンに向けたメッセージ」等、
６つのコンテンツを提供。

観光客へ提供している情報の例
・外国人の受入対応をしている救急病院の情報
・関係行政機関からの情報
・JNTOが多言語で対応するコールセンターの案内
・イベント中止・延期の情報

事業者へ提供している情報の例
・国内での新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に
係る注意喚起

・宿泊者発症時の対応に関する協力依頼
・相談窓口の開設に関する周知
・緊急資金融資制度創設に関する周知

観光地域づくり法人（DMO）による感染症への対応事例
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■旅行者に安全・安心に過ごしてもらえるよう、DMOが主導して感染症対策の認証制度を実施している。また、ウェブによる情報発信を積極的
に実施。

■ （一社）佐渡観光交流機構 【地域DMO】
○観光客の受入体制や公衆衛生の向上を目的として、ある一定基準を満たした島内の宿

泊施設や飲食店、物販店、観光施設を対象に、佐渡クリーン認証を実施。認証された
事業所には認証ステッカーを交付。掲示物やポスターの提供、ホームページでの情報提供
などを行う。266箇所が認証を受けた（8月12日時点）。

○「観光事業者向けコロナ関連相談窓口」を開設。
○「新しい生活様式」を取り入れた佐渡島での過ごし方をまとめた動画を発信。

観光地域づくり法人（DMO）による感染症への対応事例

DMOが認証制度を創設、安全安心な旅を提供

コロナ対策を前提とした旅のスタイルを動画で紹介

■ （一社）豊岡観光イノベーション 【地域連携DMO】
○保健所等の監修のもと、感染症対策ガイドラインを策定
○観光施設等、宿泊施設等を対象にした感染症対策認証制度を展開
（ 「CLEAN and SAFE TOYOOKA」）。事業者から提出された「三密対応」「換気の徹
底」等の項目チェックシートを確認し、全ての項目を満たしていればロゴ入りの認証ポスター
を交付。事業者はポスターやロゴを活用して安全性をＰＲ。

○SNS等で新型コロナ下での地域の状況を配信
（「エア旅行」コンテンツ） 自宅にいながら旅行気分を味わえるサイトを

英語・中国語で発信
（城崎温泉エア旅行）

認証制度の導入等による安心安全な旅の提供・PR

感染症対策認証制度のロゴ。
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観光地域づくり法人（DMO）による感染症への対応事例

■ （公財）阿蘇地域振興デザインセンター 【地域連携DMO】
○アフターコロナに向けたプロモーション活動として、国内旅行需要喚起をねらい、阿蘇地

域の魅力を伝える動画を作成しYouTubeにて配信(「新阿蘇紀行」)。
○飲食店支援につながるよう、域内の飲食店のテイクアウト情報を「＃ＡＳＯエール飯」とし

てインスタグラム、Facebookで情報共有を図る仕組みをつくる。
○魅力ある地域づくりと地域の活性化を図ることを目的に、事業者を対象とした支援事業の

補助額を拡大

DMOが国内旅行需要の喚起に向けたウェブ上での旅行コンテンツをとりまとめ、情報発信を実施。また、コロナ感染症の影響を受けている地域の
事業者を支援するための各種取組を実施。

テイクアウトに関する情報発信を
行い、地域の飲食店を支援

■ （一社）せとうちDMO 【広域連携DMO】
○収束後の観光需要を見据えて、瀬戸内に関するバーチャル背景画像を瀬戸内

Finder（ Facebook ）で配信。
○瀬戸内エリアの魅力を発信する「せとうちチャンネル」を2020年7月7日、

YouTube上に開設、コロナ収束後の誘客を図る。
○食・産品通販サイト「島と暮らす」内に、特設ページ「食べて応援！」を開設し、

事業者の販売を支援。
ECサイトによる事業者支援。瀬戸
内7県の食品を販売している（5～
8月）。

旅行需要の維持・回復に向けたコンテンツ充実化・情報発信、事業継続のための取組

阿蘇地域の魅力を伝える動画を継続し
て配信

「STU48」等が各地を巡る動画を配信。せとう
ちDMOを構成する(株)瀬戸内ブランドコーポレーショ
ン(SBC)とKDDI(株)が連携した取組。
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【観光地域づくり法人（DMO）への支援 問い合わせ先】

参事官（外客受入）室 ０３－５２５３－８９７２
・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
・ＩＣＴ等を活用した多言語対応等による観光地の「まちあるき」の満足度向上

観光地域づくり法人支援室 ０３－５２５３－８３２８
・世界水準のDMO形成促進事業
・「重点支援DMO」への支援

広域連携推進室 ０３－５２５３－８３２７
・誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成
・広域周遊観光促進のための専門家派遣事業
・広域周遊観光促進のための観光地域支援事業

【 参考 】


