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観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

記入日：令和４年１０月３１日 

１. 観光地域づくり法人の組織 

 

申請区分 

※該当するものを〇

で囲むこと 

広域連携ＤＭＯ･地域連携ＤＭＯ･地域ＤＭＯ 

観光地域づくり法人

の名称 

（一社）横手市観光推進機構 

マーケティング･マネ

ジメント対象とする

区域 

区域を構成する地方公共団体名 

秋田県横手市 

所在地 〒013-0036 秋田県横手市駅前町 1-15 北都スクエア１階 

設立時期 平成 29年 3月 22日 

職員数 7 人【常勤理事 1人・正職員 2人・嘱託職員 1人・契約職員 1人・ 

出向職員 1人・非常勤 1人】 

代表者（トップ人

材：法人の取組につ

いて対外的に最終的

に責任を負う者） 

※必ず記入すること 

（氏名） 

（一社）横手市観光推

進機構  

理事長 打川敦 

（出身組織名） 

（一社）横手市観光協

会 

民間企業の社長や取締役として地域の経済界・商

工業界をけん引するとともに、組織運営に関して

様々な観点から改革を行い、地域経済の発展に貢

献してきた。また、横手市観光協会代表理事会長

を 16年に渡り務めており、観光関連を含め幅広い

分野の知識と経験で先進的事業に取り組み、成果

を挙げている。 

データ収集・分析等

の専門人材（ＣＭ

Ｏ：チーフ・マーケ

ティング・オフィサ

ー 

※必ず記入すること 

（氏名） 

福岡美晴「専従」 

（出身組織名） 

横手コンベンション協

会 

横手コンベンション協会事務局として大会や会議

の誘致を行ってきた。観光マーケティングを学び

現在は、観光調査や主催事業等でアンケートを実

施し調査分析した上で関係各所へ報告を行ってい

るほか、事業の見直しや企画を行っている。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

※必ず記入すること 

（氏名） 

佐藤 修「専従」 

（出身組織名） 

横手コンベンション協

会 

市役所でスポーツ振興課長だった経験を活かし、

横手コンベンション協会事務局長として、スポー

ツ誘致に取り組んできた。現在は、事業の収益化

や補助金申請などで財務管理を行いながら、事業

の企画運営を行っている。 

各部門（例：プロモ

ーション）の責任者

（専門人材） 

※各部門責任者のう

ち専従の者について

は、氏名の右横に

「専従」と記入する

こと 

（氏名） 

渡邊竜一 

（出身組織名） 

株式会社アジア･メデ 

ィアプロモーション 

代表取締役 

・旅館の販売促進、情報誌「じゃらん」「ゼクシ

ィ」等の編集、読者向けのイベント企画・運営を

経て、株式会社リクルート地域活性部契約プラン

ナーとして様々な地域活性事業に従事。 

さまざまなネットワークを生かし、政・官・学・

民・金の連携を生む橋渡し役として現在活動中。 
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連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

秋田県横手市観光おもてなし課 

連携する事業者名及

び役割 

◆着地型旅行商品造成、イベント連携、共同プロモーション等 

（一社）横手市観光協会、（一社）増田町観光協会、平鹿町観光協会、大森町

観光協会、十文字町観光協会、山内観光協会 

 

◆誘客事業、マーケティング調査協力、特産品販売・開発等 

横手商工会議所、横手青年会議所、よこて市商工会 

 

◆特産品販売・開発等 

道の駅十文字、道の駅さんない、道の駅美郷、横手市物産団体連絡協議会 

 

◆組織運営管理、各支店ネットワークにおける情報提供、協力体制確立等 

地方銀行/秋田銀行、北都銀行、北日本銀行、秋田信用金庫 

 

◆アクセス改善、旅行商品造成、集客等 

東日本旅客鉄道株式会社秋田支社、株式会社羽後交通、秋田県ハイヤー協

会、東日本高速道路株式会社横手管理事務所 

 

◆情報集約、情報発信への協力等 

横手市情報センター、NPO 法人 Yokotter、横手かまくら FM 

 

◆旅行商品造成、マーケティング調査への協力、集客等 

秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合 

 

◆通年集客エリアとしての確立、各種イベント実施への協力等 

増田まちなみ保存会、蔵の会、横手市増田まんが美術館、秋田ふるさと村 

 

◆地酒を主体としたツーリズム造成の協力、商品開発、イベント協力等 

地元酒蔵業者（４社） 

 

◆イベント、キャンペーン施策協力、食による町おこし事業協力等 

横手市飲食業協会、横手やきそば暖簾会、横手やきそばサンライ’S、横手発

酵文化研究所） 

 

官民･産業間･地域間

との持続可能な連携

を図るための合意形

成の仕組み 

（該当する要件） 

①様々な分野の代表者により構成される理事会の設置 

・法人の決定機関として行政・経済・農業・金融・交通等の代表者が参画し

た理事会を設置している。地域一体となった観光地域づくりに向けて取り組

んでいる。 

 

【理事】 

横手商工会議所・よこて市商工会・秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合横手

支部・（一社）横手市観光協会・（一社）増田町観光協会・平鹿町観光協会・

十文字町観光協会・大森町観光協会・山内観光協会・秋田ふるさと農業協同

組合・JR横手駅・羽後交通（株）・よこて市商工会青年部・横手市農林部・横

手市商工観光部・北都銀行・秋田銀行 

 

②観光地域づくりの推進に関し、ＤＭＯの組織内に幹事会を設置 
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・KPIに基づいた実務的な事業の企画立案等を進めている。 

 

【幹事】 

横手商工会議所・よこて市商工会・秋田県ハイヤー協会・北日本銀行・秋田

信用金庫・（一社）横手青年会議所・秋田ふるさと農業協同組合青年部・横手

市物産団体連絡協議会・横手やきそば暖簾会・（一財）横手市体育協会 

 

 

③行政側（横手市）のサポート体制 

・（一社）横手市観光推進機構との連絡調整機能を担う横手市の部局横断型の

体制「よこて版ＤＭＯサポート連絡調整会議」を設置し、スムーズな情報共

有と協力体制を構築している。 

 

・横手市観光振興計画の見直しを行い。策定部会にも横手市観光推進機構が

参加し DMO事業を明記した。市と連携しながら、観光振興計画に基づいて事

業展開している。また、三か月に一度 PDCA会議を開き、専門家、市、DMOで

進捗管理をしている。 

 

 

地域住民に対する観

光地域づくりに関す

る意識啓発・参画促

進の取組 

 

SNS や会報などで活動を周知しているほか、市報や地元 FMラジオなどで情報

発信を行っている。また、市と協力して市民を対象とした、おもてなしセミ

ナーやガイド育成セミナーなどを開催し、地域への誇りと愛着を高められる

よう努めている。 

また、イベントやワークショップ、モニターツアーでは、地元の高校生にも

参加してもらい地域の課題解決に一緒に取り組んでいる。 

法人のこれまでの活

動実績 

 

 

（活動の概要） 

事業 実施概要 

情報発信・

プロモーシ

ョン 

≪SNS・ホームページによる情報発信≫ 

Web分析を行いながら、広告をかけるなど、当市を訪れたく

なるような情報発信に努めている。当市のブランドイメージ

である「第２のふるさと」“日常の暮らしから離れ心を休ま

せられる場所、何度も通いたくなる場所、子供心に戻れる場

所、離れていてもつながっていられる存在。帰りたくなる横

手”を意識した発信を強化している。YouTubeや Facebook

（国内・台湾・タイ）や Instagramを活用した発信も行って

いる。また、多言語化した動画を YouTube にアップしている

ほか、市内の観光施設で放映している。 

 

受入環境の

整備 

≪平成 30年度～令和 3年度 国際教養大学との交流事業≫ 

市内観光施設の案内表示等の多言語化提案を行った。 

 

≪平成 30年度～令和３年度 ガイド育成セミナー・インバ

ウンドセミナー・外国語セミナー等の開催≫ 

当市の通訳ボランティア団体「通訳まごころボランティア」 
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を講師に、市民を対象とした外国語セミナーを開催し、通訳 

ボランティアの活動意欲の向上とインバウンド受け入れ体制 

の構築を行った。 

≪令和 3年度≫ 

・アフターコロナを見据えたインバウンドセミナー開催 

・ワーケーション施設の整備を目的として日本航空職員の視

察及び意見収集を行った。今後、施設整備の際の参考とす

る。 

・横手の観光コンテンツでもある「マンガ」を PRするため

タクシー会社と連携し「ラッピングタクシー」の運行を開催

した。 

 
観光資源の

磨き上げ 

≪平成 30年度～令和 3年度 横手観光エキスパート事業≫ 

観光客と地元住民との交流及び、地域の稼ぐ力を引き出すこ

とを目的として、市と連携しながら「観光エキスパート事

業」を実施した。趣味や仕事を観光コンテンツとする「横手

観光エキスパート」の PRや磨き上げを行った。（伝統工芸品

の制作体験、観光ガイド、特産品を使った染物体験など） 

また、令和３年度は観光庁補助金事業「広域周遊観光促進の

ための観光地域支援事業」として、エキスパートが提供する

コンテンツの磨き上げを行い、OTA掲載を始めた。 

 

 ※観光エキスパート登録者数 32人 

 ・PR用パンフレットの作成 

 ・特設 HPの構築 

 ・9月から「エキスパート体験日」を設け、アンケート調

査を行った。 

 ・旅行会社への営業 

 ・旅行商談会への参加 

  

観光満足度向上と利用者の増加を目的に、モニター体験を実

施している。ここでしか出来ない体験を提供できるよう、ア

ンケートで得られた内容を元に、磨き上げを行っている。ま

た、新しいコンテンツを発見すべく、情報収集なども行って

いるほか、今後はセミナーや現地視察を行い、エキスパート

の意識向上も進めていく。旅行商品としての問い合わせや利

用が増えていることから、今後も PRを強化していく。 

 

目標 

 体験満足度  80％ 

 体験受入件数 7,000人【令和元年度 6,200人】 

 

達成度 
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 体験満足度  90％ 

 体験受入件数 7,600人 

 

≪DMC支援事業≫ 

起業者や趣味をビジネスに活かしたい個人や団体の相談窓口

を設置した。専門家とのマッチングなどを行った。 

 ・ワイナリー視察 

 ・加工品販売  など 

 

≪マーケティング事業≫ 

観光施設で観光満足度調査を実施（年 4回） 

調査結果は関係各所へ報告を行っている。 

 

≪令和二年度～ 二次アクセスについての課題改善≫ 

二次アクセスについての課題改善のため、自転車を使ったま

ちづくりを推進すべく全市をコースとしたサイクリングイベ

ント「かまくらライド」を開催。令和 2年度は開催を見送っ

た。また、市と連携して、タクシーの利用促進のためモデル

コースの構築と紹介を行った。 

 

目標 

 参加者満足度 90％ 【令和元年度 89％】 

 リピーター率 50％ 

 参加者数   800人【令和元年度 400人】 

 

≪かまくらバル≫ 

雪まつりに合わせてイベントを開催し、飲食店を周遊する仕

掛けとして、スタンプラリーを実施した。会場には Wi-Fi環

境を整備し、利用者数や顧客層などの調査をテストとして行

った。来場者数は「雪まつり」主催団体に表示し、課題につ

いても共有を図った。 

 

≪横手駅前にぎわい創出≫ 

県内最大の農業イベント「秋田県種苗交換会」に合わせて、

複合イベント「みどり市」を開催。「よこて駅弁」を開発し

販売するほか、駅東西通路で「マルシェ」を開催するなど、

駅前のにぎわい創出を目的に実施。コロナ対策を講じながら

開催できた。 

 

目標 

 参加者数 800人  

 来場者満足度 80％ 

 

≪かまくら・ライドオンラインツアー≫ 

観光庁・地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に

向けた実証事業を実施。地元の企業や団体と連携し、それぞ

れの得意分野を活かしながらサイクリングイベント「かまく

ら・ライド」のオンラインツアーを開催した。 

 

≪県南広域連携事業≫ 
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県南地域の観光団体と連携を強化するために、視察や意見交

換会を開催。令和４年度はモニターツアーを実施するほか、

県南版のウェブサイトで各地域コンテンツを紹介する。 

 

（定量的な評価） 

１．ホームページ PV数  

２．参加者数 

３．体験満足度 

 

実施体制 

※地域の関係者との

連携体制及び地域に

おける合意形成の仕

組みが分かる図表等

を必ず記入すること

（別添可）。 

（実施体制の概要） 

・（一社）横手市観光推進機構は、平成 29年 3月 31日をもって解散した横手

市観光連盟及び横手コンベンション協会が母体となっている。 

・実施体制としては、行政・経済・農業・金融・交通等多様な関係者が参画

し、官民が密接に連携した運営を実施している。 

・具体的な事業の協議・実施を進めるため、幹事会を設置し事業効率を図っ

ている。 

 

（実施体制図） 

 
 

 
 

 

２. 観光地域づくり法人がマーケティング･マネジメントする区域  
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【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区域設定の考え方】 

秋田県南部に位置する横手市は、平成 17年 10月、旧横手市、旧平鹿郡の増田町・十文字町・平鹿

町・雄物川・大森町・大雄村・山内村の計 8市町村（以下、横手市エリア）が市町村合併して誕生

した自治体。その面積は約 693㎢に及び、東西の端から端までは、約 45kmに及ぶ。 

これまで、市の各地域局や、各地域の観光協会、商工団体、農業団体などそれぞれが個々に、国内

外に向けて観光情報を発信してきた。しかしながら、横手市の魅力度の発信は今一つの状態で、国

内の多くの観光地に比べ、認知度は低位に。古代より北東北有数の交通の要衝の地でもあるが、こ

のアドバンテージも十分に活かせずにいたのが現状。横手市の認知度向上を図り、国内・海外の観

光客の誘客数を伸ばし、産業を育成し伸長させ、未来に活力を与えていくためにも、「観光」を、横

手市の成長が見込める「戦略産業」と位置づけ、平成 30年度に地域 DMOを組織した。地域の特徴を

引き出しながら、ブランド作り、情報発信の一元化、魅力的な旅行商品づくり等を進め、観光誘

客、交流人口の増を図り、地域への経済効果を目的に事業展開している。 

 

【観光客の実態等】 

年間の観光客数は、およそ 370万人。 

2 月に行われる民族伝統行事・横手の雪まつり「かまくら」の影響もあり、この月が最も観光客数が

多い（69万人）。宿泊に関しては、年間およそ 24.8万人。また、増田エリアにおいては、明治、大

正、昭和に反映した商屋の町並みが今も残り、平成 25年 12月に国の重要伝統的建造物群保存地区

に選定された。また、平成 31年に横手市増田まんが美術館がリニューアルオープンし、年間 14万

人が来場している。県内最高の売り上げを誇る「道の駅十文字」のある十文字エリアと合わせここ

数年、通年の来訪者数が増加傾向にある（約 90万人）。外国人観光客数に関しては、宿泊は年間約

2,000人泊となっている。なお、通過型の外国人観光客のほとんどが、秋田県の観光テーマパーク

「秋田ふるさと村」に立ち寄っている。（秋田ふるさと村の年間来園者数は約 65万人） 
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周遊してもらえる仕組みや、観光施設に立ち寄った際は、見て帰るだけでなく、体験してもらうこ

とや他の観光資源にも興味を持ってもらえるような取り組みを展開している。 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

・宿泊施設は合計で 33施設（収容力 1900人）。 

・うち、100人以上の収容力のある施設は 7施設となっている。 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

①鉄道 

○秋田～横手 （ＪＲ奥羽本線） １時間１０分 

○盛岡～大曲～横手 （秋田新幹線・ＪＲ奥羽本線） １時間３０分 

○仙台～大曲～横手 （秋田新幹線・ＪＲ奥羽本線） ２時間５０分 

○東京～大曲～横手 （秋田新幹線・ＪＲ奥羽本線） ３時間３０分 

○仙台～北上～横手 （東北新幹線・ＪＲ北上線） ２時間１０分 

○東京～北上～横手 （東北新幹線・ＪＲ北上線） ４時間 

○山形～新庄～横手 （山形新幹線・ＪＲ奥羽本線） ３時間 

○東京～新庄～横手 （山形新幹線・ＪＲ奥羽本線） ５時間 

※待ち時間を含まない乗車時間（停車駅数により変動） 

 

②飛行機 

○【東 京】羽 田～秋田 １時間１０分 

○【名古屋】中 部～秋田 １時間３０分 

○【大 阪】伊 丹～秋田 １時間４０分 

○【札 幌】新千歳～秋田 １時間１０分 

□秋田空港からの連絡手段 

■エアポートライナー（乗合タクシー）：秋田空港～横手 １時間２０分 

■リムジンバス：秋田空港～ＪＲ秋田駅～ＪＲ横手駅 １時間４０分 

■レンタカー：秋田空港～横手 １時間 

 

③車 

○秋田～横手 １時間 

○北上～横手 ５０分 

○仙台～横手 ２時間１０分 

○東京～横手 ５時間３０分 

※東北自動車道１００ｋｍ／ｈ、秋田自動車道８０ｋｍ／ｈで計算 

 

④バス 

○レイク＆ポート号 

 田沢湖～角館～大曲～横手～東京～横浜・鎌倉・藤沢 

○グリーンライナー号 

 湯沢～十文字～横手～仙台 

 大曲～六郷～横手～仙台 

○高速バス秋田行 

 秋田～横手～湯沢 

 

【外国人観光客への対応】 

・パンフレットの多言語化（英語、中国語/繁体字・簡体字、韓国語） 

・観光案内版の多言語化 

・通訳ボランティアの育成 

・公衆無線 LAN の整備 

・あきた旅のサポートセンター（秋田県観光連盟内・年末年始を除く 9:00-17:00） 
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３. 各種データ等の継続的な収集･分析 
 

収集するデータ 収集の目的 収集方法 

観光客調査 来訪者のニーズ、満足度、リピー 

ト、入れ込みの動向と旅行消費額 

のデータ収集のため（外国人動向 

調査含む 

・アンケート調査 

・観光施設を中心にアンケート調

査（年４回） 

・調査結果は会員や行政等に報告

を行っている。（会員や行政への

資料提供） 

延べ宿泊者数 観光による経済波及効果の測定 

データの収集のため 

・事業者負担を軽減するため、市

と連携して宿泊施設からの聞き取

りを行っている。 

ＷＥＢサイトのアクセス状況 PV 数、直帰率、ユーザー数などを

分析しながら、顧客ニーズを知

り、当市に訪れたくなるようなサ

イト構築を目指す。 

・アクセス解析 

・地元の IT 企業に依頼して毎月

成果と課題を明確にしながら、ウ

ェブを活用した情報発信に取り組

んでいる。 

リピーター率 リピーター顧客の動向を把握し、

戦略立案に繋げるため。 

アンケート調査を実施。 

住民満足度 観光振興に対する地域住民の理解

度を測るため。 

主催イベントでアンケート調査を

実施。 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
※地域経済、社会等の状況を踏まえた観光地域づくりの背景 

 

横手市では、少子高齢化が進んでおり、当市の観光コンテンツの一つである、農業や伝統工芸、内

蔵の所有者なども後継者不足が課題となっている。また、豪雪地帯であることや二次アクセスの悪

さなどが観光地運営の課題となっている。こうした課題に対し、現在、市と連携し事業展開してい

る。 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 
内

部

環

境 

強み（Strengths） 

 

・全国的に有名な雪まつり「かまくら」 

・豊富な種類の食と食文化（発酵文化な

ど） 

・通年誘客エリア、交流人口エリアとし

て確立してきた増田（内蔵・横手市増田

まんが美術館） 

弱み（Weaknesses） 

 

・職種（雇用）のマッチングがうまくい

かない 

・広域連携が弱い 

・若者のチャレンジを後押しする地域シ

ス 

テムが弱い 
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・十文字（道の駅） 

・市外にいる横手の応援人口の存在 

・子育てしやすい環境 

・うまい米にうまい酒 

・横手やきそばの認知度 

・県内一の豪雪地帯 

 

 

・豊富な種類の食があるのに大量注文に

対応できない 

・豊富なコンテンツがあっても、受け入

れる側が拒否してしまう。（対応方法が

わからない） 

・二次アクセス 

・空港や新幹線がない（遠い） 

・キャッシュレス対応や Wi-Fi環境の整

備ができていない（事業者が対応できな

い） 

・円安による影響 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

・世界における SNS の浸透（個人の口

コミ力の強化とそのスピード） 

・リモートワーク普及によるワーケーシ

ョン需要の高まり 

・食の安全に対する世界的意識の高まり 

・交通の要所として歩んだ歴史的な地域

性 

・児童の学力高水準 

・円安の影響で訪日観光客の爆買いが見

込める 

 

脅威（Threat） 

・新型コロナウイルス 

・雪害 

・人口の自然減少、少子高齢社会の流れ 

・若者等人材の流出による生産人口の減

少 

・ご当地グルメの終息 

・物価高騰 

 

※上記に加え、ＰＥＳＴ分析等の他のマーケティング分析手法を用いて分析を行っている場合は、そ

の内容を記入（様式自由）。 

 

（３）ターゲット 
○第１ターゲット層  

「秋田」「岩手」「宮城」「山形」「青森」の東北地域 

○選定の理由 

※・秋田県内、青森県、岩手県、宮城県、山形県からの観光客が全体の約 6 割を占めている。 

・「秋田県内、岩手県、山形県」に関しては、リピート客が大半であり、「宮城県」に関してはリピ

ート客と新規観光客が半々の状況にある。 

・青森県からの観光客数は「岩手」「宮城」「山形」と比較すると低い。しかし、物理的距離も近い

ことから、新規顧客獲得を狙うことができると考える。 

 

○取組方針 

・顧客ニーズをしっかりと分析し、リピート客向けには体験したことのない「横手観光」の提案を

行い、新規客に対してはメインコンテンツとなりうる代表的な祭りや行事に関するプロモーション

活動を展開できるよう進めている。また、東北圏内への SNS広告などを活用しながら、情報発信を

行っている。 

・リピーターと新規客への対応方法の違いを学ぶセミナー等の開催を検討中 

・横手市を立ち寄り箇所とし、他地域に宿泊している現状を踏まえ、宿泊を促すような飲食を含む

夜間・早朝の過ごし方を提案していく。 

・朝市の魅力発信や夜の周遊ルートや体験型コンテンツの構築を検討中 

 （例：横手市産ホップを活用した夜旅（ビール飲み歩きなど）、横手市増田まんが美術館を活用し 

た夜のコンテンツ造成など） 
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○ターゲット層  

「東京都」「神奈川県」「埼玉県」「茨城県」「千葉県」の首都圏 50代～ 

○選定の理由 

・東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県、千葉県からの観光客が全体の約 3割を占めている。 

・首都圏からの観光客の大半は宿泊を伴い、観光消費額も高い。 

・首都圏からの観光客の移動手段は、鉄道約 4割・車約 3割という状況であり、飛行機の利用は低

調であることから、空港を有しない当市でも首都圏からの誘客が可能だと考える。 

 

○取組方針 

・「かまくら」「横手市増田まんが美術館」「内蔵」などをメインコンテンツとしたプロモーションを

行っていく。 

 

・首都圏からの観光客の鉄道利用は約 4割であることから、今後は二次アクセスの弱さを補うこと

を目的に、バスやタクシーの利用拡大を図る。また、レンタサイクルの普及や、ロードバイク愛好

者向けにサイクルスポット等の設置を進めていく。 

 

・観光消費を促す場（体験や買い物）を提案できるよう、スタンプラリーやまちあるきプランや体

験型コンテンツの構築を行う。 

 

・車を主たる移動手段とする観光客向けに、ドライブマップの提供や魅力ある情報を提供すること

により、横手市への誘客を戦略的に展開する。 

 

○ターゲット層  

「台湾」「タイ」 

○選定の理由 

・横手市は、台湾の大同大学と国際的産学官プロジェクトを実施し多くの台湾学生の受け入れや、

台湾向けの情報発信を行うなど、台湾との交流が密接である。また、岩手県花巻市に台湾のチャタ 

ー便が発着し、隣県である当市へのアクセスは電車で 2時間程であること。 

 

○取組方針 

・通訳ガイドの育成や、表示看板の多言語化など、受け入れ体制の強化を行う。また、台湾人を対

象にアンケートを実施。ニーズ調査を行い、誘客を目的としたプロモーションを展開する。「雪」や

「マンガ」をテーマにプロモーションを行っていく。 

 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 雪灯りと四季彩々の食 ぬくもりの町並みめぐり 
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②コンセプトの考え方 横手市は昔から雪とともに暮らしてきた地域であ

り、雪国ならではの文化が息づく街。春夏秋冬一

年を通しての穏やかな暮らしと、四季折々の豊か

な自然と食。横手のかまくら、温もりある灯りと

人々のふれあい。商人町にタイムスリップしたよ

うな増田の内蔵のある町並み、個性豊かな温泉と

各地域の美しいお祭り。 

横手にはいなか暮らしの中に、ふれあいやぬくも

りのあるおもてなしがある。 

 

 

５. 関係者が実施する観光関連事業と戦略との整合性に関する調整･仕組み作り、 

プロモーション  
 

項目 概要 

戦略の多様な関係者と

の共有 

※頻度が分かるよう記

入すること。 

・理事会、幹事会は多様な関係者で組織し、半年に 1度開催し、成果と 

課題を明確にして事業計画を行っている。 

・事業毎に「実行委員会」を組織して、多様な関係者を交えコミュニケ

ーションと協議を重ね、情報共有や戦略を立てている。 

・市体制の「よこて版ＤＭＯサポート連絡調整会議」と連携を図り、観

光地域づくりを進めている。 

・アンケートの分析結果や進捗状況を会議等で報告できるよう体制を整

えている。 

・会員が稼げる仕組みの構築を検討している（会員をビジネスパートナ

ーとした DMC支援事業の推進など） 

 

・地域事業者や学生などを集めたワークショップを年二回開催 

・KPIの達成状況を総会や行政との報告会で説明をしている 

・分析結果等を記載した事業報告書を作成し、地域の関係者に送付。 

 

観光客に提供するサー

ビスについて、維持･

向上・評価する仕組み

や体制の構築 

・受入体制の強化を目的に、インバウンドセミナーや接遇マナー講習、

外国語セミナー等を実施。 

・宿泊施設及び観光施設と連携し、観光客満足度調査を実施。 

・会員や行政と調査結果を共有し、成果と課題を共有している 

 

 

 

観光客に対する地域一

体となった戦略に基づ

く一元的な情報発信･

プロモーション 

・ＳＮＳ、ホームページ、メディア等を活用した効果的な情報発信と、 

ターゲットを意識し、直接的なプロモーションを展開する。 

・横手市との役割分担を行いながら、観光情報等の多言語化と一元的な 

情報発信の取り組みを検討している。 

・関係機関と連携、調整を図り、早期の実現を目指す。 

 

 

※各取組について、出来る限り具体的に記入すること。 
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６. ＫＰＩ（実績・目標） 

※戦略や個別の取組を定期的に確認・改善するため、少なくとも今後３年間における明確な数値目標を

記入すること。 

※既に指標となりうる数値目標を設定している場合には、最大で過去３年間の実績も記入すること。 

（１）必須ＫＰＩ 

※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

 

目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 

【検討の経緯】 

より正確なデータ収集を行うため、観光客が集まりやすい観光施設で観光客が多い時期に調査を実 

施したほか、聞き取り項目も細かく設定するなど調査方法を改善した。その結果を踏まえ 

見直しを行っている。また、平成 29年度までは市が調査分析を行っていたが、当機構で活用 

しやすいデータ収集を行うため、当機構で実施し関係各所と共有を図っている。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

駅前再開発が進んでいる当市では、今後駅周辺のまちあるきを楽しむ観光客が増えることを想定

し、観光消費を促していく。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

●延べ宿泊者数 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和 2年度は減少すると考えていたが、観光キャン

ペーンなどの展開により、2割減に留めることができた。今後、国内がの旅行が活発化されること

と考えられることから、コロナ前の数値を上回る集客が見込めると考えている。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

●来訪者満足度 

指標項目  
2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●旅行消費額 

（百万円） 

目

標 

26,000 31,000 32,000   33,000 34,000 35,000 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

30,539 26,226 27.211    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

260   130   165 260 270 300 

（2.5） （1） （2） （3） （4） （5） 

実

績 

248 165 100    

（2） （0.6） （0.2） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

75 67 76 77 80 82 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

75 70.8 76    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

85 85 85 87 89 91 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

60 72 85    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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・観光アンケート結果を元に指標を設定。2017年度と 2018の調査結果は 56％と低い結果となっ

た。しかし、より事業に反映できるデータを収集するため、調査方法を変更し、観光施設や主催事

業での調査を実施した。その結果を元に、顧客のニーズ分析を行っている。これにより、体験の磨

き上げやプロモーションを行い、満足度向上を図っていき、毎年 2％の増を見込む。 

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●リピーター率 

・これまで、当市の観光事業ではリピーター客へのプロモーションなどを積極的には行ってこなか

ったが、コロナ禍で県内や隣県からの観光客が増加したことから、リピーター客が増えている。何

度も訪れたくなる観光地を目指して事業を推進してい

く。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

（２）その他の目標 

※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

※各指標項目の単位を記入すること。 
 

指標項目及び目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 
【検討の経緯】 

事業運営にあたって成果と課題を把握するために必要だと考え新たに項目を決め数値設定を行っ 

た。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【設定にあたっての考え方】 

●会員満足度 

これまでは、会員満足度を測定していなかったが、当機構は会費収入が運営費となっているため、 

より会員が満足できる事業を実施していく必要があると考える。また、会員は市民でもあり、日ご 

ろ感じている観光に対する考えなども聞き取りし、地域全体で観光地域づくりを推進していく。 

 

 

●月間 PV数 

指標項目  
2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●住民満足度 

（％） 

目

標 

  45 50 60 65 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

  55    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●会員満足度 

（％） 

目

標 

      60 62 65 67 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

  55    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●ホームページ 

月間 PV（PV） 

目

標 

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

4,177 5,790 12,000    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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年会 PVの平均値を目標値とする。年間を通じて閲覧される、ウェブサイトにすべく改良を行ってい

るため、PVの増加を見込んでいる。 

 

●市民満足度 

地域づくりを推進するにあたり、市民の協力は不可欠である。市民の満足度を数値化することで、

市民への浸透度や、観光に対する意識、課題などを明確にすることができると考える。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し  

※少なくとも今後３年間について、計画年度毎に（１）収入、（２）支出を記入すること。 

※現に活動している法人にあっては、過去３年間の実績も記入すること。 

（１）収入 

年（年度） 総収入（円） 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

（円） 

38,698,144 

【市町村からの補助金】        15,948,000 

【委託や交付金】             8,052,686 

  受入体制及び環境整備事業  986,440 

  観光文化連携事業     6,244,746 

  移住・定住促進事業     421,500 

  事務委託          400,000 

【収益事業】             11,077,458 

  地域活性化事業       7,482,751 

  プロモーション事業     1,054,540 

  コンベンション事業     1,214,412 

  物産事業           192,847 

  その他           1,132,908 

【会費】                3,620,000 

2020（Ｒ２）

年度 

（円） 

56,701,531 

【県からの補助金】          19,417,000 

【市町村からの補助金】             15,943,000 

【受託や交付金】               10,058,000 

【受入体制・環境整備】               1,430,000 

【観光文化連携事業】             4,708,000 

【受託事業】             3,920,000 

【収益事業】             7,683,531 

【地域活性化事業】             2,260,000 

【プロモーション事業】        2,483,531 

【移住・定住促進事業】         240,000 

【その他】               2,700,000 

【会費】                3,600,000 

2021（Ｒ３）

年度 

（円） 

60,502,157 

【補助金等】              48,705,823 

【受託事業】               4,451,750 
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  【事業収益】         2,788,442 

【その他】           640,000 

【会費】                3,580,000 

【雑益】            976,142 

2022（Ｒ４）

年度 

（円） 

30,205,000 

【市町村からの補助金】        16,443,000 

【収益事業】             10,092,000 

  受入体制及び環境整備事業    912,000 

  移住・定住促進事業       490,000 

  事務受託            400,000 

  地域活性化事業         7,300,000 

  プロモーション事業        200,000 

  物産事業             200,000 

  その他              590,000 

【会費】                3,670,000 

2023（Ｒ５）

年度 

（円） 

30,205,000 

【市町村からの補助金】        16,443,000 

【収益事業】             10,092,000 

  受入体制及び環境整備事業    912,000 

  移住・定住促進事業       490,000 

  事務受託            400,000 

  地域活性化事業         7,300,000 

  プロモーション事業        200,000 

  物産事業             200,000 

  その他              590,000 

【会費】                3,670,000 

2024（Ｒ６）

年度 

（円） 

30,205,000 

【市町村からの補助金】        16,443,000 

【収益事業】             10,092,000 

  受入体制及び環境整備事業    912,000 

  移住・定住促進事業       490,000 

  事務受託            400,000 

  地域活性化事業         7,300,000 

  プロモーション事業        200,000 

  物産事業             200,000 

  その他              590,000 

【会費】                3,670,000 
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（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

 

（円） 

40,181,012 

（内訳の区分例） 

【部会事業・受託等】                  12,255,259 

情報発信事業            523,264 

  コンベンション事業         153,408 

  誘客事業              108,450 

  物産事業              131,907 

  フィルムコミッション事業      474,938 

  セミナー等            6,478,705 

  その他               4,384,587 

【マーケティング】                   1,080,000 

【コンテンツ開発】                   9,610,467 

  かまくら Bar           628,696 

  発酵フェス           1,997,923 

  かまくらライド         5,930,814 

  スポーツ関係他         1,053,034 

【人件費】                       10,845,274 

【管理費】                       6,390,012 

 

2020（Ｒ２）

年度 

（円） 

52,957,173 

（内訳の区分例） 

【地域共創・受託事業】                    30,118,575 

      情報発信事業          521,500 

      種苗交換会        3,690,686 

      観光キャンペーン     19,055,445 

      受入体制・環境整備     543,585 

      その他          6,307,359 

 【コンテンツ開発事業】                    4,213,833 

      発酵ツーリズム      1,502,531 

      エキスパート事業      884,758 

      にぎわい創出事業     1,826,544 

 【マーケティング事業】             1,100,000 

【人件費】                    13,812,608 

【管理費】                     3,712,157 

2021（Ｒ３）

年度 

（円） 

60,941,609 

【地域共創・受託事業】                    53,625,496 

【管理費】                     7,316,113 

※詳細は別紙にて 

2022（Ｒ４）

年度 

（円） 

30,205,000 

【部会事業・受託等】              5,705,000 
  にぎわい創出事業        2,000,000 

  JR 連携事業            400,000 

  地域共創・部会事業       1,500,000 

  その他             1,805,000 

【マーケティング】                   1,500,000 

【コンテンツ開発】                   9,000,000 
  ツーリズム           1,000,000 

  観光エキスパート事業      1,000,000 

  食の祭典            7,000,000 

【人件費】                       10,500,000 

【管理費】                       3,500,00 
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2023（Ｒ５）

年度 

（円） 

30,205,000 

【部会事業・受託等】                 5,705,000 

    にぎわい創出事業        2,000,000 

    JR 連携事業           400,000 

    地域共創・部会事業       1,500,000 

    その他             1,805,000 

 

【マーケティング                   1,500,000 

【コンテンツ開発】                  9,000,000 

    ツーリズム           1,000,000 

    観光エキスパート事業      1,000,000 

    食の祭典            7,000,000 

 

【人件費】                      10,500,000 

【管理費】                       3,500,00 

2024（Ｒ６）

年度 

（円） 

30,205,000 

【部会事業・受託等】                 5,705,000 

    にぎわい創出事業        2,000,000 

    JR 連携事業           400,000 

    地域共創・部会事業       1,500,000 

    その他             1,805,000 

 

【マーケティング                   1,500,000 

【コンテンツ開発】                  9,000,000 

    ツーリズム           1,000,000 

    観光エキスパート事業      1,000,000 

    食の祭典            7,000,000 

 

【人件費】                      10,500,000 

【管理費】                       3,500,00 

 

（３）自律的･継続的な活動に向けた運営資金確保の取組･方針 
 短期的には”収益事業で自立することは困難であることから、横手市観光振興計画の中で、中長

期的な事業実施に係るものについて、財源も含め市と連携しながら戦略的に事業を進める。 

 

・得られた収益で組織基盤を強化し、組織運営の安定化を図る。 

  ・指定管理による財源確保の検討 

  ・会員事業者の拡大 

  ・着地型旅行商品（インバウンド）の造成と効果的な販売方法の確立を目指す 

  ・物販商品の開発拡充の検討 

 

・マーケティングによる、データ収集・分析事業を柱に、旅行商品の開発による手数料や会費、参

加費、広告料等の確保を目指す。 

 

・政策実現のため外部資金を獲得する。 

 

 

 

 

 
 

８. 観光地域づくり法人形成･確立に対する関係都道府県･市町村の意見 
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秋田県横手市は、一般社団法人横手市観光推進機構を横手市における地域 DMO として 

登録したいので、一般社団法人横手市観光推進機構とともに申請します。 

 

 

 

 

９．マーケティング･マネジメント対象区域が他の地域連携ＤＭＯ（県単位以外）

や地域ＤＭＯと重複する場合の役割分担について（※重複しない場合は記載不

要） 
 

秋田県観光連盟が主催する秋田県内 DMO会議に参加している。 

東北観光推進機構が主催する東北 DMO会議や商談会に参加しているほか、個別訪問などをしていた

だき役割について意見交換の場をいただいている。 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 福岡美晴 

担当部署名（役職） 事務局長 

郵便番号 013-0036 

所在地 秋田県横手市駅前町 1－15 

電話番号（直通） 0182-38-8652 

ＦＡＸ番号 0182-38-8663 

Ｅ－ｍａｉｌ fukuoka-ycv@bz03.plala.or.jp 

 

１１. 関係する都道府県･市町村担当者連絡先 

 

都道府県･市町村名 秋田県横手市 

担当者氏名 藤倉幹夫 

担当部署名（役職） 横手市商工観光部 次長 

郵便番号 013-0036 

所在地 秋田県横手市駅前町 1－10 

電話番号（直通） 0182-32-2118 

ＦＡＸ番号 0182-36-0088 

Ｅ－ｍａｉｌ fujikura-mikio-a@city.yokote.lg.jp 

 
 



項目
2019
（R1）
年度

2020
（R2）
年度

2221
（R3）
年度

2022
（R4）
年度

2023
（R5）
年度

2024
（R6）
年度

旅行
消費額

(円)

目標
26,500 31,000 32,000 33,000 34,000 35,000

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

実績
30,539 26,226 27,211

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

延べ宿泊
者数
(千人)

目標
260 130 165 260 270 300

(2.5) (１) (2) (3) (2.5) (3.0)

実績
248 165 100

(2.0) (0.6) (0.2) (  ) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標
75 67 76 77 80 82

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

実績
75 70.8 76

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

リピーター
率
(％)

目標
85 85 85 87 89 91

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

実績
60 72 85

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

法人名：一般社団法人横手市観光推進機構

【区域】 秋田県横手市
【設立日】 2017年3月22日
【登録日】 29年8月4日
【代表者】 理事長 打川敦
【マーケティング責任者（CMO）】
事務局長 福岡美晴
【財務責任者（CFO）】
専務理事 佐藤修

【職員数】 ７人
常勤7人（常勤理事1人、正職員2人、契約職員2人、
出向1人）非常勤1人

【連携する主な事業者】
（一社）横手市観光協会・平鹿町観光協会
大森町観光協会・十文字町観光協会・山内観光協会
（一社）増田町観光協会・横手商工会議所・よこて市商工会

秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合

（雪灯りと四季彩々の食 ぬくもりの町並みめぐり）

様々な分野の代表者により構成される理事会の設置合意形成の仕組み

登録区分名：地域ＤＭＯ

※（）内は訪日外国人旅行者に関する数値

法人のこれまでの活動実績

【情報発信・プロモーション】
・ホームページやSNSを活用した情報発信
・商談会への参加
・OTAでの体験コンテンツ販売

【観光資源の磨き上げ】
・横手市観光エキスパート事業
・DMC支援事業
・かまくらライド
・かまくらバル
・発酵ツーリズム など

【受入環境の整備】
・ガイド養成講座の開催
・観光施設多言語化 ・観光庁 地域一体となった高
付加価値化事業 など

戦略

【主なターゲット】
東北・首都圏・台湾・タイ

【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
「かまくら」「横手市増田まんが美術館」「内
蔵」などをメインコンテンツに掲げ誘客を図り、
当市でしかできない体験を提供していくほか、
リピーターに向けた情報発信も並行して行っ
ていく。また、インバウンド向けには「雪」「まん
が」をテーマにプロモーションを行い、歴史や
文化を活用した観光コンテンツの磨き上げを
行っていく。

実施体制

観光関連事業者と戦略との整合性に
関する調整・仕組み作り、プロモーション

総会・専門部会・幹事会・理事会内で事業成果
や課題を報告し、それを元に事業計画を立て、
事業実施している。また、民間企業の課題や現
状の聞き取りを行いながら事業に反映させてい
る。その結果は行政や議員にも報告を行ってい
る。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】 委託や交付金事業等 約6千５０万円（R3年）
【総支出】 60,941,609円 令和3年度決算
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
着地型旅行商品の造成と効果的な販売方法の確立を目指すほか、
会員拡大や指定管理による財源確保を検討する。

10/16（金）17：00マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】
かまくら・内蔵・横手市増田まんが美術館・横手城

ＫＰＩ（実績･目標）

連携する事業者
によるテーマ別
の協議等

多様な地域の関
係者による協議、
合意形成等

役員による意思
決定、合意形成 理事会

幹事会

専門部会
横手市DMOサ
ポート連絡会議

①様々な分野の代表者により構成される理事
会の設置（年２回開催）

②観光地域づくりの推進に関し、ＤＭＯの組織
内に幹事会を設置（年２回開催）
③行政側（横手市）のサポート体制「よこて版Ｄ
ＭＯサポート連絡調整会議」を設置。


