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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７月１９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）中海・宍道湖・大山圏域観光局 

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 

【島根県】松江市、出雲市、安来市 

【鳥取県】米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、

日野町、江府町 

所在地 島根県松江市 

設立時期 平成３１年４月１日 

職員数 ８人【常勤８人（正職員０人・出向等７人・嘱託１人）、非常勤０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 

会長 

（氏名） 

坂口 平兵衞 

（出身組織名） 

米子商工会議所会頭 

中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会会長として、

観光局に広域観光連携の取組についての助言を行うと

ともに、地域経済の発展に寄与する活動を幅広く行

い、多方面で成果を挙げている。 

代表理事 

（氏名） 

矢野 正紀 

（出身組織名） 

松江商工会議所理事 

松江市役所を退職後、要職に就いた経験を活かし、令

和２年４月松江商工会議所理事に就任するとともに、

本 DMO の代表理事となる。圏域商工会議所をはじめ、

民間事業者とのパイプ役を担っており、官民連携・合

意形成に努め、圏域の一体的な観光振興に取り組んで

いる。 

データ収集・分析等の

専門人材（ＣＭＯ：チ

ーフ・マーケティン

グ・オフィサー 

※必ず記入すること 

理事兼事務局長 

（氏名） 

井田 克己 

（出身組織名） 

圏域市長会 

長年、行政職員として業務に携わり、退職後、令和２

年度から事務局長となる。組織体制の中で広域連携事

業を推進する上で、構成自治体、経済界等との調整役

を担う。観光地域マーケティングについて高い知見と

能力を持つ。 

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 

理事兼事務局長 

（氏名） 

井田 克己 

（出身組織名） 

圏域市長会 

長年、行政職員として業務に携わり、退職後、令和２

年度から事務局長となる。組織体制の中で広域連携事

業を推進する上で、構成自治体、経済界等との調整役

を担う。運営収支や事業実施における圏域全体の利益

に関する高い知見や、負担金を出す各市等への調整能

力を持つ。 

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 

プロモーション課長 

（氏名） 

阿部 雅樹【専従】 

（出身組織名） 

（株）一畑トラベルサー

ビス 

㈱一畑トラベルサービスより出向。 

旅行業界で長く仕事をしており、幅広い人脈と豊富な

経験から、国内外への観光情報発信、プロモーション

に高い知見と実績を持つ。国内外への情報発信、旅行

商品の造成や官民をあげた取組における民間事業者と

の調整を担う。 
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連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

〇５市７町村（役割：受入環境整備等その他事業実施、各種調査等） 

・島根県松江市観光部観光振興課、国際観光課 

・ 〃 出雲市経済観光部観光課 

・ 〃 安来市政策推進部観光振興課 

・鳥取県米子市経済部文化観光局観光課、文化振興課 

・ 〃 境港市産業部観光振興課 

・鳥取県西部町村会（日吉津村・大山町・南部町・伯耆町・日南町・日野町・江

府町）（受入環境整備等その他事業実施、各種調査等） 

〇県（役割：ＤＭＯ連携、公共交通、事業連携等） 

・島根県 

・鳥取県 

連携する事業者名及

び役割 

（１） 責任構成団体（役割：社員、正会員） 

・中海・宍道湖・大山圏域市長会（5市、鳥取県西部町村会で組織。以下、「圏域

市長会」） 

・中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会（6 商工会議所 13 商工会で組織。以

下、「ブロック協」） 

・中海・宍道湖観光協会会議（5 市観光協会で組織。以下、「観光協会会議」） 

（２） 連携団体 

・中国地域観光推進協議会（インバウンド誘致強化委員会） 

・一般社団法人山陰インバウンド機構(インバウンド向けプロモーションの連携) 

・公益社団法人島根県観光連盟（縁結びを核とした国内向けプロモーションの連

携） 

・大山山麓・日野川流域観光推進協議会（大山開山１３００年祭を契機とした事

業連携） 

・一般社団法人鳥取県西部活性化協会（飲食店などの受入環境整備での連携） 

・宿泊事業者（圏域宿泊事情の知見の共有） 

※松江しんじ湖温泉組合、松江旅館ホテル組合、玉造温泉旅館協同組合、米子市

ホテル旅館組合、皆生温泉旅館組合、出雲旅館組合、平田旅館組合、湯の川温

泉旅館組合、大社町旅館組合、出雲ホテル連絡協議会、さぎの湯温泉旅館組合

等 

・交通事業者（二次交通対策のための連携、イベント、情報発信） 

※松江市交通局、一畑バス㈱、一畑電車㈱、日本交通㈱、日ノ丸自動車㈱、米子

空港サービス㈱、出雲空港ターミナルビル㈱、境港管理組合等 

・旅行業者（商品造成、案内、イベント、情報発信、人材派遣） 

※㈱一畑トラベルサービス、 (一社)Expe、クラブツーリズム㈱等 

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 

【該当する登録要件】①、② 

（概要）本ＤＭＯの最終意思決定機関である総会の構成員として、対象区域の５

市７町村の圏域市長会、経済団体で組織されるブロック協、観光協会で組織され

る観光協会会議の３団体の各代表者が参画し、合意形成を図っている。 

〔参考〕登録要件   

①行政、経済界、観光協会の実務レベルの代表者で理事会を構成。 
②各市の観光担当者会、ブロック協担当者会、観光案内所連絡会、広域連携ＤＭ

Ｏとの調整会議等を定期的に開催し、連携・合意形成を図る。令和４年度に

は、圏域の行政及び観光協会の実務者をメンバーに観光マーケティング実証事

業のワーキンググループを設置した。 

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 

 

・外国人観光客おもてなしセミナー：「これから取り組むインバウンド対策～外国

人観光客対応で地域を元気に～」 

内容：インバウンドの重要性や地域でインバウンドに取り組む対応で、訪日ゲス

トの歓迎に必要な接客対応、キャッスレス化、情報収集と発信についての基礎を

学ぶセミナー。 

・観光案内所ネットワーク化事業「圏域観光案内所職員研修」 
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内容：圏域に 21 か所ある観光案内所の職員が、他市の観光案内も行えるよう情報

共有や意見交換を行うとともに、地域コンシェルジュの育成を図る。 

・本ＤＭＯのＨＰやＳＮＳ、構成自治体の広報誌による情報発信により、観光地

域づくりに関する地域住民の意識啓発を図っている。 

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 

令和元年度 

・台湾プロモーション 

現地観光情報説明会、商談会開催、春節前建国花市出展 

・上海向けプロモーション 

現地商談会参加 

・欧米豪向けＷＥＢプロモーション 

フランス人ユーチューバーによる圏域観光動画の作成 

・「VISIT JAPAN トラベル＆MICE マート（VJTM）国内セラー」 

インバウンド商談会 

令和 2年度  

・インバウンド向けプロモーション 

訪日外国人向けサイト「JAPANKURU」（７言語対応）動画制

作・配信（台湾向け）、記事投稿 

令和 3年度  

・インバウンド向けプロモーション 

訪日外国人向けサイト「JAPANKURU」（７言語対応）記事投稿 

・台湾プロモーション 

リモート商談会支援、台湾建国花市での圏域観光情報紹介 

受入環境の

整備 

・令和元年度、令和 3 年度クルーズ客船寄港時のおもてなし 

クルーズ客船の寄港地である境港を中心に交流イベント、観

光案内を実施。 

・令和元年度、令和 2 年度 

観光案内所ネットワーク化事業、観光案内所連絡会にて職員

研修 

・令和 2 年度 

キャッシュレス化推進事業、外国人観光客おもてなし対応セ

ミナー、多言語解説整備支援事業（観光庁） 

・令和 3 年度  

クルーズ船の観光業関係者を招聘したファムツアー、ツアー

後に改善点を洗い出し受入環境の整備 

観光資源の

磨き上げ 

・令和元年度 

 レンタサイクル実証事業（鳥取県と連携）、伝統工芸・窯元

コンテンツのブラッシュアップ 

・令和 2 年度  
 グローバルコンテンツ造成事業（中国運輸局連携）、お城

（三城）コンテンツのブラッシュアップ、クラフトツーリズ

ムコンテンツ造成 

・令和 3 年度 

 令和 2 年造成のグローバルコンテンツの磨き上げとモニター

ツアー実施、オリジナルツアープラン作成コンテンツ造成、

クラフトツーリズムのブラッシュアップ、温泉宿泊施設を活

用した観光商品の造成、アクテビティコンテンツ造成 

（定量的な評価） 
〇英語版 SNS リーチ数 月平均 R1:94,830、R2：128,853、R3：206,720 

〇観光案内所ネットワーク研修会参加者数 R1:32 人 、R2：32 人、R3 未実施 
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協議・連絡調整・事業連携 

〇日帰り温泉スタンプラリー 第 1 回：21 施設 126 人応募、第 2回：24 施設 565

人応募 、第 3回：31 施設 381 人応募 

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） 

 圏域市長会、ブロック協と観光協会会議が母体となり、官民が密接に連携した

運営を実施。 

 

（実施体制図） 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 会 社員：中海・宍道湖・大山圏域市長会 

   中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会 

   中海・宍道湖観光協会会議 

事務局 

理事会 

会長(非常勤)：中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会長 

代表理事（常勤） 

理事：各市観光担当部長 

   中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会幹事長、幹事 

   中海・宍道湖観光協会会議幹事長 

   中海・宍道湖・大山圏域市長会事務局長 

監事：中海・宍道湖観光協会会議 観光協会事務局長 

オブザーバー：鳥取県西部町村会 

（常勤）事務局長、民間からの出向等職員 3名、嘱託職員 1名 

中海・宍道湖・大山圏域市長会等駐在職員 2名 

（非常勤）アドバイザー 

【会議】 

中海・宍道湖・大山圏域市長会幹事会 

中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会幹事会 

中海・宍道湖観光協会事務局長会議 

中海・宍道湖・大山圏域市長会観光振興課長会 

中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会担当者会  

観光案内所連絡会 ほか 

【事業連携団体】 

クラブツーリズム株式会社 

助言等 
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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  

 

【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

〈島根県〉松江市、出雲市、安来市 

〈鳥取県〉米子市、境港市、 

※大山圏域７町村（日吉津村・大山町・    

南部町・伯耆町・日南町・日野町・江府

町）はオブザーバー参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区域設定の考え方】 

経済界は、昭和３４年から、「中ノ海ブロック経済協議会」を設立、県境意識を排除し産業基盤の整備、

観光の振興等を一体となって活動。平成２４年に圏域市長会と連動して活動をすること及び広域での連携

を深めるために「中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会」に改組した。 

行政は、平成７年に「中海圏域４市連絡協議会」を発足、圏域の共通課題等について連絡調整を行った。

平成１９年からは「中海市長会」へ改組、負担金を拠出して観光・産業振興・環境問題等の事業を実施。

平成２４年に「中海・宍道湖・大山圏域市長会」を設立、平成２７年度には「圏域版総合戦略」を策定、

圏域版地方創生事業の取組を始めるため、独立した事務局体制を確立し、経済界と連携して広域観光・イ

ンバウンド事業の取組を実施。 

これらの実績、また、観光資源の面からみてもコンセプトとして共通する点が多く、過去の観光動態調

査でも、観光客の周遊コースが当該圏域内に集中している点からも当該市町村で連携した区域設定とする

のが適切と考える。 

 

【観光客の実態等】 

過去 2年については、新型コロナウイルス感染症の影響によりインバウンドの実績は０となった。た

だ、国内に居住する外国人旅行者は少数ながら来訪の実績がある。コロナ禍前は、インバウンドに向けた

取組の成果により、平成 28 年から令和元年まで毎年約 30％増と東アジアを中心に右肩上がりで伸びてい

た。距離的に他と比べて近い東アジアは、空路や海路の直行便などの就航もあり、着実に伸びていく要素

を持っている。一方、長期滞在をする観光客が欧米豪については、物理的な距離とアクセス環境の悪さか

ら伸び悩んでいる。知名度がまだまだ低いというのが現状であるが、今後、マーケティングによる適した

コンテンツ開発及びプロモーションの実施と受入環境の整備により、誘客拡大を図っていく。 

 

【観光資源：観光施設、商業施設、自然、文化、スポーツ、イベント等】 

神話：出雲神話、出雲神楽、出雲大社、八重垣神社、美保神社、大山、弓ヶ浜 

歴史：国宝松江城、月山富田城、米子城跡、たたら製鉄、清水寺、荒神谷遺跡、妻木晩田遺跡、大山寺 

自然：大山隠岐国立公園、宍道湖、日御碕、島根半島・宍道湖中海ジオパーク 

文化：茶道、和菓子、民芸、佐陀神能、安来節（どじょう掬い踊り）、木綿街道、妖怪、怪談 

味覚：出雲そば、和菓子、宍道湖しじみ、海産物、地酒、地ビール 

祭等：神在神事、ホーランエンヤ、松江水郷祭、松江城大茶会、月の輪まつり、米子がいな祭、大山たい

まつ行列 
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スポーツ：全日本トライアスロン皆生大会、出雲全日本大学選抜駅伝競走、国宝松江城マラソン、えび

す・だいこく 100 ㎞マラソン、松江レディースハーフマラソン、スキー、登山、サイクリン

グ、海水浴、スサノオマジック、ガイナーレ鳥取 

観光施設等：古代出雲歴史博物館、湯の川温泉、松江フォーゲルパーク、由志園、玉造温泉、足立美術

館、皆生温泉、水木しげるロード、とっとり花回廊 

その他、多くの観光資源があり、圏域での周遊を促す 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

地  域 出雲地区 玉造温泉 
松江しん
じ湖温泉 

松 江 駅
周    辺 

鷺 の 湯 
温    泉 

皆生温泉 
米子地区 境港周辺 大山周辺 

自 治 体 出雲市 松江市 松江市 松江市 安来市 米子市 境港市 大山町外 

施 設 数 82 17 9 26 4 60 5 65 

受入人数 5,123 4,799 1,462 4,780 203 7,051 631 2,171 

 
【利便性：区域までの交通、域内交通】 

航空便  出雲から東京への定期便が１日５往復（片道 85 分） 

     出雲から仙台への定期便が１日１往復（片道 95 分） 

     出雲から静岡への定期便が１日１往復（片道 75 分） 

     出雲から名古屋への定期便が１日２往復（片道 60 分） 

     出雲から大阪への定期便が１日４往復（片道 50 分） 

     出雲から福岡への定期便が１日２往復（片道 65 分） 

     米子から東京への定期便が１日５～６往復（季節によって変動）（片道 80 分） 

     新型コロナウイルスの影響により運休をしているが、コロナ禍となる前は、米子から香港線

（週３便）、上海線（週２便）、ソウル線（週６便）の定期便がある。 

航路便  クルーズ船の寄港が年に数十回あり。令和元年は５３回。新型コロナウイルスの影響により、

令和２年及び令和３年は計２回の寄港（国内船） 

鉄道   出雲・松江・安来・米子から東京への寝台列車が１日１往復 

     出雲・松江・安来・米子から山陽方面（岡山）への特急列車が１日１２往復 

     米子から山口方面への特急列車が１日３往復 

     鳥取方面に特急列車が１日７往復 

車    松江自動車道と米子自動車道が中国自動車道に連結 

     山陰自動車道により圏域周遊や鳥取方面石見方面からのアクセスが可能 

高速バス 出雲・松江から神戸大阪行き高速バスが１日１３往復 

     出雲から広島行き高速バスが１日９往復 

     出雲・松江・安来・米子から岡山行き高速バスが１日５往復 

     松江から広島行き高速バスが１日１８往復 

     出雲・松江・米子から東京行き高速バスが１日１往復 

     米子から神戸大阪行き高速バスが１日１２往復 

     米子から京都行き高速バスが１日１往復 

     米子から広島行き高速バスが１日４往復 

     米子から福岡行き高速バスが１日１往復 

※新型コロナウイルスの影響で、現在運休、週末のみの運行や期間限定の運行の路線もある。 

 

【外国人観光客への対応】 

 公共施設、観光地、宿泊施設での多言語表記や無料公衆無線 LAN の設置は、国や県の支援で少しずつ整

備しており、本ＤＭＯでも多言語翻訳の支援やピクトグラム化の支援を行った。また、研修会を開催し、

指差し会話によるコミュニケーションシートの配布を行った他、着地型の外国語版パンフレットを作成し

配布している。 

 中国運輸局と連携した「訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成事業」で滞在型のイ

ンバウンド向けコンテンツの造成をした。また、観光庁の「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」を

活用し、来訪する外国人観光客の満足度向上を図る事業を実施している。 

 



（別添）様式１ 

7 
 

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 

ＷＥＢサイトのアクセス状況 ・地域に対する顧客の関心度や施

策の効果等を把握するため。 

・コンテンツ追加による、効果的

な情報発信と情報収集を実施す

るため。 

 

ＷＥＢ解析により収集 

アンケートデータ等 

（旅行消費額、観光入込客数、

延べ宿泊者数、来訪者満足度、

リピーター率） 

・事業成果の測定及び誘客戦略の

策定データとするため。 

観光庁及び島根県、鳥取県で収集

しているデータを活用するほか、

日本観光振興協会で収集されてい

るデータ、日本交通公社 JTBF 旅

行実態調査データを活用。 

 

マーケティング実証事業 ・ビックデータを活用し、相関関

係分析などを行い、データを基

に効果的なマーケティングを行

うため。 

・観光マーケティングＤＸの実証

事業 

 

施設の出入り口に設置したセンサ

ーデータと、携帯電話の GPS でエ

リア間の移動データ及びエリア滞

在者データを活用。 

 

 

４. 戦略  

 

（１）地域における観光を取り巻く背景 
 本ＤＭＯの設立母体となる、圏域市長会では全国的に少子高齢化が進む中、「圏域人口 60 万人の維持」

を目標とした圏域版総合戦略を策定し、広域連携による相乗効果、スケールメリットを生かした取組によ

り日本海側の拠点圏域のひとつとして人口のダム効果を発揮することが期待されている。 

 圏域市長会の振興ビジョンに掲げる基本方向のひとつである「訪ねてみたい圏域づくり（観光振興）」

に基づき、本ＤＭＯでは、圏域の観光地域づくりの司令塔としての役割を認識し各種の事業を展開してい

るところである。 

 しかしながら、国際情勢の影響により当圏域に発着する国際航空便や定期貨客船の運休、廃止のみなら

ず、新型コロナウイルス感染症の影響により、観光事業者をはじめとする圏域経済界は大きな打撃を受け

ている状況であり、圏域周遊、マイクロツーリズムなどコロナ禍の観光誘客の取組や、アフターコロナ、

ウイズコロナを考慮した観光振興策が求められている。 
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（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 

内

部

環

境 

強み（Strengths） 
・出雲神話や縁結びなどの古くからの言い伝え

が継承され、地形などの景観や、温泉地、山、

海など関連した自然の観光資源が豊富にある。 

・国宝松江城、月山富田城、米子城と圏域に

は、歴史的にもつながりがある城址が残存して

いる。 

・出雲大社をはじめ、米国の日本庭園専門誌で

19 年連続日本一に選ばれている足立美術館、水

木しげるロードなど優れた観光地を有してい

る。 

・境港には大型国際貨客船にも対応したターミ

ナルがあり、漁港としても日本有数で、カニや

マグロなど多くの日本海の幸が水揚げされる。 

・松平不昧公が広めた茶の湯文化や民芸の文化

が絶えることなく続いており、広く地域に親し

まれ、他の地域にない文化が根付いている。 

・ラムサール条約登録湿地や国立公園、マリン

スポーツやサイクリング、冬のスキーなどスポ

ーツ・ツーリズムの環境が整っている。 

弱み（Weaknesses） 
・外国だけではなく、国内でも知名度の低く、

豊富な観光資源の多くが知られていない。 

・交通インフラの利便性が低く、他の地域に比

べ、圏域内の観光地間の移動に時間を要す

る。 

・特に、欧米豪からは、直行便がないことか

ら、必ず大都市を経由しなければならず誘客

に大きなハードルがある。 

・豊富な観光資源があるが、観光スポット間の

移動は車が必要の場合も多く、周遊のハード

ルとなっている。 

・外国人受入環境整備が不十分。特に電子決済

などのシステム導入が進んでいない。 

・少子高齢化・人口減少にともなう労働力不

足、観光関連事業等の後継者不足、プレイヤ

ー不足 

 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 
・首都圏や関西圏、広島・岡山からのアクセス

はよく、東アジアから誘客が期待できる。 

・東アジアからの来訪は、コロナ禍前には右肩

あがりで伸びており、インバウンド回復後も

十分に期待できる。 

・空港から直行便(香港、上海、韓国)と境港へ

のクルーズ船寄港などの航路、空路が確立さ

れている。 

・訪日外国人の FIT 化による来訪エリアの多様

化の可能性 

・山陰インド協会を中心とする人的交流が続い

ていることから、今後新規開拓市場として期

待できる。 

脅威（Threat） 
・国際的な政治環境、特に、韓国とは島根県に

ある竹島などの問題から、国家間の影響が波

及する恐れがある。また、ロシアとは境港へ

の航路が確立されていることから、インバウ

ンドが回復されても、影響が残る恐れがあ

る。 

・感染症及び感染症の長期化による観光業界な

どの地域の疲弊 

・円高などの経済状況により、アクセスの悪さ

から交通費にコストがかかり、さらに来訪し

にくい原因となる恐れがある。 

※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）。 
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（３）ターゲット 
○第１ターゲット層  

・アクセスの良い台湾、香港、韓国、上海、ロシア、シンガポール、インドなどの東アジア 

・地域の歴史や文化、自然に関心が高い欧米豪 

・国内では、近県となる中四国及び、人口集積地である都市圏（首都圏、関西圏、中京圏） 

○選定の理由 

・コロナ禍前は、アクセスの良い東アジアのインバウンドは右肩上がりで来訪が増加しており、インバウ

ンドの回復に合わせて、引き続き集客が大いに期待される。 

・アクセスが決して良くない欧米豪については、今後誘客対策を進め、集客を確保していくべき地域であ

り、山陰インバウンド機構とも連携しながら本ＤＭＯが牽引していくことで、今後大きな誘客を期待でき

る。 

・国内については、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、すぐにインバウンドが見込めないこ

とから、引き続き誘客の対象とすることで、圏域の発展の支えとする。 

○取組方針 

・海外プロモーションを中心に行う山陰インバウンド機構と連携した、外国人観光客受け入れ環境整備 

・特に台湾に力を入れ、プロモーションや現地商談会の実施などつながりを強める。 

・個人旅行を意識した、圏域周遊を助けるコンテンツの充実 

・目的や趣味に沿ったコンテンツやアクテビティ等への対応 

・首都圏企業をターゲットとしたワーケーションプログラム 

・プロモーション効果が期待できる人口集積地に対して、圏域の特色が伝わるプロモーションの実施 

・既存コンテンツ及び観光資源の磨き上げ 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 「神話の国：知られぬ日本の面影 山陰」（Land of 

mythology : Glimpses of Unfamiliar Japan） 

 基本的には、山陰インバウンド機構のコンセプトである

「縁の道～山陰～」に合わせ、その中で当圏域の特色を追加

し推進する。 

②コンセプトの考え方 当圏域を含む広域連携ＤＭＯの山陰インバウンド機構が掲

げるコンセプト「縁の道～山陰～」にもある、「神話」・「伝

説」をテーマに、山陰の「自然」「歴史」「文化」の魅力発信

をしていくという方針は共通とし、圏域内に数多く残る、神

話や伝説にまつわるスポットをキーに推進をする。 

また、他の時代の歴史的なスポットや、今に続く民芸や茶

の湯文化などの、地域に親しまれ生活に溶け込んで残ってい

る多くの文化を、観光資源として磨き上げ、地域全体で観光

地域づくりをしていく機運の醸成をしていく。 

外国にはない、独特の歴史や伝統、文化が根付いており、

日本国内でも他の地域とは違う歴史・文化であることから、

唯一無二の地域として、国内外にＰＲしていく。 

①観光客には、文化との出会いを。地域には、地域に残る文

化を守り継承していくことで、他にない特色のある地域づく

りを目指す。 

②観光客には、人との出会いを。地域には、伝統に誇りを持

ち、地域に愛着を持つ人を増やし、後継者の発掘、育成を目

指す。 

③観光客には、文化や人との出会いから縁をつないで、何度

も訪れたくなるふるさとのような地域を。地域には、外部の

人との交流から、地域資源の保存、活用、発展につなげ、持

続可能な地域づくりを目指す。 
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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、観光振興担当課長会、観光協会事務局長会議、中海・宍道湖・大山

ブロック協担当者との連絡会議、観光マーケティング実証実験のワーキング

グループなど 

圏域ＤＭＯの理事会や会員である行政・経済界・観光協会の実務者レベル

の会議を年 4回程度開催し、戦略に基づく事業等の実施について説明・報

告・評価・修正等を行っている。 

令和 4年度から実施している観光マーケティング実証実験のワーキンググ

ループは月に 2 回程度実施し、今後の事業実施や政策立案に向けてデータを

共有し議論している。 

事業実施に伴い、関係分野の多くの事業者に声掛けを行い、事業協力をお

願いし、つながった事業者と連携してプロモーション活動を行うなど、でき

たつながりを活かして地域を巻き込んだ事業実施を行っている。 

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 

 圏域内２１ヶ所の観光案内所のネットワーク化に取り組んでおり、圏域全

体の観光情報をワンストップで案内できる仕組みを構築するとともに、現地

研修等を通じて案内所職員のスキルアップを行い、観光客へのサービス向上

を図っている。 

 免税店登録拡大を目的とした外国人観光客おもてない対応セミナーや観光

庁の「多言語解説整備支援事業」を活用し圏域内４０ヶ所の観光スポット等

について、英文翻訳を行い各種媒体での活用を図っている。 

 外部アドバイザーを設置し、国内外に向けた情報発信や圏域の魅力を伝え

るブランド力の形成、圏域内の観光商品開発・流通・販売、受入環境の整備

推進にあたり必要な相談及び助言、指導、評価をしてもらっている。 

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 

 令和２年から、３回インスタグラムでのハッシュタグキャンペーンを実施

し、その受賞作である圏域内の写真をホームページに掲載。その写真を活用

し、簡単にオリジナルの周遊プランが作成できるコンテンツを導入。さら

に、キャンペーン応募者の中から複数のインスタグラマーをアンバサダーに

任命し、ホームページで各自月２回ブログを書いてもらい、各自のアカウン

トでブログ更新を通知してもらっている。情報の質、更新頻度、周遊のしや

すさの向上を図りながら、地域資源を最大限に活用し情報発信を実施してい

る。 

 観光案内所と連携し、当局の情報を共有、各案内所でも発信してもらって

いる。さらに各案内所からの情報を当局でとりまとめ、各案内所に共有・情

報発信を実施。圏域内の案内所で、単一地域だけでなく、圏域全体の情報が

得られるようにしている。 

 プロモーション事業は、事業内容に合わせて関係機関と情報共有を行い、

なるべく連携して事業の実施を行うことで、コスト削減や効率性を確保しつ

つ、より効果的な事業実施に努めている。 

※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】 

圏域の 5 市を中心に、島根県及び鳥取県のほか、両県を対象エリアとする山陰インバウンド機構等関係

機関と連携して事業を進めるため、各団体の目標数値を参考する他、平成 31 年 3 月に（一社）中国経済

連合会が発表した圏域の分析結果において、島根県及び鳥取県の両県の GDP 総生産の 54％を当圏域が占

めていることを根拠として、島根県観光動態調査及び鳥取県観光入込動態調査の結果等に基づき分析及び

目標を設定する。 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額（7月時点では、調査の結果が出ていないことから R3 年度実績未記入） 

目標値は、平成 27 年度に策定された圏域市長会の総合戦略のＫＰＩの目標値に合わせている。実績

は、島根県及び鳥取県の両県の GDP 総生産の 54％を当圏域が占めていることから、観光庁の「旅行・観

光消費動向調査」の鳥取県及び島根県の消費額の総額の 2分の 1を計上する。 

●延べ宿泊者数（7 月時点では、調査の結果が出ていないことから R3 年度実績未記入） 

目標値は、平成 27 年度に策定された圏域市長会の総合戦略のＫＰＩの目標値に合わせている。コロナ禍

前の平均伸び率約 1％を最低限維持し、インバウンドの効果拡大を図る。 

●来訪者満足度（7 月時点では、調査結果が出ていないことから R3 年度実績未記入） 

当圏域は広く、両県への旅行者で、当圏域を訪問せずに旅行を終えるケースの割合が少ないことが想定

されるため、日本交通公社ＪＴＢＦ旅行実態調査「旅行先（都道府県別）満足度」中、島根県及び鳥取

県の「大変満足」、「満足」の数値の平均値を実績とし、毎年 0.5％増を見込んだ数値を目標とする。 

●リピーター率 

 島根県観光動態調査及び鳥取県観光入込動態調査に基づき、圏域への来訪者のうち、来訪回数が複数回

ある県外客の割合を設定。新規来訪者の獲得も必要であることから、近年の傾向から微増傾向となるも

のと推計し、令和 6年には、令和 4 年から毎年 0.5％増を見込んだ数値を目標とする。 

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 

106,600 108,500 110,500 112,400 114,300 116,300 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

134,852 61,905 96,443    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

4,130 4,170 4,210 4,250 4,290  4,340 

（200） （250） （300） （350） （400） （450） 

実

績 

4,075 2,654 未公表    

（147） （0） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

77.0 77.5 78.0 78.5 79.0 79.5 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

80.8 63.8 未公表    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

71.7 73.6 76.7    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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（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】 
圏域市長会の総合戦略及び圏域５市の総合戦略との整合を図るため、必須ＫＰＩに加え、当局独自の目

標として設定する。 

【設定にあたっての考え方】 

●観光入込客数 
目標値は、島根創生計画及び鳥取県令和新時代創生戦略のＫＰＩ目標値に基づき、圏域における入込客

数の目標値を設定。 

 

 

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 
61,989,276 【市長会からの負担金】        53,365,000 

【経済団体等からの会費】        6,770,000 

【その他収入】                 1,854,276 
2020（Ｒ２）

年度 
73,119,771 【市長会からの負担金】        59,976,000 

【経済団体等からの会費】         6,840,000 

【その他収入】               6,303,771 
2021（Ｒ３）

年度 
77,708,209 【市長会からの負担金】        57,385,000 

【経済団体等からの会費】         6,840,000 

【補助金収入】             5,479,550 

【その他収入】               8,003,659 
2022（Ｒ４）

年度 
74,330,000 【市長会からの負担金】        45,110,000 

【経済団体等からの会費】         6,840,000 

【補助金収入】            15,470,000 

【その他収入】             6,910,000 
2023（Ｒ５）

年度 
75,000,000 【市長会からの負担金】        50,000,000 

【経済団体等からの会費】         6,840,000 

【補助金収入】            15,000,000 

【その他収入】             3,160,000 

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 

●観光入込客数 

（千人） 

目

標 

32,000 32,600 33,200 33,800 34,400 35,000 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

28,574 17,078 未公表    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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2024（Ｒ６）

年度 

75,000,000 【市長会からの負担金】        50,000,000 

【経済団体等からの会費】         6,840,000 

【補助金収入】            15,000,000 

【その他収入】             3,160,000 
 
（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 
2019（Ｒ１） 

年度 

56,625,742 円 

 
【外国人誘客対策事業】        22,172,057 円 

【国内対策誘客対策事業】       18,860,300 円 

【圏域観光の魅力アップ事業】      8,087,868 円 

【一般管理費】             7,505,517 円 
2020（Ｒ２）

年度 

66,980,869 円 

 
【外国人誘客対策事業】        15,261,000 円 

【国内対策誘客対策事業】       38,144,966 円 

【圏域観光の魅力アップ事業】       9,831,083 円 

【一般管理費】              3,743,820 円 
2021（Ｒ３）

年度 

70,862,442 円 

 
【外国人誘客対策事業】        13,070,043 円 

【国内対策誘客対策事業】       35,652,300 円 

【圏域観光の魅力アップ事業】      17,725,611 円 

【一般管理費】              4,414,488 円 
2022（Ｒ４）

年度 
74,330,000 円 【外国人誘客対策事業】        25,240,000 円 

【国内対策誘客対策事業】       24,400,000 円 

【圏域観光の魅力アップ事業】      16,500,000 円 

【一般管理費】              8,190,000 円 
2023（Ｒ５）

年度 

75,000,000 円 

 
【外国人誘客対策事業】        24,000,000 円 

【国内対策誘客対策事業】       24,000,000 円 

【圏域観光の魅力アップ事業】      20,000,000 円 

【一般管理費】              7,000,000 円 
2024（Ｒ６）

年度 

75,000,000 円 

 
【外国人誘客対策事業】        24,000,000 円 

【国内対策誘客対策事業】       24,000,000 円 

【圏域観光の魅力アップ事業】      20,000,000 円 

【一般管理費】              7,000,000 円 
 
（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 
市長会の総合戦略に掲げられている事業の協定に基づき、確実に事業を実施することで、毎年度、

各市及び経済団体等からの負担金及び会費に基づく運営資金を確保するとともに、国庫補助や交付

金など、有利な財源確保に努める。 

 

 
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 

 

本ＤＭＯの設立にあたっては、圏域内各市町村で構成する圏域市長会総会で設立が議決され地域

連携ＤＭＯとして登録申請した。 

広域連携ＤＭＯである山陰インバウンド機構や両県の地域連携ＤＭＯと連携調整しながら当圏域

における観光地域づくりの司令塔としての役割が求められている。 
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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） 
 

 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 田川 啓子 

担当部署名（役職） 企画員 

郵便番号 699-0292 

所在地 島根県松江市玉湯町湯町 1793 

電話番号（直通） 0852-55-5057 

ＦＡＸ番号 0852-62-9102 

Ｅ－ｍａｉｌ mannaka-dmo@nakaumi.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 島根県松江市 
担当者氏名 吉田 直人 

担当部署名（役職） 観光部 観光振興課（主事） 
郵便番号 690-8540 
所在地 島根県松江市末次町 86 
電話番号（直通） 0852-55-5214 
ＦＡＸ番号 0852-55-5634 
Ｅ－ｍａｉｌ kankou@city.matsue.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 島根県出雲市 
担当者氏名 清水 あゆこ 

担当部署名（役職） 経済観光部観光課（インバウンド推進室室長） 
郵便番号 693-8530 
所在地 島根県出雲市今市町 70 
電話番号（直通） 0853-21-6588 
ＦＡＸ番号 0853-21-6585 
Ｅ－ｍａｉｌ kankou@city.izumo.shimane.jp 
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都道府県･市町村名 島根県安来市 
担当者氏名 安部 航 

担当部署名（役職） 政策推進部観光振興課（主任） 
郵便番号 692-8686 
所在地 島根県安来市安来町 878-2 
電話番号（直通） 0854-23-3110 
ＦＡＸ番号 0854-23-3061 
Ｅ－ｍａｉｌ kankou@city.yasugi.shimane.jp 

 

都道府県･市町村名 鳥取県米子市 

担当者氏名 髙田 信吾 

担当部署名（役職） 経済部文化観光局観光課（係長） 

郵便番号 683-8686 
所在地 鳥取県米子市東町 161-2 
電話番号（直通） 0859-23-5211 
ＦＡＸ番号 0859-23-5598 
Ｅ－ｍａｉｌ kanko@city.yonago.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 鳥取県境港市 

担当者氏名 米村 正之 

担当部署名（役職） 産業部観光振興課（観光振興係長） 

郵便番号 684-8501 

所在地 鳥取県境港市上道町 3000 

電話番号（直通） 0859-47-1068 

ＦＡＸ番号 0859-44-7957 

Ｅ－ｍａｉｌ kanko@city.sakaiminato.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 鳥取県西伯郡日吉津村 

担当者氏名 松田 健 

担当部署名（役職） 総合政策課（主任） 

郵便番号 689-3553 

所在地 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津 872-15 

電話番号（直通） 0859-27-5954 

ＦＡＸ番号 0859-27-0903 

Ｅ－ｍａｉｌ sougouseisaku@vill.hiezu.lg.jp 
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都道府県･市町村名 鳥取県西伯郡大山町 

担当者氏名 提嶋 護大 

担当部署名（役職） 観光課（課長補佐） 

郵便番号 689-3332 

所在地 鳥取県西伯郡大山町末長 500 

電話番号（直通） 0859-53-3110 

ＦＡＸ番号 0859-53-3163 

Ｅ－ｍａｉｌ kankou@daisen.jp 

 

都道府県･市町村名 鳥取県西伯郡南部町 

担当者氏名 古曵 泰章 

担当部署名（役職） 企画政策課企画戦略室（主任） 

郵便番号 683-0351 

所在地 鳥取県西伯郡南部町法勝寺 377-1 

電話番号（直通） 0859-66-3113 

ＦＡＸ番号 0859-66-4426 

Ｅ－ｍａｉｌ kbiki.y@towu.nanbu.tottori.jp 

 

都道府県･市町村名 鳥取県西伯郡伯耆町 

担当者氏名 伊藤 ひろみ 

担当部署名（役職） 産業課商工観光室（室長） 

郵便番号 689-4133 

所在地 鳥取県西伯郡伯耆町吉長３７－３ 

電話番号（直通） 0859-68-4211 

ＦＡＸ番号 0859-68-3866 

Ｅ－ｍａｉｌ cis@houki-town.jp 

 

都道府県･市町村名 鳥取県日野郡日南町 

担当者氏名 榎尾 公宏 

担当部署名（役職） 企画課（室長） 

郵便番号 689-5292 

所在地 鳥取県日野郡日南町霞 800 

電話番号（直通） 0859-82-1115 

ＦＡＸ番号 0859-82-1478 

Ｅ－ｍａｉｌ s0200@town.nichinan.lg.jp 

 

  



（別添）様式１ 

17 
 

都道府県･市町村名 鳥取県日野郡日野町 

担当者氏名 入澤 眞人 

担当部署名（役職） 産業振興課（課長補佐） 

郵便番号 689-4503 

所在地 鳥取県日野郡日野町根雨 101 

電話番号（直通） 0859-72-2101 

ＦＡＸ番号 0859-72-1484 

Ｅ－ｍａｉｌ irizawa@town.hino.tottori.jp 

 

都道府県･市町村名 鳥取県日野郡江府町 

担当者氏名 宇田川 晃 

担当部署名（役職） 産業建設課 

郵便番号 689-4401 

所在地 鳥取県日野郡江府町大字江尾 1717-1 

電話番号（直通） 0859-75-6610 

ＦＡＸ番号 0859-75-3455 

Ｅ－ｍａｉｌ a.udagawa@town-kofu.jp 

 

 



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
106,600 108,500 110,500 112,400 114,300 116,300

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

実績
134,852 61,905 96,443

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

延べ宿泊
者数

(千人)

目標
4,130 4,170 4,210 4,250 4,290 4,340

( 200 ) ( 250 ) ( 300 ) ( 350 ) ( 400 ) ( 450 )

実績
4,075 2,654 未公表

( 147 ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標
77.0 77.5 78.0 78.5 79.0 79.5

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

実績
80.8 63.8 未公表

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

リピーター
率

(％)

目標
71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5

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

実績
71.7 73.6 76.7

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

法人名：（中海・宍道湖・大山圏域観光局）

【区域】 島根県 松江市、出雲市、安来市
鳥取県 米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、

伯耆町、日南町、日野町、江府町
【設立日】 平成３１年４月１日
【登録日】 令和元年8月7日
【代表者】 代表理事 矢野 正紀
【マーケティング責任者（CMO）】 事務局長 井田 克己
【財務責任者（CFO）】 事務局長 井田 克己
【職員数】 ８人（常勤８人（出向等７人、嘱託１人））
【連携する主な事業者】
行政：中海・宍道湖・大山圏域市長会
経済界：中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会
観光協会：中海・宍道湖観光協会会議

神話の国：知られぬ日本の面影 山陰

合意形成の仕組み

登録区分名：地域連携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】
・香港市場プロモーション
・シンガポールプロモーション
・台湾プロモーション
・欧米豪向けプロモーション
・訪日外国人向けサイト動画制作、配信
【観光資源の磨き上げ】
・グローバルコンテンツ造成事業
－圏域で伝統的なものづくり文化と食をテー

マとしたコンテンツ造成
【受入環境の整備】

・観光案内所ネットワーク化事業
・キャッシュレス化推進事業（外国人観
光客おもてなし対応セミナー）

戦略

【該当する登録要件】 （該当番号） ①、②
【概要】

対象区域の５市及び大山圏域で組織される圏
域市長会、ブロック経済協議会、観光協会会
議の３団体の各代表者で理事会等を形成し、
マーケティングDXのワーキンググループな
どを設置し、幅広い分野で合意形成を図る。

【主なターゲット】
・台湾・香港・欧米豪を中心としたＦＩＴ層
・歴史・神話・文化・自然等に関心が高い層。

【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
・広域連携ＤＭＯと連携した、外国人観光客
受入環境整備
・プロモーション効果が期待できる人口集積
地に対して、圏域の特色が伝わるプロモー
ションの実施
・個人旅行を意識した、圏域周遊を助けるコ
ンテンツの充実
・目的や趣味に沿ったコンテンツやアクテビ
ティ等への対応
・首都圏企業をターゲットとしたワーケー
ションプログラム

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
定期的な各種会議の実施により、事業と戦

略の整合性を確保し、事業に合わせて関係機
関と情報の共有を行い、なるべく連携して事業
を実施することで、コスト削減や効率性を確保
しつつ、より効果的なプロモーションの実施に
努めている。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】各市負担金57百万円、会費6.8百万円（R3年度）
【総支出】 70百万円（一般管理費4.4百万円、事業費66百万円）
※R3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】

市長会の総合戦略に掲げられている事業を協定に基づき確実に実施
するとともに、毎年度各市及び経済団体等からの負担金及び会費に
基づく運営資金を確保する。

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】
・出雲大社
・国宝松江城
・宍道湖
・足立美術館
・中海
・皆生温泉
・水木しげるロード
・大山
・神話
・民芸

ＫＰＩ（実績･目標）

記入日： 令和４年７月１９日


