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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２６日 

１. 観光地域づくり法人の組織 

 
申請区分 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 

一般社団法人 佐渡観光交流機構 

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 

佐渡市 

 

所在地 新潟県佐渡市両津夷 384-11 

 

設立時期 平成 30年 4月 1日 

職員数 28人【常勤 27人（正職員 8人・出向等 5人・嘱託職員等 14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） 

（氏名） 

本間雅博 

（出身組織名） 

佐渡連合商工会 

平成 30年 6月より佐渡観光交流機構の理事長

に就任。これまで畑野商工会長兼佐渡連合商工会

長として、佐渡地域の商工業の発展に尽力してき

た。また、佐渡新航空路開設促進協議会の会長と

して、離島佐渡における航空路の開設運動に取組

むなど、幅広い方面で活躍している。 

各種データの分析･収

集等（CMO：チーフ・

マーケティング・オフ

ィサー） 

（氏名） 

祝雅之「専従」 

（出身組織：佐渡

市） 

一般社団法人佐渡観

光交流機構 専務理

事 

佐渡市観光振興課室長、課長を経て令和 3 年 4

月 1日付で佐渡観光交流機構の専務理事に就任。

佐渡観光交流機構の設立、観光地域づくり法人の

認定から現在に至るまで行政の立場から積極的に

DMO の取組に関わってきた。これまでの知見を活

かした DMO の業務統括者としての活躍が期待でき

る。 

財務責任者（CFO：チ

ーフ・フィナンシャ

ル・オフィサー） 

 

（氏名） 

祝雅之「専従」 

（出身組織：佐渡

市） 

一般社団法人佐渡観

光交流機構 専務理

事 

平成 30年に認定を受けた観光地域づくり法人

（地域 DMO）の専務理事として現在に至る。現在

当機構の総務、労務管理、財務、会計の統括者と

して、自主財源の確保に向けた取組を担ってい

る。 

プロモーション活動の

責任者 

 

（氏名） 

栗山理恵「専従」 

（出身組織） 

一般社団法人佐渡観

光交流機構 マーケ

ティング事業部副部

長 

DMO設立以来、WEB での情報発信、DMO機関紙

「NEWS310」の編集・発行、プレスリリースほ

か、都市圏でのイベント企画・実施などプロモー

ション関連業務全般の責任者として取組んでい

る。 
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旅行商品の造成・販売

の責任者 

（氏名） 

中林豊「専従」 

（出身組織：株式会

社日本旅行） 

一般社団法人佐渡観

光交流機構 旅行事

業部長 

令和 3年 4月 1日から株式会社日本旅行より当

機構旅行事業部長として出向。これまでの日本旅

行での経験を活かし、当機構の旅行業、インバウ

ンド事業、体験プログラムを活用した商品づくり

が期待される。 

観光地域づくりの責任

者 

 

（氏名） 

佐藤達也「専従」 

（出身組織） 

一般社団法人佐渡観

光交流機構 経営企

画室長 

 トキめき佐渡・にいがた観光圏の事務局、観光

地域づくりマネージャーとして、地域づくりの経

験を積み上げてきた。また、外国人誘客の担当で

もあり、地域の体験と外国人旅行者のマッチング

に取組んでいる。 

連携する地方公共団体

の担当部署名及び役割 

佐渡市 

 観光振興課（観光振興） 

 世界遺産推進課（佐渡金銀山世界遺産登録推進） 

 産業振興課（地域振興・商工振興・雇用促進） 

 移住交流推進課（移住交流） 

交通政策課（交通対策 陸・海・空） 

農林水産振興課・農業政策課(農林水産業振興・里山振興・流通振興) 

社会教育課（ジオパーク推進室） 

連携する事業者名及び

役割 

【宿泊】佐渡観光旅館連盟、島内宿泊施設等 

【交通】佐渡汽船株式会社、新潟交通佐渡株式会社、新潟交通株式会社 

【商工関係】佐渡連合商工会、各地区商工会、飲食店 

【旅行業事業】佐渡汽船株式会社 

【体験プログラム】島内各体験事業者、各ガイド団体 

【まちづくり】株式会社 NOTE、新潟日報社 

【民泊・修学旅行】佐渡地区農山漁村体験推進協議会 

【インバウンド】新潟・佐渡観光推進機構、佐渡インバウンド推進会、

ときメキ佐渡・新潟観光圏 

【トレッキング】佐渡トレッキング協議会 

【広域連携】ときメキ佐渡にいがた観光圏、新潟観光コンベンション協

会、上越観光コンベンション協会、寺泊観光協会等 

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 

当機構には、宿泊事業者、交通事業者、商工会、農協、漁協、農村漁

村体験推進協議会を始め多様な事業者（正会員・支部会員・賛助会員・

約 370団体）の参画により組織運営しており、正会員による総会を意思

決定の場としている。また、各地域の特色を生かすため佐渡市を 4つの

エリアに分けて支部を設置。各支部では支部会員による事業への参画と

支部総会での意思決定を行っている。 

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 

 

・支部事業（4支部）・・・地域の事業者・個人と連携し支部事業を実施 

・クリーン認証制度・・・島内店舗が参画しコロナ渦における公衆衛生の向上 

・観光満足度調査・・・島内宿泊施設との連携による調査を実施 

・インバウンド推進会・・・島内事業者によるインバウンド誘客連携 

・観光電子通貨の運用・・・電子マネー「だっちゃコイン」運用に関する連携 

・農山漁村体験推進協議会・・・修学旅行における民泊受入れ組織の運営 

・佐渡トレッキング協議会・・・山の環境整備とガイドとの連携組織の運営 
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法人のこれまでの活動

実績 

 

 

当機構は「一般社団法人 佐渡観光協会」と「一般社団法人 佐渡地

域観光交流ネットワーク」を平成 30 年 4月 1日付で統合し発足した。 

両津・相川・国中・南佐渡の４つのエリアと自然のエリアの振興策とし

て、各エリアの地域ブランド資産を掘り起こし、地産地消やブランド化

を高め滞在型観光促進の取組を進めている。また、顧客情報の管理活用

を推進するため「さどまる倶楽部」会員向けのスマートフォンアプリを

リリースし観光地域通貨「だっちゃコイン」の運用を開始した。滞在型

観光促進として個人企画乗船券「佐渡体験パック」の販売や国内外の団

体型旅行商品の造成促進や国内外のメディア媒体を活用し、プロモーシ

ョンイベントを実施して佐渡観光の誘客に取組んだ。コロナ渦での感染

予防対策として佐渡クリーン認証制度を令和 2年度よりスタートし現在

多くの施設の参画を経て安心安全の島づくりを目指している。その他に

は、佐渡金銀山世界遺産登録に向け、世界から選ばれる観光地域を目指

して、「佐渡地域における歴史的資源を活用した地域活性化に関する連

携協定」を結び新たな地域づくりに取組んでいる。 

 

【活動概要・定量的な評価】 
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実施体制 （実施体制の概要） 

 一般社団法人佐渡観光交流機構は、島内の多様な関係者で構成する総会

を意思決定の場として、それ以外に島内を 4つの支部に分け地区事業に取

組んでいる。また、当機構が事務局となる「誘客宣伝部会」により誘客事

業の検討を行っている。他には「農山漁村体験推進協議会」「佐渡トレッキ

ング協議会」「ときメキ佐渡・新潟観光圏」の事務局を担い、様々な関係者

との連携をとおして観光地域づくりを推進している。 

 

 

 

 

 

 

※実施体制図 
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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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区域設定の考え方】 

佐渡島は、日本海の中央にある国内最大の島であり、佐渡海峡を挟み、新潟港（新潟市）から

67km、直江津港（上越市）から 78km、寺泊港（長岡市）から 46km の海上に位置している。 

平成 16 年には、両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂

町及び赤泊村の 1 市 7 町 2 村が合併し、佐渡島全体が佐渡市となった経緯があることから当機

構では佐渡市をマーケティング・マネジメント区域として設定する。 

 現在、新潟市との観光圏事業、上越市との広域観光協議会事業を行い、航路で結ばれた対岸自治

体と連携を行っている。また、長岡市とは平成 30 年まで、寺泊と赤泊を結ぶ航路が存在しており、

現在も広域観光協議会事業で連携している。当機構では佐渡市を対象区域と設定するが、対岸自

治体との広域的な連携も引き続き積極的に取り組んで行く。 
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【観光客の実態等】 

〇佐渡島入込客数の推移  

佐渡観光入込者数は平成 3年の 120万人をピークに減少を続け、平成 26 年時点で約 51万人まで

減少し、令和元年度までは横ばいであったが、新型肺炎感染症の関係で令和 2年度・3年度は約 26

万人まで減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 25 年から入込者数にクルーズ船の乗船者数を加えている。 

※暦年ベースの推移となっているが、H29 はデータの都合で年度の推計となっている。 

 

〇方面別入込者数推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方面別の入込者数は、新

潟県内と関東方面の伸び

率が大きかった一方で、

近隣の北陸や中部の入込

数が大幅に減少した。 

外国人旅行者は前年比

136％となった。 

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

114.4 109.4 101.5 95.3 91.3 90.5 86.3 82.7 78.2 73.4 66.0 67.7 65.6 60.6 59.8 60.3 54.7 53.2 55.2 53.3 50.9 50.5 50.2 49.5 50.4 49.8 26.1 27.2



（別添）様式１ 

7 

 

〇宿泊者数・入館者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け深刻な減少となった令和 2年度と比較し、

入館者数は 98.8％、宿泊者数は 95.7％と微減であった。令和 2年 10月、11月に GoTo トラベルキ

ャンペーンが開催され、宿泊者数が増加したが、今年は大きなキャンペーンもなかったことから、

前年を超えるまでには至らなかった。 
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【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】 

〇歴史 

遺跡の出土品から、佐渡には、１万年前から人が住んでいたことがわかっており、日本最古の歴

史書である「古事記」の国生み神話には大八島の７番目として登場し、「日本書紀」の同じ神話に

は「億岐州」と「佐度州」が双子として５番目に登場している。 奈良時代にすでに一国とされ、

流刑地に定められた佐渡は、722年に皇室批判を行った万葉歌人の穂積朝臣老を始めとして、1221

年に承久の乱で敗れた順徳上皇、1271 年に鎌倉幕府や他教を批判した日蓮聖人、1434年に時の将

軍の怒りを買った能楽の大成者である世阿弥など、中世までは政争に敗れた貴族や知識人が流さ

れてきた。  

平安時代後期の「今昔物語集」にも記録されているとおり、昔から金が採れる島として知られて

いた佐渡は、江戸時代に入ると、その有望性を見出した徳川家康が幕府直轄（天領）として本格的

に金銀山開発を進め、採掘された金や銀が江戸幕府の財政を支えてきた。また、鉱山で使用する

炭・木材等の生産資材確保のため、山間部の森林も御林（官有林）として奉行所による厳しい管理

が行われた。 

このように、森林や農地が大切に

された佐渡は、国際保護鳥に指定さ

れているトキが日本で最後まで生息

した場所となった。明治時代以降の

乱獲や農薬の多用等による生息環境

の悪化で絶滅寸前にまで追い込ま

れ、日本のトキは 2003年に絶滅した

が、1999 年に中国から贈られたトキ

の人工繁殖が始まり、この年に最初

のヒナが誕生した。2000 年以降は順

調にヒナが育ち、また、関係者が一丸

となりトキが生息できる環境の整備

を進めたことにより、2008 年に 10 羽

のトキを放鳥してからは、飼育下で

増やしたトキを佐渡の空に戻す野生

復帰の取組が進められている。 

 

〇自然 

寒暖両系の植物境界線である北緯 38 度線が島の中央を通過

しているため、1,700種近い南北両系の植物が自生している。

また、本格的な原生林や、気軽に楽しむことができるように遊

歩道を備えた大佐渡石名天然杉なども島の魅力といえる。 

このような自然の景勝地を保護する目的で、島の大部分が佐

渡弥彦米山国定公園や小佐渡県立自然公園に指定されており、

とりわけ佐渡弥彦米山国定公園は 1950 年７月に琵琶湖国定公

園、邪馬日田英彦山国定公園とともに、国内で最初の指定を受

けている。 

地殻変動を繰り返すことで生まれた佐渡は、離島としては珍

しく 1,000m を超える山地や広大な平野を有している。尖閣湾

や小木半島など足を止めてしまうほど美しい景観をはじめ、佐

渡金銀山、トキやたらい舟などお馴染みの観光名所も佐渡ジオ

パークの見どころとなっている。 
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〇伝統文化 

佐渡には大きく分けて３つの文化の特徴があるといわれている。流罪によって流された貴族や

知識人たちが伝えた貴族文化、鉱山の発展により奉行や役人たちが江戸から持ち込んだ武家文化、

北前船によって商人や船乗りたちが運んできた町人文化があり、これらが融合し育まれた文化は

日本の縮図と言われている。 

 

①能楽 

かつて、農家の人たちが畑仕事で謡曲を口ずさむ日常を

「鶯や十戸の村の能舞台」と歌人である大町桂月が詠んだ句

のとおり、能が暮らしの中に溶け込んでいる全国でも珍しい

地域。最も盛んだった時代には 200 以上の能舞台があったと

いわれ、今でも 30以上の能舞台が残されている。 

 

 

 

 

 

②佐渡おけさ 

 元唄は九州のハイヤ節という酒盛り唄といわれ、船乗りによって佐渡の小木地区に上陸し、座

敷唄から盆踊唄化し、金山の選鉱場で唄われるようになった。1924 年に設立した民謡団体「立浪

会」の村田文三の歌声により「正調佐渡おけさ」として世に送り出され、今では日本を代表する民

謡となった。 

 

③鬼太鼓 

その年の五穀豊穣や大漁、家内安全を祈りながら集落の

家々の厄を払うもので、島内の多くの祭礼で舞われる佐渡

にしかない代表的な伝統芸能。島内には約 120 地区の鬼太

鼓があるといわれている。大きく分けると「豆まき流」「一

足流」「前浜流」「花笠流」「潟上流」の５流に分けられる

が、一口に鬼太鼓といっても、集落によって違うため、同

じものは１つとしてない。毎年５月に両津地区で開催され

る「佐渡國鬼太鼓どっとこむ」では各地区から集まった

様々な鬼太鼓を観ることができる。 

 

④無名異焼 

 「無名異」とは、佐渡金山周辺から採れる酸化鉄を含んだ赤い土の名前で、これを粘土に混ぜて

高温で焼き締めた佐渡独特の陶器。製品としては非常に硬く、たたくと澄んだ金属音が特徴であ

る。使い込むほどに光沢を増してくるのが魅力で、日用品から美術工芸品まで様々な種類がある。

相川地区には人間国宝に認定されている第 5 代伊藤赤水の窯元があり、無名異焼の里として広く

知られている。また、窯元の中には無名異焼の陶芸体験のできる所もある。 

 

⑤裂き織り 

縦糸にはフジやシナなどの植物の皮からとった繊維や木綿糸などを使い、横糸に使い古した衣

服や布地を細かく裂いた古木綿を使って再び織り直した再生布。丈夫で雨や風を通しにくいため、

かつては仕事着として愛用されていた。現在では、風合いや色の取り合わせの美しさが注目され、

バッグやテーブルクロス、小物類など多彩な民芸品や絵画のように美しいタペストリーなどの芸

術作品が作られている。また、相川技能伝承展示館では裂き織り体験もできる。 
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【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

両津地区  施設数 ２８   収容力 ２，５９３人 

相川地区  施設数 ２０   収容力 １，６７８人 

国仲地区  施設数 １８   収容力 １，１５８人 

南佐渡地区 施設数 ２５   収容力   ６７５人 

 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

①区域までの交通 

〇鉄道 

 東京駅-新潟駅-新潟港         約２時間３０分 

 新大阪駅-金沢駅-上越妙高駅-直江津港  約５時間 

〇航空 

 新潟空港と結ばれている空港・地域 

 【国内】 

 札幌、伊丹、成田、中部国際、小牧、福岡、那覇、関西国際（コロナ渦前） 

 【国外】 

 ソウル、上海、ハルビン、台北（コロナ渦前） 

〇海路 

新潟‐両津航路  カーフェリー ２時間３０分 ジェットフォイル ６５分 

 直江津-小木航路  ジェットフォイル ７５分 

 

②域内交通 

佐渡は東京２３区の１．５倍の面積を有する面積を持つものの、鉄道は未整備となっているこ

とから、到着してから目的地まで移動手段の確保が必要である。 

路線バスは島内の主要道を走っているが、便数の少ない路線もあり、目的地に合わせたダイヤ

確認が必要。また、各観光案内所等においてレンタサイクルの貸出を行っている。 

〇主な移動手段 

 路線バス、定期観光バス、観光タクシー、レンタカー、自家用車、レンタサイクル 

 

【外国人観光客への対応】 

〇案内所 

 現在３カ所の案内所の内、２か所で英語対応が可能となっている。 

〇ホームページ 

 観光情報ホームページでは英語、中国語（簡体字、繁体字）、ロシア語、韓国語の対応がされて

いる。 

〇その他 

 観光パンフレット等の外国語対応。（英語、中国語、韓国語） 
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３. 各種データ等の継続的な収集･分析 

 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収集するデータ 収集の目的 収集方法 

佐渡島入込客数（国内・国外） 出発地、年代、目的等の情報集積

と活用 

航路事業者が収集するデータ 

観光施設等入館者数 施設ごとの入館動向を把握する 施設への直接調査 

旅行業取扱額 旅行業商品等の販売傾向を把握

し造成に反映する 

販売実績 

佐渡観光WEBサイトのアクセス

状況 

WEB サイトのアクセス状況と入

込客との関係を把握し WEB 情報

発信に役立てる 

WEB 解析 

1．コロナ対策 

 インバウンドの再開後を見据えて、2020 年 5 月に安心安全の島として佐渡島全体の衛生安全

基準【佐渡クリーン認証】を日本で初めて制定し、【Live Together】などの新しい生活様式の

動画を日本で初めて制作しターゲット国に配信した。広報については、JNTO の現地事務所と連

携し毎月国内外にプレスリリースを配信、佐渡の認知向上に取組んでいる。 

2．関係人口増加と観光による外貨獲得 

 観光地域づくり法人が管轄する域外会員数としては日本一の約 4 万 8 千人のさどまる倶楽部

会員数を管理運営している。観光地域通貨である「だっちゃコイン」を使える「さどまる倶楽部

アプリ」を使うことで、島内地域企業に限る 173店舗で利用することが出来る。会員は佐渡汽船

の割引をはじめ、島内 40 か所以上で特典を受けることができる。ターゲットである台湾・香港・

ヨーロッパ向けに繁体字版や英語版も準備できており、外貨の交換が不便な島内のキャッシュ

レス事情も解決できるようにしている。また関係人口創出の事業としてレンタサイクルでのエ

リア内周遊の推進や問題点を解決するためのモニターツアーを実施し、二次交通利便性向上に

努めてきた。 

3. 世界遺産登録に向けた受け入れ環境の充実に向けた取組 

 世界遺産対象地域の古民家再生の取組を行なっている。MICE として、島外企業との研修事業

を推進しており、現在課題最先端の島として企業からワーケーションの場所として注目も浴び

ている。NOTE との包括連携は佐渡市との包括連携に繋がり、World Unite とは欧米からのボ

ランティアツーリズムによる島内の人手不足をボランティアで賄う仕組みや、インターンの紹

介などに繋げることが出来るなど、DMOの形成事業を使って新規事業に取組んだ。 

島内外企業の融和および投資の拡大も広がっている。また誘客多角化事業を活用し、来るべきイ

ンバウンドの復活に向けて、富裕者層向けのメニューを開発しており、今後 JNTO の現地事務所

との連動や広報活動により、関係人口→定住人口の増加につなげていく。 
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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） 

・佐渡金銀山の世界遺産登録推進に関連し

た、遺跡群、町並み 

・世界農業遺産（GIAHS）に認定された、トキ

と暮らす里山 

・日本ジオパークに認定された、佐渡の大地

と人の物語 

・寒暖両系の植物境界線北緯３８度に位置す

る特徴的な佐渡の植生 

・暖流寒流が交わる佐渡近海特有の豊富な海

産物 

・豊かな民族文化・集落生活に息づく芸能

（能、民謡、民話、鬼太鼓）や郷土食 

・国重要文化財（県内最多）の保存 

弱み（Weaknesses） 

・離島のため大都市圏からのアクセスが時

間・料金共に不利 

・冬期間は波浪による船舶欠航リスクが高

い、また冬季は船の揺れも強い 

・島内に観光コンテンツが点在するため、移

動手段の確保が必須であるが、島の面積が

広いため改善が難しい 

・旅行者の季節波動が大きいため、宿泊施設

の従業員の通年雇用と育成が難しい 

 

 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

・佐渡金銀山の世界文化遺産候補 

 目標：国内推薦決定→世界遺産登録 

・世界的な太鼓集団鼓童による佐渡の知名度

の向上 

・新潟空港－台湾桃園国際空港間の 

定期便運航 

・新潟空港－関西国際空港間の定期便就航 

脅威（Threat） 

・団体観光から個人旅行への観光動態の変化 

・国内観光地の地域間競争の激化 

・国内輸送機関の発達（道路、鉄道、航空）に

ともない、アクセス不利化が進む。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大 

 

（３）ターゲット 
○第１ターゲット層  

欧州 ３０代～４０代個人旅行者層 

 

○選定の理由 

世界的な太鼓芸能集団である鼓童は、多くの国で公演活動を行っており、アース・セレブレー

ション（鼓童による佐渡でのイベント）では欧米系の旅行者も多く訪れている。イギリス・フラ

ンス・スペインは、各案内所窓口での外国人問合せ数は 1位～3位をキープしている。イベント

を目指して 8 月に多くなるのは他の国と同様だが、年間を通して来島している。 

古き時代の日本の原風景が残り独自の風土や文化が残る佐渡は、欧州のニーズを満たすもの

と考える。 

 

〇取組方針 

 欧州ではテーラーメイド型（個人顧客を持ち、オーダーメイドで旅行を作る）のニーズがある

ので佐渡で滞在してもらう観光地域づくりを進めて選んでもらえる観光地域を目指す。また、

JNTO の現地事務所と連携し毎月国内外にプレスリリースを配信し佐渡の認知度の向上を図りコ

ロナ後を見据えた取組を進める。令和 2年度に佐渡市、ＮＯＴＥ、新潟日報、当機構で結んだ 4

者連携において、インバウンドを想定した古民宿泊施設の開発を進める。他には観光圏事業で

取組んでいる船・バスのチケットがセットになった「SADO-NIIGATA PASS」の活用、SAKURA QUALITY

の推進によるサービスの向上、佐渡独自の公衆衛生対策である佐渡クリーン認証制度の推進、

各案内所での電子決済化、レンタサイクルの充実等を行いながら個人旅行者が佐渡を訪れやす
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い環境整備に取組む。 

○ターゲット層  

台湾（団体・個人旅行） 香港（個人旅行） タイ（個人旅行） シンガポール（個人旅行） 

○選定の理由 

 佐渡へ来訪する外国人旅行者は、台湾が多く平成 30年には 7千人泊に迫りインバウンド全体

の半数が台湾からのお客様となっている。台湾からの誘客の取組は継続しつつ、新たな東アジ

アでの誘客対象地域として香港からの誘客に取組みたい。香港市場においては、ゴールデンル

ート以外の未開拓の地域を訪れるという傾向が強くなっていることに加え、レンタカー需要も

伸びている。自然の環境に恵まれた佐渡での運転も魅力のひとつとして発信することも可能と

考える。 

 

○取組方針 

訪日旅行の決め手として「食の魅力」「自然の豊かさ」「歴史文化」「景勝地」の要素が大きい

が、佐渡はその要素を十分に備えている。特に台湾旅行者の佐渡産コシヒカリに対する評価は

高くお土産など喜ばれている。これら佐渡の強みを磨き上げるため、観光事業者のみならず島

民を巻き込み、旅行者のニーズに響くようアプローチと選んでもらえる観光地域づくりを進め

る。コロナウイルスの影響により、現在は台湾からのインバウンドは途絶えているものの、これ

まで連携してきた台湾の旅行会社との情報交換を継続しコロナ後の誘客につなげる。 

 

 

○ターゲット層  

 首都圏、新潟県内 

○選定の理由 

 現在の佐渡観光は「首都圏」「新潟県」からの旅行者が全体の 89%（R3実績）を占めているこ

とから、これら方面からの旅行動向に大きな影響を受けている。また平成 2 年の 120 万人観光

から半減以下となっている原因も両エリアからの減少が大きな要因となっている。 

 これら地域の旅行者から観光地として選んでいただくことにより、佐渡観光を立て直すきっ

かけとしたい。 

 

○取組方針 

現在、世界遺産登録を目指している佐渡金銀山の周辺となる世界遺産地域には古民家が多く

残り、江戸時代から明治にかけた建物の老朽化・空き家化した物件の活用が課題になっている。

また、全島的に空き家対策が課題となっていることから佐渡市、NOTE、新潟日報、当機構で作る

4者連携を通じて古民家再生計画に取組み、今後改修された古民家での滞在を新たな観光資源と

して活用したい。また、旅行形態の個人化に対応し、さどまる倶楽部会員の DB 化をすすめ、だ

っちゃコイン（観光地域通貨）を活用したキャンペーンをホテル・旅館・民宿と連携し消費の向

上と新たな顧客層の獲得及びロイヤルカスタマー化を進める。 
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（４）観光地域づくりのコンセプト 
①コンセプト 鬼が舞う祭礼の島へ 

－新潟みなとの先に、永遠に続く音がある－ 

②コンセプトの考え方 鬼を味方につけた島、佐渡。120 の集落で受け継がれる「鬼太鼓」

は、災厄を払い、豊年満作を祈る神事でありながら、その主役を担

うのは神でも精霊でもなく、鬼。集落ごとに鬼太鼓の形は異なり、

ひとつとして同じものはない。佐渡の人々は一年に一度の祭礼を心

待ちにし、集落の家々を巡る鬼を万感の思いで歓迎する。鬼太鼓は、

島の祈りであり、感謝であり、誇りと言える。 

忌むべきもの、払うべきものとして語られることの多い鬼が、こ

の土地では不思議なことに、人の暮らしのすぐそばで、祭礼の一部

として息づいている。かつて京より貴族や文化人たちが流されてき

た佐渡。島外からの人や文化を拒絶するのではなく、迎え入れ、取

り込み、受け継いできた懐の深さが、「鬼（＝異質な存在）を味方に

つける」という形に結実したのかもしれない。 

生活と共に伝承されてきた鬼太鼓を核とし、旅行者や島外の人を

「旅の者（たびのもん）」と呼び受け入れてきた佐渡。この佐渡人な

らではの感情と現代の旅の者を結び付けることが、この地域のコン

セプトに相応しいと考える。 

 
 

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 

総会、理事会、三役会議、支部総会、支部役員会、誘客宣伝部会 

○島内を４カ所にエリア分けした支部との連携を強化し、滞在型観光

を推進するための魅力ある着地型商品（滞在プログラム）の開発を

促進する。また、本部職員をそれぞれの地区に割振り連携を強化す

る。 

〇農山漁村体験推進協議会、トレッキング協議会、観光圏、誘客宣伝

部会を通して各種施策の共有と合意形成を図る。 

〇KPI 指標等の統計資料とその分析内容を当機構の企業ページで定期

的に公表し佐渡観光の現状について関係者との共有を図る。 

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 

〇SAKURA QUALITY 観光品質認証制度を普及し、宿泊施設をはじめとし

た観光関連事業者のサービスの維持・来訪者満足度の向上に努める。 

〇上記観光品質認証制度調査員の育成とあわせて各施設への認証参画

を働きかける。 

○着地型商品（滞在プログラム）の提供と併せてアンケートを実施す

る。結果を検証し満足度の向上に努める。 

〇観光地域づくり法人としての行動基準を制定し、組織内外に対して

責任を持った行動を約束する。 

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

〇情報発信は観光情報 HP、各種 SNS を積極的に活用しタイムリーな新

着情報の発信を行う。 

〇当機構が運用する WEBサイトにおいて海上移動手段、着地型商品（滞
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ーション 在プログラム）を１ストップで予約・決済できるシステムのさらな

る活用を図る。 

〇JNTOへ定期的に情報提供を行い、海外向けの情報発信に努める。 

 

６．ＫＰＩ（実績･目標）  

（１）必須ＫＰＩ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6) (R7) (R8)

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

55.0 47.9 49.9 51.1 52.9 53.6 54.3 55.0

(31.4) (48.4) (49.9) (52.1) (53.9) (53.6) (54.3) (55.0)

46.1 41.4 39.4

(47.0) (43.8) (40.0)

492,000 356,500 361,000 363,700 410,000 456,000 502,000 550,000

(18,200) (14,600) (14,600) (14,600) (164,000) (182,000) (200,800) (220,000)

353,317 189,064 182,794

(14,584) (1,128) (254)

92.0 25.0 25.0 30.0 31.3 32.5 33.8 35.0

(96.7) (25.0) (25.0) (30.0) 31.3 32.5 33.8 35.0

90.5 29.2 39.4

(84.6) (61.5) (85.7)

55.0 37.2 40.9 45.0 49.5 51.3 53.1 55.0

(8.9) (20.0) (20.0) (20.0) (20.0) (20.0) (20.0) (20.0)

33.8 41.4 45.1

(20.6) (7.7) (14.3)

※旅行消費額、来訪者満足度、リピーター率は佐渡市将来ビジョンの2024年に対応した数値。(2020.04.01)

  　なお、佐渡市将来ビジョンは現在改定作業中のため、改定後において目標数値の修正を行う。

実

績

実

績

目

標

目

標

目

標

延べ宿泊者数

（人）

来訪者満足度

（%）

※2020年より

「大変満足」の割合

リピーター率

（%）

実

績

目

標
旅行消費額

（千万円/1

人）
実

績
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【検討の経緯】 

佐渡観光は、平成３年の１２０万人観光から令和元年の５０万人観光へ減少の一途を辿っ

ている。令和２年度からはコロナ渦の影響により入込者数の大幅な減少が見込まれているこ

とから、今後はいかにコロナ前の水準に戻すかが重要になると同時に、安心安全の島づくり

を進め来訪者の満足度の向上、リピーター率の向上に取組む。 

 

 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

旅行消費額は１人あたり約 4.6 万円(令和元年度)となり他地域（全国観光圏平均約 3.2 万

円）と比べて高額となっている。これは、離島という特性上、旅行者は宿泊を伴う旅行形態が

多いこと、乗船料や自動車航送料が必要なこと、自家用車以外の旅行者は島内の移動手段を

確保する必要があること、などが考えられる。 

これまでの泊まる・食べる・見学する観光に加え地域への滞在を促進するため、地域と密着

した滞在プログラムの造成を推進し、それが消費額の向上につながる仕組みを作りたい。 

また、佐渡には消費を誘発する付加価値の高い地場産品（米、日本酒、海産物、果実等）や

物語性のある食文化が豊富にあることから、旅行者の消費意欲を高めるようなアプローチが

必要である。現状では消費額の上昇が見受けられるが、消費の内容を含め分析を進める。 

外国人旅行者の消費額は台湾からのツアー客への調査が中心だが5万円前後となっている。

また観光売店では高額な商品を買われる旅行者も多く経済効果は大きい。 

日本人旅行者の消費額は「佐渡市将来ビジョン（令和 3年度策定中）」の令和 6度目標数値

1人あたり 5.5万円を適用し令和元年度の見込みから 3.5％の上昇を目指す。外国人旅行者消

費額も同様に平成令和元年度の見込みから 3.5％の上昇を目指す。 

 

●延べ宿泊者数 

延べ宿泊者数は平成 29年以降下げ止まっているものの、コロナウイルスの影響により令和

2年は大幅な減少が見込まれている。 

宿泊統計は令和元年から全施設の宿泊統計調査を実施している。 

国内旅行者数の目標は令和元年の全施設の調査数 353.0千人(参考：特定施設調査 290.0 千

人)から年間 1%の上昇を目指す。外国人旅行者の延べ宿泊数は、令和元年では 14.5 千人とな

っているが令和 5年においても令和元年と同水準を目指す。 

 

●来訪者満足度 

来訪者満足度は、比較的高い傾向があり数値は安定している。旅行者数は減少しているが、

来ていただいた方には高い満足を感じていただいていることが考えられる。この水準を維持

できるよう、SAKURA QUALITY 等の認証制度の推進、地域観光通貨の「だっちゃコイン」の活

用、佐渡クリーン認証制度の普及に努め快適で安心・安全な旅の提供に努める。 

令和 3 年からは 7 段階評価のうち大変満足の評価を適用し、令和 5 年において大変満足の

割合を日本人、外国人ともに 30％を達成できるように取組む。 

 

●リピーター率 

リピーター率は、他地域と比べ高くない傾向となっている。その理由として考えられるの

が旅行消費額に示されているように、１回あたりの旅行消費額が高額になることが理由と考

えられる。さらに、首都圏からも 4 時間程度の移動時間が必要であり、時間距離と料金面で

簡単に訪れにくい観光地であると言える。 

日本人旅行者のリピーター率は「佐渡市将来ビジョン（令和 3年策定中）」の令和 6度目標

数値 1 人あたり 55％を適用し令和元年度から 10％の上昇を目指す。外国人旅行者のリピータ

ー率は 2019 年で 20％となっており、当面 20％のリピーター率を維持する。 
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（２）その他の目標 

 

 

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】 

 佐渡汽船株式会社の輸送実績を元に佐渡島への入込者数、外国人入込者数を試算し基本的

な動態を把握する。その他には、観光施設入館者数、旅行業取扱額、WEBサイトへの来訪数

をその他の指標として設定する。 

【設定にあたっての考え方】 

●佐渡島入込客数（総数） 

 入込み客数は平成 26年度に約 50.9万人とピーク時の半分以下の数値となっているものの、 

そこから令和 1 年は微減傾向となっている。令和 2 年からはコロナの影響により大幅な減少

となったため、今後は新型コロナ感染症拡大前の水準回復を目標としたい。 

●観光施設入館者数 

 佐渡への入込者数の推移と併せて、入館者数についても継続し把握する。現状では入込者

の減少以上に入館者数の減少幅が大きく、団体型旅行から個人旅行へのシフトが読み取れ

る。また、令和 2年からは新型コロナ感染症拡大の影響により大幅な減少となったが、今後

はコロナ前の水準回復を目標としたい。 

●旅行業取扱額 

KPI（実績・目標）

2019 2020 2021 2022 2023 2024

(R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6)

年度 年度 年度 年度 年度 年度

510.0 520.0 500.0 500.0 500.0 500.0

(13.7) (18.5) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0)

498.0 261.0 272.0

(7.8) (0.3) (0.4)

672.0 679.0 650.0 650.0 650.0 650.0

- - - - - -

648 268.0 265.0

- - - - - -

26,576 29,223 23,000 25,000 27,000 29,000

- - - - - -

22,915 12,205 18,466

- - - - - -

705.0 740.9 771.1 786.5 802.3 818.3

- - - - - -

756 725 798

(47) (55) (100)

※2021年からは新しいKPI設定による

※来訪者満足度は2020年から大変満足の割合とする

※延べ宿泊者数は2020年から市内全宿泊施設調査の数値を使う

※延べ宿泊者数は2019年(日本人：353千人、外国人14.5千人)から1%の増加とする。

※旅行消費額、来訪者満足度、リピーター率は佐渡市将来ビジョンの2024年に対応した数値。(2020.04.01)

  　なお、佐渡市将来ビジョンは現在改定作業中のため、改定後において目標数値の修正を行う。

佐渡観光WEB

サイトセッショ

ン数（%千人）

目

標

実

績

観光施設

入館者数

（千人）

目

標

実

績

旅行業

取扱額

（千円）

目

標

実

績

佐渡島

入込客数

（千人）

目

標

実

績
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旅行業事業の取扱額は年度ごとに変動幅が大きいが、当機構の中核事業として着地型商品

の造成と併せて販売強化に取組んできた。体験プログラムの販売では乗船券と体験商品をセ

ットにした「佐渡体験パック」を WEB 販売し利用者の利便性向上に努めてきた。2021 年と比

較し年間 600万円の売上金額の増加を目標としたい。 

●佐渡観光 WEBサイトセッション数 

佐渡観光 WEB サイトのセッション数に着目し、継続して WEB によるアクセス状況を把握す

る。これまで同様に新着情報をタイムリーに発信し佐渡への関心を高めたい。また SNS を活

用した情報発信も併せて取組んでいく。 

 

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し  

（１）収入 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年(年度) 総収入（円） 内訳

2019（Ｒ１）年度

（実績）
334,872,333

【会費収入】　　　　      　1,200,000

【委託費等収入】　      　190,424,418

【負担金収入】           　92,213,000

【旅行事業収入】         　22,915,078

【雑収入等】        　　   28,119,837

2020（Ｒ２）年度

（実績）
324,678,265

【会費収入】　　    　　  　1,110,000

【委託費等収】      　　　206,284,823

【負担金収入】           　83,926,750

【旅行事業収入】         　12,205,267

【雑収入等】      　　　   21,151,425

2021（Ｒ３）年度

（実績）
398,918,705

【会費収入】  　　　　　  　9,010,250

【委託費等収入】　    　　274,432,473

【負担金収入】           　74,216,000

【旅行事業収入】           18,465,881

【雑収入等】       　 　   22,794,101

2022（Ｒ４）年度

（見込み）
284,360,600

【会費収入】  　　　　     11,459,000

【委託費等収入】　    　  139,785,000

【補助金収入】             19,996,000

【負担金収入】           　77,898,000

【旅行事業収入】         　17,000,000

【雑収入等】      　　　   18,222,600

2023（Ｒ５）年度

（見込み）
284,360,600

【会費収入】  　　　　     11,459,000

【委託費等収入】　    　  139,785,000

【補助金収入】             19,996,000

【負担金収入】           　77,898,000

【旅行事業収入】         　17,000,000

【雑収入等】      　　　   18,222,600

2024（Ｒ６）年度

（見込み）
284,360,600

【会費収入】  　　　　     11,459,000

【委託費等収入】　    　  139,785,000

【補助金収入】             19,996,000

【負担金収入】           　77,898,000

【旅行事業収入】         　17,000,000

【雑収入等】      　　　   18,222,600
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（２）支出 

 
（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 

 

 

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 

 

 

１０. 記入担当者連絡先 
 

担当者氏名  石塚 忠宏 

担当部署名（役職）  一般社団法人佐渡観光交流機構 

総務部 部長 

郵便番号  952-0011 

所在地  新潟県佐渡市両津夷 384-11 あいぽーと佐渡 

電話番号（直通）  0259-23-5231 

FAX番号  0259-23-5232 

Ｅ－ｍａｉｌ  info@visitsado.com 

 

 

年度 総支出（円） 内訳

2019（Ｒ１）年度

（実績）
321,251,796

【誘客宣伝事業支出】　　　287,766,416

【旅行業事業支出】         19,209,407

【管理費支出】         　　14,275,973

2020（Ｒ２）年度

（実績）
307,350,314

【誘客宣伝事業支出】　　　282,900,923

【旅行業事業支出】         11,176,431

【管理費支出】         　  13,272,960

2021（Ｒ３）年度

（実績）
384,464,537

【誘客宣伝事業支出】　　　355,874,642

【旅行業事業支出】         17,192,346

【管理費支出】         　  11,397,549

2022（Ｒ４）年度

（見込み）
284,360,600

【誘客宣伝事業支出】　　　233,986,000

【旅行業事業支出】         20,189,500

【管理費支出】         　  30,185,100

2023（Ｒ５）年度

（見込み）
284,360,600

【誘客宣伝事業支出】　　　233,986,000

【旅行業事業支出】         20,189,500

【管理費支出】         　  30,185,100

2024（Ｒ６）年度

（見込み）
284,360,600

【誘客宣伝事業支出】　　　233,986,000

【旅行業事業支出】         20,189,500

【管理費支出】         　  30,185,100

●旅行事業を機構の中核事業と位置付け、着地型商品の造成と販売を進める。また、電話予約

中心の現状から WEB による予約・決済率を高め、利用者の利便性向上と受付業務の負担軽減

を図る。 

●国・県・市の事業を積極的に活用し、観光地域づくりを推進する。 

●佐渡島内の観光案内所と連携しレンタサイクル事業の見直しを進め、さらなる利便性の向

上と利用拡大に取組む。 

                                            

佐渡市は、一般社団法人佐渡観光交流機構を佐渡市における地域ＤＭＯとして登録したいの

で、一般社団法人佐渡観光交流機構とともに申請します。 
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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 佐渡市 

担当者氏名  中川 裕二 

担当部署名（役職）  佐渡市観光振興部観光振興課 課長 

郵便番号  952-1209 

所在地  新潟県佐渡市千種 232 佐渡市役所内 

電話番号（直通）  0259-67-7602 

FAX番号  0259-63-6130 

Ｅ－ｍａｉｌ  s-kanko@city.sado.niigata.jp 

 



法人名：一般社団法人 佐渡観光交流機構

【区域】新潟県佐渡市
【設立時期】平成３０年４月１日
【登録日】平成３０年３月３０日
【代表者】 本間雅博
【マーケティング責任者】 祝雅之
【財務責任者（CFO）】加藤透
【職員数】 ２８名
（常勤２７名（正職員８人、出向５人、嘱託・臨時１４人）
非常勤１人）
【連携する主な事業者】
宿泊、交通、観光事業者、農業、漁業、商工関連
団体、機構会員。（約３７０団体）。

域内事業者、各種協議会。

記入日：令和４年１０月２６日

【該当する登録要件】①

当機構には、宿泊事業者、交通事業者、商工会、農協、漁
協、農山漁村体験推進協議会を始め多様な事業者（正会
員・支部会員・賛助会員・約370団体）の参画により組織運
営しており、正会員による総会にて意思決定を行っている。
また、各地域の特色を生かすため佐渡市を4つのエリア分け
し支部を設置。各支部では支部会員による事業への参画と
支部総会での意思決定を行っている。

合意形成の仕組み

登録区分名：地域ＤＭＯ

法人のこれまでの活動実績

【情報発信・プロモーション】
さど観光なびHP運営（PV数2,740,475（前年
2,154,837）・新着情報掲載数155件）、佐渡
さんぽ・観光マップ・サイクリングマップ等の
作成、Facebook広告・新潟日報・ダイビング
雑誌等での広告宣伝。
【観光資源の磨き上げ】
着地型商品の造成販売、子供向け体験商品
「佐渡ベンチャー」の開発、サイクリングガイド
ツアー商品開発。
【受入環境の整備】
観光案内所運営（３箇所、内２箇所JNTOカテ
ゴリーⅡ）、佐渡クリーン認証制度（コロナ安
全対策）、さどまる倶楽部（会員制度）、だっ
ちゃコイン（観光電子通貨）の運用。

戦略

【主なターゲット】
第1 欧州 30代～40代個人旅行者層
第2 台湾（団体、個人）
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】

欧州：関西国際空港－新潟空港に就航する
LCCの活用、観光圏事業で取組んでいるJR

イーストパス利用者限定で利用できる「SADO-

NIIGATA PASS」の活用、SAKURA QUOLITY

を活用したサービスの向上、レンタサイクルの充
実等を行いながら、日本に到着してから佐渡で
の２次交通を含めて、個人旅行者が佐渡を訪れ
やすい環境整備に取り組む。

台湾：新潟空港、桃園国際空港との直行便就航
を最大限活用し誘客に取組む。旅行会社FAM、

台湾国内イベント参加、直行便機内誌など、団
体、FIT両方にアプローチ。

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

佐渡地区農山漁村体験推進協議会、佐渡市ス
ポーツ協会、インバウンド連絡会、誘客戦略部
会、トレッキング協議会等の島内関係協議会と
の協同事業他、新潟県、佐渡市、新潟市、上越
市、長岡市等との連携を図りながら地域コンテン
ツの磨き上げ、プロモーションを行っている。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】 （R３年度）
会費収入（約900万）、受託事業等収入（2億7400万）、負担金収入（約
7400万）、旅行業収入（約1800万）、雑収入・繰越金（約2300万）

【総支出】 約3億8400万円（誘客宣伝事業支出 約3億5500万、旅行事業
支出 約1700万、管理費支出 約1100万）※R3年年度決算
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
受託事業収入、旅行業収入、レンタル事業他、入島税について今後検討。

マーケティング・マネジメントする区域

ＫＰＩ（実績･目標）

【主な観光資源】
佐渡金山、トキの森公園、小木たらい舟
宿根木、尖閣湾
大野亀、二つ亀
天然杉
ダイビング
トレッキング
サイクリング

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6) (R7) (R8)

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

55.0 47.9 49.9 51.1 52.9 53.6 54.3 55.0

(31.4) (48.4) (49.9) (52.1) (53.9) (53.6) (54.3) (55.0)

46.1 41.4 39.4

(47.0) (43.8) (40.0)

492,000 356,500 361,000 363,700 410,000 456,000 502,000 550,000

(18,200) (14,600) (14,600) (14,600) (164,000) (182,000) (200,800) (220,000)

353,317 189,064 182,794

(14,584) (1,128) (254)

92.0 25.0 25.0 30.0 31.3 32.5 33.8 35.0

(96.7) (25.0) (25.0) (30.0) 31.3 32.5 33.8 35.0

90.5 29.2 39.4

(84.6) (61.5) (85.7)

55.0 37.2 40.9 45.0 49.5 51.3 53.1 55.0

(8.9) (20.0) (20.0) (20.0) (20.0) (20.0) (20.0) (20.0)

33.8 41.4 45.1

(20.6) (7.7) (14.3)

※旅行消費額、来訪者満足度、リピーター率は佐渡市将来ビジョンの2024年に対応した数値。(2020.04.01)

  　なお、佐渡市将来ビジョンは現在改定作業中のため、改定後において目標数値の修正を行う。

実

績

実

績

目

標

目

標

目

標

延べ宿泊者数

（人）

来訪者満足度

（%）

※2020年より

「大変満足」の割合

リピーター率

（%）

実

績

目

標
旅行消費額

（千万円/1

人）
実

績


