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観光地域づくり法人形成･確立計画 

＊今回修正箇所は赤字で表示 

                     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 糸魚川市観光協会 

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 糸魚川市 

所在地 新潟県糸魚川市 

設立時期 平成 29年１月 24日 

職員数 22 人【常勤 7人（正職員 3人・出向等 3人・契約社員 1人）、非常勤 15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） 

尾崎 毅 

（出身組織名） 

親不知観光ホテル代表 

（一社）糸魚川市観光協会の会長として、地域の

パイプ役となっており、在任期間中、様々な取組

で成果を挙げている。 

 

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 

（氏名） 

村田 雅人「専従」 

（出身組織名） 

(株)日本旅行【出向】 

(株)日本旅行からの出向で、地域の特性や独自性

を理解し、地域のブランドの方向性を定め、経営

的なマーケティング戦略の立案実行を推進し、顧

客ニーズに幅広く対応している。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

（氏名） 

杉野 尚「専従」 

（出身組織名） 

糸魚川市【派遣】 

糸魚川市商工観光課からの派遣。博物館運営をは

じめとした糸魚川市の観光行政に長年携わり、行

政との調整も含め観光協会事務局長として赴任。 

プロモーションの 

責任者 

（氏名） 

田代 美里「専従」 

（出身組織名） 

(一社)糸魚川市観光協

会 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業部主任 

主に国内のプロモーションやキャンペーンの企

画、催事運営管理に高い能力を発揮し、各種商談

会等の参加や企画を行い、豊富な経験を活かして

いる。 

 

旅行商品の造成･販売

の責任者 

（氏名） 

村田 雅人「専従」 

（出身組織名） 

(株)日本旅行【出向】 

(株)日本旅行からの出向で、旅行商品の企画造

成、販売に高い知見と広い経験を持ち、組織の中

核となる存在。新規商品開発や売込み、地域内各

業種との調整、受入れ添乗など幅広く活動してい

る。 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

新潟県糸魚川市 

商工観光課（マーケティング） 

農林水産課（一次産業関連） 

建設課  （社会資本整備：） 

都市政策課（地域公共交通） 

企画定住課（財源・地域づくり） 

文化振興課（博物館、文化財、祭り等の連携） 

連携する事業者名及

び役割 

 糸魚川版ＤＭＯ連携会議 

 翠の里糸魚川ツーリズム推進協議会（体験型着地型旅行商品） 

 北アルプス日本海広域観光連携会議（サイクルツーリズム、インバウン
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ド） 

 糸魚川商工会議所、能生商工会、青海町商工会、糸魚川青年会議所（地域

活性、関連商品の開発） 

 糸魚川旅館組合、糸魚川民宿協会（宿泊施設） 

 JR西日本、えちごトキめき鉄道、糸魚川バス、糸魚川タクシー、小型タクシー

（二次アクセス改善） 

 糸魚川ジオパーク観光ガイドの会（ツアーガイド） 

 糸魚川観光物産センター、能生町観光物産センター（情報発信、物産販

売） 

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）①② 

（概要）多様な関係者が参加する糸魚川版ＤＭＯ連携会議（登録要領Ⅴ

(2)〔1〕②に該当）を設置し、着地型旅行商品開発に向けた検討を行っ

ている。また、日常的な事業の調整等については事務局で対応し、役員

会で審議し、連携する市とはほぼ月１回のペースで行う。 

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 

 

 県内大学教授による市民向けの、アフターコロナでの今後の観光について

の講演会開催協力を行った。 

 市内高校の総合的な探究発表会に参加し学校との連携を深めた。 

 駅や周辺の市街地等の歩道や施設での、バリアフリー対策を審議する移動

円滑化促進方針の策定委員として参画。 

 市内小中学校、県立高校の生徒に向けて、糸魚川ユネスコ世界ジオパーク

のまちと観光業の取組について説明した。 

 二次交通の円滑な運行を実施するための地域公共交通協議会に参画。 

 市内最大の夏のイベントである「糸魚川おまんた祭り実行委員会」の事務

局に職員１名を派遣し、観光地域づくりの支援を行った。 

法人のこれまでの 

活動実績 

（活動の概要） 

旅行商品造成のテーマを、糸魚川の観光素材である「石(石拾い)」「森(盆

栽、森散策)」「鉄(鉄道)」に絞り込み、「食」と絡めた旅行商品の造成販売、

教育旅行の誘致等に臨んでいる。 

 

１ 情報発信プロモーション 

 着地型旅行商品の予約受付・決済システムの構築 

（令和２年度ホームページ改修事業） 

○観光協会ホームページのユーザー数  

2021（R3）年度 30万人  対前年度比 111％ 

 インバウンド対応 

北アルプス日本海広域観光連携会議と連携して、2017(H29)-2019(R1)

年度までの３年間、台湾をターゲットとしてサイクルツーリズムを中心

にモニターツアーを実施した。2020(R2)年４月から６月には、６本のツ

アー催行予定があったがコロナで中止となった。 

 2019(R1)年８月、新潟県の海外旅行博等出展支援事業補助金を活用

し、台湾の旅行担当者との商談会に参加。台南９社、台北 32社と商談

した。サイクリングには興味があり、白馬バレー観光地との連携には関

心が高いが、東京からのアクセス面、費用面が課題となっている。富山

空港からの動線を整理し、大型バスの移動可能な高浪の池は好印象だっ

た。 

○観光協会ホームページの多言語対応は英語に加えて、令和元年度に中

国語(繁体･簡体)を追加した。 

○令和２年度にインバウンド戦略プランを策定し、今年度はチームを組

織して具体的な事業の計画中。 
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２ 受入環境整備 

 観光案内所の管理運営（通年５カ所） 

糸魚川駅（アルプス口、日本海口、自由通路） 

道の駅：マリンドリーム能生、親不知ピアパーク 

インバウンド対応では、糸魚川駅の南北観光窓口２か所には、多言語対

応翻訳機２台を設置し、他の窓口での設置を推進する。 

 糸魚川駅自由通路に観光案内所を設置して、駅の流動調査と混雑時のお

客様の案内を円滑に行っている。 

 糸魚川ジオステーションジオパルの管理運営 

糸魚川駅アルプス口にあるジオパルは、ジオパーク観光インフォメー

ションセンター（案内所・観光協会事務局が併設）、キハ 52待合室、ジ

オラマ鉄道模型ステーションと、３つのエリアに分かれており、初めて

来訪したお客様に糸魚川の魅力をお知らせする重要な観光施設の一つと

なっており、当該施設の管理を市から受託することで財源の確保に努め

ている。 

   ○年間の入場者数は約 30万人 

 市内観光施設送客貸切バス支援事業の創設 

 コロナ禍による観光需要が減少し、航空機や JR利用の遠方への旅行

が回避され、マイクロツーリズムの進展もあり、特に教育旅行を中心と

した「近場のバス旅行」が増加傾向であることから、県内・隣県・近県

を対象に貸切バス経費の支援を行い、市内観光施設への誘客を図った。 

○実績：2021(R3)年度 申請 202件 実施 42件 中止 157件 

 コロナ禍による需要の変化により、テレワークに対応するため、

2021(R3)11月から観光案内所エリア内にワーキングスペースを設置

し、観光地の魅力向上を図った。 

○実績：2021(R3)年度 39件 

 冬の風物詩「あんこう祭り・あんこうフェア」 

糸魚川の冬の風物詩である糸魚川荒波あんこう祭りは、糸魚川地域、

能生地域、青海地域の３会場で行い、地元の県立海洋高校の生徒らによ

るあんこうの吊るし切り実演やあんこう汁の販売を行った。また、あん

こうフェアでは 12月～３月の期間に市内であんこう料理を堪能できる

飲食店の参加を募り、冬期の地域経済の活性化に取り組んだ。 

   ○あんこう祭り入込数：例年約 3,000人(３会場合計) 

３ 観光資源の磨き上げ 

 ヒスイマスターツアー 

ユネスコ世界ジオパーク認定、国石ヒスイのまち糸魚川の海岸の石拾

い体験を通して、日本列島の歴史や縄文時代からの世界最古のヒスイ文

化についての学びを深めることで、観光素材としてのヒスイの魅力向上

に努めてきた。 

○2020(R2)年度 ８本 108人/2021(R3)年度 6本 122人 

 「翡翠婚式」モニターツアー事業 

糸魚川市の祭神ヌナカワヒメとオオクニヌシノミコトが結ばれた古事

から、縁結びの地として結婚 35周年を記念する翡翠婚式を当市で挙行

し、ご夫婦のこれまでの互いへの感謝と今後の健康と幸せを記念する儀

式を行うモニターツアー（5組 10人）を、市及び商工会議所等の協力

を得て実施し、国石ヒスイや地元産品の消費拡大の推進、並びに翡翠婚

式の「ブランディング」を行った。 

 市が主催する真柏活用プロジェクトにおいて、観光協会でモニターツア

ーを受託した。盆栽の王様と言われる糸魚川真柏の盆栽作りと、糸魚川

真柏の原産地で有名な明星山の見学などのツアーを通して、糸魚川真柏

の知名度向上を図るとともに、盆栽が日本の文化や美術、芸術、哲学的
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な要素も含まれていることから、長期的な視点で磨きあげているとこで

ある。 

 トワイライトエクスプレス再現車両のレストラン活用 

 2016(H28)年 12月 22日の駅北大火で、市街地の 147棟の家屋等が焼

失した。西日本旅客鉄道株式会社より、大火復興の賑わい創出の活用に

と、2015年３月に引退したトワイライトエクスプレス車両内の調度品

をいただいたことをきっかけに、糸魚川市で地場産の杉を使って車両を

再現し、使用されていた本物の椅子やテーブル、電灯やカーテン、ソフ

ァー等を設置して、食堂車と寝台車の一部を合体した再現車両が完成し

た。2020(R2)年８月に糸魚川駅に設置され、その管理を観光協会が受託

した。同年 12月から、車内でのランチ販売を開始し、市内業者５店か

ら選べる地元産食材を使った料理を提供して、観光素材の利活用に努め

ている。 

○トワイライトエクスプレス昼食 2021(R3)年度 12本 33人 

○全ツアー本数   

2020(R2)年度 52本 740人/2021(R3)年度 110 本 2,980人 

 

実施体制 （実施体制の概要） 

 （一社）糸魚川市観光協会が母体となり、交通事業者、宿泊業者、飲食業

者、農業者、行政など多様な関係者が参画する、糸魚川版ＤＭＯ連携会議

を設置し、着地型旅行商品の企画や目標設定し、課題意識の共有化を図っ

ている。 

 この連携会議で企画された旅行商品は、旅行業を取得した糸魚川市観光協

会により販売し、アンケート調査等によりデータ収集と検証を行い、課題

意識を持ちながら目標達成に向けて分析を行っている。 
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（実施体制図） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（糸魚川版ＤＭＯ連携会議によるＰＤＣＡサイクルの構築） 
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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】 

 2005(H17)年に、１市(糸魚川市)２町(能生町・青海町)が合併して現在の糸魚川市が誕生し、2015(H27)

年度には旧１市２町の３つの観光協会が合併して、「糸魚川市観光協会」が発足し、旧３つの観光協会

は支部として各地域のイベント等を担うこととなった。 

 新たな糸魚川市観光協会は、市域が2009(H21)年に日本初の世界ジオパークに認定され、24ケ所のジ

オエリアを基本に、特色ある自然と文化、食等を基本に、持続可能な観光施策を推進している。 

 また、2015(H27)年には、北陸新幹線糸魚川駅開業を記念して糸魚川駅の乗降利用やキャンペーン等に

よる認知度向上、2013(H25)年には糸魚川駅を中心として、加賀街道（北前船）や塩の道等で所縁のあ

る近隣の市町村で組織する「北アルプス日本海広域観光連携会議」（糸魚川市、上越市、朝日町、小谷

村、白馬村、大町市）を組織し、鉄道会社と連携押してサイクリングでの輪行バッグの無料貸出、食の

イベント等でのシャトルバス運行事業を行い、広域による魅力アップや観光消費額の向上等を推進し

ている。 

 

【観光客の実態等】 

 北陸新幹線糸魚川駅の１日平均乗降者数について、開業時の2015(H27)年度の通常期は973人、ゴール

デンウイーク、お盆、秋の行楽時季、年末年始等の繁忙期の1,872人を基準に比較すると、2018(H30)年

度の通常期は1,019人、繁忙期で1,719人、2019(R1)年度の通常期は983人、繁忙期は1,671人と、繁忙期

 

日 本 海 

JR大糸線 

北陸新幹線 

富山県 

朝日町 

長野県 

小谷村 

妙高市 

糸魚川駅 

 

●海 

焼山 

雨飾山 

明星山 

●フォッサ 

マグナパーク 

●ヒスイ峡 

●シーサイド 

バレースキー場 

●シャルマンド 

火打ちスキー場 

●マリン 
ドリーム能生 

●親不知 
ピアパーク 

●フォッサマグナ 

ミュージアム 

♨ 

♨ 

♨ 
♨ 

♨ 
♨ 

♨ 

♨ 

長野県 

白馬村 

糸魚川地域 

能生地域 

●栂海新道 
縦走登山コース 

青海地域 

●玉翠園 

谷村美術館 

ヒスイ海岸 

親不知海岸 
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では減少傾向である。 

 近年のコロナ禍により、観光入込総数は減少傾向であることから、着地型旅行商品数の増加に向けて

企画販売、プロモーション等の強化が急務である。 

 そのため、2019(R1)年度より旅行会社から職員１名の在籍派遣をしていただき、旅行商品の企画造成

販売、プロモーション等を実施し、職員のスキル向上面でも成果をあげている。 

 

【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】 

 博物館：フォッサマグナミュージアム（国石ヒスイ、石の博物館）、長者ヶ原考古館（縄文土器と世界

最古のヒスイ文化） 

 美術館･庭園：翡翠園、玉翠園・谷村美術館 

 文化財：国指定重要無形民俗文化財(４件)：天津神社春季大祭の舞楽、能生白山神社春季大祭の舞楽、

根知山寺の延年、青海の竹のからかい。／その他：相馬御風生家、歴史民俗資料館（相馬御風記念館）、

能生白山神社宝物殿（船絵馬の展示）など。 

 自然：天然記念物（小滝川ヒスイ峡、青海川ヒスイ峡、糸魚川－静岡構造線の断層露頭）、フォッ

サマグナパーク（断層露頭）、高浪の池、海谷渓谷、山（雨飾山・新潟焼山・栂海新道・小蓮華山など）

／ヒスイ海岸、親不知、能生弁天岩／美山公園、神道山公園、森林公園高ノ峰プラトー／ 

国立公園（2）：妙高戸隠連山、中部山岳／県立公園（3）：久比岐、白馬山麓、親不知子不知 

 スキー場：シャルマン火打スキー場、シーサイドバレースキー場 

 商業施設：ヒスイ王国館、大規模セリ施設（能生漁港）、加賀の井酒造／道の駅：マリンドリーム能生、

親不知ピアパーク 

 文化施設：糸魚川市民会館、青海きらら文化会館 

 イベント：日本海クラシックカーレビュー、バイクミーティング、食の祭典、花めぐり等の観光バス、

糸魚川荒波あんこうフェアやあんこう祭り等。 

 

【観光資源の活用】 

 日本初のユネスコ世界ジオパーク認定の地として、日本列島の歴史と大地の恵みを観光素材として、

旅行商品の企画に役立てている。特にフォッサマグナパークでは東西の断層の違いや親不知の断崖絶

壁の地形、海岸での石拾いツアーでは石の種類の多さやヒスイの存在から、日本列島の成り立ちを学

び、食ではベニズワイガニやあんこう等をはじめ魚種の多さ、沿岸漁業の営み、食文化や祭り、地滑台

地の災害の痕跡等から、自然の恩恵と人々の知恵や暮らしを体感できる地として、活用に取り組んで

いる。 

 地形の成り立ちから、日本海沿岸の加賀街道や塩の道として知られる千国街道等の歴史的古道がある

ことから、沿線の市町村と連携した活用に取り組んでおり、特に冬季のあんこう祭やフェアに合わせ

たシーフードシャトルバス運行やサイクリング等、季節に応じたイベント等を開催して誘客推進して

いる。 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

 温泉、海水浴の受入を含め市内宿泊施設４７施設、７地域の温泉宿泊の主要11施設では 1,191人/日の

収容人数である。 

 市に隣接する広域エリアには、大町温泉郷、白馬小谷ペンション群の宿泊施設がある。 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

 北陸新幹線（東京駅：２時間10分/大阪駅４時間10分）、JR大糸線、えちごトキめき鉄道（令和３年３

月新駅設置）、糸魚川バス、タクシー、レンタカー、定期観光バス、ワンコインバス、レンタサイクル

などの二次交通がある。 

【外国人観光客への対応】 

 糸魚川駅の観光案内所２カ所（アルプス口・日本海口）では、多言語翻訳機を配置して対応して

おり、アルプス口観光案内所には、英語対応の職員１名を配置している。 

 ホームページでは、英語、中国語（簡体字、繁体字）の対応をしている。 
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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 

Webサイトアクセス状況 
地域に対する顧客の関心度や事業

効果を把握するため 

観光協会ホームページページのユ

ーザー数 

延べ宿泊者数 事業効果を把握検証するため 宿泊施設に調査 

旅行消費額 
地域経済に対する割合と顧客単価

の分析のため 

観光施設で来場者に聞き取り調査

を実施 

来訪者満足度 受入体制の事業検証のため 
観光施設で来場者に聞き取り調査

を実施 

リピーター率 受入体制の事業検証のため 
観光施設で来場者に聞き取り調査

を実施 

観光入込総数 事業効果を把握し検証するため 市の調査データの提供を受ける 

観光案内(糸魚川ジオステー

ションジオパル)利用者数 

北陸新幹線糸魚川駅を中心とした

情報発信の効果検証のため 
観光協会で調査 

フォッサマグナミュージアム

入館者数 

ジオパークの情報発信の核となる

入館者を分析するため 

フォッサマグナミュージアムで調

査 

観光協会が関わるツアー本数 着地型旅行商品事業検証のため 観光協会で調査 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
糸魚川市は、2005(H17)年に１市(糸魚川市)２町(能生町・青海町)が合併して以来、人口減少が続い

ていており、後継者不足等で宿泊や飲食、物産関係等は厳しい状況にある。 

一方、市域には、日本海から北アルプスの山々まで壮大なスケールで大地が広がり、個性豊かな自

然や森林資源、ヒスイ・石灰石等の鉱物資源、水資源などが豊富で、フォッサマグナと糸魚川-静岡構

造線は日本列島誕生を物語る世界的な学術資源があることから、ユネスコの「世界ジオパーク」に

2009(H21）年８月、日本初の認定を受けた。 

これをきっかけに、地球や日本列島の成り立ち、自然環境や資源の恵み、人間の関わりなど、歴

史、食等について、市内の小中学校の地域学習（ジオパーク学習）で取り入れられ、故郷への誇りへ

の醸成が行われている。また、2016(H28)年９月には、日本鉱物科学会により、日本を代表する「国

石」としてヒスイが選ばれ、シティプロモーションにおいて「石のまち糸魚川」をキャッチフレーズ

にして市と協会等で推進し、広がりを見せている。 

また、2016(H28)年 12月 22日に発災した、糸魚川駅北大火で 147棟を焼失したが、復興まちづくり

が始まり、新しい街並みが整備されるにつれて、市外から災害に強い街づくりについて学びに来ら

れ、街歩きツアーが始まった。 

この様な状況の中、移住・定住の促進や地域資源を活かした経済活性化等の取組が様々な関係者に

より行われてきており、観光地域づくり法人を核として持続可能な社会に向けた対策を図りながら、

当市の自然や食などの観光資源を再認識、再活用し、新たな雇用の創出や交流人口の増加、地域コミ

ュニティの活発化につなげることとしている。 
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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） 
 糸魚川ユネスコ世界ジオパーク認定 

 世界最古のヒスイ文化発祥の地 

 ヒスイが国石に認定 

 多様な食材(農産物、海産物、山菜･･･etc) 

 日本海と北アルプスの山々が近い 

 （海･山･川、多様な自然環境） 

弱み（Weaknesses） 
 観光ガイドの高齢化と育成強化 

 二次交通の不足 

 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 
 北陸新幹線の延伸、北陸自動車道 

 加賀街道、塩の道等の歴史的古道 

 SDGｓ活動の広がり 

 

脅威（Threat） 
 新型コロナウイルス感染症拡大による影響 

 地域社会の過疎化 

 大規模自然災害（土砂崩れ等） 

 

※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／国内旅行観光客（県内・隣県・近県）と教育旅行 

○選定の理由（国内旅行観光客：県内･隣県･近県） 

 2020(R2)年度の市の観光統計調査（方面別宿泊施設入込客数）では、これまでも県内(36％)が１番、

関東圏(21％)が２番で変わらずであったが、県内比率が増加した。 

 長野県、富山県、石川県からも、北陸自動車道を利用して、海水浴や食のイベント等で安定して訪れ

ている。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響から、県内、隣県、近県からのバスツアーや自家用車での

ファミリー層等をターゲットとする。 

 

○取組方針 

 宿泊者の満足度調査では、「食や温泉」を目的としたリピーター率が高いことから、宿泊施設と連携

して、季節に合った地元産の山海の幸を活用した「食」の提供や、海や森でのゆったりとした時間を

過ごせるような学びや体験を素材にしたプロモーション等を行う。 

（冬季以外） 

 「食」では、ベニズワイガニや甘エビが人気のほか、沿岸付近で深海となる地形により魚種が豊富。

ベニズワイガニの食べ方の動画配信など、旅マエでの動機付けによる消費額の向上を目指す。 

 「体験」では、石拾いが幅広い年齢層が参加できるプログラムであり、日本列島の成り立ちや人々の

暮らしや関わり等を中心に事業展開を行う。 

 キャンプ場やサイクルツーリズムなどアウトドアを中心にした誘客が見込まれることから、海岸付近

では能生海岸や青海ラベンダービーチ等への宣伝等を推進する。 

（冬季） 

 あんこう料理は、県内や隣県、近県では味わえない独自性がある。あんこう祭りやあんこうフェア等

の開催により、閑散期となる冬期間の有力な観光素材として誘客を推進し、延べ宿泊者数や観光消費

額の向上を目指す。 

 

○選定の理由（教育旅行） 

 高速道路や新幹線など交通の利便性が高いことや、糸魚川ユネスコ世界ジオパークに代表する変化に

富んだ自然があることから、学習要素の高い活動いや、アクティビティ、ヒーリングスポットを目的

とするリピーターの獲得を目指す。 

 日本列島の成り立ちと活動、人々の暮らしなどから、新学習指導要領（令和３年）「大地の成り立ち

と変化」について、フォッサマグナミュージアムや長者ヶ原考古館、国指定天然記念物の小滝川ヒス
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イ峡などを題材として、ＳＤＧｓへと繋げる学びや体験の実施を目指す。 

 

○取組方針 

 市内には多様な地質や鉱物、化石等があり、世界最古のヒスイ文化発祥の地として、日本列島の成り

立ち、特色ある祭りや食等の文化を通して、大地と人々、地域や社会との関わりなどを学ぶことがで

きる強みを活用した取組を行う。 

 

○ターゲット層／国内旅行観光客（関東圏・関西圏・隣県） 

○選定の理由 

 観光統計(方面別宿泊施設入込客数)では、多い順は関東圏は県内に次いで２番目、北陸・関西は

４・５番目であり、北陸新幹線の敦賀延伸が 2024(R6)年開業予定であることから、通年での誘客が

期待される。 

 

○取組方針 

 糸魚川市の観光資源を「石」「森」「鉄道」等のテーマ別に分類して明確にし、着地型旅行商品の企

画造成、プロモーションを推進していく。 

 通年を通して、北陸新幹線や上信越自動車道により、長野、群馬、関東エリアへの商談会やキャンペ

ーン参加など、上越市・妙高市と連携した誘客推進を行う。 

 結婚35周年を記念した「翡翠婚式」のブランド化を推進するため、えちごトキめき鉄道と連携してリ

ゾート列車「雪月花」を活用し、地場産品の企画販売しているグループ「むすびいと」等と連携して

ブランド化を推進する。 

 塩の道（千国街道）とＪＲ大糸線の利活用、日本海沿岸沿いの国道（加賀街道）とえちごトキめき鉄

道の観光急行等を活用して、首都圏からの誘客を推進する。 

（冬季以外） 

 サイクルツーリズムの推進のため、Ｅバイクの導入や輪行バッグの無料貸出、鉄道会社と連携したサ

イクルトレインを推進する。 

（冬季） 

 スノーリゾートキャンペーンでは、白馬バレーエリアと連携したスキー場の誘客と、冬の食材の名物

である「糸魚川荒波あんこう」を、北陸、関西圏へ営業展開することにより誘客を強化する。 

 

○ターゲット層／インバウンド（通年：台湾／冬季：オーストラリア・ニュージーランド） 

○選定理由 

 北アルプ日本海広域観光連携会議(糸魚川市･上越市･朝日町･小谷村･白馬村･大町市)で、2018(H30)か

ら 2019(R1)年度までの３年間、台湾の旅行会社やメディア招聘事業で久比岐自転車道試走、道の駅マ

リンドリーム能生等のＰＲ、外国語版のパンフレット配布、商談会参加等を実施しており、インバウ

ンド回復後の誘客が期待される。 

（冬季） 

 冬季の長野県白馬村に滞在する外国人宿泊者数は、コロナ禍前の冬期間で約 11 万人と増加傾向にあ

った。国別の比率の内訳では、オーストラリアが約 40％、香港・台湾で約 20％と高い割合を占めて

おり、１年のうちで 12月から翌２月までの間で、約 75％を占めていた。 

 白馬から糸魚川までの距離は約 40km、車で１時間程度であり、海産物等の食事を糸魚川市内で提供で

きるよう、５年間「シーフードシャトルバス」を冬季運行してきた。利用人数は 2015(H27)年度の 100

人から、2017(H29)年度は 140 人（40%増）。バスの運行日以外でも、シャトルバスのリーフレットを

持参した外国人来訪者が増加しており、観光入込客数の増加と宿泊への誘客が見込まれる。 
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（冬季以外） 

 旅行会社やメディア等の招聘事業、映像やパンフレット等を配布して誘客に繋がる情報発信を実施す

る。 

 海岸を並走する全長約 32km の「久比岐（くびき）自転車道」を活用したサイクルツーリズムの推進

により、上越市や妙高市と連携した、海と山の魅力を活用して、海外の誘客を推進する。 

 

○取組方針 

（冬季） 

 今後とも白馬村や小谷村、大町市と連携した事業を展開し、白馬バレー＆シー（海）としてお互いの

強みを活かした取り組みを推進し、広域的な周遊を図る。 

 夕食に限らず、糸魚川市内の観光施設や体験施設など、来訪機会の拡大を。 

（夏季） 

 香港・台湾を中心とした東南アジアについては、サイクルツーリズムを中心に、久比岐自転車道を

活用して上越・妙高エリアとの連携も進んでいる。また、自転車での通行の難所となっている国道

148号の「姫川渓谷」と、国道８号の「親不知」の区間のスムーズな移動方法について、輪行バック

の無料貸出等を実施し、山のサイクリング、海のサイクリングのといった広域的な魅力向上による

相乗効果を目指により、観光消費額向上を目指す。 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト フォッサマグナと日本の国石ヒスイ、石のまち糸魚川 

②コンセプトの考え方  2009(H21)年８月 22日、日本最初のユネスコ世界ジオパークに認定

された。また、2016(H26)年９月には、日本鉱物科学会により、日本

を代表する「国石」としてヒスイが選ばれた。このことを背景に、

市内の資源（宝物）を守りながら活用し、持続可能な地域の発展を

目ざすことを観光誘客のコンセプトの基本としている。 

また、シティプロモーションで「石のまち糸魚川」を掲げ、観光に

おいても地域の資源を再認識し、地域の魅力を効果的に発信すると

ともに地域への誇りを持つ市民の増加を図る役割を担っている。 

 

 誘客推進のテーマとしては、「石」「森」「鉄」を掲げ、地域の特色あ

る「食」を加えて、変化に富んだ自然や多様な文化を体感する旅行

商品の企画販売を推進している。 

 「石」では、海岸での石拾い体験を通して、ヒスイや石の種類が多

いことから日本列島の成り立ちへつながること。 

 「森」では、２つに国立公園と３つに県立公園を有し、森林資源の

役割と木地職人の歴史、盆栽の王様と言われる糸魚川真柏のミニ盆

栽作りを体験から、森と水の関係など、森林資源の大切さへつなが

ること。 

 「鉄道」では、えちごトキめき鉄道のリゾート列車「雪月花」を活

用した翡翠婚式のブランド化を図り、2021年３月開業の「えちご押

上ひすい海岸駅」下車でヒスイ拾いができ、塩の道沿線の大糸線と

連携した誘客や鉄道模型ステーションジオパルの活用、イベント実

施を推進し、鉄道の歴史と役割を学び楽しんでもらう。 

 

 海岸での石拾い体験は、教育旅行や家族等、対象は幅広くリピータ

ーも多い。天候に左右される場合があるが時間的な融通がきくこと

から人気度は高い。「森」「鉄」は、「食」や宿泊等もからめてターゲ

ットを絞りこんで誘客推進する。 
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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 

 2017(H29)年10月4日 糸魚川版DMO連携会議を設立して、多様な関

係者との合意形成の場を設置した。 

 2018(H30)年度は、DMO連携会議を２回開催した。また、着地型旅行

商品の造成に関係する宿泊施設や観光施設で構成した「旅行部会」

をDMO連携会議内に設立し、年３回会議を開催した。 

 2019(R1)年6月24日 第1回 主な温泉宿泊施設 地域内の各種イ

ベントと二次交通（タクシー）を利用したプランの造成について協

議した。 

第２回7月24日 インバウンド推進委員会との連携強化について、

白馬バレーの状況を確認し、台湾をターゲットとしたモニターツ

アーの立ち寄り場所や体験等（高浪の池、サイクリング、食 等）

について協議した。  

 2020(R2)年１月15日 昨年１年を振り返り、内容を検証。着地型旅

行商品19本を実施し、目指せヒスイマスター（石拾い）は人気度が

高い商品となっていたことから、次年度はテーマを絞って企画造

成等を行うことした。コロナ禍でのマイクロツーリズムを重点に

近隣県の営業展開やプロモーションについて協議した。 

 ５月以降、緊急事態宣言やコロナ禍により、関係者と協議し、市と

連携してＤＭＯ連携会議メンバーや観光協会会員に向けて、協同

意識を持って感染防止対策をしっかり実施していることを宣言し

て明示する、「新型コロナ対策推進しています」ステッカーを製作

して、アフターコロナに向けた取り組みを行った。 

 ＤＭＯ連携会議メンバー（温泉宿泊施設等）で、コロナウィルス感

染防止対策の具体的な対応方法として、お客様へ料理の出すタイ

ミングやデザートは部屋の冷蔵庫に入れておくなど、各業種のガ

イドラインの情報を共有した。 

 市が実施する統計調査に加えて、観光協会独自で主要温泉施設

（DMO連携会議メンバー）の宿泊者統計調査を実施し、ターゲット

層の絞り込みや、食やイベント等でポスターやチラシの作成配布、

FMラジオやテレビCMなどを活用して、 メリハリのあるプロモーシ

ョンを実施した。現在はコロナ感染症対策で中止している。 

 2021(R3)年12月16日 第1回会議 ＤＭＯ連携会議の多様な職種

が参加している中からチームを作って、よりコンセプトの構築や

企画提案していく体制とし、賛同者と商品企画する。インバウンド

推進委員会をＤＭＯ組織に組み込んで活動していく事について合

意を得た。コロナの感染状況を見据えつつ、２か月に1回のペース

で開催擦る予定。 

 「石・森・鉄」をコンセプトに、ジオパークを背景とした糸魚川の

独自性のある観光資源を活かした観光地域づくりを推進するた

め、糸魚川版ＤＭＯ連携会議による合意形成を図り、糸魚川ならで

はの旅行商品化と観光地域づくりを進めていく。 

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 

 コロナ対策としての認証制度の継続、宿泊施設の「サクラクオリティ」の

導入を推進する。 

 四半期ごとに宿泊者数のデータを市と観光協会で共有しており、素早
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い対応ができる体制を構築している。 

 着地型旅行商品の販売や手配業務を一元的に進めており、ツアー参

加者へのアンケート調査結果を、宿泊施設、観光施設等と情報共有

し、満足度の向上に活用している。 

 糸魚川版DMO連携会議で、着地型旅行商品企画や販売への意見交

換を行うことで、各事業の情報共有と満足度やリピート率の向上等に

向けた協議を行い、データに基づくＰＤＣＡサイクルを構築する。 

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･プロモーショ

ン 

 糸魚川市観光協会のホームページ内の旅行受付サイト「旅する糸

魚川」を 2020(R2)年度に一新し、旅行商品の販売、予約、決裁を

一元化した。 

 今後もＳＮＳ等を充実し、体験や食に関する動画配信を推進し、

多くのフォロワーにより情報の拡散を図る。 

 乱立傾向にある観光関連ＨＰを一元化し、観光客に分かりやすく

情報を入手できるようにする。 

 

６. ＫＰＩ（実績・目標） 

（１）必須ＫＰＩ 

※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

 

  

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 

50,000 50,000 35,000 35,000 40,000 45,000 

（－） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

46,900 26,000 29,700    

（－） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

200 200 130 130 140 150 

（3.7） （4.0） （4.0） （0.2） （4.0） （5.0） 

実

績 

168.4 125.9 127.2    

（1.9） （0.2） （0.2） （  ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

90 90 90 90 90 90 

（－） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

79 80 86    

（－） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

75 80 80 80 80 80 

（－） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

79 78 76    

（－） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 
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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】 

 日本列島東西文化の境目として、糸魚川市はその地質的特徴から、2009(H21)年に日本初のユネス

コ世界ジオパークに認定され、地形や地質がもたらす「食」、「文化」、「教育」を活用しながら交流

人口の拡大に努めてきた。北陸新幹線糸魚川駅開業の 2011(H23)年度から「糸魚川ジオパーク観光

動態調査」を市で実施し、データの共有化を図っている。 

 2017(H29)年 10月に「糸魚川版ＤＭＯ連携会議」を設立し、着地型旅行商品の開発と、多様な関係

者との合意形成の場を設置する事ができたため、これらの指標を、宿泊施設や観光施設など、民間

主導での活用と戦略に活かせる仕組みづくりができてきた。2019(R1)年度からは組織強化により、

目標達成に向けて着地型旅行商品の企画造成、販売を増加させている。 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

 宿泊施設の利用傾向が、１泊２食付から朝食のみが増加しているなど、全体的な消費単価が減少す

る中、いかに単価を上げていくかが課題となっている。 

 ＤＭＯ連携会議では、「糸魚川でしか食べられないメニューやお土産品」について意見交換されて

おり、糸魚川商工会議所が展開するブランド商品「むすびいと」と連携して、旅行者が消費意欲を

高めるようなブランド化や演出を促進し、旅行先でのプラスワンとなるお土産品の開発(1,100円程

度)を行うことで購買意欲を向上させ、１人当たり旅行消費額を 2017(H29)年度実績 18,794円/人か

ら約 6.5％上の 20,000円/人は、2020(R2)年度に 20,651円/人となり、2021(R3)年度では 23,344円

/人となった。今後も引き続き単価上昇を目指していく。 

●延べ宿泊者数 

 コロナ禍ではあったが、国や県、市の宿泊キャンペーンの発行により、宿泊者数の増加が図られた

が、まだ厳しい状況が続いている。 

 例年、冬期間での宿泊者数が少ないことから、糸魚川の観光素材「糸魚川荒波あんこう」を中心と

した料理や、地酒を結びつけて宿泊に繋がる事業展開を進め、2023(R5)年度述べ宿泊者数 140,000

人を目指す。 

●来訪者満足度 

 来訪者満足度は、概ね 80％前後を推移している。「施設・景観」「お店の対応」「お土産」の３項目

について調査しているが、お土産の満足度が約 65％程度と低迷しており、土産品開発とブランド化

が急務となっている。 

 各施設での顧客データやニーズ把握を共有し、既存のお土産品の特徴を強調する演出などブラッシ

ュアップや販売施設での演出改善を行い、全体の来訪者満足度の底上げを行いながら、観光圏のト

ップ水準となる満足度 90％を目指す。 

●リピーター率 

 リピーター率は非常に高く、小滝川ヒスイ峡・高浪の池での絶景やフォッサマグナミュージアムで

の鉱物や地質の学習、道の駅マリンドリーム能生でのベニズワイガニの食事など、旅マエから目的

を持って来訪されるお客さまが増加している。 

 新規来訪者の掘り起しも重要であり、ジオパークを基本とした独自性を意識した観光素材を、映像

や動画などを使ってプロモーションすることにより、現地訪問への動機付けとなる体験商品を企画

造成して、ハイブリッド観光による新たな顧客の獲得を推進する。 

 令和３年度リピーター率 80％を目指し、観光消費額や宿泊者数の増加を図る。 
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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】 

 必須ＫＰＩと同様、糸魚川市全体の経済動向を注視して新たに追加設定していく予定。 

【設定にあたっての考え方】 

●観光入込客数 

市が実施する 117地点（温泉・名所旧跡・祭・スキー場等）の観光入込客調査地点による観光統

計による数値で、月別やジャンル別等の状況も把握できる基本的なデータである。 

●ホームページのユーザー数 

 糸魚川市観光協会のホームページ内の旅行受付サイト「旅する糸魚川」を 2020(R2)年度に一新し

たことにより、アクセス数が増加しており、毎年 10％程度の増加を見込んでいる。 

●Facebookフォロワー数 

 SNSの利用者数は増加を見据えて、毎年 400件程度の増加で見込んでいる 

  

  

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 

●観光入込客数 

（人） 

目

標 

2,200,000 2,000,000 1,300,000 1,600,000 1,700,000 1,800,000 

（3,300） （3,000） （2,250） （2,550） （3,000） (5,000) 

実

績 

2,177,480 1,201,860 1,340,160    

（1,902） （198） （20） （－） （－） (―) 

●ホームページ 

のユーザー数

（人） 

目

標 

230,000 250,000 270,000 300,000 320,000 340,000 

（－） （－） （－） （－） （－） (―) 

実

績 

283,905 291,808 303,573    

（－） （－） （－） （－） （－） (―) 

●SNS/Facebook 

 フォロワー数 

（人） 

目

標 

1,500 1,700 2,000 2,400 2,800 3,200 

（－） （－） （－） （－） （－） (―) 

実

績 

1,672 1,922 2,224    

（－） （－） （－） （－） （－） (―) 
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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 

57,284,914 円 【会費】 4,661,000円 

【市からの補助金】 21,280,000円 

【公物管理受託】 23,274,000円 

【旅行業】 238,985円 

【収益事業】 1,643,972円 

【雑収入】 6,186,957円 

  

2020（Ｒ２）

年度 

53,725,925 円 【会費】 0円 

【市からの補助金】 22,366,000円 

【県からの補助金】 56,236円 

【公物管理受託】 22,684,000円 

【旅行業】 538,757円 

【収益事業】 

【雑収入】 

1,831,529円 

6,249,403円 

 

2021（Ｒ３）

年度 

57,902,145円 【会費】 2,315,000円 

【市からの補助金】 22,000,000円 

【公物管理受託】 23,779,000円 

【旅行業】 1,350,000円 

【収益事業】 2,988,000円 

【雑収入】 4,338,000円 

  

2022（Ｒ４）

年度 

58,000,000円 【会費】 2,315,000円 

【市からの補助金】 22,000,000円 

【公物管理受託】 23,700,000円 

【旅行業】 2,000,000円 

【収益事業】 3,500,000円 

【雑収入】 4,485,000円 

2023（Ｒ５）

年度 

59,000,000円 【会費】 2,300,000円 

【市からの補助金】 22,000,000円 

【公物管理受託】 23,700,000円 

【旅行業】 2,500,000円 

【収益事業】 4,000,000円 

【雑収入】 4,500,000円 

2023（Ｒ６）

年度 

60,000,000円 【会費】 2,300,000円 

【市からの補助金】 22,000,000円 

【公物管理受託】 23,700,000円 

【旅行業】 3,000,000円 

【収益事業】 4,500,000円 

【雑収入】 4,500,000円 
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（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳  

2019（Ｒ１） 

年度 

50,626,179 円 【観光宣伝･キャンペーン事業】 3,173,513円 

【観光客受入事業】 712,268円 

【誘客推進事業】 2,125,439円 

【インバウンド推進事業】 200,000円 

【観光イベント事業】 6,561,540円 

【案内所等受託事業】 18,411,215円 

【旅行業事業】 181,676円 

【一般管理費】 19,260,528円 

2020（Ｒ２）

年度 

51,910,732 円 【観光宣伝･キャンペーン事業】 3,521,511円 

【観光客受入事業】 2,292,755円 

【誘客推進事業】 816,216円 

【インバウンド推進事業】 200,000円 

【観光イベント事業】 5,311,540円 

【案内所等受託事業】 18,171,601円 

【旅行業事業】 184,360円 

【一般管理費】 21,412,749円 

2021（Ｒ３）

年度 

52,326,305 円 【観光宣伝･キャンペーン事業】 3,300,000円 

【観光客受入事業】 412,000円 

【誘客推進事業】 1,433,000円 

【インバウンド推進事業】 200,000円 

【観光イベント事業】 4,712,000円 

【案内所等受託事業】 18,725,000円 

【旅行業事業】 4,640,000円 

【一般管理費】 18,905,000円 

2022（Ｒ４）

年度 

58,000,000円 【観光宣伝･キャンペーン事業】 2,599,000円 

【観光客受入事業】 620,000円 

【誘客推進事業】 1,700,000円 

【インバウンド推進事業】 200,000円 

【観光イベント事業】 6,560,000円 

【案内所等受託事業】 19,570,000円 

【旅行業事業】 1,730,000円 

【一般管理費】 25,021,000円 

2023（Ｒ５）

年度 

59,000,000円 【観光宣伝･キャンペーン事業】 3,099,000円 

【観光客受入事業】 620,000円 

【誘客推進事業】 1,700,000円 

【インバウンド推進事業】 200,000円 

【観光イベント事業】 6,560,000円 

【案内所等受託事業】 19,570,000円 

【旅行業事業】 2,230,000円 

【一般管理費】 25,021,000円 

2024（Ｒ６）

年度 

60,000,000円 【観光宣伝･キャンペーン事業】 3,599,000円 

【観光客受入事業】 620,000円 

【誘客推進事業】 1,700,000円 

【インバウンド推進事業】 200,000円 

【観光イベント事業】 6,560,000円 

【案内所等受託事業】 19,570,000円 

【旅行業事業】 2,730,000円 

【一般管理費】 25,021,000円 
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（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 
 着地型旅行商品の企画造成、販売による収益、及びグッズ販売等の新たな収益を継続し、運営資

金の中核とする。 

 旅行商品の企画造成を強化するため、令和４年度も旅行会社からの在籍派遣を継続し、マーケテ

ィング、地域の観光素材の活用や磨き上げ、プロモーション、関係事業者との調整等を行うとと

もに、プロパー職員のスキルアップを推進する。 

 市からの受託事業である、観光案内所運営業務及びジオラマ鉄道模型ステーション管理業務を継

続して請け負い、安定的な収益源としていく。 

 レンタサイクル事業では、消費額向上に向けて、観光施設や飲食店等と連携した取り組みを実施

して、利用者数の拡大を推進する。 

 地域の祭りやイベント等の事務を受託するなど、新たな収益源の確保を検討していく。 

 地方公共団体における宿泊税の導入については、市、関係者と協議していく。 

 

 

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 

 

糸魚川市は、一般社団法人糸魚川市観光協会を糸魚川市における地域ＤＭＯとして登録したいの

で、一般社団法人糸魚川市観光協会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） 

 

なし 

 

 

 

 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 杉野 尚 

担当部署名（役職） （一社）糸魚川市観光協会 事務局長 

郵便番号 ９４１－００６１ 

所在地 新潟県糸魚川市大町１丁目７番 47号 

電話番号（直通） ０２５－５５５－７３４４ 

ＦＡＸ番号 ０２５－５５５－７３６４ 

Ｅ－ｍａｉｌ itoigawa-kanko@ae.wakwak.com 
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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 新潟県上越・糸魚川地域振興局 

担当者氏名 長沼 潔 

担当部署名（役職） 地域振興官 

郵便番号 ９４１－００５２ 

所在地 新潟県糸魚川市南押上１丁目１５番１号 

電話番号（直通） ０２５－５５３－１８４３ 

ＦＡＸ番号 ０２５－５５２－９９４４ 

Ｅ－ｍａｉｌ naganuma.kyoshi@pref.niigata.lg.jp 

 

市町村名 糸魚川市 

担当者氏名 井上 洋子 

担当部署名（役職） 産業部商工観光課交流観光係（課長補佐） 

郵便番号 ９４１－８５０１ 

所在地 新潟県糸魚川市一の宮１丁目２番５号 

電話番号（直通） ０２５－５５２－１５１１ 

ＦＡＸ番号 ０２５－５５２－７３７２ 

Ｅ－ｍａｉｌ kanko@city.itoigawa.lg.jp 

 

 

 

※令和４年４月１日訂正追記 

 

※令和４年 10 月 26 日訂正追記 

 



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
50,000 50,000 35,000 35,000 40,000 45,000

（－） （－） （－） （－） （ ） （ ）

実績
46,900 26,000 29,700

（－） （－） （－） （ ） （ ） （ ）

延べ宿泊
者数
(千人)

目標
200 200 130 130 140 150

( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( ) ( )

実績
168.4 125.9 127.2

( 1.9 ) ( 0.2 ) ( 0.2 ) (  ) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標
90 90 90 90 90 90

( － ) ( － ) ( － ) ( － ) ( ) ( )

実績
79 80 86

( － ) ( － ) ( － ) ( ) ( ) ( )

リピーター
率
(％)

目標
75 80 80 80 80 80

( － ) ( － ) ( － ) ( － ) ( ) ( )

実績
79 78 76

( － ) ( － ) ( － ) (  ) (  ) (  )

法人名：（一社）糸魚川市観光協会

【区域】 新潟県、糸魚川市
【設立日】 平成29年1月24日
【登録日】 平成31年3月29日
【代表者】 尾崎 毅
【マーケティング責任者（CMO）】 村田 雅人
【財務責任者（CFO）】 杉野 尚
【職員数】 21人
（常勤６人（正職員２人、出向等３人）、非常勤15人）
【連携する主な事業者】
糸魚川旅館組合、糸魚川民宿協会、JR西日本、
えちごトキめき鉄道、・糸魚川バス、・糸魚川タクシー
加賀ノ井酒造、糸魚川観光物産センター
伊藤商会（自転車）

（フォッサマグナと日本の国石ヒスイ・石のまち糸魚川）

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】

・HP改修事業：着地型旅行商品の予約受付・決
裁システムを構築／対前年度比111％

・白馬等６団体の広域連携で台湾へのプロモー
ションを実施し6本のツアー催行予約があった
がコロナで中止。
・協会HPの英語版、中国語（繁体字・簡体字）
【観光資源の磨き上げ】
・結婚35周年を迎えるご夫婦へ、新たな人生の
節目となる「翡翠婚の旅」を企画提供し、糸魚川
ならではのブランド化を図る。
【受入環境の整備】

インバウンド対応では、糸魚川駅の南北観光窓
口２か所には、多言語対応翻訳機2台が設置さ
れている。

戦略

【該当する登録要件】 （該当番号）①
【概要】27団体
行政：新潟県、糸魚川市
団体：商工会議所、青年会議所／交通：3
宿泊：5／飲食：2／生産者：2／旅行業：1
商工業：8／広告：1／通訳：1

【主なターゲット】

・国内旅行観光客（県内・隣県・近県）と教育旅行
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
・食や温泉を目的としたリピーター率が高いことか
ら、宿泊施設と連携して季節に合った地元産の山
海の幸を活用した「食」の提供や、海や森でのゆっ
たりとした時間を過ごせるような石拾い体験等を
素材にしたプロモーションを行う。
・教育旅行は、道路や鉄道などの交通の利便性が
高いことと、海と山が近く河川もあり、変化に富ん
だ自然があることから、アクティビティやヒーリング
スポットを旅の目的として推進して行く。国石ヒスイ
だけではなく、糸魚川の地質や地層、地すべりの
痕跡などから、日本列島の成り立ちと活動、人々
の暮らしなどから、ＳＤＧｓへと繋げられる。

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

多様な関係者との戦略の共有状況等
・令和３年12月16日 第1回会議 ＤＭＯ更新に
ついての説明と協議、ＤＭＯ連携会議の中から
チームを作り、コンセプトの構築や企画提案する
体制とし、賛同者と商品造成し、協会HPで公開
していく。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】収益事業（手数料､物販､旅行業収入等）約2.8百万円（R3年度）

【総支出】 52.3百万円（一般管理費18.9百万円、事業費33.4百万円）
※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】
・着地型旅行商品の企画販売、物品等販売、ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ事業、観光案内
所等運営管理受託を実施し、安定財源を確保する。

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】小滝川ヒスイ峡、高浪の池、ﾌｫｯｻﾏｸﾞﾅﾐｭｰ
ｼﾞｱﾑ、ﾌｫｯｻﾏｸﾞﾅﾊﾟｰｸ、玉翠園・谷村美術館、ヒスイ海岸

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 14名

連絡会議 27団体

宿泊 ５
団体

交通 ３
団体

飲食・
物販 4
団体

商工業
他 15
団体

住民説明会 決算総会 各層DMO会議

記入日： 令和４年１0月26日

 

日 本 海 

JR大糸線 

北陸新幹線 

富山県 

朝日町 

長野県 

小谷村 

妙高市 

糸魚川駅 

 

●海 

焼山 

雨飾山 

明星山 

●フォッサ 

マグナパーク 

●ヒスイ峡 

●シーサイド 

バレースキー場 

●シャルマンド 

火打ちスキー場 

●マリン 
ドリーム能生 

●親不知 
ピアパーク 

●フォッサマグナ 

ミュージアム 

♨ 

♨ 

♨ 
♨ 

♨ 
♨ 

♨ 

♨ 

長野県 

白馬村 

糸魚川地域 

能生地域 

●栂海新道 
縦走登山コース 

青海地域 

●玉翠園 

谷村美術館 

ヒスイ海岸 

親不知海岸 


