
 

観光地域づくり法人形成･確立計画 
 

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）イーストとくしま観光推進機構 

マーケティング･

マネジメント対象

とする区域 

徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦町、上勝町、佐那河内

村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町 

所在地 徳島県徳島市寺島本町西 1 丁目 61 徳島駅クレメントプラザ 5階 

設立時期 平成 30年 3 月 30 日 

職員数 6 人【常勤 6 人（正職員 1 人・出向等 4人）、派遣社員 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） 

 内藤 佐和子 

（出身組織名） 

 徳島市市長 

令和 2 年 4 月から徳島市市長に就任。関係する

15 市町村及び民間企業を取りまとめるパイプ役。 

 

データ収集・分析

等の専門人材（Ｃ

ＭＯ：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） 

渡辺 隆仁「専従」 

（出身組織名） 

株式会社 JTB  

 

（株)JTB で国内外の旅行営業やインバウンド旅行

営業に従事。その後、（一財）奈良県ビジターズビ

ューローや（一財）関西観光本部に出向しインバ

ウンドを主目的としたコンテンツ開発・プロモー

ション業務に従事。 

（株)JTB や DMO で培った豊富な経験と知識、高い

スキルを有する。 

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） 

 久米 隆仁「専従」 

（出身組織名） 

 徳島市 

徳島市からの出向。各種会議の設定及び開催、

効率的な予算執行管理等、経営管理全般に従事

し、業務を遂行する。 
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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） 

井内 泰「専従」   

（出身組織名） 

 徳島県 

徳島県からの出向。官公庁、民間事業者問わず

広いネットワークを有し、バランスの取れた折衝

を行う。また、各分野の特徴を活かしたセール

ス・プロモーションを遂行する。 

連携する地方公共

団体の担当部署名

及び役割 

[マーケティング、観光地域づくり] 

■ 徳島市経済部にぎわい交流課 

■ 鳴門市経済建設部経済局観光振興課 

■ 小松島市産業建設部商工観光課 

■ 吉野川市産業経済部商工観光課 

■ 阿波市産業経済部商工観光課 

■ 勝浦町企画交流課 

■ 上勝町産業課 

■ 佐那河内村企画政策課 

■ 石井町産業経済課 

■ 神山町産業観光課 

■ 松茂町産業環境課 

■ 北島町まちみらい課 

■ 藍住町建設産業課 

■ 板野町産業課 

■ 上板町産業課 

連携する事業者名

及び役割 

■ 株式会社阿波銀行（事業化支援） 

■ 一般社団法人徳島新聞社（情報発信・イベント協力・地域の「売り」と

する観光資源の連携） 

■ 株式会社エアトラベル徳島（着地型旅行商品企画・販売、誘客営業） 

■ ほか社員・会員 

■ 国立大学法人徳島大学（観光人材の育成講座の実施）などの教育機関 

■ ＮＰＯ法人新町川を守る会（周遊船による誘客事業）等のＮＰＯ法人 

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】② 
（概要）観光関連の事業者、宿泊事業者、交通事業者、商工会、行政が参画

し、当法人が事務局を務める協議会を設置。 
〔参考〕登録要件   
②観光地域づくり法人が主導して行政や関係団体をメンバーとするテーマご

とのワーキンググループなどの委員会等を設置。 
 (当機構の概要)  
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平成 30年 6 月に地域の多様な連携を生み出すプラットフォームとしての

役割を担う協議会 (「イーストとくしま誘客ラボ」) を当機構とは別組織と

して設置。 

当該協議会では、構成員が当法人に対して、観光地域づくりに関する取組

みに対する助言・提言を行うとともに、観光コンテンツの発掘・磨き上げ、

受入環境の整備、プロモーションに関する各種施策等の検討を行う。 
 機構は、当該協議会の事務局を務めるほか、地域の観光振興において、 
① マーケティング (データ収集・分析・仮説立案＆検証)、 
② ＰＤＣＡサイクルにおけるＫＰＩ指標の数値化、 
③ 関係各所からの意見聴取＆連絡調整 
④ 誘客のための営業活動 
⑤ 情報発信の機能 
等の役割を担う 
機構の社員は、同法人の意思決定機関である社員総会や当該協議会に参画

し、賛助会員は当該協議会に参画する。 
また、地域のキープレーヤーたる企業・団体・個人は、ステークホルダー

からの同意を得たうえで、一般会員やオブザーバーとして、協議会の下部組

織となるワーキンググループに参画する。 

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 

 

①  観光コーディネーター養成講座  

国立大学法人徳島大学や徳島県と連携して、日本の観光業界のトップラン

ナーを講師に迎え、観光地域づくりの考え方や、先進地域の成功事例などを

通じ、大学生や地域住民を対象に “観光” を担う人材育成・発掘を養成す

る講座を 11 月から 12月にかけて、7 回開催した。 

 

②  ＷＥＢプロモーション事業 

「食」・「文化・伝統」・「自然・体験」などのテーマにおける顧客ニーズに

マッチした観光コンテンツを SNS（Facebook、インスタグラム、YouTube）

を中心に発信するとともに、地域住民自らが地元の魅力を発信できるよう、

SNS 告知キャンペーン等を実施し、機運の醸成に努めた。 

 

③ 観光 PR 動画制作・放送事業 

県東部圏域が誇る海と河川を活かして、美しい風景と音楽で人を魅了する

観光 PR 動画を制作するとともに、ケーブルテレビ徳島とのコラボレーショ

ンし、人気番組である「そらたび」において、24 回にわたり放送し、露出

度を拡大することで、地域住民が改めて地域の魅力を再発見し、観光地域づ

くりに参画する気運を醸成した。 
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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 

①  WEB プロモーション事業 
「食」・「文化・伝統」・「自然・体験」の３テーマにおけ

る顧客ニーズにマッチした観光コンテンツを SNS
（Facebook、インスタグラム、YouTube）を中心に発信を

行い、徳島県東部圏域観光コンテンツ毎の反響状況を可視

化し今後のコンテンツ造成及び旅行商品造成のデータとし

て活用した。 
・機構 SNS 掲載記事の制作・配信  
Facebook60 本、Instagram50 本、twitter91 本(4.1～3.31） 
・HP 掲載記事の制作・配信 45 本（4.1～3.31） 
・外国人向け HP 載記事制作・配信業務 18 本（4.1～3.31） 
・GoogleMap 口コミ投稿 84 本（4.1～3.31） 
・SNS 等データ分析 
  配信記事リアクション分析➡15 市町村担当者と共有 
  SNS 発信データ分析➡15 市町村担当者と共有 
  情報発信・セールスに活用用素材集制作。 
  SNS 等の効果的な活用研修の実施 
 
②  募集型企画旅行支援事業 

徳島県東部圏域での日帰り及び宿泊を伴う旅行商品の広

告掲載料等に対し助成金を交付することで、徳島県東部圏

域の認知度向上を図るとともに、県外旅行代理店に対して

セールス及び関係値構築のフックとして利用した。 
新型コロナウイルス感染拡大により、催行できたのは、

３社５ツアーで、82 名が参加 
 
③  各種商談会等への参加 
・11.15-16 オール徳島観光商談会 東京都  
・12.7-8   四国観光商談会 2021 東京都 
・12.16-17 四国観光商談会 2021 大阪府 
・1.27-28 東北方面トップセールス 青森県 
 
④ 徳島県東部圏域観光パンフレット作成業務 

県東部圏域のストーリー、観光コンテンツ、モデルコー

ス、特集記事等を記載した観光パンフレットにより、認知

度の向上や観光入込客数・観光消費額の増大に繋げた。 
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受入環境の

整備 
下記の取組みにより、徳島県東部圏域内の観光産業に係

る多様な人材の育成に取り組んだ。 
①  「観光コーディネーター養成講座 」 

2020 年度に続き、地元大学と連携して日本の観光業界の

専門家を講師に迎え、「受入れ環境の整備を含む観光地域づ

くりの考え方」や「先進地域の成功事例など」を通じ、旅

行者の多様な価値観を理解し、地域経済を活性化する、「産

業としての“観光”」を担う人材を養成する講座を 11 月か

ら 1 月にかけて 7 回実施し延べ 1,100 名が受講した。 
2021 年度は、県の観光アカデミーとも協働することで社

会人も参加し、幅広い層に講座を訴求することができた。 
 
②  鳴門エリアでの MaaS 実証実験 

通信事業者、ＪＲ、バス、地元観光事業者と連携した共

同事業として、スマホによる乗車運賃、観光施設の入場料

の決済払いができるシステムを期間限定で導入し、デジタ

ル周遊チケットとして観光客の利便性向上を促進する実証

実験を実施した。 
実証実験により得た知見、データにより、今後は、国際

往来の再開を見据え、日本人だけでなく外国人観光客の観

光周遊の促進をめざした取組みを進めていく。 
 
③  上勝町サスティナブルツアー受入れ準備調査事業 

ごみゼロ宣言(ゼロウェイスト宣言)による取組を続ける上

勝町においてサスティナブルツアーの造成のための事前調

査として外国人専門家の招聘による事前調査をモニターツ

アーとして実施し、21 の観光コンテンツを 6 段階で評価す

るとともに、サスティナビリティの視点で 32 項目、対応の

柔軟性の視点で 11 項目を調査した。 
また、受入れ対応力向上のワークショップを地元の関係

者とともに実施し、ハード・ソフト両面から、受入観光の

検討を重ね、10 の体験コンテンツや 3 つの宿泊施設に絞り

込みを行った。 
 
④  旧吉野川とその支流における観光資源調査事業 

周遊船を活かした、域内の新たな観光資源候補として、

さらには、「まちづくり」に周遊船を活用することも視野に

入れ、NPO 法人新町川を守る会や旧吉野川流域の 5 町と連



（別添）様式１ 

5 
 

携し、自然、交通拠点、公園、史跡旧跡、社寺仏閣、文化

交流、ショッピングなどの分野別調査や、全景、周辺道

路、水深、河岸勾配、桟橋幅、階段等のアプローチなどの

項目ごとに船着場設置可能性調査を実施した。 
本調査や、国や県の河川整備計画との整合性を図ったう

えで、実施周遊ルートの案を報告書としてまとめた。 
2022 年度以降は、周遊船を活かした観光資源としての本

格的なコンテンツ化を進めていく。 
 
⑤  観光地域づくりに関する住民意識調査実施 

地域住民からの理解やコミットが不可欠として、2021 年

度からの新たな取組みとして、域内に暮らす住民の観光地

域づくりに関する意識調査を実施した。 
居住者としての地元の評価、紹介したい地元の魅力の推

奨の意向、観光地化する地元への評価、来訪者への態度

（コミット度）、このエリアに住む満足度の視点からのアン

ケートの調査を実施した。   
観光資源の

磨き上げ 
①  徳島東トレイル「HIKE! TOKUSHIMA」事業 
1）素材集とＷＥＢサイトを活かした認知度向上 
・商談会での直接的なＰＲにより、旅行会社への商品掲載

を訴求。 
・受入れ施設や域内ホテルに素材集を設置することによる

認知度向上と販売機会の向上を図るとともに、意見集約を

行い、ブラッシュアップを重ねることでコンテンツの完成

度の向上を図った。 
・ＨＰ上に特設サイトを新設したことで、より多くの方々

（BtoC）へのＰＲが可能となり、また、ＷＥＢプロモーシ

ョンによる訴求の簡易化と拡大が可能となった。 
2）ファムトリップの実施 
・上級者向けコースとして登山を取り扱う旅行社向けに 1
回、インバウンド取扱旅行社を含む一般旅行会社向けに 1
回の計 2 回のファムトリップを実施し、コースの検証と評

価を受けることができた 
※アンケート結果では大変満足がそれぞれ 71.4%、80.0%
と高評価を得ることができた。 
・参加者から意見集約を行うことで、課題の洗い出しや、

課題解決に向けた改善策の検討を行った。 
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②  上勝町インバウンド向け観光コンテンツ造成 
サスティナブルツアー造成のため、外国人専門家による

の調査事業を経て、21 個のコンテンツ候補から 10 個に絞

り込みを行い、持続可能な体験コンテンツを造成した。 
その後、ＯＴＡ（オンライントラベルエージェント）を

招聘し、更なる磨き上げを経て、2021 年 12 月からコンテ

ンツの商品化や販売に繋げ、国際往来の再開に向け、準備

を整えた。 
 
③  フード＆クラフト食と技の体験コンテンツ造成事業 

圏域内での観光客の滞在時間の延伸を図るために、2020
年度に続き、15 市町村全域から、食と技に絞った、体験型

コンテンツを造成し、2022 年 4 月より販売を始めた。 
2022 年度以降は、地域に根差した体験コンテンツとし

て、2020 年度に造成した 20 個のコンテンツとともに、磨

き上げや販売に重点を置いたプロモーションを展開する。 
 

④ 鳴門エリアでの観光コンテンツ造成事業 
1）「帆船みらいへ」による小豆島－鳴門間の海上航路の実

証運航と有料モニターツアーの実施（計 3 回）により、東

部圏域を訪問する観光客の新しい流れについて検証し、モ

ニター参加者（計 99 名）からは高評価を得た。 
※満足以上が 97％（大変満足 56%、満足 40.4%）。 

船上での参加型アトラクションを含め、船での移動その

ものがコンテンツとして楽しむことができる切口として新

しい航路開発に繋げることができた。 
       
2)キャンプ事業の実施 

コロナ禍で需要が高まるアウトドアコンテンツとして鳴

門市亀浦漁港において、「NRUTO UZU CAMP」と銘打

ち、キャンプイベントを実施した。本キャンプは、33 区

画、約 100 名が参加した。港湾用地を利用したキャンプ場

設置は、県内初の取組みで、漁港の新たな利用方法とし

て、高い注目を集めた。 
以上の観光資源の磨き上げを推進することで、次の成果

に繋げることができた。 
・域外から域内への新規航路可視化とコンテンツ化 

 ・域内観光素材の再発見と認知度の向上 
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（評価） 
観光地域づくり法人として、受け入れ側の地元企業・大学・学生、社会人

（住民）・行政も含め、多様な関係者の巻き込みと、県外を含む外部メディ

ア、旅行会社との関係構築を図ることができた。その多くの関係者から寄せ

られたコメント、アンケート等の声を共有することで、来訪者を受け入れる

マインドの向上、地域にある観光資源の魅力の再発見、売れる商品への意識

向上と知識、ノウハウの習得、地域への愛着の醸成を図ることができた。 
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） 

① 協議会及びワーキンググループ 

平成 30年 6 月に地域の多様な連携を生み出すプラットフォームとしての

役割を担う協議会 (「イーストとくしま誘客ラボ」) を設置。 

当該協議会では、構成員が機構に対して、観光地域づくりに関する取組み

に対する助言・提言を行うとともに、観光コンテンツの発掘・磨き上げ、受

入環境の整備、プロモーションに関する各種施策等の検討を行う。 

機構は、当該協議会の事務局を務めるほか、地域の観光振興において、 

(1) マーケティング (データ収集・分析・仮説立案＆検証) 

(2) ＰＤＣＡサイクルにおけるＫＰＩ指標の数値化 

(3) 関係各所からの意見聴取＆連絡調整 

(4) 誘客のための営業活動 

(5) 情報発信の機能    などの役割を担う 

機構の社員は、同法人の意思決定機関である社員総会や当該協議会に参画

し、賛助会員は当該協議会に参画する。 
また、地域のキープレーヤーたる企業・団体・個人は、ステークホルダー

からの同意を得たうえで、一般会員やオブザーバーとして、協議会の下部組

織となるワーキンググループに参画する。 

ワーキンググループでは、地域の核となるリーダーを中心に、「食」「お土

産」「遍路」「藍文化」の 4 つのテーマごとに設置し、各テーマにおいて事業

化に向けた提言について、専門家を招聘するなどして、意見の集約・取りま

とめを行い、令和 3 年 2月に当法人に対し提言を行った。 

令和 3 年度より提言の事業化に向け検討を行い、令和 4 年 11 月の協議会

において、ワーキンググループのメンバーにも当法人の事業化の進捗状況の

報告を行ったところである。 
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（実施体制図） 

（地域での関係図） 

 

 

 

 

 

 

 

②  15 市町村連絡会議 

 当法人の構成員である、県東部圏域 15市町村において、観光行政に携わ

る部局の担当者が定期的に集まる機会を設け、地域の情報に精通した市町村

と当法人が情報交換を緊密に行うとともに、WEB プロモーション等で発信す

る情報を収集し、魅力的かつ最新の情報発信に繋げている。 
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 また、各市町村の観光施策や抱えている課題を共有し、その課題の解決に

向けた方策を検討するとともに、当法人も連携して事業を行っていく。 

 

③  15 市町村長会議 

 徳島県東部圏域 15 市町村の首長を対象に、1年に 1 回、一堂に会する機

会を設け、機構のこれまでの取組みや今後の方針についての深度を深めると

ともに、市町村が抱える課題を首長から直接聞くことで、当機構の施策の改

善や調整をより細微に行っていく。 

 

④  成果報告会 

年度の終わりとなる 3月末に、地元金融機関、地元メディア、宿泊事業

者、交通事業者、商工会、観光協会、行政に加えて、参加を希望する地域住

民など、幅広い対象者に、当法人の 1 年間の活動実績や次年度の事業計画概

要を報告し、地域における合意形成の確立に努めている。 

 

 

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】 
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【区域設定の考え方】 

徳島東部エリアの主要観光地点への入込客数は、2009 年の 1,712 千人をピークに、減少傾向が

続き、2020 年からは新型コロナ感染症による移動制限も重なり、998 千人となり、2021 年はさら

に 584.8 千人へと大きく減少した。 

2021 年に徳島県外、国外からの来訪者を中心に実施した留め置き方式アンケート調査 (n=83) 

によると、日帰り旅行が 43.4％を占め、周遊個所数は 1.74 か所と回遊性に乏しく、徳島東部の来

往者に域内での周遊性を持たせ、宿泊者の増加に繋げていくかが大きな課題である。 

また、不満や改善点に関する回答として、交通機関の不便さや案内表示の分かりにくさに対す

るものが多かった。 

徳島県の延べ宿泊者数は 1,599,600 人泊で、2010 年～2020 年の間で、2014 年以外は全国ワース

トが続いていたが、2021 年実績においては、45位となった。対 2019 年比では－37.7％であるが、

対 2020 年比では＋10.4％であった。前年比としては回復しているものの、コロナ禍前までの回復

までは至っていない。 

観光資源の認知度では、「食・特産品」は、地域内では知られていても、地域外 (特に東京都) で

はあまり知られていない。また、徳島東部エリアの観光資源は、「阿波おどり」、「鳴門渦潮/大橋」

「お遍路」以外は、域外と域内で認知度に大きな開きがある。 

 

【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】 

主要な観光資源は以下の通り。 

観光資源をどのように活用していくかは、関係者との意見交換やアイデア出しを通じた見せ方

の改善、組合せの工夫、アクセスの改善等により、徳島東部エリアの観光地としての魅力と認知度

の向上に努める。 

＜観光施設等＞ 

日本遺産：「藍」「四国遍路」 

 

[徳島市] 

阿波おどり会館、眉山ロープウェイ、ひょうたん島周遊船、徳島県立阿波十郎兵衛屋敷、徳島市

立徳島城博物館、万代中央埠頭、とくしま動物園、文化の森総合公園、大日寺 (四国八十八ヶ所 第

13 番札所) 、常楽寺 (四国八十八ヶ所 第 14 番札所) 、国分寺 (四国八十八ヶ所 第 15 番札所) 、

観音寺 (四国八十八ヶ所 第 16 番札所) 、井戸寺 (四国八十八ヶ所 第 17 番札所) 、など 

 

[鳴門市] 

大鳴門峡架橋記念館エディ、大鳴門橋遊歩道「渦の道」、エスカヒル・鳴門、うずしお観潮船、

うずしお汽船、大塚国際美術館、霊山寺 (四国八十八ヶ所 第１番札所) 、極楽寺 (四国八十八ヶ

所 第２番札所) 、大麻比古神社、鳴門市ドイツ館、道の駅「第九の里」「くるくるなると」、鳴門

市賀川豊彦記念館、本家松浦酒造場、福寿醤油、大谷焼窯元、など 
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[小松島市] 

小松島ステーションパーク、旗山の義経騎馬像、みはらしの丘あいさい広場、恩山寺 (四国八十

八ヶ所 第 18 番札所) 、立江寺 (四国八十八ヶ所 第 19 番札所) 、など 

 

[阿波市] 

阿波の土柱、柿原堰、御所のたらいうどん、十楽寺 (四国八十八ヶ所 第７番札所) 、熊谷寺 (四

国八十八ヶ所 第８番札所) 、法輪寺 (四国八十八ヶ所 第９番札所) 、切幡寺 (四国八十八ヶ所 

第 10 番札所) 、宮川内ダム公園、緑の丘スポーツ公園、JA 夢市場、道の駅「どなり」、天然温泉 

御所の郷、阿波土柱の湯、土柱そよ風ひろば、善入寺島、太鼓坂、犬墓大師堂、JAグリーンどなり

マルシェ、JA 阿波町 土柱の里、錦鯉せり市、など 

 

[吉野川市] 

船窪つつじ公園、藤井寺 (四国八十八ヶ所 第 11 番札所) 、美郷ほたる館、美郷物産館、高開の

石積み、阿波和紙伝統産業会館、母衣暮露滝、川島城、岩の鼻展望台、ひまわり農産市、ふいご温

泉、オーベルジュ＆スパ 美郷の湯、鴨島温泉 鴨の湯、など 

 

[勝浦町] 

道の駅「ひなの里かつうら」、レヴィタかつうら、ふれあいの里さかもと、鶴林寺 (四国八十八

ヶ所 第 20 番札所) 、前川キャンプ場、大久保鍛冶屋、阿波地美獲あおき、など 

 

[上勝町] 

月ヶ谷温泉、月ヶ谷温泉村キャンプ場パンゲアフィールド、いっきゅう茶屋、など 

 

[佐那河内村] 

大川原高原、いきものふれあいの里ネイチャーセンター、徳円寺、など 

 

[神山町] 

雨乞の滝、阿川梅の里、明王寺しだれ桜、四国山岳植物園・岳人の森、徳島県立神山森林公園イ

ルローザの森、焼山寺 (四国八十八ヶ所 第 12 番札所) 、道の駅「温泉の里神山」、ホテル四季の

里＆神山温泉保養センター、悲願寺、コットンフィールド、など 

 

[石井町] 

地福寺、童学寺、田中家住宅、百姓一、阿波食ミュージアム、岡萬本舗、鳴門金時蒸留所、繭釜、

など 

[松茂町] 

月見ヶ丘海浜公園、松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館、徳島とくとくターミナル物

産館、松茂町交流拠点施設マツシゲートなど 
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[北島町] 

アクアプラザ (なかのファーム) 、など 

 

[藍住町] 

藍住町歴史館・藍の館、バラ園、など 

 

[板野町] 

あせび温泉やすらぎの郷、あすたむらんど徳島、金泉寺 (四国八十八ヶ所 第３番札所) 、大日

寺 (四国八十八ヶ所 第４番札所) 、地蔵寺 (四国八十八ヶ所 第５番札所) 、JA グリーンアグリ

板野、道の駅「いたの」、など 

 

[上板町] 

 技の館、安楽寺 (四国八十八ヶ所 第６番札所) 、大山寺 (四国別格二十霊場 第１番）、など 

 

 

＜徳島東部 15 市町村の観光資源  (共通するものに色を付けて表示)  ＞ 

 

 

 

 

 

徳島市 小松島市 吉野川市 阿波市 石井町 勝浦町 上勝町 神山町 佐那河内村 鳴門市 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 備考

● ● ● ●

吉野川 勝浦川 吉野川 吉野川 吉野川 勝浦川 勝浦川 鮎喰川 園瀬川 旧吉野川 旧吉野川 吉野川 吉野川 吉野川 吉野川

眉山 日峰山 高越山 土柱 前山 六郎山 山犬嶽 雲早山 六郎山 鳴門山 高尾山

植物園 花みづき 芝桜
阿波オープン
ガーデン 藤 ひまわり 苔 しだれ桜 あじさい ハマボウ 松葉菊 チューリップ バラ あせび 桃

花又はス
ポット

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

8/12～15 7/15 8/14～16 8/11 8/6 8/16 7/28 8/12～13 8/13 8/9～11 8/11～15 8/13 7/29 8/12 4/2

徳島市阿波
おどり

小松島港ま
つり

吉野川市阿
波踊り大会

あわ阿波お
どり

ふじっこちゃ
ん夏まつり

勝浦の阿波
おどり

上勝町夏ま
つり

桜花連 納涼夏祭り
鳴門市阿波
おどり

歓迎阿波お
どり

きたじまひょ
うたん阿波
おどり

あいずみ商
工会納涼祭

あすたむら
んど徳島

桜まつり
上板熱血小
学校

⑬大日寺
⑭常楽寺
⑮国分寺
⑯観音寺
⑰井戸寺

⑱恩山寺
⑲立江寺

⑪藤井寺

⑦十楽寺
⑧熊谷寺
⑨法輪寺
⑩切幡寺

⑳鶴林寺 ⑫焼山寺
①霊山寺
②極楽寺

③金泉寺
④大日寺
⑤地蔵寺

⑥安楽寺

犬飼農村舞台
阿波十郎兵衛屋

敷

今山農村舞
台

小野さくら野
舞台

人形浄瑠璃
芝居資料館

● ● ● ● ● ● ● ●
日本遺産
申請団体

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

たらいうどん 鳴ちゅるうどん

鱧 しらす 梅 ぶどう 藤やさい みかん いろどり すだち いちご 鳴門鯛 松茂美人 れんこん 春ニンジン 春ニンジン もも

水産物
鱧

すじ青のり
鱧
しらす

鮎 鮎 鮎 鮎 鮎
鳴門鯛
鳴門わかめ

のり

すだち ● ● ● ● ● ● ●

鳴門金時 ● ● ●

いちご ● ● ● ●

梨 ● ● ●

レンコン ● ● ● ● ● ●

しいたけ ● ● ● ● ● ●

ぶどう ● ●

茶 藍茶 阿波晩茶 阿波晩茶 レンコン茶

癒し
えびすの湯
あいあい温泉
あらたえ

あらたえ
ふいご温泉
鴨島温泉

御所の郷 喜楽の湯 月ヶ谷温泉 神山温泉
鳴門温泉
あらたえ

あせび温泉
やすらぎの郷

吉野川温泉

自然

地域資源

文化

食

四国８８ヶ所

人形浄瑠璃

藍

徳島ラーメン

うどん

特産品（代表）

温泉・温浴施
設

地域の
祭り含
む

海

川

山

阿波おどり

花
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【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

 市町村名 施設数 収容定員

（人） 

客室数（室） 

１ 徳島市 93 6,444 3,449 

２ 鳴門市 42 3,730 1,209 

３ 小松島市 11 427 91 

４ 吉野川市 18 337 155 

５ 阿波市 17 571 181 

６ 勝浦町 8 114 21 

７ 上勝町 12 239 57 

８ 佐那河内村 2 24 9 

９ 石井町 1 5 2 

10 神山町 16 297 90 

11 松茂町 9 473 232 

12 北島町 0 0 0 

13 藍住町 5 61 36 

14 板野町 4 58 21 

15 上板町 3 182 82 

 計 241 12,962 5,635 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

1. 区域までの交通 

① 航空機 

東京～徳島阿波おどり空港 80 分 

福岡～徳島阿波おどり空港 70 分 

② 鉄道 

高松～徳島 60 分 

阿波池田～徳島 75 分 

③ バス 

大阪駅～徳島駅 140 分 

神戸三宮 BT～徳島駅 120 分 

京都駅～徳島駅 180 分 

関西空港～徳島駅 165 分 

洲本～徳島駅 80 分 
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高松駅～徳島駅 85 分 

高知駅～徳島駅 170 分 

松山駅～徳島駅 210 分 

岡山駅～徳島駅 150 分 

広島駅～徳島駅 245 分 

④ フェリー 

徳島港～和歌山港 125 分 

新門司港～徳島港～東京港 

 

2. 域内交通 

① 路線バス (徳島バス㈱、徳島市営バス)  

② タクシー (ノヴィルタクシー、第一交通、宝タクシー、金毘羅タクシー、吉野川タクシー、他) 

 

【外国人観光客への対応】 

新型コロナ感染症所の影響を注視しながら、インバウンドの再開の時期を逸することなく、2025

関西万博の開催などの好機を活用して、誘客策の検討・実施、滞在型コンテンツの充実強化、ツア

ー会社等への営業活動や地域の関係者と連携した海外商談会に参加することなどにより、外国人

観光客の誘客促進を図る。 

 多言語対応に向けては、徳島東部エリア在住の外国人との連携を密にすることや、観光案内所機

能の強化などに取り組んでいく。また観光人材育成においても、インバウンド向け観光ガイドの育

成等に引き続き取り組んでいく。 

 

 

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 

当該地域に対する関心度、施策の効

果等の把握、閲覧者の傾向を把握す

るため。 

Google アナリティクスを活用して

収集。 

旅行消費額 地域経済に占める観光の経済的イン

パクトを把握するため。飲食、物産等

分野別の消費単価を把握すること

で、自地域の強みや弱みを把握・分析

し、消費単価向上策を検討する。 

観光施設や宿泊施設等におけるア

ンケート調査により収集。 

来訪者満足度 来訪者のニーズやトレンドを把握す

るため。分野別の満足度を把握する

で、観光消費額向上に向けた方策を

検討する。 

観光施設や宿泊施設等におけるア

ンケート調査により収集。 
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リピーター率 来訪者の動向を把握するため。観光

施設やコンテンツごとのリピーター

率を把握することで、来訪者満足度、

観光消費額の向上策を検討する。 

観光施設や宿泊施設等におけるア

ンケート調査により収集。 

延べ宿泊者数 エリア全体の宿泊者数の動向を把握

するため。 

宿泊旅行統計データより収集。 

 

宿泊稼働率 エリア全体の宿泊施設の稼働率を把

握するため。 

宿泊旅行統計データより収集。 

 

観光入込客数 エリア全体の宿泊施設の稼働率を把

握するため。 

「共通基準による観光入込客統

計」に基づき、徳島東部 15 市町村

分のデータの提供を受け収集。 

住民満足度 「住んでよし」「訪れてよし」の観

光地域づくりの推進度合いを把握す

るため。 

無作為抽出した地域住民を対象に

満足度アンケートを実施し、デー

タを収集。 

 

 

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 

【マクロな背景】 
急速な人口減少・少子高齢化が今後更なるスピードで進むことが予想されるなか、持続可能

な地域を目指す取組みが重要視されている。 
観光地域づくりによる域内への誘客とその消費額の向上を目指し、平成 30 年 3 月に地域連携

ＤＭＯの登録を経て、様々な施策を推進してきたが、2020 年 2 月以降の新型コロナの拡大によ

り、来訪する日本人観光客の急減とインバウンド外国人観光客の消失で、計画を大幅に変更せ

ざるを得なくなったため、時流に対応した施策の検討を行い、実行に移してきた。 

コロナの影響が長期化し、観光関連事業者が疲弊するなか、制限下でも、実施可能でかつ効

果的な取組みを進めることで、来るべき観光交流の再開への準備を進めている状況である。 

 

【地域の背景】 

県都市がある徳島東部圏域でも少子高齢化、人口減少は喫急の課題であり、徳島市において

も、1985 年に 26 万 8千人だった人口が 25 万人を切る状況が間近となっている。 

また、県都徳島の顔であり、県内唯一の百貨店であった徳島駅前そごう店が撤退し、中心市

街地の衰退が大きく影を落としている状況である。 

更に 2 年以上にわたる新型コロナの影響の長期化による経済の落ち込みと、観光産業への影

響は深刻度を増し。域内への観光入込数の減少と観光消費の減少は、観光関連産業だけでな

く、地域経済全体の落ち込みに拍車をかけている。 
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観光地域づくりを推進する当法人も重要なミッションの一つであるプロモーションが大きく

制限され、造成してきた観光コンテンツを県外の大商圏や海外に充分に訴求できない状況とな

っている。 

そのため、戦略を見直し、現在の厳しい環境の中でも、できることを常に検討し、一つ一つ

の取組みを着実に進めることで、来るべき観光交流の再開と地域間競争に打ち勝つための、準

備を重ねているところである。  

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 

 

 

内

部

環

境 

強み（Strengths） 

・キラーコンテンツを有している  

(阿波おどり、鳴門の渦潮)   

・有名な観光地がある  

(鳴門、阿波おどり会館)   

・海、川、山などの自然を間近に有する 

・固有の文化を有する 

 （お遍路、藍染め、人形浄瑠璃）、 

・お遍路に通じるお接待文化を持つ 

・15 市町村の歴史文化、生活文化を持つ 

・全国トップシェアの食品素材がある 

・大商圏の関西に近い 

・アニメ、ＬＥＤ、マラソンなどの新しい

にぎわい創出の要素を有する 

・ゼロウェイスト宣言の上勝町がある 

・ドイツとの関係が深い 

・IT を含む企業誘致のエリアを複数持つ 

弱み（Weaknesses） 

・情報発信が不十分 

・認知度が高くない 

・食のメニューが少ない 

・2 次交通の課題がある。 

・宿泊施設数が少ない  

・官民、自治体間、事業者間連携が不十分 

・観光資源が不足している 

・温泉、テーマパークがない 

・夜に楽しめる観光スポットが少ない 

・大型観光バスを停車する観光施設が少ない 

・中心商店街の魅力発信が十分ではない 

 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

・大阪万博、ＩＲ開業などのメガイベント

によるインバウンド市場の継続的な拡大 

・ワールドマスターズゲームズ 2026 開催 

・個人旅行の増加 

・体験型観光への旅行スタイルの変化 

・働き方改革による余暇の増加 

・ワーケーション・ブレジャーの国の推進 

 

脅威（Threat） 

・コロナ感染者数拡大の長期化 

・戦争、紛争、近隣国の地政学リスク 

・景気リスク 

・ガソリン代、電気代、ガス代の高騰 

・災害リスク（地震、大雨の頻度拡大） 

・人口減少、空き家の増加 

・人手不足、人件費の高騰 

・今後の観光による地域間競争の激化 

※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 
○誘客ターゲット層（６月～７月）  

徳島県在住の全ての年代の個人旅行者 

○選定の理由 

 １）新型コロナ感染症の拡大以前より、職場やサークルなどの団体旅行から、一人旅や少数の個

人旅行へ旅行者の嗜好が移行し、コロナ禍では更にその傾向が顕著となっている。（資料①、

②） 
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コロナが完全に収束するには時間を要し、アフターコロナにおいても、この傾向は継続する

ことが予想されるため、個人旅行者を誘客ターゲットとした。 

 

２）徳島県の観光入込客内訳の推移では、長引く移動制限の影響で、県外客・県内客ともに減少

しているが、県が実施している県民応援割や市町村が実施している宿泊応援割などの効果もあ

り、県外客の減少率４６.７％に対して、県内客減少率は１９.６％の減少に留まっており、誘

客の復活に向けた第一歩として、県在住の旅行者をターゲットとした。（資料③） 

  

○取組方針 

徳島県東部圏域 15 市町村の旅行宿泊事業者が、域内の生産者や飲食事業者、観光コンテンツホ

ルダー等と連携し、「地域らしさ」にこだわり、「徳島県在住者」をターゲットとして造成する「マ

イクロ・ツーリズム」向け旅行商品及び宿泊プラン募集にかかる広告費を助成することで、マイク

ロ・ツーリズムを推進し、地域の魅力を再発見し新たな観光商品の発掘に繋げる。 

 

 

 

 
※出典：株式会社リクルートスタイル じゃらん宿泊旅行調査 2022【旅行市場動向編】 

 

 

 

 

 

出展：徳島経済研究所  

資料① 
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※出典：株式会社リクルートスタイル じゃらん宿泊旅行調査 2022【旅行市場動向編】 

 

○誘客ターゲット層（７月～１２月）  

 徳島県外在住の全ての年代の個人旅行者（国内向け） 

○選定の理由 

資料③ 

資料② 

■ 徳島県の観光入込客内訳の推移 
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１）国内の移動制限が緩和された場合でも、コロナ禍の状況は依然として続き、国際往来の復活

は、まだ先となることが予想され、まずは、県境を跨ぐ往来の中で、夏の旅行シーズンや秋の

行楽シーズンを迎える時期にあわせ、ターゲットの対象を県外在住の旅行者とし、都市圏（東

京圏、関西圏、中四国等）からの誘客を図るため。 

２）日本人旅行者の動向調査（資料④）では、コロナ禍における旅行先として、人があまり密集

しない地域、コロナが流行しなかった地域、医療体制が整っている地域が選好されており、地

方都市で自然に恵まれ、コロナ感染者が比較的少ない、当機構エリアへの誘客するのには絶好

の機会といえるため。 
 

 

 

 

 
※出典：（公財）日本交通公社 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症流行下の日本人旅行者の動向【旅行市場動向編】 

 

 

○取組方針 

 「マイクロ・ツーリズム」でのアンケート結果や SNS 発信等でのリアクションを元に、新規及び

既存観光資源の磨き上げによる新たな価値の創造、「目玉資源＋周辺資源」の組合せによる魅力向

上、物語・ストーリー化やテーマに沿ったルートづくりに加え、旅行者自身が主体的に参加できる

体験型観光の充実に取り組むとともに、 県民応援割や国施策を活用した国内旅行需要に合った商

品による誘客を図る。      

 

 

 

資料④ 
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○コンテンツ造成ターゲット＆誘客ターゲット層（１２月～） 

 欧米諸国からの Educated Traveler（海外向け） 

○選定の理由 

地域内には、藍染め、阿波おどり、人形浄瑠璃など、地域特有の歴史と文化が根付いている。ま

た、遍路道をはじめとする古道や山道を、豊かな自然景観、有形無形の文化財、神社・仏閣で体験

できるスピリチュアルなアクティビティを楽しめる「トレイルコース」、南海道に位置し、運河や

河川、海といった徳島独特の地形を巡る水路を活かした周遊船などのコンテンツを有し、地域文化

に興味を持ち、異文化への交流に関心

を持つ旅慣れた外国人をターゲットと

するのに適した観光コンテンツがある

ため。（図⓺） 

２）コロナ収束後の旅行にかける予算

について、増加すると答えた人の割合

は半分以上を占め（図⑤）、特に地域

文化に敬意と親しみをもつ知的旅行者

が多い、欧米諸国からの Educated 

Traveler をメインターゲットとするこ

とで、地域経済の発展に寄与するた

め。 

 

 

出典：（公財）日本交通公社 DBJ・JTBF アジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査 

資料⓺ 

資料⑤ 
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〇取組方針  

コンテンツ造成重点テーマとして「ナイトタイムコンテンツ」、「藍」、「遍路」の３テーマを設定

し、各テーマ別のコンテンツ造成を推進し、新規顧客の発掘・観光消費額の拡大につなげる。また

隣接する他地域や徳島県西部、南部地域との戦略的な提携により、観光客が周遊する仕組みを構築

し、徳島県東部圏域の HUB 化を進めると同時にリピート率向上を図る。 

 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 
「！」ぎっしり。 

East Tokushima 

② コンセプトの考え方 徳島東部 15 市町村のエリアは、 

・動的な文化体験の楽しさ「阿波おどり」 

・海の自然の驚異「鳴門の渦潮」 

・自然と都市部混合のルート「お遍路」 

・吉野川が育んだ地域に継承される伝統産業「藍染め」 

といった、地域特有の歴史や文化に由来し、知名度も高く、集

客力のあるキラーコンテンツを有している。 

一方で、2018 年に当機構で実施した観光アンケートでは、次の

ような課題が浮き彫りになっている。 

・徳島県東部圏域内宿泊者は訪問者全体の 19.3％と低い状況 

・「日帰り・域外宿泊者」の滞在時間は、約 2時間 30 分とかなり

短い状況 

・「日帰り・域外宿泊者」の平均周遊箇所は、約 1.12 箇所とほと

んど周遊していない状況 

・訪問者の 25.4％が大変満足と回答も、全国平均より低い状況 

これらの課題を解消し、訪れた観光客が楽しめるスポットや体

験型の観光コンテンツを増やし、宿泊者の増加と滞在時間の延伸

を進めていこうとする狙いを表現したコピーであり、「！」 (=感

嘆符記号・エクスクラメーションマーク)  は、「発見」「驚き」

「感動」「満足」の象徴。 

徳島東部エリアを訪れた人々に、これまで知られてこなかった

遍路道をはじめとする古道や山道を、豊かな自然景観、有形無形

の文化財、神社・仏閣で体験できるスピリチュアルなアクティビ

ティを楽しめる「トレイルコース」や、運河や河川、海などの徳

島独特の地形を巡る水路を活かした観光資源にふれ、意表を突か

れたように「！」を実感してもらいたい思いを表現している。 
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その「！」が、人々の五感を通して随所に実感されるようなコ

ンテンツを提供していきたいという狙いを、「ぎっしり。」と表し

た。 

「びっくり、ぎっしり」と読む。 

「East Tokushima」…徳島東部エリアの「エリア感」を創出

し、見た人の認知スピードを上げるとともに、新鮮な印象や期待

感を与えるために設定。 

そして、「！」をターゲットに届け、体感してもらうことで、ビ

ジョンの実現につなげる。 

【地域のビジョン (=ありたい姿) 】 

① 「知られていない」から、「行ってみたい」地域へ 

 地域資源の魅力が知られ、訪れた人々から、「行ってみたら良か

ったところ」と評価・シェアされていくことで、「行ってみたいと

ころ」へと変わり、観光によって住民が豊かになる地域を目指

す。 

③  まちの魅力を、自分の言葉で語れる地域へ 

 「おすすめ」の観光コンテンツが充実し、地域の人々が「まち

の魅力」を再発見し、訪れた人に自信を持って、自分の言葉で

「まちの魅力」を語れる地域を目指す。 

 

 

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。 

当法人の理事会にて戦略が決定されたのち、協議会 (「イースト

とくしま誘客ラボ」) において、地域の多様な関係者で構成される

社員・賛助会員へ情報を共有している。 

また、社員・賛助会員・一般会員を定期的に訪問し、積極的な意

見の吸上げや取組みのアップデートを随時行っている。 

構成市町村である 15 の自治体の観光行政担当課とも定期的に連絡

会議を開催し、情報交換を緊密に行い、連携を深めるとともに、首

長を対象とした会議を開催し、それぞれの自治体で抱える課題や今

後の方針の共通理解を深めるよう努めている。 

協議会 (「イーストとくしま誘客ラボ」)を定期的に開催 

2021 年度開催分 

① 2021 年 11 月 17 日 

内容 ・令和３年度の機構の事業進捗状況 
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    ・ワーキンググループの提言を受けた機構の取組み 

    ・基調講演 

 講師 （公財）大阪観光局 局長兼理事長 溝畑宏氏 

     約 60 名参加 

② 2022 年 3月 23 日  

内容 ・基調講演  

講師：(株)ｽﾋﾟﾘｯﾄ･ｵﾌﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾄﾗﾍﾞﾙ 代表取締役 高山傑氏  

    ・令和３年度事業成果及び令和４年度事業計画の報告 

約 60 名参加 

15 市町村連絡会議の定期的な開催 

2021 年度開催分 

2021 年 6 月 30 日 第 1回 担当者会議 

2021 年 10 月 25 日 第 2 回 担当者会議 

2022 年 2 月 15 日 第 3回 担当課長会議（コロナにより中止） 

2022 年 2 月 17 日 15 市町村長会議（コロナにより中止） 

2022 年 2月下旬から 3月上旬にかけて圏域内の 15 の市町村を訪問

し、意見聴取等を行い、次年度の計画策定に活かした。  

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 

地域の観光施設や宿泊施設等を利用した観光客への独自アンケー

ト調査の分析結果を協議会において、メンバーにフィードバックす

ることで観光客に提供するサービスの維持・向上・評価する体制を

構築している。 

また、外部評価委員会において、有識者による、当法人の方向性

や各種取組みについて、評価する仕組みを設けている。有識者から

いただいた所見については、今後の事業展開に活かしている。 

2021 年度は、ＷＥＢプロモーション事業を前年度に続けて実施

し。コロナの影響が長期化し、事業展開が制限されるなかでも、実

施可能な取組みとして、ホームページでの情報掲載だけでなく、Ｓ

ＮＳ発信も Facebook、Instagram、Twitter を多用することで徳島東

部 15 市町村の季節ごとの観光コンテンツや開催されるイベント、新

規開業の飲食店や季節限定の食材などを強力に発信し、情報提供の

維持・拡大に努めた。また、GoogleMap への口コミ投稿により、当機

構の HP,SNS などにアクセスする以外にも、観光資源の情報提供を行

った。 

また、リーチ数、エンゲージメント数等を 15 市町村にフィードバ

ックをすることで、消費者の反応や課題の抽出、ブラッシュアップ

ができる体制を構築している。 

業務において徳島東部 15 市町村の観光コンテンツの価値の伝達

（ブランディング）を、フード＆クラフト事業を手段として 15 の全
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市町村において、体験プログラムを昨年度に続き実施し、新たに 16

のコンテンツを造成した。 

コロナの影響が長期するなかで、県外へのリアルプロモーション

は大幅に制限されることになったものの、ＷＥＢプロモーションに

軸足を置き、認知度の拡充とブランディングを推進した。 

更に、観光コーディネーター養成講座を 7 回にわたり、企画・実

施をすることで、域内の取組みや観光サービスの先進事例などを、

共有し、東部圏域に取り入れる等して、受入れ側の観光サービスの

維持、向上と観光人材育成に向けた取り組みを実施した。 

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 

個人旅行者に対しては、「食」「名所」「歴史・文化・伝統」「アク

ティビティ」「異文化体験」などの観光資源を、魅力的な写真や動画

等を活用し、「『知られていない』けれども『行ってみたら良かっ

た』情報をターゲットに届けるとのコンセプトに基づき、機構のＨ

Ｐでの徳島東部 15 市町村の一元的な情報発信と、ＳＮＳ

（Facebook、Instagram、Twitter）や GoogleMap を活用した効果的

なプロモーションに取り組んでいる。 

旅行会社等に対しては、県や一般財団法人徳島県観光協会、 一般

財団法人四国ツーリズム創造機構などが国内外で開催する商談会等

に参加することで、プロモーション・営業活動に取り組んでいる。 

情報発信・プロモーションに関しては、単独で行うのではなく、

広域連携ＤＭＯである 一般社団法人四国ツーリズム創造機構および

一般社団法人せとうち観光推進機構、徳島県、一般財団法人徳島県

観光協会などと役割分担し、連携を取りながら実施している。 
※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】 

当法人のミッションである徳島東部エリアの観光消費額の拡大を果たすため、①「旅行消費

額」と、当該指標に関係性の深い②「延べ宿泊者数」ならびに③「来訪者満足度」、④「リピー

ター率」をＫＰＩに設定する。 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

2018 年度に地域の観光施設、宿泊施設等において実施したアンケート調査をもとに、一人当

たり旅行消費額の基準値を設定し、2019 年度より目標設定。宿泊割合の高い徳島県東部が徳島

県全体の旅行消費額の拡大をけん引役を担えるよう、毎年対前年度 5%増を目標としたが、新型

コロナ感染症の影響でインバウンドの激減などにより大きく落ち込んだ 2020 年度実績を踏ま

え、2021 年度からは県全体の各年の目標値などを参考に新たな目標設定を行った。 

●延べ宿泊者数 

 宿泊旅行統計データ (確報値) の徳島県東部 15 市町村合計値をもとに、2018 年度より目標設

定。新型コロナ感染症の影響で大きく落ち込んだ 2020 年度実績を踏まえ、2021 年度からは、県

全体の各年の目標値などを参考に新たな目標設定を行った。 

●来訪者満足度 

 2018 年度に地域の観光施設、宿泊施設等において実施したアンケート調査をもとに、「大変満

足」と回答した割合について、2019 年度より目標設定。 

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 

38   40   28   38   41   44   

      

実

績 

40 24 24    

      

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

2,000 2,100 1,442 2,062 2,092 2,122 

（80） （100） （10） （21） （22） （23） 

実

績 

2,060 1,174 1,120    

（83） （15） （ 4） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

26.0 27.0 38.2 39.2 40.2 41.2 

      

実

績 

24.9 37.7 41.0    

      

●リピーター率 

（％） 

目

標 

54.3 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3 

      

実

績 

49.1 49.2 49.6    
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2020 実績を踏まえ、2020 年度以降の目標を上方修正するとともに、県全体の満足度の目標を

参考に、毎年 1％増加させていく。 

●リピーター率 

2018 年度に地域の観光施設、宿泊施設等において実施したアンケート調査をもとに、2019 年

度より目標設定。観光入込客数の増加を図っていく観点から、数値の維持を目標としている。 

 

（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】 

観光消費額や来訪者数の増加を推進するには、エリアの情報がどれだけ広範囲で拡散してい

るかが重要となり、その指標として、「ＷＥＢサイトアクセス数」をＫＰＩに設定する。 

また、来訪者の実数を測る指標として、「観光入込客数」をＫＰＩに設定する。 

加えて、シビックプライドの醸成の観点から、2021 年度より、住民満足度をＫＰＩ指標とし

て新たに設定。 

【設定にあたっての考え方】 

●ＷＥＢサイトアクセス数 

2018.11 より開設したＨＰのアクセス状況を Google アナリティクスによって把握し、2019 年

度より目標設定。県観光情報サイト「阿波ナビ」のアクセス数 (2017 年度 523 万回) に近づけ

ていくため設定。 

●観光入込客数 

「共通基準による観光入込客統計」に基づき、県が取りまとめている県内各市町村の観光入

込客データのうち、徳島東部 15 市町村分のデータにより把握し、2018 年度より目標設定。 

新型コロナ感染症の影響で大きく落ち込んだ 2020 年度実績を踏まえ、2021 年度からは、県全

体の各年の目標値を参考に新たな目標設定を行った。 

 

●住民満足度 

当法人のミッションとして、県外流出者の減少のため、シビックプライドの醸成を掲げてお

り、地域の観光地域づくりの推進度合いの指標として、新たに 2021 年度から域内住民を対象に

満足度調査のアンケートを実施し、算出された値の向上に努めていく。 

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 

●ＷＥＢサイト

アクセス数

（万回） 

目

標 

52.5 75.0 120.0 150.0 180.0 200.0 

      

実

績 

18.1 33.8 61.2    

      

●観光入込客数 

（万人） 

目

標 

1,450 1,465 995   1,435  1,456  1,460  

      

実

績 

1,421 998 585    

      

●住民満足度 

（％） 

目

標 

設定なし 設定なし    前年比+1％ 前年比+1％ 前年比+1％ 

      

実

績 

ﾃﾞｰﾀなし ﾃﾞｰﾀなし 33.5      
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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  

※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 
69,233,011 円 【都道府県からの補助金】   10,249,214 円 

【市町村からの負担金】        51,920,000 円 

【受託収入】                   4,849,886 円 

【会費収入】                   2,213,333 円 

【雑収益】                           578 円 
2020（Ｒ２）

年度 
66,404,765 円 【国からの補助金】             8,664,526 円 

【県からの補助金】            11,046,397 円 

【市町村からの負担金】        44,415,000 円 

【会費収入】                   1,813,333 円 

【雑収益】                       465,509 円 
2021（Ｒ３）

年度 
66,764,942 円 【国からの補助金】             4,925,375 円 

【県からの補助金】             9,639,954 円 

【市町村からの負担金】        50,700,297 円 

【会費収入】                   1,430,000 円 

【雑収益】                        69,316 円 
2022（Ｒ４）

年度 
66,439,600 円 【国からの補助金】             4,369,600 円 

【県からの補助金】            14,000,000 円 

【市町村からの負担金】        44,810,000 円 

【受託事業収益】               1,500,000 円 

【会費収入】                   1,660,000 円 

【雑収益】                       100,000 円 
2023（Ｒ５）

年度 
63,900,000 円 【国からの補助金】             4,370,000 円 

【県からの補助金】            14,000,000 円 

【市町村からの負担金】        41,430,000 円 

【受託事業収益】               2,000,000 円 

【会費収入】                   2,000,000 円 

【雑収益】                       100,000 円 
2024（Ｒ６）

年度 

64,300,000 円 【国からの補助金】             4,370,000 円 

【県からの補助金】            14,000,000 円 

【市町村からの負担金】        41,430,000 円 

【受託事業収益】               2,000,000 円 

【会費収入】                   2,400,000 円 

【雑収益】                       100,000 円 
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（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 
2019（Ｒ１） 

年度 
67,130,413 円 【マーケティング事業】                2,716,010 円 

【プロモーション事業】               13,397,060 円 

【セールス事業】                      2,276,534 円 

【観光地域づくり事業】                7,956,670 円 

【物産販売支援事業】                  4,214,689 円 

【徳島発魅力発信プロジェクト事業】    4,849,886 円 

【管理費】                           31,719,564 円 
2020（Ｒ２）

年度 
62,256,753 円 【マーケティング事業】                  671,100 円 

【プロモーション事業】               11,523,030 円 

【セールス事業】                        370,908 円 

【観光地域づくり事業】                7,822,618 円 

【物産販売支援事業】                  7,636,062 円 

【世界水準 DMO 形成促進事業】          5,166,586 円 

【管理費】                           29,066,449 円 
2021（Ｒ３）

年度 
66,227,078 円 【東徳島トレイル開発事業】           11,543,058 円 

【ウォーターウェイツーリズム造成事業】7,014,208 円 

【フード＆クラフトツーリズム推進事業】5,225,093 円 

【ナイトタイムツーリズム造成事業】    1,159,710 円 

【その他コンテンツ造成推進事業      】1,265,065 円 

【シビックプライド醸成・人材育成事業】5,846,704 円 

【広域観光案内ステーション事業】      9,008,000 円 

【管理費】                           25,165,240 円 
2022（Ｒ４）

年度 
66,439,600 円 【東徳島トレイル開発事業】           10,775,600 円 

【ウォーターウェイツーリズム造成事業】6,595,000 円 

【フード＆クラフトツーリズム推進事業】5,045,000 円 

【ナイトタイムツーリズム造成事業】    3,695,000 円 

【その他コンテンツ造成推進事業】      2,019,000 円 

【シビックプライド醸成・人材育成事業】8,980,000 円 

【受託事業】             1,500,000 円 

【管理費】                           27,830,000 円 
2023（Ｒ５）

年度 
63,900,000 円 【東徳島トレイル開発事業】            9,700,000 円 

【ウォーターウェイツーリズム造成事業】6,000,000 円 

【フード＆クラフトツーリズム推進事業】5,000,000 円 

【ナイトタイムツーリズム造成事業】    3,000,000 円 

【その他コンテンツ造成推進事業】      2,000,000 円 

【シビックプライド醸成・人材育成事業】8,400,000 円 

【受託事業】             2,000,000 円 

【管理費】                           27,800,000 円 
2024（Ｒ６）

年度 

64,300,000 円 【東徳島トレイル開発事業】            9,700,000 円 

【ウォーターウェイツーリズム造成事業】6,000,000 円 

【フード＆クラフトツーリズム推進事業】5,000,000 円 

【ナイトタイムツーリズム造成事業】    3,000,000 円 

【その他コンテンツ造成推進事業】      2,000,000 円 

【シビックプライド醸成・人材育成事業】8,400,000 円 

【受託事業】             2,400,000 円 

【管理費】                           27,800,000 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 

徳島東部 15 市町村が当法人に負担金を支出するとともに、県から補助金を受け入れること

で、当法人の組織運営に必要な管理費や事業費を賄っている。 

今後は、自主的な収益事業等を継続的に展開することで、持続可能な地域連携による運営と観

光振興を目指す。 

具体的には、着地型旅行商品プラットフォーム運営やコンサルティング等の収益事業の展開を

検討するほか、官民協働の組織として、その運営費用についても、民間事業者から拠出する仕組

み（協賛金の負担等）で運営する。 

 
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 

 

徳島市のほか周辺 14 市町村は、徳島東部エリアにおける地域連携ＤＭＯとして、「  (一社)  

イーストとくしま観光推進機構」を登録したいので、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） 

 

 

 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 久米隆仁 

担当部署名（役職） 事務局長 

郵便番号 770-0831 

所在地 徳島県徳島市寺島本町西 1 丁目 61徳島駅クレメ

ントプラザ 5 階 

電話番号（直通） 088-678-2811 

ＦＡＸ番号 088-678-2877 

Ｅ－ｍａｉｌ info@east-tokushima.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 徳島県 

担当者氏名 大崎理英 

担当部署名（役職） 商工労働観光部観光政策課 

郵便番号 770-8570 
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所在地 徳島市万代町 1丁目 1 番地 

電話番号（直通） 088-621-2338 

ＦＡＸ番号 088-621-2851 

Ｅ－ｍａｉｌ oozaki_yoshihide_1@pref.tokushima.jp 

 

都道府県･市町村名 徳島市 

担当者氏名 林 英華 

担当部署名（役職） 経済部にぎわい交流課 

郵便番号 770-8571 

所在地 徳島市幸 2丁目 5 番地 

電話番号（直通） 088-621-5232 

ＦＡＸ番号 088-621-5457 

Ｅ－ｍａｉｌ Nigiwai_koryu@city-tokushima.i-tokushima.jp 

 

都道府県･市町村名 鳴門市 

担当者氏名 川口 雄大 

担当部署名（役職） 経済建設部観光振興課 

郵便番号 772-8501 

所在地 鳴門市撫養町南浜字東浜１７０ 

電話番号（直通） 088-684-1453 

ＦＡＸ番号 088-684-1339 

Ｅ－ｍａｉｌ kankoshinko@city.naruto.i-tokushima.jp 

 

都道府県･市町村名 小松島市 

担当者氏名 藪内 智仁 

担当部署名（役職） 産業振興部商工観光課 

郵便番号 773-8501 

所在地 小松島市横須賀 1-1 

電話番号（直通） 0885-32-3809 

ＦＡＸ番号 0885-33-0938 

Ｅ－ｍａｉｌ yabuuchi-t1@city.komatsushima.i-tokushima.jp 

 

都道府県･市町村名 吉野川市 

担当者氏名 横田 達 

担当部署名（役職） 産業経済部商工観光課 

郵便番号 776-8611 

所在地 吉野川市鴨島町鴨島 115-1 

電話番号（直通） 0883-22-2226 
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ＦＡＸ番号 0883-22-2237 

Ｅ－ｍａｉｌ shokokankou@yoshinogawa.i-tokushima.jp 

 

都道府県･市町村名 阿波市 

担当者氏名 森 健祐 

担当部署名（役職） 産業経済部商工観光課 

郵便番号 771-1695 

所在地 阿波市市場町切幡字古田 201 番地 1 

電話番号（直通） 0883-36-8722 

ＦＡＸ番号 0883-36-8762 

Ｅ－ｍａｉｌ shokoukankou@awa.i-tokushima.jp 

 

都道府県･市町村名 勝浦町 

担当者氏名 藤木 千恵美 

担当部署名（役職） 企画交流課 

郵便番号 771-4395 

所在地 勝浦郡勝浦町大字久国字久保田 3 

電話番号（直通） 0885-42-2552 

ＦＡＸ番号 0885-42̶3028 

Ｅ－ｍａｉｌ kouryu@town.katsuura.i-tokushima.jp 

 

都道府県･市町村名 上勝町 

担当者氏名 佐々木 ゆかり 

担当部署名（役職） 産業課 

郵便番号 771-4501 

所在地 勝浦郡上勝町大字福原字下横峯 3-1 

電話番号（直通） 0885-46-0111 

ＦＡＸ番号 0885-42̶0323 

Ｅ－ｍａｉｌ sasaki_yukari@kamikatsu.i-tokushima.jp 

 

都道府県･市町村名 佐那河内村 

担当者氏名 福本 貴司 

担当部署名（役職） 企画政策課 

郵便番号 771-4195 

所在地 名東郡佐那河内村下字中辺 71-1 

電話番号（直通） 088-679-2973 

ＦＡＸ番号 088-679̶2125 

Ｅ－ｍａｉｌ kikaku@sanagochi.i-tokushima.jp 
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都道府県･市町村名 石井町 

担当者氏名 金垣 純子 

担当部署名（役職） 産業経済課 

郵便番号 779-3295 

所在地 名西郡石井町高川原字高川原 121-1 

電話番号（直通） 088-674-1118 

ＦＡＸ番号 088-675̶1500 

Ｅ－ｍａｉｌ sangyoukeizai@ishii.i-tokushima.jp 

都道府県･市町村名 神山町 

担当者氏名 森 由仁 

担当部署名（役職） 産業観光課 

郵便番号 771-3395 

所在地 名西郡神山町神領字本野間 100 

電話番号（直通） 088-676-1118 

ＦＡＸ番号 088-676̶1100 

Ｅ－ｍａｉｌ yoshihito-mori@kamiyama.i-tokushima.jp 

 

都道府県･市町村名 松茂町 

担当者氏名 伏見 綾人 

担当部署名（役職） 産業環境課 

郵便番号 771-0295 

所在地 板野郡松茂町広島字東裏 30 

電話番号（直通） 088-699-8714 

ＦＡＸ番号 088-699̶2141 

Ｅ－ｍａｉｌ sangyou@town.matsushige.tokushima.jp 

 

都道府県･市町村名 北島町 

担当者氏名 三木 一正 

担当部署名（役職） まちみらい課 

郵便番号 771-0285 

所在地 板野郡北島町中村字上池 23-1 

電話番号（直通） 088-698-9806  

ＦＡＸ番号 088-698̶3642 

Ｅ－ｍａｉｌ machimirai@kitajima.i-tokushima.jp 

 

都道府県･市町村名 藍住町 

担当者氏名 立川 昌弥 

担当部署名（役職） 建設産業課 産業支援室 
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郵便番号 771-1292 

所在地 板野郡藍住町奥野字矢上前 52-1 

電話番号（直通） 088-637-3120 

ＦＡＸ番号 088-637̶3152 

Ｅ－ｍａｉｌ sangyou@aizumi.i-tokushima.jp 

 

 

 

都道府県･市町村名 板野町 

担当者氏名 山窪 友花 

担当部署名（役職） 産業課 

郵便番号 779-0192 

所在地 板野郡板野町吹田字町南 22-2 

電話番号（直通） 088-672-5994 

ＦＡＸ番号 088-672̶5553 

Ｅ－ｍａｉｌ yamakubo-yuka@town-itano.i-tokushima.jp 

 

都道府県･市町村名 上板町 

担当者氏名 樫山 昌史 

担当部署名（役職） 産業課 

郵便番号 771-1392 

所在地 板野郡上板町七條字経塚 42 

電話番号（直通） 088-694-6806 

ＦＡＸ番号 088-694̶5903 

Ｅ－ｍａｉｌ sa@kamiita.i-tokushima.jp 

 

 

 



項目
2019

（R元）
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
(千円)

目標
38 40 28 38 41 44

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

実績
40 24 24

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

延べ宿泊者数
(千人)

目標
2,000 2,100 1,442 2,062 2,092 2,122

( 80 ) ( 100 ) ( 10 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 )

実績
2,060 1,092 1,120

(83) (15) (4) (  ) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標
26.0 27.0 38.2 39.2 40.2 41.2

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

実績
24.9 37.7 41.0

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

リピーター率
(％)

目標
54.3 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3

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

実績
49.1 49.2 49.6

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

合意形成の仕組み ※（）内は訪日外国人旅行者に関する数値

【区域】
徳島県徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦町、
上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、
藍住町、板野町、上板町（15市町村）
【設立日】 平成30年3月30日
【登録日】 令和元年8月7日
【代表者】 内藤佐和子
【マーケティング責任者（CMO）】 渡辺隆仁
【財務責任者（CFO）】 久米隆仁
【職員数】 6人
常勤5人（正職員1人、出向者4人）、派遣社員1人

【連携する主な事業者】
㈱阿波銀行、（一社）徳島新聞社、㈱エアトラベル徳島等の
社員・会員、地元大学、ＮＰＯ法人など

法人のこれまでの活動実績

戦略

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

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

マーケティング・マネジメントする区域

ＫＰＩ（実績･目標）

法人名：（一社）イーストとくしま観光推進機構 【コンセプト】 「！」 ぎっしり。 East Tokushima
登録区分名：地域連携ＤＭＯ

【主な観光資源】
阿波おどり
鳴門の渦潮
四国八十八ヶ所
阿波人形浄瑠璃
阿波藍 他

【該当する登録要件】 ②
【概要】

平成30年6月に地域の多様な連携を生み出すプラッ
トフォームとしての役割が期待される協議会 （「イース
トとくしま誘客ラボ」） を、設置するとともに、必要に応
じテーマごとにワーキンググループを設置。

県東部圏域内15市町村から構成される市町村連絡
会議を設置。

【情報発信・プロモーション】
①ＳＮＳ等を用いたＷＥＢプロモーション業務
②ホームページへの誘因プロモーション
③各種商談会への参加
④募集型企画旅行支援による露出拡大
⑤藍のあるまちづくりの推進による徳島らしさのＰＲ
【観光資源の磨き上げ】
①東徳島トレイルの開発
②ウォーターウェイツーリズム開発事業
③ＡＴ目線による体験型観光コンテンツの造成
④サスティナブルをテーマにした観光コンテンツ造成
【受入環境の整備】
①観光人材の養成講座
②観光パンフレット、ＳＮＳ等多言語対応
③多言語対応型の観光素材集作成
⑤マイクロツーリズム推進によるシビックプライド醸成

【主なターゲット】
①徳島県在住の旅行者
②徳島県外在住の旅行者
③欧米諸国等からのＥｄｕｃａｔｅｄ Ｔｒａｖｅｌｅｒ

【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
①マイクロ・ツーリズムを推進し、新たな観光需要の
掘り起こしやシビックプライドの醸成を図る
②新型コロナの感染状況を注視し、新たな旅のスタイ
ルに対応した観光コンテンツの造成や情報発信を行
うことに加え、国や県の施策に連動して、国内旅行者
の誘客に努める。
③アフターコロナを見据え、上記で可視化した観光コ
ンテンツを「Ｅｄｕｃａｔｅｄ Ｔｒａｖｅｌｅｒ」向けにカスタマイ
ズし、広域連携ＤＭＯ、ＪＮＴＯ等と協働し欧米諸国を
中心に販売促進を実施し、誘客に繋げる。

地域の多様な関係者で構成される協議会で、機構
の事業戦略に関する情報を共有するとともに、今後の
事業展開に関する提言・助言を受ける。

ホームページ、ＳＮＳ等を活用し、機構の事業内容に
ついて、地域住民をはじめとし、国内外に広く情報発
信する。

【主な収入】R３年度 67百万円
市町村からの負担金51百万円、県からの補助金10百万円、国からの補助金5百
万円、民間・団体からの会費収入等1百万円
【総支出】R３年度 66百万円（一般管理費25百万円、事業費41百万円）
※R3年3月期決算
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
会員の拡大による新規会費収入の獲得、行政等からの受託事業収入の確保


