（別添）様式１

日本版ＤＭＯ形成･確立計画

１. 日本版ＤＭＯの組織
申請区分

広域連携ＤＭＯ･地域連携ＤＭＯ･地域ＤＭＯ

日本版ＤＭＯ候補法人
の名称
マーケティング･マネジ
メント対象とする区域
所在地
設立時期

（一般社団法人取得予定）嘉麻市観光まちづくり協会

職員数
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）
※無報酬参画
各種データの分析･収集
等（マーケティング）
の責任者（専門人材）
※正規職員
アウトドア事業の責任
者（専門人材）
※非常勤職員

旅行商品の造成･販売の
責任者（専門人材）
※無報酬参画
連携する地方公共団体
の担当部署名及び役割

連携する事業者名及び
役割

区域を構成する地方公共団体名
嘉麻市
福岡県嘉麻市上臼井３２８番地１
平成 28 年 4 月 1 日（令和 3 年 4 月法人格取得予定）
（平成 24 年 6 月より嘉麻市観光まちづくり協議会として発足）
職員数３名（常勤（正職員）１人、非常勤２名）※令和元年 9 月現在
（氏名）
観光まちづくり協議会時より嘉麻市の観光まちづく
会長 野見山利三
りに参画し、市内の地域活性化に関する様々な取組
（出身組織名）
みの発起人であり、嘉麻市商工会役員も務めてきて
（有）野見山産業
おり、地域の商工業者など、地域の様々なパイプ役
となっている。
（氏名）
嘉麻市観光まちづくり協議会時より従事。
出嶋 素子
多くの地域イベントや着地型体験プログラムの企画
「専従」
から実施まで従事。
嘉麻市観光まちづく
り協会
（氏名）
元市役所職員。Ｈ２９年より観光まちづくり協会事
有田 芳行
務局長に就任。
「事務局長」
登山など市内数々のアウトドア関連事業に参画。
嘉麻市観光まちづく
イベント企画や実施も手掛ける。
り協会
市内アウトドア関連のスペシャリスト。
（氏名）
所属企業の営業部長としての商品企画や販売に係る
安河内 隆
知見を活かし、嘉麻市観光まちづくり協会の企画委
（出身組織名）
員会長を務めている。
（株）トモス
嘉麻市産業振興課：観光振興事業、移住定住推進事業、特産品開発事業、
マーケティング、プロモーション他
企画財政課：地域振興事業
社会教育課：歴史文化振興事業
地域活性推進課：地域公共交通事業
農林振興課：農林業振興事業、農産品振興事業
人事秘書課：広報事業
【着地型観光商品・日帰りバスツアー・地域活性化イベント】
・株式会社嘉麻スタイル【地域商社】
市 100％出資の株式会社で、公共施設のボルダリングセンター「K-WALL」
の運営や移住事業等、まちづくり事業で連携。
・道の駅うすい【観光施設・食連携】
嘉麻市内に存する唯一の道の駅で、産品販売や産品ＰＲイベントへの参
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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

加、地域活性化イベント開催などで連携。
・カッホー馬古屏【観光施設・食連携】
地元産品を豊富に取り扱う農産品直売施設で、産品販売や産品ＰＲイベ
ントへの参加、地域活性化イベント開催などで連携。
・株式会社ひまわり観光【交通事業者】
（一社）全国旅行業協会（ANTA）正会員の交通事業者で、バスツー等着
地型観光商品の企画実施で連携。
・朝倉・嘉麻広域観光協議会【地域振興組織】
嘉麻市、朝倉市の両行政と観光協会で組織。県南地域との連携した観光
振興事業を展開中。
・
（株）トモス【特産品連携】
・嘉麻商工会議所・嘉麻市商工会【市内商工団体】
・宮小路果樹組合【観光施設、特産品連携】
・
（株）プチライフ【宿泊施設（キャンプ場指定管理者）
】
（該当する要件）
①嘉麻市観光まちづくり協会（理事会）
月１回開催。
構成員：商工会副会長、商工会女性部長、道の駅駅長、市内洋菓子製造
販売事業者営業部長、社会福祉法人サービス管理責任者、市内
交通事業者取締役で理事会を構成し、意思決定権を有する各団
体の代表者が参画し、コンセプトに基づく観光戦略について合
意形成。
②嘉麻市観光まちづくり協会企画委員会
月１回開催。
構成員：市内洋菓子製造販売事業者営業部長、社会福祉法人サービス管
理責任者、市内交通事業者取締役、市内畜産事業者、市内寺社
権禰宜、市内在住陶芸作家、嘉麻市産業振興課やその他市内事
業者等で企画委員会を構成し、コンセプトに基づく観光推進事
業の検討。
③嘉麻市観光会議
月１回開催。
構成員：嘉麻市観光まちづくり協会、
（株）嘉麻スタイル、道の駅うす
い、嘉麻市産業振興課で構成し、嘉麻市第2次観光振興基本計画
のアクションプランの策定と、嘉麻市観光振興基本計画の中間
検証を進めている。

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

毎年秋に人気ウォーキングイベントを開催し、観光協会への参画募集とあ
わせて観光まちづくりについての啓発を実施。
また、その他にも、市内の個人や事業者に対し、日々の地道な訪問や、市
内イベント開催時にブース出展するなどし、啓発・参画促進を実施。
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法人のこれまでの活動
実績

（活動の概要）
（定量的な評価）
【平成２２年度】
嘉麻市観光振興基本計画策定
【平成２３年度】
中間支援組織準備委員会を設置
※観光振興を推進するために、地域をコーディネートし公益性を持った
組織の立ち上げを目指す。
【平成２４年度】
①観光まちづくり協議会（仮称）設立準備委員会を設置
②観光まちづくり協議会発足
※市民公募、商工会議所、商工会、農協、ＮＰＯ団体等で委員を構成。
③観光資源発掘ワークショップの開催
※公募で参加者を募集
④特産品開発・情報発信・観光商品開発の各プロジェクトチームを設置
※特産品開発・・・
「嘉麻の釜めし」ご当地グルメ化
「嘉麻の釜めしの素」商品化
※情報発信・・・・
「ＫＡＭＡ」のロゴが入ったポロシャツ・Ｔシャツの
制作について検討
観光ポータルサイトの運用開始
動画コンテストの開催について検討
⑤嘉麻市観光振興アクションプラン策定
【平成２５年度】
①特産品開発プロジェクトチーム
イノシシ肉を使ったご当地商品の検討・商品化
②情報発信プロジェクトチーム
ＫＡＭＡポロシャツ・Ｔシャツの販売開始
※総販売枚数：８３３枚 純利益：約２８万円
動画コンテスト開催
かまししちゃんピンバッジ販売開始
「軍師官兵衛」関連案内看板製作設置
③観光商品開発プロジェクトチーム
ⅰ．
「夏のわくわくチャレンジツアー」開催
（親子で挑戦！初めてのパン作り教室）
参加者：６組（１４名）
（大隈のまち並み散策 お散歩カメラ教室）
参加者：７組（１０名）
ⅱ．
「秋のわくわくチャレンジツアー」開催
（観光ライド）参加者：１４名
（座編み体験）参加者：６名
（トレッキングツアー 大法山・三高山・白馬山）
参加者：２７名
（座禅・写経体験）参加者：２１名
（陶芸体験）参加者：６名
（嘉穂アルプス縦走トレッキング）参加者：未実施
（吹きガラスでマイグラスつくり）参加者：９名
ⅲ．「嘉麻市魅力再発見ツアー」開催 参加者：２２名
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④嘉麻市観光振興基本計画アクションプラン進捗状況の確認会議開催
⑤近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科との連携事業検討
【平成２６年度】
①「軍師官兵衛」関連事業の展開
関連グッズの制作・販売
シンポジウムの開催（朝倉市・飯塚市と合同）
イベントの開催
②郷土出身「加藤一二三氏」帰郷講演、将棋大会の企画
③特産品開発プロジェクト
「梨スイーツ」の試作販売
④観光開発プロジェクト
・
「トレッキング塾（第一期）
」の開催
（ガイド育成を目指し、基礎講座や登山における救急処置等）
・嘉麻市わくわくチャレンジツアーの企画実施
（お散歩カメラ教室＠黒田家ゆかりの地・大隈）参加者：１２名
（陶芸教室 世界に一つだけのマイカップ作り）参加者：９名
（大法・白馬・三高山トレッキング）参加者：１０名
（観光ライド）参加者：１２名
（マウンテン・バイク・チャレンジ）参加者：４名
・魅力発見ツアーの企画実施 参加者：７名
【平成２７年度】
①観光開発プロジェクト
・
「トレッキング塾（第二期）
」の開催
（ガイド育成を目指し、基礎講座や登山における救急処置等）
・嘉飯物語
「大法・白馬・三高山トレッキング」の企画実施 参加者：１４名
②特産品開発プロジェクト
・新商品「即席うどん」の協議・試作
③嘉麻市観光協会［仮称］設立準備委員会の開催
【平成２８年度】
①企画委員会の設立
②観光商品開発部会
・嘉飯物語（春夏２回）
「大法・白馬・三高山トレッキング」の企画実施 参加者：１２名
「三高山トレッキングと熊ヶ畑かかし見学」の企画実施 参加者：９名
・
「高島忠平さんと歩く第１弾！」の実施 参加者：２０名
・
「高島忠平さんと歩く第２弾！」の実施 参加者：２２名
・
「白馬山ハイキング＆梅林公園①」の企画実施 参加者：８名
・
「白馬山ハイキング＆梅林公園②」の企画実施 参加者：１３名
③特産品開発部会
・新商品「カレーパン」
、
「胡椒味噌の塩パン」
、カレーの試食、協議
④PR 商品・情報発信部会
・新商品「ポロシャツ」について協議
・
「楽しく走ろうふくおか子ども駅伝 in 嘉麻」景品について協議
・嘉麻のオリジナルグッズロゴ・マークコンテスト開催
⑤嘉麻市観光戦略策定会議の開催
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【平成２９年度】
①観光商品開発部会
・
「長谷山トレッキングと嘉麻市観光バスツアー」の企画
・嘉飯物語
「地元ガイドが魅力を紹介！低山トレッキング」の企画実施
参加者：２３名
「季節の花摘み体験」の企画実施 参加者：８名
・登山道マップの改訂について協議
・
「白馬山ハイキング＆梅林公園」の企画実施 参加者：２０名
②PR 商品・情報発信部会
・特産品開発部会 新商品「ジャージープリン」パッケージデザインについ
て協議
③特産品開発部会
・新商品「ジャージープリン」パッケージデザインついて協議
・新商品「パン」試食、協議
④「ファイナルナイトハイク」スタッフとして参加
⑤フルーツフェア協力出店
⑥嘉麻ふれあいまつり「加藤一二三トークショー」の準備、実施
⑦「第１回夜なべ談義～嘉麻市のまちづくりはここから始まる～の開催
参加者：３７名
⑧広域連携
・朝倉市との交流会実施（馬見キャンプ村にて交流会）
・登山道確認、整備（江川岳ルート確認、整備、朝倉市にて交流会）

【平成３０年度】
①企画委員会
・
「かまナイトウォーキング」について協議
・
「白馬山ハイキング＆梅林公園」の企画
・会報（創刊号）について協議、発行
②嘉飯物語「初夏の山歩きと山のお話」企画実施 参加者：
③「かまナイトウォーキング 2018」企画実施 参加者：８１１名
④フルーツフェア協力出店
⑤「嘉麻ふれあいまつり」ブース出店
⑥「小石原民陶むら祭」特産品ブース出店
⑦バスツアーの企画実施
・
「福岡の中心地 嘉麻を巡るバスツアー 意外と知られていない“酒・肉”
食べ飲みツアー」 参加者：２１名
・
「お坊さんから学ぶ洋風精進料理と心のデトックスツアー」
参加者：１５名
⑧日本版 DMO 登録に向けた伴走型支援事業会議の開催
⑨登山道マップ制作 ＠３５００部
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実施体制

（実施体制の概要）
理事会・総会での決定事項に基づき、事務局長が主となり、①アウトド
アシティ事業を展開。会員で構成する企画委員が主となり、②地域振興事
業、③物販事業も展開。連携団体との連携した取り組みを行うとともに、
地域団体とともに地域住民を巻き込んだ取り組みを実施している。
（実施体制図）

２. 日本版ＤＭＯ候補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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嘉穂アルプス

古処山

屏山

馬見山

【区域設定の考え方】
平成１８年３月に、稲築町・碓井町・嘉穂町・山田市の１市３町が合併し「嘉麻市」が誕生した。
嘉麻市の総合計画において、嘉穂エリア（旧嘉穂町）が観光拠点ゾーンとして設定され、平成２
４年６月に「嘉麻市観光まちづくり協議会」が設立。観光まちづくりの定義を基に、トレッキン
グツアー等の着地型商品開発による体感型観光の推進、登山ガイド育成、既存の特産品等を活用
した新たな特産品開発などに取り組んできており、地域資源を活用したイベント等も実施してい
る。現在は「嘉麻市観光まちづくり協会」として発展（平成２８年４月設立）
。
嘉穂エリアの多くを占める資源「自然環境」がコンセプトとして共通する点が多く、昨年市が嘉
麻市の観光拠点施設と位置付ける、廃校を活用した「ボルダリング施設・農家レストラン（未供
用）
・宿泊施設（未供用）
」があるエリアであるとともに、市営キャンプ場が存在するエリアで、今
後アウトドアブランドの協力を得て改修する計画もあり、マーケティング・マネジメントする区
域と設定とするのが適切である。
【観光客の実態等】
公共交通機関でのアクセスが非常に悪く、マイカーでの来訪がほとんどである。
出発地的にみると、嘉麻市誕生により、まずは認知度を向上させる取組みで県内都市圏を中心
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にプロモーションを行なってきた経緯もあり、県内からの観光客が多くを占める。
また、嘉麻市を訪れる観光客はそのほとんどが日帰り観光となっている。これは、市内に宿泊
施設が民間１軒と市営キャンプ場しかないことによる。
来訪目的別にみると、直売施設・酒蔵・フルーツ狩り・登山・キャンプ・イベント参加が多く、
近年は、酒蔵と登山が非常に増加傾向にある。
昨年、嘉麻市で進めてきた体験型観光を加速化させるため、廃校となった小学校の体育館を利
活用した「ボルダリング施設」がオープンした。
来年には、同じ廃校舎を利活用した「農家レストランと宿泊施設」がオープン予定となってい
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】
観光施設・・・ボルダリングセンター「Ｋ－ＷＡＬＬ」、梅林公園、古処山キャンプ村「遊人の杜」、
馬見山キャンプ村、九州りんご村、寒北斗酒造、大里酒造、常盤館
商業施設・・・道の駅うすい、カッホー馬古屏、山田活性化センター「手づくりふるさと村」、ジ
ャンボンヨーク、小次郎の里
健康施設・・・なつきの湯、白雲荘
スポーツ・・・ボルダリングセンター「Ｋ-ＷＡＬＬ」
（再掲）
、嘉穂総合体育館・陸上競技場、ス
イミングプラザなつき、サルビアパーク
歴史・文化施設・・・織田廣喜美術館、碓井郷土館・平和祈念館、麟翁寺、益富城址、沖出古墳、
山野の石像群、山野の楽、一夜城伝説
自然・・・嘉穂アルプス（馬見山・屏山・古処山「日本山岳遺産」）
、九州自然歩道、足白フットパ
スコース、熊ヶ畑ひまわり畑、嘉穂アルプスのオオキツネノカミソリ・ヤブツバキ、小野谷アジ
サイロード、稲築公園のサクラ
イベント・・・梅林公園の観梅、ふれあいまつり、さくらまつり、嘉麻シティマラソン、かまナイ
トウォーキング、フルーツフェア、一夜城まつり
【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】
キャンプ場：２箇所
嘉穂エリア（旧嘉穂町）
【利便性：区域までの交通、域内交通】
区域までの交通
自動車：九州自動車道福岡ＩＣから約１時間
公共交通機関：ＪＲ桂川駅からタクシーで約１５分、バスで約２０分
【外国人観光客への対応】
観光ポータルサイト：自動翻訳機能での対応
観光案内所、観光施設等：福岡県多言語コールセンター利用、スマホアプリ活用、身振り手振り
予定事業：外国人の参加を見据えたトレイルイベントを検討中
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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
ＷＥＢサイトのアクセス状況
観光入込客数
観光消費額
来客者満足度
リピート率調査
観光入込客数

収集の目的
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。
交流人口の動向を把握するため。
市内における観光客の消費額で経
済効果を調査
観光振興に対する来客者の満足度
を把握するため。
来客者数においてリピート率を把
握するため。
観光振興に対する地域住民の理解
度を測るため。

収集方法
google アナリティクスを活用して
実施。
福岡県観光入込客数推計調査によ
る
福岡県観光入込客数推計調査によ
る。
観光案内窓口や道の駅等で来訪者
に対しアンケート調査を実施。
観光案内窓口やイベント等で来訪
者に対しアンケート調査を実施。
アンケート調査を自主事業として
実施。

４. 戦略
（１）地域の強みと弱み
内
部
環
境

外
部
環
境

好影響
強み（Strengths）
①自然（日本山岳遺産の嘉穂アルプスや
一級河川遠賀川の源流点をもつ）
②農産物（新鮮な野菜、ブランド牛、日本
酒やりんご・梨などのフルーツなど）
③キャンプ場
④多彩なアウトドアイベントが存在
⑤おもてなしの文化（地域の特徴、人）
機会（Opportunity）
①デンマーク国シルケボー市との観光に
関する協力展開の基本合意締結
②2020 年オリンピック開催
③コールセンター開設
④九州観光推進機構、福岡県、福岡県観光
連盟支援協力
⑤民間路線バスと市営循環型バスの相互
乗入バスステーション開設
⑥宿泊税（税収を活用した補助事業）

悪影響
弱み（Weaknesses）
①公共交通機関の利便性の悪さ
②休耕地（後継者不足）
③キャンプ場の老朽化による維持費拡大
④市の観光イメージが確立していない
⑤インバウンド受入機運がない

脅威（Threat）
①事業費の削減（市予算）
②本市までのアクセス
③県内のアウトドア関連施設の充実

（２）ターゲット
○第１ターゲット層
九州北部の都市圏在住 30～40 代のファミリー層
○選定の理由、
第二の人口ボリューム層であり、家族との交流を積極的消費と見込み、将来的な移住
も見据えたターゲット。
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「仕事・育児・家族等に忙しい世代へ日常の喧騒から離れ、心身のリフレッシュに適し
た場所として、嘉麻市を知る → 好きになる（リピーター）→ 住みたくなる（移住）
」
○取組方針
ヨーロッパのアウトドアキャピタルで嘉麻市と協力関係にあるシルケボー市の取組
みと、シルケボー市があるデンマークの北欧文化（概念）を参考に、既存のアウトドア
コンテンツを気軽に楽しめ、
「ホッと一息つける場所、居心地の良い時間や空間」を『ヨ
ーロッパ（北欧）型アウトドア』として嘉麻市で提供する。
北欧風のライフスタイルを既存コンテンツに付加価値として加えたプログラムやイ
ベントを実施して、嘉麻市の魅力を知ってもらう取組みを実施。
参加者に対するアンケートでニーズ調査を行い、分析結果に基づいてターゲット層に強
力に訴求するコンテンツに磨き上げる。
嘉麻市の自然を「静かな空間」という地域資源としての活用していくことで、
「自然豊
か」という大きなテーマを少しでも具現化していく。
○第２ターゲット層
日本在住の外国人
○選定の理由
嘉麻市で進めるヨーロッパ（北欧）型アウトドアに対し、アドバイスやコンテンツ作
り等に将来的に関わってもらうことを見据えたターゲット。独自ネットワークへの情報
発信力にも期待し、インバウンド客の来訪を狙う。
○取組方針
特に在住欧米系の人に対して、バスツアーやモニターイベントを実施。
アンケートやワークショップを実施し、我々が想像しないような発想を収集するなど
し、ブラッシュアップし、インバウンドにも訴求できるコンテンツに磨き上げる。

（３）コンセプト
①コンセプト
【基本コンセプト】
第二次観光振興基本計画に基づき、
「山のかま。」
「森のかま。
」
「食のかま。
」
「風のか
ま。」をキーワードに、
「嘉麻らしさ」を地域内外に対し伝えていくことで、嘉麻市の
観光まちづくりを進めていく。
②コンセプトの考え方
「嘉麻らしさ」を具現化するために、山・森などのフィールドを活かし、北部九州
一アウトドアに親しみやすい「アウトドアシティ」を構築する。
具体的には、嘉麻市と観光に関する協力関係にあり、デンマークのアウトドアキャ
ピタルとしてアウトドアツーリズムの先進地であるシルケボー市の取組みを参考に、
登山・キャンプ・シャワークライミング・ボルダリング等のアウトドア及びアクティ
ビティコンテンツを活かして、手軽にアウトドアを楽しめる環境づくりを行うととも
に、北欧風のライフスタイルを付加することで、九州を代表する「ヨーロッパ（北欧）
型のアウトドア」を構築することで、北欧風の滞在スタイルをマーケットに提案する。
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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 ①嘉麻市観光会議【月１回】
の共有
ＤＭＯを中心として、嘉麻市、株式会社嘉麻スタイル、道の駅
に観光振興に関するよるコミュニーション会議を実施。
②アウトドア・アクティビティ連絡協議会（仮）
【年 3 回程度】
地域の関連事業者（キャンプ場・アウトドア・アクティビティ）
を集めて、コンセプトをテーマとした会議を実施するととも
に、事業者向けのコンサルティング等を実施。
観光客に提供するサー ①アウトドアシティ化に向けた研修会実施【年１回程度】
ビスについて、維持･向
内容：デンマークシルケボー市の取組み、北欧のライフスタ
上・評価する仕組みや
イル
体制の構築
アウトドア、アクティビティ運営者を対象に、アウトドアシ
ティ化に向けた研修会を実施。
②インバウンド受入研修会実施【年１回程度】
内容：キャッシュレス決済、多言語対応
一元的な情報発信･プ ①WEB 戦略
ロモーション
ＨＰ：日本語、英語
ＳＮＳ：日本語、英語
②福岡市内のイベントブースにおいてプロモーション実施。
③デンマーク国シルケボー市、シルケボー市アウトドア協会と
情報の相互発信。

６．ＫＰＩ（実績･目標）
（１）必須ＫＰＩ
指標項目
●旅行消費額
●延べ宿泊者数

単
位
百
万
円
千
人

●来訪者満足度

％

●リピーター率

％

2016 年
（H28）

2017 年
（H29）

2018 年
（H30）

2019 年
（R1）

907

872

873

1,004

1,155

1,371

3

4

4

4.5

5

6

今後調査の上設定する。
（２年度に設定予定）

※年次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
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2020 年
（R2）

2021 年
（R3）
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【検討の経緯】
KPI の設定については、福岡県観光入込客数推計調査及び第二次嘉麻市観光振興基本計画に
基づき算出。
●来訪者満足度●リピーター率
来訪者向けアンケートを準備中。Ｒ２年度に実施し、調査結果に基づき改めてＫＰＩを設定
する。
（２）その他の目標

指標項目

単
位

●キャンプ来訪
人
者数
●アウトドアイ
ベント参加者 人
数
●観光 SNS 登録
人
者数

2016 年
（H28）
4,600

2017 年
（H29）
4,600

2018 年
（H30）
4,780

2019 年
（R1）
4,800

2020 年
（R2）
5,000

2021 年
（R3）
6,900
（40）

-

-

811

760

1,000

1,200

6,600

8,000

10,850

13,020

15,600

18,720
（開設）

※項目及び年次・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】
KPI の設定については、福岡県観光入込客数推計調査及び第二次嘉麻市観光振興基本計画に
基づいた事業計画に基づき算出。
【設定にあたっての考え方】
●キャンプ来訪者数
第二次嘉麻市観光振興基本計画に基づき算出。
（基準値となるＨ２７年数値の 1.5 倍数値が目標）
●アウトドアイベント参加者数
現在実施しているイベントの参加者数より算出。同イベントの継続と、他のイベント企画も
予定しており、目標値として設定。
●観光 SNS 登録者数
現在展開している、Facebook、twitter の登録者実数より算出。今後さらなる内容の充実と多
言語化も予定しており、目標値として設定。

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し
（１）収入
年度
平成 29 年度

平成 30 年度

総収入（円）
8,649,971 円

8,606,519 円

内訳
（内訳の区分例）
【市からの補助金】
【会費収入】
【収益事業収入】
【雑入、繰越金等】
（内訳の区分例）
【市からの補助金】
【会費収入】
【収益事業収入】
【雑入、繰越金等】

12

3,174,000 円
274,500 円
1,552,530 円
3,648,941 円
3,837,000 円
86,000 円
1,176,555 円
3,506,964 円

（別添）様式１
令和元年度

8,063,770 円

令和２年度

7,608,000 円

令和３年度

（２）支出
年度
平成 29 年度

平成 30 年度

令和元年度

7,808,000 円

総支出

（内訳の区分例）
【市からの補助金】
【会費収入】
【収益事業収入】
【雑入、繰越金等】

3,837,000 円
120,000 円
1,801,000 円
2,305,770 円

（内訳の区分例）
【市からの補助金】
【会費収入】
【収益事業収入】
【雑入、繰越金等】

3,837,000 円
120,000 円
2,000,000 円
1,651,000 円

（内訳の区分例）
【市からの補助金】
【会費収入】
【収益事業収入】
【雑入、繰越金等】

3,837,000 円
120,000 円
2,500,000 円
1,351,000 円

内訳
5,143,484 円

6,651,429 円

8,063,770 円

（内訳の区分例）
【一般管理費】
【国内プロモーション】
【海外プロモーション】
【マーケティング調査】
【観光イベントの開催費】
（内訳の区分例）
【一般管理費】
【国内プロモーション】
【海外プロモーション】
【マーケティング調査】
【観光イベントの開催費】
（内訳の区分例）
【一般管理費】
【国内プロモーション】
【海外プロモーション】
【マーケティング調査】
【観光イベントの開催費】

令和２年度

7,608,000 円

（内訳の区分例）
【一般管理費】
【国内プロモーション】
【海外プロモーション】
【マーケティング調査】
【
【観光イベントの開催費】
【商品販売】
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2,131,143 円
3,012,341 円
0円
0円
0円
3,674,127 円
2,977,302 円
0円
0円
0円
5,240,770 円
2,323,000 円
0円
0円
500,000 円
4,785,000 円
2,323,000 円
0円
0円
500,000 円
200,000 円
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令和３年度

7,808,000 円

（内訳の区分例）
【一般管理費】
【国内プロモーション】
【海外プロモーション】
【マーケティング調査】
【観光イベントの開催費】
【商品販売】

4,785,000 円
2,323,000 円
0円
0円
500,000 円
200,000 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
・アウトドアコンテンツを商品化・販売し、組織の財源にしていく。
・嘉麻のフィールドを活かしたウォーキングイベントを開催し、非常に好評を得ている。今後
参加費を検討し、組織の財源にしていく。
・会費収入を徐々に増やしていき、組織の財源にしていく。
・今後さらに充実すると思われるインバウンド対策等に伴う補助事業、交付金を活用し運営し
ていく。

８. 日本版ＤＭＯ形成･確立に対する関係都道府県･市町村の意見
福岡県、嘉麻市は、嘉麻市観光まちづくり協会を嘉麻市における地域ＤＭＯとして登録した
いので、嘉麻市観光まちづくり協会とともに申請します。
[嘉麻市の意見]
本市は平成１８年３月に、山田市、稲築町、碓井町、嘉穂町の１市３町が合併し誕生した。
平成２９年に策定した第２次嘉麻市観光振興基本計画では、観光交流のブランドコンセプト
を「KAMA STYLE 感じる。かま。
」とし、
「嘉麻市観光まちづくり協会・
（株）嘉麻スタイル・道
の駅うすい」でのコンソーシアム形態による「嘉麻市版ＤＭＯ」を中心として観光振興を推進
してきた。しかしながら、観光振興基本計画で定める目標を達成する為には、更に強固な推進
体制を確立する必要があると考えている。
今年度、嘉麻市はデンマーク国シルケボー市との観光に関する協力展開の基本合意を締結
した。これを契機として、アウトドアツーリズム先進地の取り組みを参考にしながら、本市の
資源である「自然環境」のフィールドを活かしたアウトドア及びアクティビティコンテンツを
構築し、九州を代表する「ヨーロッパ（北欧）型のアウトドアの聖地」を推進させるためにも、
本市の観光事業を初期から担ってきた「嘉麻市観光まちづくり協会」を中心に据え、各関係者
と連携し日本版ＤＭＯ構築を目指したい。
[福岡県の意見]
本県では、昨年度から、嘉麻市観光まちづくり協会に対して、ＤＭＯ構築に向けた課題解
決のための支援を行っており、ＤＭＯの要件とされる地域の多様な関係者の参画を確認し、さ
らにはマーケティング機能の強化等にも取り組んでいることを把握している。
このため、当該団体は、ＤＭＯ構築を目指す組織として十分な機能を有していると考えてい
る。
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９. 記入担当者連絡先
担当者氏名
担当部署名（役職）
所在地
電話番号（直通）
FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

出嶋素子
嘉麻市観光まちづくり協会事務局員
福岡県嘉麻市上臼井３２８番地１
０９４８－４３－３６８０
０９４８－４３－３８５４
info@e-kama.net

１０. 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
担当者氏名
担当部署名（役職）
所在地
電話番号（直通）
FAX 番号
Ｅ－ｍａｉｌ

嘉麻市
小谷達也
産業振興課観光ＰＲ係長
福岡県嘉麻市大隈町７３３番地
０９４８－５７－３１５４
０９４８－５７－４０２０
pr@city.kama.lg.jp
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法人名：嘉麻市観光まちづくり協会
登録区分名：地域ＤＭＯ

第二次観光振興基本計画に基づき、「山のかま。」「森のかま。」「食のかま。」「風のかま。」をキーワードに、
「嘉麻らしさ」を地域内外に対し伝えていくことで、嘉麻市の観光まちづくりを進めていく。

【区域】福岡県嘉麻市

（表：実施体制）

（表：ＫＰＩ（実績･目標））※（）内は外国人に関するもの
2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

旅行消費
額（千円）

872

873

1,004

1,155

1,371

延べ宿泊
者数（千
人）

4

4

4.5

5

6

【設立時期】平成２８年４月１日
【代表者】会長 野見山利三
【マーケティング責任者】事務局員 出嶋素子
【職員数】３名（常勤（正職員）１、非常勤２）
【連携する主な事業者】
嘉麻市、道の駅うすい、（株）嘉麻スタイル、嘉麻商工会、
嘉麻市商工会議所、宮小路果樹組合、足白地区農泊推
進協議会、キャンプ場指定管理者、アウトドア推進企業、
株式会社ひまわり観光

来訪者
満足度
リピー
ター率

今後調査の上設定する。
（2020年度に設定予定）

Ａに関する取組を記載

Ｂに関する取組を記載

「アウトドアの拠点化」

「ヨーロッパ（北欧）型アウトドアの構築」

Ｃ：歴史、文化、自然、食、イベント等
が点在するエリア

キャンプ場、ボルダンリング施設、フルーツ
狩り、フットパス、登山口などがあり、来春に
は「農家レストラン・宿泊施設」がオープンす
るエリアで、アウトドアの拠点づくりに取組む。

Ｂ：自然豊かでアウトドアに適したエリア

Ｃに関する取組を記載
「周遊・滞在型観光の構築」
万葉集ゆかりの史跡や道の駅、飲食店、酒
蔵、菓子店などが点在するエリア。
今まで、バスツアーなど着地型コンテンツを
造成し、実施してきたエリア。
アウトドア目的に来訪した人をその他のコン
テンツに繋げる仕組み作りを実施。

Ｂ
自然

Ａ
拠点
Ａ：アウトドアの拠点とするエリア

日本山岳遺産に認定されている「嘉穂アル
プス」を背景に、登山、シャワークライミング、
ツリークライミング、森林セラピー、森ヨガ、
サイクル、キャンプなどの自然を活かしたコ
ンテンツが集積するエリア。市と協力関係に
あるシルケボー市（デンマーク）のアウトドア
に習い、気軽に立ち寄れ、ひと息つける空
間を提供する仕組み作りを実施。

