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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８月１日

１. 観光地域づくり法人の組織

申請区分 地域ＤＭＯ

日本版ＤＭＯ候補法

人の名称
一般社団法人ＤＭＯさかい観光局

マーケティング･マ

ネジメント対象とす

る区域

福井県坂井市

所在地 福井県坂井市

設立時期 令和２年３月１８日

職員数 １５人【常勤８人（正職員６人・出向等２人）、非常勤７人】

代表理事（ＣＥＯ）

最高経営責任者

（氏名）

刀根 亨

代表取締役社長を務める（株）第一望洋楼では、当地

を代表する旅館や食事処を経営しており、県内はもち

ろんのこと県外にも幅広い人間関係を築いている。経

営者としての視点に優れ、観光地域づくりを意欲的に

取り組んでいる。

専務理事（ＣＯＯ）

最高執行責任者

（氏名）

江川 誠一

坂井市観光ビジョン基本計画策定に委員として参加。

大学や高校で観光学を教えながら、観光まちづくりの

専門家として当法人が目指すマーケティングによる稼

げる観光地域づくりの推進に尽力している。

事務局長（ＣＦＯ）

最高財務責任者

（氏名）

石川 基重

当法人合併前の旧坂井市観光連盟より事務局長として

業務に従事。観光関連事業の事業計画・ファイナンス

などの経験が豊富にあり、事業部門と管理部門をマネ

ジメントしている。

事務局次長 兼 管

理課長

管理部門の責任者

（氏名）

北澤 和義

坂井市産業政策部観光交流課より派遣。指定管理、施

設管理を始めとした業務を担当し、行政機関・民間企

業等と当法人との連携促進に動いている。

事業推進課長

事業部門の責任者

（氏名）

藤田 恭平

坂井市産業政策部観光交流課より派遣。ＩＴ,ＯＡの

専門知識が豊富であり、既存事業の効率化を図りなが

ら、新規事業の立ち上げ等を推進している。

マーケティング戦略

室長（ＣＭＯ）

最高マーケティング

責任者

（氏名）

吉田 祥也

旧坂井市観光連盟より従事。事業についてのＰＤＣＡ

を実施し、客観的な意見・データを収集・分析・活用

し当法人の会員向けにニュースレターとして配信して

いる。
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連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割

坂井市産業政策部 観光交流課（観光地域づくり、魅力発信、インバウンド、

クルーズ誘致）

商工労政課（企業誘致、商工産業）

農業振興課（農産品・加工品のブランド化）

林業水産振興課（水産品のブランド化、漁業の振興）

坂井市総合政策部 企画政策課（地方創生、ふるさと納税、移住定住）

公共交通対策課（地域公共交通）

坂井市建設部 建設課（道路等インフラ整備）

都市計画課（街並み景観整備及び保全、空き家対策）

坂井市教育委員会 文化課（文化振興、文化財保護）

生涯学習スポーツ課（スポーツ振興）

連携する事業者名及

び役割

坂井市商工会（商品開発）

IIO プロデュース㈱(商品開発)

（一社）三國會所（歴史・商品開発）

坂井・あわらエリア周遊滞在型観光推進委員会（着地型商品開発）

越前加賀インバウンド推進機構（着地型商品開発）

（有）三里浜特産農協（物産開発）

福井県農業協同組合（農産品活用）

（一社）竹田文化共栄会(宿泊・体験)

三国温泉組合（宿泊）

東尋坊観光協会(商店街組合)

三国サンセットビーチ振興会（マリンスポーツ）

芦原温泉駅ブロック協議会（観光案内）

三国港機船底曳網漁業協同組合（漁業）

三国港漁業協同組合（漁業）

雄島漁業協同組合（漁業）

（一社）アーバンデザインセンターさかい（まちづくり）

三国祭保存振興会（文化財振興）

（公財）坂井市文化振興事業団（文化施設管理、文化芸術プログラム振興）

（公財）丸岡文化財団（文化施設管理、文化芸術プログラム振興）

えちぜん鉄道株式会社（二次交通）

京福バス株式会社（二次交通）

福井県レンタカー協会（二次交通）

ケイカン交通株式会社（二次交通）

ＪＲ西日本金沢支社（一次交通の充実、関東圏誘客）

（公社）福井県観光連盟（広域観光プロモーション）

（一社）丸岡城天守を国宝にする市民の会（歴史・文化）

福井銀行（金融）

福井大学（マーケティング・産学官連携）

福井工業大学（マーケティング・産学官連携）

福井県立大学（マーケティング・産学官連携）

越前三国競艇企業団（ボートレース）

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

②観光事業者、有識者、行政職員等を委員とする経営委員会を設置・開催し、

客観的な立場から合意形成を図る。（令和４年度より年３回予定）
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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

観光まちづくりに関する公開フォーラムの開催（令和４年度中に実施予定）

法人のこれまでの活

動実績

（活動の概要）

事業 実施概要

観光ビジョン戦略事

業
坂井市観光ビジョン戦略基本計画（計画期間：2019

～2023 年度）」を推進するための観光事業者の事業

活性化等につながる事業を坂井市（観光交流課）と

の協働により実施した。
①雑誌・新聞等への広告掲載
②ホームページ運営による情報発信
③パンフレット等の広報資材の作成、増刷及び配布
④観光商談会参加による旅行商品の販売促進
⑤着地型旅行商品の造成
⑥ファムツアーの実施
⑦取材への協力
⑧各種セミナー等への参加及び情報収集
⑨事業協賛
⑩環境整備
⑪データ収集・分析

坂井・あわらエリア

周遊滞在型観光推進

事業

「周遊チケット」のブラッシュアップを行い、完

全電子化及び新規参加店舗への営業活動を行っ

た。また、SNS を活用し、域内事業所の特徴ある

魅力 PR にも取り組んだ。
①周遊チケット販売管理
②2022 年チケットの造成
③ホームページや SNS の活用による情報発信

美食の郷越前坂井推

進事業

当地の最大の強みである「食」を全面に押し出し、

域内のステークホルダーが連携・集結することで地

産地消のサプライチェーンの確立を図ると共に「美

食の郷」としてのブランド化を目指した。
①関連事業者への周知・要請
②現物を使ったキャンペーン
③推進母体設立関係

ウエルネス (株)USEN Media との協働により、市内生産団体等

と共に福井県広域ウエルネス推進協議会を立ち上げ

「健康ツーリズム（ウエルネス体験）」をテーマと

した地域の観光素材の磨き上げ実証事業が観光庁の

公募事業に採択。

「豊かな生活様式を実践する層」及び「インバウン

ド富裕層」をターゲットに食と癒し(ウエルネス)体

験ツアーを造成すると共に、アフターコロナ・ウイ

ズコロナを念頭に、販売戦略を立案した。

坂井市移住定住促進

事業

坂井市が移住定住推進を目的に実施する事業につ

いてより効果的に移住定住促進を図るため、移住

に関する相談窓口業務を行った。
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（定量的な評価）

当法人の会員数は正会員３４、賛助会員７５と令和２年度（正会員 31、賛助

会員 62）より増加し、当法人の目的や事業に賛同する方が増えてきた。

新型コロナウイルス感染症の影響により旅行需要の完全回復までは至らず、観

光事業者の経営は厳しい状況が続いている。現在は、回復を見据えて、国の補

助事業等の採択による実証実験等を行い、受け入れ態勢の強化に取り組んでい

る。

実施体制

（実施体制の概要）

坂井市の地域特性を生かして地域経済の活性化を図り、持続可能な観光地域づ

くりを実現するために、坂井市の観光産業を先駆的にけん引する専門的機能を

持った組織である

一方で、従来地域に根差した活動を行ってきた既存の各観光団体の事業や人材

を継承することでモレ・ダブリを解消し、行政、商工会、宿泊事業者、観光事

業者、交通事業者、農林漁業者など多様な関係者が参画するなど官民が密接に

連携した運営を実施するとともに、既存事業についてはブラッシュアップを行

う。

新しい事業としては、マーケティングに基づいた時代に合った取り組みや、官

民連携によるエリア観光のマネジメントに取り組む。

将来的にはＤＭＣの設立も視野にいれながら、理想的な観光地域づくりを展開

する。

（実施体制図）

ワーケーション推進

事業

東尋坊観光交流センター２階に東尋坊ＷＯＲＫ＆

ＣＡＭＰ（ワーケーション施設）の設置。施設の

運営管理を行った。
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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

【区域設定の考え方】

観光資源が豊富な当市を３つにゾーニングして地域の持つ魅力を活用するとともに、異なったゾーン

の併存による相乗効果を醸出する。

ネイチャー＆アクティブゾーン

（えちぜん鉄道三国港駅から三国サンセットビーチ、東尋坊、国民休暇村及び芝政ワールドまで

の海岸線地域と「たけくらべ広場（キャンプ場）」、「ちくちくぼんぼん」を含めた中山間地域）

・国の天然記念物で名勝に指定されている東尋坊をはじめ、関西・中京圏から集客がある芝政

ワールドや越前松島水族館があり、県内最大の観光地である。また、三国温泉地として３０

軒を超える民宿やホテルがある。

・中山間地域には、「たけくらべ広場（キャンプ場）」や体験型宿泊施設「ちくちくぼんぼん」が

あり、野外活動や教育旅行などファミリー層や学生に人気のある施設がある。

レトロゾーン

（三国湊地域）

・北前船寄港地として日本遺産の認定を受けた地域で、町家や豪商の面影が残る歴史的建造物

など情緒ある街並みが残り、国の名勝に指定されている瀧谷寺（庭園）がある。また、北陸三

大祭りのひとつといわれる三国祭が開催され、三國神社には武者人形山車が毎年奉納される。

歴史ヒストリアゾーン

（丸岡城周辺から称念寺を含めた地域）

・現存する天守１２城の１つである丸岡城や明智光秀とゆかりの深い称念寺があり、歴史深い

地域である。また、一筆啓上日本一短い手紙の館があり、毎年多くの作品が寄せられ展示さ

れている。
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【観光客の実態等】

〔ゾーン毎の主な集客数〕

【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】

坂井市には、県内有数の観光地である東尋坊をはじめ、国宝化を目指す丸岡城や日本遺産の認定を受け

た北前船寄港地の三国湊、三国温泉等々資源が豊富である。食では皇室献上品として９０年以上続く「越

前がに」や福井県のブランド牛「若狭牛」の最大の産地であり、新鮮な野菜や海産物が豊富に揃ってい

る。

また、三国運動公園や丸岡スポーツランドサッカー場、各地区の体育館等、県内でも優れた体育施設を

有しており、学生合宿等の誘致により毎年多くの県外学生が訪れる。さらに、県の教育機関である県立

児童科学館や県教育博物館、ホール機能を備えた市民文化施設も地域にバランスよく設置されており、

各種イベントを開催しながら多くの観客を動員している。毎年開催される、北陸三大祭りである三国祭、

丸岡城桜まつり、三国花火大会、竹田の里しだれ桜まつりでは県内外から多くの来場者が見込まれる。

これらを、二次交通等によって点ではなく線で繋ぎ、市内を周遊させる仕組みを構築していく。

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】

(単位 軒：人)

観光地等 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年 対前年比

ネ
イ
チ
ャ
ー
＆
ア
ク
テ
ィ
ブ

東尋坊 人

1,413,800
人

675,864
人

450,765
％

66.7

芝政ワールド 441,527 206,780 198,813 96.1

越前松島水族館 301,695 199,156 195,290 98.1

三国温泉ゆあぽーと 93,109 74,320 73,284 98.6

海水浴 39,500 29,400 31,800 108.2

三国花火大会 230,000 中止 中止 -

レ
ト
ロ

三国湊町並散策 70,513 400,509 344,847 86.1

三国祭 137,000 中止 2,225 -

歴
史
ヒ
ス
ト
リ
ア

丸岡城 413,158 141,339 171,905 121.6

一筆啓上日本一短い手紙の館 49,122 20,291 19,220 94.7

丸岡城桜まつり 84,000 中止 20,492 -

ホテル・旅館 民宿・ペンション 国民宿舎その他 キャンプ場 合計

軒数 収容人員 軒数 収容人員 軒数 収容人員 軒数 収容人員 軒数 収容人員

ネイチャー＆
アクティブ

3 626 41 1,297 1 96 3 1,150 48 3,169
レトロ

歴史ヒストリア 0 0 2 108 0 0 0 0 2 108

計 3 626 43 1,405 1 96 3 1,150 50 3,277
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【利便性：区域までの交通、域内交通】

坂井市は、「ＪＲ春江駅」、「ＪＲ丸岡駅」を有している。また、坂井市民の生活に根付いている「えち

ぜん鉄道」の駅舎は市内に９駅あり、福井駅から本市の観光の核である主要駅（三国駅）までは約５０

分程度の乗車時間である。その他、京福バスが域内の交通網を担っている。

また、車を利用する場合は、北陸自動車道丸岡ＩＣから東尋坊までは約３０分、丸岡城までは約５分で

アクセス可能である。
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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

【外国人観光客への対応】

２０２４年の北陸新幹線敦賀延伸開業に向けて以下の様なＯＪＴによるスキルアップを図り、情報発信

及び環境整備を行っていく。

■受け入れ環境の整備

・観光地におけるＷｉ-Ｆｉ整備

・観光事業者向けキャッシュレスセミナーの開催

・観光ガイド、観光案内所職員、観光事業者向けの外国人観光客対応研修の開催

■商品開発等の広域連携強化（越前加賀インバウンド推進機構と連携）

・二次交通各社と連携した着地型旅行商品の造成販売

・外国人観光客向け体験プログラム魅力アップセミナーの開催

・台湾、タイ、香港などへのセールスコールの実施

・ファムツアーの実施

収集するデータ 収集の目的 収集方法

旅行消費額
来訪者の消費活動の動向を分析し、

消費単価向上に繋げるため。

現地でのアンケート調査を福井県と共

同で実施。独自調査も実施。

延べ宿泊者数 宿泊者の推移を把握するため。 施設への聞き取りを実施。

ＷＥＢサイトのアクセス状

況

地域に対する顧客の関心度や施策の

効果等を把握する

Google アナリティクスを活用して実施

来訪者満足度 来訪者の満足（不満足）に繋がって

いる要因を分析し、戦略立案に繋げ

るため。

現地でのアンケート調査を福井県と共

同で実施。独自調査も実施。

観光地の入込状況調査 来訪者数の推移を把握するため。 施設への聞き取りの他、定点人流観測

サービス（Agoop）により実施。

観光案内所の利活用状況 おもてなしや情報発信などの拠点施

設としてだけでなく、観光地域づくり

の拠点としての機能充実を図る。

来館者数、観光案内・相談の受付や貸館

の予約件数、観光パンフレットの配布

数などを独自に調査。

全国的な人口減少と少子高齢化は坂井市においても進展しており、産業や暮らしに大きな影響を及ぼ

すことが懸念されている。しかし、本市には、四季折々の豊かな恵みをもたらす海、川、里、山をは

じめ、北陸を代表する景勝地「東尋坊」、国内現存１２天守の一つである「丸岡城」や北前船寄港地と

して日本遺産に認定された「三国湊」など、際立った魅力を持つ観光資源や地域資源が数多くあり、

これら本市固有の資源を生かした観光振興による地域の活性化が、これまで以上に強く期待されてい

る。

また一方で、２０２２年に中部縦貫自動車道路の福井北 IC～和泉 IC（仮称）間の開通や、２０２４年

春には北陸新幹線敦賀延伸開業、２０２５年日本国際博覧会の開催など、インフラの整備や大型イベ

ントの開催が待ち受けており、本県における交流人口、中でもインバウンド需要の拡大が見込まれ、

１００年に１度のまたとない好機を的確に捉え、福井県と一体となって新たな人の流れを本市へと取

り込むことにより、一層の経済的・社会的効果を生み出すことが求められている。
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（２）地域の強みと弱み

（３）ターゲット

好影響 悪影響

内

部

環

境

強み（Strengths）
【観光資源】

・東尋坊の知名度は全国でも高い

・日本で現存する１２天守の一つである丸岡城がある

・北前船寄港地である三國湊が日本遺産認定された

・北陸随一の花火大会を三国サンセットビーチにて開催

・北陸三大祭りのひとつ三国祭がある

・海・山・川・里など自然環境が豊か

【観光資源（食）】

・「越前がに」「丸岡おろしそば」「竹田の油あげ」「若狭牛」「越

のルビー」「３年子らっきょ」という食のブランドがある

・「越前がに」「甘えび」「はたはた」等の海産物が豊富

【その他資源】

・「日本一短い手紙」という全国規模の文化事業を実施

・グリーンセンター・エンゼルランドなど人気のある県有施設

が点在している

・スポーツ施設（ヨット、サーフィン、陸上競技場、野球場、

サッカー場７面、体育館１０館、テニスコート等）が充実

弱み（Weaknesses）
[観光地]

・東尋坊の駐車場の場所や料金が分かりにくい

・海を活用した観光施設や遊び場が少ない

・通訳や広範囲な観光地をガイドできる人材が少ない

・通過型観光が多い（観光消費が少ない）

[宿泊]

・宿泊施設に個室が少ない

・修学旅行の受け入れ可能な施設が少ない

[情報発信]

・無料 Wi-Fi などのネット環境に乏しい

[連携体制]

・丸岡文化財団と観光施策との連携が不足している

[交通]

・二次交通のアクセスが悪い（所要時間、乗継、ダイヤ、料金）

[その他]

・キャッシュレス対応店舗が少ない

外

部

環

境

機会（Opportunity）
[全般]

・ワールドマスターズゲーム 2021 関西、2025 年日本国際博覧

会の開催

[交通]

・北陸新幹線敦賀延伸開業、中部縦貫自動車道の整備

[宿泊・施設]

・with コロナのワーケーションなど地方でのライフスタイル

が注目されている

・食が観光の大きな目的となっている。

脅威（Threat）
【情報発信】

・旅行雑誌・観光ガイドの販売部数が減少している

・SNS の乱立・情報が拡散している（正確な情報を入手し辛い）

【宿泊】

・大部屋の民宿などが敬遠されがち

・温泉地の地域間競争が熾烈化している

・新型コロナの感染状況

○第１ターゲット層

首都圏、関西・中京圏を中心とした富裕層及びファミリー層

○選定の理由

北陸新幹線敦賀延伸開業を控え、新幹線でつながる首都圏からの新たな集客を狙いたい。また、

当地への来訪が多い関西・中京圏については引き続き集客を図っていく。いずれの圏域も、良質

な本市の地域資源の価値を理解・評価した消費を行ってくれる富裕層、及び世代継承による継

続的な来訪が期待出来るファミリー層に注力する。

○取組方針

満足度調査の充実などにより再来訪意向につながる要因を分析し、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を磨き上げる。

○第２ターゲット層 （アフターコロナを見据えて）

台湾・タイ・香港を中心としたアジア諸国の３０～５０代リピーター

○選定の理由

他地域と比較して当該ターゲット層の来訪が多く、また市場としても今後拡大傾向にあること

に加えて、物理的な距離も近く、日本へのシンパシーも高い。

○取組方針

越前加賀インバウンド推進機構等との連携により、広域で誘致活動に取り組んでいく。
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（４）観光地域づくりのコンセプト

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

６．ＫＰＩ（実績･目標）

（１）必須ＫＰＩ ●必須ＫＰＩ ○独自ＫＰＩ

①コンセプト 大好きな“さかい”を 大好きな“ひと”へ。
～ひとの心と暮らしに貢献できる観光まちづくりの実現を目指して～

※人へ、伝える・（恩恵として）もたらす

② コンセプトの考え方 住んでいる人が地元を好きになって愛着がわき、住むまちを誇れる

ようにします。

大好きなさかいをたくさんの人に知ってもらうためプロモーショ

ンをします。

坂井市を訪れた人に坂井市を好きになってもらい、さらにほかの人

にも自慢してもらいます。坂井市大好き人間をもっと増やすことを

目指します。

訪れた人の満足度を高めるために、観光地の整備やホスピタリティ

の向上、インバウンドへの対応等も行います。

観光産業で坂井市を元気にします。

項目 概要

戦略の多様な関係者との共有

※頻度がわかるように記入す

ること。

・観光資源の関係者、宿泊事業者、交通事業者、坂井市商工会、

金融機関、報道機関等を正会員とした社員総会を年１回開催。

・観光事業者、有識者、行政職員等を委員とした経営委員会を設

置し、戦略の検討、共有を図る。（年に３回程度開催予定）

・当法人の活動やデータに基づく分析結果などを月 1回ニュース

レターとして配信。

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

・観光案内所での観光客アンケート調査の実施。

・モニターツアーでの参加者アンケートの実施及び評価制度等の

構築。（東尋坊マイスター認定制度）

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

・観光局のホームページやＳＮＳを活用して効果的なプロモーシ

ョンを行う。

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

27,060 8,115 21,000 23,000 25,000 27,500

（－） （－） （－） （－） （－） （－）

実

績

27,052 18,840 15,902

（－） （－） （－） （） （） （）

●延べ宿泊者数

（千人）

目

標

188.6 68.2 200.0 215.0 230.0 240.0

（2.1） （1.0） （3.0） （4.0） （5.0） （6.0）

実

績

227.5 152.2 159.6

（3.5） （0.5） （0.1） （） （） （）
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※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

（２）その他の目標

【検討の経緯】

・坂井市観光ビジョン戦略基本計画では、２０２３年（令和５年度）における目標値が定められて

いる。

〇観光消費額 ３１０億円

〇年間国内宿泊者数２０万人

〇年間外国人宿泊者数２万人

〇観光客入込数６００万人

しかし、新型コロナウイルスの影響による観光客入込数の減少や、今後 with コロナの経済情勢も

不透明であることを考慮しＫＰＩの再設定を行った。

【設定にあたっての考え方】

●旅行消費額

・福井県の観光消費額を基に、坂井市の観光入込客数により算出している。

・新型コロナウイルスの影響によりＲ２年度の目標設定については、Ｒ元年実績の７０％減で計

上。以降は１０％増により、２年後の北陸新幹線敦賀延伸開業年度に回復を目指す目標設定とし

た。

●延べ宿泊者数

・坂井市観光入込客数の宿泊調査を基に算出。（坂井市より）

・新型コロナウイルスの影響によりＲ２年度の目標設定については、Ｒ元年実績の７０％減で計

上。以降は２年後の北陸新幹線敦賀延伸開業年度に回復を目指す目標設定とした。

●来訪者満足度

・目標数値は「福井観光ビジョン」より引用。（２０２４年に５５％を達成するために必要な増加

率をもとに設定。）データ収集は福井県アンケート調査により行っていく。

●リピーター率

・２０２２年までに０．１ポイント/年増加させることを目標に設定。データ収集は福井県アンケ

ート調査により行っていく。

●来訪者満足度

（％）

目

標

― 49 52 55 58 60

（－） （－） （－） （－） （－） （－）

実

績

46 52.7 51.9

（－） （－） （－） （） （） （）

●リピーター率

（％）

目

標

― 74.7 74.8 74.9 75.0 75.1

（－） （－） （－） （－） （－） （－）

実

績

74.6 69.9 61.9

（－） （－） （－） （） （） （）

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

●主要観光地入

込数

（千人）

目

標

― 771 1,157 1,735 2,000 2,500

（－） （－） （－） （－） （－） （－）

実

績

2,570 1,421 1,017

（－） （－） （－） （） （） （）
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※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

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 総収入（円） 内訳

2020（R2）
年度

（決算）

74,160,000（円） 【市からの補助金】 16,341,000円
【国からの補助】 29,165,000円
【受託事業】 19,831,000円
【会費収入】 2,220,000円
【収益事業収入】 5,628,000円
【その他】 975,000円

2021（R3）
年度

（決算）

70,510,000（円） 【市からの補助金】 32,357,000円
【国からの補助】 2,225,000円
【受託事業】 26,939,000円
【会費収入】 2,357,000円
【収益事業収入】 4,260,000円
【その他】 2,372,000円

●Web サイトの

アクセス数

（View）

目

標

― 1,800,000 350,000 400,000 450,000 500,000

（－） （－） （－） （－） （－） （－）

実

績

― 1,167,347 460,930

（－） （－） （－） （） （） （）

●SNS フォロワ

ー数

（人）

目

標

― 8,500 15,000 16,500 18,000 20,000

（－） （－） （－） （－） （－） （－）

実

績

― 13,327 14,157

（－） （－） （－） （） （） （）

【検討の経緯】

・行政との連携による一体的な観光まちづくりを推進するため、マーケティング機能とマネ

ジメント機能を兼ね備えたＤＭＯさかい観光局が各種事業を遂行していく上で、必要な独自

ＫＰＩを設定する。

【設定にあたっての考え方】

●主要観光地入込数

・２０２４年春の北陸新幹線敦賀延伸開業に向けて、主要観光地である東尋坊、芝政ワールド、

越前松島水族館、丸岡城の入込数を設定。新型コロナウイルスの影響によりＲ２年度の目標

設定については、Ｒ元年実績の７０％減で計上。以降は５０％増により、２年後の北陸新幹

線敦賀延伸開業年度に原状回復を目指す目標設定とした。

●Web サイトアクセス数（ページビュー数）

・Ｒ２年１０月にＤＭＯさかい観光局ホームページを開設。Ｒ２年度は、統合予定の（一社）

坂井市観光連盟、坂井市三国観光協会、坂井市丸岡観光協会のＨＰアクセス数を引き継ぎ、

Ｒ３年度はサイト内の重複部分を調整した値を計上。以降は２０％増により、２年後の北陸

新幹線敦賀延伸開業年度に 500,000View を目指す目標設定とした。

●ＳＮＳフォロワー数

・インスタグラムのフォロワー数をカウントする。２０２４年春の北陸新幹線敦賀延伸開業

年度に２０,０００人を目標とする。
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（２）支出

2022（R4）
年度

（見込み）

73,955,000（円） 【市からの補助金】 35,000,000円
【国からの補助】 3,000,000円
【受託事業】 25,200,000円
【会費収入】 2,550,000円
【収益事業収入】 8,200,000円
【その他】 5,000円

2023（R5）
年度

（見込み）

74,060,000（円） 【市からの補助金】 34,000,000円
【国からの補助】 5,000,000円
【受託事業】 25,700,000円
【会費収入】 5,400,000円
【収益事業収入】 3,950,000円
【その他】 10,000円

2024（R6）
年度

（見込み）

78,960,000（円） 【市からの補助金】 33,000,000円
【国からの補助】 8,000,000円
【受託事業】 28,000,000円
【会費収入】 5,600,000円
【収益事業収入】 4,350,000円
【その他】 10,000円

年度 総支出 内訳
2020（R2）
年度

（決算）

72,812,000（円） 【公益的事業費】

（国内外プロモーション） 41,227,000円
【収益的事業費】（着地型商品販売等） 4,981,000円
【運営管理費】 26,604,000円

2021（R3）
年度

（決算）

64,886,000（円） 【公益的事業費】

（国内外プロモーション） 18,884,000円
【収益的事業費】（着地型商品販売等） 9,043,000円
【運営管理費】 36,959,000円

2022（R4）
年度

（見込み）

71,312,000（円） 【公益的事業費】

（国内外プロモーション） 22,300,000円
【収益的事業費】（着地型商品販売等） 8,062,000円
【運営管理費】 40,950,000円

2023（R5）
年度

（見込み）

70,550,000（円） 【公益的事業費】

（国内外プロモーション） 25,800,000円
【収益的事業費】（着地型商品販売等） 2,800,000円
【運営管理費】 41,950,000円

2024（R6）
年度

（見込み）

73,430,000（円） 【公益的事業費】

（国内外プロモーション） 28,400,000円
【収益的事業費】（着地型商品販売等） 3,080,000円
【運営管理費】 41,950,000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

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

１１. 関係する都道府県･市町村担当者連絡先

９．マーケティング･マネジメント対象区域が他の地域連携ＤＭＯ（県単位以外）

や地域ＤＭＯと重複する場合の役割分担について（※重複しない場合は記載不要）

【他の地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯとの間で、重複区域に関する連携や役割分担等について協議を

行った（行っている）か】

該当なし

担当者氏名 藤田 恭平

担当部署名（役職） 一般社団法人ＤＭＯさかい観光局 事業推進課長

所在地 福井県坂井市三国町安島 64-1-166

電話番号（直通） ０７７６－８２－１５５５

FAX 番号 ０７７６－８２－６９８８

Ｅ－ｍａｉｌ info@dmo-sakai.com

都道府県･市町村名 福井県坂井市

担当者氏名 栗田 ゆうこ

令和２年度（法人設立１年目）は、市補助金及び市、国、関連団体から事業等を受託すること

により事業を実施。また、会員を募集し会費収入による自主財源を確保した。

令和３年度以降もこの流れを引き続き継承しながら、着地型旅行商品販売等の自主事業の実

施により更なる自己財源の確保にも努めていく。

また、民業圧迫にならないように、地元企業と信頼関係を築きつつ連携を図り、マーケティン

グ調査により、情報収集や分析加工した情報を発信することで、自主財源を得る仕組みづくり

を検討していく。

「一般社団法人ＤＭＯさかい観光局」は、坂井市観光ビジョン戦略基本計画の推進体制の中心に位

置付けられており、市の観光振興の推進や地域まちづくりには欠かせない団体になっています。

今後は、自主財源を得るための仕組みづくりとして現在の観光関連の公共施設の管理業務による

収益確保に加えて、観光局自体の情報収集や分析結果の会員への還元による会員・関係者の事業機

会・収益向上を通した観光の振興に期待しています。



（別添）様式１

15

担当部署名（役職） 産業政策部 観光交流課 課長補佐

所在地 福井県坂井市坂井町下新庄 1-1

電話番号（直通） ０７７６－５０－３１５２

FAX 番号 ０７７６－６８－０４４０

Ｅ－ｍａｉｌ kankou@city.fukui-sakai.lg.jp



法人名：一般社団法人ＤＭＯさかい観光局

【区域】　福井県坂井市
【設立日】　令和２年３月１８日
【登録日】　令和２年１０月１６日
【代表者】　代表理事　刀根　亨
【マーケティング責任者（CMO）】
　　マーケティング戦略室長　吉田　祥也　
【財務責任者（CFO）】
　　事務局長　石川　基重
【職員数】　１５人
（常勤８人（正職員６人、出向等２人）、非常勤７人）
【連携する主な事業者】　
坂井市、坂井市商工会、JA福井県、えちぜん鉄道（株）、
三国温泉組合、福井銀行、その他 　　　　

                   大好きな“さかい”を 　大好きな“ひと”へ。
～ひとの心と暮らしに貢献できる観光まちづくりの実現を目指して～

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】
・広告掲載、ホームページ運営
・パンフレット作製・配布
・商談会への参加
【観光資源の磨き上げ】
 ・着地型旅行商品の造成
・ファムツアーの実施
・周遊チケットの販売・管理
【受入環境の整備】
 ･ワーケーション施設の運営
・健康ツーリズムの実証実験
・観光案内所の運営
【その他】
・移住定住の促進

戦略

【該当する登録要件】　（該当番号①②）
【概要】

①観光資源の関係者、宿泊事業者、交通事業
者、坂井市商工会、金融機関、報道機関等を
正会員とした社員総会を年１回開催。

②観光事業者、有識者、行政職員等を委員と
する経営委員会を設置し年３回開催。

【主なターゲット】
首都圏・関西・中京圏を中心とした富裕層
及びファミリー層

【ターゲットの誘客に向けた取組方針】

　満足度調査の充実などにより再来訪意向
につながる要因を分析し、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
ンツを磨き上げる。

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

【戦略との整合性に関する調整・仕組み】
・定時社員総会を年１回開催。

・観光事業者、有識者、行政職員等を委員とした
経営委員会を設置。

・当法人の活動やデータに基づく分析結果など
を月1回ニュースレターとして配信。

【プロモーション】

・市内観光３団体の統合による、一元的な情報
収集・発信。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】
（R４年）市からの補助　35,000,000円、国からの補助  3,000,000円
 　         受託事業　25,200,000円、収益事業収入 8,200,000円
【総支出】　71百万円（公益的事業22百万円、収益的事業8百万円）
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
　市補助、事業の受託、着地型旅行商品の販売、会費収入　他

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】
〇〇、〇〇

ＫＰＩ（実績･目標）

 

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 

27,060 8,115 21,000 23,000 25,000 27,500 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 

実

績 

27,052 18,840 15,902    

（－） （－） （－） （） （） （） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

188.6 68.2 200.0 215.0 230.0 240.0 

（2.1） （1.0） （3.0） （4.0） （5.0） （6.0） 

実

績 

227.5 152.2 159.6    

（3.5） （0.5） （0.1） （） （） （） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

― 49 52 55 58 60 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 

実

績 

46 52.7 51.9    

（－） （－） （－） （） （） （） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

― 74.7 74.8 74.9 75.0 75.1 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 

実

績 

74.6 69.9 61.9    

（－） （－） （－） （） （） （） 


