
 

 

観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

記入日：令和 4 年 12月 15日 

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 

一般社団法人 大紀町地域活性化協議会 

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 

三重県度会郡大紀町 

所在地 三重県度会郡大紀町崎 2154-1 

設立時期 平成 25年 7月 1日 大紀町地域活性化協議会設立 

令和 2年 8月 3日 一般社団法人大紀町地域活性化協議会設立 

職員数 4人【常勤 4人（正職員 2人・出向等 2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） 

 

奥川 拓（代表理事） 

（出身組織名） 

一般社団法人 

大紀町地域活性化協議会 

 

平成 24年 5月大紀町商工会会長に就任し、現在 3期

目で地域の様々なパイプ役となっている。 

平成 25年 7月大紀町地域活性化協議会を設立、会

長に就任し、体験型観光と特産品開発・販路開拓、

農林漁業体験民宿による教育旅行の受入れ等に取り

組んでいる。 

また、自らも農林漁業体験民宿の許可を取得し、イ

ンバウンドの受入を行っている。 

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 

 

朝日 友江「専従」 

（出身組織名） 

一般社団法人 

大紀町地域活性化協議会 

令和 2年 10月より大紀町へ移住。大紀町地域おこし

協力隊として着任。グラフィックデザイナーとして

大紀町各観光事業者のホームぺージの制作やロゴデ

ザイン、地域観光マーケティングを担当。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・フ

ィナンシャル・オフィ

サー） 

 

堀田 稔朗 

 

（出身組織名） 

大紀町商工会 

大紀町地域活性化協議会設立当初から、母体組織と

いう立場から持続可能な運営のために、運営収支や

財源確保に関する検討、経営指導、支援を行ってい

る。 

各部門（プロモーショ

ン）の責任者（専門人

材） 

 

 

 

 

 

山添 みゆき「専従」 

（事務局長） 

（出身組織名） 

一般社団法人 

大紀町地域活性化協議会 

大紀町地域活性化協議会設立直後の平成 25年 8月、

専従職員として雇用。現在は、事務局長として大紀

町を中心に近隣の市町などの地域のパイプ役となっ

て、様々な取り組みで成果を挙げている。 

ラジオ局、新聞記者、司会業といった経歴を活かし、

メディアを活用したプロモーション等を得意とす

る。 

観光コーディネーター、国内旅行業取扱管理者資格

などを取得しており、観光商品の企画開発、プロモ
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ーション等を担当。 

各部門（旅行商品の造

成･販売）の責任者（専

門人材） 

安 和彦 

（出身組織名） 

（株）伊勢志摩 

ツーリズム 

営業統括部長 

国内旅行取扱管理者の資格を有し、三重県を中心と

した着地型旅行商品の造成・販売・受入れを担う。

豊富な経験を持ち、旅行業務に精通している。 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

三重県観光局（観光プロモーション、観光政策） 

三重県農林水産部 農山漁村づくり課（農泊プロモーション） 

大紀町役場 商工観光課（観光プロモーション、観光政策） 

大紀町役場 総務企画課（町基本計画） 

大紀町役場 農林課 （ブランド開発）   

連携する事業者名及

び役割 

大紀町商工会（商品開発・販路開拓） 

㈱伊勢志摩ツーリズム（旅行商品の造成・販売） 

滝原西村ハイヤー有限会社（旅行商品の企画販売、交通アクセス情報提供・周遊

移動支援） 

公益社団法人三重県観光連盟（観光政策全般） 

大紀圏突入株式会社（商品開発・販路開拓） 

魚々錦会 （商品開発・販路開拓） 

大内山川漁業協同組合 （商品開発） 

大紀森林組合 （商品開発） 

伊勢農業協同組合大宮支店（商品開発） 

吉田本家 （商品開発） 

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）大紀町地域活性化協議会は地域ＤＭＯとして、地域資源の磨き上げ、新

しい観光コンテンツの開発、受入環境の整備等を実施する。 

行政、各部会、協力団体をメンバーとするワーキンググループなどの委員会を設 

置。 

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 

 

農林漁業体験民宿の開業セミナーを定期的に開催し、農林漁業体験民宿の新規開

業者の開拓・確保および開業サポートを継続的に行っている。 

町内各地域で活動している歴史や熊野古道案内人の会を一括する窓口を協議会

内に設置し、「大紀町ふるさと案内人の会（仮称）」として、ガイド養成講座の定

期的な開催による人材育成に努める。 

令和 2年度農林水産省農山漁村振興交付金（地域活性化対策）では、地域住民か

らの聞き取り調査や大紀町役場と連携し、活動計画の策定を行った。 
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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、

広告・宣伝、

キャンペー

ン、プロモ

ーション 

●情報発信 

＜平成 29年～30年度＞ 農泊推進事業・人材活用事業 

① 多言語に対応した本格的なホームページの作成 

② 外国人ライターによる SNS発信等を利用した情報発信

「VIST TAIKI」  

③ テレビ、新聞、雑誌、ラジオ等メディアへの情報発信 

＜令和 2年度＞ 

① 大紀町 Take-out応援隊 Instagram発信        

② 大紀町商工会会員飲食事業者 13店舗(のぼり等作成） 

③ 大紀町移住定住ポータブルサイト 

④ 移住相談窓口設置 移住コーディネーター 1名 

＜令和 3年度＞ 

① 三重ワーケーション講座 

② 三重県主催 評価型モニターツアー 

③ 三重県観光連盟主催 海外ブロガー取材 

④ 三重県主催 三重まるごとネットワーク交流会 

⑤ FM岐阜電話生出演 

⑥ 鈴鹿 VOICE電話取材 

⑦ 東京 FMリモート出演 

⑧ 三重テレビ「旬感みえ」生出演             

 

●広告・宣伝活動 

＜令和 2年度＞ 

① 大紀リヤカーマルシェ 

② たいき楽市 

③ 五桂池ふるさと村マルシェグランマ「大紀町フェア」 

④ マックスバリュサンフラワー店「大紀町フェア」 

＜令和 3年度＞ 

① マックスバリュ川井町店 スイーツフェア 

② VISON多気 軽トラマルシェ 

③ 三重まるごと三重物産展 

④ イオン津南「三重エキスポ！２０２１」 

⑤ フレッシュにしむら「大紀スイーツフェア」 

 

●キャンペーン 

＜令和 2年度＞ 

① 三重県観光キャンペーン「ULTRA SALE」 

② 三重県自然体験特設サイト「Enjoy Mie Activity」 

＜令和 3年度＞ 

① みえ得トラベルキャンペーン 

② みえ得地域応援クーポンキャンペーン 

③ スマホでみえ」得キャンペーン 

④ 三重県観光キャンペーン「ULTRA SALE21」 

⑤ 三重県観光キャンペーン「みえのあそキャン 21」 
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●プロモーション 

＜令和 2年度＞ 

① 中部運輸局 インバウンドメディアファムトリップ 

② 外務省 JENESYSオンライン交流会 

③ 三重県 農泊プロモーション事業 

＜令和 3年度＞ 

① 農水省 海外プロモーション事業 動画制作 

② 農水省 海外プロモーション事業 記事制作 

③ 農水省 海外プロモーション事業 オンラインツアー 

④ 三重県 海外プロモーション事業 動画制作 

⑤ 三重県 海外プロモーション事業 記事制作 

⑥ 旅行会社向けオンラインインスペクション開催  

受入環境の

整備 

●平成 29～30年度 農水省農泊推進対策・人材活用事業 

① 言語のバリアーフリー化のための多言語に対応した受

入体制づくり 

② インバウンド観光先進地視察 

③ 商談会出展ならびに営業活動 国内 4回、台湾 3回 

●令和元年度 農泊地域高度化促進事業 

① サイクルツーリズム「Taiki E-bike Tour」の企画開

発 

② 民泊「東作塾」様式トイレの整備 

③ 多言語対策「POCKETALK」の購入 

●令和 2年度 農水省農山漁村振興交付金（地域活性化対

策） 

 大紀町七保地域「七保地域活性化対策協議会」設立 

① 専門家によるセミナーおよびワークショップの開催 

② 農産物の販路開拓・商品開発事業 

③ 専門的スキルの活用 ICTを活用したアプリの開発・実

証 

●令和 2年度 三重県子どもの自然体験機会創出事業 

①ファミリーワーケーション環境整備 

②ファミリー向け体験コンテンツの造成 

●令和 2年度 民泊災害対策セミナーの開催（三重県、大

紀町との連携事業） 

●大紀町内登山道の整備（網掛山） 

●大紀町内登山道の整備（七洞岳） 

●令和 3年度農水省農山漁村振興交付金（地域活性化対策） 

① 農産物の販路開拓・商品開発事業 

② 専門的スキルの活用 ICTを活用したアプリの開発・実

証 

●令和 3年度 太平洋岸自転車道推進三重地区協議会 

 有識者三重地区現地視察 

観光資源の

磨き上げ 

●令和元年度 農泊地域高度化促進事業 

サイクルツーリズム「Taiki E-bike Tour」の企画開発 

① 電動アシストスポーツバイク及び備品購入 5台 

② サイクリングガイド「エスコートライダー」の養成 

③ サイクリングコース監修  5コース 

●令和元年度 訪日グローバルキャンペーン等に対応した

コンテンツ造成事業 
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大紀町「Trail Run Tourism」コンテンツ造成 

大紀町シーサイドトレイルを国内だけでなく、欧米豪エリ

アからも来町していただけるようなイベントを目指す 

農林漁業体験民宿に宿泊のモニターツアーを実施 

●令和 2年度 三重県自然環境キャンプ研修会 

●令和 2年度 農水省メニュー開発専門家派遣事業 

●令和 3年度 農水省上質な食体験専門家派遣 

       EVスクーターの導入、防災プログラムの開

発、サステナブルツーリズムの企画開発 

三重県主催 評価型モニターツアー 

人材育成 ●三重県主催 グリーン・ツーリズムインストラクター養

成講座参加 

●三重県主催 起業者養成講座参加 

●JCGA公認 エスコートライダー養成講座 

●日本シティサップ協会 指導者養成講座 

＜令和 3年度＞ 

三重県安全管理講習会の参加 

フードツーリズムマイスター初級取得 

イラストレーター基礎講座開催 

フォトショップ基礎講座開催 

大紀町ふるさと案内人養成講座参加 

営業活動等 ●商談会への参加 

＜令和 2年度＞ 

① 三重県主催 台湾旅行社とのオンライン商談会 

② 全国商工会主催 オンライン観光マッチング商談会 

③ 農水省 食かけるプロジェクト商談会 

＜令和 3年度＞ 

① 農水省 農泊商談会（国内向け） 

② 農水省 農泊商談会（海外向け） 

③ 三重県主催 シンガポール商談会 

④ 三重県主催 台湾オンライン商談会 

⑤ 全国商工会連合会主催 観光マッチング商談会 

⑥ 農水省主催 販路開拓支援商談会 

  

（定量的な評価） 

・令和 2年度 農林漁業体験民宿 19軒  

       民泊(新法)     3軒 

・令和 2年度 移住定住お試し住宅提供 

       農林漁業体験民宿  4軒 4名利用 

・令和 3年度 移住定住お試し住宅提供 

       農新漁業体験民宿 10軒 11名利用 

・農林水産省 農泊 食文化海外発信地域(SAVOR JAPAN)認定 

・林野庁  JAPAN WOOD DESIGN AWARD 2021 

     ウッドデザイン賞(ソーシャル部門)「リヤカー屋台」受賞 

・農林水産省 東海農政局 豊かなむらづくり優良事例 表彰 

・観光庁中部運輸局 優良観光事業者表彰 
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実施体制 

 

（実施体制の概要） 

一般社団法人大紀町地域活性化協議会が母体となり、メンバーには、行政、理事

会、各部会と協力団体には、旅行業者、交通事業者、農林漁業事業者など多様な

関係者が参画するなど連携した運営を実施。 

（実施体制図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別添）様式１ 

6 

 

【区域設定の考え方】 

大紀町は、三重県の中南部に位置し、農山村部と海岸部からなる農山漁村地域で、海・山・川を

はじめとする豊かな自然資源や世界遺産熊野古道「ツヅラト峠」に代表される古の道・社寺・祭り

など、歴史や伝統に恵まれた地域である。 

平成 17年に大宮・紀勢・大内山村が合併し、「大紀町」となったがまだまだ知名度が低い。 

大紀町内を流れる大内山川は、約 40 ㎞の宮川最大の支流で、鮎釣りのメッカとして知られ、シ

ーズンにはたくさんの釣り客で賑わう。 

大内山地区は、「大内山酪農」があり、三重県内の小中学校給食に大内山牛乳が使われており、

他にもヨーグルト・バターなど大自然の中で育てられた乳牛から作る乳製品は濃厚でとても美味し

く、県外各地でも人気である。伊勢志摩サミットでは、牛乳・ヨーグルトが食材として提供された。 

大宮地区で肥育される「七保牛」は、評価が高く松阪肉として販売され、多くの食通から高い評

価を得ている。 

また、滝原にある神社「瀧原宮」は、内宮（皇大神宮）の別宮である。 

錦地区は、熊野灘に面した錦漁港があり、定置網で獲れるブリは、三重県下有数の水揚げ量を

誇っており、毎年桜の咲く頃に漁期を迎えることから「桜ブリ」とも称されている。 

これらの観光資源を活かした農林漁業の体験ができるプログラムや農林漁業体験民宿で宿泊

しいろいろな体験が楽しめる。 

 その他にも、町営施設のキャンプ場でグランピング体験・山ヨガ体験や海水浴場でのアクティビ

ティとして、SUPクルージング体験・SUPヨガ体験などができる。 

地域連携ＤＭＯである三重県観光連盟は、マーケティングをはじめ情報発信の部分でインバ

ウンドを中心にＰＲを支援していただいており、今後も三重県や三重県観光連盟と情報交換を

続け、連携を深めていく予定である。 

【観光客の実態等】 

伊勢神宮内宮の別宮「瀧原宮」、頭之宮四方神社の参拝者が県内はもちろん県外からも来ている。 

世界遺産熊野古道伊勢路巡りの海外からの宿泊者が伊勢路沿いの民宿や民泊に宿泊している。 

また、県からの紹介で平成 26 年に韓国からの農業研修生を受け入れたのをきっかけに、その後

フィリピンや中国、オーストラリアなどの国々からのインバウンドを受け入れるようになり、台湾

や中国の教育旅行や JENESYS、SAARC、タイグループツアーなど令和元年度は農林漁業体験民宿と協

力して延べ約 800名の受入を行っている。 

 

【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：大内山動物園、錦向井ｹ浜遊パークトロピカルガーデン、阿曽湯の里、おおみや青少年

旅行村大滝峡キャンプ場、大宮サイクリングターミナル、野原公園 

商業施設：山海の郷紀勢、笠木渓谷もみじ茶屋、阿曽湯の里、道の駅木つつ木館     

自然：【川】大内山川、宮川、藤川 

【山】笠木渓谷、七洞岳、網掛山、姫越山、南亦山 

【海】錦漁港 

文化：世界文化遺産熊野古道「ツヅラト峠」「荷坂峠」、「三瀬坂峠」、瀧原宮・瀧原竝宮、頭之宮四

方神社 

スポーツ：SUPクルージング、SUPヨガ、登山、海・川釣り 

イベント：大紀町シーサイドトレイル、大紀ふれあい祭り、大平つつじ山まつり、おんべまつり、

錦花火大会、瀧原宮秋季大祭、八幡祭、赤船祭、錦ぶりまつり    

       

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

農林漁業体験民宿 19軒、住宅宿泊事業（民泊）3軒、民宿 8軒 
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【利便性：区域までの交通、域内交通】 

各公共交通機関をご利用の方 

・大阪、京都から 近鉄大阪線（松阪駅）～JR紀勢本線又は三重交通南紀特急バス→【大紀町】 

・名古屋から 近鉄名古屋線（松阪駅）又は JRワイドビュー南紀（松阪駅）～JR紀勢本線又は     

三重交通南紀特急バス→【大紀町】 

三重交通名古屋南紀高速バス→【大紀町】 

・東京から  東海道新幹線（名古屋駅）～乗り換え→【大紀町】 

        三重交通東京高速バス→【大紀町】 

車をご利用の方 

・大阪から 西名阪自動車道…名阪国道…《伊勢関 IC》…伊勢自動車道…《勢和多気 JCT》… 

紀勢自動車道…《大宮大台 IC》又は《紀勢大内山 IC》→【大紀町】 

・京都から 名神高速道路…《草津 JCT》…新名神高速道路…《亀山 JCT》…東名阪自動車道… 

《伊勢関 IC》…伊勢自動車道…《勢和多気 JCT》…紀勢自動車道…《大宮大台 IC》 

又は《紀勢大内山 IC》→【大紀町】 

・名古屋から 東名阪自動車道…《伊勢関 IC》…伊勢自動車道…《勢和多気 JCT》… 

紀勢自動車道…《大宮大台 IC》又は《紀勢大内山 IC》→【大紀町】 

・東京から 東名・新東名高速道路…《豊田 JCT》…伊勢湾岸自動車道…《四日市 JCT》… 

      東名阪自動車道…《伊勢関 IC》…伊勢自動車道…《勢和多気 JCT》… 

紀勢自動車道…《大宮大台 IC》又は《紀勢大内山 IC》→【大紀町】 

 

 

域内交通 

 町内タクシー業者 2社、介護タクシー事業者 1社 

【外国人観光客への対応】 

農林漁業体験民宿 19 軒と道の駅木つつ木館、野原村元気づくり協議会などには、多言語対応の

看板と指差しツールを使用し対応。Wi-Fiの設備も整えている。 

また、農林漁業体験民宿に音声翻訳機「POCKETALK」の貸し出しも行っているが、多言語対応の観

光マップや看板はない。 

 農林漁業体験民宿の中には、外国語対応の自社ホームページを作成、OTAに登録するなど、個々で外

国人の受入れを促進している事業者も増加しつつある。 

 

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 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。 
大紀町地域活性化協議会ホー

ムページのアクセスログ（グー

グルアナリティクス）を活用し

て実施。 

農林漁業体験民宿の宿泊人

数・泊数 

町内の農林漁業体験民宿の利

用状況を把握 

インバウンド利用状況を把握 

農林漁業体験民宿協力による

調査 

観光入込客数及び消費額 

 

地域の観光動向の把握、対策の基

礎データとして使用 

観光調査データを元に算出 

宿泊人数（延べ泊数） 

 

誘客実績の把握、対策の基礎デー

タとして使用 

各宿泊施設より入手 

来訪者満足度 

 

リピート化に向けた改善、ブラッ

シュアップのため 

アンケートの実施 
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４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
大紀町は、三重県でも過疎化・少子高齢化が進んでいる町の一つであり、消費力の低下や従業員の確

保、後継者不足など、小規模事業者にとって事業を持続していくことが大変厳しい状況である。 

農業、林業、漁業、畜産業といった 1次産業が主な産業ではあるが、高齢化や担い手不足のため廃業

する事業者も増えており、農林水産物の 6次産業化やブランド化を目指して取り組んではいるものの、

なかなか成果が上がらない状況である。 

観光業界においては、宿泊施設や飲食店、観光事業者も少なく観光協会もないため、町内全体の連携

が今まではなかったが、大紀町地域活性化協議会設立後は大紀町全域における、農林漁業団体、農林

漁業事業者、観光事業者、交通事業者、飲食店、宿泊施設、観光案内人など関係する事業者と連携し、

大紀町、大紀町商工会とともに農山漁村滞在型観光事業（農泊）を中心に、地域全体が一体となって

観光地域づくりを目指して取り組んでいる。 

当協議会としては、令和 3 年度も農林漁業体験民宿による地域の活性化を重点事業と位置付け支援を

実施。２年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症による影響で売上が減少している事業者の方々

に対し、三重県の新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の申請手続きの支援を行った。 

また希望する体験民宿事業者には、自社ホームページの制作や OTA登録等の支援も実施し、新たな 

ターゲット層に向けての PRや販売促進の支援を行った。 

① 三重県観光事業者支援金      5件       

② 三重県宿泊事業者感染防止対策等支援補助金    10件 

③  体験民宿事業者ホームページ制作   ３件 （合計 8件） 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 
内

部

環

境 

強み（Strengths） 
・海・山・川の自然が豊かな町 

・七保牛を肥育しており、松阪牛として評価

が高い 

・海の幸が豊富 

・世界遺産熊野古道「ツヅラト峠」と「荷阪

峠」を有する町 

・伊勢神宮内宮の別宮「瀧原宮」 

・農・林・漁業・畜産業全ての 1次産業が体

験できる 

・大紀町シーサイドトレイルの開催 

・宿泊施設の増加（農林漁業体験民宿、ゲス

トハウス） 

・インバウンド教育旅行などの受入 

弱み（Weaknesses） 
・少子高齢化 

・従業員の確保が困難 

・後継者不足 

・就業場所がない 

・農林漁業者の減少 

・飲食店が少ない（営業時間が短い） 

・情報発信不足 

・国内旅行者の宿泊客は少ない 

・過疎化 

・国に対して好き嫌いがある 

（中国人の宿泊を受け入れ拒否・・など） 
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外

部

環

境 

機会（Opportunity） 
・伊勢、志摩との距離が近い（1時間以内） 

・伊勢神宮と瀧原宮の参拝 

・東京や名古屋から直行の高速バスが出てい

る 

・インバウンド教育旅行受入の増加 

・「VISON」「マリオット大台」 

 ※地域の知名度 UP、観光客の増加 

 

 

 

 

脅威（Threat） 
・大紀町の知名度が低い（県内でも知られて

いない） 

・観光スポットが少ない 

・人口減少 

・高齢化で担い手不足 

・荒れた田畑で景観が悪い 

・獣害問題 

・多気町に複合リゾート施設「VISON」がオ

ープン 

・マリオット大台のオープン 

・地域間競争の激化 

 

（３）ターゲット 
○第１ーゲット層  

国内（主に東海、関西圏）在住。自然や 2拠点居住、田舎暮らし、移住に興味がある 20代～50代 

 

○選定の理由 

令和 2年度に引き続き、自然が豊かな地域との 2拠点居住や田舎暮らし、移住に興味がある都市

部住民を第１ターゲットとする。 

「大紀町」の知名度は高くないが、豊かな自然（海・山・川）、豊富な食材、観光資源に恵まれ

ており、食材の宝庫でもある。 

東海圏、関西圏から 1時間半～2時間圏内で 2拠点生活（週末移住）が可能である。 

「本物の自然」、「田舎暮らし」、「長期滞在」等をテーマに密を避けた形で商品化を図り、主に都

会へ焦点を当て訴求していく。 

令和 3年度に実施した移住体験ツアーやお試し住宅の参加者も増えており、実際に参加者のうち

3名が移住するなど実績にもつながった。 

移住希望者の中には、古民家を活用した民泊やカフェの開業希望などの具体的な目的をもってい

る人たちが多く、空家バンクや求人情報とともに大紀町の情報を継続的に発信し、移住定住に向

けてのサポートを行っていく。 
○取組方針 

大紀町での各種体験プラン、農林漁業体験民宿での宿泊、旬の食材を使用した料理や周辺の観

光素材を組み合わせたプランを展開。 

 旅行会社と連携した商品化や OTAに加え、HPや SNS発信を活用した直販売にも注力していく。 

2 拠点移住体験やお試し住宅、移住体験ツアーについては、都市部で開催する行政の移住相談

会に参加し、移住ポータルサイトを活用した PRとオンラインサポートを同時に行う。 

 

○第２ターゲット層  

学びのある体験プログラムに興味関心の高い、都市部の若いファミリー層  20代～30代 

 

○選定の理由 

子どもの学習にお金をかける高学歴な富裕ファミリー層にとっては、学びの多い農林漁業体験

や SDGｓ、防災などのキーワードに大変興味関心がある。 

自然災害が多発している現在、机上の学習ではなく、実体験に基づいた環境学習を学ばせ、生

きる力を育みたいと考えているファミリーは増えている。 

富裕層ほど、SDGｓに関心が高い。 
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○取組方針 

単なる農林漁業体験や自然体験ではなく、サステナブルな取り組みや防災減災をテーマにした

環境学習プログラムとセットにした親子ツアーを企画する。 

令和 4年度は名鉄観光サービス株式会社と連携し、親子向けのホンモノ体験企画「セカンドス

クール」で、大紀町の農林漁業体験民宿とサステナブルツーリズムがセットになった観光商品を

企画販売することになっている。 
 

○第３ーゲット層 

日本在住の日本の伝統文化や自然に興味がある外国人  20代～50代 

○選定の理由 

 海外からの教育旅行については既に受入実績があり、外国人にとって大紀町の農林漁業体験民

宿での交流や伝統文化体験、郷土料理づくり体験は大変人気があると自信を持って販売できる。。

今後は営業活動や情報発信を強化するとともに、個人で何度も大紀町を訪れてもらえるようなリ

ピーターを増やす工夫も取り入れていく。 

○取組方針 

 まずは大紀町の農林漁業体験民宿の魅力を十分に理解していただけるよう、情報発信に力を入

れる。令和 3年度は三重県や農水省、観光庁関連の海外向けプロモーション事業で動画や取材が

多かったので、それらを活用した有料の SNS広告によるプロモーションを行い、宣伝 PRを強化

する。 

コロナにより消滅はしたがインバウンドの教育旅行の実績がある体験民宿には、Airbnb等の海外

OTA登録を行い、個々での受入を促進していく。 

 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 「山も。海も。川も。そして空も。」 
体験型観光と地域資源を活用した特産品開発により、来訪する側も受

け入れる側もどちらも幸福を感じられる町づくり 

「第２のふるさとになる」町づくり・ファンづくりを目指す。 

 

②コンセプトの考え方 人口わずか 8千人の小さな農山漁村地域であはるが、山、海、川、空、

そして町の人達の心の美しさは日本一。 

 そんな大紀町での出会いと、大いなる田舎を体験し、第２のふるさ

とになってほしいという思いを込めている。 

 ターゲットとして、海外からの教育旅行については既に受入実績が

あり、年々増加傾向となっているため、これからも取り組んでいくが、

今後は国内の教育旅行やグループ、ファミリー層をターゲットに、大

紀町へ住みたくなるような観光商品開発に取り組んでいく。 

 

 

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 

部会、HP、事業報告書の説明会 
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 ＤＭＯを中心として、地域の関連事業者を集めてコミュニケーション 

の場を設けるとともに、関連事業者に対してのコンサルティング等を 
実施 

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 

大紀町地域活性化協議会ホームページのアクセスログ（グーグルアナ 

リティクス）を活用して実施 

イベントや宿泊客等によるアンケート調査の実施 

訪日外国人旅行者に必要な多言語対応サービスの向上 
 

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 

ワンストップ窓口の実施 

公式ＨＰ、Instagram、Facebook、Twitter等によるＳＮＳを利用した 

効果的なプロモーション 

大紀町、三重県と連携した情報発信・プロモーションの実施 

 

※各取組について、出来る限り具体的に記入すること。 

 

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 

 

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 

（万円） 

目

標 

   28,000   29,600   31,000   35,000  40,000   

（ ） （20） （100） （300） （500） （500） 

実

績 

 24,350 32,800    

（ ） （10） （36） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（人） 

目

標 

   1,000   1,000   1,100   1,200   1,500   

（ ） （20） （100） （300） （300） （300） 

実

績 

5,500 300 571    

（619） （10） （50） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 

（ ） （90.0） （90.0） （90.0） （90.0） （90.0） 

実

績 

90.3 89.8 90.4    

（90.0） （0） （ 0 ） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 

（ ） （95.0） （95.0） （95.0） （95.0） （95.0） 

実

績 

85.0 86.5 92.9    

（94.7） （0） （0） （ ） （ ） （ ） 
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【検討の経緯】 

大紀町地域活性化協議会は、インバウンド受入の協力宿泊事業者や農林漁業体験民宿等の宿泊

人数と延べ泊数の調査を行っているが、旅行消費額や来訪者満足度の調査は行っていないため、

観光施設等の協力を得て実施する。リピーター率は、平成 30 年度より HP のアクセスログ推移

（グーグルアナリティクス）を活用し調査しているが、今後も活用しマーケティングに繋げて

いく。 
【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

宿泊客やイベント、体験プログラム参加者のアンケートにより、宿泊平均消費額と日帰り平均消費

額を算出。 

三重県の「観光レクリエーション入込客数推計書・観光客実態調査」（全国観光統計基準採用）に基 

づいて目標数値を設定。(中南勢地域：大紀町入込延べ数)  

●延べ宿泊者数 

民泊部会や宿泊施設事業者と連携し、宿泊数の調査を実施。 

●来訪者満足度 

「三重県観光客実態調査報告書」の中南勢地区における満足度の項目「総合満足度と評価点」の大

変満足、満足、やや満足の合計数値をＫＰＩ実績とし、実績数値を踏まえ目標数値を同様の推移に

設定。 

農林漁業体験民宿、民泊、ゲストハウス等の宿泊施設を訪れる宿泊客やオンラインでのアンケー

ト調査を実施し、満足度等の実態を把握し、現状分析を行い、マーケティングに活用。 

 

●リピーター率 

「三重県観光客実態調査報告書」の三重県への来訪回数―地域別「中南勢」リピーター率の数値  

をＫＰＩ実績とし、実績数値を踏まえ目標数値を同様の推移に設定。 

 インバウンドの実績が増加していたため、訪日外国人旅行者に関する目標数値は、前年度と同様の

高い数値に設定。 

 

（２）その他の目標 

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 

●宿泊人数（延

べ泊数） 

（人泊） 

 

目

標 

 1,000 1,000 1,100 1,200 1,500 

（ ） （20） （100） （300） （300） （300） 

実

績 

 300 571    

（809） （10 ） （50）  （ ） （ ） （ ） 

●ワンストップ

窓口での宿泊

予約数（件） 

 

目

標 

   5   10   50   100   200   

（ ） （1） （5） （10） （20） （40） 

実

績 

 1 52    

（ ） （0） （2） （ ） （ ） （ ） 

●メディア掲載

回数 

（回） 

 

目

標 

   5   10   15   15   15   

（ ） （0） （0） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

18 15 10    

（ ） （0） （0） （ ） （ ） （ ） 

● WEBサイトの

アクセス数 

（件） 

 

目

標 

 17,000 17,500 18,000 20,000 20,000 

（ ） （1,050） （1,080） （1,110） （1,200） （1,200） 

実

績 

16,817 20,688 20,035    

（1,030） （277） （693） （ ） （ ） （ ） 
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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 
【検討の経緯】 

観光のワンストップ窓口として、協力宿泊施設をはじめとする宿泊事業者や観光施設等を調査

し、リピート率やどの年代の利用者が多いかなど、今後のターゲット層に向けての商品開発や

対策に向けての参考資料とする。 

 
【設定にあたっての考え方】 

●宿泊人数（延べ泊数） 

民泊部会や宿泊施設事業者と連携し、宿泊数の調査を実施する。 

 

●ワンストップ窓口での宿泊予約数 

ワンストップ窓口として宿泊予約手配を行うことで、顧客が希望する宿泊先や体験プログラム

を把握し、今後の施策に反映させる。 

 
●メディア掲載回数 

イベント・新体験プログラムなどを HPのサイト等に掲載し、メディアに取り上げていただけ 

るよう情報発信をしていく。 

 

●WEBサイトのアクセス数 

HPのアクセスログ推移（グーグルアナリティクス）を活用し、データ分析をする。 

 

 

 

 

 

 

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 

 

11,580,487 

（円） 

 

【国からの補助金】農山漁村振興交付金（農泊推進対策）           

     2,000,000(円) 

【市町村からの補助金】         5,000,000(円) 

【商工会からの助成金】             3,400,000(円） 

【収益事業収入】                  1,180,487(円) 

 

2020（Ｒ２）年

度 

  13,955,373 

    （円） 

 

  

【国からの補助金】農山漁村振興交付金（地域活性化対策） 

    8,500,000（円） 

【【市町村からの補助金】           5,000,000（円） 

【収益事業収入】                    455,373（円） 
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2021（Ｒ３）年

度 

 

16,335,000 

（円） 

【国からの補助金】農山漁村振興交付金（地域活性化対策） 

    6,000,000（円） 

【市町村からの補助金】           7,442,000(円） 

【商工会からの助成金】       1,832,000(円) 

【収益事業収入】          1,061,000(円) 

 

2022（Ｒ４）年

度 

 

11,650,000 

（円） 

【国からの補助金】農山漁村振興交付金（地域活性化対策） 

    3,500,000（円） 

【市町村からの補助金】             5,000,000(円） 

【商工会からの助成金】        2,300,000(円) 

【収益事業収入】            850,000(円)  

 

 

2023（Ｒ５）年

度 

10,000,000 

（円） 

【市町村からの補助金】             8,000,000(円） 

【商工会からの助成金】        1,000,000（円) 

【収益事業収入】          1,000,000(円) 

 

 

2024（Ｒ6）年

度 

 

 

10,000,000 

（円 

【市町村からの補助金】             8,000,000(円） 

【商工会からの助成金】        1,000,000（円) 

【収益事業収入】          1,000,000(円) 

 

（２） 支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

 

11,100,799 

(円) 

  

 

【国からの補助金事業】               

農山漁村振興交付金（農泊推進対策         

（農泊地域高度化促進事業））     2,136,325(円)       

【一般管理費】                     8,697,749(円) 

【イベントの開催費】など             266,725(円) 

 

2020（Ｒ２）年

度 

 

13,807,542 

(円) 

  

【国からの補助金事業】               

農山漁村振興交付金（地域活性化対策） 

                 8,600,000(円) 

【一般管理費】                     4,893,611(円) 

【イベントの開催費】など       313,931(円) 

 

2021（Ｒ３）年

度 

 

16,451,000 

(円) 

   

【国からの補助金事業】               

農山漁村振興交付金（地域活性化対策） 

                 6,000,000(円) 

【一般管理費】                    10,147,000(円) 

【イベントの開催費】など             304,000(円) 

 

2022（Ｒ４）年

度 

 

11,650,000 

(円) 

 

【国からの補助金事業】               

農山漁村振興交付金（地域活性化対策） 

                 3,500,000(円) 

【一般管理費】                     8,000,000(円) 
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【イベントの開催費】など             150,000(円) 

 

 

2023（Ｒ５）年

度 

 

10,000,000 

（円） 

【一般管理費】                     8,000,000(円) 

【イベントの開催費】など           2,000,000(円) 

 

 

 

2024（Ｒ6）年

度 

 

 

 

10,000,000 

（円） 

【一般管理費】                     8,000,000(円) 

【イベントの開催費】など           2,000,000(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 
体験型観光の誘客による体験プログラムや宿泊手配 

地域限定旅行業の登録 

体験プログラムイベントの開催（山ヨガ、海ヨガ、ＳＵＰヨガ等） 

体験民宿と連携したワーケーションや移住定住お試し住宅活用、移住体験ツアーの開催 
ふるさと納税返礼品の登録 

特産品新商品開発・販売 

 
 

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          

 

大紀町は、一般社団法人大紀町地域活性化協議会を大紀町における地域ＤＭＯとして登録したいの

で、一般社団法人大紀町地域活性化協議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） 

 

重複しない 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 山添 みゆき 

担当部署名（役職） 事務局長 

郵便番号 519-2802 

所在地 三重県度会郡大紀町崎 2154-1 

電話番号（直通） 0598-74-2277 

ＦＡＸ番号 0598-74-2278 

Ｅ－ｍａｉｌ taikickk@ma.mctv.ne.jp 
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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 大紀町役場 商工観光課 

担当者氏名 玉木 謙治 

担当部署名（役職） 課長 

郵便番号 519-2703 

所在地 三重県度会郡大紀町滝原 1610-1 

電話番号（直通） 0598-86-2243 

ＦＡＸ番号 0598-86-3500 

Ｅ－ｍａｉｌ shk@town.mie-taiki.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 三重県 観光局 観光資源課 

担当者氏名 永井崇郁 

担当部署名（役職） 係長 

郵便番号 514-8570 

所在地 三重県津市広明町 13 

電話番号（直通） 059-224-2830 

ＦＡＸ番号 059-224-2801 

Ｅ－ｍａｉｌ nagait02@pref.mie.lg.jp 

 

mailto:nagait02@pref.mie.lg.jp


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
(万円)

目標
28,000 29,600 31,000 35,000 40,000

( ) (20 ) ( 100 ) (300 ) (500 ) ( 500 )

実績
24,350 32,800

( ) (10 ) (36) (  ) (  ) (  )

延べ宿泊
者数
(人)

目標
1,000 1,000 1,100 1,200 1,500

( ) ( 20 ) (100 ) ( 300 ) (300 ) (300 )

実績
5,500 300 571

( 619 ) (10 ) ( 50 ) (  ) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標
90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

( ) (90.0  ) ( 90.0 ) ( 90.0 ) ( 90.0 ) (  90.0)

実績
90.3 89.8 90.4

( 90.0 ) ( 90.0 ) (0 ) (  ) (  ) (  )

リピーター
率
(％)

目標
85.0 85.0 85.0 85.0 85.0

( ) (95.0) ( 95.0 ) ( 95.0) ( 95.0 ) (  95.0)

実績
85.0 86.5 92.9

( 94.7 ) （0) (0 ) (  ) (  ) (  )

法人名：一般社団法人大紀町地域活性化協議会

【区域】 三重県度会郡大紀町
【設立日】 平成25年7月1日 大紀町地域活性化協議会

令和2年8月3日 （一社）大紀町地域活性化協議会
【登録日】 令和2年10月16日
【代表者】 奥川 拓
【マーケティング責任者（CMO）】朝日 友江
【財務責任者（CFO）】堀田 稔朗
【プロモーション責任者】山添 みゆき
【職員数】 5人
（常勤4人（正職員2人、出向等2人）、非常勤0人）
【連携する主な事業者】
大紀町役場
大紀町商工会
滝原西村ハイヤー有限会社
㈱伊勢志摩ツーリズム
公益社団法人 三重県観光連盟

「山も。海も。川面。そして空も。」大紀町の豊かな地域資源を活用した体験型観光と特産品開発

合意形成の仕組み

登録区分名：候補法人地域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

【j情報発信・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ】
・令和３年度
①情報発信
三重ワーケーション講座、三重県評価型モニターツアー
三重県観光連盟海外ブロガー取材、FM岐阜出演、FM鈴鹿VOICE

東京FMリモート出演、三重テレビ「旬感みえ」生出捐
②広告宣伝活動

VISON多気軽トラマルシェ、イオン津南「三重エキスポ２０２１」
マックスバリュ「大紀スイーツフェア」、三重まるごと物産展

③キャンペーン
みえ得トラベルキャンペーン、みえ得地域応援クーポンキャンペーン、
スマホでみえ得キャンペーン、
三重県観光キャンペーン「ULTRA SALE２１」「みえのあそキャン２１」

④プロモーション
農水省海外プロモーション事業 動画制作
農水省海外プロモーション事業 記事制作
農水省海外プロモーション事業 オンラインツアー
三重県海外プロモーション事業 動画・記事制作
旅行会社向け オンラインインスペクション開催

【観光資源の磨き上げ】
・令和３年度

農水省上質な食体験専門家派遣、EVスクーターの導入
防災プログラムの開発、サステナブルツーリズムの企画開発

【人材育成】
・令和３年度
三重県安全管理講習会の参加
フードツーリズムマイスター初級
イラストレーター、フォトショップ基礎講座
たいき町ふるさと案内人養成講座

戦略
【該当する登録要件】 ②

【概要】 大紀町地域活性化協議会は地域ＤＭＯとして、地域資源の磨
き上げ、新しい観光コンテンツの開発、受入環境の整備等を実施する。

行政、各部会、協力団体をメンバーとするワーキンググループなどの委
員会を設置。

【主なターゲット】
①国内(主に東海、関西圏）在住の自然や2拠点居住や田舎暮らし、
移住に興味がある 20代～50代

②学びのある体験プログラムに興味関心の高い、都市部の若いファミ
リ－層 20代~40代
③日本在住の日本の伝統文化や自然に興味がある外国人 20代～
50代
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】

①大紀町での各種体験プラン、農林漁業体験民宿での宿泊、旬の食
材を使用した料理や周辺の観光素材を組み合わせたプランを展開。
旅行会社と連携した商品化やOTAに加え、HPやSNS発信を活用した
直販売にも注力していく。2拠点移住体験やお試し住宅、移住体験ツ

アーについては、都市部で開催する行政の移住相談会に参加し、移
住ポータルサイトを活用したPRとオンラインサポートを同時に行う。

②単なる農林漁業体験民宿や自然体験ではなく、サステナブルな取
り組みや防災減災をテーマにした環境学習プログラムとセットにした
親子ツアーを企画する。

③まずは大紀町の農林漁業体験民宿の魅力を十分に理解していた
だけるよう、情報発信に力を入れる。令和3年度は三重県や農水省、

観光庁関連の海外向けプロモーション事業で動画や取材が多かった
ので、それらを活用した有料のSNS広告によるプロモーションを行い、
宣伝PRを強化する。
体験民宿の多言語対応ホームページ制作協力や、Airbnbなどの
OTA登録支援を行う。

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

観光地域づくり法人（DMO)を中心として、地域の関係事業者を集め

てコミュニケーションの場を設けるとともに、関連事業者に対してのコ
ンサルティング等を実施。
HPのアクセスログを活用して実施（グーグルアナリティクス）
ワンストップ窓口の実施。
公式HP、Instagram、Facebook等によるSNSを利用した効果的なプ
ロモーションの実施。

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（体験料、体験民宿宿泊料等） 約106．1万円（R3年）

国からの補助金（農泊推進対策） 600万円
市町村からの補助金 744．2万円 大紀町商工会からの補助金 183．2万円

【総支出】 1645．1万円（一般管理費1014.．7万円、事業費630．4万円）
※Ｒ3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】
・体験型観光の誘客による体験プログラムや宿泊手配
・地域限定旅行用の登録
・体験プログラムイベントの開催（山ヨガ、海ヨガ、ＳＵＰヨガ等）
・民泊東作塾の運営( ワーケーションや移住定住お試し住宅として活用）
・ふるさと納税返礼品登録

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】
三重県の中南部に位置し、農山村部と海岸部からなる農山漁村
地域で、海・山・川をはじめとする豊かな自然資源や世界遺産熊
野古道「ツヅラト峠」に代表される古の道・社寺・祭りなど、歴史や
伝統がいっぱい詰まった地域である。

ＫＰＩ（実績･目標）

記入日：令和４年１２月１5日


