
 

観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

記入日：令和４年１１月３０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 

（一社）男鹿市観光協会 

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 

秋田県男鹿市 

所在地 秋田県男鹿市船川港船川字泉台６６－１ 男鹿市役所２階 

設立時期 昭和６１年２月１９日 

職員数 ８人【常勤８人（正職員６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） 

（氏名） 

武内 信彦 

（出身組織名） 

男鹿北浦真山神社 

男鹿北浦真山神社の宮司。日本海域文化研究所を

設立し、「男鹿のナマハゲ」文化の発信に注力。長

期にわたり文化の発信と受入に尽力し、市内関係

者からの信頼も厚い。 

▼男鹿市観光協会会長、真山神社宮司、男鹿真山

伝承館理事長、日本海域文化研究所理事長 

データ収集・分析等

の専門人材（ＣＭ

Ｏ：チーフ・マーケ

ティング・オフィサ

ー 

（氏名） 

柿崎 浩「専従」 

（出身組織名） 

(一社)男鹿市観光協会 

 

(株)エフエム秋田に３０年（東京支社長、営業本

部長、マルチメディア本部長を歴任）勤務。県内

外の商工業事業者、メディア関係者と、幅広いパ

イプを持ち合わせており、マーケット分析やメデ

ィアプロモーションにおいて高い能力を持つ。 

▼国内旅行業取扱者、インバウンド実務主任者 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

（氏名） 

佐藤 豊「専従」 

（出身組織名） 

(一社)男鹿市観光協会 

 

一般社団法人男鹿市観光協会事務局長。 

長きにわたり観光振興に携わり、平成３年より事

務局長に就任。実質的経営責任者として手腕を振

るいながらも、緻密な財務管理により健全経営を

実現。また、市内各支部との調整、観光キャラバ

ンの観光振興計画策定等の要職を担う等、地域観

光事業者からの信頼も厚い。 

旅行商品の造成･販売

の責任者 

（専門人材） 

（氏名） 

今泉 賢「専従」 

（出身組織名） 

㈱ＪＴＢ 

旅行会社に２５年勤務。営業職としての勤務経験

が長く、企画提案営業能力および旅行商品造成能

力が共に高い。また、観光事情に精通している

他、東北各地の観光事業者（ホテル業界、バス会

社、観光施設等）と太く、幅広いパイプを持つ。 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

秋田県男鹿市 

・観光課 

(行政窓口・他課との調整、イベントの企画・実施、観光計画・施策、観光

二次交通等) 

・男鹿まるごと売込課 

（ふるさと納税、商品開発、商工関係との連携・イベント、雇用促進等） 
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・文化スポーツ課 

(文化財活用の学習資源の創出、ジオパーク関連情報の提供、ジオパークガ

イドの会、各種スポーツイベント、スポーツ合宿、スポーツ関連団体との

調整) 

・企画政策課 

(地域公共交通、地域おこし協力隊の育成、移住定住の取組・支援、子育て支

援等) 

連携する事業者名及

び役割 

<観光商品の造成、宿泊、二次交通整備> 

 男鹿温泉郷協同組合、㈱男鹿水族館、㈱おが地域振興公社、秋田観光バス

㈱、㈱船川タクシー、二次アクセス推進協議会 

<まちづくり、地域素材の商品造成> 

 男鹿市商工会、男鹿半島・大潟ジオパークガイドの会、男鹿ナマハゲロッ

クフェス実行委員会、㈱おが（道の駅おが「オガーレ」運営会社） 

<情報発信関連、ブランディング> 

㈱男鹿なび、㈱オマツリジャパン、㈱ジーリー・メディア、㈱ツバサ 

<６次産業化・グリーンツーリズム> 

 ＪＡ秋田なまはげ(農協)、ＪＦ秋田県(漁協)、男鹿市商工会 

<調整・資金調達等> 

秋田銀行、北都銀行、行政(男鹿市) 

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】① 

(概要) 

（一社）男鹿市観光協会は観光地域づくり法人としての事業推進以前から、

域内の多様な事業者を会員とした組織運営を行っており、会員の代表からな

る理事会と、全会員による総会にて意思決定を行う。民間会員を主とする運

営であったが、観光地域づくり法人として行政の参画を図るため、男鹿市の

観光課長を専務理事に迎えた。また、事務所を男鹿市役所内の観光関連課と

同一フロアへ移転させ、的確な情報共有を行っている。 

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 

１ 地域住民と「男鹿の観光振興を考えるセミナー」を定期的に開催 

２ 男鹿市広報において、定期的な活動報告や成果実績を報告(毎年２回以上) 

３ その他、市民も参加できる観光セミナーを必要に応じて開催 

４ 地域住民の観光満足度調査の実施(令和４年１２月実施予定)。 

法人のこれまでの活

動実績 

 

 

（活動の概要） 

地元観光関連事業者や商業関係者および金融事業者等を会員とし、長く男鹿

半島および県内の観光振興を推進する母体として活動を続ける。 

主要エリアでのイベント主催、ナマハゲ伝導士試験の実施主としての活動の

他、市内宿泊施設等への斡旋等、収益事業を展開。 

また、市内３か所の観光案内所の運営（指定管理）や、施策事業におけるモ

ニターツアーの造成等、行政との関わりも強い。また、地域の玄関口である

ＪＲ男鹿駅構内には、独自に観光案内所を開設している。 

２０１７年にＤＭＯ候補法人登録を受けた後には、専門人材を受入れ、マー

ケティングの成果を基に事業推進を行う。 

事業 実施概要 

情報発信・

プロモーシ

ョン 

・誘客宣伝事業（毎年継続） 

県内外でのキャンペーン実施や商談会参加による誘客促

進。５月～６月宿泊施設や飲食店と連携し、男鹿の名産で

ある天然真鯛をテーマにした鯛まつりによるプロモーシ

ョンを展開。 

・教育旅行誘致事業 

男鹿市、市内観光関連事業者と連携の上、北海道を中心と
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して小中学校の教育旅行誘致を展開。さらに県内の観光地

とともに秋田広域観光推進協議会を設立し、教育旅行誘致

の先導を行う。 

・ナマハゲ伝道士試験の実施事業 

ユネスコ無形文化遺産「男鹿のナマハゲ」を通して、保存

伝承意識の高揚と男鹿半島応援団の育成および男鹿の観

光振興に繋げている。令和４年度、第２０回を数える。 

※伝導士認定者１，５４２名(２０２２.１月現在) 

・男鹿総合観光パンフレット作成事業 

男鹿市から業務受託を行い観光施設と連携して、効果的

な総合観光パンフレットを作成。マーケティング調査の

ため、ＷＥＢアンケートＱＲコードの付帯やポータルサ

イトにてダウンロードをできるようにする等、オンライ

ンでの情報も実施。 

・観光プラットフォームの再構築事業 

 地域内の観光情報は、男鹿市公認情報サイト「男鹿なび」 

 から発信している。このサイトをより活用するため、ＳＮ 

Ｓ等と連動した「旅ナカ」をテーマとしたプラットフォー 

ムを構築を推進。３ヶ年の構築計画を予定し、地域内の宿 

泊・観光施設等の予約やＣＲＭデータの獲得・フィードバ 

ックからＰＤＣＡサイクルを回してゆく。 

受入環境の

整備 

・レンタサイクル事業 

 スポーツツーリズムの推進、近隣周遊の移動手段として、

自転車レンタルを実施。観光二次交通の弱い自然スポット

を気楽にめぐるため、e-Bike(電動アシスト付スポーツ自転

車)のレンタルを導入。令和３年からは、拠点を再開発が進

む男鹿駅前に移転し、利用者の利便性を向上させた。 

 ※Ｒ４．１１現在の利用者数３５７台(前年比 136.3%) 

・なまはげシャトル推進事業 

 公共交通機関の脆弱性を補うため、市、観光施設と協働し

て観光二次交通「なまはげシャトル(予約制乗合タクシー)」

を運行し、運行管理と予約管理を実施。 

・観光案内所運営事業 

 市内の２観光案内所の指定管理を受け、きめ細かな観光案

内と観光情報発信を実施。観光地の入り口として受入れを

行う。さらには、ＪＲ男鹿駅構内に独自の観光案内所を運

営。 

・第２種旅行業取得による旅行商品の拡大 

 第２種旅行業を取得（以前は第３種）。独自の企画旅行の発

信が可能となり、受入環境の強化に繋げている。 

・雲昌寺のあじさい観覧者受入強化事業 

 ２０１７年ＷＥＢサイト「死ぬまでに見たい絶景」に紹介

され、近年注目度が増した雲昌寺。新たな観光地として、

地域との連携や、団体客の受入、駐車場の運営等に関わり、

増大した拝観者の受入れに対応。 

・アウトドア等体験プログラムオンライン予約整備事業 

 域内のアクティビティ情報集約やオンラインによる予約・

管理・キャッシュレス化を推進。予約等ワンストップ化の

実現により、事業者および利用者の利便性向上に貢献。 



（別添）様式１ 

3 

 

・手ぶら観光の推進 

 インバウンド受入体制の拡充と、手ぶら観光の推進を図る

ため、秋田県で初めて国土交通省の認証を受けた手荷物預

かりカウンターを設置。 

観光資源の

磨き上げ 

・キャンプやサイクリングを核とした自然体験事業 

 男鹿に適したキャンプのブラッシュアップを実施。北欧ブ

ランドの高級コットンテントや高級タープの他、ベッド、

調理器具等もすべて準備された、1 日５組限定の高品質手

ぶらキャンプを実施。付随して、アウトドア体験プログラ

ムとのセット販売を実現させ、相乗効果を図る。令和２年

度には、ワーケーションの受け皿としての事業検証を図る。

令和３年からは、受入期間を拡大して実施。 

・OGA Bicycle Peninsula！推進事業 

 サイクリング観光を広めるため、市と協力して、サイクリ

ングコースの作成と磨き上げを実施。さらに、JR秋田支社

とも連携し、ビギナーサイクリストやファミリー向けのサ

イクリングイベントを主催。秋田県内では初めてサイクル

トレイン（自転車を分解することなく持ち運べる電車）が

走るなど、サイクリグを核とした資源のブラッシュアップ

を展開。令和４年９月には、２年ぶりとなるライドイベン

ト「第８回 OGA_NAMAHAGEライド」(参加者 196名)を開催。 

・体感！冬のナマハゲ商品化事業 

男鹿温泉協同組合が冬季誘客の促進を目的の「なまはげ太

鼓」を核として実施していたイベント内容のブラッシュア

ップを実施。ナマハゲ太鼓の演出強化を主としたイベント

の魅力度向上および広告等による周知活動の強化により、

参加者が大幅に増加し実施回数増加を実現。 

・既存着地型商品のブラッシュアップ推進事業 

文化・自然・お祭り体験プランのブラッシュアップを展開。 

コロナ禍を受けて屋外の体験商品「春・秋男鹿三山トレッ 

キング」を造成し、同コンテンツの体力強化と宿泊者増進 

のため、男鹿温泉郷と連携した「目的」となる商品へのブ 

ラッシュアップをは図っている。 

 

 

実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実施体制の概要） 

地元観光関連事業者や商業関係者および金融事業者等を会員とする（一

社）男鹿市観光協会が総会の意思を反映して、マーケティング分析に基づい

た戦略の立案や事業推進を図る。また、事業の進捗管理や各事業に関する意

思決定については、会員の代表からなる理事会を年に４回程度開催のうえ実

施している。さらに、ＤＭＯ候補法人時に設立された「男鹿市観光推進機

構」【地域の団体等のトップが参集し、男鹿観光に携わる全員の共通認識とし

て男鹿観光ビジョン（未来構想）を明示する観光市場の分析結果に基づき、

男鹿観光の方向性を定める団体】が、観光地域づくり法人に登録以降も継続

して、マーケティング・ＫＰＩの検証、事業の方針検証・提言およびバック

アップを行う。 

なお、実際の事業推進については、より現場に密接な会員やＤＭＯ推進に

賛同するメンバーの提案を受入れ易くし、実際のプレーヤーとして位置づ

け、ＤＭＯと協働する。 

 



（別添）様式１ 

4 

 

 

 

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  

 

域内にはユネスコ無形文化遺産かつ国指定重要無形民俗文化財指定の「男鹿のナマハゲ」に代表される

多様な文化形態と、男鹿国定公園、男鹿半島・大潟ジオパークにも登録される多様な自然景観や地質遺産

が豊富に存在する。これらは、半島という地形形成による歴史的環境要因を多分に含んでおり、現状では半

島域がほぼ男鹿市域で占められていることを合わせて、本区域設定が適切と考えている。 

さらに秋田県全体の観光誘客の伸び悩みは男鹿半島域についても例外ではなく、従前の取組や「待ち」「受

け」の態勢から脱却し、地域自らがプロモーション、営業、商品造成を積極的に行う「攻め」の態勢を構築す

る必要がある。そのために、地域の素材を見つめ直し、磨き上げるとともに同一域内の各団体が持つ役割

やターゲットを明確にしながら、具体的な体制構築を第一に行い、迅速に行動に移し、検証・改善することが

できる最小単位となる地域ＤＭＯとしての区域を設定した。 
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区 域： 男鹿市域 人 口： 26,593人（2020.3末） 

面 積： 241.09㎢ 世 帯： 12,822世帯（2020.3末） 

 

A 「男鹿のナマハゲ」や男鹿温泉郷を核とした文化体験エリア 

主な観光資源 

 真山神社、男鹿真山伝承館、なまはげ館 男鹿のナマハゲの学習や体験 

里暮らし体験塾、農業体験 ナマハゲを育む伝統文化や農業体験 

男鹿温泉郷 豊富な湯量と 7軒 1,500人超収容のホテル群 

なまはげ柴灯まつり ナマハゲと神事を融合させた観光行事 

男鹿温泉交流会館五風 なまはげ太鼓ライブと手作りお土産体験 

なまはげオートキャンプ場 キャンプと温泉の融合 

雲昌寺とあじさい 近年注目度増、1,500 株以上の青一色のあじさ

い 

主な取り組み内容 

 ユネスコ無形文化遺産「男鹿のナマハゲ」を核とした文化発信 

「男鹿のナマハゲ」を体験する伝統文化の保存、伝承を学ぶ滞在型商品の造成 

地域と連携したプレミアム商品の造成（大晦日のナマハゲ行事体験） 

教育旅行誘致を通した文化体験学習の創出 

なまはげ太鼓を核とした商品のブラッシュアップ 

雲昌寺と連携し、通常観光以外の時間設定（早朝等）によるプレミアム商品造成 

 

B 男鹿国定公園／男鹿半島・大潟ジオパーク／水族館を核とした風景と海洋レジャーエリア 

主な観光資源 

 男鹿半島西海岸の道路 景観の良いドライブコース 

入道崎と参観灯台 恋する灯台と北緯 40°ライン 

夕陽 日本の夕陽百選 

男鹿水族館 GAO 秋田県唯一の水族館 

ゴジラ岩に代表される岩石群 日本の奇岩百景等 

ナマハゲ所縁の史跡 赤神神社五社堂と 999の石段 

海岸の風景美と洞窟 日本の渚百選、地質構造百選等 

海上遊覧覧船と海底透視船 船から半島の景観を満喫 

SUPやカヌー、ダイビング 海を活かした体験アクティビティ 
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海釣り 渡船による釣りや磯釣りのメッカ 

主な取り組み内容 

 景観の良い道路を活かしたドライブとサイクリングの推奨 

景観と食を活用したサイクリングイベントの開催と e-Bikeレンタサイクルの事業化 

海上保安庁（入道埼灯台）と連携した灯台活用とイベント開催 

自然環境を活かした滞在・交流型コンテンツの充実と商品化 

海と食を活かした鯛祭り開催による誘客促進 

男鹿半島・大潟ジオパークを活用した学習コンテンツの充実 

 

C 寒風山を核とした自然とスポーツのエリア 

主な観光資源 

 寒風山 360°の大パノラマと湧水、伝説、火山をめぐるトレッキング 

パラグライダー体験 寒風山の景観と風を活用したアクティビティ 

ゴルフ 寒風山の景観を活用したゴルフ場 

名産の果物 男鹿梨と若美メロン 

宮沢海水浴場 遠浅の砂花（快水浴場百選） 

市民参加のスポーツイベント 名産メロンを活用した日本海メロンマラソン等 

主な取り組み内容 

 自然環境を活かした滞在型コンテンツやスポーツイベントの開催 

寒風山とガイドを活用したトレッキングツアーの通年催行 

男鹿半島・大潟ジオパークを活用した学習コンテンツの充実 

湧水（水源）を活用した学習素材の提供と自然散策の充実 

梨刈等の体験を含めたツアー造成 

スポーツイベントにおける宿泊手配と参加型商品の造成 

 

D 観光拠点・産業エリア 

主な観光資源 

 道の駅と鉄道の駅 観光拠点と公共交通の入り口 

大型イベント 男鹿日本海花火、男鹿ナマハゲロックフェスティバル 

船川港 大型客船の寄港 

選奨土木遺産と石油備蓄基地 明治期の船川港築港と石油備蓄資料館等 

大龍寺と庭園 庭園見学や座禅体験 

主な取り組み内容 

 道の駅等を活用した観光情報発信とイベント開催、物産販売 

大型イベントの開催と誘客促進 

大型客船の積極的誘致とおもてなしの充実した受入体制整備 

産業遺産や商店街を活用した街歩きイベント 

観光案内所の設置と Wi-Fi環境の拡充とスマートフォンの充電設備の設置等 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】              

 

エリア（区分） 施設数 収容力(人) 施設規模 

Aエリア 

北部(ホテル―男鹿温泉郷) 
7 約 1,500 

収容 200 人以上の大規模ホテルと、70 人弱の

小規模旅館が集中 

Aエリア 

北部（民宿） 
2 約 50 小規模農家民宿と 40人規模の民宿 

Bエリア 

西海岸（ホテル） 
2 約 280 

海岸線に立地する 200 人規模、70 人規模ホテ

ル 

Bエリア 

西海岸（旅館・民宿） 
5 約 100 

海岸線に立地する 30人規模の旅館と 20人規

模の民宿 
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Dエリア 

市街地（ホテル・民宿・ゲストハウス） 
4 約 120 

市街地に立地する 10 人、30 人、70 人規模の

民宿とビジネスホテル 

A〜Cエリア 

市内分散（キャンプ場） 
3 約 800 

海岸線の好立地に 2 施設、山間の温泉施設と

隣接し 1施設 

合計 25 約 2,950  

 

【観光客の実態等】 

 2018 年 

(平成 30 年) 

2019 年 

(令和元年) 

2020 年 

(令和 2 年) 

2021 年 

(令和 3 年) 

宿泊者数（人） 115,943 117,019 83,205 60,565 

観光客入込客数（人） 2,344,685 2,508,929 1,254,374 1,408,931 

推定消費額（千円） 8,451,345 9,693,000 5,625,000 4,096,000 

 

観光客入込数は200万弱で推移しており、2018年には「男鹿のナマハゲ」のユネスコ無形文化遺産登録、

道の駅おがの開業、DMO としての事業成果の一つである雲昌寺のアジサイ受入拡大等により、大きく伸び

ている。しかし、宿泊客数は減少の一途をたどっており、本地域の観光施策において大きな課題の一つとな

っている。本要因として、本地域が秋田市から日帰り圏内であることや、宿泊施設そのものの廃業等による

減少が考えられるが、通年を通した宿泊客数の確保が求められている。 

新型コロナウイルスの影響は、宿泊者数においては一時期、前年比２割程度まで落ち込んだ。最終的に

は半数近くまで回復したが、低調な入れ込み数で推移。一方で、マイクロツーリズムの浸透により、秋田県

内及び近隣県からの教育旅行先として再認知され、前年比を大きく上回る入れ込み数となった。なお、本地

域の観光入込客数のピークは秋田新幹線と秋田自動車道全線開通に起因する１９９７年の２９５万人であ

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 

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。 

男鹿市観光統計データを活用。Ｒ

４年度より、秋田県と連携し、宿

泊ＤＭＰ事業分析から収集予定。 

延べ宿泊者数 宿泊者数の推移を把握するため。 男鹿市観光統計データを活用。Ｒ

４年度より、秋田県と連携し、宿

泊ＤＭＰ事業分析から収集予定。 

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。 

ＱＲコード読取りによる、独自事

業としてアンケートを実施。Ｒ５

以降、さらなる精度向上を計画。 

リピーター率 リピーター顧客の動向を把握し、

戦略立案に繋げるため。 

ＱＲコード読取りによる、独自事

業としてアンケートを実施。Ｒ５

以降、さらなる精度向上を計画。 

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。 

観光ポータルサイト「男鹿なび」

を対象に Googleアナリティクス

を活用。 

住民満足度 観光振興に対する地域住民の理解

度を測るため。 

男鹿市広報へ折り込みチラシを活

用し、アンケート調査を自主事業

として実施。(R5.1 完了予定) 
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４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
男鹿市は秋田県内において有数の観光地であり、地域主産業は観光業となるが、観光入込み客数は

平成９年の２９５万人をピークに年々減少傾向にあり、地域経済も衰退傾向にある。 

 また、秋田県は全国第 1位の高齢化・人口減少が進む地域であるが、中でも男鹿市は急速に高齢

化・人口減少が進んでおり、各産業の就業者や事業者が減少している他、「男鹿のナマハゲ」等の伝

統行事の担い手も減少傾向にある。 

 こうした地域の課題に対し、観光地域づくり法人を中心として、既存の観光資源（自然・文化）

を活用した観光地域づくりを図り、観光業を中心とした地域経済の繁栄の他、関係・交流人口の増

加および人手・担い手不足の解消に繋げることとしている。 

 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 
内

部

環

境 

強み（Strengths） 

【交 通】 

・ＪＲ男鹿線の終着駅（秋田駅から 1時間程度）

男鹿駅前の再開発 

・あいのりタクシー「なまはげシャトル」 

【文 化】 

・全国的知名度の高い男鹿半島だけの文化であ

る、「男鹿のナマハゲ」の存在 

・あじさいの雲昌寺の知名度向上 

・冬まつり「なまはげ柴灯まつり」の定着 

・教育旅行等受入のための体験施設の充実 

【自然・景観】 

・ゴジラ岩に代表される独特の岩石群 

・鵜の崎海岸（日本の渚百選）に代表される    

海の景観 

・北緯４０度線上の景勝地入道崎 

・日本で１６基しかない参観灯台入道埼灯台 

・複数の温泉地の存在 

・秋田でも有数の「釣り」が盛んな地域 

 （漁師・渡し舟事業者も多い） 

・自然を活かしたアウトドアやサイクリング 

【受入環境】 

・男鹿温泉郷を中心に、大正期から観光地とし

ての知名度 

・クルーズ船(大型船)が入港できる港 

【食】 

・石焼料理といった地域名物料理の存在 

・半島の利を活かした豊富な海産物 

【その他】 

・集客力のあるイベントの定着（男鹿日本海花

火、男鹿なまはげロックフェス等） 

・駅伝・サイクリングイベントの実施 

・スポーツ合宿の誘致・定着 

 

弱み（Weaknesses） 

【地 理】 

・冬季観光客入込減少による宿泊施設の休業 

・首都圏からのアクセスの悪さ（時間） 

・中途半端な積雪 

【交 通】 

・市内交通インフラの退行(交通事業の縮小) 

・県都秋田市から車、ＪＲで１時間程度 

・秋田空港に海外チャーター便が撤退 

【社 会】 

・少子高齢化によるマンパワー不足 

・急速な人口減少 

・事業者の後継者不足 

・市民の保守的な姿勢 

・市内商店街の衰退 

 

【文 化】 

・「男鹿のナマハゲ」ではなく「秋田のナマハゲ」

として認知されている 

・県内外の居酒屋や宿泊施設などで、「ナマハ

ゲ」に扮してのサービスが実施されている 

（観光客は男鹿に来ずとも、本物のナマハゲ

に会えたと満足して、男鹿に来てもらう機会

を失っている） 

【食】 

・肉の名物食材･料理がない 

・魚介類の加工品が少ない（土産物が少ない） 

【その他】 

・釣り客が多いものの、遊漁券などはなく、収

入に繋がっていない 
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外

部

環

境 

【各種認定・登録】 

・死ぬまでに行きたい！世界の絶景「日本の絶

景編 2017 ベスト絶景」【雲昌寺あじさい】

（2017年） 

・ユネスコ無形文化遺産【男鹿のナマハゲ】登

録による知名度向上（2018年） 

・じゃらん「行ってみたい夕日絶景ランキング」  

第 2位【ゴジラ岩】（2018年） 

【キャンペーン等】 

・東北デスティネーションキャンペーン（2021

年） 

【マスコミ】 

・NHK「ブラタモリ」による知名度向上（2019年） 

【流 行】 

・アウトドア人口の高まり 

・世の中の健康志向の向上（健康企業宣言等） 

【施 策】 

・日本ジオパーク全国大会の地元開催（2017

年） 

・東京オリンピック（2021年） 

・国・県による自転車推進活動の強化 

・北海道からの教育旅行来校の増加 

【その他】 

・首都圏･有名観光地のオーバーツーリズムに

よるインバウンドの地方流出 

 

脅威（Threat） 

【交 通】 

・秋田空港の海外チャーター便の休止 

【社 会】 

・人口減少による観光総量の減少 

・少子化による修学・教育旅行の減少 

・各地の特産品の飽和感 

・農家や漁師など農水生産者の減少 

【環境要因】 

・ハイシーズンにおける台風等の災害 

【感染症】 

・新型コロナウイルスの影響による東京オリン

ピック・パラリンピックの延期 

・新型コロナウイルスの影響による各イベント

の中止 

・緊急事態宣言による国内外の旅行自粛の長期

化 

・新たなウイルスの地域内発症および蔓延 

 

※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 
○ターゲット層  

なまはげ交流ツーリズムの推進に係るターゲット選定 

① 都市圏に住み小学生くらいの子どもを持つ 20～40代の家族 

② 自身のステップアップのため知見を広めようと意欲旺盛な都市圏に住む 20代男性 

③ 教育旅行として秋田を想定する国内・海外(台湾)の小中高校 

過去に訪日経験があり日本の文化・生活に興味を持つ外国人(台湾・タイほか) 

○選定の理由 

① 「男鹿のナマハゲ」による教育的戒めに期待を寄せる家族。共働きなど親の仕事のために希薄とな
る家族関係を改善・向上させようとする家族は短期間ながらも深い体験を求める。教育旅行をきっ

かけとし家族のつながり、SNSなどによる伝播を期待できる。 

② 体験・自身の満足を得るための時間を惜しまない探究心を持つ人物に対して、日本を代表する仮
面文化の一つである「ナマハゲ」は強く訴求するものである。 

既存の「ナマハゲ伝導士」認定試験への参加、それを活用する秋田・男鹿独自の文化・食を題材と

した体験ツアーにより、理解を深めることで「自ら文化を守る」という意識を醸成することにつなが

る。 

③ 男鹿半島独特の行事で、国内知名度が高い伝統行事である「男鹿のナマハゲ」を核に、農業や田
舎体験を求める北海道、東北、台湾からの教育旅行誘致により、将来的な観光客候補を育てる。 

④ 未知の東北、男鹿の文化への憧れを持つ外国人に対し、ユネスコ無形文化遺産登録の機運をきっ
かけとしたナマハゲ文化に触れる体験は、外国人に対し強く興味を引きつける素材である。 
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すでに旅行会社等の商品にもなっているが、さらに多くの題材、受入地域の拡大により入込増加に

寄与するもの。県との協働により主要ターゲットは台湾・タイなどの隣国とする。 

 

○取組方針 

ナマハゲを中心とした素材磨き上げと体験ツアーの企画、観光・宿泊施設や農漁業など、地域にあふ

れる独特な文化、産業を題材とした楽しみ、学習機会の統一的なプロモーションを図ることで、子育て

世代や活動的な世代の集客を図るとともに、将来的な観光客候補育成のための教育旅行誘致の取組

充実を図る。また、観光協会だからこそできる地域密着型のプレミアム着地型商品の造成。 

① 既存取組における体制(宿泊、学習環境、教育旅行誘致に係る補助金等)が整備されているもの

の、その素材の質、連携等による受入体制の質の向上についてはまだまだ充実が図られていない

ことから、イベントやプロモーションなど既存事業の協同など互いの問題点の整理と役割分担によ

る効果的な方策を探る。また、男鹿のナマハゲの正しい伝承にも寄与する取組とする。 

② ユネスコ無形文化遺産登録をきっかけに、さらに知名度が高まった「男鹿のナマハゲ」を観光素材
としてブラッシュアップすることにより、今まで宿泊施設が近隣にある一部の地域でしか観光素材と

なりえなかったものを、「体験し理解する」ための商品開発と受入環境整備を整える他、少子高齢化

により継承者（担い手）不足を解消するため、地域の団体との協働による実際の体験や観光スポッ

トとの連携による宿泊・消費を伴う機会を創出する。 

③ 国内知名度の高い伝統文化である「男鹿のナマハゲ」を地域の農業や風習と一緒に体験する

ことで、より本来の文化的背景を学び、社会基盤の確立や歴史、文化の体験学習素材として

磨き上げていく。伝統文化の担い手である地域住民との交流も本行事の魅力の一つとして昇

華させていく。本来の意味(戒めや厄払いなど)を体験するメニューの構築は、人間力生成のため

の大きな要素となる。ナマハゲを中心とした体験メニューを素材化することで幅広い受入を目指す。

また観光・宿泊施設、農漁業事業者、行政の共同によるプロモーションを実施する。 

④ ユネスコ無形文化遺産として登録された気運を活かしナマハゲ文化・習俗を深く体験する旅行企
画、着地型旅行商品の企画、大手旅行会社との協同企画のほか、ナマハゲ認知度の向上をはか

るプロモーションを展開する。また「男鹿」としての秋田県、東北圏内における訴求素材の一つとし

てコンテンツを磨き上げていく。 

 

○ターゲット層  

▼スポーツツーリズムの推進に係るターゲット選定 

① スポーツや体調管理に関心があり県内・都市圏に住む 10～40代の既婚男女。 

② スポーツに真剣に取り組む 10～40代の学生や社会人チームなど 

③ 過去に訪日経験があり、サイクリングを趣味とする 20代〜30代の台湾人男性 

④ 観光が主目的であるが、自然や景色を楽しむ要素の一つとして気軽なスポーツ体験を望む 

10～50代の男女 

○選定の理由 

① ラグビー、サッカー、駅伝、マラソンなど、数十年の歴史ある各イベントへの参加傾向が県内外に

住む 20～40代に集中することから、参加者の家族構成や SNSの普及率などの観点から伝播を大

きく期待できる。さらに近年流行が着目されるサイクリングと併せ、自然を感じ体験するコンテンツ

への需要が大きい。 

② 既存のスポーツ合宿補助金やスポーツイベント等(行政も参画)への参加者が年々増加傾向にあ

る。肉体的な鍛錬だけでなく、精神面、栄養面、指導力などのレベルアップを求める団体ニーズに

応えようとするもの。 

③ 台湾人の 8 割は日本を再訪しているなどリピーター率が高く、旅行地を都心や京都等の有名観光

地から、地方へシフトしてきている。台湾はサイクリングが盛んな国であり、絶景を見ながらサイク

リングを楽しむ人が多く存在。台湾は起業家を目指す若者が多く、世界的にもニーズの高い IT 関

連に勤める就労者であれば、起業割合も比較的高いものと考えられ、将来的な富裕層の取込みに

もつながるものと考える。また、台湾人の 20代〜30代は SNS（特に Facebook）で情報発信する割

合が高い層でもある。 

④ JR 男鹿駅に到着後、車以外で男鹿半島を楽しみたい方で、本格的なスポーツよりも観光が主で、
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自然や景色を楽しむために、気軽なサイクリングなどの需要がある。また、個人旅行の範疇で観光

の一環として、「海」などの自然素材を安全に楽しみたいというアウトドアプログラムへの関心が高

まってきている。 

 

○取組方針 

サイクリングや海のアクティビティ、キャンプなどのブラッシュアップや商品化を通して、国定公園やジオ

パークに代表される「豊富な自然、景観」をテーマとして地域ブランドを向上させる。さらにインフルエン

サーや旅行会社への営業促進や行政と連携した招聘事業などを通して、食、観光施設の認知度の向

上により、新たな観光需要の動機づけをはかる。 

観光体験者に SNS等による口コミの発信を促し、団体、個人ともに参加(訪問)しやすい商品・環境整備

による誘客を促進する。 

① 豊富な自然や地形を活用した既存のスポーツイベント(マラソン、サイクリング、駅伝、ウォーキン

グなど)に加え、男鹿の食、文化と合わせ初心者でも気軽に参加できるアクティビティを商品化して

いく。白神山地・鳥海山などの世界遺産・他のジオパークとの連携したプロモーションも視野に入

れる。 

② 行政が推進する既存の合宿誘致補助金（1 泊 2,000 円補助）の活用を図りながら、体育施設や文

化施設の利用促進を図り、宿泊に結びつけていく。さらには、周辺観光施設への誘導を図りなが

ら合宿が観光に結び付くプログラムを検討していく。 

③ 台湾サイクリング協会役員等をサイクリングツアーにて招致し、Facebook等の SNSで台湾国内の

サイクリストへ情報を発信してもらう。同時に台湾国内のサイクリングイベントサイクリスト等へ出

向き、プロモーション活動を展開する。 

④ 半島という地形を活かした「海」のアクティビティのブラッシュアップや男鹿の自然や景観を楽しむ

ための気軽のサイクリングの促進（e-Bike を核としたレンタサイクル事業）、アウトドア体験プログ

ラムの一元周知や予約システムの充実。手ぶらキャンプの商品化や付随したオプションとしての

アクティビティの充実を図る。 

 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト  

ナマハゲの郷、男鹿半島！ 

ここにしかない体験フィールドに 

ようこそ 

②コンセプトの考え方 
ユネスコの無形文化遺産登録の「男鹿のナマハゲ」、男鹿

国定公園、男鹿半島・大潟ジオパークにも指定されている、

類まれな文化と自然環境を持つ“強み”を生かすことを目的

としている。インバウンド、アウトバウンド両面で、秋田県に

留まらず日本を代表する観光地として、知名度をさらに向上

させるプロモーションを展開。 

観光地域づくり法人として、地域へ目指すべき方向をわかり

やすくあらわした。※地域が目指すべき姿を明確にし、そ

のために地域ならではの産業、伝統、食、住、風習等

やそこから導き出される区域の特徴（強み、価値）

を、①コンセプトにどのように反映させているかにつ

いて他地域との差別化も踏まえて記入すること。 
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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 

 

ＤＭＯが核となり、地域の主要な宿泊施設・観光施設・飲食店等県連事業

者と収集したデータの共有など、コミュニケ―ションを積極的に図り、情報展開

をすることで観光商品や観光環境改善のブラッシュアップ行う。 

▼平時の共有 

・ＤＭＯを核に、収集したデータや他地域の実践例などを、事業別のメンバ

ーと共有、問題点を精査し、必要に応じた個別の戦略立案の機会を設定 

・観光協会会員（DMO 関係者）を中心とした観光事業者への情報提供シス

テムの確立と展開。 

・必要に応じ、組織外の観光事業者、域外の関連事業者と状況の確認を行

い、戦略(方向性)を共有し、適切なパートナーシップを構築。 

・地域観光 PDCA サイクル確立のため、積極的な地域内民間事業者とビジ

ョンを共有し、育成へ取り組み。 

▼意思決定と戦略立案 

・定期実施の、ＤＭＯである観光協会「理事会」、行政・商工会・農漁業組合

等、地域の主要組織が参加する「総会」において、事業報告・確認を行

い、地域内関係者の既定の承認を得た上で戦略(事業)の合意形成。 

▼事業共有（域内総括） 

・男鹿市広報(紙)、ポータルサイト「おがナビ」、圏域メディアを活用した地域

住民への周知と事前及び成果の報告 

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 

（１）サービスに関する評価の仕組み 

観光地域づくり法人としてのマーケティングの一環として観光満足度

調査を実施。満足度向上を目指して、結果をＤＭＯである男鹿市観光

協会の総会資料、ポータルサイト「男鹿なび」等で公表 

（２）サービスに関する維持の仕組み 

ＤＭＯが核となって造成した、宿泊施設・飲食店・観光各種施設を結ぶ

周遊事業などのサービスを、関係事業者の声、観光客アンケート調査

の上、結果等をコンサルティングして、提供する観光事業・観光商品の

質の維持・向上を図る 

（３）サービスの向上に関する仕組み 

 多言語対応や宿泊・体験プログラムの予約システムなど、域内全域で統

一して実施していくべきことは行政と連携して実施。それらを活用し

て各事業者と連携しながらブラッシュアップを重ねていく。さらには、

上記評価の中で指摘のあった声を拾あげ、観光事業・観光環境の質の向

上を図る。 

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 

（１）情報発信 

情報管理(収集と発信)により一元的な情報発信を促進し、観光客と対面す

る案内窓口機能の強化、情報の信頼性向上、情報の統一感を創出する。

また、インターネット上であふれる膨大な情報のなかに男鹿が埋没、孤立す

ることの抑制をはかり、煩雑な作業効率を改善しながら目指すターゲットへ

のアプローチする。 

＜W E B＞観光情報を発信するサイトを統一。発信源を統合。 

男鹿市と当協会と会員事業者との協定により観光情報発信の集約と統合 

を実施。観光情報発信ポータルサイトとして運用。 

＜印刷物＞WEB と連携したコンセプト統一。 

WEB と連携して視覚的統一を図る。域内の最も大きな観光パンフレット 
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「男鹿総合観光パンフレット」への行政への協力と域内調整、情報連携、Ｑ 

Ｒコード等を活用した「満足度調査」当実施のシステムを連動。 

＜シンボル＞当域を代表する「男鹿のナマハゲ」を活用したロゴの頒布により

ブランディング化。インバウンド等誘客促進を含めた「動画配

信」など、「男鹿」という地域の可視化を行う。 

（２）プロモーション 

  上記情報発信のコンセプトをもとに、事業者だけ、行政だけ、DMOだけが 

  個別に行うのではなく、核となり、一体感を持ってプロモーションを図る。域 

内の誰が営業しても「男鹿」が見えるプロモーション。 

・営業素材の共有と展開 

・営業ツールの統一と共有 

・事業者ごとではなく、事業者と協働した効果的な販促品、ノベルティ 

各事業者間で作成する合同イベントチラシなどのコンサルティングを通

してＰＲコンセプト、宣伝戦略を策定し一体的なプロモーションを展開す

る。掲出機会を統一することで共同印刷物を作成し効果の拡大を図る。

制作費の削減、広告掲載等による費用折半とともに財源の保全を同時

に図る。 

情報発信委員会におけるキーコンセプトの設定、男鹿なびからの統一感

のある情報のｗｅｂ発信、蓄積された情報とノウハウを基にした SNS、ブ

ログ、YouTube等を活用したプロモーションを展開する。 

 

６. ＫＰＩ（実績・目標） 

（１）必須ＫＰＩ 

※訪日外国人旅行者数は、軽微であり、現状、調査を休止中。 

 

 

 

 

 

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 

 8,200    1,700   4,920   6,560  8,200   9,020  

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

9,693 5,625 4,096    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

145,000    29,000  87,000  116,000  145,000  152,250 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

117,019 83,205 60,565    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

57.5 60.0 63.0 66.0 69.0 70.0 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

78.0 75.6 76.0    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

70.0 58.0 62.0 65.0 68.0 70.0 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

56.3 70.0 68.0    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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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】 

●Ｈ２９年度のＤＭＯ候補法人認定時のＫＰＩを核に、Ｈ３０年度より、ＪＴＢおよび地元地

方銀行から専門人材（出向者）計２名を受入し本格的な検証、設定作業を実施。マーケティン

グ成果を援用しながら実態に沿った目標数値を再設定している。ただし、令和元年度末の新型

コロナウイルス感染症の影響が甚大であり、Ｒ２年度以降の３年間については、当初設定した

目標数値を大幅に下方修正し、Ｒ５年度を目標にＨ３０年度の実績を超えるよう設定したも

の。 

●Ｒ２年度については、新型コロナウイルス感染症の影響から、延べ宿泊者数および日帰り来訪

客数は前年の 1～２割程度の水準で推移しており、大幅な減少が予想される。 

 また、前述旅行者の減少にともない、旅行消費額の大幅な減少が予想される。 

●来訪者満足度およびリピーター率については、大幅な増減はないものと思料されるが、来訪者  

減少によりアンケート絶対数（回答者総数）を確保できるかが懸念される。 

●Ｒ３年度以降は、新型コロナウイルス感染症収束の反動から、旅行消費額や延べ宿泊数等は増

加に転じるものと思料されるが、首都圏や京都等の主要観光地への観光客流入が先行するもの

と思料。当地域が新型コロナウイルス感染症拡大前の水準までに回復するには時間を要するも

のと思料されるが、３か年でＨ３０年度を超える水準まで回復できるよう、当ＤＭＯが核とな

って推進していく。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

Ｒ１年度男鹿市観光統計の数値を使用 

 Ｒ１年度を基準に、Ｒ２年度は８０％減、Ｒ３年度は４０％減、Ｒ４年度は２０％減、Ｒ５年

度は基準値、Ｒ６は１０％増 

●延べ宿泊者数(目標値については、千人未満は切捨て) 

Ｒ１年度男鹿市観光統計の数値を使用 

 Ｒ１年度を基準に、Ｒ２年度は８０％減、Ｒ３年度は４０％減、Ｒ４年度は２０％減、Ｒ５年

度は基準値、Ｒ６は５％増 

●来訪者満足度（目標値については、小数点第 1位以下切捨て） 

 Ｒ１年度からは、当ＤＭＯにてＷＥＢアンケートによる独自調査を実施（今後も継続実施して

いく）し、調査で得られた数値を使用 

●リピーター率（目標値については、小数点第 1位以下切捨て） 

Ｒ１年度からは、当ＤＭＯにてＷＥＢアンケートによる独自調査を実施（今後も継続実施して

いく）し、調査で得られた数値を使用 

 

（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 

●日帰り来訪客

数(千人) 

目

標 

2,300 920 1,380 1,840 2,300 2,415 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

実

績 

2,397 1,189 1,438    

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

●手荷物預り件

数 

目

標 

220 44 88 176 220 231 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

実

績 

183 78 70    

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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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】 

●前項「６．ＫＰＩ（実績・目標）」の【検討の経緯】に同じ 

●「住民満足度調査」については、Ｒ４年度の事業計画に盛り込み実施していく方針であり、現 

在、１１月現在、独自の調査を実施し、Ｒ５、１月に集計、２月に結果報告の予定 

●東北運輸局や東北観光推進機構等と積極的に連携をはかり、主に外国人宿泊者数の増加および

滞在時間の増加に向けて、文化・自然体験プラン商品造成に注力している。 

※Ｒ１年度は、「訪日グローバルキャンペーンに対応したコンテンツ造成事業」の「参加型お祭

り体験部門」で連携のうえコンテンツを造成。以降、コロナ禍の影響もあり、外国人旅行者数

の把握は休止中である 

【設定にあたっての考え方】 

●日帰り来訪客数(千人以下切り捨て) 

 Ｒ１年度男鹿市観光統計の数値を基準にして設定 

Ｒ１年度を基準に、Ｒ２年度は６０％減、Ｒ３年度は４０％減、Ｒ４年度は２０％減、Ｒ５年 

度は基準値、Ｒ６は５％増 

●手荷物預かり件数（目標値については、十件未満は切捨て） 

 手ぶら観光推進を目的とし、Ｈ３０年度より秋田県初の「国土交通省認証カウンター」として 

 事業開始。毎月の男鹿市観光協会で集計している利用者件数の数値を使用 

Ｒ１年度を基準に、Ｒ２年度は８０％減、Ｒ３年度は６０％減、Ｒ４年度は２０％減、Ｒ５年 

度は基準値、Ｒ６は５％増 

●ＷＥＢサイトのアクセス数 

 Ｈ３０年度(候補法人認定)以降、観光ポータルサイトである「男鹿なび」の閲覧状況を Google

アナリティクスによる独自調査を実施・継続し、調査で得られた数値を使用 

 Ｒ１年度を基準に、Ｒ２年度は２０％減、Ｒ３年度は１０％減、Ｒ４年度は５％減、Ｒ５年度

は基準値、Ｒ６は５％増 

●観光案内所利用者数（目標値については、千セッション未満は切捨て） 

 平成３０年度男鹿市観光協会の独自調査による数値を使用（市内 3観光案内所の合計） 

 Ｒ１年度を基準に、Ｒ２年度は５０％減、Ｒ３年度は３０％減、Ｒ４年度は２０％減、Ｒ５年 

度は基準値、Ｒ６は５％増 

 

 

 

 

 

 

●ＷＥＢサイト

のアクセス数 

目

標 

1,000,000 800,000 900,000 950,000 1,000,000 1,050,000 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

実

績 

966,137 798,388 814,356    

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

●観光案内所利

用者件数 

目

標 

125,000 62,500 87,500 100,000 125,000 131,250 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

実

績 

124,760 80,950 83,379    

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

●住民満足度 

（％） 

目

標 

   60.0 66.0 69.3 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

      

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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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 

38,269,552（円） 【男鹿市補助金】 26,000,000 

【収益事業収入】  1,557,350 

【受託収入】  7,385,200 

【クラウドファンディング事業収入】 1,191,676 

【サイクリングイベント事業収入】 1,733,003 

【雑入】   74,362 

【前年度繰越金】  327,961 

2020（Ｒ２）

年度 

36,109,304(円）                 【男鹿市補助金】 26,000,000 

【収益事業収入】   2,418,800 

【受託収入】  6,536,600 

【雑入】    35,993 

              【前年度繰越金】    1,117,911 

2021（Ｒ３）

年度 

32,566,181（円）                 【男鹿市補助金】 26,000,000 

【収益事業収入】   2,933,000 

【受託収入】   3,000,000 

                        【雑入】    10,000 

                【前年度繰越金】    623,181 

2022（Ｒ４）

年度(見込) 

35,160,000（円）                 【男鹿市補助金】 26,000,000 

【収益事業収入】   5,000,000 

【受託収入】   4,150,000 

                        【雑入】    10,000 

2023（Ｒ５）

年度(見込) 

34,010,000（円）          【男鹿市補助金（予定）】 24,000,000 

【収益事業収入】   5,500,000 

【受託収入】   4,500,000 

                        【雑入】    10,000 

2024（Ｒ６）

年度(見込) 

35,060,000（円）      【男鹿市補助金（予定）】 24,000,000 

【収益事業収入】   6,050,000 

【受託収入】   5,000,000 

                        【雑入】    10,000（円） 

※2018 年〜2022 年までの男鹿市補助金については、地方創生推進交付金が充当されて  

おり、2018 年から 5 年間の事業計画が承認されている。2022 年度をもって 5 ヵ年計画終

了となるが、DMO 事業継続のための予算措置が、2024 年度まで継続が内定。2023～2024

年度の新たな事業計画策定の予定。 
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（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

 

37,151,641（円） 

 

【なまはげ文化・スポーツツーリズム】 10,909,331 

【マーケティング】  2,504,480    

【インバウンド誘客】  1,464,149    

【一般管理費】 12,041,281    

【クラウドファンディング事業費】  1,020,524    

【受託事業費】  6,445,598    

【自主事業費】   918,198   

【サイクリングイベント開催費】  1,419,499    

【ツアー内精算費】   428,581  

2020（Ｒ２）

年度 

35,486,123（円） なまはげ文化・スポーツツーリズム】 7,964,026 

【マーケティング】 1,595,000    

【インバウンド誘客】 2,072,260    

【一般管理費】 15,557,548 

【受託事業費】  5,996,689    

【自主事業費】  1,902,399   

【ツアー内精算費】   398,201 

2021（Ｒ３）

年度 

31,943,000（円） 【なまはげ文化・スポーツツーリズム】 6,077,000 

【マーケティング】 2,035,000    

【インバウンド誘客】 1,442,000    

【一般管理費】 15,720,000 

【受託事業費】  3,675,000    

                       【自主事業費】  2,994,000  

2022（Ｒ４）

年度 

31,740,000（円） 【なまはげ文化・スポーツツーリズム】 6,600,000 

【マーケティング】 1,080,000    

【インバウンド誘客】 1,240,000    

【一般管理費】 15,500,000 

【受託事業費】  4,200,000    

             【自主事業費】 3,120,000 

2023（Ｒ５）

年度 

30,000,000（円） 【なまはげ文化・スポーツツーリズム】 5,500,000 

【マーケティング】 1,000,000    

【インバウンド誘客】 1,200,000    

【一般管理費】 15,100,000 

【受託事業費】  4,000,000    

           【自主事業費】 3,200,000  

2024（Ｒ６）

年度 

30,000,000（円）  【なまはげ文化・スポーツツーリズム】 5,500,000 

【マーケティング】 1,000,000    

【インバウンド誘客】 1,200,000    

【一般管理費】 15,100,000 

【受託事業費】  4,000,000    

           【自主事業費】 3,200,000  
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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 
①DMO法人による事業で実現している財源確保 

・体験プログラム等の予約/決済管理システム導入による手数料収入 

・企画（イベント等）プロデュース料収入（2023年度主催サイクルイベントを実施予定） 

・e-Bike（高機能電動アシスト付スポーツバイク）を主としたレンタサイクル収入 

・※R４年度、観光施設及び宿泊施設を含めた予約サイトの構築・一元化システム導入予定 

・着地型旅行商品造成による事業収入 

・手荷物預かり収入（H29年度より事業を開始） 

・事業受託 

・その他（雲昌寺あじさいの大型バス駐車場管理収入 等） 

③行政と一体的になった観光地域づくりに向かう体制構築に係る補助金等による財源確保 

 ・事業補助金 

 

 

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 

 

男鹿市は、観光地域づくり(ＤＭＯ登録)法人としての活動を鑑み、（一社）男鹿市観光協会を継

続して、男鹿市観光地域づくりを牽引する組織として支援する。２０２２年までの５ヵ年計画

の事業計画を、２０２３年度以降も、男鹿市の観光推進事業の牽引をする組織として、２０２

４年度まで延長して事業支援を行う。 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 柿崎 浩 

担当部署名（役職） DMO推進室(室長) 

郵便番号 010-0595 

所在地 秋田県男鹿市船川港船川字泉台 66-1 

電話番号（直通） 0185-47-7787 

ＦＡＸ番号 0185-24-4800 

Ｅ－ｍａｉｌ ogakkdmo@gmail.com 

 

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 秋田県男鹿市 

担当者氏名 伊藤 大輔 

担当部署名（役職） 秋田県男鹿市観光文化スポーツ部 観光課(主査) 

郵便番号 010-0595 

所在地 秋田県男鹿市船川港船川字泉台 66-1 

電話番号（直通） 0185-24-9141 

ＦＡＸ番号 0185-23-2424 

Ｅ－ｍａｉｌ kanko@city.oga.akita.jp 

 



法人名：一般社団法人男鹿市観光法人

【区域】 秋田県男鹿市
【設立日】 昭和61年2月19日
【登録日】 令和2年10月16日
【代表者】 武内 信彦
【マーケティング責任者（CMO）】
柿崎 浩
【財務責任者（CFO）】
佐藤 豊
【職員数】 8人
（常勤8人（正職員3人、出向等2人）、非常勤3人）
【連携する主な事業者】
秋田県男鹿市、男鹿温泉郷組合、男鹿水族館
おが地域振興公社、秋田観光バス 他多数

（ナマハゲの郷男鹿半島！ここにしかない体験フィールドにようこそ！）

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】
・教育旅行誘致事業
・ナマハゲ伝導士試験
・男鹿総合パンフレット
・SNS

【観光資源の磨き上げ】
・キャンプやサイクリング体験型コンテンツ
・体感！冬のナマハゲ事業の磨き上げ

【受入環境の整備】
・レンタサイクル事業
・なまはげシャトル事
・雲昌寺のあじさい受入環境整備 墓

戦略

【該当する登録要件】 ①
【概要】
一社）男鹿市観光協会は観光地域づくり法人とし
ての事業推進以前から、域内の多様な事業者を会
員とした組織運営を行っており、会員の代表から

なる理事会と、全会員による総会にて意思決定。

【主なターゲット】スポーツツーリズム推進
コロナ禍において、ターゲットは秋田県内を中
心とした近隣県在住
就学前の子供に自然体験をさせたいと考える
30代～40代前半の4人家族
仕事や家事からのリフレッシュ要望を強く持つ
20代後半から40代の女性グループ

【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
北欧製のコットンテントや、無印良品のキッチ
ンウェアなどを設置。衣類を除く、キャンプ体
験に必要なギアを全て用意。食材のオプショ
ン手配など

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

DMOである男鹿市観光協会の代表者からな
る「理事会」、男鹿市、男鹿商工会、JA、JFな
ど、地域の主要事業者が参加する「総会」にお
いて、事業報告・確認・承認を得たうえで、事
業推進を行う。

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（レンタサイクル、キャンプ事業等） 約３百万
円（R３年）、男鹿市補助金 26百万円
【総支出】 32百万円（一般管理費17百万円、事業費15百万円）
※R3年３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】
男鹿市補助金の延長措置、収益事業の拡大

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】
男鹿半島国定公園、ユネスコ無形文化遺産「男鹿のナマハゲ」

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

男鹿市観光推進機構

冬のナマ
ハゲ

サイクル
ツーリズム

インバウ
ンド推進

住民満足度調査 決算総会 県内DMO会議

記入日： 令和４年１１月３０日


