
  

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 

一般社団法人 いぶすき観光デザイン 

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 

鹿児島県指宿市 

所在地 鹿児島県指宿市十町２４２４番地 

設立時期 令和２年１月２４日 

職員数 １３人【常勤９人（正職員４人・出向等５人），非常勤０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） 

秋元雅博 

（出身組織名） 

前・JA共済連 

前・JA共済連代表理事専務。全国共済農業協同組

合連合会出身であり，業務執行を統括する優れた

能力と多方面の経験・人脈を有する。 

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） 

西浦 万次「専従」 

（出身組織名） 

（株）博報堂・博報堂

DYメディアパートナー

ズ 

（株）博報堂・博報堂 DYメディアパートナーズに

て３５年間勤務後，内閣府地方創生人材支援制度

にて兵庫県赤穂市に赴任。3年間，主に観光を所掌

する部長職として，デジタルマーケティングを活

用したリブランディングや日本遺産を核としたイ

ンバウンド事業等に取り組んだ実績を持つ。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

 

（氏名） 

小園 雅孝 

（出身組織名） 

みなとみらい 21熱供給

（株）代表取締役副社

長 

元みなとみらい 21熱供給（株）代表取締役副社長 

現いぶすき観光デザイン理事 

受入環境整備の責任

者（専門人材） 

 

（氏名） 

園田 浩一郎「専従」 

（出身組織名） 

指宿市役所 

 平成 18年１月１日，市町村合併により新指宿市

発足時には，第一次指宿市総合振興計画策定を担

当。その後，観光行政に約６年携わり，国内外へ

の誘客セールスや海外からの誘客戦略策定，Ｗｉ-

Ｆｉ環境整備や多言語サイン整備など外国人受入

体制の整備に関わった実績を持つ。 

プロモーションの責

任者（専門人材） 

（氏名） 

鮫島 孝志「専従」 

（出身組織名） 

指宿市役所 

市商工水産課在籍時には，特産品振興を担当し，

農産品等のブランディングや販路開拓並びに輸出

等に取り組んだ実績を持つ。またその後，観光課

在籍時には，国内外からの誘致セールス及びプロ

モーションに取り組んだ実績を持つ。 
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連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

指宿市観光課（受入環境整備，補助事業等） 

   ふるさと納税室（ふるさと納税，特産品振興・販路開拓等） 

   商工水産課（公共交通，商店街振興，水産等） 

   農政課（農産物振興等），農産技術課（農産物ブランド構築等） 

   国体・スポーツコンベンション推進室（スポーツ合宿支援等） 

連携する事業者名及

び役割 

指宿市観光協会（イベント，観光案内所） 

指宿温泉旅館事業協同組合（宿泊） 

指宿商工会議所，菜の花商工会（特産品，楽しめるまちづくり） 

いぶすき農業協同組合，指宿漁業協同組合，山川町漁業協同組合，かいゑい

漁業協同組合，山川水産加工業協同組合（農水産物，体験メニュー） 

鹿児島銀行指宿支店（経営支援，マーケティング） 

 

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】①，② 

（概要） 

①当法人の正会員，理事は，農水産業，商工業者，宿泊業者，行政など多様

な関係者の代表者で構成されており，法人の意思決定に関与できる立場の

方々が参画している。 

 

②各種テーマに応じて，多様な関係者が関わり，意見収集や合意形成に向け

た活動を積極的に推し進めるため，ワーキンググループを設置し，様々なテ

ーマに沿った協議を実施。ワーキンググループメンバーは，「サポーター会

員」に登録（任意）していただき，加入者は当法人との相互での情報提供・

共有を行う。 

 

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 

 

ＤＭＯ設立検討会の段階で，市民・関係者向けにＤＭＯの必要性や役割等

を説明する講演会を２回開催（講師：九州運輸局，ＪＴＢﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ，平成 30

年度）。また指宿市広報誌にＤＭＯの役割や検討状況を掲載（３回）して，市

民意識の啓発を進めてきた。 

令和２年度の総会後にＤＭＯの戦略に関するセミナーを開催。 

令和３年度は，観光ビジョン策定のため，課題解決に向けたアイデア出し

のワークショップを３回開催。 

令和４年度は，観光関係者や農水・商工関係者と持続可能な観光地域づく

りの機運醸成を図る取り組みを推進するため，山田桂一郎氏を講師として招

き，地域マネジメント・マーケティンングの仕組みや在り方を学ぶ意見交換

会やセミナーを開催（２回）している。 

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 

【令和２年度】 

〇博多駅花いっぱいプロジェクト」事業 

鹿児島県福岡事務所と JR博多駅と連携し，九州新幹線全

線開通 10周年記念・いぶたま運行 10周年記念イベントを開

催。菜の花による装飾や指宿市の観光ポスターの掲示を行っ

た。 

 

〇海外エージェントとの商談会 

2020台湾オンライン商談会が 11月 12日開催され，台湾

現地の旅行エージェント３社（山富旅行社，雄獅旅行社，五

福旅行社）へ本市のセールスと現状について情報交換を行っ

た。 
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〇宿泊減緊急対策事業 

(1)プレミアム率 200％!!いぶすき倍返しキャンペーン 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，観光客の動

向が低迷する観光業界の支援及び地域振興を目的に，宿泊者

を対象としたプレミアム付商品券の販売及びＳＮＳを活用し

た情報発信等を実施。 

本事業には，市内宿泊施設 40社が参画し販売。商品券の

取扱店として，飲食店や土産品店など市内 165店舗の登録と

なった。 

期間：令和２年 11月１日～令和３年３月 31日 

商品券発行数：5,000セット 

（1,000円券×３枚を１セットとし，1,000円で販売） 

 

(2)これぞ倍返しシリーズ第２弾‼「いぶすきみらい宿泊券」 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，市内宿泊施

設は１月から３月にかけて臨時休館や営業日程の調整など，

稼働率は大きく落ち込むことが見込まれたことから，緊急事

態宣言の終了が見込まれる時期以降の観光需要の喚起を促す

ことを目的に，市民及び県民をメインターゲットとしたプレ

ミアム付き宿泊券の販売を実施。 

期間：令和３年２月 20日～３月 31日 

商品券発行数：3,000セット 

（10,000円券を 5,000円で販売） 

 

〇農産物ＰＲ緊急支援事業 

新型コロナウイルス感染症により需要が低迷する「牛肉」

や「観葉」などの農産物をＰＲするため，「指宿のたまて

箱」の乗客や，主要観光地等を訪れた観光客に，抽選で本市

のふるさと納税の取扱商品をプレゼントする企画を実施し

た。併せて，博多駅・大分駅・鹿児島中央駅の大型マルチビ

ジョンや駅構内のデジタルサイネージの活用，ポスター掲出

の他，テレビやラジオ出演で情報発信を実施した。 

実施期間 令和２年８月１日～12月 31日 

応募者総数 6,705名 

 

〇ふるさと納税受託事業 

新規返礼品の登録や受発注，イベント企画の考案，寄附者

及び返礼品登録事業者等の事故・トラブル対応，専門誌や

WEB広告等を活用したプロモーションを実施した。 

寄付額 14億 8,167万 5,998円（前年度比 114％） 

〈主な事業内容〉 

①新規返礼品の登録 

②イベント企画の考案／母の日ギフト・父の日ギフト・お中

元ギフト・敬老の日ギフト・おせち・定期便・コロナ支援

（菜の花マラソン） 

③寄附者及び返礼品登録事業者等の事故・トラブル対応 

④専門誌やＷＥＢ広告等を活用したプロモーション 
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〇アンケート調査の実施 

観光等に関するデータ収集及び分析を行うため，本市を訪

れる観光客等を対象に，全 15問の「指宿市来訪者アンケー

ト」を実施した。 

期間 令和２年６月１日～令和３年３月３１日 

回答数 768人 

 

〇中央大学によるデータ分析 

国内・インバウンド誘客戦略策定等の参考とするため，上

記アンケート調査で実施したアンケート結果 619人分（10

月 18日時点）及び市が所有する観光統計等を中央大学に提

供し，データ分析を委託した。 

 

【令和３年度】 

〇宿泊減緊急対策事業 

第１弾及び第２弾いぶすき今だけ直割キャンペーン 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で深刻化している宿

泊事業者への支援を目的に，対象宿泊施設へ直接予約申し込

みを行った宿泊者へ対し，宿泊費の一部助成(最大 5,000円)

を行うことで需要喚起を促した。 

期間：令和３年８月１日～３月 27日 

対象宿泊施設：（第１弾）45施設，（第２弾）46施設 

利用状況  ：（第１弾）5,388人 

       （第２弾）6,466人 

 

〇ＧＡＰ調査の実施 

地域の観光資源について「認知度」と「興味度」を把握，

そのギャップを明らかにし，今後の方向性を探る基礎調査を

実施。 

サンプル数 1,040 

対象エリア：東京，大阪，福岡，鹿児島 

 

〇全３回のワークショップの開催（8/31，9/10，10/8） 

ＧＡＰ調査から見える指宿市の現状と課題の把握に対し，

整理された課題の解決に向けたアイデア出しやコンセプトに

基づいた自然・温泉・食に関するアイデア出しを行う。 

 

〇アンケート調査 

弊社の事業目的である観光等に関するデータ収集及び分析

を行うため，本市を訪れる観光客等を対象に，全 16問の

「指宿市来訪者アンケート」を実施。 

期間：令和３年 10月１日～令和３年 11月 30日 

回答数：643人 

 

〇中央大学によるデータ分析 

国内・インバウンド誘客戦略策定等の参考とするため，上

記で実施したアンケート結果を中央大学に提供し，データ分

析を委託した。九州をエリアに焦点を当てたクロス分析を行

い，現在の指宿市の観光実態を把握した。 
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〇九州観光素材説明会への参画 

国内主要都市（東京・大阪・福岡）の旅行業者に向けて，

観光素材のＰＲや旅行商品造成，九州外からの送客へ繋げる

ことを目的に，九州観光推進機構が主催。 

・2022年上期説明会（９月６日～８日） 

・2022年下期説明会（３月３日） 

 

〇メディア等からのロケ支援及び素材提供等の対応 

テレビ番組のロケやＣＭ撮影，フリーペーパー，県が実施

する動画作成事業など，素材及び観光情報の提供や関係機関

へのロケ許可の支援を 20件実施している。 

 

〇その他特産品の販売・ＰＲの実施 

・自治労鹿児島県本部 70周年記念事業 

・鹿児島銀行よかどフェアへの出店 

・夏ギフト（お中元）販売事業 

・ＪＡ共済連マルシェへの出品 

・歌舞伎座いぶすきフェア 

・旬八オンラインでの「いぶすきＢＯＸ」販売 

 

〇ふるさと納税受託事業 

新規開拓として，４～12月で新規事業者を 18社，新規返

礼品を 77社 303品追加登録した（12月末現在の登録総数

142社，973品）。 

この他，指宿市ふるさと納税の更なる寄附額向上を図るた

め，カタログや特集チラシの作成をはじめ，Yahoo!を活用し

たＷＥＢ広告の実施や大手企業・地方自治体等も導入する福

利厚生サービス「リロクラブ」の会員向けＷＥＢサイトへの

掲載及び会報誌への掲載，ふるさと納税専門誌「ふるさと納

税ニッポン」，富裕層向け雑誌「アフルエント」，「読売新

聞」への記事掲載，口コミの増加や満足度の向上に向けた

「レビュー＆アンケートキャンペーン」等を行った。 

 

【令和４年度】 

〇アンケート調査・分析 

弊社の事業目的である観光等に関するデータ収集及び分析

を行うため，本市を訪れる観光客等を対象に，全 16問の

「指宿市来訪者アンケート」を実施。現在分析を依頼してい

る。 

 ・実施方法：グーグルフォームを活用 

 ・期間：令和４年４月１日～令和４年９月 30日 

 ・場所：指宿駅，砂むし会館砂楽，道の駅いぶすき 

 ・回答数：358件 

 

〇専門家派遣事業 

ＤＭＯの専門的見識を有した人材を招請し，観光関係者や

農水・商工関係者と持続可能な観光地域づくりの機運醸成を

図る取り組みを推進するため，観光庁が実施する広域周遊観

光促進のための専門家派遣事業を活用し，JTIC.SWISS代表
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の山田桂一郎氏を講師として招いての意見交換会やセミナー

の実施のほか，事例紹介のあった先進地の宮城県気仙沼市で

現地調査を実施した。 

〇気仙沼市現地調査 

期 日：令和４年８月 22日～24日 

調査先：一般社団法人気仙沼地域戦略 

 

〇第１回地域活性化セミナー 

タイトル：地域が豊になるためにやるべきこと 

日 時：令和４年６月 27日 

会 場：指宿市役所指宿庁舎大会議室ＡＢ 

対象者：観光デザイン会員及び理事 

参加者数：53名 

 

〇第２回地域活性化セミナー 

タイトル：地域が潤う仕掛けづくり 

日 時：令和４年 10月 27日 

会 場：指宿いわさきホテル キャプリコーン 

対象者：観光デザイン会員及び理事 

参加者数：66名 

 

〇気仙沼市現地調査 

期 日：令和４年 11月７日～９日 

調査先：一般社団法人気仙沼地域戦略，気仙沼市役所 

 

〇ふるさと納税受託事業 

新規開拓として，４～９月で新規事業者を 11社，新規返

礼品を 121品追加登録した。 

その他，指宿市ふるさと納税の寄附額向上を図るため，以

下取り組みを実施した。 

・事業者訪問による生産（寄附）見込みのヒアリングや新規

返礼品の開発相談（72件） 

・商品写真のブラッシュアップ（233件） 

・新商品開発プログラムの実施（計４回，６社） 

・新生活ギフト（３/４～４/17）46件 

・母の日ギフト（３/16～４/24）149件 

・父の日ギフト（４/11～６/５）122件 

・丑の日企画（６/２～７/10）114件 

・お中元ギフト（６/８～７/18）89件 

・敬老の日ギフト（８/15～９/11）58件 

 

受入環境の

整備 

【令和２年度】 

〇インバウンド着地型旅行商品造成事業 

滞在時間の延長やそれに伴う観光消費額の増を目的として，

インバウンド向けの着地型旅行商品（観光体験等）の発掘や

磨き上げによる商品造成事業を実施。 

 

〇外国人観光客受入体制整備事業 

外国人観光客の受入体制整備の充実を図るため，観光目的

で利用できる施設が，受入環境整備を通じた訪問時及び滞在
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時の利便性向上を図るための取組を加速化させることを目的

に，必要となる経費について，その一部を補助する事業を実

施。 

 

【令和３年度】 

〇既存観光拠点再生・高付加価値化推進事業 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，危機的状況

にある観光地域の再生のための施設の改修等による高付加価

値化を目的とし，以下の６事業者で申請し，いぶすき観光デ

ザインが代表事業者としてとりまとめを行った。 

〈利用事業者〉 ■は請求取り下げ 

□指宿いわさきホテル□いぶすき秀水園□指宿白水館■指宿

フェニックスホテル■指宿シーサイドホテル■鹿児島交通 

観光資源の

磨き上げ 

【令和２年度】 

〇地域の医療・観光資源を活用した外国人受入れ推進のため

の調査・展開事業（厚生労働省） 

指宿版医療・観光ツアーを，健康に関心の高い海外層（中

国）をターゲットに地域資源（医療・温泉・食など）の活

用，新たな滞在プランを造成した。モニター実証を踏まえつ

つ，新たな来客層の獲得を図り，地域経済振興の一助とする

ことを目指す。R2年度は国内連携体制の構築，コンテンツ

の造成，海外連携・広報などを実施。 

 

【令和３年度】 

〇これからの６次産業化等商品開発・販路開拓モデル育成事

業 

・フェア，物産展等での物販によるテストマーケティング及

び小売店連携 

・バイヤー招聘による商談の実施  

・テストマーケティング(物販)の実施による流通体制の構築 

・付加価値化に向けたセット商品の開発 

 

【令和４年度】 

〇観光地域づくり事業 

・ブルーツーリズム推進事業 

指宿漁業協同組合のブルーオーシャンツーリズムと連携

し，本年からプログラム化した釣りやクルージング等の体験

メニューの利用促進を行うため，モニタリングによる商品ブ

ラッシュアップの検討や，「じゃらん体験サイト」によるメ

ニュー販売を開始。また，ふるさと納税返礼品としての登録

を行っている。 

・指宿の名湯！温泉巡りプラン 

各町湯に温泉巡りに関する意見を聴取している。６か所の

町湯に聞き取りを行い，同施設のＰＲ動画を制作配信。 

・星空観察会 

指宿の観光体験メニューを販売している事業者と共に，観

光客へ星空観察会を実施。 
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〇地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる看板商品の創

出事業 

 「指宿鰹節」を看板商品として，山川水産加工業協同組合

及び指宿鰹節協会と連携した食コンテンツの開発に取り組ん

だ。 

 鰹節の磨き上げはもちろんのこと，異業種とのマッチング

を行い，鰹節加工事業者と共同で鰻茶漬け，菓子店と共同で

出汁風味コーヒーゼリー，芋加工事業者と共同でかつお風味

芋チップなど計 14事業者が参画し，12商品の開発を行っ

た。 

 また，観光コンテンツとして，鰹節の多様さを感じられる

削り節のブレンド体験や，出汁のテイスティング体験など３

つの体験企画開発にも取り組んだ。 

 

（定量的な評価） 

 
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） 

〇2020年に設立された（一社）いぶすき観光デザインは，農水産業，商工業

者，宿泊業者，行政など多様な関係者が参画。 

 

〇2021年に地域住民らが主体となって策定予定の「いぶすき観光戦略ビジョ

ン（仮称）」に基づき，観光地経営の視点を持った観光地域づくりを推進す

る。 

 

〇各種テーマに応じて，多様な関係者が関わり，意見収集や合意形成に向け

た活動を積極的に推し進めるため，多様な関係者が参画するワーキンググル

ープを設置し，様々なテーマに沿った協議を実施。 

 

〇ワーキンググループ参画メンバーは，「サポーター会員（地域活性化に向け

た活動を応援する個人）」に登録し，加入者は当社と相互での情報提供・共有

を行う予定。 
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（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 
 

【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

 

      （鹿児島県内位置図）           （指宿市域図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区域設定の考え方】 

 指宿市は薩摩半島の最南端，鹿児島湾口に位置し，平成 18年１月に１市２町が合併し誕生した人口

約 38,189人(R3.6.1)の都市である。世界的にも珍しい天然砂むし温泉を核に，九州一の広さを誇る池

田湖や薩摩富士と呼ばれる開聞岳など豊富な観光資源を有する。区域は指宿市単独による区域をマー

ケティング・マネジメント区域と設定する。 
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【観光客の実態等】 

指宿市の観光統計より 

 

【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） 

砂むし温泉「砂楽，砂湯里」，ヘルシーランド露天風呂「たまて箱温泉」，鰻温泉，公衆温泉浴場，

ＪＲ最南端「西大山駅」，フラワーパークかごしま，山川地熱発電所等 

 

（商業施設） 

唐船峡そうめん流し，道の駅「いぶすき彩花菜館，山川港活お海道」，いけだ湖パクス 

 

（自然） 

開聞岳，知林ヶ島，魚見岳，池田湖，鰻池，長崎鼻，伏目海岸 

 

（文化） 

竜宮伝説「龍宮神社」，最古の井戸「玉乃井」，薩摩一の宮「枚聞神社」，考古博物館「時遊館 

COCCOはしむれ」，薩摩伝承館，岩崎美術館，篤姫・西郷隆盛ゆかりの地散策，山川製塩工場跡等 

 

（スポーツ・イベント） 

いぶすき菜の花マラソン，いぶすき菜の花マーチ，いぶすきフラフェスティバル  

 

 

【宿泊施設：域内分布，施設数，収容力，施設規模等】 

（域内分布） 

多くの宿泊施設が，温泉が湧出する指宿港海岸沿いに立地している。 
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（施設数，収容力，施設規模等） 

指宿市の観光統計（令和３年）より 
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【利便性：区域までの交通，域内交通】 

１．区域までの交通 

 ①飛行機（国内線） 

  東京～鹿児島 約１時間 30分 

  名古屋～鹿児島 約１時間 10分 

  伊丹～鹿児島 約１時間 5分 

 

 ②飛行機（国際線） 

  韓国：仁川～鹿児島 約１時間 35分 

  中国：上海～鹿児島 約２時間 05分 

  台湾：桃園～鹿児島 約２時間 30分 

  香港：香港～鹿児島 約３時間 35分 

 

 ③九州新幹線 

  新大阪～鹿児島中央駅 約３時間 40分 

広島駅～鹿児島中央駅 約２時間 20分 

博多駅～鹿児島中央駅 約１時間 20分 

 

 ④ＪＲ 

鹿児島中央駅～指宿駅  

観光特急「指宿のたまて箱」約 55分 

  普通列車 約１時間 15分 

 

 ⑤バス 

  鹿児島空港～指宿駅 約１時間 40分 

  鹿児島中央駅～指宿駅 約１時間 25分 

 

 ⑥フェリー 

  山川港～根占港（フェリーなんきゅう カーフェリー） 約 50分 

     

 ⑦高速船 

  鹿児島港～指宿港 約 40分 

  種子島（西之表港）～指宿港 約１時間５分 

  屋久島（安房港）～指宿港 約１時間 15分 

 

 ⑧車・レンタカー 

  鹿児島中央駅～本市 約１時間 20分 

 

２．域内交通 

 ①路線バス  のったりおりたりマイプラン 

 ②タクシー  指宿遊覧タクシー，市内事業者８社（指宿地域６社，山川地域２社） 

 ③レンタカー ２社 

 

 

【外国人観光客への対応】 

市観光サイトの多言語化（５言語）をはじめ，パンフレット・マップ（５言語）作成や Wi-Fi環境

整備，多言語サインの整備等を進めている。ＪＲ指宿駅内の観光案内所（市観光協会運営）はカテゴ

リーⅢではあるものの，英語・中国語が対応可能なスタッフを配置し，インバウンド対応強化に努め

ている。主要な観光・宿泊施設では主に東南アジア圏からの人材登用が進み，外国人観光客へ対応し
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ている。平成 29年２月には，砂むし会館「砂楽」内にシャワー個室棟を新築し，宗教的・身体的な理

由で大浴場を利用できない外国人も砂むし入浴が体験できる施設整備を行っている。 

また，平成 28年 12月には，近隣市町と連携し，「香港を中心としたアジア圏域からの誘客戦略」を

策定し，外国人観光客のニーズ把握や戦略策定等を実施している。今後は，さらにアンケート等の実

施により，データやニーズの収集・分析に努め，戦略策定に活用したい。 

 

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 

延べ宿泊者数 観光地の集客状況把握のため 宿泊施設における調査実施 

旅行消費単価 観光消費力把握のため 独自アンケート調査による 

来訪者満足度 観光地，観光体験等の満足度状

況把握のため 

独自アンケート調査による 

リピーター率 観光地，観光体験等の満足度状

況把握のため 

独自アンケート調査による 

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 

Googleアナリティクスを活用 

 

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 

指宿市では，人口減少が進んでおり，地域経済における消費市場の規模縮小による経済力の低下

や，税収等にも影響を与えるとともに，本市の基幹産業である観光業及び農業等において人手不足

を生み出している。こうした地域の課題に対し，観光地域づくり法人（ＤＭＯ）を中心として既存

の観光資源を活用した観光地域づくりを図り，新たな雇用の創出や担い手不足の解消，交流人口の

増加につなげる。 

 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 

内

部

環

境 

強み（Strengths） 
・世界でも珍しい「天然砂むし温泉」 

・市内に 1,000箇所を超える泉源 

・霧島錦江湾国立公園に含まれる開聞岳や知林ヶ島，

池田湖，長崎鼻等の自然や景観 

・温暖な気候がもたらす生産量日本一のオクラ，ソラ

マメ，鰹本枯節 

・いぶすき菜の花マラソン，いぶすき菜の花マーチ，

フラフェスティバル等の大規模イベント 

・充実したスポーツ施設 

弱み（Weaknesses） 
・自然や景勝地を楽しむだけの通過型観光地が多く，

滞在時間の延長につながりづらい 

・二次交通が不十分 

・宿泊，観光施設の老朽化 

・団体旅行中心の観光形態 

・観光業，商工業，農林水産業の連携不足 

・人材流出や人手不足が深刻 

・インバウンド向けの観光地整備が不十分 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 
・奄美大島の世界遺産登録 

・かごしま国体の開催（2023年） 

・大阪万博の開催（2025年） 

・働き方改革による「ワーケーション」といった新た

な需要の増加 

・新幹線や観光特急によるアクセス向上 

・アフターコロナによる経済活動の回復 

脅威（Threat） 
・国際情勢に左右されやすいインバウンド観光客 

・近隣都市のビジネスホテル増加による「日帰り観光

客」の増加 

・新型コロナウイルス感染症による経済活動の縮小 

・地震等の自然災害によって，交通アクセスの遮断 

・旅行形態の変化 
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（３）ターゲット 
○第１ターゲット層  

九州管内・関東，関西などの３０～４０代女性 

○選定の理由 

・コロナ禍でも安心して滞在できる観光地を目指すため，近場の観光客（マイクロツーリズム）を

メインターゲットとする。 

・健康・美容への効果が期待できる砂むし温泉を軸に，癒やしを求めているアクティブな都市部の

女性をターゲットとする。また，日本一の生産量を誇る鰹本枯節やオクラ等のＰＲ促進を併せて

展開し，旅行後の消費喚起や販路開拓につなげる。 

  

○取組方針 

・ＷｅｂやＳＮＳ，メディア露出等プロモーションを展開する。 

・県と連携したローカルメディアへの露出強化 

 

○第２ターゲット層  

九州管内・関東，関西などのアクティブシニア 

○選定の理由 

・比較的時間とお金に余裕があり，旅行等の趣味を持つアクティブシニア層へのアプローチを図

る。 

  

○取組方針 

・旅行雑誌や web，SNS等を活用したプロモーションを展開する。 

 

○第３ターゲット層  

サッカー等プロチーム，アマスポーツチーム 

（プロスポーツ等の大会の誘致，スポーツ合宿の誘致） 

○選定の理由 

・収容人数約 6,000人の宿泊施設や，2021年に完成したいぶすきフットボールパークをはじめとす

るスポーツ施設，これまでの受入実績・ノウハウを生かし，プロ・アマのスポーツ合宿や各種大会

の誘致を進める。観光閑散期を中心に積極的に誘致し，通年での宿泊客増を図りながら，スポーツ

観光客層への掘り起しを行う。 

  

○取組方針 

・本市に設立された「スポーツコミッション」と連携し，スポーツ合宿の受入環境を整えながら，

スポーツを通じた交流人口の拡大と地域の活性化（スポーツコンベンション）につなげる。併せて

2023年のかごしま国体を契機に，更なる受入体制の強化を図る。 

 

○第４ターゲット層  

台湾・香港の 20歳～40歳代のリピーター 

○選定の理由 

・鹿児島へのアクセス（地理的距離や航空路線）や市場規模を勘案し，入込率の拡大が期待できる

台湾・香港のインバウンド客をターゲットとする。とくに，SNSでの情報発信力が高く，本市が有す

る温泉（砂むし温泉）や自然景観，日本食や新鮮な魚介類への嗜好性が強い傾向（2016年，誘客戦

略調査）にある 20歳～40歳代のリピーター。 

 

○取組方針 

・県観光連盟等と連携したオンライン商談会等への参加 

・webを活用した情報発信 
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（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト  

マグマの恵みを実感できるパワーゾーン 

 

②コンセプトの考え方  

指宿には多くの温泉が点在している。砂に埋もれ

て入浴する砂むし温泉。スメ（天然かまど）で調

理も可能なうなぎ温泉。まちなかには足湯や手

湯，飲泉もあり，様々な温泉スタイルで，パワー

をチャージしよう。 

風光明媚な観光地。海神として崇められ，圧倒的

な大きさに誰もが感動する開聞岳。不思議な縁を

たどるように干潮時にしか出現しない砂の道を歩

いて渡る知林ヶ島。浦島太郎も旅だったであろ

う，竜宮伝説が言い伝えられている長崎鼻。川尻

海岸では幸福，友愛の石言葉を持つオリビンを見

つけてみよう。まちのあちこちには指宿の大地か

らあふれるパワーがみなぎっている。 

指宿はまさに，マグマの恵みを実感できるパワー

ゾーン。 

 

 

 

 

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。 

〇観光地域づくり法人（DMO）のプラットフォームとして，総会ならび

に理事会を開催し DMOの取り組みに対する方向性や戦略，事業報告等に

ついての説明，検討・決定や情報共有を行っている。 

（令和２年度）総会１回，臨時社員総会２回，理事会９回 

（令和３年度）総会１回，臨時社員総会１回，理事会８回 

（令和４年度）総会１回，理事会４回 R4.12.31現在 

 

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 

〇本市を訪れる観光客等を対象に，全 16問の「指宿市来訪者アンケー

ト」を実施。アンケートの回答を基にデータ分析をおこない，現在の指

宿市の観光実態を把握している。また、体験メニューの企画開発にあた

り、モニターアンケートを収集し、地域プレイヤーにアンケート結果の

フィードバックを行うことで、メニューのブラッシュアップに役立てて

いる。各種データの収集と分析を継続することで地域のファンを増や

し，リピーターの増加に繋げる。 

 

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 

〇ふるさと納税受託事業の中において，特別室・ゴルフパック付など差

別化を図る宿泊商品の掘り起こしなどに取り組みや，「指宿鰹節」を看

板商品とし，異業種とのマッチングを行い，鰹節を活用した食の商品開

発や，観光コンテンツとして，鰹節の多様さを感じられる削り節のブレ
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ンド体験，出汁のテイスティング体験など３つの体験企画開発にも取り

組んでいる。 

 

 

〇道の駅いぶすきの運営において，新規事業者を取り込み，販売商品の

充実を計るとともに，地域産品を使ったレストラン・ファストフードの

新規メニューの開発を行っている。 

 

〇ＳＮＳを活用した観光情報の発信 

ＳＮＳを活用し，指宿の観光スポット・施設の情報などを国内，海外へ

向け発信している。 

 

 

※各取組について，出来る限り具体的に記入すること。 

 

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】 

※ＫＰＩとして設定する項目や年次及び目標数値に関して，その検討のプロセスや考え方を項目ご

とに出来る限り具体的に記入すること。 

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 

●旅行消費単価 

（円） 

目

標 

‐ ‐  24，183 24，183   26，500   28，500 

（‐） （‐） （‐） （‐） （‐） （‐） 

実

績 

‐ 23，032 18，024    

（‐） （‐） （‐） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（人） 

目

標 

‐ ‐ 430，050 498，858 553，000   600，000   

（‐） （‐） （743） （7，428） （22,285） （51,997） 

実

績 

614，357 339，774 259，531    

（74，

282） 
（9，989） （98） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

‐   ‐ 88 89 90 90 

（‐） （‐） （‐） （‐） （‐） （‐） 

実

績 

‐ 90.5 88.7    

（‐） （‐） （‐） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

‐ ‐ 67 67 68.5 70 

（‐） （‐） （‐） （‐） （‐） （‐） 

実

績 

‐ 66.9 59.3    

（‐） （‐） （‐） （ ） （ ） （ ） 



（別添）様式１ 

16 

 

ＫＰＩの目標値については，年毎の各データが揃った段階で，見直しの有無を検討し，理事会や

各種会議等で共有を行う。また，地域内関係者や市民向けにも公表し，意識の共有・醸成に努め

る。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費単価 

Googleアンケートを活用し市内の主要観光施設にて調査を実施。 

2023年から消費者ニーズを捉えた高付加価値な商品・サービスの創出に取り組み，ターゲットを

絞り効果的な情報発信を行うなど，消費単価向上に資する取組みの推進を検討していることから

上方修正を行った。 

 

●延べ宿泊者数   

市が年毎に集計している「指宿市の観光統計」からその実績を抽出。 

2023年はコロナ前である 2019年実績の９割の回復を想定し，2024年はコロナ前の水準まで回復

することを見込む。うち外国人に関しては，2019年の実績を基準に，2024年は 70％の見込みで算

出。 

 

●来訪者満足度 

Googleアンケートを活用し市内の主要観光施設にて調査を実施。 

2024年も引き続き，９割以上の満足度達成とする目標を設定。 

 

●リピーター率 

Googleアンケートを活用し市内の主要観光施設にて調査を実施。 

リピーター率の調査初年となった 2020年の実績を基準とし，2024年に 70％のリピート率を目指

す。 

 

 

（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 

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サイトの

アクセス状況 

（件） 

目

標 

‐ ‐ 586，839 616，181   677，799   745，579   

（‐） （‐） （‐） （‐） （‐） （‐） 

実

績 

653，639 558，894 585，589 ‐ ‐ ‐ 

（34，

180） 

（11，

366） 

（7，705） （‐） （‐） （‐） 

●入込観光客数 

（人） 
指宿市観光統計 

「月別入込客数」より 

目

標 

‐ ‐ 2,597,379   2,961,012 3,553,000 3,800,000 

（‐） （‐） （743） （7，428） （22,285） （51,997） 

実

績 

3,710,541 2,295,396 2,191,669 ‐ ‐ ‐ 

（74,282） （9，989） （98） （‐） （‐） （‐） 

●砂むし温泉の 

入浴者数 

（人） 
指宿市観光統計より 

目

標 

‐ ‐ 237，218 260，940 305，000 339，000 

（‐） （‐） （619） （6，187） （18,562） （43,312） 

実

績 

338，883 157，909 117，473 ‐ ‐ ‐ 

（61,874） （7，949） （80） （‐） （‐） （‐） 
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【検討の経緯】 

※ＫＰＩとして設定する項目や年次及び目標数値に関して，その検討のプロセスや考え方を項目ご

とに出来る限り具体的に記入すること。 

ＫＰＩの目標値については，年毎の各データが揃った段階で，見直しの有無を検討し，理事会や各

種会議等で共有を行う。また，地域内関係者や市民向けにも公表し，意識の共有・醸成に努める。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●Webサイトのアクセス状況（件）  

市観光サイト「いぶすき観光ネット」を調査対象とし，googleアナリティクスを活用し，年毎の

実績を調査する。情報発信の強化を図ることから，2023，2024年は前年対比 10％増を目標値とし

て設定。 

 

●入込観光客数（人） 

2023年はコロナ前である 2019年実績の約 95%の回復を想定し，2024年はコロナ前程度まで回復す

ることを見込む。うち外国人に関しては，2019年の実績を基準に，2024年は 70％の見込みで算

出。 

 

●砂むし温泉の入浴者数（人） 

2023年はコロナ前である 2019年実績の９割の回復を想定し，2024年はコロナ前の水準まで回復

することを見込む。うち外国人に関しては，2019年の実績を基準に，2024年は 70％の見込みで算

出。 
 

 

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 

2020（Ｒ２）

年度 

149,897,643（円） 【市からの負担金】 98,047,000（円） 

【受託費】     45,817,000（円） 

【事業収入】     5,810,150（円） 

【その他】        1,053（円） 

2021（Ｒ３）

年度 

144,248,071（円） 【補助金】      1,236,504（円） 

【市からの負担金】110,084,533（円） 

【受託費】     30,776,600（円） 

【事業収入】    2,001,765（円） 

【その他】      148，669（円） 

2022（Ｒ４） 

年度 

338,675,000（円） 【市からの負担金】 79,796,000（円） 

【受託費】     48,000,000（円） 

【事業収入】    210,879,000（円） 

2023（Ｒ５）

年度 

354,356,000（円） 【市からの負担金】 68,900,000（円） 

【受託費】     50,390,000（円） 

【事業収入】      235,066,000（円） 

2024（Ｒ６）

年度 

401,817,000（円） 【市からの負担金】 89,400,000（円） 

【受託費】     50,390,000（円） 

【事業収入】      262,027,000（円） 
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（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2020（Ｒ２）

年度 

143,931,480（円） 【事業費】  109,664,920（円） 

【一般管理費】 34,266,560（円） 

2021（Ｒ３）

年度 

131,610,741（円） 【事業費】   93,502,262（円） 

【一般管理費】 38,108,479（円） 

2022（Ｒ４） 

年度 

328,213,000（円） 【事業費】  277,257,000（円） 

【一般管理費】 50,956,000（円） 

2023（Ｒ５）

年度 

348,925,000（円） 【事業費】   295,025,000（円） 

【一般管理費】 53,900,000（円） 

2024（Ｒ６）

年度 

369,072,000（円） 【事業費】   342,172,000（円） 

【一般管理費】 53,900,000（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 
〇ふるさと納税寄附額向上や地域事業者の魅力ある商品・サービス作りを支援するため、事業

者と連携した商品・サービス開発やプロモーションの実施など市から事業を受託し、受託手数

料を収入とすることにより一定の自主財源の確保に努める。 

 

〇道の駅いぶすきの指定管理者として、地域事業者と連携して魅力ある売り場づくりに努め、

地域産品の販売により収益性を高め、生産者の利益に寄与するとともに、自主財源の確保に努

める。 
 

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 

一般社団法人いぶすき観光デザインは，関係団体と連携し，戦略に基づいた観光・商工業・農水

産業等の産業全般の振興を図り，指宿市の地域経済の振興に寄与することを目的に設立された法人

であり，観光で地域が稼げる仕組みづくりや環境整備をすることによって，地域経済を活性化させ

ることが期待されています。 

このため，鹿児島県指宿市は一般社団法人いぶすき観光デザインを本市の地域ＤＭＯとして登録

したいので，一般社団法人いぶすき観光デザイン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 黄川田 まなぶ 

担当部署名（役職） 戦略・マーケティングチーム 
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郵便番号 891-0402 

所在地 鹿児島県指宿市十町 2424 

電話番号（直通） 0993-23-1070 

ＦＡＸ番号 0993-23-1073 

Ｅ－ｍａｉｌ ibusuki-td@po.minc.ne.jp 

 

１１. 関係する都道府県･市町村担当者連絡先 

 

市町村名 指宿市役所 

担当者氏名 前川 貴志 

担当部署名（役職） 産業振興部観光課観光企画係 

郵便番号 891-0497 

所在地 鹿児島県指宿市十町 2424 

電話番号（直通） 0993-22-2111（内線 324） 

ＦＡＸ番号 0993-23-4987 

Ｅ－ｍａｉｌ kanko@city.ibusuki.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
消費単価

(円)

目標
24,183 24,183 26,500 28,500

( ) (  ) (－) (－) (－) (－)

実績
23,032 18,024

( ) (－) (－) (  ) (  ) (  )

延べ宿泊
者数
(千人)

目標
430,050 498,858 553,000 600,000

( ) (  ) (743) (7,428) (22,285) (51,997)

実績
614,357 339,774 259,531

( 74,282 ) ( 9,889) ( 98 ) (  ) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標
88 89 90 90

( ) ( ) (－) (－) (－) (－)

実績
90.5 88.7

( ) (－) (－) ( ) (  ) (  )

リピ－タ－
率
(％)

目標
67 67 68.5 70

( ) (  ) (－) (－) (－) (－)

実績
66.9 59.3

( ) (－) (－) (  ) (  ) (  )

法人名：一般社団法人いぶすき観光デザイン

【区域】 鹿児島県指宿市
【設立日】 令和２年１月２４日
【登録日】 令和３年１１月４日
【代表者】 秋元 雅博
【マ－ケティング責任者（CMO）】
西浦 万次
【財務責任者（CFO）】
小園 雅孝
【職員数】 1３人
（常勤９人（正職員４人，出向等５人），非常勤０人）
【連携する主な事業者】
指宿市，指宿市観光協会，指宿温泉旅館事業協同組合，指宿商工会議所，
菜の花商工会，いぶすき農業協同組合，指宿漁業協同組合，
山川町漁業協同組合，かいゑい漁業協同組合，山川水産加工業協同組合

マグマの恵みを実感できるパワーゾーン

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－ション】
・宿泊減緊急対策事業による誘客プロモーション
・ふるさと納税や道の駅を活用した地域産品や観光の
プロモーション
・JRとタイアップした農産品のプロモーション

【観光資源の磨き上げ】
・地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる看板商
品の創出事業
・体験コンテンツのブラッシュアップ
・これからの６次産業化等商品開拓モデル育成事業
・地域の医療・観光資源を活用した外国人受入れ推進
のための調査・展開事業

【受入環境の整備】
・既存観光拠点再生・高付加価値化推進事業
・インバウンド着地型旅行商品造成事業

戦略

【該当する登録要件】①，②
【概要】
①当法人の正会員，理事は，多様な関係者
の代表者で構成されており，法人の意思決定
に関与できる立場の方々が参画している。
②テ－マに応じたWGを設置し，意見収集や
合意形成に向けた活動を積極的に推し進める。

【主なタ－ゲット】
①九州管内・関東，関西などの首都圏の３０～４０代女性
②九州管内、関東などのアクティブシニア
③サッカ－等プロチ－ム，アマスポ－ツチ－ム
④台湾・香港の20歳～40歳代のリピ－タ－

【タ－ゲットの誘客に向けた取組方針】
〈“食”と“体験”をフックとしたコンテンツの磨き上げと販売（誘
客）強化〉
・地元の食材のポテンシャルを生かした取り組みによる新た
な地域の魅力の創出
・自然を生かしたアウトドアコンテンツや温泉・食などを利用
した新たな体験メニューの造成
・旅行会社やＯＴＡ等との連携による商品等のプPR活動

〈情報発信の強化〉
・PR用動画の制作やＷＥＢ広告，動画広告，検索連動広告，
SNS広告等による情報発信

・デジタル時代に即した観光スポットの環境整備等

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－ション

・総会，理事会を開催し，方向性や戦略，事業
報告等について検討・決定や情報共有を行っ
ている。
・関係団体と事業のモレ・ダブリを解消し、限ら
れたリソース活用の最適化を果たすための事
務レベルの協議。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【総収入】 144百万円（負担金110百万円，受託費30百万円，事業収入2百万円）

【総支出】 131百万円（一般管理費38百万円，事業費93百万円見方）
※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】
ふるさと納税に関して，発注業務や返礼品開発，情報発信・プロモー
ション等の業務を一部受託するとともに，寄付金の手数料を実績に応
じて収入とする。また道の駅いぶすきの指定管理者として収益を得る。

マ－ケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】
指宿砂むし温泉，
指宿温泉，開聞岳，
知林ヶ島，魚見岳，
池田湖，長崎鼻，等

ＫＰＩ（実績･目標）


