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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 

（一社）新上五島町観光物産協会 

マーケティング･マネ

ジメント対象とする

区域 

長崎県南松浦郡新上五島町 

所在地 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷 428-31 

設立時期 平成 28 年 3 月 31 日 

職員数 22 人【常勤 22人（正職員 7人・出向／派遣 2人）、臨時・パート職員 13人】 

代表者（トップ人

材：法人の取組につ

いて対外的に責任を

負う者） 

（氏名） 

望月 秀起 

（出身組織名） 

共和タクシー 

一般社団法人新上五島町観光物産協会の代表理

事。設立当初から副会長に就任し、令和 2年 6月

から現職に就任。地域の様々なパイプ役となって

おり、行政や会員からの信頼も厚い。 

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） 

森本 隆「専従」 

（出身組織名） 

（一社）新上五島町観

光物産協会 

令和 4年 6月から新上五島町観光物産協会の事務

局長に就任。前職ではグローバルマネジメント及

びコミュニケーション関連業務を長年経験。主に

クリエイティブ領域においては専門スキルを有す

る。また、顧客・ビジネス両軸からのアプローチ

でのマーケティングスキルを有する。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

（氏名） 

川端 知世「専従」 

（出身組織名） 

（一社）新上五島町観

光物産協会 

一般社団法人新上五島町観光物産協会の設立以

来、経理業務を担当。簿記の有資格者で、予実管

理や出納を担当し、決算書まで作成できる能力を

持つ。 

プロモーションの責

任者 

（氏名） 

海部 裕子「専従」 

（出身組織名） 

（一社）新上五島町観

光物産協会 

令和 3年 5月から一般社団法人新上五島町観光物

産協会に入社。前職の大手電機メーカーで 28 年間

勤務。国内外への情報発信やプロモーションに高

い能力を持つ。 

旅行商品の造成･販売

の責任者 

（氏名） 

増田 慶一「専従」 

（出身組織名） 

（一社）新上五島町観

光物産協会 

令和 3年 3月より一般社団法人新上五島町観光物

産協会に島内民間企業（宿泊業）から入社。 

国内旅行取扱管理者の有資格者であり、旅行業及

び観光市場に対し、豊富な経験と高い実務能力を

有する。 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

■新上五島町 

・観光商工課（役場内部署取りまとめ） 

観光政策の企画・立案／観光施設整備・活用／観光 PR等 

・みらい戦略課、地域づくり課 

 まちづくり総合計画の策定 

・教育委員会 文化財課 
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 文化財（教会、仏閣、景観等）の整備・活用等 

・建設課 

 サイクルツーリズムを実現するためのインフラ整備等 

 

■新上五島町商工会 

・商品開発の支援 

 

■他市町・団体との連携 

・おもてなし協議会 

 観光 PR、旅行商品のプロモーション 

・長崎県観光連盟 

 観光 PR、各種誘客プロモーション（クーポン券発行等） 

・五島観光連盟 

 観光 PR 

 

連携する事業者名及

び役割 

（一社）新上五島町観光物産協会会員約 200 社 

（漁協、宿泊事業者、交通事業者、特産品製造業・販売店等） 

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 

①総会 

（一社）新上五島町観光物産協会では、年に 1回総会を開催し、事業計画や

予算等の共有及び意見提出の場を設けている。 

②理事会 

（一社）新上五島町観光物産協会の理事（15 名 ※令和 5年 4月現在１名空

席）には、観光地域づくり法人としての意思決定に関与できる立場で宿泊、

交通、小売等の幅広い分の関係団体の代表者が就任しており、4半期に 1回

程度の頻度で理事会を開催している。 

③行政との連携 

行政との連携については、総会及び理事会へのオブザーバー出席の他、事業

計画・予算の策定・実施について随時意見交換の場を設けている。 

 

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 

 

・多様なバックグラウンドを有する住民の任意団体「上五島ふるさとガイド

の会」及び「五つ星ガイドの会（星空観賞に特化したガイドの会）」に協会の

旅行商品「キリシタン物語」及び「星空ナイトツアー」のガイドをそれぞれ

委託し、直接観光客と触れ合う機会を設けている。 

・観光協会、民泊事業者、体験事業者から構成される「教育旅行等誘致推進

協議会」を令和 2年 3月より立ち上げ、民泊への参画や体験プログラムのイ

ンストラクターとしての協力など、観光に対する啓蒙及び意識づけのみなら

ず、地域で稼げる観光への参加を促進している。 

 

法人のこれまでの活

動実績 

 

 

（活動の概要） 

DMO の母体として考えている新上五島町観光物産協会は、「自主利益での運

営」を目指し、平成 28年 3 月に特定非営利活動法人から現在の一般社団法人

へ社格を変更。これまでの売店における特産品の販売に加え、平成 29 年には

地域商社事業を開始し島外への特産品販売体制を構築。また自社旅行商品

（「キリシタン物語」、「星空ナイトツアー」、「漁師の朝飯」、「観光神楽」、「オ

ーダーメイドタクシープラン」）や体験プログラム（五島うどん作り、かんこ

ろ餅作り、椿油搾油、SDGs ワークショップなど）の販売など営利事業を充実

させてきている。 

その他、海水浴場や港ターミナルなどの観光に関わる施設の管理を行政より

受託し、観光客の受け入れ環境の整備にも貢献している。 
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令和 3年 11 月には協会会員の意見を取りまとめ「新上五島町観光物産協会ビ

ジョン 2030」を策定し、活動指針としている。また、ターゲット毎に最適メ

ディアを選定し、継続的な情報発信を強化している。 

 

事業 実施概要 

情報発信・

プロモーシ

ョン 

１）情報発信事業 

・港ターミナルでの観光案内所の運営  

・ホームページ、フェイスブック、インスタグラム、 

  外部メディアを活用した観光情報発信 

・メディア向けニュースリリースの定期発信 

２）地域商社事業 

 ・EC や物産展等を通じた特産品の島外への販売、新規商 

  品の企画、開発及び販売 

受入環境の

整備 

１）特産品販売事業 

・売店での特産品の販売 

２）体験推進事業 

 ・地元の特色を生かした体験プログラムの整備 

 ・教育民泊（修学旅行）の誘致 

３）観光周遊タクシー事業 

 ・不便な二次交通を補完するための観光周遊タクシーの 

  運行 

４）観光に関する施設の管理運営事業 

 ・島の玄関口である港ターミナルの管理・清掃業務 

５）自然環境や伝統技術文化の保全活動事業 

 ・海水浴場の管理（夏季） 

６）まちづくりに関わる地域振興事業 

 ・行政と連携した四季に関連するイベントの実施 

観光資源の

磨き上げ 

旅行業法に基づく旅行業 

・教会を観光資源として活用した旅行商品「キリシタン物 

  語」の企画及び催行 

・夜空を観光資源として活用した旅行商品「星空ナイトツ 

  アー」の企画及び催行 

・伝統芸能である神楽を活用した商品「観光神楽」の企画 

  及び催行 

・もう一泊してもらうための工夫として、島で捕れた新鮮 

  な魚を楽しんでもらう「漁師の朝飯」の企画及び催行 

・新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた個人旅行の 

  ニーズ及び二次交通の不便さを克服するための「オーダ 

  ーメイドタクシープラン」「観光周遊タクシー」の企画 

  及び催行 

・二次交通を補完する環境配慮型モビリティ「電動アシス 

  ト付き自転車」「電動キックボード」「1人乗り超小型電 

 気自動車」のレンタルサービス運営 

（定量的な評価） 

１）特産品販売：約 70～90 百万円。 

２）地域商社事業：約 50百万円（補助金 25百万円）。 

３）旅行業：約 9〜10 百万円。 

４）その他受託：約 20百万円 

５）情報発信：約 17 百万円（補助金）。 
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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） 

（一社）新上五島町観光物産協会が母体となり、会員メンバーには、宿泊業

者、飲食業者のみならず、交通事業者、農泊、アクティビティ、商工業等、

多様な関係者が参画。その運営実務は事務局が総会や理事会を通じて適切な

意思決定プロセスを経ながら進めている。また、観光関連の連絡会議や協議

会等に参加し、関係機関と連携しながら運営している。 

行政は地域づくり法人の取り組みを政策や補助金交付で側面から支援。 

 

（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】 

右図の灰色の範囲（新上五島町行政区域） 

 
 

【区域設定の考え方】 

海で周囲が囲まれており他地域との独立性が高いことから、行政区域の新上五島町を地域づくり法

人の区域として設定する（なお、若松エリアは橋で連絡している）。 

 

【観光客の実態等】 

頭ヶ島天主堂の世界遺産への登録機運が高まるにつれ観光客数が増加傾向にあったが、登録後(※)

の直近 2 年間も順調に推移。 

なお、直近 R2〜R3 年度は新型コロナウィルスの影響により各実績は大幅減（対コロナ前）。 
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※平成 30年に頭ヶ島天主堂は単独ではなく潜伏キリシタン関連遺跡の一つとしてその集落群が登録

される。 

1) 観光客延数       R1:220,385 人、R2：126,666 人、R3:115,354 人 

2) 観光客延宿泊者数 R1:99,792 人、R2：66,322 人、R3：60,264 人 

3) 観光消費額    R1:4,351 百万円、R2：2,446 百万円、R3：2,273 百万円 

 

【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】 

1) 教会 

・国の重要文化財に登録された教会を含め 29 の教会があり、潜伏キリシタンの歴史・文化と合わせ

て重要な観光資源となっている。教会をガイドと巡る旅行商品「キリシタン物語」を造成してい

る。 

・頭ヶ島天主堂は、世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の「頭ヶ島の集落」内

に位置する。 

 

2) イベント 

行政・観光協会及び関連事業者が構成員となる「四季を味わう上五島実行委員会」を組成し、四季

折々にイベントを催行している（五島列島型ゲンジボタル、海、教会コンサート、釣り／ウォーキ

ングの 4つをテーマ）。 

 

3) 文化 

・国の重要無形民俗文化財に登録されている五島神楽を観光客にも楽しんでもらうため、「観光神

楽」として商品化している。 

・国選定重要文化的景観に「北魚目の文化的景観」「崎浦の五島石集落景観」の 2ヵ所が選定されて

いる。 

 

4) 自然 

・島の一部エリアは西海国立公園の区域に指定されている。 

・山王山は遺産遣唐使の遺跡が存在する最澄ゆかりの山岳信仰の山で、2015 年には日本遺産に認定

されている。山頂には 1200 年の歴史をもつ地元の神社が建てられている。トレッキングのコースと

して活用されている。 

 

5) その他 

・旅行者が楽しみながら SDGs に触れる機会を「SDGs ワークショップ～海洋プラスチックゴミからつ

くるお魚キーホルダづくり」を体験プログラムとして商品化している。 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

大小約 60の宿泊施設。 

・部屋数：約 500 室（最も部屋数が多いホテルは 47 室／１施設） 

・収容人数：約 1,250 人／日（最も収容人数が多いホテルは 100 人／1施設） 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

島への入島方法は空路が無く全て海路となり、本土の長崎港、佐世保港、博多港、及び隣接の島の

福江港から高速船やフェリーを使う。 

島内の交通手段は、路線バス、レンタカー、タクシー、レンタサイクル・電動キックボード・1人乗

り超小型電気自動車等がある。また、人気観光地を巡る観光周遊タクシーを運行（金土日・祝日限

定）でしている。 

 

【外国人観光客への対応】 

観光パンフレットは多言語化（英、中／繁体字＋簡体字、韓）されたものがあるが、島内各店舗で

の多言語化は遅れている。町内の観光標識は一部多言語化されている。 
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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 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 

観光物産協会のホームページ

からアクセス数をカウント 

観光客入込数 観光客の来島状況を把握するため 行政から入手 

延べ宿泊者数 観光客の滞在日数を把握するため 行政から入手 

旅行消費額 観光客の消費動向を把握するため 行政から入手 

来訪者満足度 観光サービス品質を把握するため 来島者アンケートを実施 

リピーター率 満足度との関連性を把握するため 来島者アンケートを実施 

住民満足度 各観光施策に対する住民の理解度

を把握するため 

行政から入手 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
新上五島町では、人口減少が進んでおり、就業者数の最も多い農林水産業においても高齢化等の影

響で就業者や事業所が減少傾向にある。こうした地域の課題に対し、観光地域づくり法人（ＤＭ

Ｏ）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） 

 

 複数の航路がある（博多発・佐世保

発・長崎発・福江発）。 

 知名度の高い郷土料理がある（五島

手延うどん、かんころ餅）。 

 自然景観、教会群や砕石場跡など文

化的・歴史的景観が多い。 

 国指定重要無形民俗文化財である五

島神楽などの無形の資源が多い。 

 世界遺産に登録された「長崎と天草

地方の潜伏キリシタン関連遺産」の

「頭ヶ島集落」。 

 リゾートホテルから民宿・民泊・ゲ

ストハウスまで宿泊施設が多様。 

 都会の喧噪から隔絶されており、ゆ

ったりとした時間を楽しむことがで

きる。 

 

弱み（Weaknesses） 

 

 空路が無い。 

 天候に左右されやすい観光資源。 

 公共交通など観光客向けの移動手段

が十分でない。 

 Wifi 環境が整っていない。 

 オンライン決済の普及が十分でな

い。 

 多言語化が不十分 

 町の人口減少、少子高齢化。 

 就業人口の減少により、地域社会や

産業の維持が困難になっている（特

に、第一次産業）。 

 人材が限定的（高校卒業後に島外へ

出る若者が多数）。 

 過去から続く古い商習慣（競争原理

が働きにくい） 

 DX 遅れ。 
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外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

 

 国の観光立国や有人国境離島の政策

の推進。 

 離島への注目の高まり。 

 メディア露出の増加。 

 個人旅行の増加。 

 エコツーリズム・グリーンツーリズ

ム、アドベンチャーツーリズムへの

関心の高まり。 

 外国人観光客の増加。 

 ICT 等の進化・普及により離島でも

情報受発信が容易になってきた。 

 ICT 等の進化・普及により、島外の

人とのつながりが個人レベルでも行

うことが容易となってきた。 

 規制緩和（民泊等）。 

 

脅威（Threat） 

 

 地域間競争の激化。 

 他の離島（沖縄、伊豆諸島、奄美群

島）の人気の高まり。 

 悪天候による欠航などのリスクのた

め、旅行会社が積極的に離島の旅行

商品を造成・販売しようとしない。 

 日本全体の人口減少・少子高齢化に

より、旅行市場の縮小が進行する。 

 東南アジアの新興国を中心とした外

国人観光客が増加し、多様な文化・

習慣への対応が求められている。 

 マイクロツーリズムの隆盛による団

体客の減少。 

 隣島（五島市）への大型資本の参入 

※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 
○第１ターゲット層  

休日を大自然の中でゆったり過ごしたい経済的・時間的余裕のある、30代以上の旅慣れた個人・旅

行グループ 

 

○選定の理由 

新上五島町の強みは「都会の喧騒から隔絶され、ゆったりとした時間を楽しむことができる」こと

にある。このような場所を好むのは、旅行にアクティビティを求めるのではなく、仕事や人付き合

いなどから精神的な癒しを求める比較的裕福な 40～50 代と考えられ、R1年度（R2 年度はコロナの

ためデータ欠損）の属性調査結果を見ても、この年代の層が最も訪問数が多く今後も優先的にター

ゲットとして捉えていきたい。 

  

○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

層に訴求するコンテンツ（旅行商品、特産品等）を磨き上げる。 

また、HPや SNS 等を活用し、ターゲットの興味を引くような情報を継続的に発信する。 

 

○第２ターゲット層  

教育民泊（修学旅行）を行う中学校・高校（４０～７０名規模） 

 

○選定の理由 

新上五島町では教育効果の高い体験プログラムを数多く揃えており、田舎での教育民泊を希望する

学校に対して訴求しやすい。また、教育旅行はその学校自体がリピーターになりやすいため営業効

率が高く、更に、幼少時代に感動した思い出のある場所は、将来の優先的な旅行先となり得ること

が想定され、コアなファン作りにも繋がる重要なマーケットとして捉える。 
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民間に委託した調査結果では、都内私立学校は行き先をクラスごとに選択させたり、中国・四国地

方の小中学校は比較的小規模な学校もあるため、当町のような受入規模がまだ大きくない自治体で

も魅力的な自然や体験・民泊などの資源を活用すれば十分発展の可能性が高いことが示されてい

る。また、新型コロナウィルス感染症の影響により、海外を修学旅行先としていた学校が国内へ変

更している状況ありその機会を狙う。 

 

○取組方針 

民泊事業者や体験事業者から構成される「教育旅行等誘致推進協議会」を立ち上げ、受け入れ体制

の整備（民泊事業者の拡大や研修など）及び学校・旅行会社への提案活動を行っていく。 

 

○第３ターゲット層  

香港及び台湾、欧米豪からの旅行者 

○選定の理由 

長崎県では、香港エクスプレス定期便就航や台湾からのプログラムチャーター就航を始め、福岡、

佐賀の韓国、中国、タイ、マレーシアなどの増便も平成 31年初めから進んできていることを背景と 

して、アジアの FIT 向けの情報発信の強化等を行ってきた。アフターコロナでは、まずは近場の香

港及び台湾からの旅客が比較的回復が早いと考えられるため、両国に絞り込む戦略に舵を切り、PR

活動を行っている。特に台湾は、釣りやトレッキングなどのアクティビティが好まれる傾向にあ

り、離島との親和性が極めて高いと言われている。また、欧米豪はコロナ禍を経て、より日本への

関心が高まっており、中でも日本の離島への関心が高く、サスティナブルな旅先として商機と捉え

ている。 

マーケティング効率を考慮すると、町独自で他エリアを攻めるよりも効率的であるため、県の戦略

と足並みを揃えてターゲットに見据える。 

 

○取組方針 

長崎県の PR 活動を補完するようなコンテンツを造成し情報発信を行っていく。 

 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 

大自然と歴史に浸る、 
自分時間を 

②コンセプトの考え方 新上五島町観光物産協会が 2030 年までに目指す

ビジョン。協会事務局で素案を作り、それをベー

スとして約 200 社の会員からアンケート方式で決

定したもの。 

新上五島町は、荒らされていない大自然に囲ま

れ、人との距離が非常に近く圧倒される。また島

内には 29の教会、57 の神社、13の寺院があり

（全国自治体比率で日本一の密度）、今の人々の

生活に歴史・文化が当たり前のように溶け込んで

いる。 

来島頂いた人たちには、あれこれ忙しく島を巡る

のではなく、ゆったりと自分の時間を過ごしなが

ら心と体を癒して欲しい、また我々もそのような
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時間を過ごせるようなお手伝いをしたいという思

いを込めている。 

 

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。 

【事業計画、KPI の達成状況、予算・決算の共有】 

・理事会：四半期に１度 

・総会 ：年に１度 

【マーケティング情報の共有】※入手方法は検討中 

 ・観光動態（旅行入込数、延べ宿泊者数、旅行消費額）：四半期毎 

                           又は年次 

 ・観光客属性データ（年代、エリア、性別、訪問回数等）：四半期毎 

                           又は年次   

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 

・会員に対して継続的に観光関連情報（行政からの各種通知や数値等）

を提供することにより、サービス品質（特産品や飲食店メニューの開

発等）の向上を図ることが出来るようにする。 

 

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 

・マーケティング情報に基づきターゲットを絞り込み、効率的且つ有効

な情報発信・プロモーションをオウンドメディア（HPや SNS）のみなら

ず、ペイド・アーンドメディアも活用しながら行っていく。 

・協会ビジョンに則った一貫性ある取り組み、及び SDGs の具現化（体

験プログラムへの昇華）。 

※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 

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 

4,087  4,087 2,800 3,500 4,087 4,200 

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

実

績 

4,351 2,446 2,273    

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

90   105  70 85   105   120   

（-） （-） （0.1） （0.1） （0.1） （0.1） 

実

績 

99.8 66 55    

（1.1） （0.2） （0.1） （  ） （  ） （  ） 
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※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

  

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

データ無 データ無 95% 95% 95% 95% 

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

実

績 

95.5% データ無     

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

データ無 データ無 25% 27% 30% 30% 

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

実

績 

22.3% データ無     

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 
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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】 

「新上五島町 第２次総合計画」に基づき、行政が観光消費額及び延べ宿泊者数の目標設定を行

い、毎年調査を行っている。また、来訪者満足度やリピーター率についてはこれまで町としての目

標は設定されてこなかったが、五島列島の 1市 2町で構成される「おもてなし協議会」で同項目の

調査は行ってきた（R2年度はコロナのため調査が実施されなかった）。今後は、これまでの実績と

コロナの影響を踏まえ各項目の目標を設定する。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

R5 時点でコロナ前に KPI として設定した目標値（4,087 百万円）まで戻すことを目指す。 

 

●延べ宿泊者数 

旅行消費額と同じ考え方で、R5 時点でコロナ前に KPI として設定した目標値（105 千人）まで戻す 

ことを目指す。 

 

●来訪者満足度 

直近の実績値（R1年度）を維持することを目標とする（既に 95％に満足頂いている）。 

 

●リピーター率 

H30 年度の実績である 30％まで戻すことを目標とする。 

 

 

（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  
2019 

（Ｒ１） 

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●観光客入込数 

（千人） 

目

標 

設定無し 設定無し 80 100 120 120 

（-） （-） （千人） （千人） （千人） （千人） 

実

績 

120 30     

（千人） （千人） （千人） （千人） （千人） （千人） 

●WEB サイト 

アクセス数 

（千人） 

目

標 

設定無し 設定無し 94 100 105 105 

（-） （-） （千人） （千人） （千人） （千人） 

実

績 

51.6 89.4 126.6 216.3 - - 

（千人） （千人） （千人） （千人） （千人） （千人） 

●住民満足度 

（％） 

目

標 

設定無し 設定無し - 20 - - 

（-） （-） （-） （%） （-） （-） 

実

績 

- 16.3 -  - - 

（%） （%） （-） （%） （-） （-） 
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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】 

必須 KPI では把握できない来島前の認知時点での見込み客数、日帰り客数を含めた観光客数、住民

の理解度を補足し、DMO のマーケティング基礎データとする。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●観光客入込数 

離島である当町に来島するためには船を使う必要があり、船会社（実際には町を通じて）からデー

タを入手することができる（島民は国境離島割引があるため、割引が無い利用者を島外からの来島

者として補足可能）。R2年に新型コロナウィルスの影響から数値が大きく落ち込んだため、3年間で

新型コロナウィルス発生前と同程度（120 千人）の水準に戻すことを目標値として設定する。 

 

●WEB サイトアクセス数 

観光協会のホームページと Google Analytics を連携してデータを取得する。本項目は新型コロナウ

ィルスに影響されないため、年間 5%増を目標とする。ホームページはタイムリーに情報を更新し、

信頼できる情報ツールとして維持していくと共に、SNS や有料情報サイトを通じたサイトへの誘導を

図ることによりアクセス数増を実現する。 

 

●住民満足度 

行政による総合計画策定時のアンケート結果を参考とする（アンケートは 3～5年に 1回行われ

る）。最新の統計では、十分に観光施策への理解が浸透していないことが伺われることから、次回

（令和 4年度）は 5％増を目標とする。町の広報誌や四季を味わう上五島実行委員会（協会が事務

局）による町民参加型イベント活用し、観光施策を身近に感じてもらえる工夫をする。 

 

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 
128,850,000（円） 【市町村からの補助金】  49,660,000 円 

【収益事業（受託含む）】 77,080,000 円 
【会費/寄付金】           2,110,000 円 

 
2020（Ｒ２）

年度 
177,160,000（円） 【市町村からの補助金】   71,370,000 円 

【収益事業（受託含む）】 103,780,000 円 
【会費/寄付金】            2,010,000 円 

 
2021（Ｒ３）

年度 
221,000,000（円） 【市町村からの補助金】   65,000,000 円 

【収益事業（受託含む）】 154,000,000 円 
【会費/寄付金】            2,000,000 円 

 
2022（Ｒ４）

年度 
192,000,000（円） 【市町村からの補助金】   540,000,000 円 

【収益事業（受託含む）】 155,000,000 円 
【会費/寄付金】            2,000,000 円 
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2023（Ｒ５）

年度 

202,000,000（円） 【市町村からの補助金】   50,000,000 円 
【収益事業（受託含む）】 150,000,000 円 
【会費/寄付金】            2,000,000 円 

 
2024（Ｒ６）

年度 

202,000,000（円） 【市町村からの補助金】   50,000,000 円 
【収益事業（受託含む）】 150,000,000 円 
【会費/寄付金】            2,000,000 円 

 
 
 
（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 
2019（Ｒ１）

年度 

124,700,000（円） 【管理費・情報発信・PR】    19,200,000 円 
【観光コンテンツ整備】       19,200,000 円 
【特産品販売】         77,900,000 円 
【受入環境整備】          8,400,000 円 
 

2020（Ｒ２）

年度 
163,600,000（円） 【管理費・情報発信・PR】    22,300,000 円 

【観光コンテンツ整備】       14,300,000 円 
【特産品販売】        118,000,000 円 
【受入環境整備】          9,000,000 円 

 
2021（Ｒ３）

年度 
186,500,000（円） 【管理費・情報発信・PR】    30,700,000 円 

【観光コンテンツ整備】       23,200,000 円 
【特産品販売】        124,600,000 円 
【受入環境整備】          8,000,000 円 

 
2022（Ｒ４）

年度 
188,900,000（円） 【管理費・情報発信・PR】    30,700,000 円 

【観光コンテンツ整備】       23,200,000 円 
【特産品販売】        130,000,000 円 
【受入環境整備】          5,000,000 円 

 
2023（Ｒ５）

年度 
190,500,000（円） 【管理費・情報発信・PR】    35,000,000 円 

【観光コンテンツ整備】       20,000,000 円 
【特産品販売】        130,500,000 円 
【受入環境整備】          5,000,000 円 

 
2024（Ｒ６）

年度 

190,500,000（円） 【管理費・情報発信・PR】    35,000,000 円 
【観光コンテンツ整備】       20,000,000 円 
【特産品販売】        130,500,000 円 
【受入環境整備】          5,000,000 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 
・DMO として会員の収益力向上に資する情報発信やマーケティングに努め存在意義を確立することに

より、会員・町からの信頼を獲得し、会費及び行政からの補助金水準を維持する。 
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・情報発信・プロモーション強化により観光客入込数及び観光消費額を向上させると共に、自主収

益源である売店での特産品販売額及び旅行商品販売額を拡大する。また、EC サイトでの特産品販売

にも注力する。 

・県、町、事業者と連携した誘客に有効な受託事業の企画・提案を行う。 

 
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 

 

長崎県南松浦郡新上五島町は、一般社団法人新上五島町観光物産協会を当該町における地域ＤＭＯ

として登録を希望いたしますので、一般社団法人新上五島町観光物産協会とともに申請します。 

 

 

 

９. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 森本 隆 

担当部署名（役職） 事務局長 

郵便番号 857-4211 

所在地 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷 428-31 

電話番号（直通） 0959-42-0964 

ＦＡＸ番号 0959-42-0967 

Ｅ－ｍａｉｌ t.morimoto@shinkami510.com 

 

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 長崎県南松浦郡 新上五島町 

担当者氏名 村井 和彦 

担当部署名（役職） 観光商工課 課長補佐 

郵便番号 857-4495 

所在地 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 1585-1 

電話番号（直通） 0959-53-1131 

ＦＡＸ番号 0959-53-1100 

Ｅ－ｍａｉｌ k.murai@town.shinkamigoto.nagasaki.jp 

 
 



法人名：一般社団法人 新上五島町観光物産協会

【区域】 長崎県、新上五島町
【設立日】 平成28年3月1日
【登録日】 令和4年3月28日
【代表者】 望月秀起
【マーケティング責任者（CMO）】
森本 隆
【財務責任者（CFO）】
川端 知世
【職員数】 22人
（常勤22人（正職員7人、 出向等15人）
【連携する主な事業者】
新上五島町役場、新上五島町商工会、
会員（約200社）、その他団体（観光連盟等）

「大自然と歴史に浸る、自分時間を」

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】
・港ターミナルでの観光案内所の運営
・WEBサイトやフェイスブック、インスタグラム、
ニュースリリース等を活用した情報発信
・外国人向けメディアへのPR記事掲載
【観光資源の磨き上げ】
・観光資源を活用した旅行商品造成及び催行
（キリシタン物語､星空ナイトツアー､観光神楽、
漁師の朝飯、オーダーメイドタクシー島旅等）
【受入環境の整備】
・体験プログラムや教育民泊誘致の推進
・観光周遊バスの運行
・二次交通を補完するモビリティサービス完備
・観光案内所運営・管理
・港ターミナル施設の管理・清掃業務
・海水浴場の管理（夏季）

戦略

【該当する登録要件】 （①）

【概要】
理事会の理事（15名）は、意思決定に関与でき
る立場で、宿泊、交通、小売等の幅広い分の
関係団体の代表者が就任しており、4半期に1回
程度の頻度で開催している。

【主なターゲット】
1）休日を自然の中でゆったり過ごしたい、
旅慣れた大人（個人・旅行グループ共）

2）教育民泊（修学旅行）を行う中学校・高校
3)インバウンド（香港、台湾及び欧米豪）

【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
1)コンテンツ（旅行商品、特産品等）の磨き上げ
及びWEBやSNS等を活用した継続的な情報
発信。
2)「教育旅行等誘致推進協議会」を新設。
受け入れ体制の整備（民泊事業者の拡大や
研修など）、学校・旅行会社への提案。
3)県の施策に連動したコンテンツの造成及び
情報発信。

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

・会員に対して継続的に観光関連情報（行政か
らの各種通知や月次取組み内容等）提供。
・ターゲットを絞り込み、効率的且つ有効な情報
発信・プロモーションを実行。
・協会ビジョンに則った一貫性ある取組み及び
SDGsの具現化（体験プログラムへの昇華）。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】 （R3年度）
町からの補助金：65百万円、収益事業（受託、物販等） 約154百万円、
会費・寄付金 約2百万円
【総支出】 206百万円（一般管理費21百万円、事業費185百万円）
※R３年3月期決算
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
・行政からの補助金及び受託料。特産品及び旅行商品の販売益。

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】
・自然（西海国立公園等）
・世界遺産（頭ヶ島の集落）
・日本遺産（日島石塔群、
山王山）
・重要文化的景観（北魚目
地区、崎浦地区）
・教会（頭ヶ島天主堂、
青砂ヶ浦天主堂他）
・文化（五島神楽）
・四季のイベント

ＫＰＩ（実績･目標）

記入日： 令和5年4月18日

 

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 

4,087   4,087 2,800 3,500 4,087 4,200 

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

実

績 

4,351 2,446 2,273    

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

90   105  70 85   105   120  

（-） （-） （0.1） （0.1） （0.1） （0.1） 

実

績 

99.8 66 55    

（1.1） （0.2） （0.1） （  ） （  ） （  ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

データ無 データ無 95% 95% 95% 95% 

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

実

績 

95.5% データ無 データ無    

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

データ無 データ無 25% 27% 30% 30% 

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

実

績 

22.3% データ無 13.1%    

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 


