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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 3 月 28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 

一般社団法人しずくいし観光協会 

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 

岩手県岩手郡雫石町 

所在地 岩手県岩手郡雫石町寺の下４６－３ 

設立時期 平成 21年 5月 1日 

職員数 5人【常勤 5人（正職員 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） 

※必ず記入

すること 

（氏名） 

松原 久美 

（出身組織名） 

㈱松原農場 

 

当町及び岩手県を代表するジェラート店「松ぼっくり」

の製造販売を手掛ける㈱松原農場の代表取締役。平成 23

年 5月理事、平成 25年 5月理事長に就任し、雫石町の観

光振興のため協会運営と当町の基幹産業である観光と農

業が一体となった地域振興に取り組み、成果を挙げてい

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 

（氏名） 

石﨑 清子「専従」 

（出身組織名） 

（一社）しずくいし観光協

会 

（一社）しずくいし観光協会の事務局長。旅行会社勤務

を経て、当協会にて 12年間勤務。旅行業界・観光関係者

等とのさまざまなパイプ役として当町の観光振興を推進

している。データ収集や各種調査を担うほか、持続可能

な運営のため、運営収支や財源確保にかかる検討を行

う。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：

チーフ・フ

ィナンシャ

ル・オフィ

サー） 

（氏名） 

川村 裕美子「専従」 

（出身組織名） 

（一社）しずくいし観光協

会 

財務責任者として従事。事業執行に伴う予算管理及び執

行。また、予算の振り分けや事業の方向性においても知

見を活かし従事いただく。 

各部門

（例：プロ

モーショ

（氏名） 

徳田 貴史「専従」 

（出身組織名） 

（一社）しずくいし観光協会で 10年勤務。地域事業者、

旅行会社、地元メディアとの太いパイプを有し、国内外

に向けたプロモーション活動に尽力している。 
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ン）の責任

者（専門人

材） 

（一社）しずくいし観光協

会 

各部門

（例：旅行

商品の造成･

販売）の責

任者（専門

人材） 

（氏名） 

石﨑 清子「専従」 

（出身組織名） 

（一社）しずくいし観光協

会 

ＣМО兼務予定。 

連携する地

方公共団体

の担当部署

名及び役割 

雫石町役場 観光商工課（観光地域づくり全般（企業連携・雇用促進・産業振興・観光

施設の維持管理、観光振興））、政策推進課（組織内の調整） 

連携する事

業者名及び

役割 

雫石商工会（事業者支援、物産振興、イベント企画） 

各地区旅館組合（受入体制整備、着地型観光） 

新岩手農業協同組合（着地型旅行商品造成） 

鶯宿温泉開発㈱ 

雫石町グリーンツーリズム推進協議会（着地型旅行商品造成、農泊、農業体験） 

雫石川漁業協同組合（着地型旅行商品造成） 

（株）しずくいし（物産振興） 

東日本旅客鉄道（株）/ＪＲ東日本雫石駅（一次交通） 

（有）雫石タクシー（二次交通） 

小川タクシー（株）（二次交通） 

三八五バス㈱（二次交通） 

雫石スキーリゾートエリア連絡協議会（着地型旅行商品造成） 

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当協会理事は、宿泊施設・農業団体等の多様な関係者により選出されており、年 4回

程度の理事会を開始し、事業計画・予算は理事会審議により決定。 

②当協会内に、多様な関係者による経営企画・誘客・受入に関する各委員会を設置済

み。各専門委員会の場で随時課題の掘起こし・解決先の検討を行っている。 

 

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 

 

・雫石町の観光地域づくり法人設立に向けた勉強会の開催。 

・しずくいし観光協会と旧鶯宿温泉観光協会の全会員（一部除き）に対して 

全体説明を実施、その後、個別説明も実施しＤＭОに関する意識啓発を展開。  

 

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】 

・代表的な山々紹介用のガイドブックの制作 

  町内にある国立公園内外の山の魅力と登山者の安全を確

保するためガイドブックを多言語で制作(環境省事業)。 

・観光協会 HPの管理運営 

  会員施設・自然景観・アクティビティの情報発信と旬な

情報の更新及び様々な問い合わせ窓口として運営 
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・主要な観光施設の Facebook広告発信 

  協会独自のイベント、宿泊施設、飲食、観光施設の限定

情報などを随時発信。 

・多言語ガイドブック制作（環境省事業費） 

・宿泊促進のため広告宣伝及び Tシャツを活用 

（観光庁事業費） 

  宿泊者を対象に各種の特典付クーポン類を Tシャツに置

き換えて活用した誘客と SNSによる対象施設の宣伝。 

・共通入浴券販売事業 

  町内の温泉入浴施設の利用促進と集客を目的に町内に 9

種類ある温泉資源を利用可能とする入浴券の販売事業。 

受入環境の

整備 

【令和 2年度】 

・おもてなし研修事業 

  観光庁より採択いただいたバリアフリー旅行サポート体

制実証事業の内容をもとに事業従事者を対象とした研修

会を開催。 

・レンタサイクル事業 

  町内数か所にレンタサイクルを設置・貸出しと、町内の

サイクリングツーリズムの普及活動を行った。 

・山岳ガイド研修 

  登山客の安全確保のためのファーストエイド研修と日本

山岳ガイド協会認定ガイド資格取得に向けた登山研修。 

・山岳ガイド派遣研修 

  登山ガイド要請に基づいての登山ガイド手配・派遣業務 

・雫石町内景観整備事業 

  観光地の景観保守のための刈払い作業等。 

・バリアフリー旅行サポート体制実証事業（観光庁事業費） 

  観光庁より採択いただいた補助事業。各施設の設備調

査・冊子の作成並びにセミナーの開催。 

観光資源の

磨き上げ 

【令和 2年度】 

・国立公園サスティナブルツーリズム事業（環境省事業費） 

  クロスバイクを購入し、町内 3つのエリアにレンタサイ

クルを設置し、サイクリングツーリズムの普及と宿泊施

設と連携した集客コンテンツを造成。 

・T シャツを介したファン造成事業及び冬季ナイトコンテン

ツ造成事業（観光庁事業費） 

  宿泊施設への若年層などの新規需要の創出と紙類クーポ

ンに代わり Tシャツに付加価値をつけ、T シャツを介し

て継続したアプローチを行い雫石のファンを造成。 

（定量的な評価） 

・観光客の入り込み数：1,719,602人（令和 2年） 

           2,516,332人（令和元年） 

           2,533,286人（平成 30年） 

           2,668,275人（平成 29年） 
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実施体制 

 

（実施体制の概要） 

（仮称）しずくいし DMOが、当町観光地域づくりによる中核的役割を担い、行政・宿泊

施設や観光施設とのパイプ役となる。 

（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】 
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【区域設定の考え方】 

・人口約 16,000人、岩手県の中部に位置する岩手郡に属しており、町の中央を東西に横断する国道

46号は東北自動車道盛岡インターと接続していることから自動車利用の利便性の高い町です。また、

秋田新幹線利用により雫石町から東京まで乗り換えなし 2時間 40分で結ばれ首都圏との時間距離が大

幅に短縮されております。 

・主な産業は農業と観光であり、農業は水稲を中心とし野菜、畜産、花卉等を組み合わせた複合経営

型農業が多く、就農体験やインターンシップ制度を導入する等農業者との交流の場を創出していま

す。 

・観光では全国的に有名な小岩井農場と 9つの温泉地など多くの観光資源に恵まれ、ペンション、民

宿群、旅館等の宿泊施設等が立地する観光地を形成しております。一方、隣接する県庁所在地盛岡市

へ約 20分の距離に位置しており都市と自然が近接している環境にあります。 

・町内産の農畜産物を本町に訪れる観光客へ提供する新たな地産地消システムの確立や、本町に訪れ

る観光客にも対しイベント等を通じて商店街に誘導するなど、観光、農林業、商工業の産業間の連携

による交流人口拡大を進めています。 

・令和元年までは、台湾、上海、タイの定期便就航により中国、タイからの来訪者数が目標の約 150%

と大きく伸びました。 

 
上記の観点からこれまで町、観光協会、事業者の連携の中で各種事業を行って参りました。併せて、

複数年に渡って隣県の隣接している田沢湖町、角館と連携し冬季のプロモーション事業や連携キャン

ペーンを実施してきております。先述の通り、町内での連携による事業推進体制をより業種、産業を

越えて図っていくことで更なる成果が見込めると判断し、雫石町単独での区域設定として考えており

ます。 

 

【観光客の実態等】 

※設定区域における観光客入込客数、延べ宿泊者数、消費額等を踏まえて記入すること。 

 

▼旅行形態・滞在時間 

 
 

 
 平成 8年の観光入り込み数 257万人をピークに令和 2年は 171万人まで落ち込み観光客の減少に歯

止めがかかってない状況です。観光入込客数の減同様に宿泊者数が減少している事から消費額も同様

です。宿泊施設数自体の総数は直近５年で大きく減少をしていない事からも理解できるように、施設

自体の集客力の減少が大きな要因です。単純な集客力と言っても営業力やハードそのものの老朽化

や、経営者、スタッフの高齢化など様々な要因があります。これら多くの要因が混在し今日の状況に

至っております。また社会環境の変化というべきスキー人口の減少や、国内旅行の形態変化やそもそ

もの宿泊施設の形態に変化がないことも併せて認識をしております。活発な設備投資そのものを行え

ない理由として後継者不在や、収入の課題もあります。翻って、登山客の増加やサイクリストの増

加、インバウンドの時期的要素による増加など新しい萌芽もありますが、これまでの雫石町の入り込

みを支えていた客層の減少には未だ歯止めがかかっておりません。全体の総数は減少しておりますが

日帰り需要の比率が高くなっている事からも伺えるように、近隣市町村からの買い物や昼食、日帰り



（別添）様式１ 

6 

 

入浴など観光客の目的となり得るコンテンツは揃っていると認識しており、そこについている客層が

一定数ある事が伺えます。 

 
【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】 

※観光資源の活用方法についても記入すること。 

 
 
・山々の自然を活用した「桜ツアー」「登山ツアー」等の各種ツアーを企画実施しております。 

新型コロナウイルス影響下の中でも、参加者に感染防止対策の協力を得ながら「三ツ石山」「高倉山 

ロープウェイ」の登山ツアーを実施しました。世の中で登山人口が増えている中、ツアー販売の増 

加に繋がっていないことから工夫した情報発信及びツアー造成が必要と思料しております。 

・歴史のあるイベント「いわて雪まつり」「御所湖 in しずくいし桜まつり」「雫石よしゃれ祭」「南 

部よしゃれ全国大会」「しずくいし産業まつり」「元祖軽トラ市」は、観光客も巻き込んだ形で毎年

開催しておりましたが、令和 2年は、新型コロナウィルス影響により軒並み中止となりました。中

には感染防止対策を講じながら開催したイベントもございました。今後更に新しい様式を組み込ん

だ開催方法の検討が求められます。 

・毎年県外からの教育旅行の受入を行っており、冬季シーズン（雪上体験）、夏季シーズン（農業体

験）のほか小岩井農場の工場見学等がございます。令和 2年は特に緊急事態宣言による移動制限で

東北各県から修学旅行が殺到し、県外からの修学旅行客は、学校数は前年比 130.6%、生徒数は前年

比 123.5%増加した。一過性に終わることなく継続して利用してもらうためにも農業×観光×自然等

の魅力的なコンテンツ造成や情報発信が求められます。 

 
【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 
 

雫石町内宿泊施設数：58軒 

宿泊施設収容力：4,207人 
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【利便性：区域までの交通、域内交通】 

 

 
 

 国道 46号は東北自動車道盛岡インターと接続していることから自動車利用の利便性が高く、東京か

ら新幹線直通で来訪できるという点から比較的アクセスは良好です。年中を通して「岩手県」からの

来町が 35～48%と一番割合が多く、東北各県と合わせると 7割であり近隣からの来町が多くを占めて

おります。コロナ禍による行動変容、交通の利便性を踏まえた上で今後更なるマイクロツーリズムに

力を入れた呼び込みが重要です。その一方で、広い町内面積と宿泊施設の点在、観光施設の点在をつ

なぐ二次交通に課題を抱えております。 

 

【外国人観光客への対応】 

 令和 2年度は、新型コロナウィルスの影響を最も受けました。渡航規制の緩和の検討が開始された

時期からは、感染症発生前に重点的誘客事業を展開していた台湾・タイをはじめとしたアジア諸国の

近距離圏や、オーストラリア・ニュージーランドなどからの国際観光の再開を目指しており、インバ

ウンドが戻ってくる時期に備え「Wi-Fi設備」「キャッシュ機器の完備」「レンタサイクルの強化」「二

次交通対策」「各所多言語化対応」等の受入体制を整備する必要があります。 

 

 

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。 

Google analytics を活用して実

施。 

総観光客数（宿泊客、日帰り客

の定義の統一） 

観光戦略の効果検証のため。 行政による WEB アンケートツール

を活用し統計を実施。 

宿泊施設と飲食店、日帰り観光

施設での 1 人当たりの総消費単

価 

観光戦略の効果検証のため。 行政による WEB アンケートツール

を活用し統計を実施。 

来訪者満足度 コンテンツ開発や受入環境整備の

効果検証のため。 

行政による WEB アンケートツール

を活用し統計を実施。 

リピーター率 コンテンツ開発や受入環境整備の

効果検証のため。 

行政による WEB アンケートツール

を活用し統計を実施。 

リマーケティング効果 Web サイト解析と併用したデータ

の蓄積が目的 

Google analytics を活用し、ター

ゲットの選定を実施 
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４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
※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 

 

人口減少が続き、域内での消費活動は年々弱ってきており観光業による交流人口の増加での消費活

性がなければ地域経済としては相当厳しい方向に進んでいることは紛れもない事実です。しかしな

がら、これまでの観光行政は予算の仕組み上機動的な支出が出来ず、特にもコロナ禍によって宿泊

施設、飲食店への直接支援が増えたことで小康状態ではありますが、今後の回復状況如何によって

は廃業する宿泊施設が増えていくものと予想されます。スキー場やゴルフ場、四季の景観や従前か

らの祭りやイベントでの PRでは今後の回復に寄与する可能性は極めて薄く、抜本的に観光集客施策

を変更しなければ地域として観光業はもたないと思われます。人口たかだか 1万数千人の街で数多

ある観光地と戦っていく上で、データと理論に基づいた観光政策と PRを展開し、観光に関わる外部

へのコスト支出を減少させ町内事業者を活用し経済の循環を構築していく必要があります。2019年

度に町内業社を指名し実施したアンケート事業から以下の経営課題が抽出されております。 

１）後継者不足（宿泊施設、飲食店共に全体の約 8割が後継者がおらず、そう遠くないところでの

廃業を予定していると回答している事業者もあります） 

２）労働力不足（家族経営の小規模施設でも近隣からのアルバイトも高齢化し集まらなくなり、中

規模施設以上は慢性的な労働力不足によって営業規模の縮小を余儀なくされています） 

３）IT化の遅れ（キャッシュレス決済への対応や宿泊施設においては PMSの導入や予約経路の IT化

が進んでいない事も確認できております。） 

 

このような背景を念頭に、予算レベルを見据えると今後の打ち手を考慮すると事業者支援（補助金

の申請フォローや販促ノウハウの蓄積）とエリアの販促施策の２つに絞る必要があると認識をして

おります。 

【事業者支援】 

・町、県、国の観光業支援の補助金申請を DMOの機能としてフォローする体制を構築します。 

・PRや販促ノウハウの専門的知識をセミナーにて複数回実施し宿泊施設、飲食店、観光施設による

自社の PRや販促ノウハウの向上と発信量の拡大フォローを実施します。 

・合宿誘致事業の更なる拡大を実施致します。これまでも継続してきた事業になりますが、小規模

事業者施設の利用や町内の飲食店からの昼食用弁当のケータリングなど波及効果が大きい点と、い

わゆる団体旅行が減少し、修学旅行を含む学生団体の獲得なしに団体での稼働が一層取りにくくな

ってくる事を想定し、これまでの宿泊補助に加えて、昼食対応可能な飲食店との連携や町の体育協

会と連携したグランドや練習場の確保をオールパッケージ化した誘致活動を展開していきます。 

 

【エリア販促・集客対策の実施】 

・現観光協会の HPを一部新規と更新を加えて解析ツールとリマーケティングツールを埋め込みま

す。紙媒体販促では予算上限界がある為に、全ての紙媒体の作成を一旦停止し傾斜配分にてリマー

ケティング広告での PRを新規で開始し、顧客データの確保と活用を施設と DMOの HPと連動して実

施して参ります。 

・上記に付随して、 Instagramなどの SNSの活用に紙媒体から主軸を移していきます。賞味期限が

圧倒的に弱い紙媒体から、SNSでの情報発信に変えることでタイムリーになることはもちろん、自社

的に情報発信できる施設以外の事業所を輪番にて DMOが代わりに情報発信を代行していきます。

TripAdvisorや Googleビジネスへの情報投稿も代行することで、エリア全体の情報発信を強化して

いきます。 
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行政と一体となった事業としては以下の点について今後協議を重ね実施を模索していきたいと考え

ております。 

① 豪雪地帯であることから除雪の費用が高額となっております。集積場を温泉地付近に設け巨大な

滑り台へ加工することで、除雪コストと観光コストの合算で CS向上ポイントの展開を検討した

い。 

② 当町の道の駅には産直機能と飲食機能を有していることから、宿泊施設への野菜の一次加工販売

（皮剥きや乱切り、指定されたカットへ対応）にて宿泊施設のオペレーションカットへの貢献

と、産直の売上増そして何よりも町内での経済循環モデルの構築の可能性を検討していきたい。 

③ 特定地域づくり事業協働組合制度（総務省）の申請の検討。先述の通り労働力不足が顕著であり

満足いく営業体制にたどり着いていないことがデータからも見てとれる。労働力不足の改善の一

手として本制度を活用し、域内でのワークシェアや短時間就労のマッチングによって改善の道筋

を模索していきたい。 

④ 当町の基幹産業である農業と観光は人手不足が続いていることから、上記の施策を併せて外国人

就労の道筋を検討したいと考えております。当町の事業者で外国人就労の全国的なリーディング

カンパニーがあることから、パイプを活かして求人票の提出から応募、面接、採用、ビザ手続き

のフォローまでワンストップにて DMOにて対応したいと考えております。 

⑤ いずれ必ず直面する後継者不在による施設の廃業による管理者不在での廃墟化を防いでいくモデ

ルを検討する必要があります。特に、温泉地ではその影響が顕著になることから廃墟の撤去や利

活用の手法、費用の捻出方法などを模索して参ります。 

⑥ 町内に複数ある日帰り入浴施設（町民利用施設）の集約化と、観光客からの外貨獲得モデルへの

リバイスを模索していきたい。 

⑦ ブランディングブランドデザインの統一化。一つの町やエリアのプロモーションにおいて、言語

やロゴ、デザインが統一されていくのが必然ですが、現状では全くそのようになっていない課題

があります。デザイナーを選定し、DMO内に組み入れて看板や web媒体、動画コンテンツ等をリ

ブランドさせていく取り組みを検討していきます。 

 

以上のような新しい取り組みを今後検討し、実施をしていかなければ必ず事業者の数は減り、基幹

産業の一つである観光は成り立たなくなります。DMOの形成をスタートに、マーケティング、プロモ

ーションの抜本的な見直しと、地域特性に合わせた事業者支援事業、行政主導の観光振興のジレン

マからの脱却をコロナによって多くの事がリセットになった今だからこそ、ここが最後のターニン

グポイントだと認識しております。これまでの振興施策では立ち行かないことは明らかで、それは

世の中が変化したからです。選ばれる事が最も必要な観光業において、従来の税や社会保障と同様

に全体の奉仕者である以上、公共の利益の追求や公平性の担保を目指すスタンスでは観光振興は出

来ないことは明らかです。チャンスは公平である必要はありますが、制度的に公平である必要はな

いと認識しております。頑張る事業者や魅力の高い事業者と共に地域を売り出すことこそが最終的

な公共の利益に通じます。この観点から、行政による観光振興と DMOによる観光振興の役割を明確

に区分けし、観光資源という共通財産の保護、管理、設備投資を行政が行い、集客を DMOが担い、

TIDの発想に立てばそこから得られる入湯税を町にもたらし、マーケティングとプロモーションに環

流させていくサイクルの構築と、域内経済循環によって域内調達率を雇用、仕入両面で活発化させ

ていく観光地形成を目指して参ります。 
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（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 

内

部

環

境 

強み（Strengths） 

･自地域で積極的に活用できる強みは

何か？ 

① 地域産業の過半数は観光・飲食事

業⇨町の基幹産業である点 

② 新幹線停車駅がある（秋田新幹線 

雫石駅） 

③ 十和田八幡平国立公園⇨環境省によ

る出国税を原資とした観光事業支

援が拡大している 

④ 盛岡市に隣接（西方 16KM）⇨県内

最大の人口集積地から最も近い。 

⑤ 当町の事業者である旅館組合青年

部の全国の副部長の情報網 

弱み（Weaknesses） 

･自地域で改善を必要とする弱みは何か？ 

① 町内経営者の高齢化⇨後継者の不在 

・後継者不在によって設備投資が活性化せ

ず宿泊施設の廃業・老朽化 

② 事業者の高齢化による、IT化への遅れ 

・SNSの活用を含めた情報発信ツール活用

が出来ていない 

・宿泊施設において PMS等の活用がない為

に統計データの信憑性が低い 

③ 労働力、人材の不足 

・労働力の不足による営業規模の縮小や、

販促を担う人材の不足 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

･自地域にとって追い風となる要素は

何か？ 

① マイクロツーリズムの潮流⇨立地、

アクセス環境が良い） 

② コロナによるリセット⇨トレンドの

変化やこれまでの観光振興施策を

改める良い機会 

③ 元々、小規模事業者は旅行会社依

存度が極めて低い 

 

脅威（Threat） 

･自地域にとって逆風となる要素は何か？ 

① 同様のコンテンツが多い類似性の高い

八幡平エリアの躍進 

② スキー人口の減少に歯止めがかかって

いない点 

 

 

 

 

（３）ターゲット 
○第１ターゲット層  

雫石町から半径２時間圏内の若年層及びファミリー層 

○選定の理由 

団体旅行が減少していくことは確実でマイクロツーリズムの潮流によって FIT単位での旅行が国

内・国外ともに主力になることは自然の流れだと認識しております。また、マーケティング分析を

もとに SNSでの情報発信を強化していくことを前提に対象年齢層を若年化させ普段使いしていただ

く観光エリアを目指していきたいと考えています。以上の要素を鑑みて、遠方ではなく近郊マーケ

ットにターゲットを定めております。 

○取組方針 

小岩井農場まきば園や３箇所のスキー場、ファミリーランドなどの認知が高い施設を中心に Google 

Mapでのローカル検索対策として近隣の飲食店や宿泊施設の Googleビジネスを整備していきます。

第２ターゲットもそうですが、取り組み方針の初手は全て TripAdvisorや Googleビジネスといった

webコンテンツページの充実と整備になります。偶然の接点でのマイナスイメージを作らない事、口

コミの返信にはアンサーバックをする、古い写真は使わないなどの原理原則 
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○第２ターゲット層  

十和田、奥入瀬、角館、田沢湖からの流入（国内外の FIT） 

○選定の理由 

隣接している盛岡は北東北のまさに玄関口で交通の要所になります。東北新幹線が秋田と函館で分

離するのも盛岡です。つまり、北東北への観光客の流入において盛岡を通る可能性は極めて高いわ

けです。特にも国内外を通じて強いコンテンツである角館から田沢湖線が繋がっており、車でも１

時間の立地にある当町は独自コンテンツでの選択性を高める努力と並行して、立地による選択性の

強化に取り組むことで一定数の流入を確保出来る可能性を秘めていると認識しております。 

○取組方針 

TripAdvisorや Googleビジネスでの情報発信に努めることで Google Mapでのローカル検索でのアピ

ールに繋がります。まずは、ここから域内事業者の利用促進によってエリア全体での信憑性を上げ

ていきます。特にもナレッジパネルの定着化によって検索エンジンそのものが Google Mapに変化し

ており、その重要性が増しています。 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト ① 外部発信コンセプト 

【普段使いでお越しいただき、リピーターを醸成出来る街へ】 

② 内部発信コンセプト 

【持続可能な還元循環と域内循環の両輪で基幹産業としての存在感を

見せる観光地へ】 

③ コンセプトの考え方 特別な何かがあるわけではない街が、いわゆる観光客（交流人口）だ

けで全てを賄う事は不可能です。近郊マーケットからの日常に近い余

暇の獲得なしに観光地として存続していくのは難しいと認識しており

ます。外部発信コンセプトはまさに近郊マーケットからのご利用回数

をもう１回増やしていく事でリピーター醸成を図り、K P Iの必要数

の達成を目的とし設定をしております。 

また、内部発信コンセプトは観光振興が町に活気を、潤いをもたらす

最適解であることを農業従事者や飲食店従事者、町内の様々なプレイ

ヤーに感じて、実感をいただける仕組みなくして持続していく観光地

にはなり得ないという基本的な考え方です。 

 

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 

しずくいし DMOの設立と同時に、しずくいし DMO戦略本部を設置しま

す。マーケティング分析と財務、事業執行の権限を本部に付与し、各 WG

に選任の委員を会員から構成し、事務局と行政から担当者を配備し事業

の円滑な実行に務めて参ります。進むべきベクトルに齟齬が発生しない

ように戦略の決定は本部が担い、その戦略に沿った事業実施が為される

ように且つ多様な関係者が広範な事業を分担する形で観光産業全体の推

進を図っていきます。 

・戦略本部には本部長を設置し、代表者がこれを任命し CMO,CFOと共に

事業実施の責任者とします。会議体は月例での開催とし各 WGの事業実

施を把握し、進捗の管理と指示を行います。 

・各 WGは戦略本部からの指示に寄って会議を招集し、事業の進捗に努

め、それを戦略本部に報告する体制と致します。 
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・理事会は年４回の開催とし代表者と CMO、CFO、戦略本部長と各 WGの

責任者と会員からの互選によって構成され、事業実施状況の報告を受

け、共有する場とします。 

・総会は年１回の開催とし全ての会員と行政に事業実施に伴う収支とそ

の進捗状況を報告し、承認をいただく場と致します。 

・諮問監査会は月次監査の実施と決算に伴う監査を行い、代表者が求め

る際には事業に関して諮問会を開催し見解を求めるものとします。 

なお、有識者の選定については戦略本部にて候補者を選定し、総会をも

って承認を受けるものとします。 

以上の会議体と組織体を構成し、円滑な事業実施とその状況について会

員はもとより行政、関係機関と共有してまいります。 

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 

行政にて実施する各種アンケートは従来の紙ベースオンリーの対応から

web対応を盛り込み、必要な情報に絞り実施する形へ変更を致します。

それに伴い、CSの評価状況と各データに基づく指標から自己分析を実施

致します。併せて、大手 AGT、各 OTAの雫石町のデータを取り寄せ相関

分析を実施致します。 

定点観測として宿泊施設は選定した OTAサイトから、飲食店、日帰り観

光施設は Googleビジネスを指標として選定し、経過観察と評価状況を

シート化し管理を行い、会員に共有致します。 

事務局にその機能を設置し実施する体制とし、月例での戦略本部会議 

で共有、事業進捗の材料と致します。 

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 

一元的な情報発信・プロモーションを実施していく上で以下の 2点を絶

対必要条件と認識しております。 

① マーケティングに基づくプロモーションであること 

② 統一された規格と趣旨に基づくプロモーションであること 

の２点です。何を売るのか？何を周知したいのか？何を目的としたもの

か？については戦略本部が策定をした道筋に沿ったプロモーションによ

って一元化していく予定でおります。また、併せて行政と DMOの担当分

野の明確な棲み分けも必然的に行う必要があります。先述の通り、チャ

ンスは公平だか、制度的に公平である必要性を DMOであれば遵守が義務

化される事はなく、魅力的、意欲的な事業者が優先されて然るべきで

す。プロモーションの手法論や打ち手のノウハウの共有は事業として行

っていく以上、販促努力を厭わない事業者を中心に WEB上で連動した情

報発信に務めていきます。 

A） DMOの HPの拡充⇨解析ツールを組み込み、PV から Cookieを踏ませる

事でテキストファイル化された個人情報に基づきリマーケティング

を実施していきます。 

B） Instagramを中心に共有ハッシュタグを策定し、渦を大きくしてい

く情報発信を展開していきます。 

C） TripAdvisorと Googleビジネスの充実をフォロー体制の整備した上

で事業者にナレッジパネルの充実を促し、ローカル検索での信憑性

の向上に努めていきます。 

D） DMOの Instagramにて各事業者のストーリーと投稿のフォローを行

い拡散に寄与します。 

E） DMOの HPに宿泊施設の予約エンジンを組み込み、シームレスな予約

機能を持たせると同時に予約情報からリマーケティングを実施。 

F） ふるさと納税のビックデータを活用したリマーケティングの実施。 

 

※各取組について、出来る限り具体的に記入すること。 
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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。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【設定にあたっての考え方】 

 

上記指標はこれまでの各種データから抜粋して記載をしておりますが、年間を通じて指標統計を毎

年取っておらず、一部統計不備によって記載できない箇所がございます。 

 

●旅行消費額 

  先述の通り、統計データの通年確保ができておらず、年度によって季節統計のみや年度統計な

ど採取方法や時期にも隔たりがある事から、旅行消費額の設定を想定される入湯税額から割り出し

て算出しております。そもそもこの手法を取らざるを得ない点で統計の甘さがこれまでの取り組み

の甘さであることを自戒しております。 

●延べ宿泊者数 

  令和 4年は、新型コロナウイルス感染症が収束することを前提に設定しておりますが、宿泊客

の V字回復は単年度では難しいと考えております。プロモーションに 

重きをおいて令和 4年は取り組んで参りますが、新型コロナウイルス感染症発症前までの数値に戻

るには時間がかかると考えおり、表記の数値目標としました。また、令和 5年につきましては、旅

行者の動きが従来の動きに回復すると考え、設定しております。 

指標項目  
2018 

（Ｈ30）

年度 

2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

●旅行消費額 

（百万円） 

目

標 

            2,095 3,769 

（ ） （  ） （ ） （ ） （140） （302） 

実

績 

4,616 2,612     

（358） （214） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

        194 349 

（ ） （ ） （ ） （ ） （13） （28） 

実

績 

337 329 182 108   

(26) (27) (13) （0.068） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

    92 93 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

75.7 91.3     

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

    85 90 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

82 85     

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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●来訪者満足度 

※来訪者に関する満足度調査が未実施の場合、「観光地の満足度調査」

（https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/manzokudochousa.html）を参照して実施

し、例えば、毎年〇％増などの目標を設定して記入すること。 

  令和元年の来訪者満足度は前年と比較すると増加傾向にございました。当町を訪れる旅行客の 9

割の方に滞在中ご満足いただける結果をいただくことができました。令和 4年より、新顧客の獲得

を目指してプロモーション等取り組み、毎年全体の 1％増を目標に設定しております。 

●リピーター率 

  平成 30年、令和元年の調査では、リピーター率は約 8割で推移しております。これをさらに当

町の目標として掲げている「リピーターに支持される町」となるよう取り組んでいきます。令和 4

年の数値につきましては、令和 2年、令和 3年と旅行控えする旅行者が多く入込も対前年減という

数値となっております。新型コロナウイルス感染症が収束することを想定し、過去 2年間旅行控え

していた旅行客の回復を目指して令和元年と同数の割合で設定しております。令和 5年につきまし

ては、令和 4年度より受入整備やプロモーション活動などをこれまで以上に取り組み、来町者の獲

得増が期待できることから、新規顧客のリピーターにつなげていく想定で設定しております。 

 

なお、先述の通り KPI設定根拠になり得る統計に不備や不足があることは重々承知をしている事か

ら今後の統計取得方法や内容については行政とも協議の上で当町にとって必要となる指標を精査の

上でデータとしての信憑性はもちろん、データの取りまとめの時期や速度にも十分に配慮をした新

しい形での取得スキームを早急にまとめます。 

 

（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  
2018 

（Ｈ30）

年度 

2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

●ウェブサイト

アクセス数 

（回） 

目

標 

    157,000 222,000 

（ ） （ ） （ ） （ ） （13,000） （18,000） 

実

績 

74,773 96,062 126,987 92,143   

（2,297） （8,034） （7,598） （1,036） （ ） （ ） 

●日帰り旅行客

数 

（人） 

目

標 

   2,600,000       1,530,000 1,980,000 

（ ） （ ） （ ） （ ） （7,600） （10,000） 

実

績 

2,195,523 2,186,478 1,537,223 1,110,773   

（10,354） （11,190） （3,499） （132） （） （ ） 

●教育旅行客入

込数 

（千人回） 

目

標 

            15 18 

（ ） （ ） （ ） （ ） （0.020） （0.1） 

実

績 

14 13 16 30   

（0.019） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

● 

 

目

標 

      

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

      

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

● 

目

標 

      

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

      

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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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】 

※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。 

 設立準備委員会において令和 4年度は、地域一体での PRの継続と再来訪の仕掛けづくりを推進し

ていくうえで必要となる WEBサイトを含めたプロモーションや来訪した観光客がまた訪れたくなる

動機づけと雫石の魅力を評価する新たな関係人口の創出を目標にコンテンツの質・量の向上と開発

を主として行うことで合意が得られております。このことにより、お客様との接点回数の増加がは

かられ、来町動機にもつながる可能性が高いことから、目標数値を設定しております。現在、新型

コロナウイルス感染症の影響により海外からの渡航規制がかけられておりますが、規制が解除され

たと仮定して当町では以前のように訪日外国人観光客の入込があると考え、設定しております。 

【設定にあたっての考え方】 

●ウェブサイトアクセス数 

  現在、当協会のウェブサイトアクセス数は、92,000ほどの数値となっております。令和 2年度

については、WEB上にてチケットを販売する事業があり、その際にアクセスが集中し大きな数値と

なっております。令和 4年度は地域が一体となった戦略に基づく一元的な情報発信をおこなうため

に必要となる WEBサイトを構築し取り組んで参ります。いくつかのサイトへのアクセス全体目標値

を 65,000アクセス増としており、訪日外国人旅行者につきましては、令和元年度と令和 3年度の

国内と訪日外国人旅行者とのアクセス割合をみると訪日外国人旅行者のアクセス数は全体の約 8％

で推移しているため、これらのアクセス数割合で算出しております。 

●日帰り旅行客数 

  令和 2年および令和 3年の日帰り旅行客数は新型コロナウイルス感染症の影響により、旅行客

の入込が激減しました。令和 4年は新型コロナウイルス感染症が収束し旅行客も回復傾向に向かう

ことを期待しておりますが、令和元年の入込数までの数値に戻るには時間がかかると考えておりま

す。令和 2年と令和 3年を比較すると約 2割減となっていることから、令和 4年に関しましては令

和 2年の入込数までの回復を目標として令和 3年の 2割増で設定しております。また、令和 5年に

ついても対前年の 2割増で設定しております。 

●教育旅行客入込数 

  令和 3年の教育旅行客の入込数は、新型コロナウイルス感染症防止の観点から域内で教育旅行

を行う学校が増加しました。従来は県外で行っている学校が県内に集中したため令和 3年の受入人

数は増となりました。平成 30年から令和 2年にかけては、従来のかたちで教育旅行が行われてお

ります。年々、受入校が微増となっている実績があることから令和 4年・令和 5年の入込数として

おります。また、訪日外国人の教育旅行数値については、現在、岩手県のインバウンド教育旅行誘

致活動において当町がモデル地区として取り組んでおり、今後の集客につながることから令和 5年

の数値を設定しております。令和 4年については、県との取組が新型コロナウイルス感染症の影響

により令和 3年度事業を休止しており、令和 4年度に再開する予定となっているため、令和 5年度

への準備期間と捉え、平成 30年と同等の数値で設定しております。平成 30年の訪日外国人教育旅

行につきましては、当町の国際交流協会がドイツ連邦共和国バート・ヴィンプフェン市と相互交流

を行っており、また、当町も「復興ありがとうホストタウン」の登録を受けていることから、例年

来町し、雫石の文化や日本の生活を体験されております。この取り組みが再開されることを想定

し、令和 4年の数値設定をしております。 
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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  

※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 

2018（Ｈ30）

年度 

85,902,224（円） （内訳の区分例） 

※内訳が明確になるように記入すること。 

・受取会費    3,179,000 

・事業収益合計 68,192,496 

   （観光宣伝負担金 700,000 

 （事業負担金  6,016,718 

  （広告収入        80,000 

 （受託収入  17,225,262 

 （旅行業収入 39,816,516 

 （交付金収入  4,354,000 

・受取補助金等 13,600,000 

・雑収益      930,427 

・その他        301             （円） 

2019（Ｒ１） 

年度 

85,459,680（円） ・受取会費    3,137,000 

・事業収益合計  67,738,406 

（観光宣伝負担金 700,000 

 （事業負担金  6,062,800 

   （広告収入    80,000 

 （受託収入  13,932,646 

 （旅行業収入 42,329,960 

 （交付金収入  4,633,000 

・受取補助金等 13,600,000 

・雑収益      983,609 

・その他       665             （円） 

2020（Ｒ２）

年度 

92,202,402（円） ・受取会費    3,159,000 

・事業収益    65,504,767 

（観光宣伝負担金 31,000 

 （事業負担金 13,364,320 

   （広告収入    80,000 

 （受託収入  45,020,576 

 （旅行業収入  2,453,871 

 （交付金収入  4,555,000 

・受取補助金等 20,227,759 
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・雑収益     3,310,326 

・その他        550               （円） 

2021（Ｒ３）

年度 

44,513,500（円） ・受取会費   2,853,000 

・事業収益   18,346,500 

 （観光宣伝負担金 62,000 

 （事業負担金 2,833,500 

 （広告収入    30,000 

 （受託収入  4,582,000 

 （旅行業収入 6,300,000 

 （交付金収入 4,539,000 

・受取補助金等 21,524,000 

・雑収益      720,000 

・その他    1,070,000                    （円） 

2022（Ｒ４）

年度 

62,005,000（円） ・受取会費   3,170,000 

・事業収益   26,635,000 

 （事業負担金 2,350,000 

 （広告収入   100,000 

 （受託収入  3,955,000 

 （旅行業収入 8,230,000 

 （交付金収入 12,000,000 

・受取補助金等 31,100,000 

・雑収益      600,000  

・その他     500,000                    （円） 

2023（Ｒ５）

年度 

62,005,000（円） ・受取会費   3,170,000 

・事業収益   26,635,000 

 （事業負担金 2,350,000 

 （広告収入   100,000 

 （受託収入  3,955,000 

 （旅行業収入 8,230,000 

 （交付金収入 12,000,000 

・受取補助金等 31,100,000 

・雑収益      600,000  

・その他     500,000             （円） 
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（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2018（Ｈ30）

年度 

 

85,458,238（円） 

 

（内訳の区分例） 

・事業費       65,394,593 

 （旅行原価  37,269,498 

   （誘客促進費  5,876,941 

 （受入対策費   496,188 

 （行事育成費   432,334 

 （事業負担金   743,000 

 （その他    22,349,846 

・一般管理費  18,290,431 

（円） 

2019（Ｒ１） 

年度 

83,792,441（円） ・事業費       65,394,593 

 （旅行原価    38,437,795 

 （誘客促進費 5,162,564 

 （受入対策費   207,000 

 （行事育成費   355,643 

 （事業負担金   743,000 

 （その他    20,488,591 

・一般管理費  18,397,898 

（円） 

2020（Ｒ２）

年度 

88,012,016（円） ・事業費     70,272,036 

 （旅行原価   1,773,640 

 （誘客促進費  25,777,865 

 （行事育成費     41,892 

 （事業負担金     400,400 

 （その他     42,278,239 

・一般管理費    17,739,980 

（円） 

2021（Ｒ３）

年度 

39,098,113（円） ・事業費    20,196,723 

 （旅行原価   6,744,357 

 （誘客促進費  2,252,550 

 （受入対策費    636,144 

 （行事育成費   82,569 

 （事業負担金   396,200 

 （その他   10,084,933 

・一般管理費  18,901,390 

（円） 
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2022（Ｒ４）

年度 

61,132,900（円） ・事業費       41,925,869 

 （旅行原価   7,900,000 

   （誘客促進費  1,700,000 

 （受入対策費 15,487,416 

 （行事育成費   340,000 

 （事業負担金   580,000 

 （その他    15,918,453 

・一般管理費  19,207,031 

（円） 

2023（Ｒ５）

年度 

61,132,031（円） ・事業費        41,925,000 

 （旅行原価    7,900,000 

   （誘客促進費   1,700,000 

 （受入対策費  15,560,000 

 （行事育成費    340,000 

 （事業負担金    580,000 

 （その他     15,845,000 

・一般管理費   19,207,031 

（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 
・将来的に雫石町のふるさと納税の受注・発送管理業務を成果連動型で受託することを目指し、 

新たな物販商材の開発や集中的なプロモーションによって自主財源を確保してまいります。 

・アフターコロナを見据えた観光商品造成を行い、個人旅行や団体旅行等の旅行商品販売網を拡 

大し、旅行業収入により自主財源を確保します。 

・これまでどおり会員より会費を徴求し、会員数の維持向上を目指し自主財源を確保してまいり 

ます。 

  

 
 

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 

 

※設定対象区域の都道府県及び市町村が、本法人を当該都道府県・市町村における観光地域づくり

法人として認める旨を含む意見を記入すること。 

 

岩手県雫石町は、一般社団法人しずくいし観光協会を当該町における地域ＤＭＯとして登録した

いので申請します。 
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９. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 石﨑 清子 

担当部署名（役職） 事務局長 

郵便番号 020-0524 

所在地 岩手県岩手郡雫石町寺の下 46-3 

電話番号（直通） 019-692-5138 

ＦＡＸ番号 019-692-5914 

Ｅ－ｍａｉｌ k-ishi@shizukuishi-kanko.gr.jp 

 

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 岩手県岩手郡雫石町 

担当者氏名 正木 裕之 

担当部署名（役職） 観光商工課 課長（兼）都市交流推進室長 

郵便番号 020-0595 

所在地 岩手県岩手郡雫石町千刈田５−１ 

電話番号（直通） 019-692-6407 

ＦＡＸ番号 019-692-5208 

Ｅ－ｍａｉｌ h-masaki@office.town.shizukuisi.iwate.jp 

 

都道府県･市町村名 岩手県岩手郡雫石町 

担当者氏名 坂井 一博 

担当部署名（役職） 観光商工課 係長 

郵便番号 020-0595 

所在地 岩手県岩手郡雫石町千刈田５−１ 

電話番号（直通） 019-692-6498 

ＦＡＸ番号 019-692-5208 

Ｅ－ｍａｉｌ k-sakai@office.town.shizukuisi.jp 

 



項目
2018

（H30）
年度

2019
（R1）
年度

2020
（R2）
年度

2021
（R3）
年度

2022
（R4）
年度

2023
（R5）
年度

旅行
消費額

(百万円)

目標
209.5 3,769

( ) (  ) (  ) (  ) (140) (302)

実績
4,616 2,612

(358) (214) (  ) (  ) (  ) (  )

延べ宿泊
者数

(千人)

目標
390 400 194 349

( ) (  ) (  ) (  ) (13) (28)

実績
337 329 182 108

(26) (27) (13) (0.068) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標
92 93

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

実績
75.7 91.3

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

リピーター
率

(％)

目標
85 90

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

実績
82 85

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

法人名：一般社団法人しずくいし観光協会

【区域】 岩手県岩手郡雫石町
【設立日】 平成21年5月1日
【登録日】 令和4年3月28日
【代表者】 松原 久美
【マーケティング責任者（CMO）】
石崎 清子
【財務責任者（CFO）】
川村 裕美子
【職員数】 5人
（常勤5人（正職員5人）、非常勤0人）
【連携する主な事業者】
雫石商工会、各地区旅館組合、雫石町グリーン・ツーリ
ズム推進協議会、㈱しずくいし、鶯宿温泉開発㈱、雫石
スキーリゾートエリア連絡協議会、東日本旅客鉄道㈱等

【普段使いでお越しいただき、リピーターを醸成できる街へ】
（持続可能な還元循環と域内循環の両輪で基幹産業としての存在感を見せる観光地へ）

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】
・国立国定公園への誘客の推進事業
・協会HP、SNSによる情報発信事業
・共通入浴券販売事業・桜名所ライトアップ事業
【観光資源の磨き上げ】
・誘客多角化等による滞在コンテンツ実証事業
・国立国定公園への誘客の推進事業
【受入環境の整備】
・おもてなし研修
・レンタサイクル事業
・山岳ガイド養成、派遣事業・景観整備事業
・バリアフリー旅行サポート体制実証事業

戦略

【該当する登録要件】 （①、②）
【概要】

①理事は、宿泊業・観光業・商工団体等の関係
者により構成されており、三役会と年4回程度の
理事会にて審議し総会での承認を経て事業化。

②多様な関係者による企画運営・誘客・受入に
関する課題・解決策等を各委員会で検討し事業
化。

総会及び各委員会実施事業は協会会員全てに
周知を行い、実施への取組み体制が構築されて
いる。

【主なターゲット】
●第一ターゲット層：
雫石町から半径2時間圏内在住者
①若年層／②ファミリー層
●第二ターゲット層：
国内外のFIT
①十和田、奥入瀬、角館、田沢湖からの流入層
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】

認知度の高い施設を中心にGoogle Ｍａｐで

のローカル検索対策として町内の飲食店や宿泊
施設のGoogleビジネスの整備と情報発信取り
組みWebコンテンツページの充実と整備を行う。
併せてTripAdviserやGoogleビジネスでの情報

発信に努め、域内事業者の利用促進によりエリ
ア全体での信憑性をあげていく。

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

●しずくいしDMO設立と同時に、しずくいしDMO
戦略本部を設置。戦略本部には本部長を設置し
てCMO,CFOとともに事業実施責任者とする。
●紙ベースで行っているアンケートにWeb対応
を盛り込み、必要な情報に絞り込んで実施する。

●周知対象、目的を戦略本部が策定し、その道
筋に沿ったプロモーションによる一元化。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】 約92,202千円（※令和2年度）
国・町の委託料・補助金、事業費交付金、会費、指定管理料など
【総支出】約88,012千円（一般管理費17,739千円、事業費70,272千円）
※令和2年度期決算
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】

旅行商品の販売網の拡大、町の補助金、会費、指定管理料、物産販売
など多様な取組により財源確保に努めている。

マーケティング・マネジメントする区域

ＫＰＩ（実績･目標）

記入日： 】和4年 1月19日


