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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１月２１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）宮古島観光協会 

マーケティング･マネ

ジメント対象とする

区域 

 

沖縄県宮古島市 

所在地 沖縄県宮古島市平良字西里１８７ 

設立時期 1964 年 7月 1日（社団法人）（2014 年 4月 1日 一般社団法人化） 

職員数 10 人【常勤 3人（正職員 2人・出向等 1人）、非常勤 7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 

吉井 良介 

(出身組織) 

宮古島東急ホテル＆リ

ゾーツ 

宮古島東急ホテル＆リゾーツの開業スタッフ、支

配人、総支配人を経て、2021 年 10 月よりシニアデ

ィレクター。観光協会では青年部長、理事、副会

長を歴任し、2021 年 6月、会長に就任。37年の長

きに渡り宮古島観光の最前線で活躍している。 

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） 

※必ず記入すること 

平山 茂治「専従」 

(出身組織) 

宮古島市 

県内金融機関勤務を経て、伊良部町（現・宮古島

市）採用。市交流推進課長として「全日本トライ

アスロン宮古島」などのイベント企画実施に携わ

ったほか、観光商工部次長などを歴任。2020 年 8

月、協会専務理事に就任。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

※必ず記入すること 

川満 正寛「専従」 

(出身組織) 

(一社)宮古島観光協会 

市内ホテル勤務を経て、2017 年 6 月、宮古島観光

協会事務局採用。2021 年 6 月より事務局長。国内

各地でのプロモーションや修学旅行などの受入な

どに従事してきたほか、県や市との協議調整、協

会財務運営なども担当。 

各部門（戦略委員

会）の責任者（専門

人材） 

小堀 健一 

(出身組織) 

日本トランスオーシャ

ン航空(株) 

日本トランスオーシャン航空(株)で 30 年間勤務。

経営企画、販売企画などを経て、2018 年 6月より

宮古支社長。合わせて協会理事に就任。2020 年 11

月より協会内に新設された戦略委員会委員長も兼

任。 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

 

 

 

 

 

 

沖縄県宮古島市 観光商工部観光商工課（観光振興、まちづくり） 



（別添）様式１ 

2 

連携する事業者名及

び役割 

・宮古島商工会議所、伊良部商工会（物産・販売） 

・宮古島美ら海連絡協議会（宮古島漁業協同組合、池間漁業協同組合、伊良

部漁業協同組合、ダイビング事業者）（物産・マリンアクティビティ） 

・宮古島調理師会、沖縄県飲食業組合宮古支部（飲食） 

・宮古タクシー事業協同組合、協栄バス、八千代バス、中央交通、オリック

スレンタカー宮古島、OTS レンタカー等（二次交通） 

・日本トランスオーシャン航空、全日空、スカイマークエアラインズ、ジェ

ットスタージャパン、宮古空港ターミナル、下地島エアポートマネジメン

ト（島外アクセス） 

・宮古島警察署、宮古島市消防本部、宮古島海上保安部、宮古地区医師会、

県立宮古病院（安全安心） 

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】 

要件②「観光地域づくり法人が主導して行政や関係団体をメンバーとするワ

ーキンググループなどの委員会等を設置」 

各種観光事業者に加え、行政（宮古島市）、経済（宮古島商工会議所・伊良部

商工会）、農業、漁業、物産販売、自然環境、情報、文化、スポーツなどの関

係者からなる「戦略委員会」を設置。（文化、スポーツは今後参画予定） 

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 

・宮古島市議会との定期的な「観光政策意見交換会」開催（年 2回） 

・市民、市内各地自治会役員等との宮古島観光に関する意見交換会開催 

（年 1回以上） 

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 

・2021 年度 誘客プロモーション事業（14.7 百万円） 

県外における観光プロモーション 

観光 PR ツール制作(ガイドブック、デジタルパンフレット等) 

交通広告（関西・福岡） 

SNS、YouTube 等による情報配信、観光情報サイト制作 

宮古圏域伝統・文化デジタル配信 

・観光感謝祭開催（2.0 百万円） 

受入環境の

整備 

・2021 年度 受入体制強化事業（38.7 百万円） 

 市内観光施設・店舗等の安全安心のレベル向上を 

目的とした感染対策備品の配布、対策状況の巡回 

ワクチン接種済証明書等を持参した観光客に対する 

特典クーポン（500円分）の配布 

観光地満足度アンケート調査の実施 

観光資源の

磨き上げ 

（2021 年度は該当事業なし） 

 

（定量的な評価） 

2018～19 年度は、年間 1億円強の協会運営費に対し、601～636 億円の観光

収入があった。2020～21 年度は新型コロナウイルス感染症対策等により運

営費が 1.3～1.9 億円（21 年度はふるさと納税関連除く）に増える一方、観

光収入は 350 億円前後に落ち込んでいる。21 年度事業評価は下記の通り。 

＜誘客プロモーション＞ 

・宮古島ガイドブック制作（2.2 百万円）：日本語/多言語/伝統文化の 3種

（いずれもカラー16 ページ）を計 32,000 部制作し、観光イベント等で配布

している。1部当たり制作費 68 円。 

・デジタルパンフレット（サーバー利用料＋リニューアル費用 0.7 百万円）：

前年度にアップした日本語/多言語/伝統文化の 3種（いずれもカラー16ペ
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ージ、紙パンフの PDF 版）に動画コンテンツを追加。公開からの 6ヶ月(6

～11 月)で 2,278 件のアクセスがあり、現時点で 1件当たり費用は 307 円

だが、今後もアクセス増により単価低減が見込まれる。 

・交通広告（関西）（1.4 百万円）：直行便が就航している関西圏における認知

度向上を目的に、11 月中旬からの 1か月間、JR東海道・山陽本線（京阪神

間）1編成で車体広告（外側ドア横）を出稿。接触人数推計＝乗客のべ 1.4

万人＋他路線乗降客等（接触人数単価 97 円以下） 

・交通広告（福岡）（1.5 百万円）：季節運航便が就航している福岡地区におけ

る認知度向上を目的に、11～1月の 3ヶ月間、博多～天神間を走る路線バス

1 台にラッピング広告を出稿。接触人数推計＝乗客のべ 3.2 万人＋沿道車

両・歩行者等（接触人数単価 47 円以下） 

・宮古圏域伝統・文化デジタル配信（1.8 百万円）：新たな魅力として歴史・

文化、人々の暮らしをお伝えすることを目的に、島を代表する 6つのコン

テンツ（方言、上布、漁師、漲水御嶽(聖地)、湧き水、パーントゥ(ユネス

コ無形文化遺産)）の紹介動画を制作し、YouTube で配信予定（制作中） 

・観光感謝祭開催（2.0 百万円）：コロナ後の商品造成活性化を目的に、国内

旅行会社を対象とした、市内観光事業者との商談会およびルーフトップバ

スによる島内視察を実施。商談会（リアル＋オンライン）には旅行会社 38

社 53 名が参加。 

 

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)宮古島観光協会の中に、各種観光事業者（協会理事等）、行政、経済、

農業、漁業、物産販売、自然環境、情報、文化、スポーツなどの多様な関係

者が参画する「戦略委員会」を設置し、公民連携の下で運営を行う。 

戦略委員会には、時々の重点取り組みテーマに応じた「分科会」を設置す

る。（下記分科会は 2021 年 4 月時点。文化、スポーツ分野の参画は今後。） 

（実施体制図） 

  
 

  

理事会
会⾧/副会⾧/専務理事

理事/監事

執行部会
会⾧/副会⾧/専務理事

観光戦略部会
副会⾧4人＋専務理事

SNAP分科会
(自然環境)

MIM分科会
(6次産業化)

情報統括分科会
(情報集約・発信)

市/商工会議所/商工会/漁協/農業/物販
航空・空港/宿泊/バスタクシー

戦略委員会

マリン/自然環境/情報/文化/スポーツ
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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】 

【区域設定の考え方】 

 宮古島市は、宮古島を中心に大小 6つの有人島からなる自治体であり、うち 5島は橋でつながって

いる。他の自治体とは海で大きく隔てられており、市単体での区域設定とするのが適切。 

 

【観光客の実態等】 

 入域観光客数は長らく年間 40 万人前後で推移していたが、宮古島と伊良部島をつなぐ「伊良部大

橋」（3,540m）が開通した 2015 年以降、急激に増加した。国際クルーズ船の寄港開始、市内第 2の空

港である下地島空港の国内定期路線再開、圏域初の国際線となる香港＝下地島線の就航などもあり、

2018～2019 年度は 2年連続で 100 万人を突破した。コロナ前の 2019 年度国内空路客平均泊数は 2.63

泊、空路客・海路客を合わせた観光収入は 600 億円を超えると試算されている。 

 

【観光資源：観光施設、商業施設、自然、文化、スポーツ、イベント等】 

（別紙参照）＊「第 2次宮古島市観光振興基本計画」（2019 年 3月 宮古島市）p.7-11 

 世界に誇る「宮古ブルー」の美しい海と珊瑚礁、ビーチ、広い空を軸に、海の上を走る 3つの大

橋、各種マリンアクティビティを通じて、素晴らしい自然景観を楽しみ心を解き放つことができる。 

18 ホールを有するゴルフ場が 3ヶ所あるほか、30年以上の歴史がある「全日本トライアスロン宮

古島大会」や 100Km マラソン、ビーチバレーなどのスポーツイベント、初夏の野外音楽イベント「宮

古島ロックフェスティバル」など、多彩な楽しみ方が可能である。冬場には、南の温暖な気候を活か

し、実業団や大学、高校などのスポーツ合宿も盛んに行われている。 

 宮古島市は沖縄県内随一の農業産出額を誇る農業の島でもあり、マンゴーやパッションフルーツな

どの果実、ゴーヤーなどの野菜、宮古牛など、宮古島ならではの食を味わうこともできる。 
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【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

種別 軒数 客室数 収容人数 

ホテル・旅館 76 3,427 8,404 

民宿 50 223 612 

ペンション・貸別荘 192 706 2,523 

ドミトリー・ゲストハウス 53 258 676 

ウィークリーマンション 15 144 338 

団体経営施設 3 17 186 

計  389 4,775 12,739 

（沖縄県「令和 2年宿泊実態調査の結果について」2020(令和 2)年 12 月 31 日現在） 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

１）宮古島へのアクセス 

種別 着地 発地 就航会社 

国内線 宮古空港 羽田 

中部 

関西 

福岡 

那覇 

多良間 

石垣 

JAL/ANA 

JTA/ANA 

JTA/ANA 

ANA 

JTA/RAC/ANA 

RAC 

RAC 

 下地島空港 羽田 

成田 

神戸 

那覇 

SKY 

JJP 

SKY 

SKY 

国際線 下地島空港 香港 香港エクスプレス(運休中) 

国際クルーズ船 平良港 台湾・中国等  

国内航路 平良港 多良間 フェリーたらまⅢ 

２）域内交通 

種別 内容 

空港バス 下地島空港～平良市街地～宮古空港～宮古島リゾートエリア 

ループバス 島内主要観光地を巡回（2020,21 年度期間限定実証運行） 

路線バス 3 社 8系統 

タクシー 17 社 185 台（2021 年 11月現在） 

レンタカー 125 社 2,792 台（2021 年 3 月現在）※乗用のみ台数 

航路 島尻港～大神島 

 

【外国人観光客への対応】 

・多言語対応パンフレット制作 

・沖縄県「多言語コンタクトセンター」活用促進 

・宮古島市「多言語対応支援事業」（外国語メニュー/POP 作成） 
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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 

観光入域客数 誘客施策の基礎データとして。 宮古島市 

ホテル稼働率 誘客施策の基礎データとして。 市内主要 15 ホテルを対象に自主

実施 

のべ宿泊者数 観光の経済効果を把握するため。 「沖縄県観光統計実態調査」 

平均宿泊数 

観光消費額 

観光客満足度 持続可能な観光地づくりの指標と

して。 リピーター率 

ＷＥＢサイトのアクセス状況 地域に対する顧客の関心度合いや

施策の効果等を把握するため。 

WEB サイト管理画面にて管理 

観光に対する住民理解度 観光に対する地域住民の理解・支

持度を把握するため。 

宮古島市 
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４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
 宮古島市では 2015 年以降、観光客数は 5年で倍増した。急激な増加は、「オーバーツーリズム」

の状況を生み出し、生活圏での観光客増加による住民の疲弊、レンタカー事故の増加、ホテル・住

宅建設ラッシュによる建設費や家賃の高騰などの課題を引き起こした。また、相次ぐ島外資本の参

入により（ホテル、飲食等）、600 億円を超える観光収入が島に滞留せず、島外に流失しているので

はないかとの懸念もある。 

 2020 年に入り、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、足下は大きな打撃を受けているが、終

息後に再び同様の状況を生み出さないよう、「量から質へ」「島を豊かにする観光」「持続可能な観

光」の実現をめざし、長期的に各種施策に取り組む必要がある。 

 

 

（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？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弱み（Weaknesses） 
･自地域で改善を必要とする弱みは何か？ 

 

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？ 

 

 

 

 

 

 

脅威（Threat） 
･自地域にとって逆風となる要素は何か？ 
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（３）ターゲット 
○第１ターゲット層  

 自然環境の保全・再生、島の持続性に対する感度の高い首都圏の 20～30 代女性 

○選定の理由 

 「閉じられた空間」である離島において、自然環境の保全・再生は喫緊の課題であり、また、観

光と日常生活の共生を進め、宮古島観光の持続性を確立するためにも、自然環境の保全・再生、島

の持続性や生活に対する理解、関心の高い観光客を増やしていくことは極めて重要となっている。 

 国内におけるサスティナブルな購買行動に関する調査において、社会・環境問題に対する危機感

や当事者意識は相対的に女性の方が高いが、うち 20～30 代では、そのために自分は何をすれば良い

か分からないとの回答も目立つことから（博報堂「生活者のサステナブル購買行動調査 2021」）、島

で過ごすことが自身のリフレッシュに加えて、社会・環境問題の緩和・改善にもつながるような環

境づくりを進め、ひいては自身の精神的な豊かさ向上につながる旅の形を提案して行くことで、観

光を通じた島の課題緩和・改善も進めることを目指す。 

 宮古島の持続的発展を推進する宮古島市「エコアイランド宮古島構想」の方向性にも合致する。 

 

○取組方針 

島側においては、自然環境保全・再生の取り組みを進めるとともに、島の持続性や生活に対する

理解促進を図るための情報発信を強化する。また、自然に負荷をかけない形で親しんで頂くための

ルール作りやプログラム開発を進める。 

対象顧客層に対しては、観光客アンケートなどの分析を進めるとともに、環境保全・再生に対す

る感度の高い読者、フォロワーを抱える媒体とも連携し、宮古島情報の発信を進める。 

 

○第２ターゲット層  

首都圏在住の夫婦（50～60 代） 

○選定の理由 

 現在（2019 年度まで）の宮古島観光のボリュームゾーンであり（沖縄県「令和元年度観光統計実

態調査」）、引き続き、注力すべき基本ターゲット層である。 

○取組方針 

 「大人のデスティネイション」としての宮古島情報の発信を継続する。 

 

○第３ターゲット層  

 国内の修学旅行および学生・実業団等のスポーツ合宿 

○選定の理由 

 首都圏および関西圏から来島する中高修学旅行は 68校 13,000 人（2020 年度当初予約）に上って

いる。また、冬場の温暖な気候を活かした学生や実業団などのスポーツキャンプも野球を中心に多

数受入を行っている。 

○取組方針 

 現状はコロナで中止を余儀なくされている修学旅行、スポーツ合宿について、コロナ後を見据え

た環境整備や再開商談を進める。スポーツ合宿については、「スポーツ合宿等受け入れワンストップ

窓口」を担う宮古島市スポーツ協会とも連携して取り組む。 

 

○第４ターゲット層  

 東アジア（台湾/香港/中国/韓国）の中間層 

○選定の理由 

 コロナ後を見据え、近隣アジア諸国・地域の旺盛な旅行需要の誘致を宮古島観光の成長につなげ

る。 

○取組方針 

 各地区の航空会社に対し、国際線に対応している下地島空港への路線再開・誘致セールスに取り

組む。この場合も、いたずらに数を追うのではなく、宮古島観光のコンセプトに共感が得られるマ

ーケティングに取り組む。 
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（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 「千年先の、未来へ。」 
～ 宮古ブルーの海をいつまでも ～ 

～ 島に根差した観光の実現 ～ 

 

宮古島市が推進する「エコアイランド宮古島」構想のコンセプト「千

年先の、未来へ。」をキーコンセプトとし、観光を通じた「持続可能な

宮古島」の実現に取り組む。 

 

＜市民のみなさまに向けて＞ 

「量から質へ」「島を豊かにする観光」「持続可能な観光」の実現 

 

＜観光客のみなさまに向けて＞ 

 心を解き放ち、再生する場の創出 

島の自然や生活に理解ある宮古島ファンの拡大 

 

②コンセプトの考え方  まずは、①観光があることにより、島や島に住む人々が経済的にも

精神的にも豊かさを感じられる持続的な地域づくりを大前提として、

受入体制の整備や誘客活動を進めることで、②観光客のみなさまにも

豊かな時を過ごしていただける環境を提供する。【「観光客主体」から

「島主体」の観光地経営への転換】 

 

＜市民のみなさまに向けて＞ 

・島の生活に理解ある観光客、観光事業者を増やすとともに、6次産業

化などを通じて観光収入の島内滞留を進め、観光があることで島が

豊かになっていると市民が実感できる状況を創出する。 

・「海中～ビーチ～後背地の林～島内の緑～地下水～大きく広がる空」

を一体のものととらえ、島を形作る自然・景観を守る取り組みを進

めるとともに、こどもたちに島の自然や歴史・文化を伝え、体験し

てもらうことにより、島への自信、誇りを育て、「いずれ帰って来る

島」にしていく。 

 

＜観光客のみなさまに向けて＞ 

・「宮古ブルー」とも称される美しい海、海中に広がるサンゴ礁、真っ

白なビーチ、平坦な地形ゆえ自らが世界の中心にいるようにすら感

じられる大きく広がる空、ゆったりと流れる時間に身を任せ、心を

解き放つ、心身ともにリフレッシュし、自分を取り戻す場としての

宮古島を創出する。 

・合わせて、島で過ごすことが、社会・環境問題の緩和・改善につな

がるような環境整備（ルール作りと発信、収益の島内滞留の仕組み

作りと環境保全・再生への投資推進など）を進め、ひいては自身の

精神的な豊かさ向上につながる旅の形を提案することで、宮古島へ

行く理由を明確にお持ちいただく。 

・一定程度の都市性、利便性は維持しつつも、島の良さである手つか

ずの自然・海岸線、島の人々の気質から来る素朴さ、落ち着ける

「地元感」も維持し、「観光地化」の進行を抑えたまちづくりに取り

組む。 

・観光客の属性に応じた島の情報発信を強化し、島を離れている間も

島とつながっている感覚をお持ちいただく。 
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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 

戦略委員会を 3ヶ月に 1度程度の頻度で開催し、計画・進捗の共有を

図る。合わせて協会 WEB サイトにも情報を掲載する。 

 

DMO 活動の内容・成果、KPI 達成状況、地域経済・社会の変化の分析

等を記載した事業報告書を年 1回作成し、戦略委員会、協会理事会・総

会等で説明を行うとともに、協会 WEB サイトで公表する。 

 

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）地域全体 

 「日本版持続可能な観光ガイドライン」（JSTS－D）に基づく自己点検

を行い、戦略委員会において共有、必要な施策の方向性について議論を

行う。 

２）安全の確保、自然との共生 

 協会とマリンアクティビティ事業者団体、市、警察、海上保安部など

から成る「サスティナブルツーリズム連絡会」(仮)を設置し、海の安

全、自然環境に配慮した観光の実現を目指したガイドラインの設定、運

用を行う。 

 

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 

 観光協会 WEB サイトの改修、SNS 連携を進め、閲覧者の属性に応じた

情報提供をめざすとともに、情報発信体制の整備を進める。 

 また、宮古島の産品に関する情報の発信、ふるさと納税の案内などに

より、実質的な宮古島ファンクラブの形成を進める。 
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６. ＫＰＩ（実績・目標） 

（１）必須ＫＰＩ 

 
※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値。コロナ禍により、国際線再開時期が見通せないため、当

面目標設定は行わない。 

 

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 設定に当たっては、宮古島市の「第 2次観光振興基本計画」（2019 年 3 月策定）をベースにし

つつ、観光協会戦略委員会において現在の観光を取り巻く課題なども踏まえ議論、確認を行った。 

 特に、2020～21年度は新型コロナウイルス感染症の影響により甚大な影響を受けていることか

ら、当面は従来水準への回復を目指した設定内容とした。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の 2019 年度の消費単価を基本に、2022 年度以降、3

年程度をかけ、まずは国内空路需要が回復すると見込んで策定した。 

●延べ宿泊者数 

 観光入域客数×当面は新型コロナウイルス感染症の影響からの回復を優先することとし、平均泊

数については 2022 年度から 2年程度は 2019 年度の値を維持する前提とした。 

●来訪者満足度 

 当面は新型コロナウイルス感染症の影響からの回復を優先することとし、2022 年度から 2年程度

は 2019 年度の値を維持する前提とした。 

●リピーター率 

 当面は新型コロナウイルス感染症の影響からの回復を優先することとし、2022 年度から 2年程度

は 2019 年度の値を維持する前提とした。 

 

注) 斜体下線は暫定値または推計値 (見通し)
2018 2019 2020 2021 2022 2023

指標項目 (H30) (H31) (R2) (R3) (R4) (R5)
年度 年度 年度 年度 年度 年度

●旅行消費額 目標 47,060 63,294
(百万円) ( ) ( )

実績 60,142 63,634 34,190 35,100
( ) ( ) ( ) ( )

●延べ宿泊者数 目標 1,463 1,929
(千人) ( ) ( )

実績 1,791 1,929 1,018 1,135
( ) ( ) ( ) ( )

●来訪者満足度 目標 62% 62%
(%) ( ) ( )

実績 63% 70% 62% 62%
( ) ( ) ( ) ( )

●リピーター率 目標 43% 43%
(％) ( ) ( )

実績 43% 46% 43% 43%
( ) ( ) ( ) ( )



（別添）様式１ 

12 

（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。コロナ禍により国際線再開時期が見通せないため、当

面目標設定は行わない。 

 

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】 

【設定にあたっての考え方】 

●宿泊施設の稼働率 

当面は新型コロナウイルス感染症の影響からの回復を優先することとし、新規ホテルの開業等（宿

泊キャパシティ増）も考慮しつつ、2022 年度から 2年程度は 2019 年度の値への段階的な回復を目

指すこととした。 

なお、稼働率は客室定員に対する宿泊客数の割合（客室定員ベース）で算出するため、いわゆる客

室稼働率よりは数ポイント～10 ポイント程度低く出る（例：定員 3名の部屋に 2名で宿泊した場

合、定員ベース稼働率は 2名÷3名＝67％となるが、いわゆる客室稼働率は 1室÷1室＝100％とな

る）。いわゆる客室稼働率については市内主要 15ホテルの協力を得て、別途把握しているが、市全

域をカバーするものではないため目標値としては置かない。 

 

●観光に対する住民理解度 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の数値（2019 年 沖縄観光県民意識調査）を基準に、

各種取り組みを通じて段階的な引き上げを目指す。 

 

●観光協会ウェブサイトアクセス数 

 協会サイトは 2018 年 8月にリニューアルしたことから、2019 年度以降のアクセス数を記載。 

 2020～21 年度は新型コロナウイルス感染症対策（リカバリープロジェクト）情報への市内事業者

等からのアクセスも多かったことから特異値となっており、今後の目標値については、観光を巡る

状況がある程度落ち着くのを待った上で設定（継続検討）することとする。 
 

 

  

注) 斜体下線は暫定値または推計値 (見通し)
2018 2019 2020 2021 2022 2023

指標項目 (H30) (H31) (R2) (R3) (R4) (R5)
年度 年度 年度 年度 年度 年度

●宿泊施設の 目標 29% 37%
稼働率(客室 ( ) ( )
定員ベース) 実績 54% 52% 22% 23%

(%) ( ) ( ) ( ) ( )
●観光に対する 目標 50% 55%

住民理解度 ( ) ( )
(％) 実績 --- 43% --- ---

( ) ( ) ( ) ( )
●観光協会ウェブ 目標

サイトアクセス数 ( ) ( )
(件) 実績 --- 126,360 229,737 163,000

( ) ( ) ( ) ( )

目標値 

継続検討 
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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 

 

年度 総収入 内訳
2018(H30)年度 95,878,410 (円) 【市からの補助金】 6,714,000

実績 【県からの受託事業】 28,992,908
【市からの受託事業】 23,965,094
【公物管理受託】 0
【収益事業】 18,871,495
【会費】 15,465,180
【雑収益】 1,869,733
【特定財源】 0

2019(H31)年度 115,002,277 (円) 【市からの補助金】 6,714,000
実績 【県からの受託事業】 36,566,617

【市からの受託事業】 27,627,038
【公物管理受託】 0
【収益事業】 24,339,848
【会費】 17,832,000
【雑収益】 1,922,774
【特定財源】 0

2020(R2)年度 123,250,496 (円) 【市からの補助金】 13,123,657
実績 【県からの受託事業】 20,956,830

【市からの受託事業】 65,710,189
【公物管理受託】 0
【収益事業】 7,663,312
【会費】 15,515,000
【雑収益】 281,508
【特定財源】 0

2021(R3)年度 524,748,000 (円) 【市からの補助金】 400,000
見通し 【県からの受託事業】 22,700,000

【市からの受託事業】 476,600,000
【公物管理受託】 0
【収益事業】 5,036,000
【会費】 19,680,000
【雑収益】 332,000
【特定財源】 0

2022(R4)年度 539,747,000 (円) 【市からの補助金】 0
想定 【県からの受託事業】 17,025,000

【市からの受託事業】 497,600,000
【公物管理受託】 0
【収益事業】 4,610,000
【会費】 20,180,000
【雑収益】 332,000
【特定財源】 0

2023(R5)年度 575,247,000 (円) 【市からの補助金】 0
想定 【県からの受託事業】 17,025,000

【市からの受託事業】 527,600,000
【公物管理受託】 0
【収益事業】 9,610,000
【会費】 20,680,000
【雑収益】 332,000
【特定財源】 0
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（２）支出 

 
（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 
・会員からの会費収入の維持に加え、2021 年度より受託を開始した宮古島市ふるさと納税の納税額増

加による運営事業の収益増などを進める。 

・合わせて、宮古島市における観光目的税の導入協議を開始ししており、DMO 運営経費の確立を図り

たい。 

 
 
 

年度 総支出 内訳
2018(H30)年度 101,470,785 (円) 【一般管理費】 44,744,466

実績 【情報発信・プロモーション】 34,126,258
【受入環境整備等の着地整備】 16,395,865
【コンテンツ開発】 1,529,257
【マーケティング】 0
【観光イベント開催費】 4,674,939

2019(H31)年度 116,278,027 (円) 【一般管理費】 51,060,148
実績 【情報発信・プロモーション】 39,424,924

【受入環境整備等の着地整備】 20,199,964
【コンテンツ開発】 1,747,905
【マーケティング】 0
【観光イベント開催費】 3,845,086

2020(R2)年度 128,579,989 (円) 【一般管理費】 44,768,582
実績 【情報発信・プロモーション】 20,444,661

【受入環境整備等の着地整備】 60,576,708
【コンテンツ開発】 2,333,502
【マーケティング】 0
【観光イベント開催費】 456,536

2021(R3)年度 515,613,000 (円) 【一般管理費】 45,233,000
見通し 【情報発信・プロモーション】 31,990,000

【受入環境整備等の着地整備】 107,000,000
【コンテンツ開発】 190,000
【マーケティング】 329,000,000
【観光イベント開催費】 2,200,000

2022(R4)年度 538,016,789 (円) 【一般管理費】 49,546,941
想定 【情報発信・プロモーション】 29,069,848

【受入環境整備等の着地整備】 34,200,000
【コンテンツ開発】 0
【マーケティング】 423,000,000
【観光イベント開催費】 2,200,000

2023(R5)年度 571,516,789 (円) 【一般管理費】 49,546,941
想定 【情報発信・プロモーション】 29,069,848

【受入環境整備等の着地整備】 16,200,000
【コンテンツ開発】 4,500,000
【マーケティング】 470,000,000
【観光イベント開催費】 2,200,000
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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 

 

宮古島市は、一般社団法人宮古島観光協会を当市における「地域ＤＭＯ」として登録したく、 

一般社団法人宮古島観光協会とともに申請いたします。 

 

 

 

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） 

 

 

（対象区域が重複する他の地域連携 DMO、地域 DMO はない） 

 

 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 小堀健一 

担当部署名（役職） 理事・戦略委員長 

郵便番号 906-0012 

所在地 沖縄県宮古島市平良字西里１８７ 

電話番号（直通） 0980-73-1881 

ＦＡＸ番号 0980-73-0955 

Ｅ－ｍａｉｌ info@miyako-guide.net 

 

 

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 宮古島市 

担当者氏名 川満勇作 

担当部署名（役職） 観光商工部観光商工課 課長補佐 

郵便番号 906-8501 

所在地 沖縄県宮古島市平良字西里１１４０ 

電話番号（直通） 0980-73-2690 

ＦＡＸ番号 0980-73-2692 

Ｅ－ｍａｉｌ k.yuusaku@city.miyakojima.lg.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
47,060 63,294

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

実績
60,142 63,634 34,190 35,100

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

延べ宿泊
者数

(千人)

目標
1,462 1,929

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

実績
1,791 1,929 1,018 1,135

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

来訪者
満足度

(％)

目標
62% 62%

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

実績
63% 70% 62% 62%

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

リピーター
率

(％)

目標
43% 43%

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

実績
43% 46% 43% 43%

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

法人名：一般社団法人宮古島観光協会

【区域】 沖縄県宮古島市
【設立日】 昭和39（1964）年7月1日
【登録日】 令和4（2022）年3月28日
【代表者】 吉井 良介会長
【マーケティング責任者（CMO）】 平山 茂治専務理事
【財務責任者（CFO）】 川満 正寛事務局長
【職員数】 10人
（常勤3人（正職員2人、出向等1人）、非常勤7人）
【連携する主な事業者】
宮古島商工会議所、伊良部商工会、宮古島美ら海
連絡協議会（宮古島漁業協同組合、池間漁業協同
組合、伊良部漁業協同組合ほか） 、宮古島調理師
会、沖縄県飲食業組合宮古支部など

千年先の、未来へ。～宮古ブルーの海をいつまでも～

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】
・観光PRツール制作
・交通広告（県外地区）
・宮古圏域伝統・文化デジタル配信
・観光感謝祭開催 等

【受入環境の整備】
・市内観光施設・店舗等の安全安心レベル

向上を目的とした感染対策備品の配布、
対策状況の巡回

・ワクチン接種済証明書等を持参した
観光客に対する特典クーポン配布

・観光地満足度アンケート調査

戦略

【該当する登録要件】 ②

【概要】 理事会の下に、観光事業者（協会理
事等）および行政、経済、農業、漁業、物産販
売、自然環境、情報、文化、スポーツなどの多
様な関係者が参画する「戦略委員会」を設置
し、公民連携の下で運営を行う。

【主なターゲット】

自然環境の保全・再生、島の持続性に対する
感度の高い首都圏の20～30代女性

【ターゲットの誘客に向けた取組方針】

島側においては、自然環境保全・再生の取
り組みを進めるとともに、島の持続性や生活
に対する理解促進を図るための情報発信を
強化する。また、自然に負荷をかけない形で
親しんで頂くためのルール作りやプログラム
開発を進める。

対象顧客層に対しては、観光客アンケートな
どの分析を進めるとともに、環境保全・再生に
対する感度の高い読者、フォロワーを抱える
媒体とも連携し、宮古島情報の発信を進める。

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

戦略委員会を3ヶ月に1度程度の頻度で開催

し、計画・進捗の共有を図る。合わせて協会理
事会、総会における共有を行うほか、WEBサ
イトにも情報を掲載する。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

（R3年度見通し）
【主な収入】 市からの受託事業（ふるさと納税事務） 約476百万円
【総支出】 515百万円（一般管理費45百万、事業費470百万）

【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】

会費収入の維持、宮古島市ふるさと納税額の増、市観光目的税の導
入に向けた協議

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】

世界に誇る「宮古ブルー」の美しい海と珊瑚礁、ビーチ、
広い空を軸に、海の
上を走る3つの大橋、
各種マリンアクティビ
ティを通じて、素晴ら
しい自然環境を楽し
み、心を解き放つこ
とができる。ゴルフ
場や各種イベントも
あり多彩な楽しみ方
が可能である。

ＫＰＩ（実績･目標）

総会

記入日： 令和4年 1月 21日

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

戦略委員会

SNAP分科会

(自然環境)

MIM分科会

(6次産業化)

情報統括

分科会

(集約発信)


