
 

観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

記入日：令和 4 年 8月 4 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 

一般財団法人 酒田ＤＭＯ 

マーケティング･マネ

ジメント対象とする

区域 

山形県酒田市 

所在地 山形県酒田市中町 1-4-10 6F 

設立時期 令和 4年 5月 26日 

職員数 6 人【常勤 6人（正職員 2 人・出向 4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） 

荒井 朋之「専従」 

 

（出身組織名） 

酒田市観光戦略推進協

議会 

㈱JTBの添乗員 7年、営業 20年、（庄内酒田担当

15 年）勤務。在職中は地域交流・自治体・法人・

学生・MICE・インアウトバウンドを担当。観光

庁・復興庁・自治体事業、ラグビーワールドカッ

プ釜石大会の交通輸送等にも携わり、自治体、企

業、学校の連携等を担ってきた。 

データ収集・分析等

の専門人材（CMO） 

 

※必ず記入すること 

（氏名） 

殿塚 悠平「専従」 

 

（出身組織名） 

（株）プレステージ・

インターナショナル 

地方銀行に 5年勤務し、近年の法人及び個人マー

ケット動向に知見を持つ。出向元では、ITマーケ

ティング部門に在籍し、データ収集・分析等を担

当。 

 

財務責任者（CFO） 

 

※必ず記入すること 

（氏名） 

佐藤 良広「専従」 

 

（出身組織名） 

酒田市観光戦略推進協

議会 

元酒田市職員で企画財政など管理部門、商工観光

部門に従事。本市の市町村合併にも携わる。 

2011年から 3か年、市観光物産課長として東日本

大震災後のまつりの活性化、観光組織の育成、

DC、産業観光などを推進。 

2018年からは庄内地方 2市 3町で構成する庄内開

発協議会に勤務。広域重要事業要望、秋田・新潟

と連携し日本海側の地域課題への対応を担当。 

2021年から酒田市観光戦略推進協議会では、観光

庁の事業を担当。 

地域の主な事業者と強固な繋がりを持つ。 

戦略構築（専門人

材） 

（氏名） 

成澤 佳世 

日本旅行店舗にてカウンターセールスに従事、関

東圏内での勤務を経て、関西で支店長として店舗
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※各部門責任者のう

ち専従の者について

は、氏名の右横に

「専従」と記入する

こと 

 

（出身組織名） 

（株）日本旅行リテイ

リング 

運営を行う。幅広い客層並びに要望に対応し、国

内外の個人旅行需要に精通している。 

総合旅行業務取扱管理者の資格を有する。 

戦略構築・地域商社

事業 

（氏名） 

小林 和也 

 

（出身組織名） 

酒田市 地域創生部  

交流観光課 

 

平成 8年度に平田町役場に採用。平成 17年度の市

町村合併を機に酒田市職員となる。平成 26年度よ

り観光担当として地域ガイド養成や鳥海山・飛島

ジオパーク推進に従事。地域と連携した体験コン

テンツ造成や、地域の生産者と連携した酒田産品

の商品開発や販路拡大を図る。 

戦略構築・プロモー

ション 

（氏名） 

佐藤 千尋 

 

（出身組織名） 

酒田市 地域創生部  

交流観光課 

 

平成 6年度に酒田市役所に採用。観光担当課には

平成 26年度から在籍し、通じて情報発信やプロモ

ーションなどに従事。行政組織との連絡調整等を

行うほか、地元事業者との連携を図る。 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

〇酒田市 

地域創生部 交流観光課（観光振興全般） 

地域創生部 商工港湾課（港湾振興、商店街振興等、企業連携） 

八幡、松山、平田 各総合支所 地域振興係（観光振興全般） 

※農林水産部、教育委員会 

 

〇山形県 

観光文化スポーツ部 

山形県庄内総合支庁 <山形県庄内総合支庁 観光振興室>（観光振興全般） 

連携する事業者名及

び役割 

【観光振興、マーケティング】 

（一社）酒田観光物産協会（お土産販売・開発） 

酒田商工会議所 

酒田市産業振興まちづくりセンター（企業支援） 

（株）平田牧場 （観光施設：相馬樓） 

酒田小鈴合同会社（観光施設：酒田舞娘） 

（株）環境開発 （酒田地区土地・不動産開発） 

有限会社チアーズ（山王くらぶ） 

ひらた悠々の杜（株）（温泉施設) 

（株）プレステージ・インターナショナル 

（地域企業 バレーボールチーム親会社） 

庄内観光コンベンション協会 

東北公益文科大学 

（一社）鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会 
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一般社団法人 北前船交流拡大機構 

 

【宿泊】 

酒田市旅館業組合 

酒田市ホテル振興協議会 

 

【二次交通】 

・バス 

松山観光バス（株） 

庄内交通（株） 

 

・タクシー 

山形県ハイヤー協会 酒田支部 

 
【着地型商品開発】 

松山観光ツアー 

（株）菅原鮮魚 すマイル・ツアーズ 

（一社）元気インターナショナル 

 

【情報発信】 

（株）山形アドビューロ（広告代理店） 

山形新聞酒田支社・庄内日報・読売新聞東北統括 

株式会社山形テレビ庄内支社・株式会社さくらんぼテレビジョン庄内支社 

NHK 酒田支社・株式会社テレビユー山形庄内センター 

 

有限会社プランニングゆうむ（地元誌） 

 

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 

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② 

現状：前身である酒田観光戦略推進協議会 総会（令和 4年）（別紙参考）に

て、事業計画として酒田 DMOの活用、機能強化の合意形成を図り、主要な事

業者には設立後、個別に DMOから説明 

今後は、酒田 DMOが主導して、新しく設置する「酒田観光まちづくり会議」

と「酒田観光戦略会議」にて合意形成を図っていく、 

主要メンバー 

【行政】⇒酒田市長、酒田市地域創生部交流観光課 

【観光】酒田観光物産協会の法人会員 

【宿泊】⇒月のホテル（株）月見、（株）ホテルリッチ、等 

【交通】⇒松山観光バス（株）、東日本旅客鉄道（株）、等 

【観光資源】⇒土門拳記念館、（公財）本間美術館、等 

【アクティビティ】⇒酒田市観光ガイド協会、酒田舞娘（株）平田牧場、等 

連携メンバーの取組 

地域の観光事業者、宿泊事業者、交通事業者、商工会、行政等、業種規模を

問わず連携できる仕組みをつくり、共業・連携をするための賛助体制の組織

の形成を図る。 
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①地域づくり法人が中心となり事業催行のため賛助団体の代表者（意思決定

者）や、行政・教育機関等、多様性を尊重した事業構築や連携を行うため

の勉強会及び情報共有会議の実施 

②稼ぐ組織として行政や関係団体と合意形成した収益事業を実施。経済の循

環を基本とした信頼関係を築き、持続可能な運営体制を構築 

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 

 

 地域企業・地縁団体等と連携した活動は、地元メディアを通して紹介し、

酒田 DMOの認知度向上を図る。また、地域住民・関係事業者等にむけた勉強

会及び発表会を行い、観光地域づくりに対しての意識啓発と参画促進に努め

る。 

法人のこれまでの活

動実績 

 

 

（活動の概要） 

 新規設置法人のため、ここでは酒田 DMO設立に向けて機能強化を図った

「酒田観光戦略推進協議会」の令和 3年度活動実績を記述する。 

 酒田商工会議所、酒田観光物産協会、及び酒田市が一体となって、それぞ

れの団体等がこれまで蓄積してきたイベントのノウハウを継承。観光事業者

との連携を強め、旅行商品の企画造成、観光プロモーション等の事業を実施

し、令和 3年度はイベント開催の中心的存在を担った。 

  

事業 実施概要 

情報発信・

プロモーシ

ョン 

〇エージェントへの営業及び企画提案の実施 

・盛岡、仙台へのエージェント訪問 

・仙台でのシティプロモーション活動 

・台湾旅行社との商談会参加（オンライン） 

・ファムトリップの実施 

 

〇ANA BLUE Ambassador 酒田シティプロモーション事業の

実施 

酒田市に移住して地域 PR活動を行う ANAのキャビンアテン

ダント「BLUE Ambassador」と連携して、市内小中学校に

おけるシビックプライドの醸成を図る活動やふるさと納税

PR活動を実施した。 

 

〇教育旅行誘客活動の実施 

山形県と連携して、市内の歴史や文化を体験できるコンテ

ンツを掲載したチラシを作成し、県内全小中学校に配布し

た。 

受入環境の

整備 

〇オンラインで物品を販売する Eコマースの取組 

市内の事業者を募り、インターネットによる地域産品の販

売を行う地域商社機能の促進を図った。計 14事業者が参

加。 
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観光資源の

磨き上げ 

〇「地域の観光の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた

実証事業」の実施 

 観光庁の補助事業を活用し、鳥海山・飛島ジオパークの

「水と命の循環」をテーマに畜産・農業・海ごみ対策等の

地域の課題や素材を「酒田ならではの独自のコンテンツ」

として新規造成。「親子体験モニターツアー」による実証

実験を行い、アンケート徴収による磨き上げを行った。ま

た、地元高校生に有識者を講師に招いた歴史講座を開催

し、地域の歴史文化を切り口とした観光プラン発表会を開

催することで地域人材の育成に努めた。 

 

〇「日和山ライトアップ・まち歩き観光推進事業」による

日和山エリア及び台町エリア活性化イベントの実施 

 酒田市民の憩いの場である日和山周辺のライトアップや

鳥海山・飛島ジオパークの見所の１つである玉簾の滝をラ

イトアップすることで、新しい夜間景観による賑わいの創

出と観光誘客を図った。 

 

①かつての料亭「割烹小幡」をリニューアルした「日和山

小幡楼」のオープンに合わせ、江戸時代に北前船交易で酒

田が繁栄した時代を偲ばせる日和山小幡楼、日和山公園、

下日枝神社、山王くらぶ、相馬樓のライトアップを実施。

夜間景観による誘客効果だけでなく、周辺飲食店と連携し

回遊性向上と連動させ、観光消費額の増加を図った。 

・期日：令和 3年 10月 20日～12月 26日 

    令和 4年 2月 16日～3月 31 日 

・内容：日和山周辺の 5施設ライトアップ 

ハロウィン、クリスマスの時期に飲食店の回遊イ

ベントを実施 

 

②氷瀑の玉簾の滝ライトアップ 

従来はゴールデンウィークとお盆の時期だけであったライ

トアップを冬季間に実施。氷瀑のライトアップによる新た

な玉簾の滝の魅力発信と新規ファンの獲得を図った。 

・期日：令和 4年 2月 1日～3月 28日 

・内容：氷瀑の玉簾の滝ライトアップとプロジェクション

マッピングを実施による冬季間の誘客コンテンツ

の造成 

 

〇日和山クラフト・アートフェア 2021in 酒田の開催 

・期日：令和 3年 10月 23日・24日 

・会場：日和山やすらぎの塔前広場・下日枝神社境内 

・内容：山形県内を中心に 38店舗が参加 入込数 4,000人 

 

〇酒田雛街道の開催 

・期日：令和 4年 3月 1日～4月 3日 

・会場：主要展示施設 10箇所、一般展示施設 13箇所 

・内容：傘福、飾り菓子製作体験、雛メニュー雛スイーツ

の提供、雛願掛け箱の設置。入込数 18,000人 
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【補足】 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になったイ

ベント 

・酒田まつり 

・酒田花火ショー 

・酒の酒田の酒まつり（春酔の宴、酒まつり ２回） 

（定量的な評価） 

 

 酒田市 観光入込客数（参照：令和 2年度山形県観光者数調査） 

 平成 28年度 2,942.9千人 

 平成 29年度 2,816.5千人 

 平成 30年度 2,698.9千人 

 令和元年度  2,738.8千人 

 令和 2年度  1,757.0千人 

 本市における観光入込客数は、平成 18年度の 3,355千人をピークに長期的

に減少傾向が続いている。新型コロナウイルス感染拡大が始まった令和 2

年度は前年比 6割まで入込数が減少しているが、令和 3年度からは回復傾

向が見られる。 

  

【参考】日和山公園桜まつり 

     令和 3年度 37,000人 → 令和 4年度 66,000人 
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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） 

 一般財団法人酒田 DMOは、資本金の三分の二を酒田市が出資する第三セク

ター方式の法人だが、行政職員だけでなく民間企業からの出向を受け入れる

ことで、企業感覚を重視した組織として活動を行う。活動内容はデータに基

づく観光戦略と、地域で活動する民間企業・地縁団体との意見交換を重ねる

ことで、意欲のある関係者が一体となりスピード感を持った活動（収益事

業）を行うことで、地域の事業者の稼ぐ力を一緒に引き出し、地域経済の好

循環による雇用と人材育成まで行う。 

 

 

（実施体制図） 
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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  
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【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

 
 

【区域設定の考え方】 

 江戸時代に河村瑞賢翁による西廻り航路が整備されると、その起点港であった酒田は北前船交易

により、商人のまち・上方文化を独自に発展させた港町として飛躍的に栄えた。市内には当時の面

影を色濃く残す文化資源・観光資源が点在し、平成 29年にはこれらの資源が構成文化財として日本

遺産に認定された。また、山形県唯一の有人離島「飛島」は島全域が鳥海国定公園に指定されてい

る。さらに、鳥海山麓には県内随一の高さを誇る「玉簾の滝」等の自然資源も豊かであり、平成 28

年に日本ジオパークに認定されている。北前文化の情緒あふれる日和山周辺を拠点とした街歩きに

よる歴史や文化の成り立ち、自然豊かな鳥海山麓を始めとした里山エリアは山菜採りやトレッキン

グ、里山ならではのアクティビティを利用したアドベンチャーツーリズムに適している。 

 大地の成り立ちから生まれる景観や生態系、その上に成り立つ歴史・文化を一体的に学び・楽し

める「現酒田市全域（平成 17年に旧酒田市・飽海郡八幡町・松山町・平田町と新設合併）」を設定

区域とするのが適切と考える。 
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【観光客の実態等】 

 現酒田市となった平成 17 年以降、日本アカデミー賞を受賞した映画「おくりびと」のロケ地とな

った効果もあり平成 22年までは入込客数は 3,000千人を切らずに推移していた。3,000千人を切っ

てからも、平成 29年 9月には NHK「ブラタモリ」の放映、日本遺産登録やデスティネーションキャ

ンペーンが追い風となり前年比より微増した年度もあったが、長期的にみると減少傾向が続いてい

る。 

 市独自の観光調査研究報告によると、近年の観光施設入込数においては約 6 割が県内から来訪し

ており、宿泊機能と二次交通の脆弱さという要素も相まって、マイカー利用・日帰りでの来訪が多

く、観光消費額が低い。県外から宿泊を兼ねた観光客の誘致が課題である。歴史と文化、自然、グ

ルメ、温泉と各コンテンツで魅力的な資源はあるものの、その特色を一連の旅行商品や体験メニュ

ーとして十分に活用しきれておらず、改善するために官民一体となり早急に対応すべきであると考

える。 

 一方で、来訪者の満足度・再来訪意向・他者への推薦意向は毎年高い水準を保っている。実際に

来訪した観光客から観光地として高い評価を得ているという強みを磨き上げ活用し、誘客並びに消

費額増大に繋げていく必要がある。 

 

【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】 

 

 主な観光資源 

文化財施設 酒田市立資料館、松山文化伝承館、松山歴史公

園、旧阿部家、阿部記念館、旧白崎医院、本間

美術館、本間家旧本邸、山居倉庫、庄内米歴史

資料館、蔵探訪館、舞娘茶屋相馬樓・竹下夢二

美術館、山王くらぶ、城輪柵跡（きのわさくあ

と）、堂ノ前遺跡、酒田町奉行所跡、洞瀧山總

光寺、旧鐙屋（きゅうあぶみや） 

歴史文化施設 飛澤神社、生石板碑群（おいしいたひぐん）、

海向寺（かいこうじ）、浄福寺唐門、泉流寺、

日枝神社（ひえじんじゃ）、南洲神社、八幡神

社、光丘神社、旧光丘文庫、不玉宅跡、下日枝

神社（しもひえじんじゃ）、海妟寺（かいあん

じ）、持地院（じちいん）、飛鳥神社 

自然 飛島、鳥海山麓、玉簾の滝、不動の滝、十二

滝、庄内砂丘、鳥海イヌワシみらい館・猛禽類

保護センター 

文化、商業、レジャー施設 【文化】 

土門拳美術館、酒田市美術館 

【商業】 

酒田夢の倶楽、さかた海鮮市場・酒田市みなと

市場、日和山公園、日和山小幡楼、オランダせ

んべい FACTORY 

【レジャー】 

鳥海山荘、鳥海高原家族旅行村、とびしまマリ

ンプラザ、眺海の森、あいあいひらた、庄内夕
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日の丘オートキャンプ場、宮海海水浴場、平田

B＆G海洋センターヨットカヌー場、最上川カン

トリークラブ、ゴルフパーク酒田 

イベント 【1月】 

まつやま大寒能、寒鱈まつり、酒の酒田の酒ま

つり、 

【2月】 

黒森歌舞伎 

【3月】 

酒田雛街道 

【4月】 

日和山桜まつり 

【5月】 

酒田まつり、酒の酒田の酒まつり、玉簾の滝ラ

イトアップ 

【6月】 

いか釣り船団出航式 

【7月】 

こばいちゃひらた 

【8月】 

酒田港まつり・甚句流し、酒田花火ショー 

玉簾の滝ライトアップ 

【9月】 

酒の酒田の酒まつり、鳥海高原まつり 

【10月】 

つや姫マラソン、日和山クラフト・アートフェ

ア 

グルメ、特産品 【グルメ】 

庄内米、日本酒、酒田のラーメン、酒田フレン

チ、庄内砂丘メロン、海鮮（スルメイカ、岩ガ

キ、寒鱈）、オランダせんべい、鳥海高原ヨー

グルト、むきそば、升田かぶ、平田赤ねぎ、庄

内柿 

【特産品】 

酒田獅子、庄内さしこ、絵ろうそく、光丘彫、

鵜渡川原人形 

 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

 

・市街地エリア 17施設 (1,184部屋 1,744名収容) 

・八幡エリア  1施設  (22部屋   50名収容) 

・平田エリア  1施設  (4部屋    12名収容) 

・松山エリア  2施設  (29部屋   75名収容) 

・飛島エリア  10施設 (64部屋   370名収容) 
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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（大都市圏～酒田間） 

〇空路 

 東京（羽田空港）から庄内（庄内空港）まで 1日 4往復就航。所要時間は 1 時間。庄内空港から

酒田市内まではバスで約 40 分 

 

〇鉄道 

 東京（上越新幹線）から新潟経由（羽越本線）酒田まで約 4時間 

 東京（山形新幹線）から新庄経由（陸羽西線）酒田まで約 4時間 

 大阪（北陸本線）から新潟経由（羽越本線）酒田まで約 8時間 

 

〇高速バス 

 東京（東北自動車道経由）村田 JC（山形自動車道経由）酒田 ICまで約 6時間 

 東京（関越自動車道・日本海東北自動車道経由）朝日まほろば IC（国道 7号経由）あつみ温泉 IC

（日本海東北自動車道経由）酒田 ICまで約 6時間 

 

②域内交通 

〇市内循環 るんるんバス 

市内循環 A～D線、酒田駅大学線、古湊アイアイひらた線の計 6路線が運行 

［毎日運行］→市内循環 A 線・B 線、酒田駅大学線 33本運行/日 

［平日運行］→市内循環 C 線・D 線         8本運行/日 

［月水金運行］→古湊アイアイひらた線      4往復運行/日 

 

〇酒田市乗合タクシー（デマンドタクシー） 

［平日運行］※土日祝は運休 

新堀・広野地区 

東平田・中平田・北平田地区 

西荒瀬・南遊佐地区 

本楯・上田地区 

浜中・黒森・十坂地区 

松山地域 

八幡地域、平田地域 

 

運行エリアの拡大 

◎ 浜中・黒森・十坂地区、八幡地域、平田地域を追加 

指定乗降場所の増加 

◎ 市街地の 4か所を追加し、全 15か所へ増加 

運行時刻の変更 

◎ 通勤や通学での利用も考慮し、全体的に見直し 

運行日の変更 

◎ 平日運行（土日祝は運休）に拡充 

 

※本市の規模、地理的な特性、生活実態に見合った持続可能な公共交通となることを目指し、バス

やデマンドタクシーの運行内容について、大幅な見直しを実施。 

酒田駅前再開発事業の完成に合わせ、令和 4年 8月 1日から新しい運行内容になります。 

 

 

 



（別添）様式１ 

 

12 

 

【外国人観光客への対応】 

 市が英語版の総合観光ウェブサイトを開設しているのと共に、Facebookにて定期的に英語での情

報発信を実施している。酒田の主たる観光情報発信拠点【酒田駅前観光案内所（ミライニ）】で

は、タブレットに通訳対応アプリを導入し活用。観光案内パンフレットは英語、中国語、韓国語、

タイ語、ロシア語に対応している。また、日本政府観光局（JNTO）の外国人観光案内所認定制度に

おいて、カテゴリー1に認定されている。平成 30年に市内に多言語対応の観光サインを 23か所整備

している。 

 英語ガイドについては北庄内地域通訳案内士登録者数が延べ 14名いる他に、事前予約制有料外国

語ガイド VIPS（Volunteer Interpretating Partners of Sakata）も対応しており、当市の訪日

外国人旅行者の満足度向上に貢献している。 

 

 

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 来訪者の消費活動を分析する事で

動向の把握及び単価向上について

の対策を図るため 

市からの業務受託による調査研究

報告を参照 

延べ宿泊者数 来訪者の旅行動向を把握し観光戦

略の参考にするため 

酒田 DMO にて独自に管理・分析を

実施 

来訪者満足度 観光地としての評価把握と改善点

の洗い出し、ブラッシュアップの

ため 

市からの業務受託による調査研究

報告を参照 

リピーター率 リピーター顧客の動向を把握し、

観光戦略の参考にするため 

市からの業務受託による調査研究

報告を参照 

観光案内所来訪者数（年代、構

成、どこから来訪） 

市の主たる観光案内窓口として来

場者情報の把握とニーズ分析のた

め 

観光案内所が恒常的に実施 

SNS フォロワー数及び WEB

サイト PV数 
 

観光情報発信源としての認知度と

拡散性把握のため 

酒田 DMO にて独自に管理・分析を

実施 

地域商品の造成数、販売実績 営利団体として自走していく為の

活動の核であるため 

酒田 DMO にて独自に管理・分析を

実施 

 

 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 

酒田市は観光地としての認知が低く、庄内エリアでも温泉地宿泊地への通り道として認識されて

きた。一方、本市には「食」「景観」「史跡」等の観光資源が豊富であり、これらを活かした観光

振興が可能な地域である。こうした地域の課題と資源を有効活用するために、平成 27年に酒田市中

長期観光戦略を策定し、観光地域づくり法人（酒田 DMO）を中心として既存の観光資源を活用した観
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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） 

 

・日本遺産認定：北前船寄港地・船主集

落（11文化財） 

・酒田舞娘 

・山居倉庫（ピーク時年間 80万人来

客） 

・山王くらぶ 

・酒田港（クルーズ船寄港） 

・鳥海山（鳥海山・飛島ジオパーク） 

・飛島（鳥海山・飛島ジオパーク） 

・コンパクトな市街エリアと豊かな自然

環境の共存 

・日本酒、7 つの蔵元 

・食資源の豊かさ（ラーメン、海鮮、フ

レンチ、果物、平田牧場など） 

・イベントが豊富（酒田花火ショー、酒

田まつり、酒まつり、酒田港まつり・甚

句流し） 

 

弱み（Weakness） 

 

＊酒田の知名度が低い  

＊日帰り観光客が多い 

＊観光客の市内回遊に乏しい  

＊既存観光施設が観光客 ニーズと乖離  

＊宿泊機能が不足  

＊二次交通手段が不足  

＊情報発信機能が脆弱 

＊冬季期間の観光体制が脆弱  

＊観光推進体制が無い 

＊関係者の役割分担が不明確 

＊関係機関の連携が不足 

＊名物・名産品のイメージが 少ない 

＊メインターゲット以外（次世代）の設

定囲い込みができていない（若者層の取

り込み） 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

 

・コロナ禍によるセカンドディスティネ

ーションの選択拡大 

・東北 DC 

・JR 海里の運行 

・庄内空港の路線 

・酒田駅の整備 

・高速道路の整備振興 

・酒田港の活用 

 

脅威（Threat） 

 

・With コロナ・アフターコロナの対応 

・事業者の高年齢化と継承者不足 

・高齢化と人口減による観光客の減少 

・一次交通の減便による交通手段の減少 

・交通高速化による時間距離のハンディ 

・車での観光が核、免許不所持者の拡大 
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※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  

1）首都圏、近隣県（仙台圏）の「三世代家族」 

2）知的好奇心の高い 20～40代の両親とその子供、祖父母 

 

○選定の理由  

 酒田の観光のターゲット幅が広い為すべての地域の観光を押し上げるには対象クラスタを絞るの

が難しいという現状と、主な観光資源が点在している市街エリア、豊かな里山が広がる八幡・平

田・松山エリアというどの世代でも楽しめる素材があるという酒田の強みを鑑み、第一ターゲット

選定とした。毎年実施している「酒田市観光に関する調査研究」によると三世代層が著しく少ない

というデータが出ているが、却って今後取り込めるポテンシャルを秘めている層と捉え、販促を強

化する。 

 

○取組方針 

 歴史・文化・食・自然に触れ合える着地型商品「酒田版 ジオ・日本遺産アドベンチャーツーリ

ズム」を主力商品とし、酒田の豊かな大地・自然のめぐみ・歴史文化の 3つを連携させたトータル

コンテンツとして情報発信・販売をしていく。 

 三世代が豊かな自然の中で一緒に楽しめる仕組みと場を創る事により、昨今のコロナ禍において

の家族旅行離れや帰省機会の減少を切り口としたアプローチが可能であるほか、港町としての歴史

文化の学習から未来を考える機会の提供、自然の恵みとともに暮らしてきた里山の生活を体験し自
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然の恵みと共生する知恵を学ぶことで生きる力を身に付けると同時に環境保全や文化の継承の大切

さを学ぶ機会を提供する「酒田ならでは」の旅行商品を磨き上げる。 

○第二ターゲット層  

 隣県または隣接市在住の 20代を中心とした若年層 

 

○選定の理由 

 酒田 DMOが掲げるコンセプト「酒田ファンが 酒田を創る」を掲げるにあたり、将来的に観光を

基盤として自走できる仕組みの土台となる世代の人材育成の為の誘客・アプローチが必要と考え選

定した。情報発信能力の乏しい現状の打破、酒田のタッチポイント引き上げ、そして世界的な流れ

になりつつある「将来にわたり持続可能な観光」を実現するためには欠かせないターゲット層であ

るのも選定理由の一つである。 

 

○取組方針 

 従来の誘客方法にとらわれず、当該世代の琴線に触れるアプローチ方法とコンテンツの開発をす

ることにより誘客を促す。ソーシャルメディアの活用による宣伝～販売～分析までを酒田 DMOが一

元管理することでニーズに即時対応できるよう体制を整えると共に、開発コンテンツを通じて酒田

の歴史と文化を伝承することでシビックプライドの醸成を図り、将来にむけての人材育成に繋げ

る。 

 

○ターゲット層  

 台湾・香港をメインとした外国人観光客 

 

○選定の理由 

 県の外国人旅行者県内受入実績調査結果と JNTOの訪日旅行データに基づき検討。県の訪日観光客

割合が台湾と香港で約半数を占めているのに加え、盤石なリピーターがいることから、今後のイン

バウンド層のメインターゲットになると見込み選定した。一般層に加えてアドベンチャーツーリズ

ムに関心があるアッパーマス層から富裕層にもアプローチを行い、全体的な外国人観光客数の底上

げを図る。 

 

○取組方針 

 まずは、訪日リピーターに響く着地型商品の造成が不可欠であると考える。初めて酒田を訪れる

観光客向けの王道かつ酒田ならではの商品とあわせて、酒田オリジナルのトレッキングや里山体験

等のリピーター向け商品の造成・販売にむけて着手を進めており、次年度より運用を開始する予定

である。販売は新設するポータルサイト経由を主とし、多言語対応は繁体字を第一優先でシステム

構築中。 

 アドベンチャーツーリズムのコアターゲットは、新しい価値観を持つラグジュアリー志向の 20代

～30代（自身の興味のあるものに対しては高額な消費をし、旅行に対してサステイナビリティや本

物の体験を重視する客層）を想定。酒田の自然、歴史、文化体験を織り込んだ「酒田でしか体験で

きない」商品を提供していく。 
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（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト   

    「酒田ファンが 酒田を創る」 

 

②コンセプトの考え方   北前船交易によってもたらされた京都・大坂

の上方文化を独自に発展させた酒田の歴史・文化

は、酒田の観光を考える際には欠かせない“強

み”である。しかし、全国的に認知度が低いた

め、未来の酒田の観光振興や誘客促進を図る為に

は、まず「認知度の低さからの脱却」が不可欠で

ある。 

肥沃な土地と海に育まれた農産物や海産物など食

材の宝庫、酒田舞娘をはじめとした古から伝承さ

れている歴史文化、鳥海山や飛島等の魅力あふれ

る豊かな自然環境といった観光資源を存分に活か

し、多くの人に酒田のタッチポイントをつくるこ

とで酒田の魅力を感じ・触れ・楽しんでいただ

き、「酒田ファン」なってもらい、歴史文化や自

然環境の維持・保全に関心を持つことで、未来の

酒田の観光振興の担い手も増やしていきたい。酒

田 DMOはそのために情報を集約し、未来の酒田を

創るシステム・モデルを市内観光関連団体、観光

事業者と連携しながら構築を図り、酒田の「産・

学・官」全ての情報の集約の場「酒田プラットホ

ーム」を確立、「酒田のファンと地域が」未来の

酒田を創る、という目指したい姿を目標に掲げて

活動をしていきます。 

 

 

 

 

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 

※頻度が分かるよう記

入すること。 

 

 

観光プラットホームの再構築 

・観光施設、ガイド団体、交通事業者、宿泊事業者、大学・学生など、 

多様な関係者との意見交換による現状の共有と課題解決のための意見

交換の場の設定 

 （年 1回） 

・賛助会員の募集と会員への地域づくりの勉強会の開催、及び情報共有

会議の実施 

（年 4回） 

・観光事業連携団体及び賛助会員への情報提供や実施事業の振り返りの

ためのヒアリングの実地 

（2回以上） 
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実施内容 

・DMOが実施できる事業への参加依頼や情報提供 

・観光資源やコンテンツの共有 

・酒田ファンになるターゲットの設定と見直し 

・既存コンテンツの磨き上げ（環境整備（コロナ対策）含む） 

・ターゲットに合わせた新規コンテンツの構築 

・戦略的連携コンテンツ創りのヒアリングと共有 

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 

酒田ならではのコンテンツの開発 

地域づくり法人が中心となり、行政や関係団体と連携して稼ぐ組織とし

て自主事業を展開、酒田ならではのコンテンツ開発と情報発信、総合的

な地域評価ができる仕組みを作る 

 

実施内容 

・地域が稼げる「酒田ならでは」のオリジナルストーリーを楽しめるコ

ンテンツ作り 

・トライアルによるエラーの修正（向上） 

・「酒田ならではのコンテンツ」による収入確保（維持） 

・若者（中高大学生）による酒田版イノベーションの実践と発信ができ

る場づくりによる、人財育成（維持・向上） 

・国・県の公募事業への積極的な取組（維持・向上） 

・翌年度に向けた観光プラットホームの見直し（維持） 

・統一したサービス提供と磨き上げの体制づくり 

・お客様へのアンケート調査等による評価基準の統一化 

 

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）ホームページの新着情報がプッシュ機能等により自動的に SNSに配

信される仕組みや、体験メニューの予約や二次交通・宿泊手配、お土産

の購入までを一元的に販売できる機能を持たせた酒田 DMOサイトの構築 

 

2）地域づくり法人と行政・団体で連携した自主事業を一括したメディ

ア・SNSプロモーションとして情報発信を図る 

 

実施内容 

1）・酒田版 MAASの構築 

・酒田観光戦略推進協議会や酒田観光物産協会のホームページの統

一 

・酒田 DMOホームページの周知 

・酒田 DMOホームページとリンクする SNSの運用 

 

2）・酒田 DMOで企画、開発したコンテンツの SNS発信の実践 

・開発コンテンツの統一した販売方法の検討（国内用・海外用） 

・各ターゲットに合わせた、コンセプトと合わせた情報発信 

目的を明確にしたプロモーション展開 

・市内プロモーション（市民がファンになる） 

・近隣プロモーション（認知度向上） 

・県・東北プロモーション（売上増を目標） 

・海外プロモーション（JNTO・県・機構と連携） 

・全国の事業者同士の連携・協業の交流人口拡大 
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※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 

 -   -   -  17,466 18,155 18,271 

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

11,549 18,474 18,624 - - - 

（ ） （ ） （ ） （-） （-） （-） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

 -   -   -  144  200   225  

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

実

績 

243 176 204 
90 

(6 月現在) 
- - 

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

- - - 93.80 94.00 94.25 

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

実

績 

- 96.46 91.14 - - - 

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

- - - 62.00 62.50 63.00 

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

実

績 

- - 61.61 - - - 

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 
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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】 

※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】 

●旅行消費額 

 【実績値の推定】 

 「山形県観光者数調査の市町村別観光者数（延べ数）」中の「酒田市」の人数に「観光者 1人あ

たりの消費額」を掛け合わせた数値を適用する。 

 酒田市の観光客の特徴としては、全体の 8割が日帰りもしくは酒田市内に宿泊していない現状に

あるため、「山形県観光入込客統計に関する共通基準に基づく調査」の「観光消費額単価」のデー

タを引用し、山形県全域の観光消費を酒田市とみなして計算することとする。 

 よって、旅行消費額は、上記酒田市の人数と下記①と②の合計とする。 

  ①県内の観光消費額単価（日帰）×80％ 

  ②県内の観光消費額単価（宿泊）×20％ 

  

 【目標値について】 

 現在、酒田市内宿泊者の平均宿泊数は 1.37泊という統計結果である。 

 上記を R6年度まで、国民平均宿泊数の 2.10泊までの引き上げを目標とする。 

 その間に段階的に国民平均宿泊数を引き上げていくものとする。 

  キャンプも含めた簡易宿泊所の設立、民泊促進、空き家活用を含めた対策にも今後取り組む必要

がある。そのための意見交換や勉強会等を実施し、物理的な宿泊室数の増加と宿泊数の増加に繋

げる対策をしていく予定である。 

  

（https://www.jtb.or.jp/wp-content/uploads/2019/10/nenpo2019_1-2.pdf） 

 したがって、R6年度には、【実績値の推定】の①～②のデータは、以下のように推移する。 

  ①′県内の観光消費額単価（日帰）×69.3％ 

  ②′県内の観光消費額単価（宿泊）×30.7％ 

 

 

【参考：山形県観光者数調査】

https://www.pref.yamagata.jp/documents/3467/r2kankoshasuchosa.pdf 

 

●延べ宿泊者数 

 酒田市の延べ宿泊者数はコロナ感染症拡大前（R1 年度）の 247千人に対し、過去 2ヵ年平均では

190千人程度で推移している。コロナ禍を鑑みれば、コロナ前比 77.0％という減少幅は、一定程度

抑制傾向にあるものの、本市の宿泊者数は、なお少ない状態にある。 

 本 KPIに着目することで、県内のみならず県外、国外の観光客がどの程度宿泊したかを数値化

し、宿泊者数の伸長率と旅行消費額の増加額との相関関係を表すという点で意義がある。 

 実績については、独自調査による酒田市内の旅館等宿泊者数統計より引用している。 

 今年度目標としては、2022年 6月速報ベースの 90千人を基準とするが、着地見込みは、倍の 180

千人ではなく、コロナ感染症再拡大の懸念リスクを加味した 144千人（80％ストレス）と仮定す

る。 

https://www.jtb.or.jp/wp-content/uploads/2019/10/nenpo2019_1-2.pdf%EF%BC%89


（別添）様式１ 

 

20 

 

 今後、コロナ感染症拡大が収束した際には、前年比 50千人増ペースで宿泊者数を増加させる。 

 

●来訪者満足度 

「大変満足」、「満足」、「不満」、「大変不満」の 4段階評価とする。全体のうち、大変満足及

び満足の割合を来訪者満足度と定義する。 

 酒田市の観光客満足度は 90％超と平均してかなり高く、来ていただければ満足していただける状

態と評価できる。 

 しかしながら、秋田県や新潟県、山形県鶴岡市への通過点という課題から脱却できなければ、高

い満足度という強味を十分に活用することができない。そこで、体験型や宿泊型で酒田市への流入

を促進させる取り組みをフックに、「酒田市へ来ること＝宿泊すること」というイメージを周知し

ていく。 

 また、現状は「大変不満である」という数は極めて低いが、不満及び大変不満という回答が出な

いようにすることと、もしそのような回答が出た場合には、ヒアリングと対策を早急に打ち出すこ

とについても取り組む。 

 

●リピーター率 

 酒田市の認知度が低い為、初手としてまずは新規顧客開拓に焦点を置き、自主事業の主力である

着地型商品の開発及び運用、情報発信やプロモーションを強化する。そのため本 KPIの大幅な増加

は見込まず、R3年の観光客実態調査値 61.61％を基準値として、63.00％まで増加させることを目標

とする。 

上記の算出方法については、酒田市観光動向調査の訪問回数の項目で「初めて」「2回目」「3回

目」「4回目以上」の選択のうち、全体から「初めて」を除外した割合をリピーター率と定義してい

る。 

 

 

 

 

（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 

●地域商品の造

成数 

目

標 
- - - 

2 2 2 

 

実

績 
- - - - - - 

●地域商品の販

売実績（千

円） 

目

標 

- - - 5,000  12,750     12,950  

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

実

績 

- - - - - - 

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

- - -  100   200  400 
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●WEB マーケテ

ィング 

 

 SNS フォロワ

ー数 

目

標 
（-） （-） （-） （0） （10） （20） 

実

績 

- - - - - - 

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

●WEB マーケテ

ィング 

  

 WEB サイト PV

数（人） 

目

標 

- - - 100    300 600 

（-） （-） （-） （0） （15） （30） 

実

績 

- - - - - - 

（-） （-） （-） （-） （-） （-） 

●観光案内所 

来訪者数 （単

位：千人） 

目

標 

- - - 1.0 1.1 1.2 

（-） （-） （-） （0.05） （0.06） （0.06） 

実

績 

- - - - - - 

（0.04） （0.04） （0.05） （-） （-） （-） 

※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 

【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。 

 

当社は民間事業者として事業により収益を確保する必要がある。行政からの財政支ありきではな

く、事業収益による自走を目指す上で欠かせないデータ分析を根拠としたニーズの把握と情報発

信・プロモーションの強化に焦点を合わせ設定した。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●着地型旅行商品の造成・販売実績 
 着地型旅行商品については、酒田の自然や景観、歴史文化を活用した体験型のアドベンチャーツ

ーリズムを「看板商品」として位置づけ、酒田市でしか体験できない価値を提供するモデルを創出

する。 

 また、地域の国指定文化財（相馬樓・山王くらぶ）や日和山周辺施設を活用した期間限定（ハロ

ウィン・クリスマス）のライトアップにより、主に 10～30代の SNSによる発信力のある世代をター

ゲットにした取り組みによる地域集客と観光消費額を増加させる。 

 初年度販売実績の見込みについては、上記ライトアップ事業の 5,000千円を想定。 

次年度以降は、着地型旅行商品の販売で 6750千円/年、その他事業の売上を 1000千円/年かつ伸び

幅は当社 ECサイトの認知度向上に比例し 120％と売上想定するため、上記推移予定にて目標化し

た。 
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●WEB マーケティング（発信とプロモーションの強化） 

 酒田市の観光リピーターやこれまでに酒田市来たことがない方をターゲットにするためには、有

効なデータ収集と分析による傾向と対策を立てる必要がある。その手段はデジタル化されたものを

使用すべく、WEBマーケティングを KPIとして設定する。 

 計画では酒田市への全体流入者と訪日外国人客の増加の両輪で取り組む。 

 

①SNS フォロワー数 

 主にスマートフォンを利用する国内外の 10～40代（親、子世代）をターゲットにして、

Instagramと Facebookのアカウントを取得する。記事やストーリーの機能を活用し、ターゲットに

刺さる言葉や内容の情報発信を行う。 

 令和４年度は、アカウント作成やページ開設の時期が下半期となるため、フォロワー100件を目標

とし、次年度以降、本市の魅力を効果的に伝える情報発信によりフォロワーを増加させ、SNSの情

報網を形成する。 

  

②WEB サイト PV数 

 当社 HPへの流入数を Google Analytics（GA）で集計する。PV数やセッション数等の管理や更新

時のユーザーの反応（増減数の変動）から、ターゲットに刺さりやすい記事や文章の表現方法を分

析する。 

 また、画像の位置や表現方法の反応については、ABテストを利活用し、効率的な集客活動を行

う。 

 また、HPと SNSをリンクすることにより、顧客流入の導線を意識した取り組みを行う。 

 R4年度は、HPの移管期のため PV数を 100件と仮定しているが、R5年度以降から収集データ分

析・PV数増加につながる活動を行う。 

 

●観光案内所来訪者数 

 酒田市への全体観光客の増加とともに、酒田駅前観光案内所への来訪者増加を KPI として掲

げる。酒田駅前観光案内所は、庄内地域の観光地のパンフレットやイベントの情報を取り揃え

ているほか、観光ガイドが常駐し観光客のサポートを行なっている。また、観光自転車の無料

貸出をしており、市内巡行の手段を提供している。 

 酒田駅前観光案内所は、電車を利用して酒田駅で下車する観光客やビジネスマンが酒田周辺

の観光情報の収集に立ち寄る傾向が多いことから、来訪者数データを取り、分析収集作業に活

用する。 

 

 

 

 

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 
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2022（Ｒ４） 

年度 

70,354,000（円） 【国からの補助金】                          22,000 千円 

【市町村からの補助金】                   14,418 千円 

【管理事務費】                                 28,436 千円 

【収益事業】                                     5,000 千円 

【会費】 賛助会員                          500 千円 

2023（Ｒ５）

年度 

56,786,000（円） 【国からの補助金】                           0 千円（公募事業

獲得状況による） 

【市町村からの補助金】                      15,000 千円 

【管理事務費】                                  28,436 千円  

【収益事業】                                      12,750 千円  

【会費】 賛助会員                          600 千円 

2024（Ｒ６）

年度 

57,086,000（円） 【国からの補助金】                          0 千円（公募事業獲

得状況による） 

【市町村からの補助金】                     15,000 千円 

【管理事務費】                                 28,436 千円 

【収益事業】                                    12,950 千円  

【会費】 賛助会員                          700 千円 

 

 

（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2022（Ｒ４） 

年度 

   67,354,000（円） 

 

 

【DMO 運営経費】                           28,436 千円 

【情報発信・プロモーション】        14,418 千円 

※可能であれば国内外の割合を記載 

【受入環境整備・コンテンツ開発】  22,000 千円 

【自主事業】                                      2,500 千円 

2023（Ｒ５）

年度 

52,136,000（円）  

【DMO 運営経費】                            28,436 千円 

【情報発信・プロモーション】         15,000 千円 

※可能であれば国内外の割合を記載 

【受入環境整備・コンテンツ開発】  0 千円（公募事業

獲得状況による） 

【自主事業】                                      8,700 千円  

2024（Ｒ６）

年度 

52,296,000（円）  

【DMO 運営経費】                             28,436 千円 

【情報発信・プロモーション】          15,000 千円 

※可能であれば国内外の割合を記載 

【受入環境整備・コンテンツ開発】    0 千円（公募事業

獲得状況による） 

【自主事業】                                        8,860 千円 
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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 

区域を構成する地方公共団体における宿泊税の導入、着地型旅行商品の造成･販売等の取組･方針を

記載 

 

【取組】 

〇プライベート（PB)セレクトショップ「酒田商店」の開設 

 PB商品のみの販売だけでなく、観光コンテンツ＋PB商品としての販売を行う事で観光プロモーシ

ョンとしての相乗効果が期待できる。メリットとして、観光情勢が不安定でも販売収益が見込める

点、地域の事業者と連携することで酒田 DMOとしての新規ターゲットの獲得が期待できる点、購入

者からの評価を得ることで、販売商品、特に酒田の強みの一つである「食」コンテンツの磨き上げ

が可能な点等が挙げられる。 

 海外への販路拡大を視野に観光プロモーションとして連携し、安定的な収益を確保していく。 

 

【取組内容】 

①BtoB（リアルバイヤーの活動） 

 国内外商談会、観光物産博覧会への参加と輸出等の一括手続き、観光コンテツ＋物販プロモーシ

ョンを組み合わせた販売促進。 

②Eコマース（ネット通販） 

 受注から発送まで一括管理できる仕組み作り、商品の魅力をストーリーを含めて紹介できる販売

方法の確立、多様な通販入口の開発。 

③首都圏のレストラン、小売店、食品加工事業所との提携・連携、販路拡大のための地元業・生産

者との勉強会の開催。新商品等の情報発信・発表会及びテストマーケテイング 

  

〇観光庁補助事業を活用して造成した「酒田版 アドベンチャーツアー」を商品化し販売 

 令和 3年度から令和 4年度にかけて観光庁の補助事業を活用し実施したモニターツアー「酒田版 

アドベンチャーツアー」を磨き上げ、令和 5年度からは着地型旅行商品として販売する。 

 一人当たりの販売単価は 2泊 3日で 150,000円前後、月 3回程度設定とし、5～7月・9～11月、1

～3月の 9カ月間で実施する想定。価格や内容については今年度のモニターツアー終了後に精査す

る。 

 

〇イベント実施時や地域事業のコンサル・アドバイス 

 各実行委員会が企画運営をする大規模イベント（酒田まつり、酒田花火ショー等）や酒祭り・雛

街道の運営において、旅行業やイベント運営の実績のある社員が、コンサル・アドバイザーとして

参加できる体制を確立する。 

 

【方針】 

・営利法人として【稼ぐ力】を基本とし、多様なニーズにあったイノベーションコンテンツ（酒田

の歴史・文化・自然を織り込み、時代にマッチした新しいコンテンツ）を常に開発し続ける 

・お客様となるターゲットはデータ分析を根拠に明確化する  

・高付加価値を意識したサスティナブルなコンテンツの開発 

・売り上げではなく、収益確保を意識 

・地域の課題を事業者・団体と一緒に考え解決していく。 

・収益が見込めない・将来性が見えない事業は、再構築又は撤退する。 

 

 

 

 

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 
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 一般財団法人酒田 DMOが地域 DMOとして登録され機能することで、酒田市の観光振興並びに地域

活性に繋がると考えられる。したがって、一般財団法人酒田 DMOを本市における観光地域づくり法

人として登録したく申請致します。 

 

 

 

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（県単位以

外）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） 

 

重複しているエリアはなし 

 

 

 

１０. 記入担当者連絡先 
 

担当者氏名 荒井 朋之 

担当部署名（役職） 代表理事 兼 事務局長 

郵便番号 998-0044 

所在地 山形県酒田市中町 1-4-10 6F 

電話番号（直通） 080-8543-5591（代） 

ＦＡＸ番号 なし 

Ｅ－ｍａｉｌ tomoyuki_a@sakatadmo.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 酒田市 

担当者氏名 阿部 利香 

担当部署名（役職） 地域創生部 交流観光課 課長 

郵便番号 998-8540 

所在地 山形県酒田市本町 2丁目 2-45 
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電話番号（直通） 0234-26-5809 

ＦＡＸ番号 0234-22-3910 

Ｅ－ｍａｉｌ rika-abe@city.sakata.lg.jp 

 

 

都道府県･市町村名 庄内地域 

担当者氏名 佐藤 守 

担当部署名（役職） 庄内総合支庁 地域産業経済課 観光振興室長 

庄内観光コンベンション協会 事務局長 

郵便番号 997-1392 

所在地 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東 19-1 

電話番号（直通） 0235-66-2125 

ＦＡＸ番号 0235-66-4728 

Ｅ－ｍａｉｌ satomamo@pref.yamagata.jp 

 

 

都道府県･市町村名 山形県 

担当者氏名 黒木 幸治 

担当部署名（役職） 観光文化スポーツ部 復興復活戦略課 課長 

郵便番号 990-8570 

所在地 山形県山形市松波 2-8-1 

電話番号（直通） 023-630-2127 

ＦＡＸ番号 023-630-2097 

Ｅ－ｍａｉｌ kurokik@pref.yamagata.jp 

 



法人名：一般財団法人 酒田DMO

【区域】 山形県酒田市
【設立日】 2022年5月26日
【登録日】 2022年10月28日
【代表者】 荒井 朋之
【マーケティング責任者（CMO）】
殿塚 悠平

【財務責任者（CFO）】
佐藤 良広

【職員数】 6人
（常勤2人（正職員2人、出向等4人）
【連携する主な事業者】
酒田市、（一社）酒田観光物産協会、
酒田商工会議所、（株）平田牧場、他

（酒田ファンが 酒田を創る）

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】
・エージェントへの営業及び企画提案の実施
・ANA BLUE Ambassador酒田シティプロ
モーション事業の実施
・教育旅行誘客活動の実施
【観光資源の磨き上げ】
・地域の観光の磨き上げを通じた域内連
携促進に向けた実証事業

・日和山ライトアップ・まち歩き観光推進事業
【受入環境の整備】
・Eコマースの取組で地域商社機能の促進

戦略

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②
【概要】現状
前身である酒田観光戦略推進協議会にて、事業計画
として酒田DMOの活用、機能強化の合意形成を図り、
主要な事業者には設立後、個別にDMOから説明
今後は、酒田DMOが主導して、新しく設置する「酒
田観光まちづくり会議」と「酒田観光戦略会議」に
て合意形成を図っていく。
連携メンバーの取組
地域の観光事業者、宿泊事業者、交通事業者、商工
会、行政等、業種規模を問わず連携できる仕組みを
つくり共業・連携をするための賛助体制の組織の形
成を図る。

【主なターゲット】
①首都圏、近隣県（仙台圏）の「三世代家
族」

②隣県または隣接市在住の20代を中心とし
た若年層

③台湾・香港をメインとした外国人観光客
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
①「家族の絆を深める事ができる 酒田版
アドベンチャーツーリズム」を確立

②当該世代の琴線に触れるアプローチ方法
とコンテンツの開発

③訪日リピーターに響く着地型商品の造成

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

・多様な関係者との意見交換による現状の共有と
課題解決のための意見交換の場の設定（年1回）
・賛助会員の募集と会員への地域づくりの勉強会
の開催、及び情報共有会議の実施（年4回）
・観光事業連携団体及び賛助会員への情報提供や
実施事業の振り返りのためのヒアリングの実地
（2回以上）
・酒田版MAASの構築、酒田DMOホームページの
周知、酒田DMOで企画、開発したコンテンツの
SNS発信の実践

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【総収入（2022年度見込み）】
・国からの補助金22,000千円 ・市町村からの補助金14,418千円
・管理事務費28,436千円 ・収益事業5,000千円 ・会費 賛助会員
500千円 計70,354千円

【総支出（見込み）】
・DMO運営経費28,436千円 ・情報発信・プロモーション14,418千円
・受入環境整備・コンテンツ開発22,000千円 ・自主事業2,500千円
計67,354千円

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： 令和4年 8月 4日

酒田市全域とする


