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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８月５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）島田市観光協会 

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 

静岡県島田市 

所在地 静岡県島田市金谷新町 14番地の２ 

設立時期 令和４年４月１日 

職員数 14 人【常勤 11人（正職員４人・非正規４人・出向３人）、非常勤３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） 

柴田 亘 

（出身組織名） 

大井川鐵道 株式会社 

広告代理店や通信販売会社を経て、平成 27 年にエ

クリプス日高に入社。同年から大井川鐵道に転籍

し、令和元年５月から同社取締役副社長を務める。 

令和４年４月１日付けで（一社）島田市観光協会の

理事長に就任。 

事業本部長 

 

（氏名） 

鈴木 将之「専従」 

（出身組織名） 

島田市役所 

島田市役所正規職員として 29年間勤務。「島田市観

光戦略プラン」の策定に携わり、令和３年４月より

１年間、島田市産業観光部観光課長を務めた。 

令和４年４月から一般社団法人化した島田市観光

協会の理事兼事業本部長として出向勤務しており、

戦略に基づく観光施策の展開に努めている。 

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 

（氏名） 

吉田 壮登「専従」 

（出身組織名） 

西東石油（株） 

ハラダ製茶株式会社に 15 年勤務した後、西東石油

株式会社で５年間勤務。令和２年７月より、島田市

観光協会に出向し、同年 11 月より TOURIST 

INFORMATION おおいなびの物販専門員を務める。柔

軟な発想やこれまで築き上げた幅広い事業者との

リレーションで、店舗の売り上げに大きく貢献して

いる。マーケティングにおいて高い経験値を持つ。 

戦略アドバイザー （氏名） 

村木 智裕 

（出身組織名） 

（株）Intheory 

（一社）せとうち観光推進機構の設立からＣＭＯま

で務めた経験や、様々なＤＭＯや観光団体のアドバ

イザーとして支援をしており、観光戦略全般に関し

て幅広い知見を持つ。平成 31 年４月から当市のデ

ジタルマーケティング推進アドバイザーに就任。観

光分野含め幅広く支援を実施している。 

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 

（氏名） 

組織内で協議中 

（出身組織名） 

 

令和５年度中を目途に選出予定 
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プロモーションの責

任者 

（氏名） 

岡村 歩「専従」 

（出身組織名） 

（一社）島田市観光協

会 

ＪＲ東海ツアーズ株式会社で 14 年間勤務。主に、

旅行商品造成業務（企画・仕入・造成・パンフレッ

ト制作・システム管理・催行管理等）に携わり、平

成 30 年４月に島田市観光協会へ転職。令和２年 11

月より TOURIST INFORMATIONおおいなびの専門員を

務める。これまで集客につながる商品を数々発案す

るなど、プロモーション業務において高い知見と経

験値を持つ。 

観光商品造成の責任

者 

（氏名） 

今村 昌幸「専従」 

（出身組織名） 

島田市役所 

島田市役所正規職員として 12 年間勤務。これまで

「島田市観光戦略プラン」の策定にも携わり、観光

商品造成事業のほか、観光ＷＥＢサイト（旅する大

井川）やＥＣサイト（Enjoy！大井川）の管理運用を

主に担当した。令和４年４月から一般社団法人化し

た島田市観光協会に商品開発主任として出向勤務

している。 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

島田市 観光文化部 観光課（財政支援、事業実施連携） 

連携する事業者名及

び役割 

・（一社）島田市観光協会（観光案内、観光情報の提供、商品造成） 

・大井川鐵道株式会社（宿泊、交通（鉄道）、商品造成、観光情報の発信） 

 二次交通改善、周遊・宿泊プランの構築に向けた連携 

・西東石油株式会社（宿泊、交通（超小型ＥＶ）、飲食、物販、商品造成、観

光情報の発信） 

二次交通改善、周遊・宿泊プランの構築に向けた連携、飲食等の提供 

・KADODE OOIGAWA株式会社（飲食、地元農産物の販売、観光客の集客） 

 地元農業者の支援、立地と体験型フードパークの特性を生かした集客活動 

・島田掛川信用金庫（地域事業者の経営支援） 

当法人の財務監査、域内事業者の経営支援、連携支援 

・富士山静岡空港株式会社（交通（空港）、商品造成、観光情報の発信） 

 二次交通改善・周遊プランの構築に向けた連携、就航先からの誘客 

・株式会社金谷タクシー（二次交通、商品造成） 

 二次交通改善、周遊プランの構築に向けた連携 

・島田商工会議所及び島田市商工会（事業者情報の提供） 

 域内事業者の取りまとめ、着地型観光に資するコンテンツ提供に係る事業

者支援・連携支援 

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 

①取締役、理事など観光地域づくり法人の意思決定に関与できる立場で行

政、文化、スポーツ、農林漁業、交通等の幅広い分野の関係団体の代表者が

参画 

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 

（概要） 

①当法人の構成社員である島田市及び主要観光事業者（大井川鐵道㈱、西東

石油㈱、KADODE OOIGAWA㈱）から法人役員（理事）を選出しており、この

うち、島田市からの選出理事が当法人の事業本部長を兼ねた常勤理事とな

っている。 

毎月１回、定例理事会を開催し、事業計画や事業実施方針等を協議する場

としており、当法人の事業執行に係る意思決定を行っている。 
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②また、行政や当法人が主体的に運営に関わる「大井川流域観光事業実行委

員会※1」の中で、特に観光地域づくりにおいて重要な役割を担う「プロモ

ーション事業部会※2」の事業推進を当法人が主導しており、実施事業に参

画する地域事業者との情報共有や合意形成を図る場として活用している。 

※1「大井川流域観光事業実行委員会」 

 島田市と川根本町を対象圏域として、主要観光資源である大井川鐵道を軸

にした観光事業（観光資源の磨き上げ、コンテンツ開発、プロモーショ

ン、観光イベント等）に従前から取り組んでいる協議体組織。 

組織には行政や観光協会のほか、ステークホルダーである大井川鐵道㈱や

地域の商工会議所などが参画しており、実施する事業単位で地域のアクテ

ィビティ事業者を巻き込んだ活動を実施している。 

※2「プロモーション事業部会」 

大井川流域エリアのプロモーションにつながるイベントやキャンペーンの

ほか、コンテンツ開発、モニターツアー、リテーリング活動などの事業を

実施している。 

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 

・地域連携交流会の開催（令和３年７月 27日） 

 島田市観光協会会員及び市内観光事業を対象に地域連携交流会を開催。 

島田市観光戦略プランや観光ＷＥＢサイトの完成報告・活用依頼をはじ

め、「いますぐはじめる Googleマイビジネス」等に関する講義を行った。 

・観光ＷＥＢサイトへの商品掲載に係る説明会の開催（令和３年９月 21日） 

 ７月に開催した地域連携交流会参加者の中から、特に観光に関心を持つ事

業者を対象に観光ＷＥＢサイトへの商品掲載に係る説明会の開催。実際に

商品（１点）をサイト登録する作業を行った。 

法人のこれまでの活

動実績 

 

 

（活動の概要） 

 令和４年４月１日設立法人であり、法人としての活動実績がないため、従

前の島田市観光協会としての主な実績を記載。 

事業 実施概要 

情報発信・

プロモーシ

ョン 

・観光ＷＥＢサイトの運用 

 オンライン上での情報発信の拠点とすべく、市が構築した

観光ＷＥＢサイト「旅する大井川」を、行政と連携しなが

ら活用し、観光地としての認知の獲得に努めている。 

また、同サイト内に開設した販売・流通プラットフォーム

「Enjoy！大井川」の運用を島田市観光協会（TOURIST 

INFORMATIONおおいなび）が担い、地域の事業者と連携し

つつ、地域内の観光コンテンツや地域内物産の流通促進に

取り組みはじめた。 

・ラジオ番組を活用したプロモーション 

 令和３年７月 22日から 25日までの４日間、TOURIST 

INFORMATIONおおいなび及びその駐車場において、「夏の

おおいがわキャンプイベント」を開催。イベント２日目と

なる 23日には、県内のラジオ番組の中でも視聴率が高い

「K-mix」を活用し、流域の観光拠点である KADODE 

OOIGAWAから出張公開生放送を実施。当日訪れた多くのリ

スナーやアウトドア好きの方に対し、大井川流域の観光情

報を効果的に発信した。 

・人気アニメ「ゆるキャン△」を活用したプロモーション 
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大井川流域が、ゆるキャン△コミックス 10巻・11巻の舞

台となったことを機会と捉え、コミックス内に登場した

食事処やキャンプ場、つり橋などの観光スポットを掲載

した大井川流域オリジナルマップを作成。さらに、域内

事業者とのコラボレーションによるオリジナルグッズ

（オリジナルチャバコやオリジナルサイダーなど）を制

作し、大井川流域の魅力を発信した。  

・諏訪原城応援隊とタイアップしたクラウドファンディング

の実施（令和３年８月１日から９月 30日まで） 

国指定史跡である諏訪原城跡は、武田流築城術を駆使し

た壮大な山城で、巨大な丸馬出と深い堀が特徴。武田氏

によって築かれた後、徳川家康が入城して「牧野城（ま

きのじょう）」と改名された。牧之原台地の上に築かれて

いることから、城跡からは雄大な大井川と島田のまちを

望むことができ、晴れた日には遠く駿河湾や伊豆半島、

富士山といった絶景が楽しめる。また、築城当時は駿河

国を一望でき、敵の侵攻にいち早く気づくことができ

た。しかしながら、近年の城跡には雑木等が多く生い茂

り、美しい景観が狭められてしまっていたため、島田市

観光協会と春風亭昇太師匠を隊長とする「諏訪原城応援

隊」がタイアップし、ＥＣサイト（Enjoy！大井川）を活

用したクラウドファンディングを実施。その結果、多額

の寄付を集めることができ、雑木の伐採を実施。諏訪原

城跡の知名度向上につながった。 

・その他 

・静岡県大阪事務所主催の「梅田駅物産展」や静岡県空

港振興課主催の「ふじのくに物産展（博多）」等、様々

なイベントへの参加における、当市のＰＲ及び物販

（島田の逸品や緑茶の販売）。 

 

・長野県及び山梨県内にある旅行会社への、おおいなび

及び大井川鐵道を含む大井川流域への団体旅行・教育

旅行に関する誘致営業活動。 

受入環境の

整備 

・蓬萊橋 897.4茶屋 

 平成 30年３月 20日、「世界一長い木造歩道橋」としてイ

ギリスのギネス社に認定された蓬萊橋のたもとにオープン

した蓬萊橋 897.4茶屋は、行政財産の使用許可により島田

市観光協会が管理運営を担っている。物販機能をメインに

運営を行っており、蓬萊橋の集客増加や扱う商品の販路拡

大、市のシティプロモーションなどにつなげている。 

また、安定した営業利益を生むことで、観光協会自体の健

全な運営にもつながっている。 

・TOURIST INFORMATIONおおいなび 

令和２年 11月、新東名高速道路島田金谷インターチェン

ジ周辺のふじのくにフロンティア推進区域の一画に、大

井川農業協同組合、島田市、大井川鐵道株式会社、中日

本高速道路株式会社の４者連携により「賑わい交流拠

点」を整備。拠点の中核施設として大井川農業協同組合
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が整備した KADODE OOIGAWAは、地域農産物やお茶を活用

した体験型フードパークとして地域内外からの集客を見

込み、さらに、これに併設する形で新たに開設した

TOURIST INFORMATIONおおいなびは、島田市観光協会が運

営を担い、着地における総合的な観光案内所兼物産販売

所として、開設以来、多くの観光客が訪れている。  

観光資源の

磨き上げ 

・観光庁「地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進

に向けた実証事業」 

 かつて旧東海道の渡し場として賑わった宿場町跡「川越遺

跡」を中心に、市を代表する魅力的な歴史・文化遺産が豊

富に揃う「川越遺跡・蓬莱橋エリア」において、同じく市

の代表的なコンテンツである「茶文化」を合わせ、関連す

る事業者と連携を取りながら、ここにしかない特別な体験

商品を複数造成し、当エリアの誘客力を高めた。なお、造

成した旅行商品はモニターツアーを行い、参加者の意見や

感想をもとに、引き続き磨き上げを行っている。 

【具体的な事業内容】 

○お茶農園カフェ 

川越遺跡の復元家屋で茶農園のお茶と和菓子を楽しむ

モニターツアー限定のカフェ体験 

○伝統工芸品ワークショップ 

 川越遺跡の復元家屋で織機を体験、裂織で小物作りの

ワークショップ 

○日本髪・着付体験 

 着物着付と日本髪の結い上げ体験と蓬萊橋～川越遺跡

の街歩きを楽しむ 

○蓬莱橋右岸散策コンテンツ 

 897.4ｍの蓬萊橋を渡った後も楽しめる散策コンテンツ

を造成（８輪バギー、e-bike）   

（定量的な評価） 

 恒常的に誘客できる魅力やコンテンツが不足しており、日本三奇祭に数え

られ、３年に一度開催される「島田大祭」や大井川大花火大会、しまだ大井

川マラソンなどのイベント開催時に集客が偏っており、観光地としての魅力

に乏しく、再訪客につながっていないと認識している。 
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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）島田市観光協会が母体となり、メンバーには行政、飲食業者、宿泊

業者、アクティビティ、交通事業者、土産店、農林水産業等、多様な関係者

が参画する官民が密接に連携した運営を実施。 

 

（実施体制図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法人組織図） 
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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  

 

【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

【区域設定の考え方】 

集客力の高い大井川鐵道を軸として、奥大井へと続く大井川流域に多くの観光資源、地域資源が

分布しているほか、富士山静岡空港や東名、新東名高速道路、ＪＲ東海道線が結節する市域南部に

目を向けると、蓬莱橋や川越遺跡といった大井川の東西をつなぐ歴史的、文化的な資源があるた

め、地域からもテーマ性、ストーリー性を持たせた面的な活用が期待されている。 

大井川に育まれた豊かな自然や、特徴的な歴史を今に伝える史跡や文化、そして多様な地域資源

から生まれる体験、アクティビティといったコンテンツが、市域の縦軸（大井川鐵道沿い）と横軸

（旧東海道沿い）に存在しているが、それらは一般的に認知されておらず、また、十分な消費につ

なげられていない。 

今後、魅力ある観光地づくりを進めていくためには、地域をブランディングしつつターゲットを

明確にし、効果的・効率的なプロモーションを展開すると同時に、保有する資源のさらなる磨き上

げや新たな資源の発掘を進め、これらを活用した魅力的なコンテンツを整備し、観光商品を充実さ

せるという、一連のサイクルを地域全体で推進していく必要があることから、これの推進体制とし

て地域ＤＭＯの形成を目指すもの。 

なお、令和２年 11月、大井川流域観光の玄関口として新たに誕生した「KADODE OOIGAWA」と、こ

れに併設した「TOURIST INFORMATIONおおいなび」は、新東名高速道路と大井川鐵道が交わる交通結

節点に位置しており、訪客を出迎え、地域回遊を促す役割を担っている。着地における有効なツー

ルとして、「TOURIST INFORMATIONおおいなび」における観光情報の発信・案内業務と物産販売業務

を当法人が担い活用している。 

KADODE OOIGAWA 大井川鐵道（SL） 蓬莱橋 川根温泉 

川根本町 
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【観光客の実態等】 

 観光レクリエーション客数 延べ宿泊客数 消費額 

令和２年度 1,345,479人 165,454人 10,870,574,438円 

令和元年度 1,772,641人 193,422人 11,426,711,631円 

※静岡県観光交流の動向及び静岡県における観光の流動実態と満足度調査を基に作成 

※消費額については、上記２つの調査結果から推計した値 

 

【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】 

カテゴリ 名称 

観光・商業施設 大井川鐵道、KADODE OOIGAWA、蓬萊橋、ふじのくに茶の都ミュージアム 

自然 茶畑の景観、大井川「鵜山の七曲り」と朝日段 

文化 島田宿大井川川越遺跡、諏訪原城跡 

スポーツ しまだ大井川マラソン inリバティ、スポーツ合宿地、パラグライダー 

イベント 島田大祭、島田髷まつり、金谷茶まつり、野守まつり、ＳＬフェスタ 

温泉 田代の郷温泉伊太和里の湯、川根温泉ふれあいの泉、川根温泉ホテル 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

ホテル・旅館 簡易宿所 

軒数 部屋数 軒数 部屋数 

22 898 16 88 

※令和３年３月末時点 静岡県統計年鑑 衛生（ホテル、旅館、簡易宿所施設数及び客室数、県の独

自集計）を基に作成 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

 当区域は所謂ゴールデンルート上に位置しており、東名高速道路（吉田ＩＣ、牧之原ＩＣ）、新東

名高速道路（島田金谷ＩＣ）、国道１号線、金谷御前崎連絡道路、ＪＲ東海道本線（六合駅、島田

駅、金谷駅）、そして富士山静岡空港（国内線：新千歳、丘珠、出雲、福岡、熊本、鹿児島、沖縄の

７路線、国際線：ソウル、台北、中国（各都市）の10路線）など、外部からアクセスする交通網が

充実している。 

 一方、市内においては大井川鐵道本線が南北に走り、奥大井に向けて多くの観光客を送客してい

るが、回遊を促す仕組みが不十分であることに加え、二次交通の利便性に難があるとして課題認識

される傾向にある。 

 

【外国人観光客への対応】 

 ・ＷＥＢサイトやパンフレットなど、情報発信から購入までを多言語に対応できる環境を整備

中。 

・在住の外国人に対応してもらえる体制を構築中。 

 

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 観光目的地としてのブランド構

築に向けた基礎データの収集と、

事業の進捗と成果、地域の観光経

済への影響を時系列で評価する

ことにより、効率的な戦略や施策

を企画立案し、展開するため。 

（公財）するが企画観光局より収

集。延べ宿泊者数については、静

岡県観光交流客数調査の調査結

果を用いる。その他３データにつ

いては、（公財）するが企画観光

局と共同で実施する「来訪者調

延べ宿泊者数 

来訪者満足度 

リピーター率 
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査」において、年４回の頻度で収

集。 

国内認知度 旅行者の行動モデル「ＤＣＡＴ

Ｓ」においても、旅先として認知

してもらうことが重要なため。 

国内を対象に島田市の認知度を

Googleサーベイにて取得。 

サイト閲覧者数 

市観光戦略プランに掲げる基本

戦略の１「効果的・効率的な情

報発信」に紐づく取組の成果を

判断するため。 

観光ＷＥＢサイト「旅する大井

川」へのアクセス情報を Google 

アナリティクスで取得。 

ＳＮＳフォロワー数 大井川流域の観光案内所の拠点

である「TOURIST INFORMATIONお

おいなび」が運営する Instagram

のフォロワー数を計測。 

メディア等露出件数 全国紙（日経新聞、朝日新聞、中

日新聞、読売新聞）と地方紙（静

岡新聞）の５紙に掲載される観光

情報の件数を計測。 

観光商品掲載件数 

市観光戦略プランに掲げる基本

戦略の２「消費を促す魅力的な商

品の開発、流通促進」に紐づく取

組の成果を判断するため。 

観光ＷＥＢサイト内に開設した

ＥＣサイト「Enjoy!大井川」へ掲

載する体験商品の件数を計測。 

観光消費単価 （公財）するが企画観光局と共同

で実施する「来訪者調査」におい

て、旅行者一人当たりの消費額を

調査。 

※エリア内調査地点 12か所 

地域事業者の意識 市観光戦略プランに掲げる基本

戦略の３「快適な旅のための環境

整備」に紐づく取組のうち、特に

地域事業者や関係者の意識の向

上を把握するため。 

聞き取り調査により把握する事

業者意識の向上。 

観光ガイド活動件数 観光協会に登録している観光ガ

イドの活動件数を収集。 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
人口減少社会の到来、旅行形態の多様化、国際観光需要（インバウンド）の増加などにより観光

を取り巻く環境は著しく変化している。それに加え、新型コロナウイルス感染症が蔓延し、「新しい

生活様式」という大きな変革を人々の暮らしにもたらした。 

ワクチンが開発され、接種率も上がってきてはいるが、変異株の発生等により収束は見えておら

ず、特効薬等の明確な解決に到達するまでは、新型コロナウイルスとの共存を模索する必要があ

る。ウィズコロナにおける新しい観光の在り方は今後の命題であり、社会情勢を機微に捉え、地域

の安心安全を踏まえた観光振興を図っていく必要がある。 

 地域における観光の現状としては、令和２年１月に実施した全国の 18歳以上を対象とした調査に

おいて、本市及び隣接する川根本町ともに認知度、観光での来訪経験、魅力度、観光での来訪意向

は低位であったが、大井川流域の観光資源である「大井川鐵道」や、大井川鐵道を走る「きかんし

ゃトーマス号」は両市町の認知度よりも高く、大井川流域の主力となる観光資源であるということ

が改めて浮き彫りになった。 

 こうした現状や課題を踏まえて市が策定した「観光戦略プラン」では、情報の発信、商品の開発

と流通促進、受入環境の整備といった基本戦略を、行政、民間事業者、関係団体が連携推進し、交

流人口の増加や観光消費の拡大につなげていくこととしており、その推進体制として「観光地域づ

くり法人（ＤＭＯ）の必要性に言及している。 
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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） 

・世界農業遺産に認定された茶産地 

・大井川水系の治水・利水に由来するコンテ

ンツが豊富（温泉、ダム湖） 

・東海道の宿場町に残る歴史・文化コンテン

ツが豊富（島田宿大井川川越遺跡、金谷坂

石畳） 

・蓬萊橋（世界一長い木造歩道橋） 

・大井川鐵道はＳＬがほぼ毎日定時運行して

おり、きかんしゃトーマス号が有名 

・絶景を見ながらのパラグライダー体験がで

きる 

・交通アクセス（東名・新東名・空港） 

・豊かな自然 

弱み（Weaknesses） 

・豊富な資源があるが、ストーリー性の編集

が弱い 

・目玉となる食のコンテンツがない 

・観光客を積極的に取り入れる食事処がない 

・外国人観光客を迎え入れる住民の姿勢がま

だまだ十分ではない 

・域内の周遊が不便（二次交通インフラが弱

い） 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

・体験型観光の人気が高い 

・民泊やアウトドアがブームになりつつある 

・外国人からは抹茶の興味度合いが高い 

・全国的な健康志向の高まりがある 

・海外からの移住者 

・アウトドアツーリズムやアドベンチャーツ

ーリズムなどの旅行トレンド 

・サステナブルツーリズムへの意識の高まり 

脅威（Threat） 

・新型コロナウイルスの影響による観光客の

減少 

・茶業の衰退 

 

（３）ターゲット ※順不同 
○ターゲット選定にあたって実施した調査 

多様な観光資源を有しながら、観光地としての認知が乏しく、地域の固有イメージが浸透してい

ないことは、本市にとって弱みであると同時に強みにもなるという考えから、個々の観光資源が持

つテーマ性を押し出し、これに興味関心を持つ層をターゲティングすることを（仮に）見据え、い

わゆる「ＳＩＴ（趣味やテーマ性の高い目的に絞った旅行）」を実施する者の本市観光の受容性や、

ＳＩＴ実施者が興味関心を示す観光分野などをインターネット上のアンケート調査から確認した。 

調査では、委託した調査会社が抱えるモニター５万人を対象に、ＳＩＴ実施者と非実施者のスク

リーニングをかけつつ、本市観光資源の中でも特に軸となることが想定される「大井川鐵道/ＳＬ・

トーマス号」、「茶の都ミュージアム/お茶」、「パラグライダー」、「蓬莱橋」、「島田髷/結上げ体験」

の５コンテンツを用いた旅行プランへの参加意向や興味関心の傾向を聞き取った。 

調査の結果、全てのコンテンツにおいて、ＳＩＴ実施者の参加意向が非実施者のそれを上回る数

値を示したことから、改めてターゲットとしての有効性を確認し、併せて性別・年齢層による趣向

の差異を把握した。 

○第１ターゲット層（川越遺跡・蓬莱橋エリア）  

歴史・文化を好むアクティブシニア（50～70代） 

○選定の理由 

上記調査の結果を踏まえ、島田市博物館、川越遺跡を核として、街中や蓬萊橋、さらに対岸の金谷

地区を含めた歴史・文化資源が旅行目的となる普遍的な対象として選定した。コンテンツに付加する

テーマによってＳＩＴの絞り込みは変化する。 

○取組方針 



（別添）様式１ 

11 

 

 お茶や和菓子を味わいながら、かつての往来客に思いを馳せながら島田宿で旅のひとときを楽しん

でいただくよう、島田市の文化とその背景を満喫できる過ごし方を提供していくことを目指し、歴史・

文化に触れる体験型コンテンツの造成・磨き上げを行っていく。 

(1) 想定発地…中距離（近隣県客） 

(2) 発地からの移動手段…電車／自家用車 

(3) ＳＩＴによるターゲットの絞り込み例…和装（着物）好きな女性集団（20～40代）、お茶や茶

文化等に関心を持つ集団、日常と異なるシチュエーシ

ョンを重視する集団 など 

○第２ターゲット層（静岡空港周辺エリア）  

 健康志向の中高年夫婦 

○選定の理由 

上記調査の結果を踏まえ、広大な茶園景観を有数する国内最大級の茶産地で、「お茶」の持つ美容や

健康への効用を絡めた様々な体験が旅行目的となる対象として選定した。コンテンツとしての「お茶」

の活用方法を変えることでＳＩＴの絞り込みは変化する。 

○取組方針 

 民間事業者による計画が白紙となった「旧金谷中学校跡地」の有効活用を改めて検討していくこと

を含め、県（茶の都ミュージアム）や茶農家と連携し、広大な茶園を擁する茶処ならではのコンテン

ツ造成と、富士山静岡空港を拠点とした地域回遊の促進に取り組んでいく。 

(1) 想定発地…中距離（近隣県客）、就航先（国内外） 

(2) 発地からの移動手段…自家用車／※航空機 

(3) ＳＩＴによるターゲットの絞り込み例…茶産地における茶の製造工程等に関心を持つ集団、就

航先（特に北海道）のゴルフ愛好者（冬季ゴルフ客） 

○第３ターゲット層（賑わい交流拠点エリア）  

 子育て世代ファミリー、受験生とその家族 

○選定の理由 

 上記調査結果を踏まえ、大井川鐵道を走る「きかんしゃトーマス号」や「ＳＬ」が旅行目的となる

子育て世代の家族客をターゲットに選定した。 

さらに、全く別の切り口として、既に沿線に多数存在する「合格祈願」の縁起スポットが旅行目的

となる受験生やその家族についてもターゲットに選定した。 

○取組方針 

 「きかんしゃトーマス号」や「ＳＬ」には、現状で相当数の入込客があるが、鉄道以外の地域回遊

が弱いため、改めてターゲティングすることで、安全、安心に配慮した体験型コンテンツの造成など

効果的な回遊策の充実を図る。 

試験を控えた受験生とその家族などを対象に、地域に点在する珍しい合格祈願スポット（すべらず

地蔵尊、日限地蔵尊、合格駅⇒門出駅など）を発信していく。 

(1) 想定発地…中距離（近隣県客）、近距離（地域内客） 

(2) 発地からの移動手段…自家用車 

(3) ＳＩＴによるターゲットの絞り込み例…子どもが楽しむ体験、学ぶ体験を求める家族客、「き

かんしゃトーマス号」目当ての家族客、子どもや孫の

合格受験を願う親世代、祖父母世代など 

○第４ターゲット層（川根温泉周辺エリア） 

 都市部の家族客、アウトドア初心者 

○選定の理由 

 上記調査の結果を踏まえ、川根温泉を滞在拠点として、エリア内及び奥大井の豊かな自然を活かし

た体験アクティビティや、自然がもたらす癒し等が旅行目的となる対象として選定した。 

○取組方針 

 家族やグループ単位でのキャンプやグランピングなど、感染症クラスターの発生率が低いアウトド

アライフにも活用できる地域資源、自然環境を有し、新しく様変わりするであろう観光スタイルにも

対応可能なポテンシャルを秘めたエリアとして、さらなる体験型コンテンツの造成・磨き上げを進め

ていく。 
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(1) 想定発地…中距離（近隣県客）、近距離（地域内客） 

(2) 発地からの移動手段…自家用車 

(3) ＳＩＴによるターゲットの絞り込み例…小学生の子どもを持つ家族客、子どもに自然体験をさ

せたい親、サイクリング、パラグライダーなどの愛好

家 など 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 初めて来ても懐かしく、何度来ても新しい島田 

～“ようこそ”と“ただいま”が呼応する大井川流域へ～ 

②コンセプトの考え方 認知度が高く、本市観光の強みである大井川鐵道のＳＬをはじめ、鉄

道駅舎や沿線地域の景観などのレトロ感から生まれるノスタルジック

な雰囲気をベースに、多様な資源のテーマ性を磨き続けることで、ター

ゲットの満足度を高めるコンテンツ、サービスを持続的に提供できる観

光地域づくりを進めるというコンセプト。 

資源の磨き上げに際しては、折からの観光トレンドである「健康志向」

や「アウトドア」に地域の特徴（お茶など）を絡めてテーマ性を持たせ

ることで、どこにでもある資源を本市ならではのコンテンツへと尖らせ

他地域との差別化を図っていく。 

例：「温泉＋サウナ」×「お茶」⇒健康志向に特化したテーマ性 

テーマ性を深化することで、ＳＩＴ層の満足度を高めて地域のファン

になってもらうなど、訪客の量ではなく質の向上を重視し、地域での消

費単価の上昇を目指す。 

 

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。 

事業報告書に関する説明会の開催（予定） 

・活動の意義・内容・成果、ＫＰＩの達成状況や取組による地域経済・

社会の変化の分析結果等を記載した事業報告書を作成し、地域の関係

者に半期に１回説明を行う。 

※頻度や実施方法は、事業を進める中で検討していく。 

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 

・観光客の満足度向上のため、来訪者のニーズを可視化（数値化）し、

それをフィードバックすることで、サービスの維持向上を図る。 

・令和２年度に導入した流通販売プラットホームを活用し、地域単位で

の予約販売データを収集することで、デスティネーションマーケティ

ングに取り組む。 

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 

・オンライン上の情報発信（大井川流域の観光情報等を発信する観光Ｗ

ＥＢサイト「旅する大井川」の充実、広告動画や検索連動広告の継続

的なオンライン配信、ＳＮＳの活用） 

・TOURIST INFORMATIONおおいなびでの観光案内（観光客の要望に合わ

せた地元ならではの情報を、観光コンシェルジュが提案） 

・Googleビジネスプロフィールの登録事業者数を増加させ、事業者の情

報発信強化（自社ＨＰを構築していなくても消費者とＷＥＢ上で接点

を持たせる） 

・観光情報の発信をしていくうえでのコンセプトブック（キービジュア

ル、コンテンツストーリー、ＰＲツールの運用ルールなど）を作成

し、地域で共有していく。 
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・コンセプトブックを参考に、地域住民としての目線から、市の観光の

魅力をＳＮＳやブログなどで積極的に発信していただく。 

※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】 

域内の魅力や住民の主体性を引き出すことにより、国内における大井川流域の認知度を高め、「観

光で稼ぐ地域」の実現につなげていくこと、また、目指す観光地域づくりにおいて量より質を重視

し、地域のファンをつくること意識した成果指標として「(1)必須ＫＰＩ」を設定した。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

エリア内の宿泊施設や観光案内所で、アンケート調査を実施し、旅行形態（宿泊、日帰り）別に

消費額（消費単価）を把握。調査で得られた単価を観光交流客数に乗じ、推計値として計測してい

く。当エリアにおける消費単価（推計値 7,195円／人）が静岡県全体の消費単価（推計値 8,706円

／人）を下回っている状況を踏まえ、当面は、静岡県全体の消費単価と当エリアの観光交流客数を

乗じて算出される旅行消費額を目標に据える。 

●延べ宿泊者数 

静岡県の観光交流客数調査で把握するエリア内の宿泊施設の利用客数を計測。宿泊施設の種別

（ビジネスホテル、観光ホテル、旅館等）ごと、部屋稼働率の全国平均値に到達する宿泊客数を目

標値に据える。 

●来訪者満足度（再来訪意向） 

エリア内の宿泊施設や観光案内所で、アンケート調査を実施し、来訪者の満足度を把握。 

指標項目  
2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２）

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

 

… 

2025 

（Ｒ７） 

年度 

●旅行消費額 

（百万円） 

目

標 

－   －   －   －   －    19,800 

（－） （－） （－） （－） （－）  （－） 

実

績 

11,427 10,871      

（－） （－） （－） （ ） （ ）  （ ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

－   －   －   －   －    240 

（－） （－） （－） （－） （－）  （－） 

実

績 

193 165      

（－） （－） （－） （ ） （ ）  （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

－ － － － －   

（－） （－） （－） （－） （－）  （－） 

実

績 

－ － －     

（－） （－） （－） （ ） （ ）  （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

－ － － － －  41 

（－） （－） （－） （－） （－）  （－） 

実

績 

－ － －     

（－） （－） （－） （ ） （ ）  （ ） 
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令和３年度から「するが企画観光局」が調査実施している市外来訪者向けアンケート調査の調査

結果を踏まえ、当地域独自の調査方法を確立し（あるいは共同実施し）、基準値及び目標値を設定す

る考え。 

●リピーター率 

エリア内の宿泊施設や観光案内所で、アンケート調査を実施し、上記満足度と相関するリピータ

ー率を把握する。満足度同様、令和３年度から、するが企画観光局が調査実施している市外来訪者

向けアンケート調査の調査結果を踏まえ、当地域独自の調査方法を確立し（あるいは共同実施し）、

基準値及び目標値を設定する考え。 

 

（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 

 2025 

（Ｒ７） 

年度 

●国内認知度 

（％） 

目

標 

－ － － － －  25 

（－） （－） （－） （－） （－）  （－） 

実

績 

－ － －     

（－） （－） （－） （ ） （ ）  （ ） 

●サイト閲覧者

数 

（ＰＶ） 

目

標 

－ － － － －  100万 

（－） （－） （－） （－） （－）  （－） 

実

績 

－ 53,055      

（－） （－） （－） （ ） （ ）  （ ） 

●ＳＮＳフォロ

ワー数 

（人） 

目

標 

－ － －           

（－） （－） （－） （－） （－）  （－） 

実

績 

－ － －       

（－） （－） （－） （－） （ ）  （ ） 

●メディア等露

出件数 

（件） 

目

標 

－ － －            

（－） （－） （－） （－） （－）  （－） 

実

績 

－ － －       

（－） （－） （－） （ ） （ ）  （ ） 

●観光商品掲載

件数 

（回） 

目

標 

－ － 10 10 10  10 

（－） （－） （－） （－） （－）  （－） 

実

績 

－ ４      

（－） （－） （－） （ ） （ ）  （ ） 

●観光消費単価 

（円） 

目

標 

－ － － － －  6,600 

（－） （－） （－） （－） （－）  （－） 

実

績 

5,812 7,195      

（－） （－） （－） （ ） （ ）  （ ） 

●地域事業者の

意識 

（％） 

目

標 

－ － －     

（－） （－） （－） （－） （－）  （－） 

実

績 

－ － －     

（－） （－） （－） （ ） （ ）  （ ） 

●観光ガイド活

動件数 

（回） 

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】 

域内の魅力や住民の主体性を引き出すことにより、国内における大井川流域の認知度を高め、「観光

で稼ぐ地域」の実現につなげていくため、成果指標として「(2)その他の目標」を設定した。 

 

【設定にあたっての考え方】 

 
 

●国内認知度 

運行開始から５年間で 25％の認知を獲得した大井川鐵道の「きかんしゃトーマス号」の認知度をベン

チマークとして、25％を目標値とする。 

 

●サイト閲覧者数（●ＷＥＢサイトのアクセス数） 

当エリアの認知の向上を図るべく、オンライン上での効率的・効果的な情報発信の拠点サイトとして

観光ＷＥＢサイト「旅する大井川」を構築し、令和３年３月から運用を開始した。当ＷＥＢサイトへの

アクセス状況を計測し、アクセス者のデモグラ属性をはじめ、ユーザー興味関心を持っているページな

ど、オンライン上での行動把握・分析を進める。 

 

●ＳＮＳフォロワー数 

大井川流域の観光案内所の拠点である「TOURIST INFORMATIONおおいなび」が運営する Instagramの

フォロワー数。調査を実施していく中で、基準値と目標値を改めて設定する。 

 

●メディア等露出件数 

全国紙（日経新聞、朝日新聞、中日新聞、読売新聞）と地方紙（静岡新聞）の５紙に掲載される観光

情報の件数。現状が把握できていないため、調査を実施していく中で、基準値と目標値を改めて設定す

る。 

 

●観光商品掲載件数 

拠点サイト（ＥＣサイト）への掲載商品件数。観光商品造成事業等を通じ、ＥＣサイトへ新たに登録

する観光商品、コンテンツを 10件用意することを目標とする。 
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●観光消費単価 

アンケート調査により把握する「観光消費額（市）」と「観光交流客数（するが企画観光局）」により

算出する。するが企画観光局が、県統計資料に倣いアンケート調査を行い、島田市独自の数値が明らか

になる見込み。 

 

●地域事業者の意識 

域内の観光振興に対し前向きな意向を持つ事業者の割合を、独自の調査により把握する。現状が把握

できていないため、調査を実施していく中で、基準値と目標値を改めて設定する。 

 

●観光ガイド活動件数 

観光ガイドの年間における延べ活動人員数。現状が把握できていないため、調査を実施していく中

で、基準値と目標値を改めて設定する。 

 

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 

2022（Ｒ４）

年度（計画） 

91,680（千円） （内訳の区分例） 

【国からの補助金等】             ０千円 

【県からの補助金等】            4,000千円 

【市町村からの補助金】          65,180千円 

【収益事業】               22,000千円 

【会費】                   500千円 

2023（Ｒ５）

年度（計画） 

100,000（千円） 

 

 

 

※事業を行う中で検

討していく。 

（内訳の区分例） 

【国からの補助金等】           10,000千円 

【県からの補助金等】            4,000千円 

【市町村からの補助金】          62,000千円 

【収益事業】               23,500千円

【会費】                   500千円 

2024（Ｒ６） 

年度（計画） 

100,000（千円） 

 

※事業を行う中で検

討していく。 

（内訳の区分例） 

【国からの補助金等】           15,000千円 

【市町村からの補助金等】         60,000千円 

【収益事業】               24,000千円 

【会費】                 1,000千円 

 

（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2022（Ｒ４）

年度（計画） 

91,680（千円） （内訳の区分例） 

【人件費】                33,000千円 

【総務費】                18,680千円 

【プロモーション費】            4,500千円 

【販売促進費】              22,000千円 

【商品開発費】              13,500千円 

2023（Ｒ５）

年度（計画） 

100,000（千円） 

 

 

 

（内訳の区分例） 

【人件費】                33,000千円 

【総務費】                18,500千円 

【プロモーション費】           10,000千円 
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※事業を行う中で検

討していく。 

【販売促進費】              25,000千円 

【商品開発費】              13,500千円 

2024（Ｒ６） 

年度（計画） 

100,000（千円） 

 

 

 

※事業を行う中で検

討していく。 

（内訳の区分例） 

【人件費】                33,000千円 

【総務費】                18,500千円 

【プロモーション費】           10,000千円 

【販売促進費】              25,000千円 

【商品開発費】              13,500千円 

 

（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 

・物産販売所等の実店舗やＥＣサイトの売上（自社商品の開発・販売、地域事業者商品の販売手数

料など） 

・旅行業の資格を取得し、着地型旅行商品の造成、販売 

 

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 

 

島田市は、（一社）島田市観光協会を当該市町における地域ＤＭＯとして登録したいので、当法人と

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） 

 

【他の地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯとの間で、重複区域に関する連携や役割分担等について協議を

行った（行っている）か】 

（公財）するが企画観光局へは令和４年１月に役割分担やこれからの連携について相談及び協議

を行った。今後も四半期に１度程度（仮）、情報交換の場を設ける。 

【区域が重複する背景】 

 平成 28年中部・志太榛原地域の観光地経営を戦略的に展開する実行組織の構築を目指し、地域連

携ＤＭＯ「静岡県中部・志太榛原地域連携ＤＭＯ」の準備組織「地域連携戦略室」を静岡観光コン

ベンション協会内に設置。平成 29年 10月（公財）静岡観光コンベンション協会から（公財）する

が企画観光局に改称し、平成 30年度に地域連携ＤＭＯとして本格稼動した。平成 29年度から「し

ずおか中部連携中枢都市圏」として５市２町（静岡市・島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田

町・川根本町）で観光だけでなく、様々な取組を連携して行っていることに鑑み、ＤＭＯ事業も同

様に５市２町の地域連携とした。 

【重複区域における、それぞれのＤＭＯの役割分担について】 

（公財）するが企画観光局は、主に戦略的な観光施策を展開するために旅行市場の動向や地域の

状況を調査・分析するシンクタンクの機能を持つ。また、静岡県中部５市２町についてテーマ性を

持った地域ブランディング、連結性をもったコンテンツ開発等を行う。 

それに対し、今回設立した（一社）島田市観光協会は、地域事業者と共に既存の地域資源を磨き

上げるとともに新たな観光資源の発掘を行い、「大井川流域」としてのブランディングに注力する。

また、（公財）するが企画観光局が行うブランディング事業（tea事業、Learn事業等）や調査・分

析事業をより効果的な事業とするため、地域の多様な事業者とのパイプ役となる。 

【前述の役割分担等によって、効率的、効果的な活動の遂行が期待できるか】 

 上記のように役割分担を行うとともに、調査等スケールメリットを活かすものは共同して行うこ

とで、効率的・効果的に事業を推進していくことが期待できる。 
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１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 鈴木 将之 

担当部署名（役職） （一社）島田市観光協会 事業本部長 

郵便番号 〒428-0047 

所在地 静岡県島田市金谷新町 14番地の２ 

電話番号（直通） 0547-46-2844 

ＦＡＸ番号 0547-46-2861 

Ｅ－ｍａｉｌ kankou@shimada-ta.jp 

 

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 島田市 

担当者氏名 松本 知保美 

担当部署名（役職） 観光課 課長 

郵便番号 〒427-8501 

所在地 静岡県島田市中央町１番の１ 

電話番号（直通） 0547-36-7399 

ＦＡＸ番号 0547-37-8200 

Ｅ－ｍａｉｌ kankou@city.shimada.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 島田市 

担当者氏名 小林 寛樹 

担当部署名（役職） 観光課 観光政策係長 

郵便番号 〒427-8501 

所在地 静岡県島田市中央町１番の１ 

電話番号（直通） 0547-36-7399 

ＦＡＸ番号 0547-37-8200 

Ｅ－ｍａｉｌ kankou@city.shimada.lg.jp 

 



項目
2019
（Ｒ１）
年度

2020
（R２）
年度

2021
（R３）
年度

2022
（R４）
年度

・・・
2025
（R7）
年度

旅行
消費額
(百万円)

目標
－ － － － 19,800

(－) (－) (－) (－) (  ) (－)

実績
11,427 10,871

(－) (－) (－) (  ) (  ) (  )

延べ宿泊
者数
(千人)

目標
－ － － － 240

(－) (－) (－) (－) (  ) (－)

実績
193 165

(－) (－) (－) ( ) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標
－ － －

(－) (－) (－) (  ) (  ) (  )

実績
－ － －

(－) (－) (－) ( ) (  ) (  )

リピーター
率
(％)

目標
－ － － － 41

(－) (－) (－) (－) (  ) (－)

実績
－ － －

(－) (－) (－) ( ) (  ) (  )

法人名：一般社団法人 島田市観光協会

【区域】 島田市
【設立日】 令和４年４月１日
【登録日】 令和４年10月28日
【代表者】 代表理事 柴田 亘
【マーケティング責任者（CMO）】 吉田 壮登
【財務責任者（CFO）】 組織内で協議中
【職員数】 14人
（常勤11人、非常勤３人）
【連携する主な事業者】
島田市、（一社）島田市観光協会、大井川鐵道㈱、
西東石油㈱、 ＫＡＤＯＤＥ ＯＯＩＧＡＷＡ㈱ 、島田
掛川信用金庫、島田商工会議所、島田市商工会、
富士山静岡空港㈱、㈱金谷タクシー

（初めて来ても懐かしく、何度来ても新しい島田）

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ＷＥＢサイトを活用した情報発信及び域
内の流通促進。
・人気アニメをフックにしたプロモーションなど
【観光資源の磨き上げ】
観光庁の補助金を活用し、島田市観光戦略
プランに掲げる「川越遺跡・蓬莱橋エリア」に
おいて、市の代表的なコンテンツ「茶文化」を
合わせた観光商品を複数造成。モニターツ
アーを実施し、当地域の誘客力を高めた。
【受入環境の整備】
平成30年３月に蓬萊橋897.4茶屋、令和２年
11月にTOURIST INFORMATIONおおいなび
を整備。観光案内をはじめ物販等を行い、域
内事業者の販路拡大や集客につなげている。

戦略

【該当する登録要件】 ①、②
【概要】
①当法人構成社員（行政、主要観光事業者）
から法人の理事を選出し、理事会が法人の
意思決定を担う。
②地域関係事業者を含む協議体組織におい
て、当法人が主導しながら実施事業の合意
形成を図る。

【主なターゲット】
・特定の分野に興味関心の高い層（SIT）

【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
①ターゲットに対する認知の獲得、向上
オンラインを中心に、トリプルメディアを対象
に合わせて活用する。
②魅力的なコンテンツの開発、磨き上げ
対象の興味関心を引くコンテンツを、地域
事業者と共に開発、あるいは磨き上げる。
③ストレスのない旅環境の整備
着地における利便性を高め、満足度の向上
とリピーターの増加を図る。

※市観光戦略プランの基本戦略に基づく。

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

活動の意義・内容・成果、ＫＰＩの達成状況や
取組による地域経済・社会の変化の分析結果
等を記載した事業報告書を作成し、地域の関
係者に半期に１回説明を行う。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】行政からの補助金 約65百万円（Ｒ４年度）
収益事業（物販、ＥＣサイトの売上等） 約23万円（R１年）

【総支出】 約65百万円（一般管理費45百万円、事業費20百万円）
※島田市観光協会としての令和３年度決算額

【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
・物産販売所等の実店舗やＥＣサイトの売上、自社商品の開発、販売
・旅行業の資格を取得し、着地型旅行商品の造成、販売

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】
大井川鐵道、KADODE OOIGAWA、蓬萊橋、ふじのく
に茶の都ミュージアム、島田宿大井川川越遺跡、諏訪
原城跡、島田大祭、
島田髷まつり、
金谷茶まつり、
野守まつり、
ＳＬフェスタ、
田代の郷温泉、
川根温泉、
ほか

ＫＰＩ（実績･目標）

記入日： 令和４年８月５日


