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福井県ＤＭＯサミットを初開催します 

 

（公社）福井県観光連盟では、昨年３月に観光庁から「地域連携ＤＭＯ」の

登録を受けたことを契機に、北陸新幹線福井・敦賀開業や中部縦貫自動車道全

線開通等の１００年に一度のチャンスを最大限に活かす観点から、今年度、新

たに観光地域づくり推進事業補助金や外部専門家派遣制度を創設し、地域にお

いて新たな観光事業を展開している事業者等を支援することとしました。 

さらに、昨年８月から当連盟に着任した観光地域づくりマネージャーが観光

プレイヤーによる新規事業の立上げやＤＭＯの設立・活動を、１１月から着任

した観光ブランドアップスーパーバイザーが食・宿泊施設のブランディング

を、同じく観光アクティビティスーパーバイザーが体験・アクティビティの新

規開発について、伴走支援を行っているところです。 

そこで、今回、今年度の取組みについて報道機関を含む関係者の皆様と共有

し、今後の稼ぐ観光地域づくりのさらなる展開に活かしていくため、３月２２

日１３時３０分より、サンドーム会議管理棟小ホールにおいて、「福井県ＤＭ

Ｏサミット」を初開催します。 

第１部「ＤＭＯによる観光地域づくり」では、当連盟が今年度支援した観光

プレイヤーによる新たなコンテンツ開発、その他県内ＤＭＯ等による事例発表

を行い、第２部「観光プレイヤーズ・ミーティング」では、観光プレイヤーに

よる事業ブラッシュアップや観光地域づくりなど事例発表や意見交換会を行い

ます。また、第３部では、越前漆器のイチゴ専用器や越前焼を活用した光の演

出によるナイトいちご狩り体験会を開催します。 

 

記 

行事名：福井県ＤＭＯサミット 

日 時：令和４年３月２２日（火）１３:３０～１９：００ 

     第１部 ＤＭＯによる観光地域づくり  （13:30～15:45） 

     第２部 観光プレイヤーズ・ミーティング（15:50～17:40） 

     第３部 現地体験会           （17:40～19:00） 

場 所：第１部・第２部 サンドーム福井 管理会議棟２階 小ホール 

    第３部     明城ファーム 

公益社団法人 福井県観光連盟 

担当：佐竹、野路、吉川 

電話：0776-23-0182 

E-mail: noji@fukuioyado.com 



13：30～ 13：35 開会あいさつ 坪田　昭夫 公益社団法人 福井県観光連盟 専務理事

13：35～ 14：00
食・宿泊施設の
ブラッシュアップ
の取組発表

於保　孝志

明城　義和
森國　晶子
山岸　　充 

公益社団法人 福井県観光連盟
　観光ブランドアップ・スーパーバイザー
明城ファーム㈱　代表取締役
ジェラート トリノ ジェラートマエストロ
㈱わどう　代表取締役

14：00～ 14：25
新たな体験・
アクティビティ
の取組発表

松尾　章子

田辺　一彦
坂本　　均
松平　裕子

公益社団法人 福井県観光連盟
　観光アクティビティ・スーパーバイザー
三方五湖ＤＭＯ株式会社　取締役ＣＯＯ
奥越前まんまるサイト　代表
越前海岸盛り上げ隊　コンシェルジュ

14：30～ 15：25
ＤＭＯによる
観光地域づくり
事例紹介

佐竹　正範

御子柴北斗
今井　三偉
村中　　元

公益社団法人 福井県観光連盟
　観光地域づくりマネージャー
株式会社まちづくり小浜　代表取締役
勝山市観光まちづくり株式会社　マネージャー
一般社団法人 キタ・マネジメント　事務局次長

15：25～ 15：45 試食会（無料）

醤油・味噌等の「発酵」ジェラート（㈱米五、山元菊丸商店、國嶋
清平商店、㈱室次、㈲丸松茶舗、禅ＺＥＮ、常山酒造合、お茶の
金津屋が新たに開発した８種類の中から）１種類を選び試食いた
だきます。

ＤＭＯによる観光地域づくり（13:30～15:45）第１部第１部第１部

　福井県内で観光地域づくりを展開する民間事業者、ＤＭＯ、行政等が一同に会し、新たな観光コンテンツ構築
やＤＭＯ・観光プレイヤー活動の発表、参加者相互のコミュニケーションを通じたネットワークの形成の機会
として、観光事業への機運を盛り上げるほか、「稼ぐ」観光地域づくりのさらなる展開を議論していきます。

※ＤＭＯ（Destination Management Organization：観光地域づくり法人）は、地域の　
「稼ぐ力」を引き出すとともに　地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に　
立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプト
に基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施
するための調整機能を備えた法人

坪田 昭夫 佐竹 正範 於保 孝志 松尾 章子 御子柴 北斗 今井 三偉 村中  　元

主催：公益社団法人 福井県観光連盟 共催：福井県

～活力ある観光地域の創造を目指して～

開
催
場
所

サンドーム福井
管理会議棟２階
小ホール

福井県
ＤＭＯサミット

福井県
ＤＭＯサミット

参
加
対
象
者

観光事業者、ＤＭＯ、まちづくり会社、
県観光連盟会員、報道機関、
市町・観光協会等（約１００名）

開
催
日
時

令和４年

３月２２日
１３：３０～１９：００

火



15：50～ 16：10
あいさつ／マーケ
ティングレポート
（２月）について

佐竹　正範
公益社団法人　福井県観光連盟
　観光地域づくりマネージャー

16：10～ 16：50
プレイヤー
事例紹介

時岡　壮太
新山　直広
竹本　祐司
中道　尚子

株式会社ＤＥＫＩＴＡ　代表取締役
ＴＳＵＧＩ llc．代表
一般社団法人 福井県まちづくりセンター 代表理事
中道源蔵茶舗／敦賀市神楽商店街

16：50～ 17：40
情報交換会
（グループ形式）

参加者の皆様が、５つのグループに分かれ、事例紹介いただいた講演
者を囲んで、事業ブラッシュアップや観光地域づくり、施策等について、
コミュニケーション・情報交換していただきます。

17：40～ 19：00 ナイト・いちご狩り 明城　義和（明城ファーム㈱　代表取締役）

主催：公益社団法人 福井県観光連盟 共催：福井県

13：30～ 13：35 開会あいさつ 坪田　昭夫 公益社団法人 福井県観光連盟 専務理事

13：35～ 14：00
食・宿泊施設の
ブラッシュアップ
の取組発表

於保　孝志

明城　義和
森國　晶子
山岸　　充 

公益社団法人 福井県観光連盟
　観光ブランドアップ・スーパーバイザー
明城ファーム㈱　代表取締役
ジェラート トリノ ジェラートマエストロ
㈱わどう　代表取締役

14：00～ 14：25
新たな体験・
アクティビティ
の取組発表

松尾　章子

田辺　一彦
坂本　　均
松平　裕子

公益社団法人 福井県観光連盟
　観光アクティビティ・スーパーバイザー
三方五湖ＤＭＯ株式会社　取締役ＣＯＯ
奥越前まんまるサイト　代表
越前海岸盛り上げ隊　コンシェルジュ

14：30～ 15：25
ＤＭＯによる
観光地域づくり
事例紹介

佐竹　正範

御子柴北斗
今井　三偉
村中　　元

公益社団法人 福井県観光連盟
　観光地域づくりマネージャー
株式会社まちづくり小浜　代表取締役
勝山市観光まちづくり株式会社　マネージャー
一般社団法人 キタ・マネジメント　事務局次長

15：25～ 15：45 試食会（無料）

醤油・味噌等の「発酵」ジェラート（㈱米五、山元菊丸商店、國嶋
清平商店、㈱室次、㈲丸松茶舗、禅ＺＥＮ、常山酒造合、お茶の
金津屋が新たに開発した８種類の中から）１種類を選び試食いた
だきます。

佐竹 正範

第2部第2部第2部
観光プレイヤーズ・ミーティング（15:50～17:40）

時岡 壮太 新山 直広 竹本 祐司 中道 尚子

越前漆器のイチゴ専用器や越前焼を活用した光の演出による
新たなナイトいちご狩り体験

内　容

参加費 １人様 3,000円（税込）　（※参加費は現地でお支払いいただきます。）

お申込み

場　所 明城ファーム
住所：越前市杉崎町3丁目9ｰ1
ＴＥＬ：0778ｰ42ｰ7201〔

参加お申込み：下記ＵＲＬまたはＱＲコードを読み取り、お申し込みください。

※新型コロナ感染拡大の状況に応じ、中止または、オンライン開催へ
　変更となる可能性がございます。

https://onl.la/UX9phL8

公益社団法人 福井県観光連盟 観光地域づくり推進事業部
〒910‒0004 福井県福井市宝永2丁目4‒10  福井県宝永分庁舎2階
TEL：0776‒23‒0182  HP（福井ドットコム）：http://www.fuku-e.com

お
問
合
せ
先

第3部第3部第3部
現地体験会（有料：先着14名）（17:40～19:00）


