
令和２年度 

(一社）DMOさかい観光局設立社員総会 次第 
                日 時  令和２年１１月３０日(月) 午前１０時 

会 場  坂井市役所 ３F 防災対策本部室 

１．開  会 

 

２．会長挨拶      会長 坂本憲男 

 

３．定足数確認     正会員総数３２名のうち出席者２４名（議長委任４名） 

過半数以上 社員総会成立                             

 

４．議長選出      越前休暇村三国 総支配人 本村隆行 氏 

 

５．議事録著名人選出  清水 誠 氏、 岩田龍見 氏  

 

６．議  事 

＜決議事項＞ 

第１号議案 （一社）DMOさかい観光局定款の一部変更（案） 

         

        挙手全員 原案のとおり承認 

 

第２号議案 （一社）DMOさかい観光局理事及び監事の選任 

 

        挙手全員 原案のとおり承認 

 

  ※暫時休憩 臨時理事会の開催及び臨時理事会決議報告 

①役員の選任について  代表理事 坂本憲男氏、副会長 刀根 亨氏 

               専務理事 鍋嶋邦広氏が再任される 

   ②正会員賛助会員の追加承認 正会員１、賛助会員７の追加承認（別添参照） 

 

７．報告事項   

①（一社）DMOさかい観光局令和 2年度事業計画書及び令和 2年度収支 

予算書について 

 

②今後のスケジュールについて 

        

８．その他 

    ・来年度以降に向けての提言 

 

９．閉  会 



　　　　≪正会員≫
一般社団法人DMOさかい観光局　会員名簿

（順不同）

No 企業・団体名 所属先役職 氏 名 業種

1 IIOプロデュース㈱ 代表取締役 伊藤 俊輔 サービス業

2 ㈱荒磯 代表取締役 道場 宏 宿泊、飲食

3 ㈲一筆啓上茶屋 代表取締役 岩田 龍見 小売業

4 ㈱イワタグループ 代表取締役 岩田 良治 小売り、飲食店

5 ㈱エクシート 代表取締役 出口 隆弘 印刷、企画、制作、出版

6 えちぜん鉄道㈱ 代表取締役社長 豊北 景一 鉄道事業

7 越前松島水族館 館　長 鈴木 隆史 水族館

8 ㈲おおとく 代表取締役 大徳 真一 宿泊業

9 休暇村越前三国 総支配人 本村 隆行 ホテル、旅館業

10 京福バス㈱ 取締役社長 天谷 幸弘 運輸業

11 坂井市商工会 会長 半澤 政丈 商工会

12 ㈲サポート観光 代表取締役 八百山 正栄 貸し切りバス

13 ㈱S'Amuser 代表取締役 畑 和也 飲食店

14 サンセットビーチ振興会 会長 大井 七世美 団体

15 ㈲三里浜農産 代表取締役 小林 秀嗣 農産物、土産物等小売り

16 ㈱システム研究所 代表取締役 梅田 憲一 情報システム、Web制作

17 芝政観光開発㈱ 代表取締役社長 清水 誠 娯楽施設、遊園地、飲食店

18 ㈱清水植物園 代表取締役 清水 夢樹 造園業、グラウンドゴルフ場

19 ㈲スターフーズ 代表取締役 中本 貴久 飲食店・食品製造

20 ㈱第一望洋楼 代表取締役社長 刀根 亨 旅館、飲食業

21 ㈲たけ庄 代表取締役 竹内 修治 飲食、魚屋、宿泊

22 東尋坊観光協会 取締役社長 小南 正一 飲食業

23 とまと旅行㈱ 代表取締役 松本 富男 旅行業

24 Nan's Sea 代表 大井 七世美 サーフショップ、浜茶屋、浜Bar、海女

25 長谷川造園㈱ 代表取締役 長谷川 範彦 造園業

26 ㈲浜坂鮮魚店 取締役 浜坂 一成 鮮魚、小売り、食事処

27 福井県農業協同組合坂井基幹支店 専務理事 小寺 洋一 農業協同組合

28 ㈱福井新聞社 代表取締役社長 吉田 真士 新聞発行業

29 福井放送㈱ 代表取締役社長 池内 昭彦 放送業

30 三國湊文化生業連盟 会長 笠島 秀雄 団体

31 三国旅館組合 組合長 古木 克典 旅館組合

32 ㈱やまに 代表取締役 山野 仁司 飲食業
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　　　≪賛助会員≫

一般社団法人DMOさかい観光局　会員名簿 　

（順不同）

No 企業・団体名 所属先役職 氏 名 業種

1 アズワンコンサルティング㈱ 代表取締役 小玉 隆一 経営労務コンサルタント業

2 憩いの宿　なかもと旅館 中本 はとみ 旅館業

3 石勝食堂 代表 石井 正晴 飲食業

4 ㈱IWABA CAFÉ 代表 海道 要 飲食業

5 雄島漁業協同組合 代表理事組合長 下影 務 組合

6 ㈱温泉旅館三国屋 代表取締役 堂前 三郎 宿泊業

7 ㈲加藤印刷 代表取締役 加藤 靖 印刷業

8 生そば新保屋 店員 新保 匡章 そば専門店

9 ㈱きっちょんどん 代表取締役 林 治巳 豆腐製造販売

10 ㈱九頭竜川マリーナ 代表取締役 多田 和也 サービス業

11 ケイカン交通㈱ 取締役社長 矢﨑 孝明 道路旅客運送業

12 ㈱児玉看板店 代表取締役 渡辺 展幸 屋外広告業

13 センチュリオンホテルリゾート＆スパテクノポート福井 代表取締役 梁川 敏雄 ホテル業

14 ダイニングバーサンクチュアリー オーナー 清島 武夫 飲食業

15 太平庵 大岡 亮平 飲食・宿泊業

16 ㈲竹内印刷 代表取締役 竹内 三知夫 印刷業

17 一般社団法人竹田文化共栄会 代表理事 廣瀬 哲夫 森林経営と公益事業

18 合資会社　田島魚問屋 代表社員 山岸 香重子 魚業卸小売業

19 田島商事㈲ 代表取締役 山岸 辰一 食事処、石油販売業

20 ちひろ 代表取締役 増田 収 旅館業

21 （公財）坪川家住宅保存会 理事長 坪川 一浩 文化財

22 手打ちそば処お食事処てんつる 店主 岡田 繁治 飲食業

23 出島荘 出嶋 勝子 民宿

24 東尋坊観光遊覧船㈱ 代表取締役社長 阪本 浩三

25 東尋坊正太楼 取締役社長 小南 正一 飲食業

26 ㈱波屋 代表取締役 前波 明博 卸・小売

27 にしさか 西坂 優 菓子製造業

28 バーチャルスカイ 代表 上野 浩幸 ドローン空撮サービス業

29 バードランド オーナー 小田原 学 飲食業

30 ㈲ハウス・アム・メーア 代表取締役 森岡 雅男 飲食業
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　　　≪賛助会員≫

一般社団法人DMOさかい観光局　会員名簿 　

（順不同）

No 企業・団体名 所属先役職 氏 名 業種

31 ばんこ旅館 事業主 番戸 玲子 旅館業

32 ㈱ピー・ティー・ピー 代表取締役 吉村 恵理子 コンサルタント業

33 ビジネスホテルつるや 代表取締役 邑田 正名 ビジネスホテル

34 ㈱ びょうぶや 夛田 昭二 小売業

35 備長和串いこる 代表 佐藤 友紀 飲食業

36 福井テレビジョン放送㈱ 代表取締役 山田 耕太郎 放送業

37 ㈱藤江Foods 代表取締役 藤江 泰夫 飲食業

38 ㈲ふるき 代表取締役 古木 克典 民宿

39 POSSE　COFFEE 代表 西 智規 飲食業

40 ホテルクージュ福井 支配人 佐々木 寿彦 ホテル業

41 マリンハウス雄島橋 代表 森井 英子 飲食業

42 丸岡温泉たけくらべ 代表取締役 福澤 隆義 宿泊業

43 （一社）丸岡城天守を国宝にする市民の会 理事長 大濃 孝尚 団体

44 (公財)丸岡文化財団　 理事長 田中 典夫 文化振興事業

45 三国温泉内湯の宿　民宿いたもと 板本 与三松 宿泊業

46 三国温泉お宿あらや 取締役 荒川 哲弥 宿泊業

47 三国温泉ゆあぽ～と 代表取締役社長 岩下 大介 日帰り温泉施設

48 三国温泉漁師の宿　民宿なかじま 中島 栄二 宿泊業

49 三国観光ホテル 総支配人 松尾 誠一 ホテル業

50 三国港機船底曳網漁業協同組合 代表理事組合長 濱出 征勝 漁業協同組合

51 三国港漁業協同組合 代表理事組合長 山本 紀彦 漁業協同組合

52 三國神社 宮司 佐々木 智 神社

53 民宿森口 森口 加奈恵 宿泊業

54 民宿よしおか 吉岡 巌 宿泊業

55 山本印刷所 代表者 山本 宏之 印刷業

56 料理民宿いそや 磯野 文夫 宿泊業

57 ㈱ワタナベ印刷 代表取締役 西川 慎二 企画、制作、ブランディング、印刷業
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（一社）DMOさかい観光局定款の一部変更（案）について 

 

下記の通り、一般社団法人ＤＭＯさかい観光局 定款の一部を変更することに

ついてご承認をお願いしたく、社員総会に附する。 

 

〇 変更の概要 

１ 誘客のための着地型ツアーを造成する目的で旅行業の登録を行うため、 

 別添定款のとおり第４条に条文を追加する。 

 

２ 「一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律」に基づき、書面による

決議権の行使が必要であるため、別添定款のとおり第１４条を変更し、第

１９条に条文を追加する。 

 

３ 幅広い業種の理事からの見識を得るため、別添定款のとおり第２１条の

条文を変更する。 

 

４ 議事録署名に関する事務効率化を図るため、別添定款のとおり第３７条

の条文を変更する。 

 

５ 市予算が確定する３月議会終了を待ってのＤＭＯ理事会の開催及び予算

承認は現実的に難しいため、別添定款のとおり第４７条に条文を追加す

る。 

 

６ 事業報告及び決算時の帳簿類について、当初定款は公益社団法人の定款

を参考に作成されていたが、『正味財産増減計算書』および『キャッシュ

フロー計算書』は、特に財産を持たない一般社団法人では一般的に作成さ

れていないことから、別添定款のとおり第４６条の条文を削除する。 

※詳細は別紙「新旧対照表」及び次頁以降を参照願います。 

 

 

 

 

 

 

(定款の変更)  

第４９条 この定款は、社員総会における正会員の半数以上であって、正会員の

議決権の３分の２以上に当たる多数の決議によって変更することができる。 

第１号議案 
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第1章 総 則 
(名称) 
第 1条 当法人は、「一般社団法人DMOさかい観光局」と
称する。  
英文名を「Discover Sakai ~Sakai City Tourism Association~」
とする。 

(事務所) 
第 2条 当法人は、主たる事務所を福井県坂井市に置く。  
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要
な場所に設置することができる。  
 

第2章 目的及び事業 
 (目的)  
第 3 条 当法人は、持続可能な観光地域づくりを実現する
ために、坂井市の観光産業を先駆的にけん引する専門的
機能を持つことで、顧客満足度の高い観光事業の充実と
振興を図り、経済の発展、自然環境との共生並びに坂井
市民の生活と文化の向上など、地域の活性化に寄与する
ことを目的とする。 

 (事業)  
第 4 条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業
を行う。 
(1) 国内外の観光関連事業  
(2) 地域のブランディング、マーケティング及びプロモ
ーション、ブランディングに関する事業 

(3) 観光コンテンツ造成に関する事業  
(4) 観光事業に携わる人材育成に関する事業  
(5) 観光・文化を活かしたまちづくりに関する事業  
(6) 交流の拡大・シビックプライドの醸成に関する事業  
(7) 旅行業法に基づく旅行業 
(8)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業 

 (公告の方法)  
第 5 条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、
事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告
をすることができない場合は、官報に掲載する方法によ
り行う。 

 
第3章 会 員 

 (会員の構成)  
第 6条 当法人の会員は次の 2種とし、正会員をもって一
般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法
人法」という。)上の社員とする。  
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又
は団体  

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会し
た個人又は団体 

 (入会)  
第 7 条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、
理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会
の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。 

 (入会金及び会費)  
第 8 条 正会員は、理事会において別に定める入会金及び
会費を納入しなければならない。  

2 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入
しなければならない。  

3 既に納入された入会金及び会費は、返還しないものとす 

 
る。 

(任意退会)  
第 9 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出
することにより、任意にいつでも退会することができる。
ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 

 (会員資格の喪失)  
第 10条 会員は次のいずれかに該当する場合には、その資
格を喪失する。  
(1)  2年以上会費を滞納したとき。  
(2) 死亡し、又は解散したとき。  
(3) 第12条9号に規定する社員総会の決議が可決された
とき。  

 
第4章 社員総会 

 (構成)  
第 11 条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。 

 (権限)  
第 12条 社員総会は、次の事項について決議する。  

(1) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並
びにこれらの附属明細書の承認  

(2) 定款の変更  
(3) 解散及び残余財産の処分  
(4) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡  
(5) 基本財産の処分の承認  
(6) 理事会において社員総会に付議した事項  
(7) 理事及び監事の選任又は解任  
(8) 理事及び監事の報酬等の額  
(9) 会員の除名  
(10) その他社員総会で決議するものとして法令又はこ
の定款で定める事項 

 (開催)  
第 13 条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会と
し、定時社員総会は、毎事業年度の終了後 3 か月以内に
開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。 

 (開催地)  
第 14条 社員総会の招集は、会議の日時、場所、目的およ
び審議事項を記載した書面をもって、開催の２週間前ま
でに社員に通知するものとする。 

 (招集)  
第 15 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除
き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 

2 会長は、理事会が臨時総会の開催を必要と認めたとき、
又は正会員の 5分の 1以上、監事から会議の目的である
事項を示して臨時総会の請求があったときは、その請求
のあった日から 30日以内に開催しなければならない。 

 (議長)  
第 16条 社員総会の議長は、当該社員総会に出席する正会
員の中から選出する。 

 (議決権)  
第 17条 社員総会における議決権は、正会員 1名につき1
個とする。 

 (決議)  
第 18条 社員総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有
する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過
半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。  

一般社団法人ＤＭＯさかい観光局 定款（案） 
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2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以
上であって、正会員の議決権の 3分の 2以上に当たる多
数をもって行わなければならない。  
(1) 会員の除名  
(2) 理事及び監事の解任  
(3) 定款の変更  
(4) 解散及び残余財産の処分  
(5) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡  
(6) 基本財産の処分  
(7) その他法令又はこの定款で定める事項 

 (代理)  
第 19条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通
知された事項について書面をもって表決し、又は、他の
正会員を代理人として議決権の行使を委任することがで
きる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、
代理権を証明する書類を提出しなければならない。 
２ 前項の場合における前条の規定の適用については、そ
の社員は出席したものとみなす。 

 (議事録)  
第 20 条 社員総会の議事については、開催の日時及び場
所、議事の経過及びその結果、その他の一般法人法施行
規則第 11 条第 3 項及び第 4 項に定める事項を記載又は
記録した議事録を作成し、議長及びその会議において選
任された議事録署名人 2 名以上が、前項の議事録に署名
又は記名押印し、社員総会の日から 10年間主たる事務所
に備え置く。  

 
第5章 役員 

 (役員)  
第 21条 当法人に、次の役員を置く。  
(1) 理事 3名以上 11名以内  
(2) 監事 2名以内  
2 理事のうち、1名を一般法人法における代表理事とする。 

 (役員の選任)  
第 22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員
の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員
以外の者から選任することを妨げない。  

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定す
る。代表理事をもって会長とし、副会長を 1 名、専務理
事を 1名置く。  

3 副会長および専務理事は、会長の指名によって理事の中
から選定する。 

 (理事の職務及び権限)  
第 23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定
めるところにより職務を執行する。  

2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法
人を代表し、その業務を執行する。 

 (監事の職務及び権限)  
第 24条 監事は、理事の職務の執行及び会計の状況を監査
し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。  

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告
を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすること
ができる。 

 (役員の任期)  
第 25条 理事及び監事の任期は、選任後 2年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終
結の時までとする。ただし、再任を妨げない。  

2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の
任期の満了する時までとする。  

3 理事若しくは監事が欠けた場合又は第 21条第 1項で定
める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の
満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選
任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての
権利義務を有する。 

 (役員の解任)  
第 26条 理事及び監事は、社員総会において正会員の議決
権の3分の2以上の決議によって解任することができる。
ただし、その理事及び監事に対して会長はその決議の前
に弁明の機会を与えることができる。 

 (報酬等)  
第 27条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定
める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。  

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を
弁償することができる。 

 (取引の制限)  
第 28 条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合に
は、理事会において、その取引について重要な事実を開
示し、その承認を受けなければならない。  
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に
属する取引  

(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引  
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その
理事以外の者との間における当法人とその理事との利
益が相反する取引  

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その
取引についての重要な事実を理事会に報告しなければな
らない。 

 (責任の一部免除又は限定)  
第 29 条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第 111 条
第 1 項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす
場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令
で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、
免除することができる。  

2 当法人は、理事(専務理事又は当該法人の使用人でない
ものに限る。)又は監事との間で、前項の賠償責任につい
て、法令の定める要件を満たす場合には賠償責任を限定
する旨の契約を締結することができる。  

 
第6章 理事会 

 (構成)  
第 30条 当法人に理事会を置く。  
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 (権限)  
第 31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次
の職務を行う。  
(1) 業務執行の決定  
(2) 事業計画および収支予算の承認  
(3) 理事の職務の執行の監督  
(4) 会長及び副会長、専務理事の選任及び解職  
(5) 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目
的である事項の決定  

(6) 規則の制定、変更及び廃止 

 (開催)  
第 32条 通常理事会は、毎事業年度に 4か月を超える間隔
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で 2回以上開催する。  
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開
催する。  
(1) 会長が必要と認めたとき。  
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載し
た書面をもって招集の請求があったとき。 

(3) 前号の請求があった日から 5 日以内に、その請求が
あった日から 14 日間以内の日を理事会の日とする理
事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求を
した理事が招集したとき。  

(4) 監事から、一般法人法第 100 条に規定する場合にお
いて必要があると認めて、会長に招集の請求があった
とき。  

(5) 前号の請求があった日から 5 日以内に、その請求の
あった日から 14 日間以内の日を理事会の日とする理
事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求を
した監事が招集したとき。 

 (招集)  
第 33条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第2項
第 3号により理事が招集する場合及び同項第 5号により
監事が招集する場合を除く。  

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長
が招集する。  

3 理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで
理事会を開催することができる。 

 (議長)  
第 34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。  

(決議)  
第 35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を
有する理事を除き、議決に加わることができる理事の過
半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、可否
同数のときは、議長の決するところによる。 

 (報告の省略)  
第 36条 理事が、理事の全員に対し、理事会に報告すべき
事項を通知したときは、その事項を理事会に報告するこ
とを要しない。ただし、一般法人法第 91条第 2項の規定
による報告については、この限りでない。 

 (議事録)  
第 37 条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、
議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施
行規則第 15 条第 3 項及び第 4 項に定める事項を記載又
は記録した議事録を作成し、代表理事及び出席した監事
並びにその会議において選任された議事録署名人２名以
上がこれに署名若しくは記名押印し、理事会の日から10
年間主たる事務所に備え置く。 

 (理事会規則)  
第 38条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの
定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会
規則による。 

 
第7章 基金 

 (基金の拠出等)  
第 39条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を
求めることができるものとする。  

2 基金の拠出を求めることを決定したときは、理事会にお
いて基金取扱規定を定めるものとする。 

 (基金の拠出者の権利)  

第 40条 基金の拠出者は、前条第 2項の基金取扱規程で定
める日までその返還を請求することができない。 

 (基金の返還の手続)  
第 41条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一
般法人法第 141条第 2項に定める範囲内で行うものとす
る。 

 (代替基金の積立て)  
第 42条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する
金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩
すことはできない。 

 
第8章 資産及び会計 

 (資産の構成)  
第 43条 当法人の資産は、補助金、事業負担金および法人
に寄付された資産、入会金及び会費、事業に伴う収入、
資産から生じる収入、その他の収入をもって構成する。 

 (資産の管理)  
第 44条 当法人の資産は会長が管理し、その方法は理事会
の議決を経て、会長が別に定める。 

(事業年度)  
第 45 条 当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌
年の 3月31日に終わる。 

 (事業計画及び収支予算)  
第 46条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事
業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認
を受けなければならない。これを変更する場合も同様と
する。  

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算
が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算
成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することがで
きる。 
３ 第１項の書類については、主たる事務所に 5年間備え
置き、一般の閲覧に供するものとする。 

 (事業報告及び決算)  
第 47条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年
度終了後、会長が 次の書類を作成し、監事の監査を受け
た上で、理事会の承認を受けなければならない。  
(1) 事業報告  
(2) 事業報告の附属明細書  
(3) 貸借対照表  
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書) 
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の
附属明細書  

(6) 財産目録 
(7) キャッシュフロー計算書  

2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1号、第 3号、第4
号及び第 6号第 7号の書類については、定時社員総会に
提出するものとする。ただし、一般法人法施行規則第 48
条に定める要件に該当しない場合には、第 1 号の書類を
除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の
承認を受けなければならない。  

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5年間
備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に
備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

 (剰余金の不分配)  
第 48条 当法人は、剰余金の分配を行わない。  
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第9章 定款の変更、合併及び解散等 
 (定款の変更)  
第 49条 この定款は、社員総会における正会員の半数以上
であって、正会員の議決権の 3 分の 2以上に当たる多数
の決議によって変更することができる。 

 (解散)  
第 50条 当法人は、一般法人法第 148条第4号から第 7号
までに規定する事由によるほか、社員総会における正会
員の半数以上であって、正会員の議決権の 3分の 2以上
に当たる多数の決議によって解散することができる。 

 (残余財産の帰属)  
第 51 条 当法人が清算をする場合において有する残余財
産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目
的とする他の法人又は地方公共団体に贈与するものとす
る。 

 
第10章 部会及び専門委員会 

 (委員会)  
第 52 条 当法人の事業を推進するために必要があるとき
は、理事会は、その決議により、部会及び専門委員会を
設置することができる。  

2 部会及び専門委員会の任務、構成及び運営に関し必要な
事項は、理事会の決議により別に定める。  

 
第11章 事務局 

 (事務局)  
第 53 条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置す
る。  

2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決
議により別に定める。  

 
第12章 情報公開及び個人情報の保護 

 (情報公開)  
第 54 条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、
その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開す
るものとする。  

2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に
定める情報公開規程による。 

 (個人情報の保護)  
第 55条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全
を期するものとする。  

 
第13章 附 則 

 (最初の事業年度)  
第 56条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から
令和 2年3月 31日までとする。 

 (設立時社員の氏名又は名称及び住所)  
第 57条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとお
りである。 
 
福井県坂井市長 坂本 憲男  
 
坂井市版DMO・DMC創設準備委員会 
委員長  江川 誠一  
 
坂井市版DMO・DMC 創設準備委員会 
副委員長 鍋嶋 邦広 

 
坂井市版DMO・DMC創設準備委員会 マネジメント部会 
部会長 福嶋 輝彥 
 
坂井市商工会 
会長 半澤 政丈  
 
一般社团法人坂井市観光連盟  
代表理事  大和 久米人 
 
坂井市三国観光協会 
会長  刀根 亨  
 
坂井市丸岡観光協会  
会長 岩田 龍見  
 
坂井市監查委員 田本 光三 

 (設立時の役員)  
第 58条 当法人設立時理事、設立時代表理事及設立時監事
は次のとおりとする。 

 設立時理事 坂本 憲男、江川 誠一、鍋嶋 邦広 
  福嶋 輝彥、半澤 政丈、 大和 久米人 
  刀根 亨、 岩田 龍見  
設立時代表理事 坂本 憲男  
設立時監事 田本 光三 

 (法令準)  
第 59条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法そ
の他の法令に従う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上は、現行の一般社団法人DMOさかい観光局の定款
に相違ありません。 
 

令和２年１１月３０日 
 

福井県坂井市三国町安島 64-1-166 
一般社団法人ＤＭＯさかい観光局 
代表理事 坂本 憲男
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（一社）DMO さかい観光局理事及び監事の選任について 

 

一般社団法人ＤＭＯさかい観光局の設立にあたり理事及び監事の選任につい

て下記のとおり総会に附する。 

 

（一社）DMO さかい観光局設立社員総会理事及び監事名簿（案） 

（順不同） 

  役職 氏名 企業・団体・職名  

1 理事 坂本 憲男 坂井市長  

2 理事 刀根  亨 ㈱第一望洋楼 代表取締役社長  

3 理事 鍋嶋 邦広 （一社）ＤＭＯさかい観光局 専務理事  

4 理事 江川 誠一 学識経験者  

5 理事 福嶋 輝彦 学識経験者  

6 理事 半澤 政丈 坂井市商工会 会長  

7 理事 岩田 龍見 ㈲一筆啓上茶屋 代表取締役  

8 理事 豊北 景一 えちぜん鉄道㈱ 代表取締役社長 新任 

9 理事 清水 誠 芝政観光開発㈱ 代表取締役社長 新任 

10 理事 松本 富男 とまと旅行㈱ 代表取締役 新任 

11 理事 竹内 修治 ㈲たけ庄 代表取締役 新任 

  監事 田本 光三 坂井市監査委員  

 

 

 

 

 

 

(役員)  

第 21条 当法人に、次の役員を置く。  

(1) 理事 3名以上 11名以内  

(2) 監事 2名以内  

2 理事のうち、1名を一般法人法における代表理事とする。 

 (役員の選任)  

第 22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。た

だし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。  

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。代表理事をもって

会長とし、副会長を 1名、専務理事を 1名置く。  

3 副会長および専務理事は、会長の指名によって理事の中から選定する。 

第２号議案 
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（順不同）

役職 氏名 企業・団体・職名 備考

1 代表理事 坂本　憲男 坂井市長 会長

2 理事 刀根　　亨 坂井市三国観光協会 会長 副会長

3 理事 鍋嶋　邦広 （一社）ＤＭＯさかい観光局　理事 専務理事

4 理事 江川　誠一 福井県立大学地域経済研究所　講師

5 理事 福嶋　輝彦 ㈱ピー・ティー・ピー　代表取締役

6 理事 半澤　政丈 坂井市商工会　会長

7 理事 大和　久米人 （一社）坂井市観光連盟 会長

8 理事 岩田　龍見 坂井市丸岡観光協会 会長

9 監事 田本　光三 坂井市監査委員

【参考】設立社員総会前（一社）DMOさかい観光局　役員名簿

令和２年４月１日現在
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定款の一部変更（案）に係る新旧対照表 

新 旧 備考欄 

第４条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１)～(６) （略） 

(７) 旅行業法に基づく旅行業 

(８)  その他、当法人の目的を達成するために必要な事業 

第４条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１)～(６) （略） 

 

(７)  その他、当法人の目的を達成するために必要な事業 

（追加） 

第１２条 社員総会は、次の事項について決議する。  

(１) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認 

 

第１２条 社員総会は、次の事項について決議する。  

(１) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれ

らの附属明細書の承認 

（削除） 

第１４条 社員総会の招集は、会議の日時、場所、目的および審議事

項を記載した書面をもって、開催の２週間前までに社員に通知する

ものとする。 

第１４条 社員総会の開催地は、開催日の 7 日前に正会員宛て通知

するものとする。 

 

（変更） 

第１９条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され

た事項について書面をもって表決し、又は、他の正会員を代理人と

して議決権の行使を委任することができる。この場合においては、

当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を提出しなければ

ならない。 

２ 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出

席したものとみなす。 

第１９条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人

として議決権の行使を委任することができる。この場合において

は、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を提出しなけ

ればならない。 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

（追加） 

 

第２１条 当法人に、次の役員を置く。  

（１） 理事 ３名以上１１名以内  

（２） 監事 ２名以内 

第２１条 当法人に、次の役員を置く。  

（１） 理事 ３名以上９名以内  

（２） 監事 ２名以内 

 

第３７条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経

過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第１５条第３

項及び第４項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、代

表理事及び出席した監事並びにその会議において選任された議事録

署名人２名以上がこれに署名若しくは記名押印し、理事会の日から

１０年間主たる事務所に備え置く。 

第３７条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の

経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第１５条第

３項及び第４項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、

出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印し、理事会の

日から１０年間主たる事務所に備え置く。 

 

 

（変更） 

 

第４６条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度

開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければな

らない。これを変更する場合も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立

しないときは、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出する

ことができる。 

３ 第１項の書類については、主たる事務所に 5 年間備え置き、一

般の閲覧に供するものとする。 

第４６条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度

開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければな

らない。これを変更する場合も同様とする。 

 

 

 

２ 前項の書類については、主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の

閲覧に供するものとする。 

（追加） 

第４７条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、

会長が 次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を

受けなければならない。  

(１) 事業報告  

(２) 事業報告の附属明細書  

(３) 貸借対照表  

(４) 損益計算書 

(５) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書 

(６) 財産目録  

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６

号の書類については、定時社員総会に提出するものとする。ただし、

一般法人法施行規則第 48条に定める要件に該当しない場合には、第

1号の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の

承認を受けなければならない。 

第４７条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、

会長が 次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を

受けなければならない。  

(１) 事業報告  

(２) 事業報告の附属明細書  

(３) 貸借対照表  

(４) 損益計算書(正味財産増減計算書) 

(５) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書  

(６) 財産目録  

(７) キャッシュフロー計算書 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号、第６号

及び第７号の書類については、定時社員総会に提出するものとする。

ただし、一般法人法施行規則第 48条に定める要件に該当しない場合

には、第 1 号の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時

社員総会の承認を受けなければならない。 

（削除） 

 

 

別紙資料 

12



（2020/11/30）

役職 氏名 企業・団体・職名 備考

1 会長 坂本　憲男 坂井市長

2 副会長 刀根　　亨 ㈱第一望洋楼　代表取締役社長

3 専務理事 鍋嶋　邦広 （一社）ＤＭＯさかい観光局　専務理事

4 理事 江川　誠一 学識経験者

5 理事 福嶋　輝彦 学識経験者

6 理事 半澤　政丈 坂井市商工会　会長

7 理事 岩田　龍見 ㈲一筆啓上茶屋　代表取締役

8 理事 豊北　景一 えちぜん鉄道㈱　代表取締役社長

9 理事 清水　誠 芝政観光開発㈱　代表取締役社長

10 理事 松本　富男 とまと旅行㈱　代表取締役

11 理事 竹内　修治 ㈲たけ庄　代表取締役

監事 田本　光三 坂井市監査委員

一般社団法人ＤＭＯさかい観光局　役員名簿

※臨時理事会決議事項報告



　　　　≪正会員≫
一般社団法人DMOさかい観光局　会員名簿

（順不同）

No 企業・団体名 所属先役職 氏 名 業種

1 IIOプロデュース㈱ 代表取締役 伊藤 俊輔 サービス業

2 ㈱荒磯 代表取締役 道場 宏 宿泊、飲食

3 ㈲一筆啓上茶屋 代表取締役 岩田 龍見 小売業

4 ㈱イワタグループ 代表取締役 岩田 良治 小売り、飲食店

5 ㈱エクシート 代表取締役 出口 隆弘 印刷、企画、制作、出版

6 えちぜん鉄道㈱ 代表取締役社長 豊北 景一 鉄道事業

7 越前松島水族館 館　長 鈴木 隆史 水族館

8 ㈲おおとく 代表取締役 大徳 真一 宿泊業

9 休暇村越前三国 総支配人 本村 隆行 ホテル、旅館業

10 京福バス㈱ 取締役社長 天谷 幸弘 運輸業

11 坂井市商工会 会長 半澤 政丈 商工会

12 ㈲サポート観光 代表取締役 八百山 正栄 貸し切りバス

13 ㈱S'Amuser 代表取締役 畑 和也 飲食店

14 サンセットビーチ振興会 会長 大井 七世美 団体

15 ㈲三里浜農産 代表取締役 小林 秀嗣 農産物、土産物等小売り

16 ㈱システム研究所 代表取締役 梅田 憲一 情報システム、Web制作

17 芝政観光開発㈱ 代表取締役社長 清水 誠 娯楽施設、遊園地、飲食店

18 ㈱清水植物園 代表取締役 清水 夢樹 造園業、グラウンドゴルフ場

19 ㈲スターフーズ 代表取締役 中本 貴久 飲食店・食品製造

20 ㈱第一望洋楼 代表取締役社長 刀根 亨 旅館、飲食業

21 ㈲たけ庄 代表取締役 竹内 修治 飲食、魚屋、宿泊

22 東尋坊観光協会 取締役社長 小南 正一 飲食業

23 とまと旅行㈱ 代表取締役 松本 富男 旅行業

24 Nan's Sea 代表 大井 七世美 サーフショップ、浜茶屋、浜Bar、海女

25 長谷川造園㈱ 代表取締役 長谷川 範彦 造園業

26 ㈲浜坂鮮魚店 取締役 浜坂 一成 鮮魚、小売り、食事処

27 福井県農業協同組合坂井基幹支店 専務理事 小寺 洋一 農業協同組合

28 ㈱福井新聞社 代表取締役社長 吉田 真士 新聞発行業

29 福井放送㈱ 代表取締役社長 池内 昭彦 放送業

30 三國湊文化生業連盟 会長 笠島 秀雄 団体

31 三国旅館組合 組合長 古木 克典 旅館組合

32 ㈱やまに 代表取締役 山野 仁司 飲食業

33 鹿島エンジニアサービス 代表 鹿島 潤司 建設業、空調設備業、設備業
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　　　≪賛助会員≫

一般社団法人DMOさかい観光局　会員名簿 　

（順不同）

No 企業・団体名 所属先役職 氏 名 業種

1 アズワンコンサルティング㈱ 代表取締役 小玉 隆一 経営労務コンサルタント業

2 憩いの宿　なかもと旅館 中本 はとみ 旅館業

3 石勝食堂 代表 石井 正晴 飲食業

4 ㈱IWABA CAFÉ 代表 海道 要 飲食業

5 雄島漁業協同組合 代表理事組合長 下影 務 組合

6 ㈱温泉旅館三国屋 代表取締役 堂前 三郎 宿泊業

7 ㈲加藤印刷 代表取締役 加藤 靖 印刷業

8 生そば新保屋 店員 新保 匡章 そば専門店

9 ㈱きっちょんどん 代表取締役 林 治巳 豆腐製造販売

10 ㈱九頭竜川マリーナ 代表取締役 多田 和也 サービス業

11 ケイカン交通㈱ 取締役社長 矢﨑 孝明 道路旅客運送業

12 ㈱児玉看板店 代表取締役 渡辺 展幸 屋外広告業

13 センチュリオンホテルリゾート＆スパテクノポート福井 代表取締役 梁川 敏雄 ホテル業

14 ダイニングバーサンクチュアリー オーナー 清島 武夫 飲食業

15 太平庵 大岡 亮平 飲食・宿泊業

16 ㈲竹内印刷 代表取締役 竹内 三知夫 印刷業

17 一般社団法人竹田文化共栄会 代表理事 廣瀬 哲夫 森林経営と公益事業

18 合資会社　田島魚問屋 代表社員 山岸 香重子 魚業卸小売業

19 田島商事㈲ 代表取締役 山岸 辰一 食事処、石油販売業

20 ちひろ 代表取締役 増田 収 旅館業

21 （公財）坪川家住宅保存会 理事長 坪川 一浩 文化財

22 手打ちそば処お食事処てんつる 店主 岡田 繁治 飲食業

23 出島荘 出嶋 勝子 民宿

24 東尋坊観光遊覧船㈱ 代表取締役社長 阪本 浩三

25 東尋坊正太楼 取締役社長 小南 正一 飲食業

26 ㈱波屋 代表取締役 前波 明博 卸・小売

27 にしさか 西坂 優 菓子製造業

28 バーチャルスカイ 代表 上野 浩幸 ドローン空撮サービス業

29 バードランド オーナー 小田原 学 飲食業

30 ㈲ハウス・アム・メーア 代表取締役 森岡 雅男 飲食業

31 ばんこ旅館 事業主 番戸 玲子 旅館業

32 ㈱ピー・ティー・ピー 代表取締役 吉村 恵理子 コンサルタント業

33 ビジネスホテルつるや 代表取締役 邑田 正名 ビジネスホテル
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　　　≪賛助会員≫

一般社団法人DMOさかい観光局　会員名簿 　

（順不同）

No 企業・団体名 所属先役職 氏 名 業種

34 ㈱ びょうぶや 夛田 昭二 小売業

35 備長和串いこる 代表 佐藤 友紀 飲食業

36 福井テレビジョン放送㈱ 代表取締役 山田 耕太郎 放送業

37 ㈱藤江Foods 代表取締役 藤江 泰夫 飲食業

38 ㈲ふるき 代表取締役 古木 克典 民宿

39 POSSE　COFFEE 代表 西 智規 飲食業

40 ホテルクージュ福井 支配人 佐々木 寿彦 ホテル業

41 マリンハウス雄島橋 代表 森井 英子 飲食業

42 丸岡温泉たけくらべ 代表取締役 福澤 隆義 宿泊業

43 （一社）丸岡城天守を国宝にする市民の会 理事長 大濃 孝尚 団体

44 (公財)丸岡文化財団　 理事長 田中 典夫 文化振興事業

45 三国温泉内湯の宿　民宿いたもと 板本 与三松 宿泊業

46 三国温泉お宿あらや 取締役 荒川 哲弥 宿泊業

47 三国温泉ゆあぽ～と 代表取締役社長 岩下 大介 日帰り温泉施設

48 三国温泉漁師の宿　民宿なかじま 中島 栄二 宿泊業

49 三国観光ホテル 総支配人 松尾 誠一 ホテル業

50 三国港機船底曳網漁業協同組合 代表理事組合長 濱出 征勝 漁業協同組合

51 三国港漁業協同組合 代表理事組合長 山本 紀彦 漁業協同組合

52 三國神社 宮司 佐々木 智 神社

53 民宿森口 森口 加奈恵 宿泊業

54 民宿よしおか 吉岡 巌 宿泊業

55 山本印刷所 代表者 山本 宏之 印刷業

56 料理民宿いそや 磯野 文夫 宿泊業

57 ㈱ワタナベ印刷 代表取締役 西川 慎二 企画、制作、ブランディング、印刷業

58 わん庵 佐々木 奈穂子 民宿

59 明治 代表 明治 敬志 民宿

60 ㈱池五 代表取締役 丸井 一成 文具、事務用品　商社

61 ㈱福井銀行 坂井町支店長 木村 文彦 銀行業

62 丸岡城桜まつり振興会 会長 岩田 龍見

63 (株)ケイ・マックス 代表取締役 畠中 健司 広告業

64 ㈱タキダエンタープライズ 代表取締役 滝田 真也 卸売業

※令和3年度より入会希望

4 ページ



 

 

一般社団法人ＤＭＯさかい観光局 

 事業計画 及び 収支予算 

令和２年度 

＜事業計画＞ 

 

【公益目的事業】 

1.坂井市観光ビジョン戦略事業 （9,500 千円 ※内訳:（その 1）5,000 千円、（その 2）4,500 千円）） 

本年度が事業年度にして二年目となる「坂井市観光ビジョン戦略基本計画（計画期間：2019～

2023 年度）」を推進するための観光事業者の事業活性化等につながる事業を坂井市（観光産業課）

との協働により実施する。 

特に、（その 1）では、観光情報発信の徹底・観光客へのもてなし創出・新規旅行商品開発など、

具体的な施策を行い、（その 2）のマーケット調査事業では、従来の調査項目に加え、来訪者満足

度、リピーター率に関するデータを収集できる仕組みを作る。ただし、新型コロナウイルスも大

きく影響するため、社会趨勢を読みながら慎重に取り組むものとする。 

 

（その 1）〈主な事業内容〉（坂井市観光連盟継承分） 

●出向宣伝・情報発信業務 

・雑誌・新聞等への広告掲載 

・ホームページ運営による情報発信 

・パンフレット等広報資材の作成、増刷及び配布 

・観光商談会参加による旅行商品の販売促進 

・物産展出展による特産品の販売等の出向宣伝 

・観光イベントのＰＲ活動 

●もてなし創出業務 

・観光地(宿泊地)魅力向上のための研修会開催 

・着地型ツアーの造成および催行 

●その他の業務 

・観光に関する取材協力 

・観光イベントへの協力・協賛 

・各種セミナー等への参加及び情報収集 

・その他、観光振興に関する業務 
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（その 2）〈主な事業内容〉 

●マーケット調査事業 

 ・観光客へのアンケート調査 

 ・WEB を用いたニーズ調査 

 ・既存パンフレットの精査及び整理 

●プロモーション事業 

・ドローンを用いた PR ビデオ編集 

・既存団体ホームページの統合及びリニューアル 

●観光案内所連携ネットワーク事業 

 ・観光案内所現状把握のためのヒアリング 

 ・観光案内所の人材育成 

 ・観光案内所のハードスペック向上（ネットワーク整備、タブレット・PC 導入等） 

・観光案内所の多言語対応補助（ポケトークの購入及び導入研修サポート） 

 

２.坂井・あわらエリア周遊滞在型観光推進事業 （8,000 千円） 

「坂井・あわらエリア周遊滞在型観光推進計画」に基づき取り組んでいる事業のうち、「あわら

温泉・三国温泉魅力向上推進事業」を坂井・あわらエリア周遊滞在型観光推進委員会から受託し

た。「周遊チケット」のブラッシュアップ含め、新規での商品開発やプロモーション活動等に取り

組む。 

 

〈主な事業内容案〉 

●周遊チケット造成事業（既存） 

・企画、印刷 

・取材、調整 

・精算業務 

●新規商品開発検討事業 

 ・周遊チケットのブラッシュアップ及び電子化検討 

●周遊チケット販路拡大及びエリアプロモーション活動 

 ・SNS を活用したプロモーション 

●ホームページの管理運営 

 ・管理、運営、修正、ページ追加 

・既存の HP 運営業務を地元事業者へ移管 
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３.ナイトタイムエコノミー事業 （15,028 千円） 

国は、インバウンド対策及びコロナ禍の反転攻勢として、着地型旅行を推進することを目的と

した、「夜間・早朝の活用による新たな時間市場の創出」支援事業を打ち出した。 

当ＤＭＯではこれに呼応し、市内各事業者や団体と連携し、複数のコンテンツで夜間・早朝の

活用を総合的に図る事業を展開し、県内外から誘客を図るとともに、関係者間の一層の連携と当

地のアピールを行っている。 

 

〈主な事業内容案〉 

① 東尋坊夕陽ハートカクテル 

② 越前松島水族館ナイトアクアリム 

③ 星空の観察ツアー 

④ MORITA BAR（旧森田銀行バーナイト） 

⑤ 三国究極の朝食膳プログラム 

⑥ 三国サンセットビーチ朝ヨガ 

 

４.国定公園への誘客推進事業 （５,000 千円） 

国は、コロナ収束前の段階から収束後の反転攻勢を見据え、「国立・国定公園への誘客の推進と

収束までの間の地域の雇用の維持・確保」の支援事業を打ち出した。 

当ＤＭＯではこれに呼応し、地域ならではの資源や魅力を活用したアドベンチャーツーリズム

の開発を図り、地域を取り巻く閉塞感を払拭し、地域雇用の維持・確保や、経済の再活性化、ひ

いては持続的な発展に資するものとする。 

 

〈主な事業内容案〉 

アドベンチャーツーリズムの開発及びモニター実施 

① 親子で楽しむ！海釣り体験教室 

② キャンプイベント「手ぶらでＴＯＪＩＮＢＯ焚火クッキング」 

③ クルージングツアー 

 

５.電子書籍連動消費喚起・ＰＲ事業 （３,850 千円） 

坂井市シティセールス推進課から受託。令和２年度公開予定の電子書籍「旅色」と連携し坂井

市を訪れた観光客をターゲットとしたキャンペーンの実施を通じ、観光業を中心とした市内の消

費拡大、並びに観光客の満足度を向上させ、坂井市に関心を持つ人口の拡大につなげる。 
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〈主な事業内容案〉 

令和３年２月に公開予定の電子書籍「旅色」と連動したキャンペーンを企画立案し、ＰＲ活動、

準備、運営を行う。 

 

６.「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」実証事業 （16,000 千円） 

坂井・あわらエリアは、東尋坊や丸岡城、あわら温泉など福井県を代表する観光資源を有して

いる。このエリアを中心に、時間・生活に余裕のある層や高級感を求める個人旅行客向けとして、

専門家によるガイドツアーや夜に開催する振り返りサロン、越前がにの中でも希少な皇室献上級

の越前がにの目利き・実食など、上質でプレミアムなコンテンツに磨き上げ、利用客層の拡大を

図る。そして今後、ツアーを重ねていくことでインバウンド需要の将来的な取込みにも繋げる。 

 併せて、地元ボランティアガイドのスキルアップ研修を実施する。 

 

〈主な事業内容案〉 

①  令和 3 年１月・２月 ガイド育成講習会（４回） 

②  令和 3 年２月 モニター・ファムツアーの実施、検証 

 

７.坂井市魅力発信プロジェクト事業 （2,695 千円）（坂井市観光連盟継承分） 

坂井市の地域資源やその特性、また自治体や民間などの連携を活用し、観光や物産のＰＲ、各

種イベントの開催、都市間交流の促進などを通じ、まちの賑わいや活力を維持・発展させ、都市

イメージ向上と坂井市に関心を持つ人口を創出することを目的に事業を実施する。 

 

〈主な事業内容案〉 

① 坂井市資源魅力向上事業 

ア「丸岡バスターミナル」と「丸岡城」を結ぶ導線上の魅力を向上し、滞在時間の延長や 

新しい人の流れを構築すべく仕組みづくりを行う。 

イ お城ＥＸＰＯに出展し、話題性を高め、よりお城ファンに届く情報発信を行う。 

ウ 現存１２天守同盟自治体が開催するお城イベント等で、丸岡城のＰＲ等を行う。 

エ 関係団体が主催する丸岡城周辺のまち歩きのイベントや地域資源を活用した事業に 

協力すること。 

② 上記事業以外に、効果的な情報発信、まちの魅力体感に繋がる事業等を企画し、市と協働

のうえ実施する。 

 

８女性活躍推進室婚活事業 （200 千円） 

坂井市女性活躍推進室からの受託事業。「坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略」における基

本目標「結婚支援の充実」の一環として、坂井市を代表する観光スポットを活用し、出会いと楽

しめるイベントを企画し、坂井市の魅力をＰＲするとともに地域活性化を図ることを目的とする。 
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〈主な事業内容案〉 

① 婚活イベントの開催（令和 3 年 3 月 18 日開催予定） 

 

 

【収益目的事業】 

1.国定公園、温泉地でのワーケーション推進事業 （５,450 千円） 

本事業を通じて、福井県最大の観光地である東尋坊エリアにワーケーションのモデル的な拠点

（共有ワークスペース）を作り、新たな働き方、余暇の使い方の広がりから、従来には無い目的

で観光地を訪れるキッカケを人々に与えることに繋げる。こうした、ロングバケーションを見据

えたワーケーションの環境（共有ワークスペース）を整備することは、長期滞在を促し、事業の

目的である、近隣の観光関連事業者の活性化に伴う雇用の維持・確保に繋がり、ひいては地域の

持続的な発展に資する。 

 

〈主な事業内容案〉 

ワーケーション利用者が利用できる共有ワークスペースの整備 

 

２. PR コンサルティング事業 （1,000 千円） 

県や市、県観光連盟等が実施する出向宣伝等の機会を利用し、観光資源や特産品等の告知・販

路拡大を図るためのコンサルティングを行う。 

また、候補ＤＭＯとなったことを最大限利用し、他県ＤＭＯとの連携・宣伝の戦略的計画を図

り、その情報を会員に発信する。 

 

〈主な事業内容案〉 

三国ボート広報・宣伝 

  インバウンドや新規愛好者が、坂井市の観光地と共に三国ボートの存在も認知できるよう 

な広報・宣伝の仕方を競艇事業団とともに開発する。 

また、抵抗なく三国ボートの舟券を購入できるような How To 動画を作成する。 
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【その他】 

１.日本版 DMO 候補法人登録事業 

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

立つ観光地域づくりの舵取り役として日本版 DMO となるべく、観光庁へ候補法人申請。 

令和 2 年 10 月 16 日に「観光地域づくり法人（登録ＤＭＯ）」制度の候補ＤＭＯとして観光庁

に正式に登録された。 

 

２.既存観光団体との調整事業 

当 DMO が理想的な観光推進母体になるよう、（一社）坂井市観光連盟、坂井市三国観光協会、

坂井市丸岡観光協会業務の一部を令和 2 年 10 月 1 日統合した。 
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令和２年度一般社団法人ＤＭＯさかい観光局補正予算（第２号）概要説明 

 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

（１） 歳入歳出予算の総額３４，５８３千円に歳入歳出それぞれ５４，２６７千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８８，８５０千円と定める。 

 

（一時借入金の実行） 

（２）観光庁より採択を受けた事業（詳細は歳出の部（１）公益的事業６を参照）につい

て、国の補助金のため交付額確定までの間、一定期間立て替え払いが必要となるため一

時借り入れが必要となる。 

  なお、借入れの限度額は、２０，０００千円と定める。 
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■歳入の部

（単位：千円）

補正前の額 補正額 計 備考

24,500 32,710 57,210

1 坂井市観光ビジョン戦略事業委託金 4,500 5,000 9,500
坂井市観光連盟事業承
継による

2
坂井・あわらエリア周遊滞在型観光推進事業委
託金

8,000 8,000

3 ナイトタイムエコノミー創出事業委託金 12,000 ▲ 35 11,965

4 国定公園への誘客推進事業委託金 5,000 5,000

5 電子書籍連動消費喚起・ＰＲ事業委託金 3,850 3,850

6
「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテン
ツ造成」実証事業補助金

16,000 16,000

7 坂井市魅力発信プロジェクト事業委託金 2,695 2,695
坂井市観光連盟事業承
継による

8 女性活躍推進室婚活事業委託金 200 200

10,083 13,472 23,555

1 一般社団法人DMOさかい観光局運営費補助金 10,083 6,259 16,342 ２団体統合による増額

2 東尋坊観光交流センター管理事業委託金 3,669 3,669
三国観光協会事業承継
による

3 東尋坊駐車場管理事業委託金 1,000 1,000 同上

4 三国駅管理事業委託金 374 374
坂井市観光連盟事業承
継による

5 会費 2,170 2,170 正会員32、賛助会員57

8,085 8,085

1
国定公園、温泉地でのワーケーション推進事業
補助金

2,450 2,450
国 1,500
市   950

2 PRコンサルティング事業収入 5,000 5,000

3 称念寺ＰＲ物販販売費 635 635

34,583 54,267 88,850

区　　　　分

（１）公益的事業収入

（２）管理事業収入

（３）収益的事業収入

合　　　計
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■歳出の部

（単位：千円）

補正前の額 補正額 計 備考

24,500 35,773 60,273

1 坂井市観光ビジョン戦略事業 4,500 5,000 9,500
坂井市観光連盟事業承
継による

2 坂井・あわらエリア周遊滞在型観光推進事業 8,000 8,000

3 ナイトタイムエコノミー創出事業 12,000 3,028 15,028

4 国定公園への誘客推進事業 5,000 5,000

5 電子書籍連動消費喚起・ＰＲ事業 3,850 3,850

6
「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテ
ンツ造成」実証事業

16,000 16,000
一時借入金にて資金手
当てを行う

7 坂井市魅力発信プロジェクト事業 2,695 2,695
坂井市観光連盟事業承
継による

8 女性活躍推進室婚活事業 200 200

10,083 11,409 21,492

1 一般社団法人DMOさかい観光局運営事業 10,083 6,366 16,449 ２団体統合による増額

2 東尋坊観光交流センター管理事業 3,669 3,669
三国観光協会事業承継
による

3 東尋坊駐車場管理事業 1,000 1,000 同上

4 三国駅管理事業 374 374
坂井市観光連盟事業承
継による

6,450 6,450

1
国定公園、温泉地でのワーケーション推進事
業

5,450 5,450

2 PRコンサルティング事業 1,000 1,000

635 635

1 予備費 635 635

34,583 54,267 88,850

区　　　　分

（１）公益的事業

（２）管理事業

（３）収益的事業

合　　　計

（４）予備費

9 ページ



単位：円、％

前期繰越 期間借方 期間貸方 期間残高 構成比

現金・預金合計 16,490,615 5,647,138 10,843,477 94.66

売掛金 16,407,000 16,391,000 16,000 0.14

他流動資産合計 100,368 0 100,368 0.88

流動資産合計 32,997,983 22,038,138 10,959,845 95.69

固定資産合計 493,094 0 493,094 4.31

資産合計 33,491,077 22,038,138 11,452,939 100.00

買掛金 0 7,263,600 7,263,600 63.42

仕入債務合計 0 7,263,600 7,263,600 63.42

未払金 3,707 236,602 232,895 2.03

預り金 728,471 990,928 262,457 2.29

他流動負債合計 732,178 1,227,530 495,352 4.33

流動負債合計 732,178 8,491,130 7,758,952 67.75

利益剰余金合計 0 3,693,987 3,693,987 32.25

負債・純資産合計 0 732,178 12,185,117 11,452,939 100.00

単位：円、％

前期繰越 期間借方 期間貸方 期間残高 構成比

売上高合計 0 16,456,600 16,456,600 100.00

当期商品仕入高 7,543,564 0 7,543,564 45.84

売上総損益金額 8,913,036 8,913,036 54.16

販売管理費計 5,219,064 5,219,064 31.71

営業損益金額 3,693,972 3,693,972 22.45

営業外収益合計 15 15 22.45

経常損益金額 3,693,987 3,693,987 44.90

当期純損益金額 0 3,693,987 3,693,987

残高試算表（月次・期間）

自　令和２年４月１日　　至　令和２年９月３０日

勘定科目

一般社団法人DMOさかい観光局

勘定科目

損益計算書

貸借対照表
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令和２年度 当初予算執行状況一覧

＜収入の部＞ （単位：千円）

当初 上期

予算額 概算額

1 公益目的事業 18,118 9,306 8,812

2 坂井市観光ビジョン戦略事業 8,200 3,200 5,000 坂井市観光産業課

3 山車人形師育成事業 3,000 3,000 0 坂井市・あわら市

4 坂井市情報発信事業委託業務 5,390 2,695 2,695 市シティセールス推進課

5 周遊滞在型観光推進事業 30 20 10

6 三国駅舎管理業務 748 374 374

7 その他公益目的事業収入 750 17 733

8 収益目的事業 1,550 180 1,370

9 着地型プログラム創生・誘客事業 500 500

10 共通クーポン事務局 0 皆減 三國湊 回遊手形

11 サンセットクルーズ 250 250 三國會所

12 その他収益目的事業収入 800 180 620

13 管理部門 12,520 6,260 6,260

14 坂井市観光連盟運営補助金 12,519 6,260 6,259 労務費・公用車リース費

15 会費収入 0 皆減

16 雑収入 1 1 預金利息 他

17 合　計 32,188 15,746 16,442

＜支出の部＞

当初 上期

予算額 概算額

19 17,314 8,760 8,554

20  坂井市観光ビジョン戦略事業 8,200 3,200 5,000 精算払

21  山車人形師育成事業 3,000 3,000 0 岩堀雄樹氏

22  坂井市情報発信事業 5,121 2,560 2,561

23  その他公益目的事業支出 993 993

24  収益目的事業支出 853 31 822

25  労務費等（坂井市補助金対象費用） 12,519 6,260 6,259 公用車リース費含む

26  販売費及び一般管理費 2,400 1,500 900

27 △ 897 △ 805 △ 93

28 合　計 32,188 15,746 16,442

坂井市観光連盟

公益目的事業

 予備費/経常損益

科　　目 増減 備考

科　　目 増減 備考
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　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

決 算 額 精　算　内　訳

3,668,500

7 預金利息

3,668,507

委託賃金 2,591,236 職員３名分・保険料、各種手当込

電気料 397,300

上下水道料 34,550

灯油代 1,330

２階エアコン修繕費 109,714

２階　ブラインド設置費 209,000

租税公課 10,000 収入印紙代

3,556,938

111,569 　(一社)ＤＭＯさかい観光局へ余剰金（A-B)

総

支

出

人件費

施設維持

管理費
消耗品費

期間　　(令和２年４月１日～令和２年９月３０日)

交流センター総括表

203,808

支出計（B）

令和２年度

科　　　　目

総

収

入

管理運営受託費

雑入

収入計（A）

坂井市三国観光協会

アクリルパーテーション・ファン

ヒーター・ゴミ箱他
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令和2年度　坂井市営東尋坊駐車場指定管理者収支

（単位：円）　　

決　算　額 積　算　内　訳

2,732,500 小型車5,417台　大型車24台

14 預金金利

845,526 コロナフィルスのため駐車場営業ができなかった
為協会収入を運用する。

3,578,040

外部委託賃金 1,006,464

人件費 0

人件費計 Ｃ 1,006,464

水道光熱費 103,504 管理棟、公衆便所、街灯

通信費 84

損害保険 2,920

租税公課費 346,100 税金

消耗品費 5,114

施設維持管理費 Ｄ 457,722

←雑入は入れない・100円未満切り捨て

1,464,186

2,113,854

　総  括  表

科　　　目

駐車場使用料 Ａ

雑入

収入計 Ｂ

期間　（令和　２年　４月　１日～令和　２年９月３０日）

坂井市三国観光協会

令和2年度指定管理者収入額 Ｇ　(Ｂ－Ｆ)

令和元年度　収入分

支出計 Ｆ　 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)

施
設
維
持
管
理
費

人
件
費

総
収
入

総
支
出
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月 日 時間 項目 内容

12 13:30 第３回DMO理事会

議案第１号　正会員及び賛助会員の承認
議案第２号　社員総会の開催日時及び場所
　　　　　　　並びに社員総会の決議事項の決定
議案第３号　令和２年度事業計画（案）
議案第４号　令和２年度収支補正（第２号）予算書（案）
議案第５号　正会員及び賛助会員に関する規程の制定

17 社員総会案内通知発送

①承認された正会員へ社員総会開催通知
②議案書及び説明資料
③出欠確認票、委任状・議決権行使書
④会費振込依頼書

17
賛助会員承認
　及び会費振込通知

①賛助会員承認案内
②賛助会員会費振込書

27 会員会費振込期限 ※納付をもって会員登録完了

30 10:00 DMO設立社員総会

対象者　正会員
議案第１号　定款の一部変更
議案第２号　理事及び監事の選任又は解任

　（休　憩）　別室にて臨時理事会
・代表理事（＝会長）の選出
・会長による副会長及び専務理事の指名並びに出席理事の
承認

※臨時理事会での決議事項を社員総会に報告する

・その他　今後のスケジュールについて

12

1

2

3 31 第１期事業年度終了

4 1 第２期事業年度開始

上旬 会計監査 令和２年度決算書

中旬 第５回DMO理事会

議案第１号　令和２年度事業報告
議案第２号　令和２年度決算書
議案第３号　令和３年度事業計画（案）
議案第４号　令和３年度収支予算書（案）

6 中旬 令和３年度社員総会

11

5

R2年度DMOさかい観光局スケジュール
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北陸新幹線県内開業に向けて… 

来年度以降に向けての提言 

 

１ 芦原温泉駅及び小松空港から、あわら温泉・三国温泉ゆきシャトルバスの 

坂井・あわら共同運行 

２ 公共トイレの全面改修、３Ｋから３Ｓへ 

    （例：雄島・浜地・東尋坊市営駐車場・海浜公園他） 

    （汚い・危険・気味悪い→ 清潔・爽やか・素敵なトイレに） 

３ 市営駐車場の料金自動徴収化 収益アップ・データ徴収・周辺環境整備の財源確保 

４ 丸岡城の修復（危険個所・毀損箇所）の調査及び早期修復 

５ 市内サイン関係の見直し（含む、多言語表記） 

６ かもめ通り～サンセットビーチ～東尋坊への混雑渋滞解消 

 （迂回ルート かもめ通り→滝谷寺→東尋坊レーダー→雄島口→東尋坊ルートの案内） 

７ 丸岡歴史博物館の設置（みくに龍翔館との棲み分け） 

   丸岡図書館を歴史博物館に衣替え 

８ 越前がにの養殖事業着手 

９ エッセル堤の海釣り公園化（有料化・公園整備工事・利用ルールの整備他） 

10 東尋坊エリアおよび丸岡城周辺エリアへのホテル誘致事業  


