
 

 

観光地域づくり法人形成･確立計画（様式１） 

記入にあたっての留意点 

 

 

・様式１について、本記入要領に従い、簡潔かつ明瞭に記入すること。 

・各項目に設定された枠内に記載内容が収まらない場合は、枠組みを拡大する等し

て記入すること。 

・各項目の記載枠については、適宜、行や欄の追加等を行ってよい。 

・記入に当たっては、観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドラインを参照

すること。 

・記入に当たっては、各項目について構想段階のものであっても可能とする。 

ただし、構想段階の項目は、必ず赤字で記入すること。 

加えて、構想段階の項目については、設定された枠内に、必ず各項目の実現・実

行に向けたスケジュール等を明確に赤字で記入すること。 

 

 

※次ページ以降に記入し、提出すること。 
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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１０月３１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）ＤＭＯ日光 

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 

栃木県日光市 

所在地 栃木県日光市 

設立時期 平成２９年４月２０日 

職員数 ３人【常勤３人（正職員１人・出向等２人）、非常勤０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） 

粉川 昭一 

（出身組織名） 

日光市 市長 

代表理事として当法人の代表権を有し、日光市の市

長でもあることから、地域に精通しているだけでな

く、観光事業者等との連携においても強いリーダー

シップを発揮して取り組んでいる。 

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） 

田中 宏充「専従」 

（出身組織名） 

日光市 

日光市観光経済部を務めた豊富な勤務経験を有し、

地域観光資源や人材に深い知見を持ち、鮮度の高い

観光情報を有してる。 

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） 

田中 宏充「専従」 

（出身組織名） 

日光市 

日光市観光経済部を務めた豊富な勤務経験を活か

し、持続可能な運営収支や財源確保に関する検討を

行う。 

各部門（例：プロモ

ーション）の責任者

（専門人材） 

※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 

（氏名） 

田中 宏充 

（出身組織名） 

日光市 

日光市職員として観光部門１３年間の豊富な勤務経

験を持ち、国内外のプロモーションに高い能力を持

つ。 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

栃木県日光市観光課 

日光市の基幹産業としての観光の発展と地域経済活性化に向けた民間事業者へ

の支援、環境整備、戦略の策定 

連携する事業者名及

び役割 

・日光市観光協会(情報共有、事業実施方向性共有、事業連携・協力) 

・日光商工会議所(情報共有・事業連携) 
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・東武鉄道株式会社(二次交通、環境整備、情報発信、事業連携) 

・東日本旅客鉄道株式会社(二次交通、環境整備、情報発信、事業連携) 

・日光市観光推進協議会(事業実施方向性確認・共有) 

※観光推進協議会の４つの部会である「誘客推進部会」「ホスピタリティ推進

部会」「交通部会」「ガイド部会」から成り立つ。誘客推進部会の代表には日光

温泉旅館組合、鬼怒川・川治温泉旅館協同組合、ホスピタリティ推進部会の代

表には湯西川温泉旅館組合がなっており、かつ、中禅寺温泉旅館協同組合、奥

日光湯元温泉旅館協同組合、今市旅館組合、奥鬼怒・川俣温泉旅館組合は部会

の会員として入っている。 

・世界遺産「日光の社寺」＜日光東照宮、日光山輪王寺、日光二荒山神社＞ 

（文化財・情報共有） 

・株式会社足利銀行(情報共有、事業者マッチングなど) 

・株式会社栃木銀行（情報共有、事業者マッチングなど） 

・鹿沼相互信用金庫(情報共有、事業者マッチングなど) 

・栃木県産業労働観光部（情報共有、方向性共有） 

・栃木県観光物産協会（情報共有、方向性共有）等 

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）観光地域づくり法人(DMO)を中心として観光地域づくりを行うことにつ

いての多様な関係者の合意形成「観光地域づくり法人の意思決定に関与できる

立場で行政や幅広い分野の関係団体の代表者が参画」に該当し、関係者の合意

形成が有効に行われる仕組みが存在している。 

（概要）一般社団法人ＤＭＯ日光を構成する理事 15名において、以下の分野

関係団体から代表者を選出いただき、理事を受任いただいている。このことか

ら、観光地域づくり法人の意思決定に直接関与し、観光地域づくりに係る各所

属団体との情報共有が可能な組織体制を確立している。 

【行政】日光市(代表理事、理事、監事） 

【観光事業者（世界遺産「日光の社寺」）日光東照宮(理事)、日光山輪王寺(理

事)、日光二荒山神社(理事)、日光商工会議所(理事)、日光市観光協会(理事、

監事) 

【交通事業者】東日本旅客鉄道株式会社(理事)、東武鉄道株式会社(理事) 

【金融機関】 株式会社足利銀行(理事)、株式会社栃木銀行(理事)、鹿沼相互

信用金庫(理事) 

また、ＤＭＯ日光の事業の方向性や内容は、栃木県（産業労働観光部、環境森

林部自然環境課）、栃木県観光物産協会については、国立公園満喫プロジェク

トのエリア分科会での情報共有や日光市、日光市観光協会との定例会議（観光

推進会議）を行い、意思疎通を図っている。 

 

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 

 

・令和２年７月に当法人組織改編に伴う、地域観光関係者への周知説明。 

・世界遺産の日光の社寺、観光事業者、交通事業者等からなるインバウンド戦

略会議を設立し、インバウンド戦略の策定に対する意見をいただく。 

・各地域観光関係者との意見交換の実施 

・令和３年に策定した日光市誘客戦略において地域の意見聴取を行った。 

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 

具体事業内容  

令和元年 

・日光情報発信センターとの定例会議の実施（R元年終了） 

・事業者及び一般市民に向けた『稼げる日光』をテーマにし

たシンポジウムの開催 

令和２年 
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・ホームページ新設 

・多言語観光パンフレット作成 

・インバウンド向け旅行商談会参加 

令和３年 

・日本観光ショーケース in大阪出展・PR 

・東京オリンピック・パラリンピック開催時東京メディアセ

ンターPRブース出展 

受入環境の

整備 

具体事業内容  

令和元年 

・日光市観光推進協議会ガイド部会や各部会・各地域キーマ

ンとのヒアリング及び観光関係者との意見交換会の実施。 

・日光市政策専門委員且つＪＮＴＯ特別顧問であるデービッ

ド・アトキンソン氏とのヒアリング及び意見交換会の実施。 

・スペイン人の日光に対する需要に関する調査 

 

令和２年度 

・日光市・（一社）モバイルスマート推進財団・（一

社）DMO日光との「インバウンド観光推進に関するパート

ナー協定」締結 

・多言語情報サイト「Guidoor（ガイドア）に観光情報掲載

（日・英・中（繁体・簡体）・仏・スペイン・インドネシ

ア・タイ・韓国の８言語対応） 

・在日外国人旅行意識調査 

 

令和３年度 

・旧日光市東町・西町地区多言語、キャッシュレス対応調査 

・日光国立公園内ビジターセンター・案内所スタッフが公園

内のアクティビティを体験し、来訪者の属性に応じた過ごし

方を提案できる体制づくりを行うための案内所等スタッフの

アクティビティ体験事業実施 

・デジタルマーケティング支援ソフトを活用したデジタルマ

ーケティング手法研修(DMO,観光協会、市職員) 

観光資源の

磨き上げ 

具体事業内容  

令和元年 

・栃木県、栃木県観光物産協会、日光市、日光市観光協会と

の定例戦略会議の実施 

・日光市、日光市観光協会、日光市内事業者が行った事業内

容の評価（Ｒ元年度終了） 

 

令和２年 

・環境省補助、観光庁実証事業による新たなコンテンツ作成 

①環境省令和２年度国立・国定公園への誘客の推進事業及

び国立・国定公園 温泉地でのワーケーションの推進事業

「日光地域自然ガイドによる日光の魅力を再発見する誘客

促進事業」（自然体験プログラム１９プラン） 
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②関東運輸局令和2年度訪日グローバルキャンペーンに対

応したコンテンツ造成事業「日光バードウォッチングエ

リア開発事業」（５プラン） 

・日光市・観光事業者と連携したワーケーションによる誘客

促進に向けた調査・研究 

 

令和３年 

・日光市誘客戦略の策定 

・奥日光e-bikeを活用したサスティナブルツアー誘客事業 

 日光国立公園の奥日光エリアにおいて、サイクリングラッ

クやe-bikeの整備、専門家の意見によるサイクリングマップ

の策定。 

・「日光連山と二社一寺が育んだ匠に触れる滞在創出～未来

へ続くサステナブルな日光へ～」富裕層向けに日光彫りに光

を当てた特別感のある宿泊コンテンツ２プラン造成 

 

（定量的な評価） 

・情報発信のメディア露出の数値（テレビ、新聞、ウェブ合わせて） 

   平成 27年度 160件 ⇒ 平成 28年度 218件  

 ⇒平成 29年度 335件 ⇒ 平成 30年度 389件 

・入込客数の増減 

※令和２・３年についてはコロナウィルスの影響により激減 

  平成 27年 11,957千人 ⇒ 平成 28年 11,391千人 

 ⇒平成 29年 12,099千人 ⇒  平成 30年 12,334千人 

⇒令和 元年  11,814千人 ⇒ 令和 2年   8,344 千人 

⇒令和３年  7,890千人 

 

・宿泊者数の増減 

 

   平成 27年 3,521千人 ⇒ 平成 28年 3,316千人 

 ⇒平成 29年 3,440千人 ⇒  平成 30年 3,307千人 

⇒令和 元年 3,294千人 ⇒ 令和 2年  1,851千人 

⇒令和 ３年 1,696千人 

・外国人宿泊者数の増減 

 ※令和２・３年についてはコロナウィルスの影響により激減 

   平成 27年  70,295人 ⇒ 平成 28年 92,448人 

 ⇒平成 29年 101,704人 ⇒  平成 30年 92,968人 

 ⇒令和 元年  119,253人 ⇒ 令和 2年 18,679人 

⇒令和 ３年   2,113人 

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）。 

一般社団法人ＤＭＯ日光が、日光市の観光振興事業のマーケティング機能を担

う。日常的な業務は事務局として日光情報発信センター（下野新聞社、電通、

東武トップツアーズ）と、日光市観光部及び日光市観光推進協議会が密接に連

携し、官民共同の運営を実施。（Ｒ元年度終了） 

 

※令和２年７月１４日に組織改編 



（別添）様式１ 

5 

 

世界遺産二社一寺を含め地元観光事業者、銀行、鉄道事業者等を理事に迎

え、インバウンド（訪日外国人旅行）誘致に向けた観光振興の取組を地域

の関係者と一体となって推進する組織として改編 

（実施体制図） 

 
■日光市観光推進協議会 

 会長  日光市長 

 副会長 一般社団法人日光市観光協会 会長 

 監事  日光商工会議所 会頭 

 監事  栃木県産業労働観光部観光交流課長 

 委員  公益社団法人栃木県観光物産協会長 

 委員  誘客推進部会代表 東日本旅客鉄道株式会社 

 委員  誘客推進部会代表 東武鉄道株式会社 

 委員  誘客推進部会代表 日光温泉旅館共同組合 

 委員  誘客推進部会代表 鬼怒川・川治温泉旅館共同組合 

 委員  ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ推進部会代表 湯西川温泉旅館組合 

 委員  ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ推進部会代表 日光タクシー協議会 

 委員  ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ推進部会代表 日光二社一寺前飲食物産業組合 

 委員  交通部会代表 関東自動車株式会社 

委員  交通部会代表 野岩鉄道株式会社 

 委員  ガイド部会代表 足尾まるごと井戸端会議 

 委員  ガイド部会代表 NPO法人日光門前まちづくり 

 委員  一般社団法人ＤＭＯ日光 事務局長 

 委員  日光市観光部長 

■誘客部会 

 ３５団体、日光市観光部観光課 

■ホスピタリティ推進部会 

 ２１団体、日光市観光部観光課 

■交通部会 

 １７団体、日光市市民生活部生活安全課、日光市観光部観光課 

■ガイド部会 

 １８団体、日光市観光部観光課 
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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】 

平成１８年に、今市市、日光

市、足尾町、栗山村、藤原町

の 5市町村が合併し、一つの

日光市になった。現在の日光

市には多様な観光素材が存在

しており、複数の楽しみ方が

できる場所となっている。そ

のため、各地区が一体となっ

た旅行商品の開発、周遊パス

の企画など、公共交通機関も

含めて市内での連携を重視し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【観光客の実態等】 

・観光入込客数 

  令和３年  前年比 令和２年 

日光市  7,890,853 人 94.6% 8,344,072人 

 旧日光市  4,988,376 人 98.1% 5,084,772人 

 旧今市市  1,443,051 人 97.1% 1,486,591人 

 旧足尾町  100,462人 97.6% 102,884人 

 旧栗山村  167,747人 84.9% 197,553人 

 旧藤原町  1,190,947 人 80.9% 1,472,272人 

・延べ宿泊数 

  令和３年 前年比 令和２年 

日光市  1,696,515 人 91.6％ 1,851,222人 

 旧日光市  683,307人 108.2% 631,466人 

 旧今市市  45,901 人 100.0% 45,885人 

 旧足尾町  4,751 人 119.3% 3,981人 

 旧栗山村  109,639人 84.9% 129,119人 

 旧藤原町  852,917人 82.0% 1,040,771人 
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【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】 

＜日光エリア＞ 

①観光施設等 

・世界遺産「日光の社寺」（日光東照宮、日光山輪王寺、日光二荒山神社）、神橋、 

 日光山中禅寺立木観音、英国大使館、イタリア大使館別荘公園、 

 日光田母沢御用邸記念公園、日光自然博物館、小杉放庵記念日光美術館、 

 金谷ホテル歴史館、日光植物園 

 

②商業施設等 

・明智平ロープウェイ、日光木彫りの里工芸センター、日光湯元ビジターセンター、 

 霧降スケートセンター、湯本温泉スキー場、中禅寺湖畔ボートハウス、 

 中禅寺湖遊覧船、日光カンツリー倶楽部、日光霧降カントリークラブ 

 

③自然・伝統・食の文化等 

・奥日光湯元温泉、華厳の滝、竜頭の滝、湯滝、霧降の滝、中禅寺湖、湯の湖、 

 戦場ヶ原、いろは坂、明智平、霧降高原、男体山、霧降高原キスゲ平園地、 

 日光彫、ゆば、水ようかん 

 

④イベント・体験アクティビティ等 

・弥生祭、流鏑馬神事、百物揃千人武者行列、日光山輪王寺強飯式、 

 日光山輪王寺薪能、アクティビティ（日光自然ガイド協議会：ラフティング、エアボード、ヨガ、

スノーアクティビティ等） 

 

＜湯西川、川俣、奥鬼怒エリア＞ 

①観光施設等 

・平家の里、湯西川水の郷、平家落人民俗資料館、土呂部水芭蕉園 

 

②商業施設等 

・道の駅湯西川、大滝養魚場、上栗山オートキャンプ場、 

 

③自然・伝統・食の文化等 

・湯西川温泉、川俣温泉、奥鬼怒温泉、上人一休の湯、蛇王の滝、鬼怒沼、月山、 

 瀬戸合峡、間欠泉 

 

④イベント・体験アクティビティ等 

・平家大祭、湯西川温泉かまくら祭り、水陸両用バスダックツアー 

 

 

＜鬼怒川、川治エリア＞ 

①観光施設等 

・鬼怒楯岩大吊橋 

 

②商業施設等 

・ＥＤＯＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ日光江戸村、東武ワールドスクウェア、 

 日光さる軍団劇場、鬼怒川お菓子の城、とりっくあーとぴあ日光、 

 巨大迷路パラディアム、日光花いちもんめ、鬼怒川温泉ロープウェイ、 

 エーデルワイススキーリゾート、三依渓流つり場、上三依水生植物園、 

 鬼怒川温泉オートキャンプ場、鬼怒川カントリークラブ、 

 きぬがわ高原カントリークラブ、鬼怒川ロープウェー、日光人形の美術館、 

 ３Ｄ恐竜館 
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③自然・伝統・食の文化等 

・鬼怒川温泉、川治温泉、川治温泉薬師の湯、鬼怒川公園岩風呂、龍王峡 

 

④イベント・体験アクティビティ等 

・龍王祭、月あかり「花回廊」、鬼怒川ライン下り、鬼怒川ラフティング、 

 グランデ・イーソラ、栃木カヤックセンター 

 

＜足尾地区＞ 

①観光施設等 

・足尾銅山観光、国民宿舎かじか荘、古川掛水倶楽部、足尾歴史館、 

 足尾環境センター 

 

②商業施設等 

・足尾漁業協同組合 

 

③自然・伝統・食の文化等 

・足尾温泉、庚申七滝、庚申山、備前楯山、松木渓谷、花の渡良瀬公園、 

 足尾銅山観光のさくら、わたらせ渓谷鉄道沿線のさくら、足尾焼 

 

④イベント・体験アクティビティ等 

・足尾町納涼祭、わたらせ渓谷鐵道各駅イルミネーション、 

 ＮＰＯ法人足尾に緑を育てる会（植樹祭、植樹体験） 

 

＜今市地区＞ 

①観光施設等 

・竜蔵寺の藤、報徳二宮神社、船村徹記念館、二宮尊徳記念館 

 

②商業施設等 

・道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣、名水の郷日光おかき工房、日光ストロベリーパーク、 

 日光霧降高原大笹牧場、今市宿市縁広場、杉並木公園、日光だいや川公園、 

 今市温泉かたくりの湯、杉の郷カントリー倶楽部、ピートダイゴルフクラブ、 

 ラインヒルゴルフクラブ、サンレイクゴルフクラブ、バークレイカントリークラブ 

 日光ランドマーク 

③自然・伝統・食の文化等 

・日光杉並木街道、六方沢、日光みそのたまり漬け、日光天然氷 

 

④イベント・体験アクティビティ等 

・日光夏の花火、日光そばまつり、酒蔵見学、手打ちそば体験 

 

※観光資源の活用方法についても記入すること。 

 日光市内各地域に多数ある観光資源を活用し、様々な観光客が訪れており、季節や観光客の趣向に

合わせ、訴求できるコンテンツを造成し、誘客に取り組んでいる。 
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【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

 

番

号 
番号 名  称 収容定員 客室数   

1 今市 日光東照宮晃陽苑 71      

2 今市 竹美荘 29      

3 今市 東照温泉旅籠福田屋 38      

4 今市 あたみ館 20      

5 今市 ホテルファミテック 150      

6 今市 ホテル村上 44      

7 今市 日光杉並木ユースホステル 30      

8 今市 日光屋旅館 28      

9 日光 湯乃家旅館 120  33    

10 日光 美や川旅館 16  5    

11 日光 湯守釜屋旅館 279  43    

12 日光 湯元板屋 93  24    

13 日光 ミノヤ 30  10    

14 日光 奥日光小西ホテル 220  44    

15 日光 ホテル山月 100  28    

16 日光 奥日光パークロッジ深山 37  10    

17 日光 紫雲荘 20  8    

18 日光 湯乃湖荘 45  16    

19 日光 日光四季の宿 越後屋 72  16    

20 日光 白根荘 28  9    

21 日光 奥日光高原ホテル 170  63    

22 日光 ほのかな宿 樹林 180  48    

23 日光 ホテル花の季 160  40    

24 日光 奥日光森のホテル 120  26    

25 日光 ゆの森 20  12    

26 日光 かつら荘 40  10    

27 日光 奥日光やまみず樹 30      

28 日光 民宿若葉荘 20  5    

29 日光 休暇村日光湯元 214  63    

30 日光 日光湯元温泉おおるり山荘 250      
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31 日光 山の宿 50  10    

32 日光 スパビレッジカマヤ 90  16    

33 日光 奥日光湯元温泉 万蔵旅館 55      

34 日光 日光アストリアホテル 160  59    

35 日光 中禅寺金谷ホテル 114  57    

36 日光 奥日光ホテル四季彩 120  36    

37 日光 ホテル花庵 48  22    

38 日光 日光山水 30  14    

39 日光 ホテル湖上苑 30  10    

40 日光 ホテルコタン 26  10    

41 日光 プチホテル マスヤ 20  7    

42 日光 すぎもと館 20  7    

43 日光 民宿越後屋 14  5    

44 日光 民宿みはらし 20  7    

45 日光 民宿おかじん 24  10    

46 日光 民宿一茂 20  7    

47 日光 民宿白樺 20  7    

48 日光 中禅寺ペンション 24  9    

49 日光 ペンションフレンドリー 25  11    

50 日光 ペンションレークス日光 12  8    

51 日光 レステル金波 25  5    

52 日光 星野リゾート界 日光 104  33    

53 日光 ホテルリッツカールトン日光       

54 日光 ふふ日光       

55 日光 フェアフィールドマリオット日光       

56 日光 旅籠なごみ 45      

57 日光 リトルフォレストイン日光 18      

58 日光 奥日光中禅寺温泉 ホテル湖畔亭 100      

59 日光 日光金谷ホテル 136  71    

60 日光 日光星の宿 90  21    

61 日光 上州屋旅館 20  8    

62 日光 大野屋旅館 16  10    

63 日光 旅館ほていや 20  8    
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64 日光 日光東観荘 90  18    

65 日光 ホテル清晃苑 150  25    

66 日光 ホテル春茂登 120  22    

67 日光 鶴亀大吉 129  28    

68 日光 ホテルいろは 60  20    

69 日光 梅屋敷旅館 120  30    

70 日光 ホテル高照 80  24    

71 日光 日光グリーンホテル懷かしや風和里 170  35    

72 日光 登喜和屋旅館 32  14    

73 日光 ナチュラルガーデン日光 60  32    

74 日光 タートルイン日光 21  10    

75 日光 アネックスタートルほとり庵 27  11    

76 日光 奥の院ほてるとく川 80  17    

77 日光 日光千姫物語 109  44    

78 日光 別邸 向日葵 28  10    

79 日光 Ｐアンフルールイン 18  8    

80 日光 グリーンシティ   9    

81 日光 日光西町倶楽部あらとうと 18      

82 日光 小さなホテル森のうた 20  9    

83 日光 プティホテルセボン 24  9    

84 日光 ガストホフあみ 20  7    

85 日光 あかりの宿ヴィラ・リバ-ジュ 27  9    

86 日光 日光ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙ ｸﾗｼｯｸ 148  72    

87 日光 日光ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙⅡ番館 206      

88 日光 プチホテルヴィバ日光 32  26    

89 日光 吉野家旅館 20  6    

90 日光 日光 季の遊 150      

91 日光 日光ゲストハウス巣み家 11      

92 日光 日光パークロッジ東武 142  12    

93 日光 日光山 BackPackers Inn 15  3    

94 日光 STAY日光ゲストハウス 16      

95 日光 にっこり荘 13      

96 日光 民宿 耕雲堂 8      
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97 日光 Cottage Inn 風舎       

98 日光 民宿十六や 4  2    

99 日光 ホテルファミテック 日光駅前 44      

100 日光 日光素泊まりの宿 憩 33      

101 日光 ＪＴＣ ホテルジャパン日光 559      

102 日光 リゾートイン霧降プラザ 64      

103 日光 民宿キリフリ荘 8  6    

104 日光 民宿りんどうの家 14  5    

105 日光 鳴沢ロッジ 20  6    

106 日光 ふぉれすといん小倉山 30  12    

107 日光 日光きすげ荘 15  6    

108 日光 オーベルジュはなぶさ日光 10  5    

109 日光 ロヂテ・サンボア 12  8    

110 日光 Ｐ森のやど太助Ｊｒ． 20  7    

111 日光 Ｐハンプティーダンプティー 14  10    

112 日光 ポンドテェイル 15  7    

113 日光 Ｐレスカル 24  9    

114 日光 Ｐモンゴメリーブラウン 40  11    

115 日光 Ｐラムチャップ日光 20  7    

116 日光 Ｐイン・ザ・ミスト 12  5    

117 日光 Ｐ高原の小枝 17  7    

118 日光 Ｐワンモアタイム 34  12    

119 日光 Ｐはじめのいっぽ 19  6    

120 日光 ＹＡＭＡの家 20  6    

121 日光 日光グルマンズ和牛 14  3    

122 日光 リゾートイン・ユミィ 50      

123 日光 ｶﾝﾄﾘｰｲﾝ ｻﾞ･ﾍﾟｰｼﾞｪﾝﾄ 32  16    

124 日光 Ｐありの塔 42  17    

125 日光 Ｐユミィ 32  9    

126 日光 Ｐモンテベーロ 13  9    

127 日光 Ｐトロールの森 23  7    

128 日光 Ｐポコ ア ポコ 30  8    

129 日光 西洋ホテル壱番館 15      
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130 日光 Ｐセカンドハウス プラス 8  4    

131 日光 ホテル ユーロシティ 66  22    

132 日光 ホテル ユーロシティ別邸館 10      

133 日光 ホテル カジュアルユーロ 107  47    

134 日光 雙葉学園日光霧降高原荘 100      

135 日光 大江戸温泉物語日光霧降 341  97    

136 日光 日光パークロッジ 38  12    

137 日光 ペンションアニマーレ       

138 藤原 あさや 876     

139 藤原 きぬ川国際ホテル 82     

140 藤原 きぬ川不動瀧 40     

141 藤原 鬼怒川温泉山楽 112     

142 藤原 鬼怒川温泉ホテル 693     

143 藤原 鬼怒川金谷ホテル 115     

144 藤原 鬼怒川観光ホテル 1,000     

145 藤原 鬼怒川グランドホテル夢の季 450     

146 藤原 鬼怒川パークホテルズ 600     

147 藤原 鬼怒川プラザホテル 600     

148 藤原 きぬ川ホテル三日月 1,200     

149 藤原 渓流の宿 緑水 86     

150 藤原 星野リゾート 界 鬼怒川 144     

151 藤原 ホテル 鬼怒川御苑 948     

152 藤原 静寂とまごころの宿七重八重 160     

153 藤原 旅の宿 丸京 90     

154 藤原 花の宿 松や 250     

155 藤原 ホテルきぬ 80     

156 藤原 ホテルサンシャイン鬼怒川 500     

157 藤原 ほてる白河 湯の蔵 250     

158 藤原 ホテル栂の季 51     

159 藤原 ホテルハーヴェスト鬼怒川 589     

160 藤原 遊水紀行 ホテル大滝 70     

161 藤原 湯けむりまごごろの宿一心舘 200     

162 藤原 若竹の庄 144     
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163 藤原 祝い宿 寿庵 90     

164 藤原 星野リゾート 界 川治 166     

165 藤原 湯けむりの里 柏屋 230     

166 藤原 元湯 白井屋 12  9    

167 藤原 ホテルニュー川治 20  10    

168 藤原 素泊まりホテルロマン新館 つつじ店 32  8    

169 藤原 旅館 ひやま 18  5    

170 藤原 里の宿 千春 28  6    

171 藤原 かご岩温泉旅館 50  10    

172 藤原 辰巳荘 40  11    

173 藤原 ゆば御膳 みやざき 0  4    

174 藤原 鬼怒川 湯わん。   6    

175 藤原 御宿 一富士 55  9    

176 藤原 鬼怒川 御宿緑風苑   18    

177 藤原 仁王尊プラザ 21      

178 藤原 きぬの宿志季大瀞 30      

179 藤原 コンドミニアム スクウェアヒルズ       

180 藤原 素泊まりの宿 サンモーレ 40      

181 藤原 佳祥坊 福松 60      

182 藤原 ピッコロ鬼怒川   3    

183 藤原 ファミリーロッジ旅籠屋       

184 藤原 伊東園ホテルニューさくら 900      

185 藤原 ホテルニューおおるり 1,000      

186 藤原 料理旅館 竜王苑       

187 藤原 旅荘 おおるり荘 80      

188 藤原 ものぐさの宿 花千郷 鬼怒川 450      

189 藤原 鬼怒川ロイヤルホテル 540      

190 藤原 ホテルニューふじや万葉亭 500      

191 藤原 リブマックスリゾート鬼怒川 56      

192 藤原 一柳閣本舘 590  42    

193 藤原 川治温泉登隆館 40      

194 藤原 鬼怒川温泉秘湯の湯 風 46      

195 藤原 絆 80      
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196 藤原 まるみの湯 25      

197 藤原 金型かわじ荘 54  11    

198 藤原 絹の渓谷 碧流 55  15    

199 藤原 ホテル大滝 80  35    

200 藤原 リブマックスリゾート川治 262      

201 足尾 亀村別館 30      

202 栗山 揚羽 250      

203 栗山 花と華 473      

204 栗山 本家伴久 220      

205 栗山 ホテル湯西川 540      

206 栗山 山城屋 170      

207 栗山 平家本陣 250      

208 栗山 湯の季 80      

209 栗山 湯西川館 120      

210 栗山 高野旅館 50      

211 栗山 平の高房 72      

212 栗山 湯乃宿清盛 50      

213 栗山 金井旅館 52      

214 栗山 やまふじ 30      

215 栗山 はたご松屋 60      

216 栗山 清水屋旅館 20      

217 栗山 高房ホテル 60      

218 栗山 ハミングバード 30      

219 栗山 やま久 25      

220 栗山 男鹿 12      

221 栗山 河鹿屋 20      

222 栗山 山島屋 20      

223 栗山 仙心亭 50      

224 栗山 川俣一柳閣 180      

225 栗山 こまゆみの里 70      

226 栗山 渓山荘 78      

227 栗山 こまつ 25      

228 栗山 一平 20      
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229 栗山 瀬戸合荘 35      

230 栗山 湖畔荘 24      

231 栗山 富士屋 8      

232 栗山 ひなた荘 25      

233 栗山 たまる 15      

234 栗山 かじ加荘 14      

235 栗山 まごころ 7      

236 栗山 水ばしょう苑 10      

237 栗山 大野屋 70      

238 栗山 一乃屋 35      

239 栗山 福富士 25      

240 栗山 加仁湯 130      

241 栗山 八丁ノ湯 150      

242 栗山 手白澤温泉 28      

243 栗山 日光澤温泉 60      

  合計   26,976  2,081    
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【利便性：区域までの交通、域内交通】 

＜全国各地から鉄道で＞ 
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＜全国各地から車で＞ 

 
 

＜全国各地から飛行機で＞ 
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＜北海道からフェリーで＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

＜首都圏から車で＞ 
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＜全国各地から鉄道で＞ 

 
 

 

 

 

 

 

＜全国各地から車で＞ 
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＜全国各地から飛行機で＞ 

 
 

 

 

＜北海道からフェリーで＞ 
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【外国人観光客への対応】 

① ホームページ運営事業 

日光市公式ホームページを民間の自動翻訳サービスを利用し、英

語・中国語・韓国語に翻訳し情報の多言語化を推進。 

日光市観光協会ホームページ「日光旅ナビ」の英語・繁体・簡体字

の専用 HP製作 

ＤＭＯ日光ホームページに映像コンテンツ、多言語パンフレットを

収納し情報配信 

② 多言語版観光パンフレットの

作成  

多言語化された観光パンフレットを作成すると共にデータ化し海外

旅行博の旅行事業者へ配布し、誘客を図る。 

③ 観光情報掲載事業  

海外の新聞、雑誌等のメディア及び海外旅行事業社に、日光市の観

光情報等を掲載やＳＮＳで配信し、誘客を図る。 

多言語ガイドポータルを活用した情報発信 

④ 海外での観光 PR  
国内外での旅行博・商談会に積極的に参加し、日光市の魅力を伝

え、誘客を促進する。 

⑤ マーケティング調査の実施 
日光市への観光客の実態・意識調査・観光資源に関する調査を実施

し、効果的な誘客宣伝の資料を整備する。 

⑥ 日光市公共サイン計画 

公共サインを設置する際は、外国人・日本人を問わず全ての人にわ

かりやすい案内標識として「ピクトグラム」表示に努め、英語によ

る表記を基本として設置。 

世界遺産周辺においては中国語(繁・簡)・韓国語等での表記にも取

り組む。 

⑦観光地域づくりプラットフォー

ム設立支援事業 

外国人を含めた観光客の滞在型観光を推進するため、着地型旅行商

品の企画販売を行う事業体の設立を行う活動の支援を検討。 

⑦ 外国人観光客対応案内所の 

設置 

mekke 日光郷土センター、東武日光駅・JR 日光駅構内に外国人観光

客に対応可能なボランティア通訳を配置している。さらに外国人観

光客対応案内所の充実を図り、利便性向上を図る。 

⑧ 日光観光コンシェルジュの育

成  

日光観光のスペシャリストを育成し、海外からの観光客に対する観

光案内への対応の充実を図る。 

⑪観光ホスピタリティ推進事業  
外国人観光客を快く迎えるために、英会話講座・接遇研修を実施す

るとともにホスピタリティ事例集の作成を行う。 

⑫海外からの教育旅行の受け入れ

態勢整備 

海外からの教育旅行誘致に取り組むとともに、「訪日教育旅行」に

ついての受け入れ環境整備や旅行商談会を通じた誘致等その方法に

ついて検討。 

⑬公衆無線 LAN スポットの設置  
公衆無線 LANスポットを設置し、外国人観光客が観光情報等を入手

しやすい環境を整備。 

⑭電子決済機器導入事業 カード決済の推進のための効果的な方法等の調査研究実施。 

⑮通貨交換所の設置等  
通貨交換所の設置等、旅行者の利便性を高めるための施策の調査研

究実施。 
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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 

旅行消費額 ① 経済効果の計測 

②観光振興施策の改善・新規立案 

③ＤＭＯの目標設定指標に活用 

栃木県が実施 

延べ宿泊者数 ② 観光実態の把握 

②ＤＭＯの目標設定指標に活用 

ＤＭＯ日光が実施 

来訪者満足度 ① ターゲット設定の確認 

②施策の優先順位付け 

③DMOの目標設定指標に活用 

栃木県が実施 

リピーター率 ① ターゲット設定の確認 

②施策の優先順位付け 

③DMOの目標設定指標に活用 

栃木県が実施 

ＷＥＢサイトのアクセス状況 ①ターゲット設定の確認 

②施策の優先順位付け 

日光市観光協会のウェブサイ

トが総合サイトとなっている 
 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
※地域経済、社会等の状況を踏まえた観光地域づくりの背景 

日光市では、人口減少が進んでおり、高齢化等の影響で就業者や事業所が減少傾向にある。また日

光市の主幹産業である観光業についても、宿泊者数が増加してこないことや旅行消費額が伸びてこ

ないなどの課題がある。この課題に対し、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）を中心として既存の観光

資源を活用した観光地域づくりを図り進め、伸びしろのあるインバウンド誘致に努め宿泊者数の増

加を図り、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） 

･自地域で積極的に活用できる強みは何

か？ 
･首都圏から近いロケーション 

・多様な観光素材 

 パワースポット 

美しい紅葉 

美しい水 

 美しい自然景観 

多様な温泉 

・歴史・文化 

 世界遺産 

欧米人の避暑地 

・「派手さ」「侘び寂び」の両方を併せ持って

いる 

・自然の中での本格的アクティビティが可能 

・多種多様な宿泊施設 

弱み（Weaknesses） 

･自地域で改善を必要とする弱みは何

か？ 
・二次交通の不便さ 

・広域性（観光地が点在する） 

・小学校の修学旅行での訪日光経験 

・食 

・日光・奥日光地域の渋滞問題 

・シティ型のホテルが少ない 

・富裕層（VIP）に耐えうる施設が少ない 

・首都圏以西からの誘客 

・古くてお洒落ではないイメージ 

・宿泊者数が伸びない 
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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？ 
・訪日外国人の増加 

・2020年東京オリンピック・パラリンピック

開催により日本全体の海外での露出度アッ

プ 

・インバウンド誘客に向け加速する国の動き 

・広域連携での観光促進 

脅威（Threat） 

･自地域にとって逆風となる要素は何

か？ 
・日本全土が観光地として競合となる環境 

・自然災害によるダメージ 

・セシウムの影響により使えない地元食材 

・長期的に継続する人口減少 

・世界景気の減速リスク 

・新型コロナウィルスによる旅行者の減少 

・新たな旅行形態の対応 

 
※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  

※ターゲット層については、地域だけでなく、国・地域・世代・誘客のテーマ等の顧客の属性によ

る設定が考えられる。 

・欧米豪 富裕層 

○選定の理由 

「日光市外国人日光旅行満足度調査」の地域別の満足度を見ると、欧米豪が他のエリアに比べ高い

結果となっている。（欧米豪 93.6％、東アジア 93％、東南アジア 70％）これは日光の持つ歴史や文

化、自然といったコンテンツが欧米豪からの外国人観光客に訴求力が高いと考えられる。 

現在、奥日光エリアでは「ザ・リッツ・カールトン日光」、日光地域では「ふふ日光」などの新た

な宿泊施設が開業し、地域内で富裕層向けの取組みが動き出している。今後は、これらの動きと合

わせ、日光市の強みである自然・文化・歴史というコンテンツに強いニーズをもつ欧米豪人にター

ゲットをシフトしていき、日光ブランドのバージョンアップと共に富裕層を取り込むための各種取

組の実施により、観光消費額の増加に取り組む必要があるため。 

  

○取組方針 

更に、国の施策として国立公園満喫プロジェクトが動いており、当市の中にある日光国立公園もそ

の対象となっていることから「自然」をキーワードに欧米豪に対する訴求力を高められるという背

景もある。日光を滞在型の新しいリゾートという位置づけに持っていくための重要ターゲットと捉

えている。フランス、スペインといった滞在期間が長く、消費金額の多い訪日客層のニーズや訪日

のタイミング等をヒアリングや調査を通じて実施し、調査結果に基づいた商品開発、情報発信、営

業展開を事業者と一緒に行う。 

 

○ターゲット層  

アジア（特に台湾） 

 

 

○選定の理由 

令和元年の外国人宿泊者の地域別割合を見ると、アジア地域が全体の５８％を占めており、その中

でも台湾が２０％と最も高い割合となっている。 
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【内訳】 

アジア 58％（韓国 2.6％、台湾 20％、中国大陸 9.5％、香港 7.2％、 

      シンガポール 3.2%、タイ 9.2％、アジアその他延べ 6.3%） 

北米 8.4％、欧州 16.9％、オセアニア 6.5％、その他 0.3％ 不明 9.9％ 

 

また、日光市は台南市（台湾）及び慶州市（韓国）と観光分野に特化した「観光友好都市」協定

を締結しており、相互の観光客誘客を主目的とした交流を行っている。また、両市で行われる各種

イベントにも積極的に参加し、日光市の PR を行っていることから、台湾をはじめとするアジア地

域をターゲットとして設定し、さらなる誘客を図る。 

 

○取組方針 

 当市を訪れる外国人宿泊者数は、アジア地域の諸国が毎年上位にとなっている、アジア地域から

訪れる旅行者は、リピーター率も高い傾向にある。新たなパンフレットや映像により日光を PRする

とともに、旅行事業者へアプローチすることにより、誘客につなげる。 

また、新たに奥日光地域に高級ホテルが開業したことにより、富裕層に向けアプローチするととも

に、海外旅行者にも楽しめるアクティビティの開発に努める。 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 何度でも訪れたくなる選ばれる観光地へ 

②コンセプトの考え方 観光による地域経済の活性化を図るためには、観

光客の消費意欲を高めること、周遊性を高め、滞

在時間を延ばすことで宿泊に繋げる取り組みが必

要である。そのため、多様な観光資源の磨き上げ

により、１日・２日では味わいきれない観光地作

りの推進が必要である。 

 

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。 

●インバウンド誘客に向け地域の観光関係者と協議する場としてインバ

ウンド戦略会議を設置し、地域事業者の意見を聞きながら DMOの考え

る戦略を共有する。 

●栃木県と栃木県観光物産協会、日光市、日光市観光協会、市内観光関

係者、交通事業者と定期的な戦略会議を実施し、戦略の共有化をはか

る 

●日光市観光推進協議会を通じて事業者に戦略共有をはかる（１年２回

開催予定）。 
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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 

KPI指標である満足度とリピーター率を検証・分析し、その結果を日光

市観光推進協議会や戦略会議に於いて共有し、課題点を明確にした上

で、その解決策を両会議に於いて考察していく仕組みを構築した。 

栃木県の実施する満足度調査を指標として導入し、上記の共有方法の際 

に、数値を共有する。各事業者が主体的に満足度向上策を実施できるよ

うに参考となるようなセミナーの開催なども検討。 

 

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 

国内誘客は日光市観光協会、海外誘客はＤＭＯが主として活動し、メデ

ィアと旅行会社などの法人に対しては日光市観光情報発信センターを窓

口として来たが、令和 2年度以降ＤＭＯ、観光協会双方が効率的効果的

に情報発信及びプロモーション事業が行える様に日光市観光推進協議会

と連携を図りながら実施する 

 

 

※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 

 

 

 

 

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 

168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

163.3 99.9 113.1    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

3,700   3,700   2,000 2,400 2,400 2,600 

（130） （130） （130） （  ） （  ） （  ） 

実

績 

3,293 1,851 1,696    

（ 119） （ 18） （2） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

98 98 98 98 98 98 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

84.55 80.5 91.5    

（42.7） 
（未調

査） 

（未調

査） 
（ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

90 90 90 90 90 90 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

77.0 86．0 83.3    

（22.1） 
（未調

査） 

（未調

査） 
（ ） （ ） （ ） 
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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】 

〇ＫＰＩの見直しの場や検討方法について 

・年に１度、年度毎の各データが出た段階で、日光市観光推進協議会の場で共有するという方向で

検討していく。また、各指標の取り方については常によりよい方法を検討する。 

●Ⅰ日光市総合計画、Ⅱ観光振興計画との整合性について 

・旅行消費額は、Ⅰ、Ⅱともに数値設定していない。 

延べ宿泊者数は外国人の宿泊者数をＫＰＩ設定している。 

来訪者満足度とリピーター率に関しては、日光市は毎年データを取らない為、栃木県が算出する

数値を元にしている。 

 

【設定にあたっての考え方】 

○ＫＰＩの考え方 

・現行の「日光市観光振興計画」の計画期間が２０２０年度（２０２１年３月末）までとなってい

ることから、２０２２年度以降のＫＰＩは未定としている。 

 今後新たに策定する今般の新型コロナウイルスの影響も踏まえた新たな観光戦略の中で日光市総

合計画後期基本計画と合わせたＫＰＩの検討、設定を行う。 

 ※目標値には、仮の数値として前年度報告時と同じ目標値を維持する形で定める。 

 

●旅行消費額 

・栃木県の集計しているデータを活用して目標設定と数値実績を抽出する。数値実績においては、

入込者数と宿泊者数をそれぞれの消費支出平均額を乗じ、入込者分と宿泊者分の消費額を合算した

もの。栃木県全体の数値と相関関係にあるため、コントロールが効きにくいという背景も鑑みてい

る。データの取り方として、栃木県全体から日光市の割合をかけて抽出する方法の為、栃木県全体

の数値が上がれば日光市も必然的に上がる傾向になるため、今後、より正確なデータ抽出方法を検

討する。 

●延べ宿泊者数 

・栃木県の集計しているデータ（栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査結果）を活用して目標設定

と数字実績を抽出する。 

●外国人宿泊者数 

・外国人宿泊者数について、コロナ禍において、訪日外国人の予測が困難ではあるが、コロナが終

息する状況を想定した数値とする。コロナ終息後は、外国人宿泊者総数の拡大を目指す。 

 なお、実績数については、栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査結果より抽出する。 

●来訪者満足度 

・栃木県の集計しているデータ（栃木県観光動態調査）を活用して目標設定と数値実績を抽出す

る。100％になることはあり得ない為、最高到達点を 98％と設定し、毎年 1％弱程度を延ばせるよ

うに目標設定した。今後、日光市独自でデータをとるかどうか検討する。 

●リピーター率 

・栃木県の集計しているデータ（栃木県観光動態調査）を活用して目標設定と数値実績を抽出す

る。（リピーター率は調査地域周辺への来訪回数２回目以上の数値より算出。）リピーター率につい

ては満足度と相関関係にあると考えている。今後、日光市独自でデータをとるかどうか検討する。

リピーター率が徐々に増加していることから、令和２年度以降の目標を見直すことも必要かどうか

検討する。 
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（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】 
 

 

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 

2019（Ｒ１） 

年度 

8,600,000 

・日光市補助金 ￥8,000,000- 

・協賛金 

  下野新聞社 ￥200,000- 

  株式会社電通 ￥200,000- 

東武トップツアーズ株式会社 ￥200,000- 

2020（Ｒ２）

年度 

26,793,156 

・日光市補助金 ￥17,355,279- 

・環境省補助金 ￥5,048,000-（国立公園への誘客の推進

事業） 

・環境省事業受託金 ￥499,246-（日光国立公園における

案内所等スタッフアクティビティ体験事業） 

・観光庁 ￥3,890,553-（世界水準のＤＭＯ形成促進事業

補助金） 

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 

 

目

標 

      

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

      

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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・雑収入 ￥78-（受取利息収入） 

2021（Ｒ３）

年度 

57,139,260 

・日光市補助金 ￥14,539,456- 

・環境省補助金 ￥7,388,000-（国立公園への誘客の推進

事業） 

・観光庁補助金 ￥25,281,640-（世界水準のＤＭＯ形成

促進事業補助金） 

・観光庁実証事業 ￥8,800,000-（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受託収

入） 

・既存観光拠点再生＆高付加価値化推進事業益 

¥1,100,000－ 

・栃木県国際観光推進協議会 VJTM 出展支援金 

 ¥30,000－ 

・雑収入等 ￥164－ 

2022（Ｒ４）

年度 
22,134,000 

・日光市補助金 ￥22,134,000- 

2023（Ｒ５）

年度 
15,000,000 

・日光市補助金 ￥15,000,000- 

2024（Ｒ６）

年度 
15,000,000 

・日光市補助金 ￥15,000,000- 

 

（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

 8,600,000 ・各種事業費 ￥8,600,000- 

2020（Ｒ２）

年度 25,504,429 

・管理費支出計  ￥3,038,200- 

・事業費支出計 ￥22,157,329- 

・その他事業活動支出計 ￥308,900- 

2021（Ｒ３）

年度 

55,840,245 ・管理費支出計  ￥5,526,138- 

・事業費支出計 ￥50,314,107- 

 

2022（Ｒ４）

年度 

22,134,000 ・管理費支出計  ￥4,000,000- 

・事業費支出計 ￥18,134,000- 
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2023（Ｒ５）

年度 

15,000,000 

 

・管理費支出計  ￥4,000,000- 

・事業費支出計 ￥11,000,000- 

2024（Ｒ６）

年度 

15,000,000 

 

・管理費支出計  ￥4,000,000- 

・事業費支出計 ￥11,000,000- 

 

（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 
日光市全体の観光収入が上がることを目指し、日光市観光予算の中から活動費を支援いただきなが

ら、国・県等の補助金を活用し、ＤＭＯそのものが収益事業をもって稼げるように継続して検討し

ていく。 

 

 

 
 

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 

 

日光市は、一般社団法人ＤＭＯ日光を、日光市における地域 DMOとして登録するため、候補法人か

ら日本版 DMOへの正式登録に申請しました。（平成３０年３月３０日に登録ＤＭＯ認定） 

令和 2年 7月によりインバウンド誘客を積極的に実施し持続可能な観光地づくりを推進していく

ため、ＤＭＯ日光の組織体制について抜本的な見直しを行い、市長を代表理事としその他観光

事業者、交通事業者、世界遺産の社寺、金融機関を理事とし、市全体のインバウンド観光誘客

を目指す組織体制の強化を図るともに財政支援についても実施しております。 

 

 

 

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） 
 

 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 阿久津俊喜 

担当部署名（役職） 事務局員 

郵便番号 321-1292 

所在地 栃木県日光市今市本町１番地（日光市役所内） 

電話番号（直通） 0288-25-3320 

ＦＡＸ番号 0288-21-5121 

Ｅ－ｍａｉｌ jimukyoku@dmo-nikko.or.jp 
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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 日光市 

担当者氏名 篠原義典 

担当部署名（役職） 観光観光経済部 観光課 観光交流推進係 

郵便番号 321-1292 

所在地 栃木県日光市今市本町 1番地 

電話番号（直通） 0288-21-5196 

ＦＡＸ番号 0288-21-5121 

Ｅ－ｍａｉｌ kankou@city.nikko.lg.jp 

 

都道府県･市町村名  

担当者氏名  

担当部署名（役職）  

郵便番号  

所在地  

電話番号（直通）  

ＦＡＸ番号  

Ｅ－ｍａｉｌ  

 



法人名：一般社団法人ＤＭＯ日光

【区域】 栃木県、日光市
【設立日】 平成29年４月20日
【登録日】 平成30年３月30日
【代表者】 代表理事 粉川昭一
【マーケティング責任者（CMO）】 田中宏充
【財務責任者（CFO）】 田中宏充
【役員数】 １５人（理事１３名、監事２名）
【事務局職員数】３人（常勤３人（正職員３人）
【連携する主な事業者】 日光市観光協会、日光商工会議所、
東武鉄道㈱、東日本旅客鉄道㈱、日光市観光推進協議会、
世界遺産「日光の社寺」＜日光東照宮、日光山輪王寺、
日光二荒山神社＞、㈱足利銀行、㈱栃木銀行、鹿沼相互
信用金庫、栃木県産業労働観光部、栃木県観光物産協会

（観光地域づくりのコンセプトを記載）

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】
・ＨＰ・多言語パンフ作成
・国内観光展出展
・多言語情報サイト掲載
【観光資源の磨き上げ】
・日光市誘客戦略の策定
・インバウンド誘客戦略戦略会議の実施
【受入環境の整備】
・環境省国立・国定公園への誘客の推進事
業実施
・各地域の観光キーマンとのヒアリング及び
意見交換会の実施
・訪日外国人受入環境調査

戦略

・多様な観光事業者が参加する「日光市観光
推進協議会」に参画し、推進協議会の４つの
部会と連携しながら意思疎通を図る。
また、インバウンド誘客に向けた手法、ター
ゲット選定など地域の観光事業者から推薦を
受けた委員によるインバウンド誘客戦略会議
を設置し、地域との合意形成を図っていく。

【主なターゲット】
・第１ターゲット層：欧米豪の富裕層
・第２ターゲット層：アジア（特に台湾）
・国外富裕層

【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
・インバウンド誘客戦略会議において具体的
に実施する施策・ターゲットについて協議し
ウィズコロナ・アフターコロナに向けたインバウ
ンド誘客戦略を策定し、効果的な誘客事業を
実施する。

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

地域の関連事業者との意見交換、戦略の共
有やKPI指標である満足度とリピーター率の
検証・分析を行い、課題は明確にした上で解
決策を図る。プロモーションは効率的且つ効
果的に事業が行える様、日光市・日光市観光
協会と連携を図る。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し
【主な収入】 14,539千円（日光市補助金）・ 32,669千円（環境省・観光庁補助
金）・ 8,800千円（環境省事業受託金）
【総支出】 事業活動支出計55,840千円（管理費支出計5,526千円、事業費支出
計50,314千円）
※令和４年3月31日決算
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
日光市からの活動費補助金を基に活動展開し、ＤＭＯそのものが収益事業を
もって稼げるように継続して検討していく。

マーケティング・マネジメントする区域

ＫＰＩ（実績･目標）

（例） 【主な観光資源】
世界遺産
「日光の社寺」
、日光国立公園
等

記入日： 令和４年１０月３１日

うち、延べ宿泊者数()内は外国人宿泊数

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
168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

実績
163.3 99.9 113.1

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

●延べ宿泊
者数
（千人）

目標
3,700 3,700 2,000 2,400 2,400 2,600

（130） （130） （130） （ ） （ ） （ ）

実績
3,293 1,851 1,696

（ 119） （ 18） （2） （ ） （ ） （ ）

●来訪者満
足度

（％）

目標
98 98 98 98 98 98

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

実績
84.55 80.5 91.5

（42.7） （未調査） （未調査） （ ） （ ） （ ）

●リピー
ター率

（％）

目標
90 90 90 90 90 90

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

実績
77.0 86．0 83.3

（22.1） （未調査） （未調査） （ ） （ ） （ ）


