
観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

記入日：令和４年 12月 27 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）豊岡観光イノベーション 

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 

兵庫県豊岡市、京都府京丹後市 

所在地 兵庫県豊岡市 

設立時期 2016年 6月 1日 

職員数 9人【常勤 8人（正職員 4人・出向等 4人）、非常勤 1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） 

関貫 久仁郎 

（出身組織名） 

豊岡市（市長） 

 

兵庫県豊岡市日高町⽣まれ。立命館大学理工学部

卒業後、コナミ工業（株）に入社。1990年に

（株）ピージェイを設立し、代表に就任。2009年

豊岡市議会議員に当選、以後３期務める。2018年

市議会議長に就任、以後２期務める。2021年豊岡

市長に就任、現在１期目。 

「主人公は市民」をスローガンに掲げ、0～3歳児

の子ども医療費の無料化等、子育て支援に重点を

置く。民間 IT企業等での経験をもとに「デジタル

トランスフォーメーション（DX）」に力を入れ、市

役所庁内の作業効率化も図る。信条は、照干一隅

(しょうかんいちぐう)と跛鼈千里(はべつもせん

り)。 

データ収集・分析

等の専門人材（Ｃ

ＭＯ：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） 

武田 元彦「専従」 

（出身組織名） 

Data Strategy 

株式会社 

東京大学大学院経済学研究科卒業（経済学修士取

得）後、株式会社三菱総合研究所において、研究

員として事業戦略立案・実行支援、マーケティン

グ戦略検討支援、産業構造分析等のプロジェクト

に携わる。アンケートやインタビュー等の調査設

計及び実施、定量・定性分析、顧客データを活用

した統計解析、役員向けレポーティング・プレゼ

ンテーション等を行う。商業銀行、損害保険、自

動車、自治体・中央省庁等へのコンサルティング

を経験（自治体への総合計画策定支援を含む）。ま

た社外活動として、うつ病支援 WEBサービス

U2plus のプロボノスタッフ、NPO法人サービスグ

ラントのプロボノワーカーとして活動。 

その後、特定非営利活動法人キズキにて、経営企

画・管理業務、業務改革プロジェクトを担当。 

2016年、Data Strategy株式会社を設立。大手通

信事業者、広告代理店、ベンチャー企業などへの

コンサルティング業務、連携支援を実行。 
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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） 

石本 顕一「専従」 

（出身組織名） 

豊岡市 

2004年豊岡市役所入庁。豊岡市役所の観光部門を

担う大交流課において、2016 年から海外観光客誘

客事業を担当し、地域の事業者と海外営業を行う

などのプロモーションを実施。 

2017年から派遣先の日本政府観光局（JNTO）に

て、米国・東南アジア・ムスリム市場に向けた訪

日プロモーションを担当。帰任後、2021年に当法

人に派遣となり、 2022年 4月から現職。 

連携する地方公共

団体の担当部署名

及び役割 

・豊岡市大交流課（観光地マーケティング連携、プロモーション連携） 

・豊岡市環境経済課（企業支援に係る連携、起業支援に係る連携） 

・豊岡市コウノトリ共生課（コウノトリ野生復帰プロジェクトに係る連携） 

・豊岡市農林水産課（農産物の販売促進に係る連携） 

・豊岡市都市整備課（地域公共交通に係る連携） 

・京丹後市観光振興課（観光地マーケティング連携、プロモーション連携） 

・兵庫県但馬県民局地域政策室（観光地マーケティング連携、但馬広域プロモー

ション連携） 

連携する事業者名

及び役割 

・WILLER株式会社（基金拠出、着地型旅行商品の造成・販売、京都丹後鉄道・高

速バスによるアクセス改善、経営戦略会議・連絡調整会議への参画） 

・全但バス株式会社（基金拠出、インフォメーションセンター「SOZORO」の運

営、地域内の周遊促進、アクセス改善、経営戦略会議・連絡調整会議への参加） 

・神姫バス株式会社（社員派遣） 

・但馬銀行（基金拠出、経営戦略会議・連絡調整会議への参画） 

・但馬信用金庫（基金拠出、経営戦略会議・連絡調整会議への参画） 

・たけの観光協会、但馬國出石観光協会、日高神鍋観光協会（コンテンツ造成） 

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】② 

（概要）会員制度を導入し、会員である事業者と戦略を共有しながら、事業を展

開している。また、WILLER ㈱、全但バス㈱、但馬銀行、但馬信用金庫、豊岡

市、京丹後市、㈱ハイファイブの実務者が集まる連絡調整会議（定例会議）を隔

月に一度、構成団体である WILLER ㈱、全但バス㈱、但馬銀行、但馬信用金庫、

豊岡市の代表者、及び 6つの観光協会の連絡調整会議である豊岡ツーリズム協議

会会長が集まる経営戦略会議（理事会）を 4か月に一度開催し、事業計画立案と

進捗状況の確認、事業の改善などを行なっている。 

地域全体のプラットホームとして運営している海外向け WEBサイト「Visit 

Kinosaki」においては、宿泊事業者（100）、体験事業者（23）が参画しており、

国内向け WEBサイト「ふらっと、リトリート TOYOOKA」には、宿泊・体験事業者

等(30)が参画している。当事業者とは、常に連携しながら、取り組みを進めてい

る。 

ワーキンググループとして、インバウンド戦略会議、国内誘客戦略会議を豊岡

市と DMO職員で月 1回、Visit Kinosaki戦略会議、国内 WEBマーケティング会

議、メディア戦略会議、受入環境整備会議をそれぞれ月 1回程度開催し、KPIの

達成状況の確認と施策の改善、新たな施策の検討を進めている。また、豊岡市内

6つの観光協会の連絡調整会議である豊岡ツーリズム協議会に参加し、連携を図

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 

 

地域の新たな繋がりや新しいビジネスの創出を図ることを目的に観光まちづく

りセミナーを継続的に開催している。 

日本で活躍されている方、地域に根付いたビジネスをされている方の話を聴く

ことで、よりビジネスを身近に感じ、地域資源を活かしたビジネス創出の機運を

醸成するとともに、新たなコラボレーションが生まれることを期待した内容とし

ている。また年に一度、インバウンド最新データ共有会を開催。訪日外国人の状
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況、当地の外国人観光客の動向などをデータで説明するとともに、目標と取組み

を説明し、戦略を共有している。 

 さらに、四半期に 1回ニュースレターを発行している。ニュースレターでは、

訪日・豊岡市の外国人観光客の動向、新型コロナウイルス感染症の世界各国の状

況、国・県・市の支援策、新型コロナウイルス感染症ガイドライン・認証制度の

取り組み、マイクロツーリズムの企画・開催状況（参加者の声）を紹介。取組み

への参画促進と戦略の共有を進めている。 

法人のこれまでの

活動実績 

 

 

（活動の概要） 

事業 実施概要 

需要創造・

顧客創造活

動 

（１）マーケティングデータの収集・分析・共有 

 ・来訪者アンケート調査の実施・データ共有 

 ・国、JNTO等のデータの収集・分析・共有 

 

（２）WEBマーケティング 

・豊岡市全域、および京丹後市のコンテンツの拡充 

・旅行会社への情報提供 

・広告によるサイト集客施策 

・SNSによるサイト集客施策 

 

（３）海外・国内発のツアーの増加 

・連携するランドオペレーターや旅行会社の新規開拓 

・ランドオペレーターや旅行会社と連携したツアー造成 

・商談会への参加 

・グループツアーの受入れ 

・旅行会社からの問い合わせ対応 

 

（４）着地型ツアー・体験プログラムの増加 

・地域の事業者と連携した当地ならではの体験プログラム 

の開発 

・コウノトリ生息地保全活動（CSR活動）支援 

 

（５）市内地域との協業プロジェクト実施 

 ・市内観光協会との観光プロジェクト 

  

インナープ

ロモーショ

ン 

（１）セミナー・交流会等の開催 

・日本最先端の事例紹介、地元事業者の取組紹介と交流会 

（２）ニュースレターの発行 

 ・四半期に 1回発行 

（３）新型コロナウイルス関連情報の提供 

 ・WEBサイトで関連情報、支援策まとめを掲載 

 ・会員へ最新情報を定期的にメール配信 

 

パートナー

との関係強

化 

（１）WEBマーケティングの取り組み 

（２）海外・国内ツアーを増やす取り組み 

（３）着地型・体験プログラムを増やす取り組み 

 

（定量的な評価） 

外国人延べ宿泊者数（人泊） 
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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） 

民間企業から組織をマネジメントする人材（事業本部長）の派遣を受け、スタ

ッフは、自治体（豊岡市）からの派遣とプロパー職員を採用し、事業本部長を含

めて合計 9名体制で事業実施。 

豊岡観光イノベーションの最大の特徴は、民間事業者と強く連携を図り事業を

展開していること。全国で高速バス事業を展開し、京都丹後鉄道を運行する

「WILLERグループ」、地元のバス事業者「全但バス」、及び地域の金融機関「但馬

銀行」「但馬信用金庫」と密接に連携する。それぞれの強みを生かし、地域の素

材を国内のみならず世界のマーケットに流通させる仕組みを作る。 

 

◆WILLERの強み 

・全国的に高速バス事業を行っており、約 300万人の会員を持つ 

・豊岡⇔東京の高速バスも運行 

・WEBマーケティングに長けている（高速バス予約のほとんどがインターネット 

予約） 

・京都丹後鉄道を運営している 

 

◆SOZORO（全但バス）の強み 

・城崎温泉駅前でインフォメーションセンター「SOZORO」を運営している 

・京阪神からの高速バスを運行 

・地域のきめ細かいバス交通網を持つ 

 

◆但馬銀行、但馬信用金庫の強み 

・地域の事業者の事業化支援（コンサルティング、資金融資） 

 

（実施体制図） 

2012

（H24

）

2013

（H25

）

2014

（H26

）

2015

（H27

）

2016

（H28

）

2017

（H29

）

2018

（H30

）

2019

（H31,

R1）

2020

（R2）

2021

（R3）

豊岡市 4,732 10,457 15,231 34,318 44,648 50,800 54,330 63,648 10,018 478

0
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豊岡観光イノベーション組織体制 

 
 

 

 

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】 
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【区域設定の考え方】 

豊岡市は、2005年 4月 1日、兵庫県の北東部に位置する 1市 5町（豊岡市、城崎町、竹野町、日

高町、出石町、但東町）が合併してできたまちであり、697.55 km²と兵庫県でもっとも広い面積を

有している。「温泉街」、「高原」、「海」、「城下町」、「農村」、「市街地」とそれぞれの地域（旧町地

域）が特色を持ち、観光協会も各地域に存在する。日本海に面した地域は山陰海岸国立公園、高原

地域は、氷ノ山後山那岐山国定公園に属している。 

また、京丹後市も 6町（峰山町、大宮町、網野町、丹後町、弥栄町、久美浜町）が 2004年 4月 1

日に合併してできたまちであり、面積は、501.46 km²と広大な市域を持つ。 

京丹後市と豊岡市は、府県は異なるが、隣接していることから、人の行き来が盛んに行われてい

る。また、豊岡観光イノベーションに参画する WILLERが運営する京都丹後鉄道が両地域を運行して

いる。 

行政の繋がりも強く、2007 年度から年に一度「合同会議」を開催し、共通の課題に対応してお

り、京丹後市・豊岡市の市民が相互の図書館を利用できるように協定を締結、鳥取豊岡宮津自動車

道の整備促進活用、コウノトリ但馬空港の利用促進活動などを共に進めている。 

さらに、現在、外国人観光客の増加に向け、インバウンド事業（VJ事業）を共に取り組んでい

る。豊岡観光イノベーションは、豊岡市・京丹後市をマーケティングエリアとする。 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

 

豊岡市 

兵庫県豊岡市・京都府京丹後市 



（別添）様式１ 

6 

 

 
 

 

京丹後市 
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【利便性：区域までの交通、域内交通】 

 

■列車（JR）で                                                

＜豊岡市＞ 

●大阪駅から豊岡駅…約 2時間 30分    ●三ノ宮駅から豊岡駅…約 2 時間 30 分 

●京都駅から豊岡駅…約 2時間 20分    ●姫路駅から豊岡駅…約 1時間 40分 

●東京駅から豊岡駅…約 5時間 

＜京丹後市＞ 

●大阪駅から峰山駅…約 2時間 50分    ●京都駅から峰山駅…約 2時間 30分 

●東京駅から峰山駅…約 5時間 30分 
 

■飛行機で                                                  

●大阪空港からコウノトリ但馬空港…最短 35分 

●羽田空港から大阪空港乗り継ぎでコウノトリ但馬空港…最短 2時間 
 

■バスで（全但特急バス、丹海高速バス）                                          
＜豊岡市＞ 

●大阪、神戸から豊岡… 約 3時間 10分（終点城崎まで約 3時間 30 分） 

＜京丹後市＞ 

●大阪から京丹後… 約 3時間 30分（終点峰山） 

●京都から京丹後… 約 3時間 30分（終点間人） 
 

■車で                                                      
＜豊岡市＞ 

●大阪・神戸から… 

（1）【中国自動車道】→吉川 J.C.T→【舞鶴若狭自動車道】→福知山 I.C→一般道 

（2）【中国自動車道】→神戸 J.C.T→吉川 J.C.T→【舞鶴若狭自動車道】→春日 I.C→ 

   【北近畿豊岡自動車道】→但馬空港 I.C→一般道 

（3）【中国自動車道】→福崎 I.C→【播但連絡道路】→和田山 J.C.T→ 

【北近畿豊岡自動車道】→但馬空港 I.C→一般道 

●京都から… 【京都縦貫自動車道】→丹波 I.C→一般道 

●姫路から… 【播但連絡道路】→但馬空港 I.C→一般道 

 

＜京丹後＞ 

●大阪・神戸から… 

（1）【中国自動車道】→吉川 J.C.T→【舞鶴若狭自動車道】→綾部 J.C.T→【綾部宮津道路】 

→宮津天橋立 I.C→【宮津与謝道路】→与謝天橋立 I.C→般道 

（2）【第二京阪道路 or名神高速道路】→大山崎 J.C.T→【京都縦貫自動車道】→綾部 J.C.T→ 

【綾部宮津道路】→宮津天橋立 I.C→【宮津与謝道路】→与謝天橋立 I.C→一般道 

●京都から… 【京都縦貫自動車道】→綾部 J.C.T→【綾部宮津道路】→宮津天橋立 I.C 

→【宮津与謝道路】→与謝天橋立 I.C→一般道 

●姫路から… 【播但連絡道路】→但馬空港 I.C→一般道 
 

■列車（JR・京都丹後鉄道）で                                        
●豊岡駅から城崎温泉駅…約 10分 

●豊岡駅から竹野駅…約 25分 

●豊岡駅から江原駅…約 10分 
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●豊岡駅から久美浜駅…約 15分 

●豊岡駅から網野駅…約 30分 

 

■バスで（全但バス）                                             

●豊岡から出石…約 30分 
 

 

【外国人観光客への対応】 

＜豊岡市＞ 

2021年の豊岡市外国人延べ宿泊者数は、478人泊で 2019年同期比 99.2％減となり、新型コロナウ

イルス感染症の影響により大幅な減少が続いている（年間の全国の外国人延べ宿泊者数は、2019年

同期比 96.1%減であり、全国と同様に大幅な減少。）。 

国(地域)別の外国人延べ宿泊者数は、ベトナムが最も多く、続いて中国が多い。国内在住の外国

人が市内宿泊したと考えられる。 

 

＜国(地域)別の外国人延べ宿泊者数＞ 

順位 国（地域） 2021年 2019年 

同期比 

１ ベトナム 136 △9.3% 

２ 中国 103 △99.1% 

３ アメリカ 45 △99.1% 

４ イギリス 35 △97.6% 

５ フランス 28 △99.1% 

６ 台湾 26 △99.8% 

７ ドイツ 20 △97.9% 

８ フィリピン 16 △95.3% 

９ シンガポール 7 △99.7% 

１０ タイ 5 △99.9% 

― その他 57 △99.7% 

計 478 △99.2% 
 

 

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 

延べ宿泊者数 

KPIとして把握。実施する様々

な取組の効果を把握し、改善

に役立てる。また、結果を踏

まえた効果的な戦略や施策の

立案に役立てる。 
 

地域の観光協会、旅館組合か

ら聞き取り調査を実施。 

旅行消費額 
インフォメーションセンター

「SOZORO」、観光施設などで留

め置きのアンケート調査を実

施。 

来訪者満足度 

リピーター率 

WEB アクセス数 

（訪問数） 

外国語（英、仏、独、繁体

字）サイト「Visit 
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Kinosaki」、国内サイト「ふら

っと、リトリート TOYOOKA」上

で解析。 

来訪者の属性等（性別、年

代、居住地、交通手段） 
マーケティングに活用する。 

インフォメーションセンター

「SOZORO」、観光施設などで留

め置きのアンケート調査を実

施。 

 

 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
豊岡市の人口は、今後減少のペースを加速し、2010 年に 85,592 人であったものが 2040 年には

57,608 人になると推計されている。豊岡市の産業連関表から、域外から資金を獲得している産業を

整理すると、１位は「飲食店・宿泊業」となる。これは、域外からの観光における消費流入の額の

多さを反映している。飲食・宿泊業をさらに伸ばしていくことが、地域経済にとってプラスになる

と考え、既存の観光資源を活用した観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、交流人口の増加に繋げたい。 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 
内

部

環

境 

強み（Strengths） 

 

・日本らしい温泉街（木造３階建旅館・

柳並木・外湯・高いビルのない古い町並

み） 

・浴衣を着て、そぞろ歩きが楽しめる 

・JR の駅と温泉街が直結 

・ナイトライフを楽しめる温泉街 

・豊富な食（懐石料理・但馬牛・松葉が

に・新鮮な海の幸・出石皿そば） 

・宿泊施設の豊富さ（城崎温泉の旅館

数：約 70 軒） 

・四季の風景を全て鑑賞できる気候性

（桜、海・花火、紅葉、雪） 

・アクティビティが豊富（ジオカヌー、

トレッキング、雪遊び、ソリ、スキー・

スノーボードなど） 

・世界でも例のないコウノトリ野生復帰

に取り組んでいる 

弱み（Weaknesses） 

 

・都市部からのアクセスが悪い 

・二次交通が不足している 

・ショッピングできる場所が少ない 

・有名な神社仏閣がない 

・外国語表記が少ない 

・世界遺産が存在しない。 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

 

・北近畿豊岡自動車道の延伸 

・京都縦貫自動車道の全線開通 

・京都、大阪への訪日外国人観光客増加 

脅威（Threat） 

 

・京都市内の外資系ホテル新規オープン

による京都市内の宿泊収容力向上に付随

する周辺地区への宿泊傾向低下 
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・関西空港の LCC 増便や新規空路による

関西への訪日観光客の増加 

・都市部の民泊（ex.Airbnb など） 

・関西地域に世界遺産を保有した広域観

光ルートの存在 

※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  

 欧州（イギリス、フランス、ドイツ）、北米、豪州（オセアニア）の FIT 

歴史・伝統文化、日本の生活文化に興味関心が高い。滞在期間の長い初訪日層・訪日リピーター 

○選定の理由 

城崎温泉の外国人観光客の国別シェアをみると、欧米豪が日本国内全体と比較して高い。また、

欧米豪については、城崎温泉の閑散期（4-6月、9-10月）に来訪者が多く、時期による平準化を目

指して、積極的に取り込んでいきたい市場である。当地域が保有するコンテンツ（温泉、伝統文

化、自然景観、生活文化等）への興味関心も高い（訪日外国人消費動向調査結果による。）。 

また、豊岡市・京丹後市には大人数を収容できる宿泊施設が少ないため、周辺地区からバスや船

などを誘致し団体客を獲得する方法が適さない。よって 1名～家族単位で訪日する個人客

(FIT=Foreign Independent Tour, Free Individual（Independent）Traveler)を第１ターゲットに

設定している。 

 

○取組方針 

 欧米豪の FIT層を取り込んでいくために、宿泊及びアクティビティ予約を可能とする WEBサイト

を運営する。団体客が一般的な旅行代理店を通じてツアーを予約するのに対し、FITは昨今、インタ

ーネットを通じ自由に観光地を決め、宿泊予約をする傾向が強い(例：日本政府によるとフランスは

70％がインターネット予約)。サイトコンテンツについては、海外発信拠点（アメリカ、オーストラ

リア、フランス）を通じて現地の目線での意見等も踏まえ、週次の会議で適宜改修・改善を図って

いる。アクティビティ開発については、大手アクティビティ販売サイトを運営している事業者のノ

ウハウを学び、地域資源の有効に活用して開発・磨け上げを行っている。ターゲットとのタッチポ

イントである WEB・SNSでは、大手 WEBサイトにはできない地域のきめ細かい情報を発信するととも

に、顧客からの問い合わせに即時に対応できる体制を整備している。 

また、欧米豪 FITは、アジアに比べ日本の地方の情報量が少ないこともあり、旅行会社を経由し

ての手配が多い。海外旅行会社へのツアーへの組込み、販売員の認知・知識を向上するため、海外

旅行会社にも積極的にアプローチをしている。 

○ターゲット層  

東アジア：台湾・香港の訪日リピーター（FIT） 

○選定の理由 

 台湾・香港は、豊岡市の外国人延べ宿泊者数全体の 34%を占める。訪日リピーターが多く、まだあ

まり知られていないローカル地域への興味関心が高い。関西国際空港への LCC 便も多く、関西圏の

空港を利用する旅行者が多いこと、また、過去の調査では、関西国際空港におけるレンタカー需要

は年々増加しており、香港・台湾が全体の 75%を占めることがわかっている。豊岡市・京丹後市周遊

を促すためには、レンタカー利用層の獲得も必須。また当地域への満足度を高め、リピーターの増

加を目指す。 

○取組方針 

 繁体字での SNS発信を 2019年度から開始しているため、引き続き、繁体字 SNSでの発信を行うと

ともに、メディアでの露出も高めたいと考えている。海の京都 DMOと連携したレンタカープランに

加え、豊岡市・京丹後市を周遊する着地型観光商品を造成し、海外におけるレンタカー旅行の販路

を拡大する取組みにも着手。 
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○ターゲット層  

東南アジア：タイの訪日リピーター 

○選定の理由 

タイ語での情報発信を過去から行ってきたこともあり、タイからの豊岡来訪者は、台湾・中国・香

港に次いで 4番目に多い。豊岡へのリピータ―も増加しているため、引き続きターゲットとして選

定している。 

○取組方針 

来訪者調査の結果から、再来訪意向につながる要因を分析し、分析結果に基づいて施策を実行す

る。タイには、情報発信拠点を設置し、メディアへの情報発信を強化している。 

○ターゲット層 

国内旅行者：京阪神在住の 30-40 代女性・ファミリー層 

○選定の理由 

 新型コロナウイルス感染症拡大により、国内マーケティングに着手。当地域のボリューム層の京

阪神地域のうち、30-40代女性・ファミリー層をターゲットする。 

○取組方針 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、感染症へのリスク、長期間の外出自粛の生活を経

験する中で、密を避け、屋外でのリラクゼーション、温泉での心と体のストレス解消など、旅行・

観光の目的・志向にも大きな変化が見られている。地域の安全対策を行ったうえで、旅行目的にあ

った資源を訴求する。 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト ローカル＆グローバル ～ローカルの魅力を磨き

上げ、世界に評価される「小さな世界都市」を演

出する～ 

②コンセプトの考え方 グローバル化の進展によって世界が急速に同じ

顔になり、文化的魅力を失いつつある中で、地域

固有のもの、ローカルなものこそが輝くチャンス

を持ち始めている。 

同時に、グローバル化の進展によって世界は急

速に小さくなりつつあり、小さなまちでも、直接

世界の人々と結びつくことが可能になってきてい

る。 

 コウノトリ野性復帰の取組み、城崎温泉の温泉

街、カバン製造業などの地域固有のもの、そこに

広がる営みなど、ローカル性を突き詰めること

で、世界の人から尊敬され、尊重される街になれ

る。人口は小規模でも、直接世界と結びつけるよ

うな『小さな世界都市』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 
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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。 

①観光まちづくりセミナー 

②会員の集い 

③ニュースレター発行 

④連絡調整会議（隔月開催） 

⑤経営戦略会議（理事会） 

①観光まちづくりセミナーを継続的に開催しつつ、年に一度、「インバ

ウンド最新データ共有会」（2021年度は新型コロナウイルス感染症拡大

により実施断念）、②「会員の集い」（2021年度は新型コロナウイルス感

染症拡大により実施断念）を開催。これらにより、訪日外国人の状況、

当地の外国人観光客の動向などを把握してもらうとともに、当法人の目

標と取組みを説明し、戦略を共有している。 

また、③四半期に 1回ニュースレターを発行している。ニュースレタ

ーでは、訪日・豊岡市の外国人観光客の動向、外国人観光客の声（外国

人インタビュー等）、新型コロナウイルス感染症の各国の状況、国・

県・市の支援策まとめ、ガイドライン・認証制度の取り組み、マイクロ

ツーリズムの取り組み（参加者の声）を紹介。取組みへの参画促進と戦

略の共有を進めている。 

さらに、WILLER ㈱、全但バス㈱、但馬銀行、但馬信用金庫、豊岡

市、京丹後市、㈱ハイファイブの実務者が集まる④連絡調整会議（隔月

開催）と WILLER ㈱、全但バス㈱、但馬銀行、但馬信用金庫、豊岡市の

代表者、及び 6つの観光協会の連絡調整会議である豊岡ツーリズム協議

会の会長が集まる 4か月に一度の⑤経営戦略会議（理事会）を開催して

いる。 

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 

来訪者アンケートにおいて、満足度だけでなく、NPSを算出してい

る。NPSは「Net Promoter Score」の略で、これまで計測することが難

しかった顧客ロイヤルティ(お客様の愛着度)を数値化する指標。「あな

たはこの観光地を親しい友人や家族にどの程度すすめたいと思います

か? 0〜10点で点数を付けてください。」という質問の回答により、NPS

指数を求める。これらの結果を各地域の事業者を会員とする観光協会に

フィードバックすることで顧客サービスを評価し、維持・向上を図って

いる。 

また、宿泊予約機能も持つ、WEBサイト「Visit Kinosaki」において

は、主要な宿泊施設において、顧客の評価を表示するため、世界最大の

旅行口コミサイトであるトリップアドバイザーの評価プラットフォーム

と連携させている。 

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 

個人旅行 (FIT) を WEBにより獲得するという戦略のもと、外国語版 WEB

サイト「Visit Kinosaki」、国内向け WEBサイト「ふらっと、リトリー

ト TOYOOKA」において、一元的な情報発信・プロモーションを進めてい

る。 

隔週で Visit Kinosaki戦略会議を主催。地元の WEB会社・ハイファ

イブ、豊岡市、京丹後市の他、地元観光協会・宿泊施設が参加し、WEB

サイトの運営状況の確認、改善、方向性の決定を行っている。また、国

内 WEBマーケティング会議を隔週開催。豊岡市と連携して様々な WEB広

告施策のプランニング、広告運用、広告用ランディングページの作成、

WEB 解析、サイト改善提案などを行っている。受け身ではなく積極的・

能動的に発信し、「Visit Kinosaki」、「ふらっと、リトリート TOYOOKA」

への流入者を増やす活動を進めている。 

具体的には、Google が運営する広告出稿サービスの「Google広告」、

Facebookユーザーのタイムラインに表示される広告「Facebook広告」

を活用している。 
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またインバウンド情報発信に関しては、当地を城崎地区・神鍋地区・

竹野地区・出石地区・但東地区・津居山＆気比地区・豊岡地区・京丹後

地区にエリア分けをして、各エリアにローカルマスター（市民代表で地

元情報に人）を置き、大手宿泊サイトでは紹介されていないローカルな

情報を掲載している。WEB を最大限活用して世界と直接繋がり、PDCAを

回しながら、認知度の向上、顧客の獲得を着実に行っている。 

月に 1回、地域の情報を記載したリリース資料（英語）を作成し、海

外メディア（20か国・134社）に配信している。 

※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 

 

目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 

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 

43,171 27,399 26,159 31,991 35,789 40,403   

（2,076） （848） （109） （921） （1,489） （1,563） 

実

績 

38,100 28,100 24,396    

（1,560） （316） （17） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

1,195 861 853 980 1,050 1,150   

（80） （25） （3） （30） （50） （50） 

実

績 

1,365 887 600    

（63） （10） （1） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

89.0% 89.0% 89.0% 89.0% 89.0% 89.0% 

（91.5%） （95.0%） （95.0%） （95.0%） （95.0%） （95.0%） 

実

績 

89.2% 89.3% 90.6%    

（98.7%） （95.8%） （95.5%） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 

（14.3%） （10.2%） （10.2%） （10.7%） （11.2%） （11.7%） 

実

績 

76.9% 79.0% 80.9%    

（9.7%） （25.0%） （59.0%） （ ） （ ） （ ） 
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【検討の経緯】 

観光消費単価、来訪者満足度、リピーター率に関しては、2017年 10月から来訪者アンケートを開

始し、データ収集の仕組みを作っている。そのデータを分析し、現状値を算出し、当ＤＭＯの事業

と照らし合わせ、連絡調整会議にて目標を設定している。 

2020年度当初までは、過去 2年間のデータを元に今後 3年間の目標数値を設定していたが、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響により、2020年度中に目標数値を再設定している。2019年 3月に

策定された「豊岡市大交流ビジョン」の 2030年目標は据え置きで、今後 3か年の目標数値を設定。 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、全体的な消費額は下がっているが、2022年度以降

は、旅行需要の回復を見込んで設定した。 

●延べ宿泊者数 

2014年に豊岡市が 2020年までを目標設定。2018年度に豊岡市が豊岡大交流ビジョンにおいて、

2030年までの目標値を設定したため、この数字を当ＤＭＯも目標値として定めている。 

●来訪者満足度 

インバウンド目標値は、2年間の実績を基に満足度 95%をキープする。 

●リピーター率 

インバウンドの目標値は、年間データが 2 年間蓄積したため、2020 年以降は、前年実績値の

5ポイントアップを設定していた。コロナ禍でデータに大きな差異が生じたため、2022年以

降は前年比 5ポイントアップを目指す。 

 

（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 

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 

●「Visit 

Kinosaki」の

アクセス：広

告流入を除く

流入数（人） 

目

標 

— — — — —  

（125,000） （120,000） （80,000） （100,000） （120,000） （140,000） 

実

績 

— — — — —  

（126,913） （53,706） （49,126） （ ） （ ） 
 

●国内サイトの

アクセス：広

告を除く流入

数（人） 

目

標 

—      50,000   65,000    80,000  95,000 

（-） （—） （-） （-） （-） （-） 

実

績 

— 29,231 92,481    

（—） （—） （-） （-） （-） （-） 
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【検討の経緯】 

海外 WEBサイト上の目標値設定に関しては、2017年度から Visit Kinosaki 戦略会議において、

年間の目標数値を設定し、週次でデータチェックを行い、サイトの改善を図っている。 

国内 WEB サイトの目標設定に関しては、2020 年 7 月にサイトを立ち上げたため、2020 年から

の目標数値を設定し、週次でデータチェックを行い、サイトの改善を図っている。 
 

【設定にあたっての考え方】 

海外 WEBサイト「Visit Kinosaki」のアクセス（広告流入を除く数値） 

国内 WEBサイト「ふらっと、リトリート TOYOOKA」のアクセス（広告流入を除く数値） 

 

●海外サイト訪問数 

2018年度から毎年 25％（千人単位に調整）の伸び率を目指すこととしていたが、2020 年大き

く減少したため、2022年は 2018年の数値に戻す目標設定とした。以降前年比 25%増で設定。 

 

●国内サイト訪問数 

 2021年度は、前年より月数が多いこと、またサイトコンテンツの拡充を図っているため、前

年実績の約 70%増、2022年は前年比 30%増、2023年は前年比 25%増で設定。 

 

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 

43,144,000（円） 【豊岡市からの補助金】          6,283,000円 

【その他の補助金】            304,000円 

【受託料収入】              30,782,000円 

【収益事業収入】                 3,085,000円 

【会費収入】                     1,475,000円 

【雑収入】            1,215,000円 

2020（Ｒ２）

年度 

55,644,000（円） 【豊岡市からの補助金】         11,723,000円 

【その他の補助金】           7,500,000円 

【受託料収入】              26,897,000円 

【収益事業収入】                 4,911,000円 

【会費収入】                     1,540,000円 

【雑収入】                       3,073,000円 

2021（Ｒ３）

年度 

87,399,000（円） 【豊岡市からの補助金】         6,897,000円 

【その他の補助金】           4,763,000円 

【受託料収入】              60,302,000円 

【収益事業収入】                13,820,000円 

【会費収入】                     1,590,000円 

【雑収入】                        27,000円 

2022（Ｒ４）

年度 

66,215,000（円） 【豊岡市からの補助金】         10,700,000円 

【受託料収入】              49,515,000円 

【収益事業収入】                 4,350,000円 

【会費収入】                     1,600,000円 

【雑収入】                          50,000円 
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2023（Ｒ５）

年度 

99,056,000（円） 【豊岡市からの補助金】         15,073,000円 

【受託料収入】              76,733,000円 

【収益事業収入】                 5,500,000円 

【会費収入】                     1,700,000円 

【雑収入】                         50,000円 

2024（Ｒ６）

年度 

99,656,000（円） 【豊岡市からの補助金】         15,073,000円 

【受託料収入】              76,733,000円 

【収益事業収入】                 6,000,000円 

【会費収入】                     1,800,000円 

【雑収入】                          50,000円 

 
 

（２）支出 

年（年度） 総支出（円） 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

37,158,000 円 【一般管理費（人件費、事務所経費等）】 

18,369,000 円 

【プロモーション経費（広告宣伝費、旅費交通費等）】 

                  15,789,000 円 

【マーケティング経費（専門家委託費・調査費等）】 

                             3,000,000 円    

2020（Ｒ２）

年度 

46,996,000 円 【一般管理費（人件費、事務所経費等）】 

22,722,000 円 

【プロモーション経費（広告宣伝費、旅費交通費等）】 

                  21,4274,000円 

【マーケティング経費（専門家委託費・調査費等）】 

                                 3,000,000円   

2021（Ｒ３）

年度 

77,772,000円 【一般管理費（人件費、事務所経費等）】 

21,632,000 円 

【プロモーション経費（広告宣伝費、旅費交通費等）】 

                  53,140,000 円 

【マーケティング経費（専門家委託費・調査費等）】 

                            3,000,000 円   

2022（Ｒ４）

年度 

63,433,000円 【一般管理費（人件費、事務所経費等）】 

25,558,000 円 

【プロモーション経費（広告宣伝費、旅費交通費等）】 

                   34,875,000円 

【マーケティング経費（専門家委託費・調査費等）】 

                            3,000,000 円   

2023（Ｒ５）

年度 

97,950,000円 【一般管理費（人件費、事務所経費等）】 

29,450,000 円 

【プロモーション経費（広告宣伝費、旅費交通費等）】 

                  65,500,000 円 

【マーケティング経費（専門家委託費・調査費等）】 

                                3,000,000円    

2024（Ｒ６）

年度 

98,250,000円 【一般管理費（人件費、事務所経費等）】 

29,550,000 円 

【プロモーション経費（広告宣伝費、旅費交通費等）】 
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                  65,700,000 円 

【マーケティング経費（専門家委託費・調査費等）】 

                               3,000,000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 
会員制度の設置、宿泊予約サイトの運営、着地型旅行商品の造成・販売、行政からの受託事業

などにより財源を確保しつつ、当法人がＤＭＯとして観光地マーケティングを実行することに対

して、行政の支援を継続してもらうように働きかけていく。また、一定数の派遣人材を確保し、

人件費を派遣元に負担してもらうことで、人件費を抑える。 

豊岡大交流ビジョン策定後、2019年度から、豊岡市及び地域事業者等と観光振興税の導入

等、財源のあり方について検討を始めている(現在は一時中断中)。 
 

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 

 

豊岡市、京丹後市は、一般社団法人豊岡観光イノベーションを豊岡市、京丹後市における地域連

携ＤＭＯとして登録したいので、一般社団法人豊岡観光イノベーション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（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） 
 

【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】 

マネジメント区域が重複するＤＭＯは、ひょうご観光本部、海の京都ＤＭＯであり、ひょうご観

光本部とは、四半期ごとに意見交換会を行い、プロモーションや広域周遊促進を中心とした連携に

ついて意見交換を行っている。また海の京都ＤＭＯとは、年４回程の定期的なミーティングや連携

事業を行っている。 

 

【区域が重複する背景】 

 当ＤＭＯは、兵庫県豊岡市、京都府京丹後市をマネジメント区域としているため、兵庫県全体を

マネジメントされているひょうご観光本部、京都北部をマネジメントされている海の京都ＤＭＯと

区域が重複する。 

 

【重複区域における、それぞれの DMOの役割分担について】 

プロモーションや広域周遊促進については、ひょうご観光本部と連携している。コンテンツ開

発、受入環境整備等については、当ＤＭＯのマネジメント区域においては、当ＤＭＯが実施し、そ

れ以外の地域は、ひょうご観光本部が各市町とともに取り組んでいる。また同様に、京丹後市のコ

ンテンツ開発（主にインバウンド）に関しては、京丹後市・京丹後観光公社と連携して実施してお

り、京丹後市を含む京都北部の広域プロモーションは海の京都ＤＭＯと連携して取り組んでいる。 
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【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】 

 プロモーションや広域周遊促進は連携することで、費用対効果の高い取組が期待できると考えて

いる。 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 石本 顕一 

担当部署名（役職） 経営企画部長 

郵便番号 668-0041 

所在地 兵庫県豊岡市大磯町 1-79地域地場産業振興センター5階 

電話番号（直通） 0796-21-9002 

ＦＡＸ番号 0796-21-9113 

Ｅ－ｍａｉｌ k.ishimoto@toyooka-tourism.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 兵庫県豊岡市 

担当者氏名 川角洋祐 

担当部署名（役職） 豊岡市環境経済部大交流課 

郵便番号 668-8666 

所在地 兵庫県豊岡市中央町 2-4 

電話番号（直通） 0796-21-9016 

ＦＡＸ番号 0796-22-3872 

Ｅ－ｍａｉｌ Yousuke-kawasumi@city.toyooka.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 兵庫県 

担当者氏名 岸本 孝志 

担当部署名（役職） 但馬県民局地域政策室地域づくり課 

郵便番号 668-0025 

所在地 豊岡市幸町 7-11 

電話番号（直通） 0796-26-3685 

ＦＡＸ番号 0796-23-1476 

Ｅ－ｍａｉｌ Takashi_Kishimoto@pref.hyogo.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 京都府京丹後市 

担当者氏名 大江 裕 

担当部署名（役職） 商工観光部観光振興課（課長） 
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郵便番号 627-8567 

所在地 京都府京丹後市網野町網野 385-1 

電話番号（直通） 0772-69-0450 

ＦＡＸ番号 0772-72-2030 

Ｅ－ｍａｉｌ kankoshinko@city.kyotango.lg.jp 

 
 



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
43,171 27,399 26,159 31,991 35,789 40,403

( 2,076 ) ( 848 ) ( 109 ) ( 921 ) ( 1,489 ) (1,563)

実績
38,100 28,100 24,396

( 1,560 ) ( 316 ) ( 17 ) (  ) (  ) (  )

延べ宿泊
者数
(千人)

目標
1,195 861 853 980 1,050 1,150

( 80 ) ( 25 ) ( 3 ) ( 30 ) ( 50 ) ( 50 )

実績
1,365 887 600

( 63 ) ( 10 ) ( 1 ) (  ) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標
89.0% 89.0% 89.0% 89.0% 89.0% 89.0%

( 91.5% ) ( 95.0% ) ( 95.0% ) (95.0% ) (95.0% ) (95.0% )

実績
89.2% 89.3% 90.6%

( 98.7% ) ( 95.8% ) ( 95.5% ) (  ) (  ) (  )

リピーター
率
(％)

目標
75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0%

( 14.3% ) ( 10.2% ) ( 10.2% ) ( 10.7% ) ( 11.2% ) ( 11.7% )

実績
76.9% 79.0% 80.9%

( 9.7% ) ( 25.0% ) ( 59.0% ) (  ) (  ) (  )

法人名：一般社団法人豊岡観光イノベーション

【区域】 豊岡市、京丹後市
【設立日】 2016年 6月 1 日
【登録日】 2018年 7月31日
【代表者】 関貫久仁郎
【マーケティング責任者（CMO）】武田元彦
【財務責任者（CFO）】石本顕一
【職員数】 9人
（常勤7人（正職員3人、出向等4人）、非常勤2人）
【連携する主な事業者】
WILLER 、 全但バス 、神姫バス、但馬銀行
但馬信用金庫

合意形成の仕組み

登録区分名：地域連携ＤＭＯ

※全て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】
・マーケティングデータの収集・分析・共有
・WEBマーケティング（WEB・SNS）

・海外・国内発のツアー増加（商談会等参加）
【観光資源の磨き上げ】
・地域事業者と連携した体験プログラム開発
・コウノトリ生息地保全活動（CSR活動）支援

【受入環境の整備】
・インナープロモーション（セミナー・ニュースレター）
・ローカルガイドの育成
・CLEAN ＆ SAFE TOYOOKA認証制度の拡大
・宿泊予約等データ収集基盤整備（観光DX）

戦略

【該当する登録要件】 ②
【概要】
会員の事業者と戦略を共有し、事業を展開。
構成団体で組織する経営戦略会議（3か月に
1回）、ワーキンググループとして、Visit 

Kinosaki戦略会議、WEBマーケティング会議
（隔週）、豊岡市内6つの観光協会の連絡調整
会議である豊岡ツーリズム協議会に参加し、
連携を図っている。

【主なターゲット】
欧州（イギリス、フランス、ドイツ）、北米、豪州
（オセアニア）のFIT

歴史・伝統文化、日本の生活文化に興味関心
が高い。滞在期間の長い初訪日層・訪日リ
ピーター
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
宿泊及びアクティビティ予約を可能とする
WEBサイトを運営。サイトコンテンツ・情報発
信は、海外発信拠点等の現地目線で実施。
欧米豪FITは、旅行会社を経由しての手配も
多いため、海外旅行会社へのツアーへの組
込み、販売員の認知・知識を向上するため、
海外旅行会社やランドオペレーターに積極的
にアプローチをする。

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

会員制度を導入し、会員の事業者と戦略を共
有し、事業展開。構成団体で組織する経営戦
略会議で方針を決定。WEBマーケテイングで
は、Visit Kinosaki戦略会議等を週次開催。豊
岡市内観光協会の連絡調整会議に参加し、
連携を図り、プロモーションを実施。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】 受託料収入 約60百万円（R３年）
収益事業（ツアー売上、宿泊予約販売手料等） 約13百万円（R３年）
【総支出】 78百万円（一般管理費22百万円、事業費56百万円）
※2021年第6期決算
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
会費、受託事業などにより財源を確保しつつ、観光振興財源のあり方
を検討

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】

ＫＰＩ（実績･目標）

ローカル＆グローバル
〜ローカルの魅力を磨き上げ、世界に評価される「小さな世界都市」を演出する〜

城崎温泉、出石城下町、
神鍋高原(氷ノ山後山
那岐山国定公園）、竹
野海岸（山陰海岸国立
公園）、山陰海岸ジオ
パーク、農家民宿、豊
岡鞄、コウノトリ、但馬
牛、松葉ガニ、久美浜・
夕日ヶ浦、琴引浜

記入日： 令和４年12月27日


