
 

様式第１－３ 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称 青森県ホテル旅館インバウンド推進協議会 

 

住所 〒030-0802 

青森県青森市本町2丁目3-4 青森旅館会館内 

代表者氏名 杉澤 廉晴 

 

連絡先 ０１７－７７７－３４１１ 

 

構成員 ホテルグランメール、鯵ヶ沢温泉 水軍の宿、ホテル竜飛、 

株式会社黄金崎不老不死温泉、ウェスパ椿山コテージ、 

海扇閣 （構成員 6者、うち補助対象事業者 6者） 

 

団

体

事

業 

具体的な内容  

 

実施時期  

 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

 

 

 

個

別

事

業 

具体的な内容 （１）Wi-Fi整備 ６件 

 

実施時期 平成２８年１１月２９日～平成２８年１２月２８日 

 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

補助対象経費合計 10,664,252円 

補助金合計     5,030,000円 

全体稼働率の目標及び実績

値 

 <事業開始前> <目標> <実績値> 

第１四半期 63.4（％） 68.2（％） 61.1（％） 

第２四半期 79.5（％） 82.1（％） 77.1（％） 

第３四半期 60.3（％） 69.9（％） 58.0（％） 

第４四半期 41.0（％） 53.6（％） 39.9（％） 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

 

全四半期において目標値どころか事業開始前の実績値を下

回る結果となった。 

観光庁が発表した平成29年（暦年）の宿泊旅行統計調査によ

ると、青森県の宿泊施設稼働率は全体で57.5％、ビジネスホ



 

 

 

 

テルの稼働率が伸びた一方で、旅館・リゾートホテルの稼働

率は低迷した。また延べ宿泊者数は前年比-8.9％、対平成27

年度比でも-8.9％となった。これは北海道道南地域の小学校

修学旅行先は青森県がほぼ占めるものの、平成28年3月北海

道新幹線開業後、道南・道央の中学校修学旅行先はこれまで

の青森県から岩手県や宮城県にシフトしている（県観光連盟

調べ）ことが一因と思われる。 

本事業に参加している６施設はいずれも温泉旅館ホテルで

あり、この観光客数の減が稼働率目標未達成の理由の一つと

判断される。 

 

合計外客宿泊者数の目標及

び実績値 

 <事業開始前> <目標> <実績値> 

第１四半期 730（人） 1,330（人） 1,428（人） 

第２四半期 607（人） 1,010（人） 1,628（人） 

第３四半期 1,129（人） 1,685（人） 2,548（人） 

第４四半期 456（人） 910（人） 2,182（人） 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

平成29年（暦年）の青森県における外国人宿泊者数は256,000

人を記録し東北では宮城県を抜き第1位、伸び率では60.3％

と全国1位を記録した。これは定期航路のソウル便、台北便

に加え、平成29年1月から中国天津からの定期チャーター便

が新設されたことが大きな要因と思われる。結果として目標

比157.8％となった。 

その他事業評価に関する事

項及び当該事業評価を踏ま

えた次の一年間における事

業の改善策 

青森県がおこなう誘客プロモーションに加え、青森県観光連

盟とのタイアップ企画などを計画し、宿泊施設の魅力向上・

利用促進を図る。 

 

 

 



様式第１－３ 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称 伊香保温泉旅館協同組合 

 

住所 群馬県渋川市伊香保町伊香保541-4 

 

代表者氏名 福 田 朋 英 

 

連絡先 ０２７９－７２－３２０１ 

 

構成員 【補助対象事業者】 

和心の宿オーモリ／お宿玉樹／福 一／千明仁泉亭／ 

古久家／ホテルニュー伊香保／ホテル天坊／岸権旅館／ 

ホテル松本楼／さくらい旅館／森秋旅館 

 

【補助対象事業者以外】 

橋本ホテル／景風流の宿かのうや／奥伊香保旅邸諧暢楼／ 

ホテル紅葉／横手館／ホテル金太夫／吉田屋旅館／ 

青山旅館／丸本館／村松旅館／石坂旅館／ 

ホテル木暮／美松館／大江戸温泉物語伊香保／ 

遊山の里とどろき／温泉宿塚越屋七兵衛／香雲館／ 

旅館おかべ／明野屋旅館／割烹春日楼／ 

お宿かつほ／旅館栄泉閣／徳田屋旅館／もりた旅館／ 

ホテル冨久住／洋風旅館ぴのん／ふくぜん／ 

如心の里ひびき野／伊香保グランドホテル／ 

市川別館晴観荘／ホテル銀水／山陽ホテル／一冨士ホテル／ 

ホテルきむら／よろこびの宿しん喜／いかほ秀水園 

 

（構成員 ４７者、 

うち補助金対象事業者 １１者 （計画時 １３者）） 

 

団

体

事

業 

具体的な内容  

 

実施時期  

 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

 

 

 

個

別

事

業 

具体的な内容 (1)館内及び客室内のWi-Fi整備 ４件 

(2)館内及び客室内のトイレの洋式化 ３件 

(3)自社サイトの多言語化 ２件 

(4)館内及び客室内のテレビの国際放送設備の整備 １件 

(5)館内及び客室内の案内表示の多言語化 １件 



(6)客室の和洋室化 １件 

(7)-2 タブレット端末の整備 １件 

(9)ムスリムの受入のためのマニュアルの作成 １件 

 

実施時期 平成28年11月14日～平成28年12月30日 

 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

補助対象経費合計 19,574,500円 

補助金合計     8,777,000円 

全体稼働率の目標及び実績

値 

 <事業開始前> 

（H27年度） 

<目標> 

（H29年度） 

<実績値> 

（H29年度） 

第１四半期 ６２．６（％） 

（６２．３） 

６５．２（％） 

（６４．６） 

５８．９（％） 

第２四半期 ６６．６（％） 

（６５．９） 

７０．０（％） 

（６８．９） 

６５．４（％） 

第３四半期 ７５．０（％） 

（７５．５） 

７８．０（％） 

（７８．１） 

７０．５（％） 

第４四半期 ５７．８（％） 

（５７．４） 

６２．１（％） 

（６１．４） 

５６．１（％） 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

実績値が、事業開始前（ ）内と目標の数値に届いていない

状況です。 

過去４年度の伊香保温泉全体での宿泊客数が  

 平成２６年度  1,056,401人 

 平成２７年度  1,094,216人（前年度比105.0％） 

 平成２８年度  1,040,598人（前年度比 95.1％） 

 平成２９年度  1,050,810人（前年度比101.0％） 

となっております。 

群馬県及び渋川市の「プレミアム宿泊券」の施策が、平成２

７年度の宿泊客数を押し上げていたことを考えると、通常の

宿泊人員の水準に戻った感じです。 

平成２７年度を基準に目標値を設定してしまったことで、結

果的に目標と事業開始前の数値に「届かない」という残念な

結果になってしまいましたが、温泉地全体の落ち幅を考えた

時、事業実施事業所の数値の方が、落ち幅が少なく済んでい

ることは確かです。 

事業実施事業所については、やはり積極的な事業所が多く、

継続的な改修工事を行うとともに、従業員教育に力を入れる

等、サービス向上に努めており、評価も高いことから、選択

される施設になることが多く、リピーター化にも繋がってい

るようです。 

 

 

 



 

 

合計外客宿泊者数の目標及

び実績値 

 <事業開始前> 

（H27年度） 

<目標> 

（H29年度） 

<実績値> 

（H29年度） 

第１四半期 ２，２８３（人） 

（２，２６２） 

３，６４９（人） 

（３，５５２） 

２，１０６（人） 

第２四半期 ９２８（人） 

（８９１） 

２，２２９（人） 

（２，０６３） 

１，０６８（人） 

第３四半期 １，４８６（人） 

（１，４５２） 

２，５３０（人） 

（２，３９２） 

２，０５９（人） 

第４四半期 １， １６４（人） 

（１，１３３） 

２，３１０（人） 

（２，１８８） 

１，３４０（人） 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

目標値には届いておりませんが、年間の数値では、事業開始

前を大きく超える実績値となっております。 

客室稼働率や宿泊人員が伸び悩む中、国外からのお客様は確

実に増えております。 

特に台湾からのお客様が多いようです。 

台湾を拠点とするお寺「佛光山寺」の日本総本山として伊香

保地内に建設中の「佛光山法水寺」では、平成２９年１０月

２１日に本尊の「開眼式」が行われ、一般開放が始まりまし

た。平成３０年４月２１日には、「開山式」が執り行われる

ことから、関係者や信者の来訪が多くなってきていると考え

られます。 

 

 

その他事業評価に関する事

項及び当該事業評価を踏ま

えた次の一年間における事

業の改善策 

Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備やトイレの和洋室化等、本事業におけ

る取り組みは、国外のお客様はもとより、国内のお客様の利

便性の向上、満足度の向上につながっております。 

「佛光山法水寺」の開眼式後の平成２９年１１月１日より、

地元公共交通機関が、成田からの高速バス１便を伊香保温泉

バスターミナル経由「佛光山法水寺発着便」として、運行し

始めていることから、国外、特に台湾へのＰＲを強化する。 

また、国外でも人気のあるアニメ「頭文字（イニシャル）Ｄ」

は、伊香保温泉のある「榛名山」（アニメの中では「秋名山

（あきなさん）」）が舞台となっていることから、わざわざ

国外から訪れるお客様もいるほどです。 

首都圏から近い環境にありますので、国外に通用する観光資

源を活用し、渋川市及び渋川伊香保温泉観光協会等関係団体

との連携を取りながら、更なる誘客活動を行っていきたいと

考えております。 

 

 




















