
様式（加速化）第１－３ 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称  

下呂温泉旅館協同組合 

住所 〒 

岐阜県下呂市湯之島801番地2 

代表者氏名  

瀧 多賀男 

連絡先  

0576-25-2064 

構成員 水明館、望川館、下呂温泉山形屋、小川屋、下呂彩朝楽本

館、みやこ、冨岳、睦館、みのり荘、神明山荘、湯之島

館、下呂観光ホテル、紗々羅、ホテルくさかべアルメリ

ア、水鳳園、木曽屋、白樺ホテル、温泉ビジネスホテル富

喜屋、下呂ロイヤルホテル雅亭、川上屋花水亭、菊半旅

館、吉泉館竹翠亭、下呂彩朝楽別館、観光ホテル湯本館、

奥田屋八峰苑、寿々波、瓢きん、下呂紅葉館、いずみ荘、

天龍閣、ふじはら、ますや、浅野屋、さくらや、松村屋、

ホテル白雪、松園、岡本、幸の湯、温泉宿廣司、ビジネス

ホテルプランタン、ラムネ屋、ひだ山荘、花いかだ、日晴

リネンサプライ 

（構成員４５者、内補助対象事業者９者（計画時１０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 Wi-Fi整備 2件、トイレの洋式化 4件、 

ホームページの多言語化 1件、客室和洋室化 1件、 

その他（外国語パンフレット作成） 1件 

 

実施時期 平成29年5月25日～平成29年8月31日 

 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

補助対象経費合計 18,627,450円 

補助金合計     5,055,000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 68.0（％） 75.0（％） 

（75.0） 

77.9（％） 

第２四半期 67.6（％） 75.6（％） 

（75.6） 

80.6（％） 

第３四半期 69.0（％） 78.8（％） 

（78.8） 

83.8（％） 

第４四半期 67.7（％） 74.0（％） 

（74.0） 

78.4（％） 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

・事業開始前の平成28年度実績は全構成員事業者（45者）

の実績で、平成29年度の目標および実績値は補助対象事業

者の数値となっている。 

全ての期において目標値を上回る実績を挙げることができ

たが、大きな要因としては平成27年度インバウンド補助事

業に12館が参画して以来、他館も含め当地における外客誘

致の取り組み意識が加速化し、これまで以上に積極的に誘

客ＰＲを行ってきた結果と考えられる。 

・第4四半期において、これまで誘客PRをあまり行っていな

かった欧米エリア、具体的にはカナダおよびドイツへのプ

ロモーションを実施した結果、いずれもツアーの造成に成

功した。 

・当地では以前より展開していた、観光協会と旅館組合を

中心に、関係団体および行政も加えた連絡協議会をより強

化し、平成29年には日本版ＤＭＯの地域ＤＭＯの登録を受

け、より正確な市場調査や属性分析を行うとともに、周辺

地域と連携した体験型プログラム商品の造成、販売などに

より滞在客の増加に繋がってきたのが好調の要因といえ

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 25,810（人） 16,300（人） 

(16,200) 

16,848（人） 

第２四半期 11,272（人） 8,100（人） 

(8,000) 

8,249（人） 

第３四半期 18,221（人） 14,500（人） 

(14,350) 

14,908（人） 

第４四半期 24,942（人） 17,400（人） 

(17,350) 

17,583（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） 

・事業開始前の平成28年度実績は全構成員事業者（45者）

の実績で、平成29年度の目標および実績値は補助対象事業

者の数値となっている。 

・全ての期において目標値を上回る実績を挙げることがで

きたが、大きな要因としては平成27年度インバウンド補助

事業に12館が参画して以来、当地における外客誘致の取り

組み意識が加速化し、特に今回参画の9館はこれまで以上に

積極的に誘客ＰＲを行ってきた結果と考えられる。 

・11月に当地単独でのタイ・バンコク旅行社へのセールス

コールを実施した結果、第4四半期にインセンティブツアー

を複数受注することが出来た。 

・第4四半期において、これまで誘客PRをあまり行っていな

かった欧米エリア、具体的にはカナダおよびドイツへのプ

ロモーションを実施した結果、いずれもツアーの造成に成

功した。 

・早い時期からアジア圏の旅行社に対しツアー造成を図っ

た結果、第4四半期の特に春節前後の台湾、香港などの宿泊

客が激増し、旅館が満室になる日が多く発生した。 

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 

今回のWi-Fi整備やトイレ洋式化、ＨＰ多言語化といったイ

ンバウンド対応を契機として、更なる外客宿泊者の獲得に

向けて、特に以下の取り組みを強化する。 

・多言語化したＨＰを積極的に活用し、特に宿泊施設のイ

ンバウンド受入体制が整備されている点を強調してＰＲす

ることで他温泉地との差別化を図る 

・東南アジア圏や欧米豪旅行者の取り込み対策を強化する

ため、これらの言語に対応したＨＰの整備なども検討す

る。 

・現地旅行社の担当者やパワーブロガーの招請を増やし、

当地の最新情報の発信に努める。 

・今後の団体客の減少に対処するため、海外の有力ＯＴＡ

と連携して、特にＦＩＴ層向けの宿泊商品の造成などの販

売力強化に努める。 

・日本版ＤＭＯ登録法人となった下呂温泉観光協会と連携

し、インバウンドの綿密な市場調査や動向分析により、顧

客のニーズに合った体験型プログラム商品のさらなる開発

を行い、滞在客の増加を図る。 

 



様式（加速化）第１－３ 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称  

飛騨高山旅館ホテル協同組合 

住所 〒506-0011 

岐阜県高山市本町１丁目２番地 

代表者氏名  

理事長 村井繁喜 

連絡先 電話 ０５７７－５７－９８００ 

e-mail jimu@takayamaryokan.jp 

構成員 ６５名 構成員名簿別紙のとおり 

うち補助対象事業者  ７名 

ひだホテルプラザ、高山グリーンホテル、本陣平野屋別

館、臥龍の郷、旅館清龍、寿美吉旅館、アンカーサイト 

 

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２件（２）イメージスキャナー導入

１件、（３）国際放送設備１件、（４）トイレ洋式化１

件、（５）タブレット整備１件、（６）多言語化整備   

１件 

実施時期  

平成２９年５月２４日～平成２９年８月３１日 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

補助対象経費合計  ７，７４０，８００円 

補助金合計     ３，３６９，０００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 （％） 

７３．１ 

（％） 

７５．７ 

（％） 

． 

第２四半期 （％） 

８２．０ 

（％） 

８５．１ 

（％） 

． 

第３四半期 （％） 

７７．０ 

（％） 

７９．０ 

（％） 

７１．５５ 

第４四半期 （％） 

７４．９ 

（％） 

７７．７ 

（％） 

６４．４２ 



目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

稼働率実績値は目標値を下回る結果となったが、実際には

８月に完成し、９月からの実績報告によるものであるの

で、目標に届かなかったものと思われる。 

補助対象者宿泊施設のみでなく飛騨高山旅館ホテル協同組

合をはじめ高山市と一緒になって全国はもとより海外に向

けての誘客活動を展開している賜物であり、平成２９年高

山市（旧高山市内）における観光客の入込者数は３６１万

３千人で、宿泊者数は２２１万３千人となり、そのうち外

国人観光客については、過去最高の５１万３千人と前年と

比べて１１％増となった。 

外国人観光客は増加傾向にあるが、各施設における宿泊に

ついては１部屋当たりの宿泊者が多人数でなく、１～２人

使用が多く１部屋自体の稼働率の上昇にはあまりつながら

なかったように思われる。 

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 （人） 

３，８３７ 

（人） 

３，９２０ 

（人） 

 

第２四半期 （人） 

４，０７４ 

（人） 

４，１４４ 

（人） 

 

第３四半期 （人） 

２，６２７ 

（人） 

２，６２３ 

（人） 

８，６８５ 

第４四半期 （人） 

３，０１０ 

（人） 

３，１４０ 

（人） 

９，９０７ 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

補助対象宿泊施設の目標は達成できたが、高山市における

平成２９年の宿泊者数は２２１万３千人となり、そのうち

外国人観光客については、過去最高の５１万３千人となり

前年と比べて１１％増となった。高山市では、官民一体と

なって平成２９年「ユネスコ無形文化遺産登録記念高山祭

屋台総曳き揃え」を実施するなど観光客の誘客活動を展開

し、さらに外国人観光客の入込増を図るために宿泊施設事

業者も一緒になって誘客活動を行い努力している。 

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 

高山市では、官民一体となり外国人観光客の受け入れ整備

を推進しており、各宿泊施設においてもインバウンド観光

客の受け入れのためにトイレの洋式化をはじめ様々な整備

を進めています。各宿泊施設において整備した内容をＨＰ

上で情報発信するなど１人でも多くの観光客の方においで

いただくために努力しています。今後、観光客の入込実績

が上がることに期待したい。 







様式第１－３ 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称 堂ヶ島温泉旅館組合 

住所 
〒410-3514 

静岡県賀茂郡西伊豆町仁科2910-2 

代表者氏名 加藤 賢二 

連絡先 
電話０５５８－５２－１２６８ 

FAX０５５８－５２－２０００ 

構成員 

西伊豆クリスタルビューホテル、堂ヶ島ニュー銀水 

堂ヶ島ホテル天遊、堂ヶ島温泉ホテル、 

海辺のかくれ湯清流 

（構成員５者、うち補助対象者共に５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 (2)館内及び客室内のトイレの洋式化１件、 

(3)自社サイトの多言語化３件、 

(5)館内及び客室内の案内表示の多言語化３件 

 

実施時期 

 
平成２９年５月２５日から平成２９年８月３１日 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

補助対象経費合計 ９，２３２，９４５円 

補助金合計    ４，０９９，０００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 ５５．８（％） ５６．９（％） ５５．０（％） 

第２四半期 ６６．９（％） ７０．０（％） ６７．７（％） 

第３四半期 ６３．６（％） ６３．９（％） ５７．８（％） 

第４四半期 ５７．２（％） ５６．５（％） ４５．３（％） 



 

 

 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

グループ団体客の減少。過疎地域のスタッフ人材不足による 

受入体勢の不備が原因で需要（集客見込み）があっても客室

の売止状態の日が発生。 

国内のＷＥＢ集客は横ばい傾向 

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 1,788（人） 1,764（人） 1,771（人） 

第２四半期 1,471（人） 1,313（人） 1,038（人） 

第３四半期 1,535（人） 1,882（人） 1,393（人） 

第４四半期 1,027（人） 1,961（人） 1,070（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） 

台湾からの団体グループ（旅行会社斡旋）客が激減。 

（全国的な競争激化と台湾景気低迷と思われる） 

ＯＴＡ利用での個人型外客（ＦＩＴ）は増加傾向。 

特に中華圏の集客は好調。 

当地までの公共交通機関の外客向け環境整備が遅れており、 

ＦＩＴ客の利便性の向上が図られていない。 

地域として外客の国別特性や旅行動機、目的等の分析の不十

分さによる情報発信やプロモーション活動が取り組めてい

ない。（観光団体サイトの多言語化やＳＮＳ発信がされてい

ない） 

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 

施設毎の取組の留まらず、地域的な取組が必要。 

観光地としての多言語化対応を広める活動を観光関連施設

や観光団体、行政と連携して実施する。 

公共交通機関（２次３次交通機関）との連携強化にて、利便

性向上をめざす。 

ターゲットとする外客の国別特性や旅行動機、目的等を 

分析・研究を実施し、積極的誘致活動（観光コンテンツの開

発や多言語での情報発信等）をする。 

 



 
 
 
 
様式（加速化）第１－３ 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称 鳥羽旅館事業協同組合 

住所 〒517-0014 

三重県鳥羽市堅神町１０２０－１ 

代表者氏名 理事長 寺田 順三郎 

連絡先 ０５９９－２５－５０９６ 

構成員 鳥羽旅館事業協同組合会員名簿(H30.4.20現在)別紙参照 

①戸田家 

②ホテル浜離宮 

③ホテルメ湯楽々 

④鳥羽ビューホテル花真珠 

⑤鳥羽彩朝楽 

(構成員３０者、うち補助対象事業者３者(計画時５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 案内表示の多言語化 1件、その他(デジタルサイネージの

導入)1件、自社サイトの多言語化 1件、Wi-Fi整備 1件 

 

実施時期 平成29年6月26日～平成29年8月17日 

 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

補助対象経費合計 4,323,849円 

補助金合計    2,161,000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 55.0（％） 

（73.3） 

59.5（％） 

     (78.2) 
（％） 

第２四半期 64.7（％） 

(84.8) 

69.2（％） 

(87.6)      
（％） 

第３四半期 60.7（％） 

(83.5) 

65.2（％） 

(87.2)      
80.0（％） 

第４四半期 60.5（％） 

(81.0) 

65.0（％） 

(86.3)      
88.8（％） 



 
 
 
 

 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

第３四半期については、行楽シーズン(10月)に台風21号・

22号が週末上陸したことによる影響が大きく、交通機関の

乱れによる宿泊キャンセルが相次いだことが、宿泊客の減

少につながったと考えられます。 

第４四半期については、11月～3月にかけて放映された観光

協会による観光ＰＲドラマをはじめ、メディアやＷＥＢサ

イトを活用した情報発信を強化したことが稼働率の向上に

繋がったと考えられます。 

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 1,411（人） 

(1,354)     

2,116（人） 

 (1,395) 
（人） 

第２四半期 728（人） 

  (649)     

1,092（人） 

(669) 

（人） 

第３四半期 1,324（人） 

(1,262)     

1,986（人） 

 (1,301) 
1,057（人） 

第４四半期 935（人） 

(887)     

1,402（人） 

(914) 

814（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） 

前年度は、伊勢志摩サミットが開催されたことにより知名

度が高まったため、鳥羽市としての外客宿泊者数は、前年

より8.5％増加し、57,959人となったが、団体ツアー客の多

くは、従来の旅館型のたたみと布団よりもベット(ホテル)

を好む傾向にあるため、補助金対象事業所への外客宿泊者

数は、日本文化の体験を好むＦＩＴ層が増えていることか

らＦＩＴ層へのＰＲ不足がマイナス要因と考えられます。 

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 

案内表示の多言語化、デジタルサイネージの導入、自社サイ 

トの多言語化、Wi-Fi 整備といったインバウンド対策を契機 

として、更なる外客宿泊者の獲得に向けて、以下の取組みを

強化する。 

・行政と連携し、ターゲットを絞り込んだ海外でのプロモー

ション、イベントの実施など訪日外国人誘致を目的としたプ

ロモーション活動を強化するとともに、インバウンド受入体

制の充実を積極的にＰＲする。 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
鳥羽旅館事業協同組合加盟施設一覧 

                               平成30年4月20日現在 

施設名 郵便番号 住 所 ＴＥＬ 

鳥羽グランドホテル 517-0015 鳥羽市小浜町 239-9 0599-25-4141 

胡蝶蘭 517-0015 鳥羽市小浜町 237-1 0599-25-2170 

ホテルメ湯楽々 517-0015 鳥羽市小浜町 272-46 0599-25-2829 

鳥羽小浜荘 517-0015 鳥羽市小浜町 288 0599-25-3551 

わんわんパラダイスホテル 517-0015 鳥羽市小浜町 272-49 0599-25-7000 

浜辺屋 517-0015 鳥羽市小浜町 300 0599-25-2259 

海楽園 517-0015 鳥羽市小浜町 299 0599-25-3202 

阿波海 517-0015 鳥羽市小浜町 300-2 0599-25-2423 

鳥羽わん泊館 松嶋 517-0015 鳥羽市小浜町 272-44 0599-25-4122 

旅荘 海の蝶 519-0601 伊勢市二見町松下 1693 0596-44-1050 

ホテル浜離宮 517-0011 鳥羽市鳥羽 1-22-19 0599-25-6868 

鳥羽彩朝楽 519-0601 鳥羽市小浜町城山 610 0599-26-2728 

鳥羽国際ホテル潮路亭 517-0011 鳥羽市鳥羽 1-23-1 0599-25-3121 

戸田家 517-0011 鳥羽市鳥羽 1-24-26 0599-25-2500 

吉田屋錦海楼 517-0011 鳥羽市鳥羽 1-13-1 0599-25-3191 

吉田屋和光 517-0011 鳥羽市鳥羽 1-13-1 0599-25-2606 

錦浦館 517-0011 鳥羽市鳥羽 1-10-38 0599-25-2001 

海月 517-0011 鳥羽市鳥羽 1-10-52 0599-26-2056 

扇芳閣 517-0011 鳥羽市鳥羽 2-12-24 0599-25-3151 

錦屋 517-0011 鳥羽市鳥羽 3-32-8 0599-25-2412 

鳥羽シーサイドホテル 517-0021 鳥羽市安楽島町 1084 0599-25-5151 

鳥羽ビューホテル花真珠 517-0021 鳥羽市安楽島町 1075-98 0599-25-2111 

海女の島 517-0021 鳥羽市安楽島町 1075-100 0599-26-2662 

ホテルマリテーム海幸園 517-0021 鳥羽市安楽島町 1075-113 0599-26-3711 

アルティア鳥羽 517-0021 鳥羽市安楽島町 1061-9 0599-25-7711 

ホテルリゾート彩花亭 517-0021 鳥羽市安楽島町 1075-149 0599-25-2559 

かめや 517-0021 鳥羽市安楽島町 896 0599-26-2600 

エクシブ鳥羽アネックス 517-0021 鳥羽市安楽島町字ニエ 212-1 0599-26-4400 

ＫＫＲ鳥羽いそぶえ荘 517-0021 鳥羽市安楽島町 1075 0599-25-3226 

季さら 517-0021 鳥羽市安楽島町 1075-11 0599-21-1700 

 


