




第３号様式 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

 

名   称 

 

世界一の朝水戸プロジェクト 

 

住   所 

〒 ３１０－００１１ 

茨城県水戸市三の丸１－３－２ 茨城県ホテル旅館組合内 

 

代表者氏名 

 

 遠 藤 泰 生 

 

連 絡 先 

 

０２９－２２５－２２９１ 

 

 

構 成 員 

三の丸ホテル ホテルテラスザガーデン水戸 みまつホテル 

みまつアネックス プレジデントホテル水戸 ホテルアーク

ビジネス 水戸プラザホテル 湯泉荘 ホテルクリスタルパ

レス ホテルクリスタルプラザ  

アパホテル水戸駅北 アパホテル水戸駅前 

（構成員12者、うち補助対象者10者（計画時12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 (２)トイレの洋式化 5件 

(３)サイトの多言語 2件 (４)国際放送設備の整備 1件 

(５)案内表示の多言語化 2件 

(10)その他（パスポートリーダー導入）2件 

 

実施時期 

 

平成28年10月1日～平成28年12月29日 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

補助金対象経費合計 16,282,000 円 

補助金合計      7,838,000 円 

全体稼働率の目標及び実績

値 

 

・上段：当初計画値 

    （12者） 

・下段：補助対象者値 

    （10者） 

 <事業開始前> <目標> <実績値> 

第１四半期 ６２．５（％） 

(６７．１) 

７３．７（％） 

(７２．３) 

―  （％） 

(７１．４) 

第２四半期 ６４．１（％） 

(６８．１) 

７５．５（％） 

(７３．６) 

―  （％） 

(７４．１) 

第３四半期 ６６．５（％） 

(７０．５） 

７７．３（％） 

(７５．５） 

―  （％） 

(７３．８) 

第４四半期 ６３．８（％） 

（６７．２） 

７５．８（％） 

(７３．４) 

―  （％） 

(６６．７) 



 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

目標値は未達成になりましたが、28年度実績比では第4四半期

以外は上回っています。未達成の最大要因は、第4四半期中に

開催された「水戸の梅まつり」の2月の観光客入込数が、寒さ

の影響を受けて前年同月比10万4千人減の8万8千人となった

ことです。なお、3月は前年並みの入込客数（約50万人）とな

っています。 

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 ５，４５５（人） 

（５，４２９） 

６，６０３（人） 

(６，３９３) 

―  （人） 

 (８，０６２) 

第２四半期 ３，２９４（人） 

（３，２６１） 

４，４１８（人） 

 (４，１６８) 

―  （人） 

(６，１０２) 

第３四半期 ４，９２８（人） 

（４，８９８） 

６，００４（人） 

(５，７６４) 

―  （人） 

（７，７５８） 

第４四半期 ２，３０３（人） 

（２，２７４） 

３，３０８（人） 

(３，０６８) 

―  （人） 

（５，１６５） 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

全期で目標値を上回り、茨城空港発着の海外航空路線が1路線

に係わらず事業開始前の倍近い伸びとなりました。その理由

として、東京中心であった訪日外国人客が、水戸の梅まつり、

ひたち海浜公園のネモフィラ・コキアに代表される花の鑑賞、

県内各地で開催されるＧＷや夏のイベントに多数訪れた結果

と分析します。 

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 

民間調査会社による都道府県魅力度ランキング５年連続最

下位を脱し、ナンバーワンを目指して茨城県は新知事のリー

ダーシップにより動き始めましたので、県と連携しながら観

光産業の発展に取り組んでいきます。「世界一の朝水戸プロ

ジェクト」は今後、成田空港利用の外国人客の取込みと、チ

ャーター便が増えた茨城空港利用の外国人客の県内周遊を進

めるため、体験型の宿泊観光を織り交ぜながら事業を進めい

きます。さらに、これからの３年間、茨城県において国際会

議や大きなスポーツイベントが相次いで開催されます。今年

の１０月には第１７回世界湖沼会議が開かれ、来年６月には

本県で全旅連全国大会、前後してＧ２０貿易・デジタル経済

大臣会合、９月から１０月にかけては茨城ゆめ国体・ゆめ大

会が開催されます。‘２０年にはオリンピックサッカー大会

が鹿嶋市で開催される等、茨城県が国内外から注目されます

ので、この機会を活かして世界一の朝水戸プロジェクトの情

報を発信して、外国人宿泊客の増加に取り組みます。 



 

第３号様式 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称 那須温泉旅館協同組合 

 

住所 栃木県那須郡那須町湯本182 

 

代表者氏名 理事長 阿久津千陽 

 

連絡先 0287-76-2755 

 

構成員  

大丸温泉旅館、旅館ニューおおたか、休暇村那須、絶景一望閣 

那須高原ﾎﾃﾙﾋﾞｭｰﾊﾟﾚｽ、松川屋那須高原ホテル、中藤屋旅館 

旅館 清水屋、はなやホテル、喜久屋旅館、雲海閣 

旅館 山快、鹿の湯、那須観光ホテル、那須温泉 山楽 

若喜旅館、自在荘、グランドホテル愛寿、旅館 ひがしやま 

山水閣、ﾎﾃﾙｻﾝﾊﾞﾚｰ那須、ホテルグリーンパール那須 

那須オオシマフォーラム、湯菜の宿芽瑠鼓、星のあかり 

ｻﾝﾀﾞﾝｽ･ﾘｿﾞｰﾄ那須、ホテルラフォーレ那須、國弘やしき 

ホテルハーヴェスト那須、ＴＯＷＡピュアコテージ 

ｶﾝﾄﾘｰﾊｳｽﾊﾟﾃﾞｨﾝﾄﾝ、ﾎﾃﾙｴﾋﾟﾅｰﾙ那須、ウェルネスの森那須 

りんどう湖ロイヤルホテル、那須マウントホテル 

 

（構成員35 うち補助対象事業者４ （計画時 ７）） 

 

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、トイレの洋式化 ２件 

サイン外国語表示化 

実施時期 平成28年10月24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 11,602,755円 

補助金合計 3,275,000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 39.0（％） 

（19.7）   

40.5（％） 

（21.2）  

35.0（％） 

   

第２四半期 48.8（％） 

  （31.1）   

50.3（％） 

（33.4）  

57.4（％） 

   

第３四半期 53.9（％） 

（40.4）   

55.4（％） 

（43.4）  

38.3（％） 

  

第４四半期 43.8（％） 

（28.8）   

45.3（％） 

（31.0）  

26.3（％） 

    

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

補助対象事業者4施設のみで見た場合には期毎の偏りはある

のもの年間平均では目標を達成するに至った。内容としては

FITよりも団体客、グループ客の動きが活発となった為、今

回の数字が導き出されたのもと考える。ただ、特定の施設の

数字が全体を牽引している事は否めない為、全体としての結

果については今後とも再考していかなければならない。 

 

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 2779（人） 

 （869）   

3326（人） 

（1025）   

650（人） 

  

第２四半期 759（人） 

（271）   

903（人） 

（320）   

126（人） 

  

第３四半期 2299（人） 

（932）   

2760（人） 

（1118）  

1736（人） 

 

第４四半期 1380（人） 

（611）   

1668（人） 

（733）   

1083（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） 

「全体稼働率」同様、特定の施設が数字を牽引している事実

は否めないが、団体客、グループ客の動きが活性化した為、

補助対象事業者のみでは目標を達成する事が出来た。継続的

に行っている現地旅行博への出展や各種誘致活動、またそれ

に伴う人脈構築等の効果が徐々に現れてきたものと解釈す

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 

・ 「ゴールデンルート」に続く第2の訪問先として、やは

りまだまだ認知度、知名度が足りていないのが現実であ

るので、個々の施設としてはもとより、今後とも地域と

してのPRを行政や他団体とともに行っていく。 

・ 継続的となるがHP等多言語化への更なる啓発、インバウ

ンドに強い宿泊予約サイトへの参画等行い、エージェン

トを介さない外客宿泊者（FIT）の獲得を目指す。 



 ・ 何と言っても外客にとって「訪れたい地域」となる事が

最も重要である為、これは当組合単体で出来ることでは

無く、また単年度で結果を出す事も困難な事項ではある

が、地域としてのPRを行うとともに、今回の補助事業を

足掛かりとし、地域の魅力が増加するよう二次交通含め

たインフラ整備やランドマーク的なものの開発等、地域

の魅力創造に尽力していく。 

 

 



第３号様式 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称 鬼怒川･川治温泉インバウンド促進協議会 

 

住所 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1404-1 

 

代表者氏名 代表 藤原 敏明 

 

連絡先 0288-77-3111 

((一社)日光市観光協会 鬼怒川・川治支部内) 

構成員 鬼怒川グランドホテル夢の季、鬼怒川プラザホテル、鬼怒

川パークホテルズ、湯けむりの里 柏屋、静寂とまごころの

宿 七重八重、湯けむりまごころの宿 一心舘 

（構成員６者、うち補助対象事業者 ５者（計画時５者） 

※計画認定前に１者は辞退 

 

団

体

事

業 

具体的な内容 なし 

 

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 WEBサイトの多言語化 2件、Wi-Fi整備 2件、 

トイレの洋式化 1件、案内表示の多言語化 1件、 

多言語パンフレット作成 1件 

 

実施時期 平成28年11月1日～平成28年12月29日 

 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

補助対象経費合計 11,561,900円 

補助金合計     3,737,000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 48.4（％） 

(51.8) 

61.2（％） 

(51.9) 

59.6（％） 

第２四半期 52.4（％） 

(53.8) 

66.2（％） 

(53.8) 

65.4（％） 

第３四半期 52.1（％） 

(52.6) 

65.8（％） 

(52.6) 

68.0（％） 



第４四半期 45.8（％） 

(48.4) 

57.8（％） 

(48.4) 

50.2（％） 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

鬼怒川・川治地区内のH29年の宿泊客数(日光市発表)は１

～12月の統計で、対前年比105.4％であった。それに比例す

るように、全体稼働率の目標を達成することができた。 

理由としては、３月に日光東照宮の陽明門の改修工事が

終了したことで美しくなった陽明門をひとめ見たいという

国内のお客様を中心に大勢の入込があり、それが１年を通

じて続いたことが考えられる。 

 

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 3,787（人） 

(3,774) 

4,790（人） 

(4,774) 

6,135（人） 

第２四半期 1,748（人） 

(1,725) 

2,211（人） 

(2,183) 

2,652（人） 

第３四半期 4,412（人） 

(4,386) 

5,581（人） 

(5,549) 

5,715（人） 

第４四半期 2,396（人） 

(2,313) 

3,031（人） 

(2,926) 

2,708（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） 

鬼怒川・川治地区内のH29年の外国人宿泊客数(日光市発

表)は１～12月の統計で対前年比97.9％であったが、構成員

施設については、各社の努力により、目標を達成すること

ができた。団体やインセンティヴについては、日頃から海

外へ出向いての旅行会社へのセールスやこれまでの現地と

の関係づくりを行ってきた施設が多いことから、またFITに

対しては多言語でのWEBサイト運営ができていることやOTA

との連携、独自での情報発信によるものと考えられる。 

全体的にみれば特に４月の入込が多く、日光市周辺にあ

るあしかがフラワーパークの藤の花を見学する団体ツアー

の宿泊先として、当地を利用するツアーが多かったことが

挙げられる。 

また、団体だけでなく、FITのお客様が団体や日本人客が

埋まらない箇所をカバーしてきている他、これまで紅葉シ

ーズンがメインであった当市のインバウンドの入込が、情

報発信や来訪者のクチコミ等の効果のためか、四季を通じ

て来訪する客が増えてきている。団体ではあしかがフラワ

ーパークの藤、FITは春の桜が目当ての外国人が増えている



 

ことが反映される結果となった。 

その他、外国人宿泊客数についてはこれまで当地区の来

訪者数１位であった台湾が７割程度に落ち込んでいるが、

インドネシアが3.2倍、シンガポールが1.9倍、香港が1.7倍

など、アジアの他の国の来訪が増えたことも目標達成を後

押しした。 

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 

前年同様の改善策となってしまうが、本事業により、宿泊

施設のハード面における整備を行うことができたため、今

後さらなる外客宿泊者数を増やすため、下記について特に

取り組んでいきたい。 

・情報発信の強化 

観光協会や行政と連携して、地域の魅力や四季を通した楽

しみ、この地域ならではの体験等の情報をいち早く発信し

誘客に努める。 

・海外エージェントやＯＴＡ対策 

ＯＴＡにて多様な宿泊プランを販売し、選択肢を多くする

ことで、新たなお客様の獲得を目指す。 

・ニューツーリズムへの対応 

現在地域で検討しているウェルネスツーリズムについて、

施設の新たな活用方法の模索やコンテンツづくり、地域内

外の連携を通じた長期滞在、新たな層へのアプローチを試

みる。 

・その他本事業では整備しきれていない箇所へ対応し、お

客様がストレスなく滞在頂ける施設づくりを目指し、宿泊

客の満足度を上げ、再度滞在したくなる施設づくり、ご宿

泊のお客様が知人等に紹介したくなる宿泊施設づくりを目

指す。 

 

また、当地区のインバウンド予算は税収減により年々削減

される一方の為、民間個人の努力、そして地域の有志たち

による一体となった誘客で、インバウンドに取り組んでい

く。 

 



第３号様式 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称 一般社団法人 みなかみ町観光協会 

 

住所 〒３７９－１３１３ 

群馬県利根郡みなかみ町月夜野１７４４－１ 

代表者氏名 代表理事 深 津  卓 也 

 

連絡先 ０２７８－６２－０４０１ 

 

構成員 法師温泉長寿館、猿ヶ京ホテル、猿ヶ京温泉生寿苑、ホテル

ニュー上牧、温宿三河屋、湯元長生館、旅館永楽荘、金盛館

せゝらぎ、太陽館、お宿松葉屋、シャレー・ラ・ネージュ、

谷川温泉やど筦山、旅館たにがわ、別邸仙寿庵、温泉民宿は

しば、源泉の湯松乃井、源泉湯の宿千の谷、蛍雪の宿尚文、

水上高原ホテル２００、ゆの宿上越館、天空の湯なかや旅

館、月がほほえむ宿大峰館、民宿吉野屋、水上温泉だいこく

館、旅籠屋丸一、ル・ヴァンベール湖郷、宝川温泉汪泉閣、

ペンショントップス、辰巳館、天狗の湯きむら苑、ホテルサ

ンバード、水上ホテル聚楽、ゆじゅく金田屋 

（構成員３３者、うち補助対象者２６者 計画時３３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７件 （２）トイレの洋式化 ７件 

（３）自社サイトの多言語化５件 （５）案内表示の多言語

化２件 （６）客室の和洋室化 ６件 （７）タブレット端

末の整備１件 

 

実施時期 平成２８年９月１５日～平成２８年１２月２９日 

 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

補助対象経費合計 ４１，５２７，１２１円  

補助金合計    １８，１０１，０００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 ４０．５（％） 

（３８．２） 

４７．６（％） 

（４５．０） 

３７．５（％） 

第２四半期 ４８．２（％） 

（４５．８） 

５５．５（％） 

（５３．２） 

５１．７（％） 

第３四半期 ５１．６（％） 

（５１．７） 

５９．４（％） 

（５９．０） 

４７．７（％） 

第４四半期 ４５．５（％） 

（４３．０） 

５３．４（％） 

（５１．３） 

４２．２（％） 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

・稼働率は、事業開始前と目標値をかなり下回ってしまいま

した。みなかみ町全体の宿泊者数も前年度を下回っておりま

す。要因としては、１０月の週末に台風が連続してきたこと

及び廃業した旅館も出てしまいました。 

・個人旅行客にターゲットを絞り谷川岳やアウトドアスポー

ツになどを旅行会社等に営業をかけているが、まだまだ周知

することができていないのが現状です。 

・今年３月にＤＭＯ登録法人となったので、今までのブラン

ドつくり委員会・デジタルマーケティング委員会・インバウ

ンド委員会を加速させ集客に生かせるようにしていくこと。 

・インバウンドは、ターゲット国を台湾、タイ、シンガポー

ル、インドネシア、オセアニアに絞ってＰＲをしていく。 

台湾は町の職員が、台南市政府に派遣されており町も台南市

と交流協定を締結しており、観光協会も台南市旅行商業同業

公会と交流協定を締結している。これを生かして、台湾から

の宿泊客が２９年度は１万泊を超えた。タイは、タイ人にフ

ェイスブックを毎週更新してフォロワー数を増やしている。 

 

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 ４，３６６（人） 

（１，５８０）  

９，９７４（人）

（４，９１９）   

１，６０１（人）

第２四半期 ２，９４９（人）

（８３０）

８，０９６（人）

（３，８６６）

３，７５２（人）

第３四半期 ４，１２５（人）

（１，９５１）

９，１７５（人）

（５，１３０）

１，８３７（人）

第４四半期 ５，５２４（人）

（１，８９９）

１０，６７３(人) 

（５，２８３） 

２，３８７（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） 

・町全体の外客宿泊者数は、２月末時点で２７，４３５泊人

となっており、前年度同月時点の２３，２４０泊人を上回っ

ている。 

・補助金対象施設は、大型旅館から民宿まであるため、格差

が大きく４月から翌年３月までで、１０泊人以下が、３施設

１００泊人以下が１２施設、最高は３，３３３泊人の施設が

混在していますが、今回の補助金を受けて、各施設とも積極

的に受け入れを希望している。 

・補助金対象施設以外で、多くの外国人宿泊客を受け入れて

いる大規模施設が２施設あり、その施設が抜けていることも

要因の一つです。 

・観光協会内にインバウンド推進協議会があり５４施設が登

録し、各種の施設が協力してインバウンドに取り組んでおり

ます。これからも町と協力して全体の底上げをして、各施設

のインバウンド受け入れ環境整備をしたい。 

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 

・町全体のインバウンド宿泊客は、増加傾向にあります。Ｄ

ＭＯ候補法人として、インバウンド戦略を立て、台湾・タ

イ・シンガポール・インドネシア・オーストラリアの５か国

をターゲトとしてＰＲ活動を実施しています。 

・台湾においては、台南市政府に町職員が派遣され町と台南

市が交流協定を結び、旅行会社と連携を強化している。観光

協会は、台南市旅行商業同業公会と友好交流協定締結双方と

タイアップし、みなかみツアーを販売している。台湾は、モ

ニターツアー７回、現地旅行博参加２回、台南現地イベント

１１回、台湾教育旅行商談会１回を実施した。 

・タイは、現地商談会３回、メディアを招聘１回、ＳＮＳフ

ェイスブックに取り組んで知名度を上げている。 

・シンガポールは、現地セールスコール２回、エージェント

取材３回を実施した。 

・他にオーストラリア、インドネシア、香港、オーストラリ

ア、中国、インドなどの取材を実施した。 

・インバウンドＰＲは、町単独では厳しく、群馬県・雪国観

光圏・上越新幹線沿線協議会（カラーマジック）等と連携強

化してより多くの国々にＰＲできるよう進めていきたい。 

・受け入れ態勢では、団体旅行から個人旅行までの受け入れ

可能施設が増えて、補助金により環境を整えることができま

したので、海外での商談会に積極的に参加しインバウンド宿

泊客の獲得を目指したい。 



第３号様式 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称 湯河原温泉旅館協同組合 

 

住所 259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上566 

 

代表者氏名 山本 一郎 

 

連絡先 0465-62-8400 

 

構成員 ホテルあかね、ふきや、加満田、懐石旅庵阿しか里、ゆがわ

ら大野屋、おんやど恵、川堰苑いすゞホテル、湯河原千代田

荘、青巒荘、ゆがわら水の香里、湯の里杉菜、ホテル城山 

（構成員、補助対象者共に１２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 10件、(2)トイレの洋式化 1件、（3）案内

表示の多言語化 1件 

実施時期 平成28年10月26日～平成28年12月20日 

 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

補助対象経費合計 14,540,210円 

補助金合計     7,172,000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 ５３．１（％） ６０．０（％） ６６．５（％） 

第２四半期 ５７．６（％） ６３．５（％） ６４．７（％） 

第３四半期 ６２．２（％） ６６．７（％） ６８．０（％） 

第４四半期 ６４．９（％） ６９．７（％） ６９．３（％） 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

 箱根大涌谷周辺の規制緩和などにより、周辺観光地を周遊

する観光客が増加したことが、僅かながら当地へも影響した

ものと推測している。 

 



 

 

 

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 ４７１（人） １４４０（人） １０００（人） 

第２四半期 ４６６（人） １４４８（人） ７６２（人） 

第３四半期 ６１１（人） １５８５（人） ３６４（人） 

第４四半期 ７８６（人） １９５５（人） ５９９（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） 

東京・横浜から日帰り圏にある当地では、都内・横浜周辺都

市部における訪日外国人の民泊利用者が増加していることが

大きく影響していると推測している。 

また、この傾向は今後も進むものと憂慮している。 

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 

当地は、比較的小規模の宿泊施設が多く、家族や小グループ

旅行が圧倒的に多い訪日外国人に対して、大規模施設や民泊

には無い日本旅館の風情を感じていただけると推測し、これ

をアピールしていく。 

 一方、外国人旅行者のニーズに併せ、一食の宿泊メニュー

を導入する。 

また行政と共に、宿泊業に限らずあらゆる業種からインバ

ウンド情報発信進事業委員会を組織し、WEB情報発信検討部

会においてはyugawara-resort.comの活用、情報の充実、SNS

を利用した情報発信の検討を、宣伝告知活用部会において

は、英語パンフの活用、そのた紙媒体での情報発信ツールの

活用検討を、訪日外国人呼込対応部会では、インバウンドツ

アーの企画及び募集を実施し、積極的な訪日外国人の呼び込

みを検討するなどの事業を協議・推進していく。 



第３号様式 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称 株式会社一の湯インバウンド協議会 

住所 神奈川県足柄下郡箱根町湯本206HOT小川ビル104 

代表者氏名 小川 晴也 

連絡先 0460-85-6655 

構成員 1．株式会社 一の湯（代表者：小川晴也） 

2．キャトルセゾン（代表者：小川晴也） 

3．旅篭一の湯（代表者：小川晴也） 

4．芦ノ湖 一の湯（代表者：小川晴也） 

5．仙石高原大箱根一の湯（代表者：小川晴也） 

6．強羅 一の湯（代表者：小川晴也） 

7．一の湯 新館（代表者：小川晴也） 

8．仙石原 品の木一の湯（代表者：小川晴也） 

9．仙石原 品の木一の湯 別邸（代表者：小川晴也） 

（構成員9者、うち補助対象事業者7者（計画時9者）） 

 

団

体

事

業 

具体的な内容 タブレット端末の整備 

実施時期 平成28年11月9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 208,400円 

補助金額   104,000円 

 

個

別

事

業 

具体的な内容 タブレット端末の整備7件、案内表示の整備6件、客室の和洋

室化1件、 

実施時期 平成11月9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 4,256,632円 

補助金額   2,075,000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 70.9（％） 

（72.6）     

81.5（％） 

（80.0）  

79.7（％） 

第２四半期 70.3（％） 

（73.3）   

88.3（％） 

（87.4）  

82.9（％） 

第３四半期 83.0（％） 

（84.9）  

89.7（％） 

（89.1）  

87.6（％） 

第４四半期 86.5（％） 

（87.1） 

85.6（％） 

（84.9）  

86.6（％） 



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年度の全体客室稼働率は84.2％、事業開始前の79.6％

と比較すると、堅調な伸びを示している。四半期ごとの比較

では、第1四半期は事業開始前72.6％に対し、79.7％と目標

の80.0％と同等の結果となった。 

なかでも、堅調な伸びを示したのは「芦ノ湖一の湯」と「一

の湯新館」の2施設であった。 

平成29年3月には上記2施設を含むWEBサイトをリニューアル

し、スマートフォンサイトの充実や利便性を考慮したインタ

ーフェイスに変更したことも要因として考えられる。その

WEBサイトのよくある質問ページ（日本語・英語）には、AI

（人工知能）を実装し、質問に対する回答の適正化を促進す

る取り組みは、宿泊業界でも先進的な事例としてメディア等

にも注目された。第2四半期・第3四半期はともに目標対比で

は未達であったが、平成29年8月より販売を開始した寄木細

工体験宿泊プランや、9月より販売を開始したワカサギ釣り

体験宿泊プラン等も堅調に推移し顧客満足度の向上に貢献

した。 

 

 

第4四半期では目標84.9％に対し、86.6％と1.7％上回る結果

となった。春節時期の中国からの宿泊者が前年よりも15％以

上回復したことが最も大きな要因とされる。 

 

 

 

 



 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 9,331（人） 

（8,600）   

10,500（人） 

（9,676）   

9,477（人） 

第２四半期 9,050（人） 

（8,543）   

11,000（人） 

（10,382）   

8,477（人） 

第３四半期 10,578（人） 

（10,064）  

11,000（人） 

（10,465）  

9,478（人） 

第４四半期 11,551（人） 

（10,879）  

11,000（人） 

（10,360）  

9,097（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年度の外国人宿泊者数は36,529人で目標40,883名に

対し、4,354名の未達の結果となった。 

堅調な伸びを示したのは「芦ノ湖一の湯」と「一の湯新館」

の2施設で、ともに中国からの宿泊者数は減少したが、台湾、

香港、シンガポールならの宿泊者数は前年よりも増加してい

た。 

全体的な減少の要因としては「塔ノ沢一の湯」が、テレビ放

映の影響により、平時よりも国内客の宿泊予約が先行したこ

とが影響していると考えられる。 

 

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 

平成29年12月には、平成30年10月までの期間限定ながら構成

施設全客室に無料で通話・インターネットにアクセスできる

スマートフォン「handy」を導入。外国人宿泊者の利便性の

向上が期待できる。 

 

平成30年4月からは、外国人観光客にも好評な牛肉「神戸牛

（KOBE BEEF）」のしゃぶしゃぶを夕食に提供するプランの

販売を開始。集客効果に期待します。 

 

 



第３号様式 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】 

ホテル天坊／お宿玉樹／古久家／ホテルニュー伊香保／ 

よろこびの宿しん喜／ホテル松本楼／福 一／ 

如心の里ひびき野／岸権旅館／森秋旅館／美松館 

 

【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／千明仁泉亭／村松旅館／石坂旅館／ 

ホテル木暮／和心の宿オーモリ／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／さくらい旅館／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／ 

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／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 １５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    5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 

(6)客室の和洋室化          1件 

実施時期 平成28年 8月30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 19,880,980円 

補助金合計     9,056,000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 ５４．０（％） 

（５８．２）   

５８．２（％） 

（６２．２）   

５７．４（％） 

 

第２四半期 ６２．０（％） 

（６５．６）   

６６．０（％） 

（６９．４）   

６４．５（％） 

第３四半期 ６９．８（％） 

（７４．６）   

７３．４（％） 

（７８．３）   

６８．１（％） 

第４四半期 ５０．７（％） 

（５４．３）   

５５．１（％） 

（５８．３）   

５３．９（％） 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

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 ３，０４８（人）

（２，８７１）  

４，７１５（人） 

（４，２５０）  

３，１８５（人） 

第２四半期  １，３６９（人） 

（１，１８５）  

２，９１５（人） 

（２，３９０） 

２，１７９（人） 

第３四半期 ２，０６７（人） 

（１，８９４） 

３，３０５（人） 

（２，９１０） 

２，７５４（人） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４四半期 １，８９２（人） 

（１，６５６） 

３，２０５（人） 

（２，７９０） 

１，６１１（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。 

 

 








