
第３号様式 別紙 
 
 
宿泊事業者等団体 
名称 

指宿インバウンド対策協議会 

住所 〒８９１－０４９７ 
鹿児島県指宿市十町２４２４番地 

代表者氏名 山元 成之 
（指宿市産業振興部観光課長） 

連絡先 
０９９３－２２－２１１１ 

構成員 ①指宿白水館 
②指宿フェニックスホテル 
③指宿シーサイドホテル 
④いぶすき秀水園 
⑤指宿コーラルビーチホテル 
⑥花の温泉ホテル吟松 
⑦悠離庵 
⑧指宿ベイテラスＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡ 
（構成員数：８，補助対象者数：８） 

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 ４件，(2)トイレの洋式化 ３件 

(4)国際放送設備の整備 １件，(5)案内表示の多言語化 １件 
(7-1)翻訳システムの導入 １件 
(7-2)タブレット端末の導入 ２件 

実施時期 
平成２８年９月１２日～平成２８年１２月２２日 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 
補助対象経費合計 １３，４２９，６００円 
補助金合計     ６，６２２，０００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 （％） 
51.2 

（％） 
54.8 

（％） 
51.2 

第２四半期 （％） 
49.4 

（％） 
52.5 

（％） 
42.7 

第３四半期 （％） 
54.2 

（％） 
58.0 

（％） 
54.9 

第４四半期 （％） 
52.9 

（％） 
56.1 

（％） 
60.6 



目標を達成した理由 
（達成できなかった場合は

その理由） 

・本市では，熊本地震の影響により，約 35,000 人による宿
泊キャンセルがあり，砂むし温泉や池田湖をはじめとした市
内の観光地は，閑散としており，これまで経験したことのな
い状況となった。 
・そこで，本市では，まちの活気を取り戻すことと，熊本地
震の被災地を支援することの２つを目的として，平成２８年
度において，『九州を元気に!熊本地震復興応援商品券付き宿
泊プラン』を実施したところである。 
・また，九州ふっこう割（九州観光支援交付金）制度が創設
されたことより，平成２８年度第２四半期以降の大幅な落ち
込みは回避できたと思われるが，地震発生以降の観光客入込
状況の大幅な回復には繋がらなかった。 
・そのような中，ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」の放映が
決定し，主人公である西郷隆盛にゆかりの地を有する本市
では，千載一遇の機会と捉え，積極的なＰＲ活動を行いな
がら，西郷隆盛ゆかりの地を新たな観光地としてのブラッ
シュアップを図るべく，ハード及びソフトの両面から環境
整備を行った結果，国内旅客もドラマ放映に併せて僅かで
はあるが増加しつつある。 

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） 
6,328 

（人） 
7,049 

（人） 
10,253 

第２四半期 （人） 
5,111 

（人） 
5,785 

（人） 
10,011 

第３四半期 （人） 
8,439 

（人） 
9,353 

（人） 
13,946 

第４四半期 （人） 
6,777 

（人） 
7,894 

（人） 
14,734 

目標を達成した理由 
（達成できなかった場合は

その理由） 

・香港，台湾及びシンガポールなどアジア圏から観光入込客
が増加している。 
・これは，平成 28年４月 14 日以降に熊本県と大分県で相次
いで発生した熊本地震以降，観光地としての安全性を内外に
広くＰＲした結果，海外エージェントからの安定的な送客が
図られているものと思われる。 
・また，北部九州に入国した外国人旅行者を本市まで誘導す
るため，平成２７年度から「訪日外国人旅行商品バス助成事
業」を実施しているが，同事業の認知度も高まり，平成２９
年度現在では，予算を超える程の問い合わせが寄せられてい
るなど，効果が現れてきつつある。 

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 

・現在，ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」が放映され，観光客
の入込みも増加しつつあるが，同ドラマ放映終了後の反動減
対策が喫緊の課題となっている。 
・環境省が訪日外国人旅行者を国立公園内へ誘導させるた
め，「国立公園満喫プロジェクト」の取り組みを行っている
が，本市も霧島錦江湾国立公園区域内であることから，同プ
ロジェクトの取り組みと連携しながら，更なるインバウンド
誘客を推進する。 
・２０２０年鹿児島国体開催に伴い，新たな観光地としての
魅力づくりをハード及びソフトの両面からの環境整備を推
進する。 

 



第３号様式 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称 福岡市ホテル旅館協会 

 

住所 〒８１０－０００１ 

福岡県福岡市中央区天神２－１－１ 

代表者氏名 金子 新 

 

連絡先 ０９２－７５１－６９０４ 

 

構成員 西鉄グランドホテル、ソラリア西鉄ホテル、 

ホテルニューオータニ博多、ウェルキャビン中洲、 

博多の宿 旅館まいだし 

 

 

 

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 ３件、 

(2) 自社サイト多言語化 ２件、 

(3) 総合パンフレット多言語化 １件 

(4)館内・客室の案内表示多言語化 １件 

 

実施時期 平成２８年９月１４日～平成２８年１２月１５日 

 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

補助対象経費合計 11,818,400円 

補助金合計     3,508,000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 79（％） 82（％） 79.4（％） 

第２四半期 83（％） 85（％） 85.2（％） 

第３四半期 86（％） 84（％） 86.8（％） 

第４四半期 81（％） 82（％） 82.2（％） 



目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

第1四半期は，27年度比0.4％UP、対目標2.6％減でした。 

目標未達成の要因は、改装工事等で4月に延べ1300室の未稼

働客室が出たためです。 

第2四半期は、27年度比2.2％UP、対目標0.2％UPでした。 

ほぼ予測通りで、北部九州豪雨災害による風評被害等は今

回は特にありませんでした。 

第3四半期は，前年比0.8％UP、対目標2.8％UPでした。 

目標達成の要因は福岡市場が引き続き好調なため。 

第4四半期は、前年比1.2％UP、対目標0.2％UPでした。 

目標達成の要因は福岡市場が引き続き好調なため。 

 

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 29234（人） 30436（人） 32932（人） 

第２四半期 29283（人） 30627（人） 31841（人） 

第３四半期 27660（人） 27514（人） 29765（人） 

第４四半期 30111（人） 31227（人） 30536（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） 

第1四半期は、前々年比12.7％UP、対目標10.8％UPでした。 

1.福岡市は毎年外国人が増加しているため。 

福岡市の外国人宿泊者が毎年増加している要因は、JNTO及

び九州観光推進機構、福岡県(福岡県観光連盟含む)、福岡

市(福岡市観光コンベンションビューロー含む)の長年の取

り組みの成果です。 大型MICEの獲得等のスポット的要因

はありません。 

※福岡県の外客宿泊者数(福岡県観光連盟より) 

29年 対前年119％ 

28年 対前年113％ 

27年 対前年117％ 

2.インバウンド強化の販売戦略を行ったため。 

第2四半期は、前々年比10.9％UP、対目標10.4％UPでした。 

1.福岡市は毎年外国人が増加しているため。 

2.インバウンド強化の販売戦略を行ったため。 

第3四半期は、前々年比10.8％UP、対目標10.8％UPでした。 

1.福岡市は毎年外国人が増加しているため。 

2.インバウンド強化の販売戦略を行ったため。 

第4四半期は、前々年比10.1％UP、対目標2％減でした。 

1.福岡市は毎年外国人が増加しているため。 



 

 

2.インバウンド強化の販売戦略を行ったため。 

目標未達成の要因は、ソラリア西鉄ホテルが大規模な客室

改装工事をおこない販売を制限したことにより、稼働客室

数が大きく減少したためです。 

 

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 

現在、各事業者に於いて事業内容の告知を行っている。 

1. 自社ホームページでの告知 

2. 営業担当による告知 

3. 館内標示の強化 

4. 販売代理店・旅行会社・WEB販売会社への告知 

事業後半年で、効果はこれからだと考えていますが、今後

は上記と合わせて次の行動を行う。 

1. 自社パンフレットのリニューアルに合わせてパンフレ

ットに記載する。 

2. 海外旅行イベント(福岡市が出展する海外旅行博覧会に

同行、BtoC・BtoBの活動、商談会・現地旅行者訪問)や 

JNTO及び九州観光推進機構、福岡県(福岡県観光連盟含

む)、福岡市(福岡市観光コンベンションビューロー含

む)が主催する国内での旅行博や招聘事業に参加してPR

活動を行う。 

  



第３号様式 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称  

佐賀県西南部インバウンド集客小中規模旅館連合協議会 

住所 〒843-0301 

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙７３０−５ (ホテル光陽閣

内事務局) 
代表者氏名 青木 豊 

連絡先 090-7169-1640 

構成員 ●佐賀県西南部インバウンド集客小中規模旅館連合協議

会 

●ホテル光陽閣 

●心ほぐす宿入船荘(株式会社ホテルマネジメント) 

●花とおもてなしの宿 松園(有限会社 旅館松園) 

●竹崎かにと地酒の宿 鶴荘(有限会社鶴荘) 

●夜灯見荘(株式会社夜灯見荘) 

●みはらしの宿 杉乃家(旅館杉乃家株式会社) 

●旅館 初音荘(有限会社旅館初音荘新館) 

●お宿 紅舎宮(有限会社旅館くじゃく) 

 

 

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 ホームページの多言語化 ３件 

客室和洋室化 3件 

WIFI設置 １件 

客室案内等の多言語化 １件 

トイレの様式化 １件 

 

実施時期 平成28年10月5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 12,835,000円 

補助金合計    4,548,000円 

全体稼働率の目標及び実績  <事業開始前> <目標> <実績値> 



値 第１四半期 51.3（％） 60（％） 53.8（％） 

第２四半期 598（％） 67（％） 61.8（％） 

第３四半期 64.6（％） 70（％） 68.7（％） 

第４四半期 62.3（％） 68（％） 67.3（％） 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

目標としての達成には及ばなかったが、一昨年の地震以降少

しづつ集客も戻っている中で２０１５年度と比べても２～

３％稼働率も上がっており状況改善はできていると感じま

す。特に第４四半期に関しては、嬉野・太良エリアでかなり

稼働率が高くなっており、雪が多かった今年の気候で、九州

内の人気エリア、別府・湯布院・黒川等を敬遠する動きがあ

ったのかと思われます。 

 

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 1025（人） 2577（人） 1308（人） 

第２四半期 866（人） 2788（人） 1707（人） 

第３四半期 1273（人） 3304（人） 2190（人） 

第４四半期 1858（人） 4687（人） 2440（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） 

・昨年の熊こと地震以降インバウンド集客の落ち込みはあっ

たがエリアによっては戻りつつあり、またより伸びているエ

リアもある【嬉野エリアが顕著】ただ、嬉野からわずか1時

間ほどの太良エリアでは苦戦している。距離差は約１時間

(太良の方が空港から遠い)。外客の求める、露天風呂付き客

室、有名温泉地、また価格設定の影響、食材の好み等が大き

く出てはいるのは昨年同様だが、やはり一番は地域行政の力

の入れ方が、地域によって大きく変わり、嬉野は引き続き

市・旅館組合等が一丸となって外客を取りにいっているに対

して、太良エリアでは、まだ大きな力として出ていない。 

 しかし、今年から空港からリムジンバスが太良までいくよ

うになったので、今後は少し期待ができる。 

 

 

 

その他事業評価に関する事

項及び当該事業評価を踏ま

昨年度・一昨年度の目標ダウンを受けて以下のような取り組

みをおくなっていく 



 えた次の一年間における事

業の改善策 

・今年からより強化される国内OTAの海外戦略に関しては、

可能な限り同調していく。 

・海外のOTAに関しても大手のみに限らずに幅広く参画して

Ｗｅｂ上での門戸を広げていく。 

・昨年は個別案件として動いていた、海外の旅行会社、を今

年は少しづつですが連携をとれればと考えている。 

※客室の少ない施設があわせて1団体の集客など 

・昨年何社かは行い、非常に効果がでている客室の洋式化に

よるインバウンド顧客の増加の詳細を共有し、各宿でも可能

な場合は客室洋式化を取り入れてみる 

・最も外客数の少ない太良エリアに関しては、昨年から少し

づつ人気が出ている海中鳥居をツアーに組み込むなどして 

SNSを使った情報発信スポットとロケ地スポットとの距離的

な強みを出し、他のエリアに少しでも追いつけるような商品

造成ならびに情報発信をおこなっていく 

 

 







第３号様式 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称 由布院温泉旅館組合 

住所 大分県由布市湯布院町川上2863 

代表者氏名 組合長 日野 豊文 

連絡先 ＴＥＬ 0977－85－7667 

ＦＡＸ 0977－85－5007 

構成員 別紙参照【構成員 96者、うち補助対象事業者 4者（ゆふいん山

水館、由布院ことぶき花の庄、由布院 玉の湯、柚富の郷 彩岳

館）、計画時5者（湯布院別荘 四季彩ホテルが辞退）】 

 

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 ※（ ）内は補助を辞退した構成員を含めた場合の数 

トイレの洋式化 2件 

翻訳タブレットの設置 1件（2件） 

ホームページの多言語化 2件（3件） 

館内表示の多言語化 1件（2件） 

実施時期 平成28年7月下旬～平成29年2月 

必要な資金の額及び

その調達方法 

※（ ）内は補助を辞退した構成員を含めた場合の合計 

補助対象経費合計 9,680,000円(10,576,400円) 

補助金合計    2,799,000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 ６６．４（％） 

（７５．５） 

８２（％） 

（８７．５％） 
６６．７（％） 

第２四半期 ６６．９（％） 

（７８．１） 

８１（％） 

（８６．３％） 
５８．０（％） 

第３四半期 ６９．５（％） 

（７９．７） 

８２（％） 

（８５％） 
７１．７（％） 

第４四半期 ７３．６（％） 

（８２．８） 

８６（％） 

（９０％） 
７４．５（％） 

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。これは2017年7

月に発生した九州北部豪雨で、JR久大線が一部不通となった影

響が大きいと思われる。 



・2016年の大分熊本地震と2017年の九州北部豪雨の2年連続の自

然災害発生による風評被害で、国内客の宿泊者数が2015年以前

に比べて緩やかに落ち込んだ影響があると考えられる。 

合計外客宿泊者数の目標

及び実績値 

 <事業開始前> <目標> <実績値> 

第１四半期 
１８４３３（人） 

（１８２５３） 

２０６７９（人） 

（２０１７９人） 

 

５６８５（人） 

第２四半期 
１９６１９（人） 

（１９５０９） 

２１５３６（人） 

（２１０３６人） 

 

４８７２（人） 

第３四半期 
１９２４３（人） 

（１９０４２） 

２０２９７（人） 

（１９７９７人） 

 

９１５６（人） 

第４四半期 
２３００７（人） 

（２２６４７） 

２２４０７（人） 

（２１９０７人） 

 

１３３３４（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） 

・外客宿泊者数は目標値を大きく下回る結果となった。 

・2017年7月に発生した九州北部豪雨の影響による風評被害で、

外国人宿泊客が数か月に渡ってしばらく落ち込んだ影響が大き

いと思われる。 

・豪雨の被害でJR久大線が一部不通になり、福岡から入ってく

る外国人観光客の利便性が著しく損なわれ、同時に外国人宿泊

者数にも影響が出たと考えられる。 

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 

今回のHP多言語化やトイレの洋式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により、情報をいち早く発信するとともに、

宿泊施設のインバウンド受入体制が整備されていることをPRし

ていき、海外からの直接販売の増加を目指す。 

・各関係団体や企業、行政等が実施するプロモーションと連携

して、日本国内外に向けて誘客を行い、SNSを活用して当地の魅

力の発信を強化する。 

 


