
第３号様式 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称 南紀勝浦温泉旅館組合 

 

住所 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地６丁目１番地１ 

 

代表者氏名 組合長 中 定俊 

連絡先 Tel  0735-52-0048 

Fax    0735-52-3930 

構成員 ホテル中の島 

かつうら御苑 

湯快リゾート株式会社 越之湯 

ホテル浦島  陽いずる紅の宿勝浦観光ホテル 

ホテルなぎさや  海のホテル一の滝  万清楼 

ホテルシャルモント 花いろどりの宿花游 

構成員10者 うち補助対象事業者3者（計画時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 自社サイトの多言語化 1件 

Wi-Fi整備 2件 

 

実施時期 平成28年10月1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  4,250,560円 

補助金合計    2,125,000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 48（％） 

     (57％） 

50（％） 

(58％) 

47.9（％） 

（68.5％） 

第２四半期 54（％） 

(71％) 

56（％） 

(72％) 

57.1（％） 

（82.1％） 

第３四半期 61（％） 

(77％) 

64（％） 

(79％) 

53.7（％） 

（73.9％） 

第４四半期 48（％） 

(67％) 

50（％） 

(68％) 

51.3（％） 

（67.4％） 

 



目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

組合全体として目標達成できなかった要因といたしまして

は、大きなイベントもなく耐震工事がはじまっており団体旅

行の誘客ができませんでした。しかし最近は1人1部屋での利

用が増え宿泊客数は減っておりますが稼働率は第2四半期と

第4四半期は目標を少しではありますが達成しております。         

○最大手の「ホテル浦島」の山上館が平成28年から平成

29年12月まで耐震工事に入っており実質4ヶ月のみの

稼働で団体客の誘客ができなかった。 

○第3四半期の平成29年11月からは「ホテル中の島」が

耐震工事により団体旅行の受入ができなくなった。 

  ○平成29年10月は2週連続の台風上陸・接近の影響で予

約のキャンセルがあった。またその台風の影響で当町

一番の観光地である世界遺産の地へ向かう道路で観

光バスの乗り入れ規制が数日あり目標の数値に大き

な影響がでた。 

当補助金事業参画ホテルでも耐震工事が実施されており事

業開始前と比較が難しいですが、「ホテル中の島」は客室が

123室から34室に、「湯快リゾート越之湯」は85室から57室

に大幅減での営業となっており第3四半期からは目標達成で

きませんでした。組合での理由でもありますが「ホテル中の

島」においては平成29年11月からは団体旅行の受入をしてお

らず個人のお客様のみとなっております。 

「湯快リゾート越之湯」は価格が安価で大阪方面からのバス

を自社で運行したりメール会員には特別プランや割引やク

ーポンの発行などを行い通年で稼働率が良い要因と思われ

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 12,740（人） 

(2,049人) 

17,836（人） 

(2,850人) 

13,376（人） 

（2,722人） 

第２四半期 7,884（人） 

(1,803人) 

11,037（人） 

(2,527人) 

10,789（人） 

（2,905人） 

第３四半期 15,428（人） 

(2,678人) 

21,599（人） 

(3,756人) 

18,792（人） 

（3,602人） 

第４四半期 11,147（人）

(1,754人) 

15,605（人） 

(2,495人) 

12,448（人） 

（1,024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） 

組合全体としては稼働率同様、本事業には参画していません

が大手旅館のホテル浦島 山上館が平成29年11月まで耐震

工事に伴い休館しておりインバウンドの団体客を取れなか

った為、組合全体として達成できませんでした。もうひとつ

の要因といたしましては、那智勝浦町全体ではインバウンド

は増加しておりますが当組合以外の宿泊料が比較的安価な

宿泊施設の利用が増えております。 

しかし、和歌山県の誘致努力により各国のメディアやSNS等

で取り上げられる機会が増え認知度が上がり前年よりイン

バウンドの増加に繋がっております。 

 補助金対象3事業者につきましても目標を達成できていな

い四半期もありますが、アジア圏を主としFITが増加してお

ります。「ホテル中の島」におきましては、客室数の大幅減

によりインバウンドの団体が受入できておりませんが、この

事業で実施した「自社サイトの多言語化」により中国圏のFIT

がインバウンドの大半を占めております。 

 「湯快リゾート越之湯」は自社でインバウンドチームを発

足させて2年ですが平成29年度は1年を通じて全年度を上回

る結果を出しております。 

 「かつうら御苑」におきましても、アジア圏のFITが伸び

ており特に平成29年7月8月は香港が外客宿泊数の70%を占め

ております。 

 

 

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 

平成30年度は平成29年度より耐震工事の実施を予定してい

る旅館ホテルが増え非常に厳しい状況ですが、那智勝浦町は

那智山青岸渡寺西国三十三所草創1300年の記念の年として1

年を通じてイベントを実施するので期待したい。 

またインバウンドにおいては、世界的な旅行雑誌「ロンリー

プラネット ベストトラベル2018」で昨年10月に日本で唯一

紀伊半島が訪れるべき場所第5位に選ばれましたので県や町

と連携して誘客に努めたいです。 

 

 



第３号様式 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称 一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社  

京丹後地域本部 

 

住所 〒629-3102 

京都府京丹後市網野町下岡118番地 

代表者氏名  

長濱 孝次 

連絡先 0772-72-6070 

 

構成員 久美浜温泉湯元館、みなと荘、旅館琴のや、丹後の湯宿ゑ

びすや、民宿わだ、ホテル丹後王国 

 

（構成員 6者、うち補助対象事業者 5者（計画時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 WI-FI整備 1件、トイレの様式化 3件、 

客室の和洋室化 1件、案内表示の多言語化 1件 

実施時期 平成28年10月10日～平成29年1月5日 

 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

補助対象経費合計 7,093,241円 

補助金合計    2,918,500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 28（％） 

(25.6) 

37（％） 

(34.8) 

58.4（％） 

第２四半期 25（％） 

(18.8) 

38（％） 

(31.8) 

89.8（％） 

第３四半期 41（％） 

(37.4) 

52（％） 

(47.8) 

83.9（％） 



 

第４四半期 30（％） 

(30.0) 

43（％） 

(41.6) 

88.9（％） 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

海の京都エリア全体で観光客が増加している。海の京都エ

リアの中でも多くの宿泊施設を抱える当地においては、そ

れが数値として表れたと思われる。 

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 40（人） 

(28) 

182（人） 

(132) 

55（人） 

第２四半期 59（人） 

(33) 

290（人） 

(190) 

188（人） 

第３四半期 135（人） 

(35) 

435（人） 

(185) 

33（人） 

第４四半期 57（人） 

(35) 

244（人） 

(144) 

275（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） 

海の京都エリア全体としてみると、訪日外国人観光客は増

加しているが、まだまだ大型のホテル等への宿泊がほとん

どで、中小の日本旅館への誘致には繋がっていない。 

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 

外国人観光客獲得に向けた取り組みは、一地域だけではな

く広域的なエリアで展開していく必要があるため、引き続

き海の京都ＤＭＯとしてインバウンド施策に取り組んでい

くほか、近隣のＤＭＯ（森の京都、お茶の京都、豊岡ＤＭ

Ｏ等）との連携も模索しながら善処していく。 

海の京都DMOでは、台湾・香港・シンガポールを中心に現地

セールス、観光展出展等を実施しており、今年度はエリア

を拡大して台湾・香港・シンガポールに加えて、タイ、韓

国、欧米にもアプローチしていくので今後一層の外国人観

光客が期待される。 

訪日外国人観光客の現在の動向では、日本へのリピート客

は多く、ゴールデンルートよりも知られていない観光地に

目を向けている傾向があり、当地はそういった旅行客にピ

ッタリの観光地であるためリピート客の多い、また親日の

国をターゲットにFIT客獲得を目指す。 

 

 

 



 

第３号様式 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称  

有馬温泉旅館協同組合 

住所 〒651-1401 

神戸市北区有馬町790-3 

代表者氏名  

増田 晴信 

連絡先  

078-904-0708 

構成員 有馬ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ、中の坊瑞苑、池の坊満月城、銀水荘兆楽、 

古泉閣、ｻﾞ・ﾛｯｼﾞ・ｱﾘﾏﾘｿﾞｰﾄ、有馬ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ、陵楓閣、龍泉

閣、角の坊、やまと、御所坊、ﾎﾃﾙ花小宿、有馬山叢御所別

墅、竹取亭円山（取下げ）、高山荘華野、橋乃家別館嵐翠、

御幸荘花結び、小都里、上大坊（取下げ）、有馬ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙう

らら、ﾐﾝﾄﾘｿﾞｰﾄｲﾝ有馬、有馬御苑、メープル有馬、旅籠、奥

の細道、兵衛向陽閣、月光園鴻朧館、月光園游月山荘、欽山、

かんぽの宿有馬31軒（うち補助対象者17者、計画時19者） 

 

団

体

事

業 

具体的な内容 多言語化の表示 

実施時期 平成28年3月30日～平成28年12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 1,500,000円 

補助金合計     750,000円 

 

個

別

事

業 

具体的な内容 (1) WiFiの整備(7件)(2)トイレの洋式化(4件)(3)館内表示

の多言語化(3件)(4)客室テレビの外国語放送の導入(3

件)(5)ｵﾍﾟﾚｰﾀｰによる24時間対応可能な翻訳ｼｽﾃﾑの導入 

(6)客室・小宴会場をﾚｽﾄﾗﾝ形成に模様替え(2件)(7)ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

の多言語化(2件)(8)自社WEBｻｲﾄの多言語化ﾘﾆｭｰｱﾙ(1件)(9)ﾌ

ﾛﾝﾄ･ﾚｽﾄﾗﾝ･浴場通訳ｿﾌﾄ(1)(10)布団の外国人用ｻｲｽﾞ化(1

件)(11)外国人ﾊﾟﾝﾌの作成(1件) 

実施時期 平成28年3月30日～平成28年12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  46,978,142円 

補助金合計     16,500,000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 67.8 

67.8（％） 

68.0 

68.0（％） 

74.9 

74.9（％） 



 第２四半期 67.0 

67.0（％） 

67.5 

67.5（％） 

68.4 

68.4（％） 

第３四半期 72.6 

72.6（％） 

73.0 

73.0（％） 

81.1 

81.1（％） 

第４四半期 73.1 

73.1（％） 

73.5 

73.5（％） 

82.8 

82.8（％） 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

「中の坊瑞苑」が耐震工事の為、ゴールデンウィーク明けか

ら10月31日まで休館したり、冬の寒さが影響して目標に届か

なかった。２月～３月はTV（NHK）ブラタモリで有馬温泉が

放映された事により日本人のお客様は増加した。 

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 96,586 

（92,723（人） 

103,360 

（99,226）（人） 

16,573（人） 

第２四半期 95,418 

（91,601（人） 

102,600 

98,496（人） 

13,142（人） 

第３四半期 102,483 

（98,384

） 

110,960 

（106,522）（人） 

31,341（人） 

第４四半期 104,167 

（100,000）

（人） 

111,720 

（107,251）（人） 

25,131（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） 

「中の坊瑞苑」が耐震工事の為、５月ゴールデンウィーク明

けから１０月３１日まで休館したことにより目標に届かな

かったが、神戸市地域商業活性化事業インバウンド研修の一

環として英会話の講師を招いて研修したり、中国の人がよく

使うウィチャットペイで決済ができるように旅館協同組合

の会議に来てもらったり努力した。ウィチャットペイの専用

端末は、兵庫県から2/3の補助がでるので、外国の方の有馬

温泉での買物やお支払いの利便性をはかりたい。 

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 

有馬温泉―京都間はJRバスのみならず阪急バス・京阪バスも

開通した為、京都など身近な観光地へのアクセスの利便性を 

宣伝し目標の達成につとめたい。大阪空港へ行く阪急バスも 

１日３便開通し、姫路行きも４月１日より土日祝に２往復便

開通したので、周知に努め目標達成につなげたい。 














