
観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

記入日：令和４年１１月１１日 

１. 観光地域づくり法人の組織 

 

申請区分 

※該当するものを〇

で囲むこと 

地域ＤＭＯ 

観光地域づくり法人

の名称 

（一社）富岡市観光協会 

マーケティング･マネ

ジメント対象とする

区域 

富岡市 

所在地 群馬県富岡市 

設立時期 平成３０年７月２日 

職員数 ２５人【常勤１１人（正職員７人・嘱託４人）、非常勤１４人】 

代表者（トップ人

材：法人の取組につ

いて対外的に最終的

に責任を負う者） 

 

（氏名） 

武井 哲郎 

（出身組織名） 

さくら観光株式会社 

富岡市観光協会会長 

群馬県旅行業協会会長 

地域で観光業を経営するさくら観光（株）の代表

取締役であり、これまで 42 年間にわたり観光業に

携わり、経験と専門知識を有する観光業の専門家

である。商工会議所役員を歴任し、群馬県旅業協

会会長及び全国旅行業協会役員として市内外の観

光関連の業種にネットワークを持ち、令和 2年 7

月より当協会会長に就任し、様々な取り組みを行

っている。 

データ収集・分析等

の専門人材（ＣＭ

Ｏ：チーフ・マーケ

ティング・オフィサ

ー 

 

（氏名） 

新井 良一「専従」 

（出身組織名） 

（一社）富岡市観光協

会 

群馬県富岡市役所で 42年間勤務し、在任期間中

は、企画、産業振興、観光等の各業務を担当して

おり、データの収集分析について多くの業務経験

を有している。市職員としての業務経験から当地

域の実態を多面的に捉えることができ、地域マー

ケティングやマネジメントに対して高い知見と能

力を有している。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

 

（氏名） 

神宮 勝巳「専従」 

（出身組織名） 

しののめ信用金庫 

しののめ信用金庫に昭和 63 年入庫。営業部店長を

4店舗経験し、総合企画部長、執行役員総合企画部

長を歴任。令和 2年 6月より同庫の常務理事に就

任。持続可能な運営のため、営業収支や財源確保

について、高い知見とノウハウを有している。 

プロモーションの責

任者（専門人材） 

※各部門責任者のう

ち専従の者について

は、氏名の右横に

「専従」と記入する

こと 

（氏名） 

黒澤 宏明「専従」 

（出身組織名） 

（一社）富岡市観光協

会 

（公財）群馬県観光物産国際協会で 2年間、（株）

まちづくり富岡で 2年間、当協会でも 4年 6箇月

間勤務。国内外での観光プロモーションの実績が

豊富であり、高い知見とノウハウを有している。 

旅行商品の造成･販売

の責任者（専門人

材） 

（氏名） 

須藤 真紀「専従」 

（出身組織名） 

旅行ＡＧＴ会社で 8年 6箇月間、当協会でも 2年

11箇月間勤務。地域の観光資源や飲食店を掘り起

こし、体験型観光の推進や地域ならではのスイー
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（一社）富岡市観光協

会 

ツ開発や食の普及に取り組み、旅行業者への営業

活動を担当している。 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

群馬県産業経済部戦略セールス局観光魅力創出課（観光情報の収集・発信） 

群馬県世界遺産センター（県内絹文化及び国内外の絹に関する調査研究） 

富岡市観光交流課（財政的支援等、ハード面での受入環境整備） 

富岡市富岡製糸場課（富岡製糸場保存修理及び整備活用） 

富岡市富岡製糸場総合研究センター（富岡製糸場の調査研究） 

富岡市まちなかにぎわい課（市街地拠点施設整備活用、関係人口の拡大） 

富岡市企画課（域内公共交通の活用・支援、ふるさと納税） 

富岡市地域づくり課（移住・定住促進、情報発信連携） 

安中市観光経済課（広域連携） 

長野県軽井沢町観光経済課（広域連携） 

下仁田町商工観光課（地域間連携） 

甘楽町産業課（地域間連携） 

連携する事業者名及

び役割 

（公財）群馬県観光物産国際協会<地域連携ＤＭＯ> 

（県域観光マーケティング調査・県域誘客事業） 

富岡商工会議所（地域商連携促進、ＰＲ連携、営業活動協力、情報提供） 

富岡市妙義商工会（地域商店連携促進、ＰＲ連携、営業活動協力、情報提

供） 

富岡甘楽物産振興協会（地域間商店連携促進、名産品開発、土産品開発） 

富岡市地域づくり協議会（地域コミュニティーの活性化） 

甘楽富岡農業協同組合（地域農産物のＰＲ） 

上信電鉄（株）、上信ハイヤー（株）、日本中央交通（株）（アクセス改善、Ｐ

Ｒ連携、企画実施） 

群馬サファリ・ワールド（株）（ＰＲ連携、企画実施） 

まちづくり富岡（株）（ＰＲ連携、企画実施） 

富岡市飲食店組合（グルメ開発、受入環境整備、ＰＲ連携） 

富岡市商店街連合会（商店街施策実施、受入整備、ＰＲ連携） 

富岡製菓組合（名産品開発、土産品開発） 

富岡金融界（旅行商品開発、グルメ開発、受入環境整備等の支援） 

富岡市国際交流協会（人材育成、受入環境整備等の支援） 

官民･産業間･地域間

との持続可能な連携

を図るための合意形

成の仕組み 

【該当する登録要件】①② 

（概要）様々な分野の代表者により構成されている理事会及び委員会を設

置。 

①観光資源の関係者、交通事業者、文化関係者、金融関係者、有識者からな

る理事会を設置。 

②富岡市観光協会の内部組織として、行政や関係団体、事業者をメンバーと

する 5つの委員会（ワーキンググループ）を設置し、官民・産業間・地域

間との持続可能な連携を図っている。 

地域住民に対する観

光地域づくりに関す

る意識啓発・参画促

進の取組 

 

（例）定期的に住民参加型のワークショップを開催するほか、地域住民への

啓発を目的としたシンポジウムを開催 

定期的にワークショップ及び説明会を開催し、市民に対し意識の開発・周

知・参画促進に努めるとともに、富岡市の観光戦略プランに基づき、観光振

興に対する意識の醸成を目的とした「シビックプライドの醸成」、「ガイド育

成の強化」、「国際交流の推進」を柱に人材育成に取り組む。 

法人のこれまでの活

動実績 

 

 

（活動の概要） 

事業 実施概要 
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情報発信・

プロモーシ

ョン 

平成２９年度～令和元年度 サロン・ド・G 観光情報交換会 

・旅行エージェントやメディア関係者を招待し、県内各地の

観光情報やツアーコースについて紹介し、旅行商品造成及

び送客に寄与した。 

 

地方創生推進交付金事業（平成２９年度～令和２年度） 

・主に富岡市・安中市・軽井沢町を巡るモニターツアーを実

施（FIT、国内 AGT、インバウンド AGT） 

・令和元年度・２年度は新型コロナウイルス感染防止のため

未実施となった。 

 

令和元年度～令和４年度 富岡市フォトコンテスト  

・写真を通じて富岡ならではの魅力の再発見や、新たな魅力

の再発掘を促し、魅力あふれる作品を発信していくこと

で、富岡市の認知度向上と誘客促進に寄与した。 

 

令和元年度 妙義荒船佐久高原国定公園指定 50 周年記念イ

ベント 

・妙義荒船佐久高原国定公園指定５０周年を記念し、妙義荒

船佐久高原国定公園連絡協議会が実施する５０周年記念式

典に連動し、記念イベントを実施。山ファッションフォト

コンテスト in 妙義山や関係市町村の物産販売や観光ＰＲ

を行い、妙義山の認知度アップや集客効果の向上

に寄与した。  

 

令和３年度東京都メディアセンターJNTO 地方 PRブース出展 

・ブースでのパンフレット配布・情報発信・QRコード掲示 

・特設サイトや JNTOメディアでの情報発信 

 

令和３年度～令和 4年度 JNTO地域情報発信事業 

・妙義山の紹介記事（英語）を JNTOのメディアに掲載 

・旧富岡倉庫の紹介記事（英語）を JNTO のメディアに掲載 

 

令和３年度 観光庁「地域の観光資源の磨き上げを通じた域

内連携促進事業」 

・観光 PR動画を作成 

 

令和３年度 文化庁「上質な観光サービスを求める旅行者の

訪日等の促進に向けた文化資源の高付加価値化促進事業」 

・訪日メディア及び欧米の現地メディアに PR記事を掲載 

・新しく造成したツアーのパンフレット作成 

・外国人目線での PR動画を作成 
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令和４年度 観光庁「地域独自の観光資源を活用した地域の

稼げる看板商品創出事業」 

・訪日メディアによる情報発信 

・KOL等による情報発信 

・看板商品を紹介する WEB特設ページ作成 

・看板商品等を紹介する動画の作成と PR写真の撮影 

 

受入環境の

整備 

平成２９年度 妙義山登山口公衆便所新築工事事業 

・妙義山の登山口に公衆便所を設置し、登山客の利便性を向

上させることで、登山しやすい環境を作り、受入環境整備

に寄与した。 

 

平成２９年度～令和２年度 観光案内板整備事業 

・「大塩湖」や「小桑観音」・「富岡名木十選」の案内看板に

ついて修繕等を行い、来訪者への情報発信に関する受入環

境整備に寄与した。 

 

平成３０年度～令和４年度 観光パンフレット製作事業 

・「旅の手帖特別編集」・「とみおかグルメ＆スイーツ」・「富

岡まち歩き＆グルメ MAP」パンフレット等を製作・デジ

タルブック化し、来訪者に対する発信情報を充実させ、受

入環境整備に寄与した。 

 

令和３年度 文化庁「上質な観光サービスを求める旅行者の

訪日等の促進に向けた文化資源の高付加価値化促進事業」 

・造成した着地型ツアーを OTA等で予約できる導線を観光

HP上で整備（ツアー紹介 LPも作成） 

 

令和３年度 観光庁「地域の観光資源の磨き上げを通じた域

内連携促進事業」 

・まちなか解説案内板をデジタル化・多言語化 

 

令和４年度 観光庁「地域独自の観光資源を活用した地域の

稼げる看板商品創出事業」 

・看板商品の現地受入整備（日・繁体字指差しツール作成） 

・看板商品を活用した美ワーケーションの受入環境整備 

観光資源の

磨き上げ 
平成２９年度～令和元年度 妙義山星空コンサート 

・妙義山の麓にある妙義ふるさと美術館にてコンサートを開

催。富岡、妙義への観光・登山客に向けて、自然の中にあ

る温泉や美術館をアピールし、新たな利用客を誘致するこ

とに寄与した。 

 

平成２９年度～令和４年度 妙義山天空のイルミネーション 



（別添）様式１ 

4 

 

・秋に実施されるイベントに引き続き、冬の閑散期対策とし

て、１１月から翌年２月にかけて妙義山周辺の妙義ふるさ

と美術館にてイルミネーションを開催し、妙義山の新たな

魅力づくりと世代・地域を超えた出会いや交流の場づくり

に寄与した。 

 

平成３０年度～令和２年度 明治近代化産業遺産を描く全国

絵手紙公募展・日本の世界遺産を描く全国絵手紙公募展 

・富岡製糸場にちなみ、明治１５０年を記念した「明治近代

化産業遺産」、富岡製糸場世界遺産登録５周年を記念した

「日本の世界遺産」がテーマの絵手紙等を全国から募集

し、富岡製糸場及び周辺施設に対する関心を引き出し、周

遊させる事に寄与した。  

 

令和３年度 観光庁「地域の観光資源の磨き上げを通じた域

内連携促進事業」 

・ワーケーション向けの観光地としての可能性を検証するモ

ニターツアーを実施 

 

令和３年度 文化庁「上質な観光サービスを求める旅行者の

訪日等の促進に向けた文化資源の高付加価値化促進事業」 

・富岡製糸場、絹製品販売店やお寺などを巡る「富岡製糸場

の暮らし」ツアー商品を造成 

・妙義神社の案内や修験道などを取り入れた「妙義の暮ら

し」ツアー商品を造成 

 

令和４年度 観光庁「地域独自の観光資源を活用した地域の

稼げる看板商品創出事業」 

・地域独自の資源を生かした看板商品の造成（富岡シルクを

活用したグルメ、エステ体験、コースターづくり） 

 

（定量的な評価） 

・サロン・ド・G観光情報交換会 毎年約５０名を招待 

・富岡市フォトコンテスト 令和元年度応募点数 １，１５６点 

             令和２年度応募点数 ４８９点（オンライン） 

             令和３年度応募点数 ３７７点（WEB、現地） 

・妙義山登山口公衆便所年間利用者数 約１０，０００名 

・旅の手帖特別編集 ５０，０００部、とみおかグルメ＆スイーツ  

５０，０００部、富岡まち歩き＆グルメ MAP ５０，０００部発行 

・妙義山星空コンサート 令和元年度 １５４名参加 

・妙義山星空観察会   令和元年度 １２３名参加 

・絵手紙展 平成３０年度 応募総数 ５６７通、入場者数 ６，２５０人 

令和元年度  応募総数 ７０５通、入場者数 ６，１５０人 

令和２年度  応募総数 ５０６通 入場者数 １，９４０人 

令和３年度  応募総数 ６９８通 入場者数 ６，８００人 

 

・東京都メディアセンターJNTO地方 PRブース出展 

      パンフレット配布実績 １８５部 
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      ノベルティ配布実績  １０６個 

・文化庁「上質な観光サービスを求める旅行者の訪日等の促進に向けた文化

資源の高付加価値化促進事業」 

      モニターツアー実施   ２件 

      ツアー造成実績     ２件 

      海外メディア掲載実績  ５件 

      PR動画作成実績      ３件 

 

・観光庁「地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進事業」 

      モニターツアー実施  １件 

            PR動画作成実績    １件 

 

・観光庁「地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる看板商品創出事業」 

      看板商品の造成件数   3件（取組中） 

モニターツアー実施   1件（今後実施予定） 

受入ツールの作成    2件（今後実施予定） 

      訪日メディア情報発信  1件（今後実施予定） 

KOL等による情報発信  1件（今後実施予定） 

WEB特設ページ作成   1件（取組中） 

PR動画 PR写真の撮影  1件（今後実施予定） 
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実施体制 

※地域の関係者との

連携体制及び地域に

おける合意形成の仕

組みが分かる図表等

を必ず記入すること

（別添可）。 

（実施体制の概要） 

（一社）富岡市観光協会の理事会の下に実施組織として、5つの委員会（ワー

キンググループ）を設置した。各委員会では、行政、宿泊事業者、飲食事業

者、交通事業者、文化財、アクティビティー、農林水産業、商工業等、多様

な関係者が参画し、官民が密接に連携する実施体制を組織した。 

 

（実施体制図） 
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２. 観光地域づくり法人がマーケティング･マネジメントする区域  

 

【広域図】                 【区域図】 

 
 

【広域連携図】 

 
 

【区域設定の考え方】 

平成１８年に妙義町と合併し、現在の富岡市となる。平成２６年に、富岡製糸場が世界遺産に登録

され、その敷地内にある３棟の建物は国宝に指定された。世界遺産登録を契機に富岡製糸場への観光

客が多く訪れるようになったが、市内には豊富な観光資源（妙義山、群馬サファリパーク、群馬県立

自然史博物館、貫前神社、妙義神社など）がありながら、これらの観光資源への周遊や滞在が促進さ

れず、増加した観光客による経済波及効果が市内全域に及んでいないことが課題となっていた。令和

元年度には市内施設の周遊割引や観光タクシーの周遊コースの設定など徐々に取り組みが形になり始

めており、今後はさらに地域の多様な関係者を巻き込んだ取り組みを加速させ、市内全域に観光関連

事業による経済効果を波及させることを目的として富岡市全域を区域として設定した。 

 また、平成２６年４月、群馬県にある富岡市、安中市と長野県軽井沢町は、それぞれの明治期の近

代遺産をはじめとする観光資源間の回遊性を高めることを目的として、２市１町観光連携協議会を立

ち上げ、それ以降広域連携の強みを活かした旅行商品、台湾におけるトップセールスを含む共同観光

ＰＲ等の広域連携事業を行っている。日本国内有数の国際リゾート都市として台湾でも人気の軽井沢

との広域インバウンド戦略を通じて、富岡市への外国人観光客誘客の拡大を目指す。また、「富岡製

糸場と絹産業遺産群」の構成資産の一つである「荒船風穴」や富岡市と安中市とともに共通した観光

資源である妙義山を有している隣町の下仁田町のほか、甘楽町との地域間連携を推進しており、面的

広がりを持った観光地域づくりに努めていく。 

 



（別添）様式１ 

8 

 

【観光客の実態等】 

① 観光入込客数（単位：人） 

年度 2016（H28） 2017（H29） 2018（H30） 2019（R1） 2020（R2） 2021（R3） 

観光入込客数 287.4 万 259.9 万 256.9 万 240.3 万 161.4 万 185.3 万 

平成２６年の世界遺産登録と同時に観光客が大幅に増加。しかし、世界遺産効果が薄れ、富岡製糸場

の来場者数が減少しており、域内全体の来訪者数も減少傾向にある。一方で、世界遺産効果による増

減の影響をほとんど受けていない観光資源及びエリアも存在している。 

 

② 延べ宿泊は数（単位：人） 

年度 2016（H28） 2017（H29） 2018（H30） 2019（R1） 2020（R2） 2021（R3） 

延べ宿泊者数 82,899 74,459 65,616 64,749 42,824 45,722 

平成２６年の世界遺産登録と同時に観光客が大幅に増加。しかし、世界遺産効果が薄れ、域内全体の

来訪者数も減少傾向にある。また日帰り可能な首都圏や近隣県からの観光客が多いことや県内の他地

域で宿泊する観光客が多く、富岡市に宿泊する明確な目的や動機がないことが課題と考えられる。 

 

③ 観光消費額（単位：百万円） 

年度 2016（H28） 2017（H29） 2018（H30） 2019（R1） 2020（R2） 2021（R3） 

観光消費額 5,869 5,790 5,749 5,606 4,359 4,891 

平成２６年の世界遺産登録と同時に観光客が大幅に増加。しかし、世界遺産効果が薄れ、富岡製糸場

の来場者数が減少しており、域内全体の来訪者数も減少傾向にある。また日帰り可能な首都圏や近隣

県からの観光客が多いことや県内の他地域で宿泊する観光客が多く、富岡市に宿泊する明確な目的や

動機がないことが課題と考えられる。 

 

④ 富岡製糸場入場者数（単位：人） 

年度 2016（H28） 2017（H29） 2018（H30） 2019（R1） 2020（R2） 2021（R3） 

入場者数 800,230 637,288 519,070 442,840 177,419 223,178 

平成２６年には１３３万人の入場者があったが、世界遺産登録から時間が経つにつれ入場者が徐々に

減少。令和元年度は、新型コロナウイルスの影響もあり、約４４万人に留まり、令和２年度は緊急事

態宣言により６１日間の休場を余儀なくされ、入場者数は１７万人まで減少した。 

 

【観光資源：観光施設、商業施設、自然、文化、スポーツ、イベント等】 

〇観光施設・・・世界文化遺産・国宝 富岡製糸場（工女の服装でのまち歩き、ガイドツアー、保存

整備工が完了した国宝・西置繭所見学含む）、群馬サファリパーク等 

〇商業施設・・・もみじ平総合公園エリア（富岡市立美術博物館、県立自然史博物館など） 

 妙義エリア（妙義ふるさと美術館、妙義ふれあいプラザ妙義温泉「もみじの湯」、

道の駅みょうぎ等） 

〇自然・・・・・日本三奇勝・妙義山、大塩湖、丹生湖のひまわり畑、蚊沼のひまわり畑、城山、崇

台山、神成山、一峰公園、宮崎公園、龍光寺、施無畏寺のつつじなど 

〇文化・・・・妙義神社、貫前神社、旧茂木家住宅、七日市藩邸跡、富岡市社会教育館、最興寺

の山門、岡部温故館など 

〇スポーツ・・妙義エリア（登山・トレッキング、サイクリング、パラグライダー等）、神成山

エリア（ハイキング）、大塩湖エリア（ランニング、サイクリング等） 

〇例祭行事・・伝統芸能（花火・大島火まつり、どんとまつり等）、北向観音、虚空蔵、高瀬神

社の凶事流し、茅の輪くぐり、百八灯、鬼子母神など 
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■活用方針 

個々の観光資源を観光客視点で調査分析し、それぞれの観光資源の魅力要素を可視化し、旅行者

や来訪者の属性に合致した観光地を提供することにより、満足度向上を目指す。あわせて関連性

や興味度等が類似する観光資源の周遊プログラムや割引提供も検討する。 

また市と連携し、観光振興を目的としたイベントを「集客力」と「経済効果」の両面から現状評

価し、個々のイベントの課題を明確化する。また、閑散期の誘客イベント実施を検討する。 
 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

 富岡市街 富岡市郊外 妙義周辺 計 

宿泊施設数 3 3 3 9 

収容可能人数 108 83 362 553 

 

〇富岡市街 

 ホテルアミューズ富岡（ビジネスホテル ５８室、７５名収容） 

 まちやど「蔟屋 MABUSHI-ya-」(民泊 ４室、１２名収容) 

 守蔵（女性ドミトリー１室 ８名収容 男性ドミトリー１室 ８名収容 個室５名収容） 

〇富岡市郊外 

 農家民宿ひなた（民宿 ２室、最大５名収容可能） 

 民宿ゆきふみ（民宿 １５室、最大３０名収容可能） 

 富岡倶楽部（コテージ 計６棟２３室 １棟４室８名 最大４８名収容可能） 

〇妙義周辺 

 妙義グリーンホテル＆テラス（リゾートホテル：９７室 ２２０名収容、 

グランピング施設：１０室、３２名収容） 

 東雲館（旅館 １４室、６０名収容） 

 ひしや旅館（旅館 １２室、５０名収容） 
 

■活用方針 

既存の宿泊施設は個々の特性を活かした施設整備・集客施策を展開する。新たに企画開発される

宿泊施設は、観光トレンドや多様なニーズに対応した施設整備を図る。 
 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

＜車を利用の場合＞ 

◇東京から富岡市まで 

東京（関越自動車道）～藤岡 JCT（６０分）－藤岡 JCT（上信越自動車道）～富岡 IC（１５分） 

◇新潟から富岡市まで 

新潟（関越自動車道）～藤岡 JCT（１２０分）－藤岡 JCT（上信越自動車道）～富岡 IC（１５

分） 

◇安中から富岡まで 

一般道で２０分 

◇下仁田町から富岡市まで 

一般道で２０分 

◇軽井沢町から富岡市まで 

碓氷軽井沢 IC～富岡 IC（２０分）、一般道で５０分 

 

＜電車を利用の場合＞ 

◇東京から富岡市まで 

東京（上越新幹線）～高崎（５５分）－－高崎（上信電鉄）～上州富岡（３５分） 
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◇新潟から富岡市まで 

新潟（上越新幹線）～高崎（８０分）－－高崎（上信電鉄）～上州富岡（３５分） 

◇下仁田から富岡まで 

下仁田（上信電鉄）～上州富岡（２３分） 

 

＜高速バスを利用の場合＞ 

◇東京から富岡市まで 

池袋駅～富岡 IC（１２０分） 

 

【利便性：域内交通】 

◇タクシー事業者：上信ハイヤー、日本中央タクシー 

◇レンタカー事業者：トヨタレンタリース群馬 

◇鉄道事業者：上信電鉄 

◇レンタサイクル：富岡市 

◇まちなか周遊観光バス：富岡市 

◇デマンド型乗合タクシー「愛タク」：富岡市 

 

■活用方針 

民間事業者と連携し、利便性が高く市内周遊促進のインフラとなる 2次交通を拡充する。自家用

車や観光バスでの観光客には、駐車場利用満足度の向上や分かりやすい案内表示板の設置により

受入環境を整備する。 

 

【外国人観光客への対応】 

ホームページや SNSによる情報発信 

富岡市公式観光ホームページは５か国語対応（中国 

簡体字、中国繁体字、英語、韓国語、フランス語） 

富岡製糸場では FBページ（フランス語）を運営。今後、英

語対応の富岡市観光 SNSアカウントを開設する予定。 

多言語版観光パンフレットの作成 
多言語化された観光パンフレットを作成配布し、富岡市の

観光情報を伝え、誘客を図っている。 

インバウンド観光 PR・ 

観光マーケティング調査 

訪日促進 PR イベントに参加し、富岡市の魅力を伝え、誘

客を促進する。JNTOのメディアを活用し、富岡市の観光

PRを行っている。また、富岡市へのインバウンドの実態・

意識調査・観光資源に関する調査を実施し、効果的な誘

客宣伝のベースになる情報を収集・分析する。 

受入環境整備 

JNTO認定外国人観光案内所あり。 

富岡製糸場内では、ガイドツアーは日本語と英語で 

実施し、音声ガイドは４か国語に対応（英語・フランス語・

中国語・韓国語）。まちなか解説案内板もデジタル化・多言

語化している。街なかでのガイドについては、今後 

多言語化対応を推進していく。 

外国人受入ホスピタリティ向上事業では、ホテル、旅

館、飲食店、商店等に多言語化された案内通訳マニュア
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ルを配布し、各店舗のメニューの多言語化のためのツール

を提供し、受入環境の強化を実施する。また、英会 

話講座や接遇研修なども実施し、人材育成を推進する。 

ハード面については、公衆無線 LAN スポットや多言語

表記による標識の設置、カード及びキャッシュレス決済を

推進していく。 

■取り組み方針 

市場調査に基づき設定する対象国からの外国人旅行者の受入環境を整備する。 

整備の優先順位や対応方法については、対象国の在日外国人モニターによる調査にて明確化する。 

 

 

３. 各種データ等の継続的な収集･分析 
 

収集するデータ 収集の目的 収集方法 

旅行消費額 ※必須 KPI 観光による経済効果と消費の内訳

を把握するため。 

群馬県観光局「観光客数・消費額

調査」を活用 

延べ宿泊者数 ※必須 KPI 推移と観光による経済波及効果を

把握するため。 

観光庁が公表する「宿泊旅行統計

調査（推移）」に、市の調査を参

考に収集 

来訪者満足度 ※必須 KPI 観光施策評価及び観光客の動向分

析のため 

富岡市「観光マーケティング調査

（対面式アンケート）」を活用 

リピーター率 ※必須 KPI 満足度に合わせ、各種観光施策の

効果・影響を評価するため 

富岡市「観光マーケティング調査

（対面式アンケート）」を活用 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
富岡市には、世界遺産・国宝「富岡製糸場」や日本三奇勝「妙義山」など、他地域とは差別化でき

る国内外に誇るべき歴史文化や自然をはじめとした魅力的な資源・要素が数多く存在する。富岡製

糸場の世界遺産登録を契機に、多くの観光客が当地域を訪れるようになったが、限られた範囲での

周遊や消費行動に留まっており、増加した観光客による経済効果は市内全域へ波及していない。こ

のため、観光による地域経済への波及効果は、一部の観光関連事業者に限られており、地域全体と

して観光客の受入れ意識や環境整備が進んでいない。 

これからの状況を踏まえ、令和 2年度に富岡市が策定した中長期の観光戦略プランの方針に基づ

き、市内外の多様な関係者と連携するとともに、役割分担と合意形成を行い、戦略的に課題に取り

組むことで、地域の多様な関係者への経済波及効果を拡大し、「観光の産業化」に向けた取り組みを

進める必要性に迫られている。 

 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 
内

部

環

境 

強み（Strengths） 

・世界遺産・富岡製糸場がある 

・日本三奇勝の一つである名勝妙義山 

・自然から文化まで観光資源が豊富 

弱み（Weaknesses） 

・富岡製糸場のリピート率が低い 

・観光スポット同士が離れている 

・情報発信力が弱い 

・二次交通が充実していない 
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・アクセスのよさ（首都圏や有名観光地

（軽井沢、伊香保など）から電車で 2

時間、車で 1.5～2時間の距離） 

・田舎過ぎず、都会すぎない規模感 

・レトロカルチャーがある（明治期や昭

和の街並み、B級グルメなど） 

・隈研吾氏など著名な建築家が手掛けた

リノベーション物件や公共施設が多い 

・活用できる空き地・空き家が多い 

・古民家等を活用したおしゃれなカフェ

や宿泊施設がある 

・絵手紙文化 

・フランスとの歴史的なつながり 

・ネット通販などで展開するシルク製品 

・キャッシュレス化に向けた取り組み 

・グランピング施設がある 

・都心から日帰りで観光できる 

・富岡製糸場、群馬サファリパーク以外

の観光スポットの認知度の低さ 

・どこかのついでに寄っていく通過点と

しての扱い（メインの観光地ではない） 

・全国に有名な物産品やグルメがない 

・日帰りの観光客が多い 

・滞在時間が短い 

・宿泊施設が少ない 

・消費額が少ない 

・インバウンド受入態勢がまだ弱い 

・人材不足（リーダー、牽引役） 

・人口減少・高齢化・賑わいの低下 

・空き地・空き家が目立つ 

・まちなかガイドのプロフェッショナル

化や品質管理ができていない 

・地域住民のシビックプライド不足（地

域の特質 保守性・閉鎖性） 

 
外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

・NHK大河ドラマ「晴天を衝け」の放送

による製糸場のテレビ露出機会の増加 

・2022年富岡製糸場設立 150周年 

・2023年妙義山名勝指定 100周年 

・マイクロツーリズムの注目度 UP 

・レトロカルチャーの流行 

・グランピングの流行 

・空き家のリノベーションブーム 

・食べ歩きができる 

・少人数での旅行の需要 

・国内観光客の観光需要の多様化 

・自然災害が少ない。 

・圏央道が東名と接続された影響で神奈

川からの来場者が増加傾向 

脅威（Threat） 

・世界遺産効果の軽薄化（製糸場入場者

数の減少傾向） 

・テレビ露出に依存しがちな富岡製糸場 

・新型コロナウイルの影響による訪日外

国人の激減 

・国内旅行者の減少 

・観光客の市外温泉地への流出 

・若者の市外への流出 

・一本しかない鉄道の運賃の高さ 

・魅力が伝わらない 

・車がないと周遊が難しい 

・富岡製糸場の知名度が高すぎて、観光

客は富岡製糸場しか知らない 

・左記の各種外部環境に対する首都圏

（特に北関東エリア）競争の激化 

 
※上記に加え、ＰＥＳＴ分析等の他のマーケティング分析手法を用いて分析を行っている場合は、そ

の内容を記入（様式自由）。 

 

（３）ターゲット 

○第１ターゲット層  

アジア圏外国人（台湾、香港など） 

○選定の理由 

訪日旅行者数が増加傾向にあるアジア圏外国人旅行者において、本市及び周辺地域

（軽井沢町、安中市など）に最も多く来訪している台湾を含め香港やタイのほか、今
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後経済成長による人口増加に伴い海外旅行者の増加が見込まれるインドネシア・イン

ドなどの国からの訪日観光客をターゲットとする。 

○取組方針 

ターゲット国に対し「日本近代化の原点」となった背景には、当時の日本製生糸が

国際的に粗悪品として評価されていた時代があり、富岡製糸場の建設による技術革新

や技術交流によって日本製生糸の評価を良品に転換させた史実について、ターゲット

とする国の視点を十分に考慮し、ドラマチックな高品質なプロモーション動画を制作

することにより、富岡が「Made in Japan」の原点となったことを強く発信する。ま

た、JNTOと連携し対象国向けに訴求力の高いプロモーションを展開することで、イン

バウンド誘客だけではなく、新たなシナリオによる国内からの誘客を図る。 

「日本近代化の原点」＝「Made in Japanの原点」の地が「富岡」である歴史的価

値を、富岡市及び周辺地域に来訪している台湾を中心としたアジア系親日国などを対

象として「Made in Japan の原点」の地を巡るとともに妙義エリアとも連携した滞在

型観光シナリオを外国人視点に立って開発する。 
 

○第２ターゲット層 

国内の女子高校・大学生及び厚生労働省「女性の活躍推進企業」の関係者 

〇選定の理由  

  富岡製糸場の操業は、多くの工女によって支えられたことから「女性活躍の原点」

となったと考えられる歴史的背景を活かし、国内の女性活躍や登用に積極的に取組む

学校や企業等に向けて女性の社会における自立や活躍をテーマとした研修・セミナー

等のプログラムを組入れた誘客シナリオを想定している。 

 

 

○取組方針 

ターゲット（学校・企業等）が既に独自で行っている女性活躍に関する取組（女子

学生向け社会見学や企業においての社員・管理職研修、セミナー等）を「女性活躍の

原点の地である富岡」で実施していただくことを目的とした法人営業体制を DMO内に

組織し誘致活動を実施する。その際、独自の営業展開以外に旅行会社の法人営業部署

と連携し誘致活動を行うとともに文部科学省・厚生労働省・観光庁の関連部署とも連

携を図り、学校・企業側の女性活躍関連の活動ニーズを把握し効率的な誘致活動を展

開する。 

また誘致した企業・学校等には継続的に富岡で諸活動を実施していただくための受

入環境や受入プログラムの造成を富岡製糸場関係事業者及び商工会議所・商工会、宿

泊施設、飲食店等と連携を図り整備・提供する。 
 

〇第３ターゲット層 

技術革新に取り組む国内企業・専門団体 

〇選定の理由 

富岡製糸場は、明治５年から昭和６２年までの１１５年間、常に技術革新を続け製

糸業の最先端であり続けた。製糸業の衰退により製糸工場としての役割は終えたが、

製糸業における「技術革新」の場としての価値が評価され、近代産業遺産として世界

遺産に登録された。現在では、文化財建造物の保存整備方法において、革新的な技術
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を導入し、保存活用が行われていることから、技術革新(イノベーション)をテーマと

した研修・セミナー等のプログラムを組入れた誘客シナリオを想定している。 

○取組方針 

ターゲット企業等が、企業内で既に独自で実施している研修・セミナー等の誘致を

推進する。あわせて独自の研修プログラムや活動実績が無い企業向けには、富岡製糸

場における技術革新の様々な取組をテーマに富岡独自の研修プログラムを開発する。

研修施設として富岡製糸場及び周辺宿泊施設等の利活用を提案し誘客拡大につなげ

る。また来訪する属性としては社会人が多いと想定されることから、まちなかエリア

の居酒屋・スナック等の夜間営業を行っている飲食店での消費引上げを目的としたナ

イトツアーを宿泊者向けに企画し提供する。 
 

○第４ターゲット層 

国内教育旅行（関東：小学生対象、中国・四国・九州：高校生対象） 

〇選定の理由  

富岡製糸場は、国内の学生旅行において、受入実績があり年々増加傾向にある。小

中高の教科書には明治維新の官営模範工場として記載されており学習素材として最適

である。また、解説員や事前の学習シートによる案内も充実している。コースとして

は、首都圏からバスを利用した小学生の日光湯本修学旅行（２泊３日）と九州圏を中

心に航空機利用を利用した長野・群馬方面のスキー修学旅行（高校生）が主流であ

る。将来的なリピーター対策も含めターゲットとする。 

○取組方針 

平成３０年冬には、初めて広島と高知から来訪があり、今後中国・四国地方は重要なタ

ーゲット。今後、教育旅行の学習効果を高める教育・体験プログラムやガイドなどの充

実を図るとともに、訪れる学校が安心・安全な環境下において富岡の魅力を楽しみなが

ら効果的な学習が出来る仕組みづくりを作る。 
 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 「富岡製糸場があるまち」から「富岡製糸

場もあるまち」として、目的地を「富岡製

糸場」から「富岡」(地域)へ 

②コンセプトの考え方 富岡市が令和２年度に策定した富岡市観光

戦略プランの「【重点プログラムⅠ】富岡

製糸場の新たな誘客シナリオの確立」に掲

げる、富岡を＜「日本近代化の原点」の地

＞としたブランディングに基づき、「富岡

製糸場があるまち」から「富岡製糸場もあ

るまち」として、目的地を「富岡製糸場」

から「富岡」(地域)へとするもの。 

富岡市観光戦略プランに掲げる基本方針と

連携した施策を展開することで、多様化す

る観光ニーズを把握しつつ、市内の豊富な

観光資源(妙義山、群馬サファリパーク、

群馬県立自然史博物館、貫前神社、妙義神
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社など)への周遊や滞在時間の延長と消費

拡大を図り、富岡へ訪れた観光客による観

光消費による経済波及効果を市内全域に拡

大させる。 

 

５. 関係者が実施する観光関連事業と戦略との整合性に関する調整･仕組み作り、 

プロモーション  
 

項目 概要 

戦略の多様な関係者と

の共有 

 

富岡製糸場の世界遺産登録を機に、富岡市は観光地化を始めた

ものの、官民連携や明確な統一した戦略の共有等の不足によ

り、地域の観光地域づくりをより持続的なものにするための環

境づくりが整っていなかった。令和３年度から、観光地域づく

りの舵取り役を担う富岡市観光協会が中心となり、ＤＭＯの各

委員会のメンバーになっている地域の関連事業者を集めてコミ

ュニーションの場を３箇月に１回程度設けるとともに、関連事

業者に対してのコンサルティング等を実施。また、安中市と軽

井沢町との広域連携を活かし、２市１町で共有の戦略に基づい

たプロモーションや体験型滞在プログラムを実施していく。 

観光客に提供するサー

ビスについて、維持･

向上・評価する仕組み

や体制の構築 

観光振興促進により増加する様々な来訪者に対して、「ホスピ

タリティ」「利便性」「快適性」「満足度」を提供することで、

「おもてなしの心や思い」を内在させた観光地域づくりを実現

し、満足度向上を目指す。必要な人材育成強化を図るため、

「シビックプライドの醸成」「ガイド育成の強化」「国際交流の

推進」を実施する。中高生を対象に、地域への愛着心を高める

きっかけづくりとして、地域住民と中高生をつなぐプログラム

を継続的に実施することで「シビックプライドの醸成」を図

る。「ガイド育成の強化」については、DMO が主体となり、富岡

を訪れる観光客のニーズを把握し、ガイドトレーニングの改善

策に反映するとともに、旅行者自らがガイドを指名可能な環境

を整備することにより、ガイド自身のモチベーション向上やガ

イドスキル向上につながる仕組みを構築する。また、「国際交

流の推進」を通じて、市内観光関係者が外国人観光客の受入に

大切な国際感覚を養うことで、訪日観光客への満足度の高い接

遇の実現に向けた取り組みの第一歩とする。 
 

観光客に対する地域一

体となった戦略に基づ

く一元的な情報発信･

プロモーション 

・各種イベントの実施により、ルールに沿った方法で、お客自

身に SNS等で情報発信していただくとともに、ＳＮＳを戦略的

に活用した効果的なプロモーションの実施 

・富岡市公式観光 HPを観光客にとって利便性の高いサイトに

改修し、画像のクオリティアップと情報更新の頻度を高める。 
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・既存のガイドブック・パンフレットに対し、観光地域づくり

のコンセプトを反映したデザイン及び誘客シナリオに関連した

情報追加を行う。またインバウンド向けツールに関しては外国

人視点を十分に考慮し作成。 

・海外メディアへの PR・情報発信 

・現在出展している他地域での観光キャンペーンやインバウン

ド向け誘客イベントの効果検証を行い、ターゲットに合致した

イベントに優先的に出展する。また会場で配布・使用するプロ

モーションツール（パンフレット・PR動画等）や提供情報はコ

ンセプトやターゲットを考慮し使用する。 

・海外への情報発信やプロモーション活動を行う際、群馬県観

光物産国際協会（地域連携 DMO）による取り組みとの連携や棲

み分けについて調整をしていくとともに、日本政府観光局を最

大限に活用することで、一元的に効果的・効率的なプロモーシ

ョンを図っていく。 

・着地型ツアーの予約・決済までの導線を案内する LPを富岡

市観光 HP上で整備し、ワンストップ窓口を実施。 

・富岡市が管理している公式観光 HPを令和 4年度に富岡市観

光協会に移管する予定。 

※各取組について、出来る限り具体的に記入すること。 

 

６. ＫＰＩ（実績・目標） 

※戦略や個別の取組を定期的に確認・改善するため、少なくとも今後３年間における明確な数値目標を

記入すること。 

※既に指標となりうる数値目標を設定している場合には、最大で過去３年間の実績も記入すること。 

（１）必須ＫＰＩ 

指標項目  
2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●旅行消費額 

（百万円） 

目

標 

5,910   5,960   6,010   6,060   6,110   6,160 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）  

実

績 

5,606 4,359 4,891    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）  

●延べ宿泊者数 

（人） 

目

標 

74,675 75,350 76,025 76,700 77,375 78,050 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）  

実

績 

64,749 42,824 45,722    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）  

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

90 90 90 90 90 90 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）  

実

績 

86.1 69.6 61.2    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）  

●リピーター率 

（％） 

目

標 

20 30 30 30 30 30 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）  

実

績 

62.9 35.2 20.6    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

 

目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 

【検討の経緯】 

令和 2年度に富岡市が策定した「富岡市観光戦略プラン」においては、２０２１年から２０３０ま

での１０年間を計画期間として、交流人口拡大による地域活性化を目指している。 

 今後、市が策定した計画とも連動を図り、マーケティング手法による観光振興を展開することと

し、目標数値を設定する。 

 

【設定にあたっての考え方】 
●旅行消費額・・・富岡製糸場来場者数の減少の中でグルメや体験、他の施設入込者増による消費額

の確保に努めたい。「富岡市観光戦略プラン」の指標に基づき設定。 

  ●延べ宿泊者数・・認知度があまりない妙義地区の宿泊者数をイベントや宣伝告知で確保すること 

より宿泊者数を確保する。「第 2期富岡市総合戦略」の指標に基づき設定。 

●来訪者満足度・・アンケート調査結果により求めているものの把握に努め、それに応じた施策を実 

施することで満足度を上げたい。 

●リピーター率・・製糸場単体では特別イベントの実施（イルミネーションライトアップなど）や特 

別公開の仕掛けをすると同時に、グルメや体験、シルク土産や体験施設などと複合

的に連携してリピーター率を上げたい。 

 

（２）その他の目標 

※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

※各指標項目の単位を記入すること。 
 

指標項目及び目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 
【検討の経緯】 

令和２年度に富岡市が策定した「富岡市観光戦略プラン」においては、２０２１年から２０３０年

までの１０年間を計画期間として、交流人口拡大による地域活性化を目指している。 

 今後、市が策定した計画とも連動を図り、マーケティング手法による観光振興を展開することと

し、目標数値を設定する。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●富岡製糸場入込客数・・・「富岡市観光戦略プラン」の「重点プロジェクトⅠ」の対象である富岡

製糸場は妙義山とともに富岡市２大観光スポットの一つで富岡市のシンボルであり、また、誘客が

できる観光施設として、富岡市全体の観光客の動向を反映するため。富岡製糸場入場者数の目標は

「第２次富岡市総合計画」のとおり。外国人入場者数の目標は同計画に基づき、中間目標である２

０２２年度の６，０００人と最終目標である２，０２６年度の６，８００人をベースに、年々２０

０人の増加を基準に設定。 

指標項目  
2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●富岡製糸場 

入込客数 

 

目

標 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

（5,400） （5,600） （5,800） （6,000） （6,200） （6,400） 

実

績 

442,840 177,419 223,178    

（3,762） （195） （20） （ ） （ ） （ ） 

●妙義エリア 

入込客数 

 

目

標 

833,200   835,800   838,400   841,000   843,600   846,200   

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）  

実

績 

826,321 616,023 691,166    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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●妙義エリア入込客数・・・「富岡市観光戦略プラン」の「重点プロジェクトⅡ」の対象である妙義

エリアには、毎年多くの登山客が訪れる妙義山があり、一定のリピーターも存在するが、当該エリ

アでの観光消費額の拡大が課題である。妙義エリアにおける新たな施策展開の効果を図るために、

富岡製糸場とともに富岡市２大観光スポットである妙義エリアの入込客数を把握する必要がある。

「第２期富岡市総合戦略」の２０２２年の目標に基づき、２０１７年の実績から毎年２６００人の

増加を基準に目標を設定。 

 

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し  

※少なくとも今後３年間について、計画年度毎に（１）収入、（２）支出を記入すること。 

※現に活動している法人にあっては、過去３年間の実績も記入すること。 

（１）収入 

年（年度） 総収入（円） 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

71,024,581（円） （円） 

【群馬県からの補助金】         750,000 

【富岡市からの負担金】    43,902,405 

【会費収入】          1,606,000 

【収益事業】         25,341,293 

【繰越金への繰出】       ▲ 575,117 

 

2020（Ｒ２）

年度 

75,920,822（円） （円）          

【富岡市からの補助金】    22,000,000 

【富岡市からの負担金】    45,303,152 

【会費収入】          1,678,000 

【収益事業】         10,638,014 

【繰越金へ繰出】       ▲ 3,698,344  

2021（Ｒ３）

年度 

175,766,708（円） （円） 

【観光庁事業収入】          10,000,000 

【文化庁事業収入】           9,982,970 

【富岡市からの補助金】    76,003,620 

【富岡市からの負担金】    63,583,861 

【会費収入】          1,672,000 

【収益事業】          4,570,499 

【その他】           9,958,631 

2022（Ｒ４）

年度 

276,583,000（円） （円）          

【富岡市からの補助金】    115,000,000 

【富岡市からの負担金】    71,741,000 

【会費収入】          1,300,000 

【収益事業】         87,267,000 

【その他】           1,275,000 

2023（Ｒ５）

年度 

163,427,000（円） （円）        

【富岡市からの負担金】    81,961,000 

【会費収入】          1,300,000 

【収益事業】         78,146,000 

【その他】           2,020,000 

2024（Ｒ６）

年度 

163,427,000（円） （円）        

【富岡市からの負担金】    81,961,000 

【会費収入】          1,300,000 
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【収益事業】         78,146,000 

【その他】           2,020,000 

 

（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

71,024,581（円） （円） 

【一般管理費】               26,380,071 

【情報発信・プロモーション】  8,727,380 

【受入環境整備等の着地整備】  1,267,400 

【コンテンツ開発】            5,289,611 

【マーケティング】              300,000 

【観光イベントの開催費】     8,838,325 

 

2020（Ｒ２）

年度 

75,920,822（円） （円） 

【一般管理費】        38,405,140 

【情報発信・プロモーション】  3,363,467 

【受入環境整備等の着地整備】 1,301,000 

【コンテンツ開発】      5,621,151 

【マーケティング】        300,000 

【観光イベントの開催費】   4,124,971 

【観光事業者支援費】     22,000,000 

 

2021（Ｒ３）

年度 

174,512,477（円） （円） 

【一般管理費】        41,374,922 

【情報発信・プロモーション】 4,160,000 

【受入環境整備等の着地整備】 2,400,000 

【コンテンツ開発】      20,000,000 

【マーケティング】        300,000 

【観光イベントの開催費】   4,885,000 

【観光事業者支援費】     82,207,262 

2022（Ｒ４）

年度 

83,332,000（円） （円） 

【一般管理費】        49,654,000 

【情報発信・プロモーション】 6,181,000 

【受入環境整備等の着地整備】 1,250,000 

【コンテンツ開発】      20,000,000 

【マーケティング】      2,000,000 

【観光イベントの開催費】   13,577,000 

【観光事業者支援費】    113,800,000 

【収益事業】                 85,907,000 

2023（Ｒ５）

年度 

89,300,000（円） （円） 

【一般管理費】        58,499,000 

【情報発信・プロモーション】 6,181,000 

【受入環境整備等の着地整備】 1,250,000 

【コンテンツ開発】       2,000,000 

【マーケティング】      2,000,000 

【観光イベントの開催費】   13,577,000 

【収益事業】                 76,674,000 
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2024（Ｒ６）

年度 

89,300,000（円） （円） 

【一般管理費】        58,499,000 

【情報発信・プロモーション】 6,181,000 

【受入環境整備等の着地整備】 1,250,000 

【コンテンツ開発】       2,000,000 

【マーケティング】      2,000,000 

【観光イベントの開催費】   13,577,000 

【収益事業】                 76,674,000   

 

（３）自律的･継続的な活動に向けた運営資金確保の取組･方針 
１ 着地型旅行商品販売における収入（新たな観光サービスの創出とインバウンド対策） 

魅力的な体験プログラム等の着地型ツアーを OTA・ふるさと納税関連サイトに掲載・旅行

AGTに販売し、販売手数料を受け取る。（観光振興担当） 

２ 販売収入・事業受託・指定管理施設の運営 

特産品の販売、自動販売機収入などの収益事業や「地域活性化集客促進事業」の受託に取

組中。また、令和 4 年 4月より、富岡市から妙義エリアに位置している食事処「御山亭」

を併設した日帰り温泉施設『妙義ふれあいプラザ 妙義温泉「もみじの湯」』の指定管理を

受けており、新たな収益事業として運営している。（事業推進担当） 

３ 観光協会費収入 

  メールマガジンの配信や販売促進のための助成事業の実施など観光協会員にとってメリッ

トがある施策を展開し、より多くの事業者が観光協会員になっていただくことを目指す。 

４ 公的補助金、交付金等の財源の確保と活用 

観光協会として実施すべき公益性の高い事業について効果検証を行い、行政からの公的支

援を確保するため、説明責任を果たす。 

 

８. 観光地域づくり法人形成･確立に対する関係都道府県･市町村の意見 

 

【群馬県富岡市】 

当市では、平成２８年度から４年以上の時間をかけ、行政・観光関連事業者・市民の観光地域

づくり法人への理解を深め、その必要性やあり方を検討して参りました。 

令和元年度には、中長期的な観光計画となる「富岡市観光戦略プラン」の策定にあたり、本プ

ラン実施に係る多様な関係者の役割と中心的な役割を担う観光地域づくり法人の必要性やあり

方について、行政・観光関連事業者（飲食、物産、交通、JA ほか）・市民・金融機関・専門家に

より構成された DMO検討部会にて検討した結果、地域の多様な関係者と連携し、市内全体の観光

振興を実践してきた（一社）富岡市観光協会が観光地域づくり法人を担うべきとの結論に至りま

した。 

当市としても、少子高齢化や人口減少による様々な地域課題解決への取り組みとして、世界遺

産「富岡製糸場」や名勝「妙義山」などの地域資源を最大限に活用した「観光の産業化」を実施

するため、また（一社）富岡市観光協会が観光地域づくりの中核的な役割を担う組織として専門

性強化や組織基盤拡充に対し、継続した支援・連携を図って参ります。 

以上のことを踏まえ、群馬県富岡市は、（一社）富岡市観光協会を富岡市における地域ＤＭＯ

として登録したいため、（一社）富岡市観光協会とともに申請します。 
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９．マーケティング･マネジメント対象区域が他の地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯ

と重複する場合の役割分担について（※重複しない場合は記載不要） 

 

重複しない 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 新井 良一 

担当部署名（役職） 富岡市観光協会 専務理事 

郵便番号 370-2316 

所在地 富岡市富岡 1151-1 

電話番号（直通） 0274-62-6001 

ＦＡＸ番号 0274-67-7775 

Ｅ－ｍａｉｌ n-kankou@tomioka-ta.jp 

 

１１. 関係する都道府県･市町村担当者連絡先 

 

都道府県･市町村名 富岡市 

担当者氏名 鈴木 尚 

担当部署名（役職） 観光交流課 課長 

郵便番号 370-2316  

所在地 富岡市富岡 1151-1 

電話番号（直通） 0274-62-5439 

ＦＡＸ番号 0274-62-5469 

Ｅ－ｍａｉｌ kankou@city.tomioka.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 群馬県 

担当者氏名 塩谷 明弘 

担当部署名（役職） 観光魅力創出課観光政策係 主任 

郵便番号 371-8570 

所在地 群馬県前橋市大手町 1-1-1 

電話番号（直通） 027-226-3381 

ＦＡＸ番号 027-223-1197 

Ｅ－ｍａｉｌ kankouka@pref.gunma.lg.jp 

 



項目
2019
（R1）
年度

2020
（R2）
年度

2021
（R3）
年度

2022
（R4）
年度

2023
（R5）
年度

2024
（R6）
年度

旅行
消費額
(百万円)

目標
5,910 5,960 6,010 6,060 6,110 6,160

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

実績
5,606 4,359 4,891

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

延べ宿泊
者数
(千人)

目標
74,675 75,350 76,025 76,700 77,375 78,050

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

実績
64,749 42,824 45,722

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標
90 90 90 90 90 90

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

実績
86.1％ 69.6％ 61.2％

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

リピーター
率
(％)

目標
20 30 30 30 30 30

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

実績
62.9％ 34.4％ 20.6％

( ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

法人名：（一社）富岡市観光協会

【区域】 群馬県、富岡市
【設立日】 2018年7月2日
【代表者】 武井 哲郎
【マーケティング責任者（CMO）】
新井 良一
【財務責任者（CFO）】
神宮 勝巳
【職員数】 25人
（常勤11人（正職員7人・嘱託4人）、非常勤14人）
【連携する主な事業者】
（公財）群馬県観光物産国際協会
富岡商工会議所

目的地を「富岡製糸場」から「富岡」(地域)へ

合意形成の仕組み

登録区分名：地域ＤＭＯ（候補DMO）

※（）内は訪日外国人旅行者に関する数値

法人のこれまでの活動実績

【情報発信・プロモーション】
・訪日メディア及び欧米の現地メディア各社
HPにPR記事を掲載（R3 文化庁事業）
・東京オリパラ会期中に東京メディアセンター
JNTO地方PRブースに出展・特設HPでPR

【観光資源の磨き上げ】
・観光庁「地域の観光資源の磨き上げを通じた
域内連携促進事業」（R3年）モニターツアー

・着地型ツアーを造成・販売（R3 文化庁「上
質な観光サービスを求める旅行者の訪日等
の促進に向けた文化資源の高付加価値化促
進事業」）
【受入環境の整備】
• まちなか解説案内板の多言語化
• 着地型ツアー紹介LP作成・OTA掲載

戦略

【該当する登録要件】 （①、②）
【概要】
①観光資源の関係者、交通事業者、文化関係
者、金融関係者等からなる理事会を設置。
②行政や関係団体をメンバーとする５つの委
員会を設置し、ＰＤＣＡサイクルを確立し、官
民･産業間･地域間との持続可能な連携を図る。

【主なターゲット】
アジア圏外国人（台湾、香港など）
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
ターゲットとする国の視点を十分に考慮し、ド
ラマチックな高品質なプロモーション動画を制
作することにより、富岡が「Made in Japan」
の原点となったことを強く発信する。また、
JNTOと連携し対象国向けに訴求力の高いプ
ロモーションを展開することで、インバウンド誘
客だけではなく、新たなシナリオによる国内か
らの誘客を図る。富岡市及び周辺地域に来訪
している台湾を中心としたアジア系親日国な
どを対象として「Made in Japanの原点」の地
を巡るとともに妙義エリアとも連携した滞在型
観光シナリオを外国人視点に立って開発する。

実施体制

観光関連事業者と戦略との整合性に
関する調整・仕組み作り、プロモーション

観光地域づくりの舵取り役を担う富岡市観光
協会が中心となり、ＤＭＯの各委員会のメン
バーになっている地域の関連事業者を集めて
コミュニーションの場を3箇月に1回程度設ける
とともに、関連事業者に対してのコンサルティ
ング等を実施。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】 補助金（富岡市、群馬県等） 約76百万円（R3年度）
収益事業（売店収入、特産品販売等） 約5百万円（R3年度）

【総支出】 174百万円（一般管理費41百万円、事業費133百万円）
※令和３年度 決算
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
魅力的な体験プログラムツアー等の着地型旅行商品の造成・販売
特産品の販売、自動販売機収入、指定管理施設の運営

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】
世界遺産・国宝 「富岡製糸場」、日本三奇勝「妙義山」

ＫＰＩ（実績･目標）

記入日： 令和４年１１月11日


