
 

観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

記入日：令和４年 10月 31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 

広域連携ＤＭＯ･地域連携ＤＭＯ･地域ＤＭＯ 

観光地域づくり法人

の名称 

一般社団法人 行田おもてなし観光局 

マーケティング･マネ

ジメント対象とする

区域 

区域を構成する地方公共団体名 

埼玉県行田市 

所在地 埼玉県行田市 

設立時期 令和３年１月 27日 

職員数 ５人【常勤５人（正職員３人、アルバイト２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） 

細井 保雄 

（出身組織名） 

行田商工会議所 

行田商工会議所会頭として、地域の様々なパイプ

役となっており、在任期間中、様々な取組で成果

を挙げている。 

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） 

富山 紀和「専従」 

（出身組織名） 

（一社）行田おもてな

し観光局 

大手旅行会社で 28年間勤務。マーケティングにつ

いて高い知見と能力を持つ。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

（氏名） 

富山 紀和「専従」 

（出身組織名） 

（一社）行田おもてな

し観光局 

大手旅行会社で 28年間勤務。持続可能な運営のた

め、運営収支や財源確保に関する検討を行う。 

プロモーション部門

の責任者（専門人

材） 

 

（氏名） 

富山 紀和「専従」 

（出身組織名） 

（一社）行田おもてな

し観光局 

大手旅行会社で 28年間勤務。長年、集客を図るた

めのプロモーションを行ってきたことから、高い

能力を持つ。 

観光施設運営部門の

責任者（専門人材） 

 

（氏名） 

富山 紀和「専従」 

（出身組織名） 

（一社）行田おもてな

し観光局 

大手旅行会社で 28年間勤務。旅行会社勤務時代、

支店長等も担ってきたことから、施設運営・管理

に関して高い能力を持つ。 

旅行部門の責任者

（専門人材） 

（氏名） 

西島 康敬「専従」 

（出身組織名） 

（一社）行田おもてな

し観光局 

大手旅行会社で 18年間勤務。長年、旅行商品の造

成・販売を行ってきたことから、企画から販売ま

での高い能力を持つ。 
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連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

行田市商工観光課（観光関連計画策定・調整、観光予算確保、看板整備等） 

   都市計画課（都市計画、景観） 

   文化財保護課（文化財保護） 

   交通対策課（地域公共交通） 

 

連携する事業者名及

び役割 

行田商工会議所、南河原商工会（地域のパイプ役として各事業者の紹介） 

金融機関（地域経済の底上げ） 

交通事業者（アクセスの改善・確保） 

宿泊事業者（宿の提供） 

飲食事業者（地場産品を活用した食コンテンツの提供） 

農業事業者（地場産品の生産、農業体験の提供） 

足袋事業者（文化の普及・啓発、文化体験の提供） 

観光まちづくり団体（市内ガイド、イベントの連携） 

 

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 

（該当する要件） 

① 

（概要） 
① 当法人理事会のメンバーを行政、金融機関、交通事業者、宿泊事業者、

商工業事業者、農業事業者、地域の売りでもある足袋事業者、ＮＰＯ等

の観光まちづくり団体により構成しており、幅広い分野の関係団体の代

表者により意思決定が図れている。 

 

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 

 

 当法人設立に際し、地域住民向けに「新たな観光まちづくりに向けた説

明会」を令和２年１月に計３回開催し、延べ 115名の参加者に当市にお

ける観光の現状やＤＭＯによる観光まちづくりの推進について説明を行

い、意識啓発・参画促進を図った。 

 当法人設立に際し、当法人を核に幅広い分野の関係団体が観光地域づく

りに参画していく機運を醸成することを目的に、組織名称や組織体制、

活動方針等を議論・決定する「行田市観光地域づくり法人設立準備委員

会」を令和２年７月から同年 11月にかけて 17名の委員で計５回開催し

た。 

 当法人が令和３年４月より運営を始めた観光物産館のオープンに際し

て、出品業者向けに「販売体制説明会」を令和３年２月に開催し、延べ 

27名の参加者に商品の取扱いや店舗の魅力向上に向けた取組みについて

共有を図り、意識啓発・参画促進を図った。 

 当法人を核に幅広い分野の関係団体が観光地域づくりに参画していくこ

とを目的に、「体験・滞在型観光商品の開発」等を題材とした説明会兼ワ

ークショップを令和３年６月に開催し、延べ 30名の参加者と観光コンテ

ンツ開発等について意見交換を行った。 

 当法人を核に幅広い分野の関係団体が観光地域づくりに参画していくこ

とを目的に、「行田土産魅力向上会議」（説明会兼ワークショップ）を令

和３年８月に開催し、延べ９名の参加者と行田土産開発等について意見

交換を行った。 

 令和４年９月に観光庁の事業である「地域の観光人材のインバウンド対

応能力強化研修」を当市で開催し、16名が参加した。なお、当研修の参

加者の満足度は 85％であり、意識啓発に繋がる非常に有意義なものとな

った。 
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法人のこれまでの活

動実績 

※（一社）行田おも

てなし観光局は令和

３年１月の設立だ

が、「行田版ＤＭＯを

核とした持続可能な

地域形成プロジェク

ト」として、令和元

年度から令和３年度

まで内閣府地方創生

推進交付金を受け、

形成・確立に向けた

動きを戦略的に行っ

てきており、当法人

の実質的スタートは

令和元年度と捉えら

れることから、令和

元年度以降を記載対

象としている。 

（活動の概要） 

事業 実施概要 

情報発信・

プロモーシ

ョン 

 

 令和元年観光パンフレット及びアプリ多言語化事業 

体験プログラム紹介パンフレット等を作成し、訪日外国

人観光客の目に触れやすい浅草などに配架した。また、

市内に訪れた訪日外国人観光客向けに周遊アプリの多言

語化も図った。 

 令和２年行田市公式観光サイトリニューアル事業 

観光客が旅マエ・旅ナカに欲しい情報を充実し、魅力が

伝わりやすいデザインに刷新した。また、旅行会社向け

のページ等も新たに作成した。 

 令和３年ＪＲ首都圏全線車内広告掲載事業 

桜と花手水をフックに、首都圏在住者の集客を図るた

め、ＪＲ首都圏全線の車内にＰＲポスター掲載した。 

 令和３・４年行田市公式観光サイト多言語化事業 

今後、ＪＮＴＯや埼玉県、（一社）埼玉県物産観光協会

（地域連携ＤＭＯ）等と連携し、海外に向けて情報発信

をしていくための基盤整備を目的に、英語版及び中国語

版（繁体字・簡体字）のサイトを作成した。 

 令和３年貸し切りバスによる団体型旅行促進事業 

当市の観光資源を広く知らしめるとともに、期間内の交

流人口を増やして市内事業者に対し間接的支援を行うこ

とを目的に、旅行会社が実施する団体型旅行の造成およ

び催行に際し支援を行った。 

 

受入環境の

整備 

 令和元年ファムトリップ事業 

中国・台湾・韓国に拠点を置く旅行会社を招請のうえ、

市内主要観光施設を案内し、訪日外国人観光客受入に際

しての改善点等を洗い出した。 

 令和元年グループガイド機導入事業 

観光ガイド利用者の満足度向上を図るべく、グループガ

イド機を新たに導入した。 

 令和３年観光物産館店舗内部リニューアル事業 

観光物産館店舗内部のレイアウトデザインを改修し、和

モダンな雰囲気の創出、商品陳列の刷新等を行った。令

和３年４月にリニューアルオープンした。 

 令和３年観光人材育成事業 

２箇所の観光案内所、観光物産館で従事するスタッフに

対して、ＤＭＯの活動や観光の意義、接客マナー等につ

いての研修を実施した。 

 令和３年酒類販売業免許取得事業 

地場のお酒をブランディングするため、酒類販売業免許

を取得し、令和３年４月よりリニューアルオープンした

観光物産館での取り扱いを開始した。 

 令和３年地域限定旅行業取得事業 

着地型旅行商品の企画・販売による観光客の滞在時間延

伸及び満足度向上を目的に、地域限定旅行業を取得し

た。 
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 令和３年土産品魅力向上支援事業 

当法人会員の土産品の商品力向上と販路拡大を目的とし

て、自社製品のパッケージ等をリニューアルする際や自

社のロゴマークを開発する際に必要となる経費の一部を

助成し、デザインの活用による製品の高付加価値化と市

場競争力の強化を支援した。 

観光資源の

磨き上げ 

 令和元年～令和３年体験・交流型コンテンツ開発強化事

業 

当法人の会員事業者を対象にコンテンツ開発等に係る経

費を支援し、「着物の着付け体験」や「幻の行田在来枝豆

収穫体験」、「マイ足袋作成体験」等の体験プログラムを

創出した。 

 令和２年ＬＥＤアート事業 

古代蓮の里において市主催で実施したフラワーアートと

連携し、ペットボタルによるＬＥＤアートを行った。 

 令和２年～令和３年「行田花手水ｗｅｅｋ」によるまち

なか彩り事業 

当法人が核となり、神社、商店街、住民等を巻き込み、

神社の境内や商店、民家の軒先等に花手水を毎月２週間

限定で飾り、まちなかを彩り、観光客をおもてなしする

取組みを始めた。現在では、花手水展示箇所は 90箇所を

超え、地域一体となって観光資源を磨き上げしている。 

 令和３年花手水ライトアップイベント事業 

当法人が核となり、毎月第１土曜日に上記花手水のライ

トアップを行うイベント「希望の光」を開催している。

現在では、ライトアップ箇所は 90箇所を超え、地域一体

となって観光資源を磨き上げしている。 

（定量的な評価） 

令和２年より集中的に磨き上げている「行田花手水ｗｅｅｋ」やライトアッ

プイベント「希望の光」等で話題性を創出したことと併せて、公式観光サイ

トのリニューアルやＪＲ首都圏全線への車内広告掲載など積極的な情報発信

をしたことで、下記のとおり成果が現れている。 

 ＨＰレビュー数の増加 

R1年度 377,733回 ⇒ R3年度 1,653,327回 

 Instagramフォロワーの増加 

 R1年度 2,300フォロワー ⇒ （R4.10.31時点）4,200フォロワー 

 Twitterフォロワーの増加 

R1年度 0フォロワー ⇒ （R4.10.31時点）7,000フォロワー 

 

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）行田おもてなし観光局の理事会構成員である行田市、行田商工会議

所、南河原商工会等との合意形成を図り、交通事業者、宿泊事業者、飲食事

業者、神社仏閣、農業事業者、足袋事業者などの多様な関係者が参画するワ

ークショップを戦略の整合性に関する調整・仕組みの場として設置し、地域

の様々な意見を反映して運営している。 
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（実施体制図） 

 
 

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  

 

【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区域設定の考え方】 

本市には埼玉古墳群をはじめ、古代蓮の里、忍城、足袋蔵、神社仏閣等の観光資源が数多くあ

る。当法人設立に際し、令和２年度に設置した「行田市観光地域づくり法人設立準備委員会」にお

ける検討の中でも、先述の観光資源等を活用し、「歴史・文化・自然を五感で体感できるまち」とし

てより一層地域内外にＰＲし、当市を観光地としてブランド化していくことが当法人のミッション

の１つとして掲げられたことから、行田市全域を設定区域とするのが適切と判断した。 

 

【観光客の実態等】 

 新型コロナウイルスの影響により主要観光施設入込客数は、令和元年度の約 45万人から令和３年

度には約 71万人と大幅に増加している。さらに、観光客の過半が飲食や購買を伴っていないという

短・中期的課題は、公式観光サイトリニューアルによる旅マエ・旅ナカにおける情報提供体制の整

備やまちなかを回遊しながら楽しむ「行田花手水ｗｅｅｋ」の開催等により改善が図られてきてい

る。（令和元年度主要観光施設観光消費額:580,940千円、令和３年度主要観光施設観光消費

額:1,535,543千円。 

行田市全域 

埼玉県 
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その他、本市の集客は６月から８月にかけて集中しており、シーズン以外の時期との繁閑差が激

しいため、これを解決した通年型の観光地形成を目指している。 

 

【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】 

 （観光施設） 郷土博物館、さきたま史跡の博物館、古代蓮会館 等 

 （自然）   古代蓮の里、水城公園、さきたま緑道 等 

 （歴史・文化）忍城址（関東七名城）、埼玉古墳群（国指定特別史跡）、足袋蔵（日本遺産認定）、 

足袋（国指定伝統的工芸品）、行田八幡神社、前玉神社 等 

 （スポーツ） 鉄剣マラソン（４月上旬） 等 

 （イベント） さきたま火祭り（５月上旬）、行田蓮まつり（７月上旬）、 

浮き城まつり（７月下旬）、商工祭・忍城時代まつり（11月中旬）、 

古代蓮の里イルミネーション（11月下旬～１月上旬） 等 

上記資源などを素材とした着地型旅行商品を造成・販売等することで、観るだけの観光ではな

く、五感で体感できる観光の実現を推進している。 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

＜旅館・ホテル＞ 

 域内分布：市内全域に立地 

 施設数：旅館４施設、ホテル３施設 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

 ＜区域までの交通＞ 

 （車の場合） 東北自動車道羽生インターより約 25分 

        関越自動車道東松山インターより約 30分 

        圏央道桶川北本インターより約 30分 

 （鉄道の場合）東京駅から JR高崎線で約 65分 

 ＜域内交通＞ 

  行田市内循環バス（コミュニティバス）、路線バス、タクシー、レンタサイクル 

 

【外国人観光客への対応】 

令和元年度に２箇所の観光案内所において、多言語翻訳機やキャッシュレス決済の導入、パンフ

レットの多言語化等を実施し、ＪＮＴＯより、外国人観光案内所カテゴリー1の認定を受けてい

る。また、令和２年度には観光公式サイトの英語版を、令和３年度は中国語版（繁体字・簡体

字）を整備した。その他、観光案内板の多言語化も図っているところである。 

 

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 

ＷＥＢサイトのアクセス状況 地域に対する顧客の関心度や施策

の効果等を把握するため。 

データ収集・分析ツールを活用し

て実施。 

旅行消費額 観光の地域活性化貢献度を把握す

るため。 

アンケート調査等を自主事業にて

実施。 

主要観光施設入込客数 入込実績及び繁閑差を継続的に検

証するため。 

行田市にて実施する調査にてデー

タ収集。 

延べ宿泊者数 地域での滞在時間及び観光消費額

の一要素を把握するため。 

宿泊施設への調査を自主事業にて

実施。 

来訪者満足度 受入環境を検証し、リピートに繋

げるため。 

アンケート調査等を自主事業にて

実施。 

リピーター率 地域ファンの数や施策の効果等を

把握するため。 

アンケート調査等を自主事業にて

実施。 
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４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
行田市では、定住人口減少による域内の市場経済縮小や来訪が経済活動に十分には結びついていな

い等の課題を抱えている。こうした地域の課題に対し、当法人を中心として、観光コンテンツの開

発・強化をはじめとした受入環境の整備やデータに基づいた戦略的な情報発信を行うことで、新た

な雇用の創出や交流人口の増加に繋げていく。 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 
内

部

環

境 

強み（Strengths） 
・日本遺産や国の特別史跡等に認定されてい 

 る優れた文化資源が豊富 

・行田足袋が国の伝統的工芸品に指定 

・「ゼリーフライ」・「フライ」が 100年フード

に認定 

・ドラマ「陸王」で知名度を上げた足袋の街 

・映画「のぼうの城」で知名度を上げた忍城 

・「行田花手水ｗｅｅｋ」により、ミレニアル 

 世代がまちなかを周遊している 

・ギネス認定されている「田んぼアート」 

・首都圏での知名度が高い「古代蓮の里」 

・神社仏閣が多い 

弱み（Weaknesses） 
・各観光スポットの連動性が弱い 

・宿泊施設が少ない 

・団体を受け入れられる土産屋や飲食店が少 

 ない 

・土産品や飲食店の認知が低い 

・秩父鉄道（ローカル線）の魅力が伝わって 

いない 

・ＪＲ行田駅から観光スポットへの誘導策が 

弱い 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 
・埼玉県深谷市出身の渋沢栄一が主人公の大 

河ドラマが 2021年に放送された 

・埼玉県深谷市に新たなアウトレットがオー 

プンされた 

・ジャパンラグビートップリーグのパナソニ 

ックワイルドナイツが埼玉県熊谷市に 2021 

年に本拠地移転した 

脅威（Threat） 
・市外観光地との連携が不十分である 

・高速道路インターからの距離がある 

 

 

（３）ターゲット  
○第１ターゲット層  

首都圏（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県） 

○選定の理由 

観光アンケートからも他地域と比較して当該ターゲット層の来訪が著しく多いことが明確となって 

おり、かつ、人口集積地でもある当地域は市場としても非常に大きいものであるため。 

  

○取組方針 

Ｗｉｔｈコロナ期においてはマイクロツーリズムの傾向も強いことから、首都圏に集中して、情

報発信を行うとともに、飲食や物販等受入体制の充実を図り、滞在時間を延伸し、観光消費額を向

上させる。 

○ターゲット層  

アジア圏（台湾、中国、タイ） 

○選定の理由 

埼玉県においても当該ターゲットを中心に施策を展開しており、連携することで、効果的・効率的

に集客を図れると判断したため。 
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○取組方針 

ＪＮＴＯ及び埼玉県、（一社）埼玉県物産観光協会と連携して情報発信を行うとともに、ホームペー

ジやパンフレットの多言語化、着物でまち歩き体験等の日本文化を体感できる体験型コンテンツの

充実を図っていく。 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 古代からの歴史・文化・自然を五感で体感

できるまち 

②コンセプトの考え方 当市は古代蓮、古墳、忍城、足袋等、古代から現

代に至るまでの歴史・文化・自然を感じることが

できる観光資源を抱えており、これらは他地域と

差別化できるものである。しかしながら、現在

は、これらの資源を観る観光が中心であり、滞在

時間も短く、観光アンケート等からも観光消費額

が低い状態であることが明確となっている。そこ

で、例えば、「和装で足袋蔵のまちや忍城下町を

巡る」等体験型観光を創出し、地域資源に付加価

値を付すことで、観光スポット間の連動も図り、

上記課題を解決していく。なお、こうした日本文

化の発信により、アジア圏の取り込みも図ってい

く。 

 

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 

※頻度が分かるよう記

入すること。 

多様な関係者が参画する当法人理事や会員により構成する理事会、総

会、ワークショップの開催 

交通事業者、宿泊事業者、飲食事業者、神社仏閣、農業事業者、足袋事

業者等多様な関係者が参画している当法人の理事や会員を集めて、６ヶ

月に１回程度、戦略の共有や事業者に対してのコンサルティング等を実

施している。 

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 

 観光客からの評価を把握するために観光客向けアンケート・ヒアリ

ングを実施し、この結果などを踏まえ、食や土産品等の改善案を関

連事業者に提案し、サービスの向上を図っている。 

 観光人材を対象とした研修等を開催し、人材育成を図っている。 

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 

公式観光サイトに当法人会員が提供している食や土産品、体験型コンテ

ンツ等を掲載し、観光客に対する情報発信を一元化している。また、埼

玉県、一般社団法人埼玉県物産観光協会に対して積極的に情報共有を

し、連携を図っている。さらに、公式観光サイトの多言語化（英語、中

国語）も整備できたことから、ＪＮＴＯに対する情報共有もより一層図

っていく。 
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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 

※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】 

当法人は行政と同じ方向性を向き、連携・協力して活動していくことが必要であることから、行田 

市総合振興計画及び行田市まち・ひと・しごと創生総合戦略において設定している目標数値とまず 

は整合を図った。そのうえで、当法人設立に向けて設置した多様な関係者が参画する「行田市観光 

地域づくり法人設立準備委員会」において合意形成を図った。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

Ｒ１年度より観光アンケートを実施し、回答結果等を基に当初基準値を設定した。その後、Ｒ３年 

度の実績を検証・分析し、今後も更なる上昇を期待できることから、Ｒ３年度を基準とし、Ｒ４年 

度以降は約５％上昇の目標値を設定した。 

●延べ宿泊者数 

Ｒ１年度より市内宿泊施設に延べ宿泊者数調査を実施し、基準値を設定した。当法人が準備期間を 

経て本格稼働するＲ３年度以降は約１％上昇の目標値を設定した。 

●来訪者満足度 

Ｒ１年度より観光アンケートを実施し、回答結果を基に基準値を設定した。当法人が準備期間を経 

て本格稼働するＲ３年度以降は約２％上昇の目標値を設定した。 

●リピーター率 

Ｒ１年度より観光アンケートを実施し、回答結果を基に基準値を設定した。当法人が準備期間を経 

て本格稼働するＲ３年度以降は約２％上昇の目標値を設定した。 

 

 

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 

（千円） 

目

標 

－       600,000 610,000 1,500,000 1,575,000 1,654,000 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 

実

績 

580,940 556,565 1,535,543 未確定 未確定 未確定 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 

●延べ宿泊者数 

（千人泊） 

目

標 

－   38.6 38.7 39.1 39.5 39.9 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 

実

績 

38.4 42.6 47.3 未確定 未確定 未確定 

（0.3） （0） （0） （－） （－） （－） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

－   38.0 39.0 41.0 43.0 45.0 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 

実

績 

37.1 40.1 55.2 未確定 未確定 未確定 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

－   48.0 49.0 51.0 53.0 55.0 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 

実

績 

47.4 64.8 56.0 未確定 未確定 未確定 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 
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（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 

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】 

当法人は行政と同じ方向性を向き、連携・協力して活動していくことが必要であることから、行田 

市総合振興計画及び行田市まち・ひと・しごと創生総合戦略において設定している目標数値とまず 

は整合を図った。そのうえで、当法人設立に向けて設置した多様な関係者が参画する「行田市観光 

地域づくり法人設立準備委員会」において合意形成を図った。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●ＨＰレビュー数 

当初はＲ１年度を基準とし、Ｒ２年度にホームページリニューアル等を実施し、Ｒ３年度以降は約 

５％上昇の目標値を設定したところである。その後、Ｒ２年度・Ｒ３年度の実績を検証・分析し、 

今後も更なる上昇を期待できることから、Ｒ２年度・Ｒ３年度を基準とし、Ｒ４年度以降は約５％ 

上昇という目標数値に上方修正した。 

 

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し  

※ （一社）行田おもてなし観光局は令和３年１月の設立だが、「行田版ＤＭＯを核とした持続可

能な地域形成プロジェクト」として、令和元年度から令和３年度まで内閣府地方創生推進交付

金を受け、形成・確立に向けた動きを行田市観光協会の時から戦略的に行ってきており、当法

人の実質的スタートは令和元年度と捉えられることから、令和元年度以降を記載対象としてい

る。 

（１）収入 

年（年度） 総収入（円） 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

※行田市観光

協会実績 

74,429,731（円） 【市からの補助金】58,945,680 円 

※内 20,802,084 円は国費 

【事業収入】7,258,827 円 

【会費収入】564,000 円  

他 

2020（Ｒ２）

年度 

※行田市観光

協会実績 

85,411,206（円） 【市からの補助金】67,851,075 円 

※内 27,676,207 円は国費 

【事業収入】5,231,749 円 

【会費収入】626,000 円 

他 

 

2020（Ｒ２）

年度 

※当法人実績 

1,327,000（円） 【寄附金収入】1,327,000 円 

指標項目  
2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2023 

（Ｒ６） 

年度 

●ＨＰレビュー

数 

（回） 

目

標 

－ 390,000 1,000,000 1,500,000 1,575,000 1,654,000 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 

実

績 

377,733 976,246 1,653,327 未確定 未確定 未確定 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 
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2021（Ｒ３）

年度 

※当法人実績 

138,348,549（円） 【市からの補助金】77,341,120 円 

※内 42,036,355 円は国費 

【事業収入（公益）】8,525,000 円 

【事業収入（収益）】45,499,190 円 

【寄附金収入】5,134,609 円 

他 

2022（Ｒ４）

年度 

※当法人予算 

133,956,000（円） 【市からの補助金】55,300,000 円 

【事業収入（公益）】9,538,000 円 

【事業収入（収益）】39,416,000 円 

【借入金】20,000,000 円 

  他 

2023（Ｒ５）

年度 

※当法人見込 

132,551,310（円） 【市からの補助金】34,400,000 円 

【事業収入（公益）】9,661,310 円 

【事業収入（収益）】85,758,000 円 

【会費収入】730,000 円 

他 

2024（Ｒ６） 

年度 

※当法人見込 

133,929,310（円） 【市からの補助金】33,600,000 円 

【事業収入（公益）】9,661,310 円 

【事業収入（収益）】87,816,000 円 

【会費収入】850,000 円 

                       他 

（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

※行田市観光

協会実績 

62,808,325（円） 【事務局費】2,630,291 円 

【イベント事業】3,575,260 円 

【フィルムコミッション事業】645,510 円 

【観光情報館運営業務委託事業】9,625,464 円 

【行田版ＤＭＯ形成・確立事業】6,315,880 円 

【コンテンツ開発・強化事業】24,368,144 円 

【情報発信・プロモーション強化事業】11,416,863 円 

                      他 

2020（Ｒ２）

年度 

※行田市観光

協会実績 

83,292,428（円） 【事務局費】6,295,883 円 

【寄附金】4,328,760 円 

【イベント事業】142,280 円 

【団体旅行誘致事業】376,855 円 

【フィルムコミッション事業】678,856 円 

【観光情報館運営業務委託事業】9,916,723 円 

【行田版ＤＭＯ形成・確立事業】14,817,524 円 

【コンテンツ開発・強化事業】33,055,299 円 

【情報発信・プロモーション強化事業】7,563,894 円  

他 
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2020（Ｒ２）

年度 

※当法人実績 

176,730（円） 【事務局費】129,730 円 

【各種申請費】47,000 円 

2021（Ｒ３）

年度 

※当法人実績 

129,756,759（円） 【管理費】23,036,330 円 

【マーケティング事業】2,000,440 円 

【プロモーション事業】41,862,332 円 

【コンテンツ開発・強化事業】9,442,018 円 

【観光案内所管理運営事業】7,785,752 円 

【物産振興事業】40,792,082 円 

他 

2022（Ｒ４）

年度 

※当法人予算 

133,956,000（円） 【管理費】21,525,000 円 

【（仮称）さきたま市場整備事業】44,000,000 円 

【プロモーション事業】8,763,960 円 

【コンテンツ開発・強化事業】5,822,040 円 

【観光案内所管理運営事業】9,488,000 円 

【物産振興事業】33,000,000 円 

   他 

2023（Ｒ５）

年度 

※当法人見込 

132,551,310（円） 【管理費】21,740,000 円 

【プロモーション事業】8,901,900 円 

【コンテンツ開発・強化事業】4,806,000 円 

【観光案内所管理運営事業】9,611,310 円 

【物産振興事業】76,837,580 円 

他 

2024（Ｒ６）

年度 

※当法人見込 

133,929,310（円） 【管理費】21,601,000 円 

【プロモーション事業】8,650,000 円 

【コンテンツ開発・強化事業】4,050,000 円 

【観光案内所管理運営事業】9,611,310 円 

【物産振興事業】78,722,290 円 

                       他 

 

（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 
市からの観光案内所運営事業を継続して受託できるよう発展的に運営していく。また、公益的事業

については、行政目的を保有した事業であることから、市から継続的に資金調達を行っていく。一

方、収益的事業においては、観光物産館の売上向上を柱に据え、その他の部分では地域限定旅行業

を取得したことから、今後は着地型旅行商品を造成し観光案内所、Ｗｅｂ上での販売を積極的に実

施することで、安定的な財務基盤を構築し、自律的な運営を実現する。 
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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 

 

行田市は、一般社団法人行田おもてなし観光局を当該市における地域ＤＭＯとして登録したいので

一般社団法人行田おもてなし観光局とともに申請します。 

 

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） 

 

【他の地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯとの間で、重複区域に関する連携や役割分担等について協議を

行った（行っている）か】 

エリアが重複する一般社団法人埼玉県物産観光協会とは、当法人設立に際し意見交換を行い、役割

分担を確認しているところである。 

【区域が重複する背景】 

一般社団法人埼玉県物産観光協会は、当市を含めたオール埼玉で観光をきっかけとした稼げるエリ

アづくりをすることを目指している、埼玉県全体を対象区域とする地域連携ＤＭＯ組織であるた

め。 

【重複区域における、それぞれの DMOの役割分担について】 

当法人は単一市町村レベルで観光資源の磨き上げ及び受入体制の整備を行うことが主な役割で、一

般社団法人埼玉県物産観光協会はそれらを県内の他市町村と結び付けパッケージで海外を含むター

ゲットに対して情報発信していくことが主な役割となっている。 

【前述の役割分担等によって、効率的、効果的な活動の遂行が期待できるか】 

当法人が観光資源の磨き上げや受入体制の整備を行うことで、埼玉県としては、当市がキラーコン

テンツとなり、そのことで、一般社団法人埼玉県物産観光協会が発信する情報の訴求力が高まるこ

とが期待され、効果的・効率的な活動成果が期待できる。 

 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 富山 紀和 

担当部署名（役職） （一社）行田おもてなし観光局事務局長 

郵便番号 361-0077 

所在地 埼玉県行田市忍２丁目１番８号 

電話番号（直通） 048-577-8442 

ＦＡＸ番号 048-577-6143 

Ｅ－ｍａｉｌ kanri@gyoda-kankoukyoukai.jp 
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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 埼玉県行田市 

担当者氏名 吉松 良祐 

担当部署名（役職） 行田市環境経済部商工観光課・主任 

郵便番号 361-8601 

所在地 埼玉県行田市本丸２番５号 

電話番号（直通） 048-556-1111（内 375） 

ＦＡＸ番号 048-553-5063 

Ｅ－ｍａｉｌ syoko@city.gyoda.lg.jp 

 



法人名：一般社団法人行田おもてなし観光局

【区域】 埼玉県行田市
【設立日】 令和３年１月27日
【登録日】 令和４年３月28日
【代表者】 細井 保雄
【マーケティング責任者（CMO）】 富山 紀和
【財務責任者（CFO）】 富山 紀和
【職員数】 ５人
（常勤５人（正職員３人、アルバイト２人））
【連携する主な事業者】
行田市、行田商工会議所、南河原商工会、金融機関、
交通事業者、宿泊事業者、飲食事業者、農業事業者、
足袋事業者、観光まちづくり団体 等

合意形成の仕組み

登録区分名：地域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】
・行田市公式観光サイトリニューアル、英語版
中国語版（繁体字・簡体字）作成事業
・ＪＲ首都圏全線車内広告掲載事業
・貸し切りバスによる団体型旅行促進事業他
【受入環境の整備】
・ファムトリップ事業
・観光物産館店舗内部リニューアル事業
・観光人材育成事業
・地域限定旅行業取得事業 他
【観光資源の磨き上げ】
・体験・交流型コンテンツ開発強化事業
・「行田花手水week」によるまちなか彩り事業
・花手水ライトアップイベント事業 他

戦略

【該当する登録要件】 （該当番号）①
【概要】
当法人理事会のメンバーを行政、金融機関、
交通事業者、宿泊事業者、商工業事業者、農
業事業者、地域の売りでもある足袋事業者、
ＮＰＯ等の観光まちづくり団体により構成して
おり、幅広い分野の関係団体の代表者により
意思決定が図れている。

【主なターゲット】
首都圏（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県）
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
Withコロナ期においてはマイクロツーリズ
ムの傾向も強いことから、首都圏に集中し
て、情報発信を行うとともに、飲食や物販
等受入体制の充実を図り、滞在時間を延伸
し、観光消費額を向上させる。

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

【多様な関係者との戦略の共有】
多様な関係者が参画している当法人の理事
や会員を集めて、６ヶ月に１回程度、戦略
の共有や事業者に対してのコンサルティン
グ等を実施している。
【サービス維持･向上・評価体制の構築】
観光客向けアンケート・ヒアリングを実施
し、この結果などを踏まえ、食や土産品等
の改善案を提案している。
【戦略に基づく一元的な情報発信】
観光サイトに会員が提供する食等を掲載し、
観光客への情報発信一元化をしている。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】市補助金 55,300千円、事業収入（公益） 9,538千円、
事業収入（収益） 39,416千円、借入金 20,000千円 他

【総支出】133,956千円（管理費21,525千円、物産振興事業33,000千円）
※Ｒ４年度予算
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
市からの観光案内所運営事業の受託や着地型旅行商品の造成・販
売、観光物産館の売上向上等により、自主財源を拡充していく。

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】
埼玉古墳群、忍城址、古代蓮の里、足袋蔵、足袋 等

ＫＰＩ（実績･目標）

古代からの歴史・文化・自然を五感で体感できるまち 記入日：令和４年10月31日


