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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 

（一社）那須塩原市観光局 

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  

栃木県那須塩原市 

 

所在地 栃木県那須塩原市 

設立時期 平成２９年４月５日 

職員数 １８人【常勤役員１人、常勤１４人（正職員１２人・市派遣２人）、非常勤３

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） 

※必ず記入するこ

と 

（氏名）西須 紀昭「専

従」 

（出身組織名） 

（一社）那須塩原市観光

局 局長 

 

元栃木県職員。県観光交流課長、とちぎのいいも

の販売推進本部長、県理事を経て、宇都宮大学特

任教授となり、令和 2年 4 月 1日より現職。県職

員時代には、特産品や観光の PRを積極的に行い、

観光に高い見識を持つ。 

 

データ収集・分析

等の専門人材（Ｃ

ＭＯ：チーフ・マ

ーケティング・オ

フィサー 

※必ず記入するこ

と 

（氏名）小林 紀明「専

従」 

（出身組織名） 

（一社）那須塩原市観光

局 営業部門リーダー兼

事業部次長 

 

那須塩原市や那須町の宿泊施設等に勤務するなど

30 年以上観光に携わってきており、平成 29年 4月

から、那須塩原市観光局の営業部門リーダー兼事

業部次長として活躍中。那須地域の観光に高い見

識を持つ。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チー

フ・フィナンシャ

ル・オフィサー） 

※必ず記入するこ

と 

（氏名） 

相田 公司「兼任」 

（出身組織名） 

（特非）塩原温泉観光協

会 事務局長 

特定非営利活動法人塩原温泉観光協会に 30年以上

勤務し、現在事務局長。平成 29年 4月からは、那

須塩原市観光局の事務長を兼務し、総務部門の責

任者として活躍中。那須地域の観光や法人経営に

高い見識を持つ。 

 

各部門（例：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） 

斎藤 喜代美 

（出身組織名） 

（一社）那須塩原市観光

局 事業係 

長年、黒磯観光協会に勤務し、地域の多様な団体

とネットワークを有し、観光プロモーションに精

通している。現在は、ＯＴＡを活用したデジタル

マーケティングを活用し、分析結果を反映したプ

ロモーションを展開できるスキルを有する。 
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各部門（例：旅行

商品の造成･販売）

の責任者（専門人

材） 

（氏名） 

猪瀬 隆弘 

（出身組織名） 

（一社）那須塩原市観光

局 営業係 

 

長年、旅行会社に勤務し、チームリーダーとして

旅行商品の企画造成している。旅行商品の販売促

進業務及び広告宣伝の経験を有する。旅行の添乗

の経験も豊富。総合旅程管理主任者、総合旅行業

務取扱管理者の資格を有する。 

 

連携する地方公共

団体の担当部署名

及び役割 

・（栃木県那須塩原市）  

産業観光部商工観光課（財政・人的支援、事業協力、情報提供） 

産業観光部農務畜産課、塩原支所産業観光建設課、西那須野支所産業観光建設

課、市民生活部生活課、企画部企画政策課、気候変動対策局機構変動対策課 

・（栃木県）  

産業労働観光部観光交流課、農政部那須農業振興事務所、環境森林部県北環境

森林事務所 

・（環境省）日光国立公園管理事務所、日光国立公園満喫プロジェクト地域協議

会（事業協力、情報提供） 

・（日本政府観光局）JNTO（予定：事業協力、情報提供） 

 

連携する事業者名

及び役割 

・特定非営利活動法人塩原温泉観光協会、黒磯観光協会、西那須野観光協会

（法人構成員、調査協力、事業協力、情報提供、商品造成） 

・塩原温泉旅館協同組合、板室温泉旅館組合（宿泊） 

・塩原温泉活性化委員会、板室温泉活性化委員会（温泉） 

・那須塩原市商工会、西那須野商工会、那須野農業協同組合、株式会社アグリ

パル塩原、公益財団法人那須塩原市農業公社、株式会社ライドエクスペリエン

ス、那須エリア・ネイチャーツーリズム協議会、那須野が原博物館、那須野が

原西部田園空間博物館運営協議会、那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会

（事業協力、情報提供、商品造成及び販売） 

・東日本旅客鉄道株式会社、東武鉄道株式会社、ジェイアールバス関東株式会

社、関東自動車株式会社、県北地区タクシー協議会（二次交通、旅行商品造成

協力、事業協力、情報提供） 

・株式会社足利銀行、株式会社栃木銀行、那須信用組合（事業協力、情報提

供） 

・株式会社毎日新聞社（事業協力、情報提供） 

・株式会社ジェイアール東日本企画、東武トップツアーズ株式会社（旅行消費

造成協力、事業協力、情報提供） 

・公益社団法人栃木県観光物産協会（とちぎ DMO） 

 

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】② 

（概要）一般社団法人那須塩原市観光局の社員は、観光資源の関係者、宿泊事

業者、交通事業者、行政で構成している。 

・一般社団法人那須塩原市観光局の理事は、各観光協会の会長及び副会長で組

織している。 

・戦略会議では、各観光協会から選出された宿泊事業者、各アウトドア連絡協

議会、行政の観光担当部署から選出された者で構成し、事業の企画、結果及び

分析を共有している。 

・一部の事業についてプロモ―ザルの審査会委員として、関係団体から選出さ

れた若手を登用し、幅広い世代の参画を実施。 

・スポーツツーリズム、ワーケーション、日本遺産を活用したツーリズム等の

多様な観光事業において、関係する団体及び事業所と協議し、企画運営してい

る。 
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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 

 

・市民や事業者の意識啓発及び参画意欲の向上を目的とした「観光を活用とし

た地域づくり講演会」「地域一体となった高付加価値化事業の説明会」「ＳＮＳ

による情報発信講座」「温泉熱活用勉強会」を開催。 

 

法人のこれまでの

活動実績 

 

 

（活動の概要） 

事業 実施概要 

情報発信・
プロモーシ
ョン 

・平成 27年～令和 3年度 情報発信・観光プロモーション
事業 
具体事業内容 

①JRタイアップ事業： 
オリジナル宿泊商品の造成、商品のパンフレット及びポ

スターの作成、JR販売網での販売、首都圏駅構内及び各
所へのポスター掲示 

②東武鉄道告知事業： 
東武鉄道各駅及び東武トップツアーズ各店舗でのポスタ

ー掲出、各店舗でのツアー商品販売、ツアー会員制度への
ツアー集客、ツアー参加者へのアンケートによる動向調査 

③新聞雑誌広告（特殊記事掲載）事業： 
紙媒体（観光経済新聞、旬刊旅行新聞、毎日新聞、下野

新聞、那須地区観光ガイドブック「あいたび」、マップル
首都圏発限定夏たび、関東・東北じゃらん、「道の駅」旅
案内関東版、るるぶ情報誌、からだにいいこと、旅色な
ど）を利用した告知 

④民間放送局を利用した情報発信事業： 
民間放送（ラジオ：文化放送、テレビ：TOKYO MX）を利

用した告知 
⑤首都圏向け誘客促進強化事業： 

JRを中心とした実店舗（JRびゅうプラザ、JR各駅、東
武鉄道）への営業活動 

⑥ネット集客事業： 
ホームページや SNS（Facebook、Instagram、Twitter）

の活用による告知 
⑦インバウンド（誘客）拠点事業 

平成 27年度から上海を拠点とするインバウンド（誘
客）拠点業務委託を、令和元年度に台湾を拠点とするイン
バウンド（誘客）拠点業務委託を実施 
（令和 2年度にインバウンド推進事業見直しのため、両業
務とも契約は令和元年度限りとした） 

⑧外国人向け SNS運用プロモーション事業： 
外国人向け SNS（Facebook）の活用による告知 

受入環境の

整備 

・平成 27年～ インバウンド環境整備事業 

具体事業内容 

① 外国語パンフレット制作事業： 

外国人（英語圏、東アジア圏）向けパンフレットの作

成 

②国際競争力の高いスノーリゾート形成促進事業（R2～R3） 

 ・塩原温泉街に無料公衆無線 LAN環境の面的整備 

 ・翻訳用タブレットの導入 

 ・キャッシュレス決済用タブレットの導入（50％超え） 

 ・アフタースキーコンテンツ商品（ライトアップ）造成 

 ・外国人観光客対象モニターツアー 

③観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業(R2～) 
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 ・板室温泉地区無料公衆無線 LAN環境の面的整備  

④地域の医療・観光資源を活用した外国人受入れ推進のため

の調査・展開事業（R2） 

観光資源の

磨き上げ 

・平成 27年～ 観光資源磨き上げ事業 

具体事業内容 

① 食の 4つのコンテンツ事業 

 地域の観光資源となっている食材を生かしたコンテン

ツの磨き上げを実施している。 

・いちごとみるくフェア 

・朝食イッピン物語 

・巻狩鍋フェア 

・那須塩原地酒物語 

② 季節の宿泊プラン事業 

春夏秋冬それぞれの季節に合わせた宿泊プランは、Ｏ

ＴＡ等を活用し企画・ＰＲしている。参画施設を増やし

ながら造成し、顧客データを分析している。 

②半日観光ツアー事業 

月ごとにコースを変えながら観光バスツアーを計画的

に運行 

③地域資源（温泉）を活用したオリジナル商品開発及び販売 

  温泉に関するお土産商品を造成し、地域の観光施設に卸

売り及び直接販売している。 

 ・おもて那須手形（温泉、土産物店、飲食店めぐり） 

 ・温泉ミスト、温泉石鹼、温泉リップクリーム、温泉ハン

ドクリーム 

③ONSENガストロノミーウォーキング開催 

  R1板室温泉地区、R2塩原温泉地区で開催 

（定量的な評価） 

○SNSの活用（R4.12.1現在） 

・Facebook「いいね！数」：2,412」人 

・Instagram「フォロワー数」：4,142人 

・Twitter「フォロワー数」：1,535人 

○季節の宿泊プラン参画施設数（延べ数）：165軒（R3） 

○半日観光ツアー参加者数（延べ数）：94人（R1） 

〇ＷＥＢアクセス数（R3） 

・ユーザー数 75,223人 

・ページビュー数 211,656回 

・平均セッション時間 1分 39 秒 

・ページセッション 2.1頁 

・直帰率 65.20％ 
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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） 

一般社団法人那須塩原市観光局は、特定非営利活動法人塩原温泉観光協会、黒

磯観光協会、西那須野観光協会及び行政が社員となり、宿泊業者、飲食業者等

の旅行事業者だけではなく、バス・タクシー等の交通事業者など多様な関係者

が参画する官民が連携した運営を実施している。 

（実施体制図） 

別紙参照 

 

 

 

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  

 

【観光客の実態等】 

※設定区域における観光客入込客数、延べ宿泊者数、消費額等を踏まえて記入すること。 

令和元年度は、入り込み客数、宿泊数ともに落ち込みが激しいが、これは一番の集客時期である秋

の紅葉シーズンに台風による悪天候が影響したと分析している。 

 令和２から３年度は、新型コロナウイルスによる減少が大きく影響している。 

 1人当たりの消費額は、令和元年度と令和 3年度を比較すると、わずかではあるが増加傾向にある

これは、割引きやクーポンにより、消費額が増加したのではないかと分析している。 

 

 

①観光客入り込み客数                            （単位：人） 

 H29 H30 R1 R2 R3 前年比 

那須塩原市 9,355,910 9,425,301 8,811,708 6,758,270 6,772,087 0.20％ 

※暦年でカウント（1月から 12月まで） 

 

②観光客宿泊者数                              （単位：人） 

 H29 H30 R1 R2 R3 前年比 

那須塩原市 957,208 947,162 917,970 503,325 465,102 92.40％ 

※暦年でカウント（1月から 12月まで） 

 

③旅行消費額 

那須塩原市観光動態調査                           （単位：円） 

 R1 R3 比較 

宿泊旅行者 19,186 19,804 0.03％ 

日帰り旅行者 5,357 6,243 0.16％ 

 

栃木県観光動態調査 那須エリア観光消費額 

 H29 H30 R1 R2 R3 比較 

宿泊旅行者 35,049 34,244 25,402 35,088 39,520 0.12％ 

日帰り旅行者 9,438 8,333 8,869 8,511 8,611 0.11％ 

 

【区域設定の考え方】 

那須塩原市内にある塩原温泉は、大正天皇の別邸として多くの貴族、国の要人及び旅行者が保養

に通った土地柄である。明治時代には、多くの文豪が塩原温泉において保養のため長期滞在し、湯め

ぐりを楽しみ文学作品を執筆している。塩原温泉の多彩な泉質のある温泉地を「塩原温泉郷」と表現

したことが、「温泉郷」という言葉の発祥とも言われている。 
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温泉地と鉄道の間に広がる那須野が原は、未開の土地であったため、華族及び士族が開拓者として

入植した。入植者の中には外交官で渡航歴のあったことから、外国の手法を取り入れた大規模農場を

展開していった。それ以来、乳牛の酪農が盛んであり、現在は生乳生産全国第２位（本州１位）とな

っている。市内には、その華族及び士族の別邸が保存ており、開拓の史跡として「明治貴族が描いた

未来～那須野が原開拓浪漫譚」として日本遺産に登録されている。 

 那須塩原市は、この温泉、文豪、酪農、開拓の史跡を観光に取り入れている。 

 温泉地と交通の要所である駅を中心に明治以降まちが発展しているため、黒磯市、塩原町、西那須

野町と３つの町が形成された。平成 17年 1月 1日に市町村合併し、那須塩原市が誕生している。そ

れらの広域に点在する観光資源を活用し、旅行商品を造成し販売促進するため、各観光協会と連携す

る必要がある。そのため、那須塩原市の区域設定することが適切である。 

 

【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】 

那須塩原市には、数多くの観光資源があり、観光施設や商業施設はもとより、自然、文化、スポー

ツやイベントを楽しむことができる。 

市の面積の約半分は山岳部が占め、その約半分が日光国立公園であり、那須火山帯に属した湯量豊

富な塩原温泉郷や板室温泉、三斗小屋温泉をはじめ、箒川沿いに四季折々の彩りを見せる塩原渓谷や

沼ッ原湿原を代表とした自然豊かな地域である。 

日本遺産にも認定された「旧青木家那須別邸」や「那須疏水旧取水施設」を見ることで、明治貴族

たちの足跡をたどることができる。 

市内のスキー場やゴルフ場でスポーツを楽しめるほか、市主催のスポーツイベントや豊かな自然を

活かしたアクティビティも数多くある。 

花火大会やお祭りなどの地域のイベントも多く、季節を問わず楽しむことができる。 

これらの観光資源を活用した旅行商品の造成、販売やイベントを目的とした集客を行うなど、時代

のニーズに合わせた観光に取り組んでいる。 

 

○観光施設 

板室健康のゆグリーングリーン、烏ヶ森公園、黒磯公園、塩原温泉華の湯、塩原温泉湯っ歩の里、

塩原グリーンビレッジ、塩原もの語り館、鳥野目河川公園、鳥野目河川公園オートキャンプ場、那

須野が原公園、那須野が原公園オートキャンプ場、にしなすの運動公園、箱の森プレイパーク、箱

の森プレイパーク日帰り温泉遊湯センター、ハンターマウンテン塩原、もみじ谷大吊橋 

○商業施設 

北風と太陽（レストランカフェ）、しおばら千二百年物語ブレス（お土産、物産、レストランカフ

ェ）、塩原もの語り館（お土産、物産、レストランカフェ）、SHOZO street（カフェ、ショップ）、

そすいの郷直売センター（農産物直売所）、チーズガーデン（お土産、物産、レストランカフェ）、

那須ガーデンアウトレット、那須フィッシュランド、NASU WINE 渡邊葡萄園醸造、ホウライ株式会

社 千本松牧場、まちなか交流センター「くるる」、道の駅「明治の森・黒磯」、道の駅「湯の香し

おばら」（アグリパル塩原） 

○自然 

板室温泉郷、板室自然遊学センター、大沼公園、乙女の滝、木の俣園地・巨岩吊橋、木の俣渓谷、

三斗小屋温泉、塩原温泉郷、塩原温泉ビジターセンター、塩原渓谷、仙人岩吊橋、天狗岩、沼ッ原

湿原、回顧の滝（みかえりのたき）、深山ダム、もみじ谷大吊橋、竜化の滝、留春の滝 

○文化 

板室温泉神社、N’s YARD（美術館）、大山別邸（大山記念館）、篭岩神社、川崎大師、木の俣地

蔵、三斗小屋温泉神社、天皇の間記念公園、とちぎ明治の森記念館 旧青木家那須別邸、那須疏

水、那須野が原博物館、乃木神社、森の発電おはなし館 

○スポーツ 

板室ダム湖カヌーツアー、Omuche Outdoor & Sports CULB（シャワークライミング）、KPS那須高

原パラグライダースクール、塩原温泉湯けむりマラソン、塩原カントリークラブ、那須カントリー

クラブ、那須塩原ハーフマラソン、那須トレーニングファーム（乗馬）、西那須野カントリー倶楽
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部、ネイチャープラネット（カヌー、カヤック、SUP）、ハンターマウンテン塩原（スキー、スノー

ボード）、ホウライカントリー倶楽部、mizudori（SUP） 

○イベント 

板室温泉鯉のぼりの遊泳、板室温泉三大祈願お焚き上げ、板室温泉三大祈願祭、板室温泉神社祭

礼、篭岩神社祭礼、川崎大師厄除不動尊大祭、木の俣地蔵祭礼、黒磯さくら祭、黒磯初市、塩原温

泉古式湯まつり、塩原温泉竹取物語、塩原温泉夏祭り花火大会、塩原温泉ぼたんまつり、塩原温泉

まつり、塩原のんびり湯っくり雛めぐり、大根ぶらさげ、天然ほたる鑑賞会、那須塩原市盆踊り大

会、那須野巻狩まつり、那須野ふるさと花火大会、西那須野産業文化祭、にしなすの花市、西那須

野花まつり、西那須野ふれあいまつり、ニジマスつかみどり、乃木神社例大祭、塩原温泉マラソン 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

那須塩原市では、現在、宿泊施設が 93施設、部屋数は 2,266部屋となっており、１日に最大 8,555

名が宿泊可能である。 

宿泊施設は、大江戸温泉物語等の大型施設から家庭的な小規模の旅館まで様々な施設があり、高齢

者からファミリー層までの幅広い需要に対応している。 

キャパシティは十分にあり、幅広い需要に対応できている状況にあるが、近年の自然災害等、不測

の事態により、経営体力が十分でない施設おいては、廃業に追い込まれている現状もある。また、老

朽化した施設や廃業した施設の取り壊しができておらず、景観上の問題が起きている。 

今後も不測の事態による観光客の減少時に対応すべく、行政との連携により危機管理の検討を行っ

ていく必要がある。 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

JR 東北新幹線那須塩原駅、JR宇都宮線（東北本線）西那須野駅、那須塩原駅、黒磯駅、東北自動

車道西那須野塩原インターチェンジ、黒磯板室インターチェンジがあり、電車や自動車のいずれかを

選択しても首都圏や東北地方からのアクセスが容易である。 

路線バスは、ジェイアールバス関東株式会社の塩原本線、関東自動車株式会社の板室線、那須線が

運行しており、それらの路線でカバーできないエリアは、那須塩原市の地域交通「ゆ～バス」、「ゆ～

タク」が運行している。併せて、ジェイアールバス関東株式会社と関東自動車株式会社が共同運行す

る高速バス「バスタ新宿線 那須・塩原号」により電車以外の公共交通手段として、地域と首都圏を

つないでいる。 

タクシーは、市内に 6事業者が営業しており、迎車はもちろんのこと、3つの JR駅から乗車するこ

とができ、自家用車以外で来訪された方の移動手段となっている。 

 

【外国人観光客への対応】 

平成 27年から上海を拠点とするインバウンド（誘客）拠点業務委託及び令和元年度に台湾を拠点

とするインバウンド（誘客）拠点業務委託を行ってきたが、令和 2年度にインバウンド戦略の見直し

を行うこととしたため、委託契約を令和元年度限りとした。 

また、外国人向け SNS運用プロモーション（タイ語、英語、中国語（繫体字））を業務委託により

実施している。 

現在のコロナ禍では、訪日外国人観光客の受入態勢整備（翻訳用タブレット、キャッシュレス決済

導入、屋外無料 Wi-Fi整備など）とアフターコロナに向け地域資源を生かしたコンテンツの造成や磨

き上げを行い、海外に向けた商談会の参加やプロモーションを積極的に取り組んでいく。 

観光振興事業費補助金「国際競争力の高いスノーリゾート形成促進事業」等によるインバウンド事

業実施の際には、日本政府観光局（JNTO）の支援を受けながら、外国語パンフレット等の整備を行っ

ていきたいと考えている。 

なお、過去に実施した事業は以下のとおり。 

・平成 27年度上海旅行博覧会出展 

・平成 27年度上海エージェントモニターツアー 

・平成 28・29年度 JAPAN TIMELINEによる情報発信 

・令和２年度板室温泉街屋外 Wi-Fi整備 
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・令和３年度塩原温泉街屋外 Wi-Fi整備 

・令和４年度那須塩原駅前広場屋外 Wi-Fi整備（予定） 

 

 

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 来訪者の消費活動の動向を分析

し、消費単価向上に繋げるため。 

那須塩原市観光動態調査を実施。

宿泊旅行者、日帰り旅行者別にデ

ータを収集。 

延べ宿泊者数 宿泊者数の推移を把握するため。 市が調査し報告している栃木県動

態調査のデータを活用して実施。 

来訪者満足度 来訪者の満足度及び不満足度を図

り、それぞれの要因を分析し、戦

略立案に繋げるため。 

那須塩原市観光動態調査を実施。 

リピーター率 リピーター顧客の動向及び理由を

把握し、戦略立案に繋げるため。 

那須塩原市観光動態調査を実施。 

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。 

ＨＰのアクセス及びＳＮＳの効果

分析を実施。 

住民満足度 観光振興に対する地域住民の理解

度を測るため。 

市総合計画アンケート調査より抜

粋。 

   

 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
情報や価値観の多様化、急速な人口減少、少子高齢化などの社会環境の変化により、観光業を取

り巻く状況は益々厳しさを増してきており、今後も観光地や施設間の競争は更に激化し淘汰が進む

ことは避けられない。 

この間、旅行形態は団体型・旅行代理店依存型から個人型・直接予約型に移行し、顧客の動向は

ネットやＳＮＳ、メディアに左右される傾向にあり、地域にふさわしいイメージづくりや告知戦略

が益々重要なものとなっている。 

しかし、風光明媚な自然景観や良質な温泉を持つ塩原温泉や板室温泉を中心に、多くの観光資源

に恵まれていながらも、勝ち残りの戦略としてそれらが活かし切れておらず、観光事業者や観光協

会、行政等がバラバラに施策を講じてきたことで、方向性や資金配分などの統一感や一体感、戦略

性に欠けるため、結果が出せていなかった。 

これらの地域の課題から、観光協会等の関係者と行政が一体となって「那須塩原市観光局」を設

立。観光局が中心となり、インバウンド、首都圏から比較的近い立地を活かした消費者への直接

的、間接的な認知度の向上と訴求力の強化、既存の観光資源を活用した観光地としての質の向上を

提案し、より多くの人に「来てよかった、また来たい」と思い、感じていただける観光地域づくり

を進め、将来的には日本有数の観光都市へと発展を図りながら、地域の振興、更には住みたくなる

まちづくりに寄与していく。 
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（２）地域の強みと弱み  
 好影響 悪影響 
内

部

環

境 

強み（Strengths） 
・首都圏から車で 3時間圏内 

・高速道路の IC、新幹線駅の存在 

・個性のある地区で構成されたエリア 
(地区特性を活かした複数のターゲット設定が可能) 

・温泉（複数種の泉質と保養湯治の歴史） 

・自然景勝地、日本遺産（明治期の華族農場、開

拓精神） 

・日本ならではの旅館文化体験が可能 

・優れた農産品・食材、生乳産出額本州第 1位 

・リピートする栃木県民観光客の存在 

・那須というネームバリュー 

・クリエイティブな事業者集積の兆し 

・現代版開拓者（革新者）の出現 

 

 

 

弱み（Weaknesses） 
・没個性化（優位性・差別化の弱さ） 

・延べ宿泊者数及び 1人当たりの平均泊数 

・旅館の平均稼働率、1地点観光（非周遊）、

滞在時間の短さ、点在する観光資源 

・外国人旅行者（宿泊者）数の少なさ 

・まちの活気不足（社会的/経済的/物理的） 

・観光地としての整備不足（ハード/ソフト） 

・外部評価の高い食事箇所不足 

・2次交通の不足 

・情報の一貫性/統一性/発言力不足、連携不足 

・地域ぐるみで取り組む観光の意識不足 

・マーケティング上の課題（戦略の欠如、脆弱な

観光地経営体制、物理的環境・施設の整備不足、イン

バウンド対策不足、プロモーション不足、商品・サー

ビスの開発/改良の必要性、人的資源の確保と質の向

上） 

 
外

部

環

境 

機会（Opportunity） 
・国際観光客数の増加 

・ウェルネスツーリズム市場規模の拡大 

・国の観光振興/インバウンド政策強化 

・訪日外国人旅行市場規模の拡大 

・訪日外国人旅行者 地方への移動増加 

・働き方改革、働き方・暮らし方の意識の変化 

・技術革新（5G,AI,VR,IoT,ロボット，ビッグデー

タ） 

・健康志向、スローな暮らしへの憧れ 

・モビリティ革命（MaaS,CASE） 

 

脅威（Threat） 
・人口減少、少子超高齢化 

・自然災害、気候変動、パンデミック、資産バ

ブル 

・国内旅行市場の縮小 

・ターゲット国地域の政治・経済状況の変化 

・免許取得者の減少（ドライバー不足、自動車での

観光需要が減少する恐れ） 

・雇用の確保困難 

 

※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）。 

 

 
 那須塩原市観光マスタープランより抜粋 

 強味（Strength） 弱み（Weakness） 
機会

（Opportunity） 

 

強み×機会 

「健康志向、スローな暮らしへの

憧れ」を攻略する『魅力的な観

光』 

弱み×機会 

「訪日外国人旅行者」を取り込む

『個性的な観光』 

 

脅威 

(Threat) 

 

強味と脅威 

「社会構造・旅行市場の変化や気

候変動」にフレキシブルに対応し

うる『持続的な観光』 

 

弱み×脅威 

 

   — 
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（３）ターゲット 
○第１ターゲット層  

※ターゲット層については、地域だけでなく、国・地域・世代・誘客のテーマ等の顧客の属性によ

る設定が考えられる。 

（例）香港・台湾を中心とした東南アジア、３０～５０代のリピーター 

 

首都圏を中心とした関東圏、福島県の６０代以上の夫婦、家族旅行 

 

 

○選定の理由 
※４．戦略（１）・（２）の分析を踏まえたターゲット層の設定であることを説明すること。 

（例）他地域と比較して当該ターゲット層の来訪が著しく多く、また市場としても今後拡大傾向にあるため。 

 

首都圏から比較的近く、高速道路のインターチェンジや新幹線駅もあり、昔ながらの旅館情緒を

楽しむことができる塩原温泉、板室温泉に以前から当該ターゲット層の来訪が著しく多いこと、ま

た市場として今後も拡大傾向にあるため。 

 

  

○取組方針 
（例）満足度調査の充実などにより再来訪意向につながる要因を分析し、分析結果に基づいてターゲット層に強力に

訴求するコンテンツを磨き上げる。 

 

・観光客が車を運転する移動に依存しないモビリティ（移動可能性）を検討する。 

・満足度、再来訪意向度及び 1人当たりの消費単価を向上させるため、飲食や宿泊施設のサービス

品質の更なる向上を図る。 

・プラスαの市内消費を促すような商品、サービスを開発、提供（高付加価値商品、地元食材を活

かした稀少性を感じる料理、市内飲食や土産品の積極的推奨、健康増進のためのプログラム）

し、連泊したくなる仕組みづくりを促進する。 

 

○ターゲット層 

  

首都圏を中心とした関東圏の３０～４０代の女性、おひとり様、友人同士、家族旅行 

 

○選定の理由 

 

首都圏から比較的近く、高速道路のインターチェンジや新幹線駅もあり、以前から当該ターゲッ

ト層を対象としたキャンペーンを実施し、多くの来訪者に利用いただいており、今後も市場拡大が

見込めるため。 

 

○取組方針 

・泊まる仕組みづくり（栃木県や福島県から那須エリアで日帰り観光をしている人が泊まる必要性

を感じてもらえるようなこと）を行う。 

・若年層（10代・20代）、友人、子ども連れの家族、カップル旅行に相応しい魅力づくりと情報発

信（web、SNS等）を行い、市内の訪問地点を増やす。 

・プラスαの市内消費を促すような商品、サービスを開発、提供（高付加価値商品、地元食材を活

かした稀少性を感じる料理、市内飲食や土産品の積極的推奨、健康増進のためのプログラム等）

し、連泊したくなる仕組みづくりを促進する。 
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○ターゲット層  

香港・台湾を中心とした東アジア圏、東南アジア圏の富裕層による FIT（Foreign Independent 

Tour） 

○選定の理由 

 

那須塩原市の外国人宿泊客数は例年 1万人程度と伸びしろが多くあることから、栃木県に多くの

観光客が訪れている香港・台湾を中心とした東アジア圏、栃木県が優先度の高い市場として取り組

むこととしているタイ・インドネシアを中心とした東南アジア圏の富裕層による個人観光客を第３

ターゲットとした。 

 

○取組方針 

これまで行ってきたインバウンド事業を見直し、令和 2年度からは JNTOに対しインバウンド事業

に係る助言を求め、効果的で効率的な事業に取り組む。 

 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 

 

 

※他地域と明確に区別できる特徴・価値等を来訪者に伝える表現を簡潔に設定す

ること。 

 

 

訪れる人、暮らす人、働く人の人生を豊か（Wealth）にする観光地域

づくり 

ウェルネス（Wellness Tourism：心身の美と健康、人生の豊かさを求

める観光）なツーリズムの実現 
 

②コンセプトの考え方 

 

 

※地域が目指すべき姿を明確にし、そのために地域ならではの産業、伝統、食、

住、風習等やそこから導き出される区域の特徴（強み、価値）を、①コンセプト

にどのように反映させているかについて他地域との差別化も踏まえて記入するこ

と。 

※（１）～（３）のデータ分析の内容を踏まえて作成したコンセプトであること

を説明すること 

 

 

「温泉・自然景勝地などの観光資源、高原を活かした野菜等の農産

物・食材、本州１位（全国 2位）の精算額を誇る生乳を活かし、健康

志向、スローな暮らしへの憧れを有する層に対し「ウェルネスツーリ

ズム」を展開する。 

 

那須野が原の開拓精神が息づく地域としてクリエィティブな暮らしの

できることへの憧れを醸成し、個性に合わせた多様な観光の実現を目

指す。 

 

那須塩原市は、「心身」「地域資源」「社会」「経済」の豊かさと健康

を維持しながら、本市に関わるあらゆる人々の人生を豊かにするよう

な地域づくりを目指す。 

 

 

 

 

 



（別添）様式１ 

12 

 

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。 

※戦略の共有方法について記入すること 

（例）部会、ワーキンググループ、ＨＰ、事業報告書の説明会 

 

総会、理事会、戦略会議、観光局内会議、観光局内ミーティング（観光

協会事務局）、旅館組合（青年部、女将の会）、温泉活性化委員会、アウ

トドア協議会、等の多種多様な組織と連携して策定。 

（例）ＤＭＯを中心として、地域の関連事業者を集めてコミュニーショ

ンの場を〇月に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。 

（例）活動の意義・内容・成果、ＫＰＩの達成状況や取組による地域経

済・社会の変化の分析結果等を記載した事業報告書を作成し、地域の関

係者に説明を行うとともに、ＨＰで公表。 

 

・観光戦略会議（月１回、第四火曜日に開催） 

観光局を中心として、市や地域の関連事業者を集めてコミュニケー

ションの場を設けるとともに、市や関連事業者の意見を聞きながら観

光局の戦略を共有している。 

また、出席者の団体（観光協会、旅館組合、アウトドア協議会、市

役所等）の活動予定や報告を求め、情報の共有化を図るっている。 

 

・観光局内会議（月１回、毎月 1日に開催） 

観光局のリーダー以上が出席し、観光局の事業企画や地域の課題に

ついて話し合う。 

 

・観光局内ミーティング（月１回、毎月 1日に開催） 

  地域内の各観光協会に派遣した職員等が集まる。また地域内の様々

な団体が主催する観光情報を集約し、情報の共有を図っている。その

情報を一元化し、観光案内所にも提供している。 

   

・事業ごとの担当者会議（随時開催） 

戦略に基づく事業は、事務局職員以外に宿泊施設や観光、商業施設

が担当者となった上で、担当者会議を開催し、内容の検討、構築、実

施までを行っている。 

 

・ＨＰ（随時更新） 

戦略に基づく事業を実施する際には、観光局ＨＰで事業内容等を掲

載し、周知を図っている。 

 

・観光局事業説明会（年に一回開催、例年１１月開催） 

活動の意義・内容・成果、取組による地域経済・社会の変化の分析

結果等を記載した事業報告書を作成し、地域の関係者に説明を行って

いる。 
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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 

（例）飲食店や宿泊施設をはじめとする地域が提供する観光サービスに

係る品質保証制度を実施。 

 

観光局事業説明会において、品質管理事業の取組による分析結果等を

共有し、次年度に向けた検討を行う体制を構築した。 

令和２年度からは更にＫＰＩ指標に基づき、ＰＤＣＡサイクルによる

評価を行っている。 

また、令和２年度から品質管理事業に基づく満足度向上に繋がるセミ

ナーを開催している。 

 なお、地域の特産品を活かしたキャンペーン（巻狩鍋フェア、いちご

とみるくフェア、朝食イッピン物語、那須塩原地酒物語）を実施してい

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 

（例）ワンストップ窓口の実施、ＳＮＳを利用した効果的なプロモーシ

ョンの実施。 

 

 那須塩原市観光局が地域内の観光協会や観光イベント情報、旅ナカ体 

験等の情報を集約し、地域内の観光案内所や各活動団体に伝えている。 

地域内の宿泊施設や旅ナカの体験コンテンツを集めて、宿泊者を旅ナ 

カ体験や飲食店等を周遊するプロモーション事業を実施している。 

  

那須地区総合案内所業務（他の市町村を含む）を受託し、一元的な情 

報発信に努めている。 

また、那須地区の他市町村と共同で観光施設を周遊できる手形を商品 

化して販売している。 

観光局ＨＰで事業内容等を掲載し、市内外に向けて情報発信を行って 

いる。 

ＳＮＳを活用した効果的なプロモーションを実施している。 

 

※各取組について、出来る限り具体的に記入すること。 
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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】 

※ＫＰＩとして設定する項目や年次及び目標数値に関して、その検討のプロセスや考え方を項目ご

とに出来る限り具体的に記入すること。 

 

目標値の設定は、２０２０年度に市が策定した「那須塩原市観光マスタープラン」の目標指数

（ＫＰＩ）を抜粋して算出している。 

リピーター率は、２０２０年度に市が策定した「那須塩原市観光マスタープラン」において目標

値が設定されていないため、２０２０年度那須塩原市観光動態調査の実績値を基に目標値を設定し

た。 

各種データ等の継続的な収集･分析を観光局が担うこととなったことから、観光局の目標指数も

マスタープランと同様とした。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【設定にあたっての考え方】 

●宿泊旅行消費額及び日帰り旅行消費額 

２０２２年度那須塩原市観光動態調査の実績数値を基に、２０１９年度に策定した那須塩原市観

光マスタープランの目標値を年度ごとに算出した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

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 

（百万円） 

目

標 

 ― 70,451  76,108 81,765 87,422 93,079 

（―） （―） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

64,794  47,519    

（―） （―） （1） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

― ― 938 948 959 969   

（―） （―） （11） （11） （11） （12） 

実

績 

917 503 465    

（10） （1） （1） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

 35.0 35.6 36.1 36.7 37.3 

（―） （―） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

34.4 39.7 37.0    

（―） （―） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率

（％） 

目

標 

― ― 86.3 86.8 87.3 87.8 

（―） （―） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

 85.3 81.4 94.1    

（―） （―） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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●延べ宿泊者数 

 ２０２０年度及び２０２１年度は、コロナ禍となり実績数の大幅な減少がみられるため、２０１

９年度に策定した那須塩原市観光マスタープラン策定時の宿泊者数を基に目標値を年度ごとに算出

した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

●来訪者満足度 

 ２０１９年度栃木県観光動態調査那須エリアの実績値を基に算出していたが、２０２２年からは

度那須塩原市観光動態調査の実績値を記入した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

●リピーター率 

２０２２年度那須塩原市観光動態調査の実績数値を基に、目標値を年度ごとに算出した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  

 

（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】 

※ＫＰＩとして設定する項目や年次及び目標数値に関して、その検討のプロセスや考え方を項目ご

とに出来る限り具体的に記入すること。 

 

【設定にあたっての考え方】 

那須塩原市観光マスタープランの目標指数（ＫＰＩ）のうち、必須ＫＰＩにない項目をその他の目 

標とした。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

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 

●観光客入込数 

（千人） 

目

標 

 8,897 8,983 9,069 9,155 9,241 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

8,811 6,758 6,772    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者不満足

度 （％） 

目

標 

   6.0   6.0  5.9  5.9  5.9  

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

6.0  4.1    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●ＷＥＢサイト

アクセス状況ペ

ージビュー数 

 

目

標 

     186,310 236,310 286,310 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

50,122 86,188 136,310    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●住民の観光施

策満足度 

（％） 

目

標 

    21.8    22.3   22.8  23.3   

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

 21.3     

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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●観光客入込数 

２０２０年度及び２０２１年度は、コロナ禍となり実績数の大幅な減少がみられるため、２０１

９年度に策定した那須塩原市観光マスタープラン策定時の宿泊者数を基に目標値を年度ごとに算出

した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

●来訪者不満足度 
  ２０２２年度那須塩原市観光動態調査の実績数値を基に、２０１９年度に策定した那須塩原市

観光マスタープラン策定時の７段階の「４から１」の割合を維持する目標値とした。不満足度は今

の割合を維持することで、「６から５」の割合を少なくし、「７」の割合を増やしていく。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

●市民の観光施策満足度 

 第２次那須塩原市総合計画後期計画策定に関する市民アンケート調査の結果の「観光施策に満足してい

る」の数値を基準とし、前回実績を上回る数値を目標とした。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

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（円） 

2019（Ｒ１） 

年度 

178,851,150(円） （内訳の区分例） 

※内訳が明確になるように記入すること。 

【国からの補助金】 

【都道府県からの補助金】 

【市町村からの補助金】 

【公物管理受託】 

【収益事業】 

【会費】 

【特定財源（宿泊税、入湯税、負担金等）】 等 

 

【事業収益】   30,352,868円 

 （地域商品物販、温泉手形、受託、旅行業あっ旋等） 

【市補助金】  128,279,525円 

【受取負担金】  19,642,090円 

【雑収入】     576,667円 
 

 

2020（Ｒ２）

年度 

221,324,622（円）  

【事業収益】   22,081,575円 

（地域商品物販、温泉手形、受託、旅行業あっ旋等） 

【国補助金】   10,830,710円（スノーリゾート他） 

【県補助金】    900,000円（コロナ対策） 

【市補助金】  101,569,496円 

【市交付金】   74,433,435円（コロナ対策） 

【受取負担金】   8,925,000円 

【雑収入】    2,584,406円 
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2021（Ｒ３）

年度 

211,979,378（円） 【事業収益】   23,734,112円 

（地域商品物販、温泉手形、受託、旅行業あっ旋等） 

【国補助金】   7,300,335円（スノーリゾート他） 

【市補助金】  118,698,778円 

【市交付金】   52,786,834円（コロナ対策） 

【受取負担金】   8,724,000円 

【雑収入】     735,319円 

 

2022（Ｒ４）

年度 

181,200,000（円） 【事業収益】   25,000,000円 

（地域商品物販、温泉手形、受託、旅行業あっ旋等） 

【国補助金】   7,000,000円（スノーリゾート他） 

【市補助金】  134,000,000円 

【受取負担金】  15,000,000円 

【雑収入】     200,000円 

2023（Ｒ５）

年度 

 172,437,000（円） 

     

【事業収益】   26,000,000円 

（地域商品物販、温泉手形、受託、旅行業あっ旋等） 

【国補助金】   2,100,000円（スノーリゾート） 

【市補助金】  143,040,000円 

【受取負担金】    890,000円 

【雑収入】     407,000円 

2024（Ｒ６）

年度 

173,437,000（円） 【事業収益】   27,000,000円 

（地域商品物販、温泉手形、受託、旅行業あっ旋等） 

【国補助金】   2,100,000円（スノーリゾート） 

【市補助金】  143,040,000円 

【受取負担金】    890,000円 

【雑収入】     407,000円 

 

（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

 

170,164,458（円） 

 

【管理運営費】          60,885,160円 

【観光誘客促進事業費（国内）】   82,653,335円 

【観光誘客促進事業費（国外）】    4,383,456円 

【観光局事業費（物販等）】      2,744,814円 

【受託事業費】          18,966,350円 

【旅行業事業費】           531,343円 

 

2020（Ｒ２）

年度 

216,302,211（円） 管理運営費】          50,499,881円 

【コロナ対策事業費】       75,743,590円 

【事業費（国内）】         67,221,010円 

 （観光プロモ、品質管理、マーケティング等） 

【事業費（国外）】          3,092,882円 

 （スノーリゾート等） 

【観光局事業費】          4,440,917円 

  （地域開発商品物販、温泉手形等） 

【受託事業費】          14,524,928円 

【旅行業事業費】           779,003円 
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2021（Ｒ３）

年度 

202,775,928（円） 【管理運営費】          52,815,061円 

【コロナ対策事業費】       39,729,759円 

【事業費（国内）】         78,608,782円 

【事業費（国外）】          2,902,825円 

 （スノーリゾート等） 

【観光局事業費（物販等）】     16,449,867円 

【受託事業費】          11,386,204円 

【旅行業事業費】           883,430円 

2022（Ｒ４）

年度 

178,200,000（円） 【管理運営費】          62,300,000円 

【事業費（国内）】         71,186,000円 

【事業費（国外）】         23,623,000円 

（スノーリゾート、まちあるき、医療観光等） 

【観光局事業費（物販等）】     5,000,000円 

【受託事業費】          15,041,000円 

【旅行業事業費】           1,050,000円 

2023（Ｒ５）

年度 

164,293,000（円） 【管理運営費】          51,975,000円 

【事業費（国内）】         85,900,000円 

【事業費（国外）】          8,157,000円 

（スノーリゾート、インバウンド誘客促進事業等） 

【観光局事業費（物販等）】      1,845,000円 

【受託事業費】          15,398,000円 

【旅行業事業費】          1,018,000円 

2024（Ｒ６）

年度 

164,293,000（円） 【管理運営費】          51,975,000円 

【事業費（国内）】         85,900,000円 

【事業費（国外）】          8,157,000円 

（スノーリゾート、インバウンド誘客促進事業等） 

【観光局事業費（物販等）】      1,845,000円 

【受託事業費】          15,398,000円 

【旅行業事業費】          1,018,000円 

 

（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 
区域を構成する地方公共団体における宿泊税の導入、着地型旅行商品の造成･販売等の取組･方針を

記載 

 

地域の事業者と連携し、着地型旅行商品の造成を行い、販売している。 

地域資源を活用した観光局オリジナル商品の企画開発を行い、販売している。 

市及び広域での施設管理、案内業務等を受託している。 

 

 

 
 

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 

 

※設定対象区域の都道府県及び市町村が、本法人を当該都道府県・市町村における観光地域づくり

法人として認める旨を含む意見を記入すること。 

（例）○○都道府県、☓☓市町村は、△△法人を当該都道府県及び市町村における（広域連携ＤＭ

Ｏ･地域連携ＤＭＯ･地域ＤＭＯ）として登録したいので△△法人とともに申請します。 
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那須塩原市は、一般社団法人那須塩原市観光局を本市における地域ＤＭＯとして登録したいので、

一般社団法人那須塩原市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（県単位以外）

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】 

（例）エリアが重複する●●ＤＭＯとは、月に一度の連絡会を行い、各取組の意見交換を行ってい

る。 

【区域が重複する背景】 

栃木県の物産協会が DMOとして承認されているため、構成メンバーとして定期的に会議に参加して

いる。 

 

【重複区域における、それぞれの DMOの役割分担について】 

 ※重複する活動がないか、第三者から見た際に合理的と捉えられる役割分担になっているか等を

踏まえて記入すること。 

 栃木県物産協会は、栃木県全域の商品を扱っている。那須塩原市観光局は、栃木県物産協会に商

品を卸し、販売の促進を図っている。  

  

【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】 

栃木県物産協会が主催する事業（観光キャンペーン等）に参加し、連携して効率的なプロモーシ

ョンを実施している。 

 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 浅賀亜紀子 

担当部署名（役職） 総務経理リーダー 

郵便番号 329-2801 

所在地 栃木県那須塩原市関谷 448 番地 4 

電話番号（直通） 0287-46-5326 

ＦＡＸ番号 0287-46-5328 

Ｅ－ｍａｉｌ nkankoukyoku@nasuinfo.or.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 栃木県 

担当者氏名 鈴木 高明 

担当部署名（役職） 産業労働観光部観光交流課観光地づくり

担当 

郵便番号 321-8501 

所在地 栃木県宇都宮市塙田 1-1-20 

電話番号（直通） 028-623-3210 

ＦＡＸ番号 028-623-3306 

Ｅ－ｍａｉｌ kanko@pref.tochigi.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 那須塩原市 

担当者氏名 波多腰 治 

担当部署名（役職） 那須塩原市産業観光部商工観光課観光課

長 

郵便番号 325-8501 

所在地 栃木県那須塩原市共墾社 108-2 

電話番号（直通） 0287-62-7156 

ＦＡＸ番号 0287-62-7223 

Ｅ－ｍａｉｌ o.hatakoshi@city.nasushiobara.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
― ― 75,667 81,207 86,823 92,515

(―) (―) (  ) (  ) (  ) (  )

実績
64,816 51,494

(―) (―) (  ) (  ) (  ) (  )

延べ宿泊
者数
(千人)

目標
― ― 938 948 959 969

(―) (―) (11) (11) (11) (12)

実績
917 503 465

(10） (1) (1) ( ) ( ) ( )

来訪者
満足度

(％)

目標
― 35.0 35.6 36.1 36.7 37.3

(―) (―) (  ) (  ) (  ) (  )

実績
34.4 39.7 37.0

(―) (―) (  ) (  ) (  ) (  )

リピーター
率
(％)

目標
― ― 86.3 86.8 87.3 88.3

(―) (―) (  ) (  ) (  ) (  )

実績
85.3 81.4 94.1

(―) (―) (  ) (  ) (  ) (  )

法人名：一般社団法人 那須塩原市観光局

【区域】 栃木県那須塩原市
【設立日】 平成29年4月5日
【登録日】 令和4年3月28日
【代表者】 西須 紀昭
【マーケティング責任者（CMO）】 小林 紀明
【財務責任者（CFO）】 相田 公司
【職員数】 17人
（常勤17人（役員１人、職員10人）
市派遣職員2人、臨時職員4人）
【連携する主な事業者】
特定非営利活動法人塩原温泉観光協会、
黒磯観光協会、西那須野観光協会

訪れる人、暮らす人、働く人の人生を豊かにする観光地域づくり ウェルネスなツーリズムの実現

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】
・JRタイアップ事業 ・東武鉄道告知事業
・新聞雑誌広告（特殊記事掲載）事業
・民間放送局を利用した情報発信事業
・首都圏向け誘客促進強化事業
・ネット集客事業
・インバウンド（誘客）拠点事業
・外国人向けSNS運用プロモーション事業
【観光資源の磨き上げ・品質管理】
・季節の宿泊プラン事業
・食の4つのコンテンツ事業
・半日観光ツアー事業
【受入環境の整備】
・外国語パンフレット制作事業
・無料公衆無線LAN環境（屋外）整備事業
・翻訳用及びキャッシュレスタブレット導入事業

戦略

【該当する登録要件】 （②）
【概要】観光局の委員会組織として、多様な関
係者が参加し、観光プロモーションを検討する
運営委員会を設置しているほか、事業ごとに具
体的な調整を行う実務者レベルでのミーティング
を開催している。

【主なターゲット】
首都圏を中心とした関東圏、福島県の60代以
上の夫婦、家族旅行

【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
・観光客が車を運転する移動に依存しないモビ
リティ（移動可能性）を検討する。 ・満足度、再
来訪意向度及び1人当たりの消費単価を向上さ

せるため、飲食や宿泊施設のサービス品質の
更なる向上を図る。 ・プラスαの市内での消費

を促すような商品、サービスを開発、提供（高付
加価値商品、地元食材を活かした稀少性を感じ
る料理、市内飲食や土産品の積極的推奨、健
康増進のためのプログラム）し、連泊したくなる
仕組みづくりを促進する。

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

・観光戦略会議（月１回、第四火曜日に開催）
・事業ごとの担当者会議（随時開催）
・ＨＰ（随時更新）

・観光局事業説明会（年に一回開催、例年１１月
開催）

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】R３年度決算約211百万円（市補助金118百万円、国補助金7百
万円、事業収益23百万円、受取負担金8百万円、市交付金101百万円）
【総支出】R３年度決算約202百万円（管理運営費 52百万円、事業費 150百
万円）
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
・地域の事業者と連携し、着地型旅行商品の造成を行い、販売している。
・観光局オリジナル商品の企画開発を行い、販売している。

ＫＰＩ（実績･目標）

（別添）様式２ 令和4年10月31日


