
富岡市観光戦略プラン
計画期間:2021年度から2030年度まで





ごあいさつ 

 

 我が国では 2006 年に観光立国推進基本法が成立し、観光

立国の推進体制を強化するため 2008 年に観光庁が設立さ

れました。観光は国の力強い経済を取り戻すための極めて

重要な分野と捉えられており、裾野が広いといわれるが故

に経済波及効果が大きく、地域活性化や雇用機会の創出な

どの効果に期待ができることから、急速に進む人口減少や

持続可能なまちづくりへの対策の一つと考えられております。 

 本市においては、2014 年に富岡製糸場が世界文化遺産登録され、日本三奇勝である名勝 

妙義山とともに、国内外に誇るべき新たな観光資源を有することとなりました。このような

中、中⾧期的な観光戦略策定の必要性が求められるようになり、このほど「富岡市観光戦略

プラン」を策定するに至りました。 

本プラン策定に当たっては、市民・事業者・行政のやるべきことを明確にするとともに、

戦略となる基本方針を５つにまとめ「いつ」「誰が」「何に」「どうやって」取り組むべきか

を重点に置きました。これまで行政が主体となって展開してきた観光施策でありますが、今

後は観光に関係する一人一人が自分事として携わることで、観光を市の一つの産業にする

ことができるのではないかと考えております。 

観光産業に大打撃を与えた新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、逆風となる潜在

的な外部要因も予想されます。また、状況が刻々と変わる事態においても、柔軟な施策展開

を図るには、市民・事業者・行政の連携した取り組みが必要になります。そのためにも、観

光戦略におけるそれぞれの役割を認識していただくことが、特に重要ではないかと考えて

おりますので、皆様の一層のご協力をお願い申し上げます。 

結びに、本プラン策定に当たり、ご尽力をいただきました観光戦略プラン検討委員をはじ

め、富岡市版ＤＭＯ検討部会員、ご尽力いただきました多くの皆様に、心より感謝申し上げ

ます。 

2021 年３月 

富岡市長 
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第1章 観光戦略プラン策定にあたり

１ 策定の目的

２ 策定プロセス
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１ 策定の目的

国は、観光産業を成⾧戦略や地方創生の柱として位置づけ、「住んでよし、訪れてよし」の
観光立国の基本理念に基づき「滞在交流型観光（地域の誇りに来訪者が触れる観光）」への転
換を推進し、平成28年度以降、様々な観光振興施策を実施してきた。

近年では、観光客の旅行形態やニーズは、団体から個人へ、モノからコトへ、都市から地方
へとシフトしてきており、2020年の新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大によって
激減してしまったが、日本を訪れる外国人観光客も増加傾向にあった。

本市には、世界遺産「富岡製糸場」 や日本三奇勝「妙義山」など、他地域とは差別化され
た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・要素が数多く存在しており、
富岡製糸場の世界遺産登録を契機に、多くの観光客が本市に訪れるようになったが、限られた
範囲での回遊に留まっており、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現
状があり、その要因としては、市内の観光産業に携わる多様な関係者が連携して取り組む戦略
的な観光施策の指針が明確になっていないことが考えられる。

また、急速に進む人口減少や持続可能なまちづくりへの地域課題に対し、観光の産業化によ
る雇用の創出や交流人口の増加など検討する必要性が求められている。

これらの現状を踏まえ、地域活性化や社会経済発展のため本市が目指すべき観光ビジョン
（将来目標像）を明確にし、市民・事業者・行政が連携して取り組むべき中⾧期的な観光戦略
の指針を策定する。

なお、本観光戦略プランは、2020年の新型コロナウイルス感染症拡大前の観光動向や関係
団体からの意見などの、本市を取り巻く経済社会状況等に基づき作成したものである。

そのため、新型コロナウイルス感染症や自然災害などの様々な外部要因を勘案して個別施策
を展開するとともに、必要に応じて柔軟に見直していくこととする。
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２ 策定プロセス

富岡市観光戦略プラン策定プロセス第1回富岡市観光戦略プラン検討委員会

第2回富岡市観光戦略プラン検討委員会

第3回富岡市観光戦略プラン検討委員会

富岡市内観光関係者意見聴取会

第4回富岡市観光戦略プラン検討委員会

検討委員会設置。内部組織として、富岡市版DMO検
討部会の設置を承認。

富岡市観光戦略プラン策定の進捗状況報告※、意見交
換及び第6回富岡市版DMO検討部会までの進捗報告。
※第1章:目的、第2章:現状把握と課題抽出まで

富岡市観光戦略プラン策定の進捗状況報告※、意見交
換及び富岡市版DMO検討部会の検討結果を最終報告。
※第3章:観光ビジョンまで

富岡市観光戦略プラン(案)の概要説明及び意見交換

富岡市観光戦略プラン(案)の検討※
※第５章:目標達成に向けた推進体制まで
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第１回富岡市版 DMO 検討部会

観光戦略プラン策定にあたり、観光地域づくり法人
(DMO)がどのような団体（役割や機能）であるべき
か、富岡市版DMO検討部会を組織し、観光地域づく
り法人(DMO)のあり方について検討を開始。

第３回富岡市版 DMO 検討部会

観光地域づくり法人(DMO)が設立された場合の各関
係団体の役割や収益事業案、先進地事例などを富岡
市版の観光地域づくり法人(DMO)が目指す方向性を
協議し、各関係団体での検討を依頼。

第５回富岡市版 DMO 検討部会

過年度の観光地域づくり法人(DMO)検討経緯とこれ
までの検討部会の経過を踏まえ、(一社)富岡市観光
協会を母体とする案について、各関係団体での検討
を依頼。

第６回富岡市版 DMO 検討部会

第５回検討部会で提案された「(一社)富岡市観光協
会を観光地域づくり法人(DMO)の母体とする案」を、
部会として承認。 観光協会へ検討結果を説明するこ
とを決定。

■基礎調査の実施及び分析
本市の観光を取り巻く現状や課題を把握
し、観光戦略プラン及び観光振興基本方
針の構築及びその後の効果測定に必要と
なるデータ等について効果的かつ的確な
項目及び手段により、調査分析

■観光事業者、関係者への調査
観光業及び関連する事業者、観光ボラン
ティア、地域住民などに対し、インバウ
ンド対応をはじめとした、観光振興に対
する現状及び今後の施策構築に必要な課
題の把握、整理のための聞き取り調査

第２回富岡市版 DMO 検討部会

観光地域づくり法人(DMO)のメリット・デメリット
を協議し、本市にとって観光地域づくり法人(DMO)
は必要であると結論。

第４回富岡市版 DMO 検討部会

第３回検討部会の内容を受け、各関係団体での検討
結果について意見交換を実施。

第７回富岡市版 DMO 検討部会

富岡市版の観光地域づくり法人(DMO)設立後に想定
される各関係団体との連携体制や役割について意見
交換を実施。

第８回富岡市版 DMO 検討部会

富岡市版DMO検討部会としての検討結果を作成。
第３回富岡市観光戦略プラン検討委員会への報告を
決定。観光地域づくり法人(DMO)と連携する協議体
を設置することを決定。第5回富岡市観光戦略プラン検討委員会

パブリックコメントの実施結果について
富岡市観光戦略プラン（案）の承認

パブリックコメントの実施

市ホームページ、市関連公共施設にて公開





第2章 観光の現状と課題

１ 国内観光動向

２ 県内観光動向

３ 市の現状

４ 市の観光関係者ヒアリング調査結果

５ 市の課題整理
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１ 国内観光動向

■国内観光消費動向

観光庁が実施した「旅行･観光消費動向調査」によると2019年の国内旅行消費額は、前年比7.1％増の21
兆9,312億円となった。日本人国内旅行消費額のうち、宿泊旅行消費額は17兆1,560億円（前年比8.6%
増）、日帰り旅行消費額は4兆7,752億円（前年比2.0%増）となり、いずれも増加傾向にある。また、国外
への日本人旅行者も毎年増加傾向にあり、訪日外国人観光客も前年比8.7％増。今後もインバウンド需要を
引き上げることが国内における全体的な観光消費額拡大の重要な要素であると考えられる。

2018年
訪日外国人数/インバウンド

2018年
日本人出国者数/アウトバウンド

出所 観光庁「旅行･観光消費動向調査 2019年年間値」

出所 法務省「出国管理統計」2018年より作成

（億円）

（千人）

30,102千人 前年比＋8.7％ 18,954千人 前年比＋6.0％

訪日外国人及び日本人出国者数推移

日本人国内旅行消費額の推移
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１ 国内観光動向

■訪日外国人観光客消費動向

観光庁の「訪日外国人消費動向調査」によると、2018年の訪日外国人旅行者の消費額は4兆5,189億円、
1人あたりの消費額は15万3千円であった。国別では中国が最も多く、次いで韓国･台湾･香港。上位8ヵ国
で全体の8割を超える。また、費用(目的)別で見ると、買物代が34.9％と最も多く、次いで宿泊（29.2％）、
飲食費（21.6％）の順。前年に比べ、宿泊費･飲食費･娯楽等サービス費の構成比が1％ポイント以上増加し、
買物代の構成比が2.3％ポイント減少していることから、モノ消費からコト消費に消費行動が変化している
と推測できる。

2018年
訪日外国人
旅行消費額

4兆5,189億円

15,450 億円

5,881億円

5,817億円

3,358億円

2,893億円

1,407億円

訪日外国人旅行消費額 国別構成比

訪日外国人旅行消費額 費目別構成比

訪日外国人 1人あたりの旅行支出

￥153,000

出所 観光庁「訪日外国人消費動向調査」2018年
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1,315億円

753億円

8,315億円

12,451億円 8,857億円 4,870億円 1,439億円 16,398億円 147億円

13,212億円 9,783億円 4,674億円 1,738億円 15,763億円 20億円



１ 国内観光動向

LCC:ローコストキャリア(Low-cost carrier)の略称。効率化によって低い運航費用を実現し、低価格かつサービスが簡素化された航空輸送サービスを提供する
航空会社である。「格安航空会社」とも言われる。

■デジタル化による旅行スタイルの変化

大手旅行会社の調査結果によると、デジタル技術の進歩により旅行スタイルに大きな変化が生じてい
る。IT活用による情報取得・予約/購入が高まり、旅行形態に関しても従来のパック旅行から個人で自
由に動く旅行が増えている傾向がうかがえる。

情報

予約/購入

旅行形態

出所 JTB総合研究所「新しい技術やサービスの広がりとライフスタイルに関する調査」2018年
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１ 国内観光動向

■政府の観光地域づくり法人（DMO)への支援

観光庁では、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点
に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観
光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた観
光地域づくり法人（DMO）への支援強化を促進。

観光地域づくり法人（DMO）

・多様な関係者の合意形成
・データに基づくマーケティング戦略策定
・観光地のマネジメント・ブランディング

交通事業者商工業 農林漁業 宿泊施設

飲食店
地域住民

ふるさと名物の開発
免税店許可の取得

農業体験プログラムの提供
6次産業化による商品開発

個別施設の改善
品質保証の導入

二次交通の確保
周遊企画乗車券の設定

「地域の食」の提供
多言語･ムスリム対応

観光地域づくりへの理解
市民ガイドの実施

行政

複数の都道府県にまたがる地方ブ
ロックレベルの区域をマネジメント

地域一体の魅力的な観光地域づくり
戦略に基づく一元的な情報発信・プロモーション

観光客の呼び込み▶観光による地方創生

広域連携DMO 地域連携DMO 地域DMO

観光振興計画の策定
インフラの整備（景観･道路･空港･港湾等）
文化財保護・活用
観光教育・交通政策
各種支援措置

単独都府県または複数の市区町村に
またがる区域をマネジメント

原則として、単独市区町村の区域を
マネジメント

せとうちDMO （一社）雪国観光圏 （一社）飛騨･高山観光コンベンション協会

官民で構成する(一社)せとうち観光推
進機構と、金融機関を中心とする民間主
体の (株)瀬戸内ブランドコーポレーショ
ンが密接に連携し、観光需要の創出と観
光ビジネスの拡大を目的として、せとう
ちDMOを構築。

外国人誘客の受入環境整備の一環とし
て品質認証制度を導入し、観光地域とし
ての質の維持・向上を図る。
＞宿泊施設等の品質認証制度:

サクラクオリティ
＞食の品質認証制度:雪国Ａ級グルメ

昭和45年から観光統計の取得を開始し、
地元運輸事業者、観光施設運営事業者、
宿泊施設等と連携し観光客の動向を把握
しており、⾧年の推移や国籍や性別毎の
データの蓄積が地域のマーケティングの
基礎となっている。

観光地域づくり法人(DMO)取組事例

DMOとは、Destination Management/Marketing Organizationの略
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２ 県内観光動向

■群馬県内観光動向

直近2018年、群馬県の観光入込客数は64,487千人で対前年比494千人増、0.8％増となり、県内客数は
対前年で減少しているが、県外客数は増加傾向にある。その影響により宿泊客数は、8,047千人で対前年比
451千人増、5.9％増となった。

出所 群馬県観光局「観光客数･消費額調査」2018年

中之条町 ＋524 中之条ビエンナーレ（隔年）の開催等により増加
高崎市 ＋396 高崎だるま市等のイベントが新たに開催されたため
みなかみ町 ＋229 積雪増によるスキー客の増加やユネスコエコパーク登録効果
太田市 ＋198 道の駅おおたのPR活動やイベント等の広告効果に加え、「道1-グランプリ」

で準グランプリに選ばれたため
草津町 ＋177 湯畑周辺再整備による人気の高まりにより宿泊客が増加

沼田市 ▲307 NHK大河ドラマ「真田丸」の特別イベントや真田丸展の終了等により減少
富岡市 ▲240 富岡製糸場で世界遺産効果が落ち着いたため
桐生市 ▲219 桐生が岡動物園で昨年オープンしたライオン舎の人気が落ち着いたため
みどり市 ▲186 夏の天候不順の影響で野外施設の入込客数が減少

（千人）

（千人）

2017年よりも15万人以上観光入込客が増減した市町村と主な要因

増加した市町村と
主な要因

減少した市町村と
主な要因

（千人）

9



2018年度（千人） 2017年度（千人）

草津温泉 草津町 3,251 3,074 105.8%

伊香保温泉 渋川市 1,437 1,436 100.1%

水上温泉郷 みなかみ町 2,034 1,946 104.5%

四万温泉 中之条町 353 359 98.3%

老神温泉 沼田市 167 182 91.8%

磯部温泉 安中市 154 167 92.2%

やぶ塚温泉 太田市 35 41 85.4%

猿ヶ京温泉 みなかみ町 193 179 107.8%

万座温泉 嬬恋村 479 461 103.9%

吹割の滝 沼田市 810 806 100.5%

迦葉山玉原高原 沼田市 470 477 98.5%

妙義山 富岡市 824 832 99.0%

富岡製糸場 富岡市 666 832 80.0%

城下町小幡 甘楽町 464 469 98.9%

こんにゃくパーク 甘楽町 414 373 111.0%

中央児童遊園（るなぱあく） 前橋市 550 483 113.9%

群馬の森 高崎市 513 573 89.5%

桐生が岡遊園地 桐生市 1,020 1,100 92.7%

華蔵寺公園遊園地 伊勢崎市 1,857 1,878 98.9%

ぐんまこどもの国 太田市 556 595 93.4%

敷島公園 前橋市 534 503 106.2%

桐生八木節まつり 桐生市 550 525 104.8%

道の駅こもち 渋川市 612 611 100.2%

ららん藤岡 藤岡市 2,421 2,417 100.2%

草木ドライブイン みどり市 488 476 102.5%

道の駅川場田園プラザ 川場村 1,650 1,618 102.0%

道の駅玉村宿 玉村町 515 397 129.7%

観光分類 主要観光施設 市町村

観光入込客数

前年比

その他（道の駅等）

温泉・健康

自然

歴史・文化

スポーツ・レクリエーション

行祭事･イベント

２ 県内観光動向

■直近2018年 群馬県内主要観光施設の観光入込客数（分類別）

直近2018年、群馬県内の主要観光施設の入込数を対前年で比較すると、観光分類では「温泉･健康」、
「行祭事･イベント」が増加傾向にある。また個別の観光施設で増加客数が高い施設は「草津温泉(＋177
千人)」,「道の駅玉村宿(＋118千人)」,「水上温泉郷(＋88千人)」,「こんにゃくパーク(＋41千人)」。

※分類は、観光庁「観光入込客統計に関する共通基準」に基づく出所 群馬県観光局「観光客数･消費額調査」2018年
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３ 市の現状

■富岡市の概況

本市の人口は、1995（平成７）年をピークに減少傾向。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、
人口減少はさらに加速し、2025 年には約4万5千人、さらにその20年後の2045年には約3万3千人まで減
少すると予測される。また、富岡製糸場が世界遺産に登録されたことにより県外からの観光客は増加した
ものの、2014年をピークに観光客入込数は年々減少傾向にある。

出所 富岡市「第2次富岡市総合計画」

人口の将来推計

富岡市への観光客入込数推移

出所 群馬県観光局「観光客数･消費額調査」2018年

※実績値は国勢調査。推計値は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2018（平成30）年推計

（S55） （S60） （H2） （H7） （H12） （H17） （H22） （H27） （R2） （R7） （R12） （R17） （R22） （R27）
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３ 市の現状

Q:富岡製糸場を核としたまちづくりで重要なこと（3つまで）

・本市の２大観光拠点「富岡製糸場」と「妙義山」の観光振興によって市内回遊が盛んになり、
その効果が市内全域に波及しています。

・自然や歴史的建造物、人やまちなみ、食や特産品などの地域資源を活かした住民参加型の観光地
づくりにより、多くのリピーターが訪れています。

・「群馬ＤＣ※1」と「東京オリンピック・パラリンピック」を契機に、さらなる観光
資源の掘り起こしや磨き上げ、外国人観光客の受入体制の強化が進み、市内が活性化されています。

・富岡製糸場の世界遺産登録を機に多くの観光客が訪れるようになりました。しかし、限られた範囲での回遊に
とどまり、その効果を市内全域にまで波及させるためには、将来を見据えた、全市にわたる継続的な観光振興へ
の取組が必要です。

・妙義山をはじめとした自然、歴史的建造物、まちなみ、食や特産品などの豊かな地域資源の活用を図るため、
さらなる情報の受発信の充実が必要です。

・旅行者ニーズの多様化に伴い、旅行会社が提案する従来の「発地型観光」とは異なる、地域の人や組織が地元
ならではの旅行商品やサービスを提供する「着地型観光」が注目されていることを踏まえた、体験プログラム等
の企画と実施が必要です。

・外国人旅行者が増加することを見据え、さまざまな言語や文化に対応した受け入れ体制の整備が必要です。
・「群馬ＤＣ」と「東京オリンピック・パラリンピック」を契機に、観光資源の掘り起こしや磨き上げ

をさらに進めることが必要です。

１ 富岡製糸場と妙義山を拠点とした市内観光資源の魅力向上と情報発信
２ 地域資源を活かした観光まちづくり
３ 食のブランド化と特産品の開発・普及
４ 外国人観光客（インバウンド）の受入体制の整備

目指す姿

現状課題

施策展開

■第2次富岡市総合計画 中期基本計画における「観光振興の推進」について

市民の意見を反映

出所 富岡市「第2次富岡市総合計画中期基本計画」 12

※1 群馬DCは、2020年4月～6月の3ヶ月間、群馬県内の市町村や観光関係者と全国のJR6社などが一体
となって行う大型の観光キャンペーンで



３ 市の現状

■2018年度 観光動向実態調査結果①

本市への来訪は自家用車が最も多く、観光者属性に関しては「夫婦」「友人」層が多い。また、滞在時間
では4時間未満で全体の約7割（68.1%）を占める。

Q.富岡市への移動手段は何ですか?（複数回答可）

Q.今回はどなたと、あなたを含め何人でお越しになりましたか?（複数回答可）

Q.本日の富岡市内での滞在予定時間をお答えください。

13 出所 2018年「富岡市の観光に関する調査(WEB調査)」



３ 市の現状

■2018年度 観光動向実態調査結果②

本市への来訪目的で多いのは「歴史や文化鑑賞体験」であることから富岡製糸場への来訪を主目的とする
観光客が最も多いと推察できる。また来訪回数では「初めて」が最も多く全体の7割以上を占めることから
再来訪者が非常に少ないと考えられる。また本市への来訪決定媒体としては「テレビ」が最も多く、次いで
「Web」「雑誌」「新聞」「SNS」の順となる。

Q.富岡市への来訪目的をお答えください。（複数回答可）

Q.富岡市へ観光で来るのは何回目ですか。

Q.富岡市への来訪を決めたきっかけをお答えください。（複数回答可）

14出所 2018年「富岡市の観光に関する調査(WEB調査)」



３ 市の現状

■観光コンテンツ評価

認知度、興味度ともに最も高いコンテンツは「富岡製糸場」ではあるが、認知度に対し興味度が高いコン
テンツは「妙義温泉」や「おっきりこみ」他、食コンテンツの興味度が高い。また、満足度でも「富岡製糸
場」に続き、「妙義温泉もみじの湯」の満足度は高い。

認知度 興味度

出所 2018年「富岡市の観光に関する調査(WEB調査)」

Q.富岡市やその周辺の観光で立ち寄った箇所と満足度をお答えください。

■認知度と比較し興味度の順位が高い ■認知度と比較し興味度の順位が低い
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1.4%

0.3%

0.4%

0.4%

0.4%

0.8%

0.6%

1.6%



３ 市の現状

観光コンテンツとしての富岡製糸場について

富岡製糸場の来場者が年々減っている根本要因は現時点で特定まで至っていないが、ひとつの仮説として、観光地と
してのいわゆる「顧客満足度」が相対的に低い施設であることが予想される。市への観光入込は必ずしも富岡製糸場に
依拠していないが、富岡製糸場は市のランドマークとして今後もあり続けることが予想されるため、より多くの来訪者
及びリピーターの獲得を目的とした来場者満足度調査等を実施し、その結果に基づいた「富岡製糸場の在り方の抜本的
改革」を推したい。すなわち、「誰」に「何」を、提供し得る施設であるべきなのか。顧客はそこで「何を感じ」、
「なぜ繰り返し行かねばならないのか」。そのために、施設内のしつらえはどうあるべきなのか。現在の富岡製糸場は、
「見て終わり」という、典型的な物見遊山型コンテンツに止まっており、「繰り返しここでコレを体験したい」と感じ
させる、いわゆる「コト消費」の要素がほぼ存在しない 。「女性の社会参加の発祥」「 Made in Japan の発祥」等切
り口は様々考えられるので、前述した明確なターゲティングに基づいたマーケティング戦略で、「ここでしか得られな
い価値」 を、「行く必要」をどう創出できるか が、観光コンテンツとしての富岡製糸場の今後のカギとなるであろう。

妙義山の PR について

「登山難易度が極めて高い山」であることに特化した PR を提言したい。
市は、富岡製糸場と妙義山を 2 大観光スポットと位置付け市内での周遊を図っているが、このエリアへの来場者は、宿
泊者に限っては、 90% は登山愛好家（個人客） であることが分かった（聞き取り調査より）。妙義山の登山コース
には、国内 10 指に入る難コースが在る。その事実にフォーカスした PR を実施することが、登山愛好家には「刺さ
る」のではないか。例えば、 「最高レベルの登山者のみ、来てください」 といったような。登山愛好家は、時間的金
銭的に比較的余裕ある 40 代以上に多い。となれば彼らは、目が肥え、登山経験も豊富であろうことは容易に予想がつ
く。その彼らに、他の山と同様な PR を図っても差別化は難しい。ここでもターゲット戦略がカギと考える。

観光消費額について
資源の種類は決して少なくないが、観光客一人あたりが落とす消費額が近隣市町村に比べ相対的に低い。資源ごと仔

細なマーケティング戦略が必要。また、安中市と比較し、宿泊施設の多寡が観光消費額に大きな影響を与えるため、市
でも、かかる施設の新設を、民間事業者等との協議・協働において推進することが望まれる。

観光推進の市民意識醸成について

世界的「観光ブーム」は各国経済に大きなメリットを与えており、国内においても「観光産業」は主要な輸出産業
と比較し、既に 2016 年時点で「鉄鋼製品」を上回る 3 兆 7400 億円を獲得しており、 2030 年には「自動車」を
上回る 15 兆円が政府目標 とされている。伴って、世界で今後 10 年間に 1 億人の新規雇用が観光産業において創
出される予測 もある。市においては、製糸場や IHI 、 沖電気等、製造業が中心だった市の成り立ちもあり、現在は
観光に関心を持つ市民は多くはない印象であるが、前述の世界趨勢は捉まえるべきであり、「観光まちづくり」の
気運醸成を、市民セミナー等の開催などから早期に図っていくことが望まれる。
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■2018年度 有識者招聘事業による「今後の観光施策推進における論点整理」

富岡製糸場来場者が減少している状況下において、現状を打開する観光施策を実施する必要性に迫られて
いるため、観光に関する有識者を招聘し、市内観光資源や近隣市町村との連携などについて、現状把握並び
に課題抽出を実施し、今後の観光施策の方向性を明確にした。



３ 市の現状

■2018年度 有識者招聘事業による「今後の観光施策推進における論点整理」

広域連携について

観光客は、旅行中、行政区分を超えることを意識しない 。 観光客が求めているのはコンテンツである。
「軽井沢に行く」という言い方におけるインサイトは、「 軽井沢という、他にないコンテンツ」であって、「軽井沢
町」に行くというものではない。「ハワイに行く」等も同様インサイト（人を動かす隠れた心理）であろう。そうし
た中で、単独自治体による「市内周遊」を目的とした施策がマーケットニーズと乖離していることは容易に想像がつ
く。ではどうするか。 魅力的なコンテンツを持つ観光地同士による連携を強化 することの他ない。2018 年に、 国
内発となる「飛び地」連携の 観光地域づくり法人(DMO) が、山形県鶴岡市と三重県伊勢市により組成 された。これ
は、伊勢神宮を絡めた史実をもとにした連携であり、コンテンツが遠方間をつなぎ、両都市が「周遊」されることを
期待するものである。市においては、近隣自治体との既存の連携の他に、例えば、 世界遺産を有する遠隔地自治体と
繋がるのも一案 であろう。その連携は、国内に限定せず、海外まで視野を広げれば、面白いものとなろう。

観光推進のための組織及び体制について

これまで述べた提言を実践する組織として、富岡市単独による 観光地域づくり法人(DMO) の設立を足掛かりにす
るのは有効な手立てとなる。観光地域づくり法人(DMO)は、「地域の持続・発展のため 観光を「手段」として利活用
する」ことを在るべき姿とする「機能」であり、従来型の観光協会とは明らかに目的・機能・責任などの観点で異な
る。よって、マーケティング等の専門的スキルを持つ人材の採用が不可欠となり、かかる人材は、 観光地域づくり法
人(DMO) 設立準備段階より、計画作成等に参画・協働することが望ましい。人材の採用プロセスにおいては、「日本
人材機構」によるこれまでの取り組みが参考となる。
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2020年、西置繭所オープン。2025年（予定）で乾燥所の改修が完了次
第、一般公開。富岡製糸場内での各種イベントの実施。
⇒2021年度以降はイベントの企画実施はガイドラインを策定し、民間活力
による活用も検討。
富岡製糸場課でのイベントの企画実施
旧韮塚製糸場整備による団体受入/情報提供施設の設置（2020年度から運
用）
絵手紙展等、観光協会での集客イベントの企画実施。

来場者全体の満足度は高いものの入場者数は対前年比で10％以上減少
し続けている。解説を利用した来場者がより満足度が高い傾向にある。

富岡製糸場と市民との交流機会が少ないことから、市民から来場者へ
の富岡製糸場の歴史的価値の訴求力が低いことが再来場・推奨意向が向
上しない要因となっていると推測される。

来場者は5年前の世界遺産登録時130万人から直近50万人を割るまで減少。
企画募集形態から個別受注（団体）に変化。
インバウンドは台湾が主、来場者数は300人/月程度。
来場者属性は幅広く、夏季はファミリー層の来場が増加傾向。
体験プログラム実施（2019年度から）:月間数十名程度の利用。

妙義エリア等の富岡製糸場エリア外の集客に与える影響は低い。
⇒周遊や他観光施設連携の効果が低い。

４ 市の観光関係者ヒアリング調査結果

■富岡市観光関係者ヒアリング調査の実施

調査目的は、「第2次富岡市総合計画」に掲げる5つの観光施策を実現するための具体的な実施計
画を策定する上での現状把握・課題等、計画に必要となる要素の抽出を行うことを目的に、富岡市に
おける観光振興に関連する民間事業者、組織、団体及び行政関係部署を対象に、2019年9月・10月
に聞き取り調査を実施。

1 「富岡製糸場をはじめとする施設の魅力向上と情報発信」について

来場者概況

来場者満足
再来場･推奨意向

集客施策

課題意識

ヒアリング概要
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・富岡製糸場周辺店舗との連携改善。
・富岡製糸場の文化的観点と観光的観点のポジショニングの整理。

⇒提供する時代設定が曖昧

・富岡製糸場来場前における事前情報提供強化。
・来場者に対する提供サービスの拡充。
・来場者減少により解説員稼働低下によってガイドの質的低下。



・妙義山中の看板を現地で改修できるよう板に印刷可能な印刷機の導
入を希望。

・サウンディング調査中である、ふるさと美術館の今後の利活用。
・来訪経験がある観光客はリピート化しやすいことから新規客集客強化
・妙義山のブランディングとして、「日本アルプスを命名した」ウェル

ター・ウェストンのガイドを務めた根本清蔵にフォーカスし、この2
人を核に検討（登山客向け）

各種イベントの実施
妙義山山の日記念イベント、妙義山星空コンサート、妙義山天空のイ

ルミネーション、妙義山星空観察会、妙義荒船佐久高原国定公園50周年
記念イベント（令和元年度から実施）、パノラマパークを活用した集客
イベントの実施検討。

道の駅みょうぎ:春は山菜の天ぷら、秋はもみじ汁を各1,000食を無料
提供を実施（今年度、一定の集客効果が認められた）

登山、ゴルフ等来訪する目的が明確であるため、一定のリピート客が
存在する。また登山の閑散期である夏季には学校関係のリピート宿泊客
も少なくはない。
⇒方面的には埼玉・東京・神奈川からの来訪。

妙義神社で行われる境内でのコンサートへの来場者はリピート客が多
く、増加傾向。

妙義山周辺への来訪者は富岡製糸場の世界遺産登録の影響は、殆ど無
く、来訪者数、宿泊客数は横ばい傾向。宿泊者属性は、年齢層は幅広く、
春・秋がピークとなり登山客が多く、夏は学校関係の団体、ファミリー
層が多く来訪・宿泊。インバウンドは微増、受入環境整備は殆どが未整
備。

妙義グリーンホテル&テラスはゴルフ場が併設されていることから、
通年ゴルフ客、ファミリー層の宿泊者が多く、グランピングは好調（市
外・埼玉から来訪）

４ 市の観光関係者ヒアリング調査結果

2 「妙義山周辺の自然・歴史文化の観光振興づくり」について

■富岡市観光関係者ヒアリング調査の実施

来訪概況

再来訪状況

集客施策

課題意識

ヒアリング概要
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４ 市の観光関係者ヒアリング調査結果

3 「地域資源を活かした観光まちづくり」について

■富岡市観光関係者ヒアリング調査の実施

ヒアリング概要

主要観光地/施設の
来訪概況及び集客施策

20

観光関係者による
誘客促進取組状況

改善提案/課題意識

直近の変化としては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。富岡製糸場の世界遺産登録による来場者の変化として、平日の中高
年層の来場が微増。団体客は登録時は増加したが現在は減少。まちなかでは、
土日は子連れファミリー層が増加傾向、富岡製糸場から近い龍光寺に行く観光
客が見受けられる。インバウンドはアジア系観光客が若干数。

令和元年度から富岡製糸場を含めた各観光施設の周遊割引施策が導入され、
市内周遊促進に一定の効果があるが、更なる観光客への認知促進が必要。

新たな集客･周遊施策を実施
・地域活性化集客促進事業（リアル宝探し）
・ろじくる
・富岡市フォトコンテスト
・妙義フェス 等

また現在のスタンプサービス「ふれ愛カード」をIC化した「ふれ愛プリカ」によ
るキャッシュレス化を推進。現在組合店舗40店舗に導入、今年度150店舗を目標。

・地元商店街との連携強化:世界遺産登録後は、商店による入場券販売など限定的
であり、富岡製糸場への周遊施策が必要である。

・市民の観光振興（観光客受入）に対し、更なる意識の醸成が必要。

・周辺飲食店のレベルUP、オリジナリティの創出。

・観光（特にグルメマップ）マップを、利用者視点で再構築が必要。
⇒冊子形態からWEBの活用を検討。

・安中・富岡・軽井沢の周辺地域連携の強化。

・コミュニティバスの運行本数の増便及び運行ルートの再検討。



４ 市の観光関係者ヒアリング調査結果

4 「食のブランド化と特産品の開発・普及」について

■富岡市観光関係者ヒアリング調査の実施

ヒアリング概要

取組状況及び提案・意見

■食の新規開発
「富岡観光まちづくり推進協議会」（約40団体で組織）の任意団体にて、食の

開発に取り組んだ実績があり、こしね汁（こんにゃく、しいたけ、ねぎ）、ホル
モン揚げを企画販売。また市及び観光協会が連携し「しるくれーぷ」「ごちそう
手帳」等を商品化し市内飲食店数店舗で展開。
⇒企画した商品が、どの店舗でも販売することとなり開発した商品自体にオリジ

ナリティが創出できなかった。
⇒新たな食コンテンツを開発するのではなく、富岡の既存の食文化を磨き上げる

べきである。

市内の食に関しては知られざる良品、またコストパフォーマンスの良い商品
（低価格高品質）が存在する。市内外に拡販する商品を募集⇒応募商品を検討⇒
販売計画策定の支援が必要。

土産品に関しては「シルクたんぱく液」を活用し、個々の商品に活かしていく
ことを推進。

■飲食店
5年前の世界遺産登録の組合員数230店から185店舗に減少。観光客減少から収

益的に撤退・廃業する店舗がある中、後継者不足で廃業する店舗が、今後増加す
ることが課題。
⇒既存の⾧く市民に利用されてきた店舗の後継者対策が必要。

富岡製糸場周辺飲食店では、昼は富岡製糸場来場者の市外客が多く、年代層は
幅広い。5年前の世界遺産登録時からは減少。一方、夜は世界遺産登録は影響無く、
来店者は市内の常連客。昼は富岡で採れる食材に限定して提供するが、夜は市内
既存客であるため食材は限定せず提供

まちなかエリア以外の飲食店来店客数は、富岡製糸場の世界遺産登録による変
化は殆ど無く、客層としては平日は仕事関係者、休日は県内から幅広い年齢層が
来店。直近では⾧野からも増加傾向。また、ゴルフ帰りの団体利用も多い傾向

■6次産業化
現時点での6次産業化実績は、15事例。成功事例として挙げられるのは、「有

限会社せい」の取組。妙義の加工所を活用し「みそ」関連商品の製造販売。ジェ
ラートにも転換。また、障害者福祉支援を行う「NPO法人アトム」との農福連携
にも取り組み、販路も市内から高崎マルシェに拡大し精力的に取組を推進。

上記以外の事業者は6次産業化を実施しているが、個々の事業の延⾧線上の商品
開発、既存チャネルでの販売に留まり事業拡張性が見られない。
⇒今後の支援策として、現在の商品開発時の初期のプロモーション関連や有機

JAS認定・商標登録、研究開発支援の他、JAや販路開拓等の継続支援が必要と
考えられる。

21



４ 市の観光関係者ヒアリング調査結果

5 「外国人観光客（インバウンド）の受入体制の整備」について

■富岡市観光関係者ヒアリング調査の実施

ヒアリング概要

インバウンド対応

22

宿泊施設

二次交通

富岡製糸場以外の各観光施設においてはインバウンド対応が殆ど進んでいない
のが現状。

■主な取組状況
富岡製糸場:多言語対応としては、タブレット端末を利用した英語、フランス語、

韓国語、中国語でのマルチメディアガイドを提供。

上州富岡駅:アプリ、タブレット、ポケトークを整備
（上信電鉄では高崎、上州富岡駅のみ対応）

宿泊施設:一部の宿泊施設でのインフォメーションの多言語表記

各宿泊施設個々の特性を活かし集客・観光客の受入を行っている。富岡製糸場
周辺の宿泊施設での昼食受入は世界遺産登録時には団体客は増加したが、現在は
ピーク時の1/5程度に減少。リピーターとして東京方面の女子中学校、高校を受
入（年間:5校程度）

また民宿･民泊施設では個々のターゲットに合わせSNS等のインターネットを活用
した集客を実施。一定の効果をあげている。

■鉄道
乗降客の属性は年配者が主。夏休みシーズンは学生等の若者が微増。外国人客

はほとんど利用は無し（アジア系外国人は顔での判別はできないため）現状、富
岡製糸場入場券とセットの乗車券は月間で1,000人程度が購入。

■タクシー
令和元年度から指定の観光施設の利用を条件に割引サービスを提供をしている

が、月間利用は数組程度。
⇒周知できていないことから利用に至っていないと推察。

富岡製糸場正門周辺の乗車拠点において市内周遊インフォメーションに協力。

消費増税から初乗り料金が730円から600円に変更、駅から富岡製糸場等の初
乗り範囲の利用増加見込み（逆に⾧距離は割高となる）。

■レンタカー
令和元年度から指定の観光施設の利用を条件に割引サービスを提供しているが、

周知できていないことから現時点での利用者は無し。



５ 市の課題整理

各調査結果から富岡市観光振興における現状を整理し、「富岡市観光戦略プラン」における
観光ビジョン及び実施計画策定に反映させる。

1

各種調査結果からの観光振興に向けた現状整理施策

2

3 地域資源を活かした
観光まちづくり

4 食のブランド化と特産品の
開発・普及

5 外国人観光客（インバウンド）の
受入体制の整備

富岡製糸場の魅力向上・情報発信は、富岡製糸場自体というこ
とではなく、富岡製糸場を取り巻く歴史的背景にフォーカスし、
その歴史的価値をブランディングの中核とする取組が必要。その
ためには、まず、富岡市民の富岡製糸場の歴史に対する意識醸成
を図ることが重要であり、特に将来的に富岡を担う子供たちを主
に、「日本近代化」は富岡から始まったものであり、その象徴が
富岡製糸場であることを誇りと捉えることを目的とした教育プロ
グラムが必要と考えられる。

妙義エリアの各観光資源、宿泊施設等には一定のリピーターが
存在しているが、エリア内を周遊させる仕組みが確立されていな
いことから、観光消費額も微増に留まる。ふるさと美術館の今後
の利活用を検討する際、エリア内周遊のハブとなるような位置づ
けとすべきである。

また妙義山への誘客拡大を実現するために、登山客にとって他
の地域との明確な差別化を行うとともに、周辺エリアに新たな観
光コンテンツを企画開発し、エリア内周遊の仕組みづくりが重要。

富岡製糸場及び周辺まちなかエリアの来訪者は世界遺産登録時か
ら半減するものの、それ以外の主要観光地/施設等の来訪者に殆ど
影響が無いことは、富岡製糸場来場者に対しての市内周遊施策が機
能していないことが考えられる。富岡製糸場の新たなブランディン
グと並行し、富岡製糸場以外の観光コンテンツを更に磨き上げ、魅
力度を引上げ、あわせて各コンテンツに対するターゲットを明確に
することによりプロモーション展開を精緻化し誘客促進を図る。ま
たWEBやSNSを活用したデジタルマーケティングによる市内各コ
ンテンツの認知向上を図ることも重要。

多くの飲食関連事業者・組織の意見として過去の食関連の開発
事例では、一過性で終わり定着しないことから新たな食コンテン
ツの開発ではなく、既存の富岡の食文化（地元食材）にフォーカ
スした食のブランド化を実現する取組が重要。また地元食材を活
かした特産品プロデュースや新規事業者誘致に対しての総合的な
支援制度やその情報提供を強化し、新たな食の魅力を創出するプ
ラットフォームの整備が必要。

現時点では富岡製糸場以外の観光施設・宿泊施設等では外国人
観光客に対し多言語対応の整備は、殆ど整備されていない。五輪
開催等、今後見込まれるインバウンド増加に対し、計画的な環境
整備が重要と考えられる。あわせて国内の高齢化が進む中、ユニ
バーサルツーリズムを意識した受入環境整備が必要であり、ハー
ド面以外の旅行者を受入れる人材育成も急務と考えられる。現状
の受入環境を旅行者視点での調査を実施し、整備・改善ポイント
の優先順位を明確にし取り組む。
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富岡製糸場をはじめとする施設の
魅力向上と情報発信

妙義山周辺の自然・歴史文化の
観光振興づくり



第3章 観光ビジョン

１ 基本理念

２ 基方方針

３ 将来目標像
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１ 基本理念

「基本理念」は富岡市観光振興の取組を持続的に推進していくために必要な行動規範・指針であり、
「観光ビジョン(将来目標像)」を実現する際の、具体的な活動の方向性を示すものです。

基本理念
観光ビジョン(将来目標像)を追求するための「行動規範」

基本方針
基本理念を基に観光ビジョン（将来目標像）を実現するための計画方針

観光ビジョン
（将来目標像）

25

国内外の観光分野に対する先進的取組を「基本方針」に反映

観光分野におけるSDGs
持続可能な開発目標

ユニバーサルツーリズム

観光分野における女性活躍推進

・地域に誇りと愛着を持って行動する。
・地域課題を理解し、課題解決に向け主体的に取り組む。
・富岡の様々な魅力を幅広く、継続的に発信する。



２ 基本方針

「富岡」が日本近代化の原点であり、女性活躍の出発点となっ
た歴史的価値を国内外に発信するための魅力あるシナリオを作り
上げる。富岡製糸場自体が来訪目的ではなく、「富岡に訪れる」
という導線を形成し、日本近代化の原点の地「富岡」の象徴とし
て位置付けブランディングを行う。

26

富岡製糸場の
新たな誘客シナリオの確立

地域資源を活かした観光まちづくり

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

妙義エリアの観光消費額の拡大

「富岡」の強みを活かした商品開発

おもてなしの心や想いが内在する
受入環境整備

Ⅰ

Ⅱ

妙義エリアでの消費行動を促進するための妙義エリアの観光資
源を有効活用した新たな施策展開により、妙義エリア全体での観
光消費額の拡大を目指す。

新たなブランディングにおける誘客シナリオと連動し、周遊
促進を図るため個々の資源を磨き上げる。各地域資源の融合に
より「富岡」で過ごす時の満足度を向上させることで再来訪増
加を目指す。

「富岡の強み＝地元の物産」を活用し、観光客の幅広いニー
ズに受け入れられる富岡ならではの食コンテンツを提供するこ
とにより、地産地消による地域経済への波及効果をもたらす。
あわせて認知度向上を目指す。

各施策の展開によって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」「満足感」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。

施策展開の方向性基本方針



画像提供

２ 基本方針

■ユニバーサルツーリズム

高齢の方や障害のある方の旅行に対するニーズは特別なものではない。人生の余暇活動のひとつとして多くの方が旅行を楽
しんでおり、「旅行に出かけてみたい」と考えている方も沢山いる。高齢の方や障害のある方を受け入れることは、決して難
しいことではなく、障害を正しく理解し、適切な対応をすることで、旅行者にとっても、受け入れる観光地にとっても、負担
の少ない旅行が実現。

ユニバーサルツーリズムの主な対象となる高齢者、障害者の
割合は国内総人口の３割以上を占めており、家族や友人などと
旅行に出掛けることを考えると、マーケットは更に拡大する。
また、潜在的に発達障害の特性のある方は人口の10％程度とい
われており、その他、障害者手帳などを有していない方の中に
も、支援が必要な方がいる。今後開催が予定されるオリンピッ
ク・パラリンピック競技大会には、世界中から障害のある方や
その家族などが日本を訪れることから、受入環境とホスピタリ
ティが充実した地域は、多くの来客が期待できる。そのため観
光関連事業においても、高齢の方や障害のある方の受入環境を
整備していくことは、将来的に安定した観光客を確保する上で、
取り組む意義やメリットは大きいと考えられる。平成28年4月
には「障害者差別解消法」が施行され、障害のある方の社会参
加への対応が社会全般に求められている。

出典:平成29年度版障害者白書、平成29年度版高齢社会白書

■観光分野における女性活躍推進

観光分野は世界的に女性の雇用が多い分野であり、2019年6月のG20大阪首脳宣言においても、観光は女性及び若者のため
の質の高い雇用と起業創出についての貢献が期待される分野として言及された。UNWTO（世界観光機関）等の調査において
も、観光分野における女性の活躍推進を通じて、生産性の向上や女性の社会的な地位向上、持続可能な成⾧につながることが
報告されており、各国において観光分野での女性活躍の議論が行われている。国内においても成⾧する観光分野での女性の雇
用は着実に増加しているが、女性がその力を存分に発揮するために、働きやすい環境や管理職への登用を含めた人材育成等の
面でさらなる取組が求められている。

こうした取組を通じ、観光分野の企業等におけるダイバーシティが向上し、観光先進国を支える多様な観光客に対応する質
の高い観光サービスが生み出されることが期待される。 また、質の高い観光サービスを支える人材の観点からは、観光分野で
の新たな就業機会が増加していることを広く発信するとともに、多様な女性人材を確保するための方策を検討することも必要
である。

ユニバーサルツーリズムの必要性
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国内外の観光分野に対する先進的取組を「基本方針」に反映



２ 基本方針

■SDGsを意識した観光振興
観光は様々な経済分野と関わりが深く、持続可能な観光のあらゆる分野にわたって大きな影響を与えるため、持続可能な

開発の手段として欠くことができない分野。女性や若者の地位向上、開発途上国や地方・先住民社会の開発に与える影響、
環境資源や文化財の保護、そして、交流と連携の促進といった様々な分野への貢献が考えられる。

SDGsが世界の進むべき新たな方向性を提示するなかで、持続可能な観光を進めることは人々や世界に平和と繁栄がもた
らされることにつながる。このような観光の特⾧を最大限活かすために、行政や企業、観光客といった観光に関わる様々な
利害関係者が協働しなければならない。行政は持続可能な観光の開発のため制度や政策の立案・実施、企業は持続可能な観
光の開発に根ざしたビジネスモデルとバリューチェーン（価値連鎖）の構築、観光客は持続可能な観光の開発を意識した活
動や行動をする必要である。

SDGsとは
持続可能な開発目標（SDGs）とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015年9月の国

連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までに持続可能でよりよい世
界を目指す国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っている。
SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組む普遍的なものである。これを受けて日本は、政府に SDGs 推進本部
を設置し、実施指針を決定するとともに、2017年12月に閣議決定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略 2017改訂版」
において、地方創生の一層の推進のためには、地方公共団体においてもSDGs 達成のための積極的な取組が不可欠であると
している。
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本市の「観光振興の推進」におけるSDGs
上位計画である第2次富岡市総合計画中期基本計画に基づき、本観光戦略プランはSDGs 達成に向けた取組を推進すること

に資すると考えられることから、SDGsの以下13の国際目標と本観光戦略プランの施策体系との対応を整理し、とりまとめる
こととする。

国内外の観光分野に対する先進的取組を「基本方針」に反映



観光ビジョン（将来目標像）

日本近代化の原点、富岡。
その誇りと歴史的価値を、
来訪する国内外の人たちに、
思いを込めて伝える。

今までに知られていなかった、
富岡の多くの魅力に触れていただくことで、
何度も訪れたい「富岡」に変わります。

観光ビジョン

３ 将来目標像

29

基本理念(行動規範)をもとに基本方針に沿った実施計画を立て、富岡製糸場を象徴とする
日本近代化の原点の地である「富岡」の歴史的価値を、富岡に訪れる国内外からの来訪者に対し、
市民自らの言葉で伝えるとともに、富岡に存在する地域資源や観光資源を最大限生かし、来訪者
が富岡での体験に満足し、共感いただけるように、富岡の魅力ある「人々（市民）」が想いを込
めてお迎えします。

その人々の「おもてなしの心や想い」が来訪者に伝わり、「また富岡に来たい」と感じ、共感
者として「富岡」の魅力を国内外に発信いただくことで、市民と来訪者がともに感動・共感でき
る地域となり、「観光ビジョン(将来目標像)」の実現を目指します。



第4章 観光振興基本方針

１ 方針体系

２ ロードマップ

３ 基本方針１ 富岡製糸場の新たな誘客シナリオの確立【重点プロジェクトⅠ】

４ 基本方針２ 妙義エリアの観光消費額の拡大【重点プロジェクトⅡ】

５ 基本方針３ 地域資源を活かした観光まちづくり

６ 基本方針４ 「富岡」の強みを活かした商品開発

７ 基本方針５ おもてなしの心や想いが内在する受入環境整備
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１ 方針体系

基本方針で示した重点プロジェクトⅠ「富岡製糸場の新たな誘客シナリオの確立」を主軸に各計画が連動し、
「富岡」の歴史的価値の認知度向上を目的とし、誘客ターゲットに最適な情報発信・プロモーションを継続的
に展開することにより、誘客拡大を実現する。また各施策の展開により増加する観光客を想定した受入環境を
下記の方針体系に従い整備する。

富岡市観光戦略プラン

「富岡」が日本近代化の原点であり、女性活躍の出発点となった歴史的価値を国内外に発信するための魅力あるシナリ
オを作り上げる。富岡製糸場自体が来訪目的ではなく、「富岡に訪れる」という導線を形成し、富岡製糸場を、日本近代
化の原点の地「富岡」の象徴として位置付け、ブランディングを行う。

妙義エリアの観光消費額の拡大

妙義エリアでの消費行動を促進するための妙義エリアの観光資源を有効活用した新たな施策展開により、妙義エリア
全体での観光消費額の拡大を目指す。

地域資源を活かした観光まちづくり

「富岡」の強みを活かした商品開発

新たなブランディングにおける誘客シナリオと連動し、周遊促進を図るため個々の資源を磨き上げる。各地域資源の
融合により「富岡」で過ごす時の満足度を向上させることで再来訪増加を目指す。

重点プロジェクトⅡ

おもてなしの心や想いが内在する受入環境整備

「富岡の強み＝地元の物産」を活用し、観光客の幅広いニーズに受け入れられる富岡ならではの食コンテンツを提供
することにより、地産地消による地域経済への波及効果をもたらす。あわせて認知度向上を目指す。

各施策の展開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」「満足感」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。
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富岡製糸場の新たな誘客シナリオの確立

重点プロジェクトⅠ



4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

①ターゲットの選定

②誘客シナリオ開発

③プロモーション方法の検討

④プロモーションの実施

①商品造成

②受入活動

③情報発信

④受入環境

①商品造成

②受入活動

③情報発信

④受入環境

①西置繭所ホールの利活用及び
 集客イベントの実施

イベント開催数
動員数

②新たな展示体験プログラムの開発 プログラム別利用者様

③解説利用促進による満足度の向上
解説員利用者数
利用者満足度

④開場時間外の新たな利活用の検討 イベント開催数
動員数

ブランドコンセプトの明確化

エリア内来訪者数
観光消費額
誘客シナリオ誘導数
施設別売上

体験プログラムの開発検討
体験プログラム開発数
プログラム別参加者数

宿泊型観光への強化 宿泊者数（施設別）

ニーズにあった食の開発 食コンテンツ開発数
飲食関連消費額

観光資源の見直し
観光施設別来訪数
費用対効果（公共資源）

観光イベントの見直し イベント別参加者数
費用対効果（公費イベント）

体験プログラム等の開発 体験プログラム開発数
プログラム別参加者数

 富岡製糸場周辺の消費環境づくり
エリア内来訪者数
観光消費額

商品造成・実証 満足度調査実施、プログラムの検証・改善・新規商品造成（1～3年間隔）

推進体制の整備 施策の検討・展開（１～3年間隔）

施策の検証（2025年度）

地域資源を活かした
観光まちづくり

周遊強化 現状調査による観光資源整理 調査結果を考慮し既存観光施設のブラッシュアップ（２～３年間隔） 調査結果の反映（2026年度）

満足度向上

現状調査・分析・実証 既存イベントの検証･改善及び新規イベントの企画実施

【重点プロジェクトⅡ】
妙義エリアへの
観光消費額の拡大

ブランドコンセプトの検証（2025年度）

 観光消費額拡大に向けた施策展開

体験プログラム開発・検討・実証 検討結果による施策反映・分析 施策の検証（2028年度）

宿泊型観光への強化策検討・実証 検討結果による施策反映・分析 施策の検証（2026年度）

実態調査 調査結果に基づいた食の開発

施策方針の策定 マーケティング調査
コンセプト確定

ブランドコンセプトに基づいた施策展開の実施及び、定期的なマーケティング調査の実施・検証（２～３年間隔）

開発結果による施策反映・分析

既存営業活動の拡充（1～2年間隔）
シンポジウム等の参加企業の募集･開催

WEBサイト､SNS制作
WEBサイト･SNSリリース 随時情報更新･発信

参加企業との企業コラボレーションによるプロモーション展開

既存宿泊施設･飲食店受入整備 ゲストハウス及び新規宿泊･飲食施設の整備や市内観光周遊促進施策の展開（3～５年間隔）

WEBサイト･SNSリリース 随時情報更新･発信
既存研修サービス提供事業者とのタイアップ

既存宿泊施設･飲食店受入整備 ゲストハウス及び新規宿泊･飲食施設の整備や市内観光周遊促進施策の展開（3～５年間隔）

企業向け研修プログラム・
ナイトツアー造成

研修プログラムナイトツアー提供開始
既存プログラムのブラッシュアップ（1～2年間隔）

オプション商品の新規開発

旧富岡製糸場整備活用計画を考慮し各誘客シナリオとの連携・展開（２～３年間隔）

Ⅰ-3「技術革新」

2023年度 2024年度 2025年度～2030年度

ブランディングの検証（2026年度）

動画閲覧数
WEBアクセス数
外国人（対象国）来訪者数

調査結果を考慮した誘客シナリオ開発 モニター調査を定期実施し、ターゲットの満足度向上を目的とした誘客シナリオの改善・拡充（１～２年間隔） 誘客シナリオの検証（2030年度）

JNTOとの調整、プロモーション戦術検討
効果を定型的に分析・検証し、実施施策の改善・精緻化を図る（1～２年間隔）

※定期実施のマーケティング調査結果を随時プロモーション戦術に反映

誘致企業数
来訪者数
宿泊者数

DMO内営業体制整備
リーフレット制作

営業活動開始
既存営業活動の拡充（1～2年間隔）

他地域の商工会･法人会等への誘致受入

WEBサイト､SNS制作

受入プログラム提供開始
既存プログラムのブラッシュアップ（1～2年間隔）

関係省庁と連携し参加企業を中心としたシンポジウム等の企画

誘致企業･学校数
来訪者数
宿泊者数

DMO内営業体制整備
リーフレット制作

営業活動開始

管理指標の一例（案）
後期

計画方針 施策項目 施策概要
2021年度

【重点プロジェクトⅠ】
富岡製糸場の
新たな誘客シナリオの確立

富
岡
製
糸
場
の
新
た
な
誘
客
シ
ナ
リ
オ

Ⅰ-1「日本近代化」

初期段階のターゲット選定及びマーケティング調査

動画コンテンツ他プロジェクトツール制作

Ⅰ-2「女性活躍」

学校･企業受入プログラム造成

2022年度

定期的にマーケティング調査を実施し効果検証を行う（3～5年間隔）

プログラム検証・改善 満足度調査を定期的に実施しガイド内容の改善（２～５年間隔）

利用条件整備 活用策検討協議 旧富岡製糸場整備活用計画を考慮し各誘客シナリオとの連携・展開（２～３年間隔）

富岡製糸場の
新たな誘客シナリオと連動した
富岡製糸場の魅力向上施策

活用状況把握・プログラム開発 旧富岡製糸場整備活用計画を考慮し各誘客シナリオとの連携・展開（２～３年間隔）

活用状況把握・プログラム開発

2 ロードマップ
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4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

 市外食文化との融合による食コンテンツ開発・展開
事業開発数
売上

 絹の特性を活かした食コンテンツ開発・展開
新規商品開発数
売上

特産品のプロデュース
特産品開発数
事業収益

既存宿泊施設の利活用 施設別宿泊者数

新たな宿泊施設の検討 新規宿泊施設数
施設別宿泊者数

デジタルプロモーションの活用
WEBアクセス数
SNS投稿数

各種パンフレットの再編 パンフレット配布率

出展イベントの精査 イベント別参加者数
商談数/成約率

二次交通検討

受入環境整備(ハード)

受入環境整備(ソフト)

シビックプライドの醸成 プログラム参加者数

ガイド育成の強化 ガイド利用満足度

国際交流の推進 外国人旅行者満足度

各種調査

受入環境整備(ハード)

受入環境整備(ソフト)

バリアフリーを強化 整備拠点数
来訪者満足度

 ユニバーサルツーリズム コンシェルジュの育成
コンシェルジュ利用者数
利用者満足度

人材育成強化

プログラム開発・醸成計画策定 醸成計画の実施・検証・改善（3～5年間隔）

現状把握・育成計画策定 育成計画の実施・検証・改善（3～5年間隔）

連携方針の明確化・推進計画策定 推進計画の実施・検証・改善（3～5年間隔）

ユニバーサルツーリズム

改善点の洗い出し・整備計画の策定
※優先順位の明確化

整備計画の実施・見直し（3～5年間隔）

育成プログラム策定・実証 コンシェルジュ育成・検証（2025年度）

インバウンド対応

整備状況把握 調査実施・検証（必要に応じて実施）

二次交通整備計画策定 二次交通整備計画の実施・検証（3年間隔）

各交通手段別乗車数
割引制度利用人数

改善点の洗い出し・整備計画の策定
※優先順位の明確化

整備計画の実施・見直し（3～5年間隔）

改善点の洗い出し・施策の策定
※優先順位の明確化

施策の実施・検証（1～3年間隔）

外国人旅行者満足度
改善点の洗い出し・整備計画の策定

※優先順位の明確化
整備計画の実施・見直し（3～5年間隔）

改善点の洗い出し・施策の策定
※優先順位の明確化

施策の実施・検証（3～5年間隔）

おもてなしの心や想いが
内在する受入環境整備

宿泊

推進体制整備・現状調査 調査結果を基にした利活用計画策定

検証結果を基に各種パンフレットの刷新及び配布方法の改善・検証（1年間隔）

出展イベントの検証
プロモーションツール再整備

次年度以降の出展イベントの計画化
イベント実施後の効果検証を定型化し実施内容の改善サイクルを構築

利活用計画の実施・検証

推進体制整備 新規宿泊施設の検討 新規宿泊施設の展開

マーケティング

既存のプロモーション実施内容検証 分析環境の構築・戦術立案 デジタルプロモーション展開・検証（1年間隔）

各種パンフレットの
活用状況検証

交通

観光タクシー・レンタカーの検証

「富岡」の強みを
活かした商品開発

地元食材の活用

提携先検討 出店調整・プロモーション実施 新規事業者との連携による展開（2年間） 施策の検証（2025年度）

新規コンテンツ開発・展開・分析 調査分析結果を基に開発商品のブラッシュアップ及び新規開発（1～3年間隔） 施策の検証（2025年度）

支援体制整備 事業者支援開始・検証 施策の検証（2025年度）

2023年度 2024年度 2025年度～2030年度
管理指標の一例（案）

後期
計画方針 施策項目 施策概要

2021年度 2022年度

2 ロードマップ
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３ 基本方針１ 【重点プロジェクトⅠ】

富岡製糸場の新たな誘客シナリオの確立 現状把握

「富岡」が日本近代化の原点であり、女性活躍の出発点となった歴史的価値を国内外に発信するための魅力ある
シナリオを作り上げる。富岡製糸場自体が来訪目的ではなく、「富岡に訪れる」という導線を形成し、富岡製糸場
は日本近代化のあくまでも象徴とした位置付けとしてブランディングを行う。

富岡製糸場の来場者推移（年度別）

2005年10月に公開が始まった富岡製糸場の入場者は、世界遺産の暫定リストに記載後、20万～30万人に増加。登録の
2014年度には約133万人に入場者が増加。本市は2016年3月、10年後の年間目標を100万人とする計画を発表したが、その
後の入場者の減少率は予想を上回り、2016年度は対前年度と比較し30.1％減少し約80万人まで落ち込む。それ以降も減少傾
向は続き、2019年度は50万人を下回った。

富岡製糸場の来場者推移（月別）

月別の来場者数の傾向としては、春からゴールデンウイークにかけての期間と8月～11月の夏休みシーズンから秋にかけて
の期間の入場者が増加する傾向はこの数年に変化は見られない。また12月～2月の冬季は年間で最も来場者数が低下する傾向。
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出所 富岡市観光ホームページ「しるくるとみおか」2019年



富岡製糸場以外の観光資源

３ 基本方針１ 【重点プロジェクトⅠ】

富岡製糸場
（目的地）

「日本近代化の原点」である
富岡の歴史的価値を訴求

現状の誘客

単に観光施設としての誘客

富岡製糸場は、首都圏から近い世界遺産として認知度も高く、一定の来場者があるものの、世界遺産リストに登録された
2014年をピークに来場者数が右肩下がりとなっている。これは、明確なターゲットを設定しない中、富岡製糸場への来場
を目的とした誘客となってしまい、その結果、場当たり的な施策展開になってしまったことが原因と考えられる。このこと
から、製糸場来場者を市内の他の観光施設へ誘導できておらず、経済効果が市内全域に波及していない。

富岡製糸場の歴史的背景を基に、富岡を「日本近代化の原点」としたブランディングを行い、「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」へとする誘客施策を展開する。具体的には、
明確なターゲットを設定したうえで、「富岡」が日本近代化の原点であることを認知してもらう施策を展開するとともに、
新たな誘客シナリオを作成し、富岡へ訪れた観光客を市内全域に波及させる。

「富岡」を目的地として来訪

新たなブランディング方針

■富岡製糸場の新たなブランディング方針

富岡製糸場
（象徴）

富岡製糸場の新たなブランドコンセプトの明確化35
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３ 基本方針１ 【重点プロジェクトⅠ】

■富岡製糸場の新たなブランドコンセプト

富岡製糸場
（象徴）

富岡製糸場が
建設された背景にある
「様々な歴史的価値」

女性活躍 技術革新

「日本近代化の原点」、すなわち「Made in Japan」は富岡から始まり、
日本近代化を実現した重要な要素として「女性活躍」「技術革新」があげられる。

富岡製糸場の新たなブランドコンセプトを
「Made in TOMIOKA→JAPAN」（メイド イン ジャパンは「富岡」から）とし、

「富岡」への来訪者拡大を実現するとともに市内観光周遊を促進する誘客シナリオを開発/展開する。

誘客シナリオ

食

体験宿泊

自然景観 スポーツ/レジャー

温泉

観光資源（施設）

特産品（土産）

Made in TOMIOKA→JAPAN
メイド イン ジャパンは「富岡」から

日本近代化の原点
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３ 基本方針１ 【重点プロジェクトⅠ】

「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。

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開発する。

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
客シナリオを開発する。

Made in TOMIOKA→JAPAN
「日本近代化の原点」

■新たなブランドコンセプトによる誘客シナリオ開発方針

「女性活躍」を
テーマとした誘客シナリオ

「技術革新」を
テーマとした誘客シナリオ

「日本近代化」を
テーマとした誘客シナリオ

各誘客シナリオ開発方針

Ⅰ-3

Ⅰ-2

Ⅰ-1

女性活躍は富岡から

技術革新は富岡から

日本近代化は富岡から
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３ 基本方針１ 【重点プロジェクトⅠ】

Ⅰｰ1 日本近代化

■展開概要
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、ドラマチックで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。

1 富岡が「Made in Japan」の原点となった歴史背景を、対象国向けに紹介するシナリオを開発

3 戦略的動画プロモーションの実施

近代化（特に製糸業）が富岡からはじまり、現在グローバルに活躍するアパレル企業が生まれるまでの歴史的ストーリーを、対象
国とする「外国人目線」でシナリオ化する。開発目的は、富岡製糸場の新たなブランドコンセプトを国内外にインパクトのあるメッ
セージで発信し、「富岡」の認知拡大を図ることによりインバウンド誘客の起爆剤とする。

JNTOが展開する「ジャパン・マンスリー・ウェブマガジン」「YouTube」やSNS等にて制作した動画コンテンツを配信し、対象国
外国人向けに誘客プロモーションを展開する。また、国内外で実施される観光展示会やイベント出展時に制作した動画コンテンツを
上映し、旅行会社等に富岡製糸場の新たなブランドコンセプトを認知させることにより、インバウンド誘客観光商品造成につなげる。

日本近代化は富岡から。

ターゲット
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・インドなどの国を想定し市場調査を実施することで、
ターゲットとして検討する。
国別訪日客数（2018年度JNTO）
台湾:4,757,258人
香港:2,207,804人
タイ:1,132,160人
インドネシア:396,852人
インド:154,029人

対象国5ヵ国で、
訪日観光客全体の約28％

2 訴求力の高い高品質動画コンテンツの制作

Made in TOMIOKA→JAPAN

JNTOのデジタルマーケティング室と連携し、開発したシナリオに基づき高品質な動画コンテンツを制作する。また話題性を高める
為に、演出を対象国で活躍するディレクターを起用するなどのプロモーション展開時に効果的な仕掛けづくりを検討する。
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３ 基本方針１ 【重点プロジェクトⅠ】

Ⅰ-2 女性活躍 女性活躍は富岡から。

ターゲット
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」のデータベースに

登録のある企業で働く女性社員及び管理職や社会での女性活躍を支援する組織・団体等

■展開概要
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観
光地域づくり法人(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。

■受入目標
短期に営業体制・誘致団体受入環境を整備し、ターゲットに対する受入活動を開始。年間新規受入数の拡大を目指す。中⾧

期では既に来訪している受入団体を主体とした女性活躍に関連するシンポジウムを企画・開催し、ターゲット層への認知促進
を図るとともに更なる新規誘致先獲得拡大を実現する。

1～3年間 4～10年

アクションプラン

■学校
女子高校数:301校
女子大学/短大数:165校
（2020年2月時点）

■企業
「女性の活躍推進企業」登録数
14,493社（2020年2月時点）

商品造成

受入活動

情報発信

受入環境

学校･企業受入プログラム造成

観光地域づくり法人
(DMO)内に営業体制
整備、リーフレット制作

受入プログラム
提供開始

営業活動開始

WEBサイト、
SNS制作

WEBサイト･SNSリリース 随時情報更新･発信
参加企業との企業コラボレーションによるプロモーション展開

既存プログラムのブラッシュアップ
関係省庁と連携し参加企業を中心とした
シンポジウム等の企画

既存宿泊施設、
飲食店受入整備

市内観光周遊促進 ゲストハウス及び新規宿泊･飲食施設の整備

既存営業活動の拡充
シンポジウム等の参加企業の募集･開催
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ターゲット
技術革新に取組む国内企業で働く技術系社員及び管理職や企業の技術革新の取組への

支援を専門とする組織・団体等

３ 基本方針１ 【重点プロジェクトⅠ】

Ⅰｰ3 技術革新 技術革新は富岡から。

厚生労働省の能力開発基本調査から
技術継承の問題に取組む企業は、
全業種では84.6％と高く、
特に建設･製造業等は9割を超える。

アクションプラン

商品造成

受入活動

情報発信

受入環境

企業向け研修プログラム、
ナイトツアー造成

観光地域づくり法人
(DMO)内に営業体制整備
リーフレット制作

研修プログラム
ナイトツアー
提供開始

営業活動開始

WEBサイト、
SNS制作

WEBサイト･SNSリリース 随時情報更新･発信
既存研修サービス提供事業者とのタイアップ

既存プログラムのブラッシュアップ
オプション商品の新規開発

既存宿泊施設、
飲食店受入整備

ゲストハウス及び新規宿泊･飲食施設の整備。市内観光周遊促進

既存営業活動の拡充
他地域の商工会･法人会等への誘致受入

■展開概要
Ⅰ-2同様、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。

■受入目標
短期にⅠ-2同様営業体制・誘致団体受入環境を整備。関連する民間事業者と連携し、ターゲットに提供する研修プログラム

を企画開発。企業受入を開始し、年間新規誘致数の拡大を目指す。中⾧期では他地域の商工会議所及び商工会や法人会等への
誘致活動を推進する。
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３ 基本方針１ 【重点プロジェクトⅠ】

■誘客シナリオと連動した富岡製糸場の魅力向上施策

2020年、国宝「西置繭所」の保存整備工事が完了し、１階内部に構造補強
用の鉄骨を骨組みとしたガラスの多目的ホールが完成する。
・2020年6月～10月:プレオープン 市内関係者向け
・2020年10月:グランドオープン（開業記念日の前後で調整）

1,2階を公開利用:1階はギャラリー・展示及びイベント活用(収容200人）
2階は繭置所を現状のまま公開。

西置繭所オープン後は東置繭所のイベント実施は終了し、西置繭所に集約。
2020年度のイベント企画は市で行うが、2021年度以降は製糸場でのイベン
ト開催のガイドラインを策定し、民間活力による活用も検討し企画内容の多
様性・クオリティアップを図る。

また「日本近代化の原点」をテーマとした誘客シナリオで事業連携するア
パレル企業のファッションショーやプロモーションの場として活用し富岡製
糸場内及び周辺店舗での商品販売による消費額拡大につなげる。「女性活
躍」「技術革新」をテーマとした誘客シナリオにおいては、研修・セミナー
等の実施に活用することにより来訪者の満足度を高める。

国宝「西置繭所」多目的ホール活用イメージ

①西置繭所ホールの利活用及び集客イベントの実施

②新たな展示・体験プログラムの開発

保存修理工事が完成した富岡製糸場の社宅の1棟（社宅76）は、展示・体験施設として一般公開されている。この建物は、
大正時代の中頃に建てられたと思われる社宅で、敷地の北東エリアに建ち並ぶ社宅群の内の1棟。⾧屋形式で4戸あり、西端
の住戸は、昭和の社宅での暮らしを伝える展示施設（暮らしのギャラリー）として、その隣の住戸はカイコの生態展示施設
として、また、東半分の2つの住戸は座繰り器による糸取り体験や、繭や生糸を使ったクラフト体験ができる施設として活用
しているが、今後は新たに企画した「女性活躍の原点」をテーマとした誘客シナリオに合わせた体験プログラムを開発する。

社宅76 富岡製糸場内展示スペース
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昭和の暮らしを再現 体験施設として整備

富岡製糸場の新たな誘客シナリオの確立



３ 基本方針１ 【重点プロジェクトⅠ】

富岡製糸場の開場時間外を有効活用することで、夜間イベント等のアク
ティビティとの連携を検討する。世界遺産である富岡製糸場の見学や体験
施設の活用を誘客シナリオのプログラムに盛り込むことにより、富岡でし
か経験できない独自性を演出する。

■誘客シナリオと連動した富岡製糸場の魅力向上施策

③解説利用促進による満足度の向上

有料の解説を利用する観光客は少ないが、解説を利用した観光客の多く
は満足している傾向にあることから、解説利用促進が製糸場の来場満足度
を高める大きな要因となっていると推察できる。今後、利用を促進する施
策の検討や環境整備など、来場者に対し解説利用機会を高め、満足度向上
を図る。また富岡製糸場の新たな誘客シナリオと連動したガイドブックを
作成し、満足度の向上を図る。

④開場時間外の新たな利活用の検討
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富岡市リノベーションまちづくり構想委員会 会議の様子

富岡製糸場解説員による解説の様子

富岡製糸場の新たな誘客シナリオの確立



４ 基本方針２ 【重点プロジェクトⅡ】

■妙義エリアへの来訪概況

年度別で妙義エリアの来訪者数推移を見ると、登山客をはじめ毎年約85万人程度の来訪があるが、横ばいの状況である。
また宿泊者数は2016年度をピークに減少傾向にあり、来訪者数とは比例しておらず宿泊者数拡大余地は有る。

妙義山を中核とした妙義エリアは毎年多くの登山客が来訪し一定のリピーターも存在する。
しかしながら観光消費額が横ばいであることが現状の課題である。妙義エリアでの消費行動を促進するための
妙義エリアの観光資源を有効活用した新たな施策展開により、妙義エリア全体での観光消費額の拡大を目指す。

直近3ヵ年度を月別での来訪者推移では、年度によって来訪傾向には変化は無く、4月･11月が多くの観光客が来訪し、
12月～1月の冬期が閑散期となる傾向にある。

観光消費額に関して直近3ヵ年度の推移では、年間の消費額は750,000千円程度で横ばい。来訪者数から客単価を算出比
較すると来訪者一人当たりの観光消費額は1,000円に満たず、更に減少傾向にある。

直近3ヵ年度観光消費額及び客単価推移

（千円）

直近3ヵ年度月別来訪者数推移

年度別来訪者数推移

（円）

（人）

（人）
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妙義エリアの観光消費額の拡大 現状把握



日本三奇勝の一つ名勝妙義山の、
自然環境や資源を最大限に活用した
アドベンチャーツーリズムの展開を
検討。

一人当たりの平均消費単価を上げ
るため、非日常感が味わえる宿など
本エリアを旅の目的地とした施策を
展開。

ターゲット層のニーズに合わせた
妙義ならではの食を開発し、妙義で
しか味わえない食を提供

道の駅みょうぎ

妙義ふれあいプラザ
妙義温泉「もみじの湯」

富岡市立妙義ふるさと美術館

妙義山パノラマパーク

妙義エリアの新たなブランドコンセプトの明確化

■妙義エリアの一体化による観光消費拡大施策
妙義エリアでの観光消費機会を提供している、妙義山パノラマパーク周辺の観光施設や妙義神社参道周辺の観光街は徒歩圏

内に位置しているものの、各施設間の周遊は機能しておらず相乗効果による観光消費額拡大が図れていないことから、妙義エ
リアの一体化を視野に観光消費額拡大に向けた検討を進める。

体験プログラムの開発検討

宿泊型観光への強化

ニーズにあった食の開発

妙義エリアを一体化させ複合的な観光サービスを提供する上で、
新たなブランドコンセプトを明確にし、来訪者に訴求する。
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※イメージ

４ 基本方針２ 【重点プロジェクトⅡ】

妙義エリアの観光消費額の拡大

妙義旅館街



■富岡製糸場の新たな誘客シナリオと連動させた妙義エリア観光施設の消費拡大施策

妙義エリアに登山等を目的として宿泊施設を利用する観光客の需要期は春及び秋のシーズンで、その中でも最も10～11月
が多く、この傾向は数年変化が見られない。一方、富岡製糸場来場者数が増加する夏季シーズンは登山客が減少するのに対し、
学校関係の合宿団体客がリピーターとして宿泊利用している。

富岡製糸場来場者の傾向と同様であるが、閑散期となり冬期（12～2月）に富岡製糸場の新たなブランディングで開発する
誘客シナリオと連動した妙義エリアへの宿泊機会の創出をプログラム化し宿泊者数の拡大を目指す。あわせて宿泊施設周辺に
ある観光施設の利用促進を図り、観光客一人当たりの観光消費額の引上げを実現する。

富岡製糸場の新たな誘客シナリオ
近代化の原点である富岡の歴史的価値を

テーマとし研修プログラムの企画

妙義エリアの宿泊施設を活用し
研修プログラムの実施

研修プログラムに宿泊施設周辺の
観光施設を組み入れ消費拡大を促進
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４ 基本方針２ 【重点プロジェクトⅡ】

妙義エリアの観光消費額の拡大

妙義山周辺の旅館 自然を満喫できるグランピング

妙義山周辺の土産物店 日帰り温泉 道の駅みょうぎ



■妙義エリアの観光資源の磨き上げ

妙義山

妙義神社

妙義エリアの象徴的観光資源である「妙義山」。
その周辺にはパノラマパークやもみじの湯、道の駅など周
遊施策が展開し易い環境が整っている。登山や紅葉を目的
とした観光客と来訪目的や属性は異なるものの、近距離に
各施設が立地することから、周遊プログラムや割引制度等
を企画展開することにより妙義エリア内での滞在時間の延
⾧及び消費拡大を実現する。

また妙義山・赤城山・榛名山を巡る既存の企画旅行での
観光客が増加傾向にあることから広域連携を強化し、更な
る誘客施策を検討し展開する。

国指定重要文化財である「妙義神社」。
独自でシンセサイザーコンサートや小惑星「Ｍｙｏｇｉｚ
ｉｎｚｙａ」の命名を機にイベント開催による集客を促進
していることから、広い境内を活用し外部事業者と連携し
たイベントの企画実施を推進する。イベント開催時には
キッチンカーによる飲食提供を行うことにより観光消費の
引上げを図る。またインバウンド対応として多言語対応や
Wi-Fiの環境を整備し、妙義エリアに来訪が少ない外国人
旅行者の誘客を促進する。
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４ 基本方針２ 【重点プロジェクトⅡ】

妙義エリアの観光消費額の拡大



５ 基本方針3

新たなブランディングにおける誘客シナリオと連動し、周遊促進を図るため、個々の資源を磨き上げる。
各地域資源の融合により「富岡」で過ごす時の満足度を向上させることで再来訪増加を目指す。

■「観光まちづくり」に向けた全体像

Made in TOMIOKA→JAPAN
認知/興味

関心/購入

満足

重点プロジェクトⅠⅡで掲げた新たなブランディングにより「富岡」への認知・来訪意識を高め、
富岡を目的地として来訪。

観光資源

新たなブランディングによる観光資源のブラッシュアップと
誘客シナリオによる周遊強化

体験 イベント レジャー

食文化 宿泊

集客力・経済効果の両面で
現状評価し実施内容の改
善・強化。また開催時期の
平準化による誘客拡大

誘客シナリオと連動した
オリジナリティが高い体
験プログラムの提供

妙義エリアの他地域との
差別化要素を活かしたア
クティビティの提供

富岡の魅力ある地元食材を有効活用し調理
と提供方法により来訪者の満足度を高める

既存の宿泊施設に加え空き家のリノベー
ションにより宿泊施設の拡充

満足度の高い来訪経験を提供することにより、
再来訪や周囲への拡散･推奨意向を高める

来訪者がSNS等で富岡での体験を拡散することにより、
新たな来訪者の誘客につなげる

市民協働
による

まちづくり
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地域資源を活かした観光まちづくり



５ 基本方針3

歴史:国指定重要文化財等 文化 レジャー

妙義神社

一之宮貫前神社

社会教育館

旧茂木家住宅

群馬県立自然史博物館

市立美術博物館・
福沢一郎記念美術館

群馬サファリパーク

妙義スカイパーク

世界遺産 富岡製糸場 名勝 妙義山

個別施策

モニター調査を実施し各コンテンツ評価から満足度要素及び改善項目の抽出

誘客シナリオ・周遊プログラム開発に反映

個々の観光事業者・関係者に調査結果をフィードバック
し、各事業者が個別で実施するプロモーションや集客施策
及び商品開発等に活かす。また、観光収益性が低い市有観
光資源については費用対効果を検証し整理を進める。

観光客の属性（性年代・居住地等）や誘客シナリオの
テーマを考慮し、周遊プログラムに参加する観光客属性
に合致した観光コンテンツを周遊プログラム化し提供す
ることにより来訪満足度を引上げる。

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・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。

観光資源

自然（湖）

大塩湖

丹生湖
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地域資源を活かした観光まちづくり



５ 基本方針3

本市で実施している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。

イベント

49

■観光振興を目的としたイベント実施内容の改善・検討方針

経済効果は高いが集客力が低いイベント
認知拡大施策の実施、実施内容改善

■観光振興を目的としたイベント開催時期の平準化による誘客の底上げ
1年を通じて最も多くイベントが開催される時期は春から秋に集中しており、観光客が減少する冬のイベント開催数が少

ない。年間開催するイベントの平準化を図り、観光客数が減少する時期を補完する新規イベントを誘客シナリオと連動し
開催することを検討する。

経済効果 高

経済効果 低

集客力 高集客力 低

集客力・経済効果ともに高いイベント
継続実施・拡充

集客力・経済効果ともに低いイベント
実施検討、要改善

集客力は高いが経済効果が低いイベント
消費機会の創出･強化

地域資源を活かした観光まちづくり



５ 基本方針3

既存の体験プログラムの磨き上げを図るとともに、新たな体験プログラムについては、
重点プログラムのコンセプトに合致したコンテンツを「①参加」→「②共感」→「③感
動」→「④発信」→「①参加」というサイクルを意識し開発する。

体験・レジャー

座繰り体験 農業収穫体験

ガイドツアー

Made in TOMIOKA→JAPAN

ターゲット 提供体験プログラム/レジャー

重点プロジェクトⅠでの
来訪者向けコンテンツ

妙義ビューライド

重点プロジェクトⅡでの
来訪者向けコンテンツ

各コンテンツを体験・参加する観光客がSNSに拡散し易いよう
プログラム内容を企画提供する

ターゲット
を考慮した
新規体験
コンテンツ
の企画開発
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地域資源を活かした観光まちづくり



５ 基本方針3

51

地域資源を活かした観光まちづくり

まちづくり
富岡製糸場を訪れた観光客の多くは周辺のまちなかを周遊せず、次の目的地へ移動して

いる傾向にある。滞在時間を延ばし消費金額を上げるためには、数多く存在するまちなか
の魅力あるコンテンツやオリジナリティが高い飲食店など街全体で面的な利用促進を強化
する。

■富岡製糸場周辺の観光消費環境づくり

滞在時間 消費金額

①富岡製糸場周辺の消費環境の整備
富岡製糸場周辺のまちなかに点在するポケットパークやお富ちゃん広場、また市役

所の「しるくるひろば」や富岡倉庫では暫定的なイベントとしての活用が行われてい
るが、今後より日常的に活用できるよう、周辺の飲食店舗等の民間事業者と行政で連
携し、観光客に対して継続的なサービス提供可能な環境整備を行う。また、「とみお
かリノベーションまちづくり構想」で推進する「まちやど」や周辺宿泊施設と誘客シ
ナリオを連動させ滞在型の研修・セミナープログラムを開発提供。飲食では数多く存
在するまちなかの魅力ある食コンテンツ、例えば食べ歩きに適した食（ホルモン揚げ、
コロッケ、団子、抹茶菓子、から揚げ等）やオリジナリティが高い飲食店の利用促進
を高めるためのSNSの活用を強化し消費金額の拡大を目指す。

②まちなかの地域資源の有効活用による魅力向上

社会実験「みちくさパルク」の様子

現状の強み 検討施策案

・昭和レトロ感ある店舗が徒歩圏内に
多く存在すること

・利活用検討可能な趣のある空き家が
多く存在すること

・観光振興に協力的な住民が多く存在
すること

・まちなかの統一感を演出するための
若手クリエイターとコラボレーショ
ンした、まちなかのアート化

・観光客への認知不足を補うガイド
ナイトツアーの実施

・後継者不足に対する支援策を整備

以前は生活の拠点であったまちなかの空洞化により、空き家が増加。世界遺産登録から5年経過し観光客が半減したことや
事業者の高齢化により空き店舗も増加傾向にあるが、まちなかの狭い範囲に大きな公共空間・公共施設、ポケットパークや
社会実験により活用を検討している路地など趣のある建物などが点在する。その周辺に飲食店等のコンテンツ開発や空き家
を新たに再利用することにより、新たな「富岡」のまちづくりを実現する。また、新たに開発する誘客シナリオによって来
訪する観光客に対して「富岡」の魅力を市民協働により提供可能な環境整備を行う。

※「まちやど」とは、まちを一つの宿と見立て宿泊施設と地域の日常をネットワークさせ、
まちぐるみで宿泊客をもてなすことで地域価値を向上していく事業



6 基本方針４

「富岡の強み＝地元の物産」を活用し、
観光客の幅広いニーズに受け入れられる富岡ならではの食コンテンツを提供することにより、

地産地消による地域経済への波及効果をもたらす。あわせて認知度向上を目指す。

「富岡」の強み

ブランド力 オリジナリティ プロデュース

国内外で既に著名な飲食店
等と提携し、富岡の地元食材
の新たな調理法やサービス提
供方法等を開発し出店する。

提携先のブランド力により
早期に認知度を高め、市外か
らの集客拡大を図る。

既存の特産品の磨き上げや
新規特産品の開発に対し、商
品企画から販路開拓まで専門
的知見から助言やサポートを
継続的に提供できる環境を整
備することで事業収益の拡大
を図る。

各食関連施策の事業化に向けた支援制度を拡充し、
商品企画や販売促進等のプロモーション展開をサポート

富岡製糸場に象徴される
「絹」は他の地域と差別化さ
れた富岡のオリジナリティで
ある。その「絹」を活用した
食コンテンツの更なる開発強
化。

また、「絹」そのものでは
なく、シルクのイメージ＝
「白くなめらか」を活かした
新食感商品の開発する。
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「富岡」の強みを活かした商品開発



6 基本方針４

国内外で既に著名な飲食店等と提携し、富岡の地元食材を活用した新たなメニューを開発し提供する。
提携先のブランド力により早期に認知度を高め、市外からの集客拡大を図る。

×
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こんにゃく

しいたけ・まいたけ 下仁田ねぎ

上州麦豚 イチゴ（やよいひめ）

「富岡」の
地元食材

地元食材・食文化の
活用

地元食材を最高に活用（調理）
する食を発展させる。他地域の成
功事例で、山形の「アル・ケッ
チャーノ」のように（山形の食材
でイタリアンを提供する）県外か
らも人を呼べる食を開発する。

■開発イメージ

都市部で展開する著名な行列が
できるラーメン店と提携し、下仁
田ねぎとまいたけを新たな調理法
により今までに無い斬新なラーメ
ンを提携するラーメン店の「富岡
店」として展開することにより、
来訪する観光客の集客も増加し、
また提携するラーメン店の既存
ファンの誘客効果も期待できる。

ブランド力

■ブランド力を有する市外事業者との連携による食コンテンツの開発/展開

「富岡」の強みを活かした商品開発

「富岡」の強み



  シルク入り飴   富岡市

  シルク入りのど飴   徳島県名西郡

  富岡市

  京都府与謝郡

  兵庫県豊岡市

  群馬県伊勢崎市

  群馬県館林市

  京都府与謝郡

  兵庫県豊岡市

  桑茶   富岡市

  絹茶   埼玉県川口市

  シルク入りおかき   富岡市

  シルク添加ブランデーケーキ   富岡市

  シルク入りサブレ   富岡市

  シルク入りマドレーヌ   神奈川県川崎市

  シルク添加どら焼き   富岡市

  シルク添加餅   群馬県前橋市

  シルクパウダー入りそうめん   奈良県吉野郡東吉野村

  シルク添加ラーメン   宮城県仙台市

  シルク入りソフトクリーム   富岡市 北海道函館市

  シルク添加うどん

  絹そば

定番である「白くなめらかな商品」に富岡の地元食材を
活用し上記のシルク特性を活かした新食感商品を開発し、
既存の飲食店や土産品店にて販売。

■白くやわらかい定番商品例
・肉まん/あんまん
・チーズ/バター
・豆腐
・ヨーグルト
・ショートケーキ
・他(

「
ド
リ
ン
ク
（
飲
料
）
」
な
ど)

他
地
域
で
販
売
さ
れ
て
い
な
い
商
品
開
発

他
地
域
を
参
考
に
し
た
商
品
開
発
販
売

6 基本方針４

「シルク」を活用した
他地域では展開されている商品開発販売

シルクのイメージ＝「白くなめらか」をテーマとした
新食感商品の開発提供

×
■シルクの特性
生分解性
石油製品とは違い自然にかえすことが可能
形状変化
加工により様々な形に変化
■シルクタンパク質の特性
脂肪及び糖吸着性
脂肪や糖を包み込んでそのまま体外へ
無味無臭
食品本来の味や香りを壊さない
その他
抗酸化性・アルコール代謝の促進など

オリジナリティ

既存の富岡にある飲食店や土産店での販売を
前提として商品開発する。

また、食べ歩きやイベント時に販売可能な商
品仕様にすることにより、来訪者への販売機会
を増加させる。

■絹の特性を活かした食コンテンツ開発/展開

富岡製糸場に象徴される「絹」は他の地域と差別化された富岡のオリジナリティである。その「絹」を活用
した食コンテンツの更なる開発強化。また、「絹」そのものではなく、「絹のイメージ」 ＝「白くなめらか」
を活かした新食感商品を開発する。
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「富岡」の強みを活かした商品開発

「富岡」の強み



6 基本方針４

×
本市の食の特産品開発に関しての取組実績があるものの、特産品としての認知が低く、定着しない傾向

にあることが課題と考えられる。今後の支援策として、事業者が特産品の開発を行う際に専門的知見から
の助言やサポートが得られる開発環境を整備する。具体的には商品開発時の初期のプロモーション関連や
有機JAS認定・商標登録、研究開発支援の他、販路開拓等の特産品のプロデュースに関わる支援を事業者
に継続的に提供可能な環境整備を行う。
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既存の特産品の磨き上げや新規特産品の開発に対し、商品企画から販路開拓まで専門的知見から助言やサポー
トを継続的に提供できる環境を整備することで、事業収益の拡大を図る。

今後の支援策として、現在の商品開発時の初期のプロモーション関連や有機
JAS認定・商標登録、研究開発支援の他、JAや販路開拓等の継続支援の他、
加工業者の発掘や特産品のプロデュース力の醸成が必要。

特産品プロデュース
総合的支援

プラットフォームの構築

対象となる富岡の地元食材を加工・販売のための機械や施設の選定・導入、試作
品・パッケージデザイン開発、新商品の試食会等評価会の会場手配及び販売チャネ
ル開拓からプロモーション立案までの特産品開発におけるプロデュース力の醸成

■特産品のプロデュース

プロデュース

既存の絹関連商品を中心とした土産品の購買分析等を行い、観光客の購買ニーズを正
確に把握した上で既存商品のブラッシュアップを図り消費額の引上げを目指す。例えば、
新たな富岡製糸場のブランドコンセプトとして「Made in TOMIOKA→JAPAN」と連動
したキャラクター開発を行うなどインバウンド向けの新規商品を民間事業者と連携し商
品開発及びまちなかエリアの店舗等で販売を検討。

富岡産シルクのストール

■既存の土産品のブラッシュアップと新たな商品開発

「富岡」の強みを活かした商品開発

「富岡」の強み



７ 基本方針５

受入環境

宿泊

インバウンド

人材育成

マーケティング

交通

ユニバーサル
ツーリズム

ホスピタリティ 利便性

快適性 満足感

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」「満足感」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。
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おもてなしの心や想いが内在する受入環境整備



ホテル

旅館

民泊

とみおかリノベーションまちづくり構想に基づく
「新たな宿泊施設」との連携

既存宿泊施設の利活用

「とみおかリノベーションまちづくり構想」が展開する「ま
ちやど」との連携を図る。「まちやど」とはまちを一つの宿と
見立て宿泊施設と地域の日常をネットワークさせ、まちぐるみ
で宿泊客をもてなす事で地域価値を向上していく事業。まちの
中に既にある資源やまちの事業者をつなぎ合わせ、 そこにある
日常を最大のコンテンツとすることで、利用者には世界に二つ
と無い地域固有の宿泊体験を提供し、まちの住人や事業者には
新たな生活の場や、事業機会を提供することを目的としている。

重点プロジェクトⅠでの来訪者向けに、2017年にライフライ
ン工事が完成した「社会教育館」を研修・宿泊施設としての利
活用を検討。調理・飲食設備が完備していることから、再度、
宿泊施設としての利活用について検討する。

アウトドア

利活用施策

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。宿泊施設
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新たな宿泊施設

民宿＋体験

既存施設の利活用

ホテルにおいては、「ガイドツアー」での来訪者向けの宿泊
パッケージの企画により新たな層の集客の促進や重点プロジェ
クトⅠで誘客する団体宿泊や研修・セミナー会場として利活用
を検討する。

旅館においては、現状の集客に加え重点プロジェクトⅡで来
訪する登山客の受入として利活用するとともに、重点プロジェ
クトⅠで来訪する宿泊を伴う研修会場としても利活用を検討す
る。

農家民宿施設においては、既存の集客の他、重点プロジェク
トⅠのオプションとしても利活用が検討できる。日本全体とし
ては、インバウンド集客も増加傾向にあることから、同種のイ
ンバウンド誘客を意識した新たな体験型民宿施設の拡充を図る。

民泊施設においては、富岡製糸場来訪者や重点プロジェクト
Ⅰで誘客する小規模参加者やインバウンドの受入として利活用
を検討。今後まちなかエリアの空き家リノベーションによりタ
イプの異なる民泊施設の拡充を図り、多様な宿泊ニーズに対応
する。

グランピングやキャンプ場等の宿泊施設はそれぞれ宿泊目的
が明確であることから個々の既存施設の魅力向上を図り、重点
プロジェクトⅠのオプションとして提供。また、グランピング
のニーズは拡大しており、新規建設についても検討する。

利活用施策

７ 基本方針５

おもてなしの心や想いが内在する受入環境整備



SNSの有効活用や、観光HPの掲載情報拡充、重点プロジェクトの連動、出展イベントの
精査など旅前から旅後までの旅行者行動を意識したマーケティング戦略を展開する。マーケティング

旅行者の目的地選定から富岡への来訪時に接触する各種プロモーションの特性を活かし、効果的なプロモーショ
ン活動を実施する。またSNSの投稿内容を分析し来訪者の満足度要素を把握することにより、既存のプロモーショ
ン効果を高め、富岡への誘客拡大を図る。

WEBメディアやSNSを活用したデジタルプロモーション

各種ガイドブック

旅前 旅中 旅後

各種誘客イベント

■SNSの戦略的活用
SNSは旅前の目的地選定から旅中の情報収集･発信から旅後の情報拡散と誘客拡大には、非常に影響力のあるプロ

モーションメディアであることを前提に観光客が興味をいだく情報発信と拡散したくなる各観光施設の演出を提供する。
また重点プロジェクトⅠｰ1で展開するインバウンド誘客向け動画コンテンツを有効活用する

■「しるくるとみおか」の掲載情報の拡充
観光客が目的地選定に必要な情報と富岡滞

在時に必要な情報を整理し、観光客にとって
利便性の高いサイトに改修。また画像のクオ
リティアップと情報更新の頻度を高める

■重点プロジェクトとの連動
既存のガイドブックやチラシ･パンフレット

に対し各重点プロジェクトのコンセプトを反
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制作

■出展イベントの精査
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、基本方針に基づいた

ターゲットと合致したイベントへ優先的に出展する。また出展会場で配布･使用するプロモーションツール（パンフレット・PR
動画等）のクリエィティブ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。

テキストマイニングによる
SNS投稿内容分析

分析結果を
各プロモーションに反映

テキストマイニング:通常の文章からなるデータを単語や文節で区切り、それらの出現の頻度や共出現の相関、出現傾向、時系列などを解析することで有用な情報を取り出す、
テキストデータの分析方法である。
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７ 基本方針５

おもてなしの心や想いが内在する受入環境整備



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。

交通
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2014年度グッドデザイン賞受賞した「上州富岡駅」は観光資源としても価値は高い。
その上州富岡駅から富岡製糸場をはじめ市内の観光施設への移動手段として、様々な目的をもった旅行者のニーズにあった
交通サービスの提供を実現するとともに、市内滞在時間の延⾧をさせるための周遊施策も交通サービスに盛り込む。

■まちなか周遊観光バス
富岡駅東駐車場を起点に、上州富岡駅・まちなか交流館を経由し富岡製糸場を結ぶ

「まちなか周遊観光バス」として運行。乗り降り自由で、車内ではまちなかの見どこ
ろをご案内しながら巡回し、富岡製糸場周辺の路地の魅力を観光客に提供している。
今後は運行ルートの検証・見直しや増便による観光客への利便性をより向上させる。

■観光タクシー・レンタカー
タクシーやレンタカー事業者に対し決められた観光施設を周遊することでの割引

制度を2019年度から本市の補助で実施しているが利用者実績は低い。より観光客に
対する認知促進を強化するとともに、観光客の周遊ニーズを分析することにより制
度利用の増加を目指す。

■観光バスの受入れと自家用車での観光客対策

富岡製糸場への来訪者の約8割が個人客であることから、既存の駐車場施設の情報提供と利便性を高めることによ
り誘客を拡大する。また既存の駐車場周辺にある観光案内所での市内観光情報提供時、市内周遊割引制度の訴求強
化を図り、観光消費額の引上げを促進する。

■レンタサイクル
観光案内所にて、まちなか観光サイクルのレンタサイクルサービスを無料で提供

しているが利用実績が低い。改善施策として観光客に対してレンタサイクルサービ
スの認知促進やサービス提供拠点の拡充等を行い、まちなか周遊強化を図る。

７ 基本方針５

おもてなしの心や想いが内在する受入環境整備



おもてなしの心や想いが内在する受入環境整備5

観光資源を魅力的に演出するのは「人」であることから、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。人材育成

シビックプライド:「郷土愛」や「地域に対する誇り」、または、このような「思い」にとどまらず地域の課題を解決するような活動やこれらに取り組む姿勢のこと

Made in TOMIOKA→JAPAN

観光振興に対する
意識の醸成

日本近代化の原点

シビックプライドの醸成 国際交流の推進

市民一人ひとりが地域のことを「自分ご
と」として意識し、行動することを協働の基
礎として理解する。また、中高生を対象に、
地域への愛着心を高めるキッカケづくりとし
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。特に中高生を中心とし市民、
移住者、事業者が加わり、富岡が「日本近代
化の原点」の地である歴史的価値を学び、共
に未来の富岡市のあり方や今後の可能性につ
いて考える機会を継続的に設け、子供たち自
らが観光客をおもてなすことができる歴史教
育を新たに推進する。

現在、富岡市国際交流協会が実施している在
日外国人との交流事業に対し、観光地域づくり
法人(DMO)が連携することで、市内観光関係
者の積極的な参加を促す。市内観光関係者が国
際交流事業へ参加することによって、多様な文
化や諸外国との相互理解を深めることになり、
今後増加していく外国人観光客の受入に大切な
国際感覚を養うことで、訪日外国人観光客への
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。

７ 基本方針５

人材育成強化

ガイド育成の強化

まちなかガイドの育成は主に「富岡まちな
かガイドの会」が主体となって取組んでいる
のが現状。今後は観光地域づくり法人(DMO)
が主体となり、富岡を訪れる観光客のニーズ
を把握し、各ガイドの個性を活かしたガイド
トレーニングを継続的に実施できる仕組みづ
くりを行う。また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、旅行者か
らの指名頻度が多いガイドはモチベーション
が高まり、自らが自身のガイドスキルを向上
させる仕組みを構築する。
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インバウンド
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。

①インバウンド対応の現状を外国人モニター調査により把握
重点プロジェクトⅠ-1の市場調査によってターゲットと想定した対象国の在日外国人モニターに、富岡の主要な観光施設

や宿泊施設及び交通サービスを利用いただき、各施設での多言語対応やWi-Fi等の通信サービスの利用満足度を調査。

②調査結果からインバウンド対応の優先順位の明確化
モニター調査結果に基づき、外国人旅行者にとっての利便性・機能性等の満足度に大きく影響する領域を特定し、優先し

てインバウンド対応を整備する。

重点プロジェクトⅠ-1の
ターゲットに想定した

対象国の在日外国人モニター

観光施設

宿泊施設

飲食店

交通サービス

ガイド

モニター
調査

調査分析結果から
対応すべき

優先順位を明確化

・多言語対応
・多言語表記
・Wi-Fi整備
・ムスリム対応
・他

■モニター調査実施概要
重点プロジェクトⅠ-1をもとにインバウンド向けに開発され誘客シナリオをターゲットである在日外国人モニターに体験

いただき、各施設の対応及びインターネットの通信環境等のインバウンド対応が必要と考えられる要素の評価を得る。その
評価と誘客シナリオ自体の総合満足度との相関を分析し、総合満足度に影響を与える要素を数値化することにより、インバ
ウンド対応をすべき要素の優先順位とその改善方法を調査分析結果から明確にする。

調査分析結果を対応すべき対象事業者に、インバウンド向けの対応方法を助言
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ユニバーサル
ツーリズム

ユニバーサルツーリズムの主な対象となる高齢者、障がい者の割合は国内総人口の3割以上
を占める現状から、観光施設周辺のバリアフリーを強化するとともにユニバーサルツーリズ
ム・コンシェルジュの育成を行う。

※観光庁「接遇マニュアル」とは
観光庁が作成した「接遇マニュアル」は高齢者や障害のある方をお客様として迎えるための取組の第一歩となる基礎的な内容が掲載。

このマニュアルでは障害の多様性を理解した上で、相手が求めることを確認し、必要な支援・サポートが提供できるよう障害別の特性
や困りごとなどを紹介している。宿泊施設、旅行業、観光地域向けに３種類のマニュアルを作成されており、接遇のシーンごとに対応
のポイントをまとめている。

本市でもまちなかを中心にバリアフリー対応を計画的に進める。
観光客が富岡への来訪時、快適さを提供するためには必要な整備であると同時に、ユニバーサルツーリズムを受け入れる
ためには、地域のバリアフリーに関する情報を調べ、発信することが必要である。それにより、旅行者本人が自身で判断
できる情報提供環境を整備する。また、簡易スロープを観光施設及び周辺エリアに配備し、市民が手助けを行う「心のバ
リアフリー」活動の促進も図り、来訪者への満足度を高める。

①観光施設周辺のバリアフリーを強化
②ユニバーサルツーリズム・コンシェルジュの育成

ユニバーサルツーリズムを整えることで、高齢者や障がい者の不安を軽減でき旅行の不安やストレスを解消し、本市への来
訪意欲が高まると想定されることにより、地域には観光客が増え、宿泊施設や観光施設は活性化し、地域全体の交流人口の増
加も期待できる。

ユニバーサルツーリズムの対象となる来訪者の接遇施策として既に京都市で実施しているユニバーサルツーリズム・コ
ンシェルジュを本市でも育成・配置する。ユニバーサルツーリズム・コンシェルジュとは、得意分野ごとに、来訪者の困
りごとに必要な情報を提供し、来訪者が相談内容によって「しるくるとみおか」サイトに掲載されるコンシェルジュ一覧
から、対応可能なコンシェルジュを検索し電話やファックス、メール等で依頼・相談等に対応する。具体的な提供サービ
スとして車いすの貸し出しサービスや目の不自由な来訪者向けに音声アナウンス等を提供する。

ユニバーサルツーリズム・コンシェルジュの育成には観光庁が作成した「接遇マニュアル」を活用し障害の多様性を理
解した上で、相手が求めることを確認し、必要な支援・サポートが提供できるよう障害別の特性や困りごとなどを把握す
る。

実施施策

①観光施設周辺のバリアフリーを強化

②ユニバーサルツーリズム・コンシェルジュの育成
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第5章 目標達成に向けた推進体制

１ 推進体制

２ 評価・検証及びKPIの設定
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１ 推進体制

■実施計画実行のための推進体制

令和元年度、本市及び市内観光関連事業者・組織・団体等で協議し、令和二年度に（一社）富岡市観光協会が主体となり観光
地域づくり法人(DMO)が組織化される予定である。今後の富岡市の観光振興は観光地域づくり法人(DMO)が中心となり市内観光
事業者等と連携し推進する。
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宿泊

(株)まちづくり富岡

商工会議所 商工会

飲食店

商店

交通

JA

（一社）富岡市観光協会
<観光地域づくり法人(DMO)>

・観光関係者との合意形成・調整
・データに基づくマーケティング戦略策定
・観光地のマネジメント・ブランディング

行政

金融機関

・調整
・各種手配
・連携
・情報提供

・各種支援
・助成
・インフラ整備

・出資
・貸付

地域住民
地域団体

専門機関
専門団体

・連携
・支援、協力

・参加
・実施協力

※観光地域づくり法人:DMO（Destination Marketing/Management Oganization）の名称変更

各関係機関



１ 推進体制（役割分担表）

■各観光振興施策における業務分担
実施計画を遂行する上での本市及び各観光関連事業者及び組織・団体等の担当する業務分担を明確にする。
今まで行政が対応していた観光関連業務の多くは、新たに組織化される観光振興分野において専門性を有する観光地域づくり法人(DMO)に移行し、市内観光関係者と連携し、策定した実施計画を推進する。

計画方針 施策概要 行政
(一社)富岡市観光協会

【観光地域づくり法人(DMO)】
商工会議所

商工会
(株)まちづくり富岡 商店 飲食店 宿泊 交通 JA 地域住民 各関係機関 金融

①ターゲットの選定
調査検証費財政支援
検討の場への参加

市場調査検証
検討の場づくり
企画・取りまとめ

検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加
検討の場への参加
(各民間観光施設)

②誘客シナリオ開発
シナリオ開発への協力・監修
検討の場への参加

企画・取りまとめ 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加
検討の場への参加
(各民間観光施設)

③プロモーション方法の検討
検討の場への参加
プロモーション方法の承認

企画・取りまとめ 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加
検討の場への参加
(各民間観光施設)

④プロモーションの実施
プロモーション協力
プロモーション費財政支援

プロモーション実施 プロモーションへの協力 プロモーションへの協力 プロモーションへの協力 プロモーションへの協力 プロモーションへの協力 プロモーションへの協力
プロモーションへの協力
(各民間観光施設)

①商品造成 商品造成への協力
検討の場づくり
プログラム造成

検討の場への参加 検討の場への参加 商品造成への協力 商品造成への協力 商品造成への協力 商品造成への協力
商品造成への協力
(各民間観光施設)

②受入活動 受入活動への協力
体制整備
誘客活動

営業活動への協力 営業活動への協力

③情報発信 情報発信への協力 取りまとめ 情報発信への協力 情報発信への協力 情報発信への協力 情報発信への協力 情報発信への協力
情報発信への協力
(各民間観光施設)

④受入環境 受入環境整備への協力
取りまとめ
補助金活用

受入環境整備への支援 受入環境整備への支援 受入環境整備 受入環境整備 受入環境整備 受入環境整備
受入環境整備
(各民間観光施設)

支援

①商品造成
②受入活動
③情報発信
④受入環境

①西置繭所ホールの利活用及び
 集客イベントの実施

活用策の検討
企画協力
情報発信

②新たな展示
 体験プログラムの開発

企画・開発
企画協力
情報発信

③解説利用促進による
 満足度の向上

来場者ニーズ調査
利用促進施策の検討
新たな解説の企画・開発

企画協力
情報発信

④開場時間外の
 新たな利活用の検討

利用条件整備 活用策の検討 DMOとの連携 DMOとの連携 DMOとの連携 DMOとの連携 DMOとの連携 DMOとの連携

ブランドコンセプトの明確化 DMOへの支援及び連携
調査分析
検討の場づくり
意見取りまとめ

DMOとの連携 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加
検討の場への参加
(各民営観光施設等)

体験プログラムの開発検討
検討の場づくり
意見取りまとめ

検討の場への参加
体験プログラムの
開発検討

体験プログラムの
開発検討

体験プログラムの
開発検討

体験プログラムの
開発検討
(各民間観光施設等)

宿泊型観光への強化
検討の場づくり
意見取りまとめ

検討の場への参加
検討の場への参加
施策立案に向けた連携

検討の場への参加
施策立案に向けた連携

施策立案
検討の場への協力
施策立案に向けた連携

検討の場への参加
施策立案に向けた連携
(各民間観光施設等)

ニーズにあった食の開発
検討の場づくり
意見取りまとめ

検討の場への参加 検討の場への参加 食の開発 食の開発
食の開発
(各民間観光施設等)

観光資源の見直し 市有観光資源の整理
取りまとめ調査分析
検討の場づくり

検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加
検討の場への参加
(各民間観光施設)

観光イベントの見直し 市主催及び支援イベントの整理

意見交換の場の提供
既存イベントの調査分析
観光イベントの整理調整
情報の一元化

意見交換の場への参加 意見交換の場への参加 意見交換の場への参加 意見交換の場への参加 意見交換の場への参加 意見交換の場への参加 意見交換の場への参加
意見交換の場への参加
(各イベント主催団体)

体験プログラム等の開発 コンテンツ開発への協力
意見取りまとめ
企画提案

コンテンツ開発への協力 コンテンツ開発 コンテンツ開発 コンテンツ開発 コンテンツ開発 コンテンツ開発への協力 コンテンツ開発への協力
コンテンツ開発
(各民間観光施設等)

支援

 富岡製糸場周辺の消費環境づくり
検討の場への参加
情報提供

検討の場への参加
検討の場づくり
意見取りまとめ

検討の場への参加
企画実施

検討の場への参加
企画実施

検討の場への参加
企画実施

検討の場への参加
実施協力

検討の場への参加
企画実施
(各地域づくり団体)

市外食文化との融合による
食コンテンツ開発・展開

DMOへの支援及び連携
地元食材の調査分析
検討の場づくり
情報発信

検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 支援

絹の特性を活かした
食コンテンツ開発・展開

DMOへの支援及び連携
検討の場づくり
意見取りまとめ
情報発信

検討の場への参加
開発支援

検討の場への参加
商品開発

検討の場への参加
商品開発

検討の場への参加
商品開発

検討の場への参加
商品開発

検討の場への参加
検討の場への参加
商品開発
(シルクブランド協議会)

支援

特産品のプロデュース DMOへの支援及び連携
検討の場づくり
意見取りまとめ
情報発信

検討の場への参加
開発支援

検討の場への参加
特産品開発

検討の場への参加
特産品開発

検討の場への参加
特産品開発

検討の場への参加
特産品開発

検討の場への参加
検討の場への参加
特産品開発
(各民間観光施設等)

支援

地域資源を活かした
観光まちづくり

周遊強化

満足度向上

「富岡」の強みを活かした
商品開発

地元食材の活用

【重点プロジェクトⅡ】
妙義エリアへの
観光消費額の拡大

施策方針の策定

 観光消費額拡大に向けた施策展開

施策項目

【重点プロジェクトⅠ】
富岡製糸場の
新たな誘客シナリオの確立

富
岡
製
糸
場
の
新
た
な
誘
客
シ
ナ
リ
オ

 Ⅰ-1「日本近代化」

 Ⅰ-2「女性活躍」

 Ⅰ-3「技術革新」

富岡製糸場の
新たな誘客シナリオと連動した
富岡製糸場の魅力向上施策

Ⅰ-２「女性活躍の原点」と同様
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１ 推進体制（役割分担表）

■各観光振興施策における業務分担
実施計画を遂行する上での本市及び各観光関連事業者及び組織・団体等の担当する業務分担を明確にする。
今まで行政が対応していた観光関連業務の多くは、新たに組織化される観光振興分野において専門性を有する観光地域づくり法人(DMO)に移行し、市内観光関係者と連携し、策定した実施計画を推進する。

計画方針 施策概要 行政
(一社)富岡市観光協会

【観光地域づくり法人(DMO)】
商工会議所

商工会
(株)まちづくり富岡 商店 飲食店 宿泊 交通 JA 地域住民 各関係機関 金融

既存宿泊施設の利活用
DMOとの連携

企画立案
検討の場づくり
補助金活用による支援

検討の場への参加 検討の場への参加
検討の場への参加
企画立案

支援

新たな宿泊施設の検討
DMOへの協力連携

企画立案
検討の場づくり
補助金活用による支援

検討の場への参加
開業支援

検討の場への参加 検討の場への参加 支援

デジタルプロモーションの活用
DMOへの支援 戦術策定

情報発信
情報提供 情報提供 情報提供 情報提供 情報提供 情報提供 情報提供

各種パンフレットの再編
DMOへの支援

パンフレットの再構築 情報提供 情報提供 情報提供 情報提供 情報提供 情報提供 情報提供

出展イベントの精査 イベントの精査

二次交通検討
検討の場への参加
二次交通整備の決定
広域連携の調整

検討の場づくり
企画立案取りまとめ

検討の場への参加
企画立案

受入環境整備(ハード)
企画立案取りまとめ
検討の場づくり
環境整備実施

検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加

受入環境整備(ソフト)
DMOへの協力
検討の場への参加

企画立案取りまとめ
検討の場づくり
環境整備の調整

検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加
検討の場への参加
(各民間観光施設)

 シビックプライドの醸成 DMOへの協力
現状調査
検討の場づくり

ガイド育成の強化
ガイド組織の運営
ガイド育成

ガイド育成の協力 ガイド育成の協力 ガイド育成の協力 ガイドへの参加
ガイド組織運営への協力
(まちなかガイドの会)

国際交流の推進 国際交流協会への支援 国際交流協会との連携 交流事業への参加 交流事業への参加 交流事業への参加 交流事業への参加 交流事業への参加
企画立案取りまとめ
検討の場づくり
(国際交流協会)

各種調査
DMOへの協力
調査分析費財政支援

調査分析 調査への協力 調査への協力 調査への協力 調査への協力 調査への協力
調査への協力
(各民間観光施設)

受入環境整備(ハード)
市有施設の環境整備実施
検討の場への参加

企画立案取りまとめ
検討の場づくり
環境整備の調整

検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加
検討の場への参加
(各民間観光施設)

支援

受入環境整備(ソフト)
DMOへの協力
検討の場への参加

企画立案取りまとめ
検討の場づくり
環境整備の調整

検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加
検討の場への参加
(各民間観光施設)

バリアフリーを強化
市有施設の環境整備実施
検討の場への参加

企画立案取りまとめ
検討の場づくり
環境整備の調整

検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加
検討の場への参加
(各民間観光施設)

ユニバーサルツーリズム
コンシェルジュの育成

DMOへの協力
育成費の財政支援

育成に向けての
取りまとめ
検討の場づくり

検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 検討の場への参加 コンシェルジュへの参加
検討の場への参加
(各民間観光施設)

おもてなしの心や想いが
内在する受入環境整備

宿泊

マーケティング

ユニバーサルツーリズム

交通

人材育成強化

インバウンド対応

施策項目
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■評価・検証方法

２ 評価・検証及びKPIの設定

Plan（計画）

Do（実行）

Check（評価）

Action（改善）

・富岡市観光戦略プランの策定
・実施計画立案
・管理指標（KPI）設定
・財源確保

・推進体制の確立
・各観光振興施策の実施

・KPI進捗評価
・来訪者への満足度/推奨意向調査
・市民満足度調査

・実施計画の改善
・新たな観光振興施策の検討
・推進体制の見直し

実施計画の推進にあたり、観光ビジョンや実施計画（Plan）に基づく推進体制の確立及び各観光振興施策の実施（Do）、予
め設定した観光振興の達成状況を計る管理指標（KPI）の進捗評価及び来訪者及び市民の満足度調査（Check）と、それに基づ
く改善（Action）を経て、次の観光振興施策の実行（Do）につなげるPDCAサイクルによる進捗管理を徹底することにより、
計画的かつ持続的な運用を図る。

KPI（Key Performance Indicator）とは、「重要目標評価指標」などと呼ばれるもので、目標の達成度や進捗、プロセスを計測したり中間評価をする指標
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２ 評価・検証及びKPIの設定

68

富岡市観光消費額 観光客入込数

平均消費額/人

KPI：観光客属性別（性年代・居住地等）KGI

KGI（Key Goal Indicator）とは「重要目標達成指標」という意味で、「売上高」「利益率」「成約数」といった事業活動の最終的な目標や特に重要な数値

■実施計画の評価・検証のための分析

実施計画の進捗を管理し、計画遂行を実現するために主要となる重要指標を継続的に取得・管理及び評価する。KGIは「富岡
市観光消費額」とした場合、下記のKPIに分解される。各KPIが計画値に達しているか否かを評価しその検証結果によって計画
における各施策を改善・強化する。また定量評価だけで改善要因の明確化が行えない場合は、定性調査を実施し補完する。

本市に観光客を持続的に呼び込むためには、「富岡」への興味を高め〔旅前〕、「富岡」に来訪し〔旅中〕、再来訪や推奨
を促す〔旅後〕といった一連の観光客の行動を戦略的に運用管理する。

来訪者満足度

リピータ率

来訪者満足度の把握には、段階評価を用いて、他地
域と比較するために尋ね方を同様とする。来訪者の満
足度を高めていくことは、再来訪意向や推奨意向を高
めることにつながり、富岡で経験する各種観光振興施
策の品質評価につながる。

リピーター率は、来訪者全体に占める再来訪者の割
合。実際にどの程度「富岡ファン」が存在するかを把
握することにより、どの程度安定的な誘客が見込める
かが判断できる。

想定されるKPI
・富岡製糸場入場者数
・宿泊者数（施設別）
・観光施設別入場者数
・飲食店・商店利用者数
・体験プログラム参加者数
・WEBアクセス数 など

想定されるKPI
・富岡製糸場での消費金額
・観光施設別消費金額
・宿泊施設別消費金額
・飲食、土産品購入金額 など



２ 評価・検証及びKPIの設定

■主要KPIの数値目標
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（人）

（円）


