




採択のポイント(求められること）

①一体感
②規模感(全体）
③地域全体の活性化に繋がるか
④面的なＤＸ取組み



（参考資料）

令和４年度 宮津市
「高付加価値化事業」概要



地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化とは

○ 観光地の顔となる宿泊施設を中心とした、地域一体となった面的な観光地再生・高付加価値化を図る。
○ 自治体・DMO等による「観光拠点再生計画」(仮称）の策定や、同計画に基づく改修事業等を強力に後
押しする。→単なる個別の施設改修ではない。 1,000億円の予算

補助メニュー

宿泊施設の高付加価値化
改修や施設のリプレイス

宿泊施設の高付加価値化

観光施設改修

土産物店や飲食店等
の改修支援

観光地形成のための廃屋撤去

公的施設への民間活力の導入支援

跡地の観光目的での活用を前提とした廃屋撤去

立地の良い公共施設への
カフェ等の併設

（撤去予定の旅館） （撤去後の敷地の活用イメージ）
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補助上限：１億円
（補助率：原則2分の1）

※投資余力に乏しい事業者につ
いて、一定の条件を満たした
ものについては補助率3分の2

補助上限：１億円
（補助率：2分の1）

補助上限：500万円
（補助率：2分の1）

補助上限：2000万円
（補助率：2分の1）

※着地型ツアー等の実証事業は、上記補助メニューと関連・相互補完するものに限り認める（単品での申請は認めない）。
補助上限：計画全体の事業費の1割（補助率：2分の１）

※民間への運営委託・民間活力
導入等が条件

18施設
(宮津市)

11施設
(宮津市)

1施設
(宮津市)



【Ⅰ．同一地域での面的な取組の推進】

地域一体となった観光地の再生・高付加価値化に資する計画か、以下の項目を審査。

①事業実施エリア ②参加事業者（必要十分な関係者が総じて参加しているか。相乗効果が見込める連携か。）

③計画内容 宮津市観光戦略をベースに作成

【Ⅱ．全体計画を実現するための個別事業の設定】

中長期的な視点での計画実現・具体化向け、以下の点を精査する。

①参加者の意向、合意形成状況 ②計画と個別事業の一貫性 ②取組の持続性 ③資金繰り（融資計画含む） 等

【Ⅲ．個別事業の事業性】

資金面の見通しの確実性、採算性、将来性（リターン確保）等の観点から審査。

【Ⅳ．賃金待遇の改善】

単なる施設投資にとどまらず、宿泊単価の向上、従業員の賃金改善等に取り組むことを求める。

【Ⅴ．地域への裨益効果の提示】

宿泊客に限らず、外観改修等により、地域への裨益効果が一定程度得られる改修を求める。

採択にあたっての審査ポイント

計画の評価ポイント

以下の条件を満たしたもの、優れたものを、全国で100地域程度採択する。
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全国で312地域が手を挙げ、最終的
に138地域が選ばれた。

地域計画(宮津市）

個別の改修事業計画(30施設） 地域を一体化する実証事業(５事業)

計画審査~採択

事業実施～補助金交付

令和４年度観光庁
「地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業」

宮津市は30施設が改修事業に参画し、全体事
業費は約17億円(補助金約7億円）規模



天橋立の【古い時代の観光イメージ】からの脱却を目的に癒
やしの体験である「サウナ」を加え、新たな観光スポットを
創出、天橋立ブランド確立に資する取組み

4大温泉をつなぐ湯めぐり事業を推進し、地域一体と
なって、顧客満足度の向上を図る

陸だけではなく海も含む4エリアをつなぐ『周遊交通パス』
実証実験し、地域一体となって、顧客満足度の向上を図る

地域計画

天橋立ブランド確立に伴う高付加価値体験創出
天橋立とサウナ

天橋立ブランド確立に伴う高付加価値体験創出
天橋立とサウナ

地域が一体となって『夜そぞろ歩きできて、泊まり
たくなる温泉街』への高付加価値化を図る

宮津デジタルタイムカプセル宮津デジタルタイムカプセル

4大温泉周遊パスポート発行
実証実験

4大温泉周遊パスポート発行
実証実験

4エリアをつなぐ周遊交通パス
実証実験

4エリアをつなぐ周遊交通パス
実証実験

【府中･日置･世屋地区】

元伊勢籠神社をはじめとした
天につながる太古の聖地

【天橋立文珠地区】

知恩寺の境内に寄り添う、
智慧と徳が悟りを生むまち

【栗田･由良地区】

文豪も魅了した美しい砂浜と
自然が織りなす四季折々の風景

【宮津地区】

旧城下町・港町としての
歴史的文化遺産に恵まれたまち

宿泊施設・観光施設の高付加価値化改修宿泊施設・観光施設の高付加価値化改修

地域が観光客の時を超えて思い出サービスを行うオリジナリティ
を発揮し、顧客満足度の向上・観光地の高付加価値化を図る

ナイトコンテンツ
宮津市ナイトウォーク

ナイトコンテンツ
宮津市ナイトウォーク

日本の滝百選「金引の滝」で行う滝行とサウナ
観光庁・看板商品創出事業(採択)

日本の滝百選「金引の滝」で行う滝行とサウナ
観光庁・看板商品創出事業(採択)

霊験あらたかな滝行の地でおこなうアウトド
アサウナでの「トトノウ」体験で天橋立プラ
スワンを実現し、観光消費額・顧客満足度の
向上を目指す

「つながる！」宮津

エリア：京都府宮津市宮津天橋立温泉郷

宮津市
宮津地区

天橋立
文珠地区

栗田・由良
地区

府中・日置・
世屋地区

15.地域計画概要



地域計画 ※R4年度「地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業」計画書 取扱い注意

１．エリア名

• 「京都府 宮津天橋立温泉郷」（京都府宮津市）

２．地域を取り巻く状況や観光の動向などの現状把握状況
• 本市の観光入り込み客数は令和元年に321万人に到達し、京都府北部地域（海の京都エリア）に

おいても最大の観光都市であるが、コロナ禍により売上は激減し、近隣地域の中でもその落ち込

みは大きく、観光の復興が本市の喫緊の課題となっている。

• 顧客満足スコアにおいて、本市は観光地の有馬、城崎、及び近隣地域と比較しても低い。

• 観光地の有馬・城崎と比較すると、雰囲気・温泉・宿泊・食事・サービス・お店など主要項目で

大差で劣る。

• 宮津市は、丹後地域の商業・観光の中心地として繁栄してきたが、人口減少に伴う商圏の縮小な

どにより商業が衰退、農林水産業も従事者の高齢化により、生産額は年々減少しており、宮津の

地域経済は観光業によって支えられている。

• 本市には、大きく4つのエリア（4大温泉）に宿泊施設が集積し、それぞれのエリア毎に地域特

性を生かした観光地域づくりを行っている。

• 天橋立の世界遺産登録に向けた地域住民の気運醸成や天橋立の保全を目的に市民団体「天橋立を

世界遺産にする会」が設立。

• 国の史跡「丹後国分寺跡」に隣接する「京都府立丹後郷土資料館」の数年後の再整備を核とし、

周辺施設とのネットワークを図りながら周遊滞在を目的としたエリア計画を進めている。

• 持続可能な観光地域を目指し、エリア別に「農業体験宿泊」、「地域の歴史探訪」などのコンテ

ンツ開発とともに、地元ガイドの養成やリーダーの育成を行っている。

• 海と山に囲まれた豊かな海産物、農産物を活用し「美食のまちづくり推進事業」を進めている。

• 宮津市経済における観光産業が占める割合は7.7％で全国の2.0％と比べて高い。

様式１
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地域計画
３．地域の強み

• 日本三景「天橋立」を有し、伊勢神宮の故郷とよも呼ばれる太古からの聖地として認知度が高い。
• 京都府唯一の日本の滝百選『金引の滝』がある。
• 宮津市内では、日本遺産認定の丹後ちりめん回廊、北前船寄港地、西国三十三観音巡礼、のほか、海部

氏系図が国宝、智恩寺多宝塔、旧三上家住宅など18件が重要文化財に指定されている。
• 宮津の海でしか獲れない幻の高級魚『金樽鰯』、日本一大きなとり貝と呼ばれる『宮津天然とり貝』を

味わうことができる。
• 京都府内で最大級のホテル併設型いちご農園「Royal Strawberry Park」中心に、『章姫』のブランド化

を進めている
• 新たにブランド化を進める『京都宮津オリーブ』が高く評価されている。
• カトリック宮津教会は現存の木造教会としては日本で2番目に古く、現役で使用されているものとして

は日本で最も古い。
• 世界で最も美しい湾クラブとして「モンサンミッシェル湾」と「宮津湾」は姉妹湾提携している。
• 『由良川橋梁』はインスタスポットとして人気が高い。

様式１
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兵庫県

大阪府

福井県

滋賀県

京都市

海の京都
観光圏

与謝野町

京丹後市

伊根町

福知山市

舞鶴市

綾部市

宮津市



地域計画 様式１
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４．地域の弱み

• 観光入込み客数に対して観光消費額が低いことが最も大きな課題である。

観光消費単価：宮津市3,396円(宿泊単価9,292円）京都市23,107円(宿泊単価49,549円)

• 来訪者アンケートでは、観光地としての認知度は全国平均より高いが、顧客満足度の低さから

再訪問・推奨意向は低い。

• 目的地は天橋立周辺に限られ、観光入込み客数の8割が日帰り客の通過型傾向（道路網の整備

により来訪者の多くを占める京阪神地区から日帰り可能となった。 ※交通網(補足)は最終項

• 夜の観光コンテンツも乏しく、（夜開いている店がなくそぞろ歩きもほとんどない）4つのエ

リア間の周遊性が低いことから、滞在時間が短い。

• 泊まること、食べることが目的となるような高価格帯の宿泊・飲食施設が少ない。

• 日本海側の冬の味覚であるカニをはじめ食のブランド化が不十分で、地域産の土産物が少な

い。（土産物店の主力商品はレール物で他府県産）

• 城崎温泉のようなブランド化が不十分である。

• 夏場・GW・年末年始等に観光客が集中しており、従業員も非正規が多く、人手不足、後継者

不足が顕在化している。

• 人口減少・高齢化が急激に進んでいること、また、産業間の連携が不十分であることが起因

し、地域経済力は低迷している。

• 地域社会と観光の共生を図る上で、観光に対する住民の理解・信頼を得ることへの取組みが不

十分である。

• インバウンド取組みに向けたプロモーションや受入環境整備が不十分である。

伊根の舟屋
城崎温泉

観光客は天橋立（文珠)の一極集中化
全体の8割が日帰り客の通過型傾向で
他地域へ流れている



地域計画 様式１

12

５．地域計画実施に向けての想い

• この事業を足掛かりに、「天橋立」を訪れるのみの通過型観光から脱却し、周遊型観光として

市内の魅力ある４エリアを巡る「つながる！宮津」を実現したい。

• 市内４エリアの歴史・文化・自然・食・温泉・体験などの特性を活かした地域独自の観光資源

を磨き上げることにより、多くの時間を過ごしていただけるともに、再び訪れたいと思ってい

ただける観光地を実現したい。

• 市内の宿泊施設、観光施設が持つ機能、役割を生かした施設の磨き上げを行い、上質な観光

サービスを提供することにより観光消費単価の向上を実現したい。

６．ターゲット

• 天橋立の認知度を活かし、国内・海外問わず歴史・文化に関心のある人、上質な食・宿泊を求

める富裕層

• 自然・食・温泉・体験に関心のある、アクティブな25～40歳の女性

７．ビジョン

• 多様な宿泊施設やサービスが面で連携し、観光をさらに魅力的・効率的に進化させ、宮津ファ

ンが増加している。

• キラーコンテンツである天橋立だけでなく、各エリア独自の観光資源を目的に国内外から多く

の観光客が訪れ、観光消費単価・顧客満足度が向上している。

• 4エリアにまたがる人材、施設、体験、時間が「つながり」、地域課題が解決され、地域経済力

が向上している。



地域計画
８．コンセプト

「つながる！宮津」～面をつなぐシェアリング型観光圏を形成し、地域課題を解決しながら、宮津の新たな光を育てる～
「天橋立」依存の通過型観光からの脱却を図り、宮津での滞在時間を延ばし観光消費額を向上させるため、「天橋立の玄関口」の文珠エリア、

「城下町と賑わい」の宮津エリア、「古代からの歴史・文化」の府中・日置・世屋エリア、「美しい海と自然」の由良・栗田エリアの４エリアを

つなぎ、それぞれの魅力・資源をシェアする周遊型観光モデルを構築する。

・「交通」でつなぐ宮津

→船、バス、車、自転車など、宮津ならではの多種多様な交通手段・サービスで、移動時間に「楽しさ」を加えてつなぐ。

・「湯」でつなぐ宮津

→効能・性質の異なる４大温泉をシェアし、リラクゼーションをもたらす「湯めぐり」でつなぐ。

・「宿」でつなぐ宮津

→リゾート型、ワーケーション型、歴史文化堪能型など、滞在スタイルに合わせて選べる宿泊施設をつなぐ。

・「コンテンツ」でつなぐ宮津

→歴史・食・体験・人など各エリアごとの魅力あるコンテンツでつなぐ。

・「交流」でつなぐ宮津

→来訪者が地域や人と深く関わることで満足度を高め、宮津への愛着につなぐ。
ｋ
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地域計画

９．課題
• ４つのエリアを楽しみをもって周遊させるための、交通機関・交通手段が不十分である。

• 効能・性質の異なる４大温泉のブランド化と各温泉間のつながりが不十分である。

• 国内外の富裕層のニーズに対応できる高付加価値な施設・サービスの提供が不十分である。

• 宿泊につながる、また宿泊客が楽しむことのできる夜間のコンテンツが不十分である。

• アクティブ層に応えることのできる体験型のコンテンツが不十分である。

• 地域を代表するとともに、４つのエリアをつなげる「食」の看板メニューが不十分である。

10．目標

• 計画の目標は、「宮津市観光戦略」に基づき、令和7年（2025年）に設定する。

重点①観光消費額 109億円(R1) ⇒  125億円(R7)

重点②顧客満足度＝大変満足 33%(R3) ⇒ 40%(R7)

・入込客数 321万人(R1) ⇒ 350万人(R7)

・宿泊者数 64.9万人(R1) ⇒ 80万人(R7)

・外国人宿泊者数 5.4万人(R1) ⇒ 10万人(R7)
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地域計画
13．体制図

観光庁 地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業 事務局

［個別事業計画の策定・実施］

（改修工事）旅館・ホテル・土産物店

(実証実験）宮津市

［事業者の取りまとめ・進捗管理］

宮津市／観光戦略推進チーム

［融資相談・融資計画策定］

地域金融機関

京都銀行・京都北都信用金庫

［面的連携］

天橋立観光協会／海の京都DMO

宮津商工会議所／天橋立府中観光会

宮津料理飲食業組合／天橋立文珠繁栄会

宮津観光ピント会／丹後由良観光組合

宮津天橋立観光旅館協同組合

丹後海陸交通株式会社

WILLER TRAINS株式会社

ハマカゼプロジェクト株式会社

計
画
申
請

「つながる！宮津」



個別事業計画概要

事業名 ナイトコンテンツ『宮津市ナイトウォーク』 事業者名：宮津市 住所：京都府宮津市字柳縄手345-1

1 補助対象事業 ⑥実証実験

2 施工主 株式会社ネイキッド 東京都渋谷区元代々木町25-8

3 実施内容

●地域の収益最大化事業 ナイトコンテンツ実証実験『宮津市ナイトウォーク』
『夜そぞろ歩きできて、泊まりたくなる温泉地への変貌』天橋立の玄関口である文殊地区において、宿泊・観
光施設の改修効果を最大化・周知することを目的に、ナイトコンテンツを造成する。

コロナ対策アートであるNAKEDディスタンス提灯®により、人の距離を保ちながら街歩きができ、参加者の
持つ色とりどりの光が街中を彩り、幻想的な夜の街を作り出す。ハッシュタグキャンペーンを実施し、メイン
ターゲットであるF１層への周知を図る。

4 ターゲット ・天橋立が旅行先の選択肢に無かった人、又、以前天橋立を訪れており、再訪問意向が無かった人
・天橋立への旅行を検討・計画しているファミリー・F１層

5 ニーズ等を踏まえた
高付加価値化のポイント

・文珠地区は、天橋立の玄関口として発展し、門前町の歴史と文化が薫る街並みと併せて、宿泊施設、土産店
等の多くの観光施設が集中する地区である。

・ただ、夜開いている店がなくそぞろ歩きが出来ないこと、泊まること、食べることが目的となるような高価
格帯の宿泊・飲食施設が少ないことが起因し、宿泊率は観光客の20%と低迷している。

・本事業において、文珠地区では16事業者が改修予定であり、地域が一体となって『夜そぞろ歩きできて、泊
まりたくなる温泉街』への高付加価値化を図る。

・その効果を最大化させることを目的にナイトコンテンツを造成し、宿泊率の向上と改修の認知向上を図る。
・宮津・舞鶴・京丹後が連携し、「海の京都」の観光圏を築き、本事業において、最大の裨益効果をもたらす。

6 事業によって期待される効果

・ナイトコンテンツ実施に際し、夜営業する観光施設が増え、地域一体となって観光客を迎え入れている。
・『夜そぞろ歩きできて、泊まりたくなる温泉地』となり、宿泊率が向上している。
・宿泊率向上により、観光消費単価・顧客満足度が向上している。
・宮津地区において、高付加価値化改修が進んでいることを知り、旅行先の選択肢とする人が増加している。

7 事業の目標（定量・定性）

・ナイトコンテンツへの参加者数：1カ月1,000人
・市外参加者：参加者全体の50%以上
・メディア取材件数：10件以上
・参加者満足度80%以上（4段階評価(1.不満、2.やや不満、3.満足、4.大変満足)で、満足以上の%）

8 従業員の労務環境の改善点等 ・宿泊率・観光消費額の向上に伴う、地区内観光事業者の従業員の正規化・給与アップ。

9 予定事業費（千円） 20,000千円

10 補助要求額（千円） 10,000千円 16

エリア：京都府宮津天橋立温泉郷 様式２



個別事業計画概要

事業名 『宮津デジタルタイムカプセル』 事業者名：宮津市 住所：京都府宮津市字柳縄手345-1

1 補助対象事業 ⑥実証実験

2 施工主 株式会社JTB京都中央支店 京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167 AYA四条烏丸ビル2階

3 実施内容

●地域の収益最大化・DX推進による誘客一体化事業『宮津デジタルタイムカプセル』実証実験
再訪問・推奨意向が低い観光地からの脱却を図るとともに、宿泊・観光施設の改修効果を最大化・周知する

ことを目的に、DX推進による誘客一体化事業を実施する。旅ナカ（現在）で、『今のこの思い』を写真とメッ
セージを付けて、未来の自分に送り、旅アト（未来）で、『あの時の心』を思い出す。”宮津がつなぐ未来への
自分”地域が一体となって、デジタル時代の新たな旅のスタイルを提供する。

4 ターゲット ・天橋立が旅行先の選択肢に無かった人、又、以前天橋立を訪れており、再訪問意向が無かった人
・天橋立への旅行を検討・計画しているファミリー・F１層

5 ニーズ等を踏まえた
高付加価値化のポイント

・日本三景の一つである天橋立を有するため、認知度・訪問意向は全国の観光地平均より高いが、顧客満足度
が低いことが起因し、再訪問意向・推奨意向が低い。

・『お客様の思い出をデジタルで管理する観光地・宮津へ』まだ世に出ていない新規事業として、地域が一体
となって、観光客の時を超える思い出サービスを行い、顧客満足度の向上・観光地の高付加価値化を図る。

・『つながる！宮津』をコンセプトに、地域の事業者と共に『写真映えスポット』を開拓する等、事業者の参
加性を高め、事業者のITリテラシーの向上とデジタル環境整備の加速を目指す。

・地方デジタル化を推進、観光DXの好事例としてブランディングし、宿泊率の向上と改修の認知向上を図る。
・宮津・舞鶴・京丹後が連携し、「海の京都」の観光圏を築き、本事業において、最大の裨益効果をもたらす。

6 事業によって期待される効果

・観光DXの好事例として取り上げられ、旅行先の選択肢とする人が増加している。
・デジタル技術を導入することで、観光事業者のデジタル化が加速、ITリテラシーが向上している。
・顧客満足度が向上し、再訪問・推奨意向が向上している。
・宮津地区において、高付加価値化改修が進んでいることを知り、旅行先の選択肢とする人が増加している。

7 事業の目標（定量・定性）

・モニター参加者数：300人
・市外参加者：参加者全体の50%以上
・メディア取材件数：10件以上
・参加者満足度80%以上（4段階評価(1.不満、2.やや不満、3.満足、4.大変満足)で、満足以上の%）

8 従業員の労務環境の改善点等 ・宿泊率・観光消費額の向上に伴う、地区内観光事業者の従業員の正規化・給与アップ。

9 予定事業費（千円） 20,000千円

10 補助要求額（千円） 10,000千円 17

エリア：京都府宮津天橋立温泉郷 様式２

（ＬＰ ※旅ナカではポスター等）

「つながる！宮津」プロデュース
「宮津がつなぐ未来の自分」

【旅ナカ】（現在）

【旅アト】（未来）



個別事業計画概要

事業名 『4大温泉周遊パスポート発行』実証実験 事業者名：宮津市 住所：京都府宮津市字柳縄手345-1

1 補助対象事業 ⑥実証実験

2 施工主 株式会社JTB総合研究所 東京都品川区東品川2-3-14 東京フロントテラス７F

3 実施内容

●地域の収益最大化事業 『4大温泉周遊パスポート発行』実証実験
本事業において、『つながる！宮津』をコンセプトに地域として19の宿泊事業者が改修予定であり、改修工

事中、大浴場を利用することが出来ない宿泊施設もある。地域が一体となって、観光客をお迎えし、顧客満足
度向上を図ることを目的に、宿泊者が宿泊施設以外の施設の大浴場を利用することができる『4大温泉周遊パス
ポート』を発行する。スマホのアプリ内にチケットを表示させ、有効期間2日間・最大3施設の大浴場が利用出
来る運用を想定している。『次はこの施設に泊まってみたい』と、宿泊需要喚起に繋げ、再訪問・推奨意向の
向上、宿泊・観光施設の改修効果を最大化・周知を図る。

4 ターゲット ・天橋立が旅行先の選択肢に無かった人、又、以前天橋立を訪れており、再訪問意向が無かった人
・天橋立への旅行を検討・計画しているファミリー・F１層

5 ニーズ等を踏まえた
高付加価値化のポイント

・本事業において、4エリアのブランディングに基づき宿泊施設の外観・内装改修を実施する。点在する4大温
泉をブランド化し、高付加価値化による宿泊単価・宿泊率の向上させ、「泊まりたくなる温泉」まちづくりを
目指す。そのために、4大温泉をつなぐ湯めぐり事業を推進し、地域一体となって、顧客満足度の向上を図る。
・本実証実験をきっかけに、4大温泉の観光事業や地域が連携し、持続的な観光地域づくりに向け、考え方や方
向性を共有するともに、お互いの役割・推進体制を明確にする。
・改修工事の期間においても、営業することで、宿泊率の向上と観光消費単価の向上を図る。
・宮津・舞鶴・京丹後が連携し、「海の京都」の観光圏を築き、本事業において、最大の裨益効果をもたらす。

6 事業によって期待される効果

・4エリアに跨る人材、施設、体験、時間が「つながり」、地域課題が解決され、地域経済力が向上している。
・『次はこの施設に泊まってみたい』と、宿泊需要喚起に繋がり、再訪問・推奨意向の向上している。
・宿泊率向上により、観光消費単価・顧客満足度が向上している。
・宮津地区において、高付加価値化改修が進んでいることを知り、旅行先の選択肢とする人が増加している。

7 事業の目標（定量・定性）
・4大温泉周遊パスポート利用：1,000人
・メディア取材件数：10件以上
・参加者満足度80%以上（4段階評価(1.不満、2.やや不満、3.満足、4.大変満足)で、満足以上の%）

8 従業員の労務環境の改善点等 ・宿泊率・観光消費額の向上に伴う、地区内観光事業者の従業員の正規化・給与アップ。

9 予定事業費（千円） 20,000千円

10 補助要求額（千円） 10,000千円 18

エリア：京都府宮津天橋立温泉郷 様式２

宮津



個別事業計画概要

事業名 4エリアをつなぐ『周遊交通パス』実証実験 事業者名：宮津市 住所：京都府宮津市字柳縄手345-1

1 補助対象事業 ⑥実証実験

2 施工主 丹後海陸交通株式会社 京都府与謝郡与謝野町字上山田641-1

3 実施内容

●地域の収益最大化事業 4エリアをつなぐ『周遊交通パス』実証実験
顧客満足度が低迷している要因として、交通利便性の低さが大きな割合を占めている。その結果、再訪問・

推奨意向が低い観光地へと陥っていることから、地域が一体となって、観光客をお迎えし、顧客満足度向上を
図ることを目的に、4エリアをつなぐ『周遊交通パス』実証実験を実施する。本市の課題である交通利便性を向
上させ、PRすることで、宿泊需要喚起に繋げ、宿泊・観光施設の改修効果を最大化・周知を図っていく。また、
交通利便性の向上は、顧客満足度を高め、再訪問・推奨意向の向上に繋げるものと期待している。

4 ターゲット ・天橋立が旅行先の選択肢に無かった人、又、以前天橋立を訪れており、再訪問意向が無かった人
・天橋立への旅行を検討・計画しているファミリー・F１層

5 ニーズ等を踏まえた
高付加価値化のポイント

・本事業において、『つながる！宮津』をコンセプトに地域として30事業者が改修予定であり、地域が高付加
価値化を果たす千載一遇のチャンスを迎えている。

・また、4エリアのブランディングに基づき宿泊施設の外観・内装改修を実施、点在する4エリアをブランド化
し、高付加価値化を目指す。効果の最大化を目的に、4エリアをつなぐ『周遊交通パス』実証実験し、地域一
体となって、顧客満足度の向上を図る。陸だけではなく、海でつなぐ周遊性を打ち出すことで差別化を図る。

・本実証実験をきっかけに、4エリアの観光事業や地域が連携し、持続的な観光地域づくりに向け、考え方や方
向性を共有するともに、お互いの役割・推進体制を明確にする。

・宮津・舞鶴・京丹後が連携し、「海の京都」の観光圏を築き、本事業において、最大の裨益効果をもたらす。

6 事業によって期待される効果

・4エリアに跨る人材、施設、体験、時間が「つながり」、地域課題が解決され、地域経済力が向上している。
・交通利便性が向上し滞在時間が延伸したことにより、観光消費単価・顧客満足度が向上している。
・宿泊率向上により、観光消費単価・顧客満足度が向上している。
・宮津地区において、高付加価値化改修が進んでいることを知り、旅行先の選択肢とする人が増加している。

7 事業の目標（定量・定性）
・4エリアをつなぐ『周遊交通パス』利用：1,000人
・メディア取材件数：10件以上
・参加者満足度80%以上（4段階評価(1.不満、2.やや不満、3.満足、4.大変満足)で、満足以上の%）

8 従業員の労務環境の改善点等 ・宿泊率・観光消費額の向上に伴う、地区内観光事業者の従業員の正規化・給与アップ。

9 予定事業費（千円） 20,000千円

10 補助要求額（千円） 10,000千円 19

エリア：京都府宮津天橋立温泉郷 様式２

MIYAZU

天橋立



個別事業計画概要

事業名 天橋立ブランド確立に伴う高付加価値体験創出『天橋立とサウナ』
事業者名：宮津市 住所：京都府宮津市字柳縄手345-1

1 補助対象事業 ⑥実証実験

2 施工主 株式会社乃村工藝社 東京都港区台場2丁目3番4号

3 実施内容

●地域の収益最大化事業 『天橋立とサウナ』
天橋立プラスワンの観光資源の育成を実施し、目的地の複数化で滞在時間を延伸させることで、宿泊需要を

喚起じ、宿泊・観光施設の改修効果を最大化・周知することを目的とする。日本三景一つである天橋立に、癒
やしの体験である「サウナ」を加え、高付加価値を図るとともに、顧客満足度の向上を目指す。

4 ターゲット ・天橋立が旅行先の選択肢に無かった人、又、以前天橋立を訪れており、再訪問意向が無かった人
・天橋立への旅行を検討・計画しているファミリー・F１層

5 ニーズ等を踏まえた
高付加価値化のポイント

・観光利用が乏しくなる秋のビーチエリアの有効活用を図る施策として、地域の魅力を掘り起こしながら実施
するイベント企画とその実施手順を構築すると共に、天橋立になじみのないターゲットセグメントの誘客や
ニーズの掘り起こし等を行い、来年度以降の継続的開催に向けた知見を得ることを目的とする。

・顧客満足度が低迷の要因として、観光スポットの少なさが挙げられる。その結果、再訪問・推奨意向が低い
観光地へと陥っていることから、天橋立の【古い時代の観光イメージ】からの脱却を目的に、癒やしの体験
である「サウナ」を加え、新たな観光スポットを創出する。天橋立ブランド確立に資する取組みである。

・本事業の『天橋立とサウナ』に加え、観光庁・看板商品創出事業で採択を受けた『滝行とサウナ』の実施は、
宮津において『サウナ』を新たなキラーコンテンツにするための試金石となる。

・宮津・舞鶴・京丹後が連携し、「海の京都」の観光圏を築き、本事業において、最大の裨益効果をもたらす。

6 事業によって期待される効果

・天橋立ブランドが確立され、旅行先の選択肢とする人が増加している。
・目的地の複数化で滞在時間を延伸させることで、宿泊率が向上している。
・宿泊率向上により、観光消費単価・顧客満足度が向上している。
・宮津地区において、高付加価値化改修が進んでいることを知り、旅行先の選択肢とする人が増加している。

7 事業の目標（定量・定性）

・『天橋立とサウナ』への参加者数：200人
・市外参加者：参加者全体の50%以上
・メディア取材件数：10件以上
・参加者満足度80%以上（4段階評価(1.不満、2.やや不満、3.満足、4.大変満足)で、満足以上の%）

8 従業員の労務環境の改善点等 ・宿泊率・観光消費額の向上に伴う、地区内観光事業者の従業員の正規化・給与アップ。

9 予定事業費（千円） 20,000千円

10 補助要求額（千円） 10,000千円 20

エリア：京都府宮津天橋立温泉郷 様式２
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【１】事業内容

７. プロモーション内容詳細７. プロモーション内容詳細

◯ 公式
HP.2

『こころうるおう海の京都（3市合同LP）』
各媒体から公式HPへ誘導。「日々の喧騒を離れ、ここで心を癒してほし
い」、そんな思いを込めたビジュアルコンセプトは、「しっとり」「ゆった
り」「うるおい感」のあるカラーと、
「こころうるおう海の京都」のキャッチフレーズに決定した。
３市合同プロジェクトとしてプラットフォーム型LPの役割を果たした。

宮津ページへ。

同プロジェクトの連携事業（宮津市）がライン
ナップ。

ナイトウォークの概要→詳細（特設ページ）
へ。

プロモーション(2022年10~12月）

宮津観光ガイド：各エリアのディープな魅力を纏め滞在価値を発信。

７. プロモーション内容詳細７. プロモーション内容詳細

◯ 「ハシゴ：宮津天橋立まるっぽパス」紙
媒体

地域観光拠点・施設を中心にに設置。

（宮津エリア） （日置・府中・世屋エリア）（天橋立・文珠エリア）（栗田・由良エリア）
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プロモーションプロモーション

◯ SNS_Instagram 宮津天橋立まるっぽパスの公式アカウントによるInstagramの展開も行った。

F1層のペルソナが宮津を旅する姿、各地を「ハシゴ」しながら「こころうるおう」イメージ、親近感を訴求。

プロモーションプロモーション

◯ SNS_Facebook 「神々とトトノウ天橋立サウナ＆マルシェ」公式Facebook



1. ＫＰＩ目標値の達成度1. ＫＰＩ目標値の達成度
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■KPI ①『天橋立とサウナ』への参加者数：200人

■KPI ④来訪者満足度：80％ （5段階評価で4以上）

達成状況： 2,310名［達成率1,155％］

達成状況 ： 97.3％［達成率121%］

■KPI ②市外参加者：参加者全体の50％以上

達成状況 ： 83.3％［達成率167％］

■KPI ③メディア取材件数：10件以上

達成状況 ： （参考）プレスリリースにより16件の媒体に転載

媒体一覧はP.35参照

1301 1009

11/19（土） 11/20（日）

初日の11月19日で、KPI目標値を達成。

※入り口でのカウント結果

16.7%
35.2%

21.3% 16.7% 10.2%８割強が宮津市外からの参加者。

※会場でのWEBアンケート結果

（回収率4.7%）［N=108］

市外

83.3%

満足
78.…

やや
満足

18.4%

どちらともいえない 2.6%

※サウナ利用者38名の満足

度

④来訪者満足度：80％（4段階評価（不満、やや不満、満足、大変満足））

８２.６％。達成。

一方で、「暗い、寂しい」等の不満の声もあった。当コンテンツだけ
で、一気に夜が賑わうわけでなく、
夜営業の店や他のコンテンツが追随してくるまで、辛抱強い取組が必
要となる。

達成。（前述、プロモーション内容詳細ページ参照）

放送関係では、11/12（土）ラジオ大阪「平田進也の耳からトラベ
ル」等

1. ＫＰＩに対する達成度1. ＫＰＩに対する達成度

①ナイトコンテンツへの参加者数：1,000名以上

②市外参加者：参加者全体の50％以上

達成状況 ： １,７５８名〔達成率１７５.８％〕
目標をはるかに上回る結果をとなった。ナイトコンテンツを増やし、
夜営業の店が増え、夜ににぎわいがある泊まって楽しい街へ、時間を
かけて達成していく目標であるが、そのスタートダッシュとなる結果
となった。

達成状況 ： ９１.５％。達成率１８３％。

アンケート結果（n=189)がベースとなるが、宮津市内の参加者は８.
５％にとどまり、その他は市外観光客であった。それに伴い、「宮津
市での宿泊」客も５２.９％となり、近隣地域での宿泊を含めると６
４％にのぼった。地域課題である入込客数に対する宿泊率の低さ、ナ
イトエコノミーに対する不満克服へ
繋がる結果と言える。

③メディア取材件数：10件以上

達成状況 ：


