
豊岡観光イノベーション(TTI)は、「観光」を切り口として地域の稼ぐ力を引き出すことを目的として、昨年６月に設立し、１年が経過しました。

昨年10月からは、外国人観光客向け宿泊予約サイト「Visit Kinosaki」を運営し、これまでに、延べ670人の宿泊予約を獲得。当サイトに参加いただ

く宿は、現在79軒まで拡大しています。

また、販売している体験ツアー＆プログラムも徐々に増え、現在は「城崎温泉の浴衣レンタル」、「豊岡市街地の居酒屋体験」、「神鍋の

フィールド体験」、「竹野のジオカヌー体験」、「但東の農業・田舎料理体験」などをラインナップしています。これから販路を更に拡大し、利

用者を増やしていきたいと考えています。
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インバウンド News

訪日インバウンド概況（2020年第1四半期）
2020年第１四半期（1-3月）の国内全体の訪日外客数は、

3,939,869人（前年同期比▲48.9%）で、10月以降6カ月連続でマイ

ナス推移となりました。

1月：2,661,022人（前年同期比▲1.1%）

2月：1,085,147人（前年同期比▲58.3%）

3月： 193,700人（前年同期比▲93.0%）

2019年末から続くコロナ禍で大幅に減少しております。日本政府は、

ほとんどの国に対して入国拒否措置を取っており、インバウンドの回復に

は時間がかかりそうです。

市場別では、国が重点的にプロモーションを実施している22市

場・地域の全てで大幅な前年同期比マイナスとなりました。

東アジア・東南アジア市場は、感染が初期に拡大したエリアであり、

欧米豪市場に比べて減少幅が大きくなりました。そのため、地域別

シェアも欧米豪が占める割合が大きくなっています。

依然として、多くの国において海外渡航制限や外出禁止等の措

置が取られ、また日本においても検疫強化や査証の無効化等の措

置が行われています。感染症の推移とともに今後の市場動向を注

視していく必要があります。

豊岡市外国人延べ宿泊者数（2020年第1四半期）

2020年第１四半期（1-3月）の豊岡市外国人延べ宿泊者数は、

9,484人泊（前年同期比▲47.9％）、1月は前年同月比増でしたが、

2月・3月は大幅に減少しました。地域別でみると城崎エリア8,130人

泊（▲47.8%）、減少率が最も多いのは日高地域で663人泊

（▲51.9%）となりました。雪不足に加え、新型コロナウィルス感染症

拡大の影響により観光需要は大きく減退しました。収束後の訪問意

欲喚起のため、現在は、新型コロナウイルス感染症対策の対応状況

やバーチャル旅行の取り組みなどをVisitKinosakiで発信しています。

市場別で見ると、台湾2,687人泊(前年比▲47.2%)、中国1,921

人泊(▲53.6%)、香港1,076人泊(▲57.7%)、タイ821人泊

(▲52.5%)となりました。2020年当初は東アジアを中心に、新型コロ

ナウイルス感染症の影響が広がったこともあり、アジア圏では欧米豪

市場に比べ、減り幅が大きい傾向にあります。また、同様の要因から、

東アジアのシェアが昨年より6.1pt下がり、欧米豪のシェアが4.7pt増

えました。
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活動内容

城崎温泉COVID-19対策ガイドライン策定

豊岡観光イノベーションは、城崎温泉が再開するにあたり、まち全体で

安心安全なおもてなしを提供し、地域にとっても安心・安全であるように、

城崎温泉観光協会、城崎温泉旅館協同組合とともに、城崎温泉街共

有の方針「城崎温泉における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ

ン」を作成しました。

ガイドラインには、建物や設備における感染防止策に加え、従業員が

行うべき項目、イベントにおける項目、感染が疑われる場合の項目なども

含まれています。

各業界団体のガイドラインと異なる特色として、城崎温泉エリアに関わ

る業種全ての項目を入れ込んだこと、浴衣の扱いや外湯の混雑状況を

Web上で確認するなど城崎温泉独自の項目を盛り込んだこと、海外の

ホテルチェーンや全米ホテル協会の事例を踏まえて世界基準のガイドライン

としたことが挙げられます。

このガイドラインは、豊岡市の協力を得て、豊岡保健所、感染症の専

門家、観光政策の専門家の助言のもと作成したものです。このガイドライ

ンを基に各地域においても作成をしております。

▲ガイドライン記者発表の

様子

◀温泉街の店舗共通で

掲示するポスター。施設

が取り組む内容の他、お

客様へのお願い事項も

掲載している。
新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

竹野版はこちら 神鍋高原版はこちら

豊岡市におけるウェルネスツーリズムを展開

熊本県観光協会連絡会議が発表した全

国を対象とした旅行・観光に関する意識調

査によると、外出自粛中に「早く旅行に行き

たい」、「行きたいと思う」と答えた方は全体の

７割以上。また「旅行でやりたいこと」は６割

の方が「温泉やリゾートホテルでのステイ」と答

えています。温泉などでゆったりと過ごしたいと

いうニーズが強いことが分かります。

新型コロナウィルスの影響により、衛生面や健康のニーズが高まる中、豊岡の温

泉や自然でリラックスしながら健康を促す旅を発信するWebページを作成中です。

タイトルは「ふらっと、リトリート TOYOOKA」。リトリートとは人混みから離れ、疲れ

たカラダとココロを思いっきりリラックスする旅という意味です。普段いる場所から物理

的に距離を取ることで、心身をリセットし、ポジティブに日常生活を再スタートすると

いう意味で使われています。

こちらのページでは豊岡市で体験できるアクティビティやイベントを掲載します。ター

ゲットは市民を対象とした近隣旅行（マイクロツーリズム市場）から始め、時期を

見極めながら関西圏へと広げます。ページの完成は6月末頃を予定しています。

参考：熊本県観光協会連絡会議 新型コロナウイルス感染症収束後の旅行・観光に関する意識調査

※ウェルネスをテーマにしたコンテンツ造成中！！

http://www.takeno-kanko.com/wp-content/uploads/2020/06/be9e3b9055e17fa830d15453b907792e.pdf
https://hidaka.kannabe.info/wp-content/uploads/2020/06/cc4b365645e9e9a102948e53b9aa16c4.pdf


COVID-19 各国の状況

観光需要促進キャンペーン

TTIのターゲット８市場について出入国の状況と国内概況をまとめました。（6月5日時点）

国/地域 各国内の動き

対象国→

日本

の入国

日本→

対象国

の入国

台湾 対策本部は外出自粛を特に求めず、人々はほぼ普段と変わらない生活を送っている。 ✕ ✕

香港
感染爆発を防いでおり、人々は通常の生活に戻りつつある。

国内の旅行は再開している。
✕ ✕

タイ
非常事態宣言は緩和されたが解除は６月末までに延期。１日あたりの感染者は１

桁台が続いている。
✕ ✕

フィリピン ECQ（強化されたコミニュティ隔離）は継続中。外出・移動規制措置は緩和された。 ✕ ✕

オーストラリア 一部の州だが行動制限の解除や経済活動の再開が見られる。 ✕ ✕

アメリカ
カリフォルニア州はビーチと州立公園の立ち入りを禁止している。トランプ大統領は

2021年1月までにワクチンの開発を目指している。
✕ △

フランス
段階的に検疫体制が解除されている。

集会などは依然として禁止されている。
✕ ✕

ドイツ 徐々に経済活動が再開している。6/15までに国境開放の動き。 ✕ ✕

〇入国可

△条件付けで可

✕救国拒否

TTIコロナレポートは、こちらから随時ご覧いただけます。→

・内容：家族等で市内宿泊施設に宿泊した場合の料金の

50％補助。上限1人1泊当たり 10,000 円

・対象者：家族またはこれに類する近親者で事業対象施設に

宿泊した豊岡市民

・対象期間：6/1〜7/31の宿泊

STAY豊岡

EAT豊岡

地域飲食店応援事業「みらい飯」

Go Local！泊まって応援キャンペーン

・内容：豊岡市内の飲食店（テイクアウト専門店は除く）、旅

館・民宿での日帰り食事で利用可能な 30％のプレミアム付食事

券の発行（１セット 6,500 円分の食事券を 5,000 円で販売）

・販売期間：6/29〜9/30

利用期間：6/29〜10/31

【問い合わせ先】豊岡市環境経済課：0796-23-4480

・内容：豊岡商工会議所が実施するクラウドファンディング

「みらい飯」に参加する店舗（参加店舗募集中）を支援すると、

30%のプレミアムを付けた食事券が発行。

2,000円、5,000円、10,000円、30,000円の

４コースから選択

・内容：キャンペーン参加施設に宿泊の方１名につき、精算時に

3,000 円（税込）を割引

・対象者：京丹後市民、京丹後市民を代表者とするグループ

・対象期間：6/25〜8/31宿泊分

Go To Travel キャンペーン

・キャンペーン概要：キャンペーン期間内に旅行を予約すると、「旅

行代金の割引」や「現地で使えるクーポン」で旅行代金の半額相

当が補助金額の上限は、1泊あたり最大2万円（予定）

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

【旅行代金割引イメージ】

旅行代金20,000円／1名あたり

補助金 旅行代金の半額 10,000円

適用 クーポン3,000円 旅行代金割引 7,000円

割引後旅行代金 13,000円
3,000円のクーポン付で実質10,000円

https://www.city.toyooka.lg.jp/kanko/1004747/stay_toyooka.html
https://readyfor.jp/projects/toyookacci
https://www.kyotango.gr.jp/members_news/6544/


2020年度（第5期） TTI始動!!

雇用調整助成金

（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）

一時的な休業を行う際に従業員の雇用を維持するための休業

手当、賃金等の一部を助成。

新型コロナウイルスにかかる各種支援策

持続化給付金

・給付額：上限 法人200万円・個人100万円

・対象者：2020年1月〜12月のうちいずれか1カ月の売上が、前

年同月に比べ50％以上減少した法人・個人事業主。

注：新規に創業された方に対する特例等あり

雇用維持・人件費支援給付金・休業補償

創業初期事業者支援給付金

・給付額：定額30万円

・対象者：2019年5月1日〜2020年4月30日までに豊岡市内で

創業された法人・個人事業主。

ただし、上記「持続化給付金」の対象者は除く。

休業要請事業者経営継続支援金

・支援額：上限 中小法人30〜100万円・個人事業主15〜50

万円。ただし特定業種の場合は、中小法人10〜30万円・個人

事業主5〜15万円）

・対象者 次の全てに該当

1．2020年3月31日以前に創業

2．2020年4月または5月の売上が前年同月比50％以上減少

3．兵庫県休業要請期間中、継続的に休業

4．兵庫県休業要請対象施設に該当

雇用調整助成金個別相談会

・対象者: 雇用調整助成金申請検討者（豊岡市内事業者）

・問合せ先 : 0796-22-4456（豊岡商工会議所）

※豊岡商工会議所の会員・非会員に関わらず参加可能

新型コロナウイルス感染症予防力向上事業補助金

・補助額：上限 5万円

感染症への予防のための機器・備品等導入に要する経費の補

助

・対象：接客の際に感染予防策を講じる事業所および障害福

祉通所事業所で、2020年4月1日〜10月30日までに購入（支

払い）した機器・備品等

・受付開始：6月末（予定）

※兵庫県でも6月末から同様の事業が

実施される予定です。重複受給はできません。

その他支援

新体制で、2020年度も観光で地域を盛りあげます。

3月末で、KNT-CTホールディングス株式会社からの社員派遣

期間が満了となり、4月から新たに1名の職員が加わりました。

新型コロナウイルス感染症拡大により、豊岡市・京丹後市の観

光業も大きな影響を受けています。世界中で、移動制限が取られ、

訪日外国人観光客の回復にも相当の時間を要すると思われます。

TTIとして、今できることを考え、活動方針の見直しを行い、観

光施策に取り組んでいます。

現在、豊岡観光イノベーションでは、受入のための安全・安

心対策（ガイドライン作成）、早期の需要回復が見込まれる

国内観光客・東アジア市場向けのコンテンツの拡充を行いつつ、

海外メディアへの情報発信、海外旅行会社とのオンライン商談

を行っています。需要回復時に向け、しっかりと準備を整えてい

ます。引き続き、皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いいたし

ます。

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

TTI支援策まとめはこちら

https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/gomikankyo/kankyo/1011531.html
https://www.city.toyooka.lg.jp/sangyo/sogyoshien/1011240.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kyugyoshien.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://toyooka-tourism.com/covid-19-supports1-2/

