
 

      

～尽きることのない感動に出会えるまち、小山市～ 

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えた 
小山市インバウンド 3か年計画 

概要版 
 





小山市インバウンド3か年計画 ※インバウンド＝訪日旅行

小山市は栃木県南部に位置し、東京圏から新幹線でわずか42分の鉄道・国道ともに交差する交通の要衝
にあり、農業・工業・商業の調和のとれた県内第２位の人口を有する南都として発展を続けています。
一方、日本の総人口は平成20（2008）年をピークに減少しており、小山市においても平成27（2015）
年に策定した小山市人口ビジョンでは、何も手をうたなければ近い将来人口減少局面へ移行するとされてい
ます。

 小山市の知名度が低い
⇒強みの選定と検索して
もらうための工夫が必要に
なります。

 インバウンドの取り組み土
台（プレイヤー）がない
⇒インバウンドによる明確
な効果を示しながら、プレ
イヤーを増やす必要があり
ます。

 インバウンド活動のための
観光資源（スポット・土
産・資金）がない
⇒小規模でも継続的に外
国人を市内に呼び込み、
少しずつ魅力ある観光資
源を整える必要があります。

小山市の課題

人口減少は、経済活動の縮小やそれに伴う
税収の減少、コミュニティ機能の低下など、将
来のまちづくりに大きな影響を及ぼすことが懸
念されることから、平成27（2015）年に小
山市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、
小山市に人と企業を呼びこみ、持続可能な地
域づくりを実践していくこととしました。

住民満足度の向上

オリンピック・パラリンピックに向けて増加が見込
まれるインバウンド消費で地域に活力が生まれる

訪日旅行者との交流を通じて
視野が広がり、国際感覚に優れた人が育つ

国際相互理解の増進

住民も訪日旅行者も安心して観光を楽し
める環境が存在する

リスクへの備え

住民経済の発展

【インバウンド3か年計画に取り組む目的】

小山市は平成32（2020）年
の東京オリンピック・パラリンピック
開催により、ますます増加が見込
まれる訪日旅行に着目し、多くの
訪日旅行者に小山市にお越しい
ただける環境を整備することで、
交流人口の拡大を図り、地域経
済活性化を目指します。

戦略と施策
【短期テーマ（１年）：教育旅行の獲得】

【中期テーマ（２年）：立ち寄り旅行者の獲得】

【長期テーマ（３年）：個人手配旅行者の獲得】

教育旅行の誘致により、プレイヤーや資源が存在し、訪日旅
行者に慣れてきた段階で、小山市にビジネスで来ている外国
人の市内観光の促進や、小山駅を通過し、近隣地域を訪問
している訪日旅行者を呼び込む段階に移ります。（主にモノ消
費の充実による短時間滞在の訪問者獲得）

観光における小山市の知名度がまだ低いことやプレイヤー・観
光資源が少ないことから、まずはすでに国際交流をしている姉
妹都市や友好都市との教育旅行を介した交流を推進すること
で、訪日旅行者との国際交流の場を増やし、プレイヤーや観光
資源を整える初段階に取組みます。

訪日旅行者数が年々増え、リピーター(訪日回数)が増えるに
つれ、従来の有名な観光地を巡る周遊型の観光のみに留まら
ず、ひとつの地域により長く滞在して、その地域の文化や風習な
ど、より深く日本の地域を知ることができる、滞在型観光が徐々
に人気を集めています。これら、個人手配の訪日旅行者を誘
致し、より長く小山市に滞在してもらうために、小山市ならでは
の体験や、快適な滞在を提供できる体制を整えます。（主に
コト消費の充実による長時間滞在の訪問者獲得）
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小山市の今後の取組み（施策まとめ）

1－1．学べる観光資源の整理
1－2．学校訪問の受け入れ体制整備
1－3．受け入れ後の調査・フィードバック

施策1. 教育旅行に適した観光資源の確保 【学 ぶ 】

2－1．農泊・民泊の推進
2－2．安心して観光を楽しむための環境整備

施策2．宿泊先の確保 【泊 ま る 】

PRⅠ－1．教育旅行プロモーション用のツール作成
PRⅠ－2．情報の発信・申請の利便性向上
PRⅠ－3．商談や各国関係者への周知等による教育旅行の受入誘致

効果的なプロモーションⅠ【教育旅行編】

5－1．訪日旅行者向け料理の開発と提供
5－2．飲食店のSNSやブログを活用したプロモーション促進
5－3．メニューへの写真掲載や食材表記の工夫の促進

施策5．飲食の充実 【食 べ る 】

PRⅡ－1．小山市プロモーションツールの作成と国内プロモーションの展開
PRⅡ－2．市内立ち寄りへの誘引協力体制の構築
PRⅡ－3．旅行代理店への情報提供

効果的なプロモーションⅡ【立ち寄り編】

6－1．観光施設の整備
6－2．市内施設の公開促進

施策6．観光スポットの確保 【訪 ね る 】

7－1．観光商品の販売窓口の設置・整備
7－2．専用ホームページへの一括掲載
7－3．小山市イベントを活用した訪日旅行者向け着地型観光の推進

施策7．観光商品の企画・PR・販売体制の充実 【体験する】

8－1．市内交通機関の案内情報整備
8－2．観光時に使いやすい交通手段の工夫

施策８．2次交通の整備 【移動する】

PRⅢ－1．ブログやSNSを活用した海外での小山市の情報発信
PRⅢ－2．デジタル上での小山市観光情報発信
PRⅢ－3．小山市内での情報入手方法の整備

効果的なプロモーションⅢ【個人手配旅行編】

個人手配旅
行 （ 主 に
2020年東
京オリンピッ
ク ・パラリン
ピック）訪問
者獲得

立 ち 寄 り
（団体旅行、
ビジネス、近
隣地域から
の）訪問者
獲得

教育旅行か
らの訪問者
獲得

3－1．中心市街の街路樹、思川河川敷や城山公園の桜等、花の管理
3－2．駅前のライトアップ、イベントの実施

施策3. 景観の整備 【見 る 】

4－1．魅力的な土産の整理・開発
4－2．土産販売のプレイヤーを増やす
4－3．クレジットカード、銀聯カード決済など、訪日旅行者が買い物しやすい環境の整備

施策４．土産の整理 【買 う 】
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ターゲット国・地域 と 小山市の魅力のPR

ターゲット国・地域と小山市の魅力のPR
教育旅行からの訪問者獲得では、すでに教育交流を実施したことがある、関係の深い下記3ヶ国・地域を
ターゲットとします。各国・地域の教育旅行へのニーズを踏まえ、下記観光資源と小山市内学校との交流をモ
デルコースに含めPRします。

オースト
ラリア

9月の小山市の魅力
本場結城紬

ターゲット国・地域と小山市の魅力のPR
立ち寄り訪問者獲得における、施策の主なターゲットは、今までも小山市への訪問が多く、栃木県内の観光
地への訪問が多い、下記4ヶ国・地域とします。県内観光地域からの立ち寄りを促すため、気軽に立ち寄り
やすい小山駅周辺の観光資源を中心にPRします。

米国

7～8月の小山市の魅力
日本の伝統文化体験、花火、駅周辺の買い物
4～5月の小山市の魅力
果物狩り、花火、買い物と作り立ての食品
7月の小山市の魅力
歴史・文化の理解や文化体験
4月の小山市の魅力
果物狩り、小山市のグルメ

ターゲット国・地域と小山市の魅力のPR
個人手配旅行訪問者獲得における、施策の主なターゲットは、東京への訪問者が多く、訪日回数が多い傾
向にある、下記2ヶ国・地域とします。滞在型観光を促進し、小山市内の滞在時間を延ばすことにより、より
一層の経済効果を期するため、以下の観光資源を活かした、滞在型観光をPRします。

台湾 4～7月の小山市の魅力
果物狩り、田んぼアート、花火、買い物と作り立
ての食品
7月・12月の小山市の魅力
伝統工芸品づくり

個人手配旅行（主に2020年東京オリンピック・パラリンピック）訪問者獲得

立ち寄り（団体旅行、ビジネス、近隣地域からの）訪問者獲得

教育旅行からの訪問者獲得

台湾

シンガ
ポール

香港

中国

タイ

台湾

©渡辺航(週刊少年チャンピオン)
/おやま田んぼアート実行委員会

4～5月の小山市の魅力
さくらまつり、果物狩り

6月の小山市の魅力
田んぼアート、紫陽花
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小山市の取組み全体像
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情報

プロモーション

訪日旅行者

小山に到着
①観光する ②宿に泊まる ③その他（ビジネスなど）

企業などに
観光資料を配布
（市内観光の推進を依頼）

観光協会
（おやま本場結城紬クラフト館）

協議会

観光の紹介 宿の紹介

☑観光パンフ配置
☑食・土産・観光・体験・イベントの案内
☑季節ごとの小山市PRポスター掲示

ホームステイバンク
（運用：民間）

ホテル・旅館

農
泊

民
泊

※教育旅行（生徒）受入
の場合は学校と調整

施策：
効果的なプロモーションⅠ
効果的なプロモーションⅡ
効果的なプロモーションⅢ

施策：【泊まる】

施策：【学ぶ】

i

ターゲット

ターゲット
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オーストラリア向けモデルコース

間々田紐

教育旅行モデルコース

台湾向けモデルコース

果物狩り（4月）

シンガポール向けモデルコース

市内学校との交流
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実施時期の想定：4月、9月
日程 場所 時間帯 アクティビティ

午後 東京（成田・羽田）到着
夜 東京から小山市へ移動、宿泊

午前 小山市内の学校との交流（授業への参加、言語交流、日
本の遊び体験等）

午後 小山市内の学校との交流（部活動への参加、セレモニーの
実施等）

夜 小山市内でホームステイ
午前 間々田ひもでの組紐・アクセサリー作成体験
午後 市内社寺での座禅・華道体験　など
夜 小山市内でホームステイ
午前 いちごの里　果物狩り（4月いちご、9月ぶどう）
午後 街歩き
夜 小山市内でホームステイ

5日目 他市／東京 終日 小山市から他市や東京へ移動、現地観光・宿泊

6日目 他市／東京→
オーストラリア 午後 オーストラリアへ帰国

小山市

小山市

小山市

1日目

2日目

3日目

4日目

東京（成田・
羽田）→小山市

実施時期の想定：4～5月
日程 場所 時間帯 アクティビティ

午後 東京（成田・羽田）到着
夜 東京から小山市へ移動、宿泊

午前 小山市内の学校との交流（授業への参加、言語交流、日
本の遊び体験等）

2日目 午後 小山市内の学校との交流（部活動への参加、セレモニーの
実施等）

夜 小山市内でホームステイ

午前 白鷗大学桜並木（4月）
おやま本場結城紬クラフト館（通年）

3日目 午後 いちごの里　果物狩り（4～5月いちご）
夜 小山市内でホームステイ
午前 森永製菓株式会社　小山工場の見学

4日目 午後 思川温泉　温泉体験
夜 小山市内でホームステイ

5日目 他市／東京 終日 小山市から他市や東京へ移動、学校交流・宿泊

6日目 他市／東京→
台湾 午後 台湾へ帰国

小山市

小山市

小山市

東京（成田・
羽田）→小山市1日目

実施時期の想定：6月
日程 場所 時間帯 アクティビティ

午後 東京（成田・羽田）到着
夜 東京から小山市へ移動、宿泊

午前 小山市内の学校との交流（授業への参加、言語交流、日
本の遊び体験等）

2日目 午後 小山市内の学校との交流（部活動への参加、セレモニーの
実施等）

夜 小山市内でホームステイ
午前 いちごの里　果物狩り（5月下旬～6月上旬さくらんぼ）

3日目 午後 おやま本場結城紬クラフト館　クラフト体験
夜 小山市内でホームステイ
午前 小山市内散策（須賀神社、城山公園）

4日目 午後 森永製菓株式会社　小山工場の見学
夜 小山市内でホームステイ

5～7日目 他市／東京 終日 小山市から他市や東京へ移動、現地観光・宿泊

８日目 他市／東京→
シンガポール 午前 シンガポールへ帰国

小山市

小山市

小山市

東京（成田・
羽田）→小山市1日目
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観光モデルコース
台湾向けモデルコース

田間血方神社太々神楽 五行の舞（4月）
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香港向けモデルコース

小山祇園祭（7月）

実施時期の想定：4～7月
日程 場所 時間帯 アクティビティ

午後 東京（成田・羽田）到着
夜 東京から小山市へ移動、宿泊
午前 白鷗大学桜並木（4月）

2日目 午後 田間血方神社太々神楽（4月）
おやま本場結城紬クラフト館（通年）

夜 おやま和牛の夕食

午前 いちごの里　果物狩り（12～5月いちご、5月下旬～6月
上旬さくらんぼ、7月下旬～8月上旬ブルーベリー）

午後 思川温泉　温泉体験
夜 うどんを使った料理の夕食
午前 森永製菓株式会社　小山工場の見学

4日目 午後 酒蔵見学
夜 おやま豚「おとん」の夕食

午前 お買い物（道の駅　思川、しもつけ銘品館　サクラミチ、思
季彩館）

午後～夜 小山市から他市や東京へ移動、現地観光・宿泊

6日目 他市／東京→
台湾 午後 台湾へ帰国

1日目

小山市

小山市⇒他市／
東京

小山市

小山市

東京（成田・
羽田）→小山市

5日目

3日目

実施時期の想定：7月、12月
日程 場所 時間帯 アクティビティ

午後 東京（成田・羽田）到着
夜 東京から小山市へ移動、宿泊
午前 いちごの里　果物狩り（7月ブルーベリー、12月いちご）

2日目 午後 酒蔵見学
夜 うどんを使った料理の夕食
午前 おやま本場結城紬クラフト館　クラフト体験

3日目 午後 思川温泉　温泉体験
夜 おやま豚「おとん」の夕食

午前 お買い物（道の駅　思川、しもつけ銘品館　サクラミチ、思
季彩館）

４日目 午後 おやまサマーフェスティバル（7月）、小山市内散策（12
月）（須賀神社、城山公園）

夜 小山市の居酒屋等
５日目 他市／東京 終日 小山市から他市や東京へ移動、現地観光・宿泊

６日目 他市／東京→
香港 午後 香港へ帰国

小山市

小山市

小山市

東京（成田・
羽田）→小山1日目
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タイ向けモデルコース

思川桜（4月）

観光モデルコース
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中国向けモデルコース

田んぼアート（8月）

米国向けモデルコース

おやまサマーフェスティバル（7月）

実施時期の想定：6～7月
日程 場所 時間帯 アクティビティ

午後 東京（成田・羽田）到着
夜 東京から小山市へ移動、宿泊
午前 おやま本場結城紬クラフト館　クラフト体験

2日目 午後 間々田ひも　組みひも体験
夜 おやま和牛の夕食
午前 森永製菓株式会社　小山工場の見学

3日目 午後 酒蔵見学
夜 おやま豚「おとん」の夕食

午前 お買い物（道の駅　思川、しもつけ銘品館　サクラミチ、思
季彩館）

４日目 午後 おやまサマーフェスティバル（7月）、小山市内散策（須賀
神社、城山公園）

夜 小山市の居酒屋等
5日～9日目 他市／東京 終日 小山市から他市や東京へ移動、現地観光・宿泊

10日目 他市／東京→
米国 午後 米国へ帰国

小山市

小山市

小山市

東京（成田・
羽田）→小山市1日目

実施時期の想定：4月
日程 場所 時間帯 アクティビティ

午後 東京（成田・羽田）到着
夜 東京から小山市へ移動、宿泊
午前 白鷗大学桜並木

2日目 午後 いちごの里　果物狩り（4月いちご）
夜 おやま和牛の夕食
午前 おやま本場結城紬クラフト館　クラフト体験

3日目 午後 間々田ひも　組みひも体験
夜 おやま豚「おとん」の夕食
午前 森永製菓株式会社　小山工場の見学

3日目 午後 思川温泉　温泉体験
夜 小山市の居酒屋等

4～5日目 他市／東京 終日 小山市から他市や東京へ移動、現地観光・宿泊

６日目 他市／東京→
タイ 午前 タイへ帰国

小山市

小山市

小山市

東京（成田・
羽田）→小山市1日目

実施時期の想定：7～8月
日程 場所 時間帯 アクティビティ

午後 東京（成田・羽田）到着
夜 東京から小山市へ移動、宿泊
午前 田んぼアート（7～8月）

2日目 午後 思川温泉　温泉体験、酒蔵見学
夜 おやま和牛の夕食
午前 おやま本場結城紬クラフト館　クラフト体験

3日目 午後 いちごの里　果物狩り（7月下旬～8月上旬ブルーベリー、
8～9月ぶどう）

夜 うどんを使った料理の夕食
午前 森永製菓株式会社　小山工場の見学

４日目 午後 お買い物（道の駅　思川、しもつけ銘品館　サクラミチ、思
季彩館）

夜 小山市の居酒屋等
5日目 他市／東京 終日 小山市から他市や東京へ移動、現地観光・宿泊

6日目 他市／東京→
中国 午後 中国へ帰国

小山市

小山市

小山市

東京（成田・
羽田）→小山1日目
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「渡良瀬遊水地から望む富士山」（12月）写真家：堀内洋助氏
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