
パネルディスカッション：新たな担い手による観光地域づくり事例紹介 

 

青森県下北郡大間町 

 

まちおこしゲリラあおぞら組 組長 島 康子 

プロフィール 

昭和 40 年、青森県大間町生まれ。慶応大学法学部卒業後、(株)リクルートに入社。東京、

仙台での生活を経て平成 10 年春、17 年ぶりにＵターン。ふるさとの「濃さ」に圧倒さ

れる。大間がＮＨＫ連続テレビ小説「私の青空」の舞台となったことをきっかけに、お

もしろがりたい気持ちが爆発。平成 12 年２月、まちおこしゲリラ集団「あおぞら組」を

結成し、「マグロ一筋」Ｔシャツ・マグロのぼりを開発するなど、おもしろがる心で地域

を元気にする試みを行っている。平成 13 年から「大間やるど会」の副会長として「朝や

げ夕やげ横やげ～大間超マグロ祭り」を企画・実行。「マグロを生かしマグロを超える」

まちづくりに取り組んでいる。 

連絡先 

ホームページ：http://www.oma-aozora.jp/（あおぞら組のなまなま大間通信） 

 



青森県下北郡大間町 

 

取組み紹介 

◎フェリー客に向けて「旗ふりウエルカム」活動おっぱじめる／大漁旗を手に、頭に漁師

手ぬぐいまいてフェリー埠頭に出没。大間ー函館のフェリーのお客さまに向かって「よぐ

来たの～！」と叫びながら大漁旗を振って歓迎。帰りは「へばの～！」とお見送り。「金が

なければ勇気を出せよ」と始めたゲリラ活動だったが、今では大間の歓迎・お見送りスタ

イルとして定着した。 

◎町を誇る、ふるさとを誇るみやげもの「エバリモノ」の開発／着ることがわが町のＰＲ

となる「マグロ一筋・テーシャッツ」を開発。ご当地限定Ｔシャツとして販売中。「大間Ｔ

増殖計画」と称して、目立つところで着てもらって証拠の写真を送ってもらうコンテスト

を実施し、大間ファンを増殖させている。毎年、町民をモデルとしたポスターを作成し、

町のあちこちに貼り出している。古くなった大漁旗で作ったエコバッグ「大漁だべさバッ

グ」をまもなく販売予定。商品にバーコードを付け大漁旗の持ち主である漁師の情報を発

信、ゲリラ流トレーサビリティーに挑戦する。 

◎勝手にデスティネーション・キャンペーン「海を超えて『オーマの休日』」、そして課題

／目の前の大観光地・函館には年間５００万人のお客さんが訪れている。海を超えて、大

間にその１％でも来てほしい、との思いで湯の川温泉オンパクと連携。「オーマの休日」ツ

アーを実行。Ｈ20 年秋に大間ー函館フェリーの存続問題が浮上したことに伴い、地元大間

が燃えて周辺地域やフェリー会社を巻き込んで広域観光圏を作れるか！ 

◎マグロを超える１００億円観光へのチャレンジ、そして課題／２００１年より始めた「朝

やげ夕やげ横やげ～大間超マグロ祭り」を突破口に、大間のマグロを目玉とした集客キャ

ンペーンを実施。大間に大間のマグロが流通するようになり、マグロ目当てのお客さんが

突端の町にやってくるようになった。そのお客さんに満足してもらうため、いまサービス・

おもてなしの質が問われている。商店主たちが「日曜日はマグロだＤＡＹ」（毎週日曜日に

マグロ解体ショー）をやり始めたり、漁師の娘や奥さんたちが観光ガイド「大間エスコー

トクラブ」を結成したりと、意欲とエネルギーに溢れた新たな担い手が登場する一方、既

存の事業者や団体との温度差が大きく連携がはかれていない。「地域を組織化」できる仕掛

け・仕組みを模索中～。 

 

 

















パネルディスカッション：新たな担い手による観光地域づくり事例紹介 

 

千葉県富津市 

 

観光地域プロデューサー 島田 昌幸 

プロフィール 

2002 年 まちづくり活動開始 

2005 年 6 月 21 日有限会社 JICC 設立。代表取締役に就任 

2006 年 経済産業省 平成 18 年度 起業型人材育成事業 採択 

2006 年 経済産業省認定 チャレンジプロデューサー選定 

2006 年 チャレンジ・コミュニティ創成プロジェクトに参画 

＊岩見沢において芸術・スポーツを基軸とした長期インターンシップのコーディネートや起業家

支援を実施。（現在 12 名認定） 

＊中心市街地の活性、農業、医療に関する 10 プロジェクトの立ち上げ、運営をする。 

2007 年 国土交通省選定 観光地域プロデューサ 

2007年 千葉県富津市金谷（人口1600名）において『石と芸術のまち金谷』のコンセプトを設計 

＊コンソーシアムの形成・地域資源を活かした 10 商品の開発を実施      

2007 年 千葉県の富津市バームクーヘン商品プロデュースを実施。  

＊年商 8400 万円の売り上げ商品を販路開拓支援・プロデュースによって年商 2憶円に伸ばす。 

2007 年 地域住民参加収益型、観光案内所兼書道カフェ「観光案内所 石の舎」を設立  

＊15,000 人来客・1000 万円売上を達成（地域住民のみでの予算ゼロ運営を成功させる。）  

2007 年 北海道三笠市において、観光を中心軸とした農業×ＩＴ×アウトドアの連動事業 ZERO

プロジェクト立ち上げ 

（地域資源を活用したプロジェクトの立ち上げ、雇用を生み、地域連携によって商品が生まれ始める） 

＊合計８名の新卒を異分野から農家で採用  

2008 年 千葉県富津市金谷において地場産品加工場･販売所「海農里（みのり）」設立 

＊高齢者を基軸としたコミュニティビジネスの展開年商 2000 万を超える事業確立 

＊都市農村プロジェクトで起業家 1名輩出、地場産品を活用したクレープ屋での創業 

2008 年 国連選定アーティストサイ・ヒロコ氏・情熱大陸などで評価を得ている漆喰職人、久住

有生氏となどと美術館設立にむけ活動開始 

2008 年 株式会社メディファーム当別 取締役就任 

＊農業を基軸とした医療施設の運営を実施（2009 年 10 月オープン） 

2008 年 株式会社とれいす 顧問就任 

＊本格的に IT を活用した農業の在り方についてモデル構築を実施 

2009 年 農林水産省 農山漁村地域力発掘支援モデル事業 アドバイザー 就任  

2009 年 農林水産省 平成 20 年度 農村活性化人材育成派遣支援モデル事業 採択 

2009 年 沖縄県、鹿児島県、高知県、千葉県、新潟県、北海道における広域地域再生事業開始 

2009 年 沖縄県伊江島 観光教育プログラム開発『伊江島海学校』プロジェクト開始 

2009 年 千葉県 都市農村交流プログラム開発、試験的実施 

2009 年 千葉県 『金谷美術館』の施工開始（10 月オープン予定） 

2009 年 北海道 農家の経常売上 8000 万円増加達成 

連絡先 

ホームページ：http://jicc-ltd.com/（有限会社ＪＩＣＣ） 

電話番号：（０５０）１１６７－１３３８ 

〒063－0052 北海道札幌市南２条東 1丁目１－１３南２条ビル６０２ 

メール：info@jicc-ltd.com 



千葉県富津市 

 

取組み紹介 

新たな観光地を創出していくためにはいくつかの視点が必要であると考え、観光地を形成

していくために以下の点に注意をしながら活動を実施しています。第 1、担い手創出のた

めの受け入れ体制整備 第 2、担い手創出ための持続可能な生活様式の整備 第 3、観光地

を創出するための基礎となる地元住民の形成 第 4、経済活動を取り入れたコミュニティ

ビジネスの展開 第 5、自立した活動を継続するための研修実施 第 6 地域資源の整理と

独自のプログラム開発 第 7、担い手発見のための情報発信 第 8、地域資源を活用した地

域商材の開発と情報発信 第 9、IT コンテンツを基軸とした情報発信 第 10、地域の情報

発信の拠点の創出 第 11、小さな成功体験の経験と若者の誘客による地元に対する愛着、

誇りの確認 第 14、顧客の誘客と地域ブランドの形成に着眼しながら活動を実施していま

す。現在の、観光地づくりは消費者ニーズが多用する中、独自の観光プログラム開発、商

品開発が求められていると思います。しかしながら長年住み続けている自分のいいところ

はなかなか見つけにくいものですし、都市圏のニーズを田舎の人たちが把握し商品開発な

どをするにはとてもハードルが高いものだと思います。観光地を形成していくには多様な

業種の人たちが多様な視点でプログラムを地域独自にカスタマイズしていく必要がありま

す。しかしながら地域がプロフェッショナルの要望に対応していくことが難しい状態です。

そこでコーディネーターやプロデューサーが時間をかけて地域をまとめていくと同時に、

持続可能な活動を可能にしていくためには地域の人たちではなく、50 年後を見据え新たな

人材も同時に獲得していかければならないと思います。社会が成熟しなんでもある時代に

新しい発想を持っているのは、やはり若者。でも若者は情熱はあっても知識や経験があり

ません。そこでそれを担保するのが地域にある知恵だと思います。私は地域資源は人であ

り、人が地域の歴史や文化を受け継いでいると思っています。それを現在の消費者にプロ

モーションわかりやすくしていくことが私の仕事であると思います。地域に若者を呼び込

もうとしても若者のニーズを把握しなくては呼び込めません。金谷では、ここ 2 年間の間

に 300 名の若者が入り込み始めています。それは地域の人たちと未来を創りだす一歩を共

有することができたからだと思います。現在の、地域の課題としては地域課題を若者が解

決するために使おうとする動きみられますが、それだと若者は来ませんし、魅力のある町

にしていくことが自然と若者の観光客も集客できるものだと思います。 

 

 



�

�
� �

����



�



� �
�

��
	




�



����� �����
� ������

��� �����

��� �����

����



パネルディスカッション：新たな担い手による観光地域づくり事例紹介 

 

静岡県伊豆の国市 

 

観光地域プロデューサー 木村 美穂 

プロフィール 

静岡県出身。’02 年、日本大学芸術学部デザイン学科卒業。松永真デザイン事務所、岡

本一宣デザイン事務所を経て、’07 年“きむら工房”設立。ポスター、パッケージ、ロ

ゴ、マークなどのグラフィックデザインや、雑誌、カタログなどのエディトリアルデザ

インなどを制作。同年 10 月より、国土交通省モデル事業、伊豆の国市観光地域プロデュ

ーサーとしても活動。 

連絡先 

ホームページ：http://www.izunotabi.com（伊豆の国市観光協会） 

電話番号：（０５５）９４８－０３０４（伊豆の国市観光協会） 



静岡県伊豆の国市 

 

取組み紹介 

グラフィックデザイナーとしての職業を生かし、「観光にもデザイン力を」をコンセプト

として、伊豆の国市の主なターゲットである首都圏からの視点、デザイナーとしての視点

で、まちの観光を考えました。昔と違い、モノがあふれ、情報が錯綜している現代、他の

観光地との差別化を図るための「デザイン力」が重要かつ有効と考えたからでした。市内

の素材調査、デスクリサーチ、首都圏在住の方の宿泊モニター調査結果を元に、女将さん

を中心としたワークショップや講演会を開催したり、情報発信を強化するべく、プロのカ

メラマンによるキービジュアル撮影を一年間行い、それらを利用したイメージポスター制

作、ホームページ改訂などを行いました。今までとは違うやり方や視覚的なものを中心に

少しずつ変化させていったことにより、それまで、あまり観光と関わってこなかった地域

や、会合に出ることのなかった女将さんの参加などに結びつきました。 
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パネルディスカッション：新たな担い手による観光地域づくり事例紹介 

 

鳥取県米子市 

 

皆生温泉旅館組合青年部・皆生つるや 若女将 宇田川 育美 

プロフィール 

皆生つるや 若女将・皆生温泉旅館組合青年部 部員・皆生レクリエーショナルカヌー

協会 ツアーアシスタント・エコツアーガイド養成講習終了。 

連絡先 

ホームページ：http://www.kaiketuruya.co.jp（皆生つるや） 

 



鳥取県米子市 

 

取組み紹介 

「エメラルドグリーンに輝く皆生海岸シーカヤック体験＆エコツーリズム推進事業」皆生

温泉を含む大山・中海エリアで、自然を利活用したエコツーリズム事業を推進。平成 18

年皆生温泉旅館組合青年部が主体となり、皆生レクリエーショナルカヌー協会（ＫＲＣＡ）

を設立。青年部員自ら指導免許を取得し、カヤック体験ツアーを当地の着地型観光メニュ

ーとして提供している。現在、青年部員がカヌー指導員兼ツアーガイドを交代で行ってい

るが、繁忙期などの旅館業務との兼務が非常に難しく、指導員増員などが課題としてあげ

られる。昨年、2 年に１回行われる「第１９回全旅連青年部全国大会褒章」にて、グラン

プリを受賞。「障害者と幼稚園児との協働による廃食油の回収・ＢＤＦ製造による環境改善

推進事業」障害者施設、幼稚園、温泉旅館が一体となってＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）

事業を推進。旅館の廃食油を障害者施設に無償提供し障害者施設で精製したバイオディー

ゼル燃料を、送迎バス等の燃料として購入することで障害者の自立支援を行った。課題と

しては、バイオディーゼル燃料の購入先を増やすなど、旅館組合だけでなく、いかに地域

での協力の和を広げていけるかといった点があげられる。 昨年「第１９回全旅連青年部

全国大会褒章」にて優秀賞を受賞。「限界集落での挑戦・地酒造りを活用した観光コラボレ

ーション」皆生温泉と行政、酒造会社、限界集落の人達の思いがひとつとなり実現した観

光コラボレーション事業。グリーンツーリズムへの取り組みとして限界集落（65 歳以上の

人が人口の半分の上代集落）で、青年部オリジナル地酒造りを田植えから行った。出来上

がったお酒を皆生温泉の宿泊客に提供。旅館の若旦那、若女将たちと農業体験ができるグ

リーンツーリズム商品をめざす。今後は、この農業体験型商品の集客が課題である。 
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