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■プロダクツ（商品開発）イノベーション分野 

（８）門前町の再生と滞在型観光地づくりに向けた多様な主体による推進体制

構築事業 

 

１．事業推進主体 

柳津観光協会 
 
２．事業概要 

 

１）実施期間   

平成 21 年 10 月 15 日～平成 22 年 2 月 19 日 

 

２）事業内容   

これまでの６年間の議論の整理・ワークショップの中で、柳津への滞在促進につい

ては下記について具体化することとなった。 
① 歩いて楽しめるまちづくり 

廃墟となったみなとやの撤去・跡地利活用計画、朝市・軽トラ市の開催 など 
② 体験メニューづくり 

福満虚空蔵尊を中心とした門前町歩きや定期的なイベント、ボランティアガイ

ドの養成、体験メニューの一覧表の作成 など 
③ 湯めぐり 

西山温泉・柳津温泉を包括するような湯めぐりプラン、湯めぐり手形の作成、

湯めぐりマップの作成 など 
④ 公共交通（二次交通） 

住民の生活の足となる・観光客も利用ができる公共交通の検討・策定 
⑤ 特産品の流通・宣伝 

地域支援事業で開発中の「赤べこ丼（仮）」の流通・宣伝手段の検討 
 
３）背景   
福島県柳津町は、日本三大虚空蔵尊のひとつとして 1200 年の歴史がある福満虚空蔵

尊を中心として栄えた人口 4000 人の門前町であり、七日堂裸参りや稚児行列、おこも

りなどの伝統行事が古くから行われており、多くの参詣客で賑わってきた。その門前

町の宿坊として栄えてきたのが柳津温泉であり、只見川沿いで一番大きな温泉街であ

る。ここの宿泊客は平成 17 年には１万８千人であったが、参詣客の減少とともに宿泊

客も減少し現在では１万４千人にまで落ち込んでいる。旅館・民宿数もピーク時 11 軒

あったものが、今では７軒に減った。撤退した旅館の中の一軒の旅館はいまだに廃墟
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をさらしており温泉街の景観を著しく破壊している。 
丑寅年に当たる 2009 年の入り込み客は前年を上回っているが、日帰りが多く宿泊に

つながっていない。また、商店街に元気な飲食店が少ないこともあり、日帰り・宿泊

客とも近隣町村に比べても飲食消費が少なく、地域全体に観光による経済効果が浸透

していない状況である。お土産物としてはあわまんじゅうがあり、７軒の菓子業者の

努力もあって売り上げは堅調に推移している。また、柳津町の西山地区には西山温泉

があり、旅館４軒が営業している。秘湯として人気を集めているが、知名度に欠け宿

泊客は伸び悩んでいる。 

このような現状に対して、柳津観光の担い手である商工会・観光協会、旅館組合、

行政との連携は従来必ずしも十分ではなくそれぞれが単独で活動してきたが、最近で

は観光客の減少とともに危機感を共有してきたために今年の丑寅まつり実行委員会を

通して徐々に連携意識が高まっている。 

今回の事業では既存の組織の枠組みにとらわれず、多様な担い手による推進体制を

構築しようというものである。 

 

《柳津「地域づくり」のこれまでの取り組み》 

本事業の実施までおよそ６年間に渡って、柳津町では様々な組織・住民によって下

記のような取り組みを行ってきた。 

 

   平成 16 年度  中心市街地活性化基本計画策定委員会 
            ワークショップなど 7回 

            キャッチフレーズ「梵鐘の鳴る歴史と赤べこの里 柳津」 

            「住んでいる人が暮らしやすい（安心して住み続けられる）」 

            「資源を活用し、連携することで通年型観光・滞在型観光」 

   平成 17 年度  柳津町 TMO 構想策定委員会 
            ワークショップ、先進地視察など 9回 

   平成 18 年度  「元気ふくしま、地域づくり交流促進事業《会津若松建設事務所》」 
            地域懇談会「まちなか周遊マップ作成」3回 

   平成 19 年度  「元気ふくしま、地域づくり交流促進事業《会津若松建設事務所》」 
            地域懇談会「まちなか周遊サイン計画策定」3回 

   平成 20 年度  「サインの設置」（県 5箇所、町 12 箇所） 
 

   平成 21 年度  「元気ふくしま、地域づくり交流促進事業《会津若松建設事務所》」 
地域懇談会「地域づくり計画策定」4回 

       ＊平成 21 年度は、本事業とは別に、県のサポート事業として「丑寅ま

つり」「あかべこ丼など特産物開発」「モニターツアー」「おもてなし研

修」などを実施している。 
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これまでの６年間において「地域づくりの基本的な考え方」に関する議論はおよそ

出尽くしている。議論の要旨は下記のような内容であり、現状や他地域の事例からみ

てもその考え方についてはほとんど間違っていないと言える。 

 

≪今までの地域づくりの議論・要旨≫ 

柳津の地域振興のためには地域の産業（農林業、小売業、宿泊業、サービス業など）

を確立しなければいけないが、そのためには人口減少や高齢化の中で定住人口にのみ

依存するのではなく外からの来訪者（観光客、都会の子ども、田舎暮らしの体験希望

者など）を獲得し、しっかりと地域にお金を落としてもらわなければいけない。その

ような来訪者を増やすには、「ぶらぶら歩きながら地域の自然や歴史、文化、暮らし、

食、温泉などの資源、魅力をじっくりと楽しみたい」と思う観光客の最近の動向やニ

ーズを踏まえ、柳津の街中を魅力あるものに再生しなければいけない。 
 

≪問題解決の方向性≫ 

「柳津町の魅力は、歩いていただいてこそわかる！」 
   

解決策１：まちなかを歩いていただくため、駐車場の位置や歩いて欲しいルートを考え

よう！ 
  解決策２：今ある資源や施設を活かし、情緒ある門前町としての魅力を高めよう！ 

解決策３：観光事業者や商店主、住民などが協力し合い、来訪者が楽しめるようにも

てなそう！ 
 
本事業ではこれ以上の調査や報告書を重ねるのではなく、これまでの基本的な考え

方の具体化であり、具体的な目標を掲げてそれに向かってハード・ソフト両面の振興

策を着実に実行することである。以上のような認識とこれまでの議論の経過を踏まえ、

平成 22 年度の地域づくり、地域振興、観光振興についてはワークショップの参加者の

意志を尊重しながら、横断的に議論ができる推進体制を構築し、その中で主に下記の

ソフト事業を柱に進めた。 
 

４）検討経緯 

本実証事業と観光協会交付金事業を並行して実施し、同じメンバーで議論を深めた。

下記の日程の中で部会は交付金事業の一環で行った。本事業は 2 月 17 日実施分までと

なるが、継続的にワークショップを開催し具体的に展開していくものとする。ワーク

ショップは観光協会 5 名、商工会 7 名、柳津温泉旅館組合 7 名、西山温泉組合 4 名、

柳津製菓組合 6 名、柳津観光ボランティア協会 2 名、柳津町商工観光課 3 名の全 34 名

を基本に行った。各回の参加者人数は（ ）の通りである。 
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11 月 29 日：概要説明・意見交換（8 名） 
12 月 15 日：町歩きの基本的な考え方（8 名） 
12 月 22 日：実証事業事務局との打合せ（4 名） 
1 月 5 日 ：街歩きマップ・標識（6 名） 
1 月 8 日 ：旅館の宿泊プランと体験プランの基本的な考え方（9 名） 
1 月 19 日 ：柳津・西山温泉湯めぐり（8 名） 
1 月 25 日 ：旅館の宿泊プラン・赤べこ丼・湯めぐり（10 名） 
1 月 28 日 ：二次交通（路線バス）赤べこ丼・湯めぐり（8 名） 
2 月 2 日 ：体験プラン・湯めぐり・二次交通（10 名） 
2 月 4 日 ：赤べこ丼・湯めぐり（15 名） 
2 月 8 日 ：情報発信（ＨＰ・パンフレット）・花ホテル講演会・湯めぐり（9 名） 
2 月 17 日 ：湯めぐり・体験プラン（7 名） 

 
 
３．事業の結果 

 

本事業の柱として取り組んできた５事業の内容については下記の通りである。 
 
１）歩いて楽しめるまちづくり 

具体的な計画実施については次年度以降、会津若松建設事務所も交えての協議が必

要となるが、下記内容を提案としてまとめた。 
 
①みなとやの跡地利用：「憩いの広場」として活用 

ア) 朝市、軽トラ市の実施 
イ) イベント広場としての貸し出し 
ウ) 盆踊りの実施 
エ) 簡単な足湯の設置（桐の丸太での簡易的な足湯など） 
オ) 道の駅までの散策路・案内板の設置    

②町中を歩かせる案内看板の設置 

既存の看板の状況を調べ、不足について新たに設置。特に道路上の分岐点となる個

所への重点的な設置。町歩きのストーリーを表すような看板への変更。 
③福満虚空蔵尊前の駐車場有料化 

④オープンカフェの設置 

⑤空き店舗の活用（町中に 10軒程度あり） 

⑥上記を踏まえて柳津を案内できる「ガイド＝柳津コンシェルジュ」の設置 

⑦トイレ整備・ベンチ設置 
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２）体験メニューづくり 

柳津での滞在時間を延ばし、宿泊させる仕組みを構築するために「柳津での時間の

過ごし方」を提案することが必要不可欠であると確認された。現状、柳津において旅

行商品と呼べるものは皆無であるが、お客様に対しての情報発信及び現地での情報共

有は必要という観点より、「柳津での時間の過ごし方」を一覧でまとめることとなった。 
 

３）湯めぐり 

下記一覧の内容にて実施することとする。 
 
＜柳津＆西山温泉湯めぐり手形・案＞ 

項目 内容 

発行者 柳津旅館組合・西山温泉旅館組合・柳津観光協会の連合組織 

柳津・西山湯めぐり手形協議会。 

湯めぐりマップ 

一覧（裏面） 

宿泊施設・観光協会等での案内用の手元資料として現在集約している一

覧を修正して対応。効能も表記。 

湯めぐりマップ 

（表面） 

湯めぐり情報のみ掲載、他の事項は他のマップへ。光沢紙で作成。 

Ａ４またはＡ３。 

手形 手形表面：名称・図柄・有効期限（「～月末まで有効」） 

手形裏面：3軒のスタンプ欄。 

桐で森林組合に依頼。作成料金は１個500 円。 

印 各旅館でオリジナルのもので２㎝×４㎝以内。各旅館よりアイディアを

集約。アイディアがない旅館は事務局で作成。 

旅館の名称と電話番号を入れる。 

各宿の印はマップに掲載、宿と印を一致させる。3000円程度。 

有効期間 発行日より 6ヶ月間 

（「～月末日まで有効」と記載。発行箇所にてマジックで記載。） 

湯めぐり軒数 1手形につき 3軒 

販売価格 1手形 1000 円 

事務局 町民センター支配人 

各旅館の料金 販売箇所のみ１枚の販売につき150 円を収受するものとする。 

各旅館の入浴時間 各施設現行の日帰り入浴受付時間の通り。一覧へ反映済み。 

販売範囲 特に限定しない（町民も購入可能）。 

参画施設数 当面 11軒（他 2軒は交渉中） 

あづまや・新湯はマップ・一覧に掲載。 

玄関前看板 ・手形と同型で拡大した形状のもの。木に紐を通して吸盤で宿の玄関に

下げられるようにする。 
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全軒制覇者の対応 ・町長印の入った認定証の発行。 

持ち運びができるカードサイズにしてラミネート加工。 

 告知の際に町長に認定書イメージとともに町長コメントを入れる。 

・湯めぐり手形をプレゼント。赤や金などプレミアムのもの。何回も制

覇しているお客様には徐々にグレードアップした手形を提供。 

・町営施設等の割引を検討中。 

 

４）公共交通（二次交通） 

①郡山⇔柳津間シャトルバスの運行（新規検討事項） 
②路線バスの観光客利用 

   現行のバスに対して下記内容を要望として提出。 
ア) 只見線に接続する町営バス（上下線で１本くらいは接続してほしい） 
イ) きめ細かなルートの策定（診療所・主な観光施設・道の駅や虚空蔵尊など） 
ウ) スクールバスの帰りが空くはず。それを周遊バスのようにしてほしい。 
エ) 祝祭日は本数を減らしても運行すべき。 

 
５）特産品の流通・宣伝 

既にサポート事業で取り組んでいる「赤べこ丼（仮）」については専門家による料理

研究会などを行っているものの、まだまだ研究段階でありお客様へ提供するまでには

至っていない。9月に先行して赤べこ丼の試作を行い、結果をまとめたところ下記のよ

うな意見が出された。これに基づいて 2 月には更に赤べこ丼の試作を行い、今後の展

開について検討する機会を設けた（試食にだされた赤べこ丼は写真の通り）。サポート

事業での進捗状況を鑑みながら、今

回構築してきた推進体制の中で流

通・宣伝について引き続き議論して

いくものとする。3 月 17 日には 2
月 24 日の試食に対する意見を元に

赤べこ丼の提供について更に議論を

深めていくものとする。 

＜赤べこ丼・試作品＞ 

 

＜参考：試食会での意見＞ 

■味や食材について 
・予想していたより、かなりおいしい。 
・ケチャップライスとぜんまいの組み合わせはおいしい。 
・ウメや紅しょうがはよかった。 
・お米がおいしかった。 
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・麩の食感が良かった。 
・麩だけだと物足りなさはないだろうか？ 
・おもっていたより総合的においしい。 
・ばら肉がかなり合うのではないか。 
・カロリーなどを計算しヘルシーさを追求してはどうか？ 
・ソースの味がしみこみ、白米にかなり合っている。 
・古代米はどうだろうか？ 
・地元食材としてやまいも、あさつきなどはどうか？ 
・地元食材として細たけのこ(姫たけ)などはどうか？ 
・地元食材として切り干し大根はどうか？ 
・あまり具材にこだわると普段ストックがたいへんだ。 
・おからや甘酢あんかけはどうか。 
■器や見た目について 
・これは何ですかという感じで非常に良い。 
・どんぶりに盛られた雰囲気が良かった。 
・赤色としてケチャップとウメソースはなかなか良い。 
・くるま麩を薄くスライスできないか？ 
・くるま麩はある程度厚みが必要だ。 
・くるま麩のボリューム感が良かった。 
・器はどうか、うるし塗りお椀や本郷焼きはどうか？ 
・赤色をどう表現するか、ミニトマトなど考える。 
■価格や販売方法などについて 
・庶民の味方、リーズナブル、ヘルシーを狙う。 
・カロリーを表示してほしい。 
・カロリーを抑える方法はないだろうか？ 
・牛肉を使用しないわけを表現して欲しい。 
・売り方や価格を検討して欲しい。 
・安いことは良いことだと思う。480 円～550 円くらいか。 
・カツ丼と同程度の料金にはできないだろうか？ 
■その他次回への参考意見 
・定食用のスタイルも研究して欲しい。 
・こづゆなどをセットしても良いだろうか。 
・くるま麩を揚げないモノも試作して欲しい。 
・肉をとじないで作る方法はどうか？ 
・材料保存の良い食材を検討して欲しい。 
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４．本事業の成果：多様な担い手による推進体制の構築に向けて 

 

従来のまちづくりや観光振興の議論では、常に横断的なまとまりを作ることができ

ずに、報告書はできるものの具体化に至らなかったケースが多かった。そのような反

省に立ち、今回はできるだけ横断的な参加者を募り議論を進めた。特に、丑寅祭りを

契機にできた「丑寅祭り実行委員会」は町として初めての横断的な協議会であり、こ

れをベースにさらに議論を進める体制を作り上げた。旅館関係者が初めて一堂に会す

るなど従前にないまとまりで論議は進められた。 

その結果、「湯めぐり手形」のように柳津温泉と西山温泉の 13 軒の旅館がほとんど

参加、その運営に当たっては観光協会と柳津旅館組合、西山温泉旅館組合が一緒に協

議会を作るなど今までにない取り組みを具体化させることができた。これをベースに

当初意図した幅広い参加者による恒常的な横断的協議会を、次年度は作り上げること

としたい。 

 
５．課題と今後の取り組み方針 

 

従来にない取り組みを具体化できた今回の事業であるが、その議論の中で様々な問

題点も明らかになった。たとえば、 

  ・町内の「あし」の確保＝とりわけ柳津温泉と西山温泉を行き来する観光客の「あし」

の問題は、住民の生活の「あし」の確保と同様に重要な課題であり、町内循環バス

のあり方をめぐって様々な意見が出た。 
  ・街づくりに関わるハード整備の予算確保＝町の予算の厳しい現状では、ほとんどの

ハード事業を県などの補助事業に頼らざるを得ない。そのために多くの事業補助を

県などの部局に依存しているが、県の政策が縦割りのため町における事業遂行も縦

割りにならざるを得なく、結果的に多くの委員会が並立し、あちこちで同じような

議論が行われるとともにせっかく作り上げた横断的な場が有効に機能しないなどの

問題が露呈している。 
  ・行政における住民参加＝街づくりのように各部局の連携が必要な政策では、縦割り

の弊害でいろいろな課題が露呈している。このような縦割りの弊害を除去するには、

首長のリーダーシップが不可欠であるが同時にいろいろな場面で住民の意見を聞く

機会を作ることが重要である。 
  ・横断的な恒常的組織の構築＝観光協会や旅館組合、商工会など既存組織による活動

が長年にわたって行われてきたが、各種の課題にその限界が見えてきている。つい

ては、早急に横断的な組織、たとえば「まちづくり会社」「柳津振興公社」などの整

備を進める必要がある。 
 

このような取り組みを次年度、着手したい。 



■参考資料

マップ番号 お湯処 温泉印 お湯処の自慢 お問い合わせ ご入浴時間 お休み お掃除 泉質 露天風呂 備品
有料販売または

レンタル
ご注意事項

1 旅館　内田屋
檜風呂が自慢。柳津虚空蔵尊の目の前で門前町柳津の会津からの玄
関口にある便利なお宿です。

０２４１-４２－２０２１ １０：００～１５：００ 不定休 不定
ナトリウム塩

化物泉
有

シャンプー
石鹸

タオル（２００円） 事前にご予約ください。

2 月本旅館
源泉100％のかけ流し風呂の窓からの眺めは四季折々の風景と只見川
が楽しめます。

０２４１-４２－２２３３ １０：００～１５：００ 不定休 １０：００～　１４：００
ナトリウム塩

化物泉
無 シャンプー 石鹸（２００円） 不定期に清掃がございます。事前にご予約ください。

3
清柳の宿
かわち

只見川沿いにある清柳の宿かわちは、山塩の源泉で優れた保湿効果が
あり、ぬくぬくすべすべです。ゆったりと露天風呂もどうぞ。

０２４１-４２－２６００ ９：００～２０：００ 不定休 不定
ナトリウム塩

化物泉
有

シャンプー
石鹸
タオル

4
つきみが丘
町民センター

大浴場から拡がる、只見川の眺望が大好評。 ０２４１-４２－２３０２ ９：００～２１：００ 無
毎週火、金

８：００～　１３：００
ナトリウム塩

化物泉
無

シャンプー・石
鹸

ボディソープ
ドライヤー

タオル（２００円）
休憩室もご利用いただけます（別途２００円。１６時まで）。ご希望の場
合はお問い合わせください。

5 （有）月見亭

薬草湯（カバチャの湯）は柳津で唯一のご用意♪煎じて飲めば飲用可能
も可能です。降圧作用も有ろと言われています。またご希望があれば早
朝の「朝ブロ」もお楽しみいいただけます。お気軽にお問い合わせくださ
い。

０２４１-４２－２３４８
９：００～２１：００
希望があれば何時でも
OK。（夜中以外）

無 １３時前後
ナトリウム塩

化物泉
岩風呂有
（薬草湯）

シャンプー
石鹸

タオル（２００円）

6 滝の湯
一度に２種類の源泉が楽しめます。滝の湯→女性風呂、荒湯→男性風
呂。加水、加温なしの１００％天然源泉をかけ流しにしています。滝谷川
に面して眺めも自慢です。

０２４１-４３－２３１１ １０：００～１６：００ 不定休 不定
ナトリウム塩

化物泉
有（混浴）

シャンプー・石
鹸

ボディソープ
ドライヤー

タオル（１５０円） １６時以降のご入浴についてはお問い合わせください。

7 旅館　中の湯
離れ湯の檜風呂・露天風呂・宿泊棟内の男女別浴室と３つの異なる源泉
掛け流しのお風呂をご堪能ください。

０２４１-４３－２４２４ １０：００～１６：００ 不定休 不定 塩化物泉
有（混浴）
＜別料金＞

ボディソープ
シャンプー・石

鹸
ドライヤー

タオル
（１００円）

・檜風呂・露天風呂は４０分交代・追加料金●●●円となります。

8 老沢温泉旅館 ０２４１-４３－２０１４ １０：００～１６：００ 不定休 ９：００～ 塩化物泉 無
シャンプー

石鹸
事前にご予約ください。

9
西山温泉
山村公園
せいざん荘

０２４１-４３－２７２７ ９：００～２１：００
月曜

（祝日の場
合は翌日）

月曜
（祝日の場合は翌

日）

ナトリウム塩
化物泉

有
シャンプー

石鹸
ボディソープ

ドライヤー
（２００円）

休憩室もご利用いただけます（１回３００円・終日５００円。２１時まで）。
ご希望の場合はお問い合わせください。

10 花ホテル滝のや
屋上貸切露天風呂は湯めぐり手形利用のお客様に３０分間無料でお楽し
みいただけます。

０２４１－４２－２０１０ １０：００～１８：００ 不定休 不定
ナトリウム塩

化物泉
有

シャンプー
石鹸

ボディソープ

・どちらかの湯船を清掃している場合はうち湯を貸切でご利用いただ
けます。

11 銀山荘
全館バリアフリー対応でご安心してご利用いただけます。休憩室（別途料
金：１回３００円・終日５００円）には床暖房完備で冬でも温かく温泉をお楽
しみいただけます。

０２４１－４２－３４１８ ９：００～１７：００
月曜

（祝日の場
合は翌日）

月曜
（祝日の場合は翌

日）

ナトリウム塩
化物泉

無 事前にご予約ください。

12 あづまや ※マップ掲載のみ※

13 新湯 ※マップ掲載のみ※

柳津（やないづ）・西山（にしやま）湯めぐり手形

各施設で決定

した入浴印を

表面のマップ番号

（宿の所在地に番

～柳津・西山温泉湯めぐりご案内～

・湯めぐり手形は１手形１０００円で柳津・西山温泉全１３軒の中からお好きな３軒にご入浴いただけます（旅館中の湯では別途料金がかかることがございます。必ず事前にご確認ください）。

・湯めぐり手形は柳津町観光協会案内所の他、下記入浴施設でご購入いただけます。ご購入時に必ず発行印の押印を受けてください。

・ご入浴時には受付にて湯めぐり手形を提示し、入浴印の押印を受けてください。

・湯めぐり手形の有効期間は発行日より６ヶ月後の末日となります（例：発行日２０１０年４月１５日→有効期間２０１０年１０月末日）。

・事前予約が必要な箇所もございます。ご注意事項を必ずご確認ください。

・バスタオル等、ご入浴に必要なものはご自身でご準備の上おでかけください。
・湯めぐり手形を利用して全１３軒を制覇すると柳津町長公認の認定証と記念品を贈呈いたします。

・混雑時・清掃時はご入浴いただけない場合もございますのでご了承ください。
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