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地域のみんなが主役になって地域を再生 
 
 「90 年代以降、観光というのは、観光産業の人たちだけが頑張れば

良い問題ではなくなった。地域の市民とか、地場産業の人たち、地域

にいて仕事をしてくれる事業者の人たち、そうした人たちが一緒にな

って頑張り、地域を元気にしながら、お客様を呼んでいくという構造

が必要になったんです」と鶴田氏は語る。そうした思いを元に、再生

のネタを探していく中で、温泉と医療、エステ、リラクゼーションと

いうネタに気付く。そして、これらウェルネス産業の育成を呼び水に、

別府の文化、自然、そして日常的な食といったものを組み合わせるこ

とで、地域のみんなが主役となり、かつ、持続的にまちづくりに取り

組める手法として、オンパク手法を創造する。 

 その後、オンパクは、その地域づくり手法をオンパク・モデルとし

て他地域へも展開。平成 22 年には、一般社団法人ジャパン・オンパク

を別途設立し、その地域づくり手法の普及に取り組んでいる。 
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大型温泉地である別府が衰退期になる中、

新しい地域づくりの取り組みが必要 
→ 商業者、宿泊事業者、行政などを一つにしたイベン

トを実施 【クリスマス HANABI ファンタジア】 

単発のイベントでは集客できても、サスティナ

ブルなまちづくりはできない 

→ 地域のみんなが主役となり、各々の事業を育てなが

らまちづくりを行う仕組みを構築 【オンパク】 

 
 

（地域の特徴） 

大型温泉地「別府」が有する文化、自然、

食に、ウェルネスを組み合わせたまちづくり 
 
 別府が戦後に培った文化、それ以前からの固有文化、別府の温泉街

を取り囲む一次産業を含む自然、都市活動の中で育まれてきた日常の

食といったものに、ウェルネス産業といった取り組みを組み合わせ、

新しい別府として再生し、集客交流の促進につなげていくことを目指

している。 

 
（取り組み概要） 

地域のみんなの参加と持続性を担保する

総合的で普遍的な事業モデルの構築 
 
 平成 6 年から実施の「クリスマス HANABI ファンタジア」は、商店街

の人々、温泉街の人々、そして行政が一体となった協働型の集客イベ

ントとしては一定の成果をあげた。しかしながら、開催を繰り返す中

で、イベントによる経済的な恩恵の差などから、関係者の意識統一が

難しくなるという課題も表面化した。 

これを踏まえ、多様な事業者や住民自らがお客様に提供するサービ

スをつくり、それを協働して全体で流通・販売していく仕組みをつく

ることで各々のサービスの商品化、事業化を図り、結果、持続的なま

ちづくりにつなげていこうという手法が検討された。これに、別府の

文化、自然、日常の食と組み合わせたウェルネスといったテーマを織

り込み、一つの活動として結実したのが別府オンパク(初回は平成 13

年)である。このオンパクは、その後、経済産業省などの支援を受けな

がら、様々なチャレンジを行い、全体の仕組みと、各プログラムを動

かす仕掛け、役割分担などを洗練させていく。その結果、オンパク・

モデルは、別府のみならず多様な地域で取り組むことのできるまちづ

くり事業モデルとなり、全国展開するに至っている。  

地域の課題 ソリューション 

ウェルネスをテーマとしたプログ
ラムを様々な形で展開 

専用開発されたプログラム管理、予
約システムが活用されている 

「まちあるき」は、オンパクの主要
プログラムの一つ 



 
 

                      

持続的なまちづくりには、多様な参加者のモ

チベーションを維持し続けることが必要 
→ 事務局が参加者の商品化、事業化への取り組みを

支援する仕組みを構築 【オンパク・モデルの強化】 

持続的なまちづくりには、推進組織自体の事

業継続力を確保することが必要 

→ オンパク・モデルを全国展開することで、人材と資金

調達の可能性を拡大 【ジャパン・オンパク】 

 
 

（地域資源の発掘と活用術①） 

パートナーのチャレンジを支援する 
 
 オンパクは、小規模の体験交流型イベントを沢山集めて短い時間に

開催するものである。こうしたプログラムづくりは全国で行われてい

るが、オンパクでは、提供している人々を「パートナー」と呼び、そ

のチャレンジを支援するという立場を取っている。これによって、パ

ートナーのモチベーションを維持しながら、地域の資源を活かしたコ

ミュニティ・ビジネスなどを創設していくことを目指している。 

 
（地域資源の発掘と活用術②） 

役割分担を明確にし、協働して取り組む 
 
 オンパクでは、事務局が集客・プロモーション、プログラムの品質

管理、ファンクラブの管理など、個人で行うには難しい活動を担って

いる。これにより、パートナーは、プログラムの企画と提供に専念す

ることが可能となっている。さらに、事務局では、専用の IT システム

を構築することで、事務局業務の効率的な取り組みを可能としている。 

 
（地域資源の発掘と活用術③） 

オンパク・モデルとして活動を普遍化する 
 
 オンパクでは、別府オンパクの開催を通じて得たノウハウを元に、

その事業モデルの改善、強化に取り組む中で平成 18年の函館湯の川を

皮切りに、その活動を全国に展開。別府のオンパクではなく、幅広い

地域にて活用できるオンパク・モデルに昇華。平成 22 年には各地のオ

ンパクをネットワークする一般社団法人ジャパン・オンパクを設立し、

人材育成や IT システムの負担分散など、取り組みの持続性確保に取り

組んでいる。 

  

地域の課題 ソリューション 

パートナーのチャレンジを支援す
ることで事業を生み出していく 

事務局とパートナーの役割分担を
明確にすることで、それぞれがやる
べきことに専念する 

オンパク・モデルは普遍化され、多
くの地域に横展開している 



 
 

 
 
 
（地域資源を観光事業に活かすまでのプロセス） 

 

ハットウ・オンパクは、毎年、その活動を深化、拡大しながら、

活動開始から 3 年で NPO 法人ハットウ・オンパクを設立。9 年で

一般社団法人ジャパン・オンパクを設立した。 

 

（年表） 

平成 13 年（2001 年） 「ハットウ・オンパク実行委員会設立 

第 1 回別府オンパク開催 

平成 14 年（2002 年） 第 2 回、第 3 回別府オンパク開催 

平成 15 年（2003 年） 第 4 回、第 5 回別府オンパク開催 

平成 16 年（2004 年） 第 6 回、第 7 回別府オンパク、別府サマーオンパク開催、「NPO 法人ハット
ウ・オンパク」設立 ～経済産業省 サービス産業創出支援モデル事業（健
康サービス） 

平成 17 年（2005 年） 第 8 回別府オンパク開催 
～経済産業省 サービス産業創出支援モデル事業（集客交流サービス） 

平成 18 年（2006 年） 第 9 回、第 10 回別府オンパク開催、第 1 回函館湯の川オンパク開催 
～経済産業省 サービス産業創出支援モデル事業（集客交流サービス） 

平成 19 年（2007 年） 第 2 回、第 3 回函館湯の川オンパク、第 11 回、第 12 回別府オンパク開催 
～経済産業省 地域新事業活性化中間支援機能強化事業 

平成 20 年（2008 年） 能登（第 1～2 回）、別府（第 13 回、じねたび）、函館（第4 回）、諏訪、総社、

諏訪、いわき、熱海（いずれも第 1 回）を開催 
～経済産業省 地域新事業活性化中間支援機能強化事業 

平成 21 年（2009 年） 別府（第 14 回）、総社、熱海、都城、諏訪（いずれも第 2 回）、能登、総社
（いずれも第 3 回）、函館（第 5 回）を実施 
～経済産業省 地域新事業活性化中間支援機能強化事業 

平成 22 年（2010 年） 一般社団法人ジャパン・オンパク 設立（4 月 28 日） 

 
 

（統計データ） 

数字でみる「別府オンパク」 
 
 別府オンパクの参加者は、44％が別府市、33％が大分市、

その他県内も含めると 90％以上が、県内居住者である（平成

22 年度）。このことは、オンパクが、各地に横展開しうる水準

にまで普遍化されていながら、市民及び近隣市町村の住民に

よって支えられた交流イベントでもあることを示している。 

 

「ジャパン・オンパク」ができるまで 

別府市

44%
大分市

33%

その他

県内

14%

県外

7%

不明

2%

別府オンパク参加者の居住地

資料：写真、データは、NPO法人ハットウ・オンパクより提供 


