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第６章 事例紹介 

本調査は、モニターツアーにおける顧客満足度に関して、参加者と申請者を対象にアンケート

による定量調査を主体としているため、調査項目ごとに分析を行ったが、最後にニューツーリズ

ムに取り組む事業者の抱える課題を解決するために役立つことを目的とした事例紹介を行う。 

最後に参加者の評価が高かったツアー事例を紹介する。 

 

１．モニターツアーの総合満足度とポジショニング 

参加者における「参加前」と「参加後」の商品内容の満足度のポジショニングマップ 

 
＊上記評価点は参加者アンケートのＱ8-1：食事、Ｑ8-2：宿泊施設、Ｑ8-3:地域のおもてなしの姿

勢、Ｑ8-4：地域の人達との交流、Ｑ8-5：体験プログラム内容の 5つの評価を合計して一人あたりの

平均点にした数字である（下記のツアー別の評価点を参照）。 

 

上図は、参加者アンケートによる参加前と参加後の評価点をツアーごとにポジショニングにしたも

のである。 

参加者の「参加前」と「参加後」の評価点のポジショニングを見ると、右上に集中しており参加前

も参加後も評価点は高い傾向にある。 

 その内訳を見ると、全 38案件中、参加前の評価点は 3点以上 4点未満が 34案件、3点未満が 4案

件、これに対して参加後の評価点は 4 点以上が 28案件、3点以上 4点未満が 9案件、3点未満が 1

案件となっており、参加後は参加前に比べ評価点は全体的に約 1ポイント程度上がっている（参加前

に比べて参加後の評価点が下がったツアーはない）。 
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※前述のポジショニングマップ 密集部分の拡大図 

 
 

【参加前、参加後ともに評価点が高かったツアー】※上図「Ａグループ」 

・1058：北海道/2泊 3 日/冬限定の十勝・上士幌を美味しく学んで体験！「ばんえい競馬とエゾ鹿

ハンティング見学ツアー～ジビエ料理ができるまで～」 

・1075：宮城/日帰り/ 東松島に新しい牡蠣ブランドを。応援・牡蠣棚見学ツアー 

・1079：北海道/2泊 3日/冬の美瑛パウダースノーの丘を巡るフォト＆グルメの旅 

・1003：長崎/2泊 3日/島が丸ごと文化財！？古きよき日本を暮らして、食べて再発見！「島暮ら

し体験交流ツアー＆古民家ステイ」 

 

【参加後に評価点が著しく高くなったツアー】※上図「Ｂグループ」 

・1005：北海道/2泊 3日/冬の南富良野・厳寒のなかで生きる命に出会うツアー 

・1010：広島/1 泊 2 日/老活（老後準備活動)・ぴんぴんコロリ体験湯来温泉・湯の山温泉 2 日間

～自分らしく豊かな老後を送るため！～ 

・1062：徳島/1泊 2日/「千年のかくれんぼ」日本三大秘境“大歩危・祖谷”の謎を解く伝説伝承

の旅 

 

 成功事例として上記Ａ・Ｂグループのツアーを紹介する。 

 

 

Ａグループ 

Ｂグループ 
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ツアー別の「参加前」と「参加後」の商品内容の満足度の評価点一覧 

案件 

番号 

都道 

府県 
ツアータイトル 

参加前 

評価点 

参加後 

評価点 

グル

ープ 

1003 長崎 
島が丸ごと文化財！？古きよき日本を暮らして、食べて再発見！「島暮らし体験交流

ツアー＆古民家ステイ」 
3.7 4.6 Ａ 

1005 北海道 冬の南富良野・厳寒のなかで生きる命に出会うツアー 3.5 4.7 Ｂ 

1006 福井 勝山左義長まつり市民ガイド付きツアー 3.5 4.5  

1007 長崎 焼き物づくりと農業を楽しむ「波佐見のスローライフ＝陶農生活」体験 3.2 4.4  

1010 広島 
老活（老後準備活動)・ぴんぴんコロリ体験湯来温泉・湯の山温泉2日間～自分らしく豊

かな老後を送るため！～ 
3.2 4.6 Ｂ 

1021 北海道 
なんたって流氷！！世界遺産知床とオホーツク・網走で神秘の流氷を体感するモニタ

ーツアー3日間 
3.3 4.0  

1022 石川 能登人とふれあう里海の食 3.1 4.4  

1023 山口 語り部と歩く萩往還 2DAYウォーキング＋山口お宝展 3.5 3.6  

1026 北海道 冬のワインツーリズム～雪見ワイン 2012～ 3.5 3.8  

1027 北海道 車いす紅蓮隊(ぐれんたい)と一緒に楽しむ雪の大雪山麓 3.5 4.4  

1029 静岡 春の「感動！浜名湖」星、音楽、果物で浜名湖の魅力を体感する 2.9 3.6  

1030 長野 農村から学ぶ！体験型メンタルタフネス強化プログラム 3.5 4.5  

1031 山梨 
ペット番組でおなじみ松本くんプロデュース！にこたま発着ワンちゃんと一緒に行くペッ

トツアー八ヶ岳 
3.2 4.1  

1032 北海道 日本一の寒さを楽しみ隊ツアー 3.4 4.3  

1033 兵庫 「神戸学び旅」港今昔平清盛ゆかりの地＆神戸知力感動の地めぐり 3.1 3.5  

1034 広島 あ～きたかった！安芸高田！「夜の神楽オプショナルツアー」 2.7 2.9  

1038 岩手 きたかみ大人の工場巡り～自動車産業を知る～ 2.9 3.2  

1040 大阪 
極甘・高品質！泉州産キャベツの収穫体験＆豊かな漁場の青空市場と魚庭（なにわ）

の海のサンセットクルージング 
3.3 3.8  

1042 北海道 絆と健康を考えよう！洞爺湖温泉雪遊びヘルシーツアー 3.5 4.2  

1043 大阪 「昭和初期に大鐡電車が企画した“楠公遺蹟めぐり”復権」日歸りの巻（その 1、その 2） 3.0 3.7  

1047 山形 「蔵王の樹氷原」健康ウォーキングとゆっくり温泉 2泊 3日 3.1 4.2  

1053 岩手 民俗芸能のまち北上鬼剣舞伝承の旅 3.2 4.5  

1055 山梨 1000ｍの天空リゾート八ヶ岳自然との共生を体感する旅 3.4 4.1  

1057 北海道 冬旅「道南体感 2日間」‘食と歴史と越冬野菜’ 3.6 4.5  

1058 北海道 
冬限定の十勝・上士幌を美味しく学んで体験！「ばんえい競馬とエゾ鹿ハンティング見

学ツアー～ジビエ料理ができるまで～」 
3.9 4.6 Ａ 

1060 沖縄 三味線の日（3/4）に首里散策（三線体験付き）と本格琉球料理を舌鼓 3.6 3.8  

1062 徳島 「千年のかくれんぼ」日本三大秘境“大歩危・祖谷”の謎を解く伝説伝承の旅 3.2 4.6 Ｂ 
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案件 

番号 

都道 

府県 
ツアータイトル 

参加前 

評価点 

参加後 

評価点 

グル

ープ 

1063-1 

1063-2 

1063-3 

島根 
三瓶山・雪景花火大会と森林セラピーで 

心身リフレッシュツアー 

3.4 

3.4 

2.9 

4.2 

4.0 

3.7 

 

1064 岐阜 
加子母る（かしもる）山村文化体験ツアー 

（みんなで手前味噌と手前こんにゃくをつくろう） 
3.4 4.3  

1065 静岡 『静流』・大人の社会科見学ツアー！！ 3.6 4.3  

1069 佐賀 
古書をひもとき倭国からジパングへ卑弥呼と歩く～魏志倭人伝へのタイムトラベル・2

泊 3日 
3.2 4.2  

1073 静岡 早春の伊豆半島で女子会！ 3.6 4.1  

1075 宮城 東松島に新しい牡蠣ブランドを。応援・牡蠣棚見学ツアー 3.8 4.6 Ａ 

1079 北海道 冬の美瑛パウダースノーの丘を巡るフォト＆グルメの旅 3.7 4.6 Ａ 

1080 山形 雪で造るアートな景色心に残す故郷づくり旅 3.5 4.2  

1089 大分 
笑いと温泉とウォーキングで元気を取り戻す旅（現代版湯治・温泉療養保健システム

体験ツアー） 
3.2 4.4  
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２．モニターツアー別の事例 

（１）参加前も参加後も評価点が高いツアー 

①1058：冬限定の十勝・上士幌を美味しく学んで体験！ 

「ばんえい競馬とエゾ鹿ハンティング見学ツアー～ジビエ料理ができるまで～」 

（北海道・2 泊 3日） 

【申請者による評価の概要】 

項目 内容 

募集状況 

ターゲット 

告知手段と集客方法 

・募集人員：２５名  集客人員：３４名  集客率：１３６％ 

・首都圏の３０代～５０代子育てファミリー 

・首都圏の業務提携先旅行代理店へのチラシ設置、連携先旅行代理店の HPによるネット 

広告、その他 NPO関係者を通じてダイレクトメールでの告知 

集客方法は、上記告知手段を通じて１次募集と２次募集の他、道内への募集を行った 

商品イメージ・見せ方 

・ツアータイトル 

・キャッチコピー 

・デザイン 

・写真 

・わかりやすさ 

 

  非常に良い   良い    どららでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

商品内容 

・体験プログラム 

・地域のおもてなし 

・地域の人達との交流 

・食事 

・宿泊施設 

 

  非常に良い   良い    どららでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない   

新しさ 

・新しさ 

・新しさの内容 

 

 

非常に出せた  出せた   どちらでもない   あまり    出せなかった 

北海道で社会問題となっているエゾ鹿をテーマに、「狩猟見学から食べる」部分までを一貫

して体験することが新しいと考える 

【参加者からの声】 

・ハンティングや熱気球など地元の人々の活動をともにでき、その歴史やこだわりなど知識をとても知ることができ

た 

・えぞ鹿のハンティング、放血や内臓摘出・解体など普段見れないことを体験できたこと。実際に流し猟をすること

で、鹿の駆除の難しさや食材の安定供給が困難である課題も確認できたこと。 

・街の人のサポートを強く感じ、それがあたたかく、楽しく思えること 

・ツアー参加者とも、地元の方とも交流が持てたので、又来たいな、また同じメンバーで来たいなと思いました。小

学校の利用も貴重で新鮮でした。 
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【委託管理団体の所見】 

時期も含め、「地域ならでは」にこだわって限定した商品内容が新鮮さにつながった。 

札幌市内のエージェントとの提携により道内の「上士幌ファン」は増えている。今後に向けては、道内のコア層と

域外の初心者層とに分けたアプローチが必要になってくるのではないか。 

ＮＰＯが地域内のランドオペレーター機能として既に立ち上がっていて、地域内との連携、協力体制が揃っている。

受け入れ体制の強化の為にプレイヤーを育成している段階。 

 

●冬限定の十勝・上士幌を美味しく学んで体験！ 

 「ばんえい競馬とエゾ鹿ハンティング見学ツアー～ジビエ料理ができるまで～」 

 

＜募集パンフレット＞ 
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②1075：東松島に新しい牡蠣ブランドを。応援・牡蠣棚見学ツアー（宮城・日帰り） 

 

【申請者による評価の概要】 

項目 内容 

募集状況 

ターゲット 

告知手段と集客方法 

・募集人員：１２０名  集客人員：１４名  集客率：１２％ 

・牡蠣棚オーナー見込み層 

・告知手段は、既存牡蠣棚オーナー顧客から知人への口コミと facebook 

・集客方法は、提携旅行会社による募集 

商品イメージ・見せ方 

・ツアータイトル 

・キャッチコピー 

・デザイン 

・写真 

・わかりやすさ 

 

  非常に良い   良い    どららでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

商品内容 

・体験プログラム 

・地域のおもてなし 

・地域の人達との交流 

・食事 

・宿泊施設 

 

  非常に良い   良い    どららでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない   

新しさ 

・新しさ 

・新しさの内容 

 

   

非常に出せた  出せた   どちらでもない   あまり    出せなかった 

・震災・津波によって流されて壊滅的となった松島湾の牡蠣棚の復興の姿をみることが出来、

またその解説案内を実際のカキ漁師が漁船に乗って案内をする点。 

・牡蠣棚復興応援オーナー募集企画からの企画で、今回だけのツアーで終わることなく、復

興を遂げる松島の牡蠣棚をこれから先ずっと付き合えるような継続的なものとしたこと。 

【参加者からの声】 

・冬の松島湾を見れたことや牡蠣むきなど今まで一度も経験したことのない体験ができた。 

・カキ棚見学、かきむき体験、かきについての知識が深まったこと。 

・乗船できて、さらにかきの棚やたねかきをはじめてみることができ貴重な体験になった。 

また、かきを様々な料理法で食べることができた。 

【委託管理団体の所見】 

ツアーを通じた「牡蠣棚復興・応援」のメッセージが旅行中及び旅行参加後を通じて参加者の共感を呼んだ。 

本来は重いテーマを「牡蠣の殻のむき」や「牡蠣や魚介類の昼食」として提供することで「体験」「交流」の見せ

方に成功している。冬期以外もテーマや食材を変えて継続していく用意があり地域のファンづくりに繋がっていく可

能性は高い。 

地域内の連携については、牡蠣棚の復興という直面する課題を扱ったツアーで、関係者（４名）を中心に絆は強い。

今後も「地域の応援」を続けていく為の運営体制が揃っている。 
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●東松島に新しい牡蠣ブランドを。応援・牡蠣棚見学ツアー 

 

＜募集パンフレット＞ 
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③1079：冬の美瑛パウダースノーの丘を巡るフォト＆グルメの旅（北海道・2泊 3日） 

【申請者による評価の概要】 

項目 内容 

募集状況 

ターゲット 

告知手段と集客方法 

募集人員：２４名  集客人員：２２名  集客率：９２％ 

２０～４０代のカメラ女子と言われているこだわり派のアクティブな女性 

告知手段は、facebook広告と Google AdWords広告 

上記のネット広告で告知して募集用 Webサイトへの誘導を行って募集 

商品イメージ・見せ方 

・ツアータイトル 

・キャッチコピー 

・デザイン 

・写真 

・わかりやすさ 

 

  非常に良い   良い    どららでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

商品内容 

・体験プログラム 

・地域のおもてなし 

・地域の人達との交流 

・食事 

・宿泊施設 

 

  非常に良い   良い    どららでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

新しさ 

・新しさ 

・新しさの内容 

 

 

 

非常に出せた  出せた   どちらでもない   あまり    出せなかった 

写真撮影スポットにご案内するでけなく、撮影に関するテクニック講座、撮った写真を補

正・加工するテクニック講座を盛り込むことで、撮影～作品づくりまでの一連のプロのワ

ークフローを学ぶことができる。また、写真撮影だけでなく、地元のレストラン・カフェ

での食事内容や宿泊施設にもこだわり、高品質なおもてなしができる企画とした。さらに、

町内のプロカメラマンを講師に起用することで、撮影ポイント選定や天候などの自然条件

の変化に柔軟に対応したサービスを提供することができる。カメラメーカーとの協業によ

り、デモ機などの試撮りを実施することも話題性を加える要素として考えている。 

【参加者からの声】 

・美瑛の方々の旅行者への心遣いをとても感じ、大切に思ってくださっている。また来たいという思いにさせられた。

レストランは素晴らしかった。そしてペンションもすごく良かった。 

・ただ「観光」するだけでなく、先生がレクチャーしてくれるタイプのツアーに参加したことがなかったのでとても

良かった。 

・女子だけのツアーなので、安心感と連帯感があった。一人一人への対応がきめ細やかで、すごいなと思った。年齢

層をもっと絞るともっと連帯感が生まれたかも知れない。でも、幅広くふれあえるのもいいなと思った。 

【委託管理団体の所見】 

「冬の美瑛」のイメージ戦略が良かった。カメラ＆女子会にダイレクトにフックした。元からある美瑛ファンに「カ

メラ女子」が新たに加わった。冬に限らず「女子会」「女子旅」でリピーター化していく可能性がある。地域内の連

携については、観光協会が中心に運営したことで、地域としての受け入れがスムーズにでき、おもてなしにつながっ

ている。又、講師＆ガイドとして地元のカメラマンを使ったことで「地域性」を前面に出すことに成功している。今

後の他地区でのヒントになるのではないか。 
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●冬の美瑛パウダースノーの丘を巡るフォト＆グルメの旅 

 

＜募集ページ＞ ＷＥＢ募集のみ
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④1003：島が丸ごと文化財！？古きよき日本を暮らして、食べて再発見！ 

「島暮らし体験交流ツアー＆古民家ステイ」（長崎・2泊 3日） 

【申請者による評価の概要】 

項目 内容 

募集状況 

ターゲット 

告知手段と集客方法 

募集人員：３０名  集客人員：３０名  集客率：１００％ 

都会に住む２０～４０代女性 

ブログ、ツイッター、フェイスブックなどネット媒体を告知手段 

大手旅行会社による募集 

商品イメージ・見せ方 

・ツアータイトル 

・キャッチコピー 

・デザイン 

・写真 

・わかりやすさ 

 

  非常に良い   良い    どららでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

商品内容 

・体験プログラム 

・地域のおもてなし 

・地域の人達との交流 

・食事 

・宿泊施設 

 

  非常に良い   良い    どららでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

新しさ 

・新しさ 

・新しさの内容 

 

 

 

非常に出せた  出せた   どちらでもない   あまり    出せなかった 

地魚鍋 

街歩きプログラム（ガイド付き） 

全体の行程が島なので効率的 

【参加者からの声】 

・民家体験では、今までは、居心地の悪さを感じることもあったが、今回は本当にリラックスして親戚の家に遊びに

来たような雰囲気だった。とっても体験の印象が新鮮だった。 

普通地元の人が食べている食事を一緒に食べる、それ自体が新しいと思った。 

・一般的な観光地ではない土地で、一般的には誰にも知られていないようなおもしろさを発見できたこと。とくにサ

イクリングツアーで島全体を見渡しながらの、地域社会のことや、地質について農業を絡めたお話など興味深かっ

た。また、一つの島に詰まった産業全体を見ることができた。 

・いわゆる観光とは違う視点によるプログラム作りはこれからの旅のあり方の一つとして良かったと思います。見る

以上に知ること想像することをうながされ、文化や島の存在意義のようなことも考えられた。 

【委託管理団体の所見】 

委託管理団体の所見 

「離島」「古民家」のキーワードが心に刺さった。参加してみてイメージ通りの内容だった。全体からみて参加者

の満足度は高くファン化し易い。又、地域内の連携も出来ていて受入の為の体制も出来ている。 

但し、地理的条件と交通手段及びかかるコストからして不特定数を対象にした販売は難しいのでは（Ｐ１６２の価

格差額表を参照）。体験型の教育旅行に特化したプログラムの販売や企業によるキャペーン、インセンティブ等によ

るコアマーケットへの販売などへ地域として特化していく方がアドバンテージは高いと思う。 
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●島が丸ごと文化財！？古きよき日本を暮らして、食べて再発見！ 

 「島暮らし体験交流ツアー＆古民家ステイ」 

 

＜募集ページ＞ WEB 募集のみ 
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（２）参加後に評価点が著しく高くなったツアー 

①1005：冬の南富良野・厳寒のなかで生きる命に出会うツアー（北海道・2 泊 3日） 

 

【申請者による評価の概要】 

項目 内容 

募集状況 

ターゲット 

告知手段と集客方法 

募集人員：２０名  集客人員：１７名  集客率：８５％ 

首都圏及び道内の中高年層 

大手旅行会社の登録会員へのダイレクトメール及び「旅の発見」サイトでの告知 

大手旅行会社による募集 

商品イメージ・見せ方 

・ツアータイトル 

・キャッチコピー 

・デザイン 

・写真 

・わかりやすさ 

 

  非常に良い   良い    どららでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

商品内容 

・体験プログラム 

・地域のおもてなし 

・地域の人達との交流 

・食事 

・宿泊施設 

 

 

  非常に良い   良い    どららでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない  

新しさ 

・新しさ 

・新しさの内容 

 

非常に出せた  出せた   どちらでもない   あまり    出せなかった 

全行程に地元在住のガイドが同行する点。 

【参加者からの声】 

・初めてのスノーシューで歩く湖でわかさぎをつり、それをからあげにして食べる、最高だった。又ホテルも素敵だ

し何より色々ガイドしてくれたスタッフの方々の至れり尽くせりでびっくり、大変嬉しく思ったた。こういう旅は

初めてです。 

・土地の風土、文化、歴史などを実際にこの地に住んでいる方たちを通して学び体験できたこと。 

・生き物が自然な姿でいる場面に出会えたこと。 

【委託管理団体の所見】 

エージェントの北海道のリピーター（北海道大好きクラブ）を対象にしたツアーで、地域側と直接ではないが既にフ

ァン化されていた。潜在的な集客力が功を奏した。 

エージェントとの関係が強い地域であることから、今後も継続した集客は期待できると思うが、更に地域のファン

化を進める為には、各エージェントのリピーターを地域で顧客化していく手法はあると思う。 

地域内の連携に関しては、一般の観光ツアーと異なって、ＮＰＯが受け入れに関するコントロールを行っていて、

特に各ガイドとの連携がし易い状況になっている。 
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●冬の南富良野・厳寒のなかで生きる命に出会うツアー（北海道・2泊 3日） 

 

＜募集広告＞ 
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 ②1010：老活（老後準備活動)・ぴんぴんコロリ体験湯来温泉・湯の山温泉 2日間 

～自分らしく豊かな老後を送るため！～（広島・1泊 2日） 

 

【申請者による評価の概要】 

項目 内容 

募集状況 

ターゲット 

告知手段と集客方法 

募集人員：３０名  集客人員：２０名  集客率：６７％ 

県内６０代以上のシニア層 

地域旅行会社のＨＰへのネット広告、県内のフリーペーパー、朝日新聞などパブリシティ

による告知 

地域旅行会社による募集 

商品イメージ・見せ方 

・ツアータイトル 

・キャッチコピー 

・デザイン 

・写真 

・わかりやすさ 

 

  非常に良い   良い    どららでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

商品内容 

・体験プログラム 

・地域のおもてなし 

・地域の人達との交流 

・食事 

・宿泊施設 

 

  非常に良い   良い    どららでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

新しさ 

・新しさ 

・新しさの内容 

 

非常に出せた  出せた   どちらでもない   あまり    出せなかった 

各体験メニューのコンセプトは、地元の方との交流を基本としている。 

【参加者からの声】 

・ただ単に温泉につかって食べてしゃべって帰るのではなく、地区の皆様にぞうり作りやこんにゃく作りを教えても

らったり、プールで泳いだり、普通のツアーにはないとても充実した旅でした。 

・老活のテーマで私達の年代に合った内容と誰でも参加できる内容で大変良かった。 

・体験学習があり、それも地域の人が主体になってやってくれたこと。地域との交流も良かった。 

【委託管理団体の所見】 

「老活」という全く新しいテーマだったことで、結果として地元メディアがパブリシティーとして取り上げてくれ

た。宣伝効果は大きい。 

体験プログラムや交流会を通じた「地元住民との交流」に対する参加の満足は非常に高かった。地域との関係が生

まれてくる可能性は高い。 

事業の主体がまちづくりを目的としたプロジェクトで、地域内の連携体制が非常に作りやすい環境にあった。今回、

地元の協力的な旅行会社（第２種）が連携した事で、地域内の協力体制がサポート出来あがった。 
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●老活（老後準備活動)・ぴんぴんコロリ体験湯来温泉・湯の山温泉 2日間 

 ～自分らしく豊かな老後を送るため！～ 

 

＜募集パンフレット＞ 
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 ③1062：「千年のかくれんぼ」日本三大秘境“大歩危・祖谷”の謎を解く伝説伝承の旅 

（徳島・1泊 2 日） 

 

【申請者による評価の概要】 

項目 内容 

募集状況 

ターゲット 

告知手段と集客方法 

募集人員：２０名  集客人員：１１名  集客率：５５％ 

関西エリア在住の５０～７０代のシニア層 

大手旅行会社 HPでのネット広告、チラシの設置での告知 

大手旅行会社による募集 

商品イメージ・見せ方 

・ツアータイトル 

・キャッチコピー 

・デザイン 

・写真 

・わかりやすさ 

 

  非常に良い   良い    どららでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

商品内容 

・体験プログラム 

・地域のおもてなし 

・地域の人達との交流 

・食事 

・宿泊施設 

 

  非常に良い   良い    どららでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

  非常に良い   良い    どちらでもない    あまり    よくない 

新しさ 

・新しさ 

・新しさの内容 

 

 

非常に出せた  出せた   どちらでもない   あまり    出せなかった 

地域の魅せ方、長年に渡り話し合いがもたれ、にし阿波を一言でいうと何か、その答えを

伝えるべく企画となった点。 

【参加者からの声】 

・観光地をめぐるだけでなく、その土地の伝説、歴史をゆっくり時間をかけて散策し、とても良かった。 

・「新しさ」色々な会社のツアーに参加しているが、お決まりコースを回るのも良いが、今回のように地元の方の説

明を聞き、日頃回れないようなところに連れて行ってもらったのは良い経験だった。 

・山登り、古い街道？ようかいツアーが地元のみんなでがんばっているところ。 

【委託管理団体の所見】 

申し込み時は「秘境」「妖怪」のキーワードが何より魅力的。行ってみては、地域のおもてなしに感動した参加者

が多かった。 

 地域で作った「千年のかくれんぼ」のコンセプトをツアータイトルそのものに使用していて、地域内での協力体制

が見えてくる。 
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●「千年のかくれんぼ」日本三大秘境“大歩危・祖谷”の謎を解く伝説伝承の旅 

 

＜募集パンフレット＞ 
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