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第４章 受入環境改善に係る課題解決手法の構築 

 
４－１ 課題解決の設定 
 
 滞在交流型観光の実現に向け、来訪者の視点に立った滞在交流型観光の魅力ある観光地

域づくりを推進する際に想定される課題を網羅的に整理した中から、今年度は「来訪者を

滞在させる」ための課題に着目し、3 地域を対象とした実証事業を通じて、滞在時間延伸

のための課題解決手法を導きだすこととした。 

 
 
４－２ 実証事業の公募・選定 
 
 実証事業の実施地域は委員の推薦等から、①長野県千曲市（戸倉上山田温泉）②福井県

あわら市（芦原温泉）③高知県須崎市の 3 地域とした。この 3 地域において地域と協働し、

滞在交流型観光を促進する際の課題解決に資する取組を提案、実施する事業実施者を公募

した。 
 
（１）公募概要 
●公募主体 

公益財団法人 日本交通公社 
 

●公募目的 
 実証地域（次項）における来訪者の滞在時間延伸に資する実証事業を実施する事業者（以

下「実証事業実施者」）を公募し、他の地域でも応用可能な課題解決手法のモデルを構築す
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る。 
 
●公募内容 
 観光庁が設定した実証地域（①長野県千曲市（戸倉上山田温泉）、②福井県あわら市、③

高知県須崎市）において、地域と協働し、滞在交流型観光を促進する際の課題解決に資す

る実証事業実施者を公募。 
 
●対象者 
実証事業実施者は、来訪者の滞在時間を延ばす取組みに係る実績やアイデアを持ち、実

証地域において、地域関係者と十分に議論の上、他地域にはない独自の実証事業、ないし

は先進地域の取組みを活用した実証事業等を実施するとともに、アンケート等適切な方法

で効果検証を行い、来訪者の滞在時間を延ばすという課題解決に寄与できる者。 
 
●対象件数と規模 
実証事業内容と支出計画を精査の上、概ね３件程度（実証地域につき１件程度）を採択

する予定。実証事業に対する費用は、１件あたり上限 3,500,000 円（税込）を想定。 
 
●実施期間 
 実施期間は、本実証事業に係る業務委託契約を交わした日から平成 26年 2月 28日（金）

までとし、この期間内に実施報告書の作成を完了するものとする。 
 
●公募期間  
開始：平成２５年９月１２日（木曜日）  
締切：平成２５年９月２７日（金曜日）１７時必着  

 
●周知媒体 
 公益財団法人 日本交通公社のホームページに掲載した他、観光関連の学会、公益財団法

人日本交通公社の研究会メーリングリスト等を通じて全国に周知。 
 
●応募総数 
 ３件（内訳：各実証地域につき各１件）の応募。 
 
（２）審査 

10 月 18 日に開催された第三者委員会にて、審査が行われ、実証事業実施者を決定した。 
 
●審査の方法 
応募者からの企画提案書について、本選定方針に則り、別紙「『滞在交流型観光に係る受

入環境改善事業』に係る実証事業企画提案書評価票」により、第三者委員会の委員毎に評

価した上で、同委員会における議論を通じ総合的に判断し、選定案件を決定した。 
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●採点方法 
評価項目ごとに５段階評価とし、その配点は以下の通りとした。その際、複数の企画提

案書が同程度と評価される場合には、同点とすることを妨げないものとした。 
 

   ５段階評価 配点 

A（非常に優れている） 20 点 

B（優れている） 15 点 

C（良好・適切である）※基準点 10 点 

D（やや劣っている） 5 点 

E（劣っている） 0 点 

 
●評価項目及び評価の視点 
 
①課題認識及び実施方針の適切性 

滞在交流型観光への転換に向けた課題を適切に捉え、それを踏まえた実施方針とな

っているか。 
 

②企画提案する取組アイデア内容の適切性 

滞在交流型観光への転換に向けた課題を解決し、課題の背景にある根本的な原因を

改善する取組アイデアであるか。また、具体性、妥当性、実証事業期間終了後の継

続可能性、適切な効果検証、他地域への展開可能性を伴っているか。 
 

③業務遂行能力 
実証事業を適確に遂行できる組織体制やスケジュールとなっているか。 

 

④実績 
同種又は類似の事業の実施実績があり、ノウハウやネットワークを活かして、確実

かつ効率的に業務を実施できるか。 
 

⑤費用積算の適切性 

合理的な積算で事業目的に沿った積算項目となっているか。 
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●審査結果 
 
 審査結果は以下の通りとなった。 
実証事業地域 実証事業実施者 
①長野県千曲市（戸倉上山田温泉） 株式会社リクルートホールディングス 
②福井県あわら市（芦原温泉） ランドブレイン株式会社 
③高知県須崎市 四国旅客鉄道株式会社 
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４－３ 実証事業の実施結果 
実証事業実施者が中心となって、地域関係者等を招集して「地域会議」を各地域ともに

4 回程度実施した。会議開催にあたっては、実証事業実施者が中心となって開催した。 
 
 
（１）長野県 千曲市 戸倉上山田温泉 
 
① 地域概況 

 ⅰ）地勢・産業 

 長野県北信地域の南東部に位置し、東西を山地に囲まれ、そのほぼ中央を千曲川が

流れている。 
 農業が盛んで、トルコギキョウを中心とした花卉栽培、リンゴやブドウなど多品目

の果樹栽培などが行なわれている。  
 加えて、首都圏と北陸圏を結ぶ高速道のジャンクションという立地を活かし、最先

端のハイテク産業、精密加工業、食品産業が育っている。  
 人口は平成 25 年 4 月 1 日現在推計 61,300 人。 

 

 
図 千曲市の位置（資料：千曲市ホームページより作成） 

 

 

 ⅱ）観光 

 市内の戸倉上山田温泉は開湯 100 年以上の老舗温泉街であり、古くから善光寺参り

の精進落としの湯として栄えてきた。源泉は 50 余りを数え、湧出量は１分間に８千

リットル、掛け流しの湯を楽しむことができる。  
 善光寺詣りでの精進落としの湯として発展してきた戸倉上山田温泉の温泉街には芸

妓衆が行き交い、大衆演劇劇団専用の公演場所や射的場等、懐かしい遊び場がある。 
 千曲市内の近隣地域には、古くからの社寺の他、全国一の生産量を誇るあんず畑や、

善光寺道の宿場町として、また明治以降は生糸と絹織物の商いの町として栄えた稲

千曲市 
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荷山旧街道蔵のまち、全国棚田百選に選ばれている姥捨の棚田等が広がる。 
 千曲川や棚田に映る名月で名高い景勝地は、多くの俳人・歌人から讃えられてきた。

俳人松尾芭蕉はこの地を題材にして「更科紀行」を記したとされる。  

 
 

図 千曲川と棚田 図 あんずを用いたスイーツ 

 

 

② 地域課題 

 ⅰ）現況 

 人口は減少傾向、少子高齢化が進んでいる。 
 かつては善光寺（長野市）への参拝客や団体旅行の宴会客で活況を呈した信州最大

の歓楽温泉地であったが、旅行者ニーズの変化や環境変化によって、宿泊客数の減

少傾向となっている。最盛期には年間 120 万人の観光客数があったが、近年では年

間約 70 万人前後を推移しており、旅館軒数も最盛期と比較して半減以下の 28 軒と

なっている。 
 団体依存型の旅館が多く残り、現代の個人旅行のニーズに対処しきれていない面が

ある。特に「癒し」や「情緒に浸ること」を目的に来訪した個人観光客の潜在需要

に対して、温泉街として期待に添えていないとの懸念を持つ関係者もいる。 
 主要客層である県内団体客は、夜の宴会宿泊後、地域に留まらず、翌朝には地域を

離れてしまうため、日中の温泉街の賑わいが少ない。 
 平成 19 年に県の助成を受けて、旅館組合を中心に 23 団体が集まって結成された「戸

倉上山田温泉カラコロにぎわい協議会」という組織を作ったが、補助金が途切れて

からは参画主体が限定的になってしまっている。 
 地域活性化のために市民や関係団体がそれぞれ活動に取り組んでいるが、各々の主

体別取組みに留まっており、横断的な連携の取組は進んでいない。  
 

  
図 戸倉駅前 図 温泉街中心部にある足湯 
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ⅱ）今回の事業で解決する課題 

 現況を踏まえて、今回の事業において解決すべき課題を以下のように設定した。 
 

① 来訪者の滞在時間を延ばすには、従来の団体宴会需要だけでなく、夫婦やファミ

リー層等の個人客も含め、来訪者が楽しめる滞在の選択肢を増やす必要がある。  
② 滞在時間の延伸に向けて新たな滞在価値を創出するために、地域の多様な関係者

が議論をする場が必要。 

 

 

③ 実施内容 

ⅰ）検討の経緯 

 戸倉上山田温泉及び周辺地域で様々な活動を行う、千曲市観光協会、県旅館組合、

戸倉上山田温泉旅館組合連合会、カラコロにぎわい協議会、商工会、商店会、公民

館、行政、旅館、民間、宗教施設、地域住民等、多様な団体と個人、30 名程度が一

同に議論できる場づくりをし、外部専門家およびアドバイザーを招いた「地域会議」

を中心に検討を行いながら進めていった。 
 地域会議は計 4 回開催した。 
 外部専門家には「滞在交流型観光に係る受入環境改善事業」第三者委員会の座長で

ある清水愼一氏を招へいした。 

 
 

  

開催日 プログラム内容 座長 サブプログラム 参加者 会場

10/3 ①地域会議 清水愼一氏 参加者自身の活動内容の紹介 観光関係者や地域住

人等、多様な関係者
千曲市観光協会

11/15 事前打ち合わせ 旅館を中心とした観光
事業者

千曲市観光協会

12/12 ②地域会議 清水愼一氏 ＧＡＰ調査票の対象資源の情報収
集アンケート

観光関係者や地域住
人等、多様な関係者

千曲市観光協会

■ＧＡＰ調査の為の、調査票作成業務と、実査期間
実査： 1/20-1/22

1/23 
～

③地域会議
+ 地域横断会議

清水愼一氏 ＧＡＰ調査の速報値報告 観光関係者や地域住
人等、多様な関係者

千曲市観光協会

1/24 エリア視察 旅館関係者、他の実証
地域関係者

千曲市内

■滞在時間拡大・地域周遊促進 を意図したガイドブックの制作期間

2/26 ④地域会議 清水愼一氏 ＧＡＰ調査報告
ガイドブックの配布とアンケート事業

観光関係者や地域住

人等、多様な関係者
千曲市観光協会

3/6 事業報告
プレゼンテーション
+ 地位横断会議

清水愼一氏 事業報告、意見交換 事業関係者 観光庁
ＪＴＢＦ
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ⅱ）実施内容 

 事業会議および地域会議での検討を踏まえて、以下 3 つの取組を実施した。 
 

① 地域関係者のネットワーク構築と地域資源の掘り起こし 

地域会議に参加した様々な組織、個人が、「地域のために現在取り組んでいる

こと」「今後、地域のために実施を考えていること」について意見を整理し、共

有化を図った。  

 

② 来訪者視点による地域資源の再評価（アンケート調査）の実施 
地域会議で出てきた地域資源の中から代表的、あるいは今後売り出していきた

い地域資源や滞在プログラム等を 27 件選び出し、首都圏等の一般消費者を対象

に、それらの地域資源等に対する「認知度」「関心度」を調査。  

 

③ 来訪者評価に基づいた地域紹介ガイドブック等の作成と検証 
②の調査結果に基づき、来訪者視点による地域資源の再整理を行い、地域紹介

ガイドブックを作成、来訪者に配布し、滞在時間の延伸につながるかを検証した。 

 

 なお、実施にあたっては以下方針の下で、事業終了後の取組の継続性・自走化を強

く意識し、中長期的な視点をもって行った。 
 

 意見交換を通じた新たな連携体制の構築 
これまでは個々に活動していた組織、個人もいる中で、今年度のより良い取組、

また次年度以降の千曲市観光振興計画の策定開始を見据え、広く市内の地域関係

者が互いの活動を知り、地域全体として、今後どのようにしていくのかを検討で

きるようにした。 
 

 次年度以降の継続性 
意見交換や市場調査と並行して、観光に対する千曲市民の意識調査を実施し、今

後の継続的な地域づくりに欠かせない基礎データを確保した。 
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① 地域関係者のネットワーク構築と地域資源の掘り起こし 
 

○ 各団体・個人から「地域活性化に関する取組」と「今後に向けての提案事項」を

発表 

 

⇒結果については次ページ以降参照 

 

○ 発表を踏まえて意見交換を実施 

発表や意見交換から、地域活性化のための取組として既に多種多様な団体が様々

な取組を行っていたため、この会議において、改めて新たな取組を生み出すので

はなく、既存の取組や地域資源について来訪者視点による再評価を実施し、効果

的な情報発信を行うための検討が行われることとなった。 
 

⇒意見交換の主な内容については次ページ以降参照 

 

 

  

 

 

図 地域会議の様子 
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戸倉上山田温泉　会議録①②③要旨及び今後の提案事項
日時：①平成25年10月3日（木）13:35～15:25 及び 事後ヒアリング　②平成25年12月12日（木）13:35～15:25　③平成26年1月23日（木）13:30～15:00

場所：①②③いづれも千曲市観光協会 ２階 大会議室

区分 氏名（所属）

・ 地域資源を磨き上げ、周辺地域を包括した形で地域の統一ブランドを通じて取り組んでい
く方向が大事ではないか。（①）

・ 地域の統一ブランドの検討。

・ 観光関係者以外にも多くお集まりいただいたので、知恵を出し合って、地域全体を盛り上
げ、住みたいまちづくりに取り組んでいきたい。（①）

・ 多様な主体によるまちづくりの検討。

・ 前回の善光寺ご開帳の際は、近場ならではの祭事の楽しみ方として、宿泊客を見込んで、
観光協会のパンフレットに、「お朝事」と「おゆうざ」の記事を載せ、これを中心に売ろうとい
う意識統一を図ったが、やり切れなかった。（②）

・ 次回の善光寺ご開帳の際も、観光協会のパンフレットに「お朝事」「おゆう
ざ」を記載し、近場ならではの魅力を売り込むことで、宿泊に結び付けたい。

・ 新幹線の開通に伴い、金沢・富山・大阪については、関西から北陸回りで長野旅行という
可能性がある。往復６時間分短縮されたお客様の移動時間を戸倉上山田温泉で有意義
に過ごしていただくための工夫をしたい。（②）

・ 姥捨夜景コンサートの開催。

・ 稲荷山は上田藩の飛び地だった。塩崎5,000石（今の長野市塩崎）は穀倉地帯と、千曲川
の水運と峠を超えてくる交易ルートがあった。この２つはお金を生むので、上田松平家が
離さなかった。稲荷山には重要文化財の愛染明王もある長雲寺、塩崎には長谷寺があ
る。塩崎と稲荷山の合同販売の話も出る。歴史的なことも勉強するほど、いろいろな見方
が出来るのではないかと感じる。（②）

・ 姨捨の観月会に併せ、観光協会では、清泉女学院大学の玉城司氏に、文学と姨捨の関
係についてお話ししていただいた。（②）

・ あんずの里を通じて、知名度アップを図るのが重要使命である。（①③） ・ 知名度アップに向けた、あんずの里の活用。

・ ２月におもてなし講習会を実施予定（13年10月に近隣周遊観光研修を実施
済み）。

・ ＪＲ姨捨駅、しなの鉄道千曲駅、上田駅、戸倉上山田温泉の循環バスルー
トの設定。

・ 商品づくりは難しくないが、いかに販売につなげるかが重要。旅館の皆様にもご協力いた
だきたい。（①）

・ 旅行商品の販売手法についての検討。

・ ２次交通、広域観光に一緒に取り組んでいる。（②） －

観光協会

若林 正樹 氏
（会長）

・ 歴史的に裏付けされた資源の再発見、情報発信。

永井 圭二 氏
（専務理事）

・ おもてなしのエキスパートを育成する「サービス研修」と、「二次交通」に重点的に取り組ん
でいる。（②③）

若林 誠 氏
（営業部長）

発言要旨（括弧内の数字については上記①②③意見交換会開催日の別） 左記発言に基づいた今後の提案事項
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・ じゃらんリサーチセンターによる長野県の顧客満足度をベスト10まで上げたい（H24には全
国47都道府県中19位）。今年度、CSを上げることを目指して、改めて県知事より「おもてな
し宣言」を予定。地元の食、文化等、地域の良さを、旅館や商店、住民の隔たりなく、自信
を持って来訪者にお伝えしていきたい。（①）

・ 地元の食、文化等、地域の良さを地域住民が伝える、顧客満足度向上策の
検討。

・ まちづくり協議会を発足させた稲荷山、需要文化的景観としての姨捨山、天皇皇后両陛下
がご行啓されたあんずの里等、頑張っている地域、全国的な脚光を浴びている地域があ
る。この会議の場を通じ、ひとつの方向性に向かって、各地域と連携して市としての取組を
進めていけるよう地域内の心を一つにしていきたい。（①）

・ 新しくものを作るパターン、資源の発掘パターンがあるが、今ある物を大事にアピールする
というパターンもある。あんずの里は両陛下が初の私的旅行でいらっしゃった地となった。
小野小町は、実際には更級の里には来られなかったが、更級の月を思い浮かべながら歌
を詠んでいるなど全国レベルに誇ることのできる地域である。（②）

・ 観光目的ではあるが、我々の祖父世代がお金を出し合って作った善光寺。善光寺の価値
を今、見失いかねない。全国善光寺会200寺の1つに正式に入っている。尊重させたいとい
う人がいるならば、協力をしていけると良いと思う。（②）

・ 奥津神社にしても天皇陛下の肖像画も保有することになった。（②）

・ 資源があり、旅館もある戸倉上山田温泉においては、まだ形となる取り組みが不足してい
る。５地域それぞれが、同時に頑張っているという姿を見せなければいけない。（③）

・ 県、戸倉上山田温泉の特色をいかに出し、観光客の期待に応えていけるかが重要。（③） ・ 善光寺別院、奥津神社等々、既存資源の活用。

・ 10月11月の小布施・善光寺・松代周遊バスは需要が少なかった。（②） ・ 来年の7月～9月まで、片道コースばら売りとセット割引という新しいかたち
で販売を予定。長野駅-松代を散策して上山田に帰るコースと、上山田-小
布施-善光寺を回り長野駅で終了するコース、セットした小布施・善光寺・松
代周遊というコース。二次交通は３パターンで、JRのDCキャンペーン、重点
販売キャンペーン、日本旅行のキャンペーンを併せて実施予定。

・ 昼神温泉の事業は宇宙服のようなものを着て、地元の方が案内するという人を介した宣
伝の仕方も心を打った。周遊バスもJTBで感動魅力人というシステムとなった。（②）

・ 人を介した着地型旅行商品の開発と効果的な宣伝。

・ 二次交通の問題については、活用できるものを有機的に結び付けて、お客様が自由に組
み合わせ、移動できるようにすること、またそれらを紙媒体やウェブでまとめることが大事。
将来的には地域別のものを統合して、お客様が自由に楽しめればいい。（③）

・ 既存インフラを有機的に結び付けた二次交通の整備と、紙媒体・ウェブでの
情報集約。

・ 知らない地域の歴史、文化がまだある。バスツアー等で自分達で体験して、しっかりと売り
込んでいくことが重要。（①）

・ 観光関係者以外にも多くお集まりいただいたので、智恵を出し合って、地域全体を盛り上
げ、住みたいまちづくりに取り組んでいきたい。（①）

・ 議会でも戸倉上山田温泉の活性化は話題に上る。（②）

・ 北陸新幹線の金沢開業が来年に迫り、今年は前宣伝、誘客活動に励んでいる。２月には
北陸、関西へのキャラバンを行政と一緒になって取り組んでいく。（③）

・ 観光客、旅行会社に向けた誘客パンフレットの作成。

・ 北陸や関西と長野、長野県と県内温泉地を結ぶ動きが出てきている。地域の宝を磨き、お
客様にご紹介し、ご満足いただくことが必要となっている。（③）

・ おもてなし日本一の実現。

県旅館
組合

高野 和也 氏
（県旅館ホテル組合専務理事）

・

戸倉上山
田温泉旅
館組合連

合会

荻原 光太郎 氏
（戸倉上山田温泉旅館組合連合
会長・荻原館代表取締役社長）

・
・
・

温泉資料館の活用。
荒砥城の補修等。
朝と晩の時間の過ごし方で滞在時間の延長を図りたい。

今あるものを失うことなく、アピールする（最たる例が芸妓。一旦失われたら
復活は難しい。箱根の芸妓さんなどの事例視察も予定している。軽井沢や
新潟の芸妓文化も研究したい。文化を復活させるためにいろいろなところへ
協力を仰ぎ、芸妓学校など関連法人を設立したい）。

・ 奥津神社、小石の湯碑等の「縁結び」による地域資源のストーリー化と連携
販売。

発言要旨（括弧内の数字については前述①②③意見交換会開催日の別） 左記発言に基づいた今後の提案事項
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・ 旅館組合青年部は７名。若く、情熱を持って、積極的に動く実働部隊。（①）

・ 「目指せ！入湯客数3万人増！！」を目標に今期事業を展開。
【平成25年度】
メインストリート「上山田温泉中央通り」を集中的に整備・開発。
　①湯のまちイルミネーション事業：
　　　コンセプト「～Fall in Love～恋する温泉★戸倉上山田」
　　ⅰ）上山田温泉中央通りにイルミネーション通年設置
　　ⅱ）水と緑と潤いのある公園にイルミネーション通年設置
　　　（商工会青年部との共同事業）
　　ⅲ）城泉山観音寺と千曲川河畔をカップル向けビュースポット化
　②温泉＆音楽
　　ⅰ）水と緑と潤いのある公園にてＵＳＥＮ放送を通年放送
　　ⅱ）能舞台の活用　例）冠着太鼓による演奏、地元アーティストに
　　　　よる各種発表
　③通り整備事業
　　ⅰ）銀座通り：レトロポスター張り替え
　　ⅱ）かめ乃湯通り：レトロポスター張り替え、照明新調
　　ⅲ）中央通り：「ようこそ」看板の設置、ストリートフラッグの設置
【研修事業】
　①じゃらんアワードに青年部として参加
　②楽天カンファレンスに青年部として参加
　③国際ホテル・レストラン・ショーに青年部として参加
【その他】
　①空き店舗活用
　②学生団体誘致
　③インバウンド活性化　　　　　　　　　　　　　　（①事後ヒアリング）

・ ・ 足湯や温泉街の建物等のハード資源と既存の戸倉上山田温泉の良いとこ
ろの組み合せ。

・ 青年部活動予算を活用した情報発信（プレスリリースや広告媒体等）

・ 資金、意識が低下して継続的な取組が難しくなってきたカラコロにぎわい協議会を再構築
する必要がある。県の予算を得て活性化事業を実施するに当たり、自治体、旅館、飲食
店、地域住民等、多様な主体の入ったカラコロにぎわい協議会が受け皿となれば、今後の
まちづくりも継続していけるだろうと考え、事業に取り組んできた。（①）

・ 農家の方々とも連携をしながら千曲ブランドを売る取組もしているが、一部の旅館に活動
が留まってしまっているのが現状である。（①）

村越 一二 氏
（カラコロにぎわい協議会理事）

・ カラコロにぎわい協議会ではノルディック、カヌーに取り組んできた。（①） ・ 次年度に乗馬の取り組みを開始したい。

・ 家業はクラウン農園という観光農園。販売面から大別すると、①１次産業（出荷メイン）と②
直販（１次産業＋３次産業（秋の時期にはサービス業を兼ねる））。（③）

・ 約２千人の来園客がある。その中には温泉に来た方と、HP経由で来た方がいるが、農園
と温泉の相互を紹介することで相乗効果が生まれる。（③）

・ 戸倉上山田温泉にはリンゴ農家が約50軒。秋の一時期だけでも、３次産業の要素を取り
入れることを10軒でも始めれば、観光客に対応できるのではないか。（③）

・ ものづくり会では有志で食器などを作っている。素晴らしい地元の物を観光客に十分にPR
できていない。最近、成果も出てきているので、継続して、取り組んでいきたい。中小組織
が連携して、楽しみながら取り組んでいる。（③）

・ 地元の素晴らしい物のPR。

戸倉上山
田温泉旅
館組合連

合会
（※前頁
からの
続き）

発言要旨（括弧内の数字については前述①②③意見交換会開催日の別） 左記発言に基づいた今後の提案事項

瀧澤 英雄 氏
（旅館組合青年部長）

・ 【平成26年度】
左記アイテムを活用し、じゃらんや楽天、地元広告媒体等を活用し誘客に努
める。
　①雑誌「じゃらん」と「じゃらんｎｅｔ」の活用
　②楽天トラベルの活用
　③当地紹介・旅館紹介のチラシを作成し、信濃毎日新聞に折り込み
　④信濃毎日新聞「週末情報」公告の活用
　⑤青年部の目線で編集する「こだわりマップ」の作成

入湯客数３万人増という目標を掲げて、今年度は温泉街のイルミネーション等を実施（③）

カラコロ
にぎわい
協議会

荻原 光太郎 氏
（カラコロにぎわい協議会長）

・ カラコロにぎわい協議会の再構築。

飛田　誠一 氏
（カラコロにぎわい協議会理事・

クラウン農園代表）

・ １次産業と３次産業を組み合わせた相乗効果の創出。
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小林 久徳 氏
（戸倉上山田温泉商工会

事務局長）

・ 観光は、裾野の広い産業。商工会としてもどんなことができるのか、考えていきたい。滞在
交流型観光を進めるにあたっては、今ある資源を最大限に活用するとともに、新たな魅力
づくりも必要である。新たな魅力づくりの一助として、商工会では「千曲川舟下り」について
研究を重ねてきたが、実現に向け法的な課題等はクリアできる見通しがついた。（①＋事
後ヒアリング）

・ 最大のハードルである資金について、誰がどのように事業化して行くかが
喫緊の課題。

・ 合宿等を含めると、おそらく３万人くらいのスポーツ関係の人が戸倉上山田温泉に宿泊し
ているのではないか。（②）

・ スポーツ施設を増やしての誘客。

・ 小さなお子さんが戸倉上山田温泉で良い思い出を持てれば、一般客としてまた戻ってく
る。（②）

・
・

子どもたち、小さな子連れのファミリー層の誘客と満足度の向上。
子供を中心としたお客様の重視（畑での野菜収穫、ニジマスのつかみ取り、
BBQなど。※山崎氏ご発言）。

・ 年間を通じての誘客は難しい地域。そんな中、姨捨の上水氏から年間を通じての誘客に
ついての話があり、協力して取り組んで行きたい。（③）

・ 地域や業態・業種に囚われない誘客活動。

・ １１～３月の忘年会、新年会、４～６月のあんず・桜・桃シーズン、７～９月の夏休み、秋の
行楽シーズンというのが一年の流れ。（③）

・ 各シーズンに合わせた、誘客活動、パンフレットの作成。

・ 個人商店が立ち行かなくなっている状況。ただ、全国的にも同様の状況だ。一方で混んで
いる地域は混んでいる。負けないようにいろいろ意見出し合って取り組みたい。（①）

・ 個人商店の活性化策の検討。

・ 鹿教湯温泉、湯田中温泉の細い道は温泉情緒にもつながっているが、戸倉上山田温泉
の場合は、お客様が夜に歩いても安心できるように、温泉街の全ての区域に歩道を付け
て欲しい。（②）

・ 町中心部の歩道整備。

・ 千曲市の知名度は意外と低い。（②） ・ 千曲市の知名度向上策。

・ 現在、飲食店組合のお店に来るお客様の割合は、近隣市町村のお客様が９割以上を占
め、県外からの観光客の割合は１割以下。（①事後ヒアリング）

・ 天下一品の上山田温泉の質の更なる宣伝。

・ 観光協会を中心に、宿泊客の関心を町内に向ける為、女将の会のマップ・「カラコロ」の町
並み整備・旅館の「朝飯のみで夕食は街に出て」と云うような企画・組合の「オイシイオン
セン」マップ制作等、温泉街の魅力を知らせ温泉街全体に活気を出させようと懸命ですが
今一つ盛り上がりに欠けている。（①事後ヒアリング）

・ 情報の提供が第一だが、あまり堅くなく、ニヤッと笑えるようなおもしろいブ
ログ・パンフレット・マップの作成。100％の情報提供出なく、お客様に考えさ
せる部分を盛り込むことも重要。「長野ウラドオリ」というブログの着眼点が
面白いので参考になると思う。

・ 滞在交流型の旅行を考える人達にとっての旅行は、従来のような「見た・食べた・買った」
と云った旅行ではなく、ゆったりした時間の中に癒しと楽しい気持ちを求めている。（①事後
ヒアリング）

・ 飲食店組合として出来ることは何かと考えたとき、食事が中心のお店に於いてはお客さん
が唸るような料理を提供する事、スナックに於いては口先だけではないホッとするような会
話で楽しい時間を過ごさせる事ではないか。（①事後ヒアリング）

発言要旨（括弧内の数字については前述①②③意見交換会開催日の別） 左記発言に基づいた今後の提案事項

・
・

料理に於いて質の高いものを提供する。品数を減らしても良いと思う。
リピーター率の向上には、やはり真心のこもった対応が一番。しなやかな対
応をお互い心がけたい。

商工会

林 幸彦 氏
（戸倉上山田商工会

旅館部会長・
福寿荘代表取締役社長）

商店会
西村 眞一 氏

（温泉商店会長）

飲食店
組合

夏目 和幸 氏
（飲食店組合長）
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・ 更級は、奈良平安時代には、「吉野の桜と、更級」といわれるくらいの場所である。昨年度
更級会を結成した。味噌、あんず、観光農園、更級神社、旅館等、更級にちなんだ商品づく
り、世界に向けた情報発信をし、多くの人に来て欲しい。（①）

・ 今は癒し、もてなしに価値を見いだす時代で、それに象徴されるのが「月」。温泉に入っ
て、月を見て、心癒されて、美味しいものを食べて、こんなクールなものはない。（②）

・ 屏風岩周囲を中心に修験道のルートを復元する構想も持っている。冠着山から更級村へ
の古道を地域の人と協力して復元したい。更級も観光拠点としていきたい。（①）

・ 地域の人々と協力した古道の復元。

・ 金沢米のお披露目会。

・ 「ローカル篠ノ井線のスイッチバックと三大車窓の駅・姨捨棚田トレッキング
ツアー」の大々的な周知。

宿泊客を対象にしたオプショナルツアー「満月と棚田夜景ギターコンサート」
の大々的開催。

健康ブームを背景とした「癒しと健康里山トレッキング」の販売。

月の都と組み合わせた、恋の里「さらしな」のアピール。

・ さらしなの里展望館で更級蕎麦を期間限定で売り出している。（②） ・
・

観月の名所での更級蕎麦の更なる販売。
遊休耕地を活かす会会員による蕎麦づくり、需要を見越した蕎麦屋や旅館
での販売（※武井功氏ご発言）。

・ 本件は戸倉上山田温泉だけでなく、周辺地域の活動も巻き込んだ大きな観光運動と捉え
ている。（③）

・ 「更級温泉郷運動」と題した地域全体での観光運動としての位置付け。

・ 稲荷山で街並み保全活動をしている。明治期に建てられた建物が数多く残っていて、全国
的な価値があると認められている。（②）

・ 地域の人々も含めた啓蒙活動。

・ 稲荷山は「さらしなの庄と商いの都 稲荷山」と謳って、重要伝統的建造物群保存地区の
指定に向けて活動をしているところ。地域住民が楽しく暮らしていくことを前提に、中長期を
見据えて取り組んでいく必要がある。景観だけのテーマパークとなってしまってはいけな
い。市内に戸倉上山田温泉のような良質な温泉地があることは大変重要。（③）

・ 戸倉上山田温泉と稲荷山の相乗効果を狙った取組。

・ １泊４食商品の造成（観光後、15～16時頃にチェックインし、館内休憩、入
浴後、18時頃から会席料理、20時頃から射的やカラオケなど温泉街を楽し
み夜食、翌日は朝食、チェックアウトした後に温泉街で昼食）。

・ 手形制度の導入（温泉のシンボルとして湯桶を持って歩いてもらい、射的の
弾サービスなど様々なサービスを受けられるのはどうか。店同士の交流が
深まることも期待できる。信州味噌、更級そば、まんじゅう屋など、戸倉上山
田温泉の手作り、ここでしか作っていないものに価値あり）。

・ ・ スイーツプロジェクト（産学官連携として、日本一のあんずを目指し、旅館、
あんずの独自生産方式の会社、屋代南高校と調整中）⇒2/14予定。

・ 朝食プロジェクト（農村部と温泉が離れているという部分を変えていきたい。
上山田温泉のなかで地元の野菜を消費して、観光客の皆さまに食べていた
だきたいという課題意識を持った勉強会）⇒2月予定。

・ 温泉と農村部は違うようなイメージで語られることがあるが、農村部でも、戸倉上山田温泉
の活性化がなければ、上山田の発展もないと考えている人も大勢いる。（②）

・ 農村部と観光を結び付けて考えたい。

・ 地域の皆さんから事前に意見を聞いてきた。「活性化のための創意工夫がないんじゃない
か」「（競争のための）体力が落ちている」「皆で集まってたくさんアイデアを出して創意工夫
をする必要がある。１００アイデアの１でも良いのがあれば良い」「値下げばかりでなくて良
いのでは？」「戸倉上山田温泉が元気になって欲しい」といったご意見があった。とにかく
行動して皆で頑張って取り組む必要がある。（②）

・ 住民自身の手による、戸倉上山田温泉の玄関口である万葉橋の整備。

公民館
山崎 好一 氏

（上山田公民館長）

発言要旨（括弧内の数字については前述①②③意見交換会開催日の別） 左記発言に基づいた今後の提案事項

戸倉上山田温泉を盛り立てる一環として、朝ヨガの企画をし、10月5日より10月の土日に
合計８回、朝6時半より実施した。旅館組合の方々などにチラシを置いていただき、少しだ
が収益が出て協議会発足以来、初めて次回以降の運営費にまわすことが出来た。国内外
の多くの人に、地元の戸倉上山田温泉を知ってもらい、好きになって欲しい。（①②③）

・ 経済産業省からインバウンドに関する補助金をいただき、専門家を呼んでクールジャパン
というテーマで、戸倉上山田温泉を海外に売り込むつもり。（②）

荻原 健太 氏
（県事業：GAPチーム）

各種団体

上水 清 氏
（更級人「風月の会」

事務局長、他）

・ 世界に向けた情報発信（クールジャパンキャンペーン）。

・ 千曲川の河川敷でのあんずまつり、棚田のトレッキングツアー、ローカル線でのスイッチ
バック体験、コンサートなど、更級を発信する活動をしている。（②③）

髙村 隆徳 氏
（稲荷山町並み委員会主宰・髙
村隆徳建築都市研究所代表取

締役社長）

タイラー・リンチ 氏
（千曲市インバウンド研究会・千

曲市観光協会理事
・亀清若旦那）
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・ 公民館では２ヶ月に１度、地域住民で議論をしている。「温泉地のこれから」については熱
い議論がなされた。ただし、お願い事項としての意見が多い。これは、地域の中でしっかり
としたつながりがないためだ。地域の中でのつながりを、公民館が架け橋となって作ろうと
している。（①）

・ 地域内外の人とのつながりを作り、活性化とは何か議論し、地域の人々が
仲良く笑顔で暮らしている姿を来訪者に見てもらうことで、移住につなげら
れたら良い。定住人口を増やすことは地域活性化に重要。

・ 温泉地区の「外国人」をテーマに、韓国人のスナックママはじめ関係者に集まってもらい懇
談会を開催し、良い意見交換ができた。排除ではなく、共生共存のためにこうした議論が
大事だ。（②）

・ 公民館だけでなく組織として会を作って話をしてもらい、コミュニケーション不
足の問題を解決することが必要。

・ 今後1月と3月に懇談会を予定していて、戸倉上山田中学校の美術部、OBと一緒になって
議論をしていただく。出来れば3月には生徒が考えるまちづくりのデザイン作りも計画して
いる。（②）

・ 生徒が考えるまちづくりデザイン。

・ 何故二次交通が売れるのか、何故体験型が売れるのか、原点からの考
察。

・ その上で新幹線新駅誘致をして、新しい町づくりを一緒にしていく。今までの
お客様も大事だが、さらに新幹線を利用してくるお客様を８％→１５％→２
０％→３０％と増やしていくことも大事。

・ 市長も倉のまち稲荷山に力を入れており、国の重要伝統的建造物群保存地区への選定を
目指し、戸倉上山田温泉、姨捨山、八幡、稲荷山といった川岸を観光ルートにしようと考え
ている。担当部署としても引き続き、PRしていきたい。（①）

・ 戸倉上山田温泉、姨捨山、八幡、稲荷山といった川岸の観光ルート化。

・ いくらPRしても受入整備できていなければ意味がないので、観光業者の皆様と協力して
戦略を考えていきたい。（①）

・ 行政と観光業者との協力による受入戦略の策定。

・ 戸倉上山田温泉は他の地域に取組状況で負けているのではないか。過去、カラコロにぎ
わい協議会では、国と市から補助金を得る中で３年間活動し、その期間は行政の支援も
あり、各種取組を実施してきたが、補助金終了後、民の力では進まないのが現状だ。補助
金が必要なこともあるが、民が自ら取り組まなければいけない時代が来ているのではない
か。（①）

・ 民間主導による戸倉上山田温泉の活性化。

・ 第一回意見交換会以降の市としての取り組みを紹介したい。北陸新幹線の延伸や善光寺
御開帳に焦点をあわせ、平成25年10月～11月にかけて首都圏・中京圏・関西圏・北陸圏
で誘客活動を実施。県主催のPRイベントなどに積極的に参加。（②③）

・ 北陸新幹線延伸、善光寺ご開帳に合わせた他府県への継続的な誘客活
動。

・ 東京銀座に特産品の販売、情報発信、観光イベントや商談会の開催等をするアンテナ
ショップ（首都圏総合活動拠点）を来年夏に出店予定。（②③）

・ アンテナショップによる首都圏市場への効果的な情報発信。

・ JRで平成26年7月～9月まで行われる、重点販売地区の取組にも協力していきたい。（②
③）

・ JRの重点販売地区の取組への協力。

・ しなの鉄道観光列車開業の準備が進んでいる。市はこれまでもJRのナイトビュー姨捨、し
なの鉄道の軽井沢から姨捨駅までの団体・臨時列車など、連携しておもてなしに取り組ん
できた。（②③）

・ しなの鉄道、JR、千曲市、観光協会の４者連携による千曲市の魅力の全国
訴求。

・ 観光振興計画はH27年度で終了、総合計画はH28年度で終了する。総合計画と併せて
H29年度からH38年度の10年間の計画について、来年度から地域住民を交えたワーク
ショップ形式での策定に着手していきたい。（②）

・ コンサルタントではなく、市民（観光事業者、地域で頑張っている人など）に
集まってもらい、H26年度、H27年度にワークショップを開催し、H28年度に
計画としてまとめる予定。メンバーの推薦協力、積極的参加をお願いした
い。

中村 峰明 氏
（千曲市経済部観光課主幹）

・ 勉強しながら、皆様と共に取り組んでいきたい。（①②）
－

高島 洋一 氏
（千曲市経済部観光課観光係主査）

・ 政策等の内容については重複となるので省略したい。（①）
－

相沢 賢一 氏
（千曲市経済部観光課）

・ 今回からの出席となるが、よろしくお願いしたい。（②）
－

行政

公民館
（※前頁
からの
続き）

発言要旨（括弧内の数字については前述①②③意見交換会開催日の別） 左記発言に基づいた今後の提案事項

武井 功 氏
（公民館温泉分館長

・滝の湯）

・ 地域では二次交通を使うお客様を受け入れていないのが現状だ。戸倉上山田温泉の６割
が地元、残り４割が県外だが、そのお客様はバス、もしくはマイカーで来る。新幹線は１割
もなく、その少ないマーケットの人たちが二次交通を使うことを前提に、滞在型・体験型プ
ログラム云々の議論をしていた。それはなかなか売れなかった。姥捨夜景ツアーは青年部
が歴史や民話の話もできるようにきちんと講習会をした。非常にヒットして、一番多い日に
はマイクロバス9台、210名ほどの参加者がいた。今は観光協会にお任せしている。（②）

宮原 清 氏
（千曲市 経済部
観光課 課長）
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・ 料理による魅力付けをしている。春は山菜等、夏は鮎、秋はきのこ・まつたけ等を組み合
わせ、冬は地元向けにお造りを充実させたプランで、ある程度お客様が増加。料理を通じ
た誘客可能性がある。（①③）

・ 観光業は変貌の時であり、時代に置いていかれないためにその問題意識を持ち続ける必
要がある。戸倉上山田温泉の課題は、従来の団体客に替わる個人客対応。（③）

・ 開湯記念祭を４月に実施。各旅館の温泉を無料にしお客様がたくさん来た。歳時記にはヒ
ントがある。（③）

・ 「千曲市観光振興計画」には、実施者や実施年度を含めて書かれている。観音寺、千曲
川の活用等を皆で考えて良いのではないか。（①）

・ 観音寺、千曲川の活用。

・ アルカリ性で非常に良い温泉のPR。

・ 旅行業者への営業用ツール、旅行に詳しい人向けの冊子、長野県全図な
ど、宣伝ツールの作成。

・ 戸倉上山田温泉の歴史を紹介している温泉資料館も運営している。（③）

・ 智識寺の大御堂と観音様、２点の重要文化財がある。あじさい寺として活用すべく商工会
青年部が10年掛けて作り込んできたが、栗栽培の際にあじさいを抜いてしまった。せっかく
作り込んできた物を活かし切れていない。（③）

小平 和正 氏
（中央ホテル）

・ 温泉地ならではの催し、イベントに取り組んでいけたらと思っている。（①） ・ 温泉地ならではの催し、イベントの開催。

・ お客様の身になってみると、戸倉上山田温泉は歩いてみたい温泉地になっていないので
はないか。例えば、車の乗り入れを禁止し、下駄で歩ける温泉地に向けた地域づくりが出
来ると良いのではないか。（①）

・ 車の乗り入れ禁止による歩行者にやさしい温泉地づくり。

・ シーズンと対象客層を絞って考えると、また違った対応も考えられるのかもしれない。（①） ・ シーズンと対象客層の再検討。

北澤 博志 氏
（シーバススポーツクラブ社長）

・ 都会の子どもたちの夏休みの短期教室、高齢者のリハビリを兼ねた長期滞在等にも取り
組んでいるので、ご協力できればと思っている。（①）

・ 夏休みの子どもたちの誘客策、高齢者のリハビリを兼ねた長期滞在の検
討。

・ 温泉街のゲートとして戸倉駅舎を改善したい（新デザインによる駅舎の建て替え、ホーム
や駅前への足湯整備等）。（①）

・ 新デザインによる戸倉駅の改修、温泉地らしい足湯施設の整備。

・ 駅前の空き店舗を整備して、新しいサービスエリアや道の駅のようにできたら良いが、資
金がない。（①）

・ 空き店舗を活用した新しいサービスエリアや道の駅の検討。

・ 水俣市の取組として、温泉街に立ち寄る割引のタクシー利用券制度がある。（①） ・ タクシー利用券制度の検討。

山崎 俊之 氏
（有限会社シンリク

観光営業課長）

・ 戸倉上山田温泉へのツアーでは６：４で日帰りが多いのが実感。近場の公民館の皆様の
ご利用やちょっとした集まり等、人数は小口化しており、８名前後。皆様の意見を参考にし
ていきたい。（①）

・ 小口化した客層への対応策検討。

金子 光志 氏
（あんず宝園）

・ 千曲市のあんずに付加価値を付けて売り込み、誘客するのが使命。千曲市は豊穣の土地
で農作物が良く育つ。土地で採れたものを食べてもらい、おもてなしをし、付加価値を付け
ていきたい。そうした活動が評価され、若手も農業を継ぎたいと思うように、進化した農業
をお見せしたい。（①）

・ 付加価値を持つあんずづくりと誘客。

民間

発言要旨（括弧内の数字については前述①②③意見交換会開催日の別） 左記発言に基づいた今後の提案事項

温泉資料館や重要文化財（智識寺の大御堂と観音様）、あじさい等既存資
源の有効活用。

林 幸彦 氏
（福寿草）

酒井 彦弥 氏
（しなの鉄道
戸倉駅長）

志賀　正 氏
（しげの家）

・ 歳時記の掘り起こしや、温泉、料理等の付加価値創出等による個人客対応
の魅力づくり。

小平 悟朗 氏
（上山田温泉代表取締役社長・
中央ホテル代表取締役社長）

・ 雑誌の特集で、長野県の野沢温泉、白骨温泉、別所温泉、湯田中温泉、渋温泉が高評価
となっていた。その際の評価の観点としては、「温泉情緒」、「自然環境」、「温泉そのも
の」、「宿の施設や料金」であった。戸倉上山田温泉はほとんどの観点が弱い。（②）

・
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・ 奥津神社のご神体そのもの、日本歴史館の歴代天皇の絵等、どこまで情報発信して良い
か判断しあぐねる面もある。（①）

・ 日本歴史館については、11月30日で財団法人法の改正によって、財団法人日本歴史館
が解散した。（②）

・ 善光寺のご開帳についても、これまで観音寺として何かしてきた訳ではない。善光寺ご開
帳に関連して別院と何かしても良いのではないかと考えている。（①）

・ 御開帳の折に観音寺で回向柱が建てられないかという話があったが、それも可能というこ
とであった。（②）

・ 結納品や遺品、人形などを「思い出供養」として、大本願善光寺本願別院という名前で新
聞広告を出したところ、1週間に5,000件の問い合わせがあった。（②）

・ 全国的に見て高い「思い出供養」の要望を踏まえ、御開帳などと重ねた観
音寺の役割の再検討。

・ お客様の信州のイメージは「自然、ふるさと」。ほっとしたい、のんびりしたいという要望に応
えられる。（①）

・ ほっとする、のんびりできる「ふるさと」としての訴求。

・ 戸倉上山田温泉は平らな土地であり、足の悪いお客様も廻ることができる。（①） ・ バリアフリー観光としての訴求。

若林 氏

・ 最近、駐車場が空いているのが目立ち、心配。昔は、大正橋を越えると、花火が上がり、
旅館のお姉さん達がお出迎えをしていた。その時代の光景が目に焼き付いており、皆さん
の知恵を取り入れて、戸倉上山田温泉を盛り上げていただきたい。（①）

・ 多様な主体による地域活性化策の検討。

田島 氏

・ 退職したので、地域のために何かしたいと考えている。地産地消、ゆっくりと温泉につかっ
て、美味しい物を食べるのはお客様から求められることと思うが、どのように提供するかも
大きなポイント。戸倉上山田温泉は粘土質なので、美味しいお米ができる。地元に誇れる
ものを融合した、お客様に喜ばれる食事が必要。戸倉上山田温泉は石鹸は泡立ち、癖な
く硫黄の臭いもそれ程しない良い温泉。戸倉上山田温泉の「顔」が大事。価値観が多様化
した今は、自分がやりたいもの、欲しいものを打ち出すのが大事。（③）

・
・

地産地消、良質な温泉による訴求。
付加価値のある料理提供の検討。

歴代天皇の肖像画など日本歴史館の絵画は奥津神社に寄贈予定。来年1
月中旬には完了し、奥津神社で管理。

・ 回向柱の建立。

発言要旨（括弧内の数字については前述①②③意見交換会開催日の別） 左記発言に基づいた今後の提案事項

地域
住民

森　氏

宗教施設
等

西澤 正雄 氏
（観音寺事務局

・正明館）

・
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② 来訪者視点による地域資源の再評価（アンケート調査）の実施 
 
○ 市場調査の概要 

 【実査期間】平成 26年 1月 20 日(月)～1 月 22 日(水) 

【回答者】インターネットモニター会員（1,034 名） 

     ［男女比］   5：5  

  ［ 年代 ］ 20 歳～84歳  

 20 代／30代／40 代／50代／60 才以上  

     ［ 居住都道府県 ］  

       均等割付  

       ・ 首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県） … 516 名  

       ・ 長野県 … 206 名  

       ・ 富山県 … 104 名  

       ・ 石川県 … 104 名 

       ・ 新潟県 … 104 名 

【調査内容】 

・ 該当地域への旅行経験/来訪場所/同行者/交通手段/旅行形態/該当  

地域のイメージ 

・ 上記基本属性等の他に、意見交換会等で挙がった 27 件の地域資源、   

体験プログラム等についての「認知度」、及び、該当地域資源に関     

する説明と写真を示した上での「関心度」について調査。 

 

表 調査対象となった 27 件の地域資源 

歴史・史跡 善光寺別院、酒造、芸妓衆、奥津神社、稲荷山宿 

温泉 泉質、足湯、名湯百選、７つの外湯 

自然・景観 棚田、あんずの里、名月の里 

食 さらしなそば、温泉まんじゅう、おしぼりうどん、杏スイーツ 

産業 スイッチバック（鉄道）、 

レジャー 
くだもの狩り、射的、アクティビティ（サイクリング、ノルディックウォーキン

グ） 

体験等 姨捨夜景ツアー、そば打ち体験、棚田トレッキング、アサヨガ 

その他 ネオン街、青空市、恋石の湯伝説 
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各観光資源には下表の説明とイメージ写真を併せて提示し、各々の「認知度」と

「関心度」に関して調査した。 
 

表 調査対象となった 27 件の地域資源と説明文 

観光資源  説明文 

善光寺別院 
戸倉上山田温泉が一望できる城山史跡公園の入口に位置する善光寺大本願別院。ご本尊の御

恵観音菩薩と善光寺如来三尊のご分身が祭られており、毎年 7 月中旬に善光寺上人による大法

要が行われ、賑わいをみせます。境内を彩る木々の表情にも趣があります。 

酒造 
北国街道戸倉宿の造り酒屋として栄えた坂井銘醸が、信州の酒造りの歴史を伝える資料館。立

ち並ぶ母屋も圧巻。ほかに、竹久夢二の直筆画なども展示する。 

芸妓衆 
夜の街を彩る芸妓衆も戸倉上山田温泉の顔のひとつ。三味線、踊り、鳴り物、長唄と日頃から芸

を磨く芸者衆が数多く集まっているのも戸倉上山田温泉ならでは。 

奥津神社 
温泉街を一望できる城山を登ると、そこにあるのが「男女和合の神・澳津神社」。大きな石造りの

男性と女性のシンボルが御神体として祭られており、縁結び、子授けにご利益があるそうです。 

稲荷山宿  
かつて北国西街道の最大の宿場町。その名残である大壁造りの町屋や土蔵が立ち並び、黒い大

屋根なまこ壁も見ることができる。壁や建物などの建築方法もその表情は様々で、見事な技や伝

統・歴史を感じることができる街である。  

泉質 
しっとりと肌をやわらかくし、美人の湯としても知られる泉質は無色透明の単純硫黄泉がほとんど

だが、やや薄緑がかっていたり、湯の花や気泡を含んでいるものもある。 

足湯 
豊富な湯量を誇る戸倉上山田温泉は、足湯でさえもかけ流しという、温泉街ならではのぜいたく

さ。気軽に温泉を楽しめる 

名湯百選 
NPO 法人健康と温泉フォーラムで“温泉療法医がすすめる日本の名湯百選”に選ばれている戸

倉上山田温泉。源泉かけ流しできる豊富な湯量と恵まれた泉質（アルカリ性単純硫黄泉など）が

有名。 

7 つの外湯 
戸倉上山田温泉には、7 つの日帰り温泉が揃う。 

昔ながらの風情あふれる公衆浴場で気軽に温泉情緒が満喫できる。 

棚田 
『姨捨の棚田』は平成 11 年 5 月 10 日に棚田としては初めて国の名勝に指定され、平成 22 年 2

月 22 日には国の重要文化的景観に選定された。全国の人々に天下の名勝・姨捨の棚田のオー

ナーになってもらい、棚田の景観保全に役立てようという制度。 

あんずの里 
一目十万本といわれるあんずの里。４月上中旬、山里は、薄いピンクのベールに包まれて、まさ

に桃源郷…。 

名月の里 
姨捨は名月の里として全国に知られる、古くは松尾芭蕉がひと月半もの旅を経てこの地を題材に

した「更科紀行」を記したという。  

さらしなそば 
「さらしなそば」とは、そばの実の中心部分を使った真っ白なそば。上品な喉越し、歯ごたえ、見た

目の美しさで、広く全国の食通に知られている 
温泉まんじゅう 甘みを抑えた餡と薄いながらも、ふっくらとした皮が絶妙な組み合わせの昔ながらの温泉まんじゅ
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うが人気。 

おしぼりうどん 
おしぼりうどんは辛み大根のしぼり汁に味噌と刻みネギ、花鰹を加え、うどんをつけていただくこ

の地方ならではの３００年以上も続く食べ方。ただ辛いだけじゃなく、大根の甘さや香りも感じさせ

る一品。食欲をそそる大根の辛さはやみつきになる。 

杏スイーツ 
年間を通して保存している杏があり、温泉街でも杏を利用した商品やスイーツ開発もしており、い

ろいろな杏の楽しみ方もできます。戸倉上山田温泉のバレンタインデーには、杏スイーツをプレゼ

ント計画中。 

スイッチバック 
JR 篠ノ井線姨捨駅は全国でも珍しいスイッチバックが残る駅。急勾配の途中に駅を設置するの

が難しいため、引込線に一旦進み、逆行して線路脇の土手の上の平坦なホームに停車する。駅

から望む善光寺平の眺望もすばらしく、日本三大車窓のひとつとしても知られる。 

くだもの狩り 
戸倉上山田温泉から、車で 30 分以内の場所で、季節毎に旬の果物狩り（あんず、苺、リンゴ、ぶ

どう等）を満喫できる。 

射的 
温泉街ならではの愉しみといえぱ射的や卓球。 浴衣姿でぶらりと街へでかけれぱ、タイムスリッ

プしたような時間を楽しめる。 

アクティビティ 
温泉街のすぐ横を流れる千曲川の歩行者自転車道（さらしなビューライン）では、サイクリングやノ

ルディックウオーキングが楽しめる。 

姨捨夜景ツアー 
千曲市観光協会で実施する姨捨夜景ツアーは、満天の星空や名月を観賞できる。今春より旅館

の若旦那や女将がガイドとして乗車し、「宿六号」「女将号」等として運行を計画中。 

そば打ち体験 
さらしなの里で「信州そば」打ちを楽しみながら体験して頂けます。 自分の打ったそばを味わって

みましょう。お持ち帰りすることもできます。 

棚田 

トレッキング 

姨捨駅から、棚田トレッキング(ガイド)が楽しみ、棚田の合間を歩きながら長楽寺へ。そして「観月

の聖地」郷嶺山から最後にさらしな温泉郷(戸倉上山田温泉).へと巡り行くトレッキングコースがあ

る。 

アサヨガ 
平成 25 年 10 月の土・日に実施された朝限定プログラム。プロのインストラクターの分かりやすい

指導により、ダイエットから毎日の健康維持にまで役立つヨガを老若男女問わず、誰でも気軽に

参加できる。温泉街の朝を感じながら、心も体もすっきり！ 

ネオン街 
飲食店が約 200 軒以上もひしめくネオン街。二次会向けの店から、食事だけでも楽しめる店まで

充実している 

青空市 
戸倉上山田温泉のおかみの会の主催。 「青空朝市」は、平成 25 年 5 月から 11 月中旬まで、毎

週日曜日の朝 6 時半からカラコロ足湯の公園で開催。 

恋石の湯伝説 

行方知れずのいいなずけを待つお政という娘が、観音様のお告げに従い河原で赤い石を拾い、

100 個目を拾い上げると、そこから湯が湧き、いいなずけも帰ってきたという「小石（恋し）の湯」伝

説。大正橋の歩道には伝説をモチーフに 99 個の赤い石がはめ込まれている。100 個目を見つけ

れば恋が成就するとか…。 
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○ 市場調査の結果概要 

 
地域ではそれほど顧みられていなかった「さらしなそば」の認知度、関心度が

高いことがわかった。食や温泉など、比較的わかりやすいものに対する関心度が

高い傾向にあった。 
全体的に、認知度よりも、関心度の方が高く、消費者に対してさらに訴求する

余地が示唆された。 
 

図 認知度の高い地域資源 
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【Q7】戸倉上山田温泉・千曲市に関して以下の事をご存じですか？

よく知っている だいたい知っている 聞いたことがある 知らない
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図 関心度の高い地域資源 
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【Q8】戸倉上山田温泉・千曲市に関して以下の事に関心がありますか？
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27 の地域資源を「認知度」と「関心度」によってプロットしたのが下図である。

右上に位置する地域資源は「認知度」と「関心度」が共に高い現在の人気資源と

言える。左上に位置する資源は、「認知度」は低いが、「関心度」は高く、今後の

訴求次第で大きく成長が期待できる埋もれた地域資源と言える。一方、左下に位

置する地域資源は現状では「認知度」と「関心度」が共に低いため、魅力の磨き

上げと共に、上記資源のように関心度の高い地域資源と組み合わせて訴求すると

いった工夫が必要な地域資源である。 
  

  
図 各地域資源の認知度×関心度 

「認知」は低いが

「関心」は高い今後

のお宝資源 

 

「認知」「関心」が共に高い 
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合わせる等の工夫が必要
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今回調査した「杏スイーツ」は、「認知度」は 「よく知っている」「だいたい知

っている」「聞いたことがある」をあわせた認知度は 25％で、決して高いとは言

えない状況にある。  
一方で、「関心がある」、「やや関心がある」をあわせた関心度は 56％で、半数

以上の回答者方が関心を示している。更には、女性に限定して集計すると、実に

76％の回答者が関心を示している。 
こうしたことから、女性来訪者を意識した、商品開発や譲歩発進を積極的に展

開する事が有効と考えられる。 
 

図 認知度と関心度のギャップ例 

 

 
 
 

 
 

  

杏スイーツ 
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③ 来訪者評価に基づいた地域紹介ガイドブック等の作成と検証 
  
来訪者評価に基づいた地域紹介ガイドブック等の作成 
 

○ アンケート調査に基づいた紙面の作成 

 

 

 

前述の調査結果に基づき、「認知度」の高い地域資源を優先して地域紹介ガイド

ブックに落とし込んだ。 

19. 7 つの外湯 

７つの外湯 
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情報発信 

 来訪者の戸倉上山田温泉での滞在の幅を広げられるよう、下記の媒体等を製作し、

旅館のフロント等で直接手渡しをする等して、地域での過ごし方についての情報発

信を行った。 
 
・地域紹介ポスター   

・ミニのぼり 

・地域紹介ガイドブック 
 

 

図 ポスター 図 ミニのぼり 
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図 ガイドブック（表紙） 

 

図 ガイドブック（中身） 
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検証結果 

 

地域紹介ガイドブックを配布した人に対してアンケート調査を実施したところ、約６割

の人が、ガイドブックをみて足を運んだ場所があったと回答した。立ち寄った場所の 1位

は、「アグリパーク」と「あんずの里」。次いで、「足湯」となった。 

 

 

図 ガイドブックを見て訪問した場所の有無           表 訪問場所 

 

 

ガイドブックを見て足を運んだところがあったと回答した人のうち、６割弱が、もとも

とは訪問する計画をしていなかったと回答した。ガイドブックの内容と、フロントによる

直接手渡しという配布方法の工夫によって、新たに滞在の選択肢を増やす事が可能である

と期待が持てる結果となった。 

ガイドブック自体の評価としては、1位が「読みやすさ」、次いで「知りたい情報が載っ

ていた」ということであった。  

 

図 実際の訪問地の事前計画の有無           図 作成したガイドブックの良い点 
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④ 成果 

○ 地域内外の多様な主体による場の創出 
 これまで戸倉上山田温泉では、旅館を中心に様々な活動を共同して取り組んできた

が、今回の事業を通じて、戸倉上山田温泉だけではなく、更級や稲荷山等の周辺地

域で独自の活動を行ってきた組織、個人が互いの活動を知り、今後の地域づくりに

向けて、意見交換を行い、新たな関係を構築することができた。 
 地域住民や第一次産業従事者など、観光関係者だけでなく、多様な主体による新た

な連携体制が生まれはじめている。 
 次年度以降、千曲市では観光振興計画の策定に向けて、市民有志によるワークショ

ップ形式での検討会をすることとしており、今回の意見交換会がそのベースとなり

得るものとなった。 
 
○ 来訪者視点による地域資源等の客観的評価 

 従来、地域行政や各種組合が作成する地域紹介ガイドブック等は、情報が網羅的で

ある一方、公平性という観点から、訴求ポイントを押さえたメリハリのある情報発

信は難しい面があった。また、地域の関係者が力を入れて取り組んでいる活動は熱

意溢れる反面、どうしても客観的に来訪者視点に立った評価というのは見えにくい

点があった。今回、アンケート調査によって、来訪者視点でのシビアな地域資源の

再評価を行ったことで、地域資源をどのようなターゲットに、どのように訴求する

べきかという、より客観視した視点から議論と情報発信をすることができた。 
 

○ 地域の魅力、多様な時間の過ごし方の効果的情報発信 
 今回の事業では、「滞在の選択肢を提示することで、来訪者の滞在時間を延ばす」と

いう視点で、来訪者視点に立った地域資源の再評価の上で、メリハリの効いた情報

発信媒体を作成することができた。 
 また、単に情報発信媒体を作成して終わるのではなく、それらを来訪者と地域関係

者とのコミュニケーションツールとして捉えることで、より地域の魅力を来訪者に

伝えることができた。 
 
○ 今後の継続的な地域づくりのためのデータ蓄積、考え方の獲得 

 今回の事業では、一般消費者へのアンケート調査によって、来訪者視点というシビ

アな地域資源の再評価を行ったことで、地域資源をどのターゲットに、どう訴求す

べきかという、より客観視した視点から議論と情報発信の検討をすることができた。

結果的には、必ずしも地域関係者が近年力を入れてきた取組が一般消費者に評価さ

れている訳ではないことが明らかになったが、一方で特定ターゲットや地域資源の

組み合わせ方によっては、訴求力を持つという可能性も見出せた。地域関係者の熱

き想いと同時に、数値で語られるデータを用いることで、より戦略的に地域の魅力

を伝えていくことができることを、地域関係者が知ることができた。 
 今回事業の中で構築された人的ネットワーク、また、収集された各種調査結果につ

いては、次年度以降の一連の計画策定の中でも広く共有されることとなった。 
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⑤ 今後の課題 

 ４回に渡って開催された地域会議においては、地域関係者の中に一人も女性がいな

かった。来訪者視点で観光資源の優先順位の再整理をするにあたっては、より柔軟

に体制を検討し、消費者の変化やニーズを感じている地域の観光に携わる女性の意

見を積極的に取り入れることも、今後は積極的に取り組む必要があると思われる。 

 今回、一般消費者に対して、「認知度」と「関心度」についての調査を実施した結

果、県内在住者と県外在住者（旅行者）とで、旅先で求める情報や興味関心が高い

資源に差異が見られた。 

 「杏スイーツ」については、今回の調査での関心度が高い事から、「戸倉上山田温

泉ガイドブック」で取り上げる事となったが、実際には「杏スイーツ」の店舗情報

の収集や画像情報が取りまとめられていない為に手配に苦慮する場面もあった。今

回紹介に至らなかった店舗もあり、是非継続的な情報収集と情報発信を行うべきで

ある。 

 実証事業の期間と資金が限られていることもあり、調査結果については更なる分析

が可能であった。例えば「女性や若者が特に関心を示している資源」の商品化等に

も積極的に取組、地域の新たな顧客層の獲得のきっかけとなり得る。  

 実証事業の限られた期間の内で、各種調整に多くの時間を要した。 

 地域紹介ガイドブックによる情報発信を工夫する事で、宿泊者の滞在時間拡大・周

遊促進の取組を行った際に、実証事業の進め方がよりスムーズに行けば、宿泊施設

の顧客接点が最も濃い女将やフロントの現場まで趣旨説明をより丁寧に行う事が出

来たと思われる。この観点での「おもてなし」の強化は、地域周遊促進と合わせ、

ガイドブックの活用方法の開発余地があると思われる。  
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（２）福井県 あわら市 芦原温泉 
 
① 地域概況 

 ⅰ）地勢・産業 

 福井県あわら市は福井県の最北端に位置しており、西は坂井市三国町、南は同市坂

井町・丸岡町、そして北東は石川県加賀市に隣接し、北西は日本海に面している。

面積は 116.99 平方キロメートルで、地形は北部の丘陵地、南西部の平坦地、東部の

山岳地帯と 3 つのエリアに分かれており、南北に北潟湖が横たわり、東西には竹田

川が流れている。北陸地方の中でも比較的温暖な気候が特徴的である。  
 主要な産業としては、芦原温泉をはじめとする旅館やホテル業の経営、坂井北部丘

陵地では特産品である越前柿、梨、トマト（越のルビー）等の農作物の栽培が行な

われている。 
 人口は平成 26 年 2 月現在、28,960 人。 

 
図 あわら市の位置 

 

 ⅱ）観光 

 主な観光資源は芦原温泉であるが、市内には北潟湖や吉崎御坊等もあり、近郊には

東尋坊や永平寺もある。 
 芦原温泉の入込客数は平成 3 年の 140 万人をピークに、平成 23 年には 75 万人にま

で減少。  
 平成 27 年には北陸新幹線金沢駅が開業を予定しており、東京や大阪からのアクセス

向上に伴って、宿泊需要の増大が期待される。 

 
平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

あわら温泉 968,000 933,000 938,000 870,000 856,000 846,000 823,000 758,000
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② 地域課題 

 ⅰ）現況 

 あわら市だけでなく、周辺地域も含めると豊富な地域資源を有しているため、芦原

温泉の宿泊客は、他の地域を観光し、芦原温泉で宿泊して、翌日また別の地域へ観

光するといった行程を組んでいることが多く、北陸周遊観光の宿泊拠点として利用

される傾向があるため、芦原温泉を訪れる来訪者の多くが旅館内で多くの時間を過

ごしており、温泉街の中での回遊性があまり見られない。 
 
表 あわら市とあわら市周辺の地域資源 
歴史・史跡 芦原温泉、藤野厳九郎記念館、金津城溝江館跡、寺院（龍澤寺、松龍寺等）、金津地

蔵、横山古墳群、千束一里塚、東尋坊、丸岡城、三国成田山、雄島、吉崎御坊跡、芦

原芸妓 

祭礼 芦原温泉春祭り、あわら湯かけまつり、北潟祭り、金澤祭り、釼岳かりんて祭 

自然・景観 北潟湖、北潟湖畔花菖蒲園、北潟国有林、芦原海岸、田んぼの中の温泉地（芦原温泉） 

食 
越前がに、おろしそば、コシヒカリ米、越のルビー、とみつ金時（とみつ甘しょ）、
芦原梨、越前柿、若狭牛、小女子 

産業 越前瓦（鬼瓦）、越前焼、芦原焼 

レジャー 
きららの丘、ﾋﾞｱﾌｧｰﾑ直売所、ﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄﾋﾟｸﾆｯｸ、芝政ﾜｰﾙﾄﾞ、恐竜博物館、金津創作の

森、農業体験、乗馬体験 

 
 足湯の新設、温泉街のメインストリートを中心としたハード整備が先行しており、

これらを十分に活かすためのソフトコンテンツが不十分である。  
 

  
図 足湯完成イメージ 図 メインストリート整備イメージ 

 
 あわら市は 2004 年に坂井郡芦原町と金津町が合併して発足した比較的新しい市で

ある。こうした背景もあり、4 つの地域（芦原温泉地区、吉崎地区、北潟地区、金

津地区）では各々がまちづくりを進めているものの、4 地区間の連携が希薄である

ため、主体別の個別の取組に終始してしまっている。 
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ⅱ）今回の事業で解決する課題 

 現況を踏まえて、今回の事業において解決すべき課題を以下のように設定した。 
 

① 来訪者が温泉街、足湯整備広場での滞在を「深める」（地域住民との交流、ゆっ

くりとした滞在 等）ための課題について検討した。 
② 検討に際しては地域内連携が不十分であったため、「議論の場づくり」から着手

した。 

 
 なお、実施にあたっては以下方針の下で、事業終了後の取組の継続性・自走化を強

く意識し、中長期的な視点をもって行った。 
 

 議論の場の確保と実施体制の検討 
次年度以降の本格的な実施を見据え、来年度以降も議論の場が継続し、市が主体

的となった検討から、地域住民が主体的となった取組へ移行するために、観光協

会が取りまとめ役を担い、取組アイデアを実現していくことを検討した。 
 

 トップへの理解促進 
今回の検討の場で行われた議論経過等については市長をはじめとする行政トッ

プへの理解促進と協力依頼を行い、取組の継続性を担保した。 
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④ 実施内容 

ⅰ）検討の経緯 

 事業の実施においては、行政の呼びかけによって集まった旅館組合、観光協会、商

工会、まちづくり団体、趣味サークル、個人等温泉街周辺で活動する個人、団体か

ら約 30 名で構成され、地域会議を計 5 回開催した。 
 外部専門家には「滞在交流型観光に係る受入環境改善事業」第三者委員会の座長で

ある清水愼一氏を招へいした。 
 

第 1 回検討会 2013 年 11 月 1 日（月）13：30～15：30 
第 2 回検討会 2013 年 12 月 3 日（火）13：30～16：00 
第 3 回検討会（ワークショップ形式） 2014 年 1 月 16 日（木）13：30～16：00 
第 4 回検討会 2014 年 2 月 6 日（木） 13：30～15：30 
第 5 回検討会 2014 年 2 月 24 日（月）10：30～12：00 

 
 

  



76 
 

ⅱ）実施内容 

地域会議での検討を踏まえて、「来訪者の滞在時間の拡大」を目標として、「温泉街

活性化のために取り組んでいること」「今後、温泉街活性化のために実施を考えて

いること」について意見を整理し、共有し、②滞在時間を「深める」ための具体的

取組（マップ、足湯での情報発信）について検討、③として②で検討した具体的取

組（マップ、足湯での情報発信）について利用者へのニーズ把握を行った。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

滞在プログラムの整理 

来訪者の滞在時間の拡大 

地域一体となったおもてなしの提供、365 日オンパクの実施 

滞在情報の情報提供 

街頭で市民や来訪者を対象としたヒアリング調査による効果検証 

ヒアリング結果をフィードバックし、来年度に向けた方向性の決定 

各団体の取組の把握 

有効活用できる可能性のある 
場所の検討 

取組の協力、コラボの検討 

滞在プログラムのマップの作成 

情報発信内容の検討 
（対象、内容など） 

情報発信のやり方の検討 
（対象、内容など） 

まとめ 

芦原温泉地域へのイメージ、関心、期待度など 

取組マップ、情報発信への期待度、関心 
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① 「温泉街活性化のために取り組んでいること」「今後、温泉街活性化のために実

施を考えていること」について意見を整理し、共有 

 
② 滞在時間を「深める」ための具体的取組（マップ、足湯での情報発信）について

検討 

 

 

③ ②で検討した具体的取組（マップ、足湯での情報発信）について利用者へのニー

ズを把握 

 
  

取組A 取組B

足湯での情報発信

滞在時間の延伸

対面による情報発信、デジタルサイネー
ジ、掲示板等による情報発信 等

取組C

情報集約
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① 「温泉街活性化のために取り組んでいること」「今後、温泉街活性化のために実施を考

えていること」について意見を整理し、共有 
 

○ 各団体・個人から「温泉街活性化に関する取組」を発表 

⇒結果については次ページ以降参照 

 

○ 発表を踏まえて意見交換を実施 

発表や意見交換から、温泉街活性化のための取組として既に多種多様な団体が

様々な取組を行っていたため、この会議において、改めて新たな取組を生み出す

のではなく、既存の取組を組み合わせて、効果的な情報発信を行うための検討が

行われることとなった。 
 

⇒意見交換の主な内容については以下の通り 

 

 足湯や街路整備を活かして、市民も観光客も楽しめるまちをつくれるかという点に絞

って温泉街の活性化について議論していく。 

 まち自体がまちづくりの意識を持ち、サポートや連携をする必要がある。 

 まちに人があふれるようなことをまち全体で実施していきたい。 

 観光協会に任せるのではなく、まちの人たちと観光関係者の横のつながりを活かした

色々な企画に参加できる仕組みが必要である。 

 365 日、何かイベントが開催されるようなことができればよい。 

 観光客のためではなく、市民がどう楽しむかが重要である 

 市民が元気で楽しんでくれる場づくりが必要である。 

 市民をつなぎ、発信する場としての観光協会を検討する必要がある 

 今後の観点として、足湯は、市民が集い楽しむ場であること、またあわら市全体に波

及ができる拠点となることを考える必要がある。 
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№ 区分 名称 主な活動内容
「温泉街の活性化のために現在取り組んでいること・

今後実施を考えている取組」
今後の提案

1 団体
あわら市観光協会
　会長　前田健二

会員数　135名(個人、団体)　　誘客、地域振興に取り組む
http://awara.info/

・セントピアあわらを拠点に、音泉組等のまちづくり団体と連携した各種ま
ちづくり活動。（音楽の交差点、おやじバンド、越前大夜会、新春舞踊、節
分おばけ、柳糸会、あわらdeトマト、ガラス楽市、郷土太鼓発表会など）
・湯のまち広場における祭りに併せてのイベント。（湯のまちフリーマーケッ
ト、花魁道中、芸妓ビアガーデンなど）
・温泉泊覧会「うららん」支援
・あ､わらってる川柳ｺﾝﾃｽﾄによる笑顔あふれるまちづくり
・市民ガイド育成
・マイスター制度
・観光写真コンテスト
・まち歩きDVD作成
・商工会と連携した和菓子めぐりクーポンの販売
・プロモーションCM及びPV作成及び各種ツール作成
・あわ楽プログラムメニュー及びミニツアー実施
・ＪＲのＪＢＨ及びＤＣでの体験・交流・学習プログラム実施

・市全体さらには広域連携の中での活性化を考える。オール地域、オー
ル産業で取り組む必要がある。
・そこに暮らす住民が自慢できるような事業を考える。住民の地域に対す
る自慢や充実した生活そのものが最大の観光資源となる。
・観光地の活性化に地域文化をもっと取り入れる。地域文化の担い手が
存分に活躍できる仕組みづくり。
・観光はまちづくりの総仕上げであり、まちづくりの担い手の育成、ネット
ワーク、まちづくり協議会の設立、行政におけるまちづくり所管課の充実、
まちづくりと観光のプラットフォームづくりを実施すべきである。
・道路沿いの空き地・空き家・空き店舗の活用、地域の真心の結集であ
るおもてなしの心を醸成することが重要。まち歩きガイドの育成、店舗での
人的交流のための湯茶や試食サービス、貸し出し傘や荷物の預かり、トイ
レの利用などのおもてなしサービスが重要となる。一番の観光資源は
「人」であり、観光力はまさに地域の人間力である。

2 団体
芦原温泉旅館協同組合
　理事長　伊藤和幸

加盟旅館　１４軒　　「節分お化け」などのイベントも開催
http://www.awara-onsen.org/html/index2.html

あわら温泉湯かけ祭りなどへの参加や、節分お化けなどの独自イベントの
開催のほか、観光PRや出向宣伝など。

街並みづくりが最優先、最重要。そのためにも観光業者、旅館、行政、各
商店、市民が一体となった取組が必要。

3 団体
芦原温泉旅館協同組合女将の会
　会長　伊藤昌代

同上
視察研修や他団体と連携した活動を展開中

かにからプロジェクトや視察研修や勉強会による温泉街活性化を模索。ま
た、利き酒師の資格取得などおもてなしの向上に取り組んでいる。

4 団体
あわら市商工会
　会長　久野好輝

会員数　836名
空き店舗対策や市アンテナショップの受託
http://www.shoko-awaracity.or.jp/

市街地賑わい創出事業として空き店舗チャレンジショップ支援事業、まち
のゼミナール事業、ブラント特産品開発支援事業としてあわら市の新しい
特産品ブランドづくり

商工会としては、温泉街の活性化に的を絞るのではなく、あわら市全体が
盛り上がり、その相乗効果で温泉街が活性化するようなものを期待する。
現在取り組んでいる事業を、いかに温泉街の活性化と結びつけるかを考
えていきたい。

5 団体
あわら市商工会女性部
　副部長(芦原地区)　砂田恵美子

会員数　40名、商工会活動の他、プランター設置などの温泉街の美化活動
に取り組む。

「傘貸します」事業：市内33カ所に傘を設置、マップ作成。
花いっぱい運動：県道沿いにプランターを設置。
温泉街清掃活動：年3回の清掃活動。
あわら温泉湯かけ祭り「民謡の夕べ」参加。
ふるさと再発見事業：H20、市内の主な名所、旧跡マップを作成、小学
校、各旅館に配布。

市民一人一人が「おもてなし」の心をもって行動する。
各種団体の協力、人間関係を深めていくことが活性化につながると思い
ます。

6 団体
あわら温泉夏祭り実行委員会
　委員長　藤木隆仁

毎年8月に温泉街で開催の夏祭りを企画運営。
主に商工会、旅館組合の若手で組織。

あわら湯かけ祭りの企画、運営 同左

7 団体
芦原温泉芸妓協同組合
　組合長　武田圭子

在籍　9名　　芸妓・舞子変身体験や稽古の公開などを行っている。
毎年１月にセントピアで「柳糸会」を開催。
伝統芸能館では稽古を公開する他、各種観光PRに参加。

同左

8 団体
あわら湯けむり創生塾
　塾長　前田健二

市内若者で構成される町おこし団体。湯けむり横丁を運営する他、観光案内
業務を受託。　　http://yukemuri.jp/

同左 同左

9 団体
花工房あわら
　代表　伊藤俊子

花愛好家グループ　　湯のまち駅前を中心に花壇整備のボランティアの他、
寄せ植えコンテストなどを開催。

H22より寄せ植え講座やコンテスト、花壇整備を開始。H25から寄せ植え
講座は公民館主催となる。

住んでいるみんなが「まちを元気にしよう。おもてなししよう。」と思わないと
いけない。現状は行政に甘えすぎでないか。

10 団体
音泉組（おんせんぐみ）
　局長　青柳淳一

「おもてなし」精神で音楽活動を行う。あわら活性化を願い、地道なライブ活
動を継続。
https://www.facebook.com/pages/%E9%9F%B3%E6%B3%89%E7%B5%8
4/362090630476001

市内外で積極的にイベントや音楽活動に取り組んでいる。
セントピアや湯けむり横丁でのライブなども実施。

同左

11 団体
A　FLEA　MARKET
(ア・フレア・マーケット)
代表　松川秀人

FM福井ＤＪ松川氏を中心とした若者で構成。
https://www.facebook.com/pages/A-FLEA-
MARKET/203228793093100

あわら市全体での活動を考えている。温泉街のカフェにて毎月音楽主体
のイベントを開催し、あわら産の果物などをウェルカムフードとして提供。年
に1～2回、県外からミュージシャンを招いてイベント開催、温泉宿泊と
セットで企画。

温泉街に情緒が無いので、温泉街全体での統一感が必要。話題性のあ
るものを提供すべき。
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№ 区分 名称 主な活動内容
「温泉街の活性化のために現在取り組んでいること・

今後実施を考えている取組」
今後の提案

12 団体
活芦塾（かつろじゅく）
　代表　後藤義明

あわら温泉街の活性化を図る目的で活動、市内在住の様々な職種から構成
される。会員数14名。

「野の泉」：山野草を植えた桶を温泉街14カ所に設置。
「あかりばやし」：観月の夕べに合せ、5,000個のロウソクを北潟湖畔に灯
す。「越前竹人形」：水上勉の「越前竹人形」にちなんだパンフ、ジオラマ
を市内各所に設置して周知を図っている。平成18年には「越前竹人形文
楽公演」を開催。「藤野厳九郎と魯迅」：講師を招いての勉強会や季刊
発行紙での紹介活動。平成18年には市民劇団を招聘して惜別100年記
念の公演を実施。

市民の街に対する意識を高めることが大事。
そのためには、市民を巻き込んだ行事を行い、楽しさを共有できれば良い
と思います。

13 団体
玄恭会（げんゆうかい）
　代表　山下恭代

書道教室のメンバーで構成される。
セントピア等で書道ガールズなどの各種イベントを開催。

同左

14 団体
フォーラムあわら
　代表　近藤英子

「あわらで豊かに暮らすこと、豊かな心は食卓から」をテーマに活動する女性
グループ。

温泉街活性化のための取組は特になし。
カヌーポロ大会では地元食材を使ったハヤシライスを選手に提供。この地
で生活する上で、毎日の食生活を通じ命を繋いでいくことを、様々な機会
を利用してより多くの人においしく簡単に伝えていきたい。

市民が、他県の人たちにあわら温泉の宣伝ができるほどあわら温泉のこと
を知り、愛せるか。様々な人の意見を吸い上げることのできる組織作りを
考えたらどうか。

15 団体
あわらカヌークラブ
　代表　赤神芳幸

レジャースポーツ、生涯スポーツとしてのカヌーの普及振興を図る。「温泉に
入ってカヌーを語る会」などを開催。

レジャースポーツとしてのカヌーの普及。今年度はシーカヤックの体験試
乗を開催。

シーカヤックによる駅伝やマラソン大会の開催と誘客やカヌー体験を遠足
や修学旅行で活用できないか。

16 団体
あわららくご委員会
　代表　藤崎清晃

市内旅館等で落語会を開催。オンパクにも参加。
2009年から、地域資源である温泉と、日本の伝統芸能である落語を組
み合わせ、癒しの空間、時間を温泉街で提供。

あわら温泉のリピーターを増やすため、イベント参加者にポイントを提供し、
たまったポイントで入浴や飲食店での利用ができるようなサービスを提供
できないか。

17 団体
うららん実行委員会
　委員長　田嶋直和

アドプラス(広告アドバイザー)代表、オンパク2013実行委員長、観光誘客戦
略会議(観光誘客戦略ＰＪＴ）委員
https://www.facebook.com/awaracity#!/n.tajima2011?fref=ts

オンパク手法により、地域と交流しながら地域の自然や歴史、食を生かし
た体験交流イベントの開催。将来的には、このプログラムが旅行商品化こ
とを希望している。

温泉街の活性化について、ハードとソフトを含め、回遊性をどうするかと
いったことに対し、旅館を含め地域の人々がもっと真剣に取り組む姿勢が
大事。

18 個人 伊藤　俊子
農業者（ミディトマト、アスパラガス他)
各種町おこしイベントに協力

栽培した野菜を市内外の喫茶店などで販売し、あわら産野菜のPRに努め
ている。

街中の空き店舗や空き地を活用してランチやコーヒーを提供できる場所
が必要。そこで地場産野菜等を活用できないか。

19 個人 浅野　耕世
温泉街中心部で和菓子店（浅野耕月堂）経営、４代目
芦原菓子組合所属、各種町おこしイベントに協力

店舗新築にあたり、温泉街との長を図るために「和」を意識した外観とする
ことで、今年度「福井景観広告賞」を受賞。

地元の野菜や魚など、他に誇れる食材を販売する店舗が欲しい。

20 個人 寺尾　毅
温泉街で蕎麦店(福乃家）経営
温泉春祭りに併せてフリーマーケットを開催

地元の祭り（芦原温泉春まつり）への参加や、うららんにおける協力（店舗
の使用）などを積極的に行っている。

同左

21 個人 糸扇家(しせんや)　まどか
あわら温泉芸妓、町おこしイベント企画実行
芦原芸妓を目指して大阪から移住
http://yaplog.jp/awara/

イベント開催：「あわらワンナイトディスコ」、クラフト・フリーマーケットとミュー
ジックステーションを同時に開催する「あわら楽集国」を過去それぞれ3回
開催。

「温泉街の活性化」という同じ目標を持つ者同士の協力やサポートによ
り、点が線になる。連携こそ大事。

22 個人 高嶋英巳子
タイ古式マッサージ店INDI(インディ)経営
オンパクスタッフ

うららんスタッフとして活動する他、あわらカヌークラブの活動にも参加。
温かなまちづくり、あるものを活かしたまちづくり、子どもたちがあわらを好き
になるような街づくりが必要では。

23 個人 高橋　主税 温泉街で居酒屋「桂馬」を経営
経営する居酒屋の傍ら、まち歩きをする観光客や地元の人に向け、地元
の野菜やフルーツ、ソフトクリームやたこ焼きの販売を検討中。

本気であわら市のことを考える人たちの考えをたくさん集めてほしい。
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②  滞在時間を「深める」ための具体的取組（案）について検討 

 

 芦原温泉地域での来訪者の滞在時間を延伸するため、新たに建設される足湯や道路整

備に伴い、それらを活用した滞在プログラムを検討した。検討会の中で、現在執り行

われている取組（オンパク等）が芦原温泉地域の各地で毎日（365 日）実施されるよ

うな方向性が固まった。 

 道路整備に伴う歩道空間と店舗・旅館などの空間を一体的に利用し、おもてなしを進

めていくために、芦原温泉地域で何ができるのか、また、足湯を情報発信拠点として

位置付け、どのような情報をどのような形で発信していくのかを具体的に検討し、と

りまとめた。道路や足湯の整備は、現段階では完成していないため、足湯や通りの整

備完成後の地域内の滞在時間向上、そして地域内での回遊性の創出に役立てるために、

完成後を見据えて作成した地域内での滞在プログラムのマップや、足湯での情報発信

イメージを作成した。 
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○ 芦原温泉-365 日オンパク開催中- 

温泉街付近で行われている既存の取組を整理し、マップ上に掲載 
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○ 足湯での情報発信についての具体的取組 

温泉街付近で行われている取組を整理し、「○○さんのおすすめ」や「今週・来週

のおすすめ」といった取組をまとめ、HP や足湯のモニター等で随時発信できるよ

うにしていく。情報発信の具体的方法としては、以下の内容が提案された。 

 

 
   

  ＜情報発信の具体的方法＞ 

 

地域住民が代わる代わる番頭として常駐し、対面で来

訪者をもてなす。チラシや HP 等では伝えることので

きない生の情報を皆に伝える。  

 

 

足湯に設置されるデジタルサイネージを活用し、イベ

ント情報の発信、あわら地域の民話などを上映する。  

 

 

地域の間伐材を活用し、その板に地域の取組を記載

し、足湯の一角に掲示し、情報を集積させ、来訪者へ

情報を発信し、地域のインフォメーション機能を有し

ていく。  
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地域の人々が生活の一部として、自由に使

える場所を整備する。（例えば、温泉水で野

菜をゆでること等ができる機能を持たせ

る）市民同士、また来訪者との会話が生ま

れ、温泉と地域の食材（からかにトマト、

富津金時等）を用いた商品を開発・販売し、

訪れた方々をおもてなしする。 

 

 

足湯と広場を一体的に活用した地域の取組

を定期的に開催する。広場には自由に入る

ことができるようにし、のんびり過ごすこ

とができる市民にとっても憩いの場所とし

て位置づけていく。 

 

 

足湯まで荷物を持ち込み、散策している間

に旅館に荷物を運んでくれる仕組みづくり

を行う。 
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③ 具体的取組（マップ、足湯での情報発信）について利用者へのニーズを把握 
 

○ ニーズを把握 

②で検討した内容について、次年度以降本格的な取組を開始する前に、聞き取り

式のアンケート調査を実施し、実際に芦原温泉に来ている人たちのニーズを把握

することとした。 

 

  【アンケート実施概要】 

実施日 平成 26 年 2 月 23 日（日）10:30～16:00 
実施場所 あわら湯の町駅、広場、べにや、駅周辺の商店（酒屋、菓子屋等）、

セントピア前 
回収数 98 件 
属性 市民：20 人 ／ 観光客（個人）：63 人 ／ 観光客（団体）：8 人 
性別 男性：34 人 ／ 女性：61 人 
年代 ～10 代：2 人／20 代：35 人／30 代：12 人／40 代：16 人 

 50 代：13 人／60 代：6 人／70 代：5 人／80 代～：2 人 
 

【１】芦原温泉地域づくりについて 

温泉街のメインロードがきれいに整備されること、また芦原温泉湯のまち広場に足湯が

完成することによって、今後、芦原温泉の観光・おもてなしの地域づくりにつながると、

期待できますか。 

 
 

足湯の整備については「取組を知らない」と答えた人が約 25.5％いたが、約 65％の人が

「大変期待できる」、「期待できる」という回答をしている。また、温泉街のメインロー

ドの整備については、「大変期待できる」「期待できる」と回答した人が約 60%となった。 

 

  

大変期待できる

23.5%

期待できる
41.8%どちらでもない

4.1%

そう思わない
4.1%

全くそう思わない
1.0%

取組を知らない
25.5%

足湯の整備(N=98)

大変期待できる
19.4%

期待できる
38.8%どちらでもない

12.2%

そう思わない
2.0%

全くそう思わない
1.0% 取組を知らない

26.5%

温泉街のメインロードの整備(N=98)
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【２】温泉街等の沿道でのおもてなしについて 

 

①このような取組が実現した場合、魅力的に感じ、一度訪れ、参加したいと思いますか。 

 
 

約 80％以上の人が「大変そう思う」、「そう思う」と回答している。 

 
②このようなマップ等があることにより、沿道の旅館や店舗等に、気軽に入るきっかけに

なると思いますか。 

 
 

約 90％以上の人が「大変そう思う」、「そう思う」と回答している。 

 

③地域の様々な場所で、沢山の取組が実施されると、その地域を巡り廻りたいと思います

か。 

 
 

約 80％程度の人が「大変そう思う」、「そう思う」と回答している。 

 

大変そう思う
34.7%

そう思う
48.0%

どちらでもない
11.2%

そう思わない

3.1%

全くそう思わない
1.0%

無回答
2.0%

取組が実現した場合、魅力的に感じ、一度訪れ、

参加したいと思いますか(N=98)

大変そう思う
45.9%

そう思う

45.9%

どちらでもない
6.1%

そう思わない
1.0%

無回答
1.0%

マップ等があることにより、沿道の旅館や店舗等に、

気軽に入るきっかけになると思いますか(N=98)

大変そう思う
33.7%

そう思う
48.0%

どちらでもない
9.2%

そう思わない
3.1% 無回答

6.1%

地域の様々な場所で、沢山の取組が実施されると、その地域

を巡り廻りたいと思いますか(N=98)
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【３】足湯でのおもてなしについて 

 

①あわら温泉地域の「今日の情報、明日の情報、来週の情報」といった情報が整理されて

いると良いと思いますか。 

 
 

80％以上の人が「大変そう思う」、「そう思う」と回答している。 

 
②今後、完成する足湯等において、地域の人による対面での情報発信があると良いと思い

ますか。 

 
 

約 70％程度の人が「大変そう思う」、「そう思う」と回答している。また、「どちらでもな

い」と回答した人は約 20％であった。 
 

大変そう思う
33.7%

そう思う
49.0%

どちらでもない

8.2%

そう思わない

2.0%

無回答

7.1%

あわら温泉地域の「今日の情報、明日の情報、来週の情報」

といった情報が整理されていると良いと思いますか(N=98)

大変そう思う

31.6%

そう思う
35.7%

どちらでもない

18.4%

そう思わない
3.1%

全くそう思わない
2.0%

無回答
9.2%

今後、完成する足湯等において、地域の人による対面での情

報発信があるとよいと思いますか。(N=98)
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③あるイベント会場で、他団体のイベントの情報や地域の情報が得ることができれば良い

と思いますか。 

 
 

70％以上の人が「大変そう思う」、「そう思う」と回答している。また、「どちらでもない」

と回答した方が、16.3％であった。 
 

【４】地域での取組について 

 

①地域の関係者が一つとなって、観光に関して真剣に議論している地域は、今後、観光地

域づくりを進めていくことができる地域であると、信用できますか。 

 
 

約 80%の人が「大変そう思う」「そう思う」と回答しており、来訪者から見ても地域内で観

光について真剣に議論している地域は信頼性が高い。 
 

大変そう思う

23.5%

そう思う

50.0%

どちらでもない

16.3%

そう思わない
1.0% 無回答

9.2%

あるイベント会場で、他団体のイベントの情報や地域の情報

が得ることができればよいと思いますか。(N=98)

大変そう思う

32.7%

そう思う

46.9%

どちらでもない
5.1%

そう思わない

3.1%
無回答
12.2%

地域の関係者が一つとなって、観光に関して真剣に議論してい

る地域は、今後、観光地域づくりを進めていくことができる地域で

あると、信用できますか。(N=98)
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②地域の関係者が一つになって、観光に関して真剣に議論している地域は、今後の観光地

域づくりの期待に応えてくれる地域であると思いますか。 

 

 

80%以上の人が「大変そう思う」「そう思う」と回答しており、来訪者から見ても地域内で

観光について真剣に議論している地域は期待されている。 
 

○ アンケート結果まとめ 

 

 対面式のアンケート調査であったため、否定的な意見や回答が少なくなった可能

性はあるものの、温泉街等の沿道でのおもてなしに関しては総じて好印象であっ

た。また、滞在プログラムについてはマップ等で見える化を行うことにより、地

域を巡りたくなるという回答が多く、地域を回遊させるための取組として効果的

であると考えることができる。 

 足湯でのおもてなしに関して、情報を整理して発信する方法については大変効果

的であると見込まれる。しかし、対面での情報発信は、「どちらでもない」、「そ

う思わない」、「全くそう思わない」と回答した人が多く、高齢者やのんびりする

ことを目的とする来訪者は、対面で地元の人と触れ合うことを期待しているわけ

ではないという意見も見られた。 

 地域での取組に関して、観光に関して真剣に議論している地域は、「信用」でき、

今後、「期待に応えてくれる」地域であるという回答が多く、地域関係者が本気

で議論して取り組んでいる地域は、来訪者や市民から「期待されている」また「意

味がある」と感じ取られていることが明らかになった。来訪者の滞在時間延伸の

ために、今後も議論を継続していく必要があると考えられる。 

大変そう思う
34.7%

そう思う
50.0%

どちらでもない

1.0%

そう思わない
2.0%

無回答
12.2%

地域の関係者が一つになって、観光に関して真剣に議論して

いる地域は、今後の観光地域づくりの期待に応えてくれる地

域であると思いますか。(N=98)
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ⅲ）メディアでの報道 

 

 第 2回検討会についての新聞報道 
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 第 3回検討会についての新聞報道 
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 第 5回検討会についての新聞報道 
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 本事業をきっかっけとした新たなコラボレーション 
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⑤ 成果 

 

○ 地域の横断的な会議の場の設置と新たな連携の可能性と会議の継続性 
 従来の行政が中心となって開催する会議は、実行力が伴っていないことが課題とな

っていたが、今回の会議では「温泉街の活性化」というテーマに関わる団体、人を

集めて会議を開催した。「温泉街の活性化」という共通の目標をメンバー集めの切り

口としたことで、今まで市が中心となって行う会議には顔を出さなかったメンバー

が集まり、面識や交流がなかった人たち同士が交流することによって新たな連携が

生まれ始めている。（「温泉街付近で活動する音楽団体とおかみたちが取り組む利き

酒」のコラボレーション等） 
 メンバー自らが会議を継続して行うことを希望し、次年度以降も検討を継続するこ

とが決定した。また、市長以下、行政もこれを支援することとなった。 
 
○ 滞在コンテンツを「深める」ための足湯での情報発信に関するアイデアの検討とニー

ズ把握 

 芦原温泉では温泉街付近での取組が個別に展開されており、来訪者は温泉街を回遊

しようと思っても、「今日、どこで、何を楽しめるか」といった情報を一度に入手す

ることができなかった。そこでまずは、地域住民が既に取り組んでいる「温泉街付

近での取組」を集約した。 
 情報の集約を踏まえ、情報発信の具体的な方法として、①温泉街付近の取組を一つ

にまとめたマップの作成と②足湯を情報拠点とした情報発信（地域住民の常駐、デ

ジタルサイネージの活用等）を次年度以降、実施していくこととした。 
 次年度以降の取組の前に、マップ（案）を実際に市民や来訪者に見てもらい、本取

組への期待度等をアンケート調査によって把握した。その結果、9 割以上の人がマ

ップの存在によって、沿道の旅館や店舗等に「気軽に入るきっかけになる」と回答

しており、来訪者目線でも意味のある取組であることを確認した。 
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⑥ 今後の課題 

 

＜目標＞ 

 春夏秋冬１回ずつでも検討会を設け、観光地域づくりに関して、議論する場を設けて

いく必要がある。そして、横のつながりを強化し、店舗や旅館が協力し、一体的なお

もてなしを実現していく。 

 それら取組を増やしていき、「旅館、生産、商学、市民が一体となって、おもてなしの

輪を広げることによって、地域全体でじっくりとあわらの良さを体感できる温泉地を

目指していく。 

 
＜目標達成のための課題＞ 

 実際に、店舗や旅館などの建物と通りを一体的に活用し、滞在プログラムを実行して

いくことができるのか、また市民や来訪者が建物に入りやすい受入側の環境を整備し

ていくことができるのか等それぞれが真剣に考えていく必要がある。 

 今後、芦原温泉地域での滞在プログラムの実施や足湯での情報発信、また検討会の運

営などを進めていく際、主体や担い手が必要となる。 

 実施体制については、今後は市役所主体ではなく、民間で自律的に推進することがで

きる体制を構築し、その窓口を観光協会が担う仕組みを構築する。 
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（３）高知県 須崎市 須崎市街 
 
① 地域概況 

 ⅰ）地勢・産業 

 須崎市は、高知県のほぼ中央、高知市から西に約 30ｋｍに位置している。全般的に

山岳丘陵地帯が多く、南は土佐湾に面している。市の西部を流れる新荘川は、1979
年にニホンカワウソの生息が国内で最後に確認されたことでも有名である。 

 主要な産業は、沿岸・養殖漁業を中心とした漁業と、全国一の出荷額となっている

ミョウガを中心とした園芸農業である。 
 人口は平成 26 年 2 月末現在、23,630 人（10,940 世帯）。 

 

 
 

図 須崎市の位置 

 

 

 ⅱ）観光 

 主な観光資源は、県立自然公園である天然の良港と、典型的なリアス式海岸美を誇

る錦浦湾、風光明美な入り江が美しい横浪三里などの景勝地である。横浪三里の南

岸には横浪黒潮ラインが縦走しており、絶好のドライブコースともなっている。ま

た、磯釣りや船釣りも盛んである。加えて、カヌー体験やわら焼きカツオのたたき

体験などが教育旅行に利用されている。 
 文化財としては、国指定重要文化財である鳴無（おとなし）神社、国指定天然記念

物である大谷の樟（くすのき）、国指定史跡である土佐藩砲台跡、国指定無形民俗文

化財である野見のシオバカリなどがある。 
 また、近年は鍋焼きラーメンが地域の名物として人気を博している。 
 須崎市までのアクセスは、高知市から高速道路がつながっており約 30 分、また鉄道

（ＪＲ）で約 40 分。 
 観光入込客数の把握はできていない。 
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図 須崎湾 図 鍋焼きラーメン 

 
 
② 地域課題 

 ⅰ）現況 

 2002 年に高知自動車道が須崎市まで開通し、2012 年には四万十町まで延伸された

中で、須崎市が素通りのまちとなってしまう懸念が高まり、その対策として 2007
年度から「須崎市まち全域がサービスエリア構想（SAT 構想）」による立寄り拠点の

整備（SAT 情報館、まちかどギャラリーなど）、案内サービスの向上（道路案内標識

の整備等）、滞在の仕掛けづくり（ガイドメニューづくり、ガイド育成など）などが

行われてきた。 
 しかしながら、現状で四国および高知県内においても滞在交流拠点となっていると

はいえない状況にある。 
 市街地にある「すさき SAT まちかどギャラリー」は、2010 年に開館した古商家を

活用したギャラリーで、観光案内所と地域の憩いの場を兼ねた総合交流施設である。

これまで企画展やイベントを中心に活用され、利用者を増やしつつある。 
 ただし、制作、発表、交流の場としては活用されつつあるものの、「点」から「面」

へといった「まちかどギャラリーからまちへ」といった仕組みはなく、ギャラリー

滞在時間≒須崎市街での滞在時間となってしまっている。 
 また、建物としての老朽化も進んでおり、ハード面での早急な改修が必要な状況と

なっている。 
 

  
図 まちかどギャラリー 図 市街商店街の様子 
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ⅱ）今回の事業で解決する課題 

 現況を踏まえて、今回の事業において解決すべき課題を以下のように設定した。 
 

① まちかどギャラリーの利活用促進と効果的な情報発信による来訪者の滞在時間

の延長  
② 継続的な地域づくりの推進に向けた地域人材の育成と、まちかどギャラリー運営

のあり方の整理 

 
 なお、実施にあたっては以下方針の下で、事業終了後の取組の継続性・自走化を強

く意識し、中長期的な視点をもって行った。 
 

 拠点型地域・エリアへ展開 
須崎市が滞在交流型のまちになるため、まちかどギャラリーの充実とまちかどギ

ャラリーを中心として歩ける範囲での市街地内で楽しく時間とお金を消費して

もらえる魅力づくりを行う。将来的には、須崎市内および周辺の宿泊施設での観

光滞在、観光をきっかけとして地域の良さを伝え、移住へとつなげていく。 
 「行きたくなる、居たくなる まちかどギャラリー」への転換 

現在のまちかどギャラリーは、地元の人が参画している点が地域らしさに繋がっ

ているが、観光の目的施設としてはインパクトが弱いため、「高幡地域から高知

市域の日帰り圏の個人客を第一ターゲットに設定し、須崎らしさを軸にしたアー

トをテーマに「人が滞在（休憩）できるギャラリー」という目線で見直す。 
 継続的な発展のための地域人材の参画・育成 

地域の人が主体的に取り組むことで、最終的に地域の力となって残っていくこと

を目指す。事業を進めるにあたっては、出来る限り地域の人材の参画を促し、地

元の主体的な活動をサポートすることで、事業終了後もギャラリーの活用や地域

づくりが可能な体制整備を図っていく。 

 

 

図 課題解決の進展イメージ  

滞在時間長

拠点来訪
（～２年後）

須崎市内
観光滞在

（～５年後）

エリアでの
宿泊滞在

移住滞在

まちかどギャラリーの観光拠点としての利活用促進や
観光案内機能の充実

SAT事業成果の活用や地域資源の活用による観光滞在提案
（桐間インフォメーションセンター、地域共生ビジネス、須崎魚市場、
日曜市、駅前食堂、駅前かわらばん まっことまっこと、
ガイドプログラム、鍋焼きラーメンなど）

高幡エリア内宿泊施設での観光滞在、
観光来訪をきっかけとした移住促進（移住滞在施設の活用）
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④ 実施内容 

ⅰ）検討の経緯 

 事業の実施においては、行政の呼びかけによって集まった古商家活用関係者、観光

関係者、地域おこし協力隊、地域住民等の地域内のメンバーで話し合う「事業会議」

と、外部専門家およびアドバイザーを招いた「地域会議」を中心に検討を行いなが

ら進めていった。 
 事業会議は計 8 回、地域会議は計 4 回開催した。 
 外部専門家には「滞在交流型観光に係る受入環境改善事業」第三者委員会の座長で

ある清水愼一氏を、アドバイザーには愛媛大学講師の米田誠司氏を招へいした。 
 

 
図 検討の経緯 

 
 

 また、取組の参考とするため、地域内メンバーによる「うだつマルシェ（徳島県三

好市）」および「かがわ・山なみ芸術祭（香川県まんのう町）」への事例視察を行っ

た。 
 うだつマルシェでは、まちかどギャラリーを中心とした商店街を含めた催しや地域

活性化計画の参考とし、地域づくりに取り組む人たちとのネットワークを構築した。 
 一方、かがわ・山なみ芸術祭では、地域住民と芸術家の協働によるアートを中心と

した地域活性化イベントを視察し、まちかどギャラリーを拠点としたアーティスト 

イン レジデンス（ＡＩＲ）実施にあたっての具体的な参考とした。 
 
 
  

須崎市での主な動き 地域会議等

１０月 10/31 事業会議①（事業内容の検討）

１１月 11/06 事業会議②（事業内容の検討）
11/19 事業会議③（まち歩きツアー企画検討）
11/23 事例視察①（徳島県三好市うだつマルシェ）

11/25 事例視察②（香川県まんのう町かがわ・山なみ芸術祭）

11/28 事業会議④（まち歩きツアー企画検討）

11/6 地域会議

１２月 12/03 事業会議⑤（まち歩き・AIR制作物撮影等）

12/24 プレスリリース発信
12/25 ポスター・パンフレット配布開始
12/28 事業会議⑥（事業進行についての打合せ）

１月 1/10 事業会議⑦（実証事業について打合せ）
1/11～24 AIR滞在制作期間
1/14 記者発表・現地体験会
1/18-19 まち歩きツアー実施
1/25-26 まち歩きツアー実施
1/25 AIR展示会期 開始

1/14 地域会議
1/23 地域横断会議

２月 2/1-2 まち歩きツアー実施
2/8-9 まち歩きツアー実施
2/11 まち歩きツアー実施
2/23-24 事業会議⑧（事業成果ヒアリング）
2/25 AIR展示会期 終了

2/5 地域会議

※AIR:アーティストインレジンデンス須崎

実証期間
（1/11～2/25）
※効果測定
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ⅱ）実施内容 

 事業会議および地域会議での検討を踏まえて、以下 3 つの取組を実施した。 
 

① 企画展「現代地方譚 アーティスト イン レジデンス須崎」の実施 
地方を新たな視点で語るアートプロジェクト。須崎の町で高知県内外より参加し

た６名のアーティストが「まちかどギャラリー」で滞在制作し、滞在を通じて地

元住民と様々な交流を図りながら制作した作品を展示。鑑賞者は作家の制作から

展覧会までの過程を観覧できる取組。 

 

② まち歩きツアー「すさき女子と歩く、須崎ちょこぶら 60 分。」の実施 
ガイドブックに載っていない地元民が利用するレトロな喫茶店から小さなお店、

まだ知られていない逸品、海の町ならではの風景など…須崎市の魅力をたっぷり

詰め込んだ、「まちかどギャラリー」発着のまち歩きツアー。 

 

③ 「まちかどギャラリー」の滞在スペースの充実 
「まちかどギャラリー」来訪者がくつろぐためのスペースとして、期間限定のカ

フェをオープン。 

 
 

 実施にあたっては、プロジェクトチームとサポートメンバーによる協働体制を組み、

緊密な連携の下で事業を推進した。 
 
 

  

 

図 事業の実施体制 
  

まちかどギャラリー活用
プロジェクトチーム

・実証事業に係る方向性の検討
・実証事業の実施
・今後の活用方策の検討

■現代地方譚
アーティストインレジンデンス須崎
・まちかどギャラリー運営者
・県内外のアーティスト

■すさき女子と歩く、須崎ちょこぶら６０分。
・地域住民、商店など地元事業者
・まちかどギャラリーが受付

濵田容輔（JR四国・全体管理）

竹崎和征氏（キュレーション）

企画提案・助言、事業全体の進行
管理、現状把握・調査

プロジェクトチームの
サポート

事務局
須崎市

米田誠司氏（愛媛大学・アドバイザー）

アーティスト イン レジンデンス須崎の
作家選定・実施上の助言



101 
 

① 企画展「現代地方譚 アーティスト イン レジデンス須崎」 
 

○ 滞在制作 

 

県内外から集まった作家が、須崎市内に滞在しながらアート作品の制作を行った。

滞在期間中、作家は須崎の様々な場所、企業、人を訪ねながら、須崎に埋もれか

けている記憶と記録を作家自身が発掘し、新たな価値を見つけていきながら作品

に反映させていく作業を行った。作品の制作現場は全て公開され、来訪者と作家

が交流することもしばしば発生し、そのことがまた作品に反映されていった。 
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○ 展示（平成 26 年 1 月 25 日～2 月 11 日 会期延長 2 月 25 日） 

 

展示会期中は地元住民、高知県内を中心とした一般客、美術関係者、学生などの

多くの来館者があり、最終的には 1,527 人の来館があった。過去における企画展

の最高来館者数の 750 人と比較すると、その倍以上である。 

なお、当初は展示会期が 2月 11 日までだったが、企画好評の声、何度も行きたい

という声、遠方の方からの要望などがあり、会期を延長して実施された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



103 
 

② まち歩きツアー「すさき女子と歩く、須崎ちょこぶら 60 分。」 
 

○ ツアーの実施 

 

ガイドとして係るメンバ－が主となってコース作成、地元調整、ガイド内容の検

討を行い、計 8コースのツアーを実施した。 

・各 60 分／参加費 1000 円 

・1 コース 5名までの少人数制 

・予約受付および集合・解散場所はまちかどギャラリー 

 

須崎の日常を体験！常連さんが集う喫茶モーニングを食べよう!! 

 

 

 

 

須崎の家族に乾杯！朝どれお刺身を食べに行こう♪ 

 

 

 

 

須崎の家族に乾杯！名物鯖みりんを炙って食べよう♪ 
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まちのルーツを辿る史跡めぐり＆ちいさなアートギャラリーで作家とおしゃべり 

 

 

 

 

須崎のおいしい食卓！魚の町の飯友を探しに行こう♪ 

 

 

 

 

まきのき文庫でティーパーティ♪～あの時の絵本とともに～ 

 

 

 

 

なりきり！須崎の歴史をちょこっと見聞散歩♪ 
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地醤油屋の女将親子三世代と一緒にお雛様を飾ろう♪ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

時間 コース名 ガイド 催行 備考
11:00 Ａ　モーニング 市川 5
11:00 Ｂ　朝どれお刺身 星野 6
13:30 Ｃ　名物鯖みりん 星野 5
11:00 Ａ　モーニング 市川 0
11:00 Ｅ　須崎の飯友 竹中 6
13:30 Ｄ　史跡＆作家交流 上野 2
11:00 Ａ　モーニング 市川 2
11:00 Ｂ　朝どれお刺身 星野 5
13:30 Ｃ　名物鯖みりん 星野 5
11:00 Ａ　モーニング 市川 0
11:00 Ｅ　須崎の飯友 竹中 5 大人３、子ども２
13:30 Ｆ　まきのき文庫 竹中 5 大人３、子ども２
11:00 Ａ　モーニング 市川 5
13:30 Ｇ　見聞散歩♪ 笹岡 8
11:00 Ａ　モーニング 市川 10
13:30 Ｇ　見聞散歩♪ 笹岡 4
11:00 Ａ　モーニング 市川 2
11:00 Ｂ　朝どれお刺身 星野 4
13:30 Ｃ　名物鯖みりん 星野 5
11:00 Ａ　モーニング 市川 0
13:30 Ｃ　名物鯖みりん 上野 5
11:00 Ａ　モーニング 市川 4
13:30 Ｈ　お雛様飾り 竹中 5

合計 98

日程

18日（土）

19日（日）

11日（火･祝）

９日（日）

２月 ８日（土）

１日（土）

２日（日）

25日（土）

26日（日）

１月
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③ 「まちかどギャラリー」の滞在スペースの充実 
 

○ カフェの設置 

 

まちかどギャラリーでは、来訪者が来た時にスタッフがお茶を出してもてなして

いるスペース（写真最下段右）があったが、スタッフの人員配置からもギャラリ

ーの一画に限られていたので、実証期間中は物置に使っていた部屋を片付け、「ま

ちかど休憩所」として来訪者がくつろげるスペースを設置した。また、企画展と

まち歩きが重なる週末に限って、期間限定カフェをオープンさせた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以前の休憩スペース） 
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ⅲ）情報発信 

 「企画展」および「まち歩き」それぞれのフェイスブックページを作成して、情報

発信を行った。 
 

 
図 フェイスブック特設ページ（まち歩き） 

 
 また、企画展及びまち歩きツアーのポスター、パンフレットを制作し、個人での手

配りのほか、須崎市内の店舗、主要公共施設、高知県内の道の駅、観光施設、四国

内の美術館、マスコミ、高知県内ＪＲ主要駅、ガイド団体、カフェ等に配布、掲示

を依頼した。 
・企画展ポスター  Ｂ２ 100 枚 パンフレット Ａ４ 6,000 枚 

・まち歩きポスター Ａ２ 100 枚 パンフレット Ａ３ 3,000 枚 
 

  
図 パンフレット（企画展） 図 パンフレット（まち歩き） 
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 加えてメディア対応として、平成 25 年 12 月 24 日に高知県政記者クラブを通じて、

本実証事業を行うこと、平成 26 年 1 月 14 日にマスコミ記者発表会と現地体験会を

行うことについて、プレス・リリースを送った。 
 平成26年 1月 14日にマスコミ記者発表会と現地体験会を実施し、須崎市議会議員、

観光関係者、地元ケーブルテレビ、テレビ高知、ＮＨＫ高知放送局が出席した。 
 まちかどギャラリースタッフが新聞社等に個別にアプローチし、様々な媒体で記事

掲載された。それが波及して複数のメディアから取材依頼が行われた。 
 

 

 

2/13 高知新聞 

 

1/14 イブニング高知（テレビ高知） 

 

ほっと伝言版（よさこいケーブルネット） 

 

 

広報すさき ２月号 
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⑤ 成果 

○ 「まちかどギャラリー」来訪者の増加 
 これまでの「まちかどギャラリー」の企画展は、主に地元住民の創作発表であった

り、イベントが中心であった。今回、県内外の作家が須崎の素材を使ったり、地元

住民との交流から得た発想などから作品を滞在制作するというスタイルが注目を集

め、美術関係者からも高い評価を得ることができた。 
 アンケート結果でも「紹介、口コミ」が来訪のきっかけとした回答者が多かったが、

実際に一度来訪した人が再び人を誘って来てくれたり、何度も通ってくれる人が多

かった。また「初めて来た」という来館者も多く、この企画をきっかけに須崎に来

訪する人が増えた。 
 これまでの企画展による最高来館者数が 750 人だったが、今回は 1,527 人と、倍以

上の来館者が来た。企画展の質の高さと周囲の関心の高さが伺えるとともに、「まち

かどギャラリー」の市内外での認知度が高まったこと、特に市外の人にとって、企

画展が須崎に来る魅力の１つとなっていると考えられる。 
 
○ 「まちかどギャラリー」を起点にした滞在の仕掛けづくり 

 これまで「拠点から町へ」人を誘導する仕掛けがなく、ギャラリーの滞在時間≒須

崎での滞在時間になっていたが、今回の実証事業で、まち歩きツアーを加えること

で、須崎で数時間過ごすスタイルを提案することができた。アンケート結果からも、

まち歩き参加者は、２時間以上須崎で滞在する傾向が伺える。 
 期間限定カフェの開設や休憩スペースの充実により、ギャラリーでゆっくり過ごせ

る環境が整えられた。 
 

○ 地域の魅力、時間の過ごし方の効果的情報発信 
 例として、まち歩きのフェイスブックページのリーチ数（投稿を見た人の数）は、

開設からまち歩き終了日の 2月 11日までに、最高リーチ数が 1月 18日の 1,302人、

平均リーチ数が 475 人であった。 
 第一次情報は口コミなどが大きい役割を果たすかもしれないが、具体的な情報はフ

ェイスブックやチラシが役割を果たしたことが考えられる。企画展の内容やまち歩

きコースの内容を現地から適時の情報発信を行えた。 
 企画展に参加してくれた作家やまち歩き参加者も積極的に個人として情報発信を行

ってくれていた。第三者の目線から須崎の魅力を語ってくれる価値の高い情報発信

に繋がったと考えられる。 
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○ まちかどギャラリー来館者に対するアンケート結果からの成果確認 
 実証期間中におけるまちかどギャラリーへの来館者に対して、アンケート票を配布、

その場で記入してもらった結果、99 票の回答を得た。 
 回答者の居住地は、「高知県内」からの来訪者が最も多く 85.9％となった。そのうち

「須崎市在住」と回答したのは約 17％。 
性別は、女性の回答者が 66.7％と約 3 分の 2 を占めている。 
年代は「20 代」が最も多く、20～30 代で約半数を占めている。 

 須崎市への来訪手段は「車」が 75.8％で最も多かった。 
情報を得た経緯は、「その他」が最も多いが、中でも「人の紹介、口コミ」とする意

見が多く得られた。次いで「チラシ」32.0％、「インターネット」20.6％と続いてい

る。 
まちかどギャラリー来訪経験は、「初めて」が 67.7％と最も多く、今まで来る機会の

なかった人たちにアプローチできた企画であったことが伺える。 
 企画展に対しては、「大変良い」「良い」合わせて 90％以上の人から良い評価を得た。

また、まち歩きに参加した人からは、コースに関わらず「大変良い」または「良い」

の評価を得た。意見としては、「ガイドの元気さ、楽しさ」「地元ならではの魅力を

知れたこと」などが挙がっている。 
参加費（1000 円）については、88.9％の回答者が「ちょうどよい」とした。 

 須崎での滞在時間は「4 時間以上」が 38.3％で最も多く、次いで「2 時間以上～3 時

間未満」が 27.2％となっている。また「60 分未満」の回答者はいなかった。 
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来館者アンケートの結果 

 

   

居住地 性別 年代 

   

来訪手段 事前情報 来訪経験 

   

企画展の評価 まち歩きツアーの評価 まち歩きツアーの価格 

 

  

須崎での滞在時間   

   

  

高知県
85.9%

香川県
2.0%

愛媛県
8.1%

徳島県
1.0%

四国外
3.0%

男性
33.3%

女性
66.7%

10代
3.2%

20代
29.0%

30代
21.5%

40代
15.1%

50代
23.7%

60代
6.5%

70代
1.1%

車
75.8%

ＪＲ
17.2%

自転車
3.0%

その他
4.0%

ポス

ター
6.2%

チラシ
32.0%

イン

ター

ネット
20.6%テレビ

1.0%

新聞・

雑誌
4.1%

その他
36.1%

初めて
67.7%

２～５

回
23.2%

６～１０

回
2.0%

１１回

以上
7.1%

大変良

い
52.7%

良い
43.1%

どちら

でもな

い
4.2%

大変良

い
67.9%

良い
32.1%

ちょうど

よい
88.9%

その他
11.1%

1時間

以上2
時間未

満

18.5%

2時間

以上3
時間未

満

27.2%

3時間

以上4
時間未

満

16.0%

4時間

以上
38.3%
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⑥ 今後の課題 

 須崎はイベントによる観光交流を図ることが多い地域であるが、いつ行っても楽し

める定番メニューやゴールデンコースがあれば、来訪しやすさは増していく。今回

の取組をベースに、改善は必要であるが、小さな改善と実践を積み重ねて、規模は

小さくても、続けていくことが望まれる。まちかどギャラリーは、須崎の中では数

少ない定期開催性を備えた施設であるし、今回実施したまち歩きツアーは、改良を

重ねて、ギャラリーの企画展と組み合わせることで、定番化・定期化が望まれる。 

 時間内でできる限り事業化は行ったが、今回は企画を詰めていく時間やアートの制

作時間が十分であったとは言えない。次回は、今回得たノウハウを応用し、余裕を

もって、計画的に取り組むことが望まれる。 

 企画展については、作家が制作テーマを得るにあたって、多くの地域住民と触れ合

いながら制作を行うことができた。一方で、滞在エリアの中での拠点を「まちかど

ギャラリー」が果たそうとするならば、アートの制作と展示が商店街や町ともっと

関わるような企画にしていくことが望まれる。そのためには、普段のギャラリーと

地域との関わり方が重要になってくる。 

 今回のように滞在制作というスタイルをとった場合、滞在人数や滞在期間が増えれ

ば必要な費用が増えていく。アーティスト イン レジデンス（ＡＩＲ）は作家に

負担がかかることが殆どで、須崎のように極端に負担がかからない例は珍しいとい

うことだった。活用できる助成金等は組入れながらも、一方では入場料を徴収した

り、物販を充実させるなど、自己資金を増やす取組も求められる。 

 情報発信についても同様で、わずか 1ヶ月足らずしか紙媒体の制作に時間が割けな

かったため、余裕をもった告知が必要である。 

 須崎は人が資源であり、財産であり、今回も多くのプレイヤーが事業に関わってく

れた。一方で、個人の力量や仕事量に頼ったことは否めなかった。特にまち歩きに

ついては、ガイドを始めとした地域住民の多大な労力と協力の上に成立したと言わ

ざるを得ない。地域住民が主役になってまちづくりを展開していくことは欠かせな

いが、須崎市内部でそのようなプレイヤーをバックアップできる組織的な体制が必

要である。 

 


