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浅草神社奉賛会が開催する「三社祭」の事例は、「4-(1).地域の連携不足」の方策に係る示唆となるポイントがある。

国内事例:11. 三社祭 「全体概要」（1/3）

関連課題 4-(1).地域の連携不足

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体 浅草神社奉賛会

来場者数 1,950千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1300年代（船祭として開催）

お祭りの概要

浅草神社の例大祭として開催されており、
44町会が3日間神輿渡御を行う
浅草は観光地でもあり、開催期間中には
国内外から多くの観光客が訪れる

主なコンテンツ
3日間の神輿渡御
神社境内での田楽舞が披露される
最終日は1日かけ3基の神輿が渡御する

開催場所 東京都墨田区

開催期間 毎年5月第3金・土・日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

地域内の体験型コンテンツを各商店が積極的に訪
日外国人旅行者に対して情報発信している

お祭りの開催に合わせて訪れる訪日外国人旅行者
を自治体や観光協会が積極的に受入れ対応を行う
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国内事例:11. 三社祭 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 50名程度

交通手段
鉄道での来場が最も多いが、観光バスによる団体客
の来場も多い

宿泊環境
観光地であり、浅草には多数の宿泊施設がある。開
催期間中は全国の担ぎ手が利用している

周辺地域のコンテンツ 近隣の商業施設では期間を合わせた行事がある

来場者の傾向

都内からの観光客は夜まで楽しんで帰宅する。全国
から担ぎ手が集まり、彼らは浅草周辺に宿泊する
訪日外国人旅行者は多数訪れており、観光と合わせ
てお祭りを鑑賞している

主な収入源
各町会からの協賛金
自治体からの補助金はなし

収益改善に向けた
取組・方針

神輿渡御の警備は各町会の自主警備で行う

主なPR活動 地域内でのポスター掲載を行う
WEBで情報を発信する

HP・SNS利用状況 浅草神社の公式HPあり（英語あり）
Facebookページ：約2,850 いいね

旅行商品・観光資源
との連携

お祭りとしては特に行っていない

項目 内容

誘客促進
墨田区や観光協会も情報発信を行っている
観光協会の観光情報アプリに情報を掲載する
海外の観光情報サイトにも掲載されている

消費促進

浅草内には体験型コンテンツが多数あり、地域全
体として訪日外国人旅行者向けコンテンツを造成
している
人力車など既存の体験型コンテンツも多言語対
応し積極的に集客を行っている

受入れ体制

立ち入り禁止エリアを英語・中国語で表記する
観光協会がボランティアガイドを設置する
各商店でもメニューを多言語化するなど積極的に
対応を進めている

項目 内容

検討している取組 三社祭に関する情報（歴史・文化）を整備し発信する

現状認識している課題
将来的に地域によってはお祭りの担い手が不足して
いく

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

お祭りの開催に向けては地域住民も積極的に協力しており、開催に伴い必要な警備を地元で対応している。

自治体や観光協会も多言語で積極的に情報発信を行っている。また、ボランティアガイドを配置することで訪日外国人

旅行者の対応を行っている。
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国内事例:11. 三社祭 「参考情報」（3/3）

三社祭は44町会から100基の神輿が渡御するお祭りである
自治体からの補助金はなく氏子町会からの奉賛金で開催が賄
われている

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

浅草神社周辺には観光客を対象とした浴衣レンタルや人力車等の体験型コンテンツが提供されており、それらの情報

が浅草観光連盟のHPに多言語で掲載されている。
訪日外国人旅行者の来場者数の増加に伴い、各事業者が多言語対応の推進を行い、消費促進を行っている。

- 7.お祭りの様子-

浅草観光連盟のHPは多言語翻訳されており、浅草内で体験可
能なコンテンツを紹介している
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東京都杉並区高円寺で開催される「高円寺阿波おどり」の事例は、「2-(1).コンテンツの未整備」の方策に係る示唆とな
るポイントがある。

国内事例:12. 高円寺阿波おどり 「全体概要」（1/3）

関連課題 2-(1).コンテンツの未整備

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体
東京高円寺阿波おどり実行委員会
NPO法人東京高円寺阿波おどり振興協会

来場者数 1,000千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1957年（昭和32年）

お祭りの概要

高円寺の街おこしイベントとして始まり、
60年以上続いている
1万人の踊り子と100万人を超える観客が
訪れる都内最大級の夏祭りである

主なコンテンツ

路上での阿波おどりの演舞
舞台公演（２箇所）
フォトコンテスト
公式グッズ販売

開催場所 東京都杉並区

開催期間 8月第4土・日曜日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

訪日外国人旅行者を対象に体験型コンテンツを提
供している

お祭りへの参加体験及び特別観覧席からの鑑賞に
よって満足度を高めている
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国内事例:12. 高円寺阿波おどり 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 役員２３名、事務局２名、アルバイト２名

交通手段 電車、バスによる来場である

宿泊環境 ホテルが少なく、中央線沿線の宿泊施設を利用する

周辺地域のコンテンツ
商店街セール
徳島グルメブース
東北復興支援屋台村

来場者の傾向
国内外の観光客共に夜遅くまでお祭りを鑑賞した後
に宿泊地域まで帰っていく

主な収入源
事業収益（特に桟敷席販売）
企業協賛

収益改善に向けた
取組・方針

参加費、桟敷席の値上げを検討する
協賛広告営業に注力する

主なPR活動
公式パンフレット10万部を配布する
ポスター5,000枚を掲出している
他地域、訪日団体観光客のパーティーなどへの
踊り手団体の派遣を行っている

HP・SNS利用状況 公式HPあり
Facebook（振興協会）：約5,700 いいね

旅行商品・観光資源
との連携

各旅行会社が自主的に商品造成（主催者の関与
はない）を行っている
2018年より、台湾旅行会社がツアーを企画

項目 内容

誘客促進
HPは3言語に翻訳し、公開している
台湾において、国立戯曲学院の周年行事や寺院
と連携し街路でパフォーマンスを行っている

消費促進

当日参加体験プログラムを整備している
訪日外国人旅行者専用桟敷席を設置している
(¥6,480)
区内の施設（座・高円寺）において、1年を通じて
踊り体験企画を開催している(¥1,000)

受入れ体制

演舞場での英語アナウンスを行っている
英語パンフレットを配布している
インフォメーションカウンター（英語、フランス、中
国、韓国）を設置する
翻訳機を15台用意している

項目 内容

検討している取組
宿泊とセットにした商品の販売及び民泊の活用を検
討している

現状認識している課題
ボランティアスタッフの募集
地元実行員、ボランティアスタッフ等との情報共有

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

台湾の方を対象とした現地発着型の体験旅行商品を旅行代理店を経由して販売している。

桟敷席からの観覧及び踊り体験が可能となっており、高い満足度を得ている。
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高円寺には阿波おどりに特化したホールがあり、1年を通じて定期的に阿波おどりの体験企画を行っている。
受付をWEBで行っている。踊り等の解説を多言語で行っており、鳴り物、踊りなどを体験することができる。

国内事例:12. 高円寺阿波おどり 「参考情報」（3/3）

ゴミ処理や騒音問題などの対応に取組、地域住民との良好な関
係を維持しながら賑わいを創出し、開催回数を重ねている

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

- 7.お祭りの様子-

高円寺阿波おどりの体験企画は1年を通じて開催されており、日
本人・訪日外国人旅行者のどちらも参加が可能である
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湘南ひらつか七夕まつり実行委員会が開催する「湘南ひらつか七夕まつり」の事例は、「1-(1).プロモーションの不足」の
方策に係る示唆となるポイントがある。

国内事例:13. 湘南ひらつか七夕まつり 「全体概要」（1/3）

関連課題 1-(1).プロモーションの不足

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体 湘南ひらつか七夕まつり実行委員会

来場者数 1,400千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1950年

お祭りの概要

平塚の戦災復興を祈念して始まった
駅前の商店街に飾られる豪華な七夕飾り
に加え、パレードや各種ステージが開催さ
れる

主なコンテンツ
開催期間中の商店街内七夕飾り
数百軒に及ぶ露店
総勢1,000人に及ぶパレード

開催場所 神奈川県平塚市

開催期間 毎年7月第一金曜日から3日間

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

開催情報やイベントスケジュールの詳細を3言語に
翻訳しHP上で公開している
関心を持った訪日外国人旅行者が詳細な開催情報
を収集することが可能である
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国内事例:13. 湘南ひらつか七夕まつり 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 4名程度

交通手段 鉄道での来場が主である

宿泊環境
宿泊施設はあるが、東京・神奈川からの来場者がメ
インであり、基本的には帰宅をする

周辺地域のコンテンツ
商店街近くの広場でのイベント開催
市民団体が各自で協賛行事を開催

来場者の傾向

東京・神奈川からの来場者がメインであり、夜まで楽
しんだ後に帰宅をする
鎌倉・小田原に来る訪日外国人旅行者が立ち寄るこ
とがあるが、そこまで多くない

主な収入源 平塚市の補助金

収益改善に向けた
取組・方針

企業協賛メニューを増やすことでの協賛収入向上
を検討している

主なPR活動 地域内でのポスター掲載を行う
WEBでの情報発信を実施している

HP・SNS利用状況 公式HPあり（日本語のみ）
Facebook ： 約4,100 いいね

旅行商品・観光資源
との連携

現時点では特になし

項目 内容

誘客促進
ステージやパレードスケジュールは3言語に翻訳
して、HP上に掲載している

消費促進
特になし
（国内観光客も含め）来場者に対して体験型コン
テンツの提供をこれから検討していく

受入れ体制
現時点では、看板の多言語対応はしていない
これから受入れ環境を整備していきたいが、何か
ら始めるべきかを検討中である

項目 内容

検討している取組
お祭りを活用した体験型コンテンツの提供を検討す
る

現状認識している課題
鎌倉・小田原には訪日外国人旅行者が訪れており、
彼らを平塚に誘客していきたい

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催期間中に実施されるステージやパレードのスケジュールを3言語に翻訳して公開している。
今後は情報発信と並行して体験型コンテンツの提供も検討している。
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国内事例:13. 湘南ひらつか七夕まつり 「参考情報」（3/3）

開催期間中は数百件の露店商が並び、多くの人出で賑わう

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

七夕飾りの鑑賞に加えてお祭り開催に合わせてステージやパレードを行っている。

飾りの鑑賞だけでなく、市民参加型のお祭りとして開催し、盛り上げている。

- 7.お祭りの様子-

開催期間中には多くのパフォーマンスが行われ、七夕飾りに加
えて来場者を楽しませる取組を行っている
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郡上おどり運営委員会が開催する「郡上おどり」の事例は、「3-(2).宿泊キャパシティの不足」の方策に係る示唆となるポ
イントがある。

国内事例:14. 郡上おどり 「全体概要」（1/3）

関連課題 3-(2).宿泊キャパシティの不足

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体 郡上おどり運営委員会

来場者数 290千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1600年代（江戸時代）

お祭りの概要

日本三大盆踊りの1つとして知られる
奥美濃の城下町であった郡上八幡で郡上
藩の推奨で行われてきた
7月から9月にかけて約30夜開催される

主なコンテンツ
8月のお盆の4日間開催される徹夜おどり
各種コンクールの開催
日中の講習会

開催場所 岐阜県郡上市

開催期間 毎年7月〜9月上旬の内約30日間

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント
郡上八幡市街地だけでは宿泊施設が限られており、
周辺の地域と連携をすることで広域で宿泊者の受入
れを行っている
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国内事例:14. 郡上おどり 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数

通常時：
ー運営委員会事務局：2~3名、音響関係：2名
徹夜おどり時：
ー運営委員会事務局：5名、音響関係：5名
駐車場運営：15名、その他：20名

交通手段 車、バスで郡上市まで来場する

宿泊環境
徹夜おどり開催期間中においては市内に旅館はある
がすぐに満室になる。
そのため下呂市等近隣の市の宿泊施設を利用する。

周辺地域のコンテンツ
古い街並み、市街地を巡る水路等が観光名所と
なっている。
食品サンプルが盛んであり、体験が可能である

来場者の傾向
郡上市に到着後、日中に市内を観光する
夕方踊りを楽しみ夜に周辺地域に移動し宿泊する
翌日には名古屋や高山に移動をする

主な収入源 郡上市の補助金、駐車場運営の収益

収益改善に向けた
取組・方針

警備費等i委託費が上がってきているが、現時点
では全体の運営に関して問題無い。

主なPR活動 各地で出張公演を開催しプロモーションする

HP・SNS利用状況 郡上市・観光協会のHPで情報発信を行う
Facebook：約4,600 いいね

旅行商品・観光資源
との連携

旅行会社によるツアーが組まれている
ツアー参加者向け特別開催も期間中行っている

項目 内容

誘客促進
台湾・タイ・韓国をメインで情報発信している
過去にはハワイ・ロスアンゼルス等でも郡上おど
りを披露している

消費促進
市内の施設にて郡上おどりの講習会を夏季に定
期開催している（¥520 / 人）
市内施設では浴衣・下駄の貸し出しを行っている

受入れ体制

徹夜おどり期間中には宿泊施設が限られており、
周辺の地域に分散している（名古屋・高山・下呂
温泉）。
観光MAPは多言語対応している

項目 内容

検討している取組
自動翻訳アプリの導入を検討している
宿泊施設の整備を進めている

現状認識している課題
徹夜おどり開催期間中は郡上市の集客が上限に達
している。今後も広域に連携して受入れていきたい

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

徹夜おどり期間中郡上八幡市街地には宿泊施設が限られており、来場者の受入れ数に上限がある。

そこで、下呂温泉や高山など周辺の地域に宿泊者が分散することで広い範囲で受入れ体制を整備している。
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国内事例:14. 郡上おどり 「参考情報」（3/3）

お盆の期間の4日間は「徹夜おどり」と言われ、夜通しで盆踊りが
開催される

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

国内では東京都港区青山を始め、各地で踊りの実演を行っている。

開催期間の日中には、踊りの講習会を実施しており、夜のお祭り参加への誘客促進を行っている。

郡上おどりは自由参加が可能だが、事前の踊り方の講習会が
日中に開催されている

- 7.お祭りの様子-
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岐阜県高山市で開催する「高山祭」の事例は、「4-(1).地域の連携不足」の方策に係る示唆となるポイントがある。

国内事例:16. 高山祭 「全体概要」（1/3）

関連課題 4-(1).地域の連携不足

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体
春の高山祭：日枝神社
秋の高山祭：櫻山八幡宮

来場者数 192千人（2018年/秋）

歴史
（初回開催時期）

16世紀後半〜17世紀

お祭りの概要

日本三大曳山祭及び三大美祭に数えら
れ、ユネスコ無形文化遺産に登録される
春と秋に開催され、国の重要有形民俗文
化財である屋台が市内に曳き揃えられる

主なコンテンツ

屋台の曳き揃え
祭り行列（春；御巡幸、秋：御神幸）
からくり奉納
夜祭（春）・宵祭（秋）

※屋台に100個提灯を付け市内を曳き回す

開催場所 岐阜県高山市

開催期間
毎年4月14日・15日（春の高山祭）
毎年10月9日・10日（秋の高山祭）

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

年々増加する訪日外国人旅行者の受入れに対し地
域全体が受入れ体制の整備を積極的に行っている

飲食店のメニューの多言語対応が進んでおり、市内
には体験型コンテンツが充実している
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国内事例:15. 高山祭 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 実行委員会がないため、詳細な人数が不明

交通手段 車、バス、鉄道

宿泊環境
市内の宿泊施設はほとんどが予約で埋まる
近年はゲストハウスも市内に増えている

周辺地域のコンテンツ
白川郷
街歩きツアーや着物の着付け・さるぼぼ作り等

来場者の傾向

名古屋からバス・鉄道で訪れ、日中は高山市を観光。
宵祭（春は夜祭）を観光した後に宿泊する。翌日は白
川郷に向けて移動する
訪日外国人旅行者は名古屋からのJRや新宿駅から
の高速バスでの来場等が多い

主な収入源 神社開催予算、屋台の文化財補助金

収益改善に向けた
取組・方針

具体的な検討は今後行う

主なPR活動
高山市のHPで情報発信を行っている
全国各地の観光物産展等において、屋台模型の
展示やパンフレットの配布を行っている

HP・SNS利用状況 高山市のHPでの情報発信

旅行商品・観光資源
との連携

各社が観光ツアーを開催している
白川郷への観光が組み合わさっている

項目 内容

誘客促進

高山市のHPを12言語で展開している
英語版Facebookで情報発信を行う
観光パンフレットも10言語で配布している
写真映えするお祭りであり、来場者が積極的に写
真を撮影しSNSに投稿している

消費促進

宿泊施設や飲食店のメニューの多言語表記が進
んでおり、従業員も積極的に英語での声がけを
行っている
市内には、着付け・伝統文化等を体験出来る施設
が複数ある

受入れ体制

会場内の標識は数言語で表示されている
多言語対応可能なボランティアスタッフが市内に
配置されている
チラシやMAPは数言語に翻訳し配布している

項目 内容

検討している取組 具体的な検討が進んでいる取組はない

現状認識している課題 少子高齢化によりお祭りの担い手が減ってきている

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

高山市における官民一体となった積極的なPR活動により、高山市を訪れる訪日外国人旅行者の数が年々増加してい
る。

地域全体で受入れ環境の整備及び消費促進を図っており、訪れた来場者の満足度を高めている。
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国内事例:15. 高山祭 「参考情報」（3/3）

高山祭のクライマックスは1日目の夜に行われる夜祭・宵祭であ
る
各屋台に提灯が取り付けられ、高山市内を曳き廻す
SNS映えする写真から人気を呼んでいる

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

高山市内には訪日外国人旅行者をメインターゲットとした日本文化の体験施設が複数用意されている。

各施設とも看板やガイドが多言語対応されており、積極的な誘客を行っている。

弓道等の市内の一部施設は夜間のみの営業となっており、ナイトタイムの市内の活性化に貢献している。

- 7.お祭りの様子-

市内には手軽に弓道が体験出来る施設がある
看板等が多言語化されており、訪日外国人旅行者が訪れている
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長岡花火財団が開催する「長岡花火大会」の事例は、「3-(1).交通キャパシティの不足」・「3-(3).ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ受入れ体制の
未整備」の方策に係る示唆となるポイントがある。

国内事例:16. 長岡花火大会 「全体概要」（1/3）

関連課題
3-(1).交通キャパシティの不足
3-(3).ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ受入れ体制の未整備

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体 長岡花火財団

来場者数 1,040千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1946年（昭和21年）

お祭りの概要

昭和20年の空襲によって亡くなった方々
への慰霊の為に翌年から開催している
「慰霊・復興・平和」をテーマに花火大会を
開催しており、「長岡花火」ブランドとして
海外でも花火を上げている

主なコンテンツ
花火大会の開催（2日間）
日中は市民イベントの開催
前日には「平和祭」として神輿渡御等開催

開催場所 新潟県長岡市

開催期間
毎年8月1日～8月3日
（花火は2日と3日に開催）

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

周辺の宿泊施設や公共交通機関と連携した送客体
制を構築することで交通渋滞の解消及び周辺地域
への波及効果をもたらしている

英語と繁体字の指差しマップを作成・配布することで、
現地の受入れ体制の構築及び訪日外国人旅行者
の満足度の向上を実現している



53

周辺地域や公共交通機関と連携した送客体制を構築している。

英語と繁体字の指差しマップを作成し、会場内で配布している。地元のボランティアガイドが指差しマップを利用して訪

日外国人旅行者の問い合わせ対応を行っている。

国内事例:16. 長岡花火大会 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 9名程度（専任スタッフ）

交通手段
北陸新幹線、各社バスツアー、乗用車、旅館からの
送客バスが利用されている

宿泊環境 長岡市内及び周辺の温泉地域の旅館を利用

周辺地域のコンテンツ
前日に「長岡まつり平和祭」で灯籠流し等行う
日中はパレードやステージイベントが行われる

来場者の傾向

花火大会を目的に来場する国内旅行客が多い。各
種ツアーがあり、花火観賞後に宿泊が基本的である
訪日外国人旅行者の来場者数も増えてきている。新
幹線等で東京から訪れる傾向がある

主な収入源
事業収益（特に桟敷席販売）
企業協賛

収益改善に向けた
取組・方針

協賛メニューを修正し、企業協賛による収入向上
警備費の抑制努力

主なPR活動 長岡花火の由来の啓蒙活動を行う
「長岡花火」ブランドでの海外打ち上げ等を行う

HP・SNS利用状況
公式HPあり
Facebook：約9,900いいね
アプリ：50,000インストール

旅行商品・観光資源
との連携

旅行会社各社が桟敷席ツアーを開催している
周辺に温泉が近く宿泊込みが多い

項目 内容

誘客促進

HPは4言語に翻訳し、公開している
近年はホノルルでも花火を上げている
来場者のSNS投稿からの認知も効果がある
長岡花火公式のアプリを作成し、開催に関する情
報をアプリから配信している

消費促進

訪日外国人旅行者向けの桟敷席販売ページを用
意する（金額レンジ：¥2,000〜¥18,000）
長岡花火のテーマに共感し、海外からの個人協
賛も増えている（亡くなった方の慰霊の為など）

受入れ体制

多言語対応が可能なボランティアスタッフを配置し
ている
会場が広大なため、通常の日本人ボランティアス
タッフでも基本的な対応ができるように指差しマッ
プを作成・配布を行っている

項目 内容

検討している取組
訪日外国人旅行者に対しても長岡花火の由来や想
いが伝わる様な情報発信を行う

現状認識している課題
東京オリンピックの開催と重なるため、新幹線の増便
や観光バスの確保が難しく訪日外国人旅行者が訪
れない可能性がある

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成
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指差しマップの表面には会場の地図が掲載されており、各種桟敷席が色分けして表記されている。

裏面には、会場内で想定される各種質問を指差しで問い合わせできるよう文章が記載されている。

国内事例:16. 長岡花火大会 「参考情報」（3/3）

長岡花火は日本で最も有名な花火であり、国内ではSNS等で近
年特に注目されている

花火の由来やテーマに訪日外国人旅行者も共感し、協賛金が
増えている

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

表面 裏面

- 7.お祭りの様子-

指差しマップは英語・繁体字の2言語で作成されている。会場で
の注意事項なども掲載することで訪日外国人旅行者の現地満
足度を高めている



55

浜松まつり組織委員会が開催する「浜松まつり」の事例は、「3-(1).交通キャパシティの不足」の方策に係る示唆となるポ
イントがある。

国内事例:17. 浜松まつり 「全体概要」（1/3）

関連課題 3-(1).交通キャパシティの不足

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体 浜松まつり組織委員会

来場者数 1,773千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

一説では450年ほど前（永禄年間）に当時の
浜松を治めていた引馬城主の長男誕生を
祝って凧を揚げたことが起源といわれている

お祭りの概要

子供の誕生を祝う「初凧」の伝統がきっか
けに始まった市民まつりである
174の町による凧揚げと80台の屋台が浜
松市を盛り上げる

主なコンテンツ
174の町による凧揚げ合戦
80台以上の屋台による市内引き回し

開催場所 静岡県浜松市

開催期間 毎年5月3〜5日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

浜松まつりの会場はJR浜松駅から離れており、二
次交通が必須である

シャトルバスの運行及びタクシー事業者と連携する
ことで送客を行っている
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国内事例:17. 浜松まつり 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 2名（事務局）

交通手段
鉄道でJR浜松駅まで移動し、駅からまつり会場まで
はシャトルバス・タクシーで移動する

宿泊環境 市内の宿泊施設はほとんどが予約で埋まる

周辺地域のコンテンツ
浜名湖でのマリンスポーツ
大河ドラマ「井伊直虎」のロケ地巡り

来場者の傾向

国内観光客は、凧揚げ・屋台引き回しを鑑賞した後
に市内へ宿泊し、翌日に浜名湖方面に移動する。対
して訪日外国人旅行者は、夜に浜松到着後に観光
せずに翌日東京・京都・大阪に移動する傾向がある

主な収入源 浜松市の負担金、協賛金、参加負担金など

収益改善に向けた
取組・方針

WEB広告掲載枠が必要である

主なPR活動 数年前にサイトをリニューアルし、情報発信する
イベント等でPRチラシを配布する

HP・SNS利用状況
公式HPあり（日本語のみ）
(観光協会）Facebook：約2,000 いいね
(観光協会）Instagram：約330 フォロー

旅行商品・観光資源
との連携

観光ツアーは1社のみである

項目 内容

誘客促進
HPの多言語対応は検討中である
タイの商談会出展時にチラシを配布する
台北旅行博出展時にツアーチラシを配布する

消費促進

地域に在住している外国人が町会で参加する
浜松まつりに毎年参加するフランス人が独自に参
加企画を実施している
主催者としては、屋台引き体験をコンテンツにした
いが、特定の町会を指定できないため難航する
凧製作体験が行われている（¥500 / 人）

受入れ体制

多言語のチラシは今後検討する
JR駅及び駐車場からまつり会場までをシャトルバ
スが運行している
積極的に受入れる為には各自治会からの理解が
必要であり、その調整が大変である

項目 内容

検討している取組 まつりを活用した体験型コンテンツを造成する

現状認識している課題
浜松は元々ゴールデンルートの経由地だが、訪日外
国人旅行者は宿泊のみで市内の観光消費が少ない

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

凧揚げ合戦の会場はJR浜松駅及び駐車場から離れた場所にあり、移動には二次交通が必要である。
会場までシャトルバスを運行することで来場者の輸送を行っている。
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国内事例:17. 浜松まつり 「参考情報」（3/3）

浜松まつりでは、昼間の凧揚げと夜の屋台引き回しが行われて
いる
市中心部では、80を超える町の屋台が引き回される

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

数年前からまつりの開催に合わせて音楽フェスイベントを行っている。

- 7.お祭りの様子-

パレードでの楽器の演奏やJAZZバンドの演奏が開催期間中に
行われる

京都市の八坂神社で開催される「祇園祭」の事例は、「1-(1).プロモーションの不足」・「2-(1).コンテンツの未整備」の方
策に係る示唆となるポイントがある。

国内事例:18. 祇園祭 「全体概要」（1/3）

関連課題
1-(1).プロモーションの不足
2-(1).コンテンツの未整備

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体
八坂神社、公益財団法人祇園祭山鉾連合
会、京都市、京都市観光協会等

来場者数 1,800千人（2017年）

歴史
（初回開催時期）

863年

お祭りの概要

平安時代から約1100年続く、天災を起こ
す怨霊を鎮めるために営んだ御霊会が由
来となったお祭りである
ユネスコ無形文化遺産に登録され、日本
三大祭りと言われ、豪華絢爛な山車が練
り歩く山鉾巡行や祇園囃子とともに宵山
などが有名である

主なコンテンツ

１ヵ月通して様々な祭事が行われ、特に
「宵山」と「山鉾巡行」が有名である
祭のハイライトは１７日と２４日に行われる
３３基の山鉾巡行である

開催場所 京都市内中心部

開催期間 7月1日から31日の1か月間

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

お祭りの情報が多言語で整備されており、誘客促進
につなげている
訪日外国人旅行者をターゲットとしたコンテンツを販
売することにより、お祭りへの満足度向上及び地域
での消費が向上する
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国内事例:18. 祇園祭 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数
実行委員は山鉾連合会で専属で4人
京都市は2,3人、八坂神社は不明

交通手段 電車、バス、新幹線で来訪する観光客が多い

宿泊環境
市内に多くの宿泊施設があるが、開催期間中は不足
する

周辺地域のコンテンツ 京都市内の日本を代表する伝統文化や自然体験

来場者の傾向
国内の観光客は全世代が全国各地から来訪する
訪日外国人旅行者も近年増加しており、現地での対
応強化が必要となっている

主な収入源
主な収入源は企業協賛・寄付、観覧席収入、国や自
治体の助成金、クラウドファンディングなど

収益改善に向けた
取組・方針

2016年度よりクラウドファンディングを実施している

主なPR活動
自治体や企業の積極的なプロモーションを行う
公式HPや関連SNSでプロモーションを行う
公式パンフレットやチラシを作成し配布する

HP・SNS利用状況 公式HPの運用
観光協会のSNSに情報発信している

旅行商品・観光資源
との連携

旅行各社が桟敷席ツアーを開催している
周辺の豊富な伝統文化や自然体験とのセットが
多い

項目 内容

誘客促進

各企業や自治体がインバウンド向けに多言語プ
ロモーションを行っている
多言語パンフレットを作成、配布している

消費促進
無線機器による多言語ガイド付きの訪日外国人
旅行者専用の観覧席の設置、販売を行っている
(¥4,000)

受入れ体制

多言語ボランティアガイドの配置、臨時観光案内
所を設置している
山鉾連合会としては、プロモーションを各関係者
が積極的に取り組んでいるものの、受入れ側の
人的、経済的リソースが十分に確保できてない

項目 内容

検討している取組 特になし

現状認識している課題
運営側に収入が落ちる仕組みをつくりたいが、詳細
は未定である

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

訪日外国人旅行者向け桟敷席では、席毎に無線機が配布され、多言語でのガイドがアナウンスされる。

多言語翻訳されたパンフレットも販売されており、各山鉾の詳細な紹介が行なわれている。
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お祭り会場では、多言語対応可能な臨時の観光案内所が複数設置されている。

訪日外国人旅行者専用の桟敷席の提供を実施している。

国内事例:18. 祇園祭 「参考情報」（3/3）

17日（前祭・山鉾巡行と神幸祭）と24日(後祭・山鉾巡行と還幸
祭)の宵山が広く知られているが、開催期間中には実に多彩な
祭事がおこなわれる

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

- 7.お祭りの様子-

祇園祭の開催に合わせて京都駅等には臨時観光案内所が設置
され、多言語対応可能なボランティアスタッフが配置される
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大阪天満宮が開催する「天神祭」の事例は、「1-(1).プロモーションの不足」・「 3-(3)インバウンド向け受入れ体制の未整
備」の方策に係る示唆となるポイントがある。

国内事例:19. 天神祭 「全体概要」（1/3）

関連課題
1-(1).プロモーションの不足
3-(3)インバウンド向け受入れ体制の未整備

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体 大阪天満宮、大阪観光局

来場者数 1,300千人（2017年）

歴史
（初回開催時期）

951年

お祭りの概要

日本三大祭りの一つとして、市内の繁栄
を道真公の御神霊に見てもらい、繁栄を
祈願するために氏地を巡行する
この巡行で有名なのが本宮の日に行わ
れる陸渡御、船渡御、奉納花火があり、
他に鉾流神事などの神事がある

主なコンテンツ

ギャルみこし
陸渡御、船渡御
奉納花火
鉾流神事

開催場所 大阪府大阪市

開催期間 6月下旬吉日 - 7月25日の約1か月間

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

現地での多言語対応可能なボランティアガイドを各
所に設置し、現地の受入れ体制の構築及び訪日外
国人旅行者の満足度の向上を実現している

船渡御や奉納花火の観賞用の桟敷席を関係者や
旅行会社が販売している

船渡御や花火大会向けに高価格な桟敷席を販売提供している。

お祭りの会場で多言語対応のボランティアガイドを配置し、対応を行っている。

国内事例:19. 天神祭 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 10名程度（天満宮スタッフ）

交通手段 新幹線、各社バスツアー、電車で来場している

宿泊環境 大阪市内の宿泊施設が利用されている

周辺地域のコンテンツ 抽選会、ドラゴンボート選手権、スタンプラリー等

来場者の傾向

国内観光客は船渡御及び花火大会を目的に来場す
る。各種ツアーがあり、花火観賞後は市内で宿泊ま
たは日帰りをする
訪日外国人旅行者に対する知名度も高まり、近年来
場者数が増えてきている

主な収入源
事業収益（特に桟敷席販売）
企業協賛、自治体助成金

収益改善に向けた
取組・方針

クラウドファンディングの取組を行っている

主なPR活動 TVメディアや新聞、チラシ等で情報発信している

HP・SNS利用状況 公式HPあり

旅行商品・観光資源
との連携

旅行会社各社が桟敷席ツアーを開催している

項目 内容

誘客促進
公式HPは4言語に翻訳し、公開している
来場者のハッシュタグを付けたSNS投稿は10万
件を超え、認知度は非常に高い

消費促進 桟敷席チケットの販売を行っている

受入れ体制
多言語対応が可能なボランティアスタッフを配置し
ている

項目 内容

検討している取組
訪日外国人旅行者に対しても桟敷席の拡大を検討し
ている

現状認識している課題 船渡御にかかる費用の捻出が課題である

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成62



船渡御が見られる乗船チケットや花火大会の特別観覧席など高価格の桟敷席を実現している。

会場内で多言語対応できるボランティアガイドを配置している。

国内事例:19. 天神祭 「参考情報」（3/3）

会場内のボランティアガイドは自身の対応可能な言語を記載し
たビブスを着て会場内に配置されている

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

- 7.お祭りの様子-

お祭りのクライマックスである船渡御及び花火大会の桟敷席は
人気が高い
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岸和田市内の町会および年番が開催する「岸和田だんじり祭」の事例は、「1-(1).プロモーションの不足」・「2-(1).コンテ
ンツの未整備」の方策に係る示唆となるポイントがある。

国内事例:20. 岸和田だんじり祭 「全体概要」（1/3）

関連課題
1-(1).プロモーションの不足
2-(1).コンテンツの未整備

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体 年番、町会、岸和田市、観光協会

来場者数 400千人（2017年）

歴史
（初回開催時期）

1703年

お祭りの概要

全国的に有名なだんじり祭は角を勢いよく
走りつつ、直角に曲がる「やりまわし」が
最大の見どころ。34台の地車が市内を駆
け巡る姿が、市内各所で見られる

主なコンテンツ

だんじりを高速で方向転換して曳く「遣り
回し」
夜にだんじりに提灯が灯され、街中を練り
歩く「灯入れ曳行」
前日には「平和祭」として神輿渡御等開催

開催場所 大阪府岸和田市

開催期間
（2017年）
9月祭礼 ：9月15日、16日
10月祭礼：10月6日、7日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

訪日外国人旅行者にはアプリを活用した多言語案
内を行っており、来場者の満足度を高めている
常設施設ではだんじりに関する体験を1年を通じて
提供している



スマートフォン向けアプリを通じてお祭り開催時の市内マップやだんじりの通るコースなどの情報を発信している。

合わせて岸和田市内の観光情報や他のイベント情報も掲載しており、周遊促進に繋げている。

国内事例:20. 岸和田だんじり祭 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数

市民により「自主運営・自主規制・自主警備」という原
則に基づき、町会組織で運営されている
年番の組織は223名、町会の組織は不明である
岸和田市は3-4名でサポートしている

交通手段 全国各地よりバス、電車、新幹線、飛行機で訪れる

宿泊環境 大阪市内宿泊施設が利用される

周辺地域のコンテンツ 特になし

来場者の傾向

国内観光客は「やりまわし」を目的に来場する。地域
に宿泊施設がないため、日帰りが基本である
訪日外国人旅行者は大阪市内または関西国際空港
から訪れる傾向がある

主な収入源
個人の寄付、企業協賛
事業収益（特に桟敷席販売）
自治体からの補助金

収益改善に向けた
取組・方針

特になし

主なPR活動
スマートフォン向け無料アプリ「祭都きしわだnavi」
でのお祭り情報発信を行っている
岸和田市観光振興協会によりHPが運営される

HP・SNS利用状況 公式HPあり
Facebook：約10,000 いいね

旅行商品・観光資源
との連携

旅行会社各社が桟敷席ツアーを開催している

項目 内容

誘客促進
スマートフォン向けアプリで多言語翻訳して、情報
発信している

消費促進
岸和田だんじり会館で1年を通じて祭体験が可能
なコンテンツを実施している(入館料：¥600)

受入れ体制 特になし

項目 内容

検討している取組 公式HPの多言語対応を検討している

現状認識している課題
訪日外国人旅行者向けの受入れ対応に対して課題
はあるものの、具体的には実施できていない
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１年を通じて岸和田だんじり祭が楽しめる岸和田だんじり会館では、「3Dだんじりビジョン」や大工方の体験ができ、写真
撮影ができる施設を運営している。

国内事例:20. 岸和田だんじり祭 「参考情報」（3/3）

お祭りの開催期間中には岸和田市内各地で34台のだんじりが
「やりまわし」を披露している

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

- 7.お祭りの様子-

だんじりの屋根に乗る人は「大工方」と呼ばれ、お祭り当日は限
られた人のみが乗ることが出来る
岸和田だんじり会館では、その「大工方」の体験が可能である
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岡山県岡山市の西大寺で開催する「西大寺 会陽」の事例は、「2-(1).コンテンツの未整備」の方策に係る示唆となるポ
イントがある。

国内事例:21. 西大寺 会陽 「全体概要」（1/3）

関連課題 2-(1).コンテンツの未整備

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体 西大寺会陽奉賛会

来場者数 33千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

永正年間（1504年～1521年）

お祭りの概要
22:00に西大寺の御福窓から投げ込まれ
る2本の宝木を奪い合うお祭りである
およそ1万人の男性が奪い合う

主なコンテンツ
少年裸祭り
会陽冬花火
宝木投下

開催場所 岡山県岡山市

開催期間 毎年２月の第３土曜日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

増える訪日外国人旅行者に対して参加受付フォー
ムを提供している

参加に必要な衣装一式の販売及び着替え所を提供
することで参加へのハードルを下げている
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国内事例:21. 西大寺 会陽 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 数名程度（事務局）

交通手段 JR岡山駅から電車、車、バスで来場する

宿泊環境
西大寺周辺には宿泊施設が1件のみである
岡山駅周辺に多くあるため、そちらまで移動する

周辺地域のコンテンツ 日中は境内内の見学ツアー

来場者の傾向

国内参加者は各自で移動手段を手配し、会陽に参加。
その後は岡山駅まで戻り宿泊する
訪日外国人旅行者に関しては岡山市のALTが毎年
80名程度の参加ツアーを実施。その他個別参加者
が訪れる

主な収入源 企業協賛、桟敷席の販売収入

収益改善に向けた
取組・方針

企業協賛の営業先の開拓を行う

主なPR活動 ポスターの掲載
参加者のSNS投稿による拡散

HP・SNS利用状況 HP：商工会議所のページがあり
Facebook(西大寺）：約1,100 いいね

旅行商品・観光資源
との連携

特になし

項目 内容

誘客促進

HPで3言語で紹介ページを公開している。ページ
毎に参加方法・フォームを用意している。
参加者のSNSから徐々に拡散され人気になった
海外のメディアの取材対応も行っている

消費促進
衣装の販売を行っている（衣装一式で¥3,000）
着替え所の提供も行っている
桟敷席の販売をしている（指定席：¥5,000)

受入れ体制
特になし
ボランティアガイドスタッフの設置などを今後検討
する

項目 内容

検討している取組 お祭りの歴史・由来を伝えるツアーを検討している

現状認識している課題
はだか祭りのため刺青がある方の参加は不可であり、
訪日外国人旅行者のタトゥーも断っている

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

会陽への参加には規定の衣装に着替える必要がある。訪日外国人旅行者に対して衣装一式の販売及び着替え所の提

供を行っている。

3言語での参加予約の受付を行い、参加者の誘客促進を行っている。



公式HPには、参加方法や注意事項が3言語に翻訳され公開されている。
イラストを活用することでわかりやすく情報を発信している。
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国内事例:21. 西大寺 会陽 「参考情報」（3/3）

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

1万人の男達が宝木を奪い合うことで知られる。国内でもメディア
などに多数紹介されている
参加の様子がYouTubeなどに掲載され、海外から認知された

- 7.お祭りの様子-

HPには多言語で参加方法やルールが紹介されている
また、各言語で申し込みフォームが用意されている
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広島県広島市で開催する「とうかさん」及び「ゆかたできん祭」の事例は、「2-(1).コンテンツの未整備」の方策に係る示
唆となるポイントがある。

国内事例:22. とうかさん・ゆかたできん祭 「全体概要」（1/3）

関連課題 2-(1).コンテンツの未整備

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体
とうかさんー圓隆寺
ゆかたできん祭ー広島市中央部商店街振興
組合連合会

来場者数 450千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1620年（とうかさんの始まり）

お祭りの概要

＜とうかさん＞
広島市中区にある圓隆寺の総鎮守である
｢稲荷大明神」のお祭りである
「ゆかたの着始め祭り」として知られる

＜ゆかたできん祭＞
「とうかさん（ゆかたできん祭）大祭」と同
時期に開催される市民祭りである

主なコンテンツ

ご神体の御開帳（とうかさん）
「ゆかたできん祭」パレード（ゆかたできん
祭）
数百軒の露店

開催場所 広島県広島市

開催期間 6月第１金曜日から始まる土・日の３日間

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント
お祭りのコンセプトに合わせた体験を提供することで、
訪日外国人旅行者の祭への誘客に取組んでいる
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国内事例:22. とうかさん・ゆかたできん祭 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 それぞれ2〜4名程度

交通手段 地域外からは新幹線で訪れる

宿泊環境
広島市内には多数の宿泊施設があり、開催期間中も
利用される

周辺地域のコンテンツ 原爆ドームや宮島などの観光名所がある

来場者の傾向
お祭りの為に県外から訪れる来場者は少なく、
観光客の多くが日中に市内を観光し、夕方以降に訪
れる

主な収入源
とうかさん：氏子町会からの協賛金
ゆかたできん祭：市の補助金、商店街の協賛金

収益改善に向けた
取組・方針

ゆかたできん祭：協賛金の増額に取り組む

主なPR活動 ゆかたできん祭は開催チラシを配布している
開催期間前は地域内にポスターを掲載する

HP・SNS利用状況 HP：両者公式のページがあり、情報発信している
Facebook（とうかさん）：約980 いいね

旅行商品・観光資源
との連携

特になし

項目 内容

誘客促進

＜ゆかたできん祭＞
市内のゲストハウスにはチラシを配布している
広島市内の訪日外国人旅行者は増えているため
情報発信を行っていきたいが、役割分担が明確
化されていない

消費促進

＜ゆかたできん祭＞
訪日外国人旅行者向けに浴衣貸し出しを行って
いる(無料）
今後、盆踊りなどへの参加企画を行っていきたい

受入れ体制

＜ゆかたできん祭＞
開催に合わせたボランティアガイドの設置などは
現時点ではできていない
今後、受入れ体制について積極的に取組を行い
たい

項目 内容

検討している取組 お祭りへの参加型コンテンツの提供を検討している

現状認識している課題
お祭りの企画自体も今後より盛り上がるように改革を
行っていきたいと考えている

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

広島市には多くの訪日外国人旅行者が訪れており、開催期間中に広島市に訪れた訪日外国人旅行者がお祭りを楽し

めるように体験を提供している。

72

国内事例:22. とうかさん・ゆかたできん祭 「参考情報」（3/3）

とうかさんは圓隆寺の例大祭として始まり400年の歴史を持つ
古くから広島では「ゆかたの着始めのまつり」と言われていた
開催期間中は御神体の開帳等が寺で行われる

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

訪日外国人旅行者には無料の浴衣着付けサービスが提供されている。

- 7.お祭りの様子-

ゆかたできん祭はとうかさんと同時期に開催する市民祭である
商店街による各種催し物や浴衣の販売などが行われる


