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高知県高知市で開催する「高知よさこい」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:23. 高知よさこい 「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
よさこい祭振興会、商店街、高知市、観光協
会

来場者数 1,150千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1954年

お祭りの概要

高知県はよさこい発祥の地であり全国で
開催されるよさこい祭りの中で最大の規
模のお祭りである
全国から踊り子たちが集結する

主なコンテンツ

前夜祭・高知市納涼花火大会
高知市内各競技場・演技場での演舞
よさこい全国大会
後夜祭

開催場所 高知県高知市

開催期間 毎年8月9日〜12日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

主催者・市・県が役割分担を行い国内外のプロモー
ションに成功している事例である

高知県が主導して世界によさこいファンを造成する
仕組みが行なわれている
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国内事例:23. 高知よさこい 「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（事務局）

交通手段
電車・車・飛行機により来場する
※飛行機は東京・大阪からが多い

宿泊環境
基本は宿泊だが、市内のホテルは踊り子で埋まるた
め、観光客は周辺地域に宿泊する

周辺地域のコンテンツ
高知市民憲章で参加可能である（市民と観光客
が交流しながら踊りに参加できる企画）
旅館組合でも参加可能（県外観光客向け）

来場者の傾向
同時期には徳島県で阿波おどりも開催されている
観光客の多くは高知よさこいを鑑賞→徳島県の阿波
おどり（池田市・徳島市・阿波市など）に翌日移動する

主な収入源 自治体からの補助金、広告協賛

収益改善に向けた
取組・方針

検討中である

主なPR活動
主催者としては、HP・ポスターで告知を行う
参加者各自が参加前・中・後にSNSに投稿するこ
とがPRに繋がる

HP・SNS利用状況 HP：主催者と高知県、高知市観光協会のページ
がある

旅行商品・観光資源
との連携

各旅行会社がツアーを販売。詳細については主
催者側では把握していない

項目 内容

誘客促進

高知県のHPでは多言語で情報発信されている
お祭り開催期間中にクルーズ船が入港する場合
は、クルーズ旅客が訪れることもある
海外の展示会にも各団体が積極的に出演する
「よさこいアンバサダー」制度による啓蒙活動を
行っている

消費促進
主催者として訪日外国人旅行者に特化した体験
型コンテンツは提供していない

受入れ体制
訪日外国人旅行者チームの受入れに向けた対応
は高知県を中心に対応している

項目 内容

検討している取組 イベント民泊等の宿泊に対する対応策を検討する

現状認識している課題
慢性的な交通渋滞が発生しており、その解決に取り
組む

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

高知県では「よさこいアンバサダー」制度を数年前より開始し、世界各地でよさこいのプロモーション活動を実施している。

世界各地のよさこいチーム代表者を「よさこいアンバサダー」として高知市へ招聘、高知県が認定する活動を行っている。



よさこいは国内外のイベントに積極的に出展してプロモーションを行っている。

高知市にあるよさこい交流館では、踊りや衣装の着付けの体験も可能である。
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国内事例:23. 高知よさこい 「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

全国によさこいチームがあり各地域でもよさこいが開催される
高知市での開催時には、全国から踊り子が集結する

- 7.お祭りの様子-

高知市内にある「よさこい情報交流館」では衣装の着付け体験・
踊りの講習を受けることが出来る
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徳島県徳島市で開催する「徳島市阿波おどり」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:24. 徳島市阿波おどり 「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 徳島市

来場者数 1,080千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1600年代（400年の歴史を持つといわれる）

お祭りの概要
日本三大盆踊りの一つ。全国で開催され
る阿波おどりの発祥地と言われる
開催期間には全国の踊り手が集まる

主なコンテンツ
選抜阿波おどり前夜祭
各演舞会場での阿波おどり
一般の方も参加可能なにわか連

開催場所 徳島県徳島市

開催期間 毎年8月12日〜15日の4日間

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

お祭りの開催に伴う宿泊需要の急増に対応するた
めにイベント民泊を2017年に開催した
地域住民のサポートおよびプラットフォームを利用し
た集客を行った
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国内事例:24. 徳島市阿波おどり 「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 8名程度（事務局）

交通手段
電車、高速バス、飛行機で徳島市を訪れる
無料駐車場からのシャトルバスもあり
（シャトルバスは40台の観光バスを手配している）

宿泊環境
40〜50のホテルがあり、ほぼ満室となる。淡路島や
阿南市など周辺地域へ宿泊者が波及している

周辺地域のコンテンツ
前夜祭（選抜阿波おどり）
1年を通じて阿波おどり会館での踊り体験が可能

来場者の傾向
阿波おどりを1日鑑賞し、宿泊。翌日に高知よさこい
または神戸・大阪などに訪れる観光客が多い

主な収入源 桟敷席販売、県・市の補助金

収益改善に向けた
取組・方針

桟敷席の販路拡大および内容の検討をしている

主なPR活動 各おどり団体が積極的に自分たちのFBページで
情報を発信を行っている

HP・SNS利用状況 HP：公式のページあり

旅行商品・観光資源
との連携

桟敷での見学、にわか連への参加を提供する

項目 内容

誘客促進
HPを多言語対応している
国内外のイベントへの出演を行っている

消費促進

チケット購入ページを多言語でも用意している
にわか連は参加可能（日本人と一緒に）である
(¥500/人）
2017年にはイベント民泊の提供をしている

（掲載金額レンジ：¥3,000～¥30,000）
廃校の校庭等をキャンプ場として開放している

受入れ体制
訪日外国人旅行者向けアナウンスを市役所前演
舞場で行っている

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を検討している

現状認識している課題
宿泊需要は非常に高いため、どのように対応していく
のか検討を進める

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

阿波おどりの開催時には全国から踊り手および観光客が徳島市に訪れ、慢性的な宿泊施設の不足が問題だった。

イベント民泊を行うことで、一時的な宿泊需要に対応可能となる。また、民泊に関心のある地域住民にとってもきっかけ

の提供となる。
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徳島市阿波おどりでは一般の方でも当日参加できる「にわか連」が存在する。

また市内各地で桟敷席以外にも阿波おどりが行われており、観光客も一体となってお祭りを楽しむことができる。

国内事例:24. 徳島市阿波おどり 「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

開催期間中は駅前の道路が大幅に通行止めとなる。至る所で阿
波おどりが踊られ、街全体で盛り上がる

- 7.お祭りの様子-

「にわか連」として参加する際には有料の衣装をレンタルして参
加することが可能である
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佐賀県唐津市で開催する「唐津くんち」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:25. 唐津くんち 「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
・唐津神社
・唐津市の14町内の組織が協力して運営す
る唐津曳山取締会

来場者数 630千人（2017年）

歴史
（初回開催時期）

寛文年間（1661～1672）の頃にはじまったと
いわれている

お祭りの概要

唐津神社の秋季例大祭で、14台ある曳山
と呼ばれる山車が唐津市内を巡行する
曳山は獅子、鯛、龍、兜、亀等がモチーフ
お祭りは国の重要無形民俗文化財に指
定され、14台の曳山は佐賀県の重要有
形民俗文化財に指定された。また2016年
にユネスコ無形文化遺産に登録された

主なコンテンツ
曳山の巡行
11/2の宵曳山
11/3の御旅所神幸

開催場所 佐賀県唐津市内

開催期間 毎年11月2日〜4日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

佐賀県の観光プロモーションと連携して積極的な情
報発信を行っている

動画を作成し出展時に放映することでお祭りへの認
知及び誘客促進を行っている
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国内事例:25. 唐津くんち 「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
唐津曳山取締会62名
（本部取締32名、各町正副取締30名）

交通手段 福岡から電車・バスによる来場が多い

宿泊環境
唐津市内の宿泊施設が満室となるため周辺地域に
宿泊している

周辺地域のコンテンツ
同時期に佐賀バルーンフェスタが開催
呼子への観光を組み合わせたツアー

来場者の傾向

佐賀バルーンフェスタが同時に開催されており、両方
のお祭りをツアーで訪問する観光客が多い
市内の宿泊施設が少ないため、周辺地域に宿泊を
する観光客が多い

主な収入源 曳山取締会に対する補助金、各町内会の負担金

収益改善に向けた
取組・方針

現時点では特になし

主なPR活動

佐賀県が行う県外プロモーションにチラシや動画
を提供している
2017年はユネスコ無形文化遺産への登録を記念
し別地域で特別巡行を実施した
お囃子は年間15回程度他イベントに出演している

HP・SNS利用状況 市及び観光協会のHP

旅行商品・観光資源
との連携

各社がツアーバスを販売している
呼子・バルーンフェスタを組み合わせたツアー

項目 内容

誘客促進

観光協会のHPは自動翻訳で多言語対応している
海外旅行会社のファムトリップで曳山（曳山展示
場）を見学する
海外メディアの取材対応やロケ地として提供する

消費促進 現時点で有料の体験コンテンツはない

受入れ体制

ボランティアガイドを配置(利用者26か国145名
（H29）)している
ボランティアガイドが作成した曳山説明のチラシ
（4か国語）を配布する
観光課作成の英語版パンフレットを配布する
当日の看板をイラストサインとして掲示している
唐津市観光課としては観光客を呼びたいと思って
いるが、巡行に支障がないように受入れ体制を構
築する必要がある

項目 内容

検討している取組 WEBの拡充を考えている

現状認識している課題

旅館が満室なので人を呼ぶことに注力するのではな
く、どう消費・リピーターに繋げるかが課題である。
多言語対応可能人材が少ない。訪日外国人旅行者
もまだ多くはなく目立つ課題がなく方針検討中である

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

お祭りで巡行する曳山は国の有形民俗文化財に登録されており、地域外での実物披露が困難である。そこで、PR動画
を作成し、自治体の観光PRと合わせて配信することでプロモーションを行っている。
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唐津市内の観光案内チラシは4言語に翻訳されており、お祭り及び食が写真を活用して掲載されている。

国内事例:25. 唐津くんち 「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

街中を練り歩いた後、すべての曳山が御旅所に集結する所が最
大の見せ場である

- 7.お祭りの様子-

多言語で翻訳された観光案内チラシ
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福岡県福岡市で開催する「博多祇園山笠」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:26. 博多祇園山笠 「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 博多祇園山笠振興会

来場者数 3,000千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

仁治2年（1241年）

お祭りの概要

福岡市博多区で7月に行われる博多総鎮
守櫛田神社の奉納神事である。
1979年2月3日に国の重要無形民俗文化
財に登録される。1996年にオイサッオイ
サッの掛け声等が「残したい“日本の音風
景100選”」に選ばれている
2016年に博多祇園山笠が「山・鉾・屋台」と
して，ユネスコ無形文化遺産に登録される
山笠のことを「ヤマ」と略し、山笠を担ぐこと
を「舁く（かく）」と言い、担ぐ人のことを「舁き
手（かきて）」と言う。
七つの「流（ながれ）」という自治組織に分
かれて運営している。

主なコンテンツ
7月12日 追い山笠ならし
7月13日 集団山見せ
7月15日 追い山笠

開催場所 福岡県福岡市

開催期間 毎年7月1日〜15日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

HP上にはお祭りに関する情報が豊富に掲載されて
おり、興味を持った人の誘客促進に繋げている

動画も豊富に公開されており、お祭り当日の様子や
見所が発信されている
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国内事例:26. 博多祇園山笠 「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

交通手段
公共交通機関（飛行機・JR・西鉄バス・地下鉄）など
で来場

宿泊環境
福岡市内には宿泊施設が充実している
※7月14日の追い山の前日は、宿泊施設は満室が
多い

周辺地域のコンテンツ
・博多町家ふるさと館 ・アジア美術館 ・博多千年門
・東長寺 ・承天寺 など

来場者の傾向
お祭り最大の見せ場である7月15日の追い山笠は
4:59に始まるため観光客は前日から宿泊する
全国から参加する舁き手が長期間宿泊する

主な収入源 企業協賛、市の補助金 等

収益改善に向けた
取組・方針

HPの広告募集や、写真・動画の使用料販売等に
力を入れ、収益増の取組を行っている

主なPR活動
福岡市の観光PRに合わせたPR動画を発信する
イベントやレセプションでの山笠出演を行っている
HPの情報整理を行っている
国内外で宣伝隊によるPR活動を行っている

HP・SNS利用状況 公式HPあり
Facebook：1,744 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は4言語に翻訳して掲載している
PR動画の配信を行う
市内に展示をする山笠の説明は多言語で表記し
ている（一部のみ）

消費促進
VR動画による山笠体験を実施している
（博多区冷泉町6-10 博多町家ふるさと館に設置）

受入れ体制 市内の看板については多言語に翻訳し掲載する

項目 内容

検討している取組 警備の最適化を検討している

現状認識している課題
観光客が毎年増加しており、警備体制の検討が必要
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

HPにはお祭りの概要やスケジュールに加え歴史や見所、関連情報などお祭りに関する情報が豊富に掲載されている。
お祭り全体の魅力を伝える動画が掲載されており、視覚的に魅力を積極的に発信している。
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市民が積極的にお祭りに参加しており、地域全体で開催を盛り上げている。

7月15日の「追い山笠」では1800席の桟敷席が販売される。早朝にも関わらず例年全ての席が購入される。

国内事例:26. 博多祇園山笠 「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

7月1日〜15日の約２週間にかけて開催される。
7月15日の明朝に行われる「追い山笠」がクライマックスであり、
福岡・博多の街に多くの観光客が訪れる

- 7.お祭りの様子-

公式HPではお祭りの歴史や各流の紹介などお祭りに関する情
報が詳細に整理して掲載されている
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福岡県福岡市で開催する「博多どんたく」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:27. 博多どんたく 「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 市民のまつり振興会

来場者数 2,300千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

治承３年（１１７９年）

お祭りの概要

「松ばやし」を起源とする伝統行事である
戦時中に一度中止となったが、1946年よ
り再開している
どんたくパレードには200団体が出場する

主なコンテンツ
どんたくパレード
各演舞台での催し物

開催場所 福岡県福岡市

開催期間 毎年5月3日・4日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

各演舞台やパレードには市民団体が積極的に出演
しており、市民全体で盛り上げている

ナイトクルーズや街歩きツアーなど博多を訪れた観
光客が楽しめるようコンテンツも提供されている
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国内事例:27. 博多どんたく 「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（事務局）

交通手段 新幹線・バス・飛行機・車

宿泊環境
福岡市内には宿泊施設が充実しており、市内の宿泊
施設に宿泊する

周辺地域のコンテンツ
街歩きツアー
ナイトクルーズ

来場者の傾向
GW期間中の開催であり、観光客が非常に多く集ま
る。博多どんたくを1日楽しみ、翌日には九州内を周
遊する

主な収入源 助成金、広告協賛

収益改善に向けた
取組・方針

公式グッズの販売促進、広告協賛収入の拡大

主なPR活動 福岡親善大使が各地で観光PRを行っている

HP・SNS利用状況 公式HPあり

旅行商品・観光資源
との連携

特になし

項目 内容

誘客促進
公式HPは英語対応されている
海外での出演等は現状行っていない

消費促進

お祭りの特性を生かした体験型コンテンツの提供
は現時点ではない
お祭りの開催に合わせて、街歩きツアーが開催さ
れている

受入れ体制
現時点では進められていない
訪日外国人旅行者の数は多いが、看板標識など
は多言語対応されていない

項目 内容

検討している取組
訪日外国人旅行者向けの基本的な対応（パンフレッ
トの準備や看板など）を行っていく

現状認識している課題
お祭りの特性を生かした体験型コンテンツの提供が
出来ていない

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

どんたくパレードには200の団体が参加しており、福岡市民全体が積極的にお祭りを盛り上げている。
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開催期間中は34か所のステージでのステージパフォーマンスおよびパレードが行われる。
HPでは、英語による各行事の紹介が行なわれている。

国内事例:27. 博多どんたく 「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

各ステージは地域内の企業・団体が企画運営をしており、市民
参加型で盛り上げている

- 7.お祭りの様子-

どんたく祭りの歴史や概要等の詳細がHP上に英語で掲載され
ている
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沖縄全島エイサーまつり実行委員会が開催する「沖縄全島エイサーまつり」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:28. 沖縄全島エイサーまつり 「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 沖縄全島エイサーまつり実行委員会

来場者数 34千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1956年

お祭りの概要

沖縄全土から選抜された青年団が市街地
や競技場にてエイサーを披露する
市内中心部にエイサー会館も2018年に
新設し、市全体でエイサーを中心とした活
性化を試みている

主なコンテンツ
道ジュネー（市街地）
青年まつり（沖縄市コザ運動公園）
全島エイサー（沖縄市コザ運動公園）

開催場所 沖縄県沖縄市

開催期間 毎年、旧盆の翌週末の金・土・日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント
国内を中心に様々なイベントに積極的に出演しパ
フォーマンスを行うことでプロモーションに繋げる
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国内事例:28. 沖縄全島エイサーまつり 「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 中心は市職員、嘱託職員 計6名

交通手段
那覇空港から沖縄市内までバスまたは車で移動する
臨時駐車場を設置。市内からは無料シャトルバスが
運行している

宿泊環境
現在市内にあるホテルではまかないきれなくなってい
る。民泊も検討中である。

周辺地域のコンテンツ
オリオンビアフェストが併設開催。フード屋台はか
なり充実し、子供向けアトラクションもある

来場者の傾向

来場者数に関するデータを取り始めたばかりで不明
点が多い。県内からのバスツアーなどは有り
訪日外国人旅行者の来場者は多いが地元の方（米
軍基地）か観光客かは不明である

主な収入源
沖縄市補助金
企業協賛

収益改善に向けた
取組・方針

有料席の値上げも検討している

主なPR活動 観光キャラバンでエイサーの実演する
エイサー会館のチラシを沖縄市内に設置する

HP・SNS利用状況 公式HPあり
Facebook ：約13,240 いいね

旅行商品・観光資源
との連携

旅行会社各社が県内からバスツアーを開催する
市内の観光施設と連携している

項目 内容

誘客促進

HPは英語、繁体字、簡体字で対応している
市のSNSアカウントで英語、中国語でお祭りの情
報発信を行なっている
国内の展示会ではパフォーマンスを実施する
台湾での現地パフォーマンスを実施する

消費促進

訪日外国人旅行者に主眼を置いた体験型コンテ
ンツ、旅行商品ともに原時点ではない
代わりに常設のエイサー会館が2018年に新設さ
れ、英・中など多言語でのガイドが行われている

受入れ体制

各種多言語ガイド（英語チラシ、英語看板、英語
アナウンス、指差しマーク）が行なわれている
英語スタッフ、中国語スタッフは三日とも会場内1
箇所に配置されている

項目 内容

検討している取組 有料席の内容変更の検討を行う

現状認識している課題
近年、運営に掛かる経費が高騰している為
収益の増額を目指す取組が課題である

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

国内では様々な展示会に出展しパフォーマンスを行っている。

海外では、台湾において現地パフォーマンスを行いプロモーションに繋げている。
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二日目、三日目にコザ運動公園陸上競技場で行われるエイサー演舞には有料席が設けられ、売れ行きも好調である。

並行コンテンツとしてオリオンビアフェストが開催され、飲食と合わせて音楽ステージも楽しめる。

沖縄市中心部にエイサー会館を2018年に新設。市をあげてエイサーを中心とした街づくりを進めている。

国内事例:28. 沖縄全島エイサーまつり 「参考情報」（3/3）

会場には訪日外国人旅行者が多く、看板や外国語スタッフなど
による外国語ガイドも充実している
有料席のニーズは高く、桟敷席新設や値上げも検討している

*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-

同時期に開催されるオリオンビアフェストでは、飲食及び音楽ス
テージや子供向けアトラクションを楽しむことができる



第2章海外事例
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スペイン ブニョル市が開催する「Tomatina」の事例は、「2-(1).コンテンツの未整備」・「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。

海外事例:1. Tomatina 「全体概要」（1/3）

関連課題
2-(1).コンテンツの未整備
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 ブニョル市

来場者数 22千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1940年代

お祭りの概要

市全体で開催されるお祭りであり、数トン
のトマトを投げ合うことで有名である
持続的な開催に向けてお祭りの参加を有
料チケット制に2013年より変更した

主なコンテンツ

前夜祭では市内でイルミネーションやプレ
パーティーが開催される
メインは120トンのトマトの投げ合い
終了後は民家でシャワーの利用可能

開催場所 スペインバレンシア州ブニョル市

開催期間 8月最終週の水曜日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

チケット制を導入したことで、財務的な負担を減らし
て継続的な開催を実現している。また、お祭りへの
参加自体をコンテンツとして提供している

チケットの収益を市内の清掃などの準備に充ててお
り、市民の負担を軽減し参加を呼びかけている
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お祭りへの参加をチケット制にすることで、収益を上げるだけでなく来場者数を制御することが出来る。

チケットの収益を準備や警備、開催後の清掃等の予算に充て、開催に伴う住民の負担を軽減している。その為、住民か

らの理解を得ており、市全体での受入れ推進につながっている。

海外事例:1. Tomatina 「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（市職員）

交通手段
多くの観光客はバルセロナ、バレンシア、マドリード
からバスで来場する
その他はバレンシアから電車、自家用車で訪れる

宿泊環境
ブニョル市には宿泊施設がないため、バレンシア、バ
ルセロナ、マドリードへの日帰りになる

周辺地域のコンテンツ
街中がイルミネーションで飾られる
飲食を楽しむプレパーティー、アフターパーティー
を開催している

来場者の傾向
ブニョル市には宿泊施設がないため、バレンシア、バ
ルセロナ、マドリードから日帰りで訪れる

主な収入源 チケット販売（10ユーロ/枚）

収益改善に向けた
取組・方針

チケットの拡販を行う
警備費の抑制の為にボランティア増員を検討する

主なPR活動 国内はマドリード、海外ではロシア、韓国で誘客プ
ロモーションを実施している

HP・SNS利用状況
公式HPあり
Facebook：13,000いいね
Instagram：4,800フォロワー

旅行商品・観光資源
との連携

各地からの日帰り参加ツアーが行われる
参加に加え主要都市の観光付きのパッケージツ
アーがある

項目 内容

誘客促進

海外メディアによる取材で取り上げられる
HPやSNSを活用した積極的な情報発信を行う
位置情報やトマト祭りの概要が分かるアプリの開
発、マップやチラシの配布を行う

消費促進

市外からの参加者にはチケットを販売している
（10ユーロ/枚）
前夜祭等を開催することで、当日以外でも楽しめ
るような仕組み作りを行っている
旅行会社と連携したチケットの販売をしている

受入れ体制

お祭り後に汚れた参加者に民家のシャワー提供
をしている
現地のボランティアガイドはいないが、各社のツ
アーガイドが説明してくれる

項目 内容

検討している取組
インバウンド向けのWEBコンテンツの拡充を検討し
ている

現状認識している課題
警備費が上がってきているため、ボランティアスタッフ
の増員に取り組んでいく

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成
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ブニョル市はお祭り開催当日は宿泊不可となっており、原則周辺都市からのバスツアーで参加する。そのため、交通渋

滞が緩和され住民への負荷も軽減される。

当日は街全体が汚れるが、チケットの売上の一部は開催後の清掃などに補填される。

海外事例:1. Tomatina 「参考情報」（3/3）

チケット制は2013年より導入された。それまでは制限が無かった
ため、騒ぎが目当ての観光客も多く、量と質の問題で地域住民と
の軋轢が生じていた
持続的な開催の実現のため、あえて来場者数を制限している

*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-

お祭りの会場となる通りの家はブルーシートで囲われる
参加者はお祭り終了後に民家のシャワーを利用できる
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アメリカ ニューメキシコ州で開催される「Albuquerque International Balloon Fiesta」の事例は、「2-(1).コンテンツの未
整備」・「 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。

海外事例:2. International Balloon Fiesta 「全体概要」（1/3）

関連課題
2-(1).コンテンツの未整備
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 実行委員会

来場者数 800千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1972年

お祭りの概要

世界最大のバルーンフェスタとして世界中
から観光客が訪れる
バルーンを活用した多数の体験が提供さ
れており、来場者の満足度を高めている

主なコンテンツ

全日開催のモーニングセッションと5日間
開催のイブニングセッションを行う
イブニングセッションは気球と炎のショー
「ナイト・マジック・グロウ」を行う

開催場所 アメリカ ニューメキシコ州アルバカーキ

開催期間 毎年10月の第一土曜日から次の日曜日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

HPが整備されており、各種チケットの購入に加え交
通チケットやホテル等現地で必要な予約がすべて
HP上で行うことが出来る
バルーンを活用した体験や会場内での音楽フェス
ティバル等体験型コンテンツが豊富に提供されてい
る
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公式HPからはお祭りの開催情報に加え、会場までの移動チケットやホテルの予約も一元的に可能になっている。
Facebookページでは、1年を通じてお祭りに関する投稿をすることでファン造成を行っている。

海外事例:2. International Balloon Fiesta 「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 18名程度

交通手段 車、Park&Ride（送迎付き入場チケット）で来場する

宿泊環境 周辺地域の宿泊施設をHPから予約可能である

周辺地域のコンテンツ
ホワイトサンズ・テントロック・サンタフェ 等
会場では音楽フェスティバルを開催

来場者の傾向
国外からの来場者は平均3.8泊し、バルーンフェスタ
会場内の周遊及び周辺地域の観光を行う

主な収入源 企業協賛（20〜40%）、チケット収入（20%）

収益改善に向けた
取組・方針

チケットを安価にすることによる来場者拡大
富裕層向けのコンテンツ提供による収入拡大

主なPR活動 SNSを積極的に活用した情報発信をしている
各国からの取材の積極的な対応をしている

HP・SNS利用状況
公式HPあり
Facebook：180,000いいね
Instagram：41,600フォロー

旅行商品・観光資源
との連携

バルーンを活用した体験コンテンツを提供する
宿泊と来場チケットを組み合わせて販売している

項目 内容

誘客促進

海外メディアによる取材に対応している
HPやSNSを活用した1年を通じた積極的な情報
発信を行う
お祭りに関する情報を一元的にサイトで発信する
来場時に必要な各種手配をHPから予約が可能で
ある

消費促進

パイロットとのふれあいやバルーンの乗船体験な
ど祭りを活用したコンテンツを幅広く提供している
音楽フェスティバルや飲食ブースなど会場内で関
連行事を開催する
宿泊や移動を組み合わせたチケットを販売する
飲食や駐車場までのシャトルバス、専用のトイレ・
バスが利用可能な桟敷席がセッション毎に販売さ
れている（$110/人）

受入れ体制
お祭りに関する情報はHPから取得可能である
今後は英語圏外の出場パイロットに対する通訳
の配置を検討している

項目 内容

検討している取組 富裕層を対象にした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
会場となる公園の整備には自治体による整備が必要
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
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お祭り会場ではバルーン以外に様々な行事が行われており、滞在期間も飽きることなく楽しむことが出来る。

また、協賛した個人・企業のみが利用可能なスペースを設置するなど、会場内での消費促進及び持続的な開催に向け

た収益化の取組を行っている。

海外事例:2. International Balloon Fiesta 「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

事前に協賛金を支払った企業や個人は特設ブースで食事を楽
しみながら観覧することもできる
申し込みすればバルーンに乗ることも可能である（有料）

- 7.お祭りの様子-

会場内では音楽フェスや休憩所が提供されている

来場者は休憩を取りながら長期間会場内に滞在することで、飲
食や体験などで消費を増やしていく
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メキシコの各都市で開催される祝祭、「Día de los Muertos」でも特に有名なオアハカ市の事例は、「1-(1)プロモーション
の不足」・「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。

海外事例:3. Día de los Muertos 「全体概要」（1/3）

関連課題
1-(1)プロモーションの不足
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 オアハカ州観光局、オアハカ市

来場者数 400千人（2018年、オアハカ市）

歴史
（初回開催時期）

1940年代

お祭りの概要

毎年10月31日～11月2日の3日間、市内
が陽気なガイコツ人形や花で彩られるメ
キシコのお盆の行事である
数千年前から受け継がれる先住民の風
習と、スペイン侵略後のカトリック信仰が
混合された独特な祭礼である

主なコンテンツ

市内各地での参加型パレード、化粧体験
チョコやパンの無料配布
音楽ライブやパーティー
各地の装飾された家や墓場などの散策

開催場所 メキシコ オアハカ市、メキシコシティ等

開催期間 10月31日〜11月2日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

官民が一体となって、多くの関係者や市民が能動的
に参加し、運営にも関わっているお祭りを実現してい
る

世界中より観光客が集まるキラーコンテンツとして磨
き上げ、PRを積極的にしている
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開催各地で実施されているガイコツの化粧体験や参加型のパレード等の体験型コンテンツを実施し、地域への誘客促

進や消費促進に貢献している。

インバウンド向けのプロモーションも自治体が積極的に海外のEXPOに出展している。

海外事例:3. Día de los Muertos 「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 3名程度（市職員）

交通手段
メキシコシティから飛行機、バス、電車それぞれで来
場する

宿泊環境
市内に収容力のある宿泊施設が少なく、ホステルや
ビジネスホテルが中心である

周辺地域のコンテンツ
市内をシンボルとなる花（マリーゴールド）で装飾
し、期間中は各地でステージが設置され、音楽ラ
イブや飲食を楽しむパーティーを開催する

来場者の傾向

メキシコ国民だけでなく、多くの海外観光客がお
祭りの参加を目的に現地訪問する
お祭りだけでなく、近郊の観光ツアーと合わせて
参加する観光客が多数である

主な収入源 自治体の補助金、個人の寄付、企業の協賛

収益改善に向けた
取組・方針

市民や企業、自治体が費用を出し合うため、特に
現時点ではない

主なPR活動 メキシコ国内、アメリカやマドリード等で誘客プロ
モーションを実施している

HP・SNS利用状況 公式HPあり

旅行商品・観光資源
との連携

海外各地からの参加ツアーが多数提供される
参加に加え、オアハカ近郊の古代文明の歴史を
知ることのできるモンテアルバン遺跡やミトラ遺跡
主要都市の観光つきのパッケージツアーがある

項目 内容

誘客促進

海外メディアによる取材で取り上げられている
TVメディアや映画誘致による積極的な情報発信
を行っている
英語対応のチラシの配布をしている

消費促進
ガイコツの化粧体験やレンタル衣装体験が提供さ
れている
ガイド付きの着地型商品を提供している

受入れ体制
現地で多言語対応が可能なボランティアガイドを
配置している

項目 内容

検討している取組
インバウンド向けのWEBコンテンツを拡充することを
検討している

現状認識している課題 特になし

*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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開催期間中に会場各地でタイムテーブルが設置されており、音楽ライブやパレードが開催されている。

各地でSNS映えするポイントを市民が街中で設置し、開催中のプロモーションに積極的に関わっている。

海外事例:3. Día de los Muertos 「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

ディズニー映画の題材としても取り上げられ、注目されている

地域内の飾り付けだけでなく開催期間中は様々な企画が開催さ
れている

- 7.お祭りの様子-

市内では音楽ライブが開催され、滞在者を楽しませる
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DuangtawanSantiparp財団が開催する「Loi Krathong and Yi Peng」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。

海外事例:4. Loi Krathong and Yi Peng 「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 DuangtawanSantiparp財団（NPO）

来場者数 5千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

2011年

お祭りの概要

タイの伝統的な行事であるランタン打ち上
げ（コムローイ）の文化を伝える為に訪日
外国人旅行者を対象としたイベントである
コムローイの中では本イベントが最大級
の規模で開催される

主なコンテンツ

ランタンの一斉打ち上げ
サブコンテンツとして、チェンマイの山岳
民族による伝統的な産業や文化展示、民
族舞踊、伝統料理の飲食ブース

開催場所
タイ王国 チェンマイ県郊外
TudongkhasathanLanna寺院

開催期間 毎年11月の満月の日（1日のみ）

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

タイの伝統行事である「コムローイ」を訪日外国人旅
行者に発信していく為に開催している

会場をチケット制とし、各国の旅行代理店によるツ
アーで販売することで訪日外国人旅行者の集客に
成功しているお祭りである
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海外事例:4. Loi Krathong and Yi Peng 「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
財団13人＋約30人のスタッフ
（ただし、お祭りだけではなく財団全体の業務として）
お祭りの準備には100人程度のボランティア動員

交通手段 タクシー or 現地オプショナルツアーの送迎バス

宿泊環境
チェンマイ市街地にホテルが多いため、基本的に宿
泊して参加（21時まで開催のため）する

周辺地域のコンテンツ
会場近辺にはコンテンツはなし
市街地でイーペン祭りが開催されるほか、他の会場
でのランタン打ち上げが見られる

来場者の傾向

来場者の半数以上がアジア圏からのツアー客である
チェンマイ市街地からツアーバスにより会場着、飲
食・サブコンテンツ体験後、コムローイ一斉打ち上げ
が行われる。終了後は再びチェンマイ市街地に戻っ
てくる（23時頃）

主な収入源 個人奉賛金（チケット販売）

収益改善に向けた
取組・方針

文化、歴史を伝え、平和を祈るイベントとして開催さ
れており、来場者の拡大や収益拡大の計画はない

主なPR活動 主催者による積極的なPR活動は実施していない

HP・SNS利用状況 公式サイト、Facebookページを所有しているが、ほと
んど活用されていない

旅行商品・観光資源
との連携

主催者により販売許可が与えられたツアー会社によ
り、オプショナルツアーが販売されている

項目 内容

誘客促進

主催者による積極的なPRは行っていない。許可
をしたツアー会社によるツアー販売や、各メディア
の取材受入れを実施している
開催主旨や会場の大きさの関係で、本イベントへ
の更なる誘客は検討していない

消費促進

本イベントは個人からのチケット（奉賛金）で運営
されており、会場内のあらゆるコンテンツ・飲食に
は追加での費用が発生していない
会場付近にはコンテンツがなく、イベント前後に
チェンマイ市街地で消費を行うこととなりイベントと
は切り離されている

受入れ体制

チケットの表記や場内地図などのサインは英語対
応。場内放送、場内映像、看板の一部は、英語、
中国語、日本語に対応している
ツアー会社によるオプショナルツアーによる参加
が多く、ツアー会社の手配によるものが多い

項目 内容

検討している取組 特に新たな取組は行っていない

現状認識している課題
ランタンのゴミ、火事問題（いずれも清掃対応や燃
え移りにくいランタンの開発などを実施）がある
行政からの打ち上げ承認手続きが煩雑である

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

会場をチケット制にすることで来場者数を制限し、収益を上げることで持続的な開催が可能である。

訪日外国人旅行者に特化したお祭りとして開催しており、販売許可が与えられたツアー会社から各種ツアーが販売され

ている。
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メインのランタン打ち上げ会場は指定席であり、サブコンテンツを含めチケット購入者のみ入場・参加が可能である。

サブコンテンツの飲食等は全て無料で提供されている。（飲食は5食分のチケット制）

海外事例:4. Loi Krathong and Yi Peng 「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

ランタン打ち上げの終盤には花火が打ち上げられる

この会場以外にも様々な場所で、市民がランタンを打ち上げてい
る

- 7.お祭りの様子-

会場ではランタンの打ち上げ前にサブコンテンツとして伝統的な
暮らしの紹介や踊りなどが行われる
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フランス ニースで開催される「Carnaval de Nice」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。

海外事例:5. Carnaval de Nice 「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
Office du Tourisme et des Congrès
（観光局）

来場者数 1,000千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1800年代

お祭りの概要

ヨーロッパ三大カーニバルの1つに数えら
れるお祭りである。およそ2週間かけて開
催され、昼と夜の2部構成でパレードを行
う
ヨーロッパ諸国を含め来場者の20%以上
が外国人旅行者であり、世界中から来場
者を集めている

主なコンテンツ
昼の部：Flower parade
夜の部：Carnival parade of lights

開催場所 フランス ニース

開催期間
2月16日〜3月2日の内8日間開催する
（2019年開催日程）

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

パレード会場は全てチケット制となっており、パレー
ド毎に購入が必要である

パフォーマーが積極的に桟敷席に入ることで、会場
全体で一体感が生まれ、桟敷席の付加価値を高め
ている
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海外事例:5. Carnaval de Nice 「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 286名（224名：スタッフ、62名：パフォーマー）

交通手段 観光バス、車、電車でニース市内に来場する

宿泊環境
観光地の為、市内にホテルが多い。来場者の多くが
市内のホテルに宿泊する

周辺地域のコンテンツ
ニース周辺で同時期に2つのお祭りが開催され、そ
れらを周遊するツアーが組まれる

来場者の傾向

来場者の77%がフランス国内、23%が外国人旅行者
である
外国人旅行者は2017年に比較して2%伸びている。
市内のホテルの宿泊率も伸びている

主な収入源 チケット販売（138,274枚販売 / 2018年実績）

収益改善に向けた
取組・方針

チケットの販売促進に取り組んでいく

主なPR活動
日本を含む9か国から旅行代理店やオペレーターな
ど63名を招待してレセプションを行っている
年間24件のニュースレターが50のブログやパート
ナーを通じて約60通配信される

HP・SNS利用状況 公式HP：あり（フランス語・英語）
Facebook：約50,000 いいね

旅行商品・観光資源
との連携

チケットの41%が旅行商品として販売される
観覧席と組み合わせたツアーが各国から販売される

項目 内容

誘客促進

9か国から関係者を招聘し、プロモーションを行う
指定ハッシュタグでの投稿を呼びかけ、SNSを活
用したプロモーションを行う
空港や周辺地域でもポスター掲載等の積極的な
プロモーションを行っている

消費促進

市内数カ所にチケット販売所を設立し、当日でも
購入可能にしている（26ユーロ/席）
車椅子専用の桟敷スペースも用意されている
市内の観光案内所では公式グッズが販売される
各国からツアーが組まれている

受入れ体制

市内各所には3言語の看板を設置し、スケジュー
ルや鑑賞ルールをアナウンスしている
チラシ等は英語・フランス語の2言語で配布する
会場入り口には手荷物検査ゲートがあり、厳重な
テロ対策を行っている

項目 内容

検討している取組 チケットの販売促進を行っていく

現状認識している課題
2016年にテロがあり、厳重なテロ対策・規模縮小とな
り、費用が増えている

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

パレード会場をチケット制にすることで来場者数を制限し、収益を上げることで持続的な開催が可能である。

SNSを活用したプロモーションを積極的に行っており、ファンの造成に繋げている。
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ニース市内にはチケット販売所が設置され、当日でも購入が可能になっている。

パフォーマーは積極的に観覧席に入ってきて、観覧席と一体となってお祭りを盛り上げている。

海外事例:5. Carnaval de Nice 「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

フラワーパレードでは、山車から花が配られ、鑑賞者が奪い合う

夜のパレードには仮装をすると参加することができ、参加型企画
として非常に盛り上がる

チケット販売所では当日チケット及びその他日程のチケットも購
入することができる
支払いについてはカード決済にも対応している

- 7.お祭りの様子-
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