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テーマ別観光による地方誘客事業

国内外の観光客が全国各地を訪れる動機を与えるため、特定の観光資源に魅せられて
日本各地を訪れる「テーマ別観光」のモデルケースの形成を促進し、地方誘客を図る。

ネットワーク化のイメージ 本事業で実施できる取組の例
1. 観光客のニーズや満足度を調査するための
アンケートやモニターツアー
○観光客のニーズやターゲット層の把握等の基礎

調査や満足度を検証し、地域資源を磨き上げる
ためのアンケートやモニターツアー

2. 観光客の受入体制の強化に係る取組
○１の調査結果等で得られた知見を構成団体間で

共有するマニュアルの作成
○旅行商品の造成

3. 1の調査結果等を踏まえた情報発信
○共同Webページ、パンフレット、マップの作成
○各種PR（旅行博等への出展やSNS等を用いた情報

発信）

4. ネットワーク拡大に向けた取組
○同じテーマを観光資源とする団体や地域に関する

実態把握のための調査
○シンポジウムやセミナーの開催

同じテーマで観光振興を
図る複数地域による地域
連携協議会を設置し、

ネットワーク化を促進、
情報発信力を強化

Ｘ地
域

Ｚ地
域

Ｗ地
域

Ｙ地
域

期待される効果

地 域

旅行者

・特定のテーマに関心の
高い旅行者にとって
より魅力的な旅行を享受

・旅行者の複数地域への
来訪需要を創出

・地域間で課題や成功事例
を共有することによる、
効果的な観光振興策を
推進

・エコツーリズム

・街道観光

・酒蔵ツーリズム

・社寺観光 巡礼の旅

・明治日本の産業革命遺産

・ロケツーリズム
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【ネットワーク構築】
協議会開催によるネットワーク構築・強化

＜ロケツーリズム(選定期間：2016～2018年度)＞

◆事業概要

・ロケ地の活用を推進する自治体や企業のネットワークを構築し、ロケツーリズムを広く普及すること。
・セミナー形式の協議会を開催し、ノウハウや情報の共有を図ること。

ロケツーリズム協議会の開催
【総所要時間：2016年10月～2019年２月】

・ロケ地を巡る「聖地巡礼」が観光の楽しみ方として認知され始めていたものの、ロケ誘致や観光客誘
致に関するノウハウが、ロケ地である地域自治体や企業に蓄積されていないこと。

・先進事例の収集や共有などが一部の地域に限定され、幅広く展開されていないこと。
課題

2016年度の取組 『ロケツーリズム協議会』の発足と協議会5回の開催
（参加団体：222団体／行政・外郭団体122、企業100）
・ロケ地の活用による地方誘客を最終的な目的とし、『ロケツーリズム協議会』を発足。
・「ロケツーリズム研究会・連絡会」（2012年から活動開始）のネットワークを活用し全国から参加者
を募集。

・全５回のセミナーのカリキュラムはロケ誘致と観光客誘致をテーマに構築。
ロケ対応に必要なツールの作成や、専門家を招請によるプロモーションに欠かせない権利処理の
知識を提供。観光客誘致ではロケ地MAP作成、活用のノウハウを提供。

・全５回の受講者にロケツーリズムマニュアルを進呈。連続で出席する仕組みを確立し、参加者の
定着を図る。

目的

内容

2017年度の取組 『ロケツーリズム協議会』5回の開催
（参加団体：395団体／行政・外郭団体201、企業194）
・定期的なメール配信や口コミにより、参加者が定着・拡大。

・さらなるネットワークの強化と拡大を図るため、前年度のセミナー内容をブラッシュアップ。
前年度からの継続参加者と新規参加者とのレベルの違いに対応するため、初級・中級・上級にク
ラスを分類し、そのレベルに合った実践的な内容とした。

・全国版ロケ地MAPを協議会で作成し、それを基にロケ地マップ作成のノウハウについて学習。
・権利処理の学習でも、すぐに現場で活用できるよう、より実践的なカリキュラムに改訂。
・参加者同士の関係を深めるため、毎回セミナー後に懇親会（有料）を設定。

STEP１

STEP２

STEP３ 2018年度の取組 『ロケツーリズム協議会』5回の開催
・定期的なメール配信や口コミ、事務局による参加地域・企業への個別のコンサルティングにより、
参加者が定着・拡大。

・継続参加者へのマンネリ化を避けるため、新たなカリキュラムの構築と、参加者のモチベーション
を高めるため工夫を加える。
例：先進地への視察会を実施。座学だけでなくフィールドワークの機会を提供。
例：より強力に推進するために自治体の首長を協議会に招請（８自治体）。
例：地域と映像制作者とのマッチング会を実施し、ロケ誘致を推進。

【ロケツーリズムとは】
映画・ドラマのロケ地を訪ね、風景と食を堪能し、人々の“おもてなし”に触れ、 その地域のファンになるこ

と。
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総事業費 約320万円
事業委託先：地域活性コンサルティング事業者
委託内容：ネットワーク構築の為の協議会の開催と運営

各協議会のカリキュラム作成
参加者の募集と管理

セミナー風景（２０１８年９月６日）

【参加者実績】
2016年度：222団体（行政・外郭団体122、企業100）
2017年度：395団体（行政・外郭団体201、企業194）
2018年度：集計中

【ネットワーク構築による成果】
・自治体と映像制作者とのネットワークが構築されロケ誘致に直接繋がった。
・自治体と旅行会社とのネットワークが構築されツアー造成に繋がった。
・ロケ誘致に積極的な自治体のネットワークが形成され、ロケツーリズム推進の気運が醸成された。
・成功事例等の情報を共有できた。（ロケ地活用の方向性を共有できた）
・ロケツーリズムの効果を測定することができた

（参加団体内における経済効果とロケ決定件数／2017年４月１日～12月31日。有効回答35団体）
○ロケ決定案件数1,833件（問合せ6,985件）
○直接経済効果１億3,800万円（使用料、弁当、宿泊等）
○間接経済効果6.1億円（ロケ地に訪れた観光客の消費額等）

【協議会開催による成果】
・複数の自治体がロケ地MAPを作成し、ロケツーリズムの推進に役立てている。
・ロケ受入によるシティプロモーションのモデル事例となる地域が生まれた。
・活動がマスコミに取り上げられるなど、ロケツーリズムの認知度アップにつながった。
・セミナーで得られたマニュアルや権利処理のノウハウが各地で活用されロケ誘致に役立っている。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：ロケツーリズム協議会（事務局：株式会社 地域活性プランニング）
TEL：03-5157-0567 URL：https://locatourism.com/

・セミナーの実施においては、回を重ねるごとに参加者のレベルの違いが生じるため、分科会等を設け、レベル

に応じたセミナー内容に改善していく必要がある。

・企業・地域いずれの組織でも、トップの理解が得られず、担当者の努力が徒労に帰す例が散見した。

協議会としてこの課題に対応するため、自治体の首長を協議会に招請するなど各団体のトップへのアプローチ

を図ることで、トップの理解を促進し、各地が取り組みやすいような環境作りに取り組むことが重要。

・ロケツーリズムを推進するための組織作り、権利処理、受入準備等ができている地域数が少なかったが、各地

の取組を促進するために、多くの成功事例を共有することが効果的であった。

◆事業実施の注意点・反省点

協議会の自立に向けた取組（2019年２月現在）
・2019年度以降も継続してセミナーを実施予定。
・これまでのセミナー受講終了の認定制度導入と認定マークを作成。
セミナーで学んだ知識を活用できる制度を

・会員団体からの会費制度を確立。
・法人格（一般社団法人）の取得に向けた作業を開始。

Final
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【ネットワーク構築】
セミナー開催によるテーマの理解促進及びネットワーク構築・拡大

＜古民家等の歴史的資源(選定期間：2017～2018年度)＞

◆事業概要

・全国で古民家等の利活用に取り組む方々に加え、それを支える行政や事業者に対して、既に取り組
まれている優良事例を紹介しながら具体的な知識・ノウハウ・制度・サービスなどを提供し、理解を促
進すること。

古民家等の歴史的資源の利活用に関するセミナーの企画・運営
【総所要期間：2017年８月～2018年１月】

・古民家を始めとする歴史的建造物は日本全国に存在するが、そのままでは古い建物であり、観光資
源化することが難しい。

・利活用にあたっては改修する必要があるが、その費用が高額であるため、事業者や古民家オーナー
に利活用の意思はあっても具体化に向けて二の足を踏んでしまう。

課題

会場および登壇者、講演テーマの調整（2017年８月〜2017年９月）

・協議会および内閣官房 歴史的資源を活用した観光まちづくり連携推進室が中心となり、各地域

の地方銀行や専門家と、セミナーの内容について協議。

・セミナーは、日本の古民家活用の先進事例や政府の取組紹介に加え、資金調達、国からの支援

施策など、歴史的資源である古民家の利活用を進める上で要となる情報を提供する内容とした。

目的

内容

セミナーチラシ及びセミナー運営マニュアル作成（2017年９月〜2017年10月）

・各地域で開催するセミナーの登壇者および講演テーマをまとめたチラシのデザインを発注、作成。

・セミナー当日のタイムテーブル及びスタッフ用の台本を作成。

当日会場にて運営協力いただく関係者に事前共有。

・セミナー参加者の講演内容に対する満足度及び古民家利用に対して興味関心を持つことができ

たかについて5段階評価でアンケート調査を実施。また、フリーコメントを欄を用意し参加者の古民

家利用に関する意見などを吸い上げた。

・運営マニュアルを作成。事前に担当者一名一名の役割を明確にし、実施内容をスケジュールに落

とし込んだ。加えて、スタッフ全員が全員の当日の動きを把握可能にするために、全体タイムライ

ンを作成。

また、マニュアルと司会台本を一体化させ、スタッフ全員が次のアナウンス内容を把握できる状態

にした。

STEP１

STEP２

STEP３ セミナー集客（2017年９月〜2018年１月）

・協議会のFacebookページを立ち上げ、Facebook内で会場ごとにイベントページを作成し、

Facebook広告も運用しながら集客を図った。

なお、Facebook広告において、「居住地」「年齢」「関連ワード（例：公務員、地域おこし、持続可能

性、日本の民家、まちづくり）」等詳細に条件を設定し、ターゲットを絞り込んだ。

・チラシを各地域の地方銀行に配布。各支店でも集客に協力していただけるよう手配。

チラシにはセミナーのイベントページのQRコードを記載し、集客を促進。

【古民家等の歴史的資源を活用したツーリズムとは】
古民家とは、昔からの生活様式（暮らし文化）がおさまった伝統的建築物（歴史的建築物）を指し、これらを

活用した宿泊施設や飲食店等に訪れ、日本の伝統的な暮らしや文化を体験することを目的としたツーリズム
のこと。

6



総事業費 約180万円

事業委託先：印刷会社

委託内容：セミナー当日配布資料の

印刷・封詰め及び配送

・全国主要都市９会場での合計参加者数は1,000名を超え、名刺回収数は800名以上、各会場での事後アンケー

トでは、専門家による講演の評価は５点満点中4.4点であった。

・アンケート内の自由記述には、「古民家の利用について新しい視点を得られた。（古民家オーナー）」「農村漁村

地域における、古民家の活用の重要性を認識した。（自治体職員）」「古民家の位置付けを再確認した。自分が

抱えている物件があり、本気で考えてみたいと思った。（まちづくり団体）」など、行政・事業者などの区分なく、

様々な立場からの声が寄せられた。

・セミナーを実施したことで、当該セミナーへの参加者からの、具体的な取組についての相談にもつながり、古民

家等のオーナーが一歩を踏み出す機会を創出することができた。

・セミナーで得た参加者からの感想を元に、次年度以降行うモニターツアー内容の検討・ブラッシュアップを行った。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：歴史的資源を活用した観光まちづくり推進協議会
URL：http://kominkasupport.jp/

・セミナーにご登壇いただく講師の方はご多忙であることが多いため、資料の提出期限は余裕を持ったスケ

ジュールを組む必要がある。

・運営マニュアルを詳細に作成することで、セミナー当日に向けて不備・確認漏れがないかを確認できる。

また、複数の関与者による運営の場合は、役割分担を明確にすることで各会場で遅滞なく進行できる。

・アンケートはインターネットでの回答フォーム配信も検討したが、回答率が低下することを懸念し紙データで実施。

しかし、各会場で100名前後の参加者がいたため、集計後の入力業務に想定以上の時間を要した。

・Facebookの広告においては以下の点を注意して行った。

○事業に関わるページを立ち上げ、まずは関係者で「いいね！」を貯めることで、タイムライン上部に表示され

やすい状態をつくる。

○Facebookをはじめ、Twitter・Instagramなど、SNSおよびサイトごとの利用者層をイメージし、広告する媒体を

使い分ける。

○効果測定をした上で集客につながらないようであれば、停止して別の集客方法を検討する。もしくはターゲ

ティングを変更する。

◆事業実施の注意点・反省点

セミナー実施（2017年10月〜2018年１月）
・９地域（北海道、宮城、富山、東京、愛知、和歌山、鳥取、高知、福岡）にてセミナーを実施。

・セミナーの内容は、主に遊休不動産の利活用を生業とした業界から「歴史的資源を活用した観光

まちづくり」の講演や、クラウドファンディングの運営会社から「資金調達方法」の講演等。

【各セミナーの実施時期について】

2017年10月 ①東京都（142人参加） ②和歌山県（72人参加）

11月 ③北海道（135人参加） ④鳥取県（135人参加） ⑤富山県（106人参加）

12月 ⑥福岡県（107人参加） ⑦愛知県（136人参加） ⑧宮城県（108人参加）

2018年1月 ⑨高知県（90人参加）

アンケート集計業務（2017年10月〜2018年１月）
・各セミナー会場にて回収したアンケートの打ち込み、集計。

STEP４

Final

スクール形式にてセミナーを実施した。会場ごとにビジュアルを変えて、オフライン上
での集客ツールとして作成。
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【ネットワーク構築】
ネットワーク構築に向けた共通の観光資源に関する実態調査

＜百年料亭(選定期間：2017～2019年度)＞

◆事業概要

・同じ悩みや問題を抱える料亭が、全国ネットで結びつくことにより、観光資源の一つとして優位性を保
ち、将来的にも盤石な経営環境になること。

・料亭利用者が固定された客層だけでなく、広く市民から利用され、外国からも「日本料亭」の「和食」
の良さを知ってもらうこと。

※「百年料亭」とは「建物及び周辺施設等が百年以上の歴史」を持ち、「百年以上営業の実績」が有り、
更に「現在も営業」を行っている料亭と定義している。

全国百年料亭実態調査（自主調査2014年11月～2017年３月）

【総所要期間：2017年６月～2018年２月】

・全国に渡る百年料亭のネットワーク化が必要だが、個々の料亭がどの様な状況にあるのか、認識で
きていない。

課題

全国の「百年料亭」自主調査開始（2014年11月～2017年３月）

・調査対象のリスト化（職業別電話帳、商工会議所、調査会社のデータ、老舗料亭、観光協会）をし、

3,000軒にのぼる各対象の資料収集を開始。全国の料亭を訪問し、「百年料亭」構想の説明により

賛同者を増やし、ネットワーク設立の初代会員料亭を18とした。

目的

内容

全国組織「百年料亭ネットワーク」設立総会開催（2017年３月）

・ネットワークの会員である料亭にて、全国から18料亭が賛同し、設立総会を開催。

・全国の料亭が「廃業」や他職種への転換に悩んでいる等、様々な声が聞かれた。

・ネットワークに参画する料亭が一堂に会した情報交換の機会であると同時に、開催自治体との関

係性維持を目的とした。

電話ヒアリング及び料亭個別訪問（2017年９月～2018年２月）

・「全国百年料亭調査」を基に、電話ヒアリングを行い百年料亭の基準に合うかを検証し、個別

訪問先のリストを完成。

・可能性のある48軒を含む136軒へ直接訪問を開始。条件に合うかどうか不明なところが多く、

実際に現地を訪れ確認する作業が必要であった。（百年料亭の構成要件の必須項目の「門

構え」「大広間」「舞台」「庭園」を確認。定時総会の加入承認に必要な写真を撮影。）

STEP１

STEP２

STEP３

STEP４

全国各地の「百年料亭」についてアンケート（2017年７月～９月）

・全国の自治体（市・区）を通じて「全国百年料亭調査」を開始。新潟県上越市に「全国百年料亭調

査」の主旨を説明の上、同調査の協力を要請し、連名で全国843自治体に、アンケート調査を実施。

・アンケート調査は、創業・築年数・平米数・畳数・受入人数・客単価などの基本データの他に、加入

の意志、電話連絡と訪問の可否についての設問を設けて次のステップへの準備とした。

【百年料亭ツーリズムとは】
百年料亭ツーリズムとは、百年以上続く料亭を拠点として、日本の建築技術の素晴らしさと、古来より伝承

されてきた日本料理を、各地域の伝統文化の体験等とともに楽しむこと。
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総事業費 約100万円

事業委託先：NPO法人

委託内容：

①全国自治体へ「全国百年料亭調査」発送・集計

②集計結果を基に直接電話調査を実施

③その結果を協力頂いた自治体へ返送

・調査においては幾つか段階を踏むことで効果的な手法を選択することができた。初動で3,000軒にのぼる対象を

精査し、紙面によるアンケート調査及び電話でのヒアリングを経て、48軒の料亭が個別訪問の対象となった段

階でかなり加盟の確率が高まった。

・個別訪問から設立総会、シンポジウムと進む中で各種意見交換の末、料亭の課題が浮き彫りになった。

○建物の維持 ○後継者問題 ○人材の確保 である。

・ネットワークの結束を高めるという点においては、将来的な危機感を共有したことが一番効果的であった。

上記の共通の課題認識から、これまで料亭は「地元のお客様に利用してもらう」という考えから「域外から誘客

する」存在になっていくべきだという考え方に認識が改まってきた。

・これらの活動を通じ、設立時の料亭の加盟数18を維持している。

（設立以降の活動により新たに加盟されたところと、退会をされたところの両方が存在。）

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：百年料亭ネットワーク（事務局：株式会社 ランドスタッフ）
TEL：025-524-0001 URL：http://www.100nen.info/

・ 「全国百年料亭調査」が地方公共団体からの協力が得られたことがポイント。

地方自治体からの協力は必須であり、実査にあたっては自治体との連名で依頼することで効果が得られた。

・地方自治体の協力を得るために、「百年料亭」という存在が今後いかに地域の観光資源として各地の既存の資

源と融合しながら、地域に誘客を促す要因になるということを時間を掛けて、しっかりと説明することに尽きた。ど

の様なテーマにおいても同様な手法が有効である。

◆事業実施の注意点・反省点

全国自治体から提出された料亭調査表 第２回定時総会時に新規加入で
挨拶する彦根市料亭伊勢幾社長

「百年料亭シンポジウム」開催（2017年11月）

・2017年11月長野県松本市に於いてメンバーの料亭にて開催。参加者27名と一般傍聴10名超。

・個別訪問から浮かび上がった料亭共通・固有の課題とその料亭が立地する自治体の課題は整理

する必要があったため、シンポジウムでは「料亭」「自治体」二つの分科会を設けて議論。

・協議会全体として今後地域の観光資源として料亭の存在感を上げていくために会員である全て

の料亭が外国人観光客の獲得へ取り組んでいくことを決定。

Final
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【ネットワーク構築】
サミット等開催による加盟メリット創出とネットワーク強化

＜全国ご当地マラソン(選定期間：2017～2019年度) ＞

◆事業概要

・日本全国のマラソン大会（約1,800大会）の中でも地域に密着した大会が一堂に会し、情報を共有す
るためのネットワークを構築すること。

・地域に密着した各大会がネットワークより得た情報を旅行者（国内・国外）への発信に活用し、大会参
加を促すことにより、さらに多くの参加者を獲得し、延いては地域活性化の実現を図ること。

定期総会とマラソンサミットの開催
【総所要時間：2017年6月～2020年1月】

・近年は、東京や大阪をはじめとする都市型大会が各県庁所在地で開催される一方で、地方のマラソ
ン大会は開催規模、集客ともに一時期よりかなり衰退している。

課題

「全国ご当地マラソン協議会」の発足とマラソンサミットの開催（2017年7月～2018年3月）

・ご当地マラソンの活用による地方誘客を最終的な目的とし、『全国ご当地マラソン協議会』を発足。

メディアと旅行業者のネットワークを活用し、全国のご当地マラソン大会団体へ加盟募集。

・「マラソンサミット」は加盟の可否を問わず参加可能。加盟数増加を目指して開催。

マラソン運営に必要な情報提供や、専門家招請による観光客誘致に欠かせないノウハウを提供。

目的

内容

「全国ご当地マラソン協議会」定期総会2回とマラソンサミットの開催（2019年4月～2020年3月）

【定期総会】

・「公式HPによる広報」や「メガマラソンEXPO出展」や「外国人（中国人）専用エントリー開設」、「新

規入会セミナー開催」により加盟大会の定着・拡大に繋がる取り組みについて協議した。

【マラソンサミット】※「マラソンサミット」商標登録決定

・加盟大会の拡大に向けて、加盟により安価に活用可能な新たなコンテンツの紹介を行った。

＜新規導入したコンテンツ例＞

1.加盟大会同士が多額の費用を掛けない形で相互PRを構築

2.ミスユニバースと「健康と美」をテーマに業務提携(ゲストランナーとして招待可能)

3.大学駅伝チームと業務提携(ゲストランナーとして招待可能。

4.ご当地エントリーの開設(開設準備中)

5.ジョギングマラソン振興議員連盟と連携

STEP１

STEP２

STEP３

「全国ご当地マラソン協議会」定期総会2回とマラソンサミットの開催（2018年4月～2019年3月）

【定期総会】

・さらなるネットワークの強化と拡大を目的に加盟大会が一同に会する定期総会を開設・実施

・加盟大会の関係を深めるため、総会後に懇親会を設定。

【マラソンサミット】

・有益な情報を提供し加盟大会の増加に繋げるため、他大会の運営（今回、山中湖ロードレース、

奈良マラソン）における成功例や失敗談などを共有する場を設ける。多岐にわたるジャンルの話

を持ち回りで共有することで、参加者の知見を広げる場とする。

【全国ご当地マラソンツーリズムとは】
日本全国津々浦々で開催されているマラソン大会の中には、マラソンの競技大会としてだけではなく、地

域の特産品や観光資源と密接に関わった大会が多く存在する。そういった観光要素も含んだマラソン大会へ
の参加を促すことで、競技としてだけではなくその地を自分の足で巡ることにより新たな魅力に気づいてもら
う、体験ツーリズムの一種。

*ご当地エントリーとは、ご当地マラソンHPから
地域のマラソン大会に直接エントリー可能な仕組み

地域を駅伝合宿候補地としても紹介）
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総事業費 約300万円

事業委託先：スポーツイベント企画

運営会社

委託内容：運営委託および案内業務

【参加者実績】

2017年度：（参加団体：102団体/行政・外郭団体57、企業45）

2018年度：（参加団体：100団体/行政・外郭団体67、企業33）

2019年度：（参加団体：145団体/行政・外郭団体100、企業45）

【ネットワーク構築による成果】

・加盟大会（行政・民間）間のネットワークが構築され運営ノウハウが強化された。

・加盟大会とご当地エントリーが連携することで観光誘致に繋がった。

・加盟大会と旅行業者とのネットワークが構築され、宿泊等のパッケージ化されたツアー造成に繋がった。

・観光誘致に積極的な団体が加盟することでマラソン振興の機運が醸成された。

【全国ご当地マラソン協議会 の効果】

（協議会全体の参加者数と経済効果/ 2019年4月1日～12月31日。有効24団体）

〇参加者数 231,600名

〇直接経済効果 6億7,200万円（エントリー手数料）

*直接経済効果=協議会加盟大会が大会参加手数料として得た、販売総額。

〇間接経済効果 33.6億円（参加者の消費額）

*間接経済効果＝参加者アンケートから算出した想定の旅行消費額(宿泊、交通、食事等)

【協議会開催による成果】

・加盟大会の横連携ができ、各マラソン大会の運営ノウハウ強化に役立てている。

・各企業、団体と連携することで新たなコンテンツが生まれ各大会の魅力発信の一助となった。

・加盟数が多くなってきたことで、今後ご当地エントリーが開発されれば、エントリーサイトを通じてランナーが他

の加盟大会を知るきっかけとなり、加盟大会間の誘客へ結びつける事ができる。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：全国ご当地マラソン協議会（事務局：株式会社 パワーフロンティア）
TEL：06-7172-4431 URL：https://japan-marathon.jp/

・定期総会の開催にあたり、参加者の興味を持続させるように他大会の運営について成功や失敗談を持ち回りで

加盟大会やメガマラソンに打診することで参加者の知見を広げる。

・加盟大会の連携を促進するため、運営についての時間を設けノウハウ共有を図る。

・マラソンサミットの開催地については東京での開催が多かったが、地方（遠方）からも多くの方に参加してもらうた

めに、各地区（東北、関西、九州など）での開催についても今後検討を重ねる。

◆事業実施の注意点・反省点

定期総会 新規入会セミナー

協議会の自立に向けた取組（2020年4月以降）

・2020年度以降も内容の拡充を行いながら継続して定期総会、マラソンサミットを実施予定。

・引き続き加盟大会からの会費制度を継続。

・公式HPからのご当地エントリーにてランナーへのポイント導入（ポイントによる参加費割り引き、現

地の特産物のプレゼント等のメリットを打ち出す予定）、またさらなる地域活性化に繋げるべく加盟

大会を周遊できる旅行プランの提供を実施予定。

・総会、マラソンサミットより得た知識（天災時の対応や運営ノウハウ）を活用できる仕組みを確立。

・法人格（一般社団法人）の取得に向けた作業を開始。

Final

マラソンEXPO出展
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【ネットワーク構築】

宙ツーリズム振興に向けた協議会立ち上げ
＜宙ツーリズム(選定期間：2018～2021年度) ＞

◆事業概要

・協議会の6つの事業を推進するための基盤となる事務局の整備と併せ、各理事の専門領域に応じた
事業担当体制を構築する。

・会員同士が情報共有や連携した活動を相談するといったコミュニケーションできる機会を、ウェブ上に
設け、会員間のネットワークを構築する。

宙ツーリズム振興に向けた協議会立ち上げ
【総所要時間：2020年5月～2021年2月】

・社団法人として2年目の事業遂行に向かい、これまでは協議会全体としてひとつひとつの事
業に理事全員が関わりながら計画を策定し推進してきているが、さらに多くの事業に取り組
むためには個々の事業に対する体制の必要性がある。

・協議会の基盤として、新規会員（団体・個人）の入会促進は非常に重要であるが、会員への
利益提供となる、会員間のコミュニケーションを図れる機会が少ない。

（2020年5月～2020年6月）

・各理事の担当事業を事業毎に1～2名とし、主体的に事業を計画・実施できる体制とした。

【事業1】宙ツーリズムに関するマーケティング調査：1名

【事業2】宙ツーリズム企画・活動計画の立案・実施：1名

【事業3】宙ツーリズム振興に向けた協議会事業の立ち上げ：1名

【事業4】宙ツーリズムの魅力発信によるブランディング：2名

【事業5】シンポ・セミナー開催・参加による宙観光の知見のシェアと新会員の吸引：1名

【事業6】旅行博・イベント等への参加による情報発信とネットワーク構築：1名

・理事会で事業計画の検討や実施のサポート体制や、個人会員が参画する事務局を設けた。

【基本業務】 ・会員への情報提供、会費請求・入会管理、会員情報の整理とアップデイト

・新規会員への協議会活動の紹介、Webへの記事掲出要領などの提供

【Web関連】・会員が掲出情報を受け取りWebアップ、メンテナンス、バージョンアップ

【イベント・行事関連】・協議会の総会の運営、主催するイベントの準備・実施他

課題

目的

内容

STEP１

【宙ツーリズムとは】
宙ツーリズムとは、リアルで美しい星空や千載一遇の天文現象だけでなく、オーロラ
観賞やご来光、ロケット打ち上げ体験等を楽しむツーリズムのことであり、これらを
気軽にかつ快適に観賞できるもの。

STEP２ （2020年7月～2020年9月）

・7月の年次総会にて、コロナ禍により一部内容修正が生じたが協議会の取組事業を発表。社団法

人2年目の事務局体制や個人会員によるWeb編集やシステム構築の推進体制も紹介。

【事業1】宙ツーリズムに関するマーケティング調査

これまでの市場把握調査と今年度初となる「宙ツーリズム」の認知度調査を当初から後ろ倒しして

11月に実施する。

【事業2】宙ツーリズム企画・活動計画の立案・実施

検討したターゲット毎のツアー企画の新規立案は困難となり、オンライン企画を検討する。

【事業3】宙ツーリズム振興に向けた協議会事業の立ち上げ

ノウハウ共有を目的とした事業プログラムを会員に紹介した。会員のニーズを受け、まず実績を

つくることから説明し、「宙旅ナビゲーター」の育成に着手する。
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（2020年10月～2020年12月）

・イベント・ツアー事業や人材育成の取組への準備を活かし、観光庁他事業ではあるが、協議会会

員である鳥取県（星取県）と連携し、鳥取砂丘での星取スターナイトイベントが採択され実施した。

・「宙旅ナビゲーター」講座プログラムを作成した。（1月に講座予定するも緊急事態宣言で見送り）

・宙ツーリズムの魅力をより楽しむため、宙ブランディングとして「宙グルメ®」をデビューさせた。

STEP３

【事業4】宙ツーリズムの魅力発信によるブランディング

Webページの改訂として、協議会としての活動紹介のページの新設や英文ページ着手を説明した。

「＃宙ツーリズム」を活用したSNS展開への協力を要請した。

【事業5】シンポジウム・セミナー開催・参加による宙観光の知見のシェアと新会員の吸引

総会当日に「宙ツーリズム」で活躍する各地の人材や、宙旅ナビゲーター育成の計画をテーマに、

総会の開催以前にシンポジウムを開催したことを報告した。次回のシンポジウム開催の時期を検

討することを説明した。（7月開催）

【事業6】旅行博・イベント等への参加による情報発信とネットワーク構築

ツーリズムEXPO＠沖縄へ来場者参加、宙フェス2020東京日本橋へ出店する計画を説明した。

STEP２

FINAL （2021年1月～2021年2月）

・事業3のプログラムのひとつとして、会員の進めるオンラインプラネタリウムの取組を組

み入れた。また、ツアー等実施には食も欠かせないコンテンツであるため、

宙ツーリズムの魅力をより楽しむために宙をモチーフにした「宙グルメ®」の開発・普及

活動を開始。鳥取県でデビューさせたメニューをモデルケースとする。

・会員間の情報共有を増やすために、宙ツーリズムのWebサイト内に、会員用のコミュニ

ケーション機能を構築し、会員同士のネットワークやコミュニティの構築に着手した。

・宙（星空）を観光資源とした地域ブランディングを千葉県山武市へ提案し、2月27日に「宙の日」イ

ベントを開催し、約100名の参加があった。

＜「さんむ宙の日」イベント＞

◆16:00～16:50 縣先生講演会「星空＆宇宙の魅力星を活用した地域活性化について」

◆17:30頃～18:30 さんむ星空コンシュルジュによる地元住民向け月の出観賞会

◆19:30～20:30 さんむ星空コンシュルジュによる、宿泊キャンパー向け満月観望会

総事業費 約430万円

事業委託先：旅行会社

委託内容：約33万円

◆事業実施の結果と活用方法

・7月の総会では57名が参加、理事9名と事務局6名が主体的に、事業計画を立案・発表ができた。
・観光庁他事業ではあるが採択され、これまでの準備してきた事業の一部を実施することができた。
・会員へ提供した事業プログラムは13種類の活用メニューを掲載できたが、コロナ禍により活用事例を増やすこ
とが出来なかった。宙（星空）を観光資源として地域ブランディングを千葉県山武市へ提案し、2月27日に「宙の
日」イベント開催が出来たので、これをモデルとしていきたい。 ※詳細は前頁に記載

◆事業実施の注意点・反省点

・協議会活動に積極的な会員を事務局に参画させ、共に取組を検討することは、ツアーやイベントを実際に執り
行っている側のニーズや期待が把握でき、協議会の計画策定や会員とのコミュニケーションにも有効である。コ
ロナ禍だからこそ価値ある取組を提供するための知見やノウハウの蓄積が重要である。

・今後、事業プログラムが会員へ活用され、利益提供に繋げるためには、会員の抱える課題や協議会への要望・
期待を把握し、会員からの提案も受けながら内容を改訂していくことが必要である。

・イベントの開催あたり、オンラインによるシンポジウムの実績をつくることができた。今後のオンライン開催に活
かすだけでなく、関連のシンポジウムへの発表者としての参加機会を増やしたい。

問合せ：一般社団法人宙ツーリズム推進協議会（事務局）
TEL：080-2366-7703 URL：secretariat@soratourism.com

「宙グルメ®」の例





マーケティング調査



【マーケティング調査】
スタンプラリーの実施による観光客動向調査

＜街道観光(選定期間：2016～2018年度)＞

◆事業概要

・旧街道沿線の地域資源を発掘し、国道や高速道路等も利用して、広域で街道を観光活用するための
仕組みづくりも兼ねた街道スタンプラリーを試行、「街道観光」の周知と観光客の周遊促進を図ること。

「箱根八里」スタンプラリーの実施
【総所要時間：2017年７月～12月】

・「箱根八里」が神奈川県と静岡県にまたがっているが、これまで両県での交流がほとんどなく、連携
意欲の醸成に繋がるような契機もなかった。

・「箱根八里」に係る観光資源として認知されていない。
課題

企画調整（2017年７月上旬～８月下旬）

・箱根八里街道観光推進協議会（三島市、小田原市、箱根町、函南町、他）と共に、「箱根八里」ス
タンプラリー実施内容（スタンプラリーの実施時期、スタンプラリーのルール、周遊箇所・施設、チ
ラシ・スタンプ台配置場所、運営体制、実施費用等）について協議。

目的

内容

スタンプラリー実施調整（2017年９月上旬～９月下旬）

・スタンプラリー実施要領（広報手段、用紙の回収方法等）の立案。

・スタンプラリーポイントについて検討し、「箱根八里」に因んだ８ヶ所のスタンプポイントの設定（沿

線の主な観光スポット）。

・各スタンプポイントの管理者とスタンプ及びスタンプラリー用紙等の設置場所、スタンプ用紙の回

収方法（応募箱の設置）、期間中のスタンプラリー用備品の管理等に関する協議と調整。

STEP１

STEP２

STEP３ スタンプ帳作成等（2017年９月中旬～９月下旬）

・スタンプラリー用紙に掲載する周遊アンケート内容の企画・検討。

・スタンプラリーの参加意欲を高め参加者の周遊率を上げるとともに、「箱根八里」沿線の特産品の

ＰＲのため、スタンプラリー用景品（「箱根八里」特産品）提供を関係団体、事業者に依頼。

・スタンプラリー用紙の企画・作成

スタンプラリー用紙への周遊アンケートの併載。「箱根八里」観光客の特性や動向について把握

することを目的に、アンケート内容を検討。アンケート項目として、「箱根八里」までの交通手段や

「箱根八里」の魅力、休憩所の案内内容などを設定。

STEP４ 広報及びスタンプラリー実施（2017年10月下旬～11月下旬）

・沿線２市２町（三島市、小田原市、箱根町、函南町）の市役所ＨＰ等、観光協会のＨＰ等で「箱根八

里」スタンプラリーの広報を実施。

・スタンプラリーポイント（８ヶ所）の設営とスタンプラリー用紙（15,000部）の配備。

・「箱根八里」スタンプラリーの実施

スタンプラリー用紙の現地（スタンプポイント）応募、郵送応募の両方へ対応。

【街道観光とは】
江戸時代の街道は、総延長約1万5000kmのネットワークで日本の津々浦々を結んでいた。参勤交代や旅

の原点といわれる伊勢詣でなどの往来により、街道を通じた人や物、情報の大交流が興り、わが国独自の
文化や伝統、習俗、歴史景観が沿線に育まれた。これらの街道を訪れる「街道観光」は日本人観光客にとっ
ては日本の再発見の機会を、海外からの観光客に対しては日本と日本人の暮らしを見(観)、知（識）り、体験
する舞台を提供する。
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総事業費 約50万円
事業委託先：観光推進協議会

委託内容：「箱根八里」スタンプラリー実施に伴う現地

調整及び実施

期間中のスタンプポイント等の運営・管理

スタンプラリー用紙の作成

・周遊動向アンケートの実施や、スタンプを訪れた順に押させることで、参加者がどの観光施設へ訪れ、どのよう

な順で周遊したか等を把握することができ、観光客の「箱根八里」管内の行動履歴を調査することができた。

スタンプラリーアンケート応募者数：142名 ※実施期間：10月下旬～11月下旬

・スタンプラリーポイントの設定を通じて、来訪者の立ち寄りポイントを把握することができた。

・把握した周遊動向にもとづく「箱根八里」モデルコースの設定や旅行商品づくりに反映していく想定。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：街道観光推進会議（事務局：特定非営利活動法人 全国街道交流会議）
TEL：092-832-8580

・スタンプラリーを実施する場合は、スタンプラリーのルート選定に係る現地調査、スタンプラリー期間中の事務

局運営、景品・備品等の手配・管理、緊急時のマニュアル作成・その対応等、各種役割分担が必要である。

・協議会は地域がそれぞれ独自にスタンプラリーの取組が実施できるよう、運営手法をまとめて提供できるよう

にするとともに、各地域で実施することのできる人材を育てる必要がある。

◆事業実施の注意点・反省点

「箱根八里」に因み、８ヶ所にスタンプ
ポイントを設けた。（道の駅箱根峠）

「箱根八里」には、江戸時代の街道旅を
追体験できる並木、石畳、一里塚、関所
などがフルセットで残されている。

成果取りまとめ（2017年12月上旬～12月中旬）

・スタンプラリー用紙の回収・整理。

・スタンプラリー応募者数の集計とアンケートの集計・分析。

Final
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【マーケティング調査】
旅行商品造成に向けたモニターツアーの実施

＜アニメツーリズム(選定期間：2017～2019年度)＞

◆事業概要

・アニメツーリズムで来訪する海外のアニメファンが地域への利益に資する観光消費を行うかを把握す
ること。

・複数の“アニメ聖地”をまとめて巡る団体ツアーは商品として販売可能かどうかを検証すること。

埼玉県アニメ聖地モニターツアー
【総所要期間： 2017年８月～2018年１月】

・アニメの聖地巡礼で地域に来訪するお客様の「旅行消費額」「消費傾向」が判明していない。加えて、
そのデータがないため、アニメツーリズムによる観光振興を検討する地域の観光事業者や自治体が
二の足を踏んでいる。

・アニメ聖地という概念が海外にはほとんどない。加えて、アニメツーリズムの旅行商品において、どん
な観光コンテンツがアニメファンに効果的かなどのデータがない。

課題

旅程案作成（2017年8月）
・アニメ作品の版権元（著作権者）との調整

“アニメ聖地”の登場する作品の版権元に、モニターツアー実施の許諾を得る必要があり、ツアー
内容によっては版権元に断られるリスクもあるため、慎重に調整を図る必要があった。

・ツアー内容の検討
アニメの舞台となった場所と地域の観光資源及びイベントと絡めてツアー実施する意向で検討。
加えて、参加者の消費欲求の喚起や地域のファンへとつなげるために、アニメファンに寄り添いな
がら地域の価値を伝えてきた地域の方々を「アニメツーリズムアンバサダー」として役割を担って
もらい、ツアー立案・実施への協力を依頼するとともに、ツアー当日も参加し、ツアー参加者とコ
ミュニケーションの場を創出。

目的

内容

モニター募集（2017年９月～2017年10月）
・海外メディアを活用したツアー応募（529名の応募があった※募集期間：2017年９月中旬～下旬）
広告・出版社と事業連携し、その会社の海外現地法人が所有するSNSを活用して、参加募集の告
知。応募に際しては、ツアーで巡るアニメ聖地の作品のファンであることを条件とし、加えて「ツ
アーにかける思い」や「使用しているSNSアカウント」などの詳細なアンケート回答を求めた。

STEP１

STEP２

STEP３ モニター選定（2017年10月中旬～2017年10月下旬）
・中国、台湾、香港、タイ、マレーシアの５つの国や地域から計15人を選定。
選定については、モニターツアーの趣旨、真にアニメ聖地への思いを有するかなど、モニターツ
アーの趣旨に合った人を選考するよう気をつけた。

STEP４ “旅のしおり”制作ほかツアー催行準備等（2017年11月）
・ツアーの行程表に、地域での観光消費を促進するため、旅への期待を高める事前情報として、ア
ニメで描写があった施設やスポット等の写真、グルメ情報等を掲載した“旅のしおり”を作成。

【アニメツーリズムとは】
アニメツーリズムとは、アニメ作品の舞台や作品・クリエイターにゆかりのある地域（＝アニメ聖地）を巡る

旅行のことで、アニメファンの間では「聖地巡礼」とも呼ばれているもの。アニメをきっかけに地域を訪れたファ
ンが、地域の食や文化、人に触れる中で、地域そのもののファンになるという事例も多数報告されてる。
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総事業費 約970万円

事業委託先：①旅行会社 ②版権元

委託内容：①モニターツアーの造成及び募集、

アンケート翻訳及び集計

②コンテンツの利用許諾

・モニター15人の１日あたりの平均消費額（13,621円）は、JNTO発表の「平成28年度 訪日外国人消費動向調査」
における全国籍・地域の１泊当たりの旅行中支出平均額（12,851円）を上回った。一方、消費傾向においては、
地域に購買したいものがなければ、東京でアニメグッズや化粧品などを購買することもわかった。

・ 「アニメファンを地域のファン」にするためには、アニメを活用した観光振興を推進する人物（＝アニメツーリズム
アンバサダー）とのコミュニケーションを図ることがツアー参加者にとっても、旅行商品造成者にとっても重要であ
るとわかった。アニメ作品とその地域との関係性やアニメ作品を活用し地域を盛り上げてきた取組を参加者に語
ることによって、アンバサダーは参加者の地域に対する価値感を上げることができた。

・アニメはニッチなマーケットであり、有名観光地や有名観光施設を巡る団体ツアーのようにはなり得ないと想定
していたが、同じ趣味趣向、同じアニメ作品を好きな者達が集まる場合、観光においても、国籍や言語を超えて
参加者全員がツアーを楽しんでいた。そのため、 FITが伸長している昨今であるが、アニメツーリズムは個人向
け及び団体向けツアーのどちらも成立することがわかった。

・日本らしい文化に触れる体験（「着物体験」や「秩父の夜祭」、「神社の参拝、お守り購入」など）は特に高い評価
であったため、アニメツーリズムに絡めて用意することが重要と認識した。

・本来、次のステップとして「ツアー商品の造成」を念頭に置いていたが、そもそも海外のアニメファンを取り込む以
前にインバウンド観光客の受入体制整備に課題があることがわかった。
そのため、「アニメツーリズムが地域にとって取り組むに値する」という事実を地域と共有しつつ、まずは受入体
制の整備を促すための説得材料として本事業の成果を活用した。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：一般社団法人 アニメツーリズム協会
TEL：03-3238-0278 URL：https://animetourism88.com/

・版権調整は、アニメツーリズムに関する事業実施において重要である。地域とのタイアップ企画がそのアニメ作
品の世界観を壊さないか、また企画実施後の経済効果等の理由で可否が決まる。
更に、版権元とのビジネスは版元のプロデューサーとのコミュニケーション（共通言語等を活用した）が重要にな
るため、仲介する専門の人材が必要である。

・アンバサダーとの普段からの関係構築については、業界用語や、版権に対する意識等のアニメツーリズムを推
進する上での必要な認識を共有しておくことや、地域が求めるものに対して真摯に向き合う等の定常的なコミュ
ニケーションにより信頼関係をひとつひとつ作っていく地道な取組が重要。

・モニターの質を確保するため、モニターに関するできるだけの情報を事前に確認し、バランスを見ながら丁寧に
選ぶこと。

・アニメツーリズムによる外国語通訳は、単なる通訳業務を行う者でなく、参加者が求めるものに対応でき、アニメ
や地域に知見のある通訳を起用すること。

・受入側が紹介したい観光資源を予めちゃんと準備し、“しおり”に掲載するようにしておくこと。一方で、受入側が
行ってもらいたいところに無理やり行かせても検証にならないので、情報は伝えるものの、できるだけ判断をモ
ニター自身に委ねるようにすること。

◆事業実施の注意点・反省点

アニメとコラボした地域のお土産が売れる
一方、なければ秋葉原に行ってしまう人も。

元々知らなかったアニメ作品でも、地域の
取組を知ることで興味を持つ場合もある。

モニターツアー実施（2017年12月初旬）
・貸切バスを使い、池袋を出発地として秩父、川越、久喜を巡る４泊５日のツアーを実施。
秩父で「秩父の夜祭」が開催されるタイミングに合わせてツアーを実施し、夜の花火も堪能しても
らう等の工夫もした。

・移動および宿泊は同一行動だが、日中に各地域にいる間は自由行動とし、それぞれどのような行
動特性が見られたかを検証。ツアーの中で何を買い、いくら使ったかや、何が印象に残ったかを
写真で報告させるとともに、アンケートを実施した。

Final
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【マーケティング調査】
実際の旅行商品を想定した有料モニターツアー

＜日本巡礼文化発祥の道(選定期間：2017～2018年度)＞

◆事業概要

・新たなターゲットとして期待する「30代～40代のファミリー層」のニーズを調査すること。
・“特別感”を演出するコンテンツをツアーに組み込み、その魅力度と満足度を測定すること。

「西国三十三所の旅」有料モニターツアー
【総所要期間：2018年８月～2019年３月】

・「西国三十三所」へ観光客を誘致するために、新たなターゲット層（若年層）の掘り起こしが必要。
・（コア層でない）一般的な観光客を惹きつけるコンテンツ創出が必要。

課題

協力会社の選定 （2018年８月）

・西国三十三所への観光客はシニア層が中心であり、前年度の調査で30～40代の巡礼文化に対

する認知度が低いことが明らかになった（30代の認知度17％、40代の認知度20％）。

・今後、観光客を誘致拡大するためには、この世代の掘り起こしが必要であるとの考えに至った。

・30代～40代の需要を正確に把握するため、当該年代を多く囲い込むことができると想定された

「福利厚生」会員組織を介して募集することとなった。

目的

内容

ツアーの企画造成 （2018年９月）

・これまで「西国巡礼」をしたことがない潜在的な顧客（特に30代～40代ファミリー層）に対し、「行っ

てみよう」「体験してみよう」という気持ちを喚起させる特別感のある企画を検証。

・サンプル数の確保と分析の精度を上げるためモニターツアーを２種類設定。

・１本目：石山寺のイベントに併せ11月に設定。（イベントは西国三十三箇所のスイーツを集結させ

たスイーツ博。西国三十三所では女性客をターゲットにスイーツ巡礼をプロモーション中）。

・２本目：ツアー造成の経験値が低い兵庫県の札所でコースを設定。

・ “特別感”（寺院での説明や接遇）を演出するため、札所との協力体制を構築し企画。

STEP１

STEP２

STEP３ アンケートの設計と募集 （2018年10月、2019年１月）

・アンケートは、全体的なツアーの印象だけではなく各コンテンツ毎に評価をいただき、何が観光客

に受けるのかを導き出す設計にした。今後の商品造成の参考データとすることを目的とした。

・協力会社と連携し、ツアー募集の特設WEBサイト開設・運営。また、会員に対するメールマガジン

の配信を行い、集客を行った。旅行代金6,900円で募集。

【西国三十三所観音巡礼とは】
平成３０年に草創１３００年を迎え、「巡礼」の中で最も歴史が古いことで知られる「西国三十三所観音巡

礼」は、関西２府５県約９３０キロに及ぶそのコース上に点在する個性豊かな３３の寺院を巡る旅のスタイル
のこと。

20



総事業費 約200万円

事業委託先：福利厚生関連企業

委託内容：西国三十三所特別ツアー造成、

会員向けWEBサイトにて「西国三十三所巡礼」の

特集ページ作成、掲載等の情報発信

・新たなターゲット層として期待する30代～40代の需要を正確に把握するため、当該年代を多く囲い込むことが

できると仮定された「福利厚生」会員組織を介して募集。 また、“無料だから参加する”という人を避けて、正確な

需要を測るべく、無料ではなく実際のマーケットに即した価格設定（有料）とした。

・有料でも参加者を集めることができたことから、一定の需要があることが分かった。

・今回は30～40代をターゲットに募集を展開したものの、実際の参加者は50歳以上に集中。30～40代を集客する

ためには、さらに当該年代の参加しやすい環境（家族連れ対応等）や当該年代に合わせたコンテンツの磨き上

げが必要。

・今回の”特別感“を演出したコンテンツの評価は高く、50代以上には十分に需要があることがうかがえた。特に、

三井寺での座禅と法話では、「普段できない貴重な体験ができた」と参加者の評価が高かった。また、50代以上

の参加者でも巡礼が初めての方がほとんどであることから、普段できない貴重な体験ができる旅行商品が、 50

代以上の一般的な層に十分に通用することが読み取れた。

・巡礼には時間が必要こともあり、先達（コアな層）は60代以降が大部分を占める。その１つ前の世代である50代

を取り込むことが、戦略的にも有効(アンケートも高評価であった）あるとの結果を得ることができた。

・今回の調査結果を、今後のプロモーション戦略の立案やツアー造成するうえでの基礎データとして活用する。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：西国巡礼地域連携協議会（事務局：西国三十三所札所会）
TEL：077-548-8621 URL：https://www.saikoku33-1300years.jp/collaboration/

・昨年度のアンケート結果から若年層の認知度が低く、今後伸ばしていくことのできるターゲットとして有望である

と考えたが、実際には若年層を集客することができなかった。これまで集めることができていかなかった客層を

呼込むためには、モニターツアーを実施する以前に、まずはその客層が、訪れたいと考えているか、その世代

の嗜好性、ツアー参加にあたって何が障壁となっているか等をしっかりと調査する必要があった。

◆事業実施の注意点・反省点

事業実施結果の検証と報告次回への展開 （2019年３月）

・アンケート結果の分析などを通し、本事業の実施結果について効果測定を実施。

得られた結果から、次年度に向けた課題の抽出を行い、具体的な行動計画に落とすこととした。

Final

募集パンフレット

有料モニターツアー実施

【1本目のツアー】（2018年11月）

・2018年11月：第13番札所「石山寺」、第14番札所「三井寺」を巡るツアーを実施。石山寺では写経、

念珠作り、印仏しおり作りなど、お寺ならではの体験、三井寺では座禅体験を実施した。

観光要素としては、昼食の地元料理(近江牛バーベキュー)等を取り入れた。

・14名の方が参加した。男女比率では女性の参加が圧倒的に多かった。

30代は１組、それ以外は50 代以上の参加者となり、求めていたターゲット層よりも全体的に年齢

層が高い傾向となった。

【2本目のツアー】（2019年3月）

・2019年３月：第24番札所「中山寺」、第27番札所「圓教寺」を巡るツアーを実施。圓教寺では法話

を拝聴。しいたけ狩りやバーベキューなど観光要素との組合せを図った。

STEP４

21



【マーケティング調査】
観光客受入状況に関する実態調査

＜ Industrial Study Tourism (選定期間：2018年度～2020年度)＞

◆事業概要

・外国から日本に企業視察やMICE関連等事業で訪れている実態を把握し、誘客・受入に向けた効果
的な戦略を策定すること。

MICE市場等による産業訪問受入の実態調査
【総所要期間：2018年７月～2019年１月】

・産業観光の主体である訪問受入先企業の地域でのインバウンド受入、MICE連携等についての実態
が明らかとなっていない。

課題

アンケート調査票の検討、関係者へのヒアリング（2018年７月～９月）

・基本調査票 地域向け・企業向けの２種類作成

項目：受入内容、受入数、受入環境整備内容の有無、予約手法、案内手法、広報内容、地域間・

異業種連携の有無、旅行会社・プロモーション会社連携の有無、課金システムの有無、商

品化（プログラム化） 等

・基本調査票を基に関係者ヒアリングによる項目追加

地域、企業、MICE、修学旅行関団体、関係者に広くヒアリングを行い、必要と思われる内容を設

問に追加した。地域の産業観光コーディネーターの存在や必要性、国内外の修学旅行者参加者

数の項目等を追加。

目的

内容

アンケート調査票の準備・配信（2018年10月～11月）

・地域向け調査票

アンケート票（エクセルデータ）を用意し、メール配信。 対象は自治体、コンベンションビューロー、

観光協会、DMO及び候補法人、商工会議所等約2,500箇所

・企業向け調査票

質問数が大量だったため、Webアンケートシステムによる調査、メール配信産業観光に取り組んで

いる事業者、産業観光まちづくり大賞受賞事業者等 約450箇所

アンケートの関係者報告（2019年１月～２月）

・全国産業観光推進協議会の事務局にて、現在の状況と乖離がないか確認。

・確認後、協議会役員・委員に報告を行い、会員・アンケート回答者に情報を提供。

STEP１

STEP２

STEP３

Final

アンケートのとりまとめ・報告書納品（2018年12月）

・今後、産業訪問に取組地域の方が参考にすることを想定し、分かりやすい内容、グラフにした。

・自由記述回答については分類を分け、より内容の本質が明らかになるように整理。

【Industrial Study Tourism（産業訪問）とは】
「Industrial Study Tourism (産業訪問) 」は、「産業観光」、すなわち歴史的・文化的価値のある産業文化財

（古い機械器具、工場遺構などのいわゆる産業遺産）、生産現場（工場、工房等）及び産業製品を観光資源
とし、それらを通じてものづくりの心にふれるとともに、人的交流を促進する観光のうち、訪日外国人のビジネ
ス客を対象にしたもの。（注：産業の中には一、二、三次各分野の産業を含む。）
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総事業費 約230万円

事業委託先：調査会社

委託内容：「実態調査 MICE連携、産業訪問実態把握

調査」の調査票の作成、実施、とりまとめ

・地域・企業向けアンケート調査共に現在の産業観光の取組から産業訪問の受入の実態、課題など幅広く尋ね

ることができた。それにより、どこから、どのように問合せ、予約があるのか、地域や企業内にコーディネートが

できる人材がいるのか、どのような組織と連携しているか等が明らかとなった。

例１）商談目的の視察受入だけではなく、アジア全般に日本のものづくり精神に繋がる、企業理念、改善活動、

人材育成などの研修プログラムを提供している企業があることが判明した。日本独自のシステムに関心が

高いことが判明した。

例２）日本の伝統文化については、欧米豪の方の関心が高く、食、織物、陶器等の共同開発も聞かれる。

例３）ターゲット対象、ＰＲ方法、連携先等が判明し、具体的な今後の事業戦略の参考にした。

・調査結果を「産業訪問データベース」や「産業訪問Ｗｅｂサイト」の構築にも活用した。

例）参加者が必要と思われる項目の設定、受入対応（パンフレット、商談会、懇親会等）、料金、さらに参加者の

利便性向上を図るため、コーディネーターの有無、コンベンション施設の有無、ユニークベニュー・の有無、

宿泊施設の有無、地域のおすすめなど地域全体の情報を追加した。

・協議会関係者には調査結果を共有し、今後の事業戦略に活かす。アンケート回答者、産業観光関係者にも今

後の取組に向けた参考資料として概要を提供した。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：全国産業観光推進協議会（事務局：公益社団法人 日本観光振興協会総合調査研究所）

TEL：03-6435-8333 URL：https://industrial-study-tourism.jp

・産業観光の取組から産業訪問受入の実態を調査するにあたり、幅広い関係者からヒアリングしたことで、アン

ケートの体系の作成、確認に時間を要した。

・地域からの回答は約280サンプル（配信先約2,500箇所）、企業からの回答は約30サンプル（配信先約280箇所）

となった。どちらも約1割の回答であった。特に企業向けアンケートは質問数も多く、Ｗｅｂ上によるアンケートシ

ステムを導入したことも中小事業者の手を煩わせるイメージに繋がり、多くのサンプル数に至らなかった。来年

度に向けて質問数を必要最低限に抑え、記入しやすい内容にて回答率を上げ、継続的にすすめることを検討し

て参りたい。

◆事業実施の注意点・反省点

2017年 参加者数、消費額推計総額 2017年 参加者の情報源、
予約方法、満足度
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【マーケティング調査】
観光客のニーズ調査及び受入施設の実態・課題調査

＜宙ツーリズム(選定期間：2018年度～2020年度)＞

◆事業概要

・「宙ツーリズム」の市場ポテンシャルを推測するとともに、今後のマーケティング戦略立案に必要な、
会員の提供し得る観光資源の情報整理と、ターゲット（特に「一般層」）のニーズや特徴を把握する。

宙観光に関する観光客ニーズと受入施設の実態・課題の調査
【総所要時間：2018年７月～2019年２月】

・市場規模や宙観光資源の魅力について整理ができていない。（マーケティング）
・星空や天文・宇宙の観光資源の把握ができていない。（業界内でのナレッジ共有）
・悪天候対策の不備、語り部の連携不足、地域特有の体験プランの不備。（プロデュース力）

課題

観光資源の現状調査アンケート（対象：会員／2018年７月～12月）

・会員（14団体）が管理する”宙”関連施設や”宙“観光資源を集約（どこに何があるか確認）。

・会員が抱える課題の抽出と協議会への要望等を把握。

・上記を通し、多岐にわたる観光資源をカテゴリー別（星空観賞、宇宙技術の見学施設、イベント

運営、学術的研究等）に分類し課題と要望を仕分。

目的

内容

「市場規模把握」と「一般層の嗜好」に関するウェブ調査（対象：一般／2018年９月～12月）

・WEBアンケートで一般を対象に約1,000名のサンプルを収集。

・宙ツーリズムの市場ポテンシャルが予想を上回る規模（4,000万人）であることを把握した。

（すでに宙ツーリズムを体験したことのある層は850万人と推定されることも判明。）

・アンケートでは、多種多様な宙ツーリズムの形がある中で、一般層がどのような商品に興味があ

るか、どのような展について魅力を感じるかを調査するため、典型的な４タイプのコンテンツ（星空

観賞、ロケット見学、天文施設、イベント）を含む旅行について調査。具体的な商品例を示して調

査することで、アンケート回答者がイメージしやすいよう工夫した。

STEP１

STEP２

STEP３ ツアー参加者・来館者に対する「アンケート調査」の実態把握（対象：会員／2018年11～12月）

・ツアー実施している会員や施設運営している会員が実施している独自アンケート調査の把握。
・ITを活用した統一的なアンケート調査システムの構築も視野に入れる。

STEP４ 特徴的な活動に対するヒヤリング調査（対象：会員６団体／2018年11月～2019年２月）

・会員団体のなかから特徴的な（誘客に向けた）活動をしている６団体へヒアリング調査。
・宙ツーリズムとしての課題解決に繋がるポイントの発見。
・他地域・団体への展開可能な、優れた知見・ノウハウの抽出を図った。

Sola旅クラブ「ロケット打上げ応援ツアー」

東京発３日間：158,000円
種子島へロケット打ち上げを見に行こう！体に響く轟音と共に力強く打ち上がる光景は、
動画などでは決して味わえない一生ものの感動体験です。
（魅力のポイント）
射点に最も近い／種子島宇宙センターも見学／打ち上げを経験しているベテラン添乗
員同行／プチ宇宙教室を開催／記念グッズ進呈／ロケット関連グッヅが当たる抽選会
の実施

実際の事例（旅行商品）

【宙ツーリズムとは】
宙ツーリズムとは、リアルで美しい星空や千載一遇の天文現象だけでなく、オーロラ観賞やご来光、ロケッ

ト打ち上げ体験等を楽しむツーリズムのことであり、これらを気軽にかつ快適に観賞できるもの。
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宙ツーリズム参加者（既存）の体験内
容

宙ツーリズムに参加したい人（新規）の興味のある
内容

総事業費 約400万円

事業委託先：①調査会社 ②広告会社

委託内容：①４種類のマーケティング調査の企画・設計・実施・

分析

②４種類のマーケティング調査の企画・設計・実施・

分析の総括と調査結果発信

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：宙ツーリズム推進協議会（事務局：株式会社 電通）
TEL：03-6216-8829 URL：https://soratourism.com/

・本年度の調査計画は宙ツーリズムの全体的な市場規模や、今後吸引が期待できる「一般層」の嗜好性の調査
に重点を置いた。このため、マニア層に対するアプローチが浅かった（嗜好性を深堀する質問に欠けた）部分が
ある。
リピーターとして有望な、すでに宙ツーリズムに参加している層に対する嗜好性の調査が次年度以降の課題と
なっている。

◆事業実施の注意点・反省点

・一般に対するウェブ調査から、新たなターゲットとする「一般層」は、推定4,000万人に上ることが判明。
・ウェブ調査の結果、「プラネタリウムでの天文体験」や「月食や日食の観測」については、興味があり実際に参加
した人も多く、引き続き人気のコンテンツである。一方、「星空観賞」や「ロケット打ち上げ」については参加経験
はないものの、興味のあるコンテンツとして上位に位置しており、この調査により、興味がありながらまだツアー
に参加していない一般層が多くいることがわかった。

・また、典型的な４タイプのコンテンツ（星空観賞、ロケット見学、天文施設、イベント）の調査からは、それぞれの
コンテンツに対する一般層の印象は、“壮大・スケールが大きい”、“美しい・きれい”、“知識向上に役立つ”等、
コンテンツによって様々であることが分かり、今後プロモーションや旅行商品造成の参考とする。
一方、具体的なツアーを見た上で参加したくないと答えた客層について、興味があるにもかかわらず参加したく
ないとした人がどの程度いるのか、それがどのような理由（価格の高さ、日程の長さ、天候不順のリスク等）なの
かなど、参加したくないとした人たちを今後取り込むための調査までするには至らなかった。

・会員がこれまで培ってきた宙ツーリズムとしての知見やノウハウは、それぞれの地域・団体により異なるが、他
地域や団体にとっても有効。今後、有益な情報の会員への共有を図ることで、協議会の存在価値を高め、会員
の拡大につなげることで、自立への準備を図る。

マーケティング調査の情報共有（2019年２月）

・調査結果をプレス発表。宙ツーリズムの浸透を目指し、マーケティング情報を広範囲に公表。

・他地域・団体への波及効果も期待。

Final
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【マーケティング調査】
台湾市民モニターツアー実施による外国人観光客の実態調査

＜百年料亭(選定期間：2017～2019年度) ＞

◆事業概要

・お客様を日本人に限っている古来の考え方を改革し、外国人のお客様を増やすこと。
・外国人のお客様を増やすために、外国人観光客のニーズを掴むこと。

台湾市民モニターツアーの実施

【総所要期間：2019年5月～2019年12月】

・百年料亭を利用するお客様が年々減少傾向にあり、お客様の数を増やさなければ今後も百年料亭
を継続して経営していくことが難しい。課題

モニターツアー内容事前協議（2019年5月～2019年6月）

・全国の料亭へ外国人観光客を誘致し、「百年料亭」を世界に開かれたものとするため、過去2年間

実施してきた台湾旅行会社ファムトリップの結果を元にツアー内容の検討を実施。

・「台湾の旅行会社が『料亭』を昼食場所として利用し始めていること」、「特に歴史的建造物で日本

庭園を見ながら料亭料理を食することに感銘を受けること」を踏まえ、台湾市民の「富裕層」を対

象としたツアーを実施することに決定。

・参加者から飛行機代等を自己負担金として徴収することで、富裕層向けのモニターツアーを実現

する方針を立てた。

目的

内容

ツアー募集の委託先選定（2019年6月）

・過去2年間台湾旅行会社ファムトリップに携わっており百年料亭への理解が深い現地旅行会社が、

台湾市民の募集についてもノウハウがあるということで、委託内容の相談の上、委託することに決

定した。

STEP１

STEP２

STEP３ ツアーコースおよび参加者負担金の検討（2019年7月～8月）

ツアー参加費を一部参加者負担とすることで、当初1コース予定のツアーを2コース催行できた。

料亭のみならず、その周辺の観光資源を周遊できるコースを造成した。

【１コース目：「九州方面」（北九州空港発着）】

・以下のコースを計画し、自己負担金の設定を行う。(自己負担金1人当り121,000円に確定)

①中津市観光、日本料理・筑紫亭 ②臼杵市観光、ふぐ日本料理・喜楽庵

③熊本市観光、料亭・田吾作 ④長崎市観光、料亭・一力

⑤北九州市観光、料亭・金鍋

【2コース目「北陸近畿方面」（富山空港着、中部国際空港発）】

・以下のコースを計画し、自己負担金の設定を行う。(自己負担金1人当り110,000円に確定)

飛行機代と宿泊代を自己負担とし、それ以外の経費は支援金を充当した。

①上越市観光、百年料亭・宇喜世 ②富山市観光、磯料理・松月

③加賀市観光、料亭・明月楼 ④彦根市観光、御料理・伊勢幾

【百年料亭ツーリズムとは】
百年料亭ツーリズムとは、百年以上続く料亭を拠点として、日本の建築技術の素晴らしさと、古来より伝承

されてきた日本料理を、各地域の伝統文化の体験等とともに楽しむこと。
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総事業費 約280万円

事業委託先：台湾現地旅行会社

委託内容：

日本国内交通費、引率費用、通訳費用、

事務費（計画書作成、参加者募集、

報告書作成、諸経費等）

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：百年料亭ネットワーク（事務局：株式会社 ランドスタッフ）
TEL：025-524-0001 URL：http://www.100nen.info/

◆事業実施の注意点・反省点

門司港レトロの観光 国宝・彦根城観光喜楽庵の茶台寿司

ツアー参加者の募集及びモニターツアー2コースの実施（2019年7月～2019年9月）

・富裕層をターゲットとしているため、様々な団体や趣味の会・女性サークル等に声をかけて募集を

行い、計26名の参加者(会社経営者・会社経営者の奥様が中心)の集客につなげた。

・ツアー実施前には、ツアー訪問先の各市役所に出向き、地元目線での地域観光について情報収

集するとともに、各料亭へ出向き料理内容や金額等の調整を対面で行った。

・モニターツアーは、5日間2パターンのコース(九州コース、北陸・近畿コース)を実施。行程中の食

事が「料亭料理」中心となるため、参加者から食事メニューの偏りについて指摘されないような配

慮を心掛けた。ハモ懐石料理、茶台寿司、フグ会席料理、卓袱料理、牛鍋のように各料亭ごとに

異なるものを提供するよう調整した。

STEP４

実施結果の振り返り、今後への展開の検討（2019年10月～2019年12月）

・参加者からのアンケート結果や各料亭からのフィードバックを踏まえ、百年料亭に対する外国人

旅行者のニーズや課題等を把握。得られた結果から、さらなる百年料亭への誘客につながる受

入環境整備や旅行会社への情報発信等の取り組みを検討し進めていく。

Final

・訪日旅行の費用感（ツアー総額、各食事の単価）について掴むことができた。

・ツアー終了後、参加者が本ツアーコースと同じ場所を再訪するなどの二次的効果が見られた。

・日本の料亭と台湾の料亭との情報交換、相互交流を図るきっかけとなった。

・今回のツアー実施により判明した旅行者のニーズや課題を踏まえ、今後のより良い受入環境整備向上につな

げていく必要がある。

【参加者アンケートを踏まえた結果】

・各料亭が「料亭料理」の中に、各料亭の特徴を活かした独自の料理提供に反響が良かった。

・富裕層はゴールデンルートへ行きなれているため、地方都市へのモニターツアーはとても喜ばれていた。

・また参加したいという声が多数あがった。

・料亭の料理が配膳されるまでの時間が2時間以上と長すぎるという意見があった。

・モニターツアーではなく実際のツアーに組み込む場合には、4～7日間の滞在期間中に、料亭を含めるのは

1～2ヶ所程度が望ましいことが分かった。

・過密スケジュールのモニターツアーでは行程が予定通り進まない可能性が高いため、時間に余裕を持った行程

を作成し、きちんと行程管理が可能なガイドを手配する必要性を感じた。

・食事以外の部分にも見学者を惹きつけ、より旅行者に満足いただくために、女将や仲居が和服で登場し、英語

で素材から調味料、煮物、焼き物、揚げ物などについて説明できるような内容受入環境整備も必要と感じた。

・海外の旅行会社と連携する際には、訪日旅行を専門とし現地で訪日旅行客誘客へ影響力がある、日本人なら

ではの感性を持った日本人と組むと良いことが分かった。

・モニター参加者募集の際には、現地の旅行会社と値ごろ感を相談し、対象の参加者が納得して参加できる料金

設定を行うことが重要。
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【マーケティング調査】
インバウンド獲得のためのモデル地域による現地調査
＜ONSEN・ガストロノミーツーリズム(選定期間：2018年度～2020年度) ＞

◆事業概要

・現地調査により地域コンテンツの上質化をはかり、長期滞在を楽しめる地域づくりをすること。
※「地域コンテンツの上質化」とは、その地域にとってありふれた体験コンテンツを地域ならではのス

トーリーに重ねて紹介可能にすること。
・温泉地への旅行客数を拡大するため、インバウンド旅行者の誘客に繋がる現地調査とツアー造成等
を実施することで、インバウンド旅行客のニーズを掴むこと。

モデル地域での長期滞在型ツアーの造成・実施
【総所要時間：2018年8月～2020年1月】

・1日限定で開催する「ONSEN・ガストロノミーウォーキング」は既に各地で実施しているが、単発で終
了するため、温泉地は持続的な経済効果が得られていない。

・温泉地への旅行客数が伸び悩んでいる。

課題

現地調査（2018年8月～2019年1月）
・インバウンドを温泉地に呼び込むためには数日間楽しめるコンテンツが必要であるため、インバ
ウンド向けの長期滞在プラン造成に向けて、専門家による現地調査・マーケティング調査を実施。

・日本国内において、インバウンド向けに「歩き」や「交流」、「深い理解」、「真の日本の姿」を重要視
した体験型・長期滞在ツアーを実施している Walk Japan と連携し、モデル地域候補地の視察を実
施。地域コンテンツの上質化をはかるためのアドバイスを得た。

目的

内容

モデル地域選定・ツアー造成（2019年2月～2019年5月）
現地調査の結果、モデル地域候補地から大分県・熊本県及び岐阜県を選定。過度に観光地化さ

れておらず、ウォーキングツアーとしての適性（地形のなだらかさ、施設の受け入れ定員）が好まし
いかどうかを選定基準とした。

Walk Japanのコンセプトとツーリズムの長期滞在の方向性をすり合わせ、以下を前提条件として
長期滞在プランを造成した。
《前提条件》
・4泊5日のツアープランとすること。
・欧米豪、シンガポール、香港等の英語圏の富裕層をターゲットとすること。
・大衆向けの観光地ではなく、特別感が感じられるエリアを対象とすること。
・人数は最大でも12名ほどの少人数グループとすること。
・日本に関する知識が豊富なツアーガイド（英語が話せる）が同行すること。
・地域との交流要素（ガストロノミー含）を踏まえること。
・現地集合・解散とすること。
・地域の食、食文化に触れることができること。
・温泉宿に原則宿泊すること。
・1日数キロメートルのウォーキングを実施すること。
・地点間の移動は貸切バスを利用すること（ただし1回あたり1時間以内）。

STEP１

STEP２

【ONSEN・ガストロノミーツーリズムとは】

日本の温泉地を拠点にして、「食」「自然」「歴史・文化」等の地域資源をウォーキング等により体感する
ツーリズムのこと。

情報発信（2019年5月～）
・海外の旅行関係メディアへのＰＲ、Walk Japanの顧客へのプロモーションを実施。当ツーリズムと
して全く新しいブランディングでのツアーの造成であり、下地がないため重点的に実施した。

・結果として欧米豪およびシンガポールの旅行系メディアに取り上げられることに成功し、定員(12
名)まで顧客を獲得できた。ツアーそのものの認知度向上のみならず、当ツーリズムの海外での認
知度向上につながった。

STEP３
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総事業費 約540万円

事業委託先：観光コンサルティング会社

委託内容：マーケティング調査、

現地調査、コース造成、

情報発信

・現地調査によってツーリズムに活用可能なコンテンツを洗い出すことができた。同時にツアー造成が困難なス

ポットも浮き彫りになったが、何が課題か洗い出せたことも今後のコンテンツの上質化へ向けては非常に有用

であった。

例）景観：過度に観光地化されている、他との差別化ができない町並み

接遇：宿泊先の清潔さ、飲食店に座敷しかなく外国人が使いにくいなど

・調査結果を活用し欧米豪インバウンド向けの単価の高いツアーを造成でき、地域のポテンシャルも向上した。

※本ツアーは来年度以降も継続して実施予定で既に完売している。(4月大分熊本、11月岐阜)

・海外における認知度が向上し、温泉文化をより欧米豪のニーズに沿った形で伝えられる土壌が整った。

【ツアーリーダーからのフィードバックを踏まえた結果】

・国内の一般観光客向けの場所を訪れるよりも歴史や温泉の利用方法などに焦点を当てたほうが良いとの意見

あったため、今度見直しをはかる。

・食事の量が多すぎるという声があったため、次回以降は食べ歩きの回数や食事のバランスを改善していく。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構ネットワーク
（事務局：一般社団法人 ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構）

TEL：03-6733-4126 URL：http://www.onsen-gastronomy.com

・長期滞在の訪日旅行者向けのプログラム構築を行うには十分な準備期間を要するため注意が必要になる。

・今回の大分&熊本ツアーではラグビーワールドカップの影響により宿の確保が難しくなることが想定できたため、

1年程前から宿泊先の手配を進めていた。宿泊先の先行手配にあたっては、ツアー実施時期にその方面でイベ

ントの開催がないか、1年程前からでも予約を受け付けられる施設かあるか確認することも重要である。

・事業を継続していくことでツアー内容が上質化し、地域との信頼関係も構築できるため、ツアーを磨きあげてい

くためには長期的な目線を持って複数年で事業を継続していくこと、地域のコンテンツの磨きあげにあたり、同

種の事業に強みのある事業者と連携することが重要になり、良いヒントが得られる。

・ツアー造成にあたっては、プランの前提条件をきちんと決めておくことで軸のブレないツアー構築が可能になる。

◆事業実施の注意点・反省点

一般参加者向け有料ツアー催行（2019年10月、11月）
欧米豪、シンガポールの50～70代が中心に参加。各ツアーの概要は以下の通り。
①”ONSEN GASTRONOMY: GIFU” (2019/10/16-10/20) ※参加者13名

旅程：名古屋～郡上八幡～白鳥～糸城～高山～奥飛騨～松本
（白山信仰における水への崇拝を宮司から直接聞き、滝を見学、その後水の恵みである鮎や米、
酒を食する等の体験が含まれる）

②”ONSEN GASTRONOMY: OITA & KUMAMOTO”  (2019/11/12-11/16) ※参加者13名
旅程：別府～国東半島～湯布院～小国～黒川温泉～豊後大野～竹田～長湯温泉～大分市
（廃線となり草が茂った路線「旧国鉄宮原線」の遊歩道をウォーキングし、到着地点にある地元の
レストランで大分の郷土料理であるだんご汁を食する等の体験が含まれる)

STEP４

事業結果の検証、今後の展開（2019年11月～2020年1月）
・ツアー参加者、ツアーを引率したツアーリーダーからのフィードバックを踏まえ、詳細レポートのと
りまとめを実施。今後は、移動の効率性や体験の所要時間・参加者の反応を踏まえた行程の変
更、ウォーキングコース難易度の見直しを進める。また、コンテンツについては、温泉と食文化を
歴史的背景を含めてよりうまく伝えられるような工夫が必要。

Final

ちゃんこ鍋屋で相撲にまつ
わる話を聞きながら楽しむ

神社にて地域の自然崇拝に
ついて宮司より学ぶ

旧国鉄宮原線遊歩道
をウォーキング
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受入環境整備



【受入環境整備】
外国人観光客受入のための多言語指さしガイド作成

＜酒蔵ツーリズム(選定期間：2016～2018年度)＞

◆事業概要

・酒蔵が負担に感じない程度の英語版ガイド及びガイドマニュアル等の標準化ツールを作成、共有す
ることで、準備から実施までトータルの受入体制を整備すること。

酒蔵共通指さしガイド（英語版）・ガイドマニュアルの作成
【総所要時間：2017年９月～2018年１月】

・外国人観光客に対して「試飲・販売・見学」を選任スタッフにより実施できる酒蔵は一部であり、中小
の酒蔵は蔵案内を実施したくとも、「時間」「手間」「英語」というハードルが存在する。

・酒蔵に語学対応が可能なスタッフがいなくても、案内が可能な受入体制の整備が必要である。
課題

酒蔵英語指さしガイドのシナリオ作成（2017年９月～10月）

・協議会メンバー、観光関係者、日本酒の専門家、酒蔵などに対し、これまで酒蔵見学に外国人が

来た際の反応等をヒアリングし、外国人が酒造りの背景にある文化にも関心を示すことが分かっ

た。

・酒造りの工程に終始しない、楽しめて日本文化を感じられる、酒蔵見学のシナリオを作成。

目的

内容

酒蔵英語指さしガイドの日本語テキスト作成、イラスト選定（2017年11月～12月）

・STEP１のシナリオに基づき構成。

・日本語テキストの英訳とネイティブチェック、専門用語のチェックを実施。

・英語が話せない人が、片言でも案内が可能な様に英語のカタカナ読みを併記。

「酒蔵英語指さしガイド」「ガイドマニュアル」完成・配布（2018年２月）

・最終的な文言とイラストをチェックし完成。

・ホームページの「会員専用ページ」で公開し、会員の酒蔵に配布。

STEP１

STEP２

STEP３

Final

酒蔵英語指さしガイドの現場利用のシュミレーション（2018年1月）

・STEP２で作成した「酒蔵英語指さしガイド」を実際の酒蔵の現場に持ち込み、担当者に実際に

「酒蔵英語指さしガイド」を使って酒蔵案内のシュミレーションを行ってもらい、その様子を取材。

・同時期に上記の酒蔵を訪れた外国人に対して、このツールを使った酒蔵案内を実施。

・上記の酒蔵でのシュミレーションと外国人への実践を通じ、酒蔵や外国人からの意見と運用の

現場を取材して見えたことなどをまとめ、「酒蔵英語指さしガイド」を使うための「ガイドマニュア

ル」を作成。

・詳細な案内を記載した「酒蔵英語指さしガイド」表面の内容を、３フレーズの簡単な英語で

伝えられるよう、「酒蔵英語指さしガイド」の裏面の内容をさらにブラッシュアップ。

【酒蔵ツーリズムとは】
酒蔵ツーリズムとは、日本酒の蔵をはじめ、蒸留所やワイナリー、ブルワリーなどを巡り、地域の方々と触

れ合い、お酒を味わうとともに、そのお酒が育まれた土地を散策しながら、その土地ならではの郷土料理や
伝統文化を楽しみ、それにまつわる地域の物語を知ること。
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総事業費 約140万円

事業委託先：「食」による地域振興なども手掛ける

コンサルティング会社

委託内容：シナリオ作成、日本語のテキスト、イラ

スト選定、日本語テキスト英訳、「酒蔵

英語ガイド」「ガイドマニュアル」の制作

・本ツールを導入しているのは酒蔵単体及び都道府県単位の酒造組合を合計して20超（2019年１月現在）であり、

実際の酒蔵での外国人観光客案内時に活用している。

・酒造組合対象の研修会での活用。

・会員数は前年の30組織（29酒蔵、１酒造組合）から54組織（48酒蔵、６酒造組合）に増加。会員特典として「酒蔵

英語ガイド」をホームページでダウンロードできるようにしたことが協議会加入のメリットとなっている。

・今後導入済の酒蔵に対し一斉ヒアリングを行い、酒蔵及び来訪者双方からどの様な声が上がっているかを確

認し、ブラッシュアップしていく。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：日本酒蔵ツーリズム推進協議会（事務局：公益社団法人 日本観光振興協会）
TEL：03-6435-8335 URL：http://sakefan-tourism.com/

・同様のツールを作成するにあたってはイラストなどを入れて視覚的に分かりやすくする工夫が必要。

・最終版に落とす前に関係者への試験的運用を実施して、より実践的に則した内容にすることが肝要。

（モニターツアーにて試用して、英語が母国語で無いイタリア人にも伝わることが確認できた。）

・ホームページの会員専用ページにアップした際に、パスワードがあればだれでも自由にダウンロードできる仕組

みにしたため、誰が（どの酒蔵が）、どの位の数の酒蔵が導入したのかを把握できなかった。

それを受け2018年４月から導入意欲の有る酒蔵については、申請してもらう制度を設け、把握に努めた。

◆事業実施の注意点・反省点

神棚の説明 外国人へのお酒の製造過程の説明
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【受入環境整備】
外国人観光客受入のための共通掲示物の作成

＜社寺観光 巡礼の旅(選定期間：2016～2018年度)＞

◆事業概要

・英語の堪能な職員がいなくとも、神社・寺院における外国人参拝客の受入体制が向上すること。

社寺における外国人観光客に向けたマナー周知のための掲示物作成
【総所要時間：2017年11月～2018年１月】

・パンフレットや案内板等、英語表記の案内がない社寺が多く、外国人参拝客が社寺に訪れても基本
的なマナーや参拝の作法等を知らないまま参拝が行われていることで満足度向上の妨げとなり、社
寺と外国人参拝客双方にとって望ましくない状況となっている。

課題

掲示物作成に向けた外国人目線でのヒアリング（2017年11月）

・外国人ライターを抱える委託先企業にレクチャーを行い、外国人目線で社寺に訪れた際どういっ

た基礎知識が必要であるかを意見交換を行い課題を共有。

外国人の目線での参拝時に知りたいマナーとして以下の意見を得た。

○神社・寺院の共通点と相違点について

○参拝の方法について

○撮影の可否について 等

目的

内容

掲示物作成に向けた社寺目線でのヒアリング（2017年12月）

・協議会にて社寺の共通するマナーの項目を検討。

・協議会参画社寺にマナー項目について確認、内容の精査、追加記載事項等を聞き取りを行い、

記載項目を決定した。

○飲食・喫煙マナーについて

○携帯電話での通話や写真・動画撮影等について

○履き物（土足厳禁）のマナーについて 等

掲示物作成・配布（2018年１月）

・委託先企業と打合せ、完成イメージ・スケジュール感の共有。

・掲示物制作と校正・校了。

・マナー周知に関する掲示物納品配布。当初は協議会加入の10ヶ所で開始。

・ポイント

○掲示するだけでなく持ち運びもできるようなサイズで作成。

○社寺関係者が境内を案内するときにも携帯できる。

○QRコードを読み込んで英語解説の動画を閲覧できる。（http://jtast.jp/sahou ）

STEP１

STEP２

Final

【社寺観光とは】
神社・仏閣と地域のコミュニティーが一体となり、神社・仏閣に訪れた観光客が地域の歴史や文化・風習を

学び、体感するツーリズムのこと。
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総事業費 約30万円

事業委託先：Webコンサルティング会社

委託内容：マナー周知に関する掲示物作成

・導入社寺数が2019年１月時点で60ヶ所へ拡大。

今後の更なる拡大に向け、社寺観光連盟のホームページからダウンロードして貰えるような仕組みも検討中。

・英語解説の動画まで見られる参拝の案内はほとんどないため、外国人の受入を行っている社寺より、英語の堪

能な職員が不在の際にも、統一されたマナーの理解を深めるものとして今後継続して活用していきたいとのコメ

ントをいただいた。また、配布した他の社寺からも好評を頂いている。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：社寺観光地域連携協議会（事務局：一般社団法人 全日本社寺観光連盟）

TEL：03-6416-0166 URL：http://jtast.jp/

・取組内容について

企画内容組成の前段で、神社と寺院それぞれの関係者から事前ヒアリングを行い、内容に反映することにした

が制作途中でも、受入社寺に加わっていただいていれば内容により厚みが出たのではないか。

・マナー周知に関する掲示物の構成について

各社寺の特性に合わせて複数のパターンを準備する工夫が必要だった。

・参拝方法について

作成の掲示物には二次元バーコードの紹介のみとしたが、マナーの記載と合わせてイラストを追記したり印象

的なキャッチコピーを考えるなど、参拝客がより理解しやすく、注意の惹くデザインになるよう検討が必要であっ

た。

◆事業実施の注意点・反省点

神社・寺院に共通するマナーを主に、日本語・英語併記した掲示物を作成。また、
QRコードから参拝の作法について神社・寺院別にまとめた動画を見ることができる。

35



【受入環境整備】
ガイド人材の育成

＜サイクルツーリズム(選定期間：2017～2019年度)＞

◆事業概要

・加盟各地でのサイクルツーリズムの受け皿的人材を育成すること。
・各地のサイクリストを「サイクリングガイド」として育成することで、通年的なサイクリングガイドツアー
などの施策を実施できるようにすること。

サイクリングガイドの養成
【総所要時間：2016年６月～2018年７月】

・サイクリングイベントを活用した地方誘客にはある程度成功していたが、イベント開催時期以外の通
年的な誘客は不十分である。

・協議会加盟各地側でサイクルツーリズムの取組を牽引していく人材が不足している。
課題

国内における「サイクリングガイド」人材及び養成講習・資格についての実態調査
（2016年６月～2017年３月頃） （※自主事業として実施）
自治体並びにサイクルイベントのパートナー企業とサイクリングを活用した観光客誘致に関する協
議をした際に、以下の課題が判明した。
・現在日本国内において「サイクリングガイド」のみで事業を営み生計をたてられている事例は限定
的。

・国内でのサイクリングガイドの育成機関・資格として、民間資格ではあるが一般社団法人日本サ
イクリングガイド協会（JCGA）のものがあること。

・しかしながらJCGAの養成講習、資格制度はかなり難易度が高いものであり、養成期間（５泊６日）、
受講料（20－30万円）、合格率（60％）と、受講のハードルが高いこと。

目的

内容

入門編プログラム「TDNエスコートライダー」養成講座の開発 （2017年４月～７月）
※TDN＝「ツール・ド・ニッポン（「その土地ならでは」を感じながら、旅行気分で楽しめるような“走っ
て遊べる、自転車のイベント”）」の略称

・JCGAに直接相談し、ディスカッションを重ね、「TDNエスコートライダー」のプログラムを開発した。
プログラム内容：座学半日、実走講習２日の計2.5日間（金曜夕方、土日）で完結。

・名称は、「ガイド」と名乗ると顧客の命や安全を預かる立場としての責任が高まることから、「エス
コートライダー」とした。
あくまでも2.5日間の簡易的なプログラムであり、この講習を受けただけでは、本業として「ガイド」
を名乗れるほどのスキルを身につけられるわけではないことを、明示するためでもある。

STEP１

STEP２

STEP３ 入門編プログラム「TDNエスコートライダー」養成講座の実施 （2017年7月以降随時）
募集方法：オンライン（協議会運営事務局のHPにて応募ページ設置）

オフライン（自治体・地域のサイクルショップと協力し参加の呼びかけ）
参加者（ターゲット）：地域サイクルショップ経営者、過去サイクルイベント参加者等
養成講座内容：

●座学：道路交通法の概要説明、集団走行のルールとサイン、トラベル対応、地域案内方法
●実地研修：ペースコントロール、コース誘導判断指示、休憩地点でのマネジメント
※１名当たりの養成費用（10万円）
※講師・・・日本サイクリング協会公認サイクリングガイド普及員・認定講師（元オリンピック選手）

【サイクルツーリズムとは】
サイクルツーリズムとは「サイクリング・自転車」と「観光・旅行」を組み合わせたものであり、自転車に乗り

ながら、地域の自然や地元の人々、食事や温泉といったあらゆる観光資源を五感で感じ、楽しむことを目的
としたツーリズムのこと。
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総事業費 約290万円

事業委託先：①自転車に関するイベント実施会社

②スポーツイベント企画運営会社

委託内容：①養成講座の講師派遣、養成プログラムの

設計、実走講習の実施など。

②サイクリングガイドツアーの企画運営、

事務局業務。

・これまでに日本国内ではなかった「サイクリングガイドの入門編」と言える養成プログラムを開発することができ

た（TDNエスコートライダー）。これにより、各地で養成講習を実施できている。

・「テーマ別観光による地方誘客事業」内において、２年間で３地域22名のエスコートライダーを養成することがで

きた（事業外でも20名ほど養成）。

・具体的にサイクリングガイド養成事業に着手したことで、様々な課題も発見できた。課題発見自体が大きな成果

であるととらえている。見つかった課題に対し改善策を講じ、また新たなチャレンジをすることにより、本来の目

的である「通年的な地方誘客」への取組を加速化していく。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：全国サイクルツーリズム連携推進協議会（事務局：一般社団法人 ルーツ・スポーツ・ジャパン）
TEL：03－3354－3900 URL：https://www.tour-de-nippon.jp/series/

・「人材育成系」の事業は、地方自治体側の課題意識や需要と、受講者側の意欲や実態が乖離している可能性

もあることを念頭に置くとよい。その場合も、乖離要因を探り試行錯誤をすることで、本質的な課題解決ににじり

よっていく粘り強い姿勢が必要である。

・課題解決に対して本質的に重要なのは養成の「数」ではなく「質」である。「本当にやる気があり、実業（副業）化

の可能性がありそうな受講者」を発掘するにはどうすればよいかに知恵を絞ることが望ましい。

・本来の目的である「人材育成」のためには、受講者のやる気もさることながら、自治体側にも長期的な視点が求

められる。受講者の活躍の場をいかに作っていくかなど、実業あるいは副業化という出口を見据えた「受講後の

取組」が極めて重要である。

◆事業実施の注意点・反省点

TDNエスコートライダー」の実践の場の提供 （2018年以降随時）
・「宇都宮ブリッツェンと行く 銚子‐土浦ガイドツアー（６月30日・７月１日）」

・プロ自転車チームの宇都宮ブリッツェンとJR東日本の協力を得ながら、協議会代表団体と、加盟

団体である株式会社銚子スポーツタウンが中心となり運営。

・一般参加者はインターネットなどで募り９名が参加（応募は10名）、ガイド役を昨年度エスコートラ

イダー受講者が担当（５名参加）。

「TDNエスコートライダー」の実業（副業）化へのサポート （現在進行中）
・実践機会をさらに作り、ゆくゆくは地域のエスコートライダーが自律的にお客を得て、実業または

副業としてガイドツアーを実施していくことが理想である。

なお、この事業はまだ実現できていないため、今後も加盟地域と連携しながら模索していく。

STEP４

Final

座学の様子 出走前のブリーフィング講習の様子

【2017年度】
・東京都
（８人受講。３日目のイベント実走は台風のため中止となり、後日千葉県銚子市にて行った。）
・静岡県焼津市（４人受講。）
【2018年度】
・石川県加賀市（10人受講。）
※これら実施の他に茨城県等で計20名ほど養成。
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【受入環境整備】
外国人観光客向けイベントエントリーサイト開設

＜全国ご当地マラソン(選定期間：2017～2019年度)＞

◆事業概要

・外国人ランナーのエントリーを獲得するために専用エントリーサイトを構築すること。
・そのエントリーサイトの効果検証を行い、蓄積したノウハウを、各地域へ横展開すること。

中国からのランナー マラソン大会エントリー用予約サイト開設
【総所要時間：2017年10月～2018年10月】

・東京や大阪などのメジャーなマラソン大会には外国人参加者が年々増加しているが、地方マラソン
大会に外国人参加の前例があまりなく、またその獲得のためのノウハウ、手段が整っていない。

課題

加盟大会の外国人エントリー専用ページ開設の調査開始（2017年10月～12月）

・対象市場を「中国」に決定。訪日人数及び自国でのマラソンブームを根拠とした。

・「富士山の景観」や「フルーツピッキング」という外国人受けするコンテンツを有する大会として「山

中湖ロードレース」「ひがしねさくらんぼマラソン」を選定。

目的

内容

外国人専用エントリー予約サイト開設～告知・募集（2018年１月～ ３月）

・訪日旅行専用のサイトを構築し、中でもスポーツツーリズムのページに一定のアクセス数を誇る

旅行会社を委託先として選定。同旅行予約サイトに２大会の専用ページを開設。

・山中湖で51名、ひがしねさくらんぼで45名の申し込みがあり、初年度新規で計96名の中国からの

ランナーのエントリー獲得に成功。

取得したアンケートの集計・分析、今後の加盟大会への横展開に向けて

・分析結果から外国人ランナー参加の場合の経済的な波及効果等を読み取ることができて、今後

同種のエントリーサイトを導入していきたいと考える他の加盟大会への参考とした。

STEP１

STEP２

STEP３

Final

「追加」外国人専用エントリー予約サイト開設～告知・募集（2018年６月）

・トライアルとして「台湾」対象のエントリー開設を計画。

台北と定期路線を結ぶ富士山静岡空港の立地である「しまだ大井川マラソン」を選定。

・台湾現地で委託先旅行会社が展開するサイトに専用ページを開設したが、結果的に申し込みは３

名であった。

STEP４ 外国人ランナー申込各加盟大会にて連携（2018年５月、６月、10月）

・山中湖、ひがしねにて中国からのランナー、しまだにて台湾からのランナー専用の受付を開設。

・山中湖では26名、ひがしねでは19名のアンケートを任意で取得することができた。

山中湖、ひがしねの両大会において、専用受付ブースで対面にてアンケートを収集。

【全国ご当地マラソンツーリズムとは】
日本全国津々浦々で開催されているマラソン大会の中には、マラソンの競技大会としてだけではなく、地

域の特産品や観光資源と密接に関わった大会が多く存在する。そういった観光要素も含んだマラソン大会へ
の参加を促すことで、競技としてだけではなくその地を自分の足で巡ることにより新たな魅力に気づいてもら
う、スポーツツーリズムの一種。
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総事業費 約450万円

事業委託先：①旅行会社 ②アンケート調査会社

委託内容：①エントリーサイト開設、参加者リスト管理、

参加者渡航手配、問合せ受付、

②アンケート

・各マラソン大会のエントリー期間に対する専用エントリーサイト開設期間

山中湖ロードレース エントリー期間 1/1～2/28 サイト開設12/25～2/28

ひがしねさくらんぼマラソン大会 エントリー期間 2/1～3/31 サイト開設 1/25～3/31

しまだ大井川マラソン エントリー期間 7/3～8/31 サイト開設 8/ 3～8/31

・実績及び専用サイト開設前後での変容の考察

＜山中湖ロードレース＞

2018年はトライアルにて51名のエントリーを獲得。2019年大会はエントリー期間の途中であるが69名を獲得し

前年比35%増。（2019年2月13日現在）

＜ひがしねさくらんぼマラソン大会＞

2018年はサイト開設初年度で45名のエントリーを獲得。

＜しまだ大井川マラソン＞

2018年は３名のエントリーを獲得。サイト開設期間の箇所に記載の通り専用サイトでの受付期間が１ヶ月しか

なく、不足したことが原因と考えられる。

・専用エントリーサイトへの流入を増やすために、今回の専用ページを置いた元サイトに登録がある外国人４万人

に対して、大会ごとにメールマガジン（英語・繁体字）の送付や、専用サイト公式Facebookページにて大会告知を

行った。これにより一定の効果が出たということを元に、協議会加盟の地方大会に対し、導入へのアドバイスを

今後行っていく。

・外国人専用受付は、大会の事務局では対応ができないことから協議会にて運営。外国人ランナーに対し当該言

語での注意事項やスケジュールの案内、参加賞の授与を行ったことで、満足度が向上した。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：全国ご当地マラソン協議会（事務局：株式会社 パワーフロンティア）
TEL：06-7172-4431 URL：https://japan-marathon.jp/

・サイト構築にあたり、各大会事務局が作成する大会要項（日本語）を入手してから、翻訳作業などを介して約３

週間後にサイトアップとなった。事前に翻訳作業を行うことができれば、アップのタイミングが早くなり、エントリー

開始前の告知が可能となる。

・外国人向け専用サイトを構築するうえで対象市場に沿った言語を選択する必要がある。対応言語を増やせば市

場は大きくなるが、費用増となるため、地方都市の立地条件 （近隣空港などの就航便）に合う言語を選択する

必要がある。

・外国人ランナーの地方大会へのエントリーを獲得することは、第一義的に重要だが、周辺観光への波及効果が、

そもそもの本事業の目的であるため、専用エントリーサイトというプラットフォームを構築した以上、積極的な観

光情報発信をこちらを通じて行っていく必要がある。

・しまだ大井川マラソンについてエントリー数が少なかった原因はサイトオープンの期間が短かったと考えられ、

集客には、少なくとも一般のエントリーと同等以上の期間が必要と考える。

◆事業実施の注意点・反省点

山中湖ロードレース 外国人ランナーの大会での受付の様子

39



【受入環境整備】
エリア認定による地方誘客モデルづくり
＜郷土食探訪～フードツーリズム～(選定期間：2018年度～2020年度)＞

◆事業概要

・その土地ならではの「食・食文化」を体験でき、それが来訪の目的となる地域を「フードツーリズムエリ
ア」として認証し、その理念を普及させ、地方誘客モデルとして確立させること。

フードツーリズムエリア認証による地方誘客モデルづくり
【総所要時間：2018年５月～10月】

・「食・食文化」の体験を目的としたフードツーリズムという概念や定義がない。
・フードツーリズム体験プログラムの不足と受入体制が整備されていない。
・認知度向上のための情報発信手段の不足。

課題

フードツーリズムエリア認証の立候補地を公募（2018年５月）

・ WEBにてフードツーリズムエリア認証を目指す地域を募集、８地域がエントリーした。

・「地域食材」、「地域食文化」、「食体験ができる場所」の各一覧の提出を募集条件として設定。

・メリットとして“飲食店紹介サイト”での特集記事掲載や各種媒体露出でのPR効果を掲げた。

目的

内容

書類選考（2018年７月）

・有識者委員会（食の有識者、旅行業界、出版業界にて構成）による書類選考を実施。

・エントリーした８地域を３地域へ絞り込む。

・「食にまつわる歴史」が整理されている、「地域の食に携わる人との交流」が可能である、「体験の

場」が揃っている、以上が主な選定条件。

・落選地域へはアドバイスを実施（例：地域の食文化などを反映させた食体験の作り方など）。

誘客モデルの確立（旅行商品の販売と実施）（2018年12月～）

・”飲食店紹介サイト“に(認証地域３か所の)特集記事を掲載。

・商品化にむけたコンサルティング：北海道で２ツアー（12月）、能登で１ツアー（２月）実施。食に 関

する地域のコンテンツの商品化、募集、実施に至る誘客における一連の流れを確立。

STEP１

STEP２

STEP３

Final

現地実踏調査（2018年９月）

・書類選考で絞られた３箇所に対し、有識者委員と一般モニターによる現地実踏調査を実施。

・上記選定基準を実際に満たしているかを確認。

・最終日に有識者と地域協議会によるモデル構築に向けた意見交換会を開催。一般モニターへは

体験プランの満足度を図るためのアンケート調査を実施。

STEP４ フードツーリズムエリア認証式の開催（2018年10月）

・フードツーリズムの知名度UPを図るために認証式を開催（プレス発表を併せて実施）。

・「滋賀県」「石川県（能登島）」「北海道（札幌・函館）」を認証、モデル地域として位置づける。

・取組事例の情報共有と人材交流を図る。

【郷土食探訪～フードツーリズム～とは】
その地域ならではの食・食文化を、その地域で楽しむことを目的としたツーリズムのこと。土地を訪れ、現

地の人々と交流し、その土地ならではの食をいただく。旬の時期にしか出会えない「食材」、その土地だから
こそ味わえる「食材の鮮度」、食体験の場として地域の景観や自然をも体感しながら脱日常を経験することが
できる。
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総事業費 約300万円

事業委託先：旅行会社

委託内容：フードツーリズム認証地域における

需要・満足度等関連調査

・認証式でのプレスリリースにより、フードツーリズムの概念（定義）が広く発信された。

・認証（モデル）地域の一つ札幌・函館エリアでは、旅行商品を造成。12月にツアーを実施。函館ツアーに６名、札

幌ツアーに21名が参加。その様子は、地元の新聞にも掲載された。体験プログラムのモデル構築に繋がった。

・認証（モデル）地域の特集ページを作成しWEBに掲載。新たな切り口による魅力創造と商品の質が担保されるこ

とが認証地域で再確認され、ツーリズム推進の当事者意識が更に高まった。フードツーリズムの効果を実感す

ることができた。

・認証エリアのモデルケースをリリース。フードツーリズムに取組みたいという地域からの問合せが増えた。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：日本フードツーリズム連携協議会（事務局：日本フードツーリズム協会）
TEL：03-6228-4469 URL：http://area.food-tourism.jp/

・地域住民不在で商業的にフードツーリズムの取組を実施されてしまうと、地域に定着せず継続しない。

・地域の自治体をはじめ様々な組織との連携を図ることが重要。その為には、それを推進するリーダー的人材が

必要。 “人材確保”を認証地域の選定条件に組み込むことが改善点。

・フードツーリズム認証エリアへのエントリーを増やすための工夫が必要。次年度は、本年度の落選地域への働

きかけや、フードツーリズムマイスターへの積極的な情報発信などを通し参画地域の増加を狙う。

◆事業実施の注意点・反省点

能登島食体験（モニターの様子） 地域協議会との意見交換
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【受入環境整備】
ガイドパンフレットの製作による地域との連携づくり

＜アニメツーリズム(選定期間：2017～2019年度) ＞

◆事業概要

・パンフレット製作を“第一歩”とし、アニメ聖地としてアニメファンをおもてなしするための受入体制整備
を進める土壌を整えること。

・地域側も費用を負担してパンフレット製作に携わることでアニメファンに対する受入環境整備を “自分
事”として捉えてもらい、今後どのような整備を行うべきか地域に検討いただく契機とすること。

アニメ聖地ガイドパンフレットの製作
【総所要期間： 2019年7月～2019年12月】

・アニメ聖地を訪れるファンを“おもてなし”する民間事業者・アニメ聖地のマインドセットが不十分。
・アニメファンが地域を巡るための、アニメとコラボしたパンフレットがほとんどの街で設置されていない。
・アニメとコラボしたパンフレット製作のための予算を、地域がなかなか捻出できない。

課題

石垣市を舞台にした新アニメ作品の放送情報の確認及び作品側への連携打診（2019年8月）
・「2020年1月放送開始の天体観測をテーマにしたアニメ作品『恋する小惑星』に石垣市が登場す
る」との情報を得た。情報の確実性を確認すると共に、石垣市を舞台とした作品として地域情報を
発信可能か作品側に問い合わせ。

・結果として「放送終了まではネタバレになるため『石垣市がアニメ聖地』との情報発信は不可だが、
放送後であれば可能」という回答を得る。今後の取組を見据えて放送開始前からの連携を打診。

目的

内容

宙ツーリズム推進協議会との連携（2019年9月～10月）
・「アニメ聖地」ではなく「天体観測の聖地」としての石垣市を、アニメのキャラクターがナビゲートす
る形式でパンフレットを制作する方針に決定。

・「天体観測」に強みを持つ宙ツーリズム推進協議会へ連携を打診の結果、快諾いただいたため、
地域との橋渡しや天体観測に関しての情報提供を依頼。

・石垣島の天体観測関連スポット（天文台やプラネタリウム等）や「天体観測」に知見のある人物（一
般社団法人星空保護推進機構 上野様）の紹介を受け、現地調査を実施。上野様は調査時のア
テンド役として同行。

STEP２

STEP３

【アニメツーリズムとは】
アニメツーリズムとは、アニメ作品の舞台や作品・クリエイターにゆかりのある地域（＝アニメ聖地）を巡る

旅行のことで、アニメファンの間では「聖地巡礼」とも呼ばれている。アニメをきっかけに地域を訪れたファンが、
地域の食や文化、人に触れる中で、地域そのもののファンになるという事例も多数報告されている。

アニメファンがパンフレットに期待することをリサーチ（2019年7月）
・コンテンツツーリズム学会の会長を務める法政大学大学院の増淵敏之教授のゼミの時間を拝借。
約20名の大学院生に、既存の“アニメを活用した地域の観光パンフレット”を検討してもらい、「ど
のような要素が必要か」を、グループワークを踏まえて発表。

・「ファンはアニメ聖地で作品の世界観に浸りたい」という声を踏まえ、その“いざない”になるような
作りを目指すことが望ましい、との結論が出た。この結果を受け、フォントや色遣い及びパンフレッ
ト内のアニメビジュアルまで細部への工夫を施すこととした。

STEP１

STEP４ 石垣市・石垣市観光交流協会との連携（2019年10月～11月）
・「紹介するスポットの選定」や、「保有する写真素材の提供」及び「紹介する各スポットの住所等の
確認」を石垣市役所に協力依頼。

・石垣島を訪問し、石垣市役所が保有していない紹介スポットの写真を現地カメラマン協力のもと撮
影。石垣市役所・石垣市観光交流協会にも訪問し、事業の趣旨説明やパンフレットの配布協力依
頼を行う。
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総事業費 約170万円

事業委託先：①印刷会社 ②制作会社

委託内容：パンフレットのデザイン及び編集、

原稿製作

・観光振興に際してこれまでアニメを活用した経験が無かった石垣市において、事前に版権利用のマナーを自治
体側に啓発することができた。

・アニメ放送開始前、石垣市観光交流協会が主体的に協会会員である民間事業者へアニメを活用した誘客への
協力を呼びかける動きがあり、今後民間事業者が主体的にアニメを活用した“おもてなし”に取り組みやすい素
地を作ることができた。

・宙ツーリズム推進協議会及び当協議会との関与をきっかけに、今後より前向きに取り組むきっかけを作ることが
できた。

・宙ツーリズム推進協議会との連携事例ができた。具体的には、天体観測ファンとアニメファンがこの取り組みを
介して交わることが期待できる取組の素地ができた。

・アニメのポスター貼付やパンフレットの設置等、地域がアニメファンを積極的に歓迎する姿勢ができ、地域がアニ
メファンの誘客について考える契機となった。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：一般社団法人 アニメツーリズム協会
TEL：03-3238-0278 URL：https://animetourism88.com/

・アニメ版権の利用に際しては版権元の意向が最優先されるため、その意向をもとに作業工程を組み立てること
が現実的かつ建設的である。

・自治体は前年に要求した予算を踏まえて計画された年度当初の予算とスケジュールに応じて事業を実施する。
このため同年度内に「自治体への企画提案～自治体での事業実施」につなげることは、予算及び作業時間の確
保の側面から厳しいことが多く、余裕をもった製作スケジュールを確保することが必要である。

・市が主体となる観光パンフレットの製作に際しては、公共の事業として実施するため特定の民間事業者が裨益
するような情報掲載が厳しいケースが多い（観光協会が主体の場合はその限りではない）。そのため「何をもっ
て観光振興とするか」について、自治体側と問題意識を事前にすり合わせておかなければ内容や紹介するもの
について齟齬が生じやすいため注意が必要である。

◆事業実施の注意点・反省点

宙ツーリズム推進協議会、
石垣市と連携して作成した
パンフレットの表紙

夜は満天の星を眺められる
スポット、バンナ公園
「南の島展望台」

巨大な電波望遠鏡を擁する
「国立天文台VERA 石垣島観測」。
夜はライトアップされて圧巻の見
応え

FINAL パンフレットの製作、配布（2019年12月）
・宙ツーリズム推進協議会、アニメ版権元、石垣市それぞれの意向を反映させると共に、アニメファ
ンが石垣島を訪れたくなるような仕立てでパンフレット（「星空案内ブックレット」）を製作。

・パンフレットは「アニメ聖地88」1番札所インフォメーションセンター(東京都千代田区)とは別に現地
にも複数個所配布。石垣市役所、石垣市観光交流協会及びパンフレットへの掲載許可が得られ
た各施設に配布。各施設には、本パンフレットの趣旨と意義を伝え、配布協力を依頼。

・アニメ放送終了後、石垣市を本作品『恋する小惑星』の「アニメ聖地」と謳えるようになれば、当協
会としてもより深く関与することができる見込みである。ツアー商品の造成も視野に、様々な取組
を仕掛けたい。
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【受入環境整備】
エリア探索サイクリングによる地域回遊の仕組みづくり

＜サイクルツーリズム(選定期間：2017～2019年度) ＞

◆事業概要

・当該地域内の広域での回遊性や地域事業者との交流が増えるサイクリングコンテンツ（本提案）を用
意することで、既存のコンテンツ（大型イベント事業等）との相互補完的な役割を可能にし、より地域
の需要にあったサイクルツーリズム施策の展開を可能にする。

・事前準備、当日運営共に工数を削減し、効率的に展開が可能なコンテンツの造成をはかる。

・ツール・ド・ニッポンがこれまでに主に開催してきたサイクリングイベント（ロングライド・エンデューロ・
ヒルクライム）は、サイクリストの集客力や話題性というインパクトがある。一方で、滞在エリアはメイン
会場周辺に限られ、市内の回遊も「イベント後」が主になるため地域への誘客という意味では十分で
ないエリアもあった。

・大型のサイクルイベントは集客力があるが、準備や当日運営に多くのマンパワーや工数がかかり、
地域側の疲弊を招く一因となっていた。

課題

地域における、サイクルツーリズム事業（主にイベント事業）課題の抽出（2016年）
・全国各地の自治体から現在の取り組み（主にイベント事業）の課題をヒアリングしたところ、次の3
点が分かった。
①既存サイクリングイベント（ロングライド・エンデューロ・ヒルクライム）は、サイクリストの集客力や

話題性というインパクトはある。一方で、滞在エリアはメイン会場周辺に限られ、市内の回遊も「イ
ベント後」が主になるため地域への誘客という意味では十分でないエリアもある。

②大型のサイクルイベントは集客力があるが、準備や当日運営に多くのマンパワーや工数がかか
り、地域側の疲弊を招く一因となっている。

③大型イベントのみでは対象が中級以上のサイクリストとなるケースが多く、初心者や自分の自転
車を持っていないレベルの方の参加が少なかった。

※ポイント：企画から入るのではなく「課題の把握とその解決方法」という視点

目的

内容

上記課題を解決することのできる新規コンテンツ企画のアイデア会議 （2016年初頭～夏頃）
・上記課題を解決し、かつ新たなサイクルツーリズム顧客（＝走行強度は求めないが、サイクリング
を楽しみたい層）の開拓にもつながるような新規サイクリングコンテンツの企画開発に取り組んだ。
国内外のサイクリング以外も含めた様々な事例を研究し、主に代表団体の職員が行った。

・エリア内に設定された立ち寄りスポットを、コースは自由で走ったり歩いたりしながら楽しむ種目と
して「ロゲイニング」があり一定の参加者層があることが分かった。また写真を撮影しながらそれを
行うジャンルもあることが確認された。ただし自転車で行うものは国内ではほどんどなかった。

・米国で「アーレ―キャットレース（ALLEY CAT RACE）」なる、指定されたチェックポイントを順番に
回る自転車レース大会が開催されていることが確認された。ただしこれはメッセンジャー（自転車
宅配人）を対象としたもので、比較的競技性が強いものであった。

⇓
・これらのアイデアを下敷きにし、サイクリングを活用しながら地域の観光資源やご当地スポットを
自由に回り、地域を楽しむことでポイントが獲得できるという全く新しいコンセプトのサイクリングコ
ンテンツ「ライドハンターズ」の原型となるアイデアを企画した。

※ポイント：サイクリング以外の別の業界で既に成功しているモデルを参考にした。

STEP１

STEP２

【サイクルツーリズムとは】
サイクルツーリズムとは「サイクリング・自転車」と「観光・旅行」を組み合わせたものであり、自転車に乗り

ながら、地域の自然や地元の人々、食事や温泉といったあらゆる観光資源を五感で感じ、楽しむことを目的
としたツーリズムのこと。

『ライドハンターズ』
※エリア内に設定された立ち寄りスポットを探索し、ポイント数を競うことを楽しむサイクリングゲーム

【総所要時間：2016年6月～2020年1月】
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総事業費 約3,200万円

事業委託先：スポーツイベント企画運営会社

委託内容：事業全般の企画運営、事務局業務。

・開催地域数：8地域（内1地域は台風で2020年4月に振替開催となった。）

・参加者総数：518人

・立ち寄りスポット総数：7,644箇所（1人あたり平均14-15箇所）

・お土産購入回数、飲食店利用回数、地点での消費単価(推定)についても算出した。

・イベントのメイン会場付近のみでなく、市内回遊に繋がる仕組みを実現した。

・今後のライドハンターズ事業の展開および当地でのサイクリスト向けサービス開発などに活用。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：全国サイクルツーリズム連携推進協議会（事務局：一般社団法人 ルーツ・スポーツ・ジャパン）
TEL：03－3354－3900 URL：http://roots-sports.jp/service/consulting/cycletourism/

・新しいコンテンツを開発する際に、「現状の課題の把握とその解決のために」という視点で臨めるとよい。プロダ

クトアウトではなくマーケットイン的な視点が必要。

・新規コンテンツを試す際には机上のみで論じるのではなく、対象顧客に実際に体験してもらい、STEP4に記載の

ようにフィードバックを得ながら微調整を繰り返すとよい。

・新たなアイデアは全くのゼロからではなく、既存のものと新しい何かの掛け合わせで生まれる。ライドハンターズ

については、サイクリングでは新しかっただけで、ランニングやウォーキングでは既に行われていた「ロゲイニン

グ」という種目を自転車に取り入れたものである。

◆事業実施の注意点・反省点

エリア探索サイクリング「ライドハンターズ」の誕生と初開催（2017年初頭頃～3月）
・全国横断サイクルツーリズムプロジェクト「ツール・ド・ニッポン」の新たな取組として、「ライドハン

ターズ」の開催を発表した。記念すべき第一回は2017年3月に神奈川県開成町で行い、約50名が

参加した。

※ポイント：企画策定から第一回開催までのスパンは極力短く、長年培ってきたノウハウを活用して

事前レクチャー等の安全管理を行った。(地域によっては地元のサイクリストに協力を仰ぎ、サイク

ルポリスも導入した。)まず試してみて実際に対象となる層のフィードバックを得ることが重要と考

えた。想定される対象参加者層に対して好ましいルールに調整を行い、参加がしやすくなった。

《主なフィードバック内容》

◆ゲーム内ポイントの数や範囲：お土産を買うなどの体験ポイントが多い方が良い

◆所要時間：ちょうど良い、長い方が良い

◆ポイントで購入するお土産：小物が嬉しい、後日郵送できると良い、小腹に入る食べ物が良い

STEP４

Final

ライドハンターズ実施の様子

STEP３ 具体的な運用方針の決定（2016年秋頃）
・上記アイデアを具現化すべく、具体的な運用方針・ルール・規定などの整備に取り掛かった。この
段階においてスポットを回るだけではなく、「写真を撮る」「ご当地グルメを食べる」などの具体的な
アクション自体がポイントになる「ミッションポイント」の仕組みを企画した。またポイントの集計や参
加者と事務局とのコミュニケーション手段として、スマホアプリ「LINE＠」を活用することを決定した。

※ポイント：アイデア自体は（サイクリング以外では）過去にあったものだったが、運用には最新のIT
ツールを導入した。

エリア探索サイクリング「ライドハンターズ」の全国展開（～現在）
・次のように全国での開催エリアを拡大している。

平成28年度：1地域 ／ 平成29年度：3地域 ／ 平成30年度：4地域 ／ 令和元年度：8地域

＊ポイント：新規地域へ導入する前に、他地域での事例の見学や体験を促すように心がけた。担当

者が体験することが一番理解が深まる。
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【受入環境整備】
認定カリキュラムの作成や道場の整備等による

忍道の仕組み構築
＜忍者ツーリズム(選定期間：2017～2019年度) ＞

◆事業概要

・「伝統的な本物の忍術」を体系的に伝承する仕組みを整えること。
・「伝統的な本物の忍術体験」を求めて来日するお客様に感動いただける「本物の忍者コンテンツ」を
体験可能な仕組みに整備すること。

忍道の仕組み構築及び体験プログラムの造成
【総所要時間：2018年6月下旬～現在 ※継続中】

・訪日外国人より「伝統的な本物の忍術体験」が求められているが、国内でこれに応えられる体験が可
能な道場や教室が整備されておらず、勉強熱心な外国人は充分な満足度を得られていない。

・実際に忍術を修行し、伝承できる人がほとんどおらず、伝承できる環境も整っていない。

課題

正当な忍術後継者の説得・伝承範囲の調整（2018年6月～2019年3月）

・本物の忍術を伝承するには、本物の忍術を極めている先生に教えを乞うことが必要。

・「門外不出であった忍術を体系化して伝承すること」に承諾を得るため、甲賀流忍術の正当後継

者の自宅に何度も通いつめた。

・後世に正しい忍術を伝える必要性を説き、粘り強い説得の結果、承諾を得ることができた。

・通常「忍術」は多くの人に伝えるべきものではないため、「現代に残すべき忍術」をどの範囲に設

定するかの検討・調整に時間を要した。

目的

内容

忍術伝承可能な師範の育成とネットワーク構築(2019年4月～2019年9月)

・全国の忍者を活用した武術教室や体験事業を主宰する方々に声をかけ、3か月に1回の稽古会を

行い、正しく伝統的な忍術を伝授できるようなコミュニティを構築。

・コミュニティでは師範に対して正しい忍術を学ぶ機会を設け、これまでに各自が培ったノウハウを

共有し合うことで、忍術を普及させるためのシステムやカリキュラムに関する議論を深めた。

・「定期的に集まる機会」及び「正統な稽古を受ける機会」を設けたことで仲間と師匠ができ、忍術を

後世に伝承する方々のモチベーションも高めることができた。

STEP１

STEP２

STEP３ システムおよびカリキュラムの作成(2019年4月～) ※現在も順次構築中

・稽古会、師範からのヒアリングを通じて2級～10段までのライセンスシステムを構築。

・「具体的なカリキュラムと昇段試験プログラム」については、師範の元に何度も通い質問し実際に

体験しながら順次構築を進めている。

・現段階で構築済みの「具体的なカリキュラムと昇級試験プログラム」は以下の通り。

◆日本人向け 通常コース 陽陰忍3級、陰忍2級・1級(リリース済み)

◆外国人向け 短期コース 陽陰忍3級 (3月リリース) ※取得所要時間は1～2時間程度

・カリキュラムとプログラムが忍道の仕組み構築の肝となる部分のため、時間をかけて慎重に取り

組んだ。

【忍者ツーリズムとは】
忍者ツーリズムとは、日本各地の忍者ゆかりの地を訪れ、実在した忍者の歴史や文化、技術を知り、また

実際に体験するツーリズムのこと。
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総事業費 約300万円

事業委託先：ソフトウエア企画開発会社

委託内容：WEBサイトや会員システムの構築

【忍術伝承の体制と仕組みの整備】

・本格的な忍術伝承が可能な師範の育成を行い、全国12名の師範忍者の育成が完了した。

・一流の忍者となるまでの道のりをライセンスプログラムとして体系立てて整理できた。

『テキストによる学習から忍術の教えを学ぶ「陽忍」コース』 ：2級～8段までのプログラムを整備

『道場にて忍術を修練する先生から忍術を学ぶ「陰忍」コース』 ：2級～8段までのプログラムを整備

【忍道WEBサイトリリース、新規会員募集】

・2019年6月の忍道WEBサイトリリース時には海外よりプログラムについて100件を超える問い合わせがあった。

・忍術を師範から教わる生徒(日本人新規入会者) がWEBサイトリリース時より2倍に増加した。

※新規入会者数：2019年6月(忍道WEBサイトリリース時)時点22名⇒2019年12月時点51名

【短期ライセンス取得プログラム】※主に外国人向け

・Finalに記載のとおり、短期でライセンスを取得可能なプログラムは現在開発を進めている段階。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：日本忍者協議会
TEL：0120-0248-22
URL①：https://nin-do.jp
URL②：https:// ninja-official.com

・権威と知名度のある方を顧問や有識者に採用した方が、海外の方の興味や関心を引きやすい。

・各個人が個別に展開しても成功しにくいため、受入環境の整備を推進するためには協力者を募り、コミュニティ

を形成することが重要。

・武術界隈の方は“同じ釜の飯を食うこと“で信頼されやすく、意思疎通がスムーズになるため、協議会(プログラ

ムのコーディネーター）も中に入り一緒に勉強すると良い。

・問い合わせが殺到した際、個別対応に手間取ることとなるため、海外の方が利用しやすいサービスやWEBの仕

組みをつくることが重要。

・外国人には「日本人の言わなくとも察して分かる文化」が通用しない。会員制度構築の際には、海外の方に勝

手に本家だと名乗られないように会員規約を厳格に明文化する必要がある。

◆事業実施の注意点・反省点

更なる発展的な取組として短期型ライセンス取得プログラムの開発(2019年10月～)※現在開発中

・定期的に道場を訪れることができない外国人のために、1週間(合計20時間=4時間×5日)程度で2

級を取得可能なプログラムの開発を進行中。

・短期型ライセンス取得プログラムについては、いつから本格的に体験可能かと海外から非常に多

くの問い合わせを受けている。

忍道の稽古会の様子① 忍道のWEBサイト

WEBサイト・会員システムの構築(2019年5月～2019年10月)

・忍道の理念や体系、入門方法について掲載したWEBサイト「忍道」を2019年6月にリリース。

・海外の方が会員費の決済ができるようにpaypal決済の仕組みを9月に導入。

STEP４

忍道の稽古会の様子②

Final
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【受入環境整備】
フードツーリズム人材育成による環境整備

＜郷土食探訪～フードツーリズム～(選定期間：2018～2021年度) ＞

◆事業概要

課題

目的

内容

STEP１

STEP２

【郷土食探訪～フードツーリズム～とは】
その地域ならではの食・食文化を、その地域で楽しむことを目的としたツーリズムのこと。土地を訪れ、現

地の人々と交流し、その土地ならではの食をいただく。旬の時期にしか出会えない「食材」、その土地だから
こそ味わえる「食材の鮮度」、食体験の場として地域の景観や自然をも体感しながら脱日常を経験することが
できる。

フードツーリズムマイスター養成講座 活用の提案（2019年12月～2020年5月）

・フードツーリズムを活用した地方誘客事業提案書の中に、「食」×「観光」分野で地域活
性化を推進・プロデュースする人材育成が誘客のカギであることから、人材育成プログラ
ムとして「フードツーリズムマイスター養成講座」の概要および認定エリアでもある山口
県長門市の取組を紹介。

・フードツーリズムマイスターの役割と活用に向けた具体的イメージを提案書に記載。

・一般社団法人野菜ソムリエ協会 自治体パートナーへ提案開始。
＊全国の野菜・果物の魅力を広く発信し地域を活性化していくことを目的とした、自治体と日本

野菜ソムリエ協会のパートナー制度。

１府7県11市1広域連合の合計20自治体に提案。

・SAVOR JAPAN登録地域へ「フードツーリズムマイスター養成講座」活用の提案。

フードツーリズムマイスター養成講座 開催 (2020年10月～2021年１月)

・地域住民不在で商業的にフードツーリズムの取組みを実施してしまうと、地元関係者の理解
が得られない。地域連携を生むためには地域ごとの食・食文化に精通し、その魅力を活用で
きるスペシャリストを育成が必要である。

・地域の食・食文化の強み、差別化をはかり「食・食文化にまつわる歴史」「地域交流」
「体験の場」が揃った「フードツーリズムエリア」の体験プログラムを拡充すること。

・各地域の情報を発信すること、そのための情報を発掘し、ストーリー化する為に、全てにお
いて、地域を知る、地域を理解する、そして、情報を伝えることができる人材の確立が必要
である。

フードツーリズム人材育成による環境整備
【総所要時間：2019年12月～2021年3月】

・講座内容 ：1.ツーリズムのトレンド
2.食・食文化に精通する
3.食・食文化を活用した地域の成功事例
4.特定地域のフードツーリズムプランニング

・5地域において開催要望がありフードツーリズムマイスター養成講座を開催。
10月26日 静岡県浜松市 32名受講
12月 8日 岐阜県高山市 16名受講
12月16日 山口県長門市 12名受講 ＊長門市では2019年9月にも実施
12月20日 広島県庄原市 2名受講
1月14日 島根県大田市 6名受講

＊コロナ感染防止のため、人数を絞って開講。島根県大田市ではオンライン講座の
開講とした。



問合せ：日本フードツーリズム連携協議会（事務局：日本フードツーリズム協会）
TEL：03-6228-4469 URL：http://area.food-tourism.jp/

Final

STEP３

総事業費 約300万円

事業委託先：旅行会社

委託内容：養成講座の講師派遣

カリキュラム内容の設計

◆事業実施の結果と活用方法

◆事業実施の注意点・反省点

フードツーリズムマイスター活用機会の拡充（2020年10月～2021年2月）

・フードツーリズムマイスターの資格を有効活用してもらうため、実践機会を拡充した。

企画プロデュースだけでなく自らがガイドを務め、旅行代理店と連動したツアー告知

および実施。ふるさと納税サイトにてフードツーリズムマイスターの視点からの地域紹介

など活動の場が広がりつつある。

・東西南北に長い特徴をもつ日本は、地域ならではの食・食文化を持つ、世界でも例のない観光資源の宝庫で
ある。こうした食・食文化を活かすため、地域ごとのコンテンツを商品として組み立てるために誕生した「フード
ツーリズムマイスター」は、2021年1月現在、全国に約600名が存在している。こうしたマイスターも、「フード
ツーリズム」にとって貴重な地域資源ともいえるものである。

・地域ならではの食・食文化をテーマに地域に観光客の誘客を図るには、「地域の食・食文化
と様々な観光資源を一体的にストーリー仕立てとし、その地域の魅力を伝えていくことが重要で
ある。地域の魅力を伝えていくために地域を理解し、ストーリー仕立てとして情報を伝えることができるフード
ツーリズムマイスターは、地域プロデューサー、地域ガイドとしての活用が可能である。

・フードツーリズムマイスターの認知を高めるに、協会ホームページ内にて活動事例やフードツーリズムマイス
ターを地域ごとに紹介。地域ガイドとして指名をいただけるような構成とする。

・「人材育成」の事業は、地方自治体側の課題意識や需要と、受講者側の意欲や実態が乖離している
可能性も時としてあるため継続的な研修会の実施、地域間を超えた意見交換会の開催等、協会による
サポート体制の強化が必要である。自治体の大綱等に即したプログラムや提案内容とするなど注意
が必要である。

・エリア認証した地域及び今後認証に向け地域として活動を始める地域等の相互交流を図るために、各
地域における課題解決に向けた意見交換会等、すでに人的ネットワークが築くことができていながら、
なかなか機会を設けることができなかった。

フードツーリズムマイスター認定 (2020年10月～2021年2月)

・地域のフードツーリズムコンテンツをプランニングすることを修了課題とし、協会選定の

基準をクリアしていることでフードツーリズムマイスターとして80名認定した。

・既に実施できるプログラムであったり、今後実施予定のコンテンツに関しては、協会メー

ルマガジンや、Facebookにて告知。モニター等の検証が必要であれば、協会内にて集客サ

ポート、実践機会の提供を図った。集客、実践機会提供の具体的な取組として、

2020年12月13日（日）に千葉県いすみ市のツアーにて大原漁港の朝市体験、このツアーで

しか体験できない伊勢海老ひものづくり体験ツアーを開催した。

出張講座の様子
フードツーリズム
ガイド実地研修
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【受入環境整備】

ナレッジ集・マニュアルの地域横展開事業
＜ONSEN・ガストロノミーツーリズム(選定期間：2018～2021年度) ＞

◆事業概要

・各会員への情報共有が可能となるポータルサイトを構築し、「ナレッジ集」としての蓄積するため、各
種調査のフォローアップとマニュアル類の整備を行う。

ナレッジ集・マニュアルの地域横展開
【総所要時間：2020年5月～2021年3月】

・新たにツーリズムに取り組みたい意欲のある地域が増えているものの、先進事例の収集・共
有などが一部の地域に限定され、展開がシステム化されていない。（中長期的課題）

・さらに2020年は新たに新型コロナウイルス感染症対策と、従来型のウォーキングイベントか
らwithコロナでの新しいツーリズム形態への展開が急務となった。

課題

事前準備（2020年2月～2020年5月）
・ガストロノミーツーリズムに関する既存調査報告を収集し、国内事例調査の候補地を検

討した。
・横展開に向けて事務局と各地域とのテレビ会議を実施し、会員地域にヒアリングを行っ

たところ、協議会ネットワークの利点として共通の感染症対策マニュアルの作成と受入
体制整備の要望があり、重点的に取り組むこととした。

目的

内容

STEP１

STEP２

【ONSEN・ガストロノミーツーリズムとは】
日本の温泉地を拠点にして、「食」「自然」「歴史・文化」等の地域資源をウォーキング等により体感する

ツーリズムのこと。

実地検証・調査（2020年9月～2020年11月）
【事例調査】
・各地域への文書でのヒアリングを行い、7地域から回答を得た。多くの地域で多業種への

地域内連携の進展やファン層拡大に向けた特徴的な取組が見られるなど体制が整備されて
いる一方、データによる効果検証にまでは至っていない傾向が把握できた。

【感染症対策】
・協力地域にてマニュアルに沿った感染症対策を取った上でウォーキングイベントを開催し

感染症対策マニュアルの実地検証を行った。

STEP３

各種調査・マニュアル作成（2020年5月～2020年8月）
【事例調査】
・ナレッジ集に先進事例調査へのフォローアップを行うこととし、調査先となる自治体の

選定、調査票様式の検討を行った。
【感染症対策】
・旅行業、スポーツイベント、外食業等の感染症対策ガイドライン等を参考として、既存

イベント運営マニュアルに感染症対策を別冊として追加し作成した。（2020年6月）
・受付地点、食事場所、温泉施設で参加者が滞留し、密が発生する可能性があったことか

ら、参加者数を絞り込みとスタート時間を細分化するとともにQRコードを使用した非接
触型の受付システムを導入し分散化を徹底することとした。
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総事業費 約70万円

事業委託先：web製作会社 他

委託内容：特集ホームページ構築

・ナレッジ集は継続して情報集約し更新を続け、機構主催研修会等のテキスト内容に活用するなど、地域

に向けた横展開を図っていく予定である。特に新規で取組を進める地域にはポータルサイトを活用した

事業サポートを行うほか、先進事例地へのモニターツアー・研修会への招聘を企画し、オンラインと現

地の両面で地域間のネットワーク強化を進めていきたい。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構ネットワーク
（事務局：一般社団法人 ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構）

TEL：03-6733-4126 URL：http://www.onsen-gastronomy.com

・現地での研修会を開催を前提とした事業ではあったものの開催に至らず、ナレッジ集の横展開につい

て地域側の成果までは確認できなかった。引き続きヒアリング等で要望を聞き取り、必要な情報の集

約と提供を行っていきたい。

・ポータルサイトは会員間での相互交流機能の追加を検討したが、セキュリティを含めたサイトの運用

コストが高くと見込まれたため断念した。目的を明確にし、事務局からの情報提供に絞り、交流は別

にメールマガジン等で補完する対応とした。事務局の予算体制にあわせて、事前に構築目的と機能を

設定する必要がある。

◆事業実施の注意点・反省点

STEP４

ナレッジ集の掲載（2021年2月～2021年3月）
・取りまとめた感染症対策マニュアル・調査報告を掲載した。また、過年度に製作したプロ

モーション動画等、各種ツーリズムの広報素材を掲載し各地域で活用可能とした。

Final

足元にサインを置き列
の間隔を確保

会員向けポータルサイト

ポータルサイトの構築（2020年12月～2021年2月）
・公式ホームページ内に会員向けのポータルサイトを開設をした。当初計画では各地域向け

に作成したナレッジ集を用いた研修会を予定していたが、緊急事態宣言発令を踏まえ中止
しポータルサイトでの周知に留めている。
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【情報発信・PR】
海外旅行博への出展

＜エコツーリズム(選定期間：2016～2018年度)＞

◆事業概要

・自然豊かな地域で活動する事業者らをネットワーク化し、魅力的なコンテンツを集め、単独では出展
が難しかったイギリスやドイツなどにおける日本の自然についてのプロモーションを実施することで認
知度を高め、自然体験型旅行への訪日外国人観光客の集客につなげていくこと。

海外旅行博出展
【総所要時間：2016年９月～2017年３月】

・日本の自然の魅力や多様性は世界的に知られておらず、アピールがされていない。
・日本の旅行博に参加する海外旅行会社やメディアは日本の「自然」などの分野に対して関心が低い。
・「自然観光」分野との親和性が高いイギリスやドイツでの旅行博に出展する機会がない。

課題

マーケティング調査

・成田空港にて欧米人を対象にマーケティング調査を実施）

記入方式の対面アンケートにより、150サンプルを回収。

・日本の自然観光資源が欧米の観光客に適合することを確認。その一方で、日本側からの情報発

信不足という事実も認識。その結果を受け、海外でのPRという展開を検討。

目的

内容

英語版パンフレット作成（2016年後半～2017年前半）

・協議会メンバーの事業者が中心となり、海外旅行博で配布用のパンフレットを作成。

出展する市場や国において、何に関心があるかを考慮し、掲載する内容や写真を選定。

例えば、英国は野生動物に興味があるので動物が写りこんだ写真を掲載した。

STEP１

STEP２

STEP３ 出展申請の手順

・出展参加募集案内の掲載（2016年９月頃）

ＪＮＴＯジャパンブースの申込開始の案内がＪＮＴＯのサイトに掲載。

（「ITB Berlin 2017」への出展参加募集（締切2016年11月））

JNTO非会員の場合は通知が無いため、常にサイトに掲載されるか注意しておく必要がある。

・ＩＴＢ Berlin出展に係る手続（９月から10月上旬頃）

ＪＮＴＯのサイトから出展申込書をダウンロードし、必要事項を記載の上、日本事務局に提出。

・海外旅行博出展確定（10月末頃）

日本事務局よりメールにて出展確定の連絡が入る。

出展確定後速やかに、フライト、宿泊先を手配（開催時期に近づくと、料金が高くなるため）

海外旅行博出展決定～出展当日

・出展確定後、ジャパンブースパンフレット用のPR文の作成（英文）、出展者IDの取得、発行等諸事

に対応。

・ターゲットを定めた商談によるランドオペレータ、ホールセラーとのネットワーク構築。

その国の市場に合うパンフレットや資料を準備し、ブースへの興味を惹く工夫を行う。

STEP４

【エコツーリズムとは】
エコツーリズムは、自然を守り（資源保全）、それを観光に変えることで（観光振興）、環境保全や地域に利

益をもたらす（地域振興）観光のカタチ。国立公園などの自然豊かな地域から、田舎と言われる里地里山ま
で、多様な地域・環境で、様々な資源を活かしたエコツアーが行われている。トレッキング、バードウォッチン
グ、ベアーウォッチング、ホエールウォッチングなど多岐にわたる自然体験ができる。
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総事業費 約180万円

事業委託先：旅行博主催者、旅行会社、印刷会社

委託内容：出展料、渡航費用

海外見本市出展パンフレット印刷

・出展の結果、海外の旅行会社やメディアとのコネクションができ、イギリス、ドイツ、デンマークなどからの具体的

な見積依頼や予約の問合わせが入るようになった。

・出展のみの効果とは言い切れないものの、海外旅行博への出展や情報発信と受入環境整備により、協議会を

構成する、ある施設では訪日外国人旅行者の利用が2017年で1,749名であったが、2018年には2,665名まで伸

長した例も見られた。

・海外での旅行博に出展したことで、海外のツアー客は日本に比べ、一度の旅行の滞在期間が長く、予約も１年

先の先行契約となっており、日本との違いを感じることができた。今後は、海外でのサイクルに合わせた形で販

促活動を行うことに活かしたい。（例：商品造成から販売までは２年から３年かかるなど）

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：エコツーリズム地域推進協議会（事務局：特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会）
TEL：03-5437-3080 URL：http://www.ecotourism.gr.jp/

海外旅行博出展に向けた手続き

・ＪＮＴＯのジャパンブース枠で出展する際は、申込案内時期をフォローする必要がある。

・独自で出展する際は、手続きが全て英語であること、資料や書類が全て英語で、送金や精算の手続きも自分で

行う必要があるため、出展までの手続きが、出展者側にとってかなり負担となる。

・独自出展の場合は割り当てられた場所が必ずしもベストな場所ではない。できれば、そうした点や費用の上でも、

ＪＮＴＯのブースでの出展が望ましい。

海外旅行博出展現場で

・市場調査や事前準備を行わず出展してしまうと、効果的な成果が得られない可能性が高い。

・こうした海外での出展や認知度を高めるための事業は、長期的な視点で取り組まなければならず、継続した

出展が重要。

◆事業実施の注意点・反省点

ＷＴＭロンドン、旅行博会場の様子 ＩＴＢベルリン、ジャパンブースの様子

※ＩＴＢ Berlinとは・・トラベル・ツーリズム・トレードフェア「ITB ベルリン」は、ツーリズム産業におけるバラエティ豊
富な商品とサービスが世界中から集結する、世界最大規模を誇る旅の展示会。１万社以上の出展者にとって
ITBは、約18万人の来場者に各国の魅力をアピールし、11万人の専門旅行業者とのビジネスを可能にする場で
ある。会期中の前半３日間は商談のための「トレード・ビジターデイ」となり、後半２日間は一般来場者にも開放さ
れる。出展各社は消費者へのPR活動を活発に展開する場となる。トレード・ビジターにとってITBは、世界180の
国や地域の豊富な旅行商品について最新の情報を入手し、カウンターパートナーと直接商談ができる見逃せな
い重要な見本市である。

海外旅行博出展後の展開

・出展時の商談で得られたコンタクト先については、こちらから能動的に情報を発信。また、出展時

やその後のコンタクトによって得られた各種ニーズを協議会内で共有し、受入環境整備に活用

Final
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【情報発信・PR】
共通ガイドマップの作成

＜明治日本の産業革命遺産(選定期間：2016～2018年度)＞

◆事業概要

・世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産は８県11市に点在しており、それら各資産の包括
的な情報発信をすること。

「明治日本の産業革命遺産」全体ガイドマップの作成
【総所要時間：2016年５月～2017年３月】

・全国８県11市に点在する構成資産を包括的に情報発信する広報素材の不足
・訪日外国人を対象とした多言語での情報発信素材の不足

課題

関係者自治体への説明・掲載情報の提供依頼（2016年５月）

・関係者（内閣官房・自治体など）にガイドマップ作成事業の説明。

・掲載情報の調整、情報提供依頼。

目的

内容

地図作成における業者選定（2016年８月）

・掲載内容に専門的な内容が含まれることから、「明治日本の産業革命遺産」の知見を有している

地図作成の業者に委託。

ガイドマップの配布（2017年３月）

・各自治体などに発送し、構成資産のガイド施設のほか、高速道路（西日本・九州エリア）での

SA/PAで配布。

・ガイドマップを手にすることができない方に対しては、HP上でもガイドマップとアプリのダウンロード

機能を追加。

STEP１

STEP２

STEP３

Final

具体的な内容の調整（2016年９月）

・掲載地図の縮尺、強調する項目の確認、全体・各項目の色味などを中心に調整。

数回の打合せ後、デザイン案が完成。この案について、掲載情報の事実誤認がないよう、各自治

体などと共有し、情報の確認を依頼。

・デザインが確定したところで、デザイン会社より印刷所に入稿（色校正などは適宜デザイン会社と

相談しながら実施）し、納品。

英語版MAPの作成・アプリとの連携について（2017年２月）

・どのような翻訳にすれば訪日外国人に分かりやすい内容にできるかを翻訳会社や各自治体と連

携して作成。

・明治日本の産業革命遺産のアプリと連携することで相互利用によるPR効果の向上を図った。マッ

プ上の資産（一部）をアプリを通してかざすとARで表示できるような機能を付けた。

【明治日本の産業革命遺産観光とは】
「明治日本の産業革命遺産」は幕末から明治初期にかけて、急速な産業化を遂げた道程を証言するもの

であり、2015年には世界遺産登録された。北は岩手県から南は鹿児島県まで、全２３の構成資産があり、こ
れらの資産や周辺地域に訪れ、この時代の日本の歴史を学び、体感するツーリズムのこと。
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・訪日外国人に向けたPR活動を展開する際、ガイドマップを紹介し、現地への周遊を喚起するツールとして活用。

・九州エリアを中心に、鉄道駅・空港・SA/PAなど交通拠点に集中して配布、目的地を明確に定めていない旅行

者への情報発信に活用。（配布数は以下の通り）

○自治体８県11市・・・1,000部ずつ

○関西、中国、九州エリアのSA/PA 約65か所・・・・1,000～3,000部ずつ

○軍艦島フェリーターミナル、長崎市内ホテル・・・・在庫がなくなり次第1,000部ずつ追加

・HPへのアクセス数（2018年１月１日～2018年12月31日）・・・・・ユーザー数46,399

ページビュー数129,607

・アプリダウンロード数（2019年１月31日現在）・・・・・7,934

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：明治日本の産業革命遺産世界遺産ルート推進協議会（事務局：一般財団法人 産業遺産国民会議）
TEL：03-3357-6210 URL：http://www.japansmeijiindustrialrevolution.com/travel/tour.html

・紙面上の情報として掲載されるものは、年度などにより情報が更新されるものも多く、次の増刷のタイミングを事

前に考慮した上で、紙面に載せても問題ないかを検討すべきである。

（更新が想定されるものについては、QRコードなどを活用し、HPとリンクするなどが考えられる）

・アプリ作成においては、各資産の通信環境が整っていないと、アプリがうまく利用できないため、事前の環境確

認が肝要であり、状況に応じてWi-Fiの設置をお願いするなどして、改善を試みるべきである。

◆事業実施の注意点・反省点

総事業費 約710万円

事業委託先：地図デザイン会社、地図面作成会社

委託内容：ガイドマップにおける全体デザイン、

地図面の作成

明治日本の産業革命遺産
「ガイドマップ」（英語版）
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【情報発信・PR】
インフルエンサーを通じた情報発信

＜忍者ツーリズム(選定期間：2017～2019年度)＞

◆事業概要

・海外の方々に対して、忍者の正しい情報を周知し、忍者ツーリズムの認知度を向上させること。
・海外の方々に対して、忍者ツーリズムの楽しみ方を周知することで、忍者コンテンツへの興味を喚起
し訪日観光を促すこと。

インフルエンサーを用いたPR動画作成及び情報発信
【総所要時間：2016年12月下旬～2018年３月中旬】

・忍者は海外でも人気のコンテンツであるが、史実と異なる間違った認識を外国人が持っている。
・実際に日本の全国各地に忍者がいたことや、現代も忍者ゆかりの地として各種史跡や忍者が体験で
きるスポットがあることはあまり知られていない。

・仮に知っていたとしても具体的なイメージを持つことは難しい。

課題

ターゲット選定のための調査【2016年12月下旬〜2017年２月上旬】

・2016年12月下旬～2017年１月中旬に、日本に関心が高いと思われる海外10の国や地域（中国、

台湾、香港、タイ、マレーシア、インドネシア、米国、オーストラリア、フランス、ドイツ）及び、2017年

２月上旬に国内向けにインターネット上で「忍者の認知度及び忍者に対する興味関心」に関する

調査を行った。「忍者の知名度」、「忍者のイメージ」、「忍者になりた いか」など多岐に渡る調査項

目を設けた。

・忍者の認知度は驚くほど高く、「知っている」の回答は全体で98.7%（よく知っている、少し知ってい

る、名前を聞いたことがある程度の合計数）。

・上記の結果から、忍者コンテンツの情報発信手法は、一見マスプロモーションが適当であると考

えられるが、ニッチなテーマのフォロワー、ユーザーを多く有する人物が忍者コンテンツを伝えるこ

とが有効であるとの仮説をたて、一般的になりつつあったインフルエンサーマーケティングがこれ

らの観点から忍者ツーリズムのマーケットと親和性が高いと判断。同業務を通じて検証していくこ

ととした。

目的

内容

公募資料の作成と委託業者の公募および企画の選定【2017年10月下旬〜2017年11月下旬】

・協議会の方針として、公募によって委託事業者を選定する意向となり、公募概要資料を作成し２

週間程度の公募を実施。

・公募に当たっては、発信力があるインフルエンサーをかかえる企業の企画提案書が集まるように、

審査基準を設計。

STEP１

STEP２

STEP３ 撮影企画の検討および各施設との調整【2017年12月上旬】

・撮影のストーリーやどのスポットをどのような文脈で紹介するかについて、委託業者との間ですり

合わせを行いながら検討を進めた。

・事務局が忍者関連施設とも調整を行いながら、実際に撮影ができそうかどうかなどの意図を確認

しながら進行。

【忍者ツーリズムとは】
忍者ツーリズムとは、日本各地の忍者ゆかりの地を訪れ、実在した忍者の歴史や文化、技術を知り、また

実際に体験するツーリズムのこと。
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総事業費 約300万円

事業委託先：広告代理店

委託内容：インフルエンサーが出演する動画の

企画・制作・編集・配信

・日本国内だけではなく、世界に向けて、より踏み込んだ忍者の文化を届けることができた。

・動画再生回数累計８万回程度（2018年２月～３月）であった（作成した動画３本：①神奈川県小田原市編（風魔

忍者）:31,156 PV ②長野県上田市編（真田忍者）：33,028PV ③佐賀県嬉野市編（忍者村）：16,882PV。

・今後は、本事業で制作した動画を多言語化（韓国語・中国語・タイ語など）することで、インバウンドへのリーチ

をさらに高めようと検討している。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：日本忍者協議会
TEL：0120-0248-22 URL：https://ninja-official.com

・インフルエンサーのキャラクターや属性によって紹介の仕方や見え方、視聴者の属性が変わってくるため、ター

ゲットを意識して選定する必要がある。

・予算を提示して事業の公募を行うことにより、予算内で実施可能な企画を収集することができ、協議会としてそ

の応募企画の中から、より効果的で趣旨に合致するものを選択することができる点はよいが、公募に必要な資

料の準備や問合せ対応などに時間を要するため、丁寧に準備する必要がある。

・事業の公募を行うことについては、発信性と訴求性に比重を置いており、協議会側が何を重視しているのかを

提案する方にわかりやすいように設定する必要がある。

・本事業で撮影した動画は、雪が積もっているシーンなどが多かったため、撮影した地域が冬の寒さが魅力的な

地域であると視聴者に想定させてしまったが、地域によっては暖かい季節を紹介した方がより魅力的となる場合

があるため、撮影時期を注意する必要がある。

◆事業実施の注意点・反省点

編集および公開【2018年１月上旬～2018年３月中旬】

・撮影した動画を編集し、それぞれ順次動画を公開。

・外国人目線による情報発信方法が効果的であるため、インフルエンサーの持つ感性に重きを

置き動画を編集。

・制作し終えた動画については、忍者の更なる認知度向上を目的に、 Facebook上でインフルエ

ンサーに動画のURL（動画投稿サイト）が掲載されたPR記事を発信してもらった。

Final

小田原紹介動画のサムネイル 長野紹介動画のサムネイル

撮影【2017年12月中旬～2018年２月】

・本件は３つの地域を紹介する動画を撮影するため、12月と２月に分けて動画を撮影。

・撮影においては、忍者体験の楽しみ方を正確に伝えるために、インフルエンサーには素直な感想

を多く発言してもらった。加えて、忍者を活用した広域観光を推進するために、忍者ばかりの動画

になるようにせず、忍者ゆかりの地域の観光資源やグルメなども含めた。

STEP４

59



【情報発信・PR】
テーマの認知度向上を目的としたシンポジウム等の開催
＜ONSEN・ガストロノミーツーリズム(選定期間：2018年度～2020年度) ＞

◆事業概要

・マーケティング調査や様々なプロモーションを通し、ONSEN・ガストロノミーツーリズムを社会に浸透
させるため、その第一歩として認知度向上を図ること。

シンポジウム等を通じた「ONSEN・ガストロノミーツーリズム」の認知度向上
【総所要時間：2018年９月～2019年３月】

・ONSEN・ガストロノミーツーリズムの認知度が低く、その定義や楽しみ方が一般に普及していない。
・ONSEN・ガストロノミーツーリズムにおけるマーケティングが欠如している。

課題

認知度調査 （2018年９月）
・一般人3,000名を対象としたWEBアンケート調査を実施（回答数2,634名）。
ONSEN・ガストロノミーツーリズムの認知度が想定以上に低いことが判明（認知度6.4％）。

・アンケート結果から、まずは認知度向上が必要であることを再認識。

目的

内容

認知度向上プロモーションの展開 （2018年９月～）
【ツーリズムEXPOでのステージ発表（2018年９月）】
・世界最大級の旅の祭典である「ツーリズムEXPO」において、来場者に対してONSEN・ガストロノ
ミーツーリズムの内容を紹介するステージ発表を計3回実施。

・会員企業のブースを用いることで、企業ブランドも用いてステージ集客ができた。
また企業ブースが入り口付近であったことから、必然的に来場者の目に留まった。

【SNS広告の展開（2018年10月～）】
・イベントアンケートによると、HPやSNSで情報を入手する方の割合が比較的多かったこと、参加者
層が30～50代中心であったことから、利用率が高いFacebookによるPRを強化。

・具体的には、ツーリズムのFacebookページの「いいね！」を増やすための広告や、Facebook内の
特定の記事をPRするための広告を実施した。

【シンポジウムの開催（2018年10月、11月、2019年３月）】
・ ONSEN・ガストロノミーツーリズムに取り組む地域の人々に向けて、認知度や理解度を上げるた
めのシンポジウムを、日本観光振興協会等と協力して全国３か所で開催。
地域の観光産業をリードするメンバーが集結し、ONSEN/ガストロノミーツーリズムの意義や、開
催地におけるONSEN・ガストロノミーツーリズムに関する取組内容の講演、パネルディスカッション
等を実施。
○2018年10月13日・・・新潟県新潟市で実施（参加者 約100名）
○2018年11月17日・・・鳥取県倉吉市で実施（参加者 約90名）
○2019年３月10日・・・・千葉県いすみ市（参加者 約150名）

認知度向上プロモーションの検証 （2019年２月）
・ONSEN・ガストロノミーツーリズムの認知度向上プロモーションを検証。次年度のプロモーション
に向け、より効果的な手法を整理。PDCAサイクルによる継続的な実施を目指す。

STEP１

STEP２

Final

【ONSEN・ガストロノミーツーリズムとは】

日本の温泉地を拠点にして、「食」「自然」「歴史・文化」等の地域資源をウォーキング等により体感する
ツーリズムのこと。
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総事業費 約150万円

事業委託先：広告及びECサイト運営会社

委託内容：Facebook広告の運用

・Facebookの「いいね！」数増加

SNSの発信に関しては、ONSEN・ガストロノミーウォーキングイベント(※)の参加者アンケートから導き出された

最も効果的な媒体であったFacebookを選定。

○Facebook広告の効果：「いいね！」数 4,300件増加（2019年２月14日時点）。

○ツーリズムEXPOのステージ発表の効果：「いいね！」数58件増加。

・地域向けにシンポジウムを開催したことにより、ONSEN・ガストロノミーツーリズムという聞きなれない取組への

理解を地域に落と し込むことができた。

・旅行会社との連携し、いすみ市のシンポジウム開催日に併せ、 ONSEN・ガストロノミーウォーキングイベントを

旅行商品化。その結果、当該旅行会社の保有する300万世帯の顧客に対し「ONSEN・ガストロノミーツーリズム」

を発信することができた。

・ロケツーリズム協議会と連携し、 ONSEN・ガストロノミーウォーキングイベントの一部にロケ地を組み込む等、相

乗効果を図るための手法も取り入れることができた。

本事業で実施した様々なプロモーションでONSEN・ガストロノミーツーリズムは、様々なテーマ別観光との連携

が有効で、旅行会社による商品展開も可能であることがわかった。次年度の活動計画に活用したい。

※ONSEN・ガストロノミーウォーキングイベント：日本の魅力溢れる温泉地を舞台に、その地域の自然・歴史を感

じながら「めぐって」、その土地の美味しいもの・お酒を「たべて（のんで）」、そしてウォーキングの後には温泉に

「つかって」を体感できる、満足度90%以上のイベント。

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構ネットワーク
（事務局：一般社団法人 ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構）

TEL：03-6733-4126 URL：http://www.onsen-gastronomy.com

・Facebook広告やツーリズムEXPOのステージ発表により、実施前よりも認知度は向上していると考えられる。

しかし、「認知」の次のステージである「ツーリズムに参加する割合」をいかに増加させるかについてもセットで考

える必要があった。

◆事業実施の注意点・反省点

ONSEN・ガストロノミーツーリズム
シンポジウムの様子

ツーリズムEXPOでのステージ発表の様子
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多方面からのプロモーションの実施(2019年10月～2020年2月)

【①個人向け SNS「Facebook」による広告記事配信（2019年10月～11月）】

◆1回目 10月31日配信

・日本語、英語による広告配信を「Facebook」のアカウント上から行った。

・内容は日本のものづくり、トヨタのカイゼン等企業理念を前面に押し出した。

◆2回目 12月12日配信

・1回目の結果と昨年度行った産業訪問実態調査から配信先を検討した。

・アジア全般に日本のものづくり精神に繋がる企業理念、改善活動、人材育成に関心が高いと報

告があったことから、アジアを中心に配信先を設定、「JAPAN KUTANI」「JAPAN SILK」の伝統

工芸、さらに地域の観光スポットを含めた内容とした。

◆3回目 3月配信（予定）

※3月に日本語・英語による配信予定。英語については欧米・アジア地域を対象とする。

【②旅行会社向け 欧米を中心とした海外エージェント向けメルマガ配信】

・訪日旅行者向け旅行代理店のネットワークを活用したメルマガ「JAPAN INFOCUS」を配信。

・ある程度のエージェントが興味を持っていることが判明したが、実際、商品造成、商談に繋がる

ような問い合わせ等は入っていない。継続性が必要であるが、費用が高めであることと、効果測

定が難しいと思われる。

【情報発信・PR】
海外ネットワーク構築に向けたプロモーション

＜ Industrial Study Tourism (選定期間：2018年度～2020年度) ＞

◆事業概要

・Webサイト「Industrial Study Tourism 産業訪問」上で紹介している、日本のものづくりをはじめとする
産業観光資源と地域の魅力資源やコンベンション施設等をまとめた視察・見学コースを紹介すること。

・その情報をSNS、エージェントを介し海外に情報発信することで 訪日外国人4000万人受入に向け、
MICE誘致、産業による観光振興、教育旅行等によるインバウンド増加に寄与すること。

諸外国向けの産業訪問の海外ネットワーク構築
【総所要期間：2019年8月～2020年3月】

・第一ターゲットであるビジネスインバウンド層に向けた情報発信先、方法が確立されていない。
・第一ターゲットであるビジネスインバウンド層のニーズ調査が容易でないため、意向・属性等の把握
が難しい。

課題

プロモーション計画（2019年8月～2019年9月）

・昨年度の産業訪問実態調査から「ものづくり」はアジア全般、「伝統工芸」や「産業遺産」は欧米系
に関心が高いことが明確となった。より深く属性等ニーズの把握が可能なSNSを活用し、個人向け
とエージェント向けの両方を対象に、都度効果を見ながら、各ツールを複数回発信した。
◆個人向け情報発信 SNS「Facebook」による広告記事配信、全3回
◆旅行会社向け情報発信 欧米を中心とした海外エージェント向けメルマガ発信 全1回

国内ランドオペレーター向けメルマガ配信 全1回 *1回は中止
・台湾、韓国については、個別にプレスリリースによる情報発信を行うと共に、今後、双方向交流に

結びつくような海外ネットワーク構築を目指した。

目的

内容

STEP１

STEP２

【Industrial Study Tourism（産業訪問）とは】
「Industrial Study Tourism (産業訪問) 」は、「産業観光」、すなわち歴史的・文化的価値のある産業文化財

（古い機械器具、工場遺構などのいわゆる産業遺産）、生産現場（工場、工房等）及び産業製品を観光資源
とし、それらを通じてものづくりの心にふれるとともに、人的交流を促進する観光のうち、訪日外国人のビジネ
ス客を対象にしたもの。（注：産業の中には一、二、三次各分野の産業を含む。）
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総事業費 約200万円

事業委託先：旅行会社系シンクタンク

委託内容：諸外国向けの産業訪問の海外ネットワーク構築

・SNSによるWebサイト流入プロモーション

・海外エージェント、ランドオペレーター向けプロ

モーション

・海外ネットワークを活かした双方向交流促進

特に個人向け情報発信 SNS「Facebook」によるWebサイト流入プロモーションの実績数が目立った。SNSを

通じてWebサイト「Industrial Study Tourism 産業訪問」への流入が増加し認知度向上に繋がった。また、海外

で産業訪問に興味を持つ層についての実態把握ができた。今後も継続的な情報発信を行うと共に、企業へ

届くようなニーズに合った情報をWebサイト「Industrial Study Tourism 産業訪問」に持続的に掲載していく。

【①SNS「Facebook」による広告記事配信】

・配信1回目の日本語のリーチ（閲覧）数(12月3日時点)は、1,150件であったが、英語は6,091件と関心の高さ

が伺えた。「いいね」は2桁から約1,800人に増加した。配信先は欧米を中心にし、特にギリシャ、イタリアから

のアクセスが高く、属性は30～50代の男性が多かった。

・配信2回目のトータルリーチ（閲覧）数(12月23日時点)について、日本語は4,816件であったが、英語は67,455

件。「いいね」は約5,440人に激増した。配信先のアクセスはインドネシア、フィリピンと続き、男性が7割、20

～30代が多い結果となった。

【②欧米を中心とした海外エージェント向けメルマガ配信 「JAPAN INFOCUS」】

・11月27日に配信、全体3,524件の配信数の中、開封率は約23％（平均15～20％）だった。

・開封率は、アメリカUSA （ハワイ除く）、オーストラリア、イタリア、カナダ、スペインと続いた。

【③国内ランドオペレーター向け発信】

・※詳細は1月決定、後日追記※

【④台湾・韓国向け情報発信、双方向交流促進による海外ネットワーク構築】

・台湾 11月29日から順次、プレスリリースを配信（24組織）、一部、訪問し説明（7組織）

・韓国 1月下旬から順次、プレスリリースを配信（約20組織）

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：全国産業観光推進協議会（事務局：公益社団法人 日本観光振興協会総合調査研究所）

TEL：03-6435-8333 URL：https://industrial-study-tourism.jp

・海外とのネットワーク構築にあたり、ターゲットに合わせた様々な切り口からのプロモーションを検討・実施し、結

果を踏まえて効果的な方法を見極め、以降のプロモーションに役立てることが重要だと感じた。

・エージェント向けの情報発信方法については、確実に情報が届き、ビジネス目線で何を得ることが出来るかとい

う点を明確にして、商談に繋がるような手法に向けた検討が必要である。

◆事業実施の注意点・反省点

【③旅行会社向け 国内ランドオペレーター向け発信】
※1月、2月の発信は新型コロナウイルスの影響を鑑み延期。(内、1回は中止)

3月に産業観光に関心が高い、国内ランドオペレーターに向けた情報発信を予定。
【④台湾・韓国向け 情報発信、双方向交流促進による海外ネットワーク構築】
・第１ターゲットであるアジア地域を対象に、双方向交流に向けた体制の構築を目指した。
・特に、台湾・韓国の産業観光推進関連組織、教育旅行誘致組織、商工組織、エージェント等の海
外係者に配信した。
・台湾については、現地関係企業より直接説明を行った。今後も継続的に双方向での情報発信を
行うこととした。

海外ネットワーク構築結果の検証 （2020年1月～3月）

・本年度の実施結果の検証をし、次年度のプロモーションでは、ビジネスインバウンド層の拡大に

向けたさらなるネットワーク構築を推進する。

Final

SNSプロモーション
投稿反響結果①

SNSプロモーション
投稿反響結果②
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【情報発信・PR】
ウェブサイトを活用した食による地方誘客モデルの構築
＜郷土食探訪～フードツーリズム～ (選定期間：2018年度～2020年度) ＞

◆事業概要

・「食・食文化にまつわる歴史」「地域交流」「体験の場」が揃った「フードツーリズムエリア」の体験プロ
グラムを拡充すること。

・食による地方誘客モデルを確立させること。
・WEBサイトやプロモーションにより情報発信を図ること。

フードツーリズムエリアのウェブサイト整備及び情報発信
【総所要時間：2019年3月～2020年3月】

・日本列島には、その土地ならではの食材とそこで育った食文化が多数あるにも関わらず、食・食文化
に関心の高い旅行者に情報が届いていない。

課題

予約システムサイト会社の選定（2019年3月～2019年11月）

・ウェブサイトから「フードツーリズムエリアの食体験予約」が可能な地域誘客につながるシステムを

構築すべく、予約システム会社の検討を開始。

・自社での開発には技術面・費用面からも限界があり、外部委託業者の検討。

・数あるシステム会社の中より、各地域の食・食文化や体験コンテンツの情報発信に優れている

“食と旅”の専門WEB会社と契約締結。

目的

内容

STEP１

STEP２

STEP３

現地の食体験コンテンツヒアリングの実施（2019年5月～）

・「地域ならではの食」「食体験」についてのヒアリングシートを作成。

・2018年度フードツーリズムエリア認定地域、およびフードツーリズムエリア申請地域よりヒアリング

の実施。

◆フードツーリズムエリア

＜2018年認定地域＞北海道札幌市・函館市/石川県能登島/滋賀県

＜2019年申請地域＞北海道美瑛町/青森県十和田市/山口県長門市

◆ヒアリング項目

フードツーリズムテーマ/食旅のおすすめポイント/

その地域ならではの食材・料理/食体験できる場所

・ヒアリングシートの完成度が高いと、その地域の食や体験メニューがイメージしやすいため、適切

なヒアリング項目の設定や記入しやすいシートの作成が重要。

食体験コンテンツ現地視察の実施(2019年7月～)

・ヒアリングシートから読み取りきれない食体験の詳細を確認のため、2地域を現地視察。

・実際に現地を訪れてみると、交通が不便であったり、ガイドが説明できないなどの受入環境が

整っていなかったりと改善点も見えてきた。

・現地取材の際に、ブランディングもかねて体験メニューの改善も行った。

◆現地視察先

北海道美瑛町 2019年7月 チーズ作り体験等

山口県長門市 2019年9月 捕鯨文化、かき小屋体験等視察等

【郷土食探訪～フードツーリズム～とは】
その地域ならではの食・食文化を、その地域で楽しむことを目的としたツーリズムのこと。土地を訪れ、現

地の人々と交流し、その土地ならではの食をいただく。旬の時期にしか出会えない「食材」、その土地だから
こそ味わえる「食材の鮮度」、食体験の場として地域の景観や自然をも体感しながら脱日常を経験することが
できる。
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総事業費 約480万円

事業委託先：

①旅行会社

②食の情報サイト運営会社

委託内容：

①フードツーリズム認証地域・フードツーリ

ズムマイスターにおけるプロモーション方

針の策定およびツーリズムエキスポ2019

出展のブース企画・運営等

②WEBサイトの作成、予約システムの導入

・フードツーリズム2018年認知地域、2019年申請地域の計6地域の情報を含めたホームページのリニューアルが

完了し、情報発信を行う。フードツーリズム特集ページへの1ヶ月のアクセス数は3550件(2月時点) であり、エリ

ア紹介ページへの1ヶ月のアクセス数は899件であった。 (2月10日のリリースから1ヶ月間の数値) 

・フードツーリズムを切り口として各エリアへ誘客をできるしくみが整った。

・北海道、山口県への現地視察を行い、各地域1個(計2個)の食体験コンテンツの改善を行うことができた。

・2018年認定地域・2019年の申請地域6エリアから計10個のコンテンツが造成できた。

(各エリアから1コンテンツ以上造成)

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：日本フードツーリズム連携協議会（事務局：日本フードツーリズム協会）
TEL：03-6228-4469 URL：http://area.food-tourism.jp/

・WEBサイトを構築した後の、適度な情報更新の仕組みづくりが重要だと感じた。

・季節によって変動する食メニューなど情報更新が必須であり、主宰者が頻度よく更新できる運営体制になって

ないと情報に乖離が生まれてしまう点に注意が必要。主宰者との連携をいかに強化するかが重要。

・「体験メニュー」をWEB上の予約システムと連動させる段階でツアー内容自体を見直す必要があったため、今後

もツアーの見直しに時間を要する点に注意が必要。まずは着地型コンテンツの拡充を進め、将来的には旅行

業の取得も視野に入れた運営体制を検討していく必要性を感じている。

・「体験メニュー」について現地調査を行った際、受入環境における問題点が判明したため、今後もアクセス面や

体験について説明可能なガイド環境が整っているかどうか等について注意が必要。

◆事業実施の注意点・反省点

かき引き上げ体験

かき小屋漁師さんによる説明

Final WEBサイトでの予約開始（2020年3月～）

・フードツーリズムエリア特集WEBサイトと連動した予約システムの稼動開始。

・WEBサイトから予約を受けると直接フードツーリズムエリアへ予約が入るしくみ。

STEP４ 予約システムと連動したWEBサイトのリニューアル（2020年2月～）

【フードツーリズムエリア特集ページ】

・予約システムと連動させるため、2018年11月に開設したフードツーリズムエリア特集WEBサイト

をリニューアル。2018年の認定地域3地域に加えて、2019年の申請地域を3地域追加し、情報発

信を行う。

・WEBサイト上では、食文化やその土地ならではの食材や料理を写真とともに掲載した。地域の

様子がリアルタイムで分かるブログ形式の記事も取り入れた。

【予約システム】

・ツアー形式のプランでは旅行業法に抵触する、500円のワンコイン体験では店舗側に利益が上

らない等、実際に運用を始める前に問題点も見つかった。

・最終的に予約システム上では、着地型体験メニューを販売することとした。

・現地の店舗に予約システム導入の際の注意点と、運用マニュアルについて説明会を実施。
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【情報発信・PR 】
宙ツーリズム 情報提供の強化

＜宙ツーリズム(選定期間：2018年度～2020年度) ＞

◆事業概要

・「宙ツーリズム」の情報提供と認知拡大をウェブ展開とイベントPRで図ること。
・協議会への入会促進に繋がる施策を実施すること。

宙ツーリズム情報提供の強化
【総所要時間：2019年6月～2020年2月】

・「宙ツーリズム」への関心度は高いが、実際の参加者(ツアー参加者や関連施設訪問者）が少ない。
・「宙ツーリズム」の活動本格化に十分な協議会の会員数が足りない。

課題

「宙ツーリズム」市場把握のための調査（2019年6月～2019年7月）

・昨年の調査により宙ツーリズムへの関心層は4000万人に及ぶことが示されたが、実際の宙ツ

アーや関連施設訪問の参加に繋がらない理由の調査を実施。

・調査により、興味関心はあるが宙ツアーに関する情報が身近になく、入手・アクセス方法も分から

ないことが原因と判明した。

目的

内容

社団法人化による推進体制の確立と情報提供強化の方針決定（2019年7月～2019年9月）

・一般社団法人を設立させ、本格的な活動を推進できる体制を確立した。

・7月の協議会総会で、先の調査結果を受け、情報提供強化策を決定。

「宙ツーリズム」ウェブサイト内のコンテンツ整備を行った。

1. 宙ツーリズムマップの導入

星空スポットや宇宙の興奮を味わえる施設の地図情報を盛り込んだマップ機能を整備。マップ

内は、 「星空観測スポット」の”UNIVERSE”、「宇宙体験スポット」の”SPACE”、「天景観測ス

ポットの”SKY”という3つのタイプに分類した。

2. 年間の天体イベントカレンダーの制作

注目すべき日食や月食などの星空観望のお勧めタイミングや、ロケット打上などの要チェックイ

ベント日程を掲載するスケジュールプログラムの制作に着手した。

3. 協議会サイトと会員のサイトとのリンク促進

会員のサイトに容易に掲出できるよう、バナーキットをご案内。

STEP１

STEP２

STEP３ イベントを活用したPRと入会促進（2019年10月～2019年11月）

・ツ―リズムEXPO＠大阪へ出展し、シンポジウム開催やステージ発表などを実施。前半2日間の業

界対象日において、多くの観光関連の専門家や団体と交流を図った。入会に向け継続的にコンタ

クトを進めている。後半の2日間は、一般来場者への宙ツーリズムの認知拡大に努めた。

・宙フェス＠日本橋へ出展し、宙ツーリズムPRを行った。来場者は宙ファンが多く、効果的なPRが

できた。

【宙ツーリズムとは】
宙ツーリズムとは、リアルで美しい星空や千載一遇の天文現象だけでなく、オーロラ観賞やご来光、ロケッ

ト打ち上げ体験等を楽しむツーリズムのことであり、これらを気軽にかつ快適に観賞できるもの。

®
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【ウェブサイト拡充よる認知度拡大】
・月のアクセス数 2019年3月時点1,022⇒2019年10月時点2,393

2019年3月のウェブサイト立ち上げ当初より約2倍に増加した。
・ウェブサイトの拡充により、宙ツーリズムに関心のある層が宙ツアーに関する情報が入手しやすい環境が整備
できた。ウェブサイトの拡充やイベントへの出展は今後も継続していく予定。

【会員数】
・団体会員：36団体⇒39団体、個人会員：3名⇒11名

*宙フェス＠日本橋への出展により、個人会員の3名の入会に繋がった。
*ウェブサイトのコンテンツ拡張により、個人会員5名の入会に繋がった。

【新たな情報発信策の展開】
・FINALに記載のとおり、他地域・団体との連携により新たな情報発信策を展開できた。

総事業費 約730万円

事業委託先：①デザイン会社

② 旅行会社

委託内容：①ウェブのプログラム設計とコンテンツ掲出

②ツーリズムEXPO出展

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：一般社団法人宙ツーリズム推進協議会（事務局：株式会社 電通）
TEL：03-6216-8829 URL：https://soratourism.com/

・市場調査により、課題を明確にした上で情報発信に取り組むことが重要だと感じた。
・魅力あるコンテンツをいかにターゲットに広く伝えるか、SNSの積極的な活用が求められる。
・宙ツーリズムは一般的に天候に左右されやすい認識があるため、メインに打ち出すことが出来ない場合もある。
情報発信の中で天候に左右されない宙に関する施設の紹介を行うなど、ネガティブな点を補う情報発信も必要
だと感じている。また、他テーマの協議会との連携を深める事で、宙をPRできる可能性を追求していきたい。

・ツーリズムEXPOと宙フェスの来場者の趣味嗜好が異なり、宙ツーリズムへの関心喚起において、大きな相違
があった。宙ツーリズムに関心のある層とのコンタクトポイント機会の増加・創出に注力する必要がある。

・一方で、ツーリズムEXPOは観光業界の皆さんとのネットワーキングとしては有効な機会であり、来年以降の
ツーリズムEXPOの活用方法に活かしたい。

◆事業実施の注意点・反省点

FINAL 新たな連携先との情報発信策の展開（2019年12月～2020年2月）

・他テーマの協議会や企業との連携を通じて、他地域・団体へ効果的な情報発信を展開。

1. アニメツーリズム協会との連携による情報発信

1月より放送開始のアニメ番組「恋する小惑星」と「天体観測の聖地と言える天文台のある石垣

島」とのコラボ企画として、ブックレットを製作し、当協議会の施設でも配布。アニメファンが宙施

設に来場するという新しい誘客の仕組みを構築できた。

2. 宇宙メルマガ“THE VOYAGE”（読者：約1000名）との連携

本団体は、先のツーリズムEXPO＠大阪で繋がりを構築できた団体。当協議会は情報共有と

発信を連携して進めていくことに合意。12月のメルマガでは、”宙ツー”グッズを読者へのクリス

マスプレゼントとして提供するなど連携。今後、さらに宙ツーリズムより情報発信予定。

3. 富士通エフアイピー社との連携

本団体は、先のツーリズムEXPO＠大阪で繋がりを構築できた団体。本団体が所有する観光

者向けアプリ「たびしるべ」のトライアルテストに取り掛かることを決定（2020年1月）。実際のテ

ストを今春実施見込み。
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【情報発信・PR 】

情報・体制整備に向けたWebサイトの推進
＜Industrial Study Tourism(選定期間：2018年度～2020年度)＞

◆事業概要

・ビジネスに向けた情報整備
・地域の自治体、観光協会、DMO等観光関係者間の予約や案内の効率化
・「IST産業訪問」Webサイトをショーケースとし、その窓口を地域と連携した全国産業観光

推進協議が行うワンストップサービス化に向けた準備

全国各地の産業訪問プログラム・ツアーの造成、Webサイトの推進
【総所要期間：2018年8月～2021年3月】

・2030年訪日外国人旅行者6000万人に向け取り組んでいるが、現在の訪日外国人旅行者の6割
はリピーターである、日本に何度も訪れていただくような国際競争力の高い産業観光の資
源をプログラム化し、強力な発信が必要である。情報の可視化、継続的な発信が喫緊の課
題である。

・産業観光による経済効果は高く、地域の関係者が持続して観光振興に取り組むために波及
効果を可視化し、参画を促すことが重要である。

課題

データベース構築（2018年7月～11月）

・仕様検討、必要情報の整理、登録シートの作成
・産業観光資源、地域情報を含むコースの作成、登録
・商談会、パンフ等受入内容メニュー、目安料金等を

記載し、商談でも活用できる旅行商品シートを作成
Webサイトリリース・ツアー掲載（2019年1月～）

目的

内容

ツアー登録・掲載数の拡大(2019年7月～)

・産業観光推進地域と連携したツアー造成・掲載

2019年 10コース

2020年 27コース

2021年 9コース(総45コース)

※今年度予定の小松市1コース造成中、

初年度登録の北九州市1コース内容改修中

Webサイト連動広告（SNS等）の配信(2019年10月～）

・属性分析、産業観光基礎調査結果を関係者へ共有、

ターゲティング、ツアー造成等戦略に活用

STEP１

STEP２

【Industrial Study Tourism（産業訪問）とは】
「Industrial Study Tourism (産業訪問) 」は、「産業観光」、すなわち歴史的・文化的価値のある産業文化財

（古い機械器具、工場遺構などのいわゆる産業遺産）、生産現場（工場、工房等）及び産業製品を観光資源と
し、それらを通じてものづくりの心にふれるとともに、人的交流を促進する観光のうち、訪日外国人のビジネス
客を対象にしたもの。（注：産業の中には一、二、三次各分野の産業を含む。）
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総事業費 約1,600万円

2018年 約500万円 事業委託先：観光専門シンクタンク（構築、登録業務：DHE)

委託内容：制度設計、データベース・Webサイト構築、コース登録・掲載（日本語・英語）

2019年 約700万円 事業委託先：観光専門シンクタンク（構築、登録業務、情報発信：DHE)

委託内容：コース登録・掲載、Webサイト連動広告配信（SNS、国内外エージェント等）

2020年 約400万円 事業委託先：マーケティングコンサルタント

委託内容：コース登録・掲載、Webサイト連動広告配信（SNS）

◆事業実施の結果と活用方法

問合せ：全国産業観光推進協議会（事務局：公益社団法人 日本観光振興協会総合調査研究所）
TEL：03-6435-8333 URL：https://industrial-study-tourism.jp

・一部の地域を除き、具体的な取り組みが初めての地域が多く、合意形成へ向けた関係者説明より着手

することからツアー造成に時間を要した。同様に地域の受入窓口を想定していたコンベンション

ビューロー、DMO等地域のマネージメント組織機能が確立されていない地域に対して、見学料金設定

やインバウンド対応、受入環境整備等の運営面においても支援が必要であると感じた。

◆事業実施の注意点・反省点

日本海外オペレーター協会等情報発信(2020年1月～)

・ランドオペレーターへ定期的な情報発信

・ランドオペレーターを対象としたモニターツアーを開催し、その結果を含む

「Industrial Study Tourism  産業訪問の手引き」を作成中（2021年3月末完了）

Withコロナに対応したツアーの登録・掲載（2020年11月～）

・①福井県鯖江市・越前市 ②石川県小松市 ③岐阜県関市

自走化に向けて（2021年4月～）

・PR強化と維持管理費節減を目的に日本観光振興協会運営「全国観るなび 産業観光ガイ

ド」と統合予定。月間100万PV である「全国観るなび」と連携し、産業観光の情報を集約

することで相乗効果を狙う。

Final

Webサイト「Industrial  Study Tourism 産業訪問」PV数
2018年度（1月末～3月） 5,757PV 2019年度 21,460PV 2020年度 約20,000PV (暫定値)
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・データ分析によりターゲティングが明確となり、具体的、効率的なプロモーションが可能となる。
・ツアー造成、関連情報を収集することにより、商品カルテとして作成、商談・販売の際に有効活用。
・Webサイト上をショーケース化し、いつでも情報発信が可能となる。

※構築したWebサイトのデータ分析の結果は以下の通り。



総評



71

テーマ別観光へ取り組むためのプロセスについて

本事業の実施開始から5年が経過し、事業として最終年度を迎えた。各テーマ実施者
においては地方へ誘客するためのテーマ別観光による様々な取組が行われた。一般
的な観光マーケティングの視点からも考えられることであるが、例えば一過性のイベン
トや大規模なパワープロモーションによって一時的にある特定の地域や資源に飛躍的
に集客が増大することは多々ある。しかしながら、イベントの終了やプロモーションの規
模縮小に伴い一気に集客が途絶えるという様な例も後を絶たない。

また、上記の様な要因で急速に集客が増えた地域の環境が整っていないことから、
満足度が低く再訪意欲が高まらないということも散見される。これらを踏まえ、本事業が
あくまでも「地方へ誘客する」という性質のものであるということを鑑み、本来的にどの
様なプロセスをたどって行われていくべきかという点を整理したものが下の図である。

テーマ別観光へ取り組むためのプロセスは、これまでの事業実施を経て整理がなさ
れてきた成果である。各プロセスにおいては、どの様な手法が必要で、また効果的であ
るかについて、有識者からの提言を基に、各テーマ実施者並びに今後テーマ別観光に
取り組む方に参考となる資料を作成した。



【ネットワーク構築】

◆ネットワーク構築例

共通の観光資源（テーマ）を持つ地域や、それらを活用して観光振興に取り組もうとする自治体
や企業等、関連する団体でネットワークを構築する。先進地の持つノウハウや知見の共有等を実
施することで、全国的な底上げや情報発信力の強化に繋がる。

シンポジウム、セミナー、定期総会

●ネットワーク構築の目的

シンポジウム等を通じて、地域間で課題や成功事例を共有することで、団体への加盟メリットを創出で
きる。それを踏まえ、統一マニュアル等を作成し横展開することで、さらにネットワーク強化もできる。こう
した循環が、協議会の自走・継続のポイントとなってくる。

●地域の観光資源との連携
各テーマがそれぞれ特色を持って来訪意欲を高める動きをするものの、単一のテーマがその地域を訪

れる直接的で決定的な要因に育つまでには相当の時間とエネルギーを要する。そこでその地域におけ
る特色を持った観光資源や、その地域固有の観光資源、さらにはその中で各テーマと親和性の高いもの
を抽出し連携していくという動きが必要である。その際は最終的に資源の磨き上げと出口として捉える商
品化や体験プログラムの造成並びに消費行動につながるものとして捉えるべきである。

●自治体との連携
「テーマ別観光による地方誘客事業」は、その名の通り東京を中心としたゴールデンルートに既に多数

来訪している主に外国人観光客を地方へと誘客していくという動きである。 この動きの中では各テーマ
が、展開する自治体との連携は必須である。 各地域に共感がなければ維持・拡大していくことは難しい。
そのために、いかに首長を説得し、話し合いのテーブルに乗ってもらうかが重要であり、各テーマにはそ
の説得のためのツール作成等も必要となってくる。

●民間企業との連携
地方自治体との連携と同様に、民間企業との連携も重要である。特に地方の金融機関においては、各

テーマの構成団体が直接入ってくることにより財源に関する議論についても有効である場合が多い。ま
た、各構成団体それぞれの強み・弱みを互いに補完することが出来れば双方にとってメリットとなり、関
係性も永きに渡って継続して いくことが可能である。親和性の高いテーマ同士で連携を図っていくことも
重要である。

●ネットワークの拡大と継続
各テーマ事業者単体では、実施可能な取組や、それが直接的で決定的な来訪意欲に繋がる魅力発信

を行うには限界がある。今後は各テーマが外部の団体との連携を拡大・強化していくことが求められる。
例えば、卒業テーマを含む親和性の高い各テーマ同士の連携、国外の同様のテーマに対して取り組む
団体との連携などが可能性として挙げられる。

ネットワーク構築における各種手法の中では、シンポジウムやフォーラムの開催も有効である。ネット
ワークの構成団体が成功事例やノウハウを共有することで今後の方向特性を決定し、さらに定期的にこ
のような会を実施することで、ネットワークの結束力を築いていくことが出来る。

◆ネットワーク構築におけるポイントについて
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【マーケティング調査】

◆マーケティング調査例

テーマ別観光を取り組むための初動として最も重要なフェーズである。基礎調査やモニターツ
アーを実施し、観光客のニーズ抽出やターゲット層の把握、観光資源の魅力や地域の抱える現
状や課題の抽出等を行う。 これらの調査により、明確なターゲティングが可能となる上、講じる
べき必要な対策が明らかとなり、次の受入環境整備や情報発信・PRを効果的に実施することが
できる。

イベント・旅行者アンケート、モニターツアー、ファムトリップ

●マーケティング調査の目的

テーマ別観光を行っていく上で、マーケティング調査を実施する目的は大きく二つに定義できると考え

る。一つはターゲティングのためであり、もう一つはPR・プロモーション手法の確立のための検証である。

各テーマが展開する地域に呼び込みたい層やそのテーマに親和性が高い（と考えられる）層のデータを

収集し、ターゲットの嗜好・属性・行動・消費傾向等を分析の上、本当にターゲットとすべき市場かどうか

を検証する。また、その収集された情報から導かれる、それらのターゲットに的確なPR・情報発信、プロ

モーションであるかどうかの基礎データとすることが有効である。

●マーケティング調査によるターゲット設定

マーケティング調査によるターゲット設定はテーマ別観光を行う際に非常に重要になってくる。誰に向

けた商品で、どのようにアプローチするのかを事前に明確にしなければならない。 アンケートであれば

対象者・内容の精査、モニターツアーでは、有償か無償か、ターゲット層にいかに近い参加者を選定す

るかで結果が左右され効果が変動する。また、ファムトリップを実施の際には、その後、招聘した旅行会

社が実際に旅行造成を行ったのか、追調査を行う必要がある。 マーケティング調査においては、人々の

趣向や環境が頻繁に変化することもあるため繰り返し実施することも重要である。

●マーケティング調査のそれぞれの手法

1．モニターツアー

将来的なターゲットとしたい層に実際の地域を体験してもらうことで一定の効果が得られる と考える。

この手法はターゲットとする観光客の実態に近い行動や消費の傾向等を捉えることができる。ただし、参

加費が有償か無償かによって特性には差異が見られる ため、この結果を用いた商品造成や計画立案

の際には考慮が必要である。 マーケティング調査は対象となる市場や環境が刻々と変化していくため

繰り返し実施していくことが重要である。

2．アンケート

インタビューで、ある一定の回答数を獲得し、その傾向値等を測る「定量調査」にはアンケートの手法

が有効である。例えばWebページ上で回答者にプレミアムを付与して回答を求めるアンケート等は相当

数のサンプル確保が期待できる。重要なことは設問内容に配慮し、求めたいデータのイメージから逆算

して調書を設計していくこと。また、特定の領域を深堀するいわゆる「定性調査」にはインタビューの手法

が適切である。空港等定点で帰国前の外国人観光客に話を聞くイメージである。

◆マーケティング調査におけるポイントについて
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【受入環境整備】

◆受入環境整備例

マーケティング調査の結果を踏まえ、多言語対応のマニュアル作成やガイド人材
の育成等、観光客をストレスフリーで受け入れるための、より良い環境を整備する。
これらの取組により、地域を訪れる観光客の満足度向上に繋がる。

パンフレット作成、マニュアル作成、ツアー造成（着地型）、ガイド養成、
周遊の仕組み構築

●受入環境整備の目的

受入環境整備では利用者目線を重要視し、UI(ユーザーインターフェイス)が良いものがサービス
の利用に繋がりやすいと考えられる。利用者目線で分かりやすいwebサイト、旅行客が見やすい観光
地マニュアル、旅行者が予約しやすい旅行商品(着地型)の造成に努めると良い。

受入地域目線として、旅行客が訪れた際に、満足いただける一定水準のおもてなしが誰でも提供
できるようなマニュアル整備が大切である。また、長期的な視座に立てば、ツアーやイベントを「1
日限りの開催」から「定期開催」へ、「1日や数日の滞在しか楽しめないもの」から「長期的に滞在
して楽しめるもの」へ、「特定地域のみの観光」から「周辺地域も巻き込んだもの」へ変わってい
くとさらに可能性が広がる。

協議会目線として、各テーマに対する旅行客の満足度向上のための鍵は、ガイディングによると
ころが大きい。各テーマにおける地域単位、もしくは地域横断でのガイド育成は時間を要するとと
もに高い質を求められ、コストもかかってしまうが、協議会としては重要な役割である。また、マ
ニュアルについても作成しただけで終わるのではなく、地域でしっかりと活用できているのかの
チェックやフォローアップまで行うことが重要である。

●人材育成
観光マーケットにおいては、全世界的にモノ消費からコト消費にシフトしており、 今後この傾向

は増々加速していくものと考える。この局面において旅行者、参加者の満足度が上がるのはひとえ
にガイディング、つまり人による観光案内である。地域における担い手の育成は一朝一夕にいかな
いが、各地域において座学とフィールドワークは大変有効である。

●ICT技術等の活用
上記の人材育成は重要なことであるが、時間がかかることも事実である。例えば、外国人観光客

が訪れる全ての施設で様々な言語に対応出来る人材を望むことは現実的ではない。しかしながら、
自動音声翻訳や各種アプリの導入、スマートフォンでのQR コードの読み取りなど、ICT等技術の進
歩で解決可能なことは多い。

各テーマ実施者が展開するサービスや訪問先のマナーなども浸透させることが可能である。ここ
からより一歩先を進めてマナー、しきたりから「楽しみ方」を共有出来るような仕組を作る事が出
来れば、満足度が上がり再訪意欲へ寄与するものと考える。

●マニュアル作成と活用
観光の現場で求められることは、「誰が対応しても一定の水準が保たれること」、「誰が行って

も同じように出来ること」であり、これを解決する手段がマニュアルの整備である。このマニュア
ルを活用して成功した事例を、各テーマ実施者は他の地域へと横展開をしていくべきである。 マ
ニュアルの内容については、イラストを入れたり、分かりやすい表現にして、手にした者が理解し
やすく、その日から活用できるようなものにすることが重要であり、 環境や時代の変化に対応して
ブラッシュアップさせていくことも必要である。

◆受入環境整備におけるポイントについて
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【情報発信・PR】

◆情報発信・PR例

マーケティング調査の結果を踏まえて、旅行博への出展、ホームページやガイドマップの作成等
により、確実にターゲットに訴求する、効果の高いPRを実施。更にネットワークを活かし、一元的な
情報発信を行うことで、より発信力の高いPRを実施

公式webサイト作成、シンポジウム開催、SNS配信、雑誌掲載、メルマガ配信、 EXPO出展、海外
旅行博出展、予約システムの作成、旅行会社等の直接訪問

●情報発信・PRの目的
情報は提供される人にとって心に響く内容でなければ有益なものとはいえない。ターゲットを絞り、その

ターゲットに向けた情報をいかに効果的に届けられるかが重要であるため、マーケティングがきちんとでき
ているか否かが情報発信・PRの効果に左右する。 また、発信前後の効果検証を行う必要がある。さらに発
信した結果、どのように誘客に繋がったのかを検証する必要がある。情報発信がいかに地域の誘客に繋
がったのか、より深い分析が可能な仕組の構築をすることが重要である。

●情報発信・PRにおけるターゲット研究
情報発信・PRはどのターゲットを狙うかによって手法・対策は全く変わってくる。 そのため、各ターゲット嗜

好を把握する必要がある。マーケティング調査によって得られた情報を活用し、ターゲット層がどのような手
段で旅行・観光の情報を入手しているか、把握に努める。伝統のある旅行ガイドブックか、各国や地域の政
府観光局のホームページ、著名なブロガーが自身のページで更新する情報、または日本在住の知人・友
人等、それによりターゲットへとリーチできる情報発信・PRの手法を選択することが重要である。

●情報発信・PRの手法（効果的なメディア選択）
1.伝統的なメディアの活用と口コミ

一般的に欧米においては、訪日前の情報入手経路として、活字情報（伝統のある旅行ガイド ブック等）を
重視している。ここで考えられる手法としては、旅行雑誌等に寄稿している外国人記者等を招請するファム
トリップ等であり、実施後の情報の拡散に効果的である。
2.日本在住外国人への情報発信

上記同様に日本在住の知人・友人からの情報も信頼しているため、日本在住外国人向け情報誌などに
継続的に情報発信を行うことが必要で、その後の口コミ効果が期待できる。日本在住の外国人は、数十回
来日している観光客に例えられ、この層に訴求できるメディアの選択や表現の工夫は、その後の情報発
信・PRの手法を学ぶにあたり参考となってくる。
3.インフルエンサーの活用

欧米に比べ東南アジアにおいては、訪日前の情報入手において、著名なブロガーやSNS等で情報発信を
行うインフルエンサーの動向を重視している。観光に限らずインフルエンサーを活用したマーケティングは
主流となっているが、重要なことは、各テーマ実施者が、地域と連携し誘客したい層と、インフルエンサーの
フォロワー等が合致しているのかということであり、ファムトリップ等を行う際に重視すべきである。
4.パワフルなスキームの活用

旅行博出展等も情報発信の手段として有効であるが、各地域単独では注目度が低く、大きな会場の中で
埋もれてしまい伝わりにくいことがある。 各地域の連携、また都道府県や国を巻き込んだ大きなスキーム
の中で、 行っていくことが効果的であり、JNTO等が出展窓口となり、現地でジャパンブースの一環として
PRしていくことは意義がある。 また、ブランド価値のある民間企業との連携も有効である。構成団体に入る
意義があり、ネットワークの構築・拡大のプロセスにつながっていき、良好なサイクルが回っていくものであ
る。

◆情報発信・PRにおけるポイントについて
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