第３章

将来的な商品化に向けた地域の取組のモデル調査①

１. 広域連携（全国４地域）
２. 学習を伴う旅行（全国４地域）
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将来的な商品化に向けた地域の取組のモデル調査①
１. 広域連携
地 域
地域の取組主体
福岡県福岡市、 (一社)日本風景街道九州
宗像市
ネットワーク
大分県中津市、 理事事務局長
宇佐市、別府市、 桝谷 秀秋 氏
久住町
熊本県熊本市、
阿蘇市

目利き
九州観光推進機構
観光アドバイザー
大江 英夫氏
平戸観光ウエルカムガイド
理事長 籠手田 惠夫氏
西日本工業大学
名誉教授 堤 昌文氏

目的・取組体制
【目的】
「日本風景街道」指定地域をフックとしたテーマ＆スト
ーリー性のあるモニターツアーコースを開発する。そし
て「日本風景街道」という魅力的な地域資源をＰＲ促進
し、受入地域の人材育成を加速した上で、旅行商品化へ
と進める。
【取組体制】
・「日本風景街道九州紀行研究会(仮称)」設立
・事務局：日本風景街道九州ネットワーク
・バスツアー企画旅行会社との連携

九州工業大学
教授 吉武 哲信氏
愛知県、岐阜県、 山車からくり街道連絡会 日本観光振興協会
【目的】
富山県
総合研究研究所
ワークショップや「山車・からくり協議会」を活用し、
愛知県観光コンベンション課 常務理事・所長 丁野 朗氏 観光資源のブラッシュアップを継続的に行い、常に求め
水上課長補佐
られるサービスや新しい話題を提供できる体制を築く。
長良川温泉泊覧会
商品化を前提に、関係者それぞれにメリットが生じるよ
岐阜県 観光課
実行委員会
うな仕組みづくりを目指す。
永井課長補佐
事務局長 蒲 勇介氏
旅行会社、地元及び関係者による各種情報発信、旅行会
社の販売力を合わせて、協働型商品（着地型、フリープ
富山県 観光課
知多ソフィア・ネットワーク ラン等を含む）として商品化を図る。
山下課長補佐
代表 山本 勝子氏
【取組体制】
日本観光振興協会中部支部 ・愛知、岐阜、富山の行政機関
事務局長 西村 哲治氏
・保存団体である関連施設（犬山からくり展示館、高山
祭屋台会館、飛騨古川まつり会館等）
ＪＴＢ中部
・交通事業者及び旅行会社との連携
地域交流推進課長
後藤 貴康氏
栃木県日光市
日光街道観光推進連絡会 跡見学園女子大学
【目的】
東京都中央区
准教授 篠原 靖 氏
東京から日光にかけての街道で繋がる観光に注力する
埼玉県越谷市
中央区観光協会 山崎氏
各地域が協調し、連絡会を本格稼働させ、協議会を設立
日本観光振興協会
し、共同して積極的なプロモーションを図ることを目指
越谷市長柄環境経済部長 総合研究所
す。
常務理事・所長 丁野 朗氏 徳川家康が作り上げた江戸日本橋を起点に、日本橋～日
日光市 田中観光振興課
光街道沿いの宿場町都市～日光というリアル空間を結
長
日本観光振興協会
ぶとともに、江戸～明治維新～西洋近代～現代という時
総合研究所
間（歴史）軸を上手く組み合わせながら、魅力的な観光
研究部長 楡木 慎一氏
プログラムを造成する。
日本観光振興協会
総合研究所
主任研究員 加藤

【取組体制】
・日光街道観光推進連絡会（仮称）を日本観光振興協会
克志氏 のサポートにより本格稼働
・日光街道拠点地域の自治体及び観光事業者の連携
石川県能登地域 (一社)能登半島広域観光 NPO 法人日本風景街道コミ 【目的】
七尾市 輪島市 協会
ュニティ
能登半島の 4 市 4 町は、その人の手による里山、里海が
珠洲市 羽咋市
次長 福田 忍 氏
理事・事務局長
価値あるとして『世界農業遺産』に認定された。各地域
志賀町 宝達志水町
オフィス・ウスイ・コミュニ に残されている里山、里海の景観の素晴らしさと各地に
中能登町 穴水町
ティ・プロデュース
伝わる『キリコ』や『あえのこと』という無形の文化を
能登町
代表
体感する『世界農業遺産』をテーマにした旅行商品化を
臼井 純子氏
狙う。
【取組体制】
・能登半島広域観光協会が主体的に取組
・石川県観光戦略推進部と連携
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調査報告:広域連携① 日本風景街道九州ネットワーク「日本風景街道『学・遊・湯』の九州紀行」
（１）取組のねらい
地域のルートの歴史や自然、生活文化などの魅力を次世代に残そうと九州 7 県の広域にわたり
設定された「日本風景街道」九州 12 ルート（全国 131 ルート）を地域の観光資源として辿りな
がら日本の原風景に触れる観光商品の開発。観光素材の魅力向上に欠かせない「地域ガイド」に
よるテーマごとの地域相互連携を見据えた「テーマ別地域ガイド」育成の環境づくりという課題
に取り組むことで、将来的には九州 7 県 12 ルートを活かした広域にわたる「日本風景街道『学・
遊・湯』の九州紀行」企画のシリーズ化を目指す。
（２）取組の概要
歴史文化に興味のあるシニア層をターゲットに、「日本風景街道」九州北・中部ルートを活か
した「黒田官兵衛と豊後街道・加藤清正の足跡を辿りながら街道風景を体験する 1 泊 2 日」の旅
行会社・メディア向けファムツアーを実施、検証し、モデルツアーコースの開発と課題の抽出を
行った。
① 日本風景街道九州ネットワークを中心に「紀行研究会」を立ち上げ、「地域ガイド」による
テーマに基づく広域連携を基本課題と見据え、風景街道周辺地域のストーリー性のある観光
資源の洗い出し。
② 運営事務局関係者にて「コース下見会」を開催し、モデルツアーコース案沿線の「地域ガイ
ド」

の確認と観光資源の磨き上げ。

③ モデルツアーコースの開発および「ファムツアー」の実施、課題の抽出と共有。
（３）取組内容
時期
8 月～10 月
11 月
11 月
12 月
1月
2月
3月

内容
提案者である日本風景街道九州ネットワークを中心に、目利きおよび運営事務局
との事業計画（実施手順）について調整協議
「第 1 回企画会議（キックオフミーティング）」を立ち上げ、事業のゴールのイ
メージの共有と観光資源の洗い出し
事務局関係者にて「コース下見会」を開催し、地域ガイドとの協議、地域の観光
資源の磨き上げ
旅行会社・メディアによる「ファムツアー」を実施し、テーマ性ある地域観光資
源の現地実踏調査
事務局会議にて調査結果の集計・分析とＰＲツールの検討
「第 2 回企画会議（ワークショップ）」を開催し、モデルツアーコースの開発と
ＰＲツールの作成、課題の共有
事務局会議にて 3 ヶ年計画案の共有
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（４）ファムツアーの概要
【旅行期間】平成 26 年 12 月 9 日（月）～

12 月 10 日（火）

2 日間

【参加者数】19 名（目利き・旅行会社・メディア 7 名、アドバイザー・現地協力 8 名・事務局 4 名）
月日
12/9
（月）

日

程

福岡天神日本銀行前 集合（貸切バス利用）
●福岡市「崇福寺（黒田官兵衛墓所）」
●＜車中＞

神田

紅講談ＣＤ、馬ヶ岳城跡の車中説明

※山内氏

●中津市「中津城」「寺町／合元寺（赤壁寺）・円応寺（河童寺）」 ※中津耶馬溪観光協会
●中津市 昼食「武庵 花福」
●杵築市「杵築城下」「武家屋敷（台の茶屋）」 ※杵築市観光協会（大分史談会）
●別府市「石垣原古戦場」 ※大分県ふるさとガイド連絡協議会
●別府市（意見交換会） ※ツーリズムおおいた

12/10
（火）

●大分市「今市宿場跡・石畳」 ※野津原ボランティアガイド協議会
●竹田市「岡城」「竹田城下町」 ※竹田市ボランティアガイド委員会
●竹田市 昼食「御客屋敷」 ※竹田市観光ツーリズム協会
●産山村「ヘキ谷道標」「豊後街道・境の松坂の石畳」 ※阿蘇市観光協会（阿南氏による説明）
●阿蘇市「坂梨宿場跡」 ※阿蘇市観光協会（阿南氏による車中説明）
●阿蘇市「的石御茶屋跡・庭園」 ※阿蘇市観光協会（阿南氏による説明）
●阿蘇市「二重の峠・石畳」 ※阿蘇市観光協会（阿南氏による説明＆散策）
福岡天神日本銀行前 解散（貸切バス利用）
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（５）取組にあたって工夫した点、取組を通じて得られた知見
① 「紀行研究会（企画会議）」の運営体制
「紀行研究会」立ち上げにあたり、本取り組みの提案者である日本風景街道九州ネットワー
クとの協議のもと、福岡を営業拠点とするバスツアー企画旅行会社（西鉄旅行・西日本新聞旅
行・クラブツーリズム九州旅行センター）やシニア雑誌専門メディア（西広ＡＰ・メディアプ
ラネット）等に協力を仰ぎ、またコアターゲット向けテーマ旅行企画をイメージし、歴史や写
真、アウトドアの専門家、そして各地域ガイドの実践的リーダーをメンバーに加えた。また、
「目利き」である九州観光推進機構アドバイザーの大江氏のほか、有識者として複数の学識経
験者（九州大学名誉教授・西日本工業大学名誉教授等）に協力を仰ぐこととした。このことに
より、極めて多彩な専門家による、広域連携推進に相応しい幅広い情報を共有することができ
た。
② 「テーマバスツアー」にふさわしいストーリーづくりと演出
「日本風景街道九州ルート（城址・石畳・街道）
」北・中部エリアを中心とし、現在話題の「黒
田官兵衛と戦国武将」コンテンツとを融合させた、時機に合ったモデルツアーコースの開発に
徹した。
例えば、本テーマバスツアーの導入（旅の始まり）に、神田

紅の講談ＣＤを車中で披露す

る機会を演出した。
③ 地域ガイドとの交流機会の提供
テーマバスツアーにおける「地域ガイド」の存在の重要性を考え、その情報収集にこだわっ
た。その方々との交流機会を意識的に多くした。
旅行会社やバス会社における商品開発時に必要な基本情報(地域ガイドの基本情報、地域の観
光情報収集源と連絡先、使いやすい写真データ情報)の一元管理した地域素材ツール集のまとめ。
④ プロモーション＆ＰＲツール
日本風景街道九州ルートの紹介にこだわり、その認定地域と今回の「黒田官兵衛」「戦国
武将・街道・石畳」の関連テーマ地区との位置関係が簡単に理解できるようなコースマップ
と写真画像・キャプションの構成にした。
メインターゲットである福岡在住シニア層への情報提供を意識し、その層への訴求力の強
いメディア（西広ＡＰ／フリーペーパー「ぐらんざ」16 万部発行）の協力を取り付けた。

Youtube チャンネル「九州風景街道まち歩き」の開設
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シニア向け情報誌／フリーペーパー「ぐらんざ」で掲載ＰＲ（2／28 発行号）
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リーフレット（ツアーマップ／日本風景街道

九州紀行）の制作
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（６）今後の課題
・バスツアー企画旅行会社への「モデルバスツアーコース」の継続的な情報提供
「紀行研究会」参加メンバー各社に対するフォロー営業
・新たな風景街道指定地域におけるテーマ性のある観光素材の洗い出し
（ポスト官兵衛のテーマ／ＮＨＫ連ドラ・産業遺産群・和食・祭りなど）
テーマ性（ストーリー性・親和性）のある風景街道シリーズモデルコースの開発
・広域連携の推進を加速させるための「テーマ別地域ガイド勉強会」の推進
語り部（地域ガイド）同士の協力体制の支援
・将来的な個人顧客向けの地域ごとの体験プラン（複数の基本プラン）の開発
「コアターゲット」向け体験プラン（キラーコンテンツ）の開発・販売。
写真および街道・城址・石畳・祭り等の単独テーマの体験プランの流通促進。
・観光プラットフォーム機能（受入体制）の構築の研究
「日本風景街道九州ネットワーク」の収益事業モデルの検討。

中津市「寺町

合元寺（赤壁寺）」／「中津耶馬渓観光協会（中津耶馬渓ボランティアガイド）」

大分市「今市宿場跡・石畳」／「野津原ボランティアガイド協議会」
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（７）商品化に向けた計画（３ヶ年）

2013 年度
「将来的な商品化に向けた観光資源磨きのモデル調査業務」
「ファムツアー」商品の開発、運営（団体バスツアーの実施）
「九州じゃらん」への露出（特集掲載）
・「目利き」九州観光推進機構／大江氏を交えた「企画会議＆ワーキング」の開催
・事務局関係者による「事前下見会」の実施
・「日本風景街道九州ルート」と「黒田官兵衛＆戦国武将」その他の観光素材との連携
・「ファムツアー（旅行会社＆メディア向け団体バスツアー）」商品開発、テスト販売
2014 年度
日本風景街道＋黒田官兵衛のモデルツアーコースの販売
着地型観光商品（個人顧客向け体験プラン）の受入体制の機能研究
・「ファムツアー」の意見を踏まえた素材の磨き上げ
課題を関係各所と情報共有し、テーマ企画バスツアー（モデルコース）のＰＲ、販売
・新たな風景街道地域と観光素材の掘り起こしと磨き上げ（ポスト黒田官兵衛）
テーマ性（ストーリー性・親和性）のある風景街道シリーズモデルコースの検討、開発
・「テーマ別地域ガイド（語り部）」の育成支援
「テーマ別・全行程ガイド（語り部）」の相互協力しやすい環境づくり
・観光プラットフォーム（受入体制）の機能構築の研究
「日本風景街道九州ネットワーク」の事業モデルの検討、機能構築に向けた協議
2015 年度
日本風景街道＋文化歴史（テーマ企画バスツアー）のモデルコースの販売
着地型観光商品（個人顧客向け体験プラン）の受入体制の機能構築
・モデルコース参加者の意見を踏まえた地域資源の更なる磨き上げ（シリーズ化）
「日本風景街道」をフックにした複数の体験プランの継続開発、販売
・「コアターゲット（写真／街道・城址・石畳・祭り等）」向け体験プランの開発、販売
ストーリー性、親和性あふれるモデルコース＆体験プランの開発、販売
・「テーマ別地域ガイド（語り部）」の活動支援
「テーマ別・全行程ガイド（語り部」の継続的な育成支援
・観光プラットフォーム（受入体制）の機能構築
「日本風景街道九州ネットワーク」の事業モデル機能の構築
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調査報告 ：広域連携②『ひとの「心」をつなぐ、山車・からくり街道の旅』
（１）取組のねらい
街道観光を定着させるための条件は『関係者の連携』『観光資源のネットワーク化』『観光客
の周遊利便性』などが必要である。本来の街道ではなくテーマによるつながりを街道として観光
商品化するために、広域的・横断的な連絡会を設立して、観光資源のブラッシュアップと情報発
信を実施する。
（２）取組の概要
中部地方で山車からくり祭りが行われる自治体関係者にヒアリングと連絡会設立に向けた参画
要請。犬山市、半田市、大垣市、飛騨市、高岡市にてワークショップを開催。地域観光の成功モ
デルである「長良川おんぱく」手法を学びつつ、地域の山車からくり祭りをどのように着地型商
品にするか検討した。合わせて地域が連携して山車からくりを協働してプロモーションする合意
形成を目指した。
広域連携② ひとの「心」をつなぐ、山車・からくり街道の旅
観光庁 ：

（取組地域：犬山市、半田市、大垣市、飛騨市、高岡市

将来的な商品化に向けた資源磨きのモデル調査業務

中部地方には多くの山車まつりが開催され、からくりを載せて曳き出される山車の多さはこの
地の特色である。多くの地域が協働してプロモーション活動をすることを目指して連携すること
を狙い、本取組では上図の５地域でのワークショップを開催した。
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（３）取組内容
時期
9 月～11 月
12 月～2 月

内容
中部地方で山車からくり祭りが行われる地域の自治体を繋ぎ、『山車・
からくり街道』として協働プロモーションすることを各地域に説明
犬山（12/16）、半田（1/21）、大垣（1/30）、高岡（2/5）、飛騨（2/6）で
ワークショップ開催

1 月～3 月

プロモーション展開として街道観光マップ作成（※●頁参照）

3月

山車・からくり連絡会設立

（４）ワークショップの概要
【参加者】地域の自治体関係者より地元関係者(まつり保存会や観光協会等)
【内容】
① 目利きである蒲 勇介氏(長良川温泉博覧会実行委員会事務局長)が、地域の素材を磨き上げ、
新しいコンテンツとしてプロデュースする地域活性事例として「長良川おんぱく」における
取組事例を紹介した。
② 目利きである溝口正成氏(愛知県山車祭り保存協議会事務局長)他が、地域の山車からくり祭
りについて行政・観光関連団体との連携した好事例を紹介した。
③ 出席者が祭りの保存や観光客誘致について意見交換した。
④ 3 月に日本観光振興協会中部支部が事務局となり、山車・からくり連絡会を設立し、次年度
に向けて活動していくことを合意形成した。

犬山祭ワークショップ
12/16(月) 犬山市福祉会館

半田地区における事業説明及び意見交換会
1/21(火)神前神社社務所
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高岡地区における事業説明及び意見交換会
2/5(水)高岡市生涯学習センター研修室

飛騨地区における事業説明及び意見交換会
2/6(木)飛騨市役所西庁舎会議室

（５）取組にあたって工夫した点・取組を通じて得られた知見
①

地元参加者の意識共有
各地域においてその立場により祭りへの思いは様々であるが、共通した思いは、祭りを保存し
たいこと、地域の発展に繋がること、地域のＰＲや誘客に繋がるという考え方であった。
今後も地域のためにという考え方で連絡会賛同者を募ることができると再確認できた。

②

観光事業者でない方への誘客効果の理解
各地域ワークショップには観光関係者だけでなく、祭り保存会、氏子総代、郷土史家、行政文
化財関係者等の様々な方が出席した。
地域の祭りはそれがどんなに人気があっても、ごく限られた日(○/365 日)しかなく、地域に来
訪者を増やすには、祭りをフックにいかに地域を認知させる必要があるか再認識できた。

③

各地域の取組や考えを共有
祭り当日には山車がどこを巡行しているかＧＰＳ機能により把握できる仕組みを取り入れる等、
各地域の工夫を共有する良い機会にもなった。
現状、祭りの準備や稽古の様子を見せる地域は無いが、それが観光資源になると考えられる。
祭りを維持存続するにはお金も必要、そのために人々が来訪しお金を落としてくれるように効
果的なプロモーションが必要。山車、それを支える町の人々の営みを伝えるべきと合意した。

（６）今後の課題
・中部地方の多くの地域で山車まつりがあり地域の独自意識も強い。今後連絡会参加地域を拡大
するには、活動が効果的であることを長い時間をかけて示す必要がある。
・次年度以降も日本観光振興協会中部支部が事務局として機能するが、積極的な活動のためには
各地域からの資金面や人材面での協力も含めたプラットフォーム体制の構築が必要である。
・本年度は連携したプロモーションに効果があること、地域誘客のために他地域の好事例を参考
にする必要があることを地域関係者と合意形成した。今後は具体的な旅行商品作成に向けて事
務局が主導して着地型商品造成の勉強会等実施が必要である。
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（７）商品化に向けた計画（３ヶ年）
2013 年度
「将来的な商品化に向けた観光資源磨きのモデル調査業務」
山車・からくりの伝統を受け継ぐ地域（半田市・犬山市・大垣市・飛騨市・高岡市）の５市にて
ワークショップを開催
・

他地域での事例紹介

・

目利きと地域の観光関係者及び観光関係者以外の意見交換会

・

２年目以降も継続して広域連携しくための「山車・からくり街道連絡会」を発足させる

中部地区の山車・からくりの紹介パンフレット作成
情報発信（中部広域オフィシャルマガジン「感動十景」掲載）
※３月に発足する連絡会
【会員資格】

趣旨に賛同いただける方（自治体・法人・団体・個人）

【会費】無
【会員の役割】

各種情報の提供、連絡会への出席、意見交換

【事務局】日本観光振興協会中部支部
2014 年度
「山車・からくり街道連絡会参画自治体及び関係者の拡大」
・

意見交換会の開催

・

情報発信（感動十景、ホームページ、フォーラム・セミナー）

・

着地型商品化へのトライアル

2015 年度
「山車・からくり街道連絡会の活動強化と着地型商品造成とプロモーション」
・

意見交換会の開催

・

情報発信（感動十景、ホームページ、フォーラム・セミナー）

・

着地型商品化

・

旅行会社へのセールス

・

昇竜道プロジェクトと連動した海外向けプロモーションの展開
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調査報告：広域連携③『日光歴史街道・江戸から近代日本への旅』
（１）取組のねらい
日光街道沿いの各地域は日光街道という観光素材を活用して誘客を狙ってはいたが、協働した
具体的な取組は進んでいなかった。そこで各自治体が連携して日光街道を共同してプロモーショ
ンを図ることとした。そして江戸日本橋を起点に日光街道宿場町、日光のリアルな空間を結ぶ魅
力的な観光プログラム造成を目指す。
（２）取組の概要
日光街道沿いの自治体から中央区関係者、越谷市関係者、日光市関係者が参画、民間企業と共
に日光街道商品造成に向けたワークショップを実施。連絡会で協議を重ねプロモーション展開と
商品造成に向け議論した。
（３）取組内容
時期
9 月～10 月

内容
日光街道沿い自治体関係者及び民間企業にヒアリングと参画要請、日光街道
観光推進連絡会を組織した。

11 月～2 月

全体会議と現地視察を含めたワークショップを開催

1 月～3 月

プロモーション展開としてスマホアプリ開発と街道観光マップを作成

3月

FAM ツアー兼モニターツアー実施

（４）ファムツアー兼モニターツアーの概要
【参加者】関係者及び旅行メディアと一般参加者：18 名

『日光街道をひも解く 2 日間
江戸と日光東照宮を結ぶ将軍家ゆかりの道』
としてツアー実施
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日本橋にてツアー同行の街道ガイドの説明

【行程表】日光街道をひも解く 2 日間江戸と日光東照宮を結ぶ将軍家ゆかりの道
月日

行程
東京駅鍛冶橋駐車場(8:30 発)
●江戸城(皇居)車窓見学
●日本橋ウォーキング～日本橋(日光街道起点)…魚河岸記念碑…さらし場跡…日本橋
由来碑…道路元標…日光街道道標

3/11

●千住宿及び草加宿（車窓観光）

(火)

●大聖寺(越谷最古の寺院参拝・ガイド案内)
●越谷宿ウォーキング～塗師屋…岡杢製菓店(季節のお菓子くわい饅頭賞味)…越谷御
殿跡…久伊豆神社…そば処久伊豆にて昼食
●日光公民館(推進会議)
●日光市内（泊）
ホテル(8:30 発)
●神橋(車窓)
●日光二社一寺観光～東照宮…三猿…陽明門…眠猫…「将軍着座の間」での特別祈祷

3/12
(水)

…五重塔初重内部特別公開…二荒山神社…大猷院…輪王寺
●磐梯日光店(昼食)
●杉並木公園(特別天然記念物の日光杉並木を鑑賞)
●下今市駅(15:05 発)より東武特急きぬ 128 号にて帰路へ
●春日部駅(16:11 着)、北千住駅(16:32 着) 、浅草駅（16:45 着）

日光街道日本橋地区の当時の様子
日本橋地区の日光街道道標

越谷地区の日光街道案内
関係者意見交換ではこうした案内看板やマッ
プを将来的に日光街道観光として統一された
イメージで作成する提案がされた。

越谷御殿跡
御殿は 1604 年家康により設けられ 1657 年江戸
城二の丸に移築されたという。市指定旧跡であ
るが、地元で知らない方も少なくない。ガイド
による案内により観光資源の価値が高まる。
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街道ガイドの説明

日光街道杉並木

日光市内観光資源
渡邊佐平商店（日光造り酒屋

日光地区の杉並区散策マップ
将来的には街道全域で日光街道を統一したイメー
ジで示したい。
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（５）取組にあたって工夫した点・取組を通じて得られた知見
①

組織体制及び担い手関連
日本観光振興協会が短期的に連絡会を始動させるために『着眼大局、着手小局』で、取組に
賛同いただいた熱心な自治体関係者と民間企業を連携させた。

②

地域での視察会とワークショップ

資源名

概要

工夫・得られた知見

日本橋界隈

日本橋起点から旧日光街

まち歩きガイドも見学受入施設の説明はレベ

まち歩き

道周辺をガイドと共に歩

ルが高く、他地域関係者の参考になった。

く
越谷まち歩き
日光市内

越谷市内日光街道をガイ

地域名物菓子店がまち歩きの途中におやつ

ドと歩く

とお茶を提供するなどの工夫がなされた。

酒造見学、そば打ち体験、 街道として商品化するには歩く観光者に向け
杉並木、工芸センター、

た地域のおもてなしが重要。公民館等の施設

二社一寺

が協力して観光客の休憩場所として機能する
ことも地域の魅力につながる。

街道観光発展に向けた意見
・○跡などの碑や案内板は歴史を語る重要なスポットであり、適切な整備が必要。
・街道の各スポットで同様のマップ造成は街道歩きファン拡大に繋がる。
・街道の拠点で新旧の写真や絵を展示するなどの工夫が観光客を魅了する。
・宿場単位や街道全体で協力店を募り、街道歩きファン向けのサービスを検討すべき。
・地域のおもてなし(休憩場所の提供)等を街道全域で協力する。
③

プロモーション関連
ソフトバンク社の協力により日光街道アプリを開発した。各地域の日光街道上又は近隣スポ
ットを掲載する。街道歩きファンに利用いただき、またそれによりアクセス解析により
今後の商品化検討素材とする。合わせて日光街道マップを作成、また街道ロゴマークを作成
して今後展開する。

※作成した日光街道ロゴマーク（縦型と横型）
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（６）今後の課題
・周辺自治体で同様の協議会設立が検討されており、その整理が必要である。地域の参画者それ
ぞれが実施主体としての責任意識を持ち取組するべきであるが、当面は各地域を公平に見るこ
とができる組織が主導的役割を果たさなければならない。
・本年度の取組に参画した３つの自治体及び関係者以外に他地域を巻き込みことが必要である。
今後、各地域からの資金面や人材面での協力も含めたプラットフォーム体制の構築が必要であ
る。
・街道歩きツアーに実績のあるクラブツーリズムにより取組が進展したが、特定の旅行会社だけ
でなく、広く一般に街道歩きの魅力を訴求すべきである。連絡会から資金を兼ね備えた協議会
へ進展することが急務である。
（７）商品化に向けた計画（３ヶ年）
2013 年度
「将来的な商品化に向けた観光資源磨きのモデル調査業務」
・中央区、中央区観光協会、名橋「日本橋」保存会、越谷市、越谷市観光協会、日光市、日光市
観光協会、日光東照宮、東武鉄道、クラブツーリズム、ソフトバンクテレコムをメンバーとす
る「日光街道観光推進連絡会」を組織
２回の全体会合と、３回のワークショップを実施して地域資源掘り起こしの検討を実施
・検討された観光資源でモデルコースを作り、ファムツアーを兼ねたモニターツアーを実施
・日光街道の全宿場の情報を網羅した観光マップの作成
・スマホ用日光街道観光アプリ開発
・日光街道のイメージロゴマーク作成
2014 年度
「日光街道観光推進主体の模索と参画自治体及び関係者の拡大」
・事業継続を見据え、事業推進主体を任意協議会から法定協議会に移行できないかを検討
・日光街道沿道の自治体、および事業者に事業参画の慫慂
・新たな参画地域におけるワークショップ開催（資源磨きと掘り起こし）
・日光街道アプリの利用価値向上とダウンロード数拡大の方法、及び維持管理体制を検討
（システム部会（仮）設置など）
・新たなテーマによるモデルコース（ツアー）の開発
（空き家・古民家利用・農業体験・食のつながり・スポーツ・伝統芸能）
・ファムツアー及びモニターツアー実施による課題の抽出と改善。
2015 年度
「日光街道観光推進主体の設立と日光街道のマーケティング、ブランディングの研究」
・日光街道の観光を推進するための法定協議会の設立
・日光街道をブランドとして内外に発信していく手法の検討
・日光街道の交流人口を拡大するためのマーケティング手法検討
・これまでに集まった観光資源、知見、ツール等をオープンソースとし、事業者や地域観光協会
などに広く商品造成を促す。
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調査報告：広域連携④

世界農業遺産「能登の里山里海」をテーマ素材にしたツーリズム

（１）取組のねらい
『世界農業遺産』をテーマに、能登半島の４市５町の里山里海の素晴らしい景観と各地に伝わる『キ
リコ』や『あえのこと』という無形の文化を体感する観光の商品化を目指す。本事業では、来春の
北陸新幹線の開通を見据え能登の９市町の広域観光連携を促す。
（２）取組の概要
①

地域関係者と「目利き」によるワーキングを開催し、世界農業遺産につながる四季を通じた 観
光資源の洗い出しを行う。

②

ワーキングにより現状の顧客層を把握し、将来的に獲得したい顧客ターゲットを絞り込む。

③

洗い出された観光資源をもとに絞り込んだ顧客ターゲット向けの企画を造成し、観光メディ
ア、旅行会社を招きファムツアーを実施する。

広域連携① 世界農業遺産「能登の里山里海」をテーマ素材にしたツーリズム
観光庁 ：

（取組地域：石川県能登半島）

将来的な商品化に向けた資源磨きのモデル調査業務

白米千枚田

道の駅「奥能登塩田村」

間垣の里

ボラ待ちやぐら

能登半島の地形は、低山と丘陵地が多いことが特徴
です。また、三方を海に囲まれているため、遠浅の砂
浜海岸や外浦と呼ばれる岩礁海岸、内浦と呼ばれる
リアス式海岸を含む内湾性の海域と、海岸線も変化
に富んでいます。
気候は日本海側気候型に属し、冬季には積雪があり
ますが、沖合を対馬暖流が流れているため、同緯度
の他地域に比べて比較的温暖です。そのため、暖寒
両系の動植物が生息する等、豊かな生物相が見られ
ます。
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（３）取組内容
時期

内容

11 月

提案者である能登半島広域観光協会を中心に能登９市町の行政、観光協会が集ま
り四季の観光資源を洗い出した。将来的な顧客ターゲットを女性および富裕層に
絞り込んだ。

12 月

９市町のメンバーそれぞれが、洗い出された観光資源に基づき、「女性向けコー
ス」、「富裕層向けコース」を、春、夏、秋、冬、通年と全１０コースの企画を
作成した。

1月

ワーキングによって、ファムツアーを実施する「冬」の「女性向けコース」、「富
裕層向けコース」を 1 コースずつ造成した。その際、必ず「あえのこと」体験を
プログラムに含めた。

2月

「女性向けコース」、「富裕層向けコース」の両コースに観光メディア、旅行会
社を招き、ファムツアーを実施した。
各地域の観光資源ごとの語り部（専門家）リストの作成をおこない、現状を把握
したうえで、将来的には語り部不在の資源をなくし、今ある人材の後継者を育て
ることを目指す。

（４－１）ワークショップの概要
【事業提案者】能登半島広域観光協会
【参加者】能登半島の９市町（七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、
穴水町、能登町）の観光関連部局の職員と地元関係者(NPO 法人、観光協会等)
【内容】
■第１回ワーキング（2013 年 11 月 25 日 於輪島市、能登空港ターミナルビル内会議室）
観光庁事業の趣旨説明および取組主旨説明。目利きの進行により「観光資源の洗い出し」と「ター
ゲットの絞込み」を行った。
「観光資源の洗い出し」では参加者全員が中能登、奥能登双方の魅力を、自然、暮らし方、食、遊
び、祭り、その他の６項目を春、夏、秋、冬、通年別の４種に整理した。
「ターゲットの絞込み」では地域特性、個人属性（性別、年代、ライフステージ、所得、家族構成）
ライフスタイル特性の項目を、現在と将来に分けて抽出を行い、
「富裕層」
「女性」にターゲットを
絞った。
■第２回ワーキング（2013 年 12 月 13 日 於輪島市、能登空港ターミナルビル内会議室）
前回のワークショップで行った結果を元に、各メンバーが 10 案（春・夏・秋・冬・通年×女性向
け／富裕層向け旅行企画）の企画を準備し、「冬」をテーマにした「富裕層」と「女性」向けの２
コースを作成した。
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■第３回ワーキング（2014 年

1 月 15 日

於輪島市、能登空港ターミナルビル内会議室）

前回のワークショップで企画した「富裕層」と「女性」向けの２コースをファムツアーとして実施
するうえで、共通の資源である「あえのこと」の説明と、観光資源を説明できる人材探し（語り部
等の選定）に関して議論した。
■第４回ワーキング（2014 年

2 月 25 日

於輪島市、能登空港ターミナルビル内会議室）

ファムツアー参加者からのアンケートを元に振り返りを行い、各地の観光資源の見直しを図った。
当事業のゴールである将来的な商品化に向けた３ヶ年計画を事業提案者から発表した。

11/25(月) 第１回ワーキング

12/13(金) 第２回ワーキング

1/15(水) 第３回ワーキング

2/24(月) 第４回ワーキング
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（４－２）ファムツアーの概要
【旅行期間】 富裕層向けコース： 平成 26 年 2 月 08 日（土）～ 2 月 09 日（日）2 日間
女性向けコース：

平成 26 年 2 月 08 日（土）～ 2 月 10 日（月）3 日間

【参加者数】 富裕層向けコース： ６名
女性向けコース：

４名

月日

富裕層向けコース

日程

能登空港集合
●穴水町
(工房にて高級珍味くちこづくりを見学)
●昼食（牡蠣づくし）
●のと鉄道乗車体験
●七尾 一本杉通り(散策）

2/08
(土)

和倉温泉(泊)

ホテル出発
●能登町 柳田祝物公園(あえのこと体験)
●揚げ浜塩田
●白米千枚田
●キリコ会館
能登空港解散

2/09
(日)

2/08(土)

出発前事業内容説明

七尾

一本杉通り散策

穴水町（くちこづくり見学）

和ろうそく屋

昼食（牡蠣づくし）

能登鉄道乗車体験

花嫁のれん展示館

地域との意見交換会

2/09(日)

能登町

あえのこと体験

あえのこと料理の試食

揚げ浜塩田

キリコ会館
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白米千枚田

月日

女性向けコース

日程

能登空港集合（16:40）
●輪島市 白米千枚田「あぜのきらめき」見学

2/08
(土)

輪島温泉(泊)
ホテル出発
●輪島市 朝市散策
●白米千枚田
●能登町 柳田祝物公園(あえのこと体験)
●能登町 数馬酒造（酒造見学）
●七尾市 山下水産（牡蠣むき体験）

2/09
(日)

和倉温泉(泊)

ホテル出発
●七尾市 一本杉商店街散策
●羽咋市 千里浜なぎさドライブウェイ
●昼食（貝めし定食）
●羽咋市 気多大社（特別参拝）
●志賀町 道の駅「とぎ海海道」
（甘エビの踊り食い）
能登空港解散

2/10
(月)

2/08(土)

「あぜのきらめき」見学

地域との意見交換会

2/09(日)

輪島市

朝市散策

能登町数馬酒造見学

白米千枚田

能登町

七尾市山下水産牡むき体験

あえのこと体験

あえのこと料理試食

地域との意見交換会

2/10(月)

七尾市

一本杉商店街散策

昼食（貝めし定食）

羽咋市
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気多大社

志賀町（甘エビの踊り食い）
道の駅「とぎ海海道」

（５）取組にあたって工夫した点、取組を通じて得られた知見

① 能登半島９市町の情報共有
広域の市町村スタッフが一堂に会して意見や情報交換をおこなう機会は稀であるが、このよう
な場を生かして議論を重ねていくことこそが広域連携につながっていくので、意図的に会合を
持つことが大事であることを全員が認識した。また、北陸新幹線開通に伴い、金沢までの旅行
客の増大は見込まれるが、そこから奥能登、中能登まで誘客するには、地域ごとの単独の努力
では足りず、全地域が協力連携して魅力を高めるべきであることを共通認識した。「オール能
登」で観光振興の手法、方法論を共有し、人材の育成や研修なども全地域で行うなどの共通し
た目的意識を持つ必要性を理解した。
② 着地型観光商品の考え方について
全メンバーが、能登の地域の広さ、資源の豊かさを再認識し、着地型旅行商品づくりの考え方
を共有した。着地型旅行はプロダクトアウト型の発想に陥りやすいが、狙うべき旅行者層に対
しどのように興味を持ってもらうかというマーケットイン型の発想が必要である。
個人旅行が多様化する現在において、旅に対して自己主張のある客層に対してフィットするメ
ッセージ性、ストーリー性を備えた旅づくりができれば口コミで評判が広がっていくという考
え方を共有。
③ 「語り部」の育成について
世界農業遺産についてその概念を理解し総合的な説明ができる人材と、各地域で個別の観光資
源について生きた知識を持ちそれを語れる人材の二通りの「語り部」が必要だと理解。前者に
おいては提案者である能登半島広域観光協会が主体となって、各市町村、自治体に公募をかけ
るなどして将来に向けて育成する。後者の人材については、各観光協会がボランティアに留ま
ることなく、プロの観光ガイドとして育成する心構えが必要。
④ ファムツアー参加者からの意見
女性層を狙うならおいしい食べ物は必須。また土地に根付く独特な文化を見つける好奇心をく
すぐる旅の要素は不可欠である。首都圏からのアクセスが良好でないことを武器にして、「わ
ざわざ行きたい能登」を前面にアピールしてみてはどうか。
能登は観光資源が豊富なだけに、却って回りきれずに混乱させてしまう懸念がある。世代や趣
味などテーマに沿って見るべき要素を絞り込んだコース作りが不可欠である。将来的に富裕層
向けの商品を造成するなら中途半端な観光資源でなく、その時期にそこでしか味わえない貴重
な体験を盛り込むべき。
「あえのこと」の実演は商品化に向けて更に磨きが必要である。特に食事の再現は提供の仕方
に工夫を凝らさないと、折角の貴重な体験が台無しになるリスクを孕んでいる。
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（６）今後の課題
・絞り込んだターゲット、特に富裕層向けに訴求するには、更に磨きをかけた観光資源が不可欠。
豊富な観光資源をテーマに沿って絞り込んで見せる工夫が必要。
・「世界農業遺産」の普及がテーマではあるが、言葉通りに理解してもらうのではなく、里山里
海が育むおいしい果物、野菜、米、魚介類をどう結び付けるかが課題。能登で当たり前のおい
しさは首都圏では手に入らない。土地で台所を守る女性の意見は貴重である。
・「世界農業遺産」の「語り部」と各資源の「専門家」をリスト化してデータベースとして共有
し、地域間の横断的な情報交換や人材育成を行うなどの互助関係を築くことが広域の連携につ
ながる。
（７）商品化に向けた計画（３ヶ年）
2013 年度
「将来的な商品化に向けた観光資源磨きのモデル調査業務」
ワーキングの開催／観光資源の洗い出し作業の実施
・テーマ：自然、暮らし、食、遊び、祭り、その他
・時期：春夏秋冬、通年
ファムツアーの実施／ターゲット設定
・富裕層対象
・女性対象
観光 PR、アンケート（ニーズ）調査の実施
・埼玉サイクルエキスポ 2014
観光活用ガイドブックの作成
2014 年度
ワーキングの開催
・観光ガイド（語り部・観光ボランティアガイド）整備
①人材育成
②活躍できる場のコーディネート
・旅行商品化メニュー（テーマ、ターゲット）の検討
商品化案

1)お祭り旅行（伝統料理含む）
2)カルチャー旅行
3)教育旅行、合宿
4)企業・団体向け新入社員研修
5)サイクリング

旅行会社出向宣伝
・首都圏（東京、埼玉、千葉、神奈川）
・中京圏（愛知、岐阜）
・関西圏（大阪、京都、奈良、兵庫）
2015 年度
石川県、他県、関係団体と連携した観光イベント等における着地型旅行商品の提供
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２. 学習を伴う旅行
地 域
熊本県上天草市

地域の取組主体
上天草市観光
おもてなし課
課長 村川 和敬氏
課長補佐 海崎 竜也氏
山川 康興氏

目利き
㈱リクルートコミュニケ
ーションズ
外山 由恵氏

目的・取組体制
【目的】
都市部在住女子を対象に、「イルカウォッチング（遭
遇率 98%、漁師と共存するミナミバンドウイルカ）」を
フックにした「美と癒しと食の楽園（パライゾ）上天
草 1 泊 2 日」女子旅商品を開発し、モニターツアーを
実施する。「楽園（パライゾ）上天草の女子旅」ファ
ン層構築。
【取組体制】
・上天草市観光おもてなし課が事業推進
・「（一社）天草四郎観光協会」が現地サポート

兵庫県佐用町

(合)佐用鹿青年部
加古原 瑞樹氏

※「パライゾ」 ポルトガル語。
キリシタン用語で、天国、楽園、パラダイス。
日本ジビエ振興協議会
【目的】
顧問
ジビエ取組に関する他地域からの視察も増えており、
(JTB グループ本社 常務取締役) 学習要素も取り込んだジビエのまちづくりによる他地
久保田 穣氏
域との差別化を図る。
ジビエの社会的意義を訴求するためにも、ジビエ商品
（食）のＰＲにとどまらず、ジビエの観光商品化を狙
う。
【取組】
中心となるのは合同会社佐用鹿青年部（社員参加 17 名）
にバックアップとして佐用町商工観光課および佐用町
商工会が参加する。

千葉県柏市

柏の葉スマートシティ
ツアー推進協議会
（三井不動産㈱等)

【目的】
まちづくりの先進的な取組が集積された「柏の葉キ
ャンパス」を中心として、我が国のまちづくりの「今」
を学ぶ旅行商品の造成を目指す。
またこの際、投資家等を中心に多くの海外からの訪
問者を呼び込むことも念頭に置きつつ、先進的な建築
物等を活用したインフラツーリズムのモデルケースと
して課題等の検討を行う。

※土地・建設産業局と
連携して実施

富山県射水市
及び周辺地域

富山県観光・地域振興
局 観光課 魅力創出
係
係長 楠 晶絵氏
主事 石黒 正氏

千葉工業大学
准教授 八馬 智氏

【取組体制】
「柏の葉キャンパスシティプロジェクト」を実行して
いる三井不動産㈱をはじめ、柏の葉アーバンデザイン
センター（UDCK）、建設・不動産企業や地元自治体等
を含めたワーキンググループ
【目的】
新湊大橋を地域の他の観光素材と組み合わせて観光商
品化を狙う。インフラツーリズムの価値を拡大する。
【取組体制】
・富山県観光・地域振興局観光課を核とする
・射水市商工観光課及び観光協会の連携
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調査報告：学習を伴う旅行①

上天草市「楽園（パライゾ）上天草」のチカラ磨き・魅力発信事業

（１）取組のねらい
「イルカ／イルカウォッチング」という地域資源をフックとした将来的な商品化に向けた取
り組みを始めた。本事業では、観光協会を中心に「地元委員会」を立ち上げ、福岡中心に都市
部在住の働く女子層をターゲットに「イルカと出会う女子旅プラン～癒し休日の過ごし方～」
と銘打ち、モニターツアーを実施。将来的には幅広く女子層向け個人旅行（小グループ）滞在
モデルプランの商品化と継続販売を目指す。
（２）取組の概要
・観光協会を中心に「地元委員会」を立ち上げ、周辺地域の観光資源の洗い出し。
・福岡在住の働く女子による「福岡ワーキング」を開催し、客観的な立場から観光資源の磨き
上げ。
・「イルカと出会う女子旅プラン」の商品開発およびモニターツアーの実施と課題抽出＆共有。
（３）取組内容
時期
8 月～9 月
10 月
11 月
12 月～1 月

内容
提案者である上天草市観光おもてなし課を中心に、目利きおよび運営事務局と
の事業計画（実施手順）について調整協議
天草四郎観光協会を中心に「地元委員会」を立ち上げ、第１回委員会（キック
オフミーティング）にて、事業ゴールのイメージの共有と資源の洗い出し
「福岡ワーキング」を開催し、上天草市の観光資源の磨き上げ
「第 2 回地元委員会」を開催し、「モニターツアー」コース原案の協議
コース原案と地域資源の現地実踏調査
募集＆ＰＲ活動のための基本情報掲載と関係者協議

2月

貸切バスで行く「イルカと出会う女子旅プラン」モニターツアーの実施

3月

「第 3 回地元委員会」を開催し、モニターツアー結果の検証と課題の共有

遭遇率 98%、1 年を通じて出会う事ができる「イルカウォッチング」
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（４）モニターツアーの概要
【旅行期間】平成 26 年 2 月 15 日（土）～ 2 月 16 日（日） 2 日間
【参加者数】女性 29 名
月日

日
福岡天神日本銀行前

程

集合（貸切バス利用）

●宇城市「三角西港（次期世界遺産候補地）」にてトイレ休憩
●宇城市「よんなっせ（宮田農園）」ご当地グルメ作り体験と昼食（体験試食会）
2/15
（土）

●海の駅「さんぱーる」にて地元食材のお買いもの
●パワースポット

永目十五社宮「アコウの樹」

※上天草観光ガイドの会

●天草松島温泉「ろまん館」チェックイン
●「サン・ダウナー（落陽）」鑑賞
●夕食

「海の幸」美食のおもてなし

●満点星空セラピー

※「ろまん館」若女将

※スターウォッチングの達人

●さわやか朝のお散歩体験

※「ろまん館」若女将

●朝食
●イルカウォッチング（シークルーズ）体験
2/16
（日）

※ネイチャーガイド

●昼食「スパタラソ天草（海席）」にて「サラダ＆温泉豆腐ランチ」
●「藍のあまくさ村」にて地元特産品のお買いもの
●ＪＲ三角駅

「特急Ａ列車で行こう」体験乗車

●ＪＲ熊本駅

新幹線駅構内にて熊本県特産品のお買いもの

福岡天神日本銀行前

解散（貸切バス利用）

「体験交流プログラム」専用のポータルサイト「旅の発見」にて掲載し、予約販売
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（５）取組にあたって工夫した点、取組を通じて得られた知見
① 「地元委員会」および「福岡ワーキング」の運営体制
「地元委員会」立ち上げにあたり、提案者である上天草市観光おもてなし課主導のもとで、天
草四郎観光協会を中心に、女性市民代表 5 名と地元観光資源としての主催者 5 名の合計 10 名（他
地元事務局 5 名および目利きとして㈱リクルートライフスタイルの外山女史）という極めて実
践的メンバーにて構成された。「福岡ワーキング」には、㈱リクルートライフスタイルのネッ
トワークより、九州じゃらん関係者およびフリーライターやＪＲ九州グループ女子社員など、
福岡市在住の旅経験豊富なメンバー5 名が招集された。
② 「女子旅プラン」にふさわしいストーリーづくりと演出
「イルカウォッチング」を目玉に置き、冬場ならではの「癒しの女子旅」にふさわしい体験・
交流機会の提供をイメージすることで、上天草地区らしい自然＆食文化体験を満喫できる貸切
バス企画を構成した。
宇城市「三角西港（次期世界遺産候補）」、そして同じく宇城市「宮田農園よんなっせ」でのご
当地グルメ作り体験、上天草市に移り、まずパワースポット「アコウの樹」での地域ガイドの
語り、お洒落な天草松島温泉「ろまん館（若女将との交流）」
、「サン・ダウナー体験」「満点星
空セラピー（スターウォッチングの達人）」、スパタラソでの「ヘルシーランチ」に地元ならで
はの各種お買いもの体験、また最後の山場としてＪＲ三角線「特急Ａ列車で行こう」の体験乗
車。
③ 地元の生活者との交流機会の提供
地域住民（生活者）との交流機会を意識的に加えた。「宮田農園よんなっせ」の宮田塾長、
「ア
コウの樹」での地域ガイド（上天草市観光ガイドの会）、
「満点星空セラピー」ではスターウォ
ッチングの達人、「ろまん館」朝のお散歩体験で若女将との交流、「イルカウォッチング」のネ
イチャーガイド、スパタラソ「ヘルシーランチ」で料理長のお話。
④ プロモーション活動
将来的な個人旅行向け観光商品化を見据え、着地型観光商品販売サイト㈱ティーゲート「旅
の発見」サイトによる一元予約および決済パターンの構築。
九州じゃらん（㈱リクルートライフスタイル）のネットワークから、「強力ブロガー」によ
るＳＮＳ情報（コミュニケーション機会）発信の強化。

「じゃらんリサーチセンター」facebook に掲載（いいね！数は約 2,100 件）
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「働く女性」への効果的な広告媒体として「アバンティ福岡ホームページ」に募集記事を掲載
（６）今後の課題
・「イルカに出会う女子旅プラン」という商品タイトル
万が一、サービス提供が叶わなかった場合の代替の演出機会の提供（ネイチャーガイドの語
りや再チャレンジ乗船券の提供、五橋巡りのクルーズ）
・冬場を問わず各種自然体験プランの代替案の開発
商品構成上の目玉である「イルカウォッチング」を始め、「サン・ダウナー（落陽）」「満
点星空セラピー」そして「さわやか朝のお散歩体験」が、いずれも天候に左右される。
・上天草らしい「女子旅」向け観光資源（観光コンテンツ）の発掘と協力関係の構築
お洒落な食事施設や料理メニュー、こだわりのカフェ＆スィーツ（休憩場所）、ベストビュ
ーポイント（スマホ撮影スポット）、お洒落なお土産（自分へのご褒美）
・将来的な個人顧客向けの各種体験プラン（複数の基本プラン）の開発
「コアターゲット」向け体験プラン（キラーコンテンツ）の開発・販売
・全行程ガイド「語り部（地域ガイド）」の存在の重要性
ストーリー性、ホスピタリティ＆エンターテイメント性に満ちたガイド役の養成
・観光プラットフォーム機能（受入体制）の構築の研究
「天草四郎観光協会」の収益事業モデルの検討、機能構築に向けた協議
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「九州じゃらん」3／1 発売号

30～40 代女性向けに「春のあまくさ旅」を掲載

5／1 発売号では、「モニターツアー体験特集」を掲載し、継続した「あまくさ女子旅」をＰＲ
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（７）商品化に向けた計画（３ヶ年）
2013 年度
「将来的な商品化に向けた観光資源磨きのモデル調査業務」
「モニターツアー」商品の開発、運営（団体バスツアーの実施）
「九州じゃらん」への露出（特集掲載）
「目利き」リクルートライフスタイル／外山氏を交えた「地元委員会」の開催
・福岡市「福岡ワーキング」の開催
・「イルカウォッチング」とその他の観光素材との連携
・「モニターツアー（団体バスツアー）」商品の開発、テスト販売
2014 年度
着地型観光商品（個人顧客向け体験プラン）の基本プランの開発、販売
着地型観光商品（個人顧客向け体験プラン）の受入体制の機能研究
・「モニターツアー」の意見を踏まえた素材の磨き上げ
課題を関係各所と情報共有し、個人顧客向け体験プラン（基本プラン）の開発
・新たな素材の掘り起こしと磨き上げ（イルカウォッチング以外）
前年度に議題にあがったもののアプローチできていない体験プランの開発
・観光プラットフォーム（受入体制）の機能構築の研究
「天草四郎観光協会」の事業モデルの検討、機能構築に向けた協議
・「語り部（地域ガイド）」の育成
全行程ガイド「語り部（地域ガイド）」の育成支援
2015 年度
複数の着地型観光商品（個人顧客向け体験プラン）の継続開発、販売
着地型観光商品（個人顧客向け体験プラン）の受入体制の機能構築
・基本プラン体験参加者（個人顧客）の意見を踏まえた地域資源の磨き上げ
「イルカウォッチング」をフックにした複数の体験プランの継続開発、販売
・「コアターゲット」向け体験プラン（キラーコンテンツ）の開発、販売
ストーリー性、親和性あふれる体験プランの継続開発、販売
・観光プラットフォーム（受入体制）の機能構築
「天草四郎観光協会」の事業モデル機能の構築

- 46 -

調査報告 ：学習を伴う旅行②『ジビエを活用した観光地づくり』
（１）取組のねらい
近年、日本全国で猪や鹿、カラ
スなどの鳥獣による農作物の食い
荒らしや家屋の破損などの獣害が
広がっており、鳥獣対策が全国的
な課題となる中で、駆除害獣の利
活用にも注目が集まりつつある。
欧米ではジビエ＝狩猟で得られた
鳥獣の食肉利用が古くからの食文
化として定着しており、日本にお
いても駆除により得られる食肉を
観光誘客の視点から利活用する取
り組みが始まりだしている。本事
業では、害獣被害が深刻な兵庫県
の中で、町と民間が協働して害獣

野生鳥獣による農作物被害の推移(鳥獣種類別) 農林水産省

の食肉利用に取り組む佐用町を対
象地域として選定し、ジビエを活用した観光地域づくりを目指すこととした。
（２）取組の概要
①想定するターゲットに向けた観光商品作りのための勉強会の開催
②観光誘客を目指しンポジウム等による情報発信
③今年度事業を継続的に牽引する民間主体の創出

【主な観光資源】

日本でも屈指の公開型
天体望遠鏡「なゆた」

江戸時代の因幡街道
最大の宿場町として
栄えた平福

創建は奈良～平安
時代以前の佐用都
比売神社

平成17年（2005年）10月に、佐用町、上月町、南光町、
三日月町が合併して誕生しました。かつて宿場町とし
て栄え、高山城、上月城、米田熊見城、三日月陣屋
等の城跡のほか、宿場町であった平福にある土塀や
商家の町並み、乃井野の町並み等といった多彩な歴
史資源を備えています。
町には全国名水百選の清流「千種川」や佐用川が流
れ、水辺にはホタルやメダカが生息するなど、良好な
自然環境を形成。各地に見られる棚田のほか、ひま
わり畑を中心とする田園景観、美しい星空も見どころ
のひとつです。
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【取組開始時の状況】
◆観光入込客数は 7 月に南光地域で開催されるひまわり祭りの日帰りを中心に 年間 10 万人程度
◆他地域からの鳥獣被害対策の取組視察は年間 2～3 組程度
※視察旅行受入に際しては商工会議所がボランタリーに受入対応
◆ジビエ活用の取組状況：鹿コロッケの販売

年間６万個、中心街飲食店にて鹿カレーや鹿バーガー

を提供
（３）取組内容

時期

内容

10 月～12 月

行政、商工会、提案者となる合同会社作用鹿青年部を対象とした目利きによる
資源磨きの勉強会の開催

11 月～1 月

被害状況や狩猟、食肉解体・加工の状況をまとめた DVD の製作

11 月～2 月

佐用で初となる「ジビエ・食と観光のシンポジウム」開催に向けての準備

12 月～2 月

勉強会により抽出した資源を活用した観光誘客商品の検討

2月

ジビエの取組実践者や有識者を対象とした、現地視察回の開催

（４）中心となる取組（シンポジウム）

【開催日】

平成 26 年 2 月 18 日（火）

【場 所】

さよう文化情報センター

おりひめ文化ホール

【主催・協力】 主催：合同会社作用鹿青年部

共催：佐用町・佐用商工会

協力：観光庁・日本ジビエ振興協議会
【参加者総数】 約 250 名
【プログラム概要】
◆基調講演「観光誘客資源としてのジビエの可能性」
日本ジビエ振興協議会顧問（目利き）

久保田

穣氏

◆岡山県、鳥取県、兵庫県からのジビエによる観光の取り組み概要発表
岡山県：下山

晋吾（岡山県美作県民局

鳥取県：米村

晴己（いなばのジビエ推進協議会

兵庫県：三木

隆弘（兵庫県森林動物研究センター

◆三県からのジビエメニューの試食回

地域政策部協働推進室

主任）

ジビエコーディネーター）
森林動物専門員）

（5 品目）

◆事業概要の発表と今年度の取り組み状況
観光庁：観光地域振興部観光資源課
合同会社佐用鹿青年部：代表社員

ニューツーリズム推進官
加古原

水口

幸司氏

瑞樹

◆パネルセッション「“食と観光”資源としてのジビエの可能性を探る」
(コーディネーター)

ユニバーサルデザイン研究所長

(パネリスト) 日本ジビエ振興協議会代表 藤木
日本ジビエ振興協議会事務局長
岡山県実践者（有限会社 nap 代表

赤池

徳彦

小谷
河合

浩治
誠）

鳥取県実践者（いなばのジビエ推進協議会長

長尾

兵庫県実践者（丹波の野菜と鹿料理「無鹿」代表
佐用町代表（合同会社鹿青年部
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学

北村

広樹）

裕昭）

鴻谷

佳彦）

《シンポジウムの様子》

オープニングアトラクション：
幼稚園児による鹿コロダンス

開会挨拶に立つ合同会社
佐用鹿青年部の山本代表

基調講演を行う
目利きの久保田穣氏

基調講演とパネルディスカッションの間に催された試食会は、兵庫県、岡山県、鳥取県各県
から出品

パネルディスカッションの様子
左端はコーディネーターの赤池氏、その左隣
は日本ジビエ振興協議会の藤木氏

兵庫県森林センターの協力により、会場入
り口には鹿の剥製を用意
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（５）取組にあたって工夫した点・取組を通じて得られた知見
① 活用すべき資源の抽出
佐用町の観光資源について下表の通りの抽出を行お、商品企画造成における活用方法につい
て検討を行った。

資源名
佐用都比売神社

宿場町平福
西播磨天文台

概要

工夫・得られた知見

播磨風土記にて佐用町

播磨風土記の解説を交えた境内の案内が必

の地名の由来となる伝

要（宮司による解説や、専用ガイド育成な

説が記載された神社

どを検討）

旧宿場の町並みが残る

道の駅「平福」に隣接するため、そこから

エリア

のガイドウォークのためガイド養成を検討

公開用天文台としては

宿泊施設（コテージ）を併設しているため、

日本最大

星の鑑賞と屋外でのジビエ食イベントなど
を組み合わせた宿泊商品の検討

② 効果的かつ効率的な鳥獣被害からジビエ活用までの取り組みの解説
獣害被害状況や狩猟現場、食肉解体・加工の様子については、常に現場を見ることができる
状況に無く、さらに観光客への安全の確保や食肉加工に際しての衛生面に配慮し、DVD によ
る映像で代替し、被害場所や加工場などの施設見学は映像鑑賞後に現状確認を行う形で、安
定的に訪問客を受け入れる体制を整備することとした。
③ 隣県との連携
従来は佐用町だけの限定的な取り組みであったが、シンポジウムの開催を発端として隣接す
る岡山県美作エリアや鳥取県因幡エリアとの情報交換や連絡協力体制ができた。また、今後
に向けても三県が合同し、同エリアでの広域観光ルートの検討や、合同イベント・商品開発
に取り組むことについて合意形成ができた。
④ 新メニューの開発
目利きの藤木徳彦氏の紹介により NHK-BS 番組「目指せ！グルメスター」の番組取材があり、
新メニュー開発を行うこととなった。3/6 の放映後、合同会社作用鹿青年部の新規事業とし
て、地域外への流通展開を検討する。
（６）今後の課題
・観光誘客のために旅行会社と連携を進めるに際し、地域側でのオペレーション体制を整備す
る必要があるが、現状では佐用鹿青年部内での専従体制が無く、ジビエ商品の流通事業によ
る収入によって専従者の雇用を目指すべきである。
・観光客が町の情報を得るための情報発信拠点が不在であり、少なくともゲートウェイとなる
佐用駅および道の駅に観光案内所等のコンシェルジュ機能を設けるべきである。
・隣県取り組み地域との連絡協力体制はできたが、協働で商品開発・流通を行ったり、観光取
り組みを推し進める組織が脆弱であるため、今後、各地域からの資金面や人材面での協力も
含めたプラットフォーム体制の構築が必要である。
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・佐用の食文化となるホルモンうどんは津山のホルモンうどんの源流ながら、PR においは岡山
県津山市の B 級グルメとしての PR に大きく遅れをとっている。ジビエメニューも含め、大
阪、神戸、山陽エリアを中心とした日帰り客向けの広報活動が求められる。
（７）商品化に向けた計画（３ヶ年）

【３年後の数値目標】
① 観光入込み客の増加

2012 年

１5 万人

→

2015 年

② 視察旅行受入数

2012 年

2組

→

40 組

③ ジビエ販売による収入

2012 年

700 千円→

20 万人

50,000 千円

2013 年度
ワーキングによる観光資源の磨き上げ
(1)鳥獣被害、害獣駆除、食肉の解体・加工、ジビエとしての利活用の状況の取材と整理
(2)既存観光資源の整理とつなぎ合わせ
ナユタ天文台、平福の宿場町の街並み、佐用都比売神社（播磨風土記の伝説）
町内に残る古城等を鹿にちなんだコンセプトで結合
・観光商品として、鳥獣被害状況や狩猟現場、解体の様子を安全かつ安定的に見せるための
DVD の製作
・ジビエのまちとしての認知度向上と情報発信のためのシンポジウム開催
・新たなジビエメニュー開発
2014 年度
各地域からの視察旅行受け入れのための体制づくり
(1)受け入れ窓口、アテンド、手配等の体制整備⇒旅行会社との連携関係づくり
(2)受け入れ内容の整理と、情報発信の手法検討
(3) 視察受け入れによる事業化のための収支計画づくり
一般旅行者を対象としたジビエの販売の展開
(1)新メニューの PR、佐用町内で提供されるジビエの情報整理
⇒ジビエマップづくりなど
・食と観光に関する情報拠点設置の検討

⇒道の駅等での町コンシェルジュなど

・県内他地域や岡山県、鳥取県の取り組み地域、事業者との連携によるジビエをテーマとした
観光商品の企画検討
・ジビエ商品の安定的な供給体制づくり
2015 年度
ジビエをテーマとしたイベントの開催
・兵庫、岡山、鳥取３県にまたがる西日本ジビエ博などの検討
視察旅行パックの積極的な展開
・受け入れ組織のビジネス化と、パッケージ商品のタリフ化⇒旅行会社への売り込み
JR や旅行会社と連携した京阪神、山陽エリアでのジビエメニューの販売
・エキナカやチェーン店でのジビエメニューの展開
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調査報告：学習を伴う旅行③『柏の葉スマートシティツアー』
（１）取組のねらい
建築物、高速道路、鉄道、ダムなどのインフラは社会資本としての用途だけでなく観光資源
としても見直されつつあり、コアなマニアの出現によって市場が形成されてきたことから、近
年は観光活用が始まりつつある。本事業ではインフラを資源とした観光の取り組みの先進事例
として、三井不動産と柏市、千葉大学・東京大学など産・公・学の連携により取り組みが進め
られている柏の葉スマートシティツアーに着目し、インフラ・ツーリズムの一つのモデル作り
に取り組むこととした。
（２）取組の概要
三井不動産によって開発が進む柏の葉キャンパスにおいて、柏の葉のまちづくりの状況やス
マートシティのコンセプトにより作られた街のインフラについて、海外からの投資家や政府関
係者などの視察から、一般観光客まで広く受け入れることの可能な、柏の葉スマートシティツ
アーの企画に取り組んだ。
①

柏の葉における観光資源としてのインフラについての抽出検討

②

柏の葉スマートシティの取り組みコンセプトやツアーに関する広報・PR

③

モニターツアーの開催

④

今年度事業を継続的に牽引する民間主体の創出

（３）取組内容

時期

内容

～10 月

スマートシティツアーの資源抽出検討とモニターツアーの企画造成

10 月～11 月

モニターツアーの開催

11 月

秋葉原 TX プラザでの柏の葉スマートシティに関する展示広報

12 月～2 月

モニターツアー結果の検証と、来年度以降の運営に関する検討会

1 月～2 月

スマートシティツアーマップおよび HP の製作

（４）モニターツアーの概要
【コース設定】各コースとも参加代金 1,000 円
①

募集定員

15 名

スマートシティコース
柏の葉スマートシティミュージアム集合⇒ミュージアムにてまち概要紹介⇒次世代エ
ネルギー機

能やデジタルサイネージの紹介⇒UDCK にて ICT を活用した地域情報の見

えるかの取組紹介
②

ウェルカムコース
UDCK でまちの概要紹介（菓子の輪の葉地域まちの成り立ちや街づくりの仕組み紹介）⇒
まち歩きをしながらまちづくり活動の現場や空間デザインの工夫店を案内⇒柏の葉ス
マートシティミュージアムで触れる地球を体験
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【開催時期】2013 年 10 月 25 日(金)、11 月 15 日(金)、16 日(土)、23 日(土・祝)
※各回とも午前・午後 各１回すつ
【コンセプト】
柏の葉国際キャンパスタウン構想を元に、未来のライフスタイルを描く「スマートシティ」を
目指した、環境，健康，産業創出を軸に多主体が連携したまちづくりの発信

【参加者アンケートから】
(ア) 集客状況
スマートシティコース
10/25
午前
10/25
午後
11/15
午前
11/15
午後
合計

参加者数
14 人
13 人
9人
10 人
46 人

ウェルカムコース
11/16 午前
11/16 午後
11/23 午前
11/23 午後
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参加者数
14 人
15 人
15 人
11 人
55 人

年齢分布
20～29

30～39

40～49

13%

50～59

男性

60～

24%

学習・研究のため
自分お住む地域をより深く知る
（５）

柏の葉への来街度合い
初めて

複数回

頻繁

住んでいる・働いている

9%
12%
50%
50%

33%

その他エリア

28%

来 街度 合 い

その他

15%2%

流山市

東京都内

29%
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その他千葉県

26%
2%
11%

33%

参加目的
仕事の参考のため

柏市

69%

26%

ツアーの参加目的

女性

31%

16%
21%

居住地

性別

取組にあたって工夫した点・取組を通じて得られた知見
街に住む住民の参加
スマートシティのインフラがもたらす意義や快適さなどについて、実際に享受する住民が柏
の葉アーバンデザインセンター（UDCK）の取り組みに参加し、ツアー企画の議論に参加する
ほか、モニターツアーにおいてもガイドサポートに当たった。
① まちづくりの取り組み自体を資源化
② 建設途上にある柏の葉では実際に見学できるインフラは限定的であることから、柏の葉
のコンセプトを伝えるスマートシティミュージアムにてこれからの構想を可視化すると
ともに、ハードだけでなくソフト面も含めたまちづくりそのものを観光資源としてツア
ーコンテンツに盛り込んだ。
（６）今後の課題
・一般観光客も含めた幅広い層の集客には、現状の行程では訴求力が不足しており、周辺観光
資源も含めたツアーの検討・再構築が必要である。
・柏の葉のインフラを活用したツアー造成であるため、柏の葉スマートシティのコンセプトや
開発の実情などに関する広報・PR が十分に行われないと、ツアー自体への関心度も希薄であ
る。したがって、今後は街の広報をどのように展開するかが集客のカギを握っている。
・三井不動産や柏市、千葉大学、東京大学などの産・公・民の連携による事業として、今年度
は各団体からのサポートにより企画造成から運営までを行ったが、今後は継続的なツアー造
成・運営による自立的な運営組織、人材の配置が急務となる。
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（７）商品化に向けた計画（３ヶ年）
① 観光入込み客の増加

2012 年

120 人

→

2015 年

1000 人

② 視察旅行受入数

2012 年

1500 人

→

2015 年

2500 人

③ ツアーによる収入

2012 年

0円

→

2015 年

1,500 千円

2013 年度
柏の葉スマートシティツアーに係わる広報活動
・ TX プラザでの期間展示による情報発信
・ つくばエクスプレスの車内広告
・ Web サイトによる発信（３月末リリース予定）
モニターツアーの催行
・ ツアーコンテンツの抽出
・ ガイド研修
・ マップ等のツアー用解説ツール製作
平成２６年度以降の運営体制の検討
UDCK 内での専任体制およびツアーデスク設置と予算措置に関する検討
2014 年度
各地域からの視察旅行受け入れのための体制づくり
・ 受け入れ窓口、アテンド、手配等の体制整備⇒旅行会社との連携関係づくり
・ 受け入れ内容の整理と、情報発信の手法検討
・ 自立的運営のための収支計画づくり
複数コースメニューの検討
・ 半日日帰りコースから宿泊型までの複数パターンのコース検討
・ 柏市内の観光資源との結び付けによるツアー展開
住民、自治体、大学等との連携体制づくり
2015 年度
柏の葉において開催される MICE でのエキスカーションの定例化
UDCK ツアーデスクの収支均衡化と、パッケージ商品のタリフ化⇒旅行会社への売り込み

- 56 -

調査報告：学習を伴う旅行④

インフラツーリズム～新湊大橋と富山のジオグラフィー

（１）取組のねらい
世界に誇るべき土木技術や優れた性能を有する土木構造物など、特徴あるインフラ施設を観光
資源として活用するインフラツーリズムのモデル事業として、富山県は日本海側で最大級の斜張
橋である「新湊大橋」を観光資源として取り組みを始めた。本事業では、来春の北陸新幹線の開
通を見据えつつ、千葉工業大学工学部デザイン科学科の准教授である八馬 智氏に“目利き”と
して参画いただき、従来の観光とは別の観点から、伏木富山港とその周辺地域を観光素材として
将来的な商品化を目指すこととする。
（２）取組の概要
・インフラツーリズムという新しい観点から新湊大橋をはじめとする周辺地域の観光資源の洗
い出し。
・専門的知見のある語り部の育成によるインフラツーリズムの定着。
・一般的に公開されていないインフラ施設内の特別体験の実現。

学習を伴う旅行④ インフラツーリズム～新湊大橋と富山のジオグラフィー

（取組地域：富山県射水市および周辺地域）

観光庁 ： 将来的な商品化に向けた資源磨きのモデル調査業務

雄大な立山連峰と新湊大橋

渡船（通称 越ノ潟フェリー）

新湊大橋は、国際拠点港伏木富山港の３つの地区
のうち最大の貨物量を扱う富山新港の主航路に架か
る橋です。富山新港は、かつて放生津潟と言われた
広大な潟湖を開削して開発されたが，この航路開削
のため昭和42年に道路と鉄道は分断されました。
この分断された地域を再び一つに取り戻すこと、混雑
する港湾とその周辺の交通を円滑化・効率化すること、
さらには新たな観光資源とするために新湊大橋は建
設されました。
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（３）取組内容
時期

内容

10 月～11 月

提案者である富山県観光・地域振興局の観光課と、県の土木課、北陸地方整備
局、射水市などの行政からなるワーキングメンバーが目利きのアドバイスによ
りインフラツーリズムのコンセプトを共有

11 月～1 月

インフラ施設の目的外利用に関する検証

11 月～2 月

インフラツーリズムのテーマである新湊大橋を取り巻く港湾産業を観光資源と
して磨き上げ

2月

ワーキングにより抽出した資源を活用した業界向けのファムツアーの実施

（４－１）ワークショップの概要
【事業提案者】富山県観光・地域振興局
【参加者】行政職員（県土木課、射水市産業経済部商工観光課、射水市観光協会、北陸地方整備局）
【内容】
①

第１回ワーキング（2013 年 10 月 25 日 於富山県庁内会議室）
観光庁事業の趣旨説明および取組主旨説明。新たな概念であるインフラツーリズムのコンセ
プトをメンバー間で共有した。新湊大橋の特別体験の実現可否を検討。

②

第２回ワーキング（2013 年 11 月 18 日 於富山県庁内会議室）
ファムツアーの参加対象、実施スケジュール、具体的な進め方、調査手法、コンテンツ案、
ツアー行程についてブレインストーム形式で参加者全員がアイデア出しを行った。

③

第３回ワーキング（2013 年 12 月 18 日 於富山県庁内会議室）
前回ワーキングで出たアイデアをもとに事務局が具体的な３つのツアー行程案を企画。語り
部の重要性を認識したうえで、その発掘方法を議論した。

④

第４回ワーキング（2014 年 1 月 20 日 於富山県庁内会議室）
今年度中の新湊大橋の特別体験実施を断念。下記 2 案のファムツアーを計画し下見を実施。

⑤

A案

ジオスケールで見る

B案

環日本海

新港大橋と富山の海・山・水のつながり

新湊大橋と富山湾をめぐる産業・交易・交通

第５回ワーキング（2014 年 2 月 25 日 於富山県庁内会議室）
ファムツアー参加者からのアンケートを元に振り返りを行い、各地の観光資源の見直しを図
った。当事業のゴールである将来的な商品化に向けた３ヶ年計画を事業提案者から発表した。

11/18(月) 第 2 回ワーキング

2/25(火)
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第 5 回ワーキング

（４－２）ファムツアーの概要
【旅行期間】平成 26 年 2 月 13 日（木）～ 2 月 14 日（金）2 日間
【参加者数】4 名
月日

日

程

2/13
（木）

富山きときと空港集合
●バス車内にて語り部より港湾交易の話
●昼食（パキスタンカレー）
●みなと交流館にて新湊大橋に関するレクチャー
●新湊観光船に乗船し語り部の説明を聞きながら富山新港港湾内を遊覧
●堀岡ヒラメ養殖場にて養殖風景の視察
●万葉線乗車体験

2/14
（金）

●関西電力小牧ダム見学
●散居村ミュージアム見学
●新湊大橋見学（あいの風プロムナード）
●昼食（白えび刺身丼）
●新湊漁港にて昼セリ見学
●中越パルプ工業木材チップ置き場見学
富山きときと空港解散

2/13(木)

集合

昼食(パキスタンカレー)

みなと交流館にて新湊大橋
に関するレクチャー

新湊観光船

富山新港港湾内遊覧

港湾内施設

ガントリークレーン

堀岡ヒラメ養殖場にて
養殖風景の視察

万葉線乗車体験
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2/14(金)

関西電力小牧ダム見学

散居村ミュージアム見学

新湊大橋見学

新湊大橋見学

富山県営渡船

新湊漁港にて昼セリ見学

昼食(白えび刺身丼)

中越パルプ工業木材

富山きときと空港施設見学

意見交換会
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（５）取組にあたって工夫した点、取組を通じて得られた知見
① 産業観光開発の取組みの開花
メインテーマである新湊大橋の施設を利用した特別体験については、行政間での調整が図られ
はしたが、観光目的の利用が認められなかったため、サブテーマである港湾産業観光に焦点が
当たり、射水市商工観光課と港湾エリアに位置する民間企業とのパイプにより、見学の受け入
れが実現。併せて、観光資源とその成り立ちや背景が理解できるよう、企業の窓口担当者や国
立富山高等専門学校の教授らを「語り部」として起用。将来的な商品化に向けての課題を洗い
出した。
② ストーリーづくり
3,000ｍ級の山々が連なる立山連峰から水深 1,000ｍを超える富山湾に至るまで、高低差 4,000
ｍのダイナミックで変化に富んだ地形、その地形が生み出す豊かな海産物と多彩な漁法、その
地を住みよくするために不可欠なインフラ施設である新湊大橋、橋が位置する港湾の経済を支
える産業などの素材を、山から海に流れ込む「水」によってひとつにつなげることでストーリ
ーを組み立てた。
③ 行政間連携の実現
今年度はインフラ施設の特別体験は実現しこそしなかったが、観光をテーマに地方整備局と県
の港湾課、観光課と土木課などの部署間で今までにないコミュニケーションが生まれたことで
今後の展開に期待をつないだ。
④ インフラ情報の発信
本事業ではマニアックに遊ぶディープな富山情報誌として知られる無料配布の「ロカルちゃ」
の号外として土木施設編の制作が決定した。今までも「富山の土木」という広報誌が存在し
たが専門家向けのつくりだったため広く一般に土木を知ってもらいたいという県の土木課の
かねてからの思いが、インフラツーリズムの具現化を目指してワーキングを重ねたことで実
現にいたった。
（６）今後の課題
・インフラ施設の観光目的の一般公開は安全性の確保が最重要課題。県内には前例がないため、
施設の目的外利用はハードルがかなり高い。
・観光資源がまだ原石の状態なので、魅力ある素材ではありながら商品化には多くの工夫が必要。
・専門知識のある「語り部」の存在が不可欠であるが、エンターテイメント性やスキルについて
課題が残る。
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（７）商品化に向けた計画（３ヶ年）
2013 年度
「将来的な商品化に向けた観光資源磨きのモデル調査業務」
インフラツーリズムのファムツアーの実施、メディアへの露出
・目利きの八馬先生を交えたワークショップの開催
・新湊大橋周辺の観光素材掘り起こし
2014 年度
モニターツアーの実施
・ファムツアーの意見を踏まえた素材の磨き上げ
25 年度事業で実施したファムツアーで出てきた意見を各所にフィードバックし、磨き上げ
を行う。
・新たな素材の掘り起こし
25 年度事業で議題に挙がったもののアプローチできていない素材を掘り起こす。
・語り部の育成
上記２つの素材の語り部の育成
・特別な演出の検討
掘り起こした施設に関して特別感のある演出を検討
2015 年度
観光資源の商品化の実現
・モニターツアーの意見を踏まえた素材の磨き上げ
ファムツアーによる専門家の意見とモニターツアーによる一般の方の意見の乖離を踏まえ、
一般的な商品化への課題を検討、改善を行う。
・「マニアになれる」ツアー造成
一般の方でもストーリーなどを学び素材について深く知ることで「マニアになれる」ツアー
を造成する。
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ひとの「心」をつなぐ、山車・からくり街道の旅

日本風景街道九州ネットワーク「日本風景街道
『学・遊・湯』の九州紀行」
（福岡県、大分県、熊本県）

対象事業名
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××

×

柏の葉スマートシティツアー
（千葉県柏市）

インフラツーリズム～新湊大橋と富山のジオグラ
フィー
（富山県射水市及び周辺地域）

×

ジビエを活用した観光地づくり
（兵庫県佐用町）

×

上天草市「楽園（パライゾ）上天草」のチカラ磨き・
魅力発信事業
（熊本県上天草市）

××

×

×

××

××

×××

×××

××

××

××

××

×

【凡例】 空欄：課題極少 ×：課題少 ××：課題中 ×××：課題多

学
習
を
伴
う
旅
行

観光資源の成熟度

商品開発関連

××

××

××

×××

×××

×××

×××

××

×

×××

×

××

×××

×

××

××

×

××

××

×

×××

××

××

×××

×

×××

×

××

×××

××

××

×

×

××

×

××

×××

××

×

××

×

×

××

×

××

×

××

取り組みを進
担い手となる
める関係者の 地域が継続可 核となる資源 付随する観光 商品化に向け 商品ターゲッ 商品の
地域のキーパ
役割分担・連 能な収益確保 の磨き上げ度 資源の発掘 た進捗度
トの明確化
ストーリー性
ソンの不在
携

世界農業遺産「能登の里山里海」をテーマ素材に
したツーリズム
（石川県能登地域）

（栃木県、埼玉県、東京都）

広 （愛知県、岐阜県、富山県）
域
連
携 日光歴史街道・江戸から近代日本への旅

区
分

組織体制及び担い手関連

調査対象案件の課題の類型化

××

×

××

×

××

×××

××

××

××

×

××

××

××

×××

××

×××

商品の継続性 情報発信・（一

（単発に終わら
般向け、マスコミ
ず、通年又は次年
向け等への）プ
度以降設定可能
ロモーション
か？）

プロモーション
関連

【参考資料】
広域連携４地域及び学習を伴う旅行４地域のモデル調査開始にあたり、以下図表の通り、地域の

課題を整理した。取組の主体について組織体制及び担い手が整理できているのか、地域の観光資源

の成熟度はどうか、商品開発及びプロモーションの観点から取組内容を把握して類型化した。
地域の観光資源磨き業務を開始する際には、対象案件の課題を類型化した上で取組を開始するこ

とが望ましい。

