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１．観光圏における観光地域づくりの手法の検証 

1.1 「住んでよし」観光地域づくりの手法検討およびマニュアル化の目的 

今回観光専門家を派遣する地域は、日本の顔となる観光地域を目指す地域である。日本の顔といえる魅

力ある観光地域を創造するためには、従来型の観光に加え、地域住民が誇りをもって地域を紹介し、その地

域でしか味わえない時間や空間を堪能できる「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりを進めることが求めら

れている。 

そこで、本事業では、平成 24年度に実施した東北での観光地域づくりの手法を、日本の顔を目指す地

域で実践することで、新たな魅力づくりに貢献する。 

また、取組みを通じて得られたノウハウをもとに住民・来訪者双方の満足度が高い観光地域づくりの手法を

取りまとめることで、今後の観光地域づくりの調査手法に関するマニュアルの整備を行う。さらに、取組みを支援

する自治体関係者に対して「住んでよし」の意識啓発を行うためのパンフレット制作も行い、事業を通じて「住

んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりを全国に普及する基盤づくりを行うことを目的とする。 

1.2 観光地域づくりに関する留意事項と進め方 

1.2.1 「観光地域づくり」の定義 

前述したように、来訪者の観光ニーズは、単なる「旧所・名跡」を巡る物見遊山などの従来型から、地域で

過ごす“時間の流れ”や“空間”を堪能する「滞在交流型観光（※５）」に変化している。 

「滞在交流型観光」とは、地域に滞在し、地域の人々と交流することにより、経済的な波及効果を地域に

もたらす。 

これらを含め、「観光地域づくり」を定義すると、 

 

 

 

であり、一言で表現すると、以下の言葉となる。 

 

地域が主体となって、自然・文化・歴史・産業などの 

あらゆる資源、地域の DNA を活かすことによって滞在交流型観光（※５）を 

促進し、地域の誇りを醸成し、活力あふれるまちを実現するための活動 

住んで良し、訪れて良しの地域づくり 
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地域性の
向上

人間性の
向上

経済性の
向上

地域に変化

「 住んでよし 」 「 訪れてよし 」

観光地域づく りは、
「 地域と人と経済の関係性づく り 」

地域の再認識
自分たちが暮らす
地域に誇り

地域のためになると
自分自身が認識する
おもてなしをしたい

自分たちのやっていること
に人が集まってく る

「人が集まる観光的な取り組み」と「地域づくり」を一体的に行うことにより、観光資源の価値を高め、将来

にわたって、地域住民・観光客の満足を維持し、向上させることをめざす地域づくりの考え方である。 

「そこに住んでいる民の暮らし」を“観る”ことが来訪者の目的となり、一方で、地域の暮らしを認めてもらうこ

とによって住んでいることが誇りとなる地域住民も出てくることとなる。 

そのようにして、人と人来訪者と地域の人々との結びつきが深まることを大切にして、地域全体を楽しんで

もらうような観光を「滞在交流型観光」と呼び、その滞在交流型観光を進めていくことが、住んでよし、訪れて

よしの「観光地域づくり」につながっていく。 

 

 

 

1.2.2 「観光地域づくり」がもたらす「成果」 

「観光地域づくり」の成果は、地域に次の３つに目に見える「変化」が生まれ、観光地域づくりを進めること

で、地域に人が集まってきていることが実感できることである。 

①「地域性の向上」 

②「人間性の向上」は住むことが誇りとな

る地域づくりの推進。 

③「経済性の向上」は、地域資源の経済

的な活用。 

これらを、関連性を持たせて、コンセプト

に基づいた「観光地域づくり」のストーリーを

描き、「住んでよし」「訪れてよし」の地域づく

りの取り組みに、スイッチが入り、住民に「や

る気がおこる」ことで、地域資源を活かした

地域づくりが進んでいく。 

 

※５ 「滞在交流型観光」とは 

 ・人と人来訪者と地域の人々との結びつきが深まることを大切にして、地域全体を楽しんでもらうような観光のことを、

「滞在交流型観光」とよんでいる。（地域に滞在し、地域の人と交流すること） 

 ・地域の自然や全体の空間、人の暮らし、食、歴史など、「地域そのもの」を楽しめる「旅」という側面も持っている。 
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“観光客向けの観光”

“地域の誇りに来訪者
が触れる観光”

“一見さん相手の観光”

“リ ピーターを確保
できる観光“

交通
旅館・
ホテル

旅行会社

農家 漁家 商店街
食の

グループ
農家・ 漁家
レスト ラン

農家民宿
直売所

× 連携・ 協働

観光施設 その他

●地域が主役の地域づく りによる観光

●従来の観光事業者による観光による地域づく り

観光側の視点で地域開発。 マスを取り組むことでの経済効果

地域住民の暮らしの中で、 魅力的な地域資源を活用。 その活動に
人が集まり 、 経済的な波及効果をもたらし 、 観光に結びついていく

「 住んでよし 」 「 訪れてよし 」 の観光地域づく りの具現化へ

1.2.3 「観光地域づくり」が目指す“地域のありかた” 

 「観光地域づくり」が目指す地域のあり方は、地域住民が本気で地域が素晴らしいと思える地域づくりを

推進することで、結果として、人が集まる、つまり観光につながる状態である。 

そのため、観光に関係する事業者だけが行うものではなく、本当の「観光のよさ」である「空間」をつくりだす

住民全体で取り組むべきこととしての「地域づくり」である。 

空間とはつまり、そこにしかない景色、そしてそこで営まれる暮らしであり、それらがつむぎだす全体であり、地

域そのものを意味する。 
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1.2.4 「観光地域づくり」を推進するために必要な人材とその役割 

「住んでよし」の観光地域づくりを具現化するための「観光地域づくりプロデューサー」と自治体関係者が実施

すべき役割、地域側の取りまとめ役（リーダー）や、現場における観光地域づくりの「実践者」との関係性など、

育成すべき人材像イメージや、役割は、下記のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材名称 人材像 

観光地域づくりプロデューサー 観光地域づくりの根幹となる地域のＤＮＡの発見から、２次交通等

の仕組みまで、全体の取り組をまとめながら、諸官庁、関係各所、各

関係者を調整できる人材。 

観光地域づくりマネージャー 広域市町、県等を相手に、観光地域づくりを推進できる中核人材。

民間やＮＰＯ、協会等社団法人等のメンバーがふさわしい。 

観光地域づくりリーダー 広域市町での観光地域づくりを、複数の市町と調整しながら推進でき

る人材。市町の商工や観光課、観光協会、商工会等のメンバーふさ

わしい。 

観光地域づくり実践者 

（プレイヤー） 

１市町単位で、狭域での滞在交流型観光のプログラムや商品を造成

できたり、実際にプログラムの運営にあたれる人材。地域内の宿泊施設

の従業人や、プログラム運営事業者等がプレイヤーとなる。 

 

観光地域づく り
プロデューサー

観光地域づく り
マネージャー

観光地域づく り
リーダー

観光地域づく り
実践者（ プレイヤー）

狭域
（ 1市町単位）

中域（ 2～３
市町単位）

広域（ 1 0前後
市町単位）

京都府全体
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【観光地域づくり人材の関係図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

観光地域づく り リーダー（ 地域の取りまとめ役）

観光地域づく り プロデューサー 各自治体・ 観光協会・ 商工会など

観光地域づく り実践者（ プレイヤー）

など など

体験
インスト ラクター

まち（ 里山） 歩き
案内人

商店街
店主

食のグループ
リーダー

農家・ 漁家
レスト ラン

農家・ 漁家
民宿

伝統工芸品
職人

道の駅
直売所担当者

観光協会
担当者

旅館組合
担当者

２ 次交通
担当者

従来型
観光業担当者

商工会
担当者

ホテル・ 旅館
経営者

飲食店
経営者

×

地域旅行会社
担当者

体験指導者
ガイド

農家・ 漁家

・ 地域の誇り と地域づく りへの積極性を持つ
・ 「 住んでよし 、 訪れてよし 」 を創り上げる
・ 地域ＤＮ Ａ を掘り下げ、 地域の魅力を熟知
・ 観光地域づく り を牽引する仕組みづく りができる
・ プロモーショ ンを立案・ 実践
・ 観光地域づく り実践者のネッ ト ワークがある
・ 観光地域づく り具現化のためのアクショ ンを起こす
・ 観光地域づく りのビジョ ン・ コンセプト を取りまとめる
・ 観光地域づく りの地域の調整役・ 仕切り役となる
・ 観光専門家や行政等との調整役となる

◆人材像イメ ージ

・ 地域Ｄ Ｎ Ａ を掘り下げ、 地域の魅力を引き出す
・ 地域住民の誇りを醸成
・ 観光地域づく りのビジョ ン・ コンセプト づく り を導
く

・ 核となる観光コンテンツ・ 商品造成へ導く
・ 地域の取りまとめ役（ リーダー） 掘り起こしと育成
・ 観光地域づく りの仕組み構築をアド バイス

・ 観光地域づく り を推進すべき地域の掘り起こし
・ 広域を代表するコンテンツづく り のサポート
・ 観光地域づく りワークショ ッ プのサポート
・ モニターツアー等の実施支援
・ メ ディ アへのリ リース、 情報発信サポート
・ 今後の事業展開への情報提供（ 補助金など）

地域に誇りを持ち、
「 地域にスイッ チを入れる！」

とアクショ ンを起こす
個人をまとめ、 観光地域づく りを

推進する人材に育成

地域に誇りを持ち、
「 地域にスイッ チを入れる！」
とアクショ ンを起こす個人を育成
「 自分たちのやっていることに
交流客が集まっている」
と実感できる人に

◆人材像イメ ージ

・ 人に来てもらいたいと思っている人
・ 地域の魅力に気づいている、 誇りに思っている人
・ 地域の受け皿となる人
・ 観光地域づく り をしなければと実感できている人
・ 自らがアクショ ンを起こしている人
・ 団体という より も個人の現場を仕切る人
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1.2.5 住民の“やる気”を醸成する重要な「観光地域づくりワークショップ」の進め方 

観光地域づくりは、実際に地域住民が愛着を持ち、誇りと思う地域ＤＮＡを地域住民自身で掘り起し、

気づき、地域住民がコンセプトや観光コンテンツを造成することができるようになることが前提である。 

そのために、地域住民が参加する「ワークショップ」を、5回以上開催する。 

観光地域づくりのワークショップは、以下の流れで、観光地域づくりプロデューサーや行政・観光協会・商工

会等が参加するプラットホーム全体で、同リーダー、実践者など、地域住民を巻き込みながら取り組みを進め

る。 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.1 プロセス１．地域資源の掘りおこし 

地域側は、既存の地域資源にとらわれがちになる。大切なことは、住んでいる人たちの暮らしの中に息づい

ている地域 DNA を掘り起こし、そのつながりを探り、物語に仕立てていくこと。それが、来訪客を惹きつける。

地域 DNAは地域住民には当り前すぎて気が付かない。そのため、よそ者視点の目利き役（観光地域づく

り専門家）と地域住民が、汗をかき、くまなく地域を歩き回ることが求められるのである。今回のワークショップ

では、その点を重要視し、展開している。 

1.2.5.2 プロセス２．人材の掘り起しと育成 

観光地域づくりを具現化するためには、エンジンとなり、一緒に汗をかく仲間たちを巻き込んでいける人材を

発掘しなければ推進されない。どんなに魅力的な観光コンテンツを造成しても、持続的に来訪者に提供でき

なければ、観光地域づくりの成果は生まれない。その受皿づくりも含めて、地域を変革できる人材の発掘とそ

の人材の「ヤル気」「自信と誇り」を喚起し、観光地域づくりを進めていく中で、育成していくことが重要だとして

いる。 

 

プロセス１．地域資源の掘り起し 

 プロセス２．人材の掘り起しと育成 

 プロセス３．ビジョン・コンセプトの設定、共有 

プロセス４．観光コンテンツ、滞在型プログラムの造成 

プロセス５．受皿のしくみづくり 
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1.2.5.3 プロセス３．ビジョン・コンセプトの設定、共有 

地域づくりは、住んでいる地域を住んでいる人が本気で素晴らしいと思える地域にしていくことともいえる。

「この地域をどうするべきなのか？」「なぜ、来訪客を受け入れるのか？」それが、地域の中で共有されないと

観光地域づくりは推進されない。地域が一つの方向に向かっていくことができないのである。 

まずは、「どんな地域にしていくのか」というビジョンを打ち立て、さらに、そのビジョンを具現化していくために、

地域 DNA をつなぎ合わせて、地域を表現できるコンセプトをまとめ上げる必要がある。そのコンセプトは、地

域住民が納得、共感するワードであることが大切である。それらが、人が集まる地域固有の魅力をもった観光

コンテンツを創造し、地域住民が観光客を受け入れる理由となっていく。さらに観光客も共感し、来訪し、地

域住民と観光客相互に満足のいく暮らしの場の観光コンテンツのしつらえになっていくのである。 

1.2.5.4 プロセス４．観光コンテンツ、滞在型プログラムの造成 

地域 DNA を発掘し、磨き上げたコンセプトのもとに、地域住民が共感する観光コンテンツを造成する。共

感したコンテンツだからこそ、自分たちの言葉で語ることができ、そのようなコンテンツになっていなければ、来訪

者も共感する。 

また、実践していく中で、来てもらったら満足できるが、「行きたい」を喚起する地域の魅力を一言で伝える

ことのできるキャッチフレーズや地域の物語を磨き上げることが重要である。 

これらを観光コンテンツとして造成し、今回は地域住民の方を対象にし、地域資源への気づきを与えるモニ

ターツアーを開催する。そのモニターツアーが、まずは参加した地域住民が自信を持っておススメすることができ

るものなのかを検証し、愛着を持っておススメできるものであれば、おのずと誰しもが訪れたくなる地域となると

捉え、実施していくのである。 

1.2.5.5 プロセス５．受皿のしくみづくり 

地域 DNA を発掘し、コンセプトを磨き上げ、観光コンテンツが出来上がっても、それを提供するしくみがな

ければ、来訪者が訪れることはできない。経済効果にもつながっていかない。地域づくりのエンジンとなる人材

が核となって、仲間たちとともに、継続的に観光客を受け入れるしくみを構築していくことが、持続可能な滞在

交流型観光を具現化していくのである。 

1年のワークショップでここまでたどり着くのは難しい。しかし、この受皿のしくみづくりの気運を醸成していくこと

までは、ワークショップでの課題として掲げ、継続して取り組む必要がある。 
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2 ．専門家の派遣 

2.1 観光専門家選定の考え方 

今回は、各地域に下記の要件を満たす「観光専門家」を送り込み、観光地域づくりを推進することとした。 

 

≪観光専門家の役割≫ 

 各地区で「住んでよし」を実践するために、観光専門家は次のような役割を担う。 

a.自治体担当者と調整をしながら、取組みを行う地区を選定 

b.地区住民に対する観光地域づくりの意識啓発 

c.地区の自治体関係者に対する「住んでよし」の意識啓発  

d.地区における滞在コンテンツの検討 

  

≪観光専門家の要件≫ 

 上記の役割を遂行する観光専門家には下記の要件が求められる。 

a.地域に魅力ある地域資源があるか、ともに地域づくりを推進するという意識を有する人材がいるか

の目利きができる 

b.地域において観光地域づくりの中心となる人材（リーダー）を発掘、育成ができる 

c.地域にとって当り前となっている資源を価値あるものだと気づかせることができる 

d.地域の人と人との関わりや状況を把握し、プロジェクトを推進できる 

e.地域の言葉に耳を傾け、課題を形成し、ビジョン・コンセプト・アクションプランなどに確実に反映す

ることができる 

f.あくまでも地域主体という意識をもっている 

g.自身の人間性が比較的優れている 

h.観光専門家も一緒に汗をかき、事業を推進する意思を持っている  
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2.2 派遣する専門家の選定 

２.１の要件を満たす人材として、下記の観光専門家を、以下の人材で選定した。 チーフアドバイザーは

他の観光専門家が推進する取組みの指導や、地域の自治体関係者への啓発活動を中心に取り組んだ。 

●チーフアドバイザー 

氏名 所属、役職 

坂元 英俊 
株式会社マインドシェア 観光・地域づくりプロデューサー 

前職は（財）阿蘇地域振興デザインセンター事務局長。滞在交流型観光のスローな

阿蘇づくり「阿蘇カルデラツーリズム」を国、県、市町村、民間企業と協働して展開。平成

23年に「阿蘇ゆるっと博」を開催し東北観光博のモデルとなる。同年、観光庁長官賞を

受賞。 

 

●観光専門家 

氏名 所属、役職 

石松 昭信 

八ヶ岳観光圏 

原村 

財団法人阿蘇地域振興デザインセンター 

 

平成 17年阿蘇市から当財団に出向。阿蘇広域 8市町村連携プロジェクトを推進。

大分県竹田市や宮崎県高千穂町と県境を越えた阿蘇くじゅう観光圏を確立。滞在交

流型の旅の博覧会「阿蘇ゆるっと博」の企画・運営。阿蘇地域の日本ジオパーク認定に

実務的貢献。 

木谷 敏雄 

八ヶ岳観光圏 

北杜市 

大泉地区 

株式会社マインドシェア 顧問 

 

ムラとマチをつなげる感動請負人として、「地域づくり人材育成」「地産地消推進事業」

「地域のブランド化事業」「観光ルート開発」「グリーンツーリズムモデル構想」「観光パンフ

レット制作」など、数多くの地域活性化事業に携わる。 

 

鈴木 宏一郎 

富良野美瑛観圏 

上富良野 

東中地区 

株式会社北海道宝島旅行社 代表取締役社長 

 

北海道の体験型観光プログラムの検索サイト「北海道体験．com」創業。北海道を中

心に、インバウンドの受入れや観光地域づくりの取組みを実践。 
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氏名 所属、役職 

千田 良仁 

にし阿波観光圏 

三好市落合 

美馬市脇町 

株式会社アイファイ 代表取締役 

 

地域資源を発掘・可視化し、地域内外のヒト、モノ、カネのコーディネートをすることによ

り、地域の生業の創出を支援。 

 

中島 淳 

雪国観光圏 

魚沼市 

大白川地区 

株式会社カルチャーアットフォーシーズンス代表取締役 

 

地域や業界等が抱える課題解決をカタチにするため、ビジネスモデルの構築や、仕組み・

組織づくりのプロジェクトをプロデュース。 

内閣府地域活性化伝道師。 

 

宮本 英樹 

富良野美瑛観圏 

南富良野占冠村 

落合地区 

ＮＰＯ法人 ねおす 専務理事 

 

生涯学習や体験学習、エコツアーのコーディネート、自然を生かしたまちづくり、ネイチャー

センターの企画・運営等幅広く活躍中。 

 

福井 隆 

海の京都観光圏 

文殊地区/ 

府中地区 

伊根町 

東京農工大学大学院 生物システム応用科学府 客員教授 

 

前職は（財）日本グラウンドワーク協会事務局次長。持続可能な地域社会の構築を

目指して、地域住民・企業・行政がパートナーシップを組み、協働して身近な地域の環

境を再生・改善する手法等を研究されており、全国各地で、地域社会の環境改善や地

域活性化に携わる。 

養父 信夫 

佐世保・小値賀

観光圏 

佐世保市 

三川内地区 

黒島地区 

 

阿蘇くじゅう 

観光圏 

阿蘇市手野地区 

株式会社マインドシェア 九州のムラ編集長 

 

『ムラの生命をマチの暮らしに マチの活力をムラの生業に』をモットーに雑誌「九州のムラ」

を発行。グリーンツーリズム（ムラたび）、スローフード（ムラの旨食）などを軸とした地域

づくりの取組みを推進。民間企業との各種ムラプロジェクトの企画、立案。福岡市内の商

業施設内での「九州のムラ市場」立ち上げ、トヨタ自動車との「Gazoo mura」プロジェク

ト企画、立案。 
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2.3 地区一覧表及び派遣専門家一覧 

対象エリア 対象観光圏 地区名 派遣専門家 

北海道 富良野・美瑛観光圏  上富良野町東中地区 鈴木宏一郎 

北海道 富良野・美瑛観光圏  南富良野町占冠村落合地区 宮本英樹 

新潟県 雪国観光圏 魚沼市大白川地区 中島淳 

山梨県・長野県 八ヶ岳観光圏 原村 石松昭信 

山梨県・長野県 八ヶ岳観光圏 北杜市・大泉地区 木谷敏雄 

京都府 海の京都観光圏 宮津市文殊地区/府中地区 福井隆 

京都府 海の京都観光圏 伊根町 福井隆 

徳島県 にし阿波観光圏 三好市落合地区 千田良仁 

徳島県 にし阿波観光圏 美馬市脇町 千田良仁 

佐賀県 佐世保・小値賀観光圏   佐世保市三川内地区 養父信夫 

佐賀県 佐世保・小値賀観光圏 佐世保市黒島地区 養父信夫 

熊本県 阿蘇くじゅう観光圏 阿蘇市手野地区 養父信夫 

3 実践地区の選定 

3.1 観光地域づくりの

選定対象エリア 

本事業の取組みを実施する

エリアとして、観光圏整備実施

計画の認定を受けた地域及び

認定にむけて準備を進めている

地域とし、右記の７観光圏、

12地区が対象となった。 
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3.2 地区選定理由 

対象観光圏 地区名 理由 

富良野・美瑛 

観光圏  

上富良野町  

東中地区 

富良野・美瑛観光圏は、北海道を代表する広大な花園をモチーフに

した地域である。観光資源は、ラベンダー園はもとより、十勝岳温泉や

かみふらの八景、ジェットコースターの道などがある。また、富良野地域で

初めてラベンダー畑ができた地域で、中富良野町を拠点とするファーム

富田が上富良野町でもラベンダー畑をオープンさせ、日本最大規模のラ

ベンダー畑が広がる。 

しかし、地元の農産物を活かした加工品づくりや六次産業化に積極

的な農民や農家民宿、農村レストラン、ワインファームなどのグリーンツー

リズムも盛んであるが、観光事業とつながりがもてていないため、花に囲ま

れた美しい農村の暮らしや滞在交流の仕組みを作り、これまで農村側

の取り組みと観光関係者の取り組みをないでいくことで新たな可能性が

生まれる地域である 

富良野・美瑛 

観光圏  

南富良野町 

占冠村  

落合地区 

富良野・美瑛観光圏は、広大なラベンダー園に代表される花園のイ

メージが強い。しかし、南富良野町や占冠村は、森の暮らしが似合う地

域である。開拓は、平地を中心に行われてきたが、ここ３０年の間に森

の中の暮らしを求めてくる人々が増加している。その中心的な地域が、

落ち合い集落である。落合集落は、森の中にパン屋やレストラン等雰

囲気の良いお店が点在しているものの、いわゆる観光事業者との連携

は、がなされていない。北海道は、開拓以降 １００年強という歴史の

浅さがぬぐえないものの、開拓者や近年の定住者が感じるこの土地の魅

力を明確にし、その魅力をつなぎ合わせたコンテンツづくりの整備が行え

る地域だと判断した。 

また、森の魅了を伝える地域をつくることで、富良野・美瑛観光圏の

魅力や楽しみ方が増え、滞在日数の増加につながると考えた。 

 

雪国観光圏 魚沼市 

大白川地区 

新潟から奥只見、尾瀬への玄関口となる峠であり、まさに「雪国の秘

境」といえる地域である。当初は大白川より手前の入広瀬地区を想定

していたが、単位としてまとまりやすく、前向きな人材が確認でき、掘り起

こせる資源の可能性が高いことから、更に奥にある当地域を対象とし

た。資源の可能性としては、蛍、星空、闇、雪かき体験、トンビマイタケ

（トッピダケ）、サンボンダケ、熊狩り、新芽類、保存食（ほっけ寿司、

いわな寿司など）、豊富な山菜などがあげられる。 
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対象観光圏 地区名 理由 

八ヶ岳観光圏 

 

八ヶ岳観光圏 

 

原村 

 

原村 

 

原村は鎌倉時代までさかのぼれば草原で、原村の由来もここからく

る。もともとお狩場として活用されていた。八ヶ岳方面の頂上に向けて

は、諏訪神社の聖域として、人も住んでいなかった。また、諏訪神社で、

７年目ごとに行われる御柱祭りの重要な地域でもある。阿弥陀岳の麓

にある御小屋山は、１２００年前から御柱となるヒメバラモミの木の切

り出し場所。 

御小屋明神は、諏訪神社の奥宮にあたる。山出しでは、原村境の

綱置場から茅野市安国寺の御柱屋敷まで、御柱街道と呼ばれる約

12km を本宮一之御柱、前宮一之御柱、本宮二之御柱・・・と順に

前宮四之御柱と曳行され、現在も使用されていることから、アウトプット

をイメージし、このエリアを選抜した。 

 

八ヶ岳観光圏 北杜市・ 

大泉地区 

 

このエリアは、八ヶ岳を背景に、自然景観に恵まれ、また、農村景観

を今に残すエリアである。 

地盤が強靭で、災害も少なく、湧水に恵まれ、水が豊富なことから縄

文遺跡「金生遺跡」が存在し、その後も甲斐源氏の居城（谷戸城

址）が存在し、暮らしの場として今に続く土地である 

このエリアには、都市部から新たに流入してきた芸術家なども多く、そ

の空間は都市住民にも愛される土地となっている 

「金生遺跡」「谷戸城址」などのある大泉町谷戸町屋地区は特に棚

田など田園風景を今に残し、湧水を活かした１６０年以上続く谷桜

酒造、「八ヶ岳あおぞら農園」などが、積極的に交流の取り組みを行って

いる 

こういった集落であるものの、空家・遊休地などは増加しているのが実

状。これらを資源として、さらに地域の風景・風習・風味などを活かした

滞在交流型プログラムを造成し、「住んでよし」の観光地域づくりを進め

ていくことはできないか？ 

古より、１０００ｍの天空リゾート八ヶ岳～澄み切った自分に還る場

所～の暮らしの基盤となってきた地域。 

 

海の京都 

観光圏 

 

 

宮津市  

文殊地区 

府中地区 

 

＜文殊地区＞ 

日本三文殊のひとつで通称切戸（又は久世戸）の文殊堂として知

られている文殊菩薩の霊場である。智恵を授かる文殊さんとして有名

で、受験生が多くお参りにくる智恩寺もあり、天橋立への観光客を対象
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対象観光圏 地区名 理由 

 

 

 

 

海の京都 

観光圏 

 

 

 

 

 

宮津市  

文殊地区 

府中地区 

 

とした宿や飲食店が立ち並ぶ。ところが、地域の文化や暮らしに触れる、

滞在交流につながる観光コンテンツは少ない。 

これらを、府中地区と結び付けてストーリーを付与し、滞在交流型の観

光プログラムを作ってゆきたいが、京都府の「海の京都」実行マネジメント

体制が従来型縦割り組織になっている上に、最終決済の仕組みが現

場の意見・状況を反映していない形となっている。また、地域で主体的

に活動する人材の中には、地域で孤立している人もいる。「住んでよし

の観光地域づくり」で成果実績をあげながら、新しい観光の推進体制を

修正構築していくことが必要だと考えられることから、このエリアを選定し

た。 

＜府中地区＞ 

天照大神、豊受大神を伊勢に祀る前に、ここに祀っていたため、元

伊勢と呼ばれる。天橋立の北側には、主祭神の彦火明命が、籠船に

乗って海神の宮に行ったという故事から籠宮という社名になった元伊勢

籠神社がある。 

天橋立はその昔は籠神社の境内であり、参道だった。伝承によると神

代の昔、天にあった男神イザナギノ大神が奥宮真名井神社の磐座にい

らした女神イザナミの大神のもとに通うための梯子が倒れて天橋立になっ

たと伝えられている。 

ところが、これほど神仏が集まっている空間に住んでいることに対する

価値認識が薄く、地域のＤＮＡを活かした新たな価値を生み出す機

運が低迷している。 

これらを、文殊地区と結び付けてストーリーを付与し、滞在交流型の観

光プログラムを作っていけば、古代からの深い歴史の中で育まれた天橋

立空間の魅力への気づきを醸成することができると判断した。 

 

海の京都 

観光圏 

伊根町 伊根浦の舟屋群は、山・海を背景に、千数百年の歴史をそのまま具

現している町並み。寺・宮・海・山・舟屋・蔵・母屋一体の家並みと、そ

の奥に秘められた漁業の歴史と村づくりの歴史。単なる美しさ、珍しさだ

けでなく、集落全体が村の歴史を具現している貴重な文化財である。   

舟屋から見える海の景観、海から見える舟屋の景観が美しいことから、

伊根町の観光スポットとして観光客も訪れるようになった。日本の海辺

を代表する集落として選定した。 
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対象観光圏 地区名 理由 

にし阿波 

観光圏 

 

 

 

 

にし阿波 

観光圏 

 

 

三好市 

落合地区 

 

 

 

 

三好市 

落合地区 

東祖谷は三好市中心部から車で約２時間かかり、道も険しくアクセ

スは非常に悪いが、独特の文化、生活を残しており、落合集落に代表

される高低差２００～４００m 近い山斜面に、江戸時代から明治

時代に建てられた古民家が張り付いている独特の集落が点在してい

る。これまでは滞在施設もなく観光客が訪れることはほとんどなかったが、

歴史・文化・東洋文化研究者アレックス・カー氏の著書「美しき日本の

残像」に紹介され、アレックス・カー氏がここに古民家を購入し、滞在施

設として活用を始めた頃（約８年前）から滞在宿泊する観光客が訪

れるようになってきた。この古民家を活用し、同じくにし阿波観光圏の脇

町「マチの民」と「ソラの民」対比させる形で体験プログラムを作っていけ

ば、魅力的な滞在交流型の観光プログラムになると考えた。 

 

にし阿波 

観光圏 

美馬市脇町 うだつの町並みは、重要伝統的建造物群保存地区となっており、拠

点施設は「藍商佐直吉田邸」住宅、「道の駅藍蔵」であるが、立ち寄り

型、スポット型観光地となっている。ボランティアガイドはあるが、歴史・文

化の説明は表面的で面白くない。町並み保全活動を地域住民で行っ

てきたが、この取り組みについて熱く語っても、客にしたらあまり関心はな

いのではないだろうか。 

せっかくの現在の完成された町並みを生かし、地域のＤＮＡを掘り

出し、うだつの町並みを「保存」ではなく「利活用」の方向へ舵を切ること

で、同観光圏の落合地区「ソラの民」と対比する「マチの民」として滞在

交流型の観光プログラムになり得ると考えた。 

 

佐世保・ 

小値賀観光圏   

佐世保市 

三川内地区 

現状、三川内の観光は窯元が集積した皿山集落に集中しており、

年２回の「はまぜんまつり」と陶器市には多くの人が集まるが、それ以外

の時には観光客も少ない。 日常的に窯元巡りが行われており、皿山集

落での暮らしを知る機会や滞在交流型観光につながる要素を持ってい

る。 三川内焼は、古くは唐津焼の流れをくんでいると言われているが、

現代の三川内焼は磁器による細工物や精緻な線描による染付など、

独自の焼き物文化を持ち、その技術レベルはきわめて高い。  

皿山集落の中心部に、古民家を活用した食の拠点「泰平や」があた

め、その施設を活用した滞在交流型観光を実現するための価値を持つ

地域と言える。 
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対象観光圏 地区名 理由 

佐世保・ 

小値賀観光圏 

 

佐世保市 

黒島地区 

世界文化遺産暫定リストにも載る黒島天主堂がある  

相浦港からフェリーで５０分の距離で、佐世保市から神々の島を感じ

るのに程良い場所にある 

仏教徒とキリスト教の集落が共存しており、神々の島としての存在感

を持つキリスト教の信者は、暮らしと教会の密接な関係性を持ち、祈り

の人生を送っており、「住んでよし」をどのように体感しているのかを調査

することで、祈りの島を見出すことができる  

農園は、島の中・高地にあり、農地と海のコントラストや集落と防風

林、農地などの配置が文化的景観を有している。  

 

阿蘇くじゅう 

観光圏 

阿蘇市 

手野地区 

手野地域は、阿蘇カルデラのなかでも２０００年の歴史を持つ集

落で、２０００年以上続く阿蘇神社のルーツともいえる国造神社をは

じめ、１６００年前の古墳や白装束で頭の上にご神饌を乗せ練り歩く

おんだ祭り等、阿蘇のなかでも古い歴史文化を持つ地区。 

現在も集落の方が主体となったボランティアガイド等積極的に取り組ん

でいる。 

その他、ヤマメつかみ取り、古代の里キャンプ場、手野の名水などの

地域資源があり、住民の集落の輪を作っていくことで滞在交流型のプロ

グラムが作れると判断した。 
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4 「住んでよし」の実践 

4.1 実践した観光地域づくりの啓発方法 

4.1.1 基本実践ステップ 

地域の誇りに訪れる人が触れることができる、国内だけでなく海外からも人た訪れるようになる、そのような

地域に育て、「日本の顔となる地域」としていくためには、下記のステップを踏む必要がある。 

  ●住民の意識を変革する（やる気と主体性を引き出す） 

    ●地域主体の活動が活発になる 

    ●地域主体のため、地域ならではの「おもてなし」ができる 

    ●やがて、地域に活力が生まれる 

    ●その取り組みを行う地域が新たな価値を生み出していく 

観光専門家は、各地域に 6回程度の訪問を行う。 

統括プロデューサーの坂元は各地域 2回程度訪問し、各地域の取組み内容に対するアドバイスや自治

体関係者に対する「住んでよし」の意識啓発を行う。 

また、以下ののステップを、基本のステップとして、観光地域づくりをすすめた。 

◆基本実践ステップの実施内容一覧表 

ステップ 実施内容 

ステップ① ・観光地域づくりを実践する「対象地区」の選定 

・地域ＤＮＡを掘り起こす事前調査の実施 

 

ステップ② ・地域住民に気づきを与える地域ＤＮＡ掘り起こし 

・観光地域づくりに必要な人材の発掘と育成 

※観光地域づくりをけん引するリーダーや、実践するプレイヤーの発掘、育成 

※推進組織（プラットホーム）の組成など  

・各人材の役割の理解、浸透      

        

ステップ③ ・地域住民に「気づき」を与え、「誇り」を醸成させる観光地域づくりワークショップの 

企画、実施 

 ※意識啓発のための「観光地域づくり」講演会等の開催 

 ※「観光地域づくりコンセプト」づくり 

 ※モニターツアーの醸成、実施、等      
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ステップ 実施内容 

     

ステップ④ ・コンセプトに基づいた「観光コンテンツ」、「滞在プログラム」の造成 

※地域のＤＮＡの具現化し、「住んでよし、訪れてよし」の定着化を図る 

 

ステップ⑤ ・自分たちの取り組みに人が集まる！ということを実感 

・「観光コンテンツ」をテーマでつなげた「滞在プログラム」のモニターツアー 

 

ステップ⑥ ・「観光コンテンツ」「滞在プログラム」の磨き上げ 

・これからの取り組みについての検討 

・新しい価値を生み出すための検討、等 

 

4.1.2 ステップ①実施内容 

観光専門家は、地域のＤＮＡを深掘りし、突出した地域の魅力を引き出すことができ、且つ、地域の取

りまとめ役（リーダー）となりうる人材がいる地域を選定した（中核人材リスト参照）。 

地域の選定にあたっては、地域住民や行政の意向と上記のポテンシャルを鑑み、相互が納得して取り組む

ことができる地域をポイントとして選定した。 
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4.1.3 ステップ②実施内容 

観光専門家は、事前に準備した本事業のアウトプットイメージを地域の取りまとめ役（リーダー）と共有し

た。また、ワークショップを通じて地域の取りまとめ役（リーダー）が目指す地域の姿や自身の将来像を専門

家と共有する。その後、ワークショップにて、地域住民とも事業の目的や目指す方向性を確認し、現状の課

題について討議を進める。 

また、観光専門家は地域の取りまとめ役（リーダー）や住民と地域を巡り、地域資源を歴史・文化と地

勢等から分析し、その独自の価値を掘り起こし、地域住民に対して「気づき」や「誇り」を醸成していく。併せて、

ワークショップに参加すべき地域の実践者も掘り起こし、輪の中に入れていく。 
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4.1.4 ステップ③実施内容 

観光地域づくりを実践することで、地域に活力が生まれることを観光専門家の講演会を通じて啓蒙してい

く。講演会は地区の住民に加え、自治体関係者（観光以外の農林水産・商工・社会資本・教育などの担

当部局含む）も交えて行うことを基本とし、「この地域に人に来てもらいたい」「自分たちの取り組みに人が集

まってくる」という意識を高めていく。さらに観光圏のビジョンやコンセプトに基づき、各地域のビジョンやコンセプト

を話し合いを行う。話し合いを通じて同じ地域に住む人が地域づくりに関してどういう姿勢なのかを明らかにし

ていく。事前にある程度、観光専門家と地域の取りまとめ役（リーダー）が検討したものをたたき台に話し合

いを進めていく。 
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4.1.5 ステップ④実施内容 

地域の取りまとめ役（リーダー）及び観光地域づくり実践者を対象としてビジョンやコンセプトを具現化する

観光コンテンツを造成するワークショップを実施する。 

コンテンツを実践するための講習会も併せて開催することで、受入体制を整備していく。観光コンテンツを作

るプロセスを通じて、地域の魅力を改めて認識してもらうとともに、受け入れるために「おもてなしを含めた自分

たちのできること」の意見交換を行い、「住んでよし、訪れてよし」の考えを定着させる。 
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4.1.6 ステップ⑤実施内容 

観光コンテンツに磨きをかけていくために、地域住民や周辺都市部住民を対象としたモニターツアーを実施。

地元のメディアに取り上げていただきながら、地域住民や周辺都市部住民にも、その地区の魅力を知ってい

ただくとともに、観光圏を展開しているコンセプトや取り組みを理解していただく機会とし、さらに観光地域づくり

の輪を広げていくことも目的とする。 

そして、地域全体で「暮らしを見せる」「地域景観をきれいにしていく」意義を理解してもらい、地域全体で

お客様をお迎えする意識を向上させていく。 
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4.1.7 ステップ⑥実施内容 

モニターツアーの評価をもとに観光コンテンツにさらに磨きをかけ、来訪者に満足してもらう受入態勢につい

て検討を行う。「住んでよし」の地域がお客様の「訪れてよし」につながり、そこに満足を見出してもらうことで観

光地域づくりが始まることを実感してもらう。 
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5 地区における各観光専門家の観光地域づくり実施報告 

5.1 「上富良野町東中地区」 

5.1.1 観光専門家  

氏名 所属、役職 

鈴木 宏一郎 

 

株式会社北海道宝島旅行社 代表取締役社長 

北海道の体験型観光プログラムの検索サイト「北海道体験．com」創業。北海道を中心

に、インバウンドの受入れや観光地域づくりの取組みを実践。 

5.1.2 地域の歴史、自然、文化、風習などＤＮＡから見たコンセプト 

対象観光圏 項目 滞在コンテンツ内容 

上富良野町  

東中地区 
コンセプト 

田園休暇 

～アジアで最も豊かで美しい四季彩の大地へ～ 

そのシンボルとして。。。 

設定理由 

四季を通じて雄大な姿を見せてくれる十勝岳連峰に抱かれ、豊かな水と肥沃

な土壌に恵まれた「東中」地区。 

そこには道内トップクラスの美味しい野菜が栽培され、その料理が食べられる農家

レストランやスイーツ店がある。 

日に焼けた農家のとうさんたちの笑顔とかあさんたちとの会話。 

豊かで広大な田畑の景観と、丹精込めた花一杯の美しい庭々。 

あちこちで、楽しくて美味しいさまざまな農業体験が楽しめる。 

いつ訪ねても、懐かしさと癒しをもらえる「ふる里・東中」。 

ず～っと変わらない「ホッ」とできる農村の暮らしの中へ。 

5.1.3 専門家訪問回数  

全 7 回訪問 

回数 日時・日程 実施概要 

第１回 平成 25年 10月 23日 

～24日 

■町商工会会長との打ち合わせ及び東中地区視察 

■(一社)かみふらの十勝観光協会にて会議 

■ファームレストラン「あぜ道より道」 高松代表へ訪問 

第２回 平成 25年 11月 6日 ■(一社)かみふらの十勝岳観光協会にて事前打ち合わせ 
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回数 日時・日程 実施概要 

・東中地区住民への直接説明内容について確認 

■農家レストラン「あぜ道より道」で地区住民と会議 

地区住民の方々に「住んでよし事業」説明と今後の展開について

協力依頼 

■(有)多田農園に改めての協力依頼と「東中」地区各所の同行

視察依頼 

・事業説明と今後の展開について協力依頼、地区の訪問ポイント

の案内依頼 

第３回 平成 25年 11月 27日 

～28日 

■社会教育総合センターの大会議室で、第１回講演会とワークシ

ョップを開催 

・坂元チーフアドバイザーのキーノート講演と第１回ワークショップ 

■交流会 

・上富良野町名物の豚サガリ焼肉を頂く 

■坂元チーフアドバイザーに東中地区の訪問ポイント案内 

■農家レストラン「あぜ道より道」にて今後の展開について相談 

第４回 平成 25年 12月 18日 ■第２回ミニ講演&ワークショップを開催 

・坂元氏のミニ講演と第２回ワークショップ 

＜前半＞にて、東中地区のメインコンセプトについて検討 

■第２回ワークショップ＜後半＞を開催 

・前半に引き続き、東中地区ならではの魅力について検討 

第５回 平成 26年 1月 14日 ■第４回ワークショップを開催 

・これまでの全ての内容を振り返っての意見交換のあと、＜ドラッカー

の 5 つの質問＞に沿って、東中地区において何のために観光地

域づくりに取り組むのかについて考察を深めた 

・考えた成果を得るために、造成すべき滞在交流プログラムについて

具体的に考えた 

第６回 平成 26年 1月 22日 ■第４回ワークショップ参加者&専門家全員で「あぜ道より道」の野

菜カレーの昼食 

■第５回ワークショップ（最終回）を開催 

・全ての内容を振り返っての取り組み内容の報告 

・東中地区のメインコンセプトと、それを体感できる滞在交流プログラ

ム案の発表 

・専門家からのアドバイスと、参加者全員との意見交換 

・今後の具体的な展開について 
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回数 日時・日程 実施概要 

第７回 平成 26年 3月 8日 ■モニターツアーの実施 

■モニターツアーの振り返り 

5.1.4 モニターツアー 

『笑顔の賑わい・花に埋もれる暮らし（春夏秋）』 

『笑顔の賑わい・雪に浮かぶ暮らし（冬）』 

洗われる心  

農家の人々の暮らしにある  

「ホッ」とする懐かしさと癒し 

農家のお母さん方が運営するファームレストラン「あぜ道より道」に集合し、スタッフと直前のすりあわせを行う。 

モニターツアー参加者は約 20人。 

農家の岩田氏の説明を聞きながら農業用倉庫から越冬キャベツをわけてもらう。 

集落のシンボルである東中神社で開拓の歴史について農家の高松氏より説明。 

「ラベンダー発祥の碑」町内で栽培が始まったころの様子を知る農家の太田氏による解説も入る。 

「あぜ道より道」で大きなベーコンと越冬キャベツやとうもろこし、じゃがいもなど大きな野菜が入ったポトフのランチ。 

冷えた体に染み入る。午後からはフットパスガイド「野山人」の井上氏・菊地氏のガイドで、この地域のシンボルともい

えるベベルイ川河畔をスノーシューウォーク。最後ににんじん栽培をメインとしながら、にんじんジュースや、ブドウからワイ

ンづくりに挑戦する「多田農園」で農家の多田氏の話を聞きながら、野菜がたっぷり入ったやさしい味の「やさいまん」と

「ニンジン茶」であったかおやつタイム。「あぜ道より道」に戻り、モニターツアーの振り返りと来年度に向けたミーティング

が行われた。 
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対象観光圏 地区名 滞在コンテンツ内容 

富良野・美瑛 

観光圏  

 

 

 

 

 

 

富良野・美瑛 

観光圏 

上富良野町  

東中地区 

 

 

 

 

 

 

上富良野町 

東中地区 

◆テーマ：笑顔の賑わい・雪に浮かぶ暮らし 洗われる心 

◆日時：3月 8日  10:00～17:00 

◆場所：ファームレストラン「あぜ道より道」 

◆スケジュール 

10:00 ファームレストラン「あぜ道より道」に集合～スタッフ直前すりあわせ 

11:00 農家の岩田さんの説明で倉庫から越冬野菜（キャベツ）をわけてもら

ってから、集落のシンボルである東中神社で開拓の歴史について農家

の高松さんのガイド。 

「ラベンダー発祥の碑」で、栽培を始めた農家の末裔である太田さんの

解説。 

12:30 「あぜ道より道」で越冬キャベツを入れたポトフのランチ 

13:30 フットパスガイド「野山人」の井上さん・菊地さんのガイドで、ベベルイ川

河畔をスノーシューウォーク 

15:00 「多田農園」で農家の多田さんの話を聞きながら、あったかおやつタイム 

16:00 「あぜ道より道」に戻ってモニターツアーの振り返りと来年度 

に向けてミーティング 

5.1.5 中核人材からのメッセージ 

観光地域づくりを振り返って 

（一社）かみふらの十勝岳観光協会 事務局長 長田公一氏 

 

「モニターツアーを通して地域住民が、外部人材と一緒に歩いて地元の魅力を体感&再認識すること、旅行

業のプロがともに歩いて具体的な商品化のイメージを作り込むことの意味と大切さを改めて実体験することがで

きました。 

これまで『かみふらの十勝岳観光協会』と距離をとっていたキーパーソンが改めて観光協会に加わってくれただ

けでも収穫だと長田事務局長や遠藤課長がおっしゃってくれたように、地域の方がまた頑張ろうと思ってくれる

プレイヤーをつくること、そしてそこに観光客を運ぶコーディネーター役をたてて、無理のないていねいな組み立て

をすることが大切だと思います。 

ワンストップで東中地区の観光のつながりをつくり、観光地域づくりを盛り立て、ひいては上富良野町をあげ

て、他地域や様々なセクターとの協力体制を構築し、北海道の観光コンテンツの底上げとなることに期待して

いきたいです」 
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5.1.6 研修実施報告書 

第一回目 研修実施報告書 

【エリア名】富良野･美瑛観光圏 【地区名】上富良野町東中地区 【担当者名】鈴木宏一郎 

【実施日】１０月２３日（水）～２４日（木） 

【実施場所】かみふらの･十勝岳観光協会事務所 

【参加者】 

     鈴木宏一郎（北海道宝島旅行社）、辻課長、深山主幹、高田主事、里根主事（上富良野町役

場産業振興課）、長田事務局長、遠藤課長（(一社)かみふらの十勝岳観光協会） 

【取組みスケジュール】 

10月 23日(水)  

11：00～16:30 ㈱佐川建設 佐川社長へ訪問（町商工会長&かみふらのフットパス愛好会会長） 

           ・上富良野町内のフットパスコースの視察案内 

           ・東中地区全体視察 

17：00～      ㈲多田農園 多田社長へ訪問 

           （東中地区でファームイン等多角的な事業展開をしている中心的な農家） 

           ・取組内容や、東中地区についてのヒアリングと事業への協力依頼、 

            ファームイン宿泊。 

10月 24日(木)    

9：00～11:00  (一社)かみふらの十勝岳観光協会にて会議 

           ・「住んでよし事業」の説明と今後の展開について相談 

11：30～13:00 ファームレストラン「あぜ道より道」 高松代表へ訪問 

            （東中地区グリーンツーリズムの中核施設で、ご主人が東中地区住民会長） 

           ・取組内容や、東中地区についてのヒアリングと事業への協力依頼 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 「住んでよし事業」の内容理解と、東中地区の選出理由についての地域コンセンサス作り 

    ・役場、観光協会は、観光庁事業で上富良野町東中地区が選出されたことに戸惑い気味。 

     町全体の中でなぜ「東中地区」にだけパワーをかけるのかについて説明するのが大変と警戒感。 

      「独自でも観光振興に取り組んでいるところに、余計な仕事が増えて大変…」といった感触。 

     また、東中地区がどうすれば日本の顔となる観光地になり得るのかがわからないという反応。 

     まずは１１月２日の坂元チーフアドバイザーの講演からスタートすること、それを聞いてもらった

上で東中地区の住民と一緒にワークショップ形式で進めていくことでとりあえずの納得を頂いた。 

    ・東中地区のキーマンである「多田農園」の多田さん、「あぜ道より道」の高松さんには、観光地

域づくりのプロが来て、新たな刺激、事業展開を進めてくれることに期待をして頂いた。 

    ・佐川商工会長には、まずは東中地区の観光地域づくりを進めて上で、上富良野町内全体へ
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の波及効果を狙い、フットパスとの組み合わせを図っていくことでご理解を頂いた。 

【懸念事項】 

東中地区の住民の顔ぶれが見えない中で、坂元氏講演からスタートの短期勝負で、 結果が出せるかど

うかの不安。地域の取りまとめ役となる人材の発見が可能かどうかの不安。 

【今後の取組み予定】 

東中地区の住民に集まってもらって、現状ヒアリングと「住んでよし」事業趣旨の理解と協力要請。１１

月２７日に予定している地区住民の動員依頼。 

【特記すべき共有事項】 

事業開始時に、坂元氏が町全体のキーマン、地区のキーマンに個別訪問し、観光地域づくりに取り組む

ことについてのコンセンサスを取っておくことが、その後の展開の全てを決める。 

 

第二回目 研修実施報告書 

【エリア名】富良野･美瑛観光圏 【地区名】上富良野町東中地区 【担当者名】鈴木宏一郎 

【実施日】１１月６日（水） 

【実施場所】東中の農家レストラン「あぜ道より道」、かみふらの･十勝岳観光協会事務所 

【参加者】※氏名（所属）を記載    鈴木宏一郎（北海道宝島旅行社） 

  深山主幹、高田主事、里根主事（上富良野町役場産業振興課） 

  長田事務局長、遠藤課長（(一社)かみふらの十勝岳観光協会） 

東中地区の農家１０人程度（高松住民会長、「あぜ道より道」の関係者、その他前向きな農家数

軒） 

【取組みスケジュール】 

11月 6日(水)  

10:30～11:30 (一社)かみふらの十勝岳観光協会にて事前打ち合わせ 

12:00       「東中」地区住民への直接説明内容について確認。 

12:00～13:30 農家レストラン「あぜ道より道」で地区住民と会議 

         ・地区住民の方々に「住んでよし事業」説明と今後の展開について協力依頼。 

14:00～17:00 ㈲多田農園に改めての協力依頼と「東中」地区各所の同行視察依頼 

         ・事業説明と今後の展開について協力依頼、地区の訪問ポイントの案内依頼。 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①「住んでよし事業」の内容理解と 11 月 27 日開催の第 1 回ワークショップへの動員依頼。 

・観光庁アドバイザーチーム主導の事業展開であることを明確にして、町役場、観光協会には協力体

制作りを依頼。 
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・坂元氏のキーノート講演をとにかくたくさんの地域の方々に聞いて欲しいと依頼。 

【懸念事項】 

東中地区の住民の顔ぶれが見えない中で、坂元氏講演からスタートの短期勝負で、結果が出せるかどう

かの不安。地域の取りまとめ役となる人材の発見が可能かどうかの不安。 

【今後の取組み予定】 

11月 27 日に坂元氏のキーノート講演と、第 1 回のワークショップを開催。そこから、具体的な観光地域

づくりの事業展開をスタート。 

【特記すべき共有事項】 

関係者、キーマンを集めての会食（今回はランチ）をしながらのミーティングが有効。 

 

第三回目 研修実施報告書 

【エリア名】富良野･美瑛観光圏 【地区名】上富良野町東中地区 【担当者名】鈴木宏一郎 

【実施日】１１月２７日（水）～２８日（木） 

【実施場所】上富良野町社会教育総合センター大会議室、東中の農家レストラン「あぜ道より道」 

【参加者】  

     坂元英俊氏（マインドシェア）、鈴木宏一郎･服部亮太（北海道宝島旅行社） 

  深山主幹、高田主事、里根主事（上富良野町役場産業振興課） 

  長田事務局長、遠藤課長、その他スタッフ（(一社)かみふらの十勝岳観光協会） 

東中地区の住民 15人程度、上富良野町内の他地区の観光関係者 15人程度 

【取組みスケジュール】 

11月 27日(水)  

13:00～17:30 会教育総合センターの大会議室で、第 1回講演&ワークショップを開催。 

            ～坂元氏のキーノート講演と第 1回ワークショップ 

18:00～      坂元氏を囲んでの交流会。 

             ～上富良野町名物の豚サガリ焼肉を頂き、十勝岳温泉郷にて宿泊。 

11月 28日(木)  

9:00～11:00  坂元氏に東中地区の訪問ポイント案内 

11:00～12:00 農家レストラン「あぜ道より道」にて今後の展開について相談。 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①坂元氏のキーノート講演の後に、以下の 4 テーマについての意見交換、ワークショップを実施 

     １．自分が好きな場所･もの･人（東中地区ﾈﾀであればそれがわかるように） 
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     ２．上富良野の、東中の、観光における地域の問題点と感じていること 

     ３．こんなマチになったらいいなという理想の姿 

     ４．そのためにはどうしたらいいと思うか 

 

【懸念事項】 

対象としている東中地区からの参加者はほぼ全てが農家。飛び抜けた存在である「あぜ道より道」と多田

農園以外の方々の巻き込み方、取りまとめ役のコーディネート人材の手配を考えねばならない。 

【今後の取組み予定】 

今回の内容を受けて、「東中」地区ならではのメインコンセプト･地域ＤＮＡの抽出と、それを体感しても

らえる滞在交流プログラムを検討するワークショップを展開していく。 

【特記すべき共有事項】 

観光地域づくりを進めていくのはエッジが立てやすい集落単位とすべきであるが、その周辺の他集落の観

光関係者も同時に参加･勉強をし、共通言語を持っていくことで、その後の他集落への展開、町全体の取

り組みに結び付けやすくなる。 

 

第四回目 研修実施報告書 

【エリア名】富良野･美瑛観光圏 【地区名】上富良野町東中地区 【担当者名】鈴木宏一郎 

【実施日】１２月１８日（水） 

【実施場所】上富良野町社会教育総合センター大会議室 

【参加者】  

     坂元英俊氏（マインドシェア）、鈴木宏一郎･服部亮太（北海道宝島旅行社） 

  深山主幹、高田主事、里根主事（上富良野町役場産業振興課） 

  長田事務局長、遠藤課長、その他スタッフ（(一社)かみふらの十勝岳観光協会） 

  「東中」地区の住民１０人程度、上富良野町内の他地区の観光関係者 15人程度 

【取組みスケジュール】 

12月 18日(水)   

9:30～12:00 社会教育総合センターの大会議室で、坂元氏の第 2回ミニ講演&ワークショップを開催。 

           坂元氏のミニ講演と第 2回ワークショップ＜前半＞開催。 

           ・東中地区のメインコンセプトについて検討。 

13:00～15:00 第 2回ワークショップ＜後半＞を開催。 

           ・前半に引き続き、東中地区ならではの魅力について検討。 
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【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①＜前半＞東中地区の住民が住んでいて心地よく感じ、対外的に自慢したいと思う凄い魅力を、 

      メインコンセプト（≒地域 DNA）として言葉にして表現する。 

 

テーマ②＜後半＞ 上記で明確にしたメインコンセプトに根差す、「東中」地区ならではの魅力ネタをリストア

ップする。（その魅力ネタに優先順位を付け、組み合わせて地域 DNA を体感できる滞在交流プ

ログラムとする） 

 

【懸念事項】 

メインコンセプト（≒地域ＤＮＡ）、当該地域ならではの魅力ネタのリストアップはできても、それを体感

できる滞在交流プログラムに昇華させる際のプレイヤー、コーディネーターがなかなか見えてこない。 

また、先進的に取り組んでいる「あぜ道より道」の方々から、「自分たちにどのような魅力があるのかやっぱりわ

からない。具体的に何をすればいいのかがイメージできない」という言葉が出てきた。 

【今後の取組み予定】 

次回を最終回として、今回までのワークショップで出された東中地区ならではの魅力ネタを組み合わせて、

地域ＤＮＡを体感できる滞在交流プログラムの造成に持っていく。 

【特記すべき共有事項】 

坂元氏からの「海の京都伊根町伊根」のメインコンセプトシート配布･説明によって、今回の事業で取り

組むべきことが「思わず皆がその地域に行きたくなるようなＰＲコンセプトを定めること」、「そのＰＲコンセプト

を体感できる滞在交流プログラム」を造成することであるという理解を進めることができた。 

 

第五回目 研修実施報告書 

【エリア名】富良野･美瑛観光圏 【地区名】上富良野町東中地区 【担当者名】鈴木宏一郎 

【実施日】１月１４日（火） 

【実施場所】東中の集会所「あつまるーむ」 

【参加者】  

鈴木宏一郎･服部亮太（北海道宝島旅行社） 

  深山主幹、高田主事、里根主事（上富良野町役場産業振興課） 

  長田事務局長、遠藤課長（(一社)かみふらの十勝岳観光協会） 

  「東中」地区の住民１０人程度、上富良野町内の他地区の観光関係者 5 人程度 
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【取組みスケジュール】 

1月 14日(火)   

13:00～17:00 東中地区の集会所「あつまるーむ」で第 3回ワークショップを開催。 

            ・ これまでの全ての内容を振り返っての意見交換のあと、＜ドラッカーの 5 つの質問＞に

沿て、東中地区において何のために観光地域づくりに取り組むのかについて考察を深

めた。 

           ・ その後で、上記で考えた成果を得るために、造成すべき滞在交流プログラムについて具

体的に考えた。 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①第 1回&第 2回ワークショップの振り返りと意見交換 

     ・観光地域づくりの意味の再確認 

     ・東中地区のメインコンセプト（≒地域 DNA）と魅力ネタについて再確認 

 

テーマ②「東中」地区における観光地域づくりについて＜ドラッカーの 5 つの質問＞に沿って考える。 

     １．我々が観光地域づくりに取り組む「使命」は何か？ 何のために？ 

     ２．我々が取り組む観光地域づくりの「顧客」は誰か？ 

     ３．我々の観光地域づくりの顧客は何を「価値」と考えるか？ 

     ４．我々の観光地域づくりの「成果」は何か？ 理想のイメージは？ 

     ５．我々が取り組む観光地域づくりの「計画」は何か？ スケジュールは？ 

 

【懸念事項】 

ワークショップに＜ドラッカーの 5 つの質問＞を持ち込むことで、東中地区住民のみなさんの理解、やる気

が大幅に改善された。前回噴き出した「よくわからない、イメージできない」という声が消え、地域の今後をみ

んなで考えるベクトルとして観光地域づくりに取り組んでいこうというコンセンサスが得られた。 

【今後の取組み予定】 

今回のワークショップの結果をわかりやすくまとめ、最後に考えた滞在交流プログラムを具体的な案として 

「東中」地区住民、その他地区の町内観光関係者、役場、観光協会是認で共有する。その内容を、旅

行会社企画担当者や体験型観光プログラムの専門家、インバウンド観光客受入コンシェルジュの専門家に

プレゼンテーションを行い、アドバイスをもらう。 

【特記すべき共有事項】 

観光地域づくりのワークショップ展開において、＜ドラッカーの５つの質問＞の導入が大変有効であった。 
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第六回目 研修実施報告書 

【エリア名】富良野･美瑛観光圏 【地区名】上富良野町「東中」地区 【担当者名】鈴木宏一郎 

【実施日】１月２２日（水） 

【実施場所】東中の農家レストラン「あぜ道より道」 

【参加者】  

     鈴木宏一郎･服部亮太（北海道宝島旅行社） 

深山主幹、高田主事、里根主事（上富良野町役場産業振興課） 

長田事務局長、遠藤課長、その他スタッフ（(一社)かみふらの十勝岳観光協会） 

 「東中」地区の住民 10人程度、上富良野町内の他地区の観光関係者 10人程度＋ 旅行会

社企画の専門家／大和寛（北海道宝島トラベル社長）、体験型観光プログラムの専門家／林直

樹（北海道宝島旅行社副社長）、インバウンド顧客受入コンシェルジュの専門家／本間友紀（北

海道宝島トラベル Mgr.）、PR･情報発信の専門家／花岡俊吾（北海道宝島旅行社広報担

当） 

【取組みスケジュール】 

1月 22日(水)   

11:45～12:45 第 4回ワークショップ参加者&専門家全員で「あぜ道より道」の野菜カレーの昼食。 

12:45～15:00 そのまま、第 4回ワークショップ（最終回）を開催。 

・これまでの全ての内容を振り返っての取り組み内容の報告。 

・「東中」地区のメインコンセプトと、それを体感できる滞在交流プログラム案の発表。 

・専門家からのアドバイスと、参加者全員との意見交換。 

・今後の具体的な展開について。 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 第１回&第２回&第３回ワークショップの振り返りと意見交換 

     ・観光地域づくりの意味と、東中地区のメインコンセプト（≒地域ＤＮＡ）と魅力ネタについて 

     ・＜ドラッカーの５つの質問＞に沿って考えた「東中」の観光地域づくり 

 

テーマ② 東中地区のメインコンセプトとそれを体感できる滞在交流プログラム案の発表と意見交換 

     ・東中地区のメインコンセプト（≒地域ＤＮＡ）と、それを体感できる滞在交流プログラム案 

     ・上記についての専門家のアドバイスと意見交換 

 

テーマ③今後の具体的な商品造成実験、送客の流れについて確認 

 

【懸念事項】 

・東中地区において頑張るプレイヤーとそこに観光客を運ぶコーディネーター役の無理のない丁寧な組み立

て。 
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・上富良野町をあげて、他地域や様々なセクターとの協力体制の構築。 

【今後の取組み予定】 

・冬の東中ならではの滞在交流プログラムの商品化実験を行い、実際の送客に結び付ける。グリーンシーズ

ンのプログラムについても同じように進めていく。 

・上富良野町内の他地域についても、同様の手法で観光地域づくりの展開を拡げていく。 

【特記すべき共有事項】 

具体的な商品化のイメージ、送客のイメージを持ってもらうことが重要。北海道宝島旅行社が運営する

体験型観光プログラムの検索予約サイト「北海道体験.com」へのプログラム掲載、北海道宝島トラベルに

よるインバウンド富裕層個人自由旅行者の送り込み、旅行会社からの特別なツアー造成依頼への組み込

み等、次の展開を具体的な担保が、地域に大きな価値提供を期待してもらえる。 

 

第七回目 モニターツアー実施報告書 

【エリア名】富良野･美瑛観光圏 【地区名】上富良野町「東中」地区 【担当者名】鈴木宏一郎 

【実施日】３月８日（土） 

【実施場所】東中エリア 

【参加者】 チーフアドバイザー坂元氏、鈴木宏一郎（北海道宝島旅行社） 

辻課長、深山主幹、高田主事（上富良野町役場産業振興課）長田事務局長、佐藤さん（(一社)

かみふらの十勝岳観光協会）、北海道新聞記者「東中」地区の住民 10 人程度、上富良野町内の

他地区の観光関係者 10人程度＋ 旅行会社企画の専門家／大和寛（北海道宝島ﾄﾗﾍﾞﾙ社

長）、インバウンド顧客受入コンシェルジュの専門家／本間友紀（北海道宝島トラベルMgr.）、PR･

情報発信の専門家／花岡俊吾（北海道宝島旅行社広報担当） 

【取組みスケジュール】 

3月 8日(土) 

10:00～11:00 ファームレストラン「あぜ道より道」に集合～スタッフ直前すりあわせ 

11:00～12:30 農家の岩田さんの説明で倉庫から越冬野菜（キャベツ）をわけてもらってから、集落

のシンボルである東中神社で開拓の歴史について農家の高松さんのガイド。 

            「ラベンダー発祥の碑」で、栽培を始めた農家の末裔である太田さんの解説。 

12:30～13:30 「あぜ道より道」で越冬キャベツを入れたポトフのランチ 

13:30～15:00 フットパスガイド「野山人」の井上さん・菊地さんのガイドで、ベベルイ川河畔をスノーシュ

ーウォーク 

15:00～16:00 「多田農園」で農家の多田さんの話を聞きながら、あったかおやつタイム 

16:00～17:00 「あぜ道より道」に戻ってモニターツアーの振り返りと来年度に向けて Mtg. 
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【モニターツアーのテーマと振り返りのポイント】 

テーマ① 東中地域の歴史・魅力を、地元住民が再認識すること。 

テーマ② 東中地域の歴史・魅力を、東中以外の上富良野町民が再認識すること。 

テーマ③ 東中地域の歴史・魅力を、地域住民が語り部となってガイドすることの意義・魅力の確認 

テーマ④ スノーシューウォーキングという手段で、冬でも充分に楽しめること、その魅力の確認 

 

＜振り返り＞  

地元に住んでいるとあたりまえとなっている、地域の歴史や身近な資源が、地域住民の説明・交流を通す

ことで、驚くほど魅力的なプログラムになることの再確認ができた。 

【懸念事項】 

・東中地区において頑張るプレイヤーとそこに観光客を運ぶコーディネーター役の無理のない丁寧な組み立て。 

・上富良野町をあげて、他地域や様々なセクターとの協力体制の構築。 

【今後の取組み予定】 

＜春夏秋＞笑顔の賑わい・花に埋もれる暮らし 洗われる心 

＜ 冬  ＞笑顔の賑わい・雪に浮かぶ暮らし 洗われる心 

      ～坂元氏の考案によるイメージコンセプトを具現化する滞在交流プログラムの構築 

【特記すべき共有事項】 

地域住民が、外部人材と一緒に歩いて地元の魅力を体感&再認識することの意義と大切さ。 

旅行業のプロがともに歩いて具体的な商品化のイメージを作り込むことの意味と大切さ。 
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5.2 「南富良野 占冠村 落合地区」 

5.2.1 観光専門家  

氏名 所属、役職 

宮本 英樹 

 

ＮＰＯ法人 ねおす 専務理事 

生涯学習や体験学習、エコツアーのコーディネート、自然を生かしたまちづくり、ネイチャーセンター

の企画・運営等幅広く活躍中。 

5.2.2 地域の歴史、自然、文化、風習などＤＮＡから見たコンセプト 

対象観光圏 項目 滞在コンテンツ内容 

南富良野町 

占冠村  

落合地区 

コンセプト 
心に潤い戻る神々の森～人と水の交差点～ 

「山の神、水の精に出会う散歩」 

設定理由 

ル・オマン・ソラプチとはアイヌ語で道がある川の意味である。低い稜線や支流

の交わりを利用し、アイヌの時代から交流・交易の拠点として繁栄してきた。一方

で時代が変わっても、深い森と水の豊かさをその時代のニーズに合わせ、活用して

きた森の民が存在する。その DNA を引き継ぐ人々は、森や水といった自然に対

し、畏怖畏敬の念を持ち、五感を研ぎ澄ます生活を続けている。また、開拓時代

の生活様式（セルフビルド）を色濃く残していて、それは旅行者がイメージする

「リアル北の国から」の世界観である。そんな素朴で五感がリフレッシュされる生活

をビジターにも味わってほしい。 

 富良野美瑛観光圏の中で森の時間を味わう場所として、磨きをかけ、観光圏

全体の魅力の幅を広げる地域として立脚したい。 

5.2.3 専門家訪問回数 

全６回訪問 

回数 日時・日程 実施概要 

第１回 平成 25年 10月１日 

～2日 

■行政、観光協会、地域のキーパーソンと打ち合わせ 

■落合集落フィールドワーク 

・観光地域づくりの課題やワークショップ参加者について聞き取り、意

見交換 

第２回 平成 25年 11月 11日 ■行政、観光協会、地域のキーパーソンと打ち合わせ 

・アウトプットのイメージ共有及びワークショップ進め方確認 

■ワークショップ 
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回数 日時・日程 実施概要 

・事業説明 

・地域づくりの課題整理 

・地域資源及びＤＮＡの掘り起こし 

・事業目的の共有 

第３回 平成 25年 11月 26日 

～27日 

■講演会（チーフアドバイザー坂元氏） 

・「住んでよし」の観光地域づくり実践による効果 

■富良野観光圏マネージャーと状況の共有 

第４回 平成 25年 12月 17日 ■プラットフォームと事前準備 

・ビジョン、コンセプトワーク 

・コンセプトワードの明確化 

・コンセプトの決定 

第５回 平成 26年 1月 18日 

～19日 

■プラットフォームとの打ち合わせ（次年度以降の取組み及び補助

金について） 

■ワークショップ（観光コンテンツ及びモニタープランづくり） 

■フィールドワーク（モニターツアーに向けて） 

■モニターツアーに向けた役割分担とガイドトレーニング 

第６回 平成 26年 1月 29日 

～30日 

■モニターツアー準備及びガイド役との打ち合わせ 

■モニターツアーの実施 

■振り返り（次年度以降に向けてのアクションプランについて） 

5.2.4 モニターツアー 

『心に潤い戻る神々の森～人と水の交差点～ 山の神、水の精に出会う散歩』 

ぶらぶらと散歩するだけで広がる 

自然が生み出す造形美 

浄真寺にて「フラストフラワー」を見学し、湧水を汲む。「冬の華」や「霧の華」と呼ばれる「フロストフラワー」。 

水蒸気が冷やされて氷上に凍り付き、花のように見える現象。そして林業鉄道跡に移動。 

空知川のほとりを歩く。しぶき氷やアンカーアイスに水の精を見つけ参加者の心も踊る。 

無音の聖地で森の静けさの中でお茶をいただく。すっかり心が浄化され、大自然のなかでのんびりと心地よい時間が

流れる。その後歩いて移動し、森の中にあるカフェレストラン「たるきぃとな」でイモ団子の昼食。 

こちらのお店は正確には「Talkeetna」と書き、アラスカ・イヌイットの間で「３本の川の交わるところ」と言う意 

味がある。「たるきぃとな」も、空知川の源流２本と支流１本が交差する場所にあるのでこう名付けたそうだ。 
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対象 

観光圏 

地区名 滞在コンテンツ内容 

富良野・美瑛 

観光圏  

南富良野町 

占冠村  

落合地区 

◆テーマ：モデルプラン体験会『山の神、水の精に出会う旅』 

◆日時：１月３０日  9:00～15:00 

◆場所：南富良野町空知川スポーツリンクス 

◆スケジュール 

 9:00 受付開始 

 9:30 プログラム開始 

12:00  団子ランチ試食（タルキートナ） 

13:00  振り返りと来年に向けて 

15:00   終了 

5.2.5 中核人材からのメッセージ 

観光地域づくりを振り返って 

南富良野まちづくり観光協会 事務局長 小林茂雄氏 

落合地区は、森の中、川の中に本当にいい雰囲気のレストランやカフェ、そば屋があり、それぞれが森と水の

暮らしのなかで上手に存在し、一体感を生み出しており、南富良野ならでは、南富良野にしかない自然の魅

力がたくさんある。 

次年度に向け、いろいろな組み合わせでコースができるが、1丁目 1番地のモデルプランをまずはきちんとつく

ることが大事。 

そして今回のワークショップの経験をいかし、もっと皆がひとつの共通の目標に向かっていける組織化をしてい

かなればいけないと思っている。チームとして盛り上がりをみせているが、今後継続していくための組織化をどうす

るか、今後「住んでよし落合推進協議会」というゆるい団体を発足させ、行政や観光圏と連携し、観光圏事

業のなかでそのための研修、整備を実施していきたい。そのためにも予算をどうつけるのか、これは観光全般に

かかわる課題ではあるが、しっかり考えていきたい。 
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5.2.6 研修実施報告書 

第一回目 研修実施報告書 

【エリア名】富良野観光圏 【地区名】南富良野占冠村落合地区 【担当者名】宮本英樹 

【実施日】１０月１日（火）～２日（水） 

【実施場所】南富良野町役場、南富良野観光協会、落合集落（小出商店、どんころ野外学校他） 

【参加者】（敬称略） 

小林茂雄氏 ＮＰＯ法人南富良野まちづくり観光協会事務局 

小柴昌弘氏 南富良野町産業課長 森直樹 南富良野町産業課観光係 主幹 

目黒義重氏 ＮＰＯ法人 どんころ野外学校 

小出直由氏 株式会社 小出百貨店 落合地区連合町内会長 

【取組みスケジュール】 

１日：午後  行政、観光協会、地域のキーマンとと打ち合わせ。 

２日：午前  小林氏の案内で落合集落フィールドワーク 

     午後  地域のキーパーソン、目黒、小出氏を訪ね、観光地域づくりの課題やワークショップ参加者に

ついて聞き取り、意見交換。 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①地域を取りまとめていくためのリーダーとなりうる人は？ 

交通の拠点、林業生産が盛んなときに形成された集落、今は林業が衰退し、空知川を活用した「ラフ

ティング」等のアウトドア拠点となっている。開拓当初からの既存住民とアウトドアガイド等新規移住組

がおり、両者の関係は良好といえず、これを機に両者で協力して観光まちづくりを進めていきたい。その

ため、両者からそれぞれ代表的な存在、小出、目黒氏をキーパーソンとしてワークショップをすすめていく

ことにした。 

 

テーマ②地域の課題、テーマは何か 

夏場にラフティングを楽しむビジターが多く訪れているが、団体が多く、地域に立ち寄ったり、買い物した

りすることはなく、素通りしている。ラフティングで訪れた人も地域を滞在したくなるようにしていきたい。 

 

テーマ③ワークショップ参加者の人選 

既存住民、アウトドアガイド、立ち寄れそうな飲食店、移住者（よそ者目線）でフレームワークにたけ

ている人などはこちらから意図的に声掛けし、後はオープン参加も募集することにした。 
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【懸念事項】 

既存地域住民とラフティング業者等の新規移住者で協働して、プロジェクトを進めたことがないので、今

回も両者が参加し、ワークショップを維持できるかは未知数。 

【今後の取組み予定】 

次回参加者を一堂に会し、地域の課題と魅力（ＤＮＡ）の掘り起し（ブレーストーミング）を行う 

【特記すべき共有事項】 

落合小学校の今年度廃校となり、それを交流拠点として位置づけその活用を同時に考えていけないか。 

 

第二回目 研修実施報告書 

【エリア名】富良野観光圏 【地区名】南富良野占冠村落合地区 【担当者名】宮本英樹 

【実施日】１１月１１日（月） 

【実施場所】南富良野町空知川スポーツリンクス 

【参加者】 

 小林茂雄氏（南富良野まちづくり観光協会事務局）、森直樹氏（南富良野町産業課観光係主

幹）、目黒義重氏（ＮＰＯ法人どんころ野外学校理事長）、小出直由氏（株式会社小出百貨店 

落合地区連合町内会長）、山本英克氏（郵便局長）香川瑛道氏（住職）、福田博之氏（アウトド

ア・ゆきのこ）三枝康男氏（飲食店・おち庵）寺田氏（アウトドア・北海道アドベンチャーツアーズ）、俳

氏（飲食店・たるきいとな）、新野和也氏（アウトドア・どんころ野外学校）、千葉氏（主婦） 

【取組みスケジュール】 

11月 11日（月）午後 行政、観光協会、地域のキーパーソンと打ち合わせ 

                アウトプットのイメージ共有、ワークショップの進め方確認 

１８：００～       ワークショップ 

                ・事業の説明（３０分） 

                ・地域づくりの課題整理（６０分） 

                ・地域資源及びＤＮＡの掘り起し（６０分） 

                ・事業の目的の共有（３０分） 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①落合といえば（落合のＤＮＡ）を考える 

ル・オマン・ソラプチ（アイヌ語）とは道がある川という意味。古くらか川を中心にした交流拠点。 

比較的平らな森が広がり、水が豊富でその恵みを時代に会った形でダイレクト利用してきた。（狩

猟採集、林業、鉄道、ラフティング、カヌー事業） 

森の中にカフェなどが点在し、素朴な「森の暮らし」が存在している。 
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テーマ②落合の地域課題は何か 

アウトドアアクテビティを楽しむ人が多く訪れるが、地域を味わうまでは広がっていない。 

既存住民とガイド業者などが交流する機会がない。冬の仕事がなく、若い人が定住できない。 

立ち寄り場所や交流拠点が整備されていない。 

 

テーマ③ ①②を踏まえ、今後取り組んでいきたいこと 

森と水辺をいかしたライフスタイルの構築。森生活の奥深さ、魅力を味わうような滞在プログラムの

構築。 

観光を手段に既存住民、ガイドが連携するための仕掛けや拠点を整備していく。 

【懸念事項】 

突然はじまった感はいなめず、この事業を自分たちのものにするのに少し、説明と時間が必要。 

【今後の取組み予定】 

次回は坂元さんに講演いただき、住んでよし事業の効果を再確認し、モチベーションをより高める。 

【特記すべき共有事項】 

「森の中に暮らしている人たちの暮らし」に焦点を絞り、そのイメージを地域イメージとして際出せていく。 

 

第三回目 研修実施報告書 

【エリア名】富良野観光圏 【地区名】南富良野占冠村落合地区 【担当者名】宮本英樹 

【実施日】１１月２６日（火）～２７日 

【実施場所】落合地域コミュニティセンター 

【参加者】 

 小林茂雄氏（南富良野まちづくり観光協会事務局）、森直樹氏（南富良野町産業課観光係主

幹）、目黒義重氏（ＮＰＯ法人どんころ野外学校理事長）、小出直由氏（株式会社小出百貨店 

落合地区連合町内会長）、山本英克氏（郵便局長）香川瑛道氏（住職）、福田博之氏（アウトド

ア・ゆきのこ）三枝康男氏（飲食店・おち庵）寺田氏（アウトドア・北海道アドベンチャーツアーズ）、俳

氏（飲食店・たるきいとな）、新野和也氏（アウトドア・どんころ野外学校）、千葉氏（主婦）、古橋国

久氏（アウトドア・農業）石出訓義氏（富良野観光圏事務局） 

【取組みスケジュール】 

１１月２６日 午後  「住んでよし」の観光地域づくり実践による効果 講演会（坂元氏） 

               参加者とのビジョンの共有 

１１月２７日 午前  富良野観光圏マネージャーと状況の共有 
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【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 富良野観光圏でなぜ？落合なのか 

富良野観光圏のコンセプト「田園休暇」のなかでラベンダー畑の見学だけででは飽きられる。その

中で富良野のもう一つの表情「森」の生活を体感できる場所にし、観光圏全体でも飽きさせな

い、滞在時間・日数を延ばすためのキーとなる地域に育てたい。これからは「凡庸な」イメージより、

エッジが聞いた地域に人がくるのでは。観光客がイメージするよりリアルな「北の国から」の世界が感

じられるのでは。 

 

テーマ② 各人が実際に何をすべきか 

  地域のよさを再認識し、統一コンセプトをつくり、それに基づき、各人が自分の役割の中で発信し

ていくことが大切では？各人が単体ではなく、つながりをもって、おもてなしをすることが重要だ。 

 

テーマ③ どうしても来てみたい地域にするためにまずは、なぜ、この落合に来なくてはいけないかとみんなで

煮詰め、それを共有しなくてはいけない。人数は減っても住んでいる人が楽しく、誇りを持てる地域

にして、若い人も住みたくなるようにしたい。 

 

【懸念事項】 

モチベーションや目的意識にばらつきがあり、それらを調整してチームとして機能させていきたい。 

【今後の取組み予定】 

実際に一つの形をみんなでつくることを経験する。コンセプトワークからモデルプランづくりに展開 

【特記すべき共有事項】 

既存住民とガイド業者、年齢をの垣根をこえて「集まる場」がほしかったとの声がある一方で持続していく

ためにどうしたらいいのかという不安な声もあがる。 

 

第四回目 研修実施報告書 

【エリア名】富良野観光圏 【地区名】落合地区 【担当者名】宮本英樹 

【実施日】１２月１７日（火） 

【実施場所】落合地区コミュニティセンター 

【参加者】 

小林茂雄氏（南富良野まちづくり観光協会事務局）、森直樹氏（南富良野町産業課観光係主

幹）、目黒義重氏（ＮＰＯ法人どんころ野外学校理事長）、小出直由氏（株式会社小出百貨店 

落合地区連合町内会長）、山本英克氏（郵便局長）、福田博之氏（アウトドア・ゆきのこ）三枝康

男氏（飲食店・おち庵）寺田氏（アウトドア・北海道アドベンチャーツアーズ）、新野和也氏（アウトド

ア・どんころ野外学校）、石出訓義氏（富良野観光圏事務局） 
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【取組みスケジュール】 

１２月１７日 午後   プラットフォームと事前準備 

                 ・ビジョン・コンセプトワーク（インタビュー方式、１８:００~６０分） 

                ・コンセプトワードを明確にする（６０分） 

                ・コンセプトを決定する（３０分） 

                ・懇親会 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①暮らしの中で「何を感じているか」訪問者に「何を感じてほしいか」 

家の窓から清流が見える暮らし。畏怖、畏敬の念が感じられる自然（森、川）が自宅の側にあ

る。川の底の石が凍る（アンカーアイス）のような美しさを感じられる日常。 

大きな森の小さな家。まきの香りが感じる山小屋のような素朴なくらし。 

 

テーマ②コンセプトワードとしてまとめる 

心にうるおい戻る神々の森 ～人と水の交差点～  

毎日がキャンプ～森を見ることから 1 日が始まる～ 新開拓生活体験 

 
 

テーマ③お客様視点で選択する。 

女性が反応するということで、①に決定する。 

【懸念事項】 

コンセプトを若干 ファシリテーター側が誘導した部分があり、みなさん自身のものとなるように今後ブレイク

ダウンしていきたい。 

【今後の取組み予定】 

コンセプトを具現化する体験プログラムを作ってみる。 

【特記すべき共有事項】 

お客様視点で考えるというフレームワークでの気づきが多かったようだ。 

 

 

第五回目 研修実施報告書 

【エリア名】富良野観光圏 【地区名】南富良野占冠村落合地区 【担当者名】宮本英樹 

【実施日】１月１８日（土）～１９日（日） 

【実施場所】落合地区コミュニティセンター、カフェ・タルキートナ 
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【参加者】 

小林茂雄氏（南富良野まちづくり観光協会事務局）、目黒義重氏（ＮＰＯ法人どんころ野外学校理

事長）、小出直由氏（株式会社小出百貨店 落合地区連合町内会長）、山本英克氏（郵便局

長）、香川瑛道氏（住職）、福田博之氏（アウトドア・ゆきのこ）三枝康男氏（飲食店・おち庵）寺

田氏（アウトドア・北海道アドベンチャーツアーズ）、俳氏（飲食店・たるきいとな）、金村孔介氏（アウト

ドア・どんころ野外学校） 

【取組みスケジュール】 

１１月１８日 午後 プラットフォームと打ち合わせ（次年度以降の取り組みと補助金等の検討） 

              地域ワークショップ（１７：００～） 

              ・観光コンテンツ（滞在プログラム）づくり講習 １２０分 

              ・冬のモニタープランづくり ６０分 その後懇親会 

１１月１９日 午前 モニターツアーに向けて、現地をフィールドワーク 

              ・モニターツアーに向けた役割分担とガイドトレーニング 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①コンセプトワードを再確認とブレイクダウン 

心にうるおい戻る神々の森 ～人と水の交差点～というコンセプトをツアーにするときは「キャッチ」や

タイトルが必要なのでは。  →「山の神、水の精」に出会う旅。 

この冬 みなさんが感じている山の神、水の精は→家の窓が凍ると美しい模様が毎日変わる（フラ

ストフラワー）、さっぽ道の川のしぶき氷が毎日変わるさまが美しい。川の底から石を核に凍ってくる

（アンカーアイス）。木々と雪に囲まれ無音になるところがある。ダイアモンドダストが窓から見える。

フリーズドライになったシカ肉を食べる。凍らしたイモからイモ団子をつくってストーブであぶって食べるの

が最高。 

 

テーマ②見えること、食べること、体験すること×場所×人（語る、教える、案内する）でマテリアル化。 

 

テーマ③コト（体験プログラム）を結んでコース、滞在メニューへ 

落合冬の散歩道「山の神、水の精」出会う旅 

お寺にある「フラストフラワー」を見学、湧水を組む。空知川のほとりを歩き、しぶき氷やアンカーアイス

に水の精をみつけ、無音の聖地で森の静けさの中でお茶を飲む。森の中にあるカフェ・タルキートナ

でイモ団子などの昼食をとる。 

 

【懸念事項】 

チームとして盛り上がりをみせているが、今後継続していくための組織化をどうするか。 

【今後の取組み予定】 

実際にモデルプランを外部の人も入れて歩いてみて、評価する。 
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【特記すべき共有事項】 

春について「水×森」でみなさんがやっている「樹液採取」を大きなエポックとしていく。 

 

第六回目 研修実施報告書 

【エリア名】富良野観光圏 【地区名】南富良野占冠村落合地区 【担当者名】宮本英樹 

【実施日】１月２９日（水）～３０日（木） 

【実施場所】落合スポーツリンクス 

フォーチュンベーグル～浄真寺～林業鉄道跡（空知川河畔）～王子の森～タルキートナ 

【参加者】 

 小林茂雄氏（南富良野まちづくり観光協会事務局）、目黒義重氏（ＮＰＯ法人どんころ野外学校理

事長）、小出直由氏（株式会社小出百貨店 落合地区連合町内会長）、香川瑛道氏（住職）、

三枝康男氏（飲食店・おち庵）、俳氏（飲食店・たるきいとな）、金村孔介氏（アウトドア・どんころ野

外学校）石出訓義氏（富良野観光圏事務局）、長田公一氏（かみふらの十勝岳観光協会事務局

長）、森直樹氏（南富良野町産業課商工観光係 主幹）、北海道新聞社 

【取組みスケジュール】 

１月２９日       モニターツアーの準備。ガイド役と打ち合わせ。 

１月３０日 午前   モニターツアーの実施 

         午後   ふりかえり、次年度以降の向けてのアクションプランについて考える 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①コンセプト  

      心に潤い戻る神々の森～人と水の交差点～ を具現するために、「山の神、水の精に出会う散歩」

を設定し、メンバープラス行政、プラットフォーム、メディアの方と検証実施を行った。水の精（自

然）が作り出す造形美をアートしてとらえ、それを日々感じながら生きる暮らしを味わうコンテンツを

検証した。 

 

テーマ②ツアーのふりかえりとブラッシュアップ 

     森の中、川の中にレストランやカフェ、そば屋があり、そのことが森と水の暮らしの一体感を生み出して

いる。それぞれのシーンのアプローチの仕方をもっと演出する必要がある。水の精の作り出すアートの

世界の説明の仕方をもっと工夫するともっとよい。 

 

テーマ③次年度に向けて 

     いろいろな組み合わせでコースがいくつかできるが、1 丁目 1 番地のモデルプランをまずはきちんとつく

る。行政や観光圏と連携し、観光圏事業の中でそのための研修、整備を実施していく。そのために
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今回のチームを組織化する（すんでよし落合推進協議会）。冬だけでなく、季節ごとの「精霊探

し」を考え、観光圏のＨＰにまずは載せてもらう。人材の確保に総務省地域協力隊事業を検討す

る。小学校を跡をまずはサロンとして活用する。 

 

【懸念事項】 

観光マネージャーが地域の動きをサポートしていけるか。プロデュース能力。 

【今後の取組み予定】 

月２回程度定期的にサロンを開催し、企画や人材育成を行っていく。 

【特記すべき共有事項】 

住んでよし落合推進協議会の発足。 
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5.3 「魚沼市 大白川地区」 

5.3.1 観光専門家 

氏名 所属、役職 

中島 淳 株式会社カルチャーアットフォーシーズンス代表取締役 

地域や業界等が抱える課題解決をカタチにするため、ビジネスモデルの構築や、仕組み・組

織づくりのプロジェクトをプロデュース。 

内閣府地域活性化伝道師。 

5.3.2 地域の歴史、自然、文化、風習などＤＮＡから見たコンセプト 

対象観光圏 項目 滞在コンテンツ内容 

魚沼市 

大白川地区 

コンセプト 人が暮らす地で最も積雪量の多い集落 

設定理由 

大白川集落は、守門岳という日本一の大雪庇を有する山の登山ルートの入

り口でもある。守門岳の頂上には、祠があり、山岳信仰もあるようである。また、

大白川集落は山菜共和国ということで、山菜・キノコを中心とした料理で民宿に

人を集めている。これらの料理は地元の人たちにも評判がよく、多くの人が食べに

訪れる。 

①焦らず、じっくりと取り組むこと 

②少ない対象者（訪問者）×深い付き合い 

③目に見えるテーマを共有 

という方針で進めていく。 

地域としては、家族ということをテーマにし、「家族のお客様にも来てもらいたい

し、次世代にもその文化を伝えて」ゆくことを目標にする。守門岳の神の恵みが山

菜・キノコというストーリーをしっかりと作りながら、山菜の消費拡大につながるよう、

山菜を活かした滞在交流型のプログラムを整備していく。 

5.3.3 専門家訪問回数 

全６回訪問 

回数 日時・日程 実施概要 

第１回 平成 25年 8月 25日 

～26日 

■入広瀬地区視察及び雪国観光圏井口代表への挨拶 

■雪国観光圏井口代表との情報交換及び魚沼市観光協会事

務局長への事業説明及び情報交換 

■大白川地区視察 
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回数 日時・日程 実施概要 

第２回 平成 25年 9月 17日 ■魚沼市観光協会事務局長、事務担当者及び雪国観光圏細

谷氏と大白川集落へ訪問 

■大白川集落現地の方々との情報交換 

第３回 平成 25年 10月 22日 ■魚沼市産業観光課観光室と本事業について検討 

・事業コンセプト「人が住む最も積雪量が多い集落」ツーリズムに関

する情報交換 

・事業趣旨への理解、コンセプトへの賛同、事業協力の意志等を

確認 

■大白川地区での秋資源調査 

第４回 平成 25年 11月 17日 

～18日 

■夜の大白川地区体感のため民宿「休み場」泊 

・年間の訪問客の流れ、四季の提供食在を確認 

■民宿関係者に向けて「住んでよし」の在り方について再度確認 

第５回 平成 26年 1月 15日 ■勉強会（モニターツアー）の考え方 

・現地との意見交換から地区住民向け勉強会ではなく、外部関

係者が大白川地区について（大白川地区を通して地元資源に

ついて）学ぶ会とした 

第６回 平成 26年 2月 14日 ■勉強会（モニターツアー）の実施 

5.3.4 モニターツアー 

『日本でも有数の積雪量を誇る雪国秘境集落で冬の暮らしの物語を学ぶ』 

湧き出る雪国の民の知恵と 

暮らしの物語 

民宿『才七』に着くと、既に学びのための大白川集落の恵みが、所狭しと食卓に並ぶ。 

トンビマイタケとクワイの天ぷら、天然ナメコおろし、マイタケの炒め物、そして保存食

であるホッケ寿司、イワナ寿司など。参加者の目も輝く。舐めるようにどぶろくで乾杯。

女将の説明とともに食事が進む。 

「なぜ、ホッケ寿司がこの地に？」 

「この作り方は？」の質問に、料理の持つ物語を自分の言葉で優しく伝える女将。お

もてなし人である。 

熊鍋にも火が入る。ここからは宿主の出番。 

「熊狩りは、秋田阿仁からの流れ、さるま流。集落の猟師がまとまって狩りをする。獲

物は山で捌き、みんなで分ける。それが山の掟」。 
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冬眠から覚めた熊を発見し、追い詰めることができるのは、広がる雪の白さだという。

冬のタンパク源は集落を挙げて、その知恵で獲得するのだ。 

「わずかな熊の胆嚢が貴重なんです。ほんのちょっとをお湯に溶かして飲むと元気ハツ

ラツ！これは猟師しか食せないもの。わざわざ、これを求めてくる人もいるのです」 

ここにも雪国ならではの物語があった。 

 

 

対象 

観光圏 

地区名 滞在コンテンツ内容 

雪国 

観光圏 

魚沼市 

大白川地区 

◆テーマ：人が住む最も積雪量の多い地区での冬の昼食会 

◆昼食会のテーマ食材 越冬保存食「ホッケ寿司」 

◆日時：２月１４日  12:30～15:00 

◆場所：魚沼市大白川地区 民宿 「才七」 

◆集合：11:00魚沼市観光協会（道の駅「ゆのたに」隣 同敷地内） 集合

後はチャーターバスにて移動（往復） 

◆解散：16:00頃（予定） 

 

5.3.5 中核人材からのメッセージ 

 観光地域づくりを振り返って 

魚沼市観光協会 事務局長 桑原幸子氏 

全体的に時間がなく、地元のコンセンサスを形成するプロセスが抜けてしまいました。当初は「動く」意志のあ

る民宿経営者に声をかけましたが、その方々の気配りにより、全民宿に声掛けをしたため、全体的にネガティブ

な意見に全体が引きずられたのは反省点です。ただ、このような経緯の結果、地域資源の魅力の再発見がで

きたことに加え、取り組み姿勢についての課題を再確認することができ、次世代がこういったことに臨む際に必要

なことが明確になりました。 

「学びの場」としてのモニターツアーを通じて、既存の資源である「山菜・きのこ料理」「保存寿司」「ジビエ（熊

猟）」といったものが、「なぜ、美味しいのか」「なぜ、そこにあるのか」を説明できるようになり、改めて、地域ＤＮ

Ａとしての「雪」の存在、四季を通じて暮らしの根底にその影響があることを確認できました。豪雪は負の資源と

して捉えがちですが、その積雪量があるからこそ、恵まれた食材と食文化があることをこれからは地域住民に語っ

ていただきたいと思います。 

暮らしに根付く背景こそが観光資源になると学べた取り組みでした。「雪」という地域ＤＮＡは大白川地区

だけではなく、雪国観光圏全体にそのストーリーは及びます。観光圏全体で、このＤＮＡの可視化ができるよう

に継続的な取り組みを目指していきたいと考えます。 
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5.3.6 研修実施報告書 

第一回目 研修実施報告書 

【エリア名】雪国観光圏 【地区名】入広瀬地区→大白川地区 【担当者名】中島淳 

【実施日】８月２５日（日）、８月２６日（月） 

【実施場所】魚沼市内 

【参加者】 

雪国観光圏 井口代表理事 

魚沼市観光協会 桑原事務局長 

【取組みスケジュール】 

８月２５日：入広瀬地区視察、井口代表挨拶後、マインドシェア木谷氏と本事業についての情報交

換、方向性の確認 

８月２６日：井口代表と情報交換後、魚沼市観光協会にて事務局長に事業説明、情報交換。 

その後大白川地区視察。 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

① 業趣旨に関する情報交換により、対象地区を入広瀬地区から、更に奥の「大白川地区」に変更。 

理由：単位としてまとまりやすい、前向きな人材が確認できる、掘り起こせる資源の可能性を持つ 

 

② 現時点での可能性：（木谷氏レポート共有） 

大白川集落は山菜共和国ということで、山菜・キノコを中心とした料理で民宿に人を集めている。昼

食で 3000円前後。これが、地元の人たちにも評判がよく、食べにきているとのこと。山菜会館（レストラ

ン、加工、販売）を中心に加工技術が優れている。ただ、流通するほどは、生産できない。 

守門岳という日本一の大雪庇を有する山の登山ルートの入り口でもある。雪国観光圏の特徴を出し

ていく上でも、この集落はありかなという感じ。知られていない。頂上には、祠があり、山岳信仰もあるよう

である。その山の神の恵みが山菜・キノコというストーリーをしっかりと作りながら、地域としては、家族という

ことをテーマに、家族のお客様にも来てもらいたいし、次世代にもその文化を伝えていきたいというところが

ある。都会で中華やイタリアンのシェフをやっている担い手もいるようだ。 
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【今後の取組み予定】 

９月中旬に現地で活動する（積極的な）女性陣とワークショップ実施。 

 

第二回目 研修実施報告書 

【エリア名】雪国観光圏 【地区名】大白川地区 【担当者名】中島淳 

【実施日】９月１７日（火） 

【実施場所】魚沼市大白川地区 民宿「喜楽荘」  

【参加者】 

魚沼市観光協会：桑原事務局長、佐藤事務員 

雪国観光圏： 細矢事務員  現地：民宿「喜楽荘」浅井輝美氏、民宿「休み場」浅井洋子氏、民宿

「才七」住安裕子氏、商工会浅井順子氏 

【取組みスケジュール】 

９月１７日  

１０：００～１１：００  魚沼市観光協会集合 まとまって大白川地区へ 

１１：００～１４：００  現地の方々と情報交換 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

①雪国観光圏事業についての説明（観光圏細矢氏より） 

②本事業説明と情報交換 

＜情報のキーワード＞ 

・着地資源：蛍、星空、闇、 

・「人が住む最も積雪量の多い集落」（雪氷学会） 

→５ｍ以上の積雪 雪かき自体が体験資源（スコップ隊） 

・トンビマイタケ（トッピダケ）＝お盆～９月初旬 

・サンボンダケ＝1年間塩漬け→味噌漬け→おにぎり（熊に会わない） 

・熊狩り＝秋田阿仁からの流れ さるま流 

・新芽類＝多くの栄養分（鹿が食べる理由）→雪深い地の特徴として苦みが少なく油み多い、あくぬきの

手間。 

・語り部（昔話）の存在（浅井まさ子さん、佐藤あい子さん） 

・保存食：ほっけ寿司（塩ほっけ＋麹＋米→笹巻）、いわな寿司 

・もともと林業の地 → 只見線支線、 駅構内チップ工場（女性は山菜） 

・豊富な山菜→換金性に気が付かず、定番（ぜんまい→きくらげ→なめこ）のみを採取していた。春になる

と集落のお年寄りがシャキッとする（山菜採り） 
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【懸念事項】＝検討・提案事項 

①多くの資源について情報があげられたが個々の情報であり、参加者の取り組みも個々に任せられてる。 

→本事業を１つの機会として、「地区として」共有できるテーマを設定する必要性を訴求。 

②来てもらいたい「人」が人によってイメージがバラバラ。→テーマの設定と同時に、対象者のイメージを共有

する必要性を訴求。 

【今後の取組み予定】 

基本的に事業趣旨に賛同いただき、本日の出席者をコアメンバーとして取り組んでいくことを確認。 

＜取り組みに関するコンセンサス＞ 

①焦らず、じっくりと取り組むこと 

②少ない対象者（訪問者）×深い付き合い 

③目に見えるテーマを共有 

 

＜メインキーワード＞ 

「人が暮らす最も積雪量の多い集落（地区）」（by日本雪氷学会） 

＜次回＞ 

開催：毎回週初めの平日（昼夜特に問わず） 

次回：１０月中旬ころ 

＜予定内容＞ 

①テーマの想定（幾つかのキーワード） 

②ターゲット 

③資源の確認（地図を広げて） 

④大白川トレイルの想定 

 

第三回目 研修実施報告書 

【エリア名】雪国観光圏 【地区名】入広瀬地区→大白川地区 【担当者名】中島淳 

【実施日】１０月２２日（火） 

【実施場所】魚沼市内 

【参加者】 

魚沼市商工観光課 観光振興室長 桜井幸男氏、同主事 井口貴行氏 

大白川地区 民宿「休み場」浅井洋子氏 
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【取組みスケジュール】 

①魚沼市産業観光課観光室と本事業について検討 

 事業コンセプト「人が住む最も積雪量が多い集落」ツーリズムに関する情報交換を実施。 

 事業趣旨への理解、コンセプトへの賛同、事業協力の意志等を確認。 

 今後は魚沼市観光室への連絡、相談を体制に組み入れることとなった。 

 

②大白川地区での秋資源調査（確認） 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ：秋資源「紅葉」の確認 

紅葉については、「山菜採取道」（山菜関係者以外立ち入り禁止）の活用の可能性を確認。 

冬の積雪時以外でこの「山菜採取道」が地元関係者と共に歩けるコンテンツ形成がポイント（次

回ワークショップのテーマの１つに）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【懸念事項】 

事業対象（ワークショップ構成メンバー）の民宿おかみさん達においては、高齢化によって廃業する宿は

あるものの、地区としては春の山菜、夏の合宿、秋のきのこ・紅葉で経営的には厳しくなく、地域づくりに関し

ての危機感がない。意識の醸成には時間を要する。 
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【今後の取組み予定】 

下記資料参照。なお、次回は全ての民宿に参加を呼びかけを実施する予定。 
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第四回目 研修実施報告書 

【エリア名】雪国観光圏 【地区名】大白川地区 【担当者名】中島淳 

【実施日】１１月１７日（日）、１８日（月） 

【実施場所】魚沼市内 大白川地区 

【参加者】 

民宿関係者（５民宿）＋魚沼市観光協会 

【取組みスケジュール】 

①１１月１７日 

夜の大白川地区体感のため民宿「休み場」泊 

年間の訪問客の流れ、四季の提供食在を確認 

②１１月１８日（午前）：民宿関係者に向けて「住んでよし」の在り方について再度確認 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

①四季の資源（食材等）の確認 

＜  秋  ＞ムキタケ、ヒラタケ、ナラタケ、ブナハリタケ、トンビマイタケ、ナメコ、ヌカゴ、 

キクラゲ、ゼンマイ（春物保存）、塩くじら（脂身＋じゃがいも、ウルイ） 

＜春・夏＞ワラビ、ゼンマイ、ウルイ、ココジ、アザミ、ウド、ヒメタケ、コシアブラ、タラノメ、フキノトウ、いたどり、

よもぎ、しどけ、あみずな、ふき、あけびツル 

＜  冬  ＞ニシン漬け（大根、にんじん、麹、山椒 ＋ 塩） 

ホッケ寿し（塩ホッケ、ごはん、麹、笹） 

イワナ寿し 

＜  年中  ＞山の神さま向け「ザワ」 （ごはん＋もち米 → つぶし＋塩あずき） 

大白川駅どぶろく（特区） 

 

②地域の実情 

■これまでは自治体主導の企画に「協力」してきた。各種ツアーの企画はよくある話。 

■イベントはやったことがある。 

■地区自ら企画することはない。自分たちはすぐには変えられない。大きなことは出来ない。 

■客は宿ごとで増えればよく、地区単位で考えることは難しい。 

■真冬の企画→自分たちで精一杯。お客も宿側も気を使う。送迎が大変手間がかかる。 

■地区全体の案内パンフがない。宿ごとで紹介するしかないが、地区の紹介をする余裕はない。 

 

□顧客層＝釣り客、山登り、合宿、紅葉狩り、きのこ狩り、スキー 

□「目的客」のみの訪問。目的のことをするだけでなく、この地の空間に滞在することが目的のもよう。 
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□ポイントは「水」＝最上流、伏流水→お茶、珈琲、ご飯（食）がおいしい原因 

 
 
 
 
 
 

【懸念事項】 

＜民宿関係者（組合を含め）の意向＞ 

■どうしてもまとまりがつくれず、地区として新たな取り組みを行うことが難しい。 

■「住んでよし」の趣旨は理解できるが、「住む」には大変な環境で、良いところを伝えることを 

意図的に仕掛けるには年齢的にパワーがない。 

■「地区単位」で地区を元気にする発想をするには時間を要する（個店の集まり）。 

 

事業期間内で意識の醸成を図ることは難しいと判断。 

事業視点の変更を図る方向で観光協会と協議。 

【今後の取組み予定】 

 
 
 

右記の企画で 

現地と観光協会が 

調整へ。 

→12 月中旬に方向性 

を決定予定。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【12月 21 日時点】 

大白川地区にて 2月 1日

（金）に座談会規模の勉

強会実施意向を現地と確

認。 
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第五回目 研修実施報告書 

【エリア名】雪国観光圏 【地区名】大白川地区 【担当者名】中島淳 

【実施日】１月１５日（水） 

【実施場所】魚沼市 大白川地区、湯之谷地区 

【参加者】 

白川地区にて雪国勉強会（昼食会）内容検討会 

魚沼市観光協会、魚沼市観光課と打ち合わせ 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 勉強会の考え方 

これまでの現地との意見交換から（「第四回目懸念事項」参照）、 

地区住民向け勉強会ではなく、外部関係者が大白川地区について 

（大白川地区を通して地元資源について）学ぶ会とする。 

 

テーマ② 予定参加者 

大白川地区民宿３軒、雪国観光圏関係者３名、魚沼市観光課、 

魚沼市観光協会、発酵食専門家、日本雪氷学会、事務局等 

 

テーマ③ 勉強会内容 

越冬保存食の確認（ホッケ寿し、イワナ寿し、熊汁、きのこ料理、山菜料理ほか） 

場所：民宿「才七」 

移動：麓の集合場所からバスにてまとまって移動（観光協会チャーター） 

＜冬の大白川地区＞ 

 
 
 
 
 

 
 

＜夏との比較＞ 
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【特記すべき共有事項】 

地元対象を拡げず、意識のある民宿のみを対象とすることにした。勉強会の定義を現地に対するもので

はなく、外部の人たちに対するものとした。 
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第六回目 研修実施報告書 

【エリア名】雪国観光圏 【地区名】大白川地区 【担当者名】中島淳 

【実施日】２月１４日（金） 

【実施場所】新潟県魚沼市大白川地区 民宿「才七」 

【参加者】 

雪国観光圏：井口氏（事務局長） 

魚沼市観光振興室：桜井氏（室長）、井口氏 

魚沼市観光協会：桑原氏（事務局長）、佐藤氏 

新潟大学：伊豫部いよべ氏（日本雪氷学会北信越支部） 

㈱ファーメンステーション：酒井氏（代表） 

大白川地区：民宿「才七」安住氏、「休み場」浅井氏 

本事業事務局：木谷氏（マインドシェア） 

 

【取組みスケジュール】   「人が住む最も積雪量の多い地区での冬の昼食会」 

モニターツアーとして実施した現地「昼食会」は、雪国観光圏、市観光関係者の出席者による現地訪問

であったが、結果的には地元関係者にとっても初めて経験、発見することが多かった。 

今回は、外部から新潟大学（日本雪氷学会北信越支部）伊豫部氏による「この地区が国内有数の豪

雪地区である事実、メカニズム講演」、ファーメンステーション酒井氏による「発酵の視点からの地元保存寿

し考察」をもって対象地における当たり前の資源にどう付加価値を持たせるかの方向性を探った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜主たる付加価値＞ 

昼食会では、会場民宿の先代主であり大白川地区で猟師をやっている安住氏が料理の案内、熊猟の

説明、地元の暮らしぶりについてガイド役となり、貴重な話を聞くことができた。 
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■ 大白川地区の猟：越冬のために不可欠であったタンパク源を昔から「うさぎ」に求めていたが、近年は

うさぎ獲得の量が激減していること、熊猟の時期は雪解け直後が最も適しており、それは１ｇ4,000

円と言われる胆のうを取るためにあることや残雪が残る時期に限られること（理由は発見しやすい）、

その他しきたりやノウハウ、熊汁をつくるポイント等多くの話は、雪国観光圏関係者でも初めて知るもの

であった。 

■ 食前酒として提供された「地元どぶろく」も、観光関係者の中には初めて知る人もおり、つくる時期、

飲む時期等を知ることとなった。 

■ 発酵の視点、女性の視点からの可能性 

■山菜類はデトックスすなわち健康視点で若い女性にアプローチできる可能性 

■近年、子供たちの間で「発酵」（菌）に関するアニメがブームになりつつあるようで、家族層（特にマ

マ）に発酵（菌）の視点で保存「なれずし」をアプローチできる可能性 

■大白川地区の四季の暮らし、食はインバウンド（来日外国人、在日外国人）へアプローチできる可

能性 

■特に魚醤文化のあるアジア圏にはなれずしへの抵抗は低く、おもしろいアプローチができる可能性等を

提案された。 
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【今後の取組み予定】 

確認できた今後の新たなマーケット（デトックスを軸とした若女性層、発酵を軸とした子供、ママ層、日本

の山奥での営み、食を軸とした外国人層、日本の発酵食を軸にしたアジア客層等）の可能性に、地区ある

いは観光圏という「面」＝連携として取り組みに対して、その実施主体の確認は重要である。雪国観光圏が

主体となるのが最も現実的と考える。 

【特記すべき共有事項】 

地元では負の資源とされている「雪」は、食文化の背景、越冬の知恵、保存の手段、猟期の理由、四季

の風景等全てにおいて重要な位置づけを占め、雪国観光圏の「雪国」を形成する重要なファクターであること

が確認できた。雪を現象、物質として捉えるのではなく、例えば青森県の八甲田山並みの降雪量と伝えるだ

けでも訪れた人は雪国観光圏のポジションを確認できるなど、その地域の営みの「理由」として如何に活用で

きるかが、今後の雪国観光圏における「住んでよし」に結びつくことになる。 
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5.4 「原村」 

5.4.1 観光専門家 

氏名 所属、役職 

石松 昭信 財団法人阿蘇地域振興デザインセンター 

平成 17年阿蘇市から当財団に出向。阿蘇広域 8市町村連携プロジェクトを推進。大分

県竹田市や宮崎県高千穂町と県境を越えた阿蘇くじゅう観光圏を確立。滞在交流型の旅

の博覧会「阿蘇ゆるっと博」の企画・運営。阿蘇地域の日本ジオパーク認定に実務的貢献。 

5.4.2 地域の歴史、自然、文化、風習などＤＮＡから見たコンセプト 

対象観光圏 項目 滞在コンテンツ内容 

原村 

コンセプト 
標高１０００mの農村テラス 

～諏訪神社の聖域で暮らす農村リゾート～ 

設定理由 

地域のＤＮＡは、２つのことが考えられる。ひとつめは、縄文からの地域性だ。

ふたつめは、諏訪神社の聖域だった原村。 

高速道路の工事時に巨大な阿久遺跡と呼ばれる縄文遺跡が発見されてい

るが、残念ながら高速道路の路線にあたり、埋め戻されている。また、他の縄文

遺跡も灌木の林などで、その存在が見えにくい。縄文を表に出すためには、何らか

の整備が必要であるが、時間がかかる。ふたつめの、諏訪神社の聖域だった原村

は、いまでも御柱まつりの山出しがあり、網置き場も現存するため、DNA からの

地域物語としては立てやすい。 

具体的な地域として、リビングゾーンの農村集落かグリーンリゾートゾーンのペン

ション村が考えられる。次回以降の検討会で議論していただく予定である。原村

の役場付近は、標高１０００ｍ。八ヶ岳観光圏のコンセプトは、「１０００ｍ

の天空リゾート」。１０００ｍの農村テラスとしても位置付けることができる。 

5.4.3 専門家訪問回数 

全６回訪問 

回数 日時・日程 実施概要 

第 1回 平成 25年 9月 1日 

～2日 

■八ヶ岳自然文化園にて一般財団法人 原村振興公社 久米

専務理事からの聞き取り 

■原村の現地調査 

■原村役場で原村農林商工観光課小林課長からの聞き取り 
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回数 日時・日程 実施概要 

■御柱祭の道筋を調査（諏訪上社本宮へ） 

第２回 平成 25年 11月 5日 ■メンバーの顔合わせ 

・「原村の魅力・課題」「観光地域づくりに期待すること」について、

参加者全員から発表及びとりまとめ 

第３回 平成 25年 11月 28日 ■ワークショップ 

・参加者２グループにわかれ、「場所」「自然」「動物、生物」「農

業」「人材」「文化、暮らし、イベント」のジャンルごとで地域資源の

洗い出し 

第４回 平成 25年 12月 16日 ■参加者２グループによる四季・通年でのツアーアイデアの検討 

■「住んでよし 訪れてよし」の視点からのツアー案のアドバイス 

第５回 平成 26年 1月 17日 ■モニターツアーコースの候補地及びコンセプトの確認 

■ワークショップ 

・モニターツアーのプラン作成及び発表 

第６回 平成 26年 2月 11日 ■モニターツアーの実施 

5.4.4 モニターツアー 

『諏訪大社の聖域で味わう食文化と冬の暮らし体験』 

自信に溢れ、誇りと思う 

感動の原村冬物語 

 ２月１１日、晴天に恵まれる。観光案内所のある直売所＆レストラン『蓼科自由農

園』に集合。早速、美濃戸口の散策道入口へ向かい、未来の諏訪神社の御柱になる聖

域へスノーシューをはいて向かう。冷え込むカラマツ、シラカバなどの雑木林を抜けると諏訪

神社の聖域へ。天空へ向け伸びるモミの木。１４年後御柱になるであろう木には印が記さ

れている。全員で祠に拝礼。おもてなしの一服のコーヒーで登りの疲れも回復。山の神の祠

にも祈願する。また、春にも違う顔を見せてくれるのであろう。澄み渡る空間にカラダも心も

浄化された気分に。網置場へ立ち寄り、八ヶ岳自然文化園へ。原村おきゃく料理が並ぶ。 

あぶらえ餅を一緒に作り、食卓に並べ、他の料理とともに味わう。八ヶ岳に住みながら見知

らぬ料理に舌鼓。 

さて、冬の農村の手仕事「裂き織体験」。裂いたボロ布を織り込んでいく。想像のつかな

い模様が生まれていく。初心者でも１時間で出来上がるテーブルクロスサイズの作品をみ

んなで品評会。最後は、語り部から八ヶ岳に伝わる民話、伝説を聞く。その話口調に引き

込まれる。こんな話があったのかと、改めて、受け継がれてきた文化に感動する。 

まさに導かれたコンセプトから地域の資源がつながり、自信あふれる冬の物語が生まれた。 
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対象 

観光圏 

地区名 滞在コンテンツ内容 

八ヶ岳 

観光圏 

原村 ◆テーマ：諏訪大社の聖域で味わう食文化と冬の暮らし体験 

◆日時：２月１１日  8:30～16:00 

◆スケジュール 

8:30 たてしな自由農園集合  

9:00 出発→美濃戸口（八ヶ岳山荘）着～御小屋明神 

10:30 御小屋明神着 

11:30 網置き場着 

12:00 自然文化園着～原村お客料理体験～昼食 

13:30 ボロ機織体験 

14:30 民話・伝説語り部体験 

15:30 振り返り 

16:00 解散 

5.4.5 中核人材からのメッセージ 

 観光地域づくりを振り返って 

原村役場 農林商工観光課長 小林千展氏 

 行政が考えたのでは、見て楽しむものに終始し、地域住民を巻き込んでの取り組みには繋がらなかった気がします。地域住民の

もつ「技」や風習、郷土色（ガイドの発掘、伝説や昔話をするみなさんの発掘、地域の郷土料理の再発見）など、この地域なら

ではの魅力に行政も住民も気づくことができました。自分たちの考えた観光コンテンツを実際に自ら経験をして課題を探るという試

みはたいへん有意義でした。次は、それらを改善して外からのお客さんをお迎えするモニターツアーを開催し、反応を調べたいと思い

ます。 

 従来のペンションオーナーだけではなく、新たに観光関係の事業を始めた方、観光と関係・連携を持とうと考えている農業者や商

業者のみなさん、それらの人々が動き始めて、地域資源を活用した新たな地域づくりの取り組みを行おうとする気概が芽生えてき

た感じを強く受けています。これは、回を重ねても参加者が減ることがなかったこと、またモニターツアーにも協力者がたくさん加わって

くれたことからもわかると思います。今回の取り組みは、本当に重要なことで大きな財産であると思います。 
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5.4.6 研修実施報告書 

第一回目 研修実施報告書 

【エリア名】八ヶ岳観光圏 【地区名】原村地区 【担当者名】石松昭信 

【実施日】９月１日（日）～２日（月） 

【実施場所】八ヶ岳自然文化園、原村役場 

【参加者】 

一般財団法人 原村振興公社 専務理事 久米氏 

原村農林商工観光課 課長 小林氏 

株式会社 マインドシェア 坂元 

公益財団法人 阿蘇地域振興デザインセンター 石松 昭信 

【取組みスケジュール】 

９／１ 八ヶ岳自然文化園で久米専務理事からの聞き取り 

原村の現地調査 

９／２ 原村役場で小林課長からの聞き取り 

御柱祭の道筋を調査（諏訪上社本宮へ） 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 久米専務理事からの聞き取り 

・原村は駅なし（最寄駅は富士見町の茅野駅）、国道なし、インターなしの立地。村内には、農業用道

路ズームライン（山が近くなる現象）、農業用道路エコーライン（やまびこをイメージ）が縦横に走る。 

・縄文遺跡も村内で多く見つかっている他、鎌倉時代は「神の土地」とされていた。諏訪大社の信仰が浸

透しており、御柱の木も村内から諏訪神社に運ばれている。 

・ペンションが多くあるが、開業後３０年以上経過し、オーナーが高齢化、二代目に連携は薄い。 

・専業農家が多く、セロリは全国一の収穫で朝採りは甘く美味しい。農作業が忙しく公民館活動は手薄。 

・観光協会は解散し、ペンションやレストラン、農家の若手にも枠を広げて「観光連盟」を設置している。 

 

テーマ② 小林課長からの聞き取り 

・移住交流については、平成１８年から継続的に取り組み成果を上げ、人口も増えている。観光客は減っ

ている。 

・村内は、ペンション・別荘を中心としたグリーンリゾートゾーンと、昔からの農村のリビングゾーンに分けられ

る。最近は農村集落への移住を希望する方が多くなっている。 

・原村のロケーション、自然環境は抜群で、１６１０年頃から開拓が進められてきた。また、諏訪神社への

御柱の供出は１２００年前から行われている。 

・観光連盟や商工会等が連携し、「泊」「食」「遊」の３要素も連携した取り組みが実施できればよい。 
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【懸念事項】 

・今年度は、原村全体から特定の地域を選び、「住んでよし」のモデル地域として進め、後に全村に広げて

いきたいが、地元側は特定の地域を選ぶのは難しく村全体で取り組みたいという意向がある。 

【今後の取組み予定】 

・全対象者を招いてのワークショップ開催前に、コアメンバーだけを集めての会議を開催し、今年度の重点取

り組み地域、コンセプトワーク、ゴールイメージを共有する。 

・上記と別に、マインドシェア社内において、原村のＤＮＡ・キーワードを事前に洗い出し仮説をたてる。 

 

第二回目 研修実施報告書 

【エリア名】八ヶ岳観光圏 【地区名】原村地区 【担当者名】石松昭信 

【実施日】１１月５日（火） 

【実施場所】八ヶ岳自然文化園、原村役場 

【参加者】 

久米氏、小林氏、石川氏、一谷氏、魚住氏、杉山氏、友枝氏、永田氏、羽生田氏、米光氏、川上氏、

佐宗氏、清水（寛）氏、清水（美）氏、高橋氏、早川氏、山中氏 

木谷、石松 

【取組みスケジュール】                         

 １１／５ 今回のメンバーの初顔合わせの場。自己紹介の後、「原村の魅力・課題」「観光地域づくりに期

待すること」について、参加者全員から発表をいただき、とりまとめ。 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①「原村の魅力」 

観光地ではなく「保養地」であること。人、空気、季節の移り変わりなど「住んで」素晴らしいことなど、文

字通り「住んでよし」の魅力が多く挙げられた。昔からの原村住民と、首都圏をはじめとした他地域からの

移住者により原村は構成されており、「住んでよし」が体現されている。その他「ベジタブルランド原村」とも

呼ばれるセロリなど野菜の魅力、自然の魅力、縄文時代からの営みなども魅力として挙げられた。（詳細

は別紙） 

テーマ②「原村の課題」 

「住んでよし」のためか、「観光」に対しての意識が、農業者についてはあまりない点、昭和５０年代に

できたペンションの世代交代の担い手が少なく、再投資が難しく、老朽化が進んでいる点などが原村では

特徴的に課題として挙げられた。その他、泊食分離に必要なレストランが少ない、生業が少ない、なども

挙げられた。また、地元の良さに気付いていないという意見もあった。 

テーマ③「観光地域づくり」に期待すること 

前述の通りいわゆる「観光」については消極的な意見もあったが、観光圏の取組については、多くの期
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待が感じられた。マーケティング調査結果なども踏まえた持続的な発展につながるアクションを期待する声

が聞かれた。 

テーマ④ 上記①②③の意見を踏まえた、今後の取組についてのアドバイス 

「住んでよし」をまずは、今日ご参加の方を中心に地元の皆さんが実感してもらうことが重要。大事なこ

とは、しっかりと地域づくりをやっていくこと。地域づくりをやった結果、振り返ってみると訪れる方も増えている

というような状態を目指していきたい。しかし、後継ぎの問題やペンションの老朽化の問題など、今から取り

組んでおかないといけないこともあるので、この場をきっかけに地元を見つめ直し、取り組みをはじめてほし

い。 

【懸念事項】 

従来からのいわゆる「観光」のイメージを払拭し、「住んでよし 訪れてよし」の観光地域づくりの考え方を、

参加者に納得・体得してもらえるよう、説明を重ねていく必要がある。 

【今後の取組み予定】 

次回は、今日の議論を踏まえて、より具体的に原村の自然や動植物、人、文化、暮らし、生業などのテ

ーマごとに、原村の地域資源の洗い出し、顕在化を図る。 

 

第三回目 研修実施報告書 

【エリア名】八ヶ岳観光圏 【地区名】原村地区 【担当者名】石松昭信 

【実施日】１１月２８日（木） 

【実施場所】八ヶ岳自然文化園、原村役場 

【参加者】 

もりびとグループ   ：石川氏、一谷氏、魚住、杉山、友枝、永田、羽生田、米光氏 

世界の原村チーム：川上氏、久米氏、小林氏、佐宗氏、清水（寛）氏、清水（美）氏、高橋氏、早川

氏、山中氏 

石松 

【取組みスケジュール】 

 １１／２８ 「もりびとグループ」「世界の原村チーム」（メンバー上記）の２グループにわかれて、「場所」

「自然」「動物、生物」「農業」「人材」「文化、暮らし、イベント」のジャンルごとに地域資源を洗

い出しまとめていくワークショップを開催。 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①「もりびとグループ」「世界の原村チーム」のワークショップ結果について（詳細別紙） 

場所：縄文遺跡やペンション、別荘のほか、森の中の喫茶店や村内の３神社、美術館、自然文化園、ま

た「まっすぐな道」「村の狭さ」なども挙がった。自然：美味しい水、澄んだ空気、雲、星、霜柱、白

樺、樹氷、－２０℃の寒さ、電線のない景色、宇宙などが挙がった。動物・生物：キツネや鹿、ヤマ

ネ、野鳥、昆虫などがあがった。農業：山菜、キノコ、蕎麦、セロリ、原村原産の赤ジャガイモ、米、
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ほおずき、ブルーベリー、花農家などが挙がった。人材：フレンドリーな村民、元気な老人、親切な小

学生、多彩なアーティストなど人材が豊かさが挙がった。文化・暮らし・イベント：御柱祭、スノートレッ

キング、星空の映画祭、裂き織り、スローライフ、薪ストーブ、たき火、ネットインフラが整備、パチンコ

屋がない、首都圏からアクセスが良いなどが挙がった。 

テーマ②上記２つのワークショップ結果を踏まえてのアドバイス 

今回のワークショップは、「住んでよし訪れてよし」の基本となる地域資源を洗い出すことで、皆さん自身

が地域の魅力を改めて認識するともに、それら地域資源に共通する次代に受け継いでいくＤＮＡを見い

出すことにある。ワークショップの内容を見ていると、「住んでよし」の要素は、ロケーションや自然環境から、

農業や歴史、文化、人まで非常に広がりと深みがあるが、従来からの農村集落が続く「リビングゾーン」で

ある縄文からの地域性と、諏訪神社の聖域として保全され現在はペンションが多く建つ「グリーンリゾートゾ

ーン」の２つに大きく分けられるのではないか。 

これらの資源を貫くコンセプトは何か、ひとつの案としては「標高１０００ｍの農村テラス～諏訪神社

の聖域で暮らす農村リゾート～を提案する。次回以降は、地元の方々や原村を訪れた方々に、原村の

魅力を体感してもらうツアー作りに入るが、その際にもこのコンセプトを常に意識し取り組んでいただきたい。 

【今後の取組み予定】 

本日のワークショップで挙げられたテーマごとの地域資源を用いて、まずは地元の方々が地元の魅力を実感で

きるよう、季節ごとあるいは通年開催を想定したツアーアイデアを取りまとめる。 

 

第四回目 研修実施報告書 

【エリア名】八ヶ岳観光圏 【地区名】原村地区 【担当者名】石松昭信 

【実施日】１２月１６日（月） 

【実施場所】八ヶ岳自然文化園、原村役場 

【参加者】 

もりびとグループ：石川氏、一谷氏、魚住氏、杉山氏、友枝氏、永田氏、羽生田氏、米光氏 

世界の原村チーム：川上氏、久米氏、小林氏、佐宗氏、清水（寛）氏、清水（美）氏、高橋氏、早川

氏、山中氏 

木谷、石松 

【取組みスケジュール】 

１２／１６ 森人グループ、世界の原村グループの２グループによる四季・通年でのツアーアイデア検討 

「住んでよし 訪れてよし」の視点からのツアー案のアドバイス 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 世界の原村グループ ツアーアイデアの検討と発表 

春：御柱巡り・遅い高原桜の花見、夏：夜のセロリ収穫体験、本格農業体験、秋：地元住民の案

内のもとのキノコ収穫体験、冬：マイナス１５度体験ツアー、冬の森歩きなど、火起し、通年実施可能
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な神社・村内巡りなど、約３５案提案がされた。今後「自然と人」をテーマにツアーの具体化を図りたい。 

テーマ② 森人グループ ツアーアイデアの検討と発表 

春：山菜と高低差を活かし麓から徐々に楽しむ桜の花見、夏：「原村らしさ」を伝える農業体験ツア

ーなど、四季ごとに原村の自然や歴史、暮らしを体験できるツアーアイデアが、約６０案提案された。全

体のテーマとして「癒」をテーマに、優先順位を決め、ツアーの具体化を図りたい。 

テーマ③ 上記①②のツアーアイデアについてのアドバイス 

上記①②においては、「食」としては「山菜」「きのこ」は出てきているが、それ以外の「食」とくに郷土料

理、例えば、凍み豆腐や油揚げやなど大豆を用いた加工品や、寒天、エゴマのおはぎ等々、外部から見

ると大変魅力的な「食」が出てきていない。原村の「食」は、この土地の特性を活かし、縄文時代から脈々

と受けつがれ、「御柱」などの祭事の場などでもふるまわれてきた「食文化」そのものともいえるので、「食」を

通して、原村の古からの文化のつながりを体感できるようにしてほしい。縄文の時代から「住みやすい地」で

あり、パワースポットとしての魅力が脈々と受け継がれてきている地域というのが、実は原村の魅力的な資

源ではないか。原村について「何もないところ」という意見もあったが、実は研ぎ澄ましていくと、ここにしかな

い「原村物語」がある。 

今回の取組は、皆さん自身が原村の魅力に改めて気づき、実感してもらうこと、すなわち「住んでよし」

を感じてもらうことも目的であるので、是非、まずは皆さん方や親しい方々から、地元の魅力を再確認いた

だきたい。 

【今後の取組み予定】 

１月上旬に、モニターコースを検討する場を設けたい。事務局にて、本日のツアーアイデアや原村の食資源

をもとに、まずは地元の皆さんに原村の魅力を体感、再確認いただく１日ツアーコースを取りまとめ、提案した

い。その上で、実際に皆さんとツアーを検証する場を設けたい。 

 

第五回目 研修実施報告書 

【エリア名】八ヶ岳観光圏 【地区名】原村 【担当者名】石松昭信 

【実施日】１月１７日（金） 

【実施場所】八ヶ岳自然文化園、原村役場 

【参加者】 

もりびとグループ：石川氏、一谷氏、魚住氏、杉山氏、友枝氏、永田氏、羽生田氏、米光氏 

世界の原村チーム：川上氏、久米氏、小林氏、佐宗氏、清水（寛）氏、清水（美）氏、高橋氏、早川

氏、山中氏 

木谷、石松 
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【取組みスケジュール】 

１／１７ 日中にモニターツアーコースの候補地確認、コンセプト確認、夕方よりワークショップを開催 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① １日モニターツアー「冬版」づくりのための、コンセプト 

原村とは・・・１０００ｍ以上は「聖域」として守られてきたところ。「聖域」というのは、「住んでよし」の

誇りの核となる部分。縄文時代から住みよい場所で、暮らしの文化がしっかりと根付いているところ。 

八ヶ岳観光圏のコンセプトが、まさにこの「聖域」にある。厳しい冬、刺すような寒さをしっかりと暮らしてき

たゆえの、奥深さ、多様性、温かみも魅力。そこで、「原村の聖域の自然の魅力と、そこに暮らす住人の

知恵と暮らしの時間旅行・・・冬の八ヶ岳・原村」をコンセプトに、冬の保存食、阿弥陀杉への道すじ、雪

面の動物足跡等を具体的コンテンツとして、聖域・農村エリアをフィールドに午前、昼食、午後に分けて、

検討してほしい。 

テーマ②「諏訪の味と食文化」原村の伝統食について（永田氏） 

原村の伝統食は、諏訪地方の味と食文化といえる。基本的に肉料理や海の魚というのは出てこない。

「寒干し」、「凍み」という当地の気候風土に合った加工・保存食が主。具体的には、「のた餅」「えごま」

「自家製小豆の羊羹」「寒天を原材料に用いたおかず」「こおり餅」など、独特の旨味がある。諏訪大社の

聖域だけに、行事に合わせて多くの行事食も出されてきた。例えば、油揚げ巻や、白和え、蜂の子ごはん

などは祝い事で出されてきた。 

テーマ③ ２班のワークショップ結果（１日モデルプラン）の発表 

■プラン１「聖域・原村 精進料理作り体験と、縄文・原村 ルーツ（もしくは原村農村風景）を探る１

日間」 

・スケジュール：１０：００集合→バス→１０：３０自然文化園調理室→12 時～精進料理＋昼

食（エゴマのおはぎ、寒天料理、あげ巻き）→１３時～冬の小径（自然文化園→農場→御柱綱

置場 案内人要）→１４時～消防署（縄文土器と原村の成り立ち、ボロ機織り細工体験、農村

の冬の風景）→15:30 振り返り→１６：３０終了 

■プラン２「諏訪大社の奥宮に 未来の御柱を見に行こう～原村の冬の暮らしを体験しよう～」 

・スケジュール：９：００集合→バス→９：１５スノーシューをはきトレッキング（ペンションオーナーが

案内）→１０：３０御小屋明神（未来の御柱）（阿弥陀湧水のコーヒーとおやつ）→１１：

３０トレッキング終了→バス→１１：４５郷土館か文化園（郷土料理体験）→１３：１５

（ボロ機織り体験・原村の民話の語り）→１５：００文化圏ツアー終了→もみの湯 

【今後の取組み予定】 

上記モデルプランを踏まえて、２月にモニターツアー・実地検証を行う 
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第六回目 研修実施報告書 

【エリア名】八ヶ岳観光圏 【地区名】原村地区 【担当者名】石松昭信 

【実施日】２月１１日（火） 

【実施場所】たてしな自由農園、自然文化園ほか 原村村内にて 

【参加者】 

佐宗（り）氏、佐宗（大）氏、友枝氏、山本氏、平山（秀）氏、平山（真）氏、魚住氏、多田氏、

宮坂氏、早川氏、五味氏、永田氏、久米氏、北原氏、小林氏、牛山氏、牛山氏、阿部氏、立木氏、鶴

見氏 

木谷、石松 

【取組みスケジュール】「諏訪大社の聖域で味わう食文化と冬の暮らし体験」モニター検証 

たてしな自由農園８：３０集合９：００出発→美濃戸口（八ヶ岳山荘）着～御小屋明神→１

０：３０御小屋明神着→１１：３０網置き場着→１２：００自然文化園着～原村お客料理体験

～昼食→１３：３０ボロ機織体験→１４：３０民話・伝説語り部体験→１５：３０振り返り→解散

１６：００ 

【振り返りと意見交換のポイント】 

＜コース全般について＞ 

地元にいながら今回のような体験は初。これまで知ってはいても実体験できていなかった、プログラムに

参加しスポットに行くことができた。今回体験できた原村の魅力を、全国に発信したい。今回は、原村の魅

力をバリエーション豊かに味わえたが、一つ一つのテーマに絞って深堀りしてみるのも面白い。また、今回は

フィールドがリゾートゾーンであったので、今後は集落内の居住ゾーンでも体験できるようにしたい。 

＜料理体験・昼食について＞ 

地元に住んでいても知らない、昔からの郷土料理を目の当たりにできてよかった。今後は夏の野菜を用

いたものも是非実施したい。また、郷土料理をいただく会場が、地元の方の暮らしている場であれば更に

魅力的になる。現在、原村には今回のような料理を食べられる場所がない。他所から原村に来た方に、ど

こでも食べられるものではなく、今回のような原村ならでは料理を食べられるようにしていきたい。 

＜ターゲットについて＞ 

今回、自分が住んでいる所の魅力を再確認することができた。これまでの原村のイメージは、どちらかとい

うと「洋風」だったが、今回の体験で、伝統・和の魅力を感じることが出来た。また、語り部のお話で、初め

て、原村の方言、地の言葉を感じることが出来た。今回のようなツアーは、観光客向けにもよいが、移住し

てきた方、また移住を検討されている方を対象にして行うのも有意義ではないか。 

＜本取組について＞ 

これまでの取り組みは、観光関係の事業者だけの集まりが多かったが、今回は、観光に限らず、様々な

事業者、住民の方々にご参加いただいたのが何よりよかった。今回のような体験を行える地元の方々を発

掘していき、みなで一緒に作り上げていくプロセスが重要。 
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＜講評＞ 

今回の取組は、「観光コンテンツ」づくりだけが目的ではなく、皆さんが暮らす「地域づくり」でもある。今回

は取組のスタートのきっかけであり、「住んでよし」の場をつくっていくことが重要。住んでいる所に誇りをもって

暮らすことが、誘客、さらには経済効果に結び付くよう、今後も皆さんと協議の上、進めていきたい。 

【今後の取組み予定】 

３月上旬に、今後の展開についての説明、協議の場を設ける 

 

【モニター検証 実施の様子】 
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5.5 「北杜市 大白川集落」 

5.5.1 観光専門家 

氏名 所属、役職 

木谷 敏雄 

 

株式会社マインドシェア 顧問 

ムラとマチをつなげる感動請負人として、「地域づくり人材育成」「地産地消推進事業」

「地域のブランド化事業」「観光ルート開発」「グリーンツーリズムモデル構想」「観光パンフ

レット制作」など、数多くの地域活性化事業に携わる。 

 

5.5.2 地域の歴史、自然、文化、風習などＤＮＡから見たコンセプト 

対象観光圏 項目 滞在コンテンツ内容 

北杜市・ 

大泉地区 コンセプト 
１０００ｍの天空リゾート。その原点となる 

湧水の清廉さ・優しさを感じる町屋ルーラルツーリズム 

設定理由 

縄文の古から自然と共生しながら、豊かな湧水とともに暮らしの場があり、中世

には、甲斐源氏が谷戸城を拠点として、勢力を拡大し、そして今に続く大泉とい

う土地。土地を大切にしてきたからこそ、今なお点在する神社仏閣。そういった土

地だからこそ、穀倉地帯としての農村・田園風景が残り、この土地で育まれたこだ

わりの村民気質がこの土地ならではの産品を生み出している。八ヶ岳の湧水を活

かした創業 160 年を超える御神酒酒屋として創業した酒造メーカーが存在し、

集落の核ともなって、地域の暮らしに息づいている。芸術家をはじめ、新しい住民

の方々が、八ヶ岳の自然、森を愛おしみ流入してくる中で、この土地には、地域

の人たちが大切にしてきたそういった空間が残っている。1000ｍの天空リゾート八

ヶ岳～澄み切った自分に還る場所～の基盤ともいえるムラの原風景がここにあ

る。 

5.5.3 専門家訪問回数 

全７回訪問 

回数 日時・日程 実施概要 

第１回 平成 25年 10月 7日 ■八ヶ岳観光圏小林会長との「観光地域づくりの」進め方につい

ての打ち合わせ 

■旧大泉村村長（観光地域づくりキーマン）との面談 

■対象となる地域の視察 

第２回 平成 25年 11月 6日及び ■旧大泉村村長（観光地域づくりキーマン）青空農園メンバーと



-77- 

 

回数 日時・日程 実施概要 

11月 26日 の地域資源のヒアリング 

■対象となる地域の視察＆散策 

第３回 平成 25年 12月 16日 ■里山マップづくりを推進している川山氏との面談 

■対象となる地域の視察＆散策 

第４回 平成 26年 1月 23日 ■地域資源の再確認とコンセプト検討・意見交換 

■モニターツアーの内容について検討・意見交換 

第５回 平成 26年 2月 12日 ■「住んでよし」の観光地域づくりの取り組みについて再度確認 

■２月２２日(土)モニターツアーの内容について検討・意見交換 

※２月１４日からの豪雪による被害の影響で開催を延期 

第６回 平成 26年 3月 17日 ■３月２３日(日) ニターツアーの内容について検討・意見交換 

■大泉の四季彩々のスケッチ小径のマップについての情報交換 

第７回 平成 26年 3月 23日 ■「住んでよし」を実感する「酒蔵のある地域づくり談義」（モニター

イベント） 

■大泉の四季彩々のスケッチ小径マップの紹介 

■まとめ 

5.5.4 モニターツアー 

『「住んでよし」を実感する「酒蔵のある地域づくり談義」』 

八ケ岳湧水の恵みは、 

この地域でしか味わえない特権 

 3 月 23 日（日）。谷桜酒造のギャラリーに、関係者を含め、21 名が集ま

る。まずは、谷桜酒造の小宮山社長が、地域の名前の由来を語り始める。 

「大泉という地名のとおり、この地域は泉が多い。八ヶ岳の自然の恵みから穀倉

地帯としても栄え、そのお米の余りをお神酒酒として醸造した」。それが谷桜酒造

の発祥の起源という。「この地域は養蚕などの産業で豊かであったからこそ、日本

酒の文化が息づき、谷桜が根付いている。今や山梨県では酒蔵の数も減少した

が、この八ヶ岳の湧水の恵みもあり、一体感を持って日本酒製造にこだわり続け

てきた結果、酒蔵を営むことができている」。 

小宮山氏は続ける。 

「酒蔵の蛇口をひねると仕込み水が出てくる。お酒は米と水で出来ていて、水が

ほとんどを占める。その水が豊かであるということが酒蔵としては重要」。 
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そのお話を聞いた後に酒蔵見学へ。参加者からも様々な質問が飛ぶ。 

「中に入っているお米の状態は」「仕込み水はどれくらいの地層に？」。 

酒造りの難しさが伝わっていく。 

 

「しぼりたての吟醸酒を飲んでみますか？」 

酒蔵の方のススメに参加者の顔もほころぶ。 

「のど越しがシュッとしていいですね」「飲んだ跡、じわ～っときます」。 

 

酒蔵見学が終わると、大吟醸と純米酒の飲み比べも行う。 

運転のある人のために仕込み水（弱軟水）と市販の硬水の飲み比べも行う。 

「仕込み水は本当にまろやか、やさしい味」。 

 

 見学が終わると、「酒蔵のある地域文化と活性化について」をテーマに紀行作

家で日本酒に造詣の深い山内史子氏の談義が始まる。 

「雪や雨は山々や大地の恵みを受け、長い歳月をかけ、やがてやわらかな水に。

そして、酒へと生まれ変わる。 

  全国を旅しながら酒を味わううちに、水を培う豊かな自然環境が味わいの根

底を支えていることがわかってきました」 

山内氏は続ける。 

「人が生きていく上で欠かせないのも水。幼い頃から口にしてきた地元の水で造る

地酒は、心身とすっと馴染むはず。 

 DNA が喜ぶ味わい、江戸の頃から日本酒蔵が地域に根づいている、そして

マップのような情景に囲まれて、湧水の恵みを実感するのは、皆さまならではの特

権なのです」。 

 

参加者も縄文時代から続くこの土地の魅力として、八ヶ岳湧水の恵みを改め

て実感した集いとなったのである。 

 

 

 

 

 

対象 

観光圏 

地区名 滞在コンテンツ内容 

八ヶ岳 

観光圏 

北杜市・ 

大泉地区 

◆テーマ：住んでよし」を実感する「酒蔵のある地域づくり談義」 

◆日時：３月２３日  13:00～（約２時間） 

◆場所：谷桜酒造２Ｆギャラリー（北杜市大泉町谷戸） 

◆スケジュール 
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対象 

観光圏 

地区名 滞在コンテンツ内容 

13:00 ご挨拶（八ヶ岳ツーリズムマネジメント 小林氏） 

13:10 これまでの観光地域づくりの取り組みについて 

13:20 谷桜酒造蔵主より 

   ※八ヶ岳の湧水の恵みにより谷桜酒造が生まれ、製造にこだわり 

今に至る。また古くから続く、地域との関わりなどのお話などをして 

ただきます。 

   ※その後、日本酒ができるまでの工程をご紹介（酒蔵見学） 

   ※谷桜酒造の日本酒試飲 

14:10 山内史子氏「酒蔵のある地域文化と 

      活性化について」 

14:50 まとめ（意見交換） 

15:00 終了 

 

5.5.5 中核人材からのメッセージ 

 観光地域づくりを振り返って 

八ケ岳あおぞら農園 代表 浅川正樹氏 

今までの観光と認識されたいたものが前面に出ず地域づくりから観光へつなげていくという観

光地域づくりという取り組みがとても参考になりました。一方で、地域の合意を取りながら、まち

づくりを進めていく難しさも実感したところです。 

今まで、八ヶ岳の湧水が様々な地域資源と連動しているということには気づきませんでした

が、今回のワークショップや酒蔵談義を通じて、理解することができました。 

八ケ岳あおぞら農園は、家庭菜園は近い場所という常識とは裏腹なリゾートでの遠距離家

庭菜園ということで、多くの方にここ八ケ岳に来園していただき、4月～11月まで、毎月様々

なイベントを実施しています。今までは、収穫体験とその野菜を使った料理ということで、振る

舞っていましたが、これからは、今回の取り組みで得た情報、例えば八ヶ岳湧水の恵みで作っ

た料理というように、さらに地域を印象づける言葉で紹介していきたいと思います。また、このエ

リアの情景を紹介したマップ「四季彩々のスケッチ小径」も活用して、スケッチ体験はもとより、

さらにこの八ヶ岳での滞在を楽しんでいただきたいと思っています。これからいろいろなコトにチャ

レンジしていきたいですね。 
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5.5.6 研修実施報告書 

第一回目 研修実施報告書 

【エリア名】八ヶ岳観光圏 【地区名】北杜市大泉地区 【担当者名】木谷敏雄 

【実施日】平成２５年１０月７日 

【実施場所】①八ヶ岳ツーリズムマネジメント ②八ヶ岳高原ホテル 

【参加者】 

八ヶ岳ツーリズムマネジメント 小林会長 

谷桜酒造 小宮山社長 

【取組みスケジュール】 

■八ヶ岳観光圏 小林会長との「観光地域づくりの」進め方について 

■旧大泉村村長（観光地域づくりキーマン）との面談 

■対象となる地域の視察 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

■テーマ① 「１，０００ｍの天空リゾート 八ヶ岳」観光圏の取り組み状況の確認と「住んでよし」観光

地域づくりの進め方の説明 

・八ヶ岳天空博覧会などの取り組みもあり、急がず、じっくりと進めていきたい 

・対象地域としては、北杜市大泉町を検討していきたい 

・大泉での取り組みは、大人数でやるのではなく、小さい単位ではじめ、その波及効果で観光地

域づくりの取り組みを広げていきたい 

■テーマ② 対象となるエリアについてのヒアリング＆地域散策 

・縄文遺跡「金生遺跡」、甲斐源氏発祥の地「谷戸城址」、八ヶ岳エリアでの地酒メーカー「谷

桜酒造」、八ヶ岳「湧水」などがあるが、つながっていない 

・新しい住民の方々が、八ヶ岳の自然、森を愛おしみ流入してくる中で、この土地には、地域の

人たちが大切にしてきたそういった空間が残っている 

・また、遊休地や空き家などが多くなっている中で「八ヶ岳あおぞら農園」が都市農村交流に取り

組んでいる 

・穀倉地帯としての農村・田園風景が残り、水害後もこの土地を大切にしてきた村民の気質。

そして土地を大切にしてきたからこそ、点在する神社仏閣。 

【懸念事項】 

この集落には、魅力ある資源はあるものの、それがつながっていないのが実状。どのようなテーマでつなげてい

くか？地域行政、もともと住んでいる地域住民と移住者とのつながりが希薄である。初めに誰をワークショップ

に巻き込むのかをきちんとする必要がある。 
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【今後の取組み予定】 

・ワークショップに巻き込む人材についての発掘選定 

・メンバーとなる人材に今回の事業説明と進め方、地域の現状把握と課題抽出、そして、今後地域のビジョ

ンとなりそうなところをメンバーにヒアリング 

・地域資源の掘り起しのために散策を徹底する 

・それに基づいてコンセプトのたたき台を作成 

 

第二回目 研修実施報告書 

【エリア名】八ヶ岳観光圏 【地区名】北杜市大泉 【担当者名】木谷敏雄 

【実施日】平成 25年 11月 6日及び 11月 26日 

【実施場所】①谷桜酒造 ②八ヶ岳あおぞら農園 

【参加者】 

八ヶ岳ツーリズムマネジメント 小林会長 

谷桜酒造 小宮山社長 

あおぞら農園 浅川代表 吉竹様 

【取組みスケジュール】 

■旧大泉村村長（観光地域づくりキーマン）青空農園メンバーとの地域資源のヒアリング 

■対象となる地域の視察＆散策 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

■テーマ① 「1000m の天空リゾート 八ヶ岳」観光圏の取り組みの中で「住んでよし」観光地域づくりのモ

デルとなる地域となりうるかの検討 

・八ヶ岳の湧水を活かした創業 160年を超える御神酒酒屋として創業したこだわりの酒造メーカ

ーが存在し、八ヶ岳の清らかな湧き水を活かし、集落の核ともなって、地域の暮らしに息づいて

いる。 

・地域住民が主体となって、谷桜酒造をはじめ、八ヶ岳あおぞら農園を展開する人たちが、交流

に積極的に取り組んでいる。 

・もともとの地域住民は、「日待講」「秋葉講」など地域のつながりをいまでも大切にしている 

・ぶらり町屋まっぷなど里山歩きマップを制作している 

・スケッチでこのエリアを歩いているが、四季折々に変化する風景は、それぞれ魅力あるものである 

・日々仕事をしている中で、八ヶ岳、富士山、甲斐駒ケ岳など農場からみる風景は素晴らしい

し、都会からの交流客も農業だけでなく、その佇まいに感動している 

・酒蔵ならではの蔵出しに振る舞われた料理や地域の会合に振る舞われた郷土料理なども面白
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い 

■テーマ② 観光地域づくりでどこを目指していくのか？の検討 

・観光のコンテンツを作ることが目的ではなく、地域の人たちがもう一度、地域の魅力を語り合い、

地域の魅力を再発見し、自分の言葉でたとえば、親せきや友達が来た時に、この地域の魅力を

語れるようになることを目的とし、それをカタチにするということで、観光コンテンツを作り、そのコンテ

ンツを通じて、地域の人たちに、しいては次の世代に地域の魅力を語り継いでいけるような、そん

なコトをやっていきたい。 

・谷戸地区のみならず、昔ながらの家並みの残る下新井地区も含めた空間を紹介していきたい 

■テーマ③ 「1000m の天空リゾート 八ヶ岳」観光圏を体現できる地区としてのコンセプトのたたき台の

作成 

・地域の現行の活動と本来この土地の持つ風景・風習・風味などを組み合わせ、空家・遊休地

なども活用した滞在交流を通じて、その風景や暮らしを大切にしていく「住んでよし」の観光地域

づくりに取り組み、その核となる観光コンテンツの磨きをかけていきたい 

■テーマ④ 谷桜酒造見学 

・蔵主に案内していただく酒造見学を実施。そのこだわりや地産地消の考え方などをヒアリング 

・八ヶ岳湧水の恵みや自然との関わりの中で出来上がるお酒と地域住民との関わりについて 

 

【懸念事項】 

・「暮らしの場」をみせていくことへの地域住民とのコンセンサスをとっていく必要がある 

・観光地域づくりを推進していくための、さらなる人材の掘り起し 

・行政へのアプローチについて 

【今後の取組み予定】 

・コンセプトの磨きをかけるために、メンバーとともに地域資源の掘り起しのために散策を徹底する 

・それに基づいてコンセプトのたたき台を作成し、地域が誇りに思える観光コンテンツづくりへ 

 

第三回目 研修実施報告書 

【エリア名】八ヶ岳観光圏 【地区名】北杜市大泉 【担当者名】木谷敏雄 

【実施日】平成 25年 12月 16日 

【実施場所】①総合衣料品店 かわやま ②谷戸地区フィールド 

【参加者】 

八ヶ岳ツーリズムマネジメント 小林会長 

あおぞら農園 浅川代表 吉竹氏 

かわやま 川山氏 
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【取組みスケジュール】 

■里山マップづくりを推進している川山氏との面談 

■対象となる地域の視察＆散策 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

■テーマ① 「ぶらり町屋まっぷ」制作の思いやコンセプトの確認と意見交換 

・町屋地区の地域づくりを推進する川山氏へ「なぜ、この地域で観光地域づくりの取り組みを始めるのか？」

を紹介、意見交換する 

・商店街とはいかないが、この場で生業をしている人たちをつなげ、集落街からも人を呼び込み、子どもたち

にもこの地域を好きになってもらいたいという思いをヒアリング 

 

■テーマ② 地域資源の再認識とフィールドワーク 

・町屋地区の散策。谷桜酒造～かわやま～パワースポット三角公園～カフェ「徒然草」～道喜院～安楽

時（竜の天井図）～逸見神社～田園風景（里道散策）～谷桜酒造 

・富谷地区 瓦屋根、切妻様式の家並みと道祖神や石祠などを見学 

 

■テーマ③ 魅力ある地域資源をどのようなコンセプトでまとめていくかの検討・意見交換 

・やはりじっくり歩いてみると、魅力ある資源があるということへの気づきが生まれる。 

【懸念事項】 

・気づきが生まれた中で、「住んでよし」の観光地域づくりにどのように活かしていくのか？ 

・それを地域住民が誇りに思える地域としてどのようなコンセプト磨きをしていくのか？ 

・魅力ある地域資源を体感するために、地域をどのように巻き込んでいくか？ 

・誰が主体となって、受入のしくみを創っていくのか？ 

・行政との連携について 

【今後の取組み予定】 

・コンセプトのたたき台を作成し、それを検討しながら地域が誇りに思える観光コンテンツづくりへ 

・受入のしくみづくりの検討 

 

第四回目 研修実施報告書 

【エリア名】八ヶ岳観光圏 【地区名】北杜市大泉 【担当者名】木谷敏雄 

【実施日】平成 26年 1月 23日 

【実施場所】谷桜酒造 ギャラリー 
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【参加者】 

八ヶ岳ツーリズムマネジメント 小林会長 

谷桜酒造 小宮山社長 

あおぞら農園 浅川代表 吉竹氏    

かわやま 川山氏 

北杜市大泉支所 浅川氏 

【取組みスケジュール】 

■地域資源の再確認とコンセプト検討・意見交換 

■モニターツアーの内容について検討・意見交換 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

■テーマ① 地域資源の再確認 

・なぜ、観光地域づくりかの事例の紹介と専門家がまとめたシートをもとに、谷戸集落の地域資源

を再確認 

・この地域にしかない魅力ある地域資源の見直しとその表現について 

 

■テーマ② コンセプトの再確認 

・ここにしかない、八ヶ岳らしさを追求 

・「八ヶ岳湧水」を次の世代へ。紡いできた「八ヶ岳の暮らし原点」を見直したい 

・湧水があるムラの暮らし・人のつながり。「豊かさ」「温もり」と「優しさ」 

・１，０００ｍの天空リゾート。その原点となる湧水の清廉さ・農村の優しさを感じるルーラル

ツーリズムとは 

・このエリアでも失われつつある地域のつながり。そのつながりの場を交流を通じて復活させること

によって、この地域ならではの魅力を地域住民も再発見し、その暮らしの場に人々が訪れるこ

とを具現化していき、賑わいや温もり、を生むことによって「豊かさ」「温もり」「優しさ」を実感し、

「住んでよし」「訪れてよし」を実現していきたい 

■テーマ③ 谷戸地区を体現する観光コンテンツとは 

・「暮らしの場」「里山散策」「豊かな湧き水の恵み」「地域の食文化」をつなげていく 

・実施概要；大泉町谷戸地区の縄文の古より今に続く農村の暮らし文化を体感。集落の核

となる谷桜酒造の八ヶ岳の恵み・日本酒と相性のよい地域に根付いた食を「蔵開き」イベント

としてほどよく堪能し、冬だからこその八ヶ岳の田園風景や家並景観をガイドとともに「里道」を

巡りながら楽しむ。また、地域住民のみなさまに、八ヶ岳湧水の恵みをご理解していただくため

に、日本酒に詳しい山内史子氏（紀行作家）を招聘し酒蔵談義を実施する 

・実施スケジュール（案）10:00 谷桜酒造「蔵開き」参加・酒造見学～日本酒と蔵開きの

食卓を囲んだ酒蔵談義→13:00 富谷地区家並散策～逸見神社参詣～道喜院（座禅

体験）～里道散策～谷戸城址～考古資料館～町民会館～パワースポット（三角ちびっこ
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公園）～振り返りの会 15:30 終了 

【懸念事項】 

・地域らしい食に詳しい地域の方を巻き込む 

・実施にあたっての役割分担の明確化 

・このコンテンツをもとに、どのように地域を巻き込んでいくか 

・今後の受け皿及びしくみの検討 

【今後の取組み予定】 

・観光地域づくりに巻き込む地域住民のモニターツアーの参加者の募集 

・2月 12日に第 5回会議を実施。コンセプトに基づいた観光コンテンツの内容の吟味 

・2月 22日 第 6回会議 蔵開きイベントと併用して、モニターツアーの実施。地域の方々への観光地域

づくり参加の要請 

・3月上旬 第 7回会議 振り返り及び今後の取り組みについての会議の実施 

 

 

第五回目 研修実施報告書 

【エリア名】八ヶ岳観光圏 【地区名】北杜市大泉 【担当者名】木谷敏雄 

【実施日】平成 26年 2月 12日 

【実施場所】谷桜酒造 ギャラリー 

【参加者】 

谷桜酒造 小宮山社長 

あおぞら農園 浅川代表 吉竹氏 益富氏 ※13:00～ 

町屋歩らり館 川山氏 野口氏 伊藤氏 ※17:00～ 

※2回に分けて会議を開催 

【取組みスケジュール】 

■住んでよしの観光地域づくりの取り組みについて再度確認 

■2月 22日（土）モニターツアーの内容について検討・意見交換 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

■テーマ①  

谷桜酒造での「蔵開き」イベントについての検討 

全体の流れについて 

 実施概要 

■日時：平成 26年 2月 22日（土）10:00～15:00  
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■集合場所：谷桜酒造／北杜市大泉町谷戸 

■参加費：※円      ■参加人数：20名   ■ゲスト：山内史子（紀行作家） 

■実施概要 

大泉町谷戸地区の縄文の古より今に続く農村の暮らし文化を体感するプログラムに仕立てました。

八ヶ岳湧水の恵みで生まれる谷桜酒造の地酒の数々。毎年、3月上旬に「蔵開き」が行われています

が、今回は事前に皆様に蔵主がお酒を紹介したいただく機会を設けました。また、冬だからこその田園風

景、家並景観を「里道」を巡りながら楽しんでいただきます。 

また、地域住民のみなさまに、地酒のある地域の魅力や地酒と地域との関わりなどを紀行作家の山

内史子氏を招聘し、お話いただきます。最後には、観光地域づくりのご意見交換をさせていただきたいと

思います。 

 

■実施スケジュール 

10:00 谷桜酒造事前「蔵開き」参加・酒造見学～「地酒と地域づくり」酒蔵談義（昼食）→

13:00 町屋歩らり散策～道喜院（座禅体験）～富谷地区まち並み散策～振り返りの会（地域

づくり意見交換） 15:00終了 

集合時に、「あま酒」のふるまい 昼食は八ヶ岳あおぞら農園による「ホウトウ」  

談義では、「日本酒のある地域文化」についてお話をし、改めて酒蔵のあるこの地域の魅力を探る。 

 

■テーマ② 観光地域づくり取り組みの再確認 

○谷戸地区の地域住民にとっては、“観光”で人を呼び込むということに違和感を持つ住民もいる。 

○基本的には、暮らしの場に人が入っていくということに対する地域の総意がなかなかつかめない。 

○町屋歩らり館のメンバーたちは、まずは地区で、しっかりと住んでいる人に対して「子ども」「高齢者」「祭

り」などをしっかりとやり、その後、「人を呼び込む」ということにつなげていきたいという意見も多い。 

 

【懸念事項】 

○今後、観光地域づくりに核となるメンバーがどのように取り組んでいくかをモニターツアーでの気づきをもと

に広がりを持たせることができるか？ 

○地域のつながりをどのように結びつけていくかの検討 

○2月 14日からの山梨県の豪雪による被害を鑑み、2月 22日（土）のモニターツアー開催を延期。

今後、モニターツアーをどのように実施するかを、現地とともに調整が必要となる。 

【今後の取組み予定】 

再度、観光地域づくりに巻き込む地域住民のモニターツアーの参加者の募集 

2月 22日意向 モニターツアー延期に伴い、再度、地域の方々への観光地域づくり参加の要請 

3月上旬～中旬 モニターツアーの開催 

3月中旬     振り返り及び今後の取り組みについての会議の実施 
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第六回目 研修実施報告書 

【エリア名】八ヶ岳観光圏 【地区名】北杜市大泉 【担当者名】木谷敏雄 

【実施日】平成 26年 3月 17日 

【実施場所】谷桜酒造 ギャラリー 

【参加者】（敬称略） 

谷桜酒造 小宮山社長   

八ヶ岳ツーリズムマネジメント 小林会長 

あおぞら農園 吉竹氏  

【取組みスケジュール】 

■3月 23日（日）モニターツアーの内容について検討・意見交換 

■大泉の四季彩々のスケッチ小径のマップについての情報交換 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

■テーマ①  

2月 22日（土）に開催予定であったモニターツアーが山梨県の豪雪被害によって延期となったため、3

月 23日（日）に実施するにあたっての内容を検討した。 

検討してきたタイトルを「住んでよし」を実感する「酒蔵のある地域づくり談義」で確定する。縄文時代の古よ

り、暮らしが息づき、甲斐源氏の居城として栄え、この地域ならではの文化が育まれた。今なお、魅力的な

家並景観を残し、四季折々の田園風景が広がり、生業・暮らしの場となっている。 

 その暮らしの文化は八ヶ岳湧水の恵みによって育まれてきた。その代表的なものが谷桜酒造という酒蔵。

お酒は、地域の暮らしに潤いや賑わいを生み、その地域に独自の文化を育くむ。 

 そんな酒蔵からつながる暮らし文化や地域の魅力を再発見・再認識し、改めて、地域を誇りに思い、住ん

でよしを実感していただけるような談義を展開することとした。 

 前回は、朝からのプログラムとして八ヶ岳天空博覧会の催事とも連携し、実施を試みた関係もあり、午前

中からの実施としていたが、今回は、集客等も考え、酒蔵談義を中心に、まち歩きはマップを紹介し、意見

交換をするということにした。 

 

■テーマ② 

 今までのワークショップで展開してきた上記のような酒蔵のある豊かな地域として、展開してきたワークショッ

プで掘り起こした地域資源及びこの地域だからこその情景をまとめたマップを制作することとし、ワークショップ

に参加していただいていた地元の吉竹氏が地域の風景をスケッチしていたこともあり、その絵を描いたポイント

などをプロットしたマップを制作し、今後、そのマップで散策していただけるようなしくみを入れようということにな

った。その作品をマップに落とし込み、大泉の素晴らしい情景が見れるポイントを改めて確認した。 
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【懸念事項】 

○酒蔵のある町というモニターツアー（イベント）でコンセプトが伝わっていくか？ 

○このモニターツアー後、地域のつながりをどのように結びつけていくかの検討 

○谷桜酒造は、中規模の酒蔵であるため、特に見学コースとかはない。観光コンテンツとして、どのようにひろ

がりを持たせていくか？ 

【今後の取組み予定】 

○再度、観光地域づくりに巻き込む地域住民のモニターツアーの参加者の募集 

○3月 23日（日）モニターツアーの実施 

 

第七回目 研修実施報告書 

【エリア名】八ヶ岳観光圏 【地区名】北杜市大泉 【担当者名】木谷敏雄 

【実施日】平成 26年 3月 23日 

【実施場所】谷桜酒造 ギャラリー 

【参加者】 

谷桜酒造 小宮山社長  八ヶ岳ツーリズムマネジメント 小林会長 

あおぞら農園 浅川氏 吉竹氏 益富氏 

北杜市大泉支所 浅川氏 

㈱マインドシェア 木谷  講師 山内氏 （紀行作家） 

その他 地域の方々 14名 総勢 22名 

【取組みスケジュール】 

■「住んでよし」を実感する「酒蔵のある地域づくり談義」（モニターイベント） 

■大泉の四季彩々のスケッチ小径マップの紹介 

■まとめ 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

■日時：平成 26年 3月 23日（日）13:00～（2時間程度）    

■実施場所：谷桜酒造（北杜市大泉町谷戸）２階ギャラリー 

■実施スケジュール 

１３:００～ ご挨拶（八ヶ岳ツーリズムマネジメント 小林氏） 

１３:１０～ これまでの観光地域づくりの取り組みについて 

１３:２０～ 谷桜酒造蔵主より 

      ※八ヶ岳の湧水の恵みにより谷桜酒造が生まれ、製造にこだわり、今に至る、また古く 

       から続く、地域との関わりなどのお話などをしていただきます。 
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      ※その後、日本酒ができるまでの工程をご紹介（酒蔵見学） 

      ※谷桜酒造の日本酒試飲 

１４:１０～ 山内史子氏「酒蔵のある地域文化と活性化について」 

１４:５０～ まとめ（意見交換） 

１５:００   終了 

 

■テーマ①  

八ヶ岳観光圏の取り組みと観光地域づくりについて（八ヶ岳ツーリズムマネジメント） 

■テーマ② 

谷桜酒造蔵主の大泉地域と酒蔵の関係について 

・大泉という地名の由来 

・山梨県、八ヶ岳の酒蔵について（湧水の恵み） 

・谷桜酒造の歴史と「なぜ、ここに酒蔵ができたのか？」 

・谷桜酒造のお酒づくりのこだわりと八ヶ岳気質 など 

上記をテーマに参加者に対して、酒蔵のあるまちの歴史から、そのまちの豊かさ、育まれた文化などを新め

て、実感していただいた 

■テーマ③ 

蔵主による酒蔵見学とお酒の試飲 

・日本酒のできる行程やそのこだわりを紹介 

・作りたての大吟醸を試飲（工場内） 

・吟醸酒と純米酒の飲み比べ（試飲）※車の方は、仕込み水と海外のミネラルウォーターの飲み比べ 

■テーマ④ 

紀行作家山内史子氏による「酒蔵のある地域文化と活性化について」 

・世界・日本各地を歩き、地酒のある地域の魅力や地酒と地域文化のつながりについて、参加者の皆様

と談義を進めていきながら、改めてこの地域の魅力を再発見、再認識していただいた。 

・日本酒と水、大地との深い関係 

・神が造りし日本酒と地域との関わり 

・今、ふたたび日本酒が熱い 

・酒蔵のある風景は旅人を誘う 

■テーマ⑤ 

・そしてこの酒蔵のある大泉の魅力をまとめたマップの紹介 

・マップのコンセプト 

 

八ヶ岳 酒蔵のあるまちの情景 大泉 

四季彩々のスケッチ小径 
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八ヶ岳湧水の恵みにより、縄文時代の古より、ムラが存続し、 

甲斐源氏の居城として栄え、四季折々の田園風景が広がる 

寺社仏閣が点在し、豊かな暮らしが今に息づくまち、大泉。 

五穀豊穣、子孫繁栄、立身出世、無病息災、家内安全など、人々は年の節目に集い、祈る 

そして、その宴の中心にあったものが、“お酒”。 

豊かなまちだからこそ、この土地で育まれてきたお酒は、 

さらに大泉の暮らしに潤いや賑わいを生んでいます。 

その豊かな酒蔵のあるまちの情景を自らの手で記憶をカタチに、 

そんなスケッチの旅をご案内します 

【特記すべき共有事項】 

以上を実施し、モニターツアーを終了した。参加者からは、酒蔵があることが当たり前であったが、コンセプト

でもある八ヶ岳の湧水の恵みが暮らしに根付いているか、その八ヶ岳湧水の恵みがある地域が歴史・文化を

持ち、素晴らしいかなどの気づきが酒蔵主やよそ者視点での山内氏の話によって生まれたいう意見をいただい

た。 

今後は、大泉の湧水の恵みをキーワードに、具現化してきた「酒蔵見学「スケッチ体験」「情景の散策」など

をいかに地域として観光コンテンツとして、展開していけるかなどをさらに検討していく必要がある。 
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5.6 「宮津市 文殊・府中地区」 

5.6.1 観光専門家 

氏名 所属、役職 

福井 隆 

 

 

東京農工大学大学院 生物システム応用科学府 客員教授 

前職は（財）日本グラウンドワーク協会事務局次長。持続可能な地域社会の構築を

目指して、地域住民・企業・行政がパートナーシップを組み、協働して身近な地域の環

境を再生・改善する手法等を研究されており、全国各地で、地域社会の環境改善や地

域活性化に携わる。 

 

5.6.2 地域の歴史、自然、文化、風習などＤＮＡから見たコンセプト 

対象観光圏 項目 滞在コンテンツ内容 

宮津市  

文殊地区 

宮津市  

文殊地区 

コンセプト 
包まれるやさしさが感じられる 

～ 智慧と徳が悟りを生む文殊のまち ～ 

 

設定理由 

文殊のまちは、智恩寺の境内に寄り添っている。まるで、母親が小さな子供た

ちを慈しむように、宿や商家が立ち並ぶ。あたかもそこは、智恩寺を中心にして、

見えないドームに包まれているかのようだ。やさしさと慈しみのエネルギー。誰も

が、”やさしくなれる”と感じる一瞬。 

  智恩寺の文殊菩薩は、智慧を授けてくれるという。智慧が天から降り注ぐの

だ。そして、やさしさや慈しみの心が、その智慧を活かす。智慧をいただき、徳を積

むことで、悟りは生まれてくる。私は今日、悟りへの第１歩を、文殊のまちから踏

みだそう。 

  徳は、人への見えない気遣い。例えば、先へ行こうとする車に道を譲ったり、心

の中で多くの感謝を伝えることでもある。目に見えない感謝の心のつぶやきを重ね

ていくと、相手からの思いやりや気遣いも、手に取るように感じてくる。そして、人は

ヒトとしての悟りの道を歩み始める。 

  智恩寺の山門は、三間三戸の二重門で、上層には釈迦如来や十六羅漢が

安置されている。下層の柱の間に建具は無く、開放的な柱だけの空間がある。こ

の山門の下にたたずむと、もうそれだけで、やさしさに包まれていくから不思議だ。 

  山門の正面には、文殊堂。左手には国宝にも指定されている多宝塔がある。

文殊堂は、その屋根の頂点に宝珠が置かれ、天(空)からのエネルギーがここに集

まる。多宝塔は、八角形の建物で、八方の広がりを全宇宙として捉えた古代の

哲学に基づく。この多宝塔が文殊堂のエネルギーを、ドームで覆うように文殊のま
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対象観光圏 項目 滞在コンテンツ内容 

ちに注いでいる。まちがやさしさに包まれるゆえんだ。 

宮津市 

府中地区 

 

コンセプト 
進化 

～ 天につながる太古の聖地 ～ 

設定理由 

府中には、海部族の元伊勢籠神社がある。天照大神、豊受大神を伊勢に

祀る前に、ここに祀っていたため、元伊勢と呼ばれる。主祭神の彦火明命が、籠

船に乗って海神の宮に行ったという故事から籠宮という社名になった。天の橋立が

参道だ。奥宮には、真名井神社があり、巨石を積み上げた古代祭祀の磐座が

残っている。この磐座の前で、天と地と人がひとつになり、祈りを捧げた。天につな

がる太古の聖地の所以だ。 

天香久山から、龍脈と呼ばれる山脈をエネルギーが流れ、この磐座がピンポイ

ントの針のようにエネルギーを集める。与謝野町から府中の方へ移動していくと、

山脈が龍のように見え、その口を海に浸けているように見えるから不思議だ。 

 雪舟が描いた『天橋立図』には、知恩寺をはじめとする禅と密教、律の諸寺

院が描かれる。画面内に最も大きく描かれる籠神社が主要なモチーフ。阿蘇海を

取り巻く天橋立や山間部の麓にある多くの神社仏閣を擁する空間を聖域として

表している。 

5.6.3 専門家訪問回数 

全７回訪問 

回数 日時・日程 実施概要 

第１回 平成 25年 7月 29日 ■京都府岡西副知事と面談 

・「海の京都」京都府の取り組み内容と、今後の展開予定 及びマ

ネジメント組織の確認 

・「海の京都」京都府の取り組み内容と、今後の展開予定 及びマ

ネジメント組織の確認 

■天橋立観光協会打ち合わせ 

・天橋立、府中・文珠地区の「海の京都」展開状況の確認と「住ん

でよしの観光地域づくり」についての説明 

■宮津市文殊地区、府中地区合同会議 

・天橋立、府中・文珠地区の「海の京都」展開状況の確認と「住ん

でよしの観光地域づくり」についての説明に加えて、府中、文珠地区

についてのヒアリング 

第２回 平成 25年 8月 27日 ■講演会（チーフアドバイザー坂元氏） 

■ワークショップ 
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回数 日時・日程 実施概要 

第３回 平成 25年 10月 10日 ■文殊地区の視察及び京都府観光課 栗山課長、山口課長との

意見交換 

■ワークショップ 

・この事業をなぜ行うかの説明及び地域ＤＮＡの深掘り 

第４回 平成 25年 11月 5日 ■前回ワークショップの振り返り 

・「大好きな府中」「大好きな文殊」について 

■ワークショップ 

・地域ＤＮＡの深掘りを行い表現するワークショップ 

第５回 平成 25年 12月 11日 ■前回ワークショップの振り返り 

・「府中・文殊のＤＮＡ」についての発表 

■コンセプトを体験するツアーの作成 

第６回 平成 26年 2月 3日 ■ワークショップ 

・「コンセプトを体感するツアー」の作り上げ 

第７回 平成 26年 2月 28日 ■モニターツアーの実施 

■モニターツアー終了後の意見交換会 

5.6.4 モニターツアー 

『文殊『包まれるやさしさが感じられる ～ 智慧と徳が悟りを生む文殊のまち ～』 

コンセプトの深堀り 

更なる話し合いが必要 
 

文殊地区のコンセプト『包まれるやさしさが感じられる ～ 智慧と徳が悟りを生む文殊のまち ～』を軸にツアー

メニューが組まれた。 

まずは、ちえのわ館に集合。そこから干物屋に移動し、干物と日本酒のソムリエよる丹後のお酒の説明があ

る。その後、智恩寺前商店街を食べ歩き、「知恵の餅」などをいただく。そして智恩寺ガイド案内、天橋立ビュー

ランド股覗きを経て、ぶりしゃぶの昼食で終了というコースだ。 

主軸となるのは智恩寺の言い伝えである「三人寄れば文殊の智慧」であり、このコンセプトを体感できるツアーを

行うことが目的であった。しかし、結果は既存のツアーと大きな違いは感じられない内容だった。「智慧と徳が悟り

を生む」というのは、ハードルの高いコンセプトであるとも言える。今後、コンセプトに沿ってツアーをつくるとはどうい

うことか、理解を深めてもらいながら、事業実現に向けて取り組んでいく必要がある。 
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対象 

観光圏 

地区名 滞在コンテンツ内容 

海の京都 

観光圏 

宮津市  

文殊 

府中地区 

◆テーマ：包まれるやさしさが感じられる  

      ～智慧と徳が悟りを生む文殊のまち～ 

◆日時：2月 28日  10:00～12:30 

◆スケジュール 

10:00 ちえのわ館集合 ガイド説明  

10:10 干物屋に移動、干物と日本酒のソムリエによる丹後のお酒説明 

10:50 恩寺前商店街食べ歩き「知恵の餅」  

11:10 智恩寺ガイド案内  

11:30 天橋立ビューランド股覗き 

12:30 ぶりしゃぶ昼食 終了 

5.6.5 中核人材からのメッセージ 

 観光地域づくりを振り返って 

天橋立観光協会誘客推進委員 代表 幾世武史氏 

今までの観光のあり方と違った角度からの見方で刺激的でありつつ、頭では理解できても受け入れるまで時間がかかる部分もあ

りました。 

モニターツアーも議論が未完のまま開催された感があり、今後も議論を続けていく必要を感じています。地域の雰囲気としては、

若者たちも何かやらなくてはという空気に変わってきており、今後さらに議論を深めていきたいと思います。 

 

天橋立観光協会誘客推進委員 森淳亮氏 

最初の何回かはコンセプトを絞り出すのに苦労しました。 

今回は、天橋立・府中観光のゴールデンルートのブラシュアップというテーマでツアーを組みました。元伊勢 籠神社の海部さんにガイ

ドになっていただいたこともあり、非常に奥行き感のあるものになったと考えています。 

逆に言えば今回くらいのクオリティがないとお客様を満足させられないことも痛感しました。今後、ガイドの育成に努めていきたい。こ

れまで当たり前であったことが、実は素晴らしい資源であるということを発見できた参加者も多かったと思います。町づくりの歩みを進

めるにあたって重要な道しるべとなりそうです。 
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5.6.6 研修実施報告書 

第一回目 研修実施報告書 

【エリア名】海の京都 【地区名】宮津市文殊/府中地区 【担当者名】福井隆 

【実施日】７月２９日（月） 

【実施場所】①京都府庁 ②天橋立観光協会設定会議室 ③京都府宮津市会議室 

【参加者】 

① 京都府副知事 西岡 京都府観光課 栗山担当課長 京都府観光連盟 香月参与 

② 京都府観光連盟 山口課長 保科専務 

③ ㈳天橋立観光協会誘客推進委員 森氏・多賀主任 文珠荘代表 幾世氏 この神社禰宜 海部

氏   京都府観光連盟 山口課長 保科専務 

 坂元、福井 

【取組みスケジュール】 

１１：００～副知事面会 

１６：００天橋立観光協会打ち合わせ 

１９：００宮津市文殊地区、府中地区合同会議 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 

「海の京都」京都府の取り組み内容と、今後の展開予定 およびマネジメント組織の確認 

観光庁「住んでよしの観光地域づくり」と「海の京都」施策の展開すり合わせ 

副知事は、観光畑ではないが良く地域の状況をスタディーしている。 

テーマ② 

天橋立、府中・文珠地区の「海の京都」展開状況の確認と「住んでよしの観光地域づくり」についての説

明、事業の実施体制について、課題が浮き彫りになった。 

テーマ③ 

天橋立、府中・文珠地区の「海の京都」展開状況の確認と「住んでよしの観光地域づくり」についての説

明、加えて、府中、文珠地区についてのヒアリング 

複数の事業が進む事に対しての混乱があり、今回の説明である程度は理解が進んだと言える。 

【懸念事項】 

① 地元の人材が一本釣りされていて、地域側からの主体的、協働的な活動ができていない。 

京都府の「海の京都」実行マネジメント体制が、従来型縦割り組織になっている上に、最終決済の仕

組みが現場の意見・状況を反映していない形となっている。また、地域で主体的に活動する人材の中に

は、地域で孤立している人もいる。 

② 京都府との関係性がすっきりしていない。そのため、現場主導の事業実施の体制としては脆弱、また権
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限の移譲がされていない。③府中・文珠は歴史的に観光に於いては仲が悪かった。そのことが第一の懸

念材料である。また、副知事の意見であるが、この神社周辺のお土産店、駐車場の客引きが下品であ

り、従来型の観光業者主導の観光地である事が懸念材料である。また、これまでの行政との関係から、

行政がやってくれるという待ちのスタンスに立っている業者が多いのも実態の様である。（自分たちでやる

ということになりずらい） 

【今後の取組み予定】 

現場の文珠、府中地域の関係者とＷＳを通じて地域のＤＮＡの掘り起こし、共有作業を推進する。 

【特記すべき共有事項】 

京都府の「海の京都」推進体制は、これまでの観光開発の推進体制を踏襲している。「住んでよしの観

光地域づくり」で成果実績をあげながら新しい観光の推進体制を修正構築していくことが必要である。 

 

第二回目 研修実施報告書 

【エリア名】海の京都 【地区名】宮津市文殊地区、府中地区 【担当者名】福井隆 

【実施日】８月２７日 

【実施場所】宮津市府中地区公民館 

【参加者】 

京都府観光課 栗山担当課長 京都府観光連盟 山口課長 宮津市企画総務室室長河嶋氏 

宮津市関係者 天橋立観光協会会長宮崎氏 文珠荘会長、専務 幾世氏 ㈳天橋立観光協会誘

客推進委員森氏ほか ６０名ほど 

【取組みスケジュール】 

１９：００より 「住んでよしの観光地域づくりとは何か」について坂元氏講演 

２０：３０より ＷＳ  

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 

住んでよしの観光地域づくりとは何かについて徹底周知 

 

テーマ② 

地域に暮らして好きなコトやモノについて抽出 ＷＳの手法について体験 

 

テーマ③ 

京都府、宮津市、観光協会、海の京都推進委員会など今後の役割分担について調整 



-97- 

 

【懸念事項】 

初めて宮津市の顔が見えて良かったが、それぞれの役割分担の徹底と推進が今後の課題 

【今後の取組み予定】 

第二回ＷＳ（地域ＤＮＡの抽出）を９～１０月初旬で調整 

【特記すべき共有事項】 

地域で暮らす中で、好きな事を出してもらったが非常に漠然としたものであった。自分ごととして、地域で

暮らすことになっていない感じがする。（観光業者は特に、天橋立におんぶにだっこ体質に見える） 

場所性の欠如は、どこの地域でも深刻だ。 

 

第三回目 研修実施報告書 

【エリア名】海の京都 【地区名】宮津市文殊/府中地区 【担当者名】福井隆 

【実施日】１０月１０日（木） 

【実施場所】文珠地区公民館 

【参加者】 

京都府観光課 栗山担当課長 京都府観光連盟 山口課長 天橋立観光協会会長宮崎氏 文珠

荘会長、専務 幾世氏 ㈳天橋立観光協会誘客推進委員森氏ほか ３０名ほど 坂本氏 福井が参

加 

宮津市はイベント準備のため欠席 

【取組みスケジュール】 

午後１：００よりあらためて文珠地区を視察その後 意見交換打合せ（栗山課長、山口課長ほか） 

１９：００より そもそもこの事業はなぜ行うのかについて説明 

前回の振り返り、地域のＤＮＡを深掘りするＷＳを実施 

参加者がしかたなく来ていることを想定し、自分たちで取り組む必要性を理解してもらうことを目指した 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 

そもそもこの事業に取り組む意味について共有 

前回のＷＳにおいて、参加者の意識が低いと感じたため（やらされている感があった）まず、主催者か

らこの事業の意義や意味を話してもらった。（すこし杓子定規であったがこれまでそこが抜けていた）その

上で、福井から、このままでは天橋立の観光はじり貧である事、再訪を希望する観光客はほとんどいない

ことを示し、この事業に積極的に参加していただくよう厳しく指摘、誘導をした。 

テーマ② 

住んでいて好きなことやものについて、前回の振り返り まだまだ浅い地域の評価について指摘 
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具体的には、天橋立が好き、釣りができるなど 地域ＤＮＡには程遠い意識を振り返った。今回のＷＳ

の前ぶりではあるが、少なからず前向きな意識をつくることができた。（参加者の一人は、「指摘されたこと

は１２０パーセント同意できる」との意見もあった） 

 

テーマ③ 

地域のＤＮＡを探しだすＷＳを実施（なぜここに人が住みついたのかから検討） 

文珠と府中をつなぐ 天橋立の意味がコンセプトになると良いのだが、もう一歩である。特に、文珠地区の

キーマンの意識がこれまでの観光の手法から抜ける事ができていない感じを受ける。例えば、「文珠の知

恵」を活かした団子を開発して売るなど、表層的な事柄に意識が終始している。そこで、坂元氏から「文

珠の知恵」を活かした暮らしが見えるようにして、それを楽しむ旅が出来ないかなど、もう一歩先に進めるよ

う誘導した。 

また、府中地区では、この神社を基軸とした古代からの地域性が少しずつあぶりだされ始めた。例え

ば、太陽と火の神様としての府中地区の古代の意味をもう少し勉強する必要があるなど、参加者の意識

が変わり始めた。同時に、寺の多さが指摘され、山岳信仰の「講」の存在など、少しずつ深いものが出始

めている。 

ここでは、先祖を大事にする寺の文珠と府中の龍と太陽神など 「二つの日本文化の核となるものを橋

渡しする天橋立を感じる旅」のようなコンセプトを少し意識した。 

【懸念事項】 

宮津市が参加できなかったことが今後に影響しなければ良いのだが・・・また、文珠地区のキーマンの意識を

もう少し教育する必要性がありそうだ。 

【今後の取組み予定】 

１１月５～７日に第四回のＷＳを実施予定 滞在交流型観光メニュー作りへ 

【特記すべき共有事項】 

文珠地区の深掘りがこれからの鍵となる 
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第四回目 研修実施報告書 

【エリア名】海の京都 【地区名】宮津市文殊/府中地区 【担当者名】福井隆 

【実施日】１１月５日 

【実施場所】宮津文珠地区集会所 

【参加者】 

京都府 栗山課長 観光連盟 山口課長 天橋立観光協会会長宮崎氏 文珠荘会長、専務 幾世

氏 ㈳天橋立観光協会誘客推進委員森氏ほか ２５名 坂本氏 福井が参加 （若干の参加者減

少があった） 

【取組みスケジュール】 

１９：００より 前回の振り返りから、「大好きな府中」、「大好きな文

珠」について丁寧に参加者から振り返りをおこなった。 

１９：３０より ＷＳ 地域のＤＮＡを表現するワークショップ 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ 地域のＤＮＡを深堀し、それを表現する。 

グループ① 「海渡る参道」人生の岐路に訪れる地 

文珠地区の①グループは、上記のようなテーマを提案された。この内容を評価する

と、前回よりは前進を見たが、深掘りが足らず、まだまだ浅い表現である。坂元氏

からも、「文殊の知恵と言うのなら、自分たちが実際にその知恵を授かって、実際

にそれが生活に反映されている必要がある」との指摘をもらった。人生の岐路に訪

れ、意味を持つのであれば、それが地元で実際にかたちになっている必要がある。 

グループ②「１０００年ロマンの文殊堂」 

文珠地区の②グループも同様に、文殊堂を基軸に提案がなされた。 

すべての人々の心を浄化する場所というサブタイトルにあるように、あくまでも文殊

堂を売りにしたいようである。しかし、①グループ同様に実際に人々の心が浄化さ

れるのであれば良いのだが、はたしてそれが可能かどうか、どうもまだＤＮＡの意味

が理解されていないような気配である。まだまだ、日本を代表する「場」になるのは

遠いようだ。 

グループ③「願いが空へ昇る場所」（仮） 

グループ③は、府中地区のグループである。こちらのグループでは、キーマンの森さん

を中心により深堀りされた内容が提案された。真名井神社を中心に、日本でのこ

の場の役割を議論し、「願いが空へ昇る場所」として仮ではあるが、より昇華された

内容になってきた。 
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【懸念事項】 

文珠地区のキーマン幾世氏の学びと理解がまだまだ浅い事が懸念材料である。言い換えれば、このキーマ

ンが変わればこの地区は変ると考えて今後につなげて行きたい。その背景には、従来型の観光事業のやりか

たにどっぷりと浸かった天橋立があると言う事実である。ここからいかに展開できるかが、今後の鍵を握ってい

る。懸念材料のもう一点は、参加者の減少である。それぞれの地域を持ち回りで会場設定していることもあ

り、文珠地区で実施すると、府中の参加者が減っている。 

【今後の取組み予定】  

今後の取り組みのポイントは、これまで頼ってきた天橋立がなければどうするのかというポイントをもう一度整

理して、再度ＤＮＡの議論をおこない、その上で次回はモデルツアーメニューをを設定する。 

【特記すべき共有事項】 

府中地区と文珠地区の理解の進展度の差を今後詰めて行く必要があるが、進める中でおのずと理解が

進むものと期待したい。 

 

第五目 研修実施報告書 

【エリア名】海の京都 【地区名】宮津市文殊地区、府中地区 【担当者名】福井隆 

【実施日】１２月１１日 

【実施場所】府中地区公民館 

【参加者】 

京都府観光連盟 山口課長 宮津市河嶋企画室長 天橋立観光協会会長宮崎氏 文珠荘会長、

専務 幾世氏 ㈳天橋立観光協会誘客推進委員森氏ほか ３０名 坂元、福井が参加  

【取組みスケジュール】 

１９：００より、前回の振り返りとして「府中、文珠のＤＮＡ」につい

て発表 

２１：３０まで、ＤＮＡをそれぞれより深掘りし、コンセプトとしてまとめ

た上でコンセプトを体験するツアーを作成し、発表 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①：地域のＤＮＡについて、より深いところへ水先案内 

テーマ②：コンセプトにまとめ、それを体験できるツアーメニューを 

       つくってみる 

テーマ③：ツアーメニューを発表 共有化 
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【懸念事項】 

重要なポイントとして、このようなツアーメニューを考える段階で、「これまでの経験で売れるものを考えてしま

う」傾向があり、コンセプトを楽しむメニュー化が難しい。今回の支援では、実際の現場を地元の方とフィールド

ワークしていないため、これまでの常識で地域の資源を捉えてしまい、ありきたりの素材の組み合わせになって

しまう。外の目線が入って初めて、価値あるメニューができそうだ。 

【今後の取組み予定】 

今回発表いただいた文珠、府中のツアーメニューを有志の参加者でさらに磨くことを依頼した。そこでは、メ

ニューを磨くことに加え、いまだ消化しきれていない「コンセプト」を考えながら最終形をつくりあげることとした。 

【特記すべき共有事項】 

上記の懸念事項を押さえるため、担当者として外の目線で「良いところ（こんなところが面白い）」を積極

的に評価し伝えることを心掛ける。 

 

第六回目 研修実施報告書 

【エリア名】海の京都 【地区名】宮津市文殊地区、府中地区 【担当者名】福井隆 

【実施日】２月３日（月）夜６時より 

【実施場所】宮津文珠地区集会所 

【参加者】 

観光連盟 山口課長 宮津市担当課 文珠荘専務 幾世氏 ㈳天橋立観光協会誘客推進委員森氏

ほか ２０名ほど 坂元、福井が参加  

【取組みスケジュール】 

最終回の今回は、モデルツアーをつくりあげることになっているが、府中地区、文

珠地区とも「コンセプトを体感するツアー」そして、それが日本を代表する観光ブ

ランド圏を目指していることの理解がまだまだ甘いため、最初に「海の京都」全

体のテーマコンセプトをあらためて説明し、理解を促すことから始めた。その上で、

各地区に分かれ、コンセプトの再確認、モデルツアーづくりをおこなった。 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① コンセプトの再確認  

                  府中地区は、『進化 ～ 天につながる太古の聖地 ～』 

文珠地区は、『包まれるやさしさが感じられる ～ 智慧と徳が悟りを生む文殊

のまち ～』それぞれ、このコンセプトについて検討した。参加者からの前向きな

意見が少なく、このコンセプトの意味をしっかりと理解している参加者が少ないと

感じた。 
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テーマ② モデルツアーの作成     

モデルツアーを地区ごとに作成した。府中地区は、当初盛りだくさんのツアーを検

討したが、回りきれないこともあり、コンセプトをより明確に反映させて籠神社そし

て真名井神社を中心とした古代の精神性に光を当てるツアーメニューが提案さ

れた。また、文珠地区は、建前として「知恵を授かる」ツアーであるが、基本とな

るのは智恩寺での説法など、これまでのメニューを並べたものになっており、今後

実際にモニターツアーを実施する中で指導し、よりコンセプトを体感できるものに

修正して行く必要がある。 

【懸念事項】 

これまで、天橋立を持つ府中、文珠両地区は、従来型観光の代表選手でもあり、エージェントに頼って生

きて来た典型的な地域である。そのため、「コンセプトを体感するツアー」について何度説明しても、その本当の

意味が理解しにくいようである。すなわち、今ここにあるものを提供するだけの観光、バスで乗り付け、展望台

から天橋立を望み、股のぞきと、お土産屋、そして智恩寺、籠神社を巡り帰る。この悪しき慣行にどっぷりと浸

かっているため、小手先でメニューを変えるだけ、「新しい事を提供すれば良いのでは」との意識が強く感じられ

る。大きな課題である。今回モデルツアー案を作成したが、まだまだこれから中身を精査し、ブラッシュアップする

必要がかなりあると思われる。 

【今後の取組み予定】 

２月２６日～２７日の中でモデルツアー

を実施する。また、今回この地区に関係する

周辺地域のフィールドワークも必要だと判断

し、２月４日に周辺地域を視察した。例え

ば、写真にある「月の輪田」は、籠神社の起

源を感じさせる米作りが最初にもたらされた

地域と言われ、真名井の里とも呼ばれ、府

中地域との関連でツアーコンテンツとして価値

を持ちそうである。また、その後かつての丹波

の中心地「久美浜」を回り、想像通りの凄ま

じいまでの、神々の足跡に可能性を感じた。 

 
 

 
 

【特記すべき共有事項】 

天橋立を基軸とした観光から、久美浜や月の輪田などの周辺地域を取り込んだ広域の観光圏により大き

な可能性を感じる。今後、このような視点で「海の京都」を組み立てて行く必要があると考える。 
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第七回目 研修実施報告書 

【エリア名】海の京都 【地区名】宮津市文殊地区、府中地区 【担当者名】福井隆 

【実施日】２月２８日（金）１０時より 

【実施場所】宮津文珠地区 

【参加者】 

京都府副知事岡西氏 京都府観光課栗山課長 観光連盟 山口課長 宮津市担当課 文珠荘専

務 幾世氏 ほか ２０名ほど 坂元、福井が参加 

【取組みスケジュール】 

最終回の今回は、モデルツアー。 

また、終了後関係者による意見交換をおこなった。 

【モデルツアーのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 

コンセプトは、「包まれるやさしさが感じられる ～智慧と徳が悟りを生む

文殊のまち～」悟りを生むというところがポイントとなっている。 

テーマ② モデルツアープログラム  

10：00 ちえのわ館集合 ガイド説明 11：10干物屋に移動、干物と

日本酒のソムリエによる丹後のお酒説明 10：50 智恩寺前商店街食

べ歩き「知恵の餅」 11：10 智恩寺ガイド案内 11：30天橋立ビューランド股覗き 12：30 ぶりしゃぶ昼

食 終了  

●終了後関係者による意見交換 

文珠地区のコンセプトは、「包まれるやさしさが感じられる ～智慧と徳が悟りを生む文殊のまち～」である。

すなわち、まちの主軸となっている智恩寺の言い伝えである「三人寄れば文殊の知恵」をコンセプトとしている。

このコンセプトを体感できるツアーをおこなうことが目標であったが、結果はこれまでのツアーとの違いはあまり感じ

られない平凡なものであった。あえて踏み込んで言えば、「コンセプトに沿ってツアーをつくる」ということがまだ理解

されていないようである。知恵と徳が悟りを生むと言う、たいへんハードルの高いコンセプトとなっていることもあり、

これから検討を重ね事業の実現に向けて時間がかかりそうである。 

その中で、ブリのしゃぶしゃぶを創作した店で、天然ブリの料理をいただいたが、とても旨く可能性を感じる料

理であった。鳥喜という店で知恵を使い創作された料理が、とても良い印象が

残ったことは副知事も指摘した点である。また、智恩寺の中心部に右の写真

にある鏡が置かれていることがわかり、本来神社にあるはずの鏡が寺の本尊の

中心にあることなど、まだまだ掘り起こす事によってコンテンツの魅力がありそうだ

ということが坂元氏からも指摘された。同様に、この寺は代々足利氏が大切に

しており、この本堂にこもり徳を授かった歴史的事実も住職から伺った。このよ

うなコンテンツを磨けば大きな可能性があることが発見できた。 
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【懸念事項】 

岡西副知事から強く指摘されたのが、動きが遅いと言う事。商店街の空き店舗を使い、酒を出すサロンな

どを作れないかという要望に対しての動きが見えず苦言が呈された。地元に動きがないなら、京都府が周辺の

酒蔵と組んで、新天橋立駅の中に日本酒のバールをつくるという発言が副知事からあった。 

また、ツアーの中で干物屋に伺って日本酒の説明を聞いたのだが、やはりコンセプトに沿ってのツアーであれ

ば、全く違った見せ方があると思われる。

まだまだ、コンセプトに沿う考え方が理解

されていないことがここでも感じられた。 

 
 
 
 
 

【今後の取組み予定】 

今後は、府と地元が協力して本来のツアー実現に向けて進んでいく事となるが、基本はやる気のある若者

が中心となって形を創っていくことだということを確認した。一店舗でも、二店舗でもコンセプトを体感できる店

をつくり、本来あるべき姿に向かう事が重要である。今後も継続支援が必要である。 

 

【特記すべき共有事項】 

 天橋立で観光をおこなってきた地域であるため、何度言っても「天橋立

に頼る観光」になってしまった。有名な「股覗き」にこだわり、あえて解釈を

変えてまでツアーの中に組み込む姿勢を修正しない限り未来はないように

思える。 
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5.7 「伊根町伊根」 

5.7.1 観光専門家 

氏名 所属、役職 

福井 隆 

 

東京農工大学大学院 生物システム応用科学府 客員教授 

前職は（財）日本グラウンドワーク協会事務局次長。持続可能な地域社会の構築を目指

して、地域住民・企業・行政がパートナーシップを組み、協働して身近な地域の環境を再生・

改善する手法等を研究されており、全国各地で、地域社会の環境改善や地域活性化に携

わる。 

5.7.2 地域の歴史、自然、文化、風習などＤＮＡから見たコンセプト 

対象観光圏 項目 滞在コンテンツ内容 

伊根町  

伊根地区 

 

コンセプト 
海に浮かぶ舟屋の心地よさ 

～ 家か?!漁場か?!・窓の下には旬の魚たち ～ 

設定理由 

海に浮かぶ舟屋集落との出会いは、伊根浦に住む暮らしの豊かさと心地よさを

教えてくれる。荒らぶる海の時も、穏やかな海の時も、いつも手が届くところに海が

ある。 

  澄み切った空気・南向きに丸くなった浦を囲む山々。浦と集落と山々がひとつ

になった風景。舟屋と蔵と母屋で形づくられた集落。今も昔も変わらない伊根浦

の風景が、暮らしとともに残っている。 

 舟屋から舟が出る。内海を早朝に漁場に向かう舟のエンジン音が覚めまし時計

になり、障子がガタガタ揺れるのも、いつものこと。舟が起こすさざ波がピチャピチャ

と音を立てる。底引き網では、時期の魚が捕れる。海との暮らしでは、さばいた魚

の残りを、モンドリに入れておくと、また魚がモンドリにはいっている。一晩中、海につ

けておくと、朝にはタコがはいっていることもある。あわびやサザエが舟屋に這い上が

ってくる。イカもタコも目の前で捕れ、夕暮れの食卓にあがる。暮らしの中で循環す

る魚の収穫。家なのか漁場なのか、窓の下にはいつも旬の魚たちがいる。 

  そして、何より、舟屋での暮らしは、海に浮かび、海に抱かれる心地よさだ。時

の 流 れ を 止 め 、 訪 れ る 人 び と に も 、 舟 屋 で の 安 ら ぎ を 感 じ さ せ 

てくれる。目の前にあるものすべてを味わえる暮らし。その豊かさに驚かされる。 

5.7.3 専門家訪問回数 

全７回訪問 
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回数 日時・日程 実施概要 

第１回 平成 25年 7月 30日 ■キーマンの伊根町観光協会吉田氏、舟屋の宿鍵屋 鍵氏、橋

本水産橋本氏、伊根町役場職員との面談 

・伊根地区の「海の京都」展開状況の確認と「住んでよし観光地

域づくり」についての説明 

第２回 平成 25年 8月 26日 

～28日 

■伊根町内視察、町長・副町長との面談、講演会（坂元氏） 

■町長と伊根町役場石田氏で今後の方針を確認 

■伊根町奥の院伊根温泉油屋濱野氏に面談し観光客の 状況

を把握 

第３回 平成 25年 10月 11日 ■参加者へ事業趣旨の共有 

■講演会 

・坂元氏より住んでよしの観光地域づくりについての講演会 

■ワークショップ 

・地域の大事な資源について洗い出し 

・地域ＤＮＡの発掘 

第４回 平成 25年 11月 6日 ■海の京都ワークショップ 

・地域ＤＮＡの深掘りを進めコンセプトに表現し、そのコンセプト

に沿ったツアープログラムを作成 

■伊根町ワークショップ 

・滞在交流型観光について講演会の実施 

・「伊根町ってどんなところ」というテーマで資源を把握 

第５回 平成 25年 12月 11日 

～12日 

■海の京都ワークショップ 

・前回の振り返りとして東京の研修で発表をおこなった海の京都

コンセプトについて発表し共有 

・坂元氏から他地区のモデルツアー事例を示した上で、ＤＮＡの

さらなる深掘り 

■伊根町ワークショップ 

・ＤＮＡの深掘り、コンセプト作成及びツアーメニューの検討 

第６回 平成 26年 2月 3日 ■モニターツアー実施に向けたワークショップ 

・コンセプト案の確認 

・モニターツアーコースの作成 

第７回 平成 26年 2月 27日 ■モニターツアーの実施 

・コンセプト 「海に浮かぶ舟屋の心地よさ ～家か?!漁場か?!・窓

の下には旬の魚たち～」に沿ってモニターツアーを実施 

■モニターツアー終了後の意見交換会 



-107- 

 

5.7.4 モニターツアー 

『海に浮かぶ舟屋の心地よさ ～家か?! 漁場か?! ・窓の下には旬の魚たち～』 

海とともにある暮らしに根付いた 

この土地ならではの魅力を表現 

 「海に浮かぶ舟屋の心地よさ ～家か?! 漁場か?! 窓の下には旬の魚たち～」。 

このコンセプトに沿って、モニターツアーが実施された。「家か?! 漁場か?!」という海に近い

暮らしが、このツアーを通じて体感できるかが最大の焦点となる。 

最初に、海上タクシーで鳥山に向かい、舟屋にてもんどりで収穫した魚を中心とした料

理でもてなしの昼食。再度海上タクシーで移動し、伊根浦舟屋を散策する。その後伊根

浦公園に戻る。 

 ツアーとして最も特徴的なのが、船での移動が３回組み込まれ、海の上を船頭さんの

案内で移動できたことだ。 

海の暮らし体験としては良い試みである。しかし一方で、コスト高になること、質を

高めないとただの移動になってしまい満足感が下がってしまうことなど課題もある。 

イタリア ベネチアの水上タクシーのように、特別な体験であることを、さらに表現する必要が

あると確認できた。 

また、よそいきの食事を提供するのではなく、目の前であがった海産物にもっとこだわってい

こうなど、コンセプトに沿ってさらに内容を磨く必要があることもわかった。 

 

 

対象 

観光圏 

地区名 滞在コンテンツ内容 

海の京都 

観光圏 

伊根町  

伊根地区 

◆テーマ：「海に浮かぶ舟屋の心地よさ」 

       ～家か？漁場か？窓の下は旬～ 

◆日時：2月 27日  11:00～15:00 

◆スケジュール 

11：00 伊根浦公園集合 

11：20 向井酒造でウエルカムドリンク 

11：40 向井酒造桟橋から海上タクシーで鳥山へ  

12：00 舟屋で昼食（もんどりで収穫した魚を料理） 

13：20 海上タクシーで耳鼻地区へ移動  

14：00 伊根浦舟屋散策  

14：55 海上タクシーで伊根浦公園に戻り 
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5.7.5 中核人材からのメッセージ 

 観光地域づくりを振り返って 

伊根町観光協会 吉田晃彦氏 

モニターツアーは、ガイドさん、向井酒造さん、海上タクシー船頭、昼食を作っていただいたお母さんたちなど多く

の住民が携わるものに仕上がった。 

名勝旧跡を拝観するのではなく、伊根浦で暮らす人々の生活の一部を切り取って提供することが、伊根の魅

力を体感することができることにつながるので、今後もこの方向で地域づくりを進めていけたらと思う。 

モニターツアーに携わっていたただいたお母さんたちには、来訪者と関わることの楽しさを感じてもらうことができ

た。 

また、ツアー後は、『もっと料理をこうすればよかった』とか、『次回はこんなものも作ってみたい』など積極的な意

見が。 

伊根浦の住民以外には、他人事のように捉えている方もまだまだいるが、今後、皆がこの取り組みを自分のこと

として真剣に考えるきっかけになればと思う。 

また、“住んでいる自分たちがこの地域に住んでいることに誇りを持ち、この地域に暮らす自分を好きにならない

と、来訪者はこの地域や住民を魅力的だとは思わない”という概念は非常に重要であり、伊根町にとって進むべ

き方向だと思っている。 

 

5.7.6 研修実施報告書 

第一回目 研修実施報告書 

【エリア名】海の京都 【地区名】伊根地区 【担当者名】福井隆 

【実施日】７月３０日（火） 

【実施場所】伊根町役場 

【参加者】 

伊根町観光協会吉田氏、舟屋の宿鍵屋 鍵氏、橋本水産 橋本氏  伊根町役場職員 

坂元、福井 

【取組みスケジュール】 

１０：００ 橋本氏合流、舟屋の舟屋集合 

午後 京都府観光連盟立ちより 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 

伊根地区の「海の京都」展開状況の確認と「住んでよしの観光地域づくり」についての説明 

この地域は、比較的まとまって取り組みが進んでいる。今回の事業の趣旨を理解してもらい、地域 DNA

に沿ったコンセプトがつくれれば、比較的上手く事業は進むと考えられる。特に、中心地域の根回しが住ん
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でおり、核になる地域から周辺へと波及効果を起こしたいとの考え方を地元は持っている。 

テーマ② 

伊根地区の状況、現況確認。これまでの入れ込み客数を見ると、かつての民宿ブームから、朝の連ド

ラでロケ地になったなどのブームを経て、観光客は減ったが、少しずつ伊根に対する注目が高まり始めてい

る状況である。また、観光関係者内部の、特に若手のまとまりが良い。この状況から、次のステップとして

漁協などの地域の力あるステークスホルダーを取り込みながら進めることが必要であろう。 

【懸念事項】 

対象地域の中心にある元すし店が競売に係っており、他地域の人間が落札する可能性がある。そのた

め、これまで地域の協力体制を整えながら海の京都観光の実現を目指してきた体制に、不協和音が発生す

る火種になる懸念がある。 

現況の観光漁者のツアーにおいては、実際には舟屋の周辺を歩く事がないため、観光客が「なんだこれだ

けか」とがっかりして帰ることが多く発生していると聞いた。そのため、マイナスの口コミが広がる懸念がある。 

【今後の取組み予定】 

８月終盤に坂元氏の講演を予定 その後関係者とのWS を実施する。また、地域の DNA 掘り起こしの

ためには、丹後、丹波広域の確認が必要なので、次回は久美浜にも足を延ばすこととする。 

【特記すべき共有事項】 

これまでの海の京都の取り組み実績に上手く上乗せする形で、「住んでよしの観光地域づくり」を進めること

が重要である。 

 

第二回目 研修実施報告書 

【エリア名】海の京都 【地区名】伊根地区 【担当者名】福井隆 

【実施日】８月２６日 

【実施場所】伊根町役場 

【参加者】 

伊根町観光協会吉田氏、舟屋の宿鍵屋 鍵氏、橋本水産 橋本氏、温泉宿油屋 濱野氏、商工会

亀井氏、ＧＳ三野氏、酒屋 長慶寺氏、伊根町役場職員 石田氏 他 

坂元、福井 

【取組みスケジュール】 

２６日 午後 石田氏のご案内で町内視察 夕刻より町長・副町長と面談 その後 坂元氏講演会 

終了後 若手キーマンと反省会と今後の方針について意見交換 

２７日 午前中 町長と石田氏で今後の方針を確認 

２８日 伊根町奥の院 伊根温泉油屋 濱野氏に面談し観光客の状況を把握 
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【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 

講演会にて、住んでよし、訪れて良しの観光地域づくりとは何かについて徹底 

テーマ② 

今後、伊根町での取り組みを推進する、しないをはっきりさせる 

テーマ③ 

観光庁、京都府、伊根町、地元協議会の役割を確認 

 

【懸念事項】 

京都府の依頼したハード整備の建築家とＷＳ作業が似寄りと捉えられ、次回以降の予定が保留になって

いた。町長の裁定によって、住民が希望する住んでよしの観光地域づくりに取り組む方向性が示された。 

 

【今後の取組み予定】 

京都府との調整を待って、第一回ＷＳを来月度実施する方向で調整 

【特記すべき共有事項】 

町長への直接的な事業説明をおこなったことにより、事業が上手くまわり出す事が期待される 

直接今回の事業とは関係ないが、伝建地区選定に至る経緯の中で中心的にその推薦や調査に関わったＴ

ＥＭ研究所の真島氏より伊根の舟屋がどうしてつくられたのかなど、興味深い報告書を入手した 

 

第三回目 研修実施報告書 

【エリア名】海の京都 【地区名】伊根地区 【担当者名】福井隆 

【実施日】１０月１１日  

【実施場所】天橋立ホテル 

【参加者】 

京都府観光課 栗山担当課長 京都府観光連盟 山口課長 天橋立観光協会会長宮崎氏 文珠

荘専務 幾世氏 ㈳天橋立観光協会誘客推進委員森氏、伊根町を含む広域海の京都関係者 ４０

名ほど 

坂元、福井 

【取組みスケジュール】 

９時３０分より２時３０分まで まず事業趣旨の共有から始め、その後 坂元氏から住んでよしの観

光地域づくりについて講演会、その後 地域の大事な資源について洗い出し、地域ＤＮＡの発掘へつなげ

るＷＳの実施 
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【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 

事業趣旨の共有と講演会（滞在交流型観光と地域づくり） 

坂元氏の講演をおこなったが、そもそもこの会議に参加している動機が不明なため、意欲を問うたところ

「積極的に事業をおこないたい」と思っている参加者が約半数であることがわかった。また、この考え方（住

んでよし）手法はハードルが高いと意識する人も多いということもわかった。 

 

テーマ② 

海の京都を実現するための課題を抽出 やる気があるかないかも含めて意識を高める課題の一番のテ

ーマは、「住民が意識も含めて参加してくれるか」ということが指摘された。当然だが、これまでの観光は観

光業者のための観光だったため、そこになぜ住民が参加する必要があるか、あるいは様々な関係者が一

緒にやる必要性があるのかを理解してもらうのは大変だと言う意識を行政関係者は特に持っている。一般

論だが、地域の活性化などに関わる中でわかったことは、公益活動は行政の役割という意識を住民は強く

持っており、税金を払っているのだからという意識があり、そこが変わらない限りこの事業に於いても上手く

行かないだろう。まずは、関係者の理解を得る事から事業が始まった状況だと成果を指摘したい。 

テーマ③ 

各地域の資源を次世代に残したいものを自由に抽出 

地域のＤＮＡにつながるものを深掘り 

大江地区などで、元伊勢神宮の意味や「龍がいる」などの指摘があり、ＤＮＡの深堀という意味が理解

されている様子が見られた。しかし、多くの方々の意識は、一般的な資源の表層的な感覚から抜けきれ

ないでいる。例えば、「丹後ちりめん」を残したい、売り出したいなどの意識である。これから、その背景も含

めた意味の掘り起こしが重要な段階である。 

【懸念事項】 

海の京都全体の事務局をになう事業を関西のコンサルが契約。そのため本来であれば、その事業でこのＷ

Ｓは運営する方向で調整。今回は、伊根も含むためこちらで運営をしたが、次回は伊根の単独ＷＳを検討

中。地域の関係者からは、ＷＳの開催を希望されている。これは、すこぶる政治的な話であるので、地元と

府の調整などを待ち、地元からの正式な依頼を待って事業を進める事になるだろう。 

参加者の中には観光と地域づくりは別物だと言う意識が残っている。例えば、「観光と地域づくりは違うもの」

と参加者からはっきり指摘される。それに対し、坂元氏から時間をかけて考えを共有しましょうと回答。 

【今後の取組み予定】 

１１月５～７日に伊根町のＷＳを実施する方向で調整 （副知事の意向も確認し） 

【特記すべき共有事項】 

府による他の事業（海の京都）との整合性を調整しながら実施することが重要。これは、住んでよし事

業の観光庁でのポジションも弱含みの中で、どう進めて行くのか難しい局面だと感じる。そこで重要なことは、

本年度成果を確実に出すことである。 
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第四回目 研修実施報告書 

【エリア名】海の京都 【地区名】海の京都・伊根地区 【担当者名】福井隆 

【実施日】１１月６日９：３０～１４：００（海の京都）１９：００～２１：００（伊根町） 

【実施場所】天橋立ホテル ２階 京の間 伊根町講堂 

【参加者】 

海の京都観光地域づくりＷＳ 京都府観光課 栗山担当課長 京都府観光連盟 保科専務理事 山

口担当課長 文珠荘専務 幾世氏 ㈳天橋立観光協会誘客推進委員森氏、伊根町を含む広域海の

京都関係者 ４０名ほど坂元氏・福井 

伊根町ＷＳ 京都府副知事岡西氏 京都府観光課 栗山担当課長 伊根町 石田氏、伊根町観光

協会吉田氏、伊根地区区長 森田氏、朝妻地区区長 大垣氏、筒川そば生産組合ほか約４０名 

坂元、福井 

【取組みスケジュール】 

まず、天橋立ホテルでの海の京都ＷＳでは、前回の振り返りから、坂

元氏による佐世保の事例を踏まえたツアーメニューづくりのイメージを示

した上で、地域ＤＮＡの深掘りを進めコンセプトに表現、午後にそのコ

ンセプトに沿ったツアープログラムを作成した。伊根町でのＷＳについて

は、第一回のため一時間をかけて、坂元氏から滞在交流型観光につ

いて講演会。その上で残りの一時間で「伊根町ってどんなところ」という

テーマで資源を把握した。 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】（海の京都ＷＳ） 

テーマ①海の京都のＤＮＡ 

「日本の根っこ」など、古代まで遡ったＤＮＡ探しが進んだ。それぞれ、５グループにわかれ、話し合ったＤＮ

Ａを発表した。例えば、平安京の前の「京都」（京都の前の京都）など、現代につながる歴史より深い歴史

がこの地域にはあり、そこをＤＮＡとして表現するという理解が参加者に共有されている状況は大きな進歩で

あった。 

 

テーマ②コンセプトに沿ったツアープログラム 

 

ここでは、日本の顔になる海の京都に

相応しいツアープログラムを検討した。 

例えば、「丹後王国の伝説と風景 

ゆったりとした時の中で楽しみを感じる」と

いうコンセプトに沿って二泊三日のメニュ

ーが提案された。ここで、注目すべきは
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本来あるべきことだが、これまで行政単位で観光を考えていた枠組みから脱出できたことが大きい進化である。

例えば、大江町、宮津市天橋立地域、伊根町、浜詰などを周回するコースのことである。それぞれ、ＤＮＡの

深堀と、コースメニューを考える中で理解が深まった。もう一歩である。 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】（伊根町ＷＳ） 

テーマ③講演会と地域の資源把握 

 ここでは、まず坂元氏からの滞在交流型観光の意味と意義が伝えら

れた。その上で、ＷＳを実施した。 

ここでは、まだ最初だと言う事もあり、抽象的（自然が一杯など）な表

現が多く、また捉え方も浅いものがほとんどであった。タイトルも「いーねまる

かじり」など、まだまだであった。しかし、見えて来たのはこの地域は「くらし」と

いう部分が重要だ、「住んだらわかる」という指摘が多く、そのあたりを基軸

にＤＮＡの深堀につなげていくことを目指したい。 

 

【懸念事項】 

海の京都ＷＳについては、今後の進め方が懸念材料。今回も、今後の事務局を担う関西総合研究所

の所員がオブザーバーで参加されていたが、坂元氏を中心としたハンドリングが出来るように検討を進める必

要があると考える。 

伊根町については、ＷＳの時間を二時間に設定されている。次回はもう少し欲しいと事務局に相談する

と、ちょっと困ったような反応が起こり、それだと昼にする必要があると、何か裏にあるようなことが懸念材料。 

【今後の取組み予定】 

海の京都の今後は、ＤＮＡとコンセプト、そしてツアーメニューを次回完成させる。 

伊根町は、ＤＮＡの深堀に次回入ることとする。 

【特記すべき共有事項】 

京都府より坂元氏に全体のコーディネートの依頼がある。今回の事業のその先を見据え取り組みを進める

必要を感じる。また、コンセプトの設定についてもう一歩であるが、住民の気づきをどれだけ引き出せることがで

きるかが重要な地点に差し掛かっていると認識。 

 

第五目 研修実施報告書 

【エリア名】海の京都 【地区名】伊根地区 【担当者名】福井 

【実施日】１２月１１日１３：３０～１７：００（海の京都）１２日１０：００～１４：００ 

【実施場所】天橋立ホテル２階  および伊根町福祉センター母子ホール 
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【参加者】 

海の京都観光地域づくりＷＳ 京都府観光課栗山課長 京都府観光連盟保科専務理事 東丹後分

室長 海の京都担当課長山口氏など ７市町関係者 約４０名 坂元氏、福井 

伊根町ＷＳ 京都府副知事岡西氏 伊根町整備課石田氏 伊根町観光協会吉田氏 ㈱油屋 濱

野氏 橋本水産橋本氏 舟屋の宿鍵屋 鍵氏など約２５名 

【取組みスケジュール】 

まず、天橋立ホテルでの海の京都ＷＳでは、前回の振り返りとして東京の研修で発表をおこなった海の京

都コンセプトについて発表し共有。その上で、坂元氏から他地区のモデルツアー事例を示した上で、ＤＮＡの

さらなる深掘りを進めた。伊根町でのＷＳは、コンセプトを作成しツアーメニューまで検討した。 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】（海の京都ＷＳ） 

テーマ①ＤＮＡの深掘り 

今回は、全体のＤＮＡをさらに深化させた。特に、古代まで遡る歴史的な資

源を活かしたコンセプトを検討した。例えば、豊受の神様は「和み」を象徴して

いる。また、青のクォリティーが海の京都を新たな位置付けとしてあげられ、「和の

源流」となった地域として、それが現在でも脈々と受け継がれている暮らしぶりを

体感していただくことで、元気になってもらうことをコンセプトの方向性に位置付

けた。今回のＷＳで、ＤＮＡの方向性は整理された。後は、日本の顔となるコ

ンセプトを表現し、モデルツアーを作成する段階である。 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】（伊根町ＷＳ） 

テーマ②ＤＮＡの深掘り 

伊根町でのＤＮＡの抽出は、全体を二つのグループに分け進めたが、生活に

即したＤＮＡがたくさん提案された。例えば、舟屋にサザエやアワビが上がってく

るという驚きに満ちた海に近い暮らしが実態を込めて示された。「家は漁場」とい

う、とてもわかりやすい言葉が湧きあがってきた。また、「舟屋の朝ごはん」など、

具体的な豊かなシーンが想像できるキーワードが沢山上がってきた。 

 

テーマ③モデルツアーの提案 

使えそうなコンセプトから、そのコンセプトを体験するモデルツアーの提案をおこな

った。「家が漁場・舟屋の奥に旬がある。」に沿ったツアーでは、自分で採った魚

で食べる朝ごはんなど、とても魅力のあるコンテンツがたくさん提案された。海の

暮らしが息づく伊根ならではの魅力が掘り起こされ、実際のツアーメニュー化に

大きく近づいた。 
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【懸念事項】 

海の京都ＷＳでは、地域によって温度差があることが懸念であった。しかし、今回は少しではあるが山側の

市町で民間の関係者の参加が増え、若干の軌道修正が図られた。海側の大きな拠点として可能性を持っ

ている久美浜についての認識が低いのが懸念である。 

【今後の取組み予定】 

海の京都は次回で最終のＤＮＡとコンセプトを完成させる。 

また、伊根町についても次回ツアーメニューを完成させ、２月にモニターツアーの実施を図りたい。 

【特記すべき共有事項】 

偶然であるが、京都龍谷大学の修士の学生が久美浜に入って観光地域づくりの支援をおこなっている。

実際に地域住民や関係者からのヒアリングを進めており、地元の認識の低さの報告を受けた。この地域を題

材に卒論を書くことになっているので、時期を見てサポートをお願いしていこうと考えている。 

 

第六回目 研修実施報告書 

【エリア名】海の京都 【地区名】伊根地区 【担当者名】福井隆 

【実施日】２月３日（月）１３：３０～ 

【実施場所】伊根町ほっと館ふれあいホール（役場内） 

【参加者】 

海の京都担当課長山口氏 伊根町整備課石田氏  

伊根町観光協会吉田氏  

㈱油屋 濱野氏 橋本水産橋本氏など１５名の参加 

【取組みスケジュール】 

今回は、モデルツアー実施に向けての最終のＷＳ。そこで、坂元氏から前回作成した「コンセプト」を編集

し、再度これで良いかの確認から始め、実際のモデルツアーを参加者全員で意見を出し合いながら作成し

た。 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① コンセプト案の確認 

「海に浮かぶ舟屋の心地よさ ～家か?!漁場か?!・窓の下には旬の魚たち～」について、この方向で良い

かの議論をおこなった。今回、最終回と言うこともあり、参加者から熱心な意見が出され、おおむねこの「コン

セプト」に賛同がなされた。特に、この伊根地区はコンセプトについて理解が見られ、その後のコンセプトを体

感するツアーメニューをつくるという意味が共有されている感じを受けた。 
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テーマ② モデルツアーコースの作成 

伊根町のモデルツアーは、２月２７日午前１１時に伊根浦公園

にバスが着き、そこから観光客を案内する想定で組み立てた。終了は

午後３時、昼食を挟んで約４時間でコンセプトを体感していただく基

軸となるモデルコースを検討、つくり上げた。ここでのツアーのポイント

は、海に浮かぶ心地よさ、そして海のくらしを少しでも体感してもらうた

め、移動手段に船を複数回利用し、例えば船の上でコーヒーを飲み

ながら、船頭さんからの愉快な海のくらし話をしていただくなど、伊根な

らではのツアーになるように工夫がされ、質の高いメニューとなった。また、従来から舟屋のガイドをおこなっている

ボランティアの人たちにも協力を仰ぎ、舟屋の説明はもちろんのこと昼食についても漁師のお母さんの手づくり料

理のもてなしを、舟屋で体験するメニューとなっている。同時に、舟屋群の中にある酒蔵でウエルカムドリンクをお

出しするなど、コンテンツにも工夫を凝らし、再びここに来たいと思わせる演出をしのばせている点に注目したい。

このあたりは、参加者である㈱油屋 濱野氏（町議・宿経営）が観光のプロでもあるところから、今回の趣旨

を良く理解し、積極的に今回の議論を誘導されたことが、スムーズにメニューづくりに反映されている。 

【懸念事項】 

これまで、ボランティアガイドによるツアーが実施されてきたが、その際舟屋に無断で入り込み、写真を撮る

など住民とのトラブルが頻発していた。この点について、きちんとしたルールを作っていかないと、今後観光振

興に否定的な住民を増やすことにもなり、早急に対応を検討する必要がある。 

【今後の取組み予定】 

２月２７日にモデルツアーを実施する。参加予定 

【特記すべき共有事項】 

行政の役割として、法律や制度上配慮の必要な食事の提供など、今回のモデルツアーの実施については

トラブルがおこらないようにバックアップ支援をおこなってもらう｡ 

 

第七回目（実質５回目） 研修実施報告書 

【エリア名】海の京都 【地区名】伊根地区 【担当者名】福井隆 

【実施日】２月２７日（月）１１：００～ 

【実施場所】伊根町内 モデルツアー 

【参加者】 

京都府岡西副知事 京都府観光課栗山課長 海の京都担当課長山口氏  伊根町整備課石田氏    

伊根町観光協会吉田氏、㈱油屋 濱野氏 橋本水産橋本氏など２０名ほどの参加 

加えて、地元ガイドによる御案内 
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【取組みスケジュール】 

今回は、モデルツアーの実施である。 

 

【モデルツアーのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① コンセプト 

「海に浮かぶ舟屋の心地よさ ～家か?!漁場か?!・窓の下には旬の魚たち～」。このコンセプトに沿っ

て、モデルツアーが実施された。 

テーマ② モデルツアーコース 

伊根町のモデルツアー スタート１１：００伊根浦公園集合 １１：２０向井酒造でウエルカムド

リンク １１：４０向井酒造桟橋から海上タクシーで鳥山

へ １２：００舟屋で昼食（もんどりで収穫した魚を料

理） １３：２０海上タクシーで耳鼻地区へ移動１

４：００伊根浦舟屋散策 １４：５５海上タクシーで

伊根浦公園に戻り 

 

●意見交換のポイント 

右の写真にあるように、伊根町の特徴はすこぶる海に近い

暮らしがある。そのことを捉えてコンセプトが設定された。この「家か、漁場か？」という海に近い暮らしが、このモ

デルツアーを通じて体感できるかが最大の焦点である。また、商品化するに当たっては、当然のことながら質を

高めて行く必要があり、素人の方々がつくるツアーについてどの程度の質が今回あるのかを見極めるところも重

要である。 

 

●モデルツアー体験 

今回の伊根町のモデルツアーの内容で最も特徴的であったのが、船での

移動が三回組み込まれ、海の上を船頭さんの案内で移動できたこと。ただ

し、通常海上タクシーを三回も利用するとツアー料金が割高になることが懸

念材料となるが、海に近い暮らしを体感する点では良い試みである。ただ

し、重要なことは質を高めないと、ただの移動手段となってしまい満足感は

低減する。すなわち、イタリアベニスの海上タクシーのように、特別な体験で

あることをどこかで表現して行く必要があるだろう。 

 

舟屋の散策の中で出合ったのが写真にあるこて絵である。かつての伊根の舟屋では、漁網が大切でありそ

の網を収納していたのが蔵である。これは、ほとんどの家にあり、今後この蔵について調べ観光資源として活用

することが期待される。 

また、下の写真にあるかごは「もんどり」と呼ばれ、魚のアラを入れ海に沈めると、さまざまな海産物が籠に入

る仕掛けである。実際に、今回揚げてみたところ、籠の中にアワビまで入っていたのにはみんなビックリした。家
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の前の海は、自分の漁場となっており、「他人が採って行くといやだ」という案

内人さんの声が象徴している海の豊かさをいただく暮らしがここにはある。 

 

 全体のモデルツアーの感想としては、コンセプトに沿った内容をより磨く必要

があると感じた。また、食事などもよそ行きのものではなく、旬の目の前で揚が

ったものにこだわるなどの工夫が必要だろう。すなわち、これまでの舟屋や漁の

歴史などを説明する内容プログラムになっており、説明ではなく海の暮らしの

豊かさを体感してもらうことを目指す必要がある。しかし、内容的には中身が

たくさんありそうなので、考え方を共有し実質的に質を高めて進んでいけば、

日本を代表する漁村集落の滞在交流型観光地となりえるだろう。 

 

【懸念事項】 

モデルツアー実施後、意見交換会を参加者全員でおこなった。 

何人かからの意見として、案内人によって説明の中身や数字が異なってい

ることが指摘された。海上タクシーの船頭と舟屋の案内人で説明が異なっ

ている。今後、このようなことを防ぐためには、役割分担をはっきりさせ、また

情報の共有化も必要になるだろう。そして、現状ボランティアベースで行わ

れている案内も、プロとして自立して行くことが求められる。 

また、今回はコンセプトを設定しモデルツアーを実施したのだが、「コンセプトに沿ったツアー」の事業化について

は、まだ一部の人たちが理解しただけである。今後、この内容を実際に提供し、住んでよしの観光地域づくり

を目指すには、多くの住民に内容を周知し考え方を共有して行く努力が不可欠となる。 

【今後の取組み予定】 

今後は、観光協会吉田氏や油屋 濱野氏が中心となって事業化を目指す事になると想定される。今後

も、海からの伊根町を深掘りするため支援を継続して行きたい。 

【特記すべき共有事項】 

次年度、４月～５月に再度海からの調査視察を行い、モデルツアーのブラッシュアップ支援をおこないたい

と考えている。 
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5.8 「三好市落合」 

5.8.1 観光専門家 

氏名 所属、役職 

千田 良仁 

 

株式会社アイファイ 代表取締役 

地域資源を発掘・可視化し、地域内外のヒト、モノ、カネのコーディネートをすることによ

り、地域の生業の創出を支援。 

5.8.2 地域の歴史、自然、文化、風習などＤＮＡから見たコンセプト 

対象観光圏 項目 滞在コンテンツ内容 

三好市  

落合 コンセプト 
1000年を超えるソラの民の暮らしを垣間見る 

垣根を超える里道ツーリズム 

 

設定理由 

 改修した茅葺き古民家を宿泊滞在施設として活用している。市からの委託を

受けた NPO 法人ちいおりトラストが管理・運営を行っている。教育旅行（農家

民泊）の受け入れも行っており、地域の生活や地域との交流をすることで学生の

眼の色が変わってくるという。 

 宿泊者の要望により、地元の料理のケータリングを行っており、地元の女性グル

ープが地元の食材を使った伝統料理を提供している。 

 滞在客には地元住民に集落ガイドや、地元住民のお宅で一緒に食事する生

活体験プログラムがある。宿泊料金は 2～5 名利用時 8,000 円～14,000

円（食事無し、1人当たり）であり、2名程度の 1泊 2日の利用が多い。 

 また、落合集落には入り組んだ里道があり、そこを歩きながら地域を紹介するガ

イドを行っている。 

 これらをうまく繋ぎ合わせ、「ソラの民」の暮らしを体験できるようなプログラムを目

指していく。 

5.8.3 専門家訪問回数 

全６回訪問 

回数 日時・日程 実施概要 

第１回 平成 25年 8月 7日 

～8日 

■にし阿波観光圏第 1回・合同会議 

・平成 25年度の事業について 

・平成 25年度の各事業内容のご紹介 

・平成 25年度の各事業内容に関する議論 
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回数 日時・日程 実施概要 

・観光地域ブランド確立支援事業の進捗状況について 

・質疑応答・意見交換 

■ＮＰＯ法人マチトソラでの打ち合わせ 

・三好市へのヒアリング 

第２回 平成 25年 9月 17日 ■三好市役所産業観光部観光課にて打ち合わせ 

・産業観光部観光課水原係長から訪問スケジュールと三好市の

観光振興についての説明 

・落合集落視察 

・大歩危地区視察 

第３回 平成 25年 11月 2日 

～3日 

■阿波池田うだつの町並み視察 

■マチトソラ芸術祭（池田）視察 

■打ち合わせ 

■マチトソラ芸術祭（落合地区）視察 

第４回 平成 25年 11月 20日～

21日 

■阿波池田のうだつの街並み視察（ＮＰＯ法人マチトソラ） 

■にし阿波観光圏の取組みに関する打ち合わせ（ホテル祖谷温泉 

植田社長、大歩危峡まんなか大平取締役営業部長、徳島県西

部総合県民局企画振興部 丸岡次長） 

■落合集落訪問、視察、ヒアリング、ガイドツアー体験 

・里道を巡るガイドツアー体験 

第５回 平成 26年 1月 28日 ■三好市役所産業観光部観光課にて打ち合わせ 

・ 2月下旬に落合集落での生活体験ワークショップ（モニターツア

ー）の実施に向けた打ち合わせ 

■ＮＰＯ法人マチトソラ武川理事長、三好市地域おこし協力隊 

吉田さんとの打ち合わせ 

・ 2月下旬に落合集落での生活体験ワークショップ（モニターツア

ー）の実施に向けた打ち合わせ 

第６回 平成 26年 3月 8日 

～9日 

■モニターツアーの実施 
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5.8.4 モニターツアー 

『1000年を超えるソラの民の暮らしを垣間見る垣根を超える里道ツーリズム』 

古き良き日本の暮らしを 

おもてなしで伝える 

 3月８日、阿波池田駅に集合した参加者たちは、車で篪庵トラストの事務所に移動。 

早速、落合集落を歩くガイドツアーに出発する。ガイドをしてくれるのは地元の重伝建保存

会の方。里道を歩きながら古い石垣や昔ながらの建物を見学。見晴らしの良い場所から

眺める“ソラ”の絶景には感嘆の声があがる。この日は篪庵トラストが運営する、古民家に

宿泊。夕食は地元の人のおうちにお邪魔して、郷土料理をご馳走になる。集落に暮らす

人のおもてなしの心を深く感じることができた。 

翌９日は古民家の外壁にはる竹、ひしゃぎ竹の制作現場を見学。落合集落独自の伝

承技術であるひしゃぎ竹の製作に、参加者は引き込まれるように見学していた。 

この日のお昼は、そば。落合集落では各家庭でソバを打つのが当たり前。地元の方のお家

の庭先で、昔から使用してきた道具をお借りして、コツを教えてもらいながら、ソバ打ちに挑

戦する。自分で打ったそばを食べながら、最後に今回の体験プログラムの感想を聞く。「地

域の方のおもてなしの心に感動した」 

「古き良き日本がそのまま残っており、海外からの観光客、特にフランス人には感動して

もらえると思う」 

観光素材とその地に暮らす人を組み合わせた「住んでよし」の観光地域が生んだ、 

1000年の時を超えた暮らしを伝えるプログラムが生まれた。 

 

対象 

観光圏 

地区名 滞在コンテンツ内容 

にし阿波 

観光圏 

三好市  

落合 

◆日時：３月８日、９日 

◆スケジュール 

（１日目） 

14：30 阿波池田駅集合  

15：30 東祖谷 篪庵トラスト事務所 ツアーの説明 

16：00～17：00 地元ガイドによる落合集落里道散策 

18：30～ 「落合集落の夕餉、一般家庭で楽しむ普段着の夕食」 

（２日目） 

8：30 地域で作っている「ひしゃぎ竹」の制作を見学 

10：00 そば作り体験 

12：00  自分で売ったそばを試食 

13：00  東祖谷 篪庵トラスト事務所 解散 
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5.8.5 中核人材からのメッセージ 

 観光地域づくりを振り返って 

落合重伝健保存続協議会 会長 南敏治氏 

落合集落は「住んでよし」のコンセプトである観光地域づくりが、重伝建保存会の南会長を中心にある程度で

きていました。 

ただ、昔ながらの暮らしを見せることが観光として成立するのかということにまだ疑問を感じていたので、この取り組

みを続けていけば良いことに気づいてもらえるよう、進めていきました。 

南さんが築いてきた地域コミュニティや観光コンテンツに新たに若い人達の考え方やアイディアを組み込みこみ、

魅力的な体験ツアーができたと思います。今後はさらにツアーを進化させ、落合集落の魅力を伝えてもらいたいと

思います。 

5.8.6 研修実施報告書 

第一回目 研修実施報告書 

【エリア名】にし阿波観光圏 【地区名】未定 【担当者名】千田良仁 

【実施日】８月７日（水）～８月８日（木） 

【実施場所】徳島県西部総合県民局 三好庁舎、スペースきせる 

【参加者】 

にし阿波観光圏第 1回・合同会議： 

徳島県西部総合県民局企画振興部 次長 丸岡進氏 

徳島県西部総合県民局企画振興部 課長 原 浩之氏 

国土交通省 四国運輸局 企画観光部 観光地域振興課長 高橋雄二氏 

祖谷温泉観光株式会社 代表取締役社長 植田佳宏氏 

社団法人 そらの郷 総合コーディネーター 出尾宏二氏 

大歩危峡まんなか 取締役営業部長 大平修司 

三好市役所 産業観光部観光課 係長 水原祥作氏 

美馬市 経済部 次長 商工観光課長 吉田ますみ氏 

美馬市役所 経済部商工観光課 事務主任 安達貴志氏 

東みよし町 産業課 係長 松浦英人氏 

つるぎ町 商工観光課 課長 村上英男氏 

清水先生、マインドシェア坂元氏、ランドブレイン 田中氏、鈴木氏、ＫＰＭＧ ＦＡＳ 御代田氏 

スペースきせる打ち合わせ：ＮＰＯ法人マチトソラ代表理事 武川修士氏 

三好市地域おこし協力隊 吉田絵美氏 

三好市へのヒアリング：三好市役所 産業観光部観光課 係長 水原祥作 
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【取組みスケジュール】 

８月７日 

■にし阿波観光圏第 1 回・合同会議 １０：３０～１４：３０ 

１.平成 25 年度の事業について                     ～清水先生より～ 

２.平成 25 年度の各事業内容のご紹介                

・ブランド観光地域（仮称）の要件検討とロードマップ（案）作成について～KPMG FAS より～ 

・「住んでよし」の観光地域づくりの手法構築について～マインドシェアより～ 

・地域ならではの良好な空間形成の手法構築について～ランドブレインより～ 

３. 平成 25 年度の各事業内容に関する議論 

（1）ロードマップ（案）作成について～KPMG FAS より～ 

・ロードマップ（案）作成に関する検討体制と検討内容のご相談 

（2）「住んでよし」の事業について～マインドシェアより～ 

・「住んでよし」の事業候補地のご相談 

（3）空間形成の事業について～ランドブレインより～ 

・ランドブレインによる空間形成の提案をしていただく候補地のご相談 

４. 観光地域ブランド確立支援事業の進捗状況について 

・補助事業の進捗状況に関するご報告～観光圏より～ 

５. 質疑応答・意見交換 

■ＮＰＯ法人マチトソラでの打ち合わせ １５：３０～１７：００ 

８月８日 三好市へのヒアリング ９：００～１０：３０ 

【議事メモ】 

■にし阿波観光圏第 1 回・合同会議 

１．平成２５年度の事業について 清水先生 

・七條課長も異動し、観光庁の体制も大きく変わったが、この事業については変更などはない。 

観光圏事業について 

・自治体を超えて。 

・業種を超えて。農業、商店街、教育委員会などとつながる。 

・官民を超えて。役割分担、行政の役割、民間の役割 

・滞在型プログラムを開発 

これまでやってきたこと 

・コンセプト、テーマ 

・滞在コンテンツ＋足、あわこいなど 

・マーケティング調査 

・住民意識の醸成 
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観光地域づくりプラットフォーム⇒そらの郷を中核に観光地域づくりマネージャーの育成 

旧観光圏、４９のうち１５解散。いいものがあってもみんなで磨いてやることができなかった。四国ではにし

阿波だけが残った。 

Ｈ２５新たな観光圏 

・滞在交流型 

・住んでよし、訪れてよし 

・観光地域づくり 

住民×来訪者の交流・ふれあい。 

その先に、ブランド観光地がある。目指してほしい。世界に発信、誇れる。 

 

ブランド観光地準備地域＝新観光圏認定６地域 

・事業費の４割補助がもらえる。 

これから何をしなければいけないか。ブランド観光地のあるべき姿（現在第３者委員会で検討中）に向けて

取り組みを進めていく。 

・ブランドコンセプト・ブランドイメージの浸透、天蓋のしずく、久遠の大河、千年のかくれんぼ。。。 

・コンセプトを体感させる滞在プログラムをもっと作る。底辺を広げていく。 

・地域の歴史、文化、住民の誇りの掘り起こし、醸成⇒住んでよし 

・空間形成、特にゲートウェイ 

・マーケティング 

・住民の巻き込み 

 

中核は、そらの郷（観光地域づくりプラットフォーム）他地域の取組も知って、他に負けないものを作るため

にサポートを行う。 

 

Ｈ２５年度の取り組み 

・ブランド観光地域の要件検討とロードマップ作成 （ＫＰＭＧ ＦＡＳ） 

・「住んでよし」の観光地域づくりの手法構築（マインドシェア） 

・地域ならではの良好な空間形成の手法構築（ランドブレイン） 

※マーケティング、人材育成（JTBF） 

２．H25年度の各事業の内容について 

①ロードマップ（案）作成について （KPMG御代田） 

 滞在交流型観光 

・地域の誇りに来訪客が触れる観光 

・リピーターを確保できる観光 

3 つのフェーズ 

・一度訪れたら、また行きたくなる地域 
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・人に紹介したくなるほど虜になる地域 

・住みたいと思えるほど愛着を感じられる地域 

ブランド確立に必要な条件 

・認知、提供、共有、相互作用、持続 

・宿泊施設 地域のコンシェルジュ 

・飲食店 食の伝道師 

・土産物屋 地場産業の伝道師 

人とモノの交流を加速させる取り組み プロジェクトチームを作って取り組む。 

WS をしながら、ロードマップを作っていく。 

ブランド観光地として認定されるためには、相当な努力が必要。 

丸岡氏 

Q.ブランド観光地域に 2,3年後に認定を考えると、H27,H26 の 2 年間か？ 

・あるべき姿が決まってきて期間が決まる。 

・外国人来訪客３０００万人増やすという目標 

・外国人のニーズ、日本にしか無いものを求めてやってくる。日本人、日本の暮らし、文化、歴史。 

・にし阿波は 4 万人 

・品質保証は真剣に考えて貰いたい。星をつけて差をつける。 

・雪国は独自の品質基準を設けている。朝ごはんプロジェクト（地元の食材を使う。） 

 

②住んでよしの観光地域づくり 

・住んでよしを意識しながら具体化していくか 

・「観光による地域づくり」から「地域づくりによる観光」へ。 

・イメージの紹介 

・地域のとりまとめ役（リーダー）、観光地域づくり実践者。 

・ステップ①：地域の選定 

・ステップ②：アウトプットイメージ共有 

・ステップ③：観光地域づくりの啓蒙と地域のビジョン・コンセプトづくり 

・ステップ④：コンセプトに基づいた観光コンテンツの造成 

・ステップ⑤：モニターツアー周辺地域の方 

・ステップ⑥：磨き上げと今後の取組み 

・ステップ⑦：シンポジウム開催・報告 

 

Q．エリアの設定は柔軟にできるのか 

 人材の選定 
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Q．2地域の場合も回数は同じか？ 

 

ランドブレインとマインドシェアを重ねてやれないか？ 

それもあり。 

 

質疑応答 

美馬市 

・脇町、うだつの町並みではかなり組織ができてきている。寺町はこれからの地域。見つけ住宅。 

・寺町 NPO立ち上がった。ガイド養成を始めている。 

・寺町のそらの郷の教育旅行の体験旅行をやっているので、あわこいはオンパクの手法をベースに。 

 

三好市 

・事業がかぶる。 

・住んでよし。池田のまちなか、協力隊関連している。滞在促進地区、篪庵トラスト、里歩きガイド。 

・空間 奥祖谷に入っていくルートが整備が必要。 

・滞在プログラムの開発も別事業が入ってくる。国補事業は三好市だけ。 

 

つるぎ町 

・サイン（看板）事業検討したい。⇒空間形成 

・いんべ一族が弥生時代から農業を行なっている歴史、これをコンテンツとして。家賀集落はいいが、リーダ

ーになる人がいない。赤松地区。 

・人材育成も同時にやっていければ。 

・先進地視察行きたい。 

・世界農業遺産目指している。 

 

東みよし 

・中山間地域の暮らし。町単独で売り出している。ミニ 88 ヶ所巡り。 

 

出尾氏 

・いろんな事業がすすんでいる。コーディネートはそらの郷がやるが、結構大変でなにかアドバイスほしい。 

・現状、マネージャー3 人、M 候補 2 人、観光圏事業部 3 名（理事） 

・２市２町の行政、担当課長会議、３ヶ月に１回 

・総会年２回 ７月、２月 

・運営委員会、テーマ別に委員会設定。26 団体からテーマに沿った団体が入っている。 

・ブランドとはお客の評判が必要、民間として早く実を上げて行きたい。 
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■ＮＰＯ法人マチトソラでの打ち合わせ 

武川氏 

ＮＰＯマチトソラの取り組み 

・マチ（阿波池田のまちなか）とソラ（山城、祖谷などの山間集落）をつなぎ、文化を伝えていく取り組

みをしている。 

・三好市内では、昨今の少子高齢化・過疎化の進行により人口の減少、特に若者の減少は著しく、町

並みの維持はもとより地域に残された伝統文化や人と人との絆さえ消滅していく危機に瀕している。 

・これからは残された建物や文化を住民が主体となって暮らしの中で活用していくことで、再び地域に活力

を取り戻すことが必要。 

・ＮＰＯ法人マチトソラでは三好市にある空き家や地域に残る伝統文化を活用した事業に取り組むこと

で、都市からの若者の移住促進や経済活動の活性化による若者の雇用を確保し、地域を盛り上げ、

住民はもとより観光客等来訪者にとっても魅力あふれる地域であり、住んでみたい町づくりを目指しま

す。 

・秋には、落合集落との連携で暮らしを伝えるワークショップや、マチトソラ芸術祭を実施していく予定であ

る。 

・三好市へのヒアリング 

・これまでの三好市の観光の取り組みや観光地の基礎データを説明いただいた。 

・担当としては、落合集落や大歩危地区をぜひやってもらいたい。 

【懸念事項】 

・会議では候補地 2地域は選定できなかった。各市町村の要望を聞いたうえで、県が取りまとめ連絡をし

てもらうこととなった。 

【今後の取組み予定】 

・２地域が決まれば、市の担当者との打ち合わせと現地訪問を調整する。 

 

第二回目 研修実施報告書 

【エリア名】にし阿波観光圏 【地区名】落合地区 【担当者名】千田良仁 

【実施日】９月１７日（木） 

【実施場所】三好市役所、三好市落合集落、山城地区 

【参加者】 

水原祥作（三好市役所 産業観光部観光課 係長）、原 浩之（徳島県西部総合県民局企画振興

部 課長）、大境克典（三好市役所観光課主任）、南敏治（落合重伝建保存協議会 会長）木谷

（マインドシェア）、千田 

【取組みスケジュール】 

１１：００～１２：００ 観光課にて打ち合わせ。水原係長から訪問スケジュールと三好市の観光振
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興について。 

１２：００～１３：３０ 移動 

１３：３０～１５：３０ 落合集落視察 

１５：３０～１６：３０ 移動 

１６：３０～１７：３０ 大歩危地区視察 

 

【ヒアリングメモ】 

落合集落 

・重要伝統建造物保存地域に指定され、補助金により古民家の再生事業を進めている。 

・現在 3 棟完成しており、内２棟は、宿泊滞在施設として利用中。 

・運営は市からＮＰＯ法人ちいおりトラストに委託。桃源郷祖谷の山里古民家ステイとして運営している。 

・自炊が基本だが、宿泊者の要望により、地元の料理のケータリングを行っており、地元の女性グループが地

元の食材を使った伝統料理を提供している。 

・また、落合集落では保存会会長の南氏ほか５軒が教育旅行（農家民泊）の受け入れを行っており、

年間２０件程度受け入れしている。 

・１１月には、ちいおりトラスト、ＮＰＯ法人マチトソラと落合集落の共同で「マチトソラ芸術祭」の開催が

決まっている。 

・落合小学校は廃校になっており、ケータリング等の需要が増えるなら給食調理室を地元で使いたいとの考

えもある。 

山城大歩危地区 

・子泣きじじいの故郷であり、その他様々な妖怪伝説があることから、「妖怪村」として地域づくりに取り組ん

でいる。地元で株式会社妖怪村を立ち上げ、妖怪ロードを整備し、毎月第 3日曜日にガイドツアーを実

施している。 

【懸念事項】 

落合集落の方は、外部の方の受け入れにも慣れている印象を受けたが、いかんせん高齢な方が多いの

で、地元で自律的に活動を続けるためには、外部の若い人材が主体的となって動きを作り出す必要があるの

ではないか。 

【今後の取組み予定】 

１０月中旬に訪問し、地元の活動グループへの事業説明、ワークショップのスケジュールとモニターツアーの

内容検討を行う。 
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第三回目 研修実施報告書 

【エリア名】にし阿波観光圏 【地区名】落合地区 【担当者名】千田良仁 

【実施日】１１月２日（土）、１１月３日（日） 

【実施場所】三好市落合集落、池田地区 

【参加者】武川修士（ＮＰＯ法人マチトソラ理事長）、吉田絵美（三好市地域おこし協力隊）、千田 

【取組みスケジュール】 

１１月２日 

１３：３０～１５：３０ 池田うだつの町並み視察 

１５：３０～１６：３０ マチトソラ芸術祭（池田）視察 

１６：３０～１７：３０ 打ち合わせ 

１１月３日 

１４：００～１７：００ マチトソラ芸術祭（落合地区）視察 

【ヒアリングメモ】 

マチトソラ芸術祭とは 

http://machitosora-art.com/index.html 
 

四国で一番広い自治体である三好市は、「マチ」と呼ばれる四国の交通の要所として栄えた中心市街地

の阿波池田と、「ソラ」と呼ばれる祖谷や大歩危小歩危などのある山間部があります。それぞれの地域では古

来からの建築様式の建物が残り、そこでは土地に根付いた暮らしが綿々と続けられてきました。しかし少子高

齢化が進み、そのような歴史ある建物が空き家となり、地域での暮らしやコミュニティが存続の危機に立たされ

ています。 

マチトソラ芸術祭では、三好市のマチとソラに点在している古民家を舞台に、現代アートの展示や電子音

楽の演奏、アーティスト本人によるワークショップを行うことで、そこで暮らす方の日々に新しい出会いをもたら

し、訪問者にも地域の魅力を伝えていきます。あわせて地元住民による伝統食材の販売散策ワークショップも

行い、地域の宝の発信も行います。 

このマチトソラ芸術祭を通し、様々な人がマチとソラに集うことで、次の世代を担う若者たちが地域に魅力を

感じ、交流を深め、新しい可能性を作る場とします。 

 
 

■マチトソラ芸術祭を実施している NPO 法人マチトソラの武川氏と吉田氏にヒアリング。 

・三好市には地域おこし協力隊や、篪庵トラストなどで外部から若い I ターン者が活動している。またうだつマ

ルシェに参加する地域の若い方もたくさんいる。 

・山間部の高地傾斜集落では、昔ながらの暮らしや生活の知恵が今もたくさん残っている。これらを外部の人

材がアートの視点から再認識し、地域の方の気付きにつなげることを目的として様々な取り組みを行ってい

る。 

http://machitosora-art.com/index.html
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・若い外部の方が地域に入ることは、地域の方にとって良い刺激となる。 

・田舎暮らしワークショップを観光プログラム化していきたい。 

・池田地区はソラの集落への玄関口として訪問者への様々な情報提供や情報発信、プログラムの提供を行

っていきたい。 

 

■落合地区訪問 

・改修した古民家や三所神社を会場として様々なワークショップを展開。 

・地元の婦人会が地元料理であるほど芋や岩豆腐の料理を訪問客に提供。 

・南敏治（落合重伝建保存協議会 会長）によるまち歩きガイド。 

・集落へのアプローチは、地元小学校（集落外）からマイクロバス乗り合わせとしていた。そこで参加費を徴

収するなど効率的な運営を行っていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【懸念事項】 

【今後の取組み予定】 

11月中旬に訪問し、地元の活動グループへの事業説明、ワークショップのスケジュールとモニターツアーの内

容検討を行う。 

【特記すべき共有事項】 
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第四回目 研修実施報告書 

【エリア名】にし阿波観光圏 【地区名】落合地区 【担当者名】千田良仁 

【実施日】１１月２０日（水）、１１月２１日（木） 

【実施場所】三好市落合集落、池田地区 

【参加者】植田佳宏（ホテル祖谷温泉社長）、大平修司（大歩危峡まんなか取締役営業部長）、丸岡

進（徳島県西部総合県民局企画振興部 次長）、武川修士（NPO 法人マチトソラ理事長）、吉田絵

美（三好市地域おこし協力隊）、南敏治（落合重伝建保存協議会 会長）、坂元、千田 

【取組みスケジュール】 

１１月２０日 

１３：３０          阿波池田駅合流。 

１４：００～１７：００ 阿波池田のうだつの街並み視察（ＮＰＯ法人マチトソラ等） 

１８：００～２０：００ 打ち合わせ（植田佳宏、、大平修司、、丸岡進） 

１１月２１日 

９：００          ホテル出発 

１０：００～１４：００ 落合集落訪問、視察、ヒアリング、ガイドツアー体験 

１４：００～          阿波池田に移動 

１６：００～１７：３０ 県民局にて打ち合わせ 

 

【ヒアリングメモ】 

①NPO法人マチトソラ 

・落合集落での生活体験ワークショップを篪庵トラスト、落合重伝建保存協議会と合同で実施。イベント

企画「あわこい」のプログラムにもなっている。 

・11月 23日のうだつマルシェにも落合集落から出店。 

・千葉から落合集落に移住した若者（篪庵トラスト勤務）がおり、地域住民とのコーディネーターとなって

いる。 

②打ち合わせ打ち合わせ（植田佳宏（ホテル祖谷温泉社長）、大平修司（大歩危峡まんなか取締役

営業部長）、丸岡進（徳島県西部総合県民局企画振興部 次長）） 

 ・にし阿波観光圏の取組について打ち合わせ。 

 ・コンセプトについて協議。「千年のかくれんぼ」がキャッチフレーズなので、住んでよし事業でも田舎や秘境

に訪れて、隠れている何かを見つける（みーつけた！）というコンセプトが良いのではないか。 

 ・朝に雲海が出るが、良い眺めの場所を地元の人は知っている。その場所へ出かけるというプログラムがあ

っても良い。 

③落合集落訪問プログラム体験 

 ・里道を巡るガイドツアーを体験。1時間程度だが段差があり結構疲れる。 
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 ・独特の石づみや各家の屋号の言われ。三所神社にまつわる不思議な出来事などの話は面白い。 

 ・最後に古民家に立ち寄って縁側でヤクルトを地元の方に頂いた。集落内お茶を出すところは無いので設

置してはどうか。 

 ・昼食で南さんの作ったそばをいただく。そばは全て自分で作ったものを使っているとのこと。集落では皆そば

を打てるとのことである。芋も作っており基本的に自給自足、地産地消の文化が色濃く残っている。 

【今後の取組み予定】 

1 月中旬に訪問し、地元の活動グループへの事業説明、ワークショップのスケジュールとモニターツアーの内

容検討を行う。 

 

第五回目 研修実施報告書 

【エリア名】にし阿波観光圏 【地区名】落合地区 【担当者名】千田良仁 

【実施日】１月２８日（水） 

【実施場所】三好市池田地区 

【参加者】三好市役所 産業観光部観光課 係長 水原祥作、徳島県西部総合県民局企画振興部 村

上雅彦、千田、武川修士（ＮＰＯ法人マチトソラ理事長）、吉田絵美（三好市地域おこし協力隊） 

【取組みスケジュール】 

１月２８日 

９：００～１１：３０ 三好市役所産業観光部観光課にて打ち合わせ 

１５：３０～１７：００ 打ち合わせ（武川修士、吉田絵美） 

 

【ヒアリングメモ】 

①三好市役所産業観光部観光課 

・2月下旬に落合集落での生活体験ワークショップ（モニターツアー）の実施を検討している。 

・実施運営は篪庵トラストの稲盛氏、と落合重伝建保存協議会の南氏とし、NPO法人マチトソラや地域 

おこし協力隊が企画のサポートをする形でやってみる。 

・2月中旬からそらの郷が企画するイベント「あわこい」も始まるので、その実施主体にも声がけすれば参加

者はある丸のではないか（水原氏） 

・観光課所属の地域おこし協力隊も企画に参加して勉強してもらいたい。（水原氏） 

・次年度そらの郷でプログラムの商品化を目指したい。そらの郷の出尾氏、JR四国の中村氏等観光関連

の方にも積極的に携わってもらいたい。（水原氏） 

②NPO法人マチトソラ 

・プログラムについて、可能であれば落合集落での一泊２日のプログラムが望ましいが冬場なので現地まで

の交通手段の検討が必要。 

・一方落合集落の宿泊施設は冬場の稼働が少ないので、冬場のプログラムが出来ると現地にとってもあり
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がたい話となろう。 

・朝に雲海が出るが、良い眺めの場所を地元の人は知っている。その場所へ出かけるというプログラムを実施

する。 

・現地での体験プログラムの実施は、篪庵トラストの稲盛氏、と落合重伝建保存協議会の南氏を中心とし

て行ってもらう。 

・モニターツアーの実施日は、２月下旬（２月２２日の酒まつり前後）とし関係者との調整を行う。 

 

【今後の取組み予定】 

２月中旬のモニターツアー実施前に再度訪問し、モニターツアーの準備状況の確認、内容検討を行う。 

次回訪問は２月１９日。 

 

第六回目 研修実施報告書 

【エリア名】にし阿波観光圏 【地区名】落合地区 【担当者名】千田良仁 

【実施日】３月８日～９日 

【実施場所】三好市東祖谷地区 

【参加者】千田良仁、篪庵トラスト 稲盛氏 地域おこし協力隊 肴倉氏 モニターツアー参加者 5 名、 

【今後の取組み予定】 

【取組みスケジュール】 

３月８日 

１４：３０          阿波池田駅集合  

１５：３０          東祖谷 篪庵トラスト事務所 ツアーの説明 

１６：００～１７：００ 地元ガイドによる落合集落里道散策 

１８：３０～        「落合集落の夕餉、一般家庭で楽しむ普段着の夕食」 

３月９日 

８：３０～         地域で作っている「ひしゃぎ竹」の制作を見学 

１０：００～         そば作り体験 

１２：００～         自分で売ったそばを試食 

１３：００～         東祖谷 篪庵トラスト事務所 解散 

 

①ツアー実施体制、宿泊施設について 

・落合集落には篪庵トラストが管理している古民家ステイが 4棟ある。1棟あたり 3～5名が宿泊できる。 

・自炊が基本となるため、調理器具や食器等はすべて備え付けてあり、長期滞在も可能。 

・全ての古民家で、鍵は暗証番号を打ち込む電子鍵となっており、事務所で手続きして鍵の代わりに暗証

番号を教えてもらう。鍵をなくした、返し忘れた、というトラブルは発生しない。 
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②食事について 

食事は以下の 3 つのサービスが用意されている。 

 １．地元のお母さんと作る、やさしい祖谷の郷土料理 

祖谷地方で昔から親しまれてきた郷土料理を、地元のお母さんのやさしい手ほどきと、温かいおしゃべ

りを楽しみながらつくる。地元のお母さんがお客様のお泊りの宿までお伺いして調理を行う。 

 ２．落合集落の夕餉、一般家庭で楽しむ普段着の夕食 

宿泊の宿から程近い落合集落内の一般のご家庭にお邪魔して、住民の皆さんと夕食を作るところか

ら共に楽しむ。 

３．地元飲食店の茅葺き古民家ステイ特別メニューを、ケータリング 

地元の飲食店から、古民家ステイで訪れるお客様のために特別に作られたお料理を、お客様がお泊

りになる宿までお届けする。 

③体験プログラムについて 

篪庵（ちいおり）トラストスタッフと地域の有志のガイドによる以下の体験プログラムが用意されている。 

星の山里ツアー 

 [空の星編] 

宿のある落合集落の北側、祖谷の隠れた星空の名所といわれる落合峠（標高

1,520m）に登り、満天の星空と、四方遠くかすかに映しだされた山々のシルエットを

ゆったりと楽しみます。 ＜所要時間：約 1時間半＞ 

星の山里ツアー  

[山の星編] 

宿のある落合集落から祖谷川を挟んだ南側の対岸、中上展望台に登り、崖地にぽつ

りぽつりと明かりの灯る夜の落合集落の全景を眺めます。 

所要時間：約 1時間 

祖谷の 

そば打ち体験 

この体験プログラムでは、宿のある落合集落在住の方の庭先で、昔から使用してきた道

具を使ってそば打ちを行います。 

落合集落 

ガイドツアー 

祖谷の山里、落合集落内を落合在住の重伝建保存会の方と一緒に散策します。 

祖谷平家伝説 

ガイドツアー 

平家の末裔とされる方が現在も住む武家屋敷、阿佐家住宅や、安徳天皇の御陵とさ

れる栗枝渡八幡神社などを巡りながら、かつて追手を振り払うかのようにこの地に隠れ

住んだとされる、神々しくも哀しい物語をガイドします。 

 

【モニターツアーで得られた意見】 

・ひしゃぎ竹（古民家の外壁にはる竹）の制作現場を見ることが出来て非常に貴重な体験だった。 

・旧暦 8月に取った竹を乾かしておき、この時期に焼いて中の虫を殺し、（伝統的には）杵で平らにする。 

・四季折々に集落の人たちが集まって様々な共同作業を行っており、これらの共同作業に参加するようなプロ

グラムがあれば面白いと思う。 

・海外からの観光客、特にフランス人にはとても感動してもらえる場所のように思う。 

・課題は滞在場所までのアクセスの悪さだが、むしろ不便な方が旅としては良いのではないか。 

・地域の方のおもてなしの心に感動した。 
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5.9 「美馬市 脇町」 

5.9.1 観光専門家 

氏名 所属、役職 

千田 良仁 

 

株式会社アイファイ 代表取締役 

地域資源を発掘・可視化し、地域内外のヒト、モノ、カネのコーディネートをすることによ

り、地域の生業の創出を支援。 

 

5.9.2 地域の歴史、自然、文化、風習などＤＮＡから見たコンセプト 

対象観光圏 項目 滞在コンテンツ内容 

三好市  

脇町 
コンセプト 

吉野川の清流が築いた、出合い（藍）の街 

うだつの上がる商人の街ツーリズム 

 

設定理由 

 かつては藍の集積地であり、人や情報の集積地でもあったが、子供が少なくなり

地域の祭りもできなくなった。これまで街並み保存会で保全活動を行ってきているが

現状維持が精一杯でなかなか新しい取り組みは動く人がいないので難しい。 

 また、整備されたきれいな町並みではあるが、客が滞在できる場所（カフェなど）

がほとんどなく、あまり生活感が感じられなかった。藍産業の歴史文化を体験できる

ようなものもない。 

 その一方で、空き家を借りてカフェにする事業を始めようとしている若者（元地域

おこし協力隊）や観光協会の若手（南さん）を中心に若い方がマルシェなどの取

り組みを進めていこうという動きもあり、若手の活動団体を中心に利活用による「マ

チの民の暮らしを体験する」プログラムを目指していく。 

5.9.3 専門家訪問回数 

全６回訪問 

回数 日時・日程 実施概要 

第１回 平成 25年 9月 18日 ■西部県民局で、企画振興部丸岡次長と打ち合わせ 

■ボランティアガイドによる町並みガイド 

■意見交換会（町並み保存会、ガイド組織、自治会、観光協

会、市） 

・本事業の概要説明と目指すべき方向性を提示し意見交換

実施 

■周辺案内（脇町潜水橋・舞中島） 
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回数 日時・日程 実施概要 

第２回 平成 25年 11月 1日 ■うだつの町並み視察 

・うだつの町並みの古民家を改修して農産物等地域の食材販

売およびカフェを行っている「産直と道具と喫茶フナトト」を訪

問 

■意見交換会（西部県民局、美馬市） 

・チーフアドバイザー坂元氏の講演会に関する打ち合わせ 

第３回 平成 25年 11月 13日 ■うだつの町並み視察 

■坂元氏の講演会、ワークショップ実施に向けた打ち合わせ 

第４回 平成 25年 11月 22日 ■街並み視察、講演会準備 

■講演会（坂元チーフアドバイザー） 

・にし阿波観光圏内の地域づくり団体、観光団体を対象とした

講演会を実施 

・「にし阿波観光圏「滞在交流型観光と地域づくり」～人が集ま

る地域づくりの考え方～」と題した講演 

・阿蘇の事例も紹介し、地域のＤＮＡの見つけ方、外部への

伝え方、観光地域づくりの進め方などについて説明 

第５回 平成 26年 1月 28日 ■フナトト店主 田村氏へのヒアリング 

・フナトトについて 

・モニターツアーについて 

第６回 平成 26年 2月 23日 ■モニターツアーの実施 

「うだつをいける～百花絢爛～」うだつの町並み散策  

■振り返りのワークショップ 

5.9.4 モニターツアー 

『吉野川の清流が築いた、出合い（藍）の街』 

うだつのあがる 

商人の街ツーリズム 

 

毎年、脇町で行われている生花イベント「うだつをいける」はシンビジウムをはじめとする地元の花材を使い、町全体を彩

るイベント。モニターツアーは、街全体が活気づくこのイベントの最終日となる 2 月 23 日に実施した。会場である吉田家

邸を中心にいたるところに飾られた生花を眺めながらうだつの街を歩く。 

キレイに保存されているうだつの町並みに、参加者たちは関心を強く示していた。ただ、残念なのはこの街を作り上げた豪
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商たちを生んだ「藍」の文化があまり感じられないこと。「藍で栄えた街なので、藍染めができるプログラムなどがあればいいの

に」という声も上がった。 

 うだつの街を歩いたあとは、「吉野川の清流が築いた、出合い（藍）の街 うだつの上がる商人の街ツーリズム」とテーマ

に地元人と外からの移住者が共同でできる「住んでよし」の町づくりについて検討した。 

「フナトトにはいろいろな地域の若者たちが集まっている。まずは共感できる仲間をもっと集め

て、小さいことからはじめることが大切」。このときお茶菓子として出された藍のクッキーを見な

がら「藍を育てて、藍玉を作り、染色して藍のプロダクツを作る一連の流れを復活されるような

プロジェクトをすすめてほしい」という意見も聞かれた。 

さらにそれを進めて「フナトトで実施しているワークショップを４月から定期的に開催し、そこ

に地元産野菜を使った料理ワークショップや藍染めワークショップなども盛り込み、藍や農業に

興味を持った地域おこしの主体となる若者が集う場となれば面白い」など、活発な意見交換

ができた。脇町の地域観光づくりは始まったばかり、今回のモニターツアーがそのきっかけとな

り、今後地域全体を巻き込んだ大きなムーブメントになっていくことだろう。 

 

対象 

観光圏 

地区名 滞在コンテンツ内容 

にし阿波 

観光圏 

 

 

 

三好市  

脇町 

 

 

 

◆日時：２月２３日 

◆スケジュール 

14：00 道の駅藍ランドうだつ 集合 

14：00 うだつ町並み散策 

14：30 上板風神太鼓鑑賞 

15：00 藍商佐直吉田家住宅 訪問 「うだつをいける～百花絢爛～」鑑賞 

16：00 フナトト 地域食材のスイーツを楽しむ。（いちご、ブルーベリーシャーベ

ット、藍のクッキー） 

16：30 意見交換会 

17：30 解散 

5.9.5 中核人材からのメッセージ 

 観光地域づくりを振り返って 

美馬市役所経済部商工観光課 仲正敏 

これまで脇町の観光を担ってきたボランティアガイドの方を中心に「住んでよし」の考え方を伝え、観光地域づくり

を進めようと考えていました。そこに新しい取り組みをしている若い人達を合わせることができればいいと思っていた

のですが、今回はそこまでは到達できませんでした。ただ、今回の観光地域作りを通じて、若い人達は他の地域

との結びつきを強めることができ、うだつの町が連動してイベントを行おうという企画も始まってます。 

また、一部の人ですが、ガイドグループからも新しい動きに賛同する人が出てきてくれました。今後、他の地域と

連動した観光地域づくりの動きが、脇町の内部にも広がっていくことを期待しています。 

 



-138- 

 

5.9.6 研修実施報告書 

第一回目 研修実施報告書 

【エリア名】にし阿波観光圏 【地区名】脇町地区 【担当者名】千田良仁 

【実施日】９月１８日（水） 

【実施場所】 

徳島県西部総合県民局美馬庁舎、道の駅藍蔵、脇町うだつの町並み、美馬市観光文化資料館 

【参加者】 

丸岡氏（徳島県西部総合県民局企画振興部 次長）、吉田氏（美馬市 経済部 次長 商工観光課

長）、安達氏（美馬市役所 経済部商工観光課 事務主任）、井口氏（美馬市観光協会事務局

長）、南氏（美馬市観光協会）、正木氏（脇町・うだつの町並みボランティアガイド連絡会）、陣川氏

（乙窪自治会長）、多田氏（町内会長）、小田氏（町並み保存会 会長）、木谷、千田 

【取組みスケジュール】 

１０：００～１１：００ 西部県民局で丸岡氏と打ち合わせ 

１１：００～１２：００ ボランティアガイドによる町並みガイド 

１３：００～１６：００ 意見交換会（町並み保存会、ガイド組織、自治会、観光協会、市） 

１６：００～１６：３０ 周辺案内（脇町潜水橋・舞中島） 

【ヒアリングメモ】 

①丸岡氏との打ち合わせ 

・うだつの町並みは、重要伝統的建造物群保存地区となっており、拠点施設は「藍商佐直吉田邸」住

宅、「道の駅藍蔵」。立ち寄り型、スポット型観光地。 

・後継者不足、従来の中核人材は高齢化 

・ガイドは現在の完成された町並みを（表面的に）説明、地域の DNA に踏み込めていないのではない

か。 

・「保存」か「利活用」か。行政も方針がはっきりしない。 

②ボランティアガイドのガイドを受けて 

・歴史、文化の説明は表面的で面白くない。町並み保存の取り組みについて熱く語るが客にしたらあまり

関心はないのではないだろうか。 

③意見交換会 

・木谷氏から、本事業の概要説明と目指すべき方向性を提示。意見交換を行った。 

・地域の高齢化が激しい。集まってもらった方も６０～８０歳で新しいことにチャレンジしようという考えは

あまりない。現状維持でも精一杯。 

・空き家を借りてカフェにする事業を始めようとしている若者（元地域おこし協力隊）や観光協会の若手

（南さん）を中心に進めていく方向 
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【懸念事項】 

・中核人材を誰にするか？ 

・既存団体とのコンフリクトは起きていないか？ 

【今後の取組み予定】 

１０月中旬に訪問し、地元の活動グループへの事業説明、ワークショップのスケジュールとモニターツアーの

内容検討を行う。 

 

第二回目 研修実施報告書 

【エリア名】にし阿波観光圏 【地区名】脇町地区 【担当者名】千田良仁 

【実施日】１１月１日（金） 

【実施場所】 

徳島県西部総合県民局美馬庁舎、脇町うだつの町並み、美馬市観光文化資料館 

【参加者】 

丸岡氏（徳島県西部総合県民局企画振興部 次長）、吉田氏（美馬市 経済部 次長 商工観光課

長）、仲氏（美馬市役所 経済部商工観光課 事務主任）、千田 

【取組みスケジュール】 

１２：００～１６：００ うだつの町並み視察 

１６：００～１７：３０ 意見交換会（西部県民局、美馬市） 

 

【ヒアリングメモ】 

①うだつの町並み視察 

・うだつの町並みの古民家を改修して農産物等地域の食材販売およびカフェを行っている「産直と道具と

喫茶フナトト」を訪問。 

・店主は、母親が経営するイチゴの苗や栽培施設などの販売会社社員、田村圭介さん（東みよし町） 

・「『フナト』は小さな船の小屋という意味で実家の屋号。それに『戸』を加えてフナトト。脇町のうだつの町

並みは川が流れ、船着き場も近くにあったと思われる場所であり物と情報が行き交う場になればという願

いを込めてフナトトという名前になった。 

・観光客だけでなく懐かしいと思って地元の人がたくさん来て時間を過ごす場所にしたいと考えている。 

 

②意見交換会 

・坂元氏の講演会に関する打ち合わせ。 

・中核人材は、フナトトの田村さんや彼と仲の良い地元の若手を中心にしてはどうか。 

・毎年うだつの町並みで生花のイベントを行っている。生花の文化を掘り下げるのもよい。 

・一方田村さんは町外の方なので、既存の住民団体との関係に注意していく必要がある。 
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【今後の取組み予定】 

１１月中旬に坂元氏講演会を実施。地元の活動グループへの事業説明、ワークショップのスケジュールと

モニターツアーの内容検討を行う。 

 

第三回目 研修実施報告書 

【エリア名】にし阿波観光圏 【地区名】脇町地区 【担当者名】千田良仁 

【実施日】１１月１３日（水） 

【実施場所】 

美馬市役所 

【参加者】 

吉田氏（美馬市 経済部 次長 商工観光課長）、仲氏（美馬市役所 経済部商工観光課 事務主

任）、千田 

【取組みスケジュール】 

１４：００～１５：００ うだつの町並み訪問 

１５：００～１６：００ 坂元氏講演会、ワークショップ実施に向けた打ち合わせ 

 

【ヒアリングメモ】 

①意見交換会 

・坂元氏の講演会に関する打ち合わせ。 

・つるぎ町のまち歩きガイド団体や関心を持っている方も多いので参加者は広く観光圏全体から集めること

になった。 

・脇町ではこれまでの外部の方が古民家を借りて店を出したことがあるがあまり長続きしない。地元住民と

の関係をうまくしなければ難しい。 

・藍染めの体験ワークショップ等藍の文化を体験できるワークショップが行えるかどうか検討する。 

・脇町の既存団体以外の方が来てくれるかが心配。市のほうから個別に声がけしてもらうこととなった。 

【今後の取組み予定】 

11月中旬に坂元氏講演会を実施。地元の活動グループへの事業説明、ワークショップのスケジュールとモ

ニターツアーの内容検討を行う。 

 

第四回目 研修実施報告書 

【エリア名】にし阿波観光圏 【地区名】脇町地区 【担当者名】千田良仁 

【実施日】１１月２２日（金） 

【実施場所】 美馬市役所 
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【参加者】 

吉田氏（美馬市 経済部 次長 商工観光課長）、仲氏（美馬市役所 経済部商工観光課 事務主

任）、坂元氏、千田。 

ワークショップ参加者１５名 

【取組みスケジュール】 

１１：００～１３：００ 脇町到着 街並み視察、講演会準備 

１３：３０～１５：３０ 講演会 

 

【ヒアリングメモ】 

①坂元氏講演会 

・にし阿波観光圏内の地域づくり団体、観光団体を対象

とした講演会を実施した。 

・坂元氏に「にし阿波観光圏「滞在交流型観光と地域づ

くり」～人が集まる地域づくりの考え方～」と題した講演

を行っていただき、阿蘇の事例も紹介いただきながら、地

域の DNA の見つけ方、外部への伝え方、観光地域づく

りの進め方などについて説明いただいた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【懸念事項】 

脇町のボランティアガイド団体は高齢者が多く、これまでガイドをやってきたプライドも高いので、これまでのや

り方を変えようという意識が低い。 

【今後の取組み予定】 

１月中旬に訪問。モニターツアーの内容検討を行う。 
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第五回目 研修実施報告書 

【エリア名】にし阿波観光圏 【地区名】脇町地区 【担当者名】千田良仁 

【実施日】１月２８日（金） 

【実施場所】スペースキセル 

【参加者】 

田村氏（フナトト店主）、武川氏（ＮＰＯ法人マチトソラ理事長）、吉田氏（三好市地域おこし協力

隊） 

【取組みスケジュール】 

１月１５日 

１２：３０～１５：３０ 田村氏へのヒアリング 

【ヒアリングメモ】 

フナトトについて 

・２０１３年１０月に、脇町のうだつの町並みにある築１２５年の古民家を改装して、地元産のこだわ

り野菜や輸入雑貨などを販売する「フナトト」を開店した。 

・店の奥には、15 席の喫茶コーナーを設けており、交流の場となって人の輪が広げようと様々なワークショップ

を企画・運営している。 

・田村氏は美馬市の隣の東みよし町出身で、１０年程関西のアパレル店舗で働いていた。３年前に実家

のイチゴ農家を手伝うためにＵターンしてきたが、田舎では若い人が集まる場所が少なく、そういう場が欲し

いと思っていたそうだ。 

・２年前、丹波篠山で行われているササヤマルシェに自社のイチゴジャムを販売に行った時、たまたま知り合

った人にこの物件を紹介された。高校時代に通ったこの地に、店舗を開けることを決めるには時間はかから

なかったそうだ。 

・昨年末にはフナトトで売っている野菜や地域の野菜を持ち寄った鍋パーティを開催。 

・四国の地域おこし協力隊など脇町地域外の地域活性化を担う若者とのネットワークが構築されており、地

域活性化を担う若者が集ってくる拠点となりつつある。 

 

・モニターツアーについて 

・フナトトで実施している地元産野菜を用いた料理ワークショップや美馬市地域おこし協力隊員が取り組ん

でいる藍染めのワークショップを核として、うだつの町並みの歴史文化を感じることの出来る体験型街歩き

のプログラムを 2 月下旬に開催する方向で関係者と調整する。 

 

【懸念事項】 

徳島県内の地域おこし協力隊など脇町地域外の地域活性化を担う若者とのネットワークを構築している

が、地域の既存住民との関係が希薄である。 
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【今後の取組み予定】 

２月中旬に訪問。モニターツアーの内容検討を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第六回目 研修実施報告書 

【エリア名】にし阿波観光圏 【地区名】脇町地区 【担当者名】千田良仁 

【実施日】２月２３日 

【実施場所】フナトト 

【参加者】 

田村氏（フナトト店主）、ワークショップ、街歩き参加者４名 

【取組みスケジュール】 

２月２３日 

１４：００～１５：３０ 「うだつをいける～百花絢爛～」うだつの町並み散策 

１５：３０～１７：００ ワークショップ 

 

【ヒアリングメモ】 

①うだつの町並み散策 

・うだつの町並みのガイドツアーに参加。ちょうどイベント「うだつをいける～百花絢爛～」の最終日でもあり、

会場である吉田家住宅を中心に町並みのいたるところに花をいけていた。 

・コスプレイヤーがうだつの町並みをバックに撮影をしていた。ここ最近コスプレイヤーが撮影場所としてうだつ

の町並みを使うことが多いとのこと。町としては好意的であるが、あまり露出があるものなどは避けるなどコス

プレイヤーのグループと観光協会等が協議して積極的な誘致を図っているとのこと。 

・参加者から藍の文化があまり感じられないところが残念との意見があった。 

②フナトトでのワークショップ 
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・「吉野川の清流が築いた、出合い（藍）の街 うだつの上がる商人の街ツーリズム」をテーマによそ者と地

元の方が共同で出来る住んでよしのまちづくりについて検討した。 

・フナトトは徳島県内の地域おこし協力隊など脇町地域外の地域活性化を担う若者が集まっており、よそ

者のネットワークを構築しているが、地域の既存住民との関係は希薄である。 

・藍をテーマに取り組みたいが、地元では藍を染めるところから体験できるプログラムや施設がない。美馬市

が整備を進めていると聞いているのでそこで体験できるプログラムを作ってもらいたい。 

・脇町は藍で栄えた町。藍を「藍玉」にするまでが農家の仕事であり、藍玉を作る技法は今失われつつあ

る。藍を育て、藍玉を作り、染色して藍のプロダクトを作る一連の流れを復活させるようなプロジェクトをす

すめていくべきである。 

・まずは共感できる仲間が集って、小さなことからでもいいので始めることが重要。 

・フナトトで実施しているワークショップを 4月から定期的に開催し、藍のプロジェクトに賛同してもらえる仲間

を集めてみてはどうか。そこに地元産野菜を用いた料理ワークショップや美馬市地域おこし協力隊員が取り

組んでいる藍染めのワークショップなども盛り込んでいくことで、藍や農業などに関心をもった地域おこしの主

体となれる若者が集う場となればおもしろい。 
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5.10 「佐世保市三川内地区」 

5.10.1 観光専門家 

氏名 所属、役職 

養父 信夫 

 

株式会社マインドシェア 九州のムラ編集長 

『ムラの生命をマチの暮らしに マチの活力をムラの生業に』をモットーに雑誌「九州のムラ」

を発行。グリーンツーリズム（ムラたび）、スローフード（ムラの旨食）などを軸とした地域

づくりの取組みを推進。民間企業との各種ムラプロジェクトの企画立案。福岡市内の商

業施設内での「九州のムラ市場」立ち上げ、トヨタ自動車との「Gazoo mura」プロジェク

ト企画立案。 

 

5.10.2 地域の歴史、自然、文化、風習などＤＮＡから見たコンセプト 

対象観光圏 項目 滞在コンテンツ内容 

佐世保・小値賀 

観光圏 

佐世保市 

三川内地区 

コンセプト 
世界に愛された陶匠の里 

～心に響く白磁の技と里の暮らしに触れる旅～ 

設定理由 

 地域の人たちが思っている以上の魅力ある古い陶器や里の歴史をもう一度掘

り起し、その見せ方や空間のしつらえを「自分たちのできること」からはじめ、価値あ

るものとして地域が再発見していくことで、世界に古から愛した陶器の里としての

顔を確立していく。 

 具体的には、「三川内焼は有田焼・鍋島焼と何が違うの？ 」という問いから始

め、「江戸時代、鍋島は食器、三河内（平戸）は装飾品や香炉を参勤交代

の時だけ献上していた」「有田はもともと民用。鍋島は藩用。三河内は御用窯。

廃藩置県を機に民用に展開。（２００年の遅れ）」というところまで遡る。 

 献上品として、時の朝廷や将軍家に送られただけでなく、海外の王侯貴族にも

愛された名窯三川内焼。これらの高いレベルでデザインされた器を日常生活に取

り込むことで、暮らしの質が向上するだけでなく、その生活を楽しむ事のできる自分

がいることに気づき、感動する旅を提供する。 

5.10.3 専門家訪問回数 

全６回訪問 

回数 日時・日程 実施概要 

第１回 平成 25年 9月 18日 ■三川内のＤＮＡを探すワークショップ 
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回数 日時・日程 実施概要 

・キーワードを見つける 

・自分の言葉で三川内をどれだけ語れるか 

第２回 平成 25年 10月 23日 ■現状把握 

・前回までの話し合い以降、地域で取り組みを始めたか？疑問や

不安事項についての確認 

■地域の人的資源・地域資源＝「暮らしの風景」についてキーワー

ドを見つける 

第３回 平成 25年 11月 12日 ■主要メンバーでのディスカッション 

・「三川内焼きブランド」をどのように育てたいのか？ 

第４回 平成 25年 11月 22日 ■モニターツアーコースの組み立て 

・三川内焼きの価値を伝える事、中心となる窯元（炎楽チーム）

と参加者を交流させる事をベースにコースを組み立てることとした 

■九州のムラ取材 

・各窯元の特徴や、それぞれが目指す作風についてヒアリング 

第５回 平成 26年 1月 14日 ■モニターツアーの実施 

第６回 平成 26年 3月 5日 ■振り返りのワークショップ 

■今後の取組みに向けての活動計画について 

 

5.10.4 モニターツアー 

『世界に愛された陶匠の里 ～心に響く白磁の技と里の暮らしに触れる旅～』 

いかにファンを醸成するか 

どう伝えるかという課題も 

 モニターコースは、三川内焼の価値を伝えること、中心となる窯元「炎楽チ

ーム」とコース参加者を交流させることをベースに組み立てられた。 

伝統工芸会館にて三川内焼の基礎知識、特徴を学芸員の方に語っていた

だき、先人たちがつくった作品を見ながら、三川内焼についての理解を深めて

いただくところからスタート。窯元の一つ松山窯のお母様が営む「泰平や」にて

押し寿司、たぶ汁などの郷土料理を三川内焼の器で食してもらい、訪れる  

人にさらに三川内焼への関心を高めてもらおうと組み立てた。 

モニターツアーを行ってみて、課題も見えてきた。 

最初に訪れる三川内焼伝統産業会館、三川内焼美術館は、三川内の
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歴史や価値を伝える最大の機会。 

そのため、ここで他の焼き物との違いを説明するとともに、平戸藩の御用窯で

あったことや、三川内の特徴的な技法をわかりやすく説明するよう、アドバイザ

ーから提案があった。 

そのほかにも、参加者と窯元が会話をするため、町案内ガイドは、作家と

参加者の間を取り持つファシリテーター的な役割を担えることが大切であるこ

と。食事やティータイムに三川内焼の器を使用する際、「お料理に合わせや

すい」「和風柄も洋食やスイーツ皿として使いやすいなど」スタッフが実際に使

用して感じることをお話ししてはどうか、などの意見が出された。 

 

対象 

観光圏 

地区名 滞在コンテンツ内容 

佐世保・ 

小値賀 

観光圏   

三川内 ◆日時：1月 14日  10:30～13:30 

◆スケジュール 

10:30 三川内焼美術館集合 

三川内焼伝統産業会館にて、三川内の歴史・特徴など基礎知識を学

ぶ 

三川内焼美術館にて、三川内の代表的な作品を鑑賞 

12:30泰平やにて昼食 

平戸松山窯の器でいただく平戸寿司とのっぺ汁のご膳など 

13:30皿山まち歩きと窯元訪問・工房見学＆三川内焼の器で頂くティー＆菓

子 

5.10.5 中核人材からのメッセージ 

 観光地域づくりを振り返って 

平戸松山窯 中里月渡務氏 

三川内焼の産地としての物づくりのあり方をワークショップという場を通じて、いろいろな方とお話する中で確認で

きました。三河内焼の価値を高めていくためのいろいろなアイデアをこの機会にいただくこともできたと実感していま

す。 

またモニターツアーによって率直な意見が聞け、町の再発見ができたと思っています。まだ理想が先に立っていつ

部分もありますが、まず自分たちが今やること、将来的にやらなければいけないことをしっかりと見極め、こういった

取り組みにチャレンジしていきたいと思っています。今後の取り組みの必要性を感じています。 
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5.10.6 研修実施報告書 

第一回目 研修実施報告書 

【エリア名】佐世保・小値賀観光圏 【地区名】佐世保市 三河内地区 【担当者名】養父信夫 

【実施日】平成２５年９月１８日（水） 

【実施場所】三川内公民館 

【参加者】 

中里月氏 中里（太陽）氏 里見氏、中里（哲司）氏、鶴田雄一郎氏（組合）、 

協会（中島氏 塩見氏 富田氏 久田氏 青木氏） 

三浦氏 坂元氏 養父 

【取組みスケジュール】 

今回は三川内のＤＮＡを探すワークショップ。キーワードを見つける。 

自分の言葉で三川内をどれだけ語れるか。 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 三河内焼って何？ 有田焼、鍋島焼と何が違うの？を突き詰める 

■基本となるのは色「白」と「青」 

・白磁でいえば、透き通るような美しさ。 

・呉須描でいえば薄い青と白のコントラスト、ぼかしたような、夕暮れのトーン、夕焼けの山稜 

 白さの中に青。真っ白では無い。青みがかった白。 

・“温かみのある白さ”って三川内焼だけ？ 

・天草陶石の純度の高いものだけを使う。焼く時間は有田より長い。熱い。 

■「染付」 

・線（筆）の走りは違う。狩野派の絵師の流れ。細い線の描写。刷毛ではく筆の先で絵を描く。崩さずに

モチーフをしっかり描く。表現をする技法、線の描き方に特徴。それに対照的にぼかしも。 

・唐子ブームの原型は三河内。柄のルーツは三河内。有田は白と水色。地肌が淡いので。有田は白と藍。 

・ガラスのような 淡い、薄い、繊細、 

・最終的には三河内焼を買ってもっているという価値観。 

・潔く割れる。土ものではなく欠けたりしない。 

・玉＝白磁 が金銀に次ぐものとして中国で生まれたもの。目指したもの 宝物 

 モチーフが玉と同じものが多い （コオロギなど）  

・故宮博物館にある玉でできた白菜（国宝）と三河内の栗 

 

■「細工」 

・正確さ。遊び心はあるけれど、計算された美しさ。 

・窯の中で必ず動く（重力など）ことを計算して細工する。 
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・基本モチーフは吉のもの 布袋さん、今も基本は縁起物。 

・江戸時代、鍋島は食器。三河内（平戸）は装飾品 香炉など。参勤交代の時だけ献上。対となった飾

りもの、花瓶など。平戸藩は裕福だったので、倭寇もいたこともあり。 

・技法の組み合わせ おきあげ、染付、貼り付け、細工人集団。やりすぎ感あり。競わされていく。 

・平戸に世界から宝飾品があつまり、そこを見てヒントを得た部分もある。一つのことを極めていく職人たち。 

「透かし」 

・幾何学的な連続の透かしがあれば三河内焼だけど・・・ 

 

■その他 

・遊び心がある。組み合わせのユーモア。その時代の創造力。技術がないと遊べない。 

・昔の技術は今もあるのか？細工物は需要がないので、作っていないのも現状。見合う金額で売れない。 

・世界の中の三河内焼というスタンス。 

・有田はもともと民用。鍋島は藩用。三河内は御用窯。廃藩置県を機に民用に展開。（２００年の遅

れ） 

・ピークは２０００人が焼き物関わる職人が暮らしていた集落。今は窯業従事者は２００世帯の中で２

０軒。 

 ■近代化、道具の進化が人を必要としなかった。バブル期は外食産業も盛んで作れば売れる時代。逆に技

術は衰えていったのも事実。 

・日本を出さなくては。本来の日本。 

・だからこの器が素晴らしい。 

・鎮寿官も何度も通う。透かしの技術を学びに。 

・三河内焼の伝統的な技術もしっかり活かしながら、現代にどうアレンジできるのか。 

 

■宝物 飾器 

 

【今後の取組み予定】 

次回 ３回目は１０月２３日（水）１６時から  

 

第二回目 研修実施報告書 

【エリア名】佐世保・小値賀観光圏 【地区名】佐世保市 三川内地区 【担当者名】養父信夫 

【実施日】１０月 ２３日（水） 

【実施場所】三川内公民館 
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【参加者】 

＜地域メンバー＞ 

中里月氏・里見氏・今村氏・鶴田氏（三川内陶磁器工業協同組合） 

＜佐世保観光コンベンション協会＞  

富田氏、中島氏、塩見氏、久田氏、橋本氏 

＜マインドシェア＞ 

坂元氏、養父、泰永 

【取組みスケジュール】 

①現状把握：前回までの話し合い以降、地域で取組をし始めたことがあるか？疑問や不安事項について

の確認 

②地域の人的資源・地域資源＝「暮らしの風景」についてキーワードを見つける 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 現状把握。何か新しく取組み始めたことは？ 

（中里月渡務さん）前回までの話を受け、町を歩く人・観光客に対し「不親切なところ」があると感じた

為、自分の敷地内や家（窯）の周辺に、案内看板や、案内が掲載されたチラシ入れに「ご自由にどうぞ」

と表記した。 

（里見寿隆さん）R 九州の豪華寝台列車「ななつ星 in 九州」の運行にともない、三川内駅に停車した

際に三川内焼きをＰＲできるようＪＲと協力し、三川内陶磁器工業協同組合で、陶磁器の灯籠を構内

に設置。平成 26 年 3 月末まで、毎週土曜日に点灯する。初日は、メンバーと皿板に灯籠を並べ停車時

に行進するなどアソビ心のある取組をした。ＪＲ九州に感謝され、新聞にも掲載された。 

 

テーマ②地元の人的資源・地域資源＝「暮らしの風景」を探るキーワードの洗い出し 

ポイント＞＞他のエリアにはない、三川内だけの違いや特色を見つける 

 

◎地元の 1 年の行事をヒアリング 

・神様に関する行事は多い 

・家々で「お稲荷さん」を祭っている。商売の神様なので？ 

・窯業の世界では節目節目に祭がある（神事は毎年恒例行事） 

 

◎地域とのつながり、焼き物と地域の繋がりはあるかをヒアリング 

・窯元の建物は町並みの中で埋もれている。他の地域との違いがわかる地域風景が必要 

・窯元単体ではあるが、町並み全体での群としての風景では状ない。他との違いを表現できていない 

 

◎焼き物の行程で、何か特徴的なこと、町の風景として見えるものがあるかをヒアリング 

・不純物が混ざるのを嫌うため、基本的に屋内での作業が多い。屋外で乾燥させるのは急ぎの時だけ。サイ
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ズや歪みにくいものなど限定されている。 

 

◎川とのかかわりは？をヒアリング 

・陶芸は水を使う。三川内は、三つの川があることより名づけられた。３つの川の合流地点が、三川内１丁

目 

・川を使って洗濯していたことがわかるよう段差があるところがあった 

 

◎窯入れ・窯出しの時期に特徴があるか？をヒアリング 

・以前は１年の中で窯入れ時期が決まっていたが、今は特になく年中している。 

・窯入れは、季節風の吹く空気の乾燥した時期に入れていた。 

・昔ならではの登り窯で、複数の陶匠たちが夜通し火をくべるような焼き方をする日もある。 

 

◎三川内ならではの絵付け技法がある、という自負はあるが、作品だけをみてもわかりづらい。宝飾系陶器

の陶匠がいる集落である事、洗練された集落であることのイメージをどう伝えていくか？美術館だけでな

く、窯元の里でどう表現できるか？をヒアリング 

（中里月渡務氏） 

焼き物の販売方法は①美術品か②道具かの２種。現在は②の食器が主。①の美術品で販売してい

きたい。という意向はある。 

（養父） 

鈴虫の籠を陶器で作られている技法（すかし彫）はスゴイと思う。他地域は竹でつくっているが、陶器

の里ならではだと思われる。日本の四季を通した生活のシーンで陶器でつくることができるものがある。海外

に向けて発信し、三河内焼のブランド価値を高めていく手法もあるのでは？ 

（坂元） 

「オーダーメイドで請け負う」というレベルまで三川内焼を高めたい。国内だけでなく海外の方を対象にし

てもよい。現状のままで人を呼ぶのではなく、「三川内焼の質を高める」。そして住んでいる方もきちんと収

益がでるようにする。市長や、県の方が海外へ持っていく際に「これぞ三川内焼」というレベルのものを持って

行ってもらい、現地（三川内）に行きたいと思ってもらうことが大切。価格も高くし、陶匠自身が豊かにな

ることも必要。また、窯元ごとに特徴を付けて尖がらせる。唐子なら○○窯と、陶匠を指名してもらえるよう

なブランド力をつけることが大切。 

（中里月渡務さん） 

伝統系の跡取りたちは、美術品価値のある陶器としての三川内焼きブランドをつくりたい、という考えは

あると思うが、明確な統一した認識では未だない。 

（坂元） 

今回の取り組みは「日本の顔をつくる」取り組みと改めて紹介。価値のある商品をつくることで、陶匠の

価値も高めて、経済的波及効果も上げていく。 

（中里月渡務さん） 
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自分の知人に、大皿で 300万、１回の個展で 3,000 万の売り上げがあり、注文も 3年待ちの陶匠が

いる。自身が売り込まなくてもバイヤーが魅力を伝えていってくれている。自分の目標でもあり、また三川内

で出来るのか？とのプレッシャーも受けている。 

（養父） 

みんなでチームをつくるとしたら？志を等しくするメンバーは？ 

（中里月渡務さん） 

今回参加したメンバーにプラス２名の計５人。年に 1 度（毎月３月）登り窯で作陶しており、「三川

内焼創造窯 炎楽（えんらく）」というチーム名で 20年くらい前から活動している。 

 
 

 
 

【懸念事項】 

次回までに、志を同じくする「三川内焼創造窯 炎楽（えんらく）」メンバーに本事業の取り組みを説明

し、コンセンサスを得ることができるか？ 

【今後の取組み予定】 

次回 11 月 12 日（火）１８：００～ 三川内焼創造窯 炎楽メンバー５人と「どんな三川内焼ブラ

ンドをつくるのか？」をワークショップ 

※翌 13 日は「九州のムラ」の取材予定 

 

三回目 研修実施報告書 

【エリア名】佐世保・小値賀観光圏 【地区名】佐世保市 三川内地区 【担当者名】養父 信夫 

【実施日】11月 12日（火） 

【実施場所】ギャラリー海からの風（トムハウス） 

【参加者】 

＜地域メンバー＞  

中里月渡務氏（平戸松山窯）・里見寿隆氏（嘉久正窯）・中里哲次氏（平兵衛製陶所） 

＜佐世保観光コンベンション協会＞  
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富田氏、塩見氏、久田氏 

＜時旅アドバイザー＞ 

三浦氏 

＜マインドシェア＞ 

坂元、養父、泰永 

【取組みスケジュール】 

前回までの話を受け、主要メンバーで今後、「三川内焼きブランド」をどのように育てたいのか？をディスカッ

ション。 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①：理想像を具体化し、思考の転換から行動の変化へと繋げる 

●品質（クオリティ）を高める。 

「三川内焼き」の特徴的な技法を受け継ぎ、各人の得意（唐子、染付、細工、透かし彫りなど）を尖ら

せスキルを磨くことで、過去（かつての平戸御用窯時代、海外に輸出され王侯貴族が愛用していた時代な

ど）の技術を継承するだけでなく、それ以上のレベルまで引き上げることが大切。 

 

●ブランド価値を高める為、安売りはしない！お客様像や使用シーンをイメージする。人間力を高める。 

・ 「三川内焼き」は、予約をしても３年待ち、というくらいになるような価値を目指すのであれば、毎年開催

されている「三川内陶器市」では、来場者が「安いものを買いに行く」ではなく、「憧れの陶匠の作品を買い

に行く、窯元へ行く」という意識になるようにすることが大切。一般の人が手に入れやすいもの（＝売上が

見込めるもの）の出展はもちろんだが、「これぞ自分の作品だ！」という作品も作陶し披露して欲しい。

「憧れのブランド」になれば、「安く買える場所」から「高くても、この陶匠の作品が買える場所」になる。 

 

・ 「数を売って稼ぐ」から「少数でも良客をつかむ」への発想転換はできないか？しっかりとした作品を作るに

は、それなりの費用と日数が必要となる。その為には売上のベースを作る方法を確立しなければならない。 

 

・ 年商 3 億円の売り上げがあれば世の中で名を知らしめることができる。主要メンバー（５名）で 3 憶と

想定すれば、一人あたり 1憶 5 千万円の売り上げが必要。そうすると 1 点あたりの価格も見えてくる。1

点あたり数十万以上の価格となれば、自ずとお客様像が見えてくる。富裕層の方が日常的に利用した

り、本当に陶器が好きな方がお金を貯めて年 1 回の自分へのプレゼントに・・と購入するなど、お客様像と

使用シーンをイメージしながら作品を作っていくことが重要になってくる。 

 

・ 富裕層の暮らしや、どんなシーンで自分の作品が使用されるのか？をイメージするには、自分たちもその

暮らしや生活に触れる経験しなくてはいけない。その為には、皆で積立をし、年１回は豪華ホテルに宿泊

するなどの努力も必要。 
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・ 今回の会場は古民家ギャラリーで行ったが、このような洗練された空間に自分たちの作品が飾られてい

る、もしくは、コーヒーカップとして利用されている・・など具体的にイメージすることが大切。そのためには自分

たち自身も同じ体験をし、ターゲットとコンセプトをセットにして考える作品づくりをしてもらいたい。 

 

【懸念事項】 

次回までに、主要メンバー（約５名）の意思統一ができるのか？「数を売って稼ぐから少数で良客をつか

む」という商売方法に転換し、その為の行動へ移す決断ができるのか？ 

【今後の取組み予定】 

１１月２２・２３日の予定で、「九州のムラ」の取材も併せて行う予定。参加しているメンバーの「好きな

三川内焼きの作品」や、「理想とする作風」を持ち寄る予定。 

 

第四回目 研修実施報告書 

【エリア名】佐世保・小値賀観光圏 【地区名】佐世保市三川内地区 【担当者名】養父信夫 

【実施日】１１月２２日 

【実施場所】伝統工芸会館 

【参加者】 

＜地域メンバー＞ 

中里月渡務氏（平戸松山窯）・里見寿隆氏（嘉久正窯）・中里哲次氏（平兵衛製陶所）、・今

井大輔氏（嘉久房窯）・中里太陽氏 

＜佐世保観光コンベンション協会＞ 

富田氏、久田氏 

＜マインドシェア＞ 

養父、 

【取組みスケジュール】 

モニターツアーコースの組み立て。九州のムラ取材。 
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【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①モニターツアーコースの組み立てについて 

三川内焼きの価値を伝える事、中心となる窯元（炎楽チーム）と参加者を交流させる事をベースにコ

ースを組み立てることとした。 

今回、最初に伝統工芸会館を集合場所とし、そこで、三川内焼の基礎知識、特徴を学芸員の方に

語っていただき、実際に先人たちが創った作品を見ながら知ってもらうところからスタート。 

次に、窯元の一つ松山窯のお母様が営む「泰平や」さんにて押し寿司、たぶ汁など郷土料理を、三川焼

の器でいただき、暮らしの中で活かされる器を堪能していただきながら、三川内の焼き物に実際に触れ、

鑑賞して、更に興味関心を広げていただくように組み立てた。 

その後に、実際に「炎楽」のメンバーの窯元をまわり、窯元自身と語り、三川内焼の特徴をしっかり感じ

ていただけるようなコースとして組み立てた。 

コースの途中、窯元先にて お菓子、お茶、コーヒーなども三川内焼の食器にのせてふるまっていただくな

ど、演出も検討いただいた。 

当初、１泊２日型も検討していたが、宿泊場所などの関係から、まずは、日帰りコースのしっかり組み

立て、三川内焼のファンとなっていただく方を作っていくための、スペシャルツアーを心掛けた。 

 

テーマ②「九州のムラ」取材による、各窯元の特徴や、それぞれが目指す作風についてヒアリング 

中心となる窯元仲間＝「炎楽」を際立たせ、チームとしての活動を取り上げることで、自分たちが、三川

内焼の未来を創っていくという意識づけを行い、さらに其々がライバルでありながら仲間であることを意識さ

せる狙い。また、其々の目指す作風や作品を誌面に取り上げ意識づけをさせることにした。 

【今後の取組み予定】 

１月１４日（火）モニターツアー開催 

 

第五回目 研修実施報告書 

【エリア名】佐世保・小値賀観光圏 【地区名】佐世保市 三川内地区 【担当者名】養父信夫 

【実施日】１月１４日（火） 

【実施場所】三川内町 皿山集落 

【参加者】 

＜地域メンバー＞ 

中里月渡務氏（平戸松山窯）・里見寿隆氏（嘉久正窯）・中里哲次氏（平兵衛製陶所）、・今井

大輔氏（嘉久房窯）・中里太陽氏・鶴田雄一郎氏（三川内陶磁器工業協同組合）・重氏（伝統

産業会館）・町歩きガイド 

＜佐世保観光コンベンション協会＞ 

富田氏、久田氏 
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＜マインドシェア＞ 

養父、泰永 

【取組みスケジュール】 

＜モニターツアーコース＞ 

１０：３０ 三川内焼美術館集合⇒三川内焼伝統産業会館にて、三川内の歴史・特徴などの基礎

知識を学ぶ⇒三川内焼美術館にて、三川内の代表的な作品を鑑賞 

１２：３０ 泰平やにて昼食（平戸松山窯の器でいただく平戸寿司とのっぺ汁のご膳など） 

１３：３０ 皿山まち歩きと窯元訪問・工房見学＆三川内焼の器で頂くティー＆菓子 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①三川内焼きの価値を伝え・高められるガイドを！ 

最初に訪れる三川内焼伝統産業会館・三川内焼美術館では、三川内の歴史や価値を伝える最大

の機会。その為、ここでは、他の焼き物との違いを説明すると共に、三川内焼の最大の特徴：①平戸藩

の御用窯であったこと、明治以降は宮内庁御用達であることなどを説明。②三川内焼の特徴的な技法

「唐子絵」・「透かし彫」・「細工」をわかりやすく且つ、参加者に期待感を抱かせるような説明方法をするこ

とをアドバイスした。たとえば・・・現代の価格でいうと○○○円相当になる。とか、一般の方が知っている○

○のお殿様・お姫様も使っていた、など。 

 
 

 
 

テーマ②コアメンバー「炎楽」の窯元見学では、参加者との交流ができるような工夫を！ 

窯元見学では、通常は見学するだけだが、今回のツアーでは実際に陶匠と会話ができることに価値を出

すことにした。作家と会話することで、その技術の大変さや、作陶に対する思いや姿勢を感じるさせ、作家の

ファンにすることが目的。その為、町案内ガイドは作家と参加者の間を取り持つようなファシリテーター的役割

もできるようにすることが大切。 
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テーマ③食事やティータイムで提供する膳で、三川内焼きの器の利用シーンをイメージさせる 

お昼ご飯やティータイムには三川内焼の器を使用。その際、お店のスタッフが三川内焼を使用する楽し

さを伝えられる言葉を添えると更に参加者に購入意欲を向上させることができる。「白地に青の絵付けとい

うシンプルなものだから料理を選ばない」、「食べ進めると器に唐子絵が徐々に見えてくる楽しさも味わえ

る」、「和風柄も洋食やスイーツ皿としても使用できる」など。 

 
 

【今後の取組み予定】 

３月上旬 第６回ミニシンポジウム予定 

 

第六回目 研修実施報告書 

【エリア名】佐世保・小値賀観光圏 【地区名】佐世保市 三川内地区 【担当者名】養父信夫 

【実施日】３月５日（水） 

【実施場所】三川内公民館 

【参加者】 

中里月渡務氏（平戸松山窯）・里見寿隆氏（嘉久正窯）・中里哲次氏（平兵衛製陶所）、 

今井大輔氏（嘉久房窯）、中里太陽氏 鶴田雄一郎氏（三川内陶磁器工業協同組合）、町歩きガ

イド 

＜佐世保観光コンベンション協会＞  

富田氏、久田氏 

＜マインドシェア＞ 

坂元、養父、泰永 
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【取組みスケジュール】 

第１部：振り返りワークショップ ／第 2部：今後の取組みに向けての活動計画について 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①振り返り 

アドバイザー（坂元氏）より、「三川内の持っているポテンシャルを世界に向けて発信していきたい。三川

内という焼き物（作品）、暮らし、それぞれを全体に向けて発信していかないといけない」と話しがあり、三

川内焼きのターゲットとしては、富裕層、価値のわかる客を三川内の皿山に連れて来てオーダーメイドで作

品を作り売って行くようなスタイルにしていく為、陶匠たちが自分たちの技術を磨き、それらのターゲットに対し

自身を持ってプレゼンできるまでのレベルを目指すようにと総括を行った。 

 今回、一緒に取り組んできた陶匠より、「自分たちでは販売方法がわからない。また販売していく為の時間

や人もいない。自分たちは作品をつくり、技術を磨く。販売してくれる人・組織がいれば良い」という話が出

た。 

 

テーマ②今後について 

・JTB の優良客に対してのアプローチはすぐにでもできる。「これぞ三川

内焼」という作品を持ってプレゼンに来てほしいという要望もある。 

・クリナップが自社の組織「サロネーゼ」を対象とし、ショールームでムラの

料理教室を４月から行い、（株）マインドシェアではその企画・運

営を請け負う。そこに、三川内焼を使った料理教室をすることも検

討していきたい。 

・家庭画報などに作品が掲載されている万華鏡作家の方とのコラボも

検討していきたい（富田さんネットワーク） 

・時旅にて、ハウステンボスのホテルヨーロッパでのコース料理に三川内

焼を使ってもらったり、豪華客船でのテーブルウェアーに利用などのス

ペシャルツアーも企画している。 

個人の作家活動ではなく、窯の代表としての作品を発表していきたい。これはそれぞれの窯元の考えもあ

るが・・・。 

・佐世保市では今後、伝統産業会館が三川内焼を理解させるための入口機能を持たせることも検討して

いる。市役所内でも町内プロジェクトが出来ている。建物を建て替えることはできないが、展示内容、ガイ

ド方法、ミュージアムショップ、ティールームをつくるなども検討していく。併せバスのルート試行も検討してい

る。 

【懸念事項】 

来期以降も「SASEBO 時旅プロジェクト」重点地域に選定されていることより引き続き別事業にて佐世保市

によりフォローする予定。 
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5.11 「佐世保市 黒島地区」 

5.11.1 観光専門家 

氏名 所属、役職 

養父 信夫 

 

株式会社マインドシェア 九州のムラ編集長 

『ムラの生命をマチの暮らしに マチの活力をムラの生業に』をモットーに雑誌「九州のムラ」

を発行。グリーンツーリズム（ムラたび）、スローフード（ムラの旨食）などを軸とした地域

づくりの取組みを推進。民間企業との各種ムラプロジェクトの企画立案。福岡市内の商

業施設内での「九州のムラ市場」立ち上げ、トヨタ自動車との「Gazoo mura」プロジェク

ト企画立案。 

5.11.2 地域の歴史、自然、文化、風習などＤＮＡから見たコンセプト 

対象観光圏 項目 滞在コンテンツ内容 

黒島 

コンセプト 

祈りの黒島 

～祈りの島に息づく「のんびり暮らし」を体感し、 

心の持ちようを実感する時間旅～ 

設定理由 

海風の国観光圏のプラットフォームである（社）佐世保観光コンベンション協会

と黒島の取りまとめ役（リーダー）が連携しながら、黒島の心に触れる散策を具

現化する。具体的な取組としては、島でのんびりする。きれいな星空を見る。緑の

森の楽しみ方。トラクター（テーラー）での島めぐりなどを作る。  

5.11.3 専門家訪問回数 

全６回訪問 

回数 日時・日程 実施概要 

第１回 平成 25年 12月 11日 ■「住んでよし」観光地域づくりの取り組み概要説明 

第２回 平成 25年 12月 12日 ■主要地域資源調査 

・前回のワークショップ時に、地元の方から発言のあった場所など

も含め現地踏査を実施 

第３回 平成 25年 12月 16日 ■事業の概要説明 

■中核組織となるハッピー隊の概要ヒアリング 

■黒島の持っている魅力を伝えられるモデルコース作りの為のワーク

ショップ 
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第４回 平成 25年 12月 17日 ■モニタールートの事前調査及び、集落散策 

第５回 平成 26年 2月 15日 

～16日 

■モニターツアーの実施 

第６回 平成 26年 3月 6日 ■地域づくりシンポジウム 

・ 基調講演 「住んでよし、訪れてよしの地域づくり観光」 

・取組報告 黒島で取り組んできた実施概要報告 

・パネルディスカッション 「黒島の魅力って！？島の宝を見つけ島

内・島外へ伝えよう」 

5.11.4 モニターツアー 

        『祈りの黒島 ～祈りの島に息づく 

「のんびり暮らし」を体感し、心の持ちようを実感する時間旅～』 

祈りとともにある暮らしを巡り 

信仰が根付いた島の DNA を感じる 

 

相浦港からツアーを開始。集落の散策として踏み絵をした場所や、キリシタン共同

墓地、黒島天主堂見学など、祈りの歴史と暮らしに根付いた見所をまわる。 

信徒会館でのハッピーカフェタイムでは、おやつメニューとしてシフォンケーキ３種などの

提供が行われた。 

 さらに、ものづくり体験や、夕方ミサ、星空観察などを行い、１日目を終える。翌日

は、朝食後の朝ミサ見学、集落散策、遊漁船クルージング、魚釣り体験などを行い一

泊二日のメニューを終えた。聞けば、ハッピー隊がお弁当を作ったのは初めての試み。

試行錯誤の中モニターツアーの都市住民を受入れ、黒島のもっている DNA になるべ

く触れてもらうよう、各体験を進めていった。 

 参加者からは、「里道」を復活させ、島内散策できるルートを整備できないか、ボラン

ティアツアーを組んではどうかなどの意見があがる。また、「祈りの島」を体感させるための

ツールとして「朝ミサ」を組み込むことを今後検討していくこととなった。 

「朝ミサ」は神聖な祈りの場であるため、方法については考慮しつつ、生活の中に信

仰が根付いている島民の暮らしを表現していこうと話し合った。 
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対象 

観光圏 

地区名 滞在コンテンツ内容 

佐世保・ 

小値賀 

観光圏 

 

黒島 

 

 

◆日時：2月 15日、16日 

◆スケジュール （１日目） 

12:50 相浦港集合 

13:00 相浦港出航 

14:00 黒島港着（荷物は宿の送迎車へ移動） 

14:10 集落散策スタート⇒水源口⇒河童塚⇒踏絵をした場所⇒興禅寺⇒キ

リシタン共同墓地 

15:00 黒島天主堂見学 

15:30 ハッピーカフェタイム（信徒会館にて） 

シフォンケーキ 3種おからカスタードクリーム添え、 

ゼリー、コーヒー 

16:00 モノづくり体験 

         ①釣り竿づくり 

         ②はっぴぃドール 

         ③メジロ籠 

         ④ペーパークラフトバック 

         ⑤御影石磨き 

18:00 夕方ミサ 

19:00 宿にて食事 

21:00 星空観察（女瀬、番岳） 

（２日目） 

7:00 朝食 

8:00 朝ミサ見学 

9:00 集落散策（蕨集落を通り串ケ浜へ） 

10:30 遊漁船クルージング 

12:00 ハッピー隊弁当 

13:00 浜辺で魚釣り体験、海岸散策 

15:30 フェリー出航 

5.11.5 中核人材からのメッセージ 

 観光地域づくりを振り返って 

 ハッピー隊リーダー 末吉順子氏 

今回の取り組みにより、自分たちの住んでいる地域の魅力を再発見することができました。これからは、角度を

変えて島の様子を見つめればと思います。 

観光地域づくりでは普段やっていることを来訪者に提供していければよいということで、福祉の活動をしている中

で提供しているサービスを提供することにチェレンジしてみました。これからもこういった取り組みに参加していきたい
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ですね。 

一方で、今後来訪者を受け入れるためには、地域の協力が不可欠です。少子高齢化も進んでいるし、離島

での作業は並大抵ではない。今後も回を重ねて、地域づくりを進め、少しでも地域に貢献できればと思っていま

す。 

5.11.6 研修実施報告書 

第一回目 研修実施報告書 

【エリア名】佐世保・小値賀観光圏 【地区名】佐世保市黒島地区 【担当者名】養父信夫 

【実施日】１１月１１日（月） 

【実施場所】黒島地区公民館 

【参加者】 

＜黒島町関係＞ 

牧野氏（連合町内会長）、浅田氏（相浦漁協黒島支所長）、谷元氏（漁協集落代表）、桃田

氏（物多田舎会代表）、鶴崎氏（史跡保存会）、末吉氏（漁協女性部長、ハッピー隊）、牧山由

氏（ハッピー隊）、永谷氏（ハッピー隊）、川上氏（ハッピー隊）、尾崎氏（黒島支所長）、山内氏

（史跡保存会事務局） 

＜佐世保観光コンベンション協会＞ 

富田氏、中島室長、久田氏  

＜時旅ガイド＞ 

清水氏 

＜佐世保市＞ 

川内野氏（社会教育課）、吉原氏（地域政策課）、佐々木氏（八千代エンジニアリング） 

＜時旅アドバイザー＞ 

山口氏、北島氏  

＜マインドシェア＞ 

木谷、養父、泰永 

【取組みスケジュール】 

「住んでよし」観光地域づくりの取り組み概要説明を行い、地域側の取り組み意欲を探る。 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①「住んでよし」観光地域づくりについての説明 

マインドシェア木谷より、「住んでよし」観光地域づくりの事業概要を説明。事業の目的は、「従来の観

光業に携わる人たちだけが潤うのではなく、地域が潤うような地域づくりをすること」であること。本事業では

観光施設があるところではなく、従来は農業・漁業を生業にしていた地域が多い事、「国の顔」になる観光

地となること、地域の方が地域を好きになり、誇りに思うきっかけづくりとして取り組んでほしいことなどを説明
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した。また事業の実務人材に関しては地元住民だけでなく、地域おこし協力隊という制度もあり、佐世保

市長も黒島への導入に積極的であることを説明した。 

地元の連合町内会長・牧野氏からは「“住んでよし”というが、この島は観光資源も乏しく、住んでいる

自分たちが、どこが良いところか分らないのが現状。地域おこし協力隊の制度は良いと思うし、また必要で

あると思う」と発言。それに対し、佐世保コンベンション協会 中島室長より「今回の事業は外部の目から

の気づきをフィードバックする良い機会でもある。人材不足は地域おこし協力隊で解消できる部分もあり、

地元の方と一緒に取り組むことが重要」と説明した。 

 

テーマ②人材・運営組織について 

現在、黒島内の根谷集落で行っている「花を植えて観光客を迎えよう」という取り組みは良いと思う。そ

れを島全体の取り組みに広げられないか？と質問すると、谷元氏（漁協集落代表）から、「花を植える

のは簡単だが、手入れ・維持をするのが大変」、尾崎氏（黒島支所長）も「（今回の取り組みに関して

も）アイデアはあっても現実に実行する組織がない。地域おこし協力隊の世話役や管理なども誰がするの

か？3 年でどのような事業展開ができるのか？という問題もある。もっと具体的なイメージができるよう話を

してもらいたい」と運営組織についての質問や意見が出た。それに対し、中村室長（佐世保観光コンベン

ション協会）から「組織は島民の皆さん一緒に作りあげなくてはならない。人材の補填として地域おこし協

力隊に入ってもらうという姿勢が大切と考えている。具体的なイメージをすると、今後数年間の後に世界

遺産に登録されると予測できる。それに伴い来島者も増える。黒島天主堂のガイド案内、寄付金とした

来館費の徴収、土産、飲食など考えられると思う」と回答。養父より「全国の地域おこし協力隊の約６割

がその地に移住・定住している。また仕事内容も地域側と協議の上で決めていくことになる」などを補足。 

テーマ③取組みに対しての気運づくり 

現在、地域で活動している「ハッピー隊」について質問を行った。グループ代表の末吉順子さんより、昨

年、訪問介護員養成研修（２級課程）に参加したメンバーで結成したこと。また修了後は、地域の介

護支援を目的としていたが、島に独居老人が多い事、島の人たちが一同に会う機会がないことを危惧し、

信徒ミサ後に「ハッピーカフェ」を開いたりするなど、地域の活性と地域福祉の推進を図るボランティアグルー

プとして活動し始めていることなどを紹介いただいた。そこで、過疎や高齢化が進んでいる地域には皆さん

のような地域活動をしているグループが大切であり、今行っている活動に地域の方だけが参加するのでは

なく、外部の方も参加できるようにするだけでも本事業に繋がる。ということを説明した。 

また、時旅ガイドの清水氏より、ガイド参加者は港を降りたとたん、空気が違うと皆さん喜ばれる。都市

圏に住まわれている方が多く、自分たちと住んでいる環境が違うだけで参加者は感激されるが、今は黒島

天主堂の見学目的の方が多い事などを紹介頂く。そこで「黒島天主堂は世界遺産に登録されるが、それ

以外にも黒島の良さを発信していくことが重要」なこと、さらに「地元の方が気付かない黒島の良さを外部

の目を通して発見することが大切」であることを改めて説明を行った。 

【今後の取組み予定】 

１２月１２日（火） 主要地域資源調査 
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第二回目 研修実施報告書 

【エリア名】佐世保・小値賀観光圏 【地区名】黒島地区 【担当者名】養父信夫 

【実施日】１１月１２日（火） 

【実施場所】黒島地区公民館 

【参加者】 

＜佐世保観光コンベンション協会＞久田氏 

＜佐世保市＞川内野氏（社会教育課） 

＜マインドシェア＞養父、泰永 

【取組みスケジュール】 

主要地域資源調査。前回のワークショップ時に、地元の方から発言のあった場所なども含め現地踏査を

行った。 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①主要地域資源調査 

●黒島天主堂：世界文化遺産暫定リストに記載された。暮らしのベースに信仰のある島民の中心的存在 

 
●あか線（里道、赤道）：島の到る所に見られるが現在は使用されていないため、歩けるところは減って

いる。歩いていくといろんな発見があり、フットパスのコースになるのでは？ 

 
●蕨（わらべ）集落の文化的景観：黒島の特徴として、海岸近くに防風林に囲まれた居住を構え、そ

の背後の斜面を利用して畑などを開拓している。今でも海側には大きなアコウが植えられており、石垣

にアコウの根が巻きついて成長してきた景観を見ることができる。 
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●生活風景：かんころもち（芋を天日干ししている風景）、傾斜の急な畑で作業をしている風景、かがり

という手編みの籠など 

 

 
 

●海岸風景： 

名切ノ浜（かつての船着場）、自然に風化した木炭、串ノ浜岩脈など 

 
 

【今後の取組み予定】 

次回は、１２月１６・１７日で、「どんな黒島にしていくのか？」のワークワークショップを予定 
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第三回目 研修実施報告書 

【エリア名】佐世保・小値賀観光圏 【地区名】黒島地区 【担当者名】養父信夫 

【実施日】１２月１６日（月） 

【実施場所】黒島地区公民館 

【参加者】 

＜黒島町関係＞ 

牧野氏（連合町内会長）、桃田氏（物多田舎会代表）、羽田野氏（診療所）、尾崎氏（黒島

支所長）、山内氏（史跡保存会事務局、公民館長） 

＜ハッピー隊＞ 

末吉氏（漁協女性部長）、牧山氏、田代氏、友永氏、大村氏、山下氏、川上氏 

＜佐世保観光コンベンション協会＞ 

富田氏、久田氏  

＜マインドシェア＞ 

養父、泰永 

【取組みスケジュール】 

①事業の概要説明 

②中核組織となるハッピー隊の概要ヒアリング 

②黒島の持っている魅力を伝えられるモデルコース作りの為のワークショップ 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①事業「住んでよし」の観光地域づくりについての説明 

初めて出席された主にハッピー隊の皆さんに取り組みについて説明。世界遺産登録を見据え、

地元で受け入れができる体制、地域づくりをしていきたい。 

今回、初参加となる診療所の羽田野さんより「ＮＰＯを立ち上げようと考えている。地域にお金

を落とす仕組みを考えたいし、市長が来島した際にフェリー乗り場の横に観光案内所を建ててはどう

か？という話にもなっている。来月、メンバーを募集していきたいと予定している」と話しがあり、専門

家より「民間主導のＮＰＯが立ち上げるのは良いこと。ＮＰＯを運営するにも専任の事務局スタッ

フが必要。そこに地域おこし協力隊員のような制度を入れるのも良いのでは」とアドバイスを行った。 

 

テーマ②活動の中核組織となるハッピー隊について 

現在、ハッピー隊の皆さんの取り組みに、島外からの観光客も参加できることができないかをディ

スカッション。 

ハッピー隊は、昨年（2012年）10 月、２級のヘルパー養成講座の受講生たちで立ち上げた。

免許取得後、地域貢献になる活動をしないか？と話を頂き自分たちで出来ることから始めることと

した。 
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独居老人に対してサポートすることからスタート。ＴＶで平戸の教会ミサの後にカフェをしているの

を見て、ハッピーカフェをしてみることにした。現在は、不定期（月１回）の頻度で教会ミサ終了後

にハッピーカフェを開催。独居老人が多く、また、島内の人同士が会話をする機会がないため、交流

できる場になればと開始した。現在メンバーは９名（内、女性８、男性１） 

ハッピーカフェの参加者数は前回は 73 名。本来は少人数でゆっくりお茶を飲みながら話ができるよ

うにと思ったが人が多くてゆっくり時間がとれないことが課題。1 回目は 80 名の参加。ポスターで告

知し、教会のミサに来た人が対象。提供するのは、シフォンケーキ、食パン、コーヒー、蒸しパン。ぜん

ざい等。参加してくれた人から継続して欲しい、という話もある。現在は材料費のみ取れればと参加

費 150 円を頂いて運営。 

今後も継続していきたいとメンバーと話している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

テーマ②ワークショップ「黒島の魅力を伝える１泊 2 日のコース」の検討 

現在、皆さんが実施しているハッピーカフェに島外の人も参加させることができないか？との問い

に、末吉さんが「3 回目のハッピーカフェをした際、島外の引きこもり高校生 14 名、バドミントンで来

られたいた 4名が参加された。日にちが合えば島外の人も参加してもらっても良いと思う」と受入れ

に対し負担のない形であればできそうだと話して頂いた。 

「現在の施設収容人数が 40 名程度であれば、島外の人は 20名以下、という設定で島内の

人との交流もできるようにできないか？」と尋ねると、同じく末吉さんから「先ずは、ハッピー隊の親族

に入って頂くなど、身近な人で慣れていかないと島の人の気質から難しい」と話しがあった。そこで、

専門かより「初めて会う人たちだと、いきなり会話ができない。何かしら交流ができるキッカケづくりが

できないか？例えば黒島の集落散策をする時に見かける「かがり」という蔓の籠を作るのはどうか？」

と尋ねると、ハッピー隊メンバーより「メンバーの友永さんは手芸が上手なので、「かがり」づくりができ

る」、「ひょうたんの人形づくりは牧山さん」、「メジオ籠は、50代の方が」、「饅頭づくり体験も一緒に

できるのでは」など積極的なアイデアが出始めた。 

 

最後に、「仮に黒島の魅力を伝えられるような１泊２日の島内巡りを考えるとしたら？」をテーマ

にアイデアを出し合った。黒島の特徴である「里道」を通るコースができないか？を検討。また散策

途中に、ハッピー隊が現在行っている「ハッピーカフェ」にて手作りのシフォンケーキやおまんじゅうなどを

食べられるようにできないか？またメンバーの中で手作りの得意な方がいらっしゃったら小物づくりのワ

ークショップができないか？などを協議した。仮決定したプランで次回、モニター検証することに。 
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（1 日目） 

フェリーで島に 2 時着→水源口：黒島は水島と呼ばれている由来を説明＜昔、海賊がここで

水を補給していた＞ →かっぱ（がぁっぱ）塚＜昔、かっぱが人にいたずらをしていた。人間が相撲

を取って、かっぱの腕を取って悪さを止めれば腕を帰す、という逸話がある＞ → 踏絵をした場所 

→ 興禅寺＜平戸との関係をお話し＞ →里道を通り、天主堂（30分）→ハッピーカフェに 15

時 30 分着、その後、体験 1 時間 30 分 →宿へ →番岳で星空ウォッチング：串ケ浜で実施。

梅ジュースをお湯で割ってサービス。 

 

（２日目：15:30 に出航という前提） 

＜晴天の場合＞ 

宿 →蕨集落を通って串ケ浜へ（1時間 30分）→遊漁船クルージング →串ケ浜で昼食 →歩い

て→フェリーへ帰路※串ケ浜でビーチコーミング 

 

【役割】 

・ガイド：山内氏 

・ハッピーカフェ＆体験：ハッピー隊 

・宿：山下旅館泊 

・星空ウォッチング：梅ジュースなどハッピー隊 

・2 日目のガイド：清水氏 

・遊漁船：末吉氏 

・弁当：ハッピー弁当（１，０００～１，２００円程度） 

 

シマの達人に学ぶ・小物づくり体験ワークショップ内容 

ハッピー隊のメンバーの中に、小物づくりができる人はいないか？を質問すると、手作りの得意なメンバー

もおり、手編みの籠（メジロ籠）や、瓢箪の人形（ハッピー・ドール）ができるのではないか？という話に。 

またメンバーの知人に前回のワークショップ（集落散策）でみかけた「かがり」を作れる人もおり、そちらも体

験メニューとして組み込むこととした。 

 

●手作り体験内容案 
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●ワークショップで出たアイデア 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【今後の取組み予定】 

２月１５日（土）・１６日（日）にてモニターツアー検証 

 

第四回目 研修実施報告書 

【エリア名】佐世保・小値賀観光圏 【地区名】佐世保市黒島地区 【担当者名】養父信夫 

【実施日】１２月１７日（月） 

【実施場所】黒島 

【参加者】 

＜ハッピー隊＞山下氏 

＜佐世保観光コンベンション協会＞久田氏  

＜マインドシェア＞養父、泰永 

【取組みスケジュール】 

次回、モニタールートの事前調査及び、集落散策 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①次回、モニターで散策するルートの事前調査を行った 
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●里道 

 
●興禅寺 

 
●散策途中に見られる風景、活用できそうな資源など 

 
 

●番岳（星空観察場所） 

 
●根谷集落（現在、花でお出迎えをしよう。と集落の人たちがプランターを道路沿いに置き花を植えてい

る） 
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※漁師町らしく、漁に使う浮きを利用したプランターなどもある 

※３月：サクラソウ、４月：ゴデチャ、花輪菊、５月：菜の花、キンセンカ、夏：コスモス、秋：ケイトソ

ウ、ブーゲンビリア 

 

●根谷集落にある市天然記念物       ●アコウの巨木 

「根谷のサザンカ」                樹齢およそ１，０００年 

                           
 

【今後の取組み予定】 

２月１５日（土）・１６日（日）にてモニターツアー検証 

 

第五回目 研修実施報告書 

【エリア名】佐世保・小値賀観光圏 【地区名】佐世保市黒島地区 【担当者名】養父信夫 

【実施日】２月１５日（土）・１６日（日） 

【実施場所】黒島 

【参加者】 

黒島：ハッピー隊の皆さん、山内氏（史跡保存会事務局、公民館長） 

＜佐世保観光コンベンション協会＞富田氏、久田氏  

＜九州のムラ取材クルー＞水谷氏、吉村氏 

＜マインドシェア＞養父、泰永 

【取組みスケジュール】 

＜モニターツアーコース＞ 

（1 日目） 

１２：５０ 相浦港集合 

１３：００ 相浦港出航 

１４：００ 黒島港着（荷物は宿の送迎車へ移動） 
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１４：１０ 集落散策スタート 

⇒水源口 

⇒河童塚 

⇒踏絵をした場所 

⇒興禅寺 

⇒キリシタン共同墓地 

１５：００ 黒島天主堂見学 

１５：３０ ハッピーカフェタイム（信徒会館にて） 

おやつメニュー 

シフォンケーキ 3種おからカスタードクリーム添え、ゼリー、 

コーヒー 

１６：００ モノづくり体験 

①釣り竿づくり 

②はっぴぃドール 

③メジロ籠 

④ペーパークラフトバック 

⑤御影石磨き 

１８：００ 夕方ミサ 

１９：００ 宿にて食事 

２１：００ 星空観察（女瀬、番岳） 

 

（２日目） 

７：００ 朝食 

８：００ 朝ミサ見学 

９：００ 集落散策（蕨集落を通り串ケ浜へ） 

１０：３０ 遊漁船クルージング 

１２：００ ハッピー隊弁当 

１３：００ 浜辺で魚釣り体験、海岸散策 

１５：３０ フェリー出航 

  
 
 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①「里道」をキーワードにボランティアツアーも検討 

これまでのワークショップで出てきた「里道」を復活させ、島内散策できるルートを整備。手入れをすれば未

だ歩ける道もあることより、ボランティアツアーなどを組み検討していく。 
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※「里道」の他、花を植えるボランティアツアーも検討（「時旅」にて今春実施予定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

テーマ②「朝ミサ」を来訪者に体感させるプログラムで祈りの島の片鱗を感じさせる 

「祈りの島」を体感させる為のツールとして「朝ミサ」を組み込むことも今後検討していきたい。島民の神聖

な祈りの場であることより、教会の最後尾に来訪者用の見学者席を別に設け見学できる様にすると良い

のでは？生活の中に信仰がある島民の地域性を特徴付けることができる。 

 
 
 
 
 
 
 

 

【今後の取組み予定】 

３月６日 シンポジウムの開催 

 

第六回目 研修実施報告書 

【エリア名】佐世保・小値賀観光圏 【地区名】佐世保市黒島地区 【担当者名】養父信夫 

【実施日】３月６日（木） 

【実施場所】黒島地区公民館 

【参加者】 

地元参加者：２６名 

パネリスト：牧野氏（連合町内会長）、末吉氏（漁協女性部長、ハッピー隊リーダー）、西野氏（させ

ぼパールシー部長） 

佐世保コンベンション協会：富田氏、久田氏 

マインドシェア：坂元、養父、泰永 
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【取組みスケジュール】 

観光・地域づくりシンポジウム i 

第１部：基調講演（坂元氏） 

第２部：取組報告（泰永） 

第３部：パネルディスカッション 

コーディネーター：養父、 

パネリスト：牧野氏（連合町内会長）、末吉氏（漁協女性部長、ハッピー隊リーダー）、西野氏（させ

ぼパール・シー部長）、富田氏（佐世保コンベンション協会） 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①：講演タイトル「住んでよし、訪れてよしの地域づくり観光」 約３０分 

坂元より、地域の方を対象に「地域づくり型観光」についての講演を行った。地域の魅力を地域

住民が理解し、発信することが大切。その地域に暮らす人々は「住んでよし」と感じ、来訪者をも

てなすことで「訪れてよし」の地域づくりができ、滞在交流型観光へと繋がることをアドバイスした。 

 

テーマ②：黒島で取り組んできた実施概要報告を紹介（約１０分） 

本取組を通じ、外部から見た黒島の「宝」を発表。 

 

テーマ②：パネルディスカッションテーマ「黒島の魅力って！？島の宝を見つけ島内・島外へ伝えよ 

（約７０分） 

 

島民２名、島民外者２名がパネリストとして発表。それぞれの立場より見た「黒島の魅力」、「黒島の滞在

交流型観光に足りない点」などを発表した。島民のハッピー隊リーダー末吉さんは「今回の取り組みにより自

分たちの住んでいる地域の魅力を再認識することができた。今後、地域で来訪者を受け入れる為には、地域

の協力が大切だ」と話した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【今後の取組み予定】 

来期以降も「SASEBO 時旅プロジェクト」重点地域に選定されていることより引き続き別事業にて佐世保市

によりフォローする予定。 
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5.12 「阿蘇市 手野」 

5.12.1 観光専門家 

氏名 所属、役職 

養父 信夫 

 

株式会社マインドシェア 九州のムラ編集長 

『ムラの生命をマチの暮らしに マチの活力をムラの生業に』をモットーに雑誌「九州のムラ」

を発行。グリーンツーリズム（ムラたび）、スローフード（ムラの旨食）などを軸とした地域

づくりの取組みを推進。民間企業との各種ムラプロジェクトの企画立案。福岡市内の商

業施設内での「九州のムラ市場」立ち上げ、トヨタ自動車との「Gazoo mura」プロジェク

ト企画立案。 

 

5.12.2 地域の歴史、自然、文化、風習などＤＮＡから見たコンセプト 

対象観光圏 項目 滞在コンテンツ内容 

手野 

コンセプト 
２０００年続く集落で 

神々と過ごす暮らしに出会う 

設定理由 

 古代から続く国造神社（こくぞうじんじゃ：別名くにつくりじんじゃとも言う）や、

集落内にいくつもの古墳があり、豊かな名水に包まれた暮らしが残る手野集落

は、２０００年の深みを感じさせてくれる。水害によって、名水会（手野集落の

ボランティア集団）の思考としては、活動が縮小方向にある。しかし、民宿や小さ

な店も存在するため、集落の辻久にある石神めぐりや国造神社、上御倉古

墳々、水に囲まれた集落の暮らし等を案内してもらうなど、地域の DNA をより深

く掘り下げ、御田まつりや阿蘇神社の歴史・文化、暮らしの中の知恵、草原との

関わり等、より深い話を地域案内人ができるようにすることで、住んでよし・訪れて

よしの滞在交流のすばらしさを伝えていく。 

5.12.3 専門家訪問回数 

全６回訪問 

回数 日時・日程 実施概要 

第１回 平成 25年 9月 13日 ■事業の概要説明 

■地域の現状をヒアリング 

■「住んでよし、訪れてよし」の考え方の共有 

第２回 平成 25年 10月 22日 ■新規参加メンバーに対し、改めて本事業の取組説明及び「住んで
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回数 日時・日程 実施概要 

よし、訪れてよし」の考え方の共有 

■地域の人的資源・地域資源＝「暮らしの風景」についてワークショ

ップ 

第３回 平成 25年 10月 30日 ■フィールドワーク 

・名水会のガイドコース及び、前回講習会で出た地域資源を散策 

■講演会 

第４回 平成 25年 11月 27日 ■「住んでよし」の事業概要説明 

・初めて参加される地元住民の方への説明会 

■テーマに基づいた散策コースの検討 

第５回 平成 26年 1月 16日 

～17日 

■モニターツアーの実施 

第６回 平成 26年 2月 27日 ■まとめセミナーの開催 

・地域の方を対象に本事業の説明と「地域づくり型観光」について

のセミナーを実施 

5.12.4 モニターツアー 

『2000年続く集落で神々と過ごす暮らしに出会う』 

地元の名水を片手に 

神々を巡る散策 

モニターツアーには、おふくろ会が１人 700 円前提で昼食を用意。お土産の竹筒の水筒を手に、国造神社や風の宮、

平井３体地蔵などを散策し、展望台でおふくろ会メンバーお手製のぜんざいをいただく。 

さらに厄神様や火の神などを巡り、「神々と過ごす暮らしに出会う」というコンセプトを体験する半日コースを終えた。アド

バイザーからは、手野の名水をウエルカムドリンクとして参加者に出し、手野が水の里であることを参加者に印象づけてはど

うかという提案がされ、女性でも持ちやすい大きさの水筒に改善してはどうか、などのアドバイスがあった。 

 

対象 

観光圏 

地区名 滞在コンテンツ内容 

阿蘇くじゅう 

観光圏 

手野 ◆日時:１月 16日   

◆スケジュール 

12:00 手野公民館集合・おふくろ会の用意したお膳で昼食 

      料理は一人 700円の前提 

13:00 手野集落の散策 
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対象 

観光圏 

地区名 滞在コンテンツ内容 

      お土産の竹筒の水筒を国造神社の手水舎にて汲みスタート 

      風の宮 ⇒ 水車 ⇒ 年の神 ⇒ 平井３体地蔵 

       (現在ひとり 500円のところを、お土産付きで 1,200～1,500円に

設定) 

15:00  展望台でおやつ（おふくろ会の用意したぜんざい） 

15:30  厄神様 ⇒ 芋洗場 ⇒ 火の神 ⇒ 弘法大師、馬頭観音 ⇒  

金毘羅 ⇒ 夫婦石 

16:30  解散 

5.12.5 中核人材からのメッセージ 

 観光地域づくりを振り返って 

名水会会長 工藤徹雄氏 

今回のワークショップに参加して、この地域は、自然、文化、水と人間にとって必要なものをそなえている地域だ

と改めて感じました。自分たちの取り組みを見つめ直すきっかけになり、この地域に住んでよかったと実感できた。 

今後は、モニターツアーの時にアドバイスをもらった、名水を入れる竹筒をつくり、焼印『手野名水』を入れたいな

ど新たな取り組みにチャレンジしてお客様の満足を得ていきたい。そして、価値を高めていきたいと考えています。こ

れからも名水会、おふくろ会など、全員で協力して１歩ずつでも前に進みたいですね。この取り組みを継続し、ガ

イドの会の取り組みも盛り上げていきたいと思っています。 

5.12.6 研修実施報告書 

第一回目 研修実施報告書 

【エリア名】阿蘇観光圏 【地区名】阿蘇市手野地区 【担当者名】養父信夫 

【実施日】９月１３日（金） 

【実施場所】手野公民館 

【参加者】 

手野名水会・・・会長 工藤徹雄会長、山部氏 元市議、山城氏 コンシェルジュ、山部氏 建設会社 

【取組みスケジュール】 

今事業の説明。地域の現状のヒアリング。住んで良し、訪れて良し の考え方の共有 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①モデル地域の選定 

阿蘇市役所の観光部局、デザインセンターとも協議し、阿蘇市手野集落を今事業の対象地域と

して推薦。その後、手野集落の地域住民の中で地域づくりを行っている、手野名水会に打診、地

域側も了承 
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テーマ②地域の人的資源、地域資源についてのヒアリング   

きよら会   若手４０～５０代後半まで中心は三代氏  ヤマメつかみ取りとか。 

国造神社・・・宮川宮司 

おごもりグループ・・・花上 どんぐりの管氏 

古代の里キャンプ場の TMO（社長 長尾氏） 指定管理で受けている。常駐は手野の人ではな

い。・・・地元との関係がいまいち・・ 市からの委託料は０ 

手野・・駐車場がない。 

御田祭もある。水もある、神社もある。 

手野地区 国造神社 ６または７区。 

地域の経済的効果を直接作っていくこと。 

手野の名水の管理は名水会。 

一人５００円でガイド。 

今時点、農家民宿４軒と名水ガイド。 

テーマ③今回の中核組織 名水会の現況、ヒアリング内容 

水害によって、名水会としては思考として縮小型に。 

民宿もある。まんじゅうや兼惣菜やさんあり。百屋（ももや） 道の駅メイン。インターネットも。 

食の拠点がやはり必要 

名水会では商売っ気のある人がおらん。キャンプ場とは歯があわん。女性が二人もおるけど・・。 

住民の集落の輪を作っていく。 

名水の会 １０名。一人５００円で年間３００名くらい。実際は１０人のうち、３，４人。 

地域のためには午前中民宿に案内して食事を提供する。よそで食事してるのが現実。 

民宿はもう少し協力してもらえれば。司、清流園のみ。山里さんはジオパーク関連でも入ってない。

料理は」山里さん、９０歳以上のおばちゃんなので・・ 

きよら会、名水会全員、民宿、宮川宮司 基本はやっていきたいという人たち対象に。 

そこに店・商売の人も入ってもらいたい。 

【懸念事項】 

次回の会の前に、名水の会メンバーに今事業の話を行い、コンセンサスを得ることが前提。 

【今後の取組み予定】 

ステップ１．対象エリアの決定  ９月１３日 

ステップ２．地域 DNA の掘り起し １０月８日 

ステップ３．ビジョン・コンセプトたたき台・・・講演会含め １０月３０日 

ステップ４．観光コンテンツ・・地域を案内するルート作り・・案内のバージョンアップ１１月 

ステップ５．関係各者向けのモニターツアー  １２月 

ステップ６．磨き上げ １月中下旬 

ステップ７．２月くらいに全国で発表。 
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第二回目 研修実施報告書 

【エリア名】阿蘇観光圏 【地区名】阿蘇市手野地区 【担当者名】養父信夫 

【実施日】10月 22 日（水） 

【実施場所】手野公民館 

【参加者】 

＜手野名水会＞ 

工藤徹雄氏、和田寿輔氏、山部今朝範氏、山部輝明氏 

＜おふくろ会＞ 

工藤スミエ氏、山城唱子氏 

＜オブザーバー＞ 

阿蘇デザインセンター 石松氏・阿蘇市観光協会 松永事務局長 

阿蘇市役所 経済部 観光まちづくり課 小野主事 

【取組みスケジュール】 

①新規参加メンバーに対し、改めて本事業の取組説明。「住んでよし、訪れてよし」の考え方の共有 

②地域の人的資源・地域資源＝「暮らしの風景」についてワークショップ 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 前回及び今回の説明を受けて、地域メンバーの意見や不安に思うことなどを意見交換。 

・大きな不安事項は、新しい取り組を行うことで地元をガイドする規模が大きくなってしまうのでは？

現状のメンバーだけだと対応できないのではないか？という点。・・・・現在のメンバーは「名水会 

１０名」、「おふくろ会５名」、「平均年齢 ７０歳代と高齢」。若手の「きよら会」のメンバーは平

均５０歳代。子育て世代でもあり家庭の行事で、地域の行事やガイドなどに参加することが難し

い。 

・若手の「きよら会」メンバーは兼業農家も多く、休日の活動が難しい。ガイドだけで生活ができるわ

けではない。 

・民宿も土日の受け入れは、若い世代は個々の家庭があるため、手伝いを喜ばしく思っていない人

もいる。 

 

テーマ② 地元の人的資源・地域資源＝「暮らしの風景」を探るキーワードの洗い出し 

キーワード エピソード 

湧水、水 ・名水の地であるため、珈琲や焼酎がまろやかになる 

・岩の割れ目から出ている手野名水 

・集落内どこにでも出ている水の多さ 

川 黒川の水面 

祭り 7 月 おんた祭り、９月 たのみ祭 、 
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※夏祭り時は１０日前より「きよら会」を中心に夏祭りの唄の練習をしている。 

祭りの唄が町内に聞こえる 

 

・眠り流し 

国造神社と言い伝え ・ナマズ神社の云われ 

→ナマズが祀られている。秋篠宮陛下も参拝された。 

・白蛇が祀られている 

・荒神（こうじん）さん（荒ぶる御霊の神）が１体、祠を別にして祀られている 

→巨木を切り倒したら熱が出た。 

・年間を通した神社のお祭り 

・田植祭 

→特にうなりのすがた 

 

地元の神様 ・吉祥天神（安産の神様） 

→赤いキレ（腹帯）が祀られており、小さく切り取り持ち帰り身に付けておく。無

事に出産した後、お礼詣りを行い、新しい腹帯をお供えする。 

 

・立山のやく神さん 

→子供の神様。子供の成長を祈りお詣りする。毎年 9月 23 日に「おこもり」とい

った神事があり、火を焚いてお祭りする。火の回りに家族（親類・身内）がにし

め等を持ちより団欒し、子どもの健やかな成長を願う。 

 

・年の神様、嫁かくしの神様 

→花嫁姿では神様の前を通らせてはいけない、という言い伝え（神様が花嫁さ

んを隠してしまう） 

・平井の地蔵様 ３体 

・金毘羅山（神社）の歴史と云われ 

・「日常のくらしに神さまがいる」という意識がある 

古墳 ・古墳の上オクラ、下オクラに木を小屋の様に組んで基地にして遊んだ。 

歴史 ・平井築落の歴史（国造神社とのつながある） 

・古城という名前の由来から伝説（物語）がある？ 

・風宮様の歴史 

町の風景（スポット） ・彼岸花、あじさいなど花がきれい 

・平井の坂道の四季 

・野焼き、ワチ焼き 

・田植えを終え、水を張った田んぼに阿蘇山が写る風景 
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・水車 

・ヒガンバナ 

・宮川 

・紫陽花（国造神社の川のほとり） 

・ワクド石 →手野名水会の発祥の地 

・手野名水周辺の紅葉 

・宮川での釣り 

・渓流釣り 

・国造神社の銘木（カヤの木、杉の木） 

・国造神社境内の雰囲気（四季を通した） 

・国造神社の前の川の上流に複数の滝がある。夏の増水時の橋から見るいくつ

もの滝の様子がキレイ。紫陽花の時期が格別。 

・不動尊の滝 

・３月の高菜おりの時期の作業風景 

・上御倉の中 →ドーム作りの石造がすばらしい 

眺望（見晴し） ・チョウエンボから国造神社の眺めが良い 

・涅槃像：平井集落からの眺めが良い 

・特に雨の降った翌朝、雲海の上に見える。（秋ごろ） 

・国造神社からの眺め（阿蘇山を望む） 

・北外輪山の紅葉 

・立山坂より見た阿蘇五岳。特に朝方 

川のり（宮川） ・アオノリがつく 

・決まった岩でないとつかない 

・水害の後、しばらく出来なかったら最近見られるようになった 

・昔、母親がこのアオノリで巻きずしの海苔を作っていた 

その他 ・町内の皆を名前で呼び合う近さ、親しさがある 

・手野集落内の整理された各個人の家周辺 
 

【懸念事項】 

若手の「きよら会」メンバーへの説明を行い、本取組への参加を促すことができるか？ 

【今後の取組み予定】 

次回は１０月３０日（水）①フィールドワーク１３：３０～ ②講演会 １９：３０～ 

①壱岐の地域おこし協力隊メンバーも参加し、名水会のメンバーと一緒に今回のワークショップで出た場所

や町内を歩く（外部の目から見た「手野の良さ」を実感してもらう事も狙い） 

②今回のワークショップで名前の挙がった「きよら会」メンバー、その他地元の有志たちを集めた講演会を開

催し、地元の方々へ取組の説明と協力を得やすい体制を整える。 
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第三回目 研修実施報告書 

【エリア名】阿蘇観光圏 【地区名】阿蘇市手野集落 【担当者名】養父信夫 

【実施日】１０月３０日（水） 

【実施場所】手野公民館 

【参加者】 

＜手野名水会＞工藤徹雄氏 、和田寿輔氏、山部今朝範氏、山部輝明氏、山部賢次氏 

＜きよら会＞ 

三城正明氏（会長） 

＜おふくろ会＞ 

山城唱子氏、山城雪江氏 

＜オブザーバー＞ 

阿蘇デザインセンター 石松氏、壱岐市役所 企画振興部観光商工課 三木氏 

壱岐地域おこし協力隊 徳永氏、二宮氏 

【取組みスケジュール】 

①フィールドワーク（１３：３０～）、②講演（１９:３０～） 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①フィールドワーク：名水会のガイドコース及び、前回講習会で出た地域資源を散策 

・壱岐の地域おこし協力隊２名と名水会の工藤会長、山部副会長、和田氏がガイドを実施。 

・コースは約 2.5 時間 ３ｋｍのコース 

（国造神社） 

・国造神社が阿蘇神社の元宮にあたること、阿蘇神社の北側に位置するので北宮と呼ばれている

ことなどの説明を受ける。神社の神紋、祭典などはその土地にまつわるものが多い。 

→古くなった案内看板や、特徴的な祭り（この地域ならではの「宇奈利」など）に関しては、写

真で説明した方が良い等を指摘。 

・境内にある手野の大杉、鯰宮などを案内していただく。平成 2 年の台風で大杉が倒れた際は集

落の人は泣いて残念がったとのこと。集落の人のシンボルであり守り神の様な存在であった。 

（古墳）上御倉古墳・下御倉古墳 

・西暦 400～600 年頃のものと言われている。名水会のメンバーは、中でたき火をして餅を焼いた

り、古墳の横の木の上に小屋を作ったりして遊んでいたのだそう。 

（風宮神社） 

・風祭りという風鎮めの神事が４月・７月に行われ、その際には赤飯のおにぎりを食べるのが風習。 

（しいたけの栽培場所） 

・ほとんどの集落の人は自身で栽培している。散歩の途中にメンバーの方の木があり、「今夜の食事

に」ともぎりたてのしいたけをプレゼントいただく。 
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（草泊り） 

・名水会のメンバーが作っている。古くなってきているので新しく作りなおすとのこと。 

  （宮川） 

・集落を流れる川。第２回ワークショップでも地元の方が大切にしていると話のあった川。 

・石畳の道が残っており、年の神様（嫁隠しの神様）などの祠がある。 

・籠の中に里芋を入れて芋を洗う「芋めご」のある風景は名水の地ならでは。 

（わくど石） 

・「わくど」とは「カエル」のこと。カエルにた岩があることより、こう呼ばれている。 

（手野の名水） 

・巨大な岩の割れ目から水が湧いている。夏はそうめん流しのイベントを行っている。「水害以降、

中止していたが来年からは再開しよう」と工藤会長。 

テーマ②講演 

新しく、名水会メンバー１名、きよら会会長１名、おふくろ会メンバー１名が参加。あらためて「住

んでよし、訪れてよし」の事業説明を行い、阿蘇地域の滞在型観光と地域づくりについて講演。 

【今後の取組み予定】 

次回 １１月２７日（水）１９：００～ 

集落散策のテーマを２～３案絞り、コースを討議。 

【特記すべき共有事項】 

若手「きよら会」メンバーからの参加があるか？ 

 

第四回目 研修実施報告書 

【エリア名】阿蘇観光圏 【地区名】阿蘇市手野集落 【担当者名】養父信夫 

【実施日】１１月２７日（水） 

【実施場所】手野公民館 

【参加者】 

＜手野名水会＞ 

工藤徹雄会長、和田寿輔氏、山部輝明氏、山部今朝範氏、山城今朝雄氏、山部賢治氏、山部哲

司氏、岩下氏、山城靖雄氏 

＜きよら会＞ 

三城三郎氏、山岡法生氏、三城正明氏、山城幸次氏 

＜おふくろ会＞ 

工藤スミエ氏 

＜阿蘇市役所＞ 

   小野稚祐氏 
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【取組みスケジュール】 

①「住んでよし」の事業概要説明 

②テーマに基づいた散策コースの検討 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①事業についてのディスカッション 

今回は、３０～５０代が所属する「きよら会」メンバー４名、手野名水会メンバーも９名参加され、

地元住民１５名とこれまでより多数の参加となった。今回の事業について、初めて参加される方に説明を

行ったが、「国の事業」ということで、大規模な取り組みを求められている、という印象を持った方もいらっしゃ

り、「人手の問題、体力的な問題から体制を整えないと取り組めない」、「地域に商売人がいないのでお

金を頂く為の発想やサービスを提供できるかわからない」と言った発言が当初は目立っていた。が、これまで

過去３回されていた、山部輝明さんや山部今朝範さんなどが「このような専門家の話を聞くことは勉強に

なるので皆にも聞いて欲しい」、「自分たちの後継者も作っていく必要があると考えている。自分の代で名

水会の活動を終わらせたくない」といった発言より、出来ることから進めれば良いこと、今のガイド内容をブラ

ッシュアップさせ、ボランティアではなく費用をいただき、現在は他の集落で宿泊したり、食事をしていたのを

地域で提供することで地元にお金を落とすしくみを作れば良いことなどを理解頂いた。 

 

テーマ②テーマに基づいた散策コースの検討 

事前にテーマを６つくらい設定し、それに基づいて地域にどのような資源があるかを検討して頂いた。事

前に配布し記載頂いていたシートを基に発表。「名水の地」であることより「水」をテーマにした散策コースか

ら検討する方が皆さんの発想もしやすいことより、まずは「水」をキーワードに現在の散策コースをブラッシュ

アップすることにした。また、現在はガイド料のみで一人５００円を頂いているが、これに「お土産」、「昼

食」、「おやつ」などを入れ一人 1,200～1,500円程度にするにはどうすれば良いかをディスカッションした。 

 

◆広域ルートを考える。 

・お昼集合 ～ 昼食（＊地元の民宿で地元の産品を使った料理）～散策 ～ ムラのおやつ  

 

＜ルート＞ 

（１日目）民宿集合―昼食―古墳―風の宮―水車―石畳―竹細工―年の神―おやつタイム 

（２日目）国造神社―金毘羅―吉祥天神―体験もの 

●土産付きのガイドで一人１，０００～１，５００円にするには？（現在５００円/人） 

⇒土産：水を入れる竹筒などを土産にする 

国造神社で事前にお祓いをしてもらっておき、「御神水」などしてプレゼント 

ゆくゆくは、オリジナルの焼印入りにするなど入れ物にもこだわりを持たせる 

⇒ムラのおやつ（一人５００円程度）： 

白玉ぜんざい、白玉餅など。地元の材料を使ったり、昔ながらの地域の特色のあるものを検討 
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●お昼ごはん：地元の民宿に協力頂く。一人 1,200～1,500 円程度で検討できるか？ 

 ⇒夏は、名水を使った流しそうめん。冬はそば団子汁など 

 ⇒地元で採れた山野草、薬草のてんぷら 

 ⇒高菜おにぎり、しその実おにぎりなどを竹皮にくるんで提供 

●その地で食べた米、みそ、食材、などを訪れた人が購入できるような仕組みをゆくゆくは検討していく。 

【懸念事項】 

１２月中に手野名水会のメンバーでモデルコースの内容を確定。 

昼食：民宿先と調整、土産：試作品を作成、おやつ：おふくろ会で調整  

※その他、余力があれば、この集落ならではの体験内容も検討 

【今後の取組み予定】 

１月１６・１７日に関係者にてモニターツアーの実施 

 

第五回目 研修実施報告書 

【エリア名】阿蘇観光圏 【地区名】阿蘇市手野集落 【担当者名】養父信夫 

【実施日】１月１６（木）、１７（金） 

【実施場所】手野集落 

【参加者】 

＜手野名水会＞ 

工藤徹雄会長、和田寿輔氏、山部今朝範氏、山城今朝雄氏、山部賢治氏、 

＜おふくろ会＞ 

山城唱子氏、山城雪江氏他３名 

＜阿蘇市役所＞ 

小野稚祐氏、（阿蘇観光協会） 

＜マインドシェア＞ 

養父、泰永 

【取組みスケジュール】 

＜モニターツアーコース＞ 

１２：００ 手野公民館集合・おふくろ会の用意したお膳で昼食 

⇒料理は一人７００円の前提 

 

１３：００ 手野集落の散策 

⇒お土産の竹筒の水筒を国造神社の手水舎にて汲みスタート 

⇒風の宮 ⇒ 水車 ⇒ 年の神 ⇒ 平井３体地蔵 

⇒現在ひとり５００円のところを、お土産付きで１，２００～１，５００円に設定 
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１５：００ 展望台でおやつ（おふくろ会の用意したぜんざい） 

１５：３０ 厄神様⇒芋洗場⇒火の神⇒弘法大師、馬頭観音⇒金毘羅⇒夫婦石 

１６：３０ 解散 

 

【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ①おふくろ会によるお昼ご飯について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・まずは手野の名水をウエルカムドリンクとして参加者に出すことをアドバイス。手野が水の里であることを参

加者に印象付けることが目的。 

・土産用の水筒のサイズは、女性でも持ち歩きやすい小さいものが良いとアドバイス。また飲みやすい様、飲

み口を少し削るなどの工夫をすることに。水筒には焼き印を押したいとのことであったが、デザイン的にも少し

凝って頂くよう次回、デザインチーム（ノコノコ）同行にて依頼することを提案した。 

・料理は、地元の野菜を使った漬物が多く特徴的であったことより、３重のお膳などに入れて価値を高める

提供方法にすることをアドバイス。 

・器に関しても、公民館にあるプラスチックのものではなく陶器で出し、おもてなし感を出すように助言。 

・一人７００円を１，０００円にする為、1 品増やす、もしくは、漬物を小分けしてお土産とすることを今

後、検討することにした。 

・用意した料理もお膳にする場合は、「手野のおふくろめし」という名前で提供し、現在提供している「おむす

び」と差別化するようにした。 

 

テーマ②コースについて 

・当初、１泊２日のコースで検討していたが、地元に宿泊施設や受入体制がないため、３時間～半日で

のコースから取組みを始めることにした。阿蘇神社参拝客を手野へ誘導し易くすることも狙う。 

●午前集合の半日コースの場合 

・阿蘇神社の一ノ宮である「国造神社」からスタート⇒古墳⇒風宮⇒集落散策をし、公民館でお昼ご飯と

いう流れ。 
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●午後集合の半日コースの場合 

・公民館でお昼ご飯 ⇒国造神社⇒古墳⇒風宮⇒集落散策 

※お昼ご飯がない場合は、最後に「ムラのおやつ」を入れる解散というコース 

 

 
 

テーマ③体験メニューについて 

・特徴的なのは「高菜折り体験」であるが、季節的なもの

もあるため、通年できる「竹筒の水筒づくり」に取り組むこと

に。３０～５０分程度で完成できることが検証できた

為、滞在時間を延ばすプランとして体験コースも付加した

プログラムも検討可能。 

 

【今後の取組み予定】 

２月下旬に行う最終回は、地元の方に広く今回の取組を周知する為のミニシンポジウムにすることにした。

市役所・観光協会などにも告知し行政関係者にも参加をして頂くことで、今後の取組支援を促すことが狙

い。 

 

第六回目 研修実施報告書 

【エリア名】阿蘇観光圏 【地区名】阿蘇市手野集落 【担当者名】養父信夫 

【実施日】２月２７日（木） 

【実施場所】阿蘇市役所 北別館 大会議室 

【参加者】 

手野名水会メンバー、おふくろ会メンバー、阿蘇市役所、阿蘇市内地域づくり関係者等２７名 

マインドシェア：養父、泰永 

【取組みスケジュール】 

まとめセミナー 

第１部：地域づくり型観光についての講演 

第２部：取組み報告 

第３部：今後について 
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【ワークショップのテーマと意見交換のポイント】 

テーマ① 

アドバイザー養父より、地域の方を対象に本事業の説明と「地域づくり型観光」についてのセミナーを行っ

た。講演タイトル「住んでよし、訪れてよし 地域づくり型観光のススメ」 約６０分 

 

テーマ② 

手野地区で取り組んできた実施概要報告を紹介（約１５分）。併せ、手野名水会会長よりご挨拶

を頂き、今回の取り組みを行い自分たちの地域を見直すことができた。今後も地域内の他のグループにも連

携する必要があり、今後も継続して今回学んだことを活かしていきたい。というお話があった。 

 

テーマ③ 

手野地区での取り組みに関し、今後は行政のサポートも必要になってくることより、アドバイザーより阿蘇

市役所、観光協会等へ要請。阿蘇デザインセンターからは今後もサポートしていくつもりだ。との話があった

ほか、阿蘇市役所からは、年２回程、日にちを決めて実施する「時旅型（佐世保市で実施）」のイベント

を行っているので、そこに今回の事業で組み立てたモニターツアー内容を組み込めるよう検討すると回答があ

った。 

 

 
 
 

【懸念事項】 

手野地区にはコーディネーターの役割を果せる人材が不在なこと、また行政のサポートも不足していることよ

り今後、どこまで今回の取り組みを活かすことができるかの課題は残る。但し、今回の取り組みを通じ、手野

名水会のメンバー、おふくろ会のメンバーも確実に前向きになっており、自分たちの住む地域に誇りを持つこと

ができたようだ。 
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6 連絡調整会議の開催・運営 

6.1 連絡調整会議の目的 

「住んでよし」の実践にあたっての留意事項について、派遣する専門家との共有を図る 

6.2 連絡調整会議開催概要 

項目 内容 

第 1回 事業概要の共有 

取組み実施想定地域の共有 

スケジュール確認 

第 2回 各エリア担当者による実施内容の進捗報告及び意見交換 

第 3回 各エリア担当者による実施内容の進捗報告及び意見交換 

第 4回 各エリア担当者による実施内容の進捗報告及び意見交換 

6.3 連絡調整会議開催報告 

6.3.1 第 1回連絡調整会議 

項目 内容 

開催日時 平成２５年６月２４日  １５：００～１７：００ 

開催場場所 合同庁舎第３号館３Ｆ ３０７会議室 

参加者 ＜観光庁観光地域振興課＞ 七條課長、平野係長 

＜住んでよし チーフアドバイザー＞ 坂元英俊 

＜住んでよし 観光専門家＞ 木谷敏雄、鈴木宏一郎、宮本英樹、中島

淳、石松昭信、千田良仁、福井隆、養父信夫 

＜事務局＞ 森田朱音、牧口宏司 

実施内容 事業概要の共有 

取組み実施想定地域の共有 

スケジュール確認 

6.3.2 第２回連絡調整会議 

項目 内容 

開催日時 平成２５年１０月９日  １４：００～１６：００ 

開催場場所 合同庁舎第３号館３Ｆ ３０７会議室 
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項目 内容 

参加者 ＜観光庁観光地域振興課＞ 荏原専門官、平野係長 

＜住んでよし チーフアドバイザー＞ 坂元英俊 

＜住んでよし 観光専門家＞ 木谷敏雄、鈴木宏一郎、宮本英樹、中島

淳、石松昭信、千田良仁、福井隆、養父信夫 

＜事務局＞ 絵内雄大 

実施内容 各エリア担当者による平成２５年１０月９日までのワークショップ実施状況の

報告及び意見交換 

6.3.3 第３回連絡調整会議 

項目 内容 

開催日時 平成２６年１月３１日  １３：３０～１７：００ 

開催場場所 合同庁舎第３号館３Ｆ ３０７会議室 

参加者 ＜観光庁観光地域振興課＞ 川瀧課長、荏原専門官、平野係長 

＜住んでよし チーフアドバイザー＞ 坂元英俊 

＜住んでよし 観光専門家＞ 木谷敏雄、鈴木宏一郎、宮本英樹、中島

淳、石松昭信、千田良仁、福井隆、養父信夫 

＜事務局＞ 高木良輔 

実施内容 各エリア担当者による平成２６年１月３１日までのワークショップ、モニターツア

ー実施状況の報告及び意見交換 

6.3.4 第４連絡調整会議 

項目 内容 

開催日時 平成２６年２月２４日  １３：３０～１５：３０ 

開催場場所 合同庁舎第３号館３Ｆ ３０７会議室 

参加者 ＜観光庁観光地域振興課＞ 荏原専門官、平野係長 

＜住んでよし チーフアドバイザー＞ 坂元英俊 

＜住んでよし 観光専門家＞ 木谷敏雄、鈴木宏一郎、宮本英樹、中島

淳、千田良仁、福井隆、養父信夫 

＜事務局＞ 園本健司、高木良輔 

実施内容 各エリア担当者による平成２６年２月２４日までのワークショップ、モニターツア

ー実施状況の報告及び意見交換 
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7 パンフレットの制作（成果物） 

○表１（表紙）、表 4（裏表紙） 
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市 場

農村集落

観光コンテンツで
農村がつながる

農家
レストラン

立ち寄り
農家

農家民宿

体験
プログラム

里山歩き

対象となる地域

モデルとなる地域で
観光地域づくりの実践

今後取り組むべき
地域

今後取り組むべき
地域

地域連携
情報共有

ニッポンの顔となる観光地域へ
広域観光エリア

商店街

旅館街・
温泉

自然
フィールド

農村
集落

観光
施設

観光
スポット

漁村
集落

波及
効果

地域全体で
おもてなしを実現

地域内での
ワンストップサー
ビスの提供

外国人旅行客 国内旅行客

観光地域づくりプラットフォーム
※地域内の着地型旅行商品の提供者と市場（旅行会社、旅行者）をつなぐワンストップ窓口としての機能を担う事業体

情報発信 受入

景観づくり
移動の快適化・
利便性の向上

おもてなしの充実 宿泊の魅力向上
観光コンテンツの

充実

8 まとめ（提言） 

今年後、12 の地域で観光コンテンツの造成による観光地域づくりに取り組んできたが、各地域においては、観光

地域づくりのスイッチが入った状態で、まさにこれから 3年、5 年、8年と地域主体となって進めていかなければならな

い状況である。この取り組みが集落、商店街といった小さな単位から、市町村単位や広域エリアに広がっていけば、

地域全体で地域の時間の流れと空間を楽しむことができる「滞在交流型観光」の実現につながっていく。 

手段としてモニターツアーを活用したことにより、「もっとこのＤＮＡを活用した観光コンテンツをシリーズ化したい」

「人を案内するのだから、きれいにしないと」「ガイドの質を高めないと」「次はこんな料理を出してみたい」「農家民宿

など滞在できる宿泊施設を整備しないと」など、次のステップに向けた前向きな意見を多くきくことができた。このように

今回のモデル地域にスイッチが入ったことで、今後、具体的な取り組みが展開していくと考える。 

観光地域づくりは、地域性の向上、人間性の向上、経済性の向上を成果としていますから、地域住民自らが、

上記のような意見を持ち、行動を起こしていければ、みなでおもてなしをする環境がおのずと育まれ、「その地域に行

ってみたい」の喚起につながり、取り組み自体に人が集まってくる滞在交流型観光に変わっていく。 

住民主体の活動であるため、行政からの要請で「おもてなし講座」「ガイド育成講座」などに参加するのではなく、

「自分たちの地域をこうしたい」と思う結果、自ら講座を開き、観光コンテンツ開発、商品開発といった行動を起こし、

行政に支援を求めていくことになる。 

このように観光地域づくりを推進していくためには、地域を取りまとめ、牽引していくリーダー的存在となる人材が求

められる。行政や複数の地域、そして観光圏の観光地域づくりプラットフォームと連携し、地域の人々を巻き込み、

滞在交流型観光を実現できる人

材をいかに育成していくかが早急な

課題である。 

市町村もしくは広域エリアでのモ

デル地域で、観光地域づくりに取り

組んだ結果、その成果を実感した

近隣の商店街や農村集落に波及

効果を与え、観光地域づくりの取り

組みの輪が広がっていく。 

まさにモデル地区での取り組みが、

ニッポンの顔をなる観光地を創造し

ていく礎となる。 


