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❏ 調査対象地域の事業⾏程・実施体制の構築 
１．実施体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

調 査 対 象 地 域

観

光

庁

・全体事業設計
・各種情報集約
・全体スケジュール管理
・進捗状況の確認
・アンケートの作成、集計
・⽬利きの派遣
・モニター調査の実施
・清算業務

■地域窓⼝
（各調査対象地域の取組サポート）
・運輸局との連絡調整
・スケジュール管理
・進捗状況の確認

ＪＴＢ沖縄

ＪＴＢコミュニケーションズ
九州

JTB
中国四国

Ｊプロデュース

ＪＴＢ
プロモーション

ＪＴＢコミュニケーションズ
東京本社

ＪＴＢコミュニケーションズ
東京本社

ＪＴＢ関東

ＪＴＢコミュニケーションズ
東北

ＪＴＢ
北海道

各地⽅運輸局

北
海
道

東
北

関
東

中
部

北
陸
信
越

近
畿

中
国

九
州

四
国

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

事

務

局

調査対象地域

沖
縄

調査対象地域

調査対象地域

調査対象地域

JTB
中国四国

Ｊプロデュース
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２．調査対象地域と地域窓⼝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

番号 都道府県 運輸局等 地域窓口担当会社 提案者 提案名

2 北海道 北海道 カワイイ北海道ツーリズム推進協議会 カワイイファッションでもっと北海道を楽しもう！「カワイイ北海道ツーリズム」

3 北海道 北海道 サイクル・ツーリズム北海道推進連絡会 北海道の地域資源を活かしたサイクリング観光ビジネス創出事業

4 青森県 東北 特定非営利活動法人　かなぎ元気倶楽部 奥津軽文化のルーツ 青森ひば材で栄えた明治の豪商を探るトレイルの旅のビジネス化

5 岩手県 東北 久慈広域観光協議会 北限の海女が潜るまち　海女的北三陸探訪　シーズン２

6 岩手県 東北 七時雨マウンテントレイルフェス実行委員会 七時雨・アウトドアと短角牛の美味しい関係♪体験プロジェクト

7 宮城県 東北 にかほ市観光振興プロジェクトチーム 行ってみる？来てみて！ほット（温かい人）しあ（会）える旅。

8 宮城県 東北 Tatton事務局 東北に生まれる新しい観光資源“純国産の綿花”が繋ぐ未来「Tattonプロジェクト」体感ツアー

9 秋田県 東北 （NPO法人）おおさき地域創造研究会 発酵女子会inみやぎ大崎　働き女子の旅サプリ

10 山形県 東北 山形鉄道株式会社 目指せ！フラワー長井線ランド

11 山形県 東北 特定非営利活動法人　南陽市観光協会 ワインとぶどうの物語　見て、ふれて、食べて感じる赤湯温泉

12 福島県 東北 喜多方観光協会 「幸」って不幸なすがた？

13 茨城県 関東 一般社団法人つくば観光コンベンション協会 未来空間での街歩き～セグウェイシティツアーinつくば～

14 栃木県 関東 足利商工会議所 魅力発掘・足利銘仙プロジェクト“足利道楽・楽ジュアリーツアー”

15 群馬県 関東 八ッ場ふるさとエコツアー実行委員会 八ッ場ふるさとエコツアーを軸にした草津温泉との観光連携ビジネス

16 群馬県 関東 大泉町観光協会 "ブラジル文化"と”日本文化歴史”の異文化交流ツアー

17 千葉県 関東 いすみ市役所　商工観光課 いすみスタイル体験プランによる観光ビジネス創出事業

18 東京都 関東 一般社団法人　大島観光協会 伊豆大島『ネイチャー・テーマパーク化』構想 （伊豆大島ジオパーク馬車プロジェクト）

19 東京都 関東 中央区観光協会 本物を知る！！「お江戸満喫まち歩き」拡充事業

20 神奈川県 関東 小田原市観光協会 城下町＆宿場町の魅力満喫！　今日は「小田原まち歩き」

21 山梨県 関東 ＮＰＯ法人　日本国際ふれあい協会
≪河口湖～新御坂トンネル～笛吹≫やまなしウェルネス街道（仮称）女性にやさしい「美と健
康と癒し」

22 新潟県 北陸信越 株式会社JTB関東本社 にいがた「夏の雪旅」推進協議会 にいがた「夏の雪旅」ビジネスの創出

23 富山県 北陸信越 株式会社　たてやま 地域誘客×大学生　"星に一番近いリゾート"立山キャンパス開講！

24 石川県 北陸信越 金沢市経済局営業戦略部プロモーション推進課 金沢プレミアム　ほんものの工芸にふれる旅

25 愛知県 中部 半田商工会議所 知ること多き半島 恵み旅 “ちためぐ”

26 三重県 中部 鳥羽商工会議所 青のレストラン「リストランテ・フィールド・答志島」ツアー

27 滋賀県 近畿 ビワイチ！トレイルランニング協議会 ビワイチ！トレイルランニングプロジェクト

28 大阪府 近畿 株式会社ＪＴＢ西日本　大阪中央支店 富田林寺内町及び周辺地域における観光ビジネス創出事業

29 和歌山県 近畿 加太観光協会 おさかなリゾート「和歌山加太」～魅力アップ・元気アップ作戦～

30 和歌山県 近畿 和歌山県北山村 伝統が息づく筏流しとじゃばらを活用した北山村自主財源創出プロジェクト

31 兵庫県 近畿 須磨観光協会 神戸発・日本初“イルカたちと過ごす感動の二日間

32 鳥取県 中国 一般社団法人　大山観光局 「住まうように旅する」リフレッシュ、リチャージ鳥取スタイルエコツーリズム進化への挑戦

33 島根県 中国 一般社団法人　松江観光協会 「出雲の地、まつえ縁の旅」

34 広島県 中国
（株）JTB中国四国
広島支店

世羅高原観光まちづくりラボラトリー まちのいいね！をかたちにする世羅高原観光まちづくりラボラトリー事業

35 山口県 中国
（株）JTB中国四国
山口支店

防府市観光資源活性化協議会 幸せますのまち防府　”大河ドラマの世界観” 発見ツアー

36 愛媛県 四国 （株）J プロデュース 瀬戸内・松山ツーリズム推進会議 瀬戸内・松山新観光ビジネス創出事業

37 高知県 四国
（株）ＪＴＢ中国四国
高知支店

高知ファイティングドッグス球団㈱
「ベースボール国際交流ツーリズムを創造する」～夢追い人国際交流・応援プロジェクトwith越
知町～

38 福岡県 九州 福岡やるばい観光！人とまちづくり協議会 福岡　恋と黄金　旅物語（観光ツアービジネスプラットフォーム）

39 長崎県 九州
世界遺産候補『長崎の教会群を訪れる“祈りと
学びの旅”協議会

世界遺産候補『長崎の教会群を訪れる“祈りと学びの旅”

40 大分県 九州 一般社団法人 佐伯市観光協会 「味力全開！さいき結旅（仮称）」推進体制確立プロジェクト

41 宮崎県 九州 ひむか日豊海岸観光推進協議会 東九州自動車道の開通を契機とした　ひむかの「神話物語」、「伝統文化」をむすぶ旅

42 鹿児島県 九州 公益社団法人　指宿市観光協会
いぶすきの輝き再発見＆深発見！いぶすき海洋浴｢きら★旅｣体験で、日本人も外国人も女子
力アップの旅づくり

43 鹿児島県 九州 奄美市 世界自然遺産登録の風を掴め！　観光地域づくりでシマ（集落）をおこす！

44 沖縄県 沖縄 石垣島田舎体験プロジェクト実行委員会 田舎のおもてなしで心の贅沢を味わう旅in石垣

45 沖縄県 沖縄 宮古島観光協会 草野球キャンプIn宮古島2014

（株）ＪＴＢコミュニケーションズ九州

（株）JTB 沖縄

（株）JTBコミュニケーションズ
東北営業局

（株）JTBコミュニケーションズ
東京本社

(株）JTBプロモーション
北陸支店

（株）JTBプロモーション本社

（株）J プロデュース

（株）JTB中国四国
松江支店

1 北海道 北海道

（株）JTB北海道

別海町観光協会
食観光とＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ日本一を目指すフードツーリズム推進事業
～カメラ女子も冒険女子も美食女子も集まれ！日本最東端の別世界を体験するプレミアム女
子旅～
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統括事務局
＜役割＞
■観光庁、地域窓口、各調査対象地域との統括業務
■調査対象案件の実施体制、実施内容の検討・決定
■第２回モニターツアーアンケート調査の作成・集計・分析
■「将来的な観光地ビジネス化に向けた検証」対象地域の決定にかかわる取りまとめ
■指標の設定にかかわる取りまとめ ■目利きの派遣（選定・派遣）
■追加実証にかかわる取りまとめ等
※地域からの実施報告書は統括事務局が取りまとめ、運輸局、観光庁、地域窓口担当者へメールで配信。

地域窓口
＜役割＞
■運輸局との連絡調整

■地域提案者の取り組み
における進捗管理
■地域へのヒアリング
■指標の設定
■目利き活動報告書の

チェック

■その他、助言・指導を含
む地域フォロー業務

調査費

事業費700万円の範囲

モニター
ツアー費

ＰＲ費用
研修会・商
談会参加

経費

地域の自主事業

実施状況報告書（月１回）・メディア露出報告（月１回）
取組事業詳細報告・スケジュール（随時）
支出経費積算書（更新時）
目利き活動報告（随時）

●
第
２
回
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
配
信
・回
収
・分
析

その他、ポータルサイトの
情報発信に係わる費用等

各地方運輸局

観光庁

目利き

地域提案者
（調査対象地域）

会議・
打合せ
費用

目利き
派遣費用

勉強会・研修会・

ＷＳ・シンポジウム
費用

●
集
合
研
修
会
・
商
談
会
の
案
内
・参
加
確
認

●
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
画
像
提
供
の
案
内
・回
収

等

電通（研修・商談会は、近畿日本ツーリストに委託）

＜役割＞
■研修の実施
■ポータルサイトの構築・運営
■商談会の実施

適宜
フォロー

電通案件の地域提案者への連絡も、統括事務局が担当
地域提案者からの回答も統括事務局へ、その後、統括事務局から電通へ転送
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４．事業⾏程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

調査対象地域 事務局・地域窓⼝
４〜５⽉
■調査対象地域の実施体制、検討・決定
■調査対象地域の実施内容の検討・決定
■⽬利きの検討・提案

→決定・派遣
■指標の設定

→指標設定にあたっての助⾔・指導
■「将来的な観光地ビジネス化に向けた検証」

対象地域の決定
■研修会参加に係わる助⾔・指導

第
１
回
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
実
施

第
２
回
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
実
施

調
査
・
研
修
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
の
実
施

４⽉

６⽉

８⽉

１０⽉

１⽉

１１⽉

１２⽉

５⽉

７⽉

９⽉

２⽉

３⽉

6⽉23〜25⽇
■第１回研修会参加

６⽉〜
■ポータルサイトを活⽤
した情報発信 ６⽉〜

■ポータルサイトを活⽤した情報発信についての
助⾔・指導

10⽉27〜29⽇
■第２回研修会参加

７〜１２⽉
■研修会参加に係わる助⾔・指導

８〜１２⽉
■第２回モニターツアー実施

２⽉17・18⽇
■商談会参加

７〜８⽉
■追加実証地域の選定
■追加実証の実証⽅法の検討・決定

７⽉〜
●第２回モニターツアーアンケート票の作成
●第２回モニターツアーアンケートの回収・集計
●第２回モニターツアーアンケートの分析

２⽉〜
●観光地ビジネスを進めるにあたっての課題等に
ついての分析・検証及び報告書の作成

３⽉〜
●精算業務

４〜６⽉
■第１回モニターツアー実施

７⽉〜
■追加実証の実施

地
域
窓
⼝
を
通
し
た
地
域
か
ら
の
活
動
報
告
・
各
取
組
の
進
捗
管
理
・
助
⾔
・
進
⾔
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❏ 観光地ビジネスの⼿法の検討等 
１．観光地ビジネス⼿法の検討プロセス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

■ヒアリングシートを⽤意し、この⼀年間の活動の確認・報告
■今後の観光地ビジネス化と⾃⾛化のイメージの確認・報告
■翌年以降の観光ビジネス化のスケジュールや地域による

⾃⽴に向けたスケジュールの確認・報告。

上記の内容等を地域窓⼝を通じて確認し、各地⽅運輸局及び観光庁
と情報を共有し、進捗を管理した

調査対象地域の
取組内容の確認

調査対象地域の
取組の進捗管理

調査対象地域の
モニターツアー調査

調査対象地域の
観光地ビジネス化
検証の報告

調査対象地域の
事業費の精算

■提案項⽬が、事業の主旨に沿ったものであるかどうか
■実施体制や役割、スケジュールについての実現性
■⾃主財源を増やしていくための観光地ビジネス化の⼿法等

上記の内容等を地域窓⼝を通じて確認し、各地⽅運輸局との連絡
調整後、観光庁と協議のうえ、各調査対象地域へ修正等を⾏った。

■「⽬利き」からの毎⽉の報告の確認・報告
■⽉次の実施状況報告書によりモニターツアー造成や募集
の進捗状況の確認、勉強会・ワークショップ・シンポジウ
ム等の開催確認

上記の内容等を地域窓⼝を通じて確認し、各地⽅運輸局及び観光
庁と情報を共有し、進捗を管理した。

■モニターツアーの募集状況や催⾏状況の確認
■モニターツアー参加者アンケート送付と回収状況の管理

上記の内容等を地域窓⼝を通じて確認し、各地⽅運輸局及び観光
庁と情報を共有し、進捗を管理した

⽀出経費積算書及び実施業況報告書により、各地域の⽀出
を管理し、精算を⾏う。
本事業の主旨に沿った⽀出管理を実施。
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取組計画（取組事業詳細報告書） 

事業開始時に地域窓⼝と各調査対象地域が協議、調整し取組事業計画書を作成し、運輸局が確認・
了承したものを観光庁へ提出。事業期間中、取組内容やスケジュールに変更があった場合は、⽉次報
告書とともに更新したものを運輸局へ提出し、了承を得たものを観光庁に提出した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

※変更の場合は、朱字で記入してください 更新日：2014年○月○日

※追加の場合は、青字で記入してください。

【スケジュール】 【取組詳細】

↓左のカレンダーにある日程に各項目の番号を入れ、詳細内容を記載してください。

Ｎｏ

1

Ｎｏ

1

１週目 Ｎｏ

２週目 2

３週目 Ｎｏ

４週目 3

１週目 Ｎｏ

２週目 4

３週目 Ｎｏ

４週目 5

１週目 Ｎｏ

２週目 6

３週目 Ｎｏ

４週目 7

１週目 Ｎｏ

２週目 8

３週目 Ｎｏ

４週目 9

１週目 Ｎｏ

２週目 10

３週目 Ｎｏ

４週目 11

１週目 Ｎｏ

２週目 12

３週目 Ｎｏ

４週目 13

１週目 Ｎｏ

２週目 14

３週目 Ｎｏ

４週目 15

１週目 Ｎｏ

２週目 16

３週目 Ｎｏ

４週目 17

１週目 Ｎｏ

２週目 18

３週目 Ｎｏ

４週目 19

１週目 Ｎｏ

２週目 20

３週目

４週目

１週目

２週目

３週目

４週目

１週目

２週目

３週目

４週目

会議・打合せ開催の目的を明確に記載し、議論する内容、参加者、目利きの参加有無をご記入ください。

勉強会等（シンポジウムやワークショップなどの活動も含む）の開催の目的を明確に記載し、実施内容、

参加者、目利きの参加有無をご記入ください。

モニターツアーで求める成果等を具体的に明記し、行程や内容、実施日、参加人数をご記入ください。

調査の目的を明確に記載し、調査内容、調査サンプル数、取得方法、分関の方向性等をご記入ください。

目的を明確に記載した上で、その他、本業務に係る項目の実施内容を具体的内容をご記入ください。

※各取組に係る費用は、別紙の支出経費積算書にて記載してください。

■その他

■会議・打合せ

■勉強会・研修会

■モニターツアー

■調査

※当「取組事業詳細報告」には自主財源による取組についてもご記入ください。

【詳細報告の記載について】
詳細内容の記載については、以下の要素に留意して具体的な各項目の実施内容を記載してください。

「観光地ビジネス創出の総合支援」

取組事業詳細報告（スケジュール）

5月３０日（金）までに提出
その後、変更があり次第、適宜提出

提案者名

提案名

4月

項目

項目

項目

会
議
・
打
ち
合
わ
せ

勉
強
会
・
研
修
会
等

モ
ニ
タ
ー

ツ
ア
ー

調
査

そ
の
他

項目

項目

項目

項目

項目

項目

項目

項目

項目

2月

項目

項目

項目

項目

3月

9月

10月

11月

12月

1月

5月

6月

7月

8月

項目

項目

項目

項目

詳細・内容

項目 ６月６～８日の期間で２０人参加で実施。内容は、●●体験を行うほか、本プロジェクトの主なテーマである、△△へお
連れしたうえで、各種プログラムを提供し、調査をすることで、二回目のモニターツアーとして高付加価値となる項目を
抽出することが大きな目的。モニターツアー

項目

見本
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精算フォーム（⽀出経費積算書） 

事業開始時に地域窓⼝と各調査対象地域が協議、調整し⽀出経費積算書を作成し、運輸局が確認・
了承したものを観光庁へ提出。事業期間中、⽀出内容や⾦額に変更があった場合は、⽉次報告書とと
もに更新したものを運輸局へ提出し、了承を得たものを観光庁に提出した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

※黄色部分に想定支払額を入力し、請求額確定後、その右に確定金額を入力してください
※金額は全て税込金額で入力してください
※源泉徴収が必要な目利きの人件費については赤字で記入してください

提案名

項目

※プルダウンから選択
想定

支払額
請求額

想定
支払額

請求額
想定

支払額
請求額

想定
支払額

請求額
想定

支払額
請求額

例 シンポジウム費 会場費 ○○会館 108,000 108,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

108,000 108,000 0 0 0 0 0 0 0 0

※必要な場合は、記入欄を適宜調整してください。

合計

5月

No.

6月 7月

支払内容 支払い先名称

提案者名

8月4月

想定

支払額
請求額

想定

支払額
請求額

想定

支払額
請求額

想定

支払額
請求額

想定

支払額
請求額

想定

支払額
請求額

想定

支払額
請求額

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108,000
年間合計

請求額

年間合計

想定支払額
108,000

9月

年間予算金額

1月 2月 3月10月 11月 12月

報告日記入者
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⽉次報告書①（実施状況報告書） 

各調査対象地域は毎⽉末に当⽉の取組内容、課題、次⽉の予定を記載し、地域窓⼝を通し運輸局へ
提出。運輸局の了承が取れたものを観光庁へ提出。 

尚、次⽉及び翌々⽉に⽀出の発⽣が予定される場合は、追記し⽀出経費積算書と併せて⽀出を管理
した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

報告日

提案名

提案者名

記入者名

E-mail TEL

※必要な場合は、記入欄を適宜調整すること。

　当月メディア露出実績

　具体的な実施内容　（実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に記載してください）

　取組事項

　備考　（その他の留意事項等を記入。）

□ あり　（□ 既に報告済み）・□ なし

メディア露出報告書にて既に報告済みの場合は、「□既に報告

済み」の□にチェックいただき、メディア露出があるが、まだメ

ディア露出報告書を提出していない場合は、「□あり｝の資格に

チェック頂き、実施ほ状況報告書と一緒にメディア露出報告書を

提出してください

毎月1回月末までに提出

　現在の課題

　来月の予定（取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記入してください。）

　再来月以降の予定（取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記入してください。）

                                                     「観光地ビジネス創出の総合支援」

                                                             実施状況報告書
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⽉次報告書②（メディア露出報告書） 

当事業における各調査対象地域の取組についてメディアに放送または掲載された際は⽉次報告とし
て下記の書式により地域窓⼝を通じ運輸局及び事務局へ提出。運輸局の確認後、事務局から観光庁へ
提出。事務局はポータルサイトへ情報を掲載するため、運営管理している電通へメディア報告書によ
り情報共有した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

報告日

提案者名 提案名 記入者

テレビ露出

№ 放送局 番組名 放映日時 紹介放送時間 紹介内容・掲載概要 放映エリア モニター資料 クリッピング 画像WEB掲載可否

見本 読売テレビ ウェイクアップ！ぷらす 10月12日（土）8:00～9:30 9:03～9:05（2分間）
「今が見ごろ！」のコーナーでご紹介いただきました。

今が見ごろの「●●バラ園」や、今が食べごろの梨のおいしさを伝えていただきました。
全国 DVD郵送 貼付け済 掲載可

1

2

3

4

5

新聞露出

№ 新聞社 媒体名/朝刊・夕刊 掲載日 サイズ/掲載面 見出し/紹介内容・掲載概要 掲載エリア 写真の掲載 クリッピング 画像WEB掲載可否

見本 朝日新聞社 朝日新聞　朝刊 10月12日（土）
1C 3段×11.5cm

30面　社会面

「ビジネス化に向けたモニターツアー大盛況！」

10月5日に開催した、モニターツアー「●●●ツアー」にご意見いただき、その内容と魅力を掲載いた

だきました。

京都府内 あり 貼付け済 掲載可

1

2

3

4

5

雑誌露出

№ 出版社 雑誌名（号数） 発売日 サイズ 見出し/紹介内容・掲載概要 発売エリア 写真の掲載 クリッピング 画像WEB掲載可否

見本 枻出版社 Discover Japan（11月号） 10月12日（土） 4C 2Ｐ

「タビカレ学園祭」で日本の魅力再発見

「タビカレ学園祭」で発表したモニターツアーはじめ、1年間の取組を、観光協会会長のインタビューを

基にご紹介いただきました。

全国 あり 貼付け済 掲載可

1

2

3

4

5

ラジオ露出

№ 放送局 番組名 放送日時 紹介放送時間 紹介内容 放送エリア モニター資料 クリッピング

見本 TBSラジオ 大沢悠里のゆうゆうワイド 10月12日（土）11：00～12：00 11：36～11：39（3分間）
「今が見ごろ！」のコーナーでご紹介いただきました。

モニターツアーを取材いただsき、参加者の感想などを交えて、地域の魅力を伝えていただきました。
首都圏 MP3 貼付け済

1

2

3

4

5

WEB露出

№ 運営元 サイト名 掲載開始日

見本 産業経済新聞社 MSN産経ニュース 10月10日（木）

1

2

3

4

5

その他の露出

№ 媒体社 媒体名 掲載開始日 露出度合い 見出し/紹介 波及エリア クリッピング WEB掲載可否

1 掲載可

2

3

4

5

6

http://sankei.jp.msn.com/region/news/131127/ibr13112702090000-n1.htm
「今が見ごろ！」のコーナーでご紹介いただきました。

「究極のお土産」の開発秘話や、製造工場を取材いただきました。

URL 見出し/紹介内容

掲載されたら都度提出
当該月に露出がない場合、実施状況報告書にてご報告ください

「観光地ビジネス創出の総合支援」

メディア露出報告書

【メディア露出報告について】
①掲載された記事情報を、下記一覧にご記入お願いいたします。
②TV露出は、動画データをDVDにやいて事務局まで郵送するか、メールにて添付にてご提出お願いいたします。
　新聞、雑誌などの紙媒体に掲載された記事はJPGやPDF等の画像データにした上で、
　シート名「新聞-クリッピング」、「雑誌‐クリッピング」、の各シートに貼り付けご提出をお願いいたします。
　また、可能であればTV放映された動画のなかで象徴的なシーンを画像にして「TV-クリッピング」に貼り付けてください。
③②でのクリッピングされた画像についてポータルサイトへの掲載の可否を媒体者へご確認いただき、了承された場合は「掲載可」の欄に記載願います。
　尚、ポータルサイトへの掲載が「不可」の場合は、掲載内容と関連する画像を貼り付けてください。※ポータルサイトに使用します。
④テレビの紹介放送時間については必ずご記入ください。
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⽉次報告書③（⽬利き報告書） 

⽬利きからの活動実績の報告については毎⽉１回、⽉次報告として下記の書式により地域窓⼝を通
じ運輸局へ提出。運輸局の確認後、観光庁へ提出。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

提案名

目利き氏名

E-mail TEL

活動日 報告日

活動内容 □会議・打ち合わせ □ワークショップ □研修会・勉強会 □シンポジウム □資料づくり

活動内容 □会議・打ち合わせ □ワークショップ □研修会・勉強会 □シンポジウム □資料づくり

活動内容 □会議・打ち合わせ □ワークショップ □研修会・勉強会 □シンポジウム □資料づくり

活動内容 □会議・打ち合わせ □ワークショップ □研修会・勉強会 □シンポジウム □資料づくり

※必要な場合は、記入欄を適宜追加、調整してください。

　③「目利き」として活動した内容　（参加した取組について活動した内容を簡潔に記載してください）

□その他（　　　　　　　）

活動月の月末までに提出

「観光地ビジネス創出の総合支援」

「目利き」活動報告書

　②「目利き」として活動した内容　（参加した取組について活動した内容を簡潔に記載してください）

□その他（　　　　　　　）

　備考　（その他の留意事項等を記入）

　活動から見えてきた課題

　①「目利き」として活動した内容　（参加した取組について活動した内容を簡潔に記載してください）

　課題に対するアドバイス

□その他（　　　　　　　）

　④「目利き」として活動した内容　（参加した取組について活動した内容を簡潔に記載してください）

□その他（　　　　　　　）
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第１回モニターツアー報告書 

第１回モニターツアー実施にあたり、下記書式にてモニターツアーの内容を募集開始前に地域窓⼝
を通じ運輸局へ提出。運輸局の確認後、観光庁へ提出。 

また、モニターツアー実施後にモニターツアーアンケートの分析結果概要及び第２回モニターツア
ーへ向けての改善点を記⼊し再提出し、上記同様の流れて書類を提出。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

※変更の場合は、朱字で記入してください

※追加の場合は、青字で記入してください。

報告日

提案名

提案者名 記入者名

E-mail TEL

ツアー名 実施予定日

コンセプト

ツアー行程

募集人数 ツアー料金 旅行会社名

参加人数 旅行会社名

アンケート分析結

果の概要

第2回モニターツ

アーに向けての改

善点

提出回数2回

1回目：事前記入欄の入力（モニターツアー募集開始までに提出）

2回目：事後記入欄（モニターツアー実施後1ヵ月以内に提出）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「観光地ビジネス創出の総合支援」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告書【第1回モニターツアー】

第1回モニターツアー　事前記入欄（ツアー募開始時までに、下記を入力してください）

（アンケート結果、第1回モニターツアーで見えてきた課題を踏まえてご記入ください）

【お願い】第1回モニターツアーの報告資料など独自で作成されたものがあればお送りください

第1回モニターツアー　事後記入欄（ツアー実施後、下記を入力してください）
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第２回モニターツアー報告書 

第２回モニターツアー実施にあたり、下記書式にてモニターツアーの内容を募集開始前に地域窓⼝
を通じ運輸局へ提出。運輸局の確認後、観光庁へ提出。 

また、モニターツアー実施後に反省点、改善点、収益額等を追記し、上記同様の流れて書類を提出。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

※変更の場合は、朱字で記入してください

※追加の場合は、青字で記入してください。

報告日

提案名

提案者名 記入者名

E-mail TEL

ツアー名 実施予定日

コンセプト

ツアー行程

当ツアーにおけ

る自主財源の
ための仕組

第1回モニター

ツアーからの改
善点

募集人数 参加人数 ツアー料金 旅行会社名

収益額

事前記入欄の入力（モニターツアー募集開始までに提出）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「観光地ビジネス創出の総合支援」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告書【第2回モニターツアー】

※チラシ等作成された場合は、資料として報告書とともにご提出願います。

＜実施後の反省点＞

＜今後の商品化に向けての改善点＞

円

第2回モニターツアー　

・当ツアーを企画実施することにより、手配、調整に対する手数料を旅行会社から徴収する。尚、手数料はツ
アー料金の○％。
・イベントオリジナルTシャツの販売及び出展者からの出店料（20件400,000円）を収入とし、また、一般の入
場者からの入場料も収入とする予定。
・ツアー昼食で提供する○○○弁当を新規に開発し、当協議会の直接収入として収益増を図る。
・体験プログラムの企画・開発による手数料を自主財源とする。
・ツアー参加者へプレゼントされるオリジナルグッズの○○○○を旅行会社に有償で提供し、収入を図る。
・ツアー参加者へ配布するガイドマップへの広告収入。
・トレランコースマップの販売による収入。

・前回の日帰りから１泊２日のツアーとすることで、ツアー料金単価を高くし、収益増を図った。
・有料のオプショナルツアーの○○○を設定し、より収益増を図った。
・体験プログラム「○○○○」を新たに開発し、収益増を図った。
・ガイドの育成によりガイドツアーのコース数を増やし、収益増を図った。
・周辺地域と連携し、広域エリアの宿泊ツアーとし、収益増を図った。
・PRを強化し、また受入体制を整えたことにより催行最大人員を大幅に増やし、収益増を図った。
・第３種旅行業を取得したことにより、直接旅行商品を販売することで収益増を図った。
・延泊プログラムを開発し収益増を図った。

第2回モニター

ツアーの
実施結果



第１章 事業概要 

17 

観光地ビジネス実証のための指標設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

■事業開始時・・・下記の指標に対する⽬標数字とその⼿法を設定し、記載を⾏うこと
で⼀年間で⾏う内容と⽬標のコミットを⾏った。

■中間チェック・・設定した指標に対する数字的な進捗と活動内容をレポートとして収集。
■最終報告・・・・以下の各調査指標において⽬標値との乖離やその要因、⽬標達成

の可否や理由・成果などを報告。

当初提案に⼊れていた⾃主財源率との⽐較

調査指標

認知度向上

地域消費額や⽀出

⼊込客数

宿泊者数

ターゲット層の総数

関連参加⼈数

ツアーやイベント造成件数

⾃主財源率の増加

実施数（それぞれの⼈数などもカウント）

ツアーなどに限らず、域外からの施設などの参加⼈数

⼊込客数の中のターゲット⽐率

旅⾏関係消費や⽀出の関連商品販売などにおける消費額

本事業により地域宿泊者数の総計

本事業により地域⼊域者数の総計

FaceBookやWebサイトアクセス数などの推移
【取得⽅法】WebサイトやFaceBookのアクセス数のデータを確認し、事務局が取りまとめて提出

【取得⽅法】調査対象地域の調査統計または対象地区の公共交通機関からのデータを確認し、
事務局が取りまとめて提出

【取得⽅法】調査対象地域の調査統計または対象地区の宿泊施設からのデータを確認し、
事務局が取りまとめて提出

【取得⽅法】モニターツアー参加者へのアンケート項⽬を追加(購⼊意向も含む）

【取得⽅法】モニターツアーのアンケートにより前回調査との⽐較を実施

【取得⽅法】イベントや⼤会の実⾏委員会、事業者等へのアンケートを実施

【取得⽅法】調査対象地域の⾃治体の観光化や観光協会へのアンケートを実施

【取得⽅法】調査対象地域の責任者に中間の事業進捗を確認し、事務局が取りまとめて提出
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調査指標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

報告日

提案名

提案者名 記入者名

E-mail TEL

【必須】①

【選択必須】②
※右のセルから

プルダウンで選択可能

【任意】③
※右のセルから

プルダウンで選択可能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「観光地ビジネス創出の総合支援」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査指標

提出回数3回

1回目：目標数と数値入力5/30（金）提出

2回目：途中報告9月末日　　3回目最終報告2月末日

※必要な場合は、記入欄を適宜調整してください。

※当初設定した指標の項目については、今後の取り組みにおいて状況により変更していただいても結構です。

現時点の自主財源比率

途中報告（9月）

途中報告（9月） （9月時点での状況を報告）

最終報告（2月）

現時点の数値

自主財源率の増加（当初提案に入れていた自主財源比率との比較）

（2月時点の状況を報告）

その他（調査指標を下記に入力してください）

　調査指標　（2項目以上設定すること。①は必須、②はプルダウンから項目を設定し設定、③は任意）

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

目標数

※「現時点の数値」は、事業取組開始時点、昨年度末、昨年同時期の把握可能な数値等をご記入ください。

途中報告（9月） （9月時点での状況を報告）

最終報告（2月） （2月時点の状況を報告）

目標数

現時点の数値

認知度向上に向けた取組（FacebookやSNSでの閲覧状況の推移）

（9月時点での状況を報告）

最終報告（2月） （2月時点の状況を報告）

目標数
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観光地ビジネス実証のための追加実証 

事業中間期（７⽉〜10⽉）において、成果が⾒られているもしくは、追加調査が必要と判断される
事業について、観光庁と協議を⾏い10地区程度を選出した。追加実証の地域と相談の上、以下のよう
な項⽬において追加実証費を⽤意し、実証を⾏った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番号 都道府県 提案者 提案名 

１ 北海道 カワイイ北海道ツーリズム推進協議会 カワイイファッションでもっと北海道を楽しもう！ 
「カワイイ北海道ツーリズム」 

２ 北海道 サイクル・ツーリズム北海道推進連絡会 北海道の地域資源を活かしたサイクリング観光ビジネス創出事業 

３ 宮城県 Tatton事務局 東北に⽣まれる新しい観光資源“純国産の綿花”が繋ぐ未来 
「Tattonプロジェクト」体感ツアー 

４ ⼭形県 喜多⽅観光物産協会 「幸」って不幸なすがた？ 

５ 東京都 中央区観光協会 本物を知る！！「お江⼾満喫 まち歩き」拡充事業 

６ 兵庫県 須磨観光協会 神⼾発・⽇本初 “イルカたちと過ごす感動の⼆⽇間” 

７ 広島県 世羅⾼原観光まちづくりラボラトリー まちのいいね！をかたちにする 
世羅⾼原観光まちづくりラボラトリー事業 

８ ⼭⼝県 防府市観光資源活性化協議会 幸せますのまち防府 “⼤河ドラマの世界観”発⾒ツアー 

９ ⾼知県 ⾼知ファイティングドッグス球団㈱ 「ベースボール国際交流ツーリズムを創造する」 
〜夢追い⼈ 国際交流・応援プロジェクト with 越知町〜 

10 福岡県 福岡やるばい観光！⼈とまちづくり協議会 福岡 恋と⻩⾦ 旅物語（観光ツアービジネスプラットフォーム）

 
 
 
 

  

■⽬利きの派遣費⽤や、講師・コンサルの派遣などの費⽤
■勉強会、ワークショップ、講習会の開催費⽤
■現状分析、調査検証、視察などの費⽤ 等
■広告宣伝費

追加実証項⽬
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❏ モニターツアーアンケート 
○アンケート調査の概要 

モニターツアー参加者に対するアンケートは、全てのツアーに共通した商品化に向けた評価指標を
設定し、参加者における詳細な評価を⾏った。また、各ツアー個別内容に関する評価項⽬も設定し、
それぞれの取組における課題を検証した。 

アンケートの実施については、モニターツアー参加者の確実な回収が図れるよう、各調査対象地域
と連絡を密に取り合い、事前に各ツアー独⾃の質問項⽬（主催者側の関⼼事項）を収集し、調査項⽬
に反映した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アンケート項⽬については、ツアー内容の受容性の確認、地域への経済効果を含む効果測定ととも
に、商品造成、流通・販売チャネルの設定、ターゲット層に対する情報発信等、それぞれの領域で課
題を抽出し、今後の⽅向性を導出するために必要な項⽬を設定した。また、極⼒モニター参加者の負
担を軽減することを考慮し、前年度実施したアンケート調査において再度検証する必要性の低い設問
については省略した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

参加者における
ツアーの総合評価

ツアーの魅力が充分に伝わっているか？

適切な情報発信が行われているか？

想定ターゲットとズレはないか？

誰が受容しているのか？

再来訪意向・他者への推奨意向

プログラムの継続性は？

来訪地域への魅力度は高まったか？

ツアーが地域経済に与える

経済的効果は？

前年度ツアーからの改善点

参加者プロフィール＆参加形態
満⾜度

ロイヤルティ指標経済波及効果

ツアーの構成要素別のどこに

満足し、総合的な評価にどの

程度結びついているか？

調査結果にもとづいた商品化に向けてポイントを分析

観光地ビジネス創出のための商品化に向けた分析項⽬

調 査 概 要
①調査対象者 各モニターツアー参加者

②サンプルサイズ 各事業参加者全員（３０s程度）

③調査⼿法 ・⾃記式調査票使⽤
・ツアーガイド等より協⼒を依頼しツアー終了後に回収

④調査票について ・統⼀フォームの調査票に、各ツアー別の２〜３問程度を加えた（任意）
・事前に各ツアーの催⾏団体より希望を確認し、事務局にて調整
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○アンケート詳細項⽬ 

商品化に向けた分析項⽬をもとに、調査項⽬を策定し、アンケートの設問を作成。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○管理⽅法 

各調査対象地域での「⽔増し」などの不正⾏為を防⽌するため、アンケート原本の収集や参加者の
リストとの照合、モニターツアーへの⽴会いなどの対策を導⼊。 

  

分析項目 調査項目（案）

参加者プロフィ̶ル
＆参加形態

◆各ツアーの想定ターゲット層とのギャップや、受容層の
プロフィ－ルを把握

□デモグラフィック項⽬
（性別・年齢・未既婚・職業・居住地・交通⼿段）

□参加⼈数／参加相⼿

満 ⾜ 度

◆ツアーの受容性と、全体評価に寄与する項⽬を確認
商品造成における「核」・今後の⽅向性を導出

□ツアー満⾜度
※総合満⾜度と、以下の要素別満⾜度を確認／７段階）
【要素】
・旅⾏先
・体験内容
・ツアーのメニュー構成
・ツアーの⾏程（タイムスケジュール）
・ツアーガイドの案内（知識）
・⾷事
・宿泊施設
・ツアー以外での旅⾏先での滞在
・地域の⼈々との交流
・コストパフォーマンス
・総合評価

□ツアー内容に対する意⾒・改善等が必要と思われる点等（⾃由記⼊）

ロイヤルティ指標

◆商品のロイヤルティ度・ブランド⼒（＝ツアーの継続可能性）
及び、ツアーが地域⾃体の魅⼒の訴求に結びついたか等を
確認

□ツアーへの参加意向
□友⼈・知⼈への推薦意向
□ツアーで訪れた地域の再来訪意向
□今回の地域を訪れたことの有無

適正価格把握 ◆各ツアーの受容価格帯を検証
□ツアー価格に対する感じ⽅

各ツアー主催者の検証事項（２〜３問）※任意
調査対象地域が検証したい事項について確認
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❏ その他観光庁と連携して実施する業務 
 
１．ポータルサイトでの情報発信に係る業務との連携 

観光庁が別途契約する電通と調整をしながら、電通が企画・運営するポータルサイトを活⽤して各
調査対象地域の情報発信のサポートを⾏った。 

 
 
２．商談会等の参加に係る業務との連携 

観光庁が別途契約する電通と調整をしながら、電通が企画・運営する研修会、商談会を活⽤して各
調査対象地域の取組のブラッシュアップ、都市部の旅⾏会社等へのセールスを⾏い、観光地ビジネス
化を検証した。 

 
 
３．調査対象地域の選定、観光地ビジネス化の実証 

申請のあった提案地域の中からいくつかを選定し、観光地ビジネス化に向けた基礎的な取組を実施
し、観光地ビジネス化への⽅向性を⽰す検証を実施。新たな調査対象地域の選定にあたっては観光庁
との協議により下記の３地域に決定。 

調査対象地域の取組内容の確認、進捗管理については45地域と同様の⽅法にて実施。 
また、「将来的な観光地ビジネス化に向けた⼿法の検討」「報告書の取りまとめ」についても45地域

と同様の⼿法にて実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

番号 都道府県 運輸局等 提案者 提案名

1 北海道 北海道 （一社）なかしべつ観光協会
ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業
（一社）なかしべつ観光協会を軸とした着地型旅行商品モデル創出に向けて

2 青森県 東北
特定非営利活動法人　白神自然学校一ツ森
校

紀行家・菅江真澄が歩いた津軽路の四街道シリーズ

3 東京都 関東 東京湾の環境をよくするために行動する会
江戸前の食文化の秘密探訪・・江戸前の食文化の解明と近傍の里海里浜、漁業の現
場の訪問（食文化×エコ＆ブルーツアー）
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❏ 事例分析及び報告書の作成 
事例分析にあたっては平成25年度「タビカレ」事業との⽐較による進展についても随時分析し、効

果測定を⾏った。また、モニターツアー参加者に対するアンケート調査に加え、⽬利きからの報告資
料、各地域の取組において設定した指標の成果を基に分析・検証。さらに、必要に応じて深堀りが必
要な取組に関係者等へのヒアリング、現地調査を実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モニターツアー参加者アンケート調査

⽬利きからの報告資料

指標における成果

統⼀フォームによる確認

各取組み内容の取りまとめ

観光地ビジネスを
進めるにあたっての課題を検証

効果検証フロー

⾃主財源確保の成果・取組における課題

WEB調査結果等

統⼀フォームによる確認

統⼀フォームによる確認

各地域で実施した調査結果の取りまとめ
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地域経済の活性化を図るためには、地域⾃らが⾃⽴的・継続的に着地型旅⾏商品を開発・販売する
ための仕組みが必要である。そのため、観光地域づくりを進める主体が⾃らターゲットに受容される
着地型旅⾏商品を開発し、販路を開拓するとともに、グッズの開発・販売、体験プログラムの⼿数料
収⼊、ガイド料収⼊、会員収⼊、イベント収⼊、広告収⼊等様々な仕組み作りを⾏うことで、⾃主財
源確保のためのビジネスモデルを構築する必要がある。 

本事業において実施された45事業では、各々の地域資源の特性を活かし、ターゲットを想定したプ
ログラム開発や情報発信、地域内の関連事業者との連携体制づくり等を通じて、⾃主財源確保を⽬的
としたビジネス化の取り組みが⾏われた。 

以下、⾃主財源の確保の⽬的に対する成果について、仕組みづくり、ターゲット層に対するＰＲと
理解の浸透、運営体制の構築、地域内関係者との連携等について概観するとともに、それぞれについ
て成果のあった事例について概要を整理した。 

 
 

❏ 仕組みづくり 
各事業においては、ツアー商品のコンセプト、ターゲットを設定し、「観光地がつくり出す価値を、

誰に、どのように届けるのか」というマーケティング視点による勉強会やワークショップ等が⾏われ、
事業に対する事業コンセプトの共有が図られた。 

その上で、各事業主体が⾃主財源確保のための様々な仕組みづくりを⾏ったが、ヒアリング結果か
らその概要を概観すると、収⼊源として企画⼿数料を徴収している運営主体は全事業中で１割程度で
あった。物販やグッズ販売も多く⾏われているが、単なる販売ではなく、イベントを⾏うことで収益
を上げているケースが⽐較的多くみられた。 

また、地域の物産を活⽤した商品開発、販売では、地元の飲⾷店、⾷品メーカー、旅館組合等との
連携等、地域内のネットワークを活⽤した取り組みもみられるが、材料の安定的な確保や質の維持等
の問題により、地域外で作られた商品や地域外の素材を活⽤した商品が販売されるケースも少なくな
いようであり、材料の地域内調達率を⾼める取り組みが必要と思われる。 

その他、ガイド⼿数料、レンタル料収⼊等を収⼊源とする事業もみられた。 
 
 

本事業において⾃主財源額の⽬標を達成できたとしている事業は16事業で、その内、総収⼊額に対
する⾃主財源率80％以上を⽬標とする事業（⾼い⽬標値を達成できた事業）は、〔３〕北海道の地域資
源を活かしたサイクリング観光ビジネス創出事業、〔29〕おさかなリゾート「和歌⼭加太」〜魅⼒アッ
プ・元気アップ作戦〜、〔38〕福岡 恋と⻩⾦ 旅物語（観光ツアービジネスプラットフォーム）、〔45〕
草野球キャンプIn宮古島2014の４事業であった。 

＜P33／資料１参照＞ 
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❏ ターゲット層に対するＰＲと理解、浸透 
ツアー商品のターゲット設定が明確にされている事業は約７割であった。ターゲット設定としては、

⼥性をターゲットとしたツアーが３割弱で最も多く、ファミリー層が１割強で次いでいる。 
ＰＲを⼗分に⾏い、ターゲット層に対し、ツアー商品に対する理解を拡げることができたとしてい

る事業は６割弱であった。 
情報発信としては、ＨＰ、FacebookやTwitter等のSNS、メルマガ等のネットにようる情報発信、ポ

スター、パンフレット、チラシ等の掲出、ＰＲ活動によるTVＣＭ、新聞広告等への露出、スポーツ⽤
品店との連携やイベント参加者へのダイレクトメール等、特定のターゲット層に向けたダイレクトな
情報発信等が⾏われており、全体を概観すると、効果が実感されている事業の多くは設定したターゲ
ットに対し、確実に届く媒体が活⽤されている。また、ターゲットとの相互のコミュニケーションツ
ールとしてSNSの活⽤が効果的だったという事業も多い。＜P34／資料２参照＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※複数ツアーを実施している場合は、最も評価が⾼いものとした。 

 

 

❏ 運営体制構築 
本事業の成果として、運営体制が構築できたとしている事業は62％であり、「⼗分構築できている」

と回答した事業は９％、「まあ構築できている」が53％となっている。 
 
構築できている部分として「地域との連携が進んでいる」、「事業の持続性がある」、「ホームページ

やSNSなど、運営・宣伝⽤のツールを活⽤できている」、「運営側の意識が⾼い・やる気がある」等が
挙げられている⼀⽅で、構築できていない部分として「⼈材が不⾜している、育成体制が不⼗分」、「運
営経費が⽇即している、無駄な⽀出がある」等を挙げている事業も多く、特に⼈材の確保、育成につ
いては67％の事業において課題となっている。 

＜次⾴図表、及び、P35／資料３参照＞ 
 
 
 
 

ＰＲを⼗分に⾏い、ターゲットのツアー商品に対する理解が拡がった

ＰＲは⾏ったが、ターゲットのツアー商品に対する理解は⼗分とはいえない

ＰＲを⼗分に⾏えなかった

26事業
(57.8%)

15事業
(33.3%)

4事業
(8.9%)

想定ターゲット層へのＰＲ、理解の程度
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❏ 地域内関係者との連携等 
本事業の成果として、８割の事業が地域内関係者との連携ができているとしており、「⼗分連携でき

ている」と回答した事業は18％、「まあ連携できている」が62％となっている。 
 

連携が進んでいる部分として「地域内関係者の意識が⾼い・やる気がある」、「地域内関係者との意
⾒の摺り合わせ（会議など）の機会が⼗分取れている」、「連絡⼿段が体系化されている」が多くみら
れる⼀⽅で、連携が進んでいない部分としても「地域内関係者との意⾒の摺り合わせ（会議など）の
機会が⾜りない」、「ホームページやSNSなど、連携⽤のツールが活⽤されていない」、「地域内関係者

(n=45)　　 (%)

⼈材が不⾜している、
育成体制が不⼗分

運営経費が不⾜している、
無駄な⽀出がある

地域との連携が不⾜している

ホームページやSNSなど、
運営・宣伝⽤のツールを

活⽤できていない

継続性に疑問がある

運営側の意識が低い

報告・連絡のフォーマットが
統⼀化されていないなど、

事務的な⾯が⾮効率

その他

無回答

0 20 40 60 80

30事業 (66.7%)

14事業 (31.1%)

11事業 (24.4%)

10事業 (22.2%)

8事業 (17.8%)

5事業 (11.1%)

5事業 (11.1%)

4事業 (8.9%)

2事業 (4.4%)

(n=45)　　 (%)

地域との連携が進んでいる

事業の継続性がある

ホームページやSNSなど、
運営・宣伝⽤のツールを

活⽤できている

運営側の意識が⾼い・
やる気がある

⼈材が揃っている

事務的な⾯での効率化が
進んでいる

運営経費が⾜りている、
費⽤⾯での効率化が

進んでいる

その他

無回答

0 20 40 60 80

23事業 (51.1%)

18事業 (40%)

15事業 (33.3%)

12事業 (26.7%)

5事業 (11.1%)

3事業 (6.7%)

1事業 (2.2%)

3事業 (6.7%)

5事業 (11.1%)

⼗分に構築できている

まあ構築できている

あまり構築できていない

4事業
(8.9%)

24事業
(53.3%)

17事業
(37.8%)

構築状況

構築できている部分 構築できていない部分 
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の意識が低い」こと等が多く挙げられており、地域内関係者との意⾒の摺り合わせ等は、連携ができ
ているとしながらも難しいケースが多いことが窺える。 

＜下図、及び、P36／資料４参照＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(n=45)　　 (%)

地域内関係者との意⾒の
摺り合わせ（会議など）の

機会が⾜りない
ホームページやSNSなど、

連携⽤のツールが活⽤
されていない

地域内関係者の意識が低い

連絡⼿段が体系化されて
いない

報告・連絡のフォーマットが
統⼀化されていない

運営側の意識が低い

その他

無回答

0 10 20 30 40 50

19事業 (42.2%)

13事業 (28.9%)

12事業 (26.7%)

11事業 (24.4%)

8事業 (17.8%)

2事業 (4.4%)

3事業 (6.7%)

6事業 (13.3%)

(n=45)　　 (%)

地域内関係者の意識が
⾼い・やる気がある

地域内関係者との意⾒の
摺り合わせ（会議など）の

機会が⼗分取れている

連絡⼿段が体系化されている

運営・関係者双⽅に利益が
得られる取組がある

インターネット等で、関係者間
で活発にコミュニケーション
できる仕組みができている

報告・連絡のフォーマットが
効率化されている

その他

無回答

0 10 20 30 40 50

20事業 (44.4%)

19事業 (42.2%)

14事業 (31.1%)

10事業 (22.2%)

7事業 (15.6%)

0事業 (0%)

1事業 (2.2%)

6事業 (13.3%)

⼗分連携できている
まあ連携できている
あまり連携できていない
まったく連携できていない

8事業
(17.8%)

28事業
(62.2%)

8事業
(17.8%)

1事業
(2.2%)

連携状況

連携が進んでいる部分 連携が進んでいない部分 
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❏ 成果のあった事業の取組 
 

〔38〕福岡 恋と⻩⾦ 旅物語（観光ツアービジネスプラットフォーム） 
（収⼊結果、仕組みづくり） 

 
志賀海神社伝統神事を観光イベントとして集客する。⼭誉め祭、七⼣祭、歩射祭等の重要無形⽂化

財が⽬⽩押しであり、⽇本伝統芸能の原点といわれる⿓の舞、⼋⼄⼥の舞等、観光キラーコンテンツ
に京都や滋賀の伝統芸能とのコラボ等、付加価値を加えた。 

財源確保の成果は以下の通り。 

①志賀海神社では、奉納舞薪能イベント実施により、スポンサー協賛やチケット収⼊をもって、
数百万円の⾃⽴⾃⾛化が達成できた。 

②早良区スポーツフェスタは、⾏政と地域住⺠諸団体連携イベントにおけるグルメ部⾨を引受
け、3,000⼈以上の集客を対象にグルメ販売する⾃⾛ビジネスモデルを確⽴した。 

③久留⽶地区は、各参加組織や個⼈の結束⼒によりエグゼクティブ観光客をターゲットとした
収益⼒の⾼いツアー商品ビジネスモデルを開発した。 

④修学旅⾏パッケージモデルはランドオペレータとして2,500⼈を超える集客と年間３百万円
以上を稼ぐキラーコンテンツ商品プログラムを実現した。 

 
 

〔６〕七時⾬・アウトドアと短⾓⽜の美味しい関係♪体験プロジェクト 
（ターゲット層に対するＰＲと理解、浸透） 

 
初⼼者から上級者まで楽しめる秋の七時⾬トレイルと短⾓⽜をはじめ地元の⾷を楽しむというコン

セプトのツアー。 
ターゲット層に対するＰＲと理解、浸透の成果は以下の通り。 

①スポーツ⽤品店との連携によるＰＲや、春のイベント参加者（300名）へのダイレクトメー
ル発送により、当初想定していたターゲット層へ⼗分なＰＲができ、理解が得られた。 

②毎年同時期に開催することで、毎年恒例のツアーとしての理解も浸透している。 
③認知度向上において、⽬標以上の成果をあげることができた（Facebookページ閲覧数は、

多い時で約2,800を記録）。 
④認知度や⼈気が向上したことで、イベント参加費の値上げにも耐えることができ、協⼒者の

増加にもつながった。 
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〔１〕⾷観光とＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ⽇本⼀を⽬指すフードツーリズム推進事業 
 （運営体制構築） 

 
全国最⼤級の⽣産地であり、「⾷材王国」北海道を代表する⾷資源が豊かな別海町の強みを背景に、

⾷イベントの開催や特産品・ご当地グルメ等の開発・販売を進める。⾏政、観光協会、市⺠団体、こ
れらを⽀援する⽣産者団体、経済団体が⼀体となり、「⾷観光⽇本⼀」を⽬指し観光地域づくりに取り
組む。 

運営体制構築の成果は以下の通り。 

①⾷を通じたイベントにおける連携を進め、事務局と会員間の連携が進んでいる。 
②観光協会がFacebook等により会員の商品や取り組みを紹介していく機会が増えたため、関係

構築が強化されている。 
③タビイチグランプリの受賞根拠となったように、SNSによる発信はしっかりツールを活⽤でき

ている。 

 
 

〔10〕⽬指せ！フラワー⻑井線ランド （地域内関係者との連携等） 

 
「⼭形鉄道フラワー⻑井線」沿線地域の魅⼒ある観光資源をパッケージ化したツアーを催⾏。企画

列⾞、記念弁当、関連グッズ販売等により収益を上げるとともに、沿線地域への経済効果も⽣み出す。 

①すでに読売旅⾏をはじめとするツアー会社との連携が強くあり、商品の販売における連携は 
構築されている。 

②個⼈間での連絡が密であり、企画段階からWIN-WINな関係構築を前提として、事業実施を 
⾏っている。 

③会議や懇親会を頻繁に実施することで、互いの意識向上や意⾒の擦り合わせが⾏われている。
④これまでにフラワー⻑井線応援団などとの交流を持ってきたが、そのネットワークを活かした

商品づくりを⾏っていく段階に来ている。
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（資料１）収⽀報告 
 

提案 
No 

平成26年度 平成27年度
⽬標値 ⾒ 込 ⽬標値

総収⼊額
（円） 

⾃主財源額 
（円） 

⾃主 
財源率 
（％） 

総収⼊額
（円） 

⾃主財源額
（円） 

⾃主 
財源率
（％）

達成率 
（％） 

総収⼊額
（円） 

⾃主財源額
（円） 

⾃主 
財源率
（％）

１ 34,641,609 2,309,609  27.6 33,648,130 1,863,992  22.3  80.7 16,152,000 2,192,000  13.6 
２ 800,000 300,000  37.5 500,000 0   0.0   0.0 1,500,000 1,000,000  66.7 
３ 1,620,000 1,620,000 100.0 1,620,000 1,620,000 100.0 100.0 1,700,000 1,700,000 100.0
４ 100,485,600 94,662,000  94.2 73,688,942 68,215,342  92.6  72.1 73,865,600 69,792,000  94.5 
５ 12,220,000 4,720,000  38.6 9,588,000 3,088,000  32.2  65.4 12,220,000 4,720,000  38.6 
６ 2,430,000 2,430,000 100.0 3,204,280 2,404,280  75.0  98.9 3,370,000 2,570,000  76.3 
７ 7,946,994  50.0 9,836,994 1,975,000  20.1  10,000,000 4,500,000  45.0 
８ 7,550,000 7,550,000 100.0 5,250,000 5,250,000 100.0  69.5 5,700,000 5,700,000 100.0
９ 42,485,199 12,765,228  30.0 37,590,926 11,503,926  30.6  90.1 27,259,600 12,800,000  47.0 
10 51,093,000 44,093,000  86.3 43,985,026 36,993,000  84.1  83.9 37,400,000 37,400,000 100.0
11 24,390,000 12,230,000  50.1 24,420,000 12,260,000  50.2 100.2 25,860,000 13,700,000  53.0 
12 702,000 702,000 100.0 658,312 658,312 100.0  93.8 - - - 
13 6,014,000 3,928,000  65.3 3,590,000 3,590,000 100.0  91.4 4,088,000 4,088,000 100.0
14 28,400,000 8,400,000  29.6 32,169,218 8,370,218  26.0  99.6 26,850,000 8,850,000  33.0 
15 1,000,000 900,000  90.0 353,200 253,200  71.7  28.1 1,650,000 1,550,000  93.9 
16 14,834,000 9,420,000  63.5 16,449,978 11,035,978  67.1 117.2 16,700,000 11,700,000  70.1 
17 17,590,000 2,590,000  14.7 17,166,798 2,166,798  12.6  83.7 12,900,000 2,400,000  18.6 
18 1,000,000 1,000,000 100.0 225,900 225,900  22.6  22.6 1,000,000 1,000,000 100.0
19 85,270,500 21,856,500  25.6 85,935,687 22,521,687  26.2 103.0 88,519,000 23,013,000  26.0 
20 189,790,000 58,921,000  31.0 192,129,632 61,260,632  31.9 104.0 178,087,000 47,981,000  26.9 
21 2,100,000 800,000  38.1 2,009,800 1,009,800  50.2 126.2 2,450,000 1,450,000  59.2 
22 3,000,000 3,000,000 100.0 0 0 100.0   0.0 - 200,000 - 
23 281,000,000 181,000,000  64.4 287,450,000 187,450,000  65.2 103.6 267,000,000 197,000,000  73.8 
24 183,549,000 19,879,000  10.8 183,921,900 20,251,900  11.0 101.9 123,810,000 12,810,000  10.3 
25 280,000 280,000 100.0 187,800 187,800 100.0  67.1 822,000 322,000  39.2 
26 12,366,081 7,890,196  63.8 8,886,538 4,360,153  49.1  55.3 16,884,321 12,408,436  73.5 
27 10,600,000 5,600,000  52.8 8,985,000 5,985,000  66.6 106.9 11,650,000 10,650,000  91.4 
28 7,300,000 300,000   4.1 7,400,000 400,000   5.4 133.3 430,000 430,000 100.0
29 2,500,000 2,000,000  80.0 2,504,500 2,004,500  80.0 100.2 2,750,000 2,250,000  81.8 
30 200,110,000 164,110,000  82.0 186,884,000 150,884,000  80.7  91.9 178,549,000 167,720,000  93.9 
31 3,050,000 1,400,000  45.9 2,737,140 1,445,918  52.8 103.3 3,040,000 1,440,000  47.4 
32 23,862,000 7,042,000  29.5 23,080,000 6,260,000  27.1  88.9 23,370,000 6,550,000  28.0 
33 176,591,000 20,541,000  11.6 161,721,882 17,317,882  10.7  84.3 153,090,000 17,690,000  11.5 
34 4,200,000 3,300,000  78.6 854,884 544,884  63.7  16.5 690,000 540,000  40.0 
35 120,826,701 72,756,701  60.2 不明（５⽉決済のため） - 119,968,479 73,300,000  61.1 
36 15,610,000 110,000   0.7 15,541,750 41,750   0.3  38.0 15,300,000 300,000   2.0 
37 30,200,000 17,100,000  56.6 26,250,000 12,450,000  47.4  72.8 30,300,000 16,500,000  54.5 
38 1,420,000 1,420,000 100.0 3,460,000 3,460,000 100.0 243.7 6,000,000 6,000,000 100.0
39 21,240,000 7,120,000  33.5 25,380,000 10,720,000  42.2 150.6 20,350,000 8,350,000  41.0 
40 50,200,000 5,200,000  10.4 52,450,000 3,300,000   6.3  63.5 49,300,000 4,300,000   8.7 
41 50,923,000 28,960,000  56.9 51,155,600 29,192,600  57.1 100.8 51,763,000 30,300,000  58.5 
42 68,657,000 43,745,100  63.7 68,247,900 43,336,000  63.5  99.1 63,030,900 43,386,000  68.8 
43 2,686,000 686,000  25.5 4,300,165 1,043,225  24.3 152.1 3,105,000 1,105,000  55.3 
44 2,050,000 2,050,000 100.0 1,214,000 1,214,000 100.0  59.2 2,165,000 2,165,000 100.0
45 105,290,500 82,037,500  77.9 124,065,469 101,165,469  81.5 123.3 122,050,000 100,350,000  82.2 
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（資料２）ターゲット層に対するＰＲと理解、浸透 
 

提案 
No 想定ターゲット層へのＰＲ、理解の程度 

新 

聞 

Ｔ
Ｖ
番
組
・
Ｔ
Ｖ
Ｃ
Ｍ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

Ｓ
Ｎ
Ｓ 

メ
ル
マ
ガ
・
案
内
メ
ー
ル 

旅
⾏
会
社
・
関
係
団
体 

⼝
コ
ミ 

そ
の
他 

1 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない ○ ○ ○
2 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○ ○ ○ YouTube 
3 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○
4 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○ ○ ○ メディア（詳細不明） 
5 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった 
6 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○ ○ ○ 春のイベント参加者へのＤＭ
7 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○
8 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○ ○ アーティストとのコラボ 
9 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○ ○ 顧客企業担当者 

10 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○
11 ＰＲを⼗分に⾏えなかった 
12 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○ ○
13 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ 過去の参加者 
14 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○
15 ＰＲを⼗分に⾏えなかった 
16 ＰＲを⼗分に⾏えなかった ○ ○ マスコミ 
17 ＰＲを⼗分に⾏えなかった ○
18 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない ○
19 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない ○
20 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない 
21 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ 留学⽣組織 
22 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○ アーティストとのコラボ 
23 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない ○
24 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない 
25 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○
26 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○
27 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○
28 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○
29 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない ○ ○
30 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない 
31 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○
32 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○

33 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった  ○ ○ ・マスコミへのニュースリリース 
・ＤＭ発送 

34 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○ ○ 著名カメラマン 
35 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない 
36 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない ○ ○ ○ ○ 専⾨誌 
37 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない ○ ○ ○ ○
38 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○
39 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない 
40 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない 
41 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない ○
42 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○
43 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった 
44 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○
45 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない ○ ○ ○ ○ バナー掲載 

※複数ツアーを実施している場合は、最も評価が⾼いもの 
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（資料３）運営体制構築 
 

提案 
No 構築状況 

構築できている 構築できていない

⼈
材 

継
続
性 

経
費 

連
携 

意
識 

ツ
ー
ル 

効
率
化 

そ
の
他 

⼈
材 

継
続
性 

経
費 

連
携 

意
識 

ツ
ー
ル 

効
率
化 

そ
の
他 

1 ⼗分に構築できている ○ ○ ○ ○ 
2 まあ構築できている ○ ○ ○ ○
3 まあ構築できている ○ ○ ○ 
4 まあ構築できている ○ ○ ○ ○
5 まあ構築できている ○ ○ ○
6 まあ構築できている ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
7 あまり構築できていない ○ ○ ○ ○ ○ 
8 あまり構築できていない ○ ○ ○ ○ 
9 あまり構築できていない ○ ○ ○ ○

10 あまり構築できていない ○ ○ ○ ○
11 あまり構築できていない ○ ○ ○ ○ ○
12 まあ構築できている ○ ○ ○
13 あまり構築できていない ○
14 まあ構築できている ○ ○ ○ ○ ○ 
15 あまり構築できていない ○ ○ ○ 
16 あまり構築できていない ○ ○ ○ 
17 あまり構築できていない ○ ○ ○ ○ 
18 まあ構築できている ○ ○ ○
19 まあ構築できている ○ ○ ○ ○ ○ ○
20 まあ構築できている ○ ○ ○ ○
21 まあ構築できている ○ ○ ○ ○ 
22 まあ構築できている ○ ○ ○ 
23 まあ構築できている ○ ○ ○
24 まあ構築できている ○ ○ ○ 
25 あまり構築できていない ○ ○ ○ ○
26 まあ構築できている ○ ○ ○
27 ⼗分に構築できている ○ ○ ○ ○
28 あまり構築できていない ○ ○ ○
29 まあ構築できている ○
30 まあ構築できている ○ ○ ○ ○ ○
31 まあ構築できている ○ ○
32 あまり構築できていない ○ ○ ○ ○
33 まあ構築できている ○ ○ ○ ○ ○ ○
34 あまり構築できていない ○ ○ ○ ○
35 まあ構築できている ○ ○ ○
36 ⼗分に構築できている ○ ○ ○ ○ ○
37 まあ構築できている ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
38 ⼗分に構築できている ○ ○
39 あまり構築できていない ○ ○ ○ ○ 
40 あまり構築できていない ○ ○ ○
41 まあ構築できている ○ ○ ○ ○ ○
42 まあ構築できている ○ ○ ○ ○ 
43 まあ構築できている ○ ○ ○ 
44 あまり構築できていない ○ ○
45 あまり構築できていない ○ ○ ○ 
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（資料４）地域内関係者との連携 
 

提案 
No 連携状況 

連携できている 連携できていない

体
系
化 

意
識 

利
益 

会
議 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン 

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト 

そ
の
他 

体
系
化 

関
係
者
の
意
識 

運
営
の
意
識 

会
議 

ツ
ー
ル 

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト 

そ
の
他 

1 まあ連携できている ○ ○ ○ ○ 
2 ⼗分連携できている ○ ○
3 まあ連携できている ○ ○
4 まあ連携できている ○ ○ ○
5 まあ連携できている ○ ○ ○ 
6 まあ連携できている ○ ○ ○ ○ 
7 あまり連携できていない ○ ○ ○ ○ ○ ○
8 あまり連携できていない ○ ○ 
9 まったく連携できていない ○ ○

10 ⼗分連携できている ○ ○ ○ ○ ○ ○
11 まあ連携できている ○ ○ ○
12 あまり連携できていない ○ ○ ○ 
13 あまり連携できていない ○ ○ ○ ○ ○
14 まあ連携できている ○ ○ 
15 あまり連携できていない ○ ○ 
16 まあ連携できている ○ ○
17 あまり連携できていない ○ ○ ○ ○ ○
18 ⼗分連携できている ○ ○ ○ ○
19 まあ連携できている ○ ○ ○ ○
20 まあ連携できている ○ ○ 
21 ⼗分連携できている ○ ○ ○ ○
22 あまり連携できていない ○ ○
23 まあ連携できている ○ ○ ○ 
24 まあ連携できている ○ ○ 
25 まあ連携できている ○ ○ ○ ○
26 まあ連携できている ○ ○ ○ ○
27 ⼗分連携できている ○ ○ ○
28 ⼗分連携できている ○ ○ ○ ○
29 まあ連携できている ○ ○
30 まあ連携できている ○ ○ ○ 
31 ⼗分連携できている ○ ○
32 まあ連携できている ○ ○
33 まあ連携できている ○ ○ ○ ○ ○ ○
34 まあ連携できている ○ ○ ○ ○
35 まあ連携できている ○ ○
36 まあ連携できている ○ ○
37 ⼗分連携できている ○ ○ ○ ○ ○
38 まあ連携できている ○ ○
39 あまり連携できていない ○ ○ ○ 
40 まあ連携できている ○ ○
41 まあ連携できている ○ ○ 
42 まあ連携できている ○ ○ ○
43 まあ連携できている ○ 
44 まあ連携できている ○ ○
45 まあ連携できている ○ ○ ○ ○
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〔提案１〕⾷観光とＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ⽇本⼀を⽬指すフードツーリズム推進事業 
      〜カメラ⼥⼦も冒険⼥⼦も美⾷⼥⼦も集まれ！⽇本最東端の別世界を体験するプレミアム⼥⼦旅〜 

 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

繰越⾦収⼊を除く、収⼊総額に対する⾃主財源率は19.1％となっている。事業収⼊の内、物販収⼊は、
当該物販を実施する⾷イベントの開催経費に充てられており、グッズや名刺販売の収⼊は103,900円となっ
ている。このため、グッズの製作費を加味すると、協会の収益性は極めて低い現状である。 

町からの補助事業は運営費補助の他３つの補助事業（宣伝媒体作成事業１件、都市部への物産ＰＲ事業１
件、イベント開催事業１件）であり、繰越⾦収⼊を除く収⼊総額に対する割合は81％となっており、また、
専任職員が１名しかおらず、⼈的にも財政的にも⾏政依存の状況にある。 

しかしながら、この状況は、⾏政から当協会に対する期待の⾼さを現しており、タビカレの成果が評価さ
れ観光振興の中核機能として⼀層の役割を求められているところである。 

よって、この機に、当地における観光地ビジネスモデルの創出に向けて会員⼀同努⼒し、⺠間の知恵を結
集し汗を流すことで⾃主財源不⾜を解決し、地域における観光振興の中間システムとしての役割を果たす。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

年間を通じて開催される各⾷イベントにおいて協会が展開する「別海マルシェ」を「デザイン」の⼒でブ
ラッシュアップ。集客の増加を図り、物販や出展料収⼊を確保する。また、新たな⾷イベントを実施し関連
スポンサーから収⼊を確保する。 

商品開発・物販では、地場産の⾷材を活かして開発した協会独⾃商品の販売を⾏う。さらに、ワークショ
ップの成果を元に「デザイン」の⼒を活かしてご当地キャラクターグッズを開発し販売を⾏う。 

さらに、着地型旅⾏商品を造成し、旅⾏事業者からウェブサイト利⽤料を確保する。ウェブサイトについ
ては地場産⾷材や商品のネット販売と関連付けた情報発信⼿段であり、ワークショップ及びマーケティング
により戦略を練った結果、実践段階に⼊った場合、当該販売サイトのウェブサイト利⽤料を観光地ビジネス
とする。 

観光地域づくり関連の具体的な取り組みとして、事業運営に関しては、観光協会の体質を強化させた事例
に学び、観光地ビジネスモデルを推進する上で現状の仕組みのままでよいのか、仕組みの変化により企画⼒
や話題創出⼒等のパフォーマンスを⼤幅にアップさせるための協会組織のあり⽅を検討するワークショッ
プを実施する。 

旅⾏商品造成やガイドの育成では、⼥⼦ならではの細かな気づきや⼥⼦ならではのバイタリティを活かす
ことをテーマとした、別海町の⼥⼦旅の深みや広がりを獲得するためのワークショップを開催する。また、
専⾨的知識、経験を有する⽬利きを招へいし、フィールドワークを実施。「カメラ⼥⼦」、「美⾷⼥⼦」、「冒
険⼥⼦」らをターゲットとしたツアーの受⼊に当たり、満⾜度の⾼いガイドを実現するため徹底的に学習す
る。タビカレによる「カメラ⼥⼦」ツアーの反響が⾼かったため、これを継続するものとするが、観光地ビ
ジネスモデル化のためには「カメラ⼥⼦」以外の⼥⼦もターゲットとして集客性、観光消費性を向上するこ
とが重要。「カメラ⼥⼦」だけでなく「冒険⼥⼦」、「美⾷⼥⼦」、「恋愛⼥⼦」、「⾁⾷⼥⼦」等のターゲット
設定や、各ターゲットに最適な素材のマッチングを⽬利きの指導のもと研究する。 

商品開発・物販では、⽬利きを交えワークショップを実施し、「デザイン」の⼒による別海町のブランド
イメージアップ、プロモーション⼒強化、⾃主財源の確保に繋がる売れる商品の調査研究を⾏う。 
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情報発信・ＰＲでは、別海町の訪問客と全国の飲⾷店を情報発信者とし、有⼒な観光地に負けない情報発
信⼒を確保する⼿段について調査研究を⾏う。 

地域との連携では、飲⾷店、宿は当然のこと、コンビニ、ガソリンスタンド、観光施設等の観光スポット
に⽬利きを派遣し、内装、外観、接客、サービス、トイレ等の要素を総点検し、OMOTENASHI意識の強化
を図る。さらに、このOMOTENASHI総点検を受け、真摯に課題に向き合う事業者に対する有効な⽀援策を
研究する。また、別海町に並び別世界の「⾷」と「⾃然」の感激素材を有する羅⾅町と広域連携する。両地
域がお互いの素材を等しく、あるものすべて並べる総花的なものではなく、パワーバランスや地域エゴを廃
した真（⼼）の広域連携により、両者共通認識のもと、季節毎に最適、最強のコンテンツのチョイスや発掘
について調査研究を⾏う。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーとして２ツアーが催⾏された。 
『尾岱沼えびまつりと撮影体験』のコンセプトは、強みである別海町の⾷を訴求し、満⾜度の⾼い⾷空間

を提案し、さらに⽇本最東端の別世界のビジュアルを活かした撮影体験スポットを周遊する。別海町最⼤の
集客⼒のあるイベントを組み合わせることで、昨年の撮影体験ツアーからの磨き上げをしたものである。 

実施結果としては、⼗勝毎⽇新聞の媒体⼒は充分であるが、選択したAGTのネットを活⽤した媒体⼒はク
ラブツーリズム北海道と⽐較して⾮常に厳しいものがあり、募集⼈数40名に対し参加⼈数は５名に留まっ
た。参加者の感想をみると、⾷事及び旅館の評価が⾼かったので、同施設の活⽤を第２回モニターツアーで
も検討していく。ただ、えびまつりと組み合わせた内容であり、アンケート内容からみても「カメラ⼥⼦」
の参加がなかったため、コンセプトと内容が⾷い違っている。 

『★カメラ⼥⼦集合★アザラシやお花の写真撮影！尾岱沼えびまつりと野付湾クルーズ』のコンセプトは、
強みである別海町の⾷を訴求し、満⾜度の⾼い⾷空間を提案し、さらに⽇本最東端の別世界のビジュアルを
活かした撮影体験スポットを周遊する。別海町最⼤の集客⼒のあるイベントを組み合わせることで昨年の撮
影体験ツアーからの磨き上げをした。夏の野付半島の満開の花の魅⼒を付加したものである。 

実施結果としては、参加者に撮影体験の愛好者も含まれ、撮影スポットは好まれており、ツアーそのもの
は満⾜度が⾼かった。また、絶景スポット及びガイドを求めるニーズが⾼いことが新たな発⾒となった。た
だし、札幌発着のバスツアーはコスト⾯、集客⾯でたいへん厳しい。また、えびまつり参加を⽬的としてい
る参加者が⼤半であり、第２回モニターツアーに向けて、ターゲット・発着・コスト等、全て⾒直す必要が
ある。 

 
第２回モニターツアーのコンセプトとしては、強みである⽇本最東端の別世界のビジュアルを活かした撮

影体験スポットを周遊する。別海町最⼤の観光地「野付半島」の価値をカメラというアイテムを使って演出
する技法により、単なる撮影ではない、「カメラで遊ぶ」という体験をメニューに取り込む。また、ガイド
として柄⽊孝志にご協⼒を頂き、プロカメラマンのサポートのもと、初⼼者でも安⼼して参加するようにし
た。 

実施結果としては、ツアーの満⾜度は６割だが、積極的評価者は１割未満にとどまっており、タイムスケ
ジュールや段取りが悪かったという意⾒が複数寄せられた。また、撮影ツアーでは天候が⾮常に重要なため、
天候が悪い場合の柔軟なプログラム設定を事前に確⽴しておく必要がある。さらに、地元ガイドのガイド⼒
の向上やコーディネーターの確保によって満⾜度を⾼めていく必要性がある。 
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（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 
協会としては、本事業により実施した「観光協会の体質強化ワークショップ」をふまえ、⾃主財源確保に

向けて観光協会の組織強化のあり⽅を平成27年度に議論することとした。納税⼿続きも同年度以降に検討
するとしたため、平成26年度中に積極的な財源確保は⾒合わせることとした。よって、平成26年度におけ
る観光地ビジネスについては、積極的な財源確保に取り組んでいないが、将来的な財源確保につながる取り
組みの素地固めには取り組んできた。 

当初提案内容の結果としては、既存のイベントのブラッシュアップによる物販及び出展料収⼊の確保につ
いては、「別海マルシェ」集客⼈数が平成25年度の1,000⼈から平成26年度は1,600⼈に増加した。出展団
体を増やすためには集客⼒を⾼めていく必要があるが、デザインの⼒でイベントの発信⼒を磨き上げし集客
数を増やした。 

地場産の⾷材を活かした商品開発については、会員企業において「べつかい雪みつソフトクリーム」、「雪
みつタルタルホタテバーガー」、「四⾓い太陽アイスフロート」、「ホタテのスープカレー」、「ジャンボホタテ
のキムチ鍋」を開発し、順調に商品開発が進んでいる。この内、「べつかい雪みつソフトクリーム」のみで
10,000⾷を販売、道外の北海道物産展に数多く出展し、400万円となり⽬標値を⼤きく超えた。なお、平
成26年度に観光協会として商品開発はしていないが、「別海マルシェ」において北海シマエビの殻を活⽤し
た「エビ塩」が好評であったため、将来の⾃主財源確保につながる商品開発の可能性を確認した。 

ご当地キャラクターを活かしたグッズ開発については、前年度は会員企業１社のみであったが、本年度は
もう１社がキャラクターグッズ開発に着⼿。観光協会公式キャラクター「別海りょウシくん」の⾃由帳及び
⾃学帳、マスキングテープ、マグカップが開発され、順調に販売数を伸ばしており、町内だけでなく札幌市
の別海町認定飲⾷店「センチュリーロイヤルホテル」でも販売している。また、平成26年度に観光協会と
して商品開発はしていないが、将来の⾃主財源確保における可能性もふまえて、会員企業の開発商品のプロ
モーションは積極的に⽀援している。 

新たな⾷イベントの実施によるスポンサー収⼊の確保については、平成26年度においては新たな⾷イベ
ントは実施していない。 

⾷品メーカーとタイアップしたＰＲ展開による収⼊の確保については、平成26年度において積極的に⾷
品メーカーとタイアップしたＰＲ展開は実施していないが、現⾦収⼊はないものの現物⽀給により⾷品メー
カーとタイアップしたＰＲ展開は前年度同様実施している。 

総合的にみると、法⼈格を取得しておらず、納税を含めた事務処理体制が整っていないこと、事務局スタ
ッフが１名しかおらず、グッズ販売等も含めて収益事業の管理体制が脆弱であることが⼤きな課題である。 

 
（５）広報・ＰＲについて 

⽬標には達しなかったものの、Facebookページの読者が⼤きく増えた。このことにより観光協会の活動
が地域内外の⽅と共有され、記事の内容が話題になることが多くなり、イベントをFacebookを⾒て知り、
次の⽇に来場した⽅もいた。別海町観光の活動を⾒て別海町で働きたいと考え、移住した⽅がいる。 

また、パブリシティを意識した話題創出策により、タビカレ事業の２倍以上の宣伝効果が得られた。地域
イベントの集客⼒も増し、出展会員や道の駅等の売上も上がり、地域に潤いをもたらしている。 

パブリシティを独⾃に広告宣伝効果額として換算したのは、現在、事務局職員１名体制である脆弱さを解
決する上で当⾯の間⾏政の⽀援が必要であり、その上での基礎資料として別海町観光協会の活動成果を⽰す
ために取り組んでいるものであり、タビカレ事業の取り組みによって今後有効活⽤できる基礎資料を得るこ
とができた。 

課題として、Facebookページによる情報発信については、カウンターパートとして設定した「美瑛町観
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光協会」も順調に数字を伸ばしており、また、近隣の「知床羅⾅町観光協会」は読者数は別海町観光協会ほ
どでないものの「いいね！」のクリック数が多いことから、ただ情報を発信するだけでなく、その質やペー
ジ内の企画についてもこだわる必要があると考え、連載企画を実施する等チャレンジをしてみた。無料で宣
伝可能な媒体である⼀⽅、読者をつなぎとめ、増やす上では、知恵を絞っていく必要があることがわかった。 

パブリシティの獲得に関しては、「企画⼒」、「話題創出⼒」、メディア関係者との関係構築が重要であるた
め、⾏政の職員ではこの⼒を観光部⾨の配属期間中に短期間で養うことは難しく、スキルのある専従職員が
常に存在していることが必須である。 

パブリシティの獲得は、⽣産地である別海町観光における、①定住⼈⼝の減少による地域の消費額の減少
を交流⼈⼝の消費で補う「守りの観光政策」、②豊富な⾷資源のブランディングと情報発信により、⾷の流
通を活性化し外貨を獲得する「攻めの観光政策」の基盤となる重要な取り組みであり、観光協会員に潤いを
もたらす波及効果を期待することができ、観光協会の最⼤の務めでもある。観光協会が本年度同様、継続し
てパブリシティを獲得していくことができる⼈材の確保が重要な課題。 

 
（６）運営体制について 

⾷を通じたイベントにおける連携を進めてきたことにより、事務局と会員間の連携が進んでいる。また、
観光協会がFacebook等により会員の商品や取り組みを紹介していく機会が増えたため、関係構築が強化さ
れている。今回のタビイチグランプリの受賞根拠となったように、SNSによる発信はしっかりツールを活⽤
できている。ただ、⽂章⼒は事務局⻑のスキルに委ねられているのが現状であり、事務局⻑職の傍らの情報
発信であるため、課題もある。 

⼀⽅、事務局体制の脆弱さが、旅⾏事業者、メディア関係者、観光協会員との関係を構築していく上での
問題となっている。また、会⻑、役員、会員、事務局の中で「⽬指すべき組織のあり⽅」が共有されていな
い。今年度事業の成果を次年度以降活かし、運営体制の強化を図る必要がある。 

本年度は情報発信と広告宣伝額の換算を⾏ってきたので、今後は⾏政や観光協会員と財源や⼈員体制につ
いて協議していく。事業が活発化し、町外からの情報や取り組みの求めがあることから事務が増⼤しており、
事務を⾒直しスピード感を確保する必要があるが、職員の異動の度に事務局⻑がコーチングする業務に忙殺
されている。協会は任意団体の域にとどまっているが、地域の中では経済団体扱いをされており、各種集会
等の案内が来る機会が多い⼀⽅、体制・雇⽤環境は他の団体と同等とはいえず、観光地ビジネスを⽬指す上
で経済団体としての⽴場には遠い状態にある。 

現状では⾃主財源を確保することが難しいため、当⾯は⾏政の⽀援が必要であるが、当事業で学んだ当地
の魅⼒を「旅⾏商品」につなげ、財源を確保する努⼒が必要であり、⾏政が観光協会組織のあり⽅を検討す
る⼀⽅で、観光協会としても役員・事務局含めて改善策を考えていかなければならない。 

 
（７）地域内関係者との連携について 

⽣産者組織、経済団体が観光協会の会員であり、各種事業に協⼒的である。また、地域イベントにおいて
も会員の連帯が培われてきており、集客も安定化し、会員の利益につながっている。また、インターネット
による会員の宣伝も細かく⾏っており、相談案件も増えてきている。 

課題として、⾏政の観光予算が多額に投下されている第３セクターとの連携強化が挙げられる。第３セク
ターとは⾏政が観光振興の取り組みを活性化するよう協議を進めており、協会も⼊りながらワークショップ
等を実施し、第３セクターと連携した観光振興の取り組みを強化していく必要がある。 
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（８）まとめ 
今年度は積極的な財源確保には取り組んでいないが、将来的な財源確保につながる素地固めを⾏ってきた。 
具体的には、デザインの⼒でイベントの発信⼒を磨き上げし、「別海マルシェ」の集客数を増やすことに

成功した。⽬標値の実現に向けて、出展団体が増え、物販収⼊を⾒込んでいけるかどうか、平成27年度以
降においても実証実験を続けていく。 

地場産の⾷材を活かした商品開発については、会員企業において「べつかい雪みつソフトクリーム」、「雪
みつタルタルホタテバーガー」、「四⾓い太陽アイスフロート」、「ホタテのスープカレー」、「ジャンボホタテ
のキムチ鍋」を開発し、「べつかい雪みつソフトクリーム」のみで10,000⾷を販売、道外の北海道物産展に
数多く出展し、400万円となり⽬標値を⼤きく超えた。また、「別海マルシェ」において北海シマエビの殻
を活⽤した「エビ塩」が好評であったため、将来の⾃主財源確保につながる商品開発の可能性を確認した。 

ご当地キャラクターを活かしたグッズ開発については、観光協会公式キャラクター「別海りょウシくん」
の⾃由帳及び⾃学帳、マスキングテープ、マグカップが開発され、順調に販売数を伸ばしており、町内だけ
でなく札幌市の別海町認定飲⾷店「センチュリーロイヤルホテル」でも販売している。 

着地型旅⾏商品の造成によるウェブサイト利⽤料の確保については、タビイチ商談会において有望な商談
先と関係を構築することができたため、今後積極的に着地型商品を販売し、⽬標値の達成に向けて取り組ん
でいく。 

インターネットを活⽤した商品販売によるウェブサイト利⽤料の確保については、観光協会の構成会員は
宿、飲⾷店だけでなく⾷品加⼯業者も多く加⼊しており、当地の観光政策として、⾷のまちのＰＲによる外
貨の獲得が⼤きな⽬的でもあるため、今後検討を進めていく。 

総合的な課題としては、法⼈格を取得しておらず、納税を含めた事務処理体制が整っていないこと、事務
局スタッフが１名しかおらず、グッズ販売等も含めて収益事業の管理体制が脆弱であることが⼤きな課題で
あるため、⾏政において⽀援事業を活⽤し検討する。観光協会としてはこの結果もふまえて議論を重ねてい
く。 
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〔提案２〕カワイイファッションでもっと北海道を楽しもう！「カワイイ北海道ツーリズム」 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

⼩樽と札幌では観光要素が明確に違うため、それぞれの特徴をふまえた商品企画が重要である。具体的な
イメージとしては、⼩樽はロリィタが似合う街、札幌はグルメ・ショッピングなど⼥⼦旅の醍醐味が体験で
きる街。これらの地域が元来保有している観光資源（歴史的建造物、⾷、景観、体験など）に、ロリィタフ
ァッションを核にしたカワイイファッションという新たなエッセンスをプラスすることにより、従来の観光
資源に新しい魅⼒と価値を創造する。また、ツアーを造成するにあたってのターゲット設定として、ロリィ
タファッション愛好家への⽐重を⾼くしすぎたため、今後は“広義なカワイイ”をベースにし、ターゲットの
間⼝を広げた展開が必要である。さらに、ロリィタ・カワイイ愛好家にアピールする観光メニューのコーデ
ィネートが不⾜している。今までのツアーで設定してきた「⾒る」だけではなく、ロリィタファッション体
験など、テーマに沿った体験メニューの開発が重要である。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

商品の市場性やターゲットの嗜好性を確認するワークショップおよびビジネス化のための課題調査が必
要となるとともに、これらの検証をふまえて⽬利きとの観光地域づくりに向けた磨き上げを⾏う。ワークシ
ョップは、ファッションブランドの関係者やカワイイファッション愛好家のリーダーなどを招いて、その嗜
好性や観光商品としての市場性および観光地域づくりへ向けた協⼒体制を確⽴する。ビジネス化のための課
題調査は、ウェブサイトなどを活⽤して、ターゲットが望む体験メニューやサービス、⼝コミ情報などを調
査することで、ターゲットの嗜好性や課題を抽出し、より魅⼒あるツアー造成を⾏っていくとした。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーについて、コンセプトは、昨年度のモニターツアーで「ロリィタファッション」以
外のカワイイファッション（ゴシック系、コスプレ系）の垣根を越えて楽しむ雰囲気が⽣まれたので、今回
も「ティーパーティー」のイベント仕⽴てにして、垣根を越えたカワイイファッションと、パーティーの雰
囲気を楽しんでもらいながらアンケート調査をすることとした。 

実施結果としては概ね満⾜度が⾼かったものの、⾃由時間（⾃由に散策できる時間）を多めにとること、
旅⾏地として札幌ではなく函館にすべきという改善点がみられた。 

 
第２回モニターツアーのコンセプトとしては、⽇帰りから２泊３⽇の宿泊ツアーに変更し、旅⾏地に函館

を⼊れること、イベントやタレントで参加者を集めるのではなく、純粋に旅⾏ツアーとして企画すること、
スケジュールで⾃由時間を多めに取ること、１⼈部屋対応を取ること、事前にホテルへの荷物発送の対応を
⾏うこととした。 

実施結果としては、参加者の満⾜度は概ね⾼かったものの、ロリィタファッションの場合着替え時間が必
要なため、２泊３⽇の周遊旅⾏は無理があるという結果となった。さらに、バス料⾦が⾮常に⾼額なため、
⻑距離をバスで移動する⾏程では経費がかかりすぎることが明らかになった。 
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（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 
収⼊⾯での成果はなかったが、事業化（収⼊）につながる「受け地づくり」がかなり整備された。具体的

にはカワイイファッション体験、プロカメラマンによる写真撮影、ティーパーティー（お茶会）や晩餐会の
セッティング、カワイイファッションを販売するショップとの提携、⼩樽カナルボートでのロリィタ船⻑に
よる運航、外務省元カワイイ⼤使を同⾏するファンツアー、ファッションショーなどの⼤型イベントなどで
ある。 

課題としては、ターゲット特性から鑑みるとラグジュアリーツアーになるためバスが⽋かせないが、バス
料⾦の⼤幅な値上がりにより利益を出すのが困難なことが挙げられる。 

 
（５）広報・ＰＲについて 

ニッチなターゲットなのでWebやメルマガ、SNSを駆使したＰＲを⾏った結果、⼝コミで拡散があった。 
 

（６）運営体制について 
旅⾏会社や体験観光推進協議会による指導を積極的に受け、⽇々学んでいる。また、地域との連携も進ん

でおり、⼩樽市や札幌市とは密に連携し、各市から地域の施設への協⼒要請や働きかけも積極的に⾏われて
いる。 

⼀⽅、事業に専従できる⼈材が⾜りないことが課題であり、収益が向上したら⼈材確保を⾏いたいと考え
ている。 

 
（７）地域内関係者との連携について 

⼗分進んでいると考えている。⼩樽市、札幌市が主体となっている事業のため、「意識」「会議・コミュニ
ケーション」などは問題なく進んでいる。 

 
（８）まとめ 

収⼊⾯での成果はなかったが、事業化（収⼊）につながる「受け地づくり」がかなり整備された。また、
ツアーコンセプトやターゲット層の設定、広報体制、地域との連携は問題なく進んでいる。 

課題としては、バス料⾦の⾼騰による収益性への影響がなにより⼤きい。これまでに開催してきたツアー
はラグジュアリーツアーになるため、バスによる移動は不可⽋である。今後は、参加料⾦が⾼額でも参加し
てくれる⾼額所得者層やインバウンド層へのＰＲを進めるとともに、バスによる移動を必要としないツアー
（例えばロリィタ服を所持していないカジュアル層をターゲットとした、⾐装レンタルをセットとしたツア
ーなど）の造成も検討していく。 
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〔提案３〕北海道の地域資源を活かしたサイクリング観光ビジネス創出事業 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

現状、サイクリングツアーはガイドやサイクルショップなどが要望に応じて個々に実施し、地域として把
握しきれていないケースもあり、地域によってはサイクリング観光客の経済効果が⾒えずに連絡会への会費
⽀出や広告媒体としての活⽤に合意が得られないことが課題である。また、会費収⼊は⾃治体主体の協議会
等が⼤部分を占めており、⾃⽴的な運営を継続していくためには、⺠間からの継続的会費収⼊や広告収⼊の
割合も⾼めていくことが必要である。 

観光地域づくり関連としては、北海道は夏の冷涼な気候、除雪対策のため整備の⾏き届いた広い道路、信
号の少なさなど、スポーツサイクリングを楽しむためには最適な環境であり、国内外で北海道におけるサイ
クリングへの関⼼は⾼まっているが、⾃由にサイクリングを楽しみたい中〜上級者は必ずしも旅⾏商品に関
⼼を⽰さないなどの課題があるため、市場調査により的確なターゲット設定を⾏った旅⾏商品造成を⾏い、
地域経済への波及効果を⾼めることが必要である。 

また、道内各⾃治体で取り組みは広がりつつあるが、新たにサイクリング観光客誘致を始めたところも含
めたオール北海道として、ガイドの育成や地元の受⼊体制の整備など、どの地域に⾏ってもサイクリングが
楽しめる観光地域づくりを進めることが急務である。特に、今後さらに増加が⾒込まれるインバウンド団体
に対応できるガイド⼈材の不⾜が課題となっている。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

シンポジウム等を通じてサイクリング観光客の潜在的な経済効果への理解を深め、観光客誘致を応援する
レストランや商店などの⺠間事業者を対象としたサポーター会員制度の創設を検討する。また、道外市場調
査を通じて国内外における事業者やサイクリストとのつながりを深め、販売促進などの実績を重ね、連絡会
のプレゼンスを⾼めることで広告収⼊や会費収⼊の増加を⽬指す。 

観光地域づくり関連としては、平成25年度に実施した国内向けモニターツアーの結果、①交通費を厭わ
ず、宿泊を伴う遠⽅のイベントに参加することに慣れている富裕層、②初⼼者ややってみたかったという未
経験者にニーズがあることがわかった。⼀⽅、既に個⼈のガイドがスポットで受け⼊れている③台湾をはじ
めとしたインバウンド団体は増加傾向にあり、既に北海道に憧れや良いイメージを持っている層として今後
さらなる拡⼤が⾒込まれる。この①〜③にターゲットを絞った商品を、市場ニーズをふまえながら地域とと
もに検討していくことが必要である。特に②については、サイクリングを楽しむきっかけが北海道になるこ
とで、サイクリング⼈⼝の拡⼤はもとより、今後のハードリピーターになることが期待されることから、初
⼼者をターゲットとした定番商品を持つことが必要である。 

以上をふまえ、国内富裕層に対しては、「美ら島沖縄センチュリーラン」への⾸都圏からの参加者を対象
に、宿泊を伴うサイクリング旅⾏に対する考え⽅、価格帯などの調査を⾏い細かいニーズ把握を⾏う。イン
バウンド市場に対しては、約28万⼈で来道者数１位（平成24年度（北海道経済部））と北海道の⼈気が⾼く、
またGIANTなど世界有数の⾃転⾞メーカーが集まり、サイクリング⼈⼝が多い台湾をターゲットに、サイ
クリスト及び旅⾏会社やサイクルショップなどの関係事業者へのヒアリング、意⾒交換を⾏う。 

さらに、ガイド・レンタサイクルに加え、⾃転⾞の乗り⽅・整備の基礎など、初⼼者のニーズに応えるモ
ニターツアーを造成する。また、初⼼者レベルに配慮したサイクリングの魅⼒を伝えるルートや商品設定を
新たに検討する。１回⽬のモニターツアーで②初⼼者をターゲットと想定し、２回⽬は②初⼼者と併せ①国
内富裕層、③インバウンド市場も⾒据えた商品企画とする。 
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また、これらのツアーを実施するにあたっての受⼊体制の整備として、新たにサイクリング観光客の誘致
の取り組みが始まりつつある地域（函館、釧路２箇所想定）において、サイクリングガイドなどを講師とし
たシンポジウムを各１回ずつ開催し、サイクリング観光客誘致の機運醸成を図る。特に釧路については、平
成26年１⽉にくしろサイクルツーリズム推進協議会が設⽴された地域であることから、シンポジウム後に
ミニガイドツアー体験会を⾏い、地域の理解を深めてもらう。さらに、サイクリングガイド育成研修を年１
回開催する。また、台湾における市場調査で得たニーズを踏まえて、将来的なインバウンド向けサイクリン
グガイド認定制度導⼊の検討も併せて⾏う。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、⾃転⾞未経験、初⼼者をターゲットにした、ガイド同⾏、レンタ
サイクルをセットにした⽇帰りツアーとした。平成25年度のモニターツアーは初⼼者〜中級者という広め
のターゲット設定としたものの、レベル差による⾏程管理の課題や、ガイドつきツアーには初⼼者の⽅がニ
ーズが⾼いという結果となったこと、さらに、広告収⼊等を含め、連絡会としてビジネス化させていくため
には、サイクリング愛好者のすそ野を広げていくことも必要不可⽋であることなどを踏まえ、初⼼者の参加
しやすさを前⾯に出したコンセプトで商品造成を⾏った。 

実施結果としては初⼼者向けのガイドと⾃転⾞選びのレクチャーについての満⾜度がやや低い結果とな
ったため、第２回開催時に改善を検討することとした。 

 
第２回モニターツアーのコンセプトとしては、⾃転⾞未経験の⽅も気軽に参加でき、富良野の秋を満喫で

きるサイクリングツアーとした。 
実施結果としては、総合的に満⾜度は⾼かったものの、初⼼者にとってはもう少し短いスパンで休憩をと

った⽅がいい、ガイド派遣やレンタサイクルの輸送にも経費がかかるため、地域毎に拠点ができていくこと
が望ましいなどの点で改善が必要である。今後は休憩箇所を増やし、地元のスイーツや果物を⾷べながら休
憩するなど、無理なく楽しいサイクリングができるようにすることで魅⼒づくりに努めることや、リーンで
得られたターゲット層（40代〜60代の初⼼者）をより絞り込み、広報や流通チャネルを検討すること、参
加⼈数が多くなるほど道路使⽤許可やサポートガイドの⼈数が増えるなど、必要経費がかさむため、FITを
意識した商品化を検討することとした。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

今回はより多くの参加者を集め、テストマーケティングを⾏いたいという観点から、モニターツアーには
直接の収益分を載せず、旅⾏会社の企画料や、広告費において現物協賛という形で協⼒を得て実施したため、
収益は得られていない。ただし、広告収⼊など、⾃治体以外の収⼊源を確保する道筋はできてきた。仕組み
づくりの成果としては、未参画である道南エリアでの事業開催などを通じて、今後連絡会としての参画地域
拡⼤の素地を作ることができた。 

収⼊⾯での課題は、連絡会⾃体の取り組みが道外・海外により認知され、広告・スポンサーを集めること
である。仕組みづくりの課題は、その地域内⾃治体全てのコンセンサスを得ることが難しく、新しい地域の
加⼊がなかなか進まないことである。 

 
（５）広報・ＰＲについて 

新聞広告や、アンケート実施時の趣旨説明などを丁寧に⾏い、連絡会の取り組み内容含め理解が拡がった。
また、⽬標値をはるかに上回るＨＰ閲覧数を達成することができた。 
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（６）運営体制について 
実施主体と地域との連携が進んでいる。道内の多くのエリアが参画しており、サイクルショップ、ホテル

など⺠間企業の参画も少しずつ進んでいる。 
⼀⽅、⾃治体からの収⼊割合が⾼いことが課題である。 
 

（７）地域内関係者との連携について 
連絡会の開催により、イベント等の取り組み情報の共有が随時図られている。 
各参画エリアが随時広報できる媒体がなかったことが課題であったが、追加⽀援により各参画エリアによ

る随時ＨＰ更新が可能になった。 
 

（８）まとめ 
現時点では収益は得られていないものの、ＨＰのリニューアルを⾏い、広告収⼊などを確保していく道筋

ができてきた。また、道南エリアでの事業開催などを通じて、今後連絡会としての参画地域拡⼤の素地を作
ることができた。 

課題としては、連絡会への加⼊がなかなか進まないこと、連絡会の取り組みを道外・海外により認知させ、
広告の出稿やスポンサーを集めることである。 

この課題を解決するため、国内向けにはレンタサイクル会社とモニターツアー造成を⾏った旅⾏会社をマ
ッチングさせ、着地側でツアーを造成し、サイクリストのニーズをとらえたコースをレンタサイクルオプシ
ョン付きで募集型企画旅⾏として販売することを検討する。また、レンタサイクル会社のネットワークを活
かして、道外⼤⼿サイクルショップの優良顧客（リーンで得られた想定顧客40代〜60代初⼼者）にターゲ
ットを絞り、広告費を抑え、かつ安売りしなくても売れる⾼付加価値ツアーの造成を⽬指す。さらに展⽰会
の出展、ＨＰ・パンフレット等の発⾏によりツアーのＰＲをしていく。 
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〔提案４〕奥津軽⽂化のルーツ ⻘森ひば材で栄えた明治の豪商を探るトレイルの旅のビジネス化 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

奥津軽地域は斜陽館、津軽三味線会館、⽴佞武多の館、津軽⾦⼭焼といった観光施設は多いものの、観光
客の滞在時間が短く、点が⾯になっておらず、地域全体への経済効果につながっていない。津軽鉄道は観光
客にも⼈気を博してきているが、地域の観光資源をつなげる⼆次交通の便が悪く、また、奥津軽は宿泊施設
が少なく、効率よく周遊・滞在することができにくい環境である。地吹雪体験など、台湾を中⼼としたイン
バウンドの観光客も少なくないが、その観光客を巻き込むことができていない。 

また、お⼟産品も地域外で製造しているものが多く、地域産業が育っていない。⻘森ひばを活⽤した伝統
⼯芸品などもあるが、次世代の担い⼿育成や市場調査もなされていないため地場産業として育っていない。 

平成27年度末北海道新幹線開業に伴う奥津軽駅（仮称）の開業に向け、観光⼊込客数減少の現状を踏ま
え、新たな誘客を促進する観光コンテンツが望まれる。 

具体的な課題としては、今までの観光地域づくりの取り組みの中で⾏ってきた、奥津軽の魅⼒をつなげる
キーワード「⻘森ひば」「森林鉄道軌道跡」「明治の豪商」を活⽤した奥津軽トレイルという新たな観光コン
テンツを牽引役として、地域の産業をリンクさせ、交流⼈⼝と奥津軽リピーターの増殖を図る。 

まず、奥津軽の住⺠が地域の魅⼒を再認識するため、ガイドの養成や住⺠向けモニターツアーを実施する。
次に、魅⼒ある新たな観光コンテンツとしての「奥津軽トレイル」の受け⽫の整備、具体的には奥津軽トレ
イルコースの磨き上げと拡⼤、トレイルコースの官⺠協働による整備体制の構築、⼆次交通の整備の検討、
農家⺠宿などの取り組み強化、旅⾏会社との連携強化・商品化推進、着地型旅⾏商品の造成（都市部住⺠を
対象にしたモニターツアーの実施）、奥津軽全体でおもてなしができる機運の醸成など。さらに、観光によ
る地場産業の育成により観光ビジネスを拡⼤する。具体的には、⼀度来ていただいた⽅が奥津軽とつながる、
⻘森ひばを活⽤した魅⼒ある商品の開発を⾏う。 

こういった課題を解決していく中で、奥津軽トレイルコースという資源にとどまらず、地域全体に観光ビ
ジネスが育成され、それが話題となり、新たな価値を⽣み出していきたいと考える。 

観光地域づくり関連の現状としては、⻘森ひば林・森林鉄道軌道跡という新たな奥津軽の観光資源に地域
住⺠が注⽬してきたことを背景に、その資源で奥津軽全域をつなげ、トレイルルートを開発していくことで、
おもてなしをしていく機運を醸成、北海道新幹線開通に向け、滞在交流型の受⼊基盤づくりを推進している。
かなぎ元気倶楽部は、運営を⼿掛ける施設において販売する特産品やメニュー、商品等の開発を⾏い、さま
ざまなビジネス努⼒を実施してきているが、現状では、それぞれの地域での滞在時間は短く、施設の⼊込客
数は減少傾向となっており、地域全体への経済波及効果は拡⼤していない。 

課題としては、北海道新幹線開業に伴う奥津軽駅（仮称）開業という絶好の機会に奥津軽の官⺠がさらに
協働していくことで、奥津軽トレイルという観光コンテンツを活⽤し、滞在交流型観光を推進し、地域が誇
りを持って勧められる新たなビジネスを創出しなければいけない。具体的には、奥津軽には魅⼒ある観光ス
ポットや潜在的なご当地グルメ（飲⾷店）があるものの、観光という視点で資源がつながっていない・表舞
台に⽴てていない。道の駅や直売所も点在しているものの、奥津軽の物語を持った経済効果につながる特産
品やお⼟産品が存在していない。さらに少⼦⾼齢化、⼈⼝流出が進む中で、新たな観光地域づくり、観光産
業を創出していく⼈財が不⾜している。次世代が誇りに思う地域、産業を創造していかなければいけない。 
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（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 
具体的な⽅策として、特に４つの柱を推進していく。１つめは、官⺠協働事業にて開発したトレイルルー

トを再度⾒直していくとともに、⽬利きと共に新しいトレッキングルートを開発、奥津軽全域にトレイルル
ートを配置することによって、地域への誘客コンテンツとして磨き上げ、魅⼒向上を図る。また、ルート開
発を通じて、奥津軽地域の⾃治体、⺠間団体、地域住⺠の連携を図る。 

２つめの柱は、観光地ビジネスの軸となるトレイルルートのガイドのスキル向上及び養成を⾏い、地域住
⺠の観光地域づくりへの参加意欲を促し、より⾼い満⾜度を獲得できる商品造成につなげることで、地域内
への経済効果の波及を狙う。また、「おもてなし講座」を開催することで受⼊れ体制の整備に寄与し、観光
地域づくりの質の底上げを⾏う。さらに、ロングトレイルの先進地視察により、地域の受⼊体制などを学ぶ
ことで、さらなる地域への観光ビジネスの波及効果を創造する。 

３つめの柱は、地域の特性・特産を活⽤した商品開発による観光地ビジネスの拡⼤である。本地域は、「天
然⻘森ヒバ」が分布する地域である。「⻘森ヒバ」を活⽤した伝統⼯芸品などは、現在は廃れているものの、
その特性を活かしたオイルや湯⽟、桶、まな板等が販売されている。特に、平成25年度事業で浮上した⻘
森ひばオイルの可能性を鑑み、アロマテラピーの観点から、観光客（特に⼥性客）の「買いたい」を喚起す
るパッケージ等を開発し、販売していくことで、トレイルルートとの親和性や地域性をアピールし、観光に
よる地場産業の育成を図る。訪れた観光客が商品を購⼊することでその後も地域とつながり、また奥津軽に
訪れ、⻘森ひば林にふれたいと思うような商品開発を進め、観光ビジネスを拡⼤していく。 

最後の４つめの柱として、阪急交通社及びクラブツーリズムとの連携を強化し、新たな商品としての磨き
上げを⾏い、観光地ビジネスとして収益があげられるツアーの造成を⽬指す。また、奥津軽トレイルの魅⼒
を地域住⺠に理解していただくモニターツアーと新たなルートを活⽤した都市部住⺠を対象にしたモニタ
ーツアーを２回開催し、観光ビジネスの可能性を検討する。さらに観光庁の推奨する商談会に参加し、観光
客誘客に向けての活動を展開する。 

観光地域づくりとしては、奥津軽のDNAといえる「⻘森ひば林」とそれを運搬した「津軽森林鉄道」の
軌跡を巡るトレイルルートを地域の暮らしの場に密着させ、⾃分たちの取り組みに⼈が集まってくるのを実
感していくことによっておもてなし機運を育成する。 

また、⻘森ひばにより財をなした豪商たちによって育まれた太宰⽂学・津軽三味線など奥津軽⽂化のルー
ツのつながりを知っていただき、地域住⺠が誇りを持つための地域住⺠向けのモニターツアーを実施する。
さらに、奥津軽トレイルルートを奥津軽地域の官⺠を巻き込み開発することによって連携を深め、奥津軽全
域でガイドを養成し、⼆次交通のタクシー、回送会社、観光バス会社などとも連携し、地域に観光ビジネス
を創出していく。 

さらに、新たなトレイルルートに関して都市部からのモニターツアーを実施し、トレイルルートにより奥
津軽地域の魅⼒を交流を通じて実感していただく。 

また、平成25年度の⻘森ひばの⾹り体験プログラムで評判の⾼かった⻘森ひばオイルやウォーターの商
品開発を進めるとともに、⻘森ひばの伝統⼯芸の復活なども体験プログラムとして整備していくことによっ
て、体験及び商品として新たな⽣業を⽣み出すきっかけとし、新たな産業を創出していく。 

平成27年度末北海道新幹線開通に向けて奥津軽エリアの魅⼒向上を図り、奥津軽全体が「住んでよし」「訪
れてよし」の観光地域づくりを推進していく。 
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（３）モニターツアーの実施結果 
第１回モニターツアーのコンセプトとしては、奥津軽トレイル倶楽部が発⾜し、⽇本三⼤美林「⻘森ひば

林」、奥津軽の森に忽然と現れる近代遺産「森林鉄道軌道跡」をテーマに新たなトレイルルート開発にチャ
レンジした、「新緑の⻘森ひば林と森林鉄道トレッキング〜みちのく松陰道コース〜」を実施。コース設定、
ガイド⼿法やお弁当などの評価を確認し、付加価値の⾼いコースへ仕上げていくために実施したものである。 

実施結果としてはツアーの内容やガイドの知識は満⾜度が⾼かったが、タイムスケジュールにお⼟産を買
う時間がなかったことや、歩くペース、チラシの記載内容などにやや不満がみられた。奥津軽トレイルの取
り組みについては、また参加してみたい、知⼈などにも薦めたいとの意⾒が多かった。改善点としては、事
務局からの事前の周知が遅くなってしまい集客⼒が不⾜したこと、チラシ掲載の内容に不備があったり当⽇
の準備に不⼿際がありお客様にご迷惑をお掛けしたため、周知は２〜３週間前には⾏い、歩く時間には余裕
を持たせ、お客様への負担を軽くすることがある。 

 
第２回モニターツアーは７⽉と９⽉に実施された。コンセプトは第１回と同じで、コース設定、ガイド⼿

法などの評価を確認し、付加価値の⾼いコースへ仕上げていくために実施した。 
第１回からの改善点として、チラシ掲載チェックを強化し、告知の周知徹底を図るため、ＨＰの更新を多

くした。 
実施結果としては、参加者の満⾜度は⾮常に⾼く、積極的評価者が９割を超えた。ガイドの対応がよかっ

た、満⾜したとの意⾒が多かったため、更なるガイド研修も含めレベルアップを図っていく。また、今どこ
にいるのか知るための地図や案内図が欲しいとの要望が多かった。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

成果としては、トレイルルートの質の向上及び新コースの開発・整備がある。昨年までの３コースに加え、
新たな３コース及び喜良市川⽀線コースの延⻑コースというそれぞれ魅⼒あるコースが設定できた。また、
３コースがそれぞれ分散して存在したが、さらにコースをつなげ、⼩泊〜三厩で約55km、⾦⽊〜蓬⽥で約
30km、併せて約85kmのロングトレイルが実施できるフィールドということが明確になった。さらに、奥
津軽のそれぞれの⾃治体が連携することで、100kmの⻘森ひば林と森林鉄道軌道跡を活⽤したロングトレ
イルコースの具現化が⾒えてきた。さらに下北半島や渡島半島のひば林・森林鉄道などと連携すると⾯⽩い
展開になる。 

次に、ガイドスキルの向上・養成及び受⼊地域のおもてなし機運の醸成がある。ガイドに関しては、３回
の講座を通じて新たなネットワークの構築、新規⼈材の確保・育成及び官⺠連携の基盤づくりを推進するこ
とができた。また、⻘森商⼯会議所の展開するリ・ラク旅のセラピスト、蓬⽥村が展開する蓬⽥三⼭・⿊瀧
ガイドの中⼼となる⼤倉⼭好会、そして、眺望⼭の⾃然をボランティアで管理する営林署ＯＢなどとのネッ
トワーク化を進めることができ、今後連携してアクションを起こしていこうという「きっかけの場」となっ
た。熊野で健康ラボの代表⽊下⽒の講座からは、単に歩くだけではなく、健康というテーマで⻘森ひば林や
このルートを活⽤するという新たな経済効果を⽣む⽅向性も⾒えてきた。また、４名体制で⾏っていたが、
⾦⽊のまち歩きガイド、営林署ＯＢ、五所川原在住の⽅など10名以上からガイド参加の申し出があった。 

さらに、今回の取り組みによって、⻘森県から森林鉄道軌道跡に残る近代化遺産の保護・保全を前向きに
検討していきたいという話がある。津軽森林管理署からは、奥津軽トレイルにおける⼊⼭許可やガイドに対
する協⼒をいただけることになった。 
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また、モニターツアーやイベント展開で、⻘森ひば・森林鉄道の魅⼒を参加者から聞き再認識することが
できた。約85kmのコースということで、トレイルに興味を持つ国内外の⼈たちに対して奥津軽トレイルを
情報発信していくことが⼤きなメリットとなる。 

おもてなし機運の醸成については、冒険家⾵間深志⽒、料理家本⽥よう⼀⽒による２回のおもてなし講座
を実施した。⾵間⽒の講演は、冒険の経験から奥津軽エコツーリズムの原点を⾒直すことを⽬的に実施し、
新たなおもてなしのあり⽅を⾒直すことができた。また、地域の観光業や地域づくりに取り組む⽅が参加し、
取り組みについて考えていただくよい機会となった。本⽥⽒の講座には宿泊、飲⾷、農家⺠宿などにこれか
ら取り組もうとしている⽅などが参加し実施。地元の⾷材の⾒せ⽅やレシピの⼯夫で、さらに奥津軽らしい
料理の提供、またお客様の嗜好に合わせて料理を提供することの⼤切さなどが⾒えてきた。奥津軽全体で、
奥津軽あずまし⾷堂を具現化していくという⽅向性も⾒えてきた。また、昼のお弁当など、具体的にトレイ
ルの際に提供するレシピなどを提供してくれたことで、今後新たな展開が期待できる。２⼈の講義をもとに、
奥津軽おもてなし読本という冊⼦をまとめたので、これから奥津軽エコツーリズムに参加する地元の⼈たち
に考え⽅をしっかりと伝えていきたい。 

３つめの成果として、地域の特性・特産を活⽤した商品開発による観光地ビジネスの拡⼤が挙げられる。
今年度は調査・ワークショップを重ね、⻘森ひば精油の商品化に向けての検討を⾏ってきた。「ひばの⾹り
⾼い奥津軽エコツーリズムの具現化」を掲げていることもあり、魅⼒ある⻘森ひばの精油の商品を創造して
いくことは経済効果につながることも含めて、その役割は⼤きいと改めて実感した。⻘森ひばと地域資源と
のつながりなどをワークショップし、コンセプトやパッケージデザインを進めていったことで参加者も納得
し、みんなで売っていこうという機運が⽣まれた。 

これに関連し、造成してきた商品磨き、新たな商品開発及び商談会参加を⾏った。新たなコースを増設す
るために積極的に⼊⼭した成果もあって３コースを設定することができた。また10⽉には観光協会主催の
営業にも参加し、宿泊施設やバスやタクシーなどの⼆次交通各社にも協⼒を頂き、ツアー造成に３社決まっ
ている。今のところ100〜200名程度のツアー客が⾒込まれる。また、これまで雪があって歩けないと思わ
れていたコースでも、スノーシューを履けば散策が可能であることを実証し、さらに１コース追加できそう
である。 

 
上記をふまえて課題をまとめると、まずはトレイルルートの質の向上及び新コースの開発・整備が必要で

ある。関係市町村との連携を強化し、歩道や標識などの整備が急務である。夏の豪⾬被害によるコースの倒
壊もあったため、整備に向けた⽅策について、官⺠連携して話し合いを進めていく必要がある。 

次に、ガイド育成と増員についてはまだ不⼗分であるため、今後も養成講座を開催する。また、滞在交流
型ツアーで⽬指している⺠泊やグリーンツーリズムとの連携などが整備途上である。 

さらに、地域の特性・特産を活⽤した商品開発による観光地ビジネスの拡⼤として、森林資源を活かした
体験メニューや⾷⽂化を楽しむ取り組みなどを盛り込んでいく。 

 
（５）広報・ＰＲについて 

旅⾏社をはじめ、ターゲットにするべき関係団体へのＰＲを⾏ったり、メディア関係には様々な形で取り
上げて頂く努⼒はしてきた。ただ、⽂字や写真だけでは、そのスケールや魅⼒を伝えきれず苦戦している。 

かなぎ元気倶楽部および太宰ミュージアム公式サイトのSNSでの閲覧状況は、⽬標500,000回に対して
416,958回と、⽬標は下回ったものの多数の閲覧があった。 
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（６）運営体制について 
最終的に⽬指すトレイルルートの広がりは津軽半島の６市町村に及ぶため、県の仲⽴ちによってセミナー

やシンポジウムを開催して取り組みに対する理解が深まり、今後各市町村でもトレイルを媒体とした滞在交
流型の受⼊態勢を進めることで⼀定の合意が図られている。 

課題としては、運営主体は観光を媒体とした地域づくり団体であり、まち歩きメニューなどが既に商品化
されているが、⼭岳地帯をフィールドにしたトレイルにおいては、その役割においてある程度の専⾨性を⾝
につけなければならず、スタッフの選考や育成には慎重にならざるを得ない状態である。 

 
（７）地域内関係者との連携について 

⽇頃付き合いのある施設へはメールでの配信や電話連絡をし、地域内関係者とは様々な会議がある毎に情
報交換をしており、地域内関係者とはまあ連携できているといえるが、市役所職員の参加が少ない（関係課
内に興味を持つ者が少ない）ことが課題である。 

 
（８）まとめ 

トレイルルートの質の向上及び新コースの開発・整備、ガイドスキルの向上・養成及び受⼊地域のおもて
なし機運の醸成、地域の特性・特産を活⽤した商品開発による観光地ビジネスの拡⼤という成果がみられた。 

今後の取り組みとしては、トレイルルートの整備が急務であることから、関係市町村との連絡を密にし、
歩道の整備、案内標識設置や案内パンフレットの作成を⾏っていく。 

ガイドについては⼈数や育成⾯がまだまだ不⼗分であるため、今後も養成講座を開催する。また様々な体
験メニューも加え、滞在交流型ツアーで⽬指している⺠泊やグリーンツーリズムとの連携なども⾏っていく。 

広報⾯では多数のSNS閲覧があり、参加者⾃ら能動的に情報を得て参加してきている例も多くみられ、ま
た、ツアーそのものだけでなく⽇常的な調査⾏動や研究活動などに反応が寄せられていることから、これら
の情報についても更新を充実させる。 

⾃分の⾜で歩くという⽬的達成型の旅を通して、⼟地の歴史⽂化を知り、⻘森ひばの森に抱かれることで
健康につながるということを効果的にＰＲできるように⼯夫する。 
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〔提案５〕北限の海⼥が潜るまち 海⼥的北三陸探訪 シーズン２ 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

課題として、①定期的かつ定量的にプログラムを提供できる⼈財確保・育成、②地域特性を分析し、その
特性を活かしたオリジナリティの⾼い商品の開発、③定期的なイベント出店や取扱い店舗開拓による販路拡
⼤、④ターゲット・マーケットを⾒極めた効果的・効率的な情報発信が挙げられる。 

観光地域づくり関連では、まず、居住地・旅⾏形態などターゲットを絞ったプログラム・⼟産品の提供が
ある。交通利便性が⾼くない、マイカー利⽤が多いことを考慮した提供内容を検討する必要がある。次に、
既存旅⾏商品の滞在時間に合わせた旅⾏商品素材を開発する必要がある。これらは調査結果で得られた素材
に加えて、全国平均の1.9倍近い第⼀次産業従事者の協⼒を得られる交流プログラムの検討が必要となって
いる。３つめとして、地域を盛り上げるターゲットとなる来訪者へのヒット率の⾼い効率的・効果的なプロ
モーションを実施する。最後に、観光案内の意欲・知識への情熱を持って対応できる「観光コーディネータ
ー」の育成が必要である。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

⾃主財源確保のためには、海⼥・三鉄・琥珀・ウニを中⼼としたプログラム開発と運営による⼿数料収⼊
により、利⽤販売額400万円（⼿数料収⼊40万円）を得る。これは実践者（海⼥・ウニ養殖・琥珀採掘など）
から話を聴きながら⾒学するプランとなっている。また、併せて販売・ＰＲできるお⼟産品・グッズの開発
による開発・販売収⼊として、利⽤販売額100万円（⼿数料収⼊10万円）を得る。具体的には「ウニの⾦平
糖」「海⼥ちゃんバッチ」など、プログラムと連動した素材グッズ開発、販売を⾏う。 

次に、「ウニ街道祭り」のように北三陸の特産品を取り上げた継続的な街道祭りを実施し、参画店舗から
利⽤販売額700万円（⼿数料収⼊70万円）を確保する。 

さらに、定期的な出店による特産品販売と久慈地域のＰＲ活動を実施し、販売額500万円（⼿数料収⼊50
万円）を確保する。 

また、街歩きを楽しくするための「⾷べ歩きカップ」を販売し、販売額200万円（⼿数料収⼊20万円）を
確保する。街歩き・マイカー移動に最適な「⽚⼿スープ」についても開発・提供する。料理の内容としては
まめぶ、きのこ、いちご煮を予定している。 

観光地域づくり関連の課題としては、①商店街を明るくし、街歩きを楽しみながら消費活動に結びつける
ためのシャッターの「あま（海⼥）絵」の拡⼤とガイドの育成、②地域の「⼈」が⾒えるポスター製作と街
なか・観光施設へのポスター掲出による回遊促進、③観光業のみにとどまらず地域の産業に携わる⼈と交流
できる場・プログラムの企画が挙げられる。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは「当地域ならではの資源活⽤（東北唯⼀の闘⽜⼤会、⾷⽂化、⼈）
及び地域住⺠のおもてなし！交流！！」とした。 

実施結果としては概ね⾼評価だったものの、募集⼈数33名に対し参加者数は13名にとどまったため、告
知期間及び告知⽅法の再点検（実施⽇より遡り１ヶ⽉程度の期間で募集実施。旅⾏会社ホームページ及び地
元新聞への広告告知）および内容の再点検をする必要がある。 
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第２回モニターツアーとしては、①『三陸鉄道「こたつ列⾞」乗⾞と北三陸”こびる”（おやつ）体験の⽇
帰りツアー』および②『感動！いわて北三陸“匠の技”と三陸鉄道乗⾞⽇帰りバスモニターツアー』が実施さ
れた。コンセプトとしては、①は、2014年に４シーズンぶりに全線運⾏となった三陸鉄道。新型のお座敷
列⾞「さんりくはまかぜ」をこたつ仕様で運⾏する。また、「⼤漁旗振りおもてなし体験＆なもみ体感」で
は、三陸鉄道に向かって、⼤漁旗を振り、お⾒送り、お迎えのおもてなし⾏動を実際に体験するほか、北三
陸の⾵習「なもみ」も体感していただく。②は、2014年に全線運⾏開始となった三陸鉄道。三陸鉄道に乗
り、三陸鉄道沿線に今も伝わる匠の技に触れるツアー。「のだ塩⼯房」では、直煮製法によるのだ塩⼯房職
⼈を訪ね、参加者による「マイ塩づくり」を体験する。また、約8,500万年前の地層から、指導者がつきな
がら「琥珀」を採掘体験する。そして、岩⼿県内唯⼀、昆布⼿削り匠の「技」を実演⾒学するとした。 

第１回からの改善点として、告知期間及び告知⽅法の再点検を実施の上、集客に努め、催⾏することがで
きた。また、ツアープログラムは「北三陸“ならでは” 」の受⼊メニューを取り⼊れることができた。 

実施結果としては、参加者の満⾜度は概ね⾼かったものの、強⾵によりガイドの声が届きにくいことがあ
った、先の体験が⻑引いてしまい、その後の体験が短くなってしまったという反省点があった。これらを改
善するために、列⾞の遅延や天候による中⽌を考え、柔軟に対応できる代替案を⽤意する、体験時間が短く
なり過ぎないよう、移動の⾏程は余裕をもって設定する、「こびる」量の再調整をする、ターゲットを絞り
込むなどの対応が考えられる。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

受託販売⼿数料（特産品、観光施設等受託）の仕組みを地域内に提案することができ、その効果が出始め
て来ている。 

当初提案の結果として、お⼟産品・グッズの開発については、地域製造事業者（団体）等を交えたワーク
ショップの開催等により試作品づくりまで⾏ったが、実際の商品化までには⾄らなかった。また、新たな郷
⼟料理としてまめぶのスイーツを開発することとなったが、こちらもまだ商品化までには⾄らなかった。 

また、「ウニ街道祭り」の参画店舗からの⼿数料収⼊については、⼿数料を取るまでには参画店舗からの
理解は得られなかった。 

これまで地域内においては、収⼊に結び付く仕組みそのものが皆無に等しく、今回の事業を通じて、⾃ら
プログラムの⽴案及び提案（取り⼿側と提供側に対する）することができた（海⼥・三陸鉄道・琥珀テーマ
の10のプログラム企画）。地域において企画提案等各種対応が可能な⼈材として10名を育成することもでき、
受⼊体制整備と情報発信について、今後に向けた体制が整備できた。 

また、⼊込客数も平成24年592,754⼈→平成26年1,130,154⼈と増加し、テレビドラマの影響もあるが、
「地域側提案能⼒」が着実に誘客に結びついてきている。「来る者拒まずの精神」、「是⾮、来ていただきた
い」という気持ちを地域の関係者が共有できた。 

課題としては、企画プログラムの販売体制は整ったが、ＰＲ不⾜もあり具体的な利⽤を期間内で⾒出すこ
とができなかった。 

 
（５）地域内関係者との連携について 

モニターツアー実施時に提供プログラム（全⽴寄り場所等）から⼿数料を得るための⼿続きが⽋如し、収
益が得られなかったため、⼿続きをしっかり取ることが重要。 

また、協働の輪が広がる取り組みに⼒を⼊れ、受⼊態勢、おもてなしの取り組みを地域⼀丸となって取り
組んでいくことが必要であり、説明を丁寧に⾏い、理解の機会を増やしていく必要がある。 
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（６）まとめ 
これまで地域内においては収⼊に結び付く仕組みそのものが皆無に等しかったが、受託販売⼿数料の仕組

みを地域内に提案、⾃らプログラムの⽴案及び提案をすることにより、今後に向けた体制が整備できた。地
域において企画提案等各種対応が可能な⼈材10名を育成し、受⼊体制や情報発信について、今後に向けた
体制が整備できた。 

テレビドラマの影響もあるが⼊込客数も増加し、「地域側提案能⼒」が着実に誘客に結びついてきている。
「来る者拒まずの精神」、「是⾮、来ていただきたい」という気持ちを地域の関係者が共有できた。 

当初提案の結果としては、お⼟産品・グッズの開発について、地域製造事業者（団体）等を交えたワーク
ショップの開催等により試作品づくりを⾏い、また、新たな郷⼟料理としてまめぶのスイーツも開発するこ
ととなったが、いずれも商品化には⾄っていない。「ウニ街道祭り」の参画店舗からの⼿数料収⼊について
は、参画店舗からの理解が得られず実現できなかった。 

課題としては、企画プログラムの販売体制は整ったが、ＰＲ不⾜もあり具体的な利⽤を期間内で⾒出すこ
とができなかった。しかし、各種セールス提案等の活動には取り組んできたことから、平成27年度以降に
期待したい。 

今後は地域内における観光事業（観光産業）の牽引役としての理解を得られるよう活動を強化し、地域内
事業者と信頼関係を築き、モニターツアーで得られた経験や改善策を基に、滞在型プログラムの強化（プロ
グラム質の向上）・提案（プログラム数の増）を図るとともにプログラム販売に⼒を⼊れ、2,000万円（⼿
数料収⼊200万円）の販売を⽬標とする。 
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〔提案６〕七時⾬・アウトドアと短⾓⽜の美味しい関係♪体験プロジェクト 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

七時⾬マウンテントレイルフェス実⾏委員会が主催する⼤会は、市からの補助⾦を得て成り⽴っているが、
今後は補助⾦に依存しない運営の仕組みを確⽴することが必要である。さらに、安定的な収⼊を得ていくた
めには、イベント時以外のお客さんをターゲットとした事業や、四季ごとのシーズン性を活かした事業など、
１年を通して収⼊を得られるビジネスモデルの確⽴が不可⽋となっている。また、トレイルランニングを⽬
的とするお客さんの多くは“⾛るだけ”で、泊まる、⾷事をする、お⼟産を買うなど、地域へお⾦を落とす場
⾯が少なく、地域産業への波及効果が⼗分とはいえない状況である。今後は、周辺産業（運輸、飲⾷、宿泊、
物販等）との連携により、地域への波及効果を広げていくことが必要。さらには、こうしてメリットを得る
地域の主体との連携体制を構築し、七時⾬マウンテントレイルフェス実⾏委員会に、そのメリットが還元さ
れるようなビジネスモデルを作っていくことも必要である。 

これまで、七時⾬におけるトレイルランニングを通した観光まちづくりの取り組みは、トレイルランニン
グに精通した外部の⽬利き等が中⼼となって進めてきたが、今後観光地ビジネスの取り組みを進めていく上
では、地域の主体的な参加と、⽬利きに代わり取り組みを牽引していく地域の担い⼿の育成が必須である。 

観光地域づくり関連としては、今年度の取り組みを通して、トレイルランニングのフィールドとしては⼀
定の知名度を得つつある七時⾬エリアだが、七時⾬の資源の楽しみ⽅はトレイルランニングにとどまるもの
ではない。トレイルを活かした散策やホーストレッキング、⾃然を活かした釣りや⼭菜採りなど、七時⾬エ
リアはアウトドアを楽しむフィールドとして活⽤できる資源を秘めている。また、七時⾬エリアには⾃然以
外にも魅⼒ある資源が多数存在している（七時⾬⼭麓でおしゃれなファーマーが栽培する無農薬・⾼品質な
⼭ぶどうや、創業185年を誇る地元の酒蔵・鷲の尾のお酒、地元で⽣産されるこだわりの麹や⾖腐、⾚⾝で
ヘルシーな短⾓⽜、良質な農産物、雑穀の⽂化、⾺術で全豪チャンピオンになったというクラリーさんが営
む⾺牧場など）。こうした魅⼒ある資源は、現状では観光客が利⽤しやすい商品として⼗分な磨き上げがな
されているとはいえない状況である。 

トレイルランナーに継続的に訪れてもらうためには、「⾛る」楽しみに加えて、「七時⾬でしか⾷べられな
い」「七時⾬でしか体験できない」楽しみを提供し、七時⾬のファンになってもらうことで、他地域との差
別化を図っていくことも必要。さらに、トレイルランニングにとどまらない地域の楽しみ⽅を発信していく
ことで、七時⾬のファンをトレイルランナー以外の層にも広げていくことも必要である。 

七時⾬の牧草地景観保全に向けた⽅策として導⼊を検討したオーナー制度だが、制度導⼊にあたっては、
短⾓⽜の流通システムの課題・制度運⽤上の課題、ツアー参加者からの協⼒意向の低さなど、様々な障壁が
あることが浮き彫りになった。ただし、七時⾬の牧草地景観の保全に向けては、短⾓⽜へのいっそうの理解
促進と消費拡⼤が求められる。そのためには、消費者を惹きつける付加価値の⾼い短⾓⽜のメニューづくり
や、短⾓⽜のもつ効能（ヘルシー、ダイエット効果等）のアピール等も必要。 

地元関係者の間では、七時⾬の牧草地の景観の価値が外部から⾼く評価されたことで、その資源の価値を
⾒直し、観光資源として保全していこうという意識が⾼まっている。こうした意識の⾼まりの中、畜産関係
者や地域活動団体等が、個別に情報収集等を⾏ってはいるものの、地域全体でそうした意識を共有する場は
なく、七時⾬における牧草地保全の具体的なアクション展開には⾄っていない。 
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（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 
⼤会オリジナルグッズ（ロゴ⼊りＴシャツ、ポストカード等）の販売、地元特産品を販売する朝市を開催

し、出店料を徴収する。また、⼤会参加者の写真を撮影、後⽇販売する。さらに、収益⼒のある新たなプロ
グラムづくりにより収益を増加し、将来的には事務局スタッフの⼈件費や、七時⾬の環境保全活動等に充て
ていくことを⽬指す。 

また、イベント時以外の安定収⼊確保を⽬的として、周辺産業との連携により、次のようなビジネスモデ
ルを検討する。タクシー会社との連携により、トレイルランナー向けのタクシー代⾏サービスを⾃⾝のウェ
ブサイトで紹介することにより、ウェブサイト利⽤料を確保する。次に、観光事業者との連携により、盛岡
等の都市部と七時⾬トレイルを結ぶ定期バスを運⾏し、それを⾃⾝のウェブサイトで販売してもらうことに
より、利⽤料を確保する。また、宿泊施設や観光施設との連携により、七時⾬マウンテントレイルフェスの
オリジナルグッズを販売してもらい、その収益の⼀部を徴収し、七時⾬トレイルのＰＲにもつなげる。さら
に、七時⾬エリアでのイベント開催時に、地元の特産品販売のマルシェを開催し、そこで使えるクーポン券
を発⾏（費⽤は参加料に上乗せ）し、出店者から出店料を徴収する。 

さらに、トレイルランニングを通した観光まちづくりの担い⼿育成や、地元の仲間集めを⽬的として、⽬
利きによるセミナーを⾏う。地元住⺠を対象として、トレイルランニングというスポーツの魅⼒や、七時⾬
におけるこれまでの取り組み紹介、トレイルランニングの⼤会運営のノウハウ等を伝授していただく。 

観光地域づくり関連としては、「七時⾬でしか⾷べられない」「七時⾬でしか体験できない」楽しみづくり
にむけて、地域の⽣産者や事業者との連携により、七時⾬エリアに眠る地域資源の発掘・磨き上げ・商品化
に取り組む。また、短⾓⽜は近年、⾚⾝がおいしい和⽜として注⽬を集めており、岩⼿県内ではブランド化
に成功している事例もみられる。そうしたブランド化の実績を持つ専⾨家を⽬利きとして招き、付加価値の
⾼い、魅⼒ある短⾓⽜のメニューづくりに取り組む。特に、⾚⾝で、脂肪燃焼促進物質「カルニチン」含有
量が多い短⾓⽜は、ランナーやスポーツをする⼈にとっては魅⼒的な商品になると考えられる。 

また、広く⼀般市⺠を対象として、地域資源の保全・活⽤をテーマとしたシンポジウムを開催する。七時
⾬と同様の牧草地景観を有する阿蘇の取り組み（牧草地景観保全やグリーンツーリズム）の紹介や、観光地
ビジネス創出の具体的なノウハウの紹介など、今後の七時⾬の取り組み展開に応⽤できる内容を盛り込むこ
とで、地域の課題解決に向けた具体的なアクションのきっかけとなることを⽬指す。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、「七時⾬⼭のふもと・⽥代平⾼原の絶好のロケーションでの⾃然
体験」とした。 

実施結果としてはワークショップに参加した⼈は少なく、トレイルランニングレース参加者が多かった。
改善点として、告知を早めに⾏うことが必要であった。また、今回はキャンパーをターゲットとした結果、
集客状況が良くなかった。単なるキャンプではなく、トレイルランニングと絡めたイベントとした⽅が、お
客さんが集まりやすいことが分かった（トレイルランナーを中⼼としたファンが定着しつつあり、告知等も
容易にできる）。次回のモニターツアーでは、トレイルランナーを中⼼とした告知を⾏うことを検討する。 

 
第２回モニターツアーは、地元の⾷（短⾓⽜・秋⼑⿂・地酒）や、新コースお披露⽬等のプレミア価値を

付加することで、第１回モニターツアーより値段を⾼く設定し、コンセプトを「秋の七時⾬トレイルを楽し
む／初⼼者から上級者まで楽しめる」、「短⾓⽜をはじめ地元の⾷を楽しむ」とした。 
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実施結果としては参加者の満⾜度は概ね⾼かったものの、参加者の⾛⼒レベルにばらつきがあり、参加⼈
数も多かったため、スタッフの決め細やかな対応がややおろそかになったこと、グッズ販売等も企画してい
たが、関係者との調整がつかず、実施できなかったという改善点があった。今後は、より多くの関係者との
連携により、地場産産品をＰＲする場を設けることで、地域も潤い参加者も満⾜できるようなツアーに仕上
げていくことが必要である。また、スタッフのレベルアップにより、安全管理の徹底を図り、臨機応変な対
応ができるようにすることが必要。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

⼤会における収益増加策の検討・実施の成果としては、⼤会オリジナルグッズ（ロゴ⼊りＴシャツ、オリ
ジナルキーホルダー）の販売を実施し、54,200円の売上を達成した。また、地元特産品を販売するマルシ
ェを開催し、出店料として17,100円を徴収した。さらに⼤会参加者の写真を撮影、後⽇販売し、314枚（約
20万円）の売上を達成した。 

次に、収益⼒のある新たなプログラムづくりとして、前夜祭、ワークショップを開催したが、参加費を安
く設定したため利益はゼロだった。しかし、⼤会の定員を200名から300名に増加し、参加料を4,000円か
ら5,000円に値上げできた。 

これらの実⾏により、収益が63万円増加し、⾃主財源率については⽬標値には及ばなかったものの、前
年度より⾼い値を達成できた。 

また、周辺産業との連携によるビジネスモデル、トレランタクシーの運⾏や四季を通したトレランバスの
運⾏などを検討したが、ニーズがまだ少ないことから事業者との交渉は成⽴しなかったため、今後七時⾬の
知名度アップ・利⽤者増加を図る中で、改めて検討していく必要がある。 

商品開発としては、宿泊事業者や観光施設に七時⾬オリジナルグッズ販売を持ちかけたが、交渉が成⽴し
なかった。また、マルシェで使えるクーポンを発⾏し、１⼈あたりクーポン500円×300名×使⽤率約70％
で、地元特産品を販売するマルシェに対して約10万円を還元することができた。 

課題としては、市からの補助⾦に依存せず、⾃主財源率を⾼めていくことが必要である。今回収益アップ
は実現したが、今後⾃主財源率を⾼めるためにはコストダウンにも取り組んでいくことが必要。 

また、関係者との連携推進を後押しするための、七時⾬のブランド化が必要である。 
 

（５）広報・ＰＲについて 
スポーツ⽤品店との連携によるＰＲや、春のイベント参加者（300名）へのダイレクトメール発送により、

当初想定していたターゲット層へ⼗分なＰＲができ、理解が得られた。また、昨年と同様の時期に開催する
ことで、毎年恒例のツアーとしての理解も浸透している。さらに、認知度向上において、⽬標以上の成果を
あげることができた（Facebookページ閲覧数は、多い時で約2,800を記録）。認知度や⼈気が向上したこと
で、イベント参加費の値上げにも耐えることができ、協⼒者の増加にもつながった。今後も引き続き、認知
度の向上に努めていくことが必要である。 

 
（７）運営体制について 

昨年からの取り組み成果が地域で認められ、地域との連携の輪は広がっている。取り組みの成功や参加者
からの感動の声が、運営側のモチベーションアップにつながっている。また、事務局メンバーのＩＴリテラ
シーが向上し、ＭＬやSNS等を使った効率的なコミュニケーションが図られている。 

課題としては、核となるスタッフが少なく、各々の作業負担が⼤きいため、ノウハウを継承できる⼈材を
確保していく必要がある。また、運営経費が不⾜しており、より⼀層の収益増加及び⽀出削減に努めていく
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必要がある。 
 

（８）地域内関係者との連携について 
スポーツメーカーなど、本取り組みによりメリットが感じられる主体については参加意欲や協⼒意向が⾼

く、⾃らイベントへの企画等を持ちかけてくれる。運営側としても、メーカー等の協賛があることで、イベ
ントのブランドイメージ向上や魅⼒アップにつながることから、お互いがWin-Winの関係で連携できてい
る。また、イベントの趣旨に賛同した地元の主体についても意識が⾼く、物品や⾦銭的な協⼒が得られてい
る。 

課題としては、関係する主体が多岐にわたることが強みである反⾯、関係者との調整に係るコーディネー
ターの負担が⼤きく、意⾒のすり合せや合意形成が⼗分に図られない場合もある。また、主体によって好む
連絡⼿段が異なり（ある⼈は電話、ある⼈はFAX等）、ＩＴを使いこなせない⼈もいるため、連絡⼿段の体
系化を図ることが難しい。 

 
（９）まとめ 

⼤会オリジナルグッズの販売、地元特産品を販売するマルシェの開催、⼤会参加者の写真の撮影・販売に
より売上を得ることができた。さらに、⼤会の定員の増加、参加料の値上げを⾏ったことにより、収益が63
万円増加し、⾃主財源率については⽬標値には及ばなかったものの、前年度より⾼い値を達成できた。 

商品開発としては、マルシェで使えるクーポンを発⾏し、地元特産品を販売するマルシェに対して還元を
⾏うことができた。 

課題としては、市からの補助⾦に依存せず、⾃主財源率を⾼めていく必要があり、そのためにはコストダ
ウンにも取り組んでいくことが必要である。運営主体の⼈⼿不⾜や連絡⼿段が体系化されていないため、役
割分担や意思決定プロセスの明確化を図るなど事務を効率化し、⽀出の削減を図る。 

今後の取り組みとしては、収益⼒のある新たなオリジナルグッズの開発と販売戦略の確⽴、協賛⾦獲得に
向けた関係者への働きかけ強化、イベントや地域のブランドイメージアップに向けて、広報やプロモーショ
ンを強化していく（スポーツ店でのイベント実施、FacebookページやWebサイトの更新頻度アップ等）。 

ツアー造成については、地域全体への経済波及効果を広めていくために、近隣の⾒どころをめぐるオプシ
ョナルツアーの開発や、周辺の観光事業者等との連携が望まれる。 

地域内関係者との連携については、スポーツメーカーやイベントの趣旨に賛同した地元の主体については
参加・協⼒意欲が⾼く、Win-Winの関係で連携できている。さらなる魅⼒アップに向けて、新たな関係主
体（地ビール販売業者、飲⾷物販売業者等）との連携を模索する必要がある。 

また、関係者との連携推進を後押しするためには七時⾬のブランド化が必要であるため、ブランドイメー
ジ確⽴に向けて、環境配慮の取り組み（牧草地景観の保全に向けた資⾦獲得の仕組みづくり等）の具体化を
検討していく。 
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〔提案７〕発酵⼥⼦会 in みやぎ⼤崎 働き⼥⼦の旅サプリ 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

平成25年度の取り組みを通じて、モニターツアーでは都会の働く⼥性から、発酵をテーマとする⾷と健
康と美容に関する観光商品が⾼い評価を得ることができた。また、観光の新たな担い⼿として、NPO法⼈お
おさき地域創造研究会が中⼼となって、市⺠のまちかどコンシェルジュの育成と実践について取り組み、成
果を上げることができた。また、モニターツアーを通じて、地域の観光旅館や商店街の麹屋、飲⾷店、酒蔵、
天然酵⺟パン⼯房などの事業者が、観光客の⾼い評価を受けて、誇りを持ち、やる気になってきたことも⼤
きな成果であった。 

⼀⽅で以下のような課題も明らかになった。地域資源を活⽤した街歩きプログラムは、訪問先の組み合わ
せ、時間配分、ガイド⽅法など改善すべき点が多数ある。また、観光客を受け⼊れる商店、事業所は、どう
したら⾃分たちの魅⼒をもっとうまく伝えることができるか、商品の試⾷⽅法、解説⽅法などについて、よ
り改善したいと希望している。また、街歩きコンシェルジュと楽しむツアーを、今後、どのように継続して
実施し、観光ビジネスにつなげていくべきか、みやぎ⼤崎観光公社、鳴⼦温泉の旅館組合、商店会、NPO、
地域の公⺠館などとの連携体制を構築する必要がある。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

まずはモニターツアーの評価分析をしっかり⾏うことで、訪問先の組み合わせ、時間配分、ガイド⽅法な
どを改善する。また、四季の変化に対応したプログラムを検討して、通年開催を⽬指す。次に、商店、事業
所を対象に、どうしたら⾃分たちの魅⼒をもっとうまく伝えることができるか、商品の試⾷⽅法、解説⽅法
などについて、街⾓コンシェルジュとともに研修を実施する。さらに、発酵料理と⽇本酒を組み合わせて楽
しむプログラムを、宿泊施設やレストランと開発する。マリアージュとは、料理ごとに適した⽇本酒を選定
して、専⾨家の解説を聞きながら味わうもので、⽇本酒好きな⼥性の間で⼈気のプログラムである。そのた
め、マリアージュを企画運営できるコンシェルジュを育成する。続いて、街歩きコンシェルジュと楽しむツ
アーを成功させるためには、商品開発、ガイド養成と⼿配、情報発信、営業窓⼝、ランドオペレーターなど
の役割が明⽩になっており、連携していることが必要。そこで、⼤崎市、みやぎ⼤崎観光公社、鳴⼦温泉の
旅館組合、商店会、NPO、地域の公⺠館などとの連携体制を構築する。広報・ＰＲとしては、みやぎ⼤崎ふ
つふつ共和国ＨＰ（ウェブ版、スマホ版）において、四季折々の⼤崎と発酵を発信する。また、ツアーの造
成と併せ、ターゲットに合わせた、魅⼒的な特産品を提案していく。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトとしては、市⺠向け⽇帰りツアーを募集し実施する。街⾓コンシェル
ジュ及び候補者、地域の事業者が参加して、街歩き観光プログラムを実際に検証することによって、ツアー
の改善⽅向を明らかにするものとした。 

ツアーを実施した結果、改善点として、ツアー実施前に地元の関係者（温泉組合、観光協会、商⼯会、商
店会など）への事前ＰＲがなかったため、今後は組織を通して事前にＰＲする。そのために⼤崎市や各種団
体を⼊れた会合「検討会」を開催し、連携のための話し合いを持つ（３回予定）。また、コンシェルジュの
ブランディングに取り組む時期に来ており、名称の統⼀化（オンパク、ゆんたく、スイーツマラソンなど）
が必要である。また、ウェルカムボードやフラッグ、コスチュームなどを２回⽬までに検討していく。さら
に、コンシェルジュを担当する⼈の⾏動パターンやマナーなどの改善も必要。地元の⼈とのコミュニケーシ
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ョンや顔と顔を合わせる機会を増やすなどを⽋かせないよう努める。 
 
第２回モニターツアーのコンセプトとしては、『「たしなむ」暮らし⽅〜ノスタルジックなまちで「私」リ

セット〜 どこかでジブンをリセット、今までのジブンから脱却。そんな⽇々頑張ってる都会⼥性に提案で
す。⼤崎の伝統的な⾷「発酵」から、温泉・地酒・神楽をたしなんでいただきます。』とした。第１回の反
省点を踏まえ、各事業者に当事業のセミナーへ参加していただき、コミュニケーションを深めるために通い
顔なじみになれるようにした。お陰様でお客様との交流もうまくいき、多数の商品購⼊に繋がった。また、
名称を「⼤崎まちかどコンシェルジュ」に統⼀化。まちかどコンシェルジュ「ウエルカムシート」を作成し
た。お客さんには「分かりやすい」・「もてなされている」と評判になり、また写真撮影も⾏われた。さらに、
コンシェルジュを担当する⼈と、事前に何度も⾜を運びながら交流を深めた。当⽇は街歩きの１箇所では事
業主の⽅と話し、試⾷の場を持ったりもした。 

実施結果としては昨年のモニターツアーのリピーターが３名も来て下さった。地酒・麹・味噌が⼤⼈気だ
ったが、ネット販売をしていない所を紹介したので「⼤崎でしか買えない商品」という特別化に成功した。
また、まちかどコンシェルジュの紹介で酒屋の２つの商品が完売し、⼀ノ蔵でも箱で発送しているお客様も
おり、相当な購買をしていただいた。さらに、旅終了後に交流会を持ちたいとお客様側からご要望があった
ため開催し、直接旅の感想や改善点を聞く事ができた。Facebookページで「⼤崎」のページを作成しても
らい交流が⽣まれている。 

今後の展開としては、⼤崎のファンが増え、参加者から継続して商品を売ってほしい・今後も交流会等で
縁を繋いでほしいという要望がある。⼤崎まちかどコンシェルジュは、ツアーに組み込んで貰ったり、資源
販売ということでコンシェルジュを⼊り⼝としてファンを増やし、このコンシェルジュ以外の商品を増やし
ていく。コンシェルジュ・⼤崎を芸能⼈のファンクラブと同じように⾒⽴てていく。「⼤崎」のファンにな
ってくれた⽅⽤特別な旅や交流会、情報などを提供していき、それが収⼊に繋がっていけるように取り組ん
でいく。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

ツアー価格を上げ収益を狙ったが、総体的に利益としての成果は出せなかった。仕組みづくりの成果とし
ては、地酒と⾷材のペアリング研修実践で⼈材育成が図られた。ペアリング⼈数は12名。モニターツアー
でお客様のおもてなしができ、またその後のツアーで３回、岩出⼭の阿部庄分店でも開催。規模は⼩さいが
酒屋のお酒と地場の⾷材で⾏ったため、お酒の購⼊量も著しく上がり、また⾷材に関しても買えるお店を告
知するためにお客さんの購買⼒が増した。 

課題としては、街歩きのみでなく、そこから出たお客様の要望をビジネス化していき収⼊に繋げることが
必要である。仕組みづくりとしては、⼤崎市で購⼊されたお味噌・お酒・麹などのセットを年に４回などお
客様に買って頂きファンを増やしていく。 

 
（５）ツアー造成について 

街歩きプログラムの改善については、６回街歩きを⾏い、今回は冬場に集中した。また、四季に対応した
コースのプログラムは10種類作成した。ツアー造成50コースの指標においては、資源調査を⾏いカード（観
光）作成（50件）、地域資源（商店）の作成（50件）を⾏うことができた。作成の過程で実施したコースづ
くりワークショップや商店とのワークショップで互いの関係づくりに繋がり、ツアー実施時の⼤きな味⽅と
なった。この指標は通過点であり、市内観光連携体制が構築されておらず、地域での認知度が低いこと、ま
だ実施団体としては実績が浅いことが課題である。 
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（６）物販・商品開発について 
魅⼒的な特産品（お⼟産）の提案については、３社がオリジナルのお⼟産を開発。また、11⽉のモニタ

ーツアーで参加者に試⾷して頂き、お客様の反応を活かした。 
 

（７）広報・ＰＲについて 
Webを活⽤した情報発信については、ＨＰ上で⼤崎市の美味しいものをＵＰした。これと連携して、実

際の街歩きでは、ふつふつのＨＰ・みやぎ⼤崎ふつふつ共和国オフィシャルガイドパンフレット等に４ペー
ジにわたって載っている事業者を巡った。また、みやぎ⼤崎ふつふつ共和国オフィシャルガイドパンフレッ
トに４ページにわたって載ってまちかどコンシェルジュも掲載している。 

『発酵美⼈ｉｎみやぎ・⼤崎「たしなむ」暮らし⽅ 〜ノスタルジックなまちで「私」リセット〜』につ
いては、価格を昨年より１万円上げ、年齢は40代から50代の参加を狙った。参加者の半数以上がコンセプ
ト通りであったが、昨年の宣伝費の10分の１程度だったためか、ＰＲ媒体への効果的な宣伝には届かなか
った。ただ、ツアーを開いてみれば昨年のリピーターが３名参加したこと、40代・50代の参加者から、こ
の年代のツアー企画にようやく巡り合えたとの感想をもらったため、ターゲット層への理解は得られたと思
う。 

『「⽇本の⾷でおもてなし 宮城県 ⼤崎市モニターツアー」の街歩きの実施と現地コーディネート』に
ついては、参加者はブロガーの⽅や情報を流すことを⽣業としている⽅が多く、普通の職業で旅を楽しむと
いう⽅は少なかった。 

『「魅⼒いっぱいの⼤崎市を欲張りに巡ろう！」の街歩きの実施と現地コーディネート』については、Ｐ
Ｒする媒体を再度検討する必要がある。情報収集不⾜と、連携体制がきちんと整っていないのでそこの強化
が必須となる。 

 
（８）運営体制について 

各年代（20歳代〜50歳代）がいるため、そのネットワークを活⽤することができる。また、チラシづく
り・Web担当がいる。課題としては雇⽤⼈員に対して経費が不⾜していることである。 

 
（９）地域内関係者との連携について 

商店、事業所の観光客受け⼊れ研修を６回⾏った結果、１店舗は内装・看板をリニューアルし、１店舗は
３回の街歩きに試飲試⾷を取り⼊れて購買欲を煽ることに成功した。 

また、発酵料理と⽇本酒のマリアージュの開発について６回の研修を⾏い、地元の飲⾷店のおかみさんや
器やの⼥将さんなど多様な⽅が育成され、おもてなしを⾏った。 

課題としては、街歩き観光の推進体制づくりとしては⾏政のサポートもいただいているが、単体で動いて
いる感が否めず、財政基盤も年度ごとに不安定要素がある。アイディアややる気のある⼈材が頼りだが、団
体の体⼒勝負といったところも否めない。また、年間を通して全体会を３回⾏い、事業に関して周知してい
たが、連携に関してはまだまだ先は⻑い。じっくりと話し、少しずつでも連携の形がとれるように努めてい
く。 

 
（10）まとめ 

利益としての成果は出せなかったものの、⼤崎まちかどコンシェルジュなどの⼈材育成や地域との連携が
進んだことで、お酒等の商品の購⼊が増加した。また、参加者の評価が⾮常に⾼いツアーがあり、リピータ
ーが存在し、ツアー終了後も引き続き交流を持つことを要望しているため、参加者を会員化してファンクラ
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ブとし、参加者同⼠の交流や定期的な商品の直販を実施することにより、ツアーへの再訪問や⼝コミによる
参加者の増加、物販の更なる発展が期待できる。 

今後の具体的な展開としては、⼤崎市を訪れる観光客に、⼤崎市のさまざまな魅⼒を、街歩きや体験を通
じて、市⺠がコンシェルジュとなって伝えていく。具体的には現状のツアー50コース（観光商品100商品）
をツアー60コース（観光商品120商品）とし、⼤崎まちかどコンシェルジュのスキルアップをしていく。ス
キルに関しては、⾃分が街歩きする商店との顔つなぎができるように、また、急に来ても対応できるように、
さらに、今後商店との繋ぎもコンシェルジュができるように落とし込むこととし、コンシェルジュがつなが
っている商店数を現在の50商店から70商店に増加させる。 

ツアー造成としては、３時間程度の街歩き観光プログラムを、ガイド料、試⾷費、⾷事代（１回）、体験
費⽤などを含めて１⼈5,000円程度とし、実施モデルとしては１ツアー20名程度を想定し、粗利益率40％
を⽬指す。 

また、NPOから参加者への直販を基本とするが、旅⾏代理店に卸すモデルも取り組む。直販とは、インタ
ーネットやSNSを通じて参加者を集めるとともに、参加者を会員化してファンクラブとし、会員向けに直販
を実施する。旅⾏代理店向けにグループ向けカセットプランとして提案し、旅⾏代理店が商品造成の上で販
売する。その場合販売⼿数料が15％となり、NPOの粗利益は25％となる。 

地域内関係者との連携については、交通⼿段と宿泊を伴う場合はみやぎ⼤崎観光公社と連携して旅⾏商品
化に取り組む。また、宿泊とセットにした旅⾏商品を開発して、宿泊施設のＨＰやＤＭ及び施設内でＰＲす
る。また、商店については、街歩き観光客の受⼊を通じて売上の向上、新規顧客の確保につながることから、
積極的に連携する。観光客の受け⼊れ研修プログラムを⽤意して、もてなし、試⾷、販売などのノウハウを
研修する。さらに、⾃然観察、歴史など専⾨性の強いガイドについては、市⺠活動団体と連携してプログラ
ムを実施する。 
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〔提案８〕東北に⽣まれる新しい観光資源“純国産の綿花”が繋ぐ未来「Tattonプロジェクト」体感ツアー 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

現在東松島にて農漁業、観光関連、NPO等が様々な取り組みを⾏っているものの連携はなされていない。
東松島市の観光政策も復興に向け検討が開始された状態である。平成25年度実施のモニターツアーにて実
験的に連携した際、お客様側から「地域の農作物や、この⼟地でしか買えない商品を買いたい」という声が
聞かれるなど、連携することでの相乗効果の可能性が⾒えてきた。しかしながら連携するための「場」「機
会」は少ないことが課題である。 

次にTattonプロジェクトにおいては、第⼀次産業として綿花、第⼆次産業としてタオルやＴシャツ、そし
て第三次産業としての観光の商品化や受⼊体制の整備の第⼀段階には達した。但し、実際にこれらの商品や
事業を発展・継続させていく取り組みは今シーズンが正念場となる。今までの事業結果から考えると、受け
⼊れ態勢強化のための地域側の「⼈材育成」とより細かなターゲットの設定によるマーケティングデータの
獲得が課題である。 

また、本地域にまで観光客が⾜を伸ばす動機づけとなるコンテンツ不⾜を解消する取り組みも必要であり、
本地域ならではの「集客性・収益性の⾼い独⾃商品の開発」も重要な課題として挙げられる。 

観光地域づくり関連では、現在、津波被害を受けた沿岸部においてはハード⾯での復旧・復興が進み、ガ
レキの⽚付けのような復興ボランティアの活動は震災当初と⽐べ縮⼩している。⼀⽅で地域産業の復興・事
業の再建が沿岸部においては⼤きな課題となっている。そのため復興⽀援ボランティアも同じく復興・事業
再建⽀援型の活動に対する期待が⾼まっているものの、地域が真に⾃⽴・発展していくための基盤づくりや
継続的な産業を育成する観点での⽀援は少ない。 

今後は、農業⾯以外の部分との連携により綿花栽培の収益性を⾼め、栽培規模の拡⼤し、本プロジェクト
を全国規模に周知し、旅⾏商品化することで継続的な「技術⼒」「経済⼒」「ブランド⼒」「運営⼒」の⾯で
⾃⽴したプロジェクトとしていくことが課題。例えば、本地域の新しい産業として⽣まれた純国産の綿花を
活⽤した地域限定のお⼟産等の物販事業化や、着地型旅⾏商品により、仙台どまりの観光客を惹きつける取
り組みを創出していく必要がある。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

継続的な収益確保による⾃⽴した事務局を⾏うため「受け⼊れ体制強化のための⼈財育成」、「マーケティ
ングデータの獲得」、「集客性・収益性の⾼い独⾃商品の開発」を⽬指し事業を実施する。具体的には「企業・
個⼈・地域が連携したCSR利活⽤勉強会及びビジネス創出のための勉強会」、「マーケティングデータの獲得」、
「集客性・収益性の⾼い独⾃商品の開発」を⾏っていく。 

観光地域づくり関連では、平成25年度事業の実施を通して、より細分化されたターゲットに合わせた「商
品企画」「販路選定」「プロモーション」と６次産業化による「多⾓的な収益確保」を⾏うことが重要と認識
した。併せて「地域連携」がその推進の核となる。そのため、それらを解決することを⽬的とした観光地域
づくり勉強会の実施を⾏う。 
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（３）モニターツアーの実施結果 
第１回モニターツアーのコンセプトとして、社会貢献の必要性と意義、具体例としてのTattonプロジェク

トの取り組みを学び、将来的な社会貢献活動の活動を⽬的とした旅⾏を企画。企業のCSR活動との連携を試
⾏し企業研修を受け⼊れる形で実施した。 

実施結果としては⾮常に満⾜をいただき、社会貢献の意義と必要性は伝えられ、今後に活かせるものとな
った。 

課題としてまず顕著に表れたのが、Tattonプロジェクトの認知度の低さである。この部分に関しては、認
知度向上に向け、SNS等を活⽤しながら認知度向上が急務である。また、農家担当者が受け⼊れ慣れをして
いないこともあり、段取り部分でかなり苦労をし、実際に段取り部分の指摘もいただいている。 

今後はこの経験を⽣かし、農家担当者との密な連携を図り、受け⼊れ体制の強化を図っていく。語り部ガ
イドや活動プログラムなど、⼀定の評価を得た部分は残しつつプログラム内容の向上を図る。 

 
第２回モニターツアーは、コンセプトとしては「実際に被災地に来て、現状を知る。地元の⼈たちと触れ

合いながら、綿花の収穫作業をする」とした。また、第１回の１泊２⽇のツアーから仙台発着型の⽇帰りツ
アーとすることで、参加料⾦を低くし、ターゲットを東京⽅⾯に限定することなく、東北各地や、仙台近郊
のファミリー層を狙い参加者増、収益増を図った。 

実施結果としては収穫時期が年末の⼟⽇で極寒の時期にあたるために、思ったようにファミリー層が集ま
らなかった。また、参加者の４分の３が満⾜と評価しているが、積極的評価者はいなかった。その年により
綿花⽣育状況が異なるために、今後は畑の状況を鑑みて、１〜２か⽉ほどの猶予を持ってツアー⽇程を複数
回設定し、収穫増を考えていく。また、寒い時期の作業は、温かい⾷べ物の提供をし、よりイベント性の⾼
いツアーにしていく。 

前回のツアーで好評であった被災地の⾒学に関しては、仙台圏の参加者であっても知らないことが多々あ
ったようで、このプログラムは引き続き継続していく。 

また、ツアーでグッズの販売を試みたところ、その場での売上はなかったが、Tattonグッズの認知を図る
ことができたと考えるので、Tattonの認知を向上させ収益を上げるための取り組みとして継続させていきた
い。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

継続的な収益確保による⾃⽴した事務局運営を⾏うため、「受け⼊れ体制強化のための⼈財育成」、「マー
ケティングデータの獲得」、「集客性・収益性の⾼い独⾃商品の開発」を⽬指し事業に取り組んだ。 

具体的な取り組みとしては、企業・個⼈・地域が連携したCSR利活⽤勉強会及びビジネス創出のための勉
強会を実施し、地域での受⼊体制強化と企業への周知を図ることができた。 

次に、マーケティングデータの獲得として、モニターツアーによる顧客調査を⾏ったが、Tattonプロジェ
クトの体験活動のみでのツアー募集は、ターゲット設定が広くなってしまい、⾮常に募集が鈍かった。⼀⽅
で「川嶋あい」ファンクラブをメインターゲットとした募集ツアーは今までのものに⽐べて募集は好調であ
った。農作業体験がメインということもあり、交通費などを含めた旅⾏代⾦となると、遊園地やアトラクシ
ョンのようなものと⽐較しても⾼く感じてしまうようである。お⼟産付きにしたり地元地域の⽅との交流を
より深くするよう⼯夫し、コスト⾯での満⾜度を⾼めていく必要がある。 

次に、９⽉〜11⽉の３ヶ⽉間Webアクセス解析調査を実施した。結果としては計8,474ＰＶ、2,509セッ
ションが得られた。各⽉で⼤きな変動はなかったものの、Tattonに賛同いただいたアーティストとのタイア
ップツアーの告知などが出るとページビュー数も伸びるが、それ以外ではなかなか情報を届けることに苦慮
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した。 
次に、東松島市観光物産協会会員企業を対象に、⾃社の取り組みと地域の観光との関わり合い、今後の展

望・悩みなどをヒアリング調査し、東松島市内における観光の拠点が必要であるという意⾒を多く得た。具
体的には、道の駅のような建物を作り、買い物と観光の情報発信の拠点にしたいというものが多く、理由と
しては、近隣の松島町と⽯巻市に間を挟まれ、観光客のほとんどが素通りして、東松島市に⽴ち寄ることが
少ないためというものであった。また、松島航空基地のブルーインパルスを観光のシンボルにして、観光誘
客に取り組むべきという意⾒も多く出た。また、加⼯⾁、⽇本酒、惣菜などの⼯場も多く、それらの経営者
たちが意⾒を出し合い、⼯場⾒学ツアーや新商品開発に取り組もうというプロジェクトがあるという情報も
あった。しかし、それらの取り組みをTatton側で把握しているわけでもなく、逆にTattonプロジェクトのこ
とを⼯場経営者たちが知っているということも⾮常に少なかった。 

次に、集客性・収益性の⾼い商品開発として、純国産の綿花を活⽤し、地域の独⾃性を出す商品開発を⾏
った。前年度から引き続き⾏ったTattonＴシャツの制作販売については、松下奈緒さんのデザインＴシャツ
や有名メーカーオロビアンコとのコラボレーションパーカーの製作販売など新しい商品開発も⼿掛けたが、
収益としては⽬標に⾄らず、前年同様の収益額を維持するに終わってしまった。 

また、持続性あるお客様との関係構築と収益の確保のために、圃場のオーナー制度も展開した。 
次に、販路の検討（限定と拡散）として、平成25年度同様インターネット限定での販売をメインとして

いる⼀⽅で、リアル店舗での販売も模索し、東松島市内の店頭でのみ販売ができる仕組みを模索。今年度中
は実現できなかったが、Tattonプロジェクト開催地域で広げていく。 

総合的な課題として、より多くの企業の賛同を得て、CSR活動につなげてもらうことが必要である。 
 

（５）運営体制について 
地域の観光課などとの連携がうまくいかないことが多かった。市役所観光課のメリットを理解して頂く努

⼒が必要。 
 

（６）地域内関係者との連携について 
農業関係者は今までグリーンツーリズムの受け⼊れを⾏ったことがなく、全てがゼロからのスタートで⼾

惑いが多い。地域内関係者の⺠間との歩み寄りを期待したいが、これももう少し時間をかけて⾏うことが必
要である。 

 
（７）まとめ 

企業・個⼈・地域が連携したCSR利活⽤勉強会及びビジネス創出のための勉強会を実施し、地域での受⼊
体制強化と企業への周知を図ることができた。また、「Tattonプロジェクト」として企業から協賛⾦を得る
ことができたため、今後はより多くの企業の賛同を得て、CSR活動につなげてもらうことが必要である。 

地域内関係者との連携としては、まだ農業関係者にグリーンツーリズムに対する⼾惑いが多いため、事業
への理解を深めるための取り組みをじっくり⾏うことが必要である。 

ツアー造成については、被災地ツアーの他に、またこの地を訪れたいと思えるような観光（牡蠣漁・遊覧
船など）を盛り込みたい。また、地元の⾷材を中⼼に考えた⾷事を提供し、より参加地域を⾝近に感じても
らえるような⼯夫が必要。復活した地域の観光業と密接に結び付き、お祭りや季節の⾏事などもＰＲし、リ
ピート率を⾼めたい。 

商品開発・物販では、綿花の収穫量も徐々に増えてきたため、収獲した綿花を使って作るグッズのライン
アップ強化（Ｔシャツデザインのバリエーション）や新商品の開発（綿花栽培キット）を⾏う。また、平成
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27年度は仙台市の農業法⼈舞台ファームと契約し、Tattonプロジェクト史上初の160ａの巨⼤な圃場を確
保できたため、収穫が期待できる。さらに、お台場にある商業施設「ダイバーシティ」の屋上に農園を確保
したため、綿花栽培を台場でも⾏う。観光客の多い台場で栽培することで、TattonプロジェクトのＰＲ＝東
北⽀援ＰＲをより強化していく。 

広報⾯では、今後はめざましテレビ内でのＯＡ頻度を上げていく。またＨＰを活⽤したさらなるＰＲに努
める。また、綿花で作られる商品のＰＲに⼒を⼊れていく。企業の他、若い世代、ファミリー層によりＰＲ
をしていく必要がある。 
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〔提案９〕⾏ってみる？来てみて！ほット（温かい⼈）しあ（会）える旅。 
            （旅⾏代理店の商品造成サポートによる観光ビジネスプロジェクト） 

 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

観光協会は、平成25年４⽉に第３種旅⾏業の営業を開始したものの、その役割の認識と組織体制の弱さ
から⼤きな成果を得るに⾄らなかった。また、観光振興を地域経済の活性化を図る⽬的とすることが、関係
する諸団体との連携が上⼿く機能せず地域経済の疲弊が改善されていない。 

観光地域づくり関連では、にかほ市をはじめ、由利地域は通過型観光で観光客⼊込数も漸減傾向にある。
地域観光資源は多様であり、特に⾃然・⾷・⺠族⽂化等⾼いポテンシャルを有する素材は多数存在するが、
活⽤が不⼗分である。また、観光事業の実施主体となる⺠間事業者のイニシアチブは⾼くない。よって、マ
ーケット競争⼒のある地域資源の磨き上げ、⺠間の主体的かつビジネスとして持続・成⻑に向けた取り組み
の促進が必要である。併せて、県境を越え多様な分野における広域的連携促進も進めていく必要がある。 

具体的な課題としては、観光振興の主⼒となる「観光協会」のビジネス部⾨の確⽴がなされず、⼤きな成
果を得られなかったため、観光協会の体制の改⾰による観光推進体制の強化が必要である。また、市のあら
ゆる⼒を観光振興に結集するための⼒不⾜がみられるため、市役所を挙げて観光推進のための仕組み作りが
求められる。さらに、平成25年度モニターアンケートで「⾷」への不満がみられたため、中⼩宿泊施設の
「⾷」のサービス向上のための共同仕⼊れ体制と、漁協・農協等との連携強化が必要である。次に、奥深い
⽂化や歴史的観光資源への知的欲求への不満があるため、市⺠協働による観光案内体制を構築する必要があ
る。最後に、観光地としての知名度が低く、商品造成の旅⾏代理店が集客に苦労するという点がある。魅⼒
ある商品造成のため、あらゆる⾓度から旅⾏代理店へのサポート体制の構築が必要となっている。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

旅⾏代理店への商品造成及び催⾏のサポートを徹底し、旅⾏代理店の商品造成数を増強、催⾏率をアップ
させることで、市内の契約施設からのビジネス拡⼤を図る。また、⼿数料を更なる誘客に結びつけるための
各種施策及びインフラ整備等に活⽤し、地域への波及を促進する。 

観光地域づくり関連では、観光課と観光協会の事務所⼀体化を⾏い、官⺠協働体制の更なる強化を図る。
また、市役所内に各課代表者による「にかほ市役所観光振興⽀援チーム（仮称）」を設置し、強⼒な観光⽴
市体制を構築する。さらに、にかほ市の⾷材を活⽤するための漁協・農協関係者との連携及びこれを活⽤し
て加⼯する「⾷・農・観」グループ等との提携による価格競争と品質競争に対応する。次に、観光客へ完全
な案内を提供する観光案内⼈、観光客へきちんとした観光案内を⾏う観光産業従事者、友⼈知⼈へ観光地を
案内する⼀般市⺠の案内ランクを作り、それぞれに応じた指導、資格を構築する。最後に、着地ならではの
知識を旅⾏ターゲット毎に具体的なコース提案から、仕⼊⽀援、現地での案内及び販促のバックアップを⾏
うことで、商品造成と催⾏の利便を図る。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、『昨年造成したツアーを基に、地元の「ワカッテイル⼈」と⼀緒
に歩く「象潟」の雄⼤な⼭、神秘の滝、興味深い歴史及び、健康と知的欲求を満⾜させる観光資源の宝庫「象
潟」ウオーキングと地元⾷材を楽しむ』とした。 
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実施結果としては、集客は苦労したものの、ツアー終了後に直ちに⾼校の「課外授業」の候補地に「にか
ほ市」を推薦し、また、旅⾏会社のサポーターとのイベントを「にかほ市」で開催する計画を決めるなど、
「にかほ市」の観光資源と「おもてなしの⼼」が評価された。「にかほ市」の観光知名度を上げ、最終的に
は個⼈客の増加＝観光協会の３旅⾏業展開＝着地型旅⾏商品の増売＝観光ビジネスの成⽴という戦略のも
と、旅⾏会社に選択されるうえでの最⼤の懸案であった「中⼩宿泊施設への分宿」と「宿泊に対するツアー
客の満⾜」については、対応した宿泊施設が本来的に持っている「おもてなしと気遣い」が⾼く評価された
ことはアンケートとは別に、市側が⾏ったツアー客への直接聞き取りでも確認された。 

今後、にかほ市はこうした「評価」に⾃信を持ち、旅⾏代理店へのアピールを強化する必要がある。 
 
第２回モニターツアーでは、第１回からの改善点として、⽇帰りから１泊２⽇のツアーとすることで、ツ

アー料⾦単価を⾼くし、収益増を図った。また、体験プログラム「再⽣可能エネルギー施設⾒学」、「地引網
体験」、「漁協セリ市場⾒学」、「酒蔵体験」を新たに開発し、収益増を図った。コンセプトは東⽇本⼤震災以
降、再⽣可能エネルギーへの関⼼が⾼まっているが、その施設を⾒る機会は少ないため、実際に⾒学してい
ただき、再⽣可能エネルギーへの取り組みが積極的なまちは、環境への意識が⾼いと共に、⾃然環境にも恵
まれていることを体験していただく。また、⼭と海の⾃然と⾷を体験しながら満喫していただくと共に、ス
タッフ等の「おもてなし」により極上の満⾜を味わっていただくこととした。 

実施結果としては参加者の満⾜度は⾮常に⾼かったものの、ツアーのタイムスケジュールに「ゆとり」が
若⼲少なかったようである。旅⾏という⾮⽇常においては、もう少しゆったりとした⾏程に配慮すべきであ
ると感じた。今後は⾷事や⼟産品の斡旋による⼿数料収⼊を得られるよう、事業者との契約を検討したい。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

当初予定した「旅⾏代理店への商品造成及び催⾏サポートによる⼿数料収⼊の確保」については、取り組
むことができなかった。原因としては、提案内容に取り組むため、４⽉から旅⾏業担当者（旅⾏業免許有資
格者）を採⽤したが、９⽉には休職し、その後復帰することなく、１⽉末で観光協会を退職したことが⼤き
い。しかし、今回の事業によって協会職員の意識が⾼まり、次の取り組みにより⾃主財源率の向上に取り組
んだ。 

まずは、観光案内所の販売商品を市の地域産品中⼼に⾒直し、新規事業として県内外のイベントでの物販
を⾏った。結果、これまでの単なる観光ＰＲから、物販を伴う観光ＰＲを⾏うことにより、これまで以上に
市のＰＲへと繋がった。また、イベント時の商品仕⼊れも案内所が⾏うことにより、在庫管理も容易になっ
た。次に、これまで無料であったレンタサイクルを有料化したことで37,600円の収益があり、⾃主財源の
確保に繋がった。さらに、２次交通事業の受付業務をマニュアル化し、全職員が対応可能となった。 

課題としては、業務効率化の構築から実⾏までのスピードを上げるとともに、関係団体と連携を図ること
が必要である。 

 
（５）広報・ＰＲについて 

これまでは特定の職員によるSNS活⽤だったが、全職員が週１回の当番制としたことにより、定期的に情
報をアップする態勢が構築された。 

課題として、イベントの情報だけでなく、地域の情報や話題を、積極的かつタイムリーにアップすること
が必要である。そのため、毎週、曜⽇を定めて「⾷」「地域の話題」「いまの⾒どころ」「歴史と⽂化」など
テーマ毎に紹介をする態勢を構築する。 
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（６）運営体制について 
観光協会の事務局⻑が不在のため、運営業務が円滑に遂⾏されないことが多々あった。また、旅⾏業資格

者の経験不⾜から、商品造成に時間を要した。正職員が１⼈しかおらず、他は臨時職員による運営であった。
更には、同職員は１⽉末に退職した。 

また、ホームページやSNSの活⽤がマニュアル化されておらず、対応可能な職員が限られていることが課
題となっている。 

 
（７）地域内関係者との連携について 

ビジネス客主体の中⼩宿泊施設が多く、観光客の受け⼊れ態勢に課題があるが、観光事業者が⾃ら⾏動を
起こさず、⾏政や観光協会の誘客促進に依存している。また、ホームページの中で、特に宿泊等に関する情
報発信が脆弱である。 

 
（８）まとめ 

観光案内所の販売商品を市の地域産品中⼼に⾒直し、新規事業として県内外のイベントでの物販を⾏い、
市のＰＲへと繋がった。また、イベント時の商品仕⼊れも案内所が⾏うことにより、在庫管理が容易になっ
た。次に、これまで無料であったレンタサイクルを有料化したことで収益があり、⾃主財源の確保に繋がっ
た。さらに、２次交通事業の受付業務をマニュアル化し、全職員が対応可能となった。 

今後の取り組みとしては、運営するための⼈材の不⾜が最も⼤きな課題であるため、観光協会の事務局⻑
を採⽤し、協会運営業務を円滑化する。また、臨時職員を正職員に採⽤し、⼈材育成を図る。さらに、新た
に旅⾏業資格者を採⽤し、近隣観光地と連携した商品を造成できるよう研修する。地域産品の販売・宣伝に
ついても、関係団体（由利地域⾷農観推進ＧＰ、商⼯会等）と連携して取り組む。２次交通事業についても、
関係者に対し事業説明会を開催し、利⽤促進を図る。 

また、宿泊施設利⽤実態調査の結果を検証し、宿泊施設との協議により連携の仕組みを構築する。さらに、
調査結果を活⽤し、宿泊施設の問い合わせに対してきめ細かに対応し、誘客促進を図る。 

広報⾯では、宿泊施設の特徴など、詳細情報をホームページに掲載する。さらに、ホームページやSNS
の活⽤についてマニュアル化し、全職員が対応可能にする。 
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〔提案10〕⽬指せ！フラワー⻑井線ランド 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

団体型商品については、平成25年度の事業では、旅⾏会社まかせでなく、⾃ら企画を売り込み⼭形鉄道
主導で現地対応ができたため、利益を⽣む仕組みが構築できた。しかし、本来観光施設ではないところに受
け⼊れをお願いするには多⼤な労⼒と時間がかかる。もともと沿線には観光地という認識が薄く、地域全体
の観光ムードを盛り上げる対策も必要。そういう意味でも、平成26年６⽉中旬〜９⽉中旬に⼭形デスティ
ネーションキャンペーンという⼤型イベントが開催されることに期待できる。 

個⼈型商品については、パートナーが個⼈商店の店主だったり、地元住⺠だったりと、⼿配が細かく、各
個⼈の都合、体調とも調整せねばならず、なかなか⼀元化するのが厳しい。「観光＝儲かる」という考えが
受け⼊れられにくい。 

観光地域づくり関連では、団体型ツアーのビジネスモデルは整いつつある。しかし、⼤型観光バスの⾛⾏
時間規制により、観光箇所が制限されるようになった（以前より２箇所ほど⽴ち寄り施設がカットされたの
が現状である）。⼀⽅、沿線各団体や地元住⺠などで「まち歩き」「⽥舎体験」「そば打ち体験」「ワイナリー
巡り」「地酒の蔵元巡り」などのコース設定が盛んに⾏われている。これにより、「団体型」で廻れない観光
地を「個⼈型」で誘客しようとの試みが⾏われている。しかしながら、これらは、あくまでも「プログラム」
であり「旅⾏商品」ではない。本事業の「⽬利き」などの指導を受け、ひとりよがりでない内容、品質、価
格帯などをトータル的に考える能⼒ある⼈材育成が必須である。要は、企画・集客・広報・営業などマーケ
ティング能⼒を有する⼈材が中⼼となり、地域を⼀元化する組織も必要と考える。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

団体型商品については、平成25年度に実施した「さくらんぼ列⾞」「芋煮会列⾞」の実績と⾃信をつけ、
さらにバージョンアップした「新企画」で集客の規模拡⼤を予定している。地域連携の拠点（プラットフォ
ームの⽀店のようなもの）を「熊野⼤社」「あやめ公園」とし、各オリジナル企画を⼭形鉄道本社に集約す
ることにより、地域に特⾊あるオリジナル商品が提供できる体制を整える。例えば「熊野⼤社」＝おみくじ
切符・熊野⼭菜膳・神主⽅⾔ガイドによるまち歩き＝宮内駅との連動タイアップ。「あやめ公園または、⻑
井駅その他観光施設」＝⼭形⾷の賑わい市開催。ツアーに⾷事券やお買い物券などの特典を付け誘客を図る。
以上を「列⾞運賃+⾷事券+ガイド料+あやめ園⼊場料+お⼟産福袋付き」のパッケージとして全国の旅⾏
会社に卸販売。卸額―原価＝利益となるビジネスモデルの構築。福袋中の農産物、地元銘菓が⼊っているの
で、観光バスが⽴ち寄らずとも地域に経済効果が波及するビジネスモデルを⽬指す。 

個⼈型商品については、本事業で、パスポート作成の際に商店街全体で「おもてなし」を⾏うというテー
マで、地域連携の体制づくりを⾏った。パスポートを活⽤した個⼈・⼩グループ客の周遊では、商店街など
地域との連携でおもてなし体制を発揮し、来訪者の満⾜度を⾼め、滞在時間の拡⼤や１店舗で使う⾦額を⼤
きくしていく。また、個⼈・⼩グループに対しては実証実験として、個⼈向け着地型商品を実施し、同時に
アンケートを実施。ワークショップでは⽬利きによる今後の⼭形鉄道及び沿線地域の観光ビジネスのビジネ
スモデル構築を⾏う。また、団体ツアー客の⼭形鉄道やさくらんぼ農園、⼤型観光施設への移動⼿段として
バスを⽤いたことにより、周辺地域への周遊を促すことにはつながらなかった。そこで、団体ツアー客の増
加だけでなく、平成25年度に発⾏したパスポートの協⼒店70店舗に個⼈の観光客を誘致し、商店街や観光
施設の売上を増加させていく。また、幻の最上川鉄道ツアーの確⽴を⾏う。沿線２市２町だけではない周辺
地域を巻き込み、鉄道による移動だけでなく、各駅を発着地とする２次交通（ロンドンタクシーやレトロバ
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ス）の活⽤を⾏った個⼈・⼩グループ向け旅⾏の提案・実施を図る。 
商品開発・物販の⾯では、100周年記念弁当の活⽤の年と位置付ける。今年度開発した駅弁の販売展開は

もちろんのこと、新駅弁を開発し、主要駅で販売する。 
また、⾛るレストラン企画として、ワイン列⾞・酒蔵列⾞・ビール列⾞を定期的に開催し沿線地域のまち

あるきガイドと連携したまちあるきもワイナリー・地酒の蔵元めぐり、南陽市ホップの収穫などもレストラ
ン企画に盛り込み、フラワー⻑井線の企画列⾞への乗⾞を通じ、沿線地域への興味関⼼を促し、フラワー⻑
井線だけでなく、周辺地域の散策や周遊による沿線地域への経済効果の波及を図る。 

さらに、オリジナルグッズの販売を⾏う。うさぎのもっちぃ駅⻑グッズをはじめとするオリジナルグッズ
が好評を博しており、現在、⾞内でのオリジナルグッズの販売、アンテナショップの開設、Web販売と収
⼊源となるチャンネルを増やしつつある。 

観光地域づくり関連では、⼭形鉄道が担って来た「地域のランドオペレータ的な役割」を本格的に機能さ
せたい。それには、単なる「プログラム」の⼀元管理のみならず、⼭形鉄道が「プラットフォーム」となり、
「着地型観光商品」のビジネスモデルを創出。利益を沿線地域に還元させる仕組みづくりを構築していきた
い。具体策としては、平成26年は⻑井線開業100周年であり、さらに⼭形デスティネーションキャンペーン
の⼤型イベントが開催される。これはまたとないチャンス。⼭形鉄道オリジナルのキャンペーンを沿線と協
⼒し、例えば『⼭鉄』デスティネーションキャンペーン（仮称）を企画運営する。それにより地域との連携
の⼀体化を図っていきたい。それには、平成25年度に完成する「フラワー⻑井線を楽しむ本」（沿線のおす
すめスポットやラーメン・スイーツなどのグルメ、イベント・観光情報など満載のガイドブックを兼ねた駅
からの街歩きの仕組みを盛り込んだパスポート）をキャンペーンの「公式ガイドブック」として活⽤させる
に好都合である。 

⼭形鉄道は「第三種旅⾏業」の認可を受けた旅⾏会社でもあるが、これまでそれをあまり活⽤してこなか
ったのも事実である。⾃社のホームページの強化もさることながら、⾃社の情報発信戦略にも努め、旅⾏会
社や広告代理店機能を兼ね備えた総合ツーリズム事業を展開して地域の「プラットフォーム」として機能さ
せたい。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、「⻑井線沿線には国指定天然記念物で樹齢1000年を超える古典桜
「伊佐沢の久保桜」など多くの桜の名所や銘⽊が点在しています。そのさくら回廊を電⾞とバスで巡りなが
ら、地元の⽅⾔ガイドが地域をご案内します」とした。 

実施結果としてはツアーの⽬⽟であった「桜の名所」への満⾜度が⾼く、的確に満⾜度を上げられている
ものの、「熊野⼤社」や「⾼畠ワイナリー」などの滞在時間が短すぎたという意⾒がみられ、これらでは満
⾜度が⾼くなる可能性を秘めているのにも関わらず、⾼評価につながっていない。ツアー⾏程を管理しつつ、
地元商店街を周遊する時間を設けるなどより満⾜度を⾼める⽅法を模索する。 

 
第２回モニターツアーは、コンセプトとして、フラワー⻑井線沿線にて初夏向けの企画として、⼭形の代

名詞とも⾔えるさくらんぼをメインに、⼭形のさまざまな魅⼒を楽しめるものとなっている。さくらんぼの
⾷べごろである６⽉下旬〜７⽉上旬にツアーを合わせているため、さくらんぼ狩り・さくらんぼ⾷べ放題を
楽しむことができる。さらに、フラワー⻑井線の地域でのつながりを⽣かして、沿線沿いにあるＪＡもとさ
わによる「⻄の京都、東の⼭形」といわれるおいしさで有名な⼭形の漬物の試⾷・販売をはじめ、⾼畠ワイ
ナリーでの試飲・販売や、近年パワースポットとして注⽬を集める熊野⼤社巡りなど、⼭形の魅⼒を１⽇の
間に存分に味わえる内容となっている。また、ツアー途中でフラワー⻑井線に乗⾞し⽅⾔ガイドの語り部を
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聞ける時間があるなど、列⾞の旅としても楽しめるツアーになっている。 
平成25年度の同テーマでのモニターツアー実施時に、参加者がツアー内のさくらんぼ農園などでお⼟産

をあまり買わず、地域にお⾦が落ちていないことが課題として浮上した。そのため、今回のツアーでは、「ど
のようにすればツアー参加者がさくらんぼなどのお⼟産を購⼊してくれるのか」を検証し、お⼟産購⼊率の
改善を図った。具体的な改善点としては、①プレゼント企画（さくらんぼ農園にて5,000円以上購⼊者に対
し、さくらんぼ１パックをプレゼント）、②プレゼント企画とさくらんぼのストーリーの説明（上記の企画
についてチラシを作成し、⾞内にてツアー参加者に告知）の２つを実施した。①はツアー参加者にお⼟産の
お得感を与えさくらんぼの購⼊を促すこと、②はさくらんぼに関するストーリーを伝達することで愛着をも
ち購⼊意欲を促進することを⽬的に⾏われた。 

その結果、お⼟産の購⼊率は旅⾏者全体で77％に上った。また、さくらんぼの購⼊者は55％と全体のお
よそ半分に上り、合計でおよそ63万円、１⼈あたりの平均ではおよそ2,300円の売上となった。 

課題としては時間配分の調節が挙げられる。今回のツアーではさくらんぼ列⾞ということで、ツアー内に
⼭形鉄道のフラワー⻑井線への乗⾞が特徴の１つとしてあった。列⾞内では、⽅⾔ガイドでオリジナルグッ
ズの販売などをし、ツアー客を楽しませる内容であった。しかし、列⾞の来るまでの待ち時間では、⻑井駅
のようにさくらんぼ⾶ばし⼤会などのイベントを⽤意した駅もあったが、特に⾒所のない駅もあり、そのよ
うな駅では時間の使い⽅に困り、⼿持ち無沙汰にしているツアー客が何⼈かみられた。また、逆に滞在時間
が⾜りなかった場所もあり、お⼟産を買う時間がなく、購⼊できなかったといったこともあった。これはツ
アー客の満⾜度を下げるだけでなく、地域にお⾦を落とす機会を逃すことにもつながるため、改善が必要で
ある。 

今後の商品化に向けた改善としては、リピーターを増やすためのツアー満⾜度の向上が挙げられる。現在
ツアー客のリピーター率が全体の８％と⾮常に少なく、今後商品化するにあたっては、参加者の満⾜度を向
上させ、リピーター率を⾼めていくかが課題になる。 

具体的な改善点としては、上記にも⽰したとおり、時間配分の調整が重要である。例えば、お⼟産の購⼊
時間や熊野⼤社での滞在時間が短かったという声に対しては、⾏程にある内容を１つ減らし、その分ゆっく
りと購⼊したり、⾒学できる時間を確保するといった改善が可能である。巡るスポットが少なくなったとし
ても、⼀つ⼀つの場所で⼗分な時間が取れた⽅が、⾒学できなかったなどといった不満が⽣まれにくく、満
⾜度の向上へとつながるのではないか。また、駅での待ち時間の問題については、その時間にできるちょっ
としたイベント（⻑井駅でのさくらんぼ⾶ばし⼤会のようなもの）を実施できれば、時間をもてあましてい
る感覚がなくなり、ツアーを楽しめたという印象を持ってもらいやすく、リピーター率の向上に結びつくの
ではないか。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

団体型商品については、さらにバージョンアップした「新企画」で集客の規模拡⼤ができた。地域連携の
拠点を「熊野⼤社」「あやめ公園」とし、各オリジナル企画を⼭形鉄道本社に集約することにより、地域に
特⾊あるオリジナル商品が提供できる体制を整えることができた。また、観光バスが⽴ち寄らずとも地域に
経済効果が波及するビジネスモデルを構築した。 

個⼈型商品については、商店街全体で「おもてなし」を⾏うというテーマで地域連携の体制づくりを⾏っ
た。ワークショップでは⽬利きによる今後の⼭形鉄道及び沿線地域の観光ビジネスモデル構築を⾏った。平
成25年度に発⾏したパスポートの協⼒店70店舗に個⼈の観光客を誘致し、商店街や観光施設の売上の拡⼤
を図った。また、幻の最上川鉄道ツアーを実施し、沿線２市２町だけではない周辺地域を巻き込み、鉄道に
よる移動だけでなく、各駅を発着地とする２次交通（ロンドンタクシーやレトロバス）を活⽤した個⼈・⼩
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グループ向け旅⾏を実施した。 
さらに、平成25年度の事業で開発した100周年記念弁当を全ツアーでポイントとして活⽤した。数量とし

ては約5,000⾷。なお、今年度は弁当の新規開発は⾏わなかった。 
⾛るレストラン企画については、ワイン列⾞・酒蔵列⾞・ビール列⾞を定期的に開催し、沿線地域への興

味関⼼を促し、フラワー⻑井線だけでなく周辺地域の散策や周遊による経済効果の波及を図った。 
うさぎのもっちぃ駅⻑グッズをはじめとするオリジナルグッズについては、⾞内での販売、アンテナショ

ップの開設、Web販売とチャンネルを増やし売上を拡⼤した。 
総合的にみると、⼭形鉄道への収⼊という⾯では⽬標数どおりであった。フラワー⻑井線沿線への経済効

果の波及という点では、６⽉・11⽉に実施した事業ではお買物券の配布やおまけ付きチラシの配布により、
さくらんぼ農家や地元商店街に対し約500万円の経済効果があった。 

課題としては、経済効果を波及させることができる市町や地域の拡⼤を図る必要がある。 
 

（５）広報・ＰＲについて 
ＰＲを⼗分に⾏い、ターゲットのツアー商品に対する理解が拡がり、⽬標を上回る参加者が得られた。 

アンケート結果での満⾜度も⾼く、今後はリピート率の向上を⽬指したい。 
また、Facebookページの「いいね！」の総数という点では、実証実験の情報発信などの点で効果がみら

れた。 
 

（６）運営体制について 
⽅⾔ガイドを務める⾞掌業務の従事者の退職などにより、技術をつなげていくことが難しいことが課題と

なっている。 
また、情報発信ツールとしてSNSを有効活⽤している状況とはいえず、担当者が退職するなど、継続する

上で困難な状況が起きている。 
 
（７）地域内関係者との連携について 

すでに読売旅⾏をはじめとするツアー会社との連携が強くあり、商品の販売における連携は構築されてい
る。個⼈間での連絡が密であり、企画段階からWIN-WINな関係構築を前提として、事業実施を⾏っている。
また、会議や懇親会を頻繁に実施することで、互いの意識向上や意⾒の擦り合わせが⾏われている。 

また、これまでにフラワー⻑井線応援団などとの交流を持ってきたが、そのネットワークを活かした商品
づくりを⾏っていく段階に来ている。 

 
（８）まとめ 

団体型商品はバージョンアップした「新企画」で集客の規模拡⼤ができた。個⼈型商品は商店街全体で「お
もてなし」を⾏うというテーマで地域連携の体制づくりを⾏った。また、100周年記念弁当をツアーのポイ
ントとして活⽤した。さらに、⾛るレストラン企画としてワイン列⾞・酒蔵列⾞・ビール列⾞を定期的に開
催し、沿線地域への興味関⼼を促し、経済効果の波及を図った。また、うさぎのもっちぃ駅⻑グッズをはじ
めとするオリジナルグッズについては、販売チャンネル増加により売上が拡⼤した。 

総合的にみると、⼭形鉄道への収⼊という⾯では⽬標数どおりであった。フラワー⻑井線沿線への経済効
果の波及という点では、お買物券の配布やおまけ付きチラシの配布により、さくらんぼ農家や地元商店街に
経済効果があった。 

ツアー造成については、いずれのツアーについても⽬標を上回る集客が得られ、参加者の満⾜度も⾼かっ
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た。すでに読売旅⾏をはじめとするツアー会社との連携が強くあり、商品販売における連携は構築されてい
る。また、これまでにフラワー⻑井線応援団などとの交流を持ってきたが、そのネットワークを活かした商
品づくりを⾏っていく段階に来ている。 

今後も沿線地域への経済効果の波及を主たる⽬的として取り組む。内容としては⻑井市の商店街との連携
（平成26年度事業の中では実証実験として、商店街ウォークを実施した）が実現性が⾼い内容として挙げ
られる。 

また、⻑井市には特徴的な商店が多く、酒蔵も２蔵あるなど、豊富な資源を活⽤し、商店に注⽬した町歩
きや、個々の商店に出張いただき、「⻑井駅前商店市場」と題した市場の開催などが挙げられる。 

バス料⾦の改定により遠⽅のお客様を安価で集客することが困難になってきているが、ツアー料⾦を低料
⾦に抑えることを考慮すると、新潟や富⼭からの集客に注⼒する必要がある。さらに、個⼈⼩グループを対
象としたツアーの造成が必要である。すでに⽩鷹町内においてグリーンツーリズムに取り組む団体や個⼈と
の連携を開始しており、資源調査は進んでいる段階といえる。そこで、現在構築しているネットワークを⽤
いたツアーの造成と情報発信を連動させて⾏うことにより、顧客の開拓を⾏う。 
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〔提案11〕ワインとぶどうの物語 ⾒て、ふれて、⾷べて感じる⾚湯温泉 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

⾃主財源の現状としては、市からの補助、協会員からの負担⾦、各種⼿配⼿数料、物産販売収⼊から成り
⽴っている部分が⼤きく、今後、新たな⾃主財源の獲得の⼿法を検討していく必要性を強く感じている。来
年度は、観光協会事務所を⾚湯駅内に全て移動させ、駅内コンコースのレイアウト変更、ボランティアガイ
ドの育成とオプショナルツアーの充実、駅の駅での物産品販売の拡⼤を予定している。 

観光地域づくり関連では、2013年度「ワインの饗宴〜おもてなし〜」を掲げ、シンポジウムやお披露⽬
会を通して地域住⺠や観光事業者に向けて、取り組みの背景や協働を呼びかけてきた。実際に、アンケート
では、「ぜひ⾃分たちも関わっていきたい」という前向きな声が多くあったが、各事業者が取り組んでいる
案件と「ワインの饗宴〜おもてなし〜」の接続まではつながっていないという課題が残った。また、この⼤
切な地域資源であるワイナリーだが、後継者不⾜からブドウ畑が減少しているという問題点、地域で開催さ
れている各種イベントにおいて「ワインのおもてなし」要素が含まれていないという課題も残っている。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

これまでも⾏ってきた駅の駅での物産品販売の拡⼤はもちろん、観光協会として旅⾏業を獲得してのオプ
ショナルツアー企画販売⼿数料の獲得、その予約のシステムをできる仕組みを整えることによる経費の⾒直
し、ワインのおもてなしを活かしたお⼟産の開発と販売、既存イベントを強化させることによるイベント時
の売上拡⼤などに取り組んでいきたい。 

観光地域づくり関連では、まず、市内の様々な事業者とのつながりがある観光協会が主体に⽴つことで、
事業参加者の業種の幅を広げたいと考えている。それぞれの事業者が取り組める「ワインのおもてなし」と
は何かをワークショップなどを通して明らかにし、その要素を各種イベントなどに⼊れ込んで⾏ったり、新
たに今年春に道路拡張⼯事が終了する⼤通りを活⽤したワインイベントを⽴ち上げることによって、地域全
体としての「ワインの饗宴〜おもてなし〜」を実現していきたい。また、モニターツアーでは、ブドウの⽊
の⼿⼊れや、ブドウ畑での農作業なども体験コンテンツとして盛り込み、美味しいワインができるこの地域
のファンとして継続的に南陽市を訪れるリピーター増加の仕組み作りも盛り込んでいきたい。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーを６⽉下旬に開催し、コンセプトは⽶沢⽜とワイン+ワインフェスティバル、朝摘
みさくらんぼ、バラまつりとした。第２回は10⽉下旬に開催し、コンセプトは⽶沢⽜とワイン＋収穫祭、
ヌーボーワイン、菊まつり、秋のイベントとし、季節感を考えた、南陽市⾚湯温泉の「ぶどうの物語」とし
て⾒せていきたい。 

実施結果としてはさくらんぼ狩り・⽶沢⽜・ワインフェスティバル・⽂化施設・バラ園・温泉と、この時
季ならではの旅⾏商品となり、お客様からは好評をいただいた。特に、温泉街で開催したワインフェスティ
バル、朝６時から⾏った「朝摘みさくらんぼ」は、地元ならではを満喫できたと⼤変喜ばれた。 

反⾯、⾏事や⽴ち寄り施設が多く、時間に追われるような⾏程だったとの感想もいただき、今後の⾏程を
組む上での課題と参考にしたい。また、⼤⼈の休⽇倶楽部の旅⾏商品ということで、60代以上のお客様が
⼤部分を占めていた。第２回のモニターツアーでは、若年層のお客様にも参加できるようにエージェントや
⾏程を考えてツアーを実施したい。 
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第２回モニターツアーでは、第１回の１泊２⽇から⽇帰りのツアーとし、気軽に参加できるように企画し
た。コンセプトは前回同様、ワインとマッチングした⾷材を揃え季節感を考えた南陽市⾚湯温泉の「ぶどう
の物語」として⾒せていくものとした。 

実施結果としては⽇帰りと宿泊の２本⽴てで募集したが、宿泊者はいなかった。満⾜度は概ね⾼かったも
のの、予想外の雪となり、⼀部予定を変更して⾏った。今後は内容を充実させた上でツアー料⾦をもう少し
⾼く設定し、収益性を⾼めたい。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

観光案内所わきに売店（「駅の駅なんよう」）を設置し、地元物産のＰＲと販売に取り組んできた。さらな
る利益を確保する⽅法として、朝どり野菜の販売など地元農家などと連携した仕組みづくりを構築中である。 

また、旅⾏業資格を取得してのオプショナルツアー企画販売⼿数料の獲得も⽬指したが、残念ながら資格
は取得できなかった。 

お⼟産の開発と販売については、会員である地元菓⼦店とも協議を重ねてきたが完成には⾄っていない。 
また、複数のボランティアガイドの団体が連絡協議会を組織し、有料でガイドを⾏う仕組みづくりができ

あがりつつある。 
総合的には、⼈員の配置（⼈数不⾜）と設備が主な課題となっている。 
 

（５）広報・ＰＲについて 
40代から60代の⽅々をターゲットにＰＲを⾏ったが、時期が年末になってしまい、特に40代、50代の参

加が少なかった。 
 

（６）運営体制について 
職員が既存の事業に追われ、それ以外に対応する余裕がない。 
 

（７）地域内関係者との連携について 
この事業を通じて、ボランティアガイドの⽅々や、地元のさまざまな業種の⽅々との連携ができてきてい

る。 
 

（８）まとめ 
観光案内所わきに売店（「駅の駅なんよう」）を設置し、地元物産のＰＲと販売に取り組んできた。さらな

る利益の確保⽅法として、朝どり野菜の販売など、地元農家などと連携した仕組みづくりを構築していく。 
また、旅⾏業資格を取得してのオプショナルツアー企画販売⼿数料の獲得、お⼟産の開発と販売について

も取り組んでいく。 
ツアー造成については、おもてなしを充実させることにより料⾦設定を上げてもお客様に満⾜していただ

けるようなメニューや体験内容の⾒直しと再検討、魅⼒あるオプション商品の造成などを⾏う。 
ガイドについては、複数のボランティアガイドの団体が連絡協議会を組織し、有料でガイドを⾏う仕組み

ができあがりつつある。今後既存イベントでもガイドの強化を図り、誘客拡⼤とおもてなしの強化に取り組
む。 

広報⾯については、これまで実施してきたぶどう、ワイン、すきやき（⾚すき）など既存の素材に加え、
新たな素材の発掘と、ホームページなど、運営・宣伝⽤のツールを有効に活⽤する⽅策づくりに取り組んで
いく。 
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総合的にみると⼈員不⾜と設備が⼤きな課題となっているため、報告・連絡のフォーマットの統⼀の確⽴
や、担当をより明確にすることによる事務的な⾯での効率化に取り組むとともに、売店収⼊により臨時職員
（アルバイト）の雇⽤を⾏う。また、基本的な設備にお客様へのおもてなしを考えたリニューアルを実施する。 
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〔提案12〕「幸」って不幸なすがた？ 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

古代⽂字ガイド育成研修会を実施し、蔵のまちガイドを中⼼に、古代⽂字の成り⽴ち、語源、意味等の説
明を⾏える者が徐々に増えてきている。また、市内商店街を中⼼に古代⽂字看板を設置する店舗が増えてき
ており、「漢字（古代⽂字）＝観光の素材」という認識は、市⺠に浸透しつつある。 

しかしながら、観光客を相⼿にする商⼯業者、商店主等の全てが「漢字（古代⽂字）＝観光の素材」との
共通認識は持っていないので、コンセプト研修を再度⾏う必要があると考える。 

また、喜多⽅以外の地域においても認識はまばらなため、古代⽂字看板の設置を含め、広くＰＲしていく
必要がある。 

観光地域づくり関連では、現在、喜多⽅の観光の柱は蔵及びラーメンであるが、その観光資源は「通過型」
の観光でしかありえないのが現状であり、それにプラスアルファの部分を追加すべくグリーン・ツーリズム
による農業体験、農泊を柱とした「滞在型」の観光を推し進めてきた。 

しかし、原発の事故により喜多⽅に訪れる⼩学校・中学校の数は震災前（平成22年度）の59校（9,004
⼈）から平成24年度は６校（540⼈）まで激減し、このことは交流⼈⼝の減少による農村地域の閉塞感を⽣
み出し、農産物の⾵評被害と合わせ⼤きなダメージを与えている。 

常に⽬新しさを求める観光客に対し、今までと同じ「蔵」、「ラーメン」、「グリーン・ツーリズム」で誘客
を図るには、話題性に⽋け、新たな観光資源の創出が強く求められている。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

古代⽂字をコアとして派⽣する、ミステリーウォーク、古代⽂字⼊りの物販（名前の⽊簡、古代⽂字ジャ
ンパー、創作切⼿販売、創作漢字コンテスト等）、古代⽂字使⽤によるロイヤリティで、古代⽂字の実質的
主体である「喜多⽅を漢字のまちにする会」のビジネスとなりえる仕組みを作り上げる。また、周遊型観光
として、蔵、ラーメンを活⽤して、地域商⼯業者及び市⺠が⼀体となり、地域全体で観光客にお⾦を落とし
てもらう観光地ビジネスとする。 

観光地域づくり関連では、漢字によるまちづくりコンセプト共有化のためのワークショップを開催し、市
内の商⼯業者や⼀般市⺠も含め、景観としての蔵、⾷としてのラーメン、誘客・回遊装置としての漢字を全
体で共有する。ワークショップをふまえ、観光事業者だけでなく広く市⺠も含めた、観光地マネジメントを
ベースとした観光客の皆様へのおもてなし向上のための啓発、研修を実施する。また、蔵、ラーメン、漢字
を三本柱とした喜多⽅への誘客に関して、マーケティング分析を実施する。また、旅⾏商品及び旅⾏者向け
の物産品の開発を⽬指し、部会毎にワークショップを運営する。次に、具体的な事業実施に関わる実施体制、
事業イメージ、資⾦計画などについてワークショップ型の研修を実施する。最後に、シンポジウム及び漢字
に関するイベント（第１回全国古代⽂字検定会）等を開催し、観光客だけでなく市⺠へも「漢字のまち喜多
⽅」のイメージ定着を図る。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、現在市内のメイン通りである駅前通り〜ふれあい通り〜⼩⽥付蔵
通りを回遊する散策ルート上の各軒先に「古代⽂字看板」が掲げられており、それを網羅した「散策マップ」
を使った「漢字の市内散策」を⾏い、漢字に含まれている意味（店舗や主⼈の名前、製造物等）を漢字のル
ーツから説明することにより、訪れる観光客や説明する市⺠の漢字に対する興味を持ってももらい「漢字の 
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まち」として定着を図る。商店街とまち歩きを組み合わせた新たな観光資源の発掘を図ることとした。 
実施結果としては古代⽂字ミステリーウォークの認知度はまだまだ低いようだが、滞在時間が延⻑された

事により「ゆっくり街歩きができた」との意⾒も頂いた。 
課題として、喜多⽅⽼麺会から「古代⽂字ミステリーウォークのエリア内のラーメン店にしか⾏かないの

は問題だ」という意⾒があった。古代⽂字ミステリーウォークは修学旅⾏の誘致を⽬標としているが、これ
までの参加者は年齢層が⾼かったことから⼀⼈歩きできず、ガイド同⾏になってしまうため、エリア内のラ
ーメン店の利⽤しかできなかったのが現状である。継続して修学旅⾏誘致の為の情報発信と、２回⽬のモニ
ターツアーではターゲットを絞った募集をするかミステリーポイントを少なくするなど、少し内容を変える
ことにより、ガイドなしの各⾃にて街歩き散策をしてもらい、アンケートを取っても良いと思われる。 

 
第２回モニターツアーは、平成25年度から取り組んでいる喜多⽅市内の街をめぐる「ミステリーウォー

ク」の体験を基本コンセプトとしながら、古代⽂字の楽しさを感じられるための座学講座を受けられるよう、
同⽇開催の「きたかた漢じるフェスタ」へ参加する。 

実施結果としては、ミステリーウォークと合わせて講演会への参加を組み⼊れたことで、喜多⽅市の古代
⽂字の取り組みをより知っていただくことができた。また、講演会イベント会場内に関連グッズの販売コー
ナーを設けることで、グッズ販売の収益を上げることができた。 

第１回の実施時に古代⽂字ミステリーウォークのエリア内のラーメン店にしか⾏かないことが問題とさ
れたため、昼⾷の時間については各⾃お店を選び、⾃由に選択ができるように時間を配分した。結果的には、
時間の都合でお客様が皆まとまって⾷事をとったが、今後も引き続き配慮していく必要がある。 

また、これまで⾸都圏、県内での募集が多かったが、今回は仙台での募集とした。理由は⽇帰り旅⾏圏内
で100万⼈の⼈⼝を抱える都市であり、⼩学校修学旅⾏需要の多い地域でプロモーションも含め実施したい
という考えからである。 

結果として、参加者の評判やコメントは好意的ではあったものの、参加者層は漢字の取り組みや髙橋政⺒
先⽣の講座を事前に知っている⽅が多かったので、狙いとのずれは⼤きかったと思われる。 

今後は、平成25年から取り組んでいる古代⽂字の街歩き「ミステリーウォーク」のターゲットを明確に
し、プロモーションをすることが⼤事なので、このコンテンツをどういった層が好むのかを地域内で共有し
ていくことが必要である。また、事前だけではなく、当⽇に体験ができるような仕組みを作っていくことも
必要である。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

物販に関しては年度⽬標を上回る60万円弱の資⾦を確保することができた。「古代⽂字」⾃体が珍しいこ
ともあり、多くの⽅に興味を持っていただけた。ミステリーウォーク運営⼿数料に関しては２万円超の資⾦
を確保することができた。仕組みづくりの⾯では、古代⽂字を周遊型観光のメニューとする動きはあまり⾒
受けられなかった。 

課題としては、今年度の事業で作成したサンプルに対する評価を基に、次年度以降の主⼒商品の⽅向性を
決定したい。また、市内での商品取扱店を増やしたり、購買⼒の⾼い⾸都圏での販売についても検討したい。
また、喜多⽅の古代⽂字については、本年度いろいろなメディアに取り上げられたことにより、切れ⽬なく
取材対応しているところである。その中で、古代⽂字ミステリーウォークに関しても毎回ＰＲを⾏っており、
その参加者が増えることが地域にお⾦を落とすことにつながると考えているので、まずは古代⽂字ミステリ
ーウォークの参加者を増やすことが課題である。 
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（５）広報・ＰＲについて 
漢字のツアー以外に感じるフェスタに参加していただいたことにより、喜多⽅の漢字の魅⼒は⼗分に伝わ

ったと考える。また、漢字に関する取材が多くなり、ＨＰのＰＶ数が着実に伸びてきている。 
 

（６）運営体制について 
実施主体の「喜多⽅を漢字のまちにする会」は仕事の傍らに⾏っている⼈が全てであり、参加者の休⽇も

様々であるため、話し合いの機会がなかなか設定できない。 
 
（７）地域内関係者との連携について 

前述したが、仕事の傍らの集まりのため、打合せが思うようにできない。⼈を動かそうとしても動かせな
い。 

 
（８）まとめ 

「古代⽂字」⾃体が珍しいこともあり、多くの⽅に興味を持ってもらうことに成功し、物販に関しては⽬
標を上回る60万円弱、ミステリーウォーク運営⼿数料に関しては２万円超の資⾦を確保することができた。 

今後は今年度の事業で作成したサンプルに対する評価を基に主⼒商品の⽅向性を決定し、リーン等で検証
を⾏ってターゲットを明確にし、適正な料⾦をいただけるようなツアーとしていく。また、造成ツアーでな
く、各種AGTの企画する発地型の旅⾏商品の中に現地オプションプランとしてミステリーウォークを組み込
むことにより、広告宣伝費を抑え、内部収益を上げていく。さらに、市内の商品取扱店を増やしたり、購買
⼒の⾼い⾸都圏での販売についても検討していく。 

また、喜多⽅の古代⽂字については⾊々なメディアに取り上げられ、注⽬度が⾼まっている。古代⽂字ミ
ステリーウォークの参加者が増えることが地域への経済効果につながるため、まずは古代⽂字ミステリーウ
ォークの参加者を増やすことが課題である。喜多⽅の古代⽂字の認知度を蔵やラーメンと肩を並べるくらい
に上げるため、⾸都圏でのＰＲや、古代⽂字に対する理解度の向上が学習⼒の底上げになることなどをＰＲ
しながら、未だ震災前まで回復しない教育旅⾏の誘客につなげるため、⾸都圏などのエージェントに売り込
みを⾏う。 

物販では、現状は喜多⽅に来たお客様に物を買っていただいているので、市や観光物産協会が⾸都圏で⾏
う産直市などに出向き販売を⾏うとともに、喜多⽅を漢字のまちにする会のＨＰを充実させ、ＰＶをさらに
伸ばすことで、ＨＰからの物販に繫げたい。 

さらに、AGTへの売り込みによる現地オプションへの取り込みをお願いする。また、教育旅⾏の回復のた
め、AGT教育旅⾏部⾨への売り込みも合わせて⾏う。 

運営体制については、組織体制の⾒直しと役割の明確化を⾏い、「⾃分たちでやる」という意識を根付か
せていく。また、連絡体制をさらに強化し、情報は全て共有できるようにする。 
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〔提案13〕未来空間での街歩き〜セグウェイシティツアーinつくば〜 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

つくばエクスプレスつくば駅前を発着とするツアーという条件（都内からのアクセスもよく近隣県からの
参加申し込みがある＝集客できる商品）としての魅⼒があることは把握できた⼀⽅で、セグウェイツアーへ
参加し、そのまま帰宅するという現状であることがモニターツアーで明らかとなり、つくば市でのその他観
光や飲⾷・購買⾏動につながっていないことが課題である。 

観光地域づくり関連では、筑波⼭という観光地はあるものの、つくば駅からのアクセスが悪く（公共バス
にて40〜50分、秋の⾏楽シーズン時には⽚道２時間という交通渋滞も発⽣している）、ＴＸ開通から７年が
経過し、年々観光客数は減少している。都⼼からの快適なアクセス（秋葉原から最速45分という条件）を
活かし、気軽につくばへ来ていただける＝駅前で楽しめる観光体験素材を創出することは、今後のつくばの
観光の１つの策と考える。 

⼀⽅で、「つくば国際会議場」は平成23年度は開館以降最⼤の件数の実績がある。つくば市へ来訪客は年々
増加している現れでもあるので、⽬的を問わずつくばを来訪される⼈に、つくば市の街を知ってもらう＝楽
しんでもらう仕掛けづくりをすることが必要である。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

セグウェイを１コース・２時間半の１プログラムだけではなく、①宿泊付プラン、②飲⾷付プラン、③英
語ツアーの開発・モニターツアーの開催を⾏う。併せて、会議・シンポジウムで来場される⽅専⽤のプラン
をつくば国際会議場と連携して実施・モニターツアーの開催を実施する。 

そのためには市内の飲⾷・宿泊業者との連携を⾏い実施の検討、さらに国内外の参加者を問わず、安全に
お客様をご案内できるためのインストラクターの育成とスタッフの要員確保を安定的に⾏う。 

観光地域づくり関連では、つくば市全体の宿泊は、つくば国際会議場利⽤者・筑波⼤学関連の事業関連者
が多く、年々増加傾向にある。市域が広く、広域にわたり観光資源があるつくばでは短時間でその魅⼒を個
別に⾒学することは困難である。専属インストラクターと共に、街の魅⼒を効率的に⾒て回れるセグウェイ
シティツアーという体験素材は、アフターコンベンションとしても⼤いに活⽤できる。また⽇本国内ではこ
こでしか体験できないという希少価値が、来訪される⼈の特別感を創出する。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、昨年実施し今年度からセグウェイシティツアーとして商品化され
たツアー企画を、アフターコンベンション専⽤とし、つくば国際会議場で開催される学会参加者向けの特別
プランとして設定した。 

実施結果として、「楽しかったか」という質問には全員が「はい」と答えているものの、「また参加してみ
たいか」という質問では「はい」は75％であり、また乗りたいと思ってもらえるリピーター獲得を考えた
プランを検討する必要がある。また、⾛⾏中に危ないと思った⼈が少数だが存在したので、⾛⾏中の安全体
制を強化する必要がある（インストラクター／サポートの⼈の共通意識）。 
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第２回モニターツアーは、コンセプトとして、平成25年に実施し平成26年度からセグウェイシティツア
ーとして商品化されたツアー企画を、ホテル（ダイワロイネットホテルつくば）と協⼒し、滞在時間を増や
す宿泊付プランとして設定した。第１回からの改善点として、⽇帰りから１泊２⽇のツアーとすることでツ
アー料⾦単価を⾼くする、有料のオプショナルツアーの⼣⾷付プランを設定する、割⾼と思われる料⾦設定
に⾒合うものにするため、ホテルへ協⼒を仰ぎグレードの割に廉価な料⾦設定とするなどして収益増を図っ
た。 

実施結果としては、募集定員に達せず催⾏できなかったことが最⼤の反省点である。原因としては募集期
間が短かったこと、広告がプレスリリース頼みだったこと、宿泊需要がなかったことが挙げられる。 

催⾏できたＢ・Ｃコースに関しては、⾬は降られないものの、気温が低く参加者が寒そうだった。また、
ツアー途中にあり、つくばのシンボルとなるエキスポセンターのＨ２ロケットが塗装⼯事中のため、参加者
に⾒せることができず残念であった。アンケート結果としては、「ツアー以外での旅⾏先の滞在」について
は総じて全体的に満⾜度が低いため、セグウェイ以外での体験素材の充実を図る必要がある。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

ツアー収⼊の他、オリジナルＴシャツの製作・販売により付加収⼊を得たことで備品購⼊等ができ、さら
なるツアーの円滑な運営を可能とした。 

また、セグウェイ体験商品としてパッケージ化し、イベント時に空スペースにてセグウェイ乗⾞体験を実
施できた。セグウェイ体験商品としては①宿泊付プラン12,000円×11名＝132,000円の売上で55,000円の
収益、②ランチ付プラン8,000円×11名＝88,000円の売上で66,000円の収益を上げることができた。 

また、外国⼈向けツアーのインストラクター育成のため、外国⼈向けのガイドマニュアルを作成した。 
尚、アフターコンベンションとしてのモニターツアーを検討したが、主催者にパッケージ商品として６名

×２回＝12名定員のパッケージ商品として提供した場合、会議終了の翌⽇では午後のツアーは⼈が集まらな
いことが予想され断念した。 

課題としては、ツアーに関しては当⽇の集⾦なため、直前でのキャンセルが多かった。収益率が⾼いため
ツアーを催⾏すれば⾼収益につながるが、セグウェイ台数、インストラクター不⾜が課題となる。 

 
（５）広報・ＰＲについて 

以前にツアーに参加したお客様等、セグウェイに興味がある⽅を中⼼にＰＲを⾏った。やはり、セグウェ
イに対してプラスアルファの部分を求めている層であり、理解は拡がったと思われる。 

 
（６）運営体制について 

ツアー⾃体の運営経費はガイドの謝⾦が⼤きく占めるため、多くの⽀出を必要とせず、⽀出⾯では問題が
ない反⾯、つくば観光コンベンション協会の⼀担当者のみ業務が加担されており、連携という⾯でうまく機
能していないように思われる。特区という規制がある中でその管理体制は市にあり、実験特区としての協議
会と連携が図れていないこと、機材提供やインストラクター育成指導を⾏うセグウェイジャパン社とも相互
に連携が図れていない。 

 
（７）地域内関係者との連携について 

連絡体制が確⽴されておらず、主導がどこなのか曖昧であり、全員が集まって開催される会議が少なかっ
た。宿泊先・飲⾷店も⼀部の機関との提携になってしまったため、もっと巻き込めたのではないかと反省す
べき点があった。 
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（８）まとめ 
ツアー収⼊の他、オリジナルＴシャツの製作・販売により付加収⼊を得たことで備品購⼊等ができ、さら

なるツアーの円滑な運営を可能とした。また、セグウェイ体験商品としてパッケージ化し、イベント時に空
スペースにてセグウェイ乗⾞体験を実施できた。セグウェイ体験商品としては宿泊付プランで55,000円、
ランチ付プランで66,000円の収益を上げることができた。また、外国⼈向けツアーのインストラクター育
成のため、外国⼈向けのガイドマニュアルを作成した。 

⼀⽅、ツアー参加費が当⽇の集⾦なため、直前でのキャンセルが多かった。また、収益率が⾼いためツア
ーを催⾏すれば⾼収益につながるが、セグウェイ台数、インストラクター不⾜が課題となる。 

今後は前⾦システムを構築し、キャンセル減を⽬指すとともに、キャンセル料等の料⾦の具体的なルール
作りを⾏う。さらに、需要の⾼かった「ランチ付」ツアーをレギュラー化し、コース等の多様化、ランチの
バリエーションの創出等も検討し、リピーター増加のための取り組みをしていく。外国⼈向けツアー実施の
ためのインストラクター育成とツアー造成も進めていく。 
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〔提案14〕魅⼒発掘・⾜利銘仙プロジェクト“⾜利道楽・楽ジュアリーツアー” 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

４⽉の「まちなかウォーク」、８⽉の「わたらせ・サマー・フェスタ／⾜利花⽕⼤会」、11⽉の「⾜利秋
まつり／グルメグランプリ」等、当所が主催する事業は不特定な市内外の⼈々を対象とすること、また、公
共イベントであることから、参加料や⼊場料は徴収できないのが現状である。 

観光地域づくり関連では、⾜利市では、中⼼市街地に⾜利学校、鑁阿寺、⾜利織姫神社などの史跡があり、
郊外には⾜利フラワーパーク、栗⽥美術館、ココ･ファーム･ワイナリー等の観光施設を要し、四季折々の伝
統⾏事や各種イベントを⾏い、更に夏の⾵物詩として伝統を誇る⾜利花⽕⼤会や、⾜利秋まつりなど伝統⾏
事や各種イベントを実施し、観光誘客を図りながら郊外とまちなかの回遊策を⾏ってきた。 

この中でも、⽇本最古の学校・⾜利学校は、我が国を代表する教育遺産として、貴重な史跡であるばかり
でなく、本市観光のシンボルとして、官⺠⼀体となり平成24年から「⾜利学校参観者倍増計画」の実現に
取り組み、更に平成25年には鑁阿寺本堂が国宝に指定され、歴史と⽂化と花のまちとしての観光資源が確
⽴されつつある。 

今後、更なる魅⼒的な地域づくり、観光まちづくりを推進していく⽅策として、市内観光施設を回遊する
ための２次交通の整備、⾜利学校や鑁阿寺、各寺社が保有する重要⽂化財や県・市指定の⽂化財などの宝物
を常設展⽰し歴史的・⽂化的価値を広く周知していくこと、歴史的史実に基づいた樺崎寺の浄⼟庭園の復元、
⾜利⽒と鎌倉幕府の歴史的関連から⾜利を「北の鎌倉」と位置づけ、本家「鎌倉」との互恵関係、花のまち
との相互宣伝等の互恵関係の連携整備が必要となってくる。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

「⾜利道楽」は、参加者が特定でき、参加者本⼈にも“受益者負担”という前提のもと参加いただくので、
当団体の⾃主財源を確保するためには、①オプショナルツアー等を整備すること等による１⼈あたりの客単
価を増加させること、②「⾜利道楽」の開催を増やし、参加者を増加させることが必要である。 

そこで、今回の「観光地ビジネス創出の総合⽀援」事業において、①魅⼒あるオプショナルツアーの更な
る整備、②近隣で織物産業が有名な群⾺県桐⽣市、伊勢崎市、埼⽟県秩⽗市等とのシンポジウムによる連携
強化、③⾜利市内の商店・飲⾷店を対象とした「おもてなし講座」の開催、④ビジネス化に向けた課題調査
を実施する。 

その結果、①オプショナルツアー参加者の増加による１⼈あたり単価の増や②関係市との連携による効果
的なＰＲによる参加者の増、③地域のおもてなし⼒向上によるリピーターの増、④課題を整理することによ
る効果的・効率的な事業の実施を図ることができ、⾃主財源の確保をすることができる。 

観光地域づくり関連では、「⾜利道楽」は、地域資源“⾜利銘仙”を活⽤した「着物（銘仙）を着て街歩き
を楽しんでもらう事業」。これまで、年１回のイベントとして実施にとどまってきたが、今後は⼩規模なが
らでも通年で開催できるよう、システムを整備する。これにより、「着物を着て古い町並みを歩きたい」と
いうニーズに通年で対応できるほか、現地では着物姿の参加者が歩くことで歴史的な背景と適合し、⼀般客
に対しての演出効果にもつながる。 

但し、通年開催が理想ではある中、「着物」であることから、季節（夏の暑い時期、冬の寒い時期）によ
り困難な時期はさける。また、スタートは参加者が多く⾒込まれる週末開催を実施することとし、その反応
を⾒て開催⽇の拡⼤を検討する。 
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（３）モニターツアーの実施結果 
第１回モニターツアーは、コンセプトとして“⽇常労働で疲れた⾃分を⾜利銘仙を着て、⾮⽇常的な１⽇

を過ごし、⾃分にご褒美をあげる”という特別な１⽇を⼥性に楽しんでいただく。また、今回はＧＷまった
だ中にツアーを催⾏し、参加者からのアンケートで今後の催⾏⽇を決定していく。 

実施結果としては９割以上のお客様に「とても良い、良い」という評価がいただけた。ツアー代⾦を前回
より500円上げたが、「適当」という回答を８割の⽅にいただけた。ただ、⾜利市内のお店に関してはシャ
ッター街が多い、店がなくて寂しい等の意⾒が⽬⽴った。また、⽯畳通り周辺のお店でサービスの違いがみ
られるという意⾒もあったので、周囲商店街のおもてなしの認識を⾼め、勉強会等を開催して質を統⼀化す
ることが必要。外国⼈にアピールした⽅が良いという意⾒もあったので、ＰＲ⽅法も考える。 

 
第２回モニターツアーのメインテーマは「⼈⽣を楽しめるラグ（楽）ジュアリーなまち・⾜利」。「着道楽」

「⾷い道楽」「学び道楽」の３つの道楽を組み合わせたツアーとした。第１回に和の雰囲気を体験したいと
の要望があったことから、⾜利学校に野点コーナーを設置した。また、着付け時間が遅く、着物を着て散策
する時間が短いとの意⾒があったことから、着付けブースを増やし、全員が午前10時までに着付けを終え
ることができるように設定した。 

実施結果としては、今回のツアーは９回⽬の開催で、参加者も減少した。リピーターからは、⾜利銘仙に
着替え、バスツアー等で他の地域を観光したい等の意⾒をいただいた。リピーターも多いため、今後は新し
いプランの検討も必要である。周辺には着物⽂化の根付いた地域が複数あるため、⾜利市内の観光だけにこ
だわらず、市外の地域とも連携を図ることにより、着物⽂化の根ざしたエリアとして協同ＰＲを図りたい。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

⼩規模のツアーでは利益を出すことができた。 
⾃主財源を確保するための施策として①オプショナルツアー等を整備すること等による１⼈あたりの客

単価の増加、②「⾜利道楽」の開催を増やし参加者の増加を図ったが、②「⾜利道楽」の開催増については
成果を上がることができなかった。 

当初提案の成果としては、魅⼒あるオプショナルツアーの更なる整備として「コサージュ作り」「帯飾り
作り」等の和の体験（500円）の種類を増やし、また、着付や髪型のアレンジのオプションを、その先進地
である鎌倉を視察し、その成果として、着物に合った髪型のバリエーションを増やしアピールすることでオ
プション参加費を徴収し、１⼈あたりの客単価を増加させることができた。また、近隣で織物産業が有名な
群⾺県桐⽣市、伊勢崎市、栃⽊市との連携強化を図るためのシンポジウムを実施し、連携の⽬的、体制作り
の必要性等を４市の関係者にて認識した。さらに、地域のおもてなし向上によるリピーター増を⽬指すため、
着付けスタッフ、⾜利市内の商店・飲⾷店を対象とした「おもてなし講座」を開催した。その他、銘仙グッ
ズの販売を積極的に⾏い、⾃主財源確保を図った。 

課題としては、収益を確保するためには値上げや経費削減が必要であるが、これまで同様の事業をイベン
トとして開催し、商⼯会議所や⾏政が助成⾦を出し、参加費を安く設定していた経緯があるため、値上げが
難しい。また、着物⽂化を資源とした観光まちづくりに取り組んでいる⾃治体の事例に学び、広域での「着
物」をキーワードとした連携ができるような仕組みづくりと体制づくりが必要である。さらに、着地型旅⾏
商品として着物でまち歩きの魅⼒を⾼めるため、回遊性を⾼めるための更なる環境整備が必要である。 
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（５）ツアー造成について 
ツアー件数及び参加者数については⽬標を達成できたが、さらなる増加を図るためには常時着付けを⾏え

る体制の整備が課題である。 
ツアーの内容については、平成20年度より同事業を⾏っておりリピーターも多いため、市内の散策だけ

では飽きられつつある。そのため、市外の観光等も視野に⼊れてツアーを企画する必要がある。また、固定
費も多くかかるため、参加費の値上げも検討する必要がある。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

広告宣伝費に予算をかけられず、FacebookやＨＰ等の無料でできるＰＲが中⼼のため、ＰＲが⼗分に⾏
えたとは⾔えない。平成25年度に補助⾦で⾸都圏等にチラシやポスターを配布し、参加者の増加に⼤きく
繋がったので、上⼿にＰＲすることができれば理解を得られ、参加者の増加に繋げることができるだろう。 

 
（７）運営体制について 

着付けスタッフや商店の協⼒を得られており、特に着付けスタッフのやる気がある。着付けスタッフや商
店の⼈々もSNS等でＰＲに協⼒して頂けている。 

課題としては、着付けスタッフの着付け技術に差があるため、規定の時間内に着付けするにあたり、お客
様１⼈に対しスタッフ２⼈で対応しなければならない場合も多く、スタッフの⼈数が増え、経費の増加に繋
がっている。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

関係者の意識も⾼く協⼒的である。ただし、会議等で全員を集めることが難しく、時折関係者内で意⾒の
相違が⽣じることもある。これについては、会議等の話し合いの場を増やすことで解決できると考えている。 

 
（９）まとめ 

⼩規模のツアーでは利益を出すことができたため、今後は常時⼩規模のツアーを受け⼊れる体制整備を図
っていく。 

具体的な成果としては、魅⼒あるオプショナルツアーの更なる整備として「コサージュ作り」「帯飾り作
り」等の和の体験の種類を増やし、また、着付や髪型のアレンジのオプションについて、先進地である鎌倉
を視察し、成果として、着物に合った髪型のバリエーションを増やしアピールすることでオプション参加費
を徴収し、１⼈あたりの客単価を増加させることができた。また、近隣で織物産業が有名な群⾺県桐⽣市、
伊勢崎市、栃⽊市との連携強化を図るためのシンポジウムを実施し、連携の⽬的、体制作りの必要性等を認
識した。さらに、地域のおもてなし向上によるリピーター増を⽬指すため、着付けスタッフ、⾜利市内の商
店・飲⾷店を対象とした「おもてなし講座」を開催した。その他、銘仙グッズの販売を積極的に⾏い、⾃主
財源確保を図った。 

課題としては、収益を確保するためには値上げや経費削減が必要であるが、これまで同様の事業を開催し
た際に、助成⾦が出たため参加費を安く設定していた経緯があり、値上げが難しい。また、今回のシンポジ
ウムをきっかけに、広域での「着物」をキーワードとした連携ができるような仕組み・体制づくりが必要で
ある。さらに、着地型旅⾏商品として着物でのまち歩きの魅⼒を⾼めるため、回遊性を⾼めるための更なる
環境整備が必要である。 

今後の取り組みとしては、着付けスタッフの技術向上を図り⼈件費を削減するため、毎⽉１回開催してい
る着付け講習会を継続して開催するとともに、着付け拠点の確保も⾏う。また、ツアー内容や料⾦設定も検
討する。さらに、着付け拠点における銘仙グッズ販売を⾏い収益を上げていく。 
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さらに、着物でのまちあるきを実施しているシンポジウム参加の近隣４市にて「両⽑地域着物道楽協議会
（仮称）」を⽴ち上げ、連携してＰＲを図る。また、広域観光ルートの作成等も検討する。 
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〔提案15〕⼋ッ場ふるさとエコツアーを軸にした草津温泉との観光連携ビジネス 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

年間の観光客が270万⼈という「草津温泉」まで⾞で30分だが、観光客の多くはこの地区を通過してしま
っているのが現状である。800年の歴史を誇る「川原湯温泉」は、⼋ッ場ダムの建設に伴う移転地で整備途
中であり、現時点では多くの観光客を受け⼊れることは難しい。このため、今後は年間を通じて⼀定の集客
ができるような体験ツアー内容、種類、エリアの拡⼤が必要である。また、確実に草津温泉を訪れる観光客
に周知できるＰＲが重要である。さらに、観光客から得られる収益が、道の駅周辺だけでなく町内全体に波
及できる仕組みづくりが必要である。 

平成24年度の「官⺠協働した魅⼒ある観光地の再建・強化事業」では、新たな川原湯温泉の旅館宿泊と
⼋ッ場ダム⾒学を組み込んだ１泊２⽇のモニターツアーを実施した結果、川原湯温泉の宿泊キャパシティ、
ツアー料⾦、ガイド⼈材の不⾜等、課題を確認でき、今後はまず短期的には、⽇帰り前提で、かつ通過交通
の滞在時間を増やすプランを提案するに⾄った。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

主な観光商品イメージとして、①道の駅でオリジナルの昼⾷（ダムカレーを想定）を取りながら、地元の
⽅が⼋ッ場ダムの話、⾒るスポット、その時期の観光スポット等を紹介する。参加者は配布されたオリジナ
ル散策マップにメモを取りつつ、⾷事後に⾃由散策。曜⽇によってはダム建設現場の⾒学も。②草津温泉の
宿泊客を旅館が⼋ッ場のホタル鑑賞（道の駅から徒歩）に送迎（旅館の⾃主サービス）、という２種類のツ
アー商品を造成する。 

⾃主財源を増やす計画内容＝お⾦をかけずに稼ぐ⽅法としては、ダムカレー（850円）と１時間程度のレ
クチャーで2,000円程度の体験プログラムをつくり収⼊強化する。また、旅⾏業者のウェブサイトで、単品
あるいは既存草津温泉ツアーのオプショナル商品として販売促進する。さらに、草津温泉の旅館の宿泊客サ
ービスでホタル鑑賞等に来た客に対する物販を⾏う（20時〜21時の客増加）。 

近い将来にはダム湖や新たな川原湯温泉等をテーマにした観光ビジネスの展開を想定しつつ、当⾯は「ダ
ム建設中」だからこそ提供できるインフラ観光資源を武器に、ここを通過する「草津温泉⽬的の客」を誘客
し、観光による経済循環を促進する。それによって、⻑野原町全体でダム建設中から完成後まで継続した観
光事業による雇⽤創出につながり、草津温泉においても“⼋ッ場”という知名度が集客要素の⼀助になること
から、広域的にWin-Winの連携、さらなる相互発展が期待される。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーは、「草津温泉と⼋ッ場の連携による観光コンテンツの強化（草津温泉宿泊客の“夜
のオプショナル・ツアー” ）」をコンセプトとして実施した。 

実施結果としては満⾜度は概ね⾼かったものの、草津から⼋ッ場までの交通⼿段をどうするかが課題とし
て浮上した。往復の交通費も含め１⼈1,500円以内に抑える⼯夫が必要で、バスでの往復の場合、⾞内時間
を楽しませる⼯夫も必要であるため、⾃家⽤⾞による参加も今後検討する。また、宿泊施設の協⼒を得るに
は、コミッションなどの考え⽅もあるとより積極的に販売協⼒ができる。また、⼋ッ場の具体的な場所や距
離感がわからない⼈が多いため、そのあたりの情報提供が必要（観光協会連携や旅館設置簡易パンフの作成
などが効果的と思われる）。 
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第２回モニターツアーは、コンセプトを「草津温泉観光と組み合わせた⼋ッ場での着地型観光によるビジ
ネス」とし、ＰＲチラシは「⽇本⼀の草津温泉からクルマで約30分。これから、⼋ッ場ダムの本体⼯事が
本格化する注⽬の場所です。ふだんは聞くことができないここだけの話を、地元のガイドさんが教えてくれ
ます。周辺には吾妻渓⾕、諏訪神社、不動の滝などの観光スポットや、ダム予定地にかかる不動⼤橋からの
壮⼤な眺めなど⾒所もいっぱいです。」とのメッセージを記載した。 

また、草津温泉宿泊客を対象に⼋ッ場のエコツアーの３時間のコースに対して、第１回は運賃負担を含め
ると割⾼感があった。今回のツアーは、草津温泉の⽇帰り湯を折り返し点にして東京から往復のツアーの途
中に⼋ッ場を組み込んだため、⼋ッ場での着地型観光の費⽤が⽬⽴たなかった。 

実施結果としては、満⾜度は概ね⾼かったものの、ダム⼯事の都合で⼀般観光客を案内できるエリアが限
られた（事前にダム⼯事事務所との調整をしていなかった）ことが課題となった。今後は国交省、群⾺県の
ダム⼯事事務所との連携を密にするとともに、インフラツーリズムに対するガイド係りのスキルアップを図
ることによって、ダム⼯事中も進捗に応じてより深いスポットまで⾒ることができるツアー内容を⽬指す。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

草津温泉や同じ町内の北軽井沢観光協会と連携した取り組みのきっかけ作りができた。また、それぞれに
⽴ち寄る仕掛けによって、それぞれの地における消費が確認できた。「ダムカレー＋⼋ッ場レクチャー」は
2,000円で企画したが、ダム本体⼯事が始まっており、⽔没する地域の近くまで⼊れず、付け替えられた国
道、県道沿線しか紹介できなかったため、1,000円に⾦額を下げた。 

また、旅⾏業者のWebサイトで販売を予定していたが、⼈⼿が少なく、草津温泉の旅館組合、飲⾷店組
合、さらには北軽井沢、⻑野原町の観光協会など地元関係者との協議で⼿⼀杯であり、旅⾏業者との協議に
⾄らなかった。ツアー催⾏直前に草津の旅館組合の協⼒により旅館にチラシ、ポスターを配布し、フロント
で宿泊客に配布してもらったが、参加者は少なかった。また、北軽井沢を巻き込んで⻑野原町全体として取
り組める「⼋ッ場-草津-北軽井沢スタンプラリー」を実施した。 

課題としては、「ダムカレー＋⼋ッ場レクチャー」については安全対策に⼗分配慮しつつ、可能な限り今
しか⾒ることができないダム建設現場を⾒られるように国や県との協議が必要である。その他ジオラマによ
る観光案内に加え、同⾏案内のパターンやレンタサイクル等も商品として⽤意し、利⽤者のニーズに応じて
対応できるようにする。 

また、連携した取り組みは始めたばかりであり、事前のＰＲが⼗分にできなかった。年間スケジュールと
サービス内容を早めに草津側に連絡すれば、旅館組合や各旅館のホームページに掲載してもらえるため、早
めのアクションが必要。また、⼋ッ場が草津温泉のゲートウェイ役を担うことを草津温泉側は喜んでいるこ
とから、正式に連絡会のような場を設け、互いに主体的になるような環境作りを急ぐ。そのためには両者に
働きかける旗振り役が必要。すでに国交省のダム事務所広報室が動き始めている。 

 
（５）広報・ＰＲについて 

連携協議を含め準備に時間を要して、⼗分なＰＲ時間を取れなかった。ツアー商品を魅⼒的にわかりやす
く伝えるパンフレットが必要である。メニュー案は本年度確認できたため、関係者との調整を早めに⾏うこ
とと、着地型のプランを草津温泉へのツアーを企画する旅⾏業者にＰＲするため、草津温泉観光協会や草津
温泉旅館協同組合などと連携し、取引のある旅⾏業者のリストアップを⾏う。 
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（６）運営体制について 
2019年完成まで⼋ッ場ダム周辺は刻々と変化するため、インフラツーリズムは継続性が⾼い。今までは

⼋ッ場ふるさとエコツアー実⾏委員会が中⼼に進めてきたが、今後は⾏政の協⼒も必要。 
 
（７）地域内関係者との連携について 

⼋ッ場と草津温泉を連携させることは、互いにwin-winの関係になることが確認できたが、これまではほ
とんど⼋ッ場ふるさとエコツアー実⾏会が実施してきており、連携はあまり進んでいない。 

 
（８）まとめ 

草津温泉や北軽井沢観光協会と連携した取り組みのきっかけ作りができた。また、それぞれに⽴ち寄る仕
掛けによって、それぞれの地における消費が確認できた。2019年完成まで⼋ッ場ダム周辺は刻々と変化す
るため、継続性が⾼い事業であるといえる。 

課題として、ツアーのメインであるダムの建設現場などに⼊れず、参加者のニーズに⼗分応えられないこ
とを防ぐため、安全対策に⼗分配慮しつつ、今しか⾒ることができない場所を⾒られるように、ガイドの強
化及び国や県との協議が必要である。その他ジオラマによる観光案内に加え、同⾏案内のパターンやレンタ
サイクル等も商品として⽤意し、利⽤者のニーズに応じて対応できるようにする。 

また、リピーターを増やすために、刻々と変化する⾵景を参加した観光客のアーカイブにできるような⼯
夫を検討する。さらに、年に２〜３⽇程度しか実施していなかったエコツアーの通年実施、個⼈旅⾏者にも
提供できるサービスの展開も検討していく。 

関係者や周辺地域との連携についてはあまり進んでいないため、今後は⻑野原町、草津町はもとより、地
元の⻑野原町観光協会、北軽井沢観光協会、草津温泉旅館協同組合、草津温泉観光協会、草津町飲⾷店組合、
さらには国交省⼋ッ場ダム⼯事事務所、群⾺県⼋ッ場ダム⽔源地域対策事務所などと協議をできる場を作り、
連携を進める。その上で道の駅のWebはもとより草津側でも露出を増やし、ＰＲを⾏っていく。 
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〔提案16〕"ブラジル⽂化"と”⽇本⽂化歴史”の異⽂化交流ツアー 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

現状ではブラジルレストランやブラジルショップ、フットサル施設等が町内に点在しているため、観光商
品として時間的、空間的な魅⼒の集約が課題である。平成24年度に開発した観光商品もモニターツアーや
既存イベント等において好評ではあるものの、年間を通じた販売はこれからであり、販売促進⼿法の検証、
採算性の検証など継続したPDCAはこれからである。今後は観光商品づくりの場⾯に、より多くのブラジル
⼈にも参画してもらい、⼀緒に”ブラジル⽂化観光”を作り上げていく必要がある。 

観光地域づくり関連では、1990年代の⼊国管理法改正以来、⼤泉町では⼯場の働き⼿として多くの⽇系
ブラジル⼈の受け⼊れを⾏い、ブラジルコミュニティが形成された。そのため、町の中にはポルトガル語の
看板も多くあり、他地域に⽐べブラジル⽂化の⾊合いが強いものの、価値観や⾵習、⽂化等の相違から⼈的
な異⽂化交流が進んでいない。⼈⼝減少社会において、他にはないブラジル⽂化を活かした観光産業の育成
は地域の発展の鍵であり、⽇本⼈とブラジル⼈の共⽣による観光資源、魅⼒造成・発信を進める必要がある。
同時に、２次交通の発達が遅れているため、散在するブラジル観光資源を廻るための”⾜”の確保が課題とな
っている。ブラジル関連イベントは開催⽇が限られていること、⾷や買物等のブラジル⽂化を体感できる観
光資源や⼈材の整備が遅れていること等から、ブラジル⽂化を軸としつつも、近隣周辺の他の観光資源との
連携による集客ポテンシャルの向上が必要である。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

「⼤泉＝ブラジル」のイメージの定着化を狙うため、ＰＲの専⾨家を含めた有識者による検討会などを開
催し、どういったブランド戦略を取るか決定し、それに準じた観光商品や特産品の開発を進める。それを基
にモニターツアーに加えて⼤泉に関⼼を持っている旅⾏社にもアドバイスを頂くなどしながら、観光地とし
ての価値を⾼めてゆく。こうした活動で出た成果を、東武鉄道、東武トラベルとすり合わせながら観光商品
の発売につなげ、東武グループの経営資源であるスカイツリーや鉄道広告を軸にプロモーションを展開する。
さらに、⾜利⽅⾯への周遊観光ツアーを造成し、観光魅⼒の増強による集客⼒の向上を図る。 

⾃主財源を増やす仕組みとしては、１⼈1,500〜2,000円の既存のブラジル料理に⽇系ブラジル⼈等によ
るガイド案内費を加えた価格設定で収⼊確保を図る。さらに、平成24年度に準備したレンタサイクルによ
る収⼊や、散策コースにブラジルショップを組み込み、異国情緒の中での買物を促進する。 

観光地域づくり関連では、町内のブラジルショップやレストランに来た⽇本のお客様のために、商品等を
⽇本語とポルトガル語の両⽅で表⽰したり、⽇本語対応できるスタッフも⽤意し、ブラジルショッピングを
楽しんでもらう仕組みを作成する。加えて、東武線⻄⼩泉駅に出張型の観光案内所を設置し、⼤泉町観光マ
ップの配布やブラジルショップの案内をする。さらに、町内の移動⼿段としてレンタサイクルを設置する。
また、東武鉄道を活⽤しブラジル⽂化を軸とした周遊観光による魅⼒増強を⾏う。例としては、東京から東
武鉄道で⼤泉町へ→ブラジル満喫→東武鉄道で⾜利へ→⾜利の⽇本⽂化・歴史を満喫→東武鉄道で東京へと
すると、企画乗⾞券の開発にもつながり、経済の循環を促進する。 
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（３）モニターツアーの実施結果 
第１回モニターツアーのコンセプトは、「国内唯⼀無⼆の⼤泉町の観光資源“ありのままのブラジル⼈”と

触れ合える時間づくり」とした。 
実施結果としては参加者の８割が満⾜しており、４時間の滞在ではあったが地元にとっての経済効果もみ

られた。また、「⼤泉町とブラジル⼈のつながり、経緯なども話してもらえるといい」、「フットサル体験に
はタオルや冷たい飲み物のサービスを加えたらいい」、「ブラジル⼈と⼀緒に楽しめる時間を増やすと親近感
がわく」等のヒントが得られた。また、ツアーの情報発信元として旅⾏会社のウェブサイトやFacebook・
TwitterなどSNSを活⽤したほうがいいという意⾒を得た。情報発信の検討、リピーターを増やすためにも
オプションを増やすことを検討する必要がある。さらに、⼤泉町とブラジルの繋がりや歴史をまとめた説明
⽤資料を整備するとともに、ブラジル⼈との交流に向け、⼈選、機会づくりを急ぐ。加えて訪問できる店の
紹介を強化することにより、消費拡⼤を狙う。 

 
第２回モニターツアーは、発地型で１⽇フルのツアーを組むと、それだけに関われる⼈材を整えることが

厳しく、コストがかかるため、通年でも使える⼩さいプログラムを列挙し、別のツアー造成に組み込むこと
とした。コンセプトを「周辺地域を含めたツアーに盛り込める”着地型プログラム”の活⽤」とし、ショート
ステイでも周辺地域にない異国⽂化を体験できる着地型プログラムを⽤意し、⾜利や富岡ツアーに組込むこ
とで、広域的な観光客を取り込み、⼩さな収⼊を数多く積み重ねることを⽬指す。背景としては、まだ今の
ところ１⽇フルに対応できる観光資源、⼈的資源が整っていない状況であり、また、旅⾏事業者がWebの
トップページに乗せるほどのポテンシャルがなく、⼤規模な販路を得にくい⼀⽅で、⽉１回の「活な世界の
グルメ横丁」だけでなく、ショートステイでも⼤泉町でのブラジルを体感できる着地型プログラムとして、
ブラジル料理、ブラジルショッピング、フットサル体験、バテリア体験、ブラジル⼿作りチーズ⼯場⾒学、
ボサノバ観賞などが⽤意できつつあること、⼤泉周辺には⾜利フラワーパークや富岡製⽷場など、昨今、注
⽬されている地域もあり、当⾯はこれらとのコラボレーションがあり得る。 

実施結果としては、アンケート回答者全員が満⾜と評価したが、積極的評価者は１割未満にとどまった。
課題としては他地域との組み合わせの場合、滞在時間が短いため、バテリア体験（約２時間）などを組み込
むことが難しいことがある。今後は毎週⼟⽇の⼣⽅（18時半）にロディオグリルで開かれているボサノバ
ショーを組み込むために、⾏程を逆にして他地域を先に回り、後半に⼤泉町を⼊れるケースをトライしたい。
そうすることでバテリア体験も組み込む可能性が出てくる。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

当初は「⼤泉＝ブラジル」のイメージの定着化を図るため、ブランディング施策として有識者によるブラ
ンド戦略検討会の開催を予定していたが、平成26年度はブラジルワールドカップ開催の年ということもあ
り、「⽇本の中のブラジル」として４⽉以降、⼤泉がかなり露出されている。しかしその反⾯、受⼊環境⾯
（対応店舗や⼤泉在住ブラジル⼈との協⼒体制、現地住⺠の理解）の課題が露わになり、まずはインナーブ
ランディングに着⼿するため、勉強会やワークショップを中⼼とした内部強化の取り組みを⾏ってきた。 

その結果、従来の観光資源であるサンバに加え、ボサノバやバテリア体験など、新しい観光商品の発掘に
も繋がっている。またこういった内部での情報連携を⾏うことで⼀体感が⽣まれ、本事業外ではあるが、町
と環境協会が⼀体となったプロモーションビデオの作成や、映画の招請などの取り組みにも繋がっている。 

そして、そういった草の根的な活動が注⽬を集め、様々な旅⾏会社から企画を受け、当初計画通り１⼈
1,500円〜2,000円のブラジル料理とガイド料による収⼊を得る仕組みは実⾏できた。 

また、モニターツアーの中でブラジルショップへの⽴ち寄りを設定するなどして、特産品の販売含め地域
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経済への貢献にも繋がった。 
課題として、東武鉄道及び東武トラベルとの連携については、⼤泉町側から積極的に声掛けを⾏ってはい

たが、結果、旅⾏商品造成に繋がっていない。また⾜利市との連携についても同様の結果となった。他地域
に⽐べて「⽇本の中のブラジル」という特異性は持っているものの、それらを旅⾏商品として活⽤するとこ
ろにおいてはまだ⼿探り状態であり、⼤泉に⽴ち寄ることの明確なベネフィットを提供できなかったことが
要因と考えられる。具体的には、観光客を受け⼊れる施設が特定されており、そこからの広がりがないこと
で、短時間での滞在に留まっており、そのため町にとっても経済効果が⾒込めない→受⼊地域が増えない→
受⼊が弱くなるという流れに陥っている。この流れを打破するためにも、地域の理解を得ることは必要不可
⽋であった。 

 
（５）運営体制について 

ブラジルワールドカップの影響もあり旅⾏会社によるツアーが増えた。2016年のリオデジャネイロオリ
ンピックまでは注⽬されることを⾒越し、その間に着地型のミニツアーを定着させたい。課題としてはブラ
ジル⼈ガイドが不⾜していることである。また、まだ特定の箇所のみで対応している状況なので、まち全体
で盛り上げたい。 

 
（６）地域内関係者との連携について 

観光協会の取り組みが、町や商⼯会の活性化に向けた動きに展開してきた。イベント等では互いに協⼒し
ている。物販が活かされていないことが課題のため、平成25年度からの取り組みを活かし、ホームページ
やパンフレットを改善していきたい。 

 
（７）まとめ 

ブラジルワールドカップ開催の年ということもあり、「⽇本の中のブラジル」として４⽉以降、⼤泉がか
なり露出された反⾯、受⼊環境⾯（対応店舗や⼤泉在住ブラジル⼈との協⼒体制、現地住⺠の理解）の課題
が露わになり、まずはインナーブランディングに着⼿するため、勉強会やワークショップを中⼼とした内部
強化の取り組みを⾏ってきた。その結果、従来の観光資源であるサンバに加え、ボサノバやバテリア体験な
ど、新しい観光商品の発掘にも繋がった。また、内部での情報連携を⾏うことで⼀体感が⽣まれ、町と環境
協会が⼀体となったプロモーションビデオの作成や、映画の招請などの取り組みにも繋がった。そういった
草の根的な活動が注⽬を集め、様々な旅⾏会社から企画を受け、当初計画通りブラジル料理とガイド料によ
る収⼊を得る仕組みは実⾏できた。また、モニターツアーの中でブラジルショップへの⽴ち寄りを設定する
などして、特産品の販売含め地域経済への貢献にも繋がった。 

課題としては、東武鉄道及び東武トラベル、⾜利市との連携について、⼤泉町側から積極的に声掛けを⾏
ったが、旅⾏商品造成に繋がってはいない。他地域に⽐べて「⽇本の中のブラジル」という特異性は持って
いるものの、それらを旅⾏商品として活⽤するという点ではまだ⼿探りの状態であり、⼤泉に⽴ち寄ること
の明確なベネフィットを提供できなかったことが要因である。 

今後の取り組みとしては、勉強会やワークショップを継続して実施し、住⺠の理解を得、ブラジルを軸と
した商品づくりを継続して⾏っていく必要がある。またそれらを実施する為に、今後も収益化を⽬指してい
くことは必須事項である。具体的には、モニターツアーの中で、ガイド料がガイド１名につき⼀律5,000円
としたが、対応⼈数に応じて追加調整の検討の余地があるため料⾦設定を⾒直し収益化につなげる、ブラジ
ル料理の⼿配では⼿数料を取るようにしていなかったので、来年はビジネスとして⾒直す、ブラジル料理や
⾒学施設など観光協会として基本プランをつくり、あらかじめ対象箇所と協議し、誘客の原価とマージンを
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調整の上、収益化を⽬指すことが挙げられる。 
ツアー造成については、ブラジル料理、チーズ⼯場、ブラジルショップが限られているため、これを拡⼤

したい。また、若者の個⼈客を増やすため、ブラジル料理、ブラジルショッピング、施設⾒学に加えバテリ
ア体験なども含めた基本プランを作り、その上で旅⾏会社からの問合わせを待つのではなく、観光協会から
旅⾏会社へのＰＲを積極的に⾏う（待ちから攻めへ）。加えて、ツアー料⾦からガイド料＋⼿数料を得られ
るように関係者と調整する。また、ブラジル⼈ガイドが現在は１⼈しかいないので、２〜３⼈体制にしたい。 
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〔提案17〕いすみスタイル体験プランによる観光ビジネス創出事業 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

いすみ市観光協会では、平成25年度観光庁「官⺠協働した魅⼒ある観光地の再建・強化事業」において、
観光協会ＨＰ内に「いすみスタイル体験プラン」と称する、いすみの魅⼒を活かした観光商品の販売・流通
システムを導⼊し、当サイトを通じて商品を販売することにより、販売⼿数料を確保する仕組みづくりを⾏
っているところである。平成25年度はシステムの試⾏的運⽤のため具体的な販売⼿数料の確保には⾄って
いないが、今後は、観光協会において主体的にこの管理・運営を⾏い、⾃主財源の確保を⾏うこととしてい
る。 

観光地域づくり関連の課題としては、いすみ市には、「伊勢海⽼」、「マダコ」などの海産物、「いすみ⽶」
をはじめとする農産物、「波の伊⼋」の欄間彫刻や「⼤原はだか祭り」などの歴史・伝統⽂化など、⾼いク
オリティを持った資源が多数存在している。しかしながら、平成25年度に実施したマーケットニーズ調査
では⾸都圏住⺠のいすみ市の知名度は２割に満たず、また⺠間企業による魅⼒度調査でも対象1,000市町村
中890位となっているなど、国内はもとより、⾸都圏内、千葉県内でも知名度が低い状態にある。 

次に、観光地域づくりの中核を担うべきプラットフォーム機能の確⽴が必要である。今後、観光地域づく
りの中核を担うべきいすみ市観光協会では、⼤原駅前での観光センターの開設や、SNS（Facebook、Twitter）
を活⽤した情報発信などを展開してきているが、⾃⽴した事務局機能を有しておらず、⾃主財源も会員から
の会費収⼊のみであるなど、スタッフ⾯、予算⾯の制約がある。そのため、プラットフォームとして、顧客
ニーズに即した情報提供や商品開発等に限界がある状況である。これについては、市や観光協会幹部も課題
を認識しており、将来的な観光プラットフォームとしての役割を担うための体制強化に向けて、具体的な検
討が必要となっている状況である。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

ステップ１として、季節やテーマに応じた観光商品の充実とサービスの拡充（商品⼒強化）が求められる。
具体的には、平成25年度観光庁事業でのモニターツアーをベースとした、ツアー商品のブラッシュアップ。
「いすみ鉄道」「港の朝市」など、いすみ市の中でも⽐較的知名度やニーズの⾼い観光資源と、各季節やテ
ーマに応じた体験プログラム（⾃然体験、加⼯体験、古⺠家滞在等）とを効果的に組み合わせた商品を観光
協会において企画・開発する。次に、新たにNEXCO東⽇本の協⼒を得て、マイカー利⽤客向けの商品・サ
ービスを開発・実施する。具体的には、サテライト観光案内窓⼝としてのＳＡの活⽤可能性、現地でのマイ
カー客向けのサービス（例：鉄道乗⾞時送迎サービス、朝市買物時の⽣鮮品預かりサービスなど）、時間・
⽇程⾃由のマイカープランなどを開発・実施する。 

ステップ２として、いすみ市観光協会サイトの情報充実と商品販売（広告収⼊と販売⼿数料の確保）が挙
げられる。観光協会ＨＰの情報掲載のルールやインセンティブ等を具体化し、市⺠活動団体や⺠間企業等が
実施している観光情報を、できる限り観光協会のＨＰに集約し、⼀元的に発信する。これにより、閲覧数の
増加が期待され、広告収⼊による⾃主財源の確保が期待できる。次に、いすみ市観光協会と、旅⾏催⾏事業
者（旅⾏会社）、体験プログラム実施者（市⺠活動団体、商⼯業者、農漁業者等）とが連携し、観光協会Ｈ
Ｐ内の販売ページにおいて観光商品を販売する。これによって、販売⼿数料を確保する（平成25年度事業
において、KNTグループ「旅の発⾒」のシステムを試⾏導⼊済み）。なお、マイカー向けプラン等について
は、NEXCO東⽇本「ドラぷら」サイト（約６百万ＰＶ／⽉）とも連携し、発信⼒を強化する。 

 



第３章 各事業のまとめ 

98 

観光地域づくり関連では、いすみ市の観光資源の中でも、「いすみ鉄道」「⼤原漁港 港の朝市」といった
⽐較的知名度や体験ニーズが⾼い観光資源（＝「コア的資源」）と、いすみらしい魅⼒を味わうことができ
る着地型体験観光プログラム（＝「個別資源」）を組み合わせたツアー商品の造成を⾏う。これにより、コ
ア的資源をフックに⼀定の集客を図りつつ、個別資源を通じて、いすみならではの季節やテーマに応じた魅
⼒の提供が可能となり、集客⼒の確保と、個別体験プログラムを実施・提供する市⺠活動団体や⺠間企業等
の需要喚起、しいては地域産業・経済の活性化も期待することができる。 

また、現在、個々の活動団体がそれぞれ発信している市内の観光情報を、いすみ市観光協会に⼀元的に集
約し、ＨＰや観光センターで発信・ＰＲするとともに、関連する観光ツアーや体験プログラム商品も、観光
協会のＨＰにおいて販売できる仕組みを構築する。これにより、個別活動団体においては、ターゲットへの
情報接触可能性が⾼まるとともに、観光協会としても販売⼿数料収⼊を⾃主財源として確保できるなど、市
内のWIN-WINの関係が構築できる。 

また、いすみ市の観光客は、⾸都圏からのマイカー利⽤者が多いが、「鉄道」「朝市」など、市外からのマ
イカー客にとって利⽤しにくい観光資源となっている。そのため、例えば、マイカー利⽤客向けの鉄道乗⾞
時送迎サービス、朝市買物客向けの⽣鮮品お預かりサービスなど、マイカー利⽤者のニーズに対応したサー
ビスの検討・ブラッシュアップを⾏い、集客⼒を底上げする。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、『「官⺠協働した魅⼒ある観光地の再建・強化事業」にて造成した
ツアーをブラッシュアップし、コア資源である「いすみ鉄道」を前⾯に打ち出した⾥⼭⾥海鉄道ツアー』と
した。第２回のモニターツアーは圏央道延伸によるマイカー利⽤者をターゲットとしている為、いすみの観
光資源をフックに神奈川県の来訪意向を調査する。 

実施結果としては、ツアー⾃体の満⾜度は⾮常に⾼かったが、集客については⼤分苦戦を強いられた。ツ
アー情報の効果的な発信⽅法については、要検討課題である。平⽇でもなんとか最少催⾏⼈数の確保はでき
たが、本来であればメインターゲットである家族連れを対象とするのであれば、⼟・⽇・祝での実施が望ま
しい。鉄道旅に⾒合うような体験物をセットすることにより、鉄道に対する付加価値を更に向上させること
ができる。⼀⽅、観光協会ＨＰ上のASPシステム「いすみスタイル体験プラン」からの申込者がいなかった
ため、観光協会の収益化が図ることができなかった。 

 
第２回モニターツアーとしては２本が実施された。 
第１回からの改善点としては、観光協会の販売⼿数料として料⾦の10％を収⼊としたため、プラン販売

数30件×100円＝3,000円が観光協会の収⼊となる。また、いすみ市のメインターゲットである「マイカー
客」に対し、港の朝市を絡めたドライブプランを造成することができたため、バスツアーと違い、少ない労
⼒（コスト）で商品を造成することが可能となる。また、旅⾏業に抵触しないため、観光協会が直接商品を
販売することができる。 

『コウノトリ⾶来する外房いすみ市でできたてホヤホヤ こだわりの特別栽培⽶を味わうツアー（⼊⾨
編）』のコンセプトは、平成27年度に実施する「⽥んぼのオーナー制度」に繋げるためのステップとして実
施。よってツアーのメインは「いすみ⽶（無農薬・無化学肥料）」とする。また、オーナー制度はマイカー
利⽤者がメインターゲットとなるため、東京駅からのバスツアーと着地型のマイカープランの２本⽴てで実
施する。そして本ツアーは観光庁事業である｢観光地ビジネス創出の総合⽀援｣を活⽤し実施するため、いす
み市観光協会のビジネス化に繋げる必要がある。よって、観光協会と近畿⽇本ツーリストとのスポット委託
販売契約を締結し、５％の販売⼿数料をバックしてもらうような仕組みを試⾏する。 
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結果としては、最低募集⼈員に達しなかったため、ツアー実施に⾄らなかった。 
 
『外房いすみ市の⾥海⾥⼭満喫ドライブプラン』はコンセプトとして、いすみ市は都⼼部からのアクセス

が⾮常にいいので、その強みを⽣かすべく、マイカー所有のファミリー層をターゲットとした「ドライブプ
ラン」を企画した。また、料⾦設定も⾮常に低くなっており、安く済んだ分でよりお買いものをしてもらう
というのも裏に含ませた内容とした。もちろん安価でも、お客様は得するようなプログラム内容となってい
る。また、観光協会のビジネス化に繋げるため、プログラムの販売価格の10％を協会へバックする。 

実施結果としては、満⾜度は概ね⾼かったものの、焼き芋会場が港の朝市会場から⾞で15分位の場所と
なってしまったため、ドライバーへの負担感が出てしまった。また焼き芋会場が分かりづらいという意⾒も
あった。また、効率性を考え、焼き芋の多くはお客様⾃⾝ではなくスタッフが焼いたものを提供したため、
「体験」の部分での満⾜度は低かったと考えられる。また、⾏程内容での説明事項・注意事項が多すぎたた
め、もっとシンプルな内容の⽅がお客様に分かりやすく、説明も楽であったと思われる。 

低価格でのドライブプランの造成は、⼈的、事務的な負担⾯でも、少数の従事者で造成することができる
メリットがある。改善点としては、⼀種類だけの販売ではなく、いくつかのオプショナルメニューや数種類
のプランを提供し、ニーズに合わせた商品展開をしていく必要がある。 

今回試⾏したドライブプランは低価格ゆえに、１回あたりの販売⼿数料の10％の収⼊は⾮常に少額とな
ってしまう。よって数をこなし収益を上げていくか、2,000円〜3,000円位の単価が⾼い商品を展開し、収
益性を強化していく必要がある。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

「いすみ鉄道」「港の朝市」といった⼈気の観光資源とツアー造成を組み合わせたツアー造成ができた。
また、昨年度導⼊したASPシステムを活⽤し、「いすみスタイル体験プラン」による販売を実施し、販売⼿
数料を収益化することができた。 

課題としては、当初、観光協会を中⼼としたモデルプランの策定及び販売を予定していたが、⼈員不⾜に
より事務局である市役所が主体となって動いたため、実現はできなかった。また、観光協会サイトによる広
告収⼊に関しても有料広告の募集を開始したが、現在買い⼿が付いておらず収益に繋がっていない。観光協
会が主体となり複数のツアーを造成し、回していくといった「観光プラットフォーム」づくりを⾏っていか
なければならない（仕組みづくりと役割分担の明確化）。 

また、NEXCOとの連携についてはマイカープランをJAFと連携しモデルケースとして実施したため、具
体的なアクションに繋がらなかった。 

 
（５）ツアー造成について 

ツアー内容について季節感が弱いと感じた。季節に応じた体験プログラムをセットにした商品展開をして
いく必要がある。 

『いすみ鉄道と外房いすみを満喫する旅』については、神奈川県観光協会の旅会会員及び⼀般客向けのツ
アーとして造成したが、ASPシステムを介した商品購⼊がなかったため、収益化することができなかった。
バスツアーにおけるASPシステムの販売については、露出度が低くなかなか厳しい。また、最少催⾏⼈数を
確保しないことには収益化を図ることができないため、もっと⼩⼝な旅⾏商品である「ドライブプラン」を
数多く回していく⽅が効率的であり、収益化を図っていく上でもいすみ市に⼀番適した⽅法である。さらに、
観光協会の収益化を図る上では、中間マージンを引き上げる必要がある（５〜10％）。いすみ鉄道を軸とし
たツアーの場合、いすみ鉄道の企画商品であった⽅が販売⾯で⾮常に有利である。いすみ鉄道ができない部
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分である「駅を降りてからの受け⼊れ」についてメニュー出しを⾏い、いすみ鉄道商品に絡め、あっせん⼿
数料により収益を確保したい。 

『外房いすみの⾥海⾥⼭満喫ドライブプラン』については、仕組みがやや複雑であり、お客様への説明が
⾮常に負担となり、またお客様にとってもやや分かりづらいものとなってしまった。内容を簡素化し、その
中でいかに「お得感」を醸し出せるかが課題である。また市内を周遊させるため、移動エリアが広くなって
しまったため、その時点でドライブプランに参加する⽅が制約されてしまった。 

収益についてはASPシステムだけでなく、当⽇の直接販売を⾏ったことにより参加者及び販売⼿数料を確
保することができたが、商品単価が低かったため収益額も低かった。今後は3,000円〜5,000円程度のドラ
イブプランを造成していき、価格⾯での優位性を前⾯に押し出し、協会の収益性を確保していくことや、単
価が低いため、その分回数を多くこなしていく必要がある。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

『いすみ鉄道と外房いすみを満喫する旅』については、参加者の⼤多数は旅⾏会社へ直接申し込んだため、
ASPシステムからの販売数を確保することができなかった。 

『外房いすみの⾥海⾥⼭満喫ドライブプラン』については、商品の販売を、ASPシステムによるWeb販売、
港の朝市会場で当⽇販売するという２種類の⽅式で⾏ったが、Web販売⼒が弱く、事前に⽬標数（30件）
を販売することができなかった。結果的に当⽇販売でその⾯はカバーできたが、収益化を図っていく上では
課題が残った結果となった。 

Webプロモーションについては、⽬標数値は達成できなかったが、Facebookのフォロワー数の向上を図
ることができた。 

 
（７）運営体制について 

現状はいすみ市商⼯観光課が主体となって動いている。観光協会のスタッフが現在２名であるが、この⼈
員では旅⾏商品を回していくことは不可能である。また、観光協会と地域や市⺠団体等との結びつきが希薄
であり、旅⾏商品造成にあたり⾮効率である。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

市⺠団体の意識は⾮常に⾼く、⾃らが旅⾏商品の企画を⾏い受け⼊れを実施しているが、観光協会をかま
さなくても旅⾏商品を展開できてしまっている状況がある。 

 
（９）まとめ 

「いすみ鉄道」「港の朝市」といった⼈気の観光資源とツアー造成を組み合わせたツアー造成ができた。
また昨年度導⼊したASPシステムを活⽤し、「いすみスタイル体験プラン」による販売を実施し、販売⼿数
料を収益化することができた。 

課題としては、当初、観光協会を中⼼としたモデルプランの策定及び販売を予定していたが、⼈員不⾜の
ため事務局である市役所が主体となって動き、実現できなかった。また、観光協会サイトによる広告収⼊に
関しても、有料広告の募集を開始したが、現在買い⼿が付いておらず収益化に繋がっていない。 

今後は観光協会が主体となり複数のツアーを造成し、回していくといった「観光プラットフォーム」づく
り（仕組みづくりと役割分担の明確化）を⾏っていく。その際は、市役所のノウハウを観光協会と共有して
いく。また、「地域おこし協⼒隊」を募集・活⽤し、⼈的な⾯でもバックアップをしていく。 

ツアー造成については、⼩⼝な旅⾏商品である「ドライブプラン」を数多く回していく⽅が効率的であり、
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収益化を図っていく上でもいすみ市に⼀番適した⽅法である。さらに、観光協会の収益化を図る上では、中
間マージンを引き上げる必要がある（５〜10％）。いすみ鉄道を軸としたツアーの場合、いすみ鉄道の企画
商品であった⽅が販売⾯で⾮常に有利である。いすみ鉄道ができない部分である「駅を降りてからの受け⼊
れ」についてメニュー出しを⾏い、いすみ鉄道商品に絡め、あっせん⼿数料から収益化を⾏っていきたい。 

また今後、港の朝市が⽉１回開催から２回開催に拡⼤され、年間23回開催されることとなる。よって、
港の朝市を軸とした「ドライブプラン」を展開していき、ASPシステムを活⽤した事前販売と朝市会場での
当⽇販売を併⽤して⾏っていく。また、今回モニターツアーで⾏った商品はやや複雑であったため、朝市以
外の⾏程数を２件程度とし、参加者の負担感を軽減させたプランを造成し検証を⾏っていく。 

広報⾯では、いすみ市⾃体の認知度の向上と観光協会ＨＰ及びFacebookへのアクセス数の向上が課題で
あるため、相互リンクの活⽤によりアクセス数の⾼い他サイトからの誘導を図り、露出する機会を向上させ
る。 

地域との連携については、互いの強みを活かした連携を⾏い、商品⼒を強化していく必要がある。また、
膝を付け合せたフランクな意⾒交換の場を設ける必要がある。いすみ市観光協会の強みである「着地型体験
プログラム」の整理、拡充を⾏い、市内事業者や市⺠団体と情報共有していく。その場として、⾏政、観光
協会、市⺠団体などによる意⾒交換会の場を作る。 
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〔提案18〕伊⾖⼤島『ネイチャー・テーマパーク化』構想 （伊⾖⼤島ジオパーク⾺⾞プロジェクト） 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

徒歩による観光が中⼼であった三原⼭において、観光⾺⾞によるジオツアー（ジオガイド同⾏）を展開す
ることにより、⼤⾃然をバリアフリー化し、⾼齢者、交通弱者が気軽に楽しめる観光スポットへの転換を図
るとともに、新たな観光産業の構築により雇⽤創出にも繋げる計画であった。しかしながら、平成25年10
⽉16⽇の台⾵26号の被災のため事業進⾏が遅滞し、加えて、観光地としての環境が変質している。 

観光地域づくり関連では、来島者については、27年前の三原⼭噴⽕以降、約1/3にまで激減している。３
年前に⽇本ジオパークの認定を受けたことを起爆剤に、ジオガイド養成講座開催等で受⼊体制の整備やアプ
リケーション開発を始めとした各種観光振興策を打つものの、着地型旅⾏商品の整備や情報発信について⼗
分とは⾔えず、ジオパーク⾃体の認知度向上、浸透が思うように図れていないのが現状である。また、⼀般
観光客への理解度を深めるためのわかりやすい施策が必要である。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

旅⾏の必須アイテムである『弁当』に焦点をあて、新しいスタイルを創造したい。また、島内の観光産業
従事者に対してシンポジウムや料理講座・おもてなし講座等を開催することで、島内での普及啓発とホスピ
タリティ向上を図り、島を上げての受⼊体制を整備する。三原⼭内輪⼭30分のジオガイド同乗ツアーとし
て料⾦については＠2,000円程度を想定（催⾏時期、予約要否等詳細については今後検討）。また、この⾺
⾞ツアーと新開発した弁当を組み合わせた商品を新たに造成する。 

観光地域づくり関連では、三原⼭内輪⼭は⾃然公園法の特別保護区域であるため、原動機付きの⾞両は通
⾏不可能である。その為、⾼齢者や交通弱者については、ダイナミックな三原⼭の景観を間近で感じること
ができないのが現状である。そこで、三原⼭噴⽕以前は島内の観光産業であった観光⾺⾞を復活させること
により、⾼齢者や交通弱者の受⼊体制を整え、誰もが気軽に三原⼭を楽しめるような着地型旅⾏商品の整備
を図りたい。また、⼀般観光において最も重要な魅⼒である『⾷』の分野での向上を図る。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは「観光⾺⾞に乗りながら三原⼭の雄⼤な景観を間近で楽しむことが
できます。観光⾺⾞なのでご⾼齢の⽅も気軽に参加できます。」とした。昨年度は荒天のため、観光⾺⾞と
して実施ができなかった為、内容についてベースは引き継ぎつつも運⾏⽅法、ガイドの解説については昨年
度の事業を通じてブラッシュアップを図っていく。 

実施結果としては、総合的には参加者にとって満⾜度の⾼いツアーであったと推測される。⾺⾞運⽤に向
けた勉強会及びモニターツアーを通じての課題としては、荒天時対応と⾺⾞運⾏の安全性の確保が挙げられ
る。その為、第２回モニターツアーにおいては、三原⼭に限らず海岸線（平坦地）での実施も検討する。ま
た、本事業のメインは⾺⾞運⾏ではあるものの、これはあくまで観光資源の１つであるという観点から、「星
空観察ツアー」など既存のコンテンツを組み込んだり、アンケートにおいて⾷に対する関⼼が⾼かったこと
を受け、「べっこう寿司つくり体験」なども盛り込み、効果検証を⾏いたい。 
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第２回モニターツアーでは、１回⽬のモニターツアーで実施した三原⼭での観光⾺⾞運⾏に関しては天候
に⼤きく左右されるケースが多いため、安定した⾃主財源確保の観点から、海岸線での運⾏とした。また、
１回⽬のモニターツアーアンケートにて⾷に対する関⼼が⾼かったことから、郷⼟料理作り体験を組み込ん
だ。さらに、既存の観光コンテンツ⾃体及び観光⾺⾞とのパッケージ化の可能性を検証するため、星空観賞
ツアーを組み込み、コンセプトを『⼤島の「⼤⾃然」と「⾷」をまるごと楽しめるツアー。海岸線を⾛る観
光⾺⾞やジオパーク巡り、星空観賞は、ただ⾒るだけではなく、ネイシャーガイドの解説付きなので、⼤島
の歴史やストーリーを感じることができます。郷⼟料理も⾷べるだけでなく、実際に作っていただくことで、
美味しさと楽しさが倍増すること間違いなしです。』とした。 

実施結果としては、満⾜度は概ね⾼かったものの、天候に⼤きく左右されるという理由で、今回は運⾏コ
ースを三原⼭から海岸線に移して⾏ったが、それでも強⾵の影響で海岸線から内陸部（ぶらっとハウス）へ
の変更を余儀なくされた。特に冬期の運⾏対策としては、今後、屋根や暖房設備の取り付けも必要と思われ
る。料理作り体験は⾮常に好評だったが、内容が⼣⾷と似通ってしまった為、更なるアレンジが必要である。 

また、現在は実証段階である為、⾺２頭、⾺⾞１台であるが、少しずつ⾃主財源を確保していきながら、
⾺、⾺⾞、運⾏要員の数を増やしていき、確実な定期運⾏を⾏える体制を構築することが必要である。情報
発信については、当⾯は観光協会、東海汽船、ジオガイドの各ＨＰやホテルほか島内観光施設でのチラシ設
置などでＰＲを進めていくものの、旅⾏会社とのタイアップは不可⽋である。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

⾺の飼育管理、営業に関して運営体制を構築することができた。特に⾺の飼育については想定外にコスト
が掛かる中、不定期とはいえ観光⾺⾞及び乗⾺営業を⾏ったことで、関係スタッフの⼈件費については補填
ができるようになった。 

受⼊環境整備という点では、島内の観光従事者を対象にしたおもてなし講座を⾏いホスピタリティの向上
を⽬指すとともに、既存観光資源であるジオパークツアーと⾺⾞運⽤を組み合わせることで、双⽅の価値向
上を図った。モニターツアーアンケート結果からも、ジオパークガイドに対する評価は⾼く、今後価値を⾼
め収益化に繫げていく意味でも有益な取り組みであった。 

また、当初は「弁当」と組み合わせたツアー造成を検討していたが、ただ提供するだけではなく郷⼟料理
づくり体験を⾏った⽅が⼤島の魅⼒を深く理解してもらえると考え、べっこう寿司やあしたば天ぷら作りを
ツアーに組み込んだ。 

課題としては、ジオパークツアー（観光⾺⾞乗⾞/20分＋ジオパークツアー/90分）では、当初計画通り
2,000円程度の料⾦設定を⾏ったが、事業全体の運⽤コスト⾯では採算ベースに届いていないため、収益の
向上が⾄上命題である。本事業で実施した、ガイド勉強会や⾺⾞運⽤勉強会を通じてスタッフの⾺に対する
習熟度が進み、運営体制の構築もできたので、今後は営業の拡⼤が課題である。 

 
（５）ツアー造成について 

新たな運⾏コースの設定や、営業⽅法については更に検討が必要であり、更なる⾃主財源の確保に向けて
は、⾷や温泉などの既存の観光コンテンツとのリンクを進め、⾺⾞、乗⾺単体ではなく複合的なプログラム
を構築していくことが必要である。 

 
『ぶらっとハウス・体験乗⾺／⾺⾞体験イベント』については、定期的な運⾏を⾏うためには運⾏要員の

確保と⼈材育成が必須であるが、現在の運⾏スタッフの⼤半はボランティアでありながら、専⾨家の指導の
効果で着実にそのスキルを向上させている。⾺⾞運⾏の他、乗⾺、イベントでのレンタル、エサの販売、記
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念撮影・⾐装貸出など様々な観点から収益確保を図ることが、運⾏要員の確保、更には収益拡⼤につながる。 
 
（６）広報・ＰＲについて 

『伊⾖⼤島・⻄海岸パームビーチ・ライン⾺⾞コース』については、観光協会ＨＰなどでのＰＲは⾏った
が、⼗分な認知度を得るには⾄らなかった。 

『ぶらっとハウス・体験乗⾺／⾺⾞体験イベント』については、運⾏要員数の関係で定期的な営業を展開
するには⾄らなかった為、通年ではなくピンポイントの情報発信に留まった。 

『⼤学⽣による⾺⾞事業の事業運営体験ツアー』については、当初、想定していなかった⾺の新たな活⽤
⽅法であったため、ＰＲは⾏っていなかった。 

 
（７）運営体制について 

当初の設計とは異なり⾺が好きというだけの全くの素⼈集団が事業を⽴ち上げることとなり、⾺の扱い⾃
体に関する⼈材育成からスタートし、技術の習熟に時間を要したが、それだけに基本に⾺を愛する気持ちが
あるため、スタッフのモチベーションは⾼い。特に中⼼にいる⼀般主婦グループは、これまでにない地域住
⺠の観光産業との関わりを造成している。 

課題としては、現状、メインとなる運営スタッフは揃い、ある程度の定期的な営業ができる体制は構築さ
れつつあるが、安定的な営業と今後の事業拡⼤の観点では、新たな⼈材の募集と育成を図っていく必要があ
る。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

地域の農家に天然肥料の原料として⾺糞の提供を⾏い、代わりに⾺の飼料となる農産物の提供を受けてい
る。これは⾦額換算した場合、事業運営上に⾮常に有益な取り組みとなっている。また、⾺⾞運⾏や体験乗
⾺以外に、⼤学などの教育機関からホースセラピーなどの案件の相談が持ち込まれるなど、新たな連携も進
んでいる。また、⼤島町観光産業課からは、所管である「ぶらっとハウス」敷地内での事業実施、厩舎の⼟
地提供と補修維持⽀援、イベント時の有線放送を使⽤した広報⽀援など積極的な⽀援を受けている。⺠間レ
ベルでは、近隣の⽜乳業者からは厩舎資材の寄贈、農家からは糞便の引き取り回収・飼料の寄贈なども受け
ている。 

年度当初は、運⾏スタッフの習熟度や安全確保⾯での運⾏計画に不安定な部分があり、それに伴い営業も
不定期での実施に留まった為、積極的な広報ができなかったが、運⾏上の安全⾯と安定的な営業に関して⽬
途が⽴ったので、今後は観光協会ＨＰやSNSをはじめとした情報発信のプラットホームの整備を図りたい。 

 
（９）まとめ 

⾺の飼育管理、営業に関して運営体制を構築することができた。特に⾺の飼育について、想定外にコスト
が掛かる中、不定期とはいえ観光⾺⾞及び乗⾺営業を⾏ったことで、関係スタッフの⼈件費については補填
ができるようになった。受⼊環境整備という点では、島内の観光従事者を対象にしたおもてなし講座を⾏い
ホスピタリティの向上を⽬指すとともに、既存観光資源であるジオパークツアーと⾺⾞運⽤を組み合わせる
ことで、双⽅の価値向上を図ったところ、ガイドに対する評価は⾼く、今後収益化に繫げていく上で有益な
取り組みとなった。また、当初予定では「弁当」と組み合わせたツアー造成を検討していたが、ただ提供す
るだけではなく郷⼟料理づくり体験を⾏った⽅が⼤島の魅⼒を深く理解してもらえると考え、べっこう寿司
やあしたば天ぷら作りをツアーに組み込んだ。 

課題としては、ジオパークツアーは採算ベースに届いていないため、収益の向上が⾄上命題である。ガイ
ド勉強会や⾺⾞運⽤勉強会を通じてスタッフの⾺に対する習熟度が進み、運営体制の構築もできたので、今
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後は営業の拡⼤が課題である。 
今後の取り組みとしては、現状⾃主財源が⼗分に確保されていないため、まずはボランティアとして新た

な⼈材を募集、確保し、安定的な営業体制を構築し、財源の確保および拡⼤を図っていきたい。また、従来
より伊⾖⼤島を旅⾏商品として販売している旅⾏会社は少なくないため、これらに重点的な営業を掛けつつ、
平成27年度中には観光協会主体の事業から⺠間事業者に運営を移⾏したい。 

さらに、⾺や⾺⾞運⾏の習熟度・技術の更なる向上を⽬指しながら、新しいコース設定や既存の観光資源
との組合せなどでより魅⼒あるパッケージ商品を造成し、観光⾺⾞や乗⾺営業を恒常的に実施することで収
益化を図っていく。なお、観光特性を考えると、単体の商品とするツアー造成より、各旅⾏会社により販売
されている既存の旅⾏商品内でのオプショナルツアーとして販売する⽅法が収益性を⾼める近道ではない
かと思われる。 

広報⾯では、島内観光事業者との連携及び観光協会ＨＰやSNSをはじめとした情報発信のプラットホーム
の整備を図る。また、地域のイベントに⾺・⾺⾞を積極的に参加させるなど、これまで以上に情報発信を⾏
うことで、認知度を向上させるとともに営業機会の拡⼤を図る。伊⾖⼤島はある程度の知名度を持つ観光地
であり、平成25年秋の台⾵26号の⼟砂災害もあり、年間メディアの取材も少なくないため、多様メディア
対応にも⼒を⼊れていく。 
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〔提案19〕本物を知る！！「お江⼾満喫 まち歩き」拡充事業 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

「⽂化財サポーター」というボランティアガイドによる案内が基本となり、通常コースは無料（資料代と
して＠300円）となっている。参加者からは、有料でも良いので、⽼舗での⾷事を含んだコースや、⾈運利
⽤の遊覧コースなど多彩なコースの設定が望まれている。また、築地市場の移転に伴い観光客の減少が予想
されていることから、築地、銀座地区での観光資源の再発掘も望まれている。次に、地域の企業とのコラボ
レーションにより、２種のオリジナル商品の開発、販売を⾏っている。その売れ⾏きは順調であるが、更な
る中央区観光の認知の拡⼤と販路の拡⼤が当⾯の課題となっている。さらに、観光協会主催の独⾃イベント
「全⽇本綱引フェスティバル＆屋台村」を現在までに３回実施している。本年も同規模での継続実施を予定
している。これの課題として、⾃主財源の確保のためのノウハウの確⽴が必要である。 

観光地域づくり関連では、観光の街、産業の街としての「中央区」の認知不⾜、まちあるき観光ガイドの
不⾜、⽔辺、河岸の有効活⽤への期待、⽇本橋川、神⽥川などの⾈運観光への期待、要望の増⼤、移転の決
定している築地市場を中⼼とする築地周辺地区の観光資源の再発掘、東京オリンピック開催に向け、想定さ
れる⽇本⼈、外国⼈観光客の受け⼊れについての官⺠連携のネットワークの必要性が挙げられる。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

「中央区観光協会特派員」など、中央区の観光に携わる個⼈を中⼼に観光まち歩きの勉強会、ツアーなど
を実施し、観光まち歩きガイドができるよう底辺拡⼤を図る。また、まち歩きツアーを企画実施の際は、⼿
配、調整に対する⼿数料を徴収する。さらに、中央区観光協会オリジナル商品開発ワークショップにて、新
しい商品を開発する。また、広域連携観光を推進するために、江東区と連携し⾈運観光事業を促進する。 

観光地域づくり関連では、「まちあるき」を中⼼とした中央区内の観光コンテンツを充実するため、中央
区内の広範囲にわたるコース設定、新コース設定を⾏う。また、地域観光資源発掘のためのワークショップ
を開催する。さらに、地域企業、商店とのコラボレーションによるオリジナル商品の継続開発・販路拡⼤を
⾏う。加えて中央区の観光調査を実施する。近隣⾃治体とも連携し、⾈運を活かした観光コースづくりなど
広域的観光を推進する。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、「江⼾時代の掘割の⾈めぐり、と⽇本橋の⽼舗をめぐりまち歩き
を組み合わせ、江⼾を探訪するツアー。１．中川船番所資料館では、あのユニークな語りで有名な久染先⽣
がご案内！ ２．⼩名⽊川〜隅⽥川〜⽇本橋川をゆったりのんびり船めぐり（久染さんにも乗船頂きます！） 
３．扇橋閘⾨（おうぎばしこうもん）でミニパナマ運河体験！ ４．今話題の川床のある⾷事処、⽇本橋室
町『豊年萬福』にて江⼾東京野菜のご昼⾷！ ５．普段聞けない“⽇本橋⽼舗の裏側”の話をこの機会にたっ
ぷりと・・・！！」とした。 

実施結果としては約９割が⼤変満⾜・ほぼ満⾜と回答し、リピート意向は95％を占めたものの、まち歩
きの時間を短くする、または途中で休憩時間を作る必要があること、⽴ち寄りの施設での説明の質への差が
あったため説明レベルを⼀定以上に合わせる必要があること、当⽇あいにくの⾬であり、⾈運ツアーの際に
少し⾬が船内に⼊ってきたため、参加者が濡れないような配慮が必要という改善点があった。 

 
 
 



第３章 各事業のまとめ 

107 

第２回モニターツアーでは、第１回からの改善点として、ワークショップに参加した中央区観光協会の特
派員によるガイド案内を新たに⾏った（店舗⾒学の都合上、各３班に分かれ、各班に特派員ガイド１名ずつ。
特派員には１⼈3,000円のガイド謝礼）。また、今まで「⽇本橋」エリアが中⼼だったが、新たな地域「築
地」のまち歩き開拓を⾏い、「築地」地域では各⽼舗を訪ね、製造⼯程の⾒学や、試⾷体験、店主による歴
史や商品にまつわる話を聞ける新しいプログラムを開発した。さらに、⽔辺で繋がる周辺地域である江東区
と連携し、特に南側（港湾エリア）での⾈運事業を⾏った。ツアーコンセプトは「 “築地”まち歩きと“東京
湾岸エリア”の⾈運を組み合わせた初のツアー ※“ゆらてく”とは、⾈で“ゆらゆら”歩いて“てくてく”の造
語で、湾岸（⽔辺）エリアと地上を繋いだ新しいツアーのスタイルです。」とした。 

実施結果としては、ワークショップに参加した中央区観光協会の特派員によるガイド案内の評価が⾮常に
⾼く、総合的にも⾮常に評価が⾼かった。今後は対応可能なガイドの数を増やしていく必要がある。反省点
を強いて挙げるなら募集について、ＰＲ費⽤がない中であるが、認知度を更に⾼める必要がある。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

ツアーの実施や企画・機材レンタル等により収⼊があった（ツアー決定７コース）。また、中央区観光協
会オリジナル商品（⼿ぬぐい）の開発により売上拡⼤の⼟台ができた。企画・コーディネート料30,520円、
各種レンタル料67,356円、スタッフ引率9,240円。仕組みづくりの成果としては、継続的な取り組みによ
り、旅⾏会社からのツアー受付が可能となった。旅⾏会社からツアー設定に関する問い合わせは20件で、
その内、10件303名が決定。また、江東区とも連携しモニターツアーを実施、広域連携を図り双⽅の収益に
繫げられた。 

課題としては、軌道に乗ったばかりで、本格的な収⼊源とするには継続的に事業を進めていく必要がある。
仕組みづくりの課題としては、継続した着地型コンテンツ開発、ガイドの育成、事務局内の受⼊体制が挙げ
られる。 

 
（５）ツアー造成について 

ツアー企画費のみでなく、グッズレンタルによる収益及び協会職員派遣による⼈件費収⼊を得ることに成
功した。今後はツアー開催頻度をより多くすることで収⼊額を上げていく。また、ツアー商品にオリジナル
グッズを組み込むことなどによりプラスアルファの収益確保を⾏っていく。 

課題としては、現状ガイド可能な⼈員が少ないため、育成する必要がある。また、ガイド実施エリアにつ
いてもより広げていく必要がある。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

Webプロモーションでは、旅⾏会社からのツアー受付Webページ・問い合わせページを設置した。課題
として、現状ツアー収益が１万円弱という中で、⾃主財源を使ってＰＲをすることで事業がマイナスになる
可能性がある。また、Twitter・ブログなどでの定期的な発信ができていないことも課題である。 

 
（７）運営体制について 

運営⾯については、今年度観光協会内で様々なスタッフが関わることにより、対応⽅法を習得してきた。
平成27年度についてもこの経験を活かして運営していけるよう努める。 

課題としては、今後ガイドツアーが拡⼤していく中で、より効率的に、円滑に運営できるような体制を整
える必要がある。誰でもわかりやすく運営ができるようなマニュアルを作成する必要がある。また、より多
くのスタッフが対応できるようにすべく、受け側の⼈材育成も⾏っていく必要がある。 
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（８）地域内関係者との連携について 
地域内関係者が集まり、地域全体で受け⼊れる体制は整っている。報告・連絡については、各施設・店舗

の事情により、メール・FAX・電話・対⾯など対応⽅法が異なることが課題である。現状のやり⽅で受け⼊
れられている点もあり、状況に合わせて連絡フォーマットを統⼀するなど効率を図っていきたい。 

 
（９）まとめ 

ツアーの実施や企画・機材レンタル等により収⼊があった（ツアー決定７コース）。また、中央区観光協
会オリジナル商品（⼿ぬぐい）の開発により売上拡⼤の⼟台ができた。仕組みづくりの成果としては、旅⾏
会社からのツアー受付が可能となった。旅⾏会社からツアー設定に関する問い合わせは20件で、その内、
10件303名が決定。また、江東区とも連携しモニターツアーを実施、広域連携を図り双⽅の収益に繫げられ
た。 

本格的な収⼊源とするため、継続的に事業を進めることが課題である。 
ツアー内容のブラッシュアップについては、現状ガイド可能な⼈員が少ないため、ガイドを育成する必要

がある。今後はガイドとしての最低限のマナー・接遇やツアー⼼得などを学ぶセミナーの実施に加え、ツア
ーに同⾏し、エージェントツアーに対応可能かを⾒極めるガイド評価を第三者評価により実施していく。ま
た、ガイド実施エリアについてもより広げ、今年度実施した「⽇本橋」「築地」エリアに加え、「銀座」など、
観光客にニーズのあるエリアの拡⼤を⾏っていく。 

広報⾯については、お⾦のかからない範囲でできるＰＲを今後も⾏っていきたい。内容については、今ま
で以上に定期的に地域内情報、ニーズに合った情報を出していく。 

これらを実現するため、運営組織の⼈材育成や運営マニュアルの整備などを⾏い、より効率的に、円滑に
運営できるような体制を整えていく。 
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〔提案20〕城下町＆宿場町の魅⼒満喫！ 今⽇は「⼩⽥原まち歩き」 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

観光協会を始め、市内の観光関連事業者・⺠間団体により、花・⾷・歴史・伝統⼯芸・アートなど多様多
種なテーマによる積極的なイベントを通じて集客が図られている。しかし、イベント会場（主に⼩⽥原城址
公園）への来訪はあるものの、そこから市内の商店街や他の観光スポット等へ回遊させる取り組みは発展途
上であり、⼩⽥原での滞在時間や訪問地数が限られている。また、⺠間団体主催の体験プログラムは旅⾏商
品に組み込まれるようになってきているが、⼩⽥原観光としての連携・統⼀した窓⼝によるコーディネート
が不⼗分な状況である。 

観光地域づくり関連では、年間約430万⼈の観光⼊込の内、、そのほとんどが⼩⽥原城址公園への来訪で
あり、また、地理的に箱根・湯河原・熱海・伊⾖等に隣接していることから温泉観光地への⽞関⼝・通過点
としての位置づけが強い。城と観光イベント以外の地域資源の知名度が不⾜し、市内滞在時間が短いという
課題を抱えてきた。近年、官⺠連携による⽂化観光・産業観光・六次産業化を通じて、観光客の回遊性向上
の取り組みが様々に展開されているが、総合的に観光振興を担う組織体制の構築や、おもてなしの体制づく
りが必要である。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

「観光まちづくり推進懇話会」における官⺠連携体制のもと、観光協会が様々なテーマの「まち歩き」観
光体験プログラムを企画・実施し、個⼈客を誘客する。また、これら体験プログラムを旅⾏会社へパッケー
ジ販売することで団体客の受け⼊れを⾏い、訪問先となる観光関連施設や商⼯業者各店舗への誘客促進、商
品の購買促進につなげる。また、ツアーブランドの向上や継続的な組織体制づくりを⽬指すに当たり、観光
協会主催イベント等を活⽤した総合的なＰＲの機会を増やし、キャラクター商品の開発なども検討する。 

観光地域づくり関連では、⼩⽥原の観光資源が広範囲に散在することをふまえ、複数のテーマ設定による
「まち歩き」の仕組みを基本として、観光客の滞在時間の延⻑、リピーター増、温泉観光地に隣接する地理
を活かした広域回遊性の向上を図る。まち歩きのテーマとしては、従来から知名度の⾼い「城」「戦国武将
北条五代」という観光資源を活かしつつ、城下町・宿場町ならではの農商⼯業の「なりわい」と、近代に栄
えた「邸園⽂化」に焦点を当て、⾃然や歴史に裏打ちされた「本物・本場」ならではの体験を味わえる旅を
提案する。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、「⼩⽥原城で開催される『あじさい花菖蒲まつり』にあわせて、
地元ガイドが⼩⽥原市内スイーツ店めぐりのまち歩きにご案内します。」とした。 

実施結果としては全体の約７割の⽅が満⾜されたが、集客に向けての企画、告知、募集⽅法（チャネル）
等、検討が必要。また、対象とする世代に応じた、ツアー代・実施時期・⾏程（休憩箇所・休憩時間・⾃由
時間・買い物時間など）コースでのアレンジが要検討。また、⼩⽥原駅集合・出発の場合での交通機関の遅
れに対する対応が求められる。 
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第２回モニターツアーでは、第１回からの改善点として、集客に向けての企画、告知、募集⽅法（チャネ
ル）については、当該モニターツアー以外に⼤⼿旅⾏会社募集ツアーも設定できた。また、対象とする世代
に応じた、ツアー代・実施時期・⾏程のアレンジについては対応したものの、まち歩きという性格上、天候
や参加メンバー等の条件により対応できないこともあり得るので、事前及び当⽇集合時にガイドによるイン
フォメーションを徹底するようにした。さらに、⼩⽥原駅集合・出発の場合での交通機関の遅れに対する対
応としては、緊急連絡先を通知する対応を⾏った。コンセプトは「11⽉よりオープンの⼩⽥原地下街『ハ
ルネ⼩⽥原』のにぎわいに合わせて週末に設定。地元ガイドが⼩⽥原のなりわいを実感できる店をめぐるの
まち歩きにご案内します。」とした。 

実施結果としては、満⾜度は⽐較的⾼いレベルではあったが、⾷事は無印⼜はどちらとも⾔えないが多か
った。本プログラムは⾷事無しであり、⽴寄り先につまみ⾷い的にとることを楽しんでもらうものであった
が、そのタイミングや提供⽅法についての評価は個⼈差があった。事前につまみ⾷い歩きとの内容をより⼀
層に強調しておくべきと感じた。今後の考え⽅としては、まち歩きプログラムはNPO団体により主体的に実
施してもらう⽅向で、観光協会はその実施や募集には介在しない、ついては⼿数料等の収⼊も無しとする。
観光協会と各NPOの協議により、より個⼈旅⾏客が魅⼒を感じる町歩きツアーを作り出し、観光協会の⾃主
財源の仕組みとしてはクラブツーリズム実施ツアーのように、NPO団体によるまち歩きプランと漁協⾷堂⾷
事等の観光素材を組み合わせて旅⾏会社に卸販売することにより、⼿数料や取扱い料⾦を取得する⽅向で進
める考え。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

モニターツアー扱いではないが、事業の取り組みの中で、クラブツーリズム社による募集団体を実施して
もらった。そこでは観光協会がまち歩きプログラムと観光資源をアレンジして卸販売することができた。観
光協会が窓⼝となり観光客や旅⾏会社等へまち歩きやガイドのコーディネートができる仕組み作りが必要
と認識した。 

関係者との議論の中で、⼩⽥原において多くのまち歩きプログラムを実施するには、観光協会がビジネス
化としてその⼿数料を得る仕組みを作るよりも、プログラムを設定並びに実施する主体者（NPO団体等）に
積極的に活動してもらうことであると再認識した。即ち、観光協会はまち歩きプログラムにて売上を⽴てる
ことも⼿数料を収受することもしないが、NPOが取り組みをしてもらうために、市と連携して必要に応じて
⽀援する⽅向とした。 

協会は市内で実施するイベントを盛況にすることも求められているため、定期的にNPOが実施するまち歩
きプランをイベントに合わせて特⾊あるプランとして実施してもらうべく協⼒していく考え。上記モニター
ツアーは、第２回がハルネ⼩⽥原開業に合わせて、第３回は⼩⽥原梅まつり菓⼦展⽰会開催に合わせて実施
した。 

他⽅、観光協会が収益を獲得する⽅向としては、NPO等によるまち歩きとその他の⼩⽥原観光資源を組み
合わせたプランとして、旅⾏会社に卸販売を狙うこととした。具体的には、本事業の中でクラブツーリズム
に⼩⽥原まち歩きプログラムを組み⼊れた募集ものバスツアーを実施いただいたが、当該案件ではプログラ
ムと団体予約が難しい漁港⾷堂昼⾷セットで⼿数料を収受した上で卸販売した。 

課題としては、現状は複数あるガイド団体の窓⼝⼀本化は各団体の成り⽴ちが違うため、慎重に進めなく
てはいけない。 
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（５）商品開発・物販について 
これまで⼩⽥原ちょうちん材料やオリジナルカレンダーの製作販売を⾏ってきたが、25年度ノベルティ

製作したオリジナルグッズを協会主催⾏事で販売する機会を設けることで、その関連商品の売上が748,890
円となった。しかし、在庫管理のための場所代や⼈件費を考えると販売価格に対する利益は少なく、単にグ
ッズ販売だけでは⾃主財源率を上げることは難しい。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

『⼩⽥原なりわいまち歩き』については、効果的な宣伝ができず、集客に苦労した。 
『おだわら雛の道中と美味しいものちょい⾷べ歩きツアー』については、多くはないが少しずつ集客があ

る。興味のある層には届いていると認識する。⼀⽅、多くの集客がある訳ではなく、訴求⼒があるとはいえ
ない。 

 
（７）運営体制について 

市及びNPO団体との連携は官⺠協働事業を通じて進⾏している。課題として、観光協会では年間に複数の
主催⾏事を抱えているため、その他の新規事業を担う⼈材の⼈数が不⾜している。法⼈化をし、収益事業も
始めているが、新たに⼈材を確保する程の収⼊がないため、限られた職員数で業務量だけが増えていってし
まう。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

⼩⽥原市観光課によるリードが⼤きい。他⽅、担当者変更等により現状レベルの注⼒が継続的なのか不安。
観光協会の会員向けの会議や情報提供は少なく、従来は殆ど⾏われていなかった。本年度事業で⽬利きとし
て他地域観光協会事務局⻑経験者からアドバイスを受け、また同⾏による訪問活動により、関係者意⾒擦り
合わせの必要性を内外から強く感じた。 

 
（９）まとめ 

モニターツアー扱いではないが、事業の取り組みの中で、クラブツーリズム社による募集団体を実施して
もらい、観光協会がまち歩きプログラムと観光資源をアレンジして卸販売することができた。観光協会が窓
⼝となり観光客や旅⾏会社等へまち歩きやガイドのコーディネートができる仕組み作りが必要である。 

また、オリジナルグッズを協会主催⾏事で販売する機会を設けることで、約75万円の売上を上げること
ができた。しかし、販売価格に対する利益は少ないため、今後は売れる商品や管理に⼿間のかからない商品
の開発・販売を⾏う。 

今後は観光協会が⼿数料を得る仕組みではなく、NPO団体等プログラムを設定・実施する主体者に積極的
に活動してもらう⽅向性を検討する。協会は定期的にNPOが実施するまち歩きプランをイベントに合わせて
特⾊あるプランとして実施してもらうべく協⼒していく。他⽅、観光協会が収益を獲得する⽅向として、
NPO等によるまち歩きとその他の⼩⽥原観光資源を組み合わせたプランとして、旅⾏会社への卸販売を狙う。 

ツアー内容については、今後はバスツアー造成業者等にまち歩きプログラムと漁港⾷堂予約をセットして
卸販売する。複数あるガイド団体の窓⼝⼀本化については、それぞれの特徴をくみ取り、各々のイベントな
どで協⼒し合いながら、相互の連携強化につなげていきたい。 

地域との連携については、今後は定期的な会員訪問活動を実施する。担当エリアや担当者をアサインした
上で、訪問活動と会議の設定をする。 
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〔提案21〕河⼝湖〜新御坂トンネル〜笛吹≫やまなしウェルネス街道（仮称）⼥性にやさしい「美と健康と癒し」 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

現在は事業単体としてビジネスとして成り⽴っている状態ではなく、あくまで地域の魅⼒づくりとしての
内法で展開されている。事業を継続的に実施展開するための観光地ビジネスの課題としては、収益モデルが
できあがっていない事業においては継続的な資⾦が必要となり、⾏政⽀援を仰ぐことが当たり前の感覚とな
っていること、そのモデルが完成した場合でも、その事業収⽀を管理するための要員が必要となり、それ⾃
体がコスト倒れとなってしまうことが想定される。 

観光地域づくり関連では、富⼠⼭効果により来訪者が拡⼤したものの、宿泊観光客数が思うように伸びて
いないのが実態である。富⼠登⼭をするために起点となる駅まで来ている観光客が、富⼠五湖エリアに滞在
せずそのまま都内に戻ってしまっている現状がある。 

また、⼭梨県特有の「郡内（富⼠五湖エリア）」と「くになか（甲府盆地内エリア）」という⾏政区による
観光客の精神的バリアのみならず、ＰＲや⾏政の販促活動などもここで分断されていることが、域内観光誘
客の回遊性・滞在時間の向上にブレーキをかけているという実態がある。 

両地域はウェルネエスツーリズムへの取り組みを通じ、前述の通り協業でモニターツアーなどを展開し、
それぞれの地域資源を相互に共有することで活路が⾒えてきたが、今年度５⽉中旬から６⽉末までの約40
⽇間にわたり両市町をつなぐ「御坂トンネル」の天井板撤去⼯事が⾏われ通⾏⽌めとなる。「笹⼦トンネル
崩落事故」のイメージもこの⼯事にはついて回ることから、本格的な観光シーズンを前に、各観光事業者は
観光客離れが進むことに⼤きな懸念を抱いているところである。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

ポールレンタルやイベント参加に関して収益管理を⾏うことで、収益モデルを構築する。今回の事業主体
を富⼠⼭国際ノルディックウォーク協会から「⽇本国際ふれあい協会」に変更したのもその管理を⾏うため
の要員が整っていることにあり、会計機能を有しているため精算業務も対応可能。また、料理教室やスイー
ツイベントなど、本当にやる気のある事業者を集約するために、⼀部受講料を徴収するなどして、取り組み
の精度と本気度を⾼めるとともに、イベントなども戦略的に参加費⽤から収益を計上できるような取り組み
とすることを検討したい。 

観光地域づくり関連では、富⼠河⼝湖エリアで展開される「ノルディックウォーキング」、そして笛吹・
⽯和エリアで展開される「⾷」と「温泉」を活⽤した⼥性客拡⼤に向けた取り組みを継続実施し、相互のエ
リアにてその事業を展開するとともに、象徴的なイベントとの展開を⾏う。具体的には、ノルディックウォ
ーキングの相互エリアでの展開、マクロビオティックス及び地域の⾷材を活⽤したヘルシーメニューやスイ
ーツの開発、象徴的なイベントとして、⽇本で初の「ノルディックラン」の継続実施、両市町で共同展開す
るヘルシー料理とスイーツめぐり等の１店１品運動の展開、両地域を結ぶ「御坂トンネル」開通時のウォー
キングイベントの実施などを展開し、地域の⼀体感を観光客、観光事業者ともに醸成させる取り組みを実施
する。 

なお、料理教室やスイーツイベントについて検討した結果、受⼊環境の整備が課題となり、⾯での取り組
みが困難という結論に⾄ったため、今後は点と点を結ぶ線での取り組みを⾏い、フルーツ・スイーツという
観光資源との有機的な結び付けを追及していきたい。 
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また、ノルディックウォークの⽴ち位置について、メインメニューとしたビジネス化よりも、世界⽂化遺
産および構成資産と河⼝湖畔のサイド観光コンテンツとしてのビジネス化を進めることが望ましいという
意⾒にまとまり、そのための指導者育成と教育現場をはじめとした地域での講習、指導環境と受⼊体制の強
化へ取り組みを変更する。 

笛吹地区のマクロビオテックスについては、新たな観光素材として着⽬し、平成25年度に勉強会や料理
教室、モニターツアーや先進地視察などを実施し、ある程度の⼿応えがあり、平成25年度末に継続した取
り組みの可否を確認したところ、下記理由により取り組み可能施設は１施設のみであったため、平成26年
度の笛吹市（⽯和温泉）での取り組みについては、【美と健康と癒し】を①ノルディックウォーク＆「くつ
ろぎの邸 くにたち」での健康⼊浴プログラム、②ノルディックウォーク＆マクロビの考えを取り⼊れたレ
ストラン「農カフェ hakari」での昼⾷、③「くにたち」＆「農カフェ hakari」などをモデルコースとして
紹介していく。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、「早朝の清々しい空気の中、ノルディックウォークで健康的に散
策しませんか。河⼝湖畔や笛吹市の桃・ぶどう畑など、季節を感じながら歩きます」とした。 

実施結果としては、ノルディックウォーク⾃体は楽しんでいただけたが、ノルディックだけではコンテン
ツとして弱いと感じているので、募集して集まるかが不安ではある。周辺の観光資源と結びつけたり、観光
ガイドやノルディック指導者とのふれあいによる温かさを加えることが重要である。 

 
第２回モニターツアーでは、第１回からの改善点として、昼⾷を組込んだセット販売とする、指導者講習

会実施によりノルディックウォーク指導者を増やす、指導者講習受講者によるガイドツアーコースの作成お
よび設定を⾏う、富⼠河⼝湖町と笛吹市それぞれで互いのノルディックウォークの取り組みを紹介し合い、
認知を⾼めることとした。コンセプトは「JTB地球いきいきプロジェクトと連動したモニターツアーを実施。
観光地の清掃活動とともに地元の⽅々とのふれあい、ご当地グルメをお楽しみいただき、富⼠河⼝湖町と笛
吹市が町ぐるみで取り組みんでいる『ノルディックウォーク』をお楽しみいただきます。」とした。 

実施結果としては、参加者の満⾜度は⾼かった。しかし、外でのウォーキングゆえに天候に左右される。
少々の⾬の中で実施すべきか、中⽌になった場合の代案を提⽰するか（できるか）が難しい。今回は河⼝湖
では時間を短縮し実施できたが、⽯和温泉では実施することができなかった。今後は、⾬天時の代案を提⽰
（準備）する必要がある。また、ポールレンタル料の徴収やコースや距離による明確な料⾦設定、ノルディ
ックの観光ガイドとインストラクターという役割に対する⼈件費の設定が必要である。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

ポール販売、レンタル、インストラクター派遣、⾃主イベントによる参加費および補助⾦などの収⼊を確
保することができた。仕組みづくりの⾯では、関係者が参加した先進地視察（⻑野県佐久市）、指導者講習
を実施してインストラクターを19名養成し、その成果としてモデルコースを兼ねた指導者向けガイドマッ
プも製作できた。先進地視察については河⼝湖と笛吹合計80名でノルディックウォーク先進地である⻑野
県佐久市を視察し、地域と⼀体となった取り組みを学び、どのようにビジネスにつなげているのかを視察。
地域ぐるみで取り組むノルディックが集客⼒を持つことを体感し、河⼝湖・笛吹それぞれの素材と結びつけ
ることで連動した観光コンテンツを形成する事を改めて認識した。また、旅館など観光従事者を中⼼にワー
クショップ、勉強会と指導者講習を実施。指導者講習会には富⼠河⼝湖町と笛吹から19名が参加したが、
今後ノルディックウォークの裾野を広げていくための地域⼀体となった取り組みとして、地元の関係者の間
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では⾮常に好評であった。さらに、教育現場での講習会実施を富⼠河⼝湖町学校教育課に打診したところ、
今後、⼟曜⽇に学校を利⽤した講習会を親⼦を対象に実施することになった。その他、笛吹市で実施される
「富⼠⼭眺望トレイルラン＆ウォーク」会場にてノルディックウォークブース出展等を実施し、地域⼀体で
の取り組みの機運を醸成した。 

⼀⽅、当初案として⼀部受講料を徴収するなどして取り組みの精度と本気度を⾼めるとともに、イベント
なども戦略的に参加費⽤から収益を計上できるような取り組みとすることを検討したが、河⼝湖と笛吹の⾜
並み（ノルディック環境の差）が揃わず断念した。 

課題としては、財源不⾜から宣伝が⼗分できず、結果として集客が伸びなかった。 
 
（５）広報・ＰＲについて 

インバウンドを意識したツアーを想定し、留学⽣組織にＰＲを⾏い、参加者の約半数を留学⽣が占めた。 
 
（６）運営体制について 

⾃治体の協⼒とともに地域ぐるみでの取り組みができている。町の観光施策と連動した取り組みとなって
いる。運営側の意識は⾮常に⾼い。 

 
（７）地域内関係者との連携について 

観光課、観光連盟、河⼝湖温泉旅館協同組合との連携が図られており、インストラクターとの連携も図れ
ている。また、今年度は⾃主イベント（第３回富⼠⼭国際ノルディックラン）開催に伴い、富⼠河⼝湖町よ
り100万円の補助を受けた。町⻑をはじめ県議会議員に出席いただき、観光課、観光連盟などの協⼒を得て、
町ぐるみのイベントとして実施した。課題として、参加料だけではイベントの⾃⾛が難しく、補助がないと
運営が厳しいのが現実である。企業協賛の働きかけなども必要と考える。 

連携のための連絡⼿段については、まだまだアナログの部分があることが課題である。 
 
（８）まとめ 

ポール販売、レンタル、インストラクター派遣、⾃主イベントによる参加費および補助⾦などの収⼊が確
保できた。また、先進地視察、指導者講習を実施してインストラクターを養成し、成果としてモデルコース
を兼ねた指導者向けガイドマップも製作できた。先進地視察については⻑野県佐久市を訪問し、地域と⼀体
となった取り組みを学び、どのようにビジネスにつなげているのかを視察した。地域ぐるみで取り組むノル
ディックが集客⼒を持つことを体感し、河⼝湖・笛吹それぞれの素材と結びつけることで連動した観光コン
テンツを形成する事を改めて認識した。また、旅館など観光従事者を中⼼にワークショップ、勉強会と指導
者講習を実施。指導者講習会は今後ノルディックウォークの裾野を広げていくための取り組みとして⾮常に
好評であった。さらに、教育現場での講習会実施を富⼠河⼝湖町に打診したところ、⼟曜⽇に学校を利⽤し
た講習会を親⼦を対象に実施することになった。その他、笛吹市で実施される「富⼠⼭眺望トレイルラン＆
ウォーク」会場にてノルディックウォークブース出展等を実施し、地域⼀体での取り組みの機運を醸成した。 

今後は底辺の拡⼤とさらなる指導者育成を⽬標に、定番コースと季節のベストコース及び個⼈向け商品と
団体向け商品を設定し、指導者⽤ガイドマップにモデルコース・料⾦を明⽰し、有料着地型コンテンツとし
ても配布できるよう製作する。併せて多⾔語対応も⾏い、国内、インバウンド、個⼈、団体問わずノルディ
ックウォークの参加者増を⽬指す。併せて団体の受⼊体制の整備も⾏う。 

また、参加料だけではイベントの⾃⾛が難しく、補助がないと運営が厳しいのが現実であるため、スポー
ツ新聞社との協働により財源・集客⾯の改善を図り、併せて企業協賛を募る。 

さらに、ワークショップ・ウォーキングの有料化を図りたい。また、湖畔周辺だけではなく他の観光資源
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との結びつけを⾏う。さらに、インストラクター養成の次のステップとして、観光ガイドとしての知識を兼
ね備えたインストラクターの⼈材育成を⾏う。 
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〔提案22〕にいがた「夏の雪旅」ビジネスの創出 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

現状としては、各地の雪まつりなどの取り組みに差があり、統⼀感が出しづらい。夏の雪まつりの名称、
規模やターゲット層、雪の保存や運営ノウハウ等に差がある。地域のお祭りとして実施しているものも多く、
ビジネスとして運営する意識が希薄な地域がある。集客⼒のあるイベントについても⻑年のやり⽅を踏襲し
ており、収⼊を上げビジネス化する検討が不⾜している。 

また、ターゲットとなる客層の特性、時期等の制約から発地型のツアーは造成しづらい。メインとなる夏
休みのファミリー層の多くは、マイカーを利⽤し旅⾏することが多い。特にお盆の時期は、渋滞等を考慮す
ると⾸都圏からのバスツアーは⾏程が組みづらく、ピーク時の料⾦になるため、ファミリー旅⾏では割⾼感
が強い。 

観光地域づくり関連では、冬季のスキー・スノボだけでなく、夏季に雪を活⽤したイベント等により、地
域振興を図る気運が徐々に⾼まっているが、観光振興の視点からの磨き上げが不⾜している。 

また、雪室グルメの認知度が⼗分でなく、魅⼒が⼀般に広まっていない。⽇本酒とワイン以外は購⼊でき
る場所が少なく、個別企業、協同組合など事業者の形態・⽅針が異なるため、統⼀したプロモーションがで
きていない。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

平成25年度「官⺠協働した魅⼒ある観光地の再建･強化事業」の実績をベースとして、夏の雪イベントや
雪室体験などの各地の取り組みを着地型旅⾏商品としてパッケージ化して、より多くの旅⾏者から利⽤して
もらい、地域にカネが落ちる仕組みをつくって⾃主財源を⽣み出し、持続的な取り組みとする。具体的には、
料⾦を取れるところを検討し、⾒合ったサービスの質を⾼める。次に、地域の特性に応じ狙うべきターゲッ
ト層に合ったイベント演出、体験メニュー等を作る。さらに、他地域や他の体験メニュー、交通機関等と調
整し造成した着地型旅⾏商品パッケージを旅⾏会社に売り込み、商品に組み込むもしくは販売してもらう。
また、外国⼈観光客の誘致に向け、ＶＪ訪⽇促進キャンペーンの取り組みと連携し、中国・台湾等へのセー
ルス・プロモーションを⾏う。 

平成26年度の具体的なビジネス収⼊は、「夏の雪旅」パンフレットやFacebook、イベント時に配布する
チラシ等に広告をとり、広告料を収⼊とする。次に、イベントの⼀⾓に「夏休み宿題教室」やクイズラリー
を開いてイベント参加料の収⼊、さらにツアー中やイベント時に雪室⾷品やレルヒさんグッズを販売し物販
収⼊を得る。また、夏の⼦ども向けスキースクール受講券等をツアーと⼀緒に販売し受託販売⼿数料の収⼊
と、旅⾏会社が企画・実施した「夏の雪旅」商品販売額の３％を旅⾏企画料とした収⼊を計画している。 

観光地域づくり関連では、改めて平成25年度の取り組みを振り返った上で地元関係者への意識づけが挙
げられる。具体的には、夏の雪イベントや雪室体験などの各地の取り組みを「夏の雪旅」商品として磨き上
げていく過程で、⼀般住⺠、⺠間事業者、観光協会等、地元関係者が共通の認識に⽴ち、観光客の求めると
ころを⾒つけて、できるところは実践する。また、運営の継続・地域活性化に向け、収⼊を得られる⽅策を
検討する。 
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（３）モニターツアーの実施結果 
第１回モニターツアーとして「JTBOB会 北関東地区倶楽部」および「JTBOB会 関東⽀部さきたま倶

楽部」のツアー２本が実施された。 
２ツアーのコンセプトは、にいがた夏の雪旅イベントは７⽉５⽇妙⾼市を⽪切りに９⽉毎⼟・⽇開催のガ

ーラ湯沢サマーゲレンデまでの期間を予定しており、今モニターツアーは雪イベントには参加できないが、
雪室グルメと雪保管現場を⾒ていただき、旅⾏に造詣の深い参加者へのアンケートを⾏い商品造成に向けた
調査を⽬的としたものである。 

なお、第１回モニターツアーは６⽉実施のためイベント視察はできず雪室⽂化・雪室グルメの視察体験と
なる。 

 
第１回モニターツアーでは会場イベント開催前に実施のため雪室⾒学・雪室グルメ「へぎそば」（有料オ

プション）を提供したが、第２回ではイベント参画型ツアーとして造成した。収⼊の観点からは、⼋海⼭ロ
ープウエイ乗⾞を組み込むことで、施設者の販売に寄与（37,000円）することとした。コンセプトは『に
いがた夏の雪旅イベントの１つである「夏の天空雪まつりＩＮ⼋海⼭」に新潟県内（新潟市）よりイベント
参加型募集ツアーを実施する』とした。 

実施結果としては、参加者の満⾜度は⾼かった。しかし、各イベントともに地域密着型イベントのため、
宿泊を伴うツアー造成は難しい。参加者の雪に対する感動は⼤きく、国内滞在型パッケージツアー並びにイ
ンバウンドツアーに組み込み可能なオプショナルツアーとしての造成が期待できるため、今後はイベント参
画型ツアー造成や、イベントオプショナルツアーとしてのパッケージ化が必要である。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

各イベントが事業所（企業）ごとに開催のため収⼊管理ができないが、関連付けたイベント開催で集客に
つなげることができた。 

課題として、⾏政主体イベントと企業主体イベントがあるが、⾏政主体イベントは収⼊確保を⽬的にして
いないため、イベントによる経済効果をどのように図るかが難しい。 

 
（５）広報・ＰＲについて 

Facebook調査報告においては、情報がシェアされると「いいね！」が⽐例して増加することがわかった。
また、イベントゲストとして出演したアイドルユニット「RYUTist」と笛⼈「本宮宏美」による誘客効果が
⼤いにあり、⼗分なＰＲの実施とターゲットのツアー商品に対する理解が拡がった。 

 
（６）運営体制について 

企業主体イベントで収益が上がっているため事業として継続できているが、今後の事務局経費やＰＲ経費
をいかに捻出するかが課題となる。現在は事務局主体で運営されており、事業者が個々に夏の雪旅イベント
を実施しているため、にいがた夏の雪旅推進協議会の「⽴ち位置」を明確にする必要がある。 

 
（７）地域内関係者との連携について 

何箇所かの事業者によりFacebook等でにいがた夏の雪旅を表題にしたイベント告知がなされており、
Facebook上で相互に情報のシェアも⾏っている。 

課題としては、⾏政主体でイベント開催している箇所は地元住⺠を対象としたイベントと位置付けている
ため、連携がなされていない。また、SNSの活⽤を⼗分に⾏っていない事業者がある。 
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（８）まとめ 
イベント開催で集客につなげることができた。⾏政主体イベントは収⼊確保を⽬的にしていないため、イ

ベントによる経済効果をどのように図るかが難しいことが課題である。各企業が次年度もイベントを開催予
定のため、情報を共有し、メディアに対してイベントＰＲを露出していく必要がある。 

今後は、体験内容（ツアーコンセプト）、ツアーのメニュー構成の検討・⾒直しを⾏い、イベント体験プ
ログラムの有料化を図っていく。 

また、課題である⼊場者数の増加に向け、各イベントがアライアンスを組んで積極的にＰＲを⾏う。 
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〔提案23〕地域誘客×⼤学⽣ “星に⼀番近いリゾート”⽴⼭キャンパス開講！ 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

⽴⼭⿊部アルペンルートに訪れる観光客と地域との連携が少なく、観光客の経済波及効果が少ない状況で
あるため、平坦地の魅⼒を創出し、⼭岳観光に訪れる観光客が平坦地に⽴ち寄り、何らかの経済効果を⽣み
出す仕組みづくりが必要な状況である。 

そのためには、平坦地における地域資源の磨き上げによる魅⼒の創出や、農業体験・伝統継承など体験交
流型旅⾏商品の開発を進めるとともに、消費活動の伴う着地滞在型の商品・企画の開発が必要である。 

また、受け⼊れ側の体制としても、旅⾏企画販売や観光商品ＰＲ・販売流通における財源、⼈的資源の不
⾜も課題となっている。 

観光地域づくり関連では、当地域は年間100万⼈の観光客が訪れるが、地域の魅⼒や⼈の魅⼒が訪れる⽅
に⼗分に伝えきれていない状況である。世界的なブランド「⽴⼭⿊部アルペンルート」を有しており、国内
はもとより海外からも多くの観光客が訪れ、近年、台湾等の近隣諸国からの⼊込が増加している⼀⽅、観光
客の多くは⽴⼭町の中⼼地のある平坦部に⽴ち寄ることなく、アルペンルートの⼊り⼝まで本町を通過する
だけとなっており、交流による地域活性化や地域経済への波及効果が少ない状況に陥っている。 

そのため、アルペンルートの観光客と平坦地を繋げる仕組みづくりや観光資源・魅⼒の発掘、交流の場の
創出も望まれている。また、観光客の年齢層も中⾼年層が多く、地域活⼒を再⽣するためには若年層への誘
客・交流の仕組みづくりも必要となっている。 

商⼯業分野においては、広域的商業圏の出現や、購買ニーズ・娯楽ニーズの多様化に伴い、商業を取り巻
く環境は⼀層厳しさを増しているため、商業団体との連携のもと、地域に密着したサービスの充実と多⽅⾯
からの顧客確保などの強化⽀策を進める必要がある。 

そういったことから、地域資源を活⽤した滞在型観光を商品化する取り組みやスポーツ・ツーリズム等の
開発などの観光客を地域経済に取り込む仕組みづくりや、交流⼈⼝を増加させる施策の推進が、観光地域づ
くりとしての喫緊の課題となっている。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

現在の⼤学及び学⽣には、企業や地域と連携して理論と現実を学びながら実践し、実践しながらかつ学ぶ
実学が求められている。そのニーズにあった⼤学向け研修滞在プログラム商品を造成し販売することにより、
売上⾼の増加を⾒込む。具体的には、⽴⼭グリーンパーク吉峰の宿泊、⺠泊の活⽤による農家の収⼊増、温
泉施設の利⽤がある。また、鉄道資源（富⼭地⽅鉄道）の利⽤、地元⾷材、特産品・⽴⼭ブランドの消費、
地域⼈材（⼭岳ガイドや観光ガイド、体験観光のインストラクター）の活⽤・育成の他、フィールドワーク
先での消費やコミュニケーション等も挙げられる。その後コンペティションを実施、優秀作品についてはビ
ジネス化の検討を⾏い、着地型旅⾏商品のラインナップ造成に活⽤する。造成した商品のラインナップが揃
った時点で各旅⾏会社と連携してそれらのＰＲ・販売促進を⾏うと同時に、独⾃でもウェブサイト等を活⽤
して販売、申込受付、決済まで⾏えるようにしていく。将来的に、着地型観光商品の流通・販売を⾏える予
約販売システムを利⽤する。新しいマーケットに対して、より⾼い付加価値のある滞在型宿泊型観光商品を
企画・実施し、増加する訪⽇旅⾏客への誘客、団体旅⾏客へのオプション企画による着地型旅⾏商品の造成
し販売する。 

これらは⾃主財源を確保するため、⾃らが造成・管理・販売を⾏う。 
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観光地域づくり関連では、ただ通過されるだけの観光地からの脱却や、地元住⺠と地域に訪れた者が交流
できる仕組みづくりへの取り組みが挙げられる。そのため、着地型滞在観光の商品化を観光地域づくりの中
⼼と位置づけ、平成25年度事業で実施したモニターツアー「⽴⼭スイーツ列⾞」、「⽴⼭トンネルウォーク」
を参考とした新たな発想による魅⼒の造成や、若年層をターゲットとした滞在型誘客を実施する。具体的に
は、世界的な観光地であり、雄⼤な⾃然環境や古くからの信仰の歴史を持つ「⽴⼭」というフィールドを「⽴
⼭キャンパス」と命名し、⼤学⽣を対象としたインターカレッジコンペティション事業のフィールドワーク
（研修合宿）を体系化する。それにより、「⽴⼭キャンパス」を机上では分かりづらい地域の抱える課題や、
都会では体験できない⽥舎暮らしを体験できる現実と理論を融合させた実学の場として位置づけ、単なる滞
在型企画に留まらず地域誘客と地域おこしが連携した域学連携型観光地域づくりとして展開するため「⽴⼭
キャンパス」を開講する。本事業においては、⾸都圏や関⻄圏の⼤学⽣を対象に、平成25年度モニターツ
アー「⽴⼭スイーツ列⾞」、「⽴⼭トンネルウォーク」といったような地域資源とインフラを絡めたイベント
開発、今後の商品化や地域資源を活⽤した新規事業開発について研究し、観光地におけるビジネス展開でき
る企画の提案を研修課題としたモニターツアーを実施し「⽴⼭キャンパス」の定着化を図る。 

また、地域における本事業の関⼼を⾼めることを⽬的として、地域の滞在施設や機関を対象とした勉強会
や地元住⺠を巻き込んだワークショップの開催に加え、⽴⼭町の概要説明、まちづくりの課題の背景説明を
地区ごとの会場や⼤学で実施する。具体的には、「⽴⼭キャンパス」をスポーツツーリズム拠点とするため、
スポーツ振興に精通したアスリートによる勉強会や、⼤学に対する参画交渉を通じて認識した要望や課題を
整理するため、提案者、旅⾏会社、⾏政による勉強会を実施する。そのことで、全国の⼤学教員や学⽣に向
けて⽴⼭への興味を促すための魅⼒発信やＰＲを主体としたシンポジウムを開催（⾸都圏予定）し、多くの
関係者に「⽴⼭キャンパス」を周知する。また、同時に地域誘客や地域活性化と⼤学との連携についての将
来的な展望も模索する。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーは、コンセプトを『若年層をターゲットとする着地型観光商品開発に向けた取り組
みの⼀環として、⽴⼭町の鉄道インフラ資源である富⼭地⽅鉄道⽴⼭線に焦点をあて、⼤学⽣を対象とした
「⽴⼭あーとれいん」（アート作品で飾った特別⾞両）乗⾞体験と⼤学⽣と事業者との交流を通じた資源磨
きのための体験モニター』とした。 

実施結果として、乗⾞体験については、わくわく感を与える演出や説明⽅法についてもっと⼯夫が必要と
いうアンケート回答が多数みられた。また、⽴⼭町企画施策課、富⼭地⽅鉄道の各担当者との交流座談会は、
５段階評価（かなり不満、やや不満、普通、やや期待以上、かなり期待以上）中、ほとんどが「かなり期待
以上」という回答が得られ、⼤学⽣にとって実際に運営にあたる社会⼈との交流は魅⼒ある体験であるとい
える。地元の事業従事者との交流体験のプログラム化について⼿応えを感じる結果を得たことから、⽴⼭町
ならではの地域資源を素材とし、地元の事業従事者との交流体験に⼤学⽣の視点やアイデアを取り⼊れ、“イ
ンフラ” 、““⾃然・環境”“ 、“⽣活・⽂化・歴史”などの「学び」を中⼼テーマとした体験プログラムを開発す
る。 

 
第２回モニターツアーでは、第１回からの改善点として、送迎バス、昼⾷等を組み込んだ旅⾏代⾦を設定

し、収益増を図った。また、⾸都圏の⼤学へのＰＲを強化し、参加⼈数の⼤幅増員を図った。コンセプトは
『雄⼤な⾃然や⽴⼭信仰の歴史を⼤学⽣に「学ぶ」ことをコンセプトとした体験プログラムとして企画⽴案。
経験豊富な現地ガイドの解説を聞きながらの⼭岳トレッキングと、トレッキングを通じたチームビルディン
グや⼤学⽣の連帯感造成に繋げるとともに、⽴⼭の魅⼒を学びながら活動する体感型商品として実施する』
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とした。 
実施結果としては、満⾜度は概ね⾼かったものの、トレッキング前の事前講習会や、⼤学⽣の⽬から⾒た

⽴⼭の魅⼒と課題を直接抽出する意⾒交換会などを展開すべきであった。今後はトレッキング以外の体験項
⽬をプラスした１⽇コースの商品造成や、１⽇コース前後のオプション設定による宿泊、観光プランの組み
込みといった観点から、商品造成における諸条件を再度精査し、⽴⼭における⼤学⽣合宿や研修とトレッキ
ングとのマッチングがより密接となるようなさらなる雲上ガイドツアーの商品造成強化を⽬指す。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

これまで旅⾏業としての収⼊はなかったが、今回の事業にてツアー造成、販売チャネルの開発などに取り
組み、次年度からの旅⾏業としての収⼊の仕組みができあがった。 

課題としては、魅⼒ある学⽣向けツアーを引き続き造成すること及び販売チャネル（旅⾏会社・Webサ
イト）の拡⼤が挙げられる。 

 
（５）ツアー造成について 

モニターツアーを通して⼤学⽣のニーズを把握できた。⽴⼭の⾃然、信仰の歴史については⼀定の理解を
得たといえるが、本ツアーを基軸に⽴⼭に⼀定期間滞在することできる、より⼤学⽣に特化した商品の造成
が必要である。具体的には、トレッキング前の事前講習会や意⾒交換会など、⼤学⽣をターゲットにしたプ
ログラムの充実、雲上ガイドとの連携強化、お弁当を含めた⽴⼭並びに富⼭県ならではの⾷事内容の精査、
ツアー終了後のオプション設定、⾬天時の対応など天候状況を加味した商品造成の検討などが挙げられる。
また、⼤学⽣以外にも訴求⼒のあるツアー造成が必要である。 

 
（６）運営体制について 

平成25年度よりの継続事業として、前年度の反省、改善点をふまえながらの体制構築ができているとと
もに、宣伝ツールを活⽤した運営及び展開も頻度を上げて取り組むことができるようになっている。 

⼀⽅、⽴⼭町をより効果的にＰＲ、発信できる⼈材育成体制の構築が課題であり、地域内関係者との連携
強化や提案者との業務分担の明確化と効率化の推進、運営体制組成時における綿密なスケジューリングが求
められる。 

 
（７）地域内関係者との連携について 

運営側並びに地域内関係者ともに複数での体制を構築することにより、⼀定の業務効率が図られている。
また双⽅の連絡体制を密にすることにより、事業推進において⼀体感を持って対応している。 

課題としては、双⽅の業務煩雑化・多様化に伴い、詳細部分での意⾒の擦り合わせが若⼲不⾜しているた
め、定期的な関係者との打合せや意⾒交換の期⽇設定とその継続、年間スケジューリングの確⽴と業務推進
が求められる。 

 
（８）まとめ 

ツアー造成、販売チャネルの開発などに取り組み、次年度からの旅⾏業としての収⼊の仕組みができあが
った。 

今後は⾸都圏エリアを中⼼とした、⼤学⽣に対する⽴⼭への合宿地等の誘致に向けたヒアリング、アンケ
ート調査などの実施と調査結果に基づき、⼤学⽣にとって「⽴⼭」を訪れる⽬的が何であるのかといった定
義の明確化を⾏い、トレッキング前の事前講習会や意⾒交換会など、⼤学⽣をターゲットにしたプログラム
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の充実、雲上ガイドとの連携強化、お弁当を含めた⽴⼭並びに富⼭県ならではの⾷事内容の精査、ツアー終
了後のオプション設定、⾬天時の対応など天候状況を加味した商品造成を⾏っていく。 

また、⼤学⽣以外もターゲットとしたツアーや北陸新幹線開通を活⽤した⾸都圏発着、滞在型商品の造成
など、社内での議論や旅⾏会社の意⾒も取り⼊れ、訴求⼒のあるツアーの造成を⽬指す。また、旅⾏会社と
の更なる連携やWebサイトの露出・連携を増やすなど、販売チャネルの拡⼤にも取り組んでいく。 
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〔提案24〕⾦沢プレミアム ほんものの⼯芸にふれる旅 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

2015年春・北陸新幹線開業に向けて、新しい⾦沢の観光商品を造成していく必要がある。⾦沢市観光協
会の機能強化に取り組んでおり、その１つに旅⾏業取扱免許の取得を位置づけている。 

観光地域づくり関連では、観光客が伝統⼯芸や伝統⽂化を⼿軽に体験できるプログラムがある反⾯、⾦沢
に受け継がれた「ほんもの」に接し本格的な体験をすることは観光客にとって難しく、旅⾏プランも少ない。
また、⾦沢の「ほんもの」を知っていただく機会も少なく、伝統⼯芸の販路拡⼤などの地元産業の活性化と
観光をうまく繋げることができていない。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

今回の取り組みにおいて、ほんものの⼯芸にふれる旅のコーディネート機能を確⽴し、今後⾦沢市観光協
会コーディネート料⾦を新たな収⼊とするほか、着地型旅⾏商品を造成・販売し⾃主財源の強化を図ってい
く。 

観光地域づくり関連では、ほんものの⼯芸にふれる旅を確⽴させるため、平成25年度に実施した２つの
モニターツアーを通して得た旅⾏商品化に関するノウハウを活かし、今後は幅広い⼯芸分野、多くの作家に
参加頂くことが必要である。⾦沢には加賀友禅、⾦沢箔、⾦沢漆器、⼤樋焼など26業種の伝統⼯芸があり、
⼈間国宝や⽂化勲章受章者も含め、作家が創作活動を⽇々⾏っている。普段は会うことが難しい作家の創作
活動の場を⾒学し、直接話を聞き体験できる特別な旅を提案する。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーとして「⾦沢⼀期⼀会モニターツアー」２本が実施された。コンセプトはそれぞれ
「⾦沢九⾕の系譜をたどる 陶芸家 三代 ⼾出克彦を訪ねる」（⾦沢九⾕ツアー）および「⼈間国宝 灰外
達夫の挽曲と⽊象嵌の世界を訪ねる旅」（⽊⼯芸ツアー）とした。 

実施結果としては、⾦沢九⾕ツアー全体では参加者すべてが満⾜と回答し、作品⾒学・解説、⼯房案内、
お⼟産の順に評価が⾼かった。 

⽊⼯芸ツアーでも参加者すべてが満⾜と回答し、作品⾒学・解説と⼯房案内が特に評価が⾼かった。 
どちらのツアーも「作品⾒学・解説」の評価が最も⾼く、作家と直接触れ合うことや、普段⾒られない作

品鑑賞を重視している。お⼟産や⾷談についても好評価が多いものの⼤きな評価軸にはなっておらず、改め
て「作品⾒学・解説」が重要と認識した。 

また、⾦沢九⾕ツアーは⼯房での講義型、⽊⼯芸ツアーは座敷での座談会型で⾏われたが、⼯房や⾃宅居
間などの場のセッティングにより、参加者と作家との距離感（親しみ感）が異なっている。事務局から提供
する「知識」や「普段⾒られないモノ」、伝わる「作家の⼈柄」などに関する意⾒が多く、重要なコンテン
ツであることがわかった。コーディネーターによる解説誘導が重要なポイントであり、席によっては声が聞
こえにくいなどの意⾒があり、会場の広さに応じた配慮が必要である。また、ツアー前やバス⾞内での以前
の略歴説明を求める声もあった。お⼟産評価は参加者の好みにより⼀部評価が分かれているため、選定には
配慮が必要である。 
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第２回モニターツアーは２本が実施され、第１回からの改善点として、⼈間国宝中野⽒に案内⼈として初
めて参加いただき、特別感の⾼いツアーを造成した。中野先⽣のお話を、加賀蒔絵の企画展を⾏う中村記念
美術館内で実施し、「蒔絵」で⾏程につながりを持たせた。また、前年より２回⽬の⼤樋先⽣を案内⼈とす
るツアーでは、お茶の美術館との組み合わせにより満⾜度向上を⽬指した。参加者が主に⾼齢者であること
に配慮し、訪問先を午前・午後各１箇所として、１つの場所でゆったり過ごして楽しめるよう設定した。さ
らに、前年ツアーで近江町市場への訪問を希望する⽅がいたため、本ツアーの⾏程に追加した。 

実施結果としては、募集⼈員が定員20名に達しなかったことが最⼤の反省点であるが、美術館内や街並
み散策において、解説時間や移動距離が⻑いために⾜の悪い⽅は疲れて座ってしまうなど、満⾜度が低い⾏
程がみられた。⼤樋ツアーではお茶の美術館の企画展が加賀蒔絵であり、関連が薄いためか満⾜度は⾼くな
かったことが課題として挙げられたほか、ツアーの贅沢感・特別感について、「魅⼒に感じる」との回答は
それほど⾼くなかった。また、参加者の⼀部から近江町市場の買物が不要との声があった。 

美術館等の学芸員や案内⼈からの解説内容や時間配分は重要であり、参加者の属性や個別ニーズに合わせ
て改善する必要がある（⾜の悪い⾼齢者への配慮など）。美術館等では、企画展とメインコンテンツのつな
がりに配慮する。メインコンテンツと関連性が低い⾏程については、満⾜度や特別感が⾼まる新たなコンテ
ンツを検討する。その上でツアーの魅⼒の伝え⽅（チラシ写真、ツアー説明など）を⼯夫する。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

コーディネート窓⼝の試⾏運営を実施し、結果をふまえた本格運⽤を来年度以降に⽬指すこととしたため、
収益は得られていない。ただし、収⼊となるコーディネートフィー確保に向け、満⾜度の⾼いツアー造成の
ノウハウを蓄積した。 

課題として、本事業を含む着地型ツアー全体での⾃主財源率アップの仕組みづくりが挙げられる。 
 

（５）ツアー造成について 
新たなツアー造成の実績を積むことにより、コーディネートの課題抽出・改善が可能となった。 
課題としては、コーディネート件数の増加による⼯芸作家の負担増、コーディネート作業の集中が挙げら

れる。また、⼤樋焼をテーマとするツアーでは「加賀藩の歴史と⼯芸」を主とする美術館、茶⼈の美術館の
企画展（蒔絵）との相乗効果はそれほど⾼くはなく、メインコンテンツの⼤樋焼と合わせるサブコンテンツ
の⾒直し・試⾏が必要である。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

茶の湯に興味のある富裕層はターゲット層として市場規模が⼩さく、広く周知しても情報が届かない場合
もあった。ただし、参加していただいた⽅は100％満⾜、72％が紹介したいとアンケートで回答しており、
商品に対する理解は⼗分であった。 

 
（７）運営体制について 

事業の継続性については、ターゲット層に対して⾮常に満⾜度の⾼いツアー内容を提供できるため、今後
の参加ニーズが⾒込める。 

課題としては、将来的に事業を引き継ぐ組織にコーディネートできる⼈材がいないため、現在⼈材育成中
である。また、メインとなる⼯芸以外のコンテンツは、その都度コーディネーターが調整している実態があ
り、地域で連携しているとはいいがたい。 
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（８）地域内関係者との連携について 
⼯芸作家やお⾷事処、美術館など、ツアー受⼊に対して前向きに検討いただき、タイトなスケジュールで

の⽇程調整、ツアーＰＲ原稿の確認に快く協⼒いただいている。 
課題としては、コーディネート依頼の都度ツアーでの訪問依頼を⾏っており、タイトなスケジュールでの

調整・連絡となっており、地域内関係者の受⼊ニーズを⼗分に把握できていない。 
 

（９）まとめ 
コーディネート窓⼝の試⾏運営を実施し、その結果をふまえた本格運⽤を次年度以降に⽬指すこととした

ため、収益は得られていない。ただし、収⼊となるコーディネートフィー確保に向け、満⾜度の⾼いツアー
造成のノウハウを蓄積した。 

本事業を含む着地型ツアー全体での⾃主財源率アップの仕組みづくりが課題であるため、今後はコーディ
ネートフィーの設定による収⼊の確保を図るとともに、地域内関係者との連携や事業パートナーの増加に向
けた取り組みを⾏う。 

ツアー造成では、異なる作家でのツアー造成の試⾏、コーディネート作業簡易化のためのツール作成強化
（提供⽤作家素材集、内部マニュアルなど）、満⾜度を⾼める⼯芸品や歴史の解説内容・時間の検討、⼯芸
と関連が低い「近江町市場」⾏程の⾒直しを⾏い、その上で茶の湯や⼤樋焼などに興味のある富裕層を顧客
に持つ旅⾏会社等に対し、積極的なＰＲ営業を⾏う。 
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〔提案25〕知ること多き半島 恵み旅 “ちためぐ” 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

半⽥商⼯会議所が旅⾏業者等に商品を提案し催⾏されれば企画料を徴収する、あるいは消費者から企画料
を徴収することが可能であるかどうかは、旅⾏業資格を持つ企業や消費者への紹介業務を⾏う観光協会など
が協議会内部にあるため調整が必要な段階である。しかしながら、ビジネス化への取り組みが活性化する学
びの機会をつくるため、全国の観光組織や旅⾏業者に呼び掛けて着地型の商品の売り⽅、紹介の仕⽅、収⼊
の得⽅などについての講演会・ワークショップを実施している。 

観光地域づくり関連の「知多半島 ⾷と⽇本酒によるブランド化事業」では、地域のネットワークメンバ
ーが協⼒して事業を推進し、なおかつ予算以外の事業も新たに起こして、「⾷と⽇本酒事業」を核としなが
ら観光振興と地域資源の磨き上げを⾏った。 

平成26年度には⾏政と知多地域経済会議が資⾦を拠出して⼈材を登⽤し、広域観光を更に推し進める体
制が観光圏協議会として準備される（５⽉発⾜予定）。この組織がさらに広域的着地型の商品を造成し、旅
⾏業者や交通機関への紹介・営業を⾏っていく段階となった。半⽥商⼯会議所は新たな協議会体制を⽀援す
べく、今後潜在ニーズを探り事業を創造するとともに、収益を⾼める仕組みの構築が課題である。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

愛知県内や関東⽅⾯から旅⾏業者を通じて募集するものに関しては、半⽥商⼯会議所を通じて酒蔵や料亭
など地元の調整を⾏う。また、愛知県内、東海地⽅には多くの企業があることから、⻑期宿泊滞在のビジネ
ス客が転勤等で全国から居住している。この⼈々を対象に「知多酒で知多半島を楽しむ」ツアーを旅⾏業者
と造成し、半⽥商⼯会議所から地域経済団体を通じて旅⾏商品を企業に紹介する。旅⾏が催⾏されれば、参
加者・利⽤料に基づき企画料が徴収できる。また、ホームページの運⽤を通じ広告料を徴収する。 

観光地域づくり関連では、「知多半島 ⾷と⽇本酒によるブランド化事業」で開発した⾷と酒蔵巡りを組
み合わせたバスツアーは平成26年度もJTBほか旅⾏業者で実施される予定である。名古屋発着ではあるが、
愛知県内や関東⽅⾯からの集客を計画する。また新たな観光資源として、知多半島の⼭⾞⽂化も取り込む。 

愛知県内を訪れる企業⼈が多いビジネス客に着⽬し、転勤者等を対象に知多半島の⾷と知多酒を学ぶショ
ートツアーを実施し、国の酒蔵ツーリズムにも参加していく。この２本のモニターツアーを実施する。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーは、銘酒街道を造り上げていくコンテンツのひとつとしてのビジネス客向けツアー
造成のため、名古屋経済界の皆様に今回のモニターツアーにご参加いただき、ツアーの活⽤⽅法等のアドバ
イスを頂戴することをコンセプトに実施した。 

実施結果としては、福利厚⽣や研修メニューとして「活⽤できる」と回答した⽅が過半数であり、酒造り
の過程、⾷⽂化、⽇本⼈の知恵の深さを学び感じられる機会として前向きな回答が多かった。 

福利厚⽣や研修メニューとしての配慮事項については、対象者のニーズを聞き、カスタマイズできる⼯夫
が必要である。また、酒蔵における説明は各酒蔵で説明を分担し、ストーリー性を持たせることが必要であ
る。ツアー⾏程については酒蔵訪問数・滞在時間・全体時間等への意⾒は様々であり、各酒蔵の説明や順番、
内容に関して要望があった。また、福利厚⽣の１⼈あたりの予算は5,000円〜10,000円であり、ツアー価
格は「もう少し安く」という意⾒があった。 
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第２回モニターツアーでは、コンセプトを『…初めてのお寺めぐり・初めての⽇本酒… 半⽥商⼯会議所
が⼀昨年から取り組む「醸-KAMOSU-プロジェクト」。当地に富をもたらせた醸造業に着⽬し、“からだきれ
い こころきれい”をコンセプトに新たな息吹をもたらす取り組みに、200余年の歴史を刻む「知多四国霊
場めぐり」が加わり、知多半島の楽しみ⽅を提案する。お寺めぐり・お酒・野菜の“いろは”を学ぶツアーで
“からだきれい こころきれい”を体感する。』とした。 

第１回からの改善点としては、新たに地域資源である「知多四国霊場めぐり」をツアーに盛り込み、今後
の商品化にきっかけをつくった。また、「⼈」が⼤きく介在するプログラムとし、料⾦単価に沿う、あるい
は料⾦単価以上の価値の提供を図った。さらに、⾏程の各ポイントでは、お⼟産、試⾷・試飲を⼯夫し、ツ
アー参加の限定感を⾼めた。 

実施結果としては、満⾜度は⾮常に⾼く回答者全員が満⾜と評価しているが、告知については⼗分な時間
を確保できず、思いつくままの限定的な⼿段に終始し⼗分な参加者数を得られなかった。また、⾏程につい
ては新たな組み合わせでパッケージし実施してみたが、良し悪し両⾯があった。企画の絞り込みと深掘りが
必要である。 

今後は、ツアー商品の利⽤に繋げるための取り組み（講座等）との連携で利⽤者増を図る。また、企画の
絞り込み、深掘りにより魅⼒を⾼める。さらに、告知段階での情報発信を質量ともに⾼める。また、ツアー
催⾏後、「次」を促す企画を準備する。また、常⽇頃の情報発信に資するボランティアのモニターづくりも
⾏う。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

魅⼒ある地域資源として着⽬した知多半島の蔵元との関係が深まり、各蔵元はツアーの受け⼊れにも柔軟
性を兼ね備えてきた。⾒学時の試飲・販売も定着しつつある中、蔵元へ送客した⼈数に基づいた企画料の徴
収を試み、理解を得ながら前に進めてきた。また、知多四国霊場めぐりで使⽤した新たな納経帳をツアー限
定商品として位置付け、地元企業に収益の出る仕組みを⾒出すことができた。知多半島の蔵元と地域資源を
訪ねる今般のツアーも地域での認知は⾼まり、中部・北陸運輸局様が主導し広域的に取り組んでいる「昇⿓
道プロジェクト」の「⽇本銘酒街道」にも参画し、当所の取り組みをより広範に発信していくきっかけを築
いてきた。 

⼀⽅で、当所120周年（平成25年）を機とした地域活性化事業「醸-KAMOSU-プロジェクト」に連動し
たホームページを運⽤してきたが、内容がまだまだ⼗分とはいえず、広告媒体に成り得る段階に⾄らないの
が現状であり、運⽤を通じての広告事業は展開できなかった。 

課題としては、蔵元をはじめ、この２年を通じて訪ねた地域資源はいずれも「観光ステージ」とは縁遠い
存在であるため、送客数に応じた企画料の徴収は馴染みが薄く、理解に時間を要する。送客の意義に理解を
求めながら、全体の意識が⾼まる仕組みづくりが必要である。また、体験プログラム等、⾃らが持つ魅⼒を
掘り起こし、⾼め、収益へと繋げる意識と⾏動する⼒が求められており、⼀辺倒ではなく、お客様の選択肢
を増やし、ワクワク感のある魅⼒的な内容の充実が求められる段階となった。全体を通しての更なる底上げ、
厚みが原動⼒となり、ホームページ等を通じた広告効果の可能性を⾒出した。 

また、地域経済団体向けツアーから派⽣したビジネス客を対象とした企画については、企業の求める内容
と着地側の提供できる内容のマッチング作業における課題を⾒出すことができた。 
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（５）ツアー造成について 
ビジネス客が多い愛知県内を訪れる企業⼈に着⽬した取り組みとして、ツアー商品の新たな利⽤者を開拓

すべく、企業内研修、企業内福利厚⽣事業、転勤移住者、ビジネス系宿泊施設利⽤者等を対象としたショー
トツアーを実施していくことを⽬指した。地域企業へのヒアリング等で⼀定のニーズを掴み、具体的な事業
を実施できたことで可能性を広げることができた。 

いずれのツアーについても、知多半島全域を⾒回し、各市町の持つ資源を更に深掘りし、磨き上げる必要
がある。実施してきた内容はまだまだ表⾯的なものであり、更に深掘りすることにより、ツアーの幅を⼤き
く広げる可能性を有する。ツアーのテーマ設定を更に深掘りすることにより、資源の可能性を広げていく。 

また、ツアーガイドの⼈材育成について、おもてなしの⼼をもって知多半島を丸ごと紹介できる案内⼈は
ツアー価値の向上に直結するため、質の⾼い案内⼈づくりが急務である。 

ツアー本体以外のオプション商品の追加・⾒直しについては、ひとつのアイテムにこだわらず、派⽣的に
新たな商品づくりを継続することで相乗的な効果を⽬指す。 

『昇⿓道における銘酒街道づくりモニターツアー』については、飲⾷の提供内容をひと⼯夫し発信するこ
とで⼼に響く⾷のアレンジが可能となり、ツアーのテーマ・趣旨に沿った飲⾷の提供がツアーの価値を⾼め
る。 

『研修ツアー「観光振興と伝統の地場産業をみる」』については、より多くの企業にツアーを採⽤いただ
くにはプログラムの質・量、両⾯の充実が求められるため、新たな体制のもと、多様なテーマ設定とその内
容、様々なニーズに応ずることができる準備に注⼒する。 

総合的な課題としては、企業内研修、企業内福利厚⽣事業、転勤移住者、ビジネス系宿泊施設利⽤者等、
個々のツアー利⽤における⽬的に対応する企画⼒、及び継続的なコンタクト等⼀般的なツアー募集とは異な
るアプローチが必要であり、そのための体制づくり、役割分担が挙げられる。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

『昇⿓道における銘酒街道づくりモニターツアー』と『知多の⾷と⽂化と歴史にふれる旅』については、
⼀次的なＰＲは展開できたが、⼆次、三次と繋げる⼗分な厚みに⽋くＰＲに終始した。体制⾯を含めた戦略
的なＰＲを課題としてとらえている。 

『研修ツアー「観光振興と伝統の地場産業をみる」』については、企業研修にツアーを採⽤いただくとい
う⽬的は達成できた。参加者の意識を⾼めることが必要であると感じ、事前の準備に意識⾼揚を促すプログ
ラムがあればより最適と実感した。 

 
（７）運営体制について 

事業の継続性については地域活性化事業に繋げており、⼀定の予算も継続確保している。また、地元観光
協会、⾏政および広域観光圏協議会、⺠間事業者との連携は順調に⾼まり、地域との連携が進んでいる。 

課題としては、商⼯会議所の運営上⼗分な運営費の確保ができないため、事業パートナーを増やすこと、
関係機関の補助⾦等を有効に活⽤することなどが求められる。また、ホームページやSNSなど、運営・宣伝
⽤の各種ツールを⼗分に活⽤できない⼈的不⾜、能⼒不⾜を抱えている。関係機関との連携を深め、役割分
担することが急がれる。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

地域内関係者との連携については、まあ進んでいると考えており、関係機関参画のもと様々な会議、事業
が⾏われている。 
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課題としては、様々な会議、事業が⾏われているが、全体像を⽰す体系化は⼗分にできていない。組織を
横断する⼿段等を構築しておらず、共有化が不⾜している。 

 
（９）まとめ 

魅⼒ある地域資源として着⽬した知多半島の蔵元との関係が深まり、各蔵元はツアーの受け⼊れにも柔軟
性を兼ね備えてきた。⾒学時の試飲・販売も定着しつつある中、蔵元へ送客した⼈数に基づいた企画料の徴
収を試み、理解を得ながら前に進めてきた。また、知多四国霊場めぐりで使⽤した新たな納経帳をツアー限
定商品として位置付け、地元企業に収益の出る仕組みを⾒出すことができた。知多半島の蔵元と地域資源を
訪ねるツアーの地域での認知も⾼まり、中部・北陸運輸局様が主導し広域的に取り組んでいる「昇⿓道プロ
ジェクト」の「⽇本銘酒街道」にも参画し、当所の取り組みをより広範に発信していくきっかけを築いてき
た。 

課題としては、蔵元をはじめとした地域資源はいずれも「観光ステージ」とは縁遠い存在であるため、送
客数に応じた企画料の徴収に馴染みが薄く、理解に時間を要する。送客の意義に理解を求めながら、全体の
意識が⾼まる仕組みづくりが必要である。また、体験プログラム等、⾃らが持つ魅⼒を掘り起こし、⾼め、
収益へと繋げる意識と⾏動する⼒が求められており、⼀辺倒ではなく、お客様の選択肢を増やし、ワクワク
感のある魅⼒的な内容の充実が求められる。 

今後の取り組みとしては、ツアーについては集客率アップのみを考えるだけでなく、地元旅⾏会社やバス
の⼩型化など、企画側の⼿数料を最⼩限にする取り組みを模索し、お客様、企画側、受け⼊れ側が共に幸せ
となる仕組みの定着、確⽴を⽬指していく。地域経済団体向けツアーについては、異業種コミュニケーショ
ンの切り⼝をふまえながら継続していくことにより、各企業へのツアーＰＲを仕掛ける仕組みを継続し、企
画内容における企業側と着地側のマッチングのコツをつかみながら発展させていく。 

また、ホームページについては、内容の充実とともに⽬にふれやすい⼯夫を施し、ファンを増やすことに
より企業側に広告するメリットを訴えかけられる取り組みを進めていく。 

地域との連携については、組織間での情報共有を図るため、担当者間の連絡会議を開始し、運⽤上に必要
なフォーマット等の導⼊について協議していく。地域活性化・観光振興の⽴場を鑑み、それに資する運営を
⽬指す。また、知多半島地域の⾏政、商⼯会議所・商⼯会、観光協会等観光振興組織による「知多半島広域
観光圏協議会」が２年⽬を迎え、地域全体への経済波及効果を広めていくため体制を強化し、対外的な取り
組みの１つとして今年度の取り組みを継承していく。 

平成26年４⽉、知多半島の市町、経済界、観光振興組織が組織する「知多半島広域観光圏協議会」が組
織され、今春より２年⽬の活動に⼊る。平成27年４⽉、半⽥市は機構改⾰により新たに「観光課」を設置
し、本格的なキャンペーン展開を始める。この２年間での課題を共有し、経験を活かした仕掛けと仕組みづ
くりへと繋げていく。 
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〔提案26〕⻘のレストラン「リストランテ・フィールド・答志島」ツアー 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

答志島旅館組合では、組合員所属の各旅館からの組合費が収⼊の⼤部分を占め、収益⼒アップのための特
別な仕組みはなく現状維持に努めている状態である。イベントでの⾷材提供による収益が多少あるものの売
上単価が低く、有⼒な収⼊源とは⾔えない。ツアー商品などより⾼価格の売上が可能な商品は有していない。
また、旧来より続くイベントが多く、新規顧客の獲得⼒に乏しく先細りの傾向にある。 

観光地域づくり関連では、答志島を含む⿃⽻地域の観光客の来訪理由のほとんどが豊かな海産物を⽬的と
しているため、答志島地域の地域づくりは「⾷」と切り離せず、これまでの取り組みも「⾷」を中⼼に⾏わ
れてきている。しかし、旅館などで提供されている⾷事の形態は各旅館の会席料理が主で、旧来の形よりの
変化・⼯夫が少ないため、観光客の平均年齢が上がってきており新規顧客の数も減少傾向で、古くからのリ
ピーターに頼った経営が為されている現状である。単発的な事業は⾏っているものの根本解決には⾄ってい
ないため、このままでは地域における観光業が衰退の⼀途を辿ることは明らかである。そのため、新しい市
場ニーズに対応した企画を起こし、新規顧客、特に若年層のファン作りを早急に始めなければならない課題
がある。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

ツアー販売を代理するティーゲートが募集を⾏い、ツアーを催⾏する。答志島旅館組合は現地での送迎・
レストランの運営を⾏い、その代⾦をティーゲートより回収し収⼊とする。レストランでの⾷事のスタッフ
提供を旅館業の⼿隙時間の昼間に⾏い、⾷材の仕⼊れ・調理も⾃ら⾏う。⼈件費・⾷材費などの必要経費を
最低限に抑えて収益増加を⽬指す。 

観光地域づくり関連では、答志島ブルーフィールド（活⽤資源①）で突き抜けるように⻘い空と海の⾃然・
景⾊を感じながら、御⾷国（活⽤資源②）ならではの⾮常に豊かな海鮮⾷材で作った⻄洋⾵のお洒落な「ツ
マミ」を楽しめるリストランテの開催の取り組みを提案する。従来の答志島のイメージとは異なる⾼級レス
トランのしつらえ（テーブルクロス・⾷器）を⽤意し、ドレスコードを設けて特別感・ラグジュアリー感を
演出する。スタッフはレストランサービスの技術研修を受けた旅館組合の有志であり、持ち前の団結⼒（活
⽤資源③）と連携でお客様に⾮⽇常の空間を満⾜して頂けるよう努める。また有志は和⾷の世界⽂化遺産登
録に合わせ、島の海産物を「ツマミ」という概念で再構築し、⻄洋料理と融合させた創作料理の開発も⾏う。
レストランではワインなどのアルコールも楽しめる。神宮へお参りに⾏った参拝者がお酒や神饌と呼ばれる
⿂介類などを⾷し、⾝を清める「直会（なおらい）」のイメージを演出し、⼟地の神域性（活⽤資源④）を
活かす。 

この取り組みは従来の答志島観光に全くない試みであり、主に若い年齢層をターゲットとして新規顧客の
獲得を狙う。また、当取り組みは旧来の⽇本の雰囲気がある離島と⻄洋型レストランという外国⼈客の興味
を喚起する組み合わせであり、外国⼈客の獲得も併せて狙っていく。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、『太陽の道の三⾓ステージ「答志島ブルーフィールド」で島のイ
タリアンを⾷べる』とした。 
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実施結果としては総じて⾮常に満⾜度の⾼い結果となった。特に料理に対する良いコメント、答志島ブル
ーフィールドという屋外で⾷事することの魅⼒に対する意⾒が多かった。モニターツアーなので割安の料⾦
を設定したが、価格と提供内容のコストパフォーマンスについても不満を挙げるアンケートはなかった。⼀
⽅、カトラリー・ナプキンなどのテーブルセットなどが不⾜しているという指摘もあった。また、街歩きで
⾷材の⽣産の現場を⾒ることでワクワク感が出る等のコメントもあったが、多少道程が⻑すぎるとの指摘も
あった。 

以上、細かい指摘を除けば合格点といえるが、⾬天時に晴天時と同じ満⾜度を得ることができるのかとい
う点が最⼤の課題である。答志島ブルーフィールドという屋外施設で⾏うことによる天候リスクをクリアす
ることを必要条件に挙げる⽬利きも多く、魅⼒度を落とさずにコンテンツを提供できるかという試みが必要
である。残る細かい点については、役割分担によるスムーズな企画運営という部分で多少の不備があった。
また、スタッフのパフォーマンス（⾃らが意識を持って楽しく接客できるか）という点においてもさらに改
善の余地がある。 

 
第２回モニターツアーは、コンセプトを『離島の絶景三⾓ステージ「答志島ブルーフィールド」で島の海

鮮⾷材で作った地中海料理を⾷べる』とした。 
前回からの改善点として、具体的には県の観光サイトやFacebookを使うことによるＰＲの強化、よりス

ムーズなイベント遂⾏のための話し合い、実⾏メンバーを増やし島全体の取り組みとした。 
基本的に滞りなくツアーは終了となり、⻘空と素晴らしい海景⾊の前のレストランスペースに顧客も⾮常

に満⾜していたと感じられた。ただ、モニターツアーということもあり料⾦設定を低くしたため、採算が⾚
字となった。天候のリスクも含め予算⾯が今後の課題となる。より⾼価格の商品にできるよう、サービスを
充実させることが必要。⾼い価格を取るということはやり慣れていることが条件で、⼀流のサービスを提供
しなければならないため、それに⾒合うよう研修を通し、研鑽を重ねブランド化していく。また、街歩きに
もさらなる魅⼒が出るよう、今回の⽴ち寄り地以外の観光施設の散策の導⼊の検討が必要である。全体的な
戦略をメンバー全員で共有し、観光客誘致につなげたい。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

本年度はモニターツアーしか⾏っていないので収益はないが、次年度以降に効果が期待される。仕組みづ
くりとして、旅館組合有志を中⼼に地域の連携協⼒体制ができたことは⼤きな成果である。 

モニターツアーでは収益を上げるため旅館の従業員が昼休みの⼿隙時間を有効活⽤し、料理提供、仕⼊、
調理を⾏った。また、⾷材費を最低限に抑えるため、未利⽤⿂など市場で低価格で取引されている⾷材を有
効活⽤した。市場価格を上げることで、当該⿂種の漁獲⾼向上に繋げ、結果、「市場の安定化、⼀次産業の
保護→漁師町のブランド化→事業収益の向上」の好循環を起こすことを図った。 

⼀⽅、有志メンバーが各々本業を持つ中でどれぐらい今回の新規事業に時間を割けるかという課題がある。
メンバーの意識は⾼いが、現実的に⼟⽇は多忙で時間が取れない。 

 
（５）広報・ＰＲについて 

情報ＰＲという⾯で、無料のSNSなどを通し⾮常に良いアピールができた。島全体のブランディング・情
報発信につながった。 

課題として、Facebookによる動的なＰＲはできたが、ホームページなど静的な基本インフラが整ってい
ない。双⽅を揃えた効果的な発信を⾏っていく必要がある。 
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（６）運営体制について 
事業を通し地域との信頼関係が育ちつつある。各⾃が⾃主的に動きながら、連携・ＰＲを⾏う体制の構築

の基礎ができ、本事業の効果となった。現在は本業を持っているメンバーが運営陣なので、専任メンバーの
雇⽤の必要性を感じている。 

 
（７）地域内関係者との連携について 

連携についてはまあ進んでいると考えている。SNSやLINEグループを利⽤したフレキシブルな連絡体制
が構築されたが、本年度は⽴ち上げ期ということもあり、落ち着いた会議・ミーティングの機会が少なかっ
た。しかし、ツアー等を通してかなり意識の統⼀、連携・信頼性の向上はなされたと感じている。 

 
（８）まとめ 

イベント参加費の値上げおよび地域チケットの発⾏、オリジナルグッズの販売等の試みが成果につながり、
⾃主財源率としては⽬標値には及ばなかったものの、前年度より⾼い値を達成することができた。また、旅
館組合有志を中⼼に地域の連携協⼒体制ができたことは⼤きな成果である。 

運営メンバーが各々本業を持つ中で新規事業に割ける時間が少ないため、今後は時間が⽐較的確保しやす
い平⽇を活動の中⼼として、来島者の少ない平⽇の収益性を伸ばすことで効果を上げていく。また、近隣観
光施設との連携、複数旅⾏会社との契約による販促、東京商談会で知り合った旅⾏会社を通じて旅⾏商品の
発展について交渉し、よりビジネス⼒の⾼い地域へと育て上げていく。 

ツアー造成については、本事業の応⽤版として近隣にある伊勢神宮を組み込んだツアーを計画する。コン
テンツを整理して、共通のコンセプトを発掘する。それに加え、飲⾷の提供内容は離島の⾷材環境を活かし、
朝⾷に重点を置いた魅⼒付けを⾏う。 

広報⾯では、今後は答志島の観光コンテンツを網羅するホームページを作成し、効果的な情報発信を⾏う
とともに、観光資源に関して島⺠の間での意識の統⼀を図っていく。 

地域との連携については、今後連携体制を整理し、より効果的な会議・ミーティングを⾏っていく。加え
て、事務局としてファシリテーション技術を⾼めていく。 
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〔提案27〕ビワイチ！トレイルランニングプロジェクト 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

NPO⾼島トレイルとしての管理⼿法がなく、各団体、事業者が個別に取り組んでいるため、トレラン愛好
家が個⼈で⼊⼭・⾛⾏し危険が伴っている。また、「トレラン専⽤コース」はＰＲ不⾜により認知度が低い
ため新規の来訪者が少なく、来訪者を滞在させる仕組み作りがなされていない。地域をあげた推進体制に加
え、継続的な来訪推進（リピーター化）のためビジネス⼿法の導⼊が必要である。 

観光地域づくり関連の課題としては、ハイカーと共⽣するルール作り（安全管理体制）やガイドとインス
トラクターの体制作り、地域観光関連事業者との連携体制と継続的な運営のほか、認知度アップのためのＰ
Ｒが挙げられる。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

住⺠や観光関連事業者などを含め、地域をあげた推進体制を設⽴する。具体的には、イベント計画と実施
（モニターツアー・トレラン⼤会）、それに伴うトレイルランニングの県内外への訴求・浸透、ガイドシス
テム構築、トレランコースMAPの制作と販売、びわ湖バレイ内コースの旅⾏商品化、地域資源を活⽤したグ
ッズ（お⼟産）やスポーツグッズ（ウエア）等の開発が挙げられる。 

観光地域づくり関連では、⾼島市およびびわ湖バレイをモデル地域としたトレイルランニングツーリズム
を展開する。具体的には、トレイルランニングのモデルコースの推奨、コースの設定と整備をはじめ、ＰＲ、
コース紹介（MAP作成）、トレイルランナーの通年誘引、⾼島朽⽊でのモニターツアー実施、トレイルラン
ニング⼤会の企画開催が挙げられる。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは「11⽉開催の⼤会コースを試⾛。⼤会前夜祭やエイドステーショ
ンで提供予定の郷⼟料理も体験。」とした。 

実施結果としては、鏑⽊⽒が同⾏することはキラーコンテンツではあるが、それ以上に新しいコースが紹
介される点がツアー前、ツアー後共に魅⼒に感じた点としてアンケート結果のトップ回答であった。また、
参加形態として最も多かったのは１⼈参加で、次いで友⼈と２〜３⼈での参加が多く、コースの情報（難易
度）を事前に求める声が多かった。今後は新たにトレラン⽤に開発されたコースであることを前⾯に出し、
１⼈参加が宿泊しやすいプランを準備すること、試⾛⽬的の来訪者に向けて早めにコースの情報を提供する
ことが必要である。 

 
第２回モニターツアーは、コンセプトを「豊かな⾃然に恵まれた⾼島市を、『トレイルランニングの醍醐

味（⾃⾝の限界への挑戦・内⾯との会話・⾃然との⼀体感など）』体感する場として活⽤することで、トレ
イルランニングと地域の発展に貢献することを⽬指します。また⾼島市の環境保護は不可分な部分として捉
え、トレイルランナーだけではなく⾼島市に関わるそれぞれの⽴場の⼈々を尊重することが、トレイルラン
ニングおよび地域の持続的な発展に繋がってゆくと考えます」とした。 

第１回からの改善点として、コース整備のみならず受⼊体制を整備し、宿泊や駐⾞場の事前準備等を整え
たことで⼤幅な⼈員増を図った。 
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課題としては、事前試⾛会や練習会の開催ができなかったこと、⼤会ロゴを開発したが商品化に⾄らなか
ったこと、協賛⾦による収益増を図ったが、現物⽀給に留まり財源確保には⾄らなかったことが挙げられる。 

今後の取り組みとしては、参加者の⼝コミによる地域の情報発信が冷めないうちに試⾛会などの企画や、
⼤会ロゴを使ったグッズの商品開発と販売ルートの確保、協賛⾦確保によるメディア等へのＰＲ資⾦確保が
必要である。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

主催するイベントでの⼤会参加費が⼤きな柱となるが、定員を上回る参加により予算を超える収⼊が得ら
れた。 

当初提案の結果としては、住⺠、観光関連事業者などを含め、地域をあげた推進体制は計画通り構築でき
た。イベント（モニターツアー・トレラン⼤会）についても計画通り実施できた。トレイルランニングの県
内外への訴求・浸透については、初回としてはファン層を中⼼に訴求・浸透できたが、今後は早期の⼤会告
知開始、ファン層プラスアルファに拡げることが課題である。トレイルランニングガイドシステム構築につ
いては、概ね構築はできているが、スタッフへのシステムの徹底等では課題が残った。びわ湖バレイ内コー
スの旅⾏商品化については、イベント開催時以外の時期の旅⾏商品化は実施できなかったが、次年度に向け
て取り組み中。トレランコースMAPの制作販売については、イベント参加者への販売はできたが、参加者以
外への（イベント時以外の）販売については、旅⾏商品化とも合わせて検討していく予定。スポーツグッズ
（ウエア）等の開発については、⼤会ロゴ開発までで商品化に⾄らなかった。⼤会ロゴを使ったグッズに対
する参加者の購⼊ニーズがあることはわかったので、次年度に開発したい。地域資源を活⽤したグッズ（お
⼟産）開発については、実現できなかった。次年度は、地域の産品製造者を巻き込んでの開発が望まれる。 

課題としては、主催イベントでの協賛収⼊を⾒込んでいたが、思うように捗らなかったことが挙げられる。 
 

（５）広報・ＰＲについて 
公式ＨＰによる告知や、⼤会プロデューサー鏑⽊⽒によるFacebookの活⽤で指標を上回ることができた。

募集定員700名に対し730名の応募があり、⼗分なＰＲによってターゲットのツアー商品に対する理解が拡
がった。近年、市⺠参加型のスポーツ⼤会が数多あり、告知は６ヵ⽉前を基準に⾏う必要がある。 

 
（６）運営体制について 

地元で協⼒頂く事と専⾨知識を有する担当者との役割分担が明確にできており、⼈材が揃っている。 
実⾏委員会には地元⾏政を中⼼に多くの団体、述べ100名近くに参加を頂き地域との連携が進んでいるが、

参画いただいた団体以外にもご協⼒いただきたい分野があることが課題である。 
 

（７）地域内関係者との連携について 
連携については⼗分進んでいると考えている。実⾏委員会の下部組織として、企画委員会を設置しており

定期的に会議を開催している。 
 
（８）まとめ 

主催イベントに定員を上回る参加があり、⼤会参加費が得られたことにより予算を超える収⼊となった。
また、住⺠、観光関連事業者などを含め、地域をあげた推進体制は計画通り構築でき、イベント（モニター
ツアー・トレラン⼤会）についても計画通り実施できた。 

⼀⽅、トレイルランニングの県内外への訴求・浸透については、初回としてはファン層を中⼼に訴求・浸
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透できたが、今後は早期の⼤会告知開始、ファン層プラスアルファに拡げることが課題である。トレイルラ
ンニングガイドシステム構築については、概ね構築はできているが、スタッフへのシステムの徹底等では課
題が残った。また、協賛収⼊が思うように捗らなかったため、知名度をアップさせ協賛収⼊に繋がるようイ
ベントの開催を継続していく。 

ツアー造成については、宿泊数の合計が伸び悩んだため、受⼊施設側のWeb環境を整備し、域内宿泊施
設を広く告知し集客増を図る。 

スポーツグッズ（ウエア）等の開発については、⼤会ロゴの開発までで商品化には⾄らなかったものの、
参加者の購⼊ニーズがあることはわかったので、今後開発していく。地域資源を活⽤したグッズ（お⼟産）
開発については、今後地域産品を有効活⽤するため、現在参画の団体以外の製造業者等も巻き込んで開発を
⾏い、ロイヤリティが得られるようにしていく。 

総合的にみると、地域にとって、新しい市場から新たな顧客（⼤会参加者＝730名、宿泊者＝320名）を
獲得できたことは⼤きく評価できる。次年度以降はその拡⼤と定着を⽬標とした取り組みが望まれる。 
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〔提案28〕富⽥林市寺内町及び周辺地域における観光ビジネス創出事業 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

現状は観光プログラムの造成と、寺内町での消費拡⼤に結び付く産品を開発中である。産品については開
発途上であり、商品の質やデザインなどの磨き上げが遅れているとともに、委託販売の仕組み構築ができて
いない。 

観光地域づくり関連では、当地域は⼤阪府下唯⼀の重要伝統的建造物群保存地区（重伝建地区）であり、
⼤阪府の⼤阪ミュージアム構想のもと進められている都市整備事業「⽯畳と淡い街灯まちづくり⽀援事業」
のモデル地区に指定されており、古⺠家の空き家を活⽤した雑貨屋・カフェ等の店舗が増加してきているが、
通りはイベント時以外は閑散としており、発信⼒強化、交流⼈⼝の拡⼤、⽇常の暮らし⽂化との組み合わせ
が望まれている。建物やまち並みを⾒たり写真に収めるだけの歴史散策ではなく、寺内町の家屋の中に⼊っ
て今に⽣きる暮らし⽂化を地域の⼈との交流を交えて楽しむ場づくりと、これを活かした観光プログラムの
提供により域内消費機会を創出する新たな観光スタイルへの取り組みが必要である。 

また、⼤都市近郊に位置する寺内町の優れた歴史的・⽂化的資源やまち並みと良好な⽥園⾵景等をトータ
ルで地域の魅⼒とする取り組みと、これをマーケットに発信するプロモーション⼒が不⾜している。 

さらに、富⽥林市周辺に広がる農家との連携の強化と、南河内の農産物・⾷材を活かした「⾷」や、「和」
テイストの⽊や⼟の温かみが感じとられる⼩物などの産品開発が⼗分でない。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

観光まちづくりの主体となる「農と⾷と観光まちづくり推進協議会」は⾃主財源の増加を⽬指して事業を
⾏う。具体的には、観光プログラムの造成や特産品の開発による販売（直販と委託販売）、「寺内町」ブラン
ドの認証の仕組みづくりによるロイヤリティ収⼊が挙げられる。 

観光地域づくりでは、関連富⽥林市寺内町及び周辺地区をフィールドに、観光集客交流を通じて「訪れて
よし、住んでよし」の観光地域づくりを推進する。具体的には、地域資源である上記の観光資源の⼀層の磨
き上げ、観光資源の組み合わせによる観光プログラムを造成し、造成した観光プログラムの提供体制を整備
する。また、地域とエンドユーザーとを結び付ける話題の提供や、オペレーション体制の強化に取り組む。 

地域の課題解決への道筋としては、地域コミュニティが主体となって観光地域づくりに取り組むことによ
り、地域課題である域内消費機会を創出する新たな観光スタイルの創出を図ることができる。これを地域と
エンドユーザーとを結び付ける話題提供の取り組みによって地域魅⼒の発信を図り、不⾜しているプロモー
ション⼒を強化することができる。また、観光資源を⼀層磨き上げる過程から地産の「⾷」、「和」テイスト
の⼩物雑貨などの商品開発を進めることにより、地域で不⾜している産品開発ができる。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーは、コンセプトを『じないまちゆかりの⼥流歌⼈「⽯上露⼦」⽣誕祭を⾒学、ガイ
ドツアーにて「じないまち」をご案内。旧家のお⾷事を再現した「寺内町御膳」をご賞味。』とした。 

ツアーを実施した結果、アンケート回答者の半数以上が⼟産物の購買意欲があると答えたが、現段階で「寺
内町」オリジナルのお⼟産がないため、第２回までにはオリジナルのお⼟産を開発し販売ができるようにす
る。また、「アクセスが不便」「周辺地域で楽しめるところが少ない」「喫煙所、トイレ、⾃動販売機が少な
い」という改善点も挙げられているが、すぐには改善できないものも含まれており、トイレなど、観光客が
増加した際に必要なものについては別途検討していきたい。 
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第２回モニターツアーのコンセプトとしては、『①⼤阪府唯⼀の伝統建造物保存群「富⽥林じないまち」
のガイドツアー、②旧家の献⽴を再現した「じないまち御膳」、③かつての旧酒蔵を活⽤した利き酒体験プ
ログラムの提供を通じ、「富⽥林・じないまち」の魅⼒を発信する』とした。 

第１回の反省点をふまえ、新たなコンテンツとして「元酒蔵での利き酒体験」を開発、新たな商品魅⼒の
増進を図った結果、追加試飲・ショッピングなど地域への消費効果を⾼めることができた。 

実施結果としては、参加者から「満⾜」「また参加したい」「知⼈に薦めたい」などの感想を多く得られた
が、「もう少しゆっくり⾒て回りたかった」との感想もあり、ツアーの内容に合わせて柔軟に対応できるガ
イドツアーのバリエーション（所要時間など）が必要である。 

今後の展開としては、ツアー参加者限定の観光素材・プログラム（例：特別公開・地域と連携した体験な
ど）を開発することで、旅⾏商品としての付加価値を⾼めたい。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

特産品開発の取り組みで森林組合との連携や、酒蔵、地元飲⾷店とのネットワークができた。それにより、
未活⽤の酒蔵を使った地元特産品を使ったイベントにおいて、今後の産品開発による商品の製造先、委託販
売先の候補が出てきた。また、販売（直販と委託販売）を⾏い、地元産品の物販収⼊があった。 

観光プログラムの造成による販売（直販と委託販売）については、わずかではあるが販売収⼊ができた（酒
蔵を⼊れたプログラム）。 

「寺内町」ブランドの認証の仕組みづくりによるロイヤリティ収⼊については、ロゴ開発は実現できたが、
ロゴを⼊れた商品の販売には⾄らなかった。 

なお、⾃主財源を得るために今年度作成した統⼀のお⼟産品ロゴマークの使⽤の許諾関係やロイヤリティ
収⼊の管理を取りまとめることを検討したが、ロイヤリティがかかっても使⽤するという店舗はまだ⾒込め
ない状況である。 

 
（５）ツアー造成について 

これまで未活⽤の元酒蔵を活⽤したプログラムを実施できた。これにより、周辺地域の酒蔵との連携も図
ることができたため、今後の観光プログラムの展開につなげていく。観光プログラムは訪⽇外国⼈向け⽇本
⽂化体験プログラム、⼩中⾼⽣向け⽇本⽂化体験プログラムなど、平⽇の活⽤が望める対象者へのプログラ
ム開発や、ＰＲツールの製作を検討する。 

また、ツアー参加者から「もう少しゆったりとした⾏程であれば、より満⾜できた」という意⾒が出たた
め、時間配分については再度検証・改善を⾏いたい。 

観光プログラムの⼟⽇祝の繁忙⽇受⼊れについては、店舗や施設キャパシティを考えると来訪者の満⾜度
ダウンにつながる可能性もあり、難しい⾯もある。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

新聞にて告知を実施し、「主な新聞読者＝40〜60代＝じないまちのターゲット層」に効果的にＰＲでき、
多くのお申し込みをいただいたため、「じないまち」の訴求ターゲットとして今後も引き続き新聞を利⽤し
たＰＲを⾏う。 

 
（７）運営体制について 

様々な知識や技術をもつ⼈材は豊富であるが、それぞれが個⼈で経営・運営している店舗を持っているた
め、事業を推進していく時間や⼈員を捻出できない。周辺地域と寺内町を繋ぐコーディネーター的な⼈員の
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確保ができないと、今後の事業継続は難しい。 
 

（８）地域内関係者との連携について 
農と⾷と観光まちづくり協議会が事業推進の事務局として、定期的に関係者が参加する会議やワークショ

ップ、勉強会を開催しており、事業推進に際しては地域との協⼒体制が整っている。地域内関係者の意識は
⾼く、今後の事業についての意識統⼀もなされている。 

 
（９）まとめ 

特産品開発の取り組みで森林組合との連携や、酒蔵、地元飲⾷店とのネットワークができた。それにより、
未活⽤の酒蔵を使った地元特産品を使ったイベントにおいて、今後の産品開発による商品の製造先、委託販
売先の候補が出てきた。 

また、⾃主財源を得るために今年度作成した統⼀のお⼟産品ロゴマークの使⽤の許諾関係やロイヤリティ
収⼊の管理を取りまとめることを検討した。 

今後の取り組みとしては、現段階の⾃主財源を使⽤してロゴマークを使った⼩物雑貨の製作販売や特産品
の委託販売の検討、現⾏ツアーの時間配分の調整及び、訪⽇外国⼈向け⽇本⽂化体験プログラム、⼩中⾼⽣
向け⽇本⽂化体験プログラムなど、平⽇の活⽤が望める対象者へのプログラム開発、ＰＲツールの製作を検
討し、⾃主財源を増やす⽅策を実施する。 

さらに、周辺地域と寺内町を繋ぐコーディネーターを発掘し、継続的な事業推進の体制を整える。具体的
には、これまで事業をサポートしていただいた⽅を中⼼に、商品開発、プログラム開発に関するコーディネ
ーター候補を発掘し、継続的な取り組みを事務局である農と⾷と観光まちづくり協議会がサポートできるよ
うな体制・仕組みを構築していく。 
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〔提案29〕おさかなリゾート「和歌⼭加太」〜魅⼒アップ・元気アップ作戦〜 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

平成25年度の事業は⼤きな⽀援をいただき、⼿応えのあるモニターツアーを開発することができたが、
多くのボランティア的⼈⼿に助けられる⾯が多くあった。しかし、観光ビジネス創出の視点で考えると、関
係者に相応の⾒返りがなければ定着しないと考えられるため、裾野の広い観光事業の特性を活かし、何らか
の⼿応え（商売）ができる仕組みが必要である。あるいは、そのチャンスを活⽤できるような指導が必要に
なると考える。 

⼈⼝減少、漁家収⼊の減少、観光客の継続的な減少に⾒舞われている加太であるが、当地域の重要な産業
である漁業と観光業の振興による活性化を⽬指して平成25年度事業を実施し、観光地としての魅⼒を⾼め
て旅⾏商品づくりにつなげることができたところである。 

今後はさらに持続可能な取り組みとしていくため、事業実施の中核となる加太観光協会の収益の確保が課
題となっている。また、地域の有志が観光客を案内する仕組みがこれまでなかったこともあり、おもてなし
の機運が⾼まっていないことが課題である。さらに、イベント実施にあたり天候が悪化した場合や漁船が運
航できない場合の代替ツアーの提供が課題である。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

具体的な⽅策としては、「おさかな創庫」を活⽤した加太ならではのお⼟産品販売や、観光客と地域住⺠
がふれあえるようなイベントの開催を検討している。 

また、加太観光協会のウェブサイトを充実させ、漁船乗船などを盛り込んだツアー旅⾏プログラムなどの
研究開発や販売、加太を訪れた観光客を対象とする語り部まちあるきツアーの催⾏や、加太独⾃の名物開発
と⽣産体制の構築が挙げられる。 

観光地域づくり関連では、観光コーディネーター（⽬利き）の協⼒を得て『おさかな創庫』を拠点に観光
客や⼀般に対して加太の⿂、漁法についてＰＲする。具体的には、加太の海でとれる海産物や地元住⺠が作
る⼯芸品を中⼼とした加⼯品、⼟産品の開発・販売、加太住⺠の有志が語り部となって観光客に加太の古い
まちなみや歴史を紹介することで観光地としての魅⼒アップにつながれば、地域に雇⽤が⽣まれ、全体にお
もてなしの機運が⾼まる。また、天候悪化時等の代替ツアーについて先進地研修等を通じて研究する。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーは、コンセプトを『1. ワクワクドキドキ、⼀本釣り漁船でのクルーズ。 2. ⾏者
（⼭伏さん）が修⾏をする岸壁に船で接近！巨⼤⽂字を発⾒！ 3.「勝海⾈が提案した砲台！？」語り部の
解説を聞きながら歴史勉強。』とした。 

実施結果としては、ツアーへの満⾜度は概ね⾼かったが、ボランティアガイド（語り部）に対し、もっと
話をしてほしいという要望が多かった。また、⾷事付きにしてほしいという意⾒もあった。 

⽬利きからの課題とアドバイス、改善としては、価格設定の問題、移動時の船のエンジン⾳により案内が
聞こえにくい、事前の集合場所などを⼀部活⽤することが望ましい、島付近で停船し案内するのは魅⼒があ
るため、停船案内箇所をもう１箇所追加が望ましい、観光ボランティアの案内によりツアーの価値観が変わ
るので、ガイド案内の統⼀が必要、トイレが付近にない、ツアー客⽤の駐⾞場案内が必要、波が⾼い時の合
⽻の準備（かなりしぶきを浴びる）、荒天時の代案ツアー、中⽌案内の連絡体制などが挙げられた。 

ツアー参加者の意⾒としては、⾷事がついていた⽅がよい、ボランティアガイド（語り部）の案内内容に
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ついての充実が挙げられた。 
 
第２回モニターツアーは、コンセプトを『⿂市場の価格で、おさかな調理。活き⿂の買い付＆無料で調理

ツアー。』とした。 
第１回からの改善点としてツアー費⽤内での「⿂代」を安価に設定することで、ツアー費⽤を5,400円か

ら3,800円に値下げしたところ、30名をすぐに集客できた。 
反省点としては、ツアー費⽤に含まれる⿂代（その場で料理して⾷べる分の⿂代＝1,500円）以上に参加

者が⿂を購⼊しようとしていたが、売り場での精算導線等の問題があり、総量をさばききれなかった（追加
分の⿂購⼊分を売り切れなかった）。今後は参加者の購買意欲を逃さない、売りの現場（精算導線）などの
改善や整理が必要である。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

当初提案の結果としては、「おさかな創庫」を活⽤した加太ならではのお⼟産品の販売については、⿂を
買い付けて旅館等で調理するというモニターツアーを実施し、⾼評価であった。「おさかな創庫」を会場と
して観光客と地域住⺠とがふれあえるようなイベントの検討・開催については、加太活性化協議会内で検討
し、既存イベントに観光客の集客を加えた試みは実施できた。加太独⾃の名物開発と⽣産体制の構築につい
ては、加太活性化協議会の活動を通じて試みは実施できたが、恒常的に観光客に販売できる新たな名物開発
までには⾄っていない。漁船乗船などを盛り込んだツアー旅⾏プログラムの研究・開発は、モニターツアー
や留学⽣向けの⾒学会での実績ができたので、今後継続化していく。加太観光協会のウェブサイトを充実さ
せ、ツアー旅⾏プログラムを販売することについては、加太活性化協議会での議論を発展させる形でまちづ
くり会社を設⽴予定であり、まちづくり会社では旅⾏業登録も予定している。次年度以降は観光協会とまち
づくり会社の関係を整理の上、Webサイトの充実と着地型ツアー販売に取り組んでいけると考える。加太
を訪れた観光客を対象とする語り部まちあるきツアーの催⾏では、⽬利きによる具体的な語り部・ガイドへ
の指導や先進地事例視察、ガイド⽀援ツール作成などの施策により、ガイドのレベルがかなり⾼まり、地域
の物語の整理も進んだため、次年度以降は着地型ツアーやまち歩きガイドツアーなどの実施が検討できる。 

課題としては、プランの販売が伸びなかったことが挙げられる。具体的には、今回の着地型商品を販売す
る会社との連携と宿泊とセットにした商品が少なかったことが⼤きな課題である。 

 
（５）ツアー造成について 

『⻁島クルーズ』については、宿泊をセットにした商品の場合、スケジュール変更に伴い関係先との調整
が必要となる。また、ツアーが天候に左右されるため、波、⾬天時でも代替ツアー商品が必要である。また、
ツアーガイドの能⼒差で商品の品質が変わることが課題であるため、さらなるガイド教育が急務である。 

『鮮⿂を買付、無料で料理ツアー』については、⼀昨年の商品からの⾦額を下げ、ツアーに含まれる料理
を少なくする⼯夫をし、満⾜度がアップした。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

加太観光協会Facebook「いいね！」数については、５⽉時点よりは倍増しているが、⽬標には到達しな
かった。 

『⻁島クルーズ』については、ＰＲに費⽤が掛かることが課題である。SNS等によるＰＲは⾏っているが、
さらに関係先（宿泊施設）等を巻き込んで⾏う必要がある。 

『鮮⿂を買付、無料で料理ツアー』については、SNSとツアー企画会社から販売したが、今は旅⾏業者を
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経由せず「じゃらん・楽天等」ネットからの予約が⼤変である。宿泊施設とのタイアップが必須といえる。 
 
（７）運営体制について 

⾃治会も巻き込んだ形で地域活性化協議会を開催し、関係者間の連携が進んできている。 
 

（８）地域内関係者との連携について 
本事業で実施した地域活性化協議会のワークショップ等により、⾃治会、観光協会、飲⾷業関係者、漁業

関係者、⾃治体等が連携することができた。地域への⼊込客数も徐々に増加している。 
 
（９）まとめ 

「おさかな創庫」を活⽤した加太ならではのお⼟産品の販売については、⿂を買い付けて旅館等で調理す
るというモニターツアーを実施し、⾼評価であった。「おさかな創庫」を会場として観光客と地域住⺠とが
ふれあえるイベントについては、既存イベントに観光客の集客を加えた試みを実施できた。加太独⾃の名物
開発と⽣産体制の構築については、試みは実施したが、恒常的に観光客に販売できる新たな名物開発までに
は⾄っていない。漁船乗船などを盛り込んだツアー旅⾏プログラムの研究・開発は、モニターツアーや留学
⽣向けの⾒学会での実績ができたので、今後継続化していく。加太観光協会ウェブサイトでのツアー旅⾏プ
ログラムの販売については、加太活性化協議会での議論を発展させる形でまちづくり会社を設⽴予定であり、
まちづくり会社では旅⾏業登録も予定している。次年度以降は観光協会とまちづくり会社の関係を整理の上、
Webサイトの充実と着地型ツアー販売に取り組んでいく。語り部まちあるきツアーの催⾏では、⽬利きに
よる具体的な語り部・ガイドへの指導や先進地事例視察、ガイド⽀援ツール作成などの施策により、ガイド
のレベルがかなり⾼まり、地域の物語の整理も進んだため、次年度以降は着地型ツアーやまち歩きガイドツ
アーなどの実施を検討する。 

総合的にみると、着地型商品の販売会社との連携が不⼗分で、宿泊とセットにした商品が少なかったため、
プランの販売が伸びなかったことが課題である。 

今後は地元宿泊施設と着地型旅⾏商品のセット商品を作成し、既存旅⾏会社だけではなく、OTAを通じて
販売チャンネルを増やすことが重要である。 
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〔提案30〕伝統が息づくの筏流しとじゃばらを活⽤した北⼭村⾃主財源創出プロジェクト 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

北⼭村の周りに⽩浜温泉、紀伊勝浦温泉、湯峯温泉など有名温泉が数多くあるため、⽇帰り観光客は訪れ
るが、村の宿泊施設は充実しているにも関わらず、宿泊する観光客が⼀定数以上伸びない。今後は北⼭村や
周辺地域の再発⾒も含めて、宿泊しないと味わえない観光コンテンツを造成しなければならない。 

また、⼤きな⾃主財源の１つである「じゃばら」商品の知名度がまだまだ低いので、更なるＰＲが必要で
ある。 

観光地域づくり関連では、今までの取り組みにより筏流しの乗客は安定した成果を得られるものの、宿泊
を伴う観光客は⾮常に少なく、筏流し以外のコンテンツの魅⼒が上⼿くＰＲできていないため真の地域活性
化に結びついていない。また、筏流しは天候により実施が⼤きく左右されるため、筏流し以外のコンテンツ
も期待して頂けるような商品造成が望まれる。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

具体的な⽅策としては、北⼭村の魅⼒や商品知名度ＵＰのための更なるＰＲに加え、じゃばら商品のＰＲ
活動を⾏う。また、安定した誘客のために、旅⾏会社の団体営業マンや商品造成担当者を現地に招いての現
地研修及び旅⾏商品の造成、北⼭村周辺地域と協同したコンテンツの開発や商品を造成する。さらに、筏流
しと筏師の道を活⽤した「ウォーキング」をテーマにした客層を開発する。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、北⼭村観光最⼤の⽬⽟である「筏流し」に、おくとろ温泉や筏師
の道など地元に存在するコンテンツを組み合したモニターツアーを⾏い、北⼭村の持つ観光地としての総合
的な魅⼒を検証し、今後の北⼭村の観光産業の⽅向性とポテンシャルを調査することとした。 

実施結果としては、筏流しと船上での筏師の弁当の昼⾷は⾮常に好評で鉄板素材であった。しかし、⼣⾷
については⾷材は良いもののホスピタリティが全くなく、⾮常に残念な意⾒が多かった。第２回モニターツ
アーまでにホスピタリティの向上が急務である。筏師の道については、⼭歩きの経験のない参加者にとって
は年齢・体⼒・興味により全く意⾒が異なり、ハイキングと感じる⽅とトレッキングと感じる⽅に分かれ、
残念ながら万⼈受けするコンテンツではないことが判明した。筏師の道をマストアイテムにすると集客が⾮
常に厳しいのが予想されるので、選択肢を付けたコース設定を考えた⽅が良いと感じる。また、部屋割につ
いて２名１室希望が多く、募集⽅法や募集広告の表記を考える必要がある。 

 
第２回モニターツアーでは、第１回からの改善点として、ターゲットを幅広くするために２⽇⽬のオプシ

ョナルツアーを開発し、さらに募集を神⼾・⼤阪に拡⼤して参加者の拡⼤を図った。また、⾷事内容をより
郷⼟料理を意識したメニューにし、筏師のホスピタリティを上げ、⼀⼈ひとりが常にお客様と会話している
状況を作り出し、参加者の満⾜度を向上させた。さらに、１部屋当たりの宿泊⼈数を増やすＰＲを⾏い、収
益増を図った。 

実施結果としては、⾬天になると旅⾏の楽しさが半減すること、メインが⾃然を中⼼とした観光なので、
その時の⾃然環境により内容が変わり、商品として安定しないこと、２⽇⽬があまり時間に余裕がないこと、
部屋数が少ない為、効率よく参加者を集めるのが⾮常に困難であること、どうしても旅⾏代⾦が⾼くなるこ
とが課題として挙げられた。 
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今後おくとろ温泉のホスピタリティの向上は最優先である。北⼭村の収⼊を増やしながらも、旅⾏代⾦を
もっと下げることが必要なため、夏のホタル観賞、晩夏の星座鑑賞、秋の雲海ツアーなどを更に充実させ、
旅⾏商品としての底上げや、新しく開通する道路を使ったコース設定の検討が求められる。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

当初提案の結果としては、北⼭村の魅⼒やじゃばら商品のＰＲ活動を⾏い、⼊込客数は⽬標には達しなか
ったが、村の案内をすることで、旅⾏代⾦以外での売店での購⼊機会を増やせた。 

安定した誘客のため、旅⾏会社の団体営業マンや商品造成担当者を現地に招いての現地研修及び旅⾏商品
の造成については、現地研修会は実⾏できたが、定番的な旅⾏商品造成にまでは⾄っていない。 

周辺地域と協同したコンテンツの開発や商品造成については、地元の新しいコンテンツを試すことができ、
観光地としての受け⽫が広がった。 

筏流しと筏師の道を活⽤した「ウォーキング」をテーマにした客層の開発としては、熟年層を中⼼に顧客
が獲得できたが、今後顧客層の拡⼤を⽬指すべきかは議論が必要である。 

また、その他の成果として、地域の⼈がガイド役を⾏うなど地域の⼈的資源の再発⾒ができた（新規に活
動に参加してくれる⼈の巻き込みに成功）。 

課題としては、メインコンテンツ以外の収益源の確保、リピーターの増加、地域のガイド役の育成、認知
度の向上が挙げられる。 

 
（５）ツアー造成について 

閑散期に⾏うことで、その期間の利⽤者数を増やすことができた。 
課題としては、認知度を向上させ客数を増やすこと、コンテンツとの関係上、利⽤者数が天候に左右され

ること、宿泊者に対するホスピタリティの向上、旅⾏コースを季節に応じて変更すること、地元の⾷材を⼊
れた⾷事の開発、北⼭村周辺巡りが好評だったので、ツアー参加者にオプショナルツアーの提案、ガイドの
育成、現地開催等により料⾦を調整することが挙げられる。 

 
（６）運営体制について 

収⼊としては観光筏、温泉、特産品で⼀定額は確保できている。 
課題としては、⼈⼝が450⼈で純粋に⼈⼿が⾜りず、全て役場で⾏っているため、どうしても専⾨性に限

界がある。 
 
（７）地域内関係者との連携について 

まあ連携できていると考えている。⼩さな村なので、直接会って情報を伝達できる。 
 
（８）まとめ 

北⼭村の魅⼒やじゃばら商品のＰＲ活動を⾏い、⼊込客数は⽬標には達しなかったが、村の案内をするこ
とで、旅⾏代⾦以外での売店での購⼊機会を増やせた。 

安定した誘客のため、旅⾏会社の団体営業マンや商品造成担当者を現地に招いての現地研修及び旅⾏商品
の造成については、現地研修会は実⾏できたが、定番的な旅⾏商品造成にまでは⾄っていない。 

周辺地域と協同したコンテンツの開発や商品造成については、地元の新しいコンテンツを試すことができ、
観光地としての受け⽫が広がった。 
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筏流しと筏師の道を活⽤した「ウォーキング」をテーマにした客層の開発としては、熟年層を中⼼に顧客
が獲得できたが、今後顧客層の拡⼤を⽬指すべきかは議論が必要である。 

また、その他の成果として、地域の⼈がガイド役を⾏うなど地域の⼈的資源の再発⾒ができた（新規に活
動に参加してくれる⼈の巻き込みに成功）。 

今後はメインコンテンツ以外の収益源の確保、リピーターの増加、地域のガイド役の育成、認知度の向上
が求められるため、ＰＲ活動を継続し、関⻄圏や中部圏はもとよりそれ以外の地域からの誘客の増加を狙い、
作成したコンテンツのマスコミ等への売り込みを実施する。 

運営体制については、外部からの⼈材・視点を⼊れるため⼤学と連携し、学⽣に各課題を考えてもらうこ
とを検討する。 

また、おくとろ温泉のホスピタリティの向上は最優先である。北⼭村の収⼊を増やしながらも、旅⾏代⾦
をもっと下げることが必要なため、夏のホタル観賞、晩夏の星座鑑賞、秋の雲海ツアーなどを更に充実させ、
旅⾏商品としての底上げや、新しく開通する道路を使ったコース設定の検討が求められる。 
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〔提案31〕神⼾発・⽇本初 “イルカたちと過ごす感動の⼆⽇間” 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

これまでのツアー参加者の居住地は半数が兵庫県内であり、近畿圏外からの来訪者は５パーセント程度に
とどまっている。また、SDCへの集客⼒を活⽤し、地域への回遊性の向上に向け着地型旅⾏商品（ご当地ツ
アー）５コースを販売したが、コースにより参加者に⼤きな偏りがみられ、採算が確保できていないコース
も確認された⼀⽅、参加者は夏休みの週末に集中する傾向が顕著であり、⼟⽇の宿泊施設のキャパシティ不
⾜が課題といえる。 

このため、広域的情報発信だけでなく、現地におけるインフォメーション機能の強化とともに、より訴求
⼒のある観光商品（物販含む）を企画・開発し、地域として⾃⽴した観光ビジネスモデルの構築が課題とな
る。また、市内宿泊施設の提携拡⼤が必要となる。 

観光地域づくり関連としては、例年海⽔浴シーズンに60万⼈以上が須磨海岸を訪れているが、その利⽤
者は年々減少傾向にあった。しかし、平成25年度「官⺠協働した魅⼒ある観光地の再建・強化事業－神⼾
発・⽇本初 イルカたちと過ごす感動の⼆⽇間－」によって、この５年間で最⾼値となる70万⼈の誘致を記
録した。 

⼀⽅、周辺には数々の魅⼒ある⽂化・観光施設、神社仏閣及び宿泊施設等が⽐較的コンパクトなエリアに
⽴地しているのにも関わらず、それらが“線・⾯”としてつながっていない現状にある。また、各々の施設サ
ービスや団体活動をみれば、新たな観光プログラム開発や催事なども盛んに進められていることから、今後
「施設観光から地域観光」のアプローチによる魅⼒強化を図り、観光客の回遊性を⾼めて新たな観光ビジネ
スの創出や観光経済を活性化することが重点課題である。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

平成25年夏期に実施したSDC社会実験の結果をふまえ、イルカふれあい体験プログラム（エサやり体験
等）を新たに拡充する。これにより、ツアー商品としての魅⼒向上を図り、宿泊パッケージ（選べる宿）及
び⽇帰りパッケージ（特製昼⾷付）を企画・造成する。また、SDCを核とした着地型観光商品として、ご当
地ツアー（５コース程度）の企画、また、SDCへの来訪者を主ターゲットとした飲⾷サービスや地域特産品
の企画・開発に取り組み、地域観光施設等での情報発信及び販売を試みる。 

このように、SDCを核とした「体験」、「泊」、「⾷」、「買」の充実を図り、須磨海岸エリアからスタートす
る観光客の回遊性の向上を強化し、地域全体としての観光客数の底上げ、消費⾏動の促進に取り組む。 

観光地域づくり関連では、⽂化・観光施設、神社仏閣、宿泊施設等が周辺に多数⽴地するが、来訪者の多
くは海⽔浴および須磨海浜⽔族園の利⽤にとどまっている。そこで、地域回遊性を⾼めるための有機的な情
報発信、ツアーの磨き上げ、グルメや特産品の紹介、観光案内等のさらなる充実に努める。 

本提案では、昨夏に実施した「他地域では真似のできないプロジェクト」（SDC）を契機として、イルカ
が遊泳する海としての地域イメージを定着させ、SDCを核とした旅⾏商品の充実、観光プログラム（着地型
観光の⼩ネタ商品）やグッズ、地域特産品の企画開発により、各施設や地域特産品を点から線、⾯へと広げ、
地域観光としての魅⼒向上および観光地ビジネスの展開に取り組む。 
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（３）モニターツアーの実施結果 
第１回モニターツアーは、コンセプトを「須磨ドルフィンコーストの近隣に位置する宿に宿泊し、海での

イルカふれあい体験、須磨海浜⽔族園、海⽔浴などをお楽しみいただける旅⾏商品です。イルカをテーマに
体験・⾷・教育を兼ね備えた神⼾須磨ならでは旅⾏商品として、多世代にも魅⼒的なニューツーリズムを提
供します。6/29は、イルカたちと出逢う感動の⼆⽇間を、誰よりも早くモニターツアーとして体験いただ
きます。ツアー価格も特別料⾦の10,000円で提供いたします。今年初めての体験プログラム「海でのイル
カふれあい体験」と「海上に浮かぶ企画展」を⼀⾜早く体験してください。」とした。 

実施結果としては、アンケートより⾒えてきた具体的な成果として、宿泊プランの満⾜度が全体的に⾮常
に⾼い。今後の参加意欲、地域への来訪意欲も⾼いため、リピーターの確保が期待できる。また、新たなニ
ーズの掘り起こしについては、初めて須磨海岸を訪れた⼈が４割であった。課題としては、プラン内容の体
験内容が物⾜りなく特別感がない、ツアー以外での地域での滞在や地域とのふれあいに充実感がないとの意
⾒があった。 

 
第２回モニターツアーでは、第１回からの改善点として、潜在的にニーズの⾼い親⼦を主対象とし、プラ

スワンの特別感や須磨の新たな楽しみ⽅を提案するツアーとして催⾏した。体験内容をより充実するため、
「海でのイルカふれあい体験」に加え、イルカトレーナーが解説するイルカライブ観覧や⽔中指令室（⼀般
⾮公開）でのレクチャーを新たに加えた。また、地域観光につなげるプラスワンとして「すまぼうと⼀緒に 
須磨⼦ども旅」の観光ガイドとオススメ秋プランを紹介した。 

実施結果としては、ツアーに対する満⾜度は⾮常に⾼かった⼀⽅で、地域観光につながるプラスワンとし
て観光ガイドとオススメ秋プランを紹介したが、プランの性格上屋外での説明となり、進⾏上難しい点があ
った。また、費⽤についての満⾜度が若⼲低かったため、サービスのグレードアップを図るか、もしくは価
格の低減を図るかの検討が必要である。また、通期（７・８⽉）では天候不順により海でのふれあい等が実
施できない場合の代替プランの充実が課題である。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

今年度事業の成果の中で特筆すべき点としては、オリジナル商品（⼟産品）を複数企画制作し、須磨観光
協会会員施設（宿泊施設、観光施設等）で販売、売上の⼀部にロイヤリティを設定し、須磨観光協会が⾏う
着地型観光の財源確保に寄付する仕組みを構築した。また、須磨区マスコットキャラクター「すまぼう」を
活⽤し、⼦ども⽬線の楽しみ⽅にクローズアップした観光MAPを制作した結果、MAP取得率がアップし地
域回遊性の向上に寄与した。 

具体的な取組成果としては、平成25年夏期に実施したSDC社会実験の結果をふまえ、イルカふれあい体
験プログラム（エサやり体験等）を新たに拡充した。これにより、ツアー商品としての魅⼒向上を図り、宿
泊パッケージ（選べる宿）および⽇帰りパッケージ（特製昼⾷付）を企画・造成できた。また、SDCを核と
した着地型観光商品として、ご当地ツアー（５コース程度）の企画、また、SDCへの来訪者を主ターゲット
とした、飲⾷サービスや地域特産品の企画・開発に取り組み、地域観光施設等での情報発信および販売を試
みた結果、ご当地ツアーでは、夏以外の季節のバリエーションが開発できたことと、上述の通り特産品開発
ができたことが成果である。 

 
収⼊結果の課題としては、仕組みのベースは構築したものの現時点で収⼊規模が⼩さく、今後より安定的

な観光推進財源として⾒込めるよう、観光協会後援催事の充実、新規ご当地商品の企画・開発、ツアー造成
などを推進し、販売場所窓⼝の充実など販路の拡⼤が挙げられる。 
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（５）ツアー造成について 
ツアー造成の課題としては、天候に左右されるプログラム内容であるため、予約⽅法や催⾏時間の再考が

挙げられる。 
 
（６）広報・ＰＲについて 

⽔族園Webサイト内の「須磨ドルフィンコースト特設サイト」へのアクセスが増加し、認知度向上に寄
与できた。 

『イルカたちと出逢う感動の⼆⽇間』については、メディアへの露出も多く、ＣＭなどによる広告も実施
したため、商品への理解も広がった。特設サイトへのアクセスの増加など、告知ＰＲは⼀定の効果があった
と思われるが、⼀⽅で有料のふれあい体験に特化したために⼀般の来場者が減少したと予想される。 

『イルカたちと出逢う感動の親⼦旅』についても、メディアへの露出も多く、ＣＭなどによる広告も実施
したため、商品への理解も広がった。特設サイトへのアクセスの増加など、告知ＰＲは⼀定の効果があった
と思われる。また、今年制作した「⼦ども旅」のパンフレットを活⽤し、親⼦旅と題した⽇帰りプランが好
評であったことから、今後は気軽に参加できる当⽇参加の体験プログラムを中⼼に実施する。須磨区、須磨
観光協会、須磨海浜⽔族園が連携して作成した「すまぼうと⼀緒に須磨⼦ども旅」を活⽤し、地域周遊のフ
ックとする。 

課題としては、須磨ドルフィンコーストはエリア内⾃由観覧であるが、本事業によって企画・造成した有
料体験プログラムを全⾯的にＰＲしたため⽴ち寄り観光客の伸び悩みが問題として認識された。また、昨夏
は特に台⾵の影響が⼤きく、強⾵や豪⾬時などツアー催⾏が困難な⽇が多くみられた。 

 
（７）運営体制について 

須磨観光協会は観光施設や宿泊施設で構成されており、これまでも様々な取り組みを⾏ってきており、そ
の体制を活かした運営であるため、⽐較的スムーズに実施できたと思われる。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

須磨観光協会事務局を中⼼に、会員施設が参加する会議や定期的なミーティングを実施している。 
 
（９）まとめ 

オリジナル商品（⼟産品）を複数企画制作し、須磨観光協会会員施設（宿泊施設、観光施設等）で販売、
売上の⼀部にロイヤリティを設定し、財源を確保する仕組みを構築した。また、須磨区マスコットキャラク
ター「すまぼう」を活⽤し、⼦ども⽬線の楽しみ⽅にクローズアップした観光MAPを制作した結果、MAP
取得率がアップし地域回遊性の向上に寄与できた。 

課題として、仕組みのベースは構築したものの現時点で収⼊規模が⼩さく、今後より安定的な観光推進財
源とすることが求められるため、観光協会後援催事の充実、新たなご当地商品の企画・開発、ツアー造成な
どを推進し、販売窓⼝の充実など販路の拡⼤を実施していく。 

また、須磨ドルフィンコーストはエリア内⾃由観覧であるが、有料体験プログラムを全⾯的にＰＲした結
果⽴ち寄り観光客が伸び悩んだため、ドルフィンウォッチング（須磨海岸でイルカと出逢う）は⾃由観覧で
あることを⼤々的にＰＲする。また、昨夏は特に台⾵の影響が⼤きく、強⾵や豪⾬時などツアー催⾏が困難
な⽇が多くみられたため、⽐較的天候に柔軟な内容を検討し、気軽に参加できる⽇帰りツアーの造成を中⼼
に催⾏する。 

総合的には、今後もSDCを核とした「体験」、「泊」、「⾷」、「買」の充実を図り、須磨海岸エリアからスタート
する観光客の回遊性の向上を⼀層強化し、地域全体としての観光客数の底上げ、消費⾏動の促進に取り組む。
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〔提案32〕「住まうように旅する」リフレッシュ、リチャージ⿃取スタイル エコツーリズム進化への挑戦 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

これまでの事業により、1,700⼈強のツアーの実績などソフト⾯での旅⾏営業収⼊が出始めたものの、本
来の営業収⼊基盤になっていく体制にはほど遠く、ツアーが⽇帰りでもあることから、地域に残る経済波及
効果も考慮すると脆弱である。まずは基本となる観光ガイドによる営業収⼊、旅⾏会社からの受託は宿泊を
基本とし、できれば遠⽅からの旅⾏客を呼ぶこと（遠⽅からの⽅が飲⾷、⼟産など相対的な経済効果が⾼い）、
⼤⼭だけの訴求でなく、圏域を広域に捉えた魅⼒発信をすること、さらに飲⾷や⼟産品、物販による収⼊獲
得の⽬標も必要である。また、現在の地域づくりの主体組織（⼤⼭観光局）の決算状況からすれば、かなり
の部分の収⼊源が補助⾦頼み、また指定管理による運営受託費になっている。⽇本⼀⼈⼝の少ない⿃取県
（58万⼈）で、しかも⼈⼝減少率も⼤きい地域性を考えると早急な対策が必要である。このような現状の
中、スカイマーク便の運航開始などによる⾸都圏からのゲートウェイ、⽶⼦空港への座席数が倍増するとい
う環境は願ってもない千載⼀遇のチャンスとなる。 

観光地域づくり関連としては、⿃取県⻄部（⼤⼭⼭麓地域）の観光⼊込客数の現状が、⼤⼭地区は平成11
年とっとり花回廊オープン時1,601千⼈だったのが平成23年は1,365千⼈と微減〜横ばい傾向である。皆⽣
温泉地区については、平成16年〜21年にかけ1,200〜1,300千⼈で低迷したが平成22年から上昇し、平成
23年は1,639千⼈だったが、平成25年から再び減少傾向が続く。 

また、宿泊地域としてみた場合の課題として、⼤⼭地区は⼤型ホテル、ペンション、別荘など多様な受⼊
形態があり、滞在型観光メニューが豊富にあるものの、夏のリゾート、合宿、冬のスキー場客頼みである。
皆⽣温泉地区は温泉地として⼀体化したブランドイメージを発信することができていない。平成25年は出
雲の平成⼤遷宮の影響によりいずれも⼊込客数は増加したが、根本的な課題解決にはなっていない。 

また、⿃取県⻄部（⼤⼭⼭麓地域）の抱えている課題として、各観光事業者単位のＰＲ活動が点であり、
広域エリアとしての⼀体的なＰＲができていない。さらに、１⼈当たり観光客の滞在時間が減少し、宿泊単
価の低下傾向がみられる。また、優れたスポーツイベントが開催され定着しているが、スポーツ観光に発展
させていくためにはより広いターゲット層へのアプローチが必要である。また、平成19年から「⾷のみや
こ⿃取」として地域の⾷資源のＰＲ活動を⾏っているが、全国レベルでは冬場のカニのイメージしかないの
が現状である。⿃取⻄部地域は雄⼤な⾃然とそこに暮らす住⺠の営みにより質の⾼い⾷⽂化があるが、ここ
に来れば本物の⾷に出会えるという感動を伝えることができていない。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

具体的な⽅策としては、５年後の平成29年の⾃主財源の⽬標率として、⼈⼝減少、環境悪化を想定し、
会費収⼊、補助⾦、運営受託収⼊などはいずれも約10％の減少を⾒込んだ上で、現在の約20％から30％に
10％アップさせる。さらに、旅⾏業、物販及び受託販売⼿数料の３つを⼤きな収⼊源として拡⼤する。旅
⾏業の主要な取り組みは、今回の⽬利きを中⼼に⾸都圏からの魅⼒あるツアー造成を⼤⼿旅⾏会社を通じ拡
⼤することであり、物販の主要な取り組みは⼤⼭を舞台とした新たな⼈気⼟産品の開発により取り扱いを拡
⼤、主要な販売ルートとしては、今事業の連係先の⼤⼭ロイヤルホテル、森の国、とっとり花回廊、エムケ
イ開発の４つの事業者がビジネス化のためのワークショップを牽引していく。受託販売⼿数料においては、
JTBの着地型旅⾏決済システムを地域の公式ポータルサイト「神々のふるさと⼭陰」につなぐことから、い
わゆる旅マエ、旅ナカの現地体験観光需要を間接的に取り込む仕組みにより今まで取り込めなかった潜在需
要を獲得する。 
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（３）モニターツアーの実施結果 
第１回モニターツアーのコンセプトは、太古の昔より神の⼭として崇められてきた⼤⼭。その美しいブナ

の森をハイキングを通して体感。森の⼩道や沢、重要⽂化財の史跡を訪れるなど歴史にも触れる。そして中
国地⽅の最⾼峰を極めるツアーとした。 

実施結果としては、前期⽇程では⼤⼭夏⼭開きをコースに⼊れていたため、たいまつ⾏列については概ね
好評だった。しかし、梅⾬⼊りしたため天候が悪く、視界が最悪となってかなり不評だった。募集のチラシ
にも頂上からの絶景を強調していたこともあり、更に印象を悪くしてしまった。 

また、阪急交通社のお客様の層なのか⼀般的にそうなのかはわからないが、⾦額的に⾼いと感じられてい
る。代⾦を下げようと思ってもこれ以上は難しいため、満⾜度の向上を⽬指して内容を⾒直していく必要が
ある。また、ガイドへの不満の声も上がっているので、ガイドのスキルアップも課題である。 

 
第２回モニターツアーのコンセプトとしては、「全⻑１kmに渡る展望回廊の100万球のイルミネーション

による花と光のコラボレーションと200発の花⽕を楽しむ」とした。 
第１回は50〜60代の旅慣れたアクティブシニアのお客様が中⼼であり、ツアーに掛けるコストを最低限

に抑え、数多く旅する客層であり、ツアー代⾦を上げ収益を得ることが困難な結果であったため、第２回⽬
はカップル・ファミリー層を狙った企画とし、結果としてファミリー層の集客もあり、⾷事・お⼟産等のオ
プションを追加と合わせてツアー代⾦を上げることも可能な結果となった。 

参加者は50歳以上の年配者と30〜40歳のファミリーが⼤半を占めていた。冬季の⾒学ツアーは、娯楽が
少ない時期でもあり年配者に好評であった。観光地を巡るツアーのようにバスの乗り降りがなく、ゆったり
としたツアーが楽しめ、ファミリー層にも好評であった。イルミネーションと花⽕については概ね好評であ
ったが、イルミネーションがないところが暗い、屋台村の⾷事が冷めていて営業メニューの選定に再考が必
要などの改善点もあった。 

ツアー⾦額については、妥当からやや割安との意⾒が多くみられた。寒い中での⾒学ツアーとなるため、
滞在時間をもう少し（30分程度）短縮して最終到着時刻を早め、⼩さなお⼦様も参加しやすいツアーに⾒
直しを図る。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

旅⾏業、物販及び受託販売⼿数料の３つを⼤きな収⼊源として拡⼤を図るため次の取り組みを⾏った。 
旅⾏業としては、⽬利きの活動や商談会を通じて⾸都圏発の旅⾏商品の造成を⼤⼿旅⾏会社へ働きかけた

結果、ANAセールスとモンベルの共同企画によるツアーの販売を開始した（２⽉26⽇から販売開始）。 
物販では、関係者を対象にしたお⼟産物開発の研修会を開催した。その後、⼤⼭町の別事業と連携し新た

なお⼟産物開発に着⼿し、「⼤⼭町おいしいもん」として15商品完成した。 
受託販売⼿数料については、公式ポータルサイト「神々のふるさと⼭陰」の中で掲載している旅⾏プラン

をJTBの着地型旅⾏決済システムを利⽤して照会するべく、関係者との調整を⾏い、最終調整段階となって
いる。 

 
課題として、旅⾏業としては、ANAセールス以外の⼤⼿旅⾏会社との商品開発の話が進んでいない。 

物販は、商品の開発は⾏ったが、⼈気⼟産物になっていない。 
受託販売⼿数料については、料⾦設定と⼿数料の部分で調整に時間を要している。 
その他、主催事業による売上の向上と宿泊・⾷事・観光農園・スポーツ施設などの⼿配⼿数料の向上が必

要である。 
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（５）ツアー造成について 
参加者も定員に近い⼈数で、狙い通り、時間にゆとりのある年配層とファミリー層の利⽤が多かった。 
ツアー造成の課題としては、ツアー造成にかかるノウハウの不⾜、地域で開催されるイベントや地元との

連携が⼗分ではなかった。 
 
（６）広報・ＰＲについて 

課題としては、チラシ配布⽅法の改善が必要であった。新聞折込の認知度の⾼さを活⽤し、公⺠館等への
配布以外に情報伝達速度の⾼い媒体を選択する必要があった。 

 
（７）運営体制について 

運営体制については、あまり構築できていないと考えている。具体的な課題としては、⼈材が不⾜してい
る、育成体制が不⼗分、地域との連携が不⾜している、報告・連絡のフォーマットが統⼀化されていないな
ど、事務的な⾯が⾮効率であることが挙げられる。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

まあ連携できていると考えている。現在地域は世代交代の時期を迎えており、後継者が定まらないところ
は改善意欲が低い傾向にある。 

 
（９）まとめ 

今年度は旅⾏業、物販及び受託販売⼿数料の３つ収⼊源の拡⼤を図った。 
旅⾏業としては、⽬利きの活動や商談会を通じて⾸都圏発の旅⾏商品の造成を⼤⼿旅⾏会社へ働きかけ、

ANAセールスとモンベルの共同企画によるツアーの販売を開始したが、ANAセールス以外とは商品開発の
話が進んでいないため、ANAセールスの商品を事例として、⿃取県観光連盟が主催する商談会等を利⽤し引
き続き⼤⼿旅⾏業者に売り込んでいく。 

物販では、関係者を対象にお⼟産物開発の研修会を開催、⼤⼭町の別事業と連携し新たなお⼟産物開発に
着⼿し、「⼤⼭町おいしいもん」として15商品完成した。現時点ではまだ⼈気商品とはいえないため、マス
コミを利⽤したイメージ戦略を展開していく。 

受託販売⼿数料については、公式ポータルサイト「神々のふるさと⼭陰」掲載の旅⾏プランをJTBの着地
型旅⾏決済システムを利⽤して照会すべく関係者との調整を⾏っているが、料⾦設定と⼿数料の部分で調整
に時間を要している。平成27年度中に全ての調整作業を終了させ、できるだけ早い段階でシステムを利⽤
し潜在需要を獲得する。 

 
その他、主催事業による売上の向上と宿泊・⾷事・観光農園・スポーツ施設などの⼿配⼿数料の向上が必

要である。 
また、宿泊がセットになったツアーを造成する。冬の⼤⼭はスキーの宿泊客でにぎわっているが、アフタ

ースキーのメニューが乏しいため、⼤⼭寺→ペンション明け間の森→ロイヤルホテル→とっとり花回廊を巡
回するバスを運⾏し、スキー＋イルミネーションセットの宿泊パックを売り出す。バスの運⾏は、各施設か
ら負担⾦を集め運営する⽅式とする。 

広報⾯では、地域で開催されるイベントや地元との連携を取り、現在のホームページを更に魅⼒あるホー
ムページに更新することやFacebookを積極的に活⽤し、チラシ配布等も⾏いツアーのＰＲに努める。 

地域との連携については、全体の約２割の後継者が定まっている施設を中⼼に新メニューの開発などを図
り成功事例を作ることで、残り８割の意識向上につなげたい。  
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〔提案33〕出雲の地、まつえ縁の旅 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

これまでの事業は誘客に繋がるアピール的要素が強く、旅⾏商品販売による収益性はあまり求めてこなか
った。松江観光協会は以前より旅⾏業登録はあるものの、⼈的要因などの理由から積極的な旅⾏収益事業は
展開していない。平成25年度より観光コーディネーターや営業担当マネージャーを雇⽤するなど、新たな
⼈材の採⽤により体制が整いつつある現在、「官⺠協働した魅⼒ある観光地の再建・強化事業」で採択され
た取り組みやテーマなどを存分に活かし、旅⾏商品（ツアー、グッズ）として具現化、さらに収益をあげて
次の観光戦略展開へと結び付ける原資をいかに得るかが課題と思われる。 

観光地域づくり関連では、今年度は出雲⼤社の「平成の⼤遷宮」や尾道松江線の開通などにより、初めて
１千万⼈を超える観光客⼊込数を記録した。しかし、松江独⾃の企画商品が⼤きな誘客の要因となっていな
い事は否めないところがあり、今後、出雲⼤社の⼤遷宮の効果が下がってくることを考えると、⽬⽟となる
松江の独⾃商品を早急に企画・開発していかなければならない。松江は宍道湖の⼣⽇や松江城など観光資源
が豊富ではあるが、その楽しみ⽅となると天候に左右されがちである。特に松江は⾬のイメージが強く、⾬
が降った場合は⾮常に残念がられる傾向にある。また、観光客の⼊込は夏をピークに春まで急激に少なくな
る。特に２⽉・６⽉の⼊込客数が極端に少なく苦慮している。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

松江観光協会は旅⾏業登録所有者であるため、独⾃商品として「縁雫商品」のバスツアーを企画・催⾏す
ることで増収を⾒込む。また、お⼟産として「ツキノシズク」など関連商品の磨き上げや新たな商品開発に
よってさらに増収を⾒込んでいく。 

観光地域づくり関連では、松江の中⼼部には、松江城を中⼼とした堀川や武家屋敷など情緒ある佇まいを
今もなお残しており、それら景観をまち歩き事業として活⽤する。しかし、単にルートをつくるだけでなく、
「官⺠協働した魅⼒ある観光地の再建・強化事業」において新たに開発した「⾬粒御伝」や「縁雫」商品に
さらに物語を加える事で付加価値を⾼め、松江流まち歩きを推進しなければならない。また、これまで作り
上げてきた⾬の⽇の松江関連事業、「縁雫カクテル」「ツキノシズク」などもおもてなし商品として磨き上げ
る必要がある。これらの資源を松江の⾬の⽇に特化した商品として意味のあるまち歩きとして付加価値を⾼
めるために⾬の⽇のみ催⾏するツアーを本事業において実践及び検証する。「縁雫商品」は⾬の⽇のみの催
⾏で天候に左右されるリスクが⾼いが、これこそ縁雫のストーリーとして「松江の⾬は素敵な縁を運ぶ⾬」
に出会うための運だめしとする付加価値を付け、松江観光のキラーコンテンツに仕上げる。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、20〜40代の⼥性層をメインターゲットと据えて、松江市で楽し
める美と⾷とご縁をリーズナブルかつ簡易的に体感していただくとした。 

実施結果としては、まち歩きは事前の期待値があまり⾼くないが体験していただくと好評のため、広報段
階でのアピールが必要であり、ガイドホスピタリティの充実も不可⽋である。 

また、まち歩きなどにおいての寄り道スポット・サービス提供施設の充実や、参加者の常連化への⽷⼝と
して再訪者に新しい魅⼒付けを⾏い、次回のリピーターやクチコミを期待する。 

さらに、外貨獲得機会として⾼い購⼊ニーズを活かしたお⼟産などの開発や、近畿・九州圏域の⽅の参加
促進という改善点がみられた。 
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第２回モニターツアーのコンセプトは第１回と同様、20〜40代の⼥性層をメインターゲットと据えて、
松江市で楽しめる美と⾷とご縁をリーズナブルかつ簡易的に体感していただくとした。 

第１回では温泉⼊浴の組み込みは試験的に⾏ったため、⼊湯マージンを発⽣させなかった結果、時期的に
⼊湯者はあまり多くなかったが、第２回は冬季実施のため⼊湯者が多いことが予測された。また、第１回で
はプランに当該企画を組み込むにあたり、ツアー内での周知・説明が不⼗分であり、「予算がかかっている」
ことへの不満の声が聞かれたため、まち歩き企画としての事前の魅⼒付け説明を強化し、不満なく組み込ん
だ。 

実施結果としては、満⾜度は概ね⾼かったものの、天候によりツアー⾏程時間に⽀障が⽣じ、結果的にま
ち歩き企画の⾃由度を抑える形となったが、事前想定の説明にて対応強化したため⽬⽴った苦情は聞かれな
かった。⼀⽅、⽇帰り旅⾏としてテーマに準じて気分を盛り上げて頂くために内容設定を施したが、いずれ
も充分に各地を満喫頂けたかは疑問が残る。 

また、参加者増を期待し観光協会収益を抑えた料⾦設定にした結果、参加者数的にはキャンセル待ちも出
るほどの対象ターゲット応募があったが、観光協会収益を盛り込むための⾏程やマージン設定には⼀層の⼯
夫が求められる。 

今後についてはコンテンツの連携（より多くの協会収⼊に結びつけるため、協⼒団体へのマージン取得依
頼含む）、各旅⾏エージェントに対してのアプローチに加え、発地場所によっては内容と⾏程について旅⾏
エージェントと協議が必要である。また、観光客の声から個々の素材の良さを認識できた「ツキノシズクを
巡る旅」の⾃由度を⾼める⼯夫と、協会の第３種旅⾏業をより有効に活⽤していくための内部体制の構築が
課題である。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

「縁の旅」「縁雫」のコンセプトを旅⾏商品として具現化し、収益性を持たせるため取り組んだ着地型観
光商品「ツキノシズクを巡る旅」を積極的にＰＲ。期間の３ヶ⽉延⻑、市内各ホテルへの営業強化、マスコ
ミへのニュースリリース強化、旅⾏会社への営業強化を⾏ったところ、前年度を⼤幅に上回る集客数・収⼊
を得ることができた。従来、松江観光協会は着地型観光商品造成にほとんど着⼿したことがなく、初めて⾃
前で造成した商品の反響が⼤きかったことから、ターゲットを絞り込んだユニークな商品は今後も注⽬を浴
びるということに改めて気づかされた。 

そのことより、現在協会の⾳頭により、⾬の松江の象徴モニュメント・⾬粒御伝と⾬の松江の情景をイメ
ージさせるためのイラストストーリーブック（発⾏／松江観光協会）や、パワーストーンを使った新たな収
益グッズ製作を関連団体と進めており、近⽇完成予定である。 

課題としては、着地型商品販売にあたって制作するチラシ代などは⾏政からの補助⾦に頼らざるを得なか
った。また、商品展開時期を６⽉〜７⽉・12⽉〜３⽉と５ヶ⽉の展開としたため、通年展開した場合より
収益性や効率性に難がみられた。今後は経費削減の意味でも通年展開をし、無駄も省き、収益性の向上を図
らねばならないと感じている。 

さらに、他の協会事業としての物販販売、旅⾏業収益（宿泊あっせん⼿数料）が伸び悩み、⾃⼰財源率は
あまり増加しなかった。着地型商品のさらなる進捗の他に、従来の事業についても今後収益増につなげるた
めの精査が必要である。 

 
（５）ツアー造成について 

提供したコンテンツに対して理解が深まっておらず、⼀部の⼈材しか案内できないことが課題であるため、
観光客への浸透と同時に、販売する協会職員や関係機関の意識を⾼め興味を深める機会が必要である。 
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今回のツアーで「⾬の⽇の松江と縁の旅」についてのモニタリングを、⾬ふりの中で有効に実施できた。
その中で⾬の⽇の観光地サイドのおもてなしがまだまだ不⼗分であったこと、着地型商品の「ツキノシズク
を巡る旅」を40名近い団体で⼀⻫に動かすことはかなり厳しいことを指摘によりリサーチできた。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

地域消費額⽀出などにおいて指標をあげた関連グッズの販売数は⾒込みを⼤幅に上回った。これは「縁雫」
という⾬の⽇の松江コンセプトがじわりと浸透し、新たな⾬の⽇の街歩きの魅⼒として注⽬され始めた結果
と考えている。同時にFacebookでの関連ニュースフィードの平均閲覧数も微増しており、松江ファンの獲
得に少なからずとも貢献していると考えられる。 

フジトラベルサービスのカウンター店舗でのパンフレット展開だけでなく、フジトラベルの顧客層に向け
てFacebookで積極的にツアーを募集し、さらに４千⼈の顧客層に対してダイレクトメールを郵送し集客し
た結果、満席かつターゲットである独⾝⼥性層参加率８割程度を確保できた。 

課題としては、近隣の観光協会のSNSでのリアクションに⽐べ、⼈⼝の⽐較的多い松江市の「いいね！」
数やアクセス数は格段に低い点が挙げられる。ホームページでの⼀⽅的な情報発信よりも近年ではSNSの双
⽅向型情報発信が重要であり、この数値では話題にのぼるまでには程遠いかもしれないと考えている。 

また、関連グッズの販売数は着実に伸びているが、商品のラインナップが少なく頭打ち感も出てきた。今
後は地域を巻き込んでの新商品開発や販売が必要である。 

 
（７）運営体制について 

地元NPO法⼈サードプレイス研究会や、今回「美」を絡めた⽟造温泉の観光協会、地元企業などの連携は
今回の⼀連の活動において深めることができた。また、希少性の⾼い「⾬の⽇の観光を盛り上げる」という
テーマは引き続き継続を図る気概に満ちている。 

⼀⽅で、運営経費に関しては未だ⼗分な収益を上げるに⾄っておらず、今回の⽬利き派遣講師からも指摘
を受け、学ぶことができた「地域を巻き込み、実感を沸かせる」という取り組みを⽬指した活動を続けてい
く必要がある。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

当概念に関しては「⾬の⽇の松江」という普遍的・恒常的なテーマであり、基本的には地域内協⼒者はも
とより地元企業にとっても観光低迷シーズンという課題でもあるため、「どうにかしなければならない」と
いう意識は持ち合わせている。 

課題としては、連絡⼿段の体系化や地域内関係者との意⾒の摺り合わせ（会議など）の機会の不⾜、報告・
連絡のフォーマット統⼀が挙げられるが、活動の煩わしさや予算化などに対し負担を感じているのではない
かと考えられる。 

 
（９）まとめ 

「縁の旅」「縁雫」のコンセプトを着地型観光商品として具現化した「ツキノシズクを巡る旅」を積極的
にＰＲし、マスコミへのニュースリリースやホテル・旅⾏会社への営業強化を⾏い、前年度を⼤幅に上回る
集客数・収⼊を得た。松江観光協会が初めて⾃前で造成した商品の反響が⼤きかったことから、ターゲット
を絞り込んだユニークな商品は今後も注⽬を浴びるということに改めて気づかされた。 

それにより、⾬の松江の象徴モニュメント・⾬粒御伝と⾬の松江の情景をイメージさせるためのイラスト
ストーリーブック（発⾏／松江観光協会）や、パワーストーンを使った新たな収益グッズ製作を関連団体と
進めており、近⽇完成予定である。 
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課題としては、着地型商品販売にあたって制作するチラシ代などは⾏政からの補助⾦に頼らざるを得なか
った。また、商品展開時期を６⽉〜７⽉・12⽉〜３⽉と５ヶ⽉の展開としたため、通年展開した場合より
収益性や効率性に難がみられた。今後は経費削減の意味でも通年展開をし、無駄も省き、収益性の向上を図
らねばならない。また、物販販売、旅⾏業収益（宿泊あっせん⼿数料）が伸び悩み、⾃⼰財源率はあまり増
加しなかったため、着地型商品のさらなる進捗の他に、従来の事業についても収益増につなげるための精査
が必要である。 

今後の取り組みとしては、⾏政からの補助⾦に頼ることなく、事業独⾃で採算性を⾼められるように、採
算ベースの参加⼈数などをより精査せねばならない。着地型商品「ツキノシズクを巡る旅」は平成27年度
より４⽉から１年間の通年展開とし、収益ベースである300名以上の数値⽬標を設定、旅⾏会社や関係観光
施設へのセールス、マスコミへの積極的なＰＲをより強化する。とりわけパッケージツアーへの組み込みは
まだ１社だけと広がりが少なく、少なくとも４社程度は取り上げていただけるような積極的アプローチと、
さらにこの商品を組み込んだ「街歩きツアー」を協会で作成し、旅⾏会社から企画募集だけでなく斡旋団体
についてもユニットで企画料⾦を収受できるような仕組みを計画、販売する。 

また、基本的にはパーソナル商品ではあるが、収益性の⾼い団体ツアーにも活⽤できるよう臨機応変なア
レンジに取り組む。着地型商品やコンセプトを有効に⽤いながら、四国市場に向けてＰＲ・セールスをして
いく。 

広報⾯では、Facebookにおける情報発信の頻度を上げ、⾬の松江の魅⼒・情報の発信や積極的にコメン
トを返すなどの対応を考える。 

関連グッズも現在は好調であるが、新たな地元アーティストとの連携や助成により新グッズを開発し、収
益増につなげていく。 

総合的にみると、今後は「マイナスの魅⼒をプラスにする」という発想から、まずできることを、できる
ひとから実施する。そのため極⼒、地域内協⼒者の活動内において、地元観光事業者や地域住⺠などへのよ
り⼀層の周知と意⾒交換、情報キックバックなどを継続してゆく。 
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〔提案34〕まちのいいね！をかたちにする世羅⾼原観光まちづくりラボラトリー事業 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

来るべき尾道松江線全線開通を⾒据えた沿線の花のテーマ観光化の具体として、お互いが観光シーズン、
花の開花期のずれや同期を利⽤した花めぐりの提案を⾏ってきた。世羅町だけではなく、隣接する他市町の
花の情報も⼊⼿し花暦を作成し、旅⾏エージェントに対して提案を⾏ってきた。シェアの奪い合いというよ
り、協⼒し合うことで新しい魅⼒が⽣まれ、キャパシティを増やすという活動を、これまで競合と思われて
いた施設等と継続的に⾏っている。当事業においても、モニターツアー等を通じて地域の飲⾷店等と実際の
⾏程をともに作りあげていくことで、着型メニューに取り組もうと考えてもらえる協⼒者が増えてきた。 

具体的な課題としては、観光メニューとしての打ち出しが少ないことが考えられ、地域の観光資源のコー
ディネート・ディレクターとしての機能が抜け落ちている。商品やサービスについても、今あるものをただ
列記という形ではなく、観光客それぞれの嗜好に合わせた開発や⼯夫、ツアーパッケージの中での役割分担
といった、共通のミッションを持つ集まりの中での⽬標設定がないと具体的なアクションに結び付かないた
め、『カメラ⼥⼦旅』ツアーも昨年の焼き直しではなく、毎年⼯夫に満ちた参加者の興味をそそる内容にし
ていかなくてはいけないと考える。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

具体的な⽅策は３つあり、１つめは観光地域づくりの活動を下⽀えとして具体的な着地型観光メニューの
開発に取り組んでいく。 

２つめは、地域の観光業の活性化を粘り強く⾏うために、ツアー実施後に企画コーディネート料として成
果を受ける、成果報酬型の観光まちづくりラボラトリー（研究所）を運営主体の事業所内に設置する。世羅
町内の三種旅⾏業免許を取得しているバス会社と連携し、地域の⼈たちと、まちのいいね！をかたちにして
売る活動の第⼀歩にしていきたいと考えている。 

３つめは、４⽉下旬に世羅⾼原と尾道市をフィールドにした撮影旅⾏ツアーを企画実施し、その後は順次
各種テーマ性のある商品造成と販売を継続していく。着型メニューを利⽤しないと享受できない⼈とのふれ
あい・特別感を売りにした内容で、観光資源の多層的な楽しみ⽅の提案を⾏う。また、世羅町内の既存の商
品・サービスの組み合わせや、商品開発等ブラッシュアップを通じてブランド化に取り組む。 

そのために、当事業で培ったまちコンシェルジュの活動を引き続きメンバーを拡充しながら活動し、より
具体的なコンシェルジュによるモニターツアーでの役割分担や、魅⼒アップのための商品開発を⾏う。今回
は春の花の観光シーズン、そして冬にも新しくメニュー開発を⾏うことで、着型メニューの四季を通じた実
施体制を整えたい。また、夏もしくは秋にも、前回のモニターツアーの声を反映させた、より満⾜度の⾼い
モニターツアーも実施できたらと考えている。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーは、コンセプトを、公共交通機関を利⽤して世羅⾼原の花めぐりが楽しめるバスツ
アー「世羅⾼原花めぐりバス」とした。 

実施結果としては、告知期間が短かったため、来季はより早い時期から告知することや、⾼齢の⽅の利⽤
を想定して、申込⽅法はFAX・電話が主なものになると思うが、Webサイトからも申し込めるようにするこ
と、⾷事つきのプランも検討することとした。 
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第２回モニターツアーは、コンセプトとして、情報発信⼒の⾼いカメラ⼥⼦、⼈気のカメラマンとともに、
世羅⾼原のフォトジェニックな場所を巡る、地元の野菜などをたっぷり使った⾷事とした。 

改善点としては、１泊２⽇としツアー単価を⾼くし、収益増を図った。また、有料のオプショナルツアー
「早朝のひまわり畑撮影」、体験プログラム「野菜を収穫してバーベキュー」を設定し、より収益増を図る
こととしたが、台⾵によりバーベキューのみの実施であった。⾷事については、写真で撮ることを意識した
⾷事メニューを開発し、参加者のSNS発信につなげた（⾃分でトッピングする野菜を選べる「おむすびカレ
ー」）。また、写真撮影のスポットについては、めぐる場所を厳選し、１箇所での滞在時間を⻑めにして、じ
っくり撮影に取り組めるようにした。さらに、時間の短縮のため温泉施設に⽴ち寄り、希望者が⼊浴できる
ようにした。宿泊は施設を貸し切ることで、参加者が気兼ねなく楽しめるようにした。また、まちコンシェ
ルジュは⾃作のワインやジェラート等、店舗、⾷事メニュー、観光地を紹介し、参加者の満⾜度の向上、ま
ちへのファンづくりにつなげた。さらに、ツアーの最後に産直市場に⽴ち寄り、コンシェルジュが商品等の
ＰＲをすることで⼟産物の消費増につなげた。広報についてはSNSを積極的に利⽤したため、広告費の⼤幅
削減ができた。 

結果、想定外の台⾵直撃となったが安全な範囲でのツアー実施、参加者への対応ができ、参加者の満⾜度
は⾼かった。⼀⽅、マスコミへの告知をもっと早くしなければならない点や、ツアー実施に係る現場スタッ
フの確保が反省点である。今後の改善点は、バスの中でのガイドや有名カメラマンをテーマとするだけでな
く、観光のオフシーズンを活かしたメニューの開発が必要である。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

これまでの団体利⽤は⽇帰りバス旅⾏（発型）が中⼼で、２件の観光農園⼊場料＋昼⾷代＋お⼟産＝3,500
円程度であったが、着型のツアー（１泊２⽇）にした場合、昼⾷＋⼊園＋⼊浴＋⼣⾷＋宿泊＋朝⾷＋体験メ
ニュー＋昼⾷＋お⼟産（単価が上がる）バス＋企画⼿配＝30,200円と格段に地元での消費につながること
がわかった。企画料としては73,884円を得ることができた。 

また、中⼭間地域の特⾊を活かし、農村らしい⾵景や花畑、美味しい⾷材などの魅⼒を感じてもらうとと
もに、地域の⼈々⾃らがおもてなしすることが満⾜度の向上やファンの獲得につながることを感じた（ツア
ー後に世羅町へのふるさと納税があった）。 

次に、当地域は農業が主な資源であるが、地元の飲⾷店や直売所、ワイナリーと連携してより魅⼒的な⾷
の開発を⾏った。特に「世羅産ワインを使ったサングリア（ワインにフルーツを漬け込んだ飲み物）」や「世
羅のお⽶とたっぷり野菜のおむすびカレー」など、地元の⾷材を活かし、また、セミナー「盛り付けデザイ
ン学」を開催し、⾒た⽬の重要さや⼯夫の⽅法を伝え、SNSで発信してもらえるよう⼯夫した。ターゲット
はカメラ⼥⼦（30〜50代⼥性）で、発信⼒がとても⾼く、写真が上⼿な⼈が多いので、SNSへの投稿など
により魅⼒的に地域の情報を拡散することができる。また、⼥性に限定したことで仲間づくりや場の共有が
でき、ツアー後もSNSを通じてつながることで、地域からも継続的な発信が可能であり、別の場所で⼥⼦会
を開いたり、「またツアーで会おうね」とリピーターになりやすい。 

次の成果として、写真撮影やパンフレット製作、イベントの企画運営、撮影会講師等について業務委託さ
れることが増えた。 

次に、⼆次交通の必要性を指摘されていたが、今回の１回⽬のツアーでは公共交通機関との接続をふまえ、
町内の花観光施設やワイナリーと連携した「花めぐりバス」を運⾏した。 

 
課題としては、１つめはツアーの準備（会場設営やガイド、受付等）を⾏うのに⼈⼿が⾜りないこと、２

つめは繁忙期が重なると関係者⾃体が忙しく、⼗分なおもてなしができないこと、３つめは地元（世羅町）
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の旅⾏会社を利⽤したため、募集旅⾏でのノウハウが⼤⼿旅⾏会社ほどなく、⼿配や旅⾏会社からの発信、
お客様との連絡（普段メールを使わなかったなど）等に苦労したこと、４つめとして３種旅⾏業の旅⾏会社
の場合、メインターゲットとなる広島市内までの送迎ができなかったこと、５つめとしてパッケージのリニ
ューアルや新商品の開発を⾏う際に関係者の合意形成が難しく、時間が予想以上にかかり、製造キャパも想
定する必要があるため、むやみに数量を増やせないこと、６つめとしては、セミナー等はこれまで⾏政主導・
補助⾦活⽤による参加無料の形で⾏われてきたため、「お⾦を払って学ぶ」という姿勢になりにくく、参加
費を徴収しての開催が難しかったことである。 

 
（５）ツアー造成について 

世羅町からの着型ツアーは過去にほとんどない（数年前に⾏政主導によるモニターツアーがあったのみ）
中で、地域発の新たなメニューを提案できた。宿泊受け⼊れ体制から、ツアーの最⼤⼈数は30名程度と考
えられる。平成26年は春と夏の実施だったが、春は実施までの時間が短かったため告知不⾜が否めなかっ
た。夏のツアーで台⾵が直撃して前⽇キャンセルが９名出たため、⽬標に到達できなかった。 

冬の観光メニューについては、ワークショップにて「冬だからできること」＝時間の余裕がある冬季に「⼈
に会って話を聞く旅」という案が出た。広島市内や尾道市内で社会⼈向けに学びの場を提供している「ひろ
しまジン⼤学」や「尾道⾃由⼤学」とコラボレーションし、冬に町外から来てもらうプログラム（ツアー）
を企画予定である。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

カメラ⼥⼦が集まるイベントに出展し、地域を写真で伝えるとともにツアーの告知を⾏った。その後は
Facebookでの書き込み及びツアー参加講師（カメラマン）が告知をすることで、経費を最⼩限に抑え、効
果的なＰＲができた。課題として、Facebookでのページが乱⽴し、広告が増えるにあたり、以前より「い
いね！」されにくくなったため、より共感され、シェアされやすいネタづくりが継続的に必要であり、SNS
での効果的なＰＲとは何かを絶えず模索する必要がある。また、告知までの時間を⼗分に取ることや、メデ
ィアへのリリースを早めに出すことでより取材してもらえるようにすることも重要である。 

 
（７）運営体制について 

現状は、まちづくりの取り組みに対し「⾃分ごと」にできる⼈が少ない、⾃分の仕事・経営で⼿いっぱい
の⼈が多い、役場主導でないと出席が鈍いという課題がある。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

世羅町や⺠間から事業委託されることが増えてきた（パンフレット作成やイベント企画等）。平成27年は
度世羅町内の「世羅⾼原６次産業ネットワーク」（72団体が加⼊）が農林中⾦「みらい基⾦」に着⼿。着地
型農業体験ツアー造成や農家⺠宿を活⽤したメニュー作りなどにカメラ⼥⼦旅への連携が求められている。 

課題としては、⾃主的な参加がなかなか進まず、意思決定にとても時間がかかる。また、若い⼈がなかな
か出てこない（年配者が譲らない）。 

 
（９）まとめ 

これまでの団体利⽤は⽇帰りバス旅⾏（発型）が中⼼だったが、着型のツアー（１泊２⽇）にした場合格
段に地元での消費につながることがわかった。ツアー内容については中⼭間地域の特⾊を活かし、農村らし
い⾵景や花畑、美味しい⾷材などの魅⼒を感じてもらうとともに、地域の⼈々⾃らがおもてなしすることが
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満⾜度の向上やファンの獲得につながることを感じた（ツアー後に世羅町へのふるさと納税があった）。 
また、農業が主な資源であるが、地元の飲⾷店や直売所、ワイナリーと連携してより魅⼒的な⾷の開発を

⾏った。特に「世羅産ワインを使ったサングリア（ワインにフルーツを漬け込んだ飲み物）」や「世羅のお
⽶とたっぷり野菜のおむすびカレー」など、地元の⾷材を⽣かし、SNSで発信してもらえるよう⾒た⽬にも
⼯夫した。ターゲットはカメラ⼥⼦（30〜50代⼥性）で、発信⼒がとても⾼く、写真が上⼿な⼈が多いの
で、SNSへの投稿などにより魅⼒的に地域の情報を拡散することができる。⼥性に限定したことで仲間づく
り、場の共有ができ、リピーターにもなりやすい。また、ツアー後もSNSを通じてつながることで、地域か
らも継続的な発信が可能でありリピーターになりやすい。 

課題としては、ツアーの準備（会場設営やガイド、受付等）を⾏うのに⼈⼿が⾜りないこと、繁忙期が重
なると関係者⾃体が忙しく、⼗分なおもてなしができないこと、地元（世羅町）の旅⾏会社は募集旅⾏ノウ
ハウが⾜りず、⼿配や旅⾏会社からの発信、お客様との連絡等に苦労したこと、３種旅⾏業の旅⾏会社の場
合、メインターゲットとなる広島市内までの送迎ができなかったこと、パッケージのリニューアルや新商品
の開発を⾏う際に関係者の合意形成が難しく、製造キャパも想定する必要があるためむやみに数量を増やせ
ないこと、セミナー等はこれまで⾏政主導・補助⾦活⽤による参加無料の形で⾏われてきたため、「お⾦を
払って学ぶ」という姿勢になりにくく、参加費を徴収しての開催が難しかったことである。 

今後の取り組みとしては、実⾏委員の⼀般募集を⾏う。単なるボランティアでなく、継続させるためにも
参加するとこんなメリットがある、というところを具体的に⽰す必要がある。また、有識者の効果的な活⽤
をしていく。さらに、ファシリテーション能⼒の習得をしていく（６次産業ネットワークみらい基⾦事業に
て予定）。 

次に、平成27年度、世羅町による「農業⼥⼦ せらまちこまちプロジェクト」にて、外から来る⼈に対
するおもてなし事業が開始予定である。繁忙期が異なる農業者（ぶどう栽培農家など）が関わり、ファンを
獲得し、販売へとつなげる仕組み作りを⾏う。 

⼆次交通問題を解決するための「花めぐりバス」については平成27年度も実施する。⾷事の問題を解決
するため弁当付きにすることと、これまで広島市内からの⾼速バスとの接続のみだったのを、ＪＲ在来線・
尾道駅と新幹線・新尾道駅への送迎を加え、電⾞利⽤（岡⼭、福⼭市内⽅⾯からの集客）接続を可能とした。 

商品開発については専⾨のコンサルタントによるマネージングが必要である。平成27年度以降、世羅⾼
原６次産業ネットワーク内「世羅ブランド開発部会」にて、農林中⾦による「みらい基⾦」利⽤による商品
開発へつなげる。 

また、平成27年４⽉に富⼠フィルム主催の写真撮影会が世羅町の世羅⾼原農場（チューリップ畑）にて
開催される際に、カメラ⼥⼦旅より前泊プランを提案している。他の花観光農園や古⺠家カフェなど、フォ
トジェニックでカメラ⼥⼦にうれしい旅を企画して、滞在における満⾜度と消費額のアップ、ファン化を図
っている。富⼠フィルムの撮影会については、これまでのカメラマンとのつながりや、カメラ⼥⼦旅活動の 

実績を認められての初の地⽅開催であり、募集開始後２⽇間ですでにほぼ定員いっぱいとなっている。ま
た、富⼠フィルムによるセミナー受講者へのメルマガ（約５万件）やFacebook「Ｘセミナーズ」（3600い
いね！）、「Ｘシリーズジャパン」（６.5万いいね！）にて告知予定。また、ネットイヤーが運営する「瀬⼾
内ファインダー」（瀬⼾内の魅⼒を世界に発信する、瀬⼾内７県共同プロジェクト。11.7万いいね！）にて
告知または当⽇の様⼦を取材予定となっている。 

地域との連携については、今後は勉強会の開催、町内に対する周知を広めるとともに、町外からの参加者
とも交流する機会を作り、意識を⾼める。  
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〔提案35〕幸せますのまち防府 “⼤河ドラマの世界観”発⾒ツアー 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

ＪＲ⻄⽇本へ防府ブランド「天神鱧」料理と乗⾞券をセットとした企画切符の提案を⾏い、旅⾏商品とし
て造成され販売されている実績がある。また、防府の回遊観光拠点のまちの駅「うめてらす」の運営を⾏う
中で、その売店にて防府を中⼼とした地元の特産品を販売することで地域の事業者の商品開発等を⽀援する
とともに、出品者からの⼿数料収⼊を得てきた。また、レンタサイクルを⾏うことで、市内観光の回遊性の
向上に貢献するとともに、⼿数料収⼊を得てきた。 

観光客数は、まちの駅「うめてらす」の開設（平成22年４⽉）による増加分を除くと横這い状態で、防
府天満宮、⽑利⽒庭園、周防国分寺などの「観る」観光資源が中⼼となっている。「⾷べる」「買う」といっ
た要素の観光資源づくりが進んでおらず、「観る」観光も防府天満宮に集中しており、市内への回遊性向上
と滞在時間の増加が求められている。観光客数に占める宿泊客の割合は３％程度と低く、宿泊施設はほぼビ
ジネスホテル仕様となっているなど、地域経済における観光産業の位置付けは⾼いとはいえない。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

「幸せます」（防府の地域ブランド）や明治維新関連の観光資源を活⽤し、ストーリー性のある周遊モデ
ルルートをソフトとハードの⾯から磨き上げていくとともに、平成24年度補正予算の再建・強化事業にお
いて磨きあげを⾏ってきた「⾷べる」「買う」「笑う」などの要素を強化していくことで、回遊性の向上と滞
在時間の増加により観光地ビジネスを強化する。特に「笑う」については「お笑い体操」や「お笑い三笑」
が体験できる着地型のツアー商品が販売できればさらに収益性の向上が期待できる。 

観光地域づくり関連としては、「幸せます」（防府の地域ブランド）の癒されるイメージと、⼤河ドラマ「花
燃ゆ」で描かれる明治維新のまっただ中を⽣き抜いたヒロインゆかりの地をツアーのコンセプトとする。ま
た、防府の定住地として優れている⽇常性をアピールする。明治維新周遊モデルルートの整備や歴⼥対応ガ
イドブックの作成などを⾏い、明治維新の志⼠が闊歩した歴史を史実に基づいてクローズアップしていく。
これらの取り組みを通じ、また、観光資源の⾒せ⽅を変えるなどの⼯夫を加えることにより、滞在時間や宿
泊客数の増加を図る。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーはコンセプトを『2015年⼤河ドラマ「花燃ゆ」の主⼈公「⽂（ふみ）」は、防府で
約30年過ごされました。このツアーでは、「花燃ゆ」に関連する明治維新の史跡等を地元ガイドと⼀緒にウ
ォーキングをする。』とした。 

実施結果としては、ウォーキングの企画ではあるが「⾷」をツアーのポイントにあげる⽅の割合が多く、
⼤河ドラマの関係地であり、関係施設に関する関⼼が⾼く、観光ガイドや施設での解説がツアーの満⾜度に
関係することが分かったことから、第２回開催時に改善を検討することとした。 

 
第２回モニターツアーのコンセプトとしては、防府の地域ブランド「幸せます」を活⽤した観光地づくり

の取り組みの中で、「幸せます観光」と平成27年「⼤河ドラマ “花燃ゆ” 」関連の歴史的観光資源を結びつ
け、⼤河ドラマ「花燃ゆ」の主⼈公「⽂（ふみ）」（吉⽥松陰先⽣の妹）と夫・楫取素彦ゆかりの地をレンタ
サイクルでめぐるとした。 
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実施結果としては、満⾜度は総合的に⾼かったものの、「⾷」に対する満⾜度にばらつきがあったため、
「⾷」の魅⼒をいかに⾼めていくかが重要である。また、⾃転⾞を利⽤するツアーは安全⾯の確保とツアー
ガイドの解説の聞きやすさなどを考慮すると、各グループの⼈数を少なくした⽅が満⾜度は⾼まると感じた。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

主体の防府市観光協会の取り組みにおいて、商⼯会議所や地域団体・飲⾷店、市等が⼀体となって、地域
ブランド「幸せます」を旗印に地域アイデンティティの確⽴を促進するとともに、「幸せます」商品の販売
額の増加により売店収⼊の拡⼤につながった。 

課題としては、⾏政補完型の事業内容（観光案内、情報発信、イベント事務局、受託事業等）を転換し、
着地商品設定（ランド・オペレーター）、広告・Web、物販・流通、体験・イベント等の⾃主事業を実施す
るための組織のあり⽅、また、⾃主財源の確保をどのように増やしていくかということである。 

 
（５）広報・ＰＲについて 

当初狙っていたターゲット層（歴史好きな⼥性グループ等）からの参加・応募が少なかった。 
 

（６）運営体制について 
企画サイドと各観光施設の連携が図れており、訪問先での分かりやすい解説に⼈気があった。なお、課題

として「⼈材が不⾜している、育成体制が不⼗分」、「継続性に疑問がある」ため、「観光まちづくりプラッ
トフォーム」づくりを検討していく中で、観光まちづくりを管理できる組織の充実に取り組む。 

 
（７）地域内関係者との連携について 

地域内関係者との意⾒の摺り合わせ（会議など）の機会が⼗分取れている⼀⽅で、地域内関係者の意識が
低く、観光関連施設において観光客の⽅の受⼊に温度差がある。 

 
（８）まとめ 

商⼯会議所や地域団体・飲⾷店、市等が⼀体となって、地域ブランド「幸せます」を旗印に地域アイデン
ティティの確⽴を促進するとともに、「幸せます」商品の販売額の増加により売店収⼊の拡⼤につながった。 

今後多くの旅⾏者が防府市のことを知り、訪問してもらうには、ワンストップで観光・イベント情報、着
地商品申込み、特産品販売等を⾏える機能が必要である。この機能として、「幸せます観光まちづくりプラ
ットフォーム（仮称）」の設置を検討する。 

また、地域と⼀体となった取り組みとして、市内の中学⽣による「ほうふ花燃ゆ周遊バスに⼿を振る運動
（仮称）」をきっかけとし、「志⼠闊歩の地」の観光地としてのおもてなしの雰囲気の醸成を図っていく。 
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〔提案36〕忽那諸島のしまみがきと瀬⼾内海テーマクルーズ（愛媛県・広島県） 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

呉〜広島〜松⼭の定期航路を「瀬⼾内海道⼀号線」と命名し、瀬⼾内海が有する魅⼒を最⼤限に引出し、
物語を演出しながら、広島地域の資源と愛媛・松⼭の資源を組み合わせ、磨き上げ、広島地域と松⼭を周遊
する新しいツーリズムの創造に努めてきた。瀬⼾内・松⼭ツーリズム推進会議は、⾏政と交通事業者が連携
し、旅の新しい仕組みづくりを⾏うことで、域内の観光客の増加を⽬指す協議会であるため、観光客や交流
⼈⼝が増加することで、参画団体である交通事業者や観光関連事業者など収益は増加するが、協議会⾃らが
旅⾏商品の造成や販売を⼿がけ収益を上げる仕組みや、その収益の受け⽫となる仕組みが構築されていない
という課題がある。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

船（広島地域〜松⼭）と陸路（しまなみ海道）を組み合わせた新たなコンセプトの「定期航路の魅⼒企画」
として販売した商品や体験料の中から⼿数料を取る。また、発⾏する印刷物の⼀部に広告スペースを設け、
広告料、イベントに参加し物販を⾏う中で、その収益の⼀部を⾃主財源として確保する。さらに、「官⺠協
働した魅⼒ある観光地の再建・強化事業」の活⽤⼿法で瀬⼾内海テーマクルーズ「あの時の『瀬⼾内海・⼤
和クルーズ』」と「瀬⼾内海パワースポットクルーズ」の実施に当たり、このテーマクルーズと併せ協議会
で仕⼊れたお⼟産等を販売して⼿数料収⼊とする。さらに、忽那諸島のしまみがきはそのノウハウを活かし、
フェリーで実施する「しまメシ」の販売やしまの体験料⾦収⼊から⼿数料を徴収し⾃主財源の確保を図る。
収益の受け⽫は、事務局である⽯崎汽船㈱に新たなセクションを設ける。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーとして２ツアーを実施した。 
「第60回瀬⼾内海横断ヨットレース観戦と春の宮島クルーズ＋スカイバスで⾏くしまなみ海道」のコン

セプトは、船（広島地域〜松⼭）と陸路（しまなみ海道）を組み合わせた新たなコンセプトの商品開発にチ
ャレンジしたものである。 

実施結果としては、募集⼈数30名に対し参加⼈数も30名と予定通りであった。アンケート実施はできな
かったが、船内でのイベント（ヨットレース鑑賞）もあり満⾜度も⾼かったように思われる。しかしながら、
イベントがない場合でも満⾜度を⾼めることができるような新たな魅⼒向上策を展開することや、悪天候時
の対応策が課題である。 

「スカイバス＆フェリーで⾏く松⼭・道後温泉」のコンセプトは、前者と同様である。 
実施結果として、アンケートの回答をみると、スカイバスを利⽤した商品の企画・商品の満⾜度は、６割

以上が「楽しかった」と回答し、⼀定の満⾜度が得られる企画であった。しかしながら天候で満⾜度が⼤き
く左右される企画であることが判明した。⼀⽅で歩き遍路と⽯⼿寺は、⾬天時であっても満⾜度が⾼いサー
ビスである。定期航路の利⽤時に求められるサービスとしては、郷⼟飯の販売などに⾼いニーズがあり、船
内での飲⾷、お⼟産の販売サービス等についても⼀定のニーズがあり、再訪問希望者は７割を超え、うち６
割は再訪問の際、宿泊を伴う旅⾏を希望することが判明した。以上のことから、⾬天時の対策と対応、道後
温泉本館については、２時間程度は必要であり、定期航路の利⽤時に求められるサービスは、フェリーの乗
船のみを楽しみにするのは若⼲名であり、新たな魅⼒開発を⾒直すことが必要である。 
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第２回モニターツアーとしては「瀬⼾内海テーマクルーズパワースポットクルーズ」と「あの時の「瀬⼾
内・⼤和」クルーズ」を実施し、テーマを持ち瀬⼾内の広域エリアを周遊する新たな商品開発にチャレンジ
することがコンセプトである。 

実施結果としては、前者については満⾜度は⽐較的低く、船から⾒る多島美の⾵景や海と島のコントラス
トに魅⼒があると感じているお客様においても同様の結果がみられる。これは、それぞれの魅⼒がクルーズ
体験と上⼿く結びつけられていない、または上⼿くお客様に伝えられていないことが要因と想定される。 

後者については、満⾜度は⽐較的⾼い結果となった。しかし、悪天時には満⾜度がどうしても低くなるこ
とが想定されるので、船から⾒る多島美の⾵景や海と島のコントラストに魅⼒があると感じているお客様に
対し、どのようにクルーズの満⾜度を下げないで魅⼒を伝えるかが課題である。 

いずれについても、今後はマリンガイドの育成と観光（⽴ち寄り・上陸）対象となる島の洗い出し・発掘
が必要である。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

瀬⼾内海テーマクルーズを商品化したことや、定期航路船内でしまの柑橘などの物販販売を開始したこと
で、新たなビジネスを創出することができた（合計販売額182,000円×５％＝9,200円）。柑橘の時期が終
わったため、平成27年11⽉頃より再開予定。また、平成27年５⽉より船内で『みかんうどん』の実⾷販売
が決定している。モニターツアーの実施では⼿数料31,750円の⾃主財源を確保した。外部イベントに参加
しての物販は⾏っておらず、印刷物の広告収⼊も得られなかったが、広告については平成27年度より実施
予定。⾃主財源の受け⽫は事務局内に追加する形で対応した。 

以上、本協議会を構成する船舶会社が催⾏したツアーではあるが、その催⾏による収益の⼀部を「主催ツ
アーに係る⼿数料」という形で本協議会の⾃主財源として計上することが旅⾏業法などに抵触しないかとい
う課題が洗い出された。平成27年度においては主催ツアーによる収⼊の⼀部を「主催ツアーに係る⼿数料」
という形でなく、経理上会費収⼊のような形で本協議会の⾃主財源に計上する。 

上記により、⾃主財源率の⽬標の到達には⾄っていないが、テーマ性を持ちながら瀬⼾内の複数県にまた
がる観光資源を周遊できるテーマ型クルーズ商品や、定期航路としまなみ海道などの陸路を組み合わせた商
品など、瀬⼾内海に新たな旅の価値を創造することができた。 

テーマクルーズ事業における顧客満⾜度の向上のためには、テーマ解説者=マリンガイドの育成・養成が
急務であり、現状のボランティア団体等に頼った対応だけではサービスレベルの向上や平準化が困難と推定
されるため、プロガイドの育成・養成に本格的に取り組んでいくことが必要である。 

 
（５）広報・ＰＲについて 

新聞媒体・インターネットサイトを中⼼とした募集広告・広報を展開し、オープントップバスの特性を活
かし、春先の気候が安定した時期に爽快感のある企画として売り込みを⾏ったが、「瀬⼾内しまのわ2014」
の開催による当該事業のＰＲ効果があった反⾯、イベント実施⽇と重なったことや、梅⾬時期とのイメージ
も先⾏し、後半実施の企画設定⽇は⼀部空席が出る結果となった。 

 
（６）運営体制について 

しまなみ海道・松⼭市内をはじめ、様々なサービスの要求に対応可能なパートナーが存在し、⼗分に構築
できている。⼈材は揃っていて地域との連携が進み、運営側の意識が⾼く事業の継続性もある。⼀⽅、オー
プントップバスの貸切運⾏の条件整備や専⾨的ガイドの養成・育成が課題となっており、オープントップバ
スの貸切運⾏は条件整備を改めてバス会社に要請していく。 
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（７）地域内関係者との連携について 
定期的な会議の開催など、意⾒交換の機会がある程度設定されているため連絡⼿段が体系化され、運営・

関係者双⽅に利益が得られる取り組みがある。 
 

（８）まとめ 
瀬⼾内海テーマクルーズを商品化したことや、定期航路船内でしまの柑橘などの物販販売を開始し、新た

なビジネスを創出することができた。また、平成27年５⽉より船内で『みかんうどん』の実⾷販売が決定
している。モニターツアーの実施では⼿数料31,750円の⾃主財源を確保した。外部イベントに参加しての
物販は⾏っておらず、印刷物の広告収⼊も得られなかったが、広告については平成27年度より実施予定。
⾃主財源の受け⽫は事務局内に追加する形で対応した。 

⼀⽅、催⾏による収益の⼀部を「主催ツアーに係る⼿数料」という形で⾃主財源として計上することが旅
⾏業法などに抵触しないかという課題が洗い出された。平成27年度においては「主催ツアーに係る⼿数料」
という形でなく、経理上会費収⼊のような形で本協議会の⾃主財源に計上する。 

以上により、⾃主財源率の⽬標の到達には⾄っていないが、テーマ性を持ちながら瀬⼾内の複数県にまた
がる観光資源を周遊できるテーマ型クルーズ商品や、定期航路としまなみ海道などの陸路を組み合わせた商
品など、瀬⼾内海に新たな旅の価値を創造することができた。 

テーマクルーズ事業における顧客満⾜度の向上のためには、テーマ解説者=マリンガイドの育成・養成が
急務であり、現状のボランティア団体等に頼った対応だけではサービスレベルの向上や平準化が困難と推定
されるため、プロガイドの育成・養成に本格的に取り組んでいくことが必要である。 

広報⾯では、今後は企画・実施⽇の設定検討、広報戦略の⾒直しや、より多くの旅⾏会社等への売り込み
を⾏っていく。 
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〔提案37〕「ベースボール国際交流ツーリズムを創造する」 

               〜夢追い⼈ 国際交流・応援プロジェクト with 越知町〜 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

⾼知ファイティングドッグスの選⼿・スタッフにより越知町の観光資源である清流仁淀川、横倉⼭のマイ
ナスイオン体感ウォーキング、越知町の地産地消⾷材を使った⾷事の提供、観光物産館おち駅でのショッピ
ングなど地域活性化につながるツアーを催⾏してきた。⾼知県下、四国内から来訪されるお客様への越知町
観光資源の浸透度は⾼まりつつあるが、横倉⼭・清流仁淀川・ツガニ・⼟佐⾚⽜などの⾷など地元資源の県
外・国内での認知度はまだまだ不⼗分である。また、地域が⼀体となり、⾃信と誇りを持ってＰＲできるよ
うにするために、まずは⾼知ファイティングドッグスの外国⼈選⼿・練習⽣から第⼆の故郷・越知町の虜（と
りこ）になってもらい、広告塔として発信させることも重要だと認識している。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

⾼知ファイティングドッグスに所属し夢を追う外国⼈選⼿・練習⽣を応援するプロジェクトのひとつとし
て、各国・各都市の⽇本内外のコミュニティ・JICAの協⼒を仰ぎながら、選⼿・練習⽣の応援ツアーイベ
ントを実施する。また各国地元⽂化（⾔語・代表的料理・世界遺産・観光地）と⾼知県越知町の⽂化（⽅⾔・
地産地消料理・酒・観光資源）の交流を図るイベントを⾏い、地⽅での⾝近で親近感のある国際交流・国際
⽀援・地域振興を体感していただく。ツアー参加者に選⼿とともに越知町の魅⼒あふれる観光資源（横倉⼭・
仁淀川・ツガニ・⼟佐⾚⽜などの地元産品）を体感してもらうために、地元住⺠が積極的に参加する受⼊れ
態勢を構築し、地元住⺠の⽣きがいの創出を図る。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーは、コンセプトをスポーツと農業を通じた体験型国際交流として実施した。 
実施結果としては⾮常に楽しんでいただけた。課題としては、⽇帰りの場合内容も時間も規制が多いが、

１泊２⽇の設定にしたり、⾷事を地産地消にこだわりすぎると単価が⾼くなるため検討の余地がある。また、
天候に左右される・時期が制限される公式戦観戦以外にも、外国⼈選⼿とのミニゲームや野球教室、BBQ
や野球教室など、交流を図れる時間を増やす内容にしても満⾜度が⾼まるという改善点がみられた。 

 
第２回モニターツアーとしては、「アカデミック国際学習」と「おちリンピック〜スポーツ交流〜」の２

本を実施した。 
⽇帰りツアーを２本実施することで、内容の異なる企画で今後の可能性をリサーチすることでもあり、ま

た、第１回からの改善点として、越知町観光協会と⾼知ファイティングドッグスのFacebookならびにＨＰ
でツアーのＰＲを⾏い、⾼知県内に限らず県外からの集客も図り、また受⼊体制を整えたことにより催⾏最
⼤⼈員を⼤幅に増やし、収益増を図った。さらに、ツアー参加者全員に越知町観光協会作成のリーフレット
（観光地案内）をお渡しし、リピーターとして来訪していただけるよう取り組んだ。⾷事は越知の⾷材を準
備し、参加者が⼀緒に世界の料理を作るという新しい国際交流の形が提供できた。内容は紙⾶⾏機⼤会や料
理教室、運動会に農業体験と、双⽅向の内容を濃くした。 

 
 
 



第３章 各事業のまとめ 

165 

実施結果としては、参加者の６割半ばが満⾜と⾼い結果となった。世界の⾐装を着てファッションショー
がとても楽しかった、外国の料理がとてもおいしく、好き嫌いはあるが、みんなで⼀緒にゼロから作るとい
うことは有意義だったと思われる。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

収⼊⾯での成果は少ないが、勉強会、シンポジウムなどで県内外への越知町のＰＲや地場産品の紹介など
の機会が増えた。また、広告収⼊が⼤きく伸びた。 

課題としては、越知町の⼤きなイベントが昨夏の台⾵の影響を多⼤に受け、イベントの中⽌や縮⼩が相次
いだことで、当初に⽐べ会費収⼊・物販収⼊・⾃主事業収⼊が⼤きく減少する結果となった。そのため台⾵
の時期以外にも安定的に収⼊確保が可能な時期でのイベント実施開催・物販販売機会の増加が必要である。 

 
（５）広報・ＰＲについて 

越知町をホームタウンとする⾼知ファイティングドッグスが⾏う地域交流イベントや越知町ＰＲの取り
組みが裾野を広げ、情報共有を⾏いわざわざ⾜を運んでいただくことに繋がるため、Facebookは有効であ
った。⾼知新聞やRKC⾼知放送などのメディアにも多く取り上げていただき、取り組みは浸透していると感
じている。 

しかし、ツアーの⽬的・取り組みの浸透度合いについてはまだ⾜りない感があり、外国⼈参加者・留学⽣
のコミュニティにもっと協⼒を仰ぎ、ファミリー層については学校や地元スポーツ組織団体への⽇頃のセー
ルスを強化する必要がある。さらに、FacebookやＨＰの閲覧者が固定化しないような努⼒も必要である。 

 
（６）運営体制について 

運営体制については、⾼知ＦＤ球団は地域貢献を基盤としている他、外国⼈選⼿も毎年⼀新されファンの
拡⼤も今後⾒込める。また⾼知県の観光プロモーションにも参画し、県内での認知度・取り組みの重要性を
理解して頂いている。野球以外のスポーツと連携を図り、相乗効果で地域交流を牽引することが可能と思わ
れ、ＨＰやFacebookの閲覧者数も増加しており、越知町との連携も強固なものとなりつつある。 

⼀⽅、数限られた⼈材・⼈数で新たな取り組みを⾏っており、地元住⺠の⼀部の⽅々に⽀えられながらな
んとか事業を遂⾏できている状況であるため、⼈材の育成が急務である。また、グッズや商品の販売⼿法の
⾒直しが必要である。 

 
（７）地域内関係者との連携について 

地域内関係者との連携については⼗分進んでいると考えている。JICAは⾼松の四国⽀部、⾼知⽀部との
連携、JAL⾼知⽀店やJTB中国四国⾼知⽀店、協賛企業各社とも積極的な意⾒交換ができる環境下にある。
また常に斬新で前向きな検討がなされており、地域交流、地域貢献に向けた取り組みに邁進している。 

ただし、ホームページやSNSなど、連携⽤のツールが活⽤されていないという課題もある。 
 
（８）まとめ 

収⼊⾯での成果は⽬標に到達していないが、台⾵の影響を多⼤に受け、イベントの中⽌や縮⼩が相次いだ
ことで、当初に⽐べ、会費収⼊・物販収⼊・⾃主事業収⼊が⼤きく減少する中、広告収⼊が増⼤したことは
期待ができる。ターゲットの⼩学⽣を含むファミリー層に対しては、学校や組織団体のイベントスケジュー
ルにも影響のないよう、事前に地域交流・地域振興の⼀環として協⼒体制を仰ぐなどの努⼒をし、学校の先
⽣にも体感していただくことでより広範囲なＰＲとなると考えられる。 



第３章 各事業のまとめ 

166 

課題となっている、安定的な収⼊確保が可能な時期でのイベント開催、物販販売機会の増加や⼈員不⾜に
ついては、試合がない期間残留する選⼿や地元住⺠と共に今までできなかった交流イベントを増やすことや
他⺠間企業や他団体との連携強化による⼈材交流、意識改⾰につながる勉強会の実施などを⾏い、地元住⺠
の意識の底上げを図ることで改善していく。 

具体的な取り組みとしては、既に２⽉８⽇に「観光おち⼤使」淀家萬⽉さんの落語教室を受けている越知
⼩学⽣が⾃慢のネタを披露する「おち１グランプリ」や、２⽉20⽇・21⽇のおち駅⽂旦まつり、３⽉28⽇
の越知町ぼんぼり桜まつりなどを企画実施し、他⾃治体にはない越知町独⾃のイベント開催に向けて活発化
させている。 

また、⾼知ファイティングドッグスは、平成27年度は前後期それぞれ60⽇間（４〜５⽉と８〜９⽉）試
合を⾏い、週末ではなく平⽇を中⼼に連戦を組むことになった。また25⼈の選抜選⼿で構成される遠征チ
ームは、６〜７⽉に北⽶を転戦する。その６〜７⽉の試合がない期間残留する選⼿・地元住⺠と共に、今ま
でできなかった交流イベントを増やし地域貢献につなげていく。 
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〔提案38〕福岡 恋と⻩⾦ 旅物語（観光ツアービジネスプラットフォーム） 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

志賀島地区と当仁地区は、平成25年度事業の中で、島⺠や商店街の協働によるモデルツアー化やお⼟産・
新商品を開発、信頼と協⼒を図れる体制に⾄った。リーダーシップをもって観光地域づくりをデザインする
担い⼿が不在であったが、この実績を基に地域住⺠・商店街・関係施設のモチベーションが⾼まり、今後も
⾃発的な協働をする意欲・体制が整いつつあり、当該事業に対する期待も⾼い。 

具体的な課題としては、エリア毎に着地型観光ブランディングや物語化を⾏い、リーズナブルな価格設定
とすること、プロカメラマン撮影写真に⾳楽映像化など付加価値を付けて更に売れる商品のラインナップと
販売⼿法を考えること、商店街で開発した官兵衛オリジナルグッズ・グルメの更なる磨きと知名度ＵＰ、教
育旅⾏コンテンツのラインナップと受⼊施設拡⼤、国宝⾦印、元寇平和学習や体験学習プログラムの強化、
コミュニティサイクル（シーサイドバイク）のステーションの効果的配置・拡⼤と、物語に沿ったツアーの
組⽴・サイクルツーリズムの商品化・知名度ＵＰ、地区連携した観光地ビジネスモデルの確⽴、まずはツア
ー募集専⽤Webを知ってもらいアクセス数を増やすため、⼝コミも含めた広報戦略の拡充が挙げられる。 

観光地域づくり関連では、交通・買物・グルメ機能が集積する天神・博多地区に対し志賀島地区・当仁地
区・百道浜地区の知名度が低く、各施設や商店街等での単独集客には限界があり発信⼒も弱い。そこで今年
度３地区周遊モニターツアーを実施したが、団体バスによる地区間移動のため移動時間や価格⾯で顧客の負
担が⼤きく、テーマ性も薄まった。⼀⽅で、この事業取り組みにより地区同⼠の理解・信頼が深まり、ツア
ー参加交流による相互送客と地区連携が⽣まれてきている（今回この３地区で協議会を作り申請）。３地区
の観光ビジネス事業発展の課題は、３地区連携のビジネスモデル創造にある。 

また、筑後エリアは柳川川下りや⼋⼥茶、酒、絣等、多数観光資源を有するが、来訪者数は年々減少して
おり、九州新幹線開業効果も反映できていない。原因はターゲットへ地域のオリジナルな物語を訴求・発信
できていない点が⼤きい。福岡県全体として観光客通過点を脱却するためにも、これらの課題解決が⽋かせ
ない。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

ツアー募集専⽤Webプラットフォーム（含む予約システム）の活⽤として、Facebookを拡充する。テー
マに合わせた志向のSNSコミュニティに情報を配信し、デジタル上で効果的・効率的なマーケテイングビジ
ネスモデルを確⽴する。また、このWebとシステムを地域の組合組織やレストラン等集客施設、旅⾏代理
店にレンタルし、利⽤料を収受するモデルを確⽴する。 

国宝⾦印とアジア国際交流物語 修学旅⾏プログラムの団体販売については、⻩⾦ロードの旅で開発した
志賀島・国宝⾦印国際交流物語を修学旅⾏向けに商品化し、修学旅⾏新市場を取り込む。市博物館・志賀海
神社・NPO志賀島歴史研究会・Ｅまちラボ協働で企画化、JTB九州⿅児島教育旅⾏センターと連携し受託す
る。 

コミュニティサイクルを活⽤したリーズナブルで新たな地区連携サイクルモデルツアーの造成について
は、ベイサイトプレイス博多（市営渡船）→海の中道海浜公園・志賀島（実証実験⽤シーサイドバイク臨時
ステーション）→シーサイドももち（安⽥汽船）は、リアライズモバイル社が実費負担しモデルツアー実証
に協⼒。 
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また、志賀島、志賀海神社の付加価値ある神事（イベント）企画に纏わるビジネスモデルとして、志賀海
神社伝統神事を観光イベントとして集客する。⼭誉め祭、七⼣祭、歩射祭等の重要無形⽂化財が⽬⽩押しで
あり、⽇本伝統芸能の原点といわれる⿓の舞、⼋⼄⼥の舞等、観光キラーコンテンツに京都や滋賀の伝統芸
能とのコラボ等付加価値を加え、インターネットを活⽤して国内外に発信・ＰＲを⾏う。その費⽤はスポン
サード及びツアー参加者価格に⼀部転嫁したビジネスモデルを構築。更にスピリチュアルなプロ写真家の写
真と神秘的な⾳楽を組み合わせたDVDを開発し、ツアー客と⼀般に販売する。 

観光地域づくり関連では、まずは訴求対象を明確にして密な着地特化型観光物語を作り、それぞれのエリ
ア・地区で満⾜頂ける時間、空間、おもてなしを提供する体制を確⽴し、その上で相互連携のビジネス化を
図る。それぞれのエリアについて、志賀島地区は「国宝⾦印、太古の国際交流」＋「神と⾃然の島〜オーガ
ニックアイランド・⾃然、⾷、伝統⽂化〜」をテーマに、太古からアジア他地域との交流歴史に裏打ちされ
た阿曇⼀族と志賀海神社の伝統神事や島の⽂化、⾃然と農海産物の循環関係に基づくオーガニックデザイン
を、地域島⺠、⾃然農有機野菜プロデューサー、地域ブランディングデザイナーで協働、物語化しブランデ
ィングを図る。 

当仁地区は、「軍師官兵衛」をテーマとした歴史物語を神社・商店街・地元ボランティアと協働し、来訪
する歴史・⼤河ドラマファンに対し、官兵衛ランチやオリジナルグッズ、ゆかりの地巡りでおもてなし。ま
た同ツアーの参加者には次なる歴史コンテンツとして「栄⻄禅師開祖800年」・「栄⻄とお茶」がテーマのツ
アーを企画する。 

百道浜地区は、複数の教育関連⾏政施設連携により「福岡シーサイドももち教育旅⾏ツーリズム協働事業
体」を組織化、既に修学旅⾏パッケージプログラム事業を展開中（今年度約2,000名受⼊）。これに上記志
賀島地区と協業し、国宝⾦印国際交流物語をブラッシュアップ、この修学旅⾏パッケージプログラムに組み
込み、営業展開を図る。 

筑後エリアは、新たに独⾝⼥性をターゲットとしたツアーを企画、久留⽶絣研究所や城島酒蔵等と協業、
⽇本に⼀つの恋⽊神社・久留⽶絣・城島の酒を愛で紡ぐ・繋ぐをキーワードに展開する。 

さらに追加事項として、唐⼈町商店街をフィールドとして福岡では初の「外国⼈観光客向け、英語ガイド
付ショッピングと英語による和⾷料理教室」を組み合わせたモニターツアーを実施し、和⾷に関⼼の⾼い来
⽇外国⼈観光客に対し、博多湾の新鮮な⿂や地元産の⿃や野菜、調味料を提供するお店を楽しいガイド付で
買物案内する。⽇本のアットホームな和⾷メニューを、買物した⾷材を元に英語で学びながら料理して頂き、
参加者全員で⾷事交流会を⾏う。また漬物や味噌など発酵を⼤切にする⽇本⽂化の学びの機会も併せて提供
する。この企画を機会に、料理教室スポット提供からビジネスに⾄るまで商店街や地域住⺠と協働して持続
可能なソーシャルビジネスを展開し、経済振興、地域コミュニティの活性化にもつなげる。 

次に、久留⽶地区事業の更なる商品磨きとして主に欧州、アジアのエグゼクティブ外国⼈観光客を対象に、
「THE JAPAN TRAD 〜温故知新 旅倶楽部」をコンセプトとしたモニターツアー実施により、調査・仮
説検証を⾏い、今後、持続可能なビジネスモデルと⾼付加価値商品を開発する。コンテンツは、久留⽶絣・
城島酒蔵、⼋⼥お茶屋敷をフィールドとして「匠と過ごす和の暮らし」、「匠との直接対話と購買機会」を物
語として創造する。更にミシュランにセレクトされた⾷の匠による指導を下に、久留⽶絣・お茶や和⾷と⽇
本酒マリアージュによる「⽇本⼈の伝統的な暮らしと和⾷⽂化空間」として学び体験頂く機会と⽇本ファン
を創造していく。 
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（３）モニターツアーの実施結果 
第１回モニターツアーのコンセプトは、志賀島の志賀海神社で2,000年の間伝えてきた阿曇⼀族物語を、

神社権禰宜や、福岡市博物館学芸員のガイドや講座付で学び、実際に勝⾺の浜を歩きながら神聖なるパワー
スポットで再⽣回帰を祈る旅とした。 

実施結果としては、全体としてツアーに対する満⾜度は⾮常に⾼かったものの、昼⾷の段取りの悪さや時
間の短さへの不満の声があったため、⾼齢者が多い場合はツアー全体の⾏程に余裕を持たせる必要があると
いう改善点がみられた。また、志賀島・志賀海神社の歴史に関しては、もう少し時間を取って掘り下げた内
容としても良い。 

第２回モニターツアーとして、以下のツアーが実施された。 
『志賀海神社綿津⾒の神に捧げる「宵待之翁」薪能鑑賞＆太宰府⽷島歴史府ガイドツアー』は、第１回か

らの改善点として、福岡やるばい観光！⼈とまちづくり協議会における志賀島地区分科会で、実⾏委員会形
式にて、地域主体として⾃主興⾏イベントを初開催し、ソーシャルビジネスモデル化を実現した。経費等を
差し引いても⿊字化を初年度から展開できたモデルとして、当該イベント事業は⾃⽴化が図れたものである。
第２回としては、その⾃主興⾏を付加価値として、関東関⻄から30名、市内から40名のツアー参加者を確
保する結果となり、神様のために舞うという観世流奉納舞の付加価値を付けたことにより、新たな魅⼒ある
観光地としてのブランドづくりに貢献した。 

コンセプトは、『⾦印が発⾒されたことで知られる志賀島は、古代⽇本の海上交易を⽀えた要衝であり、
その⼤海を翔けた海⼈阿曇族の拠点であったと今に伝えられている。その志賀島に鎮座する志賀海神社は
2000年に亘り、海神の総本社として綿津⾒三神を祀り、海上安全や五穀豊穣（豊漁）を祈り続けている。
その志賀海神社に京都より観世流⽚⼭⽒（能楽師）をお迎えし、社殿を舞台に薪能「宵待之翁」が奉納され
る。観世流能楽を受け継ぐ⽚⼭家では代々滋賀県⽇吉⼤社において元旦神事として「ひとり翁」を奉納され
ている。「ひとり翁」は、翁⼀⼈が謡い舞うという質素なもので、以前はその名の通り、⼀⼈で京都から装
束を担ぎ、歩いて⼭を越え、神社では⼀⼈で装束に着替えて舞を奉納し、また同じ道のりを帰るというもの
であった。七⼣祭の夜に舞の原点と称される「鞨⿎の舞」を伝える志賀海神社に能の原型といえる「ひとり
翁」を伝える能楽師⽚⼭⽒により「宵待之翁」が奉納される七⼣の夜。神妙、荘厳、静寂の世界がご堪能い
ただけるでしょう。２⽇⽬は、｢遠の朝廷｣と呼ばれた⽇本古代史の⼤舞台太宰府へ。国内で４番⽬の国⽴博
物館｢九州国⽴博物館｣と、太宰府天満宮をゆっくり廻ります。』とした。 

実施結果としては、顧客満⾜度が極めて⾼く、成功モデルといえる。今後の取り組みとしては、来年のコ
ンテンツとして今年との違いを明確に企画していくことが重要である。また、神様への奉納舞を更に物語と
して、志賀海神社の神様である「わたつみ」の舞に進化させていく予定である。 

 
『城島郷 酒街道を⾏くモニターツアー』については、第１回からの改善点として、集客募集としてもも

ち浜校区⾃治協議会に告知し、８名中４名の参加があった。また、クチコミ効果も向上した。 
コンセプトは『福岡県久留⽶に存在する酒蔵酒処「城島」地区における５酒蔵を、バスとワゴンタクシー、

徒歩でゆっくり巡る利き酒＆グルメツアー。各酒蔵オーナーによる解説や酒蔵案内など、おもてなしを兼ね
た酒蔵ツーリズム。⻄鉄電⾞と⻄鉄バスフリーパス券と、５酒蔵各所で２杯まで利き酒できるお猪⼝券付で、
リーズナブルで、かつ、楽しいグルメと酒処を巡る旅。利き酒⽐べも、酒蔵オリジナルのおつまみも、地産
地消を活かした⾷材で、⽇本酒と和⾷のマリアージュをお楽しみ頂きます。』とした。 

 
実施結果としては、顧客満⾜度と当該ツアーに対する評価は⾼かった。定員を８名としたが需要が⾒込め

るため、今後は更に増員したい。今回は第１回⽬の取り組みのため価格を3,000円としたが、今後は付加価
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値をつけて価格を上げ、利益率向上を図りたい。また、おつまみは各酒蔵で適宜⾷べたいものを購⼊するプ
ランであったが、１ドリンクに１つのおつまみセットでのパッケージプランを求める声があるため、今後の
課題としたい。 

今後の取り組みとしては、参加者の⼤半のリクエストとして、利き酒お猪⼝、⾸から下げるホルダースト
ラップや買物トートバックをツアー価格に転嫁してもいいので欲しいという意⾒であった。複数酒蔵を移動
する際、いちいち鞄からお猪⼝を取り出す⾯倒を省く「おもてなし」のしつらえが必要である。そのような
価値創造による価格ＵＰで適正な利益率を確保したい。また、成果としては、今回の企画で５酒蔵社⻑と懇
親し、酒蔵エグゼクティブツーリズムに対する理解と期待を得た点が極めて⼤きい。 

 
『久留⽶絣⼯房と⼋⼥広川⽩壁のまち散策ツアー、九州プレミアムツアー』については、第１回からの改

善点として、本物志向をテーマとし、名匠にフォーカス。実際の伝統⼯芸モデルツアーとして実証すること
ができた。 

コンセプトは『名匠と交流し直接購買ができる本物志向の旅。名匠と過ごす和の暮らしを愉しむ。』とし
た。 

実施結果としては、募集⼈員８名定員により、予定通りターゲットである福岡市⺠の参加となった。特に、
購買層として魅⼒ある百道浜地区、当仁地区より地域代表が参加した点は⼤きく、今後、福岡市と久留⽶当
該エリアの交流促進につながるものと思料できた。ただし、全体的に時間が押してしまい、⼋⼥福島地区散
策時間が短くなったという改善点がみられた。 

今後の取り組みとして、今回はツアー企画ＡＧ⼿数料のみの収益であったが、今後はお⼟産品購⼊斡旋⼿
数料の徴収等、更なるビジネスモデルとしてのブラッシュアップを⾏いたい。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

志賀海神社では奉納舞薪能イベント実施により、スポンサー協賛やチケット収⼊をもって、数百万円の⾃
⽴⾃⾛化、次年度以降の魅⼒ある集客コンテンツ化と持続可能モデルづくりを図った。早良区スポーツフェ
スタは、⾏政と地域住⺠諸団体連携イベントにおけるグルメ部⾨を引受け、3,000⼈以上の集客を対象にグ
ルメ販売する⾃⾛ビジネスモデルを確⽴した。久留⽶地区では、各参加組織や個⼈の結束⼒によりエグゼク
ティブ観光客をターゲットとした収益⼒の⾼いツアー商品ビジネスモデルを開発した。修学旅⾏パッケージ
モデルはランドオペレータとして2,500⼈を超える集客と年間３百万円以上を稼ぐキラーコンテンツ商品
プログラムを実現した。これらはいずれもソーシャルビジネスモデルとして開発した。 

また、ツアー募集専⽤Webプラットフォーム（含む予約システム）の活⽤については、福岡シーサイド
ももち教育ツーリズムプログラムを官⺠協業による⾯集客で展開し、⿅児島地区から25校、2,800⼈の修学
旅⾏中学⽣の集客を図った。そのプラットフォームコンテンツを⼀堂に介すウェブとして「福岡体験学習ナ
ビ」を構築し、リリースした。実際の運⽤は次年度以降となる。ビジネスモデルとしては、⼀般社団法⼈Ｅ
まちラボが、⿅児島中学校（JTB⿅児島）と受⼊施設を結ぶランドオペレーター機能を果たし、「福岡シー
サイドももち教育プログラム学習パスポート」を１冊300円で販売した。今年度はトライアルであったこと
から11⽉からの修学旅⾏⽣からサービスをスタートし、150千円（500⼈）の収益を得ている。 

コミュニティサイクルを活⽤したリーズナブルで新たな地区連携サイクルモデルツアーの造成について
は、海の中道海浜公園とシカシマサイクルが主体となったレンタサイクルと市営渡船を活⽤したサイクルツ
ーリズムを展開した。また、ソフトバンクグループであるリアライズモバイル社のコミュニティサイクルも
協⼒し、10⽉と11⽉における⼟⽇の観光客向け、当該地区を渡船で来場し、レンタサイクルで周遊するプ
ランとしてレンタル料３時間1,000円モデルにて実施し、海の中道地区では延べ⼈数39名×1,000円＝
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39,000円の売上を計上した。また、17⼈の国内留学⽣を対象としたモニターツアーを実施し、外国⼈視点
におけるサイクルツアーの需要検証を⾏った。 

クッキングクラスについては、10⽉〜12⽉の参加者が12名で１⼈あたり5,000円、計６万円の収⼊を得
られた。 

課題としては、エグゼクティブ観光客を顧客層として持つ組織団体（旅⾏代理店、航空、ＪＲ等）との商
品開発販売連携及びツアー募集専⽤Webプラットフォーム（含む予約システム）の活⽤があり、また、こ
れによる集客急増に伴う受⼊先の新たな確保が課題である。 

 
（５）ツアー造成について 

総合的にみると、クッキングクラスや、サイクルツーリズム等、新たなビジネスプラットフォームと地域
担い⼿を開発し、ソーシャルビジネスモデリングに向けた仕組みや商品化の第⼀歩を実現した。 

『志賀海神社綿津⾒の神に捧げる「宵待之翁」薪能鑑賞＆太宰府⽷島歴史府ガイドツアー』については、
次年度も今年度同様、８⽉６⽇に「宵待之翁」観世流奉納舞鑑賞ツアーを展開し、１泊２⽇で歴史絵巻を中
⼼としたツアーを展開する。 

『城島郷 酒街道を⾏くモニターツアー』については、単独ツアー実施による採算化の⽬途がつかないと
判断。着地型観光の単価が低く、ターゲットに合わせたツアー価格相場に対応してのサービス価値と価格設
定に無理があるため、料⾦の値上げと、採算あう損益分岐⼈数確保に伴う、ガイドの数と質の確保を⾼める
ことが必須である。 

『久留⽶絣⼯房と⼋⼥広川⽩壁のまち散策ツアー、九州プレミアムツアー』については、匠の対象となる
伝統⼯芸のラインナップ増強のため、当該企画を受け⼊れるパートナーの発掘と関係性、信頼関係の構築を
展開する。今後はプレミアム九州の展開地域として、福岡県南及び佐賀県に展開し、匠や師といった伝統⼯
芸や芸能コンテンツと受⼊先の拡⼤拡充を⽬指す予定である。 

『外国⼈サイクルツアー』については、レンタサイクル設置に伴う運営費、⼈件費等の収⽀⾚字を補てん
するビジネスモデルの⽬途が⽴たないため、来年度は取り組みは⾏わないこととした。 

『外国⼈クッキングクラス』については、損益分岐ラインの現状を鑑み、唐⼈町商店街での買い物同⾏サ
ービス等による付加価値ＵＰで、ツアー価格単価をＵＰし、採算ラインの改善を図るべきと思料している。
今後については、福岡体験ナビ（体験学習プログラム）との連携による外国⼈向けブランディングを検討す
る。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

『志賀海神社綿津⾒の神に捧げる「宵待之翁」薪能鑑賞＆太宰府⽷島歴史府ガイドツアー』については、
全体で450名を超える集客実績となったが、クチコミが中⼼のＰＲであった。東京仙台関⻄から30名、福岡
市から40名の集客を実施した経緯は、クチコミだけのＰＲであった。つまり地域からのクチコミのみでチ
ケットが完売したという実績である。ＰＲ媒介としてはポスターとチラシのみで、新聞やＴＶ等の活⽤も控
えた。これは第１回⽬のイベントとして混乱を避けるための戦略と、地域に根差す仕掛けから当該企画をス
タートしたためである。その意味において、当初から⽬指したＰＲ戦略は妥当であり、それでもＴＶ番組依
頼等のリクエストが来ている現状、今後、ＰＲと集客混乱リスクマネジメントとの両⾯を睨みながらの展開
である。 

『城島郷 酒街道を⾏くモニターツアー』については、酒ファンに対するクチコミＰＲとして集客した結
果、顧客満⾜度も⾼く当該ツアーにおける参加者の理解は⾼評価であった。今後は地域の皆様と共にツアー
ガイドの養成を展開予定、及びSNSインフラとしてはFacebookを⽴ち上げる予定である。 
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『久留⽶絣⼯房と⼋⼥広川⽩壁のまち散策ツアー、九州プレミアムツアー』については、クチコミＰＲで
予定通りの集客化を図ることができた点が、今後ＡＧ等の顧客向けプレゼンにおける商品差別化にも貢献す
るものと思料する。 

『外国⼈サイクルツアー』については、天神博多の観光案内所、市内20か所のホテル、ベイサイドプレ
イス博多港等に10千枚チラシ配布を実施した。 

『外国⼈クッキングクラス』については、インターネットホームページによる募集⾏動のみであったため、
市場ターゲットに対するＰＲ⼿法が課題として挙げられる。SNSを活⽤したよりリアルで、よりニーズを把
握できるターゲット層に対しＰＲ展開したい。今後については、SNSネットにおけるクッキングクラスＰＲ
及び、外国⼈観光客ブロガーへの情報提供により、福岡初での当該サービスをＰＲしていく。 

また、修学旅⾏パッケージプログラムは新たな市場としたエリア（四国、広島⽅⾯等）に対する新規営業
開拓が課題であるため、現在実弾として来ている四国広島⽅⾯における商品ブランディングの普及営業を学
校、ＡＧに対し取り組む。 

 
（７）運営体制について 

ソーシャルビジネスモデルとして志賀海神社を中⼼に、キラーコンテンツである観世流宵町之翁薪能奉納
舞とチケット販売収⼊と企業協賛収⼊で事業継続可能モデル化が図れている。課題としては、事業継続にあ
たり当⽇のイベント運営からチケット販売網に⾄るまで、広範囲な⼈材育成と組織化が必要である。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

まあ地域同⼠の連携はとれており、会議・勉強会等の計画など連携してやっていくことができた。また、
東九州⾃動⾞道の全線開通が真近なこともあり、地域内関係者のやる気・意識は⾼い。広域連携した観光遊
覧船の共同運航が今回の事業により活発化するなど、地域の観光事業者の連携も進んだ。 

しかしながら専⾨的な広域モニターツアーにおいては、全体的に専⾨的になり事務局任せの感があるため、
魅⼒ある観光素材の整備に遅れがある。地域内関係者同⼠の観光地づくり摺合せ会議を多く取り組んでいく
事が必要と考えている。また、広域観光を進める中で難しかったのが、現地でこれだ！と思う企画でも、旅
⾏会社や参加者から⾒た⽬とギャップがあったことである。それぞれの観光地あるいは体験等、もっと関係
者と煮詰める必要があった。さらに、⾼速⾃動⾞道全線開通に向けた⼤分県の隣県などとの協調も加えた観
光戦略が不⾜していた。 

 
（９）まとめ 

志賀海神社では奉納舞薪能イベント実施により、スポンサー協賛やチケット収⼊をもって、数百万円の⾃
⽴⾃⾛化、次年度以降の魅⼒ある集客コンテンツ化と持続可能モデルづくりを図った。早良区スポーツフェ
スタは、⾏政と地域住⺠諸団体連携イベントにおけるグルメ部⾨を引受け、3,000⼈以上の集客を対象にグ
ルメ販売する⾃⾛ビジネスモデルを確⽴した。久留⽶地区では、各参加組織や個⼈の結束⼒によりエグゼク
ティブ観光客をターゲットとした収益⼒の⾼いツアー商品ビジネスモデルを開発した。修学旅⾏パッケージ
モデルはランドオペレータとして2,500⼈を超える集客と年間３百万円以上を稼ぐキラーコンテンツ商品
プログラムを実現した。これらはいずれもソーシャルビジネスモデルとして開発した。 

課題としては、エグゼクティブ観光客を顧客層として持つ組織団体（旅⾏代理店、航空、ＪＲ等）との商
品開発販売連携が挙げられる。 

今後は同上組織体へのマーケティングリサーチを⾏い、各組織のスタンス確認とパートナー化に取り組む。
具体的には、Webプラットフォームの活⽤については、次年度以降は300円×3,000名のパスポート販売を
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⾏う。また、Ｅまちラボは、福岡市⺠防災センターにおける新たなコンテンツとしてAED研修導⼊を図り、
マウスピースの販売収⼊を得る。更にオイスカ国際農業財団と連携し、国際交流と農業収穫体験をパックと
した教育プログラムを協働開発し、１⼈あたり4,000円で団体向け販売を展開していく。 

志賀海神社では観世流ワークショップを展開し、当該事業を⽀えるサポーター、⼈財を育成していく。 
地区連携サイクルモデルツアーの造成については、実証結果をふまえ、⽇本最⼤のバス保有会社である⻄

鉄及び九州⼀円のバス会社で取り組む39パスとの連携により、国内外のFIT（特に韓国⼈）をターゲットと
した渡船・バスとの共同商品開発に取り組む。 

クッキングクラスについては、現在の告知媒介先にプラスして対象を欧⽶⼈に特化し、ベルトラ等の外国
⼈向けWebサービス観光会社との連携を模索している。 

さらに、東九州⾃動⾞道全線開通を⾒越して⼤分県、熊本県、宮崎市、⾼千穂、⽇豊海岸と連携した広域
観光も⼿掛けていく。 

来季については、既に旅⾏会社との打合せに⼊っているもの（６⽉⾨川の紫陽花、８⽉⽇向ひょっとこ、
10⽉延岡薪能）がある。伝統⽂化を楽しむことは前年度と同じだが、季節の花々や新たな⾷、特別なおも
てなし⼣⾷など、地域づくり地元⺠との交流も交えた「参加者だけの特別ツアー的な意味合いの商品」を企
画していきたい。 
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〔提案39〕世界遺産候補『⻑崎の教会群を訪れる“祈りと学びの旅” 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

⻑崎の教会群とキリスト教関連遺産」の平成28年度世界遺産登録を⽬指し、県内各市町・観光関連団体
を中⼼に受⼊体制の整備を進めている。 

課題としては信徒の祈りの場・⽣活の場である教会において、信仰の妨げにならないよう教会関係者との
意⾒調整を図りながら誘客する必要がある。また、⼊場料収受は難しいため、教会の維持・管理費の捻出や
地域への経済効果を⽣み出す仕組みが必要。さらに、教会等の構成資産を単に⾒るだけではその価値が伝わ
りにくいため、専⾨ガイドや地域ガイドによる解説が必要である。 

観光地域づくり関連では、世界遺産の構成資産が離島・島嶼部も含め広域に点在し、かつ交通アクセスが
充⾜されていない地域が多いことから、周遊コースの整備や、２次・３次交通の整備が喫緊の課題。 

具体的には、祈りの場である教会において、観光と信仰の両⽴を⽬指した関係者間の意⾒調整が必須であ
り、⼊場料を収受することが難しいため、教会の維持・管理費の捻出や地域への経済効果を⽣み出す仕組み
が必要である。単に教会を⾒るだけでは、その背後の歴史的ストーリーや、世界遺産としての価値を理解す
ることが難しいため、キリシタンの歴史を理解した専⾨ガイド及び地域ガイドの育成やエリア毎の情報発信
基地の設⽴、弾圧により破壊された跡地などをわかりやすく伝えるプログラムの開発が必要である。 

また、世界遺産登録後に急増が予想される観光客および近年増加傾向にある外国⼈観光客（巡礼客）への
対応も挙げられる。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

⻑崎県内の４つの地域（平⼾市、南島原市、五島市、⼩値賀町）においてワークショップを開催する。ま
た、先進地視察を実施する。さらに、モニターツアーにより⼩値賀町、五島列島をつなぐ周遊プランを試験
的に催⾏し、商品化の可能性を探る。ワークショップ、先進地視察及びモニターツアーの実施によって、受
⼊体制の整備を図ることで、巡礼ツアーが催⾏されやすい環境整備につながり、ひいては巡礼ガイドの活躍
の場が広がることによって巡礼センターの財源確保につながる。 

また、⺠間会社が運営するネット上での販売システムにて本事業で作り上げた商品を販売する仕組みを構
築し、その売上の⼀定割合を商品造成に寄与した巡礼センターの収⼊とすることで⾃主財源の確保につなげ
るとともに、地域の販売⼒を強化する体制を構築する。 

観光地域づくり関連では、専⾨家を招き、⾃主財源確保に向けたワークショップや勉強会を開催すること
により、地域の⼈材育成による着地型商品等のビジネス化を⾏う。構成資産を有する地域の信徒さん等地域
住⺠に世界遺産の先進地を⾒てもらうことで、受⼊体制の整備の重要性を肌で感じてもらうとともに、増加
するであろう観光客によって地域の経済効果を⽣み出す仕組みを検討する。また、当地ならではの⾷の提供
について飲⾷店を巻き込みながら検討し、地元物産品の販売による地域経済への貢献と６次産業化へ向けた
取り組みを促進する。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、タビカレ事業で開発したキリスト教史跡を巡る新航路「五島列島
キリシタンクルーズ」が６⽉１⽇から運⾏開始となるため、この新航路と開発中の交流プログラム等をセッ
トにしたツアーを実施。また、このツアーに組み⼊れられなかった開発中の交流プログラムについては、別
途のツアーで検証。今後の商品造成・流通についての課題等を抽出するとした。 
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実施結果としては、地元の⽅々との交流、地元の⽅々からのおもてなしは⾼い満⾜度を⽰す傾向があり、
「五島列島キリシタンクルーズ」についても参加者の評価は⾼かった。 

⼀⽅、交流プログラム、有償おもてなしについては対象者に応じたメニュー作り、磨き上げ、質の向上な
どの取り組みが必要であり、お⼟産についてはニーズの把握を進めるとともに、独⾃性のある⼟産品の開発
や販売⽅法の⼯夫などといった改善点がみられた。 

また、着地型商品における交通⼿段の改善に向け「五島列島キリシタンクルーズ」を参考に、その他のル
ートの商品化について議論を進める。 

 
第２回モニターツアーでは、第１回からの改善点として、交流プログラム、有償おもてなしについては地

元の信徒さんのご⾃宅にお邪魔するのは申し訳ないとのアンケート結果を受け、教会内での交流に変更。有
償おもてなしも、お菓⼦・お茶のふるまいとともにお⼟産品の販売ブースを設けて、購⼊できるようにした。 

また、その⼟地ならではのお⼟産を望むアンケート結果を受け、⼩値賀・五島列島の特産品（落花⽣、椿
加⼯品、⿂介類加⼯品など）を買いやすい⾏程・販売⽅法を⼯夫（前述の販売ブースの他、持ち帰りづらく
購⼊しにくい⿂介類加⼯品は通販チラシの配布を⾏う など）。 

さらに、着地型商品（交通⼿段の改善）については、第１回で⾏けなかった⼩値賀を⾏程に組み込み、定
期船を活⽤した佐世保〜⼩値賀〜上五島ルートの商品化を検証した。コンセプトは、『「⻑崎の教会群」の中
でも、離島にあって個⼈旅⾏では⾏きづらい教会を巡る⾏程と、離島の観光素材について需要を検証する。
特に、諸条件により観光ルート化されにくい現状にある「旧野⾸教会堂」（⼩値賀町）を巡る旅⾏商品の開
発の可能性を探る。「⻑崎の教会群」の旅の満⾜度を⾼めるための地元の信徒さんとの交流プログラム、有
償おもてなし、お⼟産販売を第１回の反省を踏まえて検証する』とした。 

実施結果としては、各観光素材は概ね好評であった。ただし、より多く意⾒を集めようと⾏程を詰め込ん
だため、参加者から、もっとゆっくり滞在したいという意⾒が多かった。 

「⻑崎の教会群」の価値について理解を深めた⽅が多く、再訪希望者も多かった。ただし、暗い歴史が強
調されると旅が楽しくない、という意⾒もあり、特にキリスト教信者以外の旅⾏者に対しては、歴史的な部
分とその他の観光素材をバランスよく楽しんでもらえるような対策も必要（教会群以外のスポットの周遊性
ＵＰ、地域のグルメやお⼟産品の魅⼒ＵＰなど）。 

また、「旧野⾸教会堂」の満⾜度は⾼かったが、教会堂への徒歩での移動（坂道が急で、距離も⻑い）が
きついと不満の声もあがった。募集時に悪路について簡単に説明していたが、もう少し詳しく案内するべき
だった。 

今後の取り組みとして、具体的には「旧野⾸教会堂」のツアー募集やパンフレット等に徒歩での移動につ
いて詳細を案内する。交流プログラムは、⼀般ツアー客よりもカトリック信者や歴史ファンを対象に、いわ
ゆるSITのオプションとして組み込んでもらえるように開発していく。 

また、有償おもてなしやお⼟産販売は引き続き各地域で⼯夫や改良を重ねることとして、巡礼ガイドや地
域ガイドの利⽤をAGTに周知拡⼤し、巡礼センターや地域の⼀層のガイド収⼊ＵＰも図っていく。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

収⼊はモニターツアーの催⾏に伴うガイド料⾦のみであったが、ワークショップの開催による着地商品の
検討及びモニターツアーによる広域周遊商品の検討につながった。 

当初提案の結果としては、ワークショップ、先進地視察及びモニターツアーの実施による受⼊体制の整備
については、平⼾市は⽥平天主堂における受⼊体制として、ガイド付きの場合は基本的にガイドに任せるが、
教本に基づくガイドができるものに限定し、ガイドがついていない場合は地域の天主堂評議会（教区）が案
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内をすることとしていたが、役割分担の合意形成に留まり、商品化には⾄らなかった。 
南島原市は原城跡、⽇野江城跡、キリシタン遺産記念館をつなぐガイド付き周遊コースを設定し、商品化

にはスルーガイドの育成が必要なため、平成27年度にガイド育成により⼒を⼊れて取り組んでいく予定で
ある。定時ガイド化やモニターツアーの実践等も検討中。 

五島市は奈留島における地元の産品を活⽤した料理が決定。名称は「奈留⿂御膳（刺⾝付き）」（読み：な
るいよごぜん（ぶえんつき））、提供価格は1,500円など基本的な構想は決まったものの、具体的な試作検討
はこれからで、九州商船も巻き込んだ販売⽅法や商品化について検討中である。 

⼩値賀町は野崎島の⽂化財及び環境保護の観点から⼊島に関するルールの策定に取り組み、観光客の安⼼
安全を確保した受⼊体制の構築に取り組んだ。世界遺産登録を⾒据えた⼊島税の導⼊についても検討してい
くとしていたが、無⼈島である野崎島の受⼊体制整備が喫緊の課題であったため商品化までには⾄っていな
い。 

先進地視察については、平⼾、南島原の両ガイド団体が、熊野古道のガイドレベルの⾼さと有償化への意
気込み等を実感した。今後、ガイド案内における付加価値化を検討していく予定である。 

モニターツアーについては、佐世保、⼩値賀、上五島をつなぐ新たなルートは利便性の⾼さから観光客に
はとても好評だった。今後の実践化については料⾦設定や地元との合意形成等、解決すべき課題も多いため、
それらの解決に注⼒していく。 

次に、⺠間会社が運営するネット上システムにて商品を販売する仕組みの構築については、販売システム
については窓⼝との合意形成やシステムの具体的な内容、予算組み等について協議を重ね、内容をより詰め
ていった。平成26年度のＷＳ等の取り組みでは商品の構想はできたものの、販売できるまでには⾄ってい
なかったので、本格的な商品化に⾄る平成27年度内にシステム構築を予定している。 

課題としては、世界遺産登録によってどれだけ観光客が増加するのか分からない中、⺠間事業者を巻き込
みながらの着地商品の造成において、調整にかなりの時間を要した。 

 
（５）ツアー造成について 

今回は予算の関係上１泊２⽇の⾏程だったが、離島の観光素材のボリュームや移動距離の⻑さを考えると、
複数の島を巡る場合は２泊３⽇以上の期間があるほうがいい。また、モニターツアーとして⾏政から補助を
⼊れての実施であったため、実際に販売するにあたっては、できるだけ定期航路を利⽤することで経費を落
とし、⼀⽅でツアー代⾦も適正な⾦額にすることによって収益を上げることが必要である。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

昨年度のタビカレ事業で計画し、今年度販売が実現した「五島列島キリシタンクルーズ」を周知するなど、
⻑崎の教会群の周知・誘客において⼀定の効果があった。広報予算がほとんどなく最⼩限のＰＲだったが、
ある程度ニーズを捉えたツアー商品になっていたからか、ターゲット層にうまく訴求でき、結果、定員もす
ぐに集まりキャンセル待ちが出るほどだった。 

しかし、集客のため離島ツアーとしては安い価格設定であったことから、応募者の多さをもって⻑崎の教
会群を巡る離島の旅の価値についての理解が広がったとは必ずしも⾔えないと考える。また、他の作業に追
われ、情報発信頻度を増やせなかったことや、教会の肖像権の問題もあり、写真による⾃由な広報活動がし
づらかったことが課題である。 

 
（７）運営体制について 

各スタッフが使命感を持って活動しているが、事業展開をしたくてもマンパワーが⾜りず、新たな事務ス
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タッフを雇える資⾦も現状では⾜りていない。 
 
（８）地域内関係者との連携について 

関係団体が⾏政や観光関係者だけでなく、地域住⺠や⼤司教区、各教会の信徒など多岐に渡っており、連
携体制を⼗分取れていなかったが、本事業によって徐々に意⾒のすり合わせの場が構築でき始めている。 

しかし、会議の範囲・頻度はまだまだ⼗分ではない。教会群については、現在でも信仰の場となっている
構成資産があることから、信仰と観光の調和について地域の信徒等の理解を得ながら進めていく必要がある。 

 
（９）まとめ 

収⼊はモニターツアーの催⾏に伴うガイド料⾦のみであったが、ワークショップの開催による着地商品の
検討及びモニターツアーによる広域周遊商品の検討につながった。 

当初提案の成果としては、五島市において奈留島における地元の産品を活⽤した料理が決定し、名称、提
供価格など基本的な構想が決まった。⼩値賀町は野崎島の⽂化財及び環境保護の観点から⼊島に関するルー
ルの策定に取り組み、観光客の安⼼安全を確保した受⼊体制の構築に取り組んだ。先進地視察については、
平⼾、南島原の両ガイド団体が、熊野古道のガイドレベルの⾼さと有償化への意気込み等を実感した。 

モニターツアーについては、佐世保、⼩値賀、上五島をつなぐ新たなルートは利便性の⾼さから観光客に
はとても好評だった。今後の実践化については料⾦設定や地元との合意形成等、解決すべき課題も多いため、
それらの解決に注⼒していく。 

また、巡礼センターの主な収⼊源であるガイド料収⼊を増やすため、ガイド増員（＝ガイド回数の増加）
のための育成講座の開催及び認定制度を創設する。また、ガイド付き観光をする旅⾏者数を増加させるため、
巡礼ガイドの周知を進める。さらに、リピーター確保につながるような満⾜度の⾼いガイドを実施するよう
スキルアップを図る。また、世界遺産にかかる着地商品の販売システムの利⽤者増加に向けた情報発信等に
取り組む。 

⺠間会社運営のネット上システムにおける商品販売については、窓⼝との合意形成やシステムの具体的な
内容、予算組み等について協議を重ね、内容をより詰めていった。平成26年度のＷＳ等の取り組みでは商
品の構想はできたものの販売には⾄っていないため、本格的な商品化に⾄る平成27年度内にシステム構築
を予定している。 

⼀⽅、世界遺産登録によってどれだけ観光客が増加するのか分からない中、⺠間事業者を巻き込みながら
の着地商品の造成において、調整にかなりの時間を要した点が課題であるため、今後は事業成果の着実な商
品化と情報発信、磨き上げを⾏うとともに、地域住⺠、⾏政、観光関係者等が話し合う場を設け、地域の理
解を得ながら受⼊体制を構築し、旅⾏商品化につなげ、観光地ビジネス化を⽬指していく。 
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〔提案40〕「味⼒全開！さいき結旅（仮称）」推進体制確⽴プロジェクト 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

佐伯市観光協会では平成24年度に「さいき結旅（ゆいたび）」を試験造成した。その催⾏実績は芳しいも
のではなく、観光地としてビジネスモデルの構築を視野に⼊れることすら、到底おぼつかない現状にある。 

今後、当協会が定款本来の理念に沿うべく観光地ビジネスとしての基盤を強化し、佐伯観光の⼀元的な窓
⼝としての体制を確⽴することが、佐伯におけるより良い着地型旅⾏商品を作っていく上で、また、法⼈の
⾃主財源確保を図る上で、喫緊の課題となっている。 

佐伯市の観光地域づくりにおいては、⾷を中⼼とした着地型旅⾏商品（ツアー）の造成を⾏い、地域に点
在する観光資源を有機的に結びつけ造成を⾏う理念から「さいき結旅」と名付け、平成24年度にプログラ
ムを試験的に造成した。しかし、その催⾏実績は当初の⽬標を達成したとは⾔いがたい状況にあり、滞在時
間の延⻑やリピーターの確保等につながっていない（造成22本に対し催⾏９本）。 

また、演歌「男の港」で有名な豊後鶴御崎や、「ぶんご丼街道」やネタの⼤きい「佐伯寿司」というよう
に、従来から「男っぽい」、「男性⽬線の観光地づくり」が主流となってきたところである。旅の決定権を⼥
性が握るとされる昨今、佐伯市が⼥性観光客に満⾜と感動を提供できる観光地として⾶躍することも、今後
重要な課題の１つとなっている。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

現状の観光素材を今⼀度⾒つめ直すため、地域の⼈のための現地研修や専⾨家による検証など、九州⼀広
い佐伯における観光素材の新規発掘及び既存の資源の磨き上げを⾏う。 

新規発掘・磨き上げられた観光素材を有機的に結び付け、また、多様化する旅⾏者ニーズにきめ細かく対
応する⼀元的な窓⼝を設けるため、当協会による「地域限定旅⾏業」の取得及び取得後の積極的なビジネス
活⽤に向けた取り組みを⾏うとともに、地域のニーズを的確かつ迅速に発掘・磨き上げができる⼈材を育成
する。 

「地域限定旅⾏業」の取得を図るとともに、取得した旅⾏業を有効活⽤することにより、従来から取り組
んできた「着地型旅⾏商品（さいき結旅、⼿塩にかけた佐伯の旅）」の流通や、物販など本商品に付随する
取り組みをさらに推進することで、地域に経済波及効果を恒常的にもたらすことと、当協会の⾃主財源確保
の両⽴を⽬指す。 

観光地域づくり関連では、⾼速道路の開通等という追い⾵を⼀時的なブームとして終わらせず、⼥性を中
⼼とした集客の新規開拓及び定着化に加え、市内全域での滞在時間の延⻑を図るために、これまで⾏ってき
た「⾷観光」事業に更なる磨きをかけ、まだまだ市内に点在している様々な観光素材を掘り起こし、その「味
⼒（魅⼒）」が来訪者に伝わるような形に磨き上げ、しっかりとした情報発信を⾏うことを基本的な⽅向性
と定めた。 

上記の⽅向性をふまえ、特に⼥性をターゲットとした観光地づくりについては、平成25年度から「官⺠
協働した魅⼒ある観光地の再建・強化事業」を活⽤、⼥性⽬線により造成された着地型観光商品「⼿塩にか
けた佐伯の旅」を実施した。今後はこの動きにさらに磨きをかけ、「さいき結旅」の１シリーズとして特化
し、季節やその⼟地ならではの「旬」に応じた、味⼒（魅⼒）あふれるシリーズとして定番商品化する。具
体的には、郷⼟愛に満ちた⼥性たちで編成するワーキングチームを活⽤し、市内の観光資源を磨き直すなど、
⼥性⽬線による⼥性に優しい観光地・旅づくりを徹底する。 

上記の観光素材磨きと併せ、ツーリズム重点戦略内のコンセプト「⾷を中⼼に⼀体となってつないでいく」
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の理念を実現するため、様々な地域・業種にまたがる市内ツーリズム関係者の連携を促進させる場を活⽤し
て素材磨きを充実する担い⼿を強化し、佐伯市観光協会を中⼼にした「オール佐伯」としての観光地域づく
り体制を構築する。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、佐伯の壮⼤な⼭と清らかな川が恵み多き美しい海をつくり、その
上質な素材に感謝して、ひと⼿間、ふた⼿間かけて、こだわりの⾷やモノをつくる⼈たちがいる。佐伯の⼈
と⾃然が織り成す、佐伯の「魅⼒」と「味⼒」を⼼に⾝体に届ける。今回のツアーでは、「⼿塩にかけた」
のテーマにプラスして、⽬利きの推薦もあり、新たな取り組みにチャレンジするコースを造成。特に、前回
のモニターツアー時に実施したアンケートで好評を得た「製塩場の⾒学」をメインに選定した。 

２回⽬では昨年度ツアー造成に関わった各関係者や⽬利きも投⼊し、コンテンツの選定からコース決めま
で協議をし本事業での⼿塩の旅のバージョンアップを図る。 

実施結果としては、⽬標⼈数は⼤きく割り込んでしまったが、お客様のアンケート結果はトータルして昨
年度の結果より⼤変良かった。ツアーの内容に関して、ほとんどのお客様に全体を通して満⾜していただけ、
また訪れたいという結果を得ることができた。佐伯市としても佐伯の魅⼒だと考えている「⾷」に関して、
お客様からも共感を得ることができた。 

当初第１回⽬のモニターツアーで３本の⽇程を予定していたが、申し込みの状況が伸びなかったため、10
⽇以外の他の２⽇程は中⽌せざるをえなかった。 

今後は定員に達するようなツアーの告知、募集⽅法を検討する。 
尚、以前よりバス移動中に佐伯に関する情報が知りたいという意⾒があるため、ガイドを付けるかについ

ても検討する。 
 

第２回モニターツアーでは、第１回からの改善点として、多くのお客様にご参加頂けるように、安定した
顧客のついている旅⾏会社に企画をしてもらった。旅⾏代⾦の⼀部を企画料としていただけるように旅⾏会
社に交渉し、収益増を図った。佐伯寿司⾷べ放題という初の企画に取り組み、今後の継続の可能性を検討し
た。 

また、距離の⻑い移動の時は、少しでもお客様に満⾜していただけるように、⾞内で地域の情報の案内を
した。 

さらに、⼀店舗が儲けるのではなく、地域⼀丸となって協⼒できるように、お買い物エリアのマップを作
成し、お客様に各商店を巡ってお買い物を楽しんでいただけるように設定した。 

コンセプトは、佐伯の壮⼤な⼭と清らかな川が恵み多き美しい海をつくり、その上質な素材に感謝して、
ひと⼿間、ふた⼿間かけて、こだわりの⾷やモノをつくる⼈たちがいる。佐伯の⼈と⾃然が織り成す、佐伯
の「魅⼒」と「味⼒」を⼼に⾝体に届ける。今回のツアーでは、「⼿塩にかけた」のテーマにプラスして、
⽬利きの推薦もあり、新たな取り組みにチャレンジするコースを造成。 

１つ⽬は、本ツアーの⽬⽟として佐伯寿司の⾷べ放題。「⿊潮の極 佐伯寿司海道」を結成して７年、佐
伯寿司の知名度がある程度浸透してしてきた中で、お客様に満⾜していただける⾷べ放題が提供できるか、
今後の可能性を探る。 

 
２つ⽬は、お客様に歩いて⾃由散策してもらい、規模は⼩さいが⼿塩にかけた商品を取り揃えている店舗

にスポットをあてた。塩糀の⽕付け役としても有名な糀屋本店や、市内の特産品を中⼼に扱う⼟産店を⽴ち
寄りスポットとして案内し、買い物以外にもカフェやお寺の境内への⽴ち寄り願掛けができるようにする等、
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買い物にあまり興味のない⽅への配慮も⼯夫するとした。 
実施結果としては、満⾜度は概ね⾼かったものの、⾜の不⾃由なお客様の情報が事前にわかると昼⾷会場

での席の準備がスムーズにできること、初めに提供する10貫メニューはお客様が⼊店する直前に席に配置
すると個⼈差がなくてよいという改善点がみられた。 

今後の取り組みとしては、事前に旅⾏会社と綿密な打合せをし、当⽇の添乗員との詳細な打合せが必要で
ある。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

これまでツアーの受け⼊れに関わっても収益を上げるような契約をしていなかったが、今年度事業では少
額であるが収益を上げることができた。 

調査事業においては、来年度以降協会で地元の産品の販売を開始するにあたり、取り扱う商品ラインナッ
プを検討する上で⼤いに参考となった。 

また、四万⼗への現場研修や専⾨家（⽬利き）との協議の場を通して、佐伯にはたくさんの良いものがあ
るが、中⼼となるモノが⼗分に育っていないことが明らかになった。その中でも全国的に知られている「塩
麹」や「ごまだしうどん」といった商品を中⼼とした物販展開のノウハウの構築が課題であるとして、都市
圏でのアンテナショップの期間運営を⾏ったところ、⼗分な課題抽出ができた。 

課題としては、ツアー造成件数を増やしスムーズにツアーを回せるスキームの確⽴や容易に対応可能なオ
ペレーションなど、ツアーの受け⼊れに迅速かつ正確に対応できる仕組みができなければ、⼤幅な収益の拡
⼤は難しいことが挙げられる。 

⾃主財源獲得のための物販実現に向けて、「⽣産者と消費者の交流の場の創出」、「お客様ニーズと傾向を
店づくりに活かす」、「佐伯商品の販路拡⼤」、「佐伯を売り込むスタッフの育成」、「発注・仕⼊れ、発送まで
の効率化とルール化」、「商品パッケージの改良」、「スタッフの接客と販売スキルの強化」、「定着するまでの
継続⼒」という８つの課題が抽出された。 

 
（５）ツアー造成について 

本事業にて取り組んだモニターツアーでは、市や県の職員で対応したが、移動の時間の充実がお客様の満
⾜度に繋がることを確信した。市内中⼼部から、⼭や海⽅⾯に移動するのに30分〜１時間かかる場合があ
るが、⻑距離の移動がある場合に、バスに⼀緒に乗り込んで市内の歴史や情報を話せるガイドがいない。市
内を歩いて説明するガイドに加えて、バスでのガイドの育成も必要である。 

また、基本的に市内の飲⾷店や、⽴寄る施設等に⼤⼈数が利⽤できるようなお⼿洗いが少ない。 
 
（６）広報・ＰＲについて 

ツアーの告知や料理教室の記事を載せた時に市内関係者がそれぞれシェアして頂けたので、2,000を超え
るリーチ数を達成した。東京でもごまだし料理教室を開催してほしいとの書き込みもあった。 

また、定期的に旅⾏に参加される顧客が付いている様だったが、ツアー広告をきちんと確認していないの
か、思っていた内容と違ったと仰るお客様もいた。 

課題としては、バス会社を中⼼とした、各種エージェントへの営業の不⾜が挙げられる。 
 
（７）運営体制について 

これまで、ツアーのお客様の買い物は⼤型の⼟産店に⽴ち寄るようにしていたが、初の試みで、商店街を
お客様に歩いて散策していただく形にした。各商店にはおもてなしの配慮や、その⽇だけの臨時出店に協⼒
していただき、少しずつではあるが、個店への売上が確保できた。 
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課題としては、協会以外にツアーの受け⼊れを担当するような部署や組織はないが、職員は契約のため⼊
れ替わりがあり、担当者が代わるとスムーズな進⾏が難しいこと、また今回のモニターツアーは単発のもの
で、旅⾏社も12⽉の企画をちょうど探していたところだったので実現した。両者のタイミングが合えばま
た実施できる可能性はあるが、定期的に⾏えるものではないことが挙げられる。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

ツアー実施前に、受け⼊れに関係する店舗の担当者に集まってもらい、ツアーの⾏程からそれぞれの役割
を協議した。寿司店に関しては、初の試みであり、本ツアーのメインテーマだったので、更に時間をとり、
注意点や各店でネタなどに⼤きな差が出ないよう打合せをした。 

課題としては、⼀気に多額の利益が出る内容ではないためあまり積極的に取り組む姿勢がないことが挙げ
られる。 

 
（９）まとめ 

これまでツアーの受け⼊れに関わっても収益を上げるような契約をしていなかったが、今年度事業では少
額であるが収益を上げることができた。 

調査事業においては、今後協会で地元の産品の販売を開始するにあたり、取り扱う商品ラインナップを検
討する上で⼤いに参考となった。 

また、四万⼗への現場研修や専⾨家との協議の場を通して、佐伯にはたくさんの良いものがあるが、中⼼
となるモノが⼗分に育っていないことが明らかになった。その中でも全国的に知られている「塩麹」や「ご
まだしうどん」といった商品を中⼼とした物販展開のノウハウの構築が課題であるとして、都市圏でのアン
テナショップの期間運営を⾏ったところ、⼗分な課題抽出ができた。 

課題としては、ツアー造成件数を増やしスムーズにツアーを回せるスキームの確⽴や容易に対応可能なオ
ペレーションなど、ツアーの受け⼊れに迅速かつ正確に対応できる仕組みができなければ、⼤幅な収益の拡
⼤は難しいことが挙げられる。 

⾃主財源獲得のための物販実現に向けて、「⽣産者と消費者の交流の場の創出」、「お客様ニーズと傾向を
店づくりに活かす」、「佐伯商品の販路拡⼤」、「佐伯を売り込むスタッフの育成」、「発注・仕⼊れ、発送まで
の効率化とルール化」、「商品パッケージの改良」、「スタッフの接客と販売スキルの強化」、「定着するまでの
継続⼒」という８つの課題が抽出された。 

今後の取り組みとしては、地域限定旅⾏業を取得予定であるが、格上の第三種旅⾏業の取得を含めた⼈員
体制の確⽴を⽬指す。また、特産品販売により⾃主財源を増やして従業員を雇⽤し、体制の整備をすすめる。 

ツアー造成については、、明確に収益があがるツアーを計画し、⽬標をしっかりと定め達成感を強調する。 
広報⾯では、参加者了解の元着地型ツアーを取材し、Facebookページの更新を続けていく。また、「さい

き結旅ガイドブック2015」を活⽤し近県のバス会社などにツアーの売り込みをかける。 
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〔提案41〕東九州⾃動⾞道の開通を契機としたひむかの「神話物語」、「伝統⽂化」をむすぶ旅 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

これまでは観光地づくりと広域観光コースの造成、それによる地域の活性化を主に考えての業務が中⼼で
あったが、今回の協働事業の取り組みを経て、着地型の観光ビジネスの重要さをさらに強く意識することが
できた。着地型の旅⾏業登録で旅⾏業を推進すればビジネスになるというものでもないが、本地域の抱える
現状を⼗分分析し、地域の観光事業者（宿泊業、交通事業者、観光施設、飲⾷業者など）と協同して⼀体的
に進めていくことが重要であり、⾼速道路の開通効果を意識しつつ、丁寧な観光商品づくりが課題となって
いる。 

観光地域づくり関連では、観光地づくりや商品化について近年活性化を図ってきているが、広域観光とし
ての取り組みについては各市町でまだ温度差がある。このような中、「遅れているエリアや観光素材につい
て、如何に磨き上げをしていくか」が喫緊の課題として挙げられる。来訪者数については微増の傾向にあり、
今後、⾼速道路の開通による新たな観光地としての観光資源や観光素材の情報発信が求められる。 

今回の「官⺠協働事業」により、本地域に多くの観光素材と魅⼒的な観光資源があることが共有できた。
今後は、これらを売れる観光商品として編集していくため、地域内の関係者間で意⾒交換や研修会を重ね、
おもてなし⼒の向上を含めた技術的な研鑽を積みながら、地域が⼀体となった地域活性のための「観光まち
づくり」を推進することが課題となっている。 

また、平成27年春の東九州⾃動⾞道「北九州市〜宮崎市間」の全線開通を地域経済の活性化の絶好の機
会と捉え、観光による地域⼒向上と交流⼈⼝増による産業振興を図っていくことが求められている。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

平成25年度に⼿がけた「官⺠協働した魅⼒ある観光地の再建・強化事業」のモニターツアーの結果、本
地域の「古代ロマン」に対する注⽬度と評価が⾼かったことから、当初提案においては旅⾏業者との協定の
中でのビジネス料及び第１回のモニターツアー（案）の「ホタル祭り」・「伝建地区散策」等の企画料、第２
回における「⽇向ひょっとこ夏祭りの観覧席料の徴収」、第３回の「神々の祭典神楽拝観料の徴収」などに
よる収益を設定した。なお、「ホタル祭り」・「伝建地区散策」はあくまで「（案）」であったため、別のツア
ーを企画し催⾏する。その際、①⾼速道開通に合わせた⼤分県側との観光検証、②新しい観光として延岡市
⾨川町の産業観光を設定、③⽇帰り圏内での⼤量送客に焦点を絞った。 

観光地域づくり関連では、平成25年度のモニターツアーにおける課題抽出とツアー参加者のアンケート
調査結果から、今回の提案においては「神話のふるさと みやざき」を強く意識し、モニターツアーで⼈気
の⾼かった⾏縢神社（延岡市）、神武天皇東遷所縁の地：美々津（⽇向市）、枇榔島クルーズ（⾨川町）をは
じめ、新たに近隣の⾼千穂神社（⾼千穂町）を加え、観光地として未開の「ひむか地域」を新たな「神話物
語の地」として売り出す。 

さらに、滑稽なひょっとこ踊りを「笑いの神」とし（⽇向市）、また、神楽祭り（延岡市）を素材として、
ひむかの「神話物語」＆「伝統⽂化」をテーマとして本地域の「⼈情味の豊かさ」を加え、観光の商品化を
⽬指す。 
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（３）モニターツアーの実施結果 
第１回モニターツアーのコンセプトは、新しく開通した宮崎県縦軸の⾼速交通網を活⽤して、⼤分県との

観光の将来を探る。その為の広域観光検証策として⽇向市を中⼼とした神武天皇お⾈出神話海道・延岡市の
近代産業遺産や産業、⾨川町の⽔産加⼯産業など観光化に向けた将来を探ると共に観光の事業化に向けた研
究も視野に取り組むとした。また平成25年度モニターツアーとは部分的に異なり、古代ロマン・神話につ
いては同様だが、⼤分県からのツアーを敢えて考えた理由としては、①⾼速道開通に合わせた⼤分県側との
観光検証、②新しい観光として延岡市⾨川町の産業観光を設定、③⽇帰り圏内での⼤量送客を計画の３点で
ある。但し第２回、第３回は昨年を基本としている。 

実施結果としては、東九州⾼速⾃動⾞道宮崎＝延岡間の開通や⼤分までの部分的開通もあり、宮崎県北部
と⼤分県南部間の距離が近くなった事に驚きと、今後の相互観光に活かされるとの意⾒が多くあった。ボラ
ンティアによる洋上観光案内は初めての事もあり、声が聞きにくい、乗船時間が⻑すぎるなどの指摘があっ
た。その他の意⾒として、⾺ケ背遊覧で太平洋⽇向灘の雄⼤さに感動した、海産物のお⼟産店は⾒学と共に
帰りのコースの⽅が良い、延岡旭化成の展⽰センターではなく⼯場内⾒学の⽅が良い、ひでじビール⼯場は
説明スペースが狭すぎる、製造⼯程を直に⾒学したかった、近くに良いものが沢⼭あるのに初めて知ったと
の意⾒があった。 

第２回・第３回はロマンと伝統⽂化をむすぶ旅として開催する予定だが、観光ボランティアを中⼼に積極
的な案内技術勉強会が必要と考え、既に開催中である。その他の取り組みとして、第２回モニターツアー設
定⽇に台⾵が近づきつつあるため、台⾵・⾵⾬対策をしておくこと、集客の為、旅⾏会社の募集ネットとリ
ンクさせ協調できる募集体制を敷くようにする等の連携をすること、また、宿泊ホテルや観光事業者の接客
技術の向上に向けた研究会の開催を更に進めていく事が必要である。さらに、地域住⺠の観光受け⼊れ意識
づけ対策として、『おもてなしの醸成』に向けた研究会の必要性を感じた。 

 
第２回モニターツアーとしては、以下のツアーが実施された。 
『伝統⽂化、⽇向ひょっとこ夏祭りと絶景⽇向海道めぐり』のコンセプトは①⽇豊海岸の新しい神話ロマ

ンと伝統⽂化（ひょっとこ祭り）を絡めた観光ビジネス化を探る（恒例化の検証）、②地域の観光による活
性化（地元のおもてなし、料理開発など）で都市圏との交流⼈⼝増加の為の組織確⽴、③これまでのビジネ
ス客受け⼊れから、観光受け⼊れにも対応できる為の宿泊施設接客のスキルアップ、④モニター結果から東
九州⾃動⾞道全線開通に向けた「ひむか⽇豊海岸地区」観光情報発信⼿法の充実を図る、の４つとした。 

第１回は「隣県×⽇帰りツアー」で取り組んだ結果⾃主財源確保に苦しんだ経緯から、第２回は宿泊ツア
ーを中⼼に企画し、⽇帰りの場合との受け⼊れの問題点なども含め⽐較検証することにした。また、現地そ
れぞれの担当者との広域連携がこれまで以上に図られるよう、出来る限り相互にツアー随伴していくことと
した。また、旅⾏会社と利⽤施設の間で送客⼿数料の問題が発⽣し、事務局としての⾃主財源確保には無理
があった。そのため現地でしかできない差別化した新しい発送が必要であり、そのための収益確保施策を講
じた。 

実施結果としては、⼣⾷会場で地元町づくり協議会の郷⼟料理おもてなし部会の意気込みが伝わり、観光
客と地元⺠との交流懇談ができたことは今後の観光ビジネス化の⾃信となって次のステップに繋がる成果
といえる。献⽴内容で意⾒があったものについては⾃主的に会議を開くなど、将来に期待が持てる姿勢が窺
え楽しみである。また、ツアーのポイントとしてひょっとこ祭りは勿論、地元料理を味わうこと、パワーの
⼤御神社、スピリチュアルな神武天皇お⾈出の地の美々津町並みなど歴史ロマンと伝統⽂化が融合した⾏程
であったが、概ね評価を得た。１⽇⽬は台⾵接近と時折降る⾬の影響で、伝統⽂化鑑賞が100％満⾜とはい
えなかったものの楽しんでは頂けたようである。今後に向けて桟敷席の⾬対策が反省として残った。「ひょ
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っとこ祭り」については天候の良い⽇に再度来訪したいとの声が多く聞かれた。 
課題はやはり宿泊施設の受け⼊れのための意識改⾰と考える。宿泊ホテルでは、喫煙禁煙部屋や朝⾷会場

の問題など⼀部ご意⾒を頂いたものがあり、ホテル側に改善をお願いするなど対応を促す。 
今後の取り組みとしては、伝統⽂化「延岡城⼭神楽祭り」を絡めたロマンツアーを企画しているが、特別

桟敷席を設ける事を条件に進める（多くの観客の中で特別と思わせる⼯夫が必要）。⾷事にも重点を置き、
秋の⾵物詩「五ヶ瀬川の鮎やな」海岸線の「延岡北浦のカキ料理」など季節感を考えた内容とする。また、
宿泊施設の受け⼊れの充実を図る為、ホテル側との事前打合せを重ね、前回の反省点の向上を図る。２⽇間
共事務局受け⼊れ担当が同⾏し、最終観光地までフォローしながら全体的な受⼊確認と検証をする。 

 
『延岡・城⼭神楽祭りと⽇向海道新発⾒』については、第１回は隣県⼤分県内からの⽇帰りツアーで決定

したが、旅⾏会社・協議会ともに収益に繋がらないことから、初回１回⽬をモニターツアーとし、その後を
⼀般ツアー化して７⽉12⽇〜９⽉25⽇まで25本催⾏した結果、1,200名の⽬標で900名の集客ができ、⼤
きな収益に繋がった。問題点として、旅⾏会社と昼⾷地・⼟産物店との契約がなく、⼿数料交渉の窓⼝とし
ての折衝の中、協議会としての財源確保までには無理が伴い⼤変難しいと感じた。財源確保を考えると第２
種や第３種の旅⾏業登録が必要とも考え、職員に国内旅⾏業・総合旅⾏業取扱主任者の国家試験に挑戦させ、
取得させた。将来を⾒据え、今後も引き続き検討を重ねていく。 

実施結果としては、集客に苦慮したツアーとなった。⾷・伝統神楽等に問題はなかったが、北部九州から
のツアーとしての設定料⾦＠25,000は⾼いという意⾒が多くあったことと、１⽇⽬の天候に左右された感
もある。あとはやはり認識の薄さがある。協議会の中で第３種着地型旅⾏業取扱いを始めたところもあるが、
まだまだ本格的な活動ができていない状況にあり、この機会に着地型旅⾏業を推進できる事業計画・⼈・シ
ステムを構築することが、⾃主財源の確保のためには最適な⽅法と考える。別の⽅法として地域の既存旅⾏
会社と着地型旅⾏商品を共同企画する⽅法もあり、後者の⽅法で現在までに数多くの他のツアーを実践して
きている。 

今後の取り組みとしては、広域的に観光素材は⼗分にあり、ソフト⾯では訪れる⽅に⼤変好評を得ている
ものの、ハード⾯（観光地でのトイレの数、駐⾞場の狭さなど）の整備・磨き上げが必要であり、対策を進
⾔しているところである。また、東九州⾃動⾞道の開通に伴う情報発信や告知不⾜が考えられるため、この
機会に福岡県や中四国・関⻄地区まで告知営業を⾏い、⾃主事業や県主催の観光誘致キャンペーンなどと共
に積極的に取り組む。⾼速⾃動⾞道宮崎県側開通といえどまだまだ都市圏からは遠く時間がかかる。よほど
『⾏ってみたい』と思わせる魅⼒がなければ難しい。⾷・宿泊施設・観光地の整備などまだまだ不⾜してい
る⾯を多々感じた。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

このツアーが特別なものというイメージを参加者に与えることが⼤切であるが、伝統⽂化を楽しむための
特別観覧席や地元の⼈々の協⼒による特別な⼣⾷企画などで収益に繋げることができた。 

課題としては、⼀般社団法⼈ではやりにくいことが多い。旅⾏会社と⼿数料が重複するため、ホテル・⼟
産物店等には請求不可能であった。逆にホテル・⼟産店側と組むなりした共同企画として当初から計画して
いくことが⼤事であった。今後の構想として、着地型旅⾏業を取得、または地域旅⾏会社との共同企画型の
仕組みづくりが必要である。 
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（５）ツアー造成について 
『伝統⽂化、⽇向ひょっとこ夏祭りと絶景⽇向海道めぐり』については、観光地整備が進む中、新たな周

遊場所が確⽴されつつある事から更にコースの魅⼒アップに努めたい。また、東九州⾃動⾞道が平成27年
３⽉末までに北九州まで90％開通する事で、ツアー⾏程が魅⼒的に⼤きく変化する。観光ガイドは充実し
てきたが、受け⼊れ施設（宿泊、⾷事処など）接遇や⾷事内容など更なる改善が必要。新たな郷⼟⾷や昼⾷
場所の確⽴に向けた取り組みを続けていきたい。 

今後は中四国・関⻄・関東と広報宣伝域を広げ、新コースを発信する。また、新しい魅⼒ある観光地の発
掘と整備や、体験内容などを加味した新モデルコースを確⽴する。さらに、現状の宿泊や受け⼊れ⾷事処に
更に新しい施設を多く取り込み、観光共同体としての活性化に繋いでいく。全国的な参加型伝統⽂化に向け
た体験型観光を推進する。総合的に、第３種旅⾏業の⾃主的なビジネス運営、地域の旅⾏会社と共同企画し
た⾃主的な観光ビジネス化を推進していく。 

『延岡・城⼭神楽祭りと⽇向海道新発⾒』については、平成27年度は⾼年齢層を狙い、延岡藩能⾯所縁
の「薪能」と「ひむか⽇豊の⾷」、「歴史遺産」を加味しての伝統⽂化を堪能する特別限定企画として設定す
る、収益を兼ねた企画として旅⾏会社と折衝中である。また、⼀般的な昼⾷・⼣⾷でなく、延岡地区でも地
元⺠が⼿づくりの「⾷」を体験させる企画を作っていく。さらに、⾼速⾃動⾞道開通に合わせ、四国・中国
地⽅への積極的な観光誘客宣伝を進めていく。平成27年度は四国松⼭、⼭陽の広島地区を計画している。
また、協議会独⾃のお⼟産品や郷⼟⾷のブランド化に挑戦していく。 

今後については、既に今回の「神楽鑑賞ツアー」の失敗を反省しながら旅⾏会社とのヒアリングも終了し、
同延岡地区での新たな伝統⽂化「薪能」についてのツアーを検討しているところである。また、延岡地区で
は市内近郊に観光地が少なく、新企画として旭化成や酒造メーカーを含めた産業観光の掘り起こしに努める。
さらに、⼤分県佐伯地区と進めている「東九州伊勢海⽼海道」を⽇向市まで広げ、⾨川・⽇向市を含めたよ
り⼤きい企画として、東九州⾃動⾞道開通に合わせ⼤々的に宣伝広報に努めていく。また、延岡地区海岸域
や広い⼭間部も合わせた観光遺産の掘り起こしが不⾜していたことの反省も踏まえ、その整備に努める。 

総合的にみると、ひょっとこ夏祭りイベントの特別桟敷席ツアーが好評で、旅⾏会社より平成27年度も
新たな形で設定することとなった。また、地元町づくり団体の地元お接待料理が⼤変好評であったため、今
後の新たな活性化が期待される。今後は伝統⽂化と観光地めぐりだけではなく、四季の彩りを添えたよりソ
フト⾯を加えた温かみのあるツアーの実施、具体的には気候⾵靡な⽇豊海岸地区の四季の花々などを取り⼊
れた花物語ツアーなどの企画商品開発を⼿掛ける。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

『伝統⽂化、⽇向ひょっとこ夏祭りと絶景⽇向海道めぐり』については、東九州⾼速道開通を前にした基
本的な宣伝を九州を中⼼に⾏ったが、それでも⼗分ではなかったと考えている。また、旅⾏会社への宣伝広
報が主で旅⾏会社任せにしていた傾向にあった。そのこともあり、ツアー⾏程の中では観光案内や受け⼊れ
先からの現地説明などに⼒を⼊れ、参加者の理解と認識を⾼められるように努めた。ツアー観光では未知の
地域である事から、参加して初めて理解が得られたという現状であった。 

『延岡・城⼭神楽祭りと⽇向海道新発⾒』については、全体的に情報発信が切れ⽬なくできていなかった。
旅⾏会社の募集任せのところもあり、反省して募集地区の都市圏でチラシ配布など⾏ったが焼け⽯に⽔の感
覚だった。旅⾏会社とタッグを組んだ募集計画が重要である。 
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（７）運営体制について 
観光⾏政・団体の若⼿職員・観光案内⼈などの成⻑が⽬に⾒えて伸びてきている。特に観光案内⼈は多く

の⼈材が育ち受け⼊れの要となってきた。平成27年度も協議会の継続が決定しており、25年度、26年度の
反省を踏まえて事業計画を作成中である。 

課題としては、観光の取り組みが遅れた地域であったことから、まだまだ観光に従事する事業者の意識が
低い。これを⾼める為にも、都度勉強会やおもてなし研究会などを協議会として開催していくことが⼤変重
要と考える。尚、観光事業者の意識調査では、今後観光受け⼊れに⼒を⼊れていくと回答した事業者も多く、
今後どう進めていくかが課題である。ひむか⽇豊海岸観光推進協議会では、情報発信・誘致宣伝と共に、観
光事業者の観光意識⾼揚も同時進⾏で進めていく。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

まあ地域同⼠の連携はとれており、会議・勉強会等の計画など連携してやっていくことができた。また、
東九州⾃動⾞道の全線開通が真近なこともあり、地域内関係者のやる気・意識は⾼い。広域連携した観光遊
覧船の共同運航が今回の事業により活発化するなど、地域の観光事業者の連携も進んだ。 

しかしながら専⾨的な広域モニターツアーにおいての連携は、全体的に専⾨的になり事務局任せの感があ
るため、魅⼒ある観光素材の整備に遅れがある。地域内関係者同⼠の観光地づくり摺合せ会議を多く取り組
んでいく事が必要と考えている。また、広域観光を進める中で難しかったのが、現地でこれだ！と思う企画
でも、旅⾏会社や参加者から⾒た⽬とギャップがあったことである。それぞれの観光地あるいは体験等、も
っと関係者と煮詰める必要があった。さらに、⾼速⾃動⾞道全線開通に向けた⼤分県の隣県などとの協調も
加えた観光戦略が不⾜していた。 

 
（９）まとめ 

“特別なツアーである”というイメージを参加者に与えることにある程度成功し、伝統⽂化を楽しむための
特別観覧席や地元の⼈々の協⼒による特別な⼣⾷企画などを実施し、収益に繋げることができた。 

課題としては、⼀般社団法⼈ではやりにくいことが多く、旅⾏会社と⼿数料が重複するため、ホテル・⼟
産物店等には請求不可能である。逆にホテル・⼟産店側と組むなりした共同企画として当初から計画してい
くことが⼤事であるため、今後は着地型旅⾏業を取得、または地域旅⾏会社との共同企画型の仕組みづくり
が必要である。 

今後の取組としては、ツアー主催が地域組織であれ、旅⾏会社であれ、⾷の開発・宿泊施設のおもてなし・
観光地の整備・情報発信の４拍⼦がまだまだ遅れている現状にあるが、その整備も含め四季の花々、伝統⾏
事体験を加味したツアーを企画していくことが必要である。既に紫陽花鑑賞や新たな伝統⾏事体験を踏まえ
た新企画で旅⾏会社と商談中、または決定のものもある。また、東九州⾃動⾞道全線開通を⾒越して⼤分県、
熊本県、宮崎市、⾼千穂、⽇豊海岸と連携した広域観光も⼿掛けていく。 

来季については、既に旅⾏会社との打合せに⼊っているもの（６⽉⾨川の紫陽花、８⽉⽇向ひょっとこ、
10⽉延岡薪能）がある。伝統⽂化を楽しむことは前年度と同じだが、季節の花々や新たな⾷、特別なおも
てなし⼣⾷など、地域づくり地元⺠との交流も交えた「参加者だけの特別ツアー的な意味合いの商品」を企
画していきたい。 
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〔提案42〕いぶすきの輝き再発⾒＆深発⾒！ 
      いぶすき海洋浴「きら★旅」体験で、⽇本⼈も外国⼈も⼥⼦⼒アップの旅づくり 

 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

これまでの取組によって、観光協会の⾃主財源としては年間約43,000,000円を確保しているが、サービ
ス業としての収⼊源である旅⾏業・売店収⼊は政治・経済に影響されやすい。特に最近の円安、平成26年
４⽉、来年10⽉の消費税ＵＰ、ガソリン⾼騰等による個⼈の買い控え、貯蓄傾向等の事由による旅⾏低迷
は協会収益の売上変動を起こしやすいと⾔える。よって固定⾃主財源である観光協会会員拡⼤と広告収⼊の
更なる増⼤対策を講じていく必要がある。 

観光地域づくり関連では、プラットフォームとなり得る組織は観光協会であることは明確だが、「①⾃主
財源を確保していくための事業推進体制の強化が必要なこと」、「②①の現状があるがゆえに、⾃主財源を確
保していくための取り組みに積極性が希薄なこと」といった観光協会⾃体の体制の問題があり、加えて「③
観光地域づくりの様々な取り組みに観光事業者（各種観光施設、宿泊施設、市内交通事業者、飲⾷店、お⼟
産ショップなど）との連携が希薄なこと」、「④観光地域づくりの概念や取り組み⽅針について、市⺠の認識
が薄いこと」などが課題としてあげられる。 

しかしながら、「官⺠協働した魅⼒ある観光地の再建・強化事業」において取り組んだ、オンパク⼿法に
よる「きら★旅」の開催が、それらの課題を同時に解決していく⼿段として有効であることが明らかになっ
た。また、近年顕著になってきた課題といえば、外国⼈（特に台湾⼈）への対応である。⿅児島県全体にお
いても、平成24年の観光統計では外国⼈宿泊者数は約17万⼈で、平成23年度の83.6％増となっており、指
宿市においても、実際に外国⼈宿泊者数が増加している中、外国⼈旅⾏者にも楽しんでいただける観光地づ
くり、着地型の商品づくりが急務となっている。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

今回の取組においては、観光協会の「きら★旅」コーディネーターとしての機能を強化することを最優先
とした以下の仕組みづくりにて、⾃主財源の確保が可能なスキームを創出する。まずは観光協会がプラット
フォームとなり得るための体制強化として、スタッフのスキル研修、先進地の視察などを⾏う。次に既存「き
ら★旅」プログラムのブラッシュアップと新規プログラムの開発のため、ワークショップ、勉強会の開催、
消費者の参加意向度調査（Webアンケートなど）を⾏う。さらに、観光協会が実施主体のプログラムの造
成や観光協会が実施主体となる新たな観光商品の開発として、指宿、頴娃エリアを周遊するバスツアーの商
品拡充、販促を実施する。それに関連し、各種プログラム実施主体者から販売⼿数料の徴収、または広告料
の徴収が可能な仕組みづくりを⾏う。また、「きら★旅」プログラムの市内旅館・ホテルと連携した販売強
化として、市内観光事業者を集めた有料の啓蒙＆啓発セミナーを実施し、「きら★旅」プログラム開発への
参画を促進する。また、「きら★旅」プログラムのＪＲ九州ほか旅⾏会社や交通事業者と連携した販売の強
化として、チケット商品開発など売る仕組みづくりによる販売促進と⼿数料の増収を図るとともに、モニタ
ーツアーを実施する（ＪＲ九州(株)や南薩観光(株)など交通キャリアとの連携）。併せて、従来の⾃主財源
取得事業として運営しているＪＲ指宿駅構内、「砂むし会館砂楽」内のお⼟産ショップの商品販促の強化と
新商品の開発を、商⼯会議所が主体となって推進している指宿のお⼟産品のブランド化事業の中で⾏ってい
き、販売⼿数料や⾃社商品の売上げを伸ばしていく。 
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観光地域づくり関連では、「官⺠協働した魅⼒ある観光地の再建・強化事業」の中で取り組んだ「きら★
旅」の既存プログラムのブラッシュアップと、さらなる地域の参画者の動員（新規プログラムの開発）、宿
泊施設等、市内観光事業者との連携強化、観光協会の事業推進体制の強化、観光協会⾃体の収益となるプロ
グラム造成、外国⼈旅⾏者の着地型観光受⼊の検証などの取り組みを⾏う。 

そうすることによって、市⺠においては、「きら★旅」について、「菜の花マラソン」らと同等の地域づく
りイベントとしての認識向上に期待ができ、市⺠の観光地域づくりへの積極的な参加、指宿市の魅⼒を発信
する官⺠⼀体となった着地型商品開発の促進が⾏われる。来訪者においては、「きら★旅」プログラムに参
加し、地域の⼈々と深く交流することなどによって、再訪や⼝コミ来訪の仕掛けとなしていく。また、継続
して国内外の⼥性をターゲットとした商品づくりを推進することにより、“⼥性が⼼⾝ともに元気になる温
泉地”というブランドの形成の推進を⾏う。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーは、コンセプトを指宿（⿅児島）の特産である芋焼酎と地元⾷材を使った⼈気レス
トランを満喫する「⾷」をテーマにしたツアーとした。平成25年は温泉・指宿の⼈気スポット・指宿なら
ではの体験をして頂くツアーだったが、「⾷」に関する部分が弱かったため、今回は「⾷」に焦点を当てて
みた。指宿の焼酎のＰＲだけでなく、この時期にしか飲めない焼酎や、市場にはあまり出ていない焼酎の試
飲もできる今ツアーのみの特典を何点か設けた。また、各蔵で販売もしてもらい、購⼊頂けるような流れに
したい。昼⾷には指宿で⼈気のレストランで、指宿の⾷材を使った今までにない焼酎に合うイタリアンメニ
ューを考えてもらっている。 

実施結果としては、満⾜度は「⼤変満⾜」より「やや満⾜」の⽅が多く、何かしら不満点もあったのでは
と思われる。具体的には、３蔵の⾒学内容が似たようなもので⾯⽩みに⽋けた、昼⾷のイタリアンが焼酎に
合わなかった、量が多かった、試飲が多すぎる等。反対に、３蔵も１⽇で⾒学できて⾯⽩かった、珍しい焼
酎を飲めてよかった、昼⾷が美味しかった等、満⾜した点も様々だった。結果、焼酎好きの⽅向けのツアー
なのか、幅広い⽅向けのツアーなのか、ツアーコンセプトが少し中途半端になっていたように思われる（焼
酎好きの⽅には物⾜りなく、そうでもない⽅には３蔵の⾒学は多すぎたのかもしれない）。 

今回は集客がとても⼤変だったので、今後は⾊々な関係機関を巻き込んだり、（無料で）メディアをもっ
と利⽤していく必要がある。また、ターゲットとツアーコンセプトをきちんと合うように、第２回酒蔵ツア
ーをするのか、もっと幅広い⽅を対象にしたツアーにするのか再度検討する。 

 
第２回モニターツアーのコンセプトは「ＪＲ九州⼩倉駅と昨年実施したツアーをベースに企画。ゆったり

としたスケジュールで、⼥性が喜ぶ企画を選んだ⼥性限定ツアーです。昨年と変わらないプログラムは、こ
のツアーがきっかけで商品化にもなった、砂むし温泉と海⽔パック体験、東洋のハワイをイメージできる朝
フラダンス体験。今年初めての試みとして、指宿の⾙殻や花を使ったレジン⼩物づくりやお⽉⾒ストレッチ
（⽉夜の中で芝⽣でストレッチ）や地元野菜の詰め放題等を企画しました。」とした。 

第１回はエージェントを利⽤せず観光協会にて販売告知を⾏ったが、第２回ではＪＲ⼩倉駅と連携し、県
外の⽅を呼び込むようにした。また、第１回は⽇帰りだったが、第２回は１泊２⽇にすることで少しでもお
⾦を落としてもらうよう⼯夫した。さらに、１回⽬は１つのテーマ（焼酎蔵めぐり）に特化しすぎたが、２
回⽬は幅広い⽅に興味を持ってもらうよう⾊々な体験を組み込んだ。 

 
実施結果としては、参加者の満⾜度は⾼かったものの、収益の⾯では、体験以外の⼿配をＪＲがしたため

収益が上がらなかった。昨年と引き続き同じ体験もあったため、料⾦を上げにくかったということもある。
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集客も苦戦したため、集客⽅法をＪＲと計画したりターゲットをもう少し絞り込むようにすればよかった。
また、台⾵の影響もあり、⾏程の変更や体験場所の変更があり⼀番いい状態で体験頂けなかった。 

今後の⽅向性としては、福岡発着のツアーとしては、料⾦⾯や受け⼊れ体制としても１回限りということ
で協⼒頂いている部分もあり、このまま商品化するのは厳しい。ただ、１つ１つの体験は好評だったため、
体験⾃体を商品化する価値はある。観光協会にてどの体験を商品化できるか検討し、受け⼊れ体制を整えて
いくことが必要である。また、屋外の体験も多かったため、⾬天プランも課題となる。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

観光協会が体験プログラムの予約窓⼝や商品の告知を⾏うことで、⼿数料をもらう体制を作ることができ
た。また、旅⾏業第３種を活⽤してツアーを実施することができた。 

当初提案の結果としては、観光協会がプラットフォームとなり得るための体制強化については、「きら★
旅」は観光協会が窓⼝となり体験の提供ができたため、プラットフォームとなり得るための⾜掛かりになっ
た。 

既存「きら★旅」プログラムのブラッシュアップと新規プログラムの開発については、29プログラム中、
既存のプログラムは16プログラム、新規プログラムが14プログラムとなった。既存のプログラムは付加価
値を付け、内容変更等ブラッシュアップ。新規は⼥性や⼦どもをターゲットとした⽬新しいものが多く充実
したプログラムとなった。 

観光協会が実施主体のプログラムの造成や観光協会が実施主体となる新たな観光商品の開発については、
「いぶすき極上体験プログラム」を造成。チケットを購⼊してお得に体験できる商品。⼿数料16％、指宿
ならではの商品がラインナップしている。 

広告料の徴収が可能な仕組みづくりについては、現状は実現できていないため、「きら★旅」や極上体験
プログラムの売上が伸びてきたら広告料を取る仕組みを考えたい。 

「きら★旅」プログラムの市内旅館・ホテルと連携した販売強化については、パンフレットの案内・ホテ
ルと体験の宿泊セットを企画してくれた宿もあったが、宿泊施設からの送客はほぼなかった。企画造成の段
階で巻き込むことができていればもう少し協⼒いただけたのではないか。企画時期が遅かったことなど反省
点もある。 

「きら★旅」プログラムのＪＲ九州ほか旅⾏会社や交通事業者と連携した販売の強化については、ＪＲ九
州との連携はしっかりできていたが集客にはつながらなかった。南薩観光は販売をしっかりしてくれ、スタ
ッフや利⽤者の意⾒も聞くことができた。 

ＪＲ指宿駅構内「砂むし会館砂楽」内のお⼟産ショップの商品販促の強化と新商品の開発をブランド化事
業の中で⾏っていき、販売⼿数料や⾃社商品の売上げを伸ばしていくことについては、商⼯会議所の事業に
関してはなかなか財源がなく、来年度どのような進め⽅をするか決まっていないが、新商品の販売先として
⾃社が運営している店舗にて販売していけるようしっかり連携していきたい。 

課題としては、体験プログラムやモニターツアー等の集客に苦戦したため、収⼊が思うように上がらなか
った。また、観光協会が主体になりすぎてしまい、事業者が受け⾝になってしまった（⾃主的に動いてもら
えなかった）。また、本事業にて商品化した「いぶすき極上体験プログラム」については11⽉〜３⽉で売上
約100万円、利益約17万円程を⽬標にしているが、まだ半分ほどしか達成できていない。 
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（５）ツアー造成について 
『美旅指宿〜ひと息つきに旅に出ませんか〜』については、福岡発着のツアーとしては料⾦⾯や受け⼊れ

体制のことを考えると、このまま商品化するのは厳しい。ただ、１つ１つの体験は好評だったため、体験⾃
体を商品化する価値はある。観光協会にてどの体験を商品化できるか検討し、受け⼊れ体制を整えていくこ
とが必要である。また、屋外の体験も多かったため、⾬天プランも課題である。旅⾏会社と連携するのであ
れば、観光協会へ10%は残るような企画にする。さらに、地元の事業者・⾷事場所・ホテルからも⼿数料
をもらえるような仕組みを作る。 

ツアーコンセプトは⼥性限定であったが、男性でも楽しめる内容のため、夫婦やカップル向けにアレンジ
してもいいのではないか。また、本事業でお願いした体験をガイドできるのは１名しかいないため、ガイド
育成が必要。価格⾯ではモニターツアーにしては⾼いとの声が多かったため、料⾦を下げるか、商品の⾒せ
⽅に⼯夫が必要。また、今回告知した場所・⽅法ではあまり集客ができなかったため、⾒直しが必要である。 

 
『⻄郷さんもやってきた指宿の隠れスポット鰻地区巡り』については、参加料が安いため、募集⼈数を増

やすかツアー回数を増やす等して収益をあげていく。他のまち歩きのコースよりも珍しい体験ができるため、
旅⾏会社へ販売することもいいのではないか。また、今回は地域の⼈を巻き込むことに成功したが、⾼齢化
がかなり進んでいる地域のため、今後継続するには地域の協⼒をもらえるかどうかがポイント。また⼤型バ
スが地区に⼊らないため、そこも注意が必要である。また、この地区をガイドできる⼈材が少ないため、ガ
イドの育成が必要である。 

 
『幕末の豪商 濱崎太平次 ゆかりの地⾷べ歩きまち歩きMAP付き⼣ぐれ散策』については、参加者を増や

すことが必要である。そのためには、（指宿駅発着なので）ＪＲで来られたお客様への案内を徹底し、列⾞
を待つ間に利⽤しやすい仕組みを作る必要がある。価格も1000円では割⾼のイメージなので、500円に下
げて、「⾷べ歩きまち歩き」はオプションで案内するのもいいかもしれない。時間も30分〜２時間等、お客
様が利⽤しやすいようなコースにする。地元にお⾦を落としてもらうためにお⼟産屋や飲⾷店にも寄るよう
にし、飲⾷店より⽴ち寄りの⼿数料をもらうようにする。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

『美旅指宿〜ひと息つきに旅に出ませんか〜』については、ツアー参加者には⼗分ＰＲができ、内容も喜
んでもらえた。ただ、参加者が少なかったことが反省点である。福岡からのお客様をターゲットにしていた
が、今後は⼩倉や博多だけでなく、熊本からも参加できるようターゲット層を広げる。販促ついてはメディ
アの利⽤（テレビ・ラジオ・新聞・フリーペーパー）、Webの活⽤（ＨＰやFacebook）、⾏政や協⼒頂く事
業者さんの協⼒を強化する。また、⼗分な告知期間を取り、ゆとりを持って募集する。 

『⻄郷さんもやってきた指宿の隠れスポット鰻地区巡り』及び『幕末の豪商 濱崎太平次 ゆかりの地⾷べ
歩きまち歩きMAP付き⼣ぐれ散策』については、ＰＲを⼗分に⾏えず参加⼈数が少なかった。まだまだ知ら
れていない地域のため、今後はSNSを活⽤しＰＲしていくとともに、ウォーキングイベント等での告知を定
期的に⾏う。 

 
（７）運営体制について 

観光協会が旅⾏業第３種の資格を有しており、旅⾏会社と連携しなくとも企画主催で実施できるため、着
地型商品を⾊々開発できる。 

⼀⽅、地元ガイドさんの⾼齢化等、受け⼊れ態勢の⼈材育成が課題である。また、告知⽤チラシやメディ
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ア露出⽤の費⽤などが不⾜している。 
 

（８）地域内関係者との連携について 
ツアーや体験プログラムにて集客することで地元（関係機関）にお⾦を落とす、また指宿の魅⼒を伝える

場を作れるというところでは、両者に利益が得られる体制ができている。 
課題としては、やる気のある事業者もいるが、やる気のない地域や事業者もいて、温度差がある。本事業

に関していえば、スケジュールがバタバタで企画を練る機会を持つことができなかった。また、情報共有が
あまりできず、同じ情報を同じところで⾏ったり、情報発信してほしいことが後⼿後⼿になってしまった。 

 
（９）まとめ 

観光協会が体験プログラムの予約窓⼝や商品の告知を⾏うことで、⼿数料をもらう体制を作ることができ
た。また、旅⾏業第３種を活⽤してツアーを実施することができた。また、「きら★旅」は観光協会が窓⼝
となり体験の提供ができたため、プラットフォームとなり得るための⾜掛かりになった。プログラムについ
ては、既存のプログラムは付加価値を付け、内容変更等ブラッシュアップを⾏い、新規プログラムは⼥性や
⼦どもをターゲットとした⽬新しいものが多く充実したプログラムとなった。さらに「いぶすき極上体験プ
ログラム」を造成した。⼿数料16％、指宿ならではの商品がラインナップしている。 

課題としては、体験プログラムやモニターツアー等の集客に苦戦したため、収⼊が思うように上がらなか
った。また、観光協会が主体になりすぎてしまい、事業者が受け⾝になってしまった（⾃主的に動いてもら
えなかった）。 

今後の取り組みとしては、⼈気のプログラムを盛り込み定期的にツアーを実施することで収⼊をあげてい
く。体験プログラムは⼈気のプログラムに絞り込み、宿泊施設と連携し集客できるよう⼯夫する。また、観
光協会が窓⼝ではあるが、事業者が主体となるような取り組みになるよう組織づくりをしていく。「いぶす
き極上体験プログラム」については告知・販売不⾜のため、今後はチケットの販売場所を増やし、旅⾏会社
と連携することで露出・利⽤者を増やしていく。また、指宿に外国⼈が増加しているため、外国⼈向けのプ
ログラムも作成する。 

さらに、ガイドを育成するとともに、⼀部のガイドに偏らず、他の体験も組み込んだ企画を検討する。ま
た、できるだけ費⽤の掛からない⽅法で販促を⾏う（市報・イベントでチラシ配布等）。横のつながりを利
⽤してあちこちで販促できるよう⾏政に協⼒依頼も⾏う。 

今後は観光協会が主体になり過ぎないよう、地域（事業者）が主役になる形での事業を⾏う。意⾒交換の
場を設けて、⼀緒に企画をしていく意識を⾼めていくことが必要である。また、観光協会・事業者・⾏政と
うまくSNSで連携ができていないため、情報共有・発信をしっかりやっていけるようにする。 
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〔提案43〕世界⾃然遺産登録の⾵を掴め！ 観光地域づくりでシマ（集落）をおこす！ 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

継続した運営を⽬指すには安定した収⼊源の確保が不可⽋である。現在の会費だけでは充分とはいえず、
市や国の補助事業に頼っているのが現状である。また⼈材においても専任で動けるスタッフが現在１名しか
おらず、今後、地域のプラットフォームとしての役割を担い、受⼊件数を増加させていくには新たな雇⽤の
検討も課題である。 

観光地域づくり関連では、「官⺠協働した魅⼒ある観光地の再建・強化事業」で⾏った滞在型交流観光の
モニターツアーにより、地域住⺠が来訪者との交流を体感することで、観光地域づくりに対する住⺠の意識
変容がみられた。住⽤町内を３つのゾーンに分け、それぞれの地域で受け⼊れ体制づくりを⾏うため、広く
住⺠への参画を呼び掛けると共に、地域毎の魅⼒あるプランの造成、受け⼊れ体制づくり、コーディネータ
ーとしての組織基盤づくりが課題である。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

個⼈会員の増加のために、各シマ（集落）内での取り組みの説明会や勉強会を開催し、住⺠の意識啓発を
⾏うと共に、広く⼊会を呼び掛ける。法⼈会員の増加施策としては、滞在型交流プランの中に組み込むこと
で⼊会を促す。また、コーディネートによる⼿数料収⼊増収のため、魅⼒あるメニューを造成して販売単価
を現状よりも⾼く設定し、ターゲットに合った情報発信、旅⾏業者および航空会社への営業強化を⾏う。さ
らに、連携機関である農産物加⼯業者、⽔産業従事者加⼯部に対し、旅⾏客を対象とした産品開発を⽀援し、
Webサイトやリアル店舗で販売することによって得られる販売⼿数料収⼊モデルを構築する。また、奄美
市が検討している観光地域づくりの拠点施設は、観光案内、物販、飲⾷の他、地元事業者（農産品加⼯事業
者、漁協組合）の加⼯場や事務所も有する複合施設である為、地域に根差した観光地域づくり推進組織とし
て運営を⾏い、テナント事業からの賃貸収⼊、物販・飲⾷における販売⼿数料、ガイド派遣⼿数料、体験施
設利⽤料などで収⼊を得ていく（平成27年度以降）。 

観光地域づくり関連では、住⺠へ広く参画を呼び掛けるため、各シマ（集落）でのワークショップを兼ね
た説明会や⽬利きによる勉強会、住⺠向けモニターツアーを実施する。また、各シマ（集落）ごとの魅⼒あ
る滞在型交流観光プランの造成とブラッシュアップを⾏うため、住⺠とのワークショップによるプランの造
成、⽬利きのアドバイスや旅⾏会社との連携強化によるプラン内容のブラッシュアップを⾏う。さらに、取
り組みを広く周知することで参画者を増やし、希望する住⺠にはガイドへの養成を⾏うこととし、地元ガイ
ドや連携機関と協⼒しガイド養成講座の開講、⽬利きによるサポート⽀援及びモニターツアーを実施し検証
する。また、取り組みを円滑に推進し規模の拡⼤を⽬指すため、組織づくりへの基盤を作り、必要に応じ新
たに⼈材を確保しコーディネーターとしての育成を⾏う。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、平成25年度実施したツアー内容をベースとして、世界⾃然遺産
の候補地となっている奄美の魅⼒的な⾃然と、そこで育まれた伝統・⽂化や地域住⺠との触れ合いをとおし、
奄美の魅⼒すべてを発信するとした。 

実施結果としては総合的に満⾜度が⾮常に⾼かった。課題としては、外での体験メニュー中⼼であること
から、⾬天時のプログラムを造成する必要があること、年齢による体⼒差に応じたメニューの造成・ツアー
商品の作りこみが必要であること、⾃然散策案内時の⾍対策や服装などの注意事項等を事前に案内してほし
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いとの要望があったことから、ガイドの講習会を⾏うなど、資質アップに取り組む必要がある。また、集落
との交流会は⾮常に満⾜度が⾼い商品であるが、商品化を図る上では受け⼊れ集落を増やしていく必要があ
る。 

 
第２回モニターツアーとしては、以下のツアーが実施された。 
『悪綱引き体験＆ソオ踊り⾒学ツアー』は、コンセプトを「世界⾃然遺産候補となる豊かな⾃然に囲まれ

た地域で育まれた伝統芸能の体験を通し、地域住⺠との触れ合い」とした。 
『森と⽔のまち 住⽤エクスカーション半⽇ツアー』は、コンセプトを「世界⾃然遺産候補となる豊かな

⾃然体験とそこで暮らす⼈々の集落散策を通して、奄美の魅⼒を満喫」とした。 
いずれのツアーも参加しやすいように⽇帰りでのバスツアーを企画したもので、伝統⾏事体験に重点をお

いたプログラムであり、年齢による体⼒差にあまり関係なく体験できるツアーとした。また、これまで受⼊
を⾏ってこなかった集落での実施であり、受⼊集落の増加が図られた。さらに、第１回モニターツアーでは
価格を安くするため体験料が取れないプログラムもあったが、今回は体験料をツアー料⾦に盛り込んだ。 

実施結果としては、参加しやすい価格設定とし、収益が少なかったため、もう少し⾼く設定しても参加者
が確保できるよう、情報発信及び商品の磨き上げが必要である。 

 
『⾃然と⽂化体験エクスカーション１⽇ツアー』は「豊かな⾃然「静」と伝統⽂化「動」を有する住⽤の

魅⼒をまるごと体験」をコンセプトとした。 
実施結果としては、参加⼈数が少なかったため、採算が合わなかった。このツアーについても、もう少し

⾼く設定しても参加者が確保できるよう、情報発信及び商品の磨き上げが必要となっている。 
 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

モニターツアーとして実施することで、来年度以降の商品化としての⽬処が⽴った。会員増加施策につい
ては勉強会や説明会を開催した結果、年間⽬標の34名を上回る38名の増加となった。既存の⾃主事業の拡
⼤施策については、当初モニターツアー参加料からコーディネート料徴収を考えていたが、募集⼈数⽬標が
⾼く、元々既に⾼い原価に上乗せすることができなかった。但し本年度造成したツアーはアンケート結果や
協⼒者後⽇談より⼗分魅⼒的であるとの確証はとれたため、平成27年度に別事業で継続をし、コーディネ
ート料を徴収できる価格での販売計画を⽴てている。新規事業として旅⾏客を対象とした産品開発の⽀援、
販売⼿数料収⼊モデルの構築については、本年度、様々な都合上別事業にて取り組みを進めた。農林物・⽔
産物からそれぞれ商品造成を⾏い、販売ルートも⼤まかに確定した。平成27年度に試作品が完成し、平成
28年度末に販売化ができる計画である。 

課題としては、本年度は参加⼈数を確保するのが最⼤の⽬的であったことから、参加しやすい料⾦設定と
したため、今後は適正料⾦の設定、最少催⾏⼈員の設定など、採算の合う商品としての構築が必要である。 

 
（５）ツアー造成について 

新たな体験メニューをプログラム化するとともに、取り組みに賛同する会員の増加に繋がった。体験メニ
ューを提供できる協⼒者のさらなる掘り起しが課題である。新たな体験プログラムの提供を通して、経験を
重ねることによる商品化への道筋を付ける。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

想定したターゲットが参加し、参加者数も確保できた。また、ツアーに興味がある⽅々が参加者であった
ことから、商品に対する理解も⼗分得られたと考えている。 
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（７）運営体制について 
ツアーの受⼊だけでは運営費を捻出できていないため、公的施設の指定管理等、安定した財源の確保に取

り組んでいきたい。 
 
（８）地域内関係者との連携について 

新たな集落がツアーの受⼊を⾏うなど、地域の協⼒体制が構築できた。また、モニターツアー等を通して
観光客の受⼊意識が⾼まっている。 

 
（９）まとめ 

モニターツアーとして実施することで、今後商品化するための⽬処が⽴った。会員増加施策については勉
強会や説明会を開催し、⽬標34名を上回る38名の増加となった。既存事業の拡⼤については、当初モニタ
ーツアー参加料からコーディネート料徴収を考えていたが、募集⼈数⽬標が⾼く、元々既に⾼い原価に上乗
せすることができなかった。但し、本年度造成したツアーはアンケート結果や協⼒者後⽇談より⼗分魅⼒的
であるとの確証はとれたため、平成27年度に別事業で継続をし、コーディネート料を徴収できる価格での
販売計画を⽴てている。新規事業として旅⾏客を対象とした産品開発の⽀援、販売⼿数料収⼊モデルの構築
については別事業にて取り組みを進め、農林物・⽔産物からそれぞれ商品造成を⾏い、販売ルートも⼤まか
に確定した。平成27年度に試作品が完成し、平成28年度末に販売化ができる計画である。 

本年度は参加⼈数を確保するのが最⼤の⽬的であったことから、参加しやすい料⾦設定としたため、今後
は適正料⾦の設定、最少催⾏⼈員の設定など、採算の合う商品としての構築が必要である。今後は適正料⾦
によるプログラムの商品化を⾏っていくとともに、体験メニューを提供できる協⼒者を掘り起こし、新たな
体験プログラムの提供を通して商品化への道筋を付ける。 
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〔提案44〕⽥舎のおもてなしで⼼の贅沢を味わう旅in⽯垣 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

増加してきている⼤都市からの個⼈客のニーズをつかみ、地域への波及効果を広げていくには、現地のこ
れまで活⽤できていない観光資源を最⼤限活⽤し、個⼈をターゲットにしたより付加価値的なプログラムを
構築していくことが必要である。また、本年度実施した「官⺠協働した魅⼒ある観光地の再建・強化事業」
におけるモニターツアーにおいては、現在のプログラムの持つ本質的な価値の有効性は確認できたものの、
個⼈型商品の販路を広げていくためには、現地受⼊施設環境の品質向上やより細かな情報提供・受⼊対応が
課題であることも判明してきている。よってマーケットニーズ調査をもとに、それに対応できるプログラム
の幅や深さを深めると同時に、よりきめ細やかな対応ができるように受⼊施設の品質向上や情報提供の⾼度
化を図る必要がある。 

観光地域づくり関連では、新⽯垣空港が開設され、⽯垣島は⽇本最南端の空港として脚光を浴び、LCC効
果もあって観光客が急激に伸びてきている。しかし、島の経済全体へ経済波及しているとは⾔い難い現状に
ある。既存の観光業と定義される、宿泊・飲⾷・レジャー産業に留まらない、⼀次産業や⼆次産業も交え、
地場の魅⼒ある資源を活⽤し、新しい商品・プログラムを開発していくことが求められている。具体的には、
⽥舎の温かい「おもてなし」の⼼を活かした⽯垣島の地元住⺠との触れ合い体験そのものの商品化や、商品
化されていない地元の希少性の⾼い素材を活⽤した新しいおみやげの開発等により、⽯垣島における旅⾏体
験の価値を⾼めると同時に、関連産業の巻き込みを図ることが必要である。更には、離島ターミナルセンタ
ーの機能として⽯垣島トラベルセンターの機能等を活⽤し、フリープラン等の窓⼝の設置やレンタカーの貸
出の仲介・それぞれの離島の魅⼒を伝えることで離島観光の誘客等を実施することで、滞在型観光の起点を
構築していく必要がある。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

ツアー内容については、農家⺠泊において、トイレや⾵呂の清潔感、おもてなしのための⾷器や⽇⽤品に
⼯夫をこらす等ハード⾯での改善に加え、滞在中のもてなし⽅や交流の仕⽅等ソフト⾯の⾼度化・差別化を
図り、⺠家との付加価値の⾼い交流を提供する。次に、有機野菜や地元⾷⾁・⿂介類を活⽤したBBQやゆし
⾖腐作り等、地元の⾷材の消費拡⼤につながる体験プログラムを拡張する。さらに、⺠泊における⼣⾷⾷材
購⼊への同伴や泡盛居酒屋ツアーなど、地元の商店街の消費拡⼤を牽引できるプログラムを構築する。また、
企画旅⾏商品終了後も個⼈の都合に応じて延泊する際のプランの提供と利⽤しやすい仕組みを構築する。 

物販については、地元農家に新鮮野菜・果物を提供してもらい、お⼟産品として販売し、販売実績に応じ
て販売⼿数料を課⾦する。次に、体験プログラムにて植樹するピパーズを加⼯し製造しているピパーズティ
ー⼯場の⾒学と試飲体験、即売会を実施する。さらに、季節の特別果物を年に２回届ける会員制通販と、野
菜や加⼯品を⾃由に購⼊できる会員制の通信販売を⾏っていく。 

観光地域づくり関連では、地域経済への波及効果を⾼めるため、農家への⺠泊受⼊の拡⼤を基調としつつ、
⽥舎ならでは贅沢体験をコンセプトにした各種体験プログラム（地元有機素材を活⽤した無添加ゆし⾖腐づ
くり体験、農家の庭先での地元有機野菜を活⽤したBBQ体験、⽉夜の海辺の散歩、マングローブカヌーツア
ー等）の提供に、体験と関連した地元の伝統的で安全な農産物や健康⾷材（ピパーズハーブティー等）の物
販を組み合わせ、地元農家及び関連する加⼯事業者・販売事業を含めた経済波及効果を最⼤化する旅⾏プロ
グラムを提供する。 
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（３）モニターツアーの実施結果 
第１回モニターツアーのコンセプトは、地元⽯垣の⾷材や⾃然を活⽤し、⾷事や体験プログラムに加え、

周辺のオプショナルツアーについても提供していくとした。 
実施結果としては、テーブルコーディネートや⽯垣⽜を活⽤した⾷事の提供については満⾜度が⼤変⾼く、

⺠家との交流にも⼤変満⾜していただいた。また、若い⼥性６名の参加者であったが、ピパーズハーブティ
ーも満⾜していただき、購⼊希望の意⾒もあった。今回は滞在後離島ツアーへつなげるパッケージとして提
供しており、周辺地域への経済波及効果を及ぼす旅⾏商品づくりの検証ができた。今後はモニターツアーか
ら購⼊につなげる仕組みを早期に確⽴する必要がある。 

 
第２回以降のモニターツアーとしては、以下のツアーが実施された。 
『熱帯楽園ライド』は第１回から全体のプログラムを改良した。具体的にはブランド知名度の⾼い、⽯垣

⽜BBQ、⼋重⼭⺠謡での舞踊体験交流、⾃然体験のできるマングローブカヌーツアー、地元⾷材を取り⼊れ
た郷⼟料理体験とした。コンセプトは地元⽯垣の⾷材や⾃然を活⽤し、⾷事や体験プログラムに加え、ロー
ドバイクをテーマに据えたプログラム提供を⾏うとした。 

実施結果としては、参加者のほとんどが経営者等の⾼額所得者であったが、地元⾷材を提供したBBQにつ
いては他のどのホテルでも味わったことがないとの⾼い評価を得た。また同時に提供した地元野菜や地元素
材を活⽤したピパーズティーについて、是⾮継続して購⼊したいとの評価を得た。２⽇⽬の地元⾷材づく
り・⼯芸品つくり体験においては、今回実施した内容に満⾜いただくと同時に、他の⾷材づくりや⼯芸品づ
くりもぜひ体験したいとの評価を得た。今後の課題としては、提供する⾷事について妥当な価格設定を検討
する、提供する⾷材について継続的に購⼊できる仕組み、購⼊につなげる仕組みを構築する、体験メニュー
の拡充に向けた検討を実施することである。 

 
『ハーブのおもてなし』については、ツアー価格は変更せずに、ハーブに関⼼を持つ世代をターゲットと

した内容へ組み⽴て直し、⺠家にてハーブを活⽤した料理づくり体験を盛り込み、コンセプトとしては地元
⽯垣の⾷材や⾃然を活⽤し、⾷事や体験プログラムに加え、ロードバイクをテーマに据えたプログラム提供
を⾏うこととした。 

実施結果としては、参加者のほとんどが経営者等の⾼額所得者であったが、地元⾷材を提供したBBQにつ
いては他のどのホテルでも味わったことがないとの⾼い評価を得た。また同時に提供した地元野菜や地元素
材を活⽤したピパーズティーについて、是⾮継続して購⼊したいとの評価を得た。２⽇⽬の地元⾷材づく
り・⼯芸品づくり体験においては、実施した内容に満⾜いただくと同時に、他の⾷材づくりや⼯芸品づくり
もぜひ体験したいとの評価を得た。今後は提供する⾷事について妥当な価格設定を検討するとともに、⾷材
を継続的に購⼊できる仕組み、購⼊につなげる仕組みを構築する。また、体験メニューの拡充を検討する。 

 
『ハーブのある島暮らし』については、⽯垣島トラベルセンターの協⼒を得て、島内観光及び、離島周

遊ツアーを開催することにより、滞在時間を伸ばしたり、経済効果を⾼める事とした。ツアーコンセプトは
地元⽯垣の⾷材や⾃然を活⽤し、⾷事や体験プログラムに加え、ハーブをテーマにした体験プログラムを提
供する⽯垣島観光と併せて周辺離島の案内ツアーを実施し、地元⾷材を活⽤した農家でのBBQなどを提供す
るとした。 

実施結果としては、反省点として⺠家受⼊場所等の詳細案内を⾏う必要がある。今後は提供する⾷事につ
いて妥当な価格設定を検討するともに、提供する⾷材について継続的に購⼊できる仕組み、購⼊につなげる
仕組みを構築する。また、滞在中における収益確保を模索する必要がある。 
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『ハーブのある島暮らし』の２回⽬では、地元おじい、おばぁとの交流により付加価値をつけるテーマ
（今回は農家体験）を設定し、旅⾏商品としての魅⼒付加価値を⾼めると同時に、地元⾷材や地元加⼯品等
を活⽤したおもてなしにより消費の拡⼤を狙った。 

実施結果としては、⾬天の可能性があったためBBQではなく室内でのおもてなしを試⾏したところ、⺠家
での⾷事はテーブルコーディネート等により、よりおしゃれな⺠家⾷事となり好評であった。⽯垣⽜を活⽤
した⾷事の提供については満⾜度が⼤変⾼く、⺠家との交流にも⼤変に満⾜していただいた。また、今回は
若い⼥性６名の参加者であったが、ピパーズハーブティーも満⾜していただき、購⼊希望の意⾒もあった。
また、滞在後離島ツアーへつなげるパッケージとして提供しており、周辺地域への経済波及効果を及ぼす旅
⾏商品づくりの検証ができた。今後はモニターツアーから購⼊につなげる仕組みを早期に確⽴する必要があ
る。 

 
『ハーブのある島暮らし』の３回⽬では、市のイベントと共同し、幅広いニーズに応える為のプログラ

ム創出に向けた商品を検討した。また、⼿作り獅⼦でのおじい・おばぁのおもてなしを⾏った。さらに、⾝
近な草花を活⽤した、テーブルセッティングを優雅に⾒せるおもてなしをした。コンセプトは地元おじい、
おばぁとの交流により付加価値をつけるテーマ（今回はハーブ体験）を設定し、旅⾏商品としての魅⼒付加
価値を⾼めると同時に、地元⾷材や地元加⼯品等を活⽤したおもてなしにより消費の拡⼤を狙うとした。 

実施結果としては、全ての参加者が⼥性という中、地域の⼈々との交流について特に⾼い評価を得た。そ
れ以外の点についても総じて⾼評価を得たが、メニューが多いという声もあった。⾦額⾯についても妥当〜
割安という評価を得た。今後はメニューの構成（タイムスケジュール）やメニュー⾏程の設定を検討する。
また、ハーブサミットに向け、ハーブの活⽤⽅法を検討する。 

 
『家族でいく、ハーブのある島暮らし』については、ネイチャーゲームを取り⼊れたアクティビティーを

観光地（川平湾）で⾏った。また、お客様にテーブルコーディネートの楽しみ⽅を伝えた。コンセプトは地
元⽯垣の⾷材や⾃然を活⽤し、⾷事や体験プログラムに加え、ハーブをテーマに⽯垣島に伝わる医⾷同源の
⾷⽂化と暮らしを五感を通して体感できるファミリーアドベンチャー型プログラムを提供するとした。 

実施結果としては、参加者は都会に済むファミリー層が殆どで、７割から総合的に⾒てとても満⾜したと
の回答を得た。⽯垣島の⾃然素材や⾷材を活⽤したツアーは都会層・ファミリー層にとってとても魅⼒的な
内容であり、⾦額についても妥当〜やや割安という評価を得た。今後は季節ごとに使えるハーブ素材を事前
に⽤意する仕組みを構築する。また、参加率を上げる為に、全⾏程を⾒直す事が必要であると思われる。 

 
『命草体験』については、市のイベントと共同し、幅広いニーズに応える為のプログラムを商品化した。

コンセプトとしては、「島の⼈とふれあい⽣活に根ざした命草を学ぼう」というテーマの元、地元⽯垣の⾷
材や⾃然を活⽤し、⽯垣島に伝わる医⾷同源の⾷⽂化と暮らしを、五感を通して体感しより深く理解できる、
⼦供から⼤⼈まで万⼈が気軽に楽しめる着地型のプログラムを提供するとした。 

実施結果としては、全体として満⾜度が⾼く、命草茶づくりでは「美味しい」という多数の回答以外にも
「⾷事に利⽤できるものが⾝近にある事に驚き」、「どういう製法で茶葉の⾊を保つのか」などにも興味を持
っていただいた。そばづくりでは「美味しい、とても楽しい、また来たい、すばらしい」など、⾮常に満⾜
度の⾼い回答を得た。⽔⾥づくりでは「多くの植物がある事に驚き、島の魅⼒がとても良い」という環境へ
の興味に関する回答を多く得たが、「花が咲く頃に合うツアーが欲しい」などの回答も得た。 
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（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 
仕⼊れコストを抑え、⾝近なハーブを取り⼊れて収益につなげることができた。また、プログラム催⾏時

においては事務局側のスタッフも⼀緒に⾏っていたが、終盤においては⾃ら諸準備からプログラム催⾏まで
⼿際よくできるようになった。 

⼀⽅、集客に関しての宣伝広報の難しさや、販売チャンネルの強化を⾏う際の販売促進費⽤や広報宣伝費
の捻出が課題である。 

 
（５）ツアー造成について 

農家⺠泊において、利⽤者⽬線に⽴った器の選択、屋外での雰囲気のある⾷事機会づくり、利⽤者が滞在
しやすい環境構築などの観点を受け⼊れ⺠家に対して指導するため、勉強会を実施し、農家⺠泊の受⼊品質
向上を図った。また、地元の⾷材の消費拡⼤につながる７つの体験プログラムを造成し、実際に展開を開始
している。 

⼀⽅、⺠泊における⼣⾷⾷材購⼊への同伴や泡盛居酒屋ツアーなど地元の商店街の消費拡⼤を牽引できる
プログラムの構築については、試験的な取り組みは⾏われているものの、個店との連携はまだまだ低い。主
⽴つところでは市内のトラベルセンター（旅⾏プラン提供事業社）への紹介が中⼼だった。 

企画旅⾏商品終了後も個⼈の都合に応じて延泊する際のプランの提供と利⽤しやすい仕組みの構築につ
いては、⽯垣島トラベルセンターとの連携により、⺠泊利⽤者に対して島内の離島観光などの別プランの紹
介提供は⾏っているものの、旅⾏出発段階において旅程変更を促せるような案内所体制にはまだ及ばない。
実態の需要ニーズを引き続き収集しながら、属⼈的な紹介スキルの向上が課題である。 

 
（６）商品開発・物販について 

地元農家に新鮮野菜・果物を提供してもらい、⼟産品として販売、販売実績に応じて販売⼿数料を課⾦す
る計画については、受け⼊れ⺠家が⽣産する作物の販売を当初前提としていたが、直接現地で持ち帰るとい
う需要は結果的に⾒出せず未実施となった。⾷の体験から通販による仕組みを中⼼に提供⽅法を模索してい
る。 

ピパーズティー⼯場の⾒学と試飲体験、即売会の実施については、ピパーズの粉末化と、それを配合した
ハーブティーの商品化を進めており、現在は販売条件を満たすための検査結果待ちの状況。そのハーブとの
調合を⾃⾝の好みで楽しめる試飲体験プランの開発は完了しており、提供が開始されている。植樹に関して
は、試験的体験プログラム実証の結果、試飲とは切り離した別体験プログラムとして、こちらも提供が開始
されている。 

季節の果物を届ける会員制通販と、野菜や加⼯品を⾃由に購⼊できる会員制の通信販売については、Web
でのＥコマースでの販売システムを構築し、展開を開始した。商品を提供するのは⺠博受け⼊れ農家であり、
サイトの運営⾃体は主体事業社であるが、主体事業社の取り組みを農家にも認識・理解してもらうため、取
り組み⾃体の勉強会が実施されている。仕組みはほぼほぼできあがっているものの、利⽤者や⼀般関⼼層に
対する広報活動は進んでおらず、今後の課題である。 

 
（７）運営体制について 

現状では、受け⼊れ⺠家との間にコーディネーターが必要であり、コーディネーター育成の強化が必要と
なっている。 
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（８）地域内関係者との連携について 
⽇頃より地域感の交流があり、信頼関係が構築されている。また、受け⼊れ⺠家の収益と事務局の収益の

住み分けができている。課題として、現在受け⼊れ⺠家はスマートフォンを所有しておらず、直接⾜を運び
打合せを⾏っているため、今後は可能な限りスマートフォンの所有を促進したい。 

 
（９）まとめ 

仕⼊れコストを抑え、⾝近なハーブを取り⼊れて収益につなげることができた。また、プログラム催⾏時
においては事務局側のスタッフも⼀緒に⾏っていたが、終盤においては⾃ら諸準備からプログラム催⾏まで
⼿際よくできるようになった。 

⼀⽅、集客に関しての宣伝広報の難しさや、販売チャンネルの強化を⾏う際の販売促進費⽤や広報宣伝費
の捻出が課題である。今後は受⼊事業の強化のみならず、販売協⼒のできる仲間づくりを強化する事が重要
となる。また、Webサイトの活⽤を強化し、訪れたお客様も参画できるような仕組みづくりに繋げていく。 
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〔提案45〕草野球キャンプIn宮古島2014 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

宮古島は全国的にはプロ野球春季キャンプが⾏われている地域と認知されているものの、充実な環境を積
極的に活⽤したセールスは⾏っていないが、現在はオリックスを含む約10チームがキャンプ（合宿）を⾏
っている。宮古島観光協会は平成26年４⽉１⽇より⼀般社団法⼈化するため、⾃主財源を確保していかな
ければならない。現状の物販事業を中⼼に、地元キャラクターの商品展開やベースボールツーリズムによる
来島者をターゲットとした新たなビジネスモデル構築が求められている。 

観光地域づくり関連では、宮古島にはオリックスが使⽤する球場の他、草野球ができる施設がいくつもあ
り、通年で野球合宿や試合が⾏える環境が整っている。さらに100以上の草野球チームに所属する多くの草
野球プレイヤー（野球競技者）がおり、様々なレベルの練習試合を設定することができる。しかし草野球受
⼊インフラが未整備なため、野球を⽬的に来島された際、野球に関する情報やサービスを提供することがで
きていない。今後はそれら”野球”コンテンツを活⽤した収益モデルの構築が求められている。その為、本事
業において受⼊協⼒会や宮古島市商⼯会等と連携し、野球ビジネスのプラットホームを確⽴させることで、
野球による観光誘客拡⼤を⽬指したいと考える。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

プロ仕様の施設・設備と“野球”が盛んな地域特性を活⽤し、独⾃の着地型商品を展開する。平成25年度
の「草野球キャンプ」は個⼈参加が中⼼だったが、チームで来島できるよう試合や合宿等のパッケージとし、
草野球プレイヤーへのサービス提供・収益化を図る。商品内容としては、プロが使⽤する環境での練習・試
合、⽥⼝壮⽒の指導をまとめた「草野球キャンプ教則DVD」の活⽤、オフィシャルトレーニングスタッフ
による練習メニューのサポート等が考えられる。 

また、草野球ファンに向けたオリジナル商品を地元企業と連携して開発し、販売収⼊だけでなくロイヤリ
ティ収⼊で⾃主財源確保を⽬指す。商品は昨年の事業で制作し好評だったアイテムを中⼼に商品展開を進め
ていく。商品例としてはボール型オトーリグラス、オリジナル泡盛など。 

観光地域づくり関連では、平成25年度同様に⼤⼈の為の“草野球キャンプ”を実施し、充実した野球環境
でプレーすることで宮古島の魅⼒を感じてもらいながら更なる草野球・宮古島ファンを獲得していく。参加
者の中⼼はコア草野球プレイヤー（インフルエンサー）であり、それぞれがチームやリーグを主催する等周
辺草野球プレイヤーに与える影響は⼤きい。また、チーム単位での野球旅⾏を受⼊れるインフラ整備として、
観光協会内に野球に関する相談窓⼝の設置や合宿や練習をサポートできる地元競技者の育成・強化を⾏うこ
とで、インフルエンサーを中⼼に周辺草野球プレイヤーを呼び込むことで、来島者の増加とビジネス化を⽬
指す。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、平成25年度の実施内容から挙がった課題点を改善した新たなプ
ログラムによる、観光誘客の可能性を検証するものとした。また、課題点のひとつであった受⼊⼈材の育成
を実施することで、地元草野球プレイヤーの受⼊スキルアップと新たな⼈材の確保を⽬指していく。さらに、
参加者へのアンケート調査によって適正な価格決定の参考としていく。 
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実施結果としては、１⼈当たりの参加料よりもチームでの参加⾦額を設定すると良い、各メニューのポジ
ションへの誘導、指⽰が弱い、投球練習でブルペンにアンパイアがいると⾯⽩い演出になるとの意⾒をいた
だけた。今後は参加者及びオフィシャルトレーニングスタッフから集約した意⾒をもとに修正を⾏う。また、
実戦を想定したトレーニングメニュー（練習試合など）を追加し、よりプロ野球キャンプに近づけたメニュ
ーとする。 

オフィシャルトレーニングスタッフについては、ポジションへの誘導や各メニューで何をどのようにする
のかわかりづらいとの意⾒があったため、事前に当⽇の練習メニューを把握し、参加者の誘導や各メニュー
の説明ができるようにする。また、バッティングピッチャーや守備のポスト不⾜が⾒受けられたため、参加
者が60名（最⼤）となった場合のオペレーションを再度検討する。さらに、参加者とのコミュニケーショ
ンを積極的に⾏うようにする。 

イベント運営については、ツアー前に１軍所有備品を移動し、使⽤する可能性もあるため、球場変更に伴
い、オリックス球団（２軍）が所有する備品の借⽤許可を取るようにする。また、施設の掃除や備品の有無・
状態確認を⾏う必要があるため、球場施設及び周辺の事前準備を⾏う地元スタッフを確保する。 

 
第２回モニターツアーでは、第１回からの改善点として、プログラムメニューについてはバント／⾛塁メ

ニューの削除、⽬利きによるスペシャルメニューの追加、ローテーションメニューへ「守備」を追加、実戦
を想定したメニューの追加（ケースノック）、クールダウンメニューの追加（草野球では通常アップやダウ
ンを⾏わないため、プロによる指導時間を確保）、⽬利き（コーチ）による交流試合メンバーセレクトを⾏
うこととした。また、オフィシャルトレーニングスタッフについては必要⼈数の算出／ポジション配置、リ
ーダーの選定／ツアー当⽇の指⽰系統確⽴、バッティングピッチャーの確保（左右のピッチャー）を⾏った。
運営⾯では草野球キャンプＨＰへの広告掲載により収益を上げる、昨年参加者への直接連絡や草野球コミュ
ニティへの広告掲載による募集告知、新たな収益ビジネスとして、イベント写真販売による収益確保、事前
発送物へ観光ガイドブックを同封し、観光情報を事前に伝えた。 

コンセプトは宮古島の野球環境と美しい⾃然環境の下、⽬利きであるプロ野球ＯＢ選⼿や現役選⼿による
監修のプログラムでプロ野球キャンプさながらの体験ができるプログラムとした。 

実施結果としては、満⾜度は概ね⾼かったものの、地元宮古島の⽅々との交流機会が少なかったこと、ス
ケジュール的に地域での消費（観光等）がしづらかったこと、ツアー周辺ビジネスの充実化及び地元観光情
報の提供（ガイドブックのみの配布）が必要、オフィシャルトレーニングスタッフへの事前レク不⾜という
反省点がみられた。今後の取り組みとして、地元⾷材を利⽤した⾷事の提供、地元オフィシャルトレーニン
グスタッフの組織強化・運営体制構築、地元コーディネーターの育成、島内野球場の予約システムスキーム
構築を⾏っていく。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

平成25年度に構築されたプランをベースに、参加者に対してプランの販売可能価格帯に対する資料が得
られたとともに、参加費とは別に徴収可能な収益モデルとしてカメラマンによる参加⾵景の写真や、現地で
の観光オプショナルプランの提供などを⾏う仕組みを構築し、検証が図られた。 

課題としては、野球という特定の⽬的を持っている層⾃体が、宮古島ならではの取り組みに参加意向があ
ることを確認し、協会の⾏う現地観光プランの有料参加に繋がることが検証できたものの、当初事業案とし
て提案されていた地元企業との連携による「オリジナル商品」の開発においては、参加者⾃体が少数（ニッ
チツアー）という事を背景に、レギュラー商品として販売可能なアイテムの構築は果たされていない。これ
は、観光協会⾃体が役割として⾃主財源の確保を⽬的とした収益事業団体として慣れないことから、在庫な
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どを抱えるリスクに慎重なためでもある。観光協会と地元企業とがリスクを分散しつつ事業に踏み出すため
の取り組みとしてはまだ調整が求められる。 

 
（５）ツアー造成について 

宮古島までの移動距離、時間を考慮すると最低でも２泊必要となるため、連休に設定したものの⼤会スケ
ジュールとのバッティングや家族との予定などが⼊っており、集客に苦戦した。ツアー内容については、地
元を感じられる⾷事提供の要望があった。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

草野球専⾨サイトへのバナー掲載や昨年度参加者へのメルマガ配信、草野球キャンプＨＰ（試作品）の製
作を⾏ったものの、「草野球をしに旅⾏へ⾏く」という認知拡⼤には弱く、参加者数の⼤幅な伸びには繋が
らなかった。成果としてはモニターツアー後、継続的に連絡を取り合い休⽇に練習や試合を⾏う等、参加者
とのネットワークが構築できている。 

 
（７）運営体制について 

今年度試作品として草野球キャンプのＨＰを製作した。今後は観光協会にて運⽤していく予定である。 
課題としては、⼈材不⾜、体制整備等により、観光協会内に設置予定であった受⼊窓⼝機能を年度内に構築
できないことがある。今後は現状のメンバーで負担の少ない内容で対応できないか、運営経費の縮⼩（経費
内容の⾒直し・削減、開催規模の検討など）を進め、受⼊窓⼝機能の再検討を⾏う。また、アウトソーシン
グの可能性も検討する。 

また、プロ野球球団が使⽤する環境をテーマにしていたものの、キャンプの撤退が発表され地域の受⼊組
織が解散することとなっている。今後、観光協会内の⼈員増加が可能であれば継続していくことは可能かも
しれないが、修学旅⾏の受⼊や地域のイベント主催、事務局業務等で多忙のため難しい状況である。地域内
で主体として対応できる関係機関を模索する。プロ野球キャンプ受⼊協⼒会としてのサポートは今後なくな
るため、加盟する企業と個別に連携を図るよう調整する。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

地元野球連盟との連携により、審判員の派遣やオフィシャルトレーニングスタッフの派遣、プログラムメ
ニューの検討等、昨年度構築できた関係性による体制はある程度構築できつつある。また、現場で運営を補
助するスタッフの⽅々のモチベーションは⾼く、⾮常に協⼒的である。 

課題としては、現状は個⼈の繋がりによる連絡や協⼒依頼となっているため、草野球キャンプの取り組み
として組織化した連携を図る必要がある。また、野球に関連する⽅々の⼀部は⾮常に意識が⾼いものの、そ
こから広げていくことが必要である。平成25年度からこれまで協⼒いただいている企業やスタッフの⽅々
には、本事業の⽬指すものを共有できつつあるものの、そこから更に意識共有を拡⼤させていくことで、よ
り地域の協⼒が強固となる組織づくりが可能となっていくと考える。 

 
（９）まとめ 

平成25年度に構築されたプランをベースに、参加者に対してプランの販売可能価格帯に対する資料が得
られたとともに、参加費とは別に徴収可能な収益モデルとしてカメラマンによる参加⾵景の写真や、現地で
の観光オプショナルプランの提供などを⾏う仕組みを構築し、検証した結果、野球という特定の⽬的を持っ
ている層は宮古島ならではの取り組みに参加意向があり、協会の⾏う現地観光プランの有料参加に繋がるこ
とが検証できた。 
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⼀⽅、当初提案されていた地元企業との連携による「オリジナル商品」の開発においては、参加者⾃体が
少数（ニッチツアー）という事を背景に、レギュラー商品として販売可能なアイテムの構築は果たされてい
ない。これは、観光協会⾃体が役割として⾃主財源の確保を⽬的とした収益事業団体として慣れないことか
ら、在庫などを抱えるリスクに慎重なためでもある。観光協会と地元企業とがリスクを分散しつつ事業に踏
み出すための取り組みとしてはまだ調整が求められる。 

今後は協会の発⾏する観光案内などへの当草野球プログラムの掲出を果たし、主体である観光協会のみな
らず、地元企業においても事業としての可能性を肌で感じる機会の拡⼤を継続して推進していく。さらに、
野球という特定⽬的による集客だけではなく、別の⽬的で来島する団体旅⾏者、修学旅⾏⽣などに対し展開
を拡⼤していくことも⽬標としていく。 

ツアー造成については、ツアー⽇程の再検討、新規メニューの追加（投⼿の守備練習等）及び受⼊スタッ
フ（オフィシャルトレーニングスタッフ）の育成・強化を図る。また、航空券、宿泊を含むパッケージプラ
ンの造成・販売を⾏う。さらに、オプショナルプラン（ゴルフ、マリンレジャー、⼀般観光等）を追加し、
積極的にＰＲすることで、島内での観光促進につなげる。 

広報⾯では、草野球プレイヤーに対する継続的なアプローチ、具体的には草野球関連サイトでのＰＲ、草
野球キャンプコミュニティの活⽤、⼤型⼤会との連携等を⾏っていく。また、地元草野球プレイヤーに交流
会への参加を呼びかけていく。 

運営体制については、キャンプの撤退が発表され地域の受⼊組織が解散することとなっているため、地域
内で主体として対応できる関係機関を模索する必要がある。プロ野球キャンプ受⼊協⼒会としてのサポート
は今後なくなるため、加盟する企業と個別に連携を図るよう調整していく。 
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❏ 観光地ビジネス化の実証 
追加事業として実施された３事業では、各々の地域資源の特性を活かし、ターゲットを想定したプ

ログラム開発や情報発信、地域内の関連事業者との連携体制づくり等を通じて、⾃主財源確保を⽬的
としたビジネス化の取り組みが⾏われた。 

以下、⾃主財源の確保の⽬的に対する成果について、仕組みづくり、ターゲット層に対するＰＲと
理解の浸透、運営体制の構築、地域内関係者との連携等について概観するとともに、それぞれについ
て成果のあった事例について概要を整理した。 

 
 

❏ 仕組みづくり 
各事業においては、ツアー商品のコンセプト、ターゲットを設定し、「観光地がつくり出す価値を、

誰に、どのように届けるのか」というマーケティング視点による勉強会やワークショップ等が⾏われ、
事業に対する事業コンセプトの共有が図られた。 

その上で、各事業主体が⾃主財源確保のための様々な仕組みづくりを⾏ったが、ヒアリング結果か
らその概要を概観すると、収⼊源として企画⼿数料を徴収している運営主体は追加事業ではみられず、
３事業とも会員会費収⼊等を主な収⼊源としている。 

 
なお、追加３事業のうち⾃主財源額の⽬標を達成できたとしている事業は〔47〕紀⾏家・菅江真澄

が歩いた津軽路の四街道シリーズのみであった。 
＜P211／資料１参照＞ 

 
 

❏ ターゲット層に対するＰＲと理解、浸透 
〔46〕ロングトレイルを活⽤した観光プラットフォームモデル創出事業は登⼭等のアウトドアを趣

味にしている⼈をターゲットとし、ＨＰ、SNS、雑誌によりＰＲを⼗分に⾏い、ターゲットのツアー
商品に対する理解を拡げることができた。 

〔47〕紀⾏家・菅江真澄が歩いた津軽路の四街道シリーズは歴史好きの⼈をターゲットとし、ＰＲ
を⼗分に⾏い、ターゲットのツアー商品に対する理解を拡げることができた。 

〔提案48〕江⼾前の⾷⽂化の秘密探訪・・江⼾前の⾷⽂化の解明と近傍の⾥海⾥浜、漁業の現場の
訪問は会員への案内メール及び⼝コミを利⽤してのＰＲであったが、ターゲットのツアー商品に対す
る理解は⼗分とはいえなかった。 ＜P211／資料２参照＞ 
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❏ 運営体制構築 
追加３事業はいずれも運営体制が「まあ構築できている」としている。 
 
構築できている部分として「⼈材が揃っている」と「事業の持続性がある」を３事業が、「地域との

連携が進んでいる」を２事業が挙げている⼀⽅で、構築できていない部分として「運営側の意識が低
い」を２事業が、「⼈材が不⾜している、育成体制が不⼗分」と「ホームページやSNSなど、運営・宣
伝⽤のツールを活⽤できていない」を各１事業が挙げている。 

＜次⾴図表、及び、P211／資料３参照＞ 
 
 

❏ 地域内関係者との連携等 
地域内関係者と「⼗分連携できている」が３事業中２事業となっている。⼀⽅、１事業が「あまり

連携できていない」としている。 
 

連携が進んでいる部分として「地域内関係者との意⾒の摺り合わせ（会議など）の機会が⼗分取れ
ている」を３事業が、「連絡⼿段が体系化されている」、「地域内関係者の意識が⾼い・やる気がある」、
「報告・連絡のフォーマットが効率化されている」を各１事業が挙げている。 

⼀⽅、〔46〕ロングトレイルを活⽤した観光プラットフォームモデル創出事業では、連携が進んでい
ない部分として、「地域内関係者の意識が低い」、「運営側の意識が低い」こと及び「北根室ランチウェ
イのガイド料⾦の整備（ホームページ、パンフレット等への掲載）」における連携が不⾜していること
を挙げている。 

＜下図、及び、P211／資料４参照＞ 
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❏ 追加３事業の取組結果 
 

〔46〕ロングトレイルを活⽤した観光プラットフォームモデル創出事業 

 
中標津の中⼼部から北根室の広⼤な牧場（ランチ）地帯を通り、摩周湖の外輪⼭をほぼ半周して弟

⼦屈町のＪＲ美留和駅までの全⻑71.4kmのロングトレイル（⻑距離⾃然歩道）である『北根室ランチ
ウェイ』を歩くというコンセプトである。 

成果をまとめると以下の通りである。 

①⾃主財源率は⽬標に達しなかったものの、収⼊につながる仕組みが徐々に構築されてきて
いる。 

②北根室ランチウェイは世界の⼭を登ってきた⽅々からも⾼評価を得られ、世界のロングト
レイルや登⼭と互⾓に渡り合える可能性を秘めているといえる。 

③まだまだ知名度が⾼くないため、各ツアーのターゲットを明確に設定した上で、ツアー内
容を改善し、積極的にＰＲしていくとともに、輸送体制の構築やガイドの育成を進める必
要がある。 

 
 

〔47〕紀⾏家・菅江真澄が歩いた津軽路の四街道シリーズ 

 
江⼾時代津軽藩の最も必要な医学が本草学であった。菅江真澄が津軽藩のお抱えの薬草係になり、

⽩神⼭地の⼭を歩き、どういう薬草を採取したのか、⽩神⼭地や津軽藩の城の中にある植物園を歩き
探るというコンセプトである。 

成果をまとめると以下の通りである。 

①有料オプションとして「またぎによる薬草の説明」を新たに開発し、全員が参加して収益
につながった。 

②昼⾷は、⽩神⾃然学校⼿作りの⽩神弁当を⼿配して収益増を図れた。 
③体験プログラムの企画・開発によるプログラム費が⾃主財源となった。 
④参加者は⾸都圏の⽅が多く、都内に⽩神⾃然学校サポート隊が結成され、⾃然学校の会員

となり会員収⼊が増えた。 
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〔48〕江⼾前の⾷⽂化の秘密探訪・・江⼾前の⾷⽂化の解明と近傍の⾥海⾥浜、漁業の 

現場の訪問 
 

かつての東京沿岸の原⾵景が残る⾏徳近郊緑地での散策・海苔漉き体験、江⼾時代に⾏徳船が就航
し、⾷・⼈の交流があった地である⽇本橋にて海苔に関する座学と焼き海苔の試⾷による産地当てを
開催し、観光資源としての江⼾前を多くの⼈に知っていただくことを⽬的とする。 

成果をまとめると以下の通りである。 

①収⼊⾯では⼤きな成果はあげられなかった。 
②旅⾏会社とツアーを実施する地域との連携体制ができた。 
③モニターツアー参加者は事業提案者である『東京湾の環境をよくするために⾏動する会』

の会員向け案内メールと会員からの紹介による参加にとどまったため、今後はSNS等の現
在⼀般化されつつあるツールによる広報を積極的に⾏うとともに、ツアー内容のブラッシ
ュアップや参加費の再検討を⾏い、⼀般観光客の参加増加を⽬指す。 
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（資料１）収⽀報告 
 

提案 
No 

平成26年度 平成27年度
⽬標値 ⾒ 込 ⽬標値

総収⼊額
（円） 

⾃主財源額 
（円） 

⾃主 
財源率 
（％） 

総収⼊額
（円） 

⾃主財源額
（円） 

⾃主 
財源率
（％）

達成率 
（％） 

総収⼊額
（円） 

⾃主財源額
（円） 

⾃主 
財源率
（％）

46 21,250,000 3,665,000  17.2 21,206,911 3,621,911  17.1  98.8 21,565,000 3,980,000  22.6 

47 11,481,000 10,501,000  91.5 12,281,000 11,301,000  92.0 107.6 12,601,200 12,601,200 100.0

48 5,360,000 3,360,000  62.7 5,340,896 490,896   9.2  14.6 2,096,560 1,696,560  80.9 

 
 
（資料２）ターゲット層に対するＰＲと理解、浸透 
 

提案 
No 想定ターゲット層へのＰＲ、理解の程度 

新 

聞 

Ｔ
Ｖ
番
組
・
Ｔ
Ｖ
Ｃ
Ｍ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

Ｓ
Ｎ
Ｓ 

メ
ル
マ
ガ
・
案
内
メ
ー
ル

旅
⾏
会
社
・
関
係
団
体

⼝
コ
ミ 

そ
の
他 

46 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった ○ ○ ○ 雑誌 
47 ＰＲを⼗分に⾏い、理解が拡がった 
48 ＰＲは⾏ったが、理解は⼗分とはいえない ○ ○ ○

※複数ツアーを実施している場合は、最も評価が⾼いもの 
 
 
（資料３）運営体制構築 
 

提案 
No 構築状況 

構築できている 構築できていない

⼈
材 

継
続
性

経
費 

連
携 

意
識 

ツ
ー
ル

効
率
化

そ
の
他

⼈
材 

継
続
性

経
費 

連
携 

意
識 

ツ
ー
ル

効
率
化

そ
の
他

46 まあ構築できている ○ ○ ○ ○ ○ 
47 まあ構築できている ○ ○ ○ ○ ○ 
48 まあ構築できている ○ ○ ○ ○

 
 
（資料４）地域内関係者との連携 
 

提案 
No 連携状況 

連携できている 連携できていない

体
系
化 

意
識 

利
益 

会
議 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

そ
の
他 

体
系
化 

関
係
者
の
意
識

運
営
の
意
識 

会
議 

ツ
ー
ル 

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

そ
の
他 

46 あまり連携できていない ○ ○ ○ ○ ○
47 ⼗分連携できている ○ ○
48 ⼗分連携できている ○ ○
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❏ 各事業のまとめ 
 

〔提案46〕ロングトレイルを活⽤した観光プラットフォームモデル創出事業 
            （⼀社）なかしべつ観光協会を軸とした着地型旅⾏商品モデル創出に向けて 

 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

まず最初の課題として、ロングトレイル“北根室ランチウェイ”における付帯事項の整備がある。ロングト
レイル実施における安全性、安⼼性の確保には、経験豊富なガイドの同⾏や個⼈旅⾏者向け観光インフラの
構築が必須である。ガイド育成やインフラ構築には多くの時間や⼈件費など様々なものが必要となっている
ものの、充分なガイド育成やインフラ整備などの精査は進んでおらず、育成するスタッフやそれにかかる時
間の捻出について、現段階では難しい状態である。 

また、個⼈客に対応するには数名のガイドを雇⽤する必要があるが、専属ガイドとしての雇⽤となると、
年間通してのプログラムを充実させ、常に稼働させなくては⼈件費のリスクも⾼くなり、運営を圧迫しかね
ない状況となる。 

また、観光インフラの付帯整備については、実施プログラムまでの送迎、それに伴う宿泊情報、⾷事場所
など様々な情報が⼀元化されておらず、アクセシビリティの軟弱さが伺える。 

これは、来訪する観光客への⾏動誘発に繋がらず、せっかくの「北根室ランチウェイ」という観光資源が
活かされない要因となり、観光協会の旅⾏業登録を早急に進め着地型のオリジナルパッケージ商品を造成す
る事が急務といえる。 

次の課題として「アジア最⼤級の酪農王国の確⽴」が挙げられる。中標津は“雪印メグミルク株式会社”
に代表されるアジア最⼤規模のチーズ⽣産地だが、現状として、観光資源としては未だ確⽴されていない。
しかしながら昨年、当町にて監修、実施を⾏ったチーズフェスティバルでは⼤きな集客⼒があり、観光客誘
致の起爆剤として⼗分な可能性があることが実証された。 

広報⾯の課題としては、リアルタイムな情報発信が求められる。ホームページやFacebook、Twitterなど
に代表されるSNSメディアを活⽤したプロモーションが中⼼となる中、インフラ整備は整ってきているが、
現状として、⼈⼿不⾜やＩＴリテラシー等の観点からうまく活⽤しきれておらず、オンデマンドな情報発信
ができていない。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

最初の課題を解決するための⽅策として、ロングトレイルにおける同⾏ガイドは札幌圏を中⼼とした添乗
員派遣会社や⼤⼿旅⾏会社が運営する添乗員専⾨会社などとの契約を促し、当⾯は派遣形態にはなるが、豊
富な知識を有するガイドを確保することを優先する。また、⻑期スパンでは、そのような経験豊富なツアー
ガイドにアシスタントとして地元ガイドを同⾏させ、ガイド育成を促進させていく。 

付帯する観光インフラの整備においては、早急に観光協会の旅⾏業登録を進め、地元交通機関や宿泊施設、
⾷事場所等との調整により、来訪旅⾏者に対応できるプログラムをパッケージ化し、着地型旅⾏商品として
構築することが必要である。また、旅⾏業登録までの期間においては、地元旅⾏会社との受託契約を⾏い、
観光協会監修のもと地元旅⾏会社に着地型パッケージ旅⾏商品の構築を⾏い販売する。 

次の課題については、中標津町の基幹産業である酪農産業とのタイアップやコラボレーションなどを⾏い、
ファームステイや乳製品の加⼯から製造までの体験型アクティビティを構築し、⼀般旅⾏者はもとより教育
旅⾏者もターゲットと⾒据えた「⾒る」、「⾷べる」だけではない、「肌で感じる」、「体験する」をテーマと
した着地型観光商品の販売を⽬指す。また、教育旅⾏に関しては、圏域町村との連携が必要であり、強固な
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関係を観光協会主導の元構築し、広域観光の魅⼒を充分に引き出すプログラムを提案していく。具体的には
ロングトレイル、ファームステイ体験などの着地型パッケージ商品の拡充、札幌圏、⾸都圏の旅⾏会社への
販売強化、インターネットポータルサイトへの掲載による露出度向上、中標津空港を起点としたランドオペ
レータとして国内外の旅⾏者、航空会社へ積極的なＰＲ、ロングトレイルに代表される観光ガイドの育成、
町内交通機関、宿泊施設、⾷事施設などとの連携による観光インフラの付帯整備、乳製品を⽤いた中標津な
らではの（菓⼦類など）お⼟産品の開発を⾏っていく。 

広報⾯の課題については、平成26年度から地域おこし協⼒隊が新たに当町観光協会のメンバーとして加
わり、⼈⼿不⾜は解決する⾒通しである。また、昨今のITCの拡⼤、スマートフォンの普及により、リアル
タイムな情報発信が可能になり、「なう」な情報が求められるようになってきた。当町も戦略的にＩＴメデ
イアを活⽤し、近隣の地域のみならず、全道、全国はもとい、アジア、世界における酪農⼤国としてその魅
⼒を伝え、ファン獲得を⽬指す。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトは、北根室ランチウェイの第４ステージの⼀部分であるモアン⼭を登
るツアー。夏の間は、計根別農協の放牧地として普段⼊る事ができないが、計根別農協の協⼒の下、企画開
催に⾄った。今回はトレイルランチの新メニューの試⾷を兼ねて、ランチ付き、また養⽼⽜温泉旅館組合の
協⼒で、無料⼊浴券を配布し養⽼⽜温泉の良さをアピールしてリピーター増につなげることとした。 

実施結果としては、コースついては95％の⽅が満⾜、参加費も70％の⽅が相応であるとの回答であった。
また、リピーターの参加が多く、次回も参加したいと答えた⽅が90％となり、全体的に⾼い評価を得られ
た。発着地のトイレの要望や、トレイルランチにも若⼲の修正が必要等の意⾒があったため、発着場所のト
イレの問題について早急に考えていかなければならない。また、トレイルコース内の農家への再度の理解を
求めていく事も重要になる。今後、ツアー企画として１泊２⽇、２泊３⽇と企画した場合の集客をどのよう
にしていくか、町内を中⼼に集客したが、道内はもとより、道外へ向けてツアー募集をするにはどのような
⼿法があるのかも検討していく必要がある。 

 
第２回モニターツアーのコンセプトは、夏期に⾏われるイメージのロングトレイルを道東における冬の１

つのコンテンツとして、通年でのアクティビティとしての定着に向け、冬期における観光ツアー客誘致に向
けたトレイルの可能性の検証を⾏うこととした。 

第１回では協会内のＨＰやFacebookでの告知がメインだったが、チラシを配布し、より多くの⼈へ周知
し集客増を⽬指した。また、ロングトレイルを冬のコンテンツとして定着させるためのチラシを制作し、町
内の他町外にも配布した。 

実施結果としては、お客様の反応や会話で冬のコンテンツとしての⼿応えを感じた。反省点として、参加
した⽅のほとんどが未経験者だったため、スノーシュー・スノーハイクの履き⽅等のスタート地点で少し時
間を要した。また、体⼒の差が出てくるので、ガイドを増やす等をしてフォローが必要となってくる。今後
はスノーシュー・スノーハイクレンタルの仕組みを整備していく必要がある。また、天候が荒れた際の中⽌
の連絡等について判断基準を決めていく必要がある。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

成果としては、少しずつではあるが収⼊へつながりつつある。 
課題としては、運送体制の構築による参加者の増員が必要である。 
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（５）ツアー造成について 
今年度ツアーを実施したことによってスルーハイクツアーの⼿ごたえを感じることができた。 
課題としては、旅⾏会社へ全⾏程をお願いし、企画費等としての収⼊は得ていないため、ガイドやお弁当

等の⼿配料を具体的に整備する必要がある。ツアー⾏程では１⽇に歩く距離が⻑いところもあったので、改
善の余地がある。また、どうしても⼒の差が出てしまうので、ガイドの声が⾏き届かないとこも出てきてお
り、ガイドの数を増やす等での対応が必要となる。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

今年度は北根室ランチウェイの冬版のポスターを作成し、中標津空港へ掲載を依頼した。その他、チーズ
フェスティバルや中野区内での折込チラシ、札幌のイベント、東京での展⽰会等に北根室ランチウェイのパ
ンフレットの配布や情報の記載を⾏った。これらの情報発信を続けたことにより、認知度を向上させること
ができた。 

課題としては、『ロングトレイル体験ツアー（モアン⼭を登ろう）』については、地元以外へのツアーの説
明が⾜りなかった。広告ＰＲ⽅法も再度検討する必要がある。 

『道東の絶景！北根室ランチウェイ⽩いモアン⼭を歩く』については、ツアー参加者の確保が必要となっ
てくる。そのために町内外に宣伝やＰＲを⾏っていく必要がある。 

昨今のITCの拡⼤、スマートフォンの普及により、リアルタイムな情報発信が可能になり、「なう」な情
報が求められるようになってきた。雑誌やFacebookを通じての観光客も増えているが、まだまだ情報発信
としての⼒は弱いので、継続していくことが必要である。 

 
（７）運営体制について 

平成25年度に続き実施し、集客できたためある程度の認知はされてきた。事務局が１名であったが、地
域おこし協⼒隊２名が⼊り３名体制になった事により、協⼒隊によるブログ、ホームページ、SNS等で広範
囲での募集となった。 

課題として、運営側、協会の事業ではあるが、会員の中にももっとアピールし周知を図る必要がある。ま
た、ガイド等の不⾜の問題もある（⽇程等が限られてしまう）。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

連携についてはあまり進んでいない。 
 
（９）まとめ 

少しずつではあるが収⼊へつながる仕組みができてきた。 
北根室ランチウェイは世界の⼭を登ってきた⽅々からも⾼評価を得られ、世界のロングトレイルや登⼭と

互⾓に渡り合える可能性を秘めているといえる。まだまだ知名度が⾼くないため、各ツアーのターゲットを
明確に設定した上で、ツアー内容を改善し、積極的にＰＲしていくとともに、輸送体制の構築やガイドの育
成を進めていく。 

地域内連携についてはまだまだ進んでいないため、今後は協議会や説明会等を増やし、地域全体で観光を
盛り上げる雰囲気を作っていく。 

さらに、将来的な展開として、基幹産業である酪農産業とのタイアップやコラボレーションなどを⾏い、
ファームステイや乳製品の加⼯〜製造の体験型アクティビティを構築し、⼀般旅⾏者はもとより、教育旅⾏
者もターゲットと⾒据えた体験型の着地型観光商品の販売を⽬指す。教育旅⾏に関しては圏域町村との連携
も必要であり、強固な関係を観光協会主導の元構築し、広域観光の魅⼒を充分に引き出すプログラムを提案
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していく。 
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〔提案47〕紀⾏家・菅江真澄が歩いた津軽路の四街道シリーズ 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

広⼤な津軽半島の景勝地・⾷事・お⼟産屋・体験・交流など、津軽独特の「津軽弁の会話」や「体験」、
「素朴な地元の和⾷」を織り交ぜた情報をネットで配信すると共に、プラットホームの地域間連携をもっと
強くし、広げることができるかが課題である。特に多くの農家・漁師や地域の魅⼒を語りたいという「語り
べ」や「ボランティアガイド」、「地元の⾼校⽣」、魅⼒を語れる⼥⼦部隊をつくり巻き込んでいきたい。 

観光地域づくり関連では、津軽半島はこの他縄⽂遺跡群が散りばめられている。義経伝説や菅江真澄が歩
いた⾜跡等があるが、観光産業だけ突出した創出では地域の繁栄がないと考える。観光業と農業をマッチン
グして活かしていくことができれば地域の繁栄がついてくる。林業・農業従事者の意⾒をベースに、観光資
源をブラッシュアップしていく。その活⽤や観光施設間のネットワークなど、特に滞在施設・交流ができて
いないのが現状である。特に⼤きい課題点として、地元経済が衰退していることもあげられる。持続可能な
半島社会のあり⽅を検討しつつ、平成25年の三陸国⽴公園種差海岸の時のように「森・⾥・川・海のつな
がり」の再⽣がタイトルだったが、津軽半島は⼩規模農業が主流なので、観光客として訪れる都市の住⺠が
半島の⾥⼭・⾥海の農林漁業を応援したくなるような仕組みを取り⼊れたフューチャーな内容を積み上げて
いくことにより、⼟台となる観光地の受け地側の⼈⼝の減少・流出や加速に⻭⽌めをかけながら、地域の魅
⼒を、地元のおもてなしの喜びの⼼で情報発信していけるのではと考えている。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

菅江真澄の250年前の四街道をネットで表し、そこに①景勝地②お⼟産屋③⾷べ物屋④宿泊施設⑤商店街
などを絡めて⽴ち寄り場所を紹介し、そこをスマフォ・カーナビで尋ねると昔と今の物語がわかる仕掛けを
つくりたい。⻘森県に９年間も滞在した菅江真澄情報はほとんどなく、観光化されていない。昨年、秋⽥県
⽴博物館と連携して菅江真澄写真展を開催し、県内で菅江真澄のファンが多い事を実感した。特に津軽半島
は「森林鉄道」を脊髄にして、菅江真澄・吉⽥松陰・菅江真澄の道と、太宰治が歩いた津軽という魅⼒があ
る。縄⽂の遺跡群も多い。 

また、農業にまつわる様々な形態を外部に提供するアトラクションを提案し、魅⼒を街道シリーズとして
地元と連携して形にしたい。①道の駅②海の駅での農⽂化のアトラクション、菅江真澄が250年前に⽇記に
残した農⽂化の再現、津軽半島の⾥⼭・⾥海の魅⼒を地元の農商⼯の⼈達とワークショップ形式で発掘して
いきたい。 

観光地域づくり関連では、2016年春には北海道新幹線「奥津軽駅」の開業が予定されている。津軽半島
全体の観光地域醸成の最⼤のチャンスであり、今までのニーズが⾼い観光資源と、新しい地域資源の発掘と
ブラッシュアップした資源とをミックスして、「おもてなし」の⼼を持って提案していくために、世界的な
ブランド⼒を持つ⽩神⼭地の魅⼒と合わせて、津軽全体の10市町村と連携して津軽・⽩神⼭地周辺を旅し
た「菅江真澄」の⾜跡から、津軽半島と⽩神の四街道を歩く旅シリーズを提案する。特に、この地域は滞在
施設が少ないので、農漁業関係者に体験・交流と農家⺠宿の推進も合わせて⾏いたい。 
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（３）モニターツアーの実施結果 
第１回モニターツアーは、コンセプトを『2015年津軽半島にできる北海道新幹線「奥津軽今別駅」は菅

江真澄が北海道に渡る為に、⻘森市のうとう神社で占ったところ３年間待てとのお告げを信じて、３年間待
って歩いた街道です。また、その後、津軽半島の⼗三湖を周り、秋⽥へと移動した街道でもあり、津軽半島
全体を縦断した真澄の⾜跡を伺える。』とした。 

実施結果としては、コース・案内にはほとんどの参加者は満⾜していたが、価格が⾼い、時間設定・施設・
⾷事・パンフレットがお粗末というものが多かった。原因としては、初めてもあり、数多くコース内で真澄
の係わりを⾒せようと欲張りすぎた。また、パンフレットは⼿作りで作ったが、観光⽤ではなく専⾨家⽤の
内容にしてしまった。施設・⾷事については、観光地化されていないところで⾷事の⼿配をした経緯があり、
温泉はホテルのものしかなく、それも観光客相⼿ではないので質が低かった。告知の仕⽅がわかりづらいと
の意⾒もあったため、今後につなげていきたい。 

今後については、時間的な余裕を持ったツアー計画が望まれているため、短時間で案内するよりは、⼀箇
所ずつ丁寧に説明をした⽅がよい。宿泊施設は、なるべく良い所というよりは、温泉は既存の温泉施設を利
⽤して、それから宿泊場所に⾏くのもよいのでは。また、料⾦についてはなるべく安価になるように⼿配す
る。まだまだメジャーでない菅江真澄をどう告知していくかが今後カギなので、JTBと連携して告知⽅法を
検討していきたい。 

 
第２回モニターツアーは、コンセプトを「本草学は、江⼾時代津軽藩にとっては⾃給⾃⾜の中にとって最

も必要な医学であり、菅江真澄が津軽藩のお抱えの薬草係になり、⽩神⼭地の⼭を歩き、どういう薬草を採
取したのか、⽩神⼭地や津軽藩の城の中にある植物園を歩き探る。」とした。 

第１回から２泊３⽇の⽇程は変えずツアー料⾦単価を絞った結果、参加者から安いという評価が得られた。
また、有料のオプショナルツアーとして、⽩神⼭地の核⼼部分を歩く設定に変更する体験プログラム「また
ぎによる薬草の説明」を新たに開発、ガイドの育成によりガイドツアーのコース数を増やす、周辺地域と連
携し広域エリアの宿泊ツアーとする、ＰＲを強化し、また受⼊体制を整えたことにより催⾏最⼤⼈員を⼤幅
に増やすことにより収益増を図った。 

実施結果としては、オプショナルツアーに参加者全員が参加し、核⼼部分の案内は本物のマタギが⾏い、
参加者から⼤好評だった。昼⾷は⽩神⾃然学校⼿作りの⽩神弁当を⼿配し、これも⼤好評だった。また、体
験プログラムの企画・開発によるプログラム費が⾃主財源となった。さらに、⽩神⾃然学校に宿泊した際の
⼣⾷、地元の⼿作りの鮎や漬物・⼭菜料理に参加者が⼤変喜び、その後都内に⽩神⾃然学校サポート隊が結
成され、参加者全員が⾃然学校の会員になり、会員収⼊が増えた。 

反省点としては、２泊⽬の宿泊が三セクの宿泊施設だったが、移動が全て⾞移動で遠いのがとても不評だ
った。また、⾏程の暗⾨の滝コースからマザーツリーに移動した時⼣⽇が落ちかかって、薄暗い中マザーツ
リーまで⾏ったことが少し不評だったが、料理で吹き⾶ばすことができた。今後の取り組みとしては、この
コースはとても⼈気だったので、時間設定をもう少しゆっくりした⾏程にして設定するとよい。参加費につ
いては5,000円程上げてもよい。また、参加者はなるべく地元の⼈との交流を望んでいたので、⾷事の時に
地元の⼈達との津軽弁での交流があるとよい。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

当初提案の結果としては、関係市町村を対象にした懇談会開催で理解を得、その後菅江真澄の街道調査を
重ねながら周辺の施設やモニターツアー参加者によるワークショップを経て、ビジネス化に向け、津軽半島
を歩いた菅江真澄が辿った11市町村内のプログラムタリフ作成を現在も進めている。初年度は⼈間関係作
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りと街道調査に多くの時間を費やし、初期の提案にあったスマフォ・カーナビで菅江真澄の⽴寄り箇所を紹
介するアプリ制作や、菅江真澄が残した農⽂化の再現・アトラクションの開発まで⾄らなかった。2016年
の北海道新幹線の奥津軽今別駅開業に向け、２年⽬の活動を繋げていきたい。 

旅⾏商品化に向けたモニターツアーの造成については、今回はコースが⻑かったため、１⽇⽬、２⽇⽬と
ガイドを⽇帰りにして対応した。また、地元の教育委員会・観光課と相談して、なるべく経費をかけないで
対応するようにした。また、⾷事等は⾃然学校で作り、コースの中で昼⾷時にその場所に運んだり、⼣⾷は
なるべく地元の⾷材を使い、費⽤をかけないで喜んで頂けるように⼿配した。さらに、⼊場料のかかる施設
は極⼒避けて案内するように⼼がけた。 

⼀⽅、参加費をいかに安くするかが課題である。参加者は⾸都圏の⽅が多く、お得感がある価格で案内し
ないとなかなか来てもらえない。移動交通費も⾼くつくので、業者選定の⼯夫が必要。また、⾷事等は⾃然
の物を提供すると喜ばれる。宿はなるべく農家⺠泊・簡易宿泊施設を利⽤する事も⼤事である。また、菅江
真澄を知らないという地元や⾸都圏の⼈が多いので、関連場所・施設に標柱を⽴てて地元の⾏政・観光関係
者の意識の改⾰をしていきたい。また、北海道新幹線の「今別奥津軽駅」が開業するので、その絡みでのＤ
Ｃキャンペーンや、⻘森県が企画しているラムダ構想とマッチングした取り組みを展開していくことが必要
である。 

 
（５）ツアー造成について 

『菅江真澄も辿った津軽・外ヶ浜を巡る旅１』については、１回に２コースをまとめて歩いたため時間的
余裕がなかったのと、ガイドする⼈材不⾜、おもてなしをする側の⼈達の姿勢が無⼝など、観光地としての
魅⼒に⽋ける部分があった。ここは観光地で、お⾦が落ちる所という事を地元の⼈達には理解してもらい、
サービス体制を整備していきたい。全体として菅江真澄の辿った街道は、しっかり痕跡はあるが、⼿つかず
でこれからという感じである。 

『菅江真澄も辿った⽩神街道＆⻄浜街道を巡る旅２』（９⽉実施）については、２つの街道を⼀気に２泊
３⽇で実施した為、タイトな⽇程になってしまった。また、ガイドは⻘森菅江真澄研究会の会⻑と⽩神⾃然
学校の永代表が実施したが、もっとガイドできる⼈材を確保する必要がある。また、遠⽅から参加したい⼈
もいたが、価格が⾼いということで不参加となった。今後は⾼齢者も参加できる⾏程の確保や安価な価格設
定が必要である。 

『菅江真澄も辿った⽩神街道＆⻄浜街道を巡る旅２』（10⽉実施）については、参加⼈数は⼀応確保でき
たが、ワゴン⾞⼈数ではなくマイクロバス規模までもっていかないと収益率が上がらない。運営経費ももう
少し⾒直すためにも、団体枠規模の⼈数で造成ツアーを実施したい。オプションとして⽩神⼭地の原⽣的な
森を体験したいという⼈が多かったので、今後もそういう企画を複数⽤意する必要がある。 

ツアー⾏程については当初、菅江真澄の四街道で提案したが、実際やってみると六街道になったので、今
後は⼆街道をツアーとして企画してみたい。また、北海道新幹線が通る街道でもあるので、ＤＣキャンペー
ンと⻘森県のラムダ構想とも連携し、下北半島の菅江真澄の辿った街道とも連携した内容として、北海道函
館市とも連携した物産フォーラムや、県内は津軽半島の六街道を結び、何が⾒えて来るか模索していきたい。
その他、標柱を⽴てる、茶会を設ける、スマホで街道を歩けるアプリづくり、地域協議会の⽴ち上げ、⾏政・
観光協会等々と連携した菅江真澄街道のブラシュアップを実現していきたい。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

『菅江真澄も辿った津軽・外ヶ浜を巡る旅１』については、ツアーを実施した後に、全国の歴⼥の⼈達や、
三河には菅江真澄研究会があるという話が伝わってきた。開催して初めて、こういう内容だったら案内がほ
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しかったと⾔われた。また、フォーラムを開催したら、地元の⽅から初めて知ったので是⾮参加してみたい
と⾔われたので、ターゲットにどうしたら情報を提供できるか⼯夫していきたい。 

『菅江真澄も辿った⽩神街道＆⻄浜街道を巡る旅２』（９⽉実施）については、募集期間が短く、参加者
をうまく集客するのにとても⼤変だった。こちらが期待した菅江真澄研究会が動けなかったため、研究会だ
けでなく歴史好き・考古学好き・地元の歴史に関⼼のある⽅々にも呼びかけるべき。また、地元の旅⾏会社
側にも集客をはかる体制が必要。 

『菅江真澄も辿った⽩神街道＆⻄浜街道を巡る旅２』（10⽉実施）については、理解は拡がったが、菅江
真澄という⼈物がメジャーでないので、募集の段階で納得してもらうのに時間がかかった。ストーリー性が
必要なので、今後は⾸都圏で旅⾏業者向けの菅江真澄の魅⼒と津軽半島を絡めたセミナー等の開催が必要で
ある。 

 
（７）運営体制について 

⼈がいないわけではなく、前⾯に⽴つのは⺠間でいいが、やはり⾏政（五所川原市）が⿊⼦としてバック
アップする体制があればとてもやりやすい。今までそういうコンセプトで地域の活性化を⽴ち上げてやって
きた痕跡がない地域であるので、ためらいはあるが、粘り強く話をして地域協議会を⽴ち上げれば、⾯⽩い
個々の⼈材はいるので、うまくプラットフォームで集まってもらえば形ができるような気がする。そういう
意味では今まであまりインフラ整備が進んでこなかった地域である。 

現在、五所川原市役所に地域協議会の設置について協⼒をお願いしている。また、⻘森県の県⺠局にも協
⼒をお願いしている。いずれにしても⺠はやる気があるが、⾏政の消極的な姿勢を何とかしたい。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

今回観光庁の事業として、こういう取り組みを実施したことで、⻘森県を初めとした信⽤度がとても⾼ま
っており、⻘森県観光物産館主催のカレー祭りの参加や、弘前市の観光課から平成27年度は弘前市関係で
も実施してもらいたいなど、収⼊増につながる話が出てきた。また、五所川原市に提案したが、JATAへの
企画の売り込みと、菅江真澄だけでない津軽半島の魅⼒を全国に情報発信し、受け⼊れていく地域協議会を
発⾜させるように提案している。 

東⻘県⺠局、⻄北県⺠局、⻘森県の観光課、五所川原市の企画課をはじめ関係市町村とは連携していて関
係はいいが、予算不⾜からかやる気があまりみられないため、今後は予算⾯をクリアできるよう取り組みを
進めていく。 

 
（９）まとめ 

関係市町村を対象にした懇談会開催で理解を得、その後菅江真澄の街道調査を重ねながら周辺の施設やモ
ニターツアー参加者によるワークショップを経て、ビジネス化に向け、津軽半島を歩いた菅江真澄が辿った
11市町村内のプログラムタリフ作成を進めている。初年度は⼈間関係作りと街道調査に多くの時間を費や
し、菅江真澄の⽴寄り箇所を紹介するアプリ制作や、菅江真澄が残した農⽂化の再現・アトラクションの開
発までは⾄らなかったため、今後は2016年の北海道新幹線の奥津軽今別駅開業に向け活動を繋げていきた
い。 

旅⾏商品化に向けたモニターツアーの造成については、今回はコースが⻑かったため、１⽇⽬、２⽇⽬と
ガイドを⽇帰りにして対応した。また、地元の教育委員会・観光課と相談して、なるべく経費をかけないで
対応するようにした。また、⾷事等は⾃然学校で作り、昼⾷時にツアー実施場所に運んだり、⼣⾷はなるべ
く地元の⾷材を使い、費⽤をかけないで喜んで頂けるように⼿配した。さらに、⼊場料のかかる施設は極⼒
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避けて案内するように⼼がけた。⼀⽅、参加者は⾸都圏の⽅が多く、お得感がある価格で案内しないとなか
なか来てもらえないため、参加費をいかに安くするかが課題である。移動交通費も⾼くつくので、業者選定
の⼯夫が必要。また、⾷事等は⾃然の物を提供すると喜ばれる。宿はなるべく農家⺠泊・簡易宿泊施設を利
⽤する事も⼤事である。 

具体的な今後の取り組み内容は、①必要な箇所に20本程度標柱を建てる、②ラムダ地域でのフォーラム
と物販展の開催、③菅江真澄と⼤茶会展の開催、④⽻州街道と平内刈り場沢街道の両街道のモニターツアー
の開催、⑤アプリを通して街道をつなぎ、スマホでも⾏ける菅江真澄観光ルート作りの推進、⑤地域協議会
の⽴ち上げ・⾏政・観光協会等と連携した菅江真澄街道のブラッシュアップを実現していく。 

また、調査で歩いた４街道については豊かな農林漁業の体験ができ、市町村の担当者とも意⾒交換ができ
たため、今後は農林漁業体験を取り⼊れた「農観ツーリズム」を形にし、海の駅・道の駅に農林漁業体験の
ＰＲチラシを配備するなど、観光客に向けた情報伝達を実施していく。農業関係者・⾏政の農林担当者とも
意⾒交換ができたので、２年⽬は引き続き担当者会でのヒアリングなど各市町村を回り、具体的な形で作業
を進めていく。 
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〔提案48〕江⼾前の⾷⽂化の秘密探訪・・江⼾前の⾷⽂化の解明と近傍の⾥海⾥浜、漁業の現場の訪問 
 
（１）これまで⾏ってきた観光地ビジネスの現状と課題 

⽇本橋は、周辺（特に他県）の取り組みと連携することでその中⼼性がいっそう強化され、新たなビジネ
スチャンスが⽣まれる。⼀⽅で、⾃然保全再⽣活動や都市型漁業の現場はこれまで観光資源としてみなされ
ず、観光地ビジネスモデルが確⽴されていない。また都市観光と連携したビジネスモデルもない。 

そこで「都市型のエコ＆ブルーツアー」と⾃然の恵みである⾷材を活かした「⾷⽂化ツアー」を関連づけ
た新たなツアーをビジネスとすることが望まれる。これまでにないものだけに、当初は、参加者アンケート
や⽬利きの助⾔等を踏まえた、内容の磨きあげや相当の集客努⼒が必要である。 

 
（２）課題を解決するための今年度事業の具体的な⽅策 

「江⼾前の⾷⽂化の秘密探訪・・江⼾前の⾷⽂化の秘密解明と⾷⽂化を⽀える近傍の⾥海⾥浜の保全活動、
漁業の現場⾒学ツアー」を催⾏する。また、ツアーの参加者に対し、東京湾をよくする会認定のお⼟産「江
⼾前海味クラブ」の商品を販売する。 

 
（３）モニターツアーの実施結果 

第１回モニターツアーのコンセプトとしては、「観光資源としての江⼾前を掘り起し、多くに⼈に認知し
てもらう」ことを⽬的に、江⼾時代に⿂河岸のあった⽇本橋を起点に、⼤都市東京の近郊に残る漁村⽂化（漁
業活動、漁法を含む）の⾒学・体験を座学を通して⾏う。 

実施結果としては、ツアー内容の構築、現地⼿配等で時間を要し、ツアー募集を旅⾏会社に持ち込むこと
ができず、提案者（よくする会）の会員へのメール配信による周知と会員による⼝コミに頼らざるを得なか
った。第２回に向けて早期の企画内容の構築、現地調整を⾏い、企画旅⾏商品として完成させる必要がある。 

また、復路のバスの⾞中で東京湾の環境に関する座学をクイズ形式で実施したが、多くの参加者が寝てい
たため、バスの使う場合には復路の座学の実施について配慮する必要がある。 

さらに、ツアー料⾦の設定に際しては、他の企画旅⾏の価格との⽐較に囚われ、提案者の企画料を付加し
なかった。第１回モニターツアーで実施したアンケート結果を分析し、その結果をふまえて参加費の価格設
定を⾏う必要がある。 

 
第２回モニターツアーでは、第１回からの改善点として、⽊曜⽇から⽇曜⽇に変更し多くの参加者が募れ

るように調整し、また、実施地が⾏徳と⽇本橋であり距離的にも近いため、貸切バス等は⼿配せず、現地集
合でタクシーと地下鉄移動とすることで単価を下げ、参加者の興味を引く価格設定とした。これによって多
くの参加者を募ることでの⼿数料の拡⼤を図った。さらに、お⼟産が多くなるようにした（海苔の摘み取り
体験による⽣海苔の持ち帰り、漉いた海苔の当⽇持ち帰り、海苔の⽣産者からの焼き海苔のお⼟産、ヒアリ
ング調査会場を提供して頂いた商店からの商品の提供、グループ分けする際の引き札に⼩さなおもちゃを留
めて持って帰ってもらう）。これによってツアーが⼝コミで拡散され、参加者が増えていくことを期待した
い。また、専⾨家（学識者）による散策時のガイドの際には、参加者⼀⼈ひとりにイヤホンを配り専⾨家（学
識者）からのガイド内容が確実に参加者に伝わるようにした結果、イヤホンガイドは⾮常に好評であった。 

 
上記をふまえ、この企画は、⼤都市東京の近郊にありながら、かつての東京沿岸の原⾵景が残る⾏徳近郊

緑地での散策と海苔漉き体験をとおして、「観光資源としての江⼾前を多くの⼈に知っていただく」ことを
⽬的として開催する。また、⾏徳での体験に加え、海苔に関する座学と焼き海苔の試⾷による産地当てを⽇
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本橋で開催する。⽇本橋には江⼾時代に⾏徳と⽇本橋を結んだ⾏徳船が就航しており、⽇本橋と⾏徳との
⾷・⼈の交流があったゆかりの地である。本ツアーは体験だけでなく、⾷・歴史・⽂化を⼀体的にしたツア
ーとして開催することをコンセプトとした。 

実施結果としては、専⾨家によるガイド（学識者）と指導（⽣産者）によるツアーを企画したが、多くの
参加者を募ることができなかった。⼀⽅、ボランティアを中⼼にした他所での企画では極めて低い単価で実
施しており、多数の参加者によって開催している事例もある。本ツアーのように「専⾨家（学識者や⽣産者）
の説明と指導によるツアー」といったことへの価値の共感をどのように広めていくかを検討していく必要が
ある。また、東京沿岸の原⾵景を⾒る場所は⼲潟地形で歩道等がなく、⾬が降った場合には安全上の配慮を
する必要があるが、終了間際に⾬に降られたため、散策を早めに切り上げた。このことから、完全に野外と
なり野外活動が醍醐味となる実施メニューを盛り込んでいくことは、⾬の際には体験の半分がなくなる可能
性を持つこととになる。また、⾬天による実施延期は参加者も⽇程調整がつかない場合もあるため、確実に
当⽇に実施できるよう室内でも実施可能なメニューに変えていく検討も必要である。なお、ツアー実施によ
る⾃主財源確保は現時点では旅⾏会社からの⼿数料のみである。今回実施した焼き海苔の⾷べ⽐べ（８箇所
の⽣産地の産地当て）は好評であったことから、⾃宅でもできる⾷べ⽐べセットを準備しておいても良かっ
た。市販品をセット化することでの⼿数料を加味した料⾦とすれば、多少でも⾃主財源を確保できたといえ
る。 

今後は、「専⾨家（学識者や⽣産者）による海苔漉き体験（歴史・⽂化・⾷の座学を含む）」については、
ツアーに対する⼀般的な共感度は参加者規模が約20⼈として実施展開を考えていく。また、商品単価を下
げるためタクシー移動としたが、参加者よりマイクロバス等による団体移動の提案を受けたため、材料費や
専⾨家のガイド料・指導料への交渉を⾏うなどしてマイクロバス等を使うための経費調整を⾏う。さらに、
海苔漉き体験、海苔摘み体験の全天候型への対応を⾏う。例えば野外テントの使⽤が考えられるが、継続的
な実施と⼀定量の参加者の⾒込みが⽴てば購⼊等も考えていく。前述の「東京沿岸の原⾵景を⾒る」への対
応としては、海苔摘み体験で取った⽣海苔による試⾷（海苔のしゃぶしゃぶ）、佃煮づくり等のメニュー盛
り込みを検討し、参加費も合わせて再検討する。 

本ツアーで江⼾前⾷材による昼⾷を提供できる店舗（中華）を開拓できたが、⾷事メニューは１⼈当たり
の単価とメニューの試作の必要性があったことから「江⼾前⾷材づくし」にはすることができなかった。本
ツアーで江⼾前⾷材による中華料理は参加者のサプライズ感を得たことから、「江⼾前⾷材づくし」のメニ
ューを店舗とともに考え、⾷事についても⼝コミの材料となるようにしていく。継続的な実施ができれば企
画料によって⾃主財源の確保も考えられる。また、焼き海苔の⾷べ⽐べ（産地当て）の実施時には、⾃宅で
もできる⾷べ⽐べセットを準備し、⾃主財源を確保していく。 

 
（４）収⼊結果、仕組みづくりについて 

収⼊⾯については⼤きな成果がなかった。仕組みづくりの⾯では、旅⾏会社とツアーを実施する地域との
連携体制ができた。 

課題としては、収⼊確保のため会員から確実に会費徴収すること、企画料を得ることができるような仕組
みをツアーに付加していくことが挙げられる。仕組みづくりでは、ツアー内容（簀⽴体験、海苔漉き体験）
のバリエーションを検討し、広く展開していくことができるようにする必要がある。また、ツアー内容に提
案者への企画料を得ることができる仕組みを付加していく必要がある。それに加え、参加に共感を得られる
ような単価設定を⾏い、多くの参加者を得られるよう広くＰＲしていく必要がある。 
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（５）ツアー造成について 
提案者が実施した２つのツアーは、専⾨家によるガイドを売りの１つとしたが、現時点では体験型ツアー

でガイドを主軸とすることを魅⼒として共感を得ることは難しいのではないか。「芸能⼈や有名⼈と⼀緒に」
といったことをセールスポイントにした⽅が集約⼒が⾼いと感じた。内容が充実しているツアーであること
は前提としながら、集客⼒を⾼める⼯夫をし、ツアーの魅⼒として付加していく必要がある。 

また、第１回⽬のツアー参加者（簀⽴体験）より、「密度⾼いツアーとするより、⾏程に⼗分な余裕があ
るツアーとすることが良い」とのアドバイスを受けたため、簀⽴体験については１泊２⽇の⾏程も考え、温
泉等を加えた⾏程を検討してツアーへの魅⼒づくりを⾏うとともに、ツアー内容への共感を得ることのでき
る年齢層の取り込みも検討していくことも必要である。また、集客は旅⾏単価への共感に⼤きく依存してい
る部分があることから、単価設定を検討する必要がある。 

 
（６）広報・ＰＲについて 

『「簀⽴（すだて）と漁村⽂化を知る」⽊更津コース』については、ツアー内容と⾏程の構築（ツアー現
地との調整を含む）に時間を要してしまい⼗分なＰＲができなかった。 

『「海苔漉き体験と東京沿岸の原⾵景を⾒る」⾏徳コース』については、旅⾏会社を通じた募集を⾏った
が、旅⾏会社を通した参加者はいなかった。 

いずれのツアーについても、参加者は本事業の提案者（東京湾の環境をよくするために⾏動する会）の会
員向けの案内メールと会員からの紹介者による参加にとどまった。 

 
（７）運営体制について 

簀⽴や東京湾の環境に精通した関係者がいる。また、簀⽴は現地で⾏われている体験イベントであり実績
がある。ただし簀⽴単⼀となっているため企画⾯での発展の余地はある。 

 
（８）地域内関係者との連携について 

本事業による実施に賛同を得ている。また、本事業での打合せの実施により継続的な実施体制が構築でき
た。 

 
（９）まとめ 

収⼊⾯では⼤きな成果がなかったが、旅⾏会社とツアーを実施する地域との連携体制ができた。 
課題としては、収⼊確保のため会員からの確実な会費徴収、企画料を得ることができるような仕組みをツ

アーに付加していくことが必要である。さらに、ツアー内容のバリエーションを増やし、内容が充実してい
るツアーであることは前提としながら、集客⼒を⾼める⼯夫をし、それをツアーの魅⼒として付加し、共感
を得られるような単価設定にした上で、多くの参加者を得られるよう広くＰＲしていく必要がある。 

 
今後の取り組みとしては、会費徴収については請求メールの配信、請求書を送付する。また、ツアー関係

者との協議を継続し、地域資源の再整理を⾏い、ツアー内容をブラッシュアップするとともに、提案者の企
画料を組み込む仕組みを検討し合意を得ていく。さらに、ツアー経費を再検討し単価を下がられるよう検討
を⾏う（例えば共催者を募り経費⾯の低減を図っていく等）。また、構築したツアー内容でのチラシを作成
し、提案者（よくする会）のホームページに掲載するとともに、旅⾏者を通じたＰＲも⾏っていく。 

広報⾯では、体験企画は⼝コミによる広がりに依存している部分があるが、参加への興味を持ってもらう
ことが重要と考える。そのためには、SNS等の現在⼀般化されつつあるツールによる広報が重要であること
から、今後は充実を図っていく。 
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❏ 調査指標 
〔提案１〕⾷観光とＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ⽇本⼀を⽬指すフードツーリズム推進事業 

      〜カメラ⼥⼦も冒険⼥⼦も美⾷⼥⼦も集まれ！⽇本最東端の別世界を体験するプレミアム⼥⼦旅〜 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 27.6% 22.3% 

①Facebookサイト登録者数 
②過去30⽇間の１⽇平均リーチ数 

①5,000名 
（美瑛町観光協会５⽉１⽇現在

4,602名） 
②3,000名 

（平成27年２⽉中の数値）

①3,900名 
（美瑛町観光協会３⽉10⽇現在

6,764名） 
②1,562名 

観光情報及び活動に関する 
宣伝効果額 タビカレ事業の実績額の1.2倍 

タビカレ事業の実績額の約2.1倍 
（２⽉末時点） 

（３⽉末時点の⾒込み 
320,000,000円  

タビカレ事業の実績額の2.3倍）
 

〔提案２〕カワイイファッションでもっと北海道を楽しもう！「カワイイ北海道ツーリズム」 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 300,000円 
37.5％ ０％ 

エージェントによるツアー造成件数 ２件 １件 

Facebookページ「いいね！」数 350件 
（ロリカワ観光ツーリズムと同様数） 196件 

 

〔提案３〕北海道の地域資源を活かしたサイクリング観光ビジネス創出事業 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 

100% 
（広告収⼊割合５％増 ※75,000円 

⽬標：平成25年度全体事業費 
（1,500千円）⽐）

100% 
（⾃主財源120,000円） 

SNS閲覧数 
5,200 

（平成26年３⽉末時点のＨＰ閲覧数の 
約50%増）

12,891 
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〔提案４〕奥津軽⽂化のルーツ ⻘森ひば材で栄えた明治の豪商を探るトレイルの旅のビジネス化 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源合計 
⾃主財源率 

117,950,000円 
97.1% 

（平成28年度） 
ヒアリングシート 94.2％

92.6% 

告知：かなぎ元気倶楽部・ 
太宰ミュージアム公式サイト 500,000回 416,958回 

 

〔提案５〕北限の海⼥が潜るまち 海⼥的北三陸探訪 シーズン２ 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 38.6％ 32.2％ 

ＨＰ閲覧数 ⽉間 83,500件 
年間 1,000,000件 1,011,600件 

地域消費額や⽀出（⼀⼈当たり） 12,000円 97,205円 
 

〔提案６〕七時⾬・アウトドアと短⾓⽜の美味しい関係♪体験プロジェクト 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 100.0％ 75.0% 

Facebookページ「いいね！」数 749件 964件 
 

〔提案７〕発酵⼥⼦会 in みやぎ⼤崎 働き⼥⼦の旅サプリ 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 50.0％ 22.0% 

ツアー造成件数 ツアー50コース 
（観光商品100商品） 50件 

 

〔提案８〕東北に⽣まれる新しい観光資源“純国産の綿花”が繋ぐ未来「Tattonプロジェクト」体感ツアー 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 100％ 
3,000,000円

100％ 
1,009,142円

HPページビュー 3,500／⽉間 3,047／⽉間
ツアー参加⼈数 100名 65名 
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〔提案９〕⾏ってみる？来てみて！ほット（温かい⼈）しあ（会）える旅。 
            （旅⾏代理店の商品造成サポートによる観光ビジネスプロジェクト） 

 
⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 61.1％ 30.6％ 

HPアクセス件数 300,000件 311,570件 

 

〔提案10〕⽬指せ！フラワー⻑井線ランド 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 86.3% 84.1% 

「いいね！」の数総数 16,000 
（平成26年３⽉５⽇時点） 23,662 

ツアー造成件数、参加⼈数 
（モニターツアー含む） ４件、4,000⼈ ３件 5,000⼈ 

 

〔提案11〕ワインとぶどうの物語 ⾒て、ふれて、⾷べて感じる⾚湯温泉 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 
総収⼊24,390,000 

（補助⾦他12,160,000） 
50.14%

50.20% 

観光協会ホームページの閲覧数 130,000 160,000 
 

〔提案12〕「幸」って不幸なすがた？ 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 3,500,000円 
ヒアリングシート：100.0％ 100.0％ 

漢字のまちきたかたＨＰ ＰＶ数 85,000ＰＶ 
（平成31年３⽉31⽇） 22,695ＰＶ 

 

〔提案13〕未来空間での街歩き〜セグウェイシティツアーinつくば〜 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 2,194,000 
42.2%

3,152,000 
100.0% 

本事業による⼊込客数の総計 400名 514名 
 

〔提案14〕魅⼒発掘・⾜利銘仙プロジェクト“⾜利道楽・楽ジュアリーツアー” 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 29.6％ 26.0％ 

ツアー造成件数、参加⼈数 ７件350名 ８件350名 
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〔提案15〕⼋ッ場ふるさとエコツアーを軸にした草津温泉との観光連携ビジネス 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 94% 71.7% 

参加⼈数 
300⼈ 

（H25実績：ホタル70⼈、紅葉20⼈、
計90⼈）

58⼈ 
（H26実績：ホタル25⼈、紅葉2⼈、

エコ31⼈ 計58⼈）
 

〔提案16〕"ブラジル⽂化"と”⽇本⽂化歴史”の異⽂化交流ツアー 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 59.5％ 
ヒアリングシート 66.0% 67.1％ 

ホームページ閲覧数 78,390件／年 80,094件／年 

特産品（しもん茶、シモン焼酎、⼤泉
ラーメンなど）の販売（売上）額 500,000円 747,880円 

 

〔提案17〕いすみスタイル体験プランによる観光ビジネス創出事業 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 5.6% 12.2% 

観光協会Facebook「いいね！」数 1,000 900 
 

〔提案18〕伊⾖⼤島『ネイチャー・テーマパーク化』構想 （伊⾖⼤島ジオパーク⾺⾞プロジェクト） 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 100% 
（⾺⾞事業関連で200万の収益を⽬指す） 22.6% 

Webサイト訪問者数 1,000 76,642 
 

〔提案19〕本物を知る！！「お江⼾満喫 まち歩き」拡充事業 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 25.2％ 26.0％ 

ホームページ閲覧数 ⽉14万ＰＶ ⽉間約13.5万ＰＶ
 

〔提案20〕城下町＆宿場町の魅⼒満喫！ 今⽇は「⼩⽥原まち歩き」 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 本年度、市の補助⾦が⼀時的に増額となっていること、 
また、年度途中での⾃主財源⽐率の積算は団体の性質上困難です

ヒアリングシート⇒ 25.6％ 31.8％ 

観光協会物販収⼊拡⼤ 3,200,000円 
ヒアリングシート 3,084,000円 3,064,610円 
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〔提案21〕河⼝湖〜新御坂トンネル〜笛吹≫やまなしウェルネス街道（仮称）⼥性にやさしい「美と健康と癒し」 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 38.1％ 50.2% 

域外からの来訪者数（域外から、
施設や⾏事への来訪者数）

2,000名 
（平成26年４⽉〜12⽉） 2,251名 

 

〔提案22〕にいがた「夏の雪旅」ビジネスの創出 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 100％ 838.33％ 

本事業による⼊込客数の総計 13,900 39,700 
認知度向上に向けた取り組み

（FacebookやSNSでの閲覧数） 2,000 1,860 

 

〔提案23〕地域誘客×⼤学⽣ “星に⼀番近いリゾート”⽴⼭キャンパス開講！ 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 64.4％ 65.2％ 

ツアー造成件数 ５件 ５件 
 

〔提案24〕⾦沢プレミアム ほんものの⼯芸にふれる旅 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 ０％ ※1 ０％ ※2 

ツアー造成件数 ５件 ５件 
コーディネート窓⼝への問合せ件数 10件 12件 

※1 今年度はツアープログラムの磨き上げを⾏い、旅⾏業免許を取得し、来年度より旅⾏販売の本格運⽤により⾃主財源率の
増加を⽬指す。 

※2 今年度はコーディネート窓⼝の試⾏運営を⾏い、今年度の結果を踏まえ、来年度以降の本格運⽤を⽬指した。 
 

〔提案25〕知ること多き半島 恵み旅 “ちためぐ” 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 280,000円 187,800円 

ツアー造成件数、参加⼈数 ２件、60名 ３件、101名
 

〔提案26〕⻘のレストラン「リストランテ・フィールド・答志島」ツアー 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 43.9％ 43.9% 

Facebook「いいね！」数 300件 1,000件以上
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〔提案27〕ビワイチ！トレイルランニングプロジェクト 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 90.6% 66.6% 
SNS閲覧数 2,000/⽉ 2,560/⽉ 
宿泊者数 500名 320名 

 

〔提案28〕富⽥林市寺内町及び周辺地域における観光ビジネス創出事業 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 
3,000,000円 

（平成30年度） 
ヒアリングシート 4.1%

5.4% 

じないまち交流館来館者数 9,300⼈ 
（平成30年度11⽉）  

 

〔提案29〕おさかなリゾート「和歌⼭加太」〜魅⼒アップ・元気アップ作戦〜 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 2,000,000円 
80.0% 80.0% 

SNS閲覧数 1,000 706 
加太地域の旅館等利⽤者数＝ 

宿泊者＋昼⾷利⽤ 950,000⼈ 960,700⼈※ 

※調査指標任意「和歌⼭県観光動態調査」の数値については、現在集計中のため、加太の観光施設の中で、最も集
客数が多い「ひいなの湯」の売上から、数値を推計。 

 

〔提案30〕伝統が息づくの筏流しとじゃばらを活⽤した北⼭村⾃主財源創出プロジェクト 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 82.0％ 80.7％ 

本事業による⼊込客数の総計 6,600名 6,248名 
本事業による宿泊者数の総計 2,500名 2,500名 

 

〔提案31〕神⼾発・⽇本初 “イルカたちと過ごす感動の⼆⽇間” 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 50.0％ 52.8% 

須磨ドルフィンコースト 
特設サイトアクセス数 30,000件 351,356件 

須磨ドルフィンコースト 
観覧者数 150,000⼈ 34,427⼈ 
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〔提案32〕「住まうように旅する」リフレッシュ、リチャージ⿃取スタイル エコツーリズム進化への挑戦 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 29.51％ 27.12% 

ツアー造成件数 40件 2.5件 
旅⾏業売上 1,400,000円 482,454円 

 

〔提案33〕出雲の地、まつえ縁の旅 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 11.5％ 10.7％ 

着地型観光ルート・ 
ツキノシズクを巡る旅 

参加者数／関連グッズ売上数 

参加者 100名 
絵⾺  700枚 

縁雫ハガキ 2,000枚

参加者 204名 
絵⾺ 1,199枚 

縁雫ハガキ 2,397枚
松江観光協会Facebookにおける

事業関連ニュースフィード 
１回あたりの「いいね！」及び 

コメント数 

「いいね！」平均90 
コメント 20 

「いいね！」平均50 
コメント ２ 

 

〔提案34〕まちのいいね！をかたちにする世羅⾼原観光まちづくりラボラトリー事業 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 30.0％ 11.0％ 

ツアー造成件数、参加⼈数 ２件 110⼈ ２件 65⼈ 
認知度向上に向けた取り組み

（FacebookやSNSでの 
閲覧状況の推移） 

800 970 

 

〔提案35〕幸せますのまち防府 “⼤河ドラマの世界観”発⾒ツアー 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 73,300,000円 
60.09% ※５⽉決算のため不明 

まちの駅うめてらすから発着地
旅商品参加⼈数 300⼈ 413⼈ 

お笑い体操参加⼈数 900⼈ 950⼈ 
 

〔提案36〕忽那諸島のしまみがきと瀬⼾内海テーマクルーズ（愛媛県・広島県） 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 0.7％ 0.3％ 

ツアー造成件数 ３件 ３件 
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〔提案37〕「ベースボール国際交流ツーリズムを創造する」 
               〜夢追い⼈ 国際交流・応援プロジェクト with 越知町〜 

 
⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 56.6％ 47.4％ 
越知町観光協会Facebook閲覧数 300 1,731 

 

〔提案38〕福岡 恋と⻩⾦ 旅物語（観光ツアービジネスプラットフォーム） 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 100.0% 100.0% 

本事業による⼊込客数の総計 
※ヒアリングシート：域外からの
来訪者数（域外から、施設や⾏事

への来訪者数） 

2,512⼈ 
ヒアリングシート：2,514⼈ 2,660⼈ 

ツアー実施件数・参加⼈数 ７件150名 ７件160名 
 

〔提案39〕世界遺産候補『⻑崎の教会群を訪れる“祈りと学びの旅” 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 64.8％ 19.5％ 

Facebook「いいね！」数 累計 12,000 3,649 
 

〔提案40〕「味⼒全開！さいき結旅（仮称）」推進体制確⽴プロジェクト 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 10.4％ 6.3% 

Facebook「いいね！」数 500件 209件 
宮崎県内から佐伯市内をコース

に含むツアーの造成件数 年間30本 年間10本 

 

〔提案41〕東九州⾃動⾞道の開通を契機としたひむかの「神話物語」、「伝統⽂化」をむすぶ旅 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 58.4％ 
※ヒアリングシート 60.0％ 58.5％ 

本事業による⼊込客数の総計 

第１弾７⽉（⽇帰り195名）、 
第２弾８⽉（宿泊200名）、 
第３弾11⽉（宿泊40名） 
＝計435名（内⽇帰り195名） 
※ヒアリングシート 1,440

1,010 
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〔提案42〕いぶすきの輝き再発⾒＆深発⾒！ 
      いぶすき海洋浴「きら★旅」体験で、⽇本⼈も外国⼈も⼥⼦⼒アップの旅づくり 

 
⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 63.7％ 63.5％ 
物販（⼟産品・販売） 14,000,000円 170,000,000円

ツアー実施件数、参加⼈数 ２件、計50名 ４件、計45名
 

〔提案43〕世界⾃然遺産登録の⾵を掴め！ 観光地域づくりでシマ（集落）をおこす！ 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 1,650,000円 
24.1% 24.3% 

ツアー実施件数、参加者数 ５件 100⼈ ５件 90⼈ 
観光地域づくり主体NPOの 

会員数の増加 34⼈ 38⼈ 

 

〔提案44〕⽥舎のおもてなしで⼼の贅沢を味わう旅in⽯垣 
 

⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 
100%（2,050,000円） 

※基本的に⾏政等からの委託⾦、 
補助⾦はなし

100%（1,214,000円） 

ツアー参加⼈数 50名 58名 
 

〔提案45〕草野球キャンプIn宮古島2014 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 57.1％ 82.2％ 

本事業における⼊込客数の総計 60名 40名 
 

〔提案46〕ロングトレイルを活⽤した観光プラットフォームモデル創出事業 
            （⼀社）なかしべつ観光協会を軸とした着地型旅⾏商品モデル創出に向けて 

 
⽬標数 最終結果 

⾃主財源率 4,800,000円 20.80% 
中標津観光協会Facebookページ 

「いいね！」数 2,340 2,704 

メディアの露出度（⾦額換算） 15,000,000円 19,959,450円
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〔提案47〕紀⾏家・菅江真澄が歩いた津軽路の四街道シリーズ 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 91.5％ 92.0％ 

ツアー参加⼈数 30名  
ツアー造成件数 20⼈  

 

〔提案48〕江⼾前の⾷⽂化の秘密探訪・・江⼾前の⾷⽂化の解明と近傍の⾥海⾥浜、漁業の現場の訪問 
 

⽬標数 最終結果 
⾃主財源率 62.7％ 9.2％ 

本事業による⼊込客数の総計 60 43 
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❏ 定量分析結果 
（１）⼊込客数 

（⼈、％） 
提案 
No 種  別 平成24年

（１〜12⽉）
平成25年

（１〜12⽉）
平成26年 

（１〜12⽉） 
増減率

（H25〜H26）
１ ⼊込客数 317,214 305,477 307,765 100.7

２ ⼊込客数 
⼩樽市

6,599,000 
札幌市

13,041,000

⼩樽市
7,107,700 

札幌市
13,559,000

⼩樽市
3,873,400 

札幌市
8,451,000 

 54.5 

３ ⼊込客数 6,130,000 6,660,000 5,520,000 62.3
４ ⼊込客数 147,875 140,568 124,123 82.9
５ ⼊込客数 592,754 1,098,487 1,130,154 88.3

６ 
⼊込客数 1,434,445 1,902,708 1,094,808 102.9
七時⾬エリアにおけるトレイルラン
ニングのイベント参加者数 ０ 262 377  57.5 

７ ⼊込客数 7,297,905 7,324,958 - 143.9
８ ⼊込客数 365,103 258,567 365,540 -
９ ⼊込客数 1,663,956 1,493,786 1,596,224 141.4
10 ⼊込客数 1,762,900 2,578,600 未集計 106.9
11 ⾚湯温泉桜まつり、南陽のバラまつ

り、南陽の菊まつり合計来場者数 136,729 103,925 150,310 - 
12 ⼊込客数 1,717,574 1,860,365 1,693,670 144.6
13 ⼊込客数 3,454,400 3,316,100 3,419,400 91.0
14 ⼊込客数 3,060,706 3,268,863 3,552,483 103.1
15 ⼊込客数 558,600 565,300 不明 108.7
16 ⼊込客数 274,500 230,800 255,300 -
17 ⼊込客数 234,947 363,035 419,854 110.6
18 ⼊込客数 210,171 221,309 201,995 115.7
19 - - - - 91.3
20 ⼊込客数 4,370,296 4,649,971 集計中 -
21 ⼊込客数 3,179,116 3,961,776 - -

22 
GALA、苗場プリンス、⼋海⼭ロープ
ウエイ、キューピットバレイ４施設の
来場者数 

- - 39,700 - 

23 ⼊込客数 1,766,543 1,795,947 1,749,458 -
24 ⼊込客数 7,942,000 8,239,000 H27.8公表予定 97.4
25 ⼊込客数 1,028,761 1,098,153 950,000 -
26 ⼊込客数 4,120,230 4,784,263 4,426,539 86.5
27 ⼊込客数 4,142,800 4,126,400 4,179,300 92.5
28 富⽥林寺内町来街者数 38,811 44,168 43,749 101.3
29 ⼊込客数 5,834,308 6,100,661 - 99.1
30 ⼊込客数 67,439 77,706 80,389 -
31 須磨・舞⼦エリアの観光⼊込客数 4,330,000 4,720,000 集計中 103.5
32 ⼊込客数 5,436,000 5,671,000 未確定 -
33 ⼊込客数 8,430,000 10,130,000 集計中⾮公開 -
34 ⼊込客数 1,697,932 1,631,119 不明 -
35 ⼊込客数 1,837,821 1,834,593 集計中 -
36 ⼊込客数 5,523,000 5,642,000 不明 -

道後温泉宿泊客数 805,000 817,000 887,000 -
37 観光物産館おち駅⽴寄り者の内、購買

者数 88,889 92,739 87,253 108.6 

38 新規純増観光客数＋イベントによる
⼊込客数 ０ 30 7,660  94.1 

39 ⼊込客数 16,677,015 17,660,139 現在集計中 -

40 
佐伯駅併設の観光案内所利⽤客数 11,141 11,699 8,488 -
⾼速道路佐伯ＩＣ利⽤状況（⾞１台に
３⼈乗⾞とした場合の⼊込客数） 8,103,072 8,597,226 8,365,719  72.6 
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提案 
No 種  別 平成24年

（１〜12⽉）
平成25年

（１〜12⽉）
平成26年 

（１〜12⽉） 
増減率

（H25〜H26）
佐伯駅利⽤状況 601,495 604,617 596,776 97.3

41 ⼊込客数 2,939,449 3,019,786 集計中 98.7
⽇向ひょっとこ夏祭り来場者数 65,000 72,000 57,000 -

42 ⼊込客数 3,864,000 3,929,000 不明 79.2
宿泊数（市内⼤⼿15社統計） 706,351 688,955 682,380 -

43 ⿊潮の森マングローブパーク利⽤者
数 36,624 39,473 40,236  99.0 

44 ⼊込客数 708,527 937,024 1,116,313 101.9
45 ⼊込客数 378,481 410,157 421,704 119.1
46 ⼊込客数 327,100 328,600 309,600 102.8
47 - - - - 94.2
48 - - - - -
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（２）恒常的な旅⾏商品 
 

提案
No 

ツアー実施回数（回） ツアー参加者数（⼈） 参加者平均（⼈）
平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度

１ - - - - - -
２ - - - - - -
３ - - - - - -
４ ２ ７ 39 116 19.5 16.5
５ - - - - - -
６ ０ １ - 20 - 20
７ - - - - - -
８ - - - - - -
９ - - - - - -
10 ３ ３ 4,500 5,000 1,500.0 1,666.6
11 - - - - - -
12 ０ - - ６ 172 28.7
13 ０ 87 - 514 - 5.9
14 ３ ８ 402 350 134.0 43.8
15 - - - - - -
16 ５ 104 20.8 16 281 17.6
17 １ １ 40 105 40 105
18 - 27 - 150 - 5.5
19 - - - - - -
20 - - - - - -
21 201 195 2,350 2,460 11.7 12.6
22 - - - - - -
23 「⽴⼭あーとれいん」１⽇３〜４往復定期的に運⾏ 
24 - - - - - -
25 - - - - - -
26 19 28 241 236 12.7 8.4
27 - - - - - -
28 - - - - - -
29 - - - - - -
30 - - - - - -
31 - - - - - -
32 - - - - - -
33 １ ２ 53 245 53 122.5
34 - - - - - -
35 同じメニューではないが、⽉に数本着地型の催⾏あり 
36 ２ ２ 120 96 60.0 48.0
37 ２ ２ 33 42 16.5 21
38 ２ 27 60 2,720 30.0 100.0
39 - 64 - 348 - 5.4
40 - - - - - -
41 - - - - - -
42 - - - - - -
43 - - - - - -
44 ８ 10 840 2,022 105.0 202.2
45 - - - - - -
46 1 2 70 106 70 53
47 - - - - - -
48 - ２ - 43 - 21.5
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