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ナレッジ集参考資料では、国内外のお祭りの事例を紹介する。

はじめに：ナレッジ集参考資料の位置づけ

参考資料の
位置づけ

第1章国内事例
国内事例として全国の全28件のお祭りの事例について、その概要やイ
ンバウンド対応に向けた対応等をまとめる

第2章海外事例
海外事例として5件のお祭りの事例について、その概要やインバウンド
対応に向けた対応等をまとめる
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【参考】本資料に掲載しているお祭りの一覧

国内事例 海外事例

地方 都道府県 # お祭り名 掲載ページ

北海道地方 北海道 1 さっぽろ雪まつり P.7~P.9

東北地方

青森

2 青森ねぶた祭 P.10~P.12
3 弘前さくらまつり P.13~P.15
4 弘前ねぷたまつり P.16~P.18

秋田 5 秋田竿燈まつり P.19~P.21
山形 6 山形花笠まつり P.22~P.24
岩手 7 盛岡さんさ踊り P.25~P.27
宮城 8 仙台七夕まつり P.28~P.30
福島 9 福島わらじまつり P.31~P.33

関東地方

群馬 10 桐生八木節まつり P.34~P.36

東京
11 三社祭 P.37~P.39
12 高円寺阿波おどり P.40~P.42

神奈川 13 湘南ひらつか七夕まつり P.43~P.45

中部地方

岐阜 14 郡上おどり P.46~P.48
岐阜 15 高山祭 P.49~P.51
新潟 16 長岡花火大会 P.52~P.54
静岡 17 浜松まつり P.55~P.57

近畿地方

京都 18 祇園祭 P.58~P.60

大阪
19 天神祭 P.61~P.63
20 岸和田だんじり祭 P.64~P.66

岡山 21 西大寺 会陽 P.67~P.69
中国地方 広島 22 とうかさん（ゆかたできん祭） P.70~P.72

四国地方
高知 23 よさこい祭り P.73~P.75
徳島 24 徳島市阿波おどり P.76~P.78

九州地方

佐賀 25 唐津くんち P.79~P.81

福岡
26 博多祇園山笠 P.82~P.84
27 博多どんたく P.85~P.87

沖縄 28 沖縄全島ｴｲｻｰまつり P.88~P.90

国 # お祭り名 掲載ページ

スペイン 1 La Tomatina P.92~P.94
アメリカ 2 Albuquerque International Balloon Fiesta P.95~P.97
タイ 3 Loi Krathong and Yi Peng P.98~P.100
メキシコ 4 Día de los Muertos P.101~P.103
フランス 5 Carnaval de Nice P.104~P.106

第1章国内事例
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さっぽろ雪まつり実行委員会が開催する「さっぽろ雪まつり」の事例は、「3-(3).ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ受入れ体制の未整備」・「4-(1).
地域の連携不足」の方策に係る示唆となるポイントがある。

国内事例:1. さっぽろ雪まつり 「全体概要」（1/3）

関連課題
3-(3).ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ受入れ体制の未整備
4-(1).地域の連携不足

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体 さっぽろ雪まつり実行委員会

来場者数 2,543千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1950年

お祭りの概要

200近い雪像・氷像が札幌市内に展示さ
れ夜にはライトアップされる
札幌市が主導して積極的に盛り上げてお
り、開催期間中には30を超える行事が周
囲で行われ、市全体で盛り上がる

主なコンテンツ

市内3会場で雪像が設置される
つどーむ会場では各種体験企画が行わ
れる
前後に30以上の協賛行事が開催される

開催場所 北海道札幌市

開催期間
2月4日～2月11日(2019年)
（つどーむ会場は1月31日〜2月11日）

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

公式HPは4言語に翻訳されており、それぞれの言語
でQA表が掲載されている。また、英語での問い合わ
せがWEBから可能になっている
札幌市内全体が観光活用のため、積極的に開催に
あたり連携して活動しており、お祭りの賑わいを地域
活性化にうまく取り込んでいる
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HP上に多言語のQA表を掲載し、お祭りの概要だけでなく現地で必要な情報を整備して発信している。
地域内でお祭りの開催に向けて連携しており、様々な取組を行うことで市全体で開催を盛り上げている。

主催者はお祭り全体での受入れ環境を整備することで、来場者の現地での満足度を高めている。

国内事例:1. さっぽろ雪まつり 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 15名程度（事務局）

交通手段
新千歳空港へ飛行機で移動し、JRで札幌駅に移動
札幌市内会場間ではシャトルバスが運行している

宿泊環境
札幌市内には多数の宿泊施設がある
開催期間中は一部来場者が小樽等で宿泊する

周辺地域のコンテンツ 周辺地域でも同時期に各種イベントを開催する

来場者の傾向
札幌市に到着後、雪まつりを楽しみ宿泊する。翌日
に、旭川・小樽などに分散して観光する。訪日外国人
旅行者は札幌市に宿泊した後にニセコ等に移動する

主な収入源 札幌市補助金、企業協賛など

収益改善に向けた
取組・方針

企業協賛の獲得、公式グッズの販売

主なPR活動
公式HPを運用しており、情報発信を行っている
札幌市の観光アプリに特設ページを設置
雪像の製作過程のLIVE配信

HP・SNS利用状況 公式HPあり
SNSのアカウントはない

旅行商品・観光資源
との連携

旅行会社各社がツアーを開催している
雪を活用した体験型コンテンツが充実している

項目 内容

誘客促進

中華圏のWEBサイトでバナー広告を掲載する
公式HPにQA表を整備し、来場時の服装など現
地の楽しみ方も発信している
４言語でのPR動画及び雪像設営の様子をLIVE
配信している

消費促進

飲食ブースでは電子決済システムを導入し看板・
メニューも多言語表記している
4言語表記の公式パンフレットを配布する
つどーむ会場では有料体験型コンテンツを多数
揃えており、消費額を高めている

受入れ体制

札幌市内の標識は多言語で表記している
市内ボランティア団体と連携しスタッフを配備する
会場が広大なため、通常の日本人ボランティアス
タッフでも基本的な対応ができるように通訳デバ
イスを導入している

項目 内容

検討している取組 通訳デバイスは本格導入を検討している

現状認識している課題 雪像の製作の担い手を確保する

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成
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公式HP上にはプロモーション動画が4言語それぞれのナレーションで公開されている。お祭りの概要説明だけでなく、市
内の観光名所や食に関しても情報発信されており、現地への誘客促進を図っている。

QA表には、現地での服装の注意点など楽しむための情報が豊富に掲載されている。

国内事例:1. さっぽろ雪まつり 「参考情報」（3/3）

このお祭りは1972年のオリンピックをきっかけに外国からも注目
され、今では来場者の10%を訪日外国人旅行者が占める
国際的な製作チームなどがコンテストに参加している

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

- 7.お祭りの様子-

公式HPには4言語（英語・繁体字・簡体字・韓国語）の4言語で翻
訳されたプロモーション動画が配信されている
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青森ねぶた祭実行委員会が開催する「青森ねぶた祭」の事例は、「1-(1).プロモーションの不足」の方策に係る示唆とな
るポイントがある。

国内事例:2. 青森ねぶた祭 「全体概要」（1/3）

関連課題 1-(1).プロモーションの不足

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体
青森ねぶた祭実行員会(主に青森市、青森
観光コンベンション協会、青森商工会議所。
事務局は青森観光コンベンション協会)

来場者数 2,800千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

享保年間（1716年～1735年）の説が有力で
ある

お祭りの概要

ねぶたと呼ばれる大型の山車が青森市
内を運行し、それに伴って跳人と呼ばれる
踊り手達も跳ねながら市内を回る
跳人は衣装を着ていれば誰でも参加する
ことが可能である
1980年に国の重要無形民俗文化財に指
定された
ねぶたの題材は、歌舞伎の名作の場面、
歴史物語等から選ばれることが多い

主なコンテンツ
青森市内のねぶた及び跳人の運行
お祭り最終日に花火の打ち上げ

開催場所 青森県青森市

開催期間 毎年8月2日〜7日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

お祭りの常設施設において1年を通じて体験コンテ
ンツを提供することで、開催期間外の観光客に対し
ても集客PRが可能になる
動画やアプリを積極的に配信することで、画像や文
章以上にお祭り当日の魅力を発信している
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国内事例:2. 青森ねぶた祭 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 実行委員は46名程度

交通手段 新幹線、車、飛行機による来場が主である

宿泊環境
青森市内の宿泊施設は満室である
開催期間中にクルーズ船が入港する

周辺地域のコンテンツ
同時期に東北6県で夏祭りが開催されている
青森県内でも複数の夏祭りが開催されている

来場者の傾向
他の東北のお祭りも含めたツアーの参加者が多く、1
日鑑賞し翌日には次の目的地に移動する
また、クルーズ船も期間中入港する

主な収入源 観覧席収入、市の奨励金、企業協賛など

収益改善に向けた
取組・方針

消耗品を長期間で利用し、費用を最大限抑える

主なPR活動 オフィシャルサイト運営、開催前の各地でのプロ
モーション、常設施設でのねぶた体験

HP・SNS利用状況 公式HPあり
Facebook：約9,800 いいね

旅行商品・観光資源
との連携

東北のお祭りを巡るツアーが開催されている
有料観覧席での観覧ツアーが開催されている
ねぶた跳人体験ツアーが開催されている

項目 内容

誘客促進

公式HPが4言語で翻訳されている
HP上で360°動画が配信されている
Cool japanの中で紹介されている
海外の展示会で実物のパフォーマンスを行う

消費促進

常設施設「ワラッセ」で1年を通じて体験を提供す
る

（入館料：¥600）
青森の食と跳人の体験ができるツアーを提供する

（¥11,000）
現地で跳人衣装のレンタルを提供する

受入れ体制
多言語対応可能なねぶたガイドの配置を行う
韓国語、英語、中国語のパンフレットを配布する

項目 内容

検討している取組 青森市内の看板や標識の多言語対応を行う

現状認識している課題 訪日外国人旅行者の実態を把握できていない

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

国内外の展示会に積極的に出展しており、実物のパフォーマンスを行っている。また、常設施設において1年を通じてね
ぶたに関する体験を提供している。

公式HPにおいて、歴史や魅力に加え動画の配信を行いお祭り当日への誘客促進を行っている。
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常設施設「ワラッセ」ではねぶたに関する体験が可能である。跳人・製作・太鼓演奏等の体験が1年を通じて可能である。
訪日外国人旅行者向けねぶた祭参加ツアーでは、跳人の衣装着付け及びお祭り参加に加えて、青森市の食を提供し

ている。

国内事例:2. 青森ねぶた祭 「参考情報」（3/3）

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

8月2日〜6日の期間はねぶた及び跳人が市内を練り歩く
最終日の8月7日には、会場運行と花火大会が行われる

- 7.お祭りの様子-

青森駅すぐのねぶた祭の常設施設「ワラッセ」では、１年中ねぶ
たの跳人体験、お囃子体験ができる
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青森県弘前市で開催される「弘前さくらまつり」の事例は、「2-(1).コンテンツの未整備」の方策に係る示唆となるポイント
がある。

国内事例:3. 弘前さくらまつり 「全体概要」（1/3）

関連課題 2-(1).コンテンツの未整備

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体
弘前市、弘前商工会議所、弘前観光コンベ
ンション協会、弘前市物産協会

来場者数 2,540千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1918年

お祭りの概要

ソメイヨシノを中心にシダレザクラ、八重桜
など、約50種類2,600本の桜が咲き誇る
花びらが濠の水面を流れていく「花筏（は
ないかだ）」、花びらで濠を埋め尽くすほど
の「桜の絨毯」も話題である

主なコンテンツ
桜・花筏の鑑賞、ライトアップを実施する
スマートグラスガイドツアーを実施する

開催場所 青森県弘前市 弘前公園

開催期間 4月下旬〜5月上旬

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

デジタル技術を活用し、お祭りの魅力を体験として1
年を通じて提供している

桜が散った後でも現地で体験型コンテンツを提供す
ることで来場者の満足度を高めている
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国内事例:3. 弘前さくらまつり 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 15名程度（弘前市観光課）

交通手段
車、飛行機、バスによる移動が主である
駐車場は6時に満車になる

宿泊環境
宿泊施設が不足する(イベント民泊は芳しくなく、宿泊
提供者が少ない。およそ10件程度である。)

周辺地域のコンテンツ
デジタル花筏（水を抜いた下乗橋内濠に、桜の絨
毯「花筏」をデジタル投影）
スマートグラスを活用したガイドツアー

来場者の傾向
桜鑑賞後に市内で宿泊する
また、東北の3大桜名所を巡るツアーも開催され、そ
の参加者が訪れる

主な収入源
公園の一部有料区域の入場料(大人1名310円)
企業協賛

収益改善に向けた
取組・方針

照明のLED化(順次切り替え)を行う
ゴミ持ち帰り推奨による収集費用削減を検討する

主なPR活動 主要旅行代理店、主要出版社経由でのPR
JRと連携したPR

HP・SNS利用状況 公式HPあり
Facebook：約14,000 いいね

旅行商品・観光資源
との連携

さくら桟敷席は１１の旅行会社と提携している
桜が散った後はリンゴの花を見るツアーを行う

項目 内容

誘客促進

ワシントンに人材を派遣し、弘前市のPRを実施し、
その一環でお祭りの紹介を行っている
海外旅行代理店（台湾・中国・タイ）のコーディ
ネーターと契約している

消費促進

殿様着付け体験を提供する(殿様：¥500、甲冑：
¥1,000）
きものレンタルを提供する(¥500）
スマートグラスを活用したガイドツアーを開催する
（¥1,000）

受入れ体制
会場内の看板の外国語表記の統一を行う
会場内では無線wi-fiが利用可能になる
多言語対応可能ボランティアスタッフを充実する

項目 内容

検討している取組 海外SNS（Weiboなど）を活用したPRを行う

現状認識している課題 ハラール対応を行う

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

デジタル技術を活用することで、鑑賞型のお祭りにおいても体験型コンテンツが適用可能であることを示す事例である。

スマートグラスを利用することで1年を通じてお祭りの体験を提供することができ、消費額の向上及び誘客促進に繋げて
いる。
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スマートグラスガイドツアーは桜を始めとする弘前公園の四季の魅力を体験可能なツアーである。

ガイドは6言語に対応しており、70分程度のツアーで訪日外国人旅行者から高い満足度を得ている。
2019年からは、食と花見を組み合わせた事前予約制桟敷席の販売を行う。

国内事例:3. 弘前さくらまつり 「参考情報」（3/3）

- 7.お祭りの様子-

弘前桜まつりの最大の観光名所は弘前城の堀を埋め尽くす桜
の花びらである

海外の旅行情報サイトにも掲載されており、非常に注目されてい
る

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

スマートグラスガイドツアーではスマートグラスを着用し、公園内
の観光スポット7か所を巡る
桜の映像に加えて歴史の紹介などを行う
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青森県弘前市で開催される「弘前ねぷたまつり」の事例は、「1-(1).プロモーションの不足」の方策に係る示唆となるポイ
ントがある。

国内事例:4. 弘前ねぷたまつり 「全体概要」（1/3）

関連課題 1-(1).プロモーションの不足

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体
弘前市、弘前商工会議所、弘前観光コンベ
ンション協会、弘前市物産協会

来場者数 1,600千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1722年
（弘前藩庁「御国日記」で、5代藩主・津軽信
寿（のぶひさ）が紺屋町の織座で「祢むた流」
を高覧した記録あり）

お祭りの概要
三国志や水滸伝などの武者絵を題材とし
た大小約80台の勇壮華麗なねぷたが、城
下町弘前を練り歩く

主なコンテンツ ねぷた運行

開催場所 青森県弘前市

開催期間 ８月１日〜７日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント
HPの多言語翻訳による情報発信を行い、開催概要
に加え、スケジュールや運行ルートなど現地での鑑
賞に必要な情報を整備している
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国内事例:4. 弘前ねぷたまつり 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 15名程度（弘前市観光課）

交通手段 車、飛行機、JRの各手段で移動する

宿泊環境 市内のホテルに宿泊をする

周辺地域のコンテンツ
なぬかびおくり（役目を終えたねぷたを炎で清め
送る行事）が行われる

来場者の傾向

青森ねぶた、五所川原の立佞武多など東北のお祭り
をめぐるツアーの参加者がいる
天津ー青森空港間の定期便就航により中国人観光
客が増加えている

主な収入源
市の補助金
桟敷席の売上

収益改善に向けた
取組・方針

現時点で具体的な検討を行っていない

主なPR活動
市外へのねぷたの遠征を行う
ガイドブックを作成する
すみだ北斎まつりにてねぷたを出陣させる

HP・SNS利用状況
観光コンベンション協会HP内にお祭り紹介ページ
がある
Facebook：約2,000 いいね

旅行商品・観光資源
との連携

旅行会社が、青森ねぶた、五所川原の立佞武多
など東北のお祭りをめぐるツアーを造成している

項目 内容

誘客促進
HPは4言語に翻訳し公開している
チラシは英語版を作成し配布している。日時や場
所に加えねぷたの基礎知識や見所も紹介を行う

消費促進
りんご収穫体験の案内を行う
手荷物を観光案内所からホテルへ配送するサー
ビスを提供する

受入れ体制
案内看板の多言語化を行う
観光案内所における多言語案内を実施する

項目 内容

検討している取組
海外SNS（Weiboなど）を活用したPR
ねぷた絵と浮世絵をからめた国内外のプロモー
ション展開

現状認識している課題 ハラール対応を行っていく

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

HPの多言語対応に加え、英語翻訳のチラシを制作し配布している。
チラシ裏面ではお祭りの由来や特徴、行列の演者の役割等を紹介しており、お祭り当日に来場者がお祭りを楽しむこと

ができるよう意識して制作されている。
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HPでは桟敷席の販売についても多言語でアナウンスを行い、訪日外国人旅行者も購入しやすいようサポートしている。
開催期間中は浴衣のレンタルも可能になっており、観光協会の多言語ページから利用可能なホテルを紹介している。

国内事例:4. 弘前ねぷたまつり 「参考情報」（3/3）

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

青森市で開催されるねぶた祭とは異なり扇型の形状をしている
のが特徴である
最終日には、ねぷたを燃やす「なぬかびおくり」が行われる

- 7.お祭りの様子-

ねぷたの行列の構成や行事の由来等を英語で翻訳しチラシとし
て配布している
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秋田市竿燈まつり実行委員会が開催する「秋田竿燈まつり」の事例は、「1-(1).プロモーションの不足」の方策に係る示
唆となるポイントがある。

国内事例:5. 秋田竿燈まつり 「全体概要」（1/3）

関連課題 1-(1).プロモーションの不足

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体 秋田市竿燈まつり実行委員会

来場者数 1,310千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1750年代（宝暦年間）

お祭りの概要
数十の提灯を付けた「竿燈」を体の一部で
支える技を披露する伝統的なお祭り
大通りに約280本の竿燈が集結する

主なコンテンツ

開催期間中の18:50〜20:50に市内の大
通りに約280本の竿燈が集結し、技を披
露し合う
日中は秋田市竿燈会に所属の各団体の
技を披露する「竿燈妙技会」が開催される

開催場所 秋田県秋田市

開催期間 毎年8月3日〜6日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

国内外の展示会に積極的に参加し、実物の竿燈を
用いたパフォーマンスを行っている
東北6県で連携して「東北絆まつり」のブランド名でプ
ロモーションも行っている
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国内事例:5. 秋田竿燈まつり 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 10名程度（秋田市竿燈まつり実行委員会事務局）

交通手段
新幹線、バス、自家用車での来場がメインである
開催期間中はクルーズ船が入港する

宿泊環境 秋田市内の宿は開催期間中は満室となる

周辺地域のコンテンツ
同時期に東北6県で夏祭りが開催されている
市内は城下町であり街歩きを楽しむことが出来る

来場者の傾向

他の東北のお祭りも含めたツアーの参加者が多く、1
日でお祭りを鑑賞し、翌日に次の目的地に移動する
また、クルーズ船も期間中入港し乗客が観覧席から
鑑賞することがある

主な収入源 観覧席販売、秋田市の補助金

収益改善に向けた
取組・方針

観覧席の販売を積極的に行っており、旅行代理
店が観覧席セットの観覧ツアーを多く造成する

主なPR活動 国内外に積極的に出演し、誘客促進を行っている
「東北絆まつり」としてのプロモーションを実施する

HP・SNS利用状況 公式HPあり（4言語翻訳）
Facebookページ：約650 いいね

旅行商品・観光資源
との連携

観覧席での観覧を組み合わせたツアーが販売さ
れている
他の東北の夏祭りを巡るツアーも開催される

項目 内容

誘客促進

公式HPは4言語に翻訳されている
海外の展示会への出演を行っている
お祭り開催期間中にクルーズ船を受入れている
来場者がSNSに写真を投稿し、認知が広がる

消費促進

市内の施設「ねぶり流し館」では年間を通じて竿
燈体験を実施している(入館料：¥100)
開催期間中には秋田駅前において半纏を着用し
た記念撮影が行なわれている（無料）
演技終了後の「ふれあい竿燈」を実施する（無料）

受入れ体制
駅前の観光案内所に多言語対応可能な人材を配
置している
市内の宿泊施設の供給数の増加が課題である

項目 内容

検討している取組
竿燈まつり及び秋田市内の観光資源を活用した体験
型コンテンツの造成を検討する

現状認識している課題
他県と比較して観光名所が少ないため、竿燈まつり
に訪れた観光客へ県内の魅力の発信を行う

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

竿燈まつりは、展示会におけるパフォーマンスやお祭り開催期間中は演技終了後に一般の来場者が竿燈と記念撮影が

できる「ふれあい竿燈」という時間を設けている。来場者は近くにいる演技者と記念撮影を行い、SNSに写真を投稿する。
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秋田竿燈まつりが加入している「東北絆まつり」は東北6県の各県庁所在地の夏祭りが集結した市民祭りである。
東北地域全体で1つのブランドとして連携したプローション活動を実施している。

国内事例:5. 秋田竿燈まつり 「参考情報」（3/3）

市内の大通りには約280本の竿燈が集まり、掛け声に合わせて
竿燈会が技を披露する
日中は、技を競い合う「竿燈妙技会」が開催される

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

各地で積極的に出演し、実物の竿燈を用いた演技を行う

演技の終了後には、竿燈と一緒に写真が撮れる「ふれあい竿
燈」が行われる

- 7.お祭りの様子-
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山形県花笠協議会が開催する「山形花笠まつり」の事例は、「3-(1).交通キャパシティの不足」の方策に係る示唆となる
ポイントがある。

国内事例:6. 山形花笠まつり 「全体概要」（1/3）

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体 山形県花笠協議会

来場者数 970千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1963年

お祭りの概要

蔵王の観光開発とPRを目的とした「蔵王
夏まつり」のイベントとして始まった
華やかに彩られた蔵王大権現の山車を
先頭に紅花をあしらった笠を持って踊る

主なコンテンツ

お祭り開催期間の18:00より「花笠まつり
パレード」が開催される
日中には花笠踊りの体験企画が市内で
開催される

開催場所 山形県山形市

開催期間 毎年8月5日〜7日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

関連課題 3-(1).交通キャパシティの不足

ポイント

周辺の宿泊施設と連携した送客体制を構築している

山形市内の宿泊施設が少ないため、周辺地域と連
携して来場者の受入れ及び交通渋滞の緩和を行っ
ている
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国内事例:6. 山形花笠まつり「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 10名程度（事務局）

交通手段 新幹線、バスで山形市に来場する

宿泊環境
山形市内は宿泊施設が少なく予約で埋まる
蔵王・天童等、近隣地域での宿泊が多い

周辺地域のコンテンツ
同時期に東北6県で夏祭りが開催されている
山形県内では蔵王・山寺等の観光名所がある

来場者の傾向
東北6県の他のお祭りも含めたツアーの参加者が多
く、鑑賞した翌日に次のお祭りに移動をする

主な収入源 地元企業や旅館からの協賛金、山形市の補助金

収益改善に向けた
取組・方針

有料桟敷席の販売を今年から試験的に開始した

主なPR活動 お祭り当日のLIVE映像をHPから配信している
「東北絆まつり」としてプロモーションを行っている

HP・SNS利用状況 公式HPあり（4言語翻訳）
Facebookページ：なし

旅行商品・観光資源
との連携

旅館から観光バスで会場への送迎を実施する
他の東北のお祭りも巡るツアーが開催される

項目 内容

誘客促進

HPは4言語に翻訳して公開している
数年前までYouTubeで動画配信を行っていた
踊り方を多言語で公式HPに掲載している
「東北絆まつり」として展示会等への出展を行う

消費促進

踊り手団体毎に訪日外国人旅行者の受入れをし
ている
パレードの最後には自由参加型グループがあり、
来場者が自由に参加可能である
有料の体験型コンテンツは今後検討を行う

受入れ体制
多言語のパンフレットを作成し配布している
看板の多言語対応等は今後検討を行う

項目 内容

検討している取組 有料の体験型コンテンツの提供を検討する

現状認識している課題
参加団体が増え現状の会場でのパレード実施が規
模の面で困難になっている

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

お祭りへの来場者の受入れ及び交通渋滞の緩和を目的に周辺の温泉地域と連携している。蔵王や天童の旅館に宿泊

する観光客は旅館からパレード会場までシャトルバスで移動する。
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公式HPには多言語で花笠踊りの踊り方が細かく紹介されている。

国内事例:6. 山形花笠まつり「参考情報」（3/3）

踊りの参加団体は増加しており、地域の企業が積極的にパレー
ドに参加している
大学や自衛隊等様々な団体の参加により活性化している

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

- 7.お祭りの様子-

HP上には花笠踊りの踊り方が細かく掲載されており、多言語に
翻訳されている
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盛岡さんさ踊り実行委員会が開催する「盛岡さんさ踊り」の事例は、「1-(1).プロモーションの不足」の方策に係る示唆と
なるポイントがある。

国内事例:7. 盛岡さんさ踊り 「全体概要」（1/3）

関連課題 1-(1).プロモーションの不足

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体
盛岡さんさ踊り実行委員会
（盛岡商工会議所内）

来場者数 1,330千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

藩政時代

お祭りの概要

さんさ踊りとは江戸時代より盛岡市近郊
の各地で踊られてきた踊りである

中央通をメイン会場とし、踊り、太鼓、笛に
よるパレードが繰り広げられる

主なコンテンツ
パレード（ミスさんさ踊り集団、一般団体、
参加自由な輪踊り）の開催
伝統さんさ踊り競演会

開催場所 岩手県盛岡市

開催期間 8月1日〜4日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

積極的に国内外でのパフォーマンスを行い、実演を
通じたプロモーションを行っている
東北6県で連携して「東北絆まつり」のブランド名でプ
ロモーションも行っている
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国内事例:7. 盛岡さんさ踊り 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 100名程度

交通手段 電車、バス、車で盛岡市内に来場する

宿泊環境
市内のホテルや周辺温泉街（つなぎ温泉、花巻温
泉）の宿泊施設が利用されている

周辺地域のコンテンツ
大学生が「笑顔の街角プロジェクト」として「さんさ
男子」等のパネル展示を行っている

来場者の傾向
他の東北のお祭りも含めたツアーの参加者が多く、1
日鑑賞し翌日には次の目的地に移動する
特に翌日に青森に移動する観光客が多い

主な収入源 負担金収入、協賛金収入、派遣時収入

収益改善に向けた
取組・方針

特に具体的な検討は進んでいない

主なPR活動 東方絆まつりとの連携を行っている
県内・首都圏イベント等への積極的な出演を行う

HP・SNS利用状況 公式HPあり
Twitter ：約1,680 フォロワー

旅行商品・観光資源
との連携

各旅行会社が桟敷席を活用した観光ツアーを造
成している

項目 内容

誘客促進

HPは英語、繁体字、簡体字、韓国語に翻訳され
ている
海外PR公演年間８回実施している
ギネス記録へ挑戦し、記録を樹立している
HPより3言語のPR動画をダウンロード出来る

消費促進

「さんさ・おへれんせ集団」企画による踊り体験が
提供されている（無料）
現時点では有料の体験コンテンツは提供されてい
ない

受入れ体制

チラシ（英、繁、簡、韓）を配布する
多言語対応可能なボランティアガイドを設置する
パレードの外国語アナウンス（英語、中国語）を
行っている
駅前で案内通訳の対応をしている

項目 内容

検討している取組
体験型コンテンツを1年を通じて提供する
インバウンド向け体験型コンテンツの提供を行う

現状認識している課題
HP、看板、チラシの多言語化を進めていく
市内のWi-Fi対応を行う

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

積極的に国内外の展示会やイベントに出演し、現地でパフォーマンスを通じたプロモーションを行っている。

東北地域の他のお祭りとともに「東北絆まつり」のブランドで積極的に出演を行っている。
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公式HPではさんさ踊りの歴史や見所、参加方法に関する紹介が多言語で行なわれている。
また、3言語に翻訳されたPR動画をダウンロードすることが出来る。

国内事例:7. 盛岡さんさ踊り 「参考情報」（3/3）

さんさ踊りは2014年にギネス記録にも登録をされている
3,437人の参加者が和太鼓を同時演奏することで記録を樹立し
ている

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

- 7.お祭りの様子-

各言語に翻訳されたチラシでは、おどりの概要や歴史に加えて
お祭り当日のパレードに関する情報などが詳細に掲載される
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仙台七夕まつり協賛会が開催する「仙台七夕まつり」の事例は、「1-(1).プロモーションの不足」・「3-(3).ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ向け受
入れ体制の未整備」の方策に係る示唆となるポイントがある。

国内事例:8. 仙台七夕まつり 「全体概要」（1/3）

関連課題
1-(1).プロモーションの不足
3-(3).ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ向け受入れ体制の未整備

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体 仙台七夕まつり協賛会

来場者数 2,026千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1600年代（江戸時代初期）

お祭りの概要

古来の星祭りの優雅さと飾りの豪華絢爛
さを併せ持つお祭りとして有名である
開催期間中は、仙台市内中心部および周
辺商店街をはじめ、 街中が色鮮やかな七
夕飾りで埋め尽くされる

主なコンテンツ
市内に3,000本の七夕飾が飾られる
周辺地域へのバスツアーが開催される
前日には花火大会も行われる

開催場所 仙台市中心部および周辺商店街

開催期間 毎年8月5日～8月8日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント

4ヶ国の外国語に対応したお祭りの紹介ページを運
営すると共に、国内外の展示やイベントとのコラボ
レーションを実施し、お祭りの海外へのプロモーショ
ンに繋げている
外国語対応可能なボランティアガイドを市内に設置
し、インバウンド向けの受入れ環境を整備している



29

誘客促進の取組として、4ヶ国の外国語に対応したお祭りの紹介ページの運営や国内外の展示やイベントとのコラボ
レーションを実施している。

受入れ体制の整備の一環として多言語ツールの整備や外国語対応可能なボランティアガイドを市内に設置している。

国内事例:8. 仙台七夕まつり 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 60名程度

交通手段
東北新幹線、各社バスツアー、仙台空港から仙台市
内に来場している

宿泊環境 最寄り駅周辺に宿泊施設あり

周辺地域のコンテンツ
瑞鳳殿・青葉城での七夕イベント
市内団体による体験型企画 等

来場者の傾向

1泊または日帰りでの訪問者や東北のお祭りを巡る
一環で仙台七祭りを訪れる訪問者が多い
仙台市内の訪日外国人滞在者が多い。訪日外国人
旅行者の場合には、1〜2泊程度した後に次の目的
地に移動する

主な収入源
宮城県や仙台市等からの助成金
企業協賛金 等

収益改善に向けた
取組・方針

2015年頃よりボランティア部隊を設立して当日の
運営を行い、支出削減につなげている

主なPR活動 東京や大阪の商業施設で飾りを展示している
仙台空港就航地での展示・チラシ配布を行う

HP・SNS利用状況
公式HPあり
Facebook：約5,000 いいね
※アクセス数：65,000件（（4日間/2017年）

旅行商品・観光資源
との連携

市内バスツアーや飾り付け制作体験が行われる
東北の他のお祭りを巡る旅行ツアーが開催される

項目 内容

誘客促進

シンガポールの観光名所での七夕飾りの展示や
ロサンゼルスの七夕まつりとのコラボレーションを
実施している
4ヶ国の外国語に対応したお祭りの紹介ページを
運営している

消費促進

現状はインバウンド向けを意識したコンテンツや
旅行商品等は提供していない
鑑賞に重きがおかれたお祭りと認知されているた
め、インバウンド向けの体験型コンテンツを拡充し
ていきたいという意向がある

受入れ体制
2018年に英語の会場地図の作成を開始している
市内２カ所に外国語対応可能なボランティアガイ
ドを設置している

項目 内容

検討している取組
訪日外国人旅行者向けのプロモーションの強化（HP
の拡充やPR動画の作成等）を検討している

現状認識している課題
SNSを運営できる人材がいない。また、開催地を訪
れる訪日外国人旅行者の状況を把握できていない

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成
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仙台七夕まつりで製作された七夕飾りの一部はお祭り開催後には、ロサンゼルスの「Los Angeles Tanabata Festival」
で展示される。

また、仙台市の飾り製作業者が現地において一般の方を対象とした製作体験の企画を実施している。

国内事例:8. 仙台七夕まつり 「参考情報」（3/3）

開催期間中には3,000本の七夕飾りが市内に飾られる
各商店ごとに飾りを製作しており、初日には各商店街ごとの表彰
も行われる

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

- 7.お祭りの様子-

仙台市内の七夕飾り制作の業者がロサンゼルスを訪れて、現地
の方々に制作体験を行った
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福島わらじまつり実行委員会が開催する「福島わらじまつり」の事例は、「1-(1). プロモーションの不足」の方策に係る示
唆となるポイントがある。

国内事例:9. 福島わらじまつり 「全体概要」（1/3）

関連課題 1-(1).プロモーションの不足

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体 福島わらじまつり実行委員会

来場者数 280千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

昭和45年
（信夫三山暁参りが400有余年前から開催）

お祭りの概要
400年以上の歴史を持つ「信夫三山暁ま
いり」と市民まつりである「わらじ音頭」が
行われる

主なコンテンツ
大わらじの渡御
わらじ音頭を始めとする踊りパレード

開催場所 福島県福島市

開催期間 毎年8月第一金曜日・土曜日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント
「東北絆まつり」として海外の展示会への出展を行っ
ており、他の地域との連携によるブランディングに成
功している
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国内事例:9. 福島わらじまつり 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 2名程度（事務局）

交通手段 新幹線による来場が主である

宿泊環境 福島市内の宿泊施設を利用する

周辺地域のコンテンツ
同時期に東北6県で夏祭りが開催される
わらじ制作体験が実施されている

来場者の傾向

福島市内からの来場者が多く、地域外からの観光客
は比率として少ない
地域外からの観光客は、わらじまつり観賞後に東北
地域の他のお祭りに移動する

主な収入源 企業協賛、福島市の補助金

収益改善に向けた
取組・方針

協賛メニューを改良し、企業協賛の収入拡大を検
討している

主なPR活動
国内のイベントに出演し、認知促進を行う
「東北絆まつり」として東北全体でブランディング
に取り組んでいる

HP・SNS利用状況 公式HPあり
Facebookページ：約1,230 いいね

旅行商品・観光資源
との連携

主催者として把握しているものは無い

項目 内容

誘客促進
公式HPは多言語対応されていない
「東北絆まつり」として海外の展示会などに積極的
に出展し、PRを行っている

消費促進
地元金融機関の踊りグループに参加可能である
有料の体験型コンテンツの提供は今後検討する

受入れ体制

福島市全体でWi-Fiの設置や看板の多言語表記
等の整備が出来ていない
訪日外国人旅行者へのプロモーションと並行して、
今後環境整備を検討する予定である

項目 内容

検討している取組
2019年が開催50回記念であり、それに合わせたお
祭りリニューアルの実施を行う

現状認識している課題
地元の夏まつりからの脱却(観光資源となるよう上記
リニューアルを実施している)に取り組む

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

東北6県の県庁所在地のお祭りが集結した「東北絆まつり」を1つのブランドとしてPR活動を実施している。
6つのお祭りが1つになり、国内外での出演を積極的に行っており、東北全体への誘客促進及び福島わらじまつりの認
知向上も行っている。
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国内事例:9. 福島わらじまつり 「参考情報」（3/3）

わらじまつりでは大わらじの渡御の他に「わらじおどり」や「ダン
シングそーだナイト」の様な市民参加型企画が行なわれている

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

「東北絆まつり」は東北6県の各県庁所在地の夏祭りが集結した市民祭りである。
「東北絆まつり」を1つのブランドとして他県と連携して国内外で積極的なプローション活動を実施している。

- 7.お祭りの様子-

各地で積極的に出演し、実物の大わらじの渡御を行うことでプロ
モーションを行っている。
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桐生八木節まつり協賛会が開催する「桐生八木節まつり」の事例は、「1-(1).プロモーションの不足」の方策に係る示唆
となるポイントがある。

国内事例:10. 桐生八木節まつり 「全体概要」（1/3）

関連課題 1-(1).プロモーションの不足

- 3.関連する課題と本事例のポイント -

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

開催主体 桐生八木節まつり協賛会

来場者数 620千人（2018年）

歴史
（初回開催時期）

1964年（祇園祭は江戸時代より開催）

お祭りの概要

生活様式の変化や道路事情などから
1964年に複数のまつりを統合し、現在は
桐生八木節まつりとして開催している
八木節おどりや神輿渡御など様々な要素
が統合されている

主なコンテンツ

市内各所で夜を主として実施される八木
節おどり
神輿渡御
鉾（山車）の曳き合わせ

開催場所 群馬県桐生市

開催期間 毎年８月第一金、土、日曜日

- 2.事例のイメージ -- 1.事例の概要 -

ポイント
県内外で実演によるプロモーションを行う事でお祭り
の当日への誘客促進に繋げている
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国内事例:10. 桐生八木節まつり 「詳細情報」（2/3）

- 4.お祭りの詳細 - - 5.インバウンド対応に係る取組・課題-

- 6.その他個別の取組・課題-

項目 内容

運営人数 数名程度（事務局）

交通手段 鉄道、自家用車、観光バスで桐生市に訪れている

宿泊環境
市内の宿泊施設が利用される。ただし、近隣からの
観光客が多いため宿泊者は少ない

周辺地域のコンテンツ 足利で同時期に花火大会が開催される

来場者の傾向
浅草から1時間程度の為県外の観光客では隣接した
栃木県を除くと東京近辺からの観光客が多い
訪日外国人旅行者も最近では増えてきている

主な収入源 市の補助金

収益改善に向けた
取組・方針

企業からの協賛金を増やしていく
ふるさと納税を活用していく

主なPR活動
ポスター、チラシを関係機関、交通機関等に掲示、
配布している
浅草などの東京からの玄関口やより注目を集め
る場所で八木節上演を行う

HP・SNS利用状況 公式HPあり（日本語のみ）
Facebookページ：約2,300 いいね

旅行商品・観光資源
との連携

不定期で観光ツアーが組まれる

項目 内容

誘客促進
HPは現時点では多言語対応できていない
浅草の商業施設で出演することにより、浅草を観
光する訪日外国人旅行者へのPRになっている

消費促進

メインの「八木節おどり」は他の盆踊りに比べると
テンポが速く、自由参加型になっている
八木節おどりは自由に参加が可能であり、誰でも
おどりを楽しむことが出来る

受入れ体制

2018年度より英語パンフレットを配布している
多言語対応可能なボランティアの観光ガイドが組
織されているが、まつりの際の受入れ体制は検討
中である

項目 内容

検討している取組
全国的なお祭りにすべく、より広く全国の人に知って
もらうようプロモーションを展開する

現状認識している課題
認知度としては、まだ地域のお祭りという段階に留
まっている

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

県内外での出演を積極的に行い、お祭り当日への誘客促進に取組んでいる。

多くの人の注目を集める場所で桐生八木節を上演することで、積極的なプロモーションに取組んでいる。
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国内事例:10. 桐生八木節まつり 「参考情報」（3/3）

桐生八木節まつりでは提灯を張り巡らした櫓を中心に参加者が
円になって踊る

テンポの速いお囃子に合わせ体を動かすだけで良いので、誰で
も簡単に参加でき、一体感が出て盛り上がりやすい

*出所：開催主体へのヒアリング内容やHPをもとに作成

八木節まつりを知らない方に向けたPRチラシを高速道路PAなどを含めて広く配布し集客PRを行った。印象に残る写真
を利用することでお祭りへの誘客促進に繋げている。

- 7.お祭りの様子-

東京都江東区にある商業施設「まるごとにっぽん」の前で八木節
の実演を開催した
浅草を訪れた国内外の観光客に対してプロモーションとなった


