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事業の概要及び有望コンテンツ20事例の選定

◆ 事業の概要

令和２年度 「産業資源の観光活用に関する調査・検討業務」では、主に消費単価の高いビジネス目
的の訪日外国人旅行客を対象とした産業資源を活用した観光コンテンツの拡充に向け、その造成方法
や受入れ体制整備等のあり方について調査・検討を行いました。

◆ 有望コンテンツ20事例の選定

産業資源を活用した観光に関して、国内外の企業における事例を広く調査した上で、国内の企業等
を対象にヒアリングを実施した結果、特に有望であり、今後他のコンテンツのモデルとなることが期
待される事例を20件選出しました。

本事例集は、産業資源を活用し、新たな観光コンテンツの造成や既存の観光コンテンツの磨き上げ
を試みる観光事業者・地域関係者の方々へ共有するものです。記載の内容は、令和２年12月末までの
実績に基づいて作成されています。
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3

事例番号 ４つのカテゴリー 実施企業・団体名 実施事業・コンテンツ 所在地 備考

1 GNT企業・その他サクセス企業 一般社団法人真庭観光局 バイオマスツアー 岡山県真庭市

2 GNT企業・その他サクセス企業 川崎市 水素関連施設ツアー 神奈川県川崎市

3 GNT企業・その他サクセス企業 株式会社能作 高岡銅器製作 富山県高岡市

4 GNT企業・その他サクセス企業 玉川堂 鎚起銅器製作 新潟県燕市

5 GNT企業・その他サクセス企業 前田薬品工業株式会社 「美容と健康」リゾート 富山県富岡市

6 社会課題解決 アゼリーグループ 福祉・教育・医療 東京都江戸川区

7 社会課題解決 株式会社フォーハンズ 子育て事業 東京都渋谷区

8 社会課題解決 一般社団法人里海イニシアティブ 海洋保全・「コンブの植林」 神奈川県横浜市

9 社会課題解決
NPO法人ゼロ・ウェイストアカデミー

/株式会社 BIG EYE COMPANY
ごみゼロ運動 徳島県勝浦郡上勝町

10 長寿企業文化 鍋屋バイテック株式会社 鋳物産業 岐阜県関市

11 長寿企業文化 吉乃川株式会社 酒造業 新潟県長岡市

12 産業トレンド かこっとん株式会社 「コットン産業」 兵庫県加古川市

13 産業トレンド
桑名市産業観光まちづくり協議会

/エイベックス株式会社
「桑名産業観光ツアー」 三重県桑名市

14 産業トレンド
公益社団法人伊勢志摩観光コンベンシ

ョン機構
アフターMICEコンテンツ 三重県伊勢志摩エリア

15 産業トレンド スマートスキャン株式会社 脳ドック 東京都千代田区

16 産業トレンド 富士吉田市 織物産業 山梨県富士吉田市

17 産業トレンド
UDCK/千葉県柏市/三井不動産株式会

社（民間事業者等代表）
「柏の葉スマートシティ」 千葉県柏市

18 産業トレンド トリノ市 「メイド・イン・トリノツアー」 イタリア・トリノ市 海外コンテンツ

19 産業トレンド 東京都中央卸売市場 豊洲市場 東京都江東区 早朝コンテンツ

20 産業トレンド 北九州産業観光センター 工場夜景 福岡県北九州市 夜間コンテンツ

有望コンテンツ20事例の一覧

注：４つのカテゴリーごとに五十音順に表示。



一般社団法人真庭観光局【バイオマスツアー】（岡山県真庭市）

■「バイオマスツアー真庭」のコンセプトは「顔の
見える産業観光」
視察先の従業員から直接説明を受けることで、

「バイオマス産業杜市『真庭』」の持つビジネスア
イデアや地域課題解決のノウハウについて直接学ぶ
ことができる貴重な機会を提供している。

■木質バイオマスを中心とした「技術」と「活用」
の両者をバランス良く見学できるツアー設計が特徴
ツアー参加者は、地域資源を活用したエネルギー

循環や酪農・農業分野への広がりなど、持続可能な
地域づくりに挑戦する実際の現場を見学することが
できる。

■木屑・紙屑・生ゴミ・家畜の糞尿・下水汚泥とい
った身近な生物資源「バイオマス」
バイオマスは、石油等の化石燃料に代わる持続可

能なエネルギー源として近年注目を集めている。真
庭では、バイオマス資源で栽培された米や野菜をエ
コ農産物ブランドとして出荷したり、木質燃料によ
る発電した電力を公共施設の冷暖房で利用したりす
るなど、バイオマス資源が幅広く活用されている。

コンテンツのハイライト

概要
岡山県真庭市は、産業を取り巻く環境の変化や日本人のライフスタイルの変化、環境問題に関する国際的な関心の高まりといった近年の潮流を受けて、基幹産業で
ある林業や製材業等の木質資源を中心とする循環型社会の実現に向けて取り組んできた。「バイオマスツアー真庭」は、「バイオマス産業杜市『真庭』」における
循環型社会づくりの全容を効率よく学ぶことができる産業観光バスツアーである。

GNT企業・その他サクセス企業
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■視察モデルコースの造成
水素関連施設をモデルコースにまとめて呈示し、

希望に応じて効率的な見学順路を提供。企業の重
要施設内に入るため、視察申し込みは川崎市担当
部署に２週間以上前に書類を提出し、受入企業か
らの許可を取らなければならない。視察では各社
の担当者が説明を行う。

■水素社会の実現に向けた「川崎水素戦略」
「川崎水素戦略」は、川崎臨海部及びその隣接地

域にまたがる水素供給システムの構築、水素利用の
拡大や社会認知度の向上といった構想を含む。川崎
市と日本の水素活用の牽引役となることを目指して
いる。

コンテンツのハイライト

■「未来型産業都市」を目指す川崎を発信する
川崎市では、地方公共団体と観光協会、臨海部

の民間企業が連携しながら広域的な産業観光のコ
ンテンツ造成を行ってきた。エリア内の見学可能
な企業等の情報をまとめたパンフレットも各種作
成されている。
画像出典：「川崎産業観光ガイドブック（平成30年1月改
訂版）」

概要
川崎臨海部には高度な環境技術が集積、環境問題の課題解決先進都市となっている。特に水素に関連した技術を持つ企業が多数集積。石油精製、化学工業品原料な
どにおいて、日常的に水素を利用しているとともに、民間事業者によって水素パイプラインが敷設・活用されている。
こうした企業集積やインフラといった強みを活かすため、川崎市は有識者や立地企業等とともに「川崎臨海部水素ネットワーク協議会」を設立。「川崎水素戦略」
を策定し、水素エネルギー の積極的な導入と利活用によるSDGｓ達成や未来型環境・産業都市の実現を目指し取組んでいる。取組の一環として、水素関連施設視
察モデルコース造成や一般市民への情報発信を行っている。

川崎市【水素関連施設ツアー】（神奈川県川崎市） GNT企業・その他サクセス企業
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株式会社能作【高岡銅器製作】（富山県高岡市）

■職人技の「演出」へのこだわり
エントランスには、実際に職人が使用している木

型の倉庫を壁一面のディスプレイとして活用。また、
金属を流し込む鋳造場の見学では、２階からは全体
の工程を、1階からは間近で見学できる。初めて鋳
造の世界に触れる参加者も職人による作業の緊張感
と迫力、発せられる音や色を実際に見て学ぶことが
できる。

■地元富山の観光情報プラットフォームとして
「TOYAMA DOORS」では、能作社員がお勧め

する地元富山県内のスポットをカード形式で紹介し
ており、能作本社工場を訪れた「その後」の滞在時
間を提案する。地元民のみぞ知るスポットも多く紹
介されており、カード数は合計で200か所分以上。
カードは自由に持ち帰りが可能。

■伝統工芸「高岡銅器」を見て、体験する
本社工場の約4,000坪の敷地内には、工場やショ

ップ、体験工房とカフェが全てコンパクトに収まっ
ている。工場見学では、伝統工芸「高岡銅器」の製
作工程を間近で見学し、職人の息遣いや現場の雰囲
気を五感で感じることができるほか、錫製品の製作
体験や併設カフェの利用を通して高岡銅器をあらゆ
る角度から知る体験を提供している。

コンテンツのハイライト

概要
株式会社能作は、社内の産業観光課が主導し、製作体験と工場見学をはじめとする５つのメインコンテンツを産業観光コンテンツとして企画・実施してきた。伝統
工芸「高岡銅器」の製造方法や歴史を学ぶことができる工場見学（「FACTORY TOUR」）・併設ショップ（「FACTORY SHOP」）・ぐい呑等の錫製品を実際に
製作できる体験プログラム（「NOUSAKU LAB」）のほか、能作製品を使用した飲食の機会を提供するカフェ（「IMONO KITCHEN」）・富山県の観光案内スペ
ース（「TOYAMA DOORS」）といった幅広い産業観光コンテンツが本社工場の約4,000坪の敷地内にコンパクトに収まっている点が大きな魅力である。

GNT企業・その他サクセス企業
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玉川堂【鎚起銅器製作】（新潟県燕市）

■燕三条の職人技の真骨頂を魅せる
玉川堂をはじめとして、燕市や隣接する三条市に

は、職人の手による高度に洗練されたものづくりの
伝統が息づいている。そのため、商品価値の高い製
品が多く、富裕層向けのインバウンド商材としての
魅力を兼ね備えている。

■燕三条における地域一帯となった産業観光の推進
「燕三条 工場の祭典」など、新潟県の産業地域で

ある燕三条では地域ぐるみの産業観光が推進されて
おり、玉川堂もその中核を担う。地場産業に従事す
る職人が共同で参加するイベントも数多い。

■新潟県の伝統工芸品「燕鎚起銅器」
一般向けの製作体験は実施していないものの、

実際の作業現場を見学することで、職人の息遣
いや鍛金の作業音を五感で感じることができる。

コンテンツのハイライト

概要
1816年創業の玉川（ぎょくせん）堂は、新潟県の伝統工芸品である「燕鎚起銅器（つばめついきどうき）」の老舗。玉川堂の製品はいずれも高価格帯であり、通
常の「湯沸（やかん）」は75,000円〜110,000円、1枚の銅板から注ぎ口の先まで打ち出す「湯沸口打出」は600,000円といった価格が付けられている。そのた
め、工場見学には、工場で製作工程を実際に見学して、技術と手間隙をかけて製作された完成品の価値を感じてもらうことで、その値段に納得して購入してもらう
という狙いがある。

GNT企業・その他サクセス企業
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前田薬品工業株式会社【「美容と健康」リゾート】（富山県富岡市）

■製薬会社ならではの知見を活用したコンテンツ
製薬会社として外用剤や化粧品の製造に携わって

きた知見を生かし、和洋ハーブに関する多数のワー
クショップを開催している。

■富山ならではの原風景と前田薬品工業の心意気
世界的建築家である隅研吾氏が考案したのは、

日本人の原風景である水田のランドスケープを引き
立てるようなデザインコンセプト。富山の薬品工業
会社がなぜ「美容と健康」をテーマにしたリゾート
施設事業を始めたのかを肌で感じることができる施
設となっている。

コンテンツのハイライト

概要
前田薬品工業株式会社は、ジェネリック医薬品及びOTC医薬品の研究開発と製造を主な事業内容とするほか、軟膏剤やクリーム剤といった外用剤の製造ノウハウを
生かした化粧品の製造も行っている。2020年３月19日、同社は「美容と健康」をテーマとしたビューティ＆ウェルネスヴィレッジとして「ヘルジアン・ウッド」
を新規オープンした。約40,000平方メートルに及ぶヘルジアン・ウッドの敷地内には、100種もの和洋ハーブが栽培されている日本最大級のハーブ園があり、こ
こで収穫されたハーブと富山の地元食材がヘルジアン・ウッドにおける衣食住の体験を支えている。

■食を通じて身体もこころも豊かに
ヘルジアン・ウッドには、２か所の飲食施設があ

る。いずれも、身体と心に優しく、地元富山の食材
を使った食事を提供しており、人気を博している。

GNT企業・その他サクセス企業
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アゼリーグループ【福祉・教育・医療】（東京都江戸川区）

■社会課題に対し、福祉・医療・教育の三位一体で
事業を展開
幼稚園の子供たちや専門学校の生徒が老人ホーム

の老人と生活の中で自然に交流する「三世代交流」
等のサービスをどのように展開しているのか、その
実態を学ぶことができる。

■海外参加団体のニーズに応じた視察手配
欧米やアジアなど、参加団体の属性や目的関心に

合わせた視察手配に対応している。また、中国語と
英語のネイティブスピーカーを擁していることも、
海外団体が参加し易い理由と言える。

■経営幹部層との交流機会のある視察
施設内の介護施設と保育園の見学に加えて、理

事長の来栖宏二氏（写真）による会社事業説明の
講演があるほか、会長を含む経営幹部から直接説
明・案内をしていただく機会を設けることもでき
る。

コンテンツのハイライト

概要
アゼリーグループは、福祉・医療・教育が三位一体となったサービス提供を行っている社会福祉法人。1999年に特別養護老人ホーム アゼリー江戸川を開園して以
来、高齢化社会・女性の社会進出による保育所不足問題・バリアフリー化といった様々な地域課題解決に積極的に取り組んできた。2016年に海外からの視察の受
入れを開始して以来、現場の視察のほか、自社の経営戦略・介護福祉及び幼児教育の現場に関する経営層によるセミナーを実施している。

社会課題解決
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株式会社フォーハンズ【子育て事業】（東京都渋谷区）

■海外企業の視察・研修の受入れ
中国をはじめとするアジア圏の企業の視察・研修

を受け入れてきた実績を持ち、日本標準の高いサー
ビス、０歳児から２歳児を対象とする教育メソッド、
保育士の課題別育成メソッド等に関して学ぶことが
できる機会を提供している。

■多様性のある子育て事業の展開
子育て施設のプロデュースをメインに、保育園や

学童、放課後デイサービス、英語で預かる保育園・
学童施設等の様々な子育て支援事業を展開している。
質の高いサービスを提供し、多様化する親のニーズ
に応えているそのノウハウは、海外からも大きな注
目を集めている。

コンテンツのハイライト

概要
株式会社フォーハンズは、各地域に適した子育て施設（保育施設・学童保育施設）のプロデュースを行い、イベントの実施や地域内の施設及び公園の有効活用によ
って子どもの成長を地域全体で見守る環境づくりを目指してきた。背景にあるのは日本における子育てニーズの多様化であり、首都圏の人口密集地や人口減少に直
面する地方部等の地域ごとの環境の違いが広がっている中で、各地域のニーズに即した子育てサービスの提供が求められている。こうした日本の社会課題解決に貢
献してきた自社のメソッドや理念に関する視察・研修機会として、海外企業の視察や研修の受入れを行っている。

■グループ企業との視察連携も可能
グループ企業が、ドイツ生まれの運動教育プ

ログラムである「バルシューレ」のライセンス
事業を展開している。子育て・教育事業を展開
する海外企業にとっては、その幅広い事業展開
は興味深い視察対象であると言える。

社会課題解決
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一般社団法人里海イニシアティブ【海洋保全・「コンブの植林」】（神奈川県横浜市）

■「グッドライフアワード環境大臣賞」の受賞
（2020年）

2020年には環境と社会に良い活動を応援す
る「グッドライフアワード環境大臣賞」（環境
省主催）を受賞。世界共通の目標であるSDGs
にローカルのレベルで取り組む事業として、地
域循環型の共生圏作りに貢献している取組内容
が評価された。

■地元産コンブの販売・普及活動
地元産コンブの食材としての活用のほか、健

康食品、化粧品、医薬品、布製品、飼料や肥料
等への加工に関する研究開発を進めている。ま
た、オンラインショッピングへの販路拡大や、
YouTubeを活用したコンブと環境に関する情報
発信も行う。

コンテンツのハイライト

概要
一般社団法人里海イニシアティブは、海水温度の上昇を原因とする海洋環境問題「磯焼け」の解決事業に約4年前から取り組んでいる。森林の約５倍量の二酸化炭
素を吸収し、海洋の水質改善効果が期待されるコンブの植林事業を行っているほか、横浜市が取り組んでいるカーボン・オフセット事業「横浜ブルーカーボン事
業」に賛同し、横浜金沢漁港を拠点にコンブの養殖事業も進めており、コンブ養殖の標準化、生育のデータ化、コンブ生産量の増大及び品質向上を目指している。
特にコンブ養殖事業は海外への技術提供の可能性があると考えており、国際的なブルーカーボン事業のモデルケースとなることを目指し、環境教育、海洋バイオマ
ス事業の普及、食品や商品としての活用、畑の堆肥化等の様々なプロジェクトに取り組んでいる。

■横浜を拠点とする「都市型」海洋保全事業を提案
里海イニシアティブはコンブやワカメ等の海藻樹

林が生い茂る地元の「藻場」の保全に積極的に取り
組んでいる。この取組は2009年に国連環境計画が提
唱したブルーカーボンの概念を取り入れた事業であ
ると言える。

社会課題解決
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NPO法人ゼロ・ウェイストアカデミー/株式会社 BIG EYE COMPANY【ごみゼロ運動】（徳島県勝浦郡上勝町）

■ゴミステーションと宿泊型施設の共存
上勝町ゼロ・ウェイストセンターの最大の特徴は、

町民が利用するゴミステーションと宿泊体験棟が併
設されていること。町外の人も上勝町式の地球に優
しい生活体験をすることで、ゼロ・ウェイストの精
神を体感し、学ぶことができる仕組みとなっている。

■日本のゼロ・ウェイスト運動のパイオニア
ゼロ・ウェイストとは「無駄・浪費・ごみを無く

す」という意味。今までのようにごみを処理するの
ではなく、そもそもごみを出さない持続可能な社会
を目指す動きである。リサイクル率80%を支える
仕組みと取組に対する注目が高く、国内外からの視
察や取材が増えている。

コンテンツのハイライト

概要
2003年に日本で初めてゼロ・ウェイスト宣言を行った上勝町では、ごみ収集車が走っておらず、町民は瓶や缶等の様々な資源を各自でゴミステーションに持ち寄
り、13種類45分別を行う。また、生ごみはコンポストを利用して各家庭で堆肥化するなど、ごみ自体を出さないまちづくりが進められている。現在では町全体の
リサイクル率は80％を超えている。ゼロ・ウェイストの先進的な取組を視察するため、上勝町には国内外から年間約2,600人が訪れており、2020年には、株式会
社BIG EYE COMPANYが運営主体となり、ゼロ・ウェイストの見学・学習・体験の拠点として「上勝町ゼロ・ウェイストセンター（WHY）」が新設された。🄬

（上）上勝町ゼロ・ウェイストセンター（WHY）のスタッフ
が着用している制服。
（下）宿泊棟で提供される朝食。

Transit General Office Inc. SATOSHI MATSUO

Transit General Office Inc. SATOSHI MATSUO

Transit General Office Inc. SATOSHI MATSUO

社会課題解決
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鍋屋バイテック株式会社【鋳物産業】（岐阜県関市） 長寿企業文化

■地域内企業とのパートナーシップの構築
鍋屋バイテック会社は「パートナーシップ構築宣

言※1」を行っており、地域内企業と連携をすること
でサプライチェーンの構築を強化してきた。

※1：経団連会長・日商会頭・関係大臣により構成される「未来
を拓くパートナーシップ構築推進会議」が主催。

■多品種・微量生産というものづくりコンセプト
大量生産方式ではなく、顧客の需要に応じた量を

生産する微量生産をコンセプトに据え、顧客の要望
に応じた商品製造に対応している。鍋屋バイテック
会社のこうした姿勢は、日本の長寿企業ならではの
ものづくり精神を如実に反映している。

■日本の鋳物業界におけるパイオニア
1560年に岐阜県で創業した日本有数の長寿企業

である。さらに、外部向けの事業に積極的に取り組
んでおり、顧客の課題解決に向けた商品の製造と情
報発信、ビジネスイベントの開催等を通して事業の
革新性を追求し続けている。

コンテンツのハイライト

概要
鍋屋バイテック株式会社は、1560年に岐阜県で創業した日本の鋳物業界におけるパイオニア的企業である。主な事業内容は、伝動・制御・位置決めのための機械
要素部品の開発、製造、販売であり、顧客の課題を解決する商品と技術の開発、顧客が必要としているものを「必要な時に必要なだけ」製造する多品種・微量生産
のものづくりを行っている。また、鍋屋バイテック株式会社のものづくりは国内屈指の実績を持ち、内閣総理大臣表彰「第1回ものづくり日本大賞」優秀賞の受賞
や経済産業省「IT経営力大賞2010」IT経営実践認定企業など、経営品質に関する数々の受賞実績がある。
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吉乃川株式会社【酒造業】（新潟県長岡市）

■ここだけの酒に出会う場所
「吉乃川 酒ミュージアム『醸蔵』」内の併設

ショップや「SAKEバー」では、ここでしか飲む
ことのできない・購入できない酒種に出会うこと
ができ、大きな特別感がある。

■醸造と発酵のまち・摂田屋
吉乃川株式会社のある摂田屋は、味噌や醤油等

の醸造・発酵にまつわる豊かな産業文化を育んで
きた。吉乃川をはじめとする各蔵元のほか、道の
駅等の地域内の観光拠点を活用した地域連携が進
んでいる。

■日本酒を学ぶ一般向け複合型施設「醸蔵」
吉乃川株式会社が2019年に新規オープンした

「吉乃川 酒ミュージアム『醸蔵』」は、日本酒の
醸造業とその歴史を学ぶ教育機能と、実際に味わ
ったり、擬似醸造体験をしたりすることができる
体験機能とを備えた複合型施設となっている。

コンテンツのハイライト

概要
吉乃川株式会社は1548年創業の新潟県最古の蔵元であり、その酒造りの伝統は上杉謙信が活躍した戦国時代にまで遡る470年もの歴史を持つ。吉乃川株式会社を
代表する「吟醸蔵」は全国新酒鑑評会にて新潟県最多の29回の金賞受賞歴を持つ。こうした全国屈指の酒造りの歴史とブランドは吉乃川株式会社の持つ大きな強
みであり、同社は自身の産業資源を観光コンテンツ化することで様々なイノベーションに取り組んできた。一般向けの産業観光コンテンツとしては、「吉乃川 酒
ミュージアム『醸蔵（じょうぐら）』」を保有しているほか、企業や業界関係者を対象とする視察ツアーの受入れも行っている。

長寿企業文化
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■日本の技術力とメイドイン加古川
あらゆる産業分野で機械化・自動化が進む現在、

手作業による高度な加工技術、安全性及び品質を
実現する日本のものづくりの価値は大きな強みで
ある。かこっとん株式会社のものづくりは、こう
した日本独自の強みに加えて、メイドイン加古川
の強みをも持つものである。

■社会貢献・地域貢献ができる産業観光を目指す
加古川市は高齢化や人口減少による低未利用資源

の増加といった課題に直面している。綿花栽培とそ
の観光コンテンツ化は、そうした地域社会の課題に
アプローチする新しい手法として大きなポテンシャ
ルを持っており、「地域ひとづくり事業」の理念の
もと、今後更に貢献度を強化していくことを目指し
ている。

コンテンツのハイライト

概要
「KACOTTONプロジェクト」は、加古川市の一事業であった「かこがわコットンプロジェクト」（大正紡績株式会社 近藤健一氏と神戸大学大学院 藤岡秀英教授の
2人をアドバイザーに迎え、営農組合の組合員や靴下産業関係者等が集う研究会から発足した事業。）を継承・発展させる形で始動し、2015年に兵庫県靴下工業組
合が中心となり創立したかこっとん株式会社のもとで綿花を活用した産業観光を推進してきた。江戸時代には日本有数の綿花栽培地であったことから、綿花産業関
連工場の見学や綿花の栽培体験、収穫体験等のコンテンツを開拓している。また、地元農家や地元住民による綿花栽培の促進や、化学染料不使用の加古川産綿花
100%の靴下の商品化を行うなど、事業を通じて社会貢献・地域貢献を行っていることも特徴である。

■エシカルブランドとしての加古川産コットン
栽培・収穫された綿花は、化学染料を一切使用せ

ず、靴下等の綿製品に加工される。原料から製造ま
で全てをメイドイン・ジャパンで貫徹させ、さらに
オーガニック栽培にもこだわったエシカルブランド
として、加古川産コットンのブランド化と商品化に
成功している。こうした取組は、SDGs等の国際ス
タンダードにも適合する先進的なものである。

かこっとん株式会社【「こっとん産業」】（兵庫県加古川市） 産業トレンド
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桑名市産業観光まちづくり協議会/エイベックス株式会社【「桑名産業観光ツアー」】（三重県桑名市）

■視察を通して日本のビジネス文化とノウハウを
発信
桑名市は、製造業関連業者を中心に、欧米から

アジアまで幅広い国と地域からの視察を受け入れ
てきた。高品質かつ高い生産性という製造業に不
可欠な価値の実現を可能にする人材育成の理念、
企業管理の手法、日本のビジネス文化やノウハウ
等を学ぶことができる貴重な機会となっている。

■官民連携が可能にする地域ぐるみの産業観光
桑名市産業観光まちづくり協議会を核とした官

民連携の体制がコンテンツの持続性を支えている。
多くの地元産業と企業を巻き込んだ行程作りに成
功しているほか、口コミとリピーターだけで、着
実な受入れ実績を獲得している。

■単なる企業視察で終わらない機会の提供
単なる企業視察ではなく、企業が持つノウハウや

経営陣との意見交換等を研修対象としていることが
特徴である。また、産業資源を理念や思想、こだわ
りや風土にまで広げて捉える視点が新しい。

コンテンツのハイライト

概要
「産業教育観光」を推進してきた三重県桑名市では、製造業、金融業、行政及び学校等の幅広い業種の企業・組織が視察の受入れを行っている。半日又は１日のモ
デルコースの行程では、エイベックス株式会社（自動車部品製造業）を中心として、その10km圏内に立地する複数の視察先企業を効率良く見学して回ることがで
きる。また、桑名市は海外からの工場見学事業のパイオニアであり、人材育成の理念・企業管理（５S、OJT、衛生管理等）・長寿企業の秘訣といった日本のビジ
ネス文化とノウハウを学ぶことができる貴重な学びの機会を提供している。

産業トレンド
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公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構【アフターMICEコンテンツ】（三重県伊勢志摩エリア）

■国内外からのMICE受入地としての可能性
伊勢志摩観光コンベンション機構が提供するMICE

開催支援サービスをはじめ、伊勢志摩広域における
MICE受入体制の整備は着実に進みつつある。また、
伊勢志摩は他に類を見ないような地域資源を多く保有
しており、MICE開催中のエクスカーション向けのコ
ンテンツも期待できる。今後の事業展開次第では、国
際的なMICE開催地として発展していくことが見込ま
れる。

コンテンツのハイライト

概要
公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構は、伊勢志摩広域における地域経済の活性化及び文化の向上に貢献することを目指し、観光情報の発信、観光客及び
MICE誘致事業等の様々な観光振興事業の実施に取り組んでいる。2016年5月の伊勢志摩サミットの開催をひとつの契機として、伊勢志摩観光コンベンション機構
はMICE誘致事業を積極的に推進してきた。国内向けのMICE誘致事業は、令和元年度には企業の会議や研修旅行、コンベンション、イベント等で年間10回のMICE
開催を行うなど、大きな可能性を見せている。国外向けの取組としては、インバウンドのメインターゲットである欧米豪（特に英国・フランス・豪州）を対象とし
て、現地の旅行会社やランドオペレーターに向けたエリアの魅力発信を継続的に行っているほか、商談会や旅行博への参加、ファムトリップの推進等を進めている。
官民一体の実施体制やMICE誘致という着眼点は伊勢志摩における観光事業の大きな特異性であるため、こうした特色をより一層活用しつつ、今後は国内外への更
なる事業の展開・深化を期待したい。

■充実の宿泊施設と滞在型観光
伊勢志摩エリアには、江戸の面影が残る老舗旅

館、情緒溢れる露天風呂付の旅館、リゾートホテ
ルなど様々な幅広い宿泊施設が揃う。MICE開催
をはじめ、学生団体の教育旅行先や映画撮影のロ
ケ地としての滞在型コンテンツの拡充においては、
こうした宿泊施設の充実が大きな魅力である。

■伊勢志摩の豊かな地域資源を生かしたコンテンツ
造成
伊勢神宮、伊勢志摩国立公園、海女文化、新鮮な

魚介類といったエリア独自の強みを活用し、「日本
人の心のふるさと」であるデスティネーションの伊
勢志摩としての魅力を国内外に発信している。イン
バウンドの主軸である欧米豪向けの誘致事業を中心
に、アジア圏の現地旅行会社・ランドオペレーター
に向けたPR活動も展開中。

産業トレンド
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スマートスキャン株式会社【脳ドック】（東京都千代田区）

■今後の展開や協業についての意見交換
2030年までに世界525兆円・日本37兆円規

模の医療市場にてウェルネスデータプラットフ
ォームを構築することを目指している。さらに、
「スマート脳ドック」を提供するクリニックの
プロデュースも行っているほか、サービス提供
範囲を国内外のクリニックに拡大しつつある。

■わずか２年で30,000人が体験した実績のある
受診サービスの仕組み
専門医である放射線科医と脳神経外科医によるダ

ブルチェックに加えて、AIによる見逃し防止サポー
トも行っているため、高いクオリティの医療サービ
スを提供することに成功している。また、新たなビ
ジネスモデルの切り口としても参考になる内容であ
ると言える。

コンテンツのハイライト

概要
スマートスキャン株式会社が開発した「スマート脳ドック」は、低価格で誰でも簡単に利用できる自費診断の脳ドック健診サービスであり、脳疾患リスクの早期発
見と予防を目的とする。その特徴は、30分で受診が完了するという手軽さと、専門医（放射線科医、脳神経外科医）と画像診断に特化したAIによる診断の高度さ
である。創業は2017年であり企業としては比較的新しいながらも、日本の医療市場における確かな経営実績を持っており、サービスの提供範囲を国内外に拡大し
つつある躍進中の企業である。

■世界に類を見ない画像診断サービスを体験
日本の医療を受けたいという需要に応えるメ

ディカルツーリズムの枠組をベースにしている
ものの、参加者の要望に合わせた視察を行って
いるという点では新しい。例えば、ビジネスモ
デルや将来的な協業等について経営層と話すこ
とも可能である。

医療データ等を利用したＡＩ開発

SaaSシステム医療施設の
運営支援

ウェルネスデータ・
プラットフォーム

産業トレンド
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富士吉田市【織物産業】（山梨県富士吉田市）

■訪日外国人向け夜間飲食店PRに成功
ナイトタイムエコノミー（18時から翌日朝６時

までの活動）の取組として訪日外国人向けに夜間
の飲食店のプロモーション活動や環境整備をした
ところ、周辺の河口湖エリアに多く宿泊する訪日
外国人の集客に成功。夜間型観光の優良事例とし
て観光庁に選出されている。

■地域型産業観光に向けた優れた体制作り
織物産業や体験コンテンツを盛り込んだモデル

コースを22種類設定。また、エリア内のグルメや
土産情報を網羅した「吉田のまちのテイクアウト
図鑑」など、ウェブサイト運営を通して効果的に
幅広く地元の魅力を発信している。

■1000年以上続く日本屈指の「ハタオリのまち」
富士吉田市における織物生産の歴史は平安時代に

まで遡り、富士吉田の豊かな自然環境や歴史の影響
を色濃く受けた独自の染色技術や製造技法を発達さ
せてきた。有名ホテルのベッドスプレッド、カーテ
ン、高級ブランドの服飾生地など、業界内では高級
テキスタイルの地位を確立している。

コンテンツのハイライト

概要
富士吉田市は、織物産業業界内では高い知名度を誇り高級ブランド製品を数々取り扱っている。世界のトップデザイナーやブランド企業からも注目を集めており、
織物産業の現場視察や試作品の交渉のために来日するビジネス客も多い。また、若手のテキスタイルデザイナーやハタオリ職人の移住を受け入れたことにより新し
いテキスタイル商品やコンテンツを年々増やしている。訪日外国人や国内一般客に対しては、これまでは富士山や富士急ハイランド等の観光地が目立っていたが、
織物が盛んであるという特徴も生かし、「ハタオリのまち」としても国内外にプロモーション活動を展開。「織物産業×観光」という独自のアングルを生かした地
域ぐるみの産業観光コンテンツを実施している。多くの施設が織物体験ワークショップを開催、ナイトタイムエコノミーの取組も行ったことで更に観光客から高い
評価を獲得している。

産業トレンド
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■「公・民・学」の共生空間を体感する
2008年に「柏の葉国際キャンパス構想」が策定

されて以降、既に設立されていた最先端のサイエン
ス研究が集結する大学のキャンパスに加え国立情報
学研究所、産業技術総合研究所など、様々な研究機
関を設立。エリア内を周遊することで、こうした共
生空間を効率良く体感できる。

■まちづくりを産業資源とした観光コンテンツ化
に成功
日本のスマートシティ事業の牽引役として期待

されているまちづくり事業そのものを産業資源と
して活用し観光コンテンツ化している。「柏の葉
スマートシティツアー」は最先端の施設を通して
まちづくりの戦略的構想や実績について学べる内
容となっている。

■アジア・アントレプレナーシップ・アワードの開催
アジアの技術系起業家がスマートシティに集結し競

い合う。これまで15ヵ国180社以上が参加。現地での
発表の見学に国内ビジネス客も来場する。３日間の滞
在期間中はアワード参加者にはホテルが提供され、ス
マートシティの視察や、協賛企業や後援機関等とのビ
ジネスマッチングが実現している。

コンテンツのハイライト

概要
「柏の葉スマートシティ」（正式事業名「柏の葉スマートシティコンソーシアム」）は、令和元年５月に国土交通省が選定した計15のモデルプロジェクトの一つ
であり、つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス駅」を中心とした計画区域において「進化し続けるまち」を目指す先進的なまちづくり戦略である。コンソーシア
ムの幹事団体を構成するのは、柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）・千葉県柏市・三井不動産株式会社（民間事業者等代表）である。公・民・学の連携に
よるオープンイノベーション戦略は、近年国内外の多くのまちが直面してきた課題（地球環境問題・超高齢化社会・エネルギー問題等）を解決していくためのアイ
デアとノウハウを提供しており、研究機関だけでなく民間企業や行政機関まで様々な業種からの視察申し込みが多い。

UDCK/千葉県柏市/三井不動産株式会社（民間事業者等代表）【「柏の葉スマートシティ」】（千葉県柏市）

🄫ZGF + 日建設計

産業トレンド
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トリノ市【「メイド・イン・トリノツアー」】（イタリア・トリノ市）海外コンテンツ

■イタリアを代表する国際ブランド企業が揃う
アウロラ（万年筆製造）、アルゴテック（航空宇

宙）、マルティーニ・エ・ロッシ（酒類製造）、ラ
ヴァッツァ（コーヒー製造）など、見学を受け入れ
ている企業はいずれもイタリアを代表する国際ブラ
ンドであり、現場の見学は非常に貴重である。こう
したコンテンツは、特に国内外の業界関係者にとっ
て大きな魅力を持つと言える。

■「メイド・イン・トリノ」の伝統と今を学ぶ
見学を通してトリノ市の産業文化に実際に触れる

ことができるという、国内外いずれの観光客にとっ
ても貴重な学びの体験を提供している。ものづくり
の伝統産業から先端技術分野（航空宇宙や産業廃棄
物マネジメント等）に至るまで幅広い業種のツアー
が揃っている点も素晴らしい。

■多種多様・多言語対応のツアー品揃え
2020年現在、市内の計63社が見学を受け入れて

おり、業種の豊富さは群を抜いている。また、その
多くがイタリア語と英語の２言語対応を基本として
おり、フランス語とドイツ語も合わせた４か国語対
応のコンテンツもある。

コンテンツのハイライト

概要
イタリア北部・ピエモンテ州の州都トリノ市の観光局が主催している「メイド・イン・トリノツアー」（”Made in 
Torino: Tour the Excellent”）は、冬季五輪の開催を1年後に控えた2005年にトリノ市の国際的知名度を向上させる目的
で地元企業の見学ツアーを企画したことが始まり。国内外の観光客がトリノの豊かな産業文化と歴史に触れることができ
る機会として、2020年時点では、11の産業カテゴリー(航空宇宙/自動車・デザイン/農業/食品/化粧品/環境・エネルギー/
ものづくり/アート・カルチャー/鉱山/保険/繊維紡績)から合計63社が見学の受入れを実施している。

トリノ観光局（Turismo Torino e Provincia）公式ロゴ（左）、メイド・イン・トリノツアー公式ロゴ（右）。

産業トレンド

21



東京都中央卸売市場【豊洲市場】（東京都江東区）早朝コンテンツ

■新鮮な食材を贅沢に食す
豊洲市場の新鮮な食材を使った料理を比較的リー

ズナブルな価格で食べることができる。寿司、天ぷ
ら等の和食に加えて中華料理やインドカレーもある
ほか、朝食を楽しむこともできる。

■広大な敷地に高度な機能を兼ね備えた市場
日本における食の流通の要であり、広大な敷地内

には水産・青果の関連卸業者が軒を連ねる。市場の
一部は見学が可能となっており、食の安心や安全を
保障する最新設備及び効率的な物流システムを実際
に見学することができる。

■早朝見学「マグロのせり」
豊洲市場は、マグロのせりを見学することができ

る世界でも数少ない市場として、国内外の観光客か
ら人気を集めている。せりは早朝の５時55分から６
時25分まで開催される。

コンテンツのハイライト

概要
日本の台所とも呼ばれる豊洲市場は、マグロをはじめとする水産物や野菜が世界中から集まる日本の流通の要であり、食のプロが集結する場でもある。2018年10
月に築地市場から移転して開設された豊洲市場には、見学ルートが整備されているほか、見学者ホールやPRコーナー等の施設が充実している。また、新鮮な材料を
使った料理を提供する飲食店舗が約40店、オリジナルグッズや新鮮な厳選食材を販売する物販店舗が約70店あり、一般客も楽しむことができる設計がされている。

産業トレンド
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北九州産業観光センター【工場夜景】（福岡県北九州市）夜間コンテンツ

■世界遺産を含む北九州の産業遺産と工場夜景
北九州市の工場夜景は、その圧倒的なスケールと

幻想的な工場群が人気となっている。化学工場や製
鉄所のプラント群、ライトアップされた煙突等が立
ち並び、週末には工場夜景観賞クルーズ、夏にはビ
アクルーズを開催している。

■「環境」をテーマとした幅広い産業観光を提供
北九州市では、産業の発展に伴って発生した深

刻な公害問題を市民・企業・行政が一体となって
克服してきた。そうした経験をもとに、「環境未
来都市」、「SDGs未来都市」として先進的なチ
ャレンジを続けている。

■工場見学
産業用ロボットで世界シェアトップクラスの

「（株）安川電機」、トイレや浴室等の水回り商品
を国内外で展開する「TOTO（株）」、日本鉄鋼業
界をリードしてきた「日本製鉄（株）九州製鉄所」、
無添加の石けんを製造する「シャボン玉石けん
（株）」等を見学することができる。

概要
福岡県北部の北九州市は他の地方公共団体に先駆けて産業観光を推進してきた都市の一つであり、その取組は全国的な評価を受けている。2020年３月現在、59の
事業所が産業観光振興に協力しており、重工業から身近な生活用品に至るまで、様々な企業が製造現場の見学を受け入れている。また、産業都市として100年以上
の歴史がある北九州市には日本の近代化を支えてきた数多くの産業遺産が現存する。そうした資源は、バスやクルーズ等を活用した工場夜景鑑賞ツアーといった夜
の産業観光コンテンツとして活用されている。2018年に北九州市は「日本新三大夜景都市」に認定されており、皿倉山や高塔山、門司港レトロ展望室等から、迫
力ある工場群・美しい街の夜景・きらびやかなイルミネーションなど、様々な夜景を楽しむことができる。

コンテンツのハイライト
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