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［要約編］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



序   

序-１ 本調査の背景・目的 

愛知県、岐阜県、三重県の東海環状自動車道等の幹線道路沿線地域は、自然の景勝地、歴

史遺産等に恵まれた地域であるとともに、日本有数の産業集積地であることから、近代から

現代に至る産業の発展過程で生まれた歴史的文化的価値の高い産業文化財が豊富に存在す

る地域でもあるが、こうした共通の地域特性を有しているにも関わらず、広域的な観光交流

圏づくりは行われてこなかった。 
今般、本調査を実施することにより、東海三県の広域的かつ総合的な観光交流圏づくりを

推進し、外国人受入のための地域づくりと産業観光をモデルケースとした情報発信・広域連

携に取り組み、全国的にも注目される国際的な「観光交流空間」を現出するとともに、地域

イメージの確立と地域経済の活性化に貢献することを目的とする。 
 

序-２ 調査項目 

 上記の現状課題・目的を踏まえて、①連携強化方策、②地域づくり方策、③情報発信強

化方策、④地域活性フォーラムの開催の４つを柱に、調査相互の連携による効果的な調査

を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

連携強化方策（中部運輸局分） 
 人的資源の活用方策 
 地域間交流・観光まちづくり方策 

地域づくり方策（中部運輸局分） 
 多言語観光パネル実証実験 
 多言語コールセンター実証実験 

情報発信強化方策（中部経済産業局分）

産業観光をモデルケースとした 
情報発信強化方策 

地域間・業種間の交流促進

外国人にも優しい空間形成 産業観光の魅力発信 

地域活性フォーラムの開催（中部運輸局分） 
 地域活性フォーラムにおける提言 

 ○国際的にも通用する一大｢観光交流空間｣の形成 
 ○地域イメージの確立・地域経済の活性化 
 ○産業観光資源等を活用した地域活性化の展開を他地域でも応用 

東海観光交流圏形成推進に向けて 



序-３ 調査検討体制 
本調査の検討にあたっては、専門識者からの意見あるいは、東海観光交流圏を形成する各地域の意見を

踏まえるため委員会を設置し、３回の委員会開催により意見を集約し最終的な報告書をまとめた。 
【委員会委員名簿】                          ＜順不同＞ 

 所属名 職名 氏名 
＜委員長＞   

横浜商科大学 商学部貿易・観光学科 教授 羽田 耕治 
＜学識経験者・有識者＞   

英文情報誌「アベニューズ」 編集長 佐藤 久美 
朝日大学 経営学部ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ研究所所長・教授 鈴木 博道 
名古屋市立大学 芸術工学部長 瀬口 哲夫 
（株）地域活性プランニング 代表取締役 藤崎 慎一 

＜関係団体等＞   

（社）日本観光協会中部支部 事務局長 天野 一夫 
名古屋商工会議所 街づくり振興部長 森田 隆 
四日市商工会議所 中小企業振興部長 高橋 健次 
東海環状都市交流連携推進協議 豊田市企画課長 水野 春美 
美濃ミュージアム街道推進協議会 岐阜県交流産業室長 市橋 正樹（兼任）

知多ソフィアネットワーク 日本福祉大学知多半島総合研究所主幹 山本 勝子 
＜自治体＞   

愛知県産業労働部 観光交流課長 大野 憲博 
岐阜県農林商工部商工局 交流産業室長 市橋 正樹（兼任）

三重県農水商工部 観光・交流室長 横山 弘赳 
名古屋市市民経済局 観光推進室長 芝 康夫 

＜国の機関＞   

中部地方整備局企画部 事業調整官 村上 由高 
中部地方整備局建政部 計画管理課長 藤條 聡 
中部運輸局企画振興部 交通・観光計画調整官 松尾 元弘 
中部経済産業局総務企画部 参事官 三橋 一美 
 

第１回委員会開催 2004 年 12 月 22 日 愛知県産業貿易会館 

 主な議題：東海観光交流圏形成推進モデル調査内容及び進め方について 

第２回委員会開催 2005 年１月 24 日 愛知県中小企業センター 

 主な議題：調査中間報告（産業観光アンケート結果報告、パンフレットイメージ報告） 

第３回委員会開催 2005 年 3 月 22 日 愛知県中小企業センター 

 主な議題：パンフレット、ホームページへの評価、最終報告書案について 



１．産業観光をモデルケースとした情報発信強化方策の調査・検討方法 
１－１ 調査内容 
対象地域（愛知県、岐阜県、三重県：以下、東海三県という。）における観光関連の情報

発信機能を強化するため、東海三県の有力な観光資源のひとつである産業観光をモデルケ

ースとして以下の調査研究を行った。 

①産業観光関連施設・資源の発掘及び把握 

②産業観光の効果的な情報発信手法の検討 

③多言語ホームページ、パンフレットの企画・作成 

 
１－２ 調査・検討フロー 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

市町村及び商工会議所・商工会 
アンケートによる産業観光資源の把握 

既存産業観光資源整理 
（パンフレット、ホームページ等） 

現状の産業観光資源を整理 

先進事例ヒアリング 第２回委員会での意見 

パンフレット／ホームページ構成の整理 

地域活性フォーラムでのアンケート 第３回委員会での意見 

パンフレット／ホームページ評価結果の整理 

情報発信手法の検討 

試作版の作成 

第１回委員会での意見 

調査・検討フロー 

既存の産業観光資源情報発信例の整理 外国人によるモニタリング 



２．東海三県の産業観光資源の発掘・把握 
２－１ 既存情報における産業観光資源の整理 

 現在の産業観光資源を整理するために、既存のパンフレット、ガイドブックの情報を整

理し、東海三県の産業観光の基礎データとしてまとめた。 

 
２－２ 市町村及び商工会議所・商工会への産業観光資源アンケート結果 

  東海三県の全市町村、及び全商工会議所・商工会に対しアンケート調査を実施し、東

海三県における産業観光資源の現況、産業観光への取り組み状況、広域観光連携の取り

組み状況、及びボランティアガイド等の状況を把握した。 

市町村アンケート（発送：211 回収：122 回収率:57.8％） 

商工会議所・商工会アンケート（発送：261 回収：101 回収率:38.7％） 

 
（１）産業観光資源 
 産業観光資源についてのアンケート結果においては、産業観光資源の定義を設けたも

のの各団体によって産業観光の捉え方に差があり、かなり幅広い観光資源についての回

答となったが、回答結果全てを基礎資料として整理した。 
 

（２）産業観光への取り組み 
 ①市町村における産業観光への取り組み 

  市町村においては、各地の産業観光資源の状況や、地域の産業特性に応じて、さまざ

まな取り組みが見られた。大別すれば下記のとおり４つに分類される。 
  
 Ａ．産業観光施設を核としたまち歩きエリア整備 
  瀬戸市の｢せとまるっとミュージアム｣や、高浜市の｢鬼のみち｣、関市の｢フィールドミ

ュージアム｣など、代表的な産業観光施設を核拠点として、地域内を周遊する散歩道コー

スを整備したり、オブジェの配置などにより地域の観光エリアとしての魅力増進を図って

いるケースである。核拠点を中心に地域資源を活かしたネットワークにより地域の魅力を

ＰＲする方策などもとられている。 
 
Ｂ．具体的な支援による産業観光振興 

  四日市市の事例のように、工場、施設を一般に開放する事業に対し、一定の補助制度

を設け支援するものが見られる。これらによって、地域の産業文化が公開されるとともに、

産業観光資源としての魅力増進につながり、公開されることによって従業員の意識も高ま

るなど、様々な効果をもたらしている。 
 
 



Ｃ．官民一体となった産業観光に対する勉強会、協議会の立ち上げ 
  現状では、産業観光を観光素材として利用できていない地域においても、産業資源や

産業文化を活用して誘客しようという動きが見られる。特に、｢産業｣資源であることから、

民間の協力は不可欠であり、官民一体となった協力体制がとられている。 
  

Ｄ．農山村地域における第１次産業資源を活かした取り組み 
  産業観光の範囲を、第１次産業まで広げた場合には、農山村地域における農産物など

を活かしたドライブイン、特産品製造販売、直産市開催などへの取り組みが多く見られる。

また、グリーンツーリズムなど、体験ツアーなどを実施することによる観光客誘致活動も

各地で取り組まれている。 
 
②商工会議所・商工会における産業観光への取り組み 

  商工会議所においては、名古屋商工会議所のように、全国からも注目される産業観光

推進を実施している地域もあるが、全体としては、産業観光への取り組みは緒についた

といったところが多く、今後、本格的な取り組みとなることが期待される。特に産業観

光においては、地元経済界が担い手・受け皿となることから、商工会議所、商工会の主

体的な参画が不可欠である。 
また、地域によっては産業観光への取り組みに動いたものの、推進が滞っているケー

スも見られることから、中長期的な視点を持つなど継続性のある取り組みとなるような

工夫が必要である。 
 

（３）観光連携への取り組み 
①市町村における観光連携の取り組み 

  市町村における観光連携の取り組みについては、パンフレット制作などによる共同Ｐ

Ｒが主となっているが、イベント開催、相互交流の実施も多くの連携組織において行な

われている。また、県域を超えた広域連携については、多くは隣接する地域間の連携で

あるが、陶磁器産地による連携のように共通資源を活かした取り組みも見られる。 

 

②商工会議所・商工会における観光連携の取り組み 
  商工会議所・商工会における観光連携の取り組みについても、ほぼ市町村と同様にパ

ンフレット制作などによる共同ＰＲが主となっているが、名古屋商工会議所や四日市商

工会議所などのように産業観光に特化した活動も見られる。 
 

③各地におけるボランティアガイド 
  市町村へのアンケートにおいて把握できたボランティアガイドは以下のとおりである。

主に地域全体のガイドを行なう地域ボランティアと、施設専属でボランティアを行なう

施設ボランティアとに二分される。 



３．産業観光関連施設・資源の域内外・海外への情報発信手法の検討 
 

３－１ 東海三県における産業観光情報発信手法の現状 

本調査において は、産業観光関連施設・資源を国内外にアピールする際に効果的な手法

について検討を行うこととしている。このため、東海三県における既存のパンフレット、

冊子、ホームページ等を収集し、産業観光関連施設・資源の情報発信手法について調査を

行った。その結果、大きく分けて、以下に示す３つの類型に分類することができた。各々

のパンフレット等は、これらを組み合わせることにより、効果的な情報発信となるよう工

夫されている。 
 （１）個々の産業観光施設の魅力の紹介 

 （２）モデルコースの提示 

 （３）ストーリー（産業技術史）の提示 

  
３－２ 外国人による「産業観光のまち」事例調査 

 

 本調査においては、外国人観光客誘致による国際観光交流圏の推進が命題となっている。

このため、実際に外国人に産業観光施設あるいは産業文化を背景とした地域「まち」を訪

れてもらったうえで、その感想を聞き、外国人ユーザーニーズを探った。訪問先は、前述

のアンケート、ヒアリング結果や既存情報をもとに「産業観光のまち」として 14 地域を選

択し、名古屋市（名古屋駅）からの日帰り旅行を体験してもらった。 
結果としては、多くの外国人が各地での体験や職人との触れ合いに感銘を受け、貴重な

体験として旅行の充実度が上がったとしており、産業観光は外国人に対する十分なＰＲ要

素になりうることが解った。しかし、これらの産業観光だけを目的として、そのエリアを

訪れるほどの魅力には達しておらず、買い物や食事、その他の日本文化体験、著名観光資

源と組み合わせることにより、観光地全体としての魅力を作り出さなければ、「産業観光の

まち」には訪問しないという外国人も多かった。また、英語をはじめとする多言語による

説明の有効性と必要性、外国語表記による地図や案内表示による誘導の必要性についても

指摘された。 
 

 
 
 
 
 
 



 

   ■これまでの情報発信手法 

   ・個々の施設に着目した情報発信 

      るるぶ「産業観光へ行こう」、あいちの産業観光 など 

   ・モデルコースの提示 

      産業観光のしおり、中部の産業観光 100 選視察ガイド など 

   ・ストーリー（産業技術史）を重視した情報発信 

      産業技術ネットワークミュージアム など 

  

   

■これらになく、これらと補完しあう効果的な情報発信手法 

   ・地域（エリア）に着目した情報発信 

      地域文化に産業が根付いている地域を紹介 

      →＜ものづくり文化を核とした地域（エリア）のブランド化＞ 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 多言語（日本語、英語、中国語、韓国語）により情報発信する。 
② 各地でのものづくり体験、職人との触れ合い、出会い体験を情報発信する。 
③ 産業観光だけの体験ではなく、様々な要素を加えた「まち」としての魅力

を情報発信する。 
④ 産業観光施設としての情報発信だけではなく、他地域、著名観光地との組

み合わせによる周遊の魅力を情報発信する。 



４．パンフレット・ホームページの試作 

４－１ 試作パンフレット・ホームページの構成 

（１）試作パンフレットの構成 

  ①旅行会社や交通事業者ではなく、一般観光客個人への直接的な訴求 

  ②旅行者の主流となる中高年齢層への訴求 

  ③リピーターとなりうる２時間圏内のマーケットへの訴求 

  ④在住外国人を含めた外国人への訴求 

［全体構成］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

（２）試作ホームページの構成 

  ①今回試作するパンフレットをベース 

  ②シンプルな構成 

③産業観光資源の所在情報など基本的な情報を掲載 

  ④サーバーを選ばないコーディング 

   

 

 

 

 

東海ものづくりのまち廻り　産業観光ガイドブック頁構成
頁 内容 頁 内容

1 表紙 26
2 目次（三県広域分布地図） 27
3 〃 28
4 29
5 30
6 31
7 32
8 33
9 34

10 35
11 36 東海ものづくりのまち廻り
12 東海ものづくりのまち廻り⑤ 37 岐阜県（瑞浪／美濃加茂／郡上／高山）
13 半田市（蔵のまち） 38 東海ものづくりのまち廻り
14 東海ものづくりのまち廻り⑥ 39 三重県（川越～桑名／鈴鹿／亀山／鳥羽）
15 常滑市（常滑焼の町） 40
16 41
17 42
18 43
19 44
20 45
21 46
22 47
23 48 裏表紙
24 東海ものづくりのまち廻り⑪
25 四日市（万古焼の町）

東海三県
産業観光資源一覧

関係機関一覧

東海ものづくりのまち廻り
愛知県①（長久手／高浜／小原／七宝）

東海ものづくりのまち廻り⑫
伊賀市（組みひもと伊賀焼の町）

東海ものづくりのまち廻り⑬
松阪市（松阪もめんと商人の町）

東海ものづくりのまち廻り
愛知県②（岡崎／南知多／東海／蒲郡）

東海ものづくりのまち廻り⑭
伊勢市（商人の町）

東海ものづくりのまち廻り①
名古屋市（産業発祥の町）

東海ものづくりのまち廻り②
名古屋市（有松絞の町）

東海ものづくりのまち廻り③
瀬戸市（せとものの町）

東海ものづくりのまち廻り④
豊田市（車の町）

東海ものづくりのまち廻り⑦
美濃市（和紙の町）

東海ものづくりのまち廻り⑧
関市（刃物の町）

東海ものづくりのまち廻り⑨
多治見市（美濃焼の町）

東海ものづくりのまち廻り⑩
土岐市（美濃焼の町）



４－２ 「東海ものづくりのまち廻り」パンフレットの作成 

 日本語版 

 

英語版 

 

                  韓国語版 

 

                                   中国語版  

 

 

 

 

 

 

 

 



４－３ 「東海ものづくりのまち廻り」ホームページの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語を
クリック

トヨタテクノミュージアム
産業技術記念館のホー

ムページが現れます
（別ウィンドウ）

東海ものづくりのまち廻りホームページから産業観光施設ホームページへのアクセス方法
（トヨタテクノミュージアム産業技術記念館の例）

地域選択のページ

名古屋市のガイドページ

トップページ

産業技術記念館のトップページ

トヨタテクノミュージアム
産業技術記念館をクリック

名古屋市
をクリック

日本語を
クリック

トヨタテクノミュージアム
産業技術記念館のホー

ムページが現れます
（別ウィンドウ）

東海ものづくりのまち廻りホームページから産業観光施設ホームページへのアクセス方法
（トヨタテクノミュージアム産業技術記念館の例）

地域選択のページ

名古屋市のガイドページ

トップページ

産業技術記念館のトップページ

トヨタテクノミュージアム
産業技術記念館をクリック

名古屋市
をクリック

パンフレットのＰＤＦ版へのリンク → 



５．試作パンフレット・ホームページの評価及び今後の展開方策  

  今回試作したパンフレット、ホームページに対する、地域活性フォーラムでの意見、

外国人の意見、委員会での議論を踏まえ、産業観光をモデルケースとした効果的な情報

発信手法について、以下のとおり整理した。 

  

①産業観光施設中心の紹介から、産業文化を背景としたまちめぐりへ 

   ■これまでは、産業観光施設の紹介やモデルコースの紹介を中心とした情報発信

が多く見受けられる。 

   ■より多くの観光客への訴求力を高めるためには、産業観光施設単体ではなく、

産業（ものづくり）文化を背景とした「まち」としての魅力を前面に出し、都市

や地域内の各地をめぐりながら、半日から数日間にわたって楽しめる｢まちめぐ

り｣としての情報提供が考えられる。 

■このためには、産業観光資源に加え、歴史、文化、名所旧跡等を有機的に組み

合わせた情報発信手法が有効である。 

 この場合、 

・その「まち」の産業観光資源の特徴を際だたせるように、「まち」が持つ産業

観光以外の魅力を引き出し、組み合わせる。 

・当該産業・産業（ものづくり）文化に関わる様々な資源（資料館、生産現場、

工場遺構など）を、一つのストーリーの下に組み合わせる。 

といった工夫が求められる。 

 

②楽しさの演出 

   ■訪問した「まち」でのものづくり体験は、観光の充実度向上に寄与する。 

   ■職人、技術者との触れ合い、街角案内人（ボランティアガイド等）等の地域住

人との触れ合い体験は、観光客に感銘を与える。 

■気軽に参加できる体験アイテムを発掘し提示することにより、「自分だけの特別

な体験」という楽しさを演出することが可能となる。これは、外国人観光客に対

しても非常に有効な手法である。 

 

 

③近隣エリアとの組み合わせ・連携による魅力づくり 

■さらには、単独の「まち」（地域）としての情報発信に留まらず、他の「まち」

や著名な観光地との組み合わせによる広域型・周遊型の魅力づくりと情報発信

にまで広がっていくことを期待したい。 

■産業は自治体の区域にとらわれることなく活動が行われている。また、産業の歴

史をみても、地域を移りながら発展してきた例もある。 

隣接する「まち」や、産業面で関連する「まち」において、相互の強みである産

業観光要素を組み合わせ、連携していくことによって、よりストーリー性のある演

出が可能となり、長期滞在やリピーターの増加につなげることできる。 

 

 
 



なお、今回試作したパンフレット、ホームページに対しては、多数の貴重な意見が寄せ

られた。こうした意見を反映させ、デザイン修正等を行っていくことも重要な作業である。 

具体的には、以下のような修正を加えれば、より使いやすいパンフレット、ホームペー

ジになるものと考えられる。 

①マップの充実 

・掲載されているマップをみて目的地に移動できるような内容 

・観光レポート（まちめぐり日記）と連動したルートの掲載 

・マップの拡大による見やすさ向上 

②各「まち」でパンフレット全体あるいは一部を二次使用できるような工夫 

・見開きページを抜き出しても「まち」のパンフレットとして利用可能なデザイン 

・ホームページ上での簡易印刷用データの提供 

 

 

 

意見を踏まえたパンフレットデザイン改訂案 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［本編］ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



序   

序-１ 本調査の背景・目的 

愛知県、岐阜県、三重県の東海環状自動車道等の幹線道路沿線地域は、自然の景勝地、歴

史遺産等に恵まれた地域であるとともに、日本有数の産業集積地であることから、近代から

現代に至る産業の発展過程で生まれた歴史的文化的価値の高い産業文化財が豊富に存在す

る地域でもあるが、こうした共通の地域特性を有しているにも関わらず、広域的な観光交流

圏づくりは行われてこなかった。 
今般、本調査を実施することにより、東海三県の広域的かつ総合的な観光交流圏づくりを

推進し、外国人受入のための地域づくりと産業観光をモデルケースとした情報発信・広域連

携に取り組み、全国的にも注目される国際的な「観光交流空間」を現出するとともに、地域

イメージの確立と地域経済の活性化に貢献することを目的とする。 
 

序-２ 調査項目 

 上記の現状課題・目的を踏まえて、①連携強化方策、②地域づくり方策、③情報発信強

化方策、④地域活性フォーラムの開催の４つを柱に、調査相互の連携による効果的な調査

を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

連携強化方策（中部運輸局分） 
 人的資源の活用方策 
 地域間交流・観光まちづくり方策 

地域づくり方策（中部運輸局分） 
 多言語観光パネル実証実験 
 多言語コールセンター実証実験 

情報発信強化方策（中部経済産業局分）

産業観光をモデルケースとした 
情報発信強化方策 

地域間・業種間の交流促進

外国人にも優しい空間形成 産業観光の魅力発信 

地域活性フォーラムの開催（中部運輸局分） 
 地域活性フォーラムにおける提言 

 ○国際的にも通用する一大｢観光交流空間｣の形成 
 ○地域イメージの確立・地域経済の活性化 
 ○産業観光資源等を活用した地域活性化の展開を他地域でも応用 

東海観光交流圏形成推進に向けて 



序-３ 調査検討体制 

本調査の検討にあたっては、専門識者からの意見あるいは、東海観光交流圏を形成する

各地域の意見を踏まえるため委員会を設置し、３回の委員会開催により意見を集約し最終

的な報告書をまとめた。 
【委員会委員名簿】                          ＜順不同＞ 

 所属名 職名 氏名 
＜委員長＞   

横浜商科大学 商学部貿易・観光学科 教授 羽田 耕治 
＜学識経験者・有識者＞   

英文情報誌「アベニューズ」 編集長 佐藤 久美 
朝日大学 経営学部ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ研究所所長・教授 鈴木 博道 
名古屋市立大学 芸術工学部長 瀬口 哲夫 
（株）地域活性プランニング 代表取締役 藤崎 慎一 

＜関係団体等＞   

（社）日本観光協会中部支部 事務局長 天野 一夫 
名古屋商工会議所 街づくり振興部長 森田 隆 
四日市商工会議所 中小企業振興部長 高橋 健次 
東海環状都市交流連携推進協議 豊田市企画課長 水野 春美 
美濃ミュージアム街道推進協議会 岐阜県交流産業室長 市橋 正樹（兼任）

知多ソフィアネットワーク 日本福祉大学知多半島総合研究所主幹 山本 勝子 
＜自治体＞   

愛知県産業労働部 観光交流課長 大野 憲博 
岐阜県農林商工部商工局 交流産業室長 市橋 正樹（兼任）

三重県農水商工部 観光・交流室長 横山 弘赳 
名古屋市市民経済局 観光推進室長 芝 康夫 

＜国の機関＞   

中部地方整備局企画部 事業調整官 村上 由高 
中部地方整備局建政部 計画管理課長 藤條 聡 
中部運輸局企画振興部 交通・観光計画調整官 松尾 元弘 
中部経済産業局総務企画部 参事官 三橋 一美 
第１回委員会開催 2004 年 12 月 22 日 愛知県産業貿易会館 

 主な議題：東海観光交流圏形成推進モデル調査内容及び進め方について 

第２回委員会開催 2005 年１月 24 日 愛知県中小企業センター 

 主な議題：調査中間報告（産業観光アンケート結果報告、パンフレットイメージ報告） 

第３回委員会開催 2005 年 3 月 22 日 愛知県中小企業センター 

 主な議題：パンフレット、ホームページへの評価、最終報告書案について 



１．産業観光をモデルケースとした情報発信強化方策の調査・検討方法 
１－１ 調査内容 
対象地域（愛知県、岐阜県、三重県：以下、東海三県という。）における観光関連の情報

発信機能を強化するため、東海三県の有力な観光資源のひとつである産業観光をモデルケ

ースとして以下の調査研究を行った。 

①産業観光関連施設・資源の発掘及び把握 

東海三県に存在する産業観光関連施設・資源の発掘及び把握を行うとともに、特徴的

な取組事例、地域間あるいは施設間の連携事例を整理する。 

②産業観光の効果的な情報発信手法の検討 

産業観光関連施設・資源を域内、域外、海外にアピールする際に効果的な手法につい

て検討を行う。 

③多言語ホームページ、パンフレットの企画・作成 

前記①②の成果を踏まえ、多言語によるホームページ、パンフレットを企画・試作し、

利用者の意見を収集、評価するとともに、その成果を連携強化方策・地域づくり方策

に反映する。 

 

１－２ 調査・検討フロー 
 今回の調査・検討にあたっては、既存の産業観光資源を整理したうえで、東海三県の全

市町村に対して新たにアンケートを実施し、現在ある産業観光資源を把握した。特に行政

の観光担当課だけではなく、産業面からの観光への取り組みも把握するために、産業界と

の関わりの深い商工会議所・商工会へも同時にアンケートを実施した。 

 これらのアンケートから、産業観光への特徴的な動き、新しい取り組みなどを整理し、

産業観光をモデルケースとした効果的な情報発信手法を検討した。検討にあたっては、委

員会における意見を踏まえるとともに、先進事例に対するヒアリングを行った。また、実

際に産業観光資源を体験してもらった外国人を対象としたヒアリングを実施した。 

 これらの結果を踏まえ、パンフレット、ホームページの試作版を作成し、地域活性フォ

ーラムへの参加者へのアンケート調査及び外国人へのヒアリング調査を行った。こうした

情報発信側、利用者側の意見のほか、委員会における意見も踏まえ、パンフレット、ホー

ムページに対する評価結果を整理した。 

 調査・検討フローは以下のとおりである。 



 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村及び商工会議所・商工会 
アンケートによる産業観光資源の把握 

既存産業観光資源整理 
（パンフレット、ホームページ等） 

現状の産業観光資源を整理 

先進事例ヒアリング 第２回委員会での意見 

パンフレット／ホームページ構成の整理 

地域活性フォーラムでのアンケート 第３回委員会での意見 

パンフレット／ホームページ評価結果の整理 

情報発信手法の検討 

試作版の作成 

第１回委員会での意見 

調査・検討フロー 

既存の産業観光資源情報発信例の整理 外国人によるモニタリング 



２．東海三県の産業観光資源の発掘・把握 
２－１ 既存情報における産業観光資源の整理 
（１） 既存パンフレット・ガイドブックの情報整理 

  現在の産業観光資源を整理するために、既存のパンフレット、ガイドブックの情報を

整理し、東海三県の産業観光の基礎データとしてまとめた。主には、下記のパンフレッ

ト・ガイドブックをもとに、整理した。 

 

図表 参考とした産業観光関連情報①（パンフレット、ガイド等） 

資料名（発行元） 特徴 

産業観光のしおり（監修：名

古屋商工会議所、日本観光協

会中部支部） 

ＪＲ東海、須田相談役が編集責任を務める産業観光施設ガ

イド。愛知県及び岐阜県の一部の博物館、資料館を中心に

施設を紹介。これらの施設をめぐるモデルコースも紹介。

あいちの産業観光 

（名古屋商工会議所） 

 

ハンドブック型のリーフレット。愛知県内の32箇所の産業

観光施設を紹介。日本語、英語、韓国語、中国語の４カ国

併記。岐阜県、三重県も含めた周辺地域情報も掲載。 

名古屋周辺の博物館 

（名古屋商工会議所） 

ＡＭＩＣ（産業観光推進懇談会、関連施設24が参加） 

に参画する産業観光施設紹介とマップを掲載。 

岐阜県産業観光ガイドブック

『もっと素敵に』（岐阜県） 

岐阜県内の産業観光施設、企業、工場等を分野別に紹介。

約130箇所の情報が掲載されており、岐阜県内の産業観光資

源をほぼ把握できる。 

中部の産業観光100選視察ガ

イド2004-2005 

（財団法人中部産業活性化セ

ンター） 

中部５県（愛知、岐阜、三重、静岡、長野）の産業観光施

設や工場あるいは、地域のプロジェクトなど、行政や企業

視察向けにテーマを10（合計掲載件数100件）に絞込み、中

部の産業観光視察ガイドとしてまとめている。 

ものづくり文化街道 パーク

＆ウォークガイドマップ（東

海環状都市地域交流連携推進

協議会） 

東海環状自動車道沿線地域における９都市の連携組織が各

都市の産業観光資源を中心に紹介。 

 

 

 

 

 

 

 



（２）既存ホームページの情報整理 

 ホームページについても、パンフレット同様、現在公開されているホームページをもと

に整理した。主には、既存パンフレット等に掲載されていない情報が多く含まれるホーム

ページを参考とし、実際の見学、視察への誘導が可能な情報を中心に整理した。 

 

図表 参考とした産業観光関連情報②（ホームページ） 

サイト名（発信元） 特徴 

産業技術ネットワークミュー

ジアム（中部経済産業局） 

http://www.ncsm.city.nagoy

a.jp/nwm/index.html 

 

明治以降における技術革新を中心に、産業技術の発展過程

で展開された創意工夫等を体系的に整理し、５業種（自動

車工業、航空宇宙工業、工作機械工業、繊維業、窯業）に

ついてストーリー化したコンテンツ。また、見学可能な企

業情報を掲載。 

中部エネルギーパーク（中部

経済産業局） 

http://www.chubu-enepark.j

p/ 

視察可能なエネルギー関連産業観光施設、エネルギー関 

連の産業観光モデルコースを紹介。 

あいちの産業観光（愛知県） 

http://www.sangyokanko.jp/

intro.html 

愛知県内の主な産業観光施設を歴史的な背景を踏まえ紹

介。 

産業観光あないびと（愛知県） 

http://www.anaibito.jp/ind

ex2.htm 

愛知県内の主な産業観光施設を紹介。 

産業観光案内（東海都市ネッ

トワーク協議会） 

http://www.chance.ne.jp/tc

n/kankoindex.asp 

名古屋市、浜松市、岡崎市、豊田市、豊橋市、大垣市、岐

阜市、鈴鹿市、津市、四日市市の10都市の産業観光施設を

紹介。 

 

 

 

 



２－２ 市町村及び商工会議所・商工会への産業観光資源アンケート結果 

  東海三県の全市町村、及び全商工会議所・商工会に対しアンケート調査を実施し、東

海三県における産業観光資源の現況、産業観光への取り組み状況、広域観光連携の取り

組み状況、及びボランティアガイド等の状況を把握した。 

市町村アンケート（発送：211 回収：122 回収率:57.8％） 

商工会議所・商工会アンケート（発送：261 回収：101 回収率:38.7％） 

（１）産業観光資源 
 産業観光資源についてのアンケート結果においては、産業観光資源の定義を設けたも

のの各団体によって産業観光の捉え方に差があり、かなり幅広い観光資源についての回

答となった。ここでは、各団体からの回答を全て掲載した。 
《アンケートにおける産業観光資源の定義（アンケート文面通り）》 
産業観光資源とは、各地域の産業（工業、農林水産業、商業など）を背景に、観光交流（観光客受入、
視察・見学受入、体験受入など）を実施している施設や企業、団体などのことを指します。産業の範囲
や、施設形態等の制限はとくに設けませんので、貴市町村の産業観光資源と思われる資源をご紹介
下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛知県
産業観光資源名 回答団体 産業観光資源名 回答団体

トヨタテクノミュージアム産業技術記念館 名古屋商工会議所 松岡豊泉閣 蟹江町
ノリタケの森クラフトセンター 名古屋商工会議所 湯元館 蟹江町
名古屋市博物館 名古屋商工会議所 蟹江町歴史民俗資料館 蟹江町
名古屋市科学館 名古屋商工会議所 尾張温泉湯元館 蟹江町商工会
でんきの科学館 名古屋商工会議所 尾張温泉東海センター観光ホテル 蟹江町商工会
ＵＦＪ銀行貨幣資料館 名古屋商工会議所 松岡豊泉閣 蟹江町商工会
徳川美術館 名古屋商工会議所 いなまん 蟹江町商工会
有松・鳴海絞会館 名古屋商工会議所 有限会社　丸河 蟹江町商工会
ネックス・プラザ 名古屋商工会議所 甘強酒造株式会社 蟹江町商工会
ＮＴＴソリューションスクウェアＰＬＡ－ＮＥＴ 名古屋商工会議所 有限会社　みずほ園芸 蟹江町商工会
国際デザインセンター・デザインミュージアム 名古屋商工会議所 フラワーガーデン戸谷 蟹江町商工会
有松・鳴海紋会館 有松商工会 株式会社佐屋川養魚場 蟹江町商工会
有松山車会館 有松商工会 弥富町歴史民族資料館 弥富町
桶狭間古戦場 有松商工会 愛知県弥富野鳥園 弥富町
テキスタイル館 一宮市 森津の藤 弥富町
布袋商店街 江南市 服部家住宅 弥富町
江南市歴史民俗資料館 江南市 水郷の塔 弥富町
歴史民族資料館 尾西市商工会 ＩＰＣペットふれあい王国 弥富町
三岸節子記念美術館 尾西市商工会 八穂クリーンセンター 弥富町
中野渡し（西中野渡船場） 尾西市商工会 立田ふれあいの里 立田村商工会
御堂神社 尾西市商工会 愛知県陶磁資料館 瀬戸市
木曽川河川敷 尾西市商工会 品野陶磁器センター 瀬戸市
尾西市役所西側駐車場他 尾西市商工会 赤津焼会館 瀬戸市
三菱電機㈱稲沢製作所 稲沢市 瀬戸市新世紀工芸館 瀬戸市
日本メナード化粧品㈱稲沢工場 稲沢市 瀬戸市マルチメディア伝承工芸館 瀬戸市
名古屋市中央卸売り市場　北部市場 豊山町商工会 窯垣の小径資料館 瀬戸市
イチロー展示ルーム 豊山町商工会 瀬戸蔵ミュージアム 瀬戸市
三菱重工㈱小牧南工場資料室 豊山町商工会 ノベルティこども創造館 瀬戸市
キリンビアパーク 新川町商工会 作陶・ガラス体験教室パンフレット 瀬戸市
七宝町七宝焼アートヴィレッジ 七宝町 赤津窯の里めぐり散策マップ 瀬戸市
七宝町七宝焼アートヴィレッジ 七宝町商工会 水野窯めぐりパンフレット 瀬戸市
津島神社 津島商工会議所 しなの工房めぐりパンフレット 瀬戸市
堀田新五郎商店 津島商工会議所 桶狭間古戦場 豊明市商工会
兼由丸農具製作所 津島商工会議所 曹源寺 豊明市商工会
堀田家住宅 津島商工会議所 ナガバノイシモチソウ 豊明市商工会
氷室家（市教育委員会） 津島商工会議所 ホシガキ電機(株) 豊明市商工会
木曽川町立王堂記念図書館 木曽川町商工会 愛知豊明花き地方卸売市場 豊明市商工会
美和町歴史民俗資料館 美和町 二村山 豊明市商工会
甚目寺町歴史民俗資料館 甚目寺町 沓掛城址 豊明市商工会
清洲城 清洲町 戦人塚 豊明市商工会
問屋記念館 西枇杷島町商工会 大脇の梯子獅子 豊明市商工会
尾張温泉東海センター 蟹江町 とよあけマラソン 豊明市商工会
尾張温泉観光ホテル 蟹江町



 

産業観光資源名 回答団体 産業観光資源名 回答団体
大口町歴史民俗資料館 大口町 徳吉醸造(株) 師崎商工会
やきもの散歩道 常滑市 内海・山海温泉㈱「テルメウツミ白砂の湯」 内海商工会
常滑市陶磁器会館 常滑市 ビアシティ南知多 内海商工会
常滑市登窯広場 常滑市 南知多グリーンバレイ 内海商工会
常滑市廻舟問屋瀧田屋 常滑市 いちごの里 内海商工会
常滑市陶芸研究所 常滑市 内海みかん狩り園 内海商工会
常滑市民俗資料館 常滑市 トヨタ会館 豊田市
ＩＮＡＸ文化スクエア 常滑市 トヨタ自動車工場 豊田市
ＩＮＡＸ世界のタイル博物館 常滑市 キューピー挙母工場 豊田市
ＩＮＡＸ窯のある広場資料館 常滑市 桝塚味噌 豊田市
ＩＮＡＸ陶楽工房 常滑市 トヨタ会館 豊田商工会議所
盛田　味の館 常滑市 キューピー㈱挙母工場 豊田商工会議所
小脇公園 常滑市 トヨタ鞍ヶ池記念館 豊田商工会議所
中京コカ・コーラボトリング東海工場 東海市 野田味噌 豊田商工会議所
ガスエネルギー館 東海市 三州足助屋敷 豊田商工会議所
鍛造技術の館 東海市 小原村和紙の里 豊田商工会議所
カゴメ記念館 東海市 川口やな 藤岡町商工会
東邦ガスエネルギー館 東海商工会議所 愛知県緑化センター 藤岡町商工会
中京コカコーラボトリング 東海商工会議所 ふじの回廊 藤岡町商工会
新日本製鐵㈱名古屋製鐵所 東海商工会議所 民俗資料館 藤岡町商工会
愛知製鋼㈱鍛造技術の館 東海商工会議所 西加茂郡民の森 藤岡町商工会
東海市平洲記念館 東海商工会議所 天狗岩展望台 藤岡町商工会
どんでんひろば 東海商工会議所 木瀬ダム（しらさぎ湖） 藤岡町商工会
カゴメ記念館 東海商工会議所 城ヶ根山展望台 藤岡町商工会
大同特殊鋼㈱知多工場 東海商工会議所 大沢不動明王と不動の滝 藤岡町商工会
愛知印刷工業㈱ 東海商工会議所 愛知県昭和の森 藤岡町商工会
聚楽園公園・しあわせ村 東海商工会議所 三州足助屋敷 足助町
東海市立清掃センター 東海商工会議所 中馬のおひなさん 足助町商工会
大池公園 東海商工会議所 香恋の里 下山村
東海市立農業センター 東海商工会議所 手づくり工房　山遊里 下山村
げんきの郷 大府市 香恋の館(香りのテーマ館)（山村資料館） 下山村商工会
中部電力知多電力館 知多市 山遊里(やまゆり) 下山村商工会
竹新製薬おかき屋辰新 知多市 旭高原元気村 旭町
佐布里緑と花のふれあい公園　梅の館 知多市 つくば工房 旭町
手織りの里　木綿蔵ちた 知多市 笹戸温泉 旭町商工会
水の生活館 知多市 小渡温泉 旭町商工会
あいち健康プラザ 東浦町 榊野温泉 旭町商工会
カリモクショールーム 東浦町商工会 旭高原自然活用村協会 旭町商工会
㈱豊田自動織機東浦工場 東浦町商工会 旭町民俗資料館 旭町商工会
㈱イナックス常滑東工場 東浦町商工会 奥矢作ダム及び揚水発電 旭町商工会
アイシン高岡㈱東浦工場 東浦町商工会 郷土資料館「ちゅ～ま」 稲武町
㈱花井製作所 東浦町商工会 ほうらいせん「吟醸工房」 稲武町
東洋ラジエーター㈱名古屋製作所 東浦町商工会 木材需要促進センター「モッキー」 稲武町
㈱名古屋精密金型 東浦町商工会 揚水発電館 稲武町
郷土資料館 東浦町商工会 農林小産物直売所「どんぐり横丁」 稲武町
東部知多クリーンセンター 東浦町商工会 古橋懐古館 稲武町
東部知多浄化センター 東浦町商工会 稲武山里体験推進協議会 稲武町
鯛祭ひろば 南知多町 名倉川漁業協同組合 稲武町
日間賀島資料館 南知多町 ほうらいせん吟醸工房 稲武町商工会
漁業体験 南知多町 岡崎城 岡崎市
えびせんべいの里 美浜町 三河武士のやかた家康館 岡崎市
つくだ煮街道　浜幸 美浜町 岡崎市美術博物館 岡崎市
美浜ナチュラル村 美浜町 岡崎中央総合公園 岡崎市
浜焼　魚太郎 美浜町 おかざき世界子ども美術博物館 岡崎市
ジョイフルファーム　鵜の池 美浜町 おかざき自然体験の森 岡崎市
南知多ビーチランド 美浜町 岡崎市郷土館 岡崎市
杉本美術館 美浜町 岡崎市美術館 岡崎市
ティレク・ティレセク美浜美術館 美浜町 東公園 岡崎市
武豊町歴史民俗資料館 武豊町商工会 南公園 岡崎市
ファイザー製薬㈱ 武豊町商工会 奥殿陣屋 岡崎市
旭硝子㈱愛知工場 武豊町商工会 国民宿舎桑谷山荘 岡崎市
中定商店資料館 武豊町商工会 おかざき農遊館 岡崎市
知多カーネーション団地 武豊町商工会 ふれあいドーム岡崎 岡崎市
鉄製直角二線式転車台 武豊町商工会 岡崎信用金庫資料館 岡崎市
（資）丸又商店 武豊町商工会 合資会社八丁味噌（カクキュー） 岡崎市
南蔵商店㈱ 武豊町商工会 合名会社まるや八丁味噌 岡崎市
知多C.C 武豊町商工会 ＩＰＣわんわん動物園 岡崎市
朝市 武豊町商工会 六ッ美民俗資料館 岡崎市六ッ美商工会
鯛祭ひろば 豊浜商工会 刈谷市郷土資料館 刈谷市
花ひろば 豊浜商工会 オアシス館刈谷 刈谷市
魚ひろば 豊浜商工会 (株)キャッチネットワーク 刈谷市
グラスバレー 豊浜商工会 境川浄化センター 刈谷市
えびせんべいの里 豊浜商工会 アクアルームかりや 刈谷市



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産業観光資源名 回答団体 産業観光資源名 回答団体
抹茶工場(3店舗） 西尾市 えびせんべいとちくわの共和国 音羽町商工会
かわら美術館 高浜市 ヤマサちくわ音羽インター店 音羽町商工会
紫峰人形美術館 高浜市 竹の和 ちくわ手作り体験 豊川市
郷土資料館 高浜市 路面電車（豊橋鉄道（株）） 豊橋市
サロン「赤窯」 高浜市 豊橋筆（（株）杉浦製筆所） 豊橋市
ギャラリーＩＢＵＳＨＩ 高浜市 豊橋筆（（株）榊原毛筆） 豊橋市
愛知県陶器瓦工業組合 高浜市 豊橋筆（（株）嵩山工房） 豊橋市
散策コース「鬼のみち」 高浜市 超音波科学館（本多電子（株）内） 豊橋市
高浜市やきものの里　かわら美術館 高浜市商工会 トヨタ自動車田原工場 田原市
紫峰人形美術館 高浜市商工会 (株)ジェイウィンド田原 田原市
㈱おとうふ工房いしかわ 高浜市商工会 ウィンドチック田原 田原市
鬼みち案内人の会 高浜市商工会 「道の駅」田原めっくんはうす 田原商工会議所
九重時代館 碧南市 トヨタ自動車（株）田原工場 田原商工会議所
あおいパーク 碧南市 サンテパルク田原 田原商工会議所
昭和シェル(株)碧南ＬＰＧ基地 碧南市 田原市博物館 田原商工会議所
へきなんたんトピア 碧南市 田原まつり会館 田原商工会議所
弁天サロン 一色町 セントファーレ 田原商工会議所
尾崎士郎記念館 吉良町 蔵王山展望台 田原商工会議所
吉良町歴史民俗資料館 吉良町 シーサイドファーム伊良湖 渥美町
古城公園（東条城跡） 吉良町 伊良湖清田苺園 渥美町
旧糟谷縫右衛門住宅 吉良町 アツミ・シーサイドフローラル 渥美町
産直つのひら 吉良町 伊川津漁業協同組合 渥美町
ANGKOR　MUSEUM　アンコール遺跡修復山本資料館 吉良町 泉漁業協同組合 渥美町
尾崎士郎記念館 吉良町商工会 小中山漁業協同組合 渥美町
幸田憩いの農園 幸田町商工会 ＪＡ　愛知みなみ 渥美町
くりすの温泉 幸田町商工会 伊良湖フラワーパーク 渥美町商工会
天の丸 幸田町商工会 伊良湖港湾観光センター 渥美町商工会
くらがり渓谷 額田町商工会 渥美町郷土資料館 渥美町商工会
かおれ渓谷 額田町商工会 あつみライフランド 渥美町商工会
天恩寺 額田町商工会 伊良湖東大寺瓦窯跡 渥美町商工会
千万町茅葺屋敷 額田町商工会 伊川津遺跡 渥美町商工会
男川やな 額田町商工会 渥美花の村ゴルフコース 渥美町商工会
㈲高橋屋 額田町商工会 三信鉱工㈱ 東栄町
蒲郡オレンジパーク 蒲郡市 茶臼山高原 豊根村
手織場（てばたば） 蒲郡市 兎鹿嶋温泉 豊根村
竹島クラフトセンター 蒲郡市 (有)手づくり村 作手村商工会
蒲郡オレンジパーク 蒲郡商工会議所 新城市設楽原歴史資料館 新城市
蒲サ食品（えびせんべいとちくわの共和国） 蒲郡商工会議所 ㈱山湊 新城市商工会
山麓園 蒲郡商工会議所 （名）日野屋商店 新城市商工会
魚市場（形原晩市） 蒲郡商工会議所 はたおり工房 新城市商工会
竹島クラフトセンター 蒲郡商工会議所 原田藍染工房 新城市商工会
地引き網体験 蒲郡商工会議所 馬場彫金工房 新城市商工会
潮干狩 蒲郡商工会議所 郷土食品さくら工房 新城市商工会
テルムマラン　ラグーナ 蒲郡商工会議所 寒峰窯 新城市商工会
大橋屋 音羽町商工会 竹細工工房 新城市商工会
グリーンセンター音羽 音羽町商工会



 

岐阜県

産業観光資源名 回答団体 産業観光資源名 回答団体
長良川　鵜飼 岐阜市 海津町歴史民俗資料館 海津町
かがみがはら航空宇宙博物館 岐阜商工会議所 千本松原 海津町
内藤記念くすり博物館 岐阜商工会議所 治水神社 海津町
長良川鵜飼 岐阜商工会議所 海津温泉 海津町
岐阜提灯 岐阜商工会議所 海津町歴史民俗資料館 海津町商工会
アクティブG・匠工房 岐阜商工会議所 時山文化伝承館　等 上石津町商工会
河川環境楽団 各務原商工会議所 喫茶　蛍　等 上石津町商工会
内藤記念くすり博物館 各務原商工会議所 ＴＡＣラントいたどり 板取村商工会
かがみがはら航空宇宙博物館 各務原商工会議所 キャンプランド新板取 板取村商工会
各務野自然遺産の森 各務原商工会議所 コテージ湯屋 板取村商工会
テクノプラザ 各務原商工会議所 すぎのこキャンプ場 板取村商工会
航空自衛隊岐阜基地 各務原商工会議所 ログキャビング 板取村商工会
羽島市歴史民俗資料館・映画資料館 羽島市 ロッジ杉沢 板取村商工会
(株)岐孝園（さぼてん村） 瑞穂市 月窓杉（明石谷） 板取村商工会
北方円鏡寺公園 北方町商工会 黒谷キャンプ場 板取村商工会
北方まつり（5月2日～3日） 北方町商工会 七曲バンガロー 板取村商工会
北方町歩行者天国（8月10日） 北方町商工会 木工クラフト館・森の木楽舎 板取村商工会
桜まつり（3月下旬～4月上旬） 北方町商工会 杉原の大杉 板取村商工会
お十七夜イベント（8月17日） 北方町商工会 千人家 板取村商工会
門前市（毎月21日） 北方町商工会 田口城跡 板取村商工会
未来タウン北方ふれあいまつり 北方町商工会 四国山香りの森公園　香り会館 山県市
ソフトピアジャパン 大垣市 グリーンプラザみやま　コテージ村・キャンプ場 山県市
大垣市情報工房 大垣市 文化の里　古田紹欽記念館 山県市
日本耐酸壜工業(株) 大垣市 伊自良歴史民俗資料館・伊自良美術館 山県市
サンメッセ(株) 大垣市 ふれあいバザール 山県市
西濃記念館 大垣市 三光寺 山県市
大垣スイトピアセンター 大垣市 伊自良湖 山県市
かすがモリモリ村リフレッシュ館 春日村 武芸川町ふるさと館 武芸川町商工会
春日村ふるさと直売所 春日村 旧今井家住宅・美濃資料館 美濃市
森の文化博物館 春日村 美濃和紙の里会館 美濃市
森の染色工房　アトリエのの 春日村 旧名鉄美濃駅 美濃市
長者の里 春日村 川湊灯台 美濃市
粕川荘 春日村 長良川ミルクパーク 美濃市
森本屋旅館 春日村 美濃和紙の里会館 美濃商工会議所
勇美屋 春日村 旧今井家住宅 美濃商工会議所
山の神　さざれ荘 春日村 うだつのある町並 美濃商工会議所
奥伊吹直売所 春日村 道の駅　平成 武儀町
虫原リゾート 春日村 道の駅「平成」 武義町商工会
民宿　辰己 春日村 八滝ウッディランド 武義町商工会
国見岳スキー場 春日村 関鍛冶伝承館 関市
長者平スキー場 春日村 フェザーミュージアム 関市
㈱タニサケ 池田町商工会 ナイフ博物館 関市
アピ㈱池田工場 池田町商工会 世界のナイフ資料館 関市
揖斐高原貝月リゾート 久瀬村商工会 世界のナイフショールーム 関市
久瀬温泉白龍の湯 久瀬村商工会 岐阜県刃物会館 関市
月夜谷ふれあいのさと 久瀬村商工会 奥長良川自然公園 関商工会議所
谷汲村観光資料館 谷汲村商工会 ふどうの森 関商工会議所
谷汲村昆虫館 谷汲村商工会 寺田川・蛍川の蛍 関商工会議所
緑地公園キャンプ場 谷汲村商工会 吉田川・関川の桜 関商工会議所
谷汲ゆり園 谷汲村商工会 関善光寺の桜・山茶花 関商工会議所
道の駅「夢さんさん谷汲」 谷汲村商工会 永昌寺のイチョウ 関商工会議所
関ヶ原マーブルクラフト 関ヶ原町 正武寺の山茶花 関商工会議所
胡麻の郷 関ヶ原町 側島八幡神社のカゴの木 関商工会議所
ふれあいショップせきがはら 関ヶ原町 松見寺の大杉 関商工会議所
花夢館 神戸町商工会 名無木 関商工会議所
ローズガーデンＧ 神戸町商工会 安桜山周辺の山道 関商工会議所
日吉神社 神戸町商工会 刃物会館から神社仏閣等の遊歩道コース 関商工会議所
ソーラーアーク太陽電池科学館「ソーラーラボ」 安八町 新長谷寺 関商工会議所
ミズノテクニクス(株) 養老町 春日神社 関商工会議所
株式会社　松永製作所 養老町 迫間不動尊 関商工会議所
養老庵工房 養老町 関善光寺 関商工会議所
養老キャンプセンター 養老町 弥勒寺 関商工会議所
南濃温泉「水晶の湯」 南濃町商工会 梅竜寺 関商工会議所
自然休養林「月見の森」 南濃町商工会 円空入定塚 関商工会議所
みかん狩り 南濃町商工会 蓮華寺 関商工会議所
ふるさと市（朝市） 南濃町商工会 古式日本刀鍛錬 関商工会議所
おちょぼさん（千代保稲荷） 平田町商工会 刀剣研磨外装技術 関商工会議所
岐阜県重要無形民族文化財　今尾の左義長 平田町商工会 塚原遺跡公園 関商工会議所
勝賀大池（へら鮒釣り） 平田町商工会 古式日本刀鍛錬打ち初め式 関商工会議所
平田公園（パターゴルフ、芝生広場） 平田町商工会 新長谷寺初観音 関商工会議所
道の駅　クレール平田 平田町商工会 迫間不動尊春季・秋季大祭 関商工会議所
国営木曾三川公園　木曾三川公園センター 海津町 関まつり（あんどんコンクール） 関商工会議所
国営木曾三川公園　アクアワールド水郷パークセンター 海津町 小瀬鵜飼 関商工会議所



 

産業観光資源名 回答団体 産業観光資源名 回答団体
納涼花火大会 関商工会議所 道の駅そばの郷らっせいみさと 恵那商工会議所
円空川まつり 関商工会議所 恵那峡 恵那商工会議所
九万九千日 関商工会議所 日本大正村 明智町商工会
お十七夜 関商工会議所 椛の湖農業小学校 坂下町商工会
地蔵まつり 関商工会議所 道の駅きりら坂下（手作り和菓子）（そば打体験） 坂下町商工会
刃物まつり 関商工会議所 山内酒造所(酒倉コンサート） 坂下町商工会
ふいごまつり（元重翁医慰霊祭） 関商工会議所 夕森公園 川上村
岐阜県博物館 関商工会議所 熊谷守一記念館 付知町
わかくさプラザ 関商工会議所 付知峡ひのきの家 付知町
関市文化会館 関商工会議所 彩明付知窯 付知町
関鍛冶伝承館 関商工会議所 博石館 蛭川村商工会
濃州関所茶屋 関商工会議所 富士通テン(株)中津川工場 中津川商工会議所
塚原遺跡公園展示館 関商工会議所 (株)アルティー 中津川商工会議所
弁慶庵 関商工会議所 市光工業(株)中津川製造所 中津川商工会議所
篠田桃紅美術空間 関商工会議所 (株)エヌ・エス・ピー 中津川商工会議所
円空館 関商工会議所 三菱電機(株)中津川製作所 中津川商工会議所
まちかどギャラリー 関商工会議所 (株)トキワ 中津川商工会議所
岐阜県百年公園 関商工会議所 (株)中央物産 中津川商工会議所
中池総合公園 関商工会議所 美濃工業(株) 中津川商工会議所
ゴルフ場 関商工会議所 はざま酒造(株) 中津川商工会議所
関の散歩道 関商工会議所 (株)サラダコスモ 中津川商工会議所
関市中池キャンプ場 関商工会議所 (株)ミツトヨ中津川工場 中津川商工会議所
フェザーミュージアム 関商工会議所 富士精密(株)中津川工場 中津川商工会議所
ナイフ博物館 関商工会議所 アツタ起業(株)中津川工場 中津川商工会議所
世界のナイフ資料館 関商工会議所 中日岐阜オフセット(株)東濃工場 中津川商工会議所
工場見学 関商工会議所 中津川観光公園「いが栗の里」 中津川商工会議所
岐阜県刃物会館 関商工会議所 日本土鈴館 白鳥町商工会
平成記念公園日本昭和村 美濃加茂市 美人の湯しろとり 白鳥町商工会
みのかも文化の森 美濃加茂市 味の里　奥美濃しろとり 白鳥町商工会
御代桜醸造(株) 美濃加茂市 布屋　原酒造場 白鳥町商工会
八尋産業(株) 美濃加茂市 下呂温泉　合掌村 下呂市
パジェロ製造(株) 坂祝町 下呂発温泉博物館 下呂市
ヤングビーナス薬品工業(株) 坂祝町 まるかりの里・久野川 下呂市
富加町郷土資料館 富加町 南飛騨健康道場 下呂市
松井屋酒造　資料館 富加町 観光ヤナ 下呂市
杉原千畝記念館 八百津町 ます釣り場 下呂市
旧八百津発電所資料館 八百津町 水辺の館 下呂市
八百津の町並み 八百津町 高木酒造 下呂市
物産館　ロックタウンプラザ 七宗町 天領酒造 下呂市
日本最古の石博物館 七宗町商工会 栃本農園 下呂市
道の駅　ロックガーデン七宗 七宗町商工会 中川原キャンプ場 下呂町商工会
（有）しいたけブラザーズ 川辺町 湯屋温泉 下呂町商工会
ささゆりクリーンパーク「わくわく体験館」 可児市 小阪町郷土館 下呂町商工会
荒川豊蔵資料館 可児商工会議所 飛騨小牧サイクリングロード　7.6ｋｍ 下呂町商工会
可児市郷土歴史資料館 可児商工会議所 飛騨小牧ウッディランド　ふれあいの森 下呂町商工会
笹ゆりクリンパーク 可児商工会議所 小阪淡水魚養殖漁業協同組合　ますつり場 下呂町商工会
花フェスタ記念公園 可児商工会議所 濁河温泉スキー場 下呂町商工会
美濃陶磁歴史館 土岐市 御獄登山・濁河温泉露天風呂 下呂町商工会
美濃焼伝統産業会館 土岐市 飛騨小牧物産センターいちよう 小坂町商工会
道の駅「土岐美濃焼街道」どんぶり会館 土岐市 岐阜圏の名水50選　麝香清水 小坂町商工会
道の駅　志野・織部 土岐市 住林産製菓社・薬草林 小坂町商工会
織部の里公園 土岐市 県指定天然記念物　古子の紅梅 小坂町商工会
陶とう庵 土岐市 県指定天然記念物　吉原の桜 小坂町商工会
郷土物産陳列所 土岐市 大ヒノキ　天保林 小坂町商工会
下石窯元館 土岐市 道の駅　南飛騨小牧はなもも 小坂町商工会
窯どこ「しょうれんじ」 土岐市 常設カヌー公園（競技場） 小坂町商工会
笠原町総合展示場 笠原町商工会 がんだて公園・三ツ滝遊歩道 小坂町商工会
瑞浪陶磁資料館 瑞浪市 日本100選　根尾の滝　滝見遊歩道 小坂町商工会
始祿文化村 瑞浪市 巌立峡ひめしやがの湯 小坂町商工会
世界一の美濃焼こま犬 瑞浪市 小黒川ますつり場・ドライブイン平ヶ氏原 小坂町商工会
世界一の｢豊穣の壺」 瑞浪市 下島温泉、濁河温泉 小坂町商工会
世界一の大皿「端祥」 瑞浪市 MIBOROダムサイドパーク御母衣電力館 白川村
瑞浪陶磁器会館 瑞浪市 旧遠山家民族館 白川村
絵付けの里　陶窯 瑞浪市 平瀬温泉センター（仮称、建設中） 白川村
琵琶陶房 瑞浪市 大白川露天風呂 白川村
そばの郷らっせいみさと 恵那市 大白川野営場 白川村
山岡町陶業文化センター 恵那市 ひらせ温泉キャンプサイト 白川村
チャレンジハウス　創手味亭 恵那市 白川郷平瀬温泉白弓スキー場 白川村
中山道広重美術館 恵那商工会議所 トヨタ白川郷自然学校 白川村
中山道ひし屋資料館 恵那商工会議所 白山スーパー林道 白川村
横井照子ひなざし美術館 恵那商工会議所 合掌造り民家園 白川村
銀しゃり本舗森の食卓 恵那商工会議所 白川郷ふるさと体験館（そば道場） 白川村
恵那寿や 恵那商工会議所 元気な野菜館 白川村
恵那峡山菜園 恵那商工会議所 ホムラ美術館 白川村



 

産業観光資源名 回答団体 産業観光資源名 回答団体
どぶろく祭りの館 白川村 飛騨の匠文化館 飛騨市
合掌造り生活資料館 白川村 アートインふれ愛館 飛騨市
明善寺郷土館 白川村 ぬく森の湯すぱーふる 飛騨市
長瀬家 白川村 ガラス美術館　駒 飛騨市
神田家 白川村 黒内果樹園 飛騨市
和田家 白川村 味処　古川 飛騨市
じ・ば工房 白川村 天生県立自然公園（紅葉の名所・湿原） 飛騨市
合掌ミュージアム 白川村 いなか工芸館 飛騨市
ふるさと公園パスカル清見 清見村 Yu・Ｍｅハウス（ふぐ料理） 飛騨市
すのまたふるさと学校 清見村 YUYUハウス（貸別荘） 飛騨市
星人学校 清見村 アスク山王（貸別荘） 飛騨市
森林公園おおくら滝 清見村 なかんじょ川（総合野外体験施設） 飛騨市
おっぱら自然体験センター 清見村 飛騨かわいスキー場 飛騨市
道の駅ななもり清見 清見村 まんがサミットハウス 飛騨市
飛騨せせらぎ街道 清見村 おんりー湯 飛騨市
赤かぶの里(漬物工場） 丹生川村 白木ヶ峰スキー場 飛騨市
らーめん工場見学 丹生川村商工会 ナチュールみやがわ 飛騨市
飛騨高山思い出体験館 高山市 杉原観光ヤナ 飛騨市
飛騨高山暮しのギャラリー 高山市 ニコイ高原・池ヶ原湿原 飛騨市
平野の家具館 高山市 棚田と板倉 飛騨市
日進木工ショールーム 高山市 星の駅　宙ドーム神岡 飛騨市
匠館 高山市 高原郷土館 飛騨市
飛騨高山春慶会館 高山市 がおろの道（散策道） 飛騨市
酒蔵めぐり 高山市 藤波八丁遊歩道 飛騨市
（宗）桜山八幡神社高山展望会館 高山商工会議所 飛騨春慶館 飛騨市
平田記念館 高山商工会議所 割石温泉 飛騨市
（有）日下部民藝館 高山商工会議所 飛騨神岡祭 飛騨市
飛騨民族考古館 高山商工会議所 奥飛騨山之村キャンプ場 飛騨市
獅子会館 高山商工会議所 山之村キャンプ場 飛騨市
飛騨物産㈱飛騨高山春慶会館 高山商工会議所 夕顔の駅 飛騨市
古島家住宅 高山商工会議所 流葉温泉Ｍプラザ 飛騨市
㈱蛙印籠美術館 高山商工会議所 流葉オートキャンプ場 飛騨市
夢工場飛騨 高山商工会議所 飛騨流葉カントリーウォーク 飛騨市
㈱高山ランド 高山商工会議所 スターシュプール緑風リゾートひだ流葉 飛騨市
㈱ウッドビル 高山商工会議所 山中工房 河合村商工会
光記念館 高山商工会議所 ナガセスッポン養殖場 上宝村
飛騨高山美術館 高山商工会議所 奥飛騨クマ牧場 上宝村
飛騨古川祭 飛騨市 昔ばなしの里 上宝村
三寺まいり 飛騨市 奥飛騨さぼう塾 上宝村
きつね火まつり 飛騨市 新穂高ビジターセンター「山楽館」 上宝村
瀬戸川と白壁土蔵（町並み） 飛騨市 ふるさと歴史館 上宝村
数河獅子 飛騨市 平湯大滝公園 上宝村
起し太鼓の里（まつり会館） 飛騨市

三重県

産業観光資源名 所在地 産業観光資源名 所在地
朝日町教育文化施設 朝日町 伊藤酒蔵　慕蔵（ＢＯＫＵＲＡ） 四日市市
川越電力館テラ４６ 川越町 味の素（株）東海事務所 四日市市
（財）三重北勢地域地場産業振興センター 四日市市 四日市市立博物館 四日市市
ばんこの里会館 四日市市 秤乃館 四日市市
きゅうす工房みたき 四日市市 四郷郷土資料館 四日市市
ギャラリー萬古舎 四日市市 四日市市立博物館 四日市商工会議所
クラフトエム 四日市市 四日市港ポートビル 四日市商工会議所
光風窯（こうふうがま） 四日市市 ばんこの里会館 四日市商工会議所
酔月窯　山の陶房 四日市市 ふれあい牧場 四日市商工会議所
清宝窯（寿づか窯） 四日市市 四郷郷土資料館 四日市商工会議所
セラミックサウンド・ギャラリー 四日市市 秤の館 四日市商工会議所
紫光窯 四日市市 潮吹き防波堤 四日市商工会議所
有限会社　三位陶宛 四日市市 末広橋梁 四日市商工会議所
（財）国際環境技術移転研究センター（ＩＣＥＴＴ） 四日市市 水沢茶農協協同組合 四日市商工会議所
四日市市コンピュータミュージアム 四日市市 鈴鹿市伝統産業会館 鈴鹿市
茶業振興センター 四日市市 伊勢型紙資料館 鈴鹿市
泗翠庵 四日市市 稲生民俗資料館 鈴鹿市
四日市港ポートビル 四日市市 庄野宿資料館 鈴鹿市
末広橋梁 四日市市 ㈱フジクラ　鈴鹿事業所 鈴鹿商工会議所
潮吹き防波堤 四日市市 味の素ゼネラルフーヅ㈱　鈴鹿工場 鈴鹿商工会議所
臨港橋 四日市市 旭化成ライフ＆リビング㈱　鈴鹿工場 鈴鹿商工会議所
富洲原魚類共同販売所 四日市市 本田技研工業㈱　鈴鹿製作所 鈴鹿商工会議所
四日市港遊覧船「いなば２」 四日市市 清水醸造㈱ 鈴鹿商工会議所
ふれあい牧場 四日市市 住友電装㈱　鈴鹿製作所 鈴鹿商工会議所
伊坂ダムサイクルパーク 四日市市 ㈱ケーブルネット鈴鹿 鈴鹿商工会議所



 

産業観光資源名 所在地 産業観光資源名 所在地
マリーナ河芸 河芸町 小津安二郎　青春館 松阪商工会議所
上野本城山青少年公園 河芸町 寸庵 松阪商工会議所
美里ふるさと資料館 美里村 いつきのみや歴史体験館 明和町
津市水道資料館 津商工会議所 斎宮歴史博物館 明和町
石水博物館 津商工会議所 大海海岸キャンプ場 明和町
唐人さんの家 津商工会議所 元丈の館 勢和村
谷川土清旧宅 津商工会議所 ふれあいの館 勢和村
津市御殿場海岸浜州 津商工会議所 水と土と緑の保全広場 勢和村
観光事業協同組合（潮干狩り） 津商工会議所 夫婦岩 二見町
井村屋製菓（株） 津商工会議所 二見興玉神社 二見町
臼井織布（株） 津商工会議所 濱日館 二見町
香良洲町歴史資料館 香良洲町商工会 民話の駅　蘇民 二見町
トステム(株) 久居市 EDO　WONDERLAND ISE 伊勢・安土桃山文化村 二見町
(株)おやつカンパニー 久居市 二見プラザ・二見シーパラダイス 二見町
(株)油正 久居市 マコンデ美術館 二見町
伊賀くみひもセンター 上野商工会議所 音無山公園 二見町
平井組組紐展示館 上野商工会議所 二見浦海水浴場 二見町
廣澤徳三郎商店 上野商工会議所 池の浦釣り筏 二見町
大内窯 上野商工会議所 御塩殿神社・御塩浜 二見町
伊賀焼の店（前川） 上野商工会議所 神宮公園 二見町
伊賀焼本荘 上野商工会議所 大江寺 二見町
玉仙陶房 上野商工会議所 伊勢手づくりかまぼこ工房 伊勢市
村井萬香園 上野商工会議所 伊勢和紙館 伊勢市
まちかど博物館 上野商工会議所 ゴーリキ　マリンビレッジ 伊勢市
伊賀越　銀座店・天然蔵工場店 上野商工会議所 伊勢河崎商人館 伊勢市
宮崎屋 上野商工会議所 伊勢まちかど博物館 伊勢市
伊賀の酒蔵 上野商工会議所 鳥羽水族館 鳥羽市
メナード青山リゾート 青山町商工会 ミキモト真珠島 鳥羽市
リゾートパラデュー夢 青山町商工会 志摩マリンレジャーイルカ島 鳥羽市
初瀬街道　阿保の宿 青山町商工会 志摩マリンレジャー鳥羽湾めぐり遊覧船 鳥羽市
道の駅　美杉 美杉村 海の博物館 鳥羽市
スカイランド　おおばら 美杉村 鳥羽カントリークラブ 鳥羽市
美杉ふるさと資料館 美杉村 パールロード 鳥羽市
フットパーク美杉 美杉村 鳥羽展望台 鳥羽市
ごんぼ会館 美杉村 伊勢志摩スカイライン 鳥羽市
レークサイド君ケ野 美杉村 伊勢湾フェリー 鳥羽市
火の谷　ビール工場 美杉村 市営安楽島海水浴場 鳥羽市
城山クラインガルテン 美杉村 千鳥が浜海水浴場 鳥羽市
オフロードランド美杉 美杉村 鳥羽白浜海水浴場 鳥羽市
清流の里　ぬくみ 美杉村 国崎海水浴場 鳥羽市
ヒストリーパーク　塚原 美杉村 サンビーチ桃取 鳥羽市
美杉リゾート　ホテルアネックス 美杉村商工会 和具サンシャインビーチ 鳥羽市
そば道場　清貧庵 美杉村商工会 イルカ島日向浜海水浴場 鳥羽市
魚末アマゴセンター 美杉村商工会 鳥羽小涌園海水浴場 鳥羽市
(有)大吉 美杉村商工会 鳥羽ビジターセンター 鳥羽市
本居宣長記念館・鈴屋 松阪市 千賀フィッシングパーク 鳥羽市
松阪商人の館 松阪市 島の旅社 鳥羽市
歴史民俗資料館 松阪市 歴史文化ガイドセンター 鳥羽市
松阪もめん手織りセンター 松阪市 鳥羽みなとまち文学館 鳥羽市
御城番屋敷 松阪市 アスピア玉城 玉城町
みえこどもの城 松阪市 玉城ふれあい農園 玉城町
松阪市文化財センター 松阪市 カキ養殖 磯部町商工会
松阪市森林公園 松阪市 各種ゆり栽培 磯部町商工会
高須町公園オートキャンプ場 松阪市 真珠養殖工程 阿児町商工会
うきさとむら 松阪市 海女小屋体験 阿児町商工会
小津安二郎青春館 松阪市 水族館裏方見学 阿児町商工会
松阪農業公園ベルファーム 松阪市 安東人形芝居小屋見学・体験 阿児町商工会
三重エスカルゴ 松阪市 五ヶ所湾　きらりふれあいの会 南勢町
松阪市嬉野考古館 松阪市 sun!3!サンデーふれあい市 南勢町
松浦武四郎記念館 松阪市 伊勢現代美術館 南勢町
リバーサイド茶倉 松阪市 愛洲の館 南勢町
道の駅「茶倉駅」 松阪市 マリンパーク　くまの灘 南勢町
松阪市飯南和紙和牛センター 松阪市 海ぼうず 南勢町
道の駅「飯高駅」　香肌峡温泉いいたかの湯 松阪市 グリーンパーク大内山 大内山村
つつじの里荒滝 松阪市 大内山酪農　農業協同組合 大内山村
奥香肌峡林間キャンプ場 松阪市 度会町郷土資料館 度会町
香肌峡温泉ホテルスメール 松阪市 ＫＦＣ 南島町商工会
月出の里 松阪市 キャンプinn海山 海山町
グリーンライフ山林舎 松阪市 海山物産㈱ 海山町
グリーンライフやまびこ 松阪市



（２）産業観光への取り組み 
 ①市町村における産業観光への取り組み 

  市町村においては、各地の産業観光資源の状況や、地域の産業特性に応じて、さまざ

まな取り組みが見られた。大別すれば下記のとおり４つに分類される。 
  
 Ａ．産業観光施設を核としたまち歩きエリア整備 
  瀬戸市の｢せとまるっとミュージアム｣や、高浜市の｢鬼のみち｣、関市の｢フィールドミ

ュージアム｣など、代表的な産業観光施設を核拠点として、地域内を周遊する散歩道コー

スを整備したり、オブジェの配置などにより地域の観光エリアとしての魅力増進を図って

いるケースである。核拠点を中心に地域資源を活かしたネットワークにより地域の魅力を

ＰＲする方策などもとられている。 
 
Ｂ．具体的な支援による産業観光振興 

  四日市市の事例のように、工場、施設を一般に開放する事業に対し、一定の補助制度

を設け支援するものが見られる。これらによって、地域の産業文化が公開されるとともに、

産業観光資源としての魅力増進につながり、公開されることによって従業員の意識も高ま

るなど、様々な効果をもたらしている。 
 
Ｃ．官民一体となった産業観光に対する勉強会、協議会の立ち上げ 

  現状では、産業観光を観光素材として利用できていない地域においても、産業資源や

産業文化を活用して誘客しようという動きが見られる。特に、｢産業｣資源であることから、

民間の協力は不可欠であり、官民一体となった協力体制がとられている。 
  
 Ｄ．農山村地域における第１次産業資源を活かした取り組み 
  産業観光の範囲を、第１次産業まで広げた場合には、農山村地域における農産物など

を活かしたドライブイン、特産品製造販売、直産市開催などへの取り組みが多く見られる。

また、グリーンツーリズムなど、体験ツアーなどを実施することによる観光客誘致活動も

各地で取り組まれている。 
  
 
 
 
 
 
 
 



図表 市町村における産業観光への取り組み 

 

 

主な産業観光への取り組み

清洲町
観光客を誘致し、観光事業の振興を図り、地域文化の向上と産業経済の発展等に取り組んでい
る。

一色町 HP等での情報提供。情報PR活動。

瀬戸市 せと・まるっとミュージアム、瀬戸ミュージアム会館

知多市
知多市観光協会パンフレットの中でダイジェストコースを設定し、各施設をコースの中に組み入れ
ている。

美浜町 都市と農村の交流

西尾市
当市は、抹茶の原料であるてん茶生産日本一を誇っており、３店舗にて無料で工場見学を行って
いる。店によっては無料でお抹茶の試飲ができる。

高浜市
三州瓦の中心産地という特徴を生かし、「かわら美術館」の設置、運営や様々な鬼瓦、飾り瓦を
見ながら散策を楽しめる「鬼みち」を整備した。

旭町 農業体験型観光ツアーの実施

稲武町
稲武山里体験推進協議会を設置し、農林水産業体験、郷土料理体験、自然観察等体験観光を
推進。

豊田市
地域再生計画「産業観光資源を活用した地域づくり」計画の特定地域PTに参画し、ワーキング等
を実施する予定である。

蒲郡市
現在、繊維関連で手織の体験等進められているが、さらに協力企業の呼びかけ等検討してい
る。

豊橋市
市臨海整備課に事務局がある国際自動車コンプレックス推進協議会が、（社）東三河地域研究セ
ンターと共同で「三河港自動車港湾シンポジウム」を2005年２月に開催。

渥美町 特産品を使ったメロン狩り、イチゴ狩、潮干狩りなどの体験物

豊根村 観光施設を利用した体験メニューや特産品の販売

大垣市 観光パンフレットにて紹介している

山県市
官民が一体となり観光産業の育成と地域振興を目指す。山県市が誕生して１年、合併したお互
いの町を知ろうと「リ・ふれっ旬やまがたツアー」を実施。モニターを公募し山県市の魅力について
検討。

関市
刃物の町｢関市」として、刃物の歴史と概要を学ぶ関鍛冶伝承館を中心としたフィールドミュージ
アムを設定。エリア内には、フェザーミュージアムや刃物会館がある。

美濃市
美濃和紙の産地であり、江戸時代の和紙問屋など商家町であったことなどの特色を活かした取
り組みをすすめている。

多治見市
「オリベストリート構想」を発表し、それにのっとったまちづくりを実施してきた。「ビジターズ産業振
興協議会」を発足させ、研修会を開催し、来春にはイベントを予定している。

土岐市
これまでの行政主導型の施設づくりではなく、生産組合や卸組合など様々な団体、市民との連携
による取り組み、イベント開催による一過性観光形態に加え、通年型観光形態への取り組み、転
換を図っている。

清見村
豊かな地域資源を利用した体験を主とし、都市と農村との交流を推進することにより地域活性化
を図っている。

春日村
本村が固有する自然と、自然の中で育んできた歴史、生活や文化、太鼓踊りなどの有形無形の
文化遺産を観光資源として利用し、同時に地域の産業との連携を密にして観光行政を進める。

国府町 グリーンツーリズムを推進。検討委員をもうけて調査等を行っているが具体的に活動している。

朝日村
農山村の資源（田んぼ、畑、川魚、漁等）を活かした体験ツアーや野菜のオーナー制度などを
行っている。

四日市市
萬古焼工場及びギャラリーと共同して、萬古焼の製作工程見学及び製作体験ができる「四日市
萬古焼工場見学コース」を設定し、産業観光を推進。また、見学コース等設備費用の一部につい
て補助金交付を実施。

鈴鹿市 伝統産業　伊勢形紙・鈴鹿墨の各団体が実施する事業への補助

河芸町 補助金の助成

勢和村
村民、地域の産業、近隣市町村との連携により、地域ぐるみで取り組む観光ネットワークを進め
る。

南勢町 朝市による地場産品の販売と農業漁業等体験の受入れによる産業振興を実施

大内山村
村内にある宿泊施設「グリーンパーク大内山」では従来からの宿泊、飲食業に加え、豊かな自然
環境をフルに活用した様々な体験や学習プランを用意。

玉城町
玉城弘法温泉を核としたアスピア玉城（約１０ha）を整備し、地元で作られた農産物の販売、レスト
ラン、体験等を行っている。炭焼き体験も。
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②商工会議所・商工会における産業観光への取り組み 
  商工会議所においては、名古屋商工会議所のように、全国からも注目される産業観光

推進を実施している地域もあるが、全体としては、産業観光への取り組みは緒についた

といったところが多く、今後、本格的な取り組みとなることが期待される。特に産業観

光においては、地元経済界が担い手・受け皿となることから、商工会議所、商工会の主

体的な参画が不可欠である。 
また、地域によっては産業観光への取り組みに動いたものの、推進が滞っているケー

スも見られることから、中長期的な視点を持つなど継続性のある取り組みとなるような

工夫が必要である。 
  

図表 商工会議所・商工会における産業観光への取り組み 

主な産業観光への取り組み
名古屋商工会議所 24の産業観光施設代表と行政・観光団体との懇談会を年4回定期開催

有松商工会
有松桶狭間観光振興協議会を平成１６年１１月１日設立し,「産業観光」「街道観光」
「都市観光」の観光振興を推進する

津島商工会議所
新しい土産品等開発（H１５）、国の認定を受けた「地域再生計画」に伴う特定地域
プロジェクトチーム会議（観光戦略の検討、H１６）

東海商工会議所
市、会議所、観光協会と東海市内の小中学生と親を対象に「親子産業観光」を一
昨年から実施中

東浦町商工会 公的団体及び会員企業推薦の企業に見学のあっせんを行う
豊浜商工会 各種団体と産業観光への取組みについての勉強会、検討会の開催

豊田商工会議所
産業観光を目指してはいないが､万博をターゲットに豊田市内外の住民に”豊田・
加茂地域”の観光資源などを再認識・再確認していただく「観光資源ＰＲ部会」を設
置し「とよたshuん」を季節発刊

足助町商工会 中心市街地活性化のため積極的に協力
吉良商工会 地域観光資源の紹介、利用促進を積極的に推進
額田町商工会 観光協会と連携して交流人口の増大に努めている
蒲郡商工会議所 今後３ヶ年の重点事業に、産業観光への取り組みが入っている
大垣商工会議所 交流産業委員会を設け､積極的な事業展開

白鳥町商工会
奥美濃ご当地カレープロジェクト　奥美濃の郡上みそを使用したオリジナルカレー
の商品開発を郡上７商工会で研究中、近くプレスリリース予定

蛭川村商工会 ｢石」を使い、石の里づくりを目指している

美濃商工会議所
美濃町家回廊と銘打ったイベントを季節毎に実施し､交流人口･滞留時間の増加を
目指している。また、美濃和紙あかりアート展に積極的に参加

関商工会議所 豊かで楽しい中濃地域づくり勉強会を開催し、現在ワーキングチームとして活動中

中津川商工会議所

モノづくり中心の中津川の企業、市内主要博物館・資料館、文化財等を含めた施
設、中津川市の主要施設、産業振興に役立つ箇所を会員はじめ一般市民、更に
は交流人口の増加を視野に入れ推進していきたいとの考えから、平成１１年度に
「産業観光振興」を打ち出した。それに伴い、市内企業の見学できる産業施設の一
覧表及び見学ルート等を作成するため、市内主要企業へのアンケート調査を行い
その準備に取り掛かったが、諸般の事情によりその段階で止まってしまっているの
が現状。なお現在は、会議所内に設置する「文化観光委員会」のなかで、産業と観
光についても取り組んでいる。

四日市商工会議所
今年度４月より、会員企業へ産業観光のパンフレット作りの為に工場見学可能な
企業へのアンケート調査を行い､産業観光モデルコースワーキング会（地元の旅行
会社、交通機関、市、観光協会等のメンバーで構成）にて検討を重ねている

鈴鹿商工会議所
市内に立地する企業の工場見学をからめての観光コースの策定を観光集客特別
委員会を設置し、協議中

鳥羽商工会議所 鳥羽エコミュージアム事業

青山町商工会
小規模企業支援補助金を得て、体験工房、特産品開発・販路開拓等に取り組んだ
他､「伊賀の蔵ひらき事業」にも参画連携して、町並みピーアールと集客にも努めて
いる。
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（３）観光連携への取り組み 
 ①市町村における観光連携の取り組み 

  市町村における観光連携の取り組みについては、パンフレット制作などによる共同Ｐ

Ｒが主となっているが、イベント開催、相互交流の実施も多くの連携組織において行な

われている。また、県域を超えた広域連携については、多くは隣接する地域間の連携で

あるが、陶磁器産地による連携のように共通資源を活かした取り組みも見られる。 

【※活動内容】
１．パンフレット制作　／２．共同ＰＲ　／３．イベント開催　／４．相互交流の実施　／５．その他

愛知県
連携組織名 事務局 活動内容

名古屋圏観光宣伝協議会 名古屋観光コンベンションビューロー 1,2
おもてなし愛知大型観光キャンペーン実施協議会 （社）愛知県観光協会内 2,3
愛知・名古屋修学旅行誘致促進協議会 （社）愛知県観光協会内 2,3
愛知県東三河広域観光協議会 豊橋観光コンベンション協会 1,2,3,4
奥三河開発協議会 豊橋鉄道 1,2,3
観光地市町村長連絡協議会 犬山市 2,3
北三河観光推進協議会 下山村観光協会 1,3,4
中部国際空港を核とする知多半島観光再生計画プロジェクト 知多事務所 5（ワーキングチームにて検討中）

豊川･奥三河観光キャンペーン会議 豊川市 1,2
西三河観光宣伝協議会 三好町 1,2,4
幡豆三町観光事務連絡協議会 一色町、吉良町、幡豆町持ち回り 2,3
東三河広域観光協議会 豊橋観光コンベンション協会 1
三河湾国定公園協議会 蒲郡市 1,2
三河湾国定公園協議会渥美支部 渥美町 1
三河湾国定公園協議会蒲郡支部 蒲郡商工会議所 1,5（視察事業）
三河湾国定公園協議会知多支部 南知多町 1,2
三河湾周遊観光協議会 JR東海 1

岐阜県
連携組織名 事務局 活動内容
「日本歴史街道」美濃・中山道連合 美濃加茂市 1,3,4
可茂広域事務組合観光部門 美濃加茂市 1,2,3
岐阜・下呂・郡上観光宣伝協議会 岐阜市（Ｈ１６） 2
岐阜県恵那市岩村町とのふるさと交流 なし 4
岐阜県観光連盟 （社）岐阜県観光連盟 2
最古街道連合 七宗町 1,2
（社）奥飛騨温泉郷観光協会 （未記入） 1,2,3
セントレア連携・活用岐阜圏域推進協議会 岐阜地域振興局 1,2
東濃観光連盟 多治見市観光協会（Ｈ１６） 1,2,3,4
西美濃・北伊勢観光サミット 大垣商工観光課 1,2,3
西美濃広域観光推進協議会 大垣市 1,2,3,4
日本最古街道連合 岐阜県七宗町 1,2,3
東美濃観光連盟 多治見市観光協会 1,2
東美濃広域観光ネットワーク会議 中津川・恵那広域行政事務組合 1,2,3,4
東美濃高原観光連盟 恵那市観光協会（Ｈ１６） 1,2,3,4
飛騨・木曽川国定公園連絡協議会 各務原市 1,2
飛騨観光宣伝協議会 JR東海 1,2
飛騨木曽川国定公園連絡協議会 各務原市 1,2
飛騨高山・国際観光モデル地区整備推進協議会 高山市 1,2
美濃中山道連合 美濃加茂市 1,2
美濃ミュージアム街道協議会 岐阜県 1,2
民俗街道連合 高山市役所 1,2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三重県
連携組織名 事務局 活動内容
北伊勢広域観光推進協議会 菰野町 1,2,4
歴史街道推進協議会 歴史街道推進協議会 1,2,3
東大和西三重観光連盟 名張市 1,2,3,4
奥一志青山高原観光振興協議会 久居市 1,2,3,4

室生赤目青山国定公園協議会
奈良県生活環境部国政保全課自然環
境係

1

伊勢二見鳥羽観光宣伝協議会 伊勢市 2
伊勢熊野観光連絡協議会 伊勢市 2
伊勢志摩国立公園協会 伊勢志摩国立公園協会 2,3
東紀州広域観光協会推進協議会 熊野市 3,4
広域連携
連携組織名 事務局 活動内容
西美濃・北伊勢観光サミット 大垣商工観光課 1,2,3
東海環状都市地域交流連携推進協議会 豊田市 1,2
美濃ミュージアム街道協議会 岐阜県 1,2
北近江・西美濃地域ふれあい協議会 大垣市 1,2,3,4
東海地区外国人観光客誘致促進協議会 岐阜県 1
やきもの産地交流連携推進協議会 四日市市（今年度） 4
日本ライン広域観光推進協議会 犬山市 1,2,4
飛騨木曽川国定公園連絡協議会 各務原市 4
「日本歴史街道」美濃・中山道連合 美濃加茂市 1,3,4
日本最古街道連合 岐阜県七宗町 1,2,3
可茂広域事務組合観光部門 岐阜県美濃加茂市 1,2,3
環白山広域観光推進協議会 石川県 1,2
飛騨観光宣伝協議会 JR東海 1,2
飛騨高山・国際観光モデル地区整備推進協議会 高山市 1,2
飛越峡観光協会 五箇山観光協会 1,4
中京圏国際観光交流促進協議会 中部運輸局 2,3
三遠南信・伊勢志摩広域観光連絡協議会 豊橋観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 1,2



②商工会議所・商工会における観光連携の取り組み 
  商工会議所・商工会における観光連携の取り組みについても、ほぼ市町村と同様にパ

ンフレット制作などによる共同ＰＲが主となっているが、名古屋商工会議所や四日市商

工会議所などのように産業観光に特化した活動も見られる。 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【※活動内容】
１．パンフレット制作　／２．共同ＰＲ　／３．イベント開催　／４．相互交流の実施　／５．その他
愛知県
連携組織名 事務局 活動内容
産業観光推進委員会 名古屋商工会議所 4
有松桶狭間観光振興協議会 有松紋商工協同組合 1,2,3,4
知多北部広域懇談会 大府商工会議所 1,2,4
観光地市町村長連絡協議会 犬山市 2,3
三河湾周遊観光協議会 JR東海 1
三河湾国定公園協議会 蒲郡市 1,2,4,HP公開
三河湾国定公園協議会　知多支部 南知多町 1,2
三河湾国定公園協議会　蒲郡支部 蒲郡市 1,2
西三河交流推進協議会 豊田商工会議所 1,5（HP立ち上げ）
西三河観光宣伝協議会 三好町観光協会 1,2
北三河観光連絡協議会 足助町 1,2
東三河広域観光協議会 豊橋コンベンション協会 1,2
豊川･奥三河観光キャンペーン会議 豊川市 1,2
愛知県東三河広域観光協議会 豊橋商工会議所 1,2,5（CD作成）

岐阜県
連携組織名 事務局 活動内容
西美濃広域観光推進協議会 大垣商工観光課 1,2
揖斐関ヶ原養老国定公園協会 岐阜県 5（施設整備）

三重県
連携組織名 事務局 活動内容
北伊勢広域観光推進協議会 菰野町観光商工課 1,2,4
東大和西三重観光連盟 名張市 1,2,3,4
奥一志青山高原観光振興協議会 久居市 1,2,3,4
東紀州広域観光協会推進協議会 熊野市 3,4

伊勢志摩観光コンベンション機構

伊勢志摩経済サミット 伊勢商工会議所 2

コンベンション・サポートネットワーク
四日市観光協会（窓口）、四日市
市、四日市商工会議所

1,2,4

産業観光モデルコースワーキング会 四日市商工会議所商工振興課 1,2,4
パールロード無料化記念実行委員会 鳥羽市／磯部町実行委員会 2,3
おいしい秋志摩しようキャンペーン推進協 観光協会 2,3
伊勢鳥羽志摩健康サービス推進協 鳥羽商工会議所 5（健康サービス）

県域を超えた連携
連携組織名 事務局 活動内容
東海環状都市地域連携交流推進協議会 豊田市役所総会企画部企画議 2,3,4
中部の観光を考える百人委員会 日本観光協会中部支部 1,2
西美濃・北伊勢観光サミット 大垣商工観光課 1,2,3
東海地区外国人観光客誘致促進協議会 愛知県観光交流課 4
日本ライン広域観光推進協議会 犬山事務所 2,3,4
北アルプスゴールデンルート連携推進部会 （財）北陸経済研究所 1,3

木曽三川流域町村商工会協議会 長島町商工会、海津町商工会 2,4



③各地におけるボランティアガイド 
  市町村へのアンケートにおいて把握できたボランティアガイドは以下のとおりである。

主に地域全体のガイドを行なう地域ボランティアと、施設専属でボランティアを行なう

施設ボランティアとに二分される。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県
市町村名 ボランティア組織・団体名
江南市 江南市歴史ガイドの会
瀬戸市 瀬戸市観光ボランティア
瀬戸市 瀬戸市おもてなしボランティア
七宝町 七宝焼アートヴィレッジボランティア
津島市 対馬ガイドボランティア
知立市 知立市観光ガイドボランティアの会
知多市 岡田ガイドホランティア
南知多町 南知多町観光ボランティアガイド
常滑市 常滑案内人の会
常滑市 大野コミュニティ
西尾市 西尾市観光ボランティア
蒲郡市 蒲郡市観光ボランティアガイドの会
豊川市 豊川市観光ボランティアガイド
刈谷市 刈谷市ふるさとガイド　ボランティアの会
高浜市 鬼みち案内人の会
岡崎市 おかざきの観光ガイド
吉良町 きらあないびとの会
豊田市 松平郷ふるさとづくり委員会
足助町 足助町観光ボランティアガイド
設楽町 奥三河ふるさとガイド
新城市 奥三河ふるさとガイド
豊橋市 豊橋観光ボランティアガイド
田原市 ふるさとボランティアガイド　たはらの風
岐阜県
市町村名 ボランティア組織・団体名
関ヶ原町 関ヶ原街角案内ボランティア協会
大垣市 ふるさと大垣案内の会
関市 せきガイドグループ
多治見市 多治見観光ボランティア（任意団体）
土岐市 土岐市観光ガイドの会
羽島市 羽島観光ボランティアガイド
八百津町 八百津町シルバー人財センター（八百津町観光ボランティアガイド「やおつ案内
美濃市 町並みボランティア
美濃加茂市 美濃加茂市観光案内ボランティア
白川村 白川郷観光案内の会
飛騨市 古川町観光案内ボランティア「夢ふるさと案内人」
丹生川村 乗鞍自然観察指導員連絡協議会
高山市 飛騨の里
高山市 高山陣屋
高山市 飛騨高山シルバー観光ガイド（有料）
下呂市 下呂温泉ほのぼのガイドの会
恵那市 中山道かたりべの会
三重県
市町村名 ボランティア組織・団体名
四日市市 ボランティアガイド　２名
鈴鹿市 東海道石薬師庄野宿語り部の会
美杉村 三重歴史街道　美杉語り部研究会
松阪市 松阪観光ガイドボランティア友の会
松阪市 飯南語り部の会
玉城町 玉城語り部会（ボランティアガイド）
二見町 まちづくり検討会議
勢和市 勢和の語り部の会
明和町 斎宮ガイドボランティア
鳥羽市 鳥羽ガイドボランティアの会
鳥羽市 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
伊勢市 伊勢市観光協会
伊勢市 伊勢河崎商人館
南勢町 南勢町ふるさと三重の語り部



３．産業観光関連施設・資源の域内外・海外への情報発信手法の検討 
 

３－１ 東海三県における産業観光情報発信手法の現状 

本調査においては、産業観光関連施設・資源を国内外にアピールする際に効果的な手法

について検討を行うこととしている。このため、東海三県における既存のパンフレット、

冊子、ホームページ等を収集し、産業観光関連施設・資源の情報発信手法について調査を

行った。その結果、大きく分けて、以下に示す３つの類型に分類することができた。各々

のパンフレット等は、これらを組み合わせることにより、効果的な情報発信となるよう工

夫されている。 
 （１）個々の産業観光施設の魅力の紹介 

 （２）モデルコースの提示 

 （３）ストーリー（産業技術史）の提示 

 以下は、東海三県における産業観光関連施設・資源の情報発信の例である。 
 
①産業技術ネットワークミュージアム 
中部経済産業局では、明治以降における技術革新を中心に、産業技術の発展過程で展開さ

れた創意工夫等を体系的に整理、ストーリー化したコンテンツ「産業技術ネットワークミ

ュージアム」をインターネット上に公開している。５業種（自動車工業、航空宇宙工業、

工作機械工業、繊維業、窯業）について、ストーリーを用意しており、このコンテンツを

見て、興味のある企業博物館や工場等を見学（産業観光）するという、地域全体がテーマ

性のある産業技術博物館のように機能することを目指している。産業観光施設は、県別、

業種別に紹介している。 

 

 

 

 



②中部エネルギーパーク 
中部経済産業局では、エネルギー問題に関する意識喚起と理解増進を目的としたホーム

ページ「中部エネルギーパーク」を制作し公開している。視察可能なエネルギー関連産業

観光施設の紹介、エネルギー関連の産業観光モデルコースの紹介も行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③東海ひとり旅 
中部運輸局では、外国人旅行者向けガイドブック「東海ひとり旅」を発行している。外国

人がひとりで観光できることを目標として、日本語のほか、英語、中国語（簡体字）、中国

語（繁体字）、韓国語の５カ国版を制作した。この冊子の中で、「ものづくり体験」として

産業観光を紹介している。施設紹介として地域別に施設概要とアクセス方法を紹介してい

るほか、名古屋起点一泊二日のモデルコース（４コース）も掲載されている。 
 

 

 

 

④中部の観光モデルコース１７０ 
 中部の観光を考える百人委員会では、「中部の観光モデルコース１７０」（事務局：（社）

日本観光協会中部支部）を作成している。旅行商品の造成に資することを目的としたもの

であり、産業観光コースとしては、計３４コースを紹介している。 
 

 

 

 

 



⑤あいちの産業観光 Craftsmanship IN JAPAN 

愛知県では、愛知県内の産業について、繊維産業、窯業、機械産業、航空・宇宙産業、

自動車産業など１３のテーマに分類して、スライドとナレーションにより、産業の歴史や

背景等を解説するホームページ「あいちの産業観光」を公開している。ストーリーと併せ

て、関連する産業観光施設を紹介している。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥バリアフリー産業観光モデルコース集 
愛知県では、バリアフリー産業観光モデルコースのパンフレットを作成し、県内の社会

福祉協議会に配布している。モデルコースは３年間で３０コースを作成した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑦愛知県産業観光スタンプラリー 
 (社)愛知県観光協会では、県内の産業観光施設を紹介するパンフレット「２００４愛知

県産業観光スタンプラリー」を作成している。パンフレットでは、個々の産業観光施設の

概要、アクセス（交通）情報などを紹介している。スタンプラリーは、パンフレット掲出

の産業観光施設（６５箇所）を廻って、スタンプを集めた者に記念品を贈呈するものであ

り、夏休み期間中に実施した。 
 

⑧もっと素敵に～自分発見ツアーｉｎぎふ 
岐阜県では、岐阜県内の産業観光を紹介する冊子｢もっと素敵に～自分発見ツアー｣を作

成している。伝統工芸、食品工業、陶磁器産業、木工産業等、業種別に見学可能な施設や

企業をとりまとめ、紹介している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑨名古屋周辺の博物館～産業文化財を訪ねて 
産業観光推進懇談会（ＡＭＩＣ：事務局は名古屋商工会議所文化委員会）では、パンフ

レット「名古屋周辺の博物館～産業文化財を訪ねて」を発行している。産業観光推進懇談

会加盟の２４館を中心に、施設概要、アクセス（交通）情報などを紹介するとともに、地

図上に所在地を表示している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑩あいちの産業観光 

名古屋商工会議所では、多国語（日本語、英語、中国語、韓国語）同時表記のパンフレ

ット「あいちの産業観光」を発行している。産業観光推進懇談会加盟の２４館を中心に、

施設概要、アクセス（交通）情報などを掲載している。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




