
 

 

 

 

第 10 回 

｢産業観光まちづくり大賞｣決まる！！ 
 

公益社団法人日本観光振興協会(本部：東京都港区 会長 山口範雄）では、このほど、

第 10回「産業観光まちづくり大賞」の受賞団体として、下記のとおり金賞、経済産業大臣

賞、観光庁長官賞、銀賞、特別賞、奨励賞各１団体を決定いたしました。本賞の概要、及

び本年度受賞団体の概要につきましては、別紙をご覧下さい。 

なお、受賞団体の表彰式は、平成 28 年 10 月 27 日（木）、大分県日田市にて開催される

「全国産業観光フォーラム in 日田」（http://www.forum.oidehita.com/）の式典において

執り行います。 
 

＜第 10回「産業観光まちづくり大賞」受賞団体＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 産業観光まちづくり大賞は、観光による地域振興の新しい手法として注目されている「産

業観光（産業遺産や、現在稼働している工場・工房などを活用した観光）」による観光まち

づくりを実践し、他の地域の模範となる優れた事例を表彰する制度で、平成 19年度に創設

されました。産業観光に取り組む地方自治体、観光協会、商工会議所、NPO、商店街、企業 

等を対象に、幅広く募集を行い、受入側と訪問側に双方のメリットがあるビジネスモデル

になっているか、またその継続性があるかなどを主な評価の視点として審査を行いました。 
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第 10回「産業観光まちづくり大賞」について 
 

１．概要 

（１）主催 

  公益社団法人日本観光振興協会・全国産業観光推進協議会 

（２）募集対象 

  産業観光に取り組む地方自治体、観光協会、商工会議所、NPO、商店街、企業等 

（３）表彰内容 

  ・金賞 経済産業大臣賞 観光庁長官賞 

  ・銀賞 

  ・その他状況に応じ、特別賞、奨励賞等を設けることとする。 

   ※金賞、銀賞については、過去３年以内に同賞を受賞している団体は対象外とする。 

    （過去の受賞団体は、次頁「過去の受賞団体一覧」を参照） 

２．評価の視点 

＜基本ポイント 各５点 計 45点＞ 

①顧客価値 （顧客への提供手法の斬新さ・ユニークさ） 

②対象資源 （対象とする資源の固有性・希少性など） 

③編集視点 （対象とする資源をストーリーとして提供しているか） 

※観光庁長官賞選定ポイント 

④誘 客 力 （産業観光の展開により、観光客の誘致に成果をあげているか） 

⑤商 品 力 （産業資源を素材とした商品造成により、観光客の誘致に成果を上げているか） 

※経済産業大臣賞選定ポイント 

⑥事 業 性 （収益が見込める事業として展開しているか） 

⑦ビジネス創造 （新たなビジネス機会の拡大が図られているか） 

⑧国 際 性 （国際的視点や外国人観光客の誘致に向けた取り組みが図られているか） 

⑨連  携 （他地域との連携による広域的な産業観光の推進が図られているか） 

３．審査方法 

（１）審査委員による事前審査（8/22～9/2） 審査対象：全 11応募団体 

（２）審査委員会（9/16） 

４．審査委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜別紙１＞ 

役　　職 職　　名

委員長 理事長

副委員長 客員教授

委員 会長

〃 相談役

〃 代表取締役

〃 課長

〃 課長

〃 理事長

〃 副理事長

事務局 常務理事

〃 所長(公社)日本観光振興協会総合調査研究所 丁野　　 朗

(公社)日本観光振興協会 久保　成人

蔵持　京治

(公社)日本観光振興協会 中村　浩之　

志賀　典人公益財団法人日本交通公社

観光庁観光地域振興部観光資源課

所　　属 氏　　名

多摩大学大学院 望月　照彦

福川　伸次東洋大学

東海旅客鉄道株式会社 須田　　寬

株式会社　玄 政所　利子

(公社)日本観光振興協会 久保田　穣　

経済産業省商務情報政策局サービス政策課長 佐々木　啓介



＜参考 過去の受賞団体一覧＞ 

 

●第１回「産業観光まちづくり大賞」受賞団体（平成 19年度） 

  金賞  財団法人名古屋観光コンベンションビューロー 

  銀賞  釧路市 

  特別賞 宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会 

 

●第２回「産業観光まちづくり大賞」受賞団体（平成 20年度） 

  金賞  財団法人浜松観光コンベンションビューロー 

  銀賞  川崎産業観光振興協議会  ＮＰO法人いくのライブミュージアム 

  特別賞 栗原市 

 

●第３回「産業観光まちづくり大賞」受賞団体（平成 21年度） 

  金賞  北九州市 

  銀賞  函館市  益子アートウォーク実行委員会 

  特別賞 横須賀市・横須賀集客促進実行委員会・株式会社トライアングル 

      ＹＫＫ株式会社・黒部市 

 

●第４回「産業観光まちづくり大賞」受賞団体（平成 22年度） 

金賞  桐生市 

銀賞  大垣商工会議所 

奨励賞 昭島市  社団法人真庭観光連盟 

 

●第５回「産業観光まちづくり大賞」受賞団体（平成 23年度） 

金賞  姫路市 

銀賞  会津若松商工会議所 

特別賞 岡谷市・岡谷商工会議所・岡谷市観光協会 

  奨励賞 丹後ええもん工房 

 

●第６回「産業観光まちづくり大賞」受賞団体（平成 24年度） 

金賞  酒田市・一般社団法人酒田観光物産協会・酒田商工会議所 

銀賞  天草市 

特別賞 みたけ華ずしの会 

 

●第７回「産業観光まちづくり大賞」受賞団体（平成 25年度） 

金賞  おおたオープンファクトリー実行委員会 

  銀賞  室蘭観光推進連絡会議  宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会 

特別賞 秋田内陸縦貫鉄道株式会社  静岡商工会議所 

 

 



●第８回「産業観光まちづくり大賞」受賞団体（平成 26年度） 

金賞  北九州産業観光センター 

  経済産業大臣賞 

      燕三条プライドプロジェクト・「燕三条 工場の祭典」実行委員会 

  観光庁長官賞 

      小岩井農牧株式会社 小岩井農場 

  銀賞  小樽産業観光推進協議会  小松市 

特別賞 小坂町  鶴岡織物工業協働組合 

 

●第９回「産業観光まちづくり大賞」受賞団体（平成 27年度） 

金賞  知多半島観光圏協議会 

  経済産業大臣賞 

      新居浜市 

  観光庁長官賞 

      三条市 

  銀賞  北海道鉄道観光資源研究会 

奨励賞 生野まちづくり工房井筒屋運営委員会 

 



第 10回産業観光まちづくり大賞受賞団体の概要及び評価のポイント 
 

金賞 神岡・町づくりネットワーク（岐阜県） 

 

【産業観光の活用の経緯と現状】 

2006年に廃線になった旧神岡鉄道は、馬車軌道・国鉄の誘致・第３セクターの時代を経て古く

からの鉱山の町・神岡の基幹産業（鉱山・鉱業）を支え続けてきた、町を象徴する正にシンボル

である。また、奥飛騨という豪雪地帯の北陸側への生命線として住民の命・暮らし・生業を守っ

てきた「心の財産」とも言える存在であった。その神岡鉄道が時代の流れとともに廃線に追い込

まれてもなお、地元住民からの感謝の気持ちや存在の大きさは変わることがなく、廃線後も「限

りなく、そのままの形」で、町の随所に見られる鉄道の遺構（レール・駅舎・トンネル・高架橋

等）を、町並みの一部として保存し続け、これまでにない、全く新しいレジャーを生み出すこと

で、観光に縁のなかった鉱山の町における新たな起爆剤となるよう開発されたのが「レールマウ

ンテンバイク Gattan Go!!」である。発足当初はイベント的な運営であったが、現在では周辺の

観光地からの要望やお客様の反響を受け、平日を含めた（定休日と冬季を除く）毎日の運行を行

っており、当地域ではこの廃線利活用が観光の１つとして認識・定着されている。 

 

【評価のポイント】(審査委員より) 

・廃線を利活用した画期的な活動。RMB のフロンティアとして高く評価できる。さらなる旧神岡鉄道

の利活用とカミオカンデなどとのさらなる連携が強化されると良い。 

・全国の廃線地域にも多大な参考事例としての影響力を評価したい。 

・住民が中心となり、自分の町の持っている魅力を磨き上げて実績を上げておりすばらしい。 

・素材がすばらしく、廃線を走れること、かつての鉱山跡が当時のままに残っていることも魅力であ

る。冬期を除き毎日運行し収益もあげており、ビジネスモデルとして確立している。利用者数が４

年間で倍増している点や走行可能区間が伸びている点も評価できる。廃線チャリンコ業界のパイオ

ニアでもあり、今後は他地域の同様の事業者との連携やビジネス創造にも期待したい。 

・今や定番となったが、そのビジネスモデルの発端であること、他地域に移転している点などが高く

評価できる。 

・10年来の事業活動が成果をあげつつあると考えられる。全国的な広がりも期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       レールマウンテンバイク               枕木交換会 

＜別紙２＞ 



経済産業大臣賞 すみだ地域ブランド推進協議会／墨田区産業観光部産業経済課（東京都） 

 

【産業観光の活用の経緯と現状】 

○「産業観光プラザ すみだ まち処」との連携による観光客の拡大 

 ・東京ソラマチ内にある「産業観光プラザ すみだ まち処」では、伝統工芸職人の実演コーナー

や街歩きに役立つ情報コーナーを設置している。 

   すみだ地域ブランド戦略では、同施設と密に連携し、「すみだモダン」認証商品の販売や、同認

証メニューを持つ店舗がわかるマップやカタログを配布している。 

  ○オープンファクトリーイベント「スミファ」の実施 

・区内の工場を開放し、来訪者が工場内の見学やワークショップ、製造体験ができるイベント「ス

ミファ すみだファクトリーめぐり」を 2012 年度から毎年実施している。このイベントは、単

に工場を開いて来訪者を待つのみでなく、参加対象者を絞ったツアーの実施や子供向けのワーク

ショップ等も企画している。 

 

【評価のポイント】(審査委員より)  

・町工場（ものづくり）の集積地である墨田区において、工場見学（産業観光）だけではなく、付加

価値の高い商品作りを通じて総合的にすみだブランドの向上に取り組んでいる点が評価される。 

・伝統工芸をはじめ地場産業のブランド化への取り組みを早くから行い、成果を上げている。スミフ

ァの開催、町歩きの環境整備など幅広い活動が行われている。 

・永年の取り組みとの連動性により、東京の観光ポイントのひとつとしても挙げられるブランド化に

寄与している。 

・「すみだモダンブランド認証事業」、「ものづくりコラボレーション事業」、「PR・販路拡大等」の３

つの事業により総合的に産業観光を推進している点が新しい取り組みであり評価できる。 

・国内外から注目される日本のものづくりを資源として捉え、イベントなどを通じて広く PR し販路

拡大に繋げるとともに、区内の回遊性を高める取り組みが評価される。 

・地域産業の特性をつかまえ、広範囲に組織化され、インバウンド拡大時代にもマッチしている。 

・世界的デザイナー・クリエーターと区内事業者（まち工場）の協働の仕組みが優れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すみだ まち処               スミファ 工場見学 

 

 



観光庁長官賞 一般社団法人舞鶴観光協会（京都府） 

 

【産業観光の活用の経緯と現状】 

  舞鶴市の成り立ち、歴史に裏付けられた近代化遺産や産業資産を全国に情報発信、唯一となるブ

ランド価値を知っていただくことを目的に文化庁の日本遺産に旧軍港四市とともに共同申請し、「鎮

守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち～」として、ストーリー及

び文化財が、この４月に認定された。この赤れんがに関する取り組みについては、市職員グループ

の市民活動(現在は特定非営利法人 舞鶴赤煉瓦倶楽部)として赤れんがの調査や活用研究から始ま

り、近代化遺産の保存活用を提唱し、行政において平成５年には赤れんが博物館、平成６年には市

政記念館が整備された。その中で平成５年秋から実行委員会形式の市民企画参加イベントとして「赤

れんがフェスタ」が開催され、今では２日間で約 41 千人(平成 27 年)の来場を誇るまちを代表する

イベントとなっている。市が策定した「赤れんがアートスクール構想」を踏まえる中、文化活動の

拠点としてスタートしながらも地域経済に貢献することを目的に観光産業、観光拠点としてまちの

賑い創出、歴史文化を活かしたまちづくりの中心施設として、取り組みを進めている。 

【経過】 平成５年：赤れんが博物館オープン、平成６年：市政記念館オープン、平成 19 年：まい

づる智恵蔵(３号棟)オープン、平成 20年：国重要文化財に指定(８棟)、平成 24年：赤れんがパーク

グランドオープン、平成 26 年：「海フェスタ京都」開催 メイン会場、平成 28 年：文化庁「日本遺

産」認定(鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴) 

 

【評価のポイント】(審査委員より) 

・戦争賛美にならないように、旧海軍のもつ文化性に着目した点を評価。 

・周辺資源が豊富であり、周遊型観光地としての今後の発展が期待される。 

・我が国の歴史の一側面をストーリー化した素晴らしい取り組み。 

・旧海軍関連施設や赤れんがなどの素材がすばらしく、イベントや結婚式などの様々な取り組みも行

われている。赤れんがパークの入込数は３年間で３倍以上となっており誘客力が高い。また、国内

の他の旧軍港（横須賀・呉・佐世保）との連携も高評価である。 

・軍港資源の活用は意義が大きい。整備にも時間、努力をかけており、レベルが高い。今後の展開と

しては、「平和」の観点も必要。 

・日本遺産認定をバネに事業性が充実発展することを期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤れんがパーク              旧海軍の港町・舞鶴展（常設） 

 



銀賞 呉市（広島県） 

 

【産業観光の活用の経緯と現状】 

呉市では，これまでも造船所や製鋼所の工場見学を模索してきたが、見学者の安全確保等の問題か

ら、定期的、継続的な実施に至らなかった。海上自衛隊においては、15年以上前から第１庁舎や艦艇

の一般公開を実施しているが、最近の複雑化する国際情勢等により、自衛隊を取り巻く環境と国民の

視線が厳しさを増していた。このような状況の中で，新しいグルメとして「呉海自カレー」事業を展

開したいという呉市からの提案に対して、自衛隊艦船の調理長自らがレシピを伝授することや、それ

ぞれの艦長が店舗に出向いて行われる試食会で合格して初めて認定書を出すといった海上自衛隊の

全面的な協力を得られたことが、この事業を実現させ、成功に導いたと考えられる。 

海上自衛隊を「産業」として捉えることに対しては、様々な意見があると思われるが、呉基地には

約 6,300 人の隊員が所属し、その家族まで含めると約 13,300 人が生活しているという現状から、呉

市としては、呉市を支える大きな産業であると考えている。 

 

【評価のポイント】(審査委員より) 

・海自と地域のレストランの厨房を連携させた取り組みが実にユニーク。舞鶴とともに日本遺産連携

の取り組みも素晴らしい。 

・海自カレーの取り組み、呉湾艦船クルーズの取り組みは高く評価したい。呉の旧海軍工廠から受け

継ぐ造船、鉄鋼、機械などの産業との連携が強化による産業観光の展開にも期待したい。 

・大和ミュージアム、てつのくじら館は魅力的な資源であり、集客も安定している。また、横須賀・

舞鶴・佐世保といった旧軍港との連携も評価項目である。海自カレーはビジネス創造という面で評

価できる。 

・旧軍港４都市の中でもユニークな取り組みが顕著であり、さらなる発展が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海自カレーフェスタ表彰式              旧海軍造船部 

 

 

 

 

 

 



特別賞 八戸市まちづくり文化スポーツ観光部観光課（青森県） 

 

【産業観光の活用の経緯と現状】 

  八戸市は北東北随一の工業都市であり、工場が建ち並ぶことから、「工場」を資源ととらえた取り

組みを行っている。 

  平成 24年度に、工場見学ツアーとシンポジウムを開催したことを契機に、平成 25年度には工場を

テーマにした通年の市民活動として「八戸工場大学」を開始した。大学になぞらえ、学長（地域住民）、

助手（地域住民）、事務員（行政スタッフ）が事務局メンバーとして企画運営を担っている。また、

アドバイザー、デザイナー、アーティスト、工場と連携等を図りながら１つのチームとして事業を進

めている。具体的には、講義（講座とワークショップ）、課外活動（工場見学や撮影会）、サークル

活動（アートイベントの実施、手作り工場雑貨の開発クラフト市への出品）を通じて工場について学

び、工場と連携したアートプロジェクトの実施を目指す試みを行っている。 

  経済的な側面や、生産設備としか見られていなかった工場群を、地域の文化資源としてとらえ、創

造的な視点で捉えなおすことにより、工場がより身近な存在となり、工場（企業）のみならず八戸市

の産業や歴史への理解を深め、自分が住む地域への愛着を強く持てる機会となり、また、工場関係者

からも市民との距離を近く感じるようになったと喜ばれている。 

  八戸市では産業観光の推進に際して、「八戸工場大学」を通じて工場が持つ魅力を広く PR するこ

とにより、観光客受け入れのため、市民や工場関係者の機運醸成を図っている。さらには、「八戸工

場大学」では、ガイドマップ「八戸の工場を楽しむ」を作成・配布し、工場夜景スポットや船からの

工場クルーズ等を取り上げ、八戸市ならではの産業観光の楽しみの方を周知・提案している。 

 

【評価のポイント】(審査委員より) 

・八戸市ははやくからまちづくりと連動した観光振興に地道に取り組み、産業観光も多面的な取り組

みを行ってきた。 

・近年、インバウンド面においても日本のものづくりに注目が集まっているので、更なるアピールを

期待する。 

・八戸工場大学による工場・産業の高付加価値化の視点が面白い。 

・工場群を地域資源と捉え、「八戸工場大学」を通じて市民への理解を深め、地域に対する誇りを醸

成させることで、来訪者の拡大を図る取り組みは評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ＬＮＧターミナル                船（屋形船） 

 



奨励賞 加古川市（兵庫県） 

 

【産業観光の活用の経緯と現状】 

  江戸時代、全国的に有名だった綿花栽培を復活させるため、平成 25 年度に一般財団法人地域総合

整備財団の補助メニューを活用して専門家を招聘し、「地域再生のための綿花産業クラスター創設事

業」について、営農組合員や農協職員、市民等を交えて検討会を実施した。 

  平成 26年度と平成 27年度には国庫補助による「かこがわコットンプロジェクト支援事業」を兵庫

県靴下工業組合に委託。兵庫県靴下工業組合と志方東営農組合による本格的な綿花栽培が始まった。

同時に、収穫した綿花は、市内に紡績工場を持つオーミケンシ株式会社が綿糸に加工するとともに、

茎や種についても市内の紙業会社や食品会社がコットンペーパーや綿実油といった商品の開発に向

けた試作品作りに取り組んでいる。 

 

【評価のポイント】(審査委員より) 

・素材は大変興味深い。コットンを軸にもっと深掘りできるのではないか。コットンプロジェクトの

深化と広がりに今後期待したい。 

・ワークショップの魅力を更に高めて、旅行商品としての充実を期待する。 

・地域の失われた産業の再生と、その取り組みみを通じた交流ビジネス（観光）の創出の取り組みが

素晴らしい。 

・地域の歴史的ストーリーを背景とした産業観光としての取り組みは高く評価されるが、まだ、始ま

ったばかりで、今後更なる飛躍を期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収穫祭での綿繰り体験             かこっとん靴下 

 

 

 

 

 

 

 


