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１．本事業の趣旨 

 

観光立国の実現には、各地域が新しくかつ特色ある観光の魅力を創出するイノベーシ

ョンが急務であるが、地方財政が逼迫する中で思い切った事業改革や次世代を見据えた

観光地域づくりに向けた取組を行うには、関係箇所が多く常に調整しながら柔軟な発想

で事業を進める必要があり、その重要性が自覚されながらも着手しがたい状況にある。 

本モデル事業では、そのような地域の実情に応じて、観光地総合診断調査や専門家か

らのアドバイスを元に、地域が主体となって事業計画を策定するとともに事業を実施し、

その事業費の一部を当協会が負担するものである。これらを通じて地域内における観光

地域づくり推進のための協力・連携体制を構築するとともに、魅力ある観光地域づくり

に向けた事業の実現可能性を探ることを目的としている。 

 

 

２．モデル地域の選定 

 

 本モデル事業では、熱意をもって観光地域づくりに取り組んでいる地域の中から申請

のあった地域について、専門家等からなる「観光地域づくり検討委員会（以下検討委員

会」という）を開催し、地域を評価・選定した。 

その結果、平成 27年度・28年度に支援する地域として、佐賀県唐津市・兵庫県有馬

温泉・青森県弘前市の３つの地域が選定された。以下、青森県弘前市について記述する。 

 

●青森県弘前市 

 

【選定理由】 

弘前城を中心とする市街地が大変魅力のある観光地である一方で、郊外の相馬、岩木エリ

アには観光客の流入も少なく、発展から取り残されているという問題は、市町村合併を経験

した多くの地域が抱える課題であり、問題意識として充分理解できる内容である。 

今回の申請書には相馬、岩木地区の活性化を目指して地域資源を発掘し活性化を図るとい

う事業計画であるが、3億の観光予算をもってすれば、市の観光予算内において実施可能な

内容であると推察される。 

以上のことから、申請書にある事業計画に対してモデル事業として支援し難いが、事業計

画に行政区域を越えた広域連携の視点を取り入れるとモデル性が高まり、また成果も期待で

きるため、支援地域として選定した。 
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３．事業実施の手順 

 

 次に、選定された地域を対象として、以下の調査・支援フレームに基づいて事業を進

める。（本モデル事業の実施フロー図参照） 

 

（１）観光地総合診断調査（第 1段階） 

  

当協会は、地域にすでにある観光振興計画や観光関連統計等の文献調査、現地での

観光資源・施設の現況調査、行政や観光協会・観光事業者等へのヒアリング調査によ

り、観光地域総合診断を実施する。これにより、現段階の観光振興計画の妥当性、課

題等を抽出する。 

 

（２）地域協議会による検討（第 2段階、現状の認識から事業計画承認まで） 

 

地域では、行政、観光協会、本事業の計画や実施の際に当事者となる事業者や地域

住民等からなる地域協議会を設立する。地域協議会は、本モデル事業に主体的に取り

組み、専門家のアドバイスを受けながら事業計画を策定し、構成メンバーでの合意を

得て決定することとする。また、構成メンバーが中心となり、責任を持って事業計画

を実施する。 
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（３）専門家の派遣（第 2段階、現状の認識から事業計画承認まで） 

 

協議会では、観光地域総合診断調査で明らかとなった課題等を共有した上で諸条件

や優先順位を整理し、新しい事業計画案を策定する。 

なお、事業計画案策定にあたっては、当協会は、知見に基づいたアドバイスを行う

ことのできる専門家を派遣する。専門家の派遣回数や協議会の開催回数などは、地域

の実情や計画案の進捗状況に応じて決定することとする。 

地域で決定した事業計画案は、検討委員会に報告し、承認を得ることとする。 

 

（４）事業の実施（第 3段階、事業の実施から事業の評価まで） 

  

地域は、委員会で承認された事業計画案に基づき事業を実施する。当協会は事業費

の一部を支援する。事業の実施にあたり、地域は、当協会が派遣した専門家のアドバ

イスを受けつつ、進捗確認、検証、フィードバックを行い、常に事業活動の PDCAサ

イクルを 意識しながら柔軟かつ円滑に事業を進めてゆく。 

 

（５）事業報告 

 

事業計画の実施期間中は、検討委員会へ中間報告を行いアドバイスを受け事業に反

映する。事業終了後は本モデル事業の評価・検証を行い、本モデル事業終了後を展望

して最終報告をとりまとめる。 
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    図．本モデル事業の実施フロー 
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４．地域の概要（青森県弘前市） 

 

■弘前市の観光を取り巻く状況 

【観光資源・立地特性】 

・弘前市は、岩木山の自然風景をはじめ、

弘前城、弘前公園の桜、数々の洋館、弘

前ねぷた、津軽三味線などの歴史的・文

化的観光資源など、弘前らしさ・弘前な

らではの豊富な観光資源が存在してお

り、青森県における主要な観光地のひと

つとして不動の位置にある。 

・宿泊施設も、充実しており、津軽地域に

おける宿泊滞在拠点としての役割を有

している。 

 

【観光入込客数の状況】 

・弘前市の延べ観光客数は、平成２３年で

約４１４万人、平成２４年で約４５０万人、平成２５年で約４５７万人と増加傾向にある。 

・月別の延べ観光入込客数（各観光地点入込客数延べ人数）状況を見ると、４月から５月に

かけて観光入り込みが多く、４月は約５７万人、５月は約９５万人近くが訪れている。 

・次いで６月から１０月にかけて、それぞれ約４０万人以上が訪れている。 

・１１月から３月にかけての観光入込客数は、２０万人前後であり、年間を通して観光入込

客数が比較的少ない月となっている。 

・行催事の観光入込客について見ると、毎年４月下旬から５月上旬に開催される「弘前さく

らまつり」は、平成２３年でおよそ２００万人、平成２４年でおよそ２１２万人、平成２

５年でおよそ２２７万人の入込客があり、このところ増加傾向にある。 

・８月１日から７日まで開催される「弘前ねぷたまつり」は、およそ１６０万人の入込でほ

ぼ推移している。 

・2 月の上旬に開催される「弘前雪燈籠まつり」は、およそ平成２３年の３９万人から減少

しており、平成２５年ではおよそ３２万人となっている。 

・春の「弘前さくらまつり」、夏の「弘前ねぷたまつり」と比較すると、秋の「弘前城菊と

紅葉まつり」、冬の「弘前雪燈籠まつり」の入込客数との差が顕著に表れている。 

・観光地点（施設等）の入込客数をみると、弘前市立観光館が約５２万人から５３万人で推

移しており、最も多い入込客数を記録している。 
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５．観光地総合診断調査の概要 

 

 弘前市の観光を取り巻く状況を把握し、主に広域連携における課題や今後の方向性を

明らかにするため、データの収集と分析を行った。 

観光地総合診断調査においては、弘前市における広域連携について、既往観光振興計

画、観光関連統計等の文献調査、現地での観光資源・施設の現況調査、行政や観光協会・

観光事業者等へのヒアリング調査等により、状況、妥当性、課題等を明らかにしたもの

である。（平成 27年 9月に観光地総合診断調査報告書を作成。） 

それぞれの観点における詳細なデータと総合診断の結果については、参考資料の観光

地総合診断調査報告書をご参照頂きたい。 

 

（１）地域の概要と現状 

①観光を取り巻く状況 

【位置・面積】 

・弘前市は青森県西部に広がる弘前平野に位置しており、面積は 524.12 平方キロメートル

である。 

 

【アクセス】 

・弘前市へは、青森空港からバス（約１時間）、新青森駅から奥羽本線（約４０分）、秋田か

ら奥羽本線（約２時間）、東北自動車道の大鰐・弘前 IC、黒石 IC を利用してアクセスで

きる。 

 

【人口】 

・人口は現在およそ１８万人、青森市、八戸市に次ぐ県内 3 番目の人口を有している。 

・人口の推移については年々減少傾向にあり、全人口に占める６５歳以上の割合は増加して

いくと推計されている。 

 

【歴史】 

・弘前市は、江戸時代から弘前藩の城下町と

して栄えた。 

・明治 31 年には第八師団司令部が設置された

ことにより、軍都としての歩みを続けた。 

・大正 10 年には、現在の弘前大学の母体と

なる官立弘前高等学校が開校して以来、現

在は弘前大学をはじめ、大学 5 校、短期大

弘前城 
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学 1 校、高等学校 10 校があり、東北屈指の学園都市としての性格を有している。 

・平成 18 年には弘前市、岩木町、相馬村の３市町村が合併し、現在の弘前市となっている。 

 

【自然】 

・弘前市は、津軽の象徴であり青森県の最高

峰である岩木山をはじめ、広大な津軽平野

を有している。 

・また世界自然遺産白神山地（西目屋村）が

隣接している。 

 

【観光資源】 

・弘前市は、岩木山の自然風景をはじめ、弘

前城、弘前公園の桜、数々の洋館、弘前ね

ぷた、津軽三味線などの歴史的・文化的観光資源など、弘前らしさ・弘前ならではの豊富

な観光資源が存在しており、青森県における主要な観光地のひとつとして不動の位置にあ

る。 

・また周辺市町村の主な観光資源は下表に示すものがある。 

 

周辺市町村の主な観光資源 

市町村 名   称 概   要 

板柳町 板柳ふれあ

いセンター 

体験施設、温泉、リンゴ加工品売店、コテージ、芝生広場などならなる観光・レ

クリエーション施設。リンゴ加工品が豊富。 

藤崎町 食彩ときわ

館 

地元の農産物などの直売施設。 

田舎館

村 

道の駅いな

かだて 

地元の農産物などの直売施設。リンゴ加工品も豊富。 

 

田んぼアー

ト会場 

田んぼに、異なる種類の稲を植えて、生育すると絵のような模様になる「田んぼ

アート」の会場。毎年、異なる「絵」を稲で描いている。 

黒石市 中町こみせ

通り 

地域に残る伝統的な通り。積雪時でも容易に歩けるよう歩道が木造の「アーケー

ド」となっている。日本の道１００選にも選定されている。 

津軽伝承工

芸館・津軽こ

けし館。 

津軽地域に伝承されているこけしをはじめ津軽漆の漆器、陶器などの展示販売施

設。売店、レストランなども併設。修学旅行などの団体対応（食事など）も可能。 

平川市 整美園・整美

館 

3,600 坪の池泉枯山水回遊式の日本庭園と、明治時代の和洋折衷式の建物。堂内

全面を金で覆い尽くした御宝殿も併設されている。 

大鰐町 大鰐町地域

交流センタ

ー鰐 COME 

温泉施設、売店、レストラン、多目的ホール、などからなる日帰り温泉施設。 

西目屋

村 

白神山地・白

神山地ビジ

ターセンタ

ー 

ビジターセンターでは世界自然遺産白神山地を紹介する施設。展示ホール、映像

体験ホールなどからなる。映像体験ホールは大型スクリーンにデジタル映像にて

白神山地が紹介され、迫力・臨場感ある映像を見ることができる。 

 

岩木山 
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【弘前市経営計画】 

・弘前市は、社会経済環境の大きな変化に迅速に対応し、地域の持続的な成長・発展を実現

するため、新たな最上位計画として、「弘前市経営計画」を策定した。 

・この計画は、機動的な市政運営を行うために、市長任期と同様の４年間（平成２６年度～

平成２９年度）を計画期間としていている。 

 

２０年後の弘前市の将来像（めざす姿） 

「子どもたちの笑顔あふれるまち 弘前」 

 

将来都市像の実現に向けた戦略 

戦  略 概   要 

① 笑顔ひろさき重点プロジェクト

（人口減少対策） 

地域の最重要課題である人口減少の抑制のための

分野横断的な取組 

② 分野別政策（ひとづくり、くらし

づくり、まちづくり、なりわいづ

くり） 

主に行政が実施する分野ごとの基本的、総合的な

取り組み 

③ 市民行動プログラム 身近な地域課題に対し市民が主体的に実施する取

り組み 

④ 戦略推進システム 効果的・効率的な地域経営を実施するための仕組

みづくり 

 

観光振興の政策の方向性 

政策の方向性 基本方針 

１．観光資源の魅力の強化 

 

既存の観光コンテンツをさらに磨き上げるとともに、旅行

形態の変化や多様な旅行者のニーズに応じ、新たな観光コ

ンテンツの掘り起し、磨き上げ、組み合わせ等により、魅

力的で訴求力のある観光コンテンツの充実を図る。 

２．戦略的な誘客活動の展開 

 

「観光都市 弘前」の認知度の向上を図り、誘客につなげ

るため、適時・効果的な情報発信・ＰＲを行う。 

また、観光振興が地域全体の産業振興につながるよう、観

光消費額の増加と収益性の向上を図るため、滞在型・通年

観光を推進するとともに、受け入れ環境の整備等を推進す

る。 

３．観光客受入環境の整備促進 

 

記憶に残る「また来たい弘前」づくりを進めるため、観光

客の多様なニーズに対応できる人材の育成や良好な旅行

環境の形成を図るなど、ソフト・ハード両面で観光客の受
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入環境の整備促進を図る。 

４．広域連携による観光の推進 

 

津軽地域、環白神、青函圏など地域的なつながりのほか、

共通の観光テーマを有する他地域との連携を促進・強化

し、一体的なＰＲ活動を行うことで、効率的・効果的な誘

客を図る。 

５．外国人観光客の誘致促進 東アジア圏域など成長力のある地域を重点エリアに位置

づけるとともに、東南アジア、オーストラリア等も見据え、

本市が有する外国人観光客に対して訴求力のある観光コ

ンテンツを活かして、インバウンド施策を効果的に実施

し、外国人観光客数の増加を図る。 
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②観光客の状況 

【年別観光入込客数の年次推移】    年別観光入込客数（延べ人数・千人） 

・弘前市の延べ観光客数は、平成２３

年で約４１４万人、平成２４年で約

４５０万人、平成２５年で約４５７

万人と増加傾向にある。 

 

【月別観光入込客数の状況】 

・月別の延べ観光入込客数（各観光地

点入込客数延べ人数）状況を見ると、

４月から５月にかけて観光入り込み

が多く、４月は約５７万人、５月は

約９５万人近くが訪れている。 

・１１月から３月にかけての観光入込客数は、２０万人前後であり、年間を通して観光入込

客数が比較的少ない月となっている。 

 

月別観光入込推移（千人） 
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【行催事・イベント観光入込客数】 

・行催事の観光入込客について見ると、毎年４月下旬から５月上旬に開催される「弘前さく

らまつり」は、平成２５年でおよそ２２７万人の入込客があり、このところ増加傾向にあ

る。 

・８月１日から７日まで開催される「弘前ねぷたまつり」は、およそ１６０万人の入込でほ

ぼ推移している。 

 

主要行催事入込客の状況（千人） 

 

【観光地点（施設等）入込客数】 

・観光地点（施設等）の入込客数をみると、弘前市立観光館が約５２万人から５３万人で推

移しており、最も多い入込客数を記録している。 

 

主な観光地点（施設等）入込客数 
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【旅行形態・移動手段】 

・弘前市を訪れる観光客の半数近くは、弘前市を含む青森県内を広域的に移動している状況

が旅行形態として明らかにされている。 

・青森県内の訪問先としては、青森市や十和田市、白神山地を旅行する回答が多い。 

・移動手段は、約５割が新幹線などの鉄道利用、次いで約３割が自家用車となっている。 
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【旅行商品における観光移動の状況】 

・大手旅行会社が主催する旅行商品における、弘前市を含む観光移動の状況を見ると、青森

県、秋田県、岩手県の北東北３県をはじめ、さらに山形県、宮城県などの南東北まで訪れ

る旅行商品がある。 

・各県における観光立ち寄り資源は、おしなべて広く周知されている観光資源が選定されて

いる。 

・弘前市における観光対象は、弘前城、

弘前市りんご公園（弘前りんご花ま

つり）、弘前ねぷた、津軽藩ねぷた村

などが対象となっている。 

・隣接する地域における観光対象は、

白神山地・ブナ林散策（西目屋村）、

中野もみじ山（黒石市）、田舎館村田

んぼアート（田舎館村）、津軽伝承工

芸館（黒石市）などが対象となって

いる。 

 

 

 

③広域連携の取組状況より 

【広域観光情報の発信】 

「ホームページ」 

・弘前観光コンベンション協会のホームページでは、津軽・秋田県北・青森県全域・函館方

面・イベントカレンダーの項目により、広域観光の情報を発信している。 

 

「津軽海峡を旅するマガジン TUG」 

・本州（青森）と北海道（函館）を最短で結ぶ津軽海峡フェリーをはじめ、道南地域と北東

北地域を中心とした観光情報を定期的に発信する観光情報誌。 

 

「魅力ハッケン BOOK」、「魅力ハッケン MAP」 

・2015 年の北海道新幹線開業を見込み、道南地域と青森県の観光情報が、「魅力ハッケン

BOOK」、「魅力ハッケン MAP」として、北海道および青森県から発信されている。 

 

「小京都と京都ゆかりのまち」 

・全国４８市町のとともに弘前市の主な観光情報が発信されている。 
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「あおもり紀行」 

・青森県全域を対象とした観光情報が、年２回（冬春編、夏秋編）、「あおもり紀行」として

公益社団法人青森県観光連盟から発信されている。 

 

「ひろさきガイドマップ」 

・６つのテーマにより観光資源や施設を紹介する弘前市発行のガイドマップ。隣接する世界

自然遺産白神山地（西目屋村）を「世界遺産白神山地の玄関口」として紹介している。 
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【広域観光流動の促進】 

「津軽フリーパス」 

・弘前を中心として、東は大川原、虹の湖公園、西は岳温泉、田代（西目屋村役場前）、南

は錠が関、北は金木、青森を範囲とした列車とバス（JR 東日本、弘南鉄道、津軽鉄道、

弘南バス）が２日間、何度でも利用できる乗車券「津軽フリーパス」を販売している。 

 

「シャトルバス」 

・弘前～十和田湖間、弘前～十和田市現代美術館を片道あるいは往復し、途中の観光資源・

施設に立ち寄るシャトルバス（募集型企画旅行）を運行している。 
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【広域観光の誘致】 

「津軽・ひろさき 街歩きガイドブック」 

・津軽・ひろさき街歩き観光推進実行員会（社団法人弘前観光コンベンション協会）では、

弘前市および周辺市町村における着地型旅行商品を紹介する「津軽・ひろさき 街歩きガ

イドブック」を年回（春・夏、秋・冬）発行している。 

 

「みちのく三大桜名所 特産品プレゼント」 

・青森県弘前市、秋田県仙北市角館町、岩手県北上市の桜を共通のテーマとして、現地を訪

ねることでわかるような桜にまつわるクイズに応募することで、抽選による特典が当たる

「みちのく三大桜名所 特産品プレゼント」を平成２７年に実施した。 

 

「既存１２天守同盟」 

・江戸時代以前に築城された天守を持つ全国のまちに働きかけ、「既存１２天守同盟」の締

結により、天守をキーワード・資源とした広域での観光振興や、天守の価値と魅力の向上

に取り組んでいる。 
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【新たな事業】 

弘前圏域定住自立圏共生ビジョン 

・弘前圏域定住自立圏共生ビジョンでは、弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐

町、田舎館村、西目屋村の８市町村が連携し、津軽エリアに求められる広域観光商品につ

いてのニーズ調査及び検証と造成、広域観光商品の情報発信の２つの事業に取り組んでい

る。 

 

広域観光周遊ルート形成促進事業 

・広域観光周遊ルート形成促進事業では、主な対象市場・ターゲットを、台湾、香港、中国

（上海・広州）、ASEAN、欧米、オーストラリアとして、東北地域の周遊を促す１６の拠点

を選定し、首都圏および函館を中心とした道南地域と連携した広域観光ルートの形成を図

ることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光庁ホームページより 
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（２）地域の強みおよび弱み（強み● 弱み▲） 

 

①観光を取り巻く状況より 

①立地特性より 

●青森県・東北観光・津軽観光の主要な立ち寄り・滞在地点である。 

●津軽周辺地域へ“足を延ばす”ための拠点となる。 

②観光資源より 

●岩木山はじめ白神山地など、本地域ならではの自然を活かすことが可能である。 

●観光資源の豊富さ・幅広さを背景とした、さまざまな取組が可能である。 

③弘前市経営計画より 

●観光資源の豊富さ、既に多くの観光入込客数がある強い誘客力などを背景に、広域

連携における、主導的な役割を担うことが可能である。 

 

②観光客の状況より 

①観光入込客数の状況より 

●既に多くの観光客が訪れており、強い誘客力を有している。 

●４月、５月の春季に、とりわけ強い誘客力を有している。 

 ●弘前さくらまつり、弘前ねぷたまつりは、とりわけ強い誘客力を有している。 

●相当数が訪れている観光資源・施設や行催事の状況を活かすことが可能である。 

▲１２月、２月、３月の冬季の誘客力は、他の季節に比べて弱い。 

▲冬の気候条件等が冬季の観光入込数増加を妨げる要因として想定される。 

▲弘前市内中心部（弘前市立観光館）に比べると、弘前市郊外の観光資源等の誘客力

が弱い。 

 

②旅行形態・移動手段より 

 ●既に５割近くを、広域的に移動する観光客により支持されている。 

●５割近くの鉄道利用客、約３割近くのマイカー客を想定した取組が可能である。 

 

③旅行商品における観光移動の状況より 

●弘前城（桜）、弘前ねぷた、弘前りんご花まつり、津軽藩ねぷた村など、青森県・東

北地域における既に有名な観光資源が活用されている。 

▲上記以外の観光資源については、広域的な誘客力・訴求力が弱いためか、活用され

るだけの力を有していない。 
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③広域連携の取組状況より 

①広域観光情報の発信より 

 ●既に広域観光情報の発信に取り組んでいる既存の媒体を活用することができる。 

②広域観光流動の促進より 

 ●既存の「津軽フリーパス」や「シャトルバス」を活用した広域流動促進を図ること

ができる。 

③広域観光の誘致より 

 ●弘前市における豊富な観光資源を背景として、様々な切り口による広域観光の誘致

が可能である。 

④新たな事業より 

 ●弘前圏域定住自立圏共生ビジョンによる弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、

大鰐町、田舎館村、西目屋村の８市町村の連携をさらに活かすことができる。 

 ●広域観光周遊ルート形成促進事業は、弘前市におけるインバウンドを主目的とした

取組に活用することができる。 

 

 

（３）課題および課題解決のための施策 

①観光を取り巻く状況から 

【課題】 

・従来からの主要な観光資源に加えて、弘前市の立地特性や豊富な観光資源を活かした

新たな取組により“幅と厚み”のさらなる実現。 

・広域連携における、主導的な役割の強化。 

 

【課題解決のための施策】 

・観光客の対象層を想定し、市域および市域を超えた広域を対象とした、多種多様な行

催事・イベント、着地型旅行商品などの創出。 

・白神山地、北東北三県、道南などと一体となった、観光情報の継続的な発信。 

・弘前市を起点とした東西軸・南北軸の広域観光の振興、など 

 

②観光客の状況から 

【課題】 

・冬季観光の一層のテコ入れによる、オフシーズンの観光入込客数のボトムアップ。 

・市内中心部から、郊外への観光客の誘導・分散。 

・主たる旅行形態・移動手段を踏まえた、広域観光の推進。 

・あまり知られていない観光資源を対象とした、魅力の顕在化と活用。 
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【課題解決のための施策】 

・冬季の自然条件を逆手に活用した、観光振興の取組の実施・展開。 

・弘前市立観光館を起点とした、着地型旅行商品などによる郊外への誘導。 

・「弘前フリーパス」による鉄道利用の促進。 

・「スタンプラリー」などによる、マイカー客の広域観光の促進。 

・特定市場を対象に、あまり知られていない観光資源を活かした着地型旅行商品の造成。

など 

 

③観光の取組状況から 

【課題】 

・弘前を起終点とする新たな・ユニークな・ディープな・マニアックな観光情報の発信

など、弘前を中心とした広域連携による観光振興の展開・充実。 

・既存のツール（津軽フリーパスやシャトルバスなど）のさらなる周知や積極的活用。 

・新たな事業に留意しつつ、さらに体系的・戦略的な広域連携による観光振興の取組。 

 

【課題解決のための施策】 

・弘前市を起点とした東西軸・南北軸の広域観光の振興（再掲）。 

・既存のツール（津軽フリーパスやシャトルバスなど）を活用した、着地型旅行商品の

造成。 

・特定市場を対象に、あまりまだ知られていない観光資源や、特定のテーマに絞り込ん

だ観光資源を活かした着地型旅行商品の造成、など 
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（４）事業計画策定のための今後の方向性 

―「広域連携による新たな観光資源の魅力を活かした地域経済の活性化」の観点から― 

 

①弘前のモデル事業における可能性 

弘前を中心とした広域連携による観光振興おいては、弘前を宿泊滞在拠点とした広域観光

の促進が可能である。 

 

②モデル事業検討における手掛かり 

３つの視点（広域観光情報の発信、広域観光流動の促進、広域観光の誘致、）から、モデ

ル事業を検討することで、さまざまな事業が発案されやすい。 

 

③モデル事業検討における着眼点 

既に有名な、弘前公園の桜・弘前ねぷたの陰に隠れた、まだあまり知られていない魅力（農

産物、加工品、など）の活用が可能である。 

 

④広域観光情報の発信 

広域観光情報の発信については、宿泊・滞在したくなるような弘前都市部の魅力（飲食店、

ショップ、ホテルなど）情報の発信と、弘前郊外・周辺・広域における自然・風景・農産

物等の魅力とを対峙させた観光行動の提案など、従来とは異なる観光行動の情報発信が可

能である。 

 

⑤広域観光流動の促進 

広域観光流動の促進については、テーマに特化した観光資源のグループ化による PR など

により、マイカー客や鉄道利用客を対象とした広域流動促進の取組に効果が期待できる。 

 

⑥広域観光の誘致 

広域観光の誘致については、津軽市周辺・広域の着地型旅行商品等の拡充等による、新た

な魅力の顕在化や創出、および連携地域・地区における観光ガイド等の情報共有や研修会

などによる誘致力の強化が可能である。 
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６．地域協議会での検討 

 

 （１）平成２７年度第１回協議会 

    【期日】平成２７年９月７日（月） 

    【場所】弘前市役所 

    【案件】①魅力ある観光地域づくり推進モデル事業について 

        ②モデル事業（案）の説明と意見交換 

        ③スケジュールについて 

    【内容】・具体的な事業計画を策定するにあたり、その実行母体となる協議会の立

ち上げ、モデル事業の説明と委員間での意見交換、今後のスケジュールの

確認等を行った。 

 

 （２）平成２７年度第２回協議会 

    【期日】平成２７年１１月１６日（月） 

    【場所】弘前市役所 

    【案件】①弘前市観光地域総合診断調査について 

        ②魅力ある観光地域づくり推進モデル事業実施事業案について 

    【内容】・日本観光振興協会から派遣されたアドバイザーの浅尾氏が作成した弘前

市観光地域総合診断調査報告書の説明と各委員から提案された実施事業

案についての意見交換を行った。 

    

 （３）平成２７年度第３回協議会 

    【期日】平成２８年３月２３日（水） 

    【場所】弘前市立図書館 

    【案件】①「魅力ある観光地域づくり推進モデル事業」実施事業計画案 

        ②今後のスケジュール 

    【内容】・各委員からの提案をもとに取りまとめた事業計画案の協議と今後のスケ

ジュールの確認を行った。 

 

 （４）平成２８年度第１回協議会 

    【期日】平成２８年６月２日（木） 

    【場所】弘前市役所 

    【案件】①日本観光振興協会「魅力ある観光地域づくり推進モデル事業」検討委員

会の報告について 

        ②今後の流れについて 

        ③新たな観光資源の掘り起しについて 
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        ④次回について 

    【内容】 ・平成２８年度に実施する事業計画及び平成２８年４月１９日に日本観

光振興協会で開催された検討委員会の結果について説明した。 

・本モデル事業の実施方針及び今後の協議会の各回検討テーマ案につい

て確認した。 

・各地域のあまり知られていない観光資源を各委員から挙げていただき、

それぞれの素材について意見交換を行った。 

・次回までに各委員で更なる観光資源の掘り起こしを行い、次回、それ

らの活用について協議することとした。 

 

 （５）平成２８年度第２回協議会 

    【期日】平成２８年７月５日（火） 

    【場所】弘前市立観光館 

    【案件】①新たな観光資源の掘り起し（追加） 

        ②新たな観光資源の活用 

        ③公共交通機関を活用した誘客 

        ④次回について 

    【内容】・第１回協議会における新たな観光資源の掘り起しに加えて、第２回協議

会までに委員から提案された観光資源について意見交換を行った。 

        ・新たに掘り起こした観光資源を組み合わせて、どのような観光行動が考

えられるか意見交換した。この際、広域連携による地域活性化を図ること

が事業目的であるため、観光客にモノを買っていただき、地域にお金を落

としていただくことを主眼とした。 

       ・公共交通機関を活用した誘客として、岩木山・白神山地方面の路線バス

にラッピング（ＰＲシートの掲出）することについて協議した。 

        ・次回までに今回の意見等をもとにパンフレットのラフ案を作成すること

とした。 

 

 （６）平成２８年度第３回協議会 

    【期日】平成２８年８月２３日（火） 

    【場所】弘前市役所 

    【案件】①新たな観光資源の活用（進捗状況の報告及び意見交換） 

        ②誘客活動 

        ③次回について 

    【内容】・これまでの協議会で掘り起こした新たな観光資源の一覧表を提示すると

ともに、その観光素材を①従来とは異なる観光行動の創造、②テーマに特
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化した観光資源のグループ化、③着地型旅行商品の造成と販売、の３つの

切り口から取りまとめたパンフレットのラフ案について意見交換を行っ

た。 

        ・誘客活動として、新たな観光資源の活用をパンフレットやリーフレット

に取りまとめるとともに紙媒体で紹介しきれないコンテンツを含めてＷ

ＥＢサイトにより情報発信することとした。 

        ・次回は、パンフレットの取材及びデザイン・データ制作を終えた後に開

催することとし、内容の確認を行うこととした。 

 

 （７）平成２８年度第４回協議会 

    【期日】平成２９年１月１２日（木） 

    【場所】弘前市立観光館 

    【案件】①誘客事業について 

        ②次回について 

    【内容】・これまでの協議会で掘り起こした新たな観光資源のうち、買い物と食に

テーマを絞って取材・編集したパンフレット案について概要説明し、各委

員と校正内容について意見交換を行った。 

        ・パンフレットの概要版として作成するリーフレットの紙面構成について

意見交換を行った。 

        ・パンフレットの内容を詳細に紹介するＷＥＢサイトについて、運営方法

や新たな情報の投稿、作成スケジュール等について確認した。 

        ・各地域のモノ・食・ヒトを印象づけるラッピングバスのデザイン案につ

いて意見交換した。 

        ・公共交通機関による情報発信として、弘前駅や弘前バスターミナルの待

合室ほか、空港バスや長距離バスの活用を検討することとした。 

        ・次回の協議会で、パンフレット等の効果的な活用方法や今後の課題につ

いて協議することとした。（第５回協議会：３月２１日開催予定） 
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７．検討すべき事業計画の概要 

 

【事業目的】 

このモデル事業は、弘前市郊外の岩木・相馬地区をはじめ、西目屋村や十和田市など広域

も含めて、まだあまり知られていない観光資源の魅力を活かした誘客に取り組むことにより、

地域経済の活性化を図ることを目的とする。 

 この目的の背景には、既に弘前市で実施している広域連携の取組において、弘前公園の桜

や弘前城、弘前ねぷたなど主要な観光資源の活用が中心であることから、市中心部に観光客

が集中するものの、郊外部や弘前市周辺地域への波及効果は極めて弱いことがある。 

 なお、本市のモデル事業では、魅力ある観光地域づくりにより地域経済の活性化を図るこ

とを主な目的としていることから、観光客の行動を通して地域での幅広い消費機会の提供や

誘導の実現を重視する。 

 

【実施体制】 

 

 

弘前市魅力ある観光地域づくり推進モデル事業協議会作業部会 

 

構成員：十和田市観光商工部観光推進課 

西目屋村産業課 

弘前観光コンベンション協会 

岩木山観光協会 

百沢温泉旅館組合 

嶽温泉旅館組合 

(株)弘南バス 

ＪＲ弘前駅 

地域おこし協力隊 

星と森のロマントピアそうま 

弘前市国際広域観光課（事務局） 

 

  

 

 

 

 

  

事 業 実 施 
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【期待する効果・成果】 

①新たな観光資源の魅力を活かした幅広い消費機会の提供や誘導により、弘前市郊外部お

よび周辺地域への経済活性化の波及が期待できる。 

 

②まだあまり知られていない観光資源の活用により、新たな観光需要・観光客層の創出が

期待できる。 

 

③継続的な取組により、弘前市中心部から周辺・広域への観光流動の広がりが期待できる。 

 

【事業計画の内容】 

（１）新たな観光資源の掘り起し事業 

新たな観光資源を活用するため、弘前市岩木・相馬地区、西目屋村、十和田市などに潜在

する、まだあまり知られていない観光資源を掘り起す。 

その際、外から来た人などと同行する現地調査により、地域の視点では気付きにくい、埋

もれている新たな観光資源を掘り起こす。 

また埋もれている新たな観光資源の掘り起こしでは、地域経済の活性化に直接結びつく地

域の農産品・農産加工品・工芸品などに重点を置く。 

 

（２）新たな観光資源の活用事業 

上記の取組により新たに掘り起こした観光資源を活用し、その魅力を顕在化したうえで、

次のような事業を実施する。 

①従来とは異なる観光行動の創造 

（例：弘前中心部での買い物観光と郊外での買い物観光など） 

②テーマに特化した観光資源のグループ化 

（例：弘前市および周辺に３０以上ある道の駅・直売所などを活かした、特色ある農産

品・加工品を購入できる場所のグループ化など） 

③着地型旅行商品の造成と販売 

（例：岩木山での「嶽きみ」と有料ガイド付きノルディックウォーク体験、市内宿泊施

設の連泊による多様な食の体験など） 

 

（３）誘客事業 

新たな観光資源の活用における３事業について、次のような方法により情報発信し誘客い

取り組む。 

①紙媒体（パンフレットやチラシなど）による誘客 

 ②インターネットや地域ＦＭ放送を活用した誘客 

③公共交通機関（弘南バスなど）を活用した誘客 
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８．実施した事業の概要と検証 

 

この事業では、前掲のように「広域連携により、まだあまり知られていない観光資源の魅

力を活かした誘客に取り組むことにより、地域経済の活性化を図る」ことを目的に、１．新

たな観光資源の掘り起こし、２．新たな観光資源の活用、を行い、その結果を反映した ３．

誘客事業として、次のような誘客ツールの具体化およびそれらを活用した情報発信（新たな

観光資源の PR、新たな観光客層の誘客など）に結び付けた。 

この取組みにより、継続的に、主として買い物観光や飲食観光など地域内外の新たな観光

需要・観光客層の誕生が期待でき、それらの需要による弘前中心部から周辺・広域への観光

流動の広がりが期待でき、弘前市郊外部および周辺地域への経済活性化の波及へつなげてい

く道筋が実現した。 

 

（１）パンフレットの作成 

【概要】 

   「岩木エリア」、「相馬エリア」「白神・目屋エリア」、「十和田エリア」の４エリアを

紹介。各エリアは、買い物・飲食コンテンツをメインに、エリアの特性（背景）をコン

パクトに紹介。 

【タイトル】 

   弘前発、waiha を探せ！ ～寄り道を極める“わいは”で愉しむ田舎旅～ 

   ※「わいは」とは、津軽弁で驚嘆や驚愕した際に発する言葉。 

【仕様】 

   Ａ４、フルカラー、２４ページ、中綴じ 

【製作部数】 

   １０，０００部 

 

（２）リーフレットの作成 

【概要】 

   パンフレット掲載内容の、買い物・飲食分を抽出したダイジェスト版。片面はマップ、

片面はコンテンツ及び交通情報等を掲載。 

【仕様】 

   Ａ３、フルカラー、６ツ折り（仕上がり１００×２１０㎜） 

【製作部数】 

   １０，０００部 
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（３）ＷＥＢサイトの作成 

【概要】 

   パンフレットに掲載のコンテンツ及び掲載できなかったコンテンツを掲載。パンフレ

ット完成後も、一般からの投稿等により徐々にコンテンツを増やしていく予定。 

【開設】 

   ３月下旬 

 

（４）ラッピングバスの運行 

【概要】 

各エリアの買い物・飲食コンテンツを紹介し、ＷＥＢサイトへ誘導するＰＲシートを

掲出したラッピングバスを運行。 

対象バスは、岩木地区及び白神・目屋地区方面行き路線バス ２台 

【仕様】 

   ５６０㎜×３５３０㎜、乗降側：飲食コンテンツ、運転手側：買い物コンテンツ 

【運行開始】 

   ３月下旬 

 

 

 

 

。  



31 

 

９．モデル事業のまとめと今後の課題 

 

（１）地域協議会による自己評価 

当市は、桜まつりやねぷたまつり、弘前公園、りんご公園、洋館、神社仏閣など、多種多

彩な観光資源を有しているが、イベント・日帰り型の旅行形態となっているため、通年・滞

在型観光の促進による地域経済の活性化が課題となっている。 

本モデル事業では、当市における観光行動が、弘前公園周辺の市中心部に集中しているな

か、市郊外の岩木・相馬地区には、岩木山周辺の自然環境や温泉、地域に根づく食文化など、

まだあまり知られていない魅力が豊富に眠っており、また市内から公共交通機関により日帰

りで移動できる範囲内には、白神山地や十和田湖など超一級の観光資源が位置していること

から、これら市郊外・周辺地域の隠れた魅力を掘り起し、市中心部を起点とした広域観光行

動を誘導することで、通年・滞在型観光の促進による地域経済の活性化へ結びつけようとし

たものである。 

  

協議会の委員には、観光協会や旅館組合など各地域で実際に観光の現場に携わっている団

体、ＪＲや路線バスといった公共交通機関、各地域の行政関係者のほか、外部の意見を取り

入れるため、相馬地区の地域おこし協力隊に依頼した。 

また、TEKUTEKU という、弘前市を中心とした津軽地域のマニアックな（地域ならで

はの）魅力を取り上げる地域情報誌の編集をしており、地域の隠れたコンテンツへの造詣が

深く、青森県のパンフレット制作にも携わるなど、広域的な観光情報にも精通している木村

慎一氏をオブザーバーとして迎えることとした。 

 

モデル事業を実施するにあたり、当初、どういったテーマで各地域を具体的にどう結び付

けていくか、について各委員のイメージがなかなかかみ合わなかったが、協議会で各地域の

観光資源の掘り起こしを行っていく中で、隣の地域でも知らない魅力が数多く眠っているこ

とにお互いが気付くとともに、こんなこともある、あんなこともあると、より一層積極的な

発言（掘り起し）につながっていった。 

    

委員の思いのままに提案された各種コンテンツを日本観光振興協会から派遣された浅尾

氏のアドバイスによりテーマ別に特化していき、回を重ねるごとに活発になっていった協議

会で、意外なルーツやサイドストーリー、活用アイデアなど、コンテンツの更なる深堀りを

行い、オブザーバーの木村氏がそれらコンテンツを取材・編集してパンフレットという形で

グループ化したものが「わいはを探せ」である。 

「わいはを探せ」を生み出す過程で、各委員が地元の、または隣の地域の埋もれていた魅

力に気付き、共感し、地域への自信につなげていったことが大きな成果であったと感じる。 
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今後は、ＷＥＢサイトも展開し、パンフレットに盛り込めない情報を掲載するほか、一般

から情報を募集するなど、地域で楽しみながら「わいは」な観光資源を発掘するとともに、

ＪＲや路線バスなど公共交通機関を活用した情報発信に取り組むことで、郊外・周辺地域へ

の観光行動を創出し、地域での幅広い消費機会の提供や誘導の実現による地域経済の活性化

を図っていきたい。 

また、魅力ある観光地域づくりを通じて、地域住民が自らの地域の豊かさに気付き、誇り

と愛着を持つことを強く期待するところである。 

 

（２）アドバイザーによる専門家評価 

弘前市における「広域連携による新たな観光資源の魅力を活かした地域経済の活性化」を

テーマとしたこの事業では、広域連携をあらたな視点（まだ広く知られていない商品をはじ

めとした観光資源）から捉え、事業の目的実現に向けて前進した。 

弘前市での取組が一定の成果を得た要因として、このモデル事業の２ヶ年の関与を踏まえ

て、次の点を指摘することができる。これらの点は、他の地域において同様のテーマで実践

する場合においても、成果を得るための重要な要件である。 

 

【成果を得た要因】 

①各地域から当該地域に詳しいメンバーの参加 

この事業を実施するにあたっては、協議会のメンバーに、広域連携の対象となった各地域

の情報に詳しい方々（十和田市、西目屋村、岩木山観光協会、百沢温泉旅館組合、嶽温泉旅

館組合、地域おこし協力隊（相馬地区）、星と森のロマントピアそうま、など）の参加を得

た。これにより各地域に潜在している様々な観光資源を、この事業での活用候補として数多

く拾い上げることができた。 

 

②情報発信の役割を担うメンバーの参加 

上記のメンバーと共に、協議会のメンバーに、観光協会（公益社団法人弘前観光コンベン

ション協会）や公共交通機関（JR 弘前駅、弘南バスなど）など情報発信の大きな役割を担

うメンバーの参加を得た。これにより今回の観光資源を活かした事業目的実現のための効果

的な情報発信が可能となった。 

 

③まだ広く周知されていない商品に重点を置いたこと 

この事業では、広域連携による地域経済の活性化の手段として、直接的に地域で購入・消

費できるものを対象として、買い物観光に重点を置いた。 

現地調査では、まだ広く周知されていない魅力ある商品が豊富に存在していることが明ら

かになったことから、これらを活用することで地域経済の活性化へつなげることが期待でき

る。 
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③サンプルの提示によるイメージの共有 

従来からの観光資源の概念の中で、まだ広く周知されていない商品などを観光資源として

捉えることは容易とは言えない。 

そのためこの事業では、実際に現地調査で購入した様々な商品を、事例（サンプル）とし

て協議会において提示し、地域に照らし合わせた時の商品は何かなどについて意見交換をし

た。 

こうして観光資源のイメージを共有・広げたことで、協議会において新たな観光資源とし

て活かすべき多くの候補を挙げることができた。 

 

④地域情報誌の編集協力を得たこと 

この事業で活用した新たな観光資源を対象とした丁寧な編集作業は、広域連携および消費

機会の促進にとって必要不可欠である。 

弘前市には、今回の事業目的実現への貢献が大いに期待できる地域情報誌（ＴＥＫＵＴＥ

ＫＵ）の編集発行者を見出すことができ、また協力を得ることができた。 

この編集者の協力を得たことにより、協議会で発掘した新たな観光資源が、丁寧な取材や

写真等により、それらが有する魅力を十分に顕在化することができた。 

 

 

【今後の課題】 

①効果・成果の検証 

この事業では、新たな観光資源の活用事業の内容充実に多くの作業時間を割いたことから、

誘客事業の実施が事業後半にずれ込まざるを得なかった。 

そのため事業計画に明記した期待する効果・成果は、まだ十分に検証する段階に至ってい

ない。 

今後は、継続的に誘客事業を実施しながら、この事業により期待する効果・成果の検証を

行うことが課題である。 

 

②さらなる商品や個店の活用 

この事業では、新たな観光資源の掘り起し事業において、多種多様な農産品・農産加工品・

工芸品などを活用の候補として挙げることができた。 

しかし新たな観光資源の活用事業で活用した資源以外にも、まだ多くの観光資源が候補に

挙げられている。また商品そのものではなく、魅力ある様々な商品を絶えず展示・販売して

いる個店（アンティックショップ、古着屋など）もある。 

そのため今後は、引き続きこれら観光資源の活用により事業目的の実現を図ることが重要

である。 
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③さらなる周辺地域との連携 

この事業で対象とした地域以外にも、弘前市周辺には新たな魅力ある観光資源が潜在して

いる地域（黒石市、大鰐町、五所川原市など）があることから、これら地域における観光資

源を活用した誘客事業により、事業目的の実現・充実を図ることが重要である。 
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◆参考資料 
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＊事業申請書 

 

（様式１） 

 

「魅力ある観光地域づくり推進モデル事業」申請書 

計 画 名 元気いっぱいＩＷＡＫＩ・ＳＯＵＭＡ活性化計画 

申 

請 

者 

団 体 名 弘前市 

代表者役職・氏名 弘前市長 葛西 憲之 

所 在 地 
〒０３６－８５５１ 

青森県弘前市大字上白銀町１－１ 

連 

絡 

担 

当 

窓 

口 

団 体 名 弘前市観光振興部観光政策課 

氏    名 一戸 拓利 

所属・役職 観光振興部観光政策課企画戦略係長 

所 在 地 
〒０３６－８５５１ 

青森県弘前市大字上白銀町１－１ 

電 話 番 号 ０１７２－３５－１１２８ 

Ｆ ａ ｘ 番 号 ０１７２－３５－３７６５ 

Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ tak-ichinohe@city.hirosaki.lg.jp 
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  （様式２－１） 

「魅力ある観光地域づくり推進モデル事業」現状報告書 

申 請 者 弘前市長 葛西 憲之 

現
状
報
告
（
把
握
し
て
い
る
範
囲
で
構
い
ま
せ
ん
） 

貴市町村におけ

る総合計画（地

域振興計画）の

有無 

 

なし 

あり（策定年、名称、内容） 

 策定年月日：平成２６年５月２３日 

 名    称：弘前市経営計画 

 内    容：弘前市の地域経営を実現するための総合計画 

総合計画（地域振

興計画）における

観光産業の位置

づけ 

弘前市経営計画戦略「なりわいづくり」に「Ⅱ 観光振興」とし

て位置づけられている。 

貴市町村におけ

る観光事業年間

予算 

主たる事業内容３つとその割合 

１．観光資源の魅力の強化   １４６，０５１千円 

（弘前らしい魅力ある観光コンテンツの企画推進） 

２．戦略的な誘客活動の展開  １００，００７千円 

（観光情報の効果的な発信、滞在型・通年観光の推進） 

３．広域連携による観光の推進  ２６，７００千円 

（広域圏の観光施策の充実と観光情報発信の強化） 

貴観光協会にお

ける観光関係年

間予算 

主たる事業内容３つとその割合 

１．観光誘客事業         ２，５５８千円 

（観光キャンペーン、高原まつり、レッツウォークお山参詣等の

イベント開催） 

２．観光推進事業         ２，２４２千円 

（観光物産案内所運営、フォトコンテスト、ふるさと大使事業等） 

３．観光宣伝事業         ２，０５０千円 

（ガイドマップ作成、ホームページ管理、観光ＰＲ） 

貴市町村におけ

る主要観光事業

者３社の名称・

分野（宿泊、交

通事業者、観光

施設等） 

１．アソベの森いわき荘（宿泊施設） 

２．弘南バス株式会社（交通事業者） 

３．弘前公園（観光施設） 
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（様式２－２） 

「魅力ある観光地域づくり推進モデル事業」現状報告書 

現
状
報
告
（
把
握
し
て
い
る
範
囲
で
構
い
ま
せ
ん
） 

貴市町村にお

ける観光統計 

入り込み客数（人数、期間） 

４，５７０千人（平成２５年１月～１２月） 
 

宿泊施設数、収容人数合計 

６４施設、４，８３０人 

延べ宿泊客数（人数、期間） 

５６６千人（平成２５年１月～１２月） 

その他統計（名称、単位、期間） 

平成２５年度弘前市観光客動向調査 

（平成２５年５月２日～平成２６年３月２５日） 

その他統計（名称、単位、期間） 

その他統計（名称、単位、期間） 

主要な観光推

進組織の名称、

役割 

１．名称 公益社団法人弘前観光コンベンション協会 

  役割 弘前市の観光振興を図り、地域経済の活性化のために、    

観光客やコンベンションの誘致等を行う。 

２．名称 岩木山観光協会 

  役割 弘前市岩木地区の観光振興を図り、地域経済の活性化の 

ために、岩木山麓の自然・文化を活かした観光客誘致を 

行う。 

３．名称 

  役割 
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応募の動機 

（地域の現状も踏ま

えて） 

 当市は津軽統一を果たした津軽藩により形成された城下町であ

り、弘前公園をはじめ、神社仏閣などが数多く残る歴史的な町であ

りながら、明治・大正期の文明開化による洋館も存在しており、和

と洋が共生している類い稀な街並みとなっている。 

 また、岩木山や岩木川、温泉など、自然に恵まれた環境にあり、

世界自然遺産白神山地の恵みからもたらされた農産物や伝統工芸

品なども多数存在している。 

 当市は四大まつりとして、春にはさくらまつり、夏にはねぷたま

つり、秋には菊と紅葉まつり、冬には雪燈籠まつりを開催している

ものの、春夏は全国区となっているが、秋冬の誘客は苦慮している

状況である。 

 そこで、市ではイベントに頼らず、地域にある資源を有効に活用

して魅力を高め、滞在型・通年観光を目指してきた。 

 当市は地域資源が豊富であるが、それを活かし切れていないとい

う課題がある。 

 さらに、平成１８年２月２７日の市町村合併により、旧岩木町、

旧相馬村が一緒になり、行政区域が広域になったことから、まだ掘

り起しできていない可能性のある地域資源が増加している。 

 しかしながら、その地域資源の魅力を把握し切れていないことに

加え、その地域の温泉を含む観光地の活力が景気の低迷や後継者不

足など、様々な要因により低下し、立て直しが急務となっているこ

とから、今回、外部調査員による診断や専門家のアドバイスを受け

ながら、地域が一体となって観光振興に資する事業計画を策定し、

それに基づいた事業が展開できる本モデル事業に応募したもの。 
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（様式３－１） 

「魅力ある観光地域づくり推進モデル事業」計画書 

申 請 者 弘前市長 葛西 憲之 

計 画 名 元気いっぱいＩＷＡＫＩ・ＳＯＵＭＡ活性化計画 

地
域
運
営
協
議
会 

名  称 岩木・相馬観光推進協議会 

設立時期 平成２７年７月 

構成メンバー 

・岩木山観光協会事務局長 

・岩木山商工会事務局長 

・嶽温泉旅館組合長 

・星と森のロマントピアそうま支配人 

・野市里（ＡＮＥＫＫＯ）代表取締役 

・弘前市観光政策課長 

・弘前市国際広域観光課長 

・弘前市岩木総合支所総務課長 

・弘前市相馬総合支所総務課長 

事務局設置個所

（名称） 
岩木山観光協会 

事務局所在地 青森県弘前市大字百沢字裾野１２４ 

担当者氏名 事務局長 小山 伸吉 

連絡先 
ＴＥＬ：0172-83-3000 ＦＡＸ：0172-83-3001 

Ｅ－ＭＡＩＬ：1625@iwakisan.com 

目     標 

（５年程度を目安に） 

（ex.観光入込客数２倍、着地型ツアー参加者５倍、ボランティ

アガイド５０人養成等 数値で表現できるもの） 

①岩木地区の観光入込客数：５％アップ（54,000 人増） 

（H25：1,080,000 人⇒H30：1,134,000 人） 

②相馬地区の観光入込客数：５％アップ(17,000 人増） 

（H25：333,000 人⇒H30：350,000 人） 

 

 

 

mailto:1625@iwakisan.com
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（様式３－２） 

「魅力ある観光地域づくり推進モデル事業」計画書 

目
標
達
成
の
た
め
の
取
組 

目標達成のため

に解決しなけれ

ばならない地域

の課題 

①岩木・相馬地区の可能性のある地域資源を掘り起しまとめ、そ 

の魅力を情報発信し観光振興につなげる必要があること。 

②岩木・相馬地区の温泉をはじめ、観光地のＰＲや誘客促進のほ 

か、観光事業者の高齢化による後継者不足や観光地内の事業者 

間の連携不足等の解消を図る必要があること。 

課題についての

現状 

①岩木・相馬地区には、まだ掘り起し切れていない可能性ある地 

域資源が埋もれていると思うが、掘り起し調査がされておら 

ず、把握し切れていない。 

②岩木・相馬地区には温泉観光施設が多数あり、岩木山観光協会 

や岩木山商工会を通したイベント等を開催しているが、大幅な 

観光客の増加にはつながっていない状況にある。 

③観光事業者の高齢化に伴う後継者不足により廃業となるケー 

スが増加している。 

④観光事業者間の連携不足により協力体制が整っておらず、共同 

して観光振興施策を展開しようとする意識が不足している。 

検討している計

画の概要 

１ 地域資源（観光コンテンツ）掘り起し事業 

 ①掘り起し調査 

  地域の関係者による地元ならではの可能性のある地域資源   

や体験型コンテンツなど魅力を掘り起こしを行う。 

 ②地域資源情報発信 

  掘り起しした地域資源をマップ等にまとめるとともに、体験  

型コンテンツによるプログラムを掲載し、観光客ＰＲ用とし 

て活用するマップを作成する。 

 ③体験型プログラムなどの着地型観光成功事例調査 

  体験型観光で成功している先進地を現地調査し、当地区のコ 

ンテンツ開発に活かす。 

２ 温泉等観光施設活性化事業 

 ①岩木・相馬地区温泉マップ作成 

  上記１の②のマップの中に温泉マップを掲載し、観光客ＰＲ 

用として活用する。 

 ②温泉と自然、食、体験等を組み合わせた旅行商品造成 

  数多くの温泉に、岩木・相馬地区の豊富な自然や食、体験型 

コンテンツを組み合わせた新たな旅行商品を造成する。 
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想定事業費 １ 地域資源（観光コンテンツ）掘り起し事業 

 ①掘り起し調査委託：500,000円 

 ②地域資源情報発信（ガイドマップ作成）：1,500,000円 

 ③成功事例調査：500,000円 

２ 温泉等観光施設活性化事業 

 ①温泉マップ作成：（上記１の②に含まれる） 

 ②旅行商品造成：500,000円 

  総事業費：3,000,000円 

事業の主体性 

についての自己評価 

当事業は岩木・相馬地区が抱える喫緊の課題であり、市として

も取り組むべきものと認識しているほか、地元関係者等も同じ気

持ちであることから、地元の関係者で構成する協議会が主体的に

取り組むものと考えている。 

事業の継続性・自立性 

についての自己評価 

当事業は２年間限定では効果が表れないことから、市として継

続的に取り組むべきものと考えている。 

 数年後には、この事業の効果による観光消費額の増加を生み、

地元の関係者が自立して取り組んでいけるような体制の構築を

目指す。 
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（様式３－３） 

「魅力ある観光地域づくり推進モデル事業」計画書 

過去の取り組み実

績 

特になし 

本モデル事業実施

期間中に実施した

いこと・スケジュー

ル 

１ 地域資源（観光コンテンツ）掘り起し事業 

 ①掘り起し調査委託：平成２８年４～５月 

 ②地域資源情報発信（ガイドマップ作成）：平成２８年８～１０月 

 ③成功事例調査：平成２８年６月 

２ 温泉等観光施設活性化事業 

 ①温泉マップ作成：平成２８年８～１０月 

 ②旅行商品造成：平成２８年１０～１２月 

本モデル事業終了

後の予算措置の可

能性 

本モデル事業は２年間限定であり、この２年のスパンでは効果が

表れないと考えられることから、市が数年は一部助成等の支援をし

ていく必要があると考えている。市は本事業終了後、財源確保のた

め、予算要求していく。 

その他のアピール

ポイント 

近年、観光客層は団体から個人にシフトしているほか、ニーズが

多様化しており、アウトドア向けの体験型観光が人気となってきて

いる。 

 岩木・相馬地区は豊富な自然に恵まれ、その自然を活かした「岩

木山登山」、「トレッキング」、「サイクリング」、「スノーハイク」な

ど、自然体験型の観光コンテンツとなりうるものが数多くあること

から、アウトドア派の観光客誘致につながる。 

 また、数多くの温泉や世界自然遺産白神山地の恵みから生まれた

農産物、魚など、体にいいものが盛りだくさんのため、「美容」、「健

康」をキーワードに、それらを組み合わせた旅行商品を造成し、女

性をターゲットにした観光客誘致に期待できる。 
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＊本モデル事業の実施フロー 
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＊観光地総合診断調査 

 

 この調査は、弘前市における主に広域連携を主眼として、既往観光振興計画、観光関

連統計等の文献調査、現地での観光資源・施設の現況調査、行政や観光協会・観光事業

者等へのヒアリング調査等により、状況、妥当性、課題等を明らかにしたものである。

（平成 27年 9月に観光地総合診断調査報告書を作成。） 

 

１．観光を取り巻く状況 

 

（１）立地環境 

 

【位置・面積】 

・弘前市は青森県西部に広がる弘前平野  

に位置しており、面積は 524.12 平方キ

ロメートルである。 

 

【アクセス】 

・弘前市へは、青森空港からバス（約１

時間）、東北新幹線新青森駅から奥羽本

線（約４０分）、秋田から奥羽本線（約

２時間）、東北自動車道の大鰐・弘前 IC、

黒石 IC を利用してアクセスできる。 

 

【人口】 

・人口は現在およそ１８万人あり、青森

市、八戸市に次ぐ県内 3 番目の人口を有

している。 

・人口の推移については年々減少傾向にあり、平成２７年以降は減少幅が年を追うごとに拡

大し、５年ごとに約７～９千人ずつ減少していく一方で、全人口に占める６５歳以上の割

合は増加していくと推計されている。 

 

  

弘前市ホームページより転載 
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【歴史】 

・弘前市は、江戸時代から弘前藩の城下町として栄

え、明治 4 年の廃藩置県によって「弘前県」とな

り、その後、弘前県は青森県と改称され、県庁も

弘前から青森へと移った経緯がある。 

・明治 22 年 4 月には、市町村制実施とともに市制

を施行し、明治 31 年には第八師団司令部が設置

されたことにより、軍都としての歩みを続けた。 

・大正 10 年には、現在の弘前大学の母体となる官

立弘前高等学校が開校して以来、現在は弘前大学

をはじめ、大学 5 校、短期大学 1 校、高等学校 10

校があり、東北屈指の学園都市としての性格を有

している。 

・昭和 30 年、32 年には周辺 12 町村と合併、平成 18 年には弘前市、岩木町、相馬村の３

市町村が合併し、現在の弘前市となっている。 

 

【自然】 

・弘前市は、津軽の象徴であり青森県の最

高峰である岩木山をはじめ、広大な津軽

平野を有している。また世界自然遺産白

神山地（西目屋村）が隣接している。 

・弘前の平均気温は、１１月、１２月、１

月、２月、３月で、マイナス２℃近くか

ら１℃程度である。 

・４月から次第に気温は上昇し、平均気温

が２０℃をやや上回る７月、８月をピー

クに、９月から次第に気温が低くなる。 

・降雪量は、毎年およそ７００ｃｍ前後であり、おおよそ１１月下旬から３月上旬までが降

雪期間である。 

 

  

弘前城 

岩木山 
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（２）観光資源 

 

・弘前市には、古くから青森県の中心都市として発展してきた歴史を背景に、歴史・文化・

自然・食などに分類される観光資源・施設が極めて豊富に存在している。 

・弘前公園の桜はつとに有名であるが、他にも国指定重要文化財などに指定されている歴史

的建造物や神社・仏閣などが数多く存在している。 

・また津軽地方に独自に発展した作庭の流派「大石武学流」の日本庭園なども保存・公開さ

れている。 

・さらにモダニズム建築の旗手といわれた建築家、前川國男設計の建築物も数多く保存・公

開・活用されている。 

・自然風景を代表するものとしては、古代から津軽の象徴として崇められてきた、青森県の

最高峰、岩木山がこの地域ならではの自然風景を呈している。 

・行祭事は、弘前公園のさくらを活かした弘前さくらまつりをはじめとして、弘前ねぷたま

つり、弘前城菊と紅葉まつり、弘前城雪燈籠まつりなど、伝統的行催事や季節の魅力を活

かした行事が数多く開催されている。 

・民謡の伴奏から、単独楽器として演奏される津軽三味線は、音楽の領域において地域なら

では・地域らしさが感じられる観光資源であり、市内の観光施設や飲食店などでも演奏・

紹介されている。 

・食は、年間収穫量日本一のりんごおよびその豊富な加工品（ジャム、ジュース、バルサミ

コ、クッキー、アップルパイなど）をはじめとして、「貝焼き味噌」や「けの汁」など郷

土料理、早くから西洋文化に触れてきた歴史を背景とした「弘前フレンチ」など、豊富に

ある。 

・それぞれの分類における観光資源は、次のようなものがある。 

 

【花・紅葉・新緑・並木など】 

弘前公園（さくら、）岩木山のオオヤマザクラ並木、

岩木山の紅葉・新緑、桜林公園（桜）、湯段ミズバ

ショウ沼、百沢の松並木、リンゴ、など 

 

【歴史的建造物】 

弘前城（天守、城門、櫓）、青森銀行記念館、旧弘

前市立図書館、日本基督教団弘前教会教会堂、日本

聖公会弘前昇天教会教会堂、旧東奥義塾外人教師館、

旧制官立弘前高等学校外国人教師館、弘前学院外人

宣教師館、弘前厚生学院記念館（旧弘前偕成社）、

旧藤田家別邸洋館＆和館、弘前市長公舎（旧第八師

弘前城と桜（弘前公園） 
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団長官舎）、弘前市百石町展示館（旧青森銀行

津軽支店）、吉野町煉瓦倉庫、石場旅館、石場

家住宅 

仲町伝統的建造物群保存地区（旧岩田家住宅、

旧伊東家住宅、旧梅田家住宅、旧笹森家住宅） 

 

【寺社、・仏閣】 

長勝寺、最勝院五重塔、革秀寺、誓願寺、弘前

八幡宮、熊野奥照神社、禅林街、岩木山神社、

高照神社 

 

【庭園】 

瑞楽園、藤田記念庭園、揚亀園、弘前明の星  

幼稚園・庭園（旧菊池氏庭園） 

 

【近代建築物】 

前川國男設計建築物（木村産業研究所、弘前中

央講堂、弘前市庁舎、弘前市民会館、弘前市立

病院、弘前市立博物館、緑の相談所、弘前市斎

場） 

 

【温泉】 

嶽温泉郷、百沢温泉郷 

 

【山】 

岩木山、白神山地（西目屋村） 

 

【観光施設・観光道路】 

弘前公園、弘前りんご公園、津軽藩ねぷた村、

アップルロード、津軽岩木スカイライン、野市

里（加工品、野菜、果物、土産物などの販売、

レストラン、交流スペース、ギャラリーなどか

らなる農産物直売所。） 

 

 

 

青森銀行記念館 

長勝寺（国指定重要文化財） 

瑞楽園 

津軽藩ねぷた村 
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【民芸品】 

津軽塗、こぎん刺し、下川原焼土人形、津軽

裂織（サクリ）、津軽凧、竹・あけび蔓細工、

津軽焼、ブナコ（青森県産ブナの加工品）、

津軽打刃物、皮具 

 

【祭事・イベント・スポーツ】 

弘前さくらまつり、弘前ねぷたまつり、弘前

城菊と紅葉まつり、弘前城雪燈籠まつり、金

魚ねぷた、弘前エレクトリカルファンタジー、

弘前雪あかり、沢田ろうそくまつり、りんご

花まつり、お山参詣、弘前・白神アップルマ

ラソン、津軽路ロマン国際ツーデーマーチ、

チャレンジヒルクライム岩木山、岩木山トレ

イルランニングフェスティバル、岩木山春ス

キー 

 

【音楽】 

津軽三味線 

 

【食】 

りんご、りんご加工品、嶽きみ（とうもろこ

し）、弘前アップルパイ、毛豆、一町田のせり、

清水森ナンバ（トウガラシ）、弘前フレンチ、

弘前カクテル、藩士の珈琲、つがる漬、白神

の魚、煮干し（焼き干し）ラーメン、弘前い

がめんち（イカめんち）、津軽そば、けの汁、

貝焼味噌、タラ玉、茄子の紫蘇巻き、練り込

み、じゃっぱ汁、地酒、和菓子 

 

 

  

りんご加工品が豊富に販売されてい

る（弘前リンゴ公園） 

ブナコの器 

津軽三味線の演奏（津軽藩ねぷた村） 
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【宿泊施設】 

・市内にはホテルや旅館などが数多く立地し

ているほか、公設民営の宿泊施設も稼働し

ている。 

いわき荘 → 

・客室３３室、レストラン、売店、温泉、

貸別荘などからなる。高水準の宿泊施設

にて利用者も多い。） 

 

星と森のロマントピア → 

・客室１７室、温泉、室内プール、コテー

ジ１２棟、BBQハウス、パターゴルフ場、

テニスコートなどからなる。） 

 

【周辺市町村の主な観光資源】 

・弘前市周辺市町村の主な観光資源・施設は、

農産物や加工品の販売施設、温泉施設、歴

史的観光資源、自然紹介施設など、次ページ表のようなものが分布している。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田んぼアート会場 製作中の風景 

（田舎館村） 

中町こみせ通り（黒石市） 

白神山地（西目屋村） 整美園・整美館（平川市） 
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周辺市町村の主な観光資源 

市町村 名    称 概   要 

板柳町 板柳ふれあいセンタ

ー 

体験施設、温泉、リンゴ加工品売店、コテージ、芝生広

場などならなる観光・レクリエーション施設。リンゴ加

工品が豊富。 

藤崎町 食彩ときわ館 地元の農産物などの直売施設。 

田舎館村 道の駅いなかだて 地元の農産物などの直売施設。リンゴ加工品も豊富。 

 

田んぼアート会場 田んぼに、異なる種類の稲を植えて、生育すると絵のよ

うな模様になる「田んぼアート」の会場。毎年、異なる

「絵」を稲で描いている。 

黒石市 中町こみせ通り 地域に残る伝統的な通り。積雪時でも容易に歩けるよう

歩道が木造の「アーケード」となっている。日本の道１

００選にも選定されている。 

津軽伝承工芸館・津

軽こけし館。 

津軽地域に伝承されているこけしをはじめ津軽漆の漆

器、陶器などの展示販売施設。売店、レストランなども

併設。修学旅行などの団体対応（食事など）も可能。 

平川市 整美園・整美館 3,600 坪の池泉枯山水回遊式の日本庭園と、明治時代の

和洋折衷式の建物。堂内全面を金で覆い尽くした御宝殿

も併設されている。 

大鰐町 大鰐町地域交流セン

ター鰐 COME 

温泉施設、売店、レストラン、多目的ホール、などから

なる日帰り温泉施設。 

西目屋村 白神山地・白神山地

ビジターセンター 

ビジターセンターでは世界自然遺産白神山地を紹介する

施設。展示ホール、映像体験ホールなどからなる。映像

体験ホールは大型スクリーンにデジタル映像にて白神山

地が紹介され、迫力・臨場感ある映像を見ることができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の駅いなかだて              津軽伝承工芸館・津軽こけし館。 
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（３）弘前市経営計画 

 

・弘前市は、社会経済環境の大きな変化に迅速に対応し、地域の持続的な成長・発展を実現

するため、新たな最上位計画として、「弘前市経営計画」を策定した。 

・この計画は、機動的な市政運営を行うために、市長任期と同様の４年間（平成２６年度～

平成２９年度）を計画期間としていている。 

・このなかでは２０年後の弘前市の将来像（めざす姿）を次のように設定している。 

 

２０年後の弘前市の将来像（めざす姿） 

「子どもたちの笑顔あふれるまち 弘前」 

 

・さらにこの将来都市像の実現に向けて、４つの戦略を設定しており、観光分野については、

このなかの分野別政策のなかの「なりわいづくり」に明記されている。 

 

将来都市像の実現に向けた戦略 

戦  略 概   要 

① 笑顔ひろさき重点プロジェクト

（人口減少対策） 

地域の最重要課題である人口減少の抑制のための

分野横断的な取組 

② 分野別政策（ひとづくり、くらし

づくり、まちづくり、なりわいづ

くり） 

主に行政が実施する分野ごとの基本的、総合的な

取り組み 

③ 市民行動プログラム 身近な地域課題に対し市民が主体的に実施する取

り組み 

④ 戦略推進システム 効果的・効率的な地域経営を実施するための仕組

みづくり 

 

・分野別政策のなかのひとつに掲げている「なりわいづくり」は、農林業振興、観光振興、

商工業振興の３つを戦略として位置づけており、観光振興については次ページの５つを政

策の方向性としている。 
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観光振興の政策の方向性 

政策の方向性 基本方針 

１．観光資源の魅力の強化 

 

既存の観光コンテンツをさらに磨き上げるとともに、旅行

形態の変化や多様な旅行者のニーズに応じ、新たな観光コ

ンテンツの掘り起し、磨き上げ、組み合わせ等により、魅

力的で訴求力のある観光コンテンツの充実を図る。 

２．戦略的な誘客活動の展開 

 

「観光都市 弘前」の認知度の向上を図り、誘客につなげ

るため、適時・効果的な情報発信・ＰＲを行う。 

また、観光振興が地域全体の産業振興につながるよう、観

光消費額の増加と収益性の向上を図るため、滞在型・通年

観光を推進するとともに、受け入れ環境の整備等を推進す

る。 

３．観光客受入環境の整備促進 

 

記憶に残る「また来たい弘前」づくりを進めるため、観光

客の多様なニーズに対応できる人材の育成や良好な旅行

環境の形成を図るなど、ソフト・ハード両面で観光客の受

入環境の整備促進を図る。 

４．広域連携による観光の推進 

 

津軽地域、環白神、青函圏など地域的なつながりのほか、

共通の観光テーマを有する他地域との連携を促進・強化

し、一体的なＰＲ活動を行うことで、効率的・効果的な誘

客を図る。 

５．外国人観光客の誘致促進 東アジア圏域など成長力のある地域を重点エリアに位置

づけるとともに、東南アジア、オーストラリア等も見据え、

本市が有する外国人観光客に対して訴求力のある観光コ

ンテンツを活かして、インバウンド施策を効果的に実施

し、外国人観光客数の増加を図る。 

 

・観光振興全体における主な事業としては、次のものが明記されている。 

・四大まつり開催事業 

・大都市観光ＰＲキャンペーン事業 

・おもてなしガイド育成事業 

・北海道新幹線新函館開業対策事業 

・東アジア圏誘客プロモーション事業 
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・観光振興全体のなかで、政策の方向性のひとつとして位置づけられている、「広域連携に

よる観光の推進」に関しては、次のような指標、取組内容、計画事業が明記されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「広域連携による観光の推進」について、計画事業一覧にある３事業の概要は、次のとお

りである。 

 

事業名 現状と課題および事業の概要 

①白神山地

活用地域活

性化推進事

業 

現

状

と

課

題 

世界遺産白神山地は、その生物多様性を保護するとともに、その恵み

から生まれた地域の歴史・文化等と併せ後世に継承していく必要があ

るが、観光分野等での資源活用が、他の世界自然遺産地域と比べ進ん

でいない。 

平成 25 年度に迎えた世界遺産登録 20 周年で実施した各種事業を平成

26 年度以降においても継続するにあたり、内容のブラッシュアップが

課題となっている。 

事

業

の

概

要 

＜目的＞ 

白神山地を観光資源として活用し、白神山地の誘客拡大に向けた「白

神観光振興プラットフォーム」の構築やエコツーリズムなどを展開し

ながら観光客の誘客を図る。 

＜内容＞ 

○白神山地活性化実行委員会による首都圏等誘客キャンペーン事業、

白神山地の魅力を発信するポータルサイトの構築や、広報活動の実

施 

○環白神エコツーリズム推進協議会によるエコツーリズムの推進体制

の整備強化等 

②北東北三

県広域連携

事業 

現

状

と

課

題 

近年、観光客のニーズはますます多様化し、個々人の志向性や価値観

によって旅行を検討・決定する傾向にある。このような観光をとりま

く環境の変化の中で、観光客に多様で重層的な魅力を届けるためには、

一自治体だけの取り組みでは限界があることから、自治体の枠組みを

超えた広域連携が重要となっている。 
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事

業

の

概

要 

＜目的＞ 

津軽地域の近隣市町村や、北東北三県の有力な観光エリア(十和田湖、

平泉、秋田内陸線沿線等）と連携したＰＲ・旅行商品造成、二次交通

支援等を実施することで、当市や津軽地域への誘客を図る。 

＜内容＞ 

○りんごのふるさとシャトルバス運営協議会による弘前・十和田間の

シャトルバスの運行、新ルート造成、宣伝 

○津軽フリーパス運営協議会によるガイドブック等発行、広告掲載 

○津軽広域観光圏協議会による観光資源開発ＰＲ、「津軽なび」運営管

理、観光情報誌広告掲載 

○弘前圏域定住自立圏観光推進協議会による合同プロモーション、観

光セミナー参加 

○津軽広域観光プロモーション協議会による合同プロモーション、3

館共通入場券運営 

○秋田内陸線・奥羽北線沿線連絡協議会による「秋田内陸線の旅」製

作、広域観光検討会、二次アクセス検討会 

○十和田市、平泉町との具体的な連携について検討 

③北海道新

幹線新函館

開業対策事

業 

現

状

と

課

題 

当市と函館市が持つ観光資源を中心に青函圏域の魅力を高め、圏域全

体の集客力をアップするため、これまで、函館市との連携や、青森市・

八戸市を加えた「青函圏観光都市会議」の設立に取り組んできた。 

今後は、平成 28 年に予定されている北海道新幹線新函館開業を捉え、

青函デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）も視野に、青函圏域で

の広域連携を一層強化する必要がある。 

事

業

の

概

要 

＜目的＞ 

平成 28 年に予定される北海道新幹線新函館開業の効果を最大限に活

用するため、函館市などとの連携を促進する。 

＜内容＞ 

○当市及び函館市に青森市、八戸市を加えた４市で組織する青函圏観

光都市会議によるプロモーション事業等の実施 

○「はこだてクリスマスファンタジーひろさきナイト」事業の実施 

○函館連携ＰＲ事業（函館・東北チャリティプロモーション、はこだ

てグルメサーカス、函館・みなみ北海道グルメパーク in 大宮などへ

の出店）の実施 
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２．観光客の状況 

 

（１）観光入込客数～平成 25年 青森県観光入込客統計より～ 

 

①年別観光入込客数の年次推移 

年別観光入込客数（延べ人数・千人） 

・平成 25 年青森県観光入込客統計   

に基づき、弘前市の延べ観光客数 

の推移を見ると、平成２３年で約 

４１４万人、平成２４年で約４５ 

０万人、平成２５年で約４５７万 

人と増加傾向にある。 

・平成２３年に発生した東日本大震 

災による落ち込みからの回復傾向 

がうかがえる。 

 

②月別観光入込客数の状況 

 

・月別の延べ観光入込客数（各観光地点入込客数延べ人数）状況を見ると、４月から５月に

かけて観光入り込みが多く、４月は約５７万人、５月は約９５万人近くが訪れている。 

・次いで６月から１０月にかけて、それぞれ約４０万人以上が訪れている。 

・１１月から３月にかけての観光入込客数は、２０万人前後であり、年間を通して観光入込

客数が比較的少ない月となっている。 

・こうした月別変動の背景には、春の新緑、弘前さくらまつり、弘前ねぷたまつり、秋の紅

葉などからの波及もあると考えられる。 

・また秋から冬にかけての観光入込の減少は、気温や積雪などの気候条件による影響が大き

いためと考えられる。 

 

月別観光入込推移（千人） 

 

 

 

 

 

 

 

3,900

4,000

4,100

4,200

4,300

4,400

4,500

4,600

4,700

２３年 ２４年 ２５年

0

200

400

600

800

1,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



57 

 

③行催事・イベント観光入込客数 

 

・行催事の観光入込客について見ると、毎年４月下旬から５月上旬に開催される「弘前さく

らまつり」は、平成２３年でおよそ２００万人、平成２４年でおよそ２１２万人、平成２

５年でおよそ２２７万人の入込客があり、このところ増加傾向にある。 

・８月１日から７日まで開催される「弘前ねぷたまつり」は、およそ１６０万人の入込でほ

ぼ推移している。 

・一方、１０月中旬から１１月中旬にかけて開催される「弘前城菊と紅葉まつり」は、平成

２３年の５０万人から、平成２５年ではおよそ４０万人となっている。 

・さらに 2 月の上旬に開催される「弘前雪燈籠まつり」は、およそ平成２３年の３９万人

から、平成２５年ではおよそ３２万人となっている。 

・春の「弘前さくらまつり」、夏の「弘前ねぷたまつり」と比較すると、秋の「弘前城菊と

紅葉まつり」、冬の「弘前雪燈籠まつり」の入込客数との差が顕著に表れている。 

 

 

主要行催事入込客の状況（千人） 
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④観光地点（施設等）入込客数 

 

・観光地点（施設等）の入込客数をみると、弘前市立観光館が約５２万人から５３万人で推

移しており、最も多い入込客数を記録している。 

・次いで弘前城資料館が約３０万人から３４万人で推移しており、弘前市立観光館に次ぐ入

込客数を記録している。 

・主な観光地点（施設等）の入込客数の状況から、弘前市においては、弘前立観光館の立地

する界隈（弘前公園、弘前城など）などに観光客が集中している状況がうかがえる。 

・この背景には、弘前市立観光館が、観光情報の発信拠点・入手拠点であることをはじめ、

「弘前さくらまつり」、「弘前ねぷたまつり」、「弘前城菊と紅葉まつり」、「弘前雪燈籠まつ

り」など、弘前市の４大イベントの会場（あるいは「弘前ねぷた集合場所」など）に隣接

していることが、影響しているためと考えられる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘前市立観光館（左側の建物） 

弘前市立観光館（総合観光案内デスク） 弘前市立観光館（展示コーナー） 

弘前市立観光館（ロビー） 
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主な観光地点（施設等）入込客数 

 

 

主な観光地点（施設等）入込客数（人） 

観光施設 ２３年 ２４年 ２５年 

弘前市立観光館 523,124 549,434 535,197 

弘前城資料館 302,236 316,369 337,867 

弘前市りんご公園 110,196 136,480 144,158 

弘前城植物園 108,315 81,001 98,478 

岩木山総合公園 86,591 86,454 91,589 

ロマントピア白鳥座内温泉 58,027 60,850 64,620 

星と森のロマントピア 48,199 54,215 53,018 

藤田記念庭園 40,859 38,481 44,523 

ロマントピアスキー場 21,952 25,408 24,104 

岩木山百沢スキー場 26,188 24,691 23,324 
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（２）旅行形態・移動手段～弘前市観光客動向調査の集計結果報告書より～ 

 

・弘前市シンクタンク開設検討チーム（経営戦略部 行政経営課）が実施した「弘前市観光

客動向調査の集計結果報告書（平成 25 年度）」に基づき、弘前市に訪れた観光客の旅行

形態および移動手段について整理すると、以下のようになる。 

・なお、この調査の概要は次の通りである。 

 

弘前市観光客動向調査の集計結果報告書（平成 25年度）の概要 

１調査の目的 

弘前市を訪れる観光客の旅行形態、消費動向やサービスに対する満足度を調査し、実態を 

把握、分析し、今後の市の観光施策の向上に資する。 

 

２調査内容及び調査項目 

（１）調査期 平成２５年  春（4～5 月）・夏（8 月）・秋（10 月）・冬（2 月） 

（２）調査地点 ①弘前公園（園内 2 ヵ所程度） ④JR 弘前駅 

②ねぷた村          ⑤りんご公園 

③観光館           ⑥土手町 

（３）調査対象 市外から訪れる観光客を対象 

（４）サンプル数 調査地点 6 地点（7 ヵ所） 合計で有効回答 4,478 サンプル。 

 

３調査方法 

・調査票に基づき、調査地点に

おいて、市外から訪れる観光

客を対象に、調査員による面

接調査。 

 

４調査の属性 

・右表のとおり。 
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①旅行形態 

 

・旅行形態は、弘前市を含む青森県内を訪れた回答が 2,024 件（45.20%）と半数近くを占

めており、半数近くの観光客は青森県内を広域的に移動している状況がうかがえる。 

・また弘前市のみの回答件数は 1,658 件、37.03%であり、約４割は弘前市を目的地として

いる状況がうかがえる。 

・年代別は、２０歳以上のすべての年代において青森県内の観光が最も多い。 

・青森県内の訪問先としては、青森市や十和田市、白神山地を旅行する回答が多いことが報

告されている。 

・また近道県では秋田県や岩手県なども含めた東北を巡る旅行が多いことが報告されている。 
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観光した地域（弘前市以外の訪問地） 

エリア区分 観光した地域 

津軽・西海岸エリア ・竜飛岬（夏・60 代男性・東京都ほか複数） 

・五所川原市（夏・50 代女性・北海道ほか複数） 

・大鰐町（夏・60 代男性・静岡県ほか複数） 

・黒石市（夏・50 代女性・東京都ほか複数） 

・平川市盛美園（秋・10 代女性・北海道ほか複数） 

・白神山地（夏・60 代男性・群馬県ほか複数） 

・深浦町（秋・40 代男性・長崎県ほか複数） 

・鰺ヶ沢町（秋・60 代女性・秋田県） 

・不老ふ死温泉（冬・30 代女性・北海道ほか複数） 

・十二湖（秋・50 代男性・東京都ほか複数） 

青森・八甲田・十和田エリ

ア 

・青森市内（夏・60 代女性・愛知県ほか複数） 

・青森港周辺（冬・40 代男性・岩手県ほか複数） 

・浪岡の美術館（夏・50 代女性・宮城県） 

・浅虫温泉（冬・60 代女性・岡山県ほか複数） 

・三内丸山遺跡（秋・50 代女性・茨城県ほか複数） 

・八甲田山（秋・50 代男性・三重県ほか複数） 

・酸ヶ湯（秋・60 代男性・宮崎県ほか複数） 

・蔦温泉（秋・70 代女性・茨城県） 

・十和田市（夏・50 代女性・熊本県ほか複数） 

・奥入瀬（秋・50 代男性・新潟県ほか複数） 

近道県・都市 ・岩手県（夏・40 代男性・埼玉県ほか複数） 

・秋田県（夏・50 代女性・東京都ほか複数） 

・山形県（夏・50 代女性・岐阜県ほか複数） 

・仙台（夏・40 代女性・埼玉県ほか複数） 

・鳴子温泉（秋・30 代女性・千葉県ほか複数） 
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②移動手段 

 

・移動手段は、新幹線などの鉄道利用が約半数の 2,326 件（51.94%）の回答結果となって

おり、次いで自家用車が 1,457 件（32.54%）となっている。 

・その他区分の内訳は、深夜高速バスや、フェリー、自転車で訪れた方などがみられたと報

告されている。 

・なお移動手段で鉄道利用の回答率が多かった背景には、調査地点のひとつである JR 弘前

駅での有効回答件数が、 

1,894 件（42.27％）と最も多いことも影響していると考えられる。 
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（３）旅行商品における観光移動の状況 

 

・弘前市の観光資源が活用されている主な旅行商品の状況について見ると、次のようなもの

が挙げられる。 

 

【日本一の“りんご”の花と“菜の花”と東北の新緑（エースＪＴＢ）】 

 

・この旅行商品は、日本全国を対象に「春～初夏 祭り 花火 イベント」を表題に、春か

ら初夏に開催されるイベントを対象とした旅行商品のなかの一つである。 

・出発日は５月１５日、１６日で、「弘前りんご花まつり」と「菜の花フェスティバル in よ

こはま」が主なイベントの見物対象となっている他、ツアー行程中の３日間に下表のよう

な観光資源に立ち寄る。 

・旅行代金はおとな１室あたりの人数と出発日によりおよそ７万円から８万円の間で設定さ

れている。 

・移動手段は、羽田空港から青森空港へ行き、バスにて移動し、一関駅から東北新幹線で東

京駅に戻るルートとなっている。 

 

立ち寄り観光資源および見学するイベント 

移動県 立ち寄り観光資源 見物するイベント 

青森県 

 

白神山地・ブナ林散策（西目屋村）、弘前

（泊） 

弘前市りんご公園（弘前り

んご花まつり） 

中野もみじ山（黒石市）、ねぶたの家ワ・

ラッセ（青森市・入場と昼食）、奥入瀬渓

流散策、おいらせ渓流温泉（泊） 

横浜町菜の花フェスティバ

ル in よこはま 

秋田県、岩手県 

 

発荷峠、中尊寺、厳美渓 ― 

 

 

 

 

  



65 

 

【東北夏祭り（エースＪＴＢ）】 

 

・この旅行商品は、「夏祭り」として日本全

国（東北、北陸、山陰・四国、京都・奈良）

の主な夏祭りを対象とした旅行商品の東

北である。 

・弘前市は、弘前ねぷたまつりが「東北夏

祭り」のなかで観光対象となっている。 

・「東北夏祭り」は、弘前ねぷたまつりの他

に、青森ねぶた祭・山形花笠まつり・能代

七夕「天空の不夜城」・秋田竿燈まつりの

開催日に合わせた８月１日、２日を出発日

として、４日間でこれら４つの祭りの見物

を主目的としている。 

・また祭り見物の他に、途中いくつかの観光資源や施設に立ち寄る行程となっている。 

・移動手段は、東京駅から東北新幹線を利用して新青森駅からバスにて東北地方を広域移動

しながら、秋田駅から秋田新幹線を利用してから東京駅へ戻る。 

・旅行代金は、１室あたりの人数と出発日

により、おとなでおよそ１３万円～１５万

円の範囲で設定されており、添乗員が同行

する。 

・ツアー行程における立ち寄り観光資源・

施設および宿泊地は次のとおりである。 

・弘前市内では、弘前ねぷた祭を見物する

他、弘前城が立ち寄り観光資源となって

いる。また隣接する地域では田舎館村田

んぼアート（田舎館村）、津軽伝承工芸館

（黒石市）が立ち寄り観光資源・施設と

なっており、津軽伝承工芸館では見学と

昼食が予定されている。 
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立ち寄り観光資源および見学する祭り 

移動県 立ち寄り観光資源 見物する祭り 

青森県 

 

弘前城、弘前市内（夕食） 

鰺ヶ沢温泉・大鰐温泉（泊） 

弘前ねぷた祭 

 

田舎館村田んぼアート（田舎館村）、津軽伝承工芸館（黒石

市）、山内丸山遺跡、青森県観光物産館アスパム、青森市内

（夕食）津軽南田温泉・鰺ヶ沢温泉（泊） 

青森ねぶた祭 

 

 

秋田県 

 

小坂鉱山事務所・康楽館、角館市内（昼食）、尾去沢鉱山、

男鹿温泉・角館温泉（泊） 

能代七夕「天空の

不夜城」 

なまはげ館・男鹿真山伝承館、寒風山回転展望台、角館武家

屋敷通り、秋田市内（昼食） 

秋田竿燈まつり・

昼竿燈 

 

 

【東北４大祭り ハイライト４日間（ＪＴＢ）】 

 

・この旅行商品は、東北の青森ねぶた祭・秋田竿燈まつり・山形花笠まつり・仙台七夕まつ

りの開催日に合わせた８月３日、４日、５日を出発日として、４日間でこれら４つの祭り

の見物を主目的とした旅行商品である。 

・また祭り見物の他に、途中いくつかの観光資源や施設に立ち寄る行程となっている。 

・移動手段は、東京駅から東北新幹線を利用して新青森駅からバスにて移動して、仙台駅か

ら東北新幹線を利用して東京駅へ戻る。 

・旅行代金は、１室あたりの人数と出発日により、おとなでおよそ１４万円～１６万円の範

囲で設定されている。 
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・ツアー行程における立ち寄り観光資源・施設および宿泊地は次のとおりである。 

・弘前市内での立ち寄りはないものの、隣接の津軽伝承工芸館（黒石市）が立ち寄り観光施

設となっており、同施設での見学と昼食が予定されている。 

 

立ち寄り観光資源および見学する祭り 

移動県 立ち寄り観光資源 見物する祭り 

青森県 ねぶたラッセランド・青森県観光物産館アスパム 

青森市内（夕食）、十和田湖畔（泊） 

休屋、十和田湖遊覧船、津軽伝承工芸館 

青森ねぶた祭 

 

 

秋田県 あきた県産品プラザ、秋田市内（夕食） 

 

秋田竿燈まつり 

岩手県 盛岡つなぎ温泉・鶯宿温泉（泊） 

中尊寺（昼食） 

― 

 

山形県 宝珠山立石寺（山寺）、蔵王温泉（泊） 山形花笠まつり 

宮城県 松島、松島遊覧船、松島（自由散策と自由昼食） 

 

仙台七夕まつり 

 

 

【大曲の花火と花輪ばやしと毛馬内盆踊り】 

 

・この旅行商品は、「大曲の花火」競技大会と、「花

輪ばやし」・「毛馬内盆踊り」の開催日に合わせ

た８月２０日を出発日として、４日間でこれら

祭りの見物を主目的とした旅行商品である。 

・また祭り見物の他に、途中いくつかの観光資源

や施設に立ち寄る行程となっており、弘前市で

は津軽藩ねぷた村が立ち寄り観光資源となって

いる。 

・移動手段は、東京駅から東北新幹線を利用して

八戸駅からバスにて移動して、青森県、秋田県、

岩手県の観光資源を巡り、盛岡駅から東北新幹

線を利用して東京駅へ戻る。 

・旅行代金は、１室あたりの人数により、おとな

でおよそ１１．４万円～１２．５万円の範囲で

設定されている。 
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・ツアー行程における立ち寄り観光資源および宿泊地は次のとおりであり、宿泊は十和田大

湯温泉に３連泊する。 

 

立ち寄り観光資源および見学する祭り 

移動県 立ち寄り観光資源 見物する祭り 

青森県 奥入瀬渓流、十和田湖、十和田大湯温泉（泊） 

白神山地ブナの森散策、津軽藩ねぷた村、田舎村田

んぼアート 

花輪ばやし 

 

秋田県 小坂町鉱山事務所、田沢湖、角館武家屋敷 

 

毛馬内盆踊り 

大曲花火大会 

岩手県 小岩井農場まきば園 ― 
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３．広域連携の取組 

 

（１）広域観光情報の発信 

 

【津軽海峡を旅するマガジン TUG】 

・「津軽海峡を旅するマガジン TUG」は、津軽海峡エリアを対象に、対象エリアの観光情

報を紹介する無料の季刊情報誌である。 

・情報誌における津軽海峡エリアでは、北海道道南と青森県に限定せず、必要に応じて北海

道道央や東北地域まで範囲を広げて季節の観光情報を紹介している。 

・同情報誌は、Ａ４版フルカラー３５ページで、発行は TUG 編集室（津軽海峡フェリー株

式会社）であり、行政等による広域連携による取組ではないが、津軽海峡エリアの季節の

観光情報を定期的に発信する情報発信媒体としての役割を担い、同エリア内の観光案内所

などに配布（発行部数 10 万～15.5 万部）されている。 
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【ぐるっと津軽海峡！魅力ハッケンＭＡＰ 魅力ハッケンＢＯＯＫ】 

・「ぐるっと津軽海峡！魅力ハッケンＭＡＰ 魅力ハッケンＢＯＯＫ」は、北海道新幹線の

開業を控えて、津軽海峡を挟む北海道道南と青森県を対象に、この地域を津軽海峡交流圏

と称して、この圏域の観光資源・施設などを紹介する取組である。マップおよびブックは、

いずれも北海道および青森県が発行（それぞれ 15,000部）している。 

・津軽海峡交流圏は、北海道道南の２市１６町と、青森県の７市４町１村、および青森県観

光連盟や弘前市観光案内所などの観光７団体で構成されている。 

・マップでは、津軽海峡交流圏のエリアを地図で紹介するとともに、道南および青森の食、

文化、温泉、城などを選択して紹介している。 

・ブックではＡ５版１４ページフルカラーに、同交流圏のエリアに賦存するシンボル（「岩

木山」や「駒ケ岳」など）、伝統（「五所川原立佞武多」や「姥神大神宮渡御祭」など）、

パワースポット（「白神山地マザーツリー）や「縁桂）など）、ミュージアム（十和田市現

代美術館や北海道立函館美術館など）、グルメ（「いがめんち」や「いかめし」など）、日

本一（世界一大きな「扇ねぷた」や「日本最古の観覧車」など）が写真と解説にて紹介さ

れている。 
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【小京都と京都ゆかりのまち】 

・「小京都と京都ゆかりのまち」は、全国京都会議（事務局：公益社団法人京都市観光協会）

が発行する B6 版２８ページの小冊子である。 

・この小冊子には、「全国の小京都と京都ゆかりのまち」として全国各地のまちが紹介され

ており、弘前は「お城とさくらとりんごのまち」として紹介されている。 

・全国京都会議への加盟は、次の条件の一つ以上に該当することを基準としている。 

①京都に似た自然景観、町並み、たたずまいがある。 

②京都と歴史的なつながりがある。 

③伝統的な産業、芸能がある。 

・平成２６年３月現在で、４９市町が加盟しており、共同宣伝パンフレット・ポスターの製

作・配布など、広域観光キャンペーンを展開しているほか、年１回の総会を加盟市町持ち

回りで開催している。 

・「小京都と京都ゆかりのまち」のキーワードで、該当する全国のまちを紹介し、誘客の取

組のひとつとしている広域連携の取組のひとつとなっている。 

・なお東北では、弘前の他に、宮城県岩出山および村田、秋田県湯沢および角館、山形県山

形が加盟紹介されている。 
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【ひろさきガイドマップ】 

・「ひろさきガイドマップ」は、弘前市が発行する折りたたみ式のガイドマップであり、地

図と共に、以下の６つのテーマで観光資源や施設が紹介されている。 

・このなかで、隣接する世界自然遺産白神山地（西目屋村）も「世界遺産白神山地の玄関口」

として紹介されており、市域を超えた観光資源を活かした観光情報の紹介により、弘前市

の誘客に活用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ 概  要 

弘前の四季ごよみ 春 弘前さくらまつり 夏 弘前ねぷたまつり 

秋 弘前城菊と紅葉まつり 冬 弘前城雪燈籠まつり 

の写真と開催日などの紹介。 

津軽の秀峰 岩木山 岩城山とその周辺の観光資源（岩城神社、津軽岩木スカイ

ラインなど）をはじめ、お山参詣などの紹介。 

世界自然遺産白神山地と弘前

りんご情報 

白神山地をはじめ、マザーツリー、暗門の滝などの紹介お

よび、弘前のりんごにまつわる知識、観光資源・施設、特

産品などの紹介。 

歴史の街を歩く―神社・仏閣 国指定重要文化財などの指定を受けている弘前八幡宮や

長勝寺や最勝院五重塔などの神社・仏閣をはじめ、江戸時

代中期の豪商の建築物などの紹介 

浪漫の街を歩く―洋館 国指定重要文化財などの指定をうけている青森銀行記念

館や弘前学院外国人宣教師館などの洋館の紹介。 

弘前おすすめ観光情報 弘前公園や弘前市立観光館、津軽藩ねぷた村をはじめ、津

軽三味線、津軽塗、郷土料理などの文化の紹介。 
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（２）広域観光流動の促進 

 

【津軽フリーパス】 

・「津軽フリーパス」は、津軽エリア内の列車とバスが２日間、何度でも利用できる乗車券

である。 

・このパスは、弘前を中心に隣接する市町村の名所･温泉･観光施設の観光流動の促進を図る

取組である。 

・このフリーパスは、津軽フリーパス運営協議会が発行しており、協議会のメンバーには、

同エリアで運行している交通機関（JR 東日本、弘南鉄道、津軽鉄道、弘南バス）が参加

している。 

・またフリーエリア内では、観光施設や協賛店での得点を受けることもできる。 

・津軽フリーパスは、おとな 2,060 円、こども 1,030 円であり、通年で販売している。 

・フリーエリアで利用できる範囲は、弘前を中心として、東は大川原、虹の湖公園、西は岳

温泉、田代（西目屋村役場前）、南は錠が関、北は金木、青森を網羅している。 

・フリーパスとともに、ガイドブック（A５版 ５４ページ）も発行しており、対象エリア

内の観光資源・施設の情報が紹介されている。 
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【弘前～十和田湖間、弘前～十和田市現代美術館シャトルバス】 

・このシャルトルバスは、弘南バス株式会社および第一観光バス株式会社が企画・募集し実

施する日帰り旅行であり、弘前～十和田湖間、弘前～十和田市現代美術館を片道あるいは

往復し、途中の観光資源・施設に立ち寄る募集型企画旅行である。 

・弘前～十和田湖間の運行期間および運行日は、春夏秋は４月１日～１０月３１日（弘前発

コースは４／１７～）の毎週金・土・日、祝日運行（４／２３～５／６は毎日）、冬は１

１月～３月の毎週金・土・日・祝日運行（十和田湖冬物語期間中 平成２７年２月６日～

３月１日は毎日運行）している。 

・同コースは、弘前発着コースと、十和田湖発着コースの２コースからなり、春夏秋と冬の

期間で異なる立ち寄り観光資源・施設を行き帰りにおいて設定している。 

・利用料金は大人片道 3,000 円、往復 5,000 円であり、予約制となっており、予約がない

場合は運休となる。 

・弘前～十和田市現代美術館の運行日は、２０１４年１１月１日(土)、８日(土)、１５日(土)、

１２月１２日(金)、２０１５年２月７日(土)、２１日(土)と冬季の指定日に運行し、料金

は片道 3,500 円、往復 5,500 円である。  

 

  春夏秋の弘前～十和田湖シャトルバスのコース 
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冬の弘前～十和田湖シャトルバスのコース 

 

 

弘前～十和田市現代美術館シャトルバス 
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（３）広域観光の誘致 

 

【津軽・ひろさき 街歩きガイドブック】 

・「津軽・ひろさき 街歩きガイドブック」は、弘前市内の多様な観光資源を対象に、津軽・

ひろさき街歩き観光推進実行員会・公益社団法人弘前観光コンベンション協会が企画実施

する着地型旅行商品を紹介するガイドブックである。 

・このガイドブックでは、弘前市内を対象に「夕暮れ路地浦散歩」、「岩木山夕陽ツアー」、

「ハイカラ洋館めぐりと“弘前フレンチ”」など、ガイドが案内する２８の着地型旅行商

品が紹介されている。 

・またこのガイドブックでは、弘前市内のみならず、田舎館村「いながだでの田舎あるぎ」、

黒石市「黒石まち歩きツアー」、平川市「歴史の道 羽州街道矢立峠コース」など、周辺

地域の観光協会や NPO 法人などと連携して、弘前周辺のまち歩きをテーマとした着地型

旅行商品も紹介している。 

・なお公益社団法人弘前観光コンベンション協会は、第３種旅行業者として青森県知事登録

しており、募集型企画旅行実施可能エリアは、弘前市、平川市、鰺ヶ沢町、鶴田町、板柳

町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、西目屋村、つがる市、大館市となっている。 
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【みちのく三大桜名所 特産品プレゼント】 

・この取組は、青森県弘前市、秋田県仙北市角館町、岩手県北上市の桜を共通のテーマとし

て、３市の桜にまつわるクイズの回答を記入して応募することで、希望する宿泊券や特産

品が抽選で当たる取組である。 

・いずれのクイズも、現地を訪ねることでわかるような内容とすることで、３市それぞれへ

の誘客をねらっている。 

・ちなみに弘前のクイズは、「弘前公園の桜を維持管理するスペシャリストである「桜守」、

今年衣装がリニューアルされましたが、その制服の色は何でしょうか？」、【ヒント】公園

緑地課（弘前公園内）に行けば、「桜守」に合えるかも！？ と 

・告知は、A４版フルカラーのリーフレット１枚に、３市の桜の写真や応募用のはがきを印

刷している。 

・桜を共通テーマとした広域連携の取組のひとつであり、発行はみちのく三大桜名所連絡会

議事務局（北上市商工部商業観光課内）である。 
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（４）新たな事業 

 

【弘前圏域定住自立圏共生ビジョン】 

・このビジョンは、弘前および周辺の市町村が連携し、圏域全体で必要な生活 機能を確保

し、地方圏への人口定住を促進する自治体間連携の新たな取り組みとして平成２４年に策

定された。 

・取組の対象は、医療、福祉、教育、産業など幅広い分野に渡る取組みが事業化されている。 

・このなかで観光に関しては、津軽エリアへの広域観光商品を充実させることで、誘客を促

進し、同時に地域経済の活性化を図る事業が位置づけられている。 

・具体的には、首都圏を中心とした旅行代理店や交通事業者などに対し、津軽エリアに求め

られる広域観光商品についてのニーズ調査及び検証と造成、広域観光商品の情報発信の２

つの事業が、平成２４年から平成２８年まで位置づけられている。 

・この事業の連携市町村は、弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、

西目屋村である。 

・この事業のなかでは、次ページのようなモニターツアーを実施している。 

 

 

弘前圏域定住自立圏共生ビジョンにおける観光振興事業（事業計画書より） 
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冬の津軽体験ツアー（平成２６年 ２月１４日(金)～ ２月１６日(日)） 

日次 月日 行      程 宿  泊 

１ 
２/１４ 

 
（ 金 ） 

 はやぶさ５号    つがる５２号   貸切バス 

東京―――――新青森―――――弘前======プリンスさく
ら亭======道の駅いかりがせき・関所資料館======大鰐 

弘南鉄道 
温泉もやし生産園 =====大鰐駅+++++++中央弘前駅
======相馬沢田のろうそく祭り======ホテル 

南田温泉 

Ｈアップルランド 

 

 

２ 
２/１５ 

 
（ 土 ） 

    貸切バス 

ホテル======竹浪酒造店======常盤ふるさと資料館あす
か======田舎館村埋蔵文化財センター======黒石こみせ
======盛美園======神宮寺・・・・・猿賀神社====ホテル 

弘前市 

ベストウエスタンＨ 

ニューシティ弘前 

３ 
２/１６ 

 
（ 日 ） 

貸切バス 

ホテル======白神山地ビジターセンター======乳穂ヶ 
はやて４０号 

氷祭り======そばの矢車======新青森駅――――東京 

 

― 

 

 

 

冬の津軽体験ツアー募集記事 
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【広域観光周遊ルート形成促進事業】 

・この事業は、テーマ性・ストーリー性を有する魅力ある観光地域をネットワーク化し、訪

日外国人旅行者の滞在日数に合わせた広域観光周遊ルートを形成することにより、訪日外

国人旅行者の周遊の促進による地域の活性化を図ることを目的とした事業であり、計画に

基づき実施する事業について国が一部を負担するものである。 

・弘前市を含む東北地域では、東北観光推進機構による「日本の奥の院・東北探訪ルート」

形成計画が、平成２７年６月に国の認定を受けた。 

・このなかで、主な対象市場・ターゲットを、台湾、香港、中国（上海・広州）、ASEAN、

欧米、オーストラリアとしており、周遊を促す１６の拠点を選定し、訪日外国人目線に沿

った広域観光ルートの形成を図ることとしている。 

・また主要ゲートウェイを函館、仙台・松島、東京と位置づけ、首都圏および函館を中心と

した道南地域と連携した、広域観光周遊ルートを構築することとしている。 

・同計画の概要は、以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光庁ホームページより 
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４．総合診断 

 

（１）地域の強みおよび弱み 

・弘前市において、魅力ある観光地域づくりを推進していく観点から、地域の強みおよび弱

みについて、次のように明らかにした。なお、地域の強みは●、弱みは▲にて表記してい

る。 

 

①観光を取り巻く状況より 

【立地特性（要約）】 

・宿泊施設も、充実しており、津軽地域における宿泊滞在拠点としての役割を有している。 

 

【観光資源（要約）】 

・弘前市は、岩木山の自然風景をはじめ、弘前城、弘前公園の桜、数々の洋館、弘前ねぷた、

津軽三味線などの歴史的・文化的観光資源など、弘前らしさ・弘前ならではの豊富な観光

資源が存在しており、青森県における主要な観光地のひとつとして不動の位置にある。 

 

【弘前市経営計画（要約）】 

・２０年後の弘前市の将来像（めざす姿）を「子どもたちの笑顔あふれるまち 弘前」と設

定している。 

・観光振興の政策の方向性を、１．観光資源の魅力の強化、２．戦略的な誘客活動の展開、 

３．観光客受入環境の整備促進、４．広域連携による観光の推進、５．外国人観光客の誘

致促進としている。 

・広域連携による観光の推進については、①白神山地活用地域活性化推進事業、②北東北三

県広域連携事業、③北海道新幹線新函館開業対策事業の３事業が位置づけられている。 

 

地域の強みおよび弱み（観光を取り巻く状況より） 

①立地特性より 

●青森県・東北観光・津軽観光の主要な立ち寄り・滞在地点である。 

●津軽周辺地域へ“足を延ばす”ための拠点となる。 

②観光資源より 

●岩木山はじめ白神山地など、本地域ならではの自然を活かすことが可能である。 

●観光資源の豊富さ・幅広さを背景とした、さまざまな取組が可能である。 

③弘前市経営計画より 

●観光資源の豊富さ、既に多くの観光入込客数がある強い誘客力などを背景に、広域

連携における、主導的な役割を担うことが可能である。 
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②観光客の状況より 

【観光入込客数の状況（要約）】 

・弘前市の延べ観光客数は、平成２３年で約４１４万人、平成２４年で約４５０万人、平成

２５年で約４５７万人と増加傾向にある。 

・月別の延べ観光入込客数（各観光地点入込客数延べ人数）状況を見ると、４月から５月に

かけて観光入り込みが多く、４月は約５７万人、５月は約９５万人近くが訪れている。 

・次いで６月から１０月にかけて、それぞれ約４０万人以上が訪れている。 

・１１月から３月にかけての観光入込客数は、２０万人前後であり、年間を通して観光入込

客数が比較的少ない月となっている。 

・行催事の観光入込客について見ると、毎年４月下旬から５月上旬に開催される「弘前さく

らまつり」は、平成２３年でおよそ２００万人、平成２４年でおよそ２１２万人、平成２

５年でおよそ２２７万人の入込客があり、このところ増加傾向にある。 

・８月１日から７日まで開催される「弘前ねぷたまつり」は、およそ１６０万人の入込でほ

ぼ推移している。 

・2 月の上旬に開催される「弘前雪燈籠まつり」は、およそ平成２３年の３９万人から減少

しており、平成２５年ではおよそ３２万人となっている。 

・春の「弘前さくらまつり」、夏の「弘前ねぷたまつり」と比較すると、秋の「弘前城菊と

紅葉まつり」、冬の「弘前雪燈籠まつり」の入込客数との差が顕著に表れている。 

・観光地点（施設等）の入込客数をみると、弘前市立観光館が約５２万人から５３万人で推

移しており、最も多い入込客数を記録している。 

 

【旅行形態・移動手段（要約）】 

・弘前市を訪れる観光客の半数近くは、弘前市を含む青森県内を広域的に移動している状況

が旅行形態として明らかにされている。 

・青森県内の訪問先としては、青森市や十和田市、白神山地を旅行する回答が多い。 

・移動手段は、約５割が新幹線などの鉄道利用、次いで約３割が自家用車となっている。 
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【旅行商品における観光移動の状況（要約）】 

・大手旅行会社が主催する旅行商品における、弘前市を含む観光移動の状況を見ると、青森

県、秋田県、岩手県の北東北３県をはじめ、さらに山形県、宮城県などの南東北まで訪れ

る旅行商品がある。 

・各県における観光立ち寄り資源は、おしなべて広く周知されている観光資源が選定されて

いる。 

・弘前市における観光対象は、弘前城、弘前市りんご公園（弘前りんご花まつり）、弘前ね

ぷた、津軽藩ねぷた村などが対象となっている。 

・また隣接する地域における観光対象は、白神山地・ブナ林散策（西目屋村）、中野もみじ

山（黒石市）、田舎館村田んぼアート（田舎館村）、津軽伝承工芸館（黒石市）などが対象

となっている。 

 

・以上のような観光を取り巻く状況から見た、地域の強みおよび弱みは、以下のとおりであ

る。 

 

地域の強みおよび弱み（観光客の状況より） 

①観光入込客数の状況より 

●既に多くの観光客が訪れており、強い誘客力を有している。 

●４月、５月の春季に、とりわけ強い誘客力を有している。 

 ●弘前さくらまつり、弘前ねぷたまつりは、とりわけ強い誘客力を有している。 

●相当数が訪れている観光資源・施設や行催事の状況を活かすことが可能である。 

▲１２月、２月、３月の冬季の誘客力は、他の季節に比べて弱い。 

▲冬の気候条件等が冬季の観光入込数増加を妨げる要因として想定される。 

▲弘前市内中心部（弘前市立観光館）に比べると、弘前市郊外の観光資源等の誘客力

が弱い。 

 

②旅行形態・移動手段より 

 ●既に５割近くを、広域的に移動する観光客に支持されている。 

●５割近くの鉄道利用客、約３割近くのマイカー客を想定した取組が可能である。 

 

③旅行商品における観光移動の状況より 

●弘前城（桜）、弘前ねぷた、弘前りんご花まつり、津軽藩ねぷた村など、青森県・東

北地域における既に有名な観光資源が活用されている。 

▲上記以外の観光資源については、広域的な誘客力・訴求力が弱いためか、活用され

るだけの力を有していない。 
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③広域連携の取組状況より 

【広域観光情報の発信（要約）】 

・弘前観光コンベンション協会のホームページでは、津軽・秋田県北・青森県全域・函館方

面・イベントカレンダーの項目により、既に広域観光の情報を発信している。 

・本州（青森）と北海道（函館）を最短で結ぶ津軽海峡フェリーをはじめ、道南地域と北東

北地域を中心とした観光情報が、観光情報誌「津軽海峡を旅するマガジン TUG」として

定期的に発信されている。 

・2015 年の北海道新幹線開業を見込み、道南地域と青森県の観光情報が、「魅力ハッケン

BOOK」、「魅力ハッケン MAP」として、北海道および青森県から発信されている。 

・「小京都と京都ゆかりのまち」として全国４８市町とともに弘前市の主な観光情報が発信

されている。 

・青森県全域を対象とした観光情報が、年２回（冬春編、夏秋編）、「あおもり紀行」として

公益社団法人青森県観光連盟から発信されている。 

・弘前市では、「ひろさきガイドマップ」を発行しており、６つのテーマにより観光資源や

施設を紹介している。このなかで隣接する世界自然遺産白神山地（西目屋村）を「世界遺

産白神山地の玄関口」として紹介している。 

 

【広域観光流動の促進（要約）】 

・弘前を中心として、東は大川原、虹の湖公園、西は岳温泉、田代（西目屋村役場前）、南

は錠が関、北は金木、青森を範囲とした列車とバス（JR 東日本、弘南鉄道、津軽鉄道、

弘南バス）が２日間、何度でも利用できる乗車券「津軽フリーパス」を販売している。 

・弘前～十和田湖間、弘前～十和田市現代美術館を片道あるいは往復し、途中の観光資源・

施設に立ち寄るシャトルバス（募集型企画旅行）を運行している。 

 

【広域観光の誘致（要約）】 

・津軽・ひろさき街歩き観光推進実行員会（社団法人弘前観光コンベンション協会）では、

弘前市および周辺市町村における着地型旅行商品を紹介する「津軽・ひろさき 街歩きガ

イドブック」を年回（春・夏、秋・冬）発行している。 

・青森県弘前市、秋田県仙北市角館町、岩手県北上市の桜を共通のテーマとして、現地を訪

ねることでわかるような桜にまつわるクイズに応募することで、抽選による特典が当たる

「みちのく三大桜名所 特産品プレゼント」を平成２７年に実施した。 

・江戸時代以前に築城された天守を持つ全国のまちに働きかけ、「既存１２天守同盟」の締

結により、天守をキーワード・資源とした広域での観光振興や、天守の価値と魅力の向上

に取り組んでいる。 
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【新たな事業（要約）】 

・弘前圏域定住自立圏共生ビジョンでは、弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐

町、田舎館村、西目屋村の８市町村が連携し、津軽エリアに求められる広域観光商品につ

いてのニーズ調査及び検証と造成、広域観光商品の情報発信の２つの事業に取り組んでい

る。 

・広域観光周遊ルート形成促進事業では、主な対象市場・ターゲットを、台湾、香港、中国

（上海・広州）、アセアン、欧米、オーストラリアとして、東北地域の周遊を促す１６の

拠点を選定し、首都圏および函館を中心とした道南地域と連携した広域観光ルートの形成

を図ることとしている。 

・以上のような観光の取組状況から見た、地域の強みおよび弱みは、以下のとおりである。 

 

地域の強みおよび弱み（広域連携の取組状況より） 

①広域観光情報の発信より 

 ●既に広域観光情報の発信に取り組んでいる既存の媒体を活用することができる。 

②広域観光流動の促進より 

 ●既存の「津軽フリーパス」や「シャトルバス」を活用した広域流動促進を図ることが

できる。 

③広域観光の誘致より 

 ●弘前市における豊富な観光資源を背景として、様々な切り口による広域観光の誘致が

可能である。 

④新たな事業より 

 ●弘前圏域定住自立圏共生ビジョンによる弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、

大鰐町、田舎館村、西目屋村の８市町村の連携をさらに活かすことができる。 

 ●広域観光周遊ルート形成促進事業は、弘前市におけるインバウンドを主目的とした取

組に活用することができる。 
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（２）課題および課題解決のための施策 

・弘前市の観光資源の状況、観光基礎データ、現地調査、現地関係者のヒアリングなどを踏

まえ、今後の観光振興の観点から、課題および課題解決のための施策について、それぞれ

次のように明らかにする。 

 

①観光を取り巻く状況から 

【立地特性（再掲）】 

・宿泊施設も、充実しており、津軽地域における宿泊滞在拠点としての役割を有している。 

 

【観光資源（再掲）】 

・弘前市は、岩木山の自然風景をはじめ、弘前城、弘前公園の桜、数々の洋館、弘前ねぷた、

津軽三味線などの歴史的・文化的観光資源など、弘前らしさ・弘前ならではの豊富な観光

資源が存在しており、青森県における主要な観光地のひとつとして不動の位置にある。 

 

【弘前市経営計画（再掲）】 

・２０年後の弘前市の将来像（めざす姿）を「子どもたちの笑顔あふれるまち 弘前」と設

定している。 

・観光振興の政策の方向性を、１．観光資源の魅力の強化、２．戦略的な誘客活動の展開、 

３．観光客受入環境の整備促進、４．広域連携による観光の推進、５．外国人観光客の誘

致促進としている。 

・広域連携による観光の推進については、①白神山地活用地域活性化推進事業、②北東北三

県広域連携事業、③北海道新幹線新函館開業対策事業、の３事業が位置づけられている。 

 

【課題】 

・従来からの主要な観光資源に加えて、弘前市の立地特性や豊富な観光資源を活かした

新たな取組により“幅と厚み”のさらなる実現。 

・広域連携における、主導的な役割の強化。 

 

【課題解決のための施策】 

・観光客の対象層を想定し、市域および市域を超えた広域を対象とした、多種多様な行

催事・イベント、着地型旅行商品などの創出。 

・白神山地、北東北三県、道南などと一体となった、観光情報の継続的な発信。 

・弘前市を起点とした東西軸・南北軸の広域観光の振興、など 
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②観光客の状況より 

【観光入込客数の状況（再掲）】 

・弘前市の延べ観光客数は、平成２３年で約４１４万人、平成２４年で約４５０万人、平成

２５年で約４５７万人と増加傾向にある。 

・月別の延べ観光入込客数（各観光地点入込客数延べ人数）状況を見ると、４月から５月に

かけて観光入り込みが多く、４月は約５７万人、５月は約９５万人近くが訪れている。 

・次いで６月から１０月にかけて、それぞれ約４０万人以上が訪れている。 

・１１月から３月にかけての観光入込客数は、２０万人前後であり、年間を通して観光入込

客数が比較的少ない月となっている。 

・行催事の観光入込客について見ると、毎年４月下旬から５月上旬に開催される「弘前さく

らまつり」は、平成２３年でおよそ２００万人、平成２４年でおよそ２１２万人、平成２

５年でおよそ２２７万人の入込客があり、このところ増加傾向にある。 

・８月１日から７日まで開催される「弘前ねぷたまつり」は、およそ１６０万人の入込でほ

ぼ推移している。 

・2 月の上旬に開催される「弘前雪燈籠まつり」は、およそ平成２３年の３９万人から減少

しており、平成２５年ではおよそ３２万人となっている。 

・春の「弘前さくらまつり」、夏の「弘前ねぷたまつり」と比較すると、秋の「弘前城菊と

紅葉まつり」、冬の「弘前雪燈籠まつり」の入込客数との差が顕著に表れている。 

・観光地点（施設等）の入込客数をみると、弘前市立観光館が約５２万人から５３万人で推

移しており、最も多い入込客数を記録している。 

 

【旅行形態・移動手段（再掲）】 

・弘前市を訪れる観光客の半数近くは、弘前市を含む青森県内を広域的に移動している状況

が旅行形態として明らかにされている。 

・青森県内の訪問先としては、青森市や十和田市、白神山地を旅行する回答が多い。 

・移動手段は、約半数が新幹線などの鉄道利用、次いで約３割が自家用車となっている。 
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【旅行商品における観光移動の状況（再掲）】 

・大手旅行会社が主催する旅行商品における、弘前市を含む観光移動の状況を見ると、青森

県、秋田県、岩手県の北東北３県をはじめ、さらに山形県、宮城県などの南東北まで訪れ

る旅行商品がある。 

・各県における観光立ち寄り資源は、おしなべて広く周知されている観光資源が選定されて

いる。 

・弘前市における観光対象は、弘前城、弘前市りんご公園（弘前りんご花まつり）、弘前ね

ぷた、津軽藩ねぷた村などが対象となっている。 

・また隣接する地域における観光対象は、白神山地・ブナ林散策（西目屋村）、中野もみじ

山（黒石市）、田舎館村田んぼアート（田舎館村）、津軽伝承工芸館（黒石市）などが対象

となっている。 

 

【課題】 

・冬季観光の一層のテコ入れによる、オフシーズンの観光入込客数のボトムアップ。 

・市内中心部から、郊外への観光客の誘導・分散。 

・主たる旅行形態・移動手段を踏まえた、広域観光の推進。 

・あまり知られていない観光資源を対象とした、魅力の顕在化と活用。 

 

【課題解決のための施策】 

・冬季の自然条件を逆手に活用した、観光振興の取組の実施・展開。 

・弘前市立観光館を起点とした、着地型旅行商品などによる郊外への誘導。 

・「弘前フリーパス」による鉄道利用の促進。 

・「スタンプラリー」などによる、マイカー客の広域観光の促進。 

・特定市場を対象に、あまり知られていない観光資源を活かした着地型旅行商品の造成。

など 
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③観光の取組状況から 

 

【広域観光情報の発信（再掲）】 

・弘前観光コンベンション協会のホームページでは、津軽・秋田県北・青森県全域・函館方

面・イベントカレンダーの項目により、既に広域観光の情報を発信している。 

・本州（青森）と北海道（函館）を最短で結ぶ津軽海峡フェリーをはじめ、道南地域と北東

北地域を中心とした観光情報が、観光情報誌「津軽海峡を旅するマガジン TUG」として

定期的に発信されている。 

・2015 年の北海道新幹線開業を見込み、道南地域と青森県の観光情報が、「魅力ハッケン

BOOK」、「魅力ハッケン MAP」として、北海道および青森県から発信されている。 

・「小京都と京都ゆかりのまち」として全国４８市町とともに弘前市の主な観光情報が発信

されている。 

・青森県全域を対象とした観光情報が、年２回（冬春編、夏秋編）、「あおもり紀行」として

公益社団法人青森県観光連盟から発信されている。 

・６つのテーマで観光資源や施設を紹介しており、このなかで隣接する世界自然遺産白神山

地（西目屋村）も「世界遺産白神山地の玄関口」として紹介している。 

 

【広域観光流動の促進（再掲）】 

・弘前を中心として、東は大川原、虹の湖公園、西は岳温泉、田代（西目屋村役場前）、南

は錠が関、北は金木、青森を範囲とした列車とバス（JR 東日本、弘南鉄道、津軽鉄道、

弘南バス）が２日間、何度でも利用できる乗車券「津軽フリーパス」を販売している。 

・弘前～十和田湖間、弘前～十和田市現代美術館を片道あるいは往復し、途中の観光資源・

施設に立ち寄るシャトルバス（募集型企画旅行）を運行している。 

 

【広域観光の誘致（再掲）】 

・津軽・ひろさき街歩き観光推進実行員会（社団法人弘前観光コンベンション協会）では、

弘前市および周辺市町村における着地型旅行商品を紹介する「津軽・ひろさき 街歩きガ

イドブック」を年回（春・夏、秋・冬）発行している。 

・青森県弘前市、秋田県仙北市角館町、岩手県北上市の桜を共通のテーマとして、現地を訪

ねることでわかるような桜にまつわるクイズに応募することで、抽選による特典が当たる

「みちのく三大桜名所 特産品プレゼント」を平成２７年に実施した。 

・江戸時代以前に築城された天守を持つ全国のまちに働きかけ、「既存１２天守同盟」の締

結により、天守をキーワード・資源とした広域での観光振興や、天守の価値と魅力の向上

に取り組んでいる。 

 

 



90 

 

【新たな事業（再掲）】 

・弘前圏域定住自立圏共生ビジョンでは、弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐

町、田舎館村、西目屋村の８市町村が連携し、津軽エリアに求められる広域観光商品につ

いてのニーズ調査及び検証と造成、広域観光商品の情報発信の２つの事業に取り組んでい

る。 

・広域観光周遊ルート形成促進事業では、主な対象市場・ターゲットを、台湾、香港、中国

（上海・広州）、アセアン、欧米、オーストラリアとして、東北地域の周遊を促す１６の

拠点を選定し、首都圏および函館を中心とした道南地域と連携した広域観光ルートの形成

を図ることとしている。 

 

【課題の抽出】 

・弘前を起終点とする新たな・ユニークな・ディープな・マニアックな観光情報の発信

など、弘前を中心とした広域連携による観光振興の展開・充実。 

・既存のツール（津軽フリーパスやシャトルバスなど）のさらなる周知や積極的活用。 

・新たな事業に留意しつつ、さらに体系的・戦略的な広域連携による観光振興の取組。 

 

【課題解決のための施策】 

・弘前市を起点とした東西軸・南北軸の広域観光の振興（再掲）。 

・既存のツール（津軽フリーパスやシャトルバスなど）を活用した、着地型旅行商品の

造成。 

・特定市場を対象に、あまりまだ知られていない観光資源や、特定のテーマに絞り込ん

だ観光資源を活かした着地型旅行商品の造成、など 
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（３）事業計画策定のための今後の方向性 

―「広域連携」の観点から― 

・弘前市の観光資源の状況、観光基礎データ、現地調査、現地関係者のヒアリングなどを踏

まえ、事業計画策定のための今後の方向性について、「広域連携」の観点から、次のよう

に提案する。 

 

①弘前のモデル事業における可能性 

弘前を中心とした広域連携による観光振興おいては、弘前を宿泊滞在拠点とした広域観光

の促進が可能である。 

・弘前市は、青森県西部の中心都市であり、既に周知されている桜、弘前城、弘前ねぷたな

どの観光資源のみならず、宿泊施設、飲食施設、買い物施設など都市機能も充実している。 

・また弘前市周辺には、自然、歴史、文化、風景、温泉、農産物など、多種多様な観光資源

が存在している。 

・そのため当該地域においては、弘前市の都市的魅力を満喫する観光行動と共に、弘前市周

辺における幅広い観光行動が可能である。 

・こうした背景から、弘前市を中心とした広域連携による観光振興おいては、弘前市を宿泊

滞在拠点とした広域観光の促進が可能である。 

 

②モデル事業検討における手掛かり 

３つの視点（広域観光情報の発信、広域観光流動の促進、広域観光の誘致）から、モデル

事業を検討することで、さまざまな事業が発案されやすい。 

・広域連携による観光地域づくりの取組は、大きく次の３つのタイプからなるものと考えら

れる。 

・ひとつは広域観光情報の発信であり、インターネット・パンフレット・テレビ・ラジオな

どにより市域を超えた観光資源などの情報を広く発信する取組である。 

・ひとつは広域観光流動の促進であり、既存の交通機関の活用・新たな移動手段の創設・マ

イカー客への働きかけなどにより、市域を超えた広域的な観光流動の促進を図る取組であ

る。 

・さらに広域観光の誘致であり、市域を超えて広域的な着地型旅行商品の造成・新たな魅力

の顕在化や創出などにより積極的に観光客の誘致を図る取組である。 

・弘前市における協議会においては、広域連携をさらに推進する検討の手掛かりとして、こ

れら３つの視点からモデル事業を検討することで、さまざまな事業が発案されやすい。 
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③モデル事業検討における着眼点 

既に有名な、弘前公園の桜・弘前ねぷたの陰に隠れた、まだあまり知られていない魅力の

活用が可能である。 

・弘前市においては、観光入込客数の状況を見ても、弘前公園の桜・弘前ねぷたなどの集客

力が特化している様子がうかがえる。 

・一方で、これらの季節以外における集客、これら以外の観光資源の活用・観光資源への誘

客などは、依然として取り組むべき課題となっていると言わざるを得ない。 

・さらに弘前市および周辺・広域には、まだ広く知られていない魅力が存在していることか

ら、こうした魅力の活用により、当該地域における観光に幅と厚みを持たせることが可能

である。 

 

④広域観光情報の発信 

広域観光情報の発信については、宿泊・滞在したくなるような弘前都市部の魅力（飲食店、

ショップ、ホテルなど）情報の発信と、弘前郊外・周辺・広域における自然・風景の魅力

とを対峙させた情報発信が可能である。 

・前述のとおり、弘前を中心とした広域連携による観光振興おいては、弘前市を宿泊滞在拠

点とした広域観光の促進が可能である。 

・そのため広域観光情報の発信については、宿泊・滞在したくなるような弘前都市部の魅力

（飲食店、ショップ、ホテルなど）情報の発信と、弘前郊外・周辺・広域における自然・

風景の魅力とを対峙させた情報発信が可能である。 

 

⑤広域観光流動の促進 

広域観光流動の促進については、マイカー客や鉄道利用客を対象とした広域流動促進の取

組の効果が期待できる。 

・弘前における旅行形態・移動手段を見ると、５割以上の観光客が、マイカーあるいは鉄道

利用により、青森県内・近同県を広域的に移動している状況がうかがえる。 

・こうした状況を踏まえると、広域流動の促進については、マイカー客や鉄道利用客を対象

とした広域流動促進の取組の効果が期待できるものと考えられる。 

・前述の「モデル事業検討における着眼点」を活かすならば、市域を超えて、まだあまり知

られていないさまざまな魅力の活用による広域観光流動の促進も可能である。 

 

⑥広域観光の誘致 

広域観光の誘致については、「津軽・ひろさき街歩きガイドブック」（津軽・ひろさき街歩

き観光推進実行委員会発行）等を活用した津軽市周辺・広域の着地型旅行商品の拡充等、

新たな魅力の顕在化や創出、および連携地域・地区における観光ガイド等の情報共有や研

修会などによる誘致力の強化が可能である。 
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・津軽・ひろさき街歩き観光推進実行委員会が発行する「津軽・ひろさき街歩きガイドブッ

ク」には、津軽市内はもとより津軽市周辺地域の着地型旅行商品が紹介されており、津軽

地域発の積極的な誘客に取り組んでいる様子がうかがえる。 

・また観光ボランティアガイドによるツアーは、観光客が地域の人との充実した会話・交流

を楽しむことができることが、“見る”だけの観光とは異なり印象深い観光体験となる。 

・観光ボランティアガイドによるツアーのこのような魅力に着目し、広域観光の誘致につい

ては、「津軽・ひろさき街歩きガイドブック」など既存の誘客ツール等を活用しながら、

当該地域発の着地型旅行商品のさらなる拡充など、新たな魅力の顕在化や創出が可能であ

る。 

・また広域連携の対象地域・地区を対象に、観光ガイド等の情報共有や研修会などによる当

該地域全体としての誘致力の強化も可能である。 
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