
 

 

 

 

 

第 12回産業観光まちづくり大賞 受賞団体決定！ 
 

全国産業観光推進協議会（事務局：東京都港区 会長：須田寬）・公益社団法人日本観光

振興協会（本部：東京都港区 会長：山西健一郎）では、このほど、第 12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 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 30年 9月 21日（金）、東京ビッグサイトにて開催され

る「平成 30年度（第 18回）全国産業観光フォーラム」の式典において執り行います。 
 

＜第 12回産業観光まちづくり大賞 受賞団体・取組内容＞ 

金賞：有限会社 兵吉屋（三重県鳥羽市） 「海女小屋はちまんかまど」 

経済産業大臣賞：株式会社 梅守本店（奈良県奈良市） 「感動寿司体験」 

観光庁長官賞：益子町観光協会（栃木県芳賀郡益子町） 「益子焼を使った取組」 

銀賞：富士吉田市（山梨県富士吉田市） 「ハタオリマチの輝き」 

特別賞：一般社団法人 那覇市観光協会（沖縄県那覇市） 「那覇まちま～い」 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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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炭火焼風景（ロシアからのお客様） 

寿司学校 

織物が織られている工場を見学 那覇まちま～いガイド風景 
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第 12回産業観光まちづくり大賞について 
 

１．概要 

（１）主催 

  全国産業観光推進協議会・公益社団法人日本観光振興協会 

（２）募集対象 

  産業観光に取り組んでいる地方公共団体、観光協会、商工会議所、NPO、商店街、企業・団体等 

（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、＜参考 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） 

④事 業 性 （収益が見込める事業として展開しているか） 

⑤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） 

※経済産業大臣賞選定ポイント 

⑥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） 

⑦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あげているか） 

※観光庁長官賞選定ポイント 

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（平成 30年 8月 10日～8月 21日） 審査対象：全 16応募団体 

（２）審査委員会（平成 30年 8月 27日） 

４．審査委員 （順不同・敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜別紙１＞ 

役　　職 職　　名

委員長 理事長

副委員長 館長・名誉教授

委員 会長

〃 会長・相談役

〃 副会長・客員教授

〃 課長

〃 代表取締役

〃 課長

〃 理事長

〃 副理事長

事務局 常務理事

〃 副所長(公社)日本観光振興協会総合調査研究所 伊藤　博之

(公社)日本観光振興協会 久保田　穣　

全国産業観光推進協議会・東洋大学大学院国際観光学部 丁野　　 朗

(公社)日本観光振興協会 天野　啓史

経済産業省商務・サービスグループクールジャパン政策課 三牧　純一郎

観光庁観光地域振興部観光資源課 英　浩道

(公社)日本観光振興協会 久保　成人

公益財団法人日本交通公社 末永　安生

全国産業観光推進協議会・東海旅客鉄道株式会社 須田　　寬

株式会社　玄 政所　利子

構想博物館・多摩大学 望月　照彦

所　　属 氏　　名

学校法人東洋大学 福川　伸次



 

 

第 12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  海女文化を世界に！海女小屋体験「はちまんかまど」による地域活性化について 

   有限会社 兵吉屋 （三重県鳥羽市） 

 

【産業観光の活用の経緯と現状】 

 平成 16 年に日本で初めて実際に使用している海女小屋を

開放し、現役海女が米国のお客様をもてなしたことがきっか

けとなり、「海女小屋はちまんかまど」での体験サービスが

始まった。何十年もの間、海と海女小屋を行き来していた海

女たちにとって、命がけで採ってきた海の幸や手作りの米な

どを、来訪客が目の前でおいしそうに食べ、楽しんでいる姿

を見るのはとても新鮮であり、幸せを感じる瞬間であった。この海女たちの楽しげな様子がお客様

にも伝わり、素朴な笑顔でもてなす高齢の海女たちの頑張りに感動され、「海女さんからパワーを

貰った。私もがんばります！」と御礼の手紙や写真がたくさん寄せられている。海女小屋では、食

事の他に、現役海女による海女漁と日々の生活についての語り、地元の踊り披露、そして外国人観

光客に人気の海女着体験などが行われている。伊勢志摩ではエコツーリズムの観点等から優れた海

女小屋が多くある中で、「海女小屋はちまんかまど」はとりわけ先駆的な役割を果たしている。「海

女」を観光商品として誘客する取組が生まれ、地域の観光産業を牽引するとともに、後継者不足に

悩む「海女文化」を守り育てる機運も高まっている。「海女小屋

はちまんかまど」では、ユニバーサルツーリズムな海女小屋と

して様々な受入環境を整え、顧客満足度を高めたことにより、

外国人観光客も増加している。平成 29 年には全体で 2 万人、9

千人を超える外国人観光客が訪れている。漁業と観光を融合さ

せることで、海女文化の承継をめざし、これからも更なる地域

活性化に取り組んでいく。 

 

 

【評価のポイント】(審査委員より) 

・3000年の歴史がある「海女文化」を観光資源とした取組は評価が高い。日本ならではの「海女文化」

と触れ合える事は、特に訪日旅行者へのインパクトが強く、大きな成果を上げている。先駆的取組と

して既に有名ではあるが、独自性も高く、強みを活かした素晴らしい取組がなされている。地域の総

合的な観光発展を先導するような今後の中・長期的な取組に期待する。 

・「海女文化」と観光を見事に融合させている。ものづくりの現場と消費者がつながることにより相乗

効果を生み出す好事例である。海外プロモーションやムスリム対策、Wi-Fi やバリアフリー化等のイ

ンバウンド環境整備にもいち早く注力し成果をあげている。また、観光客受入れが、海女さんのモチ

ベーション向上など、担い手の確保にも繋がっている点が評価できる。昇龍道プロジェクトをはじめ

とした地域連携のみならず、「海女文化」を通じたより幅広い連携にもさらに期待するところである。 

 

＜別紙２＞ 

海女着体験（ロシアからのお客様） 

車椅子リフト付き福祉車両「海女ばす」 



 

 

 

経済産業 日本の伝統食文化「感動寿司体験」による海外観光客誘致と地域貢献 

大臣賞  株式会社 梅守本店（奈良県奈良市） 

 

【産業観光の活用の経緯と現状】 

 株式会社梅守本店は、奈良市内にて寿司製造工場と販売卸を行っ

ている地域の食品製造メーカーであり「産業観光」とは、無縁の会

社であった。社長の梅守氏は平成 21 年のクリスマスイブ、病室で

病気と闘う我が子とともに、お寿司づくりの楽しい時間を過ごした

中で、「食べる」ということは「生きる勇気」と「明日への希望」

があるという気づきを得た。この体験をきっかけに平成 25 年から

寿司学校事業を開始し、「人が人を大切にする社会を作る。国籍、

人種、性別、病気、障害に囚われることなくすべての人が幸せにな

る為に」、「食」から得られる「感動」をテーマに、エンターテイメ

ント性が高い寿司体験を毎日開催している。参加者の 95%はインバウンド客で、これまでの約 5 年間で

30 万人以上が参加。梅守寿司学校を目的に観光客が来ることで、周辺の奈良での観光周遊にもつながり、

宿泊施設やお土産など、地域産業への波及効果も大きい。 

また、株式会社梅守本店が中心となって大和観光協議会を立ち上げ、奈良県山添村という過疎地域に

おいて、古民家を宿泊施設に再生させ、インバウンド受入の新たな

拠点としての展開を進めている。地方に根付いた伝統的食文化の体

験と日本の里山の原風景や地域の人々の温もりなどを含めて、人に

優しい「日本」を体感していただく日本文化体感事業となりつつあ

る。この事業により、インバウンド観光事業からはじまる地域の観

光資源の活用、過疎地域での経済活動の活性化、雇用の創出、65 歳

以上の高齢者の活躍の場、障害者の雇用、古民家再生など地域創生

事業として各地に展開していくことも視野に入れて活動している。 

 

【評価のポイント】(審査委員より)  

・一つの企業の生み出した物語の面白さが伝わってくる。食文化と観光を結び地域産業観光活性化に繋

げるのみならず、社会貢献まで視野に入れて取り組んでいる点が素晴らしい。 

・世界的にも認知度が高い日本の代表的食文化である「寿司」を、食べるだけでなく、エンターテイメ

ント性を持たせて体験型コンテンツとして提供することで、高い経済効果を生み出している点が評価

できる。古民家の再生による受入拠点づくりや、地域特有の伝統的食文化体験、里山での交流等、日

本文化体験はインバウンド向けとしての魅力度も高い。今後地域連携の取組を一歩押し進めて、地域

の看板としてのブランド力向上に期待する。 

 

 

 

感動寿司体験の様子 

校長先生との記念写真 



 

 

 

観光庁 栃木県伝統工芸品「益子焼」を中心とした地域資源との連携 

長官賞 益子町観光協会（栃木県芳賀郡益子町） 

 

【産業観光の活用の経緯と現状】 

 栃木県益子町では、伝統工芸品である「益子焼」を軸に、地域観

光を展開している。益子陶器市実行委員会では年 2 回陶器市を開催

しており、毎回数十万人もの人が訪れ、地域に大きな経済効果をも

たらしている。この陶器市では、約 500 の作家テントが立ち並び、

直接作家たちと話す機会が得られるという特徴がある。平成 29年の

秋に陶器市は 100 回目を迎え、それに際して新たに運営委員会が組

織され、お客様へのおもてなしについて検討し、交通対策や情報提

供、記念グッズの販売などの取組がなされた。これらの取組は 100回目以降も継続的に実施されており、

出店者同士の連帯感が生まれ、協力体制の構築へとつながっている。 

通年では、町内 15 箇所でロクロ、手びねり、絵付けといった陶芸体験が楽しめる他、登り窯の見学

もできる。また、益子陶芸美術館では、益子焼の歴史や国内外の優れた現代陶芸を積極的に紹介してお

り、益子参考館では、人間国宝濱田庄司氏の蒐集した工芸品等が見学できる。さらに、益子国際工芸交

流館では世界各国の代表作家や若手作家の交流事業を開催し、作品創作や人材育成にも努めている。 

益子町ではこの他、イチゴやそばといった地域資源を活用した

イベントを数多く開催しており、そうしたイベント来場者がまち

を散策する中で、益子焼に触れる機会を提供し、より充実度の高

い旅になるように工夫している。平成 28 年には、道の駅ましこ

がオープンし、観光案内の連携により観光客の回遊も図られてい

る。町内のカフェでは益子焼が食器として使われているところも

多く、案内マップなどの造成により回遊の幅を広げている。 

 

【評価のポイント】(審査委員より) 

・益子焼をはじめとする高い資源力を総合的に編集して事業化している点が高く評価できる。陶器市に

は 100回を超える事業実施の実績があり、来訪者が多いこともすばらしい。 

・伝統産業である益子焼を活かし、イベントに地場の地域資源を組み合わせた取組も図られ、工夫が見

られる。今後は、日本全国そして海外での更なる知名度 UPに向けた取組が期待される。 

・直接作家と話す機会創出、インターネット等を通じた海外発信、農業・農家との連携、笠間も入れた

広域連携も高く評価できる。また、道の駅と連携し、地域内の周遊を図っている点が評価できる。 

 

 

 

益子焼の器で楽しめるカフェ 

益子陶器市 



 

 

 

銀賞  ハタオリマチの輝きを目指して 

   富士吉田市 （山梨県富士吉田市） 

 

【産業観光の活用の経緯と現状】 

 富士吉田市は、1000 年以上続く織物産地であり、周辺市町

村とともに繊維（織物）産業が数多く残る日本有数の地域で

ある。「郡内縞（ぐんないじま）」や「甲斐絹（かいき）」と呼

ばれる絹織物の産地として一時代を築いたが、廉価な輸入品

の流通とともに取引も減少し、近年は全盛期から大きく売上

げや賑わいが落ち込んでいる状況であった。そこで、織物業

に関わる 2 世 3 世の後継者たちが主体となり、富士吉田市な

らではの「織物の産地と観光資源」を紹介するプロジェクト

及び PRサイト「ハタオリマチのハタ印」が平成 28年に発足。PRサイトには織物に関わる職人の日々の

姿や、産地の歴史から最新情報、観光スポットまで、「織物産業×観光」のあらゆる情報が集約されて

いる。また、中心市街地に観光客等の誘客をはかり、地域活性化に繋げていくことを目的に、ハタオリ

体験や染物体験、ハタオリに関する音楽イベントなどを盛り込んだ「ハタオリマチフェスティバル」を

同年より開催している。さらに、翌 29 年からは毎月第 3 土曜日に「オープンファクトリー」として織

物工場を開放し、従来にはなかった工場見学や商品販売といった新たな取組を展開している。ハタオリ

マチフェスティバルは平成 28 年度は 4 千人、29 年度は 6 千人と来場者数を大幅に伸ばしており、オー

プンファクトリーも、回を増すごとに来訪者が増え、まちの活性化

に大きく寄与している。こうした動きから、市内では“まち歩き”

や御朱印帳づくりなどの体験型観光も増え始め、来訪者と地域住民

や商店街との交流も生まれ始めている。この他にも、地元宿泊施設

との連携や、ワークショップの開催、デザイナーなどを対象にした

BtoB向けのバスツアーなど、「織物と観光のまち」としてさらに輝く

ことができるように、織物と観光を織り交ぜた様々な取組を展開し

ている。 

 

【評価のポイント】(審査委員より) 

・織物都市の復活への情熱がそこかしこにあふれており、すべての取組において完成度が高く評価でき

る。特に、商品開発のデザインレベルだけでなく、事業デザインのレベルが高く、富士山や地元の食

等とも結びつけた総合的なプロジェクトの編集にも力を感じる。丁寧な活動の積み重ねがファンの拡

大に繋がっているので、今後はインバウンドも視野に入れた工夫を期待する。 

・世界遺産富士山、かつての富士講のお膝元を支えた 1000 年も続く繊維産業の再生物語として素晴ら

しい展開を見せている。開始 2年で 6千人を集めたハタオリマチフェスティバル、都内ホテルとのコ

ラボツアー企画、地元ホテルでのファブリックアイテムとしての活用、世界的な織物産地フランスと

のタイアップ（ジャポニスム 2018など）、誠に意欲的な取組である。取組開始からまだ年数も浅いた

め、今後の持続的かつ斬新な展開が期待される。 

ハタオリマチフェスティバルの音楽会 

織物業者とデザイナーによるトークショー 



 

 

 

特別賞  「那覇まちま～い」による地域活性化について 

    一般社団法人 那覇市観光協会 （沖縄県那覇市） 

 

【産業観光の活用の経緯と現状】 

（一社）那覇市観光協会では、平成 22年に観光まちづくり整備事業

である「那覇まちま～い」を設立。「まちま～い」とは沖縄の方言で

「まちあるき」を意味する。「那覇まちま～い」は、市民ガイドとと

もにまちあるきをする着地型旅行商品であり、自然や史跡といった一

般的な観光資源だけでなく、沖縄県の特殊な歴史や地政学的背景から

の独特な産業・物産も観光資源の一つとして扱っている。また、市民

ガイドとの交流は、この事業の大きな魅力の一つとなっており、市民

ガイドには最長約 6ヶ月の教育と試験合格を求めるなど、ガイド育成

にも力を入れている。平成 30年 6月現在、「那覇まちま～い」は 22のコースを設定しており、その中

では、伝統的工芸品である「壺屋焼」を紹介するコースや、特産物である 「マグロ」をはじめとする

漁市場のセリを見学するコースも設けられている。日本有数の観光地である那覇市では、今後のさら

なる観光客の増加と、ニーズの多様化を見据え、「那覇市自身が持つ歴史文化や産業などの那覇らしさ

を磨き上げる」ことを観光基本計画の中で掲げており、「那覇まちま～い」はまさに、それを体現する

取組となっている。「壺屋のツボ」コースを実施している壺屋やちむん通りは、焼き物の商店が並ぶ風

情ある通りである。近年アクセスの改善などにより、人の流れも大きく変わってきており、那覇市観

光協会では、「那覇まちま～い」のコースを造成することで、さらなる認知度向上に努めている。また、

沖縄県は全国有数の生鮮マグロの産地でありながら、その認知

度が低いというリサーチを受け、「泊魚市場朝セリと泊いゆまち

巡り」コースにて、地場産業の周知にも取り組んでいる。 

「那覇まちま～い」の平成 29年度の参加者数は全体で約 1万

5千人であり、SNSや HPなどの情報発信も積極的に行っている。

そうした「那覇まちま～い」をモデルとして沖縄県内の各市町

村でもそれぞれの「まちあるき」事業が立ち上がっており、全

県的な広がりを見せている。 

 

【評価のポイント】(審査委員より) 

・独自の歴史を持つ沖縄で、「まちあるきガイド」の存在はさらに沖縄観光の価値を高める事に繋がる。

常時対応できる組織力も評価できる。魅力ある素材をどのように組立て、どのように観光としての事

業成果に結び付けるかが、より長い滞在を決定づける鍵となるため、コースの拡充と更なる内容の充

実を期待したい。 

・単なる地域住民参加型ではなく教育・試験制度を採り入れ、ガイドの質を高めていくことは重要であ

る。今後はその市民ガイドの更なる活躍の場の創出に期待する。 

・沖縄県が従来より行っている海洋リゾート観光に加え、新たな観光の多様性を求めるものであり、沖

縄観光の今後の質的向上に期待する。 

壺屋の通り 

泊いゆ（魚）まちのガイド風景 



 

 

＜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（愛知県） 

  銀賞  釧路市(北海道) 

  特別賞 宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会（山口県） 

 

●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（静岡県） 

  銀賞  川崎産業観光振興協議会（神奈川県）   

ＮＰO法人いくのライブミュージアム（兵庫県） 

  特別賞 栗原市（宮城県） 

 

●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（福岡県） 

  銀賞  函館市（北海道）   

益子アートウォーク実行委員会（栃木県） 

  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（神奈川県） 

      ＹＫＫ株式会社・黒部市（富山県） 

 

●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（群馬県） 

銀賞  大垣商工会議所（岐阜県） 

奨励賞 昭島市（東京都） 

  社団法人真庭観光連盟（岡山県） 

 

●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（兵庫県） 

銀賞  会津若松商工会議所（福島県） 

特別賞 岡谷市・岡谷商工会議所・岡谷市観光協会（長野県） 

  奨励賞 丹後ええもん工房（京都府） 

 

●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（山形県） 

銀賞  天草市（熊本県） 

特別賞 みたけ華ずしの会（岐阜県） 

 

 

 



 

 

●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（東京都） 

  銀賞  室蘭観光推進連絡会議（北海道） 

  宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会（山口県） 

特別賞 秋田内陸縦貫鉄道株式会社（秋田県） 

  静岡商工会議所（静岡県） 

 

●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（福岡県） 

  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（新潟県） 

  観光庁長官賞  小岩井農牧株式会社 小岩井農場（岩手県） 

  銀賞  小樽産業観光推進協議会（北海道） 

  小松市（石川県） 

特別賞 小坂町（秋田県） 

  鶴岡織物工業協同組合（山形県） 

 

●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（愛知県） 

  経済産業大臣賞 新居浜市（愛媛県） 

  観光庁長官賞 三条市（新潟県） 

  銀賞  北海道鉄道観光資源研究会（北海道） 

奨励賞 生野まちづくり工房井筒屋運営委員会（兵庫県） 

 

●第１０回「産業観光まちづくり大賞」受賞団体（平成 28年度） 

金賞  NPO法人神岡・町づくりネットワーク（岐阜県） 

  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） 

  観光庁長官賞 一般社団法人舞鶴観光協会（京都府） 

  銀賞  呉市（広島県） 

特別賞 八戸まちづくり文化スポーツ観光部観光課（青森県） 

奨励賞 加古川市（兵庫県） 

 

●第１１回「産業観光まちづくり大賞」受賞団体（平成 29年度） 

金賞 桑名市産業観光まちづくり協議会／エイベックス株式会社（三重県） 

  経済産業大臣賞 大阪糖菓株式会社（コンペイトウ王国）（大阪府） 

  観光庁長官賞 田舎館村むらおこし推進協議会（青森県） 

  銀賞 一般社団法人 岩見沢市観光協会（北海道） 

 


