
 

 

 

 

 

第６章 先進的な観光地域づくり組織の事業 

および組織運営事例 
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本節では、第５章で対象とした主要観光地の市町村観光協会以外で、次に該当する先

進的な観光地域づくり組織を対象としたアンケート調査（19 組織中 14 組織より回答）

の結果をもとに、組織運営と事業の特性と課題を分析する。 

・都府県観光協会等へのアンケート調査の中で「先進的な事業、ユニークな取り組

みを行っている組織」として推薦された組織 

・優秀観光地づくり賞受賞組織 

・専門家から推薦のあった組織 

 

［アンケート回答組織一覧］ 

1. NPO 法人体験村・たのはたネットワーク 

2. NPO 法人遠野山・里・暮らしネットワーク 

3. NPO 太東埼燈台クラブ 

4. 大鹿村観光協会 

5. 一般社団法人信州いいやま観光局 

6. NPO 法人信越トレイルクラブ 

7. 郡上八幡観光協会 

8. 社団法人宇治市観光協会 

9. 一般社団法人ノオト 

10.和歌山市観光協会 

11.NPO 法人松江ツーリズム研究会 

12.株式会社カミカツーリスト 

13.一般社団法人延岡観光協会 

14.NPO 法人島の風 

 

６－１ 組織運営と事業の特性と課題 ～アンケート調査集計・分析結果～ 
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（１）組織が取り組んでいる事業全般について 

・2010（平成 22）年度の取り組み事業をみると、国内プロモーション活動のほか、旅

行商品企画・流通促進、観光案内・ランドオペレーター業務、観光イベント、接遇

スタッフ・ガイド等研修に取り組んでいる組織が多い。 

・今後特に重要となる事業として、旅行商品企画・流通促進などのほか、観光地経営・

リーダー養成も比較的多く挙げられ、重要性が認識されている。 
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0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター

観光イベント

セールス

観光情報媒体作成・配付

セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

その他

【組織の取り組み事業】

平成22年度

今後（重点）

（N=14）

①政策提言・調査

②観光地域づくり

③旅行商品・

来訪者対応

④国内ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ等

⑤海外ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ等

⑥特定ターゲット誘致

等の取り組み

⑦人材育成

⑧連携・受入

体制づくり

⑨会員支援

⑩その他
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（２）旅行商品企画について 

・組織における旅行商品企画・販売の状況は、半数の組織が何らかの旅行商品企画・

販売を行っており、そのうち自ら旅行商品を企画・販売しているのは 36％（5 組織）

と比較的多い。 

5

3

1

1

7

0 2 4 6 8

自らが旅行会社として、旅行商品を企画・販売

現地手配のみ

旅行商品の企画のみ

その他

特に行っていない

【旅行商品企画・販売の状況】

（N=14）

 

 

・旅行商品企画・販売を行っている 7 組織のうちほとんどが、観光資源の活用や観光

事業の活性化といった効果のみならず、組織の収益事業となっていると評価している。 

6

5

5

4

0

1

0 2 4 6 8

地域の観光事業の活性化につながっている

これまで未活用だった観光資源が

活用されている

組織の収益事業となっている

新たなマーケットが開拓されている

その他

まだあまり効果があがっていない

【旅行商品企画・販売の取り組みによる効果】

（N=7）

※旅行商品企画・販売を

行っている組織のみ回答

 

 

・旅行商品企画・販売に関する課題として、販売チャンネルの不足を挙げる組織が多

いことが特徴的である。 

43%

43%

21%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

販売チャンネルが不足

中心的に取り組む人材が不足

効果的な商品開発が困難

その他

【旅行商品企画・販売に関する課題】

（N=14）
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（３）人材育成事業について 

・観光産業において必要と考える人材として、ガイド・インストラクター、観光地全

体の経営・リーダー、宿泊施設・料飲施設等の経営者を挙げる組織が多い。 

50%

43%

36%

29%

29%

29%

29%

14%

14%

7%

7%

21%

14%

21%

7%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60%

ガイド・インストラクター等

観光地全体の経営・リーダー

宿泊施設・料飲施設等の経営者

旅行業に関わる専門人材

宿泊施設・料飲施設等の現場スタッフ

タクシー・バス等の乗務員

一般市民

宿泊施設・料飲施設等の管理職

通訳（通訳案内士含む）

その他

特になし

【観光産業において必要な人材】

必要な人材

重点をおく人材

（N=14）

 

 

（４）組織上の課題について 

・先進的な組織であっても、過半の組織で予算不足と人材不足が課題となっている。

会費や補助金等への依存体質等を課題に挙げる組織は比較的少なく、概ね自立的な

組織運営がなされている。 

57%

57%

21%

21%

21%

7%

14%

7%

0% 20% 40% 60%

予算不足

人材不足

ノウハウの不足

行政と民間事業者、あるいは国や都道府県との

関係で、役割が曖昧

会費や補助金（助成金）等への依存体質

事業の“選択・集中”の必要性と、

会員への平等性への配慮とのジレンマ

その他

特になし

【組織上の課題】

（N=14）
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アンケート調査の集計・分析（６－１）等を踏まえつつ、特徴的な取り組み事業の詳

細な内容（収益事業、着地型旅行商品の提供、インバウンド、人材育成への取り組み等）、

および革新的な観光地域づくり組織が形成される要因やメカニズム等を把握するため、

ヒアリング調査を実施した。 

ヒアリング調査の対象を選定するにあたっては、次のような視点を重視した。 

○観光地マネジメントや組織運営にあたってユニークな取り組みを行っている 

○限られた人材や予算で事業を企画・実施し、成果を挙げている 

○事業体としてイノベーションを図り、新たな事業モデルを構築している 

○既存資料ではあまり取り上げられておらず、新たな知見が得られると見込まれる 

 

ヒアリング調査の対象としたのは、以下の１３組織である（前述した調査対象 19 組

織から選定した 9 組織に、主要観光地の観光協会 1 組織、任意団体 3 組織を追加した）。 

1. 洞爺湖プロジェクト 

2. NPO 法人体験村・たのはたネットワーク 

3. 男鹿温泉郷協同組合 

4. 一般社団法人信州いいやま観光局 

5. 大鹿村観光協会 

6. 一般社団法人ノオト 

7. NPO 法人松江ツーリズム研究会 

8. 有福振興株式会社 

9. 隠岐島前高校魅力化プロジェクト 

10.社団法人周防大島観光協会 

11.株式会社カミカツーリスト 

12.財団法人佐世保観光コンベンション協会 

13.NPO 法人島の風・株式会社島の元気研究所 

 

ヒアリング調査は、対象となる観光地域づくり組織の事務所等を訪ね、アンケート調

査回答者または実務的な責任者を対象に実施した。 

 

６－２ 組織運営と事業の詳細 ～ヒアリング調査結果～ 
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地域で前代未聞の集客に成功、二足のワラジで奔走する洞爺湖プロジェクト 
先進観光協会・事業体名 TOYAKO マンガ・アニメフェスタ事業推進委員会 

「TOYAKO マンガ・アニメフェスタ」 

住所 北海道虻田郡洞爺湖町月浦 44－517 ㈱月香内 

URL http://www.toyako-prj.net/tmaf/ 

ヒアリング対象者 TOYAKOプロジェクト 

事務局長 高臣 陽太 氏（写真右端） 

 

プロジェクトの中心メンバー４名のうち３名へヒアリング 

右端：高臣 氏（町内で美容サロン、ｳｪﾌﾞｻｰﾋﾞｽ会社を経営） 

中央：北島 氏（町内で建設会社を経営） 

左端：佐々木氏（町内で宿泊施設を経営） 

インタビュー者 井門観光研究所 山田 祐子 

インタビュー場所 洞爺湖町内 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

① 「TOYAKO マンガ・アニメフェスタ」の企画運営 

洞爺湖温泉街を会場にし、サブカルチャーのライブ、パフォーマンス、コンテスト、フォ

ーラムなどの参加型イベントを開催している。 

主催：TOYAKOマンガ・アニメフェスタ事業推進委員会（TOYAKOプロジェクト）／社団法人 

洞爺湖温泉観光協会／共催：洞爺湖町／後援：洞爺湖町商工会／とうや湖温泉旅館組合 

② 「洞爺湖こすば」の企画運営 
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洞爺湖文化センターとその周辺を会場にし、サブカルチャー初心者向けの参加型イベント

を開催している。（①のプレイベントとしての位置づけ） 

主催：TOYAKOプロジェクト 

③ 「洞爺湖トレイン」（FMびゅー）の企画運営 

室蘭地域のコミュニティ FM局の番組コーナー。洞爺湖地区の地域情報を発信している。 

④ 「地球戦隊トウヤマン」の企画運営 

洞爺湖を PR するご当地ヒーロー 

 

（２）組織体制 

 

○ ４名 （美容サロン経営者、建設会社経営者、宿泊施設経営者、洞爺湖町役場職員） 

 
２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

① 洞爺湖温泉誕生１００年記念感謝祭 

2010（平成 22）年の第１回は約 3,000 名。2011（平成 23）年の第２回は約 7,000名を集客

するサブカルチャーの参加型イベント「TOYAKO マンガ・アニメフェスタ」。閉鎖した温泉

旅館が放置され、シャターが下りた商店が並ぶ温泉街に、コスプレをした若者が練り歩く

異色のイベント。主な内容は、コンサート、パフォーマンス、コンテスト、フォーラムな

どが２日間に渡り繰り広げられる。このイベントの始まりは洞爺湖温泉誕生 100 年記念事

業の一環として開催されたことがきっかけである。 

 

② 洞爺湖プロジェクト発足 

この異色のイベントを仕掛けたのが、洞爺湖プロジェクトのメンバーである４名。事務局

長である高臣氏は約８年前に移住してきた I ターン。現在はアロマ・リフレクソロジーの

施術や講習などを行う自営業者。会社員時代に覚えたプログラミングの知識でウェブビジ

ネスも手掛ける。二人目のメンバー北島氏は洞爺湖町出身。都内の芸術系大学を卒業後に

町へ戻り家業である建設会社を経営する傍ら、芸術や音楽分野への関わりが深く映画ロケ

地の誘致活動などを行う（月浦を舞台にした映画「しあわせのパン」は 2012（平成 24）年

1 月に公開予定）。その他、地域のスポーツ団のコーチを務めるなど精力的に地域活動に関

わっている。三人目の佐々木氏は洞爺湖畔の宿泊施設「きつつきカナディアンクラブ」の

専務で洞爺湖町出身。やがては佐々木氏自身がサブカルチャーに興じていたことからイベ

ントの立案がされるようになる。四人目は洞爺湖町の役場の職員（ヒアリングには同席無

し）。 

 この４名は日頃から協業することも多く友好的な繋がりを持ち、町おこしに高い意識を
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持っていたが、この 100年祭の事業資金（200万円）の援助を機に企画書の提出を試みるこ

とになった。 

 

③ 「オタク文化」が町を変える 

 メンバーは企画を立案するにあたり、洞爺湖温泉がこれまでに企画してきたイベント（ス

ポーツ、祭り、景観装飾など）では、訴求力に欠け次世代の若者を呼ぶことは難しく、古

い温泉街の体質にイノベーションは起こせないと考え熟考を重ねる。その過程で、メンバ

ーの一人である佐々木氏自身がサブカルチャーに詳しい通称「オタク」であったことから、

マンガ・アニメに着目することになる。道内では既に札幌、

小樽、函館などの都市部で行われていたが、温泉地の宿泊施

設に泊まるという旅行気分が味わえ、街全体を貸しきる大型

なもの、という都市部にはない要素が革新的であると考え企

画書を提出することになる。 

 

④ 掲示板（ウェブ）から得たイベント内容の整合性 

 この異色なイベントは予想通り当初は冷ややかな目で嫌厭

されたが、メンバーと町側が日頃から築いてきた信頼関係と

その若年層を誘致できる期待から、計画は通り準備を進める

ことになる。初めての試みではあったが、「オタク」と言われ

る層の特性を理解していた佐々木氏のアイデアとイベント参加者によりウェブ上に立ち上

げられた掲示板から様々な意見が事務局に寄せられることになる。それらの意見を反映さ

せることを優先し、参加事業者も観光協会員や商工会員などの枠組みを越えて構成をする

など、これまでにない運営方法をとった結果「参加者が主体の、参加者の気持ちが分かっ

たイベント」となり確実に集客を増やしていった。 

 

⑤ 地域への経済効果 

 イベント参加者の約８割は、宿泊施設を利用する（素泊まり）ため、ホテルや旅館の稼

働率に大きく寄与している。パンフレットを携帯しないとイベントに参加出来ないような

仕組みとしていて、1部 1,200円の金額が収益源だ。また、パンフレットに刷り込まれた割

引特典で食堂、土産物屋、アクティビティ（遊覧船など）の利用を促進させている。 

このような地道な活動の結果、第１回目は援助金を受けながらも予想を上回る約 3,000 人

を超える集客という好評を博した結果、第２回目も観光協会に企画を持ち込み事業推進委

員会として主催することになる。それまでの準備期間は、サブカルチャー初心者向けのミ

ニイベントを行うなどして裾野を広げ、イベント専用のウェブサイトや掲示板上での細目

な情報交換が功を奏して約 7,000 人の集客を実現した。 
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（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

現在の洞爺湖プロジェクトの運営資金は、個々の持ち出しが避けられない厳しい状態であ

るので、近い将来は NPO化を考えている。 

 
 
３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① 二足のワラジでリスク回避 

持ち出し経費が膨らむことが避けられないが、メンバーはそれぞれに本業収入があるので、

精神的な負担は比較的軽くて済むことができた。 

② フットワークが軽い自営業 

対外的な打合せは急に入ることも日常茶飯事だったが、自営業者で時間の融通が効いため

迅速な対応ができた。 

③ 廃れた温泉街の捨て身の危機意識 

団体旅行の減少や有珠山の定期的な噴火のために、厳しい経営状況にある温泉街の大型旅

館。危機意識の高さが新しい取組への理解へつながった。 

④ 垣根を超えたメンバー構成 

町出身の経営者、Iターンの自営業者、町役場の職員、という垣根と年齢差(53~35歳)を超

えた世代のメンバーが結集することにより、多角的な考え方と人脈を利用することができ

た。 

 
 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
○ ２回目のイベントに関して補助金無くして前年以上の集客を成し得たことが、補助金に

頼らない事業の可能性を物語っている。継続的に身を削ることをしないと事業は成功し

ない。 

○ このイベントが成功したのは洞爺湖プロジェクトメンバーに逸材が揃った偶然性であ

り、他の地域に普及するかは分からない。 



- 362 - 

 
体感プログラムのコーディネート役を担うＮＰＯ法人体験村・たのはたネットワーク 
先進観光協会・事業体名 NPO法人体験村・たのはたネットワーク 

住所 岩手県下閉伊郡田野畑村北山 129-10 

URL http://www.tanohata-taiken.jp/ 

ヒアリング対象者 事務局長 楠田拓郎 氏 

 

インタビュー者 ラック計画研究所 小山環 

インタビュー場所 NPO法人体験村・たのはたネットワーク（北山崎ビジターセン

ター内） 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

① 体験型観光推進による地域活性化事業 

・体験プログラムの開発と提供 

○サッパ船アドベンチャーズ …漁師が操るサッパ船と呼ばれる小型漁船で奇岩岩穴をく

ぐり抜けるクルージング体験。 

○北山崎ネイチャートレッキングガイド …日本の「遊歩百選」に選ばれた北山崎や鵜の

巣断崖の自然遊歩道を中心としたコースを地元のガイドと歩く。 

○番屋群漁師ガイド …「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選」に選ばれた机浜

番屋群を地元漁師が案内する。 

その他、貝や石を使ったアート作品づくり、番屋料理体験、釣り体験など。 

学校向けに教育旅行プログラムとしても提供している。 

・イベントの実施（年 5～6回、番屋を使った海産物販売やトレッキングイベント等） 

・旅行会社等への訪問営業、ＴＶ取材の受入 

・地域住民を対象としたインストラクター研修（研修会、村外研修等） 

・机浜番屋群の修繕作業 
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② 施設運営管理及び公共的業務運営事業 

・北山崎ビジターセンターの管理、観光情報発信 

 

③ 物品販売事業 

・一次産業産品や土産品の開発と販売 

 

（２）組織体制 

 

○ 理事５名（漁業、林業、農業従事者）・職員４名（うちパート等 2名） 

正会員１４名・賛助会員６０名／団体／社 

（村内の観光関連団体、ガイドや民泊受入先となっている個人等） 

 
２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 通過型観光の問題 

田野畑村は岩手県沿岸北部に位置する人口約 4 千人の村であり、ワカメ・昆布の養殖を中

心とした漁業や内陸部の涼しい気候条件を活かした酪農が盛んに行われている。「日本一の

海岸美」とも称される北山崎をはじめとした断崖絶壁が続く一帯は、陸中海岸国立公園に

指定され国内有数の景勝地となっている。北山崎には年間約 50万人の観光客が訪れ、断崖

上の展望台周辺には民宿や食堂・土産物店が並び営業している。しかし、ほとんどの観光

客は立ち寄って景色を楽しむだけの通過型の観光地であり、近年は宿泊客の減少とともに

滞在時間が短くなり、観光消費の落ち込みがみられるようになっていた。 

 

② 体験村・たのはた推進協議会の設立 

北山崎に依存した通過型の観光から滞在型の観光へと転換を図るべく、2002（平成 14）年

度に「『体験村・たのはた』推進プラン」を策定、2003（平成 15）年 10 月に元漁師である

村長の呼びかけにより官民が連携した「体験村・たのはた推進協議会」を発足した。漁村

を舞台として“地域の暮らしを、地域の人が、観光客に伝える”という「番屋エコツーリ

ズム」をコンセプトに、体験プログラムの開発や地元ガイド人材の育成を進め、翌 2004（平

成 16）年 4月、21の体験メニューにより本格的な活動を開始した。しかし、当初は集客が

ままならず、受入れ側の住民も本気にならないなど苦しい時期が続いた。 

 

③ ＮＰＯ法人化、そして事務局長に移住者を採用 

2006（平成 18）年当時、大学卒業後に旅行に携わる仕事を探していた楠田氏（東京都出身）
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は、田野畑村役場の職員からの熱心な誘いもあ

り、田野畑村に移住すると同時に体験村・たの

はた推進協議会の職員となった。 

やがて体験プログラムの客が増えるにつれて旅

行会社との契約を円滑に進める必要性が生じた

ことから、2008（平成 20）年 1月にＮＰＯ法人

格を取得して「ＮＰＯ法人体験村・たのはたネ

ットワーク」となった。法人格の取得により、

首都圏からのバスツアーが大幅に増加する結果

となった。 

2010（平成 22）年には楠田氏が新たな事務局長

となり、役場職員や前事務局長から手ほどきを

受けて事業を引き継ぎつつ、地域外出身者なら

ではの視点やノウハウを活かしてプログラムの

コーディネートや販路開拓等を担うようになっ

た。 

なお、ＮＰＯの事務所は村から運営を再委託さ

れている北山崎ビジターセンター内にあり、こ

こを拠点に観光情報の提供や体験プログラムの

受付・手配等の業務を行っている。 

 

参考：「サッパ船アドベンチャーズ」体験実績 

2004（平成 16）年度   95件、 342人 

2007（平成 19）年度  682 件、2,704 人 

2010（平成 22）年度 1,211件、4,722人 

 

④ 東日本大震災後の対応 

体験プログラムや民泊等の受入実績を順調に伸ばしていた中、2011（平成 23）年 3月 11日

に発生した東日本大震災により、ホテル羅賀荘等の宿泊施設が被災し、サッパ船や机浜番

屋群が流失するなど大きな被害を受けた。ただ、人的被害がなかったこともあり、漁師達

はいち早くサッパ船体験の再開に意欲を見せ、ＮＰＯのメンバーが漁船の調達に動いてい

る。漁師達にとって観光客が来ることは収入になるだけでなく楽しいと感じていたことが、

再開したいという思いにつながったと考えられる。 

 

 

 

（写真） 

上段：サッパ船アドベンチャーズ 

下段：机浜番屋群（以前の様子。津波により

残念ながら流失してしまった） 
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（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① 人手が足りず、思うように事業ができない。収入のうち収益事業が 6 割を占めている

ものの、行政からの委託金がなければ成り立たないのが現状であり、今後さらに収益を高

めていきたい。しかし、専従職員が 2人しかおらず、効率的に進んでいない。 

② 地域の人材育成に関して、ガイドやスタッフに対する研修会は行っているが、民宿や

交通事業者に対する研修はノウハウも人材もないため実施できていない。 

 

３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① ＮＰＯとしての公益性と収益性のバランス 

ＮＰＯの前身である体験村・たのはた推進協議会は行政主導で設立されたものだったが、その

後、若い移住者を事務局長に迎え、ＮＰＯ法人化するなど体制強化につとめてきた。村内に観

光協会はないためＮＰＯがコーディネーター役を担っており、事業収益は地域に還元するとい

う公益性と、収益をあげるプログラムを作らなければ成り立たないという収益性とのバランス

を保ちながら事業を進めている。 

② 質を落とさず持続的な事業展開を目指す 

仙台や首都圏の旅行会社への営業活動を行っているが、募集型企画旅行商品が多く、団体（バ

ス）と個人の割合は３：７で個人客が多い（サッパ船体験は 2名から受け付けており、個人客

でも対応可能）。楠田氏曰く、「経営を考えれば団体客の方が効率はよいが、バスツアーばかり

になると魅力を損なうのではないかと疑問を感じる」。団体料金の設定もなく、安売りはしな

い方針である。プログラムの質を落とすことなく、むしろレベルアップしていくことで持続的

な事業展開を目指している。 

 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 行政主導でできた協議会組織には自立できていない所も多く、田野畑のモデルは参考に

なると思われる。人材の確保という意味では、楠田氏を採用できたことは偶然のタイミ

ングもあるだろうが、農山漁村で働きたいと思っている都市部の若者を地域に紹介する

仕組みができれば、より円滑に進むのではないか。 

○ 事業推進上の悩みにあるように、限られた人材で様々な知識・ノウハウを習得しながら

事業を進めていかなければならない。複数のＮＰＯや観光協会等が連携して、人材交流

やインターン制度などを検討できないか。 

 
参考資料）地域づくり 2009年 8月号（財団法人地域活性化センター） 

     財団法人日本交通公社大隅一志氏の資料 など 
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地域の伝統芸能「ナマハゲ」が、温泉街に若者の雇用を生んだ男鹿温泉郷協同組合 

先進観光協会・事業体名 男鹿温泉郷協同組合「ナマハゲふれあい太鼓ライブ」 

住所 秋田県男鹿市北浦湯本字草木原 21－2 

URL http://www.oganavi.com/fureai/ 

ヒアリング対象者 男鹿温泉郷協同組合 

事務局長 上野 藤彦 氏 

 

ナマハゲふれあい太鼓ライブの会場、男鹿温泉郷交流会館「五

風」の前で 

インタビュー者 井門観光研究所 山田 祐子 

インタビュー場所 男鹿温泉交流会館 五
ご

風
ふ う

内 

 
１．事業について 

 

（１）事業内容 

 

○ ヒアリング対象事業 

「ナマハゲふれあい太鼓ライブ」の主催、企画運営事業。 

〈概要〉 

男鹿温泉交流会館五風を会場に春から秋にかけて開催される無料の太鼓ライブ。当初は温

泉街の宿泊者向けにホテルの無料アトラクションとして行われていたが、2007（平成 19）

年度に交流会館が出来てからは、延べ来場者数は 17万人を超える事業として成長した。 
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（２）組織体制 

 

○ ９名（ライブの以外にも、交流会館運営の全般に関わる） 

 

２．事業の経緯・現状・目標 

 

（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 団体旅行客から個人旅行客へのシフト 

 男鹿温泉郷は発足以来、団体旅行志向型の温泉地であったが、個人旅行客への緩やかな

シフトに対応するため、約 10年前から温泉郷内の消費を促進させる個人向けのプログラム

の開発が始まった。その中心になったのが「ナマハゲふれあい太鼓ライブ（以下太鼓ライ

ブ」。現在では７種のプログラムを造成しているが、他には夕陽の名所である入道崎とホテ

ル間を送迎する「夕陽感動バス（大人 1,000円）」や。温泉街の飲食店のオーナー家族が演

奏する秋田三味線と民謡のライブ（１人 1,000 円）も人気。 

 

② 温泉街の飲食店経営者、「ナマハゲ太鼓」保存会会員の存在 

温泉郷の近くにはナマハゲを見学することができる資料館などもあるが、旅館の宿泊者か

ら「温泉郷内でもナマハゲを見たい」「夜間に家族客などの個人が楽しめる場所が無い」と

いう要望が持ち上がった。そこで 2002（平成 14）年頃に温泉郷協同組合事務局長の上野氏

と、「ナマハゲ太鼓伝承会」に個人で所属する温泉街の事業者などが中心となり、先ずは仲

間内の４人で太鼓ライブをスタートさせた。これが本事業の始まりである。 

 

③ ホテル旅館側の協力体制 

活動開始当初は、夏期２ヶ月間の限定で現在の交流会館が建つ前の駐車場に簡易なステー

ジを組み、夕陽バスが出発する前の早い時刻から行っていたが、「見たいけど時間的に間に

合わない」という声や、雨天の場合の対応という面から、ホテル旅館のロビーを借りて毎

週土曜日に行うようになる。ホテル旅館側は太鼓ライブが実施されるようになり「クレー

ムが減った。」という好状況も得て協力的であった。こうして、客数は増え続け、ロビーだ

けでは収容出来ない状況となっていった。 

 

④ 「男鹿温泉交流会館 五風」の誕生 

太鼓ライブの手応えを得て、新たな事業展開の礎を築くため、2006（平成 18）年に市へ事

業計画書を提出する。結果、総額２億円の資金（男鹿市総合発展計画、創造都市交流事業）

を投じ、翌年の 2007（平成 19）年に「男鹿温泉交流会館 五風」が誕生。温泉郷協同組合

がライブを含め、館内の会議室、イベントスペース、屋外足湯などを管理運営している。 
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⑤ 若手人材（演者）のマネジメント 

このライブの演者は 20 代を中心にした総勢約 20 名の地域の若者である。謝礼は交通費程

度で 10万円はするというナマハゲの面、衣装、バチなどは自前であり購入費や維持費も出

ないという（太鼓の大半は団体で所

有）。しかし、この待遇が良いとは言

えないこの仕事への人材は、学校の先

輩後輩の関係で自然に集まってくる

という。演者になることが一種のステ

イタス化しているようだ。また、組合

との雇用関係はないが、事務局長であ

る上野氏がマネジメントする以前に、

若者のなかで強い縦社会が存在する

ので運営に影響はないという。 

現在の太鼓ライブ（無料）は４月～10

月までの金・土・祝日に開催されているが、助成金に頼らない収益確保を目指し、「五風太

鼓ライブ」と称する外部協力者も含めた有料ライブ（１人 500 円）が平日の半分、それ以

外の日も専用公演（宿泊旅行商品）を扱うなど精力的に活動を続けている。 

 

⑥ 地域に根ざした伝統芸能 

 男鹿のナマハゲは国の重要無形民俗文化財であり、芸能としての起こりは昭和 30年代の

ナマハゲ踊りに始まり、その後は太鼓を加えたナマハゲ太鼓がつくられ、昭和 60年代頃か

らは男鹿市商工会を窓口に市内にある複数の保存会が全国や海外講演活動を行っている。   

教育の現場では市内の小中学校には太鼓のクラブが数多くおかれ、男鹿海洋高校の「ナマ

ハゲ太鼓部」は全国高校総合文化祭に出場している常連校だ。現在は幼少の頃から馴染み

がある芸能なので演者の若者も集まるが、今後、過疎化の一層の進行、少子化、就業場所

の減少などで、難しい局面も予想される。 

 

（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① 旅行会社との提携 

助成金に頼らない収益構造を目指し、旅行会社との提携を進めている。 

② 後継者の育成 

上野氏が中心となった事業開始から 10年が経過し、今後は後継者の育成に重点を置いてい

きたい。 
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３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① 伝統芸能の下支え（演者の高いモチベーション） 

伝統芸能を地域住民共通の意識に高めるまでは行政（教育現場）の働きも必要。 

② 強いリーダーシップ 

組合の事務局長である上野氏は学校を卒業し金融機関へ勤めた後、男鹿に戻った U ターン

組。縁があって温泉組合の職員になるが、郷里を離れた時に味わった郷里への想いとあわ

せて、ナマハゲ面を製作する家に生まれたことが、この事業へのモチベーションに繋がっ

たという。また、立ち上げ時から現在に至るまでの協力者である温泉街の事業者たちがリ

ーダーとして存在したことも大きい。 

③ 経営者ではなくマネージャーとして振舞う 

ボランティアに近い演者たちを従業員としてではなくアーティストとして接するようにす

ること。概して周辺のホテル旅館、飲食店の経営者は理解できないので、その点で上野氏

は調整弁になっている。芸能を事業とする場合は欠かせない要素。 

 

４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 自身が各地へ出向き指導をするようなことは考えにくいが、同じようなモデルを実施し

ている当該者からの相談に対し、アドバイザーとして活動することは考えられるだろう。 
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新体制となって 300以上の着地型プランをつくった信州いいやま観光局 

先進観光協会・事業体名 一般社団法人 信州いいやま観光局 

住所 長野県飯山市大字飯山 1110-1 

URL http://www.iiyama-ouendan.net 

ヒアリング対象者 事務局長 石田一彦 氏 

企画開発係長 大西宏志 氏 ほか 

着地型旅行商品「飯山

旅々。」のＰＲをする

信州いいやま観光局

誘客宣伝課の上原氏 

 

 

インタビュー者 ラック計画研究所 熊谷圭介、小山環 

インタビュー場所 一般社団法人 信州いいやま観光局（飯山市役所内） 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

信州いいやま観光局が行う具体的な事業は次の 10項目である。 

１．日本のふるさと体感の旅づくり 

２．プロモーションの強化 

３．地域資源を活かした特産品の開発・販売 

４．学習旅行の誘致推進 

５．インバウンド(国際グリーン・ツーリズム)の強化 

６．広域観光の推進 

７．観光イベントの振興 

８．ホスピタリティ向上と受け入れ改善の取り組み 

９．飯山ブランドを先導する施設運営 

10．組織活動の活性化 

 

重点事業として次の４つに取り組んでいる。 

① 農業や地場産業と連携した特産品の開発・販売 

② グリーン・ツーリズムや旅行業を活かした現地プログラムの充実 

③ 既存のガイド組織の再編・スキルアップによる地域を挙げた案内人体制の構築 

④ 観光の一元的窓口としてホームページ等による地域ブランドの発信 
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（２）組織体制 

 

○ 役員１５名（専従１名）・職員６８名（うちパート等２６名） 

正会員２８組織 

構成：単位観光協会等（斑尾高原観光協会、戸狩観光協会、信濃平観光協会、北竜湖観光

協会、飯山旅館組合）、索道会社、ＪＡ、商工会議所、交通事業者、農家、商店等 

 

２．事業の経緯・現状・目標 

 

（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① スキー観光からグリーン・ツーリズムへの転換 

飯山市は豪雪地帯としての条件を活かして戸狩温泉スキー場、斑尾高原スキー場等を開設

し、首都圏等を市場とする老舗のスキー観光地として賑わいをみせてきた。1960（昭和 35）

年に設立された飯山市観光協会は、スキー観光をはじめとする観光宣伝を推進する役割を

長らく果たしてきた。 

しかし、1993（平成 5）年をピークにスキー場入場者数は減少に転ずる。そこで、元市長・

小山邦武氏がリーダーシップをとり、グリーン・ツーリズムの推進、カヌーやウォーキン

グの導入、菜の花を活かした修景やイメージづくりへと取り組みを方向転換した。民間に

よるリゾート開発を断念させ、市民で守ったブナ林の里・なべくら高原に拠点施設「なべ

くら高原森の家」を開設し、第 3 セクターである財団法人飯山市振興公社（当時）が運営

にあたった。Ｉターン移住者で都市的感性や経営感覚を持った人材として木村宏氏を支配

人に迎え、地域住民がインストラクターになって多様なプログラムを提供するしくみを先

駆的に構築した。 

ブナ林を保全する市民ボランティア「いいやまブナの森倶楽部」や、関田山脈のトレッキ

ングを推進する「ＮＰＯ法人信越トレイルクラブ」が発足し、飯山市振興公社と連携した

活動を展開した。 

 

② 観光協会による着地型旅行商品提供の取り組み 

これまでのグリーン・ツーリズム等の取り組みを通じて、飯山市、飯山市振興公社（森の

家）、ＪＡ、観光協会等が連携して、宿泊と体験プログラムを組み合わせた滞在プランの開

発を行ってきた。これらを展開する上で課題となってきたのが「誰が販売するか」という

点である。市内 200 軒弱の宿泊施設のうち、大部分は小規模の農家民宿・ペンションであ

るため、従来型の旅行形態や協定旅館が優先される旅行会社に依頼しても、観光協会会員

全体に経済効果をもたらせないという課題があった。 
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そこで、飯山市観光協会では自ら旅行商品を企画販売していく必要にせまられ、2004（平

成 16）年に観光協会を市から分離して 3人の専任職員を採用、2007（平成 19）年 6月には

有限責任中間法人化し（2008 年度中に制度改正により一般社団法人に名称変更）、第 3種旅

行業登録を行った。Ｉターン移住者で専任職員となった小泉大輔氏が旅行業務取扱管理者

となり、雪国やふるさとの文化、トレッキング、森林セラピーなど地域ならではの素材を

活かした商品づくりに取り組んだ。 

以上のような取り組みは全国的にも先進的な事例として知られているが、着地型旅行商品

のマーケットが確立していない状況において利益をあげることは容易ではない。また、専

任職員は数名程度というマンパワー不足の問題もあり、企画・販売体制の確立が課題とな

っていた。 

参考：旅行業取扱実績（2009 年度） 

1)募集型企画旅行         延べ 234名、 476泊 

2)ランドオペレーター／現地手配  延べ 2215名、4735 泊 

3)受注型企画旅行、手配旅行    延べ 964名、1242泊 

 

③ 新幹線駅開業に向けた体制・事業強化 

2010（平成 22）年 4 月、一般社団法人飯山市観光協会は財団法人飯山市振興公社の業務を

統合し、一般社団法人信州いいやま観光局に移行した。2014（平成 26）年度に予定される

北陸新幹線・飯山駅の開業に向けて観光組織を一本化してより強力な推進体制にするとい

う狙いと、公益法人制度改革に伴い飯山市振興公社の組織形態を見直す必要性があったた

めである。 

 

新たな組織体制は「総務」「誘客・宣伝」「事業」の 3 部門からなる。従前は観光協会が担
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ってきた業務は主に誘客・宣伝部門に配置し、商品造成・販売や観光案内等を担う。また、

振興公社が担っていた業務を事業部門とし、「いいやま湯滝温泉」「なべくら高原森の家」「道

の駅花の駅・千曲川」「寺まち交流館（高橋まゆみ人形館等）」の市内 4 施設の企画・運営

を行う。さらに、誘客宣伝、事業の両部門が共同で動かす「企画・開発部門」を設け、食・

土産品等の研究開発やまちづくりに関する業務を担当する。従来の「誘客・宣伝」の発想

だけでなく、グリーン・ツーリズム、着地型旅行業のノウハウを最大限に活かして、自ら

企画提案・営業を行い、集客に貢献する体制づくりを狙いとしている。 

信州いいやま観光局への移行後の取り組みの一

つに、着地型旅行商品「飯山旅々。」が挙げられ

る。市内を６つのエリアに分けて各地域が主体と

なって合計 300以上の着地型プランを造成し、信

州いいやま観光局が窓口となって販売するもの

である。2011（平成 23）年 2 月に旅行業登録を

第 3種から第 2種に変更、3月にインターネット

サイトを開設し、「飯山旅々。」商品の販売を開始

した。これらの取り組みを通じて、地域全体で情

報共有や協力関係を築きながら商品を造成し、地

域外に向けて販売していく体制が整った。 

今後、新幹線駅の開業に向けて観光目的地として

の魅力づくりが求められており、着地型旅行商品

の提供やガイドの育成等が重要な施策の一つと

なっている。 

 

（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① 地域全体の公平性・公共性に配慮しながらも、民間ならではの自由な発想で事業を進

めていく必要がある。 

② 飯山には資源やアクティビティが多く、「日本のふるさと」「日本の原風景」というキ

ャッチフレーズで進めてきたが、一歩踏み込んだブランドの確立はこれからである。 

③ 新幹線駅の開業にともない広域観光の重要性が高まっているが、周辺市町村と連携し

た推進体制を至急構築していかなければならない。 

 
３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① 都市的感性を持った人材の活用 

飯山市のグリーン・ツーリズムの事業展開にあたっては、なべくら高原森の家の経営を任され
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た木村宏氏の手腕によるところが大きい。木村氏は民間の観光デベロッパーに勤務後、飯山市

斑尾高原にてペンション経営を始めたＩターン移住者であり、その事業センスや経営感覚によ

って地域資源を魅力的なプログラムとして提供することに成功している。 

また、森の家のスタッフには都市部の若者をスカウトするなど、外からの視点や感性をもった

人材を登用している。 

② 地域の多様な組織と連携しつつ、地域を先導する役割の遂行 

着地型旅行商品の素材となるのは、地域の自然、産業、伝統文化、暮らしなどの地域資源であ

り、これらを保全・活用する様々な組織が複層的に交わりながら活動をしている。信州いいや

ま観光局は、地域の多様な組織との協力関係（ピラミッドの関係ではない）を通して、観光ま

ちづくりを先導していく役割を担っている。 

③ 先見性に裏打ちされた、国等の事業の積極的な活用 

グリーン・ツーリズム、トレッキング、歩く旅などの先駆的な取り組みは、立ち上げ段階にお

いて国の事業を活用して事業モデルを構築している。補助事業は地域への押しつけや依存体質

を産むという副作用が指摘されるが、飯山の場合は自ら時代の潮流を読む先見性をもって事業

を選択・活用しており、その後の自律的な観光地経営につなげている。 

 

４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 観光協会は誘客・宣伝をしていればよいという時代ではなく、観光地経営の戦略を立て、

地域をまとめ、企画し、売っていくという姿勢が感じられる。他地域の観光協会におい

てもこのような意識改革が必要ではないか。 

○ 飯山はスキーの衰退とともに負の遺産を抱え、過疎・高齢化が進む農村であり、決して

恵まれた地域ではない。こうした地域でイノベーションを起こすためには、やはり地域

外の視点をもった人材の活用は重要である。地域雇用の優先といったしがらみを排除し

て、地域が外部人材を受け入れやすくする仕組みがあるとよいのではないか。 
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有害獣駆除事業を村のブランド「大鹿ジビエ」につなげていった大鹿村観光協会 

先進観光協会・事業体名 大鹿村観光協会 

住所 長野県下伊那郡大鹿村大河原 354 
URL http://www.oshika.info/ 

ヒアリング対象者 観光協会長 平瀬長安 氏（山塩館社長） 

 

山塩館にて 

インタビュー者 井門観光研究所 井門隆夫 

インタビュー場所 山塩館（大鹿村鹿塩温泉） 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

① 駆除有害獣の食肉加工・販売による「大鹿ジビエ」のブランド化 

② 大鹿歌舞伎のＰＲ及び伝統的行楽用弁当箱を使った弁当「ろくべん」の販売 

③ その他、大鹿村の観光ＰＲ 

 

（２）組織体制 

 

○ 専従１名＋兼務１４名（宿泊業５名・飲食業３名・農業２名・商業４名） 
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２．事業の経緯・現状・目標 

 

（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 観光協会に民間の発想を 

 大鹿村で旅館（山塩館）を営む平瀬長安氏は、1990（平成 2）年、観光協会長となり、観

光協会に民間の発想を取り入れた。退任後、4 代の協会長を経て、2006（平成 18）年に頼

まれて観光協会長に再登板。その間、一生懸命に事業を進めるも、会員が動かなくなって

いたためだった。その背景としては、村と折衝がうまくできずにいたことがある。 

 再登板で観光協会長に就任した平瀬さんは、協会長は村との折衝が役割、ナンバー２以

下は実務を推進するという役割分担を明確化したうえ、事業計画をしっかりと作ることを

モットーにした。そこで、協会員には「やってみたいこと」を提案させた。批判は誰でも

できるが、やりたいことを出すのは問題意識がないと出せない。むしろ、女性のほうが優

れている面もあり、女性も重用しつつ、乗り切っている。 

 

② 有害獣駆除事業から大鹿ジビエのブランド化へ 

 かねてからの課題であり、誰もやりたがらなかったのが、有害獣駆除事業だった。しか

し、2003（平成 15）年、当時の村長が長野県林務課にタンカを切り、受けてきてしまった。

当時、平瀬さんは協会長ではなかったが、相談を受け、害獣（シカ、イノシシ等）を食肉

化する研究を村の若手に託した。同年、村の建設業者が事業転換の一環として、県の補助

金を使って害獣の食肉加工会社、㈱ヘルシーミートを設立。タイミングがうまく合ったこ

ともあり、猟師の獲物を同社に集約。食肉加工の道筋は整った。 

 

③ 山肉の取り扱いに関するマニュアルの策定と調理研修会 

 しかし、ジビエとして販売するには、曖昧な規制が障壁となった。それは、家畜でない

ために、調理面での規制がなく、衛生面での不安要素が払拭できなかったことである。そ

こで、村では、県の食品衛生協会の役員をしていた平瀬さんを通じて県に折衝し、食肉の

扱いを細かく定めた「長野県鳥獣ガイドライン」を作成した。これにより、販売が可能と

なったことで、2005（平成 17）年から 2 年間にわたり、村内の事業者（旅館・飲食店）向

けのジビエ料理の調理研修会を行った。その過程で、若手を中心に「ジビエ料理推進委員

会」が誕生。各店独自メニューを開発するとともに、レトルト鹿肉カレーの企画・開発を

行った。 

 並行して、大鹿村観光協会では、大鹿ジビエのパンフレットを作成、その普及に努め始

めたところである。 
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（写真） 

「大鹿ジビエ」のパンフレット（観光協会作成）／山塩館で提供中の「鹿肉スネ煮込み」(2,100円)、等 

 
（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

 大鹿ジビエの取り組みは緒についたばかりであり、各事業者はもとより、観光協会の収

益事業として確立するかどうかは未定である。 

 

３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① リーダーは、県や村に顔が利く「人脈」を惜しみなく提供すること。 

自分の手柄ではなく、全体の手柄として、人脈を活用できるリーダーシップがあった。 

② 協会員は、やりたいことを明確化し、提案すること。 

批判ばかりするのではなく、やりたいことを推進できる主体性をもった関わりがあった。 

 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 着地型観光やインバウンドの取り組み等、素材がよいので、推進すれば当たるであろう

テーマがたくさんある。 
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「集落や里山の再生」を通じ、篠山市の「創造農村」化を目指す一般社団法人ノオト 

先進観光協会・事業体名 一般社団法人ノオト（集落再生の推進） 

住所 兵庫県篠山市黒岡 191篠山市民センター内 

URL http://plus-note.jp/ 

ヒアリング対象者 代表理事  金野（きんの）幸雄 氏 

 

再生予定の古民家前にて 

インタビュー者 井門観光研究所 井門隆夫 

インタビュー場所 篠山市民センター・篠山市内各地 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

① 集落再生、里山再生、地域再生、古民家の再生及び活用 

② 歴史文化施設の管理運営・地域コミュニティに対する中間支援 

③ スローフード（特産品開発、食文化創造） 

④ 市民ファンドの企画運営、クリエイティブツーリズムの企画運営 

⑤ ふるさとポイントの企画運営、エリアマネージャーや ICT技術者の育成 

 

（２）組織体制 

 

○ ８名（非常勤理事２名＋専従２名＋兼務４名） 
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２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

①「創造農村」への歩み 

 兵庫県職員として当時、丹波県民局で勤務していた金野幸雄さんが、2005(平成 17)年、

町屋の消滅に危機感を覚えた仲間たち(まちづくり、建築士、景観等の専門家 5人)で「NPO 

法人たんばぐみ」内に「まちづくり部会」を設立（その後に分社化し、現在は「NPO法人町

なみ屋なみ研究所」）。公的資金に依存せず、市民の資金とボランティアで町屋を残す活

動 (空き町屋の改修や活用)を開始したことが物語の始まりである。 

 2007(平成19)年、金野さんは篠山市副市長に着任。厳しい市の財政再建を目的として

2008(平成20)年度、篠山再生計画を策定。この行財政改革や市出資法人の合理化のなかで、

歴史文化施設（篠山城跡大書院、歴史美術館等）の管理運営など行政サービス代行を業務

としていた第三セクター「株式会社プロビスささやま」が2009（平成21）年度に再編・民

営化され、一般社団法人ノオトが誕生した。ノオトは引き続き、歴史文化施設の管理運営

を行いながら、自主事業として、空き家活用等による地域再生事業に取り組んでいる。  

 篠山市では、2009（平成 21）年が篠山城の築城 400 年に当たることから、市民手作りの

市民文化祭として「築城 400 年祭」が開催されることになった。これと併行して、2008（平

成 20）年度から「これから 100 年のまちづくり委員会」が設置され、歴史文化や景観、新

たなツーリズムといったテーマでシンポジウムを開催。 

 また、2009（平成 21）年 1 月、篠山市は「文化芸術創造都市部門」で文化庁長官賞を受

賞。文化庁の文化財総合的把握モデル事業、国土交通省の地域景観づくり緊急支援事業に

採択され、地域の文化財を総合的に保存活用するための「歴史文化基本構想」と景観法に

基づく「景観計画」を一体的に策定している。 

 こうして、市民主体のまちづくりの機運が次第に盛り上がりを見せ、まちづくりの理念

として、文化芸術の持つ創造性で地域再生を図る「創造都市（Creative city）」の方向性

が明確になっていった。現在は、ユネスコ「創造都市ネットワーク」の認定を目指し、末

永い文化都市としてのアイデンティティ確立を目指している。 

 市民参加は、限界集落化していた周辺集落でも、集落の自律的維持に向けた「集落ワー

クショップ」として取り組まれた。また、廃校が決まっていた小学校の再活用を地域住民

とともに検討するなど、こうした空き家を活用した地域再生事業を、ノオトが中間支援の

形で展開した。 

 ノオトは、2010（平成 22）年、神戸市で行われた文化庁主催「創造都市ネットワーク会

議」にて、創造都市としての篠山のコンセプト「創造農村」を発表。これまでの取り組み

の集大成を行った。「創造農村」とは、「コミュニティが持つ豊かな『暮らし』の文化に基

づいて、文化と産業における創造性に富み、同時に地域に根ざした革新的で柔軟な経済シ
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ステムを備え、ローカルな地域社会や、グローバルな環境問題の課題に対して、創造的問

題解決を行えるような『創造の場』に富んだ地域」を指す。 

 

② 集落の再生 

 市中心部から車で 10分の距離ながら、谷奥の行き止まりに位置する丸山地区は、全体 12

戸のうち 7 戸の空き家を抱える限界集落であった。丸山地区の自治会長、佐古田直實さん

は、市やノオトと連携して、この空き家の古民家を宿泊施設やレストランとして再生し、

集落 NPO が自律的に管理運営するという事業を推し進めることとした。また、他の集落の

茅葺き民家や中心市街地の町屋などでも、丸山地区同様、空き家再生事業が始まった。 

 丸山の古民家再生のための資金としては、国や県の補助金のほか、金融機関からの融資、

所有者の自己資金、市民ファンド等で調達している。このうち市民ファンドは、一口 10万

円、配当 2％の実験的なマイクロファンド（擬似私募債）で、市民から 25 口が集まった。

ただし、再生エネルギー等のファンドと異なり、小規模プロジェクトでは、自前でのファ

ンド運営はそのコストや手間が割に合わないと判断しており、今後の事業展開に向けては、

プロジェクトの拡大・集合化、他のソーシャルファンドとの連携、企業協賛の導入などが

検討されている。 

 古民家の設計は、NPO 法人町なみ屋なみ研究所にも参加する地元の才本建築事務所に依頼。

施工は、古民家再生を手がける熟練の職人集団が関わることでローコストでの改装を実現

している。改修費用をノオトが調達して拠出する代わりに、空き古民家の所有者からは建

物を 10 年間無償で借り受ける手法をとっている（10 年後は協議）。ノオトでは改修した古

民家への事業者マッチングも行っているが、丸山集落の古民家３棟の場合は、集落に残る 5

戸 19名の村人が NPO 法人集落丸山を設立し、その名も「集落丸山」という宿泊施設を管理・

運営することとなった。古民家のうち一部の施設は、テナントとして神戸のフレンチシェ

フを誘致するなど、里山でハイエンドな食事ができるエリアとして脚光を浴び始めている。

こうした集落を増やしていけば、篠山市が自律的に観光客を迎える「集落ツーリズム」の

拠点となることも夢ではない。 

 
 

 
③ 農村再生の関連事業～ふるさとポイント 

（写真） 

 上段：丸山集落の景観／「集落丸山」の管理人佐古田純子さん／ 

   「集落丸山」古民家の室内 

 下段：「集落丸山」でフランス料理店を経営する高柳好徳さん 
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 ノオトでは、歴史文化施設の指定管理、集落再生事業等のほか、地域資源（文化資源・

食の資源・創造資源）の認証、トレーサビリティ（生産者等の情報）の昨日を持ち、地域

資源を購入するとポイントが貯まる「ふるさとポイント」事業の運用も行なっている。ポ

イントは、地域（ふるさと）への応援寄付に充てられる。このほか、レンタサイクル「え

こりん」事業なども展開しており、ノオトが目指すものは、こうした諸事業を通じて、農

村地域の再生につなげていくことである。 
 
（２）事業推進上での主な悩み・課題 
 
① 行政の委託事業はもちろんであるが、自主事業であっても公民連携事業が中心となる

ため、行政サイドの理解を求めていく必要がある。行政の予算制約の影響を受ける。 
② 国内外に向けて新しい旅行商品の開発・販売を行う人材を育成していく必要がある。 
 
３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① やみくもではなく創造都市を目指すというミッションを確立したうえでの事業展開 

国や県の補助事業においても、創造都市を目指すという基本方針を明確化したうえで、歴

史文化と景観まちづくり、地域再生を意識した事業申請を行なってきた。 

② 金野さんの属人的能力や人脈 

行政職員が誰でもできるということではなく、町屋等の古民家再生を通じて地域再生にか

ける金野さんの特別な思いと人脈が奏功した。古民家再生にあたっても、石見銀山の松場

大吉さんや、有馬温泉御所坊の金井啓修さん等の人脈が生きている。 

③ 大阪市立大学佐々木雅幸教授のサポート 

「創造都市」研究の第一人者である佐々木教授による「創造都市」の考え方が、イノベー

ションの根底にある。 

④ 市民に対して「観光」ではなく「生活」をプレゼンしたこと 

（地方の町特有の閉鎖性という特性もあり）観光に関して消極的な市民も多いことから、

生活優先でプロジェクトを進めたことが成功に導いた。 

⑤ 市民の自律的な参加を促すための度重なるワークショップの開催 

集落再生に関しては半年間で 14 回ものワークショップを開催している。付け焼刃的ではな

く、徹底した市民へのプレゼンテーションがあった。 

 

４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 古民家再生を軸にしたまちづくりサミット等、ネットワーク作りの中心地となり得る。 
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知性と五感に訴えるユニークな着地型ツアーを提供するＮＰＯ法人松江ツーリズム協会 

先進観光協会・事業体名 NPO法人松江ツーリズム研究会 

住所 島根県松江市殿町 428 

URL http://www.matsue-tourism.or.jp 

ヒアリング対象者 旅行事業部長 高橋 保氏 

 

インタビュー者 株式会社ラック計画研究所 前田文章 

インタビュー場所 ぶらっと松江観光案内所（兼 NPO事務所） 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

①着地型旅行商品の企画・実施 

NPO の自主事業として力を入れているのが着地型旅行商品の開発である。 

着地型観光商品の種類とそれぞれの 2010（平成 22）年度の利用者数は①ゴーストツアー705

人(前年比 112％)、②定時ガイド 2,322人(前年比 106％)、③宍道湖エコクルーズ＆松江ま

ち歩き 167人(前年比 47％)、④ビッグホリデー31人(前年なし)、⑤松チャリツアー111人(前

年なし)、⑥特別便ガイド 667 人(前年なし)、⑦宍道湖ジュエリークルージング 384 人(前

年なし)となっている。 

「宍道湖エコクルーズ＆松江まち歩き」は、今は中止しているが、好評なのでいずれ再開

する。松江の夜はつまらないという事がアンケートで言われていたので、ゴーストツアー

の他に夜の湖をクルーズする「宍道湖ジュエリークルージング」を企画した。 
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②松江市内観光施設の管理運営 

2006（平成 18）年 4 月より、ぶらっと松江観光案内所、松江城、小泉八雲記念館、武家屋

敷、カラコロ工房、カラコロ広場の管理・運営を行っている。職員は 45名。現場で管理運

営を行う職員である。 

 

③その他業務 

＜情報発信＞ 

情報発信先はメディア 300 社、エージェント系（代理店）1200 社、観光施設 200 社、組織

300 箇所、顧客 200 人などがあげられる。いつ、どのようなタイミングで情報発信を行うか

が重要。課題として広告費用がないことがある。商品の単価が低いので、広告費用に回せ

るような利益が出てこない。パブリシティを使うことが前提である。他にない商品を作っ

てタイミング良くマスコミなどに取り上げてもらうように努力する。 

＜職員研修＞ 

ニューツーリズムの普及には感動を与える案内役が不可欠である。研修に力を入れており、

地域の歴史や文化などの知識の習得の他に、プロのアナウンサーやガイドに発音やホスピ

タリティを学ぶようにしている。逆に研修を依頼されることもある。先般も、観光業従事

者への研修を行った。 

 

（２）組織体制 

 

①着地型旅行商品の企画運営：事務局長 1名（指定管理から給与）＋正職員 3名（「ふるさ

と雇用再生特別基金」によって雇用） 

②観光施設管理：職員 45名（指定管理委託費） 

③NPO体制：役員数 理事長 1名 副理事長 1名 理事 6名 監事 2名 正会員 12名 

 

２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① NPOの発足 

2005（平成 17）年 10 月に NPO法人松江ツーリズム研究会が設立された。松江市の観光振興

に寄与したいという人の集まりで、JRの OB(現在の NPO代表)、教育長、新聞社の役員、小

泉八雲の曾孫の小泉凡先生（島根県立大学短期大学教授）などが結成メンバー。自分は１

年遅れてメンバーに加わった。近畿日本ツーリズムを退職して、何かしたいと考えていた

時に偶然組織に加入することになった。 
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現役の時は、収益ばかり考えざるを得ず、これでいいのか常に自問自答しながらの日々だ

った。正直イヤになっていた。数字がない世界でなければお客さんの立場にたった企画は

できない。利益を考えて定員を増やしすぎると評判を落とすことになる。欲を出さず、良

い企画を行えば客は来る。 

NPO 法人のねらいは、マスツーリズムから、スローツーリズムへ観光の志向が変化している

ことに対応できる活動を展開することであり、以下の事業を定款にあげている。 

 （１）ツーリズムの企画立案と実施事業 

 （２）観光ガイド（インタープリター）支援事業 

（３）観光関連施設の管理・運営事業 

（４）広域観光の推進事業 

（５）観光動向等、各種調査事業 

（６）観光情報発信事業 

（７）観光関連出版物の発行・販売事業 

（８）関連 web・映像等の制作及び販売事業 

（９）地域関連グッズ等の商品開発及び販売事業 

（10）地域特産品の開発と販売計画作成事業 

 

② 市の施設の指定管理者になる 

松江城を初めとする市の観光施設の運営を行う指定管理者が公募され、これに NPO が応募

した。一部上場企業も参加意欲を見せていた。しかし、松江市の観光入り込みは下降線を

たどっており、その中で地元情勢に詳しい松江ツーリズム研究会が最終的に指名された。 

2006（平成 18）年 4 月より、ぶらっと松江観光案内所、松江城、小泉八雲記念館、武家屋

敷、カラコロ工房、カラコロ広場の管理・運営を行うようになった。NPO事務局をぶらっと

松江観光案内所におくことができるようになった。 

 

③ 着地型旅行商品の企画・開発 

市と契約している指定管理業務の他に、自主事業として、着地型観光商品の企画、運営を

行っている。こちらは専門で 3 名の職員がいる。職員は「ふるさと雇用再生特別基金」で

雇っており、着地型観光事業だけで自立してはいない。他の組織でも、着地型観光事業で

独立している所はまだないのではないか。 

現在、自分達が企画運営している着地型観光商品の利用者は年間 4,000 人だが、これが１

万人になれば自立できると考えている。今年は 6,000人を目指している。 

自分は指定管理の給料で動いているが、一回リタイアして年金をもらう立場だから出来て

いると思う。企画、事業実施（ガイド）、集客を一人で出来る人がいないと回らない。携帯

一つで自分が全てに対応しているのが現状。 

ゴーストツアーはニューオリンズ、ケアンズで行われており、それも一人で対応していた。
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ガイドをしながら飛行機の運転までやっていた。ガイドツアーは１回 1,500円で 20人。一

人でやれば回していける。ダブリンは 20人～30人で 2,500 円取っていたので、1回 50,000

～75,000円になり、一人でやれば良い収入になる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

観光コンシェルジュ機能を担うぷらっと松江 

観光案内所（上） 

松江ゴーストツアーチラシ（右） 

いずれも松江ツーリズム協会ホームページより 

 

 

④ 観光客の増加とリピーターの増加 

着地型旅行商品は毎年利用者が増加しており、それに伴い、松江城など市の観光利用者も

停滞していたが、上昇傾向となっている。また、数字ではっきりとわかったわけではない

が、リピーターが増えて来ているのではないかと思う。「松江は昔行ったから、もういい」

と思っていた層も、何か新しいことをやっているみたいだと聞きつけて、何十年ぶりかに

来てくれたという話は聞く。 

 

（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① 着地型旅行商品のビジネス化 

現在は、着地型観光商品のみで事業が成立していない。自分の人件費は観光施設の指定管

理から出ているし、残りの職員の給与は「ふるさと雇用再生特別基金」から出ている。上

述したように、個人事業者が多数出てくることが、今後発展していくためのポイントでは

ないかと考えている。 

② 地域のホスピタリティ醸成 
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自分の実感として、旅に行ってここは素晴らしいと思うのは、人との出会いであり、ホス

ピタリティである。出会った人の言葉や態度が不親切で愛想が悪かったり、町が汚れてい

たりしたら観光ガイドがいくら頑張っても、印象は悪くなってしまう。市民ぐるみでホス

ピタリティを向上させる運動を展開する必要があると思っている。 

③ 観光協会等との役割分担 

観光協会は松江全体の観光を扱っているが、平等に宣伝しなければいけない点が難しい。

休日が休みなので、無休である松江ツーリズム研究会へ問い合わせが増える。旅行者の立

場に立ったサービスのあり方が問われる。 

観光協会等に求めたいのは、積極的な情報発信、チラシ作成やガイド研修への助成、観光

事業結果の分析と公表、着地型旅行の進行状況と戦略チェックの励行、共同販売への取り

組みに対する助成などである。 

 

３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① プロの旅行業の経験者による観光事業の企画・運営 

旅行代理店で定年まで働きノウハウを持った人が、利益追及ではなく、自分の理想とする

旅行商品づくりを行っている 

② 指定管理と併行した組織運営 

市の観光施設の指定管理者となって安定した給与を得ながら、着地型旅行商品づくりに取り組

んでいるため着地型旅行商品の利益による独立採算が成立しなくても組織維持ができている。

また、市の観光拠点であり情報拠点となる観光案内所を NPOの事務所として活用することもで

きている。 

③ NPOの人的ネットワーク 

JRの OBや小泉八雲の曾孫など地域の観光のキーマンが仲間であり、良いアイデアを生み出

す源泉にもなっている。 

 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 情報発信の手伝い：着地型旅行商品をつくっても宣伝費がなく、マスコミなどに頼って

いるのが現状である。ある程度の安定した、しかもきめ細かなプログラムづくりを行っ

ている地域や組織については情報発信のお手伝いをしてあげることはできないか。 

○ 人材のマッチング：松江の事例では旅行業の経験者が１人組織に居ることで、充実した

プログラムの企画運営やガイドのレベルアップなどに成功している。このような人材が

地域の観光協会で活躍できるためのマッチングを行うことはできないか。 
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小さな旅館が協力し、貸切露天等を共用することで温泉街再生を目指す㈱有福振興 

先進観光協会・事業体名 有福振興株式会社 

住所 島根県江津市有福温泉町 530－7 

URL http://www.arifukucafe.com/ 

ヒアリング対象者 社長 樋口忠成 氏（旅館樋口専務） 

 

有福カフェにて 

インタビュー者 井門観光研究所 井門隆夫 

インタビュー場所 旅館樋口及び有福カフェ（有福温泉） 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

① 空き店舗を再活用した「カフェ」「貸切露天風呂」「宿

泊施設（別邸天照：写真）」の運営。  

 

② 有福温泉の活性化の企画、温泉地としての収益事業

（共同浴場の委託管理運営事業：江津市より委託） 

 

（２）組織体制 

 

○ ８名（役員４名＋有福カフェ５名） + 外湯委託事業部 
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２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 温泉地の「一斉若返り」とまちづくり会社を活用した事業計画の策定 

 年々旅館が減少し、6軒（2011年 3月現在）の旅館（客室計約 50室）が肩を寄せ合う島

根県西部の小さな温泉地、有福
ありふく

温泉。時代の流れと共に地元の湯治客が減少。2009（平成

21）年、旅館組合は、各旅館の代表が高齢化し、将来ビジョンの作成が難しいと判断し、

若い世代に一斉役員交替を図った。しかし、温泉地を担うことになった若い世代が行政に

行くと「今まで開発計画が２回中止となり、意見がまとまらない地域に行政予算として審

議することは難しい」と指摘される始末。温泉地は行政側として都市計画しずらいエリア

となっていた。また行政も近年は予算がないなかで足元の調整として見えてきた結論が、

民間としても具体的に資金が確保できる計画が必要となり、地元金融機関（日本海信用金

庫）に相談と計画を持ち込むことになった。 

 彼らは、1993（平成 5）年に非営利団体である旅館組合が営利事業（物販、観光開発）な

どを行うために設立された有福振興株式会社を基盤として温泉街の観光資源を再開発する

計画を策定し、自主財源として金融機関融資を受けるべく活動を開始した。 

計画の骨子として町の魅力を底上げし同時に旅館もマーケティングを共同で実施しようと

考えた。 

本事業の主人公は、組合長の「三階旅館」の伊田さん、「小川屋旅館」の佐々木さん「旅館

樋口」樋口さん、「ぬしや旅館」桧垣さん、他１名の５人の若手（当社役員）。金融機関と

議論して事業計画を練り、審査できるレベルの開発計画の策定を急いだ。 

各旅館で共同利用のできるカフェ・貸切露天風呂（6 室）・宿泊用客室（1 室）の新設や、

マーケティングを共同で行うための各旅館のホームページの予約エンジンや宿泊プラン構

築するなどの内容をまとめながら、必要な資金と収支計画の詰めながら、３人の役員は金

融機関からの融資に対し連帯保証を求められ、責任がある計画として審査に臨んだ。 

街のインフラ的な整備計画、マーケティングに民間企業が融資を受けるというハードルは

高く約１年近く粘り強く交渉し結果的には融資が決まった。 

また計画とりまとめには金融機関と行政と有福振興などの合同会議を実施する必要があり、

金融機関の呼びかけが大きな原動力であったが、このような例外的な会議をもち、行政か

ら将来についてある程度明確な見解を引き出すことは非常に困難で、つまり難しい調整で

あった。 

 

② 小さな旅館の相互協力 

 総事業費は 1 億 6 千万円（保証付 1 億 5 千万円）とし、日本海信用金庫・日本政策金融

公庫・しまね産業振興財団・島根県保証協会の協調融資を受け、経営革新計画を起案・実
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行することとした。本計画の趣旨としては「設備のない小規模旅館でも、共用施設を設け

ることにより、設備投資なしで集客の底上げとなる施設の利用と販売アピールが可能とな

る」点、「カフェ兼貸切風呂という付加価値により、温泉街の魅力が長期的に高まる」点が

あげられる。かつて、黒川温泉が露天風呂の相互開放（湯めぐり手形）事業を行ったが、

有福温泉でも、小規模な全旅館が持ちえない機能（カフェ・貸切露天風呂・予約エンジン

付ホームページ）の共用を図った。さらに、４軒の旅館が、意識してそれぞれの価格帯と

コンセプトを分け、すみ分けを明確化した（図参照）。 

 民間主導の取り組みは、行政も後追いで協力してくれるようになり、市主体で温泉街の

石段や神楽殿の整備等を行った（現在、2010 年に発生した火事の跡地の駐車場や公園化を

計画中）。 

 将来的には、温泉街の入口から、旅館や共同浴場・カフェを結ぶ細い温泉街のアプロー

チ道路の整備が進むこと、温泉街を取り囲む周辺整備が期待される。 

 

※たじまやは火事で焼失 
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（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

５軒中、中心となり役員・連帯保証人ともなっている 3 軒の旅館以外の参加―――残る旅

館のうち 1 軒は独自に販売システムと既存顧客データベースを持っているのでデータベー

ス共用は不参で計画実施には参加している。残る１軒はネット販売の理解と準備が進まず

不参加。その他、飲食店や土産店等の参加も「情報発信して販売する」部分については快

く賛同していただいている。街の魅力をアピールして街を売り出すという理解をもてると

ころがやっているという状態だ。 

 

３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① 地元としての主体性 

事業責任や、その地で生きていく「地元」としての主体性があることが望ましい 

（将来的には街に根を張って商売・生活したいということがあれば可能な限り協力する） 

② すべて行政にお願いということはいまどき難しい（融資や自己資金が必要） 

金融機関の審査を通過する計画が必要。行政への提案を実施するにはまとまりも必要。 

③ 温泉街の規模と危機感の共有 

温泉街の規模が小さかったこと（数多くの旅館がある観光地では意見がまとまらないだろ

う）。及び、危機感を共有して、主体性を持つべき数人が損得抜きの協調性を確立できたこ

とが重要なターニングポイントとなったと思う。 

④ 民間主導の計画推進 

行政や金融機関の支援ありきではなく、民間事業者主導で計画を立て、その計画をもって

金融機関や行政の支援を取り付けたこと。 

 

４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 面再生の限界に関する提言。国や金融機関が再生の手法として、金融主導の「面再生」

（不良債権化した旅館を集め、金融支援を行うこと）は、民間事業者の主体性が希薄の

場合は進まない。そのため、民間主導での再生手法について、研修会等で普及を図るの

が望ましい。 

○ 他地域への応用は容易ではない。人間心理的に、同じ意見に賛同する人数が数名（有福

の場合は 4名）だとしたら、規模の大きな温泉地では少数派にならざるを得ない。すな

わち、小規模温泉地での再生手法としての普及を図るべき事例かと思われる。 

イベントやプロモーションと違って、どこの地域でも金のかかることはまとまりにくい

だろう。住民説明会などでの意見のとりまとめなども大変な労力を伴った。 
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高校の存続と地域おこしを有機的につなげた隠岐島前高校魅力化プロジェクト 

先進観光協会・事業体名 隠岐島前高校魅力化プロジェクト 

住所 島根県隠岐郡海士町海士 1490 

URL http://www.dozen.ed.jp/ 

ヒアリング対象者 高校魅力化プロデューサー 岩本 悠 氏 

 

インタビュー者 井門観光研究所 井門隆夫 

インタビュー場所 海士町観光協会・海士町庁舎 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

① 島根県立隠岐島前高等学校の存続に向けた改革プロデュース 

② 学校と地域の連携推進（地域創造コースのケーススタディの発掘等） 

③ 隠岐國学習センター（町立の学習塾）の運営 

 

（２）組織体制 

 

○ ９名（海士町教育委員会・海士町兼任職員４名含む） 
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２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 人間力推進プロジェクト 

 「自立・挑戦・交流」を町政の経営指針として掲げるのが海士町（隠岐・中ノ島の一島

一町）。山内道雄町長（2002 年～3期目）のリーダーシップの下、様々な行財政改革と産業

振興策により、持続可能なまちづくりを目指している。その原点は「人づくり」であると、

2005（平成 17）年、教育委員会・健康福祉課・生活環境の連携による「人間力推進プロジ

ェクト」が立ち上がり、海外や都会との交流の推進を開始する。一橋大学の先生に相談し

た結果、2006（平成 18）年に、若手講師陣が海士町を訪ね出前授業を行う、第 1 回 AMA ワ

ゴンを実施。その講師として、その後に海士町に移住した岩本悠さん（東京学芸大学卒、

ソニー勤務）が含まれていた。町による交流促進策（ゆくゆくの目標は定住促進策）は、

AMA ワゴンのほか、サマースクール、インターンシップ、ニート交流など多岐にわたり、そ

の結果「5年間で 200 人以上が移住する島」として有名になった。 

 

② 島前
どうぜん

高校魅力化プロジェクトの発足 

 2007（平成 19）年、岩本悠さんが隠岐移住と同時に、配属先の海士町教育委員会に「島

前高校魅力化プロジェクト」（リーダーは海士町財政課長）が発足。島前３町村共同のプロ

ジェクトとなり、生徒数の減少に悩む隠岐諸島唯一の高校を存続させることを目指すこと

になった。移住者には知的ワーカーも多く、子育て・教育環境の充実が定住促進に役立つ

と町では踏んでいた。一方、海士町では、交流者のインターンシップ先や移住者の雇用の

受け皿探しが必要となっていた。島前高校魅力化プロデューサーとして、カリキュラムの

策定等計画の中核的役割を担うことになった岩本さんは、同時に海士町人間力推進プロジ

ェクトのメンバーともなり（島前高校魅力化プロジェクトは、海士町では人間力推進プロ

ジェクトに包含された）、地域企業・組織との交渉の役割も担った。このコーディネート力

が、ゆくゆく成功の秘訣となる。 

 

③ 島留学による定員復活 

 2010（平成 22）年、島前高校は、人間力と学力の両立を目指し、普通科単独高校から「地

域創造コース」と「特別進学コース」の２コースに再編。同時に、島留学制度を設け、全

国から留学生を募ることを開始した。また、高校近くの町なかに公営の学習塾「隠岐國学

習センター」を設置、優秀な塾講師を雇い、進学希望者の補習を行い始めた。 

 島留学制度は、高校敷地内の寮の全額補助・食費月額 8,000 円補助・里帰り交通費の補

助等を行うこととした。募集は、東京・大阪で行い、8月にはオープンスクールを実施した

ところ、2011（平成 23）年度は定員の 14名の島留学生が入学し、久しぶりに定員（1学年
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40名）を超えることができた。「隠岐には島流し意識のある島根県本土」からは求めている

生徒は来ず、大阪等都会からの留学生が主体で、推薦入試が約半数。なかには不登校経験

者もいるが、総じて都会出身の推薦入学者は入学後の意識が高い。島留学生の増加もあり、

来年度は入学定員が倍の 80名となる。 

 

④ ヒトツナギの旅 

 島留学生も迎えた隠岐島前高校「地域創造コース」

の授業では、「地域学」という科目で地域の暮らしや産

業の課題を扱い、総合的な視点でその解決策の立案を

図る。例えば、海藻の商品開発やジオパークによる島

の活性化等。最終的には、解決策を実践に結びつけて

いくことを目指すのだが、地域創造コースの生徒のク

ラブ活動「地域国際交流部（部員 10 名）」では、島外

の中高校生（募集 10名）を島内の中高校生が出迎え・

案内する「ヒトツナギの旅」を 2010（平成 22）年から

実践し、第 1回観光甲子園グランプリを受賞した。 

 ヒトツナギの旅は、県教育委員会のキャリア教育予

算（50万円）を活用し、島内滞在費は町負担としたた

め、儲けるのは難しいが、島外客にどう魅力を伝える

かを考える「観光」は、地域への愛着を育てる教育的

効果が高いという。またこのヒトツナギの旅の参加者が島留学を志望するケースも多く、

こうした「観光」の取り組みが目当てで東京から島留学した生徒もいるなど、生徒確保に

も効果をあげているそうだ。 

 

⑤ ブーメラン効果を期待して 

 高校を卒業すると、ほぼ全員島を出る。国内や海外に出て 20代前半まで鍛えられ、また

島に戻ってくる（ブーメラン理論）。将来の若者の定住を図るにためにも、高校の魅力化は

有用であると見越している。 

 

（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

 事業成功のためには「学校という独特の世界の雰囲気や制度を理解して先生に提案」で

き、かつ「地域の気持ちをつかめる」専任のコーディネーター（要人件費）が必要で、い

ずれかの条件だけでは難しい。島根県では、中山間地 8 校について島前高校同様の取り組

みに予算をつけたが、教員的発想ではうまくいかない（地域との交渉ができない）。同様の

プロジェクトが広がって欲しいが、教育委員会単独の発想では困難という課題がある。 
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３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① 町の経営方針の明確さ（事業の選択と集中） 

定住促進と産業振興の両輪による持続可能な島づくりを目指せたのは、しがらみの少ない

（サラリーマン出身の）山内町長の手腕に拠るところが大きい。 

② 組織を超えた連携（プロジェクト） 

行政の縦割り発想を廃するため、組織横串のプロジェクトを組成。しがらみの少ないＩタ

ーン者（岩本さん）を配置できた。 

③ 地域との人脈づくりに時間をかけた 

交流・定住者向けの雇用の受け皿探しにより生まれた地域人脈を、高校授業の「地域学」

カリキュラム作りに活かすことができた。 

④ 専任コーディネーターの必要性 

授業計画と地域のキーマンとをつなぐ専任のコーディネーター（教員免許不要、前職不問）

が不可欠。その点、岩本さんは、大学（東京学芸大）で教員的発想を学んだことで、両方

の気持ちがわかる。「おのれが、おのれが」という自己中心的なリーダーには不向き。 

⑤ 学校を開く地域体制の確立 

地方の高校の校長（任期２年程度）の１年目は校長初赴任のため忙しく、２年目は出る準

備で忙しい。閉鎖的になりがちな学校に地域住民や行政で構成された開かれた組織を設置

することで、校長の異動に左右されずに取り組みを継続発展させることができた 

 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 岩本さんのような「専任コーディネーター」の養成研修会の実施。及び、島前高校モデ

ルを理解したコーディネーターの市町村への派遣や紹介。 

○ 専任コーディネーターの雇用。Ｉターン者は、不安定な数年任期契約雇用であることが

多く、任期が終われば市町村を出る可能性がある。蓄積したノウハウを他地域で応用す

るなら、専任コーディネーターを雇用するのが望ましい。 
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規格外ミカンを有効活用、オフシーズンに名物鍋を販売する（社）周防大島観光協会 

先進観光協会・事業体名 社団法人 周防大島観光協会 

冬季限定「周防大島みかん鍋」 

住所 山口県大島郡周防大島町大字久賀 4316 

URL http://www.suouoshima.com/ 

ヒアリング対象者 事務局長の 江良
え ら

正和
まさかず

 氏 

 

島の正装アロハシャツを着た江良氏。明治時代に米国ハワイ

洲へ大量の移民を輩出した島はカウアイ島と姉妹島であり 20

年以上「アロハ・ビス」に取り組む。 

インタビュー者 井門観光研究所 山田祐子 

インタビュー場所 周防大島観光協会事務所（周防大島） 

 
１．事業について 

 
（１） 事業内容 

「規格外ミカンを有効活用した『周防
す お う

大島
おおしま

みかん鍋』の商品開発事業」 

〈概要〉 

観光協会と農協が行う合同事業。流通に乗らない規格外の大島ミカンを使用した「周防大

島みかん鍋」を製造販売する。冬季限定の企画だが、島内約 10軒の食堂や宿泊施設で提供

されており、オンラインショップを含め年間で 2,500食を販売する。 
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（２）組織体制 

 

○ 運営者：４名（協会全体） 

 
２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 島の情報発信サイト「周防大島ドットコム」の発足 

 観光協会事務局長の 江良
え ら

正和さんは山口県内の出身ではあるが、周防大島の出身ではな

く学生時代の数年間を過ごした経緯があった。その後は島を離れ都市部で会社勤めをしな

がらも起業を思い描いていた江良さんは、「都会で暮らす人達と郷里をつなぐサービスがあ

れば喜ばれるだろうな」という主体的な思いを常々抱いていたという。ある時島へ帰郷し

た際、周防大島の四町（久賀、大島、橘、東和）が広域合併により一つの町になることを

耳にし、地域密着型ポータルサイト「周防大島ドットコム」を作成し地域の情報発信や物

販を行う事業に起業の道を見出し、Uターンを決意することになった。 

 

② 島のアイコン「大島みかん」の復活劇 

 2004（平成 16）年 10月 1日の周防大島町の誕生に合わせてカットオーバーさせた「周防

大島ドットコム」は「特産品などの物販コンテンツ」「宿泊施設などのクライアントの広告

コンテンツ」「観光案内などの非商用コンテンツ」で構成を進めるなか、県内で 80％の生産

量を誇る「大島ミカン」に着目する。全国的な生産量や知名度では愛媛、和歌山、静岡県

には及ばないなか、高単価、高品質な販路を展開したいと、相談を持ちかけたのは知人の

農家。この農家の協力があり出来たブランドが「完熟みかんシオーレ」。この高単価なミカ

ンの誕生は、一定量を生産する「ノルマ思考」から脱却させる新しい理念を生み、１個 125

円という価格は生産者の収入の底上げを担っている。周防大島ドットコムでは、「完熟みか

んシオーレ」以外にも JA山口大島のミカンもオンラインショップで販売している。 

 島内の地域密着型ポータルサイト「周防大島ドットコム」は観光協会と受委託契約を締

結し、2008（平成 20）年にはサイト管理者である江良氏が観光協会の事務局長に就任する

こととなった。 

 

③ 産業４団体共催「周防大島まるかじり」開催 

「周防大島みかん鍋」が生まれたきっかけは、2006（平成 18）年 10月、産業 4団体（農協・

漁協・商工会・観光協会）による共催イベント「周防大島まるかじり」。イベントの目玉に

地産地消の名物料理として「みかん鍋」を開発し好評を得た。それまで冬の集客に苦戦し

ていた島では、この鍋を冬の名物さらには島のアイコンにしようと、島内外で宿泊業、外
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食業を展開する有限会社千鳥代表の山崎浩一氏ら若手料理人を中心に料理人が集まり更な

る改良を重ねることになる。 

 

④ 観光協会、農協２団体合同事業「周防大島みかん鍋」の誕生 

 当初、ミカンは練り物に入れたり、みかん胡椒として調味料にしたりしていたが、魚介

類などが目立ちミカンの訴求力に欠けていた。そのような中、年配者から「ミカンを丸ご

と浮かべたら…」というヒントを得る。そこで、規

格外の小さい２Sサイズのミカンに「鍋奉行御用達」

と焼印を押して鍋専用ミカンとして入れると、ミカ

ンは焼きミカンのような食感となり、見た目のユニ

ークさからメディアの目に留まるようになる。そう

して、流通に乗らなかったミカンが新たな商品価値

をもたらすことになる「周防大島みかん鍋」が 2006

（平成 18）年 12 月に誕生した。 

 ４つの定義を持たせた「周防大島みかん鍋」は、

「周防大島鍋奉行会」に加盟した島内 10店舗で提供

され、周防大島ドットコムではオンライン販売を行

っている。通信販売用の商品は当初、メディアの販

促品として製造したが、好評を得て通常商品となっ

た。製造は農協が行い観光協会に下代で卸す仕組み

（上代：4,980 円、下代：3,000 円）。島内飲食店・

通信販売を合わせて年間で約 3,000食を提供。 

 

⑤ 季節の跛行性を無くすために 

 「周防大島みかん鍋」や「完熟みかんシオーレ」の販売が農家の収入の下支えになって

いると同時に、季節跛行性を極力無くし年間を通じて安定した収益を確保するために発案

された観光誘致策とも言える。夏には、周防大島が明治時代に大量の移民を輩出したハワ

イ洲のカウアイ島と姉妹島であるという背景になぞらえて、「サタフラ」と称したフラダン

スのイベントを開催し誘客を図っている。７月～８月の毎週土曜日に行われるエントリー

フィー無料のイベントは、県内のみならず首都圏方面からも参加があり約 90チームが参加

する。宿泊を伴う参加者の来島は宿泊施設の稼働率を高め、島内の食堂や土産物屋へ一定

の経済効果をもたらすと共に「瀬戸内のハワイ」というイメージ定着に貢献している。 

 

（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① 観光誘致策におけるイベント開催、商品開発。 
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② 島民に対するネットビジネスへの理解と普及。 

 

３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 

① インターネットを活用した販売展開 

観光協会は江良氏が管理人（代表）を務める「周防大島ドットコム」と受委託契約を結び、

ツイッターやブログを駆使した訴求力のある情報発信を行う。この一人二役の体制が多数

のメディアに対応出来るスピード感を生んだ。 

② Uターンが発想する攻めの姿勢 

江良氏が個人でリスクを背負ったウェブ制作の過程で、観光協会として事業が出来うるか

否か、の地域資源を編集し精査することが出来た。 

③ 外部の力は頼らない 

みかん鍋の開発資金は補助金などを使わず、全て持ち出して行った自発的行動。 

④ イベントが繋げる地域の輪 

合併後も合併前の町単位の思考が抜けずにいたが、イベント開催がもたらした「ひとつの

島」という意識改革。 

 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
◯ 「周防大島みかん鍋」のビジネスモデルは、商品開発のリーダー役となった山崎氏の

存在が大きかった。山崎氏は周防大島出身であり、且つ島内外に複数の店舗を持つ外食チ

ェーンの経営者である。その卓越したビジネスセンスと求心力で島の料理人達がまとまる

ことが出来た。外部の料理人では一過性のものにしかならなかったであろう。 

◯ 本例は、外部からのコンサルティングを導入していない。地域の問題は地域住人が自

ら気づいて解決していくことが重要だと考えている。 
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視察ツアーの受入れをはじめ町の活性化をプロデュースする㈱カミカツーリスト 

先進観光協会・事業体名 株式会社カミカツーリスト 

住所 徳島県勝浦郡上勝町大字福原字古川 61－1 
URL http://kamikatsu-tourist.com/ 

ヒアリング対象者 社長  溜本（ためもと）弘樹 氏   （写真右端） 

 

カミカツーリスト本社にて（受け入れ中のインターン生と） 

インタビュー者 井門観光研究所 井門隆夫 

インタビュー場所 カミカツーリスト本社・月ヶ谷温泉（上勝町） 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

① 旅行業（第 2種） ・上勝町への視察旅行の受注（手配旅行・企画旅行・講演） 

   ・上勝町からの視察旅行等手配旅行の受注 

 

② 空き民家再生プロデュース（補助金事業） 

 

（２）組織体制 

 

○ 役員１名（溜本さん）＋社員４名（うち３名は緊急雇用対策で受け入れ） 
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２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① ㈱いろどり（葉っぱビジネス）による上勝町のまちおこし 

 上勝町農協営農指導員だった横石知二氏が、寒波によりみかんが全滅したことをきっか

けに、地域の高齢者向けに「つまもの（葉っぱ）」事業を起こし、3 億円ビジネスにしたこ

とは有名である。このビジネスは、農協の営業ルートを活用でき、町の防災無線を初期の

受注システムに活用するなど、農協や行政とのパイプや支援あってこその事業であり、他

市町村で簡単には真似できないものと思われるが、その秘訣を探ろうと、現在でも年間 4000

人もの視察者を受け入れている。視察の受付は、㈱いろどりが行なっていたが、あくまで

ボランティアベースであり、負担ともなっていた。 

 

② 上勝町との偶然の出会い 

 2009（平成 21）年、ひとりの男性が上勝町にやってきた。兵庫県出身で徳島大学にて土

木工学を学び、大阪の土木コンサル会社に勤務していた溜本弘樹さんだ。溜本さんは、元

同僚の土木コンサルタントに誘われ、徳島市から環境のよい上勝町に本社を移転した(有)

環境とまちづくりに転籍し、上勝町に引っ越すこととなった。環境とまちづくりは、集落

再生や景観整備に関するシンクタンクで、上勝町で廃校となった旧小学校の共同オフィス

に本社を置く。この共同オフィスは、旧校舎の再活用を目的に募集をして、徳島大学のサ

テライトオフィス等も入居しているものだが、町がこの募集をしていなかったら「偶然の

出会い」は生まれなかった。 

 

③ カミカツーリスト設立 

 溜本さんは、2009（平成 21 年）度のふるさと雇用事業（2 年契約）で、5 月より(有)環

境とまちづくりに所属することになる。ここで、町の観光を盛り上げようというグリーン

ツーリズムを担当する。当初は、観光課も観光協会もない町で協議会を作り、大手旅行業

者を入れていたが、大手では地元にお金が落ちないと気づき、旅行会社創業の話になって

いった。この時、環境とまちづくりの澤田社長より、旅行会社には旅行業務取扱管理者が

必要と言われ、溜本さんは、6月から国内旅行業務取扱管理者の勉強を独学で始める。そし

て、10 月に晴れて合格。土木コンサル出身の管理者が誕生した。2010（平成 22）年 4月よ

り㈱いろどりにも籍を置き、視察受入を担当する。その後、いろどりの視察受け入れや、

視察者に対する説明・講演等の受注を行う旅行会社の設立準備を始め、2010（平成 22）年

6月、㈱カミカツーリスト（溜本さんが唯一の役員であり代表取締役）が設立された。第 2

種としたのは、徳島からの募集型企画旅行を行うためだ。また、設立にあたっての資本金

は、ほぼ全額を溜本さんが個人資産から捻出した。上勝町にやって来てから、わずか 1 年



- 401 - 

半。環境とまちづくり、いろどりとの三足のワラジを履くことになった。 

 

③ 視察参加費はひとり 1,000円 

 カミカツーリストの売上は年間約 2 千万円。そのうち、21％が収益事業であり、それが

「視察旅行」の受け入れである。残りの 79％は行政からの委託事業等補助金であり、これ

は、「空き家の農家民宿転用プロデュース」事業等である。上勝町は、宿泊施設も少なく、

団体の受け入れが困難であり、今後個人客相手の観光拠点（宿やツアー）の整備が必要と

考えている。 

 視察受け入れは、いろどり（葉っぱビジネス）に関するものが約 9 割や、その他、上勝

町のゴミゼロ運動に関するもの等が約１割あり、現地視察と講演を組み合わせて行なって

いる。例えば、葉っぱが持ち込まれる JA仕分場等を視察・案内するが、参加費はひとり 1,000

円と単価は高くない。そのため、視察受け入れだけで食べていくのは難しい。 

 

④ 総合観光プロデュース業へ 

 そこで、カミカツーリストは、上勝町全体に旅行者（ゆくゆくは定住者）を増やすトー

タルプロデュースを行なっている。その第一は、町内空き家を活用した農家民宿や飲食店

のプロデュース。環境とまちづくりで空き家の所在を全て調査済であり、その所有者等に

掛け合い、農家民宿や飲食店等として再生していく事業である。しかし、農家の意識を変

えるのは難しく、掛け合った中で１～２割の「面白がる人」をみつけて支援している。農

家民宿は現在１軒プロデュースし、飲食店も現在開業準備中である。㈱いろどりも最初は

４人の農家で始め、現在では 194 人にもなった。その過程では「周囲が変わるなら自分も」

と少しずつ変わっていったこともあり、今回もいろどり同様「少しずつ変わる」方式でい

かざるを得ないと考えている。現在、上勝起点のスーパー林道がオフローダー（バイク愛

好者）の聖地となっているため、林道入口にツーリング客相手の宿を計画中である。その

他、上勝グッズ等の作成と販売も検討中である。今後もプログラムを増やしていきたい。 

 

 
（写真） 

カミカツーリストの視察ツアー風景／カミカツーリストがプロデュースを手がけた農家民宿（空き家） 
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（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① ハード整備に係る補助金・助成金がない。 

 空き家のプロデュースを行うにも、ハード整備に関する補助金が少ないので、自己資金

が前提となり、農家（所有者）の負担が大きくなってしまう。 

② 農業従事者主体のため、ガイド等も片手間になる。 

 今後、ツアーの要素となる宿泊施設やガイドを増やしていかねば、観光客も増えていか

ないが、あくまで観光は「副業」というジレンマがある。 

 

 
３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① 創業にあたり主体者がリスクを取った（出資した）こと 

カミカツーリストの資本金（920万円）のうち 915万円は、溜本さんが個人で「それまでに

貯めたお金」から拠出した。家族も全面的に協力してくれている。多くの場合、リスクを

取るのを恐れ、誰もが初期リスクを最小限にする協議会方式などで着地型観光を進めるが、

「それでは絶対に長続きしない」（溜本さん）。 

② 周囲の支援（営業支援・業務委託等） 

事業化初期に、上勝町が補助金の紹介を、㈱いろどりは視察者の紹介、(有)環境とまちづ

くりは空き家の紹介等、周囲が営業面での支援や業務委託を行なっていることで、リスク

を背負った事業主体の事業の安定につながっている。リスクを負った個人と周囲の支援の

バランスが成立することが本事業のポイントである。 

 
 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 観光課も観光協会もない市町村で起業するモデルは、多くの市町村の参考になり得る。

視察者が年間 4000人（売上にして 400万円）も、起業の前提となっており、とりわけ、

同様の視察受け入れをする市町村には参考となると思われ、研修素材（研修講師や研修

先）として採用してはどうか。 

○ 古民家のハード修繕に関する情報に関して、全国で同様の取り組みを行なっている事例

も増えていることから、情報共有を図るための場を設けてみるのも一考と思われる。（仮

称：観光まちづくり社会起業ネットワーク等） 
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市民ガイドが企画立案、地域発着地型旅行商品を販売する佐世保観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 

先進観光協会・事業体名 ㈶佐世保観光コンベンション協会 

着地型旅行商品「SASEBO時旅（ときたび）」 

住所 佐世保市三浦町 21－1 

URL http://www.sasebo99.com/tokitabi/index.php 

ヒアリング対象者 ㈶佐世保観光コンベンション協会 

事業部 エコツーリズム担当 富田 柚香子 氏 

 
四ヶ町商店街「くっけん広場」前にて 

【くっけん広場】 

親和銀行京町支店跡を活用して、佐世保市内の産業遺産や商店街の歴史

を写真で紹介するギャラリーとカフェを併設した憩いのスペース。 

インタビュー者 井門観光研究所 山田 祐子 

インタビュー場所 四ヶ町商店街「くっけん広場」内 ヨンカフェ 

 
１．事業について 

 

（１） 事業内容 

 

○ 本ヒアリング対象事業 

着地型旅行・「時旅（ときたび）」の企画運営事業 

〈概要〉 
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観光コンベンション協会内に専用のデスクを設け、市民ガイドと地域活動団体が協業し企

画運営する着地型旅行商品。2011 年（平成 23）春夏（4 月～9 月）に設定された商品数は

28コース（400円～22,000円）。参加総数 724名。 

 

○ 一般的な事業内容 

観光客の誘致及び受け入れ／コンベンションの誘致及び主催者に対する支援／観光・コンベンシ

ョン都市佐世保の広報及び宣伝／観光及びコンベンションの調査、企画及び開発／佐世保市から

の委託事業の管理運営／不動産賃貸借事業／その他この法人の目的を達成するために必要な事

業 

 

（２）組織体制 

 

○ 運営者：企画担当 1名＋PR 担当 1名＋ツアー予約係１名（協会全体１３名） 

 

２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 環境省「エコツーリズム推進モデル地区」指定 

2004（平成 16）年、佐世保市が環境省「エコツーリズム推進モデル地区」に指定されたこ

とを皮切りに、観光事業関係者、有識者、行政関係者による検討委員会が発足する。資源

調査実施後、翌年から行政内に推進室を設置、関係者による推進協議会を立ち上げ。基本

方針及び計画策定が進められ、フォーラムが開催される。2007（平成 19）年には、観光コ

ンベンション協会内にランドオペレーター機能を設置。各エリアの素材を盛りこんだ「さ

せぼエコステイ」モニターツアーを実施する。 

 

② 養成講座の中から生まれたガイドのネットワーク 

2006（平成 18）年から市民ガイドの養成講座が開講され、200 名近いガイドが養成される

なか、2009（平成 21）年には観光コンベンション協会に事務局を置く有志のガイド達のネ

ットワークを「させぼガイドネットワーク（以下 S.G.N）」が立ち上がる。事務局からは登

録する約 80 名のガイドへ業務や地域にまつわる情報配信を行い、年に一度の報告会を実施

するようになる。その後、予約や PR を行うなど総合窓口となる観光コンベンション協会、

ふるさと雇用事業で配置した地域コーディネイター、S.G.N、３者の体制が整えられる。 

 

③ ガイド自身の企画による有料オリジナルコースの造成 

観光商品としては、常時対応、廉価であること（ボランティアガイド）、多人数の受入が可
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能であることなどが求められるのに対して、市民ガイドや地域の活動者にとっては、負荷

が大きすぎてニーズに対応できないという現状の中、思い切ってガイドのペースを優先し

たコース造成を試みた。 

ガイドや地域にとって無理のない催行日、ツアー内容を設定し、責任感と充実感、モチベ

ーションの向上につながるよう、ガイド料金設定を含めた企画立案をガイド自身が行うと

いう仕組みだ。 

まず手始めに、新人ガイドが一人で安全に案内できる規模として「まち歩き」に注目した。 

近郊の３大学協働によるまちづくり研究室「させぼ港まちづくりスタジオ」の学生たちに

よる、市街地や港、路地裏の風景に、人々の暮らしやまちの歴史を紐解き、その魅力を見

つけ出す「あるもの探し」の活動にヒントを得て、ガイド自身の我がまち再発見を基本と

した、有償ガイドによるオリジナルのまち歩きコースが出来上がった。 

 

④ 「SASEBO時旅（ときたび）」誕生 

2010（平成 22）年、地域発の着地型旅行商品「SASEBO時旅（ときたび）」が誕生。 

【新体制概要】 

〈事務局〉 

外部アドバイザーを交えたコンセプトワーク／ 販売、PR戦略策定 

 

〈市民ガイド、地域コーディネイター〉 

ツアー商品の企画立案／商品造成（行程管理、経費管理、協力先と調整業務）／販売ツー

ルの原稿作成 

 

〈ガイド報酬〉 

ガイドへの報酬は、販売金額からコンベンション協会が経費と手数料（運営費）を差し引

いた額を支払う、又はガイドが値付けした商品を協会へ卸す方法があり、手数料や額はツ

アー商品によって異なる。 

 

時旅は、2011（平成 23）年春・夏（4月～9月）より販売を開始。佐世保市の観光約半数以

上が「ハウステンボス」「西海パールシーリゾート」等への団体旅行客であるが、本ツアー

参加者は個人客が占め、その内訳は、性別では約 60％以上が女性、地域では県内が約 50％、

関東が約 10％となっている。 

 

⑤ 地域発「着地型旅行商品」 

地域の埋もれた歴史的資源、自然環境に光を当て、市民ガイド、地域コーディネイターと

いう役割を確立し、団体旅行に代わる個人旅行型の消費トレンドを担う都市圏女性への訴

求が期待されている。ガイド自身も発案者である自分の名前がパンフレットやホームペー
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ジにも掲載されることにより、催行への責任と地域への誇りが生まれ、より質の高いツア

ーを提供しようという意欲が見られる。既存の団体旅行に依存せず、個人客を対象とする

ことでガイドの納得いく収入を確保したことが、着地型旅行商品の効果であろう。 

 

（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① 運営資金の調達 

② 求められる収益性 

③ 販売方法（旅行代理店との良好な関係構築） 

 

３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 

① 市民ガイドの強いモチベーション 

させぼガイドネットワークの一員である清水芳子さん。本業は

一般企業に務める会社員だが港周辺のまち歩きプログラムを担

当し、ガイド業を通じて地域の誇りを伝えたいという。「清水さ

んのツアーだから参加したい」というファンもいるほど。 

② 各ジャンルの専門家はガイドのアドバイザーとして 

郷土史家など地域の専門研究者がガイドを務めると、若手の柔

軟な発想が生かしにくくなり、硬直化しやすいので原則として

敢えて依頼しない。アドバイザーとして助言、監修の立場で協

力を得ている。 

③ ビジュアルにこだわる 

ガイドブックは、トレンドセッターになる都市圏の女性に受け入れられるよう、写真とレ

イアウトを重要視し単なるコース集とはちがう、読みたくなるものを目指した。 

 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 市民ガイドを事業の主軸においた旅行商品を作るには、事務局との信頼関係が不可欠

なので、相当な時間が必要であろう。 

○ 着地型旅行商品は地域のキーマンを探すことに始まる。コンセプトワーク段階では有

識者や外部アドバイザーを導入したが、実行部隊において市民が主体となることが重

要である。 
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「島のこしが島おこし」のミッションを実践する沖縄・伊是名島、ＮＰＯ法人島の風 

先進観光協会・事業体名 NPO法人島の風・株式会社島の元気研究所 

住所 沖縄県島尻郡伊是名村字勢理客 1542 

URL http://www.shimanokaze.jp/ 

ヒアリング対象者 理事長兼社長 納戸（のと）義彦 氏   （写真左端） 

 
伊是名島の「おばあ」たちと。地域のコミュニティに溶け込む納戸氏。 

インタビュー者 井門観光研究所 井門隆夫 

インタビュー場所 NPO法人島の風事務所（伊是名島） 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

① 古民家の再生、および宿泊業（再生した古民家３棟の一棟貸し）。 

食事は、事前予約がある場合のみ、地元女性が夕食の調理をしに来てくれる「あんまーき

っちん」、食堂からの「夕食デリバリー」のオプションがあるが、原則は自炊、素泊まり。

② 古民家再生職人養成カレッジ、農的暮らし体験プログラム等の研修事業。 

行政・民間の助成金を得ながら研修事業を行う。 

③ 割れた規格外米 100％「太陽麺」、米糠で豚肉を漬けた「とんとこ」等商品開発事業。 

流通に乗らない伊是名島産品を再活用した商品の開発と販売を手がける。 
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（２）組織体制 

 

○ 運営者：理事長（無給）１名＋正職員２名・パート２名の４名体制 

  NPO 体制：理事５名・正会員１８名・賛助会員８５名 

 

２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 観光立村協議会の波紋 

 彫刻師の家に生まれた福岡出身の納戸義彦さんの本業は、ご夫婦で営む島のダイビング

ショップ。慶良間諸島等で働いた後、いくつかの島へ店舗開業を目指して移住を試み、伊

是名島に移り住む。移住の約 10 年経った 2003（平成 15）年、伊是名村が「観光立村宣言」

をし、その際、関係者として協議会に呼ばれて参加する。観光エージェント頼りの誘客で

は島は商品としてしか伝わらず長続きしないと気づいていた納戸さんは、リゾート島とし

て送客を提案する旅行エージェントに対し「島を変える必要はない」「理念なき誘客は地域

文化の変容を招く」と反対。「理屈ではなく、心で動く」島を作ろうと決心。会議の後、納

戸さんの家に集まり始めた若者と議論を交わすようになる。 

 

② NPO化へ 

 若者たちに意思を聞くと「この生活を変えたくない」という。納戸さんは「じゃあ、自

分たちが変わるしかない」「変わらないから周りが変えようとするし、変わらなければ外の

力で変えられてしまう」と提言。「熱しやすく、冷めやすい」沖縄人の性格を考慮しスピー

ドが必要と、また、任意団体では責任が曖昧になるので向かないと、半年後に NPO を申請

し、2005（平成 17）年認可・設立に至る。資金はゼロであったが、当時登録していたダイ

ビングショップのサポーター120人から年間 5,000 円の会費を集め、運転資金とした。その

サポーターのなかにはデザイナーやコピーライターがおり、ボランティアでアドバイスも

もらった。 

 

③ 偶然から生まれた収益事業 

 設立当初は、ビーチ清掃等の補助金を原資にしたエコ活動を行なっていた。また、彫刻

師の父を持つ納戸さんの趣味は DIY であり、個人的に古民家の再生をしていた。ある日、

競売にかかった古民家を別荘として落札した新潟県のオーナーが、納戸さんが改装を手が

けた古民家を見て納戸さんに改装を依頼。その際、「材料費だけで、人件費は要らないので、

古民家を使わない時に使わせて欲しい」と交渉。家財を 50万円ほどかけ、現在の古民家の

一軒（がーぺーちん）となった。所有者には 10年間の賃貸契約をし、10年で 120万を支払
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っている。10年後には、資金回収を終えているので、家賃は倍額として支払う契約だ。 

④ 「島のこし」が「島おこし」 

 NPO設立後、１年間は活動をせず、徹底してミッション（島のこし）を組み立てた。観光

を消費活動としてとらえず、「来るな」を思想とし、島を残すという理念に賛同する人だけ

が来る島を目指した。古民家事業では、稼働率が約２９％で推移しているが（目標は３５％）、

経費を差し引くと、次の一軒の改装費用（約 400万円程度）の半分近い収益（約 150万円）

が生まれる。改装にあたっては、古民家改装に興味のある研修生を集め、古民家再生職人

養成カレッジを開催して改装することで改装費用の低廉化を図ると同時に、所有者の自己

資金なども得て、２～３軒目を手がけることになる。時間をかけ軒数を増やすことで、資

金回収は早くなる。この間、様々なパブリシティが信用を生み、頼まれる機会が増えてき

て、現在、４軒目を手がけている。 

 

⑤ 島の雇用を生むために 

 古民家では、「暮らすように過ごす」をテーマにしているため食事は原則として出さない。

しかし、地域の女性が調理をしに行く「あんまーきっちん」（あんまーは「お母さん」の方

言）を企画した。当初、お客さんに島の料理を出すのははずかしい（オードブルを取るも

のと思っていた）ため、抵抗があったが、お客様が褒めてくれることで「地域の誇り」と

していくことができた。地域活性化とは「地域自らの力で地域の問題を解決する能力をつ

けること」（地域免疫力の強化）であり、補助金頼みにならず事業化を図ることが大切と考

えている。地域の問題には、空き民家だけではなく、様々なものがあり、そのなかに、米

など農産品の規格外品が流通せずに捨てられたり家畜のエサになってしまう問題があった。

そこで、次の事業として、島産の規格外米を使い、内地の製粉技術を取り込み、100％米粉

麺の開発に成功。「太陽麺」として販売を開始した。その他、米糠漬け豚肉の「とんとこ」、

島産「玉ねぎのドレッシング」など、島の雇用を生むための商品開発を行なっている。 

 

⑥ 株式会社化へ 

 当初、非営利の組織として収益事業はしないと申請した NPO にも限界がきた。現在、約

2000 万円の事業規模だが、今後は、政府系金融機関の融資も得て、商品開発した製品を提

供するレストラン兼加工場を計画している。そのためには、営利事業を行える法人（株式

会社）が必要であることから、㈱島の元気研究所を設立。今後、収益事業はすべて移行す

る予定で、企画は NPO、生産・販売は株式会社と分業化していく。株式会社は、NPC（Non Profit 

Company）を標榜し、配当は島に還元する（配当しないのは無理なので、優先株にのみ定額

配当を行う）ことにした。そのために、出資者は、NPO島の風（100万）、納戸さん（50万）、

支援者（50 万）の一般株（200 万）のほか、島民に出資を募る優先株（一口 5 万円を 2 口

まで、計 200 万円）を募集し、現在 100万円集まった。 
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⑦ 夢は「人づくり」（私塾づくり） 

 現在の移住、帰農ブームでは、離島における一次産業の厳しい現実を教えずに「島への

移住」を勧めている。そうではなく、現実を教え、自分たちで切り拓くことができる若者

を育てる私塾を作りたい。夢を共有できることで、自信をもって「島に来い」と言うこと

ができる。 

 

（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① すぐに答えを欲しがり、ビジネス発想のない地元行政の理解力の低さが悩み。一方、

組織内で腐っている若手に期待できた。ちなみに当村には観光協会はない。 

② 発地の人が考えている量的拡大を目指す着地型観光は問題。安売りコミッション合戦

のチキンレースに乗ってはいけない。但し、商品提供型から運動提案型には時間がかかる。 

 

３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① 時間をかけた段階的事業展開 

時間をかけ、小さい事業で得た資金・問題意識を積み上げ、段階的に事業を展開している。 

② 創業期は NPO、拡大期に株式会社化 

創業期は NPO で補助事業を獲得し、収益拡大（融資の必要性）の段階で会社化している。 

③ ダブルワークにより NPOでは無報酬（創業期のコスト削減） 

本業（ダイビングショップ）を持っていたため、NPOでは報酬を得ず事業展開をしていた。 

④ 揺るがないミッション 

島のこしをミッションとし、徹底して民間事業で島の自立（問題解決能力の醸成）を目指

した。 

 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 島を客観視できるＩターン者が長期間居住することで成り立つモデルであり、Ｉターン

者に対する教育研修事業も必要と思われる（納戸さんが私塾を求めるのと同様の趣旨）。 

○ 納戸さんの属人的（自ら古民家を改修できる）能力により、イニシャルコスト（改修コ

スト）の削減が可能となった。属人的能力に依存せずとも、事業のイニシャルコスト（古

民家改修資金）を抑制できる、ハードに対する補助金の仕組みも一考の余地がある。 

○ 二地域居住を目指した古民家オーナーが存在したため、所有と運営の分離が可能となり、

古民家賃借が可能となった。今後、二地域居住の普及促進を行うことも望ましい。 

 


