産業

観 光 と は？

本事業は観光庁平成30年度「テーマ別観光による地方誘客事業 」に選定されています

「産業観光 」とは歴史的・文化的価値のある産業文化財
（ 古い機械器具、工場遺構などのいわ

ゆる産業遺産 ）、生産現場
（ 工場、工房等 ）及び産業製品を観光資源とし、それらを通じてものづ
くりの心にふれるとともに、人的交流を促進する観光活動のことを言います。地域を支えている
各種産業は、
文化遺産や自然などと同じ特徴的な観光資源になります。

具体的には稼働している企業の工場見学の一般開放や、富岡製糸場のような明治時代の日本

の産業遺産を訪ねる旅も盛んになっています。

（ 注 ）産業の中には一、
二、
三次各分野の産業を含む。

産 業 観 光 が 観 光 立国 に向けて果 たす 役 割
2020年に向け訪日外国人4000万人の受入目標が掲げられている。国内外のみならず日本の産業観光
（ 最先

端産業、エコ 、リサイクル、近代化産業遺産等 ）は外国人観光客、MICE のテーマとしても関心が高く、各地での受入環境

産業観光
先進地事例視察ツアーに
参加しませんか？

三重県桑名市

産業観光先進地事例視察ツアー

整備への強化が必要とされている。今後、
地域での産業観光を推し進める関係者間のネットワーク構築の体制が望まれる。

「 観光ビジョン実現プログラム 2017」の主要施策【 抜粋 】
産業文化財の活用

文化財の観光資源としての開花
ユニークベニュー※としての活用

産業遺産
近代化遺産33群（ 経済産業省）･日本遺産
（ 文化庁）

新たな観光資源の開拓

関連資源のネットワークづくり、
街道観光連携

ＭＩＣＥ誘致の促進に活用
産業訪問 ( 見学・体験・
テクニカルビジット等 ) の推進

地域のストーリー化、
地域住民意識醸成

東京都大田区

産業観光先進地事例視察ツアー

産業観光資源の編集・活用

地域ビジネスモデル創出、産業観光 DMOの確立
日本の産業技術を国内外に発信

海外第１～３次産業、エコ 、リサイクル等の視察
国内「産業思想 」教育の場

MICE・産業訪問・教育旅行の受入体制構築

※ユニークベニューとは、歴史的建造物 、文化施設や公的空間等で、会議・レセプションを開催することで特別感や地域特性を演出できる会場のことを指します。誘致に大きな効果を発揮する各都市の
ユニークベニューは日本においても積極展開が求められています。

福岡県北九州市
産業観光先進地事例視察ツアー

ツアーに関するお申し込み・お問い合わせ

◯ツアー詳細は、下記 URL から募集パンフレットをダウンロード
してください。
WEB サイト
「観光産業ガイド」
トップページ
「ニュース」欄
http://www.nihon-kankou.or.jp/sangyou/

 EB サイト
W
「公益社団法人日本観光振興協会」
トップページ
「新着情報 」欄
http://www.nihon-kankou.or.jp/home/

当ツアー参加者への参加条件・注意事項
○産業観光を前向きに導入検討している、企業や行政を含む組織の方を参加対
象とします
○同業者の方はご参加をご遠慮ください
○工場内の写真撮影は一部制限されます
○安全確保上の観点から受入人数に制限があります
◯各地域の魅力をさらに楽しんでいただくために、前泊後泊の宿泊手配も承ります。

※工場ごとに条件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください

企画・主催：全国産業観光推進協議会

産業観光先進地事例視察ツアーへ
参加しませんか？
全 国 産 業 観 光推 進 協 議 会は、訪

日外国人4000万人の受 入目標に向

Ⅰ- B

大田区 産業観光先進地事例視察ツアー

12月10日（月）

実施日：

■旅行代金：9,700円（※移動は徒歩となります。）
■募集人員：20名（最少催行人員15名）
■添乗員：同行いたしません。
■利用交通機関：全行程徒歩（すべて徒歩圏内）

13：15

けて、外国人観光客、ランドオペレー
ター等へ日本の産業観光の発信の拡

武蔵新田駅現地集合

13：30 〜15：00 日進工業株式会社工場見学

大、地域の産業訪問
（ 見学・体験・企

（http://www.nisshin-kogyo.jp/）

業視察等 ）の受入環境整備の支援を

15：20 〜15：50 くりらぼ多摩川にておおたオープン
ファクトリーの概要・取組紹介

行います。

（https://www.o-2.jp/mono/lab/）

産業観光のテーマは海外から関心

16：00 〜17：30

が高く、MICE 誘致に向けたコンテン

工場棟にて意見交換会（ 軽食付き）

POINT
多くの町工場が集積する大田区 。そんな大田区では、工場を

一斉公開し、モノづくりのまちを知ってもらう
「おおたオープン
ファクトリー」を開催しています。

今回は、
「プラスチックの射出成形」を得意とする
「日進工業

株式会社 」へと訪問し、工場見学とともにプラスチック製品の
裏側や研究開発の秘話などを伺います。

その後、大田区矢口の工場長屋内にある廃工場を改修して

できた
「モノづくりのまちづくり」を行うための交流拠点である

「くりらぼ多摩川 」に行き、おおたオープンファクトリーの取り
組み紹介や参加者様と意見交換会を設けるツアーとなってい
ます。

※すべて徒歩圏内

ツとして有望です。12月上旬に三重

県桑名市、東京都大田区、福岡県北九
州市で、産業観光先進地事例視察ツ
アーを実施します。

おおたオープンファクトリー https://www.o-2.jp/mono/oof/
企画協力：一般社団法人大田観光協会

Ⅰ-A

桑名市 産業観光先進地事例視察ツアー

12月11日（火）

実施日：

■旅行代金：18,000円（※移動は貸切バス利用となります。）
■募集人員：30名（最少催行人員20名）
■添乗員：同行いたしません。
■利用交通機関：全行程貸切バス

13：00

桑名駅集合

バスで桑名市役所移動

13：15 桑名市役所での当該活動の概要説明

POINT
桑名市にあるエイベックスは、トヨタ系の自動車部品メー

カー。製品の製作や販売だけが自社のサービスではないとい

う観点から、60年以上培ってきた自社のノウハウもサービスに
なると考え
「海外からの工場見学事業 」を行っています。今で

は、口コミとリピートのみで世界50か国以上から年間3,100名

（ 累計で約15,000名 ）の企業研修団を受け入れています。

近年では、その取り組みを地方創生の一つと位置づけて桑

名市とその周辺企業との連携で活動を波及させていくことと

14：00 バスにてエイベックス多度工場へ移動

なり、海外の研修団にむけて幅広い企業見学のコンテンツを
提供し続けています。

14：45 エイベックス多度工場到着
工場見学会／意見交換会
17：30 工場見学会終了
バスにて桑名駅まで送迎（18：00 桑名駅着）

Ⅰ- C/D

北九州市 産業観光先進地事例視察ツアー

12月5日（水）

実施日：

■旅行代金：11,000円（※移動は貸切バス利用となります。）
■募集人員：30名（最少催行人員20名）
■添乗員：同行いたしません。 ■利用交通機関：全行程貸切バス

9：30
10：00〜11：10
11：40

JR 小倉駅新幹線口
大型バス駐車場集合

安川電機ロボット村見学
JR小倉駅着（昼食は各自自由）

13：00〜14：10

TOTO第一工場見学

14：30〜15：30

TOTOミュージアム見学

POINT
北九州市は1901年の官営八幡製鐵所操業開始にはじまる日

本の重化学工業発祥の地で、日本の経済成長を支えてきまし
た。現在も著名な工場が立ち並ぶ
「ものづくりの街 」です。

今ではその歴史的背景を活かして工場見学を中心に据えた

「産業観光 」を推進しています。今回はその中核である産業用

ロボット累積出荷台数世界一の安川電機のロボット村
（ロボッ
トがロボットをつくる工場と展示館 ）に、また衛生陶器のメー

カーとして世界的に有名なTOTO の工場とミュージアムに皆様

方をご案内します。ぜひ産業観光の先進地である北九州で、非
日常的な大人の観光をお楽しみください。

15：30〜16：10 TOTOの概要と
産業観光への考え方（説明会）
16：30

JR小倉駅解散

※午後のみの参加
（PMコース）
は12:20にJR小倉駅新幹線口大型バス駐車場集合
（旅行代金は1日コースと同料金です。）
※工場やミュージアム内はガイドがご案内します。

エイベックス株式会社 http://www.avex-factory-tour.com/
企画協力：桑名市産業観光まちづくり協議会
※お申込の際 、詳しい旅行条件を記載した書面をお渡ししますので確認の上お申し込み下さい。

【 特別オプション催行中止のご案内 】
当初予定しておりました前泊される参加者向け「 皿倉山の100億ドルの夜景 」
ですが、
ケーブルカーとスロープカーの保守点検整備のため催行中止となりました。お詫びし
て訂正させていただきます。

北九州産業観光 http://sangyokanko.com/
企画協力：北九州産業観光センター

