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Ⅰ．地域のストーリー研究会の目的 ○人口減少・超高齢化 → 地域経済の縮小 
○地域が生き残っていくためには、 

①地域のモノを他で売っていく（ふるさと名物、域外販売・雇用・利益等で地域経済に貢献する中核 
企業支援等） 

②地域外からの来訪者を増やし、地域内での消費を拡大（観光による地域経済・産業の活性化） 

○２０１３年、訪日外国人旅行者は初めて１０００万人を突破（１０３６万人）。今年は、８月までで８６４万
人を記録（前年同期比２５．８％増）。 

○他方、国内における旅行消費額（インバウンドを含む）は、２００６年をピークに減少傾向。 
○団体旅行の減少。個別化、多様化。若者の旅行離れ。 「発地型」から「着地型」へ。 

⇒地域に眠る資源を活用し、地域経済圏の外から需要を取り込み、地域の「稼ぐ力」に結びつける
ことが重要。 

⇒地域の強み・課題、観光客のニーズを踏まえ、地域の関係者が一体となり、農林水産品、工芸品、
自然・産業資源等の様々な地域資源を組み合わせた魅力的な（地域内での消費を最大化する＝
地域内の商工業が持続的に発展できる）地域ストーリー作りとその発信が必要。 

１．背景 

２．観光の現状 

○ストーリー作りに関する課題と対応策を検討し、効果的なストーリー作りの手法を確立し、全国的に
展開する。 

○また、地域ストーリーに基づく地域産業への波及効果を測れる新たな指標の開発も試みる。 

３．研究会の目的 

Ⅰ．研究会の目的 
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観光＝地域経済の活性化、雇用の機会の増大等国民経済のあらゆる領域にわたりその発展に寄与するとともに、健康の
増進、潤いのある豊かな生活環境の創造等を通じて国民生活の安定向上に貢献するものであることに加え、国際
相互理解を増進するもの（観光立国推進基本法 前文） 

    ⇒人の居住地から他地域への移動、買物、宿泊などによる需要、雇用の創出 
    ⇒交通機関、旅館・ホテルに留まらずその周辺産業・農業等を巻き込んだ裾野の広い総合産業であり、効

果を地域経済に如何に波及させるかが課題。 

土産物屋 

観光施設 

旅館・ホテル 

入場料 

体験料 

地元産品
の販売 

食事代 
宿泊料 

雇用創出 

二次交通 

運賃 

歯ブラシ、シャンプー、ク
リーニング等 

地元農・漁・畜産品、
地元酒等 

ガソリン、備品等 

お土産、 
パンフレット等 備品、器具等 

地元農・漁・畜産品、地元酒、
伝統工芸品、宅配等 

周遊 

食事 

体験ツアー 

Ⅱ．観光産業とは何か 
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Ａ市 

観光客１人当たりの消費額の因数分解 
【従来】 

ストーリー作りの経済波及効果（イメージ） 

観光客●人 

地域資源を
ストーリー化
することで 
観光消費を
最大化 

交通費 ●円 

宿泊費 ●円 

観光施設使用料 ●円 

飲食費 ●円 

みやげもの購入費 ●円 

プログラム体験料 ●円 

商店街での消費 ●円 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 
隣接自治体へ 

広域化 

Ｂ町 

地域経済への波及効果 
【これから】 

地域産業分 ●円 

地域産業分 ●円 

地域産業分 ●円 

地域産業分 ●円 

地域産業分 ●円 

地域産業分 ●円 

地域産業分 ●円 

地域資源を 
最大限に活用 

運送業  

旅館業、農業、製造業、サービス業  

サービス業 

農業、食品加工業、飲食店 

農業、食品加工業、製造業 

サービス業 
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※「観光経済波及効果」の算出方法  
  観光経済波及効果 ＝ 観光客数 × 観光消費額単価 × 域内調達率  
＊観光経済波及効果とは「地域に訪れた観光客が、地域内で観光消費を行い、その観光消費された金額のうち、どの程
度が地域経済に影響を及ぼしたのかを金額で表したもの」 （出典：公益財団法人日本交通公社編著『観光地経営の視点と実践』） 



１．観光の現状 

日本人国内宿

泊旅行 

68.3% 

日本人国内日

帰り旅行 

19.6% 

日本人海外旅

行（国内分） 

6.3% 

訪日外国人旅
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国内における観光消費額（2012年) 
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国内における観光消費額の推移 
国内における観光消費 
国内観光消費（国内旅行客） 

訪日観光消費（外国人旅行客） （兆円） 

○国内観光消費額は２２．５兆円（2012年）。直近１０年は下落傾向。 
○訪日外国人観光客は増加しているが、訪日観光消費はほぼ横ばい。 
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Ⅲ．観光の現状と地域ストーリーの必要性 
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１．観光の現状 
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国民の平均旅行回数 
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○国民の平均旅行回数は、宿泊・日帰りとも減少傾向。参加形態は個人旅行が８割。 
○観光産業の雇用吸収力は著しく減少している（特に関連産業への雇用効果） 

（回） 
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２．観光消費の減少に係る要因 
（１）観光需要自体の低下 
○可処分所得の減少、休暇取得の難しさ 
○旅行消費への意欲の低下 
 （通信費・その他の娯楽費への移行） ※特に若年層で顕著 
○旅行ニーズの変化への対応の遅れ 
 主流が団体旅行から個人旅行に移行したにもかかわらず、大量

輸送・大量宿泊の事業形態から変わっていない 
 増加するインバウンド観光客への対応が不十分（言語、食文化

等） 
 旅行者のニーズが物見遊山型から体験型に変化したにもかか

わらず、事業者が旅行者のニーズに合ったプランを提供できて
いない 
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２．観光消費の減少に係る要因 
（２）消費を促す仕掛けの不十分さ 
○地域・観光資源のＰＲが個別的・断片的に行われており、 
  地域全体の動きになっていない 
 観光地として集客力はあるが、滞在時間が短く経済波及効果が

限定的（例：長野・小布施町、京都・天橋立） 
 個別のキラーコンテンツはあるが、地域連携が不十分で地域へ

の経済波及効果に乏しい（例：京都・伏見稲荷） 
 広域的な資源はあるが、特定施設に集客が集中しており面的な

広がりを欠く（例：富岡製糸場）※世界遺産は４施設存在        

○地域への経済波及効果を最大化するためには、地域全体・ 地域間
で共有された取組が不可欠 
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３．地域ストーリーの必要性 
 個人旅行が主流になり、「観光地が選ばれる」時代に 
 これからは各地域が、自らの強みと弱みを分析した上で、観光客に

とって魅力的な観光地となっていく必要 
 地域の魅力をＰＲするためには、事業者単位の取組では限界があ

り、広がりを持った連携が必要 
 

様々な地域資源を紡ぎ合わせた「地域ストーリー」を地域全体で共有
し、観光客の琴線に触れるような仕掛けをしていくことが有効 

併せて、従来の観光業者（旅館業、運送業）だけでなく、農林水産業・
商工業や地域住民を巻き込み、地域全体で観光客をもてなす体制を
構築 

8 



○個々の地域資源を組み合わせて、その関連性や文脈を興味深い物語に仕立て上げるこ
とにより、地域全体の魅力やブランド力を高め、地域を訪れる人々の関心や注目を集め
ること。  

○地域ストーリーの創造により、当該地域を訪れる観光客の数を増やすだけでなく、様々な
地域資源を関連づけることから、当該地域の経済や産業に及ぼす波及効果を大きくする
ことができる。  

○地域資源の関連性や文脈を形作る材料として、当該地域の歴史や伝承のみならず、現
在も残る生活様式や文化、復興、再生など未来に向かっての新たな物語の創作も含ま
れる。 

地域のヒストリーを紐解く → 歴史遺産（城郭等）、産業遺産（鉱山、工場等） 

（１）地域の過去をストーリー化 

コンテンツの組み合わせ → 温泉 × 食 ＝ 健康 

（２）地域の現在をストーリー化 

新たな物語の創作 → 復興／再生、フィクション 

（３）地域の未来をストーリー化 

地域ストーリーの３つの切り口 

Ⅳ．地域ストーリー創造とは 
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 近代化産業遺産として、日本初の世界文化遺産に登録された「富岡製糸場と絹産業遺産
群」。「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、長い間、生産量が限られていた生糸の大量生産を
実現した「技術革新」と、世界と日本との間の「技術交流」を主題とした近代の絹産業に関す
る遺産。 
日本が開発した絹の大量生産技術は、かつて一部の特権階級のものであった絹を世界中

の人々に広め、その生活や文化をさらに豊かなものに変えた。この背景には、フランスの技
術を導入した日本初の本格的製糸工場「富岡製糸場（富岡市）」、瓦屋根に換気設備を取り
付け、「清涼育」と呼ばれる養蚕技術を確立した住居兼蚕室「田島弥平旧宅（伊勢崎市）」、
日本の近代養蚕法の標準「清温育」を開発した場「高山社跡（藤岡市）」、自然の冷気を利
用した日本最大規模の蚕種貯蔵施設「荒船風穴（下仁田町）」の４つの構成資産の存在が
あった。 
しかし、海外からの低価格生糸や絹製品の輸入、日本人の服装が和装から洋装へと変化

したことによる絹需要の低下などにより、絹産業は衰退の一途をたどり、ついには操業を停
止することとなる。 
建造から１４０年たった現在、今も創業時と変わらぬ姿を残し、当時と同じ方法で繭から生

糸を作る体験などにより、国内外から多くの観光客が訪れている。 

地域ストーリーの具体的イメージ 
（１）地域の過去をストーリー化＜歴史＞  ～群馬県・富岡市ほか～ 
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機密性○ 

荒船風穴  

高山社跡  

田島弥平旧宅 

シルク麺 

下仁田温泉  

富岡まちなか散策 

碓氷第三橋梁  

のこぎり屋根工場 
（桐生市）  

富岡製糸場 

富岡日記弁当 

こんにゃくパーク  

○世界遺産登録を契機に富岡製糸場の来場者数は過去最多を更新するなど大幅に増加しているが、周辺地域
の振興にどのようにつなげていくかが課題 

地域ストーリーの具体的イメージ 
（１）地域の過去をストーリー化＜歴史＞  ～群馬県・富岡市ほか～ 
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http://worldheritage.pref.gunma.jp/ja/ks003-005.html
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http://www.google.co.jp/url?url=http://blog.livedoor.jp/sichuanredpanda/archives/50671586.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DMUNVPaqJoji8AXRjYHgAQ&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNFa1KKSuv3-D7iVuwhMa6IexpBOug
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.adnet.jp/nikkei/kindai/43&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fsUNVLrFKYbg8AX0ioHQBA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNE8ba-0qiQlaOQDwDh0FSK43ul1UQ
http://worldheritage.pref.gunma.jp/ja/ks003-001.html


 兵庫県豊岡市は、幸せを運ぶ鳥「コウノトリ」の日本最後の生息地。豊岡では人工飼育・
野生復帰の取組を粘り強く続け、今ではコウノトリの郷公園で放鳥コウノトリが大空を舞うよ
うになり、見る人に感動を与えている。 
 また、コウノトリの生息地であった湿地は、豊岡にカバン産業を生んだ。水辺に自生するコ
リヤナギを編んで作られるようになった容器「柳行李」は国の伝統的工芸品に指定され、そ
の技術を生かして発展した豊岡のカバンは、旅の思い出やお土産として喜ばれている。 
 さらに、コウノトリが傷を癒していたことから発見されたと言われている鴻の湯など７つの外
湯が楽しめる城崎温泉では、情緒豊かな温泉街を浴衣でそぞろ歩きするという非日常の楽
しみを味わえる。多くの観光客が訪れており、特にミシュラン・グリーンガイド・ジャポンの二
つ星として掲載されるなど、海外から注目を集めている。この城崎温泉への来訪者を、前述
のコウノトリやカバンなどを地域資源とする周辺地域に誘引するためのストーリーづくりが課
題となっている。 

地域ストーリーの具体的イメージ 
（２）地域の現在をストーリー化＜組み合わせ＞  ～兵庫県・豊岡市～ 
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機密性○ 

○城崎温泉では、「駅は玄関、道は廊下で、宿は客室。土産物屋は売店で外湯は大浴場。城崎温泉は一つの宿」
ととらえ、「共栄共存」の精神で、まちぐるみでのおもてなしを実施。 

 ・宿泊者には７つの外湯共通チケットを発行し、自由に外湯めぐりが出来るよう工夫 
 ・住民団体「城崎温泉町並みの会」による景観保全活動 
 ・「ゆかたの似合うまち」を合言葉に、浴衣でまち歩きする非日常の楽しみを提供 
 

○ロンリープラネット（英語版旅行ガイドブック）のBest Onsen Town、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンの二つ星とし
て掲載。外国人宿泊者数は２００５年の約８００人から２０１３年の約９，６００人に増加。 

 

○この城崎温泉への来訪者を国内外から増やし、さらにコウノトリやカバンを地域資源とする周辺地域に誘引する
ためのストーリーづくりが課題。 

トヨオカ カバン アルチザン アベニュー 
（豊岡で作られたこだわりのかばんを 
            取りそろえた専門店） 

      コウノトリ文化館 
（コウノトリと共に生きる 
  まちづくりを考えるミュージアム） 

城崎国際アートセンター
（アーティスト・イン・レジデンス 
  の拠点） 

豊岡１９２５ 
（登録文化財を活用したレストラン・スイーツショップ・ホテル・BAR） 

城崎温泉 

外湯めぐり 

趣ある景観 

浴衣でのまち歩き 

城崎温泉来訪者を各地へ 

地域ストーリーの具体的イメージ 
（２）地域の現在をストーリー化＜組み合わせ＞  ～兵庫県・豊岡市～ 
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 茨城県大洗町は、２０１２年に放送されたテレビアニメ「ガールズ＆パンツァー」の舞台。こ
のアニメは、「戦車道」という架空の武道をたしなむ女子高校生の物語で、作品中には大洗
町の町並みが忠実に描写されている。ファンがその場所をめぐるために訪問する、いわゆ
る「聖地巡礼」の対象となっている。 
 アニメでは架空の県立大洗女子学園が優勝するという設定を受け、町内各地には「祝 大
洗女子学園 優勝おめでとう」といった横断幕が掲げられ、祝福ムードを盛り上げている。ま
た、実在するレストランでは、アニメの登場人物が試合のゲン担ぎに食べる戦車型のとんか
つが提供されている。さらに、町内の店先には関連する登場人物の等身大パネルが設置さ
れており（床屋の前には床屋の娘の設定のキャラクター等）、巡礼者は町全体を回遊しなが
らアニメの世界に浸ることができる。 
 パネル設置等により、ほとんど人通りがなかったような場所にも巡礼者が訪れるようになり、
店員との対話も生まれ、経済効果やまちの活気につながっている。 

地域ストーリーの具体的イメージ 
（３）地域の未来をストーリー化＜フィクション＞  ～茨城県・大洗町～ 
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機密性○ 

○2012年放映のアニメ「ガールズ＆パンツァー」の舞台 
○リアリティのある街の風景を作品に取り入れるため、 
 企画時点から地域が制作会社と連携 

○地元商工会・自衛隊とも連携、積極的なイベント展開 

※ 観光庁「第１回『今しかできない旅がある』若者旅行を応援する取組表彰」奨励賞 

町と自衛隊の協働により、 
実物の戦車を地域イベントで展示 

○大きな経済波及効果、震災からの経済復興にも貢献 

地域ストーリーの具体的イメージ 
（３）地域の未来をストーリー化＜フィクション＞  ～茨城県・大洗町～ 
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地域の商店ごとに 
キャラクターパネルの設置 

ラッピング電車の運行 



 
○観光協会、商工会・商工会議所、観光施設、商工業者（運送業者、旅館、お土産物屋）、旅行代理店、自治体、など 
○危機感の共有、共通認識の醸成 
○推進体制の構築 
○地域のことを客観的に見られる「よそ者」を入れる 
  →「よそ者」 地域活性化伝道師、観光カリスマ、キーパーソン・・・ 

プロセス１：地域の関係者が集う 

 
○観光の現状把握 
  統計等により、観光客数、各観光施設の入場者数、宿泊者数、観光客の当該地域での消費額、滞在 時間、来訪手段、周遊ルートなどを把握 
○アンケート調査 
   来訪者に対するアンケートにより、来訪動機、当該地域の魅力を把握 
○地域資源の発掘・再認識 
・キラーコンテンツは何か ・眠れる地域資源の発掘 

 

プロセス２：強みと課題の把握 

 
○プロセス２を踏まえ、ターゲットの絞り込み。誰に来て欲しいのか（女子グループ、シニア、若者、家族連れ、教育旅行、ペット連れ、○○マニア等） 

プロセス３：マーケティング 

プロセス４：ストーリー作り 

 
○旅行代理店による観光商品の造成 ○メディアの活用 ○クチコミ狙い ○商工会・商工会議所のネットワークの活用 など 
 

プロセス５：情報発信 

○次の３要素を検討 
・過去（歴史を紐解く） → 歴史遺産、産業遺産 など 
・現在（コンテンツの組み合わせ） → 温泉×食＝健康 など 
・未来（新たな物語の創作） → 復興／再生、フィクション など 

○当該地域の滞在時間の長期化のため、上記の２～３要素を組み合わせたストーリーを創造 
○当該地域での消費を最大化する組み合わせを指向  ○それぞれのターゲットに訴求する複数のストーリーも検討 

 Ⅴ．地域ストーリーの作り方（手順） 
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機密性○ 

観光を軸とした 
「まち」作り 

プラットフォーム 

Ⅵ．持続可能な観光産業のあり方 

商工業者 

観光客 

観光業者 キーパーソン 
観光推進組織 

行政 

 観光産業の経済規模は縮小しており、高付加価値を生む新たなビジネスモデルや、観光
産業を地域全体でサポートする仕組みを構築する必要がある。 
 そのためには、行政・観光業者・地域住民・商工業者等が参加し、観光を軸とした「まち」
作りを行う場（「まち」作りプラットフォーム）を創出し、その呼びかけ人となるキーパーソン・
観光推進組織等が安定的に活動できる分配システムが不可欠。 

ボランティア 
「まち」作りへの参加 

観光地全体の 
マネジメント強化 

≒商品価値の向上 

財源の確保 
（利益の還流） 

キーパーソンの確保 
観光推進組織の充実 

観光地経営の好循環 

観光客 地域住民 17 



 
 
 

テーマ④ 波及効果の分析・検証 

【検討項目】 
○目標設定（定性面、定量面） 
○ストーリー化による効果の検証 
○波及効果を測る新たな指標の開発 

【考えられる対応策】 
○ＰＤＣＡサイクルの確立 
○開発した新たな指標による効果分析・検証 
○ビッグデータを使った効果分析・検証 

 
 

テーマ② 人材確保策、推進体制の構築 

【検討項目】 
○地域外からの人材派遣  ○住民参加の促進 
○地域内での人材育成 
○プラットフォームの形成 
○事務局機能の確保 

【考えられる対応策】 
○成功事例の要因分析 
○持続可能な推進体制の構築手法 
○教育研修の仕組み 
○人材プール・人材派遣の仕組み 

 
 

テーマ① 地域ストーリーの作り方 

【検討項目】 
○地域資源の組み合わせ方 
○ターゲット層のニーズ把握 
○デザイン・おもてなしサービスによる高付

加価値化 
○地域固有の歴史・文学・伝承の活用 

【考えられる対応策】 
○成功事例の要因分析 
○ストーリー作りの手法確立（地域資源の発掘、 
 外部人材を交えたワークショップなど） 
○今年度予算事業と来年度の方向性 
 

 
 

テーマ③ 情報発信・ＰＲ手法 

【検討項目】 
○マスメディアの活用  ○海外への発信方法 
○口こみの誘発 
○コンテスト・表彰制度 
○著名人による話題作り 

【考えられる対応策】 
○マスメディア・出版社とのタイアップ 
○クールジャパン・ビジットジャパンの活用方法 
○地域ストーリー大賞 
○住みます外国人（インフルエンサー） 

Ⅶ．地域ストーリー作り研究会における今後の検討テーマ 
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