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Ⅰ．第１回研究会でご指摘いただいた論点（①観光産業の抱える課題） 

【総論】 
○観光産業の持つ特有の性質や課題を踏まえた取組が必要。 

○観光産業の発展には、地域が一体となった取組が必要だが、多くの地域が観光を推進するに当たっ
ての課題を抱えている。  

【頂いたご意見】 

・宿泊業などに限定した狭義の観光産業による対策に限界が来ている。 
→如何に広い分野の人たちを巻き込めるかが重要。 

・観光施策に関して定量的に効果を図る尺度を持っていないため、行政自体が目指すべき効果が何かわかっていな
い。 
・休日と平日、年間を通したかき入れ時と何もない時季の繁閑の差が激しい。（安定した雇用を生み出せない） 
→繁忙期は何もしなくても人は来る（収容力は限界）。むしろ閑散期を「ポテンシャル」と考えて取り組むべき。 
・観光産業の主役は、個別の企業ではなく「地域」。 
・自分が体験した旅行商品の善し悪しを消費者が判断する基準は、「記憶に残るか」。 
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Ⅰ．第１回研究会でご指摘いただいた論点（②マーケティング） 

【総論】 

○観光資源のマネジメントを効果的に行うためには、基本的なマーケティング手法を取り入れていくこと
が重要。 

○地域として観光客のターゲット戦略を明確にした上で、その戦略に基づいて、必要なアプローチを取っ
ていく必要がある。「この取組は誰に向かって行っているのか？」という明確な意識を持つべき。 

【頂いたご意見】 
・マーケティングの基本を理解した上で、地域がストーリー作りなどの取組を進めていくべき。「何をやっていて、どう
いう意味があって、どういう結果が出るのか」という最低限のところについては理解できるように。 

・４Ｃ（カスタマー・カンパニー・コンペティター・コラボレーター）、４Ｐ（プロダクト・プライス・プレイス・プロモーション）、セグメンテー
ション、ターゲティング、ポジショニングなどをテンプレートを用いながら分析して、わかりやすく人に響くアイデアを入
れ込みながら実践していくべき。 

・マズローの「欲求５段階説」のような階層が観光商品にもあり、より低次な食・住などの欲求に向かって直接供給さ
れる個別の商品から、より高次なサービスを提供するいろいろな商品が結びついたパッケージ型の旅行商品まであ
る。この場合、あくまで低次な商品・サービスの品質が保たれることが、ストーリーを使った高次の商品パッケージの
前提となることを留意すべき。 
・消費者のライフスタイル、ニーズを地域が理解できていない。 

・ストーリーが多くの来訪客を呼ぶためには、ストーリーが紡ぐ地域資源の有機的なつながりを消費者がきちんと認
知させることが不可欠。単に近接しているだけで無機質につなげているだけでは、何の意味もない。 
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Ⅰ．第１回研究会でご指摘いただいた論点（③きっかけ作り・場作り） 

【総論】 

○ストーリーを作り、地域ブランディングを行っていくための前提となるプロセスは、関係者が集まって、、
この地域をどうして行きたいのか、真剣に考え抜いて、議論を重ねていくこと。 

○地域が一体となって観光を盛り上げていくために、関係者それぞれがバラバラに持っていた問題意識
をどうやって「みんなゴト化」してカタチにしていくか。また、地域の関係者のモチベーションをどうやっ
て維持していくのか。 

【頂いたご意見】 

・最初の「めんどくさい」というフェイズを乗り越えるきっかけをキーパーソン等がつくれば、地域から協力してくれる。 

・キーパーソン探しが重要。地域の人達は対話しているようでしていない。第三者が入ることにより対話が活性化す
る（ただし、あくまで主役は地域）。 
→行政の仕事は予算事業ではなく、地域のことをみんなが真剣に議論出来る「場」の運営。問題意識を持ったキーマ
ンは実は沢山いるが、語れる場がない。成功した地域は、場を上手く作れたところ。 
・「仕組み」から入らない。仕組みを作っても魂が入らないと続かない。（「やらねばサイクル」） 
→多くの人を巻き込むには、“楽しそうな”アロマを出すことが大事。最初はエンジンのかかる３～５人から始めて、それ
を広げていく。楽しそうなものは伝染する。共感できる人達でスモールスタートを切らないと、ストーリーは根付かない。 

・一時代を築いた観光地の再活性化と今から観光に取り組む地域との温度感は違う。特に前者については、成功体
験が革新を阻害したり、新たな事業のスタート地点で障害となる可能性がある。 

・もともと地域にあったモノで、地域が全く見向きもしなかったモノでも、メディア等が取り上げて褒めまくることで、「こ
れはもともと自分のものだ！」と排他して守るべきものと地域に認知される。 
→キーパーソンなど「人」だけでなく、地域が一つにまとまるための「対象物」も重要。 
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Ⅰ．第１回研究会でご指摘いただいた論点（④受入体制） 

【総論】 

○来訪する観光客の増大、滞在時間の増加のためには、地域で観光客を受け入れるための物理的・精
神的な受入体制の整備が不可欠。 

○誰に来て欲しいのか（or誰に来て欲しくないのか）を明確にすることが必要。 

【頂いたご意見】 

・行政、観光協会がマーケティングをして情報発信しても、観光地が観光客の期待に応えられていない。マーケティン
グも大事だが、マネジメントはもっと大事。如何に観光客がストーリーを感じ、経験価値の上がる受入体制を構築で
きるかが重要。 

・観光ガイドなど受け入れる現場がストーリーを理解しておらず、伝え切れていない。首長がＣＭＯのような役割を果
たし、徹底してストーリーを伝え、トップダウンで根付かせていくべき。 

・①「（東京から）褒められたい」、②「稼ぎたい」の２つの感情が地域活性化のモチベーションを加速させる。前者はナ
イーブな動機であり、後者ほど地域自身による活性化への強い動きにつながりにくい。 
→地域によっては「来て欲しくない」観光客などが存在することも事実。例えば、「知的好奇心の高い人」といった客層

をターゲットにしたり、特定地域同士の観光客の交流促進を狙った「クローズ型」の協定などのオプションを考慮す
べき。 
・地域によっては、観光協会・旅館組合・従業員組合の関係が悪く、地域での取組の阻害要因となることも。 
→毎日の様に顔を合わせている幼馴染みであることがかえって、地域のために手を組むことが小恥ずかしいことに
なる場合も。 

・素晴らしい景観などが眠っていても、安全等の規制や土地の権利関係などにより誰もその点に触れることが出来な
くなっている場合がある。 

・既存の旅館街ほど利害関係が見える形なってしまうので難しい。農商工業者から「どうせ旅館だけが儲かるだけ。う
ちは関係ない」と協力をしてもらえない。 
→取組を「みんなゴト化」して、恩恵を全体で共有する仕組みの構築が必要。 4 



Ⅱ．観光の推進体制 

 観光協会など同じ
目的の組織が乱立 
⇒組織の存在理由 
 は、「経緯」 

Ｂ観光協会 

Ａ観光協会 

Ｃ観光協会 

Ｄ観光協会 

目的・業務に基づいて組織を編成 
⇒足りないところは、補完し合う 

連携・補完 

地域住民 

商工業者 
「観光は、自分たちと 
 は関係ない」 

「どうせ儲かるのは、
宿泊業者だけだし…」 

ＮＰＯ 

従業員組合 

行政 行政 

 組合内、組織内
の仲が悪く、物事
が進まない 

動きがバラバラ 

現在 将来 

場 

 ワークショップ等を
通じて、「関係の質」
を改善させる 

活動の方向性
を「場」が統一 

「自分たちがこ 
 の街を作って   
 いく！」 「観光は裾野の広い総合産業。 

 観光振興は、自分たちにも裨 
 益する！」 

①予算事業 
②地域内の利害 
 （「しがらみ」）調整 
⇒行政は①②に終始 

行政の役割は「場作り」の支援 

・関係者へ声かけ 
・キーパーソン招聘 
・地域発の取組支援 

・マーケティング責任者としての
首長のリーダーシップ 
・地域をまとめる対象物の 
 中央メディアへのＰＲ 
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Ⅲ．地域が一体となるためのきっかけ作り 

対象物 

キーパーソン 

メディア 

 メディアからの注目が、関係
者の地域資源への認知につ
ながる 
→地域での取組のきっかけに 

「これが地域の宝だ！」 

注目：外から褒められる 

 キーパーソンが少数グループでの取組
へのきっかけ作りを支援（声かけ） 

①きっかけ作り 
②マーケティング的 
 視点の普及 
③「ソトモノ」視点からの 
 アドバイス 

「みんなゴト化」 
地域が一体となった 
推進組織が生まれる  少しずつ大きな取組にな

るよう、連携・拡大していく。 

 地域特有の資源をどうやっ
て活かしていくのか、地域が
一体となって考えていく。 

行政 

場作り支援 
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マーケティング 
セグメンテーション、 

４Ｐ、４Ｃなど 

Ⅳ．ストーリー作りのプロセス（イメージ） 

きっかけ作り・場作り 
•「自分の思い」を率直に議論できる場の設定 

•「対象物」をどうやって守っていくのか？ 

議論→行動に 
•考える前に、まず「やってみる」 

•成功事例・失敗事例の積上げ 

取組の検証 
•成功・失敗の原因の分析 

•個々の取組をヨコにつなげていく 

ストーリーの考案 
•ストーリーとは個々の取組から抽出されるコンセプト 

 

ストーリーの実行 
•観光客にストーリーを「自分ゴト化」させる仕掛け 

•ストーリー→取組（実行）→新たなストーリーへ 

D 

C 

P 

A 

 地域の持つ資源や、関係者が
行った取組、観光客の顧客満足
度などのデータを収集・整理・分
析する。 

地域の方との 
セッションで 
トライした部分 
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Ⅴ．委員各位からストーリーご提案 

 地域の方とのセッションにおいては、バラバラだった関係者が
「つながり」を意識するきっかけ作り・場作りや、地域の関係者に
それぞれの「想い」について再発見させる試みを行った。 

 今後、この「気づき」から生まれた取組がつながっていき、
ストーリーを作る土壌が出来上がったものと仮定する。 

 委員の皆様には、豊岡の皆さんのつながりを活用して、
地域の持つ観光資源などのシーズを結びつける①ストー
リーと②そのストーリーを活かした商品プランについて、
ご提案いただきたい。 
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○志賀直哉の小説「城の崎にて」で有名な城崎温泉は、１４００年前にコウノトリが傷を癒やしていたことから発見され
たと伝えられている。１９２５年の北但大震災により甚大な被害を受けたが、震災からの復興・再建を通じて、地域
が一丸となった新しい城崎づくりが行われてきた。 

 

○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』が一つの
宿」という認識の下、「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 
 

○城崎温泉の入込客数は７８万６千人（２０１２年度）。特に海外については、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。 

 

○２０１４年４月には、舞台芸術のアーティスト・イン・レジデンスの拠点として、城崎国際アートセンターが誕生。カンヌ
国際映画祭女優賞の受賞歴があるフランス人役者イレーヌ・ジャコブ氏が滞在制作した作品はヨーロッパ巡演中。 

鴻の湯 

趣ある景観 

浴衣でのまち歩き 9 

城崎国際アートセンター 

（参考）城崎温泉 

http://photo.kinosaki2.net/night/1399.html


○豊岡市の円山川流域一帯は、かつて水路と段差のない湿田が広がり、たくさんの生きものが住み、大食漢のコウノ
トリにとって絶好の生息地であった。しかし、近代化の進展により生息環境が悪化し、１９７１年に豊岡市内で保護さ
れた野生最後の１羽が死亡。日本の空から姿を消すこととなった。 

 

○豊岡市では１９５５年から官民が一体となった保護運動を開始。１９６５年に人工飼育を始め、２０年以上の苦闘の
末、１９８９年に待望のヒナが誕生。２００５年には自然放鳥が始まり、絶滅から３４年の歳月を経て、コウノトリが再
び豊岡の大空を舞い、訪れる人に大きな感動を与えている。 

 

○２０００年に開館したコウノトリ文化館では、コウノトリの生態や野生復帰の取組を紹介しており、多目的ホールでは
コウノトリを間近に見ることもできる 。（入場者は今年９月に４００万人に到達） 

 

○豊岡市では、コウノトリの野生復帰を支えるため、農薬や化学肥料に頼ることなく、冬期や早期に湛水し、深水管理
などに取り組む「コウノトリ育む農法」に取り組んでいる。２００３年にわずか０．７ｈａから始まったこの農法は、２０１
３年に約２７０ｈａまで広がり、 「コウノトリ育むお米」としてブランド化されている。 

コウノトリ文化館 コウノトリ育むお米 
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（参考）特別天然記念物 コウノトリ 



○豊岡の鞄は、奈良時代の柳細工が起源。円山川周辺の湿地帯にコウリヤナギが多く自生していたことから、柳行李
（コウリヤナギの枝の皮と麻糸で編んだ容器）作りが古くから発達。幕末には流通網も整い、全国的名声を築く。 

 

○大正以降、その伝統技術と流通経路を基盤に、新素材への挑戦とミシン縫製技術の導入により鞄の生産地に。 
 

○１９３６年のベルリンオリンピックの日本選手団の鞄としての採用や、軽くて強靭な鞄の開発、岩戸景気（１９５８～１９
６１年）を背景に、カバン産業が豊岡市の地場産業に。 

 

○高度成長時代の終焉、円高による輸入品増大等により、豊岡鞄も打撃を受け、昭和時代の流行品をリメイクした「豊
岡グラフィティ」、ビジネスバッグを中心とした「豊岡トラディショナル」など、「豊岡」という地域名を意識した事業を展開。
２００６年には、日本初の鞄部門の地域団体商標として、「豊岡鞄」地域ブランドが商標登録された。 

 

○２００５年には、「地場の産業と商店街の活性化」を目的として、市内中心部の商店街を「カバンストリート」と命名。 

２７の商店のうち１４店舗で鞄を販売。２００９年、中小企業庁の「新・がんばる商店街７７選」に選定、２０１４年、「カ
バンを核とするまちづくり」がグッドデザイン賞を受賞（受賞団体：豊岡まちづくり株式会社）。 

トヨオカ カバン アルチザン ア
ベニュー（カバンストリート） 
豊岡で作られたこだわりの鞄を取りそ
ろえた専門店（３階にはカバン職人ス
クールがある） 
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柳行李 

カバンストリート 

年度 事業所数 従業者数 製造品出荷額 

平成２０年度 73 1,034人 102億円 

平成２１年度 68 887人 82億円 

平成２２年度 62 861人 76億円 

平成２３年度 66 959人 99億円 

平成２４年度 62 911人 88億円 

（豊岡市鞄関係データ） 
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（工業統計調査） 

（参考）豊岡鞄 

http://www.toyo-kan.jp/uploads/photos/360.jpg

