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交流人口拡大と産業振興の意義

◼ 交流人口とは、外部からある地域に何らかの目的で訪れる人口（＝ビジター）のことであり、定住人口に対す
る概念ともいえる。訪問の理由は、観光、通勤・通学、ショッピング、レジャー、スポーツ、アミューズメントなど幅広
く、特定の内容に限定する必要はないが、大きく観光目的かビジネス目的に分けられる。

交流人口とは

（資料）炭谷 晃男「交流人口」を通じての地域活性化の試み」 大妻女子大学社会情報学部

交流人口拡大の意義

◼ 浜通りの地域再生の目標は、地域内の経済活動の活発化であり、多くの人々を誘客して消費を促す必要が
ある。「多くの人々が外部から地域へ集まる」＝「交流人口が多い」は一つの重要な要素といえる。交流人口拡
大に向けた多様なアプローチ方法としては、観光振興、企業誘致、商業振興、文化振興、コンベンション開催な
どが考えられる。

産業振興の意義

◼ 浜通りの産業復興に向け、①なりわい再建＋②域外企業の呼込みに取り組んできたが、域内消費が頭打ち
となる中で、域内消費を主な需要とするBtoCの産業を中心に、事業の伸び悩み・停滞傾向が出つつある。この
ため、産業復興のミッシングピースとして、「域内の消費喚起」、特に自立性・持続性の観点から、建設特需では
なく、継続的な「民需の喚起」がより重要になると考えられる。

◼ 交流人口拡大を活用した「産業復興」すなわち「地域産業活性化」は、地域資源の磨き上げ・多産業間での
連携・高付加価値の商品やサービスを活用したビジネスの創出などを経て、雇用を促進し、経済的自立・都市
的サービス（ 公共サービス、公共交通、医療一般、医療救急、商業、教育、文化、専門サービス、娯楽）供
給などの生活環境・生活利便性の向上につながる重要な政策といえる。
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交流人口拡大と産業振興の意義

交流人口政策の意義

（１）風評被害の払拭

◼ 従来、浜通りの交流人口の拡大は、風評被害の払拭の手段の１つとして取り組んできた（ex.地域の伝統魅
力発信事業）。これは、一人でも多く現地を往訪し、現地の状況を正確にご理解いただくことが、風評被害の払
拭に向けて重要であるとのことからであった。

◼ 今後、風評被害の払拭に向けて、更に重要性を増すものと考えられる。

（２）産業復興のミッシングピース

◼ これまで、浜通りの産業復興に向け、①なりわい再建＋②域外企業の呼込みに取り組んできた。

◼ しかし、域内消費が頭打ちとなる中で、域内消費を主な需要とするBtoCの産業を中心に、事業の伸び悩み・
停滞傾向が出つつある。このため、産業復興のミッシングピースとして、「域内の消費喚起」、特に自立性・持続性
の観点から、建設特需ではなく、継続的な「民需の喚起」がより重要になると考えられる。

（３）移住・定住の促進

◼ 加えて、帰還人口が頭打ちとなる中で、移住・定住の促進が新たな復興施策の柱に組み込まれ、加速化交
付金の制度改正（移住・定住促進をメニュー追加）の検討が復興庁にて進んでいる。

◼ 一般的に、転勤等の他律的な要因を除けば、移住・定住には、まずは浜通りを知り、浜通りとの繋がりを作り、
浜通りに思いを持つ、ということが重要（例えば、地域おこし協力隊などの取組を通じ、その地への更なる貢献の
思いから、移住をした例など）。

◼ このため、移住・定住に繋がりうる前ステップとしても、交流人口の拡大は重要になると考えられる



雇用の創出・雇用者増

移住や創業・移転機会の創出
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浜通りの観光分野における現状

旅行者や関係者の往来が増える

来訪者の地域内消費拡大

交流人口を活かし、地域の生活インフラを充実化

◼ 旅行者や地域に関係する人が訪れることを起点として、経済活動が活発化することにより、地域の活性化と
生活の質の向上を実現し、事業者が人を呼び込む視点を含んだ取組を行うことで、地域の活力が高まってい
る状態を目指す。

◼ 浜通りの魅力とコンテンツを本研究会にて磨き上げ、プレイヤーとなる事業者の取組が浜通り全体の取組と
して調和し、持続可能な形で実施されている状態（地域内の新しいなりわいの創出）を目標とする。

「交流人口拡大」をもって目指すべき浜通り地域

地域内の
新しいなりわいの創出
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浜通りの観光分野における現状

観光入込状況 サマリー

◼ 福島県全域の観光入込総数は、57,179千人(2010)から56,344千人(2019)まで回復。

◼ 震災前の平成22年観光入込総数を100％とした場合、令和元年観光入込総数は対98.5％となっている。(1.5％減)

◼ 第３四半期（7月～9月）の来訪が多く、季節変動は毎年同様の傾向がみられ、祭りや夏期開催のイベント等との連動性が高いと考えられる。

◼ 福島県全域の観光入込状況を種目別でみると、道の駅を含む「その他」が増加傾向にあり、平成28年以降では「歴史・文化」「スポーツ・レクリ
エーション」を上回る。

◼ 震災前の平成22年と比較すると、「スポーツ・レクリエーション」「行祭事・イベント」「その他（道の駅を含む）」が同水準を上回っているものの、
「自然」「歴史・文化」「温泉・健康」「都市型観光」は回復が遅れている。

◼ 地域別の観光入込者数は、「中通り地方」（25,680千）が最多、次いで「会津地方」（19,434千人）、「浜通り地方」（11,230千人）と続く。

◼ 震災前の平成22年と比較すると、「中通り地方」「会津地方」では同水準を上回っている。「浜通り地方」における震災前観光入込総数の対比は
69.5％となっている。

◼ 福島県全域の傾向と同様に第３四半期（7月～9月）の来訪が最も多く、祭りや夏期開催のイベント等との連動性が高いと考えられる。

◼ 震災前の平成22年と比較すると、第3四半期は対比59.5％となっており、来訪ピークである季節の誘客も課題として考えられる。一方で、第２
四半期（4月～6月）と第4四半期（10月～12月）の来訪は回復しつつあるものの、第1四半期（1月～3月）と同程度の来訪者となっている。

◼ 福島県浜通りの観光入込状況を種目別でみると、「スポーツ・レクリエーション」が最多、次いで「その他（道の駅を含む）」「都市観光」と続く。

◼ 震災前の平成22年と比較すると、「その他（道の駅を含む）」が同水準を上回っている。「歴史・文化」（対比58.4％）、「温泉・健康」（対比
58.9％）、「行祭事・イベント」（対比56.9％）は同等の回復がみられるが、「自然」は対比23.7％となっている。

◼ 福島県浜通りの市両村別観光入込者数推移は、「新地町」「南相馬市」「飯館村」で震災前の平成22年対比100％を上回り、震災以前の水準
以上に回復している。

◼ 市町村別の県外来訪者数は「いわき市」が最多であり、次いで「南相馬市」「相馬市」と続く。来訪ピークである「7月～9月」では「田村市」「南相馬
市」「相馬市」「いわき市」で滞在者が多くなっている。単月でみると「8月」滞在が多く、「葛尾村」「川俣町」「田村市」で顕著であり、年間滞在者数
比はそれぞれ49.2％、23.8％、19.9％となっている。

◼ 福島県浜通りの発地別滞在者数はいずれの市町村も「宮城県」「関東圏」が上位となっている。「新地町」「相馬市」「南相馬市」「浪江町」は相対
的に「宮城県」からの滞在者が多い。

福島県全域

浜通り地域

福島県 観光入込状況サマリー
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浜通りの観光分野における現状

インバウンド需要の動向

◼ 福島県全域の訪日外客数推移は、,2011年～2013年では緩やかに増加、2014年～2016年にかけて大きく増加している。2016年に
100,000人を超え、2017年以降も増加傾向にあり、2019年では150,000人に達する。

◼ 2011年～2019年を総じて最も多い国籍は「台湾」であり、次いで「中華人民共和国」「タイ」と続く。近年、国籍「タイ」の訪日外客数の伸長率
は高くなっており、「中華人民共和国」を上回る。2019年では22,988人に達し、ここ3年で約2倍の訪日外客数増となっている。

◼ 「滞在日数」は「7～13日間」が最多であり、次いで「4～6日間」と続く。「滞在中に利用した宿泊施設」は「ホテル（洋室中心）」が9割を占めてお
り、「民泊」や「ゲストハウス」利用者は少ない。

◼ 「滞在中に利用した交通手段」は「鉄道・モノレール」「新幹線」が過半数を占め、「車両移動」は20％台となっており、利用形態は多岐に渡る。

◼ 福島県を訪問した訪日外客の消費動向について、「滞在中に利用した買い物場所」は「コンビニエンスストア」「スーパーマーケット」が最多ではあるもの
の、「観光地の土産店」「高速道路のSA・道の駅」利用者も一定数みられる。

◼ 「旅行消費額推計」から「宿泊費」「飲食費」「買物代」の順に年間消費額が高く、浜通り地域外におけるインバウンド消費を地域内に誘引すること
は経済活性化に有効であり、特に「宿泊需要喚起」は滞在時間の長期化を伴うため、大きな経済効果を生み、全国様々な地域で目標数値を掲
げ、誘客施策を展開している。

浜通り地域

◼ 浜通り地域全体の県内からの滞在者数ピークは「7月」であり、「8月」に減少する。福島県内からの滞在者数は「いわき市」「大熊町」「南相馬市」
「富岡町」「浪江町」で相対的に多くなっている。

◼ 浜通り市町村の他に「郡山市」「福島市」「伊達市」「須賀川市」「小野町」「三春町」「二本松市」からの滞在者が多い。

◼ 新型コロナウィルス影響下における滞在人口の動向について、前年同月比を下図に示す。全国では5月時では-62.0％、9月現在では-19.0％と
なっている。東北と福島県（推定居住地：県内）では全国と同様の低下傾向がみられるが、福島県（推定居住地：県外）では5月時では-
87.0％となっており、9月現在においても-43.0％と、低下がみられ始めた4月時と同程度までの回復となっている。

参考）コロナ禍における滞在人口の動向の動向

◼ 新型コロナウィルス影響下における国内消費の動向について、前年同月比を下図に示す。全国では４月後半時で-18.0％と最も低く、4月～5月
にかけて-10％台と消費が停滞している。7月時では-5.0％と、ほぼ現状通りの回復となっている。福島県の消費動向は全国傾向と異なっており、
消費に大きく影響はみられず、7月時では現状通り回復している。

◼ 新型コロナウィルス影響下における福島県消費動向を業種別にみると4月時では「旅行」「交通」「宿泊」「娯楽」と観光関連の消費低下が大きくみら
れ、7月時においても「交通」は前年比-12.0％となっている。

福島県 観光入込状況サマリー
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浜通りの観光分野における現状

◼ 県外からの滞在者が多い「田村市」「南相馬市」「相馬市」「いわき市」への目的地に設定されたランキングは下図の通り。

◼ いずれの市も特定の集客スポットが突出している傾向がみられる。浜通り地域においても「スポーツ・レクリエーション」「道の駅」の他、「文化」「歴史」
「自然」に分類されるスポットも検索されている。

（資料）経済産業省・内閣官房 RESAS（地域経済分析システム）「観光マップ」

株式会社ナビタイムジャパン「経路検索条件データ」検索システムで検索された観光施設や集客スポットの中で、検索回数が多い施設・スポット
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浜通りの観光分野における現状

「交流人口拡大」における現状課題の整理

◼ トリップアドバイザーの口コミ内容を市町村・スポットと共起するワードを分析した結果を下図に示す。

◼ 市町村別共起ワードから、各資源の特徴がみられ「飯舘村」「川俣町」では「道の駅」「地元」といったワードが相対的に強い。「相馬市」「南相馬市」
も同じく共起されているが「馬」「歴史」「神社」といった資源も現れている。「いわき市」「田村市」は「子供と行く場所」と強く共起されており、「楢葉町」
「新地町」は「景色」「海」といった「景観」資源とともに共起されている。

◼ スポット別共起ワードは口コミ数をもとに分析しているため、口コミ数上位スポットとして参考とされたい。

（資料）トリップアドバイザー株式会社 https://www.tripadvisor.jp/ 観光スポット検索

■市町村別共起ワード ■スポット別共起ワード

誘客コンテンツ

https://www.tripadvisor.jp/
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浜通りの観光分野における現状

「交流人口拡大」における現状課題の整理

◼ インバウンド向け誘客コンテンツ検討のため、「訪日前に期待したこと」「今回期待したこと」「次回したいこと」を下図に示す。

◼ 主に「日本食を食べる」「ショッピング」「自然・景勝地観光」「繁華街の街歩き」であるが、前頁記載のセグメント「伝統文化」「コミュニティ」に関連す
ることに期待／体験する層も一定割合みられる。

◼ 「次回したいこと」は概ね今回したことと同傾向となっているものの、季節に依存することへの体験意向もみられる。
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13.5

0.9

0.3

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

日本食を食べること

日本の酒を飲むこと（日本酒・焼酎等）

旅館に宿泊

温泉入浴

自然・景勝地観光

繁華街の街歩き

ショッピング

美術館・博物館・動植物園・水族館

テーマパーク

スキー・スノーボード

その他スポーツ（ゴルフ等）

舞台・音楽鑑賞

スポーツ観戦（相撲・サッカー等）

自然体験ツアー・農漁村体験

四季の体感（花見・紅葉・雪等）

映画・アニメ縁の地を訪問

日本の歴史・伝統文化体験

日本の日常生活体験

日本のポップカルチャーを楽しむ

治療・健診

上記には当てはまるものがない

訪日前に期待したこと

今回したこと

（資料）観光庁 「訪日外国人消費動向調査」 2019年年間値の推計
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美術館・博物館・動植物園・水族館
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その他スポーツ（ゴルフ等）
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スポーツ観戦（相撲・サッカー等）

自然体験ツアー・農漁村体験

四季の体感（花見・紅葉・雪等）

映画・アニメ縁の地を訪問

日本の歴史・伝統文化体験

日本の日常生活体験

日本のポップカルチャーを楽しむ

治療・健診

上記には当てはまるものがない

■次回したいこと■訪日前に期待したこと／今回したこと

インバウンド向け誘客コンテンツ
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浜通りの観光分野における現状

JR水戸駅～JRいわき駅間
在来線 1時間02分
高速道 1時間26分

🚈 広野町 24分

JR常磐線 広野駅
2017年乗降客数 702人

🚈 楢葉町 28分

JR常磐線 木戸駅

🚈 新地町 46分

JR常磐線 新地駅
2016年乗降客数 362人

🚈 相馬市 54分

JR常磐線 相馬駅
2017年乗降客数 1700人

🚙 田村市 57分

高速道 福島駅～綿引駅間

🚈 田村市 29分

JR磐越東線 船引駅
2017年乗降客数 1662人

中部

神奈川

東京

千葉

埼玉

茨城

宮城

岩手等北東北

関西

北海道

九州等

群馬

新潟

仙台市

郡山市

新幹線
・高速道

航空機

一般道

高速道
・在来線

高速道
・在来線

高速道
・在来線

高速道
・在来線

高速道
・在来線

新幹線

高速道

栃木

山形

いわき市

福島市

15市町村

◼ 居住地別の滞在分析結果をもとに、各地方・都道県からの想定されるアクセス経路及び交通手段について下図のように整理した。

（資料）国土交通省国土政策局「国土数値情報（平成29年）」 「国土数値情報（平成28年）」

（資料）みずほ情報総研株式会社 平成30年度 中小企業実態調査委託費（福島への交流人口拡大に向けた実態調査事業） 調査報告書

主要交通拠点・二次交通



※共通基準による観光入込客統計福島県 県内県外別
観光入込客数構成比より按分

10

浜通り交流人口の現状と課題

◼ 浜通り観光入込者数推移（P8参照）と観光庁「共通基準による観光入込客統計」をもとに、年間の観光消費額を推計した。

◼ 2019年度の浜通り地域15市町村における観光消費額は152,028（百万円）である。また、年間100万人誘客を仮定した場合の、観光消費
額は12,997（百万円）となる。

（資料）観光庁「共通基準による観光入込客統計」

観光消費額推計

■観光消費額推計
2010年度 2019年度 2010年度との差

観光入込客数
（千人）

観光消費額単価
（円）

観光消費額
（百万円）

17,048 11,697 5,351

県内 宿泊 1,185
日帰り 7,251

県外 宿泊 2,474
日帰り 6,138

県内 宿泊 20,375
日帰り 4,250

県外 宿泊 27,455
日帰り 7,817

県内 宿泊 24,145
日帰り 30,816

県外 宿泊 67,935
日帰り 47,978

県内 宿泊 625
日帰り 4,508

県外 宿泊 1,370
日帰り 5,194

県内 宿泊 19,926
日帰り 7,760

県外 宿泊 26,800
日帰り 13,067

170,875

県内 宿泊 12,462
日帰り 34,980

県外 宿泊 36,718
日帰り 67,867

152,028

県内 宿泊 -560
日帰り -2,743

県外 宿泊 -1,104
日帰り -944

県内 宿泊 -449
日帰り +3,510

県外 宿泊 -655
日帰り +5,250

県内 宿泊 -11,683
日帰り +4,164

県外 宿泊 -31,217
日帰り+19,889

-18,847

年間100万人誘客
試算

1,000
※2019年度構成比より按分

県内 宿泊 53
日帰り 385

県外 宿泊 117
日帰り 444

県内 宿泊 19,926
日帰り 7,760

県外 宿泊 26,800
日帰り 13,067

※2019年度 単価

県内 宿泊 1,065
日帰り 2,991

県外 宿泊 3,139
日帰り 5,802

12,997
（資料）福島県 観光客入込状況
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地元消費喚起や移住・定住に繋がる交流人口拡大

日本全国の消費動向

（資料）「V-RESAS、JCB／ナウキャスト『JCB消費NOW』」

全国 -6％

◼ 消費は下降傾向にあり、緊急事態宣言下の2020年5月（2019年5月比）はマイナスが顕著となっており、2020年10月・11月では回復の兆し
が見えたものの、2021年1月（2020年1月比）は全国的にマイナスとなっている。

■地域別 前年同月比の推移

東北 -5％
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地元消費喚起や移住・定住に繋がる交流人口拡大

福島県の消費動向

（資料）「V-RESAS、JCB／ナウキャスト『JCB消費NOW』」

◼ 福島県の小売業の前年同月比推移は下図の通り。

◼ 燃料小売業はマイナス幅が相対的に大きく、織物・衣服・身の回り品小売業、医薬品・化粧品小売業もマイナスが顕著であり、外出自粛等のコロナ
禍の影響を強く受けていることがわかる。対してECは緊急事態前言下の4月以降から大きくプラスとなっている。

■福島県 小売業の前年同月比推移
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地元消費喚起や移住・定住に繋がる交流人口拡大

福島県の消費動向

（資料）「V-RESAS、JCB／ナウキャスト『JCB消費NOW』」

◼ 福島県のサービス業の前年同月比推移は下図の通り。

◼ 旅行業は2020年4月・5月と大きくマイナスに転じ、2020年7月22日から開始された「GoToキャンペーン」により、観光需要喚起となり8月はプラス
40％を超える。小売業「EC」と同様にコンテンツ配信は緊急事態前言下の4月以降においてもプラスを維持している。

■福島県 サービス業の前年同月比推移

※福島県 サービス業「外食」は非掲載
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地元消費喚起や移住・定住に繋がる交流人口拡大

地域内事業者数と地域内総生産の推移

（資料）福島県「福島県市町村民経済計算年報」

2,213,785

2,013,394

1,419,339

1,517,200

1,703,020
1,750,193

1,845,221
1,865,047

1,918,507

24,061

19,368 19,039

19,541

10,000

15,000

20,000

25,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

総生産（建設業・公務を除く） 民営事業所数（建設業・公務を除く）

（資料）総務省 統計局「経済センサス」

総生産
平成28年度比：102.9％
平成22年度比：95.3％

＊¹

＊¹ 民営事業書数は平成28年度まで公表（2020年12月現在）

-94,887

総生産
（百万円）

民営事業所数
（件）

平成27年度比：101.1％
平成22年度比：92.6％

平成26年度比：105.4％
平成22年度比：91.6％

◼ 浜通り地域15市町村における事業者数と総生産は過去５年（平成26年度以降）で大きな伸長はみられず、横ばい傾向にある。

◼ 総生産は前年度比は下回らずに推移しているが、平成22年度と比較すると－94,887（百万円）となっている。
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地元消費喚起や移住・定住に繋がる交流人口拡大

交流人口拡大施策

観光・ビジネス等からなる一時的・短期の滞在から、産業・教育等の地域に根差した交流も含む

➢ 「ニューツーリズム」による誘客

観光地域づくり

交流人口とは・・・多様な目的で地域を訪れる人

交流人口拡大を図るとともに、誘客を市内回遊および消費促進に繋げて地域への経済効果を広く波及

◼ 地域資源を活用し、様々なテーマと様々な分野において、各ターゲットに訴求するコンテンツの創出・磨き上げを行い、自然環境や
地域産業業などの多様な生業を活かした体験プログラムを提供

交流人口拡大に向けた取組例

➢ 地域間で連携した「広域マーケティング」＝DMO

➢ 「誘客コンテンツ」の創出・磨き上げ

◼ 地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する 「観光地経営」の視点に立ったマネジメント・マーケティング。
多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定・実施

◼ 農林漁業者との交流や農業体験、滞在型市民農園（クラインガルテン）での自家菜園づくり等、日常的な生活文化の体験型
旅行や、ものづくりを体験して学ぶといった学習型旅行、アクティビティを通して地域自然・文化を体験するアクティビティツーリズム等

➢ 「地域商社事業」

➢ 「二地域居住」

地域に根差した取組

◼ 都市住民が本人や家族のニーズ等に応じ、多様なライフスタイルを実現するための手段の一つとして、農山漁村等の同一地域
において、定期的・反復的に滞在。当該地域社会と一定の関係を持ちつつ、都市の住居に加えた生活拠点を持つこと

◼ 地域の優れた産品・サービスの販路を新たに開拓することで、従来以上の収益を引き出し、そこで得られた知見や収益を生産者に
還元していく事業。地域が自らモノ（食・伝統工芸・工業製品等）・サービス（観光、農村留学等）の魅力を内外に発信

ビジター受入型

中長期受入型
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地元消費喚起や移住・定住に繋がる交流人口拡大

「交流人口拡大」における現状課題の整理

◼ 福島県内の観光復興の取組として、事業者と省庁や自治体主体で、新しい観光事業、新たな観光プロモーション、 企業視察誘致等、各地と連携
した観光振興及び交流人口拡大施策を展開している。

福島県内の観光振興及び交流人口拡大施策

◼ 福島県が受けた被害、被災地の現状、復興へと進む姿を観光客に伝える「学びの旅」、新たなツーリズムを創出

◼ 県外企業等の浜通り地域等への企業立地を目的として、浜通り地域等の産業ポテンシャルや各種優遇制度等を紹介するセミナー、産業団地を
巡る現地見学ツアーを実施

◼ 建設中のダムや監査廊など、普段なかなか入る機会のないインフラ施設を公開・開放、インフラ・ツーリズムを通じた観光振興の取組 等

◼ 地元海産物などを直売する施設、相馬復興市民市場「浜の駅 松川浦」を開設、観光復興や風評払拭

◼ 「おいしいにっぽんフェス」と「YEBISUマルシェ」に地元事業者が参加、浜通りエリアの食と地域の魅力を発信

◼ コアサムライファン層をターゲットに、国内外のクリエイターと剣技集団「かむゐ」と、映像コンテンツを作成・発信

◼ 福島県浜通り地域等15市町村の産業用地、生活環境、優遇制度等を紹介、企業拠点の設置 （サテライトオフィス）、企業進出受入 等

◼ 県内の物産品や観光の魅力を発信する大型イベント「ふくしま大交流フェスタ」、県産日本酒の最大のイベント「ふくしまの酒まつり」等、定期的な
交流イベントを開催

◼ 常磐線をはじめ仙台エリアの各線区で「相馬野馬追ラッピング列車」運行

◼ 各地域でマラソン、ロードレース、サーフィンの競技大会、音楽フェスティバルを開催 等

◼ 風評被害の払拭、新たな観光資源の開発による地域活性化などを目的とし、ＪＲグループ６社と自治体が協力した「ふくしまディスティネーション
キャンペーン」、栃木県・茨城県と連携したダイヤモンドルート・ジャパン 等

◼ テレビや映画とタイアップした観光復興キャンペーンの展開、ワーケーションのモデル事業実施 等

➢ 「誘客コンテンツ」の創出・磨き上げ

➢ 地域間で連携した「広域マーケティング」＝DMO

➢ 「ニューツーリズム」による誘客

➢ 「地域商社事業」
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観光振興及び交流人口拡大施策

◼ 福島県内の教育旅行入込状況は、学校数が前年度比9.5％増の2,890校、延べ宿泊者数が前年度比14.3％増の111.634人泊。震災前の
平成21年度と比較すると、学校数は92.0％、延べ宿泊者数は72.6％。県外の学校の入込数は、学校数が前年度比1.3％減の4,157校、延べ
宿泊者数が前年度比4.0％増の406,186人泊となっている。

◼ 平成３０年度は、学校数が震災前の89.0％の7,047校、延べ宿泊者数が震災前の72.9％の517,820人泊まで回復し、着実に増加している。

（資料）福島県 観光交流課 「平成３０年度福島県教育旅行入込調査報告書」

■教育旅行学校数の推移

福島県内の教育旅行、企業研修・視察

■教育旅行延べ宿泊者数の推移
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県外

合計

153,727 164,481

69,922

132,250
142,915 136,227 144,566 146,143 136,483 144,902

556,205

509,431

78,699

149,663 212,971
251,850

277,776
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県内

県外

合計

対H29年度伸び率 県内：5.8%
県外：-1.3%
合計：1.8%

対震災年比 県内：-106.3%
県外：87.0%
合計：94.6%

対H29年度伸び率 県内：6.2%
県外：4.0%
合計：4.5%

対震災年比 県内：94.3%
県外：73.0%
合計：77.6%
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観光振興及び交流人口拡大施策

◼ 平成21年度との比較では、南会津方部及びいわき方部で学校数、延べ宿泊者数とも、平成30年度の実績が当時を上回っていますが、県北方部、
会津方部、相双方部では、学校数、 延べ宿泊者数とも当時の実績を下回っている。

◼ 平成29年度と比較すると、会津と浜通りの４方部は、学校数、延べ宿泊者数とも増加しており、特に相双方部を訪問した学校数は対前年度比
89.5％増、延べ宿泊者数は同195.8％増と急激な伸びとなっている。

（資料）福島県 観光交流課 「平成３０年度福島県教育旅行入込調査報告書」

■訪問先別の入込状況 学校数

福島県内の教育旅行、企業研修・視察

■訪問先別の入込状況 延べ宿泊者数
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◼ 一都三県（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）からの来県が多く、学校数全体の26.0％、延べ宿泊者数全体の47.1％を占める。

◼ 福島県では観光復興の取組として、歴史学習、農業・農村体験、 自然・環境学習、スキー教室等のプログラムにホープツーリズムを組み合わせた新
たなスタイルを構築、多くのシェアを占めている首都圏や近隣県からの新たな需要の掘り起こしや関西・九州地方など新規市場への誘致活動にも積
極的に取り組み、地域を横断した周遊施策として「教育旅行」「ホープツーリズム」の推進を図っている。

◼ 国内外の研究者や行政関係者と対象にした研修旅行もニーズが増えており、教育旅行以外にも企業研修・企業視察などの旅行プログラム化も推
進している。

■福島県内 教育旅行学校数の都道府県別シェア

福島県内の教育旅行、企業研修・視察

■福島県内 教育旅行延べ宿泊者数の都道府県別シェア

（資料）福島県 観光交流課 「平成３０年度福島県教育旅行入込調査報告書」

（資料）福島民報 2020/11/04「相双に初 高校修学旅行 福岡高 復興の取り組み学ぶ」

■福島県内の教育旅行、企業研修・視察 トピック

（資料）ふくしま復興ステーション 「復興情報ポータルサイト」

✓ 福岡県立福岡高二年生は三日、修学旅行で東京電力福島第一原発事故に伴い全町避難の続く双葉町などを訪れ、東日本大震災と
原発事故発生当時の状況や復興の取り組みを学んだ。県によると、県外から相双地方に宿泊する高校の修学旅行は初めて。

✓ 福島相双復興推進機構（福島相双復興官民合同チーム）が県、県観光物産交流協会と連携し、震災・原発事故の教訓を次世代に
伝える教育旅行として誘致した。二年生三百八十七人が三班に分かれ、三泊四日の日程で参加している。

✓ この日は東日本大震災・原子力災害伝承館を視察。隣接する双葉町産業交流センターで福島大うつくしまふくしま未来支援センターの天
野和彦特任教授の指導を受け、原発事故を想定した避難所運営シミュレーションを行う防災・減災ワークショップに取り組んだ。

✓ 生徒は「当たり前の日常を送る中で、災害は急にやってくると学んだ。日頃から防災への備えが大事だと感じた」と話した。

✓ 甚大な津波被害を受けた浪江町の請戸小なども視察し、Ｊヴィレッジ（楢葉・広野町）に宿泊した。

相双に初 高校修学旅行 福岡高 復興の取り組み学ぶ

✓ 約120名が来場、6社・団体によるプレゼンテーション、南相馬
市・県産業創出課からの各種支援制度紹介の後、ブース出展
者を中心とする交流会、福島ロボットテストフィールドの視察会を
実施

✓ 原子力災害伝承館来場者に対し、浜通り地域等を周遊する
ルートを提案し、各地域で飲食、宿泊、観光、物販、各種サー
ビスを提供するプロジェクトへの連携企業も募集

福島ロボットテストフィールドの視察会を実施
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（資料）公益財団法人 福島県観光物産交流協会 「ふくしまの旅 -福島県観光情報サイト-」

コース種類 来訪地域 見学先 協力団体等 宿泊先

教育旅行～教育旅行
スタンダードコース（2泊
3日）

三春町、葛尾村、楢葉町、富岡町、大熊町、
浪江町、南相馬市、飯舘村、川俣町、福島
市

・福島県環境創造センター「コミュタン福島」(三春町) ・東京電力「廃炉資
料館」(富岡町) ・富岡町夜の森地区（富岡町） ・富岡復興メガソー
ラー・SAKURA(富岡町) ・浪江町内フィールド学習(浪江町)

・(一社)葛力創造舎 ・(一社)AFW ・東京電力 ・浪江
まち物語つたえ隊 ・南相馬市立総合病院 ・小高を応援
する会3B +1 ・地元農家

・展望の宿天神(楢葉町)
・福島いこいの村なみえ(浪江町)

教育旅行～教育旅行
スタンダードコース（1泊
2日）

広野町、楢葉町、富岡町、浪江町、南相馬
市、飯舘村、福島市

・JAEA楢葉遠隔技術開発センター(楢葉町) ・特定廃棄物埋立情報館
「リプルンふくしま」(富岡町) ・富岡町夜の森地区(富岡町) ・東京電力
「廃炉資料館」(富岡町) ・浪江町内フィールド学習(浪江町)

・(一社)葛力創造舎 ・東京電力「廃炉資料館」(富岡
町) ・(一社)AFW ・浪江町行政区長会 ・ニコニコ菅野
農園

・展望の宿天神(楢葉町)

教育旅行～テーマ学習
コース（2泊3日）

いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、
浪江町、相馬市、新地町、福島市

・常磐炭鉱の産業遺産(いわき市) ・いわき市石炭・化石館 ほるる(いわき
市) ・広野町防災緑地の防災林、防潮堤(広野町) ・津波被災パトカー
(富岡町) ・浪江町請戸地区(浪江町) ・相馬共同火力新地発電所(新
地町)

・スパリゾートハワイアンズ
・東京電力

・スパリゾートハワイアンズ(いわき市)
・富岡ホテル(富岡町)
・トモエ屋旅館 (相馬市)

教育旅行～部活動の
合宿＋福島の現状と課
題（2泊3日）

富岡町、浪江町、楢葉町、広野町
・東京電力「廃炉資料館」(富岡町) ・浪江町内フィールド学習(浪江
町) ・浪江町地域スポーツセンター（避難所運営シミュレーション教材「さす
けなぶる」を使用したワークショップ）

・（一社）AFW
・展望の宿天神(楢葉町)
・Jヴィレッジ(広野町・楢葉町)合宿

企業等の育成（2泊3
日）

飯舘村、南相馬市、浪江町、双葉町、大熊
町、富岡町、広野町、楢葉町

・浪江町内フィールド学習（浪江町） ・中間貯蔵施設（双葉町・大熊
町） ・東京電力「廃炉資料館」（富岡町） ・福島県立ふたば未来学
園高等学校（広野町） ・富岡町夜の森地区(富岡町) ・富岡復興メガ
ソーラー・SAKURA(富岡町)

・特別養護老人ホームいいたてホーム（飯舘村）
・福島ロボットテストフィールド（南相馬市） ㈱タカワ精密
・東京電力
・福島県立ふたば未来学園高等学校（広野町）
・ふたばの明日を考える会

・福島いこいの村なみえ（浪江町）
・Jヴィレッジ（広野町・楢葉町）

企業等の育成（1泊2
日）

富岡町、浪江町
・浪江町内フィールドワーク（浪江町）
・福島水素エネルギー研究フィールド（浪江町）

・東京電力「新福島変電所」（富岡町）
・（一社）まちづくりなみえ

・福島いこいの村なみえ（浪江町）

外国人留学生（2泊3
日）

相馬市、富岡町、南相馬市、飯舘村
・和田観光苺組合（相馬市） ・レナトス相馬ソーラーパーク（相馬
市） ・富岡復興メガソーラー・SAKURA（富岡町） ・富岡町夜の森地
区（富岡町）

・(株)ふたば ・福島発電(株) ・東京電力「廃炉資料館」
・ゲストハウスあおた荘 ・双葉屋旅館 ・小高を応援する会
3B+1
・までい工房美彩恋人

・富岡ホテル（富岡町）
・ダイワリンクホテル南相馬（南相馬
市原町区）

外国人留学生（2泊3
日）

富岡町、楢葉町、浪江町、郡山市
・特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」（富岡町） ・富岡町内フィー
ルド学習（富岡町） ・石井農園エゴマ収穫祭（浪江町）・浪江町内
フィールド学習（浪江町）

・東京電力「廃炉資料館」 ・（一社）AFW
・NPO法人富岡町3・11を語る会 ・石井農園
・小高を応援する会3B+1
・NPO法人ハッピーロードネット

・富岡ホテル（富岡町）
・展望の宿天神（楢葉町）

平成30年度復興庁事
業 ふくしま 浜通り・あぶ
くま発見体感モニターツ
アー（2泊3日）

いわき市、楢葉町、南相馬市、相馬市

・いわき市久之浜町「復興・久之浜漁業まつり」（いわき市） ・ワンダー
ファーム（いわき市） ・JAEA楢葉遠隔技術開発センター（楢葉町）・楢
葉町木戸川漁業協同組合「やな場」（楢葉町） ・厩舎みちくさ（南相
馬市小高区） ・北泉海岸（南相馬市原町区）・福島ロボットテスト
フィールド（南相馬市原町区）

・相馬市漁業関係者
・展望の宿天神（楢葉町）
・農家民宿いちばん星（南相馬市
原町区）

福島県内の教育旅行、企業研修・視察

■福島県内の教育旅行・ホープツーリズム コース例
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（資料）（公財）福島イノベーション・コースト構想推進機構

福島県内の教育旅行、企業研修・視察

■福島県の取組例

具体的事例 １日目 ２日目

1泊2日プログラム
「被災地に自社のビジネスと
して貢献する新規事業を考
える」

南相馬、相双エリア視察～南相馬ソー
ラー・アグリパークにて講義・グループ対話・
発表～市内農家民宿へ移動～夕食・対
話

南相馬ソーラー・アグリパークにて講義～グループ対話～発表

ポイント1：視察
草木が生い茂る広大な津波被
災地、点在する破壊された家
屋、人気のない駅前商店街、
震災から時が止まっている南相
馬市小高区に身を置き、震災
と原発事故の重みを体感

ポイント2：講義
震災当時から現在まで、現地
で行動し続ける様々な立場の
リーダーによる講義。混乱の中、
壁にぶつかりながらもリスクを負っ
て一歩一歩進む姿勢は、受講
生に「生きること」「働くこと」への
本質的問いを投げかける

ポイント3：対話
夜は農家民宿に宿泊。食卓を
囲んだ後は引き続き、膝を付き
合わせての対話。 福島で感じ
た率直な気持ち、本音を畳の
上でぶつけあい、チームの一体
感を高める

ポイント4：発表
1泊2日の最後は発表会。限ら
れた時間の中でも必ず「自分た
ちに出来ること」をアウトプット。
抽象論や発表のための発表を
練り上げるのではなく、行動する
ことを目指した具体的な言語化
を試みる

あすびと福島

東日本大震災から1年後の2012年4月福島県南相馬市にて、子どもたちの自ら考え行動する力を育む体験学習を行うために、一般

社団法人「福島復興ソーラー・アグリ体験交流の会」を設立。2016年1月に、南相馬を大切にしながら、福島全体の復興へ貢献する志をさらに明

確にするために、名称を一般社団法人「あすびと福島」に変更

■民間事業者の取組例

経緯

2013年4月、完成した南相馬ソーラー・アグリパークを舞台にして、地域の小中学校と連携した体験学習や、週末や夏休み・冬休みを使った小中学生のオープン

スクール、福島県郡山市を拠点とした高校生のオープンスクール、さらに大学生のための社会起業塾による人材育成等、福島の復興を担う人材の育成という志をもとに着実に

その幅を広げつつある。また、被災地の課題を自分事として捉え、自社の事業として社会課題にどう向き合っていくか、被災地のリーダーから学ぶ当事者意識とは、など企業の

ニーズに応じた社員研修プログラムを提供している

概要

企業研修・会議等の
誘致促進

◼ 企業・大学等教育機関の研修、会議（MICE）等の需要開拓に向けて、コンシェルジュを配置し、拠点施設や進出企業等の視察モ
デルルートの試行を実施

◼ 県外企業等の浜通り地域等への企業立地を目的として、浜通り地域等の産業ポテンシャルや各種優遇制度等を紹介するセミナー、
産業団地を巡る現地見学ツアーを実施

具体的事例 １日目 ２日目

リスクマネジメント研修コース
富岡町・ふたばいんふぉ～富岡町内視察
～防災ワークショップ～富岡町・ホテル蓬
人館～夕食・交流会

東京電力社員の説明・講話 ～富岡町・東京電力廃炉資料館 ～リスクマネジメントワークショップ～発表

ポイント1：視察
地区ごとに異なる復興の進み
具合を肌で感じる

ポイント2：講義
住民目線でリアリティのある情報
発信

ポイント3：対話
自分の取るべき行動を問う避
難所運営シミュレート

ポイント4：発表
福島第二原子力発電所の奇
跡に学ぶ、リスクに強い組織の
ありかたを考える

（資料） 一般社団法人「あすびと福島」 HP内「企業の社員研修・講演」
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（資料）中小企業庁「 地域活性化100」

地域課題と取組事例

人口減少と
少子高齢化の進展

背景

地域に人を呼ぶ -「交流」で人を呼ぶ-

産業の担い手の高齢化・
担い手不足

地域産業の衰退
地域
課題

NPO法人エコ・リンク・アソシエーション
代表理事 下津 公一郎 氏

鹿児島県南さつま市

◼ 南さつま市は、２つの異なる地勢・自然環境（北部＝砂丘・長大な砂浜と、南西部＝リアス式海岸）であり、 農漁業及び食品加工業を基幹産

業とする地域であるが、近年担い手の高齢化などの要因により衰退傾向にあった。

◼ 農家が潤う事業に取り組めないかと考え、その頃、修学旅行を中心とする民泊の教育旅行事業が全国各地で話題となっていた。民泊を含む教育

旅行の事例の情報を収集するとともに、地元の地域資源を積極的に見て回り、新しい事業を模索。鹿児島県の観光ルートから南さつま市は外れて

いた。

◼ 隣接する鹿児島市には歴史･文化資源があり、すぐ近くに多くの観光客、特に教育旅行の団体が来ていることから、地域の農漁業を中心に民泊受

け入れ体制を整え、体験プログラムの造成を行うことにより、これらの層を市内に呼び込むことは可能ではないかと考え、農漁業を基盤とする暮らしその

ものを地域資源として活用するビジネスモデルを構築し、2001年にエコ･リンク･アソシエーションを設立。

取組

効果

◼ 森・川・海の自然環境をテーマとするアートイベント等の活動を社会性の高い非収益的事業として、教育旅行を収益事業の柱として設立されたが、

教育旅行に関しては、設立当初より「ひとり10,000円×年間10,000人受入＝１億円産業」を合い言葉に地元の受入体制の整備を進めていった。

◼ 当初5年は関西方面からの高校の修学旅行を中心に、受け入れ人数は5,000人程度まででとどまっていたが、7年目には目標の受入数10,000

人を達成し、ＮＰＯ法人としても常勤スタッフを雇用できる状況となった。

◼ 地域の自然や暮らしそのものを資源として磨き上げ、体験プログラムや生業体験として提供することで、様々な経済的、人間的な活性化につなげる

取り組みは、『薩摩半島自然学校』として民泊型教育旅行や企業研修、また一般の体験活動の受け入れを行っている。ＮＰＯ法人の事業の取組

は隣接市町村にとってもモデルとなり、鹿児島県の条例制定を受けて、大隅半島を初め鹿児島県全体に教育旅行受け入れ事業が広がっていった。

教育旅行の民泊受入地区広域ネットワーク化

南さつま市へのアクセス：鹿児島空港から空港バス 70分
最寄り駅「鹿児島中央」からバス 85分
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交流人口拡大における地域課題

（資料）中小企業庁「 地域活性化100」

地域課題と取組事例

観光資源・
地域ブランドの損失

背景

地域に人を呼ぶ -地域資源を再発見し活用する-

域域内外からの
消費減少

地域文化の衰退
地域産業の衰退

地域
課題

酪農家集団 AB-MOBIT
北海道根室市

有限会社 伊藤畜産 代表取締役 伊藤 泰通 氏

◼ 根室は世界的な大酪農地帯でもある。昭和48年から58年にかけては根室市周辺で新農村建設事業が開始されて200戸以上が入植。新たに

約15,000haの農地が造成された。こうした先人たちの努力によって今日では大型酪農地帯となっている。

◼ AB-MOBIT設立の背景には、先人たちの努力によって一大酪農地帯となった根室酪農地帯において、改めて地域の自然や人などの酪農を取り巻

く環境を見直し、新しい酪農社会のあり方を模索したいという、酪農の未来に向けた熱い想いが込められている。きっかけとなったのは、酪農業界を襲っ

た口蹄疫の問題や、大手乳業会社による食中毒事件によって、酪農の未来に危機感を抱いたことがきっかけだった。

取組

効果

◼ 平成15年「根室フットパス」が始まった。その内の「厚床パス」は延長10.5kmで、JR厚床駅と伊藤牧場などの牧場地帯をめぐる。青々とした牧草

地帯の他にも、今は廃線となった旧国鉄・ 標津線跡なども歩くことができる。途中にある広大な牧草地の丘を「もの思いにふける丘」と名付けており、

参加者からも人気のスポットになっている。地域住民にとっては見慣れた景色が、フットパスに参加した都市住民らにとっては魅力的な場所となっている。

◼ 時期を同じくして、農道や、川沿いを通り、サイクリングも可能な「初田牛パス（13.5km）」と、野鳥の保護区を抜けて、海辺に広がる牧草地を歩

く「別当賀パス（18.5km）」も 始まった。こうした魅力的なコース設定の裏には、平成15年～17年の3年間に3回にわたって行われた「根室フットパ

ス ワークショップ」があった。AB-MOBITが開発したコースを、地域住民や、全国から集まった学生、専門家、行政関係者に歩いてもらい、様々な立

場や視点から地域の持っている可能性を探った。この時の外部からの意見が後の活動に大きく影響を与えている。

◼ フットパスの取り組みがきっかけとなって、人を呼び込むための様々な活動が始まった。例えば、牧場内には農産物加工の体験ができる施設や、地元食

材を提供する飲食店、牧場で乳搾りなどの酪農体験などもできるようにした。さらに、キャンプ場も開設された。

◼ フットパス事業はありのままの風景の中を歩くことを前提としているため、事業化は難しい。それでも、ゆっくりではあるが、フットパスによって地域の魅力が

発信されていることは確かであり周辺への効果がじわじわと出ている。現在は年間2,500人ほどの利用がある。何より、都会の消費者が農業や酪農の

あり方について考える機会につながっている。

「フットパス」で地域のありのままの風景を資源に変える

フットパスはイギリスを発祥とし、森林や田園地帯、古い街並みなど、地域に残っているあり のままの風景を楽しみながら歩くこと(foot)ができる小径(Path)の ことである。本場のイ
ギリスではフットパスが各地にある。日本においても日本フットパス協会が組織されており、最初に始めた北海道のほか、最近では東京都町田市の多摩丘陵地区でも行われてい
る。通常のハイキング等と違い、私有地等を通過することも特徴である。

根室市へのアクセス：釧路空港から釧路駅 バス95分
釧路駅から根室駅 電車150分
中票津空港から根室駅 バス95分

エービー モビット



◼ 「フットパス」を立ち上げて５年程経ち、「野道であれば自分たちも出来るのでは」と北海道内へ活動が農業者を中心に浸透していった。来訪者に加

えて視察も増えていき、現在事業としてレストラン開設等、多岐に渡る。突破口を持った人が単独で道を拓いていくのは限界があり、“成功体験共有”

から上記関わりをもって地域が主体となって取り組んでいくことが重要である。 （田舎には「役に立つ」という意識が昔から醸成されている）
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交流人口拡大における地域課題

地域課題と取組事例

観光資源・
地域ブランドの損失

行政との関わり

地域に人を呼ぶ -地域資源を再発見し活用する-

域域内外からの
消費減少

地域文化の衰退
地域産業の衰退

地域
課題

酪農家集団 AB-MOBIT
北海道根室市

有限会社 伊藤畜産 代表取締役 伊藤 泰通 氏

◼ 代表の伊藤 泰通氏はAB-MOBITを設立して20年、現在は観光ネットワーク構築シンポジウムにもパネリストとして参加しており、観光、農林水産

業、経済界、行政、地域住民など多様な関係者のネットワーク・近隣市町とのネットワークの構築から後継者をどうするかまで地域目線で考えている。

◼ 地域を活かす活動をするにあたり、何よりも行政との関わり方が重要である。住民・事業者が主体となった活動においても、ネットワーク構築する際には

行政職員も主体となることで、住民・地域事業者では超えられない市町村の垣根を超えてもらう役割を担うことが必要。例えば、地域組織（消防団

員等でも構わない）に属してもらい、地域住民と化すことからはじめて他地域と交流がある際には地域の宣伝も自発的にするような関わり合いが必要

となる。

◼ 5年ほど前に浪江町の議員団・議会事務局の方が、根室に視察に来られた。浪江町では住民が帰れない現状もあり「何もない地域」で「道を歩かせ

て、どうやって交流人口拡大になるのか」という理由から紹介ではなく、直接視察依頼があった。

◼ 視察の結果、浪江町では避難指示区域があり、フットパスは難しく代替施策として「モータースポーツ」が挙げられた。北海道内では広大な土地を活用

しての、モータスポーツ競技のコース（特にオフロード）整備の検討も過去にされていたが、時期により農地として活用や農業振興地域制度があるため

実現は難しく、浜通り地域では「野山」「砂浜・海」とコース資源は適しており、日本国内でも大規模なオフロードコースは珍しさ・大会を誘致する際は

宿泊施設がなくともキャンプ場を整備・活用する（モータースポーツ競技者と志向がマッチする）等、モータースポーツは若年向けのコンテンツとなり得る

こともあり、交流人口拡大において有用ではないかと、当時浪江町と着目していた。

「フットパス」で地域のありのままの風景を資源に変える

フットパスはイギリスを発祥とし、森林や田園地帯、古い街並みなど、地域に残っているあり のままの風景を楽しみながら歩くこと(foot)ができる小径(Path)の ことである。本場のイ
ギリスではフットパスが各地にある。日本においても日本フットパス協会が組織されており、最初に始めた北海道のほか、最近では東京都町田市の多摩丘陵地区でも行われてい
る。通常のハイキング等と違い、私有地等を通過することも特徴である。

根室市へのアクセス：釧路空港から釧路駅 バス95分
釧路駅から根室駅 電車150分
中票津空港から根室駅 バス95分 電話取材より

浜通り地域について

構想の捉え方
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交流人口拡大における地域課題

（資料）中小企業庁「 地域活性化100」

地域課題と取組事例

人口減少と
少子高齢化の進展

背景

地域をまもる -住民自らコミュニティーをつくる-

地域コミュニティの衰退
社会インフラの
整備が停滞

地域
課題

◼ 安芸高田市は広島県の中北部に位置する約31,000人の町。その最北端に位置する川根地域は、人口490人（223 世帯）、高齢化率は44.7％の中山間地である（人
口・世帯数・高齢化率は平成26年3月末時点）。

◼ 昭和40年代の 高度成長期から人口が流出していく中、昭和47年7月に起こった未曽有の大洪水により川根地域は壊滅的な災害を受け、陸の孤島と化したことが、更なる過
疎化に拍車を掛ける。「自分らにできることは自分らの手で」をテーマに、 同年、住民組織として「川根振興協議会」を立ち上げる。

取組

効果

◼ 地域の将来構想図「川根夢ろまん宣言」を作成し、ここに描かれたことを1つずつ実現する形で、交流事業（エコミュージアム）・福祉事業（一人一日一円募金）・定住施策
（お好み住宅）・農協撤退を受け商業施設（万屋）、ガソリンスタンド（油屋）の運営、特産品の開発、さらには交通事業（かわねもやい便）など広範な活動を展開している。
地域活性の担い手は、行政でも、都市の企業でもなく、地域コミュニティの総合体である地域自主組織であるとの考えのもと、住民による地域経営を実践している 。

◼ エコミュージアム川根・・・廃校となった中学校の跡地活用について、施設整備の企画段階から振興会が関わり、施設規模や管理運営などについて協議を行う。1992年、行政と住民が出資740万円で運営する研修宿泊
施設「エコミュージアム川根」には、年間4,000人を超える人が訪れる。レストランや会議ができるホールも設置されており、レストランは地元の女性達で運営され、地元の川魚や季節の食材を使った様々な料理を提供している。

◼ 万屋（よろずや）と油屋（あぶらや）の営業 ・・・川根唯一の食品・生活雑貨店とガソリンスタンドを農協が経営していたが、農協が川根地域から撤退することを決定し、地域内から唯一の商業施設がなくなることになった。
これにより、地域住民は12kmも離れた店舗に買い物に出かけなくてはいけなくなり、交通手段の乏しい高齢者にとっては、生活する上で、非常に大きな問題であった。こういった問題に対して、川根振興協議会では高齢者福
祉の立場から店舗を引き継いでいくことを決定する。 農協から施設を譲り受け、1999年から経営に乗り出す。店舗を「万屋（よろずや）」、ガソリンスタンドを「油屋（あぶらや）」と名付け、地区住民に1戸当たり1,000円の
出資をお願いし、全戸からの出資を得る。現在は、住民が積極的に店舗を利用するようになってきているとともに、福祉サービスの一環として高齢者のための宅配事業も実施している。

◼ 一人一日一円募金・・・川根で生まれ育った者は一日一円募金をするというルールを地区で定め、各家庭・事業所には募金を入れる竹筒が置かれており、募金されたお金は高齢者への配食サービスの原資として活用されて
いる。こういった高齢者配食サービスが単身世帯の高齢者に声かけ、また、小学生と高齢者の文通等、地域内の人間関係の形成にもつながっている。

◼ かわねもやい便の運行・・・平成21年10月から、地域住民の生活実態に合わせた交通便（市町村運営有償運送事業、かわねもやい便）をスタートする。これまでの公共交通（バス）を見直し、市から運行・予約受付
業務の委託を受け、地域住民の運転・運営による誰もが気軽に、目的に応じた利用ができる交通体系に移行した。通勤・通学をはじめ、市中心部への運行など、利用者の利便性向上と高齢者に配慮した運行を目指してい
る。

◼ お好み住宅で地域の担い手づくり ・・・人口減少と高齢化が進む地域で、地元で生まれた人だけを頼りにして生活をしていくことはできない。そこで、まちづくりの担い手をつくるために振興協議会は、行政と連携して、「お好み住

宅」という借家制度を設けている。他の公営住宅と違い、入居者が自分の好みで間取りを自由に設計できるという特徴がある。平成21年度末で累計 23棟が完成し、70人以上が暮らしている。この住宅は、川根に移住して
コミュニティに入ることが入居の条件となっており会長が面接する。平成26年度の小学校の児童数は26人だが、その約半数がお好み住宅から通っており、この住宅のおかげで、小学校が存続しているとともに、将来のまちづくりの
担い手の育成につながっている。

地域住民による「攻め」のまちづくり

川根振興協議会
会長 辻駒 健二 氏
広島県安芸高田市

◼ 「この地域はもうだめだ。」、「昔は〇〇だった、昔は良かった。」といった心の過疎が一番だめ。川根地区もはじめは「何 もない」地域であった。それが、川根には「自然」があるという風に意識が変わって
きた。 地域づくりの取組を進めるにあって、地域住民の様々な要望やアイデアを、「夢」「浪漫」という形で、住民が共有できる構想づくりを行い、その1つ1つを実現・成功していく体験の共有が、次の新
たな取組につながっていった。

安芸高田市へのアクセス：広島空港から広島駅 バス50分
広島駅から安芸高田前 バス95分



◼ イナカレッジの提供するプログラムは、若者の「移住」に対する敷居を下げ、 地域と移住者の双方にとって幸福な移住を実現するための有効手段であり、関係人口に関わる人材づ
くりにも繋がっている。

◼ お手伝いから始める地域との関係性づくり「おてつだいPlus(+）」や、地域に興味のある若者等とのネットワークづくり「つながる暮らしレター」、関係人口を現地で迎え入れる「関係
人口コーディネーター養成講座」のプログラム化等により、地域に関わるための多様な人口づくりのモデル化に取り組み、多くの人が参加しやすい・受け入れやすいプログラムを展開

【目指すもの】
担い手：過疎化が進んでも、地域に関わる人や応援してくれる人（＝共感者）によって地域の人たちが前向きな気持ちで地域づくり活動に取り組む地域・人を残したい

地域住民：都市に暮らす若者等にとって、農村地域の人や暮らしに触れることで様々な価値観に出会い、自分に合った”活き方”を見つけるきっかけを作りたい

◼ 多くの人が参加しやすい・受け入れやすいプログラムを展開

「地域に関わるきっかけづくり」 オンラインプログラム・つながる暮らしレター・・・実際に地域に訪れなくても、地域との関わり方を考える場・つながるきっかけを提供し、「地域に行ってみた
い」喚起とより深く関われるプログラムへの誘導

「日帰り・数日型プログラム」 おてつだいPlus・・・地域への共感を育む「地域のお手伝い＋αのプログラム」、農作業の繁忙期、集落行事や共同作業など半日から数日程度の地域
で人手が必要な場面のお手伝いを通して、地域に魅力を感じるプログラム

「通い型プログラム」ツアー型地域づくりプログラム（都市部に暮らす人を対象）・・・地域に共感して一緒に汗を流してくれる担い手を育成するための、地域の具体的なプロジェクトに
関わりメンバーの一員となって一緒に地域づくり活動を実践するプログラム

「短期滞在型プログラム」実践型農村インターン・・・学生の学び・成長×地域活動の推進、地域に関わる担い手を育成。１ヵ月間地域に滞在し、労働力の提供ではなく、地域づくり
活動を実践するテーマ実践型農村インターン

「長期滞在型プログラム」アグリパス・・・新規就農・農業に関わりを持つ担い手の育成、繁忙期の農業者の人手不足解消。月の半分を野菜農家の手伝い、残りの半分で集落の暮
らしと米づくりを学ぶライフスタイル型就農プログラム ※期間は１年間、生活費 月8.5万円を補助

中越地域へのアクセス：「上越新幹線」…東京→高崎→越後湯沢→長岡→新潟
「北陸新幹線」…東京→高崎→長野→上越妙高
名古屋・大阪などからの来訪には、新潟空港・庄内空港へ
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交流人口拡大における地域課題

地域課題と取組事例

人口減少と
少子高齢化の進展

背景

地域をまもる -外部と連携してコミュニティーをつくる-

地域コミュニティの衰退 若年層の減少
地域
課題

公益社団法人中越防災安全推進機構 復興
デザインセンター
新潟県中越地域

◼ 新潟県の中越地方は新潟県を4等分（上越、中越、下越、佐渡）した地域のひとつ。長岡市、三条市、柏崎市、 十日町市、魚沼市など9市5町を含む。

◼ 平成16年に発生した中越地震は地域に大きな被害を出したが、震災直後から多くの人が復興支援ボランティアとして中越地域に入ったため、多くの東京など都市部の人とのつな
がりが生まれた。また、震災をきっかけとして 地域住民の中に地域の未来に対する危機感が高まり、各地で地域おこし団体やNPO等の団体が立ち上がり、 数々の地域おこし活動
が動き出した。

取組

効果

地域に関わるための多様な人口づくり



27

交流人口拡大における地域課題

（資料）月刊事業構想、株式会社 ぶぎん地域経済研究所「地域密着型調査レポート」

地域課題と取組事例

背景

地域に新しい価値を創る -「価値の再発見」-

官民連携プラットフォーム「よこらぼ」
埼玉県横瀬町

横瀬町長 富田能成 氏

◼ 横瀬町は都心から70キロ圏内にある埼玉県北西部、秩父郡にある町。人口は、2020年12月現在約8,140人。1995年をピークに減少を続け
ており、消滅可能性都市の１つに挙げられる町に外からヒト・モノ・カネ・情報を継続的に流入させる必要があった。

◼ 消滅可能性都市としての強い危機感から、町の将来について、当然 町単独の資源だけでは限界があると考えた町長は、町外から（特に首都
圏）のヒト、モノ、カネや情報といった資源を呼び込み、町に化学反応を起こし、活性化に繋げていきたいと動き出した。

取組

効果

◼ 企業・個人を問わず「あなたのやりたい事業や研究を横瀬町でやってください」と広く呼びかけ、地方創生や新しい公共サービスにつながるアイデア、先
進的なプロジェクトを町に呼び込む仕掛けとなっており、採択した事業には住民への協力要請や遊休地の提供、法的課題の解決などを町がサポート。

◼ 提案者がチャレンジしたいことが起点、徹底して事業者寄り、提案者寄りに設計、町のためになりそうなものであれば間口を広げて応募を受付、官民
がwin-winの関係であることが特徴。 よこらぼでは毎月一回審議会を行うなどし、できるだけ民間のスピード感に合うように、これまでの行政のスピード
をギアチェンジして対応している。 これが役場内に思わぬ波及効果を生み、行政全体の意識改革、スピードアップにとつながっている。

◼ 149件の提案があり、毎月の審査会を通して82件採択（2020年11月末）⇒新技術活用・開発23件、教育・子育て関連25件、シェアリングエ
コノミー関連12件など ※応募者 Dropbox Japan、NTTデータ、スペースマーケット、ガイアックス、NPO、大学生（よこらぼHP参照）

◼ まちの強み（自然が豊富、住民の参加意識が強い、コミュニティがある、東京からのアクセスが良い、小さな町ゆえの協力者のマッチングの容易さ）を
活かし、多数のメディア露出があり知名度も向上している。

◼ 横瀬町や秩父地域出身の若手クリエーターらが結成した任意団体である「モサーズ」が提案。町による地域活性化に向けた町内ヒアリングやワーク
ショップなどを開催したところ、「気軽に立ち寄れるスペースがない」、また都内からくる多くの応募者などから、「町民の皆さんから気軽に意見を聞ける場
所がない」などの意見が寄せられていた。そこで公共遊休施設の活用、地域の内外の人が交流が出来るスペースを民間が運営していくという事業と
なった。SNSで集まったボランティアによって、改修工事も行われている。若者、クリエイターの訪問が増加し、「クリエイティブな人材が集う町」というブラン
ドの確立につながってきている。

挑戦する人が集う「小さな町」

人口減少と
少子高齢化の進展

域域内外からの消費減少
地域文化の衰退

社会インフラの整備が停滞
若年層の減少

地域
課題

横瀬町へのアクセス：電車 東京→横瀬 140分（最短73分）
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地元消費喚起や移住・定住に繋がる交流人口拡大

交流人口とは

体制の構築・自立的主体の確立

観光振興

「魅力創造」 商品造成 「魅力発信」 プロモーション 「満足度最大化」 受入環境整備

• 観光資源の整理
• 観光資源の発掘・開発
• 観光資源の磨き上げ
• ソフトコンテンツの開発
• 周遊コースの造成
• ストーリー・コンセプトの設定

• ターゲットの設定
• プロモーションプランの設定
• 情報発信媒体の作成
• 県・市町村・事業者との連携

• 宿泊・飲食施設の整備
• 案内機能の強化
• 二次交通の整備
------ インバウンド-----
• 標識・サインの多言語化
• Wi-Fi環境の整備
• 多文化対応 etc

来訪者 増 ・ 来訪消費 UP

認知者・関心者 UP魅力度・満足度・来訪消費 UP 来訪離脱者 減 ・ 再来訪 UP

観光消費が地域経済に貢献すること
観光関連産業が、地域の基幹産業になること

基幹産業が持続可能な状況になること
行政・事業者・来訪者の関係が活気を帯びる

交流人口拡大

■交流人口拡大に向けた観光振興の課題と取組

「魅力創造」における課題

• 他地域と比べて誘客コンテンツに乏しい
• 滞在プログラムの拡充
• 観光地をマネジメントできる人材が不足
• 観光産業への新規参入事業者への支援
• 地域レベルの誘致策と域内周遊の仕組み
• ニーズに応じたストーリー性の構築

「魅力発信」における課題

• 地域特性を踏まえたマーケティング戦略
• 誘客面での認知度の低さ
• 誘致プロモーションツールの不足
• 効果的なインバウンド向けプロモーション
• 風評被害
• 多用な組織の総合調整や連携が不十分

「受入環境整備」における課題

• 観光の拠点となる施設が不足
• 観光客の長期滞在化等の取組
• 域内広域移動の利便性向上
• 案内表示やコミュニケーションに係る対応
• インバウンド向け二次交通の整備
• 海外の文化・習慣に配慮した対応

◼ 交流人口拡大に向けた課題と取組の方向性を下図の通り整理した。

交流人口拡大に向けた課題体系図


