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提案の概要

2

観光案内の
強化

情報発信の
強化

着地型旅行
商品の

企画・販売

「観光コンシェルジュ」
の配置

旅行者を呼び込む仕組みにより
観光交流の拡大を図る

現状分析
①最上地域の観光

第２回検討会議「地域資源の洗い出しWS」から見えてきたもの

※魅力的な地域資源は数多く存在 にもかかわらず…

①県内地域別観光者数

村山47％ 庄内32％ 置賜15％ 最上6％

②観光地類型別観光者数

温泉観光地、名所・旧跡、その他観光地がそれぞれ20～40％

山岳関係は1％程度 （最上観光交流推進プランより）

⇒強力な情報発信と、旅行者を呼び込む仕組みが必要 3

祭 食
農業

自然
巨木 温泉 歴史

１．はじめに                                                           

 私たちのチームに与えられたテーマは、「観光交流の拡大」であった。 

 検討を始めた当初は、「最上地域の地域資源に新たな付加価値を与えること」と「旅行者を呼び込

む仕組みづくり」の２点から検討を進めたが、後述する現状分析の結果や関係者へのインタビュー、

先進事例の実地研究等を通じ、「旅

行者をより呼び込む仕組みづくり」に

テーマを絞り、提案することとした。 

 具体的には、きめ細かい観光案内

と地域の魅力を強力に情報発信する

とともに、着地型旅行商品の企画・販

売を担う「観光コンシェルジュ」を最上

広域交流センターゆめりあ内の「もが

み情報案内センター」に新たに配置

することにより、観光交流のさらなる拡

大を図るものである。 

※「コンシェルジュ」とは 

 ホテルの職域のひとつで、宿泊客のさまざまな相談や要望に応える「よろず承り係」。顧客の一人

ひとりに応じたきめ細かいサービスが注目を集め、多くの業界にコンシェルジュという概念が広がっ

ている。 

 

２．最上地域の観光の現状                                                

 本研究所の平成２６年度第２回検討会議において、地域資源の洗い出しワークショップを行った。

１０分程度で最上地域の地域資源をなるべく多く挙げるというもので、短時間の作業であったが、数

多くの地域資源が洗い出された。このことか

ら、この地域には魅力的な地域資源は数多

く存在することを再認識することができた。 

 しかしながら、県内地域別観光者数におい

ては、最上地域への観光者数は県全体の

６％程度、観光地類型別観光者数において

は、最上地域の強みといえる「山岳関係」の

シェアは全体の１％程度に留まっている（平

成２６年度山形県観光者数調査より）。 

 こうした現状は、最上地域には魅力的な地域資源が多数存在はするものの、情報発信力が弱く、

旅行者を呼び込む仕組みが整っていないことが原因であると本チームは考える。
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現状分析
②旅行者のニーズの変化

・旅行スタイルの変化

①物見遊山的な「周遊型」

⇒「テーマ志向」「地元との交流志向」「滞在志向」

：通り一遍の旅行でなく、より“深い”旅行

②団体旅行

⇒個人や家族、友人等との小グループ旅行

：より自由度が高く、個々のニーズを満たせる旅行

【参考】

・新しい旅の価値観

A：土地の人との交流⇔B：仲間内で楽しむ…Aに近い：41.5%

A：情報収集は自分で⇔B：旅行会社…Aに近い：49.6%

（日本生産性本部「レジャー白書2007」） 4

現状分析
③観光のワンストップ窓口の必要性

「観光地域づくりプラットフォーム」

・観光庁が提唱

・着地型旅行商品の企画・販売等により観光を通じた地域振興を

図るうえで、サービス提供者と顧客をつなぐワンストップ窓口の役割

5サービス提供者

旅行者・旅行会社等

顧客に届きにくい

サービス提供者

旅行者・旅行会社等

観光地域づくり
プラットフォーム

飲食・宿泊・体験等のサービ
スを個々に情報発信・販売

情報発信・商品販売

提供可能なサービスの
情報提供

３．旅行者のニーズの変化                                                    

 近年旅行のスタイルが変化していると言われており、そこから旅行者のニーズの変化を読み取るこ

とができる。これまでは短時間で観光名所を数多く回ることを目的とした「周遊型」の旅行スタイルが

好まれる傾向にあったが、「テーマ志向」「地元との交流志向」「滞在志向」の旅行スタイルを求める

傾向に変化している。 

 また、これまでは旅行会社が企画するツア

ー旅行などの団体旅行が中心であったが、

個人や家族、友人等との小グループでの旅

行に変化している。 

 これらのことから、近年の旅行者には通り一

遍の旅行ではなく、旅行先の人間と交流を

持てるようなより“深い”旅行や、より自由度

が高く、個々のニーズを満たすことができる

旅行を求める傾向があると言われている。 

 

４．観光のワンストップ窓口の必要性                                           

 このような旅行者のニーズの変化に対応し、観光を通じた地域振興を図る上で、重要な役割を担う

のが観光庁の提唱する「観光地域づくりプラットフォーム」である。 

 この「観光地域づくりプラットフォーム」は、従来、観光サービス提供者が個々に情報発信や商品の

販売を行っていたが、旅行者・旅行会社等

の顧客に届きにくいといった課題を解決しよ

うとするものである。観光地域づくりプラット

フォームは、サービス提供者と顧客をつなぐ

ワンストップ窓口の役割を担い、顧客に情報

を届けやすくするとともに、サービス提供者

から収集した情報をもとに個々のサービス

提供者では実現しにくい「着地型旅行商

品」の企画・販売を実現する仕組みである。 

※「着地型旅行商品」とは 

 旅行の出発地の旅行会社が企画・販売を行う従来の「発地型旅行商品」に対し、旅行の目的地側

の主導により企画・販売を行う旅行商品。 

 地元の人間しか知らないような穴場や楽しみ方を求める旅行者のニーズの変化に対応するととも

に、地域資源の再発見のきっかけになるとして着目されている。 
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現状分析
④最上地域のプラットフォーム

もがみ情報案内センター

・ゆめりあに設置

・新庄観光協会が旅行者の観光案内業務を担う

・新庄市だけでなく、広域的な観光情報の提供を行う

・予算、マンパワーの不足により、案内業務の拡充、着地型旅行商品の

企画、販売が困難

【市町村観光協会の組織運営の課題】

6
2

8

15

27

38

48

59

65

0 20 40 60 80

人材不足

会費や補助金（助成金）等への依存体質

予算不足

・予算不足、会費や補助金への依存体質、
人材不足が高い割合を占める。

（社）日本観光協会
「地域観光協会等の実態と課題に関する

調査報告書 概要版」より

提案
「旅行者を呼び込む仕組みづくり」

・最上地域に多数存在する魅力的な地域資源の

情報を強力に発信

・旅行者の旅行スタイル、ニーズの変化に対応し、

ツアー型旅行では対応できない旅行者の細かい要望に

かなう観光案内

・観光地域づくりプラットフォームの役割のうち、情報発信、

案内業務を担うもがみ情報案内センターの機能強化

「観光コンシェルジュ」の配置 7

５．最上地域におけるプラットフォームの役割                                     

 最上地域においてこのプラッ

トフォームの役割を担っている

のが、新庄駅に併設する最上

広域交流センターゆめりあ内に

設置されている「もがみ情報案

内センター」である。現在、もが

み情報案内センターにおいて

は、新庄観光協会が来訪した

旅行者の観光案内業務を担っ

ており、新庄市だけではなく、

広域的な観光情報の提供を行

っている。 

 こうした観光案内・観光情報の提供は、観光地域づくりプラットフォームの役割の一つとされており、

この機能は一定程度整備されているといえる。 

 しかしながら全国的な傾向と同様に、予算・マンパワーの不足により、プラットフォームのもう一つの

役割である着地型旅行商品の企画・販売には至っておらず、これ以上の案内業務の拡充も困難な

状況である。 

 

６．提案「旅行者を呼び込む仕組みづくり」                                       

 以上の現状分析から、本チームでは、 

①最上地域には魅力的な地域資源が多数存在するものの、情報発信力に乏しい 

②変化する旅行者のニーズに対応し、よりきめ細かい観光案内の提供が必要 

③観光地域づくりプラットフォームの整備と担い手となる団体の機能強化が必要 

といった課題を抽出した。 

 これらの課題を解決する人材として、

「観光コンシェルジュ」の配置を提案

したい。コンシェルジュが、これまで

予算・マンパワー不足により実現でき

なかった地域資源に関する強力な情

報発信や着地型旅行商品の企画・

販売といった役割を担うことにより、

旅行者をよりこの地域に呼び込む仕

組みを構築するものである。 
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観光コンシェルジュの役割

10

最上地域への来訪を
予定している旅行者

旅行者のニーズに応じた
旅のモデルプランの提供

コンシェルジュ

【従来】
・既に来訪した旅行者に対する案内が

中心
・パンフレット等による万人向けの案内が

中心

【コンシェルジュ設置による効果】
・来訪する前にニーズに応じたモデル

プランを提供

⇒旅行者の期待度の上昇
・旅行者ひとりひとりのニーズに応じた

きめ細かいプランの提案

⇒旅行者の満足度の向上

②

観光コンシェルジュの役割

9

最上地域の魅力を
知らない旅行者

ＳＮＳ等を活用した情報発信

コンシェルジュ

【従来】
・市町村ホームページを中心とした

情報提供
・観光パンフレット・ガイドブックと

大差ない情報

【コンシェルジュ設置による効果】
・よりタイムリーかつディープな情報

（実況に近い情報）の提供が可能

⇒より訴求力の強い情報の提供が可能

①

７．観光コンシェルジュの役割                                              

 観光コンシェルジュが関わりを持つのは大きく分類すると次の４者である。 

①最上地域の魅力を知らない旅行者 

②最上地域への来訪を予定している旅行者 

③最上地域に来訪した旅行者 

④地域内の観光関係者 

 それぞれの関係におけるコンシェルジュの役割は、以下のとおりである。 

 

 ①の「最上地域の魅力を知らない旅

行者」に対し、コンシェルジュはＳＮＳ

等を活用した情報提供を行う。ＳＮＳを

活用することにより、よりタイムリーでデ

ィープな情報の提供が可能になる。 

 これにより、従来万人向けの情報提

供が中心であった市町村ホームペー

ジと異なり、ターゲットを絞り、より訴求

力の強い情報の提供を行うことができ

る。 

 

 ②の「最上地域への来訪を予定している旅行者」に対しては、コンシェルジュは観光情報の提供を

行うとともに、旅行者の要望に応じ、旅のモデルプランの提供を行う。 

 現在、もがみ情報案内センター

においては、同センターを訪れ

た旅行者に対する案内が中心で

あり、内容もパンフレット等による

万人向けの案内が中心である。 

 来訪する前の旅行者の要望に

応じ、一人ひとりのニーズに応じ

たきめ細かい旅のモデルプラン

の提供を行うことにより、旅行者

の期待度・満足度を高める役割

を担う。 
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観光コンシェルジュの役割

11

最上地域に
来訪した旅行者

より踏み込んだ観光案内

コンシェルジュ

【従来】
・パンフレット等による万人向けの案内が

中心

【コンシェルジュ設置による効果】
・旅行者ひとりひとりのニーズに応じた

きめ細かい観光案内

⇒旅行者の満足度の向上

③

観光コンシェルジュの役割

12
地域内の観光関係者

旅行者のニーズの
フィードバック

コンシェルジュ

【従来】
・旅行者のニーズを把握するのが困難

【コンシェルジュ設置による効果】
・旅行者との応対から把握したニーズを

観光関係者にフィードバック

⇒より良質な観光サービスの提供

④

観光コンシェルジュの役割

13

最上地域への来訪を
予定している旅行者

最上地域に
来訪した旅行者

旅行者のニーズに応じた
旅のモデルプランの提供

より踏み込んだ観光案内

地域内の観光関係者

旅行者のニーズの
フィードバック

最上地域の魅力を
知らない旅行者

ＳＮＳ等を活用した情報発信

コンシェルジュ

※フィールドワーク等を通じ、着地
型旅行商品の要素となりうる地
域資源の再発見

⇒着地型旅行商品の企画・販売に
より、広域観光の一層の推進

 ③の「最上地域に来訪している旅行

者」に対しては、コンシェルジュは従来

よりも一歩踏み込んだ観光案内を行う。

具体的には、飲食店の案内を求められ

た際に、旅行者の味の好みに応じた店

舗を紹介するなど、よりきめ細かい観光

案内を行うこととなる。 

 これにより、旅行者の満足度をより高

め、リピーターの増加を期待することが

できる。 

 

 最後に④の「地域内の観光関係者」に対

しては、コンシェルジュは①～③の旅行者

との関わりを通して把握した旅行者のニー

ズをフィードバックする。 

 これにより、個々の観光関係者では把握

するのが困難な旅行者のニーズをサービ

ス内容に反映させることで、より良質な旅

行サービスの提供を行うことができる。 

 

 以上の役割を担いながら、フィールドワーク等により地域資源の魅力を再発見し、旅行者の評価が

高かったモデルプランを着地型旅行商品として販売することにより、観光地域づくりプラットフォーム

のもう一つの役割を実現するものである。 

 なお、コンシェルジュが企画する着地型旅行商品は、これまで旅行業者が企画・販売してきた発地

型旅行商品とは性格が異なるものであり、コンシェルジュが企画した着地型旅行商品を地域内外の

観光業者が販売するといった連携も考えられる。 

   【着地型旅行商品の販売例】 
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提案の実現に向けて

・観光コンシェルジュの担い手

＝各市町村が委嘱する「地域おこし協力隊」

①ヨソ者（＝旅行者）の視点で地域資源の再発見が可能

②人件費等は交付税措置

③地域おこし協力隊間のネットワークが既に

出来上がっている

④任期終了後に新規定住を見込むことができる 14

提案の実現に向けて

・観光コンシェルジュの設置場所

＝新庄駅に併設の「もがみ情報案内センター」

①既に最上地域全域の広域的な観光案内業務を実施

②最上地域に来訪を予定している旅行者・既に来訪した

旅行者双方の案内業務を想定

③マンパワー不足により踏み込んだ案内・旅行商品の

企画まで手が回らない状態の解消

※市町村で委嘱した地域おこし協力隊をコンシェルジュとして

センターに派遣

※地域おこし協力隊の任期が最長３年であることから、各市町村

持ち回りでの委嘱・派遣を想定

※各年度２名（２市町村から１名ずつ）配置し、最終年度は次期への

引き継ぎのため、４名を配置

15

８．提案の実現方法                                                    

 こうした役割を担う観光コンシェルジュであるが、その担い手として本チームが想定するのが、各市

町村が委嘱する「地域おこし協力隊」である。 

地域おこし協力隊とは、都市住民など地域外

の人材を地域社会の新たな担い手として受け

入れ、地域力の維持・強化を図ることを目的と

した、国が進める地方創生の中心施策である。 

地域外の人間であるからこそ、より旅行者に

近い視点で地域資源の再発見が可能であり、

旅行者にとって魅力的な着地型旅行商品の企

画が可能であると本チームは考える。 

最上地域においては、全市町村に地域おこし協力隊が配置されており、協力隊間のネットワークが

構築されていることから、地域資源に関する情報収集も容易になる。 

また、人件費等は交付税措置されることとなっており、財政面のメリットも大きい。 

ただし、協力隊の任期は最長３年であることから、ノウハウの継承が課題となる。コンシェルジュの人

件費、活動費等が市町村の一般財源で確保できるのであれば、長期雇用可能でノウハウを持った

人材を直接雇用するという手法も考えられる。 

 

 コンシェルジュの配置場所は、前述の「も

がみ情報案内センター」としたい。 

前述のとおり、同センターは当地域におけ

る観光地域づくりプラットフォームの役割を担

うべき施設であり、役割の一つである広域的

な情報発信や観光案内業務はある程度実施

されているが、もう一方の役割である着地型

旅行商品の企画・販売は実施されていない。 

こうした現状を補完し、同センターのプラットフォームとしての役割を強化するため、コンシェルジュ

は同センターに配置するのが適当であると考える。コンシェルジュは、現在同センターで観光案内業

務を担っている新庄観光協会と連携し、観光案内業務の強化を図るとともに、これまで着手されてい

なかった着地型旅行商品の企画・販売を行う。 

将来的には、コンシェルジュが企画した旅行商品の販売を新庄観光協会が行うなどといった連携

も考えられる。 

コンシェルジュの担い手は、前述のとおり地域おこし協力隊を想定している。協力隊は制度上市町

村が委嘱することとされているため、各市町村で委嘱した協力隊をセンターに派遣する形態となる。 
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また、コンシェルジュの配置は、ある程度継続的に実施すべきと考えているが、協力隊の任期は最

長３年であることから、各市町村持ち回りによる委嘱・派遣を想定している。 

派遣されたコンシェルジュは、各市町村の指示で業務に当たることとなるが、その役割や運用の方

針については、最上地域観光協議会などの場において、各市町村のコンセンサスを得ておく必要が

ある。 

コンシェルジュは、各年度２名（２市町村から１名ずつ）を配置し、任期の最終年度はノウハウの引

継ぎのため、３年目のコンシェルジュ２名に加え、次期コンシェルジュを２名配置し、合計４名体制と

したい。 

 

【コンシェルジュと関係機関の相関図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最上地域観光協議会 
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相互に連携しながら 
観光案内・情報発信、 
着地型旅行商品の 
企画・販売を行う。 
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提案の実現に向けて

・コンシェルジュの育成

①コンシェルジュに期待される能力の体系的な研修

・着地型旅行商品の企画・販売に必要な「国内旅行業務取扱

管理者」資格の取得

・各方面で開催される「おもてなし力向上研修」等への派遣

・先進事例の視察 等

②最上地域の魅力・観光情報の収集

・ガイドブックで知り得る情報でない“地元ならでは”の情報

・コンシェルジュ自らの体験を通した情報

③地元の観光サービス提供者・他市町村とのネットワークの構築

・「知っている人を知っている」状態に

・案内がスムーズに行えるような人間関係の構築 16

事業のロードマップ（Ｈ２８～Ｈ３０）

17

２８年度 ２９年度 ３０年度

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
の
設
置

観光情報の収集
フィールドワーク

関係者とのネットワーク構築

必要な知識・技能の研修
（国内旅行業務取扱管理者資格取得）

旅行者に対する案内業務の強化
着地型旅行商品の企画

収集した情報の発信（ＳＮＳ等活用）

旅行者からの
問合せフォーム等web

環境の整備

次期コンシェルジュ
への引き継ぎ

最上地域観光協議会との連携

※３年を１サイクルとし、31年度以降も継続

また、コンシェルジュの役割を十分に果たすためには、担い手となる協力隊の知識と能力の向上が

不可欠である。 

旅行者への強力な情報提供を担うことか

ら、最上地域の魅力・観光情報の収集は

必須といえる。とりわけ、昨今の旅行者が

求めるよりディープな情報の収集が重要と

なる。 

そのため、コンシェルジュには、ガイドブ

ック等で知りうる情報ではなく、地元にいる

人間しか知らない”地元ならでは”の情報

収集が求められる。また、情報に厚みを持

たせるため、コンシェルジュ自らの体験を通じ、情報を収集し、旅行者に提供する必要がある。 

また、着地型旅行商品の企画・販売には、「国内旅行業務取扱管理者」の資格取得と、取扱事業

所としての登録が必要である。 

さらには、旅行者のニーズに合わせたより踏み込んだ観光案内を行う、各方面で開催される「おも

てなし力向上研修」などへの積極的な参加によるスキルアップ、旅行プランの提案や観光案内がス

ムーズに行えるよう地元のサービス提供者とのネットワークの構築も必要となる。 

コンシェルジュとして必要なこれらの知識・能力を身につけ、本事業の目的を達成するための事業

スケジュールは、下図のとおりであ

る。 

具体的には、初年度に旅行者に

提供するための観光情報を収集す

るフィールドワークを集中的に行うと

ともに、国内旅行業務取扱管理者

の資格取得を目指す。平行して、現

在案内センターで行っている観光

案内業務の強化や、フィールドワー

クにより収集した観光情報の旅行者

への提供を行っていくこととなる。 

次年度からは着地型旅行商品の企画・販売に着手し、最終年次には追加で配置された次期コン

シェルジュへのノウハウの継承を行っていく。 

なお、このロードマップは、平成２８年度から平成３０年度までの３年間をサイクルとしているが、観

光交流の拡大にはある程度の期間が必要であることから、事業自体は平成３１年度以降も継続して

実施することとしたい。 
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事業のロードマップ（Ｈ２８～Ｈ３０）

18

・予算案（単位：千円）

区分
歳入

２８年度 ２９年度 ３０年度

特別交付税 8,000 8,000 16,000

区分
歳出

備考
２８年度 ２９年度 ３０年度

地域おこし
協力隊活動費

8,000 8,000 16,000
28・29年度：2名分
30年度：4名分

※活動費には、報酬、研修旅費、住居費等を含む。

※コンシェルジュを派遣する市町村ごとにそれぞれ400万円を予算措置

提案のまとめ

19

地域資源は多いが、
情報発信が不足

旅行者のスタイルの変化に
対応した観光地域づくり
プラットフォームの必要性

プラットフォームの
担い手となる団体の
機能強化

コンシェルジュ
の配置

・情報発信、観光案内の強化による旅行者の呼び込み
・着地型旅行商品の企画、販売による広域観光の拡大

本事業の予算案は、右のとおりである。 

コンシェルジュとなる地域おこし協力隊の活

動費（報酬、研修旅費、住居費等を含む。）

は、１人当たり 4,000 千円が交付税措置され

ることから、歳入・歳出それぞれに１人当たり

4,000 千円を計上した。 

初年度及び次年度は、２名の配置となるた

め、歳入・歳出それぞれ 8,000 千円、３年目

は次期コンシェルジュを追加で２名配置する

ため、４名分の 16,000 千円を計上した。 

なお、予算総額は上記のとおりであるが、実際にはコンシェルジュを派遣する市町村の予算にそれ

ぞれ４００万円を計上することとなる。 

また、コンシェルジュの派遣は各市町村が行うこととなるが、実施に至るまでの協議は、８市町村の

観光担当者が集まる最上地域観光協議会の場で行うことが望ましいと考える。 

 

９．提案のまとめ                                                      

以上が、本チーム「チーム観光（仮）」の提

案内容である。 

本チームでは、最上地域の観光と、観光

を取り巻く状況に関する現状分析を経て、 

①地域資源は豊富だが、情報発信が不足 

②旅行者のスタイルの変化に対応した観

光地域づくりプラットフォームの必要性 

③プラットフォームの担い手となる団体の

機能強化が必要 という課題を洗い出した。 

これらの課題を解決するために、財政面のメリットが大きく、より旅行者に近い視点で地域資源の魅

力の再発見が可能であると思われる地域おこし協力隊を「観光コンシェルジュ」としてもがみ情報案

内センターに配置し、現状では実現が難しい旅行者への強力な情報発信や観光案内業務の深化、

着地型旅行商品の企画・販売といった役割を担わせるものであり、これにより、情報発信・観光案内

の強化による旅行者の呼び込みと、着地型旅行商品の企画・販売による広域観光の拡大が図られる

と考える。 

このコンシェルジュ配置事業は、今後の観光交流の拡大を目指すうえで重要な要素となる「観光地

域づくりプラットフォーム」の最上地域における整備の第一歩ともいえる事業であり、これをきっかけに

観光をひとつの軸とした地域づくりの実現にも資するものであると考える。 
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参考事例

「八戸市観光コンベンションセンター」

「仙北市ツーリスト・インフォメーション・センター」
の取り組み

・行政、商工会、観光協会が一体となり、観光に関する

ワンストップ窓口を設置

・「国内旅行業務取扱管理者」資格の活用による

着地型旅行商品の企画・販売

・八戸市においては観光入込客数が平成14年の380万人から

平成25年の670万人へと大幅に増加 20

10．おわりに                                                        

今回の提案を行うに当たり、青森県八戸市の

「八戸市観光コンベンションセンター」及び秋田

県仙北市の「仙北市ツーリスト・インフォメーショ

ン・センター」の取り組みを参考にさせていただ

いた。 

両市ともに、行政・商工会・観光協会が一体と

なり、観光に関するワンストップ窓口を設置し、

観光案内業務の強化を図るとともに、「国内旅

行業務取扱管理者」の資格を活用することにより、近年の旅行者のニーズに対応した着地型旅行商

品の企画・販売を実施していた。 

八戸市が観光に力を入れ始めたきっかけは、東北新幹線の八戸延伸であった。その後、いまや全

国区となった B-１グランプリの第１回開催を起爆剤に、「新しいモノをつくるのではなく、古くからある

地域資源に磨きをかけ、八戸の住民が楽しむ生活文化を提供する」ことをコンセプトに、観光交流

の拡大に取り組んでいる。 

結果、青森県観光統計によれば、八戸市の観光入込客数は、平成１４年の３８０万人から平成２５

年の６７０万人へと大幅に増加している。 

 

【八戸市観光コンベンションセンターが企画した着地型旅行商品の例】 

「八戸あさぐる」 

八戸市内の提携ホテルに宿泊した旅行者を対象としたタクシーツアー。タクシーが宿泊ホテルに出

迎え、朝市と銭湯を経由し、チェックアウト前までにホテルに送り届ける。 

八戸に根付いた銭湯文化と朝市文化を一度に体験できるコースで、好評を博している。 
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おわりに

八戸市と最上地域の共通点
・新幹線開業により交通面では他地域より有利

・県の代名詞となる観光資源は少ないが、魅力ある資源は

多数存在する

例）青森県：ねぶた、りんご、温泉

⇔八戸市：三社大祭、イカ、銭湯

山形県：花笠、さくらんぼ、芋煮

⇔最上地域：新庄まつり、伝承野菜、納豆汁

※八戸にあって最上にないもの

：観光コンシェルジュ・観光地域づくりプラットフォーム

※観光コンシェルジュの配置が、観光地域づくりプラットフォームの

整備につながり、交流人口の増加による地域の振興につながる。 21

実地研究を通じ、こうした取り組みを

実施し、観光交流の拡大に成功した八

戸市と最上地域には、ある共通点が

存在すると感じた。 

いずれも、新幹線が開業しており、首

都圏からの交通の便においては、他地

域よりも有利な状況にある。 

また、双方とも県の代名詞となる観光

資源は少ないが、魅力ある資源は多

数存在している。 

例えば、青森県といえば多くの人は

「ねぶた」「りんご」「温泉」といった観光資源を思い浮かべるであろうが、八戸市にはそれがない。 

その代わりに、約２９０年の歴史を誇る「三社大祭」があり、日本でも有数の水揚げ量を誇る「イカ」

があり、市民生活に深く根付いた「銭湯文化」がある。 

最上地域も同様に、「花笠」「さくらんぼ」といった本県を代表する観光資源は少ない。しかしながら

ユネスコ無形文化遺産登録を目指す「新庄まつり」や、最上８市町村にそれぞれ存在し、近年注目を

集めている「伝承野菜」など、魅力的な地域資源は数多く存在する。 

いまや一大観光地のひとつとなった八戸市と最上地域のこうした共通点は、最上地域が八戸市の

ような観光交流の拡大を実現できる可能性を示唆している。 

八戸市にあって最上地域にないのは、観光コンシェルジュの役割と、その配置により整備が可能と

なる観光地域づくりプラットフォームである。 

本チームの提案が、観光地域づくりプラットフォームの整備につながり、プラットフォームが有効に

機能することで、観光交流の拡大による地域の振興に寄与することを期待したい。 

 

おわりに、このような貴重な機会を与えていただいた各市町村長、各職場の所属長、事務局である

県最上総合支庁地域振興課、実地研究でお世話になった皆様、研究会議の講師の皆様、その他

関係各位に厚く御礼を申し上げ、最上地域政策研究所 チーム観光（仮）の研究成果報告書とした

い。 


