
滞在交流型観光への転換による
観光地域づくりの推進

最上町 ⼆⼾頼朝
真室川町 斎藤和成

「情報発信⼒強化による交流⼈⼝の拡⼤」検討チーム

はじめに 〜研究活動の視点〜

交流⼈⼝の拡⼤による地域活性化の取り組み

全国各地で活発に⾏われており、最上地域の各⾃治体でも、それ
ぞれの総合戦略に記載

研究活動の視点

各地の誘客競争が激しい中において、地域の魅⼒を
活かし、交流⼈⼝をいかにして拡⼤し最上地域の活
性化につなげていくか
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観光を取り巻く環境の変化

○地域における「観光」のとらえ直し（「観光地づくり」から「観光地域づくり」へ）

○旅⾏形態の転換
主な名所・旧跡を訪れるスポット型観光から、「地域の⽇常空間」を楽しむ滞在交流型観光

への転換
・来訪者に地域内を回遊してもらい滞在時間を増やす ⇒ 地域内の消費⾦額増加へ
・来訪者と地域住⺠が交流 ⇒ 来訪者の満⾜度を上げ、再来訪（リピート）意向へ

・観光施設や名所旧跡が主体で観
光関係者が主導

・地域視点が⽋けていた

・観光と地域づくりを連動させ、地域の多様な
資源を活かして活動する地域住⺠が主役

・観光による効果を地域全体に波及

旧来型の「観光地づくり」 「観光地域づくり」

○旅⾏者のニーズ・動向の変化
⾃然や歴史、伝統⽂化に育まれた地域の暮らしぶりを体感したい、地域の⼈と交流したい

経済効果、住⺠の誇りの醸成、⽣きがいの創造など につながる
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観光地域づくり取組みの具体例（徳島県⻄阿波地域）
「地域らしさ」（地域独⾃の価値）

急峻な地形が故に育まれた、国内でも他に類を⾒ない
⽇本農業の発展過程を踏襲している

「にし阿波」特有の⾼地集落（⾼地性傾斜地集落）の暮らし

千年のかくれんぼ
〜分け⼊るごとに、時は遡り〜

⇒ ⻑い歴史の中で隠された⼭⾥の密やかで
豊かな暮らしの魅⼒を発信

「千年のかくれんぼ秘境・奥祖⾕ツアー」
⼆重かずら橋や急傾斜に張り付くような集落、茅葺⺠家など、各
地の歴史や秘境感を味わうツアー（地域住⺠との交流）

独⾃の価値を体感できる滞在プログラムの提供

ブランド・コンセプト

観光地域づくりを
進める体制
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地域内の
多様な主体
が関わる



最上地域の現状と今後の⽅策
○通過型観光

・地域内での観光消費の機会が少なく経済効果が薄いのでは
・景勝ポイントなどでしかバスを降りず、住⺠との交流が少ないのでは
・真の⾃然の豊かさや奥深さ、真の地域の姿が伝わらないのでは

“時代の流れを踏まえた観光のあり⽅が必要”
【滞在交流型観光への転換に向けた⽅策】

①選ばれる魅⼒的な商品づくり
・歴史・⽂化・暮らし等の地域資源から「地域独⾃の価値」を明確化
・ブランド戦略に基づく滞在プログラムの造成

②受⼊体制の充実
・地域住⺠の参画

③推進体制の整備
・地域の観光振興を戦略的に推進する組織、専⾨⼈材
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施策提案

〔なぜ「⺠泊」なのか〕

〔なぜ「教育旅⾏」なのか〕

「滞在交流型観光への転換」 及び「観光地域づくりの推進」
実現のため、

「⺠泊による教育旅⾏の受⼊拡⼤」
に取り組む

□全国各地で⼀般旅⾏者向けの体験プログラムを造成しているが、誘客には苦戦
⇒教育旅⾏ならば、まとまった⼈数の誘客が容易（⼀定の需要がある）

□保護者や教師等、周囲の⼤⼈からの評価 ⇒ 再来訪が期待できる
□県では、知事をトップにして教育旅⾏を積極的に誘致

□最上地域の暮らしぶりの体験、地域住⺠との深い交流に最適
□⼾沢村、⾈形町、最上町など、最上地域でも⺠泊に取り組んできた実績がある
□国では、“農泊”を積極的に推進する施策を展開（各種の⽀援制度）
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⺠泊（みんぱく）とは？
①無償で⾒知らぬ旅⼈にご飯や宿を
提供すること

②「農家⺠宿」のような⽥舎体験型、
ホームステイなどの交流型の宿泊

③インターネットの仲介サイトを通じて、
個⼈宅やマンションの⼀室等を貸し出すこと

④⼀時的に地域の宿泊施設のキャパシティを
越える来訪者へ宿泊環境を提供すること（イベント⺠泊）
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先進地での取組み －徳島県⻄阿波地域－
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先進地での取組み －⻑野県南信州地域－

8

先進地調査から得たもの
■受⼊態勢について

・ワンストップ窓⼝機能・専⾨性の⾼い⼈材の必要性

・⺠泊の⼿配は⼾別訪問ではなく地区・⾏政組織⼀括依頼の形態を確⽴

・地域づくりマネージャー・地域コーディネーターの活躍 ＝ 住⺠主役

■体験プログラムについて

・多様な選択肢があることが体験型観光を推進するには強み

・本物の体験が訪問・受⼊双⽅の満⾜度・教育効果を⾼める

・共感できる体験コンテンツの開発造成 ＝ コミュニケーションツーリズム

■地域活性化について

・地域資源を活⽤した交流⼈⼝の拡⼤によるコミュニティの活性化
（地域に対する⾃信や誇りを再⽣する効果）
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県内における取組み事例（⻄川町）
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最上地域の教育旅⾏の現状
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教育旅⾏受⼊れ数の推移（単位：⼈）

⼾沢村 ⾈形町 最上町

受⼊町村 現状課題

⼾沢村

●介護や育児などのライフステージの変化に
よる受⼊家庭の減少

●受⼊窓⼝団体職員の⾼齢化や⼈数減少
による担い⼿不⾜

●⼈材不⾜やノウハウが不⾜しているために
⼗分なプロモーションができない

●１校２００名超の教育旅⾏の受⼊打診
が毎年あるのだが、受⼊家庭の減少でやむ
なく断っているような状況

⾈形町

●少⼦⾼齢化による受⼊家庭の減少
●農繁期と受⼊時期が重なってしまうために

受⼊家庭への負担が⼤きい
●サラリーマン家庭が増加したことにより、体

験活動の終了時間と仕事からの帰宅時
間とにズレが⽣じ、受⼊家庭への負担が
増加

最上町

●介護や受⼊家族の健康状態変化による
受⼊家庭の減少

●体験プログラム実施団体の⾼齢化による
担い⼿不⾜

●旅⾏会社とのやりとりを⾏う事務局体制が
確⽴していない

11（※聞き取りにて調査）



持続的に教育旅⾏を受け⼊れるために

• 体験プログラムの充実
• 広域連携の推進
• 受⼊家庭の拡充

受⼊態勢確⽴に向けた３つの柱
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体験プログラムの充実

最上地域の普通 ≠ 観光客の普通

何気ないこと・場所にこそ最上地域の魅⼒が存在する

●モニターツアーや講習会などを通して、埋もれた資源の発掘や
磨き上げに取り組む。

●地域内での気づきを共有し、魅⼒を伝える⼒を醸成する。
●学校側のニーズに応じた学習に結びつくプログラムの開発。
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連携

広域連携に向けたスキーム

◆⾏政及び観光協会で構成（※希望する⾃治体から順次参画）
◆最上地域における⺠泊推進のため、以下の取り組みを⾏う

□⺠泊推進に係る⽅針の決定
□地域内の観光資源の調査・研究、勉強会等の開催

◆専⾨⼈材を配置し、もがみ地域⺠泊推進ネットワーク（仮）を⽀援

◆関係事業者等により構成

□商品企画⽀援
□営業⽀援

□⺠泊推進に係る
事業実施

□地域の合意形成
□協議会参画
□協⼒隊募集

地域おこし協⼒隊 受⼊家庭
協⼒家庭

連携

連携

□ワンストップ窓⼝
□受⼊家庭確保
□旅⾏商品開発
□プロモーション活動
□インバウンド推進

連携

各学校
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観光
施設

交通
事業

宿泊
施設

映像
事業

物販
業

飲⾷
業

農林
業

NPO

提携旅⾏会社

各市町村もがみ地域⺠泊推進協議会（仮）

もがみ地域⺠泊推進ネットワーク（仮）

●もがみ地域⺠泊推進協議会（仮）
◇勉強会開催等、初年度の取り組みを継続

●各市町村
◇民泊推進に向けた事業実施 ◇教育旅行受入支援

●もがみ地域⺠泊推進ネットワーク（仮）
◇教育旅行受入窓口
◇その他初年度の取り組みを継続

●もがみ地域⺠泊推進協議会（仮）
◇組織立ち上げ ◇方針決定 ◇専門人材の確保
◇先進地視察、勉強会開催 等

●各市町村
◇地域おこし協力隊の募集・研修
◇民泊推進に向けた事業の検討・予算確保

（例：体験プログラム作成、Wi-Fi・体験施設等整備 等）

●もがみ地域⺠泊推進ネットワーク
◇組織立ち上げ ◇受入家庭確保・データベース化
◇体験プログラム磨き上げ ◇プロモーション資料作成
◇営業活動（学校・旅行会社）〔10月～〕

広域連携に向けたスケジュール

初年度

２年度

３年度〜 初年度・２年度の取組みを改善しつつ継続
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受⼊態勢拡充－受⼊家庭の確保対策－

２⽉－３⽉

４⽉以降

●受⼊家庭拡⼤活動

〔ステップ① 説明会開催〕
○各自治体において説明会を開催

協力団体（農協女性部等）の会合、 地域団体
（町内会等）の会合を活用

○説明主体は自治体及びもがみ地域民泊推進
ネットワーク（仮）（※）

（※）中核となる事業者等が行うことが望ましい
が、当面は自治体が中心となる
〔中核となる事業者等の例〕

長野県飯田市：南信州観光公社
沖縄県伊江村：伊江島観光協会

〔ステップ② ⼾別訪問〕
○戸別訪問により個々の疑問点、不安
点を解消

○実施主体は自治体、もがみ地域民泊
推進ネットワーク（仮）、地域おこし協
力隊
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●もがみ地域⺠泊推進ネットワーク設⽴準備会（仮）
◇目標、目的、課題の共通認識と情報共有
◇規約、組織体制などの協議、決定
◇活動内容、目標の設定
◇設立

受⼊家庭の確保対策は、各市町村との連携のもと、もがみ地域⺠泊推進
ネットワーク（仮）が中⼼となって取り組む

受⼊家庭の確保対策に係るスケジュール（案）

予算・財源

●各市町村の負担
◇地域おこし協⼒隊・専⾨⼈材に係る経費
◇独⾃に⺠泊推進に係る事業を⾏う場合は、所要額の予算措置が必要

（例：体験プログラム作成、Wi-Fi・体験施設等整備 等）
※財源等は下記のものが考えられる

・農⼭漁村振興交付⾦（農泊推進対策）〔農林⽔産省〕
・地域おこし企業⼈交流プログラム〔総務省〕
・外部専⾨家（地域⼒創造アドバイザー）招へい事業〔総務省〕

●もがみ地域⺠泊推進ネットワーク（仮）の負担
◇参加事業者等がそれぞれの負担で活動することを想定
◇国・県等の交付⾦・補助⾦を活⽤する場合、活動地域となる⾃治体と連携して

申請する

※当ネットワークが法⼈化（⼀般社団法⼈、NPO、株式会社等）する場合の
⾃治体、企業の負担については将来的な課題とする
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⺠泊の幅広い受⼊に向けて－インバウンド対応－

教育旅⾏は春・秋に実施されるため、冬季間は
雪を活⽤したインバウンドの誘客に取り組む
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（※H21~H28⼭形県観光者数調査より）
（観光庁「訪⽇外国⼈消費動向調査」より）

⽇本滞在中の利⽤宿泊施設における「その他」利⽤率の推移

※「その他」は、ホテル、旅館、別荘・コンドミニアム、学校の
寮・会社所有の宿泊施設、親戚・知人宅、ユースホステル・
ゲストハウスを除く宿泊施設

・訪⽇外国⼈旅⾏者が⽇本滞在中に利⽤した宿泊
施設のうち、⺠泊を含む「その他」の利⽤率が増加し
ており、旅館（18.2%）に迫る勢い。



外国⼈選考のクールジャパン賞に古⺠家ステイや農泊！
⺠泊分野の魅⼒度の⾼さ、鮮明に

2017/11/26 記事
⼀般社団法⼈クールジャパン協議会（本部・京都市）は25⽇、外国⼈が審査員
となって選考する「COOL JAPAN AWARD 2017」の受賞結果を発表した。

アワードでは、⺠泊や古⺠家ステイなどの関連分野では、南信州観光公社（⻑野
県）が提供する「農家⺠泊」、特定⾮営利活動法⼈おぢかアイランドツーリズム協
会（⻑崎県）の「五島列島⼩値賀島の古⺠家ステイ」、⼀般社団法⼈全国古⺠
家再⽣協会の「古⺠家再⽣」が選ばれた。

COOL JAPAN AWARDの2015年版では⺠泊・農泊・観光関係などの受賞は⽬
⽴たなかったが、今回のアワードでは⺠泊や古⺠家ステイなどの注⽬を集める結果と
なった。

COOL JAPAN AWARDは経済産業省や外務省、観光庁などが後援し、世界各
国の外国⼈100⼈が応募内容を審査するというもの。2015年に初めての審査・発
表が⾏われ、2回⽬となる今年は、応募104件の中から26件を受賞対象として発
表された。受賞対象には「CJ（クールジャパン）マーク」の使⽤が認められる。
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おわりに

◆新庄最上定住⾃⽴圏共⽣ビジョン
広域観光分野の具体的な連携事業３・・・教育旅⾏の受⼊事業
【事業内容】

仙台・関東圏の⼩・中学⽣を主なターゲットに、圏域内市町村で提供できる
農家⺠泊・宿泊施設、農業体験・⾃然体験等の情報を共有化し、最上地域全
体での受け⼊れ体制を整備していく。

◆最上地域観光協議会の取組み（H29）
ねらい・・・通過型から滞在型観光への転換と、持続可能な観光誘客の基盤づくり
取組み・・・教育旅⾏の誘致、グリーンツーリズムの促進

本提案の実⾏により推進が可能

〔“情報発信⼒の強化”とは〕
○情報発信⼒の強化＝SNSの活⽤？映像・動画によるプロモーション？

⇒テクニックは専⾨家の知⾒を活⽤すれば対応可能
◎情報発信の根底には、地域全体が地域の魅⼒を認識し、誇りを持つことが必要

⇒本提案を推進することで、そういった機運が醸成される
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最上地域観光ビジョン
（素案）

「情報発信⼒強化による交流⼈⼝の拡⼤」検討チーム

平成29年12⽉

最上地域政策研究所

資 料
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１．はじめに
〇観光は、我が国の最重要課題である人口減少問題に対する方策の一
つとして期待されている。管内においても、人口減少や少子高齢化が急
速に進行している中、交流人口の拡大による地域活性化が期待されて
いる。

〇近年、旅行スタイルはこれまで主流であった団体旅行から、多様なニー
ズを持った個人・小規模グループ客を中心とした形へと変化し、また、
東アジアを中心として外国人の増加など、観光を取り巻く環境は大きく
変化してきており、この変化に適切に対応していくことが交流人口拡大
にとって必要である。

〇本ビジョンは、先進地視察や大学教授、旅行業者等の有識者との勉強
会など、これまでの調査研究活動を通して整理してきた観光を取り巻く
情勢から、この地域に必要な新たな観光振興戦略の方向性を素案とし
てまとめたものである。
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２．最上地域の現状（人口）

3

○最上地域の人口減少は県内他地域に比べ減少率が大きく深刻
○今後の地域の担い手となる若い層（0～39歳）の減少率を見た場合、10%以上の減少率で推
移しており、さらに深刻
→人口減少による影響（経済縮小、地域の担い手不足、住民の諦め感による地域活力の低下）
が今後一層深刻になることが懸念される。

⇒交流人口の拡大に向けた戦略的取り組みが必要

【⼈⼝増減率の推移】

（国勢調査より）
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２．最上地域の現状（観光者数）

○最上地域は、県内他地域と比較し低位で推移してきており、観光者数は過去20年の期間で見て
も横ばいで推移

○市町村別では最上町が伸びているが、「川の駅ヤナ茶屋もがみ」の影響によるものと考えられる。
○県内市町村の平成28年度観光者数でみると、新庄市、最上町、戸沢村は県内で中位、他の町
村は下位に位置している。
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【地域別観光者数の推移】 【市町村別観光者数の推移】 （「⼭形県観光者数調査」より）

２．最上地域の現状（観光者の動向）

5

○従来型の観光（温泉観光地、名所旧跡）に関しては、長期的に減少傾向が続いており、人口
減少社会においては恐らくこの傾向は今後も続くものと考えられる。

○一方、「その他の観光地」が伸びているが、「白糸の滝ドライブイン」「川の駅ヤナ茶屋もが
み」「産直まゆの郷」の立ち寄り施設の利用者の占めるウェイトが大きい。
⇒ 最上地域は通過型観光の特性が色濃く出ている

【観光地類型別観光者数（最上地域）の推移】 （「⼭形県観光者数調査」より）
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２．最上地域の現状（インバウンド）

6

○管内を訪れる外国人の数は、県全体から見るとまだまだ少ないが、伸び率は年々高まって
いる。

○管内の民泊体験をした外国人の感想を聞いたところ、「楽しかった。また来たい」との声があ
り、プロモーションと受入体制の充実により今後も増加が期待できる。
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【外国⼈旅⾏者受⼊実績の推移】

○外国⼈旅⾏者の声（マレーシア）
・農作業体験は初めての経験で楽しかった。季節
ごとに、その時期にしかできない体験もしてみたい。
次回は春に⼭菜採りで家族を連れてきたい。
・何か体験（農作業、郷⼟料理作り、郷⼟芸能、
⾃然散策など）をしたい⼈であれば来るのでは
ないか。

○外国⼈旅⾏者の声（タイ）
・⾃然豊かなところ（最上峡、幻想の森）と、歴
史・⽂化（肘折温泉街、地蔵蔵、神社）を知
れてよかった。
・⼭菜やてんぷら（野菜、きのこ）など、おいしかっ
た。
・楽しかった。また季節を変えて来たいｌ（冬の
豪雪など）

（「⼭形県観光者数調査」より）

３．観光を取り巻く大きな変化
■旅行者ニーズや動向が変化

その地域にしかない「自然」や「歴史・文化」「食、暮らし」など、地域の生活や文
化に触れる、地域の人と交流する体験を求める旅行者が増加している。

訪日外国人の行動を見ると、「日本食を食べること」「繁華街の街歩き」「ショッピ
ング」などは次回実施したいと思う比率は低くなっているが、これに対して「自然体
験ツアー・農漁村体験」や 「四季の体感」などの体験型の活動を次回実施したいと
思う比率が高くなっている。
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【訪⽇外国⼈の⽇本滞在中の⾏動（全国籍・地域・複数回答）】

（観光庁「訪⽇外国⼈消費動向調査（平成29年7-9⽉期）より） 7



３．観光を取り巻く大きな変化

8

■旅行者ニーズ・動向に対応した地域資源の再評価が必要

来訪者から⾒えない部分に地域の価値がある！！

この部分を体感してもらう
観光プログラムをいかにつく
れるかがポイント。（株式会社ジェイティビー 萩野隆⼆⽒の資料より）

３．観光を取り巻く大きな変化
■各地でニューツーリズムの動き

従来の物見遊山的な観光旅行に対して、これまで観光資源としては気づか
れていなかったような地域固有の資源を新たに活用し、体験型・交流型の要素
を取り入れた旅行形態

9



３．観光を取り巻く大きな変化

10

■各地で「観光」のとらえ直し

○これまでの観光振興施策 「観光地づくり」

温泉地や観光施設などへの集客を目的とした主に観光関連事業
者のための施策

これまでの「観光地づくり」では、地域の活性化に結びついてい
ないのではないか？

旅行者のニーズや動向に対応していないのではないか？

各地で「地域づくり」と「観光」をつなげる取組み（「観光地域づくり」）
※観光を「⽬的」ではなく、地域活性化のための「⼿段」としてとらえる

「うちは観光地じゃないから観光は関係ない」 ⇒ 関係する

３．観光を取り巻く大きな変化

11

■「観光」のとらえ直しによる旅行形態の転換

地域社会が主体となって地域のあらゆる資源を活用し、交流を促進す
ることで、地域の魅力や活力を高める活動

観光地域づくり

滞在交流型観光
これまでの観光地や観光施設等を駆け足で見て回る周遊型観光から、
「まち歩き・体験」や「住民との交流」を通して、その地域ならではの魅
力（暮らしぶり）に触れてもらう。

観光客向けの観光 地域の誇りに来訪者が触れる観光

⼀⾒さん相⼿の観光 リピーターを確保できる観光



４．最上地域の課題とは（ＳＷＯＴ分析）

12

○最上地域に必要な観光戦略を検討するにあたり、ＳＷＯＴ分析により最上地域の観光を取
り巻く内部環境（強み、弱み）と外部環境（機会、脅威）について情報を整理

○ユネスコ無形⽂化遺産の「新庄まつり」 ○イベントに依存した観光誘客
○知名度がある「最上川⾈下り」 ○宿泊のキャパシティ不⾜
○伝承野菜や歌舞伎などの伝統⽂化が残っている ○通過型観光（滞在時間が短い）
○⼿つかずの⾃然、巨⽊が残っている ○有名観光地が少なく、分散しており、２次交通も不便
○地域の⼈々の魅⼒（温かさ、優しさ、素朴） ○インバウンド受⼊体制の遅れによる誘客機会の逸失
○⼾沢村が県内でも教育旅⾏（⺠泊）受⼊先進地域 ○マーケティングに基づく戦略的な情報発信やプロモーションが不⼗分

○滞在プログラムや体験メニューなどの商品開発ノウハウが不⾜
○観光協会の財源、組織体制は脆弱で、⾏政に⼤きく依存

○団体客の減少と個⼈・少⼈数の増加 ○過疎・⾼齢化
○地域資源を活⽤した体験、交流型観光への需要増加 ○観光地域づくりに積極的に取り組む他地域との競争激化
○訪⽇外国⼈の増加、ＦＩＴ（個⼈旅⾏者）の増加 ○各種担い⼿不⾜
○国や県のインバウンド対策の強化
〇国が農泊を積極的に推進
○県が教育旅⾏を積極的に誘致

プラス要因 マイナス要因

内
部
環
境

外
部
環
境

弱み（Weakness）強み（Strength）

機会（0pportunity） 脅威（Threat）

４．最上地域の課題とは

１．通過型観光
・地域内での観光消費の機会が少なく経済効果が薄いのでは

・景勝ポイントなどでしかバスを降りず、住民との交流が少ないのでは

・真の自然の豊かさや奥深さ、真の地域の姿が伝わらないのでは

２．知名度の低さ
・他地域との差別化（ブランド力）が弱いのでは

３．推進体制の弱さ
・集客力のある観光施設をあまりない最上地域において、体験・交流を求める

動きはプラス要素と考えられるが、それを生かし切れていないのでは

・行政が中心となっており、単発的なイベントが多いのでは

行政の特性として、事業の継続性が低いこと、公平性や平等性が求め
られるため特徴ある取組を行えないこと、数年毎の人事異動により専門
性が組織内に蓄積しにくいことが要因か

13



５．今後の観光振興方策
■「滞在交流型観光」への転換に向けて

戦略１：地域と市場をつなぐ

戦略２：まちとまち、人と人をつなぐ

戦略３：戦略をつなぐ

14

〇誘客を巡る地域間の競争がますます厳しくなる中で、従来のように地域から
一方的に情報を発信して管内への来訪を期待する手法のみでは限界。

〇「この地域を選んでくれる人は誰か？」 「この地域は来訪者にどんな価値を
与えることができるのか？」といった発想が必要。

〇自治体単独では、ヒト（人員、人材）、モノ（資源）、カネに制約があることは
明らか。

〇自治体を含む多様な関係者を巻き込むとともに住民が主役となる仕組みが
必要。

〇民間の専門人材を配置して戦略的に取り組む地域が多い中で、従来の行
政中心の進め方では限界。

〇中長期的な戦略を継続して取り組んでいける推進体制が必要。

戦略１：地域と市場をつなぐ
■地域独⾃の価値（地域らしさ）の確⽴
○従来の「観光資源」という概念からは外れるような「当たり前の生活の一部」も、
大きな魅力をもつ資源である場合が少なくない。地域の姿やあり方をこれまでと
は違った視点でとらえ直し、他の地域と差別化できるものを探す。

■滞在プログラムの造成・提供
〇観光資源を、来訪者に滞在してもらうためにターゲットとなる層のニーズや
動向を分析したうえで、来訪者に選択してもらえるような滞在プログラムとし
て造成。

15

地域の資源 マーケット

新たな視点で
とらえ直し

マーケティング

国内外から選択される滞在プログラムの提供

・顧客ニーズの把握
・コンセプトの設定
・ターゲットの設定



戦略２：まちとまち、人と人をつなぐ
■広域連携推進の仕組み
〇複数の観光地が、それぞれの特性を生かし、連携することで、宿泊や体験などの
選択肢が増え、旅行者の滞在時間延長や再来訪意向につながるメリットがある。こ
のためには、現代の旅行者ニーズに合わせた様々なストーリー（物語）で地域資源
をつなぎ合わせる機能が必要。

○観光地域づくりの観点から、地域組織（各市町村）と広域組織がそれぞれ機能分

担しながら連携することが重要。

16
（⼤杜 充著「地域プラットフォームによる観光まちづくり」より）

●地域組織（各市町村・観光協会）
地域固有の観光資源の維持、発掘や磨き上げ、地域観光地で

の受入対応やもてなし向上など、各市町村内での観光振興を担
う。地域づくりに必要とされる知識やスキルが必要。

●広域組織
広域のメリットを活かした各地域資源を結びつけた魅力づくり

や、各地域の観光情報を一括して圏域外に発信し誘客活動を
行っていく役割を担う。マーケティングや戦略立案の知識やスキ
ルが必要。

戦略２：まちとまち、人と人をつなぐ
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■今後は地域づくりの主体である住⺠が主役
○来訪者の「満足度」が高いことが、必ずしも「再来訪（リピート）」にはつながらない。

○来訪者にとって、その地域が、「特別な」「大切にしたい」「期待に応えてくれる」存
在であることが再来訪につながる。

満⾜度 紹介意向 再来訪意向
良い思い出ができた 1 1 10
癒された 2 3 4
リフレッシュできた 3 5 8
⼼が豊かになった 4 1 5
今後期待に応えてくれる 5 4 3
わくわくした 6 7 8
ゆっくりできた 7 10 7
⼤切にしたい 8 6 2
良いイメージ 9 8 9
特別な存在 10 9 1
特別な対応 11 11 11

（観光庁「観光地の魅⼒向上に向けた評価⼿法調査事業 報告書」より）

【「⾮サービス品質・価値」と『満⾜度、紹介、再来訪意向」との相関係数の昇順】

そのための重要な要素は、“⼈（地域住⺠）”
“来訪者”と“地域住⺠”とのつながり

自分たちの地域を誇
り、地域の活性化の
ために行動できる人
を育てることが重要



戦略２：まちとまち、人と人をつなぐ
■観光事業の担い⼿の拡⼤
○観光産業が発展しているとは言えず、観光事業に関わる関係者が限られている

が、今後は、生産者や商工業者、ＮＰＯ、地域住民など地域の多様な主体にま
で広げ、互いに連携・協力することが必要。

○地域おこし協力隊が起業した企業・団体を観光地域づくり事業に積極的に関与
させることで仕事を作りだすことや、管内の外国人研修生やＡＬＴ（外国語指導
助手）からインバウンド対応について協力を得ることも考えられる。

18

行政

観光協会

ホテル
旅館

観光施設土産物店

交通事業者

これまでの主な担い手

拡
大

拡
大

農業団体

ＡＬＴ・研修生

商工団体

農業生産者

小売・サービス業

地域おこし
協力隊

地域づくり
団体

製造業自然保護
団体

教育機関

民泊観光関連施設

戦略３：戦略をつなぐ（持続可能な推進体制）
○中長期的な戦略性をもって、観光地域づくりの取組みを継続的に実施することが
できる推進組織（観光地域づくり推進組織）が必要。
【機能】◇観光地域づくりの基本方針の策定・関係者間の共有

◇市場に対するマーケティングの実施

◇地域に対するマネジメント

○そのためには、地域づくりの方向性等を企画・立案し、関係者間の調整等を行う
民間の専門人材としての「観光地域づくりマネージャー」が必要。
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観光地域づくり推進組織
【観光地域づくりマネージャーを配置】

地域観光協会 商工団体 農業団体

地域づくり団体

行政

マーケット

プロモーション ワンストップ窓口

マネジメント機能

マーケティング機能

交通事業者

地域内の多様な主体の連携



６．地域が目指す将来像

○来訪者の増加による宿泊、物産、交通など消費拡⼤による地域経済への寄与
○地域の活性化

地域づくり活動によるコミュニティ活性化、地域住民の自信と誇りの再生、
来訪者増加に伴うコミュニティビジネスの展開

○「関係⼈⼝」（※）の増加
地域住民との交流・つながりを通して、地域への思いを持ち、地域と何らかの

関わりを持ちたい人が増えることで、特産品の購入、ふるさと納税、頻繁な訪問、
現地ボランティア活動、二地域居住、将来的な移住・定住につながることが期待
できる。

※「関係人口」…「定住人口」でも「交流人口」でもなく、住んでいなくても、地域に多様に関わる人々のこと

（田中輝美著「関係人口をつくる」より）

○若い⼈の定住・定着への寄与
地域が元気になることで若い人が地域に目を向けるきっかけとなる。

地域が主体となり、その⾃然、歴史、⽂化等の地域資源の保全・再⽣、価値の向上に
より、地域の⽇常空間に観光客が継続的に訪れることによる活⼒ある地域社会

期待される効果
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＜解説＞ 

「滞在交流型観光への転換による観光地域づくりの推進」 

●はじめに —研究活動の視点— 

 我々のグループは、｢情報発信力強化による交流人口の拡大｣を研究テーマに活動してき

た。その成果として、｢滞在交流型観光への転換による観光地域づくりの推進｣について施

策提案する。 

 人口減少による域内消費の落ち込みは地域経済の縮小をもたらす。それに歯止めをかけ

るには、交流人口を拡大し、域内に来訪者を迎え、域内で消費してもらうことが必要とな

る。地域の資源を活用した交流人口の拡大による地域活性化の取り組みは全国各地で活発

に行われており、最上地域の各市町村においてもそれぞれの総合戦略に記載されていると

ころである。 

 全国各地での誘客競争が激しい中で、地域の魅力を活かして交流人口の拡大を図り、い

かに最上地域の活性化につなげていくかを研究活動の視点とした。 

 

●観光を取り巻く環境の変化 

 旅行者のニーズ・動向は、団体旅行から個人旅行へと移り変わり、自然、歴史、文化に

育まれた地域の暮らしを住民との交流を通じて体験・体感することを求める旅行者が多く

なってきており、その地域ならではの魅力や感動が注目されている。 

 新たなニーズ・動向への対応が求められる中で、地域での観光のあり方が見直されてい

る。観光施設や名所旧跡を主体とした、観光事業者が主導する旧来型の観光地づくりから、

観光と地域づくりを連動させて、地域の多様な資源を活かして地域住民が主役となって活

動する「観光地域づくり」へと移行している。 

 旅行形態も主な名所旧跡を訪れる物見遊山のスポット型観光・通過型観光から、地域の

日常空間を楽しむ滞在交流型観光へと転換が図られている。 

 来訪者の域内回遊により滞在時間を増やすことで域内消費の増加が期待でき、来訪者と

地域住民との交流により満足度を高めることで再来訪・リピートが期待できる。 

 経済効果だけではなく、地域に対する自信や誇りの醸成、住民の生きがいづくりにもつ

ながるものとなっている。 

 

●観光地域づくりの取り組み 

 観光地域づくりは、住んでよし・訪れてよしの地域を理想に掲げている。地域資源の保

全・再生・価値の向上が、地域の自信と誇りの醸成につながり、地域コミュニティの活性

化に結び付くこと、また、交流人口の拡大が図られることにより、域内消費が増加して、

雇用・所得・税収の確保に結び付くことが期待される。まちづくりと観光振興を両輪で取

り組むことで観光地域づくりが実現される。 

 事例として徳島県西阿波地域の取り組みを紹介する。この地域は、急傾斜地での植物資

源を利用した伝統農法を継承して、自然と共生する独自の文化、高地集落の暮らしを守り

続けている。その桃源郷のような地域らしさを｢千年のかくれんぼ｣をコンセプトに地域独



自のブランドとして魅力を発信するとともに、地域住民との交流から歴史や秘境を体験・

体感するツアーとして滞在プログラムを提供している。観光地域づくりを進める体制とし

て｢にし阿波～剣山・吉野川観光圏協議会｣が設立され、推進組織として｢一般社団法人そら

の郷｣が｢教育旅行事業部｣と｢観光圏事業部｣を設置して地域の多様な主体と調整しながら

各種事業を展開している。 

 

●最上地域の現状と今後の方策 

 最上地域の現状について改めて整理すると、自然、歴史、文化や地域に息づく暮らしな

ど地域の多様な資源の有効な活用が不十分であり、旅行者の多様なニーズに対応できてい

ない。域内消費の機会に乏しく経済効果が薄いほか、景勝ポイント以外での住民との交流

が少なく、地域の真の姿・本物の魅力が十分に伝わらないために、通過型観光から転換で

きていない現状にある。今後は、時代の流れを踏まえた観光のあり方が必要であり、滞在

交流型観光への転換が求められている。 

 そのために必要な方策として、 

①選ばれる魅力的な商品づくり 

   自然・歴史・文化・暮らしなどの地域資源から独自の価値を明確化する。 

   ブランド戦略に基づいて滞在プログラムを造成して磨き上げる。 

②受入体制の充実 

   地域住民の参画を得るとともに多様な関係者との連携・協力を図る。 

③推進体制の整備 

   地域の観光振興を戦略的に推進する組織を設立して専門人材を配置する。 

 が挙げられる。 

 

●施策提案 

 滞在交流型観光への転換により観光地域づくりを推進し、交流人口の拡大、地域の活性

化を図るため、｢民泊による教育旅行の受入拡大｣に取り組むことを提案する。 

 ｢民泊｣、｢教育旅行｣に着目した理由としては、 

・最上地域の暮らしぶりの体験、地域住民との深い交流に最適であること。 

・戸沢村、最上町など、最上地域でも民泊に取り組んできた実績があること。 

・国では“農泊”を積極的に推進する支援施策を展開していること。 

・一般旅行者向けの体験プログラムは全国的に誘客に苦戦している中で、教育旅行で

あれば、まとまった人数の誘客が容易であること。 

・保護者や教師など周囲の大人からも評価を得ることで再来訪が期待できること。 

・山形県知事をトップにして教育旅行の誘致に積極的に取り組んでいること。 

が挙げられる。 

 

●「民泊」とは 

 そもそも民泊とは、 

①無償で見知らぬ旅人にご飯や宿を提供すること 

②農家民宿のような田舎体験型、ホームステイなどの交流型の宿泊 



③インターネットの仲介サイトを通じて、個人宅やマンションの一室を貸し出すこと 

④一時的に地域の宿泊施設のキャパシティを越える来訪者へ宿泊環境を提供すること 

 の４つに分類することができる。 

 今回提案するのは田舎体験型・交流型の宿泊（上記②）だが、受入家庭・協力家庭を確

保・拡充することにより、新庄まつりの際などに想定されるイベント民泊（上記④）にも

対応が可能になると考えている。 

 

●先進事例 

 先進事例を研究するため、徳島県西阿波地域の｢一般社団法人そらの郷｣と長野県南信州

地域の｢株式会社南信州観光公社｣を視察訪問した。 

 先にも紹介した｢一般社団法人そらの郷｣は、徳島県西部の２市２町で構成するにし阿波

～剣山・吉野川観光圏が観光庁より認定され、独自ブランド確立と魅力ある地域創造のた

めに事業を主体的に推進する組織として設立された。農林業・自然環境・歴史文化などの

資源を総合的に組み合わせて、民泊による体験型教育旅行やインバウンドの受入推進に取

り組んでいる。 

 ｢株式会社南信州観光公社｣は、｢ほんもの体験｣や｢体験教育｣がコンセプトの飯田市の体

験教育旅行誘致事業をきっかけとして飯田下伊那 18 市町村全域での事業展開の構想が生

まれて設立された。農家民泊など地域の自然・歴史・食を活かした体験観光の取り組みを

展開するほか、周辺の旅館・ホテルの宿泊者数も増加するなど、地域全体の交流人口が拡

大している。｢本物にこだわったプログラム｣、｢適切なコーディネート｣、｢継続的な地域づ

くり｣などの取り組みのノウハウは全国から注目を集めている。 

 

先進事例の視察・調査から得られたものをまとめると、以下のとおりとなる。 

①事業を円滑に実施するためには、地域の内外双方に対してのワンストップ窓口機能

が必要であるとともに、いずれも旅行代理店の勤務経験のある人材が組織の中心で

重要な役割を担っていたことから、専門性の高い人材の配置が望ましいこと。 

②民泊の手配は戸別訪問・個別依頼ではなく、地区・行政組織に一括して依頼する形

態を確立することで、事務局機能をもつ組織の負担が軽減され、受入家庭の確保・

拡充にもつながっていること。 

③役職や活動はさまざまであるが、地域づくりマネージャー・地域コーディネーター

といった人材が主体的に活躍しており、住民が主役の事業が展開されていること。 

これらの取り組みは、受入態勢の整備につながっている。 

④滞在プログラムは多様な選択肢を準備することが体験型観光を推進するには強みと

なること。 

⑤本物にこだわった体験による感動の共有が訪問・受入の双方の満足度及び教育効果

を高めること。 

⑥交流を通じて共感を呼ぶ体験コンテンツの開発・造成により、｢コミュニケーション

ツーリズム｣＝｢交流観光｣の拡大を目指していること。 

これらの取り組みは、体験プログラムの充実を図るには不可欠である。 

⑦資源を活用した交流人口の拡大によるコミュニティの活性化は地域に対する自信や



誇りを再生する効果が期待できること。 

これこそ、観光振興とまちづくりが一体となった観光地域づくりであると実感した。 

 

 山形県内でも西川町において、滞在型観光をビジネス化して地域活性化を図るため、コ

ミュニティビジネスの柱となりうる｢農泊｣の推進に取り組んでいる例がある。 

 ｢西川町農泊推進協議会｣を立ち上げて、台湾を中心とした海外からの誘客や都市住民と

の交流拡大によって地域活性化を目指している。 

 

●最上地域の教育旅行の現状 

 最上地域の教育旅行の現状を見てみると、受入数は平成 20 年をピークに右肩下がりで

減少している。 

 受入町村の課題は１０８ページ下段の表に示しているとおりだが、共通しているのは少

子高齢化や家庭環境の変化による受入家庭の減少と担い手の不足である。戸沢村では、生

徒数が 200 名を超える大規模な学校の受入の打診を毎年断っているとのことで、受入家

庭の減少によってチャンスを逃している状況にある。 

 このような課題を受けて、持続的に教育旅行を受け入れる体制を確立するため、以下の

3 点に取り組む必要がある。 

 

①体験プログラムの充実 

｢最上地域の普通≠観光客の普通｣と記載したが、これが意味するところは、最上地域

では当たり前のことでも外から見るとそれらが新鮮であったり魅力的に見えたりすると

いうことである。 

外部の目(モニターツアーや講習会)を利用することで埋もれた地域資源にスポットを

当てて体験プログラムに活用する。 

また、ただ体験するだけではなく、学校のニーズに対応して、学習に結び付くような

プログラムを開発することで、地域の魅力に目を向けてもらう。 

例えば、最上地域において普及しつつあるバイオマス発電などを体験プログラムかつ

学習材料として活用できれば、新たな武器になると思われる。 

 

②広域連携の推進 

連携の枠組みは、１１０ページ上段の表に示したような形を想定している。 

「もがみ地域民泊推進協議会（仮）」は行政及び観光協会で構成することとし、民泊推

進のための方針の決定などを行う。 

また、インバウンド推進や民泊推進に長けている旅行業界に精通する専門人材をこの

協議会の中に配置する。主な役割は、プロ目線で戦略を方針に反映させることと民泊推

進ネットワークの支援となる。 

「もがみ地域民泊推進ネットワーク（仮）」は教育旅行実施事業者により構成し、実働

部隊としての機能を担う。主な役割は、受入窓口機能、受入家庭確保、商品開発、プロ

モーション活動、インバウンド推進等となる。 

それぞれの役割が果たされるように、協議会に配置している専門人材が支援すること



とする。 

各市町村は、協議会と連携して地域の合意形成や地域おこし協力隊の募集などを行う。

協力隊はネットワークと連携しながら受入家庭の支援を行う。 

  本提案を実施するにあたり、広域連携に向けた当面のスケジュールは、15 ページの

表に示したとおりとなる。 

  初年度は、各組織の立ち上げを行い、次年度の受入に向けた準備を行う。 

  協議会は方針の決定、専門人材の確保、勉強会の開催など、ネットワークは受入家庭

の確保、体験プログラムの磨き上げ、プロモーションなどを行う。各市町村は地域おこ

し協力隊の募集や民泊推進にむけた事業の検討、予算の確保を行う。 

  2 年度は、初年度の取組みを継続しつつ実際の受入を行う。 

  3 年度は、受入後の課題を改善しながら取り組みを継続していく。 

 

③受入態勢の拡充 

  受入家庭の確保は、ネットワークが中心となり、各市町村と連携して取り組む。 

  スケジュールは１１１ページ下段の表に示したとおりだが、最初は不慣れな面もある

と思われるので、当面は市町村が中心となり行っていくことになる。 

 

●予算・財源 

 各市町村の負担としては、地域おこし協力隊・専門人材に係る経費や、独自に行う民泊

事業に係る経費が考えられる。それらを賄うための財源としては、農林水産省の｢農山漁村

振興交付金｣や総務省の｢地域おこし企業人交流プログラム｣、｢外部専門家招へい事業｣が活

用できる。 

 民泊推進ネットワークは、参加事業者が各自の負担で活動することを想定し、国や県の

補助金を活用する場合は、活動地域となる市町村と連携して申請することとなる。 

 

●インバウンドへの対応 

民泊の幅広い受入に向けて、インバウンドを活用することも提案する。教育旅行の実施

は春と秋が多いため、夏と冬は受入時期としては閑散期にあたる。この時期をどう有効活

用するかが課題であるが、解決のヒントとなるのがインバウンドである。 

山形県及び最上地域を訪れる外国人旅行者は右肩上がりで増加しており、平成 28 年に

最上地域を訪れた外国人は 12,600 人で、うち台湾人は約 78％を占めている。台湾では

｢雪｣が降らないため、最上地域の｢冬｣は十分な武器となる。 

さらに、観光庁の訪日外国人消費動向調査によれば、外国人の滞在中に利用した宿泊施

設として、民泊を含む｢その他｣の利用率が増加している。この先も増加することが予想で

き、今後ますます民泊の需要は高まっていくことになりそうである。 

春秋は教育旅行、冬はインバウンドという方針であれば、年間を通しての民泊利用を見

込むことが可能となる。 

あるネット記事の抜粋を紹介する。要約すると、100 人の外国人によって選出される

｢cool japan award 2017｣に民泊関連のものが選ばれたということである。つまり、外

国人には民泊が魅力的に見えるということである。 



また、先日、戸沢村にタイとマレーシアから民泊利用があった。その感想では、 

・文化の違いがあって面白い。 

・季節ならではの体験ができてよかった。 

・自然豊かで、歴史と文化も学べた。 

・初めて食べるものばかりだったが、おいしかった。 

 など民泊に対してのポジティブな感想が挙げられた。 

 まだまだ最上地域自体の知名度が不足している状態であるが、十分に外国人に対して魅

力を伝えていける地域であると感じる。 

 

●おわりに 

 研究テーマである｢情報発信力の強化｣については、一般的に SNS や広告媒体を利用し

てのプロモーションが思い浮かぶ。しかし、それらは一つの手段であって、情報発信の根

底には、地域全体が魅力を再認識して、誇りをもつことが重要であると考えている。誇り

をもつことで地域全体が情報を誘客のための武器として認識でき、発信につながっていく

と考える。 

 新庄最上定住自立圏共生ビジョンや最上地域観光協議会の取り組みにも｢教育旅行｣とい

うキーワードが登場する。山形県としても｢教育旅行｣の誘致に取り組んでいる。今回の提

案の実行により最上地域での推進が可能になり、交流人口の拡大が図られ、地域経済の活

性化につながることが期待できるものと考えている。 
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