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7月 アプリの完成、運用 

８月 アプリの運用 

（どんどん祭り） 

１０月 産業教育フェア発表 

１１月 全国発表会 

２月 県内発表 

石川 楓花・今井 紗菜 

喜多 愛香・久保田ひまり 

高崎 滴久・中川 拓斗 

中島 詩聞・中出奈央斗 

藤田絵里花・山本 楓子 
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小松商業高校は、日頃から、地域に根付き、地域と密接に関わった取り組みを行って

います。 

毎年、コミュニティアプリを効果的に活用し、地域の活性化をめざす事を目的とし

て取り組んでいます。昨年度の生徒は、金城短期大学の教授や様々な方々のご協力の

もと、観光アプリ「きてねっと」を開発することができました。 

私たちは、『観光について学んだう 

えで、外国人観光客を少しでも増やす 

ためのアプリを自分たちで開発し、石 

川県の観光を盛り上げる』ことを目的 

として取り組み始めました。そして、 

昨年度よりさらにグレードアップでき 

るよう研究を重ねてきました。 

 

～過去の課題研究～ 
 

 

 

カナカン株式会社様にご協力をいただき、 

    小松のソウルフード「塩焼きそば」味のドレッシングを 

            完成・販売することができました。 

 

 

 

 

 

株式会社ＧＵ様が本校生徒と協力し、 

若い世代からの売り上げ向上させる 

取り組みを行いました。 

  

 

 

株式会社ＣＰＵ様にご協力いただき、 

                    小松市を案内する観光アプリの 

                             開発を行いました。 

 

商品開発 

マーケティング調査 

観光アプリ開発 

はじめに 

４ 

 



 
小松検定は、NPO 法人ふるさと小松検定が毎年実施して

おり、今回で 14 回目となります。2016 年度に新たに「メ

モリアルコース」が新設されました。これは、小松市の記

念事業に合わせた内容となっております。 

 今年 2018年のメモリアルコースのテーマは、2016年 4月に日本遺産に認定された【珠玉

と石の文化】です！ 

メモリアルコースはこれからも続く予定ですが、その年のテーマでの試験は 1 回限りで

す！ 

 「珠玉と石の文化」にご関心のある方は、是非ご参加下さい。 初級～上級編・過去問・

これまでの合格率などの情報は主催者である NPO 法人ふるさと小松検定のホームページ 

をご覧下さい。 

 

主催者：NPO法人ふるさと小松検定 共催：小松商工会議所、小松商業高校 

 

 

実施概要 

日時 

 (注意)初級～上級は 50題 30分 

メモリアルは 25題 20分  

場所 

小松商業高校  

検定料 

 一般：各 500円 

 高校生以下：無料（受付にて学生証等提示）  

申込み 

申込先：小松商工会議所 

 申込方法：申込書に必要事項を記載し、検定料を添えて申し込み下さい  

その他 

出題形式は 5択問題でマークシート方式です。 

80点以上の正解で合格となります。合格証は後日郵送します。 

テキスト・ドリルはホームページからダウンロードできます。また、申込みの際にお貸し

することもできます。 

（ドリルは希望者全員、テキストは中級・上級受験者のみ） 

 

毎年、小松商業ここで行われています。試験監督や採点業務を小松商業の生徒が行っています 
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小松検定の実施 



 
昨年度の活動目標と内容の紹介 

昨年度は株式会社シーピーユーと協力して「来てねっと」というアプリケーションを開発

しました。 

   コミュ二ティアプリを効果的に活用した地域づくり 

        ～ICTを活用して地域の活性化を目指す～ 

 

【育成する人材】         

地域が抱える課題を ICTで解決することができる人材を育成 

 

 

 

 

 

    ICTの知識・技術を活かした        商業で学んだ知識を活かして 

   アプリの開発や運用ができる力          情報を発信する力 

    プログラミング能力      マーケティング能力 

 

高校生目線の調査 

 

 

 

 

アプリ利用促進のための                  アプリ技術講習会 

 マーケティング                     プログラミング 

【株式会社レグテック】                 【金城大学短期大学部】 

 

 

 

 

 

小松市の現状を理解する         アプリ開発 

～強みと弱み～         【株式会社レグテック】 

【小松市観光交流会】 

           

地 域 貢 献 
       ◇◇ 地域が抱える課題を理解し解決していく ◇◇ ６ 



 
『きてねっと』とは 

昨年度私たちの先輩は、株式会社シーピーユーの協力により「コミュニティアプリを効果

的に活用した地域づくり」としてＩＣＴを活用して地域の活性化を目指すことを目標にし

た課題研究を始めました。その過程で地域活性化に貢献をするためのサービスとして作ら

れたものがきてねっとです。 

きてねっとは、各地域の商工系団体や観光系団体が共有して

利活用でき、地域内外そして国内外含む、来訪者に簡単に情

報発信できるクラウド型プラットフォームサービスです。 

 

主な特徴  

１．地域包括ＳＮＳ型情報発信プラットフォームシステム 

２．エリア内のＷｉ－Ｆｉとのワンストップ自動接続 

３．簡単情報発信、１６か国語自動翻訳 

４．マップとのリアルタイム連携 

  ・エリア情報マップ 

  ・位置情報と連動した店舗情報を表示 

  ・ナビ機能 

  ・ルート表示機能 

５．iBeacon（アイビーコン）との連動 

  

ＳＮＳやGoogle map、Wi-Fiをこのアプリ１つで利用することを可能にしていることで、利

用者の観光をより快適なものにしていること。 

観光地側はビーコンを利用した宣伝や、ビッグデータを利用した来訪客の分析をできるこ

とでより効率的な集客を行うことができます。 

 

昨年は何度か新聞に取り上げていただいたこともあり、県内でも非常に注目されている活

動でありアプリです 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ 
北國新聞・北陸中日新聞 

2018/9掲載 



 
アプリ化メリット 

＜アプリにするメリット＞ 

◾Webでは使えない端末機能が使える  

◾標準アプリが保存した端末内のデータが使える 

などです 

＜アプリにするデメリット＞ 

◾App StoreやGoogle Playからしかダウンロードできない 

◾プロモーション手段が少ない      

以上のような問題点も見られます。 

まとめるとアプリ化は、端末が持つ機能を最大限に活用できる代わりにプロモーションの

面でＷｅｂなどを利用する場合に比べ制限が大きくなってしまうということになります。 

 

このようなデメリットがありますが、現在スマートフォンの普及率は８０％程であり、こ

こまで普及が進んでいるのであればプロモーション面での不利はある程度カバーできると

考えます。そして前述したようにアプリにはプッシュ通知のようにＷｅｂにはない端末機

能を利用したサービスがあります、例えばＧＰＳを利用すれば利用者の現在地に合わせた

サービスを展開でき、これを観光地で活用すれば地域の個性をより強く反映したサービス

を作り出すことを可能になるのです。 

 

出典 総務省通信動向調査  

インストールしてもらうという手間はありますが、Ｗｅｂよりもバリエーション豊かなサ

ービスを提供できるというのはアプリ化の一番大きなメリットといえると感じます。 
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石川県の主な観光地（観光資源） 

 ★おすすめスポット★ 

＜千里浜なぎさドライブウェイ＞ 

             

日本で唯一、約８キロにわたって砂浜を車で走ることがで

きる千里浜なぎさドライブウェイ。天気のよい日は爽快に

ドライできます。 

日本海に面した海岸なのため、海岸線に沈む夕日も楽しめ

ます 

 

  

 

＜兼六園＞ 

 日本三名園として有名な兼六園。国の特別名勝に指定されています。広大な園内には築

山、池、茶屋などが点在しており、それぞれの景観を楽しみながら廻遊する庭園となって

います。四季を通じてさまざまな自然美が 

堪能でき、雪から木の枝を守るために施される”雪吊り”は 

金沢の冬の風物詩として、ぜひ見てみたい景色です。 

夜のライトアップでは幻想的に彩られた庭園が広がります。 

 

 

 

 

＜ひがし茶屋街＞ 

重要伝統的建造物群保存地区であり、ひがし茶屋街（ひがしちゃやがい）の名称で知ら

れています。南北約 130m、東西約 180m、約 1.8haで、保存地区内の建築物 140のうち約 3

分の 2が伝統的建造物であり、茶屋町創設時から明治初期に建築された茶屋様式の町家が

多く残っています。 天正 8 年（1580 年）に佐久間盛政が金沢御坊を攻略して金沢城を築

城したのち、天正 11 年（1583 年）に前田利家が

入城し、金沢城下は城下町として栄える。加賀藩

では領民にも謡を奨励して多くの領民が謡を習

い、その裾野は大きく広がりました。金沢 

は「空から謡（うたい）が降ってくる」と言われ

るほどの町になりました。そんな風情が一番残っ

ている町です。  
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https://www.hot-ishikawa.jp/spot/5286
https://www.hot-ishikawa.jp/spot/6320


 
＜のとじま水族館＞ 

 ジンベエザメなど能登半島近海に回遊してくる魚を中心に約 500種 4万点の生きものを

飼育しています。 イルカ・アシカショ

ーをはじめ、ラッコのお食事、ペンギン

のお散歩、マダイの音と光のファンタジ

アなどのイベントが多く、時間が経つの

も忘れてしまうくらい。エサやり体験や

イルカなどの生きものとのふれあいも

できる参加型水族館です。 

 

 

 

  

＜千枚田＞ 

道の駅輪島ふらっと訪夢から曽々木へ向かう途中の白米に

千枚田がある。山すその急斜面をモザイクのように切り開い

た，小さな水田群。 

耕運機が使えず，すべて手作業というのには驚く。能登に 

生きる人々のたくましさがうかがえる。冬には 2万 5千個 

の太陽光発電 LEDを設置するイルミネーションイベント 

「あぜのきらめき」が開催されます。 

 

  

＜２１世紀美術館＞ 

 誰もがいつでも立ち寄れ、様々な出会いの「場」となることを目指した現代アートの美

術館です。所蔵作品には体験型作品や、部屋の空間全体を活かしたインスタレーションが

多く、実際に見て、触れて、感じることが

できる作品も多いので「公園」に遊びに来

たような感覚で楽しむことができます。 

また、国際美術展を騒がせた作家の作品な

ど、最新のさまざまな美術潮流を反映して

収集されている作品をみることができま

す。 

フラッと立ち寄って作品を鑑賞しても、じ

っくりと作品を鑑賞しても、人それぞれの

作品鑑賞スタイルを受け入れてくれる美術

館です。 
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https://www.hot-ishikawa.jp/spot/4585


 
平成２７年の北陸新幹線金沢開業により、東京と金沢は２時間半 

で結ばれ、金沢地域への入り込み客数が１千万人を超えるなど、 

交流人口は大幅に拡大している。 

また、新幹線の金沢開業が、テレビや雑誌等で頻繁に取り上げられ 

たことによる観光客増加した。 

【 観光 】 

 県外から金沢地域への観光入り込み客数 （推計） 

  （単位：千人） 

          資料：統計からみた石川県の観光 

 発地別外国出人宿泊数 

・市が２０２０年の目標としてせってしていた年間４０万人を平成２８年にほぼ達成している 

（単位：人） 

年 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

北米 14,086 6,527 9,028 14,955 17,802 28,740 38,847 

中南米 431 332 671 714 1,111 3,015 2,222 

ヨーロッパ 23,604 8,955 15,353 20,794 27,491 49,481 70,491 

オセアニア 4,654 2,613 4,495 5,789 7,280 11,765 17,821 

アフリカ 236 171 278 237 206 702 719 

台湾 33,955 23,401 44,132 59,767 61,278 60,278 93,374 

香港 8,806 3,970 7,957 15,235 15,565 22,889 47,047 

中国本土 5,848 4,375 5,850 7,754 9,514 21,789 37,320 

中近東 1,016 137 559 1,886 3,337 333 5,052 

不明 7,320 5,708 6,974 9,476 32,871 22,333 29,723 

計 99,956 56,189 95,297 136,607 176,455 221,325 342,616 

資料：金沢市観光調査結果報告書 

 

【 経済 】 

このように県外だけでなく、国外からの観光客も大幅に増えている。北陸の有効求人倍率は全

国トップの水準にある。 開業前利用者数は３１４万人だったのが開業後利用者数は 926万人

と予想を大きく上回った。また、金沢市及び、 

富山市の線路化の伸びは全国地域と比べ大きく 

上昇し、金沢市では、開業数年前から町の中心 

であった知育と金沢駅地区の地価が逆転した。 

 

JR西日本資料より→  

年 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

入り込み客数 8,152 7,618 7,942 8,239 8,442 10,064 10,335 

北陸新幹線がもたらした効果  
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小松市の観光名所 

 これまで、石川県の観光について見てきましたが、私たちの学校がある小松市にはどの

ような観光名所があるのでしょうか。 

・小松市の一番の見どころは、那谷寺です。那谷寺には、１３００年の歴史があります。

養老元年（７１７年）に泰澄が創建したと伝えられています。 

那谷寺の四季は、素朴ながら豊かです。特に秋になると 

紅葉が綺麗で、夕焼けの色と相まって赤よりも赤い色彩と 

なり、様々な角度から見る風景は心に残ります。 

・歌舞伎のまちと呼ばれるほどに歌舞伎が有名な小松市。 

その代表ともいえる勧進帳の舞台となった安宅の関は小松 

市西部に位置しています。安宅住吉神社には、黒松林の中 

に安宅の関があったことを示す石碑がひそやかに立っています。 

 その他にも、曳山子供歌舞伎の伝統が受け継がれています。曳山では、最盛期には１６

～１８期を数えましたが、消失したものもあり、現在では８期となっております。また、

こまつ曳山交流館みよっさでは、曳山２期を常設展示し、その迫力ある姿を間近で見るこ

とができます。小松に来た際には、是非ご覧になられてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本最大級の自動車博物館が、ここ小松市にあります。 

世界のクラシックカー、伝統の車、親しまれた国産、 

外国車の大衆車、名車を５００台展示してあります。 

黎明期から戦後の車まで、メーカーやジャンルごとにコ 

ーナーを設け、特に日本製の古い商用車を多く展示して 

いるのが特徴です。 

博物館にはレストランやミュージアムショップ、世界 

のトイレもあります。ミニカーの販売も行っており、お 

子様連れや、あまり車に興味のない方でもお楽しみいた 

だけます。近くには温泉もありますので、観光ついでに 

身も心も温まっていただくこともできます。 

 このように、小松には様々な魅力が溢れているので、是非いらしてください。 
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＜北陸新幹線による小松市の影響＞ 

 小松市にある小松空港は、北陸新幹線が開通するまで石川県の玄関口になっていました

。ですが、新幹線が開通したことによって利用者数が下図のように激減しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （図：東京便利用状況） 

 

 

右図は小松市と金沢市の主要観 

光地を比較したものです。新幹線 

が開通した２０１５年度と前年度 

の増減をみてみると、大幅に観光 

客数が増加しています。一方、小 

松市の観光客数の増減をみてみる （図：金沢市主要観光地増減） 

と、ある程度の増加はしています 

が、金沢市と比較すると、小松市 

への新幹線の開業効果はあまり大 

きいものではないということが分 

かります。 

 

 

  （図：小松市主要観光地増減） 

 ２０２３年には小松市に北陸新幹 

線が小松市にも通るようにはなりま 

すが、金沢駅やさらに今後開業され 

る加賀温泉駅の陰に隠れないように 

今後、地域をあげて、この課題に取 

り組んでいかないといけない思いま 

す。 

                        （図：小松駅舎イメージデザイン） 

利用客数が前年度より約

４０％減少している。 

１３ 



 
＜小松市と小松市の主要観光地の観光客数の比較＞ 

 北陸新幹線起業後の金沢市と小松市の観光客数の増減を比較してみましょう。（前頁の

所要観光地の図の増減の欄をもとにしています） 

■金沢市主要観光地  

・兼六園  

・金沢城公園  

・金沢２１世紀美術館  

・石川県立美術館  

・忍者寺  

・武家屋敷跡野村家  

 

■小松市主要観光地 

   ・木場潟公園 

   ・安宅の関 

   ・那谷寺 

   ・ハニベ巌窟院 

   ・日本自動車博物館 

   ・粟津温泉 

 

 上図は北陸新幹線開業前の年と開業後の年の観光者数の増減率を小松市と金沢市別で比

較したグラフです。見ての通り、金沢市の増加率がとても高いことがわかります。特に武

家屋敷跡野村家では前年より、観光客数が９４％も増えています。このことから金沢市は

北陸新幹線の恩恵を大きく受けていることがわかります。その反面、小松市では最高でも

木場潟公園の１２．５％最低で粟津温泉の４％の増加が現状です。 

＜観光客の声＞ 

 

 

（30代男性） 

 

 （50代女性） 

 

 

（50代男性）  

金沢市に比べると、インパクトのある 

観光地はあまりなかった。 

駅前が少し寂しい印象を受けた。 

金沢駅からのアクセスが悪い。 

１４ 



 
  小松市内の主なイベント 

＜イベント＞ 

・お旅まつり（県指定無形民俗文化財） 

風香る５月、約３５０年の伝統を持つお旅まつりが開催されます。お旅まつりでの華はで

ある曳山は明和３年（１７６６）近江長浜の曳山を参考にして小松城御用大工伝承者たち

により作られたと伝えられています。最大の呼び物は、豪華絢爛な曳山八基の曳揃えとこ

ども歌舞伎で、特にその夜は賑わい、美しさとともに祭りも最高潮に達します。近江長浜

・武蔵秩父と共に日本三大歌舞伎として有名です。 

 

・どんどんまつり 

市民総参加の祭りで、どんどんカーニバルで多彩なステージが繰り広げられるほか、輪踊

りやグルメ横丁などイベントが満載です。同時開催のオータムフェスティバルも見ごたえ

十分です。 

 

・おっしょべまつり 

粟津民謡「おっしょべ節」にのせて、各町内、各旅館の踊り上手がそろいの浴衣で温泉内

を踊り歩きます。 

 

・KOMATSU 全日本鉄人レース 

小松ドームをメイン会場に繰り広げられる白熱・興奮の鉄人レース。全国各地から選手が

参加します。 

 

・悪魔祓い（市指定無形民俗文化財） 

毎年白山神社の秋祭りが終わった夜に行われる悪魔祓いの儀式。鬼面とも見れる男面と妊

婦の姿をした女面が舞う神楽はまさに鬼気迫るものです。 

 

・日本こども歌舞伎まつりin小松（旧：全国子供歌舞伎フェスティバルin小松） 

小松市「勧進帳」の他、日本を代表する子供歌舞伎が勢ぞろいします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
１５ 



 

 
 ″どんどん祭り″この調子のよい響きを持つまつりの由来はわかりますか？小松市が発

展をする契機になったのは、前田利常公が小松城に居してこの地方の産業・文化を奨励し

てからです。どんどんまつりは、この利常公の遺徳を偲ぶとともに、当地に昔から盛んな

大太鼓をまつりの象徴とする響きに乗せてどんどん集まろう、どんどん産業を、文化を、

そして市勢を発展させようとの願いをあらわしたものです。このなかに、市民総ぐるみの

参加により、失われがちな市民間の絆を深め、地域の伝統文化に親しみながらそれと同時

に私たち市民の手で新しい文化を創造したいという願いも含まれています。 

 

①出立清祓式 ／ 場所：小松天満宮 

社殿にて神事を執り行った後、その後あんどん行列が出立します。 

②時代絵巻仮装行列 

前田利常公を先頭に、時代絵巻仮装行列が進みます。 

③大型あんどん行列・手づくりあんどん行列 

企業・団体が大型あんどんを一般の方が手づくりあんどんを引いて、練り歩きます。 

 

 

 

 

 

④【合流】どんどんこまつ輪踊り 

あんどん行列・輪踊り参加者全員でどんどんこまつ輪踊りをおどります。 

 

⑤フィナーレ 

参加者が集合して、フィナーレを飾ります。 

  

１６ 



 
〈どんどん祭り〉 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〈どんどん祭りとは？〉 

どんどんまつりは、加賀藩藩主前田利常公によって

小松市が発展したことを喜び、「これからの小松市の

産業や文化を発展させる」という願いを表した市民

のお祭りのことです。どんどん祭りはでは、あんどん

行列や輪踊り、よさこい、各種催し物が行われます。

今年で４４回目を迎えました。 

 

〈どんどんの意味〉 

 「どんどん」という意味は大太鼓の音からきています。しかし、それだけでなく太鼓の

音に合わせて「どんどん集まろう」、産業や文化を「どんどん発展させよう」という意味が

込められています。 

 

〈課題〉 

小松市が開催地であるどんどん祭りは、加賀市や能美市などの周辺の地域では浸透して

おり地域の人たちによって賑わっている。しかし、小松市から離れている金沢市などの他

の地域や県外から訪れる人は少なく、知名度があまりないことが課題になっている。 
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小松市で行われている既存のイベントを利用する 

＜イベントを利用＞ 

石川県に北陸新幹線が開通し、近くの県だけではなく東京都など他県から多くの観光客

が訪れています。    

 しかし、北陸新幹線は金沢駅までしか開通

していないため、観光客のほとんどは金沢市

内を観光するだけで、金沢市以外の場所に出

向こうとしないのが現状であります。金沢市

には、兼六園や近江町市場などの観光スポッ

トがたくさんあり、百万石まつりや全国選抜

北陸中日花火大会など有名なイベントもあ

る。小松市にはお旅祭りやどんどん祭りとい

ったイベントがあるが、開催地である小松市

や近くの地域にしか浸透していないので、県

内の離れた地域や他の県にはほとんど知られ

ていません。            

 そこで私たちの高校は、多くの人で賑わう

どんどん祭りを利用して、少しでも多くの人

に小松市のイベントを知ってもらおうと考え

ました。 

 

 

 石川県内最大の花火大会 

「 川北まつり北國大花火川北大会 」 

 

＜商工会議所からの依頼＞ 

私たち小松商業高校は、どんどん祭りを利用してもっとたくさんの人に小松市のイベント

を知ってもらおうと考え、どんどん祭りを主催している小松商工会議所と小松青年会議所

に私たちが考えた企画を持ち込みました。安全面や、運営面において不安があるというこ

とで、高校生には厳しい、任せられないという意見もありましたが、何度も協議をするこ

とで、当初の案を変更していき、1か月掛けてようやく「ぜひお願いします。」とお返事を

いただくことができました。 
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デジタルスタンプラリー大会の企画・運営 
どんどん祭りの中でスマホを利用したスタンプラリーを実施します。 

小松市周辺をあまり知らない人や、外国人にも楽しんでもらえるようにＲＡＬＬＹのサイ

ト内の機能を利用してポイント周辺の写真を掲載しました。スタンプラリーに関するポス

ターとチラシを作成しました。 

どんどん祭りの参加人数は 10,000 人を超えると予想、スタンプラリー大会参加者全員に

チラシを配れるように１５００枚作成しました。チラシの中にはＱＲコード、参加方法等

が記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

スタンプラリーの参加者には簡単なアンケートを書いてもらう予定です。 

その項目はどこから来たか、楽しかったか、またやりたいかなどです。 

このアンケートの結果によって来年のどんどん祭りでもう一度スタンプラリーを実施する

か決まります。 

今のところ来年も小松駅周辺で行われるどんどん祭りの中でスタンプラリーをやる予定で

す。 

スマホ一つで簡単に参加できるので、ご家族やご友人と一緒にご参加ください。 

 

 

スタンプラリーを実施すること

をたくさんの人に知ってもらう

ために５０枚のポスターを作成

し、それらを小松駅周辺のお店や

交番に貼ってもらいました。 

左図が実際のポスターです 

真ん中に写っているのが小松市

のゆるキャラのカブッキーです。 

ポスターを作成する際に気を付

けたことは、小松市は歌舞伎が盛

んなのでポスターを見た際に歌

舞伎がイメージされるようなデ

ザインになっています。 

１９ 



 
スタンプラリー「ＲＡＬＬＹ」サイト紹介 

「ＲＡＬＬＹ」は誰でも簡単に無料でモバイルスタンプラリーを作ることができるサービ

スです。 

ＲＡＬＬＹには簡単にスタンプラリーを作り楽しむことができる三つの理由があります                         

              最短五分でリリース           

 作成から５分から１０分程度でリリースできます。 

場所を設定        デザインを選択      スタンプラリーを公開 

 

 

  

 

 

 

スタンプの対象となる情報  カラーとパターンを選択 準備ができたら公開 

を入力します。 デザイン設定も簡単 ボタン一つで公開可能 

             

    ダウンロード必要なし 

         ＱＲコードを読み取るだけでブラウザにアクセスできます 

 

 

 

 

                   

 スポットへＧＯ 

   

まずはブラウザでアクセス      スタンプを獲得         景品と交換 

会員登録は必要なし       ＧＰＳ、ＱＲコード  

参加も簡単 キーワードの３種類の 

 いずれかでスタンプＧＥＴ 

無料で作成可能 

アイデアを実現するための様々な機能がすべて無料で利用することができ自分だけのスタ

ンプラリーを作ることができ、さらに、制作から運用までを、トータルにサポートしてく

れるのでイベント内容に合わせた最適なスタンプラリーの作成方法を提案してもらうこと

ができます。  

２０ 

https://illustrain.com/?p=26365
http://www.irasuton.com/2013/03/blog-post_3443.html
https://2.bp.blogspot.com/-J5odDAP1QjM/W3abv4DFCJI/AAAAAAABOEE/ZhmGT0NL53Ao1fc8Q9zEyexqaNrYkOQ9wCLcBGAs/s800/smartphone_digital_stamp.png


 
  

２１ 



 
これから観光産業として取り組むべきこと 

 

今まではチラシやポスター、ウェブサイトなどで小松市や小松市のイベントについてア

ピールするという方法が採用されてきましたが、それだけでは小松市の知名度は数字的に

は上がりませんでした。５ページで紹介したような“きてねっと”も開発されましたが、

未だ利用者が増えないままです。 

 そういった現状を解決するために私たちが取り組むべきこととはどのようなことなので

しょうか。 

 

今後、観光客、インバウンドが増加するために取り組むべきこと 

今後はイベントやお祭りを活用し、観光客を増やすことを考えていかなければならなり

ません。全国の地方などのお祭りでは、過疎化の影響でお祭りが実施できない地域も多い

と聞いています。これからはそのようなお祭りを維持できるような取り組みを考えていく

必要があります。全国から人が訪れるようなイベントを通じて、その地域が注目を受けれ

ば、観光客を増やすことができると思います。 

 

◆インバウンドとは 

 内向きに入ってくるという意味合いがあり、おもに旅行関連では外国人が訪日すること

を指します。 

 

現在ＩＣＴ技術が発達しており、これを活用した地域の発展を促進する取り組みもあり

ます。例えば日本商工会議所は、観光による地域振興に力を入れており、全国５１５会議

所による「ＣＣＩ観光ＮＥＴ」を構築しました。 

今後は各都市間での相互イベントの参加や観光ルート設定の研究等を進める方針。会議

所間の連携に深まりによって、これまでにない新たな観光の枠組みや販路開拓等が期待さ

れます。 
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Society５．０と５Ｇ社会に向けて 

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０とは 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステム

により、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society） 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Society 5.0では、フィジカル空間のセンサーからの膨大な情報がサイバー空間に集積

されます。サイバー空間では、このビッグデータを人工知能（AI）が解析し、その解析結

果がフィジカル空間の人間に様々な形でフィードバックされます。今までの情報社会では、

人間が情報を解析していましたが、Society5.0では、膨大なビッグデータを AIが解析し、

その結果がロボットなどを通して人間にフィードバックされることで、これまでには出来

なかった新たな価値が産業や社会にもたらされることになります。 

 

解決される課題の例 

 介護、過疎化、人手不足、少子高齢化、物流業者の負担軽減、インフラの質の向上 

                                    など 

ビッグデータ 

単に量が多いだけでなく、様々な種類・形式が含まれる非構造化データ・非定型的デー

タであり、さらに日々膨大に生成・記録される時系列性・リアルタイム性のあるもの。 

いわばｃｏｏｋｉｅの全国版といったものでしょう。 

５Ｇ 

５Ｇとは、第４世代携帯電話（４Ｇ）あるいは４Ｇ ＬＥＴの上位に位置づけられる次

世代の移動体通信の通信方式の総称のことです。 

５Ｇでは前世代に比べていっそう高速かつ大容量の通信の実現が図られます。５Ｇは

「１０Ｇｂｐｓを超える通信速度、ＬＴＥの約１００倍にも及ぶ大容量化、Ｍ２Ｍ通信の

普及に伴う端末数の増加や多様なサービスへの対応」などが目指されています。 

 【例】ＭＩＭＯによる通信の多重化、小規模なセル（基地局）を高密度に 

設置したエリア構成 

究極の情報化社会に向けて 

これからより便利になっていく世の中で、私たちはどのような能力を身につけなければ

ならないのでしょうか。変化の激しいこれからの社会を生き抜くためには、「自分の未来を

自分で描き、歩み続ける力」が必要となります。今後訪れる社会がどのようなものかを正

確に予測することは非常に難しいですが、私たちが目指す社会は、あくまでも人間を中心

として、一人一人が他者との関わりの中で 「幸せ」や「豊かさ」を追求できる社会である

べきだと思います。 ２３ 



 

★まとめ★ 
 

小松市イメージキャラクター：カブッキー 

【 コマレボ成功に向けて 】 

 今回は、初めてデジタルスタンプラリー大会を実施しま

す。今後、参加者が毎年楽しみにしてくれるようなイベン

トになるよう頑張りたい。将来、スランプラリー大会コマ

レボに参加することも求めて、県外の方々が来てくれるよ

うな存在になればいいなと思います。 

 毎年、どんどんまつり内で行われるこのようなイベント

では、数百人ほどが参加するということですので、不安な

点はたくさんありますが、しっかりと計画を立てて、課題

研究メンバー１０名で運営していきたいです。 

 

【 課題 】 

 観光客を増やすにはチラシ・ポスター・ＨＰだけでは観

光ＰＲするのに限りがある。そこで、ＳＮＳなどスマホを

活用して観光ＰＲしていく必要がある。また、観光スポッ

トだけでなくお祭りなどの行事を盛り上げていけるように

していきたい。 

スマホを活用することによって色々な問題が発生する可能性があるので県や市の金銭

的援助や協力・規制していく必要がある。ＳＮＳを使うときは人の目を引くようなインパ

クトの大きいものや「インスタ映え」するようなことをしていく必要がある。 

一部ではあるが、交通の便をよりよくすることで金沢だけで留まっている観光客に来ても

らえるように努力していく必要がある。 

 観光アプリ「きてねっと」を使っている人が少なくより多くの方に知ってもらう方法を

考えなければならない。 

 

【 展望 】 

 北陸新幹線が開通してから金沢には多くの恩恵を受けたが、ほかの市はあまり影響を受

けなかった。多くの人に小松市に来てもらえるように、さまざまな取り組みをしていく必

要がある。来年には東京オリンピックを控えており、県外だけでなく国外からの観光客も

増えると予想されるため対策をねっていく必要があると感じた。また、小松市に来多こと

がある観光客にもう一度来てもらえるようなおもてなしも考えていかなければならない。

また、地元の人も楽しめるような行事であるように心がけることが大切だ。 

 

北國新聞 2019/10/4（金）掲載 

２４ 



 
コマレボの考える観光ビジネスの提案 

 

地域発展

地元の方々
も楽しめる
街づくり

従来通り

HPやパンフ
レットの作成

IT

（スマホ）

の活用

既存の文化や
伝統、祭りを

支える

観光リピー
ターが次に
求めるニー
ズの追及

２５ 



 

 

 

◇株式会社シーピーユー HP 

◇RALLY HP 

◇小松市ホームページ 

◇まるごと・こまつ・旅ナビ HP 

◇ほっと石川旅ねっと HP 

◇日本政策投資銀行 報告書 

◇小松基地オフィシャルサイト 

◇こまつの杜（小松製作所）サイト 

◇ふるさと石川（石川県教育委員会） 
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