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Ⅰ はじめに 

 

１ 本研究について 

私たちは、今年６月、福井県大野市の「越前おおの観光プロデュースコンテスト

2018」にマーケティングの授業で取り組み応募した。これは、全国の高校生、大

学生、専門学校生の若く柔軟な視点で、交流人口の拡大による地方創生に取り組み

大野市を中心とした観光提案を「よそ者」

視点で募集するもので、応募された提案は

大野市の観光施策や事業企画に反映するこ

とを目的としている。 

今回の募集テーマは 20 代女性をターゲ

ットに「大野市の観光客数を増やすための

取り組み」考えるもので、私たちのプラン

は、一次予選を通り、８月４日（土）から

７日（火）まで現地調査をし、８日（水）

にプレゼンテーションをしてきた。 

本研究は、その取り組みを通して見えて

きた様々な課題を解決するため、新たなビ

ジネスモデルを提案し、気軽に若い女性が

観光旅行できる仕組みから、地方創生を目

指したものである。 

 

  

 

 ２ 越前おおの観光プロデュースコンテスト 2018」の提案プラン概要 

   今回応募した私たちの提案プランの概要は次の通りである。 

    神奈川（南関東）に暮らす 20 代女性のうち社会人をターゲットとし、「仕事の

忙しさや都会での生活の疲れを、週末に気軽に大野市に行き、リフレッシュしてく

る旅」というプランである。具体的には、大野市でできるコトづくり、様々な体験

をするものである。大野市には、神社作法体験やそば打ち体験など多くのコトづく

りができ、多くの体験から教養を身に付けたり、心のリフレッシュをすることがで

きる。そして、旅行後には、大野市の人との結びつきを大事にし、「また来たい」、

「他の人にも紹介したい」という気持ちなり、大野市のアンバサダーとなるという

ものである。 
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３ 地方創生 

このコンテストにも触れられているが、地方創生は大きなテーマである。 

地方創生とは、明確な定義はなく、朝日新聞掲載「キーワード」によると、東京

一極集中を解消し、地方の人口減少に歯止めをかけるとともに、国全体の活力を上

げようとする安倍政権の政策のことである。（※１） 

そして、2014 年（平成 26 年）9 月、人口減や少子高齢化などに取り組む「ま

ち・ひと・しごと創生本部」が設置された。 

地方創生は、現在、全国の地方公共団体が向き合っている課題である。 

20 世紀の終わり頃から急速に進行してきた少子高齢化のために、日本の人口は

2008 年をピークとして減少に転じた。年齢別の構成を見ると、働く人の大多数を

占める生産年齢人口（15 歳～64 歳) の割合が、1995 年の約 70％から 2015

年には約 60％となり、このままのペースが続けば 2050 年には、50％近くにま

で下がると予想されている。この人口減少の影響を真っ先に受けるのは地方である。

人が増えていく世の中に合わせて作られてきたまちから人影が減り、働き手の不足

でまちを支えてきた産業が衰退し、物を買う人が少なくなるために店をやっていく

ことが難しくなって、まちはさびれてしまう。私たちが社会の中心的な存在となる

20 年後には、存続の危機を迎えているかもしれないまちがたくさんあると示され

ている。（※２） 
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Ⅱ 仮説 

 

 １ 仮説 

    本研究の仮説を次のように設定した。 

「観光客誘致を考えている地方の市町村のＰＲ方法として、都市部の空き店舗のあ

る商店街で行えるよう、両者のマッチングをし、そのマッチングを利用して、都市

部の人が地方に安く旅行に行けるようする。」 

 つまり、「地方と都市部のマッチングにより、地方への観光客を増やせる」という

ものです。 

この仮説は、福井県大野市の「越前おおの観光プロデュースコンテスト 2018」

のプランを考えていく上で導き出されたものである。 

 

 ２ 仮説の背景 

    福井県大野市の「まち・ひと・しごと創生 大野市総合戦略」によると、全国的に

平成２０年頃から人口減少時代が到来し、今後、加速度的な人口減少が懸念されて

いる。人口減少は、第一段階（若年減少、老年増加）、第二段階（若年減少、老年維

持・微減）、第三段階（若年・老年とも減少）を経て進行していくが、地方では既に

第二・第三段階となっている。 

人口減少を食い止めるためには、「まち」「ひと」「しごと」の創生を図って、「し

ごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立するととも

に、その好循環を支える「まち」に活力を取り戻すことが必要である。（※３） 

また、「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略」によると、神奈川は、全国で

一、二を争うスピードで高齢化が進んでいて、あわせて少子化が進展していること

から、総人口は 2018 年をピークに、その後減少することが見込まれている。また、

年齢３区分別で見ると生産年齢人口（15～64 歳）と年少人口（０～14 歳）は既

に減少に転じているが、老年人口（65 歳以上）は当面増加が続くと見込まれてい

る。こうした人口構造の変化などを見据えて、神奈川県では少子化、高齢化への対

応を進めてきた。 

県全体ではあと数年は人口の増加が続くが、地域単位でとらえると、川崎・横浜

地域のように、当面、人口増加が見込まれる地域と、県西地域や三浦半島地域のよ

うに既に人口減少が始まっている地域が混在している。これは、日本全体で、地方

部と都市部において人口の偏在が生じている状況と同じであり、神奈川県は日本の

縮図を示している。（※４） 

このことから、各自治体はさまざまな取組みを行っているが、そのうちの一つと

して、人の移動や交流という点で、観光が注目されるようになってきた。また、日

本政府は積極的にインバウンド対策に力を入れていて、2020 年(平成 32 年度)に、

訪日外国人旅行者数 4,000 万人、訪問外国人旅行消費額８兆円を達成することを

目標としているなど、観光の役割は大きい。 
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また、商店街の現状を象徴する現象として、空き店舗問題がある。「シャッター通

り」という言葉もあるが、空き店舗は商店街衰退の結果であり、それ自体が商店街

にとって悪い影響を及ぼしている課題でもある。商店街は地域の買い物拠点である

だけでなく、賑わいやまちづくりにおいても大切な位置を占めており、空き店舗を

減らす対策が検討されている。 

このように大きな２つの課題の解決の一助として仮説を設定した。そして、観光

客誘致を考えている地方の市町村と都市部の空き店舗のある商店街のマッチングに

より気軽に女性が観光旅行に行けると予測した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き店舗とは 

元の店舗が閉鎖あるいは既存のテナントが退店して、その後入居営業するテナントが決ま

っていない状態の店舗を言います。 また、所有者が営業を続けるつもりがなく閉鎖したま

まの店舗も空き店舗をとします。 店舗数の減少は、街の魅力や集客力、収益の減少につな

がります。（※５） 
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Ⅲ 企画 

  

 １ 検証のためのおもな活動 

私たちが設定した仮説を検証するため、次のような取組みを考えた。 

  ①専門家による意見の聞き取り 

   ・観光客誘致を考えている地方の市町村と都市部の空き店舗のある商店街をマッチ

ングするサービスをビジネスとした場合の課題 

   ・都市部の空き店舗（平塚市）の状況 

・空き店舗を観光ＰＲとて活用することの可否 

   ・地方（大野市）のバス運行会社による運行に関する規制 

   ・プランを女性目線で見た場合の専門的意見 

   ・地方（大野市）の行政から見たビジネスプランの実現性 

     聴取団体）  

公益財団法人神奈川産業振興センター 神奈川県よろず支援拠点 

      平塚市商店街連合会 

嘉悦大学経営経済学部 

大野市産経建設部商工観光振興課 

      株式会社大野観光自動車 

②アンケート調査 

   ・ターゲットである 20 代女性（神奈川在住）の旅行に関して、面接法によるアン

ケートの実施 

     調査期間） 

５月 24 日（木）～31 日（木） 

  ③現地（大野市）調査 

   ・大野市での観光プランの実現性や課題等の洗い出し 

   ・大野市住民、大野市観光客からの聞き取り調査 

     対象期間） 

 ８月４日（土）～８日（水） 

④観光プロデュースコンテストでの活動 

   ・企画提案に対する意見集約 

     審査委員） 

      福井県立大学講師 

      ＪＲ西日本旅客鉄道株式会社福井支店長 

      福井県観光連盟観光ネットワーク推進事業部長 

      大野市観光協会副会長 

      大野市副市長 

      大野市商工観光振興課長 

  ⑤仮説検証後の課題解決 

   ・新たな課題に対する解決策の検討 
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Ⅳ 実践 

 

 １ 観光プロデュースコンテストの具体的プラン 

プランは、２泊３日で、ターゲットは南関東の人とし

た。ターゲットを南関東にしたのは、２７年度の大野市

の県外観光客の割合が、関東は約７％と少ないことと

神奈川は南関東に属しているからである。（今回は出発

地を平塚とした） 

 交通手段はバスで、平塚を金曜の夜、22 時頃に出 

発。平塚から、新東名－東海環状自動車道－東海北陸自

動車道－油坂峠道路を通って、大野市へ土曜日の朝６

時頃に到着。 

岐阜県から福井県に入り、大野市街までの途中には、

九頭竜湖や化石発掘体験施設のホロッサもあり、観光としての興味がわく。 

到着後は、七間朝市に出店する。商品は自分たちが売りたい商品・神奈川の商品

などで、朝食は七間朝市で売られているものを購入する。その時、地元の人と話を

しながら大野市の情報やおすすめの場所などを聞いたりコミュニケーションを図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚から大野までのバスルート 

九頭竜湖 夢のかけはし 

県外観光客発地別内訳 

七間朝市 七間朝市体験(神奈川の商品の販売 地元の人とのコミュニ 
ケーションをはかり、様々な情報を得た) 

九頭竜化石発掘体験場 

【Ⅳ 実践】 
地方創生に関する研究 
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その後は、２日間で、コトづくりをする。大野市には、多くの体験施設やメニュ

がある。 

例えば、篠座神社での神社作法体験。お参りの作法がわかる。もともとは外国人

を対象にしたものだが、実際に日本人も知らないことも多くある。ここで、作法を

身に付けることで、良縁の樹（パワースポット）がある春日神社や多くの神社にも

参ることができる。 

また、醸造文化が根付く大野市ならではの醤油づくり体験。醤油のつくり方や醤

油の知識を学べ、オリジナルマイ醤油という思い出の品もつくれる。 

人力車体験では、街の歴史や由来を解説してもらいながら、車では味わえない風

と景色が流れ、街を身近に感じることができる。 

他にもそば打ちや化石発掘体験など多くのコトづくりをして、教養を増やしてい

くことができる。 

旅行ではコトづくりだけではなく食べ物の重要なポイントとなり、どの店に入っ

たらいいか迷うが、そこは朝市で地元の人と話をしたり、体験でもコミュニケーシ

ョンをとっているので、そこでの情報をもとに迷わずに行ける。 

このようにして、土曜、日曜を過ごし、日曜日の 14 時頃大野市を出発し、21 時

頃平塚に帰着する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作法体験(篠座神社) 醤油づくり体験 
（野村醤油体験蔵） 

人力車体験 
（越前こぶし組） 

地元の人から聞いたお勧めの飲食店 
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２ アンケート調査 

このプランを実現するためには、いくつかの課題があった。そこで、このように

考えるにあたって、神奈川に住んでいる 20 代女性に面接法によるアンケート調査

を実施した。なお、期間は５月 24 日～31 日、回答数は 19 だった。 

 

【アンケート内容と結果】 

Ａ 旅行に関して 

１ どのぐらい観光旅行をしますか。 

① 日帰りの場合 

１週間に 1･2 回(0.0%)  １ヶ月に 1･2 回(15.8%)  半年に 1･2 回(26.3%) 

１年に 1 回(42.1%)   その他(15.8%) 

② 宿泊の場合 

 １ヶ月に 1･2 回(0.0%)  半年に 1･2 回(21.1%)  １年に 1 回 (63.2%) 

 その他(15.8%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ おもに誰と旅行しますか。（複数回答可） 

① 日帰りの場合 

 １人(10.5%)   知人・友達（63.2%）  配偶者(10.5%)  その他(36.8%)  

② 宿泊の場合 

 １人(15.8%)   知人・友達（57.9%）  配偶者(5.3%)   その他(26.3%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半年に1･2回

21.1%

1年に1回

63.2%

その他

15.8%

②旅行頻度（宿泊）

１ヶ月に1･2回

15.8%

半年に1･2回

26.3%1年に1回

42.1%
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15.8%

①旅行頻度（日帰り）

10.5%

63.2%

10.5%
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①旅行相手（日帰り）

15.8%

57.9%

5.3%

26.3%
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②旅行相手（宿泊）
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３ １回の旅行でどのぐらい金額を使いますか。 

 ① 日帰り 平均 16,200 円ぐらい 

 ② 宿泊  平均 50,937 円ぐらい 

 

４ 旅行する目的は何ですか。（複数回答可） 

   1自然名所観光（42.1%）  2歴史名所観光（36.8%）  3都市名所観光（21.1%） 

   4 レジャー施設（36.8%） 5 温泉（47.4%）     6 食べ歩き（47.4%）  

   7 親睦（15.8%）     8 リフレッシュ（52.6%） 9 その他（0.0%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 旅行するきっかけとなったことは何ですか。 

   1 知人・家族との会話（73.7%）  2 旅行代理店パンフレット（5.3%） 

   3 ガイドブック・雑誌（10.5%） 4ＳＮＳ（31.6%） 

5 インターネット（31.6%）      6 テレビ番組（31.6%） 7 その他（0.0%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.1%

36.8%

21.1%

36.8%

47.4%

47.4%

15.8%

52.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自然名所観光

歴史名所観光

都市名所観光

レジャー施設

温泉

食べ歩き

親睦

リフレッシュ

旅行目的

73.7%

5.3%

10.5%

31.6%

31.6%

31.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

知人・家族との会話

旅行代理店パンフレット

ガイドブック・雑誌

ＳＮＳ

インターネット

テレビ番組

旅行のきっかけ

【Ⅳ 実践】 
地方創生に関する研究 

～コトを見つけ、モノを広め、ヒトを結ぶ～ 



11 

 

６ 旅行に行かない理由は何ですか。 

   1 興味がない（旅行が嫌い）(0.0%)  2 休みが取れない(36.8%)   

 3 お金がかかる(21.1%)       4 行きたいところがない(0.0%) 

   5 一緒に行く人がいない(5.3%)    6 その他(5.3%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 大野市について 

１ 大野市について知っていますか。 

知っている（5.3%） 

知らない（94.7%）  

 

２ 大野市に行ったことがありますか。 

ある（0.0%） 

ない（100.0%）  

 

３（大野市の資料（HP）を見てもらい）、行ってみたいと思いますか。 

   思う（73.7%） 

   思わない（26.3%）  

 

○行ってみたいと思う理由 

・景色がきれい 

・水を食べるレストランが気になる 

・歴史や自然を感じられる場所が多い 

・食べ物がおいしそう 

・大野城や周辺を散策してみたい 

・女性向けのＰＲもたくさんあったので、実際に体験してみたい 

・天空の城を見てみたい 等 

○行ってみたいと思わない理由 

   ・アクセスが悪い 

   ・興味がわかない 等 

 

思う

73.7%

思わない

26.3%

0.0%

36.8%

21.1%

0.0%

5.3%

5.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

興味がない（旅行が嫌い）

休みが取れない

お金がかかる

行きたいところがない

一緒に行く人がいない

その他

旅行に行かない理由

知っている

5.3%

知らない

94.7%

【Ⅳ 実践】 
地方創生に関する研究 

～コトを見つけ、モノを広め、ヒトを結ぶ～ 
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一緒に行く人がいない

その他
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４ 大野市に１年以内（数年以内）に行きますか。 

    行く（5.9%）  

    行かない（94.1%） 

   

○行く理由 

・数年以内なら行ってみたい魅力がある 

○行かない理由 

・日帰りできない 

・温泉地ではない 

・福井に行くなら神奈川でまだ行ったことがないところに行く 

・他にも行ってみたいところがある 

・越前ガニは有名だが、ほかのおいしそうな名産品を知らない 

・まとった休みが取れない 

・遠い 等 

 

５ どうすれば行けますか（行きますか）。 

・魅力的に思えることがあれば 

・メチャクチャ CM していたら多少は興味がわくかもしれない 

・休みが取れれば 

・交通の便がよければ 

・時間的ゆとりがあれば 

・近隣の県に行くことがあれば立ち寄るかも 

・お金に余裕があれば 

・「食」に重点をおいた旅行先を探す 

・おいしいものを PR されたら 

・イベントがある 

・割引がある 

・友人と盛り上がったら 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行く

5.9%

行かない

94.1%

【Ⅳ 実践】 
地方創生に関する研究 

～コトを見つけ、モノを広め、ヒトを結ぶ～ 
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３ アンケート分析 

アンケート結果から次のように課題を整理した。  

・神奈川から大野市へは、時間的・距離的に行きづらい 

・20 代女性が旅行に行くには、「休みがとれ」「交通の便がよく」「安く行ける」

が条件となる 

・神奈川では、大野市(福井県も含む)の認知度が低い 

・大野市のことを知ると大野市は魅力的だと思う人は多い 

・旅行する目的の多くが大野市では実現可能 

・旅行のきっかを、「ＳＮＳやインターネット」より「知人・家族との会話」をポ

イントとする 

  

 このことから、大野市の魅力を知れば大野市に行きたい人はいる。しかし、簡単

には行けない観光地であることがわかる。 

その理由は、まず、神奈川では、大野市の認知度が低いことが言える。これは、

大野市だけではなく、福井県全体に言えることである。 

ブランド総合研究所の「地域ブランド調査 2017」によると、福井県のブランド

は 39 位である。この「地域ブランド調査」とは、1,047 の地域（1,000 市区町

村、及び 47 都道府県）を調査対象とし、全国３万人が各地域のブランド力を徹底

評価する日本最大規模の消費者調査である。（※６） 

調査はそれぞれの地域に対して魅力度、認知度、情報接触度、各地域のイメージ

（「歴史・文化のまち」など 14 項目）、情報接触経路（「旅番組」など 16 項目）、

情報接触コンテンツ(「ご当地 

キャラクター」などコンテンツ 10

項目）、観光意欲度、居住意欲度、

産品の購入意欲度、地域資源の評

価（「街並みや魅力的な建造物があ

る」など 16 項目）などを質問。

また、出身都道府県に対する愛着

度、自慢度、自慢できる地域資源な

ど出身者からの評価などを調査。

調査項目は全 104 項目に及び、各

地域の現状を多角的に分析したも

のである。 

 このブランド力の低さから、観

光においてなかなか魅力が伝わら

ないことをあらわしているのでは

ないか。 

 

 

 

地域ブランド調査 2017 都道府県ランキング 

【Ⅳ 実践】 
地方創生に関する研究 

～コトを見つけ、モノを広め、ヒトを結ぶ～ 
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 大野市のパンフレットやホームページを見てもらうと、大野市に行ってみたいと

７割の人が答えているので、ＰＲ方法の工夫が必要である。 

しかし、「行ってみたい」と回答した人のうち、「実際に１年以内に大野市に行く

か」という質問には、約５％の人しか「行く」という答えがない。理由は、「休みが

とれない」、「遠い」などの回答が多い。そのため、「どうすれば行くか」という質問

には、「休みがとれれば」、「交通の便がよければ」、「お金に余裕があれば」などの回

答が多かった。 

したがって、20 代女 

性が大野市に旅行に行く 

には、「休みがとれ」、「安

く行け」、「交通の便がよ

い」ことが条件となり、こ

のことを満たさなければ

いけない。 

 また、観光旅行の回数

は、日帰りでは、毎月出か

ける人もいるが、宿泊の

場合は、１年に１回が一

番多く、毎月はいない。こ

こから、宿泊旅行はそう

簡単に行けないことがわ

かる。 

つまり、年１回の宿泊

旅行の場所として、大野

市を選んでもらわなけれ

ばいけない。 

ブランド総合研究所の

「 地 域 ブ ラ ン ド 調 査

2017」の上位 100 市区

町村ランキングを見る

と、よく耳にする市町村

がランクインされてい

る。大野市だけではなく、

この 100 位にランクイ

ンされていない市町村が

観光として選ばれるのは

そう簡単ではない。 

 

 

 

地域ブランド調査 2017 市町村ランキング 

【Ⅳ 実践】 
地方創生に関する研究 

～コトを見つけ、モノを広め、ヒトを結ぶ～ 
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旅行費用の平均は日帰りで約 15,000 円、宿泊では約 50,000 円だが、宿泊の

場合、20,000～30,000 万円という答えも４分の１ぐらいあった。 

旅行する目的で多かったのは、自然名所観光、歴史名所観光、レジャー施設が約

４割でリフレッシュが約５割で多かった。大野市はこれらのことが実現可能な場所

である。 

旅行するときのきっかけとなったことについては、知人・家族との会話が約 7.5

割で一番多く、ＳＮＳやインターネットは、約３割で以外に少なかった。 

 

 ４ 安く気軽に行く方法 

大野市への観光は、安く気軽に行けることが条件となる。そこで、その方法につ

いて考えた。 

アンケートより、年１回の宿泊旅行先として大野市は選ばれにくい。そごて、日

帰り感覚で行けるようにすれば可能性が上がる。その結果、旅行費用は日帰り旅行

程度となり、週末の利用によりわざわざ休みをとらなくても旅行することができる。 

 そこで、交通手段は鉄道ではなくバスを利用することにする。仮に、平塚から大

野市まで、鉄道（新幹線を含む）を利用した場合、片道 12,900 円。しかも、朝７

時に出発し、到着するのが 14 時頃である。これでは、充分観光を楽しむことかで

きない。その点、バスだと、金曜の夜に出発することができるので、土曜の朝から

旅行を楽しむことができる。ちなみに、新宿を夜中の 12 時出発で、福井駅に８時

30 分到着のバスは片道 9,200 円である。 

また、宿泊は大野市の空き家を借りて宿泊する。大野市は宿泊施設が多くない。

旅館でもいいが、若い女性の場合、共同のトイレや浴室は苦手である。民泊という

のがあるが、大野市には空き家が多いので、リノベーションして、空き家を気兼ね

なく利用できるようにする。そして、夕食は大野市の名物などの食事を楽しんだり、

夜間の外出を気兼ねなくできるようにする。ちなみに、大野市の旅館は、１泊２食

で 10,000 円ぐらいだが、古民家を改装した「ナマケモノカフェ」と言うゲストハ

ウスでは、素泊まりで 3,000 円程度である。このように空き家を活用することで、

宿泊料を抑えられる。また、大野市の課題である宿泊施設の不足と大野市の空き家

対策にもつながる。なお、朝市での利益をお小遣いとすることで、日帰り旅行程度

のお金で宿泊できると見込まれる。 

 

５ ＰＲと安さを求めたビジネスプラン 

このプランを実施するにあたって、私たちは、大野市の観光ＰＲと平塚の商店街

をマッチングするサービスを考えた。 

現在、平塚市と大野市を結ぶ定期バスは運行されていない。したがって、不定期

ではあるが、バスをチャーターしなくてはいけない。そして、その費用をできるだ

け抑えなくてはいけない。 

 

 

 

【Ⅳ 実践】 
地方創生に関する研究 

～コトを見つけ、モノを広め、ヒトを結ぶ～ 
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具体的には、大野市と平塚市の場合、バスは、大野市のバス会社に運行してもら

い、金曜日の午前に大野市の人（ＰＲする人、物産販売をしたい人、観光したい人

など）が、平塚（南関東）に向けて出発し、その便を利用して、平塚（南関東）の

人が、夜に大野市へ向かう。大野市の人は、観光 PR や物産販売を平塚の商店街の

空き店舗を利用して行うことにする。その後、土・日曜と観光した平塚の人は日曜

の午後、大野市を出発し、その日の夜、平塚に帰着。その便を使って、観光ＰＲを

した大野市の人は、平塚を夜出発し、翌日の朝大野市に帰着する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光ＰＲではアンテナショップがあるが、アンテナショップは、年間を通して東

京などの大都市で行い、家賃なども高く（年間 5400 万円に達するところもある）

費用がかかる。また、実際には赤字経営が続いているとの報告もある。 

一般財団法人地域活性化センターの「アンテナショップ実態調査」によると、東

京都内にあるアンテナショップは現在 72 店舗（平成 29 年 4 月１日現在）で、そ

のうち 42 店舗は都道府県、13 店舗は市町村が整備している。売上高だけで 7 億

円以上は北海道、広島、沖縄の 3 自治体だけで、1 億円以上 7 億円未満が 26 自治

体となっている。（※７） 

その点、私たちのビジネスプランは、短期間でリーズナブルに出店できる。商店

街は、週末に地方の物産展のようなイベントができ、商店街全体のとしての集客効

果が狙える。そして、在住者は、あまり知られていない観光地に安く行くことがで

きるのが特徴である。 

    

６ 専門家による意見の聞き取り（氏名は省略） 

このビジネスプランについて、専門家の方に意見を伺った。 

○公益財団法人神奈川産業振興センター神奈川県よろず支援拠点 中小企業診断

士 

・地方活性化と商店街活性化のマッチングは、手間を省くプランで、定期的にで

きたらいいだろう 

・アンテナショップは、人がいるところに出さなければ意味がない。しかし、人

がいないからシャッター商店街になる。地方が喜んで出してくれるかが課題で

ある 

・人が集える場所という発想はいい。物産展が期待ではなく、情報拠点となると

いい。人と人とが出会える場所を楽しんでもらうといい 

バス運行イメージ 

【Ⅳ 実践】 
地方創生に関する研究 

～コトを見つけ、モノを広め、ヒトを結ぶ～ 
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○平塚市商店街連合会会長（商店街の状況など） 

・商店街の空き店舗の主な要因は後継者がいないこと 

・平塚の中心商店街の空き店舗は現在３軒くらいである 

・地方観光のＰＲとして空き店舗を使用することは可能である 

 ・地方だけではなく、地元の観光ＰＲの場としても利用できる 

・同時に平塚の物産品も提供できるといい 

・商店街は動線が大事ある 

 ・集客のため、新たな商業施設を検討している 

 

○嘉悦大学経営経済学部准教授 

・発想はおもしろい 

・今、若い人はバスの利用にあまり抵抗はないが、バスの設備が良くないとだめ

である（トイレ付等） 

・空き家の利用も気兼ねがいらないのでいい 

・特性として、女性は共感力があり、自分の体験を共感してもらいたい傾向にあ

る。ＰＲ方法で期待できる 

・勢いのある会社（店舗）はイメージ（例：おいしいから）がしやすいので、そ

ういう観光素材があれば伝えやすくなる 

 

○大野市の大野観光自動車常務取締役（バス運行について） 

・バスの運行に対しては、様々な規制が増えてきた 

・大野市と平塚市の距離であれば、平塚までの運行は、平塚で２時間ぐらいの休

憩をとれば、乗務員２人で運行が可能である 

・運行コストは抑えられる 

・当社には大型の設備の揃ったバスはない 

・現在は、遠足や団体旅行での運行が多い 

  

○大野市産経建設部商工観光振興課（市としての正式な意見はむずかしいという

ことなので、あくまで個人的な感想で伺った） 

・商店街で観光ＰＲすることについて、仮に平塚市の商店街から観光ＰＲをして

くれないかとお誘いをいただいた場合は、手数料等によるが、大野市は観光Ｐ

Ｒに行くだろう 

 ・大野市の物販品（お土産など）は決して他都市を圧倒できるほど魅力的なもの

はないので、観光ＰＲの内容としては、まず、大野市を知ってもらうこと、大

野に来ていただけるような内容のＰＲになるだろう 

・大野市に来てもらえれば、大野市のファンになってもらえるだろう（他県から

の移住者がいる） 

・ビジネスモデルについて、マッチングサービスの仕事は、不動産の仲介業のよ

うなイメージだが、潜在的なニーズは多いだろう 

 

【Ⅳ 実践】 
地方創生に関する研究 

～コトを見つけ、モノを広め、ヒトを結ぶ～ 
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・都市部の空き店舗だけのサービスではなく、他の大都市圏も視野に入れて実施

したほうがいい 

・都市部から遠い自治体は、東京の都心には観光ＰＲに行くかもしれないが、東

京以外の都市部の街に観光ＰＲに行かないだろう（地方の都市はその地方の大

きい都市に観光ＰＲに行くことが多い。福井県の場合は、大阪や名古屋） 

・全国の自治体を相手にマッチングできるようにしないと、自治体と商店街がマ

ッチングできる可能性が低くなり、顧客がいなくなってしまう気がする 

 

７ 観光プロデュースコンテストにおける質疑 

 観光プロデュースコンテストにおいて、プレゼンテーション後、審査員の方から

次のような質疑があった。 

・実際に大野市に来て、遠さというのをどのように実感したか 

・大野市ならではの魅力は何か 

・新たな観光スポットに行ってみて気が付 

いたことを、行っていない人にどのよう 

に伝えるか 

・ＳＮＳを使わない理由は何か 

・空き家を利用すれば、当然外食となるが 

夜の観光をどのように考えるか 

・現実的に女性はバスを利用しないのでは 

ないか 

 これらの質疑を参考に、改めて対策を検討している。 

 

 ８ プランの実現性について 

    コンテスト後、大野市での活動を通して、私たちのプランについて平塚の大手旅

行会社の方に伺った。 

    ・プランについては、実施可能である 

・募集プランがオーダーメイドできるのがよい 

・バス料金については、シーズンによって値段が変わるが、鉄道よりも安くいけ

ることは確実である。 

・実際に地域交流事業を行っているが、募集方法をどうするのか 

・この地方をＰＲすることを目的とするのであれば、平塚市と大野市が姉妹都市

のように連携できるといい。 

    以上のような意見をいただいた。 

次に、平塚市の産業振興課にプランについて相談した。結果として、大野市と

の連携は簡単なことではないので、引き続き検討することにした。なお、平塚市

の中心商店街の中にある広場で開催されるイベント（まちかどマルシェ会場）内

で、地域の魅力を提案する場をいただいたので 10 月に提案する。 

 

 

プレゼン後の質疑応答 
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Ⅴ 検証 

 

 １ 仮説の検証 

仮説「観光客誘致を考えている地方の市町村のＰＲ方法として、都市部の空き店

舗のある商店街で行えるよう、両者のマッチングをし、そのマッチングを利用して、

都市部の人が地方に安く旅行に行けるようする。」について、次の３つの視点で検

証した。 

①「観光客誘致を考えている地方の市町村のＰＲ方法として、都市部の空き店舗

のある商店街で行えるよう、両者のマッチングをするシステム」については、

着眼点や面白さの点である程度の評価をいただいた。しかし、実現可能性につ

いては、かなりのハードルがあり難しいと判断した。 

②「商店街の空き店舗を地域の観光ＰＲとして活用すること」については、都市

部の空き店舗のある商店街では対応が可能であるとの回答を得られ、観光客誘

致を考えている地方の市町村側も条件付ではあるが活用ができると見込まれ

る。しかし、ＰＲについては、どうしても大都市が中心となるので、実施方法

の工夫が必要だと判断した。 

③「都市部の人が地方に安く旅行に行けるようすること」については、実現の可

能性はかなりある。なお、バス利用においては賛否があり、また、運行面でも

課題もあるが、宿泊は空き家を利用することによりコストを抑えられ、旅行費

用を安くすることができる。そして、その活用方法については、地方の市町村

も関心が高いと判断した。 

これらのことを総合的に考えて、仮説はある程度正しいという見込みはでき、「地

方と都市部のマッチングにより、地方への観光客を増やせる」と判断した。ただし、

確実に実行するためには、まだまだ検証や改善が必要である。 
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Ⅵ 課題 

 

１ 課題と今後の対応 

    活動を通して多くの課題があがったが、その中で「ＰＲ方法」と「旅行に行くタ

イミング」について再検討した。 

    まず、ＰＲ方法については、いろいろな方から指摘を受けた。観光ＰＲの方法の

一つとして、ご当地キャラクターがある。ご当地キャラクターの活用に関する調査

研究報告書によると、「ご当地キャラクターがもたらした効果」について、その地域

をはじめて知った人が４割いるが、「ご当地キャラクターがきっかけで、訪れた地域

がある」との回答は 2.9％にとどまっている。（※８） 

    このことから、認知はされても、実際に行動するための工夫が必要だと再確認で

きる。 

他にも、ご当地観光ＰＲ動画もあるが、インパクトと話題づくりが必要になる。 

    私たちのアンケート結果から、旅行に行くきっかけとして、ＳＮＳの利用は少な

いことがわかった。ＳＮＳは個人として活用することはあっても、それが大きく観

光と結びつく割合は低い。そこで、ＳＮＳを利用しない方法として、今回「結いあ

るばむ」というものを考えた。これは、パンフレットとフォトブックを一緒にした

ようなもので、観光協会等で販売する。大野市には多くのパンフレットがあるが、

大きさや折り方がいろいろあり、持ち歩くのに不便である。これを「結いあるばむ」

の大きさ（Ａ４版）に統一し、クーポン券をつけたり入館が無料になるパスポート

も表紙でわかるようにすると、持ち運びが便利である。旅行後、「結いあるばむ」に

は、写真や入館券などいろいろなものを取り込んで、これを職場の人に見せたり、

机の上に飾ることで、自分自身がまた行きたいと思ったり、職場の人に気づいても

らう等、クチコミ効果をねらったものである。この「結いあるばむ」は、大野市に

提案した。 

また、大野市の商品の物産販売については、昨年度、神奈川県産業教育フェア（横

浜そごう新都市ホールで開催）で大野市の商品として販売したところ、多くの人に

興味を持ってもらった。特に、都市部では見かけない商品だったので、ＰＲ効果は

高い。今年度も継続して実施する。その際、大野市の旅行パンフレット等も用意す

る予定である。 

他にも、オフィスグリコの大野版で「オフィス大野」も提案した。大野市のお菓

子類を会社等に１か月ごと定期的に販売しておいてもらうというものである。 

このようにして、ＳＮＳに頼らない方法でＰＲすることを今後も検討していきたい

い。 
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【「結いあるばむ」イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、旅行に行くタイミングについて、改めて検討した。私たちの案は、地方の

市町村の人がＰＲとして都市部に訪れたときのバス便を利用して、都市部の人が地

方に旅行に行くというものであったが、その旅行者をどうやって募集するのかとい

う点で、ＰＲ方法が確立されていない。また、仮に効果的なＰＲできたとして、そ

の土地にすぐ行く気になるかという点でも疑問が残った。 

流れとしては、都市部の商店街でＰＲをしたことで、行って見たいという気持ち

が起こるのではないかと考えた。このように考えた場合、旅行代金が少し高くなる

のではないかという心配があるが、その分を商店街や地方の市町村から何らかの補

助があれば、カバーできるのではないか。また、ＰＲ方法としても商店街がバック

アップする方法を検討すればよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きさの違うパンフレットを
一冊にまとめる 

ご朱印も入れられる 
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Ⅶ おわりに 

 

１ 感想 

今回、「越前おおの観光プロデュースコンテスト 2018」を通して、ただ観光プラ

ンを考えるのではなく、どうしたら課題を解決できるか、その一つとしてビジネスモ

デルを考えた。しかし、地方創世と空き店舗対策については社会の大きな課題であり、

私たち高校生の考えですぐ解決できるものではない。 

それでも、この仮説を通して、多くの人との関わり、それぞれの立場での意見をい

ただいたが、はっきりとした結論を見出すことはできず、すごく難しい問題だと改め

て感じた。 

特に、地方の過疎化の問題については、平塚にいる私たちには、想像もつかないこ

とが実際に見えてきた。 

５日間現地に行ってさまざまな活動や調査をして、「観光として」、「リフレッシュす

る」、「のんびりする」という点で行くには、本当にいい場所ではあったが、実際にず

っと住み続けることができるか、というと疑問であった。 

コンビニエンスストアや自販機があまりなく、ファミリーレストランは市内に１件

もない。お店は夕方になるとほとんどしまっている。電車は数時間に１本。仕事もあ

まりなく、29 年度最低賃金は 778 円（神奈川県の場合 956 円）。若者がどんどん

街を離れていく。地元で話を伺ったとき、「高校卒業後は、大野市以外で仕事を見つけ

なさい」という親がかなりいるという現実も聞いた。 

それでも、大野市では人とのつながりを大切にし、関わった全ての人が優しかった。

朝市では、私たちの隣に出していたお店の人が「神奈川から来たんだから、買って行

ってあげて」とお客さんに声をかけてくれたり、お店で売っている商品をサービスし

でくれたり、商売と言うよりコミュニケーションを楽しんでいるという感じだった。 

また、リノベーションしたカフェが数多くあるが、店員さんに質問し、いろいろな

ことを教えていただいたりする時間もあった。このような街の人たちに私たちは、少

しでも手助けをしたい、そして、この結びつきを大切にしたいと感じた。 

観光プロデュースコンテストで、私たちは多くの提言をした。その実現性はすぐに

は難しいものがあるが、コンテスト後、ある一つの提案を観光に活用すると連絡をい

ただいた。 

これは、市街地から車で 30 分ぐらいのところにある真名川ダムの提案である。大

野市での活動中、人力車のタイヤがパンクしてしまい、予約した日に乗車することが

できなかった。その代わりに、アーチ式ダムの真名川ダムを案内してもらった。そこ

では、ダムに向かって声を出すときれいに反響するというもので、特に有名ではなく、

人力車の車夫の方が小さい頃の遊びとしていたものであった。実際にそのダムに行っ

て、大声を出すときれいに反響してきて、ストレス発散にもなり気持ちよかった。そ

こで、ここに例えば「大きな声で叫んでみよう」という看板を出せば、今ある観光資

源におもしろさが加わるのではないかと提案した。 
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この提案について、大野市に住んでいる人では気がつきにくいことで、大野市の魅

力を発見していただいとお礼をいただいた。もともとは、大野市の人に教えてもらっ

たことであり、大野市の人との結びつきがこのようなことにつながったと感じた。 

また、この取り組みを通して、旅行代理店とは旅行商品の検討、平塚市とは地域の

魅力に関する着地型観光の検討に関わることもできた。この点でも様々な結びつきを

感じた。地方創生は、決して地方だけでの問題ではない。しかし、地方が単独で努力

するのではなく、都市部との連携により、両者が発展できるような仕組みづくりがで

きればいいのではないかと思う。私たちは、これからも地域だけではなく、地方も含

めた連携について研究していきたい。 
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資料 

 

１ 本校について 

    本校の創立は昭和 37 年（1962 年）で、今年で 56 周年を迎える。特色は、全

員が主役、高校時代に様々な活動に取り組む仕掛けが授業を中心に用意されており、

３年間で実学（ビジネス）を身に付ける。また、地域の学校として、地域との協働、

教育資源の相互提供、人材の地産地消を目指している。具体的には、チャレンジ委

員の地域協働、ぷちひらつか、商品開発、地域団体・小

中高専大と連携した取組みが盛んにおこなわれている。

特に、７月には、平塚市の最大イベントである七夕まつ

りが開催され、本校からも七夕飾りを作成したり、飲食

や商品販売など出店をしている。さらに、専門性の追求

として、基礎的な学習を実習活動で定着させるための仕

掛けが数多く用意されている。また、頑張った証しとし

ての資格、直接的に仕事に役立つ資格の２種類の資格取

得ができ、進学後、公認会計士や税理士になり、社会貢

献できるプログラムが構築されている。 

 

２ 平塚市について 

   本校のある平塚市は、東京から南西方向に約 60km、神奈川県のほぼ中央、相模

平野の南部に位置し、約 4.8km の海岸線から西北に広がる扇形で、相模川と金目

川の下流域に発達した平野と、それを取り囲む台地と丘陵から形成されている。北

側には丹沢・大山山麓が控え、西側には富士・箱根連山を遠望できる四季温和な気

候に恵まれたまちである。 

江戸時代に東海道五十三次の宿場町として栄え、明治２０年に鉄道（現在のＪＲ

東海道線）が開通すると、平塚駅を中心に発展してきた。第二次世界大戦で大きな

被害を受けたが、戦後、焦土のなかから再び復興へと力強く歩み始め、都市施設や

市街地の整備が進み、商工業の成長とともに住宅地としても発展し、現在に至って

いる。 

平塚は、高い生産力を持った工業と農・漁業、そして商業がバランスよく調和し

ているまちで、工業では、化学工業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業など

の工場が立地していて、特に、自動車関連の工業地域としての特色をもっている。

また、農業では、県下でトップクラスの生産高を誇る米や、全国屈指の生産高のバ

ラ（平塚の特産品）のほか、野菜などがオールラウンドに生産されている。また、

漁業も相模湾を中心とする近海の魚介類の高い収穫高があり、新鮮な海の幸が身近

に楽しめる。そして、商業では、JR 平塚駅周辺の中心商店街をはじめとして、市

内各地区に商店街が形成され、買い物の場として利用されている。なお、中心商店

街は、毎年７月に開催される「湘南ひらつか七夕まつり」のメイン会場となる。 

（※９） 

 

作成した七夕飾り 
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３ 福井県大野市について 

大野市は福井県東部の内陸に位置し、福井県で最も面積が大きく、その約 9 割を

森林が占めている。人口は 33,109 人（平成 30 年 4 月 1 日現在）で、福井市、

坂井市、越前市、鯖江市、敦賀市についで 6 番目である。 

大野市は霊峰白山の支脈に囲まれた緑豊かな自然とおいしい水と食に恵まれ、歴

史・文化・伝統が息づき、市街地である城下町は、織田信長家臣の金森長近により

400 年以上前に築かれた。街のシンボルでとして大野城のふもとは碁盤目状（短冊

形）のまち並みで、かつての城下町としての風情を色濃く残し、「北陸の小京都」

ともよばれている。街中には多くの湧水があり、「清水(しょうず)」と呼び、名水

百選に選ばれた「御清水(おしょうず)」や平成の名水百選に選ばれた「本願清水(ほ

んがんしょうず)」がある。また、湧水地が多いため、

醸造文化が発達している。 

このような大野市を表す言葉「結(ゆい)の故郷(く

に)越前おおの」は、昔から今日までお互いに助け合

う習慣や、様々な地域との絆を大切に育んできた大

野市を「結」がたくさん詰まった一つの「故郷」と

位置付け表現している。（※10） 

 

参考・引用 

 ※１ https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%89%B5%E7 

%94%9F-1726136#E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E5.85 

.A8.E6.9B.B8.28.E3.83.8B.E3.83.83.E3.83.9D.E3.83.8B.E3.82.AB.29 

   コトバンク 朝日新聞掲載「キーワード」の解説 

※２ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/resas/pdf/20180413 

manga_booklet_zenpen.pdf まち・ひと・しごと創生本部事務局ＨＰ 

RESAS まんがブックレット「そうだったのか！RESAS でわかる私たちの地域」 

※３ http://www.city.ono.fukui.jp/shisei/seisaku-keikaku/jinkouvision/ 

vision-senryaku.files/sougousenryaku.pdf 大野市ＨＰ 

「まち・ひと・しごと創生 大野市総合戦略」 

※４ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/y2w/cnt/f532311/documents/ 

1225568_4438075_misc.pdf 神奈川県ＨＰ 

「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

※５ http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shog... 中小企業庁ＨＰ 空き店舗対策 

※６ http://tiiki.jp/news/05_research/survey2017 ブランド総合研究所ＨＰ 

※７ https://www.jcrd.jp/publications/antennashop/  

一般財団法人地域活性化センターＨＰ 

※８ http://www.tama-100.or.jp/contents_detail.php?frmId=466 

公益財団法人 東京市町村自治調査会ＨＰ 

※９ http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/shokai/page-c_00377.html 平塚市 HP 

※10 https://www.city.ono.fukui.jp/aboutweb/konnatokoro.html 大野市 HP 
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