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はじめに 

 

 人口減少や少子高齢化が進むわが国において、観光は、地域における消費の増加や新たな雇用の創

出など幅広い経済効果をもたらすとともに、地域の人々が誇りと愛着を持つことができる活力に満ち

た地域社会の実現をもたらすものとして、近年注目を集めている。 

 また、成長するアジアの活力をわが国に取り入れていくといった観点からも、観光振興による地域

活性化は、２１世紀のわが国経済社会の発展のため不可欠である。 

 このような観光立国実現に向けて、平成２０年１０月１日に国土交通省に観光庁が設置された。 

 一方で、大都市と地方との格差是正を目的に、地域にある資源を活用して新たな事業展開を図る中

小企業を支援するために、平成１９年度より地域資源活用支援事業がスタートし、既に４００を超え

る事業計画が認定され、その取り組みが進められている。 

 都道府県が指定した地域資源、地域で生産される特徴ある農林水産物、地域の技として定着してい

る鉱工業品やその製造技術、地域にしかない自然や歴史ある風景、建築物による観光資源は、全国で

約１０，０００に上っている。 

 その中で、観光資源は４，８００あまり選定されているものの、その活用面では全国認定された事

業計画ではわずか３４件と少なく、農林水産物や鉱工業品に比べ、活用に向けた課題が多いことが予

想される。 

 しかし、観光資源の開発や活用は、地域の観光事業者だけでなく農林水産物や土産品などの鉱工業

品、飲食・宿泊・交通など広範な産業へ波及効果が大きく、小規模・零細企業の多い福井県にとって

も地域活性化に不可欠なものである。 

 そこで、全国の観光資源を活用した認定事例や全国の観光を中心とした地域活性化事例の研究を通

して、福井県内の観光資源を見つめなおし、観光資源活用による地域活性化向けた提案を行うことを

目的として、本調査研究事業を実施した。 

 今回の提案が、福井県の産業、特に観光関連産業の皆様のこれからの取り組みの一助となれば幸い

である。 

 

平成２１年１月 

（社）中小企業診断協会福井県支部 

                            支 部 長  上 村 辰 美 
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第１章 全国における地域資源の指定と観光資源の活用について 

 

１．地域資源活用支援の流れと計画認定件数の推移 

(1)「中小企業地域資源活用促進法」と地域資源活用支援の流れ 

平成１９年 6 月に「中小企業地域資源活用促進法」が施行され、これは「地域資源を活用して新商

品の開発等に取り組む中小企業に対し、税制・金融面をはじめとする総合的な支援措置を行い、地域

経済の活性化を図ること」を目的とする法律である。 

地域資源の定義については下記のとおりとなっている。 

①地域の特産物として相当程度認識されている農林水産物や鉱工業品 

②地域の特産物である鉱工業品の生産に係る技術 

③文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの 

（ただし、具体的な地域資源については、各都道府県が策定する「基本構想」によって指定される。） 

 地域資源認定の流れについては、下記フロー図の通りである。 

【地域資源認定の流れ】 

  ①都道府県が基本構想を策定し、地域資源を指定           ②国が認定 

 

 

  ③中小企業が「地域資源活用事業（※）計画」を作成し 

   都道府県に申請 

 

 

  ④都道府県が意見を付与して経済産業局に提出 

 

 

  ⑤国の地方支部局（経済産業局等）が認定 

 

 

  ⑥各種支援措置 

   専門家によるアドバイス／試作品開発などによる補助金／ 

   設備投資減税／低利融資 など 

 

※「地域資源活用事業」とは、「地域資源を活用して行われる新商品の開発、生産又は需要の開拓及び

新サービスの開発、提供又は需要の開拓に関する事業活動」である。 
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 全国の都道府県が、基本構想の中で指定する地域資源は、総数で１０，９２２件（平成２０年７月

時点）を数え、内訳は農林水産品３，３２８件、鉱工業品２，４２１件、観光資源５，１７３件と、

観光資源が半数を占めている。 

 都道府県別の地域資源指定状況をみると、最も多く指定しているのは北海道の９４７件、最少は徳

島県の８９件と１０分の１となっている。４７都道府県の平均を計算してみると２３２件となる。 

 資源別にみると、北海道が農林水産品５３５件、鉱工業品１６５件といずれも全国１位で、観光資

源では兵庫県の４３０件がトップとなっている。 

 ちなみに、観光資源の指定数で多いのは、長野県３７０件、北海道２４７件、奈良２３１件、京都

２２９件と、歴史遺産や建造物の多い地域とリゾート地で高くなっていることが伺われる。 

 

(2)地域資源活用計画の認定の推移 

【地域資源類型別件数・内訳】

地域資源類型 件数（件） 内訳（％）

総数 428 100.0

農林水産物 156 36.4
鉱工業品 238 55.6
観光資源 34 7.9

（平成20年7月31日　現在）

 地域資源の類型別で事業計画が認定されている 

件数を比較すると、右表のとおりである。最も多 

いのが鉱工業品の２３８件で、全体の半分を占め 

ている。次いで農林水産物の１５６件。観光資源 

の活用計画は最も少なく３４件で、全体の１０％ 

未満である。 

 また、地域資源認定事業計画の推移を見ていくと、初回の平成１９年１０月が最も多く、１５３件

となっている。各類型別で見ても、農林水産物・鉱工業品・観光資源の全てで平成１９年１０月の認

定スタート時の件数が最も多くなっている。 

H19年10月 H19年12月 H20年2月 H20年3月 H20年7月

総数 153 71 85 19 100

農林水産物 57 27 35 4 33
鉱工業品 81 41 44 15 57
観光資源 15 3 6 0 10

（単位：件）

H19年10月 H19年12月 H20年2月 H20年3月 H20年7月

総数 100.0 46.4 55.6 12.4 65.4

農林水産物 100.0 47.4 61.4 7.0 57.9
鉱工業品 100.0 50.6 54.3 18.5 70.4
観光資源 100.0 20.0 40.0 0.0 66.7

（単位：％）

【地域資源認定事業計画の類型別推移
　　〔上図〕件数、〔下図〕増加率（初回の認定件数を100％として換算）

認定時期

認定時期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、これらの 3 類型の中から「観光資源」に焦点をあてて、都道府県別に見た特徴や活用状況に

ついて見ていく。 
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２．都道府県別に見た特徴と観光資源の活用状況 

(1)都道府県別に見た観光資源活用計画の状況 

県 観光資源（件） 地域資源総数（件） 観光資源/地域資源全体（％）

全国 34 428 7.9

長崎県 3 10 30.0
埼玉県 2 7 28.6
京都府 3 11 27.3
沖縄県 8 31 25.8
山口県 2 8 25.0
秋田県 1 5 20.0
福島県 2 10 20.0
千葉県 1 5 20.0

（H20年7月31日現在）

【地域資源活用事業計画全体に占める観光資源活用の割合（上位県別）】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の表は、認定された地域資源事業計画の総数に占める観光資源活用計画の割合を県別に見たもの

である。全国平均は７．９％と１０％にも満たないが、トップの「長崎県」が３０．０％、次いで「埼

玉県（２８．６％）」、「京都府（２７．３％）」、「沖縄県（２ 

５．８％）」、「山口県（２５．０％）」と続いている。 

 右表は、観光資源の認定件数の上位県である。 

最も多いのが「沖縄県」で８件、次いで「北海道」と「京都 

府」、「長崎県」が３件で続き、「福島県」、「埼玉県」、「兵庫県」、 

県 観光資源（件）

沖縄県 8

北海道 3

京都府 3

長崎県 3
福島県 2
埼玉県 2
兵庫県 2
山口県 2

（H20年7月31日現在）

【観光資源を活用した事業計
画認定数（上位県別）】

「山口県」が２件と続く。 

以上が、観光資源を活用した事業計画が２件以上認定されて 

いる県で、いずれも全国的に有名な観光地を有する。 

 

(2)都道府県別に見た特徴 

前述の各県の観光資源を活用した認定事業計画をそれぞれ見てみる。 

※（ ）内は活用されている観光資源名 

①沖縄県 

  「沖縄音楽・舞踊」「琉球王国」「自然」など独自の文化・歴史、そして熱帯性の気候による自

然という独特の資源を活用した事業が認定されている。 

・音楽配信サイトの利用高度化による沖縄音楽関連商品の開発・販売（沖縄音楽） 

・今帰仁ブランド商品改良及び販路開拓とものづくり体験型観光プログラム開発連携事業（豚、

ハイビスカス、沖縄島野菜、マンゴー、パイナップル【農林水産物】沖縄黒糖【鉱工業品】や

んばるの森、琉球王国のグスク及び関連遺産群【観光資源】） 
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・沖縄空手の事業的活用による普及推進プロジェクト（沖縄の空手・古武術） 

・宮古芸能館開発設置事業（沖縄の伝統舞踊、沖縄音楽） 

・渡名喜村の古民家を活用した観光ツアー（渡名喜県立自然公園） 

・黒蝶真珠手作り体験・練習用擬似貝体験（黒蝶真珠【鉱工業品】、黒蝶真珠養殖場【観光資源】） 

・地域資源を活用した沖縄ペーパークラフト・シリーズ商品ライン拡充及び本土市場開拓事業（琉

球王国のグスク及び関連遺産群、シーサー製作所・工房・風景、ヤンバルクイナ生息地・飼育

地、ヨナグニサン生息地・飼育地、ヤンバルテナガコガネ生息地・飼育地） 

・ＯＫＩＮＡＷＡ亜熱帯自然環境学習プログラム開発・販売事業（沖縄のビーチ、マングローブ

自生地、植林地、サンゴ生息地・養殖地） 

②北海道 

   日本最北の地であり、特に「温泉」が観光資源として活用されている。 

・「スギ花粉リトリート（疎開）ツアー」による糠平温泉郷全国ブランド化への挑戦（イムノリゾ

ート上士幌・ぬかびら温泉） 

・サッポロ・シティ・ジャズを活用した観光プログラムの開発事業（サッポロ・シティ・ジャズ） 

・乾癬病やアトピー性皮膚炎などに効能があるといわれている豊富温泉の成分を生かした乳液・

クリーム等の開発（豊富温泉） 

③京都府 

   古くからの伝統がある都市で、「工芸」「町並み」が活用されている。 

・滞在型観光客をターゲットとした「ほんものの京友禅染め浴衣生地作り体験」の開発と提供（京

都伝統工芸体験工房） 

・アテンドサービスを付加した「京町家ホームビジットプログラム」の開発と提供（京町家） 

・暮らすように旅をする「京町家ステイ」と伝統文化研修「オリジン・アート・プログラム」の

提供（京町家） 

④長崎県 

   江戸時代から培われた異国情緒が溢れる都市であり、当時の趣を漂わせる「教会」などが活用

されている。 

・平戸ＡＴＡ（エリア・ツーリズム・エージェント）構築事業（ひらめ、いか等の水産品、農産

品【農林水産物】、長崎の教会群とキリスト教関連遺産 他【観光資源】） 

・五島巡礼 八十八ヶ所霊場巡り（タクシー・バスプラン）開発事業（五島八十八ヶ所） 

・「近代化遺産 軍艦島再生プロジェクト」（賑わいの島）構築事業（軍艦島（端島）） 

⑤福島県 

   北海道同様、福島県も「温泉」が重要な観光資源となっている。 

・健康と癒しの温泉地創設事業（いわき湯本温泉） 
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・相馬野馬追と新田川温泉を中心とした体験型、滞在型の観光システム構築事業（新田川温泉、

相馬野馬追） 

⑥埼玉県 

   江戸時代の趣を残す川越市の「蔵造りの街並み」などが観光資源として活用され、「小江戸」と

称されたりもする。 

・和銅採掘遺跡及び和同開珎に関連する地域資源を活用した「ご利益ツアー」及び関連商品の開

発（和銅採掘遺跡） 

・ハイクラス外国人観光客向けプレミアムツアー事業化（蔵造りの町並み） 

⑦山口県 

   山口県も「温泉」、そして「萩の街並み」が観光資源として認定され、その中で工芸品にも注目

している。 

・観光宿泊拠点・湯田温泉オリジナルブランド構築事業（湯田温泉） 

・観光資源である「萩まちじゅう博物館」の歴史的特徴のひとつである、江戸末期に廃絶した萩

硝子を復活させ、萩観光の魅力を高める。（萩まちじゅう博物館） 

⑧兵庫県 

 スポーツ施設を活用したサービスによる付加価値づくりと産業体験という異なった資源の活用

となっている。 

・淡路佐野運動公園とスポーツホテルのノウハウを活用した日本初、トップアスリート養成のた

めのスポーツコンシェルジュサービスと大会コーディネートサービスの提供（兵庫県立淡路佐

野運動公園） 

・銀の馬車道プロジェクトに因んだ体験型産業観光「いぶし瓦の技術を活かした体験プログラム」

の開発と提供（銀の馬車道） 

 

 これらの認定された計画を、その活用される観光資源別に見てみると、国定公園や森といった「自

然」が８件、「温泉」５件、「音楽」４件、「産業遺産」４件、「宗教関連施設」３件、「工場等での体験」

３件、「街並み」３件と続いている。 

 認定された計画をみると、自然や遺産、街並みなどの景観や施設に、ソフトなサービスを加えた新

たな観光資源づくりの取り組みが多くみられ、地域にある生活や文化、サービスを見直す活動が、新

たな活用計画づくりの原点のように感じられる。 
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３．観光資源活用の認定が少ない理由 

地域資源の指定数や類型別に対して、観光資源分野は活用のための事業計画の認定数がなぜこれほ

ど少ないのか。総数４２８件に対して３４件（平成２０年７月現在）、全体の７．９％しかない現状を

踏まえて、その原因・理由を考察してみる。 

 

(1)制度分類上の偏りと他施策との関係 

観光資源分野の場合、産地技術や農林水産物に比べ制度上の支援策にメリットが少ないことがあげ

られる。 

地域資源活用プログラムでの支援の要は、試作品開発と市場開拓が中心であり、企業にとっては観

光資源分野というより、その地にある農林水産や産地技術商品の開発の方が相応しいという理由から

分野を選定される傾向もあるのではないだろうか。 

また、観光資源そのものを売り出す発想からいけば、その支援施策は他にも国土交通省や観光庁な

どの施策メニューのほうが使い勝手がよいこともあげられる。 

 

 (2)地域連携が不可欠な分野 

基本構想にあげられた観光資源は、概ね「地域や名称」を指し示しているため、一般の企業単独で

取り組むには観光土産品の開発等に限られ計画がたてにくい分野である。もちろん、観光プログラム

策定や仕組みづくりは可能だが、観光はそもそも他業種や地域全体を巻き込んで成り立つものが多く、

単独企業だけでは展開が難しい面があるといえよう。 

さらには、想定する観光資源にはそれぞれ独自のイメージがあり、そのイメージにマッチする観光

土産品の開発となると、商品ジャンルにも限りがある。また、その地で作られる素材を活かした商品

となるとさらにジャンルが絞られてしまう。（例、永平寺＝厳粛で質素なイメージ→健康で体に優しい

贅沢でない商品）したがって、いかに他業種や地域全体がまとまって、既存の発想から脱却した展開

が見出せるかが課題であるといえよう。 

指定された観光資源は、これまでも相当の観光地として形成されてきたものも多く、そこから脱却

した新しいコンセプトやストーリーづくりには時間がかかる。観光土産品についても食品や菓子で相

当数の商品があり、新規性をもった商品づくりをしようと思うと観光資源に対する十分な掘り起こし

や、コラボレーション、新しい事業パートナー探しに傾注しなければならない。 

観光はリアルなもののため、実際に体験をしてもらう観光商品をつくる必要がある。例えば、産業

観光があげられるが、地域の観光資源としてあげるには複数の見所を擁していなければ魅力が薄れる。 

しかしながら、複数箇所を巻き込んでとなるとコンセンサスや事業計画策定が難しく、特にその中

核となる企業や団体が強い調整力と推進力を発揮し、地域が連携しなければ事業が進行しにくい。 
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４．観光行動の変化と今後の方向性 

(1)観光行動の変化と見直しのポイント 

近年、観光客が減少し、活力が低下している従来型の観光地が増えてきている。 

これは、 

①高速交通網の整備発達によって日帰り圏が拡大した 

②旅行の大衆化の中で主流だった団体客から、多様なニーズを持った個人や小規模グループ客を中

心とした旅行スタイルへ変化した 

③観光地間の競合関係の広域化等といった旅行環境の変化について行けない 

ことによるものといえよう。 

そうした変化や逆風に対していかに地域資源としての観光を推進していくべきか、発想を転換し地

域を再発見するなかで活路を見出す事例も増えてきている。 

地域にはさまざまな観光資源が埋もれている。従来の「観光資源」という概念からは外れるため、

その地域の人々には観光資源としての価値を見出されないようなあたりまえの生活の一部も、観光客

の視点で見ると大きな魅力をもつ資源である場合が少なくない。このような埋もれた観光資源を発掘

し、新たな観光魅力として紹介し、さらに観光商品としてマーケティングすることができれば、地域

にとっては大きなプラスとなりうる。 

そこで、観光振興の新たな展開として、「体験や学習」を加えた観光形態が注目されている。 

 

(2)体験型観光への視点 

福井県でも、永平寺や東尋坊などの既存観光地の低迷が続くなか、このような新しい形態の観光に

期待が寄せられている。その代表例として「産業観光」があげられるが、全国産業観光推進協議会に

よると、産業観光とは『歴史的・文化的価値のある産業文化財（産業遺構）や工場・工房及び産業製

品、コンテンツなどのソフト資源を観光資源とする新しい観光形態であり、それらの価値や意味、面

白さにふれることにより、人的交流を促進するもの』と定義されている。 

つまり、過去の産業的な遺産から、現在稼動している工場、伝統産業の製造現場、特産品の工場な

どを対象とする観光への変化が起こり、従来型の観光と比べてより人々の生活に密着したものとなる。

特に、それぞれの地域には生活の基盤として何らか必ず特有の産業があるため、産業自体がまちの生

活や文化にも大きな影響を与えているからである。産業といって重厚長大なものでなくとも、小さい

産業施設でも十分非日常的であり、魅力的な観光の対象となりうる。 

それらを地域の観光資源として活用するには、「産業観光資源」としての意味付けと、適切な情報

発信を行うことが極めて重要であるが、まずはそれらの施設や企業に産業観光のメリットを十分認識

してもらう土壌作りも大切だろう。 
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(3)ニューツーリズムに向けて 

また、近年は、産業観光を含む「ニューツーリズム」といわれる新たなトレンドも生まれてきてい

る。ニューツーリズムとは、従来の物見遊山的な観光旅行に対して、テーマ性が強く、人や自然との

ふれあいなど体験的要素を取り入れた新しいタイプの旅行のことを指す。 

テーマとしては、前出の産業観光、エコツーリズム、グリーンツーリズム、ヘルスツーリズム、ロ

ングステイなどがあげられる。旅行商品化としても旅行会社主導でなく、地域の立場から特性を活か

すことが必要で、その意味でニューツーリズムは地域活性化につながる新しい旅行の仕組み全体を指

すとも言える。 

地域の側で観光協会などが第３種旅行業を取得し、地域内発着の旅行商品を開発し、売り出してい

こうとする動きが始まっているが、今はまだ多数の地域が旅行商品のコンテンツとなる様々な体験や

交流のプログラム開発に取り組んでいる段階である。また、その情報発信やプロモーション活動は、

それぞれの観光協会や自治体のホームページに掲載している程度が現状で、なかなか全国の消費者に

届きにくいというのが実態でないだろうか。 

しかし、そうした中でも、旅行会社の立場でもニューツーリズムの流通に対して新しい動きが出て

きた。具体例としては、ＪＴＢの「着旅」や、ＫＮＴの「旅の発見」などであるが、どちらも現状で

はまだ販売までは至らず、ニューツーリズムの体験プログラムを紹介する情報サイトである。現在の

ところ、消費者は直接個々の主催事業者に申し込み、宿泊施設や交通手段は別途手配しなければなら

ない。また、自分の望むプログラムや行程、宿泊施設、交通機関を選び個々に予約をしなければなら

ないものが多いが、体験プログラムと宿泊交通のセットというプランも近々ラインナップされ増加し

てくるに違いない。 

平成２０年１０月には、観光庁がいよいよ発足した。そして、訪日外国人観光客の誘致を平成３２

年に２，０００万人とする目標も掲げている。訪日外国人客も個人化、ニーズの高度化が指摘される

中で、インバウンドとニューツーリズムとのマッチングも期待されている。 
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第２章 福井県の観光産業の現状と地域資源 

 

１．人口減少社会の到来 

福井県の人口は平成 12 年以降年々減少し、平成 17 年には 821 千人となった。福井県の人口は

平成 27 年には 788 千人と見込まれ、県内経済を維持、発展させていくには、県外市場への寄り

積極的な拡大と同様に、交流人口を増加させて、市場規模を拡大させていく努力が不可欠になる。 

平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２７年

福井県の人口 826,996人 828,944人 821,592人 788,000人

出展：「国勢調査」総務省統計局 

「日本の都道府県別将来推計人口（平成 19年 5月版）」国立社会保障・人口問題研究所 

 

また福井県だけでなく、大阪、愛知といった大都市でも将来的には人口の落ち込みが見られる。

特に大阪府の平成４２年（2030 年）の人口は、平成 17 年と比べて、１割以上の大幅な減少とな

っている。 

 

平成１７年 平成２２年 平成２７年 平成３２年 平成３７年 平成４２年
  

(2005) (2010) (2015) (2020) (2025) (2030) 

福井県 822 千人 807 千人 788 千人 763 千人 736 千人 707 千人

東京都 12,577 千人 12,906 千人 13,059 千人 13,104 千人 13,047 千人 12,905 千人

大阪府 8,817 千人 8,736 千人 8,582 千人 8,358 千人 8,072 千人 7,741 千人

愛知県 7,255 千人 7,367 千人 7,392 千人 7,359 千人 7,276 千人 7,152 千人

東京・大阪・愛知の将来推計人口の推移（Ｈ17を100として）

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

平成１７年 平成２２年 平成２７年 平成３２年 平成３７年 平成４２年

東京都

大阪府

愛知県

 
出展：「日本の都道府県別将来推計人口（平成 19年 5月版）」国立社会保障・人口問題研究所 
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関西方面からの観光客が県外客 40％以上を占める多い福井県にとって、関西地方の大幅な人口

減少は大きな影響が予想される。 

 

参考：平成１９年の県外客の発地別入込状況（出展：「福井県観光客入込数（推計）」福井県産業労働部観

光振興課） 

  関西地区 中京地区 関東地区 北陸地区 その他 合計 

観光客数 2,070 千人 1,318 千人 282 千人 713 千人 283 千人 4,666 千人

全体に占める割合 44.4% 28.2% 6.0% 15.3% 6.1%   

県外客の発地別の割合

関西地区

45%関東地区

6%

北陸地区

15%

その他

6%

中京地区

28%
 

 

２．福井県の観光入込客数と観光消費額の推移 

(1)福井県の観光入込客数の推移 

福井県の観光入込客数を見ると、毎年増加している。特に、平成１９年はＮＨＫ連続テレビ小

説「ちりとてちん」や関西方面からの快速電車の敦賀までの乗り入れなど観光入込客数が増加す

る要因が多く、１０００万人の大台まであと少しのところまで来ている。 

しかし、宿泊客数は年々減少傾向が見られる。通過型の観光が多く、滞在型観光をどうやって

増加していくかが課題である。 

 

福井県の観光入込客数・宿泊客数の推移

平成５年 平成１０年 平成１５年 平成１９年

観光入込客数 9,012千人 9,015千人 9,222千人 9,934千人

宿泊客数 3,392千人 2,851千人 2,582千人 2,443千人  
出展：「福井県観光客入込数（推計）」福井県産業労働部観光振興課 
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福井県の観光入込客数･宿泊数の推移

9,012千人 9,015千人 9,222千人

9,934千人

3,392千人

2,851千人
2,582千人 2,443千人

2,000千人

4,000千人

6,000千人

8,000千人

10,000千人

平成５年 平成１０年 平成１５年 平成１９年

観光入込客数

宿泊客数

 

 

(2)福井県の観光消費額の推移 

福井県の観光消費額（注）は、観光入込客数の増加を受け増加してきたが、宿泊客数等の減少

により、８００億円程度で推移している。 

福井県の観光諸費額の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

観光消費額 781億円 791億円 825億円 809億円  

福井県の観光消費額

770億円

780億円

790億円

800億円

810億円

820億円

830億円

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

 

出展：「福井県観光客入込数（推計）」福井県産業労働部観光振興課 

（注）観光消費額とは、観光客により旅行滞在中に観光地点および宿泊施設においてなされる消費支出の総

額で、（社）日本観光協会が策定した「全国観光統計基準」において宿泊費、飲食費、交通費、入場・

観覧費、土産・買物費、その他（電話代等）を対象としている。 
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福井県の観光消費額８０９億円という額は同一の統計ではないことから、単純な比較はできな

いが、鉱工業出荷額の衣服 649 億円（平成１８年度工業統計調査（福井県総務部情報政策課））

や小売業の百貨店・総合スーパー年間販売額 620 億円（平成１６年福井県商業統計調査（福井県

総務部情報政策課））、ＩＴ関連産業の年間売上高３１６億円（平成１８年特定サービス産業実態

調査（福井県総務部情報政策課）におけるソフトウェア業と情報処理・サービス業の年間売上高

の合計額）と比較しても、他の産業に劣らない重要な産業と位置付けられる。 

 

(3)観光産業の雇用への効果 

従業員数においても、宿泊業だけで 7,857 人を雇用しており、他産業と比較しても高い雇用人

数となっている。 

宿泊業 飲食業 医療･福祉
教育・学習
支援

百貨店･総
合スーパー

織物・衣
服・身の回
り品小売業

7,857人 14,689人 11,955人 2,997人 2,346人 4,987人

宿泊＋飲食 22,546人
従業者数

 

出展：平成１６年サービス業基本調査（総務省統計局）福井県商業統計調査（福井県総務部情報統計課） 

観光産業は、宿泊だけでなく、飲食、土産品、施設等観覧などすそ野が広い産業であり、観光

産業の発展は、高い雇用効果が期待できる。 

 

(4)県内主要観光地の入込客数 

長期的な視野で見ると、以前から全国的に知名度の高い福井県内の主要観光地は観光客数が減

少してきている。 

その一方、三国湊町並散策や大野まちなか観光など、街中散策型の観光は入込客数の規模とし

てはそれほど大きくないものの、近年、入込客数を伸ばしてきている。 

 

観光地 平成５年 平成１０年 平成１５年 平成１９年

東尋坊 177万人 102万人 90万人 121万人

大本山永平寺 126万人 83万人 75万人 58万人

あわら温泉 129万人 111万人 96万人 87万人

九頭竜湖 60万人 52万人 41万人 29万人

越前海岸 128万人 73万人 57万人 68万人

若狭国宝めぐり 32万人 21万人 22万人 15万人  
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福井県主要観光地入込客数
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出展：「福井県観光客入込数（推計）」福井県産業労働部観光振興課 

 

  平成 16年 平成 17年 平成 18年 平成 19年 

大野まちなか観光 413 千人 421 千人 438 千人 465 千人 

熊川宿・道の駅若狭熊川宿 388 千人 359 千人 375 千人 410 千人 

三国湊町並散策     72 千人 99 千人 

ちりとてちんロケ地めぐり       61 千人 

（数値が記入されていないところは統計をとっていない。） 

まちなか観光の入込客数

0千人

100千人
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熊川宿・道の駅若狭熊川
宿

三国湊町並散策

ちりとてちんロケ地めぐり

 
出展：「福井県観光客入込数（推計）」福井県産業労働部観光振興課 
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３．福井県の観光戦略 

福井県では、平成１５年１２月に「挑戦チャレンジふくいー福井県経済社会活性化プラン」を

策定し、本県の経済社会の活性化の主役である「民」の活力を高め、県内産業や地域資源の潜在

力を十分に引き出すための施策として「ビジット“ふくい”」という項目を設け、「歴史と心の観

光」、「エンジョイ“スローライフ”」、「探訪“ふくい”」、「成果重視のアウトソーシング」を柱と

する観光振興施策の基本的な方向性を示している。 

この「ビジット“ふくい”」の方向性を基本に置きながら、今後の福井県全体の観光振興の方

向を示すために「ビジットふくい推進計画」を策定し観光戦略を進めている。 

計画のなかでは  

 

   みがく～観光地の活性化～ 

魅力ある観光地づくりや土産品の開発に取り組みます。 

たかめる～くつろぎ空間の創造～ 

宿泊施設の魅力向上に取り組みます。 

そだてる～観光の人づくり～ 

観光振興に取り組む人材を育成します。 

しぼる～対象を絞ったアプローチ～ 

年齢層や地域、目的など、対象を絞った観光客の誘致を推進します。 

国内旅行志向が強く消費額の多い「中高年齢層」 

旅行好きで旅行先の決定権を握るといわれる「女性」 

将来のリピーターとなる「小中高生～教育旅行～」 

今後拡大が見込まれる「東アジア」 

直接的な誘致につながる「集い」（大会、会議等） 

 

というマグネット戦略を掲げて、各種施策を進めている。 

また平成 20 年度中には、同計画の成果と課題をふまえて、新たな観光戦略プランの策定を予

定している。 
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４．福井県が認定する地域資源及び観光資源 

(1)県認定の地域資源 

福井県内には、豊富な農林水産物、和紙や漆器などの伝統産品、繊維織物や眼鏡フレームなどの地場産

業が持つ高度な製造技術、また美しい自然風景や歴史遺産、文化財などが多数存在している。 

また、国内外の他社との厳しい競争のなかにある中小企業者等が、今後ビジネスで勝ち残っていくため

には他社にはない独自の特徴や強みを持つことが必要といわれている。 

 こうしたなかで、県では中小企業に対する支援の一環として、県産農林水産物を使った特産品や各種生

産・加工技術、伝統産業、文化財や自然などを「地域資源」として認定している。 

 認定された地域資源は、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」並び

に「国の地域産業資源活用事業の促進に関する基本方針」に基づき選ばれたものである。これら地域資源

は、県内地域の特産物と広く認められるものであること、または、地域の中小企業等に共有されている資

源であること。あるいは、現在（あるいは潜在的に）ビジネス活用に取り組もうとする中小企業が存在し

ており、その取り組みが大都市圏など県外市場の消費者等を販売ターゲットとしているもの、などを勘案

して認定されている。 

本県の地域資源は平成20年7月現在で95件が認定されている。内訳は、農林水産物が全体の26.3%、

鉱工業品・技術が 27.4%、文化財・観光資源が 46.3%である。地域別内訳でみると、福井市が 11.2%で

もっとも多く、坂井市と越前市がそれぞれ8.3%で続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）国・県における地域資源関連の主な支援メニュー 
 

１．「中小企業地域資源活用プログラム」※国の支援制度 

中小企業地域資源活用促進法の認定を受けた事業計画に基づく新規性の高い商品開発等の試

作品開発や展示会出展等にかかる費用の一部を助成。 

２．「ふくいの逸品創造ファンド事業」※県の支援制度 

（1）ふくいの強みを活かすチャレンジ企業支援 

  県内の特色ある産業資源（ふくいの強み）をもとに、顧客ニーズを的確につかんで商品計画

を立て、もっとも有利な販売経路を開拓する中小企業者等の取り組みに対する助成。 

（2）企業同士の連携による産地福井の再活性化 

①企業連携による繊維産地競争力強化モデル事業 

   繊維の産地企業が開発力や販売力の強化を目指し、繊維関連企業が連携して行う、売れる

商品開発や販路開拓の取り組みに対する助成。 

②小売店との連携による福井ブランドめがね販売モデル事業 

  眼鏡の産地企業がエンドユーザーの嗜好を把握するために、小売店等との連携によって自

社ブランド商品の共同企画から販売までを行う取り組みについての助成。 
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中小企業者等が、経営の改革などのために地域資源を活用することは、同業他社等との差別化につなが

るとともに、提供する商品やサービスの付加価値を高めるための重要な要素となる。 

 具体的な例をあげると、若狭湾周辺に自生している椿の種から採取した油による食用油の開発、県産コ

シヒカリ米の米紛を使った米パンの製造・販売、越前和紙を利用したソファの開発など、地域資源を活用

した新商品の開発が行われている。 

 また、中国等からの安価な輸入製品との競合にさらされて転換期を迎えているといわれる繊維工業や眼

鏡枠製造業など本県の地場産業の活性化にもつながるものとみられる。 

こうした地域資源の活用は、他社の取り組み事例に刺激を与えいろいろな業種・業態の中小企業の事業

活動を促すことにもつながり、本県経済・産業全体の競争力強化の源泉となり得るものといえる。今後、

地域資源を活用し新商品や新サービスの開発・提供に取り組む企業等が更に増えることが見込まれている。 

福井県が認定した地域資源の内訳 

農林水産物
26.3%

文化財・観光
資源
46.3%

鉱工業品・技
術

27.4%  

分類別 

構成比 

小浜市
5.6%

若狭町
5.3%

県全域
5.3%

福井市
11.2%

坂井市
8.3%

越前市
8.3%

越前町
6.9%

鯖江市
6.6%南越前町

5.9%

永平寺町
5.3%

あわら市
5.3%

敦賀市
4.3%

美浜町
4.0%

池田町
4.0%

おおい町
3.0%

高浜町
3.6%勝山市

3.6%

大野市
3.6%

 

地域別 

構成比 
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福井県の指定する地域資源の内容（平成20年7月現在） 

①農林水産物（25件） 

 

農産物 

（17件） 

らっきょう、福井梅、サトイモ、ハス（花はす）、越のルビー（ミディトマト）、福

井すいか、福井米、富津（とみつ）甘藷、しらやま西瓜、越前水仙、若狭牛、ナツ

メ、そば、大豆、にんにく、たけのこ、谷田部ねぎ 

水産物 

(8件) 

大型クラゲ（エチゼンクラゲ）、越前がに、若狭かれい、若狭ふぐ、若狭クエ、若狭

ぐじ（アカアマダイ）、鯖、鮎 

②鉱工業品及び鉱工業品生産技術（26件） 

鉱業品(1件) 笏谷石 

 

食品加工品 

（12件） 

へしこ（魚の糠漬け）、越前そば（越前おろしそば）、水産練製品（かまぼこ、ちく

わ等）、ごまどうふ、焼き鯖、つるし柿、昆布加工品（おぼろ昆布、とろろ昆布等）、

なれずし、醤油、みそ、大豆加工品（とうふ、油揚げ等）、日本酒（清酒） 

繊維関連(4件) 絹・人絹織物製品、合成繊維長繊維・ニット生地製品、編みレース、細幅織物製品

工業品 

（9件） 

眼鏡（枠含む）、越前瓦、家具建具、越前和紙、越前漆器、若狭塗・若狭塗箸、越前

打刃物、指物（越前指物）、越前焼 

③文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源（44件） 

  

（44件） 

 

永平寺、あわら温泉、越前海岸、一乗谷朝倉氏遺跡、氣比神宮、金崎宮、蘇洞門、

九頭竜湖、恐竜の化石、平泉寺白山神社、西山公園、東尋坊、丸岡城、越前陶芸村、

三方五湖、レインボーライン、熊川宿、たけふ菊人形、気比の松原、瓜割の滝、若

狭湾、若狭の社寺建造物群、大野城下町、三国湊町並み、花はす公園、越前水仙の

里公園・水仙ミュージアム、九頭竜川水系、足羽山・足羽川の桜並木、越前古民家、

鯖街道、越前和紙の里、一乗滝、六呂師高原、小浜西組の町並み、足羽山、鵜の瀬、

お水送り、勝山左義長まつり、かずら橋、千古の家、日引の棚田、若狭和田海水浴

場、越前の里味真野苑、松岡古墳群 

 

 

(2)本県の観光資源 

本県は、古くから我が国の政治・文化の中心地であった「京」をはじめとする関西圏に近いという地理

的条件から、中央の文化を巧みに取り入れながらも本県の特性を活かした独自の文化を創造してきた。 

 また、嶺北・嶺南ともに海、山などの豊かな自然に恵まれていることから、全国に誇れるような美しい

自然景観が各地に点在している。さらに近年では、質・量とも素晴らしい恐竜化石や初期哺乳類化石が多

数見つかったことから、全国的にみても有力な化石発掘地として注目を集めている。 
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 このように本県は、県内外の観光客を満足させられる実力を持った観光資源を多数保有しており、これ

らを活かした観光振興によって地域の活性化や産業振興などが期待されている。 

観光振興の効果としては、まず観光客の移動や消費活動がもたらす広域的な経済波及効果があげられる。

観光分他は関係する産業や分野が極めて多いことから、効果が及ぶ裾野の広い振興策といえる。 

 

福井県の観光資源の内訳 

文化財・町並み
等

38.6%

自然風景地
31.8%

温泉・公園・その
他

29.5%

 

分類別 

構成比 

美浜町
3.7%

池田町
3.7%鯖江市

3.7%
あわら市
3.7%

敦賀市
4.9%

高浜町
4.9%

永平寺町
4.9%

南越前町
6.2%

大野市
6.2% 勝山市

6.2%
越前町
6.2%

越前市
6.2%

若狭町
7.4%

福井市
12.3%

おおい町
2.5%

坂井市
8.6%

小浜市
8.6%

 

地域別 

構成比 

 

観光客の増加に対応し宿泊施設を整備するために建設業の仕事が発生したり、観光需要を当て込んで製

造業が土産品の企画・開発に取り組むなど、一見縁遠いとみられる産業にも直接的・間接的に経済的効果

が広がっていくことも想定できる。 
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このように、観光振興の視点と合わせて考えればいろいろなビジネスチャンスを見出せることから、県

では中小企業庁の「中小企業地域資源活用プログラム」に基づき認定している地域資源 95 件のなかで、

観光関連は文化財や自然の風景地、温泉などを合わせて44件（46.3%）ともっとも多くなっている。 

分類別でみると、文化財・町並み等が観光資源全体の38.6%を占めており、次いで自然風景地が31.8%、

温泉・公園・その他が 29.5%となっている。地域別でみると、嶺北は福井・坂井地区が 29.6%、丹南地

域が25.9%、奥越地域12.3%で、他方、嶺南地域は32.1%が分布している。市町別では、福井市が12.3%

でもっとも高く、坂井市と小浜市がそれぞれ8.6%で続いている。 

また、観光振興というと経済的側面からの効果に注目しがちであるが、各地域の自然環境の整備、歴史・

伝統・文化の磨き直しにもつながり、地域のイメージアップやアイデンティティの確立、住民の郷土愛の

向上などの効果も想定できる。 

人々の暮らしのなかに根付いた多彩な観光資源を、地元の住民や中小企業者等が中心となり事業化等に

活用することは、観光価値を高め地域の活性化の有効打として期待されている。 

 

福井県が指定する観光資源の内容 

①文化財・町並み等 

 名 称 内容・特徴 

１ 越前古民家 越前地方の昔の人々の暮らし振りを伝える民家や家具・建具類。 

２ 三国湊町並み 北前船で栄えた港町の三国の情緒や繁栄を偲ばせる町並みや旧家。 

３ 丸岡城 1576年、柴田勝豊が築城したニ層三階建ての平山城。 

４ 千古の家 江戸時代初期に建築された県内最古の民家。豪族の生活様式が見れる。

5 永平寺 1244年に道元禅師によって開創された日本曹洞宗の第一道場。 

6 松岡古墳群 1500年前に継体天皇が過ごしたといわれる「越の国坂中井」の古墳群。

7 平泉寺 白山神社 白山神社は720年頃に泰澄大師が創建した古社、平泉寺はその別当寺。

8 勝山左義長まつり 小正月に行われる火祭り。300年以上の歴史を誇る。どんど焼きは迫力。

9 大野城下町 小京都とも呼ばれ、越前大野城を中心に古い商店や蔵が建ち並ぶ。 

10 かずら橋 足羽川峡谷を真下にのぞむ昭和初期の吊橋を再現したもの。 

11 一乗谷朝倉氏遺跡 戦国時代の武将、朝倉氏の城下町跡。国の特別史跡、特別名勝に指定。

12 氣比神宮 702年の建立。需要文化財の大鳥居は日本三大木造大鳥居の一つ。 

13 金崎宮 金崎山にある神社。周辺は桜の名所（金ヶ崎千本桜）でも有名。 

14 熊川宿 町中を若狭街道（鯖街道）が通り、宿場町の面影を残す町並み。 

15 若狭の社寺建造物群 大陸・半島と奈良・京都との交流を顕著に示す社寺などの遺跡群。 

16 小浜西組の町並み 国史跡と山麓に広がる町並みで門前町や商家町、寺社等で構成。 

17 お水送り 神宮寺で行われる。奈良と若狭の古い深い関係を物語る歴史的な行事。
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②自然風景地 

 名 称 内容・特徴 

1 九頭竜川水系 本県嶺北地方を流れる一級河川の九頭竜川と、それに合流する河川等。

2 東尋坊 海食によって削られた岩壁で名高い奇勝。国の天然記念物。 

3 恐竜の化石 国内有数の恐竜化石の産出地。国内屈指の規模の恐竜博物館もある。

4 九頭竜湖 九頭竜ダムによって誕生した人工湖。湖畔は桜の名所としても有名。

5 六呂師高原 大野盆地に広がる高原。一帯には牧場、温泉などレジャー施設が点在。

6 一乗滝 佐々木小次郎が「つばめ返し」をあみ出したという言い伝えを持つ滝。

7 足羽山 標高116.8mで福井市街地を一望できる。博物館や動物園などもある。

8 越前海岸 日本海の荒々しい景観が魅力の海岸。呼鳥門や水仙など見所も多い。

9 気比の松原 赤松、黒松約17,000本が生い茂る嶺南地域の松原。国の名勝地。 

10 瓜割の滝 山あいの岩間から湧き出る清泉。名水百選やふくいのおいしい水認定。

11 三方五湖 美浜町と若狭町にまたがる5つの湖の総称。ラムサール条約に登録。

12 蘇洞門 海蝕によりできた奇岩・洞窟・断崖、滝による景勝地。 

13 若狭湾 入り江が続くリアス式海岸。沖合の対馬海流で海産物に恵まれている。

14 若狭和田海水浴場 白砂青松の美しいビーチ。環境省の「快水浴場百選」の一つに選定。

③温泉・公園・その他 

 名 称 内容・特徴 

1 あわら温泉 明治16年の開湯で127年の歴史を持つ。本県を代表する温泉地。 

2 足羽山・足羽川の桜並木 
足羽川堤防上に全長2.2kmの桜のトンネルを作る全国有数の桜の名

所。 

3 西山公園 桜やツツジの名所。公園内にレッサーパンダがいる動物園を持つ。 

4 越前の里味真野苑 敷地2万坪。日本庭園や国の重要文化財の角屋造り民家等がある。 

5 
越前水仙の里公園・ 

水仙ミュージアム 

 
越前水仙の資料館で、世界各国の水仙原種を集めて栽培している。 

6 越前陶芸村 日本六古窯の一つに数えられ素朴さと重量感が魅力の「越前焼」の里。

7 越前和紙の里 
本県の伝統産業の一つ。1500年前から伝わる越前和紙の技術を伝え

る。 

8 たけふ菊人形 絢爛豪華な菊の花の展示会で、菊人形で華麗な時代絵巻を再現する。

9 花はす公園 南越前町は日本一の花はす生産を誇る。花はすまつり等イベント開催。

10 レインボーライン 三方五湖及びその周辺の自然美をたっぷりと堪能できる有料道路。

11 鵜の瀬 公園は2,000㎡の広さを誇り、芝生や石畳、藤棚などがある。 

12 鯖街道 若狭の海で水揚げされた鯖など海産物を近江や京へ運んだ街道。 

13 日引の棚田 内浦湾に面した半農半漁の集落にある棚田。「日本の棚田百選」に選定。
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第３章 福井県の観光ビジネスにおける課題 

 

１．福井県の観光資源活用面での課題 

(1)福井県って？ 

福井県の観光ビジネスにおける課題を探るに、まず 初に福井県の観光資源そのものに関しての課

題を考察してみたい。地域資源活用プログラムに指定された観光資源を前章からうけて考察するに、

これら福井県内の観光資源が国内及び海外に発信されて魅力を放っているかという課題である。すな

わち、「地域資源そのもの」に内包する課題である。 

 福井県の立地は、東京からも３時間半、大阪からなら２時間弱でアクセスできるということからも

決して遠くはないが、よく福井県って何処でしょうというテレビ番組のインタビューやクイズ番組な

どでは「東北地方？」「九州？」といった誤解が数多い。こうした誤解の生じる原因が何処にあるのか

を考えなければならない。一県民として筆者が考える県内の観光スポットに対する意見は、以下の通

りである。 

東尋坊                  風光明媚で絶景地であり、県内観光地を代表する名所で

あるが、「自殺の名所である面は県民として残念。 

 

 

 

 

永平寺                  歴史的・宗教的には福井県を代表するお寺である。しか

しながら、門前町の寂しさは痛々しい。 

 

 

 

 

 

あわら温泉     名泉を数多くもつわりに、温泉旅館のサービスや湯の街全体のイメージはあま

り自慢できない。 

朝倉氏遺跡     歴史的・文化的要素が充実しているのに、県民にも良さが伝わっていない。 

若狭湾       越前や加賀への観光ルートとして昼食を堪能する観光地としては機能している

が、滞在型への脱皮が出来ていない。 

若狭国宝めぐり   小京都としての魅力が存分に発揮されていないような気がしてならない。誘客

するために地元は具体的にどういった取り組みを行うのか。 
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(2)県民性 

 では、福井の観光資源を 大限に発揮するために何が必要なのか。それを探るために避けては通れ

ないことが、「県民性」である。言い方を変えれば、県土に漂う人の「空気」である。情報面や地理的

な要素に不足はないものの、わが県の県民性には一般的には積極的に外地へ打って出る積極性に欠け

る。言葉を変えるなら、「つつましやか」ではあるが、「おとなしい」、「人はいい」が「押しが弱い」

部分が多い。 

また、「質実剛健」ではあるが「暗い」というイメージがあり、「新しいもの好き」「外にはいい顔を

する」が「内には厳しい」ことが内部の盛り上がりに欠けることにつながっているのではないか。す

なわち、福井県民としての自信・プライドが弱いことが影響しているのだろうか。 

 また、反対に県外から福井県を見た場合には、高い評価をする人も多い。名古屋市役所に勤務して

いたある男性は、現役中に訪れた福井県大野市（旧和泉村）の人と自然に魅力を感じて定年退職後妻

とともに移り住み、現在では大野市内の福祉施設で第２の人生を満喫するとともに福井の持つ地域資

源のすばらしさに感銘を受けている。こうした人々が増えることが地域の活性化につながる。 

また、ビジット・ふくい推進計画にもあるように県内でも様々な観光に関する取り組み（体験型誘

致など）がなされているが、そうした取り組みが地元住民の間でもごく近隣でしか盛り上がっていな

いことも県民性である、「押しの弱さ」「しつこさの欠如」に拠るものと考えられる。 

 参考までに、「県民性ワールド」サイトから引用する。 

 男性  

負けず嫌いの頑張り屋。（昔「越前詐欺」といわれたのは，越前商人の成功に対す

る嫉みから）普段は温和だが，逆境にも強いしリーダーシップもあり，周囲から一

目置かれる存在。但し，結構遊び好きで，ギャンブルにハマることも。したたかだ

から長生き？若狭（南部）は明るく楽天的な人が多い。 

女性 

気が強く負けず嫌いで辛抱強い。男性と比べて積極的で，意外と目立ちたがり屋で

もある。自立志向が強く，妙な「甘え」もない。逆にしっかりしすぎて，スキがな

いぐらい。ファッションにも関心強い。 

 

 (3)国際化対応 

 近年、福井県内を歩いていると、数年前に比べて非常に耳に付くのが、中国語の会話であり、目に

付くこととして中国人が自転車に乗り数人単位で移動していること。しかしながら、福井のどの地域

に行っても、中国語表記やハングル表記での道路標識や案内標識は見かけられず、せいぜい英語の単

語が散見するのみである。こうした状況で、果たして中国や韓国からの観光客を増やしていこうとソ

フトのみの取り組みを行ったとしても、観光客にとって丁寧な対応をしているとは感じられない。研

修生や実習生として日本に滞在、職業訓練して帰国した中国人が再来日し、客人や家族を連れて福井

を訪れることも躊躇してしまうのではないか。 
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(4)リーダー（牽引役）の不足 

 観光産業として発展している全国の先進事例を研究すると、必ずといっていいほどその事例の中に

は、属人的要素が強いことが感じられる。すなわち、人としての魅力でその地域の観光を牽引してい

る人物が必ずといっていいほど存在するということである。 

例を挙げると、黒川温泉をブームに乗せた同温泉旅館「新明館」後藤哲也氏、大江戸温泉物語をは

じめとして各地の温泉旅館の再生に望む橋本浩氏、星野リゾートとして洗練されたリゾート開発を行

う星野佳路氏などカリスマが存在する。また、別府温泉の「ハットウオンパク」をはじめとする地域

ぐるみでの活性化の動きも各地で見られる。また、「観光地域プロデューサー」制度が国土交通省で創

設され、各地での活動がなされている。 

 以下、「観光地域プロデューサー」に関して、観光庁ホームページより抜粋する。 

観光地域プロデューサー 

 観光振興を通じた地域の活性化を図るためには、各地域の多様な観光資源を磨き、または発見・創造して適切

に情報発信するとともに、旅行者ニーズを踏まえ、関係者が見せ方楽しませ方を工夫・改善していく必要があり、

そのためには地域が一体となった観光地づくりを行うことが不可欠となっています。こうした課題に対して、自

身の知識と経験、何より熱意を持って地域のために活動する「プロデューサー」的人材が地域を牽引していくこ

とが求められています。 

そのため、観光庁では、 

地域の観光振興の牽引 

役となる人材を欲して 

いる地域と、観光地域プ 

ロデューサー希望者と 

のマッチングを促進す 

る「観光地域プロデュー 

サー」モデル事業を実施 

しています。 

 

 

 

こうした、観光リーダーに対して期待する面もあるが、ここにあっても外部からやってきた人材に

対しては寛容であるのに対し、内部から出てきたリーダー（リーダーが観光ビジネスの経営者である

場合が多い）的存在には「出る杭は打たれる」よろしく、つぶし合いになっているうちに事業そのも

のが風化していってしまう危険性が孕んでいる。 
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 (5)観光行政に関する課題 

 観光ビジネスを行政とのかかわりの面から捉えるに、観光とまちづくりは表裏一体のものとして捉

えなければならないものとも考えられる。いくら観光ビジネスとしての魅力度が高くても、そのビジ

ネスを取り巻く行政やまちそのものがそのビジネスを下支えし、心からの応援と人的支援を行わなけ

ればその観光ビジネスの魅力も半減することであるし、長続きしない。自治体における観光担当部署

や各地の観光協会、観光事業者関連団体などが有機的な連携を行うことによるＰＲ活動やイベント運

営となれば、地元地域との結びつきも強まり、結果盛り上がりにも勢いを増すことが予想される。 

 

２．観光をめぐる環境変化 

(1)旅行に求めるものの変化 

 以前は、「旅行」といえば、「見聞を広げる」「観光で見て歩く」「経験としての旅行」といった見方

が多く、団体旅行としての社員旅行、修学旅行、団体ツアーなどが旅行の中心であった。しかしなが

ら、経済社会が成熟化し日本国民全体が中流家庭化した現代においては、「安い」旅行よりも、各人テ

ーマを持った旅行が中心である。例えば、「熟年夫婦の互いの良さを見直す旅行」であるとか、「究極

の癒しを求める旅行」や、「おいしいものを食べまくる旅行」などなど。 

 

(2)生活スタイルの変化 

 生活スタイルに関しても、その多様化がさけばれている事はいうまでもない。それは、従来であれ

ば若者の特権であったものが、現在ではサラリーマンや定年退職組の中にも自分オリジナルのライフ

スタイルを模索し、楽しんでいる。自ずと観光地へ求めるものの価値観も多様化してくることとなり、

十把一絡げで観光客を捉えていた観光地においてはその対応に苦慮していることであろう。 

すなわち、観光に関わるビジネスにおいても、顧客ニーズの多様化が進んでおり、そのためにも観

光を提供する側にとっても自己の存在意義や、自己（自社）のウリをアピールしなくては生き残って

はいけない。観光ビジネスにおいても、Ｍ．ポーターのファイブフォース戦略（売り手の交渉力、買

い手の交渉力、競争企業の交渉力、新規参入企業の脅威、代替品の脅威）を意識した戦略が必要にな

るものと思われる。 

分かりやすく言うと、 

①売り手の交渉力＝観光ビジネス従事者のマーケティング力 

 ②買い手の交渉力＝観光を楽しむ消費者の情報収集力および行動力 

 ③競争企業の交渉力＝観光ビジネス間の同業他社のビジネス力 

 ④新規参入企業の脅威＝観光ビジネスへ新たな切り口を持って参入する他業種の脅威 

 ⑤代替品の脅威＝消費者が観光へ求めるものの代替品となる産業の脅威 

と、でも解釈できようか。 
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(3)インターネットの普及 

 現在、旅行業界とりわけ、宿泊施設におけるインターネットによる予約は全体の過半数を超えてい

ると見られる。また、インターネットコム株式会社とｇｏｏリサーチが行ったオンライン宿泊予約の

利用動向調査によると、予約の際にネット上のクチコミ情報を「参考にした」ユーザーは全体の３割

以上にのぼり、自らのオンラインコミュニティ内での情報発信も活発であると報じられている。 

このようなデータなどを参考とすると、現代ではネット上の評判や評価により、宿泊見込み客を逃

すことも、逆に圧倒的に伸ばすことも可能であり、そこへ至るスピード感も従来とは比べ物にならな

いほど早いといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q:過去 1年間に国内旅行をした際の、宿泊先の

予約方法をお答えください。 Q:ネット上の口コミ情報を参考にしましたか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2006/2/10～12 10 代～50代のインターネットユーザー1,094 人を対象にした調査結果より） 

Q:どのような口コミ情報を参考にしましたか。 

 

 (4)外国人旅行客の増加 

 外国から日本を訪れる旅行者に関しても、従来は「東京」「京都」が圧倒的シェアを誇っていたので
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あるが、一度訪れたことのある外国人は未だ経験したことのない旅行先を求めており、新たな需要と

して喚起することが求められる。その中には、日本独自の文化や古くからの慣習の経験・体験など「楽

しさ」「愉快」性を求められることも多い。今まで地方に眠っていた風習や同じ日本人から見ると色あ

せていた風土が、外国人から見ると魅力的に写ることも考えられる。ターゲットを外国人観光客へ向

けることも新たなマーケティング戦略として考慮すべき時代となっていることを認識しなければなら

ない。 

 

(5)個人旅行中心 

 前項にも述べたが、旅行の中心は「団体」から、「個人」へシフトしていることは疑いようのない事

実であり、だからこそ観光ビジネスにとってはビジネスチャンスであるということもできる。すなわ

ち、「個人」旅行では、旅行する人の「わがまま」を聞いてあげる余地が大きいために、旅行自体が高

額なものとなり、付加価値（＝顧客満足＝顧客のわがまま）を高めることが可能であれば、利益率を

高めることは比較的容易である。いたずらに入り込み客数の増加や規模の拡大による売上増を狙うよ

りも、ビジネスを小さくしても利益が増加する戦略転換の一つである。それぞれの観光ビジネスの成

功事例は次章以降に紹介されているが、その中にも高付加価値、高価格、しかもお客さんはどんどん

来る、といった観光ビジネスの展開が見られる。 

 

(6)行動経済学 

 ここで、「行動経済学」にも触れておきたい。「行動経済学」とは、人間の判断は全て感情に基づく

ものであるかり、行動はその感情に左右されてしまい必ずしも合理的な行動をとるわけではない、と

いう考え方である。言い方を変えると、従来の経済学のように、儲かるからこうするとか、この方法

が得をする、と計算して有利な方法を選択するのではなく、人間は感情で行動するという考えを取り

入れている。さらに、合理的でない行動を取るのはランダムではなく、法則があるということである。 

 こうした「行動経済学」を、観光ビジネスに採り入れるとすれば、どのような場面が考えられるで

あろうか。例えば、次のうちどちらにお得感があるだろうか。 

ａ．「キャンペーン期間中、旅行代金１割引！」 

ｂ．「キャンペーン期間中１０名様に１名、抽選で無料ご招待！」 

 おそらく、ｂ．の方がよりお得感があるだろう。両者とも１０％の割引キャンペーンであるのに、

感じ方が異なる。このように消費者の心理を上手くマーケティングに活用することが、観光ビジネス

でも必要である。例えば、「孫に昔話をしながらふるさとを訪れる旅」といった、定年退職したおじい

ちゃん・おばあちゃんとその孫が、そのおじいちゃん・おばあちゃんが生まれ育った地へ旅をし、孫

の年代の頃の話をするといったシーンを頭の中に描けるような旅の企画は如何か。「母と娘の想い出

旅」「夏休み探検旅行」など、超具体的なプランを提供することが必要ではないだろうか。 
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３．福井県を訪れる観光客の観光行動と観光資源活用のポイント 

 ５年前の調査であるが、平成１６年に福井県観光振興課が実施した「観光客動向調査」結果から、

福井県を訪問する観光客の観光行動と満足度から、観光資源活用のポイントについて考えてみたい。 

 

(1)旅行の目的 

 福井県を訪問する観光客の旅行目的は、「温泉」、「海や山などの自然鑑賞」が２０％を超え、次いで

「飲食（味覚）」、「歴史や文化施設の見学」が続く。 

 年齢別にみると、年齢が高くなるほど「温泉」、「歴史や文化」、「飲食」の割合が高まる。この傾向

からみると、観光を通した地域活性化の第一ポイントは、これらの観光資源の魅力を高めること、関

連した消費を導くような連携を行っていくことである。 
年齢別旅行目的 （％）

海や山など
の自然鑑賞

歴史や文化
施設の見学

温泉 飲食（味覚） スポーツ 仕事（出張）
祭りやイベン
ト

産業観光（農
業体験等）

全体 20.1 14.9 21.1 15.2 9.9 4.5 2.0 2.7

１０代 25.9 14.5 15.2 8.0 22.5 0.4 1.5 2.1

２０代 20.2 6.0 15.8 9.9 27.1 2.6 3.0 1.9

３０代 22.6 11.6 17.9 10.2 17.3 4.5 1.7 1.7

４０代 21.4 12.9 20.5 13.5 10.7 6.1 2.4 2.4

５０代 17.7 17.4 23.7 18.4 3.0 6.0 1.8 3.4

６０代 19.1 18.9 23.6 20.8 1.4 3.6 1.7 3.5

７０代以上 18.9 23.9 26.0 18.9 0.7 1.5 2.5 2.8  
 

(2)交通手段 

 今回の調査結果では、自家用車の割合が圧倒的に高い。つまり、福井県内の観光地は、まず自家用

車に対応した施設整備が必要であることが伺われる。当然、ロードマップの整備や観光施設の目印な

ど分かりやすい道路表示等の必要性が高いことがわかる。 

一方で、鉄道利用する高齢者の方々向けの案内板、駅周辺のガイドマップ、観光地への二次アクセ

スの整備も重要である。 

年齢別交通手段 （％）

鉄道
路線バス・長
距離バス

航空機（小松
空港を利用）

自家用車（二
輪含む）

貸切バス その他

全体 10.0 1.0 2.0 75.0 10.8 1.2

１０代 4.0 2.1 1.2 81.5 9.1 2.1

２０代 7.8 0.7 1.3 83.9 5.0 1.3

３０代 7.0 0.7 1.3 85.4 5.0 0.5

４０代 7.6 0.6 2.3 80.8 7.3 1.4

５０代 9.2 1.1 2.6 72.4 13.7 1.1

６０代 14.9 1.1 2.4 63.8 16.8 1.1

７０代以上 20.3 2.2 1.6 53.2 20.6 2.1  
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 (3)福井県への来県経験 

 この調査で、福井県の来県が「５回以上」と訪問回数が多いのは「北陸」、「関西」、「中京」からの

観光客で、「関東」は「２～４回」が多く今後の伸びが期待できる。 

 リピート回数が多いというのは、「魅力」を感じ 
居住地別本県への来訪経験 （％）

初めて ２～４回目 ５回以上

全体 16.0 38.6 45.4

関西 12.0 37.0 51.0

中京 12.6 41.0 46.4

関東 29.9 45.5 24.6

北陸 10.4 26.2 63.3

その他 35.0 47.5 17.5

ている裏返しであるが、更なる磨きをかけ、また 

新たなサービスを追加することで回数を伸ばすと 

ともに、これまで福井県に観光に来ていない人た 

ちに向けた情報発信の担い手として活躍いただく 

よう、更なる情報提供が必要となる。 

 

(4)県内での宿泊 

 福井県を訪問する県外観光客の内、県内で宿泊する割合は約３０％で、この割合を高めていくため

には宿泊施設の魅力向上だけでなく、宿泊動機となる「夜」や「朝」の楽しみづくりも重要である。 

 宿泊先選択の際の情報源では、民宿はリピート率が 居住地別日帰り、宿泊の別　　　（％）

日帰り・県外
泊

（県内）宿泊

全体 70.2 29.8

関西 67.2 32.8

中京 68.4 31.6

関東 71.3 28.7

北陸 86.3 13.7

その他 76.2 23.8

高く、また「知人の薦め」も効果的であることがわか 

る。一方で、あわら温泉では「旅行代理店」、「パンフ 

レット」のウエイトが高く、リピート率を高めたり、 

知人の紹介による宿泊を増やすなど、宿泊客のロイヤ 

リティを高めるもてなしや差別化したサービス、施設 

内での充実も検討すべきであろう。 

宿泊施設別の情報源 （％）

テレビ・ラジ
オ

新聞 雑誌 パンフレット 旅行代理店
インター
ネット

一度来てよ
かった

知人などに
薦められて

全体 3.6 5.2 17.6 8.4 7.5 13.8 29.7 14.2

あわら温泉 1.9 10.2 6.0 21.5 29.1 12.1 14.0 5.3

民宿 4.7 3.5 9.6 1.4 3.3 13.1 44.3 20.1

公共の宿 3.3 4.3 32.4 8.7 0.2 15.5 22.9 12.8  

 

(5)観光消費額 

 一人当たりの観光消費額は、県内宿泊の場合、土産品で２倍に、入場料等も増加することから、や

はり宿泊にいかにつなげていくかが重要なポイントとなる。 

 四季別にみると、「越前かに」の旬となる冬季が最も高く、逆に春季では３，５００円以上低くなる。

一方で、福井県の統計によると冬季は大幅に来県客数が減少するので、この両面での対策が必要とな

る。 

対策の一つに、春から夏にかけての消費向上に向けた、新たな土産品の開発や名物料理の提供が上
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げられ、また、冬季限定のイベントの実施などの観光動機を作ることも必要である。 

今後の福井県観光のターゲットを考えると、観光消費の多い４０代以上の方々、磨くポイントは季

節感を演出した「飲食」や「イベント」で、既存の「温泉」や「文化・歴史施設」へ訪問する方には、

土産品の開発や他の観光地への周遊などの連携が必要になっている。 

一人当たりの平均消費額（県内消費） （単位：円）

宿泊費 土産品代 その他入場料等

日帰り・県外泊 4,306 － 2,431 1,875

（県内）宿泊 25,473 18,046 5,316 2,111

一人当たりの平均消費額（県内消費） （単位：円）

春季 夏季 秋季 冬季

全体 12,446 14,645 15,261 15,968

日程別 全体
項目

 

年代別観光消費額 （単位:円) 目的別観光消費額 （単位:円)

観光消費額 観光消費額

全体 12,829 自然 19,638

１０代 12,921 文化･歴史 19,656

２０代 14,617 温泉 22,284

３０代 17,447 飲食 26,695

４０代 20,451 スポーツ 11,932

５０代 20,900 仕事 13,185

６０代 23,236 イベント 20,290

７０代以上 23,162 産業観光 13,547

年
代

旅
行
目
的

 
 

(6)福井県観光への満足度 

 県外観光客に満足度を聞いているが、「満足」以外は何らかの不満や物足りなさを感じているという

回答であるので、ここから最も整備や充実しなければならないポイントを絞ると、まず「交通機関」

である。これは自家用車での来県が多い状況でも、リピート客を増やすためにも行政や交通事業者と

の連携を地域として考えていく必要がある。 

 実際に、調査結果の中にも、「タクシーの運転手に当地のことを尋ねたがほとんど知らなかった」と

か「観光地間の移動がたいへんだ。バスで観光できる地域を増やして欲しい」との意見も寄せられて

いるが、利便性に加え接客レベルの向上も必要である。 
満足度 （％）

項目 満足 普通 不満

（ア）交通機関についての満足度 19.5 70.3 10.2

（イ）接客についての満足度 47.3 51.8 1.0

（ウ）宿泊についての満足度 58.3 39.4 2.3

（エ）土産品についての満足度 30.5 65.1 4.4

（オ）食べ物についての満足度 58.9 39.1 2.0  
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 次いで、「土産品」、「接客」についても大いに改善が必要なポイントである。 

 観光動向調査の際にも、「土産品の種類が少ない」とか「当地ならではの土産品がほとんどない」と

の声もあった。 

 また、接客についても「土産物店の呼び込みがうるさくてゆっくり回れない」とか「土産品店でト

イレを貸してくれない所もあった」など観光地全体で解決が必要な面も伺われる。「雨が降った時、傘

の貸し出し等細かいサービスを考えてはどうか」などの細かな気遣いも期待している。 

 他には、バリアフリー化や謂れの説明板設置など観光施設自身のインフラ整備に関する苦情も多く

寄せられているが、あわら温泉について「温泉街を想像していたので物足りなかった」とか「館内に

土産品店があり、街中に店が少ないため、街中散策を楽しめない」など、観光地全体のレイアウトや

景観に関する感想も聞かれ、個々の観光事業者の努力だけでなく地域としての連携が必要な部分も多

く寄せられている。 

 

(7)観光活性化に向けた観光資源活用のポイント 

 ここまで紹介した県外観光客のアンケートを中心に、活用すべき観光資源と活用の方向性を整理し

てみたい。 

 ①食事 

   観光動機の大きな割合を占め、かつ観光消費でも大きな金額となる「飲食」は、旬と名物料理

が大きなカギになる。しかし、地域で取れた野菜や魚など、その地域へのこだわりを発信してい

くことが重要になる。 

②土産品 

   その地域ならではの民芸品や農産物を活用した土産品の開発が求められており、季節感のある

もの（例：新そば、新酒など）を土産品として育てる必要がある。 

 ③温泉、宿泊施設 

   それぞれの施設の個性づくりとリピート客を増やす取り組みが求められ、また県内消費を増や

すためには次の宿泊先を紹介するなど県内での連泊に導く情報提供の仕組みづくりが必要である。 

 ④接客・観光客の受け入れ体制 

   各観光施設、観光地の土産物店では接客のレベルアップだけでなく、地域としてのルールづく

りが必要な状況にあり、また地域住民を含めた観光客の受け入れ体制づくりが必要となっている。 

 ⑤交通・観光施設、景観・まちづくり 

   高年齢者に向けたバリアフリー化への対応を含め、中高年齢者が来たくなる景観づくりや施設

整備など、観光事業者だけで解決できない課題も多く、自治体や他業界、地域住民との連携が今

後重要になってくる。 

 そこで、次に全国各地で行われている観光活性化に向けた地域連携の取り組み事例を紹介したい。 
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