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刊行にあたって

2020年は世界的にコロナ禍に見舞われ、社会・経済ともに大きな影響を受けました。日本も例外

ではありません。日本では、特に関西は海外からの旅行者による支出、いわゆるインバウンド効果

への依存と期待が大きかったのですが、この様相はコロナ禍で一変しました。将来的にはその克服

が期待されているところではありますが、同時に観光やそれを取り巻く地域産業にとって、国内か

らの旅行者の重要性が再認識されたのではないかと思います。

本研究会は、観光において重要な地域資源の１つである「食」に焦点を当て、持続可能性という

観点を踏まえながら、「食」を活かした観光の取組みについて、令和元年度から２か年に渡り研究

を行ってきました。大阪府下の各市から６名の研究員が集い、指導助言者には立命館大学食マネジ

メント学部の髙田教授をお迎えして、ご指導を仰ぎました。

本年度も昨年度に引き続き、先進団体への視察等を通し、「食」を活かしたコンテンツづくりの

多様性や可能性を学び、研究員の所属市でのフィールドワークや意見交換を通し、各市の魅力的な

観光資源や課題の検討を続けてまいりました。

令和２年度には、緊急事態宣言の発出等、直接集まって議論をすることが難しい状況にも直面し

ていました。その中での８回にわたる研究会の実施ということで、メンバーと指導助言者の髙田教

授には大変なエネルギーを割いていただいたことと思います。

本書は、その２年間の研究成果として、それぞれの研究員が所属市に向けた提言をまとめたもの

です。本書が、大阪府内の自治体における地域資源を活かした今後の観光施策のあり方について考

える一助となれば幸いです。

終わりになりましたが、本研究会の実施にあたり、ご多忙の中ご講義いただきました講師の方々、

視察を受け入れてくださった各団体の皆様に改めてお礼を申し上げますとともに、この研究会の指

導助言者として、本研究会をコーディネートしてくださった高田教授に心より御礼申し上げます。

　　令和３年３月

 公益財団法人　大阪府市町村振興協会　

 おおさか市町村職員研修研究センター　

 所　長　　林　　　宏　昭　 　
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第１章　はじめに
昨年の中間報告書では、「はじめに」で次のことを記した。
「大阪府内の地方自治体の強みは、府内だけで人口880万人を抱え、近隣府県を加えると２千万人
の後背人口を有することにある。したがって、東京や海外などの遠方から呼び寄せる努力をせずと
も、比較的容易に観光客数を増やすことが可能であり、観光に取り組みやすい立地条件にあること
は大きなアドバンテージである。」

この文章はちょうど１年前の2020年１月時点のものである。新型コロナウイルス感染症によって
パンデミックが起こり、世界がよもやこのような事態になるとはまったく想像もしていなかった。
しかし、図らずも感染拡大による移動の制限により、「マイクロツーリズム（概ね１時間圏内の旅
行）」という言葉に象徴されるように、自分の住むまちや周辺市町村の魅力をあらためて知る機会
が増えたのが2020年という一年であったといえる。現在（2021年２月）においても、日本では感染
症拡大の第３波が続いており、ようやく医療従事者のワクチン接種が始まったところであるが、コ
ロナ前のような移動や観光の自由が戻るには、まだしばらく時間がかかりそうである。
このような中で、今回の研究会は、その名称「『食』で考える大阪の持続可能な観光」に示され

ているように、観光客を受け入れる地方自治体が今後取るべき方向性や、観光による消費の面だけ
でなく、生産や流通も含めた「食」のあり方を見直す貴重な機会であり、ウィズコロナ・アフター
コロナにおける観光振興を考える上で、時代を先取りした研究テーマであったのではないかと思わ
れる。
この２年間、先進事例視察も含めると約20回にも及ぶ研究会では、研究員が所属する地方自治体
の持つ「食と観光」の魅力を再発見し、課題を「見える化」することから始めた。そして研究会で
の議論や現場での体験、ゲスト講師による講演や意見交換等を通じて、各研究員が考える自由な発
想で提案をとりまとめて頂いた。提案にあたっては、行政計画で配慮しなければならない「すべて
を網羅した」内容ではなく、あえて「尖った（あるいは絞り込んだ）」内容をお願いしたことでメ
リハリのある意欲的な提案が示されている。
昨年度の中間報告書と合わせて、この最終報告書を各自治体の今後の観光施策検討のデータブッ
クとして活用いただくとともに、提案の中身については、実現に向けた検討や実行を是非お願いし
たい。
また、他の地方自治体においても同様のテーマで取り組む際に、大変参考になる提案が数多く掲
載されているので、それぞれのまちに合った内容にアレンジして、持続可能な観光振興に生かして
いただければ幸いである。
 指導助言者　高　田　剛　司　
 （立命館大学 食マネジメント学部 教授）
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第２章　研究概要
　本研究会は、2019年度と2020年度の２か年にわたり、以下のような全体フローで研究に取り組ん
だ。

図　２か年の研究フロー

○各市町村の基本情報の収集 
（文献・WEB情報等より） 

・地元食材 
・郷土料理 
・地元食材を使った加工品 
・主な飲食店・販売場所 
・食イベント・ツアー 
・総合計画や観光計画での位置づけ など 

○現地調査＆意見交換 
食と観光をテーマに半日で設定 
（各研究員が企画） 

１年目 
・岸和田市 
・河内長野市 
・枚方市 
・富田林市 

２年目 
・茨木市 
・泉南市 

○各市町村の基本情報の整理 
○魅力資源と課題の整理 

○公開講座
ゲスト講師
による話題
提供 

○先進事例
視察

○本研究から得られた教訓 
○各市町村の食と観光施策の提案 

１年目 

食のイ
ベント 

大阪の
食材や
料理 

２年目 

１年目 

島根県 
邑南町 

福井県 
小浜市 

生産者
と料理
人

ビレッ
ジプラ
イド

２年目 

愛媛県
大洲市
内子町

兵庫県
丹波篠
山市
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－研究会における実施概要－
【現地調査＆意見交換】

　本研究会における特徴的な取組みは、研究員相互の「現地調査＆意見交換」にある。その取組み
のポイントは以下のとおりである。
　・観光客を迎え入れるシミュレーションとして研究員自らコースを企画する。
　・ 地元食材を使った料理などを通じて、実際に料理を味わい、美味しさを実体験する（それによ
り、推奨・誘客したいという意欲を高める）。

　・ 観光案内所や直売所、飲食店などの現場で、スタッフに直接ヒアリングをすることによって、
来訪者の動向やニーズ、現場の課題などを把握する。

　・ 現地調査を実施した後、当番の研究員から、そのまちの食と観光に関する説明を行い、他の研
究員から、現地調査による気づきや今後の取組みに関する意見などを出し合う。

【ゲスト講師による話題提供】

　本研究会では、調査研究を進めるにあたって参考とすべき視点や考え方、先進事例の情報収集等
を目的として、ゲスト講師を招いた勉強会を実施した。この勉強会は研究員だけでなく、大阪府市
町村振興協会会員の自治体職員を対象とした公開講座として開催した。

［１年目］
　①食をテーマに、まちの魅力を高めあう仕組みについて
　　　～“伊丹まちなかバル”のアイデアから学ぶ～
　　　　　講師：綾野昌幸氏（伊丹市都市活力部・教育委員会　参事）
　②大阪の地元食材や郷土料理の魅力を観光振興へいかす
　　　～テレビドラマの料理からヒントを探す～
　　　　　講師：広里貴子氏（有限会社貴重　ごちそうプロデューサー）

［２年目］
　①生産者と料理人を結び、食を観光資源に
　　　～奈良フードフェスティバル“シェフェスタ”から学ぶ～
　　　　　講師：福吉貴英氏（株式会社エヌ・アイ・プランニング　ローカルデザイン事業部 部長
　　　　　　　　　　　　　　奈良フードフェスティバル実行委員会【C’festa】事務局長）
　②邑南町のビレッジプライドについて
　　　　　講師：寺本　仁氏（邑南町商工課長　にっぽんＡ級（永久）グルメ連合　アドバイザー）
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【先進事例視察】

　研究員による企画と準備に基づき、毎年２つのグループに分かれて先進事例視察を行った。

［１年目］
　①島根県邑南町「Ａ級グルメ構想から学ぶ」
　　 　地域の特産品を東京など大都市に販売するのではなく、出荷量が限られた食材だからこそ、
地域に観光客を呼び込んで消費を促そうという逆転の発想で食を生かしたまちづくりに取り組
んでいる事例である。

　②福井県小浜市「食とまちづくりの考え方を学ぶ」
　　 　2001年に全国で初めて「食のまちづくり条例」を制定し、2004年に「食育文化都市」宣言を
定めるなど、全国に先駆けて様々な食のまちづくりを推進し、それに基づき観光を推進してい
る事例である。

［２年目］
　①愛媛県大洲市・内子町
　　 　大洲市は、行政と地域DMOや民間企業が連携し、エリア全体をマネジメントしながら観光
まちづくりに取り組んでいる。また、内子町は、長年、農業と観光による活性化を地域住民と
ともに推進し、さらに町固有の地域資源に着目した観光振興に取り組んでいる。どちらも、地
元産業の活性化や多様なステークホルダーとの連携による持続的な取組みを進めている事例で
ある。

　②兵庫県丹波篠山市
　　 　「農都宣言」にあるように、全国的に有名な農産物やその生産を担う人材育成など、地域の
価値創造に取り組んでいる。また、城下町において分散型ホテルなどを展開しており、その土
地ならではの歴史、文化、暮らし、食文化を体感できる観光に取り組んでいる事例である。
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１．茨木市 「食」で考える持続可能な観光方策の提案

　　「茨木ビギナー」に向けた飲食店の利用促進を目指して

 茨木市産業観光部商工労政課　上山　七彩

　茨木市は府内でもベッドタウンとして有名な自治体となっている。そのため若者や子育て世帯は
多いものの、観光という点においては、資源も少なく、受け入れ体制も充実していない。そのよ
うな本市で「食」を軸に観光を考えるにあたり、「飲食店」と「すでに本市に関わりを持っている
人」に着目した。
　今回の観光方策の提案では、あえて新しい観光需要を創出するのではなく、今、本市が持つ資源
を活用することによって、地域内での消費を促進するためのきっかけづくりを実施していきたいと
考えている。

第１章　研究の目的と背景

１．研究会参加の動機
　私がこの研究会に参加したのは、本市に入庁し観光担当として一年業務を担当した際、自分自身、
また本市の観光に様々な課題を感じたことがきっかけであった。
　まず私は本市の出身ではなく、入庁まで本市に対する関わりも少なかった。そのため入庁してか
らの１年間は、市外の方に「茨木市に行くため、観光名所を教えてほしい」と聞かれてもなかなか
的確な答えを返せず、うまく対応できないことも多くあった。一方で私の周りの上司や先輩は、本
市出身の方が多く、本市の事をよく知っており、そのたびに助けていただくことも多かった。その
ような経験から私自身、「もっと本市の事を知らなくてはいけない」「本市の事を知って、観光担
当として市外の人にアピールしていきたい」と強く感じたこともあり、入庁２年目であった昨年に、
観光を考える上での一つの切り口になるのではないかと考え、本研究会に参加させていただくこと
にした。
　またもう一つの理由として、本市での観光施策への取組や、観光資源について、効果的な方策を
考えるきっかけになればと考えたからである。
　これも１年目に感じたことであったが、本市に観光目的で訪ねてこられる方や、お問い合わせを
される方は、ほとんどがご高齢の方で歩くことを目的とされていた。のちにこの点にも触れるが、
本市には有名な特産品や観光資源が乏しく、また積極的におすすめしている観光施設の場所も点在
しているため、どうしても観光客を誘客することが出来ていないのが現状であった。そのため、観
光目的というより、健康のために歩く際に、少し施設やお店に寄ることを目的にした層以外には、
なかなか観光地としてのニーズに応えることができていなかったのである。
　しかし現在、観光事業の推進は、人口減少に歯止めがかからない中で、交流人口や地域内での消
費を増やす手段として、大きな役割を果たすものとなっており、行政が取り組むべき重要課題とし
て位置づけられている。それは本市にとっても例外ではなく、私は入庁して１年間、観光担当とし
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て業務を担当することによって、本市の観光におけるもっと効果的なアプローチ方法や、域内消費
の促進を促す方策を、考えていかなければいけないのではないかと感じる機会が多くあった。
　今回この研究会に参加し、様々な自治体の課題や取組について伺うことができ、各自治体の現状
に合った観光推進の方法を学ぶことが出来た。今回の成果報告では、研究会での学びを活かし、本
市ならではの課題解決の方策を提案していきたい。

第２章　茨木市について

１．本市の概要
　茨木市は大阪府の北部に位置する、人口約28万人の市である。
　市の特徴としては、南北に長い地形をしており、南部は駅や商店街が集中する「市街地」区域、
一方北部は自然が豊かな通称「いばきた」と呼ばれる地域に分けられ、それぞれが異なった魅力を
持っている。

２．本市の観光における強み、弱み
　本市を、本研究会のテーマにある「食」、さらに「地域」という観点を軸に、観光における強み、
弱みで分類すると、以下のような特徴が挙げられる。

食について 地域について

強
み

・飲食事業者の参入が活発である

・食をメインにしたイベントやメニュー開発に
積極的に参加する飲食店が多い

・民間主導のイベントが多く、飲食店との連携
が盛ん

・大阪・京都からのアクセスが非常に良い

・他の自治体からの人の流入が多い

・文化、自然が気軽に楽しめる

弱
み

・特産品となる食材が少ない、知名度が低い

・生産者の数が少ない

・観光資源が分散している

・観光に係る二次交通が整備されていない

⑴　茨木市の「食」について

　・「食」×強み
　①飲食事業者の参入が活発である
　 　本市では市内で新しく創業する事業者に向けた「茨木市創業促進事業補助金」という制度を設
けており、開業に係る改装工事費やテナントの賃借料を支援している。
　 　この補助金について、過去５年間の補助実績を抜粋し集計してみると、飲食業において制度を
利用した開業状況は以下のとおりとなっている。
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過去５年間における本市創業促進事業補助金を活用し開業した
飲食店及び飲食持ち帰りサービス業の件数（平成28年度～令和２年度）

年　度 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

件　数 ３ 11 ４ 10 ４

（令和２年度については、令和３年１月15日時点に補助金の交付を決定している件数）

　 　上記のデータを見てみると、年度によってばらつきはあるものの、毎年飲食に関する業種での
新規創業があることが分かる。またこれらはあくまで新規創業者かつ補助金を活用した数であり、
潜在的には本市に開業する飲食業事業者はもっと多いと想定される。事業者の参入が活発である
という事は、同時に店舗同士の競合が激しくなるため、趣向を凝らした事業や、サービスを工夫
する事業が生まれやすい環境であるともいえるだろう。
　 　実際、フィールドワークで訪れた「季節のごはんカフェ satono」は、北部地域と密につなが
り、メニューの開発や提供を行っている飲食店で、研究員の方からも非常に好評であった。

　②食をメインにしたイベントやメニュー開発に積極的に参加する飲食店が多い
　 　本市では、毎年11月頃に開催される、茨木産のさつまいもを使った商品やメニューをスタンプ
ラリー形式で巡る「茨木おいもグルメフェア」や、11月中旬ごろに中心市街地の飲食店で開催さ
れるバルイベント「いばらきバル」等、食に関するイベントが毎年開催されている。令和２年度
には、茨木おいもグルメフェアは29店舗、いばらきバルは73店舗の参加があった。
　 　また、現在建設が進められている安威川ダムを模した「安威川ダムカレー」が、市内10店舗の
飲食店で提供されている。この安威川ダムカレーには決まったルールはなく、各店舗が趣向を凝
らしたカレーを味わうことができる。

　③民間主導のイベントが多く、飲食店との連携が盛ん
　 　本市では②で挙げた食に関するイベントのほかにも、一年を通して民間が主催するイベントが
多く開催されており、イベントには多くの市内飲食店も関わっている。
　 　中でも音楽のイベントは多く開催されており、例年５月に開催される「茨木音楽祭」では、メ
イン会場の中央公園グラウンドに市内飲食店が出店するだけでなく、メイン会場周辺の飲食店が
サブ会場となり、様々な店舗で音楽と食事を楽しむ場が提供されている。
　 　また９月に実施される「茨木麦音フェスト」は音楽とともに、全国のクラフトビールを楽しむ
イベントとなっており、こちらにも多くの市内飲食店が飲食ブースに出店している。

　・「食」×弱み
　①特産品となる食材が少ない、知名度が低い
　 　茨木市では、なにわの伝統野菜に認定されている「三

み

島
しま

独
う

活
ど

」が伝統的な農法で栽培されてい
るが、市民であっても三島独活を気軽に食べることは難しくなっている。
　 　また「見山の赤シソ」や青とうがらしの「見山大甘青とう」、プチトマトの「あまっこ」など
茨木市で生まれた農産品や、それらを使用した商品の開発がなされていることは、中間報告書で
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も述べたが、それらを食材として使用する飲食店は多くなく、まだまだ市内外での普及は進んで
いないのが現状である。

　②生産者の数が少ない
　 　①の理由として、本市の農業の担い手の少なさが、生産量の確保や安定供給を難しくする一因
となっている。
　 　元々本市の農業は、三島平野を中心に古くから米を基幹作物として、農業経営の基盤を支えて
きた。しかし昭和30年代以降の積極的な工場誘致策等によって、地域開発が急激に進むことによ
り、農家数、農業就業人口は年々減少し、兼業化が著しく、基幹労働力の高齢化、後継者不足等
により、生産意欲の減退と、労働力の質的低下を招いてきたという背景がある。
　 　その後徐々に農業環境の改善が図られていったものの、現在も総農家数の88％が第２種兼業農
家と自給的農家となっているため、専業農家のような生産量や供給量は望めない。そのため飲食
店での食材の活用もなかなか難しくなってしまう。
　 　例えば先述の「三島独活」は市内の一事業者のみが生産を行っているため、市場にはなかなか
流通しづらくなっている。
　 　本市でも平成29年度に、生産者と飲食事業者をつなぐことを目的とした交流会を実施したが、
なかなか飲食店での積極的な活用には至っていない。

⑵　茨木市の「地域」について

　・「地域」×強み
　①大阪・京都からのアクセスが非常に良い
　 　本市は淀川北の大阪北部に位置し、北は京都府亀岡市に、東は高槻市、南は摂津市、西は吹田
市・箕面市・豊能郡豊能町に接している。鉄道では市南部を中心に、11の駅があり、主要駅であ
るJR茨木駅と阪急茨木市駅は、それぞれ大阪府の中心地である「梅田」が位置する大阪市北区
より20分以内、京都府の中心地である京都市内より30分以内でアクセスすることができる。
　 　また市には名神高速道路、新名神高速道路のインターチェンジがあり、車でのアクセスも便利
になっている。

　②他の自治体からの人の流入が多い
　 　本市のもう一つの強みとして、流入人口の多さが挙げられる。
　 　その理由としては、市内にある６か所の私立大学のキャンパスや、①で挙げたアクセスの良さ
が考えられる。
　 　また、本研究会の参加自治体の中でも、流入人口は最も多くなっており、本市を含む大阪府三
島地域においても、吹田市に次いで流入人口は２番目に多い。このことから、人の動きが活発な
自治体であると言えるだろう。
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平成27年度　本研究会参加自治体における流入人口（人)

自治体名 他自治体からの
通勤者数

他自治体からの
通学者数 合　　計

茨木市 47,119 13,383 60,502

岸和田市 25,569 3,382 28,951

枚方市 40,498 12,851 53,349

富田林市 15,560 4,850 20,410

河内長野市 10,094 2,576 12,670

泉南市 12,080 626 12,706

平成27年度　大阪府三島地域における流入人口（人）

自治体名 他自治体からの
通勤者数

他自治体からの
通学者数 合　　計

茨木市 47,119 13,383 60,502

吹田市 74,264 25,431 99,695

高槻市 36,334 8,714 45,048

摂津市 30,405 3,236 33,641

島本町 3,933 412 4,345

（出典）それぞれ政府統計の総合窓口（e-Stat）（https://www.e-stat.go.jp/）
「平成27年度国勢調査結果」を加工して作成

　③文化・自然が気軽に楽しめる
　 　本市の観光資源として挙げられるものに、文化や自然といったものがある。
　 　市南部には、フィールドワークでも訪れた「川端康成文学館」や「元茨木川緑地」があるほか、
日本遺産にも認定された西国三十三所観音巡礼、第二十二番札所にあたる「総持寺」などがあり、
庖丁式や竹灯籠等のイベントも開催されている。
　 　また市北部には、千提寺・上音羽地区で続いてきた隠れキリシタン信仰の資料を見ることがで
きる「キリシタン遺物史料館」や、市内農産物や加工品が購入出来る「de愛・ほっこり　見山
の郷」、美しい棚田の風景を見ることができるスポットなどがある。
　 　このように本市では、市の南部、北部それぞれに魅力のある観光資源があり、本市を訪れる観
光客はこのような場所を目的にされている方が多い印象がある。

　・「地域」×弱み
　①観光資源が分散している
　 　「地域」の強みとして、文化や自然といった本市の観光資源に触れたが、そのような施設の場
所を気軽に訪れることは難しい。
　 　例えば茨木の文化に触れられる場所として挙げた各施設について、川端康成文学館はJR茨木
駅から徒歩20分ほどの距離に位置しているが、西国三十三所札所である総持寺は一駅隣のJR総
持寺駅が最寄りとなっている。またキリシタン遺物史料館は市の北部に位置しており、実際に訪
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れるとなると中心市街地からはバスで40分ほどかかってしまう。
　 　また同じ北部に位置するキリシタン遺物史料館と、いばきたの野菜が購入出来る見山の郷につ
いても、４㎞以上離れた距離に位置しているため、車やバスを利用せずに二つの施設を楽しむこ
とは、厳しいと言わざるを得ない。

　②観光に係る二次交通が整備されていない
　 　①のような課題を解決するためには、二次交通の整備が不可欠になってくる。
　 　仁徳天皇陵古墳や、千利休と与謝野晶子の資料館など様々な観光資源を持つ大阪府堺市では、
阪堺電気軌道株式会社や南海バスと連携し、一部区間が乗り放題となる「堺おもてなしチケッ
ト」を発行している１ほか、期間や曜日を限定し、堺のまちをめぐる無料シャトルバスの運行も
実施している２。
　 　しかし本市にはそのような観光のための周遊バスや定額チケット等はなく、観光施設を訪れる
には、一般のダイヤで運行されているバスや、自家用車を利用することが前提になっている。そ
のため、魅力的な観光資源があっても、観光客を誘客するに至っていないのが現状である。

まとめ
　茨木市を「食」の観点から分析してみると、観光資源として活用するには最も重要な生産量や供
給量に、大きな課題を抱えていることが分かる。市内にはそのような生産の状況を理解し、うまく
農産物を活用している飲食店もあるが、ほとんどの飲食店では、決まった食材を使うメニューを通
年提供することや、飲食店が農家と直接契約をし、野菜を仕入れるという事は現実にはかなり困難
であると言えるだろう。
　一方で、「食」を提供する立場の飲食事業者については、時期や年度によってばらつきはあるも
のの、市の補助金を利用する場合に限っても、毎年一定数が新規創業していることに加え、交通量
の多い中心市街地にも多くの店舗が密集している。
　また本市の魅力といえるイベントでは、多くの飲食店が関わることが出来る環境にあることから、
「食」を提供する場の多さは本市の最大の強みといっていいだろう。
　また「地域」の観点から分析してみると、観光資源や受け入れ体制といった課題を抱えており、
そこを改善し観光客を誘客するためには膨大な予算と時間が必要になってくる。
　しかし、本市は通勤や通学など、日常的に本市を訪れる人の数については周辺の自治体と比較し
た際に多い傾向にあることが、「地域」の持つ特性を分析していくことで明らかになった。このよ
うな人たちに、本市での消費行動を促すことによって、新たに観光目的の誘致を行うことなく、大
きな利益を生むことができるのではないだろうか。
　今回は本市の強みである「飲食店」を基軸として、本市の「食」と「観光」をテーマとした観光

１  （公社）堺観光コンベンション協会公式サイト堺観光ガイド「堺おもてなしチケット」https://www.sakai-tcb.or.jp/
ticket/

２  さかい利晶の杜「【11月・12月中土日祝限定】SAKAI周遊シャトルバス　無料運行！」http://www.sakai-rishonomori.
com/other/%E3%80%9011%E6%9C%88%E3%83%BB12%E6%9C%88%E4%B8%AD%E5%9C%9F%E6%97%A5%E7%A5%
9D%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%80%91sakai%E5%91%A8%E9%81%8A%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%
83%AB%E3%83%90%E3%82%B9%E3%80%80%E7%84%A1/
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第
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方策を考えていく。

第３章　持続可能な観光方策の提案

１．「食」と観光振興に取り組むコンセプト
　本市で「食」と観光振興に取り組むコンセプトは次のように設定した。
　「本市に通勤、通学する人に向けた、飲食店利用やイベントへの参加を促すパンフレットの作成」
　パンフレットの作成は、以下の三つのステップで進めていく。
　Ⅰ．本市をよく知る人たちによる、パンフレット作成のためのワークショップの開催
　Ⅱ．ワークショップの内容をもとにした、パンフレットの作成及び発行
　Ⅲ．パンフレットの継続的な発行に係る、市民参加型システムの構築

２．事業概要
　各ステップにおける事業の概要と対象者は以下のとおりである。
　Ⅰ ．茨木市をよく知る立場の市民、事業者に、茨木市の魅力的な飲食店の情報を発信する、メッ

センジャーとなってもらうためのワークショップを開催する。

　〈目　的〉
　 　観光を実施する際、やはり行政だけで事業を進めていくと、発信していく情報に偏りが出てし
まったり、視野が狭くなってしまったりするのではないだろうか。また、研究会で様々な取組を
学んだ際、どの事例でも実際に観光に協力する住民や事業者の気持ちや考えを大切にしているこ
とが非常に印象的だった。またこれは研究会を通して私が感じたことであるが、本市に関わりの
ある人たちはとても本市に愛着を持っており、イベントや市の取組にも積極的に参加する人が多
い印象がある。
　 　そのため、市に親しみや愛着を持つ人々にも関わってもらい、市の魅力を発信することにより、
茨木市の持つ魅力を再確認することに加え、住民に「おもてなしマインド」を持ってもらいたい
と考えた。
　〈対象者〉
　　このワークショップの参加者としては、以下のような立場の人たちを想定している。
　　・市内に在住、在学、在勤している20～30代の若者
　　・市内飲食店事業者　
　　・市内イベントの主催者
　　・茨木市役所の若手職員

　Ⅱ ．通勤や通学等で、ただ本市に来ることが目的となってしまっている人たちに、学校や仕事の

終わりに利用できるお店や、休日わざわざ来て楽しむイベントのパンフレットを発行し、市内

での消費行動を促す。

　〈目　的〉
　 　本市の特性について考えてみると、なかなか新たな観光客を獲得することは難しいと思われる。
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そのため今回は、本市にすでに関わりを持っているものの、本市での消費行動を積極的に行って
いないと考えられる、20～30代の他の自治体から本市に通勤、通学する男女をターゲットとして
設定し、パンフレットを発行していくこととした。
　 　上記ターゲットが、消費行動を積極的に行っていないと考えた理由は、本市のアクセスの良さ
にある。前章で本市のアクセスの良さについて触れたが、裏を返せば、それだけ「梅田」や「京
都」のような大都市に人が流れやすくなってしまうということでもある。そのような場所に気軽
に行けるのであれば、飲食店の利用についても、飲食店が豊富で密集している地域での利用が多
いことが想定される。
　 　また、市内の駅にあるバス停では、バスが絶え間なく発着しており、市内の移動は非常に便利
になっている。そのため、ターゲットとする人たちの多くは、市内をわざわざ歩くような機会が
なく、そのため消費行動につながりにくいとも考えた。
　 　そのため今回は、上記のような人たちを「茨木ビギナー」と名付け、そのような人たちに働き
かけるためのパンフレットを、市主体で作成し発行していく。
　〈対象者〉
　　・他の自治体から本市に通勤、通学する20～30代の方
　　　平成27年度国勢調査では、対象者は21,660人であった（通勤17,021人、通学4,639人）

　Ⅲ ．パンフレットを定期的に発行していく中で、店舗の推薦を市民参加型とし、誰でも茨木市に

関わる人であれば事業に参画できる仕組みを構築することにより、メッセンジャーを増やして

いく。

　〈目　的〉
　 　パンフレットは季刊誌として定期発行を予定しているが、毎回掲載する飲食店を選定するワー
クショップを開催するのではなく、第２回目発行以降は、広報等で呼びかけ、Instagramやホー
ムページから自由におすすめのお店を誰でも投稿し、推薦できるようにし、その投稿をもとに市
の担当者が発行する業者と相談し、店舗を選定、掲載内容を決定する。
　 　このような方法を取ることによって、ワークショップに参加した人たち以外も、次の発信者と
して気軽に企画に参加することができ、メッセンジャーを増やすことができる。
　 　また推薦する投稿をホームページに掲載したり、Instagramで発信したりしてもらうことによ
り、パンフレットを直接手に取らない人たちにも、情報の拡散が可能になるのである。
　〈対象者〉
　　・市内飲食店を利用する方

３．観光方策の提案
⑴　実施内容について

　Ⅰ．ワークショップの開催について（全２回）
　　第１回　パンフレットの構成を考える
　　　①趣旨の詳細説明
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　　　②パンフレットの名前を考える。
　　　 　今回は「自分たちが読むパンフレット」ではなく、市外の人が手に取りたくなるようなパ

ンフレットとしての名前を考えてもらう。
　　　③パンフレットの構成を考える。
　　　 　ただお店を列挙するのではなく、あった方がいいと思う情報や、どのようなデザインであ

れば、若者が手に取りやすいか等を検討する。
　　　④次回内容について説明
　　　 　次までの課題として、「市内でぜひ紹介したいお店」をいくつか考えてきてもらう。
　　　　※ その際に、「そのお店をどのような時に利用したか」や「そのお店が良かったと思った

理由」等、お店に関わるエピソードも一緒に考えておいてもらう。
　　第２回　パンフレットに掲載する店舗について考える
　　〈事前準備〉
　　　参加者の数を踏まえ、５人程度のグループを作る。
　　　（この際、男女比や市民と事業者が偏らないようにする）
　　　①各グループで、一人ずつ考えてきた店舗についてプレゼンをしてもらう。
　　　 ②グループ内で、それぞれのプレゼンやターゲットの需要に合うかどうかを踏まえ、掲載し

たいと思う店舗を３つほど列挙してもらう。
　　　③その後全体討議で、第１弾のパンフレットに掲載する店舗を10店舗ほどに絞り込む。

　Ⅱ．パンフレットの作成について
　　①パンフレット作成事業者の選定
　　 　パンフレットの作成に係る取材、デザイン、印刷、ホームページ作成等を担う事業者につい
て、プロポーザル方式にて公募、選定を行う。

　　②内容の校正
　　 　ワークショップで選定された飲食店について、事業者による取材の上、市と事業者でパンフ
レットの詳細な内容について打合せ及び校正を行う。

　　③印刷・配架
　　 　パンフレット印刷後、第１弾については、ターゲットに直接手に取ってもらえるよう、JR
茨木駅及び阪急茨木市駅の改札内にパンフレットラックを設置し、配架を行う。

　　④ホームページの作成・公開
　　 　パンフレットを手にしない人や、市内の人にも内容を波及するため、パンフレットと同内容
のホームページを作成、公開する。

　Ⅲ．パンフレットの定期発行について
　　 ①公式ホームページからの投稿フォームや、Instagramでのハッシュタグを活用し、次回以降
にパンフレットやホームページに載せたい店舗を募集する。

　　 ②募集については市広報誌に掲載し、市全体として新たなメッセンジャーとなってもらえるよ
う、呼びかける。
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　　 ③次回以降は投稿の多かった店舗や、投稿されたエピソードをもとに、市と事業者が店舗を選
定し、年４回（季刊発行を予定）を目安に発行、配架をしていく。

⑵　事業の効果について

　　今回提案する観光方策によって、どの程度の効果があるかを考える。
　 　パンフレットは配付をしてしまうと、その後の効果は検証しづらいため、実際にどの程度ター
ゲットに波及し、消費につながったかを計測することは難しい。パンフレットにクーポンを付け、
利用者数を計測したり、アンケートを実施することによって効果を検証したりということもでき
るが、今回はあくまでも想定される効果を、数値的に算出することとする。
　 　先ほども述べた通り、ターゲットの人数は平成27年度では21,660人であった。この人数は社会
情勢の変化や、人口動向を受け変化していると考えられるが、今回は、約20,000人と仮定して考
える。
　 　20,000人の男女のうち、５％にあたる1,000人が、パンフレットを手にとることにより、市内
で月に一回食事をすることになったとする。食事一回の平均単価を1,000円とすると、ひと月で
1,000,000円の消費が行われることとなる。今回は季刊で３か月に１回の刊行を想定しているた
め、単純な計算では、上記の条件であれば、一回の刊行で3,000,000円が、市内の飲食店での消
費になるという計算になる。
　 　一般的なチラシの反応率が0.01～0.3％であることを考えると、５％という反応率はかなり高
く設定している。しかし今回の施策についてはターゲットを絞ったパンフレットデザインや、広
報に重きを置いており、工夫や戦略次第で反応率を上げることは可能であると考えている。また
第２回目刊行以降の発行にかかる、市民参加型の広報活動によって、メッセンジャーとなる市民
の消費につなげることも可能になってくると考えている。

４．先進事例の検討
⑴　飲食店と連携した観光の推進について（兵庫県伊丹市）

　 　今回観光方策を考えるにあたり、研究会の１年目にご講演いただいた、兵庫県伊丹市の事例を
参考にさせていただいた。
　 　伊丹市は「大阪、兵庫からのアクセスが良い」「中心地に飲食店が多い」等、本市と共通する
部分が多い自治体である。
　 　そんな伊丹市は、市職員の綾野氏の提案で、本州で初めてバルイベントを実施した自治体であ
る。現在バルは実行委員会形式ですでに市から独立したイベントとなっているが、発起人である
綾野氏はバル以外にも、飲食店参加型の先進的なイベントを多く構想し、実現されてきた経歴を
持っている。その様々な取組が功を奏し、飲食店同士がお互いを高めあう環境の整備や、飲食店
の誘致が盛んにおこなわれてきた伊丹市の「食」は、現在市の魅力の一つとして発信できるまで
に、発展していったのである。
　 　今回提案する飲食店パンフレットは、伊丹市に倣い、今既に十分なポテンシャルを持っている
本市の飲食店のさらなる活性化を期待するものとなっている。パンフレットの掲載は市に関連す
る人々の推薦によるものとなっており、パンフレットの周知が進んでいくことによって、意欲の
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ある飲食店のさらなる魅力向上と、そのような飲食店を内外に発信していくツールとなることを
目指していく。

⑵　パンフレット作成における先進事例について

　 　今回20～30代の若い男女という限られた年齢層をターゲットに設定するにあたり、メインとな
るパンフレットは、対象に手に取ってもらえるか、またパンフレットをもとに消費行動を促すこ
とにつながるかという点において、デザイン性が非常に重要になってくると言えるだろう。ただ、
自治体が作成するパンフレットは、どうしても情報が過密になってしまったり、ターゲットを広
く設定していることから、汎用的なデザインになってしまったり、デザイン性が後回しにされが
ちなものも多い。
　 　一方で、最近は自治体や観光協会が発行しているパンフレットでも、ターゲットを明確にした
ものや、若い人が手に取りたくなるような、おしゃれな装丁のものも増えている。今回作成する
パンフレットは、そのような手に取りやすいものを目指すため、いくつかの先進事例も参考にし
たいと考えており、その中でも、特にデザインに力を入れていると感じた事例について、紹介し
ていく。

　佐賀県有田町　有田観光協会「URESHINO ARITA TRIP」

　 　有田焼で有名な佐賀県有田町で発行されているパンフレットの一つである。
　 　こちらの観光パンフレットは若い女性向けに作成されており、パンフレット全体が明るいパス
テルカラーで統一されたデザインになっているほか、女性が好むおしゃれな雑貨店やカフェ、お
土産等が、可愛らしい写真と共に掲載されている。
　 　有田観光協会では、このパンフレットのほかに一般的な観光ガイドブックである「有田」や、
ディープな情報を知りたい人向けの「アリタノヒビキ」等、それぞれのニーズに合わせた観光パ
ンフレットを発行、ホームページに掲載しており、観光客は自分に合ったパンフレットを印刷し、
観光に出かけることが出来る。

（出典）有田観光協会 ありたさんぽ「パンフレットはこちら」
https://www.arita.jp/pamphlet/
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　高知県須崎市　須崎市観光協会「須崎市観光ガイドブック　すさき手帖」

　 　こちらは一般社団法人地域活性化センター主催「第２回ふるさとパンフレット大賞～旅に出た
くなる、思わず手にとる～」で大賞を受賞したパンフレットである。
　 　ノートのようなレトロなデザインの表紙をめくると、見開き４ページに須崎市の観光に関する
写真と、それに合ったオノマトペ、そして写真の簡潔な説明があり、その後紹介したい内容が始
まるという構成で、非常にインパクトのあるデザインとなっている。
　 　また観光情報の詳細についても、ただお店やメニューを列挙するだけでなく、方言での説明文
が載っていたり、付箋のようなデザインでおすすめポイントが書かれていたりと、さながら有料
の旅行パンフレットのような装丁となっている。
　 　市内全域を網羅している内容ではないため、ディープな情報を求める層や高齢の観光客には利
用しにくいものかもしれないが、初めて須崎市を訪れる観光客にとっては、これ一冊あれば十分
という内容になっているだろう。

（出典）須崎市観光協会ホームページ「すさき手帖のご紹介」
https://sta2020.com/whatsnew/info/9237/

　 　このように、現在は自治体が発行するパンフレットも対象を限定し、より手にとってもらえる
ように工夫されたものが多くなってきている。今回のパンフレットにおいても、このような先進
事例をもとに、よりターゲットに手にとってもらえるようなパンフレットを作成することが、効
果を上げる一つの手法になると考えている。

５．最後に
　今回の観光方策の提案では、従来の観光資源の活用ではなく、飲食店という部分にスポットを当
てて考えた。しかしターゲットはあくまでもすでに本市に関わりを持っている人々に限定したため、
冒頭でも述べたように、新たな観光需要の創出というところまでには至っていない。
　また、この飲食店の取組に、今回は活かすことができなかった従来の観光資源を関連させること
により、本市の新たな観光施策として発展させていくことも、可能になるのではないだろうか。
　そのため今後は、飲食店の利用促進を基盤として、今ある観光資源と連携させ発展させていくこ
と、さらにはそこから新たな観光需要を創出していくことを目指し、取組みをブラッシュアップし
ていきたい。
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２．枚方市 「食」で考える持続可能な観光方策の提案

　　ひとりひとりが観光大使に。
　　　　自分たちが楽しむことで人を惹きつけるまちへ

 枚方市観光にぎわい部観光交流課　笠井　里紗

⑴　研究の背景と目的
　①研究会参加の動機

　 　枚方市には「ひらかたパーク」や「枚方T-SITE」などの集客施設がすでに存在している。ま
た、交通の便も良く、主要駅の１つである京阪電車枚方市駅の１日の乗降客数は95,374人（平
成30年度。定期券利用者含む。）を数え、多くの人が行き来しているまちである。しかし、「観
光」という視点で見ると、人を呼び込むという意識が住民にも、そして行政側にも浸透している
とは言えない。
　 　そこで、改めて「観光」の視点から地域資源を見つめ直し、あるいは発掘しながら磨き上げ、
枚方というまちの魅力を高めていくことで人を呼び込むことができるのではないか。さらに、観
光するうえでも特に大きなウェイトを占める「食」というキーワードを追加しながら、本市なら
ではの観光資源を構築していくための方策を考えるため、本研究会に参加させていただくことと
なった。

　②今回の提案の目的

　 　交通の便の良さは、大阪や京都などの有名観光スポットや商業地、有名飲食店などを簡単に訪
問できるということであり、それは“すごい”事例を目の当たりにする機会が多いということで
もある。それが「観光とはこうあるべき」「この事例を越えるものを提供しなければいけない」
とハードルを上げてしまい、枚方で観光に取り組むのは難しいと事業者が感じてしまっているの
ではないだろうか。
　 　しかし、この研究会を通して様々な事例を学んでいくなかで、観光は地域が持つ独自の魅力に
気付き、地域で共有し、それを発信していくことが重要であると知ることができた。
　 　特にコロナ禍において「マイクロツーリズム」が提唱され、身近な地域に目を向ける動きが強
くなっている。これは、身近にある良いものを再発見し、また再構築していく時であり、自分の
住むまちが実は“誇るべきところ”であると認識できる良
い機会と捉え、今回の提案に至ったものである。

⑵　枚方市について
　①枚方市の基本情報

　 　枚方市は、大阪市と京都市のほぼ中間地点にあり、その
アクセスの良さからベッドタウンとして発展してきた。そ
の傾向は今も強いが、現在では住宅地のほか、市街地には
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大阪有数のショッピングモールや商業施設があり、西には淀川が流れ、かつて京街道の宿場町と
して賑わった面影を残す枚方宿エリアがあり、農業振興地域がある東部には里山百選にも選ばれ
た里山もある、自然・都会・歴史が融合したまちといえる。

　②「総合計画」等での「食」の位置づけ

　　「観光施策に関する考え方」の策定及び概要
　　 　本市では、総合計画において「本市が有する歴史文化遺産や淀川、東部地域の自然など重要
な観光資源を効果的に発信し、地域内外の交流機会の創出を図る」とし、人々が集い、活力が
みなぎるまちづくりを目指し、さらなる賑わいの創出を図るため、交流人口の増加や経済活性
化につながる観光施策を民間活力も活用しながら戦略的に進める方針を掲げている。この方針
に基づき、庁内連携はもとより官民連携を図りながら観光施策を効果的に推進するため「観光
施策に関する考え方」を作成した。

　　　本市が観光施策を推進することで目指すべきものは以下のとおり。
　　　　１．枚方市の魅力向上
　　　　２．交流人口の増加
　　　　３．経済活性化

　　「観光施策に関する考え方」における「食」の位置づけ
　　 　魅力あるコンテンツの創出のため、様々なコンテンツを組み合わせた複合型コンテンツの創
出・提供を行っていく。平成30年度に「市政モニター」を対象に行ったアンケートにおいて、
観光を目的とした来訪者を増やすために必要な取組として、回答者の約３分の１が「魅力ある
特産品の開発」を挙げていた。また、同アンケートで、もっと市外にPRすれば良いと思うも
のでは「枚方市の名産品」は回答者の約１割にしか選ばれなかった。これは、本市において誇
れる名産品が少ない、あるいは認知されていないことを示しており、本市における大きな課題
の一つと言える。そこで、施設や商業施設をはじめとする観光資源と枚方ゆかりの食材をつな
ぎ、本市ならではの「食」をテーマにしたツーリズムを創出していくことで本市の魅力向上と
ともに、交流人口の増加及び経済活性化を目指すものである。

　③枚方市の強み

　　１．利便性の良さ
　　　 　大阪市と京都市の各中心市街地からも京阪電車やJRを利用して30分以内に来られるとい

うアクセスの良さが挙げられる。また、市内にも電車やバスの路線が多く市内の交通網も充
実している。

　　２．大阪府下でも有数の人口規模
　　　　枚方市内には約40万人が住んでおり、大阪府下でも５番目の規模にあたる。
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　　３．歴史のあるまち
　　　 　枚方宿は江戸時代初期に東海道の延長として京街

道に設置され、紀州徳川家も常宿とした本陣や旅籠、
茶屋などが軒を並べていた。また、京都・伏見と大
阪・八軒家とを結ぶ交通路であった淀川舟運の中継
港としても賑わいをみせており、その当時淀川河岸
に面し船待ち宿を兼ねていた「料理旅館　鍵屋」が
資料館として現存している（図１）。

　　　 　その他、大阪府下では２か所しかない特別史跡の
１つである「百済寺跡」（大阪府下ではほかに大坂城跡のみ）や、江戸幕府が築造した砲台
を備えた要塞跡「楠葉台場跡」など貴重な史跡を有している。

　　４．集客コンテンツの存在
　　　 　市外でも抜群の知名度を誇る「ひらかたパーク」（図２）は、100年以上続く日本最古の遊

園地である。多様なアトラクションのほか、夏はプール、冬はスケートやイルミネーション
など一年を通して楽しめる。また、親子や子どもだけでも乗れるアトラクションがあるのも
魅力のひとつである。

　　　 　「枚方T-SITE」は平成28年にオープンした「生活
提案型商業施設」で、代官山T-SITE、湘南T-SITE
に続く関西初のプロジェクトであり、学生から年配の
方まで幅広い客層が訪れている。

　　　 　農家レストランの先駆けとも言われる「農園料理　
杉・五兵衛」では、敷地内で育てた農作物を調理して
提供しているほか、園内の散策や収穫体験、酒蔵を移
築したことによる独特の雰囲気のある個室など、園主
のこだわりが詰まったレストランとして賑わっている。

　　　 　毎月第２日曜日に枚方宿周辺で開催される「枚方宿
くらわんか五六市」（図３）は、スイーツやアクセサ
リー、雑貨など手作りの品やこだわりの品を求めて、
市内外から１万人近く訪れる手作り市である。枚方宿
の街道の風情を生かしながら、新たなにぎわいを生み
出そうと、街道沿いの住民らが中心となって始まった
もので、開催当初は約50店だった出店数は、現在では
200店以上まで増えている。

　　　 　開催当初は地域の自治会や関係団体等で構成される協議会の部会として活動していたが、
出店参加費による自立した運営や、メディアで取り上げられたことによる知名度の向上など
により、平成27年には「一般社団法人枚方宿くらわんか五六市」を設立した。ちなみに、こ
の出店体験をきっかけに街道沿いに入居して店舗を構えてもらう狙いもあり、実際に新しい

図１　市立枚方宿鍵屋資料館

図２　ひらかたパーク
(参照）ひらかたパークホームページ
（http://www.hirakatapark.co.jp/）

図３　枚方宿くらわんか五六市の様子
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お店も生まれている。

　　５．情報発信ツール
　　　 　本市には、広報や市公式のTwitter、Facebook、Instagram、YouTubeのほかにも有効な

情報発信ツールがいくつかある。
　　　 　ひとつは、月間約300万ページビューを誇り、枚

方に特化した情報を発信する地域情報サイト「枚方
つーしん」（運営：株式会社morondo）。Webページ
のほかFacebookやTwitterなどのSNSでも発信され、
幅広い世代の支持を得ている。

　　　 　もうひとつは、観光フリーペーパー「ひらいろ」
（発行：観光フリーペーパー制作実行委員会）。枚方
のいろいろが詰まった雑誌として平成30年に発行さ
れ、令和２年９月には観光webサイト（図４）も開設。市内外からのアクセスがあり、現在
も順調にページビューを伸ばしている。

　④枚方市の弱み

　　１．根強い「ベッドタウン」のイメージ
　　　 　かつて東洋一といわれたニュータウン「香里団地」の開発により人口が急増した歴史があ

る。また、有名なお寺や温泉、景勝地などのいわゆる“観光名所”がないことなどから、市
外から積極的に人を呼ぶという意識は市民、事業者ともにあまり強くないのが現状である。

　　２．特産品・名産品が少ない
　　　 　お米や玉ねぎを始め、農産物は数多く作られているが、この地域ならではの農産物という

ものはほとんどない。また、お土産やお持たせになるような商品が少ない。

　　３．宿泊施設が少ない
　　　 　かつては、ビジネスや観光客が利用する宿泊施設は、枚方市駅付近で３軒、郊外エリアに

１軒あったが、新型コロナウイルス感染症の影響等により廃業が続き、今は枚方市駅付近に
は１軒のみとなっている。

⑶　｢食」にまつわる資源
　①枚方で生産されている農産物

　 　枚方には兼業農家が多いため生産量は多くないが、多様な農産物が作られている。それらは定
期的に開催される市内の朝市で購入できるほか、学校給食に供給されている。

図４　観光webサイト「ひらいろ｣
(出典）枚方のいろいろが詰まった

観光サイト「ひらいろ｣
（https://hirairo.com）
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供給作物 数　量 供給作物 数　量

ヒノヒカリ・にこまる（白米） 111.2ｔ 小松菜 1314.7㎏

エコレンゲ米（白米） 37.6ｔ さつまいも 1224.1㎏

玉葱 11267.5㎏ チンゲンサイ 1194.8㎏

冬瓜 2758.1㎏ 青葱 903.8㎏

大根 2093.4㎏ ほうれん草 662.5㎏

じゃがいも 2006.6㎏ 白菜 637.3㎏

表１　市内農産物の学校給食への供給量　※令和元年度実績を基に筆者が作成

　②くらわんか舟

　 　淀川は京都と大阪を結ぶ重要な交通路であり、大小の
貨物船や乗合船が行き来していた。江戸時代にその淀
川舟運の中継港として賑わっていた枚方では、乗合船
（三十石船）に漕ぎ寄せて、お餅やごんぼ汁、お酒など
を売る煮売茶船、通称「くらわんか舟」が運行していた。
当時、「餅くらわんか、酒くらわんか」（くらわんか：食
べませんかという意味の河内弁）と乱暴な口調で売りつ
ける姿が枚方名物となり、その様子が歌川広重に描かれ
た（図５）ほか、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』にも
登場している。
　 　また、周辺からは「くらわんか茶碗」が多く出土している。当時の会計は茶碗の数で行ってお
り、お客達は会計をごまかすため茶碗を川底に捨てていたためと言われている。

　③６次産業化商品

　 　地域に密着した商品を多く取り扱う食料品専門店「北野エース　
枚方T-SITE店」と枚方市との共同企画商品として「枚方産さつ
まいもたい焼き」（図６）と「枚方ビールカレー」がある。
　 　「枚方産さつまいもたい焼き」は枚方で採れたさつまいもを餡
に使用したたい焼き。平成30年度は600袋（１袋９個入）を製造
して２週間で完売。令和元年度は約3,000袋、令和２年度には約
13,300袋と増やしている。製造は枚方市の製菓メーカーが担って
おり、令和２年度には製餡も枚方市の事業者が担当。販売は枚方
市以外に大阪市、京都市、神戸市の北野エース関連店舗で販売さ
れることとなり、大きな広がりを見せている。
　 　「枚方ビールカレー」は、枚方市内の飲食店「Beer House Hobbit」がプロデュースしたクラ
フトビール「枚方ビール」で煮込んだとろとろのお肉と、ホップのほろ苦さ、しっかりしたスパ
イスの味わいが特徴のレトルトカレー。もともと人気商品だったが、その具材に使われている玉
葱を枚方産に変更したものを令和２年度に数量限定で販売している。ふんだんに使用された玉葱

図５「京都名所之内　淀川｣
(出典）枚方市ホームページ
（枚方市教育委員会）

(https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000000772.html)

図６　枚方産さつまいもたい焼き
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の甘みが感じられる、味わい深いカレーとなっている。
　 　また、淀川水系の資源をブランド化し、広くその価値を知ってもらうために設立された一般社
団法人淀川ブランド推進協議会では、「三十石船で愛飲された『くらわんか酒』を蘇らせたい」
との思いから日本酒の開発に取り組み、クラウドファンディングによる資金調達等を経て、「枚
方くらわんか酒」を作り上げた。平成30年度にお披露目し、以後毎年製造・販売されている。枚
方の農家が栽培したヒノヒカリを100％使用した日本酒で、甘酸っぱい味わいが特徴。ラベルに
はヨシ紙が使われ、くらわんか舟をイメージしたデザインが施されている。

⑷　食と観光振興に取り組むコンセプト
　研究会を通じて様々な事例を拝見し、検討した結果、以下の３点をコンセプトとした提案を行い
たい。

　①市民を観光大使に！観光大使40万人育成計画

　 　枚方市には約40万人もの人が住んでいる。その40万人が自分の街について、たった１人に口コ
ミをするだけでも40万人に伝わることになる。40万人が１回SNSで発信するだけで、何倍もの人
の目に留まることになる。その内の10％の投稿が拡散されるだけでも、さらに４万人に知っても
らえる可能性がある。つまり、住民全員が観光大使となれば、それは非常に強い情報発信力を備
えることであり、市にとってこれほど心強い存在はない。
　 　また、住民が観光に対して前向きに取り組めるよう、少しずつでも意識の醸成を図っていくこ
とが重要であると考える。行政主導で事業を進めてもそこに地域の思いがついてこないと、行政
にやらされている感覚になり、持続可能性は生まれないからだ。観光による地域内消費の増加は
地域経済の発展に影響を与えるものであり、観光なんて関係ないと思っている住民にとっても、
直接的、あるいは間接的に結びついていくものである。自分たちの情報発信により観光客が訪れ、
それに伴って地域での消費額が増え、地域経済が潤ったり活気づいたりという体験を通じて、よ
り積極的な情報発信へと繋げていきたいと考えている。

　②自信をつけて市民の「枚方愛」を強化する

　 　枚方は、地元を愛する人のエネルギーが強いと、日頃の業務の中でも折に触れて感じることが
できる。「枚方宿くらわんか五六市」や「枚方ビール」、「枚方くらわんか酒」などは、枚方を愛
していて枚方を盛り上げたいという思いがきっかけとなっている。
　 　こういったプロジェクトを立ち上げるまでには至らなくても、住民それぞれが持っている「枚
方愛」をより強化するために、枚方市には美味しい農産物があり、それを更に美味しく料理して
くれる飲食店があり、個性的な商業施設もある。そういった市の魅力的な部分を体感してもらい、
実際に楽しんでもらう機会を設けることにより、誇りと自信を持って「枚方」を発信してもらう。
　 　また、市外から来た人と実際に接するのは枚方の住民であるため、お客さんを受け入れ、もて
なすための自信をつけてもらうことは不可欠である。このまちの魅力はこれだ！と言えるものを
持てるようになってこそ、市外から人が行きたい！と思える場所になると考えている。
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　③回遊性・再訪性を高めて、消費額の増加を図る

　 　もともと宿泊施設は多くなかったが、新型コロナ等の影響により、宿泊施設はかなり減ってし
まった。そのため、市外から来てくれたとしても１人当たりの消費額は少なくなってしまう。そ
こで、回遊性を高めて滞在時間を長くし、消費額を少しでも多くするため、既存のイベントにプ
ラスアルファを行う。また、既存の集客施設での催事を、テーマや日程を調整して分散させ、週
末ごとに異なる催しを行うことで再訪性を高めていく。

⑸　主なターゲット
　今回の提案の主なターゲットは以下のとおり。

　①枚方市民

　 　枚方に住む人に情報を発信してもらうため、まずは枚方に住む人に楽しんでもらう。このまち
の魅力はこれだ！と言えるものを持てるようになってこそ、市外から人が行きたい！と思える場
所になると考えている。

　②近隣自治体の住民

　 　発信された情報や、楽しんでいる様子に惹かれてやってくる人を第２のターゲットとする。た
だし、宿泊施設はほとんどないため、電車等で行き来できる近隣市を想定している。

⑹　食と観光に関する提案
　上記を踏まえ、今回提案するのは以下のとおり。

　①みんなで作る・見守るオリジナルメニュー開発

　　１．農家と料理人との共同メニュー開発
　　　 　枚方ではお米、野菜、果物など幅広く農産物が作られている。表１のとおり特別な食材は

ないが、玉ねぎ、さつまいも、大根などの野菜類やお米など馴染みの深い食材が多く、また
果物で言えば「スモモ団地」と呼ばれる場所で作られるスモモは、市役所前で毎年販売され
好評を得ている。

　　　 　そこで、一定のテーマを設定し、市内の農家と市内の飲食店とが複数のチームに分かれて
一緒に取り組み、農産物を使ったオリジナルメニューの開発を行う。その際、顔合わせから
アイデア出し、試作、メニュー化までの過程を順次公開し、枚方の人などに見守ってもらう
ことで愛着を持ってもらう。あわせて、普段はあまり見ることのない農家や料理人のキャラ
クターを知ってもらい、親しみを持ってもらう。

　　　 　公開の手段としては、市公式のTwitterやFacebookなどのSNS、観光フリーペーパー「ひ
らいろ」のwebサイト（図４）のほか、地域情報サイト「枚方つーしん」にも協力を依頼し
ていく。
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　　２．No.1メニューの決定
　　　 　出来上がったメニューは、まずSNS上で公開し、テーマ性や、食べてみたい等の観点から

投票を募る。その際、SNSのフォロワーになってもらうとともに「＃ヒラカタグルメ」など
特定のハッシュタグをつけて投票をしてもらう。

　　　 　さらに、イベントでそのメニューをお披露目し、実際に食べた上でより好きな方に投票し
てもらい、合計の獲得票数でそのテーマのNo.1を決定する。その際、農産物の販売も行うか、
あるいは普段購入できる場所の紹介を一緒に行い、農産物そのものの知名度向上も図る。な
お、イベントでの投票方法としては、例えば、江戸時代のくらわんか舟のお会計が茶碗の数
で行われていたように、会場で提供されるメニューを食べた後の器をNo.1だと思うメニュー
の箱に入れてもらい、その数で競うという方法も考えられる。

　　３．実際の店舗での提供
　　　 　出来上がったメニューは、イベント後に飲食店でも実際に販売してもらい、普段でも食べ

られるようにする。ただし、農産物の生産量は多くないので、必然的に数量限定、期間限定
での提供となってしまうが、「今だけ、ここだけ」でしか食べられないものであることをあ
えて強調することで付加価値とする。

　　　 　想定されるテーマとしては、主食やスイーツ、くらわんか舟で提供されていたと言われる
「ごんぼ汁」（醤油ベースで、ごぼうと卯の花の入った汁物）の現代風アレンジなど。また、
「枚方ビール」や「枚方くらわんか酒」などのお酒が販売されているため、そのお酒に合う
肴をテーマとして、お酒そのもののPRも図る。

　　　 　通常のメニュー開発に加えて、市内中高生、あるいは外大留学生を中心にしたメニュー開
発も行い、住民等による投票のほか市内飲食店による投票で選ばれたものが、イベントや実
際の飲食店でメニューとして提供される機会も設定する。中高生や留学生がメニュー開発を
行う際は、事前に市内農産物の学習も行うことになるため、農業への関心を高めるとともに
農産物や地域の「食」への認識を深めて未来の観光大使を育てることにもつながる。大学
キャンパス内で日常生活を完結しがちな留学生については、イベントを通じて地域へと出て
きてもらう機会を設けることで、留学生と地域の人との相互理解を深めると同時に、経験談
を母国で発信してもらう狙いもある。

　②五六ノ夜
よ

市
いち

の開催

　 　毎月第２日曜日に街道沿いで開催されている「枚方宿くらわんか五六市」は、10時～16時まで
である。そこで、五六市が終わりに差し掛かる時間から21時頃まで最寄り駅である枚方市駅の近
くにある大型公園で夜市を開催し、五六市から帰る人たちを誘導して滞在時間の延長を促す。
　 　夜市には、飲食のできる店舗のほか、子どもが遊べるブースも設けて家族で楽しめるようにし
つつ、夜にかけてのイベントのため枚方くらわんか酒や枚方ビールの販売も行い、日中の五六市
とは少し異なる雰囲気で楽しんでもらう。また、五六市は特に20代以上の女性の来場者が多い印
象だが、夜市をあわせて開催することで、より幅広い客層へのPRを図る。夜市への飲食の出店
は枚方市内の飲食店を中心に募り、イベントをきっかけにお店を知ってもらうことで実店舗への
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誘客も促す。五六市と同様に出店参加料をもらうことで
自立的な運営を図り、例えば最初は市と（一社）五六市
との共催、その後は五六市の延長として（一社）五六市
による運営を目指す。
　 　また、開催回数を重ねて「夜市」というイベントが定
着してきたら、７～９月を中心として毎週末など夜市単
体での定期開催を行い、地域の人が楽しめるコンテンツ
として確立するとともに、コロナ収束後のインバウンド
対応にも有力なナイトコンテンツとして発展させていき
たいと考えている。その他、前述のオリジナルメニュー
のお披露目のイベントとしても開催する。

　　夜市・ナイトマルシェの他自治体での事例
　　・ズンチャッチャ夜市（大東市）

　　　 大東公民連携まちづくり事業株式会社が主催している夜市（図７）。JR住道駅前の歩道デッ
キで、毎月最終水曜日に開催。市内外の飲食店による出店や音楽のイベントなどが行われ約
3,000人が訪れる。令和２年10月時は、末広公園に場所を移して開催された。

　　・群馬県庁前広場でのナイトマルシェ及び任意団体による駅前等でのナイトマルシェ

　　　 県職員が、庁内から有志を募り、民間組織との連携により県予算０円でナイトマルシェを
開催。来場者は約1,000人。また、広域的な人的ネットワークを活用して任意団体「base on 
the green project」を立ち上げ、伊勢崎市等でナイトマルシェを開催。

　　・県庁前ナイトマルシェ（新潟県）

　　　 県庁職員有志が企画・運営した「いつもより、ほんのちょっぴり豊かな時間」をテーマにし
たナイトマルシェ。公共不動産の開放による“稼ぐ不動産”としての活用を検討する社会実
験を兼ねて開催され、約3,500人が来場。

　③日曜日を楽しみ尽くすイベントラリー

　 　枚方市駅の近辺は、商業施設や大型公園、商店街などが集まっており、それぞれが普段から飲
食も含めたイベントや催事などを行っている。そこで、普段のイベントの開催の時期を少しずら
すなど調整し、毎週末に市内のいずれかの場所でイベント等が開催されている状態を作る。それ
らを月ごとにまとめて「ひらいろ」webサイトやSNSで発信するほか、各開催事業者にも発信を
依頼し、相互のイベント等の更なる周知を図りながら、枚方が「行けば何かがある」「週末も賑
わっているまち」であると印象付けていく。
　 　さらに、季節によってテーマを設定し、重ねて押していくことでイラストが完成するスタンプ
等を活用したスタンプラリー等を行い、再訪性を高めて消費額の増加を図る。
　 　また、枚方市駅近辺の大きな公園でイベントを行う団体に対しては、一定の条件のもとで備品
の貸出や広報支援などを行う事業を既に行っているところだが、そのイベントの際には、前述の
イベントラリーや近隣商店街を紹介するチラシなどをあわせて配付してもらうことで、来訪者の

図７　夜市イメージ（ズンチャッチャ夜市)
(出典）｢Nukui」大東市の魅力を

発信するwebマガジン
（https://daitoyoichi.com）
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周辺エリアでの回遊性も高めていく。

　いずれの提案も、事業者側に大きな負担を強いるのではなく、既存の資源の活用や追加、調整な
ど実際に運営する業者側の負担をなるべく小さくすることを意識している。それはコロナ禍でのダ
メージなどでどうしても消極的になりがちな飲食店や商業施設を目の当たりにしてきたことが大き
く影響している。
　負担が小さいことで、いろんな事業者の参画を促しやすく、かつ、事業自体の持続可能性を高め
る。無理をし過ぎず、経験を積み重ねていくことで、事業者との信頼関係の構築を図りつつ、根強
いベッドタウンのイメージを塗り替え、枚方は楽しいまちで、人を呼べるまちでもあるという認識
を浸透させていきたい。

参考文献
１　「ひらかたパーク」http://www.hirakatapark.co.jp/（2020年12月28日閲覧）
２　「ひらいろ」（枚方のいろいろが詰まった観光サイト）https://hirairo.com
　　（2020年12月28日閲覧）
３　「枚方市」https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000000772.html（2020年12月28日閲覧）
４　「Nukui」（大東市の魅力を発信するwebマガジン）https://daitoyoichi.com
　　（2020年12月28日閲覧）

35おおさか市町村職員研修研究センター



｢食で考える大阪の持続可能な観光研究会」最終報告書

３．河内長野市 「食」で考える持続可能な観光方策の提案

　　河内長野市 農園レストランシティ構想

 河内長野市環境経済部産業観光課　田中　智也

　本研究は、研究会にて得られた「食」や「観光」に関する知見を基に、「食」を活用した本市
の観光課題を解決する方策を提案する。方策の方向性は、本市の観光要素、食要素をSWOT分
析することで明確化し、研究会にて視察した事例と本市の特徴を合わせて考察することで、実
現性の高い具体的方策とする。また、一連の流れとして事業実現できるよう１つの構想として
方策を整理し、本市における「食」で考える持続可能な観光方策とする。

⑴　研究背景と目的
　①河内長野市の観光概要

　 　河内長野市は、大阪府の南東部、東は奈良県、南は和歌山県に隣接している人口約10万人の市
である。市内には、南海高野線、近鉄長野線の２路線が南北に通っており、大阪都心部の「難
波」から電車で約30分、「大阪阿部野橋」から電車で約40分、また、「関西国際空港」から高速
バスで約65分でアクセスすることができる。
　 　市域の約７割は森林であり、市内南部の山麗地域には、滝畑四十八滝や岩湧山をはじめとした
豊かな自然が広がっている。また、市内には檜尾山観心寺、天野山金剛寺をはじめ、中世の史跡
や建造物が残されており、令和元年度には「中世に出逢えるまち」というテーマで日本遺産に認
定された。更には、関西サイクルスポーツセンターや大阪府立花の文化園、道の駅 奥河内くろ
まろの郷など家族や友人と楽しむことができるレジャー施設が充実しているのも本市の観光の特
徴の１つである。
　 　このように河内長野市は、自然や歴史・文化、更にはレジャーなど、様々な観光資源に恵まれ
た地域であり、大都市近郊でありながらも、四季の移ろいに合わせて様々な旅を楽しむことがで
きるまちである。

　②河内長野市の観光課題

　 　本市には、上述のように様々な観光資源があるものの、これらの観光資源は、市内全域に広く
点在しており、これらを結ぶ公共交通機関が発達していない。そのため、観光スポット毎には観
光客が訪れているものの、１つの観光スポットで旅が完結し、観光客の地域周遊につながってい
ないことが課題である。
　 　この解決のためには、それぞれの観光資源を上手くつなぎ、一貫したモデルコースとして提案
することが有効な手法であると考えられる。しかし、各観光スポットにより魅力となるコンテン
ツ、ターゲットとする属性、観光客の観光目的が大きく異なるため、一体的な観光プロモーショ
ンは困難である。とくに歴史・文化の観光スポットは、歴史や文化への関心が高い方にとっては、
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歴史的価値の高い国宝や文化財などが、魅力的なコンテンツになり得るが、この魅力を理解する
には歴史的背景等を理解する必要があり、直感的に魅力が伝わる自然やレジャー以上に、観光目
的の異なる観光客を周遊させることは難しいと考えられる。　

　③研究目的

　 　本研究会のテーマにもある「観光」と「食」の関係については、「フードツーリズム」や「ガ
ストロノミーツーリズム」という言葉にも表現されるように、現地での食体験が旅の主要な観光
動機になり得ると考えられている。旅における食事を単に空腹を満たすだけの体験とするのでは
なく、その地域独自の食材、調理方法、食文化や食習慣と触れる文化的体験とすることで、観光
客に非日常的な刺激を提供することができる。
　 　本市は、豊かな自然を有しており、それらの地域の風土を活かした魅力的な食材が多数存在す
る。しかし、これらを観光客を呼び込むコンテンツとして活用するまでには至っていない。その
ため、「食」を本市への観光目的の一つとして位置づけることができるよう、食・観光コンテン
ツの成熟を図ることができれば、従来の観光目的では得られなかった新規来訪者の獲得につなが
ると考えられる。また一般的かつ大衆的な観光目的である「食」を、従来の本市の観光目的との
つなぎ目として機能させることができれば、「食」→「観光」や、「観光」→「食」→「観光」
といった観光目的の派生、連続により、観光客の地域周遊、消費拡大を促すことができると考え
られる。また、これらを一過性のブームで終わらせないためには、本研究会のテーマにもあるよ
う、持続可能性が求められる。
　 　本研究は、研究会で得られた「食」や「観光」に関する様々な知見を基に、本市の観光要素、
食要素の優位点、劣位点を整理し、視察先の事例と本市の特徴を合わせて考察することで、本市
でしか味わうことができない食体験による、新規来訪者の獲得、観光客の地域周遊の促進、消費
拡大を持続可能的に実現する概念や方策を提案することを研究目的とする。

図１　研究目的イメージ図
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⑵　現状分析と方策の方向性
　①観光要素、食要素のSWOT整理 

　【Ｓ．強み（Strength）】
　　■観光要素
　　・豊富な歴史文化遺産と伝統的町並み、伝統行事
　　　 　本市は、京と高野山を結ぶ街道の中間地に位置し、かつて檜尾山観心寺、天野山金剛寺の

２大寺院が隆盛したことから、多くの社殿、お堂や仏像が造られ、また交通の要衝となった
ことから山城も築かれた。これら歴史文化遺産や伝統的町並み、護り継がれた伝統行事は今
も残されており、訪れる方が当時の歴史的情景を実際に体感することができる。

　　・豊かな自然環境と四季の彩りの変化
　　　 　岩湧山や滝畑四十八滝などの自然景観をはじめ、ホタルやメダカなどの動植物が生きる清

澄な山河、のどかな田園風景、春の桜や秋の紅葉など、一年を通じて四季折々の風情を感じ
ることができる豊かな自然環境がある。

　　・人口集積地、交通要衝からのアクセスの利便性
　　　 　大阪都心部の「難波」から南海高野線で約30分、「大阪阿部野橋」から近鉄長野線で約40

分、また、「関西国際空港」から高速バスで約65分でアクセスすることができるなど、来訪
者を迎えるうえでの地域的な優位性がある。

　　■食要素
　　・農作物を育てるのに適した風土
　　　 　市内の南部には山麗地域が広がっており、山に囲まれた地形が日中と朝晩の寒暖差を生み

出し、山々から湧き出たきれいな水が夏にはホタルが舞う清流となり市域を流れている。こ
れらの自然条件が甘くて美味しい農作物を育てる環境に適しており、農産物の高品質化に大
きな影響を与えている。

　　・人口集積地への物流優位性
　　　 　大都市近郊という立地条件から、人口集積地の方々に対し、生産者が１番美味しい時期ま

でじっくりと見極めた最高の逸品を、１番美味しい新鮮な状態で提供することができる。

　【Ｗ．弱み（Weakness）】
　　■観光要素
　　・非観光都市としての発展
　　　 　大都市近郊の住宅都市として発展してきた背景があるため、観光客が「買う」「食べる」

「遊ぶ」ためのお店が少なく、河内長野市の玄関口である駅前においては、日常利用のお店
が立ち並び、住民の方々が行き交っているため、観光の重要な要素の１つである「非日常」
を提供することが困難である。

38 おおさか市町村職員研修研究センター



第３章　研究成果報告 「食」で考える持続可能な観光方策の提案

第
３
章

　　■食要素
　　・特産品の認知度、固有性の欠如
　　　 　地域の風土を活かし、こだわりを持って育て上げられた農産物は数多くあるものの、一大

名産地として呼ばれるほどには、認知拡大に至っていない。また、その地域で古くから伝承
されているような地域特有の食材も存在しない。

　　・食材生産の非効率性
　　　 　市域の約70%が森林であり、食材の一大名産地と呼ばれるような広大な農地を有していない

ため、食材の大量生産には適しておらず、生産効率性が低く、食材単価が高くなる傾向にある。

　【Ｏ．機会（Opportunity）】
　　■観光要素
　　・観光ニーズの多様化
　　　 　従来の観光は、画一的な観光商品が大量販売される団体旅行が主流であったが、観光情報

の収集媒体の多様化に伴い、観光がより個人化され、メジャーな観光名所を見て楽しむよう
な物見遊山な観光ではなく、自らが特定の目的を持った自分らしい旅を求める観光にシフト
している。これにより、癒しを求める旅、趣味を極める旅、知的欲求を満たすための旅等、
旅行者が求める観光ニーズは多様化し、個人の欲求を満たすことができる観光形態が望まれ
るようになっている。

　　・「着地型観光」の機運の高まり
　　　 　観光ニーズの多様化に伴い、従来の旅行会社が観光客を観光地へ送客する「発地型観光」

に対し、観光地側から情報を発信し観光客を迎え入れる「着地型観光」の機運が高まってい
る。着地型観光では、地域のことを熟知している着地側から情報を発信するため、メジャー
な観光資源でなくても、地域でしか知られていない歴史や自然などの観光魅力はもちろんの
こと、地域のありのままの生活や、昔から食べられてきた食資源も地域特有の観光資源と捉
えることができる。

　　・観光における消費額の増加
　　　 　国内旅行における宿泊旅行実施率は、年々減少傾向にある一方で、国内宿泊旅行の費用総

額は増加傾向にある。これは、個人が一回あたりの旅行にかける金額が増加していることを
示しており、旅行者が安価な旅行商品よりも、多少金額が高くとも質の高いサービスを求め
る傾向にあると捉えることができる。

　　■食要素
　　・「スローフード」の機運の高まり
　　　 　超高齢社会、ストレス社会と評される現代において、国民の健康志向は高まっている。こ

うした社会背景のもとで、食の分野においても、消費者がより安心・安全な食材を求める傾
向にあり、おいしく健康的で、環境に負荷を与えず、生産者が正当に評価される食文化の概

39おおさか市町村職員研修研究センター



｢食で考える大阪の持続可能な観光研究会」最終報告書

念である「スローフード」への注目が高まっている。

　【Ｔ．脅威（Threat）】
　　■観光要素
　　・他観光地との競争の激化
　　　 　大阪府内やその周辺には、全国的に有名な観光地が数多くあり、その他の地域においても、

積極的な観光振興によるまちおこしを行っている自治体が増加傾向にある。そのため、本市
の観光資源を活かしながら、その他の地域と差別化を図ることができる観光施策を戦略的に
展開していく必要がある。

　　■食要素
　　・他ご当地グルメ、お土産品との競争の激化
　　　 　「食」を目的とした観光の機運の高まりに伴い、各地域でご当地グルメやお土産品、食・

観光コンテンツの開発が積極的に行われている。そのため、観光分野と同様、本市の食資源
を活かしながら、その他の地域との差別化を図ることができる食の施策を戦略的に展開して
いく必要がある。

表１　観光要素、食要素のSWOT整理

プラス要因 マイナス要因

内
部
環
境

【Ｓ．強み（Strength）】 【Ｗ．弱み（Weakness）】

■観光要素
•豊富な歴史文化遺産
•豊かな自然環境
•大都市からのアクセスの利便性

■観光要素
•非観光都市としての発展

■食要素
•農作物を育てるのに適した風土
•人口集積地への物流優位性

■食要素
•特産品の認知度、固有性の欠如
•食材生産の非効率性

外
部
環
境

【Ｏ．機会（Opportunity）】 【Ｔ．脅威（Threat）】

■観光要素
•観光ニーズの多様化
•「着地型観光」の機運の高まり
•観光消費額の増加

■観光要素
•他観光地との競争の激化

■食要素
•「スローフード」の機運の高まり

■食要素
•他ご当地グルメとの競争の激化

　②SWOTクロス分析

　・強み（Ｓ）×機会（Ｏ）（強みと機会を活かし、特に注力すべき事項）
　　 　近年の観光ニーズの多様化、「着地型観光」の機運の高まりから、全国的に有名な観光資源
だけでなく、地域でしか知られていない歴史や自然、食文化も観光資源と捉えることができる。
本市においても、地域特有の「歴史」「自然」、高品質な「食」、更には大都市近郊という地理
的優位性を最大限に活かしながら、多様化する観光ニーズに対応した観光・食コンテンツを提
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供する戦略が求められる。

　・強み（Ｓ）×脅威（Ｔ）（強みを活かし、脅威を避けるべき事項）
　　 　大阪府の周辺には、京都や奈良、高野山のように歴史・文化、自然における全国的にも有名
な観光地が多数存在する。そのような一大観光地と差別化を図るには、「奥河内」という言葉
にも表現されるような地域の「奥ゆかしさ」を大切に、大都市近郊でありながらも、一大観光
地にはない秘境的なイメージを勘案させるような地域ブランディングを推進する必要がある。

　・弱み（Ｗ）×機会（Ｏ）（機会を活かし、本市の弱みを補強すべき事項）
　　 　非観光都市として発展してきた背景があるものの、近年の「着地型観光」の機運の高まりか
ら、田舎の原風景や地域での暮らしなどを、上手く食・観光コンテンツとして成熟させること
ができれば、訴求力のある体験型コンテンツになり得ると考えられる。

　　 　また、観光客が質の高いサービスや安心・安全な食材を求める傾向にあるため、食材の生産
量が少ない本市においては、上記客層をターゲットに、食材単価が高くとも、高品質かつ高付
加価値な食材を生産、提供することができる戦略が求められる。

　・弱み（Ｗ）×脅威（Ｔ）（弱みを理解し、脅威の影響を最小限にすべき事項）
　　 　全国的に有名な特産品や古くから語り継がれている食材が存在しないため、特定の食材に焦
点を当て、他地域と差別化を図れるようなメニューにまで成熟、定着させるには、多大な労力
と費用が必要となる。そのため、特定の食材をピックアップしたご当地グルメ、お土産品、観
光コンテンツなどの新規開発は、避けるべき事項であると考える。

表２　SWOTクロス分析

内部環境

Ｓ．強み（Strength） Ｗ．弱み（Weakness）

外
部
環
境

Ｏ．機会
（Opportunity）

強み（Ｓ）×機会（Ｏ）
強みと機会に活かし、注力すべき事項

弱み（Ｗ）×機会（Ｏ）
機会を活かし、弱みを補強すべき事項

地域特有の「歴史」「自然」、高品
質な「食」、地理的優位性を最大限
に活かした観光・食コンテンツの提
供。

地域の「暮らし」の観光コンテンツ
への転換。食材の磨き上げによる高
品質かつ高付加価値な食材の提供。

Ｔ．脅威
（Threat）

強み（Ｓ）×脅威（Ｔ）
強みを活かし、脅威を避けるべき事項

弱み（Ｗ）×脅威（Ｔ）
弱みを理解し、脅威を最小にすべき事項

「奥河内」という言葉にも表現され
るような秘境的イメージを勘案させ
る地域ブランディングの推進。

特定の食材をピックアップしたご当
地グルメ、お土産品、観光コンテン
ツなどの新規開発の回避。

　③SWOT分析から導き出される方策の方向性

　　１．｢多品種少量生産」による生産非効率性を逆手に取った付加価値の提供
　　　 　広大な農地を有しておらず、食材の大量生産には適していないが、土地によって、標高、

気温、日照時間、風当り、土壌、水捌けなどの自然条件が大きく異なり、これらの山地特有
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の土地毎の自然条件のバラつきが、多品種の食材の成育に適している。広大な農地を有して
いない本市においては、この山地特有の自然条件を活かした多品種少量生産を実現し、食材
の種類の豊富さという多種多様性に加え、少量しか提供できないという希少性、食材へのこ
だわりなどを付加価値に転換する戦略が求められる。

　　２．｢食」×「歴史」「自然」「暮らし」を活かした食体験による地域周遊
　　　 　「奥河内」という言葉に表現される秘境的イメージを勘案させる地域ブランディングを推

進するとともに、「奥河内」の風土を活かした高品質な食材と本市の「歴史」「自然」、地域
に根付いた「暮らし」などの地域資源を上手く組み合わせることで、本市でしか味わうこ
とができない特別な食体験を提供する。また、観光客の興味を、「食」を入口、仲介として、
上手く地域資源へ派生、連続させることができれば、観光客の地域周遊につながると考えら
れる。

図２　方策の方向性イメージ図

⑶　｢多品種少量生産」の実現
　①「多品種少量生産」の実現に向けた課題

　　１．担い手に関する課題
　　　 　多品種少量生産は、特定の食材の大量生産に比べて、食材の生産効率性が劣り、事業収益

性が悪いため、農業事業者は敬遠しがちな生産方式である。そのため、食材の付加価値を高
め、食材単価を上げる、もしくは、事業収益性に左右されないような担い手を確保する必要
がある。
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　　２．流通に関する課題
　　　 　小規模な生産地では、気候、季節性により、特定の食材の収穫量が大きく増減し、食材の

安定的な供給が難しい場合が考えられる。そのため、特定の食材の収穫量が大きく増減した
際のリスクマネジメント、食材の供給量に左右されないような流通・消費形態の構築が求め
られる。

　②「担い手に関する課題」の解決

　　１．事業収益性に左右されない人材確保の事例

【事例①】島根県 邑南町「Ａ級グルメのまち」
　島根県邑南町は、人口約１万人高齢化率43%を超える里山地域であ
る。急速に高齢化が進行し、働き世代の割合が減少するなか、邑南町
は働き手を確保するため、農業や畜産業において、高齢者を交代制で
勤務させ、１つの事業を成立させる仕組みを構築した。
　上記のようなビジネスモデルは、多品種少量生産に適しており、邑
南町ではそれらの食材を一流のシェフが調理し、邑南町でしか味わう
ことができない「A級グルメ」として提供している。これらを目当て
に町外からはもちろん、食材を生産した町内の方々もレストランに訪
れ、自身が稼いだお金を町内で消費することで、町内経済の好循環が
生まれている。

　　【考察】
　　 　多品種少量生産は生産効率が劣るため、専業農家ではなく、上記のように事業収益が生活に
大きな影響を与えない人材、事業収益以外にメリットを見出すことができる人材で事業を成立
させることは非常に有益な手法である。大都市近郊の本市においては、市内の高齢者以外にも、
都市部在住で趣味として農業を始めたい兼業農家や週末農家も担い手になり得る可能性がある。
それらの人材が農業を気軽に始めることができるよう支援を充実させ、多品種少量生産を成立
させる担い手を確保し、更に空き農地を上手く活用することできれば、耕作放棄地問題の解決
にもつながると考えられる。

　　【課題】
　　 　兼業農家、週末農家が育てた食材を、商品として出荷できる形にまで技術を成熟させるには、
兼業農家、週末農家が正しい農業知識を理解し、それらを正しく応用するための農業技術を身
に付ける必要がある。
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　　２．事業者を育てる仕組みづくりの事例

【事例②】兵庫県 丹波篠山市
　　　　　「神戸大学・丹波篠山市農村イノベーションラボ」
　神戸大学・丹波篠山市農村イノベーションラボは、農村で新しい価
値を生み出し、仕事をつくる人のためのビジネススクールとして、
2016年に開設された。新しい農村社会像を描くような価値創造的かつ
実践的な研究に取り組むとともに、地域でのビジネスビルディング、
地域でのチャレンジ支援、地域に関わる方々とのネットワークサポー
ト等を行っている。全国的にも農村をテーマにしたビジネススクール
は珍しく、受講される方の７割近くが丹波篠山市、隣接する丹波市以
外からの受講生。卒業後、丹波篠山市で起業する方も多く、丹波篠山
市への移住・定住促進につながっている。

　　【考察】
　　 　兼業農家、週末農家が育てた食材を商品として出荷できる形にまで技術を成熟させるには、
上記事例のように、正しい農業知識、ビジネススキルを学ぶ場を提供することが必要となる。
また、丹波篠山市のような大都市近郊においては、都市部在住の方が移住・定住せずとも、田
舎で農業を気軽に学ぶことができることは大きなメリットである。また、近隣の大学である神
戸大学と上手く連携しながら学ぶ拠点を整備している点も注目すべきポイントの１つである。

　　３．具体的方策の提案
　　　 　これまで考察してきたように、大都市近郊の本市においては、市内在住者だけでなく都市

部在住の兼業農家、週末農家等が少量多品種生産の実現のための担い手になり得ると考えら
れる。そのため、近隣の趣味として農業を始めてみたい方、また併せて、田舎でレストラン
やカフェを経営してみたいという方をターゲットに、本市でより気軽に事業を始められるよ
うなサポート支援を行うなど、「農」や「食」に携わる担い手を確保する施策が求められる。

　　　 　また、兼業農家、週末農家が育てた食材を商品として出荷できる形にするには、正しい農
業知識、技術を学ぶ必要がある。そのため、「農」や「食」を学ぶことができる拠点や教育
体制、サポート支援を充実させ、担い手が正しい「農」や「食」の知識を習得し、技術力を
向上させることができるような施策が必要となる。

　　　■方策①：「空き家・空き農地情報プラットフォーム」
　　　 　人口減少に伴い、本市には空き家、空き店舗、空き農地が多数存在する。そのため、本市

には「空き家バンク」や農地賃借制度など、行政、中間事業者が仲介となり、個人間の物件
の売買、貸借をサポートする制度や、レンタルスペースや貸し農園など、事業者や農業団体
が所有している空き店舗や空き農地を利用者に貸し出す制度がある。しかし、これらの制度
は実施主体が異なるため、一貫した情報発信ができておらず、利用者は自身の用途や状況に
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よって、それぞれ別々の情報発信元から情報を収集する必要がある。
　　　 　そこで、これらの情報を１つに集約した「空き家・空き農地情報プラットフォーム」を整

備することができれば、利用者はそれぞれの情報を一括で検索できるようになり、利便性の
向上につながると考えられる。また、物件の基礎情報だけでなく、新規事業を見据えた物件
提案や、「空き家」×「空き農地」の複合情報発信、「レンタル」から「購入」までの一貫
した情報発信など、「空き家・空き農地情報プラットフォーム」だからこそできる情報発信
機能を充実させることで、「農」や「食」に携わる新たな担い手の獲得につながると考えら
れる。

　　　■方策②：「「農」と「食」スタートアップ支援制度」
　　　 　本市の物件を新たに借用、購入された方を対象に、農地や店舗の整備、必要な備品の購入

にかかる費用の一部を補助する「「農」と「食」スタートアップ支援制度」を導入する。ま
た、事業を始めるにあたっての必要な情報提供を強化するなど、サポート支援を充実させる
ことで、本市での「農」や「食」に関わる新規事業の創造意欲の喚起を図る。

図３　方策イメージ図（方策①、②）

　　　■方策③：「農」と「食」を学ぶ拠点の整備
　　　 　「農」と「食」の正しい知識や技術を習得するための学習拠点を整備する。教育体制につ

いては、有識者等の専門知識が必要となるため、本市の「農」や「食」に携わる事業者や、
大都市近郊という地理的優位性を活かし、周辺の大学や専門学校などの外部機関と上手く連
携し、産・官・学一体となった実践型学習プログラムを構築する。また、活動フィールドに
空き家、空き農地、空き店舗を上手く活用することができれば、それらの問題の解決につな
がると考えられる。
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　　　■方策④：「「農」と「食」スキルアップ支援制度」
　　　 　一流の生産者、料理人を目指すためには、大学や専門学校などの外部機関で、より専門的

な知識や技術を習得する必要がある。そこで、市内で活動する生産者や料理人を対象に、外
部で専門知識を学ぶための情報提供やサポート支援を行う、「「食」と「農」スキルアップ
支援制度」を導入し、一流の生産者、料理人を育成する。

図４　方策イメージ図（方策③、④）

　③「流通に関する課題」の解決

　　１．流通・消費形態の簡潔化の事例

【事例③】枚方市「杉・五兵衛」
　甲子園球場の２倍ほどある園内で様々な野菜、果物、山菜等を育
て、園内にあるレストランで調理、提供している農園レストラン。園
内で収穫された農作物は全てレストランで料理として提供、もしくは
加工品として販売されている。また、花オクラ等、一般的には流通に
不向きな食材も育てており、農園レストランならではの流通経路の簡
潔性を活かし、普段は流通することがない食材の希少性を付加価値に
転換し、料理として提供している。

　　【考察】
　　 　上記事例では、農園とレストランを一体化し、その日の朝に採れた食材によって、レストラ
ンで提供するメニューを変化させることで、食材の収穫量が大きく変動したとしても、食材ロ
スを減らし、安定的な食材消費が図れる流通・消費形態を実現している。このように、農園レ
ストランのような地産地消の流通・消費形態をまちレベルで構築することができれば、多品種
少量生産においても、安定的な消費を確保することが可能となり、更には流通の簡潔性を活か
した新鮮な食材、希少な食材といった付加価値を提供することができると考えられる。
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　　【課題】
　　 　上記のような流通・消費形態は、農園レストランのように生産と消費が一つの事業者で完結
する場合は、比較的容易に構築することができるが、まち全体を農園レストランとする場合に
は、生産は農家、消費は料理人と、それぞれ役割が異なる事業者を上手くつなぎ合わせる仕組
みづくりが必要となる。

　　２．生産者と料理人をつなぐ仕組みづくりの事例

【事例④】奈良県「シェフェスタ」
　奈良県産の食材とシェフの交流を目的に実施される奈良県最大級の
グルメイベント。奈良県はもちろん、全国から有名シェフが集まり奈
良県産の食材を使用した自慢の逸品を、奈良公園の青空の元で味わう
ことができる。また、「食の学校」として、食育をテーマとしたワー
クショップも実施しており、奈良県産の食材を深く知ってもらう機会
としている。

　　【考察】
　　 　上記事例では、地元食材を取り扱うグルメイベントを通じて、生産者と料理人を交流させる
機会としている。また、主催者側には生産者の情報と料理人の情報が集約されるため、イベン
ト後も両者に対し相互に情報提供を行うことで、仲介人として両者をつなぐ役割を果たすこと
ができる。本市においても、生産者と料理人が交流できる場を設けるとともに、それぞれの情
報を集約し、両者に相互情報提供を行うことができる仕組みづくりが必要であると考えられる。

　　３．具体的方策の提案
　　　 　これまで考察してきたように、少量多品種生産の実現のためには、食材の収穫量が大きく

変動したとしても、安定的な食材消費が図れる農園レストランのような流通・消費形態をま
ちレベルで確立することが必要となる。そのため、生産者と料理人を交流させる機会を設け
るとともに、両者の情報を集約し、相互情報提供を行うような、生産者と料理人をつなぐ仕
組みづくりが必要である。

　　　■方策⑤：「奥河内マルシェ」の開催
　　　 　奥河内の豊かな食材、食品や料理をテーマに生産者と料理人と消費者が交流する「奥河内

マルシェ」を開催する。本イベントを通して、生産者と料理人をつなぎ、新たなメニューを
創作する機会とするとともに、地産地消の推進、「農」と「食」の情報集約を図る。

　　　■方策⑥：「「農」と「食」情報プラットフォーム」
　　　 　集約した「農」と「食」の情報を地域内で共有するとともに、生産者、料理人、消費者が

相互に情報発信できるような「「農」と「食」情報プラットフォーム」を構築する。生産者
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側からは、こだわりを持って育て上げた食材の情報を登録し、料理人や消費者はその情報を
もとにメニューを考案し食材を購入する。また逆に、料理人や消費者側からは、作りたいメ
ニューに対し足りない食材等があれば、生産者に対し要望し、生産者はそれに対して食材を
提供する。このように、本プラットフォームを介して、生産者と料理人が「農」と「食」の
情報をタイムリーに相互情報交換し、需要と供給のマッチングを図ることで、農園レストラ
ンのような流通・消費形態を確立する。

図５　方策イメージ図（方策⑤、⑥）

⑷　｢食」×「歴史」「自然」「暮らし」コンテンツによる地域周遊の実現
　①「食」×「歴史」「自然」「暮らし」コンテンツの創出

　　１．｢食」×「歴史」コンテンツの事例

【事例⑤】河内長野市「創作精進料理KU-RI」
　江戸時代、約400年前に観心寺の子院、槙本院の台所として建てら
れた庫裏をリノベーションした創作精進料理レストラン。凛とした空
気感を持つ和の空間に、北欧デザインの家具が持つ柔らかな雰囲気
を溶け込ませ、特別な空間を演出している。料理は、観心寺で大昔か
ら節分の日の厄除けとして食されている伝統の「あずき茶粥」をはじ
め、和の素材を活かしつつ、新感覚で精進料理を進化させた「創作精
進料理」を提供している。
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【事例⑥】河内長野市「僧坊酒」
　戦国時代から江戸時代前期にかけて天野山金剛寺で作られていた僧
坊酒を当時の製法をできるだけ再現し、現代へとその味を復刻させた
銘柄。太閤秀吉にも愛され、たびたび使者が訪れて買い求めたと言わ
れている。現代の清酒とは全く異なる、琥珀色をしたお酒は、圧倒的
重厚感のある甘口であるにも関わらず、爽やかなキレが片鱗に見られ
る濃醇かつ深い味わいが特徴。

　　【考察】
　　 　本市においても、本市にしかない歴史的建造物や歴史的背景、ストーリーを活かした食コン
テンツが生まれつつある。日本遺産に認定された「中世に出逢えるまち」についても、当時食
べられていた食事や料理等を再現し、歴史的風情ある建物や景観のなかで提供するなど、上手
く「食」×「ストーリー」×「地域資源」を組み合わせたコンテンツを創出することができれ
ば、「まちじゅうで中世を体感できる」を体現できるのではないかと考える。

　　【コンテンツ例】
　　　・「楠木 正成」が考案したとされる「楠公飯」を現代風にアレンジしたメニューの開発
　　　・高野街道沿いの古民家で、宿場町時代に食されていた料理を再現し、地酒と共に提供

　　２．｢食」×「自然」コンテンツの事例

【事例⑦】愛媛県 内子町「天忠の宿 ひろこ」
　内子町は、山に囲まれた地形に位置しているため、朝晩の寒暖差
が大きい秋から冬にかけて、神秘的な雲海を見ることができる。内
子町観光協会では、内子町の雲海名所の１つである「天忠の宿 ひろ
こ」の雲海展望台にて、雲海を見ながら朝食を食べるプランを提供
している。壮大な雲海の絶景とともに、「天忠の宿 ひろこ」が自家製
食材を使い、心を込めて作った郷土食豊かな朝食を堪能することが
できる。

【事例⑧】河内長野市「ダム熟成酒」
　西條合資会社の天野酒を滝畑ダムの湖底で半年間熟成させた限定
酒。滝畑ダムの湖底は冬から春にかけて常に温度が７度前後に保たれ
ており、穏やかな水流が程よく樽内を撹拌することで、均一に熟成が
進行する。一般的な製造方法で作られた日本酒より口当たりの良いま
ろやかな味わいに仕上がる。
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　　【考察】
　　 　上記事例のように、その土地でしか見ることができない絶景を活かした提供方法の工夫、そ
の土地にしかない自然条件を活かした商品開発を行うことで、何気ない地元食材もこの土地で
しか味わうことができない特別な食体験へと昇華させることができる。本市においては、緑に
囲まれた自然の中での食事提供、雄大な自然を連想させるメニュー開発など、豊かな自然を活
かしたコンテンツの開発が求められる。

　　【コンテンツ例】
　　　・山の中のカフェでの地元果物のスイーツと湧き水を使って抽出されたコーヒーの提供
　　　・地元のブランド木材である河内材で焼き上げる地元食材を使った石窯ピザ

　　３．｢食」×「暮らし」コンテンツの事例

【事例⑨】島根県 邑南町「日貫一日（ひぬいひとひ）」
　邑南町の日貫地区で30年以上空き家であった築約100年の古民家を
リノベーションした一棟貸しの宿泊施設。宿の外観は昔ながらの古民
家ながらも、内装は古民家の面影は残しつつ、デザイナーのこだわり
が随所に現れる特別な空間を演出している。また料理は、出来上がっ
た料理を提供するのではなく、地元の郷土料理である「へか鍋」の作
り方と食材のみを提供し、宿泊者自身で調理し、食事をしていただく
ことで、日貫地区の暮らしを深く知っていただく機会としている。

　　【考察】
　　 　上記事例では、農村集落の空き家を分散型ホテルとして活用し、地域で昔から食されている
郷土料理を提供することで、地域の暮らしに溶け込んだような特別な滞在空間を演出している。
このような農村地域の空き家を使った地域の暮らしを体感することができるコンテンツは、都
市部在住者や外国人観光客にとって非常に魅力的なコンテンツになり得る可能性があり、本市
においては、更に大都市近郊という地理的優位性もメリットとして提供することができる。

　　【コンテンツ例】
　　　・農村地域の古民家をリノベーションし、地元で食されてきた家庭料理を提供

　　４．具体的方策の提案
　　　 　これまで、「食」×「歴史」「自然」「暮らし」のコンテンツ例をあげてきたが、これらの

コンテンツ造成は、生産者や料理人、その他「農」「食」「観光」に関わる関連団体等の担
い手が実施の主体となる。そのため行政としては、担い手に対しこれらのコンテンツ造成を
促す制度、取組みをサポート支援するような仕組みづくりが求められる。
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　　　■方策⑦：「地産地消レストラン認定制度」
　　　 　市内の地元食材を活用しているレストランを認定する「地産地消レストラン認定制度」を

設置し、認定条件の１つに本市の「食」×「歴史」「自然」「暮らし」を勘案したメニュー
を開発することなどの条件を設けることで、地産地消を推進するとともに、本市の地域資源
を活かした食・観光コンテンツの造成促進を図る。また、地元食材を提供している店舗を把
握することができるため、認定店舗をグルメマップ等にまとめることで、地元食材をどこで
味わうことができるのかを観光客に対し一体的にPRすることができる。認定店舗側にとっ
ては、店舗PRにつながるため、認定を受けたメリットを享受することができる。

　　　■方策⑧：「地産地消レストラン評価制度」
　　　 　外部の一流シェフや一般の消費者による「地産地消レストラン評価制度」を導入し、認定

後の技術力の維持・向上を図る。また、消費者がお店を周遊し、良かったお店をSNS投票す
るようなコンテストをイベント的に開催し、市内のレストランの競争力を高め、技術力の底
上げを図るとともに、市内店舗の周遊促進、消費喚起、SNSを利用した情報発信・拡散を図
る。

図６　方策イメージ図（方策⑦、⑧）

　②地域特有の食体験による地域周遊の推進

　　１．地域特有の食体験による地域周遊の事例

【事例⑩】バリューマネジメント株式会社の取り組み
　篠山城下町ホテルNIPPONIAを運営しているバリューマネジメント株式会社では、食材や
料理はもちろんのこと、その前後にあるストーリーや、地域ならではのバックグラウンドを大
切に「食」を提供している。例えば、朝来市にある旧木村酒造をリノベーションした「竹田城 
城下町ホテルEN」では、酒造りをイメージして「日本酒に合うフレンチ」をコンセプトに料理
を提供しており、当時の酒造りを想起させるような特別な食体験を演出している。また、単に
料理を提供するだけでなく、雲海が生まれる朝来市ならではの気候と地形、それにより育まれ
る朝来市の食材の特徴、更には、生産者の人物像やこだわりを料理の提供と併せて紹介するこ
とで、何気ない食材や料理にストーリー、バックグラウンドといった新たな付加価値を加えて
いる。
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　　【考察】
　　 　上記事例では、食材が育まれる環境、料理が提供される空間などの「自然」「歴史」の観光
資源に加え、生産者の人物像やこだわりなど、「人」という地域資源も、新たな付加価値とし
て食材や料理と合わせて提供し、特別な食体験を演出している。これにより、観光客が食材や
料理を通じてその土地の観光資源、ひいては地域資源にまで興味を持つきっかけとなり、市内
の周遊促進、消費拡大につながっている。

　　２．具体的方策の提案
　　　■方策⑨「農」「食」×「地域」による観光客の地域周遊
　　　 　食材や料理を単に提供するだけでなく、地域資源との組み合わせや連携、提供方法の工夫、

ストーリー、バックグラウンドによる関連付けと情報提供等を行い、「歴史」「自然」「暮ら
し」に加え、「レジャー」などのその他の観光スポット、地域の「産業」、地域で活躍する
「人」などの地域資源も深く知ってもらう機会とする。また、これらの本市でしか味わうこ
とができない食体験を通じて、「農」「食」を入口、仲介に観光客の興味を派生、連続させ、
観光客の地域周遊を図る。

図７　方策イメージ図（方策⑨）

　　【コンテンツ例】
　　 　ここでは、「道の駅 奥河内くろまろの郷」内にある「ビュッフェレストラン奥河内」を想定
し、各地域資源に興味派生させるコンテンツの一例をあげる。
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表３　｢ビュッフェレストラン奥河内」でのコンテンツ例

項　目 実　　施　　内　　容

歴 史 中世の頃に食されていた食事を現代風にアレンジしてメニュー化し、中世の暮らしに興
味を持つきっかけをつくる。

自 然 美味しい奥河内の食材が育まれる理由を地域ならではの風土とともに紹介し、本市の豊
かな自然をPRする。

暮 ら し 地元の食材を使った家庭料理など、農村地域ならではの、田舎暮らしを想起させるよう
なメニュー開発を行う。

レジャー 「食べられる花」を提供し、花に興味を持たせて、花の文化園へ誘導するなど、施設イ
メージを勘案したメニューを考案する。

産 業 使用する食器類に、河内材やつまようじを使用するなど、市内産業をアピールする
ショールーム的役割を持たせる。

人 使用されている食材の生産者の人柄、こだわり、どこに行けば買えるのか等を情報提供
し、食材の購買意欲の喚起を図る。

⑸　河内長野市 農園レストランシティ構想
　①「河内長野市 農園レストランシティ構想」の概要

　 　これまで、少量多品種生産の実現と「食」×「歴史」「自然」「暮らし」コンテンツによる観
光客の地域周遊を本市が推進すべき方向性とし、その実現のため、農園レストランのような流
通・消費形態の確立、それらに携わる担い手の確保、更には「食」×「歴史」「自然」「暮ら
し」のコンテンツ例、それらを利用した観光客の地域周遊について考察し、本市が抱える観光課
題を解決する具体的方策を提案してきた。
　 　ここでは、これまで提案してきた方策を一連の流れとして整理し、この事業実現までの構想を
「河内長野市 農園レストランシティ構想」と呼ぶこととする。

　②「河内長野市 農園レストランシティ構想」の４つのフェーズ

　 　本構想では、これまで提案してきた方策を４つのフェーズで整理し、事業実現を図るものとする。

表４　｢河内長野市 農園レストランシティ構想」の４つのフェーズ

フェーズ１：「農」と「食」に携わる担い手を発掘する

内　容 　｢農」と「食」に関する事業を気軽に始められるよう、情報発信を充実させるととも
に、スタートアップの支援を行い、「農」と「食」の携わる担い手を新たに発掘する。

方　策 ■方策①：空き家・空き農地情報プラットフォーム
■方策②：「農」と「食」スタートアップ支援制度

フェーズ２：「農」と「食」に携わる担い手を育てる

内　容
　｢農」と「食」を学ぶ教育体制、サポート支援を充実させるとともに、認定制度、評
価制度を設け、コンテンツ造成の促進、担い手の技術力向上を図ることで、ビジネスと
して事業成立するまで、「農」と「食」に携わる担い手を育てる。

方　策

■方策③：「農」と「食」を学ぶ拠点の整備
■方策④：「農」と「食」スキルアップ支援制度
■方策⑦：「地産地消レストラン評価制度」
■方策⑧：「地産地消レストラン認定制度」
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フェーズ３：「農」と「食」に携わる担い手をつなげる

内　容
　生産者と料理人を交流させる機会を設けるとともに、「農」と「食」に関する情報を
両者が相互情報提供、情報共有できる仕組みを構築することで、「農」と「食」に携わ
る担い手をつなげる。

方　策 ■方策⑤：「奥河内マルシェ」の開催
■方策⑥：「「農」と「食」情報プラットフォーム」

フェーズ４：「農」と「食」を介して「地域」を周遊させる

内　容
　｢農」と「食」と「地域」を関連付け、観光客の興味を「農」「食」から「地域」へ、
「地域」から「農」「食」へ派生、連続させることで、「農」と「食」を介して、観光客
を地域周遊させる。

方　策 ■方策⑨：「農」「食」×「地域」による観光客の地域周遊

　③事業推進体制

　 　本構想は、地域の幅広い産業や文化等との関わりの中で、波及効果・相乗効果が期待できる
ものである。そのため、取り組む主体には、「農」や「食」、「観光」に直接的に関わる組織・団
体のみならず、「地域」に関わる市民団体、まちづくり団体、一般住民、さらには客観的な評価、
助言いただくための専門家、有識者等の外部団体など、様々な関係団体が参画し、それぞれの役
割を明確化するとともに、互いに連携を図れるような、事業推進体制の構築が求められる。
　 　本構想では、上記事業推進体制の構築のため、各団体が一堂に会する場として「河内長野市 
農園レストランシティ構想 連携会議」を設定し、各団体の連携、事業調整を行うとともに、自
由な意見交換を通して、新たな事業創造のきっかけをつくる。

図８　事業推進体制イメージ図

　④持続可能な観光の実現

　 　本構想を継続的に機能させるためには、本研究会のテーマにもあるよう、持続可能な構想でな
ければならない。まず問題となるのが、資金的な持続可能性である。そのためにも、事業を一過
性のブーム的なもので終わらせるのではなく、来訪者の満足度を上げることでリピーターを獲得
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し、常に一定の集客が望めるような形にしなければならない。また、担い手確保にも持続可能性
が求められる。地域一体で事業に取り組むためにも、担い手の意思をつなぐような理解者、仲間、
後継者を育て続ける必要がある。
　 　そのため、本構想における観光客の地域周遊は、単なる地域への来訪とするのではなく、地域
との交流による、新たな地域ファンの獲得の機会と考えなければならない。地域ファンの獲得が
リピーターの獲得、ひいては新たな担い手の発掘となり、その担い手が新たなコンテンツを作る
ことで、新たな地域ファンが生まれる。このように、本市への来訪をきっかけに、観光客として
の地域ファンだけでなく、担い手としての地域ファンを獲得し続けることで、常に新しい食体験
に出逢える持続可能な観光を実現できると考えられる。

図９　｢河内長野市 農園レストランシティ構想」イメージ図

⑹　まとめ
　本研究では、研究会にて得られた「食」や「観光」に関する様々な知見を基に、「食」を通じて、
本市の観光課題の解決を持続可能的に実現する方策の提案を行った。
　現状分析では、本市の観光要素、食要素の優位点、劣位点をSWOT分析に基づき整理し、「多品
種少量生産」の実現と「食」×「歴史」「自然」「暮らし」コンテンツによる観光客の地域周遊を、
本市が推進すべき方策の方向性と位置付けた。
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　「多品種少量生産」の実現には、担い手の確保と流通・消費形態の確立が解決すべき課題であり、
気軽に「農」「食」の事業を始められるサポート支援、技術力を高める教育体制の構築により、担
い手を確保し、「農」と「食」の担い手をつなぐ仕組みづくりにより、農園レストラン的な流通・
消費形態を確立することで上記課題を解決する。
　「食」×「歴史」「自然」「暮らし」コンテンツは、実施主体が担い手になるため、コンテンツ
の認定・評価制度を設計することで、それらコンテンツ造成を促す。また、「食」と地域資源の組
み合わせ、連携、提供方法の工夫、ストーリー、バックグラウンドによる関連付けにより、観光客
の興味を派生、連続させることで観光客の地域周遊を図る。
　結論として、これらの方策を一連の流れとして整理した事業実現の構想を「河内長野市 農園レ
ストランシティ構想」と定義し、様々な団体と連携を取りながら本構想を推進することで、新規来
訪者の獲得、観光客の地域周遊、消費拡大を実現するとともに、地域との関わりを通して、リピー
ター、新たな担い手となり得る地域ファンを獲得し続ける。これを、河内長野市における「食」で
考える持続可能な観光方策とする。

⑺　参考文献
１） 石田　貴士、丸山　敦史（2019）「フードツーリズムのセグメンテーション分析」『開発学研
究』29巻３号, pp34-41

２） 村田　和繁（2018）「ニューツーリズム時代の観光分野における事業創造の方法」『関西ベン
チャー学会誌』第10号, pp92-98

３） 才原　清一郎（2015）「観光視点からの着地型観光の課題の考察」『日本国際観光学会論文
集』第22号, pp21-27

４）株式会社リクルートライフスタイル（2020）「じゃらん宿泊旅行調査2020」
５） 竹田　明弘（2019）「わが国におけるヘルスツーリズム研究の現状と課題」『観光学』21, 

pp35-44
６） 濱田　信吾（2016）「スローフードを流行で終らせないためには」『人びとと出会いを考える
－総合地球環境学研究所TD 座談会記録－』pp205-212

７） 松永　佳澄、井出　拓郎（2019）「歴史文化観光を目的とする日本人国内観光者の観光動機」
『日本観光研究学会機関誌』vol.30, No.2, pp53-58

８） 内川　久美子（2017）「パワースポットを活用した観光地域づくりの研究－青森県の取組みを
中心に－」『観光都市学会年報』第18号, pp59-66

９） 寺本　英仁（2018）「ビレッジプライド「０円起業」の町をつくった公務員の物語」ブックマ
ン社
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４．富田林市 「食」で考える持続可能な観光方策の提案

　　歴史と農を活かした「ここでしか味わえない食」
　　　　～食を通じた観光まちづくりの提案～

 富田林市市長公室人事課　村上 絵里子

⑴　研究の背景と目的
　一部の自治体を除き、多くの自治体では人口が減少しており、本市も例外ではない。日本全体と
して人口が減少しているため、一自治体で人口を増やすことは困難である。そうした中、通勤・通
学、そして観光などにより外から訪れる交流人口に期待が寄せられている。
　このような社会情勢の中、本市では、観光という視点からみんなで取り組む地域づくりを推進し、
より一層のまちのにぎわいを創出することを目的とし、2020年３月に「富田林市観光ビジョン」を
策定した。その中で「重点的に取り組むこと」として次の３つを掲げている。

　１．歴史・文化を活かした観光振興
　２．農や自然を活かした観光振興
　３．外国人観光客の誘致

　本市には歴史的・文化的価値の高い魅力があり、また、なすやきゅうりは府内一の生産量を誇る
など農において一定の強みがあると言える。本稿では、「１．歴史・文化を活かした観光振興」及
び「２．農や自然を活かした観光振興」に焦点を当て、これらの魅力や強みを観光に活かす方策に
ついて考察する。
　観光により地域振興を目標とするならば、訪れる観光客の人数ではなく消費額に焦点を当てる必
要がある。目的地でどのように過ごすかによって消費額は異なり、観光客の数が多いからといって
消費額が多いとは限らない。観光の収入源の三大要素は宿泊、食事、物販である１が、今回は本研
究会のテーマである「食」の観点から方策を考える。客単価を上げることのほかに、持続的に訪れ
てもらう場所となるために、リピーター（ファン）の獲得も重要である。
　そうした点も踏まえ、本稿においては以下の４点を念頭に置き、提案を行う。
　①歴史的・文化的な魅力と農における強みをうまく引き出し、
　②エリア全体が連携して相乗効果を生みながら、
　③消費を促すと同時に、
　④まちのファンになってもらいリピーターを獲得する。

１  藻谷浩介、山田桂一郎（2016）『観光立国の正体』新潮社p.68
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⑵　富田林市の概要と強み・弱み
　①富田林市について

　 　富田林市について紹介する際、「自然と歴史に恵まれている」というような言葉が使われるこ
とが多い。市内には金剛・葛城連峰を背景に田園風景が残る。市の南北には「石川」が流れ、石
川の河岸段丘には16世紀半ばに「富田林寺内町」が築かれた。富田林寺内町には江戸時代から昭
和初期頃までに建てられた建造物が多く残り、整然とした町割の区画は今もほぼ元の姿を留めて
いる。
　 　その他、日本三大不動の一つと言われる瀧谷不動明王寺や、蘇我馬子により創建されたと言わ
れる龍泉寺、楠木正成の夫人が、夫と子の戦死後に出家し、菩提を弔ったとされる楠妣庵観音寺
など、寺社仏閣や史跡が数多くある。

　②富田林寺内町について

　 　本研究会では、研究員の所属自治体６市を実際に訪れ、研究員が自団体において観光客を受け
入れるシミュレーションとして自らコースを企画し、現地で食や観光に携わる方々にお話を伺い
ながら互いに自団体を案内した。本市では研究会１年目にフィールドワークを行ったが、その際、
富田林寺内町を巡り、研究会メンバーから様々な意見をいただいた。富田林市内には富田林寺内
町以外にも見どころがあるが、フィールドワークで気づいたことをもとに、今回は富田林寺内町
を中心とした取り組みについて提案を行いたい。
　 　富田林寺内町は、1997年に国から大阪府内唯一の重要
伝統的建造物群保存地区に選定された。重要伝統的建造
物群保存地区として全国120箇所が指定されているが、寺
内町として選定されているのは富田林寺内町を含めて２
箇所のみである２。また、富田林寺内町内にある旧杉山
家住宅と興正寺別院は国の重要文化財に指定されており、
本市の見どころとなっている。富田林寺内町で特に風情
ある景観を留める城之門筋は、「日本の道100選」に選ばれ、人気の撮影スポットになっている。
　 　富田林寺内町は、東西約400メートル、南北約350メートルのエリアで、その中に前述した旧杉
山家住宅や興正寺別院、城之門筋など歴史ある建物や町並みがある。旧杉山家住宅は、市の指定
管理を受けた施設で内部の見学が可能であるが、他の多くの建物は今も人が住んでおり、富田林
寺内町は地元の方が今も生活を営む居住エリアでもある。「博物館」とは異なり、タイムスリッ
プしたような町並みの中に暮らしの温かさが混ざり合っているのが富田林寺内町の魅力であると
言える。地元の方に馴染み深い、この地で長く続く店舗もあり、生きたまちであることを感じさ
せる要因の一つとなっている。また、富田林寺内町の雰囲気に魅せられ、町家を活用して新たに
オープンする店舗も増えてきている。
　 　富田林寺内町は重要伝統的建造物群保存地区に指定されていることもあり、小規模または中規
模の団体が見学、散策に訪れる。個人で訪れる人もおり、近頃はカメラを持った若者も見かける。

２  令和２年12月23日現在。富田林市寺内町のほか、橿原市今井町（奈良県）。
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　 　町並みがセールスポイントだが、町並みを見てもらうだけでは消費は生まれない。エリアの規
模は小さく、１、２時間で見て回ることができ、飲食店で食事をしたりお店で何かを購入するこ
となく帰る人も多い。エリアで消費を促し、滞在時間を延ばすことが課題である。
　 　また、富田林寺内町は今も人が暮らすまちであることから、観光振興をするにあたっては、住
民に理解の得られるような取り組みを考える必要がある。

図１　富田林じないまち絵図
（出典）富田林観光協会「富田林じないまち絵図」

http://tondabayashi-navi.com/images/map_jinaimachi.pdf 

　③強みと弱み

　 　歴史、文化を含め、「食」と「観光」の観点から見た本市及び富田林寺内町の強みと弱みにつ
いてそれぞれ簡単にまとめた。強みと弱みはそれぞれ資源に関するものとそれ以外とに分類した。

表１　｢食」と「観光」の観点から見た富田林市の強みと弱み

強　み 【資源に関すること】
・歴史的、文化的価値の高い町並み、建物が現存する。
・なすやきゅうりは府内一の生産量を誇るなど、農において強みがある。
・「富田林ブランド」として認定された食品、加工品、製造品がある３。

【その他】
・大阪市内（大阪阿部野橋駅）から近鉄電車で約30分の立地である。

弱　み 【資源に関すること】
・特筆すべき郷土料理がない。

【その他】
・宿泊施設が少ない。

３  富田林商工会ブランド認定委員会「大阪府富田林ブランド」http://www.tonshow.or.jp/tondabayashi-brand/
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表２　｢食」と「観光」の観点から見た富田林寺内町の強みと弱み

強　み 【資源に関すること】
・重要伝統的建造物群保存地区に指定された歴史ある町並みがある。
・今も生活の場であり、現在とこれまでの暮らしを感じる風景がある。
・ 歴史や文化を尊重しながら、イベントを行ったり新たな店舗をオープンできる土壌がある。

【その他】
・駅（近鉄富田林駅）からのアクセスがよい。

弱　み 【その他】
・来訪者が数時間滞在する程度の規模である。
・市内在住者でも訪れたことのない人が多い。
・住宅地である。

　食の観点から見ると、本市には特筆すべき郷土料理がないため、富田林市ならではの食を提供す
る難しさがある。しかし、食は自然、文化、気候に並んで観光振興に必要な条件の一つとされてい
る４。「これを食べるためにここへ行く」というように、食が旅の目的となることもあれば、食が
旅の主な目的でなくとも「旅先ではせっかくだからその土地ならではのものを食べたい」と思う人
も少なくないだろう。したがって、観光においてその土地ならではの食は重要な役割を担う。特筆
すべき郷土料理がなくても、富田林市ならではの食を提供し、印象に残る旅、印象に残る場所にす
る必要がある。
　近年、観光においてストーリーの重要性が叫ばれており、「富田林市観光ビジョン」においても
観光コンテンツにストーリー性を持たせることについて示しているが、食においてもストーリーを
構築することができると考える。富田林寺内町には歴史的、文化的価値の高い建造物や町並みが
残っているが、見て楽しむだけでなく、本市の豊かな歴史、文化は、食におけるストーリーを考え
るうえでも活かすことができる。
　また、本市では年間を通じ様々な農産物が収穫されている（中間報告書「富田林市の「食」にま
つわるカレンダー」参照）。一部の農産物は、「大阪エコ農産物」に認定されており、安心・安全の
ブランド商品となっている。こうした強みを活かし、富田林市ならではの食として「地元のものを
使った食」を提供できると考える。
　このように、資源に関する弱みを強みで補い、そして強みとして挙げたものの魅力をさらに引き
出すような取り組みの提案を行う。まずは、上記で挙げた資源以外の強みと弱みを分析し、取り組
みにおけるターゲットを示す。

⑶　ターゲット
　本市は、大阪阿部野橋駅から近鉄線で約30分という立地であり、富田林寺内町は駅からのアクセ
スも良いため二次交通の心配もなく、大阪府内の自治体から電車に乗って日帰りで訪れることがで
きる。宿泊施設が少ないこともあり、ここでは日帰り客を主なターゲットとする。また、富田林寺
内町周辺にはコインパーキングがあり、車でのアクセスも可能である。ただし、大型バスを駐車す
るスペースはあまりなく、富田林寺内町の規模や住宅地であることを鑑みても、大人数の団体客を

４  首相官邸「明日の日本を支える観光ビジョン」http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kanko_vision/pdf/honbun.pdf
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誘客するより個人旅行者を誘客する方が適合している。
　観光というと、他の自治体、特に遠方の場所へ出かけることを思い浮かべるが、住民が市内にあ
る場所へレジャーとして出かける行動も含む。本市在住者でも富田林寺内町を訪れたことのない人
は少なくない。したがって、本提案では府内他市町村の方のほか、本市在住者もターゲットとする。
　富田林寺内町の良さは、歴史、文化を感じるタイムスリップしたような雰囲気と現在の暮らしが
混ざり合っていることである。生活の場であるため、静けさがあり、ほっとするようなのどかさが
どこか漂う。歴史・文化を感じるまちで日々の喧騒を忘れてのんびり過ごしたい人に来ていただき
たい。

表３　ターゲット像

居 住 地 富田林市内または大阪府内

旅 行 形 態 一人旅または少人数での旅行

嗜 好 レトロでおしゃれなもの（雰囲気）が好き
時間に追われずゆっくり過ごしたい

⑷　食と観光方策の提案
　以下では提案する取り組みについて段階を追って説明する。

■STEP１　パートナー探し

　本提案においてまず初めに重要となるのが、想いを共有し一緒に取り組んでくれるパートナーを
見つけることである。本市で観光に関する取り組みや富田林寺内町の保全や活用に関する取り組み
をしている諸団体や個人の方が既にいるが、そうした団体、個人との連携が必要となる。さらに、
食の観点から市内の生産者や富田林寺内町の飲食店の方との連携も不可欠だ。また、後に説明する
取り組み内容に関連するが、生産者や飲食店だけでなく、工芸品や加工品等を製造する法人または
個人、販売店との連携も望まれる。
　協力を募る際には、取り組みの目的や想いをきちんと説明し、共感してもらう必要がある。取り
組みの目的は、観光振興を通じた地域づくりをすることにある。地域づくりの基盤の一つである経
済の観点から、本取り組みにより富田林寺内町と農業を中心とした市内の経済を活性化したい。ま
た、本取り組みの中心を富田林寺内町とすることの意義は、歴史的価値のある町並みや建造物を保
全し、活用することと、歴史、文化を継承することにある。歴史ある建物を維持・管理するために
はコストがかかる。人が訪れず、活用される機会が失われれば、維持・管理はさらに困難となろう。
本取り組みが400年以上にわたり受け継いできたものをこの先も受け継いでいくことに寄与するも
のにしたい。
　既存の店舗には、それぞれのこだわりや大切にしているコンセプトがあるはずである。取り組み
においては、そうした個性を尊重することも重要である。店舗には各々の個性を活かしながら、取
り組みに協力していただくということも示す必要がある。
　本提案は、富田林寺内町を中心とし、関係者のネットワークをより強固にしながら、持続可能な
観光の取り組みを食の観点から行うものである。強固なネットワークを構築することで関係者間で
の相乗効果を生み出し、持続的な取り組みを可能とすることを狙う。また、この取り組みは自走す
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ることを想定しており、いずれは本取り組みだけに留まらず新たな取り組みを自発的に行うための
基盤となることをめざすものであることも関係者の間で共有しておきたい。

図２　共有するイメージ

　【参考とした事例①】
　 　今年度、愛媛県大洲市を視察させていただいた。大洲市では、「大洲市観光まちづくり戦略ビ
ジョン」を策定しているが、地域住民、行政、DMO、民間事業者、関係機関の間でビジョンを
共有し、関係団体が連携しながら一貫性のある取り組みを行っていた。視察中には、行政の担当
者と、連携する民間事業者の担当者が一緒になり施設を案内してくださったが、両者の間で良好
な関係が構築されていると感じる場面もあり、目標や理念を共有したパートナーの重要性を実感
した。

　【参考とした事例②】
　 　今年度には愛媛県内子町も視察した。内子町にある「内子フレッシュパークからり」は1992年
に策定された「フルーツパーク構想・基本計画」をもとに開設され、地元農業の活性化という目
的をぶれずに持ち続け、今に至るまでの長い間、取り組みをしてこられた。地域を基盤とした取
り組みを行うにあたっては、地元の方も応援できるような、地域のための取り組みであることを
明確にすることが重要であり、その目的をぶれずに持ち続けることが持続的な取り組みをする秘
訣であると感じた。

■STEP２　ネットワークの構築、情報収集及び記録

　この段階以降の取り組みに必要な情報を収集するための機会を作る。同時に、その機会がパート
ナー同士を引き合わせ、関係者間のネットワークを構築させる仕組みとなることを狙う。
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◇富田林市の食に関する情報収集
　飲食店の料理人が生産者や地元の方に会い、地元産のものをおいしく食べられる料理や、富田林
市でよく食べられてきた料理について話を聞く機会を作る。生産者に話を伺う際には、生産の過程
や生産物の特徴も知るために実際に生産現場を訪れる。話を伺うだけでなく、生産者や地元の方と
一緒に料理をしたり、収穫体験ができるとなおよい。同じ農産物でも、風土の違い等により、生産
する土地によって生産過程が異なることがあるという。生産者の元へ実際に訪れることで地元の農
産物について知識を深め、魅力を知ることができる。また、飲食店と生産者の繋がり、そして飲食
店同士、生産者同士の繋がりも生まれうる。縦横さまざまに構築されたネットワークは、本提案の取
り組みにおいて基盤となるとともに、将来的には新たな取り組みを生み出す種となることを期待する。

　【参考とした事例①】
　 　研究会１年目で視察した福井県小浜市では、食と農をつなぐ地域循環プロジェクトを立ち上げ、
生産者、料理人、消費者をつなぐ「ローカルラーニングツアー」を実施している。これは、『地
域のことを、地域に学び、地域を発信する』をテーマとしており、参加料金を払えば誰でも参加
することができる（定員あり）５。2019年度には「小浜の生産現場を知り、おいしい料理を味わ
う」をテーマに掲げ、生産者の元も訪れた。食の魅力を理解するにあたり、生産過程を知り、実
際に生産現場を訪れることの重要性について気づかされた事例である。

　【参考とした事例②】
　 　本研究会の公開講座にご登壇いただいた㈱エヌ・アイ・プランニングのローカルデザイン事業
部部長である福吉貴英氏は、奈良県食材とシェフの祭典である「C’FESTA（シェフェスタ）」
を企画された。このイベントは、「奈良県食材の魅力をより多くの人に広めたい」という想いの
もとに実施されており、奈良県産のものを使った料理を提供する屋台が出るほか、野菜や加工食
品などの物販が行われるマルシェも併設され、生産者と飲食店が出会う場にもなっている。こう
した出会いをきっかけに自ら新たな取り組みを企画した方もいるという。人との繋がりが新たな
ものを生み出す事例である。

◇富田林市の歴史、文化、生活に関する情報収集
　ここまで食に関する情報収集とネットワーク構築について述べてきたが、食だけでなく歴史、文
化、生活に関する情報収集も行う。
　書籍では知りえないような歴史の詳細な話を地元の方から伺うことがあり、まちの歴史の奥深さ
を実感する。また、子どもの頃のこのまちはこのような様子だった、祖父母からこんな話を聞い
た、といったまちに関するストーリーを聞くことがある。このような話は貴重であり、まちの見方
を変えうるような興味を引く話である。今、こうした話を記録しておかなければ、時が経つにつれ
てその情報は失われてしまう。歴史、文化、暮らしに関する情報はまちの魅力でありアイデンティ
ティーであるため、後世に残していきたい。

５  おばま観光局「Experience OBAMA」https://www.experience-obama.com/local-learning-tour/
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　また、ブランディングにおいてはストーリーが重要であると言われており、上記のような情報は
受け継ぐだけでなく、本提案においてストーリーの構築に活用する。
　情報収集するにあたっては、STEP１でパートナーとなった諸関係者が本市の歴史、文化、暮ら
しに関する話をご存じの地元の方々に伺い、そうした話の中から観光振興や地域づくりのヒントを
得る。飲食店の方には食に関する情報収集の機会だけでなく、歴史等の情報を収集する機会にも是
非参加していただき、本市ならではのストーリー性のある食を考える際に活かしていただきたい。

◇収集した情報の記録
　以上のプロセスで収集した貴重な情報は、食と観光の取り組みに活かすだけでなく、まちの魅力、
アイデンティティーとして記録し、後世に残す。収集した情報をまとめた媒体は、継承する目的以
外にも情報発信の手段としても活用する。例えば、観光客でも手に取りやすいようなデザインの
リーフレットや簡易なパンフレットにまとめると、情報発信の媒体となるだろう。

　【参考とした事例】
　 　前述の福吉氏は、2015年に「奈良食べる通信」を創刊し、2019年までの間、編集長を務められ
た。「奈良食べる通信」を発行するにあたり、福吉氏は繰り返し生産者を訪ね、作られている農
産物のことや生産者の想いを深く理解し、他のメディアでは発信できないような深みのある情報
を発信してこられた。深いストーリーは人を惹きつける力があり、購読者はその生産者や農産物
のファンとなりうる。「奈良食べる通信」を購読し、紹介されていた農産物を自ら仕入れるよう
になった飲食店の方もいるそうだ。「奈良食べる通信」は、つくる人と食べる人をつなぐ媒体で
あるが、同時に、その土地によって異なるオンリーワンの生産物について記した記録でもある。
伝えたいことを残す記録が同時に人を繋ぐ媒体にもなる好事例である。

■STEP３「ここでしか味わえない食」の考案

　本市の弱みとしても挙げたが、本市には特筆すべき郷土料理がない。したがって、「ここだけ」
の食においては、富田林市産のものを使った食、そして本市の歴史等を基にしたストーリーある食
が鍵となる。
　パートナーとなっていただいた飲食店には、富田林市産のものを使用してもらうことと、本市の
歴史、文化、暮らしに基づいたストーリーある食を取り入れてもらうことの２点を依頼する。飲食
店には上記２点に留意したうえで、各店舗が元より大事にしている店のこだわりやコンセプトに合
うような独自の食を考案していただきたい。
　その際には、構築したネットワークを活用し、STEP２により新たに繋がった生産者から仕入れ
た農産物等を使用したり、生産者や地元の方に教わった地元に馴染みのある料理にヒントを得るほ
か、歴史等の情報を参考にストーリーのある食を考案するなど、ここまでの取り組み内容を活用で
きるはずである。

　【参考とした事例①】
　 　前述の福井県小浜市では、市の歴史、文化を基に組み立てた「御食国若狭と鯖街道」が2015年
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に日本遺産第１号に認定された。小浜市はこれを契機とし、漁獲量の減っていた小浜の鯖を復活
させようと「鯖、復活」プロジェクトを立ち上げ、鯖の養殖を進めた。かつて小浜の鯖は鯖街道
を通じて京都へ運ばれたが、プロジェクトでは、鯖街道の終点であった京都の酒粕を与え育てた
現在の養殖鯖を「小浜よっぱらいサバ」というブランド鯖とした。この鯖は多くの人の興味を引
きつけ、多数のメディアでも取り上げられた。食においてもストーリーが重要であることを示す
事例である。

　【参考とした事例②】
　 　今年度に視察で訪れた愛媛県大洲市にある「NIPPONIA HOTEL 大洲城下町」には、地産地
消の料理が味わえるレストラン「ルアン」を併設している。そこでは、かつて大洲市とその周辺
地域を治めていた「大洲藩」をキーワードとし、愛媛、大洲の豊かな自然から生み出される食と、
大洲藩の地誌「大洲秘録」に記される大洲藩の江戸時代からの名産品について言及し、それらの
魅力を引き出したストーリーのある食を提供しておられる６。その土地の歴史や文化、自然を感
じられる食が特別なものとなることを示す事例である。

　【参考とした事例③】
　 　昨年度に他の研究員が視察で訪れた島根県邑南町では、少量多品種生産のメリットを活かし、
「Ａ級グルメ」として邑南町でしか味わえない逸品が食べられる「里山イタリアン『AJIKURA』」
をオープンした。そこには地元生産者が客として訪れることもあり、自身の作ったものがおいし
く料理されて出されるため、生産者のやりがいにもなっているという。地元産のものを使った飲
食店の存在は、地元の農業や経済の活性化だけでなく、生産者のやりがい創出という意義も持ち
うる。

■STEP４　食の提供とその後の消費喚起

　食においては何を食べるかということはもちろん重要であるが、「場」や「空間」も重要である。
したがって、STEP３で本市ならではの食を考案することについて述べたが、さらにその食の提供
方法についても言及する。
　富田林寺内町の飲食店の多くは、古い町家を活用したものも多く、レトロな雰囲気を味わえる。
ここではさらなる工夫とし、本市の工芸品や製造品等を店舗で使用することを提案したい。
　本市には富田林ブランドとして認定された工芸品や製造品等がある。また、富田林ブランドに認
定されてはいないが、本市に工房を構える制作者やアーティストの方もおられる。そのようなもの
づくりや制作活動をされている企業や個人の方々にご協力いただき、飲食店とコラボレーションし
て空間づくりをする。それにより、食以外にも本市のいいものを知ってもらう機会を増やし、工芸
品や製造品、作品を購入する動機づけ、技術の継承等、本市のものづくりや制作活動の一助となり
たい。
　食の提供におけるその他の工夫として、使用した地元の農産物やその生産者に関する情報、食に

６  NIPPONIA HOTEL 大洲城下町「レストラン」https://www.ozucastle.com/restaurant/
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付加したストーリーを客へ伝えることも必要である。そうした情報は給仕する際に直接説明したり、
メニューに印字するなどし、客へ伝える。STEP１から３へと段階を経て練り上げたストーリーを
消費者へ伝えることで、ここでしか味わうことのできない食であることを印象付け、満足度を高め
る。
　その他、飲食店には使用している富田林市産の農産物やその生産者の紹介をしてもらう。レジの
横にそうした情報を掲載したリーフレットや冊子を置いたりポスターを貼ってもらうなどの方法が
考えられる。STEP２の「収集した情報の記録」のところでリーフレットやパンフレットを作成す
ることについても言及したが、そうした媒体は記録するためだけでなく、こうした場面で活用する
こともできる。本市ならではの食を提供すると同時に、食にまつわる情報を十分に伝えることで、
客に店のファン、まちのファンになってもらい、再訪してもらうことを狙う。
　また、飲食店で出された農産物のおいしさや安全性に満足し、お店で食べた農産物を購入したい
と思う客もいるかもしれない。生産者と飲食店が連携し、飲食店に農産物を置いて販売することも
取り組みの一環として提案したい。

　【参考とした事例①】
　 　愛媛県内子町では、内子町観光協会の企画で「雲海展望台で、極上の朝食を！」というコンテ
ンツを期間限定で提供している。これは、内子町を一望できる山の上にある宿の展望台で雲海を
見ながら、自家製食材をふんだんに使った郷土食豊かな朝食を食べるというものである。雲海は、
盆地である内子町では日常の風景である。その自然が生み出した食材を景色ごと味わえるコンテ
ンツとなっている。「何を食べるか」だけでなく「どこで（どんなシチュエーションで）食べる
か」という要素を加えることで、単なる食事ではなく「食体験」となり、より強く印象に残る工
夫であると感じた。

　【参考とした事例②】
　 　前述の「NIPPONIA HOTEL 大洲城下町」を視察した際、フロント棟を入ってすぐの壁には、
かつて大洲藩の庇護のもと発展した砥部焼の器をディスプレイしていた。同ホテルでは、地産地
消を大事にしているが、施設内の空間づくりにおいてもそうしたこだわりが見られた。また、フ
ロントには地酒や地元の柑橘系飲料品が置かれ、地元産のPRをされていた。農産物だけでなく
工芸品や加工品等のPR、活用の可能性について気づきを得た事例である。

■STEP５　周遊を促す取り組みへの発展

　ここまで述べてきたネットワークの構築や情報収集といった基盤づくりにより、さらなる取り組
みも可能であると考える。
　可能性の一つとして、食と観光マップの作成がある。このマップには、富田林寺内町にある史跡
等の見どころのほか、本取り組みのパートナーである飲食店やその他店舗等を掲載する。訪れた人
にとっては、エリアを散策しながら立ち寄ることのできる飲食店も掲載されているとありがたい。
取り組む側としても、飲食や購買などの消費行動を喚起することができる。掲載する店舗の説明と
して、富田林市ならではの食を提供していることや富田林市の工芸品等を使用していることを明記
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することも必要である。また、地元の農産物や生産者等の紹介も掲載し、本市の魅力を発信できる
とよい。
　その他の取り組みの発展例として、モデルルートの提案がある。STEP２で収集した情報は、本
市ならではの食の考案だけでなく、ストーリー性のある散策モデルルートの考案にも活用できる。
　最後に、分散型ホテルのあるまちづくりをすることも本取り組みの発展例として挙げたい。今後、
町家が分散型ホテルとして活用されれば、富田林寺内町内にある本取り組みのパートナー飲食店で
食事をしたり、お弁当を提供してもらうといったエリアでの取り組みも可能である。宿泊すること
で滞在時間が長くなれば、観光客は富田林市寺内町以外のエリアへも足を運ぶこととなり、ここま
での取り組みで築いたネットワークを活かして生産者や製造現場と連携したコンテンツづくりも必
要となってくる。これらの発展例についてはここでは詳細は記載せず、可能性の一例として言及す
るに留める。

図３　取組のイメージ図

⑸　担い手について
　ここまで提案内容について段階を追って説明してきたが、最後に「誰が」実行するのかというこ
とについて述べておく。
　行政の担う役割は、まずはこれら一連の取り組みの画をしっかりと描き、その目的と想いを明確
に伝えてパートナーを探すことである。パートナーを探すに当たっては、特に中心となっていただ
けそうな団体やキーパーソンが欠かせない。この取り組みが行政主導のものではなく、エリアの取
り組みとして自走することを念頭に置いているためである。こうした中心となる団体やキーパーソ
ンにはコーディネーターとなり、情報収集の機会の設定などを担っていただきたい。
　もちろん、行政もあとはすべてパートナーに任せきりにするというわけではない。例えば、本提
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案では紙媒体を作成することにも言及したが、作成にかかる費用を補助する役割を担うといったこ
とも想定される。その他にも行政の持つ「力」を発揮し、取り組みにおいて直面した課題をパート
ナーと共に乗り越えることが必要である。

　【参考とした事例①】
　 　福井県小浜市では、観光まちづくりに関する相互連携イメージを明確にしている。商工観光課
は、観光施設維持管理や広域連携などを担うとともに、若狭おばま観光協会の市内外から観光客
を呼び込むための事業を補助する。また、商工観光課のほか、農林水産課及び食のまちづくり課
は、体験観光基盤や着地型観光基盤の整備、観光食材開発、提案を担うとともに、おばま観光局
の小浜を訪れた観光客の消費を促す事業の支援、協働を行っている。役割を明確にすることで、
関係団体がそれぞれの強みを活かした効果的な連携が可能となっていると感じる事例である。

　【参考とした事例②】
　 　昨年度には兵庫県伊丹市の綾野昌幸氏に公開講座へご登壇いただき、ご自身が仕掛け人となっ
た本州初のまちバル「伊丹まちなかバル」についてご講演いただいた。公開講座では「役人の
力」についてもお話されていた。「役人の力」として、情報の入手のしやすさや信用などを挙げ
られていた。行政は行政の強みを活かし、まちの人たちが力を発揮しやすいよう協力しておられ
たのが印象的な事例であった。

⑹　おわりに
　本提案は一言で述べると地元の歴史と農を活かした「ここでしか味わえない食」を考案すること
である。しかし、本稿の特徴は「ここでしか味わえない食」を考案するまでの情報収集とネット
ワークの構築という土台作りと、食の考案以降のステップで狙っている相乗効果について提案して
いることにある。
　本研究会は「食」と「観光」をテーマとしているが、もう一つ大きなテーマとして「持続可能」
というキーワードがある。観光について考える際の持続可能性とは、持続的に取り組むことができ
ることと、持続的に訪れてもらうことであると考える。
　観光振興においては、システムと人の両方が必要となる。もし、本提案の取り組みを実現させる
こととなれば、さらに細部まで議論する必要があるが、本提案内容がシステムの素案に当たるもの
であり、その内STEP１～２は人に関するものである。
　前述の「伊丹まちなかバル」の事例からは、次回のバル開催のために売上金の一部をプールする
仕組みや「バルショック」を回避する方法など、取り組みを持続させるためのシステム構築の重要
性について気づかされた。また、バルを通じて繋がり、やりがいを得た商店主らが自ら企画したイ
ベントもあるというお話を伺い、ネットワークの構築の重要性についても気づかされた。「伊丹ま
ちなかバル」は、持続的な取り組みにおいてシステムと人の両方が不可欠であると示す事例である。
　持続的に人に訪れてもらうためには、共感を生むコンセプトやストーリーが必要である。しかも、
歴史や自然などまち固有の魅力を基によく考え抜いたストーリーでないと人を惹きつけることはで
きない。その点を踏まえ、様々な人が持っている「まちの魅力に関するストーリー」（ひょっとす
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ると話し手もまだ「魅力」であることに気づいていないかもしれない。）を皆で集めることをイ
メージし、STEP２では実際にまちの人に会い、話を伺うという情報収集の方法を提案した。
　最後にもう一つ、持続可能というキーワードについて、まちが魅力的であり続けるということも
付け加えたい。観光振興においては訪れる人に目を向けがちであるが、訪れる人にとって魅力的で
あること以前に、住民にとって魅力的であることが重要である。人との温かなつながりのあるまち
であることと、歴史、文化、そしてそこでの暮らしをこの先も紡いでいくことを思い、この提案を
考えた。

　報告書をまとめるにあたって多くの事例や公開講座のご講演内容を参考とさせていただいた。本
文中ではその全てを挙げきることはできなかったが、そのうちのいくつかについて言及させていた
だいた。それらの詳細については中間報告書及び成果報告書に掲載されている視察報告や講演録を
参照されたい。
　私は観光関連業務の担当ではなく、現場の実情について不勉強ながらも、研究を経て自団体であ
る富田林市でできないかと思う取り組みについて提案させていただいた。本提案は自治体としてで
はなく、私個人の提案である点についてご留意願いたい。本提案内容が歴史や農を活かした食と観
光の取り組みとして、本市以外の自治体においても参考となれば幸いである。
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５．岸和田市 「食」で考える持続可能な観光方策の提案

　　岸和田城周辺における賑わいの創出

 岸和田市魅力創造部観光課　畑部　　徹

　岸和田市には水産物・農産物が豊富にあるため、食材については事欠かない。実際、私には本当
に美味しいと感じる物が沢山ある。問題は知名度の低さである。
　岸和田市産の食材の魅力を知ってもらい、岸和田市に来てもらうこと。「食」目的でも、岸和田
城に訪れるような観光目的のついででも「岸和田市に行ったら美味しいもん食べれるで」というこ
とを世に広めると同時に「食」の更なる充実を図る。それにより新たな観光客の獲得や、観光の前
後に美味しい食事をしてもらうことで満足度を上げリピーターになってもらうことで、賑わいの創
出を図ることを目的とする。

岸和田市の概要

図１　岸和田市の位置（グーグルマップより）

　岸和田市は泉州と称される府南西部に位置し、総面積は72.72平方キロメートル、人口は約
193,000人、大阪湾から和泉山脈に至る市域を形成しており、ランドマークとして岸和田城を有す
る。沿岸漁業が盛んであり、大阪市内からも近いことから近郊農業も発達したことで、水産物と農
作物が共に豊富である。また、関西国際空港から阪神高速道路４号湾岸線で約15分の距離にあるこ
とから市のキャッチフレーズは「世界に一番近い城下町」である。交通面では、大阪市の中心部
から南海電気鉄道とJR阪和線及び自動車専用道路である（阪和自動車道、阪神高速道路４号湾岸
線）が通じており、大阪都心部からは30分程度でアクセスが可能である。
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１．研究の背景と目的
　2017年に策定の、2023年までの「第２次岸和田市観光振興計画」の基本方針の中に、お土産、食
などの充実と地域活性化が記されており、滞在については、日帰り・立ち寄り観光が当市への観光
のスタンダードなスタイルとされている。
　この研究会への募集通知があった2019年４月時点では、新型コロナウイルス発生前であったため、
電車に乗ると常に関空インやアウトの旅行バッグを持ったインバウンドを含めた多くの観光客を見
かけるものの岸和田市は素通りされているため、いかに下車してもらい、立ち寄ってもらうかが課
題であった。当市は水産物と農作物が豊富にあり、食材には恵まれていることから「食」で観光客
を呼び込むポテンシャルは充分にあると考えたため、当研究会へ参加した。

２．岸和田市の強みと弱み
⑴　強み

　※豊富な水産物・農産物
　　四季折々の水産物・農産物が取れるため１年を通じて常に旬の食材を楽しむことができる。
　・漁獲量大阪府内１位（府内の７割以上）
　　シラス、マイワシ（金太郎イワシ）、マダコ（泉たこ）、わたりがに、マルアジ、サワラ
　・農業産出額大阪府内２位
　　泉州水なす、泉州たまねぎ、春菊、人参（彩誉）、包近の桃、温州みかん、無花果、地玉子

⑵　弱み

　※認知度の低さと構造的問題
　 　水産物については、元々岸和田市は大阪府下での漁獲量は多いという下地がある上に、保存技
術の発達により、良いものは鮮度を保ったまま東京の築地などに出荷することが出来るように
なったことで、儲かる仕組みが構築された。これにより地元以外の漁師までもが岸和田市で水揚
げするようになったため急速に漁獲量が増え、安定供給できるようになり岸和田市産というブラ
ンド化に成功、更に卸値が上がるという好循環が生まれた。今では岸和田市において、漁師は儲
かる職業として認知され、新規参入の若者の働き手が増えたことで後継者問題も解消された。し
かしその結果として、良いものほど大都市へ出荷されてしまうので地元で消費されることが少な
いということを招いた。例えば金太郎イワシは2019年「Ｇ20大阪サミット」での大阪産のおもて
なし料理として首脳夕食会で提供されたほどの食材であるが、個人で購入しようと思いインター
ネットで検索すると、築地の店が岸和田市産として通信販売しているのが見つかるだけで、地元
では金太郎イワシは販売しておらず、調理して提供している店舗も存在しない。これでは岸和田
市において認知度が上がることはなく、住民でも知らない人が多いのである。
　 　農産物については、春菊や温州みかんなどは府下でもトップクラスの生産量であるが、どこで
も手に入るため、岸和田市に来てまで食べたいという「食」で観光を呼び込む食材としての活用
は難しい。また岸和田市の農家は、ほとんどが先祖から受け継いだ田畑を持っているため基本的
には無借金経営であることから、借金というリスクを負ってまで事業を拡大したり、ブランド化
のため団結して作物を育てたりする意識が薄く、各自が自分達の作りたいものを作っている方が
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多いので、生産量は多くても、品種ごとの流通量が圧倒的に少ない。例えば、岸和田市産の葡萄
についてはとても品質が高く種類も多いため、私にとっては毎年購入するのが楽しみであるが、
今の職場で「食」についての知識を深めるまでは岸和田市でこんなに良い葡萄が作られているこ
とは全く知らなかった。農業を担当している部署に確認すると、基本的に農家はこだわりが強い
人が多く、それが良いものを生み出すことにもなっているが、各自が気に入った品種を作ってい
るので統一することが出来ずにいる。その結果、品種は多いが生産量が少ないためブランド化し
て売り出すことが難しく、品質が良いだけに担当部署としては歯がゆい思いをしているとのこと
であった。

３．｢食」と観光振興に取り組むコンセプト
　主要な施設とイベントにおいて入込客数をカウントしている集計によると、岸和田市には年間
約300万人の観光客が訪れる。ただし、市内中心部から離れた山手にある道の駅「愛彩ランド」と
「蜻蛉池公園」の２施設で観光客の６割近くを占める。

表１　主要観光施設及びイベント等への観光入込客数
（出典）実績データを基に筆者編集

　「愛彩ランド」と「蜻蛉池公園」は市内の中心地からは
離れており、ほとんどの利用者が自家用車で訪れるが、利
用目的が明確であり、他の施設を周遊してもらうことは難
しい。その理由は以下のとおりである。

道の駅「愛彩ランド」

　JAいずみのが経営する農産物直売所。農産物だけでは
なく、岸和田市漁協より直送の地元の鮮魚の販売や、旬の 図２　愛彩ランド
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食材を使った泉州やさいのビュッフェなどがある。
　年間約60万人の利用があり、10時のオープンから買い物客で溢れるが、その大半は年齢層が高め
の夫婦層で、人気のある食材は午前中の早い時間に売り切れになるほどであるが、目的が買い物で
あり、食材を買ってしまえば保存のためどこにも寄らずそのまま自宅へ帰ってしまう方が多いと推
測される。

蜻蛉池公園

　大芝生広場、子どもの国（チョウの遊具・トンボの遊
具）、バーベキュー広場、憩いの広場休憩所、水と緑の音
楽広場、花木園、水仙郷、球技広場（１面）、テニスコー
ト（16面、うちセンターコート２面）、スポーツハウスを
有する。
　年間約100万人の利用があり、ウォーキングやランニン
グ、野球、テニス等の運動目的、バーベキュー広場の利用、
バラ園を始めとする季節の花や紅葉の鑑賞、遊具で遊ぶ子ども連れの夫婦と、利用客は多岐にわた
る。しかし、例えば運動を楽しんだ後にお城などの観光施設に行くとは考えづらく、子ども連れの
夫婦にしても遊んだ後の子どもは車で寝てしまうので自宅に直行すると思われる。

　令和元年度を例にあげると、この２施設の利用に「だんじり祭」の観光客数46万人を足すと約
215万人となり、岸和田市を訪れる観光客の７割以上の数値となる。「だんじり祭」は岸和田市の
観光にとってのキラーコンテンツではあるが、試験曳きを含めた４日間のイベントであること、岸
和田市の店主達は自分自身が祭に参加するため祭当日は店を休むことから、当研究会の「食」で考
える持続可能な観光方策には当てはめることは不可能である。そこで、「食」で観光客を呼び込む
ためには、この215万人をターゲットとするのではなく、新たな客層の掘り起こしと、既存の他の
施設間の周遊性を高めることを狙う。

岸和田城

　「世界に一番近い城下町」として岸和田市の観光、文化
及び地域振興の拠点施設。様々な展示や、結婚式等のイベ
ントに利用することで、岸和田市周辺地域も含めた市民の
シンボルとしての機能や、歴史的文化施設として、インバ
ウンド事業の拠点としての役割を担っている。
　岸和田市のランドマークは岸和田城であり、年間の入込
客数は毎年４万人前後で推移している。日本全国の有料の
お城のなかでは残念ながら入場者数は下位に属しており、第２次岸和田市観光振興計画の重要業績
評価指数にもなっている。岸和田城周辺には、徒歩圏内にだんじり会館や自然資料館、市指定文化
財である五風荘などの観光施設や、紀州街道のまち並みと多くの神社仏閣が存在する。これらを周
遊すれば、歴史と文化を感じることができる。この「まち歩き」にて交流人口が増えることが当市

図３　蜻蛉池公園

図４　岸和田城
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の思い描く観光の形である。
　以上のことから、岸和田市に観光しようと思ってもらうためには、「食」の満足度の達成は重要
な要素になると考え、岸和田城周辺の賑わいを創出するために「食」の力を借りて、「まち歩き」
してもらうこと、また歩く（食べ歩く）ことにより、岸和田市の更なる魅力を知ってもらいリピー
ターになってもらうことを「食」と観光振興に取り組むコンセプトとする。

４．主なターゲット
　「食」で考える持続可能な観光方策について、この研究会において他の参加自治体でのフィール
ドワークや、先進地への視察で成功事例として学んだことがある。１つ目は新しいものを開発した
のではなく、今まであったものに光を当てブラッシュアップすることで人気商品となり、観光客を
呼び寄せる起爆剤になっているケースが多数見受けられたことである。２つ目は生産量が少ない
食材については、それを逆手に取って「ここに来ないと食べることができない（買えない）」とし、
観光客を呼び寄せていることである。当市には既に豊富な食材があるので、それを活用するのは当
然の帰結である。後は知名度の向上、そして地産地消することで地元での食材の流通を活性化させ
ることである。岸和田市内で儲かる仕組みが構築できれば、今は大都市に出荷している食材も地元
で消費されるようになることや、需要が増えることで生産量が少ない食材も増産され流通しやすく
なるという好循環が期待できる。
　そこで、食材そのものの魅力を分かってもらい世に広めるためには、シェフの力を借りて食べた
くなる料理として売り出すことが近道だと考える。まずは流通量の多い手に入りやすい食材を使用
することからスタートしてもらい、岸和田市が新しい「食」での取り組みを始めたことを認知して
もらう。その後、流通量の少ない食材については生産者と飲食店とのマッチングを行うことでシェ
フに知ってもらい、料理に取り入れてもらうことを促進したい。
　岸和田城周辺の賑わいの創出が観光課としての命題であるため、まずはここから始めることとす
る。ターゲットを絞って「食」で勝負し、観光客の分母を増やすのであれば、既に一定の需要があ
るお城マニアではなく、若者、ファミリー層の掘り起こしを狙うべきである。そこで、既存の集客
力のある時期のイベントで岸和田市の「食」の魅力を発信することから始めていく。

５．食と観光方策の提案
　当市にある豊富な食材を生かすため、「食」で考える持続可能な観光方策については、特定の食
材による一点突破ではなく、あらゆる可能性を試しながら多様性で勝負するべきだと考える。そこ
で、短期間で実現可能なものから始め、人気の傾向を学びながら、段階的に進めていき、最終的に
は日帰りよりも客単価の高い宿泊を伴う観光を目指す。
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表２　観光方策開始年度見込表

開始年度

観光方策の内容 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７～

⑴　キッチンカーによる「食」の発信 ●

⑵　岸和田市二の丸広場観光交流センターの活用 ●

⑶　岸和田駅前を中心とした「バル」イベントの実施 ●

⑷　｢岸和田市五風荘」の更なる活用 ●

⑸　城泊・城下町泊 ●

短期で実現可能な手段として

⑴　キッチンカーによる「食」の発信

　　「お城まつり」毎年４月１～15日に実施。
　 　岸和田城には約170本の桜があり、岸和田城前にある二の丸広場ではぼんぼりが点灯、通常は
17時で閉場する岸和田城が20時30分まで延長開場、夜桜が楽しめるほか、城前の通りには屋台が
出店され入込客数３万人のイベントである。
　 　令和２年度は新型コロナウイルスの影響により中止したが、その代替イベントとして秋にキッ
チンカーイベントを実施した。土日の２日の予定が台風の影響で日曜日のみの実施となったが、
１日で2,000人が来場した。開始数時間で売り切れ店が続出。出展者からは次回も開催して欲し
いとの要望が多数寄せられた。また、このイベントは岸和田市観光振興協会のSNSを活用し、積
極的に事前の情報告知をしたこと、キッチンカーイベントという今まで岸和田市では開催したこ
とのない試みであったためか、既存のイベントよりも比較的若い世代が集まり、キッチンカーと
一緒に写真を撮る若者が多く見られた。以上のことから若者、ファミリー層の掘り起こしを狙え
ると推測されるため、これを活用することから始める。
　 　毎年４月の第一週目の土日２日間（10～17時）には、二の丸広場で当市と岸和田市観光振興協
会が共催で「泉州の物産展」が開催され、工芸品や特産物などが展示即売される。現在この会場
で２台のキッチンカーで、うどんとクレープを販売しているが、今後出店ルールに「地元食材を
使用すること」を加え、複数のキッチンカーと契約する。また、現状の２日間ではなく、お城ま
つりの期間である４月１～15日で夜間営業を含め日替わりで出店することで、リピーターを狙う
とともに人気の傾向を探っていく。
　 　次にゴールデンウイーク等、人が集まる時期にイベントとして実施することで、認知度の向上
を図る、そして土日祝日に２～３台程度のキッチンカーにて営業を開始する。この辺りから運営
は、市との共催から、単独で岸和田市観光振興協会に委託することで民間の自由な発想に期待す
る。さらに需要を探りながら平日営業も視野に入れていく。これにより、軽食を中心とした安い
単価で食べることができる商品を提供することで、気軽な「お立ち寄り」のニーズに対する充実
を図りながら、地元食材の魅力を発信していく。また、キッチンカーでの販売は屋外になるので、
コロナ禍でのマイクロツーリズムへの対応も兼ねることとなる。
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次の取り組みとして

⑵　岸和田市二の丸広場観光交流センターの活用

　 　岸和田城の前には、「岸和田市二の丸広場観光交流セ
ンター」がある。指定管理者制度で運用しており、観光
案内スペース、無料休憩所、物産とイタリアンレストラ
ンが入っている。
　 　現在の指定管理期間が令和３年度で満了するため、令
和４年度からは運用の見直しができる。これを更なる賑
わいの創出の好機と捉え、食事の販売は屋外での地元食材を使用した複数のキッチンカーで行い、
屋内に持ち込んで食べることができるようにすれば、店舗の入れ替えが常時可能になり、季節に
応じた食事の販売が容易に可能となることや、人気が出ないものは淘汰されることになる。ま
た、定期的に入れ替えることで目新しさを保てるためリピーターを狙いやすいと考える。そして、
キッチンカーの料理で使用している地元食材を観光交流センターで展示販売することで調理前の
食材を知ってもらい、触れてもらうことができるので、食材の魅力発信と認知度向上に繋げるこ
とができる。観光交流センターを市が所管する主目的は、観光案内や情報発信を行う無料休憩所
であるため、館内のスタッフにも食材について学んでもらい、観光客に説明できるようにする。

中～長期の取り組みとして

⑶　岸和田駅前を中心とした「バル」イベントの実施

　 　新たなイベントを実施することで岸和田の「食」を広めることと、新メニューの開発を狙う。
　 　南海電気鉄道「岸和田駅」から岸和田城までは徒歩13分、道中には岸和田駅前通商店街があ
り、同商店街発行の令和２年度版のランチマップでは、商店街周辺を含め64店舗が掲載されてい
る。ここでは商店街が主体となって「バル」イベントを実施するように促す。「バル」ではワン
ドリンクと飲み物に合う１品が基本である。この１品と、可能であればドリンクにも地元食材の
使用を条件に加えることで、岸和田の「食」の魅力を発信する。このイベントでは、流通量の少
ない食材を使用することも視野に入れ、生産者と飲食店とのマッチングについては担当部署であ
る農林水産課の協力を得て市が積極的に行うことで食材のレベルの底上げを狙う。また、売上の
良かった品については、「岸飲み」として市が認定、店の定番メニューにしてもらう。イベント
の回数を重ねることで、「岸飲み」のラインナップが充実、飲食店の活性化を図ることと、地元
食材を使った人気メニューの開発を促進する。

来年度に実現可能な単価の高い観光客とインバウンドの取り込み策として

⑷　｢岸和田市五風荘」の更なる活用

　岸和田市五風荘
　 　旧岸和田城内の新御茶屋跡などに昭和４年から10ヵ年の歳月を要し、造営された広大な回遊式
日本庭園。正門は奈良東大寺塔頭中性院表門を移築したもの。約3000坪の敷地には日本建築の粋
をこらした主屋と庭園を見渡せる三つの茶室があり、庭園の散歩や食事が楽しめる市指定文化財。
現在、指定管理者制度を活用して地元食材を使用した和食料理を提供している。

図５　岸和田市二の丸広場
観光交流センター
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　 　令和２年２月にハリウッド映画「Ｇ.Ｉ.ジョー：漆黒
のスネークアイズ」の撮影が岸和田城や五風荘を含めた
周辺施設で行われた。本作は、内閣府が初めて実施す
る、地域経済の振興等に関する外国映画ロケーション誘
致に関する実証調査の対象作品であり、日本を描いて
もらうことで、インバウンドの観光客の増加や、実際
に撮影することでエンターテイメントに関わる人材を
より多く生み出すことを目的としている。令和３年10
月に全米公開が決定し、日本でも同時公開予定である。
「Ｇ.Ｉ.ジョー」は既に２作が制作されており、今までの興行収入は750億円であり、今回が３作
目となる。劇中では、岸和田城が主人公の属する本拠地として登場、戦闘や訓練などのアクショ
ンシーンを含め数々なシーンが撮影された。映画が公開されれば国内はもちろんとして、特に北
米で人気の作品のため、今後の新型コロナウイルス状況次第ではあるが、聖地巡礼の外国人観光
客が見込まれる。
　 　かつては、平成23年10月からNHK連続テレビ小説で岸和田市を舞台とした「カーネーショ
ン」が放送された。そのときの施設の入場料収入について、岸和田城は前年度比約1.5倍、だん
じり会館は約２倍に跳ね上がった実績がある。岸和田市がハリウッド映画のロケ地となったのは
初めてのことであり、国内・国外にアピールできる絶好の機会と捉え、これに合わせて岸和田の
「食」の魅力を発信する。その手法として以下のように考える。
　 　宴会シーンを五風荘で撮影したが、ロケの打ち合わせの時に台本を確認すると、食事のメ
ニューが、「猪やガチョウ、栗、大豆などの豪華な料理」と記載されており、欧米人の脚本家が
考えたため日本料理とは到底思えない内容であった。そこで私から制作サイドに、このメニュー
では映画を見た人がJAPANを感じることは到底出来ないことを伝え、五風荘は普段から和食を
提供している施設のため、ここの雰囲気に合った豪華な食事をこちらで用意できることを提案す
ると採用されることとなった。そこで岸和田の「食」を世界にアピールできるチャンスと捉え、
料理長に地元食材をできるだけ使用するように依頼した。この発想ができたのは、間違いなく当
研究会で岸和田市の「食」について学んだ成果である。劇中での宣伝効果はもちろんのこと、２
次活用として映画公開に合わせて「スネークアイズ御膳」として劇中と同じ料理を提供し、聖地
巡礼に訪れた観光客の取り込みを狙うと共に岸和田市の「食」と城周辺施設の魅力を発信する。
　 　また公開に合わせてロケ地を巡るマップを作成予定である。劇中の料理の紹介の他に撮影当日
の俳優やスタッフ計300名分の４日間の食事についても、五風荘の指定管理者が担当した。欧米
人にはお弁当という文化がなく、温かい食事で休憩時に全員が一斉に食べることができるのが条
件であったため、二の丸広場にテントを設置しビュッフェスタイルで提供することとなった。こ
こでも料理長に岸和田市の食材の使用を依頼したため、合わせてマップで紹介する。また、撮影
までにはロケ地の下見が何度も行われたので、多い時には欧米系の監督やスタッフ約50名分、少
ない時には日本人スタッフ数名の食事の段取りを依頼されたが、ここでも毎回出来るだけ、地元
料理が味わえる岸和田城周辺の店舗を案内したところ高評価であったため合わせてマップに掲載
して、撮影に関するゆかりの地のひとつとして紹介することで観光客の周遊を促す。

図６　岸和田市五風荘
（出典）岸和田市五風荘ホームページ

https://gofuso.jp/
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長期の取り組みとして

⑸　城泊・城下町泊

　 　近年、お城で宿泊することができる城泊や、残存する
美しいまち並みに点在する蔵や邸宅をリノベーションし、
ホテルとして活用した城下町泊がブームとなっている。
　 　岸和田市には城の他に、江戸時代に紀州徳川家が行列
の威容を道中で示すため、江戸へ向かう参勤交代のルー
トにもなった、大坂高麗橋から、住吉・堺・岸和田城下を
通って和歌山に至る紀州街道とその町並みが残っている。
　 　城泊・城下町泊については、当市ではクリアしなければならない条件が多いため、準備には長
期間必要になるが現在検討中である。実現すれば運営は民間業者に任せるが、客単価の高い事業
になるため、流通量の少ない食材を含め岸和田市の「食」の魅力を最大限活用したメニューを考
案し宿泊客の取り込みのための目玉とし、生産者とのマッチング等については市が積極的に協力
していきたい。また、既に城下町泊を開始している丹波篠山市へこの研究会で視察したときに学
んだことは、リノベーションした蔵や邸宅の規模により一棟貸しや食事棟などに機能を分け、食
事については宿泊客以外にもランチ、ディナー共に開放していることである。これにより日帰り
の観光客を含めた取り込みと、宿泊客にとっては食事のために移動することになるため、周辺施
設へのまち歩き効果を狙う。また、当市においては既に地元食材を使用した和食を提供している
五風荘が徒歩圏内のため連携も視野に入れ、敢えてこちらではフレンチなどの洋食も検討したい。

⑹　まとめ

　 　観光の目的には「食」は重要な要素になると考える。そのため岸和田城とその周辺施設が一体
となり、マイクロツーリズムに代表されるような近隣からの日帰りや関空イン・アウトの道中で
の立ち寄りの観光客には、キッチンカーによる気軽な軽食や、商店街を中心とした店舗には「バ
ル」イベントによる飲食メニューの充実により「食べ歩き」を楽しんでもらい、ゆったりと過ご
したい方には五風荘で本格的な和食を味わってもらうことができる。このようにして「食」に対
する多様なニーズに答えることで、岸和田城周辺を訪れる観光客の増加を促進すると共に、多種
多様な「食」を提供すれば、一度の訪問では食べきれないので、また来たい（食べたい）と思っ
てもらうことによるリピーターも期待できる。
　 　市としては、まち歩きマップの作成や広報誌、SNSを活用した情報発信を積極的に行うこと、生産
者と飲食店のマッチングを継続し新メニューの開発を促すことで、更なる発展を後方から支援する。
　 　これらの試みが軌道に乗ってくれば、次のステップとして、もっと時間をかけてゆっくりと観
光したいという需要が高まり、城泊・城下町泊が実現することで更なる賑わいが創出できると考
える。
　 　以上が岸和田市の元からある豊富な「食」で考える持続可能な観光方策の提案である。

参考文献
１　五風荘「ホームページ」https://gofuso.jp/（2021年２月24日閲覧）

図７　紀州街道にある岸和田市本町の
まち並み
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６．泉南市 「食」で考える持続可能な観光方策の提案

　　せんなん　遊ぶ・食べる・学ぶ・好きになる

 泉南市市民生活環境部産業観光課　城野　博文

⑴　研究の背景と目的
　①はじめに

　 　本稿は、泉南市における「食」を媒体とした「持続可能」な観光施策について提案することを
目的としている。提案にあたっては、これまで長く文化財行政に携わってきた経験を少しでも活
かすことが出来ればと、一般に言われる観光プランよりも、やや文化財的な目線に重きを置いた
形で提案を行ってみたい。

　②泉南市について

　 　泉南市は大阪府の南西部に位置し、大阪都心部から40～50キロメートル、鉄道を利用すれば
大阪市内から１時間以内、関西国際空港へは車で約20分の距離にある。市内にはJR阪和線「和
泉砂川駅」、「新家駅」、南海電鉄南海線「樽井駅」、「岡田浦駅」があり、高速道路では、阪和自
動車道（近畿自動車道）「泉南インターチェンジ」、阪神高速湾岸線「泉佐野南インターチェン
ジ」が玄関口となる。幹線道路として、国道26号と府道堺阪南線（旧Ｒ26号）が東西方向にほぼ
平走し、南北方向には、空港建設に合わせて整備された府道泉佐野岩出線が、市と和歌山県岩出
市とを繋ぐ、新しい大動脈として利用されている。
　 　市域は、北に大阪湾、南に和泉山脈、東は樫井川、西は男里川によって限られた南北約11キロ
メートル、東西約８キロメートルの範囲である。関西国際空港の西部約３分の１を含み、面積は
48.98平方キロメートルである。2020年現在、人口約61,000人余りで、男女共に70歳代、40～50
歳代、10～20歳代が多い。
　 　気候は、瀬戸内式気候に属し、気温は年平均17度程度で、年間降水量も1,000～1,500ミリメー
トルと比較的温暖な環境である。地形的には、大きく臨海部から平地、丘陵部から山地に分け
ることが可能で、臨海部には空港の開港に合わせて造
成されたりんくうタウンがあり、様々な工場や大型
ショッピングセンター（以下SCという）、昨年開園した
大型都市公園などが立地する。平野部には市街の中心
部があるほか、比較的まとまった耕作地も残る。しか
し近年は、後継者や担い手の不足によって離農する農
家も多く、休耕地や荒蕪地となりつつある箇所も多い。
　 　丘陵部では、1960年代以降、大規模な宅地開発が盛
んに行われた。JR和泉砂川駅の南東約１キロメートル
には、洪積世の海底砂丘が隆起して形成された自然地
形があり、砂が川のように流れたことから砂川奇勝と 図１　泉南市の位置
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呼ばれている。駅名や地名の起こりになったとも言われ、1930年の鉄道開通を契機として、第二
の宝塚を目標に観光地開発が進められ、1935年には、当時としては大規模な「砂川遊園」が開園
した。周辺のハイキングコースとのタイアップや松茸狩りなどといった仕掛けが功を奏し、ピー
クには１日に５、６万人もの観光客が押し寄せたという。しかし開園から間もなく戦時下となっ
たことで、1942年の新聞広告を最後に記録から消えてしまう。絶景であった砂川奇勝についても
その後の宅地開発により失われ、今は住宅地の中、わずかに公園として残されるのみとなっている。
　 　山地は市域の約３分の２を占める。根来街道に沿って集落が点在するほか、市立青少年の森や
紀泉わいわい村といった体験型施設がある。山地の植生はほとんどが二次林で、コナラ林、アカ
マツ林、竹林などとなっている。2015年現在、林業経営体は１件しかなく、将来的な環境保全の
ためには、里山の適正な管理が大きな課題である。かつては松茸山として有名で、古老によれば、
昭和初期には松茸が自転車のカゴからこぼれ落ちるほどたくさん獲れ、毎日のように食卓にのぼ
るので、嫌だったとのこと。現在は、里山の管理不足、松くい虫被害等により、以前ほどの収穫
は無い。また市内産の松茸が地元に出回ることはほとんどなく、主に大阪市内などへ出荷されて
いる。他に山間部入り口にあたる信達金熊寺地区は梅林で有名である。江戸時代初期に近接する
信達神社神主の宣告により栽培が始まったもので、最盛期には泉州の月ヶ瀬とも称され、1898年
には、後に総理大臣となる原敬が観梅に訪れるなど、早くから観光地となっていた。

　③総合計画、観光振興ビジョン等での「食」、「観光」の位置づけ

　 　現在までに策定された総合計画をはじめとする市の基本方針のなかで、食や観光がどのように
扱われてきたのか振り返ってみたい。
　 　「第５次泉南市総合計画」（2013年）では、「産業の活力が増し、にぎわいと交流が生まれるま
ち」を目標として、食や観光に関しては、「大地と海からの恵みとして、おいしく安全な食料を
供給し続けるとともに、魅力的な農業と漁業のあるまち」、「豊かな地域資源を有効に活かし、さ
まざまな人びとが行き交う観光・交流のまち」を目指すべき姿とした。具体的な施策として、観
光や交流の場の充実のため、産物のブランド化や直販を行うこと。特徴ある農水産物や料理など
を食ブランド化し、魅力的な土産品などの開発を行うことが挙げられている。
　 　「第１期泉南市まち・ひと・しごと総合戦略」（2015年）では、将来目指すべきビジョンのう
ち、「にぎわいと交流が生まれるまち魅力発掘」戦略において、観光機能・体制の充実及び国際
交流の推進が明記された。また同年策定の「泉南市観光振興ビジョン」では、地域資源を活用し
てシティブランドの構築を図るため、「地産地消」をキーワードに、「食」の造成に向けた取組
が必要であるとされた。特産品の中でも認知度の高い、「水なす」、「玉ねぎ」、「泉ダコ」、「アナ
ゴ」などに着目し、それぞれの個別PRに併せ、生産者と飲食店との事業連携によるグルメ事業
が有効であるとしている。
　 　2020年、「第２期泉南市まち・ひと・しごと総合戦略」では、観光分野における基本的方向
「にぎわいと交流が生まれるまち～せんなん戦略」において、観光ルート、観光資源、にぎわい
を目的とするイベント、特産品、地元の食文化などを重要なツールとして、新たな地域資源を発
見、発掘、創造することで生み出した「せんなんブランド」を、内外に発信することによって、
まちに新たな魅力価値を付加し、郷土愛の育成や定住者の増加、雇用創出、地場産業の振興など
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を図ることを視座に掲げている。さらに観光分野での広域連携、観光誘客連携といった新しい視
点を加えた、３点の基本目標を設定している。
　　・せんなんブランドの創造と発信
　　・観光における広域連携の促進
　　・観光誘客連携による地域活性化

　 　このように、市ではシティプロモーション、観光振興、地域消費、生産者支援など、様々な問
題を解決するために、地産品の六次産業化、異業種マッチングなどを課題として、これまで一貫
して地域ブランドの確立を目指している。換言すれば、継続的な取組に反して、実のある成果を
生み出すことの困難さを示すものともいえる。

　④これまでの取組み

　 　総合計画等に基づき、これまで観光や産業の振興、時には文化財啓発といった視点から様々な
取組みが行われてきた。それらのうち、「食」に関わりのある代表的な事例を取り上げ、その検
証を行う。

　　◆さといも焼酎「せんなん」（2015年）
　　 　里芋は、収穫量、出荷量ともに大阪府内第１位となる、市を代
表する農産物である。泉州地域の里芋は、他地域のものより食物
繊維が豊富で、きめが細かいとされ、なにわ特産品に選定されて
いる。里芋を使用した加工品として、通常は廃棄か家内消費され
ていた里芋の親芋を原料に焼酎を開発した。小ロットでの焼酎生
産が可能な岡山県内の酒造所へ委託して製造したものである。製
造販売者は市内事業者とし、市観光協会は監修として関わってい
る。市内飲食店での飲みくらべ「せんなん焼酎めぐり」やFM局
でのキャンペーン等を行ったが、試験制作という位置づけであっ
たため、現在は継続していない。

　　◆「泉南あなご」（2015年～）
　　 　あなごは特産品、伝統食の食材として親しまれてきたが、海水
温の上昇などが原因となって、ここ10年間の間に10％まで漁獲量
が落ち込んだ。その対策として、あなごの保全、再生を目的に近畿
大学、岡田浦漁協、市が連携のうえ、近海で獲れた稚魚を養殖し、
そのブランド化に取組むもの。地方創生交付金を原資として、2017
年～2019年には大々的なPRも実施した。現状は、市場に安定供給
できるだけの生産量が確保されていないことから、出荷調整が続
いている。設備投資を行って生産量を確保すること、さらにマー
ケットの拡大等を踏まえた、今後のプランニングが重要である。

図２　せんなん焼酎めぐり
チラシ

図３　泉南あなごチラシ
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　　◆「せんなんタコツボプロジェクト」（2014年～2016年）
　　 　泉南市埋蔵文化財センターをプラットフォーム
に、阪南大学国際観光学部和泉ゼミと岡田浦漁協、
住民が連携して取組んだプロジェクト。真蛸壺を
生産していた内容が具体的にわかる遺跡が発見さ
れたことがきっかけで、弥生時代から現代まで
変わらず蛸壺漁を行っているまちであること、世
界的にみても珍しい内容の遺跡が存在することを、
「泉だこ」の味わいと体験型プログラムを通じて
発信した。学生と住民、生産者を繋いだ取組が注目を集め、日本経済新聞をはじめ、テレビ、
ラジオ等でも数多く取上げられた。メディア掲載への効果額は1,365万円以上になるとの試算
もある。文化財普及啓発に主眼をおいたものであり、一定の成果が得られたため、現在は次の
プロジェクトへと移行している。

　　◆「泉南食ブランド」（2011年～2012年）
　　 　市商工会が和歌山大学空間デザイン研究室と連携する農商工連携型ビジネス創出支援事業の
一環として、泉南食ブランドの開発に取組んだもの。地元の食材を使用した自慢の商品を発掘
するため、公募飲食店によるコンテスト形式によって全10メニューを認定。

　　【認定メニューの例（カッコ内はキャッチフレーズ）】
　　　・泉南のたこタコバーガー（パテとバンズをつなぐソースが絶妙！）
　　　・あなごの押し寿司（あなごのとろけるような食感）
　　　・梅のモチモチわらびもち（梅のさわやかさが口に広がる、和のスイーツ）
　　　・泉州たまねぎドレッシング（泉州たまねぎの美味しさ丸ごと）
　　 　それぞれ地元産の食材を使用し、地元を強く意識した仕上がりとなっている。PRパンフ
レットを作成し、東京でのプロモーションイベント等も行うなど、その普及に努めたが、地元
縛りが強すぎたためか、現在、実食できるものは限られている。

　 　以上、これまでの主な取組みを俯瞰してみると、事業の主目的や財源によって目指すべき方向
にバイアスが発生しており、そもそも持続させることを是としていたかどうか不明なものも存在
する。事業実施のためには、財源の問題は不可避であり、事業者にとっても、ビジネスプランや
費用対効果の検討は必要不可欠である。官民に関わらず、機会あるごとにその検証を重ねていく
ことが、持続可能な観光プランの策定においても肝要であると考えられる。

⑵　泉南市の強みと弱み
　ここでは、泉南市における既存の観光資源や食における強みと弱みを洗い出し、それぞれに検討
を加えることで、より具体的な現状把握に努めたい。

図４　タコツボPJ特集（J:COM放送)

82 おおさか市町村職員研修研究センター



第３章　研究成果報告 「食」で考える持続可能な観光方策の提案

第
３
章

　①強み

　　１　食に関する強み
　　　　地形に即して、それぞれ特徴ある産品が存在する。

表１　泉南市の主な食産品

海の幸 泉だこ、泉南あなごなど

里の幸 玉ねぎ、里芋、水ナスなど

山の幸 金熊寺梅、栗、松茸、猪肉など

　　　 　2017年の漁獲高をみると、上位にはたいやひらめ、いかなどが並び、たこは４位、あなご
は９位である。

　　　 　泉州沖は真蛸の餌となるエビなどが豊富で、加えて水流が穏やかなことから、身が柔ら
かく、有名な明石の蛸とくらべても、「やらこて、旨い」と評される。地域ブランド「泉だ
こ」として登録、大阪産（もん）にも認定されている。地域のスーパーでも販売されている
ほか、岡田浦漁協では、泉南ロングパーク「海のマルシェ」や各地のイベントへの出店時に
は、泉だこを「タコ飯」や「タコロッケ」として提供している。

　　　 　先に述べたとおり、あなごは泉南の代表的な伝統食材で、秋祭りなどで食される「あなご
の押し寿司」は代表的な郷土料理として取上げられることも多い。2015年に始まった養殖事
業では、毎年、養殖成果の検証と実験を重ね、本格出荷に向けて、少しずつ生産量を増やす
ことに取組んでいる。

　　　 　平野部では米、野菜、花きの生産が盛んである。産出額では野菜が他を圧倒しており、な
かでも玉ねぎ、里芋、なすの収穫量が多い。

　　　 　玉ねぎは「泉州黄玉葱」と呼ばれ、明治時代に地域で選抜されたものである。食感はみず
みずしく、柔らかく、甘味が強い。（なにわの伝統野菜）

　　　 　里芋は「泉州里芋」、「泉南中野早生」と呼ば れ、大正時代に河内地域の石川早生の種芋を
栽培したことに始まり、以来栽培法や品種の改良を重ね、現在は収穫量、出荷量共に大阪府
下１位を誇る。他とくらべ て食物繊維が 豊富で 、きめが細かい事から料亭などで重宝されて
きた。（なにわの特産品）

　　　 　泉州水なすは、江戸時代の初期から栽培されている、皮が非常に柔らかく水分を多くふく
んだ茄子。農作業の合間に手で絞り、茄子からでる水分で喉の渇きを潤したといわれている
ことから「水なす」と呼ばれる。皮は繊細で傷がつきやすく輸送が困難なため、ひと昔前ま
では、地域のみで消費されていた。（なにわの特産品）

　　　 　山地では、梅、栗、松茸、猪肉などが挙げられる。先に触れたように、金熊寺地区は古く
から泉州の梅の名所として知られる。江戸時代初期、信達神社神主に「この地に梅樹を植え
ると神領益々隆盛となる」との宣告があり、神主一族および土地の人々の手によって白梅を
中心とした梅が栽培されたことに始まる。金熊寺梅は肉厚で種が小さく良質で、地元では梅
干しや梅ジュース等の原料として使用されている。1980年代以降、梅木のオーナー制度を導
入するなどし、梅林の持続化に取組んでいるが、担い手の高齢化と後継者不足、毎年の収穫
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量が一定しないことなど、持続するためにあたって深刻な問題が顕在化しつつある。

　　２　観光に関する強み
　　　 　次に観光に関する強みをみてみたい。主なものを表２に示した。概観すれば、様々な個性

がコンパクトに集積されることが特徴である。
　　　 　樽井浜では、りんくうタウンの造成前から海水浴場が開設されていた。祭りになると巨大

なやぐらを従えた神輿が海中に渡御し、大変勇ましいものであった。残念ながらその光景は
失われてしまったが、新しくサザンビーチとして人口海浜が整備され、今も海水浴場やマリ
ンレジャーのスポットとして人気である。特にはるか海上に沈む夕陽は、映えスポットとし
て人気を集め、2018年に設置された、恋人の聖地ハートモニュメントの効果によって、SNS
上を一層賑わせている。

　　　 　一方、山間部や河川流域は賑やかな海沿いとは異なり、静かに自然の景観を楽しむことが
できる。低山の連なる和泉山脈は昭和初期よりハイキングコースの開発が進み、現在も紀泉
アルプスの一画として人気を博す。市内最高峰のボンデン山（468メートル）から鳥瞰する
展望は圧巻である。男里川河口には大阪湾に唯一残された天然の干潟があり、多くの野鳥や
ハクセンシオマネキなど、貴重な生物の宝庫となっている。

表２　市内の観光資源

自　

然

海（夕陽の百選、恋人の聖地、個性的な二つの漁港、マリンアクティビティ）
山（砂川奇勝、紀泉アルプス、良好な里山の景観）
川（男里川河口に大阪湾唯一の天然干潟）
天然記念物（岡中鎮守社の大クスとマキ、信達神社のナギとオガタマノキ）

歴　

史

近世以来の伝統的な景観を保つ集落、個性的な古社寺
熊野街道、浜街道、根来街道、信長街道、街道沿いの街並み
神仏習合の名残（林昌寺＋愛宕権現宮、金熊寺＋信達神社）
灌漑用ため池が多く残される

民　

俗

大都市近郊にありながら、個性的な泉南方言が良好に伝わる。
地区毎に「ソーレーサー」と呼ばれる盆踊りが継承される。
やぐら（地車）は、岸和田型だんじりと同じ系譜を引きつつ、独自に進化したもの。今も伝統
的な祭りの意識やスタイルが保たれている。神輿と稚児、天狗、やぐらがセットになった渡御
行列は府下唯一とされる。

　②弱み

　　１　食と観光、まちづくりに関する弱み
　　　 　次に食と観光、まちづくりに関する弱みをみてみたい。表３には筆者がこれまで仕事のう

えで感じた、まちの弱み、問題点を列記した。あくまで筆者の主観に基づくものではあるが、
おおよその傾向は掴んでいるものと考えている。
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表３　食、観光、まちづくりに関する問題点

食

特産品や土産品が少ない
特徴ある郷土食がない
飲食店が少ない
創業しても持続しない
地元食材を標榜する店が少ない

観　

光

観光に対する潜在的な抵抗感が存在する
地元個店においてキャッシュレス決済の導入が低調
宿泊施設が少ない
観光関連事業者が少ない

ま
ち
づ
く
り

市としての一体感に欠ける場面がある
明確なまちのコア（核）がない
大型SCが圧倒的で、地元個店が衰退しつつある
担い手不足、後継者問題
人口減少

　　　 　食に関しては、観光客が地元食材を味わえる店や機会が少ないことが指摘される。市内の
漁港から直接仕入れを売りにする飲食店はいくつかあり、泉だこを使用するたこ焼き店など
もあるが、それほど積極的な展開には結びついていない。特にブランド化を図る「泉南あな
ご」が、看板メニューとして提供される飲食店がほとんど存在しないことが問題である。今
のところ、泉南あなごをレギュラーメニューとして味わうことができるのは、泉南ロング
パーク「海のマルシェ」で提供される「あなご天丼」のほか、ふるさと納税の返礼品のみと
なっている。

　　　 　地元野菜に関しては、数は少ないものの、市内イタリア料理店や泉南ロングパーク内のグ
ランピング施設にて、地元産野菜使用が謳われる。水ナスは広く認知され、既に市民権を得
ているが、生産は泉南市内に限られたものではない。また玉ねぎに関しても、玉ねぎ小屋が
点在する様は、泉南らしい長閑な光景だと思うが、生産者や飲食店からすると、存在が当た
り前すぎて、とりたててフォーカスされるべきものという認識を持ちにくいのではないか。
里芋もまた同様である。

　　　 　郷土食として、よく名前が挙がるものに「じゃこごうこ」や「押し寿司」がある。しかし
どちらも箸休めや食事の締めに食べる、程よいアクセントであって、それを主目的に、観光
客が訪れるものとは考えにくい。

　　　 　ほかに食に関しては、お洒落なカフェや新しい飲食店が出来ても、なかなか長続きしない
といった実態がある。市では商業振興の一環として、空き店舗での創業者に対する支援を
行っているが、個別の事情はあるにせよ、事業を持続することの難しさを考えさせられる場
面が多くある。

　　　 　観光における弱みとして、潜在的な観光への抵抗感の存在を挙げた。以前、観光プランの
策定のため、市内一円の寺社や個店にアンケート調査を行ったことがあるが、観光に対して
積極的な賛意を示してくれる方ばかりではない。元々観光地ではないこと、また地域性にも
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よるものと考えられるが、観光客お断りといった態度を示される方も少なからず存在する。
観光地化することで、静かな生活に影響を及ぼすと危惧されるのであろう。宿泊に関しては、
現在ビジネスホテルが１件と、民家をリノベーションした施設が１件、泉南ロングパーク内
の合宿施設とグランピング施設があるのみである。ほかに実態は掴めていないが、訪日客向
けの民泊事業も行われている。また市内には、泉南ロングパークを除けば、観光施設と呼べ
るものが多くはなく、かつ有料の施設が無いため、観光入込客数の算出が困難である。大型
観光バスの待機所や事務所はいくつか存在するが、今のところ観光客を主たる対象とする事
業者は現れていない。

　　　 　まちづくりを考えるうえでの一番の弱みは、市としての一体感が希薄であるということで
ある。まちの成り立ちにも関わってくるのだが、旧態としての各集落の個性が今も色濃く
残っているのである。もちろん地区毎に特性や個性を持つことは、大きなセールスポイント
であるが、こと市全体として進むべき方向を考える時には、まとまりを欠く場面が少なから
ず生じる。担い手不足や少子化は、どこの自治体にも共通する問題であるが、観光を持続可
能な事業として捉えた場合には、それらはその都度解決すべき課題となる。

⑶　泉南ロングパークの誕生
　2020年７月、泉南ロングパーク（以下、ロングパー
ク）が開園した。総面積107,800㎡の広大な敷地に、「ス
ポーツ・食・レジャーをまるごと体験」をコンセプトと
して、様々な施設が揃う都市公園である。公園に隣接
して、タルイサザンビーチやマーブルビーチ、市総合交
流拠点施設「サザンぴあ」があり、公園と既存施設が一
体となった相乗効果が期待されている。そもそも本公園
はりんくうタウン開設の際、府営公園の用地として計画
されていたものが、長らく着工されずにいたところ、市がその用地を無償で借り受け、PFI事業に
よって民間事業者が整備、開設したものである。そのため従来の公営公園とは異なり、多様な観光
事業者がテナントとして参入していることが最大の特徴である。市や地域にとって、大きなインパ
クトであることは間違いなく、コロナ禍にあっても、８月には月間約23万人の来園者があった。

表４　泉南ロングパークの施設

アクティビティエリア 合宿施設、温泉、サッカーグラウンド、ストリートパーク、アスレチック

コミュニティエリア カフェ、カフェレストラン、中華料理、韓国料理、アメリカンダイナー、
バーベキュー場、ドッグラン、グリーンパーク、オートキャンプ場

マルシェエリア 海のマルシェ

グランピングエリア グランピング施設

　公園開園の一番の効果は、常設の大型観光施設が誕生したことで、年間を通じて観光入込客が見
込まれるようになったことである。またロングパーク内での大規模なイベントが増加することも非

図５　泉南ロングパーク
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常に大きい。結果的に2020年は、新型コロナウイルスの影響を大きく被ったが、本来はかなりの数
のイベントが企画されていたところである。実施されたイベントにおいても、新たな生活様式、感
染防止への十分な対策が求められた。地元と密接に関わるものとして、11月に「泉南まるごとフェ
スティバル」が開催された。本イベントは、市商工会や地元事業者による商工祭である「泉南マル
シェ」と、市が主催する農水産イベント「せんなん農と海の恵みのマルシェ」がロングパークの開
園を機に合体を図ったものであるが、コロナ禍での初開催ということもあり、感染防止対策にはか
なりの配慮が求められた。結果的には、屋外イベントということもあって大勢の人出で賑わったが、
イベントに携わった者の実感としては、ロングパークの広さに加えて、そもそもの導線が単純なこ
とがプラスして、コロナ対策をしつつも、多くの人出にも対応が可能であることが分かった。今後
機会が増えれば、色々な問題点は見えてこようが、まずは使い易い「場」であるという印象を持った。
　食という観点からみると、コミュニティエリアの飲食店については、休日のランチタイムともな
れば、かなりの待ち時間を覚悟しなければならないほど流行っている。ただしオープン特需なのか
も知れず、リピート率を高める工夫は必要である。総合交流拠点施設「サザンぴあ」は基本的には
直売所であるが、従来の60～70歳代をメインとする客層に加え、ロングパーク開園後は若い世代の
来店が増加している。周囲が開発されたことで人の流れが変わったこと、公園内のバーベキュー施
設での使用を前提とした食材セットを揃えるなど、変化に即した対応の効果であると分析される。
　マルシェエリアにおいては、毎週土日に「海のマルシェ」が開催されている。公園開設前、岡田
浦漁協が開催していた「日曜朝市」を発展継承させたもので、新鮮な海産物を購入し、すぐに自分
で焼いて食べることのできるフリー・バーベキューコーナーが人気である。同様のサービスは、研
究会の視察で訪れた小浜市の若狭小浜お魚センターでもみられたが、「選ぶ、買う、焼く、味わ
う」といった、いくつもの体験を一度に楽しむことができるお得感満載の仕掛けと言えよう。海の
マルシェでは海産物以外にも、市内の飲食店をはじめ、近隣府県からの出店もあり、非常にバラエ
ティに富んだ内容になっている。また地引網体験やわかめの収穫体験といった海にちなんだものか
ら、青空カラオケや和太鼓演奏等の音楽イベントなどを毎週のように開催することで、リピーター
の獲得に努めている。一方、完全屋外型のアトラクションであるため、天候の影響をダイレクトに
受けるという問題があり、特に冬場の強風対策が喫緊の課題となる。
　グランピングエリアには、長方形のトレーラーハウスが整然と並んだ全20棟からなる独立ヴィラ
タイプのキャンプホテルがある。ラグジュアリーなキャンプスタイルの提案、本場のバーベキュー
文化を広めることを目的とし、ゲストルームのほか、屋外のパティオにはジャグジーも備わり、ゲ
ストはパティオのキッチンおよびダイニングにてバーベキューを楽しむことができる。調理は本場
のガスグリルを用い、食材に関しては地産地消を意識しており、現在は出店に際して公園事業者か
ら紹介を受けた地元産の野菜を使用するが、将来的にはシェフ付きのプランでオール地元産のメ
ニューの開発等も検討している。ここでも冬場の防寒対策が必須であり、パティオに風防カーテン
が後補されたほか、ファンヒーターも導入されるなどしている。これらの他、公園内にはキッチン
カーが常時出店するなどし、食に関しては幅広いニーズに応えることが可能となっている。
　新型コロナウイルスの影響でオープンが延期となり、以後も様々なイベントが中止や延期を余儀
なくされるなど、かなりのダメージを被ったことは否めない。園内の合宿施設では当初計画の約
10％の稼働率となっているという。しかしながら、コロナ禍の中、あらためて注目を集めるアウト
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ドアやキャンプに対する評価、マイクロツーリズム志向の高まりは、必ずやロングパークにとって
追い風になるものと考えられる。

⑷　持続可能な観光プランを考える
　①ターゲットの設定

　 　ロングパークの持つポテンシャルは非常に高く、今後の取組み次第では、さらに魅力あるもの
となるだろう。市としては、ロングパークを訪れる観光客を内陸部へと周遊させることが大きな
課題となる。
　 　しかしながら、そもそもロングパークを訪れる観光客にとって、行ってみたいと思えるような
スポットが市内にどれほどあるだろうか。ロングパークのメインターゲットは若年層からファミ
リー層である。現状ではロングパークにSC、隣接する泉佐野市のアウトレットモールを巡るこ
とで、丸一日楽しむことが出来るため、彼らの欲求は十分に満たされていると考えられる。この
ためロングパークのゲストを市内へ誘導するにはかなりの戦略や仕掛けが必要であるし、パーク
内で完結する企画を論じた方が、結果は得られやすいのかも知れない。
　 　しかし若年層やファミリー層へのアプローチを行い、彼らを息の長いファン層として獲得する
ことは、持続的な観光戦略にとって非常に有効であり、彼らの持つ発信力を考えれば、困難であ
るからと見過ごせるものではない。ここではあえてロングパークを訪れる若年層やファミリー層
をメインターゲットとし、彼らに訴求するプランを考えてみたい。

　②短期的な取組

　　１　情報発信の強化
　　　 　ロングパークの開園にあたって、TVなどのメジャーメディアに取り上げられる機会が多

くあり、開園後も各テナント事業者がSNSによる発信を積極的に行っていることで、短期間
にも関わらず、効果的に知名度が向上したと考えられる。2020年８月～11月、市が和歌山県
田辺市及び奈良県十津川村との２市１村で取組んでいる、超広域連携観光圏協議会において
「＃関空から熊野へつなぐフォトコンテスト」と題し、インスタグラム上で写真を募集した
ところ、ロングパークを題材とした作品が多く寄せられた。広報としては、ロングパーク内
に告知ポスターを掲示したほか、当協議会や市観光協会のSNSを中心に情報発信を行ったも
のである。自らが情報の発信元になれるというSNSの特性が上手く作用した結果であると分
析することが可能である。ハッシュタグやフォロー、フォロワーのつながりを繰り返すなか
で、自然と情報が拡散していく。ターゲットである彼らと、彼らの用いるツールを上手に取
り込めるかが戦略の鍵となる。以下では、情報発信を主目的とし、SNSやアプリを核として
無限に広がる、観光情報のネットワーク化について検討する。

　　●デジタルサイネージの活用
　　 　ロングパークの園内、出来れば多くの観光客が写真撮影を行うスポット（ロングパークには、
思わず写真を撮りたくなる仕掛けが随所にある）の近くに、情報発信ツールとして、タッチパ
ネル式の「デジタルサイネージ」を設置する。デジタルサイネージは情報の更新が容易で、観
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光以外の情報発信を行うことも可能なことから、情報発信のメインツールとして採用するもの
である。広告媒体として枠貸しし、収益をあげることも可能だ。最近は防塵防水型の機材で
あっても価格が下がってきている。可能であれば複数台設置したい。

　　 　デジタルサイネージに盛り込む情報としては、市内観光情報、イベント情報のほか、飲食店、
小売店の情報を掲載し、市内周遊への動機付けを行う。キャッシュレス・スマホ決済機能を持
たせることで、ロングパークに居ながら、気に入ったものをすぐに購入できるようにし、商品
は周遊がてら受け取りにいってもらうことをメインに、発送対応も可能とする。このほか掲載
する情報として、市内及び広域の防災情報や、市が取り組んでいる広域連携での観光情報など
が挙げられる。多言語化を図ることで、将来の訪日客需要にも備える。観光はもとより、防災
の観点からも重要である。

　　●アプリ
　　 　周遊のためのアプリも同時開発する。デジタルサイネージと統一感を持たせたデザインとし、
コンセプトを明確にさせる。情報を階層で分け、ユーザーの移動手段別に自転車タブ、自動車
タブ、徒歩タブ、コミュニティバスタブなどを設定する。コンテンツとしては、目的地までの
ナビゲーション機能やガイド機能、体験プログラムの申し込み機能、キャッシュレス決済機能
などを盛り込む。キャッシュレス機能に付随して、お取り寄せ企画、例えば御朱印のお取り寄
せなども掲載する。もちろん神社仏閣ではお取り寄せは書置き版、直参者には特別版の提供を
お願いし、差別化を図る。さらに体験プログラムに関する「口コミ」機能を持たせたい。口コ
ミ機能はややもすると「炎上」に結び付く可能性はあるが、上手にコントロールできれば、情
報発信の有益な手段となり、目的地やプログラム選定の際、絶好のアシストが期待される。

　　 　最近のスマホは大容量契約が主流となってきており、アプリのダウンロードもそれほどネッ
クとはならないかも知れないが、訪日客を視野に入れた場合には、Wi－Fi環境の整備も同時
に行わねばならない。

　　●観光マップ
　　 　ほかに重要な情報発信ツールとして、観光マップをリニューアルする。既存の観光マップや
食べ処マップは、コンセプトやターゲットが明確ではなく、画一的な情報紹介に終始している
ため、誰をどこに誘おうとしているのかが分かりにくい。新しいマップでは、先に設定した
ターゲットに的を絞り、まずは視覚に訴えるため、デジタルサイネージやアプリと統一感のあ
るデザインとする。「手にして楽しい、読んで楽しい、行って楽しい」を目指す。マップを補
完する意味で、それぞれの観光スポットの現地には、詳しい情報を掲載した「解説シート」を
備え付ける。マップやアプリで刺激を受けたターゲットの知的好奇心を満足させることが目的
で、リーフレット等を想定しているが、コンプリート欲を刺激するため、若年層にはトレー
ディングカード風、さらに上の世代をターゲットとする場合には、絵葉書等でも良いだろう。

　　●SNSを積極的に活用する
　　 　情報発信の核となるデジタルサイネージ+アプリ+マップについて検討したが、持続性を考
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えた場合には、観光客が自ら情報発信元となることが重要であり、そうなるよう仕向けるため
の仕掛けが必要である。すでに＃泉南ロングパークや＃夕陽百選、＃恋人の聖地といったハッ
シュタグは盛んに用いられているところであるが、さらに市全体への誘客を図るため、まずは
ターゲット層が興味を持ちそうな飲食店や小売店に協力してもらい、各店発信のSNSに力を入
れる。特にSNSでは、伝えたい情報を的確に伝えるため、センスに加えて相応のスキルが必要
なので、いわゆるインフルエンサーと呼ばれるような専門家による指導を受けられる機会を設
けるなどし、目に留まる、更新が楽しみになる記事が発信できるよう努める。何よりも継続し
て情報発信することに重点を置き、フォロワーを増やすことを目的とする。さらに輪を広げる
ために、市内個店による相互発信を提案したい。業種の垣根を越えて、ほかの店の情報を自ら
のチャンネルやアカウントで発信することで互いのフォロワーの目に留まり、より効果的な宣
伝効果が生まれることが期待される。そこではリツイートやリポストでなく、自分の言葉で発
信することに拘ることで、温かみのある投稿、温かみのあるコミュニティが醸成されるものと
考える。異業種なら相手の店を徹底的に褒めたおす「＃ホメゴロシ」も面白い。

　　 　以上、短期的な取組みとして、まずは情報発信に力を入れるべきであるとして、いくつかの
提案を行った。すべてはすでに在るものを「見せ方の工夫」で、魅力ある観光資源へと昇華さ
せるための工夫である。デジタルサイネージやアプリの開発には、初期費用に充てる財源が必
要であるが、ここでは地方創生交付金を想定している。

　③中・長期的な取組み

　 　前節において、短期的には情報発信の仕組みを構築する必要について述べた。次に、発信され
る情報の中身について検討する。持続可能な取組みとするために、少し時間をかけて、じっくり
と構築する必要があると考え、中・長期的な取組みとするものである。

　　●体験型プログラム
　　 　着地型観光においては、どのように魅力的な体験プログラムを提供できるかが成功の決め手
となる。特にファミリー層においては、「子供のために」という視点が加わるため、一層、体
験プログラムの良し悪しが誘客の結果に結びつく。

　　 　現在、市内で提供されている主な体験プログラムは表５のとおりである。

表５　泉南市の主な体験プログラム

場所 名称・内容 提供者

海

地引網体験＆海鮮BBQ＆漁師料理
体験漁業＆関空クルージング＆海鮮BBQ
海上釣り堀
マリンアクティビティ・スクール

岡田浦漁協
岡田浦漁協（現在休止中）
民間事業者
民間事業者

里・山
クラフト体験（ウッドクラフトなど）
アウトドアクッキング（石釜ピザなど）
里山自然体験（野菜収穫体験など）

紀泉わいわい村

その他 土器、蛸壺づくりなど
火渡り神事体験

埋蔵文化財センター
観光協会
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　　 　現在、市内で体験型観光をしようとすると、それぞれのプログラム提供者が独自に発信して
いる情報をキャッチし、申込む必要がある。このため、ターゲットやプログラムの内容に見
合ったチャンネルに情報を発信していないと、検索してもヒットせず、観光客にとっては、希
望するプログラムが見つけられないといったことも起こり得る。またプログラム提供者が、単
独で事業展開を行う場合には、情報発信やプログラムの実施以外に、予約申し込みの受付、集
金、支払い等といった付随する事務作業をすべてこなさねばならない。積極的に体験型観光を
実施するうえで、ハードルになっているとも言えるこうした手続きを一元管理することが出来
れば、利用者にとっては情報にアクセスしやすく、目的や行程に見合ったプログラムを見つけ
やすくなる効果が期待できる。またプログラム提供者にとっては、情報発信や事務作業が軽減
されることで、空いた人員と時間とをプログラム内容の充実に振り替えることが可能となる。

　　 　図６では、体験プログラムの提供者のほか、宿泊施設や市観光協会との相乗効果によって期
待される成果を表した。担い手や後継者不足を共通の問題として、農業、漁業に携わる生産者
を体験プログラムの主たる提供者（プレイヤー）として想定し、宿泊施設をゲストの宿泊以外
に、ツアーの起点終点や体験の場としての活用を模索し、市観光協会は組織や運営に関わる問
題を解決するための課題として、積極的な情報発信、営業活動に取組む。情報発信の場は、前
節で提案したデジタルサイネージやアプリのほか、専用サイトの立上げも検討する。

図６　体験プログラムの一元管理相関図

　　●あらたな商品開発
　　 　すでに在るものを磨き上げることを前提として、新たな商品開発に取組む。先に、これまで
の取組を俯瞰した際、事業の主目的や財源によるバイアスについて触れたが、その点に注意し
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てリバイズすれば持続可能な取組みも多いと考えられるため基本的には過去の取組みをベース
に検討を加えることとする。ここで再生されたプランはアプリ等の情報発信ツールを通じて情
報発信を行い、積極的に売り出すことで、持続化に向けた方策の一つとしたい。

　①さといも焼酎

　 　市の特産品である里芋の親芋を使った焼酎。試作生産であったため、本格的な事業化には至ら
なかったが、通常は市場に出回らない親芋を再利用することでスキームに無駄がない。何よりも
スッキリとした味わいに特徴があり、飽きることがないため、土産品としても好適である。事業
を再生するにあたっては、丁寧に事業計画を立て、基本的な販売ルート等も検討したうえで取組
みたい。

　②タコツボプロジェクト

　 　文化財の啓発のために起案されたもので、弥生時代か
ら地域に根差しているストーリーに光を当てることので
きる取組みとして注目される。小学校課外授業でのタコ
ツボづくりと、そのタコツボを使った漁の実体験、さら
に泉だこを味わえるという、１粒で３度楽しめる、学び
と食ががっちりとコラボしたプログラムとなっている。
企画段階から多くの住民ボランティアの参加や漁協の協
力を得たものであったが、ボランティアが担っていた部
分を民間事業者に置き換えることができれば、観光客に対しても提供可能なプログラムとなるの
ではないだろうか。ただ本プロジェクトによって、多くの直接利益を得られるとは考え難いので、
別の関連事業での利益を充当する。以下に関連事業の参考として、真蛸と穴子を用いた商品を紹
介する。
　 　明石蛸を用いた駅弁「ひっぱりだこ飯」（淡路屋）は明石海峡大橋の開通を記念して考案され
たものである。醤油で味付けされたご飯に明石蛸の煮蛸、煮穴子、菜の花、椎茸、竹の子などを
載せ、高さ20センチほどのタコツボ型容器に入れて販売されている。陶器製の蛸壺は土産として
も好評で、リクエストに応えて専用のフタを販売したところ、たちまち売り切れ、増産になっ
たという。本市でも真蛸や穴子をはじめ、ここで使用されているすべての食材が揃うことから、
我々が当たり前のように接している素材や食材も、本質を磨き上げ自信を持って提供すれば、正
しく評価されるという例となる。

　③地域をまるごと味わう

　 　各地区、地域が個性的であり、ときに市としての一体感が欠ける場面があると述べたが、あえ
て地域にこだわることで、個性的な商品開発が出来ないだろうか。
　 　新型コロナウイルスの影響で中止となった企画に「泉南のヒミツ体験ツアー」というものが
ある。梅林で有名な金熊寺地区に貸切バスでツアーを組み、地区総出でおもてなしをするとい
う企画であった。特製弁当には名産の梅をはじめ、地元産の米や里芋を使用する。山間地区な

図７　ひっぱりだこ飯
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らではの猪汁のふるまいも計画されていた。予定日は３月であった
にも関わらず、地区のやぐらも間近で見学できるという大判振る舞
いは、まさに地元をあげての協力が得られていたためである。これ
らは、そもそも企画を立案したのが、市の行政財産活用部局であり、
ファシリティマネージメントの一環として、地区の公共施設の利用
を模索するなかで生まれたという背景があり、このため、地区の理
解や協力を得られやすかったものと考えられる。また金熊寺梅林と
いう観光資源を中心に、伝統的な集落や、歴史ある神社仏閣がコン
パクトに集積するという地域の特性も大きな要素であったといえる。
しかし同様の取組みは他の地区にもおいても可能であると考えられ、
それぞれの地域固有の特徴や個性を前面に押し出し、誘客のための
仕掛けを作りあげることが出来る。食目線で言えば、その地域なら
ではの「何か」を、実際に食体験できることが一番望ましいが、地域のバックアップが得られれ
ば、それほど難しいことではないのではないか。しかし一方では、交通や設備といった諸条件に
よって、取組みの実現が難しい地区もある。その場合には、キッチンカーの活用が有効である。
キッチンカーは車内で調理することが前提なので、どこでも出来たてのものを提供できるという
強みがある。市在住のキッチンカー事業者の話を伺うと、コロナ禍にあってイベント等の機会も
減っているため、可能であれば地元に根差した形で、定期的な出店の場を見つけたいとのことで
あった。こうした専門事業者の力を借りれば、その場その場での、食の提供が可能となる。つま
り、地域毎のプロモーションを考える際の制約を大きく減らすことにもつながるため、非常に有
効である。

　④ここにしかないメニューを考える

　 　市内には、広く泉州地域や大阪府内を見渡しても、こ
こにしかない歴史的遺産が残されている。新家地区の豪
農屋敷や熊野街道信達宿の紀州藩本陣跡などである。こ
こではそれらの歴史的遺産を活かした食の機会の提供を
考えてみたい。
　 　新家地区中村に所在する豪農屋敷「山田家住宅」は、
江戸時代中期の建築となる主屋を中心に、米蔵や長屋門、
表門、土塀などが良く残り、国の登録有形文化財となっ
ている。土間に架かる巨大な梁や、随一の広さと評され
る座敷など、どこをとっても重厚な建築群は、代々庄屋
職を務めた豪農の姿を現代に伝えている。主屋に付随す
る台所棟には巨大なカマドが現存しており、そこで調理
された「庄屋飯」を食べるだけで、またとない体験とな
る。
　 　古建築をリノベーションし、レストランやホテルとし

図８　泉南のヒミツ
体験ツアーチラシ

図10　熊野街道信達宿 本陣跡

図９　山田家住宅
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て活用する事例は多くあり、視察で訪れた丹波篠山市でもその成功例を学ぶことができた。歴史
的建造物のなかで、現代的なメニューの提供がなされ、双方のマッチングが味わいを引き立てる
といった図式である。しかしながらここでは、敢えて往時そのままの雰囲気を味わうため、豪農
の暮らしぶりにこだわったメニューを提供したい。豪農とはいえども、日常は質素倹約が常で
あったであろうから、現代人の我々からすると少し物足らないかも知れない。当家に残された膨
大な古文書を洗い直し、婚礼や祭礼といったハレの日の食事を再現すれば面白い。さらに広げて、
屋敷や庭を演出装置として利用した「農婚」なども提案可能である。
　 　熊野街道信達宿は平安時代からの伝統的宿場であり、江戸時代には紀州徳川藩の参勤交代路と
して利用され、和歌山城からみた最初の宿泊所として賑わったものである。信達宿には紀州公
の宿泊所であった本陣跡が残っている。長屋門の一部を除き、江戸時代の建物は失われている
が、徳川家から下賜された重箱などの調度品が数多く残されている。実物を使用することは不可
能なので、葵紋の入ったレプリカを作成し、そこへ料理を盛り付けて提供することを提案したい。
内容は地元産の食材を使用したフレンチやイタリアンがイメージ。「本陣飯」や「徳川飯」とし
て、和歌山産の食材も加えても良いだろう。ここでのメインターゲットは熊野街道を歩くウォー
キングや歴史の愛好家である。今も、春秋のシーズンには夫婦連れで歩く、リタイア世代が多く
訪れている。彼らは、一日に数駅分ずつの行程を踏破することを繰り返し、遥か熊野三山を目指
す。ここ信達宿においても例外ではなく、JR阪和線「長滝駅」や「新家駅」から「山中渓駅」
までの間を歩く一行が多い。本陣飯はそうした熊野街道ツアーの参加者をメインターゲットにし、
事前予約制にて提供する。予約制にすることで無駄の無い、効率的な運営を図るのと同時に、プ
レミア感を増す狙いがある。SNS等のツールを介して、情報が拡散されることで、本稿のメイン
ターゲットである若年層やファミリー層にも周知されることを期待する。

⑸　まとめ
　ここまで、食をテーマとする持続可能な観光プランを提案するため、泉南市におけるこれまでの
取組みを振り返り、食や観光に対する考え方と現状について検討してきた。また市の強みと弱みに
ついても分析し、あらたな機会である泉南ロングパークの誕生についても詳しくみてきたところで
ある。それらを前提に持続可能な観光の取組として、いくつかの提案を行った。
　メインターゲットであるロングパークを訪れる若年層とファミリー層に対して訴求しようとする
とき、これまでの広報チャンネルや媒体では、ターゲットの目に留まらない可能性がある。メイン
ターゲットは生まれた時から携帯電話やインターネットが身近にあった世代であるため、より直感
的に情報獲得をするためのスキルが身に付いている。こうした世代に訴えるため、デジタルサイ
ネージやアプリを導入することで、よりダイレクトな情報伝達が行えるようにした。しかし一方で
は紙媒体の持つメリットも捨てがたいので、観光マップを新調し、回遊先には知的好奇心と収集欲
を同時にくすぐる仕掛けも用意している。情報発信システムの構築を短期的な取組みとしたのは、
まずは情報を発出する「場」を整え、システム自体に色々な工夫をこらすことで、ロングパークや
市の観光に対するイメージの好転を図り、少しづつでもファンの獲得につなげたいと考えたためで
ある。こうして出来上がった情報発信システムに掲載する情報の作成を中、長期的な目標とした。
　まず体験プログラムの一元管理では、観光客からのリクエストに対して、プレイヤーにさほどの
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負担なく、スムーズに応えることが出来るシステムを構築することで、多くのリピーターの獲得や、
プログラムそのものの品質向上へとつながることを見込んでいる。これらは将来的には観光の看板
となるもので、磨き上げ、情報発信を継続させることで、体験学習や体験型観光を希望するファミ
リー層へと強くアピールすることができる。
　食に特化したものとして、過去の取組みを再生することを提案した。各取組みに見習うべき点が
多くあったことが一番大きいが、一から着想するのではなく、再生することで、それまでの経験を
踏まえたうえで、あらたな戦略を立てることができる。同時に住民や事業者に対しては、観光施策
の継続性を訴えることが出来、事業への協力や理解を得やすくなるというメリットもある。また食
に関して在るものを探すうち、ここにしか無いものに行き着いた。庄屋飯や本陣飯である。タコツ
ボプロジェクトに関しても言えることであるが、食に対して、地域固有の歴史的エッセンスを添え
て提供することが出来れば、他所では味わえない、またとない食体験となるのではないだろうか。
　以上が泉南市における「食」で考える持続可能な観光方策の提案である。
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１．自己紹介
　私は大学を卒業後、経営コンサルティングファームという食から全く離れた仕事をしていました
が、どうしても「食」に関わる仕事がしたいという思いがありました。そのため転職して飲食ビジ
ネスを立ち上げ、居酒屋やレストランの立ち上げを三つほど経験しました。
　そして、2013年に現在の会社である株式会社エヌ・アイ・プランニングという、奈良県の情報雑
誌やイベントを扱う会社に移りました。
　この会社で、今日紹介する奈良フードフェスティバル「C’festa（シェフェスタ）」というイベン
トのプロデュースを行っています。「シェフェスタ」は地元食材のPRを目的としたイベントのため、
奈良県産の食材を使うことが出店時のルールとなっています。そのため、奈良の食材を県内外の
シェフに紹介するのですが、奈良も「シェフェスタ」開始当時はそれほど地産地消が進んでいませ
んでした。
　例えば大和肉鶏や大和牛、大和丸なすのような伝統野菜などの食材のことは調べればいくらでも
ネットで出てくるのですが、トップシェフたちは食材を提供するだけでは満足しないのです。何を
言われるか、想像がつかないですよね。値段などではなく、誰が、どんな場所や環境、そしてどん
な想いで作っているのかと聞かれるのです。同じ食材でも、例えば大和丸なすを作っている人の中
で誰が一番美味しいものを作っているのか、誰のなすを買ってあげたらいいのか、もっと言えばど
んな場所で、どういう農法で作っているのかということをすごく聞かれるのです。
　私はそのときは困って答えられませんでした。そこで、生産者を回っていろいろな話を聞きまし
た。その経験を活かし、私たちが取材した生産者のストーリーを掲載した雑誌と一緒にその人が
作った野菜を届ける、「食べる通信」という雑誌の奈良県版を立ち上げました。その後、タウン情
報誌「ぱーぷる」という雑誌の編集長をしたり、2016年に開校した奈良県立の「なら食と農の魅力
創造国際大学校」で設立時から講師をしたり、今は奈良市食育推進委員をしたり、いろいろなこと
をしています。去年からは、奈良県の地域創生のスキームとして移住促進の仕事もしています。し
かし、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響でそれらの活動の多くは中止せざるを得なくなりま
した。
　どうしようかと思っていたときに、シェフェスタから派生して、「Curry CARAVAN（カレー
キャラバン）」という、奈良県産の食材を使ってシェフが作ったカレーを販売する企画店舗を11月

公開講座

生産者と料理人を結び、食を観光資源に
～奈良フードフェスティバル“シェフェスタ”から学ぶ～

令和２年度研究会
｢『食』で考える大阪の持続可能な観光研究会」(第６回）
日時：令和２年11月25日㈬　14：00～15：30
場所：マッセOSAKA　第２研修室

講師：福吉　貴英 氏
（株式会社エヌ・アイ・プランニング　ローカルデザイン事業部、
｢奈良フードフェスティバル実行委員会」シェフェスタ事務局長)
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４日から開いています。かつ、同じく11月から京都にてスタートした個人向けの「美食倶楽部」と
いうコミュニティキッチンや法人向けのレンタルキッチンスペースとして食のコミュニティを作っ
ていくプロジェクトを運営する会社の取締役として参画しています。そちらも今日はご紹介します。

２．ローカルデザインについて
　私たちの会社は「地域×食×農×観光」をデザインするコトづくりカンパニーです。メディアや
イベントの会社をしているわれわれが、これから何をしていかなければならないのかを考えました。
　インターネット、SNS、そしてスマートフォンなどのデバイスの普及によって、情報収集のみな
らず、個人の想いを地球の裏側にまで発信できる社会に変化しました。結果、テレビ、ラジオ、新
聞、雑誌という４大メディアそのものの影響力が相対的に弱くなり、出版機能を持つ弊社も本質的
なローカルコミュニケーションの在り方を模索する必要に迫られました。
　奈良は、経済発展を中心に据えたグランドデザインを採用せず、日本の始まりの地として文化や
さまざまな加工技術、寺社仏閣に代表される観光資源など、日本有数の価値ある宝物を守り続けて
きました。同時に、中山間地には伝統野菜のような地域特有の食文化とひもづいた農的な資源も残
されていました。
　われわれもコミュニケーションの力で地域を再編集するローカルデザインという手法で、地域の
「食×農×観光」を一元化し、結果的に地域に力をつける事業を数多く創出してきました。ミディ
アム（中間）を語源に持つメディア企業として、イベント、情報発信、デザイン、コミュニケー
ションという手法で、都市と地方、生産者と消費者など、分断されてしまった両者をつなぎ合わせ
る役割を担いたいと思っています。

３．シェフェスタについて
　「シェフェスタ」とはどんなイベントなのか、昨年の様子を動画で見ていただきたいと思います。
今年は中止しましたが、本来であれば10月末から11月頭に開催するイベントです。

― 動画開始 ―

　会場は奈良公園で、奈良県産の食材を使った料理や加工品の販売をしています。
　県内の飲食店の皆さんが屋台で販売したり、生産者が直接野菜を売ったり、薪窯で焼くピザを
売ったりしました。
　本当にいろいろなジャンルの料理人がパスタやパエリア、肉料理など色とりどりのメニューを提
供しています。大阪にも非常に大きな食のイベントがたくさんありますが、奈良はどちらかという
と手作りで、地元の事業者にできるだけ参加いただいて、会場設営も自分たちで行っています。
　奈良は清酒発祥の地で、日本酒もたくさん種類があるので、試飲販売も行いました。生産者がそ
のとき採れたものを直接販売していて、パン屋の出店もありました。初日は雨で人出が少なかった
のですが、多い日で１日２万人くらいが来場します。こうしたイベントを2009年から奈良県が予算
を立て、実行委員会形式で行っていて、私は2013年からプロデュースをしています。
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― 動画終了 ―

　「シェフェスタ」は、先ほどもお話ししたように奈良県産の食材をPRする事業です。奈良は関
西の中ではローカル的な位置付けで、山があり、自然豊かな印象があるので農業も強そうなイメー
ジかもしれませんが、逆に山間地が多く平野部が少ない。吉野杉に代表されるように林業や柿など
に代表される一部の果樹栽培は全国的にも有名なのですが、農業出荷額は全国ワースト３なのです。
　奈良は盆地が多くて、フラットな土地は奈良市から橿原市にかけての中心部にはありますが、県
の６～７割は山で、３～４割の平地に住宅があり、そこに人口の80％が密集しています。そのため、
北海道や熊本のように、広大な土地で同じものを沢山作るという農業ができません。狭い土地で農
業をすると生産効率が非常に悪く、ビジネスとしての農業に向かないのです。要するに、自家用で
小規模・多品種を作っている生産者は多いのですが、県内で消費されていて、県外に出荷していな
いのです。また畜産もあまり強くありませんし、海もありませんので、水産資源もほとんどありま
せん。
　このように同一品種を大量に作って県外に出荷するような農業ではないため、奈良県の食材を多
くの人に知ってもらうための提案は難しいのです。ではどうするかと考えて、有名なレストランの
シェフの力を借りて、たくさん売るのではなく、少ないことを逆手に取って付加価値を付け、クオ
リティの高いものを作っていこうとしたのが「シェフェスタ」なのです。
　2009年から３年間は、奈良県が見つけて来た東京の企業に実行委員会の事務局運営を委託し、
「クーカルin奈良」という名称で東京、大阪、京都から有名レストランのシェフをたくさん連れて
きて、予約制の仮設レストランイベントを運営されていました。イベントとしてクオリティも高く、
一定の層には非常に評価されたイベントでしたが、事業収支が合わず、財務的に継続することが難
しいと判断し、イベントの方向性を再検討することになりました。
　奈良県でタウン情報誌を発行し、イベント会社でもある弊社が事務局を引き継ぐことになり、地
元事業者のネットワークを駆使し、奈良県のレストランや事業者を中心に出店店舗を集め、地元企
業にお金を落とす、地域経済を回すスキームに切り替えました。一部の富裕層向けのイベントでは
なく、間口を広げて、ワンコインからでも食べられるような価格設定にし、イベントそのものをカ
ジュアルな形式にしました。メインコンテンツの有名シェフたちの「シェフズキッチン」も1,000
～2,000円程度のランチを予約もなくキャッシュオンで買えるイベントに切り替え、名前も「シェ
フェスタ」に変更し、再度、舵を切りなおしました。ちょうどそのタイミングで、私が入社し、事
務局長という立場で、プロモーションとブランディングを行い、今では20万人が来るイベントにな
りました。
　日数は今は大体17～19日間で、１日平均１万人、週末の多い日で２万人が来るイベントに成長し
ました。
　「シェフェスタ」は実行委員会形式で行われ、主催は実行委員会、共催が奈良県で、県が補助金
を出してくれています。われわれの会社が事務局を務めているので、収支を計算し、企画や広報、
企業協賛営業、イベント設営と運営までの全てを担っています。そのプロデュースを事務局長の私
がしているという感じです。その他、農業に力を入れている企業の方、奈良の飲食店や雑貨屋の
オーナーなどいろいろな方に実行委員に入っていただいています。
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　「シェフェスタ」は奈良公園で行っているものともう一つ、馬見丘陵公園でも開催しています。
実は、去年と今年はもう１か所、地産地消に非常に力を入れている宇陀市で開催する予定だったの
ですが、新型コロナウイルスの影響で２回連続中止となりました。
　2016年からは「食べる学校」というワークショップを開いています。後ほど説明しますが、「奈
良食べる通信」で生産者とのネットワークがかなりできています。料理人などと比べると農家は雑
誌やテレビに取り上げられることが少ないため、目立つことも少ないですし、自分の意見や考えを
伝える機会も少ないです。しかし、メディアが代わりに発信する時代ではなくて、個人で発信して
いかないと駄目な時代になっています。ですので、今はFacebookやInstagramなどで積極的に自分
たちの思いや作っている野菜などを発信しないと売れないという話を生産者としています。自分が
どんな思いでどんなことをしているのかを発信しないと駄目だということで、その場をシェフェス
タの会場につくり、実際に生産者を奈良公園に呼んできています。
　例えば、吉野で原木シイタケを育てている生産者は、原木を奈良公園に持ってきて、菌床シイタ
ケと原木シイタケの違いについて説明し、子どもたちにはその場で原木からシイタケを収穫しても
らい、焼いて食べてもらうワークショップを行いました。シイタケが嫌いな子どもは多いですが、
実際に目の前で原木から採って、作り方や育て方の話を聞いたあとに炭火で焼いて食べたら、「お
母さん、おいしい」と言ってその場で買って帰ります。ある小学生の子は、お父さんと一緒に来て
いたのですが、家に帰って「お母さん、シイタケとてもおいしかった。私が料理してあげる」と
言って初めて料理をしたのだそうです。
　このように単に食べ物をたくさん売って、収益を上げて経済を回すだけではなく、体験を通じて
いろいろな方々に影響を与えたいと思って、「食べる学校」という名前でイベントをしました。こ
れはイベント会場でもやっていますし、百貨店などの商業施設でも実施しました。ワークショップ
を生産者と一緒に行って、食の魅力を伝えていく仕事もしています。

４．シェフェスタのこれから
　「シェフェスタ」は幸いブランディングやPRがうまくいって、１日に何万人も来るイベントに
なりました。奈良では一番大きなイベントですし、関西でも来場者数でトップ３に入るイベントに
成長させることができました。しかし、売れればいいわけではないと思い、「シェフェスタ」とし
て何が大事なのかを考えました。2018年から持続可能な開発目標（SDGs）がちょうど叫ばれ始め
たときなので、地域経済や社会にとって必要なイベントになろうということで、われわれが考えた
のが「シェフェスタのこれから」です。
　「シェフェスタ」は来場者数20万人、延べ出店舗数も800店舗に上ります。出店される際にはそ
の準備や当日の運営スタッフ、そして協賛企業の方々と、関わる方の数は、全体では何千人、何万
人のイベントです。そうした方々の力もジャンルも超えて、われわれが地域や農業、地産地消への
貢献を考えることを軸にコンテンツを組み立ててきました。2019年はそういうことにかなり意識し
て取り組みました。
　とはいえ、運営していくにはお金が必要です。イベントの規模がどんどん大きくなって、もちろ
んごみを減らす取り組みはしていますが、やはりごみの量は増えていますし、警備員の数も増やさ
なければなりません。いろいろなコストがかかっていく中で、どうやってお金を集めようかという
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ことで、当初から少しずつ出店料を上げていて、出店する方にも理解と協力を得ているのですが、
それも限界があります。
　そこで、「シェフェスタ」というイベントを一つの媒体として考えて、そこに参画する企業が会
社にとって何かしらのメリットになる形で、代わりに協賛金をもらおうということにしました。実
は今、県の補助金よりも協賛金の方が多いのです。私が加わった当初の2013年は１社からも協賛金
を頂いていなかったのですが、少しずつブランディングして、PRして集客力を高めて、イベント
の価値を高めて、今は1,000万円ぐらいに上ります。大阪のイベントと比べれば規模は小さいです
が、奈良でそこまで協賛金を集めている食のイベントはあまりありません。

５．｢奈良食べる通信」について
　次に、「奈良食べる通信」という媒体・サービスについて説明します。「食べる通信」という雑
誌を知っている方はいますか。全国にも地域名を冠した「●●食べる通信」というものがあります。
「食べる通信」は食材付きのサブスクリプションのサービスです。私たちが取材した生産者のス
トーリーと一緒に、その人が作った食材が自宅に毎月届く定期購読サービスで、情報誌と食材を宅
配便で全国の読者に送っています。「奈良食べる通信」は昨年12月に休刊するまで、４年間発行し
ました。隔月で約450人の読者にストーリーと食材を届けてきました。
　日本は世界的に見ても食べ物を買うことに困らない国です。都会では歩いて行ける範囲にコンビ
ニがたくさんあり、すぐに食べられるおにぎりやパンが売られていて、スーパーに行けば牛肉や豚
肉などはもちろん、本来季節に左右されるはずのキャベツやレタス、トマトなどの野菜も日本中か
ら取り寄せられているので、年中買えます。日本のロジスティクスの発達と生産効率がかなり上
がったことから、これだけ便利に食べ物が手に入るのです。
　食べ物をあまり意識せずに手に入れられるようになったが故に、作っている人との距離感ができ
てしまったのが、この日本社会だと思っています。例えば、豆腐。きちんと国産の大豆から手作り
された豆腐は１丁250円ぐらい。スーパーで売っているものは100円前後、業務スーパーでは、なん
と30円ぐらいで売っています。もちろん250円の豆腐屋が暴利を貪っているわけではなくて、値段
の裏側には何かしら理由があると思います。例えば私も一人暮らしを始めたばかりの頃は、値段だ
けで判断して、安いものを買っていました。ですので、安いものが駄目とか、高いものが駄目と
いうことではありません。真面目に丁寧に物作りをしている人、食べ物を作っている人が苦労を
し、規模の経済で大量に仕入れて、外国産の食材を使って安売りしているところが儲かるという、
ちょっとねじ曲がった構造になっているのです。しかし構造を作っているのは、その選択をしてい
るわれわれ消費者なのです。
　それはおかしいということで立ち上がったのが「食べる通信」です。真面目に農業に取り組んで
いる人をちゃんと理解して、応援するような社会に変えたいというところから全国で始まりました。
実際に届いて、その人の物語を読んでもらって、届いた食材を料理して、みんなで食べて、今は
便利なのでスマホで生産者と登録者のFacebookグループでコミュニケーションを取ってもらって、
家で料理した様子の動画や写真をアップしてもらいます。生産者も、こんなふうに消費者が喜んで
くれているからもっと頑張ろうと思えるコミュニティをつくっていくサービスとして生まれました。
　今は消費者側から生産者の顔が見えないという側面をお話ししましたが、逆もそうです。生産者
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も大半は市場出荷をしていて、誰が買ってくれているのか、どのようにおいしく食べられているの
かが見えないのです。例えば奈良は今の時期は柿が最盛期ですが、大量に採れた柿をトラックに積
んで集荷場に持っていって、計量されます。そのときの相場で１㎏当たり500円であれば、100㎏な
ら５万円が口座に振り込まれます。ですから、生産者は生産だけに注力していればお金になるし便
利なのですが、生産意欲がお金以外に生まれてこないのが今の日本の農業の現状です。
　ある生産者から「あの有名なレストランのシェフに使ってほしい」と相談が来たので、理由を
尋ねたら、「いいシェフに使ってもらったらおいしい料理に変えてくれる」と言います。それから、
「マルシェをやりたい」と言うので理由を尋ねたら、「お客さんが喜んでいる顔が見たいのだ」と
言うのです。今の流通システムでは見られないので、そういうものを企画してほしいとよく言われ
ます。それだけ生産者も消費者も顔が見えないし、お金だけのやりとりが続いてしまっている食の
世界で、何か変えてくれるのではなかろうか、むしろそれを変えていく側にならなければと思って
「食べる通信」を発行しました。
　2015年12月から４年間発行し、本当にいろいろな食材、いろいろな現場に行きました。年６冊出
していますから、４年間で24生産者を紹介したことになります。生産者の都合でどうしても記事に
ならないこともありました。450人分送れないとか、その時期は売り先が全て決まってしまってい
るということもありました。でも、本当に面白い生産者とたくさん出会いました。農家で作業を手
伝った後、一升瓶を置いて朝まで飲みながら、その人が泣きながら苦労話をするのを聞いたりもし
ました。農家になったエピソードを聞いたり、いろいろな悩みや相談に乗ったり、それこそ借金を
抱えた話や時にはお父さんが自殺したという話も聞きましたし、家族が離散した話も聞きました。
　皆さんは、例えばニュースで今年は米が不作とか、サンマが不漁で困っているのを知って、「大
変だなあ。サンマが高くなって食べられないな」と思っても、新聞を畳んだ瞬間、テレビを消した
瞬間にみんな忘れると思います。でも、柿の生産者もそうですけど、いいときは収入があるのです
が、台風が来て収穫がなくなれば収入はゼロです。サラリーマンは、「会社の業績が悪いので来月
から給料ゼロでも頑張れるか」と言われても頑張れないではないですか。でも、農家はそういうこ
とと表裏一体で仕事をしています。私は最前線で取材して身に染みて分かったので、彼らの気持ち
や思いを何としても伝えたいと思って４年間やってきました。
　本当にいろいろな方々がこの情報誌をすごく喜んでくれました。ある農家は奈良でお茶の生産を
頑張っていて、業界ではトッププレーヤーとして有名です。そんな彼も喜んでくれていて、「僕も
これまで沢山のメディアに取材されたけど、ここまで細かく取材して、自分が分かっていないこと
まで書いてくれたのは『食べる通信』だけだ」と言ってくれています。中には、「食べる通信を棺
桶にも入れる」とまで言ってくれる生産者すらいます。私は奈良でそういう関係性が、24人だけで
なくたくさんの人とできていると思っています。
　「奈良食べる通信」は一旦休刊したのですが、その理由の一つは、今まで出会った生産者ともっ
と付き合う時間を持ちたい、ともに社会課題の解決をしていきたいと考えたからです。新しい人を
どんどん追い掛けるのではなく、現在関係性のある人ともっとハッピーになる社会をつくっていく
ことに時間を割いています。
　「奈良食べる通信」と併せて「食べる学校」も全国で行っています。様々なお店や施設で生鮮食
品を扱うワークショップを行っています。
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　それから、もっと読者と生産者を近づけたいと考え、「奈良食べる通信」の企画で一緒にゴボウ
を掘るツアーを行ったり、養豚場にファミリーを集めてみんなで山菜を摘んだり、野菜を収穫した
りしました。豚も見てもらって、挽肉を使ってミートローフにして食べたりしました。「君たちが
かわいいと言っていた豚がこうなるのだよ」という食育も含めて行いました。当たり前のことで
すが、私たちは生き物をあやめる代わりに命を預かって生きているから「頂きます」「ごちそうさ
ま」という言葉があるのだということを生産者がその場で教えてくれます。生産者が語ると重たい
のです。私が今こうしてふわっと言っているのとは違います。そういう経験を読者の方々と楽しみ
ながら積み重ねてきました。

６．engawa企画運営プロデュース
　今は奈良県橿原市にある「engawa」という移住相談窓口施設のプロデュースもしています。奈
良県の中山間地域である奥大和に興味を持ってもらうため、ワークショップやイベントを実施した
り、奥大和エリアの産品を集めて一緒に展示販売をしたりしています。行政の補助事業のため収益
重視ではなく、テストマーケティングとして運営委託業務を担当しています。2019年と2020年の２
年間行いました。今年はイベントができないので、オンラインワークショップを行いました。これ
も先ほどの「食べる通信」と似ているのですが、現地に行ってワークショップをしたり、ツアーを
したりしました。

７．下北山プロジェクト
　それから、下北山プロジェクトというものも行っています。和歌山県に近い奈良県下北山村は奈
良の中心地からは３、４時間かかる場所に位置し、車でしか往来できないある意味、不便な場所で
す。弊社が位置する生駒市とは県内で最も離れている村ですが、当社は2015年に下北山村と協定を
結び、プロモーションを始めました。最初の２年間は遠隔で生駒からスタッフが通い、サテライト
オフィスを運営するサポートをしていましたが、実際にその地域に住んで、都会から移住した人が
感じる苦労やコミュニティの在り方、逆にメディアの会社だからこそできることは何かを考えるた
めに、私の部下で20代後半の女性に、下北山村に住民票を移して１年間住んでもらいました。
　毎日その女性に「君の感覚でいいからブログをやって、どういう人が何人アクセスしているかを
解析して、その結果ブログを見て村に何人が来たかというKPIを取りなさい」と、ブログを書いて
もらいました。
　「家の玄関に置いていたバケツに氷が張った」「ご近所さんからおすそ分けで野菜をもらった」
というような、取って足らない内容ではありますが、これまで都会で暮らしてきた彼女にとっては
新しい視点だったのです。村の人からすれば当たり前のことだったりするのですが、外から来た人
が見ないと気付かないこと、例えば１週間前と違って川の水がきれいになっているとか、青さが増
したということを書いていました。地域の人から彼女に「田植えをするから手伝って」と言われた
ときには、われわれチームメンバーもそこに参加して、みんなで田植えを手伝いに行きました。そ
の人がいるからこそ何かできることがあるのではなかろうかという実験を2019年の１年間しました。
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８．地域プロジェクト
　その他に、いろいろな地域で食のイベントやプロモーションのお仕事をしています。奈良県の明
日香村では、食のイベントから始まり、地域の四季折々の生産物の魅力を伝える冊子制作を作ら
せてもらいました。「奈良食べる通信」で特集した曽爾村の寒熟ほうれん草の生産者の皆さんから
「ほうれん草のパッケージを作ってほしい」と言われたので、パッケージデザインはもちろん、ほ
うれん草の魅力や、美味しい食べ方やレシピを掲載したホームページも制作し、パッケージに記載
したQRコードからホームページに誘導する導線の設計も行いました。そこから行政からの依頼で、
生産者と事業者をつなげることを目的に、ワークショップを複数回実施し、マルシェの開催をゴー
ルに設計し、伴走してきました。また、三宅町という半径１～２㎞しかない、奈良県で一番小さな
町でも、地域の生産者の魅力を町民の皆さんに向けて発信するフードフェスティバルを開催しまし
た。
　私は奈良市の食育推進委員もしており、お父さん、お母さんはもちろん、子供にも読んでもらう
ために、写真やイラストを多用し、興味を持ってもらえる食育のパンフレットを作って小学校など
にも配ってもらいました。
　また、奈良は柿が有名なので、柿博物館のプロモーション動画を作りました。
　あくまでも食と農業が中心ですが、その次のローカルガストロノミーにつながります。
　私が次にやりたいのは地域に人を呼んでくることなのです。要するに、食材を食べさせるのでは
なく、魅力的な地域に実際に行ってもらうのです。移住とまでは言いません。面白い人、頑張って
いる人がたくさんいます。オンラインも大事だし、ネットもとても便利なのですが、実際に行って
もらう流れをどうつくっていくのかが、私の2021年のテーマです。
　ここまでが私が昨年まで取り組んできたことのざっくりとした紹介です。

９．カレーキャラバン
　続いて、コロナ禍で４～７月はなかなか活動できなかったのですが、８月頃からようやく動き出
せるようになったので、その話をしたいと思います。
　2020年の取り組みとしては、「シェフェスタ」のイベントとしての開催が中止となり、「カレー
キャラバン」を企画しました。行政の予算も付いている中で、奈良県としても食のPRは何かし
ら続けてほしいという話があったので、クロスメディア戦略を取って、ラジオ、雑誌、YouTube、
FacebookやInstagramなど、いろいろな媒体に奈良のものがコンテンツとして流出する方法を企画
しました。
　「カレーキャラバン」は、奈良市の百貨店のデパ地下で11月４日にオープンしました。デパ地下
といえば、惣菜やお菓子など物販が主流で、そこに合わせた企画を考えてほしいというオファーが
ありました。１週間の催事ではなく、半年のポップアップ店舗で、うまくいけば１年、２年と継続
してほしいということだったので、シェフと一緒に奈良県産のものを使ってカレーを開発し、それ
を袋詰めして冷凍販売するプロジェクトを運営しています。
　物販もしているのですが、イートインも６席だけ作って、たまにシェフも呼んで実際にカレーを
作って食べてもらったりしていて、いろいろなシェフと一緒に奈良県産の食材を冠にしたカレーを
販売しています。価格は800～1,000円ぐらいで、市販されているレトルトカレーに比べるとちょっ
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と高級です。先ほどの豆腐の話ではありませんが、業務スーパーに行けば70～80円ぐらいで１人前
のレトルトカレーが買えますし、高いものでも500～600円ですが、それよりも高い値段で売ってい
ます。それはわれわれがもうけているわけではなくて、それだけコストと手間をかけているからです。

― 動画開始 ―

　「シェフェスタ」を一緒にやってくれていた部下が店長をしています。デパ地下ですので、周り
は惣菜を販売しています。
　百貨店のレギュレーションとして、寸胴からすくって出すのは飲食店登録をしているスペースに
限られています。ここはあくまでも物販のスペースなのでできません。ですので、普段は冷凍のカ
レーを販売しているのですが、シェフが来た日は実際にカレーを作ってもらって、お客さんとシェ
フと生産者が交わる場になっています。

― 動画終了 ―

　これは４月末まで販売を続ける企画店舗ですが、百貨店側はかなり喜んでいます。こんな企画は
なかなかなくて、他にもパティシエを使ってできないかとか、何かしら違う形でも展開できたらと
思っています。
　「カレーキャラバン」のプロジェクトと情報発信を連動させ、シェフが作っているカレーはレシ
ピ動画にしてYouTubeにアップしていますので、「シェフェスタ」と検索すると出てきます。家で
作れるように「おうちでシェフェスタ」と言っていて、簡単に作れるカレーの紹介もしています。
実際、それが店頭にも並んでいます
　ここまでが今年の「シェフェスタ」の代わりとして行った取り組みです。

10．京都での取り組み
　最後に、京都で今行っている「DAIDOKORO＠QUESTION」と「美食倶楽部＠京都」について
紹介します。京都の信用金庫が支店を改装するに際して、ビルの８階に社員食堂を作る予定でし
たが、もっと町に開かれた、みんなが使えるキッチンを作ろうということになり、コミュニティ
キッチンを作る構想が生まれたのです。その信用金庫と移住促進の企業が合弁会社を作り、株
式会社Q’sを設立しました。両社は「食」に関しては専門性がないということで、そこで私に白
羽の矢が立って、そのプロデュースをするために取締役として入っています。「DAIDOKORO
＠QUESTION」が入る８階建のビル全体が「QUESTION」という名称で、単なるビジネスだけで
なく、地域の中で課題解決ができる人たちに場所を提供して、クエスチョン（疑問や課題）を持っ
ている人たちを会わせる場をつくっています。でも、その人たちが新しいプロジェクト・事業をつ
くるときは、「人・物・金」が要りますよね？金融機関はお金だけではなく、クライアントも多く
います。金融機関が単にお金を貸すだけでなく、いろいろなプロジェクトのスタートアップのとき
にこんな人を紹介できるとか、この人とこの人をマッチングしたらもっとうまくいくというアドバ
イスができる場所をつくりたいということで、コミュニティスペース、コワーキングスペースを
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作ったのです。

― 動画上映 ―

　私も過去、飲食店を運営してきましたが、その私が見ても十分過ぎるほどのキッチン設備です。
みんなで一緒に料理して、ご飯を食べて、考えて話す場所をつくっています。プロが使っているも
のと遜色ない機材を入れ、シェフたちや生産者たちも一緒にイベントができるようなしつらえにし
ています。
　先日開催したコミュニティーキッチン「美食倶楽部＠京都」の体験会では、様々な職種で年齢も
違う人たちが集まって、一緒に料理をしました。一緒に料理をしていると「そんな味付けをするの
か」とか、とあるベンチャー企業の経営者から「福吉さん、ごめんなさい。僕は魚をさばけないの
で教えてもらっていいですか」などと言いながら、みんなで一緒に料理をするというコミュニティ
の場を、いろいろなメンバーでつくっています。
　「美食倶楽部＠京都」は、食材を自分で持ち込んで料理を楽しめる個人向けのコミュニティキッ
チンです。会員制で、サンセバスチャンのソシエダがモデルなのですが、めいめい好きに使うこと
ができます。
　最大130席のスペースがある場所なので、それぞれの会員が友達を誘い、みんなで食材を持ち込
んでもいい。企業がレクリエーションや懇親会で使う場合、数十人分の食材の用意が難しいという
ことなら、事前に相談してもらい、こちらで食材を手配します。みんなで料理して、わいわい騒ぎ
ませんかというコミュニティキッチンの使い方を提案しています。
　こちらで用意する食材も、私は「食べる通信」を発行していたので、スーパーで売っているもの
や電話１本で届けてくれる食材ではなくて、ちゃんとストーリーのある、頑張っている地元生産者
のものを扱いたいと思っています。このコロナ禍で飲食店向けに卸していた、クオリティが高い、
ストーリーのある食材が余っているのです。スーパーは好調なので、スーパーに卸すところは余っ
ていません。飲食店と直取引をしていた農家は大打撃なのです。料亭やホテルなどで使っている魚
などもそうです。一般の人がキンメダイやフグはあまり買わないでしょう。そうしたものがすごく
余っています。高級な肉もそうです。そうしたロスになっているものを探し回って、いろいろな人
に紹介していきたいと思っています。

11．点から線、面にしていく活動
　奈良県桜井市にある「なら食と農の魅力国際創造大学校（NAFIC）」。全国初の行政が運営する
食の大学校であり、全国から学生が通っているのですが、2024年完成予定でセミナーハウスができ
ます。学生寮兼コンベンションで、会議をしたり、その地域を観光した人が泊まったりできるよう
な施設の工事に入っています。
　そこを使ってもう少しその地域を活性化していきたいという思いがあるのですが、ただ単に建物
ができたらにぎわうわけではありません。農家と事業者、飲食店やホテルがその地域のことを分
かっていないと、その地域の魅力を発信できません。そのコーディネートをしてくださいというこ
とで、私は昨年2019年からコンサルティングに入っています。今年は２年目で、オンラインツアー
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をやろうという話になっています。
　皆さん、点ではそれぞれやっていて、農家は一生懸命野菜を作っていますし、飲食店はおいしい
料理を作って、PRをして来てもらう努力をしています。宿泊施設もそうです。しかし、どの地域
もつながっていないのです。先ほどの曽爾村もそうです。
　メディアとして真ん中に入る私の仕事は、皆さんをつなげていく中で、点を線にして、面にして
いくことです。私は農家のように０から１を生み出せない、新しいプロダクトを作ることは得意で
はないので、元々ある事業者や価値を掛け合わせて、より魅力的なものを作ったり、発信したりす
る仕事をしています。
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１．茨木市フィールドワーク報告

視察日程 令和２年９月24日㈭

対応者 上山　七彩（茨木市商工労政課）

⑴　視察内容
　①視察工程表

時　　間 場　　　　所 視察内容

12時45分　　　　　 JR茨木駅 集合

12時45分～13時00分 立命館大学大阪いばらきキャンパス ・敷地内の見学

13時00分～14時30分 季節のごはんカフェsatono ・昼食
・代表からの説明

（約15分） 京阪バスで移動（立命館大学⇒茨木市役所前）

14時45分～15時00分 元茨木川緑地 ・街歩き

15時00分～16時00分 川端康成文学館 ・見学
・学芸員からの説明

16時15分～17時30分 茨木市男女共生センター
ローズWAM会議室

・現状説明
・意見交換

17時30分　　　　　 解散

　②視察先選定理由

　 　茨木市は大きく分けて中心市街地の位置する南部と、豊かな自然が広がる北部があるが、今回
は限られた時間の中で、研究員の方々により多くの場所を見てもらいたいという事もあり、アク
セスの良い南部のエリアで視察先を選定することとした。
　 　昼食を頂いた「季節のごはんカフェsatono」は、収穫量及び供給量が少なく、なかなか活用が
難しい茨木市産の野菜を、工夫を凝らし提供しているという事もあり私自身もお話を伺いたいと
感じていたため、今回選定をさせていただいた。
　 　また、川端康成文学館は、本市の名誉市民でもある川端康成の生涯を知ることができる施設で
あり、本市の観光の強みでもある歴史や文化を身近に感じられる場所でもあると考えたため、視
察先の一つとした。
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⑵　視察結果
　①季節のごはんカフェ　satono

　　・茨木市内で生産された野菜を使った料理を楽しむことができる。
　　・ 代表の方が農家とつながりがあり、その時仕入れられる野菜で工夫してメニューを考え、提

供している。
　　・ 茨木産の豆腐を使ったデザートや、木材を食器に使うなど、野菜以外にも茨木のものを多く

活用している。

茨木の野菜を味わうことができるsatonoごはん（デザート・ドリンク付)

　②元茨木川緑地

　　・中心市街地南北にまたがる約５㎞の緑地帯。
　　・ 「大阪みどりの百選」にも選ばれており、春の桜まつりや冬のイルミネーションの会場にも

なっている。

　③川端康成文学館

　　・ 茨木市初の栄誉市民である川端康成の生涯や作品の
魅力を知ることができる。

　　・ 近年は文豪をキャラクターにしたゲームの影響で、
来館者が増えている。

⑶　研究会での意見
　①季節のごはんカフェ satonoについて

　　・代表の方がとても魅力的で、話も面白くいばきたにも興味を持った。
　　・このような事業者が増えるためにも、行政が事業者と農家をつなぐ役割になれれば。

　②茨木に関する意見について

　　・なにわの伝統野菜である「三島独活」の生産量をもっと増やすことは難しいのか。
　　・ 兼業農家ならではの強みは、変わった野菜など採算を重視しない生産ができる点にあるため、

上手く活かすことが出来れば。
　　・ 食と直接かかわりがあるわけではないが、民間主導のイベントが充実しているのは魅力だと

感じる。

川端康成文学館　外観
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⑷　所感・まとめ
　視察先を選定する際、研究員の方々に紹介したい場所は多々あったが、実際に半日で回ってもら
うとなると非常にタイトになり、スケジュールの調整に苦労した。今回のフィールドワークでは、
一職員として茨木市の観光について考えるだけでなく、実際に観光をするターゲットの立場として
も、発見や気づきが多かったように思う。
　また、他市の研究員の方に茨木市に対する客観的な意見をもらうことによって、茨木市の抱える
課題に気づくだけでなく、日ごろはなかなか目を向けていない茨木市の魅力についても再発見する
機会となった。
　今回のフィールドワークでの発見も踏まえ、茨木市の現状にあった施策提案ができればと考えて
いる。
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２．泉南市フィールドワーク報告

視察日程 令和２年10月６日㈫

対応者 城野　博文（泉南市産業観光課）

⑴　視察内容
　①視察行程表

時　　間 場　　　　所 内　　　容

12時40分　　　　　 集合（南海本線　岡田浦駅）

（約10分） 徒歩移動（岡田浦駅　⇒　泉南ロングパーク）

13時00分～15時00分

泉
南
ロ
ン
グ
パ
ー
ク

【グランピングエリア】
アーバンキャンプホテル
「Marble Beach」

・昼食
・担当者からの説明

15時00分～15時20分 【マルシェエリア】
「恋人の聖地」 ・園内視察

15時25分～15時50分 泉南市総合交流拠点施設
「サザンぴあ」

・施設内視察
・担当者からの説明

15時55分～16時20分 【コミュニティエリア】 ・園内視察

16時25分～17時00分 【アクティビティエリア】
「SORA RINKU」

・施設内視察
・担当者からの説明

17時00分～18時00分 意見交換・まとめ

「ハートスロブ」から望む「夕陽の百選｣（中止）

【コミュニティエリア】にて、視察の打合せ

（約15分） 徒歩移動　⇒（南海本線　樽井駅）

20時00分　　　　　 終了・解散（南海本線　樽井駅）

　②視察先選定理由

　 　泉南ロングパークは、市の臨海部「りんくうタウン」において、長らく未着手となっていた府
営公園用地を市が借り受け、PFI事業として民間事業者による整備が進められたもの。当初は令
和２年４月の開園を予定していたが、新型コロナウイルス緊急事態宣言の影響を受け、７月まで
開園が延期となった。
　 　「スポーツ・食・レジャーをまるごと体験」をコンセプトに、約107,800㎡の広大な敷地を４
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つのエリア（アクテビティエリア、コミュニティエリア、マルシェエリア、グランピングエリ
ア）に分け、それぞれ特徴のある施設や飲食店などを設置している。大都市近郊にあり、屋外型
施設であることからコロナ禍にあっても好評を博しており、今後、近隣はもとより広く関西圏か
らの集客が見込まれる、観光の核施設である。

⑵　視察結果
　①アーバンキャンプホテル「Marble Beach」

　　・ トレーラーハウス20棟からなるグランピング施設。
ホテルではなく、ラグジュアリーなキャンプ、本場
のバーベキュー文化を提案。

　　・ 出店の決め手は、海と大型ショッピングセンターが
向かい合う立地条件。

　　・地元産にこだわったメニューを開発中。
　　・冬対策が課題である。

　②マルシェ・エリア～「恋人の聖地」ハートモニュメント

　　・ 岡田浦漁業組合が共同で運営する「海のマルシェ」。
買ったものを自由に焼いて食べることのできるフ
リーバーベキューが人気だが、土日のみの開設のた
め、当日の視察はできず。

　③泉南市総合交流拠点施設「サザンぴあ」

　　・ 2008年開設の直売所。これまで60～70歳代の客層がメインであったが、ロングパークの開園
以降、20～30歳代といった若い世代の来館が増えた。

　　・公園開園に合わせて、バーベキュー用の食材セットを置くなど、品揃えに工夫。
　　・基本は地元生産者による直売だが、不足する果物などは産地へ行って仕入れている。
　　・自社開発の玉ねぎドレッシングと焼肉のタレが売れ筋。

　④コミュニティ・エリア

　　・オートキャンプ場、ドッグラン、バーべキュー場と飲食店からなるエリア
　　・地域初出店の店舗が大半で、休日のランチタイムにはかなりの待ち時間が発生することも。

　⑤SORA RINKU

　　・スポーツ合宿を主客とする宿泊施設＋天然温泉施設
　　・ 事業者は、関東圏で未活用施設を利用した宿泊施設の運営実績を持つが、新設施設での事業

展開は初めて。
　　・ 地元との連携を強く意識しており、館内備品にも市内事業者の製品を採用している。また岡

田浦漁業組合の地引網体験とのタイアッププランを提供するなど、さらに地元との関係を深

併設パティオにてBBQ

海のマルシェ

117おおさか市町村職員研修研究センター



｢食で考える大阪の持続可能な観光研究会」最終報告書

めていきたい。
　　・新型コロナの影響でオープンが延期され、当初予測の10％の稼働率。
　　・ スポーツ団体の合宿をメインターゲットとしていたため、個人向けへの販売へのシフトが遅

れた。
　　・ 隣接するサザンビーチがビーチサッカーチーム「アヴァンチ大阪」の本拠地となった。今後

もビーチスポーツの盛り上げと共に、環境保全にも積極的に協力したい。

⑶　研究会での意見
　●泉南ロングパークについて
　　・想像以上に良い、ロングパークの集客力をどのように市内に波及させるかが問題。
　　・運営が民間事業者のため、行政がおいていかれる可能性がある。連携を深める必要がある。
　　・ ロングパークに来る客は、既存の観光スポットには興味が向かないのでは。異なるターゲッ

トとして戦略を考える必要がある。
　　・地元産の野菜を売っている場所の情報が欲しい。
　　・バーベキューで地元の海産物が食べられれば。
　　・ターゲット、戦略に応じたガイドマップが必要。

⑷　所感・まとめ
　ぜひ新しい公園をご覧頂きたいと考え、研究会の当初より、フィールドワークの順番を最後とな
るようお願いをしたが、遅れ気味の整備スケジュールに加え想定外の新型コロナと、実際に開園す
るまで、実は気が気ではなかった。当日、私も初めてバーベキューをいただき、想像以上の味わい
にひと安心したのであった。ただ思いのほか楽しく、視察時間が押してしまい、アスレチックタ
ワーからの夕景をご覧頂けなかったのが心残りである。
　意見交換でも出たように、今後はロングパークと市の内陸部をどのようにリンクさせるかが課題
である。既存の観光スポットとは、ターゲットやコンセプトを変えて検討する必要があるかも知れ
ないが、互いが共栄できる、持続可能な関係を構築できるよう、本研究会で学んだことを活かして
検討を重ねていきたい。
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１．観光における地域の魅力の活用と地域連携

～ 愛媛県内子町・大洲市 ～

視察日程 令和２年10月27日㈫～28日㈬

視 察 先 視察場所：内子町観光協会
　　　　　道の駅 内子フレッシュパークからり
　　　　　大洲まちの駅あさもや
　　　　　大洲市観光協会・大洲市役所
　　　　　NIPPONIA HOTEL 大洲城下町
住　　所：愛媛県内子町・大洲市
最 寄 駅：JR予讃線「内子駅」｢伊予大洲駅」
対 応 者：仙台　晃久 氏（内子町観光協会）
　　　　　稲月　道隆 氏（内子町町並・地域振興課）
　　　　　土居　好弘 氏（株式会社内子フレッシュパークからり）
　　　　　村中　　元 氏（（一社）キタ・マネジメント）
　　　　　森本　　築 氏（（一社）キタ・マネジメント）
　　　　　中塚　寛之 氏（大洲市観光まちづくり課）
　　　　　加賀山真帆 氏（大洲市商工産業課）
　　　　　清水　実奈 氏（大洲市商工産業課）
　　　　　鶴岡　由寛 氏（大洲市観光協会）
　　　　　久保　由美 氏（大洲市観光協会）
　　　　　池上　順一 氏（バリューマネジメント株式会社）

視 察 者 上山　七彩（茨木市商工労政課）
笠井　里紗（枚方市観光交流課）
村上絵里子（富田林市人事課）

【視察目的】
　内子町は、平成４年に「フルーツパーク構想・基本計画」を策定し、①農業にサービス業的視点
を取り入れ、農業の総合産業化を進める、②グリーンツーリズムなど都市と農村の交流を図る、③
農業の情報化、農業情報の利活用を図る、の３点を柱としながら、長期にわたり「農業」と「観
光」により地域活性化を実現する取り組みを行っている。現在は、「町並み」「村並み」「山並み」
という町固有の地域資源を活かす手法として、“内子ツーリズム”を推進しており、グリーンツー
リズムの取り組みを行っている。
　大洲市は、大洲市役所と地域DMOの一般社団法人キタ・マネジメント、そして市内で分散型ホ
テルを運営するバリューマネジメント株式会社などの民間企業と連携し、見どころをつなぎ、エリ
ア全体をマネジメントしてまちの魅力を味わってもらえる観光まちづくりに取り組んでいる。
　内子町と大洲市を視察することで、食などの地域の魅力を活かす手法や、地元産業の活性化や
様々なステークホルダーとの連携により持続的な取り組みを実現するための手法を参考とさせてい
ただく。
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【視察内容】
　１．内子町観光協会の取り組み

　　・内子町観光協会の取り組み
　　・課題解決に向けての取り組み
　　・内子町における観光プロモーションについて
　　・内子町での食事について

　２．｢そこにしかない」にこだわったブランド形成について

　　・内子フレッシュパークからりについて
　　・からりの特色
　　・からりブランドの醸成

　３．大洲市における観光の取り組み

　　・大洲市の概要
　　・大洲市の観光戦略の上でのターゲット
　　・各組織の役割分担について
　　・大洲市における食の取組みについて

　４．大洲まちの駅あさもや

　　・大洲まちの駅あさもやが担う観光まちづくりでの役割
　　・実際に取り扱っている食にまつわる商品について
　　・その他、食に係わる取り組みについて

　５．NIPPONIA HOTEL 大洲城下町の取り組み

　　・バリューマネジメント株式会社と分散型ホテル
　　・NIPPONIA HOTEL 大洲城下町が担う観光まちづくりについて
　　・食におけるこだわりについて
　　・地域連携について
　　・持続可能な取り組みとするための工夫

【視察結果】
　１．内子町観光協会の取り組み

　　■内子町の観光体制及び課題について
　　 　内子町では初めに、内子町ビジターセンター内にある内子町観光協会で、内子町観光協会事
務局長の仙台氏と内子町役場街並・地域振興課の稲月氏から話を伺った。内子町観光協会は
2019年に一般社団法人となり、内子町の観光を推進している。また仙台氏は２年前に、事務局
長として着任し、内子町の観光の推進を行っている。

　　 　内子町は観光振興を進める上で大きな課題を二つ抱えている。
　　 　一つ目はインバウンドの需要がいまだ低いことである。
　　 　内子町がある愛媛県は、全体としてインバウンドの観光客は少なく、全体の観光客の0.6％
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ほどとなっているが、その観光客の多くは有名な温泉がある松山市の道後を訪れる。また外国
人観光客は初めて日本に観光に来る際は、大都市である東京や大阪、京都を目的として来るこ
とが多い。そのため内子町を含む愛媛県、また四国地方にはリピーターの外国人観光客を呼び
込む必要があり、そのような層へ向けたプロモーションが求められてくる。

　　 　二つ目の課題は宿泊客数が少ない点である。
　　 　内子町は町の中心部に観光客人気の内子座等の歴史的な建築物や街並みが集中しているが、
郊外に出ると五十崎や石畳など中心部とは趣の異なる地域が多数ある。そのような地域では大
洲和紙の紙漉き体験や豊かな自然の風景を楽しむことが出来るが、内子を訪れる多くの観光客
は、日帰りで中心部のみを見学し、道後で宿泊するという流れになってしまっている。

　　 　しかし同じ観光客であっても、日帰り客と宿泊客では一人当たりの消費単価が大きく異なっ
てくる。宿泊客は宿への宿泊料の他、食事の回数も日帰り客より多くなり、お土産についても
日帰り客より多くなる傾向にある。いかに宿泊目的の観光客を取り込むかは内子町はじめ多く
の自治体の課題になっている。

　　■課題解決に向けての取り組み
　　 　内子町では二つの課題を解決するため、
様々な取組を行っている。

　　 　まず一つ目が農泊を始めとした内子ツーリ
ズムの推進である。この取組みは稲月氏が数
年前より石畳等の地域と密に連携を取り、進
めているものである。

　　 　先ほども述べたように、内子町の郊外には
豊かな自然が広がる地域が多くあり、農泊は足を運ばせるだけでなく宿泊につなげることによ
り、課題である宿泊客の獲得と消費単価の増加を期待できるコンテンツとなっている。一般的
に農泊といわれると私たちは「農家の方の家に宿泊する」と捉えがちであるが、内子町は「農
村で宿泊する」ことを農泊と称しており、形にこだわるのではなく、より宿泊客を増やすため
の一つのツールとしてとらえている。

　　 　二つ目は内子町の「当たり前」に観光資源としてスポットを当てることである。
　　 　内子町がターゲットとする外国人観光客の対象は、日本に来るのが２回目以降の、大都市で
は味わえないディープな日本文化や自然などを求めているリピーターであるが、内子町にはも
とよりそのニーズに応える観光コンテンツが豊富にある。決して背伸びをしなくても、今ある
内子町の街並みや自然がターゲットとする層が求める立派な観光資源となるのである。例えば、
内子町の豊かな自然は四季折々の表情を持っており、春は桜、秋は紅葉を楽しむことが出来る。
仙台氏はそれに加えオフシーズンの観光資源として、雲海に注目した。内子の地形は盆地に
なっており、冬になると非常にきれいな雲海が見られる。そこに着目し、町内の宿泊事業者と
連携して、内子町の雲海を眺めながら出来立ての朝ご飯を味わうことができる体験商品を発案
した。内子町の人々にとって雲海は当たり前のものであったが、その当たり前にスポットを当
てた結果、際立った朝食となり非常に好評を博している。
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　　■内子町における観光プロモーションについて
　　 　また、内子町は観光プロモーションについても非常に力を入れている。
　　 　現在では多くの自治体がYouTubeに観光のプロモーション動画を投稿しているが、内子町
が作成する動画は、非常に文字情報が少なく、映像で魅力を存分に伝えるものになっている。

　　 　また動画の内容についても、ただ内子町の街並みや自然をそのまま映すのではなく、何か一
つアイテムを加えより魅力が伝わりやすい演出を施している

　　 　例えば自然豊かな風景が広がる石畳地区の魅力を伝える際は、自然の中でヨガをしている女
性たちの姿を映し出すことにより、単に自然を見せるのではなく空気の気持ちよさや、開放的
なイメージを彷彿とさせる映像になっている。また雲海を見ながらの朝食体験についても、雲
海と一緒に湯気が立ち上る朝食が映し出されることにより、視覚情報として体験の魅力をより
伝えられるものとなっているのである。

内子町の魅力を伝える動画の１カット（内子町観光協会YouTubeより）

　　 　ドローンなども活用し、ダイナミックな構図で撮影された映像は、海外のクリエイターに依
頼し撮影したものとなっている。そのため、動画はインバウンド層にも届きやすいものに仕上
がっている。

　　■内子町での食事について
　　 　内子町では、視察１日目の昼食、宿泊施設での夕食、視察２日目の朝食の３回食事をする機
会があった。

　　　・レストランからり
　　　 　１日目の昼食は、視察もさせていただいた内子フレッシュパークからりの中にある、直営

レストラン「レストランからり」で、内子町の名産内子ポークを使った定食を頂いた。
　　　 　また定食メニューを頼んだ場合は、併設されているブュッフェコーナーで、内子産の野菜

をたっぷり使ったサイドメニューも食べる事が出来たため、研究員が各々選び、皿に取り分
けていた。

　　　・石畳の宿
　　　 　１日目の夕食は、石畳地区にある石畳の宿での食事を楽しんだ。
　　　 　石畳の宿はもともと使われていなかった古民家を町の方々が移築し始めた宿で、夕食は農

家の奥様方が交代で作り宿泊客をもてなしている。
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　　　 　私たちが伺った日は、宿の囲炉裏でじっくり焼いたあまごや、栗ご飯、さらに料理を作っ
てくれた方の自宅近くで採れた、種類も豊富な野菜と山野草を煮物や天ぷらにして提供いた
だいた。

内子ポークを使用したハンバーグ
（レストランからり）

石畳の宿での夕食

　　　・天忠の宿ひろこ
　　　 　２日目の朝食は、内子町観光協会の仙台氏のご厚意で雲海を見ながらの朝食体験に実際に

参加をさせていただいた。
　　　 　宿の前には山の壁面にせり出すようにテラスが設置されており、その下には一面の雲海が

広がるというロケーションで出来立ての食事を楽しむことができる。
　　　 　当日はテラスのテーブルに七輪を用意してもらい、子持ちししゃもやしいたけの他、内子

ポークを使ったソーセージ、その場で宿の方に出していただいた栗や銀杏を焼いて味わった。
また一緒に産みたての卵も頂き、炊き立てのご飯で卵かけを味わうこともできた。

雲海を見ながらの食事 テラスから見える一面の雲海

　２．｢そこにしかない」にこだわったブランド形成について

　　■内子フレッシュパークからりについて
　　 　内子フレッシュパークからりでは代表の土居氏にお話を伺った。
　　 　内子町は、平成４年に「フルーツパーク構想・基本計画」を策定し、①農業にサービス業的
視点を取り入れ、農業の総合産業化を進める、②グリーンツーリズムなど都市と農村の交流を
図る、③農業の情報化、農業情報の利活用を図る、の三点を柱とし、内子町産農産物のイメー
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ジアップ、農家経営の安定、農業関連産業の創出を計画した。その計画のもとに開設された
「内子フレッシュパークからり」は観光農業の取り組みを進めながら地元農業の活性化に寄与
している。

　　 　からりの施設内にはメインとなる直売所のほか、燻製工房、レストラン、パン工房、ジェ
ラート工房、もち麦を使ったうどんを提供するあぐり亭、加工場が併設されており、新鮮な農
産物を購入できるだけでなく、その場で内子町の食材を使用した料理を楽しむこともできる。

　　 　からりの先進的な取組みは全国でも大きな評価を得ており、平成27年には国土交通省が地域
活性化の拠点として、特に優れていると評価した全国モデル「道の駅」に選出されたほか、平
成29年には農村漁村における先駆的な取組を表彰する、農林水産祭むらづくり部門で内閣総理
大臣賞を受賞した。また平成31年にはレジ通過者1,000万人を達成した。

　　■からりの特色
　　 　からりの特色は①徹底した内子町へのこだわり、②食の安全・安心を守るトレーサビリティ
システム、③周辺環境の整備による自然との共存の三点である。

　　 　一つ目の内子町へのこだわりについて、からりで販売する農産物や加工品は、内子町で収穫
されたものに限定され、外部からの仕入れは一切行っていない。これらの農産品は「からり直
売所出荷運営協議会」に所属する生産者が、毎日出品する農産物のみを取り扱っているからで
ある。この協議会はからりから独立した組織であり、会員である生産者が自ら運営を行ってい
る。からりでは農産物の売り上げの82％を出荷者に還元しており、からりとしての利益率は非
常に低い。しかし内子町の農業を守っていくために、あえて還元率を高め、直営のその他の施
設の売り上げで施設全体の運営を行っている。

　　 　二つ目のトレーサビリティシステムについて、からりは15年ほど前から先進的なトレーサビ
リティシステムを導入してきた。現在出荷者は朝からりに商品を持ち込む際に、自分で値付け、
商品情報の登録を行い、発行されるシールを商品に貼りつけて店頭に並べる。このシールによ
り、すべての商品がシステム上で管理され、その情報は30分ごとにデータ化される。作成され
た情報は随時出荷者にも共有され、売れ行きが確認できることにより、すぐに商品の追加が可
能になるのである。

　　 　また登録された商品の情報は、もちろん消費者にも公開される。からりは現在商品シールの
QRコード読み取りアプリを配信しており、消費者はその場で、自分のスマートフォンから商
品や生産者の情報を確認することが出来る。

　　 　さらにからりは月１回、商品の無作為抽出による残留農薬の検査と結果の公表を行っており、
一定回数残留農薬が検出された商品の生産者は出荷停止になる。ここまで徹底した情報提示の
システムにより、からりはより安全で便利な直売所の整備を実現したのである。

　　 　三つ目の周辺環境の整備について、からり全体はたくさんの木々に囲まれた敷地の中に位置
している。敷地内には大きな吊り橋「からり橋」もあり、その下には清流小田川が流れている。
からりでは店舗だけでなく、敷地内にテラスも併設されているため、気候が良ければテラスで
くつろぐこともできる。

　　 　一般的に道の駅というと、幹線道路沿いに面している印象だが、からりは決して交通の便が
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いい場所とは言えない場所に位置している。しかしながらそのような場所であるからこそ、道
の駅でありながらただ買い物をするのではなく、そこでしかできない「体験」を消費者に提供
することが出来る仕組みとなっているのである。

　　■からりブランドの醸成
　　 　こういったからりの経営体制は、全て「ここにしかない」からりブランドにつながるもので
ある。消費者は安心、安全でなおかつここでしか買えない農産物を求めて連日足を運ぶ。代表
の土居氏は観光施策を推進する際の意識として「どこの自治体にもある、その土地にしかない
もの」をいかに見つけ、内外に発信していくかが非常に重要であると語った。また土居氏はよ
く聞く「産直」という言葉について、「一般的には“産地直送”だが、からりでは決してその
意味では使わず、必ず“産地直売”という意味で使用している」ともおっしゃっており、から
リブランド醸成のためのきめ細かな心配りが感じられた。

　３．大洲市における観光の取り組み

　　■大洲市の概要
　　 　大洲市は、明治・大正期の景観を残す固有の歴史的資源が存在するが、人口減少や所有者の
高齢化等により空き家化・更地化が進んでいる。また、観光客向けの宿泊施設が少ないことか
ら、宿泊客が圧倒的に少なく、旅行者による需要や消費が限定的になっている。これらの課題
を解決するためには、歴史的背景を最大限に生かしつつ民間事業者との協働により宿泊施設や
飲食施設等として活用していくことが求められており、新たな価値を創造し、また価値を高め、
地域資源を徹底して観光まちづくりに生かすことで地域経済の発展に寄与することを理念とし
て、大洲市観光まちづくり戦略ビジョンを策定している。また、このビジョンを共有すること
で、地域住民をはじめ、行政、DMO、民間事業者、関係機関など多様な関係者が一貫性のあ
る観光まちづくりを推進することを目的としている。

　　 　このビジョンでは、ターゲットを明確化するとともに、主要事業として①地域DMOの形
成・確立②旧城下町エリアの町並み保全と活用③周辺エリア（長浜・肱川・河辺など）への波
及の３事業を挙げ、行政、地域DMO、観光協会及び民間事業者の役割分担のイメージを示し
ている。

　　■大洲市の観光戦略の上でのターゲット
　　 　大洲市では観光戦略を進める上でのターゲットをインバウンド市場と設定し、第１ターゲッ
トは欧米豪の旅慣れた知的旅行者、第２ターゲットを香港・台湾の旅慣れた知的旅行者、第３
ターゲットを第１ターゲットに感化された日本人旅行者としている。コロナ禍においても大き
な変更はなく、日本人旅行者を迎えながら、看板の多言語化や施設改修などインバウンドの受
け入れ体制の確立を進めている。

　　■各組織の役割分担について
　　 　多様な組織が連携するにあたり、役割分担を行っている。具体的には、大洲市（行政）は施
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設改修のための法的整備や、交付金等を活用した補助金の交付、地域に対する説明会などを
担い、観光協会は採算が取りにくいが伝統ある行事（「大洲のうかい」など）を所管し、地域
DMOは観光施設の管理や物販、不動産などを中核としながら地域全体のマネジメントを担う
こととしている。

　　■大洲市における食の取組みについて
　　 　大洲市は市の中心を流れる肱川のもたらす
肥沃な土壌で農業が営まれ、また川や海の
幸など産品が豊富である。それらの認知度向
上及び販路開拓のため、「大洲ええモンセレ
クション」認定制度を開始。その一環として、
地域特有の食文化や食材を生かした新たな特
産品を開発する「Ｏ級グルメコンテスト」を
開催し、そこで生まれた特産品（「とんくり
まぶし」など）について、地域の飲食店での
メニュー化を進め普及及び消費拡大を進めている。また、日本三大芋煮の一つである「いもた
き」や大洲藩伝統の和菓子「志ぐれ」を積極的にPRし誘客を図っている。

　４．大洲まちの駅あさもや

　　■大洲まちの駅あさもやが担う観光まちづくりでの役割
　　 　「大洲まちの駅あさもや」は、大洲市内観光の出発点として、観光案内や物販、飲食などの
機能を有しており、一般社団法人キタ・マネジメントによる指定管理施設である。普段の窓口
で積極的にコミュニケーションを図り、ニーズを把握して日誌でスタッフ間の共有を行ってい
るほか、市内の観光スポットについて、観光サイトでは知り得ないディープな情報を追加して
伝えることで観光客に足を運んでもらうよう心掛けている。

　　■実際に取り扱っている食にまつわる商品について
　　 　物販の売り上げの40％を占めるのが和菓子「志ぐれ」であり、大洲ええモンセレクションに
認定された複数種類の志ぐれをそろえている。最近はコロナ禍もあり旅行客が団体から個人に
変化していることと、バリューマネジメントが展開している宿泊施設の利用客が「自分が良い
と思えるものを求める」傾向にあることから、扱う商品を「ちょっと良いもの」にシフトし、
パッケージやデザインを重視した品物を選ぶようにしている。

　　 　オリジナルの商品はまだないが、地元の事業者と検討を進めている。また、あさもやで購入
した商品を自宅でも購入できるようオンラインストアの開設も進めている。

　　■その他、食に係わる取り組みについて
　　 　「ふるさと納税」の客層は、比較的余裕があり地域独自の‘良いもの’を応援したいと考え
ている人が多く、観光のターゲットとも合致する。そこで、一般社団法人キタ・マネジメント

とんくりまぶし（大洲炉端 油屋)
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が「ふるさと納税」を切り口としたPR冊子「おおず　美味いもの良いもの旅」を作成してい
る。Vol.1（2019年７月発行）では歴史、Vol.2（2020年９月発行）では自然・土壌をテーマと
して、食を中心に構成しており、これを機に実際にふるさと納税の額は飛躍的に伸びているこ
とから、大洲市及び大洲市の特産品の対外的な認知度向上に貢献していると考えられる。

　５．NIPPONIA HOTEL 大洲城下町の取り組み

　　■バリューマネジメント株式会社と分散型ホテル
　　 　「NIPPONIA HOTEL 大洲城下町」を運営するバリューマネジメント株式会社は、もとは
事業再生や施設再生を手掛けている会社である。古い建物の維持、管理には費用がかかり、所
有者個人で継続して行うのはハードルが高い。同社は、建物の所有者から建物を借り、改修し
て活用することでまちなみ保全に寄与している。

　　 　そうした建物を活用し、結婚式やレストランを経営し始めた。大きな建物は結婚式場やレス
トランに向いているが、このような施設には不向きな小さな建物を活用する方法として、分散
型ホテルに着目した。分散型ホテルであれば、エリア内に宿泊棟を点在させることができ、規
模の小さな建物をうまく活用することができる。また、宿泊施設はショップなどに比べて収益
性が高い。同社は、丹波篠山市での分散型ホテルオープンを始めとし、そのノウハウを活かし
て現在では全国12箇所に分散型ホテルを展開している。大洲市のホテルは、伊予銀行の紹介で
大洲市役所が同社へ分散型ホテル誘致のオファーをし、2020年７月（同年４月にオープン予定
だったが新型コロナウイルスの影響で延期）に10番目の施設として開業することとなった。

　　 　分散型ホテルは、単なる宿泊施設ではなく、まち全体をホテルと見立て、観光まちづくりに
寄与する。したがって、役所や地元の人々が観光まちづくりに熱心であることが参入の決定を
するうえで不可欠な条件となる。ステークホルダーは商工会や地方銀行などそのまちによって
様々であるが、同社のホテルが全てまちからの熱心なオファーにより参入に至っているのはそ
のためである。

町家を活用したNIPPONIA HOTEL 大洲城下町 町家の構造を活かしつつモダンに改装された建物内

　　■NIPPONIA HOTEL 大洲城下町の担う観光まちづくりについて
　　 　「NIPPONIA HOTEL 大洲城下町」は、単なる宿泊施設として機能しているに留まらない。
宿の魅力で宿泊しに来てもらい、宿でまちの魅力を伝え、まちのファンになってもらうという
ことを目標としている。フロント棟から宿泊棟まで歩き、まち並みを楽しめるのも分散型ホテ

129おおさか市町村職員研修研究センター



｢食で考える大阪の持続可能な観光研究会」最終報告書

ルならではの特徴である。同ホテルでは、まちの観光コンシェルジュの役割も担うと考えてお
り、宿泊客にはまちの見どころを伝えることに加え、それぞれの旅の目的を聞き、目的にあっ
たまち歩きの提案を行っている。

　　 　また、地産地消を一つのキーワードとしている。地元工芸品である砥部焼をホテル内で展示
したり、柑橘類のジュースや日本酒などの地元産品をフロントに配置して関心を引くといった
工夫をすると同時に、それらの魅力やストーリー、価値を宿泊客へ伝えている。地元の人に
とっては当たり前となっている「魅力」を発見することができるのは、他の地域から参入した
会社の強みでもある。

　　 　宿泊施設は、観光客の滞在時間を伸ばし、また、消費額を増加させるという点で、観光にお
いて重要な役割を担う。宿泊によりそうした効果が生まれ、お店などの見どころやまちの魅力
が増えれば宿泊が増加するという相乗効果を狙う。宿泊してもらうことで、夜の観光コンテン
ツのニーズも生まれる。同社が運営する他のホテルでは、宿泊客だけが体験できる夜のコン
テンツづくりなども行い、滞在の価値を高めている。「NIPPONIA HOTEL 大洲城下町」では、
キャッスル・ステイと称した城主体験プランを数量限定で提供している。これは、大洲城天守
閣での単なる宿泊ではなく、入場など城主としての様々な体験ができるものである。

　　■食におけるこだわりについて
　　 　食においても地元の文化や歴史を背景としたストーリーを大事にしている。提供している食
のジャンルは、フュージョンである。郷土料理を提供すると、従前より郷土料理を提供してい
る地元飲食店と競合することとなるが、それを避けることもできる。地元のいいものを探して
新たな魅力を掘り起こし、独自の付加価値をつけて、大洲藩であったこの土地ならでは、そし
てこのホテルならではの食を宿泊客・利用客へ提供している。

　　■地域連携について
　　 　当ホテルでは、市や伊予銀行、地域DMOのキタ・マネジメントなどと連携をしている。伊
予銀行は長年築いてきたネットワークを活かし、同社が独自には連携することが難しいような
地元生産者と繋いでくれることもある。また、地域の人々のバックアップも重要である。当ホ
テルは、宿泊施設の運営を通じてまちづくりをすることを目的としているため、スタッフは自
ら地域に参画し、地元の人とコミュニケーションをとっている。

　　■持続可能な取り組みとするための工夫
　　 　持続可能な事業とするために、事業計画の作成が重要となる。実現の難しい目標を立てるの
ではなく、ホテルの稼働率40％を目標とし、それを念頭においた計画を策定している。

　　 　創業に際しては、補助金をうまく活用するが、運営においては補助金や指定管理制度に頼ら
ず、自走できるシステムを構築するようにしている。

　　 　また、地元で雇用を生むことも重要である。当初は本社より人材を送るが、徐々に地元の人
を雇用することを視野に入れている。そうすることで、会社としても従業員のリビングコスト
を抑えることもできる。
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　　 　宿泊客に対しては、宿のファン、まちのファンとなり、リピーターとなってもらえるよう満
足度を高める努力をしている。また、季節により異なるコンテンツを提供することで、異なる
季節に再訪してもらう工夫をしている。それにより、年間を通して安定した稼働率が見込める。
リピーターを獲得することで、広告宣伝にかかるコストは削減することもできる。

【所　　感】
　■上山　七彩（茨木市 商工労政課）

　 　今回の視察では二つの自治体でそれぞれお話を伺ったが、それぞれのお話を聞く中では内子町
及び大洲市で共通する部分も多くあった。そしてその中で私の中で印象に残った内容は二つある。
　 　一つはその場所にある資源を見つけ、どのように光をあてるかということである。内子町であ
れば雲海、大洲であれば大洲城のようにその土地にしかないものや、その土地ならではのものの
魅力はなかなか自分たちでは気づきにくい。しかしその土地にしかないものは裏を返せば、観光
の大きな資源にもなりうるのである。二つの自治体はあえて新しいものを取り入れるのではなく、
今はまだあまり光の当たっていない部分にスポットを当て、新たな観光コンテンツを生み出して
いた。またそのようなものに付加価値を与える方法も、どちらも非常にユニークで勉強になった。
内子町は雲海と食事、大洲市は城と宿泊といったように、そのものだけでアピールするのではな
く、何かとセットにすることにより、元ある資源の魅力を何倍にも増幅させていたことが印象的
だった。この二つのプロセスは、どの自治体の観光施策についても応用が出来ると思われる。
　 　二つ目は行政と観光を主導する機関がそれぞれの役割を理解し、連携を取っていたことであ
る。先述の雲海体験や城泊は、それぞれ内子町観光協会やキタ・マネジメントが主導となり進め
ていったものである。やはり行政のみで観光施策を進めることは、なかなか難しい側面があるが、
二つの自治体においては観光協会ならびに地域DMOの自由度が高く、非常に積極的に様々な企
画を打ち出しているため、迅速でニーズに合った観光コンテンツを提供できていると感じた。一
方で行政は観光に関する計画立案やインフラ整備など、それぞれの機関では行うことが難しい部
分に対してのフォローを行っており、お互いの信頼関係が出来上がっていると強く感じた。
　 　私は今回の視察で愛媛県を初めて訪れたが、内子町も大洲市も文化遺産と自然があり、非常に
魅力的な地域であった。そして今回は視察目的の訪問であったが、いろいろな話を聞くにつれて、
今度はプライベートで再び訪れ、内子町や大洲の魅力を満喫したいと感じた。そのような気持ち
になる二つの自治体の取り組みを、ぜひ参考にしたいと感じている。

　■笠井　里紗（枚方市 観光交流課）

　 　今回の視察では、地域が本来持っている魅力を資源として観光のために徹底して活用すること
と、それを支える行政・観光協会・民間事業者・地域の方々の役割分担や「人」の重要性につい
て学ぶことができた。
　 　どちらの自治体も、失われつつある歴史的な建物や町並みなどを保全するために活用している。
さらに、その魅力を最大限に生かすため、宿泊体験や、眺望を活かした朝食、ヨガなどをプラス
することで「ここにしかない」もの（商品、サービスなど）に仕上げ、訴求力を高めている。ま
た、分散型ホテルとして町並みの中に宿泊施設を構えるNIPPONIA HOTELのスタッフの方は、
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フロント棟から別の場所にある宿泊棟まで案内する際に、町並みの中にある建物の歴史的な背景
と共に、店舗の商品なども積極的に紹介している。これにより、宿泊客による消費を促し、地域
経済に貢献している。両自治体と本市とは歴史的背景や保有する資源は異なるが、このように既
存資源を活かし、かつ体験や別の要素をプラスすることでオリジナリティを創出するという手法
は大変勉強になった。
　 　観光における地域の人との関わりの重要性についても再認識できた。例えば現地で食事をする
にあたり、地元の人と会話をしたり、一緒に作業したり、小さなハプニングを経験したりするこ
とで、旅の思い出にオリジナリティが加わり、誰かに話したくなるエピソードとなる。美味しい
食事と共にそのエピソードが人に伝わることで、新たな誘客の一助となるのである。それには、
観光客を受け入れる地域の人の理解と協力が不可欠である。観光まちづくりを持続的に行うため
にも必要なそれらを得るにあたり、行政は精力的に取り組んでいた。両自治体とも行政、観光協
会、民間事業者の役割分担がなされており、地域への説明や協力依頼など地道かつ重要な役割を
行政が担っている。「上から」ではなく観光まちづくりを担うチームの一員として取り組んでい
るその姿勢が事業者からの信頼につながっており、円滑に進められる要因となっているのではな
いかと推察された。本市の行政としての取り組み姿勢を再確認する機会となる視察だった。
　 　今回は時間の都合上駆け足で２市町を巡ったが、次回はゆっくり堪能したいと思わせてくれる
場所であった。今後、本市を訪れた人にも同じように感じていただけるよう、本来持っているは
ずの「まちの魅力」を磨き上げ、存分に活かしていきたい。

　■村上絵里子（富田林市 人事課）

　 　今回の視察において「食」の観点から学んだことは、「地元」へのこだわりである。多くの道
の駅では、近隣自治体のものも扱っているが、内子町フレッシュパークからりでは、内子町産
のもののみを扱っておられた。高水準の安全・安心を守るためのトレーサビリティシステム等、
数々の工夫と努力をされているが、そうした町内産のみを扱うというこだわりと誇りにより、そ
の施設の価値も高まっているのではないかと感じた。一方、大洲市のNIPPONIA HOTEL 大洲
城下町で提供する食においては、大洲市のみでなく旧大洲藩であった周辺地域のものも使用して
いる。市内産のものだけではないものの、「大洲藩」をキーワードとして食においてもうまくス
トーリーを構築しているため、その土地の歴史や文化を感じながらその土地でしか食べられない
ものを味わうという満足感を与えられると感じた。
　 　また、「食」に関しては、そこでしか食べられないものを食すというだけでなく、ロケーショ
ンやシチュエーションも重要である。それらが組み合わさることによってより深く記憶に残る
「体験」となりうる。内子町観光協会が主催する「雲海展望台での朝食プラン」のような、まち
の魅力と食を組み合わせたコンテンツづくりについても考えていきたいと思う。
　 　本研究会のテーマの一つである「持続可能性」についても、ヒントを得ることができた。内子
町フレッシュパークからりでは、地元の農業振興を目的としておられるが、ぶれない軸を持って
いることが長年にわたって取り組みを続けられる秘訣の一つであると感じた。目的を明確にし、
そして、その目的を達成するためのシステムを構築しているからこそ、多くの生産者が参画して
いるのではないだろうか。
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　 　この視察において、大洲市が官・民・三セクが一体となって観光まちづくりを実践しておら
れたのは特筆すべきである。「まちづくり」は行政だけでは成しえない。大洲市の事例のように、
各団体の強みを活かした役割をそれぞれが担い、共にまちの将来を描くこともまた、持続可能な
取り組みにおいて不可欠であると感じた。
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２．伝統と革新の調和する城下町

～ 兵庫県 丹波篠山市 ～

視察日程 令和２年10月29日㈭～30日㈮

視 察 先 視察場所：篠山城下町ホテルNIPPONIA
　　　　　丹波篠山市観光交流部商工観光課
　　　　　篠山城大書院
　　　　　JA丹波ささやま直営店 特産館ささやま
　　　　　神戸大学・丹波篠山市農村イノベーションラボ
住　　所：兵庫県丹波篠山市
最 寄 駅：JR福知山線「篠山口駅」
対 応 者：丸岡　直樹 氏（バリューマネジメント株式会社）
　　　　　小山　達朗 氏（丹波篠山市商工観光課）
　　　　　田中　豊茂 氏（一般社団法人ウイズささやま）
　　　　　熊谷　美鈴 氏（特産館ささやま）
　　　　　竹見　聖司 氏（丹波篠山市創造都市課）
　　　　　羽馬　雅人 氏（丹波篠山市創造都市課）
　　　　　谷川　智穂 氏（神戸大学・丹波篠山市農村イノベーションラボ）

視 察 者 城野　博文（泉南市産業観光課）
畑部　　徹（岸和田市観光課）
田中　智也（河内長野市産業観光課）

【視察目的】
　丹波篠山市は兵庫県中東部にあって、古来、篠山街道沿い交通の要衝として栄え、篠山築城後は
城下町としての発展を遂げ、現代に至る。一方地形的には、市域の大半を山地が占め、市街地はわ
ずかな盆地に展開する。こうしたなか、市では２つの伝建地区や日本遺産、ユネスコ創造都市ネッ
トワークへの加盟をキーワードとして観光施策を充実させるが、その根幹に流れるのは「農都宣
言」にみられる、全国的に有名な農産物やその生産を担う人材育成等を視野に入れたまちづくりの
ビジョンであり、様々な角度から「人・自然・文化が織りなす食と農の都」の実現に向かって取り
組みを続けている。特に神戸大学・丹波篠山市農村イノベーションラボでは、地域を元気にするよ
うな人材を育成する役割を担う拠点、地方創生戦略の核として、若者らの地域に根差したビジネス
ビルディング、地域でのチャレンジの支援をおこなうとともに、新しい農村社会像を描くような、
価値創造的で実践的な研究に取り組んでいる。これらの取り組みは本研究会のテーマにも通じると
ころが多くあり、先進地として視察するに相応しいと考える。また歴史的資産を活用した取り組み
として、日本100名城に選ばれた篠山城跡を中心とする城下町には、400年前から残る篠山城下の風
情ある町並みを形作る歴史的建造物を客室にした分散型ホテルをはじめ、特徴的な道の駅などと
いった観光施設が多く存在している。ここではその土地ならではの歴史、文化、暮らし、食文化を
体感できる観光コンテンツを構築する手法を学び、本研究の参考とさせていただく。
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【視察内容】
　１．篠山城下町ホテルNIPPONIA

　　・篠山城下町ホテルNIPPONIAについて
　　・「観光」について
　　・「食」について

　２．丹波篠山市商工観光課

　　・食を通じた観光
　　・食による観光振興、農による観光振興の実践例や課題について
　　・ユネスコ加盟、日本遺産について

　３．篠山城跡（篠山城大書院）

　　・観光客の平均滞在時間
　　・日常管理上での問題点
　　・お土産やグッズについて、販売状況など
　　・新型コロナウイルスの影響

　４．JA丹波ささやま直営店「特産館ささやま」

　　・客層、ターゲット、属性などの基本情報
　　・団体客を取り込みための施策
　　・季節毎の売れ筋商品
　　・レストランメニューやオリジナル商品
　　・地元食材へのこだわり
　　・オープンから今日までの変更点、改善点

　５．神戸大学・丹波篠山市の農村イノベーションラボ

　　・施設の取り組み状況について
　　・プログラムの内容、活動拠点の詳細
　　・イノベーターズスクールの受講生、卒業生の状況
　　・他地域との差別化、工夫している点
　　・大都市近郊ならではのメリット、デメリット
　　・「農」「食」「観光」分野における連携など
　　・担い手発掘、担い手育成について
　　・地域ビジネスを創出するためのキーポイント
　　・ビジネスとして成熟するまでに必要なサポート体制
　　・移住・定住促進、起業サポートのために取り組んでいる行政の事業
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【視察結果】
　■篠山城下町ホテルNIPPONIA

　　篠山城下町ホテルNIPPONIAについて
　　 　篠山城下町ホテルNIPPONIAは、約400年の歴史を誇り、国の史跡にも指定されている丹波
篠山の城下町に点在する江戸時代から明治、昭和にかけて築かれた古民家をリノベーションし
た分散型ホテルである。ひとつの建物で完結する普通のホテルとは違い、町全体をホテルとす
ることにより、篠山特有の町家をそのまま生かし、町の暮らしに溶け込んだような特別な滞在
体験を提供していた。

｢ONAE」外観 ｢SAWASHIRO」外観 ｢SAWASHIRO」正面

　　宿泊棟「ONAE」について
　　 　フロントにもなっている「ONAE」は、明治初期に建てられた銀行経営者の邸宅をほぼそ
のまま再生。水回りや空調などの快適性、防火設備などの安全性は整えながらも、天井や梁、
土間や壁の材質といった基盤となる建材、当時使われていた土竈は、かつての風情と存在感を
残していた。また、蔵や離れは建物の個性や特徴を上手く活かしながら、それぞれ趣が異なる
宿泊空間として提供していた。

フロント ロビー 客室

　　料理について
　　「Lunch Course Dejeuner A」をいただいた。メニューについては以下のとおり。
　　　・戻り鰹の炙り ヨーグルトソース
　　　・丹波篠山のポタージュ ベーコンのエッセンス
　　　・鱧のポッシェ 秋茄子と共に or 丹波地鶏と丹波茸のフリカッセ
　　　・丹波栗のミルフィーユ ぶどうのコンポート
　　　・パン・食後のドリンク付き

136 おおさか市町村職員研修研究センター



第６章　視察報告

第
６
章

　　 　古くから丹波篠山とその周辺には特産品が多く、丹波の黒大豆、丹波栗、丹波茸や山の芋を
はじめとする食の宝庫となっている。提供されるメニューのほとんどが、そんな丹波篠山産の
食材を使用しており、それらを世界的に見ても最高のクオリティを誇るフレンチとして提供す
ることで、ここでしか味わうことができない非日常感を演出していた。

前菜 メイン デザート

　　観光基本情報について
　　 　篠山城下町ホテルNIPPONIAを運営しているバリューマネジメント株式会社の丸岡氏にお
話を伺った。篠山城下町ホテルNIPPONIAは、オーセンティック、ローカル、サスティナブ
ルなどをコンセプトに特別な滞在空間を演出し、価値あるものにお金を払いたいという方を
ターゲットとしている。市内には、外国人観光客がほとんど来ないため、インバウンドがメイ
ンターゲットではないが、それでもコロナ前は、１割程度は外国人観光客が宿泊されていた。

　　「食」の提供方法のこだわりについて
　　 　バリューマネジメント株式会社では、食材や料理はもちろんのこと、その前後にあるストー
リーや、地域ならではのバックグラウンドを大切に「食」を提供している。例えば、「竹田城 
城下町ホテルEN」は、旧木村酒造をリノベーションしたホテルであり、そこでは「日本酒に
合うフレンチ」をコンセプトに料理を提供している。また、雲海で有名な竹田城跡だが、あの
壮大な雲海が見られるのは、竹田の山麗の地形が生み出す昼夜の寒暖差であり、その竹田なら
ではの気候により、甘く、瑞々しい食材が育まれるという説明を「食」に付け加え提供し、更
には食材を作っている生産者の人物像や食材に対するこだわりを併せて紹介している。そうす
ることで、何気ない食材や料理にストーリー、バックグラウンドという付加価値が生まれ、そ
れらがここでしか味わうことができない食体験になり、食を介してそのストーリーに興味を
持った観光客が、観光地、生産者の元を訪れることで、市内の周遊促進、消費拡大につながっ
ている。

　　地元とのつながりについて
　　 　外部団体が市内に入る際には、まず、地元のことを深く知る必要があり、そのためには、地
元とのつながりを大切に、地元の方と密にコミュニケーションを取ることが最も重要である。
また、新しく事業を始める際には、観光客を呼び込むことを主目的に置くのではなく、地元の
課題（空き家問題など）の解決を主目的とすることで、地元の理解が得られやすい。
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　　３市（泉南市、岸和田市、河内長野市）へのアドバイス
　　 　３市とも、多くの観光客が往来する導線にある市であるため、観光客１万人を呼び込むとい
う発想ではなく、往来している観光客1000万人のうちの0.1％をいかにして立ち寄らせるかと
いう発想が重要。そのため、王道で勝負するのではなく、地域の特徴や資源を活かした変わり
種の観光コンテンツで勝負し、そのニーズに対して、カスタマージャーニー、ペルソナを構築
し、適切な情報発信を展開していくことが必要。

　　 　また、観光コンテンツを構築する際には、新たにコンテンツを創り上げるのではなく、ニー
ズに合わせて既存のコンテンツの見せ方を変える、ストーリーを構築するといった着眼点が重
要である。また、「食」で観光誘客を図るのであれば、食事だけでなく前後の過ごし方や周辺
のストーリーも含めてのPR展開が必要。岸和田市は城（例：北九州市の小倉城では、天守閣
の最上階をバーにして、殿様気分で日本酒を飲むというコンテンツを提供）、泉南市は漁師街
という特徴（漁師飯、こだわり）をどう活かすかが重要。

　■丹波篠山市商工観光課

　　篠山城下町
　　 　近代以降のまちづくりの過程で国道や駅を城下町の中心部からあえて離した地点に設定した
ことで、現在の城下町の賑わいがある。以前は丹波黒豆やぼたん鍋のみが有名であったが、15
年程前からオシャレな田舎町として注目され出した。外部からの好評価を受け、住民の意識や
まちの雰囲気も変わってきている。

　　 　現在はGoToトラベルのお陰で高単価のNIPPONIAに若い人が集まっている。そもそも
NIPPONIAの立上げに深く関わる株式会社NOTEの母体となる一般社団法人ノオトを立ち上
げたのが元副市長であり、市との関わりは深い。集落丸山などはその関わりから始まったもの
で、山間部の農村の旧家をリノベーションし、一棟貸で運営している。朝食は近所の地元の方
が調理を行い、調理監修は近所のミシュラン級の蕎麦屋が担っている。

　　 　篠山城下町を含む、丹波篠山市は京阪神から１時間圏内にあり、現在のマイクロツーリズム
の流れにマッチする。都市部から１時間で原風景が良好に残っていることが奇跡的であると評
価されている。肌感覚として一昨年から観光客は増加しているが、宿泊率が県下平均の半分の
５％であることが課題。

　　 　近年の傾向として伝建地区に目的を持った移住者が増えてきている。移住者を中心にマチナ
ミ・アートフェスティバルといったイベントが開催され、行政も補助金を支出している。こう
した動きは、まちが変わった結果ではなく、元来のまちの魅力に気づいたのだと捉えている。
城下町に対しては、地元の住民の街並み保存の意識が高く、まちの魅力の継承に大きな役割を
果たしている。

　　デカンショ祭
　　 　城下町最大のイベントとして、毎年８月にはデカンショ祭が篠山城跡で開催され、踊り子は
２千人から３千人、２日間で８万人の観光客を迎える。デカンショ節は篠山の守り続けてきた
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「暮らし」を物語る400以上の歌詞が伝わるもので、「丹波篠山デカンショ節～民謡に乗せて
歌い継ぐふるさとの記憶～」として日本遺産第１号に認定され、魅力発信拠点として丹波篠山
デカンショ館が設置された。コロナ禍のため、令和２年は通常開催を中止したが、今年だけの
デカンショ企画として、YouTubeを通じたオンライン配信を行い、１日に35,000回の閲覧を
記録した。また通常開催であれば、夜店街として多くの出店があるが、食に関しては特に特徴
的なものはない。

　　味まつり
　　 　例年、10月上旬に特産である丹波黒豆や丹波栗、松茸、山の芋などを目玉として、丹波篠山
味祭りが開催される。城下町界隈のほか、城跡にも特設販売所を設けるなどし、大勢の観光客
で賑わう。デカンショ祭と並ぶ丹波篠山市の２大イベントであるが、コロナ禍のため、令和２
年はイベント等は中止とし、名産品の販売もオンラインでのショップ巡り等に切り替えた。市
ではオンライン購入促進のための補助も行ったが、期間中、街中には例年並みに観光客が訪れ
ており、例年以上の渋滞も発生する等している。これまで行政がコツコツと住民をまきこみつ
つやってきたことが成果を生んでいるものと考えるが、産品そのものの魅力によって人が集ま
るのであれば、従来どおりのイベントを再考するきっかけにも。

デカンショ祭の様子１ 茹でたての丹波黒豆

　　特産品は食と器
　　 　特産品は松茸、丹波栗、丹波黒豆、猪、丹波篠山牛など。丹波焼は日本六古窯のひとつであ
り、「きっと恋する六古窯─日本生まれ日本育ちのやきもの産地─」として日本遺産に認定さ
れたほか、ユネスコ創造都市ネットワーク加盟の起動力となっている。そこからビエンナーレ、
食と器の出逢い事業補助金などの事業展開に結びつけている。

　　 　食に関しては、住民対象の郷土料理「味学（みがく）講座」を開講し、教材DVDを制作す
るなどして、啓発に努めている。豆腐飯などのメニューを廃校舎を活用して提供していたこと
もある。令和２年のコロナ禍のなか、「甘冷（あまびえ）スイーツフェア」を観光協会主催で
開催し、市も民間広報媒体を活用するなどの支援を実施した。

１  丹波篠山市商工観光課、丹波篠山観光協会「丹波篠山市公式観光サイト」https://tourism.sasayama.jp/
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　■篠山城跡（大書院）

城郭石垣 上段の間

　 　篠山城は1609年に徳川家康の命令により築城。初代城主は家康の実子といわれる松平康重。豊
臣氏の居城である大坂城の包囲と、豊臣家ゆかりの西国の諸大名を抑える拠点とするべく築城さ
れた。大坂城包囲網を一刻も早く完成させるべく、突貫工事によりわずか６ヶ月で急造された。
より実戦的な城とするべく天守台はあるものの敵方に目立って狙われやすいとのことから天守は
建設されなかった。石垣や堀は現存しており2006年に日本100名城に選定された。３月の『丹波
篠山ABCマラソン』ではゴール会場。４月の『丹波篠山さくらまつり』では堀とその周辺には
約1000本のソメイヨシノが植えられており、例年２万人の人出。５月の『篠山よさこいまつり』
では、お城マーケットとして、飲食ブースを設置。８月のデカンショ祭では夜店が出店するなど、
丹波篠山市の観光の核となる施設である。
　 　大書院は1944年に焼失したが2000年に総工費12億円で復元され、入館料400円。指定管理者制
度により運営され年間の入込客数は４～５万人。建物内では歴史的な展示や解説の映像を放映し
ている。復元した建物内にある上段の間の障壁画は往時の雰囲気を再現するため狩野派の屏風絵
を転用して設置、襖などの建具は当時の物と近しいものを作成して使用。有名な戦国武将の甲冑
のレプリカを多数展示し希望者には実際に着付けが可能、他にはキャッスルウェディングを実施
するなど、時代考証だけに捕らわれるのではなく、観光客に楽しんでもらえるような造りとなっ
ている。

　■JA丹波ささやま直営店「特産館ささやま」

　　基本情報

外観 無文銭弁当２

２  JA丹波ささやま「特産館ささやま」http://www.tokusankansasayama.com/
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　　 　昭和61年開業。
　　 　地元の特産品とお土産の販売、レストランが一体となった施設。物産については、基本的に
地元食材とJAが開発した加工品の他に、地酒や地元のお菓子を販売。黒豆ソフトクリームの
ようなここでしか買えない商品も存在する。レスランでは出来るだけ地元の食材を使用してお
り、地元食材を全く使用していないメニューは無い。特に猪肉については天然の生肉にこだわ
るため『ぼたん鍋』や『ししそば』などは猪猟が解禁になる冬季限定メニューとしている。

　　無文銭弁当
　　 　篠山城主青山家に伝わる家紋「無紋銭」を模ったお弁当。器は特許を取得。
　　 　丹波篠山牛しぐれ煮、丹波黒の煮豆に、旬の食材を使った煮物や天ぷらがセットになってお
り開業当初からの人気メニュー。

　　施設状況
　　 　「道の駅」の制度は平成５年創設のため、昭和61年開業のJAが作った大型の観光客受け入
れ施設は当時めずらしく、オープン当初は視察のバスが殺到した。

　　 　団体客受け入れに対応するため大型バス対応の駐車場と、当初から料理研究家の土井勝氏監
修で無文銭弁当（弁当は冷めても提供できるため大量に用意できる）や、団体客専用メニュー
を準備したことで狙いどおり観光客が訪れる施設として成功したが、観光客のための施設とい
うイメージが付いたため地元住民の利用はほとんどなかった。直近の数年は、近隣に競合施設
もできたことで客入りは減少傾向であった。

　　 　今年は新型コロナウイルスの影響で４月下旬～５月中旬まで閉館。その間、市役所が市民対
象にテイクアウト弁当が最大半額になる『＃丹波篠山半額グルメ』を４月20日から５月12日ま
で実施。この施策に対応したテイクアウト弁当がきっかけとなり、今はレストラン、物産共に
地元住民の利用が増えた。

　　 　コロナ前はレストラン利用の半数以上は団体客であったが、今はマイクロツーリズムの時流
に乗り、近隣からの個人観光客が急増。特に９月のシルバーウィークと10月は黒枝豆を求める
観光客で、過去最高の集客数となった。

　　 　ターゲットはファミリー層ではなく、それよりも上の世代。新型コロナウイルス発生前から、
インバウンドについては、多い地域では無かったため影響は少なかった。これは基本的に丹波
篠山市の他の施設でも確認したが同じ傾向である。客入りは土日が多く、平日は３分の１程度
に減少する。大型バイクに乗った50～60歳代のツーリング客も多い。

　　 　客入りが最も多いのは、黒枝豆の収穫時期である10月。10㎏入りを30ケース用意しても開始
２時間で売り切れる。JAでは毎年解禁日を設定しており販売期間は、収穫期間である約３週
間である。

　■神戸大学・丹波篠山市農村イノベーションラボ

　　基本情報
　　 　神戸大学・丹波篠山市農村イノベーションラボは、農村で新しい価値を生み出し、仕事をつ
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くる人のためのビジネススクールとして、2016年に丹波篠山市の玄関口である篠山口駅前に開
設された。①地域創造研究、②地域人材育成、③活動・情報支援を、地域連携を支える３つの
柱とし、新しい農村社会像を描くような価値創造的かつ実践的な研究に取り組むとともに、地
域でのビジネスビルディング、地域でのチャレンジ支援、地域に関わる方々とのネットワーク
サポート等を行っている。

外観３ 内観３

　　立ち上げの経緯
　　 　丹波篠山市は、人口減少、地域人材の高齢化、空き家の増加、耕作放棄地の増加など、いわ
ゆる一般的な農村地域が抱える課題に直面しており、その主な要因の１つは、若者が地域に定
着するような「しごと」がないことであった。しかし、「しごと」になりそうな資源はたくさ
んあるため、それらをビジネスとして正しく扱うことができる「人」がいないことが根本的な
課題と考え、人×資源、人×人を掛け合わせる学びのコミュニティをつくることを目的に神戸
大学・丹波篠山市イノベーションラボを立ち上げた。

　　プログラムの内容
　　 　プログラムは、主に３つのカリキュラムから構成されている。
　　　・セオリー（知識）
　　　　大学教員・実務家による講義形式でビジネスの基礎的知識、理論、手法を学ぶ。
　　　・ノウハウ（技術）
　　　　 既に地域ビジネスを成功させている実践者からCBL（Community Based Learning：地域

プロジェクト実践型学習）により、ビジネススキルを学ぶ。
　　　・ネットワーク（仲間）
　　　　 地域資源、人とのネットワーク構築、オフィスや住居などのマッチング、資金調達のサ

ポートなど、ビジネスモデルづくりから、地域での実践、離陸までを、伴走型で支援する。

　　 　講義は、仕事がある方でも受講できるよう、主に土日に開催される。最低必修科目数はある
ものの、自身のビジネス分野や興味に併せて履修科目の選択が可能。また、実験的にビジネス

３  一般社団法人EKILAB「神戸大学Rural Innovation」https://sasayamalab.jp/
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を開業、実践できる場所として、地域ラボを運営している。

　　受講生・卒業生の内容
　　 　年代は10～60代、職業は学生、会社員、自営業、公務員と幅広い年代、職業の方が受講して
いる。全国的にも農村をテーマにしたビジネススクールは珍しく、受講される方の７割近くが
丹波篠山市、隣接する丹波市以外からの受講生であり、本スクールを目当てに他地域から受講
しに来ているとのこと。

　　 　これまで、123人の卒業生を輩出しており、25名が起業・継業、10名が事業拡大につながっ
ている。また、飲食店、地域ブランド、写真家、教育、キャンプ場など起業分野も多岐に渡る。

　　大学との連携
　　 　神戸大学の授業の一環で、里山、農村について学ぶ授業として、丹波篠山市で実践農学を実
施している。また、学生団体の活動のサポート支援も行っており、サークル活動として、丹
波篠山市で農業を実施している団体も多く、最大規模のサークルでは150人もの学生が活動を
行っている。このように、学生時代から市や地元の方々と密な関わりを持っているため、卒業
後に地域おこし協力隊へ参加したり、市内で就農したりするパターンも多い。

　　行政やその他団体との関わり
　　 　自身の力だけでビジネスを回すことが最終目標なため、あえて行政は深くは関わらないよう
にし、自由な発想でビジネスを生み出すことができるようにしている。また、本スクールでは、
ビジネスの種となるアイデア、発想を生み出すまでのサポートを行い、ビジネスとして自走さ
せるまでのサポートは商工会議所等と連携を取りながら行っている。

【所　　感】
　■城野　博文（泉南市 産業観光課）

　 　視察前、丹波篠山市について知っていたことと言えば、山の幸に恵まれ、丹波黒豆や栗、ぼた
ん鍋が有名なこと。地域ブランドを守るために市の名称を変更したことなど、極めて偏った知識
しか持ち合わせていなかった。それでも数十年前、雪の舞う城下町界隈にて山椒の効いたぼたん
鍋を食し、身体のなかから温まったことは鮮烈に覚えている。今回、あらためて現地を訪れ、実
際に食や観光に携わっている方々のお話を伺うことで、これまでの認識を大きく上書きすること
ができた。
　 　最も印象深いのは観光施策やイベント、まちづくりに関して、その時々の目新しいものに目移
りすることなく、元からあるモノについて、いかに磨き上げるかということに力を注ぐかという
ことである。地道にコツコツと取り組みを積み重ねてきたことで、ことコロナ禍であっても、例
年と変わらず観光客が訪れている。密を避けるためオンラインでの購買を推進しているにも関わ
らずである。長年、実直な取り組みを継続してきたことで、丹波黒豆をはじめとする産品が市民
権を得ていることに加え、城下町の持つ特有の雰囲気の担うところが大きいと感じた。
　 　かつて丹波篠山城下を保全するため、敢えて近現代的な交通網からは距離をおき、歴史的な景
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観を良好に保全することに成功していると伺った。平成16年の重要伝統的建造物群保存地区に選
定されたこと、歴史的建造物である篠山城跡大書院を復元し、様々な活用策を実践されているこ
となどが象徴的であるが、ただ古い街並みを残すのではなく、NIPPONIAにみられる大胆なリ
ノベーションにも随所で取り組み、古いものと新しいものを調和させることに成功している。城
下町において、外部から目的を持った移住者が増加しているといった事例も教えていただいたが、
こういったまちづくりのコンセプトが若い世代を引き込むことに功を奏しているのであろう。同
時にこうした事例において、行政は一貫して側方支援に徹しており、まちづくりは住民主体と
なって行われてこそ、着実に実を結ぶものであると、あらためて認識することができた。
　 　私の勤める泉南市は、今も伝統的な景観が多く残され、自然環境にも恵まれるが、いわゆる観
光地ではなく、全国区となっている産品にも乏しい。しかし丹波篠山市で学んだように、本来備
わっているモノを磨き上げることで、魅力あるまちづくり、モノづくりに結びつけることが可能
となるのではないかと考え、その様な施策の必要性を強く感じた。

　■畑部　　徹（岸和田市 観光課）

　 　丹波篠山市を視察するため交通機関を調べたときに、篠山城跡周辺に市役所や観光施設が密集
しているにも関わらず、駅や高速道路から離れており交通の便の悪さを感じたが、丹波篠山市商
工観光課からの説明で篠山のまちづくりを計画するときに、当時は城跡と周辺の建物を残すため、
あえて駅や幹線道路をここから離して作ったということ、市民の意識が高く当時の建物を残すた
めに安易に建替えをしないという話に感銘を受けた。空き時間に城周辺のまち歩きをしたが、内
堀から外堀までの広大な敷地が現存しており、武家屋敷が残っているエリアは静かで雰囲気が良
く、商店が並ぶエリアでは、お土産はもちろん、秋の味覚である栗・松茸・黒枝豆等を多くの店
舗で販売しており平日であったが人も多く非常に活気があり、観光気分を存分に味わうことがで
きた。
　 　食については新しいものを開発したのではなく、元からあるものを磨き、育て上げていると感
じた。丹波篠山市の食材の中で一番集客力があると教えて頂いた黒枝豆については、各視察先の
方々に聞いてみたところ、本人か身近な人が栽培しているのでわざわざ買わなくても手に入ると
のことで、地元ではありふれた当然のように存在する食材であった。もちろん気になるので、夕
食で頂くようにしたがまさに絶品であった。
　 　この研究会のテーマは「食」で考える持続可能な観光であるが、集客の条件には立地・交通の
便よりも、魅力あるそこにしか無いコンテンツがあれば成立するという好例を目の当たりにする
ことができた。大阪市内と関西国際空港の間に位置する当市では、新型コロナウイルス発生以前
は、多くの観光客が通過していたため、いかにして途中下車し、立ち寄ってもらうかが課題で
あった。研究会で学んだことは、各地の「食」における成功例において、新規開発ではなく、あ
るものに光を当て磨きをかけることで魅力ある輝く存在に育てている事例が非常に多いことであ
る。コロナ禍が終息したときに備えてやるべきことは、当市の「食」の魅力発信、つまりは光の
当て方だと感じた。
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　■田中　智也（河内長野市 産業観光課）

　 　今回の視察では、本市と同じく大都市近郊という立地条件にある丹波篠山市における「農」
と「食」、そして「観光」に関する様々な先進事例を学ぶことができた。得に印象的だったのは、
以下の二点である。
　 　一点目は、篠山城下町ホテルNIPPONIAを運営しているバリューマネジメント株式会社の
「農」「食」「観光」に対する取り組みである。上記報告にもあるとおり、バリューマネジメ
ントでは、食材や料理と共に、その背景にあるストーリーを消費者に対して提供することで、
「農」「食」を入口にした観光情報の提供、「農」「食」を介した観光周遊の促進を実現している。
この手法は、その土地にある観光資源をストーリーとして食材や料理に結び付けることができれ
ば、他地域においても実現可能なアプローチであり、「食」と「観光」を考える本研究会におい
ては注目すべき観光周遊プロセスである。
　 　二点目は、神戸大学・丹波篠山市農村イノベーションラボにおける、関係人口の拡大による
「農」「食」に関わる担い手の確保と移住・定住促進の取組みである。近年、新型コロナウイル
スの影響により、田舎地域への移住・定住のニーズが高まっているが、移住を決心する上での大
きな不安要素となるのは、移住先でいかにビジネスを創出し、安定的な収入を確保することがで
きるかである。これに対し、神戸大学・丹波篠山市農村イノベーションラボでは、大都市近郊と
いう立地条件を活かし、移住せずとも田舎暮らし、田舎ビジネスをお試し体験させることで、移
住・定住への心理的ハードルを下げることに成功している。大都市近郊にある本市においても、
このように田舎生活を疑似体験させる手法は非常に有効的な手法であり、「農」「食」と上手く
関連させることができれば、担い手の確保につながると考えられる。
　 　また、上記二点の事例は、行政がこれまで築き上げてきた「農」「食」「観光」に関する施策
が土台にあるものの、どちらも産・学の力を上手く利用した事例でもある。「農」「食」「観光」
における課題解決には、関連団体の力を上手く利用する視点は極めて重要であり、本市において
も、行政が上手く舵取りをしながら、「農」「食」「観光」の関連団体を巻き込みながら事業を推
進する体制を構築する必要がある。
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所　　　感

 茨木市産業環境部商工労政課　上山　七彩

この研究会に参加させていただき、昨年は自身の自治体を「観光」という目線から見つめなおす
一年であったが、２年目の今年はそのような経験を踏まえて、「観光を推進していく上での行政の
役割」を、自分なりに考えることができた一年になったと感じている。
この二年間で、先進的な取組みを行う自治体に実際に視察に行かせていただいたり、講演で食や
観光に携わる方々のお話を伺ったりすることにより、観光を推進していく立場として、共通する部
分があることに気づいた。
一つ目は、常に自分たちや関係者の立場、役割を意識し、上手く仲立ちする役目を果たしている
ことである。１年目に視察に伺った島根県邑南町では、生産者と町内の飲食店を繋げることにより、
地元住民の観光意識の醸成を行っていた。観光は行政がいかに力を入れて推進していっても、それ
に理解を示し、協力してくれる地元の事業者や、地元住民の受け入れる体制がなければ、観光客を
誘客することは出来ない。そのため行政がその仲介役として、受け入れる側、来てくれる側のどち
らの意見もうまく聞き入れ、事業者や住民をサポートしていく体制づくりを行っていくことの重要
性を、強く認識させられた。
二つ目は当事者目線と客観的目線の両方を持ち、取組みを推進していることであった。２年目の
視察で伺った内子町や大洲市では、新しい観光資源を作るのではなく、今あるものに付加価値を加
え、そこにしかないものとして提供することによって、観光客を誘客していた。その土地にあるも
のの価値は、行政の立場では当たり前になってしまっており、なかなか気づくことができない。ま
た価値があったとしても、それにどのような光の当て方をするかによって、その価値は大きく変化
していく。行政には、当事者として自治体の持つ魅力に気付くこと、次に客観的に見てどのように
自治体にあるものを活かしていくか、という二つの視点が常に必要になってくる。研究会を通して、
行政が観光を推進する際に求められる姿勢について、非常に多くのことを学ぶことができ、とても
良い経験になったと感じている。
また、研究会を通して、様々な自治体の職員の方やコーディネーターの方とつながることができ
たことも、私にとって貴重な経験であった。
フィールドワークの際に、実際に研究員の方々に本市に来て意見をもらった際には、なかなか内
部の人間では気づけないような、本市の魅力をたくさん再発見させていただいた。さらに指導助言
者の高田先生からは、観光に関する基礎的な知識から、「食」を軸にした多くの観光振興の切り口
まで、多岐にわたり観光を推進する立場として大切な知識を学ばせていただいた。高田先生並びに
研究員の皆様、事務局の皆様に、改めて感謝申し上げます。
観光はコロナが収束した後、自治体にとって非常に重要な分野となってくると思われる。この二
年間の研究会での学びを活かし、これからの本市の観光の更なる発展に貢献していきたい。
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所　　　感

 枚方市観光にぎわい部観光交流課　笠井　里紗

本研究会への参加を通じて、自分は本当に枚方市について知っているつもりで実は知らないこと
が多いと気付かされた。市の観光振興を担う現在の部署に配属されるまでは、枚方に観光で人を呼
び込むという意識はあまりなく、遠方からお客さんが来ても案内するのは大阪や京都などだった。
しかし、改めて見つめ直してみると、非常に面白く、楽しく、かついろいろなエネルギーを持った
人がいる街であることに気付くことができた。美味しい飲食店があり、美味しい農作物が採れ、新
しいことに意欲的な人が街を盛り上げるためにチャレンジをしている。今はまだ、それぞれが単独
で取り組んでいるのが現状だが、少しずつ連携する動きも見えつつある。そういった動きや取組を
察知し、それぞれを繋いだり、動きやすいように支援したり、一緒に考えたりしながら、枚方には
どのような課題があり、どのような街にしていきたいと考えているのか共有できれば、それは魅力
的な街へと大きく前進することになるのではないだろうか。
他の自治体への視察や講演などで感じたことは、上手くいっている自治体の方は総じて周りの人
を巻き込む力に非常に長けているという点だ。行政の職員だけでなく地域の人を巻き込み、また自
立的な取組みを促していくことは、観光事業を長期的に持続させる上で重要である。行政主導で行
う取組みは、どうしても「やらされている」という意識が芽生えたり、補助金がなくなった途端に
終わってしまったりとなかなか上手くいかない事例が散見される。どんなものを地域として残して
いきたいのか、これからどんな地域にしていきたいのか、そういった思いを具現化していくことで
必要な取組みを地域で認識し自主的な取組みが促進される。そして、それらを繋いでいくことで街
全体の魅力が底上げされ、住民自身が大事に思えるような「良い街」だと感じられるようになれば、
それは外から見ても魅力的な街となりお客さんも自然と増えていくのではないだろうか。
私は、枚方市という街を、住む人自身が誇りに思い、「どやっ」と外に向けて自慢してもらえる
ようなところにしたいと考えている。観光の思い出に大きく影響するのは「人」との関わりだ。ど
んな人とどのように接したかによって、それは最高の思い出にも、最悪な思い出にもなり得る。お
客さんと直に接することになる地元の人が、自分が好きな枚方をお客さんにも好きになってもらう
ために行うおもてなしは、きっと最高の思い出の一助となる。そのためにも、枚方が持っている地
域資源や魅力を今以上に磨き上げ、知ってもらい、実際に楽しんでもらうことが必要だ。
都会的なエリアや自然豊かなエリア、歴史的情緒を残すエリアなど様々な要素を持ち合わせる枚
方だからこそ作り出せる観光コンテンツには、大きな魅力があるはずだ。これからも地域と向き合
いながら、その魅力を最大限に生かすために行政として、そして住民として何ができるのか考え続
けていきたい。
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 河内長野市環境経済部産業観光課　田中　智也

当課に所属していると、市外の方から「何かおすすめの観光地はありますか。」というお電話を
よくいただく。この場合は、相手の観光目的、交通手段等を勘案して、おすすめの観光地をすぐに
提案することができる。しかし、「何かおすすめのグルメはありますか。」と聞かれた場合は、回
答に困る。もちろん、本市にも美味しい地元食材や、美味しい料理店はたくさんあるものの、本市
における「食」は、観光における副次的要素であり、「ここに来たらこれを食べるべき」といった、
いわゆる定番グルメを紹介できないのである。そんな折に、本研究会への参加募集があり、これま
で副次的要素としてきた「食」を、本市への観光の主目的に変えることができるような、知見やヒ
ントを得られるのではないかと思い参加した。
研究を始めた当初、視察先の選択のため「食」の先進地を調べていたが、出てくる成功例はどれ
も、観光としての訴求力がそもそも高い食材を、やる気のある事業者がうまくPRすることで成功
につながった、という事例ばかりであった。正直、海産物がある地域がとても羨ましく、本市を変
えるキーマンが急に現れないかなど、ないものねだりばかりしていた。しかし、視察先で聞いた自
治体職員の生の声は、急に食材が有名になるわけでもなく、地道な広報活動により徐々にファンを
増やし、キーマンが急に現れるわけでもなく、地域のプレイヤーを０から育て上げるなど、華やか
な成功談ではなく、地味で泥臭い活動ばかりであった。だが、自治体職員が地域を駆け回り、地味
で泥臭い活動を率先してやるからこそ、そこに理解者や仲間が集まり、地域一体となった事業推進
を実現できたのではないかと思う。
本研究会は、「食」と「観光」の他に「持続可能」がテーマに含まれている。観光事業を持続可
能なものにするには、継続した資金調達、リピーターの獲得はもちろん、事業推進に関わる担い手
を途切れさせることなく、その意思を紡いでいくことも重要であると考える。そのため、今回本研
究において、持続可能な観光を、「観光を通じた地域ファンづくりによる新たな担い手の発掘」と
結論付けた。この担い手の連続性は、「観光」に限らずあらゆる事業において、「持続可能」を考
えるうえでの重要な要素になるであろう。このことからも、自治体職員が先頭となり、地域と深く
関わりを持ちながら事業を推進し、その意思を地域に浸透させていくことは、非常に大きな意味を
持つ。
本研究会を通して、「食」や「観光」に関する知見はもちろんであるが、こういった自治体職員
としてのマインドを学ばせていただいたことは、今後の公務員人生にとって大きな収穫になるであ
ろう。自身も、地域を奔走しながら地域と深く関わりを持ち、地域に大きな影響を与えることがで
きる自治体職員になれるよう、今後も尽力したいと思う。
最後になりましたが、指導助言者の高田先生、研究員メンバーの皆様をはじめ、本研究にご協力
いただきました全ての皆様に、心より感謝申し上げます。
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所　　　感

 富田林市市長公室人事課　村上　絵里子

2013年、東京五輪が2020年に開催されることが決定し、国内のインバウンド機運が一気に高まっ
た。2016年には訪日外国人観光客が2,000万人を上回り、2020年の目標に掲げていた3,000万人も
2018年に達成し、（その当時は、新型コロナウイルスにより海外との行き来がままならない状況に
なるとは想像もつかず）日本のインバウンドは順調に思えた。しかし、私はインバウンドに関する
この統計を見て、オリンピックが終わった後、日本のインバウンドはどうなるのだろうかという不
安を抱いた。右肩上がりの成長はいつまで続くのか。観光客がずっと訪れるような目的地となるた
めにはどうすればよいのか。漠然とではあるが、インバウンドに限らず観光における持続可能性の
難しさに私が気付いたのはこの時である。
私は、2018年度と2019年度の２年間、（公財）大阪府市町村振興協会に派遣され、マッセOSAKA
の研修・研究事業の企画運営に携わることとなった。その派遣期間中に上記の課題意識を基に企画
したのが本研究会である。「持続可能」というキーワードの他に研究会のテーマに込めたのが「大
阪」というキーワードだ。大阪府には国内外から多くの人が訪れているものの、人の流れは一部の
地域に集中しており、その他の地域へいかに人を呼ぶかということが課題であると感じた。まちに
よって抱える資源も課題もそれぞれであり、大阪、そして府内各自治体の強みや弱みを踏まえどの
ような取組みができるか考える機会にしたいと考えた。また、「大阪の持続可能な観光」を「食」
の観点から考えることにしたのは、食が観光の動機や目的となりうる重要な要素であるからだけ
でなく、目的地で消費を生むという観点から、「持続可能」な観光に不可欠であると考えたからだ。
こうして、「「食」で考える大阪の持続可能な観光研究会」を研究会のテーマにすることとなった。
市役所へ帰任後、観光関連部署の担当者でないにも関わらず、研究員として本研究会に参加させ
ていただくこととなったが、本研究会を企画した際に抱いていた問題意識を意識するだけに終わら
せず、課題を解決する方策について研究を通じて自ら考察し、成果報告書としてまとめる機会をい
ただけたのは大変ありがたいことだと感じている。現場に精通したプロフェッショナルである他の
研究員の皆様と比べ、現場の実情を十分に知らない自身の不勉強さを恥じることもあったが、研究
会に携わった２年間に出合った食と観光に関わるたくさんの方と事例から、多くのことを学ぶこと
ができた。また、研究会では指導助言者の高田先生や他の研究員の皆様と様々な視点で意見交換や
議論を重ねてきたが、毎回新たな発見があり、良い経験となった。研究会での経験を今後に活かし
ていきたいと思う。
研究会を通じて関わったすべての皆様、本当にありがとうございました。
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 岸和田市魅力創造部観光課　畑部　　徹

この研究会に参加した初回の講義で高田先生より、各参加自治体の「食」の魅力を学ぶために現
地での実食を含めたフィールドワークや、１泊２日で先進事例都市へ出張があるとの説明を受けた。
食べることが好きで比較的呑気な私は、楽しそうな研修だと感じ、推薦してくれた課長に感謝した
ものであった。しかしその直後の打ち合わせで、１か月後の２回目の研修会が当市でのフィールド
ワークに決定した。ホスト役として研修会メンバーを招待し観光コースを含めて案内することに
なったため当市の「食」の知識を深めようと慌ただしく準備したこと、初回のフィールドワークで
あったため手順が分からず戸惑ったことが思い出される。しかし振り返ってみると唯一、フィール
ドワーク終了後の業務時間外に老舗の和菓子屋にて「氷くるみ」、続いて岸和田のソウルフードと
言われる「かしみん焼き」を食べに行くというエキストララウンドが実施され、研究員の皆様に紹
介できたことが良い思い出として残っている。
２年間でマッセ大阪での高田先生による講義はもちろんのこと、当市を含めた参加自治体６ヶ所
でのフィールドワーク、１泊２日で１年目は小浜市、２年目は丹波篠山市への視察と報告書の作成、
それ以外にゲストスピーカーの講演に、有志による伊丹市の「バル」イベントの参加と非常に充実
した内容であったが、初回の呑気さが吹っ飛ぶ忙しさであった。特に２年目は新型コロナウイルス
の影響で、研究会実施が後半に固まったため非常にタイトなスケジュールであったことが更に拍車
をかけたが、成果報告書を書き上げ、最後に所感を作成している今となってはそれも楽しい思い出
の一つとなりつつある。
研究会に参加したことで、同じ大阪府下でも足を踏み入れたことのない自治体に行き特色を学ば
せてもらう機会に恵まれたこと、行ったことがあっても今までは「食」と観光という目線では見て
いなかったため新たな発見が多く、想像以上に自治体ごとに特色があるのを知ることとなった。ま
た自分が所属する岸和田市の「食」と地域の魅力について再確認することにも繋がった。それを生
かすため、当市の新たな観光パンフレットの作成に主担として関わることになったので「食」をメ
インにした内容にすることにしたが、勝手ながら岸和田市の今の「食」の魅力を詰め込んだパンフ
レットに仕上げることが出来たと思っている。
「食」と観光や各地域の魅力について多くのことを学ばせて頂いた。これは今後の観光課業務に
活用していくのはもちろんのこと、いつか人事異動で他の部署に配属になったとしても、かなり広
い分野において役に立つ知識を手に入れたと感じている。そして何より、高田先生を含め研究員の
皆様とは２年間で良い関係を築けたと思っているので、これからも業務において何か困ったことが
あれば微力ながらも協力したいし、私も助けてもらえたらと思っているので、これで終わるのでは
なく、今後とも末永いお付き合いを願うばかりである。
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所　　　感

 泉南市市民生活環境部産業観光課　城野　博文

ある日、人事課長曰く「マッセで観光の研究会あるんやけど、行ってくれへんか」と。私の所属
する産業観光課には、食に対して特に造詣の深い先輩職員が在籍しており、その方が適任だと思わ
れたので、「〇〇さんの方がええんちゃうか、食べ物のことやし」と軽く流し、当初は彼が研究会
に参加することとなっていた。ところが諸般の事情により、急遽代打で私が参加することとなり、
自己紹介シートも持たず初日を迎えた。会場に入るともちろん初対面の人ばかり、しかも若い優秀
そうな方ばかり。何やら場違いなところに来てしまったというのが率直な感想だ。マッセの西尾さ
ん、村上さんの進行、研究員の自己紹介に続いて、高田先生の概説を聴くうちに、少しずつ研究会
の意図することが理解され、だんだんと興味が沸いてきた。
以前、文化財の担当だったことは再々申し上げているところであるが、遺跡を発掘していると、
昔の暮らしぶりについて具体的に思い描くことのできる現場に遭遇することがある。20数年前に担
当した発掘現場で、本邦初（と思っている）、中世の蛸壺づくりのムラを「発見」したことがある。
海岸ほど近いムラのなかで、粘土を掘り、蛸壺をつくり、焼きあげ、暮らしていた様子が具体的に
わかる大変良い遺跡だった。当時は泉州沖の「真蛸」についてよく考えていたので、地域ブランド
「泉だこ」には少なからず興味を持っていたし、愛着も抱いていた。「食」ということなら、その
泉だこにスポットを当てて、大昔の人々と同じものを、同じまちで食べることができる感動を観光
プランへと落とし込めないか、昔の暮らしぶりについては自分の知識や経験が活かせるのではない
かと考えたのである。当日、高田先生が紹介された『大阪食文化大全』も早速入手し、まるで課題
が解決したかのような、前途洋々な近未来を思い描いていた。
その後、フィールドワークで訪れたまちは、どこも個性豊かで、食事も毎回素晴らしいものばか
り。視察先の皆さんの人となりが正しく味に反映されているのだろう。同じ大阪でありながら、ま
ちによって様々な個性があることを再認識する機会を与えて頂いた。また先進地の視察では小浜市
と丹波篠山市を訪れたが、そこでも在るもの探しにこだわり、在るものを磨きあげ、持続可能な取
組とするいくつもの好例に接することができた。忙しいなかご対応頂いた皆さんの、熱心な話ぶり
が強く印象に残っている。
話を本題へと戻そう。本研究会では２年目のまとめとして、食をコンセプトとした持続可能な提
案をせねばならない。冒頭出来たつもりになったアイデアも、各地の事例を学ぶうちに単独では心
もとないと気づき、であれば筆者が実際に関わったり、直接目にした事例からヒントを得て、組み
立てることで企画提案できないかと考えたのが、本書にある成果報告である。目新しさは無いかも
しれないが、根幹となる情報発信システムも含めて実現は可能であると考えている。
最後に高田先生をはじめ、事務局の皆様、研究員の皆様には２年間大変お世話になりました。個
人的にはご迷惑をおかけするばかりで、恐縮至極なのですが、ぜひ研究会を離れても皆様とのご縁
が続くことをお願いする次第です。
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１．研究活動記録

研究会 月　日 内　　　　　　　　　容

第１回 ６月17日㈬

①オリエンテーション及び研究員自己紹介
②令和元年度活動の総括・振り返り
③研究の進め方について協議
④視察先の検討

第２回 ８月７日㈮
①各所属団体の分析・方策の検討
②意見交換
③視察先・ゲストスピーカーの検討

第３回 ９月24日㈭
①研究員所属団体現地調査（茨木市）
②研究員による食の基本情報発表（茨木市）
③意見交換

第４回 10月６日㈫

①研究員所属団体現地調査（泉南市）
②研究員による食の基本情報発表（泉南市）
③意見交換
④成果報告書の構成について確認
⑤視察実施に係る調整及び協議

視　察 10月27日㈫
　～28日㈬

愛媛県内子町・大洲市
①内子町観光協会
②道の駅　内子フレッシュパークからり
③大洲まちの駅あさもや
④大洲市観光協会、大洲市役所
⑤NIPPONIA HOTEL　大洲城下町

視　察 10月29日㈭
　～30日㈮

兵庫県丹波篠山市
①NIPPONIA HOTEL　篠山城下町
②丹波篠山市観光交流部商工観光課
③篠山城大書院
④JA丹波ささやま直営店　特産館ささやま
⑤神戸大学・丹波篠山市農村イノベーションラボ

第５回 11月11日㈬ ①視察実施報告
②意見交換

第６回 11月25日㈬

①公開講座
　「生産者と料理人を結び、食を観光資源に
　　　～奈良フードフェスティバル“シェフェスタ”から学ぶ～」
 ㈱エヌ・アイ・プランニング　ローカルデザイン事業部 部長
 奈良フードフェスティバル実行委員会【C’festa】事務局長
 福吉　貴英 氏
②ゲストスピーカーと意見交換会
③成果報告書、成果報告会について協議

第７回 12月15日㈫ ①各所属団体への提言内容の確認
②意見交換
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研究会 月　日 内　　　　　　　　　容

臨時回 ３月17日㈬ ①研究成果報告会について最終協議

成果報告会 ３月22日㈪

①基調講演「ビレッジプライドについて」
　島根県 邑南町 商工観光課長
　にっぽんＡ級（永久）グルメ連合　アドバイザー
　寺本　英仁 氏
②研究員成果発表
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２．研究員名簿

研　　究　　員

市町村名 所　　　　属 氏　名

茨 木 市 産業環境部商工労政課 上　山　七　彩

枚 方 市 観光にぎわい部観光交流課 笠　井　里　紗

河 内 長 野 市 環境経済部産業観光課 田　中　智　也

富 田 林 市 市長公室人事課 村　上　絵里子

岸 和 田 市 魅力創造部観光課 畑　部　　　徹

泉 南 市 市民生活環境部産業観光課 城　野　博　文

指 導 助 言 者

立命館大学　食マネジメント学部　教授 高　田　剛　司

事　　務　　局

おおさか市町村職員研修研究センター（マッセＯＳＡＫＡ）
長　町　俊　平

馬　上　夏　穂

後列左から　田中研究員、城野研究員、畑部研究員、村上研究員
前列左から　笠井研究員、髙田氏、上山研究員　　　　　　　　
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