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１．業務概要 

１.１ 業務の背景と目的 

 本業務は、別海町観光協会、別海町(行政）が中心となり、観光協会会員である別海町旅館組合、

各グルメ協会、などと連携し提案している事業案「食観光日本一を目指すフードツーリズム推進事

業～親子ででかける修学旅行と日本最東端の別世界でカメラ女子ツアー～」に対して適切な「観光

資源の目利き」を派遣、協働で検討し、モニターツアーを造成、実施、さらにはアンケートによる

評価を加え、観光資源の商品としての磨き上げを行い、次年度以降の確実な商品化への効果的な手

法を得ることを目的とした。 

 

１.２ 業務実施方針 

 地域の課題を踏まえ、本事業の着眼点を以下に示す。 

 

① 食を中心とした地域の観光資源や特徴（シーズ）の洗い出しを行うとともに、「フードツーリ

ズムでの観光地・別海」の確立を図るための商品開発・磨き上げの実施 

② 観光客に受け入れられるかどうか（ニーズ）を把握し、シーズとニーズが合致した商品開発

およびターゲットを定めターゲットに即した商品のテーマの設定 

③ 別海町の低い認知度、北海道の旅行特性（個人旅行、長期滞在、自由度が高い等）を踏まえ

た効果的な PR 手法の検討 

④ 地域、複数の旅行会社と連携したモニターツアーの催行 

⑤ 【シーズ把握、ニーズ把握（マーケティング調査）】⇔【資源の磨き上げ、商品化】⇔【モニ

ターツアーの実施・評価】⇔【情報発信・メディア戦略】⇔【受入意識醸成】等、本調査の

各プロセスの結果を適切に関連するプロセスにフィードバックさせるマネジメント 
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１.３ 業務フローおよび実施項目 

 事業実施フロー及び実施項目を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 実施フロー 

 

 

表１ 実施項目 

項目 実施計画の概要 

1．計画準備 ・業務目的・趣旨を把握するとともに業務内容を確認し、業務計画

書を作成。 

２．調査対象案件の事業行

程、実施体制の構築 

・実施体制及び実施スケジュールを地域と調整し構築。 

３．商品化に向けた観光資

源の磨き上げ手法の

検討 

・現地調査やワークショップ、地元ヒアリング、ＷＥＢアンケート

等により、観光資源のシーズと旅行者のニーズを把握し、資源の

強みや弱み等の分析実施。 

４．モニターツアーの企

画・造成・実施 

・商品のコンセプトとターゲットを設定し、商品のパッケージ化を

するとともに、モニターツアーを実施。 

５．モニターツアーアンケ

ートの実施 

・モニターツアーの実施結果等を踏まえ、商品の改善などに資する

検証・評価を実施。 

６．本事業に係る情報発信 ・新聞や雑誌の掲載やイベントの出展等を実施。 

７．ワークショップの運営 ・地域関係者が集まる 5回のワークショップを実施。 

８．観光庁との連携事業 ・観光庁と連携し、ポータルサイトによる情報発信やイベントへの

出展を実施。 

９．観光庁様式に基づく業

務内容に関する報告

及び目利きの派遣 

・商品化に向けて、最適な目利きを派遣し、観光ニーズにあった資

源の磨き上げを実施するとともに、業務内容について適宜報告を

実施。 

１０．報告書等の作成 ・進捗状況等を定期的に報告し、本事業の報告書を作成。 

6．本事業に関わる情報発信 

7．ワークショップの運営 

８．観光庁との連携事業 

9．観光庁様式に基づく業務

内容に関する報告及び

目利きの派遣 

２．調査対象案件の事業行程、実施体制の構築 

３．商品化に向けた観光資源の磨き上げ手法の検討 

４．モニターツアーの企画・造成・実施 

５．モニターツアーアンケートの実施 

10．報告書等の作成 

1．計画準備 
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２．調査対象案件の事業行程、実施体制の構築 

２.１ 本事業の実施体制 

 本事業においては、地域の自主性を重んじて、地域からの提案書の実施体制を踏襲した上で、よ

りよい観光資源の商品化を行うために弊社の知見やノウハウ等を活かした実施体制を構築した。 

 本事業の実施体制及び主な役割分担を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 実施体制 

 

・食、自然資源の磨き

上げ、商品化に関す

るアドバイス 

・ツアー（旅行商品化）

に関するアドバイス 

等 

 

・モニターツアーの企

画実施 等 

・地域内での着地型旅

行商品化 等 

・観光資源のＰＲ、 

モニターツアー 

のＰＲ 等 

北海道運輸局 

オリエンタルコンサルタンツ 

◇各プロセスの実施およびサポート 

 ・観光資源調査 

 ・マーケティグ調査 

 ・旅行商品造成／モニターツアー 

 ・資源の磨き上げ 

 ・検証・評価の実施 等 

◇工程管理／進捗管理 

◇各種報告／報告書のとりまとめ 等 

地域（別海町観光協会） 

 
別海町（行政） 

観光協会事務局 

旅館組合 

各飲食関連団体 

現地コーディネート 

町施設の受入体制 

情報発信、観光資源 

宿泊受入体制の確保 

飲食の受入体制の確保 

生産者ガイドの確保 

目利き ツアー会社 情報発信ﾒﾃﾞｨｱ 

リクルート北海道じゃらん 

原田亜紀氏 

じゃらんリサーチセンター 

ヒロ中田氏 

近畿日本ツーリスト北海道 

クラブツーリズム 

コープトラベル  

根室中標津空港ビル 

東北海道トラベル 

等 

旅行誌（じゃらん等） 

ＷＥＢ、ＳＮＳ 

北海道ＴＶ 

北海道新聞、釧路新聞 

等 

指示 報告 

連携 

連携 

連携 
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表２ 役割分担 

組織 役割 

別海町（行政） ・事業の方向性決定、実質的な事業運営 

・地域内外の関係者の紹介、調整 

・現地コーディネート／町施設の受入体制 

・継続的運営のための体制構築・運営 

・会議（ワークショップ）の運営・参加（磨き上げ） 

観光協会事務局 ・インターネットによる情報発信 

・観光資源等のアドバイス 

・現地コーディネート／町内施設の受入体制 

・会議（ワークショップ）への参加（磨き上げ） 

別海町旅館組合 ・宿泊受入体制の確保 

・会議（ワークショップ）への参加（磨き上げ） 

各飲食関連団体 ・飲食の受入体制の確保／生産者ガイドの確保 

・会議（ワークショップ）への参加（磨き上げ） 

旅行事業者 ・「旅行商品造成」の実施 

  ⇒コンセプト、ターゲットを踏まえた商品のパッケージ化 

・「磨き上げ」の実施 

  ⇒会議（ワークショップ）への参加 

・「モニターツアー」の実施 

  ⇒モニターツアーに関わる広報、参加者の募集 

  ⇒モニターツアーの催行 

目利き ・「磨き上げ」の実施 

  ⇒会議（ワークショップ）への参加 

  ⇒地域資源の商品化に関するアドバイス 

情報発信メディア ・観光資源のＰＲ、広報の実施（雑誌、ＴＶ、ラジオ等） 

オリエンタル 

コンサルタンツ 

・事業全体の調整、工程管理、進捗管理（定期報告） 

・「観光資源調査・ニーズ調査」の実施 

  ⇒現地調査、地元ヒアリング、ＷＥＢニーズ調査等の実施 

・「旅行商品造成」の支援 

  ⇒旅行事業者と連携 

・「磨き上げ」の支援・実施 

  ⇒目利き、地域関係者、旅行事業者と連携 

  ⇒会議（ワークショップ）の企画・運営 

  ⇒グルメマップの作成 

  ⇒観光資源のＰＲ・広報の企画・支援（メディアと連携） 

・「モニターツアー」の支援 

  ⇒旅行事業者と連携 

  ⇒歓迎イベントの企画・準備（地域関係者と連携） 

・「検証・評価」の実施 

  ⇒アンケート実施（共通項目＋地域独自項目） 

  ⇒アンケート結果を踏まえた改善検討 

・「報告書」のとりまとめ  
 

 



 ５ 

２.２ 実施スケジュール 

 業務を円滑に実施するため、地域と調整し、実施スケジュール計画した。 

 本事業の実施スケジュールについて以下に示す。 

 

表３ 実施スケジュール 
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

15- 20- 25- 1- 5- 10- 15- 20- 25- 1- 5- 10- 15- 20- 25- 1- 5- 10- 15- 20- 25- 1- 5- 10- 15- 20- 25- 1- 5- 10- 15- 20- 25- 1- 5- 10- 15- 20- 25- 1- 5- 10- 15- 20- 25- 1- 5- 10- 15- 20- 25- 1- 5- 10- 15- 20- 25- 1- 5- 10- 15- 20- 25-

１．事業行程・実施体制の構築

(１)調査計画

(２)質問項目の検討

(３)WEBアンケートの構築

(４)調査の実施

(５)調査結果の分析

①商品開発 6商品（グルメ6種）

②発表会・試食会 ★ ★ ★ ★

(２)ワークショップによる磨き上げ ① ② ③ ④ ⑤

(３)関係者による磨き上げ

①動画作成 6パターン

②フォトコン＆グルメレポコン企画 2,500部

③グルメパスポート作成 200部

④グルメマップ作成 5,000部×3種類

①雑誌掲載①（北海道じゃらん7月号） ★ 北海道じゃらん8月号（7月20日発売）（1ｐ）

②雑誌掲載②（北海道じゃらん8月号） ★ 北海道じゃらん9月号（8月20日発売）（4ｐ）

③雑誌掲載③（北海道じゃらん9月号） ★ 北海道じゃらん10月号（9月20日発売）（6ｐ）

④雑誌掲載④（北海道じゃらん10月号） ★ 北海道じゃらん11月号（10月20日発売）（6ｐ）

⑤雑誌掲載⑤（北海道生活7-8月号） ★ 北海道生活7-8月号（7月10日発売）（1ｐ）

(２)テレビ広報 北海道テレビ

①ツアーの企画・造成

②募集・広報資料作成

③ツアー受付フォームの作成（観光協会ＨＰ）

④参加者の募集・広報

⑤-1ツアーの催行（親子） ★

⑤-2ツアーの催行（カメラ女子） ★

①地域内イベント ★ ★ ★ ★

②地域外イベント ★

①調査準備

②質問独自項目の検討

③調査票作成

④調査実施・回収

⑤調査結果の分析

⑥運輸局への報告

(１)原田氏 ① ② ③ ④ ⑤

(２)中田氏 ① ②

(１)タビカレでの情報発信

①出展内容の検討

②タビカレ学園祭への出展 ★

③地旅博覧会への出展 ★

(１)業務遂行中における報告 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲

(２)事業実施報告書の作成

１０．打合せ（別海町） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

３．観光資源の磨き上げ

(１)グルメ商品開発

(４)支援ツールの作成

８．その他観光庁と連携して
実施する業務

９．報告書等の作成

６．検証・評価
　（モニターツアーアンケート）

７．目利きの派遣

共通アンケート

(２)商談会等への参加

大項目 中項目 小項目 備考

４．観光地の魅力の情報発信

５．モニターツアー

(２)観光地の魅力を
　　　発信するイベント等

(１)モニターツアー

(１)観光情報誌

２．観光資源調査・ニーズ調査

企画 ⇒ 事前連絡 ⇒ 取材 ⇒ 放送

企画・取材対応等

企画・取材対応等

発売

発売

3連休
14（土）-16（月）

3連休
21（土）-23（月）

3連休
12（土）-14（月）

3連休
2（土）-4（月）

夏休み

マルシェ
1日（日）

ミニマルシェ（道の駅まつり）
7月13日-15日、8月10日-16日

別海町産業祭
14（土）-15（日）

西別川あきあじまつり
13（日）

新・ご当地グルメグランプリ北海道（芽室）
6（土）,7（日）

さっぽろオータムフェスト2013
13（金）-29（日）

適宜、実施・回収・報告等

適宜、実施・回収・報告等

（ブラッシュアップ）

夏休み
2（金）-4（日）

夏休み
23（金）-25（日）

夏休み
2（金）-4（日） 1（日）-3（火）

3連休
14（土）-16

3連休
12（土）-14（月）

発売
企画・取材対応等

発売

企画・取材対応等

企画・取材対応等

発売

別海ご当地グルメグランプリ
17（日）
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３．商品化に向けた観光資源の磨き上げ手法の検討 

３.１ 別海の観光資源の抽出 

 別海の食、自然を中心とした観光資源について、フードツーリズムのスキームの中で、【生産環境】

⇒【生産活動】⇒【加工・商品化】といったストーリーを踏まえ、資源の活用の方法、ターゲット

等の検討を行い、第 1 回ワークショップや地元ヒアリング、現地調査等から掘り起こしを行った。 

 観光資源を抽出し、その活用方法、ターゲット等を整理した結果を以下に示す。 

 



 

７
 

表４ 活用できる観光資源 

ｽﾄｰﾘｰ ｶﾃｺﾞﾘ 観光資源 特徴（活用方法） ターゲット 

生
産
環
境 

優
れ
た
自
然
環
境 

農村風景 日本一の酪農のまちの広大なスケールを感じられるパノラマを見せて、北海道観光の期待を裏切らない感動を提供。 親子、カメラ女子 等 

野付半島 リズミカルに衣替えをする日本最東端の天然のお花畑。 カメラ女子 等 

野付湾と打瀬舟 初夏と秋に白い帆をはためかせる北海シマエビ漁は別海町の風物詩。生産現場を含めた商品化。 カメラ女子 等 

青空、星空体験 澄み切った空気、障害物のない環境。日本一広い青空と星空を実現。 カメラ女子 等 

国後島クルージング 北方領土、日本最東端、国後島までわずか8km。 親子、カメラ女子 等 

アザラシウォッチング 天然のゴマフアザラシ「ゴマちゃん」。 親子、カメラ女子 等 

パイロットファーム歴史館、 

奥行臼駅逓所、加賀家文書館 
語り部による開拓の歴史や鉄道の歴史を学習。 親子 等 

北方四島交流センターニ・ホ・ロ 根室市。併設の北方領土資料館で歴史を学べる。 親 他 

温泉、露天風呂 十勝川温泉より濃い泉質のモール温泉。美肌効果あり。 親子、カメラ女子 等 

開陽台 中標津町。視界330度、地球が丸く見える。 親子、カメラ女子 等 

生
産
活
動 

ブ
ラ
ン
ド
価
値

の 

高
い
食
材 

乳製品 教科書でしかしることのできないパイロットファーム事業等を日本一の酪農のまちで目の前で学ぶ。 親子 等 

北海シマエビ 道内で最も高値がつくブランド価値最高のシマエビ。せりも含めた商品化。 親子、カメラ女子 等 

野付産ジャンボホタテ なぜこのような大きなホタテが水揚げされるのか、なぜ味も抜群なのかといった理由の解説。 親子、カメラ女子 等 

西別鮭 かつて徳川幕府に献上していた知る人ぞ知る名品。 親子、カメラ女子 等 

ホッキ、アサリ ホタテ同様、大粒の貝がとれるのが特徴。 親子 等 

商
品
化 

魅
力
的
な
食
観
光
資
源 

別海ジャンボ牛乳、アイスクリーム、

べつかいソフトクリーム 
キンキンに冷えたジョッキグラスで北海道観光客憧れの北海道牛乳を提供等。 親子、カメラ女子 等 

北海シマエビ天丼 柔らかい脱皮エビを使った天丼は絶品。 親子、カメラ女子 等 

別海ジャンボホタテバーガー 2年連続日本一の話題のバーガー。 親子、カメラ女子 等 

別海ジャンボ鮭茶漬 別海町に泊まらないと食べられない朝茶漬け。 親子、カメラ女子 等 

別海ジャンボホッキステーキ丼 平成24年度から力を入れている別海名物。 親子、カメラ女子 等 

別海ジャンボホッキカツ丼 別海産醤油を使った特製ダレが絶妙な新・ご当地グルメ。 親子、カメラ女子 等 

海鮮御膳、海鮮バーベキュー ブランド価値の高い海の幸を豊富に提供。 親子、カメラ女子 等 

ガ
イ
ド 

生
産
者
ガ
イ
ド 

日本一の酪農体験 生産、加工、酪農生活等、酪農の全てをガイド。 親子 等 

北海シマエビのせりと 

釜茹で加工見学 
緑褐色の北海シマエビが人気の塩ゆでになるまで、その加工の様子の見学と味見。加工職人がガイド。 親子、カメラ女子 等 

ホタテの剥き身作業見学と 

剥き身体験 
ホタテをもの凄いスピードで剥き続ける女工さんの仕事ぶりを見た後に、ホタテ剥き体験。ホタテ漁師によるガイド。 親子、カメラ女子 等 

伝馬船で行くクルージング 伝統ある船で行くクルージング 親子、カメラ女子 等 

カメラマンガイド 別海町を知り尽くしたプロカメラマン自らがカメラスポットをガイド。 親子、カメラ女子 等 



 ８ 

３.２ ニーズ調査の実施 

 別海町の観光資源について、魅力のある旅行商品へと磨き上げを行うため、ターゲットとする観

光客のニーズ調査を実施した。 

 

３.２.１ 調査概要 

 ターゲット層の別海町に係る観光客ニーズ把握のための調査（WEB アンケート）概要を以下に

示す。 

 

表５ ニーズ調査概要 

項目 内容 

調査目的 ・ターゲット層の北海道の中の「別海」観光に係るニーズや訴求ポイントについて

把握する。 

調査対象 ・首都圏在住者（東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県・茨城県） 

・①カメラを持って旅に出かける女性 

②子供や孫と旅に出かける親（父＋息子、祖母＋孫、など組み合わせ、年齢は問

わない） 

・上記の条件に加え、年に 1回以上、国内旅行をしていること 

調査規模 ・1,000 人 （調査対象①、②で各 500人） 

実施方法 ・インターネットによる調査サイト等を活用し、ターゲットとなる属性や地域を絞

り込んだ上で、WEB アンケートを実施 

実施期間 ・平成 25 年 7月第 4週～7月第 5週（1週間） 

設問項目 ・別海町の認知度 

・別海町のイメージ 

・別海町の食に関する観光資源の関心度 

・別海町の自然・体験に関する観光資源の関心度 

・別海町のイベントに関する観光資源の関心度 

・別海町への関心度・旅行動機づけ 

・ツアーに望む条件 

・回答者の属性 

・旅行に対する態度 

 



 ９ 

３.２.２ 調査表の作成 

 前節の内容を踏まえ、設問項目を検討し、アンケート調査表を作成した。 

 作成した調査表について以下に示す。 

 

 

図３ ニーズ調査表（１／１０） 



 １０ 

 

 

図４ ニーズ調査表（２／１０） 

 



 １１ 

 

 

 

図５ ニーズ調査表（３／１０） 



 １２ 

 

 

図６ ニーズ調査表（４／１０） 

 



 １３ 

 

 

図７ ニーズ調査表（５／１０） 

 



 １４ 

 

 

図８ ニーズ調査表（６／１０） 

 



 １５ 

 

 

図９ ニーズ調査表（７／１０） 

 



 １６ 

 

 

図１０ ニーズ調査表（８／１０） 



 １７ 

 

 

図１１ ニーズ調査表（９／１０） 



 １８ 

 

 

図１２ ニーズ調査表（１０／１０） 

 



 １９ 

３.２.３ 調査結果 

 設計した設問項目に従い、WEB アンケートによるニーズ調査を実施した。ニーズ調査結果はタ

ーゲット層毎（①カメラ女子（カメラを持って出かける女性）、②親子（子や孫と旅に出かける親））

に集計し、分析した。 

 集計・分析した結果を以下に示す。 

 

（１）別海町の認知度 

Q．北海道の道東エリアにある別海町を知っていますか。 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆別海町の認知度について、「全く知らない（56.4％）」が最も多く、次いで「名前を聞いたことは

あるが、あまり知らない（33.8％）」が多かった。 

Ｎ＝500 

 

 

図１３ 別海町の認知度（カメラ女子） 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆別海町の認知度について、「全く知らない（53.0％）」が最も多く、次いで「名前を聞いたことは

あるが、あまり知らない（32.2％）」が多かった。 

Ｎ＝500 

 

図１４ 別海町の認知度（親子） 



 ２０ 

（２）別海町のイメージ 

Ｑ．別海町のイメージをお教えください。（いくつでも） 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆別海町のイメージについて、「自然が広がっている（72.5％）」が最も多く、次いで「空が広い

（40.8％）」が多かった。 

Ｎ＝218 

 

 

図１５ 別海町のイメージ（カメラ女子） 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆別海町のイメージについて、「自然が広がっている（76.6％）」が最も多く、次いで「北海道らし

い風景が広がっている（49.8％）」が多かった。 

Ｎ＝235 

 

 

図１６ 別海町のイメージ（親子） 



 ２１ 

（３）別海町の食に関する観光資源の関心度（食） 

Ｑ．別海町の食に関する観光資源への興味・関心をお答えください。 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆別海町の食に関する観光資源への興味・関心について、「牛乳・乳製品」が最も高く、回答者の 

86.0％が「非常に興味がある、少し興味がある」と回答した。 

◆次いで、「ブランド価値の高い食材」が高く、回答者の 82.4％が「非常に興味がある、少し興味

がある」と回答した。 

Ｎ＝500 

 

 

図１７ 別海町の食に関する観光資源の関心度（カメラ女子） 

 



 ２２ 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆別海町の食に関する観光資源への興味・関心について、「北海シマエビ天丼」が最も高く、回答者

の 80.2％が「非常に興味がある、少し興味がある」と回答した。 

◆次いで、「ブランド価値の高い食材」が高く、回答者の 79.0％が「非常に興味がある、少し興味

がある」と回答した。 

Ｎ＝500 

 

 

図１８ 別海町の食に関する観光資源の関心度（親子） 

 



 ２３ 

（４）別海町の自然・体験に関する観光資源の関心度（自然・体験） 

Ｑ．別海町の自然・体験に関する観光資源への興味・関心をお答えください。 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆別海町の自然・体験に関する観光資源への興味・関心について、「日本一広い青空と星空」が最も

高く、回答者の 90.6％が「非常に興味がある、少し興味がある」と回答した。 

◆次いで、「厳冬期に見られる幻の現象“四角い太陽”」が高く、回答者の 89.4％が「非常に興味

がある、少し興味がある」と回答した。 

Ｎ＝500 

 

 

図１９ 別海町の自然・体験に関する観光資源の関心度（カメラ女子） 

 

 



 ２４ 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆別海町の自然・体験に関する観光資源への興味・関心について、「四季折々の自然や景観」が最も

高く、回答者の 88.0％が「非常に興味がある、少し興味がある」と回答した。 

◆次いで、「日本一広い青空と星空」が高く、回答者の 86.2％が「非常に興味がある、少し興味が

ある」と回答した。 

Ｎ＝500 

 

 

図２０ 別海町の自然・体験に関する観光資源の関心度（親子） 

 



 ２５ 

（５）別海町のイベントに関する観光資源の関心度（イベント） 

Ｑ．別海町のイベントに関する観光資源への興味・関心をお答えください。 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆別海町のイベントに関する観光資源への興味・関心について、「別海町産業祭」が最も高く、回答

者の 72.0％が「非常に興味がある、少し興味がある」と回答した。 

◆次いで、「尾岱沼えびまつり」が高く、回答者の 68.8％が「非常に興味がある、少し興味がある」

と回答した。 

Ｎ＝500 

 

 

図２１ 別海町のイベントに関する観光資源の関心度（カメラ女子） 

 

 



 ２６ 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆別海町のイベントに関する観光資源への興味・関心について、「尾岱沼えびまつり」が最も高く、

回答者の 68.4％が「非常に興味がある、少し興味がある」と回答した。 

◆次いで、「別海町産業祭」が高く、回答者の 64.2％が「非常に興味がある、少し興味がある」と

回答した。 

Ｎ＝500 

 

 

図２２ 別海町のイベントに関する観光資源の関心度（親子） 

 

 



 ２７ 

（６）別海町への関心度・動機付け 

Ｑ．別海町へ旅行をしてみたいと思いますか。 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆別海町への旅行意欲については総合的にみて高い。 

◆「そのうち旅行してみたい（78.6％）」が最も高く、次いで「すぐにでも旅行してみたい（11.0％）」

が高かった。 

Ｎ＝500 

11.0 78.6 10.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
すぐにでも旅行してみたい

そのうち旅行してみたい

旅行したいと思わない

 

 

図２３ 別海町への旅行意欲（カメラ女子） 

 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆別海町への旅行意欲については総合的にみて高い。 

◆「そのうち旅行してみたい（76.6％）」が最も高く、次いで「すぐにでも旅行してみたい（12.0％）」

が高かった。 

Ｎ＝500 

12.0 76.6 11.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
すぐにでも旅行してみたい

そのうち旅行してみたい

旅行したいと思わない

 

 

図２４ 別海町への旅行意欲（親子） 

 



 ２８ 

Ｑ．なぜ別海町に旅行してみたいですか。どの観光地・観光資源に特に興味を持って旅行したいで

すか。（複数回答可） 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆「旅行してみたい理由」については、「北海道らしい自然を体験したい（82.6％）」が最も多く、

次いで「絶品グルメ・地域ならではの食を味わいたい（76.1％）」が多かった。 

Ｎ＝448 

 

 

図２５ 旅行を希望する理由（カメラ女子） 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆「旅行してみたい理由」については、「北海道らしい自然を体験したい（81.7％）」が最も多く、

次いで「絶品グルメ・地域ならではの食を味わいたい（70.9％）」が多かった。 

Ｎ＝443 

 

 

図２６ 旅行を希望する理由（親子） 



 ２９ 

Ｑ．いつ頃別海町へ行ってみたいですか。（複数回答可） 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆旅行時期については、「夏頃（6～8月頃）（70.8％）」が最も多く、次いで「秋頃（9～11月頃）

（45.5％）」が多かった。 

Ｎ＝448 

 

 

図２７ 旅行の時期（カメラ女子） 

 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆旅行時期については、「夏頃（6～8月頃）（72.5％）」が最も多く、次いで「秋頃（9～11月頃）

（37.2％）」が多かった。 

Ｎ＝443 

 

 

図２８ 旅行の時期（親子） 

 

 



 ３０ 

Ｑ．「旅行したいと思わない」と回答した人にお聞きします。ご回答の理由をお答えください。（複

数回答可） 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆「旅行したいと思わない」理由として、「交通アクセスが不便（61.5％）」が最も多く、次いで「情

報不足（44.2％）」が多かった。 

Ｎ＝52 

 

 

図２９ 旅行を希望しない理由（カメラ女子） 

 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆「旅行したいと思わない」理由として、「交通アクセスが不便（71.9％）」が最も多く、次いで「情

報不足（35.1％）」が多かった。 

Ｎ＝57 

 

 

図３０ 旅行を希望しない理由（親子） 



 ３１ 

（７）ツアーに望む条件 

Ｑ．旅行の際にどのような媒体から情報を入手することが多いですか。（複数回答可） 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆旅行の際の情報を入手手段について、「旅行会社のＷＥＢサイト（69.2％）」が最も多く、次いで

「旅行会社の店頭パンフレット（42.4％）」が多かった。 

◆「観光協会のＷＥＢサイト（36.2％）」、「旅行雑誌（33.4％）」の回答もそれぞれ 30％以上あ

った。 

Ｎ＝500 

 

 

図３１ 旅行情報の入手手段（カメラ女子） 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆旅行の際の情報を入手手段について、「旅行会社のＷＥＢサイト（68.8％）」が最も多く、次いで

「旅行会社の店頭パンフレット（35.0％）」、「観光協会のＷＥＢサイト（32.6％）」が多かった。 

Ｎ＝500 

 

 

図３２ 旅行情報の入手手段（親子） 

 



 ３２ 

Ｑ．ツアーを選ぶときに 1 番目に重視することは何ですか。 

Ｑ．ツアーを選ぶときに 2 番目に重視することは何ですか。 

Ｑ．ツアーを選ぶときに 3 番目に重視することは何ですか。 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆ツアーを選ぶときに重視する点について、1 番目に重視することは「価格・コストパフォーマン

ス（60.8％）」、2 番目に重視することは「宿泊施設サービス（34.2％）」、3 番目に重視するこ

とは「食事内容（28.6％）」が多かった。 

Ｎ＝500 

 

 

 

 

 

 

 

図３３ ツアーを選ぶときに重視する点１番目（上）、２番目（中）、３番目（下）（カメラ女子） 

 



 ３３ 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆ツアーを選ぶときに重視する点について、1 番目に重視することは「価格・コストパフォーマン

ス（64.4％）」、2 番目に重視することは「宿泊施設サービス（28.4％）」、3 番目に重視するこ

とは「食事内容（30.6％）」が多かった。 

Ｎ＝500 

 

 

 

 

 

 

 

図３４ ツアーを選ぶときに重視する点１番目（上）、２番目（中）、３番目（下）（親子） 

 



 ３４ 

Ｑ．別海町のツアーに参加したいと思いますか。 

（本事業で実際に販売した首都圏発の別海町ツアーを紹介） 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆ツアー参加意欲について、42.6％が「参加したい」、57.4％が「参加したくない」と回答した。 

Ｎ＝500 

 

図３５ ツアー参加意欲（カメラ女子） 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆ツアー参加意欲について、46.4％が「参加したい」、53.6％が「参加したくない」と回答した。 

 

Ｎ＝500 

 

図３６ ツアー参加意欲（親子） 

 



 ３５ 

Ｑ．参加したくない、どちらでもない理由をお答えください。（複数回答可） 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆ツアーに参加したくない理由として、「旅行販売価格が高い（54.7％）」が最も多く、次いで「ツ

アーではなく個人で自由に回りたい（34.1％）」が多かった。 

Ｎ＝287 

 

 

図３７ ツアー参加を希望しない理由（カメラ女子） 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆ツアーに参加したくない理由として、「旅行販売価格が高い（57.8％）」が最も多く、次いで「ツ

アーではなく個人で自由に回りたい（34.3％）」が多かった。 

Ｎ＝268 

 

 

図３８ ツアー参加を希望しない理由（親子） 

 



 ３６ 

Ｑ．首都圏から別海町へ旅行する場合、適当と考えるツアーの金額はいくらですか。※移動手段も

含めた適正金額をお答えください。 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆適当と考えるツアー金額について、「50,000円未満（33.6％）」が最も多く、次いで「50,000

～60,000円未満（29.6％）」が多かった。 

Ｎ＝500 

 

 

図３９ 想定するツアー金額（カメラ女子） 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆適当と考えるツアー金額について、「50,000円未満（35.4％）」が最も多く、次いで「50,000

～60,000円未満（27.4％）」が多かった。 

Ｎ＝500 

 

 

図４０ 想定するツアー金額（親子） 

 

 



 ３７ 

Ｑ．道東エリアには別海の他にも有名な観光地がありますが、旅行商品として参加する場合、興味

があるものをお答えください。（いくつでも） 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆別海以外の道東エリア観光地への関心度について、「別海町＋知床（59.2％）」が最も多く、次い

で「別海町＋釧路（34.6％）」が多かった。 

Ｎ＝500 

 

 

図４１ 別海以外の道東エリア観光地への関心度（カメラ女子） 

 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆別海以外の道東エリア観光地への関心度について、「別海町＋知床（64.2％）」が最も多く、次い

で「別海町＋釧路（26.4％）」が多かった。 

Ｎ＝500 

 

 

図４２ 別海以外の道東エリア観光地への関心度（親子） 

 



 ３８ 

（８）旅行に対する態度 

Ｑ．誰と旅行に行くことが多いですか。 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆「夫婦での旅行（29.8％）」が最も多く、次いで「小学生以下（小学校６年生まで）の子連れ家

族での旅行（15.8％）」が多かった。 

Ｎ＝500 

 

図４３ 旅行同伴者（カメラ女子） 

 

 

Ｑ．旅行中において撮影する際、どのような被写体が多いですか。（複数回答可） 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆「山、川、海などの自然（76.4％）」が最も多く、次いで「歴史的建造物や遺跡（58.2％）」が

多かった。 

Ｎ＝500 

 

図４４ 撮影の被写体（カメラ女子） 



 ３９ 

Ｑ．家族（お子様・お孫様）と国内旅行をする際、1番目に重視することは何ですか。 

Ｑ．家族（お子様・お孫様）と国内旅行をする際、2番目に重視することは何ですか。 

Ｑ．家族（お子様・お孫様）と国内旅行をする際、3番目に重視することは何ですか。 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆1番目に重視することは「都会にはない自然を感じることができる（27.0％）」、2番目に重視す

ることは「おいしい食を味わうことができる（33.8％）」、3 番目に重視することでは「温泉

（19.8％）」が多かった。 

Ｎ＝500 

 

 

 

 

図４５ 家族と国内旅行をするときに重視する点１番目（上）、２番目（中）、３番目（下）（親子） 



 ４０ 

（９）回答者の属性 

 １）性別 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆回答者の性別は、「女性」が 100％だった。 

Ｎ＝500 

 

 

図４６ 性別（カメラ女子） 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆回答者の性別は、「男性」が 83％、「女性」が 17％だった。 

Ｎ＝500 

 

 

図４７ 性別（親子） 

 



 ４１ 

 ２）年齢、年代 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆回答者の年代は、「40代（34.4％）」と最も多く、次いで「30代（27.8％）」、「50代（20.2％）」

と続いた。 

Ｎ＝500 

 

 

図４８ 年齢（カメラ女子） 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆回答者の年代は、「40代（32.8％）」が最も多く、次いで「50代（29.0％）」、「60代（19.2％）」

と続いた。 

Ｎ＝500 

 

図４９ 年齢（親子） 



 ４２ 

  

 ３）居住地 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆回答者の住まいは、「東京都（44.4％）」が最も多く、次いで「神奈川県（21.6％）」、「埼玉県

（16.4％）」と続いた。 

Ｎ＝500 

 

 

図５０ 居住地（カメラ女子） 

 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆回答者の住まいは、「東京都（39.8％）」と最も多く、次いで「神奈川県（23.4％）」、「千葉県

（16.2％）」と続いた。 

Ｎ＝500 

 

 

図５１ 居住地（親子） 

 



 ４３ 

 ４）職業 

 

＜①カメラを持って出かける女性＞ 

◆「専業主婦（37.6％）」が最も多く、次いで「会社員（28.8％）」が多かった。 

Ｎ＝500 

 

 

図５２ 職業（カメラ女子） 

 

 

 

＜②子や孫と旅に出かける親＞ 

◆「会社員（51.0％）」が最も多く、約半数を占めた。 

Ｎ＝500 

 

 

図５３ 職業（親子） 



 ４４ 

３.３ 観光資源の磨き上げ 

 前節までの内容を踏まえ、目利き、旅行事業者、地域関係者によるワークショップを実施し、観

光資源の磨き上げを行った（ワークショップについては、「７．ワークショップの運営」に詳述）。 

 

３.３.１ 地域のシーズ、ニーズを踏まえた商品化の方向性の検討 

（１）商品化のコンセプトの設定 

 別海の観光資源の特性を踏まえ、商品化していくための基本となるコンセプトを設定した。 

 

【商品化コンセプト】 

①ただ食べるだけでなく、生産現場や生産者ガイドをパッケージ化。ストーリー仕立てで満足度を

確保。 

②ブランドを台無しにしないよう一つ一つの素材を厳選し「ほんもの」にこだわる。 

③全体のバランスに配慮し、どの季節にきても、季節に応じてベストなプランを提供できるよう配

慮。 

④体験観光では「学び」の要素を訴求。親子ででかける修学旅行としての一般化。 

⑤景観観光では、誰もが思い描く北海道らしい景色の感動を思い出にするカメラスポットを厳選。 

 

 

（２）ターゲットの絞込 

 商品化コンセプトを踏まえ、別海観光の対象とする来訪者のターゲットの絞り込みを行った。 

 絞込みにおいては、ニーズ調査（マーケティング調査）結果を踏まえるとともに、別海までのア

クセス方法・時間、商品の価格設定等の視点に配慮した。 

 

表６ 来訪者ターゲット層 

属性・世代 発地 規模 旅行形態 

３歳～小学生の 

いる親子 

・首都圏 

・札幌圏 

・個人客 

・小規模の団体客 

・個人旅行 

・パッケージツアー 

カメラ女子 ・首都圏 

・札幌圏 

・個人客 

・小規模の団体客 

・個人旅行 

・パッケージツアー 



 ４５ 

（３）商品としてのパッケージ化の方針 

 ターゲットとする属性・世代に応じた旅行商品としてのパッケージ化を検討した。パッケージ化

においては、２泊３日程度の行程を主体に、柔軟に時間割を設定できるよう検討した。 

 以下に属性・世代別の商品パッケージのイメージを示す。 

 

表７ 属性・世代別の商品パッケージのイメージ 

属性・世代 商品のパッケージ 

３歳～小学生のいる 

親子 
【日本一の酪農のまちでおいしく学ぶ、親子で楽しむ就学旅行】 

 ①別海ジャンボホタテバーガー等のご当地グルメ 

 ②その背景にある生産者を訪ね、開発ストーリーや別海町の産

業を学ぶ 

 ③アサリの潮干狩りやアザラシウオッチング 

 ④牧場見学、酪農工場見学、バターづくり体験 等 

カメラ女子 【カメラ女子＋美食女子、日本最東端の別世界で美味しく撮影】 

 ①別海町の絶景カメラポイント 

 ②別海ジャンボホタテバーガー等のご当地グルメ 

 ③美肌の湯（モール温泉） 

 ④北海シマエビのせり、加工見学 等 

 

 



 ４６ 

３.３.２ 別海の魅力を伝える動画作成 

 別海町の魅力を多くの人に広く伝えるため、「食」や「カメラ女子」をテーマに地域の観光素材を

紹介する動画を作成した。 

 

（１）作成概要 

 別海の魅力を伝えるための動画について、作成概要を以下に示す。 

 

表８ 別海の魅力を伝える動画 作成概要 

項目 内容 

作成方針 ・別海町の魅力を、動画を見れば理解できるよう、「食」、「カメラ女子」

をテーマに別海町の観光素材を紹介。 

内容・素材 ・別海町の魅力をＰＲし、別海町はなぜ食観光日本一を目指している

のか、日本最東端のべつ・せ・かいの魅力はどこにあるのか、動画

を見れば、魅力の一端を理解できるよう別海町のターゲット層の１

つであるカメラ女子を活用し作成。 

・動画は、本編の他にジャンル別のＣＭを用意。短時間で気軽に見ら

れる環境を用意。 

・本編 1本とＣＭ5本を用意。 

・テレビの短時間のＰＲでは伝えきれない魅力を３人の女性が実際に

旅をして、魅力の奥深さまで伝える。 

工夫した点 ・動画は写真と違い、気軽にクリックして見るものではないため、北

海道で情報発信力のあるタレントを起用することで、タレントから

ファン、ファンから友達へとフェイスブック等を活用しながら、情

報の拡散を図った。 

・別海町のツアーに参加すると楽しそうというコメントや、絶景スポ

ットのカメラワークにより、日本最東端のべつ・せ・かいの印象を

強くさせた。 

活用シーン ・レンタカー会社や空港、その他観光スポットにおいて、ＰＲ展開を

実施。（タビカレ学園祭、根室中標津空港におけるＰＲ 等） 

・タブレット端末等で簡単に魅力を動画でＰＲ。 

・さまざまな商材に静止画を写真として活用。 

・現地におけるツアーのイントロダクションにおいて紹介。翌日から

の旅の本格スタートに向けて、興奮度を高めた。 

 



 ４７ 

（２）動画の作成 

 前項の内容を踏まえ、作成した動画を以下に示す。 

 なお作成した動画については「８.１ ポータルサイトでの情報発信」で示すタビカレサイトにて

一般公開した。 

 

   

図５４ 別海町ＣＭ本編ダイジェスト   図５５ 別海町タビカレＰＲビデオ 本編 

 

   

図５６ 別海町ＣＭ「カメラ女子―真代編」  図５７ 別海町ＣＭ「カメラ女子―唯編」 

 

   

図５８ 別海町ＣＭ「食べる女子編」     図５９ 別海町ＣＭ「朝日撮影編」 

 



 ４８ 

３.３.３ ご当地グルメ商品開発 

 ワークショップでの検討や目利きからのアドバイス、地域関係者との磨き上げを通じ、６つのご

当地グルメを開発した。 

 開発したご当地グルメについて以下の通り示す。 

 

 

（１）別海ジャンボホッキカツ丼 

【発売日：2013年 7月 2日】 

 別海町は日本有数のホッキ貝の名産地で、貝殻が

大きいことでも知られている。ホッキは火を通すと

固くなるが、カツにすると、生の食感を損なわない

でホッキの旨みを味わえる。塩コショウで味付けし

たホッキカツに、別海町産あさり醤油を使った特製

ダレをかけて食べるシンプルな海鮮カツ丼。薬味は

道産鮭節と道産山わさび。 

図６０ 別海ジャンボホッキカツ丼   

 

（２）別海ジャンボホタテジンギスカン 

【発売日：2013年 8月 3日】 

 「ジンギスカン＝羊肉」「ジンギスカン＝数人でワ

イワイガヤガヤ」というイメージを覆す、一人用ホ

タテジンギスカン御膳。食事として楽しむことも、

つまみとして味わうこともできる。「ジンギスカンも

地産地消！」をテーマに掲げる。 

 

 

図６１ 別海ジャンボホタテジンギスカン 

 

（３）別海ジャンボアサリ釜めし 

【発売日：2013年 9月 4日】 

 「別海ジャンボ鮭茶漬け」に続く、別海町の旅館・

ホテルに泊まらないと食べられない＜泊まって朝に

食べる新・ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ朝食グルメ＞の第

2 弾。大ぶりな魚介類が多い別海町のジャンボアサ

リを使った釜めしとあさり汁をメインとした釜めし

朝定食。 

 

図６２ 別海ジャンボアサリ釜めし   



 ４９ 

（４）別海ジャンボサーモンバーガー 

【発売日：2013年 10月 2日】 

 別海町の新・ご当地バーガーの第２弾。「別海ジャ

ンボホタテバーガー」が持ち帰り不可のイートイン

バーガーだったのに対し、持ち帰り専用のテイクア

ウトバーガー。巨大な鮭フライを、野付半島・白鳥

台から見える「四角い太陽」にちなんだ四角いバン

ズで挟んだ飛行機型バーガー。 

 

図６３ 別海ジャンボサーモンバーガー  

 

（５）ザ・プレミアム別海ジャンボホタテバーガー 

【発売日：2013年 10月 2日】 

 春巻きの皮に包まれたジャンボサイズのジューシ

ーホタテフライを挟んだ四角いバーガー。ジョッキ

牛乳に加えて、ポテトフライ・３種類のチーズサン

ド・３種類のアイスクリームが付く。すべて地元産

素材を使用しており、別海町がいかに食材に恵まれ

た町かを実感できる１品。 

 

 

図６４ ザ・プレミアム        

別海ジャンボホタテバーガー  

 

（６）北海シマエビミニ天丼 by別海 

【発売日：2013年 10月 2日】 

 コンセプトは、「ハーフサイズで味わう、北海シマ

エビ天丼お試し御膳」。「ミニ天丼」とうたってはい

るが、北海シマエビの天ぷらは 3尾、他に季節の野

菜の天ぷらも２種類載っており、ご飯の量は 120

グラム、別海産あさりを使用したあさり汁と香のも

のをついているので、女性なら十分なボリューム。 

 

図６５ 北海シマエビ天丼 by別海   

 



 ５０ 

３.３.４ フォトコンテスト／グルメレポートコンテストの実施 

 別海の魅力のＰＲ強化や旅行会社への発信強化を図るため、モニターツアーと連携し、フォトコ

ンテスト＆グルメレポートの企画・実施した。 

 

（１）実施概要 

 企画したフォトコンテスト＆グルメレポートの実施概要を以下に示す。 

 

表９ フォトコンテスト実施概要 

項目 内容 

タイトル カメラ女子限定！日本最東端のべつ・せ・かい北海道別海町で 

「カメラ女子フォトコンテスト」 

目的 フードツーリズム推進事業の PR強化及び、事業におけるツアー参加者の増加、次

年度以降の旅行会社等に対する発信強化。 

企画内容 写真コンテストを企画し、期間中に別海町に旅行するカメラ女子が、北海道別海町

で撮影した「別海町の魅力を伝える写真」を投稿し、審査、表彰。 

優秀作品に選定された写真については部門毎に表彰するとともに、応募者に対し商

品を提供。 

※投稿された写真については今後観光協会ＨＰ等でも活用 

募集期間 平成２５年１０月１日（火）～平成２６年２月２８日（金） 

応募方法 ①下記応募条件を満たし、別海町で写真撮影。 

②必要事項の記入と応募写真を添付し、専用メールアドレスへ送信で完了。 

※必要事項：「名前」「ニックネーム」「メールアドレス」「写真テーマ」「撮影日

付」「撮影場所」 

※応募された写真については、専用フェイスブックサイトで紹介。 

※応募フォーマット、専用フェイスブックページについては別途作成。 

応募条件 ・事業における別海町でのツアー参加者であること 

・別海町で撮影した写真であること 

・女子（年齢不問）が撮影した写真であること 

・撮影スポット、撮影対象を明らかにしていること 

・応募期間中に撮影した写真であること 

1. 実施主体 主催：別海町観光協会（事務局：㈱オリエンタルコンサルタンツ） 

2. 審査 ①集期間終了後に各部門（「カワイイ！の部」「ステキ！の部」「オイシイ！の部」

の３部門）でテーマに合った写真を各部門担当が選定。 

②さらに応募写真の中でも特に評価が高いものを「カメラ女子大賞」「特別審査員

賞」として選定。 

③フェイスブックページ上での「いいね！」数で最も獲得数が高いものを「最多い

いね！賞」として選定。 

【カメラ女子大賞】全ての作品の中から観光協会長が選定 

【部門賞】・カワイイ！の部・・・山内事務局長が選定 

・ステキ！の部・・・プロカメラマンが選定 

・オイシイ！の部・・・北海道じゃらんフードカメラマンが選定 

【特別審査員賞】全ての作品の中からプロカメラマンが選定 

【最多いいね！賞】フェイスブック上の専用サイトでいいね！を最も獲得した写真 

商品 【カメラ女子大賞】北海シマエビ５kg＋ジャンボホタテ１kg相当＋西別鮭１本 

【部門賞】・カワイイ！の部・・・乳製品セット（予定） 

・ステキ！の部・・・北海シマエビ１kg相当（予定） 

・オイシイ！の部・・・ジャンボホタテ１kg相当（予定） 

【特別審査員賞】ジャンボチーズ３kg 相当（予定） 

【最多いいね！賞】北海シマエビ 500g 相当（予定） 
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表１０ グルメレポートコンテスト実施概要 

項目 内容 

タイトル 食観光日本一を目指す北海道の新しい観光地・別海町で 

「グルメレポートコンテスト」 

目的 フードツーリズム推進事業の PR強化及び、別海町の食の魅力の発信。 

企画内容 北海道別海町内の対象飲食店、宿泊施設及び別海町酒場で食事をされた方を対象

に、グルメレポートコンテストを開催。タビカレ！サイト内のページにて別海町内

の飲食店、宿泊施設や別海町酒場を紹介し、グルメレポートコメントを募集する中

で別海町の食の魅力を楽しんでもらうと同時にフェイスブックやツイッターを通

じ、ＰＲ。 

グルメレポートで優秀作品に選定されたコメントについては部門毎に表彰すると

ともに、優秀作品を提供した応募者に対し商品を提供。 

募集期間 平成２５年１０月１日（火）～平成２６年２月２８日（金） 

応募方法 ①応募条件にある店舗で飲食 

②ツイッター又はフェイスブックより投稿（「タビカレ！」サイト内にある専用記

事にツイッターとフェイスブックの投稿機能を掲載） 

応募条件 ・観光協会会員であり、タビカレサイトで紹介している飲食店、宿泊施設、又は別

海町酒場で食べた方 

・タビカレ！サイトの飲食店、宿泊施設、別海町酒場の各施設を紹介する専用記事

にアクセスし、ツイッター又はフェイスブックでコメントをすること 

・「【グルメレポート】のキーワード」、「食べたもの」、「場所」、「日付」を明記する

こと 

3. 実施主体 主催：別海町観光協会 

事務局：㈱オリエンタルコンサルタンツ 

審査 ①集期間終了後に事務局でレポート記事を３０本厳選し、特別審査員に送付。 

②審査員は３０本の中から、これぞと思ったレポートに１位から１０位まで順位を

つけ、審査員の総合評価で順位を決定 

 

【別海町グルメレポート大賞】特別審査員の総合得点で最も点数の高かったレポー

トが受賞 

【小西由稀特別賞】特別審査員が最も評価したレポート 

【オサナイミカ特別賞】特別審査員が最も評価したレポート 

【田村美香特別賞】特別審査員が最も評価したレポート 

【長谷川圭介特別賞】特別審査員が最も評価したレポート 

【ヒロ中田特別賞】特別審査員が最も評価したレポート 

4. 商品 【別海町グルメレポート大賞】ジャンボホタテ、ジャンボホッキ、ジャンボアサリ、

ジャンボチーズ、西別鮭、北海シマエビ 合計３０kg 相当（予定） 

【小西由稀特別賞】ジャンボホッキ、ジャンボアサリセット１０kg 相当（予定） 

【オサナイミカ特別賞】ジャンボチーズ３kg相当（予定） 

【田村美香特別賞】北海シマエビ１ｋｇ相当（予定） 

【長谷川圭介特別賞】西別鮭まるごと１本（予定） 

【ヒロ中田特別賞】ジャンボホタテ１０kg 相当（予定） 
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（２）WEBおよびチラシ・ポスターの作成 

 １）WEBページの作成 

 前項の内容を踏まえ、フォトコンテスト及びグルメレポートの募集をするための申込み WEB サ

イトを作成した。 

 

    

図６６ フォトコンテストＷＥＢサイト    図６７ グルメレポートコンテストＷＥＢサイト 
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 ２）チラシおよびポスターの作成 

 フォトコンテスト及びグルメレポートの募集をするため、Ａ４判チラシ（2,500 部）及び B2判

ポスター（50部）を作成し、別海町内の飲食店や宿泊施設で配布した。 

 

  

図６８ Ａ４判チラシ              図６９ Ｂ２判ポスター 
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（３）実施結果 

 １）フォトコンテスト 

 前項までの内容を踏まえ、フォトコンテストを実施した結果、期間中、２１名から４２件の応募

があった。応募写真のサムネイルを以下に示す。 

 

表１１ フォトコンテスト応募写真（１／３） 

№ /写真タイトル/応募写真 

№1「うろこ雲と秋のニオイ」 

応募者① 

№2「また愛に行く！！別海町」 

応募者① 

№3「山への道」 

応募者② 

  
 

№4「馬跳び」 

応募者② 

№5「台風の後・・・」 

応募者② 

№6「夕日」 

応募者③ 

   

№7「アサヒ」 

応募者③ 

№8「花」 

応募者③ 

№9「精悍なオジロワシ」 

応募者④ 

  
 

№10「幻想的なトドワラ」 

応募者④ 

№11「可憐なサンゴ草」 

応募者④ 

№12「ラブラブ離れたくない！」 

応募者⑤ 
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表１２ フォトコンテスト応募写真（２／３） 

№/写真タイトル/応募写真 

№13「トドワラの恐竜^^」 

応募者⑥ 

№14「優しい瞳の力持ち^^」 

応募者⑥ 

№15「悠久」 

応募者⑥ 

   

№16「雪の砂漠」 

応募者⑦ 

№17「広がる空と大地」 

応募者⑧ 

№18「秋の牧草ロール」 

応募者⑨ 

   

№19「佇む木」 

応募者⑩ 

№20「なつかしい景色」 

応募者⑪ 

№21「月の道」 

応募者⑫ 

 

 
 

№22「北海シマエビ踊り食い」 

応募者⑬ 

№23「シカに注意」 

応募者⑭ 

№24 「蜃気楼」 

応募者⑮ 

   

№25「首をな～がくして」 

応募者⑮ 

№26「モノクロな世界」 

応募者⑮ 

№27「翡翠色の海氷」 

応募者⑯ 
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表１３ フォトコンテスト応募写真（３／３） 

№ /写真タイトル/応募写真 

№28「ホッカイシマエビ Baby♪」 

応募者⑯ 

№29「雪原の朱（あか）」 

応募者⑯ 

№30「1 日の始まり」 

応募者⑰ 

   

№31「あの日の朝」 

応募者⑰ 

№32「お疲れ様」 

応募者⑰ 

№33「晩秋の頃」 

応募者⑱ 

   

№34「馬車ロード」 

応募者⑱ 

№35「美味しそう！」 

応募者⑱ 

№36「別海の雪」① 

応募者⑲ 

   

№37「別海の雪」② 

応募者⑲ 

№38「別海の雪」③ 

応募者⑲ 

№39「幻想の彼方へ」① 

応募者⑳ 

   

№40「幻想の彼方へ」② 

応募者⑳ 

№41「幻想の彼方へ」③ 

応募者⑳ 

№42「厳冬の野付湾」 

応募者○21  
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 ２）グルメレポート 

 前項までの内容を踏まえ、グルメレポートを実施した結果、期間中、１2件の応募があった。 

 実施期間中に応募があったグルメレポートの内容を以下に示す。 

 

表１４ グルメレポート応募レポート 

№ グルメレポート内容 

１ 別海町酒場神田東口店でカニクリームコロッケを食べました。 

サクサクとろとろでおいしかったです。 

いつか別海町に行ってみたいです。 

２ 別海町酒場神田東口店に行きました。 

ラーメンサラダが美味しかったです。初めてでした。 

店内に別海町のあんなことやこんなことがわかるポスターがたくさんあって、北海道を感じ

ながら気軽の飲みにいける居酒屋さんでした。 

３ 尾岱沼まる太で北海シマエビ天丼を食べました。 

北海シマエビを丸ごと天ぷらにしてしまう贅沢さ！殻も丸ごと揚げているので香ばしく、引

っかかることなく柔らかい。甘辛いタレも絶妙で、アサリのお吸い物も大満足！また食べに

来たいな～ 

４ 別海町酒場神田東口店にいってきました！ 

ウェルカムドリンクの別海町牛乳がおいしかったです(^^) 

東京ではなかなか食べられないこまいが食べられて良かったです。 

５ 別海町酒場神田駅東口で、別海の味満喫しました！ 

北海しまえびは色といい、味といい、濃厚～ 

別海町で食べたらもとおいしいだろうな～ 

個人的には、別海牛乳の厚焼き玉子！ 

あのふわふわ感は、牛乳の手柄？それとも厨房さん？ 

６ 別海町酒場神田東口店に行きました。東京にいながら別海町のことをいろいろ知ることが出

来ました。店長さんがとても気さくで楽しんで別海町のおいしさを味わえました。お通し

（？）の牛乳とホッカイシマエビ最高です。 

７ 尾岱沼温泉シーサイドホテルで北海シマエビ踊り食い！ 

野付湾の豊富な栄養分で育った北海シマエビは、ぷりぷりの引き締まった身と絶妙な塩加減

とがあいまって、すっかりとりこになりました。 

さらにホテルの女将さんのあたたかいサービスも加え、心安まるひと時でした。 

８ 尾岱沼まるたで北海シマエビ天丼頂きました。 

外側はふんわりサクサク、中はしっとりモチモチのあの北海シマエビの食感。加えて天ぷら

に染み込む絶妙な甘みは絶品です。 

９ 尾岱沼の道の駅で別海ジャンボホタテバーガーを食べました。まずジョッキの牛乳が良いで

すね！さらっと飲めました。肝心のバーガーは自分で組み立てるのが楽しくそしてホタテの

バーガーがこんなに美味しいなんて、、目からウロコでした！ 
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表１５ グルメレポート応募レポート 

№ グルメレポート内容 

１０ ジャンボホッキステーキ丼を食べました。ホッキがこんなにおいしいなんて..シンプルな味

付けだけどその分素材の美味しさがわかる。出てきた瞬間おぉと声を出してしまう見た目と

ボリューム。本当に美味しかった！ありがとうございました 

１１ 別海町で麻婆ラーメンを食べました！ 

食べ終わるまで熱々で美味しかったよ‼ 

１2 西春別温泉 ペンション「クローバーハウス」で「別海ジャンボホタテジンギスカン」 

を食べました！北海道型のお皿が同行したカメラ女子達に人気。 

盛りつけて、ジュージュー焼きます。 

ホタテは生でいいのに・・・・なんて贅沢。 

ジンギスカンのタレでいただきました。 

今まで考えなかった組み合わせ。 

生で食べられるジャンボホタテを焼いて食べるという、自宅では決してできない贅沢です。 

大きなホタテを味わっていると、食べている最中に届いたソフトクリームへなかなかたどり

着けない。 

そのうち、ジンギスカンの熱さでソフトクリームが溶け初めて慌てて食べる。 

しょっぱいジンギスカンたれと甘いソフトクリームの組み合わせは絶妙でした。 
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３.３.５ グルメパスポートの作成 

 ツアー参加者および FIT 旅行者等の別海町内での周遊を支援するため、別海町の撮影スポットや

グルメスポット、お土産スポットを紹介し、別海の魅力を伝えるツールを作成した。 

 

（１）作成概要 

 作成したグルメパスポートについて、実施概要を以下に示す。 

 

表１６ グルメパスポート作成概要 

項目 内容 

作成方針 ・ツアー参加者および個人で周遊するカメラ女子等のために、絶景撮

影スポットや飲食スポットの情報を掲載し、旅の不安を解消し、旅

の楽しさを高められるツールとして作成。 

内容・素材 ・カメラ女子等を対象に地域内で活用できるパスポート。 

・別海町の撮影スポットやグルメスポット、お土産スポットを紹介し、

個人でも地域内を自由に周遊できるよう情報掲載。 

・フォトコンテストと連携し、別海町がカメラ女子ツアーの定番スポ

ットであることを促進。 

工夫した点 ・カメラ女子ツアーを定番化させるため、前項で紹介したフォトコン

テストと連携し「カメラ女子」企画のブランディングを図った。 

・宿泊、食事、体験による観光消費を喚起し、別海町の観光満足度を

高めることができるよう、誌面にポイント機能を用意。 

・ポイントが多いほど、カメラ女子ツアーの段位認定に反映させると

ともに、別途企画しているフォトコンテストの写真応募点数をアッ

プすることができ、特産品をゲットできるチャンスが広がる。 

・地元の面白いキャラクターも登場し、別海町の魅力あふれる人々も

特集。 

・ツアー参加者に対しては、意識的にキャラクターを登場させて、ポ

イントアップの喜び、楽しさを提供。 

・パスポートを介して、ツアーのコーディネーターと地元民とのふれ

あいの機会を増やし、別海著観光の思い出を高める工夫をした。 

配布場所 ・別海町観光協会にて配布 
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（２）グルメパスポート冊子の作成 

 Ａ5判 12P（200部）を作成し、別海町観光協会で配布した。 

 作成した冊子を以下に示す。 

 

  

 

  

 

  

図７０ グルメパスポート 
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３.３.６ グルメマップの作成 

 「３.３.３ ご当地グルメ商品開発」で磨き上げた開発した地域のグルメなど、9種のご当地グル

メの紹介とご当地グルメを食べることができる飲食店を紹介するツールを作成した。 

 

（１）作成概要 

 グルメマップの作成概要を以下に示す。 

 

表１７ グルメマップ作成概要 

項目 内容 

作成方針 ・別海町の魅力的な食材を活用した新・ご当地グルメの魅力を伝え、

どこに行けば食べられるのかがわかるツールとして作成。 

内容・素材 ・本事業で開発した新・ご当地グルメ 6種類とあわせ、別海町で食べ

ることができる新・ご当地グルメ 9種類を紹介。 

・取扱い店舗を地図とあわせてわかりやすく掲載。 

・グルメで活用されている魅力的な別海町食材についても説明。 

工夫した点 ・9 種の新・ご当地グルメの紹介だけではなく、グルメに活用されて

いる魅力的な別海の食をあわせて紹介することで、生産から加工・

販売までの食のストーリー性を持たせた。 

配布場所 ・別海町観光協会、別海町内の観光施設、飲食店 等 

・中標津空港等の近郊エリアの拠点となる主要スポット 
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（２）グルメマップ冊子の作成 

 グルメマップ冊子については、Ａ3判 2つ折り 4P を 3種類（各 5,000部）作成し、別海町観

光協会、地域内飲食店、観光施設等で配布した。 

 作成した冊子を以下に示す。 

 

 

 

図７１ グルメマップ① 
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図７２ グルメマップ② 
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図７３ グルメマップ③ 
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４．モニターツアーの企画・造成・実施 

 前章で実施したニーズ調査や磨き上げた観光資源を活用し、旅行商品として磨き上げを図るため、

旅行会社等も交えたワークショップ等を通じ、モニターツアーとして旅行商品化した。 

 

４.１ 着地型旅行商品の企画・造成 

 着地型旅行商品の企画・造成にあたっては、これまでの検討内容やワークショップ等での議論を

踏まえ、以下に示す３つのポイントを踏まえ検討した。 

 カメラ女子および親子をターゲットとして、旅行商品化した内容を次頁の表１８に示す 

 

ポイント① 

 

 

ポイント② 

 

 

ポイント③ 

 

 

 

●「地域らしさ」を明確に 

  －食の背景にある別海町らしい「自然」を体験 

（温泉、四角い太陽、酪農風景 等） 

  －食の背景にある「生産現場」を体験（北海シマエビ漁 等） 

  －食の「加工現場」を体験（牧場体験 等） 

  －食の「販売」を体験（セリ 等） 

●「ターゲット」に応じたの訴求 

  －カメラ女子（撮影ポイント、カメラマン 等） 

  －親子（酪農体験、動物とのふれあい、学習要素 等） 

●「費用の適正化」を図る 

  －市場に見合った金額の設定 

  －ツアー日程の短縮による低廉化（1泊 2日の設定 等） 
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表１８ モニターツアー内容 

項目 
カメラ女子 親子 

モニターツアー① モニターツアー② モニターツアー③ モニターツアー① モニターツアー② モニターツアー③ モニターツアー④ 

ツアー名称 

「日本最東端のべつ・せ・か

い“別海町”で見たことのな

い景色＆食べたことのない

感動グルメ」 

「地元グルメ・北海シマエビ

を堪能 憧れの尾岱沼・打た

せ船撮影体験」 

「矢野直美さんと行く カ

メラ女子会＆別海グルメツ

アー」 

「日本最大の生産地“別海

町”で学ぶ親子ででかける修

学旅行」 

「家族で食育旅！別海町の

おいしいを見ぃつけた！（酪

農コース）」 

「家族で食育旅！別海町の

おいしいを見ぃつけた！（海

の幸コース）」 

「親子で大満足！バター作

り・いくら作りも体験 別海

ご当地グルメグランプリツ

アー」 

テーマ 
・別海町の魅力をまるごと体験 ・カメラ女子の撮影体験＆北

海シマエビ堪能 

・カメラ女子会＆グルメ ・別海町の魅力をまるごと体験 ・家族で山の幸を楽しむ食育旅 ・家族で海の幸を楽しむ食育旅 ・別海ならではのご当地グル

メを満喫 

ツアーのポイ
ント 

・野付湾クルーズや満天の星

空、別海町のグルメなど、

カメラ女子が喜ぶスポッ

トが満載 

・別海ならではのグルメを堪

能 

・打瀬舟での収穫現場、加工、

セリと食の背景を堪能 

・「花」や「アザラシ」等の

カワイイスポット 

・別海ならではの食を堪能 

・鉄道写真家「矢野直美」さ

んと別海の自然・鉄道遺構

を巡る 

・宿泊地でのカメラ女子会 

・別海の豪華新鮮食材 

・牧場体験や酪農工場、北方

領土学習など家族で楽し

める体験が満載 

・別海ならではのグルメを堪

能 

・家族でバター作り体験やバ

ーベキュー 

・子牛とのふれあい 

・牧草ロールに乗っての記念

撮影 

・ご当地グルメを堪能 

・家族で鮭 1 本のいくら作

り体験 

・ご当地グルメを堪能 

・セリ見学や加工現場とシマ

エビの試食 

・北方領土学習 

・別海町のご当地グルメ 11

種類から食を堪能 

・家族で楽しめる「バター作

り」「いくら作り体験」 

行程 
（集合・解散
場所） 

・2泊 3日のバスツアー 

（札幌駅北口にて集合、解

散） 

・1泊 2日のバスツアー 

（札幌駅北口にて集合、解

散） 

・1泊 2日のバスツアー 

（札幌駅北口にて集合、解

散） 

・2泊 3日のバスツアー 

（札幌駅北口にて集合、解

散） 

・1泊 2日のバスツアー 

（札幌駅北口にて集合、解

散） 

・1泊 2日のバスツアー 

（札幌駅北口にて集合、解

散） 

・1泊 2日のバスツアー 

（札幌駅北口にて集合、解

散） 

出発日 

・8月 2日、23日、 

・9月 1日、6日、14日 

・10月 12日  

・10月 27 日 ・10月 26日  ・8月 2日 

・9月 14日、21日 

・10月 12日 

・11月 3 日 ・11月 3日  ・11月 16日  

ツアー料金 

・32,800円（全食事付） 

※3～4名1室大人お一人様

料金 

・19,800 円（全食事付） 

※3～4名1室大人お一人

様料金 

・20,000円（全食事付） 

※2 名 1 室大人お一人様

料金 

・32,800円（全食事付） 

※3～4名1室大人お一人様

料金 

・18,800 円（全食事付） 

※2～4名1室大人お一人

様料金 

・23,800円（全食事付）※

2～4名1室大人お一人様

料金 

・12,000円（全食事付） 

※2～4名１室大人お一人

様料金 

モ ニ タ ー 対
象・人数 

・20～40代 女性 

・30名程度 

・20～40代 女性 

・30名程度 

・20～40代 女性 

・15名程度 

・20～40代 ファミリー 

・30名程度 

・20～40代 ファミリー 

・30名程度 

・20～40代 ファミリー 

・30名程度 

・20～40代 ファミリー 

・30名程度 

ツアー実施 
旅行会社 

・コープトラベル 

・クラブツーリズム 

・コープトラベル 

・クラブツーリズム 

・近畿日本ツーリスト ・コープトラベル 

・クラブツーリズム 

・コープトラベル 

・クラブツーリズム 

・コープトラベル 

・クラブツーリズム 

・コープトラベル 

告知方法 

・ＷＥＢ告知（コープトラベ

ル） 

・店頭チラシ（コープトラベ

ル） 

・新聞広告（7／29、8／6） 

・旅の友への掲載 

※8・9月号（クラブツーリ

ズム） 

・ＷＥＢ告知（コープトラベ

ル、クラブツーリズム） 

・店頭チラシ（コープトラベ

ル） 

・新聞広告（10／2、10／

3） 

・旅の友への掲載 

※10・11 月号（クラブ

ツーリズム） 

・ＫＮＴ北海道ホームページ

広告 

 

・ＷＥＢ告知（コープトラベ

ル） 

・店頭チラシ（コープトラベ

ル） 

・新聞広告（7／29、8／6） 

・旅の友への掲載 

※8・9月号（クラブツーリ

ズム） 

・ＷＥＢ告知（コープトラベ

ル、クラブツーリズム） 

・店頭チラシ（コープトラベ

ル） 

・新聞広告（10／2、10／

3） 

・旅の友への掲載 

※10・11 月号（クラブ

ツーリズム） 

・ＷＥＢ告知（コープトラベ

ル、クラブツーリズム） 

・店頭チラシ（コープトラベ

ル） 

・新聞広告（10／2、10／

3） 

・旅の友への掲載 

※10・11 月号（クラブ

ツーリズム） 

・店頭チラシ 

 

 



 ６７ 

４.２ 広報資料の作成 

 検討したモニターツアー内容について、旅行会社で商品化したツアーとして販売するため、ター

ゲット毎（「カメラ女子」、「親子」）に各ツアーで広報資料を作成した。 

 

４.２.１ カメラ女子ツアー広報資料 

（１）モニターツアー①「日本最東端のべつ・せ・かい“別海町”で見たことのない

景色＆食べたことのない感動グルメ」 

 チラシや会員誌、WEBでの商品掲載の他、北海道新聞への掲載による集客展開を実施した。 

 作成した広報資料を以下に示す。 

 

    

図７４ 広報チラシ（コープトラベル） 図７５ 会員誌（クラブツーリズム） 

 

    

図７６ ＷＥＢ（コープトラベル）  図７７ 北海道新聞 札幌版朝刊７月２９日号 

／北海道新聞 中央版夕刊年８月６日号 
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（２）モニターツアー②「地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ

船撮影体験」 

 チラシや会員誌、WEBでの商品掲載の他、北海道新聞への掲載による集客展開を実施した。 

 作成した広報資料を以下に示す。 

 

     

図７８ 広報チラシ（コープトラベル） 図７９ 会員誌（クラブツーリズム） 

 

   

図８０ ＷＥＢ（コープトラベル） 図８１ ＷＥＢ（クラブツーリズム） 
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図８２ 北海道新聞１０月２日号夕刊、１０月３日号朝刊 

 

 

（３）モニターツアー③「矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー」 

 WEBチラシでの集客展開を実施した。 

 作成した広報資料を以下に示す。 

 

 

図８３ ＷＥＢチラシ（近畿日本ツーリスト北海道） 
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４.２.２ 親子ツアー広報資料 

（１）モニターツアー①「日本最大の生産地“別海町”で学ぶ親子ででかける修学旅行」 

 チラシや会員誌、WEBでの商品掲載の他、北海道新聞への掲載による集客展開を実施した。 

 作成した広報資料を以下に示す。 

 

    

図８４ 広報チラシ（コープトラベル） 図８５ 会員誌（クラブツーリズム） 

 

   

図８６ ＷＥＢ（コープトラベル）  図８７ 北海道新聞 札幌版朝刊７月２９日号 

／北海道新聞 中央版夕刊年８月６日号 
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（２）モニターツアー②「家族で食育旅！別海町のおいしいを見ぃつけた！（酪農コ

ース）」 

 チラシや会員誌、WEBでの商品掲載の他、北海道新聞への掲載による集客展開を実施した。 

 作成した広報資料を以下に示す。 

 

     

図８８ 広報チラシ（コープトラベル） 図８９ 会員誌（クラブツーリズム） 

 

   

図９０ ＷＥＢ（コープトラベル） 図９１ ＷＥＢ（クラブツーリズム） 
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図９２ 北海道新聞１０月２日号夕刊、１０月３日号朝刊 
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（３）モニターツアー③「家族で食育旅！別海町のおいしいを見ぃつけた！（海の幸

コース）」 

 チラシや会員誌、WEBでの商品掲載の他、北海道新聞への掲載による集客展開を実施した。 

 作成した広報資料を以下に示す。 

 

     

図９３ 広報チラシ（コープトラベル） 図９４ 会員誌（クラブツーリズム） 

 

   

図９５ ＷＥＢ（コープトラベル） 図９６ ＷＥＢ（クラブツーリズム） 
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図９７ 北海道新聞１０月２日号夕刊、１０月３日号朝刊 

 

 

（４）モニターツアー④「親子で大満足！バター作り・いくら作りも体験 別海ご当

地グルメグランプリツアー」 

 旅行会社の広報チラシによる集客展開を実施した。 

 作成した広報資料を以下に示す。 

 

 

図９８ 広報チラシ（コープトラベル） 
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４.３ モニターツアー参加者の募集 

 前節にて旅行商品化したモニターツアーについて、広報媒体を活用して募集し、各ツアーで販売・

集客を図った結果、集客状況等より以下の 3ツアー（赤枠囲み）を催行することとなった。 

 各ツアーの催行の可否、催行・未催行の理由の考察について表１９に示す（ツアー内容について

は「表１８ モニターツアー内容」参照）。 

 

表１９ モニターツアー催行・未催行についての考察 

 No ツアー名称 催行の可否 催行・未催行の理由 

カ

メ

ラ

女

子 

① 「日本最東端のべ

つ・せ・かい“別海町”

で見たことのない景

色＆食べたことのな

い感動グルメ」 

未催行 ・地域らしさを伝えるため魅力的と考えられる

観光素材を多く組み込んだ結果として、旅行

商品のテーマ性が曖昧になり、カメラ女子へ

のターゲット訴求力が低下した。 

・また同時に観光素材を多く組み込んだ結果と

して、旅行代金が高額になってしまったこと

が要因として考えられる。 

② 「地元グルメ・北海シ

マエビを堪能  憧れ

の尾岱沼・打たせ船撮

影体験」 

催行 

（ツアー実施） 

・本事業で磨き上げた地域の観光資源を上手く

組み入れた結果、地域らしさやツアーのテー

マ・内容は魅力的に仕上がった。 

・また①での課題を踏まえ、2 泊 3 日から 1

泊 2 日への展開を図ったことでターゲット

への訴求力を増すことができた。 

③ 「矢野直美さんと行

く  カメラ女子会＆

別海グルメツアー」 

催行 

（ツアー実施） 

・本事業で磨き上げた地域の観光資源を上手く

組み入れた結果、地域らしさやツアーのテー

マ・内容は魅力的に仕上がった。 

親

子 

① 「日本最大の生産地

“別海町”で学ぶ親子

ででかける修学旅行」 

未催行 ・観光素材を多く組み込んだ結果として、旅行

代金が高額になってしまったことが要因と

して考えられる。 

② 「家族で食育旅！別海

町のおいしいを見ぃつ

けた！（酪農コース）」 

未催行 ・ターゲットが親子であるが、事業の工期の関

係もあり、集客が見込まれる「夏休み」等で

の設定ができなかったことが要因として考

えられる。（次年度以降の展開を図る際には

ツアーの設定時期を見据え商品化を検討す

ることが必要であると考えられる） 

③ 「家族で食育旅！別海

町のおいしいを見ぃつ

けた！（海の幸コース）」 

未催行 

④ 「親子で大満足！バ

ター作り・いくら作り

も体験  別海ご当地

グルメグランプリツ

アー」 

催行 

（ツアー実施） 

・本事業で磨き上げた地域の観光資源に加え、

事業に関連するグルメイベントにあわせて

催行した結果、旅行者により訴求できる内容

となった。 

・地域の協力等により、旅行代金を他商品と比

較し優位に設定できた。 
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４.４ モニターツアーの催行 

 前節までの内容を踏まえ、集客展開を図ってきたモニターツアーのうち、カメラ女子ツアー2本、

親子ツアー1本について催行した。 

 モニターツアーの催行状況（実施の様子）について以下に示す。 

 

４.４.１ カメラ女子ツアーの催行 

（１）「地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験！」 

■ツアー概要： 「別海ならではの撮影体験」、「別海ならではの食グルメ」等をポイントにしたツ

アーを実施。「打瀬舟での北海シマエビ収穫現場～加工～セリ現場～試食」と食の

背景から実際に食すまで、食の理解とともに地域らしさ巡った。 

■ツアー実施日：2013年 10月 27日（日）～10月 28日（月） ※1泊 2日 

■集客人数：  26名 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９９ モニターツアー参加者属性 

＜モニターツアー２日目①＞ 

  

図１００ 尾岱沼 野付湾遊覧船              図１０１ 尾岱沼 野付湾遊覧船 

  

図１０２ 野付半島・トドワラの様子            図１０３ 野付半島・ナラワラの様子

男
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女
87%

10代
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6%

50代
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6%
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20代
6%

北海道 ,

100%

［性別］ ［年齢］ ［居住地］ 
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＜モニターツアー２日目②＞ 

  

図１０４ 尾岱漁港の様子             図１０５ 北海シマエビのセリの様子 

  

図１０６ 加工風景見学の様子              図１０７ 加工風景見学の様子 

  

図１０８ 加工風景見学の様子            図１０９ ゆでたてシマエビの試食の様子 

  

図１１０ 北海シマエビは生のときは茶褐色～緑褐色をし、ゆでると真っ赤になる 

http://betsukai-kanko.jp/kanko-blog/IMGP0250.jpg
http://betsukai-kanko.jp/kanko-blog/IMGP0250.jpg
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（２）「矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー」 

■ツアー概要： 「別海ならではの撮影体験」、「カメラ女子会」、「別海ならではの食とグルメ」等を

ポイントにしたツアーを実施。鉄道写真家矢野直美さんの撮影指導を観光スポッ

ト毎に受けながら、別海の自然・鉄道遺構を巡った。 

■ツアー実施日：2013年 10月 26日（土）～10月 27日（日） ※1泊 2日 

■集客人数：  11名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１１ モニターツアー参加者属性 

 

 

＜モニターツアー１日目＞ 

  

図１１２ 野付半島で動植物および夕日の撮影の様子  図１１３ 矢野直美さんからの撮影指導の様子 

  

図１１４ 豪華料理と女子会の様子            図１１５ 豪華料理と女子会の様子 

男
40%

女
60%
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0%

20代

0%

60代

0%

40代
20%

10代未満
0%

30代

30%

50代
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10代

10%

北海道 ,
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南関東,

18%

［性別］ ［年齢］ ［居住地］ 
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＜モニターツアー２日目＞ 

  

図１１６ 朝日撮影の様子（四角い太陽）           図１１７ 奥行臼駅遁所の様子 

  

図１１８ 奥行臼駅遁所の様子                図１１９ 奥行臼駅遁所の様子 

  

図１２０ 別海町鉄道記念公園記念館の様子      図１２１ 別海町鉄道記念公園記念館の様子 

 

 

 



 ８０ 

４.４.２ 親子ツアーの催行 

（１）「バター作り・いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー」 

■ツアー概要： 家族で楽しめる「バター作り」「いくら作り体験」などの体験要素を取り入れたツ

アーを実施。別海ならではの地元の食材や地元の食材から開発したご当地グルメ

食を堪能してもらった。 

■ツアー実施日：2013年 11月 16日（土）～11月 17日（日） ※1泊 2日 

■集客人数：  32名（＋幼児 2名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１２２ モニターツアー参加者属性 

 

＜モニターツアー１日目＞ 

  

図１２３ 酪農工場でバター作りの様子          図１２４ 酪農工場でバター作りの様子 

  

図１２５ 夕食のバーベキューの様子          図１２６ 夕食のバーベキューの様子 
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 ８１ 

＜モニターツアー２日目＞ 

  

図１２７ 漁協で買い物の様子                図１２８ 漁協で買い物の様子 

  

図１２９ 尾岱沼道の駅で北方領土学習の様子    図１３０ 尾岱沼道の駅で北方領土学習の様子 

  

図１３１ 別海ご当地グルメグランプリの様子      図１３２ 別海ご当地グルメグランプリの様子 



 ８２ 

５．モニターツアーアンケートの実施 

５.１ モニターツアー参加者へのアンケートの実施 

 実施したモニターツアーについて、より魅力的な旅行商品へと展開するため、モニターツアー参

加者に対しアンケート調査を実施した。 

 

（１）調査概要 

 実施したモニターツアーアンケート調査について、概要を以下に示す。 

 

表２０ モニターツアーアンケート調査の概要 

項目 調査内容 

調査目的 ・観光地の魅力となりうる資源を見直し、魅力ある観光地づくりを推進する

にあたり、モニターツアーを実施し、顧客ニーズを把握 

・観光資源の確実な商品化を図るため、モニターツアー参加者からの意見や

改善点の分析とデータの収集 

対象者 事業において実施したモニターツアーの参加者（3ツアーにて実施） 

実施方法 モニターツアーの帰りのバス車内で配布・回収 

調査内容 ・モニターツアーの満足度調査 

―モニターツアー前の期待値 

―モニターツアー後の満足度 

―モニターツアーの改善点 

―モニターツアーの再参加意欲 

・ツアー費用調査 

―適正な価格設定 

―ツアーにおける出費 

・別海町の認知度調査 

―別海町の認知度／訪問経験 

・情報媒体 

―日常での情報源 

―ツアーにおける情報源 

実施期間 A．平成 25年 10月 26日（土）～10月 27日（日） 

B．平成 25年 10月 27日（日）～10月 28日（月） 

C．平成 25年 11月 16日（土）～11月 17日（日） 

回収状況 A．11票 

B．26票 

C．32票 

 

（２）調査表の作成 

 モニターツアー参加者へのアンケート実施にあたり、実施したツアー毎にアンケート用紙を作成

した。作成したアンケート用紙について以下の通り示す。 



 ８３ 

 

図１３３ 【矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー（出発）】 

アンケート調査票１／７ 



 ８４ 

 

図１３４ 【矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー（出発）】 

アンケート調査票２／７ 



 ８５ 

 

図１３５ 【矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー（出発）】 

アンケート調査票３／７ 



 ８６ 

 

図１３６ 【矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー（出発）】 

アンケート調査票４／７ 



 ８７ 

 

図１３７ 【矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー（出発）】 

アンケート調査票５／７ 



 ８８ 

 

図１３８ 【矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー（出発）】 

アンケート調査票６／７ 



 ８９ 

 

図１３９ 【矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー（出発）】 

アンケート調査票７／７ 



 ９０ 

 

図１４０ 【地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験（出発）】 

アンケート調査票１／７ 



 ９１ 

 

図１４１ 【地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験（出発）】 

アンケート調査票２／７ 



 ９２ 

 

図１４２ 【地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験（出発）】 

アンケート調査票３／７ 



 ９３ 

 

図１４３ 【地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験（出発）】 

アンケート調査票４／７ 



 ９４ 

 

図１４４ 【地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験（出発）】 

アンケート調査票５／７ 



 ９５ 

 

図１４５ 【地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験（出発）】 

アンケート調査票６／７ 



 ９６ 

 

図１４６ 【地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験（出発）】 

アンケート調査票７／７ 



 ９７ 

 

図１４７ 【バター作り＆いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー（出発）】 

アンケート調査票１／７ 



 ９８ 

 

図１４８ 【バター作り＆いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー（出発）】 

アンケート調査票２／７ 



 ９９ 

 

図１４９ 【バター作り＆いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー（出発）】 

アンケート調査票３／７ 



 １００ 

 

図１５０ 【バター作り＆いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー（出発）】 

アンケート調査票４／７ 



 １０１ 

 

図１５１ 【バター作り＆いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー（出発）】 

アンケート調査票５／７ 



 １０２ 

 

図１５２ 【バター作り＆いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー（出発）】 

アンケート調査票６／７ 



 １０３ 

 

図１５３ 【バター作り＆いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー（出発）】 

アンケート調査票７／７ 



 １０４ 

５.２ アンケート結果の分析 

 実施したモニターツアー参加者へのアンケート調査について、結果をターゲット層毎（①カメラ

女子、②親子）に集計し、分析した。 

 分析結果について以下に示す（参加者の性別、年代、居住地については「４.４ モニターツアー

の催行」参照）。 

 

（１）別海町の認知度と訪問の有無 

Q：北海道の道東の町【別海町】を知っていましたか。 

Q：今までに北海道の道東の町【別海町】を訪れたことがありますか。 

訪れたことのある方は回数もお知らせ下さい。 

 

 １）カメラ女子ツアー 

＜矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー＞ 

◆別海町の認知度について、回答者全員が別海町を「知っていた」と回答した。 

◆また、別海町の訪問経験についても、回答者全員が別海町を「訪れたことがある」と回答した。

別海町の訪問経験者の平均訪問回数は、11.4回であった。 

 

図１５４ （左）別海町の認知度、（右）別海町の訪問経験 

（カメラ女子会＆別海グルメツアー） 

 



 １０５ 

＜地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験ツアー＞ 

◆別海町の認知度について、回答者の 92％が別海町を「知っていた」と回答した。 

◆また、別海町の訪問経験について、回答者の 48％が別海町を「訪れたことがある」と回答した。 

別海町への訪問経験者のうち、平均訪問回数は 7.1回であった。 

 

図１５５ （左）別海町の認知度、（右）別海町の訪問経験 

（憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験ツアー） 

 

 

 ２）親子ツアー 

＜バター作り＆いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー＞ 

◆別海町の認知度について、回答者の 97％が別海町を「知っていた」と回答した。 

◆また、別海町の訪問経験について、回答者の 66％が別海町を「訪れたことがある」と回答した。

別海町への訪問経験者のうち、平均訪問回数は 2.94回であった。 

 

図１５６ （左）別海町の認知度、（右）別海町の訪問経験 

（別海ご当地グルメグランプリツアー） 

 



 １０６ 

（２）魅力を感じた内容と満足した・良かったと思う内容 

Q：ツアー参加前に魅力を感じたことを全てお知らせ下さい。（複数回答可） 

Q：ツアー参加後、満足された・良かったと思うものを全てお知らせ下さい。（複数回答可） 

 

 １）カメラ女子ツアー 

＜矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー＞ 

◆ツアー参加前に魅力を感じたことについて、「矢野直美さんからの“撮影指導”（10件）」が最も

多く、次いで「矢野直美さんを囲んでの“女子会”（9 件）」、「朝日撮影（希望者のみ）（9 件）」

が多かった。 

◆ツアー参加後、満足された・良かったと思うものについて、「朝日撮影（希望者のみ）（10件）」

が最も多く、次いで「矢野直美さんからの“撮影指導”（9 件）」、「天然温泉での癒し（9 件）」、

「矢野直美さんを囲んでの“女子会”（9件）」が多かった。 

◆「その他」の具体的な回答として、「普段は入ることのできない所へ入ることができた」という回

答があった。 

 

図１５７ （上）ツアー参加前に魅力を感じたこと、（下）ツアー参加後、満足された・ 

良かったと思うもの（カメラ女子会＆別海グルメツアー） 



 １０７ 

＜地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験ツアー＞ 

◆ツアー参加前に魅力を感じたことについて、「“野付湾クルーズ”とそこで出会う“アザラシ”（21

件）」が最も多く、次いで「ご当地グルメの“北海シマエビ天丼”（19件）」が多かった。 

◆「その他」の具体的な回答として、「打たせ漁（4件）」、「シマエビ漁船」等の回答があった。 

◆ツアー参加後、満足された・良かったと思うものについて、「“野付湾クルーズ”とそこで出会う

“アザラシ”（22件）」が最も多く、次いで「ご当地グルメの“北海シマエビ天丼”（16件）」が

多かった。 

◆「その他」の具体的な回答として、「打たせ漁（4 件）」、「シマエビ漁船」、「観光課の職員・クル

ーザーのオーナーの対応」等の回答があった。 

 

図１５８ （上）ツアー参加前に魅力を感じたこと、（下）ツアー参加後、満足された・ 

良かったと思うもの（憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験ツアー） 



 １０８ 

 ２）親子ツアー 

＜バター作り＆いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー＞ 

◆ツアー参加前に魅力を感じたことについて、「尾岱沼での“いくら作り”体験（20 件）」が最も

多く、次いで「“別海ご当地グルメグランプリ”参加メニューを堪能（16件）」が多かった。 

◆ツアー参加後、満足された・良かったと思うものについて、「“別海ご当地グルメグランプリ”参

加メニューを堪能（21件）」が最も多く、次いで「手作りバターで堪能する“バーベキュー”（19

件）」が多かった。 

 

図１５９ （上）ツアー参加前に魅力を感じたこと、（下）ツアー参加後、満足された・ 

良かったと思うもの（別海ご当地グルメグランプリツアー） 

天候不順等により、

「尾岱沼での“いく

ら作り”体験」がで

きなかった。 



 １０９ 

（３）モニターツアーに対する期待度と満足度 

Q：ツアー参加前、ツアーに対してどの程度期待されていましたか。項目別にお知らせください。 

Q：ツアー参加後、どの程度満足されましたか。項目別にお知らせください。 

 

 １）カメラ女子ツアー 

＜矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー＞ 

◆ツアー参加前のモニターツアーに対する期待度として、「旅行先」が最も高く、回答者の 80％が

「とても期待していた」、「期待していた」と回答した。 

◆ツアー参加後の「旅行先」に対する満足度は、回答者の 89％が「とても満足した」、「満足した」

となった。 

◆また、「体験内容」、「ツアーのメニュー構成」、「ツアーの行程」について回答者全員が「とても満

足した」、「満足した」と回答した。 

 

図１６０ （上）ツアー参加前の期待度、（下）ツアー参加後の満足度 

（カメラ女子会＆別海グルメツアー） 



 １１０ 

＜地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験ツアー＞ 

◆ツアー参加前のモニターツアーに対する期待度として、「旅行先」が最も高く、回答者の 92％が

「とても期待していた」、「期待していた」と回答した。 

◆一方で、ツアー参加後の「旅行先」に対する満足度は、回答者の 71％が「とても満足した」、「満

足した」となった。 

 

図１６１ （上）ツアー参加前の期待度、（下）ツアー参加後の満足度 

（憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験ツアー） 



 １１１ 

 ２）親子ツアー 

＜バター作り＆いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー＞ 

◆ツアー参加前のモニターツアーに対する期待度として、「食事」が最も高く、回答者の 80％が「と

ても期待していた」、「期待していた」と回答した。 

◆一方で、ツアー参加後の「食事」に対する満足度は、回答者の 66％が「とても満足した」、「満

足した」となった。 

 

図１６２ （上）ツアー参加前の期待度、（下）ツアー参加後の満足度 

（別海ご当地グルメグランプリツアー） 



 １１２ 

Q：ツアーについて、満足しなかった点を次の内から全てお知らせ下さい。（複数回答可） 

 

１）カメラ女子ツアー 

＜矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー＞ 

◆ツアーについて満足しなかった点として、「現地までのアクセスが不便（1 件）」、「宿泊施設の設

備・サービス（1件）」、「周辺地域へのアクセスが不便（1件）」、「事前のツアー情報が不十分（1

件）」、「周辺地域の情報が少ない（1件）」であった。 

 

図１６３ ツアーについて満足しなかった点（カメラ女子会＆別海グルメツアー） 



 １１３ 

＜地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験ツアー＞ 

◆ツアーについて満足しなかった点として、「周辺地域で楽しめる所が少ない（6件）」が最も多く、

次いで「現地までのアクセスが不便（5件）」、「移動距離が長い（5 件）」、「ガイドの案内・説明

が不十分（5件）」が多かった。 

◆「その他」の具体的な回答として、「日の出が見られなかった（四角い）」という回答があった。 

 

 

図１６４ ツアーについて満足しなかった点（憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験ツアー） 



 １１４ 

２）親子ツアー 

＜バター作り＆いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー＞ 

◆ツアーについて満足しなかった点として、「体験内容が物足りない（13 件）」が最も多く、次い

で「移動距離が長い（10 件）」が多かった。 

◆「その他」の具体的な回答として、「食事時の飲み物」、「アルコール以外の飲み物が足らない」と

いう回答があった。 

 

図１６５ ツアーについて満足しなかった点（別海ご当地グルメグランプリツアー） 

天候不順等により、「尾

岱沼での“いくら作り”

体験」ができなかった

ことで体験内容が少な

くなった。 



 １１５ 

（４）モニターツアーに対する意見・改善点等 

Q：ツアー参加後、ツアー内容に対するご意見・改善が必要と思われる点等がございましたら、ど

のようなことでも結構ですのでお知らせ下さい。 

 

 １）カメラ女子ツアー 

＜矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー＞ 

・被写体のいちばん良い時期に、魅力のある講師を招いて、ツアーを開催して欲しい。 

・ホテルの対応。ツアーではあるがくつろぐ場所と思っているので、ゆったりとした時間を過ごしたい。 

 

＜地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験ツアー＞ 

・夕食の提供をスムーズにしてほしい。 

・現地ガイドは時間がルーズ、ホスピタリティがない。 

・フロントに鍵を自由に置いたり持って行ったりできたが、誰でも持っていける状態で人もいず無用心だ

った。 

・宿泊ホテルのおみやげ売り場は欲しいものが（特に別海町で力を入れているおみやげ）なかった。 

・説明不足でやや理解しづらい。 

・“うたせ船”の地域資源をもっとＰＲしてほしい。3.11 震災後、漁に出られない（あまも）年があっ

た。“復興”をちゃんと説明してほしかった。 

・道内参加者なら魚貝類は舌がこえている。昼食メニューはブーイング多数。ターゲットを誰にするかで

満足度も変わるし、金を落としてもらう“しかけ”も必要。補助金助成金でないと実施できない企画は

継続しない。 

・夕食、昼食共にトンブリ飯で同じ様な味、感じがしてちょっとがっかり。やはり御当地グルメをもう少

し考慮して欲しい。食物期待して来た。 

 

 ２）親子ツアー 

＜バター作り＆いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー＞ 

・イベントが旅行中に中止になるのは大変残念であり、問題である。 

・天候などの影響で体験メニューが中止になってしまったのは残念。 

体験できるメニューが少なくなってしまったので、もっと全体的に直接体験できるメニューがあると嬉

しいです。 

・夕飯のバーベキュー、もう少し野菜物があると嬉しかった。 

・焼き肉のお肉はあまり美味しくない。量はもっと少なくて良いので、美味しい肉の方が良い。 

・肉はもう少し量を減らして、地元の食材を食べたかった。 

・グルメグランプリは、ご飯物、揚げ物が多く、そんなに食べられなかった。 

・お部屋にトイレが無く不便だった。 

・札幌からだと二泊くらいが楽である。料金は多少高くても良い。 

・体験が終わった後に工場でレシピを頂きましたが、最初からレシピを頂けると良かった。 

・グルメグランプリ会場が牛の品評会の会場であると、アナウンスがあった方が良かった。 

・その土地の歴史や街の特徴など、（ツアーの特色なども）豆知識的な物が事前に説明があれば、もっと

印象深い体験が出来たのではないか。 



 １１６ 

（５）別海町への再訪意欲・友人知人への推薦度 

Q：ツアーに参加されて、またツアーに参加されたいと思いますか。 

Q：ツアーで訪れた地域を、今後どの程度訪れたいと思いますか。 

 

 １）カメラ女子ツアー 

＜矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー＞ 

◆同様のツアーへの再参加意欲として、82％の回答者が「ぜひ参加したい」、「参加したい」と回答した。 

◆一方で、「全く参加したいと思わない」、「参加したいと思わない」との回答者は 0％であった。 

◆また、別海町への再訪意欲として、回答者全員が「ぜひ訪れたい」、「訪れたい」と回答した。 

 
図１６６ （左）同様のツアーへの再参加意欲、（右）別海町への再訪意欲 

（カメラ女子会＆別海グルメツアー） 

 

＜地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験ツアー＞ 

◆同様のツアーへの再参加意欲として、60％の回答者が「ぜひ参加したい」、「参加したい」と回答した。 

◆一方で、「全く参加したいと思わない」、「参加したいと思わない」との回答者は 4％であった。 

◆また、別海町への再訪意欲として、64％の回答者が「ぜひ訪れたい」、「訪れたい」と回答した。 

◆一方で、「全く訪れたいと思わない」、「訪れたいと思わない」との回答者は 4％であった。 

 

図１６７ （左）同様のツアーへの再参加意欲、（右）別海町への再訪意欲 

（憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験ツアー） 



 １１７ 

 ２）親子ツアー 

＜バター作り＆いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー＞ 

◆同様のツアーへの再参加意欲として、55％の回答者が「ぜひ参加したい」、「参加したい」と回答した。 

◆一方で、「全く参加したいと思わない」、「参加したいと思わない」との回答者は 0％であった。 

◆また、別海町への再訪意欲として、37％の回答者が「ぜひ訪れたい」、「訪れたい」と回答した。 

◆一方で、「全く訪れたいと思わない」、「訪れたいと思わない」との回答者は 0％であった。 

 

 

図１６８ （左）同様のツアーへの再参加意欲、（右）別海町への再訪意欲 

（別海ご当地グルメグランプリツアー） 
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Q：今回のツアーについて、友人・知人などに薦めたいと思いますか。 

 

１）カメラ女子ツアー 

＜矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー＞ 

◆友人・知人への推薦度として、63％の回答者が「ぜひ薦めたい」、「薦めたい」と回答した。 

◆薦めたい内容として、「プロの写真指導（4件）」、「四角い太陽が見られた（3件）」、「食事がおい

しかった（3件）」、「別海町の風景」、「同じ趣味を持った人達との交流」等の回答があった。 

 

図１６９ 友人・知人への推薦度（カメラ女子会＆別海グルメツアー） 

 

＜地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験ツアー＞ 

◆友人・知人への推薦度として、60％の回答者が「ぜひ薦めたい」、「薦めたい」と回答した。 

◆薦めたい内容として、「トドワラ（2件）」、「風景、食共に楽しめる町」、「運が良ければ見られる四

角い太陽」、「帆かけ船やセリの見学」、「打たせ船」、「朽ちる自然（木々）模様」等の回答があった。 

 

図１７０ 友人・知人への推薦度（憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験ツアー） 



 １１９ 

２）親子ツアー 

＜バター作り＆いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー＞ 

◆友人・知人への推薦度として、45％の回答者が「ぜひ薦めたい」、「薦めたい」と回答した。 

◆薦めたい内容として、「北海シマエビ」、「別海町の美味しい食」、「グルメ体験」等の回答があった。 

 

 

図１７１ 友人・知人への推薦度（別海ご当地グルメグランプリツアー） 

 



 １２０ 

（６）同様のツアーに参加した場合のツアー代金について 

Q：今後、同様のツアーに参加した場合のツアー代金についてお伺いします。 

Q：このツアーについて、いくら位から「高い」、「高すぎて買えない」、「安い」、「安すぎて少し不

安」と感じ始めますか。 

 

 １）カメラ女子ツアー 

＜矢野直美さんと行く カメラ女子会＆別海グルメツアー＞ 

 

 

 

 

 「高すぎて買えな

い」と感じ始める金

額（N=8） 

「高い」と感じ始め

る金額（N=8） 

「安い」と感じ始め

る金額（N=9） 

「安すぎて少し不

安」と感じ始める金

額（N=8） 

最大値 50,000 39,000 30,000 17,000 

75％タイル値 41,250 26,250 20,000 13,250 

中央値 27,500 25,000 19,800 11,000 

25％タイル値 25,000 22,750 18,000 10,000 

最小値 25,000 20,000 5,000 9,800 

図１７２ 適正なツアー代金（カメラ女子会＆別海グルメツアー） 

◆「高すぎて買えない」と感じ始める金額は25,000円～50,000円に回答が分布し、全体の50％

の回答者が、25,000円～41,250円の範囲に分布した。 

◆「高い」と感じ始める金額は 20,000 円～39,000 円に回答が分布し、全体の 50％の回答者

は 22,750円～26,250円の範囲に分布した。 

◆「安い」と感じ始める金額は 5,000 円～30,000 円に回答が分布し、全体の 50％の回答者は

18,000円～20,000 円の範囲に分布した。 

◆「安すぎて不安」と感じ始める金額は 9,800 円～17,000 円に回答が分布し、全体の 50％の

回答者は 10,000円～13,250円の範囲に分布した。 

最大値 

最小値 
25％タイル値 

75％タイル値 

中央値 

凡例 



 １２１ 

＜地元グルメ・北海シマエビを堪能 憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験ツアー＞ 

 

 

 

 「高すぎて買えな

い」と感じ始める金

額（N=15） 

「高い」と感じ始め

る金額（N=17） 

「安い」と感じ始め

る金額（N=14） 

「安すぎて少し不

安」と感じ始める金

額（N=13） 

最大値 80,000 50,000 22,000 19,800 

75％タイル値 30,000 27,000 20,000 15,000 

中央値 28,000 25,000 19,900 15,000 

25％タイル値 21,000 20,000 17,250 13,000 

最小値 20,000 10,000 8,000 5,000 

図１７３ 適正なツアー代金（憧れの尾岱沼・打たせ船撮影体験ツアー） 

◆「高すぎて買えない」と感じ始める金額は20,000円～80,000円に回答が分布し、全体の50％

の回答者が、21,000円～30,000円の範囲に分布した。 

◆「高い」と感じ始める金額は 10,000 円～50,000 円に回答が分布し、全体の 50％の回答者

は 20,000円～27,000円の範囲に分布した。 

◆「安い」と感じ始める金額は 8,000 円～22,000 円に回答が分布し、全体の 50％の回答者は

17,250円～20,000 円の範囲に分布した。 

◆「安すぎて不安」と感じ始める金額は 5,000 円～19,800 円に回答が分布し、全体の 50％の

回答者は 13,000円～15,000円の範囲に分布した。 

最大値 

最小値 
25％タイル値 

75％タイル値 

中央値 

凡例 



 １２２ 

 ２）親子ツアー 

＜バター作り＆いくら作りも体験 別海ご当地グルメグランプリツアー＞ 

 

 

 

 「高すぎて買えな

い」と感じ始める金

額（N=17） 

「高い」と感じ始め

る金額（N=21） 

「安い」と感じ始め

る金額（N=19） 

「安すぎて少し不

安」と感じ始める金

額（N=19） 

最大値 30,000 30,000 15,000 10,000 

75％タイル値 20,000 20,000 12,000 10,000 

中央値 18,000 15,000 12,000 10,000 

25％タイル値 15,000 15,000 10,000 7,500 

最小値 2,000 13,000 1,200 5,000 

図１７４ 適正なツアー代金（別海ご当地グルメグランプリツアー） 

 

◆「高すぎて買えない」と感じ始める金額は 2,000円～30,000円に回答が分布し、全体の 50％

の回答者が、15,000円～20,000円の範囲に分布した。 

◆「高い」と感じ始める金額は 13,000 円～30,000 円に回答が分布し、全体の 50％の回答者

は 15,000円～20,000円の範囲に分布した。 

◆「安い」と感じ始める金額は 1,200 円～15,000 円に回答が分布し、全体の 50％の回答者は

10,000円～12,000 円の範囲に分布した。 

◆「安すぎて不安」と感じ始める金額は 5,000 円～10,000 円に回答が分布し、全体の 50％の

回答者は 7,500円～10,000円の範囲に分布した。 

最大値 

最小値 
25％タイル値 

75％タイル値 

中央値 

凡例 



 １２３ 

６．本事業に関わる情報発信 

 本事業の取り組みを通じ、別海町の魅力を多くの人に知ってもらうため、パブリシティを効果的

に活用し、数多くの PRを展開した。 

 実施した情報発信内容について、観光情報誌、イベント、テレビ、新聞等の区分ごとに以下に示

す。 

表２１ 情報発信一覧（１／２） 

項目 年月日 情報発信内容 

観
光
情
報
誌 

2013／7／10 ①北海道生活７-８月号 

2013／7／20 ②北海道じゃらん 8月号 

2013／8／20 ③北海道じゃらん 9月号 

2013／9／20 ④北海道じゃらん 10月号 

2013／10／10 ⑤北海道じゃらん 11月号 

イ
ベ
ン
ト 

2013／5／19 ①第 4回 別海町ジャンボホタテ・ホッキ祭り 

2013／6／29、6／30 ②第 53回尾岱沼えびまつり 

2013／7／6、7／7 ③サッポロビール道産子感謝Ｄａｙ 

2013／7／6、7／7 ④新・ご当地グルメグランプリ北海道 2013ＩＮ 十勝芽室 

2013／7／13～15、 

8／10～16 

⑤ミニマルシェ（道の駅まつり） 

2013／9／1 ⑥別海マルシェ～サンデーブランチマーケット 

2013／9／13～29 ⑦オータムフェスト 

2013／9／14、9／15 ⑧第 44回別海町産業祭 

2013／10／13 ⑨西別川あきあじまつり 

2013／10／13、 

10／14 

⑩とっとりバーガーフェスタ2013～全国ご当地バーガーグ

ランプリ 

2013／11／17 ⑪別海ご当地グルメグランプリ 

2013／2／1、2／2 ⑫タビカレ学園祭 

2013／2／11 ⑬地旅博覧会ｉｎ和歌山 

テ
レ
ビ 

2013／7／20 ①ＴＶ旅コミ北海道「北海道じゃらん de GO!」 

2013／8／3 ②ＨＴＢ「イチオシ！モーニング」 

2013／9／13 ③ＨＴＢ「イチオシ！」さっぽろオータムフェスト中継 

2013／9／13 ④ＨＴＢ「情報マルシェ」 

2013／9／20 ⑤ＨＴＢ「イチオシ！」さっぽろオータムフェスト中継 

2013／9／29 ⑥ＳＴＶたびばん「ご当地グルメ特集」 

2013／10／11 ⑦ＮＨＫ「ネットワークニュース北海道」 

2013／10／17 ⑧日本テレビ「秘密のケンミンＳＨＯＷ」ポークケチャップ

特集 
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表２２ 情報発信一覧（２／２） 

項目 年月日 情報発信内容 

テ
レ
ビ 

2013／10／23 ⑨関西テレビ「すまたん」とっとりバーガーフェスタ特集 

2013／10／24 ⑩ＮＨＫＢＳプレミアム「めざせ！グルメスター」別海ジャン

ボホッキカツ丼特集 

2013／10／28 ⑪ＵＨＢ(北海道文化放送)「スーパーニュース」ポークチャッ

プの店ロマンの報道 

2013／11／9 ⑫ＨＴＢ「イチオシプラス！」北海シマエビ特集 

2013／11／14 ⑬ＮＨＫＢＳプレミアム「めざせ！グルメスター」別海ジャン

ボホタテバーガー特集 

2014／3／13 ⑭政府インターネットテレビ「徳光＆木佐の知りたいニッポ

ン！」 

新 
 

聞 

2013／7／2 ①北海道新聞「ジャンボホッキカツ丼」 

②釧路新聞「ジャンボホッキカツ丼」 

2013／8／2 ③北海道新聞「ジャンボホタテジンギスカン」 

④釧路新聞「ジャンボホタテジンギスカン」 

2013／9／4 ⑤北海道新聞「ジャンボアサリ釜めし」 

⑥釧路新聞「ジャンボアサリ釜めし」 

2013／10／2 ⑦北海道新聞「ジャンボサーモンバーガー、北海シマエビミニ

天丼、ザ・プレミアム別海ジャンボホタテバーガー」 

⑧釧路新聞「ジャンボサーモンバーガー、北海シマエビミニ天

丼、ザ・プレミアム別海ジャンボホタテバーガー」 

2013／10／10 ⑨北海道新聞「３連覇を目指して新ジャンボホタテ」 

2013／10／11 ⑩釧路新聞「バーガーで３連覇目指す」 

2013／10／16 ⑪釧路新聞「全国Ｖ３ならず」 

2013／10／29 ⑫北海道新聞「別海でカメラ女子ツアー」 

2013／11／1 ⑬釧路新聞「別海町観光協会、全国準 V」 

2013／11／1 ⑭北海道新聞「かなたの風車撮影」 

2013／11／9 ⑮釧路新聞「食観光日本一を目指す」 

2013／11／15 ⑯北海道新聞「夕べの止まり木」記事 

2013／11／18 ⑰釧路新聞「ホッキステーキ丼王座」 

2013／11／19 ⑱釧路新聞「AKB ドラフト川本さんの記事」 

そ
の
他
（
観
光
協

会
Ｈ
Ｐ
、
タ
ビ

カ
レ
サ
イ
ト
） 

2013／10／24 ①動画配信 

2013／10／1 ②フォトコンテストの発信 

2013／10／1 ③グルメレポートの発信 

随時 ④各イベント等の情報発信 
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６.１ 観光情報誌での情報発信 

 本事業で磨き上げてきた別海町の観光資源やモニター内容等について PR するため、観光情報誌

を活用し、情報発信を行った。 

 

（１）北海道生活への掲載 

 首都圏在住の方に対し、別海町の魅力を伝えるため、全国で販売展開する観光情報誌へ掲載した。 

 以下に掲載した情報記事を示す。 

 

 

図１７５ 北海道生活７－８月号（７月１０日発売） 
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（２）北海道じゃらんへの掲載 

 北海道在住の方に対し、別海町の魅力を伝えるため、北海道で最も読者の多い観光情報誌へ掲載

した。 

 以下に掲載した情報記事を示す。 

 

 

図１７６ 北海道じゃらん８月号（７月２０日発売） 

 



 １２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１７７ 北海道じゃらん９月号（８月２０日発売） 



 １２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１７８ 北海道じゃらん１０月号（９月２０日発売） 



 １２９ 

 

 

 

 

 

図１７９ 北海道じゃらん１１月号（１０月２０日発売） 
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６.２ イベント等における情報発信 

 本事業で磨き上げてきた別海町の観光資源、開発グルメ等を PR しフードツーリズムをより一層

推進すること等を目的に、イベントへ出展し、情報発信を行った。 

 

（１）新・ご当地グルメグランプリ北海道２０１３ ＩＮ 十勝芽室（２０１３年７

月６日、７日） 

 地産地消を軸とした「食によるまちおこし」を行う道内の団体が集い、出展料理でグランプリを

競う大会「新・ご当地グルメグランプリ北海道 2013in 十勝芽室」に別海町の新・ご当地グルメ「別

海ジャンボホッキカツ丼」を出展し、地域の食の PR を行った。 

 また、販売中のモニターツアーについてもチラシを配布し、PR を実施した。出展の様子を以下

に示す。 

 

 

  

  

図１８０ 新・ご当地グルメグランプリ北海道２０１３ 出展の様子 
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（２）さっぽろオータムフェスト２０１３（２０１３年９月１３日～２９日） 

 約 2 週間で 160 万人以上の方が訪れる札幌の秋の食イベント「さっぽろオータムフェスト

2013」に出展し、地域の食の PR を行った。 

 また、販売中のモニターツアーについてもチラシやパネルを用いて PR を実施した。出展の様子

を以下に示す。 

 

 

  

  

図１８１ さっぽろオータムフェスト 出展の様子 
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（３）別海ご当地グルメグランプリ２０１３（２０１３年１１月１７日） 

 本事業での取り組みも含め、これまで別海町で開発してきた新・ご当地グルメが集まる地域のイ

ベント「別海ご当地グルメグランプリ 2013 兼 新・ご当地グルメグランプリ北海道 2014 in 丘

と美食のまち美瑛 別海予選大会」を初開催し、地域のグルメについて PRした。イベントの様子を

以下に示す。 

 

 

   

   

   

図１８２ 別海ご当地グルメグランプリ２０１３ 会場の様子 
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６.３ マスメディア等による情報発信 

 本事業で磨き上げてきた別海町の食に関わる観光資源や着地型旅行商品（モニターツアー）を PR

するため、テレビや新聞を活用し、情報発信を行った。 

 

６.３.１ テレビ 

 北海道内で視聴率の高いテレビ番組を活用し、「さっぽろオータムフェスト 2013」で販売して

いる別海町のグルメや地域の食の魅力、またその魅力を体験できるモニターツアーを、紹介パネル

等を活用し PR した。撮影の様子を以下に示す。 

 

 

  

図１８３ 北海道テレビ「イチオシ！」さっぽろオータムフェスト中継でのＰＲの様子 

 

 

   

図１８４ テレビでのＰＲに使用したパネル（モニターツアー内容の紹介） 
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６.３.２ 新聞 

 北海道内の新聞を活用し、地域の PR を行った。 

 掲載記事を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１８５ 釧路新聞 ７月２日号       図１８６ 北海道新聞 釧路・根室版７月２日号 
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図１８７ 釧路新聞２０１３年９月４日号 

 

 

図１８８ 北海道新聞 釧路・根室版２０１３年９月４日号 
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図１８９ 釧路新聞２０１３年１０月２日号      図１９０ 北海道新聞 釧路・根室版 

                            ２０１３年１０月２日号 

 

 



 １３７ 

     

図１９１ 釧路新聞              図１９２ 北海道新聞釧路・根室版 

２０１３年１０月１１日号          ２０１３年１０月１０日号 

 

 

図１９３ 釧路新聞２０１３年１０月１６日号 



 １３８ 

 

図１９４ 釧路新聞２０１３年１１月９日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１９５ 釧路新聞２０１３年１１月１８日号 

 

 

 

 

 

 

図１９６ 北海道新聞釧路・根室版２０１３年１１月１５日号 
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図１９７ 北海道新聞釧路・根室版        図１９８ 釧路新聞２０１３年１１月１日号 

２０１３年１０月２９日号 

 

 

 

図１９９ 北海道新聞釧路・根室版２０１３年１１月１日号 
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７．ワークショップの運営 

 本業務の中で開催された全５回のワークショップについて、実施概要を以下の通り示す。 

 

表２３ 第１回ワークショップ 実施概要 

項目 内容 

開催日時 
平成２５年６月５日（水）１０：００～１２：００ 

（１３：００～１５：３０作業部会） 

開催場所 別海町役場会議室 

出席者 

（北海道運輸局企画観光部観光地域振興課）内柴一茂課長、小林俊介係長 

（釧路運輸支局）山本隆志首席運輸企画専門官 

（近畿日本ツーリスト北海道）小椋浩仁課長 

（生活協同組合コープさっぽろ）小島俊則氏 

（根室中標津空港ビル）鎌田真己係長 

（東北海道トラベル）長岡徹氏 

（リクルート北海道じゃらん）原田亜紀氏 

（別海町料飲店組合）外川祐基副組合長 

（別海町旅館組合）前田利彦事務局長、 

（べつかい乳業興社）西條武利営業推進部長 

（別海町役場）山崎茂農政課長、 

（別海町観光協会）大隈美保子副会長、大槻祐二常務理事、 

山内絵理事務局長、川畑智明専務局員、松本博史専務局員 

（オリエンタルコンサルタンツ）大西康弘、佐藤貴行、小林賢一、谷佳祐 

議事次第 

１．開会 

２．挨拶 

３．自己紹介、趣旨説明 

４．旅行会社からのモデルコース 草案 

５．別海町 観光素材紹介 

６．旅行商品企画・造成に向けた観光資源の磨き上げ（ディスカッション） 

７．今後の予定等 

８．閉会 

昼食休憩 

９．フィールドワークの実施（旅行会社向け） 
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表２４ 第２回ワークショップ 実施概要 

項目 内容 

開催日時 平成２５年８月８日（木）１０：００～ 

開催場所 別海町役場 ３０１会議室 

出席者 

（北海道運輸局企画観光部観光地域振興課）内柴一茂課長、小林俊介係長 

（釧路運輸支局）山本隆志首席運輸企画専門官 

（近畿日本ツーリスト北海道）小椋浩仁課長 

（生活協同組合コープさっぽろ）小島俊則氏 

（クラブツーリズム）鈴木直美氏 

（リクルート北海道じゃらん）原田亜紀氏 

（別海ジャンボグルメ地域活性化協議会）松隈慎一副会長 

（べつかい乳業興社）西條武利営業推進部長 

（北海道アート社）佐藤臣里代表取締役 

（別海町観光協会）戸田邑江会長、大槻祐二常務理事、 

山内絵理事務局長、川畑智明専務局員、松本博史専務局員 

（オリエンタルコンサルタンツ）佐藤貴行、小林賢一、谷佳祐 

議事次第 

１．開会 

２．挨拶 

３．進捗状況の報告 

４．ニーズ調査結果の報告 

５．現状を踏まえた今後の改善（案）／方向性について 

６．議論 

７．今後の予定等 

８．閉会 

 

表２５ 第３回ワークショップ 実施概要 

項目 内容 

開催日時 ２０１３年１０月１８日（金）１０：００～１２：００ 

開催場所 別海町役場３０１会議室 

出席者 

（近畿日本ツーリスト北海道）小椋浩仁課長 

（生活協同組合コープさっぽろ）小島俊則氏 

（根室中標津空港ビル）鎌田真己係長 

（東北海道トラベル）長岡徹氏 

（リクルート北海道じゃらん）原田亜紀氏 

（北海道アート社）佐藤臣里代表取締役 

（別海町観光協会）戸田邑江会長、大隈美保子副会長、吉岡三男副会長、 

大槻祐二常務理事、山内絵理事務局長、川畑智明専務局員、 

松本博史専務局員 

（オリエンタルコンサルタンツ）佐藤貴行、谷佳祐 

議事次第 

１．開会 

２．挨拶 

３．メンバー紹介 

４．資料説明 

-ワークショップを踏まえたモニターツアーの状況（造成・販売 等） 

-モニターツアー参加者事後アンケートの実施について 

-モニターツアーと連携した取組み（フォトコンテスト、グルメレポート等） 

-情報発信の状況について 

５．意見交換 

-モニターツアーの実施に向けた確認／調整／ブラッシュアップ 

６．その他（今後の予定等） 

-第４回ワークショップの予定 

-７８地域合同イベント 

７．閉会 



 １４２ 

表２６ 第４回ワークショップ 実施概要 

項目 内容 

開催日時 ２０１３年１２月１７日（火）１０：００～１２：００ 

開催場所 別海町役場１０３、１０４会議室 

出席者 

（北海道運輸局企画観光部観光地域振興課）内柴一茂課長、小林俊介係長 

（北海道運輸局釧路運輸支局）山本隆志首席運輸企画専門官 

（別海町観光協会）戸田邑江会長、大槻祐二常務理事、山内絵理事務局長、 

川畑智明専務局員、松本博史専務局員 

（べつかい乳業興社）西條武利営業推進部長 

（リクルート北海道じゃらん）原田亜紀氏 

（生活協同組合コープさっぽろ）小島俊則氏 

（オリエンタルコンサルタンツ）佐藤貴行、小林賢一、谷佳祐 

議事次第 

１．開会 

２．挨拶 

３．モニターツアーの結果・分析 

-モニターツアーの結果報告 

-モニターツアー事後アンケートの分析 

４．モニターツアー等を踏まえた今後の方針（案） 

５．タビカレ学園祭（ＰＲイベント・商談会）の出展 

６．今後の予定 

-第５回ワークショップの予定 

７．閉会 

 

表２７ 第５回ワークショップ 実施概要 

項目 内容 

開催日時 平成２６年２月２４日（月）１０：００～１２：００ 

開催場所 別海町役場 ３０１会議室 

出席者 

（北海道運輸局企画観光部観光地域振興課）内柴一茂課長 

（釧路運輸支局）山本隆志首席運輸企画専門官 

（別海町料飲店組合）外川祐基副組合長 

（別海町旅館組合）前田利彦事務局長、 

（べつかい乳業興社）西條武利営業推進部長 

（リクルート北海道じゃらん）原田亜紀氏、相澤大樹氏、佐藤耕平氏 

（別海町観光協会）戸田邑江会長、吉岡三男副会長、大槻祐二常務理事、 

山内絵理事務局長、川畑智明専務局員、松本博史専務局員 

（オリエンタルコンサルタンツ）大西康弘、佐藤貴行、小林賢一、谷佳祐 

議事次第 

１．開会 

２．挨拶 

３．議事内容 

（1）事業報告について 

-タビカレ学園祭（PR イベント・商談会）の出展 

-地旅博覧会 in和歌山の出展 

-事業での作成ツールについて 

（2）今後の展開について 

-着地型旅行商品の展開 

-次年度へ向けて 

４．総評 

５．閉会 
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８．観光庁との連携事業 

８.１ ポータルサイトでの情報発信 

 本事業に取り組む 78 地域の各取組を広く全国に PR する専用 WEB サイト「タビカレ」ポータ

ルサイトと連携し、92件の情報発信を実施した。情報発信内容について以下に示す。 

 

表２８ タビカレサイト掲載情報一覧（１／３） 

№ 更新年月日 タイトル 

1 2013／07／12 別海町観光協会公式キャラクター「別海りょウシくん」デビュー！ 

2 2013／07／16 「新・ご当地グルメグランプリ北海道 2013 in 十勝芽室」で別海町の

食が大人気！ 

3 2013／07／16 食観光日本一を目指す別海町の新・ご当地グルメ「別海ジャンボホッキ

カツ丼」デビュー！ 

4 2013／07／23 野付半島アザラシ観察会！ 

5 2013／07／24 酪農日本一のまち・北海道別海町でべつ・せ・かいの体験を！ 

6 2013／07／25 北海道じゃらん 8月号で別海町特集！ 

7 2013／07／29 まっぷるマガジン「県別対抗！東北・北海道 ご当地＆B 級グルメ」 

8 2013／07／30 道東のドライブ途中にどうぞ！「道の駅おだいとう」レストランリニュ

ーアル！ 

9 2013／07／31 札幌発着バスツアー募集開始！カメラ女子＆親子で修学旅行！ 

10 2013／08／01 「別海マルシェ ～サンデーブランチマーケット～」情報 その１ 

11 2013／08／01 「さっぽろオータムフェスト 2013」情報 その１ 

12 2013／08／02 北海道内のローソンで「別海アイス」販売開始！ 

13 2013／08／03 別海りょウシくん、表紙を飾る！ 

14 2013／08／04 「おでかけラリー北海道 2013」スタート！別海町では８か所が対象で

す♪ 

15 2013／08／05 8月 10日（土）は別海町ウエスタン・カーニバル！ 

16 2013／08／07 別海りょウシくんが札幌に行くよ！THE サッポロビヤガーデンふるさ

と応援ステージ他 

17 2013／08／10 涼しい！別海町へ避暑旅行のおすすめ 

18 2013／08／13 動画でお送りする北海道別海町の観光情報（野付半島の秋特集） 

19 2013／08／13 動画でお送りする北海道別海町の観光情報（西別川特集） 

20 2013／08／13 動画でお送りする北海道別海町の観光情報（氷下待ち網漁特集） 

21 2013／08／13 動画でお送りする北海道別海町の観光情報（本別海の一本松特集） 

22 2013／08／13 動画でお送りする北海道別海町の観光情報（黒ホッキ特集） 

23 2013／08／13 動画でお送りする北海道別海町の観光情報（河崎牧場の羊特集） 

24 2013／08／13 動画でお送りする北海道別海町の観光情報（べつかい乳業興社特集） 

25 2013／08／13 動画でお送りする北海道別海町の観光情報（河崎牧場チーズ工房特集） 

26 2013／08／13 動画でお送りする北海道別海町の観光情報（西別鮭特集） 

27 2013／08／13 動画でお送りする北海道別海町の観光情報（野付半島の冬特集） 



 １４４ 

表２９ タビカレサイト掲載情報一覧（２／３） 

№ 更新年月日 タイトル 

28 2013／08／13 動画でお送りする北海道別海町の観光情報（ジャンボホタテ特集） 

29 2013／08／13 動画でお送りする北海道別海町の観光情報（ハーフ和牛特集） 

30 2013／08／13 動画でお送りする北海道別海町の観光情報（スイーツ特集） 

31 2013／08／14 「別海ジャンボホタテジンギスカン」が時事ドットコムに紹介されまし

た！ 

32 2013／08／15 第 2回ワークショップを実施しました！ 

33 2013／08／16 教育旅行のモニターツアーが実施されました！ 

34 2013／08／17 9月 14日（土）、15日（日）は「第 44回別海町産業祭」！ 

35 2013／08／17 別海のココがすごい！ その１ 「広い!」 

36 2013／08／17 別海のココがすごい！ その２ 「涼しい！」 

37 2013／08／17 別海のココがすごい！ その３ 「おいしい！」 

38 2013／08／17 食材王国・別海 その１ 「牛乳・乳製品 ～摩周湖の伏流水と牧草で

育った牛だから」 

39 2013／08／17 食材王国・別海 その２ 「ホタテ ～激しい潮の流れと豊穣の海がは

ぐくむジャンボホタテ～」 

40 2013／08／17 食材王国・別海 その３ 「北海シマエビ ～今なお残る伝統の打瀬舟

漁 漁期は初夏と秋の 2回～」 

41 2013／08／17 食材王国・別海 その４ 「西別鮭 ～江戸幕府に献上された最高品質

を誇る西別鮭～」 

42 2013／08／19 ワンダーランド別海 その１ 「クルージング」 

43 2013／08／20 ワンダーランド別海 その２ 「花観光」 

44 2013／08／21 ワンダーランド別海 その３ 「ネイチャーガイドツアー」 

45 2013／08／21 ワンダーランド別海 その４ 「チーズづくり・バターづくり」 

46 2013／08／21 別海町はこんなとこ 「別海町全図」 

47 2013／08／22 別海町はこんなとこ 「別海市街図」 

48 2013／08／23 別海町はこんなとこ 「尾岱沼市街図」 

49 2013／08／23 別海町はこんなとこ 「野付半島」 

50 2013／08／25 8月 24日（土）・25日（日）「枚方まつり」出店情報（別海町乳製品） 

51 2013／08／25 別海りょウシくん出演情報（ご当地ブランドフェスティバル in釧路町） 

52 2013／08／31 9月 1日（日）は「別海マルシェ～サンデーブランチマーケット 2013」

♪ 

53 2013／08／31 食観光日本一を目指す北海道別海町で「グルメレポートコンテスト」準

備中！ 

54 2013／09／04 新・朝食グルメ第２弾「別海ジャンボアサリ釜めし」デビュー 

55 2013／09／05 別海町の朝日はこんなに綺麗！プロモーションビデオ「日の出撮影編」 

56 2013／09／09 「カメラ女子ツアーＰＲ動画作成中！」 

57 2013／09／09 別海町の雄大な大平原を撮影！プロモーションビデオ「カメラ女子-唯

編」 

58 2013／09／10 ＨＴＢ「情報マルシェ」の取材がありました！ 
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表３０ タビカレサイト掲載情報一覧（３／３） 

№ 更新年月日 タイトル 

59 2013／09／10 「北海シマエビを堪能 尾岱沼打たせ船撮影体験！」ツアー募集開始し

ました！ 

60 2013／09／10 ＮＨＫＢＳプレミアム「めざせ！グルメスター」の取材がありました！ 

61 2013／09／14 いよいよ本編公開間近！プロモーションビデオ「ダイジェスト編」 

62 2013／09／14 別海町の牧場で可愛い動物を撮影！プロモーションビデオ「カメラ女子

-真代編」 

63 2013／09／14 いよいよ本編公開直前！プロモーションビデオ「食べる女子編」 

64 2013／09／15 別海町産業祭「ミルクガール’s BAR」開店します♪ 

65 2013／09／15 別海町産業祭「別海ジャンボホタテバーガー」２日目販売を開始しました 

66 2013／09／15 別海町産業祭「東北海道チーズフェスティバル」 

67 2013／09／16 別海町産業祭「秋鮭販売」 

68 2013／09／16 別海町産業祭「西別鮭の竹串焼き」 

69 2013／09／16 別海町産業祭「サイコロステーキ」 

70 2013／09／18 いよいよ本編公開！「別海の魅力満載カメラ女子バスツアーの旅」 

71 2013／09／25 「西別川あきあじまつり」のポスターを発送しました！ 

72 2013／09／25 ゆるきゃらコンテスト 2013に「別海りょウシくん」参戦しました！ 

73 2013／09／25 さっぽろオータムフェストで「別海ジャンボホタテバーガー」記録更新 

74 2013／10／07 野付半島のアッケシソウ 

75 2013／10／07 カメラ女子ツアーPR 放送取材中 

76 2013／10／07 野付半島は音が魅力 

77 2013／10／07 トドワラ 

78 2013／10／07 秋鮭漁真っ最中！ 

79 2013／10／07 STV「たびばん」で別海ジャンボアサリ釜めしが紹介されました！ 

80 2013／10／07 カメラ女子旅で新・ご当地グルメ 

81 2013／10／08 別海りょウシくん、ゆるキャラグランプリ参戦 

82 2013／10／08 別海りょウシくんが木像に！ 

83 2013／10／08 サンデーブランチマーケットに別海りょウシくん 

84 2013／11／19 カメラ女子ツアーの様子が北海道新聞に掲載されました！ 

85 2013／11／20 タビカレプラスワンで準グランプリになりました！ 

86 2013／11／21 別海ジャンボホッキステーキ丼が来年の北海道大会の出場権を獲得！ 

87 2013／11／25 野付半島・体験情報～初冬の渡り鳥観察会 

88 2013／12／13 別海町グルメレポートコンテスト 

89 2014／01／16 別海りょウシくんに年賀状がとどきました～！！！ 

90 2014／01／22 冬の別海町ツアー第 1弾誕生！「ジャンボホタテは今が旬！尾岱沼温泉

でグルメ満喫プラン」 

91 2014／02／07 「タビカレ学園祭」に感謝！ 

92 2014／02／11 本日開催！「地旅博覧会 in 和歌山」に参加します！ 
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図２００ タビカレサイト 取組紹介      図２０１ ビカレサイト 最新情報 

 

  

図２０２ タビカレサイト モニターツアー  図２０３ タビカレ総合ランキングでは３位 
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８.２ 特別カリキュラム（＋１）への応募 

 地域の観光資源、商品の魅力を伝え、「行きたい」という訪問意欲を高めるため、販促ツールを制

作し、「プラスワン」へ応募した。 

 

８.２.１ 応募内容 

 地域の観光資源、商品の魅力を伝える「プラスワン」の素材として、「インターネット」を活用

した宣伝展開を図るための本編 1本、ＣＭ5本の PR 動画を作成した。 

 応募した PR 動画について以下に示す。（概要については「３.３.２ 別海の魅力を伝える動画作

成」にて示す。） 

 

 

図２０４ 特別カリキュラム「プラスワン」応募 ＰＲ動画（ＣＭ用本編ダイジェスト） 
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８.２.２ 実施結果 

 応募したタビカレ特別カリキュラム「プラスワン」について、応募した別海町の PR動画は「準

グランプリ」を受賞した。 

 実施結果を以下に示す。 

 

 

 

図２０５ タビカレサイト「特別カリキュラム」結果掲載ページ 
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８.３ タビカレ学園祭への出展 

 観光庁では、「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」の一環として平成 26 年 2 月 1

日（土）、2日（日）に東京ビッグサイトで「タビカレ学園祭」を開催し，この事業に参加している

78の地域の取組を紹介した。 

 会場には一般来場者の他旅行会社のバイヤーも訪れ、別海町としても本事業を通じ磨き上げてき

た地域の魅力を、今後の商品化に繋げるための PR するため、出展した。 

 

（１）タビカレ学園祭の概要 

 出展したタビカレ学園祭の概要を以下に示す。 

 

 

≪イベント概要≫ 

■イベント名：タビカレ学園祭 

■開催日時：2014年 2月 1日（土）・2日（日） 

■会場：東京ビッグサイト 

 

≪来場者数≫ 

■約 5,000名 

 

≪別海町ブース出展内容≫ 

■パンフレット、チラシの配布 

－旅行会社向け旅行商品紹介チラシ 

－別海町の観光パンフレット 

－フォトコンテストチラシ 

■別海牛乳の試飲サービス 

■地域の PR動画の配信 

■別海りょウシくんによる PR 

■特別カリキュラム「修了プレゼン」参加 
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（２）タビカレ学園祭の様子（２月１日～２月２日 開催） 

 タビカレ学園祭出展の様子を以下に示す。 

 

  

図２０６ タビカレ学園祭の会場 

 

  

図２０７ ７８の各地域が専用ブースを設け、 

旅行会社との商談や一般来場者へ地域の魅力をＰＲ 

 

  

図２０８ 別海町ブースではカメラ女子のＰＲ動画放映し、 

別海町の魅力をＰＲ 
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図２０９ 牛乳・コーヒー牛乳の試飲サービスを実施し、食の魅力をＰＲ 

 

  

図２１０ 様々なＰＲ効果により、他のブースと比較しても人気 

 

  

図２１１ 「ジャンケン大会」や「修了プレゼン」では、 

観光協会に加え別海りょウシくんも参加 
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図２１２ その他の参加地域の様子 

テレビ局やアイドルユニットも地域をＰＲ 

 

  

図２１３ 修了証／表彰状 図２１４ タビカレ北海道チーム 

別海町はステージ表彰こそないが、多くの部門で上位入賞し、総合的にＰＲできた 
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（３）タビカレ総選挙の結果 

 タビカレ学園祭では、一般来場者や業界関係者により、新たな定番観光地を投票で決定する総選

挙が行われ、別海町は多くの部門で表彰された。 

 別海町のタビカレ総選挙での結果を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

図２１５ タビカレサイト 「タビカレ」総選挙結果発表ページ① 

・総合部門 第 2位 

・学生部門 第 2位 

・特別カリキュラム「修了プレゼン」旅行会社部門 第 1位 



 １５４ 

 

図２１６ タビカレサイト 「タビカレ」総選挙結果発表ページ② 
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（４）タビカレ学園祭についての新聞記事 

 タビカレ学園祭での取り組みについては、新聞記事でも取り上げられた。 

 掲載記事を以下に示す。 

 

 

  

 

図２１７ 観光経済新聞２月８日号        図２１８ 観光経済新聞３月１日号 
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８.４ 地旅博覧会 in和歌山への出展 

 別海町では、官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業への取り組みの一環で、北海道運輸

局主催「タビカレ北海道」として「地旅博覧会 in 和歌山」に出展した。タビカレ学園祭同様、旅行

会社のバイヤーや一般来場者が訪れ、旅行の商品化に向けて地域のＰＲを実施した。 

 

（１）地旅博覧会の概要 

 出展した地旅博覧会の概要を以下に示す。 

 

 

 

≪イベント概要≫ 

■イベント名：地旅博覧会 in和歌山 

■開催日時：2014年 2月 11日（火祝） 

■会場：和歌山ビッグホエール 

 

≪来場者数≫ 

■約 12,000名 

・一般社団法人全国旅行業協会の会員（旅行業者）や各旅行業者が催行する 

ツアー参加者 … 約 5,500名 

・海外（中国、韓国、ウズベキスタン、モンゴル）… 約 90名 

・大学生 … 約 230名 

・地域の観光業界、団体 

・一般参加者 

 

≪出展内容≫ 

■イベントバッグに各地域の資料を入れて配布 1000個 

■アンケート協力者に MORIMOTO「さっぽろ大通公園大豆クッキー」2個進呈 

■別海牛乳 300個 

■アンケート回収 
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（２）地旅博覧会の様子（２月１１日） 

 地旅博覧会出展の様子を以下に示す。 

 

  

図２１９ 地旅博覧会の会場と出展ブースの様子 

 

  

図２２０ オープニングイベントの様子 

 

  

図２２１ 多くの方が来場し、多くの方に別海町をＰＲする機会があった 
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図２２２ 北海道ブースは非常に人気が高く、大盛況 

別海町の食の魅力ＰＲとして牛乳も配布 

 

  

図２２３ タビカレで取り組んできた北海道各地への 

魅力・関心についてアンケートも実施 

 

  

図２２４ タビカレガールズや別海りょウシくんも各地域をＰＲ 

 



 １５９ 

９．観光庁指定様式に基づく業務内容に関する報告及び目利きの派遣 

 本業務での遂行内容について、半月に１回の業務内容報告を実施した。 

 

９.１ 観光庁指定様式に基づく業務内容に関する報告 

 期間毎の取り組み事項、及び半月に 1回報告した業務内容について以下に示す。 

 

表３１ 報告内容一覧（１／２） 

報告回 報告日 取組事項 

第 1回 2013年 6月 3日 ①打ち合わせ会議（5月 28日） 

②旅行事業者へのワークショップへの参加、ツアーの企画素

案の作成依頼（5月 29日） 

第 2回 2013年 6月 17日 ①第一回ワークショップへの参加（6月 5日） 

②商品開発会議への参加（6月 11日、12 日） 

第 3回 2013年 7月 1日 ①ニーズ調査の企画 

②情報発信（雑誌掲載）に向けた準備 

③観光資源の磨き上げ、モニターツアー造成に向けた準備 

第 4回 2013年 7月 16日 ①ニーズ調査の検討 

②情報発信（雑誌掲載）に向けた準備（北海道じゃらん） 

③雑誌・ＷＥＢ：北海道生活にて記事掲載（7月 10日発売） 

④ジャンボホッキカツ丼発表会 

⑤観光資源の磨き上げ、モニターツアー広報・販売開始 

第 5回 2013年 8月 1日 ①ニーズ調査の実施 

②雑誌：北海道じゃらんにて記事掲載（7 月 20日） 

③TV：旅コミ北海道にて放送（7月 20 日） 

④タビカレ：モニターツアー、プロフィールシート、動画作成 

⑤北海道新聞朝刊にて掲載（7月 29日札幌市内） 

⑥観光資源の磨き上げ、モニターツアー広報・販売開始 

第 6回 2013年 8月 16日 ①ニーズ調査の分析 

②北海道新聞夕刊にてモニターツアー掲載（8月 6日） 

③ジャンボホタテジンギスカンの発表（8 月 2日） 

④第 2回ワークショップの開催（8月 8 日） 

⑤観光資源の磨き上げ、モニターツアー企画のブラッシュアップ 

第 7回 2013年 9月 2日 ①モニターツアーの磨き上げ、造成 

②フォトコンテスト＆グルメレポートの企画 

③情報発信に向けた準備（北海道じゃらん 10月号） 

④BSプレミアム テレビ放送取材（9月上中旬） 
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表３２ 報告内容一覧（２／２） 

報告回 報告日 取組事項 

第 8回 2013年 9月 17日 ①モニターツアーの磨き上げ、造成及び広報 

②フォトコンテスト＆グルメレポートの企画 

③情報発信に向けた準備（北海道じゃらん 10月号） 

④ＨＴＢイチオシ放送取材（9月 13日） 

第 9回 2013年 10月 1日 ①モニターツアーの磨き上げ、造成及び広報 

②フォトコンテスト＆グルメレポートの企画 

③情報発信に向けた検討（北海道じゃらん 10月号） 

④ＨＴＢイチオシ放送取材（9月 20日） 

⑤STVたびばん「ご当地グルメ特集」放送（9月 29日） 

第 10回 2013年 10月 16日 ①モニターツアーの磨き上げ、造成及び広報 

②食の新商品発売 

③フードツーリズムの情報発信 

④フォトコンテスト＆グルメレポートコンテストの開始 

第 11回 2013年 11月 1日 ①第 3回ワークショップの開催（10月 18日） 

②モニターツアーの実施 

③テレビ出演、新聞掲載 

第 12回 2013年 11月 18日 ①モニターツアーに向けた準備（11月 16日出発） 

②モニターツアー等に関する情報発信（新聞・ブログ・テレビ） 

第 13回 2013年 12月 2日 ①親子向けモニターツアーの催行（11月 16日、17日） 

②モニターツアー結果の分析、課題整理 

③第 4回ワークショップに向けた準備 

第 14回 2013年 12月 16日 ①モニターツアー結果の分析、課題整理 

②第 4回ワークショップに向けた資料作成 

第 15回 2014年 1月 6日 ①第 4回ワークショップの実施（12月 17日） 

②タビカレ学園祭に向けた検討 

第 16回 2014年 1月 16日 ①タビカレ学園祭に向けた検討 

②次年度へ向けた展開の検討 

③第 5回ワークショップへの検討（2月中旬予定） 

第 17回 2014年 2月 3日 ①タビカレ学園祭に向けた検討 

②次年度へ向けた展開の検討 

第 18回 2014年 2月 17日 ①タビカレ学園祭への出展（2月 1日、2日） 

②地旅博覧会への出展（2月 11日） 

③第 5回ワークショップの準備（2月 24 日） 

第 19回 2014年 3月 3日 ①第 5回ワークショップの開催（2月 24 日） 

②本事業に関連した取り組みのＰＲ(テレビ取材対応) 
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９.２ 目利きの派遣 

 本事業の遂行に伴い、２名の目利きを選定し派遣した。選定した目利き及び活動内容について以

下に示す。 

 

目利き①： 

(株)リクルート北海道じゃらん 地域振興統括プロデューサー 原田亜紀 氏 

派遣回数 活動日 活動内容 

1 2013年 6月 5日 ・第 1回ワークショップへの参加 

－観光資源の磨き上げ、モニターツアーのブラッシ

ュアップのアドバイスの実施 等 

2 2013年 8月 8日 ・第 2回ワークショップへの参加 

－観光資源の磨き上げ、モニターツアーのブラッシ

ュアップのアドバイスの実施 等 

3 2013年 10月 18日 ・第 3回ワークショップへの参加 

－観光資源の磨き上げ、モニターツアーのブラッシ

ュアップのアドバイスの実施 等 

4 2013年 12月 17日 ・第 4回ワークショップへの参加 

－観光資源の磨き上げのアドバイスの実施 等 

5 2014年 2月 24日 ・第 5回ワークショップへの参加 

－観光資源の磨き上げ、今後の展開に向けてのアド

バイスの実施 等 

 

目利き②： 

(株)リクルート じゃらんリサーチセンター エグゼクティブプロデューサー ヒロ中田氏 

派遣回数 活動日 活動内容 

1 2013年 6月 11日 ・グルメ商品開発会議への参加 

－グルメ開発、食による観光まちづくりに関するア

ドバイスの実施 等 

2 2013年 7月 2日 ・グルメ商品開発会議への参加 

－グルメ開発、食による観光まちづくりに関するア

ドバイスの実施 等 

・新・ご当地グルメ商品発表会への参加 

－開発グルメの商品発表 等 
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１０．まとめと今後の課題 

１０.１ 本事業での取り組み 

（１）別海町の観光資源とこれまでの観光客の状況 

・魅力的な食材の宝庫である地域にも関わらず、多くの観光客が「別海町」を知らないという状況

であり、地域の魅力が伝えきれていなかった（ニーズ調査結果では、首都圏の約９割が「全く知

らない、あまり知らない」と回答）。 

・野付半島は知られていたが、観光客（主に団体旅行）が立ち寄るのはそこのみであり、かつほと

んどが通過型の観光であった。 

・ご当地グルメ「別海ジャンボホタテバーガー」が北海道 NO．1 ご当地グルメグランプリに輝き、

フードツーリズムを軸に、その背景にある広大な自然や地域資源をあわせて、着地型旅行推進に

向けた取組みを図ってきた。 

 

（２）本事業により取組んできた主な事項 

・地域の観光資源の磨きあげ（ニーズ・シーズ） 

・別海町ならではの食を活かしたグルメの開発 

・これらを盛り込んだ着地型旅行商品化（モニターツアーによる検証） 

・別海町および観光資源の魅力を訴求する広報・PR（北海道じゃらんや新聞、テレビ等の各種メデ

ィア、芽室グランプリや札幌オータムフェストなど食のイベントへの出展等） 

 

１０.２ 本事業における成果 

（１）生産者等との関係強化 

・食観光日本一を目指すうえでは、食材を生産している生産者との関係強化が必要であり、本事業に

よる食観光資源の開発等により、別海町の食に関わる生産者の95%をカバーするPR体制が構築で

き、生産者と一体となった観光地域づくりの土壌ができた。 

 

（２）体験観光素材の磨き上げおよびＰＲ 

・本事業のワークショップ等による観光資源のシーズ・ニーズ調査や、食観光資源の開発等により、

「カメラ女子」、「親子」それぞれに対し訴求できる、別海町の体験観光素材の旅行商材としての

磨き上げを図ることができた。 

・また、様々な媒体、イベント等によりこれら多くの体験観光素材を広くＰＲすることができた。と

りわけ、本事業の核のひとつとして、地域で取組んできた「カメラ女子ツアー」は多くのメディア

で取り上げられ、食とあわせそれに関連する体験観光素材を広くPRすることができた。 

 

（３）着地型旅行商品造成におけるノウハウの会得 

・本事業を通じて、地域としては初めての着地型旅行商品の造成、モニターツアーの催行に取組み、

それらを通じて着地型旅行商品造成における知見、ノウハウを蓄積することができた。 

・本事業での経験をもとに、地域として初めて「ひがし北海道エクスプレスバスで行く別海町ツアー」を

造成するなど宿と食事と体験をパッケージ化した対外的な売り込みをスタートさせることができた。 
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（４）地域の観光振興の機運向上 

・本事業の取組み全体を通じて、マーケティングノウハウを活用した観光施策について学び、またタ

ビカレ事業における別海町に対する評価（タビカレプラスワン【準グランプリ】、修了プレゼン【旅

行会社部門１位】、タビカレ総選挙【総合２位】、【学生部門２位】）も相まって、地域としての観

光振興の機運がこれまでになく高まった。 

・別海町内の観光施設においても、観光客に満足してもらうための体制づくりや、体験説明について

の内部教育の充実を図るなど、具体的な展開を実施する施設も見られてきている。 

・また、本事業により、北海道内外でのメディアを通した別海町のPRが続き、知名度が高まった結

果、コンビニチェーンやスーパーのチェーン企業において別海町食材及び商品の採用が続いており、

経済効果が得られるとともに、別海町の食観光の認知度向上、地域の取組み機運向上に役割を果た

していくと考えられる。 

・加えて、本事業期間中に実施した別海町産業祭においては隣町の中標津町との連携を図り、エリア

としての観光客受入拡大を図ったこともあり、別海町内だけでなく隣接する地域を巻き込んでの観

光振興の機運向上を図ることができた。 

 

１０.３ 本事業による効果 

１０.３.１ 調査対象地域・ツアー認知度向上 

（１）観光協会ＨＰのアクセス数の増加 

 本事業の実施期間（平成 25年 6月～平成 26年 2月）において、前年同期間と比較し、別海町

観光協会HPへの訪問者数が 61,687アクセスから 81,496アクセスへと 1.32 倍に増加した。 

 

 

 

図２２５ 別海町観光協会ＨＰアクセス数 

 

（単位：アクセス） 
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（２）観光協会フェイスブックページの「いいね！」数の増加 

 本事業の実施期間（平成 25年 6月～平成 26年 2月）において、前年同期間と比較し、別海町

観光協会フェイスブックページの通算「いいね！」数が 554“いいね！”から 1187“いいね！”

へと 2.14倍に増加した。 

 

 

図２２６ 別海町観光協会フェイスブック“いいね！”数 

 

 

１０.３.２ 調査対象地域への宿泊者数の増加 

 本事業の実施期間（平成 25年 6月～平成 26年 2月）において、前年同期間と比較し、別海町

への宿泊客数が 15,700人から 18,300人へと 1.17 倍に増加した。 

 

 

 

 

図２２７ 別海町内宿泊客数 

 

 

（単位：いいね！） 

（単位：人） 
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１０.３.３ 関連する地域内イベントでの参加者数の増加 

 本事業期間中に実施した地域内でのイベントにおいて、前年同イベントと比較し、入込客数がそ

れぞれ増加した。 

 

 

    

図２２８ 別海町ジャンボホタテ・ホッキ祭り 図２２９ 尾岱沼えびまつり 

入込客数 入込客数 

 

 

    

図２３０ 別海町産業祭（注） 図２３１ 西別川あきあじまつり 

入込客数 入込客数 

 

注）別海町産業祭では中標津と連携し、「東北海道の中標津町・別海町から贈るチーズフェスティバ

ル」も同時開催した。 

（単位：人） 

（単位：人） （単位：人） 

（単位：人） 



 １６６ 

１０.４ 今後の課題・展開 

 以下の取組み等を実施することにより、地域としての魅力向上、認知度の向上等を図り、「北海道

の新しい観光地・別海」の確立を目指す。 

 

（１）食や体験メニューの更なる磨き上げとパッケージ化による「期待を裏切らない

商品づくり」 

 本事業により取組んできた、着地型旅行商品化の取組みを、今後も継続的・発展的に実施して

いくことが重要と考えられる。 

 ①食体験の充実によるフードツーリズムのさらなる発展 

  ・北海シマエビの「生産現場体験(打瀬舟)」や「加工現場体験」等の個々の観光体験メニュ

ー化の検討 

  ・“季節に応じた”地元の食を活かした体験の充実 

  ・天候不順の場合の代替案の準備 等 

 ②地域資源の情報提供強化（地域資源、着地型旅行商品の見える化） 

  ・“団体旅行者”に加え、“個人旅行者”でも楽しんでもらえるよう、カメラ撮影スポットの

表記（四角い太陽が見えるベストポイント等）やアザラシ撮影スポット、出現率等の整理

とHP等による情報発信等の検討 

  ・着地旅行商品メニューの情報発信（内容、場所、料金など） 等 

 ③近接エリアと連携した磨き上げと誘客活動 

  ・費用や移動面の課題から、道東エリア、近接地域（羅臼、知床、中標津、阿寒、根室、釧路 

等）と連携したより魅力的な着地型商品の展開や情報発信、プロモ―ション活動の検討 等 

 ④ターゲット等の検討 

  ・今回人気の高かった「カメラ女子」に加え、「美食女子」、「冒険女子」、「お一人様女子」

等のターゲット設定や、各ターゲットに適した素材のマッチングの検討 等 

  ・親子をターゲットとした集客についての、適切な実施時期（「夏休み」等）に絞ったツア

ー化の検討 等 

 

（２）地域の受入体制の強化 

 本事業におけるモニターツアー等での課題や知見を踏まえ、受入体制の向上を図る必要がある

と考えられる。 

 ①観光協会の機能強化 

  ・地域の観光振興の中核としてのより一層の機能強化、観光地ビジネスの創出 等 

   （体制、観光協会 HP 等による情報発信・ブランド化、地場産の食材やご当地キャラク

ターを活かした商品・グッズ開発 等） 

 ②地域の観光スポット等の点検 

  ・観光施設、宿泊施設、飲食店等の観光スポットについて、ハード・ソフトの両面から観光

に関わる要素の総点検による受入意識の醸成 等 
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 ③地域ガイドの育成 

  ・前述のターゲット等に応じたツアーの受入にあたり、より満足度を高めるためのガイド方

法の研究および人材育成 等 

 ④地域全体の観光客受入意識の醸成 

  ・地域全体での別海町の魅力、観光客ニーズの共有 

   （住民にとってはあたり前の内容でも観光客にとっては魅力ある観光資源になる可能性が

あることへの理解 等） 

  ・観光教育による子どものころからの観光への意識醸成 等 

   （本事業期間中においても、別海中央小学校での総合学習の時間に観光商工課職員が出向

き、別海町の観光について学ぶ教育活動を実施 等） 

 

（３）効果的な情報発信・プロモーション展開 

 本事業ではパブリシティや、雑誌やテレビ、イベント等を活かし、積極的な別海町のＰＲを展

開し話題を創出してきたが、今後もこれらを継続するとともに、効果的な情報発信手法の検討や

ブランド力の強化等により効果的な集客を目指していくことが重要と考えられる。 

 

 ①食を活かした PR 展開等の検討 

  ・全国の飲食店とのタイアップや食品メーカーとコラボした商品開発による PR 展開 等 

 

 ②ターゲットに訴求する効果的な情報発信手法の検討 

  ・訴求力のある個人（ブログ、SNS等）や媒体（雑誌等）等による情報発信の検討 

  ・別海町の地理特性を踏まえたエリアを絞った情報発信 等 

   （モニターツアー参加者へのアンケート結果において、「移動時間が長く負担が大きいこ

と」が改めて示されており、訴求するターゲットエリアを検討のうえ、情報発信を図る

必要があると考えられる） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業 

「食観光日本一を目指すフードツーリズム推進事業 

～親子ででかける修学旅行と日本最東端の別世界で 

カメラ女子ツアー～」に係る調査業務 
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国土交通省北海道運輸局 
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