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1．業務概要 
1-1	 業務の目的  
官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」は、観光地の魅力となりうる資源を見直

し、地方公共団体、事業実施主体、旅行会社、交通事業者、旅行メディア等の総力を結集し

た確実な旅行商品化と情報発信を通して、魅力ある観光地づくりを推進する事業である。 
魅力ある観光地づくりを行うためには、市場に対して訴求性が高く、旅行商品として定着

し、その地域の持続的な活性化につながるか、という観点等から、観光資源の商品化に向け

た支援を行う必要がある。 
北海道最大級の規模を誇る酪農地帯である中標津町において、国内最大級のロングトレイ

ルである「北根室ランチウェイ」を活用し、周辺の圏域を巻き込んだ観光プラットフォーム

を創出することを目的として観光資源の「目利き」の派遣、観光資源を題材にモニターツアー

の造成・実施及びアンケート調査等、観光資源の確実な商品化への手法を検討・実施した。 
 

1-2	 業務の実施体制および実施項目  
1-2-1	 実施フロー 
	 本業務の実施フローは下記の通りである。 
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圏域の連携促進に向けて連携対象となる周辺市町村と可能性を共有する

旅行会社拡大、次年度以降継続の為のPR、プログラムの改善整備

想定される対象範囲：北根室ランチウェイに関わる市町村、根室管内市町村等

5B3<028/;A

別海町の一大イベントである、「別海町産業祭」と
連動して展開。来場者数約２万２０００人に対して
基幹産業である酪農を効果的にPRが可能となる。イ
ベントでは、道内チーズを集めてのの品評会、展示
販売やチーズを使用した料理コンテスト等を予定す
る。

?:4B7.B

日本ロングトレイルフォーラムと連動したモニターツアー
を実施。ツアー中の体験プログラムとして、天然記念
物シマフクロウが飛来する養老牛温泉での生態系講座、
中標津産の新鮮な原料を使ったチーズ作り体験等を予
定。

	
�!�
首都圏の知的欲求の高いシニア層へ向けて中標津町の
魅力を深く伝える“地域学講座”を開設する。ロングト
レイルを拠点とした中標津エリアの魅力を伝えるカリ
キュラムを作成し、受講者へモニターツアー参加への
動機喚起を狙う。
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1-2-2	 実施項目 

主な取組内容	 推進主体	 

詳細な取組スケジュールの作成	 一般社団法人なかしべつ観光協会	 

株式会社 TAISHI	 

観光資源の磨き上げ及び調査対象地域の魅力の情報

発信手法の検討と実施	 

株式会社 TAISHI	 

株式会社 CIS 計画研究所	 

株式会社 JTB 総合研究所	 

モニターツアーの企画、造成および参加者の募集、

催行	 

一般社団法人なかしべつ観光協会	 

北根室ランチウェイ	 

株式会社朝日旅行	 

株式会社シービィーツアーズ	 

中標津町・弟子屈町	 

モニターツアーアンケートの実施	 一般社団法人なかしべつ観光協会	 

株式会社朝日旅行	 

株式会社シービィーツアーズ	 

FB ページの作成	 一般社団法人なかしべつ観光協会	 

地域学講座の実施	 朝日カルチャーセンター	 

チーズフェスティバル	 中標津町・別海町	 

一般社団法人なかしべつ観光協会	 

株式会社 TAISHI	 

取組の進捗状況について観光庁指定の様式に基づき

報告（2 週間に 1 回）	 

	 

株式会社 TAISHI	 

自ら行う情報発信のアウトプットおよび調査対象案

件の取組の記事掲載等についての報告	 

一般社団法人なかしべつ観光協会	 

株式会社 TAISHI	 

目利きの派遣	 株式会社 TAISHI	 

ポータルサイトでの情報発信に係る業務	 一般社団法人なかしべつ観光協会	 

観光庁で制作する PR	 映像用の映像素材の提供	 一般社団法人なかしべつ観光協会	 

別途観光庁で開催する商談会及び PR	 イベントに調

査対象地域が参加する際の展示内容の検討や展示物

の提供	 

一般社団法人なかしべつ観光協会	 

株式会社 TAISHI	 

本業務で得られた指標を用いた効果検証	 株式会社 TAISHI	 
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1)調査対象案件の事業行程・実施体制の構築	 

提出した提案書をもとに、提案者等からのヒアリングを踏まえ、地域の詳細な取組実施

体制を構築し、詳細な取組スケジュールを作成。した 
2)商品化に向けた観光資源の磨き上げ手法の検討	 

調査対象案件の提案内容に基づき、確実な商品化へ向けた観光資源の磨き上げや魅力の

情報発信手法を検討・実施した。 
本業務においては、磨き上げた観光資源を旅行商品化し、モニターツアーを実施した。 
※本業務における商品化は、募集型企画旅行としての旅行商品を前提として行った。 
※原則、道外在住者を対象にモニターツアーの募集を行った。 
※複数回実施したモニターツアー参加者合計が 30人以上となるよう取り組んだ。 

3)業務遂行中における進捗状況の報告	 

進捗報告については、観光庁指定の様式に基づき２週間に１度の割合で北海道運輸局へ

報告した。また、メディア等の掲載状況については、自ら行う情報発信はもちろんのこと、

新聞やテレビ、雑誌等で掲載あるいは放映された場合についても逐次報告を入れる。 
4)目利きの派遣	 

（目利きの決定） 
目利きについては 2名を選出した。 

	 	 ※詳細は P57ページ「7.目利きの派遣」に記載する。 
5)モニターツアーアンケート	 

本事業のプロモーション運営事務局であるタビカレが準備したアンケート調査用紙を

使用した。アンケート集計・分析結果については、協議会内で共有し、次年度以降の課題

や可能性として協議した。 
6)その他観光庁と連携して実施する業務	 

①ポータルサイトでの情報発信に係る業務 
調査対象案件の商品化に向け、本事業の一環として観光庁で開設するポータルサイト

での情報発信や、ポータルサイトに掲載するために観光庁で制作する PR 映像用の映
像素材の提供を行った。 
① 商談会や PR イベントへの参加に係る業務 
別途観光庁で開催する商談会及び PR イベントに調査対象地域が参加する際の展示

内容の検討や展示物の提供を行った。 
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1-2-3	 実施体制 
  本事業の実施体制は、以下の通りである。 
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1-2-4	 実施スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

業務内容

定期報告 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　　

　情報発信の手法検討

圏域マップの作成

●㈱朝日旅行とのツアー調整 ●モニターツアー1回目（8/7～9）

●モニターツアー2回目（9/12～14）

●モニターツアー3回目（10/7～10）

●㈱シービーツアーズとの調整 ●シービーツアーズ（モニターツアー）（10/4～5）

協議会開催 ●第1回協議会（6/4） ●第2回協議会（10/28） ●第3回協議会（1/23）

●ロングトレイルフォーラム（10/4）

FBページの作成 ●観光協会HP制作打ち合わせ

地域学講座 ●朝日カルチャーセンター打ち合わせ●アンケート実施（8/29)

チーズフェスティバル ●関係者との調整 ●チーズフェスティバル（9/14～15）

●別海町打ち合わせ ●チーズフェスタ（10/4)

目利きの派遣

目利きの派遣・活動 ●目利きとの打ち合わせ

観光庁との連携事業

　タビカレサイトでの情報発信 ●タビカレ新着情報更新（10/7～9)

タビカレ学園祭への出展 ●タビカレ学園祭用資料の作成

●タビカレ学園祭（2/1・2）

地旅博覧会への出展 ●和歌山フォーラム(2/11)

効果測定

効果測定データ収集 効果測定用データ回収

下旬

官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業「ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業」

商品化に向けた観光資源の
磨き上げ手法の検討

業務遂行中における業務内容
に関する報告

モニターツアーの企画・造
成・実施

下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬

11月 12月 1月 2月 3月

上旬中旬下旬上旬中旬

6月 7月 8月 9月 10月
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2．商品化に向けた観光資源の磨き上げの手法の検討 
中標津町は道東の玄関口とも言える根室中標津空港をもち、隣町の別海町と合わせ道内最

大の生乳生産量を誇る大酪農地帯である。昨年度に完成したロングトレイルルート“北根室

ランチウェイ”は、中標津町の市街地から弟子屈町の摩周湖を経て美留和駅に至る全長

71.4kmのコースであり、阿寒国立公園内にある摩周湖の絶景を望むコースから牧場内を歩
くことのできるコースまで国内でもたぐい稀なコースが充実している。 
本事業においては、それらの資源に加え、目利き（外部専門家）の知見や助言により、地

域に埋もれた観光資源の発見・発掘し、それらの資源を繋ぎ合わせモニターツアーを実施し

た。具体的な手法としては、モニターツアー実施後のアンケート調査やヒアリング調査結果

から課題や可能性を把握し、隣接市町村担当や地域の有識者が集まる委員会内で協議するこ

とで、共有コンテンツを活用した広域連携のあり方を模索するものとした。 
 
2-1	 情報発信の手法検討	 
パンフレットやポスターなどの紙媒体では伝わりにくいロングトレイルの魅力をわかり

やすく伝達するため、座学（地域学講座）による酪農産業と密接なつながりをもつロングト

レイルの魅力発信や、モニターツアーによる地域の魅力の実体験の機会提供を中心に、首都

圏および札幌圏を対象として下記の手法による情報発信を行った。 
1) 地域学講座の実施による中標津町の魅力の伝達 
2) モニターツアー実施による首都圏および札幌圏への情報発信 
3) チーズフェスティバル実施による酪農地帯中標津町の情報発信 
4) ツール類の見直し・作成 
・トレイルコースと連動した広域マップの制作 
・なかしべつ観光協会フェイスブックページの制作 
・ツアー募集チラシの作成 

5) 各種メディアへの積極的アプローチ 
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2-2	 圏域マップの作成	 
酪農王国中標津町周辺のエリアの魅力を最大限に伝えるため、北根室ランチウェイを中心

とした圏域マップを制作した。これまでのマップと異なるのは、中標津町にとどまらず、別

海町・弟子屈町を含む広域エリアの魅力を伝えている点である。 
 
■圏域マップ（表） 
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■圏域マップ（裏） 
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3．モニターツアーの企画・造成・実施 
 
3-1	 モニターツアー概要	 
	 本事業におけるモニターツアーは、知的欲求や好奇心が旺盛な首都圏のシニアを仮説

ターゲットとして、「北根室ランチウェイ」を中心に“酪農産業”や“開拓史”、“当エ

リアならではの自然環境”にフォーカスしたモニターツアーを構成した。 
	  
	 ○参加者構成	 

	 1 回目	 2 回目	 3 回目	 4 回目	 

参加者構成	 夫婦×3 組

(計 6 名)	 

女性 5 名	 

(全員個人申込)	 

男性 2 名、女性 8 名

(家族 1組(男 1 女 2)、夫婦

1 組、友人グループ 1 組(3

名)、個人 2名)	 

男性 8 名、女性

5 名	 

年齢構成	 平均年齢 67

歳（max：77

歳、min：55

歳）	 

平均年齢 72 歳

（max：75 歳、

min：66 歳）	 

平	 均	 年	 齢	 67 歳

(max：76 歳、min：

49 歳)	 

平均年齢 67 歳	 

（max：72 歳、

min：62 歳）	 

 
3-2	 モニターツアー実施結果	 
①	 1 回目	 

ツアー名	 道東の絶景！摩周湖外輪山を歩く	 

日時	 8 月 7 日(水)〜9 日(金)	 

ツアー行程	 ■1 日目	 
羽田空港	 —	 中標津空港	 —	 畜産食品加工センター	 —	 	 
川湯温泉	 ホテルきたふくろう	 —	 摩周湖星空観察(希望者)	 
■2 日目	 
ホテルきたふくろう	 —	 摩周湖第一展望台	 —	 北根室ランチ
ウェイ第 5stage	 —	 西別岳山小屋	 —	 養老牛温泉	 藤や（しま
ふくろうの観察）	 	 
■3 日目	 
養老牛温泉	 藤や	 —	 開陽台	 —	 標津サーモンパーク	 —	 サー
モン亭	 —	 中標津空港	 —	 羽田空港	 

参加人数	 6 名	 

催行会社	 朝日旅行	 

募集チャネル	 朝日旅行・エイ出版	 

掲載メディア	 タビカレ	 
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■ツアー風景	 〜1 回目(8 月 7 日〜9 日)〜	 

 
ストリングチーズを作っている様子	 

 

チーズ作り体験後に各自の手作りチーズを試食	 

 
植物の説明を受けている様子	 

 

北根室ランチウェイ出発の様子	 

 
330 度の景色が広がる開陽台にて、北方 4島の説明

を受ける様子	 

 
巨大水槽の中の鮭を見ながら学芸員の説明を受け

る様子	 
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②	 2 回目	 

ツアー名	 道東の絶景！摩周湖外輪山を歩く	 

日時	 9 月 12 日(木)〜14 日(土)	 

ツアー行程	 ■1 日目	 
羽田空港	 —	 中標津空港	 —	 畜産食品加工センター	 —	 	 
川湯温泉	 ホテルきたふくろう	 
■2 日目	 
ホテルきたふくろう	 —	 摩周湖第一展望台	 —	 北根室ランチ
ウェイ第 5stage	 —	 西別岳山小屋	 —	 養老牛温泉	 藤や（しま
ふくろうの観察）	 	 
■3 日目	 
養老牛温泉	 藤や	 —	 別海町産業祭り・チーズフェスティバル	 —	 
中標津空港	 —	 羽田空港	 
標津町サーモンパークに訪問せず別海町産業祭り・チーズフェス
ティバルに参加	 

参加人数	 5 名	 

催行会社	 朝日旅行	 

募集チャネル	 朝日旅行・エイ出版	 

掲載メディア	 タビカレ	 

	 	 

■ツアー風景	 〜2 回目(9 月 12 日〜14 日)〜	 

	 

チーズ作りに夢中です	 

	 

懇談の様子(道東のチーズ工房の説明を聞く)	 

	 

北根室ランチウェイの摩周湖そばにて	 

	 

西別岳山頂にて、山々の説明中	 
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チーズフェスティバル会場にてアンケート実施中の

様子	 

	 

多くの人が、無料配布のチーズフォンデュを待ち長

蛇の列	 

 
 
 
③	 3 回目	 

ツアー名	 道東の絶景！摩周湖外輪山を歩く	 

日時	 10 月 7 日(月)〜10 日(木)	 

ツアー行程	 ■1 日目	 
羽田空港	 —	 釧路丹頂空港	 —	 畜産食品加工センター	 —	 	 
川湯温泉	 ホテルきたふくろう	 
■2 日目	 
ホテルきたふくろう	 —	 摩周湖第一展望台	 —	 北根室ランチ
ウェイ第 5stage 逆走	 —	 西別岳山小屋	 —	 養老牛温泉	 藤や
（しまふくろうの観察）	 	 
■3 日目	 
養老牛温泉	 藤や	 —	 北根室ランチウェイ第 3stage 逆走	 —	 佐
伯農場	 —	 開陽台	 —	 上武佐ハリストス正教会	 —	 伝成館	 —	 
トーヨーグランドホテル	 
■4 日目	 
トーヨーグランドホテル	 —	 標津サーモン科学館	 —	 サーモン
亭	 —	 中標津空港	 —	 羽田空港	 
(1 回目・2 回目との違い	 
	 ・3 泊 4 日の行程	 
	 ・田部井淳子氏の同行	 
	 ・2 日間連続の北根室ランチウェイ歩行	 
	 ・上武佐ハリストス正教会、伝成館の訪問	 

参加人数	 10 名	 

催行会社	 朝日旅行	 

募集チャネル	 朝日旅行	 

掲載メディア	 北海道新聞、田部井淳子氏のブログ	 
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■ツアー風景	 〜3 回目 10 月 7 日(月)〜10 日(木)〜	 

	 

食事作りが趣味の男性が、チーズを練っている所	 

	 

チーズを伸ばしストリングチーズを制作中	 

	 

8 日ロングトレイル(stage5)、林の中を歩く	 

	 

8 日ロングトレイル(stage5)、西別岳山頂にて記念写真 	 

	 

9 日ロングトレイル(stage3)、最後の難関前にて	 

	 

9 日ロングトレイル(stage3)②、最後の難関をゆっく

り渡っている	 
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開陽台にて北方 4島の説明を受けている	 

	 

サーモン科学館にて見学中	 

 
 
④	 シービーツアーズによるモニターツアー	 

ツアー名	 全国ロングトレイルフォーラムと北根室 RanchWay	 

日時	 10 月 4 日(金)〜6 日(日)	 

ツアー行程	 ■1 日目	 

札幌（7:00）⇒	 足寄（昼食）⇒	 中標津町	 ⇒	 

A････ロングトレイルフォーラム（参加）	 ⇒	 養老牛温泉	 

B････チーズフェスタ（入場）⇒	 養老牛温泉	 

■2 日目	 

A････ホテル（7:30）⇒	 摩周湖第一展望台･････ﾄﾚｲﾙ（途中昼食）････

西別岳山小屋⇒	 川湯温泉	 

Ｂ････ホテル（7:30）⇒	 摩周湖第一展望台（見学）⇒	 厚岸かき祭

り（自由昼食）⇒	 摩周湖第一展望台⇒	 川湯温泉	 

■3 日目	 

A････ホテル（8:00）⇒	 開陽台････ﾄﾚｲﾙ････レストラン牧舎（昼食）

⇒	 札幌（20:00	 頃）	 

B････ホテル（8:00）⇒	 開陽台（見学）⇒	 中標津町畜産食品加工

センター（体験）⇒	 レストラン牧舎（昼食）⇒	 札幌（20:00	 頃）	 

参加人数	 13 名	 

催行会社	 シービィーツアーズ	 

募集チャネル	 シービィーツアーズ	 

掲載メディア	 店頭配布チラシ	 
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■掲載メディア	 

〜田部井淳子氏ブログ〜	 

（毎日 100 件以上のアクセスがある。） 
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〜北海道新聞〜	 平成 25 年 10 月 12 日夕刊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〜朝日新聞〜	 平成 25 年 8 月 21 日朝刊 
 
 
 
 
 
 
 
〜シービィーツアーズ〜	 店頭配布用	 
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3-3	 モニターツアーアンケート 
3-3-1	 調査概要 
調査対象	 モニターツアー参加者	 

調査方法	 モニターツアー参加者へのオリエンテーション時に配布、終了時

回収	 

調査日時	 ・1 回目：平成 25 年 8 月 7 日（水）～9 日（金）	 

・2 回目：平成 25 年 9 月 12 日(木)〜14 日(土)	 

・3 回目：平成 25 年 10 月 7 日(月)〜10 日(木)	 

・シービーツアーズによるツアー：	 

平成 25 年 10 月 4（金）～6 日（日）	 

回収サンプル数	 34 サンプル	 

調査項目	 ・ツアー前の期待度	 

・ツアーについての情報源	 

・事前情報の充実度	 

・今回のツアーの同伴者	 

・年間の国内旅行回数（日帰り旅行・宿泊旅行）	 

・昨年の累計宿泊数	 

・年間の国内旅行累計費用	 

・これまでに参加した地域の観光プログラム・ツアー	 

・今後参加してみたいプログラム・ツアー	 

・今回のツアーで満足した内容	 

・ツアーに対する満足度	 

・ツアーの不満点	 

・今後のツアー参加意向	 

・今回のツアーに関する友人・知人への推薦意向	 

・今後の再訪意向	 

・ツアー費用	 

・ツアー費用の印象	 

・ツアープロジェクトおよびモニターツアーの継続について	 

・最適と思われる情報源	 

	 

 
 
3-3-2モニターツアーアンケート結果の概要 
① 「歩く旅」と「牧場景観」の親和性の高さの立証	 

	 ロングトレイル及び、摩周湖・牧場景観への期待度が非常に高かった。ほとんどのツ

アー客は自然探索、トレッキングが好きな人々で、アウトドア派にロングトレイルと牧

場景観の組み合わせは非常に魅力的に映ると考えられる。よって、ツアーパッケージに

おいて、歩く旅と牧場景観の組み合わせは有効であるといえる（Q1）。 
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② ツアー内容の満足度	 

	 プログラムの項目別満足度では、特にロングトレイルコースについての満足度が高く

80%前後が満足しているが、食事や価格などの旅行の基本要素についての満足度が低い
傾向がみられる（Q10）。また、ツアーの行程や体験内容については満足度が高いもの
の、ツアー前後の旅行先での滞在については満足度がやや低くなっている（次ページ

Q11） 
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③ ツアー内容の不満点とリピート意向の低さ	 

ツアー内容で満足しなかった点では、「事前のツアー情報が不充分」が 31%でもっと
も多く回答され、「宿泊施設の設備・サービス」「ツアー料金の高さ」「周辺地域の情報

の少なさ」「食事」などの不満が多くみられ、ロングトレイルコースの満足度は高いも

のの、ツアーの基本要素である「情報」「価格」「食事」などについての不満が多くみら

れる（Q12）。 
ツアーへの参加意向では「どちらともいえないが」36％あり、是非参加したいは 18％

と少ない。現状の内容ではリピート率の低さが課題として残り、今後は飽きさせない工

夫として、様々なコンテンツの用意と、ツアー受入れの基本的な体制構築が必要と考え

られる（Q14） 
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④ 希望プログラムの傾向	 

	 Q9-SQ より、参加者の 40％以上が、最も参加したいプログラムに「地域の食材を楽し

むプログラム」「地域の歴史をテーマに緑の史跡などを巡るプログラム」「自然フィール

ドでのトレッキング」を上げている。また、その次に「豊かな自然環境の中でゆったり

過ごすリゾートプログラム」や「プチ湯治など温泉での癒し・健康増進などを目的とし

たプログラム」が参加したいプログラムとしてあげられている。高齢世代のトレッキン

グファンは、地域の食や地域の歴史・文化的なプログラムを好む傾向を読み取れる。	 

	 そのため、今後、高齢者の旅行客が増えていく中で、文化・芸術的コンテンツも魅力

的になるものと考えられる。	 
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⑤ ロングトレイルでの救急対応の整備	 

	 (ロングトレイルに添乗した体験から)	 

	 ロングトレイル上では、途中で自動車などが入れないため、歩行者の救急搬送が難し

い。今後、多くの高齢者がロングトレイルを利用する中で、何らかの対策が必要。例え

ば、当日出発前の簡単な問診など。（今回は、出発後 1 時間ほど、摩周湖展望にて他の
添乗員が待機し、体調不良などに対応した。） 
 
⑥ ロングトレイル専任ガイド育成の重要性	 

	 (ロングトレイルに添乗した体験から)	 

	 ガイドの善し悪しで、ツアーの満足度が大きく変わるため、ガイドのスキル管理は必

要と考えられる。また、ツアー中の緊急対応のミスで、ロングトレイルそのものの観光

利用がストップするリスクもあり得る。そのため、山岳ガイドの内容を参考にしつつ、

ガイドスキルのマニュアル化とガイドのレベルを維持する仕組み作りが重要と思われ

る。(実際、緊急時の対応を気にしているツアー客が少なからずいた。)	 

	 

⑦ ロングトレイル以外のコンテンツ拡充の重要性	 

	 ロングトレイルと佐伯牧場の美術館の組み合わせをとても気に入った参加者がいる

一方で、チーズ作りとの組み合わせを非常に気に入った参加者がいるので、様々なイベ

ントの自由な組み合わせが、参加者の満足度をより高めると考えられる。 
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4．協議会の運営 
	 観光プラットフォームモデル創出協議会を 3回開催し、事業推進を図った。 
 
4-1	 第 1回協議会 
第１回中標津町観光プラットフォームモデル創出協議会 議事録  
1．日 時 2013 年 6 月 4 日（火） 13：00～15：00  
2．場 所 トーヨーグランドホテル  
3．出席者  
 
 【有識者】  
濱田 暁生 (㈱ＣＩＳ計画研究所 代表取締役会長)  
篠崎 宏 (㈱ＪＴＢ総合研究所 主席研究員)  
 
 【協議会】  
板野 哲身 (一般社団法人なかしべつ観光協会 会長)  
佐伯 雅視 (北根室ランチウェイ 代表)  
小山 宏之 (小山観光㈲ ホテル養老牛 副支配人)  
菅野 三夫 (中標津町経済振興課 課長)  
山宮 克彦 (中標津町教育委員会 学芸係長)  
原     仁 （地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部根釧農業試験場 研究部
長）  
堀越 厚志 （全日本空輸㈱釧路支店 マネージャー）  
 
【オブザーバー】  
大槻 祐二（別海町商工観光課 課長）  
松岡 友之（弟子屈観光商工課 課長）  
須田 光政（北海道根室振興局商工労働観光課観光・交流戦略室 室長）  
 
【事務局】  
菅野   剛 (㈱ＴＡＩＳＨＩ 代表取締役)  
木村 雄樹 (㈱ＴＡＩＳＨＩ アシスタントディレクター)  
櫻井 太郎（㈱ＪＴＢ総合研究所 研究員）  
（敬称省略、順不同）  
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１．開会  
２．挨拶  
３．本事業の概要 （北海道運輸局 内柴氏）  
今回の事業は、官民協力による魅力ある観光地の再建強化事業として、25年 1月 11日 閣

議決定された日本経済再生に向けた緊急経済対策に盛り込まれた補正予算事業。地域振興・

経済活性化・雇用創出が基本となっている。  
 
【ミッション】  
・特色ある地域資源を磨き上げ、商品化すること。  
・旅行商品を定着化させ、観光地の魅力を全国へ情報発信すること。  
 
【リクエスト】  
・問題点（リスク管理、トイレ対策、休憩対策、医療体制 等）の解決。  
・ロングトレイル本来の意義を目指すコース、それをめぐる仕組み作り。  
・地域学の観点から、地元の人が地元のことを勉強すること。  
・この地域のファンになってもらう仕組み作りを構築すること。  
 
4．議 事  
 
１) 協議会規約等について  
資料３、協議会規約読み合わせ （本日より施行）。  

２) 委員長、副委員長選出  
全員同意のもと就任  
・委員長 板野哲身氏(一般社団法人なかしべつ観光協会会長)  
・副委員長 佐伯雅視氏(北根室ランチウェイ代表)  

３) 事業説明 （㈱ＴＡＩＳＨＩ菅野剛氏）  
①事業概要  
【本事業のスキーム】  
・周辺地域との連携・成果の共有・継続的なツアーによる人の呼び込みにより、交流人口

を拡大する。  
・外部から招聘した専門家の意見を参考にし、「自分たちで地域の良さを磨き上げる」。  
（ロングトレイル） 
・ロングトレイルを中心に、相性の良い「食・温泉・自然景観・地域文化」の融合、地域

全体の魅力を伝えるツールを作る。  
（地域学講座） 
・首都圏朝日カルチャーセンターにて、中標津・ロングトレイルの魅力を伝え、ツアー参

加動機付けに繋げる。  
（チーズフェスティバル） 
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・中標津をアジア地域の酪農メッカとしてのブランド力をつけることを最終ゴールとし、

実験的な事業としてチーズフェスティバルの開催及び調査を実施。またこれらを通じ、「今

後の展開の可能性模索」「チーズブランド発信方法の検討」を行う。  
・別海町の産業祭に出店 （まず、一定の集客数のあるところに出店）  
・中標津町においても、産業祭とはコンセプトの異なるチーズフェスティバルを展開し、

周辺チーズ工房に参加してもらう  
 
②ロングトレイルフォーラムの考え方  
「北海道」と「ロングトレイル」を組み合わせながら、「ロングトレイル」の知名度を上

げ、その観光客を取り込むことを目的とする。  
 
４) 専門家によるアドバイス  
①チーズマーケットの可能性 
 (㈱JTB総合研究所 コンサルティング第一部長兼主席研究員 篠崎宏氏)  
【チーズマーケット・背景】  
・食文化の欧米化に伴い、チーズ消費量は年々増加傾向にある。  
・乳製品は観光シーンにおいて相性がよく、差別化できるコンテンツである。  
・GDPが高いほどチーズ消費量が高いことから、日本のみならずアジア経済発展本格
化に伴い、需要は更に伸びる。  
【チーズマーケット 今後の展開】  
・「中標津＝乳製品」イメージを定着させるための消費者に向けた(B to C) イベント開
催。  
・ワインマーケットとの親和性等海外食文化を研究・取り込み、北海道ならではの部分

を明確に発信。  
・アジア一番のチーズイベントとして発展させ、人の流れを作る。  
【その他】  
・LCC導入による移動コストの低下やアジアの経済発展に伴い、アジア中心の流れに
日本も位置してくる。  
その中で、東京・北海道・沖縄がリードしていかないと、取り残される可能性がでてく

る。  
・『北海道』という「一体化戦略」から「地域性」を出していく必要がある。  
・牧場関連、GT関連に人が流れているので、観光産業と農業がどのように手を組んで
いくのかが課題。  
・首都圏近郊の GTの方が進んでいるが、これからは北海道が如何に一手を打って動い
ていくのか、が人の流れをつくる原動力になる。  
⇒可能性のある資源をきちんと発信して、人の流れを作ろう。  
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② 酪農景観の観光活用によるイメージ戦略 （㈱CIS計画研究所 代表取締役会長 濱
田暁生氏）  

・	 コンテンツの一番の力は「酪農計画」 
・	 「農業」「食」「景観」「観光」を一体的に繋ぐ戦略が必要 
・	 「景観」「絵になる風景」のブランド化が必要 
・	 「景観」と「体験」を組み合わせて発信 （その場所に行きたいと思わせる場面と
自己実現）  

・	 ３気の流れを作る 「人気」→「活気(人・物の流動)」→「景気(経済のため)」の三
段階。  

・	 日本酒にあうチーズをつくる、というアイデアも考えられる。  
 

5) 意見交換  
 
【議題】  
・ロングトレイルや酪農産業を活用した観光産業化の期待について  
・整備における課題について  
・モニターツアーの内容について  
 
篠崎：ロングトレイルについて、この地域の優位性や最新事情についてどう考えるか？  
佐伯：「風景を作るのは人間の質」だと思うので、その点を目指してやればよいのでは。  
 
篠崎：お客様にとっての中標津や道東エリアの位置づけは？  
堀越：弊社の HP を活用し、地域の方々と共同で販促活動して今年で三年目。日頃の交
流の中で地域の連携が弱いと感じている。「道央へ来て道南に帰る」という観光の流れを

変えられるか、冬場にどのようにお客様を呼び込めるか、が重要な鍵となる。  
 
篠崎：農作物の特徴及び差別化については？  
原 ：トレイル、花の回廊、スイーツネットワーク等があるが、一つだけでは客層が偏る
ので、組合せによる戦略が大切。  
・「食」は観光の要。朝食、昼食は農産物中心の料理となるが、それ以外の点で差別化さ

れた商品が必要。  
・十勝チーズと比較するとネームバリューが弱いので、チーズに特色が出せないか？  
国内・外のチーズ関連の大会で賞を取ってほしい。  
⇒ いずれも、農家だけではできないので、周りの応援・サポートすることが必要。  
  
篠崎：文化的なアプローチ・酪農文化をどう発信していくか？モニター等を始めるに当た

り、ポイントになってくる点は何か？  
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山宮：市街地と農村部の落差がある。その互いの良さを具現化したわかりやすい酪農文化

の展開が必要となるのでは。  
 
篠崎：お客さんの変化、特徴はあるか？  
小山：ロングトレイルのファンは着実に増えている （本州からの団体予約や、記事を持っ
ての来訪 等）。  
問題点としては、①窓口の明確化、②知らない人への周知の工夫、③冬場の対応。  
濱田：冬だからこそできる企画（カンジキ、甘酒、豚汁、温泉、鳥の巣、リスの穴、キツ

ネの足跡等）を考えるべき。  
  
篠崎：やるべき事を、観光協会会員、地域事業者へどのように伝えていくか？  
板野：周知はむずかしい。まずは、観光協会主催で 100 人規模のモニターを予定する。  
  
篠崎：「連携」がキーワードになってくると思いますが、その点については？  
大槻：酪農に対し綺麗なイメージは薄いが、観光の街と考えると将来的には、全農家が綺

麗な酪農風景を維持していく必要がある。グリーンツーリズムとしてやっている「ファー

ムステイ」「フットバス」もなかなか拡大していかないが、将来的には大きなマーケット

にしたい。  
  
篠崎：如何に付加価値をつけていくか？  
松岡：チーズ以外にも付加価値をつけていかないと息切れしてしまう。釧路管内で持って

いるものも利用してほしい。また、スノーシュー等も使って違う北海道を見てもらうのも

よいのでは？  
  
篠崎：この事業に対するコメントをいただけますでしょうか。  
須田：旅行会社、出版社、LCC 等に根室管内のコンテンツ紹介をした際、関東関西で反
応が大きかったのはロングトレイル。今後どのように認知度を高めるか、ソフト面の問題

対応も必要となってくる。  
（ソフト面の対応：リタイヤする場合どうするか？宿泊は？飛行機に持ち込めない物品

（ガソリン等）の現地調達方法 等）  
  
篠崎：この事業に対するコメントをいただけますでしょうか。  
菅野：知り得る情報はウェブ等で調べられるが、今の人は地域の掘り下げた歴史文化を知

りたがっているので、それを前面に出さなくてはと思う。「歩く文化」＋「地域文化」が

必要で、地域の掘り下げた文化を出していく必要がある。  
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６） まとめ  
濱田：新しい北海道観光の姿を中標津から発信してほしい。従来観光とは異なり、地域

(生産者、現場 等）にお金が回る体制づくり、実践と検証で方向性を明確に見出して戦
略性をもって進めていってほしい。  

 
７) その他  
第 2 回協議会の日程等は後日連絡。 

 
4-2	 第 2回協議会 
■実施日	 平成 25年 10月 28日（月） 
■会場	 	 トーヨーグランドホテル 
■出席者 

【有識者】	 

濵田	 暁生	 ((株)CIS 計画研究所	 代表取締役会長)	 

篠崎	 宏	 ((株)JTB 総合研究所	 コンサルティング第一部長兼主席研究員)	 	 

【協議会】	 

板野	 哲身	 (一般社団法人なかしべつ観光協会	 会長)	 	 

松實	 秀樹(一般社団法人なかしべつ観光協会	 観光事業委員長)	 

佐伯	 雅視	 (北根室ランチウェイ	 代表)	 

小山	 宏之	 (小山観光(有)	 ホテル養老牛	 副支配人)	 	 

菅野	 三夫	 (中標津町経済振興課	 課長)	 

宍戸	 淳一（中標津町商工会	 指導振興課長）	 

原	 仁	 (地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部根釧農業試験場	 

	 	 	 	 研究部長)	 	 

谷川	 好則	 (ＪＡ計根別金融共済課長)	 

【オブザーバー】	 

須田	 光政	 (北海道根室振興局商工労働観光課観光・交流戦略室	 室長)	 

山本	 節子	 (弟子屈町観光商工課長補佐)	 

【事務局】	 

菅野	 剛	 ((株)TAISHI	 代表取締役)	 

伊藤	 好孝	 ((株)TAISHI	 ディレクター)	 

金沢	 英明	 ((株)JTB 総合研究所	 客員研究員)	 

田村	 道明（一般社団法人なかしべつ観光協会	 事務局長）	 

七條	 隆志（中標津町経済振興課	 観光振興係長）	 
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大石	 恭介（中標津町経済振興課	 観光振興係）	 

(敬称省略、順不同)	 

 
■次第 
（１）	 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出協議会事業報告 

・事業概要 
・事業推進により見えてきた課題と方向性 
・今後の事業予定 

（２）	 意見交換 
（３）	 専門家によるアドバイス 

	 	 	 	 	 株式会社 JTB 総合研究所	 	 

コンサルティング第一部長兼主席研究員	 篠崎	 宏氏	 

	 	 	 	 	 株式会社 CIS 計画研究所	 	 

代表取締役会長	 濱田	 暁生氏	 

 
1．開	 会	 

2．挨	 拶	 

3．議事	 

	 1)ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出協議会事業報告	 

・事業概要	 

・事業推進により見えてきた課題と方向性	 

・今後の事業予定	 

	 	 （資料 3〜9 について、事務局伊藤氏より説明）	 

	 

	 2)意見交換	 

濵田：若干第三者的な意見も含めて司会進行をさせていただく。これまでの取組について

それぞれのお立場から発言いただきたい。	 

	 

小山：今年はロングトレイルを歩くお客様が一気に増えた。去年までは 0 だったが今年は

全体で個人団体を含め 50 名近い。また日帰りで宿泊せず来られた方も何名かいた。自

然を満喫でき、まさに北海道を体験できるというのが根室だと感じた。先ほどの報告

にもあったが、これからはどうＰＲしていくのかが問題。確実に満足してもらってい

るが、その魅力をどう伝えていくかが大事になってくる。札幌や小樽、富良野、美瑛

はフルに観光地化されている。でもそれらは作られた景観。道東は歩いてみてわかる

が作られた景観ではない。酪農地帯の文化とともに自然とうまく融合しているのが道

東地域。本州の方がイメージする北海道は広大で豊か、それがあるのが道東地域。そ

れをうまく伝えていくと必ず事業の発展につながる。	 

	 

濵田：根室にも可能性が見えている。今までと違う動きが起こり始めている。根室は資源、
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風景、コースが素晴らしい。産業や食べ物、酪農などレベルの高い魅力があるがそれ

の伝え方、知らない方や行ってみたい方に伝える方法が問題。また本州との競争力と

ともに北海道の中での競争力の話もあった。私が感じているのは、実際に歩かないと

わからないので口コミなどで来た方が伝える、ブログやソーシャルメディアなどでリ

ピーターがまわりの方に伝えていくことも大事。ニセコの方の話を聞くと、何度も来

ている方で、彼らは 7～8 日滞在するが、以前は足を延ばしても小樽やススキノまで

だったが、最近は富良野や知床までどうやって行くのかと聞かれるらしい。発信の仕

方によってはこちらにも呼ぶことができるのではないか。観光の話が出たので、ひき

続きどなたか。	 

	 

板野：道内各地いろいろ視察させてもらったが、小山さんが言った通り、根室は作られた

風景ではなく産業文化が自然とマッチした最高の土地。それをどうやって売り込むか

という時に、佐伯さんが取り組んでいるランチウェイに私たちは目を向けてきた。こ

の前、養老牛温泉に行ってきたが、そこで山ガールと出会った。かっこいい。中標津

は道内で二番目に若い人が多い町。若者が集まる場所があり、若者が活気づくと、若

者の職も生まれてくる。中標津にはアウトドアショップやファッションが充実してい

るか。そのあたりが充実してくれば山ガールが集まり、若者も集まり、中標津の活気

に繋がっていく。	 

	 

濵田：確かにそう思う。佐伯さんのランチウェイの根底には若い人の仕事のチャンスを作

るということがある。例えばお店やガイドや送迎のサービスなどを始める人がいる。

若い人が自分の好きな事をやりながらここで暮らしていけるという事が広がっていけ

ばいい。もう一つは小山さんのお話にもあったが作られた風景という話。佐伯さんも

風景を作っているが、佐伯さんのものは観光のために作られた風景ではない地域の営

みの風景であって、その作り方に佐伯さんの思想がきちんと反映されている。それを

素晴らしいという人が引き寄せられている。見るからに観光客を集めるための装置を

作るのではないという認識から小山さんの話になったと思う。酪農で生きているとい

う景観が観光に繋がることの大事さだと思う。観光関係、商工会も関係あるかと思う

が、例えば地域の商店街、飲食も含めて街中に人が流れるにはどうしたらいいのか。	 

	 

宍戸：佐伯さんとの連携で、宿泊施設や商店も関連する部分があるので、せっかく来てい

ただいたので、チーズなど中標津の特産品や根室地区全体の特産品を一か所で買える

場所があれば、お見えになる人もそれを目的に来ていただけるのでは。また両方の相

乗効果を使い、管内全体の広域の観光の要素を紹介できるものがあればいいのでは。	 

	 

濵田：商工会としても連携の方法がありそうだという。同じ街の中での連携の話があった

が近隣という事で何か。	 

	 

山本：先ほどから出ている作られたものじゃなく自然のものが今すごく求めているのでは。

今までは一部のメディアで創り出されたものが求められていたのかもしれないが、そ
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れでは飽き足りない人たちが個人でどんどん出てきている。それに応えるためには一

つの町だけではなく近隣の市町村とも連携できる事は手をつないで道東の良さをもっ

と感じてもらえるように提供できたらいいと思っている。今までの既成観念から脱出

できるような柔軟な心持ちが必要なのでは。	 

	 

濵田：今までは同じ道東圏の中で、観光客が中標津には行かないでこちらに来てねという

事も無きにしも非ずだと思うが、そうではなく、あっちへ行ってこう歩いてきて下さ

いというロングトレイルがいい。ぜひ連携を期待している。それでは振興局という、

いろんな取り組みをサポートしていく立場で、今回の一連の動きをご覧になりながら

何か。	 

	 

須田：我々は広域行政庁なので、そういう市町村などの行政区界をとっぱらって具体的な

結びつきを出来るようなものについては基本的にポジティブに方針を申し上げる。

ちょっと違う主旨かもしれないが、フォーラムに参加させて頂いたが、関連産業につ

いて長野の方のお話で興味深かったのが二次交通の事。中標津まではバスや飛行機で

来るが、そこからトレイルの入り口までどうやって行くのかという問題があったが、

代行業のタクシーを活用しているという話があった。代行業は通常は夜だけだが、Ａ

地点からＢ地点まで行くお客さんがいたとして、Ａ地点までは昼間お客さんと行って、

そのお客さんの車をＢ地点まで届ける。代行業が昼間も稼働して新しい産業ができて

いるというお話があった。そういう事を集めていくと新しい産業、事業が活性化して

いくのでは。ただ一方、観光全般に言える事だが、十分準備をしないで受け入れると

いろんな摩擦が出てくる。いろんなお客様がいらっしゃるので、その準備を充分する

必要があるのではと感じている。チーズに対しての感想だが、道東の観光の大きな会

議で、十勝は道東道があるので道央圏からのお客さんも増えていて道東もあるキー

ワードで結びつけるものがあればタッグを組んでもいいのではという話があった。具

体的にはガーデン街道というのを十勝と上川でやっていて、花であれば道東だとイン

グリッシュガーデンではなくてワイルドガーデンがあるのでそれでお客さんを連れて

来られないか。チーズもまさにそのコンテンツになるのではないか。5～6 年前十勝を

担当していた時、十勝だけでチーズの工房が 10 いくつあった。公益法人のなかに事務

局を置いて十勝独自の認証もやっていた。チーズに興味を持っているお客さんをこち

らまで連れてくる仕掛けもアイデアとして考えられるのでは。われわれとしてはその

チャンネルづくり、具体的なルートづくりをやっていかなければいけない。そのよう

なご支援をやっていこうと思う。	 

	 

濵田：今の話に出たところで、二次交通の話がすごく大事だと思う。個人的に中標津によ

く来ているが、町のスケールの割に代行業が発達している。それは近隣から飲みにく

る人が利用しているため。中標津ならそれを利用できるのではと思う。これをビジネ

スモデルとして検討して、わかりやすいシステムでやっていったらいいのでは。準備

の話に関しては、これからしっかりやっていかなければいけないところ。今現在来ら

れている人たちは比較的山に慣れているし、いろんなことをわかっている。これから
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普及していくとそうではなくてなんとなく来る人たちが増え、悪気があるわけではな

いが、佐伯さんが作ってくれているガイドを見ないで、地元の方に迷惑をかけトラブ

ルが出てくることもある。これからブームになりつつあって、歩く文化が根付くまで

の間、魅力の発信と一緒にルールの発信もしていかなければいけない。また十勝との

連携も大切な話。十勝へは実は札幌から二時間ちょっとで来ることができる。以前と

変わってきた。ガーデン街道やチーズでの連携も視野に入れながらこれから議論して

いく必要がある。農業の話が出たので地元の農業関係の方から。	 

	 

谷川：一番の問題は、農業の生産現場にまったくわけのわからない第三者が入って来るこ

と。国内の方はあまり問題ないが、海外の方、特に中国や台湾では今年三回くらい口

蹄疫が発生していて、そういう方々が入ってくることに対して、防疫的な部分で組合

員の方たちはピリピリしている。乳房炎などの病気が出てしまうと自粛してください

と言わざるをえないという事になる。何百人単位だとなんとか対応ができるが、もの

すごい人間が来た時にどう対処すればいいのか？私たちが自分たちでやるより行政で

指導的にやってくれた方が動きやすいのではないか。	 

	 

原：私どもも生産する立場なので谷川さんと同じように、口蹄疫や鳥インフルエンザが出

ると中標津の農業が壊滅的な打撃を受ける。宮崎と同じで発見が遅れると大変な事に

なる。海外から来られるようになるともう止められない。発生した場合どう対応する

かという準備の事、トレイルのルールを守らないお客さんにどう対処するか。観光客

よりも農業者からのクレームがまず入ってくる。その準備が必要。	 

	 

濵田：それは全庁的に広域的にきちんと対応していく事が大事。行政的には。	 

	 

菅野：つい先週も地元の酪農家の方から苦情が出ました。農場をロングトレイルに提供し

ていない酪農家の方から、マナーの問題で一部公道を歩いている団体が横に広がって

歩いているため大型機械で通るのが非常に危険。この辺りは当初からランチウェイに

関わっているが、有名になるほど起きてくるのでは。それを踏まえてルートの変更を

したり改めて地域へ説明したりする事が必要になってくるのでは。さらに行政、観光

協会が上手に関わっていくべき。行政が先頭に立ってルールで規制をかけると今まで

のことがやや方向性が変わることもあるので、ランチウェイの団体さんとも連携して

やっていかなければいけない。一方、谷川さん原さんの話にもあったが病気が出た瞬

間全てが終わってしまう。これは非常に難しい問題だが避けては通れない。全体のこ

とについては、中標津町は酪農を伝えていきましょうと取り組んできたが、商業の町

でもある。市街地に 9 割の人口が集中していて、道外の方と話すと中標津は広大な土

地の中にコンパクトに街があり、きれいな街ですねと言われる。市街地もきれいだし

酪農地帯もきれいだといわれるので両方をうまくＰＲしていくことが必要。酪農景観

をＰＲする事と同時に商業と連携していく事も必要。	 

	 

濵田：一つは連携型で解決していく事。商業の町なので中心市街地の中に酪農のイメージ
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がもっと入ってきてもいいのではという話は再三出ていた。景観についても他の町に

先駆けて、携帯電話の鉄塔は安易に立てないなどという積み重ねをしてきた。それも

引き続きやっていかなければいけない。うるさい町だと思ってもらう事も大事。これ

までの議論も含めて佐伯さんから。今実感されている事を。	 

	 

佐伯：一定の予想はしていたが、予想以上の問題が発生している。少ない人数だと勝手に

やっていればいいのだろうという段階から、目につく人数になってきたというのが実

感。農家にとっては、団体が歩いているとこれはなんか変だぞ、これは自分たちにとっ

ては何も得な事がない、作業の邪魔になる、そういう状況になってきた。行政の話も

出たが、行政に何でもかんでも解決してもらうというのは別の次元の話。私たちの団

体に対してきたクレームは出来る限り私たちで対処していく。農家に対する説得、説

明はしていく。現実的には気休めかもしれないが消毒槽を作った。これから増やす計

画もある。ただ路上に看板を作る計画は頓挫している。今は自分たちで作っているが

相当な費用がかかる。観光振興に使うのであれば多少その費用をどこかで捻出しても

らえればありがたい。中間のカーヘルパーについては鍵をどこに置くかという問題が

ある。開陽台のところに預けておく等が有効だができなかった。今は実は旭観光さん

にタクシーでやってもらっている。そういう産業が成り立つのはいい事だと思う。ま

たトランスポート（荷物を次の目的地に運ぶサービス）というサービスをやっている

が、それも例えば運送業者に委託する事で新しい産業が成り立つ。若い人たちの働き

場としてはガイドや宿泊施設が生まれてくればいい。地権者とトレイルを歩く人の熟

成が少しずつ進めばいいが、急に進んでいる事が心配。日本には欧米からたくさんの

人が駐在してきているがその方たちがやってくるため英語版のホームページを作りた

いが、費用がかかる。この助けも借りたい。	 

	 

濵田：看板の費用とホームページの費用は可能。道新の野生動物基金を使うなど。トラン

スポートサービスについては酪農の方たちから自分達には関係ないという話を聞いた

がそうではない。あぜ道を歩かせてもらう、冬だと足跡の付いてない畑を歩くのは気

持ちがいい。その時にただ遊びに来られるという感覚ではなく、フットパスを歩きに

来られる人たちがお客さんになっていく。例えば南幌町では、直売所など歩く先々で

買い物をしていく。しょって帰るのは大変なのでそれを届けるサービスもある。これ

をビジネスモデルとして組み立てていく事ができるのでは。ガイドについて、地元の

ことをよくわかっていて地元だからガイドができるのだという人材の育成が大事。研

修で酪農家の方に講師として参加してもらうなど。地域の奥深い情報を伝えられるよ

うに、ここでなければ体験できない事の背景を伝えてそれを持って帰っていってもら

う。また地域の中でも地域の事を学ぶ。最後に緊急のシステムに関して。参加者の名

札の裏に、持病、血液型、飲んでいる薬、緊急の連絡先を書いてもらう。そうする事

で参加者は安心する。地元の救急当番病院などには前もって連絡するなど、きめ細か

くやっていく事が大事。それでは篠崎さんから。	 

	 

篠崎：「北海道観光国づくり行動計画」を見ていて気になったのが、10 年以上前に条例を作っ
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て最先端を行っていると聞いていたが、生産現場に入るという事によって起こりうる

問題についてあまり考えられていない。現場で起きている問題を北海道全体の計画に

きちんと織り込んでいかなければいけないのではないか。また全体計画が抽象的に

なっていて個別課題を解決するような方向性に繋がっていないのではないか。今まで

出てきた意見は個々の現場における課題で、一体的な政策を実現するためにもここで

議論されている事をいかに道庁や国に出していくかという事が重要なのでは。今回の

調査でも道外の方が 13％来ているが、毎年来ている方も見受けられる。毎年決められ

た時期に来て、決められた景観を楽しむという方がかなりいるのではないか。	 

	 

松實：バイクで毎年通ってきている人がいるが、今回初めてチーズフェスタで来たという

人もいた。	 

	 

篠崎：特にＰＲもせずに道外から来ている人もいるので、このあたりも含めて今後考えて

発信していく必要がある。	 

	 

濵田：魅力にひかれて毎年来る人はいる。それにロングトレイルなど新たな魅力を付け加

えることも大事。ロングトレイルでいいのは歩くというのは時間がかかる事。そうす

ると滞在時間が長くなる。最後に言い残された事があれば。	 

	 

板野：観光協会としてはとにかく交流人口を増やしたい。観光協会に携わっている者とし

て参加人数は少ないが、こういったものを継続していく事は大事。いろんな課題も多々

あって簡単なものではないが一つ一つクリアしていくために日々活動していかなけれ

ばいけない。ランチウェイが一つの核になると強く感じている。口蹄疫の問題も資料

を出し合って解決していかなければいけない。	 

	 

3)専門家によるアドバイス	 

	 	 株式会社 JTB 総合研究所	 コンサルティング第一部長兼主席研究員	 篠崎	 宏氏	 

・予算のサイクル上まだ事業が終わっていない中でも来年の準備をすすめ、そのスケジュー

ル感を全体で共有していく。	 

・潜在力が高い地域だが小さい課題も多い。地域の方や滞在してもらう方に対するルールを

まとめていき、魅力だけではなくそれも発信していくタイミングに来ているのでは。	 

	 

	 	 株式会社 CIS 計画研究所	 代表取締役会長	 濵田	 暁生氏	 

・管内としての連携を生かしながら今日の議題を、こういうプラットフォームを生かしつつ

解決していく。	 

・国のやろうとしている事に対して、うちはこの視点でモデル的にやっている、ここは他と

は違うという事を発信していく	 

・実践されている方の声も活かしながら、実践に基づいたフィードバックをし、国へも制度

に対する要望をしていき、またそれを提言していく意気込みでやっていったらどうか。	 

・地域の成熟、文化度を高めて、きめ細かな受け入れの仕方をやっていくべき。	 
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	 そのために高齢者・女性を活用していく。	 

	 

4)その他	 

・根室管内の祭りの交換（羅臼の祭りを中標津で、中標津の祭りを羅臼で）。	 

・ロングトレイル同士をつなげる。	 

・屋久島は有名だが北根室ランチウェイの話は全く知らない。ＰＲが必要なのでは。	 

世界遺産との違いもあるが、屋久島から学ぶこともあるのでは。	 

次回の予定	 

1 月下旬に最後の会議を実施する。	 

4．閉会	 
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4-3	 第 3回協議会 
■実施日	 平成 26年 1月 23日（木） 
■会場	 	 中標津町役場 3階 301会議室 
■出席者 
【有識者】 
濱田	 暁生((株)CIS 計画研究所	 代表取締役会長) 
篠田	 宏((株)JTB 総合研究所	 コンサルティング第一部長兼主席研究員)	 

【協議会】	 

板野	 哲身	 (一般社団法人なかしべつ観光協会	 会長)	 	 

佐伯	 雅視	 (北根室ランチウェイ	 代表)	 

菅野	 三夫	 (中標津町経済振興課	 課長)	 

宍戸	 淳一（中標津町商工会	 指導振興課長）	 

山宮	 克彦（中標津町教育委員会	 学芸係長）	 

【オブザーバー】	 

須田	 光政	 （北海道根室振興局商工労働観光課観光・交流戦略室）	 

大槻	 祐二（別海町商工観光課	 課長）	 

松岡	 友之（弟子屈町観光商工課	 課長）	 

【事務局】	 

菅野	 剛（株式会社 TAISHI プロジェクトディレクター）	 

鈴木	 佑馬（株式会社 TAISHI アシスタントディレクター）	 

田村	 道明（一般社団法人なかしべつ観光協会事務局長）	 

■次第 
（１）	 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業報告 

・	 Facebookファンページの制作状況について 
・	 事業実施における集客効果測定の進捗状況について 
・	 事業報告会（仮称）開催案について 
・	 次年度以降の方向性について 
・	 地域資源を一元化した複合マップの制作状況について 

（２）	 意見交換	 

（３）	 専門家によるアドバイス	 

株式会社 JTB 総合研究所	 

コンサルティング第一部長兼主席研究員	 篠崎	 宏	 氏 
株式会社 CIS 計画研究所	 	 	 	 	 	 

代表取締役会長	 濱田	 暁生氏	 

（４）	 オブザーバーからのご意見・感想	 

北海道運輸局企画観光部観光地域振興課	 	 	 	 

課長	 内柴	 一茂氏	 

観光庁	 観光資源課	 	 	 	 	 

菊地	 麻紀氏	 
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1．開	 会	 

2．挨	 拶	 

3．議事	 

 
ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業報告	 

・	 事業概要	 

・	 事業進捗による方向性と課題	 

・	 今後の事業予定について	 

１）	 意見交換	 

濱田：今回の事業を通じて、皆様の周りの変化や反応など、ご自身の見解も含めお聞かせ願えま

すでしょうか。	 

大槻：道東の範囲設定はエリアラッピングでいいのでは。そして、チーズは別海、中標津はロン

グトレイルとそれぞれの特徴を活かせればと思います。	 

濱田：松岡課長はいかがでしょうか。	 

松岡：連携に関していえば、それぞれの町の考えがあるので、一言では言えないが試みは面白い

ですね。	 

濱田：それぞれの町の動きはありますが、前向きなご意見ありがとうございます。町はそれぞれ

ですが、その町を結べるロングトレイルはまさにいい例で、例えば、弟子屈に行ったお客

様がロングトレイルを通じて中標津に入っていただいたり、またその逆もあったり。観光

客が広い目で道東を見てくれればと思います。では、菅野さん両町との連携の事も含めて、

今までにはない動きがありますが、展望と注意点などあれば。	 

菅野：今回観光庁の事業を受けたのがきっかけで、チーズでは別海さんとロングトレイルで弟子

屈さんと繋がりを持てるようになりました。それをふまえ、マップは、少し 3 町を意識し

たマップ作りをした方がいいのではないでしょうか？また、今最も心配をしているのが、

人材育成について。人材育成のスピードも事業と同じように連動していかなければならな

いのでは。その一つが地域おこし協力隊であるが、人材育成には時間がかかり、その間に

人事異動などがあった場合、それに動じないような方針を作る事が大切です。	 

	 最後に、中標津空港を軸とした、インバンドはもちろん、アウトバンドも実現して実績

を作りたいと思っています。その際には、弟子屈町、別海町さんには今後ともご協力願い

たいと思います。	 

濱田：前向きなご意見ありがとうございます。わたくしも、空港から来たときに、千歳から中標

津行きの飛行機にのる外国人が多くてびっくりしました。さらに 3 町の広範囲で戦略的に

動けば	 
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	 	 	 もっと海外からの観光客は増えるのではないでしょうか。	 

	 	 	 	 今、菅野さんからコンテンツの魅力を伝えるとありましたが、それについて山宮さんは

いかがでしょうか。また人材育成についてはいかがでしょうか。	 

山宮：マップは町民が知らないような事も書いてあり、よく作ったなと思います。人材育成につ

いては、過去何回かお手伝いさせて頂いたのですが、なかなか上手くはいきませんでした。

教育というものは、恒常的に魅力や刺激を与えてやらないと、人はすぐ変わってします。

また、人事異動があるので、私はこの人材育成が急務だと感じています。まず大切なのは

地元の事をよく知る事です。	 

濱田：人材育成は急務ですね。山宮さんのような知識がある方からご指導いただければ力強い。

今回のマップでは、かなり町中の飲食の情報などがあり、地域の商工業との関連もあると

思いますが、商工会の宍戸さんはどうでしょう。	 

宍戸：マップについて、どこを載せるかや、何をどのくらい載せるのかがありますが、それより

も大事なのは、“この町に行ったらこれを食べてみたい”と思わせるようなメニューがあ

ること。これで町は活性化するのでは。今回がそういったメニューづくりのきっかけにな

ればいいなと思います。また、ロングトレイルを含め、体験を通じて町を知れるような物

があれば都会へのアピールにもなるのではないでしょうか。	 

濱田：質問ですが商工会同士の連携は今まで過去ありましたか？	 

宍戸：商工会同士は普通無いです。しかし、個人事業主同士の連携、繋がりはあるので、そこに

可能性を感じますね。	 

濱田：佐伯さんはいかがですか。今年の実感としては、特にロングトレイルの環境も変わってき

たのでは。また次年度に向けたご意見があれば。	 

佐伯：ロングトレイルは夏場、少しずつではあるがいい方向に来ていると思う。しかし、観光客

を迎え入れるためのハード面での補助が少ない。また、中標津に取材を呼びたくても、旅

費の関係で呼べない方が多くいる。旅費の一部でも補助できると取材はもっとくるだろう。	 

濱田：ハードの部分では、すべてをそろえる事は難しいと思いますので、いろんな事業を上手く

使い分けて補っていければと思います。また、これまでのお話を聞いて頂いて須田さんか

ら何かご意見頂けますでしょうか。	 

須田：実際自分もトレイルを歩き、藤やに泊まった時も確実にトレイルのお客さんは増えている

と実感しているとのこと。インフラの面では道東道が伸びて釧路—根室間のアクセスがよ

り良くなります。このチャンスをどう活かすかが大事だと思います。しかし、個人旅行に

対する情報発信が足りないと思います。さらに、アクティビティについても、どこに連絡

をしたらいいかわからないとの声も聞きます。コンテンツの充実とその周知に気をつけて

行く必要がある。	 
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濱田：篠崎さんはいかがですか？	 

篠崎：役所の人事異動という問題点が出ましたが、たとえば、共同課と言って複数の町が同じ課

を持つ、などの方法もあるみたいです。しかしながら、この連携をもっと揺るぎない物に

していかなければならない。また、なぜ冬の北海道は客足が落ちるのかをもう一度しっか

り考えた方がいい。	 

濱田：私も 3 点ほど付け加えたいと思います。まずは、冬の客足の落差です。冬の観光に大切な

のは地元の意識を変える事だ。雪を楽しむ、冬を楽しむ、観光客のような視点を持つべき

です。また、この時期は地酒やそれに合う料理が沢山ある。さらに、寒さを利用した遊び

など。それをもっと発信していければと思います。そして、ロングトレイルで町の郊外部

と中心部をつなぐ役割を担えるのではと思いました。そのいい例が、イタリアのピエモン

テで、広域観光にとても力を入れている。例えばピエモンテカードと言われる物で飲食店

や土産物屋の支払いがカードのみで可能です。また、公共交通機関もそのカードで乗れる

ため、いろいろ廻ってみようと言う気持ちになる。売っている側も都市も郊外も仕組みは

同じだが運用はそれぞれのやり方で行っていて、観光客も店舗も利用しやすいモデルに

なっている。それをまねてもいいのではないか。マップは何を載せるかの線引きが難しい

ので、マップ内で大まかな事を紹介し、さらに知りたければ、個人で SNS を使い知っても

らう、というやり方をうまく組み込めないだろうか。チーズフェスティバルについても、

大手の工場、販売店と個人の工房型のチーズとを上手く混ぜ合わせて、この道東エリアの

ブランディングができればなと思います。さらに百貨店のチーズフェスティバルと違うの

は、この酪農景観であり、それをもっとアピールできればと思います。	 

菅野：会長も何かご意見いただければと思いますが。	 

板野：質問ですが、アジア人をもっと呼び込むためには何ができるでしょうか。	 

篠崎：海外の旅行会社の声を聞くと、日本の情報が全然入ってこないというのが実情のようです。

そこで、3 町の代表が実際に海外の旅行会社におもむき、情報交換をしていくのが一番効

果的だと思います。アジア人はみな北海道に行けばどこでも酪農風景を楽しめると思って

います。その意識を変えさせなければならない。そして、定期的に海外旅行会社に訪問し、

旬の情報を直で届けるのが一番だと思います、	 

濱田：北海道運輸局の菊地様はいかがでしょうか？	 

菊地：25 年度に行った事を 26 年度継続して行える地域が少ないなか、今回の会議をみて、今後

発展していく方向性を感じ取れたので良かったと思います。	 

内柴：今回の事業は、厳しい事をいうと、イベントに支えられた事業なのではないかと思います。

さらに、今日中標津空港を利用した際に、ロングトレイルのポスターが一枚も無かった。

歓迎の言葉を表すポスターも無かった。ここに来る意味を明確にするべきでは無いのかな
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と思いました。観光客が中標津に来るルートの統計などもあればいいと思います。	 

濱田：ルートの統計は、今後パッケージを組むときに必要になってくると思いますので、TAISHI

でうまく組み込んで頂ければと思います。	 

菅野：分かりました。今回まだ積み残しているツールに関しては、個別に送らせて頂きます。他

の物もでき事後報告させて頂きたいと思います。	 

篠崎：私はもう一度、時期をみてみなさまにお集まりいただいてもいいと思います。	 

菅野：では、3 月の上旬の事業報告会の日程と上手く絡めて、報告できる場を設けられればいい

と思います。	 

	 

２）	 専門家によるアドバイス	 

時間超過のため省略	 

３）	 オブザーバーからのご意見・感想	 

時間超過のため省略	 

	 

4．閉会	 
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5．情報発信 
5-1	 各種メディアの取材・放映番組等 
 
掲載日（放映日） 媒体 内容 
平成 25年 10月 12日 北海道新聞（全道版）夕刊 ロングトレイル紹介記事 
平成 25年 9月 14日 観光経済新聞 モニターツアー紹介記事 
平成 25年 7月 6日 北海道新聞（根室版） 北根室ランチウェイ紹介 
平成 25年 7月 朝日旅行 479号広告掲載欄 モニターツアー募集広告掲載 
平成 25年 7月 じゃらん（北海道版）7月号 ロングトレイル紹介記事 
 エイ出版（特別号） 北根室ランチウェイ紹介記事 
平成 25年 9月 25日 北海道 Likers 北根室ランチウェイ紹介記事 
 中村達氏のホームページ 北根室ランチウェイ紹介記事 
平成 25年 10月 ワンダーフォーゲル 10月号 北根室ランチウェイ紹介記事 
平成 25年 10月 6日 北海道新聞（全道版）朝刊 ロングトレイルフォーラム記事 
平成 25年 10月 6日 北海道新聞（釧路・根室版）朝刊 ロングトレイルフォーラム記事 
 エイ出版（特別号） 北根室ランチウェイ紹介記事 
平成 25年 7月 15日 NHK放送“ひるブラ” 生放送に出演 
 
 
北海道新聞（全道版）夕刊	 10月 12日掲載 観光経済新聞 9月１４日掲載 
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北海道新聞（根室版）7 月６日掲載	 

	 

朝日旅行	 479 号	 広告掲載欄掲載	 

 

 
 

 

 
じゃらん（北海道版）7 月号掲載	 

 
	 

	 

エイ出版社（特別号）	 

日本のロングトレイル掲載	 

	 

	 

	 

見開き A3 サイズ３ページに渡り、北根室ラ

ンチウェイの特徴を紹介	 
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SNS を中心に北海道の魅力を発信する	 

“北海道 Likers”のクローズアップ記事	 

（9 月 25 日）に掲載	 

	 

アウトドアーアドバイザーの中村達氏 HP に

記事掲載	 

	 

	 

 
 
アウトドア雑誌“ワンダーフォーゲル 10 月

号”に日本のロングトレイル 10 コースとし

て掲載	 
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北海道新聞朝刊（全道版）10 月 6 日掲載	 

第 6 回ロングトレイルフォーラム	 	 	 	 	 	 	 

	 

北海道新聞朝刊（釧路・根室版）	 

10 月 6 日掲載	 

	 

	 

	 

 
モニター募集広告として、エイ出版社発行ア

ウトドア雑誌“フィールドライフ”に掲載	 

 

 
NHK 放送“ひるブラ”生放送に出演	 

（7 月 15 日）	 

概要：日本有数の「酪農のまち」中標津町で、

家族で楽しめる牧場ライフの魅力を紹介。	 

佐伯牧場の佐伯氏からランチウェイについ

ての考え方をインタビューされた。	 
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5-2	 フェイスブックページの作成 
社団法人なかしべつ観光協会のフェイスブックページを作成し、地域資源情報、イベント

の告知および結果について、タイムリーな情報発信を行った。 
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5-3	 地域学講座	 
5-3-1	 朝日カルチャーセンター・北海道中標津町共催講座 
■地域学講座実施目的 
	 知的欲求や好奇心旺盛な首都圏のシニア層およびハイキングや自然が好きな朝日カ

ルチャー会員を対象に人気登山家の田部井淳子氏を講師に迎え、大酪農産地を歩く道の

魅力について、座学（地域学講座）を実施。田部井氏の講義でロングトレイルの興味を

引き出し、中標津町学芸員山宮氏の話で中標津町の歴史を伝え中標津町を身近に感じて

もらい、さらに佐伯氏の講演で北根室ランチウェイを紹介するという３段展開の内容で

あった。本講座は地域の魅力を感じて貰い、モニターツアーへの参加を促す目的でも

あった。 
 
■地域学講座実施概要	 

①	 講座概要	 

	 

講 座 名	 酪農王国	 中標津物語・ランチウェイ編	 

講 義 内 容	 歩く旅と中標津町（登山家：田部井淳子）	 

中標津開拓と酪農の歴史（学芸員：山宮克彦） 

ランチウェイに込めた思いとランチウェイの風景（酪農家：佐伯雅視）	 

日 時	 8 月 29 日(木)16：00〜18：00	 

実 施 場 所	 朝日カルチャーセンター新宿校	 

参 加 人 数	 22 名	 

募集チャネル	 朝日カルチャーセンターパンフレット、新聞広告、	 
朝日カルチャーセンターHP 掲載	 

配 布 ツ ー ル	 北根室ランチウェイパンフレット、モニターツアーちらし	 

 
②	 講座風景	 

	 

  

田部井氏講演風景。歩く旅をテーマに、歩く旅の魅力

を力説。	 

山宮氏、佐伯氏を交えたディスカッションの風景	 
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③	 募集広告、web 告知、モニターツアー配布ちらし	 

	 

	 	 	 ＜朝日新聞夕刊＞	 	 	 	 	 	 	 ＜朝日カルチャーセンターWeb サイト＞	 

	 

 

 
 
 
 
 

	 ＜モニターツアー配布ちらし＞	 
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5-3-2	 地域学講座アンケート結果 
 
■調査から見えてきた課題と可能性	 

①酪農イメージの具体化	 

	 Q2,Q5 から「酪農の街」としての印象が一番強いことがわかった。そこで、多くの旅

行客は酪農関連の施設などを想像するので、「アジア最大のチーズイベントの実施」、「酪

農文化観光ガイド」「乳製品を中心とした特産品開発」などは非常に有効であるとアン

ケート結果から考えられる。	 
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②酪農景観とロングトレイルの組み合わせ	 

	 Q4 より、中標津町に来てもらうためのアピールポイントとして、「美しい牧場風景」

「ロングトレイルを活用した観光活動」が上位を占めているので、ロングトレイルと酪

農産業を感じられるイベントの組み合わせが非常に有効と考えられる。	 

■Q4	 
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③北根室ランチウェイの魅力訴求方法検討	 

	 Q3 より、ロングトレイルの認知度が 6 割程度であったが、「歩く旅と中標津町」講座

により、「歩く旅」をしてみたい人の数が、50％から 91％まで増加している。このこと

から、元々ハイキングなどに興味を持つ人々への中標津町および北根室ランチウェイの

周知手法として、著名人の起用も有効であることがわかった。	 

■Q3	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

（田部井氏の講座受講後、「歩く旅」をしてみたい人は 90％以上まで増加）	 
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④開拓の歴史ストーリーによる訴求効果立証	 

「中標津開拓と酪農の歴史」講座受講後、中標津町を訪問してみたい人は 82％まで増

加した。	 

	 よって、知的意欲が高いシニア層や歴女などの層に対しては、開拓の歴史という北海

道独自のストーリーがコンテンツとして魅力的であることが確認できた。	 

■Q3	 

27.3%

54.5%

40.9%

27.3%

22.7%

13.6%

4.5%

0.0%

4.5%

4.5%

0%% 10%% 20%% 30%% 40%% 50%% 60%% 70%% 80%% 90%% 100%%

��

��

��
��	�������������

����� �������

�	�
����� �������

���

	 

（山宮氏の講座後、中標津町を訪問してみたい人は、82％まで増加）	 

	 

	 

⑤フェイス to フェイスの告知効果の検討	 

「ランチウェイに込めた思いとランチウェイの風景」講座により北根室ランチウェイを

歩いてみたい人の数は、59％から 86％まで増加している。今回の講座は、北根室ラン

チウェイを作った本人の講座のため、感情がこもっており来場者の方に情熱が伝わって

いたようだった。	 

そのため、北根室ランチウェイを広めていく上で、制作者本人のメディア露出機会の増

加、直接話を伝える機会の増加が、有効であると考えられる。	 

■Q3	 
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（佐伯氏の講演後、「歩く旅」をしたいと思う人は、86％にまで増加。)	 
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5-4	 チーズフェスティバル	 
5-4-1	 チーズフェスティバル概要 
 
■チーズフェスティバル実施目的 
	 中標津町の観光地としての再建・強化のためには、他地域との差別化要素である酪農

のイメージ浸透を図る必要がある。酪農地帯の地域資源として雪印メグミルクをはじめ、

中小のチーズ工房が数多くあるのもこのエリアの特徴である。これらの地域資源を活用

し、隣町別海町と連携して周辺市町村からも工房の参加を募り、別海町産業祭会場内に

おいてチーズフェスティバルを実施した。 
 
■東北海道のチーズフェスティバル（別海町産業祭会場）実施概要 
①	 実施概要	 

タ イ ト ル	 中標津町・別海町から贈る「東北海道のチーズフェスティバル」	 

内 容	 工房チーズおよび雪印メグミルク製品の試食提供・販売	 

チーズフォンデュの無料提供 

巨大チーズ（20kg のブロックチーズ）展示 

ステージイベント（「ワインの話」「チーズの話」）	 

日 時	 9 月 14 日(土)・15 日	 10:00〜16:00	 

実 施 場 所	 別海町農村広場（別海町産業祭会場内）	 

実 施 結 果	 チーズ試食提供	 6,460 名	 

チーズフォンデュ提供	 1,800 名	 

チーズ販売	 1,593 個（502,000 円）	 

ワイン試飲	 320 名	 

 
②	 実施風景	 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
会場全景	 ブロックチーズの展示	 
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チーズを販売中	 試食配布中	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

チーズを販売中	 ステージイベント	 

 
③	 新聞記事	 	 北海道新聞朝刊（釧路・根室版）10月 6日掲載	 
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④	 配布チラシ	 
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5-4-2	 チーズフェスティバルアンケート結果 
	 

■「東北海道のチーズフェスティバル」アンケート総括	 

	 ●チーズフェスティバル	 

・チーズフェスティバル会場に足を運んだ者のうち 48%はチーズフェスティバルを目
的に別海町産業祭に訪れている。(Q1)	 

・チーズフェスティバルの認知ルートは「別海町産業祭のチラシ」（29%）、「チーズフェ
スティバルのチラシ」（19%）などが多いが、「会場に来て初めて知った」も 17%あ
る。(Q2)	 

・チーズフェスティバルで楽しかったことでは、「チーズの試食」（63%）、「チーズを
買った」（38%）、「チーズフォンデュの試食」（32%）などが多く、会場にある多様
なチーズの試食や購入による満足度が高い。(Q3) 

・次回同様のイベントがある場合の再訪意向では「是非来たい」（51%）、「できればま
た来たい」（39%）で、90%に再訪意欲が見られる。(Q4) 

・根室・釧路地域にある 11のチーズ工房の認知度では、「べつかい乳業興社（69%）、
「ラ・レトリなかしべつ」（43%）、「中山農場（なかやまミルク工房）」（29%）な
どの順に高い。(Q5) 

・根室・釧路地域に 11 のチーズ工房があるということに関しての認識を聞いた設問
では、「そんなに沢山のチーズ工房があるとは想像していなかった」が 55%を占め
ており、今回のイベントで初めて多くのチーズ工房の存在を知った回答者が多い。

これは、地元（根室・釧路管内）居住者だけを集計しても、ほぼ同様の結果となっ

ている。(Q6) 
・今回の取組のように隣接した町が協力しあうことについては、「地域の活性化に結び

つく」（75%）と、非常に評価が高い。(Q7) 
・今後の展開については、「もっと PRしてこの地域のチーズ工房の存在を知ってもら
うべきである」（57%）、「もっとイベント等を増やす事によりこの地域のチーズ工
房の存在を知ってもらうべきである」（37%）など、今まで以上に積極的な展開を
期待する声が多い。(Q8) 

	 

	 ●ロングトレイル 
・ロングトレイルの認知度は 20%、「名前を聞いた事があるがよく知らない」が 25%
で、半数近くは「全く知らない」という現状である。(Q9) 

・「北根室ランチウェイ」の認知度は 17%、「名前を聞いた事があるがよく知らない」
が 22%で、57%は「全く知らない」という現状である。これは、地元（根室・釧路
管内）居住者だけを集計しても、ほぼ同様の結果となっている。(Q10) 

・「北根室ランチウェイ」の未経験者のうち、「是非歩いてみたい」「機会があれば歩い

てみたい」など、意欲的な回答が 55%あり、今後の可能性を感じさせる結果となっ
ている。(Q12) 
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・地域の産業を観光に活用する取組については 64%が「非常に必要な取組である」と
答えており、また酪農を観光に活用するためには「酪農製品をもっと PR する」
（47%）などの声が多く、中標津町の酪農と観光との連携強化が期待されている。
(Q12) 

	 

■調査から見えてきた課題と可能性	 

	 

① アジア最大のチーズフェスティバルに向けて	 

	 Q6、Q8 より、地元(根室・釧路管内)居住者でさえ、11 ものチーズ工房があったのを

知らない状況だった。しかし、この地域が酪農のメッカであることは認識しているため、

チーズ工房を地域で応援し、今まで以上に積極的な展開を期待する方向に意識が向いた

のが今回のフェスティバルの大きな成果であった。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

②圏域連携の可能性の立証	 	 

	 今まで、隣接する市町村が協力し合い一つのイベントを作り出すことはなかった。し

かし、今会のチーズフェスティバルでは、別海町と中標津町が互いに協力し合い、一つ

のイベントを成功に導いた。この結果、地域間連携の可能性の大きさを内外に示すこと

ができたと思われる。	 
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6．業務内容に関する報告 
 
本事業の取組の進捗状況について観光庁指定の様式に基づき、2週間に 1回の頻度で

北海道運輸局に報告を行った。 
①本事業の取組に関して、請負事業者や提案者が行った情報発信のアウトプット 
②新聞、テレビ、雑誌等のメディアで紹介された調査対象案件の取組 
掲載記事のスクラップやテレビ等の放送局、放送日時等の情報 

 
 
報告日	 対象期間	 報告事項	 

2013.6.1	 5.8～5.31	 ・中標津町および周辺町村との打ち合わせ	 

・朝日カルチャーセンターとの打ち合わせ	 

・目利きとの打ち合わせ	 

・スポーツブランドとの打ち合わせ	 

・JTB 高橋氏とのトレイル視察	 

・朝日カルチャーセンター地域学講座打ち合わせ	 

2013.6.16	 6.1～6.15	 ・第 5 回ロングトレイルフォーラム参加	 

・第 1 回協議会開催結果	 

・チーズ事業者訪問	 

・㈱朝日旅行とのモニターツアー行程打ち合わせ	 

2013.7.1	 6.16～6.30	 ・ANA 打ち合わせ	 

・チーズフェスティバルに係る事業者との調整	 

・朝日カルチャーセンター打ち合わせ	 

・中標津観光協会ホームページ編集	 

・雑誌（フィールドライフ）広告校正作業	 

2013.7.16	 7.1～7.15	 ・中標津町打ち合わせ	 

・地元ホームページ制作会社との打ち合わせ	 

・目利きとの打ち合わせ	 

・朝日カルチャーセンター打ち合わせ	 

・中標津観光協会ホームページ編集	 

2013.7.31	 7.16～7.31	 ・中標津町打ち合わせ	 

・雪印メグミルク訪問	 

・別海町、弟子屈町打ち合わせ	 

2013.8.15	 8.1～8.15	 ・雪印メグミルク打ち合わせ	 

・別海町 JA 訪問	 

・標津町訪問	 

・㈱朝日旅行のモニターツアー1 回目	 

・エイ出版取材	 

2013.9.2	 8.16～8.31	 ・中標津町打ち合わせ	 

・ホームページ編集打ち合わせ	 

・チーズフェスティバル打ち合わせ	 

・朝日カルチャーセンター打ち合わせ	 

・札幌圏モニターツアー打ち合わせ	 

・地域学講座実施	 
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報告日 対象期間 報告事項 
2013.9.19	 9.1～9.15	 ・チーズフェスティバル開催に向けた関係者との調整	 

・モニターツアー2 回目実施	 

・チーズフェスティバル実施	 

2013.10.1	 9.16～9.30	 ・ロングトレイルフォーラム開催に向けた資料作成	 

・りんゆう観光打ち合わせ	 

・日本ロングトレイル協議会打ち合わせ	 

・ロングトレイル代表との打ち合わせ	 

・雑誌「ワンダーフォーゲル」10 月号への掲載	 

2013.10.15	 10.1～10.15	 ・全国ロングトレイルフォーラム開催	 

・スペシャルエクスカーション開催	 

・CBT 主催モニターツアーの催行	 

・モニターツアー4 回目実施	 

・タビカレ新着状況更新	 

2013.11.1	 10.16～10.31	 ・第 2 回協議会開催	 

・中標津町打ち合わせ	 

2013.11.15	 11.1～11.15	 ・中標津町打ち合わせ	 

・モニターツアーアンケート回収	 

・事業概要ポンチ絵作成	 

2013.11.30	 11.16～11.30	 ・各種ツール作成	 

・北根室ランチウェイ利用者のマナーについて	 

・モニターツアー再アンケート回収	 

2013.12.16	 12.1～12.15	 ・中標津町観光客入込数状況調査開始	 

・タビカレ学園祭のイベント検討	 

・第 3 回協議会日程調整	 

2014.1.18	 1.1～1.16	 ・第 3 回委員会におけるツール類の磨き上げ、意見交換	 

・効果測定用ホテル宿泊データ回収	 

・タビカレ学園祭のストーリーブック校正	 

2014.2.11	 1.16～1.31	 ・第 3 回協議会実施	 

・フェイスブックページについて議論	 

・次年度の方向性	 

2014.2.27	 2.1～2.16	 ・タビカレ学園祭での PR	 

・地旅博覧会 in 和歌山での PR	 

2014.3.1	 2.16～2.28	 ・3 月のフォーラム開催調整	 

・報告書作成のための資料整理・編集	 
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7．目利きの派遣 
目利きについては下記の 2名を選定した。それぞれの選定理由は以下の通り。 
① 濱田	 暁生氏（株式会社シー・アイ・エス研究所） 

ふらっと南幌の設立代表者であり、田園都市南幌町でのフットパス環境整

備に取り組んできた。フットパスに精通した第一人者である。 
②  篠崎	 宏氏（株式会社ＪＴＢ総合研究所） 

地域観光戦略と地域ビジネスモデル構築を手がけ、観光マーケティング調

査や「食」「農業」に関する活性化モデル構築を多く手掛けてきた。 
 

■目利きの派遣実績	 

実施日 
目利き氏名 場所 内容 

日 時間帯 

6 月 4 日～5 日 13:00-15:00 濱田 暁生氏 中標津ﾄｰﾖｰﾎﾃﾙ 第 1 回プラットフォーム創出協議会開催 

6 月 3 日～4 日 13:00-15:00 篠崎 宏氏 中標津ﾄｰﾖｰﾎﾃﾙ 第 1 回プラットフォーム創出協議会開催 

7 月 10 日～11 日 15:00-16:00 篠崎 宏氏 札幌 目利きとの打合せ 

7 月 30 日～31 日 10:00-17:00 篠崎 宏氏 中標津町 町内地域資源視察（ﾏｯﾌﾟ作成の為） 

8 月 1 日～2 日 10:00-11:00 篠崎 宏氏 中標津町 雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ訪問 

10 月 4 日～5 日   濱田 暁生氏 中標津町 

ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ同行 

（行程の一部のみ同行、ｼｨｰﾋﾞｰﾂｱｰｽﾞ主

催、札幌発～中標津のﾂｱｰ） 

10 月 4 日～5 日   篠崎 宏氏 中標津町 

ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ同行 

（行程の一部のみ同行、ｼｨｰﾋﾞｰﾂｱｰｽﾞ主

催、札幌発～中標津のﾂｱｰ） 

10 月 28 日～29 日 13:30-15:30 濱田 暁生氏 中標津町 第 2 回プラットフォーム創出協議会開催 

10 月 28 日～29 日 13:30-15:30 篠崎 宏氏 中標津町 第 2 回プラットフォーム創出協議会開催 

1 月 23 日～24 日 13:30-15:30 濱田 暁生氏 中標津町 第 3 回プラットフォーム創出協議会開催 

1 月 23 日～24 日 13:30-15:30 篠崎 宏氏 中標津町 第 3 回プラットフォーム創出協議会開催 
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8．観光庁との連携事業 
8-1	 タビカレサイトでの情報発信一覧 
	 本事業の取り組みや魅力を発信するサイト“タビカレ”にてモニターツアーの告知や

中標津町およびランチウェイの取り組み DVD を掲載した。	 

	 また、最新情報としてモニターツアー終了後にそれぞれの成果を掲載。 
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■取り組み紹介ページ	 

	 

	 

■	 最新情報掲載ページ	 

モニターツアー等の様子を掲載して当エリアの魅力を発信した。	 
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8-2	 タビカレ学園祭での出展内容および結果 
	 2月に行われたタビカレ学園祭に、一般来場者へのＰＲおよび旅行会社との商談スペース
を兼ねたブースを設置し、本事業の成果発表と地域の魅力の発信を行った。ブースでは、中

標津町の概要をつたえる DVDを放映し、中標津町の紹介パンフレットの配布を行った。 
 
■日程：2月 1日・2日 
■場所：東京ビックサイト 
■オフィシャルサイト：http://tabicollege.jp/curriculum03.html 
■イベント参加者：①出展者	 78地域(調査実施地域） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ②国内バイヤー	 100社程度 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ③国内メディア	 テレビ、新聞、雑誌等 20社程度 
	 	 	 	 	 	 	 	 ④一般来場者	  
■実施結果：	 

会場に設置したブースでは一般来場者への PRを行ったが、来場者の中にはロン
グトレイル上の写真撮影ポイントや、歩く旅のことについて質問をしてくる方々が

多く、ランチウェイの存在感の大きさを実感させられた。また、旅行会社向けに商

談スペースを設け個別の B toB商談会を実施し、中標津町の PRを展開した。 
特別カリキュラムとして開催された修了プレゼンでは中標津の魅力を紹介し、参

加 78地域の中で、最も評価が高い地域に贈られる最優秀プレゼン賞を受賞した。 
	 ■タビカレ学園祭の会場風景	 
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8-3	 地旅博覧会への出展内容および結果	 
和歌山市で開催された「地旅博覧会」において、北海道運輸局で本年度実施する「北海道

における官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業の国内旅行市場ニーズ調査」の一環

として、北海道内 5地域が合同し「タビカレ北海道」として地域の PRを行った。 
	 

■日程：2 月 11 日（火・祝）	 

■場所：和歌山ビッグホエール	 	 

■オフィシャルサイト：https://jitabi.ne.jp/2014/	 

■共同ブースでの PR 実施	 

	 下記 5 団体による共同プロモーション	 

・サイクルツーリズム北海道（北海道商工会議所連合会）	 

・ロリカワ観光ツーリズム推進協議会	 

・カメラ女子＆親子集合（別海町観光協会）	 

・五感で楽しむプレミアリゾート富良野（富良野市国際観光促進協議会）	 

・北根室ランチウェイ（中標津町経済振興課）	 

■実施内容	 

	 ・イベントバッグに各社資料を入れて配布（1000 袋）	 

	 ・アンケート回答者には粗品進呈（300 件）	 

	 ・興味のある事業者には担当者から説明	 

	 	 ・モニターにてプロモーション映像上映	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

■地旅博覧会の会場風景	 
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9．まとめと今後の課題 
9-1	 本事業における取組（概要）	  

酪農を基幹産業とする中標津町は根室管内における中核都市として商業にも強い

街として発展してきた。管内で唯一の空港を有し高い優位性を持つ一方、観光にお

いては北海道の中では後発地域となっている。そうした中、平成 25年 4月には“一
般社団法人なかしべつ観光協会”が誕生し、今後の観光振興に向け始動した。 
本年度は、国内最大級のロングトレイルである「北根室ランチウェイ」を活用し、

周辺の圏域を巻き込んだ観光プラットフォームを創出することを目的として事業に

取り組んだ。 
ツアーの商品化に向けて観光資源の「目利き」による観光資源の磨き上げを行い、

観光資源を題材としたモニターツアーの造成・実施及びアンケート調査等、観光資

源の商品化に向けた取り組みを行った。また、朝日カルチャーセンターでの地域学

講座により、首都圏への理解浸透を図るとともに、講座とモニターツアーの連動に

より、奥行きのある興味付けと、ツアーに対する理解浸透が図られた。 
さらに 9月 14日・15日の両日実施した別海町産業祭でのチーズフェスティバル

では、チーズやチーズフォンデュだけで、6,500名の来場者に試食された。 
 

 
9-2	 酪農産業、ロングトレイルといったキーワードによる地域間連携の成果	  
■	 酪農産業の連携	 

第 43回をむかえた別海町の産業祭は 2日間の開催で 3.9万人を集客する同町の
最大イベントである。本事業では、これまで地域住民を主な対象としてきた産業

祭に観光客を呼び込むコンテンツとして有効活用すべく、地域ブランドを標榜す

る“酪農”をキーワードとして可能性を探った。別海町は国内最大の乳生産量を

誇り、ともに酪農を基幹産業とする中標津町と連携する事で観光領域において

様々なスケールメリットを享受できる。 
 
①	 地域住民を主な対象としてきた産業祭を観光客誘致コンテンツへ転換の可能

性追求	 

	 本事業で実施したアンケートデータからチーズフェスティバル来訪者の

約半数が、当該イベントを目的としており、集客においても約 2割の方が、
リーフレットを動機としている。この事からも規模的拡大と質的向上の追求、

加えてプロモーションの充実化を同時に展開する事で“連携による圏域ブラ

ンディング”が期待できる。 
	 今後の展開として両町が展開する観光プロモーションにおける重点コン

テンツとして幅広い PR を展開し圏域を代表するイベントとしてブラン
ディングを加速させ、地域及び官民の連携強化を狙う。 
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②酪農を背景とした地域資源である“チーズ”の観光コンテンツ化	 

	 チーズフェスティバルを核とした PR 展開を両町が幅広く展開する事で
相乗効果の期待が前述されたが、イベントによるブランディングと同時に、

経済効果を追求する観光振興において継続的なサービス提供も同時に検討

すべき事項として上げられる。アンケートでも釧路・根室管内のチーズ工房

の認知度は平均 27%であった。また、釧路根室管内からの来場者の 57％が
「そんなに沢山の工房チーズがあるとは知らなかった」と回答したように、

根室・釧路エリアの工房チーズの認知度の低い点に注目したい。団体旅行と

比較して回遊性の高い個人旅行者は、主にセルフドライブによる移動をして

おり、地域ならではの観光コンテンツを楽しむ事が行動の主な動機である。

そこで本事業で得た成果を元に参画した工房チーズや乳業メーカーをまと

め、共同で PR を展開し“知名度の向上”“サービスの向上”の促進を図る
事が両町に求められるところである。 

 
■	 酪農産業を堪能する歩く道“ロングトレイルの活用”	 

たった 1人の酪農家の取り組みから始まった中標津空港と摩周湖を繋ぐ一本の
道“北根室ランチウェイ”は、平成 24年 12月に発刊した日系トレンディーのヒッ
ト予測 1位獲得等の追い風を受けて、本事業で大きく飛躍した。 
長距離を一直線に貫くロングトレイルは必然的に行政境界を越えて形成される。

その特性により、“北根室ランチウェイ”は古くからの観光都市である“弟子屈町”

との連携を実現する事が出来た。その効果は、最盛期年間 120万人もの宿泊客数
を誇った“川湯温泉”や 2016 年に開湯 100 年を迎える“養老牛温泉”の宿泊施
設関係者に新たな可能性を実感させた事が大きな成果と言える。新たな取組であ

るロングトレイルに見られる観光施策は、既存観光との相互理解が進む事でこそ

旅行者の受入環境の充実化が図られる。また、本事業におけるモニターツアー参

加者からも高い満足度を示すデータが抽出されており、これらの成果を地域の観

光関係者で共有し“北根室ランチウェイ”を共同の資源としての認識を高め環境

整備の促進に活用したい。 
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■展開イメージ図	 

 

 
9-3	 本事業における成果	  
今年度の事業では、モニターツアー参加者を通して、中標津町の持つ優れた観光資源

の魅力を発信できた。モニターツアー参加者のロングトレイルへの期待は非常に高く、

またツアー終了後の満足度も高い。	 

「歩く旅」が全国的に広がりを見せる中、「歩く」ことと「牧場景観」のマッチング

が非常に高い評価を受け、今後のツアーの商品化に向けて、大きく前進したといえる。	 

また、本年度の事業を通じて、別海町および弟子屈町をはじめとする隣接した町との

連携ができつつあり、酪農地帯を軸とした観光プラットフォーム創出に向けて、大きな

第一歩を記すことができた。	 
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9-4	 本事業における効果検証	  
	 

1)中標津町ホームページのアクセス数	 

なかしべつ観光協会のフェイスブックページを立ち上げたのは 7 月 12 日である

が、それ以降、中標津町のホームページのアクセス数は順調に増加している。4 月

―12 月の累計では、前年比 32%の伸展を見せた。	 

	 	 

	 

	 

	 

2)チーズフェスティバルによる来場者の増加	 

チーズフェスティバルが開催された別海町産業祭の入込客数は、2012年の21,000

人に対し、チーズフェスティバルの開催された 2013 年では 39,000 人に伸長した。	 

チーズの販売個数は 1,632 個で、売上金額は約 50 万円であった。	 

	 

販売個数 売上金額 試食提供数 チーズフォンデュ提供数 

1,632 497,755 5,790 1,800 

  （ワイン試飲） 320   
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3)調査対象地域への入込客数の増加	 

平成 25 年度上期の中標津町への入込客数は、道内客が 2.6%減少したものの、道

外客が 16.4%増加し、全体では 3.5%増加した。	 

日帰り客、宿泊客ともに 3%台の伸びを示している。	 

	 

	 

市町村名　中標津町
（単位：千人、％）

道外客 道内客 合計 日帰り客 宿泊客

平成24年度上期 77.3 163.2 240.5 213.9 26.6 31.6

平成25年度上期 90.0 159.0 249.0 221.4 27.6 31.9

前年伸び率 116.4 97.4 103.5 103.5 103.8 100.9

　　平成２５年度　市町村観光入込客数

区分
観光入込客数 左の内訳

宿泊客延数

 

 
4)調査対象地域への宿泊客数の増加（ヒアリングによる調査結果）	 

■	 調査対象ホテル 
① トーヨーグランドホテル	 ②	 ホテル養老牛	 ③	 湯宿だいいち	 ④	 藤や 
①	 トーヨーグランドホテル	 

Q1：（2012年）一昨年の来客数と（2013）去年の来客の総数 
A1：2012年→200,423名	 	 	 2013年→200,773名（300名増） 
Q2：感覚的なもので、客層の変化は見られたか（トレイルやアウトドア観光を
する人が増えたか。例えばリュックを背負っている、服装がアウトドア用の物を

来ている等。） 
A2：ビジネスマンが多いのでトレイルの客はどの年度もほぼいない。 
	 	 しかし、今回の事業によって新たな観光客層が増える事を期待している。 

 
②	 ホテル養老牛	 

Q1：（2012年）一昨年の来客数と（2013）去年の来客の総数 
A1：2012年→2,900名	 	 	   2013年→2,400名（500名減） 
Q2：感覚的なもので、客層の変化は見られたか（トレイルやアウトドア観光を 
	 	 する人が増えたか。例えばリュックを背負っている、服装がアウトドア用 
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	 	 の物を来ている等。） 
A2：夏場のトレイルの客は明らかに増えた。それに付随して登山客も増えた。売

り上げが落ち込んでいるのは冬のシーズンなので、冬に観光客を集められ

るツアーやイベントがあればより良いと思う。 
また、ロングトレイルを初めての人が聞くと何の事だか分からないが、登山

とトレイル融合したコースがあれば、歩いて何かするものだな、とイメージ

を持ってもらいやすいのではと感じる。 
③	 湯宿だいいち	 

Q1：（2012年）一昨年の来客数と（2013）去年の来客の総数 
A1：2012年→約 19,000名	 	 	 2013年→約 19,000名（ほぼ変わらず） 

 
Q2：感覚的なもので、客層の変化は見られたか（トレイルやアウトドア観光をす

る人が増えたか。例えばリュックを背負っている、服装がアウトドア用の物

を来ている等。） 
A2：バードウォッチング、登山、ロングトレイルなど、アウトドアを楽しむ観光

客または、それらのツアー客が増えた。また、外国人や家族連れのお客様が

増えた。観光客の多くは中標津を拠点に道東の各地を回るパターンが多いと

思われる。 
 

9-5	 今後の課題・展開	  
本年度の事業では、東北海道エリアのロングトレイルを中心とした酪農イメージの活

用については前進がみられたが、酪農地帯の特徴としての「地域の食材の楽しみ方」や

「地域の歴史や史跡を巡るプログラム」、温泉のある町の特徴を生かした「プチ湯治」

など、多様な地域資源の活用は今後の展開に委ねられている。	 

ツアー実施のスケール拡大に向けては、安全管理上の課題や、ロングトレイルでの事

故や怪我の対応という面で、救急搬送などの困難さが指摘されており、非常時に対応す

る体制づくりが今後の課題として残されている。	 

また、地元のガイド育成は喫緊の課題である。ロングトレイル等のアクティビティに

ついては特にガイドの資質によりツアーの満足度は大きく左右されると言われている。

4～5 時間ほどかけて歩くロングトレイルでは、店舗や民家、交通機関の接点などもな

く、その分ガイドの対応力が問われることになる。	 

以上のように今後の取組にあたっては課題も多く残るが、マーケットからの期待は非

常に大きく、また受入れ側の関係者の気運が高まる中、地域間の連携が進みつつあるこ

とは、大きく評価できるものである。中標津、釧路、女満別の東北海道 3 空港のあるこ

の地域が連携し、地域資源に磨きをかけ、首都圏や札幌圏を対象に酪農王国の観光プ

ラットフォームモデルを創出する壮大な事業はまだ緒に就いたばかりであるといえる。

次年度以降は、周辺との連携のもとさらにダイナミックな展開を図ってまいりたい。	 
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10．【参考資料】 
10-2	 モニターツアーアンケート 
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10-2	 地域学講座アンケート 
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10-3	 チーズフェスティバルアンケート  
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10-4	 進捗状況報告書  
 

 
「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業

者 
株式会社 TAISHI 

担当者 木村 雄樹 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き 
株式会社 CIS 計画研究所 濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究所 

篠崎 宏氏 

対象期間 
2013年5月8日～2013

年 5 月 31 日 
報告日 

2013 年 

6 月 1 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①（5 月 8 日） 中標津町との打合せ 

②（5 月 9 日） 周辺市町村、団体との打合せ 

         ・別海町との打合せ 

         ・中標津商工会との打合せ 

         ・北根室ランチウェイ会長佐伯氏との打合せ 

③（5 月 10 日）朝日カルチャーセンターとの地域学講座について打合せ（Skype） 

④（5 月 13 日）目利きとの打合せ 

⑤（5 月 22 日）スポーツブランドとの打合せ 

⑥(5 月 26 日〜27 日）旅行会社中標津町視察 

⑦（5 月 30 日）JTB 高橋氏とのトレイル視察 

⑧（5 月 28 日）印刷会社とのホームページ作成打合せ 

⑨(5 月 31 日）朝日カルチャーセンターとの地域学講座について打合せ 

 取組の概要 
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① 中標津町との打合せ 

中標津町役場にて、第一回打合せ会議を実施。 

今後の事業推進にあたり、事業内容、協議会、スケジュール等について詳細を打

合せ。 

 

参加者：中標津町経済振興課 菅野 三夫課長、七條 隆志係長、大石 恭介主

事、株式会社 TAISIH 菅野 剛氏、木村 潤一郎 

 

     

②周辺市町村、団体との打合せ 

・別海町との打合せ 

別海町役場にて、事業概要説明、別海町産業祭でのチーズフェスティバル出展な

ど、今後の地域間連携について打合せ。 

参加者：別海町大槻氏、川畑氏、中標津町経済振興課 菅野 三夫課長、なかし

べつ観光協会田村道明事務局長、株式会社 TAISIH 菅野 剛氏 

 

・中標津町商工会との打合せ 

中標津商工会にて、事業概要の説明、協議会への参画依頼。 

  

参加者：中標津町商工会 須郷 洋機事務局長 、中標津町経済振興課 菅野 

三夫課長、なかしべつ観光協会田村道明事務局長、株式会社 TAISIH 菅野 剛

氏 

 

・北根室ランチウェイ会長佐伯氏との打合せ 

佐伯農場にてメディア関係者とのスケジュール調整、地域学講座での講演者に対

する交渉について打合せ。 

 

参加者：北根室ランチウェイ 佐伯 雅視会長、株式会社 TAISIH 菅野 剛氏 

 

③朝日カルチャーセンターとの地域学講座について打合せ（Skype） 

Skype にて地域学講座実施時期、告知タイミング、講座の進行についての打合

せ。 

 

参加者：朝日カルチャーセンター本間義信氏、株式会社 TAISIH 菅野 剛氏 

  

④目利きとの打合せ 
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株式会社 CIS 計画研究所 にて、目利きを交えての第一回打合せ会議を実施。今

後の事業推進にあたり、事業内容、スケジュール等について詳細を打合せ。 

専門家から、篠崎氏よりチーズマーケットの可能性、濱田氏より酪農景観の観光

活用によるイメージ戦略のアドバイスを頂く。 

参加者：株式会社 CIS 計画研究所濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究所篠崎 

宏氏、 

      株式会社 TAISHI 菅野 剛 

 

 

⑤スポーツメーカーとの打合せ 

パタゴニア札幌にて、連携協定へ向けた可能性について打合せ。 

課題 新たなイベント等への販促に対しては現在予定はしていないとの事で、要

調整が必要となる。 

 

⑥旅行会社の中標津町視察 

モニターツアー造成に向けて、1 泊 2 日で中標津町視察・トレイルウォーキングの

実施。 

1 日目の行程は、モアン山ウォーク 

 

参加者：中標津町 小林町長、なかしべつ観光協会 近藤副会長、田村事務局

長、シィービーツアーズ 三亀 徹氏、北根室ランチウェイ 佐伯 雅視会長、中標

津町経済振興課 菅野 三夫課長、七條 隆志係長、大石 恭介主事、株式会社

TAISIH 菅野 剛 

 

2 日目の行程は、中標津町畜産食品加工研修センター、佐伯農場、アルル、プチ

アルル、ラレトリを視察 

 

参加者：なかしべつ観光協会 近藤副会長、田村事務局長、シィービーツアーズ 

三亀 徹氏、株式会社 TAISIH 菅野 剛氏 

 

⑦JTB 高橋氏とのトレイル視察 

フットパス等のウォーキングに知見が深く、観光業界において豊富な人脈を有す

る JTB 協定旅館ホテル連盟専務理事の高橋威男氏を招聘し、1 泊 2 日の行程で

町内視察および北根室ランチウェイトレイルコースを体験して頂いた。その後、参

加者と情報交換や今後の展開について活発な議論が行われた。今後の PR やモ

ニター募集について助言を受けた。 

参加者：JTB 協定旅館ホテル連盟 高橋威男専務理事、株式会社 TAISHI 菅野 
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  目利きの活動状況 

④目利きとの打合せ（5 月 20 日） 

株式会社 CIS 計画研究所 にて、目利きを交えての第一回打合せ会議を実施。今後

の事業推進にあたり、事業内容、スケジュール等について詳細を打合せ。 

専門家から、篠崎氏よりチーズマーケットの可能性、濱田氏より酪農景観の観光活用

によるイメージ戦略のアドバイスを頂く。 

  現在の課題 

 ・モニターツアーに向けて PR 戦略をおこなう上で効果的なアプローチの手法 

 ・ツール作成に向けてのスケジュールの調整 

  今後の予定 

6 月上旬より、メディア、ウォーキング団体、参画企業との調整、ツール作成着手 

6 月 4 日 第一回協議会開催予定 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

旅費関係別途集計中につき、少しお時間ください。 

※必要な場合は、記入欄を適宜調整すること。 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業者 株式会社 TAISHI 

担当者 木村 雄樹 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き 
株式会社 CIS 計画研究所 濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究所 

篠崎 宏氏 

対象期間 2013 年 6 月 1 日～2013 年 6 月 15 日 報告日 
2013 年 

6 月 16 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①（6 月 1 日〜2 日） 第 5 回ロングトレイルフォーラム参加 

②（6 月 4 日） 第 1 回中標津町観光プラットフォーム創出協議会開催 

③（6 月 5 日〜6 月 6 日） チーズ事業者訪問 

④（6 月 7 日）㈱朝日旅行とのモニターツアー行程調整（メール） 

⑤（6 月 10 日）シィービーツアーズとのモニターツアー行程打合せ 

 取組の概要 

①第 5 回ロングトレイルフォーラム参加 

6 月 1 日 長野県北安曇郡小谷村「サンテインおたり」にて第 5 回ロングトレイルフォー

ラムへ参加 

6 月 2 日 エクスカーション （フォーラム現地トレイル体験 塩の道天神堂コース） 

 

参加者：北根室ランチウェイ会長 佐伯雅視氏、副会長 長正路清氏、㈱TAISHI 菅

野剛氏 

 

     

②第 1 回中標津町観光プラットフォーム創出協議会開催 

中標津町内「トーヨーホテル」にて第 1 回中標津町観光プラットフォーム創出協議会を

開催。 

・事業概要 
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北海道運輸局 内柴氏より本事業の概要説明 

 

・委員長、副委員長の選任 

委員長には板野 哲身氏（一般社団法人なかしべつ観光協会会長） 

副委員長には佐伯 雅視氏（北根室ランチウェイ会長）に決定。 

 

・事業内容説明 

株式会社 TAISHI 菅野 剛氏より事業内容についての説明。 

 

・専門家のよるアドバイス 

㈱JTB 総合研究所 コンサルティング第一部長兼主席研究員 篠崎 宏氏より「チー

ズマーケットの可能性」について、㈱CIS 総合研究所代表取締役会長 濱田 暁生氏

より「酪農景観の観光活用によるイメージ戦略」についてアドバイスを頂く。 

 

・意見交換 

下記の議題について意見交換を行う。 

■ロングトレイルや酪農産業を活用した観光産業化の期待について 

■整備における課題について 

■モニターツアーの内容について 

 

参加者：  【有識者】 

濱田 暁生 (㈱ＣＩＳ計画研究所 代表取締役会長) 

篠崎  宏 (㈱ＪＴＢ総合研究所 主席研究員) 

  【協議会】 

板野 哲身 (一般社団法人なかしべつ観光協会 会長) 

佐伯 雅視 (北根室ランチウェイ 代表) 

小山 宏之 (小山観光㈲ ホテル養老牛 副支配人) 

菅野 三夫 (中標津町経済振興課 課長) 

山宮 克彦 (中標津町教育委員会 学芸係長) 

原  仁   （地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部根釧農業試

験場 研究部長） 
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堀越 厚志 （全日本空輸㈱釧路支店 マネージャー） 

【オブザーバー】 

大槻 祐二（別海町商工観光課 課長） 

松岡 友之（弟子屈観光商工課 課長） 

須田 光政（北海道根室振興局商工労働観光課観光・交流戦略室 室長） 

【事務局】 

菅野 剛  (㈱ＴＡＩＳＨＩ 代表取締役) 

木村 雄樹 (㈱ＴＡＩＳＨＩ アシスタントディレクター) 

櫻井 太郎 （㈱ＪＴＢ総合研究所 研究員） 

（敬称省略、順不同） 

 

③チーズ事業者訪問 

チーズフェスティバル開催へ向けて、チーズ事業者へ主旨説明・出展依頼の為訪問

を行う。 

6 月 5 日  

・㈱べつかい乳業興社 

・有限会社中山牧場 

・有限会社河崎牧場チーズ工房 

・三友牧場チーズ工房 

・有限会社ラ・レトリなかしべつ 

・中標津町畜産食品加工研修センター 

6 月 6 日 

・株式会社白糠酪恵舎 

・株式会社鶴居村振興公社酪楽館 

・株式会社おおともチーズ工房 

・菊地氏（新設の為工房名は未定） 

参加者：㈱JTB 総合研究所 櫻井 太郎氏、㈱TAISHI 菅野 剛氏、木村 雄樹 

 

④㈱朝日旅行とのモニターツアー行程調整（メール） 

6 月 14 日 ㈱朝日旅行と航空券座席確保、トレイルコースの調整を行う。 

対応者：株式会社朝日旅行 田中氏、㈱TAISHI 木村 潤一郎氏 

 

 

⑤モニターツアー行程打合せ 

㈱シィービーツアーズにてモニターツアー行程、スケジュール等について打合せ。 

参加者：㈱シィービーツアーズ 三亀氏、㈱TAISHI 菅野 剛氏、木村 潤一郎氏 
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  目利きの活動状況 

④協議会への出席（6 月 4 日） 

専門家、篠崎氏よりチーズマーケットの可能性、濱田氏より酪農景観の観光活用によ

るイメージ戦略のアドバイスを頂く。 

  現在の課題 

 ・チーズフェスティバルへ向け、チーズ事業者との調整 

 ・ツール作成に向けてのスケジュールの調整 

  今後の予定 

・メディア、ウォーキング団体、参画企業との調整、ツール作成着手 

・フェイスブックページ開設準備 

・中標津長観光協会 HP 改良打合せ 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

旅費関係別途集計中につき、少しお時間ください。 

※必要な場合は、記入欄を適宜調整すること。 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業者 株式会社 TAISHI 

担当者 木村 潤一郎 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き 
株式会社 CIS 計画研究所 濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究所 

篠崎 宏氏 

対象期間 2013 年 6 月 16 日～2013 年 6 月 30 日 報告日 
2013 年 

7 月 1 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①（6 月 18 日（火））中標津町打合せ 

②（6 月 19 日（水））ANA 打合せ 

③（6 月 20 日（木）〜28 日（金））チーズフェスティバルに係る事業者との調整 

④（6 月 22 日（土））朝日カルチャーセンター打ち合わせ（地域学講座） 

⑤（6 月 25 日（火）〜28 日（金））なかしべつ観光協会 HP 編集 

⑥（6 月 24 日（月）〜26 日（水））雑誌（フィールドライフ）広告校正作業 

 取組の概要 

①中標津町打合せ 

これまでの進捗状況の共有を行うと共に今後のスケジュールについての調整を行っ

た。 

チーズフェスタ（仮称）に関する企画概要を共有し、役割分担を明確にした。 

 

参加者：中標津町経済振興課 菅野 三夫課長、七條隆志係長、大石恭介氏、㈱

TAISHI 菅野剛氏、木村潤一郎、木村雄樹 

 

②ANA 打合せ 

個人旅行向けプランに係る協力事項について協議した。 

 

参加者：全日本空輸㈱釧路支店 堀越 厚志マネージャー、㈱TAISHI 菅野剛氏、木

村潤一郎、木村雄樹 
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③チーズフェスティバルに係る事業者との調整 

9 月 14（土）・15（日）に開催されるチーズフェスタ（仮称）参加について、事業者と調整

を行った。 

又、事業者へヒアリングを行い、商品の特徴等を整理した。 

 

④朝日カルチャーセンター打合せ 

地域学講座の実施に係る打合せを行った。地域学講座の開催は 7 月下旬に実施す

る事でおおよそ固まった。 

参加者：㈱朝日カルチャーセンタープロジェクト事業本部 本間義信副本部長、㈱

TAISHI 菅野剛氏、木村潤一郎 

 

⑤なかしべつ観光協会 HP 編集作業 

個人旅行向けプランの募集窓口として、なかしべつ観光協会 HP の修正を行うに当っ

てのディレクション業務 

 

⑥雑誌（フィールドライフ）広告校正作業 

掲載雑誌の校正作業を行った。掲載の主な内容は北根室ランチウェイロングトレイル

の魅力発信と各種ツアーの告知である。 

 

⑦タビカレのチェック業務 

完成版のチェック 

  目利きの活動状況 

特になし 

  現在の課題 

・地域学講座の講師選定 

・ツアー集客に関する情報発信 

  今後の予定 

・ツール関係の制作 

・個人旅行向けプランの開始 

・朝日旅行企画のツアー募集開始 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

旅費関係別途集計中につき、少しお時間ください。（次回進捗報告の際に、これまで

の経費を報告予定） 

※必要な場合は、記入欄を適宜調整すること。 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業

者 
株式会社 TAISHI 

担当者 木村 潤一郎 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き 
株式会社 CIS 計画研究所 濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究所 

篠崎 宏氏 

対象期間 
2013 年 7 月 1 日～2013 年 7

月 15 日 
報告日 

2013 年 

7 月 16 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①（7 月 3 日（火））中標津町打合せ 

②（7 月 3 日（火））地元 HP 制作会社との打ち合わせ 

③（7 月 5 日（金））別海町打合せ 

④（7 月 10 日（水））目利きとの打ち合わせ（濱田氏、篠崎氏、TAISHI） 

⑤（7 月 15 日（土））朝日カルチャーセンター打ち合わせ（地域学講座） 

⑥（7 月 5 日（金）〜15 日（月））なかしべつ観光協会 HP 編集 

 取組の概要 

①中標津町打合せ 

これまでの進捗状況の共有を行うと共に今後のスケジュールについての調整を行っ

た。 

メディア関係者への挨拶周りについて、プレゼン内容や行程について協議した。 

 

参加者：中標津町経済振興課 菅野 三夫課長、七條隆志係長、大石恭介氏、㈱

TAISHI 菅野剛氏、木村潤一郎 

 

②地元 HP 制作会社との打合せ 

個人旅行向けプランアップに向けた具体的内容について協議した。 

HP の編集については、7 月下旬アップを目標とした。 
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参加者：ヤックネット 八島氏、㈱TAISHI 木村潤一郎 

 

③チーズフェスティバルイベント具体案の擦り合せ 

9 月 14（土）・15（日）に開催されるチーズフェスタ（仮称）参加について、別海町・中標

津町と協議した。 

スケジュール案やイベント具体案、必要な手配関係について、情報共有を図った。 

 

参加者：別海町産業振興部大槻祐二氏、中標津町経済振興課 菅野三夫氏、㈱JTB

総合研究所 櫻井太郎氏、 ㈱TAISHI 菅野剛氏 

 

④目利きとの打ち合わせ 

マップ制作に向けて、これまでの進捗状況を共有し、制作に向けたスケジュールを共

有した。 

参加者：㈱CIS 計画研究所 濱田暁生氏、㈱JTB 総合研究所 篠崎宏氏、金沢英明

氏、㈱TAISHI 菅野剛氏、木村潤一郎 

 

⑤朝日カルチャーセンターとの打合せ 

7 月末の地域学講座開催にむけ、スケジュールや講義内容等を共有した。 

 

㈱朝日カルチャーセンタープロジェクト事業本部 本間義信副本部長、㈱TAISHI 菅

野剛氏 

 

⑥なかしべつ観光協会 HP 編集作業 

制作担当であるヤックネットとデータや原稿をやりとりし、現在 7 割まで完成。 

  目利きの活動状況 

事務局との打合せ 

  現在の課題 

・地域学講座の講師選定 

・ツアー集客に係る施策 

  今後の予定 

個人用旅行プランの募集開始 

各種メディアへの露出拡大 

地域学講座 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 
【別紙】 

  
 

  

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業

者 
株式会社 TAISHI 

担当者 木村 潤一郎 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き 
株式会社 CIS 計画研究所 濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究所 

篠崎 宏氏 

対象期間 
2013 年 7 月 17 日～2013 年 7

月 31 日 
報告日 

2013 年 

7 月 31 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①（7 月 17 日）中標津町との打合せ 

②（7 月 22 日）雪印メグミルク訪問 

③（7 月 23 日）別海町打ち合わせ. 

④（7 月 23 日）弟子屈町松岡課長打ち合わせ 

 取組の概要 

①観光庁訪問 

本事業における事業進捗報告および、これまでの中標津町の取組を説明し、今後の

可能性について議論した。 

 

参加者：中標津町経済振興課 菅野 三夫課長、七條隆志係長、㈱TAISHI 菅野剛

氏 

     

②雪印メグミルク訪問 

本事業のモニターツアーと平行して実施する、チーズフェスタへの連携および協力の

依頼に伺った。 

連携、協力にも応じて頂き、町と企業が連携して地域の活性化を推進するモデルとし
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ての可能性が見えた。 

参加者：中標津町経済振興課 菅野 三夫課長、㈱TAISHI 菅野剛氏、木村潤一郎、

㈱JTB 総合研究所 金沢英明 

 

③別海町打ち合わせ 

集客イベントであるチーズフェスタは広域連携を視野に入れて別海町のイベント、”別

海産業祭”で実施する。そこで、実行委員会に出席し、イベントについての理解を得る

とともに、イベント内容について委員へ説明した。 

 

参加者：中標津町経済振興課 菅野 三夫課長、㈱TAISHI 菅野剛氏、木村潤一郎、

㈱JTB 総合研究所 金沢英明 

 

④弟子屈町松岡課長打ち合わせ 

本事業の核であるロングトレイルは、中標津町と弟子屈町に渡って作られている事か

らも、弟子屈町とも連携が可能と考え、今後の連携した取組の可能性について議論し

た。 

 

参加者：弟子屈町観光商工課 松岡友之課長、山本節子課長補佐、㈱TAISHI 菅野

剛氏、木村潤一郎 

目利きの活動状況 

マップ作成の為、町内の地域資源を視察した。 

 

日時：7 月 29〜30 日 

視察者：㈱JTB 総合研究所篠崎 宏氏、金沢英明氏 

  現在の課題 

個人旅行者に向けた中標津観光協会 HP の編集が遅れ気味である。 

8 月のモニター催行が 6 名と少ない結果であった。 

  今後の予定 

・8 月 7 日〜9 日 モニターツアー1 回目 

・8 月 29 日 地域学講座（仮） 
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 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

中標津町職員との挨拶周り ＠133000×2 

※必要な場合は、記入欄を適宜調整すること。 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業

者 
株式会社 TAISHI 

担当者 木村 潤一郎 
連絡先 

（TEL） 

011-221-00

33 

目利き   

対象期間 2013 年 8 月 1 日～2013 年 8 月 15 日 報告日 
2013 年 

8 月 15 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔

に記載すること） 

参加者： 

①（8 月 1 日）雪印メグミルク打合せ 

②（8 月 1 日）別海町 JA 訪問 

③（8 月 1 日）標津町訪問 

④(8 月 7 日～9 日)朝日旅行モニターツアー1 回目 

⑤(8 月 5 日〜9 日)エイ出版取材 

 取組の概要 

①雪印メグミルク打合せ 

チーズフェスタへの連携および協力の具体的展開について打合せを行った。 

参加者：中標津町経済振興課 菅野 三夫課長、㈱JTB 総合研究所 篠崎宏、金沢

英明 

 

②別海町 JA 訪問（JA 道東あさひ、JA なかしゅんべつ） 

中標津町と別海町が連携して実施するチーズフェスタについて、概要説明と協力依

頼を行った。 

参加者：別海町商工観光課 大槻祐二課長、㈱JTB 総合研究所 金沢英明 

 

③標津町訪問 
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別海町産業祭会場で実施するチーズフェスティバルに関連して、大型テントの貸出し

等の協力依頼を行った。 

参加者：㈱TAISHI 菅野剛氏、木村潤一郎、橋本隆一郎、㈱JTB 総合研究所 金沢

英明 

 

④朝日旅行モニターツアー1 回目 

ツアー参加者 6 名が、以下の体験を行った。8 月 7 日－中標津町畜産加工センター

にてチーズ作り体験。 

8 月 8 日－摩周湖から西別岳登山口までロングトレイル体験。8 月 9 日－ボランティ

アガイド(糸氏セキさん)による中標津町内観光。 

参加者：㈱TAISHI 伊藤好孝 

 

⑤エイ出版取材 

アウトドア系専門雑誌「別冊全国ロングトレイルマップ（仮称）」の取材同行 

参加者：㈱TAISHI 木村潤一郎 

  現在の課題 

9 月 14 日 15 日の別海町産業祭への参加事業者の確定が遅れ、PR 用のチラシ制作

が遅れ気味である。 

  今後の予定 

8 月下旬：地域学講座（朝日カルチャーセンター） 

9 月上旬：チーズフェスタ 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

 ※必要な場合は、記入欄を適宜調整すること。 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業者 株式会社 TAISHI 

担当者 木村 潤一郎 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き   

対象期間 
2013 年 8 月 16 日～2013

年 8 月 31 日 
報告日 

2013 年 

9 月 2 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①（8 月 22 日）中標津町打合せ 

②（8 月 22 日）HP 編集打合せ 

③（8 月 23 日）チーズフェスティバルに関する打合せ 

④（8 月 23 日〜8 月 28 日）札幌圏のモニターツアー実施に向けた打合せ 

⑤（8 月 29 日）地域学講座の実施 

 取組の概要 

①（8 月 22 日）中標津町打合せ 

 

参加者：㈱TAISHI 菅野剛、木村潤一郎、伊藤好孝 ㈱JTB 総合研究所 金沢英明

氏 

進捗状況を共有し、打合せ以降のスケジュールについて擦り合せを行った。 

【主な打合せ項目】 

モニターツアーへの参加人数掌握 

第 2 回の協議会について（〜10 月中旬） 

ツール関係の製作状況確認 

観光協会 HP（〜8 月末までに完了予定）について 

フェイスブックページ（〜9 月上旬までに制作・アップ予定）について 
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地域学講座について 

チーズフェスティバル告知チラシ完成報告 

 

②（8 月 22 日）HP 編集打合せ 

参加者：雨宮印刷 雨宮慶一社長 ㈱TAISHI 木村潤一郎 

個人向けモデルプランページの挿入が完了し、問合せについての方法について、打

合せを行った。 

観光協会役員会での承諾後、問合せフォームを公開し、受付を開始する。 

 

③（8 月 23 日）チーズフェスティバルに関する打合せ 

参加者：㈱TAISHI 伊藤好孝㈱JTB 総合研究所 金沢英明 

標津町役場、機材搬入業者を訪問。 

進捗状況を共有し、打合せ以降のスケジュールについて擦り合わせを行った。 

 

 

④（8 月 23 日〜8 月 28 日）札幌圏のモニターツアー実施に向けた打合せ 

シービィーツアーズ企画のモニターツアー実施に向けて、行程や集客方法等の打合

せを実施した。 

 

⑤（8 月 29 日）地域学講座の実施 

参加者： ㈱TAISHI 菅野剛 伊藤好孝 

講師：登山家 田部井淳子氏 中標津町学芸員 山宮克彦氏  

        酪農家 佐伯雅視氏 

 

・受講者数：24 人 

・受講生の半数が高齢者 

・講演前半 1 時間：田部井氏講演（歩く旅の魅力について） 

・後半 30 分：山宮氏講演（中標津町酪農の歴史について） 

・後半 30 分：佐伯氏講演（北根室ランチウェイについて） 

盛況のうちに終了 

アンケート 22 枚回収。 

 

 

その他作業 

ロングトレイルフォーラムチラシ作成及び関係者トの調整 

なかしべつ観光協会のＨＰ更新に向けたディレクション 

モニターツアーのアンケート調査表送付 
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  目利きの活動状況 

無し 

  現在の課題 

効果測定の取り纏めが遅れているため、メディアへの露出やパブリシティーを整理し

て集計を急ぎ行う。 

  今後の予定 

9 月 5〜6 日 チーズフェスタ開催に向けた関係者との調整 

9 月 14 日 チーズフェスタ 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

支出経費については、全体を整理中につき、整理次第の報告となります。 

※必要な場合は、記入欄を適宜調整すること。 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 
 

    
 

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 
 

請負事業者 株式会社 TAISHI 
 

担当者 木村 潤一郎 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

 

目利き   
 

対象期間 
2013 年 9 月 1 日～

2013 年 9 月 15 日 
報告日 

2013 年 

9 月 19 日  

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること）  

  取組事項 
 

①9 月 5 日～6 日 チーズフェスタ開催に向けた関係者との調整 

②9 月 12 日～9 月 14 日 モニターツアー 

③9 月 14 日～15 日 チーズフェスタ 
 

 

  取組の概要        
 

①9 月 5～6 日 チーズフェスタ開催に向けた関係者との調整 

雪印メグミルク大江課長、なかしべつ観光協会田村局長、中標津役場七條係長と打

合せ。 

冷蔵庫等の資材搬入について、運送業者と打合せ。 

 

②9 月 12 日～9 月 14 日 モニターツアー 

参加者5名。全て女性で一人客。全員60歳以上。チーズ作り、ロングトレイル、チーズ

フェスティバル等に参加。人数が少なかったことと、全て一人客であったので、コミュニ

ケーションが取れ、細かな感想や意見を聞き取れた。 

 

③9 月 14 日～15 日 チーズフェスタ 

14 日は天気にも恵まれ、お客様の入りも良く、チーズの試食コーナーに長い行列がで

きた。15 日は、午後より天候が悪化し、客入りは鈍かった。結果として、2 日間で合計

1632 個のチーズを販売し、好評の内に終了した。各工房のチーズを知る機会に恵ま

れた等の声を地元の多くのお客様より頂いた。10 月 4 日のロングトレイルフォーラム
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のチラシを配布。       

チーズフェスタが以下の新聞・ニュースに掲載された。 

・北海道新聞 9 月 15 日版 

・釧路新聞 9 月 16 日版 

・9 月 15 日 NHK ニュース(全道版） 

     

  目利きの活動状況 
 

無し。 
 

  現在の課題 
 

・チーズフェスティバルにて、工房チーズの価格の高さから、大手メーカーのチーズが

より多く売れた。そのため、工房チーズの価格に見合った魅力をアピールする必要が

ある。 

・モニターツアーで、ホテルの仕出し弁当を食べているが、より食べやすい弁当への

要望がある。 

→10 月のモニターツアーでトレイル専用の弁当を開発し、提供する予定。 

 

 

 

  今後の予定 
 

・10 月 4 日〜6 日：ロングトレイルフォーラムの実施。 

 —ロングトレイルの普及を図る 

・10 月 7 日〜10 日：モニターツアー3 回目（田部井淳子氏同行。） 

 —ロングトレイル用のお弁当を用意することで、トレイル時の昼食への不満を解消す

ることを検討中。 

 

 

 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。）  

9 月 12 日～14 日のモニターツアー催行人数 5 人 

前回のモニターツアーのアンケート有効回答数 6 通 

 

支出につきましては現在整理精算中です。 

 

 

 

※必要な場合は、記入欄を適宜調整すること。 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業

者 
株式会社 TAISHI 

担当者 木村 潤一郎 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き 
株式会社 CIS 計画研究所 濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究所 

篠崎 宏氏 

対象期間 2013 年 9 月 16 日～2013 年 9 月 30 日 報告日 
2013 年 

10 月 1 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①ロングトレイルフォーラム開催に向けた資料作成 

フォーラム要項、運営マニュアル、進行台本、参加者リスト 

    

②ロングトレイル協議会についてりんゆう観光天野氏との打合せ 

 

③日本ロングトレイル協議会村田氏との打合せ 

 

④ロングトレイル中村代表と打合せ 

 

⑤雑誌「ワンダーフォーゲル」10 月号への掲載 

 取組の概要 

 

①ロングトレイルフォーラム開催に向けた資料作成 

ロングトレイルフォーラム開催にむけたディレクション全般を担当した。 

    

②日本ロングトレイル協議会についてりんゆう観光天野氏との打合せ 
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日本ロングトレイル協議会のロングトレイルフォーラム参加に合わせて、懇親会を用

意し、親睦の場を図る機会を検討中。 

 

③日本ロングトレイル協議会村田氏との打合せ 

事務手続き、及び、日本ロングトレイル協議会参加者の中標津町での滞在に関して

手配関連の打合せ。 

 

④ロングトレイル中村代表と打合せ 

フォーラムでのパネルディスカッションについて、打合せ。 

 

⑤雑誌「ワンダーフォーゲル」10 月号への掲載 

日本のロングトレイル 10 コースのうちの 1 つとして、北根室ランチウェイが紹介されて

いる。 

  目利きの活動状況 

株式会社 JTB 総合研究所の篠崎氏より、チーズフェスティバル開催に向けた各種助

言を受ける。 

  現在の課題 

タビカレサイト内の最新情報の更新が進んでいないため、社内体制を再構築し、情報

発信に当たる。 

  今後の予定 

10 月 4 日 全国ロングトレイルフォーラム 

10 月 4 日 チーズフェスティバル 

10 月 5 日～6 日 エクスカーションツアー 

10 月 7 日〜10 日 モニターツアー 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

支出につきましては引き続き整理中です。 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業者 株式会社 TAISHI 

担当者 木村 潤一郎 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き 
株式会社 CIS 計画研究所 濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究

所 篠崎 宏氏 

対象期間 
2013 年 10 月 1 日～

2013 年 10 月 15 日 
報告日 

2013 年 

10 月 15 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①10 月 4 日 全国ロングトレイルフォーラムの開催 

 

②10 月 5 日〜6 日スペシャルエクスカーションの開催 

 

③10 月 7 日～10 日 モニターツアー4 回目 

 

④10 月 7 日～9 日 タビカレ新着状況更新 

 

⑤ロングトレイルフォーラムへの 10 月 4 日発のモニターツアー（ＣＢＴ主催）の催行 

 取組の概要 

①10 月 4 日 全国ロングトレイルフォーラムの開催 

 

平日の開催ということもあり集客の伸び悩みが危惧されたが、 

当日は 180 名を越える来場者に来ていただく事が出来た。 
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②10 月 5 日〜6 日スペシャルエクスカーションの開催 

フォーラム後の北根室ランチウェイを歩くスペシャルエクスカーションに、道外の人は

もとより、地元の方々も参加し、中標津の自然の美しさに改めて気づかされたとの地

元の方々のコメントがあり、参加者は皆、ランチウェイを楽しんでいた。 

 

③10 月 7 日～10 日 モニターツアー4 回目 

田部井淳子氏が同行するツアーには、前回の倍の10人の参加があった。北根室ラン

チウェイを歩いた感想として、ここでしか味わえない雄大な酪農風景はこのランチウェ

イの大きな魅力であり、今後多くの人を引きつける魅力があるとのコメントを頂いた。 

 

④10 月 7 日～9 日 タビカレ新着状況更新 

ロングトレイルフォーラム、エクスカーションツアーの情報を随時更新。 

上位に表示されるようになり認知度が高まる事を期待している。 

 

⑤ロングトレイルフォーラムへの 10 月 4 日発のモニターツアー（ＣＢＴ主催）の催行 

ロングトレイルローラム及び、エクスカーションに参加するモニターツアー（ＣＢＴ主催）

には13名の参加があり、エクスカーションではロングトレイルを楽しんだ。参加者の一

人は、札幌近郊では見ることのできない摩周湖とその真向かいに広がる雄大な酪農

景観に驚いていた。道内の人々にも北根室ランチウェイの訴求力があると感じた。 

  目利きの活動状況 

株式会社 JTB 総合研究所の篠崎氏より、フォーラム開催に向けた各種助言を引き続

き受けた。 

  現在の課題 

北根室ランチウェイの宣伝方法についての検討（ＳＮＳ、facebook） 

  今後の予定 

モニターツアー内容をタビカレにアップ予定。 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

モニターツアー有効アンケート数 10 通 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業者 株式会社 TAISHI 

担当者 木村 潤一郎 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き 
株式会社 CIS 計画研究所 濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究

所 篠崎 宏氏 

対象期間 

2013 年 10 月 16

日～2013 年 10 月

31 日 

報告日 2013/11/1 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①10 月 28 日 第 2 回観光プラットフォームモデル創出協議会委員会の開催 

 

②10 月 30 日 中標津町役場打合せ 

 取組の概要 

10 月 28 日 第 2 回観光プラットフォームモデル創出協議会委員会の開催 

 

第 2 回委員会の開催。議題：各事業実施報告として以下の事業の実施結果を報告 

 ・地域学講座 

 ・モニターツアー 

 ・チーズフェスティバル 

 ・ロングトレイルフォーラム 

報告後、有識者の濱田氏をファシリテーターとして、意見交換。 

今後の課題、方向性について、委員間で意見を交換した。 
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②10 月 30 日 中標津町役場打合せ 

 

第 2 回プラットフォーム協議会委員会の結果を踏まえ、今後の予定を話合った。 

（内容：第 3 回までに、取り纏める内容。各ツールの制作方法など） 

  目利きの活動状況 

株式会社 CIS 計画研究所の濱田氏より、第 2 回プラットフォームモデル創出協議会委

員会の内容について 

意見を頂いた。 

  現在の課題 

トレイルマップ作成用情報収集など。 

  今後の予定 

トレイルマップ作成に向けた打合せ。次年度の方向性についての検討。 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

  

※必要な場合は、記入欄を適宜調整すること。 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業者 株式会社 TAISHI 

担当者 木村 潤一郎 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き 
株式会社 CIS 計画研究所 濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究所 

篠崎 宏氏 

対象期間 

2013 年 11 月 01 日

～2013 年 11 月 15

日 

報告日 
2013 年 

11 月 15 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①11 月 11 日 中標津町役場打合せ 

 

②モニターツアーアンケートの回収 

 

③事業概要のポンチ絵作成 

 取組の概要 

① 10 月 28 日 中標津町役場打合せ 

現在の進捗と、ツール類の仕様、及び次年度の方向性について協議した。 

 

②アンケートの回収 

ロングトレイルフォーラムに参加したシィービーツアーズより、モニターアンケートを回

収。 

9 通の回答を得た。モニターツアー全体でアンケート数は 30 通となった。 

 

③事業概要のポンチ絵作成 

当事業の内容について説明するポンチ絵を作成中。 
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  目利きの活動状況 

  

  現在の課題 

テキストブックの仕様および、トレイルマップの内容精査。 

  今後の予定 

トレイルマップおよび、テキストブックの内容詳細検討。 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

  

※必要な場合は、記入欄を適宜調整すること。 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業者 株式会社 TAISHI 

担当者 木村 潤一郎 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き 
株式会社 CIS 計画研究所 濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究所 

篠崎 宏氏 

対象期間 

2013 年 11 月 16 日

～2013 年 11 月 30

日 

報告日 
2013 年 

11 月 30 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①各種ツールの作成 

 

②北根室ランチウェイの利用者のマナーについて 

 

③モニターツアー再アンケート回収作業 

 

 

 取組の概要 

①各種ツールの作成 

マップにて紹介する、飲食店のデータを収集中。主に、昼間に立ち寄れる飲食店で構

成中。 

 

②北根室ランチウェイの利用者のマナーについて 

北根室ランチウェイの利用者数の増加により、利用者のマナーを巡る問題が少々発

生した。そのため、ランチウェイ上に、マナーに関する注意を促す看板を設置した。今

後は、トレイルマップなどにもマナーに対する注意喚起の文面を入れるなどの対策を

検討中。 

 

③モニターツアー再アンケート回収作業 
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アンケート 13 通の回収作業が終了した。追って、タビカレに郵送予定。 

  目利きの活動状況 

  

  現在の課題 

北根室ランチウェイの利用者へのマナー喚起の方法の検討。 

  今後の予定 

1 月の委員会に向けた準備、及び各種ツールの作成。 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

  

※必要な場合は、記入欄を適宜調整すること。 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業

者 
株式会社 TAISHI 

担当者 木村 潤一郎 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き 
株式会社 CIS 計画研究所 濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究所 

篠崎 宏氏 

対象期間 

2013 年 12 月 01 日

～2013 年 12 月 15

日 

報告日 
2013 年 

12 月 16 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①中標津町の観光客入込み数条強調査の開始 

 

②タビカレ学園祭のイベント検討 

 

③第 3 回プラットフォームモデル創出協議会の日程調整 

 

 

 取組の概要 

①中標津町の観光客入込み数条強調査の開始 

ロングトレイルのブームに伴う、中標津町内の宿泊客数の調査を開始。 

 

②タビカレ学園祭のイベント検討 

2 月 1 日、2 日のタビカレ学園祭での、PR 活動について検討中。 

 

③第 3 回プラットフォームモデル創出協議会の日程調整 

第 3 回プラットフォームモデル創出協議会の開催が、1 月 23 日（木）13：30〜で決定。 

  目利きの活動状況 



126 
 

  

  現在の課題 

各種ツール類の作成が遅れ気味。 

  今後の予定 

1 月の委員会に向けた準備、及び各種ツールの作成。 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

  

※必要な場合は、記入欄を適宜調整すること。 
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  「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業

者 
株式会社 TAISHI 

担当者 鈴木 佑馬 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き 
株式会社 CIS 計画研究所 濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究所 

篠崎 宏氏 

対象期間 2014 年 1 月 1 日～2014 年 1 月 16 日 報告日 
2014 年 

1 月 18 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①第三回委員会におけるツール類の磨き上げ、意見交換を行った。 

②効果測定用ホテル宿泊データの回収 

③タビカレ学園祭のストーリーブックの校正 

 取組の概要 

①パンフレットの細部に着目し改善点を話し合った。 

②効果測定用データの回収を行い、現在も進行中 

③タビカレ学園祭用資料の校正、セールスシートの作成、提出 

  目利きの活動状況 

無し。 

  現在の課題 

・マップの見やすさにこだわり、歩くを第一に考えた、マップに重点を置いたパンフレッ

ト、 
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もしくは、食や宿など情報を重視した雑誌のようなパンフレットを作るかを慎重に討論

し、今後比較検討が必要となった。 

・持ち運びやすさも考えパンフレットの大きさも改良する必要性が露呈した。 

  今後の予定 

1 月 23 日 第 3 回プラットフォーム委員会 

2 月 1、2 日 タビカレ学園祭 

2 月 11 日 和歌山でフォーラム 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

支出につきましては引き続き整理中です。 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業

者 
株式会社 TAISHI 

担当者 鈴木 佑馬 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き 
株式会社 CIS 計画研究所 濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究所 

篠崎 宏氏 

対象期間 2014 年 1 月 16 日～2014 年 1 月 31 日 報告日 
2014 年 

2 月 11 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①第 3 回プラットフォームモデル創出協議会（1/23）にて、各種ツールの製作状況や

進捗報告、 

また、意見交換を含め次年度の方向性の確認を行った 

 取組の概要 

①Facebook ページによる具体的な効果とそのリスクについて話し合い、そもそも

Facebook とは何か 

という概念をまず理解させ、協議会メンバーの理解を得た 

②観光資源複合マップを 2 パターン作り、観光地情報を中心の観光雑誌のようなマッ

プと、トレイルマップを中心とした 

歩くためのマップを比較し意見や改善点を話し合った 

③効果測定のホテル来客数データの集計とまだ未回答のホテルのための継続の決

定 

④専門家による意見交換 
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  目利きの活動状況 

1 月 23 日ー第 3 回プラットフォームモデル創出協議会にてファシリテーターとして参加 

  現在の課題 

・役場の人事異動をふまえ、今まで継続してきた事業計画がぶれないような人材育成

のサポート体制を作る 

・冬の北海道をどう海外にアピールしていくか（冬の酒、特産品の PR の仕方の検討） 

・中標津空港を中心としたインバウンドの実現と、アウトバウンドの実現のためのサ

ポート制度を 3 町で連携しながら組み立てていく 

・冬のツアーをもっと充実させる（モアン山ツアーや弟子屈ツアーなど） 

・効果測定など継続している調査があり、その結果報告も含め、3 月中にもう一度協

議会開催を検討 

  今後の予定 

2 月 1、2 日 タビカレ学園祭 

2 月 11 日 和歌山でフォーラム 

3 月中 第 4 回協議会（予定） 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

支出につきましては引き続き整理中です。 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業

者 
株式会社 TAISHI 

担当者 鈴木 佑馬 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き 
株式会社 CIS 計画研究所 濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究所 

篠崎 宏氏 

対象期間 2014 年 2 月 1 日～2014 年 2 月 16 日 報告日 
2014 年 

2 月 27 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①タビカレ学園祭（2/1,2）にて一般客に対して PR 活動を、旅行会社には PR 活動、商

談を行った。 

 

②タビカレ学園祭にて 2 月 1 日に、修了プレゼンテーション行い、全 78 のブースの中

で 1 位を獲得。広く中標津をアピール 

することに貢献した。 

 

③第 10 回 国内観光活性化フォーラム in 和歌山『地旅博覧会 in 和歌山』（2/10）に

て、一般客に PR 活動を、旅行会社に PR 活動と商談を行った。 

 取組の概要 

①タビカレ学園祭を行うにあたり、修了プレゼンテーション用の資料を製作。 

また、既存の観光案内パンフレットやチラシとともに配布、展示。資料だけでなく対人

による宣伝、魅力をアピールした。 

②第 10 回 国内観光活性化フォーラム in 和歌山でもタビカレ学園祭の際に使用し

た資料を配布、展示 

資料配布だけでなく、対人で魅力をアピールした。 

  目利きの活動状況 

2 月 10 日ータビカレ学園祭にてアドバイザーとして参加。商談や PR 戦略について指

示 
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  現在の課題 

・3 月開催（予定）の協議会に向け、ベースとなるものを中標津町役場の方々と打ち合

わせし、さらにブラッシュアップする 

・また、効果測定のホテルとの調整を引き続き行う 

・協議会の日程調整を引き継き行う 

  今後の予定 

・3 月中 第 4 回協議会（予定） 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

支出につきましては引き続き整理中です。 
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「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」 

実施状況報告 

【別紙】 

    

業務名 ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 

請負事業

者 
株式会社 TAISHI 

担当者 鈴木 佑馬 
連絡先 

（TEL） 
011-221-0033 

目利き 
株式会社 CIS 計画研究所 濱田 暁生氏、株式会社 JTB 総合研究所 

篠崎 宏氏 

対象期間 2014 年 2 月 16 日～2014 年 2 月 28 日 報告日 
2014 年 

3 月 1 日 

 具体的な実施内容 （実施期間内での取組内容について課題や成果等が明確となるよう簡潔に

記載すること） 

  取組事項 

①3 月に開催予定のフォーラムについての概要、周知の準備を行い、現在も進行中 

②報告書のための資料関係の整理、編集を行い、現在も進行中 

 取組の概要 

①これまで中標津町が目指してきたものと関係者と町民の一体感を醸成するための

フォーラム内容の擦り合わせを 

中標津町役場と行った（2/28） 

②残されたツール類の製作、編集を行った 

  目利きの活動状況 

なし 

  現在の課題 

・3 月開催（予定）のフォーラム開催に向け、早急に準備を整え、周知を行う 

・ツール類のブラッシュアップと早急の完成をめざす 

  今後の予定 
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・3 月中旬のフォーラム開催（日程調整中） 

 備考 （その他の留意事項等を記入。取組において支出経費がある場合は費目と数量、金額を記

入すること。） 

支出につきましては引き続き整理中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 


