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０．与件の整理 P.2P.2

1. 世界に冠たる日本のものづくりを体験できる産業観光への社会的関心が高

まっている。

2. 観光立国推進基本計画においても、観光資源の活用により地域の特性を活か

した魅力ある観光地域の形成の中に産業観光の推進が掲げられている。

3. 産業観光は目的意識を持った観光客が集う傾向にあり、受け入れ側が明確な

コンセプトを呈示することで意識の高い観光客を呼び寄せることが可能にな

る。

背景

• 歴史的・文化的価値のある工場等やその遺構、機械器具、最先端の技術を備

えた工場等を対象とした観光で、学びや体験を伴うニューツーリズムの一種。

産業観光とは？

る。

4. 高品質な日本製品は外国人にも人気が高く、産業観光はインバウンドへの波

及効果も期待できる。

5. 北陸信越運輸局管内では、伝統工芸・産業が発達している地域が多く、その

中でも新潟県燕三条地域では、平成25年に「工場の祭典」を開催し、地域内

の名だたる工場が一斉に工場を開放しものづくりを体感してもらうイベント

を行った。

6. 燕三条地域は、平成27年度に全国産業観光フォーラムの開催地に決定し、産

業観光のさらなる発展が期待される地域である。



０．調査事業当初の課題設定 P.3P.3

【産業観光全般の課題】

1. 観光以外の他分野の地域資源を発掘し、地域らしさを求める旅行者に提供す
るための多様な関係者との連携、協力

2. 産業資源を核とした地域の観光資源の魅力を活かした滞在プログラムの開発
と品質向上

3. 産業観光の認知向上のための効果的・効率的なプロモーション

4. 産業観光を持続させるためのビジネスモデル化

【燕三条地域の想定課題】

1. 「工場の祭典」来場者の多くは関東を中心とした県外からの日帰り客が多く
観光消費につながっていない

2. 産業観光のポイント（企業）が、点在していて、二次交通の問題がある。公
共交通や自転車で回れない距離のポイントもある

課題

共交通や自転車で回れない距離のポイントもある

3. 現在の産業観光のポイント（企業）は、ガイド（人）や、ガイドブック（読
み物・解説パネル・IT）がないと楽しめない

4. 地域内に、宿泊施設が少なく、飲食店も弱い

産業観光を推進する地域が抱える共通した課題や、燕三条地域の課題

に対し、燕三条地域をモデルケースとして調査事業を実施し、その効

果検証を行う

本事業の目的



１．関係者会議（キックオフミーティング） P.4P.4

日時：2014月11月11日（火）14：00～
場所：燕三条地場産業振興センター
出席者： 北陸信越運輸局 吉岡係長、平澤調査員

三条市 井上主任
燕三条ブランド推進室 山田室長
燕市 井上事務局長、楡井氏
新潟博報堂 岩城副部長
コミュニケーション科学研究所 竹内、大石

【工場の祭典・まち歩き】
工場の祭典の魅力はナビゲーターがついて工場の人が語ること。
工場は観光のために仕事をしているわけではないから、工場の対応は難しく、課題。
まち歩きも生の声に触れることができる。

【パンフレット】
工場の祭典などのイベント時以外にも使えるパンフレットが必要。
パンフレットをデジタルにするか、紙にするかはターゲットによる。
最初はデジタルで作り、紙は各自治体に任せるのはどうか。
現在作られているパンフレットには「読み物」がないため、「読み物」が入ったものを作成したい。

【ターゲット】
ターゲットを先に決めて課題を抽出するのか、それともボリュームゾーンを調べてターゲットを設定
するのか。
工場の祭典のターゲットをそのままターゲットにすると、高いクオリティが求められる。
工場の祭典に来ていない人をターゲットにすると、また別のアプローチが必要になる。
先にターゲットを決めた方が進めやすいのではないか。
若年層は金を使わないし、日帰りが多いという課題もある。若年層は金を使わないし、日帰りが多いという課題もある。
三条への来訪者は個人客は少ない。
齋藤優介氏を目当てに来る人もいる。
若年層のイメージは～30代。次期担い手の年代。
若者が来ないツアーは退化するのではないか。そもそも若者は旅行をしないのではないか。
若年層を上手く取り込んでいるという点では、越後妻有が参考になる。地域と大学を繋ぐ方法など学
べるのではないか。

【ワークショップのメンバー】
大学生はターゲットになる層であるため、富山でやっているインターコンペティションのように、大
学生に何が楽しいか考えてもらうのも良いのではないか。
ワークショップでは、内からでは気づかない魅力や別の視点から見たアイデアを出したい。
一度、固定観念のない大学生を連れて視察してみるのはどうか。
他県の大学生の方が新しい視点が発見できるだろうが、旅費・時期が問題。視察は冬休み前に調整し
た方が良いだろう。
長岡造形大であれば、今後も付き合っていけるので、候補になるのではないか。
大学生でなくても、団体であれば企業でも良いのではないか。
専門家には通常のルートを見ていただいて、意見をもらう。その後、新たなルートを提示し、実現可
能か、最終的に意見を仰ぐ。
専門家の視点では、雑誌やマスメディアの視点も必要。
ワークショップは最低2回は実施したい。

【燕三条の目指す産業観光】
工場の人にとって良いのは、最終的には自分たちの商いにつながる観光。
実際にSUWADAの爪切りは見れば買いたくなるし、有力。玉川堂のテレビ番組も、見ると買いたい
な、と思う。
工場の外側からからでも機運を高めていく必要がある。



2．デスクリサーチ P.5P.5

三条市、燕市からいただいた既存のパンフレットより、エリア内の観光資源を「施
設」「イベント」「歴史・自然」「食」等の分野ごとに整理。

施設

1 三条鍛冶道場 8
漢学の里　諸橋
轍次記念館

2
燕市磨き屋一番
館（にいがた県
央マイスター）

9
道の駅　漢学の
里　しただ

3 燕三条Wing 10 道の駅国上

4
燕三条地場産業
振興センター

11
ふれあいパークて
まりの湯

5 燕市産業史料館 12
燕市分水良寛資
料館

6
洋食器センターキ
タロー

13 燕市交通公園

7

燕三条ファクト
リーアウトレット
ショップストックバ
スターズ

14
みんなのまちの交
流拠点「みんくる」

ハウスウェア、キッチンウェアのファクトリー・アウトレットショップ

漢学研究に情熱を傾けた諸橋轍次博士の遺品、遺墨など貴
重な資料が展示・収蔵

大漢和辞典の編纂者である諸橋轍次博士の生家・記念館
や農家レストラン庭月庵　悟空、農産物直売所　彩遊記とと
もに下田郷の拠点となっている

日帰り温泉施設、足湯、森公園、食堂などを併設した良寛ゆ
かりの国上山の麓にある燕市の駅

燕市にある立ち寄り温泉

良寛の五合庵・乙子神社草庵時代の遺墨、関係資料などを
展示

信号機や踏切があり、交通ルールを楽しく学ぶことができる交
通公園

新潟県三条市の商店街にある交流施設

包丁研ぎや和釘づくりなどの三条の「モノづくり」が体験できる施
設

金属研磨業の後継者の育成、新規開業の促進、技術の高
度化による振興、体験学習による普及を図ることを目的に
2007年に設立

燕三条駅内にある観光物産センター

洋食器・刃物の即売場。地酒やお米などの名産品も揃ってい
る

燕市にある資料館。金属産業に関する展示やスプーンの疑似
製作体験ができる

スプーン工場直営のお店。洋食器,包丁,刃物,キッチン用品な
どの産地金物商品が購入できるほか、スプーン製造工程の見
学ができる

スターズ

15
三条市歴史民俗
産業資料館

国登録有形文化財
特別展・企画展・常設展・三条歴史講座などを実施

イベント

1
分水おいらん道
中

6 燕青空即売会

2 三条マルシェ 7 燕三条食の陣

3 三条祭り 8
燕三条ものづくり
メッセ

4 三条凧合戦 9
雪割草新潟大会
日本・新潟雪割
草まつり

5
越後くがみ山酒
呑童子行列

10 六斎市

11 畑の朝カフェ 燕三条の農園で野菜等の収穫体験をし、収穫した野菜をその
まま農園で食べられるカフェを開催

春、桜前線の到来とともに大河津分水を舞台に全国でも珍し
い「分水おいらん道中」が繰り広げられる

三条産の新鮮な農作物、旬の果物によるスイーツ、ものづくり
の町ならではの手づくりクラフト、歌や踊りなどのイベントなどのに
ぎわい市場

大名行列の後、親が、子供の無事成長を祈って2～3歳の子
供を肩車に乗せ、神輿、太鼓とともに八幡宮社殿を3周して拝
殿に納まる｢舞込（まいこみ）｣は、毎年多くの観光客を集め
る

６月の第１土日に行われる「三条凧合戦」では約２０もの
凧組が六角巻凧をあげ優勝を争う

分水で生まれたとされる伝説の鬼「酒呑童子」をモチーフにした
イベント。毎年500名を超える参加者が鬼の仮装をして練り歩
く

金属洋食器などが時価の二割～五割引で販売
つばめのマルシェ「ツバメルシェ」も同日開催

カレーやラーメンの他、ご当地のこだわりの逸品をキーワードに、
産業、食文化、暮らし等を見て、触れて、味わうイベント

燕三条地域に関連する新技術を持つ企業が一堂に出展し、
地域内外に広く技術をPRしてビジネスマッチングを目指す

雪割草展示ゾーン、販売ゾーン、物販・PRゾーンの3区画で
構成。展示ゾーンは県内外から400点以上の雪割草が出品
され、各部門ごとに入賞作品が選定される

三条市内4ヶ所で開催されている朝一



2．デスクリサーチ P.6P.6

自然・歴史

1 北五百川の棚田 5 八木ヶ鼻

2 大河津分水堤防 6 国上寺

3
中浦ヒメサユリ森
林公園

7 石動神社

4 国上山 8 本成寺

三条市北五百川地内にある棚田は、栗ヶ岳の裾野に位
置し、日本の棚田100選にも選ばれている

燕市の花見スポット
桜の咲き乱れる4月第3日曜には「分水おいらん道中」が
催され、多くの人で賑わう

森林浴はもちろん、キャンプに釣り堀、アスレチックなどが可
能

ハイキングコースの他、神社仏閣、吊り橋、展望台、温泉
施設等がある

春は新緑とヒメサユリ、夏はキャンプ、秋は紅葉、冬は白鳥が
楽しめる

諸国行脚の末、越後に戻った良寛が30年間修行した

木彫りの名士石川雲蝶の彫刻が見られる

三条の金物商、内山又蔵が、江戸で名声を得ていた雲蝶に
依頼した彫刻が現存。節分には「本成寺鬼踊り」と呼ばれる豆
まきが行われる

食

1 三条カレーラーメン 7 越後姫

2 燕三条背脂ラーメン 8 えだまめ2 燕三条背脂ラーメン 8 えだまめ

3 きんぴらだんご 9 米

4 日本酒 10 車麩

5 ル　レクチェ 11 ひこぜん

6 日本なし 12 さつまいもコロッケ



2．デスクリサーチ

分野 見学 体験 職人と
の触れ
あい

地元の
食

外観 内観 製品 製造体
験

使用体
験

その他

小
松
市

伝統工芸
・重機

蒔絵体験 乗車体験
鴨料理、
酒

小
坂
市

鉱山 夜景
ひめます、
酒

四
日
市
市

P.7P.7

他地域事例の分析
産業観光主要地域の要素を検証すると、多くが見学メインの構成となっている。
製作体験などの体験ができる所はあるものの、職人との交流や製作したものを
使用してみる場はほとんどなく、比較的客観的なツアーとなっている。
産業分野は、伝統工芸や鉄鋼・鉱山など、生活に密着したものは少ない。

四
日
市
市

石油化学 工場夜景 とんてき

富
岡
市

製糸・織
物

蒟蒻作り、
絵付け体
験

蒟蒻

大
田
区

町工場
フライパ
ン作り

職人同士
のトーク
セッショ
ン

ちょいの
みフェス
ティバル

室
蘭
市

鉄鋼業 工場夜景
ボルトを
使った製
作

カレー
ラーメン

高
松
市

伝統工芸 漆塗体験
讃岐うど
ん



P.8

燕三条地域の方向性
燕三条地域の産業の特徴は、歴史ある技術を現代に適合するような技術への進
化と現代の生活に適合した商品開発にある。
先行する事例では、同様な事例がほとんど見られず、燕三条地域の産業の独自
性と言える。
先行する事例のツアー内容に関しては、「建物等の外観見学」と「地元の食」
は必須といえる。また、体験に関しては、製造体験にとどまるケースが多く、
使用経験まで至るケースは現状では見られない。また、先行する事例としては、
重工業のケースが多いせいか、製造過程を近くで見たり、社員や職人と接する
機会も少ない。職人と語り会う機会があるのも大田区の事例ぐらいである。

BtoC型産業

燕三条高松市

2．デスクリサーチ

BtoB型産業

見学 体験

燕三条

小松市

小坂市四日市市

富岡市

大田区室蘭市

高松市



3．街の散策 専門家招聘によるフィールドワーク＆意見交換会 P.9P.9

専門家：名和佳夫 オズマピーアール 営業開発部 部長
平成26年度宇部市PR戦略アドバイザー

実施日：12月3日
行 程：諏訪田製作所→マルナオ→鍛冶道場→正広→玉川堂→磨き屋一番館→意見交換会



3．街の散策 専門家招聘によるフィールドワーク＆意見交換会 P.10P.10

○オズマピーアール 名和部長 所感

・燕三条の産業観光は「人を見る」産業観光
・ゴールを明確にし、共有する必要がある
・「認知→検索→体験・交流→リピート→働く・住む」というフローの中で弱いと
ころを認識するべき
・まずは「知ってもらう」ことが不可欠。検索や来訪「きっかけ」を作ることが必
要
・ハードは徐々に解決していけば良い
・今回視察したコンテンツ自体は良い（各所約40分の見学が望ましい）
・燕市・三条市を取りまとめる機能を強化する必要がある

○今後の方向性

・ターゲットの設定を検討する
・「工場の祭典」「燕三条まちあるき」は優れたコンテンツであるため、有効的に
活用していく
・「認知」を高めるために、「テーマ」や「切り口」を整理・工夫したツアー案を
検討していく
・「テーマ」「切り口」の整理にあたり、「外部の視線」から資源の掘り起こし・
組み合わせを行っていく（個々の資源の改良点を探るのではなく、未使用の資源の組み合わせを行っていく（個々の資源の改良点を探るのではなく、未使用の資源の
活用や既存のツアーに捉われない組み合わせなどを検討する）
・今回のプロジェクトでは産業フォーラムのエクスカーションのコース案作成を
ゴールとする



3．街の散策 長岡造形大学フィールドワーク＆意見交換会 P.11P.11

実施日：3月11日
参 加：長岡造形大学 学生10名／教員3名
行 程：諏訪田製作所→マルナオ→太閤→燕市産業史料館→玉川堂→意見交換会



3．街の散策 長岡造形大学フィールドワーク＆意見交換会 P.12P.12

1.諏訪田製作所
印象：良かった（12名）、やや良かった（1名）

• 実際に製品を使用/体験できる場があったり、製造をしている現場を間近で見ることがで
きたのは、もの作りを知る上でも良かった点だと思います。（女性・金属工芸 鍛金・
学部 3年）

• 金属製品の製作場ときくと、コンクリート等の部屋で、「寒い」「気が滅入る」等のイ
メージがありがちですが、黒を基調としたモダンな雰囲気で作り手のモチベーション向
上にも重要なポイントであると感じました。（男性・金属工芸・修士 1年）

• デザインに一貫性があり、細部へのこだわりが感じられて非常に魅力的でした。製品の
デザイン・会社理念に通ずるような何かコンセプトが聞けたら良かったです。（女性・
金属工芸・鍛金・修士 1年）

○長岡造形大学参加者アンケート（抜粋）

フィールドワーク終了後に実施した参加者アンケートでは、ものづくりの現場を間近で見られること
に対する感動の声が多く聞かれた。また、燕三条のものづくりが伝統を守りながらも新しいことにチャ
レンジし、進化をしている印象を受けた学生も多く見られた。「実際に製品を使える場が欲しい」と
いうニーズや、「案内人の説明の重要さ」や「職人との対話」の要望なども確認され、燕三条のもの
づくりの魅力を伝える上で、工場の見学だけではなく、体験や説明を付加させる必要性が明確と
なった。

金属工芸・鍛金・修士 1年）

2.マルナオ
印象：良かった（9名）、やや良かった（4名）

• はじめは「三条市なのにどうして箸？」と思いましたが、三条の金属製品を支えている
分野であったことを初めて知りました。金属製品の一部分から発展した分野としてもっ
と知られても良いと思います。（女性・金属工芸 鍛金・学部 3年）

• 女性が多く働いており、男色の強い工芸のイメージが変わるきっかけになる場所ではな
いかと感じた。（女性・ガラス工芸・学部 3年）

• はしやスプーンなどのカトラリーを使えるカフェみたいなスペースがあるといいと思っ
た。（女性・彫刻・学部 3年）

3.バス車中・昼食
印象：良かった（7名）、やや良かった（5名）、どちらでもない（1名）

• 所々でその場所にゆかりのある話を挟んでいただいて、とても楽しかったです。（男
性・金属工芸・修士 1年）

• おいしかったです。昼食をゆっくり食べられればなお良かったです。（女性・金属工
芸・鍛金・修士 1年）

• 昼食は地元の有名な料理などよりよかったと感じた。（男性・金属工芸・学部 3年）



3．街の散策 長岡造形大学フィールドワーク＆意見交換会 P.13P.13

5.玉川堂
印象：良かった（11名）、どちらでもない（2名）

• 産業という観点から見れば、玉川堂という名前だけでとても良いが、作業場の中を歩く
のが、少し危ないと感じた。ただし、職人さんとの距離が一番近かったことが良かった。
（女性・美術・工芸・修士 1年）

• 職人さんが作業をしているところがもう少し見れたら、と思います。また、作業につい
てなど、職人さんと話せる機会があればもっと良かったです。（女性・金属工芸・鍛
金・修士 1年）

4.燕市産業史料館
印象：良かった（10名）、やや良かった（3名）

• まず、学芸員の対応が良かった。館内の見所を上手くまとめている。まとめられた常設
作品も良いが、常に新しい企画をやっており、月に1度は来たくなる。ただし、最寄り駅
からの交通が不便。（女性・美術・工芸・修士 1年）

• 説明が分かりやすく、学ぶことが多くあった。少し時間が短く感じた。（男性・金属工
芸・学部 3年）

• 燕＝金属のイメージが何故定着しているのか、歴史がよくわかった。（女性・ガラス工
芸・学部 3年）

金・修士 1年）

• いわゆる職人さんが現場で働いている様子が見れたので、自分との今の状態をリンクさ
せやすく、身に入ってくることが多くあった。（男性・金属工芸・修士 1年）



3．街の散策 長岡造形大学フィールドワーク＆意見交換会 P.14P.14

6.コースにあると良い要素
• 専門知識はなくとも興味のある人にとっては、工場の実際の技術を見ても「よく分から

ないけどとりあえずすごい」という風にしか思えないと思います。その「よく分からな
い」の点をどのように理解させるかという点はとても大きな課題のように感じました。
そのために体験や分かりやすい説明等が必要になってくると思います。（女性・金属工
芸 鍛金・学部 3年）

• 最初に産業史料館に行ってから今回のコースを回ったら、もっと広い観点から工場の見
学が出来たと思う。今日、まわって見たが、終わった今でも、一般の人たちが来たいと
思うかと言えば、あまりそうは思わない。もっと、こちらから発信したらよいと思う。
（女性・美術・工芸・修士 1年）

• 時間的な問題や、手間の問題があるかとは思いますが、それぞれの行程ごとの製品を手
にとって見ることができたら、とても楽しめると思います。簡単なものでも、体験して
物を作り、おみやげとしてもって帰ることができると、一般の方も来やすいのかと思い
ます。「モノがもらえる」「自分で作れる」というワードは、分かりやすく人を呼ぶの
ではないでしょうか。アクセサリー製作の「レジエ」さんについて、チタンの着色とい
うのは、かなり見たい人は多いのではないでしょうか。一般の方が、「チタンの色は塗
料じゃない」と知ることで、もっと価値が見出せるのではないでしょうか。（男性・金
属工芸・修士 1年）

• どこもアクセスに車が必要な印象を受けた。車をあまり使わない都市部の人を観光客と
して受け入れていきたいのなら、バスなどの交通手段の幅を増やすべきなのではないか
と思う。各工場が見学しやすいようにしているため、アクセスが悪いのは勿体ないので

7.参加前後でのイメージの変化
• 金属製品が盛ん→金属製品以外にも専門技術が盛えている（女性・金属工芸 鍛金・学部

3年）

• かっちりした、伝統工芸→伝統工芸の雰囲気を活かした、現代の製品（男性・金属工芸・
修士 1年）

• 伝統を、とにかく守る。→古いものごとにばかり執着せず、デザインのことも考えている。
（女性・彫刻・学部 3年）

• ものづくりの町、そのオリジナリティを発信しようとしている町。→変わりません（女
性・金属工芸・鍛金・修士 1年）

• ものづくりという伝統を重んじる、職人気質な空気があるイメージ→上記のことは大切に
守りつつ、新しいことの挑戦・ニーズに合わせた進化を目指している（男性・金属工
芸・修士 1年）

と思う。各工場が見学しやすいようにしているため、アクセスが悪いのは勿体ないので
はないかといった印象を受けた。（女性・ガラス工芸・学部 3年）

• 昼食のメニューの説明が入っていたら、楽しく食べられると思う。マルナオさんのハ
シ・スプーンは、使ってみたいけど、「試しに買ってみよう」という値段ではないから
試しに使える所がほしいと思った。（女性・彫刻・学部 3年）

• 職人の話が聞きたいというのもありましたが、個人的には若い人や女性が働いている姿
が目につきました。そういった人たちの”何故その仕事についたのか”という話が聞けると
面白いのではないかと思います。（男性・金属工芸・修士 1年）

• 配布されるカタログ等がファイリングできると良い。（男性・金属工芸・教員）



４．ルート構築～ルート設定における3つの留意点～ P.15P.15

1. 他の産業観光との差別化するために、燕三条では職人体験だけでなく、実
際に工場で作られたものを体験する「使う」体験を実施する。

2. 「使う」体験をするためには、使う場となる他の資産や周囲との連携が必
須となる（エリア内での関係構築・おもてなしの強化も必要となる）。

3. 上記2点を燕三条産業観光の土台にし、ターゲットに響く多様なテーマに
よりコース設定をすることで、来訪の動機づけを高める。

ターゲットに響くテーマ
eg.丁寧なくらし

「使う」体験
eg.箸で地場産品を食べる

他の資産との連携
eg.飲食店、理容店、商店街

燕三条の
産業観光



４．ルート構築
ルートテーマ案①：和を追求したくらし＜日帰り・ツアー＞

P.16P.16

和を追求した
くらし

食事、
歴史、
芸術

飲食店、
神社

和を追求したくらし

燕三条で丁寧に作られた「和」のものは心豊か
な生き方を実現させることを体感してもらう。

ターゲット：富裕層、大人、女性

（ターゲット）
富裕層、大人、女性

時間 場所 内容 ねらい

1 8:45-9:45 燕市産業史料
館

燕三条エリアのガイダンス エリアの概要を知ってもら
う

（20分） ▼

2 10:05-10:35 鑿鍛冶田齋 鑿などの製造過程の見学、
説明

大工道具の作られ方を知っ
てもらう

（20分） ▼

石動神社 雲蝶の作品を鑑賞 三条の金物の歴史の深さを3 10:55-11:55 石動神社 雲蝶の作品を鑑賞 三条の金物の歴史の深さを
体感してもらう

（30分） ▼

4 12:25-12:55 マルナオ 箸の製造過程の見学、使わ
れ方等の説明

用途に応じ種類が選べるこ
とを知ってもらう

（30分） ▼

5 13:25-14:25 ワシントンホ
テル（昼食）

湯葉等の日本料理をマルナ
オの箸を使って実食

箸の特徴を体感してもらう

（20分） ▼

6 14:45-15:45 タダフサ 包丁の製造工程の見学、包
丁研ぎ体験

包丁の使い方を知ってもら
う

（20分） ▼

7 16:05-17:05 玉川堂 銅器の製造工程の見学、職
人の話、茶器で淹れたお茶
を試飲

職人の技術力の高さを体感
してもらう

（10分） ▼

8 17:10-17:40 地場産業振興
センター

お土産選び 特産品にたくさん触れても
らう

（5分） ▼

9 17:45 燕三条Wing 解散、各自夕食 お薦めの店などで夕食まで
燕三条を楽しんでもらう



４．ルート構築
ルートテーマ案②：職人の技術できれいになる＜日帰り・ツアー＞

P.17P.17

きれいになる

食事、
美容

飲食店、
理容店

職人の技術できれいになる

美容に特化した体験ツアーで、燕三条の技術を
身近に感じてもらう。

ターゲット：女性

（ターゲット）
女性

時間 場所 内容 ねらい

1 9:00-10:00 燕市産業史料
館

燕三条エリアのガイダンス エリアの概要を知ってもら
う

（20分） ▼

2 10:20-11:50 畑の朝カフェ 特産の鋏等を使った地場農
産物の収穫体験、燕のカト
ラリーを使った昼食

新鮮な野菜を使ったごはん
で内側からキレイになって
もらう

（10分） ▼（10分） ▼

3 12:00-13:00 諏訪田製作所 爪切りの製造過程の見学、 職人の作業の様子を間近で
見てもらう

（20分） ▼

4 13:20-13:50 コスモスミス 鋏の製造過程の見学、 美容用の鋏と一般の鋏の髪
へのダメージの違いを知っ
てもらう

（20分） ▼

5 14:10-14:40 柄沢ヤスリ ヤスリの製造過程の見学、 ヤスリの作られ方を知って
もらう

（15分） ▼

6 14:55-16:25 地場産業振興
センター

プロによるネイルケア、
美容師による枝毛切り
、踵ヤスリを使用したス
トッキングの履き比べ
など見学した工場の製品の
使用体験、お土産選び

特産品にたくさん触れても
らうとともに、実際に使い
心地を体感してもらう

（5分） ▼

7 16:30 燕三条Wing 解散、各自夕食 お薦めの店などで夕食まで
燕三条を楽しんでもらう



４．ルート構築
ルートテーマ案③：手ぶらキャンプ＜宿泊・ツアー＞1/2

P.18P.18

手ぶらキャンプ

食事、
アウト
ドア

農家、
商店街、
飲食店

手ぶらキャンプ

キャンプに必要なアイテムをエリア内で揃えて
いくことで、楽しみながら燕三条の産品の特徴
を知ってもらう。

ターゲット：家族、レジャー好き

（ターゲット）
家族、レジャー好き

時間 場所 内容 ねらい

＜1日目＞

1 9:00-10:00 燕市産業史料
館

燕三条エリアのガイダンス エリアの概要を知ってもら
う

（20分） ▼

2 10:20-10:50 小林製鋏 収穫鋏の製造過程を見学 用途に応じ種類がたくさん
あることを知ってもらう

（約15分） ▼

3 11:05-11:35 畑 小林製鋏の鋏等を使って農
産物の収穫体験、農家の人
と歓談

鋏の使い心地を体感しても
らう、燕三条の特産物を
知ってもらう

（約15分） ▼

4 11:50-12:35 大衆食堂正広
（昼食）

名物カレーラーメンを実食 三条の名物を知ってもらう

（20分） ▼

5 12:55-13:55 磨き屋一番館 作業見学、スプーン磨き
（子供）コップ作り（大
人）

磨きの作業を体験してもら
う

（50分） ▼

6 14:45～ スノーピーク 工場見学、調達した食材・
道具を使って調理、地元の
おばあちゃんとひこぜん作
り

食材や道具を実際に使って
使い心地や味を堪能しても
らう

（宿泊）



４．ルート構築
ルートテーマ案③：手ぶらキャンプ＜宿泊・ツアー＞2/2

P.19P.19

手ぶらキャンプ

食事、
アウト
ドア

農家、
商店街、
飲食店

手ぶらキャンプ

キャンプに必要なアイテムをエリア内で揃えて
いくことで、楽しみながら燕三条の産品の特徴
を知ってもらう。

ターゲット：家族、レジャー好き

（ターゲット）
家族、レジャー好き

時間 場所 内容 ねらい

＜2日目＞

1 ～9:00 スノーピーク 朝食、アウトドア 燕三条の自然を体感しても
らう

（20分） ▼

2 9:20-11:20 道の駅漢学の
里しただ

そば打ち体験、買い物 笹団子等地元のおやつを食
べてもらったり、そば打ち
を体験してお土産づくりをを体験してお土産づくりを
してもらう

（50分） ▼

3 12:10-13:10 メッセピア 昼食、お土産選び 地場産品を使った昼食を楽
しんでもらう

（15分） ▼

4 13:25-13:55 燕三条ファク
トリーアウト
レットショッ
プストックバ
スターズ

お土産選び 帰宅しても使えるような身
近な特産品を購入してもら
う

（15分） ▼

5 14:10 燕三条Wing 解散



４．ルート構築
ルートテーマ案④：職人と語らう＜宿泊＞1/2

P.20P.20

職人と語らう

食事、
酒

飲食店、
農家

職人と語らう

製作体験をしながら、飲みながら、作り手の生
の声を聞いてもらう。

ターゲット：プレミアム志向

（ターゲット）
プレミアム志向

時間 場所 内容 ねらい

＜1日目＞

1 9:00-10:00 燕市産業史料
館

燕三条エリアのガイダンス エリアの概要を知ってもら
う

（10分） ▼

2 10:10-12:00 玉川堂etc 工場を見学 職人の仕事の様子を見ても
らい、技術の高さなどを確
認してもらう認してもらう

▼

3 12:00-13:00 工場or職人のい
きつけ

職人さんとランチ 見学した感想の共有や興味
を持ったことについて質問
してもらう

▼

4 13:00-18:00 玉川堂etc ぐいのみや銅器の製作体験 職人の指導のもと作業を自
分で体感してもらう

（30分） ▼

5 18:30-21:30 工場or飲み屋 職人さんと自作のぐいのみ
で杯を交わす

交流を深めながら、職人の
思い等を感じてもらう

▼

ビジネスホテ
ル（宿泊）



４．ルート構築
ルートテーマ案④：職人と語らう＜宿泊＞2/2

P.21P.21

職人と語らう

食事、
酒

飲食店、
農家

職人と語らう

製作体験をしながら、飲みながら、作り手の生
の声を聞いてもらう。

ターゲット：プレミアム志向

（ターゲット）
プレミアム志向

時間 場所 内容 ねらい

＜2日目＞

1 9:30-11:00 畑の朝カフェ 特産の鋏等を使った地場農
産物の収穫体験、燕のカト
ラリーを使った昼食

新鮮な野菜を使ったごはん
でリフレッシュしてもらう

（約30分） ▼

2 11:30-12:10 地場産業振興
センター

お土産選び 特産品にたくさん触れても
らうセンター らう

（5分） ▼

4 12:15 燕三条Wing 解散



5．関係者会議 P.22P.22

日時：2015月2月6日（金）14：00～

場所：燕三条地場産業振興センター

出席者： 北陸信越運輸局 吉岡係長、平澤氏

燕三条ブランド推進室 山田室長

燕市 楡井氏

新潟博報堂 岩城副部長

コミュニケーション科学研究所 竹内、大石

ルートテーマ案について、ラフルート案をもとに意見交換を実施。うち4コースにつき、2件を日
帰りのコース、2件を1泊2日のコースとし、詳細を検討していくことを決定。

【ルートテーマ案に関する主な意見】

• 他地域との差別化のためのキーワードは「身近感」であるため、製品ができる過程だけでなく、
実際に使うところまで見せることが必要。

• 現在の課題として、工場の見学だけで終わっており、他の産業との連携ができていないことがあ
る。他の産業が自分ごととして認識するためには、エリア全体で底上げしていく必要がある。

• 「使う体験」は大事。産業観光には、できるまでのプロセスを知る喜びと、知らなかったことも
知ることができる喜びがある。

• 高所得者をターゲットにした場合、ホスピタリティの質の向上も必要となる。

• イベント事に見えるともったいないので、通年で進められるようにしていきたい。• イベント事に見えるともったいないので、通年で進められるようにしていきたい。

• 職人に光が当たるルートは魅力的。

• 和に特化したコースはインバウンドにも対応できる。

• 朝カフェは魅力的なコンテンツなので、活用するべきではないか。

• 「作り手の声を聞く」という体験は、プレミアムな体験になる。

• 製品を手に入れる（購入する）際に「納得して手に入れる」という過程は大事。



5．関係者会議 P.23P.23

【ルート詳細について】

• ルートテーマ案③をもとに和を追求した日帰りルート案を作成すること決定。

• ルートテーマ案⑩をもとに日帰りルート案を作成することを決定。

• ルートテーマ案⑪をもとに、1泊2日のルート案を作成することを決定。

• ルートテーマ案⑭⑮を展開させ、職人との触れあいや作業体験を主においたコースを作成するこ
とを決定。

テーマ案 ターゲット ねらい

① 日常生活になじむ 全般 燕三条の産品は日常生活の中で使えるような身近なものである
であると知ってもらう。

② 世代を超えて受け
継ぐ

全般 燕三条の技術は世代を超えて受け継がれており、また丁寧につ
くられた産品は何世代にも渡って愛用できることを実感しても
らう。

③ 丁寧なくらし 富裕層、大
人、女性

燕三条で丁寧に作られたものを丁寧に使うことで、心豊かな生
き方が実現できると体感してもらう。

④ 手と手をつなぐ ものづくり
に興味があ
る人

作り「手」を知ることで使い「手」の感度が高まり、燕三条産
品をより味わって使用することができることを感じてもらう。

⑤ 技術伝承 若年層 技術継承支援施設で研修を受けた若者が活躍する場が燕三条に
はたくさんあり、若者も活躍するまちであることを知ってもらはたくさんあり、若者も活躍するまちであることを知ってもら
う。

⑥ 伝統工芸士のこだ
わりを聞く

働く人、シ
ニア層

伝統を担う人に話を聞きながら、燕三条の技術の伝統の重みや、
進化を知ってもらう。

⑦ 製品の進歩 シニア層 同じ技術を使っているが、昔作っていたものと今現在作ってい
るものが全く違う工場を通じて、燕三条の技術の高さを感じて
もらう。

⑧ ユニバーサルデザ
イン

家族向け 燕三条の産品はユニバーサルデザイン面でも優れており多様な
使い手がいることを知ってもらう。

⑨ 職人が選ぶすごい
職人

全般 素人には分かりづらい技術力の高さを、職人がお墨付き職人を
選ぶことで、その技術力の高さで実感してもらう。

⑩ 職人の技術できれ
いになる

女性 美容に特化した体験ツアーで、燕三条の技術を身近に感じても
らう。

⑪ 手ぶらキャンプ 家族、レ
ジャー好き

キャンプに必要なアイテムをエリア内で揃えていくことで、楽
しみながら燕三条の産品の特徴を知ってもらう。

⑫ 上質な大人になる ミドルエイ
ジ

知識やマナーを身につけながら、燕三条の産品の上質さを知っ
てもらう。

⑬ 贈り物を探す 富裕層、大
人、女性

贈り物という視点から、燕三条の産品はクオリティが高いこと
を感じてもらう。

⑭ こだわりの一杯 お酒にこだ
わる

燕三条でしか味わえない「こだわりの一杯」を飲んでもらうこ
とで、燕三条は上質なものを提供する場所だというイメージを
定着させる。

⑮ 「おいしい」を作
るもの

料理好き 1日目はこだわった道具を使うと料理がおいしくなること、2日
目はこだわった食材を使うと料理がもっとおいしくなることを
体感してもらう。



5．関係者会議 P.24P.24

日時：2015月3月23日（月）13：00-16：30
場所：三条市中央公民館
出席者：株式会社玉川堂 山田立番頭

株式会社ＭＧＮＥＴ 武田修美代表取締役
有限会社倉又製作所 倉又清彦代表取締役
三条観光協会 杉野真司会長
第3回「燕三条 工場の祭典」実行委員会 能勢直征委員長
三条鍛冶道場 長谷川晴生館長
三条飲食店組合 刈屋栄二氏
三条ホテル旅館組合 高井昭幸氏
新潟県三条地域振興局企画振興部 杉山興部長
公益社団法人新潟県観光協会 佐々木武世事務局次長
新潟経営大学経営情報学部 吉田一郎准教授
燕市観光振興室 楡井弘人係長
燕市観光協会 井上亮事務局長
三条市経済部営業戦略室 栁田友紀恵主事
一般社団法人燕三条地場産業振興センター燕三条ブランド推進室 山田隆雄室長
北陸信越運輸局企画観光部観光地域振興課 中村充夫課長
北陸信越運輸局企画観光部観光地域振興課 吉岡慎吾係長
北陸信越運輸局企画観光部国際観光課 平澤歩調査員
関東経済産業局地域経済部情報政策課 萩野稔係長
株式会社新潟博報堂営業部 岩城由香副部長
株式会社コミュニケーション科学研究所 竹内敏博
株式会社コミュニケーション科学研究所 大石愛
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○先行事例紹介
講師：首都大学東京大学院 観光科学域 助教 岡村祐 様
「おおたオープンファクトリー：モノづくり、まちづくり、観光振興からのアプローチ」

大田区のオープンファクトリーの事例をもとに、産業観光の位置づけや、オープンファク
トリーの効果などについて御講演いただいた。

講演資料（抜粋）
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○意見交換

【関係者所感】※敬称略

（玉川堂・山田）

• 玉川堂では数十年前から工場の開放・見学の受け入れをしており、3年前からお客さんが増
えている。

• 玉川堂以外にも工場を常時開放している所はあるが、通常は守秘義務や案内人がいないこと
から開放は難しい。

• 全国のオープンファクトリーと情報交換をできるメリットはある。それぞれの地域で強みや
成り立ちが違うので、そのまま当てはめることはできないが、燕三条の課題を解決するため
にも、全国の他地域と緩く連携をとっていければ。

• 中間報告に書かれている課題は、自分たちも認識している課題。

• そもそも「観光」を目的としているわけではなく、「産業観光」とのギャップ、一括りにさ
れることへの違和感を感じる。

• 二次交通・ガイドの養成は自分たちでできないので、行政の力を貸してほしい。

（ＭＧＮＥＴ・武田）

• 自分も「観光」というところには引っ掛かりがあり、「どうしたら観光になるか」というこ
とを考えた結果、春から新社屋（ファクトリー・フロント）でワークショップを開催するこ
とにした。

• 取り組みの目的は、試験的に産業観光を民間から発信していくこと。MGNETがワーク
ショップを開催しノウハウを蓄積・マニュアル化していく。ショップを開催しノウハウを蓄積・マニュアル化していく。

（倉又製作所・倉又）

• ガイドが不足しており、また行政区をまたいで案内できるガイドもいない。

• 中間報告にある課題も「そうだな」と思う。モデルルートに関しては、厳しいなと思うとこ
ろもあるが、実際にやらないと分からないことも多いので、やりながら改善していけば良い
と思う。道中での過ごし方が一番重要。

（三条観光協会・杉野）

• まちあるきでもガイドの養成が緊急の課題だと感じている。

• 年中の案内は難しい。

• ガイドの養成や旅行商品化が課題だと思っている。

（第3回「燕三条 工場の祭典」実行委員会・能勢）

• 大田区と工場の祭典は同様なことをしているため、課題も同じだと思う。

（三条鍛冶道場・長谷川）

• お客さんは昼食に苦労しており、マップを明確にし、おもてなしをしていく必要がある。

• 大田区のように工場でできるお土産産品も考えていかなくてはと思っている。

• ワインのコルク抜きを和釘でできないかと、三条デザイン研究会とタイアップで作成してお
り、いずれお土産用にしていきたいと考えている。



5．関係者会議 P.27P.27

（三条飲食店組合・刈屋）

• パンフレットに飲食のPRが載っていない。

• 工場の祭典では、「土産は何か」という声をよく聞いたが、何を薦めて良いのか分からない。
また、飲食業界の中で工場の祭典を話題にしても、工場の祭典を知らない人も多い。

• 工場の祭典が新潟県全県の機運を盛り上げるような催しになっていけば良い。

（三条ホテル旅館組合・高井）

• 中間報告書の中で宿泊施設が少ないという指摘があるが、少なくなっているのは商売が難し
くなりやめていく人が多いから。

• 産業観光が三条の観光になるのであれば、自分たちが観光案内をできるように勉強会を開い
たりしていくのかなと思う。話を聞ける「窓口」があればありがたい。

（新潟経営大学・吉田）

• 夢ちいき県央塾というイベントをやっており、2011年6月に早稲田大学の先生を呼んで講
演をしていただいた際にも大田区の事例は挙げられていた。各自治体にパネリストの招聘を
お願いしたところ、製造業と観光業の話がかみ合わなかった。

（新潟県観光協会・佐々木）

• 工場の人のモチベーションを維持するために、何が必要か知りたい。

（新潟県三条地域振興局・杉山）

• 見学だけの工場は儲けにつながらないという課題がある。メリットを感じず、工場の祭典へ
の参加をやめてしまう工場もある。大田区の事例ではCSRや社員教育という面もあったが、
個人経営ではモチベーションの維持はどのようにしたら良いか。

（関東経済産業局・萩野）

• 他の地域を見ても倉又さんのようなガイドは少ないため、ガイドの養成は必要だと感じた。
各地のオープンファクトリーを広域連携させることにより、相互交流によるノウハウの交流、
交流人口の拡大、産地間の交流による新しい商品開発などの相乗効果を生み出そうとネット
ワーク化を進めている。

• オープンファクトリーを観光に落とし込むことに対する悩みは各地のオープンファクトリー
でよく聞く。

【ガイドについて】

• まちあるきのガイドがものづくりを学んでものづくりガイドに移行することはできないか？
大田区では「まちめぐりガイドの会」の中でものづくりに興味がある人がものづくりガイド
をできるようになっており、その人たちをチーフとし「ものづくり観光サポーター」という
養成講座を始めた。

• 雲蝶のコースのようにガイド養成講座があり、ツアーがあるケース。園芸組合の人が園芸と
地域を案内するコースでは、ガイド兼地域のナビゲーターとして案内している。一方、その
他のところでは、各々が得意な分野でツアーを企画しており、その企画に合致した人にガイ
ドをしてもらっている。すでにガイドをしているからといって、産業観光のガイドに転用で
きるわけではない。

• まちあるきの場合はガイドをしたい人がガイドをしているわけではなく、持ちネタを話した
い人がやっている。ガイドにものづくりの知識を教えるのは後付けでしかないが、職人にガ
イドの仕方を教えれば、ものづくりのまちならではのガイドができる。ガイドをしてくれそ
うな職人がいそうな感触はある。その養成に関しては三条市・燕市・地場産センター・商工
会議所が行っていく必要がある。
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【工場の祭典での飲食業などとの連携について】

• 工場の祭典はまだ2回の開催であり、今後解決していく課題だと考えている。最初の受入先
となるタクシーや宿泊施設のフロントの人にプレツアーのようなものを行い、理解を促す仕
組みを作りたい。

• 大田区では「ちょい呑みフェスティバル」というイベントをして連携を図っている。

• 分かればやりたい人は多いが、工場の祭典を認知させる必要がある。組合員の周りにいる人
が知らない。

• 祭はたくさんあり、リーダーシップをとってもらわないと、みんなでは取り組みにくい。

【工場の人のモチベーション維持について】

• 工場の祭典は短期的な利益を追求するものではなく、燕三条全体のバリューを上げるもの。
実際、今までは工場の一アイテムが取り上げられていたのが、「燕三条」としてマスコミに
取り上げられるようになった。

• 無理やり参加して続けられるものではないので、「祭だから参加しよう」ぐらいの気持ちで
ないと続けていけない。利益があると気づいた人だけでも続けられたら良い。

• 燕三条のものづくりは素材・アイテムが多岐にわたり、エリアも広域。工場の入れ替わりが
あることも、魅力のひとつ。

• 燕三条の工場の人のおもてなしは大田区に比べてはるかに良い。東京ではできない。

• 工場の人が当たり前に思っている接客レベルは実は高い。その接客を楽しいと思ってもらう
ことがモチベーションに繋がるのではないか。

• 工場の人が学生に自転車を貸してくれた際、「次の工場で乗り捨てといてくれれば良い」と• 工場の人が学生に自転車を貸してくれた際、「次の工場で乗り捨てといてくれれば良い」と
言ってもらった、などという「良い話」が工場の祭典の期間中にたくさん聞かれた。そう
いった話を事後に報告できるだけでも地域全体の雰囲気は変わってくるのではないか。

• 1日でも半日でも軒先でも良いから、続けることに意味がある。

【産業観光への違和感、連携について】

• 工場を主体に考えたとき、工場がどれだけ観光客を呼びたいと思っているかが疑問。

• 工場にとってどういうメリットがあるか、金銭面で分かる仕組みを行政・旅行業の人が考え
ないといけない。工場の人からすれば「こっちは仕事の手を止めて工場を見せているのに
そっちは金を稼いで」ということになる。

• 飲食店組合や旅館組合に工夫してもらって、燕三条で作った食器や調理道具を使ってもらう、
使っていることをアピールしていくということをやれば良い。

• 燕三条製のカトラリーを購入するための行政からの補助やメーカーとのコラボ方法などを考
えると良い。これは工場だけではできない。

• 飲食業・宿泊業の人はそれぞれの立場で、燕三条の物産品を「どうやって使ってあげるか」
ということを考えてほしい。

• レストランのドアノブでもラーメン屋のトイレでも工場で作ったものが「そこら辺」にあれ
ば、みんなが連携できると思う。



６．まとめ P.29P.29

１．三条市・燕市における一層の連携強化の必要性

三条市・燕市における産業観光の要となる「工場」の受け入れ体制、その受入体制をサポー
トする両市（観光協会）の積極的な動きは感じられたものの、三条市は三条市、燕市は燕市と
いった両市の行政単位の切り分けによる連携不足は否めない。専門家招聘によるフィールド
ワーク＆意見交換会で指摘された「燕市・三条市を取りまとめる機能の強化」をさらに進める
ために、「工場の祭典」を契機とした、民間主導による行政の垣根を越えたツアー構築やガイ
ド等の推進に対して、行政（三条市・燕市）側も仕組みづくりへの関与を深めていく必要があ
る。

２．工場と観光産業関連団体との連携強化の必要性

「工場の祭典」が、期間中のべ12,000人もの来場者を動員できるコンテンツであることは、
このエリアのブランド発信力を高めるとともに、交流人口の促進や、人材の確保・育成等に寄
与するとともに、「観光資源」としても期待できる。しかし、飲食・宿泊並びに他の観光コン
テンツ（景勝地や文化、レジャー施設等）との連携においては、関係者会議の意見交換であげ
られたように「（工場の祭典の）パンフレットに飲食のPRが載っていない」「飲食業界の中
で（中略）工場の祭典を知らない人も多い」「夢ちいき県央塾（中略）で、各自治体のパネリ
ストの招聘をお願いしたところ、製造業と観光業の話がかみ合わなかった」といった意見も聞
かれ、各団体との協議（コミュニケーション）が不足していると感じられた。一方、「産業観
光が、三条の観光（資源）になるのであれば、自分たち（宿泊業界）が観光案内をできるよう
に勉強会を開いて行かなければ」といった意見も聞かれ、エリアを訪れる方の満足度を高めつ
つ、滞在時間を延ばしながら、ゆくゆくはリピーターとして育てるために、業界の垣根を越え
た連携が必要と考える。

３．ガイド機能（人、IT、パンフレット等）の充実

「工場」は、もともと観光施設ではなく、その多岐にわたる魅力を伝えるには「ガイド機
能」が欠かせない。燕三条エリアの産業の歴史や世界を相手にした産業技術、製品の魅力等を
語り、観光施設ではない「工場」を安全に見学するためのサポートを行う人材の育成や、エリ
ア全体を総括的に語る或いは魅力を分かりやすく伝えるツール（パンフレット、スマホアプリ
等）の整備が、「工場の祭典」の期間中だけでなく、通年での受け入れをするうえでは、必要
となっていくのではないか。



P.30P.30参考

他地域事例詳細
・石川県小松市

・秋田県小坂市

・三重県四日市市

・群馬県富岡市

・東京都大田区

・北海道室蘭市・北海道室蘭市

・香川県高松市

・全国産業観光フォーラム

－小坂市

－小松市

－上州とみおか



P.31

■ツアー名
乗って見て体験して南加賀交通産業観光体験ツアー

石川県加賀地方は本州のほぼ中央に位置し、小松空港やＪＲ北陸線・北陸自
動車道があり日本海側の交通の結節点です。「乗り物のまち小松」を中心に
ここでしか見られない乗り物や歴史ある鉄道などで体験と学習を楽しんでみ
ましょう。

デスクリサーチ 産業観光事例

特徴 ・乗車体験を核としたツアーが多い
・焼き物などの伝統文化と組み合わせて売り出している

事例1

石川県小松市

■ツアー内容
8:30 小松空港・ＪＲ小松駅(集合)

ＪＲ北陸線にて乗車移動
9:00 ＪＲ動橋(いぶりばし)駅(明治30年製と明記された、北陸本線現役最古の

駅舎)徒歩移動
9:10 動橋駅前の町並み散策酒蔵(北國街道宿場町・橋本酒造酒蔵と資料館見学)

バス移動
10:00 日本自動車博物館又はなかよし鉄道(元尾小屋鉄道の保存車両に乗車又は

ツアー

日本自動車博物館 石川県立航空プラザ
ボンネット型車両

クハ489-501

出典：株式会社全旅 地旅
催行期間：通年

バス移動
10:00 日本自動車博物館又はなかよし鉄道(元尾小屋鉄道の保存車両に乗車又は

見学)バス移動
10:30 石川県立航空プラザ(日本海側最大の航空資料館・ＹＳ１１フライトシュ

ミレーター体験など)又は産業観光見学:航空自衛隊小松基地・ジェイバス
小松工場・コマツ粟津工場
バス移動(元今庄駅の老舗駅弁屋さん「高野商店」の弁当の昼食)

12:30 小松駅前こまつの杜超大型ダンプ930Eと日本最後のボンネット型車両
クハ489-501の見学
バス移動

13:30 北陸鉄道鶴来駅(昭和初期の木造モダン駅舎と電車の修理工場)北陸鉄道
石川線にて乗車移動

15:00 西金沢駅・金沢野町駅(金沢解散の方はこちらにて)ＪＲ北陸線にて乗車移動
16:00 ＪＲ小松駅・小松空港(解散)

超大型ダンプ
930E
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■ツアー内容
ＪＲ動橋駅（集合：８：３０）・・・・大日盛酒蔵資料館＝＝＝いしかわ子ども交
流センター小松館（なかよし鉄道「旧尾小屋鉄道」乗車）＝＝＝＝小松空港・石川
県立航空プラザ＝＝＝鶴来駅（旧金名線に乗車）ーーーー加賀一宮駅ーーーーー鶴
来駅・・・北陸鉄道鶴来車庫見学＝＝＝＝おすすめスポット（能美電）＝＝＝ＪＲ
小松駅（１６：３０解散）

事例2

北陸最古の現役駅舎
動橋駅

（いぶりばしえき）日本最後の

北陸鉄道石川線
（休金名線）

石川県立航空プラザ

■ツアー名
南加賀 交通産業観光体験ツアー
思い出、ふれあい、発見、感動・・・”こども心”が呼んでるよ！ 「北陸鉄道
旧金名線」と日本最後の軽便鉄道「旧尾小屋鉄道」に乗る日帰体験ツアー

ツアー

デスクリサーチ 産業観光事例

（いぶりばしえき）日本最後の
軽便鉄道

「旧尾小屋鉄道」 出典：株式会社全旅 地旅
催行期間：2009年03月31日

■ツアー内容
＜栄／名古屋＞―――名神・北陸道―――★加賀(昼食)―――――
――――★ジェイ・バス小松工場(工場見学/約90分）――――――
【本社・小松工場では、主に観光ﾊﾞｽを製造しており、事務、技術
設計とﾊﾞｽの生産工場を1つに集約。ひとつの建物の中ですべてが完
成するという特徴を持った世界でもﾄｯﾌﾟｸﾗｽのﾊﾞｽ生産工場です】
――――★御菓子城加賀藩（見学/お買物/約40分）―――――――
【百万石の伝統文化を受け継ぐ菓子の老舗、製造ﾗｲﾝをｶﾞﾗｽ越しに
見学しながらその場でつくりたてをお求めいただけます】
――――北陸道・名神―――――＜栄／名古屋＞

■ツアー名
第３７回産業観光バスツアー“観光バスが出来るまで”
世界トップクラスのバス生産工場見学

事例3

出典：名阪近鉄旅行株式会社 カッコーツアー
催行期間：2012年10月03日

ツアー
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■ツアー名
闇に蘇る黄金歴史街道バスツアー 小坂鉱山コース
バスツアー限定の小坂駅ライトアップを始め、康楽館、小坂鉱山事務所が幻
想的にライトアップ。明治から現代へ、時代の移ろいと技術の進歩を追体験。
小坂製錬では工場夜景を楽しめる見どころ満載の秋限定のバスツアー！

・駅のライトアップ、工場夜景を核としたツアーが多い

事例4

秋田県小坂市

■ツアー内容
大湯温泉郷17：00発→小坂鉄道レールパーク→康楽館→小坂鉱山事務所→小坂製錬
（工場夜景）→大湯温泉郷19：30頃

ツアー

特徴

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：鹿角観光ふるさと館あんとらあ
催行期間：2014年10月1日～2014年11月03日

小坂鉱山事務所
闇夜に浮かび上がる鉱
山事務所は幻想的。明
治の繁栄をうかがい知
ることができます。

康楽館
木造としては日本最古の
芝居小屋。館内見学も見
どころいっぱいです。

小坂製錬の工場夜景
24時間操業の小坂製錬。
見事な工場夜景をご覧いた
だきます。

パンフレット
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■ツアー内容
近鉄四日市駅（内部線乗車）
内部駅
磯津・塩浜地区コンビナート景観見学
海山道神社
末広橋梁・臨港橋
工場見学（味の素KK もしくは 中部電力）
四日市商店街にて夕食
四日市コンビナート夜景クルーズ（60分プラン）

事例5

■ツアー名
四日市 観光産業 満喫バスツアー
産業都市よっかいちの魅力をじっくりゆったりと満喫して頂けるとってもお
得で魅力的なバスツアーです。

・工場夜景を核としたツアーが多い
・焼き物、伝統文化、ご当地Ｂ級グルメと組み合わせて

売り出している

三重県四日市

ツアー

特徴

デスクリサーチ 産業観光事例

四日市コンビナート夜景クルーズ（60分プラン）
四日市ポートビルからの夜景
近鉄四日市駅

出典：JTB 株式会社第一観光
催行期間：2014年5月25日・6月22日・7月27日・8月24日・9月28日・10月26日・11月16日

四日市ポートビル
四日市港ポートビルは四日市
港管理組合が所有・管理する
地上14階・地下1階の建物
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■ツアー内容
富岡レトロまちなか歩き
懐かし商店街と路地裏散策
製糸場の風情を訪ねる
鉄道遺産群めぐる／足をのばせば歴史と自然
めがね橋（碓氷第三橋梁）
熊ノ平
碓氷峠鉄道文化むら
一之宮貫前（ぬきさき）神社
群馬県立自然史博物館
妙義山

事例6

■ツアー名
祝世界遺産！富岡製糸場と絹産業遺産群 富岡製糸場から始まる旅

・

群馬県富岡市

ツアー

特徴 ・世界遺産巡りが核となったツアーが多い

デスクリサーチ 産業観光事例

妙義山

クーポン付無料小冊子

クーポン券

出典：株式会社JR東日本ネットステーション えきねっと

散策マップ



P.36P.36

■ツアー内容

事例7

■ツアー名
親子で学ぶ1泊2日の世界遺産ツアー 富岡製糸場や田島弥平旧宅

ツアー

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：埼玉県本庄市・深谷市
催行期間：2014年7月29日・30日、8月21日・22日
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■ツアー内容
各地--＜高速道＞
--田島弥平旧宅（絹産業遺産群の一つ。近代養蚕農家の原型）
--高山社跡（絹産業遺産群の一つ。日本の近代養蚕法の標準「清温育」開発の場）
--＜高速道＞--こんにゃくパーク（こんにゃく料理食べ放題とこんにゃく寒天ゼリー
を使ったスイーツバイキング！工場見学とお買物）
--世界遺産･富岡製糸場（明治創業当時のまま、その姿を残す貴重な産業遺産）
--＜高速道＞--各地（19:30～20:00頃予定）

事例8

■ツアー名
世界遺産富岡製糸場と田島弥平旧宅･高山社跡絹産業遺産群めぐり

ツアー

デスクリサーチ 産業観光事例

富岡製糸場 東繭倉庫２
画像提供：富岡市・富岡製糸場

富岡製糸場 繰糸場内部
画像提供：富岡市・富岡製糸場

主屋
画像提供：伊勢崎市文化財保護課

出典：読売旅行
催行期間：2014年10月21･22日･11月5日

高山社跡外観
画像提供：藤岡市文化財保護課
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■ツアー内容
「モノづくりのまちめぐりツアー」
ガイド付きでじっくり街を歩きながら工場見学をしたい方はこちら！ 睦化工（株）と福井精機（株）を
見学するほか、商店街の散策も♪地元をよく知る「大田・品川まちめぐりガイドの会」のガイドがご案
内します。
●モノづくりたまご
モノづくりたまご（通称：モノたま）はMade in Otaの製品が
入ったカプセルトイ（たまご）です。
今年度のモノたまは「モノづくりたまご学生デザインコンペ」を実施し、
応募作品、全６３作品の中から審査によって選ばれた学生のアイデアを、

■ツアー名
第4回おおたオープンファクトリー 「技の縁、ひろがる。」

・大田区産業観光促進事業はおおたのものづくりと観光スポット
を回遊する産業観光ツアー定期的に実施

・周辺の飲食店もイベントに参加、体験、職人同士のトーク
セッション等、大人も子供も楽しめるイベントが多い

・アプリ「COCOAR（ココアル）」なども活用

特徴

東京都大田区

事例9 ツアー

デスクリサーチ 産業観光事例

応募作品、全６３作品の中から審査によって選ばれた学生のアイデアを、
職人の技で実際に製品化しました。子供から大人まで幅広くおおたの
モノづくりに触れられる企画となっていますので、お土産にぜひ一度
お試しください。

●COCOAR
総合ガイドブックには実は秘密が！
無料のアプリ「COCOAR」をスマートフォンやタブレットにダウンロードするとおおたオープンファク
トリーが二倍楽しめます！
ロゴマークをスキャンすると横国大Studio402さんがPV作品にしてくれた
オリジナルのプロモーションビデオが再生されます！他にもお楽しみ
コンテンツがあるかも…!?
公式サイト：http://www.coco-ar.jp/

総合ガイドブック
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■イベントのご案内
仲間回しラリー
場所：モノ・ワザラウンジ（工和会館）
「設計図を紙飛行機にして飛ばせば3日後には製品になって戻ってくる」という大田の工業集積や仕事の
仕方を表した伝説を体験できる企画です！4か所の工場を順番に巡るとなんとオリジナルフライパンが完
成します!!先着30名様の限定です。目玉焼きの食品サンプルを乗せるオプション（500円（先着順））
も選べる遊び心満載の企画です。
参加方法：モノ・ワザラウンジ（工和会館）にてチケットを購入し、お客様ご自身で各工場を巡ります。
①北嶋絞にて本体の【絞り】、②多摩川鈑金にて柄の【鈑金】、③共栄溶接にて【溶接】、④シナノ産
業にてカバーの【プラスチック切削】、お好みで目玉焼きを乗せて完成。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－ －－－－－－－－－－
モノ・ワザ トーク職人の技ラリー
場所：両インフォボックス、モノ・ワザラウンジ（工和会館）、くりらぼ多摩川
各工場にスタンプが設置されているので集めながら大田区の町工場のフライス、
旋盤、絞りなど各技術が学べます。中には工場オリジナルのスタンプを置いて
いるところも。読み応えのあるスタンプ帳は持ち帰ってからじっくり読むのも
おすすめです。4つ以上のページを埋めるとOOFオリジナル缶バッジをプレゼント！（先着順）
販売価格：1冊100円
販売場所：両インフォボックス、モノ・ワザラウンジ（工和会館）、くりらぼ多摩川
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
モノ・ワザ トークモノ・ワザ トーク
場所：モノ・ワザ ラウンジ
前回に続き、職人同士のトークセッションを行います！
（1）10:30～11:20技の縁トーク「ベテラン職人と若手職人」
普段の仕事から職人の裏話などをベテラン職人と若手職人の

事例9 ツアー

デスクリサーチ 産業観光事例

普段の仕事から職人の裏話などをベテラン職人と若手職人の
掛け合いのトークの中から聞くことができます。
（2）13:00～13:50「学生×職人 アイデア×おおたのワザ」
今年初めて行った「モノづくりたまごデザインコンペ」の受賞者
と製品化担当の職人が製品化までの苦労話や、この製品デザインに至るまでの経緯などをお話します。
（3）14:30～15:20「下町ボブスレーvsOOF」
大田区を盛り上げる両企画、下町ボブスレーとおおたオープンファクトリーのそれぞれに関わる職人同
士から企画に対する熱い想いを聞くことができます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－
モノ・ワザ ギャラリー
場所：モノ・ワザ ラウンジ
参加企業の製品がモノ・ワザラウンジに一同に集結します！
赤塚刻印製作所／アロマデザイン（株）／（株）岩崎／
（株）北嶋絞製作所／（有）共栄溶接／（株）金羊社／（株）城南村田／
（有）多摩川鈑金工業所／（株）Dproject／（株）東京菊地精機／
（株）福井精機／（株）松島商工／（有）松原製作所／（有）安久工機
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－

11月28日（金）、29日（土）に開催エリアである武蔵新田商店街にて「武蔵新田
ちょい吞みフェスティバル」が開催されます！3枚綴りのチケットを2,500円で購
入し、参加店舗にて「ワンドリンク+フード」のちょい吞みセットをオーダー。1
枚使ったら次のお店へ行ってちょい吞みを楽しみましょう♪こういう機会じゃな
いとなかなか入れなかったあのお店に気軽に入ったり、新たな発見ができるか
も！おおたオープンファクトリー当日の29日はなんとランチ券としても利用でき
ます！！1枚はランチ、残りの2枚はちょい吞みに、という使い方もいいですね。
お得な前売り券もありますので詳細は下記ホームページをご覧ください。

同時開催「武蔵新田ちょい吞みフェスティバル」

出典：大田オープンファクトリー実行委員会
催行期間：2014年11月29日
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■ツアー内容
日時 平成25年12月14日（土曜日）
集合→くりらぼ多摩川（全体説明）→
シナノ産業（プラスチック切削加工）
→昼食（羽根つき餃子）→
いわき精機製作所（金属加工）→大森
海苔のふるさと館（大田区名産の海苔
学習）→蒲田温泉（黒湯温泉入浴）→
解散
参加人数 20名

事例10

■ツアー名
大田区産業観光モニターツアー（第1弾）を開催しました

モニターツアー

見学の様子
（シナノ産業） 見学の様子

（いわき精機）

■ツアー名
大田区産業観光モニターツアー（第2弾）を開催しました

---------------------------------------------------------------------------------------

大田区産業観光促進事業はおおたのものづくりと観光スポットを回
遊する産業観光ツアー定期的に実施

デスクリサーチ 産業観光事例

大田区産業観光モニターツアー（第2弾）を開催しました

---------------------------------------------------------------------------------------

■ツアー内容
日時 平成26年3月6日（木曜日）10時か
ら17時まで（移動手段は観光バス）
コース
JR蒲田駅（集合）→リーテム東京工場→
昼食（食通ゆたか）→羽田クロノゲート
→
東京国際エアカーゴターミナル株式会社
→JR蒲田駅（解散）
参加人数 30名

リーテム東京工場

羽田クロノゲート

■ツアー名
大田区産業観光モニターツアー（第3弾）を開催しました

■ツアー内容
日時 平成26年3月22日（土曜日） 9時00分から18時（移動手段は観光バス）
コース
集合（JR蒲田駅）→大田市場→羽田空港インフォメーションセンター→昼食（羽田
空港内）→区内企業→くりらぼ多摩川（ホワイトテクニカ・赤塚刻印）→解散（JR
蒲田駅）

出典：大田区役所
催行期間：2013年12月14日より定期的に実施
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ＪＴＢ×大田区「大田区産業観光モニターツアー」第２弾・第3弾実施

第2弾は”今注目”の最新の物流基地やリサイクル工場を見学！普段は入れない国際航空
貨物ターミナル見学も！

株式会社ジェイティービー（東京都品川区、代表取締役社長：田川博己）は、大田区
（東京都大田区、区長：松原忠義）と協力し、2013年12月より「大田区産業観光モニ
ターツアー」を実施しています。全3回のモニターツアーのうち、第２弾のツアーを2月
7（金）よりＪＴＢホームページにて発売します。第3弾は2月27日（木）発売開始予定
です。

「大田区産業観光モニターツアー」は、「町工場」等の産業資源を観光資源として活
用することを目的として実施しています。旅行会社による2014年度以降の商品化に向け
た社会実験として、当社と大田区が協力し2013年度内に3回実施します。第1弾のツアー
は12月14日（土）に好評にて終了し、第2弾は2014年3月6日（木）、第3は3月22日
（土）に実施する予定です。

第2弾では、第1弾の町工場や銭湯などの文化や歴史をテーマにした見学・体験から大

株式会社ジェイティービー（東京都品川区、代表取締役社長：田川
博己）は、大田区（東京都大田区、区長：松原忠義）と協力し、
2013年12月より「大田区産業観光モニターツアー」を実施

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：PR TIMES
催行期間：2013年12月14日より定期的に実施

第2弾では、第1弾の町工場や銭湯などの文化や歴史をテーマにした見学・体験から大
きく内容を変えて、大田区の臨海部に位置する「廃情報機器類リサイクル工場」や羽田
空港との関連性も強い「大規模最新物流基地」、羽田空港敷地内の「国際航空貨物ター
ミナル」など大田区の産業を語る上で欠かすことの出来ない、今注目の施設を見学・体
験していただきます。“ものづくり”⇒“流通（物流）”⇒“廃棄”⇒“リサイクル”と大田区
の連鎖的要素の強い産業にスポットを当てています。

第３弾は春休みの期間に親子で参加できる内容として、大田市場や羽田空港インフォ
メーションセンター、ものづくりの町おおたを象徴する特色ある町工場を見学します。
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プラン概要
ツアーを案内するガイドは、一般社団法人大田観光協会協力のもと、
地域の魅力を一番良く知る「大田･品川まちめぐりガイドの会」が行います。

第２弾
＜実施月日＞ 2014年3月6日（木）
＜旅行代金＞ 2,000円（おとな・こども同一料金）こどもは小学生４年以上 こどもの
みの参加は出来ません
＜集合時間＞ 午前10時
＜集合場所＞ ＪＲ蒲田駅東口 ＪＴＢ蒲田店前
＜所要時間＞ 約7時間
＜コ ー ス＞ ＪＲ蒲田駅～リーテム東京工場（廃情報機器類リサイクル工場）～昼食

（羽田名物：穴子天重）～羽田クロノゲート（国内最大級・最新鋭
のヤマト物流基地）
～東京国際エアカーゴターミナル～ＪＲ蒲田駅（予定）
＜費用に含まれるもの＞ 貸切バス代、昼食代、ガイド代
＜発売開始日＞2月7日（金）よりＪＴＢのホームページにて発売
＜訪問先情報＞
①リーテム東京工場…東京臨海部、大田区の城南島スーパーエコタウンにある情報機器類
等のリサイクル施設。
ゼロミッション（埋め立てゼロ）処理を実現。
②羽田クロノゲート … 昨年9月に誕生した国内最大級のヤマトグループ物流ターミナル。
24時間365日〝止まらない物流〟を実現。
③東京国際エアカーゴターミナル（ ）

2.デスクリサーチ 産業観光事例

時間 日〝止まらない物流〟を実現。
③東京国際エアカーゴターミナル（TIACT）
…東京国際空港国際貨物ターミナル。
「物流革新を実現する、次世代ターミナル」を目指し、
2006年に三井物産（株）が設立しノンストップ物流を実現。

第３弾
＜実施月日＞ 2014年3月22日（土）
＜旅行代金＞ おとな2,000円・こども1,000円（予定）こどもの参加資格は小学生以上
こどものみの参加は出来ません
＜参加資格＞ 小学生以上の子を持つ親子（予定）
＜集合時間＞ 午前9時
＜集合場所＞ ＪＲ蒲田駅東口 ＪＴＢ蒲田店前
＜所要時間＞ 約8時間
＜コ ー ス＞ ＪＲ蒲田駅～大田市場～羽田空港インフォメーションセンター～
羽田空港内（昼食）～大田区内企業（２箇所予定）～ＪＲ蒲田駅
＜費用に含まれるもの＞ 貸切バス代、昼食代、ガイド代
＜発売開始日＞2月27日（木）より2弾と同じくＪＴＢのホームページにて発売

出典：PR TIMES
催行期間：2013年12月14日より定期的に実施
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■ツアー名
産業観光を楽しむモデルコース

・食事、工場夜景が中心

事例11

北海道室蘭市

モデルコース

特徴

■ツアー内容
室蘭市では、平成24年に室蘭で開催予定の第3回全国工場夜景サミットを前に、平成23
年9月24日にプレサミットが開催されました。

プレサミットでは、ボルタの製作体験や工場夜景を眺める散策、基調講演などが行
われ、参加したお客さまに、鉄のマチの新たな魅力をアピールしました。

鉄のマチ・室蘭の新たな魅力や、近隣の観光スポットを盛り込んだモデルコースを
ご提案いたしますので、秋の行楽シーズンに、是非、お立ち寄りください。

なお、このモデルコースは、職業体験に来た地元高校生と職員がつくったものです。

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：北海道胆振総合振興局
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■ツアー内容

事例11 モデルコース

デスクリサーチ 産業観光事例
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■ツアー名
盆栽から庭に。高松の松を知り・松を愛で・松を極めるコース
日本一の盆栽の里・鬼無で盆栽園の見学や盆栽の針金かけを体験します。午
後は、盆栽の世界を少し大きくした、松の庭園「栗林公園」を、松をテーマ
にガイドさんと一緒に巡ります。今までとは違った見方で「栗林公園」と
「松」を楽しめるはずです。

・カテゴリーごとにモデルコースを提案

事例12

香川県高松市

モデルコース

特徴

■ツアー内容
ＪＲ高松駅発 ＪＲ鬼無駅着 徒歩 約15分
鬼無植木盆栽センター（鬼無町）
【盆栽教室・盆栽園見学】
ＪＲ鬼無駅発 ＪＲ高松駅着 昼食
ＪＲ高松駅バスのりば（12番）発
バス ショッピング・レインボーバス西廻りなど
栗林公園前バス停着（栗林公園東口すぐ）栗林公園（栗林町）
【松の庭・栗林公園の松ガイド】

鬼無植木盆栽センター
（鬼無町）

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：高松商工会議所

【松の庭・栗林公園の松ガイド】
栗林公園 栗林公園前バス停発（栗林公園東口すぐ） ＪＲ高松駅着。

---------------------------------------------------------------------------------------

■ツアー名
木や石、自然の素材と向き合い、新しい形を生み出すさぬきの技に出会う
コース
木や石などの素材との対話から始まる、ものづくりの技を体感するコースで
す。自然が生み出した最高の素材と向き合い、その声を聞きながら形を生み
出す職人の技を堪能しましょう。また、その職人の技に応えてくれる素晴ら
しい素材にも触れてみましょう。

■ツアー内容
ことでん高松築港駅発 瓦町駅着（志度線乗り換え）
ことでん瓦町駅発 ことでん八栗駅着 徒歩 約3分
三好石材（牟礼町）徒歩 約20分 イサム・ノグチ庭
園美術館 徒歩約20分ことでん八栗駅発 ことでん塩
屋駅着 ジョージ・ナカシマ記念館（桜製作所）（牟
礼町）徒歩 約10分 道の駅源平の里むれ 徒歩 約
5分 ことでん塩屋駅発 ことでん瓦町駅着ことでん
瓦町駅発 ことでん高松築港駅着

三好石材（牟礼町）
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■ツアー名
とことん讃岐うどん
讃岐・香川のソウルフード「うどん」をとことん楽しむコース。讃岐うどん
の職人さんに会い、技を学び、楽しさを知り、美味しさを堪能しましょう。
もっと、うどんを好きになれるはず！

事例12 モデルコース

■ツアー内容
ＪＲ高松駅発 バス停西ハゼ着 さぬき麺業（松並町）
タクシー 約20分 広瀬醤油（一宮町） 徒歩約15分
ことでん一宮駅 ことでん高松築港駅
うどんタクシーでうどん食べ歩き

---------------------------------------------------------------------------------------
■ツアー名
高松エコ企業ツアー
ごみのリサイクルや画期的な印刷など、高松の先進的なエコ企業を視察する
「環境」に特化したコースです。

■ツアー内容

手打ちうどん体験道場

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：高松商工会議所

■ツアー内容
ＪＲ高松駅 リソーシズ国分寺工場（国分寺町）
車 約20分 玉川食品 リサイクル事業部（綾川町）
車 約50分 新日本印刷（木太町）
車 約20分 ＪＲ高松駅

リソーシズ国分寺工場
（国分寺町）
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全国広域観光振興事業
全国産業観光フォーラム in 秋田・こさか

：：：：鉱山の技術と遺産を新たな産業と観光に：：：：
秋田県北東部に位置する小坂町は、江戸時代末期に銀が発見された鉱山の

町。明治時代後期に銅山として大きな発展を遂げた。その繁栄のシンボルが
国重要文化財である康楽館と小坂鉱山事務所。
これらは近代化産業遺産として保存され、今もなお活用されている。

現在の小坂町は、小坂鉱山で培われた高度な製錬技術を活かした資源リサ
イクルに取り組み、十和田湖に代表される美しい景観とともに、自然・環
境・産業とが調和した観光振興を目指しています。

また、今年6月には廃線となった旧小坂鉄道の線路や設備を活用した体験型
施設「観て・学んで・体験できる」小坂鉄道レールパークをオープンさせ、
新たな産業観光に取り組んでいます。

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：全国産業観光フォーラムin秋田･こさか実行委員会事務局
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全国広域観光振興事業
全国産業観光フォーラム in 秋田・こさか

■エクスカーション

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：全国産業観光フォーラムin秋田･こさか実行委員会事務局
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全国広域観光振興事業
全国産業観光フォーラムinこまつ

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：全国産業観光フォーラムinこまつ実行委員会事務局
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全国広域観光振興事業
全国産業観光フォーラムinこまつ

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：全国産業観光フォーラムinこまつ実行委員会事務局
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全国広域観光振興事業
全国産業観光フォーラムinこまつ

■エクスカーション

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：全国産業観光フォーラムinこまつ実行委員会事務局
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全国広域観光振興事業
全国産業観光フォーラムinこまつ

■エクスカーション

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：全国産業観光フォーラムinこまつ実行委員会事務局
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全国広域観光振興事業
全国産業観光フォーラムinこまつ

■エクスカーション

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：全国産業観光フォーラムinこまつ実行委員会事務局
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全国広域観光振興事業
全国産業観光フォーラム in 上州とみおか

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：全国産業観光フォーラム in 上州とみおか2009実行委員会
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全国広域観光振興事業
全国産業観光フォーラム in 上州とみおか

■エクスカーション

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：全国産業観光フォーラム in 上州とみおか2009実行委員会
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全国広域観光振興事業
全国産業観光フォーラム in 上州とみおか

■エクスカーション

デスクリサーチ 産業観光事例

出典：全国産業観光フォーラム in 上州とみおか2009実行委員会


























