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第１章第１章第１章第１章    調査概要調査概要調査概要調査概要    

 

１．調査の目的１．調査の目的１．調査の目的１．調査の目的    

 官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業第三者委員会で選定された「文

化の香りの城下町・口熊野田辺観光活性化事業」（以下、「調査対象案件」とい

う）の提案内容に基づいて、取組を行う観光地への観光資源の「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・実施する。 

 

２．調査の概要２．調査の概要２．調査の概要２．調査の概要    

 調査対象案件の提案内容に基づき、以下の業務を実施した。 

項目 業務の概要 

1.事業行程・実施体制

の構築 

・調査対象地域の提案内容に基づいて、地域からのヒアリン

グを踏まえ、地域の取組実施体制を構築し、詳細な取組ス

ケジュールを取りまとめた。 

2.商品化に向けた観光

資源の磨き上げ手法

の検討 

・調査対象地域の提案内容に基づいて確実な商品化へ向けた

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に

ついて、その手法を検討し、実施した。具体的には、以下

の通りである。 

＜確実な観光資源の磨き上げ手法の検討・実施＞ 

 ①観光資源調査の実施 

  ニーズ・シーズ調査を実施し、活用可能な資源や方向性 

  を検討した。 

 ②商品化検討会の実施 

  観光資源調査結果に基づき、具体的商品化を推進する商 

品化検討会を開催した。 

＜調査対象地域の魅力の情報発信の手法の検討・実施＞ 

 ①偉人セミナーの実施 

  田辺の偉人をフォーカスした歴史セミナーを首都圏・関 

西圏で開催し、田辺の魅力、モニターツアーをＰＲした。 

 ②映画祭のＰＲ 

  多くの映画関係者やファンが集結する東京国際映画祭等 

でのＰＲにターゲットを絞り、会場で、スピーチ、パフ 

ォーマンス、展示等を行い、田辺・弁慶映画祭、田辺の 

魅力、モニターツアーをＰＲした。 
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 ③田辺街歩きナビ「てくてく田辺」を利用したスタンプラ 

リーの開催 

観光動態調査結果を活用し、田辺のまちのこだわり周遊 

コースを複数造成するとともに、スマホを使い遊びなが 

ら巡るシステムを開発し、設定したコースや個別資源を 

巡るスタンプラリーを実施した。 

 ④観光パンフレット「甲斐みのりがゆく 暮らすように旅 

する田辺（市街地マップ付）」の制作 

人気の高い著名な文筆家、デザイナー、写真家によるオ 

リジナルご当地版のパンフレットを制作し、消費者へ訴 

求を図った。 

 ⑤モニターツアーの実施 

  田辺・弁慶映画祭時に、映画祭見学と田辺の食、町並み 

等を楽しむモニターツアーを実施した。 

3.業務遂行中における

業務内容に関する報

告 

・取組の進捗状況について観光庁の指定する様式に基づき、

２週間に 1 回、報告を行った。 

・本事業の取組に関して、新聞、雑誌等のメディアで紹介さ

れた際、掲載記事のスクラップ等の情報について報告を行

った。 

・取組の効果を把握する上で適当な指標を設定し、設定した

指標について取組の開始時点での状況を報告し、取組の進

捗に併せて適宜報告を行った。 

4.目利きの派遣 ・派遣する目利きについて地域と協議の上、商品化に向けて

の目利きを決定し、派遣を行った。 

5.モニターツアー催行 

時におけるアンケー 

トの実施 

・モニターツアー催行時に参加者を対象とするアンケート調

査を行い、回収結果について分析を行った。 

6.その他観光庁と連携 

して実施する業務 

・調査対象地域の観光資源の商品化に向けて、本事業の一環

として観光庁が開設した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の観光庁で制作するＰＲ映

像用の映像素材の提供を行った。 

・観光庁が開催した商談会及び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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（事業フロー図）（事業フロー図）（事業フロー図）（事業フロー図）    

◆事業を具体的に進めるため、以下の実施フローを策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．調査対象案件の提案３．調査対象案件の提案３．調査対象案件の提案３．調査対象案件の提案内容内容内容内容    

 提案内容の詳細は、資料１の通りである。  
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第２章第２章第２章第２章    事業行程・実施体制の構築事業行程・実施体制の構築事業行程・実施体制の構築事業行程・実施体制の構築    

 調査対象地域の提案者に対し提案内容のヒアリングを実施した上で、地域の

取組実施体制の構築、詳細な取組スケジュールをとりまとめた。 

 

１．地域の取組体制の構築１．地域の取組体制の構築１．地域の取組体制の構築１．地域の取組体制の構築    

    田辺観光協会を当事業の中核団体とし、観光まちづくりに関わる主要主体団

体の参加により、官民一体となった取組体制を構築した。 

    

    

【実施体制図】    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

田辺観光協会田辺観光協会田辺観光協会田辺観光協会

近畿日本ツーリスト㈱近畿日本ツーリスト㈱近畿日本ツーリスト㈱近畿日本ツーリスト㈱

・モニターツアー催行

田辺観光ボランティアガイドの会

・まち歩きガイド

・取組の後援

近畿日本ツーリスト㈱

㈱地域未来研究所

田辺・弁慶映画祭実行委員会

・情報発信、映画祭の開催

田辺市熊野ツーリズムビューロー

・情報発信、旅行プラン提案

田辺飲食業組合

・情報発信（食）、飲食の提供

田辺市旅館業組合

・情報発信（宿泊）、宿泊の提供

NPO法人情報発信センター・たなべ

・情報収集・整理、情報発信

田辺市観光振興課・情報発信

南紀みらい㈱

南方熊楠顕彰会

・情報発信、南方熊楠セミナー・ゼミナールの開催

紀伊民報社

・情報発信、スタンプラリー開発・実施

東京国際映画祭事務局 東京テアトル
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 【主な役割分担図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎：主担当 〇：参加・サポート 
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２．取組スケジュール２．取組スケジュール２．取組スケジュール２．取組スケジュール    

 調査対象地域の提案内容に基づいて、地域からのヒアリングを踏まえ、詳細

な取組スケジュールを設定し、実行した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①観光ニーズの把握・分析①観光ニーズの把握・分析①観光ニーズの把握・分析①観光ニーズの把握・分析

②地域観光資源の分析②地域観光資源の分析②地域観光資源の分析②地域観光資源の分析

③活用資源と方向の検討③活用資源と方向の検討③活用資源と方向の検討③活用資源と方向の検討

①熊楠ゼミナール①熊楠ゼミナール①熊楠ゼミナール①熊楠ゼミナール

②映画祭関連イベント②映画祭関連イベント②映画祭関連イベント②映画祭関連イベント

①スタンプラリー実施①スタンプラリー実施①スタンプラリー実施①スタンプラリー実施

②街歩きアプリ開発②街歩きアプリ開発②街歩きアプリ開発②街歩きアプリ開発

①取材・編集・制作①取材・編集・制作①取材・編集・制作①取材・編集・制作

②配布・活用・効果把握②配布・活用・効果把握②配布・活用・効果把握②配布・活用・効果把握

(7)情報発信(7)情報発信(7)情報発信(7)情報発信

タビカレ、メディアタビカレ、メディアタビカレ、メディアタビカレ、メディア

ＰＲイベント等ＰＲイベント等ＰＲイベント等ＰＲイベント等

①事業成果分析①事業成果分析①事業成果分析①事業成果分析

②継続課題・発展方向②継続課題・発展方向②継続課題・発展方向②継続課題・発展方向

9 10 11 12 1 2 3

(1)事業のならい再確認（課題整理・関係機関調整）(1)事業のならい再確認（課題整理・関係機関調整）(1)事業のならい再確認（課題整理・関係機関調整）(1)事業のならい再確認（課題整理・関係機関調整）

6 7 8

(3)旅行商品（モニターツアー）の造成等(3)旅行商品（モニターツアー）の造成等(3)旅行商品（モニターツアー）の造成等(3)旅行商品（モニターツアー）の造成等

(2)調査・会議開催(2)調査・会議開催(2)調査・会議開催(2)調査・会議開催

(4)プロモーション(4)プロモーション(4)プロモーション(4)プロモーション

    (5)街歩きイベント(5)街歩きイベント(5)街歩きイベント(5)街歩きイベント

(6)観光パンフレット(6)観光パンフレット(6)観光パンフレット(6)観光パンフレット

(7)商品化課題・継続(7)商品化課題・継続(7)商品化課題・継続(7)商品化課題・継続

配布・活用・効果掌握

11月中旬 モニターツ

アー実施

●

検討・実施

制作

内容検討

内容検討

10月中旬（東京）

イベント実施

●

9月下旬（京都）

イベント実施

●

打合せ・準備
●7/11

第1回イベント実施

●10月中旬

第2回イベント実施

打合せ・準備

打合せ・準備

実施

制作 実施

内容検討 取材・編集・制作

内容検討 広報・宣伝
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第３章第３章第３章第３章    商品化に向けた観光資源の磨き上げ手法の検討商品化に向けた観光資源の磨き上げ手法の検討商品化に向けた観光資源の磨き上げ手法の検討商品化に向けた観光資源の磨き上げ手法の検討    

１．これまでの取組と課題１．これまでの取組と課題１．これまでの取組と課題１．これまでの取組と課題    

（１）これまでの取組 

  田辺観光協会では、各種関係団体と協働により、偉人のゆかりの地を巡る 

ウォークコースの設定やまち歩きを実施してきた。また、ご当地丼「あがら

丼」に代表される地元の新鮮な食材を使ったうまい食の提供や、日本ナショ

ナルトラスト運動発祥の地である天神崎に代表される豊かな自然環境のＰ

Ｒなど、田辺ならではの観光資源の情報発信に取り組んできた。さらに近年

では、他の組織が中心ではあるが、若手の映画関係者からの注目が高まりつ

つある「田辺・弁慶映画祭」や飲み歩き・食べ歩きイベント「南紀たなべう

めぇ☆バル」等の開催に協力するなど、新たな切り口による観光資源の創造、

情報発信に取り組んできた。 

（２）課題 

  しかしながらこうした取組は、それなりの成果が現れつつあるものの、情

報告知の手法や誘客の仕掛け作り、また、各観光資源の有効的な融合による

新たな価値の創造において課題があり、大きな誘客に結びついていない状況

であった。田辺市を訪れる観光客総数は、平成１６年の熊野古道が世界遺産

に登録される前は２６２万人（市町村合併前の田辺市、龍神村、大塔村、中

辺路町、本宮町の観光客数合算）であったのに対し、登録以降は３５０～４

００万人に増加している。しかしながら、宿泊客数については減少傾向とな

っていることから、市内滞在型の観光システムの構築を早急に進める必要が

生じていた。そのための最重要課題として、口熊野としての田辺市街地の新

たな魅力となるまち歩きといったメニューづくりが急務であり、市街地にお

ける宿泊者数の増加につながる取組を重点事業として実施することにより、

市街地の滞在観光を定着させ、将来的には「田辺市街地１泊、本宮温泉郷や

龍神温泉郷に１泊」の２泊３日型といった田辺市内滞在周遊型旅行商品の造

成を図り、持続的な滞在観光地形成に取り組んでいくことが必要であった。

個々の観光資源を充分に活かし、またさらに磨き上げながら、且つ、それぞ

れを繋ぐストーリー性のある滞在型旅行商品の開発と旅行会社やマスメデ

ィア等を活用した流通の拡大、ターゲット市場を明確にしたプロモーション

戦略が重要であった。 
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２．確実な観光資源の磨き上げ手法の検討・実施２．確実な観光資源の磨き上げ手法の検討・実施２．確実な観光資源の磨き上げ手法の検討・実施２．確実な観光資源の磨き上げ手法の検討・実施    

（１）（１）（１）（１）観光資源調査の実施（地域資源の認知・利用実態の把握・整理）観光資源調査の実施（地域資源の認知・利用実態の把握・整理）観光資源調査の実施（地域資源の認知・利用実態の把握・整理）観光資源調査の実施（地域資源の認知・利用実態の把握・整理）    

◆既存観光調査（＊１）等の資料を用いて田辺固有の地域資源を再整理し、 

 それらの地域資源が実際にどのように認知・活用されているかを調査す 

 ることを目的とする「ニーズ・シーズ調査」を実施し、活用可能な資源 

 や方向性を検討した。  

 （＊１）田辺地域観光客動向調査（H18） 

◆調査は、以下の２つの手法を用いて行った。 

  ①観光ニーズ調査  

   ●現地アンケート調査 

   ▶田辺に来訪中の観光客等を対象に、旅の内容等を調査した。 

  ●広域アンケート調査 

   ▶近畿 2 府 4 県の居住者を対象に、来訪経験や意向、ｲﾒｰｼﾞ等を調査 

    した。 

  ②観光シーズ調査 

  既存観光調査の情報に基づき、観光資源の発掘と評価内容を整理し、  

  資源の魅力を分析した。 

◆調査の概要 

 ①観光ニーズ調査 

 ●現地アンケート調査 

項目 詳細 

調査名称 田辺観光に関するニーズ・シーズ調査（現地調査） 

調査主体 株式会社 地域未来研究所 

母集団 田辺のまちを来訪中の観光客 

実施時期 平成 25 年 7 月～平成 25 年 9 月 

有効回収件数 200 件 

 ●広域アンケート調査 

項目 詳細 

調査名称 田辺観光に関するニーズ・シーズ調査（広域インター

ネット調査） 

調査主体 株式会社 地域未来研究所 

母集団 近畿二府四県の居住者 

実施時期 平成 25 年 7 月～平成 25 年 9 月 

有効回収件数 900 件（来訪経験別） 

内訳： 

田辺市周辺非来訪者：300 件 
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田辺市周辺来訪かつ田辺のまち非来訪者：300 件 

田辺のまち来訪者：300 件 

   

  ②観光シーズ調査  

   ●田辺旧市街の観光対象資源の発掘・整理 

     既存調査・資料からの抽出・整理 

   ●来訪者目線での観光対象資源の評価 

     ニーズ調査、ＷＥＢの書き込みからの抽出・整理 

   ●活用可能資源の特性・魅力の分析 

   上記成果を分類し、特徴や活用方向を検討 

 

  （参考）検討に利用した情報源 

調査別 調査実施年度・主体 調査方法 

田辺地域観光

客動向調査・

分析業務 

平成 18 年度 

(社）システム科学研究所 

・ボランティアガイドから 

 の聞き取り調査 

・大阪の大学生のまち歩き 

 調査 

・文献調査 

本調査での検

討 

平成 25 年度 

（株）地域未来研究所 

・ブログからの田辺関連書 

 き込み情報調査 

 

  ◆調査の目的 

これからの田辺観光に活用しうる地域資源及び、来訪者視線での田辺観光 

の魅力や課題を明らかにすることを目的に実施した。 

  ◆調査の結果 

   調査結果から、田辺の観光資源について、以下のような特性が伺える。  

   これらの特性を反映して、資源の売り出し方や情報ＰＲ方法等を検討 

   していく必要がある。 

   ○知名度、ブランド力を背景にみかん・梅は、地域魅力の中核資源に。 

   ○イルカ、天神崎、梅林、扇ケ浜と海・里の自然を楽しむニーズが高い。 

   ○城下町の名残、熊野古道分岐の宿場町が上位で、「町に溶け込んだ歴史 

    の香り」を好感。 

   ○食関連では、あがら丼、秋津野ガルテン、うつぼ料理が中上位につけ、 

    地域らしい、他にはなさそうな食を評価。 

   ○植芝盛平、南方熊楠、弁慶とも偉人関係はアピール度が高くない。 

   ○植芝、南方、弁慶映画祭はコア層にのみアピールか。 
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   ○味小路、うめぇ☆バルが低く、夜の観光地（or 宿泊地）としてのイメ 

    ージがない。 

   ○たなべぇ、弁慶まつりの低評価は、さらなる分析が必要 

 

 ◆調査内容の詳細（調査報告書）は、調査内容の詳細（調査報告書）は、調査内容の詳細（調査報告書）は、調査内容の詳細（調査報告書）は、資料２資料２資料２資料２の通りである。の通りである。の通りである。の通りである。 
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（２）（２）（２）（２）商品化検討会の実施商品化検討会の実施商品化検討会の実施商品化検討会の実施    

具体的商品化を推進する商品化検討会を、合計７回開催した。 

    

        ◆開催日時・場所◆開催日時・場所◆開催日時・場所◆開催日時・場所    

 開催日時 場所 

第１回検討会 05/31（金）16:00～18:00 田辺市観光振興課会議室 

第２回検討会 06/27（木）14:00～17:00 田辺市観光振興課会議室 

第３回検討会 07/04（木）15:00～17:00 田辺市観光振興課会議室 

第４回検討会 07/26（金）15:00～18:00 田辺商工会議所会議室 

第５回検討会 08/19（月）14:00～17:00 田辺市観光振興課会議室 

第６回検討会 02/19（水）16:00～18:00 田辺市観光振興課会議室 

第７回検討会 03/11（火）15:00～17:00 田辺市観光振興課会議室 

 

        ◆検討会参加メンバー◆検討会参加メンバー◆検討会参加メンバー◆検討会参加メンバー    

        玉井氏（田辺観光協会会長）、小川氏（田辺市観光振興課長）、中村氏（田 

辺市観光振興課地域観光係係長）、入口氏（田辺観光協会事務局）、西尾 

氏、切原氏（南方熊楠顕彰会事務局）、高井氏（田辺・弁慶映画祭実行委 

員会事務局）、田渕氏、倉橋氏（地域未来研究所）、長瀬氏、上仲氏（紀 

伊民報）、尾崎氏（田辺商工会議所）、長野氏（目利き）、細川（地方事務 

局）    

    

        ◆検討内容◆検討内容◆検討内容◆検討内容    

            ①観光資源調査の実施①観光資源調査の実施①観光資源調査の実施①観光資源調査の実施    

                調査対象地域を旧田辺市内に限定し、7 月上旬から 9 月中旬で実施。 

目標獲得サンプル数を現地アンケート調査 200 名、広域アンケート調査 

1000 名とし、あわせて、過去に行われた調査結果を踏まえ、分析を行い、 

実施するモニターツアーのテーマやターゲット層を決定する事とした。 

②モニターツアーの内容検討②モニターツアーの内容検討②モニターツアーの内容検討②モニターツアーの内容検討    

観光資源調査の結果を踏まえ、モニターツアーは、歴史愛好家や探究 

心旺盛な中高年層をターゲットとし、「田辺の偉人“南方熊楠”の足跡を 

訪ねて」を中核テーマとしつつ、城下町の名残、熊野古道分岐の宿場町 

の“町に溶け込んだ歴史香り”を感じてもらえる“街歩き”を企画の中 

心に据え、田辺・弁慶映画祭のイベント性をツアーに取り入れつつ、知 

名度、ブランド力の高いみかん・梅の収穫体験や、あがら丼、秋津野ガ 

ルテン、うつぼ料理に代表される“田辺の食”を味わってもらえる内容 

とすることを確認した。    
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            ③偉人セミナーの実施③偉人セミナーの実施③偉人セミナーの実施③偉人セミナーの実施    

                    田辺の偉人（南方熊楠）をフォーカスした歴史セミナーを首都圏・ 

関西圏で開催するにあたり、セミナーの中で、いかに効果的に田辺の 

観光素材の魅力をＰＲするか、その手法について検討を行った。結果、 

以下の手法を確認した。 

        ・・・・観光情報発信 

パネル展示、パンフレット配布、会場・ロビーでの観光映像上映 

  ・田辺・弁慶映画祭情報発信 

ポスター展示、パンフレット配布 

・地域産品試食試飲コーナー設置と販売 

梅酒、梅干、みかん、みかんジュース、うつぼ、かまぼこ、ごぼう 

巻き 

                ・・・・講演者への講演内容の依頼 

                    南方熊楠の軌跡と田辺市内に現存する南方熊楠ゆかりの観光資源を 

                    マッチングさせた講演内容 

     （例）安田忠典氏（関西大学準教授）「南方熊楠と紀州田辺」 

   ④田辺・弁慶映画祭のＰＲ④田辺・弁慶映画祭のＰＲ④田辺・弁慶映画祭のＰＲ④田辺・弁慶映画祭のＰＲ    

多くの映画関係者やファンが集結する東京国際映画祭等でのＰＲに 

ターゲットを絞り、会場で、いかに効果的に田辺の観光素材の魅力を 

ＰＲするか、その手法について検討を行った。結果、以下の手法を確 

認した。 

・観光ＰＲ実施、観光情報発信 

 パネル展示、パンフレット配布、観光映像上映 

・映画祭情報発信 

 映画祭告知映像上映、ポスター展示、パンフレット配布 

・地域産品サンプリングコーナーの設置 

梅酒、梅干、みかん、みかんジュース、うつぼ 

            ⑤⑤⑤⑤田辺街歩きナビ「てくてく田辺」を利用したスタンプラリーの開催田辺街歩きナビ「てくてく田辺」を利用したスタンプラリーの開催田辺街歩きナビ「てくてく田辺」を利用したスタンプラリーの開催田辺街歩きナビ「てくてく田辺」を利用したスタンプラリーの開催    

        地元観光素材を豊富に所有する紀伊民報社の事業参画、そして、田

辺商工会議所との連携を密にし、企画を作り上げていく方向性を確認

するとともに、スマートフォンによる「まち歩き」アプリを作成し、

10 月～11 月にスタンプラリーを開催する事を確認した。作成するアプ

リは以下のコンテンツによって構成することとした。 

・街歩きポイント（約 70 カ所） 

・散策コース紹介（４コース） 

・グルメスポット（あがら丼、梅と地魚食べ歩き） 

・お買い物スポット（21 カ所） 
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・宿泊施設案内  

・温泉情報 （日帰り入浴を案内） 

・クーポン （紙のクーポンを案内） 

・スタンプラリー、スピードくじ 

   ⑥観光パンフレットの制作⑥観光パンフレットの制作⑥観光パンフレットの制作⑥観光パンフレットの制作    

   よりインパクトのある、効果的な制作手法を検討した。当初の予定 

であった”ウォーカー”や”じゃらん”活用のほか、いくつかの提案

の中で、田辺商工会議所から提案のあった、著名文筆家である甲斐み

のり氏監修によるオリジナルパンフレットの制作案を第一候補とし、

費用を含めた内容案を検討し、その方向で進めることを確認した。 

人気の高い著名な文筆家、デザイナー、写真家による、従来の観光

パンフレットとの違いを鮮明に打ち出せる、話題性の高い内容のオリ

ジナルご当地版のパンフレットを制作し、消費者への訴求を図った。 

   ⑦その他⑦その他⑦その他⑦その他    

     観光庁、近畿運輸局と連携して実施する以下の業務について、出展

方法やＰＲ手法について検討・確認を行った。 

    ・タビカレ・ホームページの掲載内容の検討 

    ・タビカレ学園祭の出展内容の検討 

    ・近畿の魅力ある観光地ＰＲ展の出展内容の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              （検討会実施風景）


