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47.6％

これは全国の市町村に占める

過疎地域の割合です。

いま、地方都市における人口
流出は深刻な課題となってい
ます。



私たちの地元能登地域はどうだろう？



能登地域の過疎状況

石川県内で10市町村が総務省によって
過疎地域に認定されており、
そのうち8つの市町村が能登地域に属している。
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• 「能登地域」とは、石川県の北部に位置する地域

• 珠洲市・能登町・輪島市・穴水町・七尾市・志賀
町・中能登町・羽咋市・宝達志水町の9市町が含
まれる

• 人口は約187,447人（2020年度）

• 自然の豊かさや伝統工芸に定評がある

能登地域について

能登

加賀



住民の声
私たち住民の間で、
「将来能登地域の大半が、
人口減少により消滅して
しまうのではないか」
という不安の声が上がって
います。生まれ育った町を
どうにかして守りたい…。

M.Iさん（64歳）穴水町在住



総務省の調査によると、地方
公共団体が考える人口流出の
要因の第一位は
「良質な雇用機会の不足」
であった。
地方では、時代のニーズに対
応しきれず、顧客離れが深刻
な問題となっている商業施設
が多く見られる。つまり、

産業の衰退
が地方都市の過疎化を進行さ
せている。

人口減少の原因

Click to add text

総務省「地域におけるICT利活用の現状に関する調査研究」（平成27年）
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能登地域の魅力とは？



能登地域の魅力

自然の豊かさ

質の高い食材 人の温かみ

伝統工芸 おもてなしの心



観光業を通してこの魅力を発信し
雇用の創出につなげられないか？



能登の観光の現状

7,778 7,859 

24,558 24,753 

平成28年 平成29年 平成28年 平成29年

能登地域 石川県全体

地域別観光売り込み客数（単位：千人）

左図のグラフは、石川県全体
と能登地域平成28年度・平成
29年度の観光客数を表してい
る。

石川県全体・能登地域どちら
を見ても数値は横ばいになっ
ている。

石川県観光戦略推進部「地域別観光売り込み客数」より

観光客を増やしたい！
しかし国内の人口は減少傾向にあるかつ高齢化で市場規模△
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そこで着目したのが…

訪 日 外 国 人



国内旅行 インバウンド

国内旅行市場が成熟・停滞する中、
急激に拡大するインバウンド市場にチャンスが！！！

JTBF旅行者調査『旅行年報2018
「第Ⅰ編 日本人の旅行市場」』より

国土交通省観光庁「訪日外国人消費動向調査」、
「訪日外国人旅行者数の推移」より



台湾

803人

その他, 7

のと空港における国別入国者数

台湾

35.19%

韓国, 2.68%香港, 12.03%中国, 10.23%

タイ, 3.19%

シンガポール, 

1.23%

マレーシア, 1.50%

インドネシア, 

2.97%

フィリピン, 0.71%

ベトナム, 

0.29%

インド, 

0.05%

イギリス, 

3.54%

ドイツ, 

1.73% フランス, 3.03%

イタリア, 

3.97%

スペイン, 

2.22%

ロシア, 

0.13%

アメリカ, 

6.81%

オーストラリ

ア, 5.83%
カナダ, 2.63%

石川県に来ている訪日外国人の割合

訪日ラボ「石川県に来ている外国人の割合」2019年より 訪日ラボ「2019年能登空港の出入国外国人数」より

台湾市場が有望
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食への期待

が
ズバ抜けて
大きい！

1．ターゲットのニーズ

国土交外国人消費通省観光庁「訪日外国人の消費動向 訪日動向調査結果及び分析 2019年 年次報告書」より



台湾人の食の志向

宗教上の理由だけでなく、健康志向、
環境保護・動物保護意識の高まりにより
ベジタリアンが増加中。
「多様性を認め、受け入れていくこと」
多様な食文化や志向を受け入れていくこと
も、これからの観光に必要でないか。

国民の7人に1人！



ベジタリアンが観光地で困ったこと

「ネットでの情報発信や店舗内外での表示が少な
く、飲食店がベジタリアン・ヴィーガンに対応し
ているかどうか分からない」

「日本はベジタリアン・ヴィーガン
に対応した飲食店等の数が少ない｣

「日本で食べたかった食べ物のベジタリアン

オプションがなく、食べることを諦めた」

（観光庁が実施した外国人ベジタリアン・ヴィーガンへのアンケート調査より）



能登のレストランの例
行ってき
ました！

実際に能登地域にあるレストランを訪問した
ところ、
メニューへの配慮はされていませんでした。



台湾のレストランの
ベジタリアン対応例

台湾のレストランではベジタリアンに対応している店が多いです。

ベジタリアン対応マーク 材料をすべて表示



住民の思い

能登地域に住む住人30名に2つの
項目でアンケートを実施した。
「能登地域を活性化させたいと思
いますかとの質問に「はい」と答
えた人は全体の90％、また「能登
地域の良さ」を問うたところ約
46％の人が伝統工芸と答えた。

しかし同時に伝統工芸の衰退を心
配する声も多かった。

伝統工芸伝統工芸

2．能登住民のニーズ

はい

90%

いいえ

10%

Q１能登地域を活性化させたいと思いま

すか

Q２ 能登の良さは何だと思いますか

Q1.2共に独自アンケートより

伝統工芸
46%

その他
15％

自然
16％

食
23％



小括
・訪日外国人は日本食に多大な期待を抱いている。
しかし、現在台湾で増加しているベジタリアンは、
能登で十分な配慮を受けることができず、食を楽し
むことができていない。

・能登住民は地元の伝統工芸に誇りを持っており、
その衰退を憂慮している。

台湾人ベジタリアンが日本食を楽しむことが
できる仕組みと、能登の伝統工芸の魅力を伝
える機会をつくり出すことが必要
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そこで提案するのは…

ベジタリアンマップ×伝統工芸



能登の飲食店の多くは、能登野菜を
扱った料理を提供している。
能登野菜は、能登の風土を活かして生
産され、優れた特長・品質を有してお
り、ベジタリアン用メニューにしても
満足度の高いものを提供できるポテン
シャルがある。

実は…

能登には

という野菜ブランドがある！！

能 登 野 菜



ベジタリアン対応店を増やす
取り組み

ベジタリアンの方にも安心し
て食を楽しんでもらえる取り
組みでステキ！

石川県鳳珠郡穴水町 喫茶店プランタン
谷口さん

このようにベジタリアン向けの特別メニューが常
時あるわけではありませんが、ベジタリアンの方
が来訪した際には要望にあった料理を提供してく
れるお店を、次の広告で募集します。

能登地域にある喫茶店プランタンの谷川さんに
お話を聞いてきました。ベジタリアン向けの特
別メニューを用意することができるか尋ねたと
ころ、このような回答を得ることができました。



☑来訪するベジタリアンに合わせ
たメニューを提供してくれる飲食店

☑能登地域にある飲食店

募集

ベジタリアン歓迎店



ベジタリアンマップを作成

そして、

ベジタリアン対応店の情報を提供するプラットフォームとして



”ベジタリアンマップ”能登

ベジタリアンマップ能登とは？

能登地域にある能登野菜を取り
扱っていて、ベジタリアンに対
応出来るお店を一括掲載してい
るホームページ。

イメージ図

https://noto-vegetarianmaps.//



①Restaurant 〇〇

Address：▲▲▲-10-1
TEL：□□□□‐□□‐□□□□
FAX：●●●●‐●●‐●●●●
Open: 10:30 pm
Close: 3:30 pm
We are open during the end and beginning of the year
URL：htt://www.syouya-yakata.com/
Features: No smoking/Special diet
→ Goolge Maps

Restaurant 〇〇 is a lovely cafe in ▲▲.
We makes use of vegitables in Noto.
You can enjoy dishes which has appeared on various 
magazines and TV programs.

②teashop □▲●○●

ベジタリアンマップ能登とは？

石川県能登地域のマップが載っ
ており、ベジタリアンに対応可
能なお店がマップで閲覧できる。

お店には数字が割り振られてお
り、1店舗ずつの説明が書かれ
ている。

”ベジタリアンマップ”能登

イメージ図

https://noto-vegetarianmaps.//

http://www.syouya-yakata.com/
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92927-1326+%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E7%8F%A0%E6%B4%B2%E5%B8%82%E7%9C%9F%E6%B5%A6%E7%94%BA%E3%82%AB%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91+%E5%BA%84%E5%B1%8B%E3%81%AE%E9%A4%A8/@37.4677267,137.0852351,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x5ff136141391f50d:0xc5b5cb679ead5861!8m2!3d37.4677151!4d137.0874386


ベジタリアンマップ
掲載店を巡ると…

• 全店共通のポイントカー
ドにポイントを付与

• ポイントをためると輪島
塗のマイストローをつく
るワークショップ割引券
を配布



輪島塗×マイストロー

石川県能登地域の伝統工芸、「輪島塗」
観光客に「輪島塗」を経験し、「モノと
コト」を思い出として持ち帰ってもらう
ことで、伝統工芸の普及を促進。

「台湾タピオカ」が流行した2019
年。近年プラスチックストローを
はじめとする、プラスチック製品
が環境問題になっている。マイス
トローの製作で環境問題解決の足
掛かりに。



本プロジェクトによる収益性①
(1年単位)

ベジタリアンマップ掲載店の利用
石川県来訪外国人観光客数 640000人
うち台湾人観光客数 224000人（35％）
能登地域選択率 30％
うちベジタリアンマップ掲載店利用 10％

6720人

約4700万円

ベジタリアンマップ掲載店の収入
平均宿泊日数 2.2泊
1人当たりの平均旅行消費単価 23440円
うち食に使うお金 消費単価全体の30％と仮定
＝7032円

数値は「訪日ラボ」
2019年を引用



農家・飲食店
・輪島塗工房

本プロジェクトによる収益性②
(1年単位)

提携先の輪島塗工房の利用
ベジタリアンマップ掲載店利用者 6720人
うち実際に体験する人の割合 20％と仮定

1345人

約243万円

提携先の輪島塗工房の収益
ベジタリアンマップ経由の体験者の数 1345人
1人当たりの輪島塗体験料 800円
輪島塗関連グッズ平均単価 10000円
うち購入者の割合 10％と仮定＝約135人



このプランが能登にもたらす効果

収益の

増加

雇用の

創出

定住人口の

増加

農家・飲食店
・輪島塗工房
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PR方法①
観光サイトとの提携

石川県を訪れる観光客なら
だれもが見るであろう観光サイト
”ほっと石川旅ねっと”

株式会社旺文社が運営する
”DiG JAPAN”
「もう一度来たい！」と
思ってもらえるように、
まだ知られていない日本を
深掘りしてお届けしている。

エキサイト株式会社と台湾現地の
関連会社「愛客彩股份有限公司」
が提供する”Japaholic”
主に日本好きの台湾人女性を
ターゲットとしている。

これらのサイトで
ベジタリアンマップ
を掲載してもらった
り、紹介してもらう



PR方法②
”ベジタリアンマップ”の設置

金沢駅

のと空港

ホームページだけでなく、
紙媒体のベジタリアンマップも用意。

金沢駅やのと空港など、観光客が多く訪れる
地に設置し、より多くの人にベジタリアン
マップを手にしてもらうきっかけに。



PR方法③ ”YouTube広告”に掲載

10代・20代の95％
が利用していると
もいわれている
YouTubeに、ベジ
タリアンマップの
広告を打ち出して
もらうことで、コ
スト以上の効果が
見込まれる。
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まとめ

観光業を通して雇用を創出するために、
インバウンドの増加が鍵となっています。

「多様性を認め、受け入れていくこと」

能登に受け継がれている
”おもてなしの心”で
多様なニーズに対応していくことが
地域活性化への第一歩ではないでしょう
か？
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