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‟観光まちづくり“に必要な要素とは

定義 効果現状 提案 地域 まとめ

私たちが考える



定義 現状 提案 地域 効果 まとめ

従来 観光＝消費

消費型の旅行：
思い出 写真

食 景色

これらを楽しむことができる。



定義 現状 提案 地域 効果 まとめ

観光＝消費従来

消費型の旅行では、地域とのつながりが構築されず

再来する人が少ないためまちづくりに繋がらない



定義 現状 提案 地域 効果 まとめ

従来 観光＝消費

今後 観光＝資産



定義 現状 提案 地域 効果 まとめ

従来 観光＝消費

消費型の旅行：
思い出 写真

残すことができるもの



定義 現状 提案 地域 効果 まとめ

今後 観光＝資産

資産型の旅行：
思い出 写真

第二の
故郷

知恵・知識
新しい

つながり

残すことができるもの

大人として
の振る舞い



定義 現状 提案 地域 効果 まとめ

消費型の旅行ではなく、

地域とのつながりを構築すること、

つまり資産型の旅行が観光まちづくりには必要



現状 効果定義 提案 地域 まとめ

人間関係の希薄化

旅行における再来率の低下

自分の地元やふるさとがない若者の増加

現状の課題



現状 効果定義 提案 地域 まとめ

人間関係が難しくなったと

感じる者が6割を超えている。

かつその原因は地域のつながりの

希薄化であると考える者が

半数を超えている。

一般的な人間関係について

近年人との関係が希薄になっている



現状 効果定義 提案 地域 まとめ

22

78

帰省する

帰省しない

近年祖父母が地方圏に住んでおらず、

自分の地元やふるさとがない

若者が増加している

自分の地元やふるさとがない若者の増加

総務省統計局 平成28年社会生活基本調査より

https://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/kekka.html

親と住む大学生の約4分の3は

帰省をしない

実家に暮らす学生が帰省するか



観光業界全体として、

一度訪れた人に再来してもらえない

という課題がある

現状定義 提案 地域 効果 まとめ

旅行における再来率の低さ



これからの観光で重視される３つのポイント

参照：観光立国推進戦略会議報告書

現状定義 提案 地域 効果 まとめ

宿から街へ、街から地域へと観光の対象が拡大

通過・日帰りから1泊2日、1泊2日から連泊、

リピーター化・週末住民化・定住へと滞在が長期化

その地域経済を回す

①

③

②



提案定義 現状 地域 効果 まとめ

“はたち旅行”
という新しいジャンルの旅行を提案します！！

これらの課題を解決するために、



提案 効果定義 現状 地域 まとめ

はたち旅行

は

た

ち

はたらくを知る

体験と自立

地域と人とのつながりを
一生の財産に



提案 効果定義 現状 地域 まとめ

人生には特定の節目に行く「旅行」があり、

それは「一生の財産」となる。

Ex) 卒業旅行、新婚旅行など

そんなタイプの旅行の一つとして、新しく「はたち旅行」を

世の中に提示し、日本の「慣習」にしたい！

はたちの年に旅行をする人数が大幅に増加する！



提案 効果定義 現状 地域 まとめ

ターゲット

期間

①はたちになる若者

②若者の力を必要とする地域

2週間～好きなだけ滞在可能



はたち旅行の

特徴

地域特有の「はたらく」を知る

自立した生活を体験

はたちを一生の財産に

提案定義 現状 地域 効果 まとめ



地域定義 現状 提案 効果 まとめ

地域選定



地域定義 現状 提案 効果 まとめ

川上村の現状

✓総面積：２０９．６１㎢

✓人口：３，８９０人 (2016年4月30日)

✓標高：１,１８５m (川上村役場)

✓気温：８．５℃ (年間平均)

✓特産品：レタス・白菜など高原野菜

✓野菜総取扱高：約２０８憶円 （2015年)



川上村の現状

最大の特徴

出典：2013川上村農政要覧

地域定義 現状 提案 効果 まとめ

長野県だけでレタスの年間出荷量の

3分の１を占めており、

さらにその4割のシェアを

川上村が占めている！



川上村の現状：労働力を求めている

課題

レタス収穫のピーク期である夏は、

毎年外国人実習生に住み込みで働いて

もらうことで労働力不足を補っていた

新型コロナウイルスの影響を受け、

外国人実習生の人数が減少しており、

レタス収穫量を保持するための

新たな働き手を必要としている

地域定義 現状 提案 効果 まとめ



川上村の現状：若者の発想を必要としている

観光としての地域の魅力も

アピールしていく必要がある

村の経済を第一次産業に

依存している

地域定義 現状 提案 効果 まとめ

課題

そのための発想を若者に求めている

産業別従業者数



地域定義 現状 提案 効果 まとめ

今までとは違う

財産となる旅行を

楽しみたい若者

若者ならではの

発想や労働力を

求めている地域

需要と供給のマッチング！

若者にとっても川上村にとっても

メリットのある状況が生まれる◎



地元の産業
を

お手伝い

はたちを
お祝い

友人と
シェアハウス

体験

地域定義 現状 提案 効果 まとめ

３つの具体策



地元の産業
を

お手伝い

はたちを
お祝い

友人と
シェアハウス

体験

地域定義 現状 提案 効果 まとめ

具体策①



外国人労働者の代わりに若者がレタスの収穫をはじめ、

川上村の産業をお手伝い

【若者側のメリット】

・仕事を通して基礎的なマナーや忍耐力を身に付けることができる

・地元の方と関わることで強固なつながりができる

【川上村のメリット】

・川上村の主要産業であるレタスの生産維持

・農業になじみのない若者に関心を持ってもらえる

地域定義 現状 提案 効果 まとめ

コロナの影響を受けて労働力不足で
あるため、若者にも来て欲しい！ 現地の声

例①



行政の方との会議を通じて若者ならではのアイデアを提案

【若者側のメリット】

・まちづくりを経験できる

・自分のアイデアが形になる喜びを感じられる

【川上村のメリット】

・若者の新しい柔軟な発想を得られる

・若者に川上村への愛着を持ってもらえる

地域定義 現状 提案 効果 まとめ

地方創生のために
若年層の意見が欲しい

現地の声

例②



地元の産業
を

お手伝い

友人と
シェアハウス

体験

地域定義 現状 提案 効果 まとめ

具体策②

はたちを
お祝い



・社会に出た後の自立した生活を経験

・若者が一度は憧れる友人とのシェアハウスを実現

か従来外国人労働者が使っていた宿舎を、

若者が長期滞在をする場として活用

地域定義 現状 提案 効果 まとめ

外国人労働者用の宿舎が改装され、
床暖房付きの暮らしやすい環境に！

現地の声



お手伝いの報酬として、現金ではなく

川上村のみで使える地域通貨を発行。

(地元のお店での買い物や、冬に再来した際

近隣のスキー場で使用可能)

川上村での消費が増え、経済が活性化

地域定義 現状 提案 効果 まとめ



地域定義 現状 提案 効果 まとめ

というSNS型の独自コイン
発行アプリを使用

island
地域通貨の具体策

シェア街プロジェクト内で「仕事」

をすると地域通貨を得られる

ここで得た地域通貨を

Little Japanが主催するイベント

への参加や飲食に利用できる

このアプリを利用した地域通貨の実証例

まちをシェアする「シェア街」プロジェクト
か



地域定義 現状 提案 効果 まとめ

この地域通貨を利用して

川上村の経済を活性化させる

はたち
旅行

①

②③

① 川上村で

「はたらく」

を経験する

③ 川上村で

「地域通貨」

を利用する

② 川上村で

「地域通貨」

を得る

川上村のみで使える

地域通貨を発行することで

川上村の経済が活性化する



地元の産業
を

お手伝い

友人と
シェアハウス

体験

地域定義 現状 提案 効果 まとめ

具体策③

はたちを
お祝い



・はたちになったことを実感できる

・自分の手でお酒を作ることで、

はたち旅行が思い出深いものになる

お酒を自分たちで作ることで
「はたち」をお祝い

地域定義 現状 提案 効果 まとめ



地域定義 現状 提案 効果 まとめ

商品名：高冷地で育ったナイアガラぶどうワイン

提供元：森の駅「マルシェかわかみ」

特徴：高原レタスの産地で採れる

ナイアガラぶどうが原産の

貴重なワイン。果実の特長を

生かした爽やかな味。

自分で収穫した
ブドウを使用して

ワインを製造する！

具体例①

今後、提供元と調整を進めていく予定です。



地域定義 現状 提案 効果 まとめ

商品名：信州川上村レタス焼酎「麗多寿」

提供元：芙蓉酒造協同組合

特徴：標高1200ｍで育った高原レタス

由来のさわやかな風味を

楽しむことができる。

自分で収穫した
レタスを使用して
焼酎を製造する！

今後、提供元と調整を進めていく予定です。

具体例②



手作りのお酒を次に再来する時まで、川上村で保存

＝大人のタイムカプセル

古い友人と再び同じ場所で会うきっかけを作り、
川上村への再来を促す

地域定義 現状 提案 効果 まとめ



効果定義 現状 提案 地域 まとめ

はたち旅行がもたらす効果

１、はたちの思い出を作れる
２、地域との繋がりができる
３、社会人を経験できる

①訪れる側＝はたち

②受け入れる側＝地域
１、移住、再来の促進
２、若者ならではの視点を取り入れられる
３、経済効果
４、労働力不足が補われる



効果定義 現状 提案 地域 まとめ

・友人とのシェアハウス

・はたちならではの経験

→ 今回の場合は川上村のワイン、レタス焼酎

→ はたちという節目を友達と共に過ごし、

その時間を一生の財産にする

１、はたちの思い出を作れる

①訪れる側のメリット



効果定義 現状 提案 地域 まとめ

長期滞在

地域住民との繋がりができる

第二の故郷ができる

２、地域との繋がりができる
①訪れる側のメリット



効果定義 現状 提案 地域 まとめ

長期滞在

地域の魅力を知ってもらえる

地域住民との繋がりができる

移住・再来のきっかけ

１、移住・再来の促進

②受け入れる側のメリット



効果定義 現状 提案 地域 まとめ

２、学生ならではの視点を取り入れられる

②受け入れる側のメリット

川上村元副村長の方が抱えていた課題

フィールドワークの様子

「地方創生のために

若年層の意見が欲しい」



効果定義 現状 提案 地域 まとめ

２、学生ならではの視点を取り入れられる

②受け入れる側のメリット

はたちの世代が持つ地方創生に対する

新しい視点は、人口減少が進む

地方において必要とされている

受け入れる側の地域は、はたち旅行を通じて

多くのはたち世代の意見を吸収できる



効果定義 現状 提案 地域 まとめ

経済効果

①川上村「夏(就業体験期間)」

②川上村「冬(観光期間)」

③全国

を以下の３通りで算出

川上村の場合、主な観光を
「スキー・スノボ」と

仮定しました

３、経済効果

②受け入れる側のメリット



効果定義 現状 提案 地域 まとめ

３、経済効果
②受け入れる側のメリット

②川上村 就業期間(夏)Ver.

内訳 金額(円)

食費 16,000

娯楽費 18,000

雑費 5,000

合計 39,000

現在の外国人労働者の
受け入れ人数から

200人のはたちになる若者が
参加すると仮定しました。

14日間の滞在費

39,000(円)×200(人)＝780万円

波及効果：780万(円)×2.02(波及率)＝1575万6千円



効果定義 現状 提案 地域 まとめ

https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/kouka.html

３、経済効果
②受け入れる側のメリット

②川上村 観光期間(冬)Ver.

内訳 金額(円)

スキー・スノボ 28,500 (1日9,500円)

宿泊費(夕・朝食付き) 12,750 (1日4,250円)

雑費 3000 （1日1000円）

合計 44,250

３日間の滞在費

44,250(円)×200(人)=885万(円)

波及効果：885万(円)×2.02(波及率)=1787万7千(円)



効果定義 現状 提案 地域 まとめ

ttps://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/sanren/sr-tool.htm

３、経済効果
②受け入れる側のメリット

成人総数(2021年)：118万8千人

成人式出席率：63％

118万8千人×0.63＝ 748,440人

はたち旅行参加目標数：748,440人

１７日間の滞在： 4145億6800万円
→川上村の場合、夏14日間・冬3日間の

年間合計17日間の計算になるため

③全国Ver.



効果定義 現状 提案 地域 まとめ

新たな慣習にし、参加者を増やすための

「アクションプラン」を２つ提案します！

このような経済効果を生み出すためには、

はたち旅行を日本における

新たな「慣習」にする必要がある



効果定義 現状 提案 地域 まとめ

新たな慣習にするためのアクションプラン

①ハッシュタグキャンペーン

→「＃はたち旅行」をつけて、

参加者自身に生活の様子を

SNSで投稿してもらう。

Twitter

Instagram



効果定義 現状 提案 地域 まとめ

②ガイドエッセイの出版

→ 経験者にエッセイを書いてもらい、

はたち目線の魅力を伝える。

→ 大学の生協や、全国の移住支援

センターや観光課、またはたちが

集まるであろう前撮り撮影スタジオ

においてもらう。

私たち奥山雅之ゼミナールは、

合宿先のガイドエッセイを

作成し出版しました

新たな慣習にするためのアクションプラン



まとめ定義 現状 提案 地域 効果

まとめ

は

た

ち

はたらくを知る

体験と自立

地域と人とのつながりを
一生の財産に



まとめ定義 現状 提案 地域 効果

・川上村以外の地域でも実現可能

・地域によって内容のアレンジが可能

汎用性が高い



まとめ定義 現状 提案 地域 効果

コロナ禍において、従来のように

好きな時に好きなだけ旅行に

行く事ができなくなった今、

１つの旅行がいかに高い価値を持てるか

が重要であると考えます。



まとめ定義 現状 提案 地域 効果

この「はたち旅行」が、

従来型の消費的な旅行ではなく、

迎える側・訪れる側共に

将来の自分の財産として

残す事ができるような「旅行」

になればと思います。



まとめ定義 現状 提案 地域 効果

社会に出てから、人間関係や仕事で

行き詰った時に帰れる場所。

また、帰る度に自分の

成長を感じられる場所。

そんな「第二の故郷」をはたち旅行を通じて

見つけてもらいたいと考えています。



明治大学 奥山ゼミ キンモクセイ

〜地域とつながり、財産となる旅行〜
In 川上村

ありがとうございました


