
　　チャレンジ！中津川☆恵那プロジェクト 
　　スタートアップセミナー ／ ブラッシュアップセミナー 

　　報告書 

　　平成29年8月 
　　チャレンジ！中津川☆恵那プロジェクト 運営委員会 



実施概要 

　チャレンジ！中津川☆恵那プロジェクト（以下、本事業という）では、観光的波及効果を目指
した「地域資源の産業化」をテーマに、地域の「特産品」や「体験プログラム」の製品・サービ
ス価値の向上や販促を進めることを目的に、事業の第一段階として、地域の関係者に事業に対す
る理解と意識を高めるための「スタートアップセミナー」及び体験・産品それぞれを対象とした
ブラッシュアップのための機会としての「ブラッシュアップセミナー」を、以下の日程の通り実施
した。 
　また、産品のブラッシュアップ関しては中日本高速道路株式会社（NEXCO中日本）及び域内道
の駅との連携事業として、平成30年1月に実施予定の商談会に向けた「販促セミナー」も合わせ
て実施し、販路を見据えた機会提供を行った。 

　今後、これらの実施状況・内容と並行して、あるいはそれを踏まえて「事業者ヒアリング調査（テ
ストマーケティング実施前／後）」、「テストマーケティング」、「商談会等」（出口となる販路
開拓）を実施する。 
　スタートアップセミナーの実施内容、参加状況、及び実施内容を踏まえた状況検証についての
詳細は以降の頁にて記載する。 

セミナー分類 実施日時 会場 内容

スタートアップセミナー 5月10日(水) 
14:00-19:30

第1部：恵那文化センター 
第2部：ﾒｿﾞﾝ・ﾄﾞｩ・ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ

- 第1部：セミナー（講師：山田桂一郎
氏、前澤重禮氏） 
- 第2部：交流会（アレンジ：小椋日南恵
氏、宇佐美正亘氏、大鋸伸行氏、市川
尚樹氏）

ブラッシュアップセミナー 
－　体験

5月19日(金) 
14:00-17:00

恵那文化センター - 講師：小板潤治氏 
- プログラムづくりワークショップ
（「NPO法人えなここ」により実施）

5月26日(金) 
14:00-17:00

中津川商工会議所 - 講師：田尾大介氏

6月6日(火) 
14:00-17:00

中津川商工会議所 - 講師：田尾大介氏 
- 実践者講演：伊藤来氏

7月5日(水) 
10:00-17:00

中津川商工会議所、及び現
場各所

- 講師：田尾大介氏（個別相談）

ブラッシュアップセミナー 
－　産品

5月25日(木) 
14:00-17:00

恵那商工会議所 - 講師：岸正龍氏

6月1日(木) 
14:00-17:00

恵那商工会議所 - 講師：岸正龍氏

販促セミナー 
－　産品

7月3日(月) 
14:00-17:00

岐阜県恵那総合庁舎、恵那
峡SA（上り・下り）

- 講師：村井俊文氏、佐藤敏道氏、山根
正行氏、安藤直樹氏 
- 現場視察：恵那峡SA（上り・下り）

 2



スタートアップセミナー 

１．趣旨・目的 
　スタートアップセミナーは、新規でスタートした本事業の主催者となる実行委員会・運営委員
会を構成する中津川市・恵那市の商工会議所、行政、観光協会、金融機関、学術機関のほか、オ
ブザーバーとなる関連機関の関係者、及び最も重要な受益者となる地域の飲食店、体験ガイドサー
ビスの提供者、宿泊事業者、旅客運輸等の観光サービス事業者、地域の農業者、流通業、特産品
製造販売業者など、観光や地域振興を構成する多様な主体（担い手）に対し、本事業の背景と趣
旨、及び重要となる「マーケットイン」の視点の周知により、本事業が依拠する考え方、価値観
の理解共有、事業の周知を目的として開催した。 
　スタートアップセミナーを最初のきっかけとして、地域全域の多様な事業者・担い手への周知、
参画、連携を進めることで、政策立案・執行主体（行政、商工会議所をはじめとした実行委員会）
と受益者の間の調整、ニーズとのマッチング、利害の共有を図り、共通利益としての来訪客に対す
る満足の向上、域内滞在時間や客単価の向上、リピートの獲得、域内調達率の向上、経済波及効
果の創出といった成果（アウトカム／インパクト）を生み出し、人口減少や市場縮小、税収の減
少などのネガティブな社会環境を補完し、地域に「持続と自立」の状態をもたらし、更に「豊か
さの確保と住民の幸福」につながる流れが生まれることが期待される。 

２．概要 
◆ 第一部（セミナー）｜ 5月10日(水) 14:00~17:30 
　内容：１）主催者挨拶（実行委員長 長野正 氏・中京学院大学学長） 
　　　　２）基調講演１『選ばれ続ける中津川・恵那になるために』（山田桂一郎 氏・観光カリ 
　　　　　　スマ／JTIC SWISS 代表） 
　　　　３）基調講演２『地域資源の活用に必要なマーケットイン』（前澤重禮 氏・岐阜大学応 
　　　　　　用生物科学部 教授） 
　　　　４）事業説明（チャレンジ！中津川☆恵那プロジェクト 運営委員長 宮田久司）  
　　　　５）その他補足説明・事務連絡  
　会場：恵那文化センター 
◆ 第二部（交流会）｜ 5月10日(水) 18:00~19:30 
　内容：１）乾杯発声（一般社団法人 恵那市観光協会 会長 阿部伸一郎 氏） 
　　　　２）郷土食材の紹介（中津川・恵那 食の案内人 小椋日南恵 氏） 
　　　　３）料理説明（メゾン ドゥ ジャルダン 宇佐美正亘 氏）※食材・料理の詳細は随時紹介 
　　　　４）地酒紹介（大鋸酒店 大鋸伸行） 
　　　　５）終了時挨拶・総括（山田桂一郎 氏） 
　会場：メゾン ドゥ ジャルダン  

３．参加者数 
　合計参加者：128名 （※事務局・運営委員等直接の関係者を除く） 
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４．内容 
　講演内容に関する要旨の抜粋、および第二部の内容を以下に記載する。 
◆ 基調講演１：山田桂一郎 氏（※講演内容は「別添非公開資料」に収録） 
✓ 今回、観光、地域活性の話ということだが、突き詰めて考えると農林漁業、中心市街地活性化、
環境保全などあらゆる要素と結びついた総合的な地域力が必要となり「地域全体の経営」「地
域経営」という視点から話さざるを得ない。 

✓ ツェルマットは「マッターホルン」という一級の資源があるが、山自体は一度来て写真を収め
ればそれで終わってしまい、それだけではゴミの処理や、トイレを用意するなどのコスト要因
にしかならない。 
域内は電気自動車や馬車しかなく、ベルンから3時間、最寄の100万人都市であるパリから丸
一日かかる立地的に不便な場所にあるが、地元の産品を料理として提供し、リピート率は70%
を達成している。 
宿泊の総床数は増加していないが、リピート毎に客単価を上げており、地域として連携して全
体で収益を上げ、5,700人の町で州・連邦政府に交付金を出している。 
さらに驚くのは、村の皆が観光のためでなく、地域を良くし次世代に引き継ぐために日常の（結
果として観光につながる）取り組みを行っていること。（三方良しでなく、未来にも良いとい
う視点も含めた四方良し） 

✓ 山田氏が日本各地でコンサルティングとして関わった事象からも見ていると、一つの事業者だ
けの企業努力だけでは、地域全体の経済が落ち込むとそれに足を引っ張られる。 

 4

スタートアップセミナー参加者（分類内訳）

施設
宿泊
飲食
体験

食品企画・製造
製菓
農業

流通・小売
林業

木工・工房
サービス
運輸
製造

広告・メディア
その他
教育機関

行政等中間団体
0 10 20 30

24
6
14
2
5
2
7
4
3
8
6
4
10
14
13
5
1



個々の収益を上げるために、「地域全体の利潤」を上げてなければならない。それゆえ「地域
経営」に結びつけて考えていかなければならない。 

✓ マッターホルンのような有名な資源だけで一回来れば良いということになる。 
要はCLTV（顧客生涯価値）を地域全体でどう引き出すかという考えが重要。中津川・恵那地
域は、ツェルマットと比較すれば、首都圏3,400万人、京阪神1,200万人からもアクセスが良
く、セントレアでアジア各国の100万人都市と繋がっており、さらにリニアが来るという環境
下にある。 
重要なのはアクセスではなく、目的地として選ばれる理由があるかで、顧客にお金を落として
もらえる価値ある商品、リピートしていただけるだけの器や地域の連携が必須となる。 
目的地にならない岐阜羽島やその他の新幹線駅はレンタカー屋くらいしか儲からず、人は降り
ないし、地域に金は落ちない。 

✓ プロジェクトを始めるに際し、地域全体の目標や事業の最終目的を見据えていく必要がある。 
その設定に際し重要なキーワードは「自立と持続」という当たり前のものだが、単純に観光と
いう話に止まらず、行政、農業、商店等全てが「自立と持続」を実現し、最終的に「地域住民
が幸せになってこの地域が豊かになること」というゴールと基準を見失わないことが大切であ
る。 
この目的を掲げたときに、産業分野、肩書きや役職の関係なく、地域全体の最善・最適化に意
識や行動を向けることができる。 

✓ 地域それぞれに経済が成立している要件があるので、単に観光に取り組めば良いというもので
はなく、地域特性を踏まえ、経済活性の為の取り組みを「自立と持続」につなげるために計画・
実行する必要がある。 

✓ 地域的な取り組みが前進しない要因に「エゴと利害」というものが存在し、特にエゴについて
は根深い上に至る所で散見される。 
好き嫌い、自分の（世代の）事だけしか考えていない、無い物ねだりなどのエゴが地域の連携
や次世代への継承、時代に適応した変化に対する大きな障壁となっている。 

✓ 先進地として伸びているのは、食うに困って必死になっている地域。 
人口ボーナスで勝手に客が来る時代は終わっており、観光客は観光協会や行政が運んで来るも
のと思って経営努力をしない事業者組むことで足を引っ張られないよう注意したい。 

✓ 今後プロジェクトの中で計画を策定していく際には、行政の総合計画・総合戦略といった文書
化した計画との整合を考えることが必要。行政は基本的に紙に書いたことをやる。 
総合戦略には努力義務があり、重要な業績評価指標（KPI）を達成せず、人口が下げ止まる兆し
が無ければ交付金が削減される可能性がある。 
「稼ぐ」計画は「予算主義」（予算をどう消化するか）の行政発想ではなく、「決算主義」（必
要な事業や成果を実現するために何ができ、どれだけ稼ぐか）の民間発想から考えていく必要
がある。従い、民間が主体となり計画を稼ぐものにしていく必要がある。 

✓ 今日迄は、地方の観光に関する成果指標として「観光客入込客数」至上主義であったが、必ず
しも入込客数自体が地域を豊かにするとは限らない。 
売上は「単価×数量」であり、数量（入込客数）を至上目標にしては因数分解ができない。 
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このような観点から「消費額」がより重要な指標になり、その達成を支える柱（手段となる指
標）として数（入込客数や延べ宿泊者数等）、あるいは外国人観光客誘致という課題（目標）
が付随する。 

✓ どれくらい稼げば良いかという参考数値として、それぞれの市の人口流出・減少により縮小し
た経済規模が一つのベンチマークになるのではないか。 
中津川市の場合10年間で85億円、恵那市で63億円縮小しており、いずれも子供の減りが急激
である。 
域内消費を1%域外消費から振り向けると、中津川市の場合9.8億円、恵那市で6.3億円内需拡
大が見込め、「域内消費」や「内需拡大」は大きな経済効果がある。 
外貨獲得のベンチマークとしては、例えば両市縮小分の15億円を挽回することも一案。 

✓ ヨーロッパの小規模自治体でも自立できるだけ稼げているのは、域内で消費を循環させている
から。 
例えば、旅館の売上がすべて外部に流れるか、域内雇用や調達に流れて、さらに卸売事業者が
地域の生産者から調達するかにより、域内商取引の総額（総生産）は大きく違いが出て、税収
にも直接影響する。 
ヨーロッパは、地元のチーズやワインしか買わないので、域内調達率が高い。恵那・中津川で
これを連携して実践し「中で回す」べき。 

✓ 中で加速度的に回す時に重要なのは、「地消地産」の考え方。 
まず地域で消費するために地域で生産する、その循環の中にお金を落とす観光客（観光者では
ない）に来ていただくこと。 
地産したものを安く出すのではなく、美味しく、価値あるものを、魅力ある形で提供し、利益
を生むこと。その経営努力をすること。そうでないと顧客に喜んでもらえないし、リピートも
獲得できず、人を雇用することも難しくなる。 
他と一緒ではない「今だけ、ここだけ、あなただけ」の商材を地域で作り、ここに来る明確な
目的・必然性を生み出さなければ、より近く、安いところに代替されるし、たとえリニアが来
たとしても下りないし、消費しない。 
また、価値の高い商材を見せていくことで、定番商品も売れていく要素が大きくなる。 

✓ 統計上、高速交通網ができた時は、日帰り客が増え、客単価が伸びない。（金沢の事例）遠方
に行き、宿泊すると消費額も増える傾向にあり、一層滞在させるための努力や工夫が求められ
る。軽井沢は、東京から新幹線で1時間程度の距離だが、エコツアーなどを含め地域で滞在型
の努力を実践している。 
新潟は、朝ごはんのクオリティを上げる取り組みなど、地味な経営努力をして宿泊者数を伸ば
している。 
岐阜県は、日本では当たり前だが外国人に受けるものが多くあり「コンテンツ（素材）」だけ
ではなく「プロダクツ（商材）」としてしっかり受け入れ態勢、楽しんでいただけるオンリー
ワンの商材（の集積・連携）を作ることで潜在力を生かすことができる。 

✓ 企業誘致も経済効果や雇用が期待される施策に見えるが、シャープ亀山工場やYKKの事例のよ
うに、投じた税金の割に雇用を生まないケースがある。 
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法人市民税の制度も変わり、国に持って行かれる割合が増えたため、それを担保にハコモノを
作っていた豊田市の社会保証は破綻しかけ、トヨタの優秀な社員も市外に流出するという悪循
環に陥ろうとしている。 
しかし観光はサービス業で、活性化すれば人材が必要となり、域内調達率を高めることで経済
波及効果も創出しやすいというメリットがあるため、地域振興・経済活性化の手段として観光
的観点を入れることは勧めることができる。 

✓ 近年は沖縄の離島や北海道のニセコ町・倶知安町など、僻地で人口を伸ばし経済成長している
事例がある。沖縄は離島ファンが定住し、資源や交通の便には恵まれていないが、成長してい
る。 
北海道ニセコ町・倶知安町などはオーストラリアの旅行客が地域を潤しているが、オーストラ
リア人が同国人向けにサービスを提供している事例が多く、それ故に地域の肉、魚、野菜など
の食材を使い、域内調達率が高まり、良い経済波及効果を生んでいる。 
中津川・恵那地域はそれらの地域に勝るとも劣らない資源を有しており、より大きなパフォー
マンスをあげることのできるだけの潜在力を有しているのではないか。 

✓ 京都は外国人観光客も多く、観光入込客数が増加し続けており、サービス業の総生産額自体は
伸長しているが、就労者の多くは市内に手頃な物件がなく市外から通勤しているほか、大阪府
をはじめとした域外事業者から調達しているなどの要因から、小売卸売業の業績が低下してお
り、生産年齢人口も全国平均並みに減少傾向にある。 
また住民の生活に不便が生じる観光公害が起きており、「住民の幸せと社会の豊かさ」という
観光を通じて実現すべき本来の価値・目的に繋がっていないという課題がある。 

✓ 商材と価格設定について考えるにあたり、地域内で共通の価値を元にしたコンセプト設定は必
要だが、価格帯は階層化（多様化）を図り、棲み分けできる状態を作る必要がある。 
特に高価格・高付加価値のものを作り、全体の価格構造のピラミットの頂点を引き上げ、シャ
ワー効果を創出していくことが望まれる。 
上手くいっているところは、食に限らず、宿泊も含めてユース・キャンプ場から五つ星ホテルま
での階層化が図れており受け皿ができている。その中で、それぞれが客単価をあげる努力をす
ることが必要で、結果として外部のお客さんにエリアとしても選ばれ、地域のブランド価値も
高まることに繋がる。 
客単価を上げ、域内調達率を上げると、地域の中で良いお付き合いが生まれ、生産者、料理人、
フロアスタッフ等のそれぞれの役割分担の中で気概が生まれ、顧客にも喜ばれるという良い循
環が起こる。 

✓ 新ご当地グルメ、B級グルメでよくあるのが、地域リアリティのない商品。作るだけ作って地元
の人が支持しないものを外の客が支持することはない。讃岐うどんのように、地元民に愛され、
地域リアリティのあるものが喜ばれるし、広がりを持つ。 

✓ 昨今は、観光目的地を地名ではなく目的で検索され、選ばれる時代になっている。従って、域
内連携して、提供できるサービスの幅、商品構成、使える素材や資源を広げ、結果として選ば
れる接点をエリアとして持っておくことが重要になる。従い、このプロジェクトの意味や成否
は、今後の連携が鍵になる。 
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✓ その上で「稼ぐ」地域ビジョンを作っていくこと。民が主体になり、かつ顧客を巻き込み、実
現可能な状態の最高のポイントとしての「ビジョン」を描き、それを実現するための「計画」
の元に稼いでいくことが大事。 

 　  

◆ 基調講演２：前澤重禮 氏 
✓ 岐阜大学応用生物科学部（元の農学部）で農業や食品を中心に教育・研究を行っている。岐阜
大学は地域密着型で域内の若年層を外に出さず、集まった学生を地域に貢献していく人材を育
てていくことを使命としている。自身も岐阜で骨を埋めようと思っている。 

✓ 今回は、六次産業化や農商工連携など行政的なテーマも含めて、食の話が中心となるが、テー
マである「マーケットイン」の考え方は観光等の全ての産業分野に当てはまるので、その視点
を把握し、日々の取り組みに生かしていただきたい。 

✓ 六次産業化とは農業者が生産・加工・流通のあらゆるバリューチェーンを手がけるという施策
でJA等がバックアップしている、農商工連携は農業者のみならず商工業者が横の連携を持ち、
高付加価値な商品の開発や新サービスの提供を行う施策で、事業主体が複数あることが特徴、
連携を下支えするのが行政の役割となっている。 
よく地方の食、農商工連携・六次産業化などの話は、補助金ありきで内向きな発想から始まり、
顧客（消費者・実需者）の視点が入っていないという課題が多く見られる。 

✓ マーケティングの基本は、最初に消費者ニーズを正しく理解しようとするところから始まる。
例としてよく出されるのがドリルのケースだが、顧客が欲しているニーズはドリルという「モ
ノ」ではなく、穴を開けるという「コト」であるということ。それを踏まえずに製品の価格や
機能の話をしても消費者には響かない。 

✓ 食洗機も同様で、ニーズは手間が省け（家族との団欒など）自由時間が確保できる「コト」で
ある。食洗機が欲しいという顧客が最初に出す言葉（発想）はニーズではなく「ウォンツ」で
あり、消費者ニーズから商品提案を行うことで、選ばれたり、売れたりする。 
従い、商品開発に際し、ニーズを知り、それを元に開発することが必須となる。 

✓ マーケットインと逆の考え方で「プロダクトアウト」というものがある。プロダクトアウトは
製品中心の「モノ」が起点となる発想で、商品を重視し、在庫を持ち売り切るという発想の流 
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れになる。一方で「マーケットイン」は消費者中心の「コト」を重視し、売れ筋を追求する発
想になる。前者はプッシュ型、後者はプル型。 

✓ 大量生産・大量消費の高度成長期は物を作れば売れたため、プロダクトアウトでも食品・観光
とも成立したが、現在は成熟期を過ぎて欲しいものは無いといういうくらいの飽和期に来てい
るので、山田氏の21万円のクロマグロの話（外国人の富裕層を対象とした高付加価値の飲食サー
ビス・体験）ではないが、買い手目線でも、個人・少数を対象としてお客さんを絞る個人目線・
one to oneが重要となる。 

✓ どうすれば、地域資源の商品化にマーケットインの視点を導入できるかという話の中でいくつ
かヒントがあるとすれば、一つは、すでにある売れ筋商品を探るという方法がある。学生にナ
ショナルブランドで「苺」をテーマにした売れてる製品を生協から集めて、比較させたことが
あるが、それぞれに開発者の意図があり、それを元に食感、値段、パッケージなどに差異が出
ている。その因数分解の中で、ヒット商品の共通性・マーケットイン視点からの発想のヒント
がある。 

✓ また販売戦略から商品を見ていくということが重要になる。その中で、購入者の属性（例えば
女性、20代、独身、自転車通勤 etc.）を細分化（セグメンテーション）し、ニーズに合致した
製品を想定していくことや、売る場面・シーン（スーパー、コンビニ、休日、車で、友人と、
朝 etc.）をイメージし、販売チャネルに合致した商品を想定していくこと。 
その上で販売目標額を設定し、売り場における来店者数と購買頻度、その上で単価設定をして
いくと商材に求められるものの要件が見えてくる。 

✓ もう一点は、自社製品の強みと競争相手（競合製品）の強み、買い手のニーズがある中でどこ
を狙うべきかという考え方がある。消費者ニーズと競合製品、自社製品が重なり合う部分は激
しい競争にさらされる。消費者ニーズとマッチし、競合製品と重複しないオンリーワンの領域
を狙うことが好ましいので、そのような視点からポジショニングを考えてみることをお勧めす
る。 

✓ それらの観点を踏まえ、ゴール・販売場面から遡り、商品開発を進めていくことが寛容。それ
は個別最適（いい商品を作れば売れる）というものではなく、全体最適（バリューチェーン：
消費者ニーズ・売り場での販売シーンから、流通を遡り製品を考えていく）ことが重要。 

✓ その中で顧客に響く仕掛けをしてくことも一つの技。 
例えば、同じ商品（栗菓子）でも女子学生がバレンタイン向けに商品開発し、渋谷パルコでハー
ト型の箱に入れて販売すれば飛ぶように売れたという事例がある。これは既存の商品でもマー
ケットイン発想から売り場とパッケージを見直したことで達成できる事例。 
確かに長期的な需要に対応したものではないので、永遠のベストヒットにはならないが起爆剤
にはなりうる。 

✓ その他、切る口をスマホなどで取って見せることができるビジュアルサンドイッチは、同じ食
品・農産品を材料にしながらも、切り口の美しさを売っており、シェアしたい、どんな味だろ
うという冒険心、食べてみたいという欲求・ニーズに対応している。 
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✓ こういった消費者ニーズを考えていく上で、感受する印象・訴える要素（ベネフィット）を見
ていくことも参考になる。例えば、安全で安心、地産地消、生産者の顔が見える、体に良い、
プチ贅沢、スマホで写真取りたくなる、地域限定、かわいい etc.。それらのキーワードを追い、
設定することが、マーケットイン視点で商品開発するときの参考となる。 

✓ そのような視点をもとに有機認証、エコ農業認証、地理的表示などの認証・マーキング制度も
生かすということが考えられる。 

✓ 観光客、消費者の心の部分にマーケットインの種・原点があり、地域資源を活用した（販売や
流通・パッケージングなどを含む）商品づくりには、その点にぜひ留意いただきたい。 

◆ 第二部（交流会） 
　交流会にはおよそ60名が参加し、両市にまたがり、異業種での交流を深めた。 
　第二部は交流会であると同時に、域内の食材の生産者、流通業者、コーディネーター（案内
人）、料理人、飲食店が一連の連携体制をとり、魅力を見せるためのデモンストレーションの機
会としても活用し、県域内の食材の紹介をコーディネーターでもある小椋日南恵氏に調達と紹介
を依頼、地酒に関しては地酒蔵への醸造支援や顧客視点からの商品開発、紹介を行う大鋸酒店の
大鋸伸行氏に調達と紹介を依頼、乾杯酒は、市川製茶の市川尚樹氏の提案・提供により、アルコー
ル飲料の代わりに中津川産の棒茶を炭酸水で水出しし提供するという新しい発想の水出し茶「中
津川スパークリング」で行われた。料理の形式は個別皿で提供されるビュッフェ形式で、メゾン
ドゥジャルダンの佐々木正巳シェフの手により非常に魅力的な提案がされ、責任者の宇佐美正亘
氏の料理の紹介と共に参加者の皆様に楽しまれた。 
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５．アンケート結果【回答：58件】 
◆ スタートアップセミナーについて 
⑴ 本企画をどこでお知りになりましたか（複数回答可） 

 
⑵ 講演内容について 

 
⑶ 事業趣旨について 

◆「チャレンジ！中津川☆恵那プロジェクト」について 
⑷ プロジェクトの印象について 

　 

分類 回答者数 割合（%）

新聞 0 0.0

所属団体の案内 26 41.3

フェイスブック 9 14.3

知人の紹介 16 25.4

その他 12 19.0

合計 63 100.0

分類 回答者数 割合（%）

理解できた 55 94.8

理解できない 2 3.4

内容に不満・役に立たない 1 1.7

合計 58 100.0

分類 回答者数 割合（%）

趣旨・内容がよく理解できた 38 79.2

趣旨が理解できない 7 14.6

内容が理解できない 3 6.3

合計 48 100.0

分類 回答者数 割合（%）

積極的に関わりたい 19 30.2

関心がある 26 41.3

期待している 13 20.6

協力したい 5 7.9

関心がない 0 0.0

合計 58 100.0
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⑸ プロジェクトに対する意見について 
- 事業の枠組みがあいまいすぎると思います。説明になっていない。 
- 自分がどのようにかかわっていけるのか考えてみようと思いました。 
- こういったプロジェクトが立ち上がったことをうれしく思います。 
- 宮田さんは何者？ 
- 補助事業かと思うがお粗末。 
- 本日の部分はわかるが、このような内容を実施する体制ができていない。 
- 弊社は愛知県東部（春日井、名古屋、犬山、小牧　他）で地域と密着したスーパー（GMS）を
やっており、地域の農産品の販売はもちろんのこと、物産展を通じて特産品のアピールする場
としても利用して頂いてます。弊社としても協力できることはしますので宜しくお願いします。 
- 山田氏の話のようにどれだけお互いが関わっていけるか、どれだけ本気で取り組めるか次第だ
と感じました。 
- 目標を統一。地域での意識差をどうすればいいのだろうと思ってしまいました。中津川・恵那
を対象にしたセミナーではなく、中津川と恵那の交流の方が意味がありそうだと思った。 
- 取り組みにとって必要な事。 
- 地域の事業者が連携して消費者ニーズを開拓する。事業運営上のネックを克服する方法を追求
できる場にしていきたい。 
- よいとり組だと思います。運営の詳細はわかりませんが、民間が先導して行政が支えるかたち
が理想だと思います。 
- 各地域の代表が参加しなければ理解はむずかしく思う。地域住民個々が危機感が無ければ進行
が難しくその理解を求めるような活動が必要。 
- 恵那・中津川が一つになる最後のチャンス。素晴らしい財産を利用して地域を盛り上げたい。
「食」が重要なテーマになると考えます。非常にクオリティーの高い食材が多くあります。 
- 恵那・中津川を連携してその土地の財産をいかに売るか（販売するか）協力し合うべきだと思
います。 
- 恵那・中津川が広域連携して、産業活性化していけるようプロジェクトに参加していきたい。 
- 地域の高校が参加協力できることがあれば、ぜひお手伝いさせてほしいです。 
- 地域全体の協力が必要であるが、皆さんの理解が進むようにした方がよいと思います。（危機
感・理念等） 
- 生産者同士がディスカッションできる場が必要。具体的な活動について各参加者間の意思疎通
を図ったうえで、深く論議していけば答えが出てくるように感じられる。 
- 何か地域が一体化できる事業になれば良いと思います。 
- 地域金融機関としてできるかぎりの協力をさせて頂きます。 
- とても面白い構成だったと思います。 
- 地域には素晴らしい物がたくさんありますが、私から見るとバラバラで総合力、ネットワーク
ができていないように考えられます。新しい物を作るのではなく、今あるもの、元気な取り組
みをまず彩絵化することが必要だと思います。金はかかりません。 
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◆ 中津川・恵那の観光／地域振興について 
⑹ 中津川市と恵那市の連携について意義があると思いますか 

⑺ 広域観光/地域振興についてご意見をお聞かせください 
- まずは中津川市内・恵那市内それぞれの自然なつながりから始めるのが可では。 
- ピンポイントでは滞在時間も多く取れず、地域に落ちるお金も少なくなる。なるべく広い範囲
で協調しながら取り組み、より稼げる仕組み作りが必要と考える。 
- 恵那の昔から受け継がれている物のよさのみなおし。新商品を考える。 
- 地域連携によって地域から発信していくことは意義があると思います。皆で知恵を出し合って
いきましょう。 
- 恵那市、中津川市における観光地は点々とありますが、恵那市においては各単位では努力し集
客する方法を取り入れている様です。しかしながら連携を取るという事に関しては全くできて
いないように思われます。連携を取るという意味で立ち上がり、意見を述べても聞き入れて頂
ける機関がわからない。頭打ちにされてしまうなどの経験があります。一個人の意見を聞き入
れながら、顧客、地域、企業etcを巻き込んでやって頂きたいと思っています。 
- 広域になるほど難しい。地元住民が望んでいることは何か把握すべき。観光客が落とす金で地
域の為になるのか。 
- 基本的に東濃５～６市と中部全体でのマーケッティングが必要。 
- やさか観光協会(山口、坂下、川上)では地域学連携として中京学院大学と一緒になり、坂下のそ
ばを利用して商品発掘（お菓子）を商品として売り出していきたいと現在取り組んでいます。前
澤先生のマーケッティングを参考にさせていただきたいと思います。 
- 合併後１０年以上がたっていますが、個々の地域資源には魅力的なものがたくさんあります。
両市の連携でもっと活かしていけると良いと思います。 
- リニアで多くのチャンスがあると思います。連携というよりも意見や考えを同じ人々を集める
だけでもいいかなと思う。 
- 苗木城とビジネスの結びつき強化に期待。 
- この形で、このメンバーで集まったのは初めての事ではないでしょうか。多様な人材を地域とし
て生かしていくのが良いと思います。 
- 観光については恵那・中津川で連携ができそうだが、人口対策など自地域を優先したいという
気持ちもあり、うまくいかないと思う。 
- 民間/行政の役割分担を明確にすることが大切だと思います。「みんなでやろまい」がキーワー
ドだと思います。 

分類 回答者数 割合（%）

非常に意義があり進めたい 30 50.0

意義はある 29 48.3

あまり意義はない 1 1.7

連携には反対 0 0.0

合計 60 100.0
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- せっかくすてきな自然資源、新鮮な野菜などがあるので、その財産をどう生かすか、活用が大
事なことだと思います。まずは一歩踏み出して調査し、Goalを設定して取り組む必要性が大事
だと思います。 
- 実際広域観光等知っているようで知らない方が多い。これを機会にもっと知りたい。 
- 東濃地域は豊かな自然に恵まれている。この恵まれた環境を環境資源として活かすことは非常
に重要。他人まかせ、リニアまかせの気風が強いが、それだけでは失敗しそうだ。自らの知恵
を出し合い、存在する環境を活かすための議論が大切だ。 
- ご協力できることはしたいと思います。もう少し内容を把握したいと思います。 
- 観光客は中津川市と恵那市を一緒にして考えている。 
- 各産業の提携、連帯が必要。組織化。 
- 外貨の獲得→内循環につなげるかが大切だと思います。 
- かつて恵那郡中津町、大井町です。共存共栄は当然のことでしょう。問題はセンター司令塔は
どこが受け持つかということだと思います。センターがしっかりしないとプロジェクトは継続、
発展しないと思われます。強力なリーダーシップを期待しています。 

◆ ご意見 
- 山田さんの具体例を聞きたいです。 
- 山田先生、前澤先生共に非常に興味深くセミナーを聞くことができました。この地域にも可能
性は充分にあると思います。 
- このプロジェクトの理念・目標を立てましょう。 
- 今後人口減少、社会保障はあてにならず、各々が自身を守るのが精一杯。ことを起こせば一部
の企業、個人が儲けるだけ。ゼンゼン格差が広がるだけ。税金の無駄遣いにならないように。 
- そばの商品化をもとに観光へ結ぶことができればと思います。 
- 協力できることがあれば声をかけてください。 
- フリートークできる機会を作ってほしい。 
- マーケットインがよくわかって勉強になりました。連携の大切さがわかりました。 
- 岐阜でおんぱくのセミナーをやってもこんなには集まりません。これからに期待しています。
DMO的なものを長良川おんぱくでやっています。立ち上げ、運営、効果、課題などでご参考に
なる事があるかと思いますので、ぜひ交流をしましょう。 
- 若い人が少ないなと思いました。担当者の人の戸惑いもわかるような気がします。参加してみ
てどうなるものかなー。よくわからないなって気持ちになりました。セミナーがこの後色々決
めてあるだけのものに感じました。 
- 人とモチベーションの持続が大切。自分ゴトの視点（自分たちが住み続けているまちは自分た
ちで作り上げる）共有とアクション。 
- リニア駅に乗降する人は恵那・中津川駅に一定時間無料で行き来できるようJR・市・県が検討
してほしい。リニア駅をエリア駅として位置付けて（都区内のJRはどこでも行けるような）回
遊性をインフラとして確立してほしい。 
- 素晴らしいプロジェクトに参加できて非常にうれしいです。地域のため全力でがんばります。 
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- 地域全体が若い人達が戻ってきて仕事先があり、生活できるよう。幸せに暮らせるよう社会創
りをしたいです。何かできればと思っています。 
- 大人が本気で考えている所を、生徒たちにぜひ見せたいと思います。何かのかたちで参加した
いです。地域にある学校としてできる範囲でお願いします。 
- DMO？中身・意味がわからないので日本語も加えて欲しい。 
- 何をするか具体的にお話しいただけると良いと思います。 
- 第２の人生として小規模ではありますが農産物の生産・販売を行っております。TVで度々とり
あげても頂き、東海３県だけでなく全国・海外からも庭先に来てくれるようになりました。国
道から遠く離れた田舎にある我が家ですが年々増えています。お客様は「ところで食事はどこ
が」「菓子はどこで」「温泉は」と聞かれます。こうした声がネットワークとして提供できれ
ば、共存共栄に生きると思っております。地域全体の底上げ元気を願っています。このプロジェ
クトのこれからの発展を願っています。新しい物を作るの中で、今あるものの発掘を期待して
います。 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ブラッシュアップセミナー（体験） 

１．趣旨・目的 
　ブラッシュアップセミナーは、体験事業者向けと物産事業者向けの二つの対象内容を設定して
おり、商品化のポイントを講義により学習し、地域内の身近な事例をケーススタディとして参考に
した上で、それぞれのブラッシュアップにつながるワークを実施した。 
　但し、実際の事業者から入手した情報・ニーズに基づきセミナー機会や内容（事業）が計画さ
れたものではなく、個別具体的な課題・ビジョンを持ち事業に向き合う個別事業者の現状に対応
し、成果を創出するためには、その後に実施する「個別ヒアリング」により個別ニーズの把握や
ブラッシュアップへの対策、より受益者のニーズを踏まえた施策の検討、その後の「テストマーケ
ティング」及び「商談会」等に向けて、経過を見た上での柔軟な微調整が求められる。 
　またセミナーの開催日や時間が、日中にガイド業務をこなすガイド事業者や、日中に製造や配
達業務を抱える小規模事業者の都合と合致しないことなどから、関心はあるが参加できないとい
う事業者や、すでに商材を持ち活躍する事業者や、商機や活躍するフィールドを探している事業者
の中でも、途中から本事業に関心を持つようになった受益者に対するフォローアップも、成果を
創出する上で重要な要因であり、以降の中で配慮すべき対象となる。 

２．概要 
◆ 第一回｜ 5月26日(金) 14:00~17:00 
　内容：１）講義１『「旅行商品企画」のポイントと商品化の取り組み事例』（吉田則昭 氏・株 
　　　　　　式会社JTB国内旅行企画 中部事業部仕入企画担当部長） 
　　　　２）講義２『体験プログラム・ブラッシュアップセミナー』（田尾大介 氏・株式会社 
　　　　　　ツーリズムデザイナーズ 代表取締役）  
　会場：中津川商工会議所 
◆ 第二回｜ 6月6日(火) 14:00~17:30 
　内容：１）講義３『体験プログラム運営の取り組み事例』（伊藤来 氏・名門ｶﾔｯｸ大学 代表） 
　　　　２）講義４『体験プログラム・ブラッシュアップセミナー』（田尾大介 氏・株式会社 
　　　　　　ツーリズムデザイナーズ 代表取締役）  
　会場：中津川商工会議所 
◆ 第三回（個別相談会）｜ 7月5日(水) 10:00~16:00（※田尾大介氏により個別プログラム相談会） 
　内容：１）現場視察相談『苗木－恵那峡カヤックツアー』（名門ｶﾔｯｸ大学） 
　　　　２）個別相談１『企業客向け酒蔵ツアー』（国際日本酒普及連盟） 
　　　　３）個別相談２『苗木観光のブラッシュアップ』（苗木地域まちづくり推進協議会） 
　　　　４）個別相談３『岩村町内で開催する体験博覧会の集客』（いわむらごっこ） 
　　　　５）個別相談４『串原の宿泊施設におけるグランピング』（NPO法人奥矢作森林塾） 

３．参加者 
　第一回参加者：20名 （※事務局・運営委員等直接の関係者を除く） 
　第二回参加者：14名 （※事務局・運営委員等直接の関係者を除く） 
　第三回参加者：６名 
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４．内容 
　講義内容に関する要旨の抜粋、および個別相談の内容を以下に記載する。 
◆ 講義１：吉田則昭 氏 
✓ JTB国内旅行企画は、日本国内の魅
力を商材として国内外に紹介してい
く商品化を目的とした企業。現在は
単純にツアー商品を提供するという
考え方ではなく、地域の文化的価値
や経験と消費者をつなげる場や機会、
手段を提供することを目的としてい
る。 
近年の商品化は、発地（お客様のい
る出発点の地域）ではなく、着地（お
客様が行く目的地）にいる担当者が地域密着型で商品造成を行い、魅力ある価値を国内外の（グ
ループ内外の）販売網へと流通させていく体制に転換している。 

✓ 近年の旅行業は、国内市場の縮小や個人旅行へのシフト、インターネットによる宿泊の受発注、
さらに「目的地」からアクティビティなど旅の過ごし方を選択していく考えから、「旅の目的
／過ごし方」から対象地・宿泊地を見つけるという消費者の選択の流れへとシフトしている。 
そのような流れの中で着地型（地域の中で提案や受け入れ態勢を作り楽しんでもらうことので
きる）の旅行商品が求められており、旅行会社としても旅の目的やきっかけを喚起する旅行企
画を地域と連携し、提案する必要に迫られている。 

✓ 吉田氏は、名古屋に赴任する前は熱海などで、現代的な需要も踏まえ、着地型旅行商品の造成
に携わっていた。その際の幾つかの取り組みを本講義でも紹介している。 
事例として「①感動の瞬間100選」はその場所、その時しか味わえない一期一会の旅の提案、
「②意外と熱海」は宿泊や二次交通をさりげなくオプションとして提案するがまずは行くきっ
かけとなる小さな面白い企画を提案し足を運んでもらおうというもの、「③回遊性の仕組みづ
くり」は街歩きガイドツアーや「カップグルメ」（カップ入りの特色ある食を巡ってもらう仕
掛け作り）など地域と連携した企画の提案など、幾つかのポイントを交えて紹介していただい
た。 

✓ 街歩きガイドツアーのポイントとしては、有名観光地なのか売り出したい街なのかで条件整備
のポイントが違う、表記上の注意事項を踏まえること、ガイドの強みや弱みの整理と表現の必
要があるなど。 
完成されているボランティアガイドや既存のルートを商品化するだけでなく、地域で連携し新
たなルートやコンセプトを設け、価値を見出していくことが重要で、ガイド育成などの地域的
な取り組みと一体となった開発をし、顧客満足につながるエリアの強みにすることが理想。 

✓ 何れにしてもモノ発想（資源ありきで見ていただくプロダクトアウト）から、コト発想（顧客
に対する特別な経験を提供するために人も含めた地域資源を生かすマーケットイン）への転換
が不可欠。その際、「お客様を楽しませる」という意欲やテーマ設定、しくみづくり、連携を
背景に商品化していくことが重要。 
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◆ 講義２：田尾大介 氏（※6/6開催「講義４」の内容も併せて記載） 
✓ 株式会社ツーリズムデザイナーズは、「世界の人と文化をつなぎ、豊かな心あふれる社会と人々
の幸せを創造する」を理念に、インバウンドツーリズムをデザインする事業を展開している。
具体的には、「ツアーオペレーター事業」「インバウンド観光プロデュース事業」「飲食・宿
泊事業」の三つの柱で着地型旅行商品・体験プログラムの提供、コンサルティング、名古屋円
頓寺商店街の「喫茶、食堂、民宿。西アサヒ」の経営を行っている。 

✓ ツーリズムデザイナーズは外国人観光客のセグメント分けを行い、対処となる顧客への情報提
供・商材を自社チャネルや外部チャネル（プラットフォーム）を用いて提供している。 
提供するプログラムが対象としている顧客は、団体旅行による観光地を巡る旅行者ではなく、
個人旅行の外国人で、特に地域の文化に関心を持ち、それらの体験や交流を望む旅の中級者か
ら上級者にかけて。 
外国人観光客の傾向として、個人客が伸びており、かつ個人は旅行中に消費する額も団体より
大きい。 

✓ 外国人観光客（特に個人旅行客）が求めているものは、日本のありのままの姿であり、それを
どう顧客視点から楽しめる商材に変えていくかが重要になる。 

✓ 基本的には外国人観光客（国内含め）の誘
致・集客は他の小売・サービス業と一緒で
商売の基本が重要となる。 
例えば、①顧客を知り、②満足させる商品・
サービスを作り、③買ってもらえる仕組み
を組み立てるという商売（マーケティング）
のごく当たり前な原理原則が適用される。 
マーケティングでは顧客を知ることから始
まり、地域ならではの魅力や提供価値を定
義するポジショニング、その上で、商品、
流通チャネル、価格、プロモーションのマー
ケティングミックス（4P）の施策を考えて
いく必要がある。 
たった一つ、これをやればいいという特効
薬のようなものはほとんどなく、それぞれ
の施策の複合的な地道な努力の積み重ねと
トライアンドエラーの繰り返し。 

✓ 着地型観光プログラムは、単にプログラム
を作れば良いという話ではなく、「商品・
サービス開発」「集客プロモーション」「受
付」「催行」という一連の流れを責任を持っ
て遂行して初めて実現できるもので、ツー
リズムデザイナーズでも多層的な手段を用
いて開発や集客、催行を行っている。 
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✓ プロモーションについては、答えがない。「チラシ配布・設置」をしてもらうというアナログ
なものから、「Web／SNS」を使うという現代的なもの、その中でもツアー販売サイト（アソ
ビュー、じゃらん、ベルトラ、旅の発見等）をプロモーションと販売のチャネルとして使うも
のや他社のサイトに掲載してもらうもの、また「広告・PR」として無料・有料のパブリシティ
を用いたものまで、複合的に見てターゲットに合致した対策を打っていく必要がある。 
また、それら全てが打ち出したい魅力、商材としっかり連動していく必要があり、それが蓄積
されブランディングにも繋がっていく。 

✓ とにかくできること、やるべきこと、やりたいことの中で既存資源や個別アイデアを組み合わ
せ、上手くいく方法を模索し続けること。 

✓ 『講義４』の実施に際しては、「名門ｶﾔｯｸ大学」の伊藤来氏の講義・地域における発表を受け
て田尾氏からポイントの指摘を行った後、苗木城を生かした体験型観光プログラムについて、
参加者の中でディスカッションを行った。 

◆ 講義３：伊藤来 氏 
✓ 高校・大学とボート競技の選手
として活躍し、大手企業に勤め
たがUターンし、中津川でカヤッ
ク体験を始めた。地元では「危
ないからダメ」「前例がないか
ら許可できない」「お客が来る
訳がない」などの風当たりがあっ
たが、継続し、年間2,000人超
を集客している。 

✓ 小学生のお子さんを持つファミ
リーが対象で、7割が愛知県から
のお客さん。集客はSNS（フェ
イスブック・ブログ）、自社ホームページ、アソビューなどから行っており、イニシャルの広
告宣伝費は無料（アソビューの場合決済時に手数料を支払うことになる）。 

✓ 十分な客単価が稼げておらず、人足も限られているという現状がある中で、自然案内人協議会
（Knock Outdoor）といった自然ガイド・アクティビティを実践する横のつながりや、地域の
食など異業種の繋がりも作りながら連携による解消をしていきたい。 

✓ 場所の確保が課題で、カヤック体験での利用が可能なフィールドを探している。 

◆ 現場視察相談：名門ｶﾔｯｸ大学 
✓ フィールドの視察と合わせた個別相談として、名門ｶﾔｯｸ大学の伊藤来氏の案内とプレゼンテー
ションによる『苗木－恵那峡カヤックツアー』の紹介いただいた。 
苗木城下を巡ったのちに城下町を少し案内し、そのまま眼下の木曽川をカヤックで下り、恵那
峡までのコースを楽しむというもの。 
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下る時間は３時間程度になるため、途中の岸で地元の野菜や魚などを利用した食事の提供を加
えることも考えられる。その際、ブラッシュアップセミナーにも参加していただいている地元
の農業者のグループなどに協力していただいて食材提供を受け、付加価値をつけ、単価を上げ
て提案することが可能。 

✓ 恵那峡にもお金が落ちる余地ができるので、地域の合意を得られやすいが、恵那峡遊覧船のハ
イシーズンである秋の実施が困難であり、当エリアで一番集客の見込め、季節的にも風光明媚
な季節に実施できないという課題がある。 
しかしながら、恵那峡は一級の観光資源であり、場所としての力を持っているところなので、
それは生かすべきとの助言をいただいた。 

✓ そのほか出発地点がリニアで立ち退きの対象となる地点であること、最初の苗木地区のガイド
との連携やお金を落とす仕組みとの連携がまだ十分に図れていないこと、依然として残るオペ
レーションの安定性（オペレーターの確保と育成）が集客とマッチングすることができれば、
自社のチャネルのみならず、旅行会社のチャネル、また団体の教育旅行などへの活用も見込め
るとのこと。 

◆ 個別相談１：国際日本酒普及連盟 
✓ 中津川・恵那エリアには減少したとはいえ、未だ6軒の酒蔵が存在している。欧州のワイナ
リーはレストラン併設型のものも多く、夕方以降の観光客やビジネス客向けにミニツアーを実
施するワイナリーも存在する。 
本事業運営委員長の宮田は、国内外の専門家・有志と国際日本酒普及連盟を組織し、欧州にお
ける日本酒普及のイベントやセミナーの実施、飲食店への導入の助言、現地における清酒醸造
の支援・コンサルティングを行っており、現地での営業に際して、「アフター5」のワイナリー
ツアーの招待を受けた。 

✓ 当地の酒蔵は、レストラン併設蔵は無く、恵那醸造、岩村醸造を除いては郊外に立地していた
だいているため、公共交通機関でのアクセスが難しく、酒蔵開放などの蔵に訪れていただく機
会設定ができない環境にある。一方で、地域には素材にこだわり自らの腕を磨き、発展への意
欲を持つ料理人と料理店が存在し、それらの料理店は宴会ニーズに対応する形で自社の送迎バ
スを所有している。 
当地域は同時に独自性ある企業の産業立地も十分あるが、接待を含めたエクスカーションの受
け皿が未だ十分ではなく、特に夕方以降に訪れることが可能な場所は多くない。 

✓ そのような三者（出張者・滞在者、料理店、酒蔵）の潜在的な需要をマッチングさせ、出張者
や短期滞在者を主な対象とした「アフター5」の「ミニ蔵ツアー」として、域内の料理店のバス
送迎により蔵見学を行い、料理人と蔵元の案内により店舗で地域の食と地酒を楽しむことがで
きる機会・サービスの提供ができないかという発想を提案した。 

✓ これに対し、ツアープロモーションとして事業を成立させることは難しいが、料理店が自主的・
主体的に展開していく流れができてこれば、サービスの持続的な提供が可能になるのではない
かとの助言をいただいた。 
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◆ 個別相談２：苗木地域まちづくり推進協議会 
✓ 苗木地域まちづくり推進協議会では、観光部会として近年集客が大きく伸び、注目度も高まっ
ている「苗木城」という資産を生かし、既にきている顧客に価値を提供し、お金を落としても
らう仕掛けをどう作っていくかに腐心している。 

✓ 地域では観光客向けの商品提供を目指し、苗木城の資源の周知は保全、地域の一体感の創出な
どの、効果を含め、進めていきたいと考えている。 

✓ そのきっかけとしてガイドやマルシェを含めたイベントを企画しているが、地域で話し合って
いる中で、だんだん外のお客さんに来ていただき、喜んでもらうという目的がボやけ始めてい
る。さらに、コアとなる価値の見せ方などについて、アイデアが行き詰まっている。 

✓ 苗木城という景観も非常に価値がある上で、特色となる「奇岩」に着眼して、それを元に特産
品を開発していく他、「祈願」と掛けて、岩ごとにご利益を謳って行ってはどうか、また近所
の神社に「奇岩」をモチーフとしたお札なども作り、一つの聖地として話題を作って発信・集
客・価値の提供を行ってはどうかとの意見が出た。 

◆ 個別相談３：いわむらごっこ 
✓ いわむらごっこは今年で3年目を迎える「体験博覧会」で、最初は助成を得て始めたが、地域
の人々の熱意により、10年継続していこうということで続けている。目的としては、岩村城跡
と城下町があり、少なからず集客がある中で、滞在時間を伸ばし、リピートしていただく環境
を作るというもの。 

✓ ただし内向きの視点でやっている部分もあり、プロモーションや集客上も課題があり、外部の
助言を入れたいと考えているという思いもあるとのことだった。 

✓ 岩村は城好きや街並みが好きな顧客が既に来場していると思われるが、既に来ている顧客の需
要や目的、魅力的に感じる価値を掘り下げ、岩村でしかできない価値、魅力を作っていくこと
が重要となる。 

✓ そのような意味で「原点回帰」し、既にいる顧客の分析をし、資源の足元を見直し、商品・プ
ログラム作りをしていくことをおすすめする旨の助言があった。 

◆ 個別相談４：NPO法人奥矢作森林塾 
✓ 奥矢作森林塾は、「奥矢作レクリエーションセンター」（串原小学校跡地）や「結の炭家」（古
民家民宿）といった宿泊施設を運営しているが、岐阜県の方からの提案もあり、施設を生かし
たグランピング〔*グラマラス（Glamorous=魅力的な）とキャンピング（Camping=キャンプ）を組み合わせた
造語で、キャンプ道具を持って行ったり、テントを張ったりすることなく、自然のなかで気軽にキャンプを楽しめる
新しいキャンプスタイルのこと〕の受け皿として価値提案できないかとの相談があった。 

✓ しかしながら、既存の顧客として拾っている大学や企業の合宿・研修などの需要に対し、より
深堀する余地があり、その中で収益の可能性を拾っていく中で将来の展開を見据えた方がいい
のではないか、「足元を見直し」た先に結果としてオプションバリューとしてのグランピング
も場合によっては導入していくということでどうかということで「原点回帰」のする必要性の
指摘を受けた。 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ブラッシュアップセミナー（産品） 

１．趣旨・目的 
　産品部門のブラッシュアップセミナーにおいても同様に、商品化のポイントを講義により学習
し、地域内の身近な事例をケーススタディとして参考にした上で、特産品の製造販売等を担う事業
者に対し、ブラッシュアップにつながるワークを実施した。 
　産品部門は、体験部門と違い個別相談会は実施しないが、別途企画する「販促セミナー」や、
「個別ヒアリング」、「テストマーケティング」、「商談会」の中で、個別事業者の状況理解とニー
ズ把握に努め、今後の動きの中で成果の創出について柔軟な支援を進めていくことが求められる 

２．概要 
◆ 第一回｜ 5月25日(木) 14:00~17:00 
　内容：１）講義１『売れる商品の作り方』（岸正龍 氏・株式会社浅野屋モンキーフリップ 代表 
　　　　　　取締役） 
　会場：恵那商工会議所 
◆ 第二回｜ 6月1日(木) 14:00~17:30 
　内容：１）講義２『地域資源を活用した特産品販売について』（早川裕康 氏・有限会社カネマ 
　　　　　　ス福丸屋 代表取締役） 
　　　　２）講義３『売れる商品の作り方（続編）＆ワーク』（岸正龍 氏・株式会社浅野屋モン 
　　　　　　キーフリップ 代表取締役） 
　会場：恵那商工会議所 

３．参加者 
　第一回参加者：22名 （※事務局・運営委員等直接の関係者を除く） 
　第二回参加者：17名 （※事務局・運営委員等直接の関係者を除く） 

４．内容 
　講義内容に関する要旨の抜粋を以下に記載する。 
◆ 講義１：岸正龍 氏（※6/1開催「講義３」の内容も併せて記載） 
✓ 商品開発における大きな罠として、自己満足に落ちることがよくある、正直なところ売れる商
品はお客さんに選んでもらわれるまでは分からない。お客さんに選ばれるためには、提供側に
回るのではなく、お客さんの気持ちになる必要がある。すなわち「釣り人ではなく、魚の気持
ちになって考える」（Think fish not fisherman.）ことが重要。 

✓ 究極は顧客に気持ち良くなっていただけること。そのポイント（ホットボタン）は何か？その
ための商品開発を心がける。そのために、コアなお客さんと親しくなり、意見や求められる世
界観、何に満足しているかなどを尋ねることも一つの手段。 

✓ ポジショニングも重要になる。特に競合が現れた時に自社のポジショニングについて考えさせ
られる。岸氏の店舗（モンキーフリップ）でも、すぐ近くに全国チェーンのメガネ店が進出し 
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てきた。その際、徹底抗戦もした
が、その一方で自社の製品につい
てラインナップを見直し、コアな
ファンを集客する方向に転換した。
岸氏の場合は、ディテールにこだ
わるインテリ系のオタク男子（ア
ニメオタクではなく、こだわり派
の十分収入ある人たち）で、彼ら
の期待に応えることが第一に重要
であると考えている。 

✓ 既にいる顧客、共感してくれてい
る顧客が気持ち良いと感じていた
だける部分、共感していただける部分が何かに立ち返り、そこをブラッシュアップし、掘り下
げて深く広くしていく。 

✓ つまり、コアな顧客を知り、彼らに対するベネフィット（顧客の気持ちになって考え、気持ち
良くなる商品や経験を徹底的に考えること）と、他に代替できない独自性（ポジショニング）
を整理し、商品の開発や提供を続け、絶えず見直していくこと。 

✓ ポジショニングについては、二つの軸（x-y軸）を設定して、競合他社と比較すると明確にな
る。価格なのか、デザインなのか、デザイナーズとしてなのか、いくつかの軸を設定し、競合
他社と比較した時に、顧客にとって自社（製品）が求められている場所が明確になかり、そこ
のカテゴリーを深堀し、求められる価値を進化させていくことができれば良い。 

✓ ２日目は、各自の商材における対象顧客、顧客のホットボタン、価格帯、販売形態、競合の把
握、ポジショニングをそれぞれ整理し議論を進めた。また、メジャーな商品をもとに、その分
析を行い、顧客目線からの商品価値について再認識を図った。 

◆ 講義２：早川裕康 氏 
✓ 酒販店を引き継いできたが、ディスカウント店や大規模小売店、インターネット通販など市場
環境の変化にともない、事業が立ち行かなくなってきた。地域に密着しながらもオンリーワン
の要素を作って打ち出していかなければならないということで、地元の資源としてまだメジャー
になかった「あじめこしょう」に着目し、商品開発を重ねてきた。 

✓ 様々な商品テストを重ね、顧客にも試していただきながら他にはない地域ならではのオンリー
ワン商品を考えている。お客さんの気持ちというのは重要だが、なかなか分かるものではなく、
製品開発をし、売り場に立ち、お客さんの反応や声を聞き、売り方も含めた改善点を聞く中で
ブラッシュアップを重ねて現状に至っている。試行錯誤と現場（売り場）に立つことが重要だ
と考えている。 

✓ 顧客の気持ちになり、魅力的な商品を作り、流通させていくこと、絶えず可能性を把握し、改
善を重ねていくことは、事業者としての生き延びるための一つの姿であり、万能な答えはない
ので、積み重ねていくしかないという生き様そのものを語られた講義となった。 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販促セミナー（産品）【NEXCO × 道の駅タイアップ事業】 

１．趣旨・目的 
　販促セミナーは、NEXCO中日本（中日本高速道路株式会社）や域内道の駅と連携し、サービス
エリアや道の駅の売り場に対し、魅力的な製品を提案し、売り場の魅力・売上の向上に貢献する
ことで地域事業者のブラッシュアップや売上向上を図り、地域産品やエリア全体のイメージ向上
にもつながるマッチング機会を創出する事業の一環として、関係企業の協力を得て実施した。 
　セミナーの後に「テストマーケティング」としてサービスエリア（恵那峡SA下り）におけるテ
スト販売の実施、その後の「商談ワークショップ」「商談会」を経て、実際の販売チャネルを想
定した商材のブラッシュアップや、それにより結果として商談成立事例が生まれることが望まれ
る。 

２．概要 
◆ 販促セミナー｜ 7月3日(木) 14:00~17:00 
　内容：１）講義１『高速道路SA・PAを知る』（村井俊文 氏・NEXCO中日本名古屋支社） 
　　　　２）講義２『SAの取り組みと期待する商材』（佐藤敏道 氏・恵那峡名鉄レストラン） 
　　　　３）講義３『商談会に期待する商品』（中根正行 氏・恵那高原開発株式会社 高速道路事 
　　　　　　業部） 
　　　　４）講義４『加子母道の駅の取り組み』（安藤直樹 氏・道の駅加子母 ゆうらく館株式会 
　　　　　　社 代表取締役） 
　　　　５）現場視察〔恵那峡SA（上り・下り）〕 
　会場：岐阜県恵那総合庁舎 

３．参加者 
　合計参加者：13名 （※事務局・運営委員等直接の関係者を除く） 

４．内容 
　講義内容に関する要旨の抜粋、および個別相談の内容を以下に記載する。 
◆ 講義１：村井俊文 氏 
✓ 日本道路公団からの民営化後に地域の「顔」として機能し、かつ利用者の目的地になるように
方向転換してきた。消費者のニーズに基づき、地域性も生かしながら各地域のSA・PAが切磋
琢磨をしている状態にある。 

✓ NEXCO中日本自体は道路の維持管理をしており、SA・PA自体は中日本エクシス株式会社が管
理をしている。その中でテナントとして入る事業者が物販や飲食を展開しており、NEXCOはそ
の経営状況・テナントを精査する立場にある。 

✓ NEXCOとしては、地域の商材をテナントにうまく取り入れてもらい、魅力や売上を上げてもら
いたいと考えている。今回のような地域と連携した事業（セミナー・商談会）は、岐阜県や他
県でも実施しており、実際に実績もあるため、当地の事業者の皆様にも期待したい。 
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✓ しかしながら、信頼性ある商材や円滑な商流、
そして顧客に選ばれる顧客視点・売り場目線
からの商品である事が前提となるため、それ
を踏まえ、テナントからの意見も踏まえて商材
を仕立てて商談会に臨んでいただきたい。 

◆ 講義２：佐藤敏道 氏 
✓ 恵那峡名鉄レストランは、恵那峡SA上りの土
産物店・レストランを運営している。すでに幾
つかの地域事業者との取引もあり、売れる地
域商材を探している。テナント料を支払い持続的に経営を続けていくためには、必要なマージ
ンが必要で、地域の素材や魅力を繁栄させながら、安定供給が可能で利幅を作ることのできる
商材を探している。 

✓ 売り場は工夫しており、それぞれの島（売り場）ごとに独立したテーマと担当を持たせ、それ
に基づいた顧客への提案をしている。飲食コーナーもリニューアルし、活性化している。 

◆ 講義３：山根正行 氏 
✓ サービスエリアは過去はトイレのついでに寄る場所だったが、今は「立ち寄り目的」となるエ
リアに進化している。「何か好いモノに出会える」期待訴求営業が必要。恵那峡SA上りでは
「みやげ屋ひめ街道物語」というタイトルで宿場文化のテーマ館としてのコンセプト設定を行
い、それに基づいた商品構成や魅力提案を行っている。 

✓ 地域産品として、ストーリーにマッチする、素材にこだわった商材、謂れが語れる商材、手作
り感が溢れた商材、とっておきの商材、「工房的」な素朴さが魅力の商材など、商業ベースで
作られた模倣商品ではなく、地域性を感じさせられるオンリーワンの商材が求められる。 

✓ 地域産品の取り扱いの課題は、供給量（製造量・安定供給）の課題、仕入れ率の課題、配送シ
ステム（納品）の課題があり、それらの課題解決も含めて三方よしの取引を期待したい。 
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◆ 講義４：安藤直樹 氏 
✓ 道の駅はトイレとしての位置づけから始まり、これからは地域商材の集約や発信、さらに地域
の体験などの紹介などの機能も求められるようになっている。その中で加子母の道の駅では、
単に地域商材を収集して販売するに売り場としての機能に止まらず、地域の方々と一緒になり
商材開発や、販路開拓も行っており、連携した道の駅での販売斡旋や域外での催事販売なども
行ってきた。 

✓ 地域の素材について十分魅力があるものが多く、それを生かしどう顧客価値につなげるか、生
産者とも共通の課題を持ちながら、地域の発展に尽力していきたいので、ぜひ二人三脚で頑張っ
ていきたい。 

◆ 現場視察 
✓ 現場視察はそれぞれ恵那峡SA上り・下を巡回し、各テナント責任者に解説をいただき、実際の
イメージ作りや商材を仕立てるポイントなどを、売り場の状況をみながら把握していく機会と
なった。 

✓ また、関連する質問への答えとして、下りは長野に行く観光客も多く、野菜や果物などの生鮮
品はあまり売れないが、上りは帰宅客が買えるものとして野菜などの販売コーナーも設置して
いた。それぞれのターゲットとする顧客や顧客の目的、集客の時間帯などが違い、それを踏ま
えた販路開拓を見据えることが重要であるとの指摘があった。  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総括 

　本報告書に記載した「スタートアップセミナー」「ブラッシュアップセミナー」「販促セミ
ナー」は、今後の「事業者ヒアリング」「テストマーケティング」「商談会」につながる第一段
階として、中津川市・恵那市にまたがり実施する広域の新規プロジェクトにおいて、受益者を巻き
込み、認知・参画、及び短期・長期にわたる成果の創出につなげる最初のステップとなる。 
　本事業の成果は、事業主体である実行委員会・運営委員会自体ではなく、地域で対顧客向けの
価値を提供・創出し続ける主体・担い手となる事業者・市民に依拠しており、今後の過程におい
て、より具体的な受益者ニーズや地域の事情を踏まえて、微調整を図りながら成果の最大化に向け
た効果的な動きをしていく必要がある。 
　また、本事業のもう一つの時期的な目安となる「リニア駅」の稼働、あるいはそれ以降を見据
えた時に、「持続的に担い手自身が未来を創造し、相乗的に価値を創出し続ける動き（『学習す
る地域』〔*組織論者のピーター・センゲにより定義・提唱された持続的に自らが未来を創造し続ける力を持つ「学習
する組織」を、組織化された地理的範囲としての地域に適用した造語として本事業で定義〕）」の基礎を、本事業
を一つのきっかけ、起爆剤として築くことが潜在的に求められていると考えられ、そのような時
勢上の位置付けも踏まえて、次年度以降の本事業が担い、進めるべき事項を整備するとともに、
本事業を通じて得られた情報や状況、社会的関係を、構成する両市の各関係機関と共有し、各々
で実施される施策・事業との擦り合わせや（綜合）や相乗効果の創出が求められる。 
　そのような理解の中で、これまでの経過を踏まえた課題、及び事業の方向性について以下に記
載する。 

◆ 経過を踏まえ浮上した課題 
⑴ 施策・事業と受益者（事業者）とのミスマッチをどう解消するか？ 
　本事業は、立案の段階で設定した事業コンセプト・狙いに基づき事業内容を策定しているもの
の、実際の担い手となる受益者（事業者）の課題、ビジョン、取り組むべき事項は個別具体的な
ものであり、当初設定したプログラムで全てのニーズを補うことは難しいばかりか、対象となる事
業者が参加できないと言った課題や、対象にとって有用性を持つ内容かについて検証が必要であ
るということも指摘されている。 
　個々の事業者が本事業に対し、十分納得して参加・参画していただくまでに、人的関係の構築
や内容理解に対し、スタートアップセミナーのみならず、個別の説明や賛同が必要となるケースが
多く、ブラッシュアップセミナーの開催時間
（平日の昼間は対象となる体験事業者や個人
事業者は様々な日常業務を抱えている）も含
めて、事業者の理解賛同の不足、ニーズとのミ
スマッチがあったことは否めない。 
　さらに、その中でオンパク形式の「体験プ
ログラム」の集中開催（本事業では「里山博
覧会」としている）が、プロモーション及び
テスト販売の手段として本当に適当か否かと
いう点も含め、今後の「事業者ヒアリング」 
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の成果を含めて、より適切に受益者を捉え、それに応えることができる施策内容や、実施方法を
検討することが求められる。 

⑵ いかにして成果を設定・評価し達成するか？ 
　どのような事業でも、当然のことながら事業成果が求められる。 
　その際、事業の実施内容や参加者数などのアウトプットは勿論のこと、どのような受益者（事
業者）への還元や成果があったか、また、その後の経済波及効果等につながったかについてを測
定し、検証していく必要がある。 
　特に、観光や地域振興に関しては、最終的な成果（観光の場合、消費額、客単価、宿泊者数、
入込客数、域内調達率等）だけに留まらず、例えば、人材の連携体制・仕組みづくりという組織
資本（社会関係資本）や域内周遊率（顧客の融通体制）、関連する社会制度（制度資本）なども
重要な測定すべき資産・指標として認められるが、それら目に見えづらい要素に対しても、成果に
つながる重要な指標として位置付け、その成果を測定すると同時に、目標設定上のベンチマーク
（成果指標）としてくことが望まれる。 
　一方で、エリアに既に来ている顧客の分析から、当地の核となる競争力の源泉や、提供可能な
価値、訴求できる顧客層を特定し、「事実（ファクト）」を元にしたエリア・マーケティングに
対する議論や、事業者間で改善すべき事項の議論と実践の喚起につなげる上で必要な情報の整備
をいかにして行うかについても、運営委員会の重要な支援内容の一つとなりうる。 
　それらの統計や情報集計の整備なく、成果の設定や検証、エリアマーケティングの議論をして
も感覚論になってしまうため、本事業の初期の段階でその収集内容、方法、体制について整備す
ることが求められる。 

⑶ いかにしてエリアを見せマーケティングしていくか？ 
　本事業の中でキーワードとなる「マーケットイン」の視点について、個々の事業者や個々の商
品開発において重要であるという認識を関係者の間で共有している一方、エリア（圏域）として
捉えた時に、顧客から見た圏域での価値や、それを元にした訴求（プロモーション）についてよ
り明確に定めていくことも同時に、当地において求められる。 
　その際、既に来ている顧客の分析、データを基にした価値の定義、商品構成の整備、資源の見
せ方などのエリアマーケティング上の施策立案を、関係者（実行委員会構成者、受益者等）の間
で議論し、多くの関係者にとって合意・賛同可能で、かつその実現に向けて共に動き出すことが
可能な共通のコンセプトを浮き彫りにしていくプロセスと、そのコンセプトや施策に基づく、地
域が一体となった実践が求められる。 

⑷ いかにして民間の理解と参画を促し成果につなげるか？ 
　上述した取り組み（必要な情報収集やエリアマーケティング上の施策の立案と執行）を遂行す
る上で、受益者（事業者）がしっかり関わりを持ち、自らにとっての必要性を理解・認識し、関
係者間で共有する意志として（共有ビジョン）、個々の取り組み、及び連携事業を進めていく必
要がある。 
　また、各分野で実践と実績を重ね、専門性、顧客、人脈などを持つ個別事業者間の調和と連携
による、各々の資産や見識に立脚した施策の立案・執行を実現する手助けをし、情報提供や評価 
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の検証等側面的支援を図ることが、結果的に行政や支援機関が机上で策定した企画と比較して、
より効果を生む潜在的可能性があることも考えられる。 
　その強みを引き出す計画の立案や執行、検証と修正のマネジメントサイクルは、山田桂一郎氏の
言う民間主体での「稼ぐ計画」のマネジメントを、自主学習や財源獲得への努力を通じて、「決
算思考」の中で自律的かつ持続的な成果の向上につなげていく上で重要な資産となりうる。 
　その際に重要となるのが、民間の理解と参画を促し、主体として成果創出に資する状況作りと
組織化をいかにして支えていくかである。 

⑸ 両市・県が個別事業を展開する中でどのように整合と全体最適化を図るか？ 
　現在、岐阜県内では観光推進をめぐる各機関の動きが活発化している。 
　本事業以外にも広域観光の動きは散在し、さらに新たな広域観光の組織がいくつか出来ている。
また、両市の行政、商工会議所、観光協会なども、それぞれの組織内においてベストを尽くすべ
く、各位の文脈を踏まえた事業に熱心に取組んでいるが、一方で、それらの個別最適の動きが受
益者の混乱や二度手間を招く結果にもつながっているのではないかとも考えられる。 
　類似したセミナー、体験博覧会への参加（プログラム提供）の要請、特産品販売のためのセミ
ナー、食をブラッシュアップするためのプロジェクト、広域的な観光推進のための協議会等の枠
組みの形成等。 
　類似・重複する個別事業が存在する中で、それらとの目的や役割の棲み分け、整合・調和によ
る全体最適化をいかに図るかが、混乱を最小限に抑え、効果的な事業の遂行と成果の創出に結び
つける上で必要な思慮のポイントとなる。 
　そのような状況を踏まえ、地域全体及び内外の動きや実情の把握に尽力し、関係主体との意見
交換を図った上で連携事業、側面的協力、事業内容の変更（廃棄）、及び補完的な事業の遂行な
どを検討していくことが求められる。 

◆ セミナーやその後の動きを含めた事業の方向性について 
⑴「事実（ファクト）」を集めそれを基にした議論を進める 
　実行委員会・運営委員会が中心となり整理すべき「事業ビジョン」や実施計画の策定、及び民
間が主体となって整理すべき「地域ビジョン」や実施計画の策定を想定した場合において、その検
討材料、検証材料や評価・目標指標の基礎となる事実を元にした情報が必須となる。 
　現在、運営委員会内における「事業計画立案タスクフォース」においてワークショップを行い、
必要な情報の内容、及び収集方法の検討を進めており、最初の段階では、事務局は管理・編集す
る形で調整を始めている。 
　一方で、有用な情報の収集や活用において、顧客と直に接する地域の「プロフィットセンター」
である事業者の、情報収集・活用に対する理解と賛同を得て、それらを活かすためのマネジメン
ト（情報マネジメント）を合わせて進めていくモデルづくりをしていくことが一つの取り組む事項
となる。 
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⑵ 民間が主体となり「稼ぐ」ビジョンと計画を可視化・共有する 
　地域全体の持つ価値（の源泉と商材としての活用方法の可能性）を見定め、多くの受益者（地
域事業者）や住民の意欲と参加・協力を引き出し、観光消費額の増加や経済波及効果の創出といっ
た成果を生む、地域一体となった活性化への動きを進めるための「地域ビジョン」（地域観光・
振興ビジョン）や実施計画を可視化し、共有していくことが必要となる。 
　一方で、現段階ではその判断材料となる事実（ファクト）、広範囲に渡り合意や積極的な参画
を引き出す説得力あるビジョンや計画を持ち得ていないのが現状である。 
　当初は、本事業の必要性や可能性を理解・認識し、関心を寄せるキーパーソンを中心に「仮説」
としてのビジョンや実施計画を策定（プロトタイピング）し、その後の実践や検証を行う過程を
通じて、多くの人々（事業者・住民）の参画を促しながら、より精度が高く、より多くの合意と
参画が得られるものへと結実させていくシナリオが想定される。 
　本事業を通じて、ビジョン・計画の立案と執行、検証を自律的に回すマネジメントサイクルを域
内で広く定着・深化させ、「地域経営」（地域全体の経営）における無形資産として確立してい
くことが望まれる。 

⑶ 個別経営力の強化を図る 
　地域で連携し、稼ぐ機能を強化する上で「点」となる個別の事業主体の価値（商品力・顧客満
足度・収益性・経営状態）のブラッシュアップも不可欠になる。 
　観光客にとっての目的地は、エリアとしての魅力は当然のこと、個人や個店の魅力や集客も重
要な要素であり、それ自体が目的地となるものである。 
　また、個店の魅力から域内の横のつながりで顧客の融通や取引関係のある商材のブラッシュアッ
プなどが誘発されることも波及効果として考えられる。 
　志や固有の関心、強みをもとに顧客価値を提供する気概に溢れた「人」の存在は、地域に訪れ
る顧客に対し、持続的かつ発展的な価値提供を可能とする、地域にとって価値の源泉となるため、
それら個人・個店の価値創造力、経営力の強化を支え、点としての魅力を生かす動きを支えるこ
とが、連携による相乗効果の創出、エリアのリピーター獲得、地域としての客単価の増加を図る上
でも重要となり、その際に、既に企業の経営努力を下支えしている商工会議所や、資金需要（投
資需要）を支えている金融機関が関わる中での重要な役割となる。 

⑷ 域内調達率を高め「内需拡大」「地消地産」を進める 
　以上を踏まえた上で、山田桂一郎氏の講演においても指摘があったように、域内調達率を高め、
内需拡大やそれを後押しする「地消地産」（地域で地域内産物を消費し、その輪の中に外部から
の観光客を組み込んで付加価値の高い消費を促すことで、生産者・卸小売業等の総合的な地域内
連携や経済効果を生み出す取り組み）の循環を実現することが、大きな経済効果を生み、その魅
力を維持することが可能であることから、域内事業者や住民に対し、その経済循環を支える価値
観と消費行動を、意義の理解の上に促していく動きが必要となる。 
　その際、域内調達率のミクロベースの調査（個別事業者への動向調査）をすることで、ボトルネッ
クが把握でき、解決策の立案・執行にも結びつきやすいと考えられ、それゆえに、事業者の合意
と参画、情報収集とそれに基づく対策という一連の状況を生み出していくことが不可欠となる。 
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⑸ 民間の組織化と広域観光・地域振興事業の移譲を進める 
　本事業において顕在化した担い手（受益者・事業者）と、連携のもとに実施した取り組みを「金
の切れ目が縁の切れ目」「事業の終わりが連携の終わり」といった「消化事業」として終わらな
いようにするために、関わった事業者が、個別の収益（個別最適）と地域全体の利益・公益（全
体最適）の調和を図り、相乗効果を発揮しながら、当地の観光・地域づくりを持続的に展開し、
永続的に魅力を高め、地域を守り、住民の幸福へと結びついていく「持続可能な地域」基盤が築
かれることが、本事業の先を見据えた時に、意義として見いだすことができる。 
　その基盤となるものを築く上で、本事業に始まった取り組みや連携体制（社会関係資本）の集
積を、民間主体で観光・地域振興を担う組織体（例として広域の観光振興協会／観光地域経営組
織）の組成へとつなげ、事業の移譲を、事業推進の過程において漸次進めていくことが考えられ
る。 
　その際に重要となるのは担い手となる事業者と、その立場を超えた「人」の存在であり、その
適切な関わり方である。 
　そのような意味において、「多様な人材の参画や適切な関わり方、関わる関係者の倫理の思慮
分別をもって、その都度の文脈で最適な判断・行為ができる実践的知恵（高質の暗黙知）」〔*経営
学者である野中郁次郎が『フロネシス』として提唱した概念〕を持つ人材規範に対する理解と、それを体現
する人材（キーパーソン）の集積・連携（判別と融和）と、適切な連携体制（組織）作りを具現
化していく過程として本事業を位置づけることができ、その創造プロセスの助産（ファシリテー
ター）役を、実行委員会・運営委員会、及び事務局が担う役割であると捉えることもできる。 

◆ 総括 
　以上を踏まえ、本事業の成果を創出し、長期的にその効力を高め続けていくために、事業の遂
行に際して共に創造し、巻き込み、意識（共有されたメンタルモデル・ビジョン）も含めた参画と
ビジョン・計画の可視化、連携した実践をするプロセスを経て、地域としての変化と成果を生むダ
イナミックな動きが必要とされる。 
　現場に知恵が潜んでおり、それを引き出し、連携を生み出しながら担い手としての市民・事業
者が恒久的に自らが連携や共同学習を行い、観光・地域活性化を進め、10年後にリニア駅が来て
も（あるいは来なくても）民の力を中心に未来を創り出し、（人材面と環境面において）地域の
資産を生かした持続可能な居住地・滞在地・（観光）目的地となりうる地域を実現しつづける基
盤を創出する使命を本事業は担っていると考える。 
　また、これらの取り組みの結果として、岐阜県回廊補助金の目的でもある「滞在型」による域
内滞在時間、リピート率、消費額を伸ばす成果を生むことにつながると考え、その実質的成果も
測定可能な形で求め、整備していくことが今年度のうちに必要となる。 
　その上でも、関係者の中で人材の見極めを行い、有効な関係作りを支えながら、民間の力と関
係機関との役割分担や機能の補完を行い、共に未来を創造し続けることができる機運、及び（持
続的な人材輩出や新陳代謝が可能な仕組みを内在した）機能を、本事業を通じて確立すること、
「持続可能な本物の居住地・滞在地・目的地」となりうる地域づくり・地域経営を「学習する地
域」づくりのプロセスを通じて実現させていく初動が、本事業が担う役割であり、求められる使
命であると考えられる。 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