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１．事業目的
私たち一宇地区に住む者たちは、地域を切り売りしたいと考えているわけではありませ

ん。私たちの生活に共感する人たちと交流し、お互いが少しずつ気持ちよくなれる関係を
望んでいます。
地域の持つ生活文化や景観が利用できるのであれば積極的に利用し、笑い声があちらこ

ちらから聞こえた時代をもう一度取り戻したいと考えています。「過疎＝遅れたところ」
ではなく、「過疎＝豊かなところ」として再生し、誇りを取り戻したいのです。
そのために巨樹王国は、「地域が残さなければならないもの、変わらなければならない

ものを見極める。」を基本コンセプトに継続性のある農山村振興を目指しました。

２．事業費
①事業費の内訳

②収益金の内訳
平成23年度収益金

・モニターツアーでの昼食代金徴収 昼食代金1,000円×参加者人数61人＝61,000円
・預金利息 49円
合計 61,049円

平成24年度収益金
・剣山アーク伝説を辿るツアー 中止 0円
・巨樹をめぐって元気食材満喫ツアー参加料 7月28日実施 4人×10,000円= 40,000円
・天空の集落にあそぶ二日間ツアー参加料 8月8日-9日実施 5人×10,000円= 50,000円
・山のコンニャクづくり体験と巨樹めぐり 中止 0円
・巨樹めぐりと秋の元気食材満喫ツアー参加料 11月4日実施 19人×6,000円= 114,000円
・干し柿づくり体験ツアー参加料 11月10日実施 3人× 2,500円= 7,500円
・預金利息 136円
合計 211,636円-40,000円（昼食代金1,000円×参加者40名）=171,636円

うち収益金 うち自己負担額

23年度 2,573,818 2,500,000 73,818 61,049 12,769

24年度 1,995,405 1,783,769 211,636 171,636 40,000

合計 4,569,223 4,283,769 285,454 232,685 52,769

年度 総事業費
国庫交付金 自己負担金
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３．取組概要
①平成23年度
・事業実施期間 平成23年7月7日～平成24年2月13日
・取組概要
観光と連携した都市農村交流推進（グリーン・ツーリズム）
(1)地域資源の発掘
商品化に向けて専門家を招聘し、利用可

能な地域資源を探りました。
(2)ワークショップと現地調査
専門家と一緒に地域にある資源を調査し

ました
(3)市場調査
都市部のイベントに参加し、体験ツアー

と東北の観光ＰＲを実施しました。
(4)モニターツアーの実施
発掘した地域資源を利用したモニターツ

アーを実施し、商品化に向けた市場の反応をみました。
(5)人材育成
先進地等の視察研修を行いました。

②平成24年度
・事業実施期間 平成24年5月14日～平成25年1月23日
・取組概要
観光と連携した都市農村交流推進（グリーン・ツーリズム）
(1)商品化に向けて専門家視点での検討
市場やツアー参加者の嗜好を専門家と分

析し、商品化を目指しました。
(2)市場調査・宣伝活動
都市部に居住する人にツアーのＰＲや市

場の動向を探りました。
(3)体験ツアーの実施
23年度に実施したモニターツアーが、料

金を徴収しても実施可能となるかを調査し
ました。
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４．事業の実施結果
①平成23年度
所見

1 年目は、一宇地域の持つ地域資源が観光を中心とした地域振興につながる可能性を調
査するために、地域資源の掘り起こしと都市部発のモニターツアーを実施しました。
モニターツアーの状況は、いずれも好評でした。アンケート等の結果は、次のとおりで

す。

「ど山ん中体験モニターツアー」についての考察 8月9日～11日実施
1)参加者の状況
参加者は、19歳から 30歳までの関西の若者と、40歳の男性 2名の随行者による構成と

なりました。うち女性の参加は、6名でした。
出身は、都市部が 13 名、平野部の多い農村部が 2 名と 83%の者は、山間地である一宇

地区での生活経験はありません。
参加者の中には、京都の山間部や祖父母の実家が北海道であるという者もいたが、一宇

の過酷な環境に驚いていました。
参加者は、大阪形成大学の学生や京都教育大学、または芸術系に関係する者が多く、景

観等にどのような反応をするか楽しみでした。
2)参加の理由
大学をかいして参加者を募集した経緯もあり、先生からの勧めで参加した者が 66%を

しめました。その結果、概ね"まじめ"な若者が集まりました。
農山村に興味のある若者もおり、熱心に過疎対策について語る学生もおりました。

3)体験内容について
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山村風景と住民とのふれいあいを印象深いと感じる参加者が 83%いました。風景につ
いては、貞光川の水の美しさに驚いていました。虫よけスプレーや蚊取り線香も用意しま
したが蜂や蚊に刺された人もいました。特に不満を感じていないようだが虫が苦手な人も
多いので今後は注意が必要です。
じいちゃんとばあちゃんが元気なことにも驚いていました。世代間のギャップは、特に

感じていないようです。成年者だったので、飲酒も良い結果につながったようです。
ツアー中、晴天が続いたため熱中症ぎみになる参加者がいて、水分補給に注意が必要で

した。山水を用意していましたが飲用に抵抗のある者、気づかない者も多くいました。
体験期間は、短いという者が多く田舎なのでフリーな時間を多く欲しいという意見も多

くありました。
久藪地区で宿泊したいという意見も多く、地元の合意が得られれば次回は宿泊を体験メ

ニューに加えたいと考えています。
4)体験料金について
高いが 50%だが、学生が多かったので、半日 2,500円は高いと感じるようです。
作業で、ペイできないかとの意見もあり検討します。

5)リピートについて
88%の参加者がもう一度来たいと答えている。友達 5 人から 6 人程度で来たいという意

見が多くありました。
6)今後に向けての考察－
事務局から見た参加者のタイプは優等生であり、今回参加した若者の意見が一般的な意

見とは考えにくいと思われます。しかし、農山村の交流が"農山村の文化に共感する"とい
う視点からみると、我々が受け入れたいターゲットであると考える事もできます。つまり、
我々の要求又は条件をクリアできない方は受け入れないという募集方法も"有り"であると
考えられます。
飲酒については、成年以外では無理なことなので、参加者と住民が打ち解けられる方策

が必要です。
期間については、やや物足りなさを感じたようだったが、"もう一度来たい"という導入

にはちょうど良いと思われます。
また、体験メニューは、フリーにして欲しいという意見もあったが、ある程度はこちら

で固めていないと逆に参加者が戸惑う可能性があります。
体験先での宿泊は、交流を深める意味でも必要であると感じました。
農山村体験なので時間に対して、あえてルーズさを造ったつもりです。参加者は、ルー

ズが良いという意見がおおかたでした。危機管理を意識するスタッフとしては、精神衛生
上よろしくないことではあります。
小中学生を受け入れた場合は、また違った結果が予想されるので受け入れてみたいと思

います。
平成２４年度、当地区のうち農家５件が農家民泊として修学旅行の学生を受け入れるこ

ととなりました。
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「秋のモニターツアー」についての考察 10月13日～11月24日までに5回実施
秋のモニターツアー参加者を対象に行われたアンケート調査結果を受け以下のように考

察し、次年度に向けての課題を抽出しました。
1)想定顧客を意識した事前の打ち出しが重要
満足度を高めるには提供価値と期待価値を合致させる必要がありますが、コンテン

ツはすべて予定どおりに流れると「期待どおりだったけど、ときめきはなかった」と
いう予定調和になり、感動にはつながりません。
ということは、あれもこれも見せずに次回に期待していただくこともあり得ると考

えます。一部をちらりと見せて期待感を高めることはあったとしてもすべて見せずに
サプライズの余地を残しておくことが必要だと思いました。
2)くらしの現実感、ライブ感が好評
今回のツアーは都市部の住民であり、山村への好奇心や憧れがあると推察されます

（ただし定住意思があるかどうかは不明）。そこで、山村のくらしの生々しさに触れ
たい欲求があります。
しかし、農山村の生々しさがそのままで通用する場合と、ツアー用に修正する場合
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の両面があると考えられます。つまり、都市の人が期待する山村像を計算して演出す
る必要があると感じました。そのため、どこまでを見せるか（許容できるか）、リア
ルな山村とは何かの定義が必要です。
山村ならではのリアル感（都市では味わえないこと）を拡大鏡でじっくりと見せる

とともに、短時間で山村体験のメニューの数をこなす矛盾を解決する（バランスさせ
る）ため、メニューをある程度絞りこんで数回に渡って展開することも考えなければ
なりません。
3)お客様ではなく、ハードルを越えることも
癒しやリラックスを売りにしたツアーはたくさんありますが、あえてほんとうの癒

しは何かを問うことも必要です。日常生活は、ノルマや目標の達成を強要されている
感があり、目的なしに何かに挑戦をすることがほとんどありません。少し敷居の高い
ハードルを設け（なぜそれに挑戦するかは置いておいて）、それに挑戦することが非
日常の体験となって印象に刻まれる可能性があります。普段は体験できない山村のく
らしについて、限界まで挑んで達成したとしたら、その達成感は大きいものとなるで
しょう。そして、そこにほんとうの癒しがあるのではないかと問いかけるものです。
いずれにしても、不特定多数の参加者を募るのではなく、特定少数の参加者がファン
になり、リピートによって成り立っていくツアーではないかと考えられます。それが
友人知人等を呼び込むことでツアー企画が立てやすくなるとともに、将来の定住促進
に向けての第一歩となることが期待されます。
4)平成24年度に向けて～今後の課題として～
今年度のモニターツアーでは、ポスターは 1 種類で媒体は主として公民館向けのチ

ラシでした。その打ち出しでは告知ポスターの絵（山深い里の斜面に集落が数軒寄り
添うように張りついている）にコピーとして「分け入っても 分け入っても 山ばか
り。巨樹のふるさと 剣山のふもとの集落 透明な水と地元の人があなたを待ってい
ます」という打ち出しでした。
これによって行楽地めぐりでなく、生々しい山村を辿るという実感が伝わり、ツア

ー内容と希望する参加者のマッチングが図られた結果、満足度が高くなったと考えら
れます。
ツアー価格を有償とした場合、今年度のアンケート調査で得られた価格に対する意

見等に妥当性があるかどうかを検証することが必要だと考えます。さらに、連続した
ツアー（リピート率を高めることがツアーに不可欠と考えられます）を実施した場合
の参加者の反応はどうかなどを探る必要があります。
以上のことをふまえ、次のことを次年度の課題として実施します。

・作業の受け入れ準備のルーティン化が必要－もっと受け入れ準備の簡素化が必要。

・トイレが必要－水回りは都市部並みにする必要がある。

・ビジネスモデルの確立－収益を出すために詳細な原価計算が必要。

・リスクマネジメント－あらかじめ予想される潜在的なリスクを顕在化して防ぐ方法の検討。
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②平成24年度
所見

1 年目に地域資源を掘り起こしモニターツアーを実施した結果を受けて、2 年目は地域
資源が商品化できるかを検討しました。
正直、参加料の提示ををすると「これほどまでか」と思うほど反応が少なくなりました

が、参加者は満足して帰られたことを考えると商品化の手応えはあったと思われます。

「夏の巨樹王国体験ツアー」についての考察 7月4日~8月9日まで3回開催
□夏ツアーの総括
夏のツアーは、昨年に実績のあった久藪の農山村体験をメインに地元の食材を味わうツ

アーと一宇地区に残る伝説を辿るツアーを開催しました。
伝説を辿るツアーは、募集期間が短かったことにより参加希望者がなく中止となりまし

た。
久藪の農山村体験も参加者が少なく、参加費を減額して募集しました。参加すると非常

に満足し、来年は友人を大勢連れて体験したいと帰り際に予約をいれていました。
1)参加者の意見
・ 「剣山アーク伝説」は告知期間が短かったせいかできなかった。
・ 「巨樹をめぐって元気食材」は4人が参加。花や野草に詳しく、花のツアーを開いて
みては？などの示唆があった。

・ 巨樹をめぐるツアーはほかにない、珍しい。
・ 花を説明して欲しい。→ 高山植物や山野草が好きな人は少なくないため、固定客は
期待できる。ただし、マニア層は地元で対応できない可能性がある。

・ まむしに遭遇しても嫌がられなかった。
・ 2万円という価格設定が高かった。内容がわかりにくい。
・ おばさんはチラシを見ないとの意見（情報過多の大阪地区での現象か。ただし言葉を
鵜呑みにはできないと考える）。

・ 盆に移動することが多く、盆のあとはラフォーレ剣山の宿泊もほとんどない。盆前な
らだいじょうぶと思ったが、盆の移動と時期が近いことが参加者が少なかった原因か。

・ 総じて、参加者の企画に対する評価、満足度は高い。
【課題】
・ ターゲットに情報が届いていない（ただし来た人の満足度は高い）。
・ 地元が楽しめること。外の視点に触発されてマインドが活性化すること。
・ 誰かに会いに来る、という状況には農家民宿が不可欠。
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秋の体験ツアー「天然素材の旅」 10月30日～11月18日3回開催
□秋のツアーの総括
コンニャク体験に参加者がいなかった原因は、紅葉シーズンと 11 月の連休前に日程を

組んだため人が動かなかったのではないか？と推測します。
干し柿体験は、昨年と違い農作業を体験してもらいました。単純作業が続くと没頭する

楽しさがあったようです。
参加者のリピート意欲は高いことが分かりました。そのためにも、内容の周知をするた

めの広報が必要です。
都市部への周知や広報も必要ですが、今後は足下を固めるため地元中心にツアーや広報

をすすめて小さな積み重ねから広げていく方法をとるべきです。

重要な実績として、①久藪地区の受入体制（意識・対応）ができた。②川又地区の受入
体制（意識・体験メニュー）ができた。これにより、巨樹めぐりとあわせた宿泊体験メ
ニュー作りが可能となりました。
体験に適した人数が分かりました。コミュニケーションに重点を置けば 6人から 8人程

度が適切な受入人数です。講師ひとりに対して多くても 15人が限界でしょう。
関東へのアプローチは、対象範囲が広すぎて周知の方法と手段が難しいと言えます。要

検討です。

平成24年度の農山村体験ツアー総括
（1）昨年から比べて減少した原因
昨年はモニターツアー（交通費も含めて無料）であった。さらに自治体主催ということ

も相まって中味を吟味せずとも時間のある人たちは「とりあえず」の気分で参加したと思
われます。
今年度は有償の打ち出しであり、費用対効果や自分の求めているものであるかどうかな

どの吟味が必要であったため参加者が減少したと思われます。
開催日程のうち、参加者が皆無であった「剣山アーク伝説を辿る」は告知期間が短かっ

たことが原因と考えられます。秋の「コンニャクづくり体験」は、11月の連休直前の週
半ばであったため、家族との外出を予定していた人たちが参加を見合わせた可能性があり
ます。
→ 日程設定の吟味が重要です
→ チラシ以外の情報が得られないことから、過去のツアーの様子などの情報がわからな
いため他のツアーとの違いが明確に打ち出せませんでした。
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（2）来訪者の属性と満足度
平日に開催することが多かったこともあって、60代以上の高齢者が中心でした。
参加人数は少なかったもののスタッフの聞き取り調査等からは、満足度はおおむね高か

ったです。参加者は良いツアーであるが、PR不足との感想をもたらす人もいました。
→ チラシに依存しない広報の手段の検討が必要です。インターネットを活用（ブログ、
フェイスブック、ツイッター等）

（3）成果
1）ツアーの成立性の検証
参加者の満足度は高い。「巨樹」、「剣山」は特に参加を促すキーワードと考えられます。

また、告知せずに見せる「土釜」（貞光川）も効果的でした。
→ 企画そのものは満足度が高くツアーとしての成立性があると思われます。

2）継続的実施に向けて地元の拠点の確立～2拠点と1物産拠点～
平成24年7月に一宇知区の地元住民（つるぎ町生活改善一宇グループ）の運営による「し

ゃくなげ産直市」が空き家を活用して開設されたました。週末のみの運営ですが、手づ
くり団子が好評です。これは、ツアーのメニューに組み込んだ「地元の食材を利用したふ
るさと料理バイキング」を食べた参加者の「地元の野菜を購入したい。」という要求に応
えたものです。
ツアーを実施した久藪地区では農家体験民宿「久藪」の認知度が向上しファンができる

など、ここを拠点に継続的実施に向けての体制が整いました。昨年受け入れた学生の意見
として「学生は貧乏なので、料金を支払えない。」といったアンケートがありましたが、
翌年には「久藪のじいちゃん、ばあちゃんに会いたい。」泊まりにやってきてくれました。
久藪地区の魅力（人と景観）の力を知ることとなりました。
「こんにゃくツアー」を受け持った川又地区の川又惠子さんのグループが受け容れに意

欲的です。有志（仲良しグループ）での対応は互いに励まし合うことができ、積極的な改
善などもなされやすく、継続的なツアー実施の条件が整うことにつながることが分かりま
した。
→ ツアーには地元民間の受け入れ体制、物産の販売拠点等が不可欠であり、久藪の農山
村体験の体制と川又のコンニャクづくり体験メニュー、産直市「しゃくなげ」は2年間の
取り組みにより創出されたものです。

（４）検討課題
１）ターゲット層について
ターゲット層の居住地を京阪神に絞りこんで実施してきましたが、エリアは特に絞りこ

まないことが望ましいと感じました。
→ エリアよりもライフスタイル（ツアーに求めるニーズ）とツアーの提供価値が合致す
ること（マッチング）が重要です。
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２）広報活動について
【口コミとマスコミ】
ターゲットのエリアを特に定めないこと、継続的な実施には費用をかけられないことを

勘案すると、チラシを作成して配布する広報を継続的に行うことは困難です。
また、チラシを配布したとしても、限られた情報量ではツアーの世界観、メッセージは

参加者に届くとは限りません。
→ 今後は、参加者のリピートとそこからの口コミに期待するとともに、マスコミへのプ
レスリリース等を主力とするなどお金をかけずに実施します。

【ブログの活動記録で世界観を表現】
事務局で対応することが望ましいこととして、既存の活動の写真と説明をブログに掲載

することが不可欠です。そこからツアーの世界観（メッセージ）を得ることができます。
ターゲットは中高年齢層ですが、このようなツアーに参加するような活動的なライフスタ
イルを持つ人々はネットワークや情報網を持っていると考えられ、インターネットでの情
報発信は有効である可能性が高いと言えます。
→ 活動記録としてブログを更新していく体制づくりが必要です。

５．今後の事業展開について
本事業は、平成23年度～24年度で終了です。当初の目的である

「過疎＝何もないところ」から「過疎＝豊かなところ」へと変化
する手応えを感じることができました。
この手応えを継続性があり地元の活力を生むものへと成長させ

るため、次の視点をもった事業を今後も企画・実施します。
農山村体験ツアーは、地元住民との濃い意思疎通がリピーター

につながると考えられます。参加人数は６～8人程度が望ましい
でしょう。地元で対応できる手間のかからない定例開催とするこ
とが条件を後押しできると思われます。
つるぎ町までの交通手段の確保は、参加者負担（参加者責任）

とすることが望ましいと思われます。京阪神、名古屋、東京から
の旅程案をWeb上に示すと参加者の利便性が高まるでしょう。（ダ
イアの変更等があり得るので必ず参加者が最終的に確認すること
を添える。）

今後具体的に実施を予定するもの
①毎月第一日曜日は巨樹めぐり（3月～11月）とする。受付は美
馬市観光なので地元の事務負担は生じません。つるぎ町との協働
事業として進めます。
5人程度であれば、ガイド役の一人が7人乗りミニバンを運転す

る（運転席には運転手とガイドの2名体制）ことも可能です。
②体験者は「チラシだけだと内容が分からないので料金を高いと
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感じる。」「実際に体験すると金額以上の感動がある。」「周知不足。」との意見をふまえ、
マスコミを対象としたツアーを実施します。
③農山村体験を受け入れる際に必要なこととして、”仲良しグループ”の発掘が重要である
ことが分かりました。久藪の農山村体験や錦谷のコンニャク作り体験は、地域の仲良しグ
ループが受入てくれるのでうまくいっています。仲良しグループの発掘をさらに進めます。
干し柿づくり体験を定番化するためには受け入れとなる地元の有志（仲良しグループ）

の確保が不可欠です。個人単独で受けてもらっても集落への波及効果（マインド面も含め
て）が派生しにくいと思われます。
④区域外ではあるが、半田そうめんをうだつの町並みの空き家を活用して週末に提供でき
ないかという案も検討します。
⑤モノレールしか交通手段がない。集落まで歩くと1時間かかるとテレビで取り上げられ
る「十家」地区をプログラムにできないか？ということも検討します。


