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外国人に特化した農村体験ツアー 

株式会社BSCインターナショナル Tour du Lac事業部（滋賀県大津市）

【取組概要】 

国内外からの観光で滋賀県の農山漁村地域を活性化した

い。滋賀に住んでみたいと思う人に来てもらいたい。農業や

起業に関心を持ってもらいたいという思いから、その仕組み

作りができたらと考えていました。その手段として(株)BSC

インターナショナルの下で、自然豊かな琵琶湖の景観を楽し

みつつ日本の田舎の暮らしを体験する外国人向けツアー

Tour du Lac Biwa事業を始めました。 

地域の農家等の協力を得て、彼らの日常の生活スタイルを見てもらい、棚田、古民家、

餅つきなどの文化、びわ湖、鮒ずし、地酒、匠の工房、様々なアート、朝宮茶の茶摘み、

茶もみなどを体験してもらいます。 

外国人に特化した田舎体験ツアーは、個人客、英語を話せる欧米人、ハイエンドクラス

のプライベート（または少人数制）ツアーとして対応するため、参加者はH26年7月のツ

アー開始から累計で250名ほどですが、ツアー参加者には、日本人が大切に受け継いでき

た暮らしを体験できて良かったと好評です。 

【取組推進のポイント】

日本の農家の日々の暮らし、普通の生活を見てもらい、田

舎の日常生活を体験できることが外国人には好評です。ツア

ーの添乗員は、地元在住のバイリンガル女性３名の外、彼女

達の配偶者であるネイティブスピーカーの欧米人が翻訳監修

やコースチェックなどを担当しています。また、パンフレットを英語で作成し、インターネ

ット、旅行会社、京都のホテル・旅館・ゲストハウス等へ情報提供しています。 

【課題】

課題は、情報発信力を強くすること、集客を拡大する方法を考えること、行政と協力し

活動領域を広めていくことなどです。 

【将来展望】

「短期～長期滞在したい客を呼ぶこと」、「フランス語な

ど多言語に対応できるようにし、フランス人などにターゲッ

トを広げること」、「農家の方とツアー参加者の信頼が得ら

れ、かつ質の高いおもてなしのできる優秀なバイリンガル人

材を確保・育成すること」、「ツアーの受入農家とその後継

者を増やすこと」を目標にしています。また、例えばWWOOF

活動などで、農家の仕事（田植え、稲刈り等）を手伝ってく

れる人と農家を結びつける事業も展開したいと考えております。 
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地元伝統野菜を使用した純和風懐石料理で外国人観光客を受入れ

里湯昔話 雄山荘（滋賀県大津市）

【取組概要】

滋賀県大津市雄琴温泉の里湯昔話雄山荘は、少子高齢化、

国際化を踏まえて、インバウンドの取組として、イスラム教

徒（ムスリム）の誘致のため、平成26年5月にハラール認証

を取得し、調理器具、食器等を区別し、認証に沿った食材を

使ったムスリムフレンドメニューによる純和風会席料理の提

供を始めました。 

また、滋賀県の伝統野菜（とよ坊かぼちゃん、山田大根、

杉谷なすび、弥平とうがらし等）や自家菜園の農作物を使った料理を提供し地産地消に取り

組んでいます。 

なお、イスラム教の礼拝のため、各部屋と宴会場にマットを敷き、足を洗う場所やコンパ

スを用意しています。 

現在、ムスリムの客数は外国人客の１割未満ですが、外国人客総数は、24年3,289人、25 

年2,978人、26年5,600人です。円安状況もあり、26年12月頃から大幅に増え、それまで

全客数の約４%だったものが８%に増加しています。 

【取組推進のポイント】

中国人、韓国人の従業員各1名を雇用して、中国語、韓国

語に対応しており、館内に英語、中国語、韓国語の案内表示

もしています。 

売店は27年1月以降、免税対応としています。 

大阪市上海事務所、日本政府観光局(JNTO)上海事務所等と

情報交換、マレーシアでの商談会参加、海外旅行会社との情報交換、視察受入れなどを行っ

ています。 

また、インターネットによる情報発信、英語、中国語、韓国語の３カ国語のチラシを作成

し、旅行会社等に配布しています。 

【課題】

ごく稀に大浴場において大声で話すなどの外国人がおら

れ、他の客に違和感を持たれないように、マナー等について

注意書きを出す必要があります。 

外国人客は、５人から６人設計の客室を１人や２人で1部

屋使いたいという方が多いです。 

【将来展望】

今後、ハラール認証に沿った料理によりムスリム客を増やすと共に、中国や欧米などの富

裕層をターゲットに、日本文化に興味を示す質の高い外国人の受入れを増やしていきたいと

考えています。
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あなたの知らない新しい滋賀の魅力を様々な形で発信します 

JAPAN COOL ADVENTURE（滋賀県大津市）

【取組概要】 

体験型のツアーとして専門的に手がけてきた「フレン

ドシップアドベンチャーズ」が、農業体験とアウトドア

アクティビティを一緒に体験するツアーとして、新たに

(株)オーパルオプテックス(大津市)と共同で立ち上げた
のが JAPAN COOL ADVENTURE。豊かな自然の中、様々
な発見がある『滋賀』というフィールドで、ユニークな

体験をしていただくことをコンセプトに取り組んでいます。基本的には、文化圏の異

なる欧米・豪からの訪日外国人旅行者を主なターゲットとして、2015 年 10 月のオー
プン以降、既に 1,000 名を超える方を受け入れています。

【取組推進ポイント】 

現在、訪日外国人旅行者向けに様々な体験ができるよ

う、8 つのツアーを用意しております。主なものは、大
津市瀬田川流域でのラフティング等のアクテビティで

すが、それ以外にも、忍者の発祥地である甲賀地域で、

田植えや稲刈り、野菜の収穫などの農業体験と忍者修行をセットにした「Ninja 
experience」（もちろん昼食は農家ランチ）や、湖南地域の秘密の場所でのトパーズ、
水晶のトレジャーハントと地元市場での昼食バイキングやお抹茶体験を行う

「Treasure hunting」等です。

【課題】 

京都・大阪に比べ滋賀の知名度が低いため、ツアーＰ

Ｒに苦慮しています。また、アジア諸国からのツアー参

加者に対し英語以外の言語への対応が必要な場合があ

ります。現状では、自社所有のシェアハウス在住のアジ

ア系外国人に通訳等の協力を仰いでいますが、今後の課題の一つです。 

【将来展望】 

JAPAN COOL ADVENTURE では、滋賀の魅力を様々
な形で発信するとともに全国展開も視野に入れ、日本の

良さ・文化を広く訪日外国人旅行者に伝えたいと考えて

います。そのためにも、新たなツアーの開発と情報発信

に力を入れていきたいと考えています。
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近江野菜をふんだんに使ったハラール料理を無添加にこだわって提供

レストラン「チーマ・アンティ」（滋賀県大津市）

【取組概要】 

琵琶湖の西南端に位置する県庁所在地、大津市の閑静

な住宅街にひときわ個性的な壁画が目印のハラール料

理レストラン「チーマ・アンティ」があります。レスト

ランを切り盛りしているのは、チーマ圭子さん。お店の

名前「チーマ・アンティ」の由来は「チーマおばさん」。

近江野菜がたっぷり味わえる無添加なヘルシーレスト

ランとしてムスリムだけでなく、ベジタリアンやビーガ

ンの方にも静かな人気を呼んでいます。

【取組推進ポイント】 

パキスタン人のご主人との結婚を機にイスラム教徒に改宗し、独学でハラール料理 

を勉強するとともに、2015 年 2 月にレストランをオープンしました。メニューはサラ
ダを中心としたバイキング形式で、常時 15～20 品の料理が並んでいます。お店一押し
の料理は、シナモンやカルダモン、胡椒など 10 種類以上のスパイスを使用した本格的
なカレーです。

食材は、近江野菜を使用、お肉も県内業者からハラー

ル認証のお肉を入手。イスラム教徒が作るハラール料

理、これはまさに本場のハラール料理そのものです。

【課題】 

自然農法で作った旬の近江野菜が必ずしも毎日入手

できないため、その日その日に仕入れた食材でメニューを決めなければならない点

や、駐車場がないため、地元自治会のご好意で近隣の自治会館の駐車場を借用してい

る点が今後の課題としてあげられます。 

【将来展望】 

現在、近隣の道の駅である「妹子の郷」にてサラダ弁当を販売していますが、以前 

に好評だったわさび菜やクレソンを使ったサンドイッチも復活させたいと考えてい

ます。

また、同じ大津北部エリアで先駆的にハラール料理を

提供しているホテル「里湯昔話 雄山荘」さんと食材の

融通等上手くコラボできたらと思っています。

まだまだ滋賀県には訪日外国人旅行者が少ないよう

に感じます。世界に誇れる美しい琵琶湖があるので、そ

の美しさを知ってもらい、たくさんの方に見に来ていた

だきたいと思っています。
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滋賀・琵琶湖エリアの暮らしを訪ねるプライベートツアーを外国人観光客に 

悠ツアー（滋賀県大津市） 

【取組概要】 

悠ツアーは、主に英語圏からの個人旅行者に対し

て、滋賀県の農村をはじめとする里山を舞台に、地元

の人びととの交流及び地域の暮らしの体験に重点を

置いたプライベートツアーを提供しています。ツア

ーの特徴としては、①地元民のお宅、個人工房、農作

業の現場等、大人数では訪問できない場所を訪ねる、

②地元民から暮らしや生業の話を直接聞く、③旅行

者、地元民、ガイドが互いに話し、質問し、答える、

双方向コミュニケーション、④公共交通や徒歩を多く取り入れ、暮らしを「点」では

なく「線」として体感する、⑤偶然の出会いや予期しない発見を尊重した柔軟な時間

配分などが挙げられます。棚田や湧き水のある集落を尋ねるツアー、伝統工芸の工房
を訪ね職人の技術や暮らしに触れるツアーなどが人気です。 
また、最近では、まちあるきイベントの企画実施や地域資源を活かした観光プラン

企画など、地域の観光プロデュースをお手伝いする仕事にも関わっています。 

【取組推進ポイント】 
ツアー事業の根底にあるのは、観光をツールとし

て地域コミュニティの活性化をはかるということで

す。スタッフはツアー以外の場面でも地域の方と日

頃から関わりを持ち、地域の方と相談しながらツア

ーのあり方を考えます。地元の方と一緒にツアーを

作ることで、ツアーそのものの質を高めるのはもち

ろん、結果的に地元の方と訪問者双方にとって地域

の魅力が向上する、という効果を生むことを考えて

います。 
ツアーの集客については、ウェブサイト、口コミ、海外旅行業者からの直接送客な

どが中心です。英語パンフレットの観光案内所、宿泊施設等への設置も行っています。 

【課題】 

ツアーを実施する農村の多くでは、過疎化・高齢化が進んでいます。地域が幸せな 

暮らしを持続していくためには何が必要か、そこに悠ツアーが観光・交流の側面から
どのように役立っていくのか、という大きな課題を日々考えています。 

【将来展望】 

ツアー事業としては、テーマ型ツアー、長期滞在型

ツアー、地域の課題解決型ツアーなど商品ラインア

ップを増やしていく予定です。ツアー事業のほかに

は、地域主体の交流事業の企画・調査・実施等のサポ

ートなど、訪問者との交流を通じた多面的な地域振

興のお手伝いができればと思っています。さらに長

期的には、滋賀の「水を中心とする自然に寄り添った

暮らし」を海外の人に紹介し続けることで、滋賀の世

界的なブランドイメージを確立していきたいです。 

5



地域ブランド「近江牛」の生産・加工・販売及びレストランでの提供

農業生産法人千成亭ファーム（滋賀県彦根市）

【取組概要】

彦根市は国宝・彦根城を有し、ブランド黒毛和牛である近江牛とのゆかりも深い地域です。 

この地域において近江牛の肥育経営を行っている農業生産法人千成亭ファームでは、同

ファームで生産した近江牛の加工販売を行っており、

系列会社の千成亭を通じて消費者に販売しているほ

か、近江牛を専門に扱う同社のレストランで提供して

います。 

近年、彦根城への外国人旅行客の増加に伴い、同社

のレストランの外国人利用者も増えてきたことから、

平成25年から英語のメニュー表を作成し、中国語、

韓国語のメニューも作成中で、外国人旅行客への近江牛のPRを行っています。 

また、平成25年１月からシンガポール向けへの近江牛の輸出を行っています。 

【取組推進のポイント】 

近江牛の生産から加工・販売、レストランでの提供を一

貫して実施しています。 

飼料には滋賀県産のわらを使って差別化を図っています。

【課題】

平成25年１月からシンガポール向けに近江牛の輸出を開始しましたが、相手国先ではス

テーキ向けとして、ロース、ヒレの精肉処理の必要のない特

定部位のみの要望が多いが、供給の面から１頭フルセットで

の輸出を行いたいことから、現在輸出については、思うよう

に進んでいない状況です。

【将来展望】

ロース、ヒレはスジや脂肪の精肉処理（トリミング）が比較

的容易ですが、他の部位は１つの部位でも肉質（硬さ）が違

い、商品化に当たっては、細分化する精肉処理技術が必要とな

ります。このため、近江牛の輸出に当たって、１頭フルセット

で輸出するためには、相手国先に対し、これらの精肉処理技術

の指導やステーキ以外のすき焼き、しゃぶしゃぶ等の調理方法の提供が必要と考えており、今

後、これら技術等の提供と合せた近江牛の輸出促進を図っていきたいと考えています。 
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「つくる・食べる・つなげる」により外国人旅行客の増加を目指す 

JAおうみ冨士ファーマーズマーケットおうみんち（滋賀県守山市） 

【取組概要】 

 JAおうみ冨士の管内は守山市と野洲市にまたがってお

り、鈴鹿山系から湧き出る豊富な伏流水と肥沃な土壌、

さらに夏にはホタルの飛び交う豊かな自然環境の恩恵を

受けて、米、メロンやいちご等の果物、野菜、花き等さま

ざまな農産物が生産されています。また、野洲市におい

ては環境に配慮した農業（ゆりかご水田）も行われてい

ます。一方で、京阪神中心部まで１時間程度と通勤にも便利であることから、ベッドタウンとし

て人口が増加している地域でもあります。「ファーマーズマーケットおうみんち」は、このよう

な好条件を活かし、ワンストップで地域の農産物や加工品を販売する「直売所」と食育も兼ねた

地域の食事をバイキング形式で提供する「レストラン」を併設した施設として平成20年にオー

プンしました。 

この施設には、守山メロンの販売時期（５～７月）を中心に毎年45万人から47万人が訪れ、

近年外国人旅行客も増加しています。また、出荷者の意識が高く品質と品揃えを維持した上で比

較的安価で販売できていること、各地でのプロモーションや商談会への参加を通じて知名度が向

上していること等により、総売上高は５年連続で10億円を超えています。加えて、23年度から農

産物を畑から直接収穫する「畑の直売所」を開催したのをきっかけに、25 年からはグリーンツ

ーリズムの取組を本格化させ、都市と農村を結ぶ事業「もりやま食のまちづくりプロジェクト」

の中心主体となって参画し、地域全体の取組としています。 

 このような実績もあることから、26年度には約2,400人

（うち海外から55人）が視察に訪れており、近年は海外

からの視察も増えています。 

【取組推進のポイント】 

 当初のコンセプトは「つくる」（地元産食材の需要拡大等）

と「食べる」のみでしたが、「つなげる」（次世代への食育推進等）取組を進めることで、都市

と農村の交流が活発となり、近隣からの買い物客以外の観光客や立ち寄り者、ひいては外国人旅

行客の増加にもつながっているものと考えられます。 

【課題】 

 冬場の食材調達が難しい時期の国内ツーリストや外国人旅行客には「NABE」（鍋）を「キー

ワード」としたおもてなしを始めましたが、特に農業体験を希望する外国人旅行客の受入れに

当たっては、安全面の確保が必要であると同時に、万が一の時を想定し、保険の加入状況やア

レルギー、食文化等の個人情報などを把握し、また緊急時に対応可能な病院を事前に調べてお

く必要や短時間滞在での満足度を向上させる地域が連携した取組検討が必要であると考えてい

ます。 

【将来展望】 

地域におけるおもてなしの中から、外国人旅行客が「手に取った」、「美味しいと言った」商

品を中心に帰国後の輸出につながることも見据えて海外市場向けの商品開発を行っています。訪

れた外国人旅行者から率直な意見を聞き、次のおもてなし商品づくりに挑戦したいです。 

「つくる・食べる・つなげる」により外国人旅行客の増加を目指す 

JAおうみ冨士ファーマーズマーケットおうみんち（滋賀県守山市） 

【取組概要】 

JAおうみ冨士の管内は守山市と野洲市にまたがってお

り、鈴鹿山系から湧き出る豊富な伏流水と肥沃な土壌、

さらに夏にはホタルの飛び交う豊かな自然環境の恩恵を

受けて、米、メロンやいちご等の果物、野菜、花き等さま

ざまな農産物が生産されています。また、野洲市におい

ては環境に配慮した農業（ゆりかご水田）も行われてい

ます。一方で、京阪神中心部まで１時間程度と通勤にも便利であることから、ベッドタウンとし

て人口が増加している地域でもあります。「ファーマーズマーケットおうみんち」は、このよう

な好条件を活かし、ワンストップで地域の農産物や加工品を販売する「直売所」と食育も兼ねた

地域の食事をバイキング形式で提供する「レストラン」を併設した施設として平成20年にオー

プンしました。 

この施設には、守山メロンの販売時期（５～７月）を中心に毎年45万人から47万人が訪れ、

近年外国人旅行客も増加しています。また、出荷者の意識が高く品質と品揃えを維持した上で比

較的安価で販売できていること、各地でのプロモーションや商談会への参加を通じて知名度が向

上していること等により、総売上高は５年連続で10億円を超えています。加えて、23年度から農

産物を畑から直接収穫する「畑の直売所」を開催したのをきっかけに、25 年からはグリーンツ

ーリズムの取組を本格化させ、都市と農村を結ぶ事業「

の中心主体となって参画し、地域全体の取組としていま

このような実績もあることから、26年度には約2,400

（うち海外から55人）が視察に訪れており、近年は海

からの視察も増えています。 

【取組推進のポイント】 

当初のコンセプトは「つくる」（地元産食材の需要拡

と「食べる」のみでしたが、「つなげる」（次世代への

と農村の交流が活発となり、近隣からの買い物客以外の観光客や立ち寄り者、ひいては外国人旅

行客の増加にもつながっているものと考えられます。 

【課題】 

冬場の食材調達が難しい時期の国内ツーリストや外国人旅行客には「NABE」（鍋）を「キー

ワード」としたおもてなしを始めましたが、特に農業体験を希望する外国人旅行客の受入れに

当たっては、安全面の確保が必要であると同時に、万が一の時を想定し、保険の加入状況やア

レルギー、食文化等の個人情報などを把握し、また緊急時に対応可能な病院を事前に調べてお

く必要や短時間滞在での満足度を向上させる地域が連携した取組検討が必要であると考えてい

ます。 

【将来展望】 

地域におけるおもてなしの中から、外国人旅行客が「手に取った」、「美味しいと言った」商

品を中心に帰国後の輸出につながることも見据えて海外市場向けの商品開発を行っています。訪

れた外国人旅行者から率直な意見を聞き、次のおもてなし商品づくりに挑戦したいです。 
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滋賀県産大豆を使用した『比叡ゆば』を外国人観光客に提供 

株式会社比叡ゆば本舗「ゆば八」（滋賀県大津市・守山市） 

【取組概要】 

ゆば八は、1940 年の創業以来、近江商人の理

念（売り手よし、買い手よし、世間よし)を大切

に湯葉（ゆば）づくり一筋。業務用から家庭用

まで、国内はもとより海外でも好評価を得てい

ます。 

ゆば八が製造・販売する『比叡ゆば』※の原

材料である大豆は、地産地消、食料の輸送に伴

う環境への負荷軽減に向けた取組を考慮して、

全て「滋賀県産」を使用しています。基本的に

守山工場で使用する大豆は、守山市周辺で栽培されたものを、長浜工場で使用する大

豆は、長浜市周辺で栽培されたものを 50％以上使用することとしています。 

また、平成 28 年には、守山工場でハラール認証を取得し、販売店舗を訪れるムス

リムの観光客にも喜んでいただける湯葉（ゆば）づくりに取り組んでいます。 
※『比叡ゆば』は、株式会社比叡ゆば本舗 ゆば八の登録商標です。 

【取組推進ポイント】 

湯葉（ゆば）の原料である大豆は、滋賀県内

の大豆生産者を元気づけるため、平成 24 年から
ＪＡと雑穀店を介した契約栽培により 100%滋
賀県産大豆を使用しています。 
また、輸出拡大のために取組を始めたハラー

ル認証は、ISO/FSSC22000 認証を既に取得して
いた事もあり、速やかに取得することができま

した。 

【課題】 
最近、販売店舗には、訪日外国人観光客が増加しています。このため、販売店舗や

ホームページにおける多言語表記の拡充、対応出来るスタッフの増員などが今後必

要と感じています。 

【将来展望】 

滋賀県には、湯葉（ゆば）づくりには欠かせ

ない世界に誇れる美しい琵琶湖と大豆の生産地

が広がっています。 
これからも世界に誇れる豊かな資源を海外に

向けて発信することにより、店舗を訪れる外国

人観光客や湯葉（ゆば）の販売が増えるものと

考えています。 
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都市農村交流事業で海外の高校生の民泊を受入れ 

甲賀市都市農村交流推進協議会（滋賀県甲賀市）

【取組概要】

滋賀県甲賀市は、甲賀忍者発祥の地であり、甲賀流忍

術屋敷、信楽焼、ミホミュージアム等の観光資源のほか、

農業も盛んで、近江米、朝宮茶、土山茶の産地です。 

甲賀市都市農村交流推進協議会は、市から都市農村交

流事業の委託を受け、「忍者の里こうかで田舎体験」と

銘打ち、中学生を中心に国内外の中高校生を年間1,000

人程度受け入れ、農家民泊を実施しています。 

これは、農村での生活体験や交流を通じた人間教育を目的としており、事前に登録し

ている家庭に４人１組で宿泊し、共に生活（料理、農作業等）を体験するものです。 

農家での農作業体験としては、苗つくり、田植え・定植、草刈、牛の世話、野菜の収

穫・茶摘み、製茶、こんにゃくつくりなど、さまざまです。 

外国人学生の受入状況は、平成24年度22人（インド）

８軒、26年度32人（台湾）８軒、27年度36人（マレー

シア）10軒となっています。 

【取組推進のポイント】

海外からの教育旅行生誘致については、近隣の滋賀県

日野町や(公社)びわこビジターズビューローから情報提

供を受け、国内外の旅行業者等と交渉し、受入れを行っ

ています。 

受入体制としては、現在約 250 軒の家庭が登録しており、毎年、受入れのための研修

会や安全対策についての研修会を実施しています。 

また市内には３つのインターチェンジがあり、自動車で京都から30分、名古屋から１

時間、電車であれば京都駅から１時間というアクセスの良さをPRした営業活動を行って

います。 

【課題】

各家庭での生活体験や農業体験のレベルをできるだけ

均一化する必要があります。また、受入家庭が言葉の問題

で外国人を敬遠する場合もあり、啓発や受け入れ体制の整

備が必要です。 

【将来展望】

今後、小学生、高校生、一般の方を対象に民泊の受入れを広げると共に海外からの受

入れを広げ、物産販売等で地域の活性化に繋げていきたいと考えています。また、甲賀

忍者発祥の地として、忍者を素材とした外国人観光客の呼び込みを検討しています。
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豊かな湧水と自然景観の里山でレストランと宿泊施設を開設し地域を活性化

株式会社ラシーヌ・ホーム針江（滋賀県高島市）

【取組概要】

滋賀県高島市新旭町針江地区は、比良山系の伏流水の

湧き水「生水（しょうず）」を生活に利用する台所「川

端（かばた）」の伝統を江戸時代から守り続けている数

少ない地域です。また、この地区は国の重要文化的景観

や、平成の名水百選などに選ばれており、水温約13度の

川には、日本固有種である「バイカモ(梅花藻)」の生育

が見られます。 

(株)ラシーヌ・ホーム針江は、観光客等をもてなして地域を活性化しようと、地元の「針

江生水の郷委員会」の協力を得て、平成27年８月、ショップ、レストランと宿泊施設を開

設しました。 

ショップでは地元酒造とタイアップしたオリジナル日本酒（伊勢志摩サミット納入酒）

など地元特産品やジーンズを販売しています。 

レストランには、湧水を使った池と水路があり、店内に

も水路が流れています。また、地元の野菜、米、近江牛、

琵琶湖魚などの食材を使った料理を提供しています。 

宿泊施設は、湧水を使った入浴設備があり、現在、客室

６室、定員23人で、27年８月の開設から約１か月間の宿

泊者数は約60人、うち外国人は５組約20人です。 

観光客には、針江生水の郷委員会と連携し川端見学ツアーなどの案内を行なっていま

す。なお、施設開設に当たって、地元から正社員３人、アルバイト７人の雇用を生み出し

ています。 

【取組推進のポイント】

インターネットで情報発信を行い、外国人には英語、中国語ができるスタッフ数名が対

応しています。また、店内に英語の案内板を掲示しています。 

【課題】

インバウンド対応のため外国人向けのパンフレットを

作成すること、他の体験ツアーと連携し集客を拡大するこ

と、案内看板を設置することなどの課題があります。 

【将来展望】

旅行業者と連携した集客を考えています。現在は、一般

旅行客、バックパッカー及び研修客も視野に入れた宿泊施

設ですが、年内に和室でやや高級な宿泊施設の増築を予定しています。また、酒造会社と

の連携により地酒のブランド化、発酵食品の販売強化を検討中です。 
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滋賀・湖北エリアの収穫体験を外国人観光客に 

高島市マキノ農業公園マキノピックランド（滋賀県高島市） 

【取組概要】 

マキノピックランドは、平成 11 年に高島市が旬の果

実狩りを楽しめるように農業公園として整備しました。 

園内は、①さくらんぼ、ブルーベリー、ぶどう、栗、

りんごと初夏から秋まで旬の果物の収穫体験ができ

る果樹園ゾーン、②果樹園を一直線に抜けるメタセコ

イア並木が拡がる沿道修景ゾーン、③施設を総合的に

管理するセンターハウスを中心にグラウンドゴルフ

場、バーベキューテラスを備えたレストラン、芝生広

場、野菜直売所などを整備したパークゾーンの３つのゾーンで構成しており、年間約

18 万人が訪れます。そのうち、約１割が外国人観光客で、特に、台湾からの団体客

には、現地のマスコミに取り上げられたこともあり、ブルーベリーの収穫体験が好評

です。また、2.4ｋｍ続くメタセコイア並木は、「新・日本街路樹百景」にも選ばれ、

映画のワンシーンを思わせる景色は、「SNS 投稿映え」人気に拍車がかかり、国内外
を問わず観光客も増加しています。 

【取組推進ポイント】 
外国人観光客の増加に伴い、敦賀港に入港した大型客船からの団体が予約なしで 

立ち寄り、旬の果実を収穫体験し、食べることや、豊かな自然を散策することができ

るなど、食と農インバウンドの取組を推進しています。 

【課題】 

マキノピックランドを訪れる観光客は、携帯電話で

ホームページを閲覧することが多く、外国語への対応

の必要性を感じています。当面は、施設内の看板に外

国語表記を取り入れたいと考えています。加えて、「宿

泊することで得られる心地いい時間」の魅力を伝えら

れるよう、マキノピックランド周辺に宿泊し、京都、

大阪（奈良）を観光で巡るツアーを提唱できないか、

また、誘致のためのＰＲ手法を具体的にどうすれば良

いか手探りの状態であり、今後の検討課題となっています。 

【将来展望】 

滋賀県には、琵琶湖をはじめとする豊かな自然や歴

史・文化、その豊かな環境で育まれた食などがたくさ

んあります。また、最近では、隣接する大津市打見山

山頂からの琵琶湖眺望や、「ビワイチ」※が脚光を浴び

るなど、観光地としての滋賀県のブランドイメージは

高まりを見せています。 

マキノピックランド周辺には、民宿があり、小中学生

の教育旅行の宿泊先として活用され、体験学習として

収穫作業体験が行われています。また、外国人観光客に対しては、周辺の施設と協力

して受入体制を整えるなど、関係者とタイアップした取組を進める方向です。 
※ビワイチ：琵琶湖の周りをサイクリングやウォーキングで一周すること。 
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農作業と日本の田舎暮らし体験を満喫できる民泊事業 

NPO法人愛のまちエコ倶楽部(滋賀県東近江市)

【取組概要】

東近江市愛東地区は、米･麦･大豆のほか、なし･ぶどうなど

の果樹栽培も盛んな地域です。平成10年から琵琶湖の環境保

全を目的とした「菜の花プロジェクト」に取り組み、更に地域

全体の活性化を目指していこうと、16年に「NPO法人 愛のま

ちエコ倶楽部」を設立しました。 

同倶楽部では、米や果樹栽培の農作業から味噌やお茶の加

工までの「田舎もん体験」事業に取り組み、東近江市の「体験交流型旅行協議会」事業への参

画を契機に24年に「愛のまち民泊推進協議会」を組織化し、主に中学校の体験学習旅行の受

入れを開始しました。これまでに延べ 300 人程度を受け入れてきましたが、同市協議会事業

や直接の申込などによる海外の学生も受け入れており、これまでに韓国48人(24・25年度)、

ノルウェー54人(24・26年度)、ベトナム・フィリピン48名(26年度)の実績があり、27年度

もインドネシアからの受入れを予定しています。 

【取組推進のポイント】

受入家庭(40戸程度)のほとんどが農家であり、かつ２～３世代同居の家庭が多く、常時20 

～30 戸の受入家庭を確保しています。このうち農家民宿は５戸で、他は市の研修受講を条件

に民泊を認可されています。英語と韓国語の案内用ガイドを配布し日常の対話に対応してい

ます。 

また、民泊事業であることから食事は共同調理、食材の収穫

も共同作業で行っており、農家の普段の暮らしを体験してもら

っています。 

民泊の受入れが決まると、数日前までに有線放送で地域内に

お知らせするほか、地元のケーブルテレビやFMラジオ放送の取

材を通じて認知度を高めて、受入農家の確保に努めています。 

【課題】 

受入家庭の年代層は 40～70 歳代となっていますが、中心は 60 歳代であり、事業継続のた

めにも近隣地域も含めた理解と協力の確保に向けた広報活動の展開が必要です。 

【将来展望】

現在の受入依頼のある団体との連携を継続するのに加え、

この地域には百済寺や石塔寺など韓国文化との結びつきが強

い名所があることから、さらに日韓交流による事業展開を図

っていきたいと考えています。 
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農家民泊、農業体験旅行者の受入体制を完備

一般社団法人近江日野交流ネットワーク（滋賀県日野町）

【取組概要】

滋賀県日野町では、農林業等の生業に対する地域住民の自

信と誇りを回復し、元気な地域づくりをするために、平成20

年、町や観光協会、商工会、農協、農業者等で構成する「三

方よし！近江日野田舎体験推進協議会（事務局：日野町）」

を組織し、農村生活体験民泊の取組を行っています。 

21年には、県下初となる体験型教育旅行の受入れを行

い、これまで延べ13,690人を受入れています。 

22年から海外からの受入れも行い、JENESYSプログラムによる受入れとして中国、フ 

ィリピン、インドネシア、メコン５カ国（ベトナム、ラオス、カンボジア、タイ、ミャ

ンマー）等から延べ302人、ビジットジャパン事業による受入れとして中国、台湾、香

港から延べ71人、視察・研修旅行として中国、韓国、台湾、マレーシアから延べ410

人、これまで延べ783人を農村生活体験民泊で受け入れています。 
※三方よし！とは、「売り手よし、買い手よし、世間よし」の近江商人の 

精神。「迎えるもの（売り手）に自信と誇りの回復」、「来訪者（買い 

手）に心から感動」、「地域（世間）に人的・経済的活性化」 

※JENESYSプログラムとは、東アジアの青少年を日本に招へいし、相互理 

解と友好関係の促進を目的とした日本人青少年、市民との交流プログラ 

ム事業です。 

※ビジットジャパン事業とは、訪日外国人旅行者の増加を目的とした訪日 

プロモーション事業です。 

【取組推進のポイント】

町長を先頭に町としてのバックアップ体制ができており、現在、150戸の受入家庭を

確保し取り組んでいます。 

京都市から車で約90分の交通アクセスという地の利点を活かし、京都への修学旅行

者約100万人をターゲットとして、大手旅行会社への営業活動を行っています。 

【課題】

年々高齢化が進む農業地域の中で受入家庭の確保と農村

生活体験の指導者の資質向上を図っていくことが必要と考

えています。 

また、農山漁村のがんばりが活きる支援として、組織運

営への財政支援が必要と考えています。 

【将来展望】

都市農村交流の形態のひとつである体験型観光を受け入れることにより、地域に対す

る自信や誇りを取り戻し、「元気な地域、まち、農林業」の実現に向けて取り組んでい

きます。その中で、訪日外国人の受入れにも取り組んでいきます。 
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茶道を通じて日本文化を世界に発信 

茶道裏千家（京都府京都市） 

【取組概要】 

茶道裏千家では、国内の 167 支部、海外は世界

37 カ国・地域の 111 協会等において茶道の普及に

取り組んでいます。 

茶道に関する展覧会を開催している茶道資料館

（上京区堀川通寺之内上る）では、展覧会の会期に

合わせ、国内外を問わず、入館された方に椅子と机

を用いる立礼式で、季節の和菓子と薄茶を一服差し上げています。 

展覧会活動の広報は、JR 西日本、京都市内のホテル、旅行会社等からの掲載依頼

などにより、連携して取り組んでいます。 

【取組推進のポイント】 

展覧会活動の情報提供については、ホームペー

ジや展覧会のポスター、リーフレット等で案内し、

団体での見学は電話にて予約を受け付けていま

す。またガイドブックの取材も受けてPRしています。 

入館者には、お茶、お菓子の頂き方などについ

て、英語、中国語など６カ国語によるパンフレット

も用意して案内しています。 

作法のみならず、お茶の効用や茶道のおもてなしと感謝の心、茶道具など幅広い

日本文化にも理解を深めていただけるよう説明に努めています。 

【課題】 

さらに多くの言語のパンフレットを用意するなど、幅広く、また一層茶道への理

解が深まるように努めたいと考えています。 

ただ、当日の急な依頼（団体）や、連絡のないキャンセルの対応には苦慮してい

ます。 
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京の台所で伝統文化と食文化体験 

錦市場商店街公式施設「京町家錦上ル」（京都府京都市） 

【取組概要】 

京の台所と言われる錦市場は、1615 年（元和元年）に幕府より
魚問屋の称号が許され、魚市場として栄えたとされ、今現在は、

390ｍの通りの両側に 120 余りの様々な商品を扱う店が並んでお
り、試食のできる店舗や、そのままお店で食べて帰ることができる

店舗もあります。

平成 27 年に 400 周年を迎えた記念事業として、錦市場のイー
トインスペースとしての機能と、京の食文化・伝統文化が体験でき

る機能を併せ持つ施設「京町家錦上ル」をオープンしたところ、日

本人のみならず、たくさんの訪日外国人旅行者に利用いただい

ております。

【取組推進のポイント】 

「京町家錦上ル」は、錦市場から仕入れた鮮魚など、旬の素材を使用した料理が食べら

れるほか、ランチタイムには、錦市場で買ったおばんざいや

食材を持ち込んで食べられる錦市場専用のイートインスペ

ースがあり、大正時代の美しい京町家で、錦の食を存分に

味わうことができます。

伝統文化体験としては、ミニ屏風作り、手描き京友禅実演

観賞、京友禅絵付け体験、料理実演、茶道体験、着付け体

験、京の味比べ体験などのプログラムも提供しており、旅行

会社を通じて申し込まれる訪日外国人旅行者の中には、着

付けと茶道体験のあとに京料理のディナーを希望されること

もあり、こうしたカスタムオーダーにもお応えしています。

また、平成 28 年 9 月には錦市場商店街からのご紹介で、
チェコ・プラハからの若手料理人の受入れを行い、食を通じ

た国際交流にも努めています。

【課題】 

現在は英語と中国語のメニューの用意をしていますが、言語対応可能なスタッ

フの充実と訪日外国人旅行者の予約対応などが課

題となっています。 

【将来展望】 

多くの協力団体、協力者とともに、全く新しい地域振

興モデルの実現を目指す「地域密着型の食文化施

設」で、外国人を含めた観光客と商店街との新しい出

会いと発見の場を作り、商店街の振興に寄与すること

を期待しています。
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いけばな文化により国際的な交流へ展開 
華道家元池坊（京都府京都市）

【取組概要】

京都で550年以上のいけばなの歴史を持つ池坊で

は、日本文化の学習を目的とした外国人旅行者や留

学生を対象として、いけばな体験の取組を行ってい

ます。 

取組のきっかけは、行政や国際交流を行う団体等か

らの依頼、海外でいけばなを指導している教授からの

要望を受けて協力したことであり、現在は、ミスイン

ターナショナルやハーバード大学、日本語を履修したロシアの高校生等、いくつかの団体

では継続した取組として定着してきています。 

いけばな体験は、京都の池坊会館と東京の池坊東京会館で行っており、外国人学生に

対しては京都の学校華道課が主に対応しています。いけばな体験の様子はホームページ

でも紹介しており、現在では、ロシア、アメリカ、中国、台湾等の学生等、この1年間

で延べ260名の方がいけばな体験をしています。 

【取組推進のポイント】

留学生を対象としたいけばな体験の場合には、いけ

ばなの歴史や花型等を説明し、講師によるデモンスト

レーション終了後には、実際に各自が花を生け、講師

が作品の手直しを行います。 

その際、原則として通訳の同行をお願いしています

が、同行できない場合には、外国語が話せる職員で対

応することもあります。 

いけばな体験の対象者によっては、外国語が話せる池坊中央研修学院（池坊の最高研

修機関）講師にいけばな体験の講師を依頼する場合もあります。 

【課題】

現在、インバウンド専門の部署がないため、外国人学生の対応については学校華道

課、外国人旅行者については総務課が対応していますが、今後増加が予想されるため、

スタッフの確保や会場の確保等の体制作りが必要と考えています。 

また、留学生に対しては、より幅広いいけばな体験活動の情報提供も必要と考えていま

す。いけばな体験は、単なるツアーの一体験としてではなく、いけばなを通じて日本文化

の精神性を理解するという心構えを持って参加することが望ましいと考えています。 

池坊には海外32か国に支部があり、いけばなが一度だけの体験で終わることなく、

帰国してもいけばなを続けていただけるような取組も必要と考えています。 

【将来展望】

この10年間で外国人旅行者のいけばな体験希望者は増加傾向にあり、2020年のオリン

ピック・パラリンピック東京大会に向けて、外国人旅行者や留学生へのいけばな体験の推

進に加え、例えば選手へのいけばな体験等、何らかの形で貢献したいと考えています。 
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豊かな自然に恵まれた里山を満喫する体験の提供 

京都府京都市 

【取組概要】

京都市の京北地域（旧京北町）は、京都市の北西部に位置し、その 93％は豊かな

森林です。 

京都市は、27 年 8 月に「京都 京北かがやきビジョン」を策定し「地域資源を活

用した農山村の活性化」「滞在型アウトドア観光・グリーンツーリズムの推進」を

執り進めているところです。 

また、京都市が 27 年 3 月から農家民宿開業について

の規制緩和を実施したことにより、京北地域には３軒

の農家民宿が開業し、そのうちの「徳平庵」では、茅葺

きの古民家での囲炉裏を囲んだもてなしが訪日外国人

旅行者に喜ばれ、平成 27 年 7 月のオープン以降の一年

間で、欧米人の家族連れを中心に 50 組 200 名以上が長

期滞在で訪れています。

【取組推進のポイント】 

京北商工会が、京北地域の観光案内の英語版リーフレット「KYOTO KEIHOKU 
GUIDE MAP」を作成しました。
さらに、２７年度には、地域振興・広域連携推進事業委員会を立ち上げ、京北地域の魅

力を英語で伝えるパンフレット「SATOYAMA STYLE」を作

成すると共に、ホームページにおいても情報発信をしている

ところです。 

また、農家民宿「徳平庵」も Facebook のほか、英語版の

ホームページを開設するとともに、伏条台杉群や滝又の滝

等の京北の豊かな自然を満喫するツアーや、地元野菜を

使用した料理作り体験等を提供し、訪日外国人旅行者を

積極的に引き込んでいます。

【課題】 

地域振興・広域連携推進事業委員会では、当初、民泊協議会の設立等を模索してい

ましたが、京都市の農家民泊制度による認可登録におい

て、一定基準の設備投資が必要なこともあり、登録民家数

が十分でない状況であったため、協議会設立は見送ること

となりました。

【将来展望】

京都市では、和蝋燭の原料となるブドウハゼを京北地域

において栽培する「京都“悠久の灯”プロジェクト」を実施し

ており、地域資源等を活用した 6 次産業化の取組と併せ
て、京北地域の自然環境を活かした滞在型アウトドア観光・

グリーンツーリズムによるインバウンドの推進により、地域の

活性化を図っているところです。
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京都に広がるハラールなお店 

グローバル志塾・マレーシア科学大学(京都府京都市) 

 

【取組概要】 

東南アジア諸国の経済発展により、ASEAN新興国から中間所得層の

イスラーム教徒（ムスリム）の訪日外国人旅行客が増加するとともに、

訪京する留学生も増えています。これら若者にも毎日、気軽に食事が

できる場所が必要です。 

ムスリムは、食生活において一般的に「豚あるいはその成分が含ま

れるもの」、「アルコールあるいはその成分が含まれるもの」は禁忌

で、さらに獣肉のと殺方法、食品の製造過程や輸送、販売や提供の仕

方まで詳細にわたって決められています。 

これらの状況を考えると、ハラール認証はなくとも、彼らが食する

ことが可能と判断できるよう情報提供することが重要と考え、ムスリ

ムフレンドリーショップのパンフレットを作成しました。 

 

【取組推進のポイント】 

ムスリムをマレーシアから招聘し、京都市でムスリムに親和性の高い和食や和菓子の店

舗、小売店などを調査して、店舗事業者の許可を得た上で「ムスリム・フレンドリー・ロ

ゴマーク（MFL）」を貼付しました。 

この情報は、多言語化（英語・マレー語）して、ウェブ

上の地図情報に反映し、写真などとともに公開しました。 

ほとんどの店がこの活動に協力的であり、現在、約 50

店舗を紹介しています。これによって京都市内で手頃な

値段で安心して食を楽しむことができる、ムスリム観光

インフラを構築できました。 

 

【課題】 

  訪京する若者を対象とし、一食の価格を千円程度としているため、価格の問題で選択の

幅が狭くなり、コースの懐石料理などには手が届きません。また、ミリンについても、ム

スリム個々によって考え方は様々で、「アルコールを含むのでミリンは使用できない」と

画一的に考える誤解が生じています。 

 

【将来展望】 

 清潔さ、丁寧さ、味の旨みなど、日本の食に対する評価は非常に高く、食材や調理内容

を開示することで、日本産品はハラール認証がなくても購買される可能性は高いと考えて

います。 

 和食・和菓子を始め、京の伝統的な文化を視覚化と多言語化による情報開示で、潜在的

な需要が高いムスリムに対して、「ムスリムフレンドリーな京都文化」という新しい価値

観の構築・提供を行うことにより、地域経済の活性化を目指しています。 

パンフレット 

店舗調査 
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京都の観光資源を活用し、伏見の酒へいざない 

月桂冠株式会社（京都府京都市） 

【取組概要】 

京都市伏見区は、全国３万社あると言われている

「お稲荷さん」の総本宮である「伏見稲荷大社」や鳥

羽伏見の戦いで新撰組、会津藩の拠点となった「伏見

奉行所跡」など観光資源豊かな地域です。 

 月桂冠では、国内旅行者の誘致を目的に、伏見区に

月桂冠大倉記念館を昭和 55 年開設、62 年以降一般公

開を行っています。                                 

外国人旅行者への対応として、平成 25 年度から英

語版、韓国語版、中国語版（繁字体）のパンフレットを設置

し、「伏見の酒造り、月桂冠の歩み」などを紹介するととも

に、「プライムワイン」「月桂冠レトロボトル吟醸酒」「玉

の泉大吟醸」をきき酒（試飲）として提供し、日本酒の普及

に努めています。 

【取組推進のポイント】 

 訪日外国人を記念館に誘致するため、旅行会社との連携や伏見酒造組合による

英語版パンフレットをホテル協会加盟の各宿泊施設に設置するなどの取組もあ

り、各宿泊施設のコンシェルジュからの紹介により来場者数も増えています（26

年度来場者数は年間 15 万人）。 

記念館以外でも、外国人旅行者への対応として、①国際空港の免税店での販売 

②空港近くのスーパーとの連携による販売も行ってい

ます。                      

地域農業との連携として地元京都産の醸造用玄米

「祝」を用いた清酒の製造を行っています。また、酒

粕を主体とした有機質肥料を用いて稲を育て、収穫し

た米から酒を造る「お米からお酒へ、お酒からお米

へ」という循環型農業の取組を行っています。 

【課題】 

記念館において、来場者数 15 万人を超えると会場面積を拡張する等の対策を考

える必要があります。 

館内音声ガイドにおいて、一部英語対応ですが、その他の言語に未対応である

ことから対策が必要です。 

【将来展望】 

 国内においては、記念館を拠点として販売促進に向け、新たな商品開発を行

い、消費の拡大を図っていきたいと考えています。また、海外においては海外各

地の需要に応じた商品を開発することにより、輸出の促進を図っていきたいと考

えています。 

京都の観光資源を活用し、伏見の酒へいざない 

月桂冠株式会社（京都府京都市） 

【取組概要】 

京都市伏見区は、全国３万社あると言われている

「お稲荷さん」の総本宮である「伏見稲荷大社」や鳥

羽伏見の戦いで新撰組、会津藩の拠点となった「伏見

奉行所跡」など観光資源豊かな地域です。 

月桂冠では、国内旅行者の誘致を目的に、伏見区に

月桂冠大倉記念館を昭和 55 年開設、62 年以降一般公

開を行っています。                         

外国人旅行者への対応として、平成 25 年度から英

語版、韓国語版、中国語版（繁字体）のパンフレットを設置

し、「伏見の酒造り、月桂冠の歩み」などを紹介するととも

に、「プライムワイン」「月桂冠レトロボトル吟醸酒」「玉

の泉大吟醸」をきき酒（試飲）として提供し、日本酒の普及

に努めています。 

【取組推進のポイント】 

訪日外国人を記念館に誘致するため、旅行会社との連携や伏見酒造組合による

英語版パンフレットをホテル協会加盟の各宿泊施設に設置するなどの取組もあ

り、各宿泊施設のコンシェルジュからの紹介により来場者数も増えています（26

年度来場者数は年間 15 万人）。 

記念館以外でも、外国人旅行者への対応として、①国際空港の免税店での販売 

②空港近くのスーパーとの連携による販売も行ってい

ます。                      

地域農業との連携として地元京都産の醸造用玄米

「祝」を用いた清酒の製造を行っています。また、酒

粕を主体とした有機質肥料を用いて稲を育て、収穫し

た米から酒を造る「お米からお酒へ、お酒からお米

へ」という循環型農業の取組を行っています。 

【課題】 

記念館において、来場者数 15 万人を超えると会場面積を拡張する等の対策を考

える必要があります。 

館内音声ガイドにおいて、一部英語対応ですが、その他の言語に未対応である

ことから対策が必要です。 

【将来展望】 

国内においては、記念館を拠点として販売促進に向け、新たな商品開発を行

い、消費の拡大を図っていきたいと考えています。また、海外においては海外各

地の需要に応じた商品を開発することにより、輸出の促進を図っていきたいと考

えています。 

（月桂冠大倉記念館）
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酒どころ伏見で日本酒の歴史を辿り生酒等を味わう 

黄桜株式会社（京都府京都市） 

【取組概要】

豊富な地下水に恵まれた京都伏見は古くから酒蔵の街

として栄えてきました。 

黄桜は大正 14 年創業、「品質本位の酒造り」と日々変

化する生活シーンに対応する商品開発に心がけ、企業キャ

ラクターのカッパとともに全国で親しまれています。 

伏見の地域貢献のため、「キザクラカッパカントリ－（黄

桜記念館・黄桜商店・黄桜酒場）」を平成７年に開設。 

「懐かしくて新しい、黄桜の魅力、日本酒の魅力」を発信しており、ここでしか飲

めない日本酒やできたての地ビールを味わうことができます。 

外国人旅行者への対応として、お土産コーナーにて英語表記のショップ案内パン

フレットを設置。醸造工程と精米歩合の説明を英語表記でボード展示。レストラン

内では全メニューの英語表記冊子を設置。ガーデンでは週末のショット販売等を行

うとともに平成 27 年度から黄桜商店において免税対応も行っています。 

【取組推進のポイント】

訪日外国人をキザクラカッパカントリーに誘致するため、英語版の企業ホームペ 

ージの開設、伏見酒造組合及び旅行会社との連携を行うとと

もに、日本酒造りが体験できるお酒造り１日体験コースを冬

季に人数限定にて実施しています。 

来場者数も年々増加しており、平成 27 年度では約９万人、

海外からは中国・韓国のアジア圏を中心として、欧米からも

来客頂いています。            

【課題】

訪日外国人の客層と需要についての分析と需要に適応し （黄桜記念館内）

た商品のラインナップの拡充、現在英語版での表記は充実していますが、多言語で

の表記と接客対応の充実が必要と考えています。 

【将来展望】

黄桜本社（三栖工場）に、京都・伏見の新名所として、大吟醸酒と地ビールの仕 

込みが間近にご覧頂ける見学施設とお土産コーナー、蔵出しのお酒が味わえるレス

トランを併設する５階建ての新蔵「伏水蔵（ふしみぐら）」を平成２８年夏にオー

プンしました。キザクラカッパカントリーと並行して国内外の旅行者等も呼び込ん

で行きたいと考えています。
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宿泊者の約３分の１が外国人、様々な体験・取組を実施 

京都市宇多野ユースホステル（京都府京都市） 

【取組概要】 

京都市宇多野ユースホステルは、昭和 34 年７月

に全国初の公営ユースホステル（京都市営）とし

て開所し、現在は一般財団法人京都ユースホステ

ル協会が管理運営をしています。同ユースホステ

ルは、国際ユースホステル連盟から「世界で最も

居心地のよいユースホステル」に過去三度選ばれ

るなど外国人にも好評で、平成 28 年度の宿泊人数 40,768 人のうち 13,155 人

（32.3％）が海外からの宿泊者となっています。 

京都の家庭の味である「おばんざい」等の特徴的な食事提供のほか、アレル

ギー食やライトハラル等にも対応しています。 

【取組推進のポイント】 

平成 20 年７月に改装された建物は、周りの自然

豊かな風景を見ることができるガラスを多く使っ

た明るい近代的な施設です。その中でも、瓦を用

いた屋根や京都市特産の北山杉を使って作られた

ベッドやロッカーなど、京都的な感覚を活かした

造りが宿泊客から好評を得ています。また、Wi-Fi

環境、館内のバリアフリーはもちろん、共同浴場には外国人向けに風呂の入り

方についての案内を掲示しています。 

外国人旅行者はリピーターのほか、安価で安全・安心ということから団体

（学校等）の利用者も多く、施設内の外国語標記は英語、中国語、韓国語

で、言語対応は英語で行っています。また、ワーキングホリデーやインター

ンなど外国人スタッフの受け入れも積極的に行っています。 

食事では、おばんざいを夕食に１品つけるほか、流しそうめん等のイベント

や、和菓子づくり、生八つ橋づくり等の体験イベントも行っています。 

【課題】 

食事でのアレルギー対応のほか、特にベジタリ

アンやビーガン（動物性食品を口にしない完全菜

食主義者）への対応が増えています。そういう意

味では日本食、特に精進料理が適していると思い

ます。 

【将来展望】 

外国人にとっては、安心・安全に宿泊できることが重要です。そのような環 

境を守り、イベントを通じ宿泊者同士、地域の住民や学生と楽しく交流を図る

場として、これからも運営していきたいと思っています。 
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訪日外国人旅行者の京都での「伝統的な和食体験」をサポート 

株式会社ＪＴＢ西日本（京都府京都市） 

【取組概要】 

(株)ＪＴＢ西日本は、京都の料亭・割烹で和食体験がで

きる新たなサービスを 2017 年５月 24 日から開始しまし

た。京都の料亭・割烹店 50 店舗を紹介したガイドブック

（英語、中国語（繁体字））を発行し、訪日外国人専用の観

光案内所「関西ツーリストインフォメーションセンター京

都（以下、ＫＴＩＣ京都）」及び京都主要ホテル 30 施設に

て無料で配布し、ガイドブックに掲載された施設の予約及

び決済代行のサービスを提供しています。 

【取組推進のポイント】 

今、外国人旅行者が来日する大きな目的の一つが、「和食」を食べること、なかで

も京都における料亭・割烹での「伝統的な和食体験」は関心が高くなっています。し

かし、京都の料亭・割烹では積極的な広告宣伝や情報発信を行っていない施設が多

く、予約に関しても電話予約が基本となり多言語対応が課題となっています。加え

て、「奥ゆかしさ」故に場所の特定が難しく、メニューがない「おまかせ」という固

有の商習慣を持つなど料理内容や料金が分かり難く、外国人旅行者にとっては敷居

が高くなっていました。 

このサービスによって、参加店では、外国人旅行者の

集客拡大、外国人からの電話予約対応業務の大幅軽減、

完全事前予約・決済によりノーショーのリスク、現場対

応業務の大幅低減が見込まれます。また利用者には、本

物の和食を体験できる料亭・割烹の情報入手、一見では

予約の取り難い料亭・割烹を安心して予約が可能、分か

りやすい包括料金と事前クレジット決済で安心という

メリットがあります。 

【課題】 

2017 年５月から始めたため、現在は未だ利用者が少ないですが、まずは実績をし 

っかり積み重ね、徐々に掲載店舗数や配布先を広げていきたいと考えています。 

料亭・割烹では、季節によって料理が変わるため、写真の差替え等が必要になり

ます。そのため、ガイドブックの発行は年２回を予定しています。 

【将来展望】 

現在ガイドブックの配布先は京都市内限定ですが、大阪・神戸・東京のホテル等に 

も置けるようにしたいと考えています。また、より多くの方に利用いただけるよう

2018 年度にはｗｅｂサイトの開設を予定しています。 
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江戸時代に建てられた古民家での農泊 

古民家の宿「ふるま家」（京都府福知山市） 

【取組概要】 

京都府福知山市の三和地区は、土師川の河

岸段丘上に開け、山麓傾斜地に耕地が連なる

農林業の町で、丹波くり・松茸等が有名です。 

福知山市では、平成 26 年から里山交流事業

で、農家民泊の推進に取り組んでおり、現在

10 軒の農家民宿が開業しています。平成 24

年から開業した｢ふるま家｣では、古民家をリ

フォームして、居心地のいい宿として、多く

の訪日外国人に喜ばれています。平成 28 年の年間宿泊者は、469 名で、北米

人等を中心に約８割が訪日外国人旅行者です。 

【取組推進のポイント】 

福知山市では、高齢化・人口減少による農

村集落の活力が低下する中、農家民宿を活用

した地域産業の掘り起こしによって地域再

生等に取り組んでいます。 

｢ふるま家｣では、野菜の収穫や自家農産物

による家庭料理教室が体験できます。また、

ホームページは７カ国語に対応しています。 

【課題】 

｢ふるま家｣は、３カ国語で対応しており問題はないのですが、地域の農家民 

宿では、外国人旅行者に対し、｢ことば｣の壁が出てくるので、通訳アプリ等の

活用等対応が求められます。 

【将来展望】 

福知山市では、地域資源や自然環境を活か

した滞在型アウトドア観光・グリーンツーリ

ズムを通じて、外国人も含めた都市圏からの

交流を促進し、地域の活性化を図っていきます。 
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宇治茶の魅力伝える多言語情報ツールを作成 

宇治茶の魅力海外発信プラットフォーム（京都府宇治市）

【取組概要】 

平成 25 年 12 月に「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録されたこともあ

り、京都・宇治の観光地を訪れる訪日外国人旅行者が急増しました。 

さらに平成 27 年４月に「宇治茶にまつわるストーリーや構成資産」が日本遺産

に認定され、一層の増加が見込まれていたなかで、宇治茶の消費拡大に結びつけ

る取組ができていませんでした。 

そうした中、（公社）京都府茶業会議所と京都府茶協同組合等が中心となって

「宇治茶の魅力海外発信プラットフォーム」を立ち上

げ、訪日外国人旅行者向けに観光名所や交通案内も加味

した「京都で宇治茶が買える店舗地図」を英語、中国語

（簡体字、繁体字）の多言語で作成しました。 

また、受入側である宇治茶販売店には、訪日外国人旅

行者の接客時に役立つ「指差し会話シート」も英語版と

中国語（簡体字版、繁体字版）で作成しました。 

【取組推進のポイント】 

「京都で宇治茶が買える店舗地図」は、宇治茶の試飲が可能な店舗を掲載して 

おり、京なび（京都総合観光案内所）や京都市内のコンシェルジュがいる観光ホ

テル等に置いてもらい、お茶に関心を持つ外国人に紹介するとともに、地図に掲

載したＱＲコードから、（公社）京都府茶業会議所等が作成した宇治茶の魅力を

紹介するためのスマートフォンアプリ「お茶なび」を利用し、より詳しい情報を

取り込めるようにしています。 

「指差し会話シート」は、原稿データを各店舗に

配布し、販売店舗の実情に合わせて修正できるよ

うにして、より使いやすいものとなるように工夫

しています。 

また、(公社)京都府茶業会議所が運営する「匠

の館」は、喫茶コーナーで抹茶、煎茶、玉露、か

ぶせ茶と様々な宇治茶が味わえるほか、茶香服

（聞き茶ゲーム）やお茶の淹れ方を日本茶インス

トラクターから学べる施設で、多くの訪日外国人旅行者が訪れています。 

【課題】 

訪日外国人旅行者に対してアンケートを実施し

た結果、回答数約 100 のうち、「宇治茶」という

言葉の認知度が２割であったことから、国外での

知名度をより一層上げていく必要があります。 

【将来展望】 

京都を訪れる訪日外国人旅行者に対して、宇治茶

を安心して飲める・買えるお店の情報を提供し、宇治茶の魅力の体験とともに喫茶

文化の普及を図ることで、海外における宇治茶ファンの拡大を目指しています。 
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外国人旅行客向け免税店の取組 

公益社団法人宇治市観光協会（京都府宇治市） 

【取組概要】 

京都府宇治市の主要観光スポットである平等院鳳凰堂が、平成26年10

月に屋根の葺き替え・柱などの塗り直し修理を完了すると、日本人の観光

客の増加とともに、中華圏、東南アジアを中心とした

国・地域から外国人旅行者が著しく増加しました。 

このような中、各個店の看板の英語・中国語の表記

の推進、免税店取得に向けて、取組を開始しました。 

【取組推進のポイント】 

宇治市は、老舗のお茶屋が多く、販売形態として、生産から卸売り、生産から小売り、小

売り専門と分かれていますが、いずれの形態も海外からのお客さんが増加するなか、制度の

導入当初には「免税制度を導入するより、その分値引き販売する方がいい」等の声があり、

積極的ではありませんでしたが、免税店取得に向け、宇治市観光協会、宇治商工会議所の主

催により「外国人観光客を呼び込む土産販売戦略」セミナー

を開催し、26事業者、約40名が参加しました。 

その後、宇治免税店の統一ロゴ、のぼり、ポスター、３カ 

国語の標準文言集を作成し、27年２月の春節にあわせ、12事

業者15店舗の免税店がオープン。臨時観光案内所を設置し

て、中国人通訳とボランティアガイドを配置し、多い店では

１日40件の免税客が訪れました。 

【課題】 

中国人通訳とボランティアガイド

免税店資格の取得に当たっては「パスポートに貼付する購入記録票が小さい」、「記載項

目が多く手間がかかる」、「スキャニング等の機械の購入に対する支援」等多くの課題を抱

えています。 

しかし、宇治市にも数多く訪れている中華圏からの外国人旅行者は、観光地でお土産を購

入する割合が高いことから、免税店資格を取得し、観光客の利便性をより高めていく必要が

あります。 

【将来展望】 

免税店の統一ロゴマークを拡大することにより、店や商店

街の信用、信頼の確保につなげていくとともに、従来から実

施してきた台湾のプロモーションを継続して実施し、香港へ

も拡大して誘客することを考えています。 

また、Wi-Fiや商店街で免税手続きを一括で行える免税一括

カウンターを整備し、サービスの向上を目指しています。 
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100 年前から引き継がれてきた技術で加工された乾燥なまこを輸出

後藤商店（京都府宮津市）

【取組概要】

京都府宮津市の後藤商店では約100年前から乾燥なま

こを中国に輸出していました。乾燥なまこは中華圏の

国・地域では不老長寿の食材として贈答品用等に高価で

取引されています。 

乾燥なまこを輸出しながら、なまこを使って地域の活

性化につなげるための取組を進めています。

【取組推進のポイント】

2011 年の震災の影響で中国への輸出が途絶え、販売ルートがなくなってしまいま 

したが、宮津市や京都府の支援もあり、海外の商談会にも参加し、平成 27 年から香
港への輸出ルートが確立しました。 

また、天橋立にあるレストラン「セントジョンズ・ベア」では、後藤商店の乾燥な

まこを使用した料理やなまこ入りパンを提供し、テレビ

や新聞等メディアで取りあげられています。

天橋立周辺でも外国人観光客は少しずつ増えており、

ここでなまこを食べた外国人観光客がブログやSNSを通

じてなまこの魅力を伝えることに期待しています。

【課題】

なまこの資源確保のため、宮津市の漁師さんなどで「なまこ会議」を設立し、小さ 

ななまこはとらないことや、捕獲してよい期間を設けるなどのルールを決めていま

す。

また、なまこの仕入は漁協を通して「入札」での取引になるため、近年は外国人と

取引をする業者が高値で入札することが多く、地元産原料を安定して確保すること

が難しくなっています。

【将来展望】

先代までは加工技術を門外不出として、家を継ぐ１人にしか教えてこなかったの 

ですが、継続して長期的にやっていただける方であれば技術を伝承して、なまこ加工

を宮津市の産業にしていきたいと考えています。 

また、天橋立に来られた外国人観光客になまこを食べていただき、宮津に行けば良

質のなまこが食べられるということを広げていき、地域の活性化につなげていきた

いと考えています。
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豊かな自然と農業生産を活かした食と農の体験による地域農業の活性化 

京都府亀岡市

【取組概要】 

亀岡市は京都府の中西部に位置しており、農業について

は、国営亀岡農地再編整備事業により農地や用排水路の整備が

行われたこと等により、府内でも有数の穀倉地帯となっていま

す。観光では、亀岡から名勝嵐山までの 16ｋｍの渓流を約２

時間かけて舟で下る「保津川下り」が外国人旅行者にも人気が

あり、年間約20万人の観光客が訪れています。 

外国人農業体験ツアーは、アメリカの旅行会社からの提案

を受けて、平成21年から始まりました。シニア層の団体ツア

ー客が約２週間かけて日本列島を周遊するパッケージツアー

があり、京都市内から近く自然豊かな亀岡市なら、神社仏閣

の見学に飽きてきたツアー客が満足するような特別な体験が

できるのではとの旅行会社の考えによるものです。ツアー客

は農場で野菜を収穫し、市内の老舗料亭で築300年の武家屋

敷でもある「へき亭」で、その野菜を使用した料理作りを体験します。参加者は年々増加し

ていて、26年度には15から16人が参加するツアーが約100回行われ、参加者合計は約

1,500人になりました。亀岡市は、市の基幹産業である農業を強みとして、農家や料亭の協

力を得て、農業を観光資源とした体験ツアーを行うことにより、地域農業の活性化に繋げる

こととしています。 

【取組推進のポイント】 

農家で旬の野菜を収穫し、その野菜を使った料理体験を「へ

き亭」で行うことにより、亀岡市の豊かな自然と木造家屋の伝

統的な美しさを体験することができます。最近はツアー客の嗜

好を考慮し、「手まり寿司」の実演・料理体験を行うとともに、

へき亭従業員の家族、日常生活のことなど「日本人のありのま

まの生活」を紹介することが、好評を得ています。 

【課題】 

これまでは農場で旬の野菜を収穫し、料亭で料理体験を行っていましたが、27年は農家の

諸事情により、料理体験のみとなっています。農場での収穫体験と料亭での料理体験が合わ

さって、亀岡市の食と農をより身近に感じられる体験ツアーになると考えられ、また、ツア

ー客のさらなる増大を図るためにも、協力が得られる農家と料亭等施設の新たな開拓が課題

となっています。 

【将来展望】 

亀岡の観光資源として、「トロッコ列車」、「保津川下り」と並び「湯の花温泉」がありま

す。現状では、ツアーを終えた参加者は亀岡から帰ってしまいますが、湯の花温泉で宿泊す

るようになれば、京都市観光のオプションとしてではなく、亀岡市がメインとなって、体験

から宿泊までの流れを確立できるようになります。亀岡市の美しい田園や小麦畑など豊かな

自然と農業生産を活用して、他地域とは違ったプランの追求・充実を図る考えです。 

27



市町域を超えた都市農村交流受入組織

一般社団法人京都丹波・食と森の交流協議会 

（京都府亀岡市・南丹市・京丹波町） 

【取組概要】

亀岡市、南丹市、京丹波町からなる京都丹波地域は、京阪

神の大都市に近接するとともに、芦生原生林や里山などの豊

かな自然の中で、和食や京菓子に欠かせない京みず菜などの

京野菜や丹波マツタケ、丹波大納言小豆、丹波黒大豆、丹波

栗など、高品質な農林畜産物が多く生産され、京の食文化を

支えている地域でもあります。 

一方、中山間地域を多く抱え、少子・高齢化や過疎化が進

む地区が増加し、定住人口も減少するなど、地域経済の停滞や農村の維持、農林畜産物の生

産維持・拡大が課題になっています。 

京都丹波の各地域で実施されてきた都市農村交流の取組をさらに促進し、交流人口の拡大

や京都丹波産農林畜産物の生産・販売拡大による地域の活性化を図ることを目指し、平成24

年、２市１町の地域や民間事業者等が主体となり「京都丹波・食と森の交流協議会」を設立

しました。 

活動内容は、小・中学校を対象とした農村宿泊型教育事業

(農村民泊)を柱に、京のブランド産品の収穫体験等の食のプ

ログラム、ネイチャーガイドハイキング等の森のプログラム、

伝統文化・芸術体験の芸術のプログラム等、各種体験プログ

ラムを設定し、都市住民等との交流促進を行っています。 

【取組推進のポイント】

インバウンドの農業・農村体験受入れに向けても、25年度から誘致活動を開始し、平成27 

年５月には、台湾の旅行会社からの依頼を受け、農家民宿等において高校生 35 名の農村民

泊の受入を初めて行い、7月にも28名の受入れを行いました。 

また、訪日外国人旅行者を顧客に持つ旅行会社やホテルを対象に、秋の京都丹波の満喫モ

ニターツアーや地域資源を活かしたサイクリングツアー等の交流体験型プランを造成し、商

品化を検討しています。 

【課題】

インバウンド受入れに係る課題は、農家民宿など受入先の

拡大、各国の特徴を意識した農業・農村体験メニューの造成、

言語対応（通訳）やWi-Fi 環境、多言語案内看板・ホームペ

ージなどの受入環境整備が必要と考えています。 

【将来展望】

今後は、行政組織や旅行・観光関係者、京都市内のホテル等と連携しながら、「『和食』

のふるさと・京都丹波」をメインとする宿泊・滞在型のプランの企画・造成や受入環境の整

備を図ることで、受入促進を図っていきたいと考えています。
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「むらびと体験」メニューで外国人観光客を誘致

一般社団法人京丹後市観光協会（京都府京丹後市）

【取組概要】

京丹後市観光協会は、網野町掛津地域の 10 軒

の旅館・民宿で、宿泊料金、食事メニューを統一

した「掛津のむらびと体験」と名付けたプランを

外国人観光客向けに PR しています。 

また、台湾からの修学旅行生の受入れも平成 26

年度から始めており、５日間程度の行程のうち１

泊を京丹後市に宿泊してもらえるよう誘致活動をしています。 

【取組推進のポイント】

海外からの旅行者は「食」や「家族のつながり」を求めて来られる場合が多いので、

磯遊びや海岸清掃といった「むらびと体験」や、座禅、丹後の郷土料理のばらずし作

り、地引き網、フルーツ狩りなどの体験メニューを設定しています。宿泊施設で提供

する食事は特別な料理ではなく、地元の人たちが普段食べているものを提供してい

ます。 

海外へ向けた情報発信は、海外の旅行サイト（Booking.com、Agoda.com）への登録

を行っているほか、外国語（英語、中国語（繁体・簡

体）、ハングル）のパンフレットも作成しています。 

また、アジア圏の有名ブロガーに来てもらい、ブロ

ガーからの情報発信を進めています。

来られた方には良い印象をもっていただき、ブログ

や口コミ等により広がることを期待しています。 

【課題】

個人の外国人観光客は、公共交通機関を利用する場合が多く、京丹後市への交通ア

クセスの悪いことが更なる誘致を図る上での障害になっています。 

また、個人観光客は予約や問い合わせの際に電話での対応が多く、電話では身振り

手振りで意思疎通ができないこともあり、言葉の壁を打破することが大きな課題に

なっています。 

観光農園や漁港との連携も行っていますが、雨天時の対応、お客さんの送迎手段を

はじめ課題が多く、旅行プランに組み入れにくいのが実情です。

【将来展望】

外国人観光客の受入れを行っているのは、市内では現在のところ網野町掛津地域 

だけですが、将来的には市内の各地域（市内約 200 軒の旅館・民宿）へ拡大していき

たいと考えています。 

現在は京丹後市で全行程のうち１泊をしていただくことを想定して誘致活動を進

めていますが、将来は長期間滞在できるよう受入体制を構築していくことを考えて

います。
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観光のまちづくりとインバウンドの取組～おもてなしの心～ 

京都府京丹後市 

【取組概要】

日本列島のほぼ中央に位置し、京都府北部の日本海に面している京丹後市は、ユネ

スコ世界ジオパークに認定される美しい海岸線や四季の表情豊かな自然、カニに代表

される新鮮な魚介類、丹後産コシヒカリ、フルーツなど海、山、里に育まれた食、豊

富な温泉、そして歴史と伝説、文化にあふれ、あらゆる観光資源に恵まれています。 

近年の訪日外国人旅行者の増加に対応すべく、京丹後市では平成 28 年 3 月に「外 

国人観光客おもてなしマニュアル」を作成し、市内約 200 の宿泊施設等に配布、周知

するとともに、観光事業者向けの英語セミナーの開催、英語版のスマートフォン用観

光アプリの配信、宿泊事業者を対象とした Wi-Fi 等無線 LAN 環境整備、施設看板等

の多言語表示などの取組を支援する「外国人観光客受入環境整備補助金」を設けるな

ど、観光客の誘致促進と受入体制整備に取り組んでいます。 

また、2020 年東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンに登録し、国際

交流や地域スポーツツーリズム、観光振興など、地方創生に向け取り組んでいます。 

【取組推進のポイント】

ユネスコ世界ジオパーク認定を受けた山陰海岸ジオパークを保全・活用しながら 

交流人口拡大を図ります。漁船タクシーでダイナミックな景色を海から眺めたり、定

置網体験で漁師気分を味わったり、民家での田舎・農業体験、メロン、ブドウ等の果

実収穫体験、丹後ばらずしをはじめとする郷土食、産業観光と農商工観連携による見

学・体験プログラム等を駆使しながら、外国人旅行者の受入態勢の確保、充実を図

り、地域全体で「おもてなし」の向上に努めています。 

【課題】

訪日外国人旅行者へ十分アピールできる観光資源を有していながら、周辺の観光 

地である天橋立（宮津市）や城崎温泉（豊岡市）などと比較すると知名度が低く、ま

た京阪神からの公共交通での利便性が高いとは言えず、旅行者数はまだ少ない状況

にあります。 

【将来展望】

海の京都 DMO や豊岡版 DMO との連携など、広域連携による効果的なプロモーショ 

ン活動、各種データ・調査に基づく的確な誘致戦略を展開するとともに、「美食」や

「ほんまもん体験」など本市特有の上質な観光資源を更に活用、発信し、訪日外国人

旅行者の大幅な増加を目指します。 
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うみのみえる丘で体験型観光農園と日本なしの輸出 

白岩恒美農園（京都府京丹後市） 

【取組概要】 

京都府京丹後市の白岩恒美農園では平成 26 年から
日本なしを香港・シンガポール・マレーシア等に輸出

しています。安全性にこだわり、減農薬で竹粉やカニ

殻などを用いて肥培管理し、果実のつやと糖度の向上

に努めています。 

また、平成 27 年からＪＴＢグループと連携して、
輸出した日本なし等の味覚に惹きつけられた顧客向

けのツアーを企画し、農園での梨狩り等の体験とともに、京丹後での魅力も堪能して

滞在していただく、地域の活性化につなげるための取組を進めています。 

【取組推進のポイント】 

ＪＴＢグループと連携して取り組む「Ｊ’s Agri」事業は、果実の輸出と農園体験を
組み合わせた好循環を期待しています。 

また、平成 28 年には、「食を通して、すべての人を幸せにしたい」とのコンセプ
トで、複数の農家で設立した（株）ブレンドファームとして、城崎温泉からの梨・ぶ

どう狩りの日帰りタクシープラン等を企画し、テレビや新聞等メディアで取りあげ

られています。 

京丹後市でも外国人観光客は年々少しずつ増えており、フルーツの収穫体験をし 

た外国人観光客がブログや SNS を通じて京丹後・久美浜の魅力を伝えることに期待

しています。 

【課題】 

近郊の城崎温泉や天橋立といった観光地に比べ、交

通の利便性はよくないので、交通ルートの確保や、苦

労してでも出向きたいと思わせるような貴重な体験

等を提案していきたい。 

【将来展望】 

白岩恒美農園の直売所「うみのみえる丘」に来た外国人観光客に新鮮なフルーツを 

食べていただき、京丹後・久美浜に行けば良質のなしやぶどう等が食べられるという

ことを広げていき、地域の活性化につなげていきたいと考えています。 
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観光資源を活かした都市と農山村の交流

南丹市美山エコツーリズム推進協議会（京都府南丹市）

【取組概要】

京都府南丹市美山町では、平成元年に行政が主導し都市と

農山村の交流事業をスタートさせ、美山町自然文化村を交流

拠点施設として開設しました。 

５年には、美山町北地区（通称、かやぶきの里）が国の

重要伝統的建造物群保存地区に選定され、内外から注目を

浴びるようになりました。 

一方、15年に観光入込客数のピーク（72万人）を迎え、

近年、その数は減少しつつある中で、教育旅行や地域が企画運営する体験交流型の観光を

もう一つの柱として、地域活性化を図るために、22年に地域の事業者、住民自治組織、観

光協会、行政等が会員となり「南丹市美山エコツーリズム推進協議会」を設立しました。 

近年、海外（台湾、香港、東南アジア）からの観光客が急増しており、これは、本国で

は珍しい雪景色やかやぶきの里雪灯廊イベントに合わせての来訪ですが、今では、桜や紅

葉など他の季節の訪問も増加しています。27年1月の「雪灯廊まつり」時には約15,000

人の外国人観光客が訪れています。 

推進協議会では、地域文化や歴史遺産などと多彩な自然・景観を組み合わせたエコツア 

ープログラムを作成するなどして、現在訪れている訪日外国人をエコツーリズムに参加し

ていただけるよう取り組んでいます。 

※エコツーリズム・・・自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験学ぶとともに対象となる地域の自然環境や歴史文化の

保全に責任を持つ観光のあり方。 

【取組推進のポイント】

25年から台湾でのプロモーションを開始しており、個人客

に加えて団体客の誘客を行っています。一般団体ツアー、イ

ンセンティブツアー（褒賞旅行）や教育旅行など団体向けの

集客プロモーションが急務であり、潜在的な日本ファンのい

る国々への情報発信やアプローチが重要と考えています。 

【将来展望】

美山町全域を含む国定公園化、京都府が掲げる「森の京都構想」、訪日外国人の急増など

南丹市を取り巻く社会的環境が大きく変化している状況下において、地域の文化や自然を守

り、生かし、６次産業化を可能とするエコツーリズム推進が地域の活性化へとつながるよう

取り組んでいきます。 
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「茶に集い、茶に親しむ」茶の楽しみ方と茶の文化を学ぶ取組 

株式会社福寿園（京都府木津川市） 

【取組概要】 

寬政２年（1790 年）に京都で創業した福寿園は、伊右衛門の名で知られる日本茶

の製造・販売会社です。福寿園では、茶の楽しみ方と茶の文化等を学べる３つの施設

（京都本店、宇治茶工房、ＣＨＡ遊学パーク）で多くの体験プログラムを提供して

います。訪日外国人も多数訪れています。 

・ 福寿園京都本店は、京都四条通に面し、茶室での抹

茶体験のほか、好みに合わせてブレンドしたオリジナ

ル茶をつくることができます。館内にはカフェやレス

トランもあり、京の茶を存分に堪能できる施設です。 

・ 福寿園宇治茶工房は、宇治市宇治川のほとりにあ

り、お茶作りからお茶の楽しみ方まで豊富な体験メ

ニューがあり、隣接する朝日窯元の手ほどきでお茶

を楽しむ茶器も造れる工房です。 

・ 福寿園ＣＨＡ遊学パークは、木津川市にある世界の

茶に関する体験・見学施設で、石臼体験、ほうじ茶作

り体験、茶道マナー教室、茶摘み体験、世界のお茶体

験等多くの体験メニューがあります。 

【取組推進のポイント（福寿園ＣＨＡ遊学パーク）】 

福寿園ＣＨＡ遊学パークは、1990 年開設の研究セン

ターを拡充し、2014 年にオープンしました。研究セン

ターでも見学者の受入れはありましたが、ＣＨＡ遊学

パークができたことで体験内容が増え、充実した施設

になりました。ホテルのコンシェルジュ向けのツアー

にエントリーしたことで、コンシェルジュからの紹介

も増え、訪日外国人の団体客が多く来場しています。言語は、英語のほか中国人ス

タッフの対応も可能です。 

【課題（福寿園ＣＨＡ遊学パーク）】 

館内の案内・パンフレットは英語表記がありますが、展示パネル、展示室の説明

音声が日本語のみなので、英語対応が課題です。 

【将来展望】 

一人でも多くの方に日本茶、宇治茶を楽しんでもらいたいと考えています。これ 

までも豊かなティーライフを創造し、世界中の人に茶に親しんでもらうべく、体験

施設や飲料メーカーとのコラボレーションなど「門戸を広げる」取組をしてきまし

たが、今後も積極的にこの展開を広げていきます。 
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茶園を活用した農作業や試飲等の体験ツアー

京都おぶぶ茶苑合同会社（京都府和束町）

【取組概要】

和束町は恵まれた土壌条件、そして昼夜の大きな寒

暖の差が生み出す霧によって、古くから香り高い高級

煎茶の地として知られています。京都おぶぶ茶苑で

は、平成 16 年からインターネットによる和束茶（100%

和束産宇治茶）の通販を始め、18 年にアメリカのコロ

ラド州ボルダーの寿司店オーナーが日本茶カフェをオープンする際に日本茶の提

供を行ったことをきっかけに、本格的に海外展開を開始しました。 

24 年からは国際インターン制度を始め、これまでにリトアニア、アメリカ、フラ

ンス等 13 カ国から 38 人が参加し、茶の栽培から製茶、販売まで学んでいます。 

また外国人旅行者向けには、茶園での作業から試飲等の４時間の体験ツアー（Tea 

tour）を企画し、26 年はアメリカやヨーロッパの国々から年間 300 人を超える方が

本体験をしています。  

【取組推進のポイント】

インターンシップ生を受け入れる際の要件として、日本語ができなくても、英語

での会話ができれば可とすることで、より多くの国か

ら応募が来るようになりました。 

Tea tour については、一般観光客向けと茶業関係者

向けのツアーを用意することにより、各々のニーズに

合った内容としており、ツアー後には、アンケート調査

を実施して、ニーズのさらなる把握に努め、内容の改善

に活かしています。 

また、ランチタイムに提供する食事については、宗教やアレルギーにも配慮した

内容となる様留意しています。  

【課題】

訪日外国人旅行者が長期的に滞在できるような宿泊場所の確保が必要と考えて

います。 

また、インターンシップを始め、訪日外国人旅行者へ

の対応が可能な外国人をより多く育成するための環境

作りも必要ではないかと感じています。さらに、現在、

国外向けのホームページやパンフレット等について

は、英語のみの対応となっていますが、今後は大きなマ

ーケットである中国での展開を見据え、中国語での対

応も必要と考えています。 

【将来展望】

現在、海外において日本茶に対する関心が高まってきていることを活かして、ヨ 

ーロッパ等で大学や茶店を訪問してワークショップ等を行うツアーを企画して、海

外で外国の方に日本茶に関心を持ってもらうことにより、インバウンドのみならず

アウトバウンドからインバウンドへの流れを作ろうと考えています。 

また、訪日外国人向けに日本の茶産地を巡る企画も考えています。
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会員社に向けてインバウンドに係る勉強会・セミナーを開催 

一般社団法人大阪外食産業協会（大阪府大阪市）

【取組概要】 

(一社)大阪外食産業協会は、昭和 56 年 10 月

の協会設立以来、外食産業の健全な発展と近代

化・合理化を図ってきました。昨今の外食業界

は、原料価格の高騰と消費者の低価格志向、少

子高齢化による市場の縮小等の厳しい状況が続

いており、個々の企業の力だけで乗り切るには

困難な課題が山積しています。   

同協会は「会員社のメリットは何か」の観点

で外食産業全体の利益に繋がるように事業に取り組んでおり、その中の一つの取組

として「持続的な発展」に向けて関係官庁、関係団体との交流を積極的に行い、確

かな情報を会員社に提供しています。 

また、組織内の専門部会において海外を見据えた取組も行っています。「教育部

門会」においては、海外研修委員会がイタリア（ミラノ万博・ヴェネツィア・フィ

レンツェ・パルマ）視察を企画・実施したところです。 

セミナーで紹介したメニュー 
また、「事業部門会」においては、「店舗・メ

ニュー開発、繁盛店、インバウンド対策を重点的

にセミナー・視察・情報提供を行う。」を重点課

題として挙げており、平成 27 年度には新たにイ

ンバウンド対策委員会を立ち上げ、前期（７月）

にハラール認証の取組に関するセミナーを開催

しました。 

【取組推進のポイント】 

インバウンドに向けた取組を含め、事業の根

幹に関わる食の安全・安心をより一層推し進め

るために、関係官庁から講師を招き、勉強会や

セミナーを開催しています。

【将来展望】 

同協会は、４年に１回、食の博覧会を開催して

おり、昭和 60 年の第１回目から平成 25 年の第８回目までの通算で約 483 万人の来

場者がありました。次回は 29 年度に開催予定としており、食の博覧会を通じて、関

西・日本の食文化の振興、地域社会の振興を深めるとともに、インバウンド需要の拡

大も図っていきたいと考えています。 
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訪日外国人の増大に伴う商店街の受入体制の強化 

くろもん

黒門市場（大阪府大阪市）

【取組概要】

黒門市場では、外国人観光客がこの１年から２年で急激

に増加し、現在は香港や台湾を中心に１日に１万人以上が

訪れ、平日でも活気があります。 

黒門市場商店街振興組合では、平成25年から英語版の

パンフレットを10万部作成し、大阪市内のホテル、関西

国際空港、観光案内所、主要な駅等外国人観光客が多く集

まる場所で配布するとともに、HPでは英語・中国語等での

発信もしています。 

当初は食材の販売のみを行っていましたが、外国人観光客から、販売している食材を

その場で食べたいという要望が多く寄せられたことを受け、店頭で食事ができる場の提

供や簡易な調理を行う店が増えています。 

その結果、鮮魚店や神戸ビーフを扱う精肉店をはじめ、菓子、果物、お茶等の食料品

を取り扱う店を中心に売上げが大幅に伸びています。 

【取組推進のポイント】

24年から外国人観光客に対するアンケート調査を実施し

ており、要望の多かったゴミ箱、トイレ、休憩所、Wi-Fi

環境等を整備しました。 

HP以外に海外への情報発信はしていませんが、Wi-Fi環

境が整っているため、利用者がその場でSNSを利用して情

報発信しており、口コミにより海外に広がっている模様で

す。そのため、SNS等で写真により紹介されることを意識

し、大きなちょうちんや中国語の看板を設置して雰囲気作りをしています。 

各店舗が外国人の受入れに賛同し、英語・中国語のポップ表示、英語での対応、食べ

歩きしやすい商品の提供等、同じ方向でまとまった点も取組推進のポイントです。 

【課題】

もともとは60歳代前後の地元客が多い市場でしたが、外国人観光客があまりにも多く

なったことで、ゆっくり買い物ができないためか、常連の日本人客は減っています。外

国人観光客だけではなく、地元客にとっても買い物しやすい市場づくりも考えていく必

要があります。 

【将来展望】

目先の売上増のための外国人観光客への売り込みだけではなく、黒門市場の伝統であ

る「本物」を扱っていくことを重視していきたいと考えています。 

しかし、外国人観光客の受入れは黒門市場の振興に不可欠な状況なので、外国人観光

客の要望に応えられるような工夫をこれからも続けていきたいと考えています。 
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 「ハラール調理師」による日本料理で海外観光客をおもてなし 

一般社団法人大阪府日本調理技能士会（大阪府大阪市） 

 

【取組概要】 

 訪日外国人が増加し、世界の人口の約 1/3(約

20億人)に迫る勢いのイスラム教徒(ムスリム)

の観光客も増加していますが、訪日外国人の多

くが日本食を楽しんでいる中、ムスリム観光客

は、日本での食事がハラールであるかどうかに

関心があります。また、料理を提供する側もハ

ラールに対する知識と認識は、未だ十分でない

のが現状です。 

 このことから、ムスリムの観光客に安心してかつ美味しい日本食を召し上がっ

ていただくために必要なハラール知識と、それを踏まえた調理法を料理人に習得

してもらうために、（一社）全国日本調理技能士会連合会が主催し、（一社）大

阪府日本調理技能士会がハラール講習担当として農林水産省食料産業局長より日

本食普及親善大使に任命され、また、テキスト、カリキュラムやハラールの情報

等については、「厚生労働省国庫補助事業」内閣認定公益社団法人調理技術技能

センター（ハラール研修有識者会議）の委員長を務める室田氏の監修の基に構成

され、信頼の高いハラール対応講習となることが期待されています。 

 

【取組推進のポイント】 

 ハラール食の提供に当たっては、「ノン豚、

ノンアルコール」といった食材使用の有無だけ

ではなく、調理に使用する調味料や調理の過程

にも配慮するなどの知識・理解が重要であり、

こうしたハラールについての認識を習得する

講習会（調理師講習（講義、調理実演））を受

講した調理師に「ハラール調理師講習会修了証」を交付し、認定することとしま

した。 

  

【将来展望】 

 （一社）大阪府日本調理技能士会では、「天

下の台所」以来の食の発信地として日本の食の

発展に大きく貢献してきた大阪から、ハラール

の知識を得た料理人を増やしていくことで、東

京オリンピック・パラリンピックや大阪・関西

万博までにムスリム観光客を受け入れる体制

がつくられてマーケットが広がるものと期待

しています。 
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日本の伝統的文化にこだわった料理や食事作法等を体験できるおもてなし料理教室 

（ハラールにも対応） 

Washoku Home Cooking Machiko（大阪府大阪市） 

 

【取組概要】 

 海外での日本語教師の経験を生かし、訪日外国人向けの料理教室を実施しています。単な

る和食の料理教室ではなく、自宅を教室としていることから一般的な日本の生活風景や節

句・風習など日本の伝統的な文化の発信も行う、

家庭料理をメインとした隠れ家的な料理教室で

す。また、家庭料理に加え本格的な和菓子を作る

こともでき、お抹茶の点て方いただき方など茶道

のお手前も学べます。 

お客様のお出迎え、料理講習中は常に和服姿

で、とことん日本にこだわったおもてなしは、外

国の方にご好評頂いております。 

 

【取組推進のポイント】 

 料理に使う食材は、事前に参加者に見せ、野菜

の効能などの説明も事細かに行います。特に近

年、需要が高まっているハラールについては、日

本ハラール協会が主催するハラール管理者講習を

修了し、ハラールに対応した和食クラスを設定し

ています。豚肉や豚由来の材料を含む食材、料理

酒やみりん等アルコール類などの調味料は使用せ

ず、イスラム教徒の方々に安心してご参加頂ける内容となっております。 

 

【課題】 

 国、宗教、風習によっては食べられない(口にできない)食材があり、お客様によりひとつず

つ対応することが難しい場合があります。また、自宅に帰られてもお料理を再現できるよう英

訳化したレシピをお渡していることから、新しいメニューのレシピの開発には時間がかかる

ことなどが課題です。 

  

【将来展望】 

 料理教室で作ったお弁当を持参し、天下の台所大阪、水都大阪を満喫できる屋形船クルー

ジングや大阪城散策など、食を通じて気軽に体験できる取組を行っていきたい。 
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千利休生誕の地で茶の湯体験

さかい利晶の杜（大阪府堺市）

【取組概要】

堺市では文化観光の拠点として、千利休屋敷跡

に隣接し、与謝野晶子生家跡に近接する場所に、

千利休茶の湯館や、茶の湯体験施設、与謝野晶子

記念館、観光案内施設、駐車場などからなる、文

化観光拠点「さかい利晶の杜」を平成 27 年 3月 20

日にオープンしました。 

特に、茶の湯体験施設は本格的なお茶室で、茶

道三千家の指導のもと、にじり・正座・床の観賞・お菓子やお茶のいただき方など

の茶の湯の作法やお客様自身がお茶を点てる体験を訪日外国人旅行者の方でも気軽

に楽しむことができます。 

【取組推進のポイント】

さかい利晶の杜は、関西空港と大阪市内を結ぶ

高速道路の大浜 IC を降りてすぐのところに位置

することから、旅行者が立ち寄りやすい立地条件

となっています。 

施設では、旅行者向けに、４種類の多言語によ

るパンフレット（英語、韓国語、中国語（簡体・

繁体））の作成や多言語対応の展示解説タブレッ

トをご用意しています。 

茶の湯体験施設では、茶室の紹介やお茶を飲む作法、お茶の点て方などを、多言語

表記の説明書を用いて説明し、茶の湯体験を楽しんでいただいています。 

また、日本の旅行会社 12 社との提携やランドオペレーターに情報提供するなど旅

行者の誘致を図っています。 

海外からの訪日旅行で、ランドオペレーターから 10 名以上で事前申込みの場合に
りゅうれいていちゃ

は、展示観覧と立礼呈茶（イス席での茶の湯体験）のセットを特別価格で案内して

います。  

【課題】

言語対応（通訳）については、ツアーの場合は、ツアーガイドが対応しますが、 

個人旅行客の場合は、通訳を行う体制が不十分であり、今後の体制整備が課題です。 

【将来展望】

さかい利晶の杜のある堺市は、関西空港から IN・OUT どちらからでも立ち寄りや 

すい立地条件であるにもかかわらず、大阪を訪れる旅行者を堺市内観光に十分に取

り込めていないのが現状です。今後は、日本の伝統文化である茶の湯を、本格的か

つ気軽に体験できるスポットとして認知されるよう、さらなるＰＲを図りたいと考

えています。
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「ハラール対応すし酢」でイスラム教徒にも日本食のおいしさを提供

タマノイ酢株式会社（大阪府堺市）

【取組概要】 

食酢は、西暦400年頃に朝鮮半島から製法が伝わり、港町堺では酢造りがさかんに行わ

れ、「和泉酢」と呼ばれるようになりました。 

堺市に本社を置くタマノイ酢株式会社は、明治40年に５つの蔵が集まり創業され、昭和

38年には、液体のすし酢に比べて保存が効き、持ち運びも軽量な粉末酢の開発に世界で初

めて成功する等、食酢の製造・販売を通じて豊かな食を提供しています。また、海外では

和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを契機として、すしをはじめとする日本食

への注目が高まっていますが、タマノイ酢株式会社では平成20年から海外に食酢を出荷し

ており、今では約40カ国の日本食レストランや日系スーパー等に食酢を出荷して、世界に

広がる日本食のおいしさに貢献しています。 

一方、近年、世界的にイスラム教徒は増加傾向にあり、イス

ラム教ではアルコール等の摂取ができないという規律があるた

め、アルコールを使用した通常の食酢が使用できず、日本食本

来の味が提供できないという状況にありました。 

このような状況を踏まえ、タマノイ酢株式会社では、ハラー

ル対応の新たなすし酢を開発し、ハラール認証を取得して、27

年５月から日本国内でも販売しています。 

【取組推進のポイント】 

ハラール対応すし酢は、ハラール認証を受けた原料のみを使用し、ハラール認証を受け

たタイの工場で委託生産しており、通常のすし酢と変わらない味を実現しています。 

現在、タイで生産された商品は、主にインドネシア、ベトナム、マレーシア等の東南ア

ジア諸国を中心に出荷され、出荷量は年々増えています。 

【課題】 

ハラール対応すし酢について、国内においては、ホテルや空港のレストラン、外食チェ 

ーン等から引き合いがあります。しかし、イスラム教徒の訪日旅行者が少ないため、需要

量に見合った小容量の商品を要望する声があります。 

また、レストラン等の調理場も専用の調理スペースの確保が必要になるため、ハラール

対応の料理を提供できるお店が限られているのが現状です。 

【将来展望】 

外国人に人気のすしをはじめとする日本食のおいしさ

に、酢は欠かせません。今後もハラール対応すし酢の提供

を通じて、イスラム教徒の方にも日本食本来のおいしさを

味わっていただくなど海外への展開を強化するとともに、

国内外に向けて食酢の一層の販売に取り組み、食酢をPRし

ていきます。
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関西国際空港を活かした大阪泉州地域ならではの魅力を発信 

泉州観光プロモーション推進協議会(大阪府泉州13市町）

【取組概要】

泉州地域は大阪府南西部に位置する13市町（堺市、高石市、

和泉市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊

取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町）からなるエリアで、大

阪の都心部に隣接しながら山海の自然の恵みが数多く残された

地域です。また、域内には関西国際空港があり、旅行者を中心

に国内外の利用者が多く訪れている地域でもあります。 

各自治体は、この関空へ訪れる多くの外国人旅行者に域内の

各施設へ来て、周遊してもらいたいと考え、新関西国際空港株

式会社とも連携のうえ平成24年 9月に本協議会を設置し、関空イン・アウトのインバウ

ンドによる観光振興、地域活性化、国内外における泉州ブランドの確立を目的に33年度

までの中長期的な目標年次を掲げて様々な取組を展開中です。 

協議会設立後は、各首長による海外トッププロモーショ

ンの実施や農林業体験、味覚体験等を含めた四季折々の観

光モデルコースの設定、多国語翻訳の観光ガイドブック、

グルメ紹介ブックの作成のほか、泉州地域の留学生からな

る「泉州観光PRサポーター」を結成し、外国人からみた泉

州の魅力をSNSで発信するような取組も始めました。               

【取組推進のポイント】

 東京オリンピック（32年度）や関西ワールドマスターズゲーム（33年度）の開催にあ

わせ、27年度までに泉州地域の魅力を「知って」もらう、28年度から31年度までに泉州

地域を「訪問」して魅力を発見・体験してもらう、32 年度以降は泉州地域を「好きにな

って」リピーターになってもらうことを目標に、訪日旅行者を取り込んで泉州地域の活性

化を目指しています。 

【課題】

外国人旅行者に長く滞在してもらうためには、様々なタイプの宿泊施設も必要となっ

てくるため、豊かな自然を生かしたグリーンツーリズムによる農林漁業体験民泊などを

はじめ、多様な宿泊形態の検討とともに、従業員の簡単な会話程度の外国語の習得や多言

語による施設案内など受入環境の整備が必要です。 

【将来展望】

 旅行目的はもちろん、ビジネス目的など時間の限られた外国人などにも立ち寄っても

らえるよう「関空がある地域」という強みを活かした泉州ならではの魅力を発信していき

たいと考えています。 

泉州観光PRサポーター結成式
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サービスエリアでのおもてなし 

岸和田ＳＡ（上り・下り）（大阪府岸和田市） 

 

【取組概要】 
 岸和田サービスエリアは、大阪と和歌山を結ぶ阪
和自動車道にあるサービスエリアです。上り線は京
町家風、下り線は岸和田の魅力である城下町をイメ
ージした武家屋敷風の建物で、上下線とも和を感じ
ていただけるエリアです。 
 レストランやスナックコーナーは、泉州（大阪府南
部）の食を楽しめることで人気があり、犬鳴豚や水なす
など地元食材にこだわった料理を味わって頂けます。 

また、ショッピングコーナーでは、泉州水なす漬

や、大阪、和歌山のお菓子等を多く販売しており、
特に和歌山県産のみかんを使った上り線のベーカ
リーコーナー芭炎蕾（ばからい）の「みかんパン」
と下り線の「みかんまる」は人気の逸品です。 
インフォメーションは、JNTO（日本政府観光局）

の認定外国人観光案内所に認定され、多言語の地域
観光パンフレットや外国語版高速道路ガイドマッ
プの配布、電話通訳サービスを利用した高速道路情
報や地域の観光情報の提供、多言語翻訳サービス・翻訳アプリの活用など、訪日外国
人旅行者にも安心して高速道路を利用できるよう環境整備を行っています。また「W-

NEXCO  Free  Wi-Fi」についても、利用しやすいよう英語での利用方法案内を行っ
ています。 

 
【取組推進ポイント】  
 訪日外国人旅行者からインフォメーションでの問い合
わせが多かった、トイレ・店舗内の案内や外国人になじ
みのない自動販売機やスナックコーナーの券売機の利用
方法案内をピクトサインや外国語（３ヶ国語）で表示し
ています。 
 また、レストランやショッピングコーナーでは、中国
銀聯国際カードによるレジ決済への対応や海外カード対
応 ATM の設置、2015 年 11 月からは免税対応も行ってお
り、関西国際空港の最寄りサービスエリアとして飲食、
お買い物を楽しんでいただけます。 

 

【課題】 
 訪日外国人旅行者がサービスエリアを旅行行程の休憩ポイントとして、また、多言
語にて高速道路情報や地域の観光情報が得られるだけでなく、「おもてなし」を感じ
て頂ける“場”として利用いただけるように、努力しています。 

 

【将来展望】 
訪日外国人向けサービスを充実させることで、西日本を訪れる外国人を増やし、西

日本地域全体の地域活性化に寄与することを目指します。 
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手打ち体験を通して「うどん」を日本の文化として世界へ発信 

三佳屋（大阪府河内長野市） 

【取組概要】 

創業1987年のうどん店「三佳屋」が提供する、本格う

どんの手打ち体験です。長年の経験から生まれる大将の匠

の技が凝縮した、飴色に輝くつるりとしたうどんを作りま

しょう！ 

作ったうどんは、そのまま店内でゆでて、できたてをお召

し上がりいただけます。 ふんわりとした感触から一転、

かんだ瞬間からしこしことコシのあるうどん。熱い心、旨

いうどん、安らぎの体験で、心も体もあったまってやー！ 

【取組推進のポイント】 

「日本にいるからには、日本に行くからには日本の文化を楽しみたい。日本食を食べて日本 

に伝わる物を見る、というだけでなく、もっと深く知りたい、楽しみたい。」そういった方のた

めに三佳屋では日本文化を体験するプログラムをご用意。うどん手打ち体験は、日本酒のテイ

スティングとお土産にオリジナルお猪口もついて、うどん

以外の食文化にもふれることができ、たっぷり楽しんでい

ただけるスタンダードコース（180分）と、スケジュール

の詰まった方のためのショートコース（90分）の２コー

スとなっています。 

そのほかにも書道体験コースをご用意。大将と女将さんの

家庭的なおもてなしは、心と体で日本文化を存分に味わえ

ます。 

【課題】 

中小企業ものづくり補助金を活用して多言語（５カ国語）対応の体験予約システムを構築しま

した。このシステムをより多くの外国人旅行者に知ってもらうためにどのようにＰＲしていくか

が課題です。 

【将来展望】 

都心部とは違う河内長野で、日本の歴史や文化を満喫で

き、地域全体が活性化できる取組を模索中です。 
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ワインと古民家を活用した観光コースで外国人を誘致

カタシモワインフード株式会社（大阪府柏原市）

【取組概要】

昭和初期には日本一のブドウの産地だった柏原市に立

地するカタシモワインフード株式会社では、大正時代よ

りワインの製造を行っています。

同社では、自らブドウの生産を行うとともに、年間約

12万リットルのワインを製造していて、オーストラリア

や東南アジア方面へ輸出も進めています。

近年、香港や台湾、ヨーロッパ方面を中心に、海外か

らの観光客も少しずつ増えており、海外からのお客様には工場や古民家を案内し、ワイン

の試飲をしていただいています。

【取組推進のポイント】

外国人向けのPRは、HPの日本語表記の下に英語表記を行うことや、海外現地オプショ

ナルツアー予約サイトを活用して紹介しています。大阪ワイナリー協会と関西ハイタク事

業協同組合がコラボした、ワイナリーを巡る観光ルートも設

定しました。 

見学に来られた外国人観光客には、登録有形文化財に指定

された貯蔵庫、レトロなテイスティングルームや周辺の古い

町並みを見学してもらい、ワインを試飲していただいてお

り、外国人観光客にとっては古民家がアトラクションのよう

感じられるようで、たいへん好評です。 

また、減農薬栽培のブドウを使用しているため、海外の方

から安心・安全なワインとして高い評価を得ています。 

【課題】

免税店の許可を受け消費税の免税はできるようになりましたが、たくさん購入した場

合、本国での関税がかかるため、どうしても１人当たりの購入単価が少額になってしまい

ます。

また、周辺は細い路地が多く駐車場も狭いため、車で来られる観光客の受入れが課題です。

【将来展望】

同社では、来ていただいた観光客にワインを評価して

いただき、本国に帰っても買ってもらえるようになるこ

とを期待しています。

また、周辺の古民家も活用した観光客の誘致を考えて

おり、観光が地域の活性化につながることを期待してい

ます。
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関係者の連携による更なる神戸ビーフのブランド化 

神戸肉流通推進協議会（兵庫県神戸市）

【取組概要】

神戸肉流通推進協議会は、生産者・食肉流通業者・消費者により

昭和58年に設立され、神戸ビーフのブランド管理と消費拡大に係

る取組を行っています。 

平成23年からは兵庫県、神戸市の観光部局及び（一社）神戸国

際観光コンベンション協会が行う神戸観光事業の取組に参画し、神

戸ビーフに関する情報を発信しているほか、神戸ビーフオフィシャ

ルレストランガイド（2016-2017版:全国の指定登録店86店舗を掲

載）を作成し、地域情報紙への折り込み、神戸市内のホテル及び観

光案内所での配布を行っています。また、

22年には神戸を訪れる外国人旅行者をサ

ポートする通訳案内士、26年には観光案内ボランティアを対象とし

て、「神戸ビーフ」に関する研修会も行っています。 

24年２月からは、神戸ビーフの輸出が開始され、東南アジア、欧 

米等、20の国・地域に輸出先が拡大しています（29年1月現在）。

また、更なる輸出拡大に向け、兵庫県の事業を活用して、海外での

プロモーション活動を毎年実施しています。 

【取組推進のポイント】 

兵庫県、神戸市の観光部局及び（一社）神戸国際観光コンベンション協会等の関係団体と

連携し、インバウンド及びアウトバウンドの取組を推進しています。 

また、「神戸ビーフ」、「但馬牛」は地理的表示保護制度（GI）の「指定農林水産物等」に

登録され、今後、GIマークを活用した更なるブランド力の強化を図ることとしています。 

【課題】

神戸ビーフの取扱店では、店内に神戸ビーフ認証のブロンズ楯を掲示し

ていますが、「地理的表示法（特定農林水産物等の名称の保護に関する

法律）に基づく登録産品」を表すGIマークの表示方法について検討して

います。 

また、レストランガイドについては、外国人旅行者等から取扱店が地図

上でわかるようにしてもらいたいとの要望を受けています。 

※GIマークは、登録された産品の地理的表示と併せて付すものであり、産品の確立した特性と地域との結
び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証するもの 

【将来展望】

兵庫県が策定した「兵庫県肉用牛振興ビジョン」（平成26年４月）において、35年に神戸

ビーフの輸出頭数を千頭に拡大するとしており、輸出拡大に向け現在の取組を継続させてい

くこととしています。 

※神戸ビーフ年度別輸出頭数：H23 22頭、H24 167頭、H25 344頭、H26 706頭、H27 573頭 
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「酒造りの原点を」をテーマに「灘の酒造用具」展示 

菊正宗酒造株式会社（兵庫県神戸市）

【取組概要】

神戸市は千年の昔から海外の文化を受け入れる港町

として栄えると同時に、日本全国に向けて様々な文化

を発信してきました。 

その一つに酒造りの文化があり、現在も国内屈指の酒

造地域として「灘酒」の文化を発信し続けています。 

菊正宗酒造記念館は、昭和 35 年、他社に先駆けて

酒造用具を保存展示する博物館として開設し、42 年に

その道具類は唯一国の「重要有形民俗文化財」の指定を受けました。平成７年の

阪神大震災で建物が全壊する大被害を受けましたが、収蔵物がほとんど無事であ 

ったことから、現在の形に再建し 12 年に「重要有形民俗文化財」の再指定を受け

ました。 

【取組推進のポイント】 

インバウンド対応としては、神戸市、兵庫県等の協

力や、各旅行会社と連携を取り積極的な受入れをして

います。 

平成 27 年度の来館者は約 11 万人、内約 25,700 名が

海外からで、韓国が 17,000 人、中国・台湾が 5,500

人、その他約 3,000 人でした。 

重要有形民俗文化財である「灘の酒造り用具」を

566 点保管・展示し、英・中・韓、三か国語の記念館のパンフレットや、酒造り解

説の DVD を用意するほか、展示室の各コーナーや売店の主な商品には、同三か国

語の解説を Wi-Fi を通じて読み取ることのできる QR コードを設置しています。ま

た、英・仏・伊など九か国語の酒の種類や造り方に関するパンフレットも用意し

ています。 

【課題】 

訪日外国人向けの需要が拡大することは好ましいのですが、農家の高齢化が進む

中、酒造好適米「山田錦」が将来にわたり安定供給されるかを心配しています。 

また、外国人旅行者のお酒に対する購買意欲は国によって異なりますが、重

い、割れる、帰国時の持込制限等の理由からそれほど上位ではありません。   

【将来展望】 

現在、外国人旅行者向けに梅酒・大吟醸酒などのケース入り商品を揃えていま

すが、購買意欲を向上させる商品開発が必要と考えています。 
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酒造りの世界を通して「日本のこころ」を広く深く伝える 

白鶴酒造株式会社（兵庫県神戸市） 

【取組概要】

白鶴酒造では、旅行者の誘致として昭和57年に白鶴酒

造資料館を開設し、一般に公開しています。 

近年、外国人来場者が増加（26年度来場者数（13万５

千人）のうち外国人来場者数は約４万人）してきたこと

から、平成９年に館内展示において英語版での案内を開

始し、15年度からは英語版、韓国語版、中国語版（繁字

体）のパンフレットを設置し、これらの言語のビデオ上映も行っています。また、26

年度から免税対応も開始しました。山田錦を100％使用した「特別純米生原酒」をはじ

め資料館限定の日本酒などのきき酒は好評で、日本酒の普及につながるものと考えてい

ます。 

【取組推進のポイント】

神戸市内のタクシー会社・バス会社の訪日旅行客向け

案内ルートに組み込まれたことや、資料館のHPを英語

版、韓国語版、中国語版でも閲覧できるようにしたこ

と、及び無料のWi-Fi環境を設け、外国人スタッフを雇

い入れたことなどから、さらに訪日外国人が訪れるよう

になっています。 

同資料館では、酒造工程を分かり易く再現するため、

等身大の人形を配置した展示を行っており、トリップア

ドバイザーの口コミにおいて展示やきき酒が良かった等

の感想を頂いています。 

白鶴酒造はこの資料館以外にも関西空港や成田空港等

の免税店に商品を卸しており、兵庫県産の酒造好適米

「山田錦」や「白鶴錦」を使用することにより地域の農

業振興にも努めています。 

【課題】

近年、アジアからの訪日観光客が増加していますが、資料館の館内展示が中国語、韓国 

語に対応していないため、今後この二カ国語にも対応できるようにすることが必要です。 

【将来展望】

白鶴酒造では、資料館のPRを活発に行い、来場者のさらなる誘致を行うとともに、

国内外の顧客ニーズを把握し、新たな商品開発と日本酒の消費拡大を図って行きたいと

考えています。 
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情熱を持った酒造りと丁寧な接客による極上のおもてなし

株式会社神戸酒心館（兵庫県神戸市）

【取組概要】

今から260余年前の宝暦元年、灘五郷の一つ御影郷で酒造りを

始めました。生産量を追わず、おいしさを極めるために、手造り

による丁寧な酒造りを行っています。「福寿」は、七福神の一柱

「福禄寿」に由来し、福寿を飲んでいただく方々に、財運がもた

らされますようにとの願いを込めています。神戸酒心館には醸造

元の「福寿蔵」、蔵の料亭「さかばやし」、蔵直売所「東明蔵」

の他、ギャラリーやホールがあり、蔵見学では、英語、中国

語、韓国語の説明ビデオやパンフレットを用意し、「酒匠」に

よる日本酒の解説と試飲を楽しんでいただきながら、外国人の

方にも日本酒への理解を深めていただけるよう努めています。 

【取組推進のポイント】

直売店では平成27年４月から免税措置を行いタブレットによるタックスソフトの導入を

行いました。訪れたお客様に、蔵見学をはじめ、試飲や料亭で日本料理と日本酒を提供す

る際に、食事の味わい方に加え、食材は地元産を基本に使っていること、酒造りへのひた

むきな姿勢と熱い想いを丁寧にお伝えしています。そうすることで、お客様にも作り手の

情熱が伝わり理解が深まり、福寿の酒が特別なものへと変化します。説明は英語で行い、

日本料理と蔵元ならではの「ここでしか飲めないお酒」を堪能いただく等、酒蔵でのご滞

在をお楽しみいただいております。丁寧な接客とともに英訳版Facebookページの開設な

ど、信頼の増大とより深く愛される「福

寿」の酒のブランド化を目指し輸出促進

につなげています。 

また、ホームページのスマートフォン対

応やWi-Fi環境の整備など、訪れる方の利

便性を考えたサービスも行っています。 

【課題】

インバウンド対応のためには、英語、中国語はもとより、多言語化（最終的に１１言語）に

対応できるよう考えており、各国からのお客様にとっても一層快適な旅になるような体制整

備が必要となっています。 

【将来展望】

現在、イギリス、オランダ、ドイツ、台湾、韓国をはじめ世界各国に自社製品を輸出して

います。味覚の浸透には長い時間が必要であるため長期的な視点で、来られるお客様に日本

酒の良さを知っていただくことによって、自国に帰られてからその魅力を伝えていただくこ

とにより日本酒の良さを広めたいと考えています。 
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インバウンドを通じて観光農園の底上げを狙う！

神戸アグリインバウンド推進プロジェクト（兵庫県神戸市）

【取組概要】 

神戸市は大消費地の中に豊かな農漁業が営まれていると

いう大きな特色を持つ都市で、その立地を活かして観光農

業も盛んであり、ぶどう・いちご狩り、スイートコーンの

収穫や芋掘り体験ができる観光農園が開設されています。

インバウンドの取組を通じて観光農業の底上げを行い、前

近代的な施設を観光施設として活用することにより、訪日

外国人のみならず国内観光にもつなげたいと、平成27年

６月に、市と県とJAが連携し「神戸アグリインバウンド

推進プロジェクト」を立ち上げました。 

【取組推進のポイント】 

27年度はインバウンドの課題や必要な情報収集のため、外国人留学生を対象として、モ

ニターツアーを開催し、外国人観光者の受入体制や課題等、必要な情報の集積にポイント

を置いて活動を行っています。７月には第１回モニターツアーとして、５カ国・地域７人

の留学生が参加し「スイートコーンもぎ取り体験」を

開催しました。また、９月には、第２回モニターツア 

ーとして、５か国・地域23人の留学生が参加してぶど

う狩りを行いました。２回ともアンケートや意見交換

会を行い、インバウンド推進に向けて観光農園の充実

を図るための問題点等を直接外国人の目線で洗い出し

てもらいました。 

【課題】 

今回のツアーにより、外国人観光客の受入体制の整備や農園主の研修、HP 作成を多言語

で行う等の情報発信の必要性と施設整備、案内看板の設置やユニバーサルデザインの導入等

の必要があることがわかりました。また、雨・虫・夏の暑さ対策等の注意事項を事前に観光

客に知らせる必要等があることも課題として出てきました。 

【将来展望】 

訪日外国人を観光農園ツアーで受け入れるに当たり、旅行会社と連携して近隣の観光地

巡りと併せたツアーを組む等の工夫、需要に応じた特色ある地元産お土産の商品開発、農

産物のバーベキュー場の開設、また、訪日外国人は滞在中、夜の時間帯を持て余している

ため、観光農園の開園時間延長を行う等の工夫によりインバウンドを盛り上げ、さらには

国内からの観光客の増加にも繋げて行きたいと考えています。 

49



酒造りの歴史を現代に伝えるために。「昔の酒蔵」沢の鶴資料館 
沢の鶴株式会社(兵庫県神戸市) 

【取組概要】 
神戸市灘区～西宮市にかけ

て灘五郷（なだごごう）と呼ば

れる地区は、「灘の生一本」で

知られる日本酒の生産地です。 
「昔の酒蔵」沢の鶴資料館

は、酒造りの歴史を現代に伝えるため昭和 53 年 11 月に古い酒蔵を資料館として公
開しました。昭和 55 年 3 月には、酒造りの道具と共に兵庫県「重要有形民俗文化財」
の指定を受けましたが、平成７年に発生した阪神・淡路大震災により全壊しました。

その後、3 年 7 ヶ月の歳月をかけて修復再建され、
引き続き貴重な文化財として平成 11 年 3 月に木造
免震構造を採用して再オープンしました。   
創業 300 年を誇る沢の鶴の伝統文化である貴重

な昔ながらの酒造りの道具を展示し、酒造りの工

程に沿って見学できるようになっています。 

【取組推進のポイント】 
旅行会社と連携し、神戸港に入港する客船から

の団体客を積極的に受け入れています。平成 28
年度の来館者は約 31 千人でそのうち約 2.5 千人
（中国 644 人・韓国 332 人・他東南アジア 368 人

・欧米 1,120 人)が海外からの来館者でした。 
「酒造用具」181 種 2,884 点を保管・展示し、

主な展示品には、英・中・韓、3 か国語の説明標記があり、同 3 か国語の案内パン
フレットや、英語・中国語で酒造りを解説した映像の上映もしています。 
館内には、「KOBE Free Wi-Fi」〔英・中・韓・タイの 4 か国対応〕も設置され、

併設のミュージアムショップは、免税店となっています。お酒を中心とした代表的

な商品等と試飲コーナーには説明標記があり、英・中・韓、3 か国語に対応出来る
スタッフを配置してお酒造りの歴史と文化を発信しています。 

【課題】 
外国語に対応出来るスタッフの充実。館内音声ガイドの設置・SNS 等の活用によ

る認知度の向上・外国語表記の更なる充実 (映像案内等) 

【将来展望】 
「沢の鶴」の酒造りに対する姿勢及び「酒文化」を、外国人客に、幅広く認識し

ていただくために、広告宣伝力(効果)を強化するとともに、弊社輸出部門と連携し、
海外各地の需要に応じた商品開発を行い、輸出の促進及び海外における認知度 UP 
を図っていきたいと考えております。 
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海のめぐみで人の命をつなぐ事を使命とし、おいしい「かまぼこ」を提供

株式会社ハトヤ（兵庫県姫路市）

【取組概要】

ハトヤは、戦後の復興まもない 1946 年 4 月に姫路市で開業しました。
昔ながらの手づくり製法にて、素材の持ち味を活かした「こだわりかまぼこ」をお

届けしております。

1960 年、66 年には東宮御所へ献上し、1984 年には「農林水産祭」にて兵庫県練
製品業界では初めて「天皇杯」を受賞いたしました。

最近では、中南米 7 ヶ国より研修生の受入れを行
い、海外にも技術を広めています。

蒲鉾は千年の歴史がある伝統食品です。長い年月を

かけて 、素材にこだわり安心で安全な食品として引

き継がれてきた素朴な味を、大切に守ってきました。

手づくりにこだわり、「海のめぐみで人の命をつな

ぐ」を使命とし、美味しいかまぼこを皆様に届けつ

づけたいと、心を込めてつくっております。

【取組推進のポイント】

本社工場３階の見学コーナーでは、熟練した職人

の手で一つ一つ丁寧につくり上げられる かまぼこ、

天ぷら、伊達巻などの製造工程を目の前でご覧いた

だけます。

事前に予約していただき、職人の実演指導による

かまぼこづくり、ちくわ手巻きの体験教室に参加し

ていただけます。

通訳の同伴が必要となりますが、訪日外国人旅行者の受入れも行っています。

【課題】

各店舗の所在地が、訪日外国人旅行者の多くが訪れている姫路城へ向かう動線か 

ら離れているため、旅行者をいかに呼び込めるように発信していくかが課題となっ

ています。

【将来展望】

かまぼこの良さを海外の方々に認知していただき、海外需要の拡大を図ります。

また、訪日外国人旅行者は、姫路城を見学した後は、姫路市内に留まらずに他の観

光地へ移動するケースが多いため、姫路市及び近隣の市町の他の事業者の方々と連

携し、インバウンドに向けた取組を進めたいと考えています。
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姫路城近隣で瀬戸内海の海鮮料理を提供 

はりかい姫路城店 有限会社播磨海洋牧場(兵庫県姫路市) 

【取組概要】 

平成5年に日本で初めて世界文化遺産に登録された姫路城

は、21年から実施されてきた「国宝姫路城大天守保存修理

工事」が27年3月に終了し、グランドオープンしました。 

はりかい姫路城店は、瀬戸内海の播磨灘の漁業者と直接取

引して水産物を直接仕入れる海鮮魚卸販売業を行っている

(有)播磨海洋牧場が、姫路城すぐ側の屋敷跡に整備されてい

る「家老屋敷公園」に、23年に水産加工品を販売する店と

して出店しました。26年には、活魚、鮮魚、加工品をお店で食べていただくことができるバ

ル形式のお店としてリニューアルオープンし、姫路城がグランドオープンしたこともあり、

以前と比べ来客数は約３倍に増え、その内訪日外国人旅行者は約１割、その中でも、台湾か

らのお客さんが８割を占めています。 

【取組推進のポイント】 

海外からの旅行者が増えてきたことから、店頭で提供するメ

ニューは、日本語、英語、中国語に対応するとともに、来店客

の多い土日は、訪日外国人旅行者のニーズを把握するため、中

国籍の社員を配置し接客対応しています。 

また、漁業者と連携することにより、例えばカキの収穫時

に高い位置から落下をさせずに収穫したり、漁網捕獲でない

魚にストレスのかからない方法にしたりするなど、マーケテ

ィングの情報をダイレクトに生産者へ伝え、高品質で新鮮な

水産物を提供できるとともに、これまで未利用魚として処理

されてきた魚についても、骨も含めて丸ごと食べられる水産

物加工品等を開発し、外国人旅行者にも好評を得ています。 

【課題】 

訪日外国人旅行者が、どのようなものを求めているのか情報が少なく、引き続き市場調査

が必要です。 

訪日外国人旅行者は、比較的ツアー客が多く、観光バスでの移動となるため、店舗の位置

が、駐車場から姫路城へ向かう動線から外れていることから、店舗へ来てもらえるよう情報発

信が必要となっています。 

【将来展望】 

訪日外国人旅行者は、姫路城を見学した後は、他の観光地

へ流れているのが現状であることから、姫路や播州地域でや

る気のある方々と連携し、インバウンドに対応できるように

仕組みを作っていきたいと考えています。 
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家島ならではの体験や食事の提供で訪問客をおもてなし 

家島諸島都市漁村交流推進協議会（兵庫県姫路市） 

【取組概要】 

兵庫県の南西部、姫路市の沖合約 18km に浮かぶ家島

諸島では、漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教

育等に活用し、都市と農村漁村の共生・対流を推進し

地域の活性化を図るため、平成 25 年に地域漁業者、宿

泊・飲食事業者、運輸事業者等からなる受入組織「家

島諸島都市漁村交流推進協議会」を設立しました。 

瀬戸内海の新鮮な魚料理や離島の漁村景観、周辺の

海を活用した釣りやシーカヤック等のマリンスポーツ等の都市と農村の共生・対

流プログラムを基礎に、多様な地域資源を活用し、家島に都市住民を迎える取組

を行っており、26 年度の交流人口は 491,000 人となっています。 

一方、姫路市では世界遺産姫路城が平成の大修理を終えて多くの訪問客で賑わ

っており、特に姫路城を訪れる訪日外国

人旅行者が近年増加しています。 

家島諸島でもその姫路城効果の影響が

見られ、昨年までほとんど見られなかっ

た訪日外国人旅行者がアジアからの団体

客を中心に約 500 人訪れています。 

【取組推進のポイント】 

地域住民、旅客船事業者や行政など地域の様々な団体が連携し、豊かな資源を活 

用した旅行商品の開発と継続的な取組に向けた受入体制を整備し、家島の地域資源

を活用した体験プログラム「家島しまたび」（22 プロ

グラム）の作成 Web を通じたツアー販売、旅行事業者

等へのアプローチを行うなど取り組んでいます。 

【将来展望】 

今後、家島諸島を訪れる外国人がますます増加する

ことを期待して、外国語標記に対応したパンフレッ

ト・案内板の作成、訪日外国人に対応できる人材の育

成等の対策を強化していく予定としています。

53



食・歴史・海峡・時をテーマにした観光素材で訪日外国人旅行者を誘致

一般社団法人明石観光協会（兵庫県明石市）

【取組概要】

明石市は、市内を徒歩で訪問できる観光スポットが

多く、食のまち（明石だこ・明石鯛・魚の棚商店街・

明石焼など）・歴史のまち（明石城・源氏物語ゆかり

の寺社〈善楽寺・無量光寺・鳶の細道〉など）・海峡

のまち（明石海峡大橋・大蔵海岸など）・時のまち

（天文科学館）をテーマにした観光素材を設定してい

ます。特に明石浦漁協での昼網（セリ市）見学、体験型店舗明石焼工房たこや蛸老

亭における明石焼体験、明石城（櫓内部公開）などは、訪日外国人旅行者に人気を

博しています。 

【取組推進のポイント】

近年、東南アジア方面を中心としたエリアから増加している訪日外国人旅行者向

けに多言語（英語、韓国語、中国語２種）の明石観光ガイドや明石焼店舗紹介、明石

の魚のパンフレットなどを作成し、市内の観光・宿泊施設等へ配布しています。 

また、平成 28 年２月にリニューアルオープンした明石

駅コンコースに設置している明石観光案内所では、通訳

アプリサービス「どこでも☆通訳」を導入しました。 

平成 29 年度からは、明石市国際交流協会との連携によ

る外国語観光ガイドの斡旋、明石観光協会ホームページ

に明石城の英語翻訳サイト開設などを行う予定です。 

【課題】

外国人への知名度が低い地域であり、訪日外国人旅行者を誘致するためのルート 

の確立、スマートフォン用ホームページの外国語対応、観光各所での Wi-Fi 環境の

整備、魚の棚等市内商店街での免税措置の導入、外国語に対応したスタッフ配置など

受入体制の整備には、行政や市内各事業者が一体となって取り組む必要があります。 

【将来展望】

現在、訪日外国人旅行者が明石を訪れる観光ルートが確立されていないことから、

旅行者や旅行会社等への情報発信・提供、関西国際空港から淡路島へのフェリー直行

便の復活等による関空～淡路島～明石間の観光ルートの確立など、淡路島や神戸、姫

路など周辺都市と連携した取組を行いたいと考えています。 
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淡路島産グローバルGAP取得の高品質なタマネギを海外へ 

有限会社新家青果（兵庫県洲本市）

【取組概要】 

有限会社新家青果（新家青果）は、温暖な瀬戸内気候の

淡路島で昭和27年に青果物の仲卸業を開始し、現在では

タマネギの生産・加工から流通までを手がける農業生産

法人となっています。島内の農家約130戸で生産された

タマネギの集出荷とともに、自らも平成13年からタマネ

ギ生産を始めました。特に、タマネギの栽培において

は、消費者により安全で美味しいタマネギを提供したい

との思いから、島内ではまだ有機栽培がほとんど普及し

ていない中、慣行栽培に加えて有機栽培にも取り組み、15年には栽培（生産工程管

理）において、また19年には小分けの有機JAS認定を取得しています。今後は加工食

品生産工程管理での有機JASを取得し、全国の有機野菜を原料に冷凍加工食品を製造、

外食・メーカー等に一年中安定供給できる体制作りを考

えております。 

新家青果は、自社生産に係る農作物の栽培、収穫から

保管、出荷に至るまでの管理システムを構築するため、

22年にグローバルGAPを取得し、今後本格的な海外展開

を視野に入れ、淡路島のタマネギの生産・販売に係るリ 

ーダーとして、足腰の強い農業の確立を図っています。 

【取組推進のポイント】 

グローバルGAPの取得については、大手量販店からの求めに応じたこと及び海外展開

に対応できる高品質な農産物の生産を目指して取得したものです。22年及び23年には

香港（「香港フード・エキスポ」等）へ輸出し、オーガニック（有機JAS認定）とグロ

ーバルGAPを併せ持つタマネギとして、現地でも一定の評価を得たところです。今後は

タマネギの青果物と加工食品をセットにして、中国市場へのゲートウェイである香港市

場への輸出拡大に取り組みます。 

【課題】 

グローバルGAPによる管理の下に生産された農産物に

対して、スーパー・市場等から高く評価されているとこ

ろですが、今後は価格・ロット等を考慮した一層の安定

的な供給・販売体制の確立を図ります。 

【将来展望】 

東アジア地域等における富裕層の増大や世界的な日本食ブームから、高品質な日本

産農産物が求められ傾向にある中、淡路産の安全・安心で高品質なタマネギ及びタマ

ネギ加工品の輸出を促進することにより、国内でのインバウンド需要が増大する好循

環に貢献し、インバウンドに向けた取組を進めることとしております。 
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城崎温泉及びコウノトリの野生復帰等情報発信で誘致拡大へ

兵庫県豊岡市

【取組概要】 

豊岡市は、兵庫県東北部に位置し、山あり、川あり、海あり

の多彩な自然環境に恵まれています。このような土地柄を生か

し、コウノトリの野生復帰を推進するためのコウノトリ育む農

法により生産されるお米、但馬牛や松葉がに等の特産物を有し

ており、観光資源として城崎温泉、玄武洞があります。 

豊岡市を訪れる外国人観光客は、近年、増加傾向（平成26

年の外国人宿泊数約１万５千人）にあり、2020年に外国人観

光客10万人を目標に掲げ、26年から「豊岡ツーリズム協議会」（17年設置、構成員：市、

各観光協会、観光協会所属の個店（飲食業、宿泊業等））内にインバウンド部会を設置し、

地元観光協会と連携しながら、観光資源や食をPRし、外国人観光客の誘致を積極的に推進

しています。 

特に城崎温泉では、世界的な旅行ガイドブック「ロンリー・プラネット」と「ミシュラ

ン・グリーンガイド」で紹介され、近年、外国人観光客が増加していることから、浴衣の着

方や温泉入浴のマナー等を紹介したチラシの配布や多言語（英、仏、中、タイ）によるパン

フレットを作成しています。

宿泊予約可能なインバウンドサイト「VISIT KINOSAKI」を開設し、情報発信に努めています。

【取組推進のポイント】 

外国人観光客の誘致に向けてコウノトリとの共生を目指す豊岡オンリーワンの取組に主眼

を置き、城崎温泉、出石城下町、山陰海岸世界ジオパークといった豊かな自然環境、歴史、

文化の拠点をPRしています。また、25年に観光振興部署を設置し、旅行会社から職員の派

遣を受け、企画立案やマーケティング調査等に対応するとともに、地元観光協会等と連携

し、市が地域全体の観光振興を積極的に牽引していることが取組推進のポイントと考えられ

ます。

【課題】 

2020年に外国人観光客10万人の目標に向けて、WEBツー

ルを充実し城崎温泉の更なる周知を行うとともに、受入体制

（宿泊先、Wi-Fi環境等）の整備を進めていくことが必要と

なっています。 

また、旅行の楽しみの一つである「食」についても、コウ

ノトリ育むお米や、但馬牛、松葉がに、出石そばといった地域特徴を生かしたメニューを提

供している施設も増えていますが、一層の質の向上等、内容の充実が必要と考えています。 

【将来展望】 

外国人観光客に対する情報発信や受入体制を充実させ、地域全体の調整管理を行うための

民間組織の立ち上げを予定しています。 

また、外国人観光客が好む有機農産物の生産拡大に向けて、「コウノトリ育むお米」の単

収向上のため、民間企業と連携しポット成苗技術への取組や市内の農業生産法人による有機

野菜生産の取組など、生産規模の維持も図っています。 

さらに、海外や国内のアーティストが城崎に長期滞在できる創作活動の拠点として「城崎

国際アートセンター」を開館し、温泉とアートの新たな魅力の発信や地域活性化を図るとと

もに、近畿地方最古の芝居小屋「出石永楽館」の歌舞伎も人気を博していることから、アー

トをキーワードに連携した観光振興を推進しています。 

56



「ハラール対応の和惣菜」で和食本来の味を国籍・宗教を問わずに提供 

日乃本食産株式会社（兵庫県三田市）

【取組概要】 

日乃本食産株式会社は、イスラム教徒（ムスリ

ム）の外国人旅行者が年々増加していることから、

イスラム法に基づく規範（ハラール）に対応するた

めに、平成28年９月に日本ハラール協会のハラール

キッチン認証を取得し、ハラールに対応した和惣菜

等を製造・販売しています。 

また、神戸市内のホテルの朝食バイキングや近隣

大学の学生食堂等に商品の提供も行っています。 

地元食材をできる限り使用し、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」本来の味を国

籍・宗教を問わずに多くの外国人旅行者に提供し、みんなで食卓を囲むことが可能となって

います。 

また、丹波産黒豆煮・国産胡麻豆腐等のギフト商品も全てハラール対応となっており、外

国人旅行者のお土産としても対応しています。 

【取組推進のポイント】 

ハラールキッチン認証を取得するために、最初に

食品安全に関する高水準の要求に応えることが必要

なことから、FSSC22000 を取得しました。 

使用する原材料 の製品規格書、製造工程表を取

り寄せ確認し、工場内での豚由来成分とアルコール

のコンタミリスクもないかを確認し、１つの惣菜を

製造するためには、膨大な資料を揃えて検証する必

要があります。審査費用等として、ランニングコス

トが毎年約40万円程度必要となっています。 

【課題】 

大阪・京都と比較すると神戸市内で宿泊する外国人が少ないこと、また、現時点では、ホテ

ル側のハラール対応の食材に対する意識も薄いことなどから、認証を取得したものの、まだま

だハラール対応の和惣菜の需要が少ないことが課題です。 

【将来展望】 

インバウンド需要の増加を見越し、旅行業者等とタイアップし需要を掘り起しすること、

2020年の東京オリンピック・パラリンピック選手村への和惣菜の提供、和食の文化・味を世

界に発信していきたいことから、将来は、東京や京都でハラール対応の飲食店舗を開店し、

ハラール対応の加工食品を海外に輸出することを検討していきたいと考えています。 
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歴史的建築物を活用した広域的インバウンドの展開

一般社団法人ノオト～集落丸山～（兵庫県篠山市）

【取組概要】

篠山城址のある市中心部から車で10分足らずの山間に

「集落丸山」があります。過疎化が進み、消滅寸前だったこ

の集落では、築後150年以上の重厚な農村民家を蕎麦やフレ

ンチの名店と連携したオーベルジュスタイルの宿「集落丸

山」として甦らせました。 

この宿は１棟貸しの古民家で、地元住民が宿を切り盛りし

ており、まるでこの集落に住まうかのような体験が味わえます。普通の旅行に飽きた個人

旅行の方をターゲットにしています。 

【取組推進のポイント】

「集落丸山」では伝統的な暮らしや文化をテーマとしたワ 

ークショップを季節毎に開催し、宿泊客や地元の人達や一般

観光客が参加しています。古民家を中心とした農村の暮らし

を肌で感じてもらうために日本古来の食と住文化に触れる

ことのできる稀少な機会となります。 

食文化としては地域食材を使ってミシュランガイドで星 

１つを獲得した名店で蕎麦と旬の料理が堪能でき、朝食は地

元のおばあちゃんが地元野菜をふんだんに使った家庭料理を

作ってくれます。日本の食文化と農業体験のほか、集落丸山

や篠山の城下町を散策するなど、日本の里山文化を楽しむこ

とができます。 

【課題】

地元住民が宿を切り盛りしていることもあり、外国人の方か

らの外国語での電話やメールでの宿泊の連絡や受入体制について課題がありましたが、新し

くオープンした「篠山城下町ホテルNIPPONIA」（４棟11室）

と共通利用できる多言語コールセンターを置くことで、外国

人旅行客に対応することを予定しています。 

また、現時点では、「集落丸山」の宿泊の稼働率が高くなり

すぎると、現在の集落住民だけで運営することが困難な状況

であるため、残る空き家を再生活用、集落の人口増加を図って

いく計画です。 

【将来展望】

多言語コールセンターの設置のほか、ランドオペレーターの育成、食文化アカデミーの創

設、看板商品の開発など訪日外国人を受け入れる体制づくりを進めています。 

また、「集落丸山」「篠山城下町ホテル」と同様に、歴史的建築物を再生活用して「旧木

村酒造場EN」（朝来市竹田）、「豊岡1925」（豊岡市）、「大屋大杉」（養父市）を開業し

ています。現在、これらをネットワークして広域的なインバウンド観光圏の形成を進めてお

り、さらにこれを全国に展開していくこととしています。 
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自然あふれる丹波で作られたベビーリーフを海外へ展開

株式会社丹波野菜工房（兵庫県丹波市） 

【取組概要】

株式会社丹波野菜工房は、平成16年MVM商事株式会社（MVM）

と地元生産組合農家等の共同出資で設立された農業生産法人で

あり、「美味しくて安全な作物を作る」を経営方針として、主力

のベビーリーフの他、水稲、小麦、小豆などを生産しています。

特にベビーリーフについては、近年、サラダ食材として人気が高

まっており、消費が拡大する中、施

設栽培（周年）と露地栽培（冬期）による周年栽培に取り組み、施

設での収穫は９から10回転で、MVM へ全量出荷しています。同社

では、安全・安心で高品質な自社ブランド作りのため、これまで

JGAP 認証を取得するとともに、26年度には農林水産省の「ICT を

活用したスマート農業導入実証・高度化事業」の活用により、グロ

ーバル GAP 認証を取得して、ベビーリーフの海外展開を視野に入

れています。MVMは農産物の輸出入、国内の契約栽培農産物の流通・

販売などを行う青果物専門商社であり、丹波野菜工房のベビーリ

ーフについては、「香港 FoodExpo2015」に出品し、ベビーリーフ

に係るビジネスチャンスの拡大を図っています。             

【取組推進のポイント】

「香港FoodExpo2015」においては、パック詰めしたベビー

リーフとグローバルGAP の認証書をセットにした展示を行い

PRした結果、多数のバイヤー等が当ブースに来場し、「ポス

トハーベストの心配がない」、「香港では安心して出せる生

野菜が少ない」等の理由により、非常に多くの関心を集めま

した。今後のビジネスへの進展が期待されます。 

【課題】

サラダ人気の高まりなどから、ベビーリーフの需要が増大

している中、今後生産を拡大し、国内外へ安定的に出荷する

ためには、一層の雇用労働力の確保、栽培施設の整備などが

必要となっています。 

【将来展望】

出荷先の大手量販店等のアジア地域等への進出・出店によ

り、輸出の可能性が広がるとともに、東南アジア市場におけ

る需要・ニーズを捕らえ、海外展開を図ります。これらの取組を通じて、国内でのインバ

ウンド需要が増大する好循環に貢献し、インバウンドに向けた取組を進めることとしてお

ります。 
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兵庫県播州地方から日本の伝統的食材手延素麺を国内外に向け提供 

兵庫県手延素麺協同組合（兵庫県たつの市）

【取組概要】 

兵庫県播州地方における素麺の歴史は、江戸時代から

本格的な生産が始まったと言われています。兵庫県手

延素麺協同組合（素麺組合）は、明治 20 年に設立され、

兵庫県たつの市に本部を置く、手延素麺「揖保乃糸」の

生産者でつくる事業協同組合です。素麺組合では揖保

乃糸の原材料の仕入れ、製品の販売を行っており、国内

出荷は元よりアジア地域を中心に海外へも輸出されています。（平成 26 年出荷量

約２万１千トン、そのうち２％が海外向け）また、素麺組合は同市において、手延

素麺の伝統の技と味わいが体験できる施設、揖保乃糸資料館「そうめんの里」を運

営しています。本施設には 26 年度約 62,000 名の来訪客

があり、そのうちアジアや欧米等の海外から約 700 人が

訪れ、その数は年々増加しています。27 年３月姫路城の

グランドオープンにともない、中国等から多くの訪日外

国人が訪れる中、素麺組合では７月７日（そうめんの日）

に合わせ、JR 姫路駅前で揖保乃糸の試食・販売を行い、

訪日外国人に向けて日本の伝統的食材手延素麺の消費

拡大を図っています。 

【取組推進のポイント】 

素麺組合は、揖保乃糸に外国人の注目を集めるため、海外で知名度の高い姫路

城やアジア地域で非常に人気のあるキャラクターをパ

ッケージデザインにしたものをインバウンド商品とし

て企画し、訪日外国人向け及び輸出用として販売・出

荷して、アジア地域（中国、台湾、タイ等）で好評を

博しています。 

【課題】 

「そうめんの里」では、案内看板、施設紹介用パン

フの表示・展示物の大半が日本語表記ですが、増加す

る外国人観光客に手延素麺の伝統の技と味わいを体験

いただき、揖保乃糸の一層の消費拡大に繋げるため、

外国語の表示・展示物が新たに必要と考えています。 

【将来展望】 

「そうめんの里」おいて、英語版、中国語版のパン

フレット、案内看板等を設置や、免税制度の取組を導入します。揖保乃糸の試食

品（冷やし素麺、温かいにゅうめん、パスタなど）に係る嗜好調査から、素麺の

外国人に適した食べ方の提案を行い、国内外での一層の消費拡大を図ります。 
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インバウンド需要を好機に和食を支える淡口醤油を世界へ 

ヒガシマル醤油株式会社（兵庫県たつの市）

【取組概要】 

ヒガシマル醤油株式会社は、安土桃山時代の天正年間に創業

し、播州龍野で 400 年以上にわたり、揖保川の伏流水を使用し

て、淡口醤油を造り続けています。揖保川の伏流水は、昔も今

も鉄分が非常に少ない軟水のため、淡口醤油醸造に適していま

す。淡口醤油は素材の持味を活かすために開発された醤油で、

色を抑えながら充分な発酵や熟成を行わせるのが特徴です。 

その用いられ方の特徴として、鰹節や昆布だしと合わせて使

われることが多く、だしとの相性が良く、魚、肉、野菜など素

材の持ち味を活かした塩分控え

めの仕上がりとなることから、永く京料理など和

食の基盤を築いてきました。 

平成 25 年ユネスコの無形文化遺産に「和食文

化」が登録されたことで、ヘルシーな日本食が世

界的なブームとなっています。こうした食生活の

世界的潮流が追い風となっている中、ヒガシマル

の淡口醤油が広く世界に認知されるようになって

きています。 

【取組推進のポイント】 

インバウンド需要を好機に、日本を訪れた外国の方へ和食を支えるヒガシマル

を知っていただき、淡口醤油をはじめ「うどんスープ」「白だし」「めんスー

プ」などのヒガシマル商品を世界へ広めていきたいと考えて

おります。英語や中国語で作成したチラシも用意し、ヒガシ

マル商品のインバウンド需要を喚起することで、今後の海外

需要の拡大による淡口醤油の世界的な浸透に繋がることを期

待し取り組んでまいります。 

【課題】 

和食の美味しさを支える調味料としての淡口醤油と日本食

文化を、国内外へ広く伝えていきます。 

【将来展望】 

国内の少子高齢化などが影響することが予想される中で、国内消費の基礎をしっか

り固めた上で、海外需要の拡大を図って参ります。国内でのインバウンド需要が増大

する好循環に貢献し、インバウンドに向けた取組を進めることとしております。 

61



「民俗学の父」柳田國男の故郷における特産品もち麦の加工販売 

もちむぎのやかた（兵庫県神崎郡福崎町） 

【取組概要】

兵庫県福崎町は、姫路市の北に位置し、「民俗学の

父」柳田國男の故郷として有名な地で、緑豊かな森と清

水などの自然に恵まれています。 

福崎町では、郷土食であったもち麦を、昭和 61年に

復活させ、特産品として販売を始めました。 

もち麦は大麦の一種で、小麦と比べ高タンパク・高ミ

ネラルで、コレステロールを低下させる働きがあるとい

われるβグルカンを多く含んでいて、もち麦を使った「もち麦麺」は、うどんのよう

なコシがあり、独特の香ばしさで、人気を呼んでいます。 

平成７年には「食と遊のふれあい館」として「もちむぎのやかた」がオープンし、

もち麦麺の製造・販売を行うほか、製造工程の見学を行っています。 

また、やかたの近くにある柳田國男の生家や、著書「故郷七十年」に出てくる河童

をモチーフした像が置かれている辻山川公園には、国内外から大勢の観光客が訪れて

います。 

【取組推進のポイント】

福崎町の隣の姫路市には、世界文化遺産に登録されている姫路城があり、５年にわ

たる「平成の大修理」後は、観光客が国内だけではなく、外国人も多く訪れる一大観

光スポットとなっています。 

この観光客を福崎町まで訪問してもらうため、JR姫路駅の観光案内所には、福崎町

の魅力を紹介したパンフレットを置くなどの取組を行っています。 

また、明治時代、生野銀山から福崎町を通り、飾磨港まで結んだ日本初の高速産業

道路として整備された「銀の馬車道」を生かした様々なプロジェクトを展開し、多彩

な交流を促進しています。 

【課題】

福崎町のもち麦の生産は、27年産で 27ha 栽培してお

り、今後 40ha まで、生産拡大を図っていきますが、生

産量は、気候の変動に左右されやすく、需要に対しての

安定供給が今後の課題となります。 

【将来展望】

福崎町としては、インバウンド推進に向けた具体的な取組は行っていませんが、

「もちむぎ商品」等について、ホームページやフェイスブックからの受注や問合せも

多いため、今後、「もちむぎのやかた」等のホームページに外国語表記を行うこと

で、外国人観光客からの関心が増えるものと考えています。 
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海外からの若者受入れで、地域の活性化を

兵庫県美方郡香美町小代区

【取組概要】

兵庫県美方郡香美町小代（おじろ）区は、棚田百選の一つである「うへ山の棚田」をはじ

めとする棚田の発達した山村地域で、その雄大な自然が評価され、兵庫県下で唯一、NPO法

人「日本で最も美しい村」連合に加盟しています。また、全国の和牛の99.9％が小代で生ま

れた但馬牛「田尻号」の血統を受け継いでいるなど、「和牛のふるさと」としても知られて

いるほか、小代区には、米や但馬牛のほか、温泉やキャンプ場、スキー場、滝など自然を満

喫できる場所もあります。 

このようななか、奈良教育大学の河本准教授から、小代区の活性化に向けた１つの対策と

して、「NICE国際ワークキャンプセンター」（国内外の労働ボランティア）の受入れの提案

がありました。小代区では、自然環境・田舎暮らし等を利用して地域活性化を図るため、外

国人旅行者の受入れよりも、中長期滞在で体験してもらう方があっていると考え、この提案

を観光協会が具体化することになって、平成27年で７年目となっています。 

【取組推進のポイント】

国内外から毎年５名程度の参加者を受け入れ、稲刈りや和

牛の飼育、堆肥の袋詰めなどをしてもらいます。27年は日本

を含めチェコ、ポーランド、タイから20歳代の男女５名が９

月３日から２週間滞在し、稲刈り等を通して地域住民と交流

し、地域の文化や歴史を学びました。観光協会、町、地元住

民が一体となり受入体制を整備し、村を元気にするための農

業支援・地域の環境美化など、さまざまな体験ができるよう

プログラムを工夫しています。終了後は参加者、受入側の双方から意見を聞いて、次回に反

映します。 

ワークキャンプでは、日本人の参加者がリーダーとなり、

参加者間では英語を公用語としています。区内には名所への

案内看板が少ないため、ワークキャンプ参加者が英語表記の

看板を作成、設置しています。 

過去にワークキャンプに参加した外国人が再び小代区を訪

れることもあります。 

【課題】

交通アクセスが悪く、小代区内の移動手段も少ないことが課題です。

【将来展望】

地元住民がインバウンドの理解を深められるよう 27 年に「インバウンド研修会」を開催

しました。これからも、地域住民がリーダーとなり、より多くの関係者と良好なパートナー

シップを築きながら、「日本で最も美しい村」香美町小代をアピールして、外国人観光客受

入れにもつなげていきたいと考えています。 
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地域の関係者が協力して訪日外国人観光客誘致の体制整備 

兵庫県美方郡新温泉町

【取組概要】

新温泉町は、兵庫県の北西部に位置し、鳥取県に接する地

域で、美しい海と緑豊かな山、そして情緒ある温泉を包含す

る豊かな自然環境を有しています。湯村温泉や山陰海岸ジオ

パークなどの観光資源、但馬牛や松葉がに等の特産物を求め

て台湾やタイからの団体客や欧米等からの外国人観光客が

多く訪れており、湯村温泉には、年間約 400 人（平成 26 年

度）の外国人宿泊客があり、近年増加傾向にあります。 

新温泉町では、このようなインバウンドの活発な消費動向を地域ビジネスに取り込んでい

こうと、地元観光協会や商工会と連携して、観光事業者を対象に、外部講師を招いて、外国

人観光客を受け入れるための課題と取組等を学ぶ「インバウンドセミナー」を５回シリーズ

で開催しています。また、外国人向け町ホームページ（英語版）や多言語（英、中、韓、タ

イなど６カ国語）によるパンフレットの作成、観光客の利便性向上を目的にユーザー参加型

の公衆無線LANネットワークの構築、多国語の看板設置等を

進めています。 

その他、兵庫県立但馬牧場公園にある民間宿泊施設では、

多言語（英、中、韓、タイ）で但馬牛や松葉がにの魅力や料

理等を紹介するパンフレットを作成し、外国人観光客の受入

れと海外への積極的なセールスを行っています。 

【取組推進のポイント】

新温泉町では、京都等のいわゆる「ゴールデンルート」以外の訪問を目的に再来日する外

国人をターゲットに、町内の観光事業者等と連携して旅行商品の企画、商品化に取り組んで

いるほか、都市住民を、まちづくりの新たな担い手として受け入れ、観光や漁業振興などに

取組んでもらう「地域おこし協力隊」として、協力隊を中心に、阪神間の旅行業者と連携し

て、具体的な誘客に努めています。

SNSやインターネットを活用して新温泉町の周知を行うとともに、観光事業者と行政が一

体となった受入体制を整備することが重要です。また、但馬牛や松葉がにといった地元食材

を使った料理を提供していますが、農産物については、供給量が安定していないことが課題

です。旅行商品の海外セールスなど、効果的なプロモーションも必要です。 

【将来展望】

外国人観光客を迎えるための対応は、日本人観光客に対す

る細やかなおもてなしに通じることから、インバウンドにこ

だわらず、官民一体となったハード・ソフト両面での観光イ

ンフラの整備を進めていきます。外国人向けホームページの

充実や公衆無線LANの整備等によりリピーターを増やし、地

域活性化につなげていきたいと考えています。 
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地域の酵母や県産米を活用した清酒製造 

いまにしせい べ い

株式会社今西清兵衛商店（奈良県奈良市）

【取組概要】

奈良市は世界遺産の東大寺や春日大社、元興寺など

多くの寺社を有する国内屈指の観光地ですが、その中

でも今西清兵衛商店のある「ならまち」は、元興寺の旧

境内を中心に発展してきた、風情ある町屋が建ち並ぶ地

域です。

同商店は明治 17 年に創業され、春日大社と神獣であ

る鹿にちなんで酒銘は「春鹿（はるしか）」と名付けられました。 

平成 26 年度には約２万３千人が来店し、海外からも欧米、アジアを中心に多く 

の方が来店しています。また、代表商品「純米超辛口」を中心に 10 数カ国に輸出を

行っています。 

【取組推進のポイント】

外国人旅行者は、観光案内所等からの紹介により来

店する方が多いようです。 

酒蔵では、底に鹿をあしらったオリジナルグラスを

購入すると、季節のお酒など５種類のきき酒を楽しむ

ことができ、近年増加している外国人旅行者への対応

として、きき酒のお品書きを英語版で作成しています。 

また、奈良女子大学・奈良県と連携して「ナラノヤエ

ザクラ」の花酵母で醸造した清酒の製造を行ったり、奈良県産の酒造好適米「露葉

風」や契約栽培の「ヒノヒカリ」を使用したりすることにより、地域資源や地域農

業との結びつきも深めています。 

【課題】

現在、他言語対応が英語のみであり、それ以外の言語を話す外国人旅行者とのコ

ミュニケーションには満足に対応できていません。

【将来展望】

今後、より多くの外国人旅行者の来店が予想されるので、英語以外の言語への対

応など、来場者の満足度を上げられるよう取り組んでいきたいと考えています。
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寿司職人を体験できる「学校」やハラール弁当で 

「観光奈良」の振興に貢献 

株式会社梅守本店（奈良県奈良市） 
 

【取組概要】 

奈良市の株式会社梅守本店（梅守）は、日本を訪れる外国人の最大の楽しみは

日本食と言われ、訪日の大きな動機となっていることを受けて、一日寿司職人体

験ができる「うめもり寿司学校」を開設しています。2013 年から始まったこの事

業は、5 年を過ぎ 35 万人の来場者を超えています。95％が

台湾、香港、韓国等からの観光客で、握り寿司、巻き寿司

づくりなどを体験しました。このエンターテイメント寿司

学校は「国籍・人種・年齢に関係なく、障害・病気をお持

ちの方、どんな方でも楽しんで幸せになっていただける場

づくり」を目指して、運営されています。 

また、梅守は 26 年 11 月にはハラール認証を取得し、近

年増加しているイスラム教徒の多い東南アジア地域の観

光客から「イスラム教の戒律を守り安心して和食を食べた

い」の声が聞かれる中、手まり寿司弁当など７種類のハラール弁当を製造・販売

して、好評を博しています。日本食「寿司」に関わる食文化の発信によって外国

人の訪日を促し、観光奈良の振興に貢献しています。 

                            

【取組推進のポイント】 

 「寿司学校」においては、和帽子、エプロン、手袋を身につけての本格的な寿

司職人体験ができ、体験教室を終えた方には修了証書を授与して、帰国後も日本

の寿司、食文化を思い出していただくようにしています。 

ハラール弁当の製造に当たって、食材はハラール認証を

受けている業者から購入し、調味料もアルコールや添加物

を含まないものを使用するとともに、調理器具や食材の保

管棚、搬入口なども別にしています。 

 

【課題】 

オリンピック・パラリンピックが開催される 2020 年ま

では、訪日外国人が増加する見込みであることから、事業は順調に推移すると考

えていますが、その後の動向も今から見極め、事業展開することが必要です。 

 

【将来展望】 

 梅守では、海外での営業活動を通じて、楽しみながらお寿司について学べるこ

の「寿司学校」を世界各地からの外国人観光客に周知・PR していきます。既に

奈良本店、京都、大阪心斎橋に出店し東京浅草校も 2019 年 3 月にオープン予定

となっています。日本の伝統的食文化である「寿司」を国内外に発信することに

より、一層の外国人の訪日に繋げることとしています。 
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外国人留学生が「大和茶アンバサダー」として、母国語で情報発信 

奈良県奈良市 

【取組概要】

奈良市では、奈良のお茶（大和茶）を世界に向けて情報

発信するため、県内の外国人留学生によるボランティア

「大和茶アンバサダー」の募集を行いました。  

応募者は、茶畑の見学、茶摘み、茶もみを通じた生産現

場の体験、日本茶インストラクターによるレクチャーを

受けるとともに、茶文化の重要な要素である和菓子につ

いても学びながら和菓子作りを体験し、自分たちで作っ

た和菓子と大和茶を味わって知識を深める体験ツアーに参加します。 

ツアー参加者は、「大和茶アンバサダー」に任命され、ホームページやソーシャル

メディアで母国語により大和茶の魅力について発信します。また、年２回、奈良市内

で開催するイベントにおいて、交流・PRを担当します。 

【取組推進のポイント】

大和茶アンバサダーには、奈良と大和茶のファン・強力

なサポーターとなっていただき、日本に滞在中はもちろ

ん、帰国後も奈良と大和茶のストーリーを発信していた

だきます。また、年２回、奈良市内で開催されるイベント

での交流・PRを担当していただきます。 

【課題】

さらに、大和茶アンバサダーにより多くの留学生の方に応募していただくために、

ツアー内容や募集に際しての周知方法などを検討していく必要があります。 

【将来展望】

今後、各種イベントにおいて、大和茶アンバサダーをイ

ベントモニターや受け入れ準備等で活躍していただくこ

とで、奈良の観光や大和茶の魅力発信が可能となります。

また、2020 年に開催される東京オリンピック・パラリン

ピックの影響で奈良においても観光客の増加が予想され

ますが、そのインバウンド対策として活躍いただくこと

も検討します。 
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外国人観光客に対しおもてなし空間の提供と農に強い食のトップランナーの育成 

奈良県 

 

【取組概要】 

 奈良県は、年々増加する外国人観光客に向けた、情報発

信、おもてなしや観光客同士の交流を促進するための拠点施

設「奈良県猿沢イン（正式名称：奈良県外国人観光客交流

館）」を平成27年７月23日にオープンしました。 

 奈良を訪れる外国人観光客がゆっくりとくつろぎを感じ、

交流できる環境を整え、奈良の文化や観光を発見し、その魅

力を体感できる特別な空間を提供しています。 

 館内には、英語、中国語ができるスタッフが常駐する観光

案内所や訪れた外国人観光客同士が交流しやすいようラウン

ジを設け、フリーWi-Fi、無料インターネット環境、外貨両替

サービスなどが備えられています。また、季節に応じた数々

の文化・体験イベントを開催しており、なかでも「大和茶」

のお茶会、奈良の果物の試食などが人気を博しています。 

 また、奈良県では、奈良県農業大学校を改編して、「なら食と農の魅力創造国際大学校」

（通称：NAFIC・＜ナフィック＞）を28年４月に開校しました。 

 特長として、農業・農作物に関する知識をもった「食の担

い手（シェフ）」を育成する「フードクリエイティブ学科」

を創設し、学校の敷地内に一般客がゆったりとおいしい料理

を楽しめるオーベルジュ（宿泊施設を備えたレストラン：

「オーベルジュ・ド・ぷれざんす 桜井」は27年９月５日に

先行オープン）を設置し、授業の一環として、プロの指導の

もとレストランの厨房での調理やフロアー客室での接客サー

ビスなどの実践研修を行い、農に強い食のトップランナーを育成しています。 
 
【取組推進のポイント】 

奈良県猿沢インは、廃止された地方公務員共済組合の宿泊

施設をリニューアルして開設し、外国人観光客に滞在しても

らうため、２階から４階部分を宿泊施設として28年夏にオ

ープンしました。 

また、「なら食と農の魅力創造国際大学校」では、株式会

社ひらまつがオーベルジュを運営し、世界トップレベルの調

理技術とおもてなしの心を一流スタッフが学生たちに実践研

修しています。 
 
【課題】 

 奈良県は、国内屈指の観光地を有し、京都・大阪からのアクセスの良さもあり、観光客数は

年間約3,500万人訪れますが、宿泊者数は約260万人と非常に少ない状況です。奈良県内での

宿泊者数の増加に向けた取組を行い、地域の活性化に繋げていくことが重要です。 
 
【将来展望】 

奈良を訪れる外国人観光客が必ず訪問したくなるような施設を目指して、おもてなしや

環境の整備など、様々な取組を進めて参りたいと思います。 
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中国人観光客向けの体験プログラム＆フルーツピッキングマップを作成

奈良県・和歌山県

【取組概要】

今後も増加が見込まれる中国からの観光客に、奈良県及び和歌山県で滞在・周遊し 

てもらうことを目的とした、中国人観光客向けの「体験プログラム＆フルーツピッキ

ングマップ」を奈良県と和歌山県で共同作成しました。 

このマップは、Ａ２版四つ折りで、奈良県及び和歌山県全域での体験プログラムと

フルーツピッキング施設を合わせて 70 箇所紹介しています。 

また、公共交通機関を利用して移動できるように、関西の鉄道路線図やバスルー

ト、お得なチケット情報も掲載しています。  

マップは、3,000 部作成し、平成 26 年２月に中国プロ

モーションを実施し、現地で訪日個人旅行を中心に取り

扱う主要旅行社や日本政府観光局北京・上海事務所など

を訪問して、関西方面に旅行する個人旅行者への配布を

依頼しました。 

掲載されている内容は、各種の観光果樹園の紹介をは

じめ、酒蔵の見学・試飲、抹茶体験、体験牧場など食と

農に関する体験プログラムを盛りだくさん紹介してい

ます。 

【取組推進のポイント】

政府が推進するビジット・ジャパン・キャンペーン（訪日旅行促進事業）の一環と

して、奈良県と和歌山県が共同で取り組みました。 

【課題】

今後、マップを配布したことによる中国人旅行者の増加状況などの効果を検証す 

る必要があります。また、マップに掲載されている受入施設が「ことば」などの面

で困ることのないよう受入マニュアルなどの整備が必

要です。 

また、中国からの観光客は、個人旅行より、団体旅行

で訪れる割合が高いことから、現地旅行社に対して、マ

ップに掲載されている施設の利用を団体旅行の日程に

組み込んでもらえるような取組も必要と思われます。 

【将来展望】

奈良県と和歌山県は、京阪神や関西国際空港へのアクセスが良いことを活かし

て、豊富な観光資源と併せ、体験型の観光を発信していきます。 
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「Taste Nara『ならじかん』」ホームページを公開 

奈良県奈良市 

【取組概要】

奈良を訪れた人に「一期一会」の「味わい」を体

験してほしい。そんな思いから、「Taste Nara『な

らじかん』」と題して、奈良市内の食の作り手や伝

え手のものがたりを５カ国語（日・英・仏・中・韓）

に対応したホームページで公開しています。 

ここで紹介している奈良の食は、1200 年以上前

に伝わった奈良のお茶「大和茶」、清酒発祥の地・

奈良の「日本酒」、日本一の糖度を誇る奈良のい

ちご「古都華（ことか）」の 3 つです。ホームペ

ージの記事をご覧になった方が、実際に作り手や

伝え手に会いに行き、食の奥深さに加えて奈良の

人の温かさを味わい、とっておきの時間を過ごし

ていただくことを目的としています。 

また、奈良の美しさ、食の楽しさを感じられる

動画を、四季折々のテーマに合わせてリリースし

ます。この動画は外国人のお客様にも楽しんでい

ただける視点での映像にするために、奈良市在住

のイギリス人映像プロデューサーにより制作した

もので、一定間隔で連続撮影した静止画を組み合わせて動画にするタイムラプス

といった手法も取り入れ、魅力を発信しています。 

【取組推進のポイント】

奈良は神社・仏閣が有名な観光地である一方、奥深い食文化の作り

手・伝え手の温かいおもてなしといった、体験すべきもうひとつのス

トーリーがあります。美しい写真と映像、共感を呼ぶ文章で丁寧に伝えることに

より、奈良を訪れる観光客が新しい奈良の魅力を発見し、より積極的に訪問・滞

在する機会を提供しています。 

【将来展望】

神社・仏閣のみ日帰り観光をしていた国内外の観光客が、このホームページ

を通じて市街地・農山村地域の魅力的な作り手・伝え手を訪問することにより、

より長く奈良市に滞在いただくことをめざしています。そのために、今後も継

続的に魅力的な作り手・伝え手の情報を発信するとともに、ニーズのある層に

的確にアプローチできるよう、積極的に PR を行っていきます。 

■Taste Nara “ならじかん” http://www.narajikan.jp/
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日本文化体験 

猿沢イン－Nara Visitor Center & Inn－（奈良県） 

 

【取組概要】 

奈良県は、急増する外国人観光客への情報発信と県内周遊の拠点施設として、「奈

良県外国人観光客交流館（通称：奈良県猿沢イン）」を整備し、観光案内、外貨両

替、手荷物預かり、お祈り室、宿泊などの旅行者向けサービスに加え、本格的な茶道

体験（有料）や、折り紙、簡易書道などのミニ文化体験（無料）を実施しています。 

 

【取組推進のポイント】■ 

■茶道体験（毎週水曜日）2000 円 

 講師はいずれも国家資格を持った通訳案内士。

そのため、意思疎通に通訳を介する必要がな

く、タイムリー＆ダイレクトに効率よくコミュ

ニケーションができ、体験を満喫して頂くこと

ができる。 

（現在は英語で提供中） 

 窓の外に、古都奈良のランドマークである猿沢

池と興福寺の五重塔を見渡たす、和のテイスト

に溢れた本格的な茶室でプログラムを提供 

 

■ミニ文化体験（毎日 10時～17時）無料 

簡単な日本文化体験を、ゲストがいつでも楽し

めるように提供。「折り紙」「簡易書道」「相撲の

着ぐるみや神主等のコスプレ」「ちぎり絵」「天平

塗り絵」「伝統玩具」等 

 

【課題】 

 奈良県は、宿泊施設数の少なさや大阪や京都からのアクセスの良さから、日帰

り旅行先として認識され、宿泊客数が非常に少ないことに課題を抱えています。

観光消費を通じて地域活性化を図るには、滞在時間を延ばし宿泊に繋げることが

重要であり、そのためには、滞在を促す魅力的な観光コンテンツ（体験メニュ

ー、周遊コースなど）の充実・PR が必要です。 

 

【将来展望】 

 日帰り旅行ではなく、宿泊してゆっくりと滞在して楽しんでもらえる観光地に

なることを目指し、魅力的な体験型コンテンツの発掘とメニュー造成に取り組ん

でいきます。 
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奈良の自然、文化や歴史、暮らしを体験 

日本文化体験教育旅行プログラム（奈良県橿原市） 

 

【取組概要】 

 橿原市は、外国人観光客の市内における消費

を拡大するため、本市を中心とする奈良県中南

和地域におけるインバウンド事業及び滞在型観

光を推進しています。 

平成 28年度から、一般社団法人日本の寺子屋

に業務委託し「日本文化体験教育旅行プログラ

ム」により、外国人学生を対象とした日本文化

体験事業に取り組んでおり、同事業においては、橿原市内だけでなく近隣市町村へ

の周遊も行い、広域的な観光振興を実現するものです。 

 

 

【取組推進のポイント】 

参加学生らが橿原市長を表敬訪問し、市担当

者から市政・歴史を学びました。その後、橿原

神宮参拝、飛鳥寺、飛鳥資料館見学や、現在も

江戸時代そのままのたたずまいと情緒を残す今

井町の散策やお茶席作法、忍者修行などを体験

することで、中南和地域ならではの自然、歴史

や文化、街並みなど日本の暮らしを体験すること

ができます。 

 

 

【課題】 

散策を行う今井町では、外国語（英語、中国語、韓国語）の案内版設置やWi-Fi環

境の整備、通訳案内の整備等の受入整備がされていますが、認知度の向上と実際に外国

人観光客を誘致することが課題となっています。 

 

 

【将来展望】 

本事業に参加した学生が、後にこの想い出により友人や家族と再訪のきっかけに

なればと考えています。また、参加した学生の撮影した写真等のＳＮＳによる情報

発信を期待します。 
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奈良県中南和地域の魅力を発信 

橿原市インバウンドバスツアー（奈良県橿原市） 

【取組概要】 

橿原市では、日本に来訪する外国人観光客に奈

良県中南和地域の魅力を伝え、観光客を誘客する

ため、大阪や奈良市に宿泊している外国人をター

ゲットに、地域の観光地へ無料でお連れするイン

バウンドバスツアーに取り組んでいます。 
28 年度は 7 回実施し、マレーシアやタイなど
のアジア圏の方だけでなく、メキシコ、チリ、フ

ランスなど世界 16 ヶ国、85 名が参加しました。 

【取組推進のポイント】 

バスツアーは、大阪ルートと奈良ルートの２つ

のルートが設定されています。橿原神宮参拝、今

井町（着物体験・食べ歩き）、談山神社（紅葉狩

り）、高松塚古墳（勾玉作り）、書道体験ととも

に、高校生との交流を行うなど季節によって特色

あるメニューを用意しています。 

【課題】 

多くの外国人観光客を誘客するため、大阪市・奈良市の宿泊施設に英語版のチラ

シを設置しています。また、協力いただいた宿泊施設の中には、予約サイトの返信

メールに当ツアーの案内を入れてＰＲを行ったところもあります。 
今井町では、英語版のガイドマップを作成していますが、町が迷路のように入り

組んでいるため、現在地が把握できないなどの問題があり、外国語（英語、中国

語、韓国語）の案内版設置やWi-Fi 環境の整備が急務となっています。 

【将来展望】 

橿原市では、平成 28 年に「飛鳥認定通訳ガイド特区」の認定をとり、特区措置を
活用した通訳ガイドの育成・確保をきっかけに、外国人観光客の増加とそれに伴う

地域の活性化を図っています。 
今後、本事業が旅行会社主催の外国人向けのツアーとして、商品化されることを

目指しています。 
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五條の柿を通じて日本に興味を持ってもらう 

株式会社 柳澤果樹園（奈良県五條市） 

 

【取組概要】 

柳澤果樹園は、「富有柿」の産地として知られてい

る奈良県五條市で、柿園６haと、梅やブルーベリー、

ミョウガなどを１ha、にんにく 50a生産しています。 

五條の柿は生食用としても人気がありますが、柳澤

果樹園ではドライフルーツやジャムなどの加工品に

も取り組んでおり、タイやシンガポールなど東南アジ

ア方面への輸出も行っています。 

また、カフェ、ファーマーズマーケットも経営しています。 

 

【取組推進のポイント】 

 当園が毎年出展している海外の商談会では、高い柿の評価を得ています。外国

人には完熟した柔らかいものよりも、梨の食感のようなシャキシャキしたものに

人気があるので、少し固めのものを販売するなど、現地での販売経験を活かしな

がら、少しずつ外国人の好みにあったものを販売するようになってきました。 

 

「Café こもれび」では、石窯で焼いた地元の食材を

使ったピザやスイーツの提供を行っています。お天

気のいい日には、外に設置したウッドデッキから一

面の柿畑や西吉野の景色を遠くまで見渡すことが出

来ます。 

 

  

【課題】 

 「富有柿」に加え外国人の食味にあった品種の生産を計画していますが、柿は収

穫できるまで時間がかかってしまいます。 

また、カフェを訪れるのは日本人がほとんどで、外国人に情報発信することが課

題です。 

  

【将来展望】 

 五條の柿を食べてもらう際には、「おいしい」だけをアピ

ールするのではなく、手間をかけて生産していることや五條

の環境などを説明することで日本に興味をもってもらい、外

国からツアーを組んで日本に来てもらうようになることを目

指しています。 

Café こもれび 
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海外展開を目指した有機農産物の生産・販売体制の確立 

有限会社山口農園（奈良県宇陀市） 

 

【取組概要】 

奈良県宇陀市の有限会社山口農園は、小松菜、ホウレ

ンソウ、ベビーリーフ、水菜、春菊、ハーブ類等の有機

野菜（施設）の生産、加工・製造、販売の他、農業研修

生の育成、農業経営の指導等を行う、奈良県を代表的す

る有機農産物の生産法人です。経営面積は約 10ha であ

り、化学的に合成された肥料と農薬を使用せず、植付前３年以上の間、堆肥等に

よる土づくりを行ったほ場において、農産物の生産を行っています。また、全国

でも珍しい農業生産法人が母体となった「オーガニックアグリスクール NARA」

（農業職業訓練学校）を平成 22 年に開校し、国内及び海外からの農業研修生を

対象として、有機農業の技術実習・研修を行っています。25 年には「山口農園

グループ」を起ち上げ、独立した卒業生により生産された有機農産物を山口農

園が買い上げ、グループ内の農産物を一括して同じブランドで販売しています。 

 

【取組推進のポイント】 

有機農産物の海外市場への展開を視野に入れ、その人

脈づくりの基礎とするため、26 年度からベトナム人２

名を研修生（研修期間３年）として受け入れました。日

本の有機農産物の良さを理解してもらった上で、有機農

産物の生産・経営等の技術を習得させることにより、研

修生が帰国後の現地生産の取組を拠点として、将来現地

法人等の立ち上げを目指しています。 

 

【課題】 

  今後、有機農産物の供給体制が 1.5 倍に増加する見込みであり、一層の有機

農産物の安定的生産技術の確立と、国内市場に加え海外も含めた安定的な販売

先の確保が必要です。 

 

【将来展望】 

  国内市場が縮小傾向にある中、有機農業に関して発展

途上にある国からの研修生を受け入れ、技術を習得した

研修生の自国での生産活動や農産物の輸出等により、有

機農産物の生産・販売拡大に繋げるなど、一層の海外展

開を視野に入れています。これらにより、国内でのイン

バウンド需要が増大する好循環に貢献し、インバウン

ドに向けた取組を進めることとしております。 
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海外の若者をホームステイで受入地域の活力向上へ 

室生国際交流村（奈良県宇陀市）

【取組概要】

宇陀市室生地域は、奈良県の東端、三重県名張市に

隣接し、女人高野室生寺で知られる中山間地域です。 

過疎化、高齢化が進む地域を活性化させたいとの

思いから、平成 16 年に住民が主体となり海外の若者

をホームステイで受け入れ、食や農業体験など住民

とのふれあいのなかで文化交流を進める室生国際交

流村を発足しました。 

活動の基本を「楽しむ、継続する、無理をしない」におき、会員の語学力はあえて 

求めず、わずかな語学力でも受け入れることによって、心と心のコミュニケーション

を図り、お互いの国の文化をより深く体感することにしています。 

【取組推進のポイント】

受入期間中の活動は、室生国際交流村が企画、計

画、運営の全てを実行しています。 

各ホストファミリー宅では、農作業体験や収穫体

験、時には先進農家で日本の「食の安全・安心」に配

慮した農業を見学し、自国では経験できないことを

体験したり、食事もお昼は地元食材を使ったお弁当、

夜は自家製の味噌を使った普段の飾らない家庭料理でもてなすなど、外国の方々が

真に期待している日本の農村の姿を経験してもらうよう計画しています。また、家庭

によっては、自国の料理をつくってもらうなどの食文化交流も行なっています。 

そのほか、座禅体験や農業体験、寺社仏閣見学といった人気の文化体験だけでな

く、地元小学校での交流授業をはじめ、老人ホームへの慰問などの社会貢献活動も滞

在プログラムに取り入れています。 

【将来展望】

世界の若者は、日本の生活や文化に興味を持ち、

日本への訪問に憧れを持っています。今後は関係す

る団体が連携し、手を携えて行動すれば、新たな地

域活動の一つの大きな潮流となって、地域活力の創

出や再生につながると考えています。今後も情報発

信を進め、より活動の活性化に努めていきたいと考

えています。 
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いろいろな体験メニューで観光客を誘致

株式会社農業公園信貴山のどか村（奈良県三郷町）

【取組概要】

大阪市内や奈良市内から１時間程度という立地を生

かし、平成４年から農業公園を開園しました。   

果実や野菜狩りなど 30 種類以上の味覚狩りや、そ

ば打ちやこんにゃく作りの体験教室、レストランの経

営なども行っており、年間 15 万人が訪れます。

外国人観光客も少しずつ増えており、イチゴ狩りを

はじめ果実・野菜の収穫体験などに来られる外国人を

よく見るようになりました。 

【取組推進のポイント】

外国人にはイチゴ狩りなどの果実狩りが人気で、野菜の収穫体験も少しずつ増 

えてきています。低農薬で栽培していることもあり、イチゴやトウモロコシを収

穫して、そのままで食べられることに驚かれます。 

また、中国、韓国などからの行政視察も多く来ら

れています。 

言語は奈良県観光局観光プロモーション課の「奈

良県・多言語コールセンター」に登録しています

が、独自の外国語対応を考えたいと思っています。 

【課題】

言葉の対応などがネックになっており、今のところ外国人を誘致するための情報 

発信ができていません。他の事例などを参考にしながら、情報発信の方法を考えて

いるところです。

【将来展望】

６次産業化に積極的に取り組んでおり、農業公園内

で生産された農産物のみを活用した加工品を作り、お

土産や特産物として販売を拡大していくことを考えて

います。

近隣の信貴山朝護孫子寺には年間 40 万人が訪れて

おり、外国人が興味を持つような宿坊もあるので、観

光客が行き来できるような連携を考えています。
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四季折々の魅力を情報発信～ぬるべの郷 曽爾村～ 

奈良県宇陀郡曽爾村 

【取組概要】

「ぬるべの郷」曽爾村は、奈良県の東北端、三重県境

に隣接し、美しい農山村の景観や文化を守る活動を行な

っている NPO 法人「日本で最も美しい村」連合に加盟し

ている村です。 

村では、訪日外国人旅行者向けにスマートフォンやタ

ブレット端末にも対応した、英語、フランス語、中国語、

韓国語の観光ガイドを Web で配信し、曽爾村の四季折々の魅力、季節の伝統行事など、訪

れる方々の視点に立った PR を行なっています。 

村内には５軒の民宿のほか、クラインガルテン（滞在型市民農園）、サン・ビレッジ曽

爾（自炊可能なコテージがあるオートキャンプ場）なども外国の方には人気で、多用なニ

ーズに対応しています。 

【取組推進のポイント】

いま、多くの訪日外国人には、のどかな農村風景、住

民とのふれあいなど、日本の文化を五感で感じられる農

村（体験型）へのニーズが高まりつつあります。曽爾村

はそうしたものがそのまま残る美しい村。曽爾高原に代

表される自然・風景のほか、温泉、食体験、農業体験、

お祭り、また、「ぬるべの郷（ぬるべ＝漆部…漆塗り発

祥の地）」と言われる我が国伝統の漆器に使われる漆な

ど、訪日外国人にとって魅力的なキーワードが盛りだくさん。四季折々に曽爾村での滞在

が楽しめるようになっています。 

村では海外ブロガーを年に数組誘致し、世界への情報発信を行なってもらっています。

【将来展望】

海外からの観光客を誘致するために、「観光＋体験」

という視点で、ファームガーデンでの食体験のほか、農

家民宿の整備と併せ、現在行われている陶芸体験や米粉

パン作り以外にも様々な体験を増やしていくこととし

ています。 

曽爾村には日本農業の原点“自然との共生”がありま
す。こうした我が国の農業の原点を海外の方に知って

もらうことで、日本の農業の素晴らしさ、また、そうした土地でできる農作物の素晴ら

しさを、目に焼き付けた風景とともに世界に持ち帰っていただけたらと期待します。 
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体験交流プログラムと民家ステイによる教育旅行で地域を活性化 

飛鳥ニューツーリズム協議会（奈良県明日香村、高取町、橿原市、桜井市） 

【取組概要】 

飛鳥ニューツーリズム協議会は、飛鳥地域において通過型

から着地型観光の実現に向けて、体験交流プログラムと民家

ステイにより国内外の学生を対象とした教育旅行、インバウ

ンドの受入れを推進しています。平成23年５月に「明日香

ニューツーリズム協議会」が設立され、取組の広域化によ

り、26年４月に「飛鳥ニューツーリズム協議会」と改称し、

現在は、明日香村、高取町、橿原市、桜井市の１村１町２市

で、民家ステイ168軒、体験プログラムの受入れ事業者38軒で取り組んでいます。 

飛鳥地域で生活を営んでいる人々と日常生活を共に体験

することで、飛鳥ならではの自然、歴史や文化、食生活、

産業など、それぞれの経験をしながら深い交流をすること

ができます。 

26年度の民家ステイの受入れは3,229泊で、そのうちイ

ンバウンドの受入れが1,030泊、国・地域別では台湾が半

数の520泊、その他中国、シンガポール、アメリカ、イン

ドネシア等の８カ国からの受入れを行いました。 

【取組推進のポイント】 

飛鳥ニューツーリズム協議会は、地域及び奈良県内にお

いて体験交流プログラムや地域資源を活用した着地型観光

を展開していくため、明日香村からの支援を受け、明日香

村商工会、明日香村地域振興公社、飛鳥京観光協会、奈良

県商工会連合会の４団体で構成されています。同時に奈良

県立大学、奈良県観光局観光プロモーション課、奈良県立

万葉文化館などの各種団体と連携して活動しています。ま

た、民家ステイでは、農作業、史跡めぐりをはじめとした各種体験の他にも、収穫した四

季折々の野菜や山菜などを活かした料理を受入家庭の方々と一緒に作り、日本の暮らし、

文化を体験しています。 

【課題】  

訪日外国人の多くは、タブレットやスマートフォン等を使用して、インターネットを通

じて情報を収集することから、Wi-Fiに接続できる環境が重視されています。 

この地域では、まだまだWi-Fiに接続できる環境整備がされておらず、滞在時における利

便性確保の面からも、地域内でのWi-Fi環境の整備が急務となっています。 

【将来展望】 

古都奈良の魅力、京阪神へのアクセスの良さを発信し、飛鳥地域だけでなく、体験プログラ

ムや民家ステイの受入れ体制を奈良県内に広げていくことを目指しています。 
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生マグロの解体ショーと免税手続きの簡素化でインバウンド需要を活性化 

株式会社黒潮市場（和歌山県和歌山市） 

【取組概要】 

和歌山マリーナシティ内にある黒潮市場は、地元産の新鮮な魚介類を始め、塩干物や県内特

産物の購入ができるほか、市場で購入した魚や肉・野菜などを市場内のバーベキューコーナー

で食べることができる人気のスポットです。 

水揚げされたばかりの新鮮なマグロの解体ショーを目当て

に、平成25年で６万人だった訪日外国人旅行者は、27年では

12万人を超えるなど、ここ数年で大幅に増加しています。 

物販コーナーでは、果物の加工品、ホタテの貝柱等の水産

加工品、梅酒などに人気があり、免税対応によりインバウン

ド需要の活性化を図っています。 

【取組推進のポイント】 

ホームページの多言語化（英語、中国語、韓国語）を行

い、海外に情報発信を行うとともに、施設内にも多言語

の案内板を設置しました。また、26 年 10 月には、消費

税の免税手続きは施設内にある免税カウンターで一括し

て行うことが可能となり、中国語による対応が可能なス

タッフも配置し、外国人旅行者がストレスなく買物がで

きるように工夫した取組を行っています。 

生マグロの解体ショーは、毎日３回（①11時～、②12時30分～、③15時～）開催し、さ 

ばきたての生マグロを刺身、寿司、丼などにして販売し、その場で味わうことができます。 

【課題】 

外国人旅行者のほとんどが、香港、台湾など東アジアからの団体ツアー客で、滞在は短時

間です。しかし、ここ数年は、個人旅行者も増加傾向にあるため、長時間の滞在でも旅行者

に満足いただける施設、インフラの整備を早急に行う必要があると考えています。また、人

口が多い中国本土も重要なエリアであり、中国からの旅行者の取り込みが課題です。 

【将来展望】 

顧客の嗜好にあわせた海外プロモーションの推進により、和歌山県への外国人旅行者数は 

大幅に増加していますが、海外における和歌山県の認知度はまだまだ低い状況にあります。

黒潮市場の人気のコンテンツである「マグロの解体ショー」を活かして認知度を高めながら、

誰もが知っているような滞在型リゾート施設をめざしていきたいと考えています。 
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インバウンドニーズを地域食品の海外展開につなげる 

新スタイルのアンテナショップ 

スターフードジャパン株式会社（和歌山県和歌山市） 

【取組概要】  

関西地域は、近年、訪日外国人が多く訪れるようにな

り、様々な消費が期待されていますが、実際にどのような

商品を好むのかといった情報は、なかなか得る機会がな

いのが実態です。

こうしたなか、スターフードジャパン(株)は、関西各地
に眠る魅力ある地域食品の海外展開を支援するため、平

成 28 年 12 月、関西国際空港内に、訪日外国人をターゲ
ットとした会員制マーケティング支援ショップ「Region Style」をオープンしました。
同社では、海外への販路拡大を考えている国内の事業者が提供する商品の魅力を訪 

日外国人に紹介するとともに、販売情報から得られた商品ニーズ等の情報を事業者に

フィードバックします。さらに、和歌山大学の留学生の協力も得つつ、訪日外国人の

ニーズに合わせた商品リニューアルの企画・提案も行い、海外で売れる商品開発を支

援します。

【取組推進のポイント】  

同社は、予約販売による商品の受け渡しを支援するアプ

リの関西エアポート(株)との共同開発を予定しています。
このアプリは、日本滞在中に訪れる観光先などで、同社と

連携した事業者の商品を帰国日に併せて購入予約するこ

とを支援するものです。このことにより、店舗に置いてい

ない商品についても、帰国時に関西国際空港内の「Region 
style」で受け渡しが可能となります。
このほか、旅行会社と連携して、地域食品の製造企業で

の体験ツアーを企画し、関西国際空港のＨＰを活用して

空港発の体験ツアーとして販売するなど、訪日外国人が

地域に流れていく仕組みを構築していく予定です。

【将来展望】  

関西国際空港の１号店を足がかりとして、おおむね１年半後には成田・羽田・名古 

屋の国際空港に、その後、小規模空港にも同様の店舗をフランチャイズ形式で展開す

ることを計画するとともに、輸出に向けた通販サイトの立ち上げを検討しています。

これにより、地域食品の海外への販路の拡大への後押しを目指しています。 
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日本庭園のある酒蔵見学と日本の伝統文化を取り入れた商品パッケージ 

中野ＢＣ株式会社（和歌山県海南市） 

【取組概要】 

中野ＢＣ株式会社では、「日本庭園のある酒

蔵」として酒蔵全体を一般公開しています。酒

蔵見学ツアーを開催し、「仕込み」から「搾り」、

「貯蔵」までの各現場をまわった後、大型モニ

ターを活用し「造り」の行程について説明。梅

酒・梅シロップ作り体験のメニューも用意して

います。また、敷地内にある3,000坪の日本庭

園では四季折々の花や風情を感じながらの散

策が楽しめます。 

日本一の梅産地である地の利を生かし、和歌山県産の南高梅のみを使用した梅酒は外国人

にも好評で、現在25カ国に出荷しているほか、インバウンド需要に向けたプレミアム梅酒を

発売しています。梅酒や日本酒を味わうイベントも開催しており、イベント時には、最寄り駅

（ＪＲ海南駅）から無料送迎バスを運行しています。 

【取組推進のポイント】 

ホームページの酒蔵見学案内は多言語（英語、中国語、韓国語、スペイン語）に対応し、

海外に情報発信しています。訪日外国人は体験型のツアーを好むことから、「梅酒・梅シロ

ップ作り体験」のメニューが人気です。 

訪日外国人旅行者をターゲットにしたプレミアム梅酒（金吹

雪）は大粒の南高梅のみを使用し、長期熟成することで外国人好

みの芳醇な梅酒に仕上げ、金箔入り。商品ラベルと化粧箱も外国

人の需要を意識し、日本の伝統文化である歌舞伎の隈取を中心に

金箔と梅の花が舞い上がるデザインです。関西エリアの土産物店

や国際空港の免税店などで取り扱っており、店頭では英語や中国

語のＰＯＰでインバウンドに対応しています。 

【課題】 

インバウンド需要の増大に向け、地域で連携した周遊ルートの確立が必要と考えています。

【将来展望】 

和歌山県は、まだまだ日本酒のイメージが薄いように思います。まだ知られていない、とい 

うことは可能性が大いにあるということです。酒蔵ツーリズムなど、インバウンドの面でも、

酒蔵を中心にして地元を活性化して行くことができるのではないかと思っています。 
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伝統的健康食である「梅」を時代の食生活にあわせて美味しく、より食べやすく 

中田食品株式会社（和歌山県田辺市） 

【取組概要】 

中田食品株式会社は明治30

年に創業、平成9 年には天皇

皇后両陛下が本社工場をご天

覧されました。梅干工場には

窓越しに梅干の製造工程を見

ることができる見学通路「梅回廊」を設け、紀州梅に関する写真・パネル等も展示しており、

海外からの見学者には、英語での対応（要事前予約）が可能です。 

また、直売店の隣に建つ「ぎゃらりぃ梅園」では、梅をモチーフにした陶器や壺・掛け軸の

ほか季節ごとの美術品を多数展示しており、敷地内の梅園では、2月初旬頃から南高梅をはじ

め約17種類の梅の花を楽しむことができます。 

【取組推進のポイント】 

本社工場敷地内にある直営売店は、主力の梅干だけ

でなく梅酒にも力を入れており、海外からの観光客も

訪れ、特に東南アジアのお客さまに梅酒が『おいしい』

と大好評です。中田食品では梅酒を世界27カ国に輸

出しており、海外でのPR活動にも力を入れています。 

また、平成24年4月には浙江省杭州市に中国現地

法人娜咖嗒商貿(杭州)有限公司を設立し、中国市場及

び上海市内百貨店において梅酒、梅加工食品の販売を開始しました。 

【課題】 

インバウンドは香港、台湾、タイなど東ア

ジアからの団体ツアーで、滞在時間が短いお

客様がほとんどでしたが、ここ数年は個人旅

行者も増加傾向にあるため、長時間の滞在で

も旅行者に満足いただける施設、インフラの

整備を早急に行う必要があると考えていま

す。また、海外のお客様に向けて梅の魅力や

当社の情報をどのように発信していくかが課題です。 

【将来展望】 

海外でのPR活動を通して感じているのは、健康への関心がとても高いということです。高

品質の紀州の梅から造る梅酒、梅干、梅加工食品を現代人の生活に合わせ、さまざまな形で提

供し、消費者の購買意欲を向上させる取組を進めたいと考えています。 
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都市農村交流における訪日外国人の受入れ

農業法人株式会社秋津野（和歌山県田辺市） 

【取組概要】

「農業法人 株式会社 秋津野」は、平成 19 年、地域づ

くりのため、上秋津地区の住民が中心となって設立さ

れ、これまで、地元の廃校舎（小学校）を改修した交流

施設（研修室、加工室）、農家レストラン、宿泊施設を

都市農村交流施設「秋津野ガルテン」として整備を行い、

都市と農村の交流に積極的に取り組んでいます。 

この取組の中で、農家民泊による交流も行われ、現 秋津野ガルテン

在、国内にとどまらず、地域の農家 14 戸と協力して外

国人観光客も農家民泊で受け入れる取組を実施しています。 

24 年にはイギリス、アメリカ等から 20 名、25 年にはオーストラリアから修学旅 

行の高校生 16 名、26 年には農業視察として韓国などから 106 名の外国人の受入れ

を行っています。27 年は、特に、ヨーロッパからの個人客が増えています。 

【取組推進のポイント】

旅行会社との連携が重要であり、「奥ジャパン株式

会社」（熊野古道を歩くツアーを企画しているイギリ

スで設立された日本行き専門旅行会社）と連携し、ヨ

ーロッパからの個人や団体客を対象に継続的な受入れ

を行っています。また、地域と来訪者をつなぐ地域密

着型の旅行会社「（一社）田辺市熊野ツーリズムビュ

ーロー」（日英 2 カ国語オンライン予約システムを立ち上げ世界各国からの予約を

受付）とも連携し、オーストラリアからの修学旅行生の受入れを行っています。 

なお、言語については、タブレットで翻訳アプリを使用し対応しているため特に

ネックにはなっていません。 

【課題】

宿泊者の食事においては、ベジタリアン、アレルギ

ー等の対応に特に、留意する必要があります。また、

収穫体験においては、時に、訪日外国人の習慣の違い

に戸惑うことがあります。 

【将来展望】

梅が「世界農業遺産」に登録されると、さらに外国人が増える可能性があること 

から、地域では、外国語を話すことができる人を登録する仕組みとして「人的資源

のネットワーク」づくりを考えています。
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地域密着の着地型旅行により、熊野の魅力を総合的に発信 

一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー（和歌山県田辺市） 

【取組概要】 

田辺市熊野ツーリズムビューローは、田辺市合併の翌

年、平成18年4月、田辺市内の観光協会（田辺、龍神、

大塔、中辺路、熊野本宮）を構成団体に、官民共同の観

光プロモーション団体として設立しました。 

設立当初の４年間は、国内外への情報発信と受入れ地

のレベルアップなど、観光プロモーションやインバウン

ドの推進に取り組みました。また、22年7月には第二種

旅行業免許を取得し、FIT（外国からの個人旅行者）に対

応した「着地型旅行業」を開始しました。 

【熊野古道】 

地域に根差した「着地型旅行業」の開業により、着地（目的地）での現地情報や地元のネッ

トワークを活かしたきめ細かなサポートが可能となり、地域に意識の変化と経済効果をもた

らしています。 

【取組推進のポイント】 

平成18年 8月には、スタッフとして招聘したカナダ人を中

心に、体験型講座（ワークショップ）を開催し、簡単な日常会

話の指差しツールの作成等、訪日外国人旅行者の受入環境整備

を進めました。 

ビューローが運営する旅行サイト「KUMANO TRAVEL（日英）」

では、熊野を知り尽くしたスタッフが薦めるモデルコースを提

案、さらに、宿泊施設、オプション、サービスを選択して、オ

リジナルツアーの組み立てができるようになりました。また、

オンライン予約システムの導入により、宿泊予約、決済、キャ
【指さしツール】 

ンセル等一括した対応が可能となっています。旅行者はターゲットである欧米豪からのFIT

が多いものの、最近ではアジア圏からも増えています。 

【課題】 

訪日外国人旅行者を中心に、年々利用者が増加している一方、人気の熊野古道「中辺路ル 

ート」の宿泊施設数が限られている集落については、予約が大変取りづらいという状況が続

いています。特に繁忙期については、集落内の宿泊施設のほとんどが早い段階で満室になる

ことから、「中辺路ルート」以外の新たなウォークコースの提案が課題となっています。 

【将来展望】 

単に旅行者と観光事業者を結ぶだけの旅行会社ではなく、地域全体をプロデュースしなが

ら、旅行者に紹介する中間支援組織として、100年先を見据えた「持続可能で質の高い観光

地」を目指し、「お客様の満足」と「地域における観光・産業振興」を柱として「地域に密

着した着地型観光」を推進していきたいと考えています。 
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訪日外国人旅行者への「おもてなし」向上へ 

田辺市商店街振興組合連合会（和歌山県田辺市） 

 

【取組概要】 

 和歌山県南部の中核都市である田辺市は、世界遺産「熊野古道」の起点でもあることから、多く

の訪日外国人旅行者が訪れます。 

田辺市では、旅行者が購入した商品の免税手続きを一括して行えるよう、県内商店街では初めて、

一括カウンターを設置するとともに、クーポン付の英語版マップを作成するなど、旅行者への「お

もてなし」向上に向けた取組を進めています。 

 

【取組推進のポイント】 

 免税手続きカウンターは、平成 28年7月に JR紀伊田辺駅近く

に設置され、免税店の許可を得ている店舗で買い物をした外国人

観光客の免税手続きを、このカウンターで一括して受け付けます。 

クーポン付の英語版マップは、商店街活性化の対策として 27

年末に配布しました。 

また、商店や飲食店では、スムーズに接客できるよう、田辺市

が開催するインバウンドセミナーに参加し、各店でどんな工夫ができるかを考えるきっかけとなっ

ています。 

さらに、外国人講師を招いて、英語メニューやポップ表示、問答集の準備等、「おもてなし」サ

ービスの開発を進めています。 

 

【課題】 

 田辺市商店街に隣接する闘鶏神社が、世界遺産の「紀伊山地の霊場と参詣道」に追加登録され

ました。 

今後は郊外にある世界遺産の熊野古道と、市街地にある闘鶏

神社との連携を図りながら、世界遺産のイメージにあわせた商

店街作りや、旅行者が市街地を周遊して、長く滞在してもらえ

る仕組み作りが必要です。 

また、旅行者向けのサービスを充実することにより、取組参

加店を拡大し観光に重点を置いた振興も必要です。 

 

【将来展望】 

免税手続きカウンターの設置による利便性を活かし、和歌山県南部の特産品である、梅、みかん

を中心とした農水産物を本国に持ち帰っていただくとともに、今後もサービスを向上させ、滞在型

観光地となるよう取組を進めます。 
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ＪＡの直売所として全国に先駆け免税店の登録 

めっけもん広場（和歌山県紀の川市）

【取組概要】 

紀の川市は和歌山県北部に位置し、温暖な気候と清流の

紀の川が育む肥沃な土壌条件にも恵まれていることから、

１年を通じて果実（桃、柿、みかん、晩柑類等）、野菜

（たまねぎ、ズッキーニ等）など多彩な農産物が生産され

ています。 

また、近隣の観光地として、「たま駅長」で有名となった和歌山電鐵貴志川線貴志駅 

や粉河寺、根来寺があり、関西空港や阪和自動車道の泉南ICからも近距離に位置してい

ます。 

このような土地条件を活かし、めっけもん広場は平成27年度68万人が訪れ、26億9 

千万円を売り上げている関西で有数の直売所となっています。中紀バス旅行が外国人向

け国内ツアーを企画しており、年間約２千人の訪日外国人が来場しています。近年、韓

国放送局（KBS）の番組中で取り上げられたことから、韓国からの旅行者が最も多くなっ

ています。 

訪日外国人をターゲットとして、全国のJAに先駆けて

27年６月27日に消費税の免税対応をしました。青果物

は、国・地域ごとに持ち込めないものが異なるため注意が

必要ですが、店内の商品全てが消費税の免税対象となって

おり、当直売所を訪れる訪日外国人数の更なる増加を目指

しています。免税対応の取組が軌道に乗ってくれば、パン

フレットやラベルへの外国語の併記も検討していく予定です。 

【取組推進のポイント】 

免税対応にあわせて、レジ担当６人を対象に実務研修を実施しました。また、多言語

でのマニュアルを作成し、訪日外国人に応対可能なレジを設置しています。 

【課題】 

免税対応のPOSシステムには新たな経費が発生し、採算

性の観点から現在導入には至っていません。 

【将来展望】 

免税措置をきっかけに訪れる訪日外国人に、美味しい桃

等の青果物を食していただき、帰国後の輸出拡大につなが

ればと期待しています。 
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グローバルGAPを活用した品質の高い農産物を生産・流通し海外展開へ貢献 

紀ノ川農業協同組合（和歌山県紀の川市） 

【取組概要】 

紀ノ川農業協同組合は、農産物の販売と組合員の生産資材

の購買を行う専門農協として、昭和58年設立しました。平

成26年度の売上高は18億1,500万円で、主要な品目として

野菜（タマネギ、きゅうり、トマト等）、果樹（柑橘、柿、

梅等）などを取り扱っており、全国各地域の生協、イオン、

オイシックスなどへ出荷しています。平成８年から始まった

日曜市が発展し、ファーマーズマーケット紀ノ川「ふうの丘直売所」を13年から開設してお

り、25年度は売上１億1,600万円で、約7,200人が来客しています。 

同農協においては、JAS有機農産物や特別栽培農産物の生産に取り組むとともに、グロー

バルGAP（G-GAP）を25年６月に取得しました。GAPの導入に当たっては、国内には様々な

GAPがある中、出荷先が求めるより品質の高い農産物の生産を目指して、世界標準のGAPと

評価のあるG-GAPに取り組みました。 

【取組推進のポイント】 

主要な取引先が生協、大手量販店やインターネットの青果物通販会社等であったことか

ら、安全・安心を担保する仕組みとしてG-GAPを取得しました。出荷先のインターネット通

販会社は、香港での事業展開も進めており、同農協からの農産物も一部輸出されてきまし

た。大手量販店もアジアでの出店計画を推進しており、今後の輸出の可能性が広がります。 

【課題】 

G-GAPの認証を取得し継続するためには、認証初年度と毎

年の更新費用が発生しますが、それらの経費が多額であるこ

とから、G-GAPを活用した安定的な農業経営（コスト低減）

の実現、販路の拡大、施肥・防除技術等の研修制度や内部監

査・検査できる者の育成・確保が必要です。また、IPM（総

合的病害虫管理）等の環境保全型農業の推進に当たっては、

関係機関との連携を図ることが必要です。 

【将来展望】 

G-GAPを活用した品質の高い農産物、環境に配慮したJAS有機農産物や特別栽培農産物な 

どを安定的に生産・流通することにより、スーパー・流通販売業者等の海外展開に貢献する

ことが可能となるとともに、商品の安全リスクを低減し、安定した供給体制を構築していく

ことが可能となります。これらの取組を通じ、国内でのインバウンド需要が増大する好循環

に寄与し、インバウンドに向けた取組を進めることとしております。 
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世界遺産高野山で宿坊に泊まり、精進料理をいただく 

一般社団法人高野山宿坊協会（和歌山県伊都郡高野町）

【取組概要】 

高野山は、平安時代の初め、弘法大師によって開かれた日

本仏教の一大聖地で、標高約1,000メートル前後の山々が連

なり、平成16年には「紀伊山地の霊場と参詣道」としてユ

ネスコの世界文化遺産に登録されました。 

海外から訪れる方は、フランスからの旅行者が多く、その

理由としてミシュラン旅ガイド日本版で３つ星を受けた知

名度があるようです。 

現在、高野山には52軒の宿坊があり、約5,000人の宿泊

者を受け入れることができます。イスラム教のハラールに対

応した宿坊も１軒あります。 

食事については、宿坊に宿泊すると夕食に精進料理が提供され、和食として、仏門の修行 

の一部として受け入れられています。特に「ごま豆腐」は地元で作られた一品です。その他、

料理に使われる材料の一部は、地元の生産者から寺院へお供えされたものを使っています。

また、昼食での精進料理の予約も受け付けています。精進料理は寺院によって料理内容が異

なり、京都で修業した板前さんが包丁を振るう寺院もあります。 

【取組推進のポイント】 

宿坊協会、総本山金剛峯寺、行政（高野町）、商工会が推進協議会（現・高野町観光協会）

を結成し、特色のあるイベント（夜の奥の院散策等）を行っています。また、宿坊や町の主

要なところでWi-Fi通信ができるように整備し、インターネット接続環境を拡大・充実して

います。 

また、過去には、予約を入れても当日来られない方がいます。そのような場合、キャンセ

ル料が発生するのですが、外国にいる相手から徴収するのは困難であるため、結局損害とな

ってしまいます。現在は、インターネットからの申し込みのみで受け付けることとし、カー

ド決済をするなど、万一に備えた体制を取っています。 

【課題】 

日本との習慣の違いもあり、部屋の使い方が不清潔で、片付けやゴミを捨てないまま退去

する旅行者もいます。 

また、言語の関係では、協会の職員で英語を話せる人が４人いますが、最近中国からの旅

行者が増加しており、その対応が課題となっています。なお、話が通じない場合、修行僧で

話せる人がいるので、通訳を依頼する場合もあります。 

その他、駐車場不足を解消するため、外周道路に駐車スペースを確保しています。 

【将来展望】 

現在、宿坊に宿泊する人の20％～30％（平成26年は約５万４千人）が外国人旅行者にな 

っており、年々、外国人観光客は右肩上がりとなり、当分この状態は継続されると高野山宿

坊協会ではみています。 

しかし、地元への経済効果（土産物の購入等）は低く、今後、地域全体に経済効果が出る

動きを作り出す必要があると考えています。 

89



訪日外国人ツアー客の受入れと海外展開を見据えた醤油づくり 

湯浅醤油有限会社（和歌山県有田郡湯浅町） 

【取組概要】 

醤油発祥の地である湯浅町は、和歌山県の中北部に位置し、最

盛期（江戸時代）には、92軒の醤油屋があったと言われています

が、現在は、ほんの数軒になっています。 

 湯浅醤油株式会社では、訪日外国人を含めた観光ツアーに取

り組んでおり、年間約２千人から３千人の外国人観光客が来場

しています。シンガポール、マレーシア、タイ、香港の方が多

く来場されています。他にインドやフランス、ドイツ、北欧諸

国からも来られます。 

 ヨーロッパ系の方は、特に歴史や文化に興味を持ち、アジア系の方は、特に食品の品質や安

全・安心に高い関心を示します。 

外国人の購入実績を見ると、金額で見て、醤油が50％、「金山寺みそ」が45％、その他５％

位の販売割合になります。 

現在、商社を通じて輸出も行っており、醤油で月平均200 

訪日外国人ツアー客の受入れと海外展開を見据えた醤油づくり 

湯浅醤油有限会社（和歌山県有田郡湯浅町） 

【取組概要】 

醤油発祥の地である湯浅町は、和歌山県の中北部に位置し、最

盛期（江戸時代）には、92軒の醤油屋があったと言われています

が、現在は、ほんの数軒になっています。 

湯浅醤油株式会社では、訪日外国人を含めた観光ツアーに取

り組んでおり、年間約２千人から３千人の外国人観光客が来場

しています。シンガポール、マレーシア、タイ、香港の方が多

く来場されています。他にインドやフランス、ドイツ、北欧諸

国からも来られます。 

ヨーロッパ系の方は、特に歴史や文化に興味を持ち、アジア系の方は、特に食品の品質や安

全・安心に高い関心を示します。 

外国人の購入実績を見ると、金額で見て、醤油が50％、「金山寺みそ」が45％、その他５％

位の販売割合になります。 

現在、商社を通じて輸出も行っており、醤油で月平均200 、みそで月平均50㎏を輸出して

います。輸出のきっかけは、20 年頃に海外のトップシェフが同社の醤油を料理に使ってみた

ところ絶賛され、それ以来、その製品を使い続けていることから評判になり、世界各地から注

文が届くようになったというものです。 モンド・セレクション最高金賞を 10 年連続受賞し

ていることも良い影響があるものと思われます。 

【取組推進のポイント】 

アジア系の地域では、現地の旅行雑誌が醤油や醤油アイスを紹介したり、テレビ局がニュ

ースの時間に取材した製品を紹介したりすると、一気に来場者が増えます。

また、同じアジア地域でも国民性は様々であり、販売や商品説明をする上で、それを理解

した上で対応するのが得策と思われます。 

観光会社と提携し、ツアーの一部に工場見学等の行程を入れることも行っています。

【課題】 

習慣の違いがあるため、立入してはいけない場所などポイ

ントになる場所には必ず注意書きや説明を掲示することにし

ています。

言語の関係では、通訳がツアーにいるので、片言の英語で

対応できています。何度も来場している通訳やリピーターに

なると、率先してツアー客の先頭に立ち、工場見学の説明まで行う人もいます。 

また、購入後の商品を個人向けに海外に発送する場合、相手国の輸入規制や関税等のコス

ト負担の問題により、対応できない場合があります。今後は外国人観光客のニーズに応える

ため、宅配便サービスを検討しています。 

【将来展望】 

現在の生産体制で、海外の注文全てに応えるのは困難で、10 年、20 年先を見据えて、シ 

ェアを広げ、商品のブランド価値を高めていきたいと考えています。伝統的な醤油のイメー

ジアップと海外に製品が認められるようになるためには、さらに多くのトップシェフに認知

してもらうことが必要であり、時間がかかっても少しずつものになるようにしたいと考えて

います。 
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少量多品目の商品開発と繊細な加工方法で世界へ販売

株式会社ふみこ農園（和歌山県有田川町）

【取組概要】

株式会社ふみこ農園は、みかんの大産地として知ら

れている和歌山県有田川町で梅を中心に生産していま

す。

自社農園で生産したものと、契約している生産者か

ら仕入れたみかんや梅、柿、桃などを生食用として販

売しながら、加工にも取り組んでおり、製品は店頭で

の直販をはじめ、ネット販売、百貨店やスーパーなど

を中心に販売しています。

また、ドライフルーツやジャム、ジュースを中心に

東南アジアへ輸出しています。 

【取組推進のポイント】

大きな工場ではできないような手作業による皮むきや瓶詰めなど、繊細な加工方 

法にこだわっており、梅干、梅入り麺類、あんぽ柿、ドライフルーツ、コンポート

類、ジュース、ドレッシング、ジャム、梅肉エキスな

ど、「少量多品目」をコンセプトに、百貨店やスーパ

ーに積極的に営業活動をしています。

取引先の百貨店の紹介で海外に輸出するようにな

り、和歌山県が主催する海外での商談会にも参加して

います。現在、マレーシア、シンガポール、台湾、香

港に輸出しており、その他に数カ国と商談を進めてい

ます。

また、外国人観光客への対応のため、平成 26 年 9 月

には、免税店の資格を取得しました。 

【課題】

ブルネイや韓国など海外からの視察も受け入れていますが、当農園には外国人観

光客はあまり来ていただいていない状況です。

情報発信や言葉の問題など外国人観光客に対応できる戦略が必要と考えています。

【将来展望】

加工場の増築も行い、委託生産しているものを少しずつ自社で加工することがで

きるようになりました。

大学などとコラボをした商品開発にも取り組んでおり、和歌山県にたくさん来ら

れる外国人観光客向けや輸出に結びつく商品の開発を考えています。
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海外の子供達を地域住民で受入れ

いなみかえるの宿（和歌山県印南町）

【取組概要】

和歌山県印南町では、主要産業である農業に加え、農業体験

や農家民泊など観光との融合による６次産業化を推進すること

とし、地域の活性化を図るため、平成23年、地域住民による農

家民泊受入団体「いなみかえるの宿」が設立されました。 

同じ町名であることから交流のあった兵庫県稲美町の子ど

もたちをモニターとして農家民泊の受入れを始めたのがきっ

かけで、本格的に農家民泊の受入れを実施、23年に県内小学校の２校41名の受入れを行い

ました。 

24 年には海外からの受入れも行うようになり、同年に台湾の中学生 87 名、25 年には台

湾、マレーシアの中・高校生189名、26年は台湾、マレーシアの中・高校生196名、27年

においては、既に台湾、中国、マレーシアの高校生197名を受入れており、今後は、マレー

シアの高校生59名を受け入れる予定となっています。 

【取組推進のポイント】

民泊コースには、農作業体験、料理体験、フラワーアート体験、漁船体験、乗馬体験、史

跡巡りなど、自然に恵まれた印南ならではの特色あるメニュ

ーが組み込まれています。また、高速道路のインターチェン

ジ（印南）にも近く、大阪近郊の都市から１時間30分という

アクセスの良さが関係者には大変好評です。 

言語については、タブレットを使用し対応しているため、

特にネックとはなっていません。 

また、自分たちで英語版パンフレットを作成し情報発信を

行っています。 

訪日外国人のリピーターの状況については、現地コーディネーターがリピーターとなって

います。 

【課題】

訪日外国人が病気の際には、特に気をつかいます。 

【将来展望】

民泊協議会として、今後もマレーシアを含め海外からの子

どもを受け入れていきたいと考えています。 

目標として、１ヶ月に２回程度受入れできるようにしたい

と考えています。
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「知る・観る・触れる」体験を通じて紀州備長炭の情報を発信 

紀州備長炭振興館（和歌山県日高郡みなべ町） 

【取組概要】 

みなべ町は、和歌山県のほぼ中央に位置し、備長炭の生産

地として県内生産量（1,098t（白炭））の約14％、約150t

（年間）を製炭しています。 

「紀州備長炭振興館」は、伝統的、歴史的、文化的な価

値を持つ備長炭の振興と普及啓発を行っていく場として平

成３年に開設されました。 

ここでは、国内外の大人から子供まで訪れる人たちが、炭焼き窯出しなどの体験を通じて

備長炭の歴史・文化・製造技術を、「知る・観る・触れる」ことができるさまざまな工夫が

されています。

訪日外国人の来場者は、ツアー客がほとんどで、ごく一部に備長炭の良さを知りたい

とインターネット等で検索し、レンタカー等で訪ねて来る人もいます。

【取組推進のポイント】 

現在、日本人・外国人を問わず、大人から子供まで常時体験してもらえるメニューとし

て「備長炭風鈴作り」や「備長炭ブレスレット作り」があります。なお、「炭焼き窯出し

体験」は、炭を焼くタイミングと出すタイミングがあるので、予約制にしており、体験人

数も制限して対応しています。 

【課題】 

25 年までは、毎年、台湾からのツアー客が旅行社を通じ

て来ていましたが、26年はありませんでした。100人規模

のツアー客が来ても一度に収容できる施設は振興館にはな

く、町の公民館を借りて対応しています。

一方、原材料（うばめがし）の不足（炭の量の10倍の

原木）や生産者の減少（現在35人）、高齢化も深刻な問

題になっています。海外から、大量に備長炭を購入したいと注文があっても、国内需要

で既に足りない状態になっているので応じられていません。 

今後、原材料不足の解消に向けて、耕作放棄地に「うばめがし」を植林することや、

現存の山林では計画的な「択伐」を継続して行っていきます。 

【将来展望】 

現在、みなべ川森林組合が振興館の母体となっており、森林組合の職員が体験希望者

の対応を行っています。近い将来には、地元の有志で設立した「みなべ里山活用研究

会」を新たなＮＰＯとして立ち上げ、森林組合の活動より枠を広げた取組を行い、地域

の活性化につなげていきたいと考えています。また、滞在時間に応じて体験メニューを

選択できるよう、短時間コースで「備長炭風鈴作り」「炭焼き体験」等、長時間コース

で「択抜体験」「間伐材・搬出体験」等を用意し、濃密な体験から伝統、歴史、文化を

広げていきたいと考えています。 
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都会に近い田舎の日高川町で体験型観光を展開

ゆめ倶楽部21（和歌山県日高川町）

【取組概要】

和歌山県日高川町（旧中津村）では、平成３年頃から民

間組織（なかつ村移住者推進協議会）によって、都市から

人を招き入れる取組が行われるなど、独自に都市住民との

体験や交流が進められ、14年に「中津ゆめ倶楽部21」が設

立されました。 

17年の市町村合併（中津村・川辺町・美山村が合併）によ

り活動エリアが拡大したこと、19年度から和歌山県の「田舎

暮らし支援事業」の推進市町村の指定を受けたことなどに伴い、19年７月に現在の「ゆめ倶

楽部21（事務局：日高川町）」に再構築し、体験型観光・教育旅行の受入れや移住支援など

の取組を行っています。 

体験型観光では、小中学生の校外学習や修学旅行から企業の社員旅行まで、年間2,000人

以上の方が田舎の暮らしを体験しています。また、22年度からは、和歌山県観光交流課など

を通じて、海外からの子どもの受入れも行い、24年から26年の３年間では、台湾、マレー

シア、ベトナムなどから500人を超える学生を民泊体験で受け入れています。 

【取組推進のポイント】

和歌山市内に車で１時間、大阪へは１時間50分というア

クセスの良さに加え、「ゆめ倶楽部21」が農作業体験、林

業体験、そば打ち体験、アマゴ釣り体験など60種類以上の

工夫を凝らした体験プログラムを用意しています。

また、「体験から交流へ、交流から定住へ」をテーマに、体

験や交流の活動に加えて、移住支援の取組も進めています。 

【課題】

現在、民泊の受入農家は 20 軒であり、受入人数に限界があることや、農家の高齢化が進

んでいるため、受入農家の拡大が重要となっています。また、多様な体験プログラムに対応

できるインストラクター、コーディネーターの育成も必要と考えています。 

【将来展望】

関西の都市部からのアクセスが良く、「都会に近い田舎の

日高川町」として人気が高いことから、誰もが「心の中にあ

る故郷」だと感じられるようなぬくもりのある町、近畿の「オ

アシス」を目指した活動を行っていきます。 
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農林漁業や地域資源を活用した「ほんまもん体験」と「農山漁村生活体験」

一般社団法人南紀州交流公社（和歌山県白浜町） 

【取組概要】

和歌山県白浜町日置川地域では、交流人口の拡大と地域の

活性化を図るため、平成16年に行政、農協、漁協、商工会、

企業、農業者など官民一体となり「大好き日置川の会」を組

織化し、23年には当協議会のコーディネート機能の充実を図

る法人、一般社団法人「南紀州交流公社」を設立しました。 

小中高等学校の修学旅行など教育旅行の受入れを中心に、

農林水産業のありのままを体験する「ほんまもん体験」と「農

山漁村生活体験（民泊）」による都市農村交流の取組を行っています。 

17年、和歌山県を通じた「ほんまもん体験事業」として５校の受入れからスタートし、20 

年には民泊事業を開始、同県の「子ども農山漁村南北交流推進事業」の受け皿としても交流

活動を行うなど、これまで延べ20,000人を受入れています。 

22年からは海外からの受入れを行っており、韓国、台湾、マレーシア、中国、ミャンマー

からの高校生等、これまで延べ800人を農林漁家民泊で受け入れています。 

【取組推進のポイント】

関東・中部・近畿・中国圏の教育旅行を取り扱う旅行会社

を中心に営業活動を展開し誘客活動を行っています。 

現在、100 戸の民泊協力家庭を確保し、農作業体験、味覚

体験、歴史文化体験、山・川・海体験など40種類以上の体験

プログラムを作成して取り組んでいます。 

【課題】

現在の民泊協力家庭は 70 歳代が中心であり、今後、高齢化が進む地域の中で民泊協力家

庭の確保が重要と考えています。 

また、多言語でのパンフレット、マニュアル作成等外国人向けの情報発信を行っていくこ

とが必要と考えています。 

【将来展望】

高速道路（近畿自動車道紀勢線）「日置川インターチェン

ジ」開設により、広域観光における交流の玄関口となること

が大いに期待されることから、隣接地域との連携を図り、取

組みをさらに推進し、体験交流型観光「南紀州」として教育

旅行のみならず企業一般研修も含め国内外に発信していき

たいと考えています。 

95



企業、行政等が一体となって関空からの「食」輸出を促進 

ALL関西「食」輸出推進委員会、関西フードエクスポート＆ブランディング協議会 

【取組概要】
関西には青果物の生産地が多くあり、関西国際空港（関空）はぶどう・桃の積出港として
国内シェア第１位となっています。近年、牛肉、まだい等の輸出
額も伸びています。関空内には国内有数の大規模な低温施設が
設置され、低温荷さばき場を鮮魚、青果・野菜、花き・切花ごと
に分けて生鮮貨物の輸出入対応を行っています。平成27年8月
には新たに「食」輸出対応保税上屋「KIX-Coolexp（キックス・
クーレックス）」がオープンしました。３温度帯及び緩衝室を備

えた約1,500㎡の定温庫により、デ
リケートな生鮮を取り扱うことができ、簡単な作業も上屋内で
可能となりました。 
関空を利用した「食」輸出の拡大を図る民間企業の取組を支援
するため、24年５月に『ALL 関西「食」輸出推進委員会』が設立
されました。当委員会は、食輸出に関するセミナーや海外のバイ
ヤーとの商談会を開催するだけではなく、海外現地で関西の「食」

PRイベントを実施し、日本へのインバウンド観光客拡大を促進しています。 
25年8月には、中小事業者の「食」輸出を代行する組織として『関西・食・輸出推進事業
協同組合』が設立され、貿易実務や決裁を代行するとともに、物量を集約して輸出すること
により輸送コストを低減する等、中小事業者の海外輸出のハードルを下げることで、輸出拡
大の取組に寄与しています。現在では、タイ・シンガポール・マレーシア・マカオ・カンボ
ジア・ドバイの6か国に継続的に毎月１トン程度輸出をしております。 
また、マレーシアにおいて、現地伊勢丹と連携し、青果物や水産物・スイーツなどの通信
販売を始めるなど、新たな販売体系の導入にも取り組んでいます。こちらについても、組合
のレギュラー貨物に混載することにより、輸送コストを大幅に低減することが可能となりま
した。 
あわせて、27年9月にはマレーシアで、28年1月にシンガポールにおいて、物産展、BtoB 
商談会および関西の食材を使用する限定メニューを設定したレストランフェアを開催する
など、販路の拡大に努めています。 
こうした取組もあり、関西空港からの「食」輸出額は、27年度上半期で前年同期比140％
と非常に拡大しています。 

【取組推進のポイント】
関空を利用しての「食」輸出をキーワードに、企業、行政等が一体となって、取組を進める
ことで、物流費用の低減、取引量の増加、売上の向上等につながっています。また、「食」PRイ
ベント時に観光の要素を盛り込むことで、インバウンド観光客誘致にも取り組んでいます。

【課題】
和食文化や料理方法を紹介することで、日本の農林水産物に対し
て具体的なイメージが湧くように工夫する必要があります。 

【将来展望】
27 年度には、マレーシア等東南アジア諸国を中心に、新規販
路開拓、市場マーケティング・販路拡大および通販の商品化に取
り組むとともに、事業者への啓発や商品発掘に取り組んできました。今後は更なる販路の拡
大や常設店の設置等、新たな販売方法の確立や、関西以外の他地域との産地連携を強化し、
輸出に繋げることとしています。 
引き続き海外での関西の「食」PRイベントを通じて、日本へのインバウンド観光客拡大も
推進することとしています。 
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「ぐるなび外国語版」によりお店の最新情報を発信 

株式会社ぐるなび 

【取組概要】 

(株)ぐるなびは、インターネットで行きたいお店がすぐに見つかる日本最大級の飲食店情

報検索サイト「ぐるなび」を運営しています。このサイトは携帯電話、スマートフォンなど

のさまざまなデバイスに対応しており、国内の多くのユーザーから支持されて、圧倒的なペ

ージビューを誇っています。 

外国人ユーザーへの対応として、平成16年から検索サイト「ぐるなび外国語版」の運営

も開始しましたが、外国人への独自調査により、「食材情報」や「料理についての説明」に

ついての要望が高いという結果が得られたことから、27年１月に同サイトの大幅リニュー

アルを行いました。 

【取組推進のポイント】 

飲食店においては、外国人旅行者の日

本の食事についての情報不足から、全く

業種の違う料理や取り扱いのない食材の

注文を受けるケースがあります。 

27年１月の大幅リニューアルによ

り、加盟飲食店が自店の管理画面におい

てメニューや食材情報を日本語で登録・

編集すると４言語（英語・繁体字・簡体

字・韓国語）に自動的に変換する機能が搭載され、日本語が読めない外国人ユーザーに対し

てもお店の最新情報を発信することが可能となりました。食材情報や調理方法情報を頼りに

してどのようなメニューか判断できるようになったことで、宗教上やベジタリアン等の理由

から食材の制限のあるユーザーがお店を選ぶ際に特に便利なサイトになっています。

また、オンラインで手軽に飲食店の予約ができるようなコンテンツや多言語に対応できる

専門のコンシェルジュスタッフによるサポートサービス等を準備し、外国人向けの多彩な特

集ページの新設も行いました。

【課題】 

(株)ぐるなびでは、外国人旅行者にとって、「ぐるなび外国語版」を使用すれば飲食店

に行くまでの手続きはスムーズに行えるようになったと考えています。しかし、飲食店内

において外国語対応が可能なところはまだまだ少なく、全体の70％のケース（(株)ぐるな

び調べ）で身振り、手振りだけで外国人旅行者に対応しています。また、外国語のメニュ

ーが用意されている店も多くはありません。

【将来展望】 

近年増加している外国人旅行者に対応するためには、飲食店においても、外国語のメニュ

ー表や外国語会話の助けとなるものを準備することが必要と考えられます。 
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国際観光都市京都でインバウンド需要を取り込む新たな戦略を推進 

京阪電気鉄道株式会社 

【取組概要】 

京阪電気鉄道株式会社（京阪電鉄）は、大阪府・京都府・

滋賀県に路線網を持つ大手私鉄であり、運輸業、不動産業、

流通業、レジャー・サービス業等に携わる京阪グループに

おける中核企業です。京都における外国人旅行者が、平成

25年に史上最高の 113 万人と大幅に増加（前年比 35％）

する中、京阪電鉄は京阪グループ中期経営計画（平成27年

から 29 年）において、「訪日外国人旅行者をターゲット

としたサービス・ラインナップの充実を図り、訪日観光体験を快適で魅力あるものとする

とともに、大阪、京都をはじめとする周辺エリアを含めてイ

ンバウンド市場の成長を取り込む。」を主軸戦略の一つと位

置づけています。 

27年６月には京都タワー（京阪グループ）内に㈱JTB西日

本と共同で「関西ツーリストインフォメーションセンター京

都」を設置したほか、京都駅前発の農村観光や茶摘体験バス

ツアーを企画し、京都を訪れる外国人旅行者に、日本の食と

農にふれる機会を提供しています。 

また、健康や環境に配慮したライフスタイルが拡がる中、国内外の観光客にも対応した

オーガニックショップ、カフェ、ホテルやリラクゼーションサービスなどから構成される

複合施設を、京都観光の中心地である四条河原町に計画

し、29年度中の開業を目指しています。 

京阪電鉄は増大するインバウンド需要を取り込むため、

これらの新たな戦略を推進しています。

【取組推進のポイント】 

「関西ツーリストインフォメーションセンター京都」で

は、英語、中国語、イタリア語などを話すスタッフが配置

され、バスツアーの案内、宿泊施設予約、外貨両替などの

サービスを提供し、開設当初から多くの訪日外国人旅行者

が利用しています。㈱ビオ・マーケット（京阪グループ）

は、国内有数の有機農産物の販売・宅配業者で、国内在住の外国人会員にも有機農産物を

届けており、計画中の複合施設内のオーガニックショップ、カフェ等で、外国人が好む有

機農産物を提供し、インバウンド需要の増大にも応える予定です。 

【課題】 

訪日外国人観光客に対し、今後一層満足いただけるような食と農に関する情報発信、高

品質な有機農産物等の提供を充実していくこととしています。 

【将来展望】 

京阪グループ中期経営計画（平成27年から29年）に基づき、大きく増加するインバウ

ンド需要の取り込みなど、京都への来訪・再訪を促進し、京阪グループとして新たな成

長を目指します。 
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ICT を活用して外国人とのコミュニケーションを円滑に 

西日本電信電話株式会社関西事業本部 

【取組概要】 

訪日外国人旅行者を農山漁村に取り込み、地域活性化を図るには、コミュニケー

ションを円滑に行うことが重要だと考えられます。西日本電信電話(株)（NTT 西日

本）では、様々な分野で ICT（情報・通信技術に関する技術）を活用した事業を展開

していますが、観光分野において特に３つの

取組を行っています。 

観光庁が平成 27 年７月 31 日に発表した

「訪日外国人消費動向調査（平成 27 年４月～

６月期）」によると、「日本滞在中に得た旅

行情報源で役に立ったもの」として「スマー

トフォンによるインターネット」を最多の回答（55％）としており、「日本滞在中

にあると便利な情報」として「無料 Wi-Fi」を最多の回答（53％）としていること

から、NTT 西日本では、外国人旅行者を誘致するには、公衆（無料）Wi-Fi の整備が

最重要課題と位置づけています。 

また、QR コードを読み取ると、日本語で書かれた情報を多言語に翻訳したサイト

へアクセスできるサービス（QR 翻訳サービス）を提供しています。 

さらに、外国人旅行者が飲食店に来店したり、電話予約をしたりする際に、日

本人のスタッフと円滑にコミュニケーションが図れるように、NTT グループの多言

語通訳センターのオペレータが代わりに対応するサービス（多言語通訳サービ

ス）も行っています。 

【取組推進のポイント】 

NTT 西日本では、外国人旅行者誘致の最重要課題としている公衆（無料）Wi-Fi の 

整備について、地方自治体等と連携し、観光地や市街地での Wi-Fi 環境整備を行っ

ています。また、外国人旅行者が携帯しているタブレット端末やスマートフォンに、

現地観光情報やお店等に関する付加価値情報の提供も行っています。

【将来展望】 

NTT 西日本では、様々な分野で ICT を活用し、訪日外国人が日本のことを身近に感

じられるような取組を推進しており、外国人とのコミュニケーションを円滑に行う

ことで、訪日外国人を農山漁村に取り込み、地域活性化や国産農産物の販路拡大につ

なげることを目指しています。 
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選りすぐりの地域産品のブランド戦略“J’s Agri”をプロデュース 

株式会社ＪＴＢ西日本 

【取組概要】 

(株)ＪＴＢ西日本では、世界的に日本食・日本産品

が注目されている現状を踏まえ、新たな取組として、

地域の生産者、関係団体と一緒になって、各地の「食」

「農」と「観光」「文化」を結びつけ、国内外に”本

物の日本の魅力”を伝えることにより、人とモノの交

流促進と地域活性化に貢献しています。 

具体的には、選りすぐりの地域産品について「日

本の産地から、そして産地へ」をコンセプトに、生

産者とタッグを組んで魅力ある産品の開発と販路

を確立し、併せて当該産地の食農観光商品とのシナ

ジー効果により、地域の交流人口の拡大を図ってい

くという「J’s Agri」事業を推進しています。 

【取組推進のポイント】 

生産者と連携のもと地域の産品を磨き上げ、訪日外国人の訪問先としても魅力の 

ある観光地域となるよう、生産現場の体験型観光等の着地型ツーリズムを開発して

います。 

また、海外販売展開する産品の商品ラベル等に記載した QR コードを通じて、生産

者情報、体験型観光情報や購入者の産品に対する評価等を Web サイトで発信するこ

とにより、購入者が現地訪問したいと思うようになる仕組みとしています。 

【課題】 

訪日外国人が生産現場で購入した産品について、免税対応、空港での受渡しの仕組

みを構築すること、提携した生産現場における各種の多言語対応が今後の課題です。

【将来展望】 

J’s Agri のターゲットは、成長が著しく、訪日客での圧倒的なシェアを誇り、また、

日本の産品を翌日までに届けられる東南アジア諸国としています。先ずは、現地食の商

談会を開催している台湾、シンガポール、香港の３カ国で展開していますが、今後はタ

イやマレーシアなどのその他の東南アジア諸国にも広げたいと考えています。 

また、全国の生産者・製造事業者とも連携を進め、取扱い品目では、果実、生鮮食 

品の他、伝統的な加工食品など、企画のバリエーションを増やしていきたいと考えて

います。  
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