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「岡山桃太郎」ブランドと産学連携による観光ルート開発

「地域経済活性化を通じた面的支援」に関する調査研究

地域資源・観光等を活用した地域経済活性化事例
テーマ：B.観光開発・観光振興

（２）支援概略と特徴

① 産学連携の概要
観光開発においては、モデルとなる5つの歴史観

光ルートについて、前述した飯田ゼミの学生からの
提案を踏まえ「吉備の国観光マップ」を作成した。
これにより、今まで各地域の観光協会が個別にPRし
てきた西岡山の観光資源が集約された案内ツールが
整備され、以降もパンフレットは増刷を続けている。
特産品開発では、岡山県立高松農業高等学校の学

生が事業者と連携して試験研究を進めた発酵食品テ
ンペを活用したチーズなど、7社が試作品を開発し
ている。
岡山西商工会では、この事業年度が終了して以降

も、後述するスキームで支援活動を継続している。

② 支援手法の特徴
産学連携の仕組みを作り、地域振興を図ろうと

している点が本活動の特徴である。学生が活動に
参画する利点は、地域の良さに気付いて愛着を
持ってくれるなど、地域活性化のサポーターを育
成できる点にある。また、学校側にとっても実践
的な社会教育を提供できるなど、
連携のメリットは大きい。

1. 面的支援の概要
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（1）活動・支援のきっかけ

① 地域の状況
岡山西商工会の所轄エリアには、吉備、備中高

松、足守地域が含まれ、桃太郎伝説の元となった
と言われている大吉備津彦命（おおきびつひこの
みこと）による温羅（うら）退治の伝説が残り、
吉備津神社や鬼ノ城、矢喰天神社、鯉喰神社など
伝説ゆかりの観光名所が多く残る地である。また、
黒田官兵衛の水攻めで有名な備中高松城址や古墳
群もあり、歴史資源に恵まれている。
岡山西商工会では、平成20年度から特産品開発

を進めていたが、平成23年度～24年度にかけて、
桃太郎をモチーフにした「岡山桃太郎」ブランド
を立ち上げ、ブランド認証の特産品開発を進めて、
現在まで続く活動の基礎を構築した。

② 商工会による活動・支援のきっかけ
「岡山桃太郎」ブランドを推進してきた岡山西

商工会であったが、特産品だけでは地域の強みを
訴求しきれていないと感じていた。そこで前谷課
長補佐は、平成25年度の∞全国展開事業を活用し
て、「岡山桃太郎」ブランドを観光振興にも展開
して相乗効果を図る取組みを進めることにした。
活動に当たっては、「産学連携ワーキング委員
会」を立ち上げ、産学連携で進めることにした。
観光開発には、平成23年度から特産品開発で連携
してる中国学園大学・中国短期大学 地域連携セン
ター所長の飯田教授のゼミの協力を仰ぐことにし
た。また、特産品開発にあたっては、岡山県立高
松農業高等学校の協力を仰いだ。

本殿、拝殿が国宝
に指定されている吉
備津神社。御竈殿

の下には桃太郎の
鬼のモデルとなった
温羅（うら）の首が

埋められているとい
う伝説がある。
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地域資源を活用した特産品開発推進H20

・歴史観光ルート開発
・観光パンフレット作成

・観光パンフレットの
増刷・配布継続

・観光PRビデオ作成

・特産品開発の継続
・販路開拓支援

・新規事業者の発掘
・持続化補助金申請支
援など事業者の
自立促進

H25

H27
～

観光開発 特産品開発

H23 「岡山桃太郎」ブランド策定
・パンフレット、HP作成

「岡山桃太郎」ブランド特産品開発継続
H24

観光と特産品による相乗効果

黒田官兵衛の水攻めで
有名な高松城址。
このように西岡山の吉

備・高松・足守エリアには、
歴史的な資産が多い。

今も増刷されて
いる「吉備の国
観光マップ」。

（平成27年10月取材）
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（1）プロジェクト体制・スキーム
現在活動は上図のようなスキームで進められて

いる。「地域資源活用事業運営委員会」は、平成
20年度より同じメンバーで構成されており、運営
委員会を決定機関として、岡山西商工会が事業主
体となり、観光振興と特産品開発事業を進める形
となっている。平成25年度のように施策を活用す
る場合は、「岡山西商工会」のポジションに「産
学連携ワーキング委員会」のような組織を立ち上
げて推進していくが、基本スキームは同じである。
このように、産学官が連携する安定した活動基

盤を築いているため、中・長期的な計画の推進が
可能になっている。

2. 支援組織・地域内連携スキーム
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（2）産学連携のスキーム
一連の活動で強い関係性が構築されており、中国

学園大学・中国短期大学 地域連携センターや岡山県
立高松農業高等学校との連携は、今後も継続してい
く。現在は、専ら観光振興には中国学園大学・中国
短期大学 地域連携センターや専門家、観光協会が協
力し、特産品開発には専門家や専門機関、高松農業
高等学校が協力するスキームが出来上がっている。
その全体を取りまとめて県や市と連携した観光

PRや特産品の販路開拓を行うのが商工会である。
また、販路開拓に当たっては、岡山県商工会連合

会（県連）の協力も得て、全国商工会連合会や県連
の事業を最大限活用する仕組みとなっている。

「地域経済活性化を通じた面的支援」に関する調査研究
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上：「中国学園大学・中国短期大学 地域連携
センター」所長の飯田教授（右）と前谷課長補
佐。飯田教授は、平成21年度から産学官の連

携活動を担ってきた。教授が指導する飯田ゼ
ミでは、平成23年度から岡山西商工会と連携
して商品開発提案を行い、平成25年度は歴史

観光ルートの開発と提案を行った。

承認・検証提案・報告

岡山西商工会 地域資源活用事業運営委員会

• 事業計画の承認 ・事業実施内容の検証

提案 ・ビデオ作成 相談 専門的支援

特産品開発・改良

参画事業者

連携

岡山県立
高松農業高等学校

特産品開発専門家

参画事業者

観光PR活動

中国学園大学・
中国短期大学
地域連携センター

観光開発専門家

• 提案

• 観光ビデオ作成

• 特産品開発・改良支援 ・特産品販路拡大支援
• 観光PR支援

岡山西商工会
事業推進・全体調整

運営委員
• 商工会会長、副会長
• 商工会専門委員会

総務企画委員長
広報情報化委員長
まちづくり委員長

• 商工会事務局長
• 商工会支援課

• 岡山県商工会連合会
• 岡山市経済局

産業振興・雇用推進課
観光コンベンション推進課
農林水産課

• （一社）岡山県農業開発研究所
• 中国学園大学・中国短期大学
地域連携センター

• コンサルタント
• 観光アドバイザー

• 山陽新聞

下：平成24年の飯田ゼミの
様子。お菓子のコンセプト
やパッケージに関して提案

を行った。左の写真で前谷
課長補佐が手にしている
「ももレーヌ」は、ゼミの学

生のアイデアを採り入れて
開発された「岡山桃太郎」
ブランドの商品。

上：特産品開発に積極的に取組んで
いる「酒のみむら」の三村氏（右）と前
谷課長補佐。円内は、桃太郎ブラン

ドのお酒「温羅（うら）」や、「翠王」「翠
滴」など同社のオリジナル商品。
三村氏は、唎き酒師、酒プロデュー

サーでもある。
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【ポイント】
① 産学官連携のスキームを構築した。今後の活動において、中・長期的に連携できる地域
活性化の基盤を作ったと言える。

② 3地域に分かれていた観光情報を一つに集約し、西岡山エリアの歴史資産の観光情報を
まとめて提供できるようになった。

③ 事業者が活用したい地域資源を前もって調査して、県に地域資源として認定してもらう
ように働きかけるなど、事前の準備をぬかりなく実行している。

【商工会（指導員）の役割】
① 計画を策定し、施策を活用して事業として進める。
② 行政や教育機関、観光協会、専門家などのネットワークを取りまとめ、地域経済活性化
を推進する。

③ 意欲的な事業者を発掘しプロジェクトの活用を勧めることで、事業基盤の強化を図る。

５ 地域経済活性化のポイント・商工会（指導員）の役割

３ 成果・地域への影響

① 観光ルート開発と産学連携
観光ルート開発における中国学園大学・中国短期

大学 地域連携センターの飯田教授との連携や、高松
農業高等学校による特産品開発の協力で、地域内で
の産学連携のスキームが定着した。
産学連携は、企業側への支援というだけではなく、

アウトプットや納期の重要性を学ぶなど、学生の教
育に役立っている。またゼミ学生にとっては就活時
のアピールポイントになるなど、進路にも好影響を
与えて保護者からも好評価を得ている。このように、
産学の連携はWin-Winの効果を生み出している。

② 観光への影響
土日祝日の大型観光バスの立ち寄りは、活動開始

前は2台程度と低迷していたが、平成26年度は8～
10台に増加した。平成26年はNHK大河ドラマ「黒
田官兵衛」の効果で観光客が増えたこともあり、当
活動が観光に与えた影響を正確に割出すことは難し
いが、岡山駅の観光案内所や首都圏に配布している
「吉備の国観光マップ」はその後も版を重ね、平成
26年度には4,000部増刷したのが、あっと言う間に
無くなったとのことで、注目を集めているのは間違
いないと言える。

４ 今後の計画

② 「岡山桃太郎」ブランドの普及
現在のブランド認定品は加工食品が中心である

が、前谷課長補佐は、これからは認定商品カテゴ
リーの裾野を広げていきたいと考えている。食品
等の新商品開発だけでなく、工芸品などのブラッ
シュアップ等を幅広く支援することで、域内事業
者のチャレンジを後押しすると共に、地域ブラン
ドとしての知名度を広げたいとの事である。また、
菓子製造の創業支援など、経営発達支援計画とも
リンクさせた創業促進にも繋げていく計画である。

① 観光ビデオ作成など観光振興の強化
前谷課長補佐は、観光振興に関して更なる強化

が必要と考えている。平成27年度は、中国学園大
学・中国短期大学の協力を得て、PRビデオの作成に
取組んでいる。また、観光アドバイザーの提言を受
けて運営委員会でコンセプトの再策定を図っている
所である。今後は「桃太郎」をテーマに、岡山西商
工会だけでなく、岡山北商工会、岡山商工会議所な
どと連携して、広域で一体化した観光PRを目指して
いきたいと考えている。
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「岡山桃太郎」ブランド認定商品の一部。認定商品は、特産品館での
販売支援や展示棟への出展支援、ポータルサイト「OKANISHI GUIDE
（http://okayamanishi.jp/）による販売・PR支援などを受けられる。

③ 「岡山桃太郎」ブランドの特産品開発
ブランドを創り、特産品開発を押し進めた結果、

平成20年～26年までの累積で76品目の「岡山桃
太郎」ブランドの特産品が生まれた。域外での販
路開拓や域内消費の効果で、平成26年度は約
1,600万円程度の経済効果を生んだと言う。
中には、大手百貨店や道の駅での引合いを得た

商品もあり、新規取引先が延べ59社増加したと言
う。これらの成果を得て、自ら積極的に商品開発
に取組む事業者も増えているとの事である。
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