平成27年度

「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

事例
B-①

福井県・わかさ東商工会
スポーツ観光の地域ブランド化「若狭路スポーツトリップ」事業
（平成27年7月取材）

1.

面的支援の概要

（1）活動・支援のきっかけ

（２）支援概略と特徴

①

①

地域の状況
わかさ東商工会の管轄エリアである美浜町、若
狭町は、若狭湾や三方五湖などの観光資源に恵ま
れ、観光サービス業が基幹産業となっているが、
年々観光客数が減少し、ピーク時に比べ半減して
いる。両町とも1990年頃から、レガッタ大会や
五木マラソン、若狭三方五湖ツーデーマーチなど
を開催しスポーツ観光に力を入れてきたが、2つの
行政区に跨っているため、観光情報の発信が分散
し、総合的なインパクトに欠けていた。

支援概略
支援内容は、大きく2つの分野に分かれる。一つ
はスポーツイベント情報のワンストップ発信であ
る。これは平成26年度∞全国展開事業を活用し進
められた 。統一 ロゴやキ ャッチコピ ーを用 いた
ポータルサイト、Facebook、ポスター、チラシ
等のPRツールを整備することでブランド化を図っ
た。現在、官民にかかわらずエリア内のスポーツ
イベント情報が、ポータルサイト「若狭路スポー
ツトリップ http://www.wakasaji-st.com」で提供さ
れている。同時に、スポーツ展示会「スポルティッ
ク２014」への出展や観光マッチング商談会に参
加し、「若狭路スポーツトリップ」をPRした。
もう一つが、特産品開発事業との融合である。
以前より進めていた梅やへしこなどの地域資源の
商品開発に「健康」のテーマを付加すると共に、
イベント会場のブース等での販売機会を提供した。

②

地域・関係者の動き
宿泊事業者もまた、体験型観光を採り入れ、平
成16年頃より独自スポーツメニューを提供するよ
うになってきていた。そのような中、民宿「湖上
館PAMCO」の2代目・田辺代表が中心となって、
平成24年5月に若狭路を自転車で巡る「若狭路セ
ンチュリーライド」を民間の力で開催し、900人
近くの参加者を集めた。同年10月には自然の中を
駆ける「若狭路トレイルラン」を、翌年8月には
「若狭路オープンウォータースイミング」を続け
ざまに開催し、合わせて約2,000人の参加者を集
めるまでになった。

②

支援手法の特徴
本事例で着目したいのが、イベント参加費用に
予め特産 品の販 売券を組 み込んだこ とであ る。
500円のお土産チケットを付けることで、イベン
ト参加者に特産品購入等を促し、宿泊事業者、製
造業者、物販業者などへの面的波及効果を狙って
いる。この仕掛けは、前述したサイト構築より前、
平成23年度∞全国展開事業の活用により開始され
ている。現在は「若狭路センチュリーライド」の
みでの展開だが、いずれは、他のイベントにも広
げていく計画である。

③

商工会による活動・支援のきっかけ
わかさ東商工会も地域活性化を図るべく、地域資
源を活用した特産品開発支援を進めてきたが、田辺
代表から相談を受けた吉田指導員は、この動きを美
浜町-若狭町の枠組みを超えた「スポーツ、健康」
をテーマにした情報発信事業「若狭路スポーツト
リップ」事業として発展させることにした。両町を
カバーする当会こそが、総合的な情報発信が可能な
立場にあると考えたからである。また、今まで進め
てきた特産品開発事業との融合で、観光宿泊業以外
の事業者との連携も期待できると考えた。
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スポーツイベントを集約した
ポータルサ イ ト「「若狭路ス
ポーツトリップ 」と統一ロゴ
（下）。
サイトには、美浜町、若狭町
内だけでなく小浜市など嶺南
地域のスポーツイベント情報
も含まれている。
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2.

支援組織・地域内連携スキーム

平成26年度∞全国展開事業の実施体制

平成26年11月～
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わかさ東商工会

（1）当初の体制・スキーム

（2）現在の体制・スキーム

事業開始当初は、美浜町、若狭町の行政や観光
協会等の委員会と、スポーツ経済学教授やデザイ
ナーなどの専門家による支援を受け、両町の代表
的な事業者によるプロジェクトチームにより事業
が進められた。スポーツイベントや自然体験を活
用した地域振興をテーマにした研修会を経て、前
述した「若狭路スポーツトリップ」のブランド構
築やポータルサイトの仕組みを固めていった。
参画事業者には、スポーツイベントの推進役や
協力者の事業者も含まれていたため、プロジェク
トの推進は円滑に進んだ。

吉田指導員は、当初より、やる気のある事業者
を中心とした組織に事業運営を移管することを計
画していた。平成26年11月に田辺代表が理事長
を務める「一般社団法人 若狭路活性化研究所」が
設立され、現在は同法人がサイトの運営や「若狭
路センチュリーライド」「若狭路トレイルラン」
「若狭路オープンウォータースイミング」等のス
ポーツイベントの運営を行っている。
商工会では、同法人の施策活用支援や経営支援
のほか、スポーツに因んだ特産品開発など、プロ
ジェクトの幅を広げる活動を行っている。

「若狭路センチュリーライド」を始めた民宿「湖上館
PAMCO」の田辺代表（左）と吉田指導員（右）。
田辺代表はスポーツの愛好家で、宿泊業の傍ら自然
体験プログラム「あそぼうや」を企画・運営するほか、
（一社）若狭路活性化研究所の代表理事を務め、「若
狭・三方五湖の自然＋スポーツ・遊び」の新たな観光
魅力を発信する活動のキーパーソンである。
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商工会の支援で開発した特産品（写真手前）を販
売するドライブイン「があでんぱぁく五湖の駅」を
運営する（株）ミハマランドの谷口代表（右）。
同社は、平成23年度事業で「へしこの粕漬け」を
開発し製造業に進出した。スポーツイベントでは、
給水所でのへしこ茶漬けの提供など、ボランティ
アベースでイベントを裏から支えている。
2

三方湖畔の天然温泉と海鮮活魚料理の宿「岡
三屋彩かさね」の岡代表（左）。
岡代表は、田辺代表同様に自転車ファンであり、
「若狭路センチュリーライド」 ではコース設計な
どの企画をサポートし、先導役や最後尾のライ
ダーに付き添うスイーパーを務める。 （一社）若
狭路活性化研究所の理事でもある。
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３

成果・地域への影響

① 「若狭路スポーツトリップ」のブランド化と知
名度の向上
統一ブランドやロゴ策定、ポータルサイトの構
築により、今まで別個に発信していた若狭路のス
ポーツイベントのブランド化が図れ、情報発信も
一元化された。スポーツ展示会出展やスポーツ誌
への広告掲載などの広報・PRを行った結果、ス
ポーツ指導者やスポーツツーリズム関係業者との
人脈が形成され、イベント誘致などの商談も進ん
でいる。また、本活動が「第3回スポーツ振興賞」
で賞を受賞するなど、スポーツツーリズム界での
知名度も上がってきている。

③

スポーツイベントによる経済活性化
知名度向上のための広報活動が効を奏して、平
成27年5月の「若狭路センチュリーライド」は前
年度より12％多い1.200名強の参加者を集めた。
この参加者が使ったお土産チケット500円の売上
60万円に加え、お店での“ついで買い”を誘い、
物販事業者の売上が3～5割増しになったという。
また、以前は空きのあった宿泊施設の稼働率が、
イベント期間中は100％近くに上昇したことも一
連の活動の成果である。
このように地域一丸となった情報発信は、徐々
にではあるが、地域経済にも好影響を与えている。

②

運営組織の構築と民間力の活用
「一般社団法人 若狭路活性化研究所」の創設と
運営移管によって、行政区画に捕らわれない広域
のスポーツイベントとの連携が可能になった。主
体が民間団体なので、参画事業者も利益を追求し
易くなり、域内の宿泊事業者や特産品開発事業者、
物販事業者との連携も自由に行える体制になって
いる。助成金に頼らない持続可能な活動基盤を築
けたことは大きな成果と言える。

４

今後の計画

①

スポーツトリップに因んだ特産品や食の開発
吉田指導員としては、今後はスポーツや健康を
テーマにした商品開発に力を入れる計画である。
当地には、疲労回復効果がある若狭梅や、DHAや
ビタミンB群などを含むへしこなど、体に良い地域
資源が存在する。これらを活用して、若狭ならで
はの健康に良い商品や飲食メニューを開発し、ス
ポーツトリップとの相乗効果で地域を盛り上げて
いきたいと考えている。

５

「若狭路センチュリーライド」
のロゴ（上）とイベントの模様。
自転車愛好者の間では有名
なイベントになってきている。

②

行政との連携による事業発展
わかさ東商工会では、行政や観光協会に働きか
けて協力を取付け、もっと多くの宿泊事業者など
の参画を促進したいと考えている。
また、事業者や行政に施策情報提供や提案を適
宜行い、長期的視野で事業発展をサポートする心
づもりである。若狭町で進めている子供の団体旅
行受入れに関しても、 （一社）若狭路活性化研究
所と連携して協力していく予定である。

地域経済活性化のポイント・商工会（指導員）の役割

【ポイント】
① 商工会がハブとなった広域連携により、行政区画を超えた地域全体の活性化を目指して
いる。
② 活動的な事業者をリーダーに据えることで、事業全体の牽引役を担ってもらった。
③ 参画事業者を中心に起ち上げた（一般）若狭路活性化研究所に事業運営を移管。スポー
ツイベントやポータルサイトなどの事業を継続できる仕組みを構築した。
④ イベント参加費へのお土産チケットの組み込みにより、お土産製造業者や物販業者など
もメリットを得られる面的波及効果のモデルを作った。
【商工会（指導員）の役割】
① 民間事業者のアイデアや活動をすくい上げ、地域全般への波及を仕掛ける。
② 施策を活用して、事業全体の青写真の策定と、事業開始のきっかけを作る。
③ 行政と行政の繋ぎ役を担う。
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