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-③

三重県・菰野町商工会
町名由来の“マコモ”をシンボルとした着地型観光振興
（平成27年10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
三重県・菰野町（こものちょう）は鈴鹿山脈の
東山麓に位置し、日本最大級の御在所ロープウェ
イが知られている。豊かな自然を活かした登山や
スキー、キャンプなどのアウトドアレジャーから、
湯の山温泉の名湯、山裾に広がるのどかな田園風
景など幅広い魅力を持つ観光と農業の町である。
名古屋から車で30分、鉄道で1時間程度でアクセ
スできる利便性も魅力である。しかし近年宿泊客
数が激減しており、新たな切口の観光振興が町の
大きな課題となっている。

観光開発の活動概要と継続支援
平成23年度は、ワーキンググループを設置して
地域資源の掘起しを行い、24年度は具体的な観光
プランの開発に取組み、テストマーケティングを
行った。続く25年度は、モニターツアーを実施す
ると共に、ステンドグラスや組子工芸体験教室、
キャンプ体験や搾乳体験、農作物の収穫体験などの
体験型メニューの提供を開始し、パンフレットや
HP （http://www.komono.org/ld/）を整備した。
現在では、ガイド付きトレッキングプランが商品化
されている他、各事業者が独自に様々な体験型メ
ニューを開発して提供している。
平成26～28年度は、∞全国展開事業を再度活用
して、外国人観光客をターゲットにした特産品開発
の調査～事業化に取組んでいるところである。

② 商工会による活動・支援のきっかけ
菰野町の名は、かつて真菰（マコモ）の原野が広
がっていたことが由来と言われているが、そのマ
コモにより地域活性化を図ろうと、平成16年頃か
ら生産者や温泉宿、飲食店などが、マコモを活用
した特産品やメニュー開発に取組んでいた。
そんな中、平成20年に入って、町から菰野町商
工会にマコモ粉末の商品化についての相談があっ
た。相談を受けた河合事務局長（現在、当時は指
導員）は、マコモを観光客の呼込みに活用できな
いかと考え、平成21年度は∞全国展開事業を、平
成22年度は県のファンドを活用してマコモの特産
品開発に取組み、マコモワッフルやラスクなどの
スイーツやマコモ料理を開発した。
一方、町では平成30年に予定されている新名神
高速道路の菰野ICの開設を見据えて、平成20年に
観光振興プランを策定し、地域資源を活かした体
験型観光などを推進していく方針を打ち出した。
商工会でも、それまでの活動を土台として、平
成23～25年度の3年間、∞全国展開事業を活用し
た着地型の体験型観光開発に取組んだ。

②

支援手法の特徴
本支援は、各関係者が一体となって取組めるシ
ンボルを策定できた事が大きな特徴であり、ポイ
ントでもある。それまでは、山間の温泉やキャン
プなどの観光事業関係者と農業を中心とした里の
事業者との間では、共通の関心事がなかったと言
う。そんな状況を、「町名の由来」の植物マコモ
をシンボルとすることで町民全体の共通関心事項
とし、協調関係を築くように変えることができた。
本事例は、地域全体を巻込む活性化の活動には、
より多くの関係者が賛同するテーマの設定が鍵と
なることを示唆している。
H21
H22
H23
～
H25

活
動
の
流
れ

∞全国展開事業
県ファンド事業

【着地型観光開発】
∞全国展開事業
・地域資源発掘
・観光メニュー開発、テストマー
ケティング
・モニターツアー
・マコモ狩り体験プログラム
・宿泊事業者による体験メ
ニュー提供、ガイド付きトレッキ
ングツアーの提供

z

H26
∞全国展開事業
・特別栽培の大豆など地場産
～
品の特産品開発
H28
（計画） ・インバウンド観光による外国
人誘致の調査研究、外国人向
け特産品の開発

上：標高1,000mを超える鈴鹿山麓を背
景に豊かな田園風景が広がる菰野町。
右：古事記や日本書紀にも登場する
日本古来のイネ科の植物・真菰（マコ
モ）。このマコモの茎に黒穂菌が寄生
したものが近年健康美容食品として話
題のマコモタケ。（円内）
発行：中小機構 支援機関サポート課 ※無断転載・複製を禁ず

【マコモを使った特産品開発】
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2.

支援組織・地域内連携スキーム
• 観光情報一括発信 ・観光ガイド

三重県
農業改良普及センター等

NPO法人 三重県自然環境保全センター
・観光情報ステーション「0番線」
情報提供

行政支援
協力

情報
提供

ム

NPO法人
菰野町スポーツ文化振興会

情報提供
連携

菰野町

連携

・観光産業課
• 農業振興
• 商工業推進
生産者支援

連携

菰野町商工会

顧問

菰野町観光協会
道の駅菰野

• 基本計画策定
• 施策活用
• PR・プロモーショ
ン活動

ー

活
動
推
進
ス
キ

• 歴史観光ガイド

顧問

キャンプ場
各地観光協会
湯の山温泉協会

事業者支援

連携

真菰の菰野会 （H21年設立）
マコモ（タケ）生産者

食品加工製造業者

飲食事業者

宿泊事業者

（1）プロジェクト体制・スキーム

（2）NPOとの連携

本活動は、菰野町商工会が町や観光協会と連携
しながら、中心となって推進している。商工会は、
社会状況やトレンド等を分析して事業計画を立案
し、∞全国展開事業などの施策を活用して活動を
スタートし、推進させる役目を担っている。
また本活動は、マコモの生産者や宿泊事業者、
飲食事業者、食品加工製造業者等が作る「真菰の
菰野会」と密接に連携している。同会では、マコ
モ栽培や特産品開発の研修会や町おこしの情報交
換会などを行っており、マコモを活用した特産品
や料理の開発、観光メニュー開発を進める母体と
なっている。

本活動においては、NPOとの連携も重要なスキー
ムとなっている。
三重県民の森の指定管理者でもある「NPO法人
三重県自然環境保全センター」では、湯の山温泉・
御在所岳・菰野町の観光を一括して発信する観光情
報ステーション「0番線」を運営し、菰野町の観光
情報発信役を担っている。また、御在所山上から国
見岳のダイナミックな景色が楽しめる「国見岳ト
レッキング」の観光ガイドも担当してくれている。
このように、地域おこしを目指すNPOとも有機的
に連携して、地域全体の観光振興を図っている。

湯の山温泉にある「鹿の湯ホテ
ル」の若女将伊藤さん（右）と河
合事務局長（左）。若女将は、
「湯の山温泉女将の会きらら
（以下、女将の会）」の副会長を
務め、マコモ活用や体験型観光
メニュー開発の推進者でもある。
若女将の熱心な活動もあって、
鹿の湯ホテルでは、果実酢作り
やアロマ作り、マコモ刈り体験な
ど体験メニューを豊富に取り揃
え、温泉に加えて新たな魅力を
提供している。

ラドン熱気浴が人気の温泉施設「希望荘」の副支配人・舘さん（左）
と河合事務局長。
希望荘では、会長が鳥居道山観光協会の理事や商工会副会長を
務めていることから、異業種との連携による体験型観光メニューの
開発に取組み、キャンプ場でのバーベキューに、牛の搾乳体験や
野菜収穫体験を組合わせた「キャンププラン」を提供している。マコ
モに関しては、料理にマコモ麺やマコモダケを使ったり、マコモの
刈取り体験メニューなどを提供して、その普及に協力している。

「鹿の湯ホテル」で供さ
れるせいろ蒸しや天ぷ
ら など の マコモ 料 理 。
同ホテルにはマコモを
壁に塗り込んだ部屋も
あり、“マコモ愛”に満ち
ている。
発行：中小機構 支援機関サポート課 ※無断転載・複製を禁ず
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３

成果・地域への影響

① マコモによる活性化と町内の一体化
観光や特産品開発、町のブランド化など、様々な
局面でマコモを活用する機運が高まり、町内の一体
化が図れたことが一番の成果である。行政や商工業
者、地域団体による連携体制が整っただけでなく、
生産者＋食品加工製造業者＋宿泊・飲食業者の1次
＋2次＋3次産業の連携が進んだ事も大きな成果だ。

③

マコモ特産品の開発
一連の特産品開発で、マコモ粉末入りのワッフ
ルやアイスクリームなどのスイーツや、マコモ麺、
ウインナーなど特産品が開発され、今では、「道
の駅菰野」の売上の6割をマコモ関連の商品が占め
るまでになった。特産品としての定着が図られる
につれ、2割の売上増を達成する製麺業者や菓子製
造業者なども出てきており、地域経済の活性化に
貢献している。

②

体験型観光の促進
平成25年に始めた活動が契機となって、現在で
は多くの体験型観光メニューが提供されるようにな
り、利用者も徐々に増えている。前述した鹿の湯温
泉では、今年度半期だけで、6つの体験メニューに
約150名の参加を得たとの事である。また、希望
荘のキャンププランには、平成26年度は約180名
の親子が参加し、リピーターも増えていると言う。
ガイド付きトレッキングも平成25年度には100名
超の参加を得ている。
売上に占める割合は大きくないものの、「体験観
光のお蔭で宿泊客と直接触れ合う機会が増えた（鹿
の湯温泉・伊藤さん）」、「キャンプ場や農牧場な 写真左：菰野町観光協会の森脇事務長（左）と河合事務局長。「道の駅菰野
ど他の事業者と一緒に地域の活性化を図れる（希望 ふるさと館」にて。同館では、菰野町の観光案内やみやげ物・地場産品の販
荘・舘さん）」など、事業者のやる気を育んでいる。 売を行っている。写真右はマコモを使った特産品のラインナップ。

４

今後の計画

①

地場産業と観光を繋げるプログラム開発
河合事 務局長 は、マコ モを核に据 えたア グリ
ツーリズムを興すことで、地場産業と観光を繋げ
たいと考えている。既に町の補助金を活用して、
NPO法人 三重県自然環境保全センターと女将の会、
生産者の会が連携して、「まこもできれいになろ
う！」プロジェクトが始動している。この10月に
は東京のアンテナショップ「三重テラス」でイベ
ントプロモーションを展開するなど、活発に動い
ている。

５

②

インバウンド観光振興
名古屋にも多くの外国人観光客が押し寄せてい
る状況を見ても、また来年の伊勢志摩サミット開
催を考えても、外国人観光客への対応が必要であ
る。商工会では、∞全国展開事業を活用して、町
が計画するインバウンド観光を押し進めたいと考
えている。平成28年度は、27年度の調査事業の
結果を元に、外国人観光客を迎えるための外国語
の案内などのインフラ整備や、事業者や住民の外
国人対応の体制作りや計画策定を行う予定である。

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 町名由来の“マコモ”を活動のシンボルにすることで、行政（町）や観光協会に加え、
観光業者や菓子製造などの商工業者、農業関係者など、菰野町で一体となって取組める
ビジョンを提供できた。
② それまで生産者が中心となって進めていたマコモを活用した地域活性化を、商工会が中
心になったプロジェクトにする事で、ダイナミックに推進することができた。
③ テーマと切口を変えながら施策を連続活用して、活動を継続・発展させている。
【商工会（指導員）の役割】
① 施策を活用して試験的に事業計画を実施することで事業の基盤を整備し、事業者がその
後も安心して参画できる土台を作る。
② 商品化、メニュー化の後は、販路開拓や広報・PR支援の側面支援や、次のステップの計
画策定を行う。
③ 事業者と行政や関係団体とのパイプ役や、事業者間のパイプ役を担う。
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