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平成29年度：「立山黒部」世界ブランド化推進会議

「立山黒部」の現状と課題

• 「立山黒部」を訪れる個人旅行者や訪日旅行者が年々増加しており、求められる

ニーズや期待が多様化している。

• しかし、これまでの「立山黒部」は、団体旅行者を念頭に、多くの人々を受け入れる

ことに主眼が置かれ、求められるニーズや期待に応えるだけの十分なポテンシャル

を持っているにも関わらず、多種多彩な魅力のほんの一部を提供しているに過ぎな

かったのではないか。

• その結果、特定のスポットでの混雑や、旅行者の満足度の低下、自然環境への負

荷の高まりなどの問題が起こっているのではないか。

平成28年度：「立山黒部」の保全と利用を考える検討会

 本体会議の開催 （年３回）

 ワーキンググループの開催 （会議ごとの合間に２月に１回程度の頻度で開催）

- 安全性や法令に関する課題があり行政とともに具体的な詰めを行うことが必要なプロジェク

トや、関連する事業者が共同して実施することが必要なプロジェクトについて検討

- プロジェクトの進捗管理やブラッシュアップ、新たなプロジェクトについて議論

＜会議スケジュール（予定）＞

第１回 平成29年 ６月１日 各プロジェクトの推進に向けた枠組みを確認
・ 各プロジェクトの責任者（主体的に検討を進める者）、関係者
・ 各プロジェクトの達成に向けたスケジュールイメージ

第２回 平成29年10月 （富山開催）

第３回 平成30年 ３月 （東京開催）

「『立山黒部』のこれからの方向性」を基に、今後検討を

進めるべき「28のプロジェクト」を取りまとめた。

（主なプロジェクト）

01 混雑スポットにおける食事・休憩スペースの拡充

05 宿泊施設の整備

11 黒部ルート見学会の旅行商品化

17 立山～弥陀ヶ原ロープウェイの建設

21 登山道の整備

27 とやまのライチョウサポート強化、生息状況調査 など

安定的に生息しているライチョウ

ｸﾙﾑﾎﾃﾙ（ｽｲｽ・ﾂｪﾙﾏｯﾄ）

• 「立山黒部」に多種多様な「本物の価値・魅力」があり、これまで提供してきた

「鑑賞型・通過型」の観光コンテンツに加え、個人旅行者や訪日旅行者が求め

る「体験型・滞在型」の観光についても、多様な楽しみ方が可能な「世界でも類

を見ない観光地」である。

• 今後は、「体験型・滞在型」の観光を磨き上げるとともに、アクセス・滞在環境・

周遊性・安全確保の問題等について、一体的に取り組んでいく。

中間報告書の概要

多種多様な「本物の価値・魅力」を、個人旅行者や訪日旅行者にも提供

ターゲットは「本物の価値・魅力」を求める世界中の人々

環境保全と観光振興の一体的な推進

「鑑賞型・通過型」

雪の大谷
秋の紅葉
黒部ダム

従来
「体験型・滞在型」

（例） 環境： 特異な地形・貴重で多様な動植物を楽しむエコツアー
歴史文化： 立山信仰（布橋灌頂会等）の疑似体験
スポーツ： 世界でも類を見ない豊富で良質な雪を活かした山岳ｽｷｰ
産業： 厳しい自然環境を克服した電源開発の歴史を体感できる

関西電力黒部ルートの見学・体験
防災： 世界文化遺産への登録を目指す立山砂防の見学・体験
健康： 雄大で美しい自然の中を歩くトレッキングツアー
食： 立山黒部の山の幸と富山湾の幸のコラボレーション

「立山黒部」の「本物の価値・魅力」を提供

＋

検討を進めるべき「28のプロジェクト」

「立山黒部」のこれからの方向性

 検討会の開催 （３回） ⇒ 中間報告書の作成

「世界で最も美しい湾クラブ」

・４１湾（２４カ国と１地域）が加盟
（1997年設立）

・モルビアン（フランス）に本部を置く
ユネスコが支援する非政府組織

2014年10月に富山湾の加盟が全会一致で承認

「世界で最も美しい富山湾」の活用と保全

氷見市阿尾

海の駅蜃気楼

杉沢の沢スギ

越中宮崎駅

ｽﾀｰﾄ/ｺﾞｰﾙ

各ｺｰｽ折返し地点

富山湾岸サイクリング2017 コース

海越しの立山連峰

2014.10.18  （韓国・麗水市）
石井知事がクラブ総会で加盟証書を受領

タモリカップ（201７.7.1６開催） ○サイクリングコース（湾岸・田園）の開設

○湾岸サイクリングコースの自転車専用道の整備

○湾岸・田園連絡コース（神通川沿18km）の整備

○「富山湾岸サイクリング2017」の開催

○「タモリカップ富山大会」の誘致

○マリンスポーツの振興

○クルーズ客船の誘致

○マリーナ施設の拡充、船舶オーナーの誘致

○官民連携による取組みへの支援
○「富山マラソン2017」の開催（10月29日）

○「全国植樹祭」 （5月28日）

湾岸（氷見～朝日 88㎞）、田園（上市～高岡 71㎞）

現在５６０隻→H２９年予定７０６隻

4月23日（日） 約1,300人参加予定（前回959人）

新たな支援制度の創設 （H28 .7 「世界でも美しい富山湾」活用・保全推進会議の設置）

遊覧船・ヨット等を活用した富山湾魅力体験イベント、首都圏PRイベンのト開催

レンタルボートの試験導入

誘致活動や助成の充実

氷見市島尾0.6㎞、滑川市高塚～笠木3.1㎞

海越しの立山連峰

富山湾岸サイクリング2017（2017.4.23開催）
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富山ならではの食の魅力
「天然の生け簀」富山湾

●1セット 10貫
●値段は定価で2000円～3500円（税別）
●ネタの全てが、富山湾の新鮮な海の幸
●シャリは米どころ富山県が誇るおいしい県産米
●富山らしい汁物付き

◆富山湾は魚の宝庫、
約500種類の魚が生息
◆漁場と漁港が近く、
魚が新鮮

富山でしか味わえない最高のすし
「富山湾鮨」

県内約５７店舗で提供

富山の「山幸」
富山の旬の野山の幸を贅沢に使用した
コース料理。うち１品は、多喜込み（炊き込み）
料理を提供 （県内８店舗にて実施中）

「とやまのおいしい朝ごはん」
県産米や県産食材を使用した、地元に
こだわった朝食。富山のおいしい水も提供
（県内３６施設にて実施中）

富山湾の王者
「ブリ」

富山駅前に、2016年７月「さかな屋撰鮮」オープン

富山湾の幸の
飲食・販売

富山のブランド力アップ

越中富山お土産プロジェクト まちの逸品ブラッシュアップ・ＰＲ事業

Ｈ２４～：１０８商品(61事業者)の応募→１５商品を選定

Ｈ２７：【新商品を公募】 ７０商品(39事業者)の応募

→７商品を選定

Ｈ２８：「日本橋とやま館」でＰＲ

○キャッチコピー「べつばら富山」

Ｔ五
薄氷本舗五郎丸屋（小矢部市）

八尾和紙でできたミニバッグ
桂樹舎（富山市）

「越中富山 幸のこわけ」

“おすそわけ”をコンセプトにしたお土産

ブランドへの支援

31品目 ほたるいか燻製、とろろ昆布、かまぼこ等

｢富のおもちかえり｣

Ｈ27.3 北陸新幹線駅（富山駅売店
等）での販売開始

県産の農林水産品・加工品を活用したおみやげ品を開発

Ｈ27年度 ４商品追加（計16商品）
氷見牛の昆布じめ

黒とろろ昆布の旨みジュレ
鱒と鰤の雪見寿し

ゆきのこえだ（ﾊﾄﾑｷﾞｽｲｰﾂ）
フード・アクション・ニッポンアワード2015

商品部門食品産業分野 優秀賞

「世界に通用する究極のお土産」（観光庁）に選定

H27年2月5日から販売開始

（富山駅や富山きときと空港など）

H29年3月売上累計 約7,200万円

「越中富山 技のこわけ」

「幸のこわけ」の兄弟ブランド

第1弾 福分け皿、素材：金属、硝子、木工、漆器、

陶器、和紙Ｈ29.3.27 発表

売上累計（H23.2～H29.3）
６．９億円突破
【売上額の推移】
H23年度：約2千9百万円
H26年度：約1.1億円
H27年度：約1.9億円
H28年度：約2.4億円

売上累計（H25.4～H28.12）約4.4億円
【年平均売上額の推移】

H25年度：約9千9百万円
H26年度：約1億2百万円
H27年度：約1億2千万円
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富山県の祭り

高岡御車山祭
(高岡市 5月1日)

城端曳山祭
(南砺市 5月4・5日)

たてもん祭り
（魚津市 8月第1金・土曜）

新湊曳山まつり
(射水市 10月1日)

こきりこ祭り
(南砺市五箇山 9月25・26日)

城端むぎや祭り
(南砺市 ９月中旬の土・日曜)
※2017年は、 9月16・17日

秋秋

昨年1１月 ユネスコ無形文化遺産に登録!（「山・鉾・屋台行事」として）

映画「人生の約束」にも登場

エリア、アクセス、有料・無料、所要時間等が
スマホからも当日、その場で検索が可能

通年観光の促進

・黒部宇奈月温泉駅ｴﾘｱ
・駐車場有
・体験有（60分要予約）

例：ファスナー作りと館内案内
800円

・見学有（予約不要）

産業観光特設サイト

県内の魅力的・個性的な美術館・博物館を
おトクに周遊できるパスポート♪

富山県美術館開館に併せて
県内文化施設を周遊できるパスポートを造成

アートのまちめぐりパスポート(仮称)

・新高岡駅ｴﾘｱ
・駐車場有
・体験有（90分要予約）

例：ぐい呑製作体験 3500円

・見学有（要予約）

富山県美術館

森記念秋水美術館突然の悪天候や
バスや電車の乗り継ぎの空き時間・・・

そんなときにもオススメ！
便利な産業観光紹介・検索サイト♪

富山県水墨美術館

㈱能作 YKKｾﾝﾀｰﾊﾟｰｸ

NEWNEW NEWNEW

入
館
券
①

入
館
券
②

入
館
券
③

台 紙
（「しおり」など、入館券使用後
もノベルティとなるような仕様を
検討中）

＜パスポートイメージ＞
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二次交通の充実による富山を拠点とした広域観光の促進

松本

長野

上越

黒部峡谷鉄道

宇奈月温泉

富山駅－新湊－氷見
平日２往復、土日祝日３往復

運 行 富山地方鉄道

富山ぶりかにバス

黒部
宇奈月温泉

金沢

和倉温泉

氷見

大町

高山

新高岡

新湊

新高岡駅－氷見－和倉
１日４往復

運 行 加越能バス

わくライナー

富山

飛騨古川

白山白川郷ホワイトロード

６往復

白山

五箇山

10往復
（東海北陸経由）

高岡駅－城端－五箇山－白川郷
１日５往復
城端－白川郷

１日１往復（平日）
４往復（土日祝日）

運 行 加越能バス

世界遺産バス

白川郷

15.5往復

富山駅－白川郷－高山
毎日４往復

運 行 富山地方鉄道、濃飛バス

富山－白川郷・高山線（H27.12～）

４往復

平湯

新穂高

ｱﾙﾍﾟﾝﾙｰﾄ

アルペンライナー

宇奈月－黒部宇奈月温泉駅
－魚津IC－室堂

土日祝日 １往復（４月～10月）

運 行 富山地方鉄道

富山駅－富山空港－（五箇山・八尾・井
波・飛騨古川・白川郷）－高山
３コース

運 行 新富観光サービス

～ 富山県を取り上げたパンフレットが続々と造成 ～

旅行会社への働きかけの成果

（2017.4～11）

ＪＴＢ ＪＲ東日本びゅう

（2017.4～9） （2017.7～9）

（2017.4～11）（2017.4～6）

近畿日本ツーリスト日本旅行

(2017.4～9）
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【開設コンセプト】
単にモノを売るだけではなく、

富山の日常の「上質なライフスタイル」を提供

富山への誘客・移住、販路開拓等へとつなげる

日本橋三越新館

日本国道路元標

日本橋大栄ビル

日本橋の北端
欄干

日本橋三越正面の懸垂幕
（オープン時）

【多彩な機能】
① 物販
② 本格和食レストラン
③ 観光、定住、ＵＩＪターン
④ 交流・イベント
⑤ ビジネス支援

昨年６月４日にオープン
オープンから１年間の入館者数：約３３万人

観光・交流サロン
来館者のニーズに応じ、
コンシェルジュが丁寧に接客

バーラウンジ
富山の地酒の飲み比べもできる

物販ショップ
富山が誇る海山の食や工芸品等を販売

イベントスペース
市町村とも連携

本格和食レストラン「富山はま作」
産地直送で新鮮な富山の食の魅力を発信

外国人観光案内所に認定
（アンテナショップで全国初）

県産木材をふんだんに使用した上質な空間が
高く評価され、「ウッドデザイン賞2016」優秀賞

映画 「人生の約束」

（Ｃ）「あなたへ」製作委員会

射
水
市
内
川
で
の
シ
ー
ン

鑑賞者220万人以上

県のフィルムコミッション

「富山県ロケーションオフィス」

2011.7.1設立

映画「おおかみこどもの雨と雪」

上市町出身細田守監督のアニメ
上市、立山等の風景が随所に！

鑑賞者
344万人
以上

(C)2012「おおかみこどもの雨と雪」製作委員会

第３回ロケーションジャパン
大賞を受賞（2013年1月）
ロケ地訪問者約５万人

映画 「春を背負って」

木村大作監督 待望の新作
松山ケンイチ、蒼井 優、豊川悦司、

壇 ふみ 他

富山県（立山連峰、立山山麓）
が舞台

(C)2014「春を背負って」製作委員会

映画「あなたへ」

高倉健さんの遺作映画
亡き妻の想いを知るため九州まで旅を

するロードムービー

2012年8/25公開

富山県の自然、文化、人の魅力を映画などで発信

映画「劔岳 点の記」
舞台：富山県

200日のロケ敢行

（Ｃ）2009「劔岳 点の記」製作委員会

「
誰
か
が
行
か
ね
ば

道
は
で
き
な
い
」

鑑賞者230万人以上

映画「ナラタージュ」

(C)201７「ナラタージュ」製作委員会

映画「羊の木」
主演：錦戸亮 監督：吉田大八

映画「散り椿」

映画「となりの怪物くん」

映画「ここは退屈迎えに来て」

岡田准一、西島秀俊

菅田将暉、土屋太鳳

原作：山内ﾏﾘｺ
（富山県出身）

富山が舞台に！

映画 「追憶」
日本映画界の伝説

降旗康男×木村大作が、
富山県内で撮影！
ヒューマンサスペンスの傑作！
岡田准一、小栗旬、柄本佑 他

(C)2016「人生の約束」製作委員会

(C)201７「追憶」製作委員会

「この恋愛小説がすごい！」
第１位小説の映画化！

恋愛映画の名手・行定勲監督作品
松本潤、有村架純、坂口健太郎 他

TVアニメ「クロムクロ」
富山県が舞台のロボットアニメ
P.A.WORKS「15周年記念ｱﾆﾒｰｼｮﾝ
作品」県内の観光名所などが登場！

(C)クロムクロ製作委員会

初日２日間
で15万人の
ヒット！
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駅周辺の賑わいづくり

世界で最も美しいといわれるスタバレストラン ラ・シャンス
フレンチの巨匠:坂井宏行監修

ミシュラン１つ星 2008年、ストアデザイン賞受賞

「環水公園夏まつり
2017」

水と緑が調和する富山県の新しいオアシス

H29.8.15(火)

♪音楽と花火の
競演♪

富山駅から徒歩約９分、来園者年間約157万人

環境にやさしいソーラー・電気船
による運河クルーズ

富山県美術館
H29.8.26オープン!

「内藤 廣 氏」設計
アートとデザインをつなぐ、
世界で初めての美術館
富山の新しいビューポイント
となる美術館

fugan
ふがん

コンベンションの誘致・開催支援

≪コンベンション開催状況≫
H28は開催件数､参加者数ともに過去最高！

≪本県の動向：国際会議の開催地として選ばれるケースが増加≫

ＡＳＳＷ２０１５開会式
高円宮妃殿下が名誉総裁として御臨席

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

件数 ４ ４ ３ ４ ６ ６ １３ 13

(1) 国際規模 ・・・・・延べ20泊以上に助成 （補助額10～800万円）

(2) 全国規模 ・・・・・延べ100泊以上に助成 （補助額10～400万円）

(3) ブロック規模 ･･･ 同 上 （補助額10～200万円）

≪コンベンション開催補助制度≫

（大規模コンベンションの開催推移）

全国トップクラス 最高限度額1,300万円（県＋市）！

≪国際会議の誘致強化≫ H28.7 ICCA（国際会議協会）に加盟。国際会議データベースを活用し誘致強化
≪国際会議の受入環境充実≫  国際会議サポーター（会場内英語対応ボランティア）の確保など受入環境を充実

H27.4 ASSW（北極科学サミット週間）2015 の開催
北極科学で世界最大規模の国際会議を日本初､富山で開催！

会 期：Ｈ27.４.23～30（８日間）
会 場：富山国際会議場、ANAクラウンプラザホテル富山
主 催：国際北極科学委員会(IASC) 共同主催：日本学術会議
参加者：26の国･地域、708名（過去最多）

H30.8 PIERS（電磁波工学研究の進歩に関する国際会議）2018
約1200名（海外半数）

H30.10 インタープリベント（国際防災学会）2018
約300名（海外半数）

H27.3 北陸新幹線の開業

H28.5 G7富山環境大臣会合の開催

元気とやま創造計画目標値
H28：88,000人【達成】 H33：93,000人

新･観光振興戦略プラン目標値
H31：91,000人

Ｇ７エクスカーション
（富山県立イタイイタイ病資料館)

H29.9 IFED（国際歯科審美学会）2017 約1300名（海外400名）

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝは１人当たり消費額が大きい！
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 一般観光客
54,043円(※1) ＞ 29,000円(※2)

※1：H28 富山ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ調査
※2：H28 じゃらん宿泊旅行調査

10年前と比べ 開催件数は2.4倍に！
参加者数は1.7倍に！
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29年度は、他産業と連携し、地域課題に取り組むネットワークの
形成を促進するよう、観光地域づくり入門コースへのブラッシュアップ
と修了生向けコースの新設を行う

塾 長

名誉塾長 富山県知事 石井隆一

東京大学先端科学
技術研究ｾﾝﾀｰ教授

西村 幸夫

観光カリスマ
山田 桂一郎

富山大学名誉教授
渡辺 康洋

支援体制

美ら地球代表
山田拓

とやま観光未来創造塾

海島遊民くらぶ
江崎貴久

ほか

主任教授

５月～１２月開講

●グローバルコース ●観光魅力アップコース

●観光ガイドコース ●観光地域づくり入門コース

●観光地域づくりマネジメントコース

H23～28年度 修了生 413名

豊富な講師陣

H29観光塾の模様
平成２３年６月開講 ～北陸新幹線開業に向けて～
・魅力ある観光地域づくりを担う人材の育成
・おもてなし力の向上・観光ガイドの育成など

平成２７年度 ～グローバル化時代に向けて～
・グローバルコースの新設
・訪日旅行者受入のための講義の充実など

北陸新幹線開業後も『選ばれ続ける観光地』に

観光地域づくりマネジメントコース

観光ガイドコース勉強会県内の料理人から学ぶ

特別研修ｉｎ鳥羽研修

L'évo オーナーシェフ 谷口英司氏

グループディスカッション

ガイド技術を実地で復習

ツアー構築基礎プログラムに参加

外国人旅行者の受入体制の充実
とやま観光来創造塾「グローバルコース」

外国人旅行者の急増やグローバル化のさらなる進展を見据え、受け入れ態勢の充実を図るもの

○外国人向けの着地型観光事業を起業できるビジネスプロデューサーの育成
○同事業を企画・運営管理できるプログラムプロデューサーの育成を目指す

着地型ツアー会社で働きながら、
起業や就業等に必要な技術・知識を身につける

グローバルコースの特長

ＯＪＴ ９０％、Ｏｆｆ-ＪＴ １０％
ビジネス英会話、ビジネスモデルデザイン
オペレーション実務、ガイディング実務等

研修期（2か月）

ＯＪＴ ５０％、Ｏｆｆ-ＪＴ ５０％
地域資源マネジメント、旅行業界基礎、
プロモーションデザイン、ツアー企画実務等

企画期Ａ（2か月）

研修プログラム（一例）

ＯＪＴ ３０％、Ｏｆｆ-ＪＴ ７０％
組織/スタッフデザイン、海外研修、
トレーニングデザイン、プロモーション実務等

企画期Ｂ（2か月）

研修先 ㈱美ら地球 （岐阜県飛騨市古川町）

代表の山田拓氏

1期修了生原井氏 開業式美ら地球のガイドツアーの様子

・大人気の「飛騨里山サイクリング」を含んだ
外国人向けイナカ旅の総合プラットフォーム
「SATOYAMA EXPERIENCE」を運営。

・クチコミサイト「トリップアドバイザー」で、４
年連続の優良施設認定。社内で英語が飛び
交うインターナショナルな企業。
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「休んでかれ。」宣言

「笑顔であいさつします！」など、お客さまを

温かくお迎えすることを宣言していただくもの。

２．「休んでかれ。」宣言とは

観光・ビジネスで訪れる方に「また来たい！」と感じてもらえるよう、各種事業者が自ら取り組む
おもてなしを宣言し、お客様を温かくお迎えするもの

１．「休んでかれ。」宣言の目的

登録件数

缶バッジ

３．取組み

県内の約１，２００件の

事業者・団体が登録

（平成29年6月末現在）
「何もないちゃ」は禁句

(1)宣言の登録募集

(2)宣言の普及啓発

おもてなしハンドブックの提供

缶バッジ等ＰＲツールの提供

特設WEBサイトでの紹介 等

な
ん
も

な
い
ち
ゃ

・商談等に訪れたﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄ
ﾅｰに、 「おもてなしﾌﾟﾗﾝ」と題し
たｵﾘｼﾞﾅﾙ旅程表を作成し､県
内の観光地や食事処を紹介・
案内
・海外での自社ＰＲで富山の観
光地の美しい景観イメージを
併せてＰＲ

みなさまにお願いしたいこと

◇ ふるさとの魅力を再発見し、愛着と自信を
自然、食、祭り、工芸品、ものづくり、鉄道…
「何もないちゃ」「当たり前」は禁句に

◇ 地域でお金を稼ぎ、循環させよう
地産地消の推進
旅行者にお金を落としてもらう工夫を
地元の企業・商店・飲食店を大切に

◇ 地域の公共交通機関も大切に
北陸新幹線３駅、富山きときと空港
のご利用をお願いします
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３．観光プランを考えよう

Toyama Prefectural Government, Tourism Promotion Office

39

「魅力」って何だろう？

「魅力」は相対的なもの

⇒ 対比する相手によって違う

「人」によっても感じ方が違う
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例えば・・・

アメリカ人（コロラド出身）を
富山に案内した

コロラド州

プランを考えて（２５分）、発表（合計１０分）してください。

（お題）

・ 外国人の友人１名が、あなたを訪ねて富山に来ます

・ 富山での滞在は３日間です（富山までの行程は除く）

・ 国籍、年齢、性別は様々です

・ その友人が「楽しかった」「また来たい」と思えるような観光プランを考えてください

（ポイント）

・ 自己満足になってはいけません。発表の際は、「どうしてこの観光地を選んだのか」

「どうしてこの体験を組み込んだのか」を併せて教えてください。

・ 単に観光地を列挙するだけではなく、その観光地で何をするか、考えてください。

・ 実際には存在しない交通手段や商品を組み込んでもＯＫです。（「こんな体験メニュー

があれば、きっと「友人」に満足してもらえるだろうな」「こんなバス路線があれば、

きっとみんな乗車するだろうな」など）

※ インターネット（スマートフォン）を大いに活用してください。

※ 分からないことがある場合は、色々前提を置いても結構です（出身都市、所得など）


