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第１章 活性化計画の目的と流れ 

１．本計画の目的 

本計画は、東京オリンピック 2020 の開催および北陸新幹線敦賀開業を見据え、御食国若狭おばまの

「自然」「食」「文化」の情報の質と発信力の更なる充実を図り、併せて若狭湾の自然を楽しく学び体験で

きる地域として、内外海地区全体の賑わい創出に向けた基本計画「内外海地区活性化計画」を策定し、

実施に向けた方向性と具体的な取組、事業化の道筋を明らかにすることを目的とする。 

 

２．計画策定の流れ 

計画の策定にあたっては、市が設置する内外海地区活性化計画策定委員会（以下、「策定委員会」と

いう。）との協議やワークショップ、内外海地区関係者のアンケート調査、ヒアリング調査を実施しながら検

討を行った。 

月日 項 目 内 容 メンバー 

Ｈ28年 

10月 11日 
第１回策定委員会 

委員委嘱 

プロジェクト概要説明 
策定委員 

Ｈ28年 11月 

7、8、18日 

民宿アンケート・ 

ヒアリング調査 

内外海地区の民宿 44軒 

アンケート調査と訪問によるヒアリング調査 

商工観光課 

コム計画研究所 

Ｈ28年 

11月 28日 
第２回策定委員会 

民宿の現状と課題、将来について 

内外海全体の現状と課題、将来について 
策定委員 

Ｈ28年 12月

13、20、21日 

Ｈ29年 

1月 20日 

各種団体 

ヒアリング調査 

取組の概要説明 

内外海地区の現況と課題、提案 

事業参画の可能性、ニーズの把握 

商工観光課 

コム計画研究所 

Ｈ28年 

12月 21日 

第３回策定委員会 

（ワークショップ） 

内外海地区の未来を描こう 

◆漁業・養殖・加工・研究グループ 

◆教育旅行連携グループ 

◆新機能創出グループ 

策定委員 

人口増未来創造課 

商工観光課 

農林水産課 

Ｈ29年 

１月 25日 

第４回策定委員会 

（ワークショップ） 

実現にむけて多様な主体を出し合おう 

（実施主体、協力団体、個人、企業、大学、高校等） 

◆未来漁業プロジェクト 

◆教育旅行の聖地プロジェクト 

◆新機能創出プロジェクト 

◆民宿快適プロジェクト 

策定委員 

人口増未来創造課 

商工観光課 

農林水産課 

Ｈ29年 

３月 10日 
第５回策定委員会 

内外海地区活性化計画（案）の報告 

◆事業化にむけて 

策定委員 

人口増未来創造課 

商工観光課 

農林水産課 
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３．対象エリア 

・内外海地区は、小浜市北部に位置する漁業を中心とした 14区の漁業集落からなる地区である。 

・海と山に囲まれた豊かな自然と新鮮な海産物は、独自の地域色を持ち、地域資源の宝庫となっている。 

・漁業を営むと同時に民宿経営を行う漁家民宿が平成 28年現在で 51軒ある。 

・民宿を有する集落は、田烏、矢代、志積、犬熊、阿納、西小川、宇久、堅海の８集落となっている。 
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第２章 現状の把握 

１．民宿アンケート・ヒアリング調査 

◆アンケート調査の概要 

○内外海地区の 50軒の民宿を対象とし、44軒の回答を得た。①属性、②サービス内容、③土地・建

物、④経営、⑤後継者、⑥今後の予定、⑦内外海地区の良さ、課題、⑧今後の取組の項目につい

て調査を行った。 

●回答の内訳 

田烏 ８軒 矢代 ６軒 志積 ２軒 犬熊 ５軒 

阿納 14軒 西小川 ６軒 宇久 ２軒 堅海 １軒 

 

●調査項目 

①属性 種別、経営者年代、家族構成、従業人数、従業構成、従事形態、釣船所有 

②サービス内容 定休日、営業時間、室内設備、Wi-Fi、カード精算、民宿ＨＰ、情報設備、予約

方法、旅行会社、提供料理、提供方法、駐車場 

③土地・建物 構造、階数、延床面積、部屋数、同時入浴、所有形態、建物用途 

④経営 宿泊者数、出身地、リピート率、宣伝方法 

⑤後継者 候補、現職、年代 

⑥今後の予定 営業予定、廃業予定および継続年数 

⑦内外海地区 当地区の良さ・売り、当地区の課題 

⑧今後の取組 １．自分の民宿で独自経営 

２．教育旅行の普及 

３．民宿を宿泊機能のみにして経営負担を軽減させサービスを向上 

４．漁家レストランなど共同のレストランで飲食部門の集約とサービスを向上 

５．外国人観光客の受入（インバウンド誘客） 

６．英会話教室や職員派遣など外部のサポートを入れて外国人観光客の受入 

７．いくつかの民宿での共同経営 

８．現状維持 

                                         

◆ヒアリング調査 

内外海地区全体の活性化への意識を把握することを目的とし、平成 28年 11月７、８、18日において、

訪問形式によるヒアリング調査を行い、アンケートの内容確認や内外海地区全体の現況と課題、教育旅

行やインバウンド旅行についてヒアリングを実施した。 
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◆アンケート・ヒアリング調査結果の概要 

民宿の現状 

民宿の 

概況 

□経営者の年代は、60～70代が７割超で高齢化が進行している。 

□従業構成は、夫婦や息子の２～３名の家族で繁忙時にアルバイトを２～３人雇う民宿が多い。 

□年間民宿が９割で、１割が季節民宿となっている。 

□従業形態は、民宿のみと民宿＋漁業が多

く、阿納や西小川で農業もしている。 

□釣船を所有している民宿は 31軒で、乗船

人数は 10～20名が多い。 

サービス 

内容 

□すべての民宿が不定休で年末年始に休んでいる。 

□室内設備は、エアコン、テレビが定番で、トイレと風呂は共同が多い。Ｗｉ‐Ｆｉやカード精算は

整備されていない。予約方法は、電話・ファックスが主となっている。 

□自前のＨＰを開設している民宿は約６割で、予約もＨＰで受け付けている。 

□旅行会社と提携している民宿はない。阿納は教育体験で契約している。 

□地魚、地元野菜、ふぐ料理、かに料理が

定番で他には、牡蠣、たこなど。 

□夜の宴会や会席を主とし、５割がランチも

している。 

□駐車場は 30 台程度の専用で、犬熊や西

小川は約 100台を共用する。 

土地 

建物 

□すべての民宿が土地建物を所有している。 

□木造２階建てを母屋としており、別棟は阿納地区を中心に７軒ある。 

□築年数は、トンネル開通の昭和 43年開業が多く、40年前後が多い。 

□部屋数は５～６部屋が多く、阿納地区が 13～15部屋と多い。 

□収容人数は、20～25人が多く、阿納地区が 40～50人と多い。 

□同時入浴は３～５名が主となっている。 

□建物用途は、民宿兼住宅が９割となっている。 

□廃業後、居住はするが貸借してもよい民宿が 

約１割ある。 

経営 

□年間宿泊者数は、十数名から数千人と規模や稼働によって幅がある。うち日帰り客は１～３割

を占める。 

□リピート率は、70～100％と高く、リピーターと紹介のお客様がほとんどとなっている。 

□ＨＰでの宣伝や予約をしている旅館は 50％程度ではじめてのお客様も受け入れており、宿泊

者数、日帰り客も多い。 

□宣伝方法は、ＨＰが多く、ＨＰがない民宿は口コミが主となっている。 

□後継者がいる民宿は５割で、後継者がい

ない民宿のうち、５～10年に廃業予定が５

割となっている。 

 

■経営者の年代 

■ＨＰの有無 

■廃業後の土地建物 

■後継者の有無 
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内外海地区の良さ、課題、将来 

良さ、売り 

【海の風景、家庭的な民宿、海の幸】 

○やさしい人柄、静かな海、リアス式で色々なリアス式海岸の景色、海の幸、家族の人情。 

○広々として田舎風で良心的な料理。気楽に過ごせる民宿。お客様が希望する低廉料金。 

○実家へ帰ったようと喜んでくれるところとおいしいと言ってくれる料理。 

○四季折々の新鮮な地魚を少しでも安く、量をたくさん提供している。牡蠣、ふぐ、かにが揃

っている。 

○料理はもちろんのこと、家族ぐるみで接し、あまり飾らないところ。 

○地区によって違う海。開発がなく、ありのままの自然と素朴な民宿。 

課題 

【後継者問題】 

○後継者がいない。廃業が目立ってきている。10～15年先に後継者がいない。 

○高齢により積極的な取組ができない。施設の不備。体力が心配。 

【遊び方】 

○バーベキューだけして日帰りし、ゴミを置いていく。週２～３回掃除する。 

○本年から、夏場のサザエ漁が禁止になって今までの客数の半分くらいの入込になった。 

○雨が降ると遊べるところがない。 

【宣伝不足】 

○宣伝不足。常連客に頼っている。口コミのみでリピーターか紹介者のみ。 

○ＨＰの客は少ない。多く来られても受入ができない。 

将来 

【自然を生かした観光】 

○昔のような活気ある地区をのぞむ。若い人が残ってないので心配。活性化したい。 

○自然を保護しつつ、きれいな落ち着いた観光地になればと思う。 

○観光客誘致を重視し環境整備をし、食の漁村をＰＲしてはどうか。 

○自然を生かした観光を盛んにしたい。観光客がもっと来てほしい。 

○民宿を減らさず、観光客が多い方がよい。冬は多いので夏になんとかしたい。 

○漁業が年々不振になる中、生まれながらにしてある自然を活用した民宿、または形態の違

った集客による地域の活力が見出せていければ喜ばしい。 

○今風にしたくない。田舎らしさ、素朴なところを残してほしい。何もないところを求めてきてほ

しい。帰省したときに落ち着くような地区でありたい。現状維持したい。 

○へしこ、なれ寿司、干物がお手の物なので特産品や土産にいつも提供できるとよい。 

【各地区の連携】 

○民宿が各地区ばらばらなので、全体で一緒に取り組めるとよい。 

○道がよくなったので他から人が入りやすい。他者を受け入れない姿勢はなくさなければい

けない。 

○磯上げがだめになったのでみんなで参加できるイベントなどができるとよい。 

○市街地の商店など異業種とのタイアップによる観光連携ができるとよい。 

 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

２．各種団体ヒアリング調査 

①調査の概要 

内外海地区への関わりや今後の協力意向についてのヒアリングを実施した。Ｈ28年 12月 13、21、22

日、平成 29年 1月 20日の４日間で、一般社団法人、福井県立大学、民宿の女将グループ、県立若狭

高等学校、海のまちづくり協議会など内外海地区活性化に関わる各種団体を対象とした。 

 

月日 団体名 ヒアリング内容 

平成 28年 

12月 13日（火） 

13：00〜14：45 

（一社）うみから 

西野ひかる理事 

◆内外海地区活性化計画 

◆民宿や教育旅行 

◆実施の仕組みや体制 

12月 13日（火） 

15：00〜16：00 

阿納地区の民宿若女将 

民宿まるちゅう、民宿さいば 

民宿まるいち 

◆内外海地区の女性の活動 

◆内外海地区の良いところ 

◆内外海地区の問題点 

◆新しい取り組み（体験旅行など） 

12月 21日（水） 

13：20〜15：40 

内外海まちづくり協議会 

川代雅和会長 

◆インバウンド誘客 

◆旧阿納尻小学校・旧田烏小学校の整備 

◆実施の仕組みや体制 

12月 21日（水） 

16：00〜17：00 

福井県立大学 海洋資源学部 

宮台学部長、大泉教授 

◆県立大学卒業生の進路、人材育成 

◆未利用魚の活用、体験プログラム 

◆協定締結とカリキュラムへの協力 

12月 22日（水） 

9：45〜11：00 

（一社）若狭路活性化研究所 

田辺所長、足立 

◆若狭町の活性化 

◆スポーツイベントとスタッフの雇用 

◆体験プログラムの成果や課題 

平成 29年 

1月 20日（金） 

17：30～19：30 

県立若狭高等学校 

小坂先生 

小浜市産業部 御子柴次長 

◆海洋の専門性を活かした雇用の創出 

◆教育旅行、共同加工場のあり方 

◆旧田烏小学校の整備 
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◆各種団体のヒアリングの概要 

各種団体ヒアリングの主な意見 

■若い世代、男女協働の意識づくり 

・各集落のリーダーや後継者が動く必要がある。（福井県立学大海洋資源学部宮台学部長、大泉教授） 

・代替わりした若い経営者が新たな顧客を得るため、他の地域の活性化の事例の視察をし、男女共同

の意識改革が必要。（内外海まちづくり協議会 川代会長） 

・経営者と同じ世代の人が顧客となるので、若い世代がやらないと新規の世代は来ない。（一般社団

法人若狭路活性化研究所、一般社団法人うみから） 

■春夏秋冬の未利用魚を活かす 

・春夏秋冬いつ訪れても何かある、ということが大事である。未利用魚を何かに使えないか。年間の

様々な魚を提供するとよい。例えばカキの養殖のロープにはホヤがつく。また、自分でつくったへしこ

でなれずしを作るというのもよい。（福井県立大学海洋資源学部宮台学部長、大泉教授） 

■教育旅行の継続 

・現在、教育旅行に主となって取り組んでいる方が高齢化で離れると、５年後には人数的に対応するこ

とが厳しくなる。教育旅行のお客様は安定していてありがたいので、継続していく方法を考えないとい

けない。（民宿若女将） 

・対応できる人数に限りがあり、今後を考えると不安である。阿納の女将も魚さばきのスタッフとして教

育旅行を手伝っている。１軒の民宿から２～３人は手伝いに出ている。準備にも時間がかかるが、魚

さばき体験の時間しかアルバイト代が出ない。外部の人にスタッフで入って欲しい。（民宿若女将） 

■ガイドセンター機能、体験プログラム 

・教育旅行だけでは先細りなので、新しい機能をつくる必要がある。新しいライフスタイルに合わせた

設備もつくる必要がある。ガイドセンターの機能の中に、個人事業者が会社化するのをサポートする

機能もあるとよい。共同の加工場が欲しい。矢代の無人浜の一つをドッグランにするのもよい。（一般

社団法人うみから） 

・女性向き体験プログラムと民宿を掛け合わせたい。カフェや複合的に色々とできるとよい。土産となる

ものが色々あるのに、宿泊客はわざわざフィッシャーマンズワーフで買っている。何も店がない。どこ

を拠点とするのかは重要だと思う。平日も絶えず客が来ないとやっていけない。（若女将グループ） 

・象の駅は傷みが激しいので市としては処分したい意向だが、地元住民から愛着があり、保存を望む

声が強い。現状、調理室は雨漏りで立入禁止になっている。朝市やマーケットなどをやりたいが、最

近保健所が厳しくなってきている。（内外海まちづくり協議会 川代会長） 

■人材育成、組織運営 

・若狭高校の海洋科学科はレベルの高い教育を受けている。その卒業生がＵターンで戻ってくればよ

い。（一般社団法人うみから） 

・県立大学海洋資源学部の卒業生の就職先は製造業・流通関連が６割で、販売を含めると７割にな

る。観光や飲食、サービス業なども多い。民宿を継ぐ卒業生もいる。海に関連した職業の人は少な

い。（福井県立大学海洋資源学部宮台学部長、大泉教授） 

・県立大学の地域経済研究所の江川先生が内外海地区や民宿をフィールドに人材育成のプログラム

を進めることとし、大学と地域の連携を強めたい。（福井県立大学海洋資源学部宮台学部長、大泉教授） 

・カヤックや自然体験プログラム、スポーツ大会に取組み、９名のスタッフで一般社団法人を運営して

いる。民宿の理解が得られにくい。平日の集客が課題。（一般社団法人若狭路活性化研究所） 
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３．ワークショップ 

第３、４回策定委員会は、ワークショップ方式で実施し、３つのグループに分かれて、テーマごとに問題、

課題、事業提案、実施にむけた話し合いを行った。 

 

◆第３回策定委員会 

日時 平成 28年 12月 21日（水） 19時 30分～21時 

会場 久須夜交流センター ホール 

内容 

ワークショップ形式で以下の３つのテーマに基づいてグループに分かれて話し合っ

た。一人ずつカードに記入し、模造紙に貼りながら意見を出し合った。 

グループごとに全体発表し、これをもとに意見交換、まとめを行った。 

テーマ 

◆漁業、養殖、加工、研究グループ 

（漁業の継承、養殖の新研究、加工品の流通・販路・販売場所、商品ブランディン

グなど） 

◆教育旅行連携グループ 

（メインプログラム、少人数プログラム、海の時間割、サテライト教室、宿泊の分泊） 

◆新機能創出グループ 

（体験型プログラム、ガイドセンター機能、料理代行機能、ＰＲ戦略、インバウンド対

策、孫や子どものＵターン作戦など） 

 

◆第４回策定委員会 

日時  平成 29年 1月 25日（水） 19時 30分～21時 30分 

会場 久須夜交流センター ホール 

内容 

基本計画、実施計画（案）を踏まえ、実施主体、協力団体、個人、企業、大学等につ

いて、一人ずつカードに記入し、模造紙に貼りながら意見を出し合った。 

グループごとに全体発表し、これをもとに意見交換、まとめを行った。 

テーマ 

実施団体、協力団体、個人、企業ごとの役割分担や実施事業について 

◆未来漁業プロジェクト  

◆教育旅行の聖地プロジェクト 

◆新機能創出プロジェクト 

◆民宿快適プロジェクト 

 

 

  



10 

 

◆ワークショップの概要 

第３回策定委員会  ワークショップの主な意見 

漁
業
、
養
殖
、
加
工
、
研
究 

■儲ける漁業へ。若い世代への漁業体験と伝承 

・後継者不足と高齢化が課題であり、儲からないことが原因にある。儲かる方向をめざす。 

・解決策として、若い世代の漁業体験が必要で、定置網など漁法の伝承が必要である。漁業権

の問題はある。 

・内海と外海の特性を活かす。 

■養殖と流通・販路 

・新しい養殖、加工品の研究。養殖技術と販路のセットで考える。 

■加工品の加工場、流通・販売・商品ブランディング 

・共同の加工場が必要。旧田烏小学校にするとよい。 

・定置網と連携し、小さい魚を活かした昔ながらの自家製法を掘り起してブランド化し、ネット通

販をする。70～80歳の高齢者によるなれずし工法の加工品をブランド化し、東京へ発信する。 

・地元に漁家レストランや販売所を設ける。 

・パッケージデザインをする人材や加工品の専門家、アドバイザーが必要。 

教
育
旅
行 

■教育学習のめざす方向 

・命をいただく食育学習をテーマとする。 

■メイン授業、少人数授業、地区間連携 

・教育旅行の拠点はブルーパーク阿納で、メイン授業はカヤックや釣り、魚さばき教室ができ

る。 

・少人数授業として、志積や矢代でタコ籠漁やわかめ見学、田烏のへしこ作り、定置網見学、田

烏の棚田の田植えや米のプレゼントなどができる。蔵や小屋をロープ教室やカヤックの保管場

所に活用したい。 

・地区間の移動手段として、カヤックやサイクリングでつなげる。 

・分泊は隣の地区なら可能だが離れると難しい。 

■教育旅行の窓口やＰＲ戦略 

・教育旅行の窓口や専用 HP が必要である。年間 4,000～5,000人を受け入れるには人材不足

で、今後、若手を発掘していく必要がある。 

新
機
能
創
出 

■内外海地区のガイドセンターの創出 

・旧阿納尻小学校の象の駅にツアーガイドセンターを設置したい。 

・レンタル自転車の貸出しやＷｉ-Ｆｉを整備して SNSやスマホ活用を促進。 

・インバウンド客に、外国語対応のタブレットやスマホの貸出しなども対応できる拠点とする。 

■女性や新しいターゲットとした体験プログラムの創出 

・女性をターゲット層として新規顧客を開拓する。女性の修学旅行プログラムとして、プライベー

トビーチや蔵ツーリズム、民宿による田舎スローフード教室など、女性の癒しや美をテーマに、

男性だけではなく、女性や子どもも楽しめる空間づくりが重要である。 

・プライベート、隠れ家的スポットがあるので、高齢者専用ビーチやドッグラン、仏谷をフィールド

にした合宿・道場的な体験プログラム、エンゼルライン、蘇洞門との連携などで可能性を掘り起

こす。 

■若者の雇用 

・Ｕターン、Ｉターンをする孫や子どものためにも新規顧客開拓をする。 

・中学生や高校生、県外を含む大学生を対象に体験学習や内外海地区をＰＲし、移住につな

げる。 
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第３章 課題の整理 

１．将来の内外海地区のあり方 

高齢化が進行し、後継者のいない地区が半数で５～10 年後には民宿は半減し、地区によっては民宿

そのものがなくなる可能性が高くなっている。民宿を廃業しても、居住し続ける世帯が大半となっている。 

一方、居住しても貸借による建物活用を希望する民宿もあり、教育旅行やインバウンドの受入拡大の

可能性もある。この場合、高齢化による食事の提供が負担となっていることから、宿泊のみ可能な民宿や

漁家レストランや共同の厨房設備による飲食機能の集約化・共同化・拠点化に可能性が考えられる。 

２．教育旅行や海の体験プログラムのあり方 

阿納地区を中心とした岐阜県などへの教育旅行の営業・受入により、評判を得て、需要が拡大してい

る。一方、阿納地区だけでの収容、運営にも限界があり、他地区との連携を強く希望している。これに対

し、矢代地区では積極的な受入姿勢を示し、田烏地区、犬熊地区、西小川地区でも一部の民宿が刺し

網漁やたこ籠漁、筏釣り、素潜りなど独自に取り組んでいる。また素泊まりの受入れ可能な民宿もある。 

教育旅行を受け入れられない理由として、漁業などの本業が忙しい、家族経営で人手が足りない、高

齢化で対応できないとなっている。これに対し、地区間の連携や外部のスタッフが求められている。 

内外海地区での連携による多彩なプログラムの企画・運営や、口コミ・リピーター・ＳＮＳによる情報発

信、旅行会社の活用により、より多くの教育旅行者の受け入れの可能性が考えられる。 

３．観光スタイルの変化への対応 

昔ながらの古民家や家屋の価値が高まっており、旅行会社も農村漁業地における民泊への参入をは

じめ、訪日外国人らへの誘客をはじめている。特に香港・台湾のリピーターが多く、個人のＳＮＳ発による

情報発信でさらなる観光客へとつながる観光スタイルとなっている。 

アジア地域の訪日客が宿泊施設に求めるものとして、①Ｗｉ‐Ｆｉ整備、②低価格、③日本文化の体験、

④英語対応、⑤観光施設へのアクセス、⑥広い温浴施設、⑦日本料理などの充実、⑧商業施設へのア

クセス、⑨高価格、高水準のサービス、⑩施設外での夕食が可能などの要件が上げられている。 

内外海地区の民宿では、約半数がインバウンド誘客の受入を希望しており、受入にあたっては、現在、

未整備の①Ｗｉ‐Ｆｉ整備、④英語対応、⑥広い温浴施設、⑩施設外での夕食場所などに取り組む必要が

ある。また、言語やマナーなど個々の対応が困難なことから、総合窓口の機能として内外海地区全体で

の受入体制が求められている。 

４．内外海地区全体のマネジメント体制の構築 

内外海地区の活性化にむけて、連携体制をとる際に、第３者の雇用が求められている。民宿は家族経

営のため兼務は難しいため、新たな雇用や組織体制を設ける必要がある。役割として、教育体験やグル

ープ客への漁家体験の支援、インバウンド客への日本文化体験など企画・運営や漁家レストランなど飲

食店やツアーガイドセンターなど内外海地区全体の総合窓口が求められている。 

雇用を含む事業性を伴うため、持続的な観光マネジメント体制の構築が不可欠であり、内外海地区に

おける組織の法人化や既存組織との連携、活用など、小浜全体の活性化も踏まえながら体制構築に取

り組むことが重要である。 
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第４章 基本計画 

１．活性化の方針 

内外海の風景と漁業、民宿を活かし 

次世代へつなげる未来漁業と滞在型観光の創出 

内外海地区は、全面が美しい日本海の風景と豊かな漁場を活かし、漁家民宿というスタイルで

漁業と宿泊業を営んできた財産がある。 

後継者不足や観光スタイルの変化など取り巻く社会・経済環境が刻々と移りゆく中、内外海地

区全体の海の美しさや新鮮な魚は古来より変わることはない、大切に守り続けた財産でもある。 

この漁業文化や観光として培った財産を今一度、再確認し、次世代へ継承できる漁業や観光

のあり方を見据え、次なる活性化への道を選択することとする。 

個々の民宿や団体だけでは力も先細りとなることから、内外海地区全体を一つの宿と見たて、

地区全体のフロント機能や共同の厨房となる拠点を配置し、各漁家民宿や団体、個人、企業の

連携により、未来につなげる経済性の高い漁業といつまでも滞在し、永住したくなる観光地として

の魅力と雇用を創出する。 

２．取組の方向性 

◆ 若い世代につなげる、未来漁業をめざす 

新たな養殖や加工品の研究開発といった内外海ブランドを創出し、流通や販売と連動した体制や

共同加工拠点を整備する。次世代や技のある高齢者の雇用を生み出し、儲かる漁業をめざす。 

 

◆ 内外海をつなぎ、教育旅行の聖地にする 

命をいただく体験をテーマに、ブルーパーク阿納と各地区が連携し、海の特性を活かした多彩な体

験授業をつくる。子どもたちの心と体に生きる力を刻む全国に誇る教育旅行の聖地をめざす。 

 

◆ ガイドセンターを創出し、新規顧客を開拓する  

内外海観光の総合窓口や体験・滞在旅行の複合的な拠点を設置する。女性客や外国人、ファミリ

ー層をターゲットとした体験プログラムを生み出し、新規顧客の開拓をめざす。 

 

◆ 設備を改善し、快適で安心な民宿にする 

女性層や外国人など新たな顧客層に対応したトイレや情報通信の設備を改善し、快適で安心な民

宿をめざす。女将や若い世代の感性を高め、新鮮な魚料理でお客様を健康にする宿づくりをめざす。 
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３．エリア方針 

◆内外海地区全体を一つの宿と見たて、フロントである内外海総合拠点を内外海ガイドセンターとして旧阿納尻小学校に配置する。 

◆共同加工場や教育旅行の学習室は、内外海全体の厨房拠点と位置付け、旧田烏小学校に配置する。 

◆ブルーパーク阿納をメイン拠点に、外海周辺にシーカヤックや漁業体験による教育プログラムや外海体験プログラムの連携フィールドとする。 

◆内海周辺に、隠れ家的スポットの要素を活かした内海体験プログラムの連携フィールドとする。 

 

●エリア方針図 
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４．実施プロジェクト 

未来漁業プロジェクト 

 

◆実施概要 

○養殖は短期間で大きく育てる必要があり、リスクを低減させるためにも、カワハギなど適している魚を

選定し、研究や開発に取り組む。また、季節ごとに味わえる魚も豊富にあることから、未利用魚の活

用・研究に取り組む。 

○養殖と流通について、技術と販路のセットで考える必要がある。流通・販路は、定置網との連携で小

さい魚を活かした昔ながらの自家製法を掘り起し、商品のブランド化やネット通販に取り組む。ブラン

ディングにあたっては、コンセプトや販売スタイル、パッケージにわたる総合的なデザインを行う。 

○旧田烏小学校に内外海地区全体で使用できる共同加工場を整備する。高齢者によるなれずし工法

やへしこの大量生産により加工品をブランド化し、都市圏へ発信・販売を行うなか、ガイドセンターに

レストランやショップを設けて販売する。 

○漁業は後継者不足と高齢化が課題であり、収益性の低さ、不安定さが原因にあることから、儲かる漁

業に取り組む。漁業を継承するため、若い世代の漁業体験や定置網など漁法の伝承に取り組む。地

区外の継承者については、漁業権の問題もあり、内外海地区全体で解決に取り組む。 

 

◆実施事業 ◆実施・協力団体イメージ 

◆養殖、未利用魚の活用研究事業 

・新しい養殖の研究（カワハギなど） 

・春夏秋冬の未利用魚の活用研究 

福井県立大学海洋資源学部 

県立若狭高等学校 

県栽培漁業センター など 

◆内外海ブランド・販売事業 

・商品ブランディング＆ネット通販の整備、販路の確保 

・旧田烏小学校における共同加工場の整備 

民宿 

田烏なれずしの会 

民間企業 

シルバー人材センター など 

◆未来漁業 人材育成事業 

・大学や高校との連携カリキュラム 

（未利用魚の活用、商品ブランディング、ネット通販など） 

・中学生、高校生、大学生の漁業体験、伝承 

・漁業と観光の連携による職種や雇用の創出 

民宿、阿納体験民宿組合 

福井県立大学海洋資源学部 

県立若狭高等学校 

同志社大学 

武庫川女子大学 など 

 

 

 

  



15 

 

 

教育旅行の聖地プロジェクト 

 

◆実施概要 

○教育旅行の拠点はブルーパーク阿納で、メイン授業としてカヤックや釣り、魚さばき教室が上げられ

る。さらに、少人数授業として、志積や矢代でタコ籠漁や刺し網漁、わかめ見学、田烏のへしこ作り、

定置網見学、田烏の棚田の田植えによる農業体験などがある。 

○これらを踏まえ、教育旅行の目的、授業内容、時期、マップ、人材、受付など、教育旅行のビジョンや

授業のカリキュラム、マップの総合的な検討を行い、内外海地区全体での実施プログラムや営業用

の素材とする。内外海地区全体の教育旅行の受付窓口や専用HPやリーフレットを制作し、多彩なプ

ログラムを売りにした営業とサービス提供を行う。 

○教育旅行連携チームを結成し、上記の検討に取り組み、実施に向けた役割分担やスケジュールを明

確にして共有する。これを踏まえ、教育旅行スタッフの募集・育成や福井県立大学海洋資源学部との

連携カリキュラムの実施により、大学生のサポート体験や人材育成に取り組む。 

○実施にあたって、民宿だけでは人出不足で高齢化により継続性も困難になることから、地域おこし協

力隊員やツアーガイドセンターで雇用を創出し、教育旅行の窓口や営業、プログラムの企画・実施・

運営を民宿とともに推進する体制を構築する。 

○サイクリングやカヤック、乗り合いバスなど内外海地区までの交通手段と地区内での移動手段を確保

する。 

 

◆実施事業 ◆実施・協力団体イメージ 

◆教育旅行のパッケージデザイン事業 

・教育旅行の授業カリキュラム＆マップづくり 

（目的、授業内容、時期、マップ、人材、受付） 

阿納、志積、矢代、田烏、犬熊、西

小川、宇久の有志 

福井県立大学海洋資源学部 

県立若狭高等学校 など 

◆教育旅行連携チームの結成、運営 

・教育旅行スタッフの募集、育成 

・教育旅行連携チームの結成 

・県立大学との連携カリキュラム 

（学生の教育旅行サポート体験と人材育成） 

民宿 

阿納体験民宿組合 

たがらす我袖倶楽部 

若狭湾観光連盟 

モンベルなどアウトドアメーカー 

福井県立大学海洋資源学部 

県立若狭高等学校 など 

◆移動手段の確保 

・内外海地区までの交通手段の確保（あいあいバスの活用） 

・内外海地区内での移動手段の確保 

（レンタルサイクル、漁船、カヤックなど） 

交通事業者 

小浜線利用促進協議会 など 
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新機能創出プロジェクト 

 

○内外海地区の観光の窓口拠点として、旧阿納尻小学校にガイドセンターを整備する。教育旅行や体

験プログラム、インバウンド客の総合窓口として、機能や人材の検討を行う。総合窓口機能として、教

育旅行、体験プログラム、インバウンド誘客を軸に、マーケティング調査や実証実験を踏まえ、事業

計画や事業収支を作成し、運営体制や運営手法の検討を行い、持続可能な体制を構築する。 

○レストランやショップについては、対象物件の可能性調査や業種やターゲット層を明確にするための

マーケティング調査により、魅力的で収益性のある店舗の情報収集を行う。 

○次世代の顧客確保として、ファミリーや女性をターゲット層として新規顧客を開拓する。女性や外国

人向けの体験プログラムの企画、実証実験により、顧客のニーズに対応した旅行商品づくりに取り組

む。旅行商品の販売先や販売方法、営業方法の検討を行う。 

○漁村集落に点在する蔵や空き家を活用した蔵ツーリズムの可能性調査を行う。所有者へ貸借等の意

向調査など地元調整に取り組む。福井県立大学海洋資源学部のフィールドワークとして、蔵の活用

などの検討を行い、実施に向けた可能性を探る。 

○漁業と観光との連携により、若い世代が誇りを持って働くことができる職種と雇用を創出する。 

 

◆実施事業 ◆実施・協力団体イメージ 

◆美と健康の体験プログラムの企画、実証実験事業 

・女性の美と癒し体験道場プログラムの企画・販売 

（タラソテラピー、スローフード教室など） 

・隠れ家的スポットツアーの企画・販売 

（仏谷、高齢者ビーチ、無人浜のドッグランなど） 

内外海まちづくり協議会 

㈱まちづくり小浜おばま観光局 

一般社団法人うみから 

たがらす我袖倶楽部 

個人や事業者による有志 など 

◆蔵ツーリズムの調査事業 

・蔵の意向調査、地元調整、企画、運用 

・県立大学との連携カリキュラム（蔵の活用） 

福井県立大学海洋資源学部 など 

◆インバウンドガイドツアーの企画・営業事業 

・寺社、海体験、買い物、食事の企画・販売 

・県上海事務所や旅行会社との連携 

若狭小浜民宿推進協議会 など 

◆レストランやショップの可能性調査、募集、選定 

・サウンディング調査 

・テナントリーシング調査、出店者の募集、選定 

 

◆内外海全体の総合的なＨＰ制作事業 

・宿泊、教育体験旅行、体験プログラム、インバウンドの総合的

な予約サイトの制作 

 

◆ガイドセンターの運営組織や人材の検討 

・ガイドセンター機能に即した人材の募集、選定 

（受付案内、プログラムの企画・実施・運営、営業など総合的な

観光マネジメント機能） 
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民宿快適プロジェクト 

 

○現在の民宿の主な顧客層は、60～80 歳という高齢の経営者と同世代でリピーター客が主流となって

いる。観光スタイルも時代とともに変化しており、今後、経営者の世代交代にあたって、ターゲット層

や顧客サービスを明確にし、顧客ニーズに対応していくことが重要である。 

○次世代へつなげる顧客層として、教育旅行の児童・生徒の母親世代や自然や食の本質的な魅力を

求める女性層が上げられる。宿泊や体験プログラムにおいて求めるニーズや設備環境を把握するた

め、先進地視察や研修講座を実施する。対象者は若女将や観光マネジメントに関わる団体や個人

で、宿泊施設の設備、アメニティ、サービスの現況や内外海地区ならではの魅力、課題を把握し、民

宿の環境改善や体験プログラムの企画・実施につなげる。 

○将来的に、廃業を予定している民宿の建物活用や仕出しなど食事サポートサービスのニーズを把握

するため、民宿意向調査を行う。事前に対応することで、活性化につながる資源や建物の活用を計

画的に推進し、随時見直しを行うＰＤＡＣサイクル（Plan：計画を立てる、Do：実行する、Check：評価

する、Action：改善する）ができる仕組みを構築し、戦略的・効果的・効率的な事業展開をはかる。 

 

◆実施事業 ◆実施・協力団体イメージ 

◆先進地視察・研修事業 

・若女将の先進地視察・研修講座（あわら市、氷見市） 

（女性向き体験プログラム、設備・サービス動向） 

・未利用魚加工の先進地視察（山口県田布施） 

（未利用魚、調理・販売、自主運営、共同加工場） 

・観光マネジメントの先進地視察（島根県隠岐の島） 

（外部スタッフの雇用、地元との連携、組織運営） 

民宿（女将、若い世代） 

共同加工販売の希望者、関係者 

観光マネジメントに関わる個人や事

業者による有志 など 

◆民宿意向調査事業 

・設備改善促進（洋式トイレ、施錠、Ｗｉ‐Ｆｉ） 

・蔵の意向調査（貸出し、漁業道具など） 

・廃業予定民宿のゲストハウス（１棟貸）意向調査 

・素泊り専用民宿の食事サービス希望調査 

民宿 

若狭小浜民宿推進協議会 など 
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５．事業メニュー 

◆ 共同加工場＆海の学習室整備事業（旧田烏小学校） 

内外海地区全体の製造・加工・販売拠点および学習・研究拠点として、旧田烏小学校に新たな養

殖開発と種苗生産施設、未利用魚を活かした加工品の開発、研究、製造、販売できる共同加工場を

整備する。 

新たに商品開発をする発酵加工品の保存室、地元の小中高生や教育旅行の生徒が内外海の漁

業を学び、体験できる空間を整備する。 

高齢化等により飲食サービスが困難な民宿への料理提供として、仕出し等の調理・配達サービスを担

う共同の厨房設備を検討し、未来の漁業を担う若い世代から知恵と技のある高齢者の雇用創出の場と

して整備する。 

 

◆内外海の宝、資源 

閉校後、田烏なれずし工房として、１階を改装し、地元の方々による田烏さばなれずしの会や若狭高

等学校海洋科学科による「鯖のへしこから作るなれずし」について研究がスタートしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な機能 

□田烏なれずし工房 

□共同加工場（製造、パッケージ、通販、発送） 

□保存室（タル置き場） 

□弁当、仕出し用厨房（民宿への提供） 

□学習室（地元の学校、教育旅行） 

□レンタルサイクリング 

 

 

 

 

 

 

 

（たがらす我袖倶楽部ＨＰ） 
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◆内外海共同加工場整備事業（旧田烏小学校）の事業イメージ 

 

共同加工場 

 

 

 

 

 

 

 

厨房（弁当、仕出し等） 

 

 

 

 

 

 

 

学習室（地元の学校、教育旅行） 

 

 

 

 

 

 

 

レンタルサイクル 
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◆内外海共同加工場整備事業（旧田烏小学校）のレイアウト案 
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◆ 内外海ガイドセンター整備事業（旧阿納尻小学校） 

内外海地区の教育旅行、体験旅行、インバウンド旅行の総合窓口・案内機能とツア―企画・運営を

担うガイドセンターを検討し、核となる教育旅行の支援や女性や外国人をターゲットにした体験プログ

ラムツアーの企画・運営、ショップやカフェ・レストランなど滞在空間づくりを行う。候補地として、地元の

愛着が強い旧阿納尻小学校などを検討する。 

内外海の住民と親しみ、海洋資源や観光もてなしに精通した専門性のある若者や女性の雇用創出、

活躍の場として検討する。 

 

◆内外海の宝、資源 

旧阿納尻小学校は 1991年の閉校まで、地元の年輩者から 30代までが通った思い出深い木造校舎

である。2014年から内外海区の住民による「象の駅」プロジェクト実行委員会が活用し、鍋祭りなどのイ

ベントを開催している。 

地元の方々や各種団体の愛着が強く、老朽化に対して、保存・維持のあり方が課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な機能 

□内外海ガイドセンター（受付・案内・ＰＲ） 

□管理運営会社オフィス 

□インバウンド受付（総合窓口、言語ソフト、マナー）

  

□漁家レストラン＆カフェ 

□雑貨、本屋、特産品（海産、農産物）のショップ 

□レンタルサイクリング 

□レンタルオフィス、レンタルショップ 
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◆内外海ツアーガイドセンター（象の駅、旧阿納尻小学校）の事業イメージ 

 

受付・案内スペース 

 

 

 

 

 

 

 

レストラン、カフェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ショップ、オフィス 

 

 

 

 

 

 

 

レンタルサイクル 
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◆内外海ガイドセンター（旧阿納尻小学校）のレイアウト案 
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蔵ツーリズムの事業イメージ 

各集落には蔵が点在し、独特の景観となっている。空き家や空き民宿は少なく、各集落のサテライト

拠点として、蔵の活用を検討する。用途として、蔵ツーリズムとして、海の図書館、ブックカフェ、伝承拠

点、海の展示（網、浮、舟など）、タラソテラピー、アロマテラピー施術場、癒しと美のカフェなど、小さな

空間で表現できる新機能の導入や教育旅行の休憩所など、集落間の連携ツールとしての可能性を検

討する。所有者の意向が重要なことから、意向調査や貸借条件などの検討を行う。 

 

◆内外海の宝、資源 

内外海の各漁村には蔵が点在し、活用が望まれている。今後、蔵の所有者に貸借や活用の意向をお

聞きし、地元の方々の合意を得て進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な機能 

□メイン授業（釣り、魚さばき、シーカヤック倉庫） 

□少人数授業（タコ籠漁、刺し網漁、田烏の農業） 

□漁村探検の休憩所 

□移動休憩（サイクリング、ウォーキングの駅） 

□海の図書館、ブックカフェ、伝承拠点 

□海の展示（網、浮、舟など） 

□タラソテラピー、アロマテラピー施術場 

□癒しと美のカフェ 
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◆蔵ツーリズムの事業イメージ 

昔の舟や大漁旗の展示 

 

 

 

 

 

 

定理網漁法の説明 

 

 

 

 

 

 

海の図書館 

 

 

 

 

 

 

昔の漁業の民具（蔵や小屋から収集） 

 

 

 

 

 

 

タラソテラピーやカフェの空間 

 

 

 

 

 

 

（参照：富山県氷見市魚々座） 

 

  

 昔の漁業の民具（蔵や小屋から収集） 
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第５章 実現にむけて 

１．事業体制 

◆新しい「主体」の考え方 

計画を実施に移し、将来長く自立運営していくためには、ある程度の公的資金（国の交付金・補助金

含む）を投入しつつも、計画段階から事業化段階、管理・運営段階を一環して行う公共でもない、民間

企業でもない「第三の主体」が必要となる。 

 

◆各地で多くの実績 

すでに、世界各国、日本各地ではそのような主体を「タウンマネージメント組織」「エリアマネージメント

組織」と呼び、多くの実績を挙げている。 

 

◆基本的な主体の性格 

（１）公益性 

地域活性化やまちづくりの推進、歴史的建物・景観の保存・活用といった公益目的を中心に活動す

る。 

（２）経営力 

自立する経営主体として、公的支援は得つつも、継続的に運営できる事業体として機能する。 

（３）専門性 

土地・建物の取得・借上げや有力な出店者・事業者を誘致、導入、あるいは直営するノウハウを有して、

具体的な事業を展開する。多くの場合、内部にそのような専門性、人材を当初から持ってないことから、

外部の専門家の支援を得ることになる。 

 

◆主な事業目的（一般例） 

（１）ある観光・商業・サービス業集積区域の資産価値の向上 

（２）その区域の観光・商業・サービス業の成長 

（３）地域コミュニティ活動の活性化など 

 

◆主な機能（一般例） 

（１）プランニング機能      （マーケティング、事業計画、資金計画など） 

（２）ディベロップメント機能   （土地・建物の利用権、改装、テナント誘致など） 

（３）マネジメント機能     （建物の維持・管理、テナントの営業支援など） 
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◆新しい主体の組織形態 

実施主体は、何らかの「法人格」をもって契約・資金調達主体となれることが望まれるが、その法人とし

ては、①第三セクターのまちづくり会社、②民間共同出資のまちづくり会社、③一般社団法人、NPO 法

人などが考えられる。以下に主な事例を示す。 

 

① 第三セクターの「まちづくり会社」方式 

行政と市内団体、市内企業、金融機関、個人などの出資による、独立性の高い新しい組織 

◆滋賀県・長浜市 ※ 

㈱黒壁（1986）・長浜まちづくり㈱（2008）  

◆滋賀県・守山市 ※ 

㈱みらいもりやま 21（2008）  

◆長野県・飯田市 ※ 

㈱飯田まちづくりカンパニー（1998）  

◆兵庫県・丹波市（旧柏原町 1万人） ※ 

㈱まちづくり柏原（2000） 

◆京都府・笠置町（人口 1400人） ※ 

笠置まちづくり㈱（2016） 

② 民間共同出資の「まちづくり会社」方式 

市内団体・企業などと地元有志による共同出資会社 

◆京都府・福知山市 

福知山フロント㈱（2005）、別に第三セクターの福知山まちづくり㈱ 

◆鳥取県・米子市 

㈱法勝寺（2008）、㈱元町（2012） 他３社 

◆神戸市・トアロード地区 

㈱トアロードまちづくりコーポレーション（1998） 

③ 一般社団法人・NPO法人 

各種団体、まちづくり協議会が母体となり、より組織力、経営力を高めるため法人化 

◆神戸市・新開地周辺地区 

（NPO）新開地まちづくり NPO(1999) 

◆大分県・由布市湯布院町（旧湯布院約１万人） ※ 

観光まちづくりセンター（NPO）、（一社）由布院温泉観光協会 

◆兵庫県・篠山市 ※ 

（一社）ノオト（2009） 

◆広島県・尾道市 

（NPO）尾道空き家再生プロジェクト 

◆福井県・あわら市 ※ 

（一社）あわら市観光協会・あわらツアーガイドセンター 

 

※はいずれも行政から公共施設の指定管理者になっている。 
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◆内外海地区における実施主体の方向性 

ガイドセンター機能や共同加工場などハード整備を伴い、かつ事業収入を得て雇用を確保するため

には、何らかの「法人格」をもって、契約・資金調達主体を確保することが不可欠となる。今後、取り組む

べき事業として次のような事項が想定される。 

 

１ 

内外海地区の実施プラン作成と地元合意形成（行政・専門家と共同） 

活性化コンセプト、実施事業などを確立するため、事例収集、アンケート・ヒアリング、事業手法

資料収集、検討会、視察等を行いつつ、地元関係者の合意形成をはかる。 

  

２ 

産業活性化戦略プラン作成（行政と専門家との共同） 

産業の活性化、観光戦略のターゲット、観光資源、観光プログラムなどを具体化し、その実行に

必要な受け入れ態勢の整備（広報・案内・交通・飲食・宿泊機能など） 

  

３ 

保存・活用する建物の特定と借上げ等の協議（行政と専門家と共同） 

内外海地区において、活用する各数件の建物を特定するため、建物所有者との協議、借上げ

条件等を明らかにした上で、利活用できる条件を整え、契約締結等に進める。 

  

４ 

建物利用主体の募集選定（専門家と共同） 

地域活性化に効果が大きいと考えられる活用方法（カフェ、レストラン、ショップ、オフィス、ゲス

トハウス、交流施設等）を検討の上、実際に出店する利用主体を抽出するための方法の検討、

実施により利用主体を選定する。 

  

５ 

事業収支計画の検討・作成 

各個別事業が、原則として独立採算で成立するための収支計画の作成、必要な補助金・融資

等獲得（申請書類作成、担当部門との協議含）を行うとともに、「実施主体」としての長期の収支

が成立し、継続的な運営ができる見通しを立てる。 

  

６ 

内外海地区における環境整備協力 

建物の保存・活用と合わせて、エリアとしての魅力環境を創出するために、サテライト拠点整

備、民宿環境整備、広場・駐車場整備、サイン計画等について、行政が計画を策定する過程

に参加、協力し、実施にあたってはその一部の運用を担う。 

  

７ 

実施主体による企画・運営 

① マップ、リーフレット、書籍、HP、フェイスブックなど広報手段の企画、制作、宣伝事業 

② 教育旅行連携プログラム、女性層やインバウンド層対象の体験プログラムの企画、実施 

③ 各種イベント、マルシェ・朝市などソフト集客事業の企画、実施 

④ 特産品、観光土産品の企画、開発、製作、販売 

⑤ 観光・交流施設、駐車場・交通施設など公共・公益施設の管理・運営 

⑥ 夕食・仕出しの配食など民宿支援サービス 
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◆内外海地区における運営システムの可能性 

 

新しい主体は、運営のコア機関となるとともに、経営面でのマネージメント（収支計画含）を主に担うこと

で、自立運営、協働型運営を可能とする重要な役割を果たす。 

実際の活動面では多様な団体、グループ、個人が関わることが不可欠となる。しかし、それら各主体が

連携し、情報を共有し、さらには新しい活動やその主体を生み出す場がないと、本来の目的は達成され

ない。そのため、多くの先進的・類似事例では、以下のような運営システムを構築している。 

 

①まちづくり会社方式 

内外海地区産業活性化プロジェクトの事業推進にあたっては、コンセプトや方向性を共有した上で、

漁業、加工、観光など各種団体や個人、民宿が得意分野を活かして専門的、戦略的に取組む必要があ

る。以下は、各実施事業に対して、主な実施・協力団体を示している。 

これらを統括し、実施運営主体となる法人格が必要不可欠であり、事項では、既存組織、新しい組織

を踏まえて、運営システムと実施主体の検討を行う。 

一般的には、以下のように、まちづくり会社による法人組織と各種団体からなる運営協議会により、協

働システムと事業収益性を確保する組織の連携体制で運用するケースが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行政（市） まちづくり会社 

 

専門家・アドバイザー 

（プロジェクトマネージャー） 

運営協議会 サポーターチーム 

民宿 
阿納体験 
民宿組合 

漁業・加工 
観光等 
各種専門 

分野 

個人・企業 

一社法人 

県立大学 

若狭高校 

各種グループ 

・団体・ボランティア 
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②民間共同出資の「まちづくり会社」方式 

まちづくり会社は、第３セクター方式や民間共同出資による方式がある。事業に参入する運営協議会

のメンバーや宿泊事業者、個人の有志、各種団体からの出資により、ビジネス的に代行する法人格を民

間共同出資で設立することが考えられる。 

具体的には、内外海地区の民宿や事業に参画を希望する個人・企業が出資金（資本金）を集める。設

立の手順や出資構成者及び運営においては公民連携の形がとられる。因みに、行政主導のケースでは

以下の流れで進められることが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出資金（資本金）は、中核都市や 10 年程前までは数千万円のケースが多かったが、近年、特に小都

市や町レベルでは 200～300万円のケースが多くなっている。いずれにしても行政出資を伴う場合は、出

資比率を 50％未満とするケースが大半である。 

 

③一般社団法人・NPO法人 

特定の目的やエリアで事業を推進する場合、一般社団法人や NPO 法人の法人格も可能である。内

外海地区においては、エリアが限定されているので活動に特化できる利点はあるが、漁業や加工・製造、

観光事業と分野が多岐にわたるため、これらをカバーすることができる一般社団法人や NPO 法人が必

要になる。 

  

設立準備会 

・行政 

・各団体代表 

・専門家・アドバイザー 

発起人会 

・行政 

・主な出資予定者 

・専門家・アドバイザー 

設立（出資者） 

・行政 

・市内企業・団体 

・金融機関・交通機関等 

・住民有志 

運営 

・行政 

・スタッフ 

・専門家・アドバイザー 
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２．実現にむけて 

◆平成 29年度の取り組み 

平成 28年度における基本計画・実施計画を踏まえ、平成 29年度は実施に向けた取り組みを推進する。 

（１） 実施運営体制の参画者・機関の立ち上げ（団体・個人・企業・大学等） 

（２） ソフト事業の企画・実施検証事業 

（３） ガイドセンター候補地の可能性調査（耐震調査、事業費等） 

（４） 事業運営体制の検討（事業手法、事業収支等） 

 

平成 28年度成果                     平成 29年度の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆事業全体スケジュール（案） 

平成 28年度の活性化計画を踏まえ、実施に向けた取り組みを推進します。 

 平成 28年度 平成 29年度   平成 30年度 平成 31年度 

ソフト事業 
活性化計画 

（実施プロジェクト） 

体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ企画・ 

実証・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ調査 

サウンディング調査 

（店舗出店意向調査） 

旅行商品の 

造成・営業・販売 

テナント募集・選定 

教育旅行 

体験プログラム 

インバウンド 

案内・受付・営業 

 

ハード事業 

（共同加工場） 

 

活性化計画 

（事業メニュー） 

意向調査 

実施設計 

施設改修工事 

共同加工場の開業 仕出し事業の開始 

ハード事業 

（ガイドセンター） 

活性化計画 

（事業メニュー） 

敷地関係調査 

耐震調査 

事業計画 

基本設計 

実施設計 

積算 

施設改修工事 

ガイドセンター開設 

運営体制整備 

（運営体制、組織） 

活性化計画 

（事業体制、手法） 

管理運営体制づくり 

管理運営実施計画 

開設準備 

運営法人設立 
観光ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ運営 

 

■基本計画 

次世代へつなげる未来漁

業と滞在型観光の創出 

■事業計画（拠点整備） 

■実施プロジェクト 

・未来の漁業プロジェクト 

・教育旅行の聖地プロジェクト 

・新機能の創出プロジェクト 

・民宿環境改善プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地元合意 

■実施運営体制 

・運営システムの全体像 

・協働の運営体制 

・事業推進組織 

■人材育成、人材募集 

・ガイドスタッフ 

・レストラン、ショップ 

・大学連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ソフト 

・商品ブランディング 

・企画・運営実証実験 

・先進地視察 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ハード 

・候補地の可能性調査 

（事業手法、事業収支） 

 

 

 

 

 

 

 

 


