
白川町観光協会 

 

ツアーで訪れるまち白川 
 

 

定住自立圏構想「第二次共生ビジョン」提案 

 



名古屋市民を定住自立圏域へ 

招くツアーの実施 
【概要】 

 対象     名古屋市民 

 募集方法   新聞広告 白川町観光協会HP  SNSの活用 

 参加コース  日帰り10コース   一泊1コース 

 参加費用   日帰りコース  4,000円～6,000円（税込） 

        一泊コース     10,000円～12,000円（税込） 

         ※各コース1,000円相当分 

 集合場所   名古屋駅 

 企画・運営  地域おこし協力隊、観光協会 

 案内役    観光ガイドを養成して、地域の道先案内人とする 

 最少催行人員 15名  募集定員35名 

 条件     参加者にはモニターとしてアンケートに答えていただく 

 



高齢化 

耕作放棄地の増加 

人口流出 後継者不足 

白川町の課題 

出生率の低下 

消滅可能性自治体 

限界集落 

２０１０年から３０年間での２０～３９歳の 

女性人口の予想減少率 ７０.３％減少 

岐阜県で一番高い減少率 
空き家の増加 

何とかしなければ・・・ 白川町の未来は？ 

人口 2,268,217人 

白川町 美濃加茂市 名古屋市 

人口 55,185人 人口 9,325人 

※人口はH26.4.1現在 



みのかも定住圏域を知ってもらうきっかけづくりがしたい！ 

事業の目的 
名古屋市民は、みのかも定住圏域を知っているだろうか。 

市町村名は知っていても詳しいことは知らないだろう。 

ツアーを企画するしかない 

■待っていても誰も来ない。個人客は通過してしまう。 

■岐阜は他にも観光地がいっぱい。（飛騨高山、下呂温泉 等） 

■個人旅行でみのかも定住圏域を選択する人は少ないだろう。 

名古屋市民を定住圏に招く 

■たくさんの魅力があるのにもったいない。 

幅広く参加者を募り、みのかも定住圏域の魅力を知ってもらう。 



田舎暮らしへの憧れ 

名古屋市民が求めるもの 

安心・安全な農産物 

農業、林業がしたい リフレッシュ（癒し） 

定住圏域には名古屋市にはない魅力がいっぱい！ 

アウトドア（川遊び） 

自然観察（星空） きれいな水、空気 

非日常の生活 

ふるさと 

＝ 
イコール 



また来たい 

非日常を満喫 

道先案内人養成 

住んでみたい 

良さを再認識 

定住促進へ 
ツアーがきっかけとなり最終的には 

定住促進につなげたい！ 

観光＝光を見る 

光＝非日常 

★事業のねらい★ 

魅力のある観光ガイド 

（道先案内人）を養成する。 
 

◆ポイント◆ 



 美濃加茂市の観光ボランティアガイドを講師に招くなどして
ガイド養成講座を開催する。 

 「ふるさと白川 誌」ｉパッドを活用した語り 

ふるさと白川の活用 

  現場体験の様子 

個性を活かした道先案内人の養成 

佐見の夫婦杉 
今をさる500年前の昔、恋に
落ちた二人は、京都-伊勢国- 

飛騨高山―美濃国-佐見路に
入ってあの世で結ばれようと 
この夫婦杉の元で死に柄が見
つかる。二人の愛し合う心が 
神木に宿って男杉女杉の枝が
固く結ばれている 

道先案内人 



一人でも多くの名古屋市民に 

お越しいただくために 

★白川町の素晴らしさを直に体験していただく 

★最高のおもてなしをする 

★田舎の良さを満喫していただく 

★季節感を感じていただく 

★満足と感動を与える 

★必ず会話をする。退屈をさせない 

★白川町に「住んでみたい」と言わせる 

 

 

道先案内人の目指す姿 



日帰りコース 

事業内容 

宿泊コース 
・特産品、自然など地域資源を最大限活かしたコース提案 

・都市部では味わえない魅力を提供 

※宿泊コースは２年目以降実施 

ＰＲチラシの活用 
ツアー募集チラシの裏面を連携自治体のＰＲ
及び広告欄として活用することにより各方面
にメリットのある内容とする。 

定住圏域を巡るツアーを実施 

・非日常を味わえる体験を主体にした豊富なコースを提案 

人それぞれ好みは違う。年齢層も様々... 

非日常が体験できる様々なツアーを企画する。 
豊富なプログラム提案 



事業内容の検討 

協議会 

【検討すること】 

 ・ツアー内容 

 ・ツアー実施方法 

 ・情報発信方法 

 ・道先案内人の養成方法 

地域の宝ものさがし 

  【構成員】 

 ・名古屋市民（ツアー参加者、NPO団体など） 

 ・美濃加茂市民（関係者） 

 ・白川町民（関係者） 

 ・有識者（地域活性化伝道師,大学,専門学校など） 

改善によるステップアップを目指す 

今後の事業内容、方向性を再検討する場を設けて、定住促進につながるプランを提案していく。 

白川町ではワールドカフェ等を
開催して地域の宝ものさがしを
行っている。発見された地域の
宝をツアー内容に活かしていく。 

学生(若者) 

地域おこしや観光を学ぶ
学生を招き、ツアープラ
ンを提案してもらう。 

年３回程度実施 

アンケート 

ツアー参加者アンケートを
毎回実施し、結果をもとに
協議会で検討していく。 

活用 参画 

将来的に... 



協働の内容 

白川町 美濃加茂市 

連携自治体の地域資源の再発見と活性化につながる 

両者にとってメリット 

観光バス 

ガイド養成 

ツアー運営 

観光施設利用 

美濃加茂市の観光ガイドを手本に 

白川町の観光ガイドを養成 
各コースには美濃加茂市、白川町 

それぞれの観光施設を入れる。 

美濃加茂市のバス会社を利用 ツアー運営は共同で行う。 

募集は旅行会社に依頼。 



◆白川町の大自然を満喫◆ 

ツアーの特徴 

◆田舎料理を満喫◆ 
～各地域によって特色メニューでおもてなしいたします～ 

◆おみやげ付き◆ 
～美濃白川の自然が育んだ特産品をプレゼントします～ 

◆癒しを提供します◆ 
～美濃白川道の駅温泉、大山白山神社等でリフレッシュ～ 

◆おもてなし◆ 
～美濃白川茶、パイプオルガンの音色でお迎えいたします～ 

～体験メニューを中心に大自然を満喫していだきます～ 



平成27年度分試算 

【支出】 

 道先案内人養成講座       10回       870,000円 

 ツアー開催   日帰りコース         10回      9,828,000円 

 通信費  DM発送・参加者御礼通知等はがき・切手等         126,000円 

                       合計 10,824,000円 (税込)                     

【収入】                             

 ツアー参加者負担  日帰り 4,000円×9回×35人  1,260,000円 

               “             日帰り 6,000円×1回×40人  240,000円 

                    合計  1,500,000円 
   

 補填費用         差引補填費用合計    9,324,000円                                                                   

 

予算書 



 体験型ツアー① 
 お茶摘みとお茶の入れ方 

 

協力 白川茶手もの保存会、美濃白川茶商会 

お茶摘みの体験 

ツアー内容 

手もみの実演とお茶の入れ方教室 



体験型ツアー② ピザ作りとトマト狩り 

トマト農園の方から説明を受けいざトマト狩りへ 

親子でピザ作り 

協力 クオーレふれあいの里 

協力 トマト農園 



体験型ツアー③ カワゲラウォッチング 

       

今日は子供たちと、白川町内の川でカワゲラウォッチングをしました 

川の中の石を裏返すと…小さな虫がいっぱい…ヒィ。 ヤゴ・カワゲラ・ 

トビゲラの幼虫・サワガニ…きれいな川しか生息しない生き物がたくさん!    白川町地域おこし隊 山本葵さん 

協力 クオーレふれあいの里 



体験型ツアー④ 木を知ろう  間伐って何? 

  白川町内で過去に行っていた 

「牛のドタ引き作業」も今はこれ 

地域の人の指導のもと、木を切る等 山の作業を体験することができます。 

体験の様子 

立木の倒す方向を定めて、チエンソーでそのねらった通りの方向に切り倒す技術に 

感動されます。また木が倒れた時の音や舞い上がる風の迫力に驚かれます。 

協力 白川町森林組合 



体験型ツアー⑤ 椎茸の菌打ちから収穫まで 

 

初めは使うのも怖がっていたドリルも 

上手に使いこなしていました。 

一人20個くらいずつ菌打ちをしましたが、 

楽しくてあっとゆう間に終わりました。 

採れたて焼きたてのしいたけは 

とてもおいしかったです。 

今回菌打ちした原木は約2年後しいたけが 

生えてきます。 

協力クオーレふれあいの里 



体験型ツアー⑥  山之上の梨狩り 

       安心の減農薬栽培で育てた20世紀や幸水等の梨狩り 

8月中旬から10月上旬の間、開園され、すみ渡る青空の下、手入れの 

行き届いた梨園に入って新鮮な果物をほうばれば、大人も子どもも 
甘みしたたるもぎたてフルーツの美味に酔いしれます。山之上観光果樹園HPより 



散策ツアー① 隠居山観音めぐり 

龍気寺・住職から説法を聴く 

  精進料理 

隠居山観音 

文化4年(1807)切井の山
口亀助は、西国三十三
か所の深い信仰者で、
この地に三十三か所の
石仏の観音像を安置し
て巡拝できるようにし
た。以来、「お砂場移
しの霊場」と呼ばれ、
人々の崇敬を集めた。 

協力 白川町・龍気寺 



散策ツアー②  紅葉と田舎料理 

ふるさと体験村コテージで囲炉裏料理を 

佐見川峡の紅葉 

佐見の夫婦杉 二代目 

甌穴 

協力 佐見ふるさと体験村 



散策ツアー③ 歴史を訪ねて（中山道太田宿、坪内逍遙） 

太田宿界隅 旧太田宿本陣門  

太田の渡し 太田宿 中山道会館 

協力 美濃加茂ボランティアガイド 

坪内逍遥は「尾張藩太田宿代
官所の」手代の息子として安
政6年(1859)に太田宿で生まれ、
幼年を過ごした。 
逍遥はその後上京し、後に早
稲田の講師となり26才で『小
説神髄』を著述、心理的写実
主義の表現形態について整理
し、文学の近代化に寄与、晩
年にはシェイクスピア翻訳を
果たし、演劇の近代化にも多
大な貢献を果たしました。 
晩年にも商用は、生誕の地
「太田」を訪れ、その際に記
念植樹したムクノキは美濃加
茂市の保存樹として保護され
ています。 

坪内逍遙 



散策ツアー④ 昭和村を訪ねて 



鑑賞ツアー① パイプオルガンで癒す 

       すべてのツアーでパイプオルガンの音色でお迎えする 

辻 宏 生涯に81台のパイプオルガンを建造、海
外の歴史的なオルガンの修復を手掛け、スペイン
のイサベル女王勲章などを受章、1998年「現代の
名工」に選ばれた。2005年12月没 

白川町民会館ホールにて鑑賞 

実際に触れることができる 故・辻 宏先生 協力 白川町教育委員会 



鑑賞ツアー② 古い芝居小屋「東座」を訪ねて 

名誉館主・中村勘九郎丈
を迎えて    2013.11.29 

地元住民による練習風景 

協力 東座運営委員会 



ツアー展望 

◆空き家改修プログラムの実施 ～セルフビルド体験～ 

地域おこし協力隊による企画運営 

定住促進へ... 

日帰り観光 

１年目 

２年目 

３年目 

４年目 

５年目 

◆農家民泊（田舎暮らし体験）ツアー 

ツアー内容は、将来的な定住促進につながるような内容にステップアップしていく。 

最終的には長期滞在型のツアーを企画し、地域に溶け込んでもらい定住意識を高める。 

将来、自立してツアーを運営するための体制づくり（人材育成）も進める。 

 目指すツアー内容【例】 

きっかけづくり 

１泊コース開始 

地域との交流会など 

農家民泊など 長期滞在 

長期滞在型など 

◆本格的な農林業体験ツアー 

長期滞在拠点の整備 人材育成 

大学生の合宿（建築、農林業） 

修学旅行の受け入れなど 

ツアー内容は毎回見直し、より魅力のある 

プログラムを提案していく。 



この事業が地域活性化の起爆剤となり、 

将来的な人口減少の緩和が期待できる。 

経済効果 

生きがい 

住民が実感できる 

事業の効果 

雇用の場を創出 

地域の活性化 

人口減少緩和 

入場料収入、商品の売上げ増に 

より地域が潤うことになる。 

地域の魅力を再発見 

観光ガイドをはじめ、携わる方が 

生きがいを感じるようになる。 

観光客の増加につながり新たな 

雇用の創出が期待できる。 

定住者が増加することにより 

地域が活性化する。 

身近にありすぎて今まで気付かなかった地域の魅力を 

再発見することにつながる。 



５年後の目標 

①定住者が増加する 

人口減少が緩やかになる 

名古屋市民のふるさと（憩いの場）になる。 

②地域全体が宝の山であふれる 

③定住圏域を訪れる人が増える 

空き家の活用を促進する 

魅力的なコースができることにより．．． 

いつまでも自然が豊かで美しく、住む人が元気であったかいキラリ笑顔が輝くまちに... 


