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１ 計画見直しの背景と趣旨 

 

(1) 見直しの背景 

 奥州市観光基本計画は、行政、観光関係団体、事業者、市民などの協働のもと、奥州市における

観光施策を総合的かつ効果的に推進するための具体的な方向を示すものであり、観光施策の指針と

なるもので、平成25年３月に策定されました。 

 計画期間は、平成25年度から平成33年度までの９年間で、そのうち平成28年度までを前期計画、

平成29年度以降を後期計画としています。 

 同計画では、推進のためのフォローアップとして、取組みの成果を適宜評価のうえ見直しを行う

こととしておりました。 

 今般、第２次奥州市総合計画（観光基本計画の上位計画）が新たに策定されることとなり、また、

観光を取り巻く情勢にも変化が生じていることから、観光基本計画における後期計画期間の開始に

当たり、必要な見直しを実施することとしたものです。 

 

(2) 見直しの趣旨 

 奥州市観光基本計画では、奥州市の特色的な観光資源である「歴史・食・自然」を活かし、観光

関係団体や民間企業、市民が一丸となったおもてなしで観光客を受け入れる「あじわいの郷」づく

りを目指し、次の４つの基本方針により、観光物産の振興に取り組むこととしています。 

【基本方針】 

方針① 観光客誘致の推進 

方針② 物産の振興 

方針③ 観光施設の整備及び新たな観光開発の推進 

方針④ 市民、観光関係団体との連携及び情報発信の充実 

 見直しに当たっては、この基本方針に基づく施策の具現化を確かなものとするため、主要施策の

進捗状況、これまでの取組みの評価、さらには最近の情勢変化等を十分に踏まえ、成果指標の見直

しなど目標の再設定を行い、さらに、その目標達成に向け、後期計画に位置付ける各種事業の修正、

追加、重点化等を行います。 

 この観光基本計画の見直しにより、後期計画期間における観光施策のより効果的な推進に努めて

まいります。 

 

(2) 見直しを反映する計画の期間 

 今回の見直しは、平成29年度から33年度までの後期計画（５か年）に反映させるものです。 

 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 

総 合 計 画 
 

    
 

    

観光基本計画  
 

        

  

後期計画(H24～28) 

後期計画(H29～33) 

（第２次）前期計画(H29～33) 

前期計画(H25～28) 
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２ 現状と課題 

 

(1) 観光を取り巻く最近の情勢 

 ここ数年の国内観光の動向を見ますと、外国人の訪日旅行が好調で、日本人の国内旅行も堅調に

推移しています。 

 直近のデータである平成28年の訪日外国人旅行者数（暫定値）は、過去最高であった平成27年の

1,974万人をさらに上回り、2,404万人（対前年比21.8％増）となり、４年連続で過去最高を更新し

ています。 

 また、日本人の国民１人当たりの国内宿泊観光旅行の回数は、平成22年の1.3回が平成27年には

1.4回に、同じく宿泊数は2.1泊から2.3泊に増加しています。この間、平成26年だけは消費税率引

上げの影響もあり減少に転じましたが、概ね横ばい又は上昇基調で推移しています。 

 一方、東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県内の観光は、依然として厳しい状況が続いてい

ます。平成22年の実績を100として数値化してみた場合、観光客中心の宿泊施設における日本人述

べ宿泊者数は、平成23年には95.3に低下し、翌年こそ上昇に転じたものの、その後再び低下し、平

成27年では84.7となっています。 

 このような状況のもと、政府は「日本再興戦略2016」（平成28年６月２日閣議決定）の中におい

ても「観光立国」を成長戦略の大きな柱の一つに位置付け、観光を我が国の基幹産業へと成長させ

ることとしています。また、観光は、人口減少や超高齢化に対する「地方創生」の切り札とされ、

「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）」（平成27年12月24日閣議決定）では、「日本版

ＤＭＯを核とする観光地域づくり・ブランドづくりの推進」、「多様な地域の資源を活用したコンテ

ンツづくり」及び「観光消費拡大等のための受入環境整備」の３つの施策を掲げ、地方の取組みを

積極的に支援していくこととしています。 

 この流れを受け、奥州市においても「奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を平成28年３月

に策定し、その基本目標である「歴史的風土と豊かな自然に快適都市基盤が調和した、誇りと幸せ

を感じられるまち奥州」の達成のため、「観光を核とした交流人口の拡大による関連産業の活

性化」を基本的施策の一つに掲げ、平成28年度から国の支援を受けて各種の事業を本格実

施しているところです。 

 

(2) 国、岩手県等の観光施策 

ア 観光立国推進基本計画（平成24年度～28年度） 

 国では平成18年12月に成立した「観光立国推進基本法」に基づき、観光立国の実現に関する施

策を総合的かつ計画的に推進し、国民経済の発展、国民生活の安定向上、及び国際相互理解の増

進を図るため、新たに「観光立国推進基本計画」を平成24年３月に策定しました。 

基本的な方針 

① 震災からの復興 ～観光が、復興を支え、日本を元気づける～ 

② 国民経済の発展 ～観光が、日本経済と地域を再生する～ 

③ 国際相互理解の増進 ～観光が、世界を惹きつける～ 
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④ 国民生活の安定向上 ～観光が、人生を楽しく豊かにする～ 

※ 平成29年度以降の計画は、本資料作成時点でまだ閣議決定されておらず、内容が不明のため

記載していません。 

 

イ みちのく岩手観光立県第２期基本計画（平成26年度～30年度） 

 岩手県では、「みちのく岩手観光立県基本条例」に基づき、「いわて県民計画」における政策の

基本的な考え方を踏まえ、県の観光振興に関する施策を総合的、計画的に推進するための計画と

して、「みちのく岩手観光立県第２期基本計画」を平成26年３月に策定しました。 

観光振興に関する施策 

１ 地域資源を生かした魅力的な観光地づくり 

２ 観光人材の育成や二次交通などの受入態勢の整備 

３ 効果的な情報発信と誘客活動 

４ 国際観光の振興 

５ 三陸沿岸観光の再構築 

 

ウ 「平泉の文化遺産」活用推進 新アクションプラン（平成27年度～31年度） 

 岩手県世界遺産保存活用推進協議会（県、関係市町及び関係団体で構成）では、「平泉の文化

遺産」を構成する平泉町、奥州市及び一関市の地域を中心に、来訪されるすべての方々に、この

地域の魅力を感じていただくとともに、地元においても、世界遺産登録を契機としたまちづくり

が、なお一層推進され、また、平泉からその先への波及効果が促進されるよう、「平泉の文化遺

産」を活用した地域振興策として取り組むべき事項を明らかにするための「新アクションプラン」

を平成26年度に策定しました。 

新アクションプラン３つの施策 

１ 魅力ある地域づくり 

   ～繰り返し訪れ、ゆっくり滞在できる地域づくり～ 

２ 旅行市場の拡大と平泉からその先への波及促進 

   ～国内外への効果的な情報発信と積極的な誘客活動～ 

３ 地域経済の活性化 

   ～観光等消費額の向上～ 

 

(3) 奥州市の関連計画 

ア 奥州市総合計画（前期）基本計画（平成29年度～33年度） 

 奥州市の現状とまちづくりの課題を明らかにし、長期的・広域的な視点から「めざすべき都市

像」とまちづくりの基本方針としての「施策の大綱」などを定め、市の総合的かつ計画的な行政

運営を行うための指針となるべき「基本構想」と、この基本構想を実現するために必要となる施

策や事業を部門別に体系化し、それぞれの個別施策を明らかにするための「（前期）基本計画」

を、いずれも平成29年３月に策定しました。 
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市政発展のための戦略プロジェクト 

 ① 誇りと幸せを実感できるまちづくり ～人口プロジェクト～ 

 ② 世界へ発信するまちづくり ～ＩＬＣプロジェクト～ 

施策の大綱 

 Ⅰ みんなで創る生きがいあふれるまちづくり 

 Ⅱ 未来を拓く人を育てる学びのまちづくり 

 Ⅲ 健康で安心して暮らせるまちづくり 

  ➌ 観光物産の振興 

   ① 観光客誘致の推進 

   ② 物産の振興 

   ③ 新たな体験型観光の推進 

   ④ 観光物産関係団体との連携 

 Ⅳ 豊かさと魅力のあるまちづくり 

 Ⅴ 環境にやさしい安全・安心なまちづくり 

 Ⅵ 快適な暮らしを支えるまちづくり 

 

イ 奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成27年度～31年度） 

 「奥州市人口ビジョン」を踏まえ、地方に「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」

を呼び込む好循環を確立し、地方への新たな人の流れを生み出すこと、その好循環を支える「ま

ち」に活力を取り戻し、人々が安心して生活を営み、子どもを産み育てられる社会環境を作り出

すため、「奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を平成28年３月に策定しました。 

基本目標及び基本的施策 

１ 安定した雇用と新しい産業の創出 

①農・商・工・伝統工芸産業などの産業基盤の強化と新産業の創出 

②地の利を活かした企業誘致等による雇用拡大 

③観光を核とした交流人口の拡大による関連産業の活性化 

２ 出会いを通じた結婚支援、子育て環境ナンバーワンへ 

①出会いの機会の創出 

②安心して子どもを産み育てられる環境づくり 

３ 体験を通じた新たな奥州ファンの開拓 

①移住・定住に向けた情報発信 

②移住者等の就業・起業支援 

③魅力ある奥州市の地域資源を生かした交流人口の拡大 

４ 地域愛の醸成と、安心・安全に生活できる個性豊かな地域社会の実現 

①生涯を通じた学習支援による、人づくりの推進 

②地域住民が主役となるまちづくりの推進 
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(4) 観光入込客数の推移 

ア 奥州市の観光入込客数 

 奥州市の観光入込客数は、東日本大震災のあった平成23年に大幅に落ち込み、その翌年には震

災前の水準に回復したものの、平成25年には再び減少に転じ、その後横ばいの状況が続いていま

す。 

■奥州市の観光入込客数                                                                 (人) 

 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

水沢区 1,025,567 1,061,719 1,001,303 977,221 889,435 762,674 961,654 861,912 857,095 912,820 

江刺区 670,608 637,821 619,395 566,719 519,698 406,311 496,675 467,176 455,343 465,565 

前沢区 464,884 473,220 457,521 447,496 439,962 269,302 415,034 399,300 416,323 381,211 

胆沢区 278,509 269,855 231,264 242,801 226,186 214,859 223,967 218,160 199,294 205,152 

衣川区 404,700 367,745 300,494 353,595 314,533 268,860 314,003 314,217 319,987 286,570 

市全体 2,844,268 2,810,360 2,609,977 2,587,832 2,389,814 1,922,006 2,411,333 2,260,765 2,248,042 2,251,318 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：奥州市商業観光課 

 

イ 奥州市主要観光施設の観光入込客数 

 主要観光施設の入込客数は、その年の積雪状況に左右される「スキー場」を除き、総じて減少

傾向にあります。過去３年を見ると、特に「寺院・資料館・レジャー施設等」の減少が大きい状

況にあります。 

■奥州市主要観光施設の入込客数                                                         (人) 

施設区分 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

寺院・資料館・レ

ジャー施設等 
428,479 358,830 394,107 360,576 266,289 369,728 339,499 307,803 298,742 

スキー場 12,676 27,585 22,934 30,439 31,439 35,614 37,554 44,742 38,743 

温泉・宿泊施設 887,387 772,377 752,479 700,302 643,998 710,786 690589 662,680 659,289 

計 1,328,542 1,158,792 1,169,520 1,091,317 941,726 1,116,128 1,067,642 1,015,225 996,774 

資料：奥州市商業観光課 

 （注）対象となった主要観光施設 

【寺院・資料館・レジャー施設等】… 正法寺、黒石寺、胆沢城跡（埋蔵文化財調査センターを含む。）、えさし

藤原の郷、えさし郷土文化館、黒壁ガラス館、牛の博物館、奥州湖交流館（旧胆沢ダム学習館）、とうほくニ

ュージーランド村（計９施設） 

【スキー場】… 越路スキー場、ひめかゆスキー場、国見平スキー場（計３施設） 

【温泉・宿泊施設】… 胆沢川温泉さくらの湯、薬師堂温泉、水沢石田温泉、前沢温泉舞鶴の湯、瑞月（旧すぱ

おあご）、焼石クアパークひめかゆ、やけいし館、国見平温泉、黒滝温泉、サンホテル衣川荘（計10施設） 

 

2,844,268
2,810,360

2,609,977 2,587,832

2,389,814

1,922,006

2,411,333
2,260,765

2,248,042 2,251,318

1,800,000

2,000,000

2,200,000

2,400,000

2,600,000

2,800,000

3,000,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
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ウ 奥州市の観光旅行入込推計数 

 奥州市の観光旅行入込推計数を見ると、平成22年までは減少傾向にありましたが、平成23年に

大幅な増加に転じ、その後もその水準を維持しています。発地別では、特に宮城県からの入込数

が増加しています。これら増加の要因は、平泉の世界遺産登録(H23)のほか、特にも震災被害が

甚大であった福島県や沿岸地域の代替地として当市が選択された影響だと推測されます。 

 

■奥州市の教育旅行入込推計数                                                        (校･人) 

 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

学校数 115 82 63 79 65 176 169 129 160 137 

人員 8,871 7,506 7,021 6,980 4,496 9,150 9,699 8,544 11,544 9,168 

資料：岩手県観光統計（独自統計） 

■奥州市の発地別教育旅行入込推計数                                    (人) 

 
H22 H23 H24 H25 H26 H27 

岩手 58 1,428 1,351 730 1,844 1,453 

宮城 1,229 6,469 5,906 4,878 4,264 3,208 

青森・秋田 119 718 448 671 738 472 

山形・福島 197 295 566 420 241 364 

北海道 2,036 90 390 541 739 542 

関東 522 140 891 881 2,008 1,300 

その他 335 10 147 371 1,710 1,829 

計 4,496 9,150 9,699 8,492 11,544 9,168 

                                                      資料：奥州市商業観光課 

■岩手県の発地別教育旅行入込推計数                                    (人) 

 
H22 H23 H24 H25 H26 H27 

北海道 79,252 906 17,066 45,360 51,027 49,994 

東北 51,568 115,354 148,799 112,213 104,426 100,757 

関東 42,468 8,608 29,099 32,726 40,022 45,847 

中部 731 1,100 930 1,363 1,664 2,527 

近畿 16,309 2,339 1,724 7,844 11,820 14,925 

中国・四国 1,399 713 503 1,209 2,082 1,483 

九州 27 877 1,831 162 1,258 608 

その他 82 1,088 1,566 1,146 1,955 1,304 

計 191,836 130,985 201,518 202,023 214,254 217,445 

                                                  資料：岩手県観光統計（独自統計） 

 （注）岩手県観光統計における教育旅行の調査対象 

 対象は、学校、学習塾、スポーツ合宿など、教育や学習の一環として岩手県内の観光地、観光施設、行・祭事

等を訪問した県外の教育旅行客です。 

 教育旅行に含まれるのは、修学旅行、林間学校、臨海学校、スキー旅行・研修、スポーツ合宿（大会参加を含

む。）、補修・クラブ合宿、オリエンテーション、学校主催の卒業旅行、その他学校（学年・学級）行事、学習塾・

スポーツ団体行事などにより実施した旅行です（先生方の職員旅行や家族旅行は対象外です）。 
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エ 岩手県の観光入込客数 

 岩手県の観光入込客数の状況は、平成23年に震災の影響で大きく落ち込みましたが、翌年には

回復し、その後、増加基調にはあるものの、そのペースは鈍化しています。 

■岩手県の観光入込客数                                                                 (人) 

 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

県全体 37,960,960 38,999,829 37,165,363 30,310,004 27,870,165 23,848,698 27,417,203 28,939,956 28,861,216 28,994,292 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岩手県観光統計（共通基準統計） 

 

オ 岩手県の外国人観光客入込数 

 岩手県の外国人観光客入込数の状況は、東日本大震災の影響が特にも大きく、平成23年は前年

比△71.5％の大幅な減を記録しましたが、その後は順調に回復・増加しており、平成27年は、過

去10年での最大値に迫る入込数となっています。 

■岩手県の外国人観光客入込数                                                           (人) 

 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

外国人 108,964 130,099 99,107 89,464 100,887 28,737 46,841 66,119 85,423 121,491 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岩手県観光統計（独自統計） 

 

カ 一関市、平泉町及び奥州市の外国人観光客入込数 

 一関市、平泉町及び奥州市の外国人観光客入込数の状況は、県全体とほぼ同様の推移ですが、

震災後の回復・増加のペースは、県全体を上回っています。これは、平泉の世界遺産登録(H23)

の効果と推測されます。 

 なお、このうち奥州市が占める割合は、いずれの年を見ても極めて低く、外国人観光客が取り

込めていない状況が窺えます。 
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■一関市、平泉町及び奥州市の外国人観光客入込数                                          (人) 

 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

一関市 6,752 7,357 517 5,034 6,690 1,837 2,821 4,568 5,753 8,795 

平泉町 15,040 16,676 17,657 12,174 14,489 1,867 8,851 9,449 14,131 21,214 

奥州市 1,332 1,512 679 529 501 203 395 184 1,674 1,298 

計 23,124 25,545 18,853 17,737 21,680 3,907 12,067 14,201 21,558 31,306 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岩手県観光統計（独自統計） 

 

キ 奥州市周辺の主な市町の観光入込客数 

 奥州市周辺の主な市町の観光入込客数の状況は、概ね県全体と同様ですが、特に平泉町の平成

24年の増加が著しく、世界遺産登録(H23)の効果の大きさが窺えます。ただし、翌年の平成25年

以降は、ほぼ登録前の水準に戻っており、今なお高いレベルではあるものの、ピークは過ぎたも

のと見られます。 

■奥州市周辺の主な市町の観光入込客数                                                   (人) 

 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

盛岡市 4,510,031 4,734,954 4,723,165 3,252,044 3,244,470 3,572,712 3,856,711 3,850,828 3,832,534 3,885,653 

花巻市 2,917,619 2,815,260 2,655,072 2,079,170 1,893,128 1,976,926 2,152,076 2,192,475 2,132,750 2,150,684 

北上市 1,956,712 1,873,740 1,803,219 858,108 871,138 416,670 724,798 1,320,345 1,217,633 1,271,131 

遠野市 1,921,199 2,089,503 1,942,251 1,858,005 1,890,815 1,963,230 1,787,826 1,661,858 1,643,486 1,701,202 

一関市 2,166,557 2,176,563 1,993,210 2,170,333 2,321,776 2,221,870 2,249,814 2,025,494 2,066,688 2,194,025 

金ケ崎町 334,680 380,198 398,753 375,638 353,326 348,219 347,668 333,774 335,675 324,526 

平泉町 1,877,300 2,051,700 1,968,100 1,987,846 1,867,704 2,102,582 2,587,906 2,097,696 1,989,476 1,930,641 

資料：岩手県観光統計（共通基準統計） 

 （注）「岩手県観光統計（共通基準統計）」を資料としている統計については、平成22年４月以降、「観光入込客統

計に関する共通基準」（観光庁策定）に基づき作成されています。それ以前の統計とは基準が異なるため、単純

比較ができない場合があります。 
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ク 入込客数の推移の総括 

 本計画を策定した以後（平成24年以降）の入込客数の推移をまとめると、次のような状況が見

られます。 

① 県全体では東日本大震災（以下「震災」）前の水準に回復しているが、奥州市では平成24年

こそ平泉の世界遺産登録効果等で震災前の水準に戻したものの、その後は減少し、ここ数年は

震災前よりも低い水準のまま横ばい傾向となっていること。 

② 岩手県、平泉圏域ともに外国人観光客が大きく増加しており、増加傾向そのものは奥州市で

も同様であるが、全体に占める割合を見ると、奥州市の割合は極めて少なく、訪日外国人旅行

（インバウンド）の恩恵が十分に得られていないこと。 
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３ 前期計画の中間評価 

 

(1) 中間目標の達成状況 

 観光基本計画では、基本方針の成果を計るための成果指標を定め、それぞれ平成26年度の前期計

画中間目標値、平成28年度の前期計画最終目標値及び平成33年度の後期計画最終目標値を設定して

おりました。 

 このうち平成26年度の前期計画中間目標値に対する実績値及び参考として平成27年度の実績値

は、それぞれ次のとおりです。 

 

ア 重点目標 

指標：主要観光施設（22施設）における入込客数                                   (千人) 

 H23 

現況値 

 

H26 

前期計画 

中間目標値 

H27 

参考値 

H28 

前期計画 

最終目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

計画値 941 1,078  1,170 1,330 

実績値  1,015 997   

※主要観光施設（22施設）の内訳 

【寺院・資料館・レジャー施設等】… 正法寺、黒石寺、胆沢城跡（埋蔵文化財調査センターを含む。）、え

さし藤原の郷、えさし郷土文化館、黒壁ガラス館、牛の博物館、奥州湖交流館（旧胆沢ダム学習館）、と

うほくニュージーランド村（計９施設） 

【スキー場】… 越路スキー場、ひめかゆスキー場、国見平スキー場（計３施設） 

【温泉・宿泊施設】… 胆沢川温泉さくらの湯、薬師堂温泉、水沢石田温泉、前沢温泉舞鶴の湯、瑞月（旧

すぱおあご）、焼石クアパークひめかゆ、やけいし館、国見平温泉、黒滝温泉、サンホテル衣川荘（計10

施設） 

 

イ 部門別目標 

方針① 観光客誘致の推進 

指標①－１：奥州市の観光客入込数                                             (千人) 

 H23 

現況値 

 

H26 

前期計画 

中間目標値 

H27 

参考値 

H28 

前期計画 

最終目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

計画値 1,922 2,322  2,590 2,841 

実績値  2,248 2,251   

指標①－２：ロケ誘致数                                                         (回) 

 H23 

現況値 

 

H26 

前期計画 

中間目標値 

H27 

参考値 

H28 

前期計画 

最終目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

計画値 7 9  10 13 

実績値  12 18   
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方針② 物産の振興 

指標②：首都圏等物産展出展業者数                                               (者) 

 H23 

現況値 

 

H26 

前期計画 

中間目標値 

H27 

参考値 

H28 

前期計画 

最終目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

計画値 25 18  20 25 

実績値  2 13   

 

方針③ 観光施設の整備及び新たな観光開発の推進 

指標③：平泉世界遺産関連を中心とした誘導案内板新設数                     (基(累計)) 

 H23 

現況値 

 

H26 

前期計画 

中間目標値 

H27 

参考値 

H28 

前期計画 

最終目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

計画値 － 30  50 70 

実績値  0 0   

 

方針④ 市民、観光団体との連携及び情報発信の充実 

指標④－１：観光案内ボランティア登録者数                                       (人) 

 H23 

現況値 

 

H26 

前期計画 

中間目標値 

H27 

参考値 

H28 

前期計画 

最終目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

計画値 66 80  100 110 

実績値  71 67   

指標④－２：奥州市観光物産協会ＨＰアクセス数                             (件(累計)) 

 H23 

現況値 

 

H26 

前期計画 

中間目標値 

H27 

参考値 

H28 

前期計画 

最終目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

計画値 － 30,000  60,000 135,000 

実績値  (データ無し) 34,466   
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(2) 主要施策の評価 

 観光基本計画では、４つの基本方針それぞれにおいて主要施策を掲げております。 

 各主要施策における平成27年度までの取組みに対する主な評価は、それぞれ次のとおりです。 

 

方針① 観光客誘致の推進 

Ⅰ 広域観光ルートの確立の着地型・滞在型プログラム創出の推進 

施策の内容 主な評価 

  平泉文化遺産エリア、岩手県南広域エリ

ア、伊達な広域エリアなどを視野に入れな

がら広域観光ルートを確立するとともに、

歴史公園えさし藤原の郷を中心とした市内

観光資源間の新たなネットワークの構築に

よる着地型・滞在型プログラムの造成を推

進し、旅行エージェント、関係団体と連携

した旅行商品の企画と販売を目指します。

また、平成27年度に予定される北海道新幹

線新函館駅開業を視野に入れた北海道・函

館エリアからの誘客、特にも教育旅行の誘

致を進めます。 

▽  広域観光ルートの確立については、十分な成

果が得られているとは言い難い。特に平泉との

近隣性のメリットが活かしきれていない。 

▽  着地型・滞在型プログラム創出の推進につい

ては、観光資源の掘り起こしやネットワーク化

が不十分であり、観光の魅力に乏しく旅行商品

化が難しい。グリーンツーリズムなど一定の分

野では成果をあげているが、さらなるオンリー

ワンの体験メニュー充実が必要である。 

▽  上記のような状況のもと、一般旅行、教育旅

行ともに商品化は厳しく、重点的かつ継続的な

プロモーション活動をするにしても、経費的な

限界があり、引き続き研究・検討が必要である。 

  
 

Ⅱ ロケ誘致の推進 

施策の内容 主な評価 

  歴史公園えさし藤原の郷を中心としたテ

レビ・映画などのロケの誘致と連動して観

光客の誘致を推進します。 

▽  藤原の郷を中心に継続的なロケ誘致に成功し

ており、一定の成果を上げている。 

▽  引き続きロケ誘致に注力するほか、そのロケ

を活用した観光客誘致策の充実化に取り組む。 

  
 

Ⅲ まつり・イベントの開催 

施策の内容 主な評価 

  各区で実施しているまつり、イベントに

ついて、その必要性、効果を検証しながら

更なる充実を図り、観光客の誘致を推進し

ます。また、関係団体、市民との連携によ

る新たなイベントの開催を検討します。 

▽  複数のまつり・イベントにおいて、マンネリ

化が課題とされ、また、事業予算や運営のマン

パワー確保に苦慮している。 

▽  各種まつり・イベントは、単純に観光客誘致

のみの目的ではなく、市民交流や伝統の継承な

ど多種多様な目的を持っており、必要性や効果

の検証を画一的に行うのが困難であり、引き続
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き検討が必要である。 

  
 

方針② 物産の振興 

Ⅰ 既存ブランドの普及拡大と新たな地域ブランドの確立 

施策の内容 主な評価 

  「南部鉄器」や「岩谷堂箪笥」などの伝

統工芸品については、日本貿易振興機構な

どとの連携により、国内のみならず、海外

への市場拡大に向けた支援を行います。ま

た、「前沢牛」、「江刺りんご」、「岩手ふるさ

と米」、「江刺金札米」など既存の食ブラン

ドの普及拡大を推進するとともに、地域の

特性を活かした加工品、料理メニューの企

画・開発を推進します。 

また、奥州市に古くから伝わる郷土食で

ある「はっと料理」、「あんかけうどん」に

ついて、ご当地メニューとしてさらに広め、

地域ブランドとしての商品開発を支援する

とともに、それらを活かした観光客の誘致

を図ります。 

▽  南部鉄器は輸出も含め堅調だが、その他の伝

統工芸品の市場拡大はまだ十分ではない。 

▽  地域ブランド化は、「食の黄金文化・奥州」な

ど新たな取り組みにより、一定の成果が見られ

前進している。ただし、確固たるブランドが確

立されたとまでは言えず、さらなる取組みの充

実が必要である。 

▽  市の「ふるさと応援寄付金」が好調であり、

この謝礼品を通じて、地域ブランドの活用・Ｐ

Ｒに成果をあげている。 

▽  「はっと料理」、「あんかけうどん」などのご

当地メニューは、継続的な取組みを進めている

が、全国区と言えるほどは普及していない。新

たなメニューの開発の取組みも必要ではない

か。 

  
 

Ⅱ 物産の普及啓発 

施策の内容 主な評価 

  奥州市の物産振興を目指すため、首都圏

などで開催される物産展に積極的に参加し

て物産の普及啓発を図るとともに、奥州市

への誘客を促進します。 

▽  各種の物産展に出展しており、一定の成果が

見られるが、出展時の収益が見込めないため、

さらなる普及啓発のためには行政の支援が不可

欠である。 

  
 

方針③ 観光施設の整備及び新たな観光開発の推進 

Ⅰ 新たな観光資源の活用による観光開発 

施策の内容 主な評価 

  胆沢ダムの完成を控え、その周辺におけ

る観光開発を推進します。また、胆沢城跡

の復元整備、高野長英旧宅の災害復旧工事

の完了を契機に、その活用と他の観光資源

等との連携による観光客誘致を図ります。 

▽  胆沢ダム周辺は、観光案内板の設置など施設

整備は計画どおり完了している。今後はソフト

面での観光開発が必要であるが、ダムフェスや

カヌー体験会など一部イベントは実施されてい

るものの、さらなる充実が必要である。 

▽  胆沢城跡の整備等については、国の財政支援
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との関連で当初計画よりも遅れており、まだ活

用までには至っていない。 

  
 

Ⅱ 既存観光施設の整備・改修 

施策の内容 主な評価 

  奥州市観光施設整備計画に基づき、市内

に既存する観光施設について、建設年数や

利用状況など勘案し、計画的な施設整備、

改善を進めます。 

▽  観光施設は、老朽化状況を随時把握しながら、

計画的な改修を行ってきている。 

▽  今後、施設長寿命化のための大規模改修など

を計画・実施していく必要がある。 

  
 

Ⅲ 観光案内看板の整備 

施策の内容 主な評価 

  平泉に訪れる観光客を奥州市に誘客する

ために、世界文化遺産と関連のある史跡を

中心とした誘導案内看板を岩手県との連携

により計画的に整備します。また、外国人

向けの看板についてもあわせて整備を推進

します。 

▽  案内看板は、老朽化の著しい既存看板の更新

を優先して整備してきており、平成27年度をも

って一通り完了した。 

▽  今後は看板の新設を中心としていくが、効果

的な設置場所や表示内容について吟味していく

必要がある。 

  
 

方針④ 市民、観光関係団体との連携及び情報発信の充実 

Ⅰ 観光関係団体・市民ボランティアガイドへの支援 

施策の内容 主な評価 

  観光関係団体、市民ボランティアガイド

が機動的、効率的に活動できるような体制

の構築を支援します。 

▽  市内に分散していた市民ガイド団体の連携強

化に向けて取り組んだ結果、平成28年度中に連

絡協議会が設立される予定。今後も、研修等の

強化が必要である。 

  
 

Ⅱ 観光情報発信機能の充実 

施策の内容 主な評価 

  多様化する観光客の様々なニーズに対応

するため、紙媒体や電子媒体などでの情報

発信の更なる充実を図ります。また、観光

案内所をはじめとした既設案内機能の効

果、検証を行い、情報発信施設の充実を図

ります。あわせて、外国人旅行者向けの情

報発信も展開します。 

▽  観光物産協会ＨＰのリニューアルを実施し、

市のＨＰともリンク済み。ＳＮＳを活用したリ

アルタイム情報の発信も行っている。水沢駅、

水沢江刺駅の案内所のＩＴを活用したリニュー

アルも実施済み。今後これらの維持が必要。 

▽  外国人向けの多言語化は、ＨＰや主要リーフ

レット等で対応済みだが、さらなる拡充が必要。 
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Ⅲ ホスピタリティの向上 

施策の内容 主な評価 

  観光関係団体や民間企業、市民が一丸と

なったおもてなしによる観光客の受入態勢

を構築し、人と人とのつながりによる協働

での観光振興を図ります。 

▽  企業向け「おもてなしセミナー」の開催等を

行っているが、参加者が少ない状況。ＰＲ方法

など参加者確保策の見直しが必要である。また、

市民レベルでの機運の醸成を図る必要がある。 
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４ 見直しの重点ポイント 

 

 前述の「２ 現状と課題」及び「３ 前期計画の中間評価」を踏まえ、今回の見直しに当たっては、

次の重点ポイントにより、必要な見直しを行うものとします。 

 

(1) 着地型観光・広域観光による誘客促進策の強化 

 旅行ニーズの成熟化・多様化やＩＴ化による観光地からのダイレクトな情報発信の進展、交通手

段の多様化と個人化などを背景として、いわゆる着地型観光が大きく注目されています。これに対

応し、体験型観光を中心に観光資源のさらなる掘り起こしとテーマ性・ストーリー性を持った市内

周遊観光のメニュー化を進め、あわせてその情報発信を強化していきます。 

 さらに、観光客誘致のためには、観光地としての魅力向上とそのＰＲが欠かせません。競争に勝

てる魅力ある観光圏域を形成するため、平泉世界遺産エリア（平泉町、一関市、奥州市で構成）や、

伊達な広域観光圏（仙台を中心とした３県10市町で構成）などの広域連携を引き続き強化するとと

もに、エリア内で埋没することのないよう他市町との差別化にも取り組みます。 

 

(2) 胆沢ダム（奥州湖）を活用した観光開発の強化 

 ロックフィルダムとして日本最大級の「胆沢ダム」が平成25年に完成し、このエリアと一関市を

結ぶ「栗駒焼石ほっとライン」も平成27年に開通しました。現在多くの見物客が訪れていますが、

通過するだけで観光には結びついていない状況が見受けられます。 

 豊かな自然を有する胆沢ダム及び奥州湖の周辺は、観光地として高い潜在能力を秘めており、こ

れらを活かした観光開発が喫緊の課題となっています。 

 安定した流量を確保できるダム下流域や景観に優れた奥州湖周辺などでの様々な体験型メニュ

ーの構築のほか、地場産品を活用した食や物産販売の充実など、より一層の観光開発を進めるとと

もに、この効果的な実践に向けた行政、企業、地域の連携を強化するためのネットワーク化に取り

組みます。 

 

(3) 訪日外国人観光客の誘致の促進（インバウンド対応） 

 ここ数年の傾向として、日本を訪れる外国人観光客が大幅に増加しており、この訪日外国人観光

客（インバウンド）の取り込みが観光施策において特に重要な位置を占めるようになりました。 

 このような情勢の変化を捉え、外国人観光客の誘致を「待ち」から「攻め」に転換し、これまで

取り組んできた外国人受入環境の整備をより一層促進するとともに、岩手県や他市町村、関係団体

等との連携により、ターゲットの重点化、集中化による効果的な情報発信やプロモーションを推進

していきます。 

 さらに、その中で得られた知見を活かし、奥州ブランド品の海外への販路拡大を模索するなど、

広く海外に目を向けた観光及び物産の振興に取り組みます。 
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５ 基本方針・主要施策等の見直し 

 

(1) 基本方針の見直し 

 見直しの重点ポイントを踏まえ、後期計画期間における基本方針を次のように見直します。 

 

現    行 見直し後 

   

方針① 観光客誘致の推進 

 平泉文化遺産エリアなどの広域エリアを

視野に入れながら、歴史公園えさし藤原の郷

を中心とした市内観光資源を結びつけた観

光ルートを確立するとともに、多様な着地

型・滞在型プログラムの造成により観光客誘

致を推進します。また、まつり・イベントの

開催充実、ロケ誘致と連動した観光客誘致を

推進するとともに、平成27年度に予定されて

いる北海道新幹線新函館駅開業を視野に入

れた北海道・函館エリアからの観光客誘致、

特にも教育旅行の誘致を展開します。 

 

 

方針② 物産の振興 

 「南部鉄器」や「岩谷堂箪笥」などの伝統

工芸品や、「前沢牛」、「江刺りんご」、「岩手

ふるさと米」、「江刺金札米」などに代表され

る既存の食ブランドの普及拡大を図るとと

もに、特産加工品、料理メニューの新規開発

の推進による新たな地域ブランドの確立を

目指します。また、「はっと料理」や「あん

かけうどん」など、奥州市に古くから伝わる

郷土食についてご当地メニューとしてさら

に広めます。 

 

方針③ 観光施設の整備及び新たな観光

開発の推進 

 平成24年度の史跡高野長英旧宅災害復旧

 

方針① 観光客誘致の推進 

 通過型観光から脱却し、周遊型観光に結び

付けるため、平泉文化遺産エリア、仙台圏エ

リアなどの広域エリアで連携を図り、ストー

リーを重視した観光ルートを確立するとと

もに、体験型メニューを活かした多種多様な

着地型・滞在型プログラムの造成により観光

客誘致を推進します。また、外国人向けの観

光プロモーション活動を展開するほか、まつ

り・イベントの開催充実、ロケ誘致と連動し

た観光客誘致を推進するとともに、広域エリ

アで連携した観光客誘致、特にも教育旅行の

誘致を展開します。 

 

方針② 物産の振興 

 「南部鉄器」や「岩谷堂箪笥」などの伝統

工芸品や、「前沢牛」、「江刺りんご」、「岩手

ふるさと米」、「江刺金札米」などに代表され

る既存の食ブランドの普及拡大を図るとと

もに、特産加工品、料理メニューの新規開発

の推進による新たな地域ブランドの確立を

目指します。さらに、郷土食を活かしたご当

地メニューの普及や、海外への販路拡大支

援、産業まつりのリニューアルなどを推進し

ていきます。 

 

方針③ 新たな体験型観光及び観光施設

整備の推進 

 完成した胆沢ダム及び奥州湖を中心とし
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工事の完了、平成25年度の胆沢ダムの完成及

び平成27年度の史跡胆沢城跡第Ⅰ期外郭南

門地区の復元整備の完了を控え、その新たな

資源の活用による観光開発を推進します。ま

た、老朽化した観光施設を計画的に整備、改

善するとともに、平泉文化遺産を中心とした

誘導案内看板を計画的に整備します。 

 

 

方針④ 市民、観光関係団体との連携及

び情報発信の充実 

 観光関係団体、市民ボランティアガイドが

機動的、効率的に活動できるような体制の構

築を図るとともに、観光業に携わる民間企業

や市民のホスピタリティー向上による受入

態勢の構築を図ります。また、多様化する観

光客のニーズに対応するため、紙媒体やイン

ターネットなどを活用した情報発信、観光案

内体制の充実を図るとともに、外国人旅行者

向けの情報発信を展開します。 

 

た自然体験ゾーン、史跡胆沢城跡第Ⅰ期外郭

南門地区の復元整備完了を見据えた歴史体

験ゾーンなど、新たな観光資源を活かした自

然体験、農業体験、歴史体験メニューを構築

し、あわせて他の観光地とのネットワーク化

を推進します。また、老朽化した観光施設の

計画的な整備、改善を推進し、誘客の維持に

努めます。 

 

方針④ 市民、観光関係団体との連携及

び情報発信の充実 

 観光関係団体、市民ボランティアガイドが

機動的、効率的に活動できるような体制の構

築を図るとともに、観光業に携わる民間企業

や市民のホスピタリティー向上による受入

態勢の構築を図ります。また、多様化する観

光客のニーズに対応するため、多様なメディ

アを活用した情報発信の充実を図るととも

に、外国人旅行者向けの情報発信の充実と受

入環境の整備を促進します。 

 

  
 

 

(2) 主要施策の見直し 

 見直しの重点ポイント及び見直し後の基本方針を踏まえ、後期計画期間における主要施策を、そ

れぞれ次のように見直します。 

 

「方針① 観光客誘致の推進」の主要施策 

現    行 見直し後 

   

Ⅰ 広域観光ルートの確立と着地型・滞

在型プログラム創出の推進 

平泉文化遺産エリア、岩手県南広域エリ

ア、伊達な広域エリアなどを視野に入れなが

ら広域観光ルートを確立するとともに、歴史

公園えさし藤原の郷を中心とした市内観光

資源間の新たなネットワークの構築による

 

Ⅰ 広域観光ルートの確立と奥州市らし

さを活かした観光客誘致の促進 

平泉の世界遺産や、日本の奥の院・東北探

訪ルートなど、国、県、複数自治体等の広域

観光に積極的に関わりながら、ストーリー性

の高い広域観光ルートを確立させるととも

に、グリーンツーリズムなどの体験型観光に
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着地型・滞在型プログラムの造成を推進し、

旅行エージェント、関係団体と連携した旅行

商品の企画と販売を目指します。また、平成

27年度に予定される北海道新幹線新函館駅

開業を視野に入れた北海道・函館エリアから

の誘客、特にも教育旅行の誘致を進めます。 

 

Ⅱ ロケ誘致の推進 

歴史公園えさし藤原の郷を中心としたテ

レビ・映画などのロケの誘致と連動して観光

客の誘致を推進します。 

 

 

Ⅲ まつり・イベントの開催 

各区で実施しているまつり、イベントにつ

いて、その必要性、効果を検証しながら更な

る充実を図り、観光客の誘致を推進します。

また、関係団体、市民との連携による新たな

イベントの開催を検討します。 

 

重点を置いた観光ＰＲを強化し、奥州市の特

性を活かして他の自治体との差別化を図り

つつ、ターゲットを明確にした観光客誘致の

促進に取り組みます。 

 

 

 

 

Ⅱ ロケ誘致の推進 

歴史公園えさし藤原の郷を中心とした市

内ロケポイントへの誘致と支援体制の充実

強化により、誘客効果の高いロケ誘致を推進

します。 

 

Ⅲ まつり・イベントの開催 

各区で実施しているまつり、イベントにつ

いて、その必要性、効果を検証しながら更な

る充実を図り、観光客の誘致を推進します。

また、関係団体、市民との連携による新たな

魅力の創出を図ります。 

 

  
 

「方針② 物産の振興」の主要施策 

現    行 見直し後 

   

Ⅰ 既存ブランドの普及拡大と新たな地

域ブランドの確立 

「南部鉄器」や「岩谷堂箪笥」などの伝統

工芸品については、日本貿易振興機構などと

の連携により、国内のみならず、海外への市

場拡大に向けた支援を行います。また、「前

沢牛」、「江刺りんご」、「岩手ふるさと米」、

「江刺金札米」など既存の食ブランドの普及

拡大を推進するとともに、地域の特性を活か

した加工品、料理メニューの企画・開発を推

進します。 

また、奥州市に古くから伝わる郷土食であ

る「はっと料理」、「あんかけうどん」につい

 

Ⅰ 既存ブランドの普及拡大と新たな地

域ブランドの確立 

既に高い評価を得ている、「南部鉄器」や

「岩谷堂箪笥」などの伝統工芸品について

は、日本貿易振興機構などとの連携により、

国内のみならず、海外への市場拡大に向けた

支援を行います。また、首都圏を中心とした

大消費地における、「前沢牛」、「江刺りんご」、

「岩手ふるさと米」、「江刺金札米」など質の

高い農産物のブランド力を強化するととも

に、奥州ブランドとしてオールインワンで発

信することで、全体的な知名度の向上に努め

ていきます。また、「はっと料理」、「あんか
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て、ご当地メニューとしてさらに広め、地域

ブランドとしての商品開発を支援するとと

もに、それらを活かした観光客の誘致を図り

ます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 物産の普及啓発 

奥州市の物産振興を目指すため、首都圏な

どで開催される物産展に積極的に参加して

物産の普及啓発を図るとともに、奥州市への

誘客を促進します。 

 

けうどん」など、地域の特性を活かした新た

な加工品、料理メニューの企画・開発を推進

し、情報発信に努めていきます。 

 

 

Ⅱ 奥州市産業まつりへのリニューアル 

奥州市の物産振興の中核イベントとして

産業まつりをリニューアルし、市内のみなら

ず、市外、県外にも広く周知し、地場産品の

普及と地域ブランドの認知度向上を図りま

す。 

 

Ⅲ 物産の販路拡大支援 

奥州市の物産振興を目指すため、首都圏や

海外で開催される物産展への出展を支援し、

地場産品の国内外での販路拡大を推進しま

す。 

 

  
 

「方針③ 新たな体験型観光及び観光施設整備の推進」の主要施策 

現    行 見直し後 

   

Ⅰ 新たな観光資源の活用による観光開

発 

胆沢ダムの完成を控え、その周辺における

観光開発を推進します。また、胆沢城跡の復

元整備、高野長英旧宅の災害復旧工事の完了

を契機に、その活用と他の観光資源等との連

携による観光客誘致を図ります。 

 

 

 

 

Ⅱ 既存観光施設の整備・改善 

奥州市観光施設整備計画に基づき、市内に

既存する観光施設について、建設年数や利用

状況など勘案し、計画的な施設整備、改善を

 

Ⅰ 新たな観光資源の活用による観光開

発 

奥州湖周辺の自然を活かしたカヌー、登

山、キャンプ、釣りなどの自然体験メニュー

の構築を図り、また、グリーンツーリズムな

どの農業・農村体験メニューの充実を図るほ

か、胆沢城跡やえさし藤原の郷などでの最新

デジタル技術を活かした歴史体験メニュー

を推進するなど、新たな観光資源の開発に努

めます。 

 

Ⅱ 既存観光施設の整備・改善 

奥州市観光施設整備計画に基づき、市内に

既存する観光施設について、建設年数や利用

状況など勘案し、計画的な施設整備、改善を
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進めます。 

 

Ⅲ 観光案内看板の整備 

平泉に訪れる観光客を奥州市に誘客する

ために、世界文化遺産と関連のある史跡を中

心とした誘導案内看板を岩手県との連携に

より計画的に整備します。また、外国人向け

の看板についてもあわせて整備を推進しま

す。 

進めます。 

 

Ⅲ 観光案内看板の整備 

観光ルートの構築にあわせ、効果的な誘導

案内看板の整備を計画的に推進します。ま

た、外国人向けの看板についても、あわせて

整備を推進します。 

 

  
 

「方針④ 市民、観光関係団体との連携及び情報発信の充実」の主要施策 

現    行 見直し後 

   

Ⅰ 観光関係団体・市民ボランティアガ

イドへの支援 

観光関係団体、市民ボランティアガイドが

機動的、効率的に活動できるような体制の構

築を支援します。 

 

 

Ⅱ 観光情報発信機能の充実 

多様化する観光客の様々なニーズに対応

するため、紙媒体や電子媒体などでの情報発

信の更なる充実を図ります。また、観光案内

所をはじめとした既設案内機能の効果、検証

を行い、情報発信施設の充実を図ります。あ

わせて、外国人旅行者向けの情報発信も展開

します。 

 

Ⅲ ホスピタリティーの向上 

観光関係団体や民間企業、市民が一丸とな

ったおもてなしによる観光客の受入態勢を

構築し、人と人とのつながりによる協働での

観光振興を図ります。 

 

 

Ⅰ 観光関係団体・市民ボランティアガ

イドへの支援 

観光関係団体、市民ボランティアガイドが

機動的、効率的に活動できるよう支援すると

ともに、官民が一体となった観光推進体制を

構築します。 

 

Ⅱ 観光情報発信機能の充実 

多様化する観光客の様々なニーズに対応

するため、紙媒体や電子媒体などでの情報発

信の更なる充実を図ります。また、ＳＮＳな

ど多様なメディアを活用した効果的な情報

発信や、外国人旅行者向けの情報発信の展開

を支援していきます。 

 

 

Ⅲ ホスピタリティーの向上 

市民、企業、行政、各種団体が一体となっ

たおもてなしによる国内外からの観光客の

受入態勢を構築し、人と人とのつながりによ

る協働での観光振興を図ります。 

 

  
 

  



22 

(3) 成果指標（後期計画）の設定 

 基本方針の成果を計るための指標について、前期計画における中間目標の達成状況を勘案し、ま

た、基本方針の見直しとの整合を計るため、後期計画期間における成果指標を次のように設定しま

す。 

 

ア 重点目標 

＜参考＞  現行の成果指標 成果指標（後期計画） 

  《重点目標》 

市内主要観光施設(22施設)における入込客

数 

(千人) 

H23 

現況値 

 

H26 

前期計画 

中間目標値 

H28 

前期計画 

最終目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

941 1,078 1,170 1,330 

【目標設定の考え方】 

 市内主要観光施設（下表22施設）の入込客数の

最終目標を1,330千人とします。これは、現況数

値より概ね41％の増加を図るもので、岩手・宮城

内陸地震の発生前である平成19年の水準に回復

することを目標とするものです。（以下略） 

《重点目標》 

市内主要観光施設(21施設)における入込客

数 

(千人) 

H27 

現況値 

 

H31 

後期計画 

中間目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

903 1,000 1,100 

【目標設定の考え方】 

 市内主要観光施設（下表21施設）の入込客数の

最終目標を1,100千人とします。これは、現況数

値より概ね２割の増加を図るもので、東日本大震

災前の水準に回復することを目標とするもので

す。 

 なお、前期計画では主要観光施設を22施設とし

ていましたが、「とうほくニュージーランド村」

が平成29年１月末をもって閉園したため、これを

除外し、後期計画では21施設としています。 

（以下略） 

  
 

イ 部門別目標 

「方針① 観光客誘致の推進」の目標 

＜参考＞  現行の成果指標 成果指標（後期計画） 

  《部門別目標①－１》 

奥州市の観光入込客数 

(千人) 

H23 

現況値 

 

H26 

前期計画 

中間目標値 

H28 

前期計画 

最終目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

1,922 2,322 2,590 2,841 

【目標設定の考え方】 

 奥州市の観光入込客数の最終目標を2,841千人

とします。これは、現況数値より概ね48％の増加

《部門別目標①－１》 

奥州市の観光入込客数 

(千人) 

H27 

現況値 

 

H31 

後期計画 

中間目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

2,251 2,370 2,500 

【目標設定の考え方】 

 奥州市の観光入込客数の最終目標を2,500千人

とします。これは、現況数値より１割強の増加を
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を図るもので、計画最終年の平成33年までに岩

手・宮城内陸地震の発生前である平成19年の水準

に回復することを目標とするものです。（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《部門別目標①－２》 

ロケ誘致数 

(回) 

H23 

現況値 

 

H26 

前期計画 

中間目標値 

H28 

前期計画 

最終目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

7 9 10 13 

【目標設定の考え方】 

 ロケ誘致数の最終目標を13回とします。これ

は、現況数値より概ね86％の増加を図るもので

す。（以下略） 

図るものです。 

 

 

《部門別目標①－２》 

奥州市の外国人観光入込客数 

(人) 

H27 

現況値 

 

H31 

後期計画 

中間目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

1,298 2,300 2,800 

【目標設定の考え方】 

 奥州市の外国人観光入込客数の最終目標を

2,800千人とします。これは、現況数値より２倍

以上の増加を図るものです。 

 

《部門別目標①－３》 

誘致ロケ数 

(回) 

H27 

現況値 

 

H31 

後期計画 

中間目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

14 15 16 

【目標設定の考え方】 

 ロケ誘致数の最終目標を16回とします。これ

は、現況数値より１割強の増加を図るものです。 

  
 

「方針② 物産の振興」の目標 

＜参考＞  現行の成果指標 成果指標（後期計画） 

  《部門別目標②》 

首都圏物産展等出展業者数 

(者) 

H23 

現況値 

 

H26 

前期計画 

中間目標値 

H28 

前期計画 

最終目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

25 18 20 25 

【目標設定の考え方】 

 (財)いわて産業振興センター主催による首都

圏等における物産展出展業者数の最終目標を25

者とします。これは、平成22年度の出展業者数が

14者であったものが、平成23年度において、震災

復興及び平泉世界遺産登録関連の特別物産展が

《部門別目標②－１》 

首都圏物産展等出展補助件数 

(者) 

H27 

現況値 

 

H31 

後期計画 

中間目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

13 20 25 

【目標設定の考え方】 

 首都圏物産展等出店補助金を活用した、首都圏

や海外への物産展出展等を支援します。最終目標

値は、現況値の倍増を目指します。 
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開催されたことにより25者と大幅な増加となる

特殊要因があったことから、平成28年度における

前期計画最終目標を奥州市総合計画後期基本計

画の成果指標の水準とし、平成33年度の最終目標

を平成23年度の水準とすることを目標としたも

のです。 

 

 

 

 

 

 

《部門別目標②－２》 

奥州産業まつり入込客数 

(人) 

H27 

現況値 

 

H31 

後期計画 

中間目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

30,000 50,000 60,000 

【目標設定の考え方】 

 市の物産振興の中核イベントへのリニューア

ル効果により、現況値の倍増を目指します。 

  
 

「方針③ 新たな体験型観光及び観光施設整備の推進」の目標 

＜参考＞  現行の成果指標 成果指標（後期計画） 

  《部門別目標③》 

平泉世界遺産関連を中心とした誘導案内看

板新設数 

(者) 

H23 

現況値 

 

H26 

前期計画 

中間目標値 

H28 

前期計画 

最終目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

－ 30 50 70 

【目標設定の考え方】 

 平成24年度以降新設する平泉世界遺産関連を

中心とした誘導案内看板の新設数の最終目標を

70基とします。(以下略) 

《部門別目標③－１》 

自然体験メニューの新規事業数 

 

(事業) 

H27 

現況値 

 

H31 

後期計画 

中間目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

0 3 5 

【目標設定の考え方】 

 平成29年度を初年度として、年間１件ずつの新

規メニューの構築を目指します。 

 

 

《部門別目標③－２》 

農業体験メニューの新規事業数 

(事業) 

H27 

現況値 

 

H31 

後期計画 

中間目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

0 3 5 

【目標設定の考え方】 

 平成29年度を初年度として、年間１件ずつの新

規メニューの構築を目指します。 
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《部門別目標③－３》 

歴史体験メニューの新規事業数 

(事業) 

H27 

現況値 

 

H31 

後期計画 

中間目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

0 3 5 

【目標設定の考え方】 

 平成29年度を初年度として、年間１件ずつの新

規メニューの構築を目指します。 

 

  
 

「方針④ 市民、観光関係団体との連携及び情報発信の充実」の目標 

＜参考＞  現行の成果指標 成果指標（後期計画） 

  《部門別目標④－１》 

観光案内ボランティア登録者数 

(人) 

H23 

現況値 

 

H26 

前期計画 

中間目標値 

H28 

前期計画 

最終目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

66 80 100 110 

【目標設定の考え方】 

 市内観光ボランティアガイド４団体（「みずさ

わ観光サポーターの会」、「えさし炎ガイドクラ

ブ」、「いさわ散居ガイドの会」及び「奥州市世界

遺産登録候補地ガイドの会」）の登録者数の最終

目標を110人とします。これは、現況数値より概

ね67％の増加を図るものです。（以下略） 

 

《部門別目標④－２》 

(一社)奥州市観光物産協会ＨＰアクセス数 

(件：累計) 

H23 

現況値 

 

H26 

前期計画 

中間目標値 

H28 

前期計画 

最終目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

－ 30,000 60,000 135,000 

【目標設定の考え方】 

 (一社)奥州市観光物産協会ＨＰアクセス数の

最終目標を135,000件とします。これは、年間

15,000件以上のアクセス数を目指し設定したも

のです。（以下略） 

《部門別目標④－１》 

観光案内ボランティア登録者数 

(人) 

H27 

現況値 

 

H31 

後期計画 

中間目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

67 90 110 

【目標設定の考え方】 

 市内観光ボランティアガイド団体の登録者数

の最終目標を110人とします。これは、現況数値

より６割強の増加を図るものです。 

 

 

 

 

《部門別目標④－２》 

奥州市観光物産協会ＨＰアクセス数 

(件) 

H27 

現況値 

 

H31 

後期計画 

中間目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

230,656 375,000 500,000 

【目標設定の考え方】 

 (一社)奥州市観光物産協会ＨＰアクセス数の

年間最終目標を概ね現況値の倍増の50万件とし

ます。 
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《部門別目標④－３》 

観光ガイドタクシー認定者数 

(人) 

H27 

現況値 

 

H31 

後期計画 

中間目標値 

H33 

後期計画 

最終目標値 

24 60 90 

【目標設定の考え方】 

 観光ガイドタクシーの認定を受けたドライバ

ー数の最終目標を90人とします。これは、平均し

て年間約10人の増加を目指すものです。 
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６ 後期計画の実施事業 

 

 成果指標（後期計画）の重点目標及び部門別目標を達成するため、後期計画期間内において、次の

事業を実施します。 

【基本方針及び主要施策（再掲）】 

基本方針 主要施策 

方針① 観光客誘致の推進 Ⅰ 広域観光ルートの確立と奥州市らしさを活かした観光客誘致の推進 

Ⅱ ロケ誘致の推進 

Ⅲ まつり・イベントの開催 

方針② 物産の振興 Ⅰ 既存ブランドの普及拡大と新たな地域ブランドの確立 

Ⅱ 産業まつりのリニューアル 

Ⅲ 物産の販路拡大支援 

方針③ 新たな体験型観光及び

観光施設整備の推進 

Ⅰ 新たな観光資源の活用による観光開発 

Ⅱ 既存観光施設の整備・改善 

Ⅲ 観光案内看板の整備 

方針④ 市民、観光団体との連携

及び情報発信の充実 

Ⅰ 観光関係団体・市民ボランティアガイドへの支援 

Ⅱ 観光情報発信機能の充実 

Ⅲ ホスピタリティーの向上 

【実施事業】 

事業名 事業概要 

基本方針及び主要施策 

① ② ③ ④ 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

観光振興事業 多様なメディアを活用した観光情報発信           ●  

他団体と連携した観光広域エリアの構築 ●            

観光振興関係団体への支援   ●       ●  ● 

観光物産センターの管理委託・運営補助          ● ●  

物産振興事業 姉妹都市との物産販売交流      ●       

産業まつりの実施      ●       

奥州産業まつりのリニューアル     ●        

首都圏等での物産展への出店経費補助      ●       

物産振興関係団体への支援    ●  ●       

郷土食の活用支援と情報発信    ●         

まつり事業 各区の特色ある「まつり」の実施   ●          

オール奥州イベント・まつりの検討   ●          

ロケ対策事業 ロケ誘致の推進、支援体制の強化充実  ●           
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事業名 事業概要 

基本方針及び主要施策 

① ② ③ ④ 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

観光情報発信施設

管理運営事業 

南岩手交流プラザの管理運営           ●  

南岩手交流プラザの機能見直し           ●  

観光施設管理運営

事業 

市有観光施設の管理運営        ●     

市有観光施設の大規模改修工事        ●     

胆沢つぶ沼園地（キャンプ場）の再生       ●      

観光案内板設置事

業 

観光ルートの設定等に対応した案内板の新設         ●    

既存看板の老朽化対応補修又は更新         ●    

<新規>観光客誘致

促進事業（観光関係

団体の育成支援） 

観光拠点のルート化、旅行商品の造成 ●            

観光ガイドタクシーの普及支援 ●         ●  ● 

観光ガイド団体の拡充支援 ●         ●  ● 

どんとこい奥州誘客促進会議への参画と支援 ●         ●   

<新規>観光客誘致

促進事業（地域おこ

し協力隊の活用） 

自然､農業､歴史等の体験メニューの構築･推進 ●      ●      

首都圏等への観光情報、物産情報等の発信    ●       ●  

観光関係団体との連携          ●   

<新規>観光客誘致

促進事業（胆沢ダム

周辺の観光拠点化） 

奥州湖周辺を活用したアクティビティの開発       ●      

他施設との連携による市内周遊観光の強化 ●      ●      

地域団体・企業等との推進ネットワーク構築       ●   ●   

<新規>訪日外国人

観光客受入拡大事

業 

多言語によるプロモーションの実施 ●          ●  

観光・物産・文化など多様な交流事業の実施 ●     ●      ● 

外国人受入環境の整備充実 ●           ● 

外国人受入店の認証制度の導入            ● 

食の黄金文化・奥州

魅力強化発信事業 

６次産業化による高付加価値化等の支援    ●         

「食の黄金文化・奥州」の情報発信    ●         

胆沢城跡歴史公園

(仮称)整備事業 

胆沢城跡歴史公園の整備       ●      

ＡＲ技術の導入による歴史公園の活用       ●      
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７ 後期計画の推進体制 

 

 見直し後の後期計画についても、奥州市観光基本計画に記載のとおり推進していきます。 

 なお、計画記載の推進体制は、次のとおりです。 

 

 

７ 計画の推進体制 

 

(1) 各事業主体の役割 

 本計画を着実に推進するためには、市民、民間（観光関係団体等）及び行政それぞれの事業

主体が協働して取り組む必要があることから、それぞれが担う自らの役割を明確にする必要が

あります。 

 

① 市民の役割 

 観光客に対し地域ならではの魅力を発信するため、市民自らが観光に対する意識の高揚を

深めることが求められます。また、観光客にリピーターになっていただけるよう、おもてな

しの心で観光客を迎えることや、市民が主体のイベント実施や観光客の誘客を促進するため

の取り組みを積極的に展開することが期待されます。 

 

② 民間（観光関係団体等）の役割 

 観光関係団体や観光施設、宿泊施設をはじめ、飲食店や旅行会社など観光に関わる事業者

は、観光振興の担い手として重要な役割を担っています。観光客の多様なニーズに対応する

ため、各種サービスの向上や魅力づくりとその発信、従業員等の資質向上などに積極的に取

り組むことが期待されます。特にも観光物産協会は本計画の推進の中核的な役割を担い、事

業者等とのコーディネート等を行い、各種事業を積極的に展開することが期待されます。 

 

③ 行政の役割 

 市は、地域の観光資源、観光動態等の分析や情報収集に努め、県、他市町村などとの連絡

調整、観光物産協会をはじめとした民間事業者や市民との連携を図りながら、本計画の推進

に努めます。 

 

(2) 計画のフォローアップ 

 本計画は、上位計画である奥州市総合計画の実施計画における毎年度の見直しとの整合を図

りながら、奥州市観光基本計画策定委員会において取り組みの成果を適宜評価しつつ、必要な

見直しを行います。 

 

 


