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大槌町観光ビジョン策定にあたり 

観
光
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
の
目
的 

各種調査結果・関係者の意見から観光ビジョンの方向性の明確化 

観
光
ビ
ジ
ョ
ン
の
方
向
性 

 東日本大震災津波で甚大な被害を受け、一部観光地の状況も変化していることから、大槌町 
の観光が目指すべき方向性を再検討し、町民、関係団体、事業者等の連携による観光まちづく 
りの指針を定め、効果的に観光復興を推し進めることを目的とした大槌町観光ビジョン(2018 
年度～2022年度)を策定するものです。 

 大槌町観光ビジョン策定にあたり、各関係者(宿泊業者、交通事業者、観光受入団体、各種 
イベント運営者、その他観光に関わる各種団体・組織および大槌町各課）を対象にヒアリング 
を実施した結果、大槌町として対外的に訴求したい要素は？ 

Q：大槌町で自慢したいコト･モノ 

1位 「景観」31.３％ 
2位 「食」19.2％ 
3位 「海」17.2％ 
4位 「伝統芸能・文化」7.1％ 

 大槌町関係者ヒアリングや各種調査結果から重点的に推進すべき観光要素は、 

「海」「食」「伝統芸能・文化」「景観」 
であることが明らかになりました。 

大槌町への来訪者への 
アンケート調査 

インターネットによる 
非来訪者調査 

専門家による 
大槌町内観光資源評価 

町内関係者ヒアリングの結果を各外部調査により検証 

「海」「食」「伝統芸能・文化」「景観」が大槌町の観光振興における重要要素 
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大槌町観光ビジョン 

基本理念 
（行動規範） 

観光ビジョン 
（将来の目指す姿） 

大槌町の地域資源を丁寧に見つめ直し、魅力を（再）発見し、よ
り魅力的なものに高めることで、多くの方に大槌のファンとして
来訪していただくと同時に、それを発信する大槌町民にとって、
住み続けたい魅力的な町づくりにつながる契機として観光振興に
取り組みます。 

大槌の魅力は、 
美しい｢海」と｢景観｣。 
また来る人をおもてなす｢食｣と｢伝統文化｣。 
また訪れたくなる町、大槌町。 

基本方針(観光振興計画方針) 

大槌の「海」を活用した 
魅力ある観光コンテンツの活用 

海と山の幸に 
大槌ならではの特色を活かした
「食」のブランディング 

大槌の海と山の美しい「景観」
を活用した町内周遊促進と 
魅力発信機能の構築 

大槌の魅力と誇りである 
「伝統芸能・文化」による 
誘客の促進 

重点プロジェクト 

大槌町の観光PRの推進と誘客の促進 

来訪者の受入整備と「おおつちファン」の拡大 

受入環境整備 

■目標値 
 観光ビジョンへの取組みに対する目標や方向性をより明確 
にするため、観光ビジョンの達成状況を客観的に評価できる 
目標値を設定しました。目標項目は「観光客入込客数」とし 
ます。 

 
参考：東日本大震災津波前（2011年）に観光客入込数は160,001人 
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大槌の「海」を活用した魅力ある 
観光コンテンツの活用 
 

泳ぐだけじゃない！見て、参加して、楽しむ大槌の海 
大槌の「海」の魅力を活用した他地域にはない観光コンテンツの開発に取組み、三陸沿岸に来
たら大槌の「海」に行きたいと感じてもらえる観光地を目指します。 

「海」関連 
プロジェクト 

取組 
１ 

取組 
2 

取組 
3 

大気海洋研究所国際沿岸海洋 
研究センター等と連携した地 
域学習や体験の促進 

海水浴場の整備と利用促進 海を活用した取組みの促進 

大気海洋研究所国際沿岸海洋研究セ 
ンター等と連携して、地域の子供か 
ら大人、観光客が地域学習や体験を 
楽しんで学ぶ「海洋科学調査研究の 
町 大槌]の環境づくりを促進します。 

子供連れなどのファミリー向けに 
は吉里吉里海岸、マリンスポーツ 
などのアクティビティ向けには浪 
板海岸など、ターゲットごとに海 
岸の特性を生かした楽しみ方が提 
供されていることから、町の大き 
な観光目的地として、更なる利用 
促進を図ります。また、町内の体 
験観光への周遊や食への誘導拠点 
と位置付けます。 

各海岸エリアの特性やロケーション 
などを生かした魅力あるマリンコン 
テンツを活用したイベントや体験プ 
ログラムなど三陸の他のエリアとは 
違う魅力を町民一丸となって取り組 
みます。 

重点プロジェクト 

大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センター 
「海を知ろう！海で遊ぼう！」を開催 

関係主体 

主体 大槌町、大気海洋研究所国際沿岸海洋研
究センター 

観光推進組織、漁業関係者、町民 他 

国、県、大槌町 

観光推進組織、漁業関係者、町民 他 

大槌町、観光推進組織、町民 

漁業関係者 他 
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海と山の幸に 
大槌ならではの特色を活かした「食」のブランディング 
 

大槌町民の秘密のごちそうたち  
大槌町の魅力ある食材を活かした「大槌町といえばこの食」「大槌町に行かなければ食べられ 
ない食」といえる大槌町らしい食メニューを大槌のブランドとして確立します。 

取組 
１ 

取組 
2 

取組 
3 

『食』の掘り起し、大槌の強
みの発見 

大槌の強みを生かしたオンリ 
ーワンの開発 

事業者支援体制の整備 

大槌町には、「海の幸」「山の幸」
が四季を通して数多く収穫されます。
また、大槌発祥の「新巻鮭」や「磯
ラーメン」、郷土料理の「すっぷ
く」など、特産品・グルメが多数あ
ります。これら大槌の『食』の魅力
を改めて整理し、大槌の強みを発見
することとします。 

大槌の『食』を来訪者に「より美
味しく」、「ストーリー性をもっ
て」提供し、大槌ならではの魅力
を感じていただくことを目指し、
加工・調理・提供方法を検討し、
オンリーワングルメの開発に取り
組みます。 

商品開発の促進や商品の宣伝強化な
どの支援事業の実施などにより、町
内事業者の更なる事業の振興を図り
ます。 

重点プロジェクト 

Q:食で、好きなジャンルをお答えください 

■地域の郷土料理 

インターネットによる非来訪者調査結果 

重点プロジェクト 

関係主体 

主体 

観光推進組織、商業関係者、飲食業関係者、 
宿泊業関係者、漁業関係者、水産加工関係 
者、農業関係者、農産加工関係者 

大槌町、町民 他 

観光推進組織、商業関係者、飲食業関係者、 
宿泊業関係者、漁業関係者、水産加工関係 
者、農業関係者、農産加工関係者 

大槌町 他 

大槌町、観光推進組織、商業関係者、飲食 
業関係者、宿泊業関係者、漁業関係者、水 
産加工関係者、農業関係者、農産加工関係者 

「食」関連 
プロジェクト 
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大槌の魅力と誇りである 
「伝統芸能・文化」による誘客の促進 
 

大槌ならば、狙って会える！ 大槌伝統芸能・文化 
人から人へ受け継がれてきた誇りである「伝統芸能」や音楽、舞踊、演劇など「新しい文化」を
見て・触れて・体験できる機会を創出し、町民と町外の人的交流を促進します。 

「伝統芸能・ 
文化」関連 
プロジェクト 

取組 
１ 

取組 
2 

取組 
3 

虎舞、神楽、大神楽、鹿子踊
などの伝統芸能を活用した誘
客促進 

音楽、舞踊、演劇など新し 
い文化を活用した誘客促進 

町民交流と結びつく文化芸 
能活動と連携した観光資源 
の形成 

大槌町には、虎舞、神楽、大神楽、
鹿子踊など、大槌の祖先が創り上げ
現在まで守り引き継がれてきた伝統
芸能が数多くあります。大槌の伝統
芸能団体の数は20を超え、町内外
のさまざまなイベントでの披露にお
いて、観覧客から高い評価をいただ
いております。多くの方が気軽に、
大槌の誇りである「伝統芸能」に触
れ、楽しめる環境を構築するととも
に、伝統芸能団体の活動の活発化、
やりがいの創出を目指します。 

大槌町には伝統芸能に加えて、音
楽、舞踊、演劇など新しい文化を
担う民間芸能団体が数多くありま
す。従来の枠に留まらず、芸能の
盛んな大槌町として、自由で、の
びのびとした民間活力を観光誘客
にも生かし、来訪者が楽しめる環
境を構築するとともに、各団体の
活動の活発化、やりがいの創出を
目指します。 

「観せる側」「観る側」という立場
に留まらず、両者がお互いに積極的
に触れ合うことにより、共感と参加
意識を醸成して連帯感を深め、活動
の活性化を目指します。観光誘客を
目的とするとともに、人口減少・少
子高齢化社会を見据えて、来訪者が、
町の文化芸能活動の次代の担い手と
なり得るものとして捉え、長期的な
展望に立って計画的に交流の機会や
観光資源を形成していくことを目指
します。 

重点プロジェクト 

関係主体 

主体 

大槌町、町民 他 

観光推進組織、郷土芸能・祭事等関連 
団体 

観光推進組織、文化団体（音楽、 
舞踊、演劇など） 

大槌町、町民、文化研究者 

観光推進組織、郷土芸能・祭事等関連 
団体、文化団体（音楽、舞踊、演劇など） 

大槌町、町民 他 
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大槌の海と山の美しい「景観」を活用した町内周遊促進と 
魅力発信機能の構築 
 

知り合いにシェアしたい！ 大槌フォトジェニックプロジェクト 
大槌町の多くの自然景観を見ていただく町内周遊を企画し、大槌町の魅力に触れていただき、 
その感動を町外に拡散する仕組みを構築します。 

取組 
１ 

取組 
2 

取組 
3 

『景観』の再生・再発見によ
る魅力向上の推進 「景観」に触れる機会創出 

大槌町には、蓬莱島や海をはじめ、
新山高原や鯨山、崎山展望台からの
絶景、大槌城跡や代官所跡の史跡、
イトヨが住む湧水など魅力ある景観
が数多くあります。また、自然風景
以外にも「大槌で生活する人々」も
魅力ある景観の一部といえます。景
観の保存・再生事業、景観ポイント
や魅力の整理を行うことにより魅力
向上の推進を図ります。 

大槌の魅力あるフォトジェニック
なスポットを町民や来訪者が動画
や写真等で拡散し、大槌町に訪れ
たことがない方々にも大槌の魅力
を発信します。 
 また、町内の景観に新しい付加
価値を与え、これまで町民や観光
客に認知されていない場所や施設
に、ストーリー性を持たせ、新し
い「景観」としての価値を創り出
し、ＰＲすることを目指します。 

来訪者や町民に大槌町の魅力ある景
観に触れていただく機会を創出しま
す。 

重点プロジェクト 

大槌の自慢したくなるフォト
ジェニックなスポットの情報
発信及び新たな「景観」の創
出 

Q：海のある地域での旅行・おでかけを 
どのように楽しんでいますか 

■海岸線のドライブやサイクリング 

インターネットによる非来訪者調査結果 

「景観」関連 
プロジェクト 

重点プロジェクト 

関係主体 

主体 町民、来訪者 

大槌町、観光推進組織、他 

国、県、大槌町、観光推進組織 大槌町、観光推進組織、町民 
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大槌町の観光PRの推進と誘客の促進 
 

大槌ならではの魅力を効果的に伝えるためのプロモーション戦略を推進し、誘客拡大を図り
ます。 

取組 
１ 

取組 
2 

取組 
3 

「おおつちブランド」の確立 「おおつち」の魅力を伝える 
仕組みづくり 

広域連携による誘客の取組み 

時代に応じた情報発信媒体を柔軟
に活用し、「観光客・買い手」目
線に立って観光交流・誘客・ＰＲ
効果」を強く意識したプロモーシ 
ョンを促進していきます。また、
個人がＳＮＳなどで大きな情報発
信力を持っていることもあること
から、外国人を含む個人来訪者へ
町の魅力を効果的に伝える仕組み
づくりを検討します。 

三陸鉄道の開業、三陸沿岸道路の 
開通、 RWC2019釜石開催、（仮
称）三陸防災復興博を契機として、
大槌町のみならず、隣接する周辺 
自治体とのタイアップにより、県 
内及び県外からの誘客促進を図り 
ます。 

受入環境等具体施策 

新しい発想による斬新な取組みを積
極的に行うことと、今までにない意
外性を町外へ発信・イメージ付けす
ることで、「おおつちブランド」と
してＰＲを図ります。町内において
も、「おおつちブランド」を積極的
に展開できる仕組みを構築し、大槌
ならではの観光を推進します。 

受入環境整備Ⅰ 

関係主体 

主体 

大槌町、観光推進組織、商業関係者、 
飲食業関係者、宿泊業関係者、漁業 
関係者、水産加工関係者、農業関係 
者、農産加工関係者 

大槌町、町民、観光推進組織、伝統芸能 
団体、文化団体（映像、演劇、音楽、舞 
踊、文芸、絵画等） 

学術機関、個人研究者 

国、県、周辺自治体、大槌町 

観光推進組織  
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来訪者の受入整備と「おおつちファン」の拡大 
 

魅力ある大槌、目的地として選ばれる大槌となるよう観光資源そのものの魅力向上を図るとと
もに、来訪者がストレスなく滞在・周遊できる環境を整備・推進する体制を構築します。 

受入環境整備Ⅱ 

取組 
１ 

取組 
2 

取組 
3 

来訪者の受入れ態勢の推進 
「おおつち」ならではの教育 
（学習）旅行の推進及び自然 
 資源や産業と連携した体験 
 プログラムの充実 

交流を活かした「おおつち 
ファン」の拡大 

国内旅行者に加えて、 RWC2019釜
石開催をきっかけに来訪する外国人
観光客にも、復興の町「おおつち」
を体感してもらうため、受入れ態勢
の強化を検討します。 

大槌町には、美しい海岸線、広々
とした高原、豊かな森林など恵ま
れた自然があります。また、歴史
や文化に関する施設や史跡もあり
ます。こうした大槌町ならではの
自然資源や産業と連携した体験プ
ログラムの開発を検討し、教育
（学習）の体験プログラムの充実
を目指します。  

大槌町と繋がりのある支援団体や応
援職員などと持続連携すると共に、
来訪者のリピート率を向上させ、町
内と町外とのパイプをより強固なも
のとして、「おおつちファン」の拡
大を図り、町の観光振興を推進しま
す。 

外国人向け大槌町英語WEBサイト 

関係主体 

主体 

町民 支援団体、応援職員  

国、県、大槌町、観光推進組織、商業関係 
者、飲食業関係者、宿泊業関係者、漁業関 
係者、水産加工関係者、農業関係者、農産 
加工関係者 

周辺自治体、町民 

県、大槌町、観光推進組織、商業関係者、 
飲食業関係者、宿泊業関係者、漁業関係者、 
水産加工関係者、農業関係者、農産加工関 
係者 

県、大槌町、観光推進組織、商業関係者、 
飲食業関係者、宿泊業関係者、漁業関係者、 
水産加工関係者、農業関係者、農産加工関係 
者、町民 
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