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平成２８年度事業 

平成２９年度【継続】 
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●概要 

 民間団体等による観光振興に資する事業を支援し、充実 

 させることで、観光客への「おもてなし」の向上による 

 賑わい創出を図った。 

 誘客を目的としたイベント事業や、外国人観光客の誘致 

 促進に資する事業など、４つのテーマで事業を募集し、 

 ２件の応募があった。事業実績にあわせて「矢掛町観光 

 まちづくり推進支援事業補助金」を交付した。 

 

●成果 

  補助金交付件数２件  合計 ２２９千円 

 【補助事業】 

  ・「アロマスプレーワークショップ」 矢掛放送㈱ 

  ・「街道ギャラリー」        アートポスト 

    （観光客誘客を目的としたイベント等） 
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観光まちづくり推進支援事業 

写真：事業募集チラシ 

写真：街道ギャラリー 

目
的 

観光客への「おもてなし」向上 
による賑わい創出 



●概要 

 「観光元年」と称した平成２７年度に矢掛の町並を案内 

 する観光ガイドの育成を行った。平成３０年３月末で 

 １５名がガイドとして活動。観光ガイドとして多くの 

 お客様を案内し、好評を得ている。また、町内の観光 

 イベントなどにも協力し、賑わい創出に寄与している。 

              【平成３０年度も継続実施】 

 

                                ●成果 

                                  平成２９年度実績 

                                     ・７７団体、約１，４００名をガイド 

                                     ・平成２８年度末に観光客向け散策マップ 

                    を作成、平成２９年度は新たなお店情報 

                    などを更新。 
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観光ガイド委託事業 

写真：ガイド風景 

写真：平成29年度大名行列にて着物姿で 
   脇本陣を案内する町並案内人 

観光客の満足度向上・周遊促進 
目
的 



●概要 

 町内の空き家を利用して新規創業する事業者に補助金を交付すること 

 で、町内産業の振興、雇用の促進及び定住・交流の促進に寄与する。 

 （1）設備資金補助 補助率2/3以内 上限300万円 

   ※空き家改修・購入費、設備備品購入補助 

 （2）経営支援補助 補助率1/2以内 上限100万円 ※広告販売促進 

 （3）賃借料補助 1年目：補助率2/3以内 上限80万円 

          2年目：補助率1/2以内 上限60万円 

●実績（※平成30年度は見込み） 

   

  

5 

空き家活用新規創業支援事業 

写真：新規創業店舗 

目
的 

空き家の有効活用、定住・交流促
進、産業振興 

年度 補助金交付額 新規創業業種 

平成28年度 11,140千円 
 
カフェ、鍼灸院、小売（お香・装飾品、古
銭、雑貨）美容、スポイラー等自動車部品
製造販売（7件） 
 

平成29年度 8,219千円 美術館、不動産、菓子製造・販売（3件） 

平成30年度 17,000千円 家具製造販売・ﾊﾟﾝ製造・販売、ﾁｮｺﾚｰﾄ製
造・販売 



●概要 

 地域課題や社会的課題の解決に向けた町民、行政双方向の 

 協働の取り組みを進めることを目的として、本町が指定し 

 たテーマの中から事業提案を募集した。審査委員会の審査 

 を経て、事業を採択し、事業実績にあわせて、矢掛町提案 

 型協働のまちづくり応援制度補助金を交付した。 

●採択団体及び事業 

 ●やかげ小中高こども連合（Ｈ２８） 

  事業：パプアニューギニア高校生との交流など５事業 

 ●フルーツフェスティバル２０１６実行委員会（Ｈ２８） 

  事業：フルーツフェスティバル２０１６ 

 ●やかげファミリア（Ｈ２９） 

  事業：やかげオリジナル健康増進ダンス普及事業 

 ●矢掛スキルズ（Ｈ２９） 

  事業：矢掛のにぎわい１００倍計画事業 
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提案型協働のまちづくり応援事業 

写真：採択事業 
   健康増進ダンス普及イベント風景 

地域課題の解決に向けた協働の取
り組みの推進 

目
的 

写真：審査委員会による審査 



●概要 

7 

目
的 

●実施内容 

観光客向けアプリの企画開発事業 

スマートフォンのアプリを活用し、観光施設や周

辺店舗等の情報を紹介することで、効果的な情報

発信や周遊促進を図る。また、アプリ利用時にプ

ロフィールを取得することで、観光客の動向分析

を行い、今後の観光施策に役立てる。 

（１）観光アプリ構築による効果的な情報発信 

   ・外国語にも対応した観光情報、店舗情報、 

    イベント情報等を効果的に発信  

（２）スタンプラリー機能による周遊促進 

   ・アプリ内でスタンプを集めて回るスタンプ 

    ラリー実施による周遊促進 

（３）データ取得・動向分析 

   ・アプリ登録時の利用者情報に基づく動向分析 

    

観光客の周遊観光促進 



●概要 
 観光周遊性の確保、観光客滞在時間の延長を目的として、民間事業者が「観光 

 客に対し矢掛ならではの体験・交流の場を提供する公益的な事業」を行うため 

 に必要となる施設の改修費用の一部を補助する。平成２９年２月、６月に募集 

 し、各２事業の応募があった。審査会の審査を経て、３団体の事業を採択し、 

 事業実績にあわせて、宿場町やかげの賑わい体験交流施設整備支援補助金を交 

 付した。 

 

●採択団体及び事業 
 ●株式会社シャンテ 

  矢掛豊穣 あかつきの蔵事業 

 ●備中矢掛コンテンツ 

  矢掛脇本陣裏 大名行列体験＆ギャラリー事業 

 ●矢掛マルヰ株式会社 

  高級ツアープラン向けの滞在施設古意庵・茶寮開設事業 
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宿場町やかげの賑わい体験交流施設整備支援事業 目
的 

観光客の周遊性の確保、
滞在時間の延長 

写真：採択施設（あかつきの蔵） 



●概要 

 来街者の９割が自動車利用という調査結果を考慮し、 

 商店街区域おける自動車の収容可能数を増加させる 

 必要があるため、駐車場を観光客の五感に響くよう 

 に「石」「水」「木」「花」などのテーマコンセプト 

 の庭園型駐車場に整備し、訪れる観光客の満足度向上 

 に繋げる。 

 

●実績 

 ・場所 

  旧矢掛町商業高等学校跡地南側駐車場の整備 

 ・駐車台数 

  ４６台 

 ・周辺施設 

  脇本陣・あかつきの蔵・古意庵など 
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商店街区域における駐車場の整備事業 目
的 

観光客の利便性による 
満足度の向上 

写真：駐車場からの出入道（昼・夜） 



 

 
 

 

 

 

平成２９年度事業 
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●概 要 

 矢掛町が進めている賑わい創出事業の一環として、 

 宿場町やかげで４０年以上の歴史ある「大名行列」 

 をアメリカのサンフランシスコで開催された「第 

 ５０回北カリフォルニア桜祭り」のグランドパレ 

 －ドにて出演・披露を行った。 

 会場では多くのお客様に見ていただくとともに、 

 岡山県の観光パンフレットも配布し、矢掛町と岡 

 山県のＰＲを行うことができた。 

 

●成 果 

 ・矢掛町の大名行列のＰＲと日本文化に触れても 

  らえる大変有効な機会となった。 

 ・一大事業に実行委員会を中心に取り組むことで 

  町全体で一体感を持つことができた。 
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大名行列inサンフランシスコ桜まつり事業 

写真：パレード風景 

写真：パンフレット配布 

海外向け観光ＰＲ 
目
的 



●概要 

 道の駅の開業及び中国経済産業局の「インバウンド誘致、消費拡大に向けたモデル 

 事業」の実施により、本陣・脇本陣が位置する市街地エリアの観光客の増加や新た 

 な賑わいの創出が見込まれている。嵐山の観光客の増加のみならず、市街地エリア 

 との連続性、回遊性の向上及び町内滞在時間の増加に寄与する整備基本構想を検討 

 する。 

 

●今後の展望 

 嵐山及び周辺エリアにおいて、連続性、回遊性の向上 

 及び滞在時間の増加に寄与する事業内容を検討し、整 

 備基本構想を作成した。今後、この構想を基に事業を 

 展開していく。市街地エリアの整備については、社会 

 資本整備総合交付金の活用に向け、都市再生整備計画 

 事業として現在、国へ申請中。 
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嵐山整備等基本構想検討事業 目
的 

嵐山公園等の再整備構想の検討 

基本構想図（案） 



●矢掛町移住支援サイトリニューアル事業 

  

 

 

 

 

 

●矢掛町子育て支援サイト新規構築事業 
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移住・子育てサイト等作成事業 

写真：移住支援サイト 

特設サイトを構築 
より質の高いサービスの提供 

目
的 

矢掛町は、人口増対策として、移住定住支援に特に力を入れ
て、さまざまな施策・事業を展開している。 
そういった充実の支援をより気軽に、より分かりやすく情報提 
供できるよう現行サイトの全面リニューアルを行った。特に空 
き家バンクの機能追加、スマホ普及率拡大に伴うレスポンシ 
ブ対応を実施し、利用者の更なる利便性の向上を図った。 
当サイトへのアクセス件数は月平均 ８００件程度である。 

矢掛町の重点施策として、子育て支援に特に力を入れ、生ま
れる前から大人になるまで、充実した支援で子育て環境づくり
に取り組んでいる。 

子育て世代にとって有益な情報をより気軽に、より便利に、分
かりやすく入手できるよう、特化したサイトを新規に構築し、ま
た、レスポンシブ対応による利用者の利便性の向上を図った。 
当サイトへのアクセス件数は月平均 ８００件程度である。 

写真：子育て支援サイト 



●事業実績  

 開園から２５年以上が経過し、老朽化した施設を、バリア 

 フリー化、安全対策に加え、観光拠点としての新たな魅力 

 づくりのための改修を行った。 

 着手：平成２９年４月  

 竣工：平成３０年３月 

 総事業費：１０６，２４５，０９６円（地方創生拠点整備交付金事業分） 

 改修概要 

 ・民芸施設：厨房、食事・休憩ｺｰﾅｰ１１０㎡増築 

       多目的ﾄｲﾚ内にﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ、ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ設置 

       ｵｽﾄﾒｲﾄ対応ﾄｲﾚ、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 

 ・渓流ｿﾞｰﾝ：遊歩道真砂土舗装６５３㎡ 

 ・駐車場 ：普通車２７台、障害者用５台 

 ・多目的広場：ｱｽﾚﾁｯｸ遊具新設 

 ・いちごﾊｳｽ：高設栽培ﾊｳｽ３２４㎡ 
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水車の里体験型観光推進事業 

写真：多目的広場 ｱｽﾚﾁｯｸ遊具新設 

写真：厨房、食事・休憩ｺｰﾅｰ増築 

目
的 

交流促進、観光振興 



 

 
 

 

平成２９年度事業 

平成３０年度【継続】 
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●概要  

 近年、インバウンド（訪日外国人客）が日本の各地を訪れ、

地域の賑わい創出と経済活性化に貢献している。岡山市や倉敷

市への訪日外国人観光客の増加が著しい中、矢掛町を訪れる外

国人観光客数は、伸び悩んでいる。こうした現状を踏まえ、外

国人のニーズと町内への受け入れ態勢の構築を目的に、「イン

バウンドモニター調査事業」を実施した。    

 

●実施内容 

 町内の商工会や観光事業関係者を中心とした実行委員会を設

立し、インバウンドモニターツアーを企画実施し、外国人の旅

行に対する魅力やニーズを調査した。また、外国人観光客への

おもてなしなど町内事業者の受け入れ態勢準備と課題を明確に

し、今後の矢掛町のインバウンドに対する方向性を検討し、イ

ンバウンドへ対する提言を行った。 
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インバウンドモニター調査事業 目
的 

観光振興 

写真：VISIT WEST JAPANへツアー募集を掲載 



●概要 
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目
的 

●掲載内容 

中四国エリアタウン情報誌事業 

県内大型書店で最多の販売実績のある「タウ

ン情報おかやま」及びそのタウン情報ネット

ワーク加盟誌に、矢掛町の観光情報を一斉掲

載し、効果的なＰＲによる誘客促進を図る。 

・イベント（大名行列、本陣・脇本陣等） 

・周辺情報（町並み周辺スポット等） 

・宿泊・飲食・特産品情報 

●掲載エリア 

岡山、広島、島根、鳥取、香川、愛媛、徳島、高知 

情報発信 
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観光イベント開催事業 目
的 

矢掛町を訪れた観光客の満足度の向上による交流人口

の増加を目的に、各種イベントの企画、立案、運営等の

業務を株式会社やかげ宿へ委託し、賑わい創出のため

のイベントを実施。 

・ベッキオバンビーノ ・えびす祭り 

・ドッグランまつり  ・日曜朝市 

・備中神楽体験ツアー ・谷山サロンコンサート 等 

・やかげ夏の行灯まつり 

賑わい創出 

●概要 

●実施内容 

写真：ベッキオバンビーノ 

写真：やかげ夏の行灯まつり・小唄おどり 
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目
的 観光施設のライトアップ事業 

●概要 

平成２９年度より、夜間の新たな魅力創出による観光客等の満足度向上や滞在時間、

宿泊客等の増加促進のため、嵐山公園のライトアップを実施。平成３０年度は、新

たに商店街エリアへのライトアップを行い、観光客を呼び込む計画で実施予定。 

夜間の魅力創出 



 

 
 

 

 

 

平成３０年度事業 
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●概要 

  経済産業省が創設した「おもてなし規格認証制度」 

 を活用し、サービス産業事業者におけるサービス品質 

 の「見える化」をすることで、来訪者の満足度の向上 

 と従業員の意識とサービスの向上につなげる事業。 

  ２９年度に、サービスの向上の取組に積極的なサー 

 ビス事業者の証である紅認証を５５の事業所・店舗が 

 取得している。 

  ３０年度は、接客水準のレベルアップを図り、紅認 

 証の一つ上の「金認証」の取得を目指している。 

●実施内容 

 ・９月     おもてなし推進手順の情報交換会 

 ・１０月    金認証審査説明会 

 ・１１月中旬～ 承認審査 

 ・１月～    登録証発行 
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 観光客へのおもてなしの向上 
目
的 おもてなし支援委託事業 



●概要 

  平成２７年１０月に策定した「矢掛町しごと・ひと・ま 

 ち創生総合戦略」において、「観光力の強化」を目標に掲 

 げている。 

  本町の最大の資源である本陣・脇本陣などの歴史的町並 

 みをより一層活用し、観光客を誘致、観光産業を成長させ 

 るとともに、観光を契機として長期滞在者や移住者を増や 

 し、町民の仕事を創出させることで、自然動態・社会動態 

 両面の人口減少を食い止め、まちに賑わいを再生する。 

●実施内容 

 ・おもてなしホテル運営者養成講座の開催 

 ・おもてなし人材セミナーの開催 

 ・旅行者向けプロモーションコンテンツの制作 

 ・ＳＮＳを活用した情報発信の展開 

 ・古民家宿泊ホテルの設計 
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地域内に分散した食・宿資源を活
かした新しい観光地域経営の実践 

目
的 

写真：旧矢掛本陣石井家 

写真：矢掛屋 INN AND SUITES 

宿場町まるごと古民家ホテル「矢掛」構想 事業 


