
八王子ならではの MICE 事業への提言～グローカルな視点から～	

	

研究室・ゼミナール名	 		杏林大学	 古本泰之ゼミナール	

担当教員	 古本	 泰之	

代表者名	 秋山	 	 遥	

	

① 要約 

 

本調査・研究では、「八王子市での MICE 誘致に

おける観光要素の可能性」を「ユニークベニュー」

「プレ・ポストコンベンションツアー」の企画立案

とその評価という視点から明らかにすることを試

みた。具体的には、既存事例分析・市内観光資源の

視察調査・外国人へのアンケート調査を基に観光

資源分析を行い、ツアー・ユニークベニューのモデ

ル案を造成した。その上で、外国人に対する訴求力

を明らかにするため、英語圏・韓国語圏を対象とし

たアンケート（英語版・韓国語版）を「観光資源魅

力度」と「ツアー・ユニークベニューのモデル案魅

力度」の 2回に分けてそれぞれ実施した。	

その結果、まずアンケートにおいて八王子の観

光資源として「食」「温泉（入浴体験）」「自然」が

魅力度の上位となり、その次のゾーンに八王子車

人形・芸者衆といった「伝統文化」が位置すること

が明らかになった。また、八王子市内外の関係者へ

のヒアリング調査を通じて、「ものづくり」という

観光資源が浮かび上がってきたため、これらを組

み合わせたモデルツアー4種類、モデルユニークベ

ニュー2種類を作成した。それらを再び八王子市内

外の関係団体に提示して御意見をいただき、最終

案として仕上げた。最後に、モデル案についてのア

ンケートを作成した上で、実施をスタートさせた。	

	

① 目的 

	

観光庁（2013）の資料等によると、経済波及効果

が約 1.1 兆円（観光庁,	2018）と言われる MICE 事

業において、「ホスピタリティ・観光要素」が重要

であることが指摘されている。この要素の中では

「観光魅力・資源」「ナイトライフ」「ユニークプロ

グラム」「エクスカーション」等がポイントとして

挙げられている。	

MICE の誘致においては施設、アクセス、言語面

での地域内の受け入れ体制等の多様な要素が関連	

	

しており、観光要素単体が誘致に強く影響す

ること方法は想定されにくい。しかしながら

八王子市では「産業交流拠点」（仮称）の設置

を通じて施設が充実されることに加え、都心

からのアクセスの良さなどの利点があり、観

光要素の充実を行うことで有力な MICE 都市

となる可能性を有している。	

そこで本調査・研究では、「八王子市での

MICE 誘致における観光要素の可能性」を「ユ

ニークベニュー」「プレ・ポストコンベンシ

ョンツアー」の企画立案とその評価という視

点から明らかにすることを試みた。	

	

② 方法 

	

上記の研究・調査目的に基づき、以下の内

容の調査を行った。	

	

(1) 八王子市内の観光資源調査 

1)ゼミ生内に八王子市在住者や来訪経験者

がいなかったため、ウェブサイトや雑誌・資

料から八王子市内の観光資源・施設をピック

アップし、全体を把握できるリストを作成し

た。その上で、上記のゼミ生の状況を勘案し、

夕やけ小やけふれあいの里など 10 か所程度

の観光資源を実際に訪問し、ツアー・ユニー

クベニューへの活用可能性を検討した。	

2)合わせて、八王子車人形・西川古柳家元や

八王子芸者衆・めぐみ様、八王子北口商店街

会長・清水栄様、JR 東日本八王子支社等、八

王子市内団体・関係者へのヒアリング調査を

行い、観光面での課題を把握した。	

3)八王子市内の観光資源の魅力度について、

ウェブサイトを通じたアンケート集計サー

ビスである「SurveyMonkey」等を利用し、外

国人へのアンケート調査（英語版・韓国語版）

の作成・実施を行った。	

	



(2) 国内外の MICE 関係団体へのヒアリング調査 

MICE に関する情報、特に「プレ・ポストコンベ

ンションプログラム」「ユニークベニュー」につい

て理解を深めるため、文献・資料による事前調査を

行った。	

その上で、MICE の促進に取り組んでいる、観光

庁、日本政府観光局、東京観光財団など日本国内 10

団体、大韓民国およびカナダ・ブリティッシュ・コ

ロンビア州の各1団体にそれぞれMICEへの取り組

みに対するヒアリング調査を行い、各団体が「プ

レ・ポストコンベンションプログラム」「ユニーク

ベニュー」に関して取り組んでいる内容と八王子

市での取り組みへのアドバイス等を伺った。	

	

(3) 八王子の特性を活かしたグローカルなモデル

ツアー・ユニークベニュー企画の造成 

(1)〜(2)の成果を基に、4種類のプレ・アフター

コンベンションツアー、2種類のユニークベニュー

プログラムの企画を立案した。具体的な企画の内

容は後述する。	

	

(4) モデルの修正 

1)完成したモデルツアー・ユニークベニューのモ

デル企画について、(2)でヒアリング調査を行った

団体のうち、	DMO 六本木事務局、観光庁、八王子

観光コンベンション協会、福岡コンベンションビ

ューロー等の方々に意見を伺う機会を持ち、評価

点・修正点等のご指摘をいただき、モデルの修正を

行った。	

2)1)の作業を終えた後、完成したツアー・ユニーク

ベニューモデル企画について、ウェブサイトを通

じたアンケート集計サービスのひとつである

「SurveyMonkey」等を利用し、外国人に対するアン

ケート調査（英語版・韓国語版）を行った。	

ただ、1)の作業完了を待ってアンケートの作成

を行ったため、2019 年 1 月 31 日段階では十分な回

答数が得られていない。そのため、2月末まで継続

してアンケートの収集と分析を行い、年度内を目

処にその最終結果を公表することとした。	

	

④ 結果 

 

(1) 八王子市の観光資源の魅力 

	 想定よりも回答数（n=100）が伸びず、また回答

者に若年層への偏りが見られる結果となったが、

八王子市の知名度は全体の約 30%、魅力ある観光資	

源は「食」「温泉」（入浴体験）「自然」が上位

（5点満点中 4点代）となり、その次のゾー

ンに八王子車人形・芸者衆といった「伝統文

化」（5点満点中 3点代後半）が位置すること

が明らかになった。	

 

(2) ツアー・ユニークベニューに求められる

もの 

	 既存研究・資料の調査および関係団体への

ヒアリング調査を通じて、	

l 場所性とストーリーの重要性（北九州で

あれば「工業」＝日本エネルギー学会等

を誘致、札幌であれば「雪」）	

l ターゲットを設定してそのニーズに応

じたプランの提供を検討する。	

l 「ここならでは」という資源をできるだ

け利活用し、参加者の満足度を引き出す

付加価値を生み出す。	

等をポイントとして整理した。	

	 また、既存の八王子の観光資源を活用する

だけではなく、「学び」の側面を取り入れる

ことも重要であるとのお話を受けて、ツアー

の中に「ものづくり」に関する視察を取り入

れることとした。	

	

(3) モデルツアー・ユニークベニューモデル

作成上のポイント 

	 暫定的に完成させたモデルツアー・ユニー

クベニュー企画に対する修正ポイントは概

ね以下のようなものであった。	

l ユニークさの追求	

Ø レセプションパーティーなど盛り

上げポイントの作成	

Ø 「このツアーでしか」というサプラ

イズ（施設の夜間開放や地域内マス

コットの活用など）	

Ø 既存ツアーとの差別化	

Ø 居酒屋などナイトライフの活用	

Ø 自然を前面に押し出すこと	

l ターゲットの明示化	

l 個別観光資源の利活用法	

l インフラ整備の重要性（無料 Wi-Fi の円

滑な接続、バリアフリー対応、多言語対

応など）	

l 他地域との連携	

	



(4) モデルツアー・ユニークベニュー企画 

(1)〜(3)の結果を受けて、モデルツアー・ユニー

クベニューを以下の通りに作成した。いずれも

MICE 会場（産業交流拠点（仮称））からのバス移動

を想定している。	

	

1)ユニークベニュー企画	

案 A［高尾駒木野庭園でお茶会と伝統芸能］	

l 芸者衆によるお茶席を体験する。	

l 芸者衆や八王子車人形の演技を鑑賞する。	

l 提供する飲食物は八王子産の物をできるだけ

使用する。	

	

案 B［高尾山で居合い切り鑑賞と精進料理］	

l ケーブルカーまたはリフトからの景色（豊か

な自然）を楽しんでもらう。	

l 「NPO 法人武州のよりあい」による居合い切り

パフォーマンスを鑑賞、解説を聞く。	

l 高尾山薬王院で精進料理をいただく。	

	

	

2)ツアー企画	

［全ツアー共通オプション］	

プログラム終了後、「八王子温泉やすらぎの湯な

いしは京王高尾山温泉での入浴＋夕食」か「市内居

酒屋（個人店）での宴会」を提供し、現場で八王子

の伝統文化体験（八王子車人形等）を展開する。	

［参加者向け終日ツアー案］	

10:30		産業交流拠点（仮称）出発	

11:00		日野オートプラザ	視察	

12:00		日野オートプラザ	出発	

うかい鳥山にて昼食	

14:30		うかい鳥山	出発	

15:00		道の駅八王子滝山にて買物・軽食	

16:00		道の駅八王子滝山	出発	

16:20		ポカポカ足湯	到着	

16:50		ポカポカ足湯	出発	

17:10		産業交流拠点（仮称）	解散	

	 	

［参加者向け半日ツアー案］	

13:00		産業交流拠点（仮称）出発	

13:30		オリンパス技術歴史館	視察			

14:30		オリンパス技術歴史館	出発	

15:00		道の駅八王子滝山にて買物・軽食	 	 	

16:00		道の駅八王子滝山	出発	

16:10		産業交流拠点	解散	

	 	

	

［同伴者連れ終日ツアー案］	

10:00		産業交流拠点	出発	

11:00		A 夕焼け小焼けふれあいの里	

	 					B 北浅川恩方ます釣場（自然体験）	

12:30		「おおるりの家」にて入浴体験	

13:30		「御食事処いろりばた」にて昼食	

14:30		夕焼け小焼けふれあいの里	出発	

15:10		道の駅八王子滝山にて買物・軽食	

16:00		道の駅八王子滝山	出発	

16:20		産業交流拠点（仮称）	解散	

	 	

	

［同伴者連れ半日ツアー案］	

13:00		産業交流拠点（仮称）	出発	

13:30		高尾山口	到着	

（ケーブルカー移動）	

13:50		高尾山薬王院	到着	

14:50		高尾山山頂	到着	

16:00		高尾山山頂	出発	

（ケーブルカー移動）	

17:00		高尾山口	出発	

17:30		産業交流拠点（仮称）	解散	



(5) ツアー・ユニークベニュー企画の魅力度アン

ケート調査 

	 上述の通り、(4)の完成を待ってから作成・実施

に着手したため、2019 年 1 月 31 日段階で 30 件程

度の回答しか得られておらず、2月中は観光庁など

関係機関のご協力も得ながら継続してアンケート

を実施していく。	

	 現段階では、ツアー企画では「同伴者連れ半日ツ

アー案」、ユニークベニュー企画では「高尾山で居

合い切り鑑賞と精進料理」への評価が高く、高尾山

と自然文化を組み合わせたプログラムの展開可能

性があると言える。また、居酒屋などのナイトライ

フへの関心も引き続き高かった。	

	

⑤ 考察 

	

(1) 実現化に向けた課題 

第一に既に八王子観光コンベンション協会で構

想されているツアー等との差別化が必要となる。

アンケート結果の分析の完了に加え、ゼミとして

八王子らしさを学生の視点から掘り起こす取り組

みを続けていきたい。	

また、コスト面について観光関連産業への電話

インタビュー等を行って調査を行い、一定の目処

は立っているが、八王子観光コンベンション協会

の協力もいただきつつ、さらに細部を調整する必

要がある。また、温泉へのニーズが高い一方で、温

浴施設側の外国人対応への不安などの課題を詰め

ることが求められる。	

	

(2)地域への提言・提案 

観光地自体の取り組みとして、観光資源の魅力

における他地域との差別ポイントのアピールに加

え、Wi-Fi や他言語表記での情報提供などの観光地

としてのインフラストラクチャー整備が求められ

る。また、ツアー・ユニークベニューを企画してい

く上での関係団体との調整において、通訳をどの

ように配置していくのかが課題となった。	

	 また、今回の取り組みにおいて、「学生目線での

八王子の魅力」と「MICE 参加者のニーズから見た

八王子の魅力（として想定されるもの）」とにギャ

ップを感じる局面があった。今後のこのような取

り組みを進める上では、具体的な事前にベースと

なる「コンセプト」「ターゲット」を八王子観光コ

ンベンション協会等と協議させていただいた上

で、観光資源を発掘・利活用する作業をスタートで	

きればと考えている。 

 

⑥ 結論 

	

	 今回の調査を通じて、プレ・ポストコンベ

ンションツアーやユニークベニューの企画

という形で地域内の観光資源・施設を利活用

することが、MICE来訪者に対する魅力となり

得る可能性が明らかになった。	

	 また、関係団体とのヒアリング調査におい

て、「東京都」といった広域圏で MICE 誘致を

捉えるというアイディアをいただいたが、他

地域での取り組みとの連動において「自然」

「伝統文化」といった側面で本モデルが活用

可能であると考える。	
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