
小松市観光アクションプラン

〜おもてなしゲット500万人〜

こごま る とと ま つ



おもてなしゲット500万人の実現へ
交流人口を拡大し移住・定住を促進～もっと知りたい・また来たい・ぜひ住みたい観光まちづくり～

小松空港は、国内６路線、海外３路線が就航し、羽田乗継割引運賃設定区
間は全国最多など、日本海側の拠点空港として、年間200万人が行き交
う北陸の空のゲートウェイとなっています。空港周辺では「航空プラザ」
のリニューアルにより県内外からの多くの航空ファンやファミリー層が
訪れており、賑わい創出の一翼を担っています。

この観光アクションプランは 10 年ビジョンに掲げる目標値「おもてな
しゲット500万人」の実現に向け、2020年までの間で重点的に取り組む
内容をまとめたものです。交流人口の拡大により、地域経済の活性化とま
ちのイメージアップにつなげるとともに、移住・定住を促進し、住んでよ
し、訪れてよしの観光まちづくりに取り組んでいきます。

2010年の小松市制70周年を契機に「温故知新」のまちづくりを進め、小
松市が世界に誇る地域資源に磨きをかけてきました。ＪＲ小松駅周辺で
は、「こまつ曳山交流館みよっさ」や「れんが花道通り」、「サイエンスヒル
ズこまつ」の誕生により、北陸の際立ったエリアへと進化しています。

2015年春の北陸新幹線金沢開業や第66回全国植樹祭の開催、曳山250
年祭（2016年）、那谷寺開創1300年祭（2017年）、粟津温泉開湯1300年
祭（2018年）、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を控え、高
速交通ネットワークを活かした誘客促進策が求められています。

2014 年 11 月 小松市長　和田 愼司

温故知新のまちづくり

北陸のターミナル拠点 交流人口 500万人へ向けて

グローバル時代飛躍のチャンス
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BIG 5 MISSIONS
ブランド力アップとおもてなしによる人・モノ・文化の交流拡大でまちを発展

オール加賀をはじめ、北陸新幹線沿線都市や産業・文化などの
交流都市と連携した観光ルートの形成と誘客促進を図ります。

歌舞伎のまち、乗りもののまち、環境王国こまつ、科学と交流の
４テーマの観光スポットを繋ぎ、家族３世代交流促進へ効果的
なプロモーションを展開します。

小松市が世界に誇る産業、歴史文化、自然景観、食文化など魅力あ
る地域資源を磨き上げ、訪れる人が感動を味わえる体験・体感プ
ログラムを提供します。

世界に誇るものづくりの力
グローバルに展開する企業をはじめ、伝統工芸、農林水産業
の力・ノウハウを活かし産業観光の充実を図ります。

加賀の國を彩る小松の歴史文化
歌舞伎「勧進帳」のふるさとの魅力発信や源平ロマンなどの
物語の世界への体感プログラムの充実を図ります。

加賀地域を代表する自然景観
霊峰白山の眺望と水郷木場潟を核に健康づくり・合宿など
で環境王国の里山・里湖交流を推進します。

小松空港の乗継拡大や国際線の拡充で国内外からのアクセス
向上と、観光周遊バスやレンタカー・観光タクシーなど、ビジ
ネスと観光交通の充実を図ります。

観光
Tourism

滞在
Stay

移住・定住
Living

広域連携で魅力アップ

積極的なプロモーション

国際都市のおもてなし

便利で快適な交通・アクセス

世界に誇る KOMATSU JAPAN
～観光素材をブラッシュアップ～

豊かな食文化・癒しの温泉地
料亭・割烹などの小松和食やこまつもんブランドの創造な
ど本物の味わいや温泉地での滞在観光を推進します。

＞＞KEY PROJECT
＞＞KEY PROJECT

＞＞KEY PROJECT

＞＞KEY PROJECT

＞＞KEY PROJECT

多言語サインやガイドの充実、ＩＣＴ活用やバリアフリー環境
の整備、フローラルやグッドマナーの推進で国際都市のおもて
なし力アップを推進します。

MISSION 1 MISSION 2

MISSION 3

MISSION 4

MISSION 5
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7 KEY PROJECTS ＆ 18ACTIONS
2020年（平成32年）の目標実現への重点的な取り組み

Sensation ～体感～ テクニカルビジット

Attraction ～誘致～ ものづくりMICE

ものづくりワールド ～夢を描こう～

小松市が誇る高い産業集積を活かし、サイエンスヒルズこまつを拠点
に科学する心を育みます。また、乗りもののまちの魅力アップや鉄工
機械産業発展の礎となった鉱山などの産業遺産の伝承など、「ものづ
くりワールド」の夢を開いていきます。

「未来を創る ひとづくり、ものづくり。」の拠点「サイ
エンスヒルズこまつ」。最先端の科学・技術を学ぶ産
業観光や、ものづくりをテーマにＭＩＣＥの開催・
誘致に取り組みます。

県内トップの製造品出荷額を誇る企業立地を活か
したスタディツアーや、６次産業化・農業分野での
視察旅行受入などのプログラムを提供します。

ものづくりの現場での学びと体験プログラムを充実
ＩＣＴ農業など最先端の技術を紹介
学生インターンシップツアーを開催

PROJECTKEY 1

国際会議や学会をはじめとしたＭＩＣＥを誘致
アフターコンベンション・プログラムを提供
コンベンション開催補助制度を充実

Action

1

Action
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Flight ～翔ばたく～ スカイワールド

日本海側唯一の航空博物館「航空プラザ」の展示内容
充実や施設のリニューアル、ＩＣＴを活用した体験
学習機能の強化など、航空テーマパークとしての賑
わいを創出します。

乗りものに関する企業や観光施設が揃う「乗りもの
のまち」の魅力アップへ、体験プログラムの充実や、
新たな乗りものの導入など家族３世代が楽しめる
体験観光を目指します。

航空ファンに人気の高い実機や
シミュレーターを拡充
楽しく学べて思い出に残る場所へリニューアル
航空実験教室や展示物のＩＣＴ化を推進

Évoluer ～進化する～ 乗りもののまち
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乗りものフェスティバルを定期開催し回遊性を創出
前川や木場潟でのＥボートや
屋形船のプチクルーズを開催
クラシックカーを活用しノスタルジックツアーを開催

尾小屋鉱山資料館を拠点に
「ヘリテージツーリズム」を推進
鉱石採取など「ミネラルウオッチングツアー」を定期開催
ストーンレリーフなど滞在型創作アート活動を推進

尾小屋鉱山跡や遊泉寺銅山跡、金平金山跡は、近代産
業遺産でミネラル（鉱石）の宝庫。九谷焼採石場や石
切場など鉱石・石の魅力をミネラルロードとして発
信します。

Discovery ～発見～ ミネラルロード

Action

3
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Elegance ～雅～ 曳山 250 年

Romantic ～ロマン～ 千年物語

Spirits ～元気・勇気～ 難関突破の道

歌舞伎「勧進帳」の舞台や日本三大子供歌舞伎のまちの魅力を国内外
に発信し交流を促進します。また、小松の伝説・物語のロマンの世界
を開き、那谷寺や粟津温泉 1300 年祭との連携による誘客キャンペー
ンを展開していきます。

難関突破のパワースポットとして知られる安宅の
関の魅力アップを推進します。

2016 年の曳山 250 年祭へ向け、北陸の春を代表す
る「お旅まつり」の集客力アップとともに、子供歌舞
伎の国内外公演により伝統芸能の魅力を発信します。

源平ロマンなどの歴史物語や滝ヶ原産碧玉の古代
交流ロマンの探訪や、2017年の那谷寺や2018年の
粟津温泉の1300年祭との連携を推進します。

曳山250年祭での鑑賞機会拡大で集客を向上
著名歌舞伎役者による勧進帳公演を開催
子供歌舞伎「勧進帳」の国内外公演を開催

奥の細道、北前船、仏御前などの魅力を再発見
滝ヶ原産碧玉と八日市地方遺跡を通じた交流の原点を探訪
那谷寺・粟津温泉1300年祭と誘客キャンペーンを展開

ご利益スポット巡りやグッズ企画販売を推進
安宅・勧進帳ものがたり館の展示をリニューアル
小松市イメージキャラクター「カブッキー」を
県内外へ発信

歴史・文化ロマン ～華を咲かそう～

Action
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PROJECTKEY 2
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Delicious ～恵み～ こまつもん

Healing ～癒し～ ウォーターサイド・木場潟

2015年の全国植樹祭の会場「木場潟公園」を舞台に、
展望休憩施設からの白山絶景ビューを発信しゲス
トハウスとして活用していきます。また、四季折々
の花・木が楽しめる憩いのスポットとして周辺観
光地との周遊性を高めていきます。

環境王国こまつの特産品を活かした６次産業化商品
などを「こまつもん」ブランドとして全国発信して
いきます。また、九谷焼の器とのコラボレーション
による新たな食文化の創造や小松うどんの全国展開
を推進していきます。

著名料理家とのコラボレーションによる新商品を開発
イノシシ肉を活用し九谷焼・地酒と一体で
「こまつ地美絵」を発信
小松うどんの知名度アップへ全国大会出展を拡大
国際フードイベントの開催を推進

ウオーキングやサイクリングなど
ウエルネスツーリズムを推進
カヌーをはじめ、スポーツツーリズムを拡大
自然や環境に親しみ学習するエコツーリズムを促進
日用苔の里や滝ヶ原など
ツーリズム・ベール（緑の旅行）を促進

霊峰白山を望む水郷「木場潟公園」は、ウエルネス（健康）、スポーツ、
エコ（環境学習）ツーリズムの聖地。環境王国こまつの里山・里湖と
して誘客促進や食ブランドの創造・全国発信を推進します。

景観・食文化の景勝地 ～美を伝えよう～

6

PROJECTKEY 3

Action
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7

i-promotion～イメージ・アイデンティティ・ICT～
シティセールス

ＩＣＴの活用による情報発信力を高めるため、観光
情報サイトやスマートフォンアプリの充実を図り、
オール小松での情報発信を強化し交流拡大と移住・
定住を促進します。

観光サイトやアプリでスムーズな観光情報の取得を促進
空の駅こまつなどを活用した
観光・移住の情報発信を強化
ふるさと応援団と一体的なプロモーションを展開

Action

11
Action
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PROJECTKEY 4 PROJECTKEY 5

Yokoso ～ようこそ～ インバウンド観光

海外旅行者のニーズが高い公衆無線スポットの充
実とともに、多言語サインの整備やガイドの育成を
図り、受入態勢を強化します。

案内サインや飲食店メニューなどの多言語化を推進
観光地や公共施設での公衆無線スポットエリアを拡大
免税店登録を推奨しショッピング観光への対応を促進

シティプロモーション ～世界へ伝えよう～
歌舞伎のまち、乗りもののまち、環境王国こまつ、科学と交流の４テー
マの観光スポットを結合し、市民力を結集した多様かつ効果的な媒体
を活用したプロモーションを展開し、交流拡大とともに住みやすさを
アピールします。

グッドマナー作戦 ～マナーはやさしさ～
国際化・ＩＣＴ化に対応したガイドツールなどの環境整備を進め多
文化共生を推進します。また、オール小松でのおもてなしとしてグッ
ドマナーやフローラルの活動を推進します。
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Standpoint～視点～インクルーシブ観光

障がい者や高齢者の旅行受入を促進するため、観光
施設や観光事業者と連携した受入態勢の構築を図
ります。また、初めての来訪者にもやさしいガイド
機能の充実を図ります。

ユニバーサルツーリズムとしてバリアフリー観光を推進
まちなかインフォメーションスポットを拡大
観光ボランティアガイドによる思い出に残る旅案内

Navigation～楽ちん～ 乗継観光

Skyway～高速～ 航空ネットワーク

全国最多の羽田乗継割引制度の拡充や羽田空港の
国際化に対応した海外乗継の利便性を強化、新規路
線開拓などで国内外からのアクセスを高めます。

路線バスへの観光周遊券の導入や主要観光地への乗
り入れ、主要交通拠点でのレンタカー配備を充実を
図ります。

観光周遊券の導入や観光施設との共通商品開発を促進
木場潟をはじめ主要観光地へのアクセスを強化
レンタカーの配備や多言語ナビ車の充実を促進

Action

14 

Action
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航空乗継のＰＲや新幹線と航空の連携商品造成を推進
国際旅客定期便の拡充へ誘致活動を展開

国内外との交通ネットワークの強化へ、小松空港の乗継拡大や国際
線の拡充に取り組みます。また、市内観光地間の周遊性とアクセス向
上のため、観光バスやレンタカー・観光タクシーなど、ビジネスと観
光交通の充実を図ります。

アクセス向上 ～通リズムでつなごう～

Action
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PROJECTKEY 6
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Branding  ～創造～
地域プロモーション

Mobility ～便利に～
観光交通アクセス

Cooperation ～連携～
広域ルート
広域連携による相互交流と観光ルートの形成を図
り、首都圏・関西圏・中京圏からの観光客・ビジネ
ス客や、海外インバウンド対応の旅行商品の開発・
販売に取り組みます。

オール加賀「いざ、加賀の國」の地域スローガン
をメインに観光客に訴える連携商品の開発と共同
プロモーションを展開します。

観光客のニーズに対応した多様な交通アクセスの
整備を進め、観光地間、広域での周遊を促進します。

観光ガイド発行や温泉地の総称などで
イメージアップを促進
首都圏などでの合同展や誘客キャンペーンを実施
土産品の共同企画や温泉地巡りなどを推進

オプショナルツアーの催行を支援・促進
レール＆レンタカー・タクシー・バスの
乗継商品づくりを推進

霊峰白山など加賀の國の地域資源の活用、連携を促進
越前美濃や小松白川などの街道交流を促進

Action

16

Action

17

Action
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広域ネットワーク ～輪を広げよう～
加賀地域６市町による「オール加賀」での連携や、北陸新幹線沿線都市や
産業・文化をテーマにした交流都市とのフレンドシップを深め、広域で
の観光ルートの形成による誘客体制の強化を図ります。

PROJECTKEY 7
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目標値の設定

1st ステージからの発展を目指します
2020

349 万人 370 万人 391 万人 413 万人 437 万人 463 万人 491 万人

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

vision
10 YEAR10年ビジョン

交流人口
521万人

万人

101万人
81

万人
83

万人
86

万人
89

万人
92

万人
95

万人
98自然

公園 万人

万人

万人
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44万人
34

万人
35

万人
36

万人
37

万人
38

万人
40

万人
42

宿泊者

25万人
18

万人
19

万人
20

万人
21

万人
22

万人
23

万人
24

スポーツ

245万人
132

万人
146

万人
159

万人
173

万人
189

万人
206

万人
225産業

ものづくり 万人

106万人
84

万人
87

万人
90

万人
93

万人
96

万人
99

万人
102歴史

文化



まるごと・こまつ・旅ナビ 小松ガイド
komatsuguide.jp/ i Phone版 いよっ小松 ！ カブッキー 小松市

小松市 経済観光文化部 観光交流課
〒923-8650　石川県小松市小馬出町91番地
TEL / 0761-24-8076　FAX / 0761-23-6404
E-mail / kankou@city.komatsu.lg.jp

問い合わせ先

2014年11月 策定




