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１．岩木山地域ブランド基本戦略とは 

 地域ブランドとは 
 人々の頭の中にある地域に関する“イメージや連想の総体” 

 つまり、『岩木山』と聞いて、人々が思い浮かべるイメージが、地域ブランドです。 

 岩木山地域とは 
 岩木山が所在する岩木地区（旧岩木町区域）、岩木地区に隣接し豊かな自然があふれる相馬地区
（旧相馬村区域）を主要エリアとします。  

 なぜ地域ブランド戦略が必要か 
 弘前市は観光都市として取り組みを強化してきたこともあり、数値的には、観光入込客数、宿泊客数が着
実に増加しており、その変化は肌で感じることができます。 

 しかし、観光を地域経済を支える産業に押し上げるためには、新たな旅行需要を喚起する必要があります。 

 県内最高峰の岩木山とその周辺地域には、市街地にはない、自然や風土など豊富な地域資源が潜在し
ています。 

 弘前市の魅力度、観光意欲度を高め、旅の訪問先として選ばれるまちになるため、『岩木山』のブランド力
を向上させる戦略を立て、これを展開していくことが必要です。 

 ブランド化が進むことで県内外からの観光客が更に増加し、市民に地域の素晴らしい財産が再認識され、
岩木地区、相馬地区の活性化につながっていきます。 1 
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２．弘前市を訪れる観光客の動き 

 市外から日中の早い時間に訪れ、
市内各所を観光した後、宿泊は
鉄道やバスを使い、県内では平
川・黒石方面、奥入瀬・三沢方
面、県外では函館市、花巻市な
どの温泉付きのホテル・旅館へ泊
まる行程が見受けられます。特に、
団体旅行に多くみられます。 
 

 インバウンド、いわゆる外国人旅
行者の来訪が近年急激に増加し
ていますが、出入国する空港にあ
わせ、広域的に移動して観光する
傾向があります。その中でもツアー
客を中心に温泉付きの大型宿泊
施設が好まれています。 

弘前市 
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３．観光客ニーズ【国内】 ～ 宿泊旅行の旅の目的 ～ 

１位 地元の美味しいものを食べる 

２位 温泉や露天風呂 

３位 宿でのんびり過ごす 

４位 名所、旧跡の観光 

５位 まちあるき、都市散策 

６位 テーマパーク（遊園地、動物園など） 

７位 友人、親戚を訪ねる 

８位 買い物、アウトレット 

９位 花見や紅葉などの自然散策 

10位 祭りやイベントへの参加・見物 

じゃらんリサーチセンター「じゃらん宿泊旅行調査
2016」 3 

 

１位は「食」 

２位が「温泉」 

次いで「宿でのんびり」 

☺ 国内宿泊旅行者の 

  旅の目的は!! 

 



１位 温泉 

２位 自然 

３位 桜 

４位 日本式庭園 

５位 庶民的なローカルフード 

６位 ナショナルパーク 

７位 神社・仏閣 

８位 祭り 

９位 城・城址 

10位 伝統的な郷土料理 

電通「ジャパンブランド調査2016」 

  観光客ニーズ【外国人】 ～ 外国人が求める日本（地方編）～ 
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トップは「温泉」 
次いで「自然」、「桜」 

☺ 外国人旅行者が 
   地方で体験したいこと!! 



４．岩木山が持つ潜在力 

 国内観光客、外国人観光客の
ニーズのなかで弘前観光に足り
ないもの。それは温泉（宿）？ 

 「弘前には観るところはいっぱい
あるけど温泉がない！」と言われ
ることがあります。 

 しかし、古来より岩木山周辺に
は十数種類の源泉があり、それ
ぞれ温泉地を形成しています。
泉質や佇まいも異なり多彩です。 
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弘前には自慢できる温泉がある!! 

♨湯段温泉郷 

♨百沢温泉郷 
♨嶽温泉郷 

♨湯段温泉郷 

♨北小苑温泉 

♨御所温泉 

♨あたご温泉 

♨新岡温泉 

♨五代温泉 

♨桜温泉 

♨ロマントピア温泉 



【スポーツイベント】 
・岩木山バックカントリー 
・さくらウォーク 
・桜並木ノルデックウォーク 
・津軽路ロマン国際ツー
デーマーチ 
・みちのく津軽ジャーニーラ
ン 
・チャレンジヒルクライム岩
木山 
・YOGAフェスティバル 
・岩木山一周ファンランド 
・ママチャリ耐久レース 
・岩木山一周歩こう会 
・ジムカーナ 
・スカイライン・ダウンヒル
ウォーク 
・スカイライン・オフロード車 
・ウィンタースポーツ岩木山 
・岩木山スキーフェスティバ
ル 
・ジャイアントスラローム大
会 

【飲食】 
・マタギ飯 
・ジビエ料理 

【食事処】 
・野市里ANEKKO 
・マタギ亭 

【自然・景観】 
・岩木山 
・巨木の森 
・桜林公園 
・世界一の桜並木 
・愛宕山橋雲寺 
・松並木 
・アップルロード 
・ミズバショウ沼公園 
・黒滝渓流 

【歴史的建造物・史跡】 
・岩木山神社 
・高照神社 
・求聞寺 
・大浦城跡 

【文化・芸能】 
・石坂洋次郎記念碑 
・鳴海要記念陶房館 
・三味線ライブ 
・五代獅子舞 
・鳥井野獅子踊 

【宿泊】 
・嶽温泉郷 
・百沢温泉郷 
・湯段温泉郷 
・三本柳温泉 
・岩木青少年スポーツ 
センター 

多彩な地域コンテンツ！！ 【岩木地区】 
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【特産品】 
・りんご 
・嶽きみ 
・山菜 
・山菜の瓶詰 
・嶽わさび 
・一町田セリ 
・はちみつ 
・山ぶどうジュース 
・しそ巻き梅漬け 
・岩木神威 
・こぎん刺し 
・あけびづる細工 
・根曲竹りんご竹籠 
・みつろうキャンドル 
【販売】 
・岩木観光物産案内所 
・野市里ANEKKO 
・アグリマーケット四季彩館 
・岩木屋 
・藤喜商店 
・津軽森 
・岩木山サーラ 

【名水】 
・御神水（百沢） 
・小杉沢の湧水（百沢東
岩木山） 
・羽黒神社霊泉(しつこ)
（宮地） 

【伝説】 
・鬼伝説（岩木山北麓の
製鉄遺跡群） 

【施設】 
・岩木山総合公園 
・岩木山登山道 
・弥生いこいの広場 
・百沢スキー場 
・岩木さんぽ館 
・津軽岩木スカイライン 
・東北自然歩道 
・岩木青少年スポーツセ
ンター 
・津軽カントリークラブ 

【温泉】 
・嶽温泉郷 
・百沢温泉郷 
・羽黒温泉郷 
・湯段温泉郷 
・三本柳温泉 

【体験・体感】 
・りんご農作業体験 
・レッツウォークお山参詣 
・岩木山山頂ご来光ツ
アー 

【まつり】 
・お山参詣 
・元旦のお山参詣安全祈
願祭 
・レッツウォークお山参詣 
・凧揚げ大会 
・丑湯まつり 
・岩木夏まつり 
・ウィンタースポーツ岩木山 
・新春登山ばやし岩木大
会 
・もぎたてまつり 

 温泉以外にも、岩木山とその周
辺地域には、人々を引き付ける
魅力的な資源があふれ、現在も
多くの人が楽しんでいます。 
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【自然・景観】 
・相馬ダム 
・屏風岩 
・福寿草 
・羽根山 

【歴史的建造物・史跡】 
・長慶天皇陵墓参考地跡 
・持寄（もちよせ）城跡 
・覚応院 
・岩屋不動尊 

【文化・芸能】 
・獅子舞 

【施設見学】 
・フルーツステーション 
（JA相馬村) 
・りんごジュース加工施設
（JA相馬村) 

【まつり】 
・沢田ろうそくまつり 
・星まつりinそうま 

【泊まる】 
・星と森のロマントピア 
（白鳥座、満天ハウス） 

【特産品】 
・炭俵 
・飛馬りんご 
・オニテナガエビ 
・アップルパイ 

【販売】 
・星と森のロマントピア 
（お土産コーナー） 
・林檎の森 
・飛馬りんごジュース 
・芽女倶楽部（トマトケ
チャップ、ドレッシング、アッ
プルパイ、フルーツジャ
ム） 

多彩な地域コンテンツ！！ 【相馬地区】 

【施設】 
・星と森のロマントピア 
（天文台、スキー場、プー
ル、温泉、その他レクリ
エーション等） 

【体験・体感】 
・和紙紙漉き体験 
・エビ釣り（エビ等養殖施
設） 

【温泉】 
・御所温泉 
・星と森のロマントピア 

【食事処】 
・星と森のロマントピア 
（レストラン） 
・成田商店（もつけ汁） 
・三上商店（じゃじゃ麺） 
・万作庵（そば） 
・林檎の森 



５．ブランドコンセプト 

• 岩木山には県内随一の温泉地があるにもかかわらず、観
光関係者を含め全国的な知名度はまだ低い状況にあり
ます。 

• これまでも、市民を中心に岩木山の多種・多様な地域資
源が楽しまれています。 

• 弘前にいるといつの間にか眺めている岩木山は、津軽の象
徴であり、『山』の字の原形にも見える山容の美しさと存在
感は日本一と言えます。 

• 岩木山の彩り豊かな魅力を味わった後には自慢の温泉が
訪問客をもてなします。 

ブランドコンセプト 

日本で最も『山』を感じる岩木山を 
楽しんだあとは癒しの温泉がおもてなし！ 

旅行者ニーズの高い「温泉」とオールラウンドで楽しめる地域資源を組み
合わせて、郊外型滞在観光の形成を目指します。 

現状 

自然 

食 歴史 

まつり 

♨ 
温泉 スポーツ 
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1_冬は湯治！夏は避暑！「弘前の奥座敷」 
  知名度アップ 
2_温泉の楽しさを満喫できる温泉地づくり 

1_歴史と文化を楽しめる環境の整備 
2_スポーツツーリズムの促進 
3_「日本で最も美しい村」と「食」のブランド 
  活用 

1_りんご園のなかの一軒宿・ロマントピアを 
  中心とした観光の強化 
2_地元に伝わる未知なる魅力の活用 

「弘前の奥座敷」 
温泉力強化 

Ⅰ 

温泉と合わせて 
楽しむ観光資源 

の強化 
Ⅱ 

相馬地区 
の魅力強化 

Ⅲ 

６．岩木山ブランディング ３つの戦略とプログラム 
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1_冬は湯治！夏は避暑！「弘前の奥座敷」の知名度アップ 

 ①若者をきっかけにした新しい湯治文化の発信 
  【内容】・温泉や地域の魅力に触れてもらうプログラム等を活用して、学園都市・ 
        弘前に住む若者(学生)のほか、地域外の若者に温泉に親しんでもらう 
        “きっかけ”を提供します。 
  【効果】・温泉の知名度向上  ・利用者からのSNS等を使った情報発信 
       ・話題性の創出   ・友達、家族とのリピート来訪  ・宿泊の誘発 

 ②ホテル客も気軽に温泉 
  【内容】・市街地に集中するシティホテル、ビジネスホテルと連携して施設には無い 
        温泉を宿泊客に楽しんでもらいます。 
  【効果】・岩木地区の温泉のＰＲと宿泊の誘発  ・ホテル宿泊客の満足度アップ 
       

 ③ゆったり・のんびり滞在する湯治の誘導 
  【内容】・岩木山地域に冬場はもちろん避暑目的などで長期間滞在する宿泊客 
        を優遇して時代 に合わせた湯治を楽しんでもらいます。 
  【効果】・宿泊客の長期滞在を誘導 

「弘前の奥座敷」温泉力強化 戦略Ⅰ 
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 全国的に人気のある温泉地として
青森県内の温泉地がいくつか選ば
れますが、「弘前の奥座敷」である
岩木山周辺の温泉地は知る人ぞ
知る存在にとどまっています。 

 市内では家族連れや職場の懇親
で近場の温泉地を利用する光景
がよく見られましたが、時代の変化
とともに市民が岩木山周辺の温泉
地を利用する機会が少なくなって
います。 



2_湯けむり漂う温泉街の整備 

「弘前の奥座敷」温泉力強化 戦略Ⅰ 

2_温泉の楽しさを満喫できる温泉地づくり 

 ①湯けむり漂う温泉街の整備 
  【内容】・弘前市を訪れた観光客も地域住民も立ち寄りたくなる「弘前の奥座敷」 
        を象徴する湯けむり漂う温泉街の整備を目指します。 
  【効果】・来訪者と宿泊客の増加 

 ②旅行者が楽しんで泊まれる環境の整備 
  【内容】・国内外の旅行者が温泉地を快適に楽しんで泊まれる施設・環境を整 
        えます。 
  【効果】・宿泊客の増加  

 全国的に人気の高い温泉地の
多くには、温泉とあわせて散策や
食事、買い物などを楽しめる温
泉街があります。 

 十数種類の源泉がある岩木山
周辺には古くから温泉郷があり、
嶽温泉郷、百沢温泉郷には温
泉宿、食事処、土産物屋などが
立ち並ぶ温泉街を形成していま
す。 

 近年の訪日外国人の増加に伴
い、宿泊先として温泉宿を選ぶ
外国人旅行者が増えています。 
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2_湯けむり漂う温泉街の整備 

温泉と合わせて楽しむ観光資源の強化 戦略Ⅱ 

1_歴史と文化を楽しめる環境の整備 

 ①津軽歴史文化資料展示施設の整備 
  【内容】・弘前藩伝来の貴重な資料を保存・展示する施設の整備します。 
  【効果】・歴史・文化遺産めぐり観光の誘客 

 ②高照神社馬場跡の整備 
  【内容】・国内唯一の現存する吉川神道に基づく社殿空間を有する高照神社 
        境内馬場を整備します。 
  【効果】・歴史・文化遺産めぐり観光の誘客 
       ・岩木山神社との歴史文化遺産の周遊性創出 

 百沢エリアには津軽一帯の信
仰を集める岩木山神社、弘前
藩主を祀る高照神社がありま
す。 

 津軽歴史文化資料展示施設
等の整備により、高照神社と岩
木山神社の貴重な歴史や文
化遺産を巡る周遊観光の魅力
度が高まります。 

 津軽の原点とも言える歴史的
遺産を巡った後には、歴史的
由来が語り継がれる温泉がよく
合います。 

 ③歴史的文化遺産めぐりの環境整備 
  【内容】・岩木山神社や高照神社など岩木山エリアにある歴史的資源をめぐる 
        環境を整えます。 
  【効果】・歴史好き観光客の誘客 
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2_湯けむり漂う温泉街の整備 

戦略Ⅱ 

2_スポーツツーリズムの促進 

 ①スポーツ合宿の誘致 
  【内容】・岩木山総合公園や岩木青少年スポーツセンターなどを利用したスポーツ 
        合宿の誘致を促進します。特に避暑合宿の呼び込み目指します。 
  【効果】・宿泊を伴う長期滞在の促進 

 ②スポーツイベントの誘致 
  【内容】・優良な施設設備を備える岩木山総合公園や地形を利用した、広域的 
        なスポーツ大会・イベントを誘致します。夏は自転車ヒルクライムやトレイ 
        ルランニング、冬には欧米豪人にも人気の高いバックカントリースキーなど 
        の実施を促します。 
  【効果】・宿泊客の増加  ・冬期の誘客  ・インバウンドの促進    

 岩木山周辺エリアには、登山道、
岩木山総合公園、百沢スキー
場、津軽岩木スカイラインなどが
あり、地域の特性を活かしたス
ポーツ合宿や様々なスポーツ・レ
クリエーションイベントが開催され
ています。 

 岩木山は県内最高峰でありな
がら、車を使って８合目に行け
るなど比較的気軽に山を愉しむ
ことができる特性を持っています。 

 汗を流した後は、さまざまな泉質
と効能がある温泉で身体を癒す
ことができます。 

温泉と合わせて楽しむ観光資源の強化 

 ③岩木山ウォーキングを楽しめる環境の整備 
  【内容】・岩木山の美しい自然を直に感じながら楽しんでもらえるように散策路 
        や登山道の整備を進めます。 
  【効果】・観光客の増加  ・登山客の増加  ・宿泊客の増加 
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2_湯けむり漂う温泉街の整備 

戦略Ⅱ 

3_「日本で最も美しい村」と「食」のブランド活用 

 ③優れた「食」資源の観光コンテンツ化 
  【内容】・すでに全国的知名度がある“嶽きみ”や“飛馬りんご”を牽引役にした 
        岩木地区・相馬地区の地域特有の「食」資源を観光コンテンツに組 
        み込んで各方面に売込みます。 
  【効果】・誘客の促進 

 ①世界一の桜並木の魅力再整備 
  【内容】・『美しい村』としての景観を高めるため、岩木山南麓に植樹されている 
        「世界一の桜並木」の整備を進めます。 
  【効果】・誘客の促進  ・「美しい村」の高度化 
    

温泉と合わせて楽しむ観光資源の強化 

 ②美しい村連合と連携した展開とツアー商品の造成 
  【内容】・美しい村連合が実施するフォトコンテスト、ツアーなどの事業戦略や国 

        内外の美しい村やサポーター企業のネットワークを活用し、魅力づくり 
        や情報発信を展開するとともにツアー商品の造成に取り組みます。 
  【効果】・情報発信 ・誘客の促進 ・「美しい村」の高度化 
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 平成28年10月、岩木地区の
「日本で最も美しい村」連合への
入会承認によって、欧米各国・地
方で構成する「美しい村」ブランド
の活用が可能となりました。 

 岩木地区の“嶽きみ”、相馬地区
の“飛馬りんご”に代表されるよう
に、岩木山地域には全国レベル
で強いインパクトを持つ「食」資源
が潜在しています。 

 世界一美しい自然と景観、地元
色豊かな食を楽しんだ後の寛ぎ
の温泉は観光客に人気の組み合
わせです。 



2_湯けむり漂う温泉街の整備 

戦略Ⅲ 

1_りんご園のなかの一軒宿・ロマントピアを中心とした観光の強化 

 ①星と森のロマントピアの魅力アップ 
  【内容】・温泉、レストラン、コテージ、バーベキュー、プール、スキー場、テニスコート、 
        天文台など幅広く楽しめる設備を備える総合レジャー施設である「星と森 
        のロマントピア」の魅力を更に増幅させるため、施設改修やコテージ の建て 
        替えを計画的に進め、ファミリー層から高齢者、外国人まで幅広い観光  
        客が楽しめる満足度の高い施設を整備します。     
  【効果】・利用者の増加と地域の豊かさを創出 

 ②りんごと星空ツーリズムの推進  

  【内容】・りんご園から眺める雄大な岩木山や満天の星空などをクローズアップした 
        情報発信や天文台があるホテルであることを強調した誘客を推進します。 
        ・星と森の自然を満喫する癒しのアミューズメント空間をアピールします。 
  【効果】・宿泊客の増加 

 相馬地区にある「星と森のロマント
ピア」は、四季を楽しめる複合リ
ゾート施設として人気が高く、地
元住民だけでなくインバウンドも含
め観光客の利用も増加していま
す。 

 ロマントピア天文台は一般に公開
されているものとして県内で最も設
備が充実しています。 

 岩木地区と相馬地区を合わせて
郊外で過ごす滞在型観光を充実
を図ることができます。 
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2_湯けむり漂う温泉街の整備 

戦略Ⅲ 

２_地元に伝わる未知なる魅力の活用 

 ①奇習・伝説の観光コンテンツ化 
  【内容】・「沢田ろうそくまつり」や「長慶天皇御陵墓参考地」を、近年増えている 
        ディープな体験を好む観光客をターゲットにした観光コンテンツの一つに 
        位置付けて観光コースの組み込みなどを進めます。     
  【効果】・新たな観光客の掘り起し  ・誘客の促進 

 ②奥深い伝承の手わざ体験の観光コンテンツ化  

  【内容】・「炭俵」と「紙漉き」を歴史と地域特性を感じる体験コンテンツとして組み 
        込んでいきます。 
  【効果】・新たな観光客の掘り起し  ・誘客の促進 

 星と森のロマントピア利用者が地
区内でも観光を楽しめるように、
地域の特性を感じることができる
観光コンテンツの整備が必要です。 

 相馬地区には地元で長年伝わる
奇習・奇祭「沢田ろうそくまつり」や
天皇にまつわる伝説を持つ「長慶
天皇御陵墓参考地」など神秘性
がある地域資源が数多く存在しま
す。 

 地域の文化や営みを感じることが
できる資源として、沢田地区で継
承されている炭俵や地名にも由
来する紙漉きがあります。 
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・自然・景観、まつり など地域
の魅力を詰め込んだＰＲ宣伝
用の動画や写真を作成 

・ＰＲ宣伝素材を使ってWebサイト、
SNS、メディアから国内外へ情報発
信 

情報発信  

ＰＲ素材 
の作成  

 ★ 地域ブランドの売込み 

 ★ 地域ブランドの発信 

ファムツアー
への組込み  

・国内旅行、インバウンド向けに実施
するファムツアーに岩木山地域を積極
的に組込み 

旅行商品の
開発・組込み  

・旅行会社等と連携して岩木山地域
を組み込んだ旅行商品の造成して販
売 

 ７．地域ブランドの発信・売込み 
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岩木山地域ブランド 

ブランド基本戦略の展開 

戦略Ⅰ 「弘前の奥座敷」温泉力強化 

戦略Ⅱ 温泉と合わせて楽しむ観光 
     資源の強化 

戦略Ⅲ 相馬地区の魅力強化 

行きたい価値の創造・増強!! 

岩
木
山
地
域
・
弘
前 

 
 
 

へ
行
き
た
い
人
の
増
加 

ブランド化推進チーム 
地域おこし協力隊×市観光振興部 

 市役所観光振興部と岩木地区・相馬地区に配置する地域おこし協力隊で「ブランディング推進チーム」を結成し、岩木山ブランドの知
名度を高めるため、戦略実施主体や旅行会社等と連携して地域ブランドの発信や旅行商品の戦略的展開を推進します。 



８．戦略の位置付け 

岩木山地域 
ブランド基本戦略 

岩木地区活性化推進計画 

旧相馬村区域 
過疎地域自立促進計画 

弘前市経営計画 

位置付け 

連携 

 本戦略は、平成２９年度（２０１７年度）～平成３３年度（２０２１年度）の５年間を実行期間とします。 

   また、進捗状況に応じ、適宜内容を見直すこととします。 

 戦略の取り組みは、弘前市経営計画の施策に位置付けます。 
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９．戦略実行による数値目標 
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 戦略実行の効果を測るため、岩木・相馬地区の宿泊客数と観光消費額を指標として目標値を設定します。 

約２割↑ 平成27年 

64億円 

平成33年 

77億円 

現状値 目標値 

ブランド戦略の展開により岩木・相馬地区の観

光消費額を平成３３年には、現状より約2割

増やすことを目標にします。 

岩木・相馬地区 

観光消費額 

約2.5割↑ 平成27年 

８万人 

平成33年 

10万人 

現状値 目標値 

ブランド戦略の展開により岩木・相馬地区への

宿泊客数を平成３３年には、現状より約2.5

割増やすことを目標にします。 

岩木・相馬地区 

への宿泊客数 

※観光消費額は青森県観光入込客統計をもとに市が推計した数値になります。 



観光振興部 
地域おこし協力隊 
・岩木地区 ・相馬地区 

ブランド化推進チーム 
・岩木総合支所 
・相馬総合支所 
・戦略プログラム 
 関係課 

（連携・事業検討） 

市役所庁内推進体制 
（仮称） 

岩木山地域ブランド 
戦略推進会議 

 
 

・戦略の検証 
・改善へ向けた提言 

日本で最も美しい村づくり 
岩木協議会 

地域おこし協力隊 
活動応援協議会 

岩木・相馬地区活性化組織 

岩木山地域 
ブランドの 

構築 

１０．地域ブランド構築に向けた推進体制図 

実施主体 

地域 
住民 

交通 
事業者 

市役所 

物産 
販売 

関連 
施設 

宿泊 
施設 

観光関
連団体 

岩木山地域 
ブランド 
基本戦略 

岩木山地域ブランド 
の発信・売込み 

基本戦略プログラムの実施 

戦略の改善 

 ブランド基本戦略の実施主体、岩木地区・相馬地区の活性化組織、ブランド化推進チームと市役所関係課で構成する「（仮称）岩木山地
域ブランド戦略推進会議」を設けて、ブランド戦略の情報共有を図るとともに取組結果に基づく戦略の検証を行い、ブランド戦略の改善に取り
組みます。 

＜岩木地区＞ 

＜相馬地区＞ 
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