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はじめに 

 
私たち横見ゼミナールは、「フィールドワークゼミナール」として、観光を通じた地域活

性化をテーマに活動をしている。その目的は、地域活性化の取り組みを通じて観光地域づ

くりの手法と意義を習得することである。そのなかで、近畿日本鉄道布施駅（以下「近鉄

布施駅」）と共同でプロジェクトを実施しており、前年度までは「駅長お薦めフリーハイキ

ング」を共同で実施していたが、今年度は、私たちが近鉄の観光特急である「青の交響曲

（シンフォニー）」（以下、「青のシンフォニー」）に興味を持ったことから、この列車を利

用したツアーを実施することとした。 
近鉄布施駅との取り組みは、昨年度の 3 年生から今年度の 2 年生に活動の中心を移行し、

はじめに近鉄布施駅助役の植田徹様を大学にお招きして、これまでの取り組みと「青のシ

ンフォニー」に関する説明会を開催いただいた。これを踏まえて、文献輪読等の事前学習

を経たうえで「企画コンペ」を開催し、ツアーの企画案を決定した。そして、約半年にわ

たる準備期間ののち、12 月 27 日（水）に「大学生とのコラボ企画 青の交響曲（シンフォ

ニー）で行く吉野ツアー」と題したツアーを実施した。 
 本報告書は、ツアーの成果と課題について、参加者に対して実施したアンケート調査の

結果を中心にまとめたものである。 
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第１章：事前学習と企画立案 

 
第 1 節 事前学習 
 観光を通じた地域活性化を目的としてツアーを企画するにあたり、観光学に関する基本

的な文献を輪読したほか、近鉄を含む鉄道会社が実施する列車を使用した地域活性化の取

り組みに関する先行事例等について調査をおこなった。今回、私たちが実施する観光列車

を使ったツアーのように、鉄道会社がイベント列車を使用した取り組み事例は数多くある。 
 ここでは、調査した事例のひとつである「北条鉄道株式会社」の事例を紹介する。北条

鉄道は兵庫県の鉄道会社である。この鉄道会社は、ほぼ毎月というペースでイベント列車

の運行を実施している。たとえば、2 月と 3 月は寒い時期であるため、電車の中でおでんを

食べるというイベントを実施しているほか、４月は沿線の桜をみながらのイベントなど、

その月々の特徴を利用してイベントを実施している。とくに私たちの目を引いた事例は、

専門学校生が主催する「七夕列車」という取り組みで、私たちの取り組みに近いため興味

がわいた。その内容は、七夕にちなんで列車内で願い事を短冊に書いたり、ゲームをした

りするものであり、この取り組みの実施にあたり参考とした。 
 
第 2 節 企画コンペの実施 
事前学習等の成果を踏まえてツアーの企画を考えていくため、「企画コンペ」を実施した。

企画を立案するうえでの前提条件として、あらかじめツアーの催行日と出発地・目的地を

決定した。催行日については、12 月 27 日（水）とした。本来、「青のシンフォニー」は「上

質な大人旅」をコンセプトとするものの、あえて今回はファミリー層をターゲットとして、

冬休み期間を利用した「お子さま連れ」という新たな顧客層を開拓する試みにチャレンジ

することとした。出発地については、「青のシンフォニー」が運用される南大阪線の起終点

である「大阪阿部野橋駅」、目的地については、吉野線の起終点である「吉野駅」とした。

そのうえで、この取り組みの目的を、「観光特急「青のシンフォニー」の魅力と、吉野山の

観光面での魅力を発信・周知することで、地域の活性化に繋げること」と設定した。 
この前提条件のもとで、3 つの班に分けて企画案を作成した。そして、7 月 28 日（金）

に近鉄布施駅駅長の河田様と助役の植田様を大学にお招きして、企画コンペを実施した。

企画コンペの実施にあたり、表 1 のとおり審査基準を定めたうえで、各項目について 5 点

満点で採点をすることにした。採点には、近鉄の河田様と植田様、担当教員、学生全員が

参加することとしたが、採点結果にもとづく審査と採択案の決定については、学生は代表

者のみ立ち会うこととした。 
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表 1：企画コンペの審査基準 

審査項目 説明 配点 
タイトル・サブタイトル 斬新かつ期待感・興味を持てるものであるか 1 点～5 点 
趣旨・目的 理解・納得できる趣旨・目的であるか 1 点～5 点 
内容 興味・期待感を持てる内容であるか 1 点～5 点 
人員配置・経費 適切な人員配置・経費であるか 1 点～5 点 
問題点 的確かつ理解できる内容であるか 1 点～5 点 
総合評価 総合的に期待感・実現性がある内容であるか 1 点～5 点 

 
各班の企画案は、以下のとおりである。 

 
（1）第 1 班の企画案 
①企画案の趣旨と目的 
・趣旨：青のシンフォニーのコンセプトは「上質な大人旅」であるが、年末開催というこ

とで「クリスマス」と「お正月」の 2 つをリンクさせ、子どもたちにも青のシンフォニー

に乗車してもらい楽しんでもらう。 
・目的：家族づれの参加を狙うこと。 
 
②企画案の概要 
・列車内：ビンゴゲームをする（上位何位までに景品を贈呈）。 
・目的地：しめ縄でリースを作成して、これを自分の好きなようにデコレーションする。

そして、完成したものは持って帰っていただく。 
 
③実施に際しての問題点 
・定員数である 60 人程度がしめ縄リースを作ることができる場所があるのか。 
・年末開催なので場所があっても空いているどうか。 
・ビンゴゲームとしめ縄リースで経費が多くかかってしまう。 
・しめ縄リースを作る際にでるごみの処理。 
・時間内に完成させることができるのか。 
 
（2）第 2 班の企画案 
①企画案の趣旨と目的 
・趣旨：1 回目（12 月 25 日）のクリスマスを超える楽しさを味わってもらうために、2 回

目のクリスマスイベントをおこなって楽しんでもらう。 
・目的：子ども（幼稚園児～高校生）の参加率を向上すること。 
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②企画案の概要 
・列車内：トナカイとサンタの福笑い、叩いてかぶってクリスマスというゲーム。 
・目的地：高校生までの方を対象として、駅に着いてからサンタの格好をした鬼を探す「か

くれんぼ」を開催する。そして、鬼を見つけたら、事前に配布したスタンプカードに判子

を押す。制限時間になったら駅に集合してもらって判子の数を集計して、数に応じてプレ

ゼントを渡す。プレゼントは、学生が手づくりしたものを渡す（未定）。鬼は学生 5 人程度

が担当する。駅に着いてから 10 分後にゲームを開始で、制限時間は 50 分前後とし、その

後に吉野を観光していただく。 
 
③実施に際しての問題点 
・一般道路を利用するため、安全性が低い。 
・プレゼントが足りなくなる可能性がある。 
・かくれんぼの範囲が分かりにくい。 
 
（3）第 3 班の企画案 
①企画案の趣旨と目的 
・趣旨：青のシンフォニーの魅力を周知し、今後の近鉄特急の利用を促進する 
・目的：親子の親睦を深めるため、子どもに楽しんでもらうこと。そして、今後さらに近

鉄特急を利用していただくこと。 
 
②企画案の概要 
・列車内：往路では、吉野の観光マップを配る。車内をクリスマスパーティーのイメージ

にして、クイズを出しながらプレゼントをわたす（小さい子どもでもわかるような吉野に

関する選択問題にする）。復路では、車内放送で CD などを聴いていただき、リラックスし

てもらう。また、車内で販売しているお土産をお薦めする。さらに、デコレーションした

鏡餅と一緒にインスタントカメラの「チェキ」で撮影する。撮影した写真は進呈する。 
・目的地：吉野到着後、1 時間～2 時間ほど観光をしてもらう（参加者の人たちだけで自由

に観光してもらう）。観光終了後、再集合したうえで事前に確保した作業スペースで鏡餅を

デコレーションしてもらう。ただし、衛生面を考えて、スーパーに売られているプラスチ

ックのようなパッケージで包装されている鏡餅を使い、デコレーションは折り紙やビーズ

などを使用する。 
 
③実施に際しての問題点 
・デコレーションによる鏡餅を作る場所の決定と許可を取ること 
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これら 3 つの班の企画案について審査基準に従って採点・審査をした結果、平均得点が

最も高かった「第 1 班」の企画案が採択された。この企画案は、ツアー実施日がクリスマ

スと正月の中間ということもあり、この 2 つを融合することでファミリーにも気軽に楽し

んでいただけるものであり、近鉄のおふたりからも好評をいただくことができた。こうし

て、第 1 班の企画案を土台としてツアーを実施することが決定された。そして、その後の

近鉄を交えた話し合いの中でツアーの正式タイトルは「大学生とのコラボ企画 青の交響曲

（シンフォニー）で行く吉野ツアー」に決定した。 
 
第 3 節 企画案にもとづくツアーの造成 
採択された企画案をもとにツアーを造成するために、「車内イベント班」、「しめ縄リース

班」、「吉野観光班」、「吉野駅記念撮影班」、「広報班」と役割別に班編成をおこない、ツア

ー実施に向けた準備作業を開始した。 
 「車内イベント班」は列車内で実施するイベントの企画・準備・実施、「しめ縄リース班」

は吉野の魅力を包含したしめ縄リースを作成するイベントの企画・準備・実施、「吉野観光

班」は吉野での観光ポイントの選定と観光マップの作成、「吉野駅記念撮影班」はツアーの

記念撮影をして、これを記念品に仕立てる企画の考案・準備・実施、「広報班」はツアーの

チラシとポスターの作成と掲示、アンケート調査票の設計・実施、について、それぞれの

役割とした。そして、近鉄布施駅との綿密な連携のもとでツアーの企画を煮詰める作業に

取り組んだ。 
ツアー参加者の募集にあたり、主催者である近鉄布施駅でチラシ／ポスター（巻末「付

録①」）を作成したほか、学生自身でもツアーの周知・募集を拡大するために、オリジナル

のチラシ／ポスター（巻末「付録②」）を作成したうえで、学内をはじめ大阪商業大学高等

学校と大阪商業大学附属幼稚園に掲示をした。また、ツアーの評価・改善をおこなうため

に、アンケート調査票（巻末「付録⑤」）を作成した。 
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第 2 章：ツアーの概要 

 
入念な準備と幾度にわたる予行演習を経て、予定どおり 12 月 27 日（水）にツアーは催

行された。ツアーとしては初めての企画であるにも関わらず、54 名ものお客様が参加して

くださり「満員御礼」となった。本章では、ツアーの概要について、当日の様子を交えな

がら紹介する。 
集合場所・時刻は、大阪阿部野橋駅に 10 時 00 分とした。お客様の点呼を済ませたのち、

列車に乗車される際には、乗降口にてサンタクロースに扮した学生がお出迎えをおこなっ

た。10 時 37 分に列車が発車したのち、列車のなかではクリスマスソングによるイントロク

イズを実施した。クイズの正解者には、限定品である近鉄のオリジナルハイチュウ「きん

てチュウ」をプレゼントした。つづいて、吹奏楽による「青のシンフォニー」のテーマソ

ングを奏でながら、昼食の時間とした。用意した特製弁当の「のし紙」は、学生が制作し

たオリジナルで、お客様への感謝のメッセージも添えた。 
 

  
学生による集合場所でのご案内      観光特急「青の交響曲（シンフォニー）」 

 

  
列車内でのイントロクイズ            吹奏楽の演奏会 
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学生制作の「のし紙」 

 
11 時 56 分に吉野駅に到着後、用意したタクシーに分乗して、「西澤屋」という食事処に

向かい小休止をした。つづいて、徒歩で「吉野山ふるさとセンター」に移動した。この施

設は、かつて小学校の校舎であった建物で、温かみのある木造校舎に当時のままの教室が

そのままの姿で残されている。 
 

  

食事処「西澤屋」           吉野山ふるさとセンター 
 
吉野山ふるさとセンターでは、クリスマスとお正月にちなんだ「しめ縄リース」という

飾り物を制作する工作教室を開催した。参加者の親子や友達同士で工作を体験いただき、

一人ひとり世界に一つだけのしめ縄リースを作成いただいた。工作をはじめるにあたり、

吉野町のマスコットキャラクター「吉野ピンクル」をサプライズで登場させて、吉野町の

歴史や観光資源を中心とした簡単な紹介を学生により披露した。さらに、しめ縄リースに

も「吉野ピンクル」のストラップを付けていただくことができるようにしたうえで、スト

ラップには、お客様自身で「目」や「口」を貼っていただくことで、オリジナリティのあ

る作品に仕上がるよう工夫をした。吉野ピンクルの登場にはお子さまだけでなく大人の

方々にも歓声をもって迎え入れていただくことができたことが印象的であった。 
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「しめ縄リース」の工作体験①      「しめ縄リース」の工作体験② 

 

   

「しめ縄リース」の工作体験③      「しめ縄リース」の工作体験④ 
 

  
吉野ピンクルのサプライズ登場            制作した「しめ縄リース」 

 
工作の終了後、学生が制作した「観光マップ」（巻末「付録③」）を手にして、吉野駅ま

で散策をしていただいた。世界遺産にも登録されている金峯山寺蔵王堂など、吉野山には

数多くの見どころがあり、ポイントごとに学生が立って案内役を務めた。そして、吉野駅
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では、「吉野ピンクル」と一緒に記念撮影をするサービスを実施した。その際、お子さまに

は、近鉄の駅長さんの帽子と制服を着用していただいた。撮影した写真は、帰路の列車内

でプリントアウトし、学生からの自筆のメッセージを添えた乗車記念カード（巻末「付録

④」）としてお客様にプレゼントをした。 
 

  

吉野駅までの散策               吉野ピンクルとの記念撮影 
 

15 時 47 分に帰路の列車が大阪阿部野橋駅に向けて発車をした。列車内では、2 号車のラ

ウンジ車両において、プロのジャズピアニストと吹奏楽による生演奏で、ゆったりとした

時間を過ごしていただいた。しかし、まだまだ元気なお子さまたちが、たくさん集まって

きてくれて、とても賑やかな車内となった。そして、列車は 17 時 34 分に大阪阿部野橋駅

に到着し、さいごは学生一同がお正月をイメージした毛筆体の横断幕を掲げて、お客様を

お見送りした。 
 

  
ジャズピアノの演奏           横断幕でお見送り 
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第 3 章：アンケート調査の分析結果 

 
前述したように、近鉄の集計によるとこのツアーの参加人数は 54 名であった。この一部

に対して、帰路の列車内において、私たち学生が作成したアンケート調査票（巻末「付録

⑤」）により、ツアーの満足度などに関する調査を実施した。本章では、アンケート調査の

結果を提示するとともに、それぞれについて簡単な考察を加える（図中の「N」は「サンプ

ル数（回答者数）」を示す）。 
 
図 1 は、回答者の男女比を示したものである。これによると、「男性」25.0％、「女性」

75.0％となっている。年末とはいえ平日の催行であったために、成人男性の数は相対的に少

なかった。図 2 は、回答者の年齢構成比を示したものである。これによると、「10 歳未満」

3.1％、「10 代」12.5％、「20 代」0.0％、「30 代」9.4％、「40 代」37.5％、「50 代」9.4％、

「60 歳以上」28.1％となっている。このことから、40 代の参加者が一番多いことが分かっ

た。また、20 代未満のお客様も約 15％以上いることから、ファミリーで参加してくださっ

た方々がたくさんいたことがわかり、今回の企画の趣旨に沿った集客ができたのではない

かと考える。 

   
図 1：男女比（N＝28）          図 2：年齢構成比（N＝32） 

 
図 3 は、回答者の居住地を表したものである。これによると、「大阪府」50.0％、「兵庫

県」21.4％、「奈良県」14.3％、「三重県」7.1％、「石川県」3.6％、「沖縄県」3.6％、とな

っている。このことから、ほとんどの方が関西圏からの参加者であり、またその半数は大

阪府からの参加者であることが分かった。吉野山の魅力や「青のシンフォニー」の魅力を

さらに関西圏以外の方々にも伝えていけるような工夫ができれば良いと考える。図 4 は、「誰

と来たのか」について、その内訳を示したものである。これによると、回答者の 4 割が「子

供連れ」であることが分かった。今回のツアーは、お子さま連れを中心とするファミリー

層をターゲットとしたので、計画どおり目標を達成できたと考えられる。今後は、また新

たなターゲット層を獲得するために、たとえば女性グループでの日帰り旅行や温泉旅行を

企画してみても良いのではないかと考えた。 
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図 3：回答者の居住地（N＝28）           図 4：誰と来たのか（N＝40） 
 
図 5 は、乗車時のサンタクロースに扮した学生によるお出迎えの満足度を示したもので

ある。これによると、「とても楽しかった」28.6％、「楽しかった」39.3％、「どちらともい

えない」28.6％、「あまり楽しくなかった」3.6％という結果になった。このことから、楽し

んでいただいた方が半数を超えたことが分かった。しかし、逆に言えば「どちらともいえ

ない」以下の約 32％のお客様にはサンタのお出迎えにやや不満があると思うため、今回の

お出迎えの方法にも課題があったことになる。図 6 は、イントロクイズの満足度を示した

ものである。これによると、「とても楽しかった」41.9％、「楽しかった」41.9％、「どちら

ともいえない」9.7％、「あまり楽しくなかった」6.5％という結果になった。大勢のお客様

に楽しんでいただいて良かったと思う反面、途中途中に自分たちの役割の覚え忘れなどが

あったので、事前の予行演習の回数を更に重ねるべきであったと反省される。 

  
図 5：乗車時のサンタのお出迎え（N＝28）  図 6：イントロクイズについて（N＝31） 
 
図 7 は、吹奏楽の演奏の満足度を示したものである。これによると、「とても楽しかった」

61.3％、「楽しかった」35.5％、「どちらともいえない」3.2％という結果になった。たくさ

んの方に楽しんでいただいて良かったと思う。しかし、列車の揺れで楽譜が落ちるなどの

アクシデントが発生したため、今後はどうやって揺れの対策をするかが課題と考える。図 8
は、ジャズピアノの演奏の満足度を示したものである。これによると、「とても楽しかった」

64.5％、「楽しかった」29.0％、「どちらともいえない」6.5％という結果となり、9 割以上

のお客様に楽しんでいただいたことが分かった。帰路の列車ではお客様も疲れていたため、
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とても心地のよい演奏だったと思う。これに関しても、吹奏楽の演奏と同じく、今後はど

うやって揺れの対策をするかが課題と考える。 

  
図 7：吹奏楽の演奏（N＝31）         図 8：ジャズピアノの演奏（N＝31） 

 
図 9 は、しめ縄リースの工作教室の満足度を示したものである。これによると「とても

楽しかった」64.5％、「楽しかった」32.3％であり、他と比較して、非常に満足度が高かっ

たことが明らかとなった。図 10 は、学生による吉野観光の案内の満足度を示したものであ

る。これによると、「とても楽しかった」50.0％、「楽しかった」33.3％であり、「どちらと

もいえない」以下の比率が相対的に高い結果となった。ツアー当日は観光のオフシーズン

であり、くわえて気温も低かったことが影響しているものと考えられる。 

  
図 9：しめ縄リースの工作教室（N＝31）  図 10：学生による吉野観光の案内（N＝30） 

 
図 11 は、吉野駅前での「吉野ピンクル」との記念撮影の満足度を示したものである。「と

ても楽しかった」54.0％、「楽しかった」41.4％、「どちらともいえない」5.0％であり、他

と比較して非常に満足度が高かったことが明らかとなった。吉野ピンクル（の着ぐるみ）

との記念撮影は、とりわけお子さまに好評であった。図 12 は、吉野駅からの交通手段（タ

クシー）の満足度を示したものである。今回は、貸切バスによる一括輸送でなく、タクシ

ー分乗という同種のツアーではあまり利用されない方法を採用したが、これにより不便が

生じたなど懸念した問題は起こらなかったようである。 
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図 11（左）：吉野駅前でのピンクルとの記念撮影（N＝31） 
図 12（右）：吉野駅からの交通手段（N＝30） 
 
 図 13 は、最も印象に残ったイベントの内訳を示したものである。これによると、「しめ

縄リースの工作教室」が 34.4％と最も高いことが明らかになった。こうした体験型のイベ

ントは、若者層から高年齢層にも楽しんでいただけるものであったと考えられる。これに

次いで満足度の高かったのは「ジャズピアノの演奏」の 31.3％であった。図 14 は、ツアー

を知ったきっかけの内訳を示したものである。これによると、回答者の 80％以上が「知人

からのお誘い」であり、ポスターの掲載時間が短かったことと、学生を含む主催者サイド

で積極的に声かけを通じた集客をしたことが反映された結果と考えられる。 

   
図 13：最も印象に残ったイベント（N＝32）   図 14：ツアーを知ったきっかけ（N＝30） 

 
 図 15は、学内をはじめ大阪商業大学高等学校と大阪商業大学附属幼稚園に掲載をした「ポ

スターを見てどう思ったか」について示したものである。これによると、「見ていない」が

53.5％と約半数を占めており、ポスターの訴求効果において課題があったと考えられる。ポ

スターの掲載場所、時期、期間や若年層の印象に残るポスターを作ることが重要であると

考える。図 16 は、「以前に近鉄が主催する日帰り旅行やイベントに参加したことがあるか」

について示したものである。約 3 割が「以前に参加したことがある」という結果であり、

こうした旅行やイベントがリピーターを喚起する効果が一定程度あることが推測される。 
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図 15（左）：大商大（高校と幼稚園を含む）に掲載のポスターを見てどう思ったか（N＝43） 
図 16（右）：以前に近鉄が主催する日帰り旅行やイベントに参加したことがあるか（N＝18） 
 
 図 17 は、「青のシンフォニー」の列車としての満足度の内訳を示したものである。これ

によると、「とても満足」と「やや満足」という回答が全体の約半数強を占めている。通

常の列車とは違い、特別感のある上質でゆったりとした空間を味わえる列車であるため、

満足と感じられた方が約半数強を占めたのではないかと思う。図 18 は、列車に乗務したア

テンダント（売店販売員）と 2 号車のバーカウンターにおける車内販売についての満足度

の内訳を示したものである。これによると、「とても満足」33.3％、「やや満足」13.3％とな

っており、約半数弱に満足していただいたことが分かった。 

  
図 17：列車としての満足度（N＝32）    図 18：アテンダントと車内販売（N＝30） 

 
 また、表 2 は、車内販売の売上金額を往路と復路について示したものである。「青のシン

フォニー」では、2 号車のラウンジ車両におけるバーカウンターで、専属のアテンダントに

よる車内販売がおこなわれている。主な販売品目は、地元特産品を活用したスイーツや、

柿の葉寿司やサンドイッチなどの軽食、地酒・ワインなどの酒類、おつまみ、コーヒーや

ジュースなどのソフトドリンク、沿線の土産品、オリジナルの鉄道グッズなどである。 
往路と比較して復路のほうが売上金額が格段に多く、とりわけ飲食品では「季節のオリ

ジナルケーキ」と「有機栽培コーヒー」、土産品では「カステララスク」などの売れ行きが

良かった。くわえて、「電車型ホッチキス」や「とことこぬいぐるみ」などのオリジナルの

鉄道グッズが好評であったことも特筆される。 
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表 2：車内販売の売上金額 

 
 
図 19 は、「また「青のシンフォニー」を利用するツアーがあれば参加したいか」の内訳

を示した図である。これによると、73.3％が「参加したい」という結果が得られたもの

の、「わからない」や「参加したくない」という回答者については、そのように回答された

理由を明らかにしていかなければならない。図 20 は、吉野山の満足度の内訳を示したもの

である。これによると、「どちらともいえない」が 38.5％と最も高い結果となった。「や

や不満」についても 23.1％となっており、先述したように、ツアーを実施した時期が観光

のオフシーズンであり適当ではなかったことが原因と考えられる。これに関しては、次回

のツアーを実施するとしたら、桜の季節や紅葉の季節といった時季を対象に企画するのが

良いと考えられる。また、観光のオフシーズンにおける吉野山の魅力をどう伝えるか、に

ついても今後の課題と考えられる。 

   

図 19（左）：また「青のシンフォニー」を利用するツアーがあれば参加したいか（N＝30） 
図 20（右）：吉野山の満足度（N＝26） 
 

図 21 は、ツアーの総合評価を示したものである。これによると、「とても満足」71.4％、

「やや満足」21.4％と、9 割以上がツアーに満足していることが明らかになった。このこと

から、今回のツアーは、お客様に満足をしていただくことができたという点では成功した

ということができる。 

往路 復路

酒類 4,100 2,750

その他 0 4,450
0 400
0 31,950
0 3,120

3,600 3,550
7,700 46,220

おつまみ

飲料

53,920

オリジナルグッズ

小計

土産品
スイーツ・菓子等

総計
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図 21：ツアーの総合評価（N＝14） 
 
 つづいて、アンケート調査票の自由記述欄に関する回答を整理する。該当する設問は、

Q6、Q 9、Q 10、Q 13、Q 14、Q 17、Q 18 である。なお、回答者の記載における原文の

ままで引用する。 
 
Q6「最も印象に残ったイベント」の「理由」 
「イントロクイズ」と回答した理由 
・正解したときの景品がうれしかった 
・子供も大人もなごやかに列車の旅のはじまりを盛り上げていただけたから 
 
「しめ縄リースの工作教室」と回答した理由 
・思い出の品を作ることが出来たから 
・お正月に使える飾りが作れてよかった 
・工作が好きだから、作ったものが形に残るから 
・それぞれ完成形が違うし、大学生に優しく教えてもらえたから 
・兄弟と熱中して作れたから 
・手作りがよかった 
・作ったことがなかったから 
 
「学生による吉野観光の案内」と回答した理由 
・明るくはきはきしていて好印象だったから 
・一生懸命伝えてくれる感じがとても好感がもてたから 
・学生さんの細やかでさわやかな案内は好感度 100％で子供にも優しくして頂けたから 
 
「吉野駅前でのピンクルとの記念撮影」と回答した理由 
・吉野のマスコットキャラクターと記念写真が撮れたから 
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「吹奏楽の演奏」、「ジャズピアノの演奏」と回答した理由 
・もう少し曲目があればよかった（楽器も） 
・間近で演奏を聞けたから 
・電車の旅での生演奏 とても贅沢に感じたから 
・ピアノとクラリネットがよかった 
・プロの技が光っていた 
・電車での演奏はなかなかないので 
 
Q9「以前に近鉄が主催する日帰り旅行やイベントに参加したことがあるか」の

「ある」と回答したなかで、その「タイトル名」 
・横見ゼミのハイキング 
・浦村のかき 
・春の桜ツアー 

 
Q10「今後またツアーを実施するとすれば、いつ頃の時季が良いか」 
・春…しまかぜに乗って伊勢へ、桜が見たいから、春休みだから 
・夏…夏休みだから、川とかに行きたい 
・秋…紅葉がきれいだと思うから 
・冬…この時期は忙しくなる直前であまりツアーのない時期だから 
 
Q13「また「青のシンフォニー」を利用するツアーがあれば参加したいか」の

「参加したい」と回答したなかで、「どのようなツアーなら参加したいか」  
・桜を見に行くツアー 
・吉野から送迎付きで移動できるツアー（宿泊） 
・吉野や奈良を周遊するツアー 
・何か体験できるツアー 
・地元の食を楽しむツアー 
・親子向けツアー 
・花探しツアー 
・車窓から自然の景色を見るツアー 
・湯豆腐ツアー 
・紅葉ツアー 
・車内コンサートがあるツアー 
・日本全国回れるようなツアー 
・音楽を絡めたツアー 
・吉野の歴史について勉強できるツアー 
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・吉野方面で大阪から片道 1～2 時間くらいのツアー 
 
Q14「「上質な大人旅」というキャッチフレーズである「青のシンフォニー」で

ファミリー向け企画のツアーを実施したことについて」 
・家族で楽しめてよかった 
・子供が気兼ねなく楽しむことができた 
・子供が楽しめる車内イベントがもう少しあるとよかった 
・子供さんが走り回るので上質な大人旅には合わない 
・とてもいい企画だと思います。鉄道が好きな子供のいる家庭など需要は高いと思います。

子供向け鉄道雑誌やホームページに積極的に広報してください。細やかなお気遣い頂き

子連れでも楽しめました。 
・もう少しイベントを増やして駅で待つ時間を少なくしてほしかった 
・子供連れでも楽しめるんだな～と子供たちを見て思った 
・大変よかった。バーカウンターのつまみにフライドポテトやチキン揚げがあると嬉しい 
・今回のようなツアーであれば継続して企画して頂きたいです 
・電車好きな子は多いと思うので、日帰りでこの内容が楽しめたら利用したい方はたくさ

んいらっしゃると思います 
・貸し切りであればいい企画だと思います 
・子供連れで参加できてよかったです。大人しか乗れない列車に乗れて貴重な体験ができ

ました。待ち時間が子供には長すぎたかも… 車内乗り心地は最高でした。ありがとう

ございました。 
・子供連れでも気を遣わず参加できるツアーがあるとうれしい 
・小さなお子さんが楽しむ姿も見れてホッコリしました 
・ファミリー向けでツアー企画となれば小さな子供連れの方たちも気兼ねせずに参加しや

すいと思う。「上質な大人旅」だけではもったいないと思う 
・子供さんたちが楽しめて、その家族が無理なくのびのびして楽しめるいいツアーだと思

います 
・鉄道ファンの子供の影響で一緒に楽しめました。大人向けばかりだと大人顔負けのマニ

アの子供たちが参加できないので子供も参加できるツアーがうれしいです 
・貸し切り列車なので子供連れでも安心して楽しませて頂きました。学生さんたちとご一

緒なので小さな子供たちもお兄さん、お姉さんと楽しく遊べたと思います。上質な大人

旅列車での企画は少ないのでこのようにすてきな列車で大人もゆったりできる貴重な企

画でした。前から乗ってみたかったのでうれしかったです。 
・貸し切りなおかげでゆっくりと過ごせました 
・子供も喜んでいました 
・ファミリー向け企画だったので気にならなかったが大人だけの参加の方が迷惑に思って
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おられたのでは？と気になりました 
・電車好きの子供がいるファミリーなので全員が楽しめた 
 
Q17「今回のツアーに関する改善点」 
・最初の集合時の説明に拡声器を使った方がよかった 
・阿部野橋に戻る時間もう少し早くてもいい。観光案内もっとしてもよい。行きのランチ

タイムが短かった。乗ってすぐお弁当を配ってもよい。 
・タイムスケジュールをあらかじめ聞かせてもらえたらもっとよかった。お茶 4 つ足りな

いと何度かいいましたがうやむやにされました。待ち時間がいろんなところであって、

その時間が寒かった。 
・季節がよかったらもっとよかった。寒かったので外で待たされたのはつらかった。 
・吉野の地場産業の体験や吉野の歴史など、解説ツアーがあってもよかった。タクシーの

運転手さんがお話ししてくださりとても興味がわきました。ワークショップですが作業

の説明が少なくいきなり始まった感じがありました。各テーブルに学生さんが座りイン

ストラクションしてもよいと思う。 
・帰りの車内ではもう少しゆっくりしたかった 
・道中にもっと趣向があってもよかった。イントロクイズも子供だけでなく大人も楽しめ

るものであればよかった。昼食時お茶がもらえなかった。学生さんに言ったがもらえず

じまいだった。 
・吉野観光で学生によるガイドをお願いしたい。吉野以外でも目的地のバリエーションを

ふやしてもいいのでは？ 
・お子さんの出入りが激しくて出入り口の席が寒かったので配席に着いては考えて頂けれ

ばありがたかったです 
・吉野駅からの移動手段にタクシーを使用する場合は、全体の人数を減らすか、タクシー

台数を増やすかで待ち時間が出ないようにするといい。 
・広い場所で説明などの連絡が少し聞きづらかったのでマイクなどあればよいかと思った 
・とても寒かったので外での待ち時間は短い方がいい 
・もう少し詳細なスケジュールを作って頂き、吉野駅からのタクシーもなければないで健

康ブームの今なら散策がてら歩くのもいいと思った。吉野での時間を自由行動としてリ

ース作りもそれぞれのペースの時間で自由行動時間内で訪れる方法の方がいいと思った。 
・しめ縄作りの各テーブルごとに担当を割り振って配置されてもよかったかなということ。

しめ縄作りでなく吉野にある名所旧跡にまつわる歴史を聞く時間との二択にしてあらか

じめ希望を申し込むのも二通りからの選択ができるようにしてもいいかもと思いました。 
・ピンクルと写真を撮るのは撮りたい人だけでいいんじゃないかと思った 
・最初から最後まで学生さんに任せてほしかった 
・参加者同士が交流する機会があってもよかったと思う 
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・待ち時間が長かった 
・世界遺産に行きたかった。吉野駅での復路の電車の待ち時間が長かった。参加者同士の

交流する機会があってもよかった。青のシンフォニー乗車記念があればよかった。 
 
Q18「ツアーのなかで学生が企画したイベントに参加したことに対する感想」 
・よかった 
・学生さんが優しくて子供が楽しく過ごせた。参加者の子供同士で遊んでくれて、親もゆ

っくりできる時間がありました。 
・役割分担がしっかりされていなかったのか何度も同じことをいろんな人に聞いたが解決

されなかった。（お茶） 
・学生さんが多くて何をしてはったのかよくわからなかった。どういう授業での企画なの

か企画の趣旨がわからなかった。楽器の演奏は列車内では難しいです。揺れるので大変。

お弁当や車内のケーキがゆっくり食べられなかった。お茶も結局もらえなかった。 
・学生さんの工夫が多々見られとても楽しい時間でした。また想定外の事態にも柔軟に対

応してくださりました。 
・学生さんは一生懸命されていたと思います。お茶をもらえなかった。 
・学生さんが頑張っていてよかったと思います。 
・ごくろうさん。わからん曲を吹くな。 
・ポイント、ポイントにたって寒い中ありがとう。優しさを感じました。今時の学生と違

い大変まじめで一生懸命な学生に頑張ってとエールを送りたい気持ちになりました。小

雪降る中で薄着で頑張って頂き本当にありがとうございました。 
・学生の皆さんが私たち側を考えて企画してくださったのがすごく伝わり子供たち同様と

ても楽しかったです。特にイントロクイズ。子供が中心に参加できるのはよかったと思

います。 
・学生さんお疲れ様でした。準備など色々大変だったと思います。強いて言うともう少し

固まらずに役割分担なさるといいと思います。日頃の慌ただしさから束の間解放されて

楽しめました。ありがとうございました。 
・ほんの少しの時間、ちょっとしたイベントでも、子供たちにとってはとってもスペシャ

ルで景品も貴重なグッズを頂きとても喜んでいました。一つ一つの行程についてしっか

りと打ち合わせを重ねられたと聞きました。その成果が感じられる企画だったと思いま

す。シンフォニーを楽しみ尽くす旅になりました。 
・楽しい企画でよかったと思います 
・山道で危険なところに立っていてくれて子供連れだったので、安心でした 
・皆さん笑顔でよかったです。お疲れ様でした。 
・手作りしめ縄作りに関しては小さな子供向けと大人向けの選択にしてもらった方が良か

ったのではと思う。皆さん寒い中お疲れ様でした。ありがとうございました。 
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・皆さんがてきぱきと動いてまじめに取り組んでおられ、とても感じが良かったです。細

やかな気配り思いやりをとても感じました。気温は寒かったですが心温まりました。あ

りがとうございました。 
・学生の方々の懸命さが伝わってきました。企画、調査、準備、交渉、多くの過程があっ

たことと思います。楽しんでもらおうの気持ちが一番大切なもので、一番嬉しいもので

す。開催時期、価格等のバランスもあるでしょうが、違うときにまた吉野散策もかねて

参加したいです。ありがとうございました。 
・小さな子供連れで参加した今までのイベントで一番楽をさせて頂いたツアーです。学生

さんたちのいずれの企画も大人から小さな子供まで無理のない企画でお世辞ではなくフ

ァミリー参加としてはいい企画であり企画の量もちょうど良かったと思います。車内で

も和やかに他の方々とお友達になれました。皆様ありがとうございました。 
・今回、弟が電車が大好きで、その同伴として参加させて頂きました。はじめは電車に酔

いそうなどと思っていましたが、そんな気持ちも吹き飛ばすほど、車内では大学生の方々

に楽しく過ごさせてもらい電車もゆったりと過ごさせてもらいました。吉野ではしめ縄

作りもみんなで歩いて下山も楽しく過ごせました。吉野は初めてでしたが、自然がたく

さんでいいところだと気づかされました。今日はありがとうございました。また次回ツ

アーがあれば参加したいと思いました。 
・子供たちを楽しませようという思いが大変良かった。 
・学生さんたちが手作りの企画がとても良かった。一人一人にきちんと目を配って頂いた

（小さい子まで）。全体の動きを見てくださっていた（しめ縄作り）。 
・楽しかったです。ご苦労様でした。 
・時間をかけて準備して頂いたと思います。小さい子から大人まで満足するイベントを織

り交ぜるのは大変だったと思います。全般的によく準備されていたと思います。ありが

とうございました。今日は家族で楽しめました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

第 4 章：取り組みの評価 

 
本章では、これまでの考察等を踏まえて、このツアーにおける取り組みについて評価を

試みる。第 1 章で述べたように、この取り組みの目的は、観光特急「青のシンフォニー」

の魅力と、吉野山の観光面での魅力を発信・周知することで、地域の活性化に繋げること

である。 
まず「青のシンフォニー」の魅力については、第 3 章の図 17 と図 18 より、列車として

の満足度、ならびに、アテンダントと車内販売に関する満足度ともに、半数程度が満足と

する結果を得ることができた。「半数程度の満足」をどう評価すべきかについては難しいと

ころであるが、図 19 より、73.3％が「また「青のシンフォニー」を利用するツアーに参加

したい」と回答したことから、列車の魅力は十分にお客様に伝わったものと評価して良い

かもしれない。くわえて、表 2 のとおり、車内販売についても極めて好評であったことが

うかがえる。 
つぎに吉野山の観光面での魅力については、図 20 より、吉野山の満足度において「どち

らともいえない」と「やや不満」で約 6 割を占めたことから、ツアー当日が観光のオフシ

ーズンで、かつ気温も低かったこともあり、うまく吉野山の魅力を伝えることに成功した

とは評しがたい結果となった。しかしながら、「吉野ピンクル」は非常に好評であったこと

から、こうしたマスコットキャラクターを活用した試みは評価できるかもしれない。 
さいごに、ツアーのターゲット層については、「上質な大人旅」をコンセプトとする「青

のシンフォニー」において、お子さま連れを中心とする「ファミリー」という新たな顧客

層を開拓する試みにチャレンジした。図 4 より、約 4 割がお子さま連れであったことから、

狙いどおりファミリー層を惹きつけることに成功したと評価することができる。 
総評として、今回のツアーではイベントを考えることが優先的になってしまい、吉野の

魅力発信について検討することが疎かになったと考えている。これは採択された企画案の

コンセプトが「クリスマスとお正月の融合」であったことが一因と思われる。結果として、

今回のツアーでは、吉野の魅力は、もうすでに有名である桜をモチーフとした吉野のマス

コットキャラクター「吉野ピンクル」のみとなってしまった。 
また、ツアーを企画する際の予算編成についても、いろいろと変更となることが多くて

混乱する結果となった。しかし、前章の分析結果でも示されたとおり、企画コンペの採択

案で強調された「気軽にご家族で楽しんでいただく」という点に関しては満足のいく結果

であったと考える。なぜならば、アンケート調査の自由記述欄に対する回答（第 3 章）か

らも分かるように、「楽しかった」という声が非常に多かったからである。 
今後、同様のツアーを実施するうえでの課題は、春には桜、秋には紅葉があるように、

オフシーズンの吉野にはこれだ！というものをつくる必要がある。そのためには、企画を

考える段階で吉野の魅力となるものを十分に掘り起こすことが重要である。 
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第 5 章：まとめ 

 
本報告書では横見ゼミナールにおける「観光を通じた地域活性化」の取り組みのなかで、

近鉄布施駅と共同で実施した「大学生とのコラボ企画 青の交響曲（シンフォニー）で行く

吉野ツアー」について、事前学習から企画提案を経て実施に至る経緯、ツアーの概要と、

アンケート調査から得られた課題について整理をしたのち、取り組みに対する評価を実施

した。 
はじめに第 1 章では、事前学習にはじまり、他社の事例等も踏まえながら、企画コンペ

によって企画案が決定された経緯について述べた。つづく第 2 章では、当日のツアーの様

子を写真とともに紹介した。そして第 3 章では、ツアー参加者に対するアンケート調査の

分析結果を提示した。さいごに第 4 章では、アンケート調査を中心とした考察にもとづき

取り組みの評価をした。ここから明らかになった課題として、ツアー自体は楽しいものと

おおむね評価されたものの、もう少し吉野山の魅力を事前に見いだし、これをツアーに組

み込むことが必要であることが分かった。 
私たち学生は、このツアーを企画・準備・実施するなかで様々なことを学ぶことができ

た。まずは、企画を考えるにあたり、実際に現地へ足を運び、考えることが大切であると

実感した。インターネットや書籍などの資料だけでは、まちの雰囲気などを知ることがで

きなかった。たとえば、現地の方と事前にコミュニケーションをとることで、ツアー当日

に特別にお店を使わせていただけることになったり、駅からの交通手段についても実際に

歩いてみることで距離が長いことが分かり、タクシーを使う判断をする足がかりとなった。

このようなことから、実際に現地に足を運んだり、現地の方とコミュニケーションをとっ

たりすることで学ぶ事柄は非常に多くあると感じた。 
 今回の取り組みでは「持続可能性」のある企画を考えることの難しさを実感した。企画

を考えることに必死で、地域のことに目を向けられずツアー自体は盛り上がったものの、

地域活性化という面からみれば、この企画は一過性のものにすぎない。したがって、地域

の魅力を事前に洗い出し、その魅力を私たち自身が理解したうえで企画を練る必要がある

と気づいた。 
この企画は、近鉄サイドも横見ゼミでもはじめての取り組みであったため、企画を練る

段階では物事がうまく進まない状況もあったが、当日に実施したアンケート調査によると、

お客様にも「楽しかった」という声や、「今後もこのような機会を設けてほしい」など、非

常にありがたい意見を多くいただいた。このツアーを終えて評価できる点としては、企画

を成功させるために各班とも必死に考えて作業に取り組んだ結果、お客様を満足させるこ

とに成功したことである。ツアー当日に想定外の出来事も起きたものの、一人ひとりが企

画を成功させたいという思いで、臨機応変に対応することで大きな問題に発展することな

く済ませることができた。 
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 アンケート調査の結果からは、ツアーに関する多くの反省点や課題が浮かび上がったも

のの、これは同時に私たち学生自身の課題でもある。この企画がなければ、自ら新たなも

のを生み出さなければならない難しさや達成感というものは味わうことはできなかった。

今回の経験で学んだことをゼミナール活動やこれからの人生に繋げていきたいと思う。 
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付録①：ツアーのチラシ／ポスター（近鉄布施駅制作） 
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付録②：ツアーのチラシ／ポスター（学生制作） 
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付録③：学生制作による「観光マップ」 
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付録④：記念写真つき乗車記念カード 
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付録⑤：アンケート調査票 
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