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Abstract: In this study, we investigated the operational reality of Hope Tourism in Fukushima Prefecture for post-disaster 

reconstruction. On the other hand, it became clear that the planners felt that the current tours were limited to disaster image 

announcements and did not communicate the joys of the region.  

 

１． 背景および目的―2011年３月 11日に発生した東 

日本大震災は，福島県に地震・津波・原子力災害の複

合被害をもたらした．その後，復興に向けた福島県の

現状を他の地域の人々にも知ってもらいたい思いから，

2016年より「持続可能な社会・地域づくりを探究・創

造する」福島スタディツアープログラム［１］としてホ

ープツーリズム（以下「HT」と称す）を実践している．

HT は，「見る」「聞く」「考える」を学びのポイントと

し，ツアー参加者に復興の希望を感じてもらうことを

目標に取り組まれている． 

 以上を踏まえ本稿では，福島県を対象に震災復興に

伴うHTの運用実態を明らかにすることを目的とする． 

２．研究方法―調査概要を Table1 に示す． 

３．結果および考察―Table2 に福島県における HT に

関わるプロセス，Table3 に公益財団法人福島県観光物

産交流協会（以下「協会」と称す）の HT ツアーの実

施状況，Table4 に協会，福島県庁観光交流課，株式会

社 NW へのヒアリング結果を示す．以降これに従い，

結果及び考察を述べる． 

３－１．ＨＴツアー実施状況―Table2 より，HT の中

心的存在は協会であり，2008年に設立，2016年に第１

回 HT モニターツアーが実施された．HT ツアーに活用

される施設 23 箇所のうち 20 箇所が最も被害が大きか

った浜通りに設置されており，これらはいずれも東日

本大震災後に建設された．HTが商標登録化した［３］2018

年には東京電力廃炉資料館など７箇所が開設し，HT ツ

アー実施における重要な資源となっている．  

Table3 より，HT ツアー実施状況の変化を見ると，

2017年に協会が第２種旅行業者になって以降，概ねツ

アー数，催行人数ともに増加傾向にある．2020年以降

の新型コロナウイルス感染症拡大（以下，コロナ禍）

以降も増加している点については，それまで全国の学

生や社会人向けに実施していたツアーが，地元の子ど

もたち向けの学習教材へと変化した結果といえよう．  

３－２．各主体の運用実態 

（１）福島県庁―Table4 より，観光交流課，生涯学習

課，高校教育課の職員７名が携わっており，HT ツアー

実施施設の整備や HT ツアーの助成金支援などの役割

を担っている．主体的に HT ツアーを開催する立場に

はないが，参加者が復興に向けて挑戦する人々との対

話を通して現地の今を知ってもらうことをねらいとし，

支援を行っている． 

（２）協会―Table4より，スタッフ８名の団体であり，

国内の団体，特に学生団体を多く受け入れている．催

行に際しては,基本的に協会側からの宣伝ではなく，参

加団体側から声がかかる形で実施しているため，HT ツ

アーの需要の高さが窺える．HT 自体は協会が窓口とな

り，主に浜通りを対象として，地域内外の方々に災害

を知ってもらうことに加え，地域活性化のための PR

を含むツアープログラムを企画している．課題点とし

ては，需要に対してスタッフの人数に限りがあること，

協会が中通りに立地するため，浜通りを主とする HT

ツアーの際にスタッフの移動負担が大きいことが挙げ

られる．また，ツアー参加者の増加や高い教育効果が

得られることについて評価を得ているものの，企画者

としては，本来楽しいものである観光を通して「災害

があったまち」の印象を伝え続けることに対する，ジ

レンマを有している点について言及があった．今後は

リピーター確保に繋がるツアーに意欲的なコメントを

得ている． 

調査方法 文献調査 ヒアリング調査 現地調査 

調査期間 
2022年 4月 1日 

～9月 16日 

2022年 7月 28日 

～9月 15日 

2022年 8月 3日 

～8月 5日 

調査対象 

福島県 

ホープツーリズム 

総合ガイドブック［２］ 

公益財団法人福島県観光 

物産交流協会/ 

福島県庁観光交流課/ 

株式会社 NW※ 

楢葉町/広野町/

大熊町 

調査内容 
ツアーに利用される 

施設について 

ホープツーリズムの 

取り組みの実態 

実際の地域の 

様子及び施設の

見学 

１：日大理工・学部・まち ２：日大理工・教員・まち 

 

Table 1． Outline of the survey（調査概要）       (This is original by authors) 

 

※データ保護の観点上，本研究における会社名称は略称とする． 
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（３）株式会社ＮＷ―Table4 より，インバウンド向け

の個人ツアーを企画・運営するスタッフ 13名の株式会

社であり，参加者は男性が８割を占めている．協会同

様，企画したツアーにホームページを見た人が参加す

る形態であり，HT との関わりとしては，ツアーの作

成・運営が主となっている．ツアーのねらいは，復興

や原発のまちという風評被害の払拭とイメージアップ，

地域振興にある．コロナ禍以降は，インバウンドに加

え，国内向けのオンラインツアーを実施しており，一

定の参加者を獲得している． 

４．まとめ―福島県における HT の実施状況より，HT

ツアーの需要は高く，成果を上げていることが捉えら

れた．一方で，企画者が災害のイメージを発信し続け 

 

ることで，観光本来の楽しみを十分に伝えられないと

いうジレンマを抱えていることが窺えた．今後は，「ホ

ープ（希望）」を感じられるよう「楽しむ」要素を取り

入れたツアー補強が求められるといえよう．  
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質問内容 福島県庁 協会 株式会社 NW 

Q1．ツアーに関わる人数 7名（30代：4人，50代：3人） 8名（30代：1人，40代：5人，50代：2人） 13名 

Q2．ツアーの参加者の傾向 

 国内向け・団体の受入が多い． 
学生団体約 8.5割を占める． 
その他:公務飲職や民間職研修旅行等 

海外個人の受入が多い． 
男性 7～8割を占める． 
例:ドイツの原発会社の方が参加 

参加者側から声がかかり，ツアーを実施する
ことが大半を占める． 

参加者自身がホームページを見てツアーの 
存在を知り，参加に至る． 

Q3．HTの関わり方 

予算の設定 
東日本大震災原子力災害伝承館の運営・ 
プログラム予約受け入れ（生涯学習課） 
学校交流，県外学校の受け入れ対応（高校教育課） 

HTツアーの全体の窓口となっている． 
ツアー手続き・企画・運営 

ツアー作成・運営 

Q4．ツアーの開催場所  浜通り 

Q5．ツアーの特に重視するねらい 

・福島県の明るい未来へ向けてチャレンジする
人々との対話を通して複合災害の逆境から脱却
するかを考えることで自分自身を成長させる 
学びの旅を提供する 

・交流人口の拡大を図る 

・県外の方々に災害を知っていただく 
・人を呼び込む 
・地域を活性化させる 
（※優先順位順） 

・復興 
・風評被害の払拭 
・地域にお金を落としてもらう 
・イメージと現実の差を減らしたい 

Q6．苦労している点 

 ・協会の拠点が中通りにしかないため，ツア
ー実施時の担当者の移動負担が大きい 

・大型の宿泊，飲食施設が少なく，利用場所
が固定されてしまう 

 
 
 
 

Q7．ツアー作成の中で重視する点  施設学習と現地見学の順序を意識し， 
アウトプットしやすい内容にすること． 

オンラインツアーの実施． 

Q8．コロナ禍でもツアー参加人数
が変わらない理由 

 中学高校の修学旅行等の行事が中止となり，
代わりの学習テーマとして福島県の複合災害
が挙げられることが増えたため． 

 

Q9．今後の考え 

HT を中心に，福島県が誇る観光資源を活かし，持
続可能な観光交流に向けた「ふくしま SDGｓ 
ツーリズム」を展開する予定． 

・HT担当者を増やしたい 
・日本国民が一生に一度は訪れたいと思える 
場所にする 

ツアーの認知度を向上させたい． 

「楽しむ」の要素を付け加え，何度も訪れたいと思える地域にしたい． 

 A：ツアー数 B：催行人数 B/A ：1ツアーあたりの参加人数 

2016年 1件 35人 35.0人 

2017年 20件 597人 29.8人 

2018年 50件 1052人 21.0人 

2019年 45件 984人 21.8人 

2020年 70件 3600人 51.4人 

2021年 80件 9800人 122.5人 

発生した M6.0以上の地震/合計［４］  公益財団法人福島県観光物産交流会の動き HTツアーに活用される施設の設立 

1938.11.5 
福島県東方沖地震       1回        

1938年 
  

               0回 1997年  1997        Jヴィレッジ［１］の開設［楢葉町・広野町］ 

               0回 2006年 
 2006      （農業を身近に感じてもらうための施設として） 

福島県農業総合センター［１］が発足［郡山市］ 

                0回 2008年 2008.4 協会設立  

2011.3.11  
東北地方太平洋沖地震     15回 

（東日本大震災）        
2011年 

  

                2回 2013年   

1回 2014年 
 2014.4.1  産業字術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所［１］が開所 

［郡山市］ 

                0回 2015年  2015.4.1  相馬市伝承鎮魂記念館［１］が開館［相馬市］ 

                2回 
 

2016年 
2016.12.25 
第 1回 HTツアー（モニターツアー）の実施 

2016.3.13  津波避難ビル「いわき市地域防災交流センター久之浜・ 
大久ふれあい館」［１］が完成［いわき市］ 

2016.4   楢葉遠隔技術開発センター［２］が開館［楢葉町］ 
2016.7.21  コミュタン福島 福島環境創造センター交流棟［１］が開館［三春町］ 
2017.4.1  相馬市防災備蓄倉庫相馬兵糧蔵［２］が落成［相馬市］ 
2017.12.1 富岡復興メガソーラーSAKURA ［１］［富岡町］  

                1回 2017年 
2017 
第 2種旅行業者になる 

2017.4.1  相馬市防災備蓄倉庫相馬兵糧蔵［２］が落成［相馬市］ 
2017.12.1 富岡復興メガソーラーSAKURA［１］［富岡町］ 

                0回 2018年 
2018.11.9 
HTの商標登録権者になる［３］ 

2018      Jヴィレッジ［１］一部営業再開［楢葉町・広野町］  
2018.7   ならは CANvas［２］が開館［楢葉町］ 
2018.7.17 株式会社ネクサスファームおおくま［１］ が開設[大熊町］ 
2018.7.20 福島ロボットテストフィールド［２］開館［南相馬町］ 
2018.8.24 リプルンふくしま［１］の開館［富岡町］ 
2018.7.28 東京電力廃炉資料館［１］が開館［富岡町］ 
2018.11.5 ふたばいんふぉ［１］の開館［富岡町］ 

                1回 2019年 
 2019.1.31 中間貯蔵工事情報センター［１］の開所［大熊町］ 

2019.4    Jヴィレッジ［１］の全面再開［楢葉町・広野町］ 

                0回 2020年 

  2020.3    水素エネルギー研究フィールド［２］が開館［浪江町］ 
2020.5.15 トロピカルフルーツミュージアム［２］の見学再開［広野町］ 
2020.5.30 いわき震災伝承みらい館［１］が開館［いわき市］ 
2020.9.20 東日本大震災原子力災害伝承館［１］が開館［いわき市］ 
2020.11.1 ホップガーデンブルワリー［２］が開設［田村町］ 

                1回 2021年  2021.7   とみおかアーカイブ･ミュージアム［２］が開館［富岡町］ 

                － 2022年  2022.1    夜の森地区の立入規制緩和［２］［富岡町］ 

Table3． Fukushima sightseeing product interchange association 

（協会の HTの実施状況）               (This is original by authors) 

Table2． Process for Hope Tourism in Fukushima Prefecture（福島県における HTに関わるプロセス）                      (This is original by authors) 

 

Table4． Results of interview（ヒアリング調査結果）                                              (This is original by authors) 
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