
-1- 

 

地 域 再 生 計 画 

 

１ 地域再生計画の名称 

  日本の国技「相撲」体験による地域経済活性化事業計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

  千葉県印旛郡栄町 

 

３ 地域再生計画の区域 

  千葉県印旛郡栄町の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

本町は、成田国際空港から車で 20分の距離に位置しているとともに、成田空港には観光ル

ートが無く空港内で過ごす、トランジット客が年間 70 万人を超える状況にある。また、本町

の文化交流施設「ふれあいプラザさかえ悠遊亭」は、和を基調とした施設で、90 畳の畳張り

集会スペースや、ステージ・浴室（故障中）からなり、国際交流や地域間交流の場として、広

く多目的に利用できる施設である。 

また、町の資源として、栄町出身の力士を擁する「千賀ノ浦部屋」が、現在、夏合宿をはじ

め、ＳＡＫＡＥリバーサイド・フェスティバルや布鎌惣社水神社奉納相撲大会など年間５回（延

べ 18日間）来町し、合宿や各種イベントに参加し、町民との交流を図っている。 

 そこで、成田空港からの近接性を活かし、外国人にも「スモウレスラー」として人気が高い、

日本の国技である「相撲」に着目し、「外国人のための相撲教室」や「相撲合宿体験」「相撲大

会」「ちゃんこ鍋振る舞い」といった日本文化を、和を基調とした「悠遊亭」で実施するため、

本交付金を活用し、集会スペース及びステージ設備を相撲文化の趣を加えた施設に改修すると

ともに、シャワー設備やボイラー設備の更新、空調設備の改修等、また、外国人や力士の体格

を考慮したトイレの改修を実施するものである。これにより、力士の来町時だけでなく、通年

的にふれあいプラザさかえの悠遊亭で、相撲体験に訪れる外国人観光客に対応できる環境が整

い、栄町総合戦略で掲げた「外国人観光客が日本を体験できる栄町づくり」が推進され、地方

創生の深化に貢献するものである。 

 

【目標数値】 

 事業開始前 

（現時点） 

平成28年度 

（１年目） 

平成29年度 

（２年目） 

平成30年度 

（３年目） 

外国人の来訪による経済

効果増加額 
0千円 0千円 1,200千円 2,400千円 

本事業で栄町に訪れる外

国人観光客増加数 
0人 0人 120人 240人 

雇用の増加 0人 0人 3人 5人 
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 平成31年度 

（４年目） 

平成32年度 

（５年目） 

KPI増加分の累

計 

外国人の来訪による経済

効果増加額 
3,500千円 3,500千円 10,600千円 

本事業で栄町に訪れる外

国人観光客増加数 
350人 350人 1,060人 

雇用の増加 5人 5人 18人 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

本事業は、日本の国技であり外国人にも知名度がある「相撲」に着目し、「ふれあいプラザ

さかえ悠遊亭」施設を相撲の趣を持たせた設備に改修するとともに、外国人や力士の体型を考

慮した施設の改修により、「相撲」を通じて外国人観光客の誘客及び外国人観光客を対象とし

た相撲教室などの交流イベント等の開催により、官民連携による地域経済の活性化を図る。 

 

 ５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

（１）地方創生拠点整備交付金（内閣府）：【A3007】 

 ① 事業主体 

   千葉県印旛郡栄町 

 ② 事業の名称 

日本の国技「相撲」体験による地域経済活性化事業 

③ 事業の内容 

   本事業は、千葉県印旛郡栄町において、ふれあいプラザさかえの悠遊亭を整備し、

日本の国技である「相撲」をテーマとした外国人観光客が日本を体験できる取組みを、

相撲部屋や商工会・観光協会などと連携して実施することにより、経済効果と雇用創

出により地域の活性化を図るために必要な施設改修を行うものである。 

 ④ 事業が先導的であると認められる理由 

   【官民協働】 

    ・公共施設を活用し、千賀ノ浦部屋が合宿などを実施する際に、合宿の中で外国人観光

客を対象としたイベントや力士との交流する時間を設けるなどをする。 

・外国人観光客を誘致する方法として、空港周辺ホテルや旅行会社と連携して、トラ

ンジット客等をターゲットとした、シャトルバスなどの運行を担ってもらうことと

している。 

・千賀ノ浦部屋の合宿や、イベント参加の際に、町の特産品や土産物など商工会や観

光協会などと連携し販売する。また、外国人観光客に人気のある、相撲関連グッズ

などの開発・販売なども官民協働で実施することとしている。 
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【政策間連携】 

・観光施策、経済対策、雇用施策など複数の施策の連携により、地方創生に相乗的な

効果が見込まれる。 

【観光施策＋経済対策】 

・相撲による外国人観光客の増加に加え、相撲の合宿などに訪れる外国人観光客の購

買により、特産物や相撲関連グッツの売上等が増加し、観光施策と経済対策の連携

による効果が発揮される。 

【観光施策＋国際交流施策＋スポーツ振興施策】 

・相撲による外国人観光客の増加及び相撲教室や相撲大会などに、地域の小学生が参

加することにより、国際交流の推進及び日本の国技である相撲の体験による効果が

発揮される。 

【地域間連携】 

・隣接する成田国際空港周辺ホテルとの連携を図り、事業のＰＲや宿泊する外国人観

光客の寝巻を「浴衣」にしてもらうなど「和」を体験できる取組みの連携を図るこ

ととしている。 

 

⑤ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月 

 事業開始前 

（現時点） 

平成28年度 

（１年目） 

平成29年度 

（２年目） 

平成30年度 

（３年目） 

外国人の来訪による経済

効果増加額 
0千円 0千円 1,200千円 2,400千円 

本事業で栄町に訪れる外

国人観光客増加数 
0人 0人 120人 240人 

雇用の増加 0人 0人 3人 5人 

 

 平成31年度 

（４年目） 

平成32年度 

（５年目） 

KPI増加分の累

計 

外国人の来訪による経済

効果増加額 
3,500千円 3,500千円 10,600千円 

本事業で栄町に訪れる外

国人観光客増加数 
350人 350人 1,060人 

雇用の増加 5人 5人 18人 
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⑥ 評価の方法、時期及び体制 

  毎年度、年度末時点のKPIの達成状況を、生涯学習課が取りまとめ、栄町総合戦略会議

において事業の検証及び、必要な事業の改善及び助言等を行う。また、決算審査特別委

員会・議員全員協議会でも検証を行い、結果についてHPにて公表する。 

⑦ 交付対象事業に要する経費 

   ①第５条第４項第１号イに関する事業【A3007】 

総事業費  41,464千円 

⑧ 事業実施期間 

地域再生計画認定の日から平成33年3月31日（５ヵ年度） 

 

（２）地方創生推進交付金（内閣府）：【A3007】 

 ① 事業主体 

   千葉県印旛郡栄町 

 ② 事業の名称 

日本の国技「相撲」体験による地域経済活性化事業 

③ 事業の内容 

   ・「ふれあいプラザさかえ悠遊亭」などを活用し、「相撲」をテーマとした外国人観

光客が、日本を体験できる取組みを実施するには、空港周辺ホテルや旅行会社と連携

し、トランジット客等をターゲットとした、相撲体験イベントの開催及びトランジッ

ト客向けのＰＲを行う。 

・町は、観光協会や後援会などの関連団体による協議会を立ち上げ、相撲体験イベン

ト等の通訳やスタッフ夏合宿などのイベントをサポートする人材の確保を行う。 

・日本の国技である「相撲」をより本格的に体験できるよう、夏合宿などのタイミン

グで、悠遊亭周辺に土俵や外国人用の観覧テント等を設置し、体験環境を整える。

また、外国人観光客は、説明員から相撲に関する説明を受け見学をする他、力士な

どの協力を得て、四股踏みやテッポウなどの体験の他、模擬取組みなどの体験を行

う。 

・相撲に精通したシルバー人材（相撲部屋経験者を含む）が、相撲文化や決まり手等、

多方面にわたりガイドする。また、町内事情に精通した説明員は、町内の料亭や和

食店と連携し、日本の食文化体験をサポートする。 

④ 事業が先導的であると認められる理由 

【自立性】 

外国人にも人気の「相撲」を誘客のツールとして外国人観光客を呼び込み、相撲見学

体験ツアーや相撲関連グッズの販売、また、協賛企業からの広告料収入などにより自立

していく。また、H32年度以降も、地元特産品や相撲関連グッズの売り上げ増加による

収入及び協賛企業からの協力を得ながら自立運営を行っていく。 

【官民協働】 

栄町出身力士後援会、商工会、観光協会、旅行業者、地域の金融機関及び町が連携し
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た運営主体「（仮）日本の国技「相撲」体験による地域経済活性化協議会」を設立して

事業の推進を行う。 

役割分担は、後援会：部屋との連携・調整・企画、商工会・観光協会：ツアー企画や

イベント時の特産品販売やまちなかとの連携等の活性化関係、旅行業者：ＰＲや外国人

観光客の誘致、金融機関：知見・保有情報の提供や資金面での支援・サポート、町：総

合調整 などをそれぞれ主に担い、それぞれの強みを最大限活用する。 

【政策間連携】 

観光施策、経済対策、雇用施策、高齢者施策など複数の施策の連携により、地方創生

に相乗的な効果が見込まれる。 

＜観光施策＋経済対策＞ 

相撲体験ツアー等による観光客の増加により、体験ツアー料金等が増加するとと

もに、相撲関連グッズ販売や特産品の購入額が増加し、観光施策と経済対策の連携

による効果が見込まれる。 

＜観光施策＋雇用施策＋高齢者施策＞ 

相撲体験ツアーなど外国人観光客の増加に対応するため、相撲に精通するシルバ

ー人材の雇用が創出されることにより、観光施策と雇用施策及びシルバー人材の活

用による高齢者施策との連携による効果が発揮される。 

【地域間連携】 

成田市に拠点を置くツアー会社㈱PEJ、成田空港周辺のホテルで組織する成田ホテル

連合会との連携や県内の相撲部が設置されている高校や大学の相撲部の顧問を招聘し、

相撲体験等の指南を仰ぐなどの連携を図る。 

 

⑤ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月 

 事業開始前 

（現時点） 

平成29年度 

（１年目） 

平成30年度 

（２年目） 

平成31年度 

（３年目） 

KPI増加分の

累計 

外国人の来訪によ

る経済効果増加額 
0千円 1,200千円 2,400千円 3,500千円 7,100千円 

本事業で栄町に訪

れる外国人観光客

増加数 

0人 120人 240人 350人 710人 

雇用の増加 0人 3人 5人 5人 13人 

 

⑥ 評価の方法、時期及び体制 

  毎年度、年度末時点のKPIの達成状況を、生涯学習課が取りまとめ、栄町総合戦略会議

において事業の検証及び、必要な事業の改善及び助言等を行う。また、決算審査特別委

員会・議員全員協議会でも検証を行い、結果についてHPにて公表する。 
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⑦ 交付対象事業に要する経費 

   ①第５条第４項第１号イに関する事業【A3007】 

総事業費  15,430千円 

 

⑧ 事業実施期間 

地域再生計画認定の日から平成32年3月31日（３ヵ年度） 

 

 ５－３ その他の事業 

  ５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

該 当 な し  

 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

   （１）外国人相撲体験事業 

事業概要：・外国人観光客が日本の国技「相撲」を体験できる取組みとして、相

撲の「体験イベント」や千賀ノ浦部屋の合宿に合わせた「力士との

交流会」を実施する。 

     ・外国人観光客を誘客するため、日本の国技「相撲」のＰＲや誘致を

、空港周辺ホテルや旅行会社と連携して実施する。 

・外国人観光客による購買力を高めるため、相撲体験イベントの際に

町の特産品や相撲関連グッツなどの販売を商工会や観光協会など

と連携し実施する。 

       実施主体：千葉県印旛郡栄町 

       事業期間：平成 30年度～平成 32年度 

 

６ 計画期間 

  地域再生計画認定の日から平成33年3月31日 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 ７－１ 目標の達成状況にかかる評価の手法 

    毎年度、年度末時点のKPIの達成状況を、生涯学習課が取りまとめ、栄町総合戦略会議に

おいて事業の検証及び、必要な事業の改善及び助言等を行う。また、決算審査特別委員会

・議員全員協議会でも検証を実施 
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 ７－２ 目標の達成状況にかかる評価の時期及び評価を行う内容 

 事業開始前 

（現時点） 

平成28年度 

（１年目） 

平成29年度 

（２年目） 

平成30年度 

（３年目） 

外国人の来訪による経済

効果増加額 
0千円 0千円 1,200千円 2,400千円 

本事業で栄町に訪れる外

国人観光客増加数 
0人 0人 120人 240人 

雇用の増加 0人 0人 3人 5人 

 

 平成31年度 

（４年目） 

平成32年度 

（５年目） 

KPI増加分の累

計 

外国人の来訪による経済

効果増加額 
3,500千円 3,500千円 10,600千円 

本事業で栄町に訪れる外

国人観光客増加数 
350人 350人 1,060人 

雇用の増加 5人 5人 18人 

 

 ７－３ 目標の達成状況にかかる評価の公表の手法 

   目標の達成状況については、毎年度、決算審査特別委員会・議員全員協議会で検証を

実施し、ＨＰにて公表する。 


