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■ 第１章 計画策定にあたって 
 
 
 １ 観光の意義 

国は、観光を 21 世紀のリーディング産業のひとつとして位置づけ、観光振興のための施 
策を展開しています。それは、観光振興による交流人口の増加で国や地方の経済を活性化さ

せようという考えによります。観光は「交通」、「宿泊」、「小売業」、「飲食業」、「サ

ービス業」をはじめ、裾野の広い多様な業種から構成されており、交流人口が増えれば増え

るほど観光客に対するサービスの対価も大きなものとなり、国や地方の経済は活性化し雇用

の場の創出につながるのです。 
また、観光振興により社会基盤は充実し、まちの認知度やイメージが高まります。さらに

市民のまちに対する誇りや愛着につながり、資源保全やまちづくりへの市民協働の動き、定

住促進に大きく弾みがつきます。 
 
 
 ２ 計画策定の目的 

観光振興計画を策定する目的は、計画的に観光振興施策を実施することで交流人口を増や

し、明るく活力ある多久市づくりに寄与することです。 
   日本は今、少子高齢化が進行するとともに、人口減少の時代に入りました。人口減少は市

内経済にも悪影響を及ぼします。観光振興により多久の認知度や魅力度をアップさせ、交流

人口やリピーターを増やし、市内の経済を活性化させる必要があります。 
多久を魅力的な観光地にするためには、今後、様々な取組みを行っていく必要があります

が、観光関連の事業所や関係団体、地域と連携しながら推進して参ります。 
 
 
 ３ 計画の位置づけ 
   平成２１年度、市は多久市観光協会から多久を魅力ある観光地にするための観光提言を受

けました。この提言は、市民アイデアの募集や福岡での認知度調査、多久の観光に関係する

団体等に呼びかけて意見交換会などを開催しながらまとめあげられた成果です。 

市は、今回の「多久市観光振興計画」策定に際し当該提言を真摯に受け止めるとともに、 

本市の現状にあった計画づくりの参考にします。 

また、当該計画は、第４次多久市総合計画の観光部門の計画と整合するものであり、総合 

計画に掲げる「－緑園に輝く－ みんなで創る 文教・安心・交流のまち 多久」の推進に

寄与するものです。 

国の観光立国推進基本法の基本理念にのっとり、多久の特性を生かした施策や広域的な連

携協力に努めながら観光地づくりを推進します。 

 
 
 ４ 計画の期間 
   多久市観光振興計画の期間は、平成２３年度から平成２７年度までの５か年とします。 
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第２章 観光をめぐる情勢 
 
 １ 国における観光の取り組み 
   国においては、平成１９年１月に観光立国推進基本法を施行するとともに、観光立国推進

基本計画を策定、平成２０年７月には、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進

に関する法律（観光圏整備法）が施行され、同年１０月に観光庁が設置されました。 
平成２１年９月に発足した鳩山内閣では、今後のわが国の経済成長分野の柱に観光を位置

づけるとともに、同年１０月に国土交通省成長戦略会議を立ち上げ、観光分野の成長戦略に

ついて具体的な方策の検討を開始しました。 
同年１２月には観光立国推進本部が発足し、政府全体で観光立国の推進を図っていく体制

が整えられました。 
訪日外国人観光客数の目標としては第１期（２０１３年）で１５００万人、第２期（２０

１６年）で２０００万人、第３期（２０１９年）では２５００万人となっており、将来的に

は３０００万人を目指すようになっています。 
 

２ 九州における観光の取り組み 

   平成１７年４月、九州が一体となって九州観光を振興しようという「九州観光推進機構」

が発足しました。九州各県の観光連盟と企業や団体が会員で、「九州地域における魅力ある

観光地づくりと国内・海外観光客等の九州への誘客を推進し、観光産業の振興と九州経済の

発展に寄与すること」が目的です。 

「旅行先としての九州を磨く戦略」、「国内大都市圏から九州に人を呼び込む戦略」、「東

アジアから九州に人を呼び込む戦略」、「九州観光戦略を進める体制づくり」の４つの戦略

で施策が展開されています。 

 

 ３ 佐賀県における観光の取り組み 
   佐賀県では、親・子・孫の三世代旅行(ファミリーツーリズム)を推進するため、関係市町や

観光協会、観光施設、旅行関連事業所からなる研究会を毎月開催し情報交換等を行うととも

に、関係市町等と連携して大都市圏の旅行業者等を対象にした旅行プランの提案や大阪や広

島などで佐賀県観光フェアを開催しています。 
   また、映画等の撮影場所誘致や撮影を支援するフィルムコミッション事業、外国、特

にアジアからの観光客誘致のための営業活動を積極的に行っています。 
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■ 第３章 多久市観光の現状と課題 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １ 市内観光地の現状と課題 
 
  (１)「多久聖廟」と「東原庠舎」 
   多久聖廟は、儒学の祖で学問の神様ともいえる孔子を祀る廟です。現存する孔子廟として 
  は全国で三番目に古い歴史があり、国の重要文化財に指定されています。 

３００年続く伝統行事「釈菜」や中国から導入した民族芸能「釈菜の舞」、「腰鼓」、「獅 
  子舞」、趙勇氏の楊琴演奏、聖廟を彩る彫刻や文様は他所にない魅力です。 

このような魅力を持つ聖廟には、初詣や釈菜、秋の紅葉時期には県内外から数多くの観光 
客・参拝客（以下「観光客」という。）があります。 
また、江戸時代、多久領の学問所として漢学や和学、武芸を学ぶ場であった東原庠舎から 

は、幕末から明治にかけて日本の近代化や社会に大きく貢献する人材を数多く輩出しました。

現在の東原庠舎は平成に入り建てられた施設で、宿泊できる研修施設として各種団体や学校、

企業等の研修に利用されています。 
ところで、本市ではこれまで、聖廟を観光の柱にしてＰＲしてきましたが、聖廟の価値や

魅力を十分には伝えきれていませんでした。「儒学の祖 孔子」だけでは一般的に価値がわ

かりにくく、四方を山に囲まれた盆地の多久はともすれば閉鎖的なイメージがあり、孔子に

は堅いイメージがあります。一般的にわかりやすく、親しみやすいイメージにする必要があ

ります。また、「聖廟や東原庠舎がどのような施設なのか」「どうして多久で孔子を祀るの

か」など、観光客にはわからないことが数多くあります。さらに、開廟日が年２回しかない

ため、ほとんどの観光客は孔子像や天井の龍の絵を見ることができません。観光客の立場で

聖廟をみた場合、満足感をあまり感じることはできません。満足感を感じない旅は短時間の

滞在となり、経済効果もあまりありません。聖廟観光が短時間の観光になっている要因のひ

とつがここにあると考えられます。これではリピーターになってはもらえず観光客は毎年減

少していくことになります。聖廟の魅力を知っていただくための取り組みを進めることで観

光客の満足度を高め、リピーターの確保につなぐ必要があります。 
 

 本市ではこれまで「孔子の里 多久」づくりの一環としてとして聖廟周辺の整備をハー 
ド・ソフト両面で行ってきたところですが、現状をみた場合、観光客は減少傾向にあります。 
ピーク時には８０万人あった観光人口も「ゆうらく」や「シェスタ・パティオ」の閉鎖も 

あり、平成２１年は３４万人まで減少しています。 
現在、温泉施設がなく、宿泊施設や大きなレジャー施設等がない本市観光の特徴は、典型 
的な「通過型観光」ですが、今後は地理的な優位性を観光に活かすとともに、「おもてな

しの心」を持ってすべての施策を展開する必要があります。観光客の立場に立って現在の

観光資源には磨きをかけるとともに、市内の様々な資源をつないだ魅力ある観光コースを

つくるなど、施策を戦略的に展開することで交流人口を増やし、市内経済の活性化につな

ぐことが強く求められています。 
 

３ 



（２）西渓公園 
    西渓公園は、多久出身の炭鉱王・高取伊好ゆかりの公園で、公園内には国の登録有形文

化財「寒鶯亭」や３つの資料館、琴の音色を奏でる「水琴窟」、多久聖廟の建設に携わっ

た武富咸亮ゆかりの「大宝聖林碑」、多久の時代小説家 
滝口康彦の「文学碑」などがあります。 
中世の山城「梶峰山」を背景に素晴らしいロケーショ 

   ンに恵まれ、春は桜、秋は紅葉の名所です。 
多久の宝のひとつとして今まで以上に美しく整備し、 

   散策しやすい公園として後世に引き継いでいくことが強 
く望まれます。 

    
（３）聖廟・西渓公園周辺 
    聖廟・西渓公園周辺には槙の生垣通りをはじめ、多久家や林姫伝説にまつわる神社、中

世の武将・少弐政資、資元親子の伝説やお墓があるお寺、工房、食事処、名物多久まんじ

ゅうの店、物産館などがあります。また、二千年ハスや 
三本杉、大つつじもあり楽しく散策できる環境にありま 
す。今後は、観光コースのひとつとして「まち歩き」の 
仕組みを整備する必要があります。さらに、有田焼の陶 
祖・李参平ゆかりの「唐人古場窯跡（国史跡）」を整備 
し観光面で活用することや、東の原・西の原地区の景観 
を将来にわたって保全すること、御屋形広場や歴史の散 
歩道などを有効活用すること等が課題です。 

 
（４）その他の市内観光資源 
    本市は、緑豊かな自然に囲まれたまちで、「菜の花」や「桜」、「大ツツジ」、「二千

年ハス」、「紅葉」など年間を通し可憐な花々が心を和ませてくれます。 
    農業では、米、麦の栽培のほか、いちご、アスパラガス、なす、小ねぎ、青しま瓜、大

根などの野菜類や、みかんやびわ、桃、なしなどの果樹類、そして佐賀牛を含む畜産業が

営まれています。 
    レジャーやスポーツ施設としては４つのゴルフ場や鬼の鼻 

山いこいの森、船山キャンプ場、中央公園、陸上競技場等が 
あり、九州自然歩道・天山ルート、八幡岳ルートもあります。 

    平成２０年度からは南部小学校南渓分校跡を活動拠点にグ 
   リーンツーリズムの活動が始まり、農産物の収穫体験や加工 
   品づくり、かまどでご飯を炊く体験などができます。 
    今後は、市内経済の活性化のため、市内にある様々な資源 

を活用した「歩く、観る、聞く、食べる、体験する、買う、 
泊まる」ことのできる観光コースの開発や地産地消の推進、 
地元食材を使用した名物料理づくりなどが求められています。 

 

 

かまどでの炊飯体験 

 

 

 

西の原の槙の生垣 

西渓公園 
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（５）多久市物産館「朋来庵」と多久市観光協会 
   聖廟前の物産館は、多久市観光協会が運営す 

る店舗で、多久にちなんだ商品としては、聖廟 
・孔子関係のお守りや論語カルタ、工芸品のほ 
か、孔子せんべいや聖廟羊羹、岸川まんじゅう 
等の菓子類、青しま瓜漬け、孔子漬けなどの農 
産加工品、その他市内の事業所関連商品などが 
展示・販売されています。 
 一般的に、観光客は観光地の物産館でそのま 
ちがどのようなまちであるかを期待して見ると 
ともに、地元の土産品を買います。品ぞろえの 
状態を見てそのまちを感じます。まさに、物産 
館は「まちの顔」として重要な役割を持つ施設 
です。また、物産館は、地元の様々な自慢の品 
を通し、まちの良さをアピールする施設である 
とともに、物産館が利益をあげることで出品し 
た地元事業者の利益を生み、市内経済の活性化 
に寄与します。 
 物産館を様々な形で充実させることは本市観光並びに経済を活性化させる上で重要である

ことから、観光客の満足感を高めるための「おもてなしの店舗づくり」が強く求められます。 
さらに、観光振興には観光関連組織を充実していくことが重要です。 

   観光提言書では、観光協会に対しアクティブな事業推進団体への改革が指摘されています。 
   「観光振興戦略の立案とその推進」,「観光マーケティング推進」,「新イベント企画とその 

推進」,「郷土物産品/工芸品の展示・販売促進」,「新規事業の創生」などを実現できる組織 
への改革が求められています。 
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物産館「朋来庵」 

多久のお土産品 



２ 「祭り・イベント」の現状と課題 
   市内には年間を通し様々な祭りやイベントがあります。 

「多久聖廟釈菜」や「多久まつり」、「西渓公園紅葉 
  まつり」、「多久山笠」、「産技祭・技能祭り」など、 

市内外からの観光客で賑わうものから、「八幡神社祭り」 
「両子神社祭り」、「高野神社祭り」、「七郎神社祭り」 
といった神社を中心とした地域の祭り、「成人祝賀ロード 
レース大会」、「論語カルタ大会」、「七草がゆ会」、 
「女山大根祭り」、「ふいご祭り」など各種テーマに基づ 
いた祭りやイベントが数多くあります。 

近では、市民団体による「観月会」や「多久城下ひな 
まつり」が西渓公園で開催されています。 

   また、多久駅周辺では中心市街地活性化のための試行的 
なイベント「多久元気まつり」が若者や商工会関連の団体 
により開催され、多くの来場者で賑わいました。市民の手 
による地域の活性化が大きく期待されているところです。 

   今後、交流人口を増やし滞在時間を延ばすためには、既 
存イベントについては内容等の見直しを随時行い充実させ 
ることが必要であり、新規イベントについては、市内に経 
済効果をもたらすような魅力あるイベントの構築が求めら 
れています。 

   
 
３ 「おもてなし」の推進と連携 

   多久の観光は地元や市民団体の活動に支えられています。 
とりわけ、聖廟では、ボランティアガイドが観光客と親し 

く会話を交わしながらガイド活動を行うことで多久のファン 
づくりに貢献しています。また、地元では団体や有志が周辺 
の美化活動や植樹、こいのぼりの設置、お火たき、イルミネ 
ーション等で観光地づくりに大きく貢献しています。大晦日 
での「生姜湯振る舞い」や桜まつりでの「多久城下雛祭り」、 
「観月会」等では女性団体が活動します。 

   今後の課題には、ボランティアガイドの活動範囲や活動日 
の拡大、より一層の知識の習得、おもてなしの心の醸成があ 
ります。そのためにはガイド会の会員数を増やすこと、養成 
・支援していくことが重要です。 
 また、年間を通した聖廟周辺の美化等についても仕組みづ 
くりが必要です。 

 
 

 

 

 

 

多久山笠 

聖廟釈菜 

ボランティアガイド 

聖廟お火たき 
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４ 交通アクセスと外国語併記のサイン 
   本市へのアクセスは、自家用車や観光バス等の車が主です。 

公共交通機関の場合、路線バスやふれあいバスはあるものの本数は少なく、ＪＲ利用の場 
合、駅から聖廟等の目的地に行くには利用しにくい状況です。 

   また、外国人観光客を誘致するにはサイン(観光案内版や説明板)が整備できていません。 
   気持ちよく回遊できる旅を提供していくことは旅の満足度につながり、リピーターの確保 

にもつながることから、交通システムの構築やサイン等の環境整備を行っていく必要があり 
ます。 

 
   

５ 観光宣伝活動 
   観光情報は、これまで県や県観光連盟、マスコミ、旅行 

雑誌、旅行会社等への情報発信を中心に行っていますが、 
より一層、多久市や多久聖廟等の認知度を高める必要があ 
ります。広報宣伝の強化は今後の重要な課題です。 

近の旅行の傾向をみるとインターネットで調べて目的 
地を決めるケースが多くなってきています。観光ルートの 
整備とあわせ、時代の流れに対応した情報発信・ホームペ  
ージの充実が今後の重要な課題です。 

   また、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等、マスコミを活用 
したＰＲや魅力的な観光パンフレットの製作、都市圏での 
観光展、物産展などの開催など様々な形で積極的に情報発 
信することが求められています。 

 
 

６ 広域連携 
   観光ＰＲや物産の販売は、本市が単独で行うより県や他市町と連携して行う方が効果的で 

す。 
毎月、県主催のファミリーツーリズム研究会に関係市町や観光協会、観光施設、旅行関連 

事業所などが集い情報交換や連携した事業を行っていますが、ここでは他市町の意欲的な取

り組みを学ぶことができますし、連携した事業や観光コースを造成する上で効果的です。 
今後は、多久聖廟や孔子、紅葉、人(炭鉱王高取伊好等)を関係ある県内外の市町村と連携し、

物語性のある、薀蓄のある観光コースなどをつくる取り組みが必要です。 
また、平成２３年３月には九州新幹線鹿児島ルートが全線開通することから、県内市町が

連携し佐賀県や西九州へと観光客を誘致するための取り組みが新たな課題として出てきまし

た。 
 
 
 

 

 

 
東京での旅行プラン 
説明会風景 
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７ 観光客の推移 
   本市観光人口は、平成１２年の８０万人をピークにその後減少傾向をたどり、平成２１年

は３４万人にまで減少しました。主な理由は、 盛期４０万人の集客があった「多久天然温

泉ゆうらく」や「シェスタ・パティオ」の閉鎖にあります。 
   観光施設や宿泊施設が少ない本市が、今後、観光人口を増やすためには、既存の観光施設

やイベントの魅力を高めるとともに、交流人口増につながる新たなイベントを創出する必要

があります。また、市民アイデアには「ゴルフのまち」としての取り組みやＰＲが出されて

いましたが、４施設で年間１２万人以上の利用客があるゴルフ場も観光資源の一つとして活

用を検討していく必要があります。 
   さらに、市全体を観光資源としてとらえ、文化財や施設、民家、祭り、スポーツ、花、偉

人、山、川、田畑、農産物などを観光ルート化するなど、活用していくことが求められてい

ます。 
 

 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 
観光客数 596,000 人 498,000 人 526,000 人 365,000 人 341,000 人 

 
 
 

観光施設 

○多久聖廟 ○大平庵酒蔵資料館 ○多久市郷土資料館 ○多久市物産館  

○ふるさと情報館・幡船の里    
○天山カントリー俱楽部 ○天山カントリー俱楽部北コース  
○多久ゴルフ俱楽部   ○佐賀クラシックゴルフクラブ   
○西渓公園 ○中央公園 ○岩屋山渓桜公園 ○鬼の鼻山いこいの森 

イベント、花 
○多久聖廟釈菜  ○多久山笠  ○多久まつり 
○専称寺大ツツジ ○聖光寺二千年ハス 

 

宿泊施設 
○多久シティホテル松屋 ○冨亀和旅館 ○ビジネスホテル松屋 
(○東原庠舎) 

 
 
 

８ 多久ブランドの認知度 
   観光協会が福岡での佐賀県観光フェア(平成２１年９月)の際に来場者を対象に行った「アン

ケート調査(回答者８８名)」によると、本市は県内１０市の中で も認知度が低いレベルにあ

り、県内の他の観光地と比較しても多久聖廟や西渓公園の認知度は低い状況にあります。 
   また、名物「多久まんじゅう」や「岸川まんじゅう」も１割前後の認知度でした。 
   地域ブランド力、観光地ブランド力、地域特産品ブランド力アップのための取り組みや新

たなブランド造成が課題です。 
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９ 多久市観光のＳＷＯＴ分析 

   観光施策を展開する上で、本市の「強み」に磨きをかけ、「機会」をとらえ施策を展開す

る必要があります。また、「弱み」を「機会」で補完し、「脅威」を克服することが大事で

す。 

   ＳＷＯＴ分析は、内部環境の「強み」と「弱み」、外部環境の「機会」と「脅威」の４つ

の情報から今後の施策の方向性を探るものです。下記のとおり整理しました。 

 

【内部環境】 

「強み」… 他者と比べて優れている点 

「弱み」… 他者と比べて劣っている点 

【外部環境】 

「機会」… 事業に追い風となる要因 

「脅威」… 事業に逆風となる要因 

 

強 み（Strength） 弱 み(Weakness) 

○長崎自動車道多久ＩＣがある 

○自然が豊かである 

○農産物が豊富である 

○自然災害や凶悪な犯罪が少ない安全なまち 

○国指定重要文化財「多久聖廟」がある 

○東原庠舎での教育をはじめ、固有の歴史や

文化がある 

○中国・曲阜市と友好都市の締結をしている 

○有田焼の陶祖・李参平が日本で初めて焼い

た窯跡がある 

○国民的漫画家・長谷川町子の生誕地である 

○ゴルフ場が市内に４ケ所ある 

○多久市並びに観光施設の認知度が低い 

○少子高齢化、過疎化が進んでいる 

○公共交通機関が十分でない 

○現在、温泉施設がなく宿泊施設が少ない 

○改善・改革意識が弱い 

○産業間の連携が弱い 

○団体間の連携が弱い 

○観光に対する意識が低い 

○市（商工観光課）と観光協会の組織が脆弱

で役割分担が不明瞭 

○観光広報力が弱い 

 

機 会(Opportunity) 脅 威(Threat) 

○政府の観光立国政策の展開 

○高速道路料金の低額化 

○中国で孔子ブーム 

○訪日中国人個人観光ビザ発給条件の緩和 

○県・県観光連盟の中国をはじめとする東ア

ジアからの観光客誘致のための活動展開 

○本格的なＩＴ時代の到来 

○団塊世代のマーケットの拡大 

○観光における地域間競争の激化。観光勝者

が更に強くなる 
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■ 第４章 多久市観光振興の基本的な考え方 
 １ 観光振興施策の基本理念  
   本市では、観光振興による魅力アップ、活性化を目指し各種施策に取り組みます。 

施策は次の考えに基づき展開します。 
   ○本市観光の魅力を高め、認知度やイメージを高める 
   ○市民の「ふるさと多久」への愛着や誇りを醸成する 
   ○官民一体となった観光振興に取り組む 
   ○観光客の満足度を高める 
   ○観光振興により市内経済の活性化につなぐ 
 
 2  多久市観光の目指す姿 
   多久は四方を緑豊かな山に囲まれたのどかな田園都市で、都会にはない「癒し(いやし)」を 

感じるまちです。 
また、孔子を祀る聖廟や東原庠舎の存在は、古くから「多久のスズメは論語をさえずる」 

とか「多久の百姓は鍬を置いて道を説く」と言われていたように「学び」のまちとしてのイ

メージがあります。 
   「癒しのまち」や「学びのまち」というイメージを活かした外国人を含む観光客との「交

流」を進めることで、活気ある多久の実現を目指します。 
   なお、観光のまちづくりには観光関連事業者や市民、行政がそれぞれの役割分担のもと連 

携しながら、取り組みを行っていきます。 
   本市観光の目指す姿は次のとおりです。 
 
   
   
       みんなで創る 癒し・学び・交流のまち 『孔子の里 多久』  
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 ３ 目標の設定と検証  
   計画 終年の平成２７年における目標を、下記のとおり掲げ施策を展開します。 
 
  (１) 観光客数：５５万人 
     多久聖廟観光の魅力アップ、観光ルートの整備、関連組織の活性化と事業の展開、お

もてなし体制の整備、市内経済の活性化につながる事業の展開、広域観光、観光広報等

を外国人観光客の誘致もからめ推進することで観光客数を増やします。 
（人） 

実    績    値 目 標 値 
指  標 

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２７年 
観光客数 498,000 526,000 365,000 341,000 550,000 

 
  (２) 多久聖廟の参拝客数：１５万人 
     学問の神、孔子を祀る多久聖廟、パワースポットとしてＰＲすることで初詣客・参拝

者の増を図るとともに、聖廟の開廟日の拡大、集客力のあるイベントの創出、釈菜にあ

わせたスタンプラリー等のイベント実施、全国の孔子廟や藩校との連携による施策の展

開、聖廟・西渓公園周辺のまち歩きの観光ルート化等の取り組みにより参拝客数の増加

を目指します。 
（人） 

実    績    値 目 標 値 
指  標 

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２７年 
参拝客数 46,982 44,160 42,671 56,131 150,000 

 
  (３) 西渓公園の紅葉時期の観光客数：２万人 
     紅葉まつり期間中(およそ１０日間)、寒鶯亭や公園内で物産販売、イベント実施、魅力

的なライトアップ、広報を行うことで観光客数の増加を目指します。 
（人） 

実    績    値 目 標 値 
指  標 

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２７年 
観光客数 5,040 7,073 11,972 12,279 20,000 

 
    (４) 観光ボランティア登録者数：２５人 
     ボランティアガイドの養成や支援を行うとともに、ガイド会員増のための広報活動を

推進し登録者数を増やします。 
（人） 

実    績    値 目 標 値 
指  標 

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２７年 
会員数 － － 15 14 25 
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(５) 東原庠舎利用者数： ５千人 
     学びの場・交流の場として宿泊研修施設「東原庠舎」を有効活用するとともに、ＰＲ

を強化することで東原庠舎の利用増を目指します。 
（人） 

実    績    値 目 標 値 
指  標 

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２７年 
日帰者数 4,007 4,210 3,658 3,054 4,000 
宿泊者数 873 659 747 697 1,000 

計（利用者数） 4,880 4,869 4,405 3,751 5,000 
 
  (６) 観光消費額：２０億円 
     本市の観光消費額は、宿泊費、飲食費、土産品費、交通費、入場料(ゴルフ場プレー料)、

その他(聖廟お賽銭)で算出しています。 
     「歩く、観る、聞く、食べる、体験する、買う、泊まる」といった様々な楽しみが組

み込まれた観光ルートや土産品、名物料理等をつくり、メニュー化し情報提供していく

ことで交流人口の増加を図り、観光消費額を増やします。 
（百万円）      

実    績    値 目 標 値 
指  標 

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２７年 
観光消費額 2,086 2,157 1,621 1,605 2,000 
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■ 第５章 観光振興戦略 
 
 
 
 
 
 １ 観光キャラクターの活用と「儒学の祖＆学問の神様 孔子」で観光振興 
 
 
 
 
（１）観光キャラクターの活用 
     多久聖廟や孔子には、ともすれば堅いイメージが 

あります。 
こどもから高齢者にまで親しみやすい多久にする 

    ためにはキャラクターの活用が有効です。 
平成２２年度に商工会事業で決定したキャラクター 

を観光等に幅広く活用することで観光客の誘致に努め 
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
（２）「儒学の祖＆学問の神様 孔子」で観光振興 

本市ではこれまで「儒学の祖 孔子」という位置づけ 
のもと観光面でもＰＲしてきましたが、「儒学の祖」だ 
けでは観光客や参拝者の誘致・増加につなぐには至りま 
せんでした。 
今後は「儒学の祖＆学問の神様 孔子」という表現で 

PR するとともに、より一層、孔子や聖廟の価値を高め 
る取組みを行うことにより交流人口を増やします。 

 
 
 
 
                                                             

 

親しみやすいキャラクターで本市観光をＰＲするとともに、「儒学の祖＆学問の神様 孔子」

という観光キャッチフレーで観光振興を図ります。 

 観光キャラクター 
「多久翁さん」 

観光振興戦略については、『１. 観光キャラクターの活用と「儒学の祖＆学問の神様 孔

子」で観光振興』、『２.おもてなし体制の整備』、『３.観光宣伝の強化』、『４.広域観

光の推進』、『５.時代に適応した活力ある観光組織づくり』にわけて記します。 

 
聖廟内の青銅造 孔子像 
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 ２ おもてなし体制の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （１）交通アクセス等の整備、移動の快適性の確保  

ＪＲ利用の場合、多久駅から聖廟方面へのアクセスが不便です。観光客の移動の快適

性を高めるため、観光に関する公共交通機関の利活用について検討する場を設け協議し

ていきます。 
聖廟周辺では回遊性を高めるためレンタサイクル事業を行います。 

 
 （２）外国語併記のサイン(案内板・説明板)の整備 

わかりやすい施設の紹介、まち歩きの促進、今後の外国人観光客の誘致のため、駅や

主な観光スポット、まち歩きコース等に外国語併記も含め、わかりやすいサインを設置

します。 
 
 （３）孔子の里の観光振興 

①多久聖廟・東原庠舎 
   ア．聖廟の開廟・公開の推進 

観光客に聖廟が孔子を祀る建物であることの理解促進と、観光客の「聖廟内の孔子像

や天井の龍の絵が見たい」という思いをかなえ旅の満足度を高めてもらうため、警備面

も考慮しながら聖廟の開廟・公開の方法について検討し、開廟・公開を推進します。 
 

   イ．ボランティアガイドの養成・支援 
     ボランティアガイドは聖廟観光になくてはなら 

ない存在です。おもてなしの心やガイドとしての 
知識を習得するための養成講座を開催するととも 
に、視察研修に対し支援を行います。さらに、ガ 
イド組織の継続・拡大のための支援を行っていき 
ます。  
 

 癒し、学び、交流をテーマにおもてなしの心を持って様々な施策を展開していきます。 
 「交通アクセスの整備、移動の快適性の確保」、「外国語併記のサイン(案内板や説明板)
の整備」により快適に観光・回遊できる環境を目指します。 

また、多久観光のメインとなる「孔子の里の観光」に磨きをかけるとともに、「グリー

ンツーリズム」の推進や様々な多久の資源をつないだ「観光コースづくり」、魅力ある「イ

ベントづくり」、多久にちなんだ魅力ある「土産品づくり」、「名物料理づくり・地産地

消の推進」等に取り組み、観光客の旅への満足度をアップするとともに、市内に経済効果

を持ち込みます。 
さらに、「適正な施設の維持管理」により本市のイメージアップを図るとともに、安全

で癒しのひと時を提供します。 
物産館のにぎわいづくりを市としても支援していきます。 

 

長崎で「さるくガイド」の研修 
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   ウ．「東原庠舎」輩出の偉人の整理・情報発信と活用 
     東原庠舎での教育の歴史や輩出した偉人は、聖廟とともに多久の宝であることから、

その宝を活かすため、偉人をわかりやすく冊子やちらしに整理し市内外に情報発信する

とともに、観光面で活用を図ります。 
 
エ．宿泊研修・交流の場としての「東原庠舎」の活用 

現在の東原庠舎は平成に入り建てられた施設ですが、 
創建当時の精神を今に引き継いでいます。 
儒学の祖で学問の神様ともいえる孔子を祀る多久聖 

    廟と、東原庠舎の歴史や輩出した偉人を学校や進学塾 
    等に強力にＰＲすることで、「学びのまち」としての 
    イメージを確立し、東原庠舎の価値を高め、今まで以上 

に宿泊研修施設として利用促進を図ります。また、これまでの施設の利用に加え、大学

の外国人留学生や企業等の外国人研修生等の研修や交流の場としての活用について検討

を行っていきます。 
 
   オ．聖廟をわかりやすく説明し、価値を高めるための「聖廟展示館」の充実 

          観光客に伝えたい情報には、孔子や曲阜市と多久の関係、多久茂文公に関するこ    
と、聖廟と東原庠舎との関係、東原庠舎が輩出した偉人、聖廟の彫刻や文様、釈菜に 
関することなど数多くあります。効果的な展示のあり方等について検討し充実を図り

              ます。 
 

カ．一年を通し適正に維持管理された聖廟周辺 
     年間を通し美しく整備すれば観光客は気持ちよく散策ができます。癒しの場としての

価値も高まりリピーターの確保にもつながることから、聖廟周辺の樹木の管理並びに敷

地内の美化に努めます。  
 

②西渓公園 
   ア．次世代につなぐ桜・紅葉の名所 

桜や紅葉の名所として次世代に承継するため、樹木の健康 
管理や計画的な植え替えを行い、一年を通し公園を美しく維 
持管理することで公園としての価値を高め、癒しの場として 
来園者の増加を図ります。 
 
 

   イ．安全・快適に散策していただくための遊歩道の改修 
桜や紅葉の時期などには、多くの市民や観光客が公園の散策を楽しまれます。来園者

が安全に快適に散策できる環境を随時整備していきます。 
 

 

 

西渓公園の紅葉 
 

東原庠舎 

西渓公園の紅葉 
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ウ．魅力あるライトアップ 
    観光協会を中心に関係事業者や団体が連携し昼間の物 

産販売やイベントの充実を図るとともに、夜間には照明 
等に工夫を凝らし魅力的なライトアップを行ない、期間 
中の観光客数増加を図ります。 
 

  ③聖廟・西渓公園周辺 
ア．槙の生垣の推進と花のおもてなし、景観保全の取り組み 
  東の原、西の原では槙の生垣を見ることができます。この地区 
 の槙の生垣は、江戸時代、多久の殿様が火事の類焼防止のために 
植えることを命じたことに由来するものですが、きちんと整備さ 
れれば地区の価値は大きく高まります。槙の生垣の推進について 
地元と協議するとともに、地元ボランティア団体との連携により 
花のある美しい環境づくりを推進します。また、当該地区の将来 
にわたる景観保全についても協議を行っていきます。 

 
イ．御屋形広場、歴史の散歩道の活用 
  御屋形広場には元禄絵図の陶板やくど造りの休憩所があり、歴史の散歩道には多久の

歴史が陶板で説明されています。聖廟と西渓公園のほぼ中間に位置し、２つの観光施設

をつなぐ目的で設置されていることから、釈菜や紅葉まつりの時には休憩所やもてなし

の場等として活用します。 
 
ウ．「唐人古場窯跡」整備に向けた検討 
  唐人古場窯跡は有田焼の陶祖・李参平が日本で初めて焼いた窯跡であり、国の史跡に 

指定されています。整備できれば素晴らしい観光施設となることから、多久の宝の一つ 
として整備に向けた検討を行っていきます。 

 
エ．梶峰城跡の活用等についての検討 
  多久には歴史やロマンを感じる中世の山城「梶峰城」がありました。まだ梶峰城跡の

発掘調査は終了していない状況にあることから、今後、散策道の整備を含め活用につい

て検討を行っていきます。 
 
オ．多久市物産館のにぎわいづくり 

多久市物産館(朋来庵)は、本市の物産や土産品の販売をはじめ、観光紹介、案内、食

事を提供する観光施設としての重要な役割を担っていることから、今後、より一層充実

した内容にしていく必要があります。 
物産館は市の施設で、観光協会が指定管理者として管理・運営を行っています。観光

協会との連携を強化し、調査・研究等を行いながら、魅力があり、にぎわいのある物産

館の実現に努めます。 
 

 

 

西渓公園ライトアップ 

聖廟前の花のおもてなし 
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 （４）グリーンツーリズムの推進 
     南渓いきいき協議会等が行う活動をマスコミ等に情報発信するとともに、体験や交流

の場として観光コースに組み入れて活動を支援していきます。 
 
 （５）わがまち再発見！お宝絵地図・観光コースづくり 

この事業は、区の協力を得ながら子どもと大人が実際に自分の住む地区を歩きながら

調査し、お宝絵地図を作るというものです。現在のことだけでなく高齢者から昔の地区

内の思い出や伝説なども聞き、それも地図に取り入れ面白絵地図（お宝絵地図）をつく

るものです。この活動をとおし子どもたちは自分の住む地区の歴史や宝を知るとともに、

大人との交流により地元を身近に感じ愛着を持つことができます。 
絵地図は、「見る、聞く、体験する、学ぶ、交流する、食べる、買う、泊まる」等の

要素をつないだ観光コース作りの参考にするとともに、観光コースは旅行会社等の観光

関係事業者や一般に広く情報提供していきます。 
  

（６）イベントによる観光振興 
     イベントには人や地域、商店街、まちなどを元気にする力があります。 
    外から見た場合、元気なイベントが数多くあるまちは、活気あるまち、いろんな楽しみ

があるまちというイメージがあり魅力を感じます。 
   本市観光においてイベントは市内外の人々の交流を促し、まちを活性化させるものと

とらえ、積極的なＰＲ等を通じて支援していきます。 
 

①既存のイベント 
   ア．「孔子の里・多久」を象徴する伝統行事「釈菜」 

は末永く後世に継承していかなければならない大切 
なまつりであり重要な観光資源であることから、観 
光客誘致のためにも観光客の満足度を高めることが 
できるような方策を検討していきます。あわせて物 
産販売や周辺のイベントを充実させながら周辺の魅 
力づくりを行っていきます。 

  イ．「多久まつり」については、多久祭り振興会において目的やテーマなどを再確認する

とともに、その目的やテーマに沿った祭りの実現を目指します。 
  ウ．「論語カルタ大会」は、よそにはない多久にちなん 

だ大会です。ＰＲを強化し、今以上に全国各地から参 
加があるイベントへと拡大するよう取り組みます。   

  エ．「多久山笠」や「多久元気祭り」などの中心市街地 
のイベントについては、市民主導型イベントとして、 
さらなる定着・発展のため側面からの支援を行います。 

  オ．「聖廟お火たき」や「多久城下ひなまつり」等、本市の観光振興に寄与する市民主導

型のイベントについては、広報や運営等で連携しながら観光客の誘致を図ります。 
  カ．その他市内で開催されるイベントについても、イベントの宣伝活動を支援します。 

 

 

釈 菜 

論語カルタ大会 

１７ 



②新規イベント 
   ア． 近の高速道路料金の低額化により、高速道路利用の観光客が増加しています。本   
    市ではこれを好機ととらえ、観光客誘致のための集客力のあるイベントを創出します。 

 
（７）多久にちなんだ土産品づくり 

     地元の土産品を買うのは観光客の楽しみのひとつです。本市にとっても地元をＰＲす

るツールであり貴重な収入源でもあることから、観光協会や商工会等との連携のもと本

市ゆかりの土産品をつくり、物産館等で販売します。 
 
 （８）名物料理づくりと地産地消の推進  

観光の目的のひとつに「地元の名物料理を食べる」というのがあります。多久にちな

んだ名物料理をつくるとともに、地産地消の取り組みを商工会や関係団体等と連携し推

進することで観光客を誘致し市内経済の活性化を図ります。 
 
 （９）適正な施設の維持管理 
     整備後２０年前後経過した施設や設備が多く、施設に老朽化等が見られるものもあり

ます。施設等の傷みは市のイメージダウンになるとともに、安全性の面からも問題があ

ります。気持ちよく観光・参拝していただくことができるよう計画的に修繕や改修等を

行います。 
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 ３ 観光宣伝の強化 
   

 観光客を誘致するためには様々な方法での情報発信が必要です。 
 マスコミや観光パンフレット、インターネット、観光フェア等を通し広くＰＲするとと 
もに、旅行代理店等を対象とした説明会や観光キャラバンを積極的に行っていく必要があ 
ります。 
さらに、市民が多久の良さを知ることも観光振興につながります。 
これらのことを踏まえながら、今後、観光宣伝活動を強化していきます。 

 
 （１）マスコミ等の活用 
     イベント情報などを新聞、テレビ、ラジオ、雑誌などに積極的に情報提供し観光客の

誘致を図ります。 
     新聞では、旅行業者が次期旅行商品を造成する際の参考にする新聞に本市の釈菜や紅

葉まつりの記事を掲載するとともに、地元紙等にはイベント情報等を積極的に提供しま

す。 
     雑誌では、有料、無料の枠の中で、様々な雑誌への情 

報提供を行います。 
     佐賀県や佐賀県観光連盟にイベント情報を発信し、県 

や連盟からその情報を旅行業者やマスコミ等に様々な形 
で発信してもらいます。 

     佐賀フィルムコミッションへの情報提供を行うことで 
映画等の誘致に努めます。 

 
 
 （２）観光パンフレット等の活用 
     旅行の動機には「観光パンフレットやちらしを見て決める」場合が多いことから、観

光協会や商工会等と連携し魅力あるパンフレット等の作成に努めるとともに、効果的な

場所への配備を行います。 
     魅力あるパンフとは、食、体験、宿泊、土産品、観光ルートなどをわかりやすく、使

いやすく、デザインにもこだわったもので、簡単に捨てられないものです。 
今後の配備場所は、市内の主要観光地のほか、多久駅、ホテル・旅館、ゴルフ場、市

内飲食店、佐賀空港、市外関係施設(旧高取邸等)、県の大都市圏内の事務所等です。 
     また、高速道路に配備されるマップでも本市観光をＰＲしていきます。 
 
 
 
 
 
 

 

 
岸川まんじゅう 
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 （３）インターネットの活用 
     近では、インターネットで観光情報を入手する割合が高くなっていることから、市

並びに観光協会のホームページの充実を図ります。 
     また、２２年度には、多久市商工会がツイッターを活用した観光と商工の振興につな

がる事業を計画していることから、市、観光協会ともに連携して取り組みます。 
さらに、観光提言にあった下記事業についても観光協会や商工会等とともに検討して

いきます。 
    ○「e コマース事業」…インターネットを活用した農産物、工芸品、土産品等の販売 
    ○「携帯サイト運営」…携帯電話で観光、イベント情報等をリアルタイムに提供する 
    ○「HP 宣伝事業」…観光協会の HP 上に市内事業者の「宣伝バナー」をつけ PR する 
 
 （４）県、県観光連盟等と連携したイベントによる観光宣伝 
     県や県観光連盟との連携による観光フェアや都市圏の旅行代理店等を招いての「現地

説明会」、都市圏に出向いての「旅行商品説明会」等において本市観光をＰＲします。 
  
 （５）観光キャラバンによる観光宣伝 
     観光地、祭り、土産品、食、体験、宿泊並びにそれらの情報をつないだ観光コース等

の情報を持って、市、観光協会、孔子の里、商工会、市内観光関連事業者等がキャラバ

ンを組み、旅行代理店等に対して営業活動を行います。 
 
 （６）観光大使による観光宣伝 
     大都市圏での観光振興の担い手として期待できる人を「観光大使」に任命し、本市観

光のＰＲを担っていただくとともに、都市からみての多久や今後の多久に必要な取り組

みといったアドバイスをいただき、本市観光やまちづくりに活かします。 
  
 （７）車輌ステッカーによる観光宣伝 
     庁用車のボディに釈菜、紅葉まつり等の観光用ステッカーを貼り、市民や県民を主な

ターゲットにＰＲしていきます。 
 
 （８）市民への多久を知る機会の提供 
     市外に多久の良さをピーアールすることは大切なことですが、その前に市民が知るこ

とが重要です。市民は多久の良さを知ることで誇りを持ち将来にわたり多久に住みたい

と思うことができますし、子どもや孫もそう思います。まちづくりにもつながります。 
     また、市民が多久に誇りを持てば、市民が市外の人々に対して多久の良さをＰＲする

営業マンになってもらえます。 
     このことから、市民に対する広報宣伝活動を、市報や行政放送、公民館等での団体の

学習等の中で推進していきます。 
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 ４ 広域観光の推進 
 

 広域観光は観光振興を行う上でとても重要です。 
広域連携し旅行業者に観光地や観光ルートをＰＲすれば、多久単独で行うよりはるかに効 

果的なＰＲができます。特に、大都市圏での物産展や旅行業者対象の旅行プラン説明会など

を単独で開催することは困難です。 
今後、広域観光を推進する中で、より一層、本市観光をアピールしていきます。 

 
 （１）ファミリーツーリズム事業への参画 
    県では、市町、観光関係団体、観光事業者等の参加による、親・子・孫の三世代旅行の

適地づくり（ファミリーツーリズム事業）を推進しています。毎月の研究会では、会員が

活動報告やイベント情報などを出し合うとともに、連携した事業を実施しています。 
    今後も他市町の取り組みを学び本市観光に活かすとともに、本市の情報を発信するなど

相互に刺激しあい、意識や取り組みを高めあっていきます。 
 
 （２）他の観光地との連携 

聖廟や孔子、東原庠舎、高取伊好、西渓公園、紅葉等をテーマに関係する他の市町村と

連携し、物語や薀蓄のある観光コースを開発し観光客の誘致に努めます。 
    新幹線鹿児島ルートの全線開通により鹿児島方面への観光客の増加が予想される中、新

鳥栖駅を拠点に長崎と大分を結ぶ横軸の観光地への観光客誘致に向けた協議会に参加し、

連携した取り組みを行っていきます。 
 
 

５ 地域連携による観光の振興 
    多久の魅力を顕彰し、新たなまちづくりにつなげようとする団体やグループの活動が広 

がりつつあります。市ではこの活動を支援するとともに、ネットワーク化を促進し、新た 
な観光振興体制の確立を図ります。 
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