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会

ＤＭＯによる観光地域づくりはいま

談
座

－「住んでよし、訪れてよし」の実現に向けて－

観光効果を持続可能な
地域づくりに

清水 本日は「住んでよし、訪れてよしの観光

地域づくり」を進めるために、
ＤＭＯ（ Destina

）
tion Management/Marketing Organization
を核として取り組んでいる三団体の方々、広域

連携ＤＭＯからはせとうち観光推進機構の村橋

さん、地域連携ＤＭＯから八ヶ岳ツーリズムマ

ネジメントの小林さん、地域ＤＭＯからはちの

観光まちづくり推進機構の高砂さんに来ていた
だきました。

早速ですが、自己紹介を兼ねまして、
「住ん

でよし、訪れてよしの観光地域づくり」のため

に、いま取り組んでいることをご紹介いただき

たいと思います。まずは村橋さんからよろしく
お願いします。

村橋 私はリクルートの「じゃらん」という事

業で長く観光の仕事に携わってきました。平成

二七年に現組織の準備室室長をやってくれとい

うオーダーをいただいて広島に着任し、平成二

八年にせとうち観光推進機構ができて、そこか

ら事業責任者を務めています。ですので、観光

に携わって三〇年近くになるのですが、観光産

業が地域にもたらすメリットが十分理解されて

いるとは言えず、観光振興に対する住民や行政

の興味・関心も低いことに忸怩たる思いをずっ

と抱いてきました。
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ています。またそういう意味で、組織のＫＧＩ
（重要目標達成指標）も「住民満足度」に置き、
毎年、年度末に計測しています。いま「満足」
ないしは「やや満足」が七割ぐらいですが、こ
れを九割ぐらいにしたいというのが目標です。
清水 せとうち観光推進機構は、ほかの広域Ｄ
ＭＯが北海道や東北、九州といったブロック単

る」
「稼ぐ」という部分に対する期待ばかりに

なってくれています。しかし、まだまだ「儲か

生の柱としてインバウンド観光にも一生懸命に

効果への期待が高まっていますし、国も地方創

の不安・懸念から、観光産業の経済効果、雇用

ただ近年は、少子高齢化や地域経済の衰退へ

きました。

と理解させようとしているというお話をいただ

暮らしの質の向上といったところまでしっかり

に戻って、単なる経済効果だけでなく、住民の

大変なことだと思いますが、いわば観光の原点

ＭＯです。県を越えて集めるというのは本当に

きな地域資源の周りの七県が集まってできたＤ

位なのですけれども、瀬戸内海という日本の大

目が行き、交流人口の増加がもたらす生活の利
保全、それからシビックプライド、郷土愛の醸

小林 私は自己紹介というより、わが法人の成

します。

村の三市町村で形成された八ヶ岳観光圏事業の

二二年、山梨県北杜市と長野県の富士見町・原

〇年に制定された観光圏整備法に基づき、平成

それでは八ヶ岳の小林さん、よろしくお願い

成といった地域住民の豊かな暮らしへの貢献部

り立ちをご紹介させていただきたいと思いま

便性や質の向上、伝統産業や文化、自然景観の

分にはまだまだ光が当たっていない気がしてい

推進母体となる観光地域づくりプラットホーム

として設立しました。平成二五年には観光庁の

す。八ヶ岳ツーリズムマネジメントは、平成二

ていただかない限り、観光は一部の観光関連事

を促進するワンストップ窓口である当法人は日

とした区域であって、区域内の観光地域づくり

文化等において密接な関係のある観光地を一体

に取り組んでいます。観光圏とは、自然、歴史、

政区域を越えた地域連携による観光地域づくり

として再認定を受け、官と民が一体となり、行

新規観光圏整備実施計画で、全国六地域の一つ

ます。ここを地域の皆さまにしっかりと理解し

八ヶ岳観光圏事業の進捗状況や課題を共有するために
定期的に開かれる「広域周遊促進戦略会議」

業者のものというポジションから脱却できない
のではないかと思っています。
幸いにして、私どもの組織は比較的ご注目を
いただいていて、講演やシンポジウムに域内で
も呼んでいただく機会が多く、そのあたりを一
生懸命布教して回っています。少しずつですけ
れども浸透していっているなという兆しは感じ
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村橋 克則 氏

小林 昭治 氏

本版ＤＭＯを早くから先取りして活動してきま
した。
さらに、
八ヶ岳観光圏を構成する三市町村は、
平成二七年に総務省の
「八ヶ岳定住自立圏」
を形
成し、観光圏では全国唯一の地域となっていま
す。そこで、われわれは「住んでよし、訪れて
よし」という観光圏整備法の理念に「住みたい
まち」を加えて、観光を通じた様々な地方創生
事業をＤＭＯとして推進しているところです。

し

ソンを配した事業推進の組織体制を構築し、月

事業チームに行政など関係する地域のキーパー

減し、
定住者だけでなく観光客の高齢化も進み、

湖、八ヶ岳などで有名ですが、宿泊観光客が激

茅野市は、いわゆる観光地として蓼科や白樺

をつうじて、
「住んでよし、訪れてよし」とい

それでは茅野の高砂さん、お願いします。

に一度、進捗状況等をチェックする会議を開催

う地域の誇りを育み、持続可能な地域づくりに

何より大事にしており、毎年行っている四〇以

しています。また、この推進組織には、実際に

外国人観光客さえもＦＩＴ（ Foreign Indepen

この「ちの旅」というのは、ただ通り過ぎるの

高砂 私は長野県茅野市に移住してまだ二年半

事業を推進する実行委員会組織も複数関与する

dent Tour海外個人旅行）対応が十分ではな
く減らしている状況です。こうした地域課題に

ではなくて、土地の人たちと触れ合い、土地の

上の事業を通じて、常に地域の目指すべき方向

ことから、数多くのステークホルダーや地域住

対して観光を通じてその解決に取り組もうと、

暮らしを身近に感じられる旅であり、当機構が

で、その前までは五島列島北端の小値賀（おぢ

民を巻き込んだ合意形成につながっています。

市や商工会議所、農協、観光協会などと課題や

ワンストップ窓口となり、宿泊、食事、過ごし

について合意形成を図っています。
具体的には、

清水 観光圏は平成二〇年に制定された法律に

目標を共有し、約二年をかけて今春、ちの観光

方を提案し提供する個人・団体向けの企画旅行

か）島で十一年間観光まちづくりに取り組んで

基づく制度で、複数の自治体が連携することに

まちづくり推進機構を立ち上げました。現在、

です。

当法人の理事や観光地域づくりマネージャーを

よって観光地域づくりを進めていきましょう

スタッフは約二〇名で、総務省の地域おこし協

ちの旅のアクティビティとしては、
「山や川

活動の中心になっています。

と、国土交通大臣の認定を受けていたわけです

力隊制度を活用して公募した、首都圏などから

の自然を感じる体験」
「農村での暮らしや農作

貢献していくこと』
を経営理念に掲げています。

当機構では、
『人と人をつなげる「ちの旅」

ね。現在は十三の観光圏があり、その筆頭が八

移住してきた三〇・四〇代のメンバー十数名が

ちの旅のアクティビティ「郷土料理体験」

ヶ岳観光圏だと思います。
そんなことも含めて、

いました。

るところです。

観光圏協議会の会長を小林さんにお願いしてい

た つ

事業チームの執行責任者として配属させ、その

われわれの取り組みでは、地域の合意形成を

高砂 樹史 氏

8

もたちに体験してもらった農家民宿体験や工場

ん人気があります。また、まずは茅野市の子ど

丁をつくる鍛冶屋体験は外国人観光客にたいへ

意しています。例えば、二日間かけて自分の包

体験」の四分野で二〇を超えるプログラムを用

業の体験」
「歴史文化を感じる体験」
「商工業の

躍されているなと思っています。

高砂さんが、ＤＭＯのリーダーとして非常に活

おられるのですが、これに呼応して参画された

る地域づくりに取り組もうと市長が旗を振って

そういった歴史、伝統文化を踏まえて、魅力あ

最近、国宝級の縄文土器が出たこともあって、

ます。

ブランディングされていけばいいなと思ってい

保につなげたり、諏訪の精密機械工業がもっと

から中高生や大学生に来てもらって、担い手確

学体験の教育プログラムをつくることで、全国

ですが、人手不足が課題となっており、工場見

諏訪地域は精密機械工業がすごく盛んなところ

な地域をつくるには、観光関係者だけではなく

かったかと思います。また、観光によって豊か

ういう浅はかな取り組みではないことがよくわ

ばかり繰り返しているところもありますが、そ

客を呼ぶためのもので、一過性のキャンペーン

ＤＭＯをつくったけれども、インバウンド観光

役立てようとしているところです。
ともすれば、

観光がもたらす効果を持続可能な地域づくりに

していく。そのために、われわれは「せとうち

事業者や住民を巻き込んで、地域全体の動きに

では「巻き込む力」と言っていますが、域内の

くことが重要だと思っています。私どもの組織

ラットフォームには多くの方々に乗っていただ

村橋 おっしゃるように、観光地域づくりのプ

橋さんからお話しいただければと思います。

した視点で、改めてＤＭＯの役割について、村

て、ＤＭＯが認識されてきたわけですね。そう

そういうことで、お三方のお話に共通してい

清水 茅野市は、七年に一度の御柱祭で有名な

て、官と民がしっかり連携し、オールエリアで

ＤＭＯメンバーズ」という会員組織をつくり、

見学体験は、
「茅野市にこんな素敵な暮らしや

ところですし、蓼科高原は保養地して別荘も非

どういう地域づくりを目指すのか、その合意形

私たちからのメッセージの発信とか、会員同士

るのは、観光という手段をうまく使いながら、

常に多く活気のあるまちだったのですが、お話

成を図ることが大事なんだというお話もありま

のコミュニケーションの場や学びの機会を定期

技術があったんだ」と大好評でした。茅野市の

にあったように、近年は地域全体の魅力がちょ

した。

的に提供しています。そして、その会員の中か

らやる気のある事業者をピックアップして成功

がやっていたのですが、それでは限界があるだ

工会議所、商工会など、それぞれ縦割りの組織

清水 次にこれまでの観光と言えば、行政や商

出を増やし、地域やわれわれ組織のプレゼンス

の力が大きいので、メディアを巻き込んで、露

うしたやる気を引き出すためにはマスメディア

る人を増やしていこうとしています。また、そ

事例をつくり、域内で横展開することで追随す

ろうと、オールエリアのいろいろな関係者が結

を高める取り組みを継続的にやっています。

ＤＭＯに求められる
巻き込む力と合意形成

集する観光地域づくりのプラットホームとし

9

官民で進める観光地域づくり

集

特

せとうちDMOメンバーズのパンフレット

っと落ちてきて、
観光客数も減ってきています。

清水 愼一 氏

高砂 露出はすごいですよね。

ごいのですが、こういう事例を先ほどの会員組

村橋 段ボールです。要は段ボールの技術がす

お話を伺ったのですが、具体的に取り組んでい

事なことは、多様な関係者の合意形成だという

清水 それでは小林さん、ＤＭＯとして一番大

広くアナウンスしています。

効果、雇用効果となって大変いいことですよと

んです。こういった動きもまた、地域には経済

多くなって、徳島に工場をつくろうとしている

き時間でつくられていたのですが、引き合いが

ているかというと、これまではレストランの空

金時を使ったお菓子です。それでいま何が起き

東京・麻布でレストランをやっている方の鳴門

を開催しました。優勝したのは、
徳島県出身で、

ナンバーワンを競う
「瀬戸内お土産コンクール」

戸内産の食材を使って、瀬戸内らしいお土産の

織で共有したりですね。それからこの三月、瀬

村橋 ええ、年間でたぶん三〇〇、四〇〇出て
います。初年度の夏にはこういう組織ができた
のでよろしくお願いしますと、私が自分で域内
のテレビ局、新聞社、ラジオ局などマスコミ各
社を全部回りました。その後も異動などがあり
ますから定期的なメンテナンスが必要で、今年
の夏もマスコミ各社を回りました。
ただそうは言っても、経済効果や雇用効果は
期待されているところですので、マーケティン
グやプロモーション活動によって、集客数など
目に見える実績や将来の期待値を高めながら、
多くの人に観光が地域全体で取り組むべき大切
なテーマだという気づきを与え続けたいと思っ
ています。
清水 観光が地域全体で取り組むテーマという
ことで、かなり具体的な活動をやっておられま

と、どうしても傷ついたり、そもそも飛行機に

に積んで持ってくる方が多いのです。そうする

十万、何百万もするようなマイバイクを飛行機

たくさんの方が来るのですが、自転車の旅は何

どもでは八ヶ岳観光圏一帯の地点ごとの標高を

ナープロモーションです。一例を挙げると、私

のどちらに軸足を置いているかというと、イン

ナープロモーションとアウタープロモーション

小林 われわれが合意形成を図るうえで、イン

ることがあれば補足していただけますか。

村橋 そうですね。例えば昨年はこんなことを

分解して積むのが大変なんですね。そこで日本

示すサインシートを制作し、圏内の観光施設、

すね。
やりました。瀬戸内は自転車の旅で海外からも

航空と一緒に、飛行機に積んでも前車輪を外す

飲食店、商業施設など人が集まる約二〇〇〇施

を確認でき、八ヶ岳観光圏のブランド・コンセ

高サインは、来訪者がエリア内の至る所で標高

だけで絶対傷つかないというパッケージを開発

高砂 段ボールでやるのですか。

ール工場なんですよ。

設に掲示してもらっています。もちろんこの標

瀬戸内おみやげコンクールのパンフレットと最優秀の「月へ鳴門へ」

しました。これで儲かっているのは町場の段ボ

自転車を航空機に積み込むパッケージ
下段は記者発表会の様子
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で、こうしたブランディングを仕掛け、その合

地域での暮らしを意識することが大事ですの

が、その前にまず、住んでいるわれわれがこの

遊しながら体感できるように掲示したものです

プトである「一〇〇〇ｍの天空リゾート」を周

せ」と声がけできる地域にすることが必要では

ら自分の地域に誇りを持ち、
「いらっしゃいま

してくれたことに感銘を受け、子どものうちか

ときに、小学生が「いらっしゃいませ」と挨拶

ています。私は「阿蘇ゆるっと博」を見学した

この地域はこれが一番なんだよ、お父さん知っ

ないかと考えました。そしてお子さんが、
「こ

もう一つ、八ヶ岳観光圏の一番のもの、また

てる？」と言ったときに、お父さんも「知らな

意形成に取り組んできたわけです。
はそこの偉人を拾い上げて、
毎年冊子を作成し、

い」とは言えないから余計に勉強し、地域の誇
らしいことをみんなにわかってもらえるように
なる、
これもやはり合意形成だと思うのですね。
だからお金をかけるのではなく、本当に足元の
ことをやるというのが、われわれの合意形成の
方法です。

を明らかにして、観光で何ができるのか。上か

いけないと思うのですね。その中で、地域課題

職業やセクションの方々が集まる場にしないと

高砂 皆さんのおっしゃるとおり、いろいろな

ですか。

うことですね。その辺、高砂さんはどうお考え

という形で、ＤＭＯが率先してやっているとい

トルに広がる八ヶ岳南麓の暮らしを誇りに思う

力、小林さんのところは、標高差一〇〇〇メー

う観点では、村橋さんが言うところの巻き込む

の方々と一緒に解決できないだろうかと取り組

教育プログラムを提供することで、工場経営者

てブランド化していく。特に子どもたち向けの

技術の素晴らしさや働き甲斐などを観光を通じ

は、観光で何ができるかと考えたときに、その

なか担い手が見つからない状況にあります。で

に優位に立つ技術を持ちながら、ここ数年なか

にストロー効果でどんどん吸い取られ、世界的

工業がありますけれども、若い技術者が首都圏

題です。先ほど言ったように諏訪には精密機械

茅野市の場合は何より担い手不足が大きな課

清水 どうやって住民をその気にさせるかとい

らではなく、それを住民と一緒に同じ目線にな

農業の部分でも、茅野市の農家は八割ぐらい

んでいるわけです。

茅野市・諏訪地域の精密機械工場を見学する子どもたち

って考えていくことができるのがＤＭＯだと思
っています。
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校長会を通じて小学校四年生以上の全員に配っ

1,000ｍの立体空間を体感できる仕組みづくり

プラス観光収入で子育てもできるような農業に

や農家民宿などを押し進めることで、農業収入

のですが、農家の方々と共に蕎麦オーナー制度

担い手が生まれないという構造的な問題がある

には農業の所得では子育てができない、だから

進んで、担い手不足が深刻化しています。そこ

のはほとんどが高齢の方々です。農地の荒廃も

が第二種兼業農家で、実際に農地を耕している

先ナンバーワン、観光地として訪れる先ナンバ

える、そんなプログラムをつくりながら、移住

るいは都会の人たちにものづくりの楽しみを伝

たちにも早くからものづくりの魅力を伝え、あ

影響しているということです。そこで、子ども

うか働き手が減少して、それがまちの活気にも

減ってないらしいのですが、生産年齢人口とい

清水 お聞きすると、茅野市の人口はそんなに

いくのだと思っています。

守るべきものをどのように次世代につなげるか

国人が来る、日本人が来るではなくて、やはり

小林 空間形成とか景観というのは、今後、外

ョップをやりましたね。

看板の出し方などを具体的に勉強するワークシ

景のここがまずいとか、あるいは建物の色彩や

文化研究者）を呼んで、外国人の目線でこの風

間形成では、過日、アレックス・カー氏（東洋

を出し合って周遊バスを運行していますし、空

で、本当に少しの矢印だけでわかるのですね。

ンはいまグーグルでしっかりとやっているの

にくくなるし、汚く見えてしまう。空間のサイ

るとなると、親切のつもりでもかえってわかり

観光協会が立てる、商工会が立てる、区が立て

ということがありました。例えば案内の矢印を

いにしないで、遠景ばかりに気を取られている

いだけれども、近景ですね。自分の身近をきれ

スさんが来て初めてわかったのは、遠景はきれ

課題だと思うのです。そういう中で、アレック

八ヶ岳南部に位置する「阿弥陀岳」山頂からの眺望

ということが、たぶんＤＭＯにとっても大きな

ころは早くから二次交通のために、民間でお金

うのも大切なことだと思います。小林さんのと

地よい景観や風景をどうやって維持するかとい

は二次交通の問題も大きいですし、美しくて心

係者が多いとのことですけれども、地域課題で

清水 本誌の読者はインフラやまちづくりの関

二次交通、
景観をめぐって

ーワンを目指しているのですね。

したいと考えています。
このように、各産業や地域住民の課題に寄り
添ってこそはじめて、観光を生かしたまちづく
りに展開し、参加者のすそ野がひろがり、地域
資源の商品化や観光客の満足度にもつながって

アレックス・カー氏と山梨県立まきば公園を視察する小林氏
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ンド観光客が四〇〇〇万、六〇〇〇万人となっ

にバスが行ってないのですね。今後、インバウ

な地域に行くと、アクティビティのあるところ

惧を持っています。

と、景観は守り切れないのではないかという危

行政と一緒に整備のあり方を考えていかない

いました。
伐採して新しいものを植林するとか、

ころから八ヶ岳や富士山が見えなくなってしま

たカラマツがものすごく成長して、昔見えたと

それと里山の問題ですが、三〇年ほど前に植え

ないかという基準が難しいのだけれども、行政

ーも言っているように、結局、美しいか美しく

清水 景観の議論については、アレックス・カ

課題です。

二次交通は地方に行けば行くほど本当に難しい

方法も考えられますが、
採算の問題があります。

くなっています。レンタカーやタクシーなどの

て来ますから、それだけではとても網羅できな

らはジャパンレールパスを使ってどこでも降り

と案内するバスの運行を始めました。ただ、彼

迎バスを統合して、駅からホテルや観光施設へ

こで、従来はそれぞれのホテルが出していた送

村橋 広域なので、どうしても景観とか受け入

ろいろやっていますね。

ていると思うのですが、村橋さんのところもい

させるなど、まさにＤＭＯの役割の一つを示し

民間の人たちで観光施設を周遊するバスを運行

やらない。そういう中で、八ヶ岳では早くから

者のほうは、そんなものはペイしないと言って

言っても、いまはお金がない。一方、交通事業

二次交通の問題も、単に行政にやってくれと

らしいと思います。

す。そういう意味でＤＭＯで議論するのはすば

たちの議論を踏まえた上で決めていくべきで

やっていいという話でもなくて、いろいろな人

二次交通の問題については、われわれのよう

ていく中で、そういうアクティビティを周遊さ

が勝手に決める話ではないし、民間が無秩序に

れ環境整備にダイレクトに手が出せないところ

はあるのですが、瀬戸内は伝統的建築物が多い

のですね。そうしたまちのシンボルになってい

るような建築物が老朽化して、これ以上税金を

投入できないので壊すという話がいろいろなと

ころで持ち上がっています。そこでいま、県の

土木部などと一緒になって、それらを活用する

ことで観光資源として生き残る道を探ろうと、

「建築ツーリズム」と銘打って各県でシンポジ

ウムをやったりしています。

それから、二次交通でいいますと、瀬戸内は

「せとうち海の道」と言っているぐらいで、や

はり船が大事なんですね。定期航路が一三〇社

で一五〇ぐらいあって、ほぼ一社一航路なんで

す。そうすると、乗り継ごうと思っても、つな
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せないと、消費単価が上がっていきません。そ

茅野の守りたい農風景「八ヶ岳と稲穂の実り」、「冬の風物詩・寒天干し」

がった時刻表がなくて各社のものを調べなけれ

観光庁の専門人材派遣事業ですば

用することで担保していまして、

らしい人材との出会いがあり、組

ばいけないのです。そこで、平成二八年度の事
業でそれらを全部集約してグーグルマップに登
載し、電車やバスとつなげることで、瀬戸内を
一気通貫で二次交通で動けるようにしました。
これは観光庁からも、ＤＭＯらしい仕事だと褒
めていただきました。
高砂 私も島にいたので、その話はよくわかり
ます。船会社は全部ライバルですし、二次交通

織全体のレベルアップにつながっ

ています。

財源については、各県や社員企

業からの負担金と国の補助金に頼

っていますが、不足感と不安定感

は否めません。ＤＭＯの組織特性

場合もありますね。

きくずれていて、待ち時間が一時間以上になる

村橋 ＪＲが駅に着く時間と船が出る時間が大

えてないですね。

Ｏの職員など何百人かでやるわけです。

高砂 建設業の方、観光事業者、われわれＤＭ

インというのは半端じゃないですね。

どの歩道をきれいにするのですが、ビーナスラ

小林 われわれも、清里にある「美しの森」な

vement District観光産業改善地区）の制度
などの研究も始めていて、観光庁とも会話を続

る会費収入のほか、ＴＩＤ（ Tourism Impro

ます。先ほどご紹介したＤＭＯメンバーズによ

広く薄くご負担いただくのが理想だと思ってい

を考えても、地域住民や事業者に

清水 では、高砂さんのほうで何か。

けているところです。

全国のＤＭＯ関係者へのアドバイスとして

清水 それはすごい巻き込みですね。
（笑）

ますと、私どもの組織に環境整備委員会があっ

を受けとめるトラック、前後で交通整理をする

ドする人、草を土ごとスコップで拾う人、それ

ロで、草刈り機を使う人、その飛ぶ小石をガー

りを見まして、当たり前ですけれども本当にプ

になったのです。今年初めてその人たちの草刈

が全面的にボランティアで協力してくれるよう

た。
これに去年からですが、
地域の建設業の方々

スライン」の草刈りやごみ拾いをやってきまし

ル・ノウハウの蓄積が難しいという課題があり

ますので、専門性が担保できなかったり、スキ

もは各県および社員企業からの出向に頼ってい

ではないかと思います。人材については、私ど

村橋 どこも人材と財源の問題を抱えているの

話しいただければと思います。

全国のＤＭＯ関係者へのアドバイスも含めてお

るいはそれをどう解決しようとしているのか。

清水 最後にＤＭＯの活動でお悩みのこと、あ

村橋 そうですね。それともう一つ、やらない

小林 関係人口というやつですね。

事だなと思っています。

てくれる人が出てくるので、騒いでみるって大

経営者を頼るなど、いろいろ動いてみると助け

てもらうとか、それから東京にいる地元出身の

財源の不足も、社員企業のリソースを活用させ

りますので、
足りない人材は外部から調達する。

人がいない、ないない尽くしの八方塞がりにな

います。閉じて考えると、どうしても金がない

は、域内や組織内で閉じないことが重要だと思

人と、まったく無駄なく作業されていて、
「い

ます。これについては現在、外部リソースを活

て、そこで観光協会の時代からずっと「ビーナ

やあ、餅は餅屋だな」と。

組織運営の課題とその対応

高砂 建設関係の読者が多いというのでお話し

の意識が低いというか、ＪＲとのつながりも考

二次交通の多言語情報発信
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ことが自分の企業の利益にもつながる」と、幾

び込む仕組みを考え、地域を全体で盛り上げる

などを学ぶためにやってくる」
、
「地域に人を呼

は施設にではなく、エリアの歴史や文化、風習

この課題をどう解決したかというと、「来訪者

で本当に回りませんでした。

事務局ばかりに仕事の負担がかかり、パンパン

し、基本は無報酬なんです。そのため、当初は

は民間の社長や役員でしたから、常勤ではない

ネジャー、アウトソーシングです。ただ、彼ら

きるかというのは、十数名の観光地域づくりマ

〇〇万円の事業をしなければいけない。何でで

かいないのです。それで八〇〇〇万円から九〇

小林 うちは組織的に事務局スタッフの三名し

は小林さん、どうぞ。

清水 なるほど、非常によくわかりました。で

上げ続けることが大事だと思っています。

とでしっかり成果を出す。少なくとも期待値を

することです。そのためにも、やると決めたこ

せん」と、やらないことを決めてきちんと宣言

がりにくいので、心を鬼にして「これはやりま

全てに応えると、どれも中途半端で成果につな

要望が出されます。ただ、限られたリソースで

ですから、あれもこれもやってくれと、様々な

ことを決める。やはりステークホルダーが多い

対応するというよりも、全国レベルで大学や高

いという状況が続いています。これには地域で

こし協力隊を募集しても、定員までの応募がな

は向いていない現状があります。例えば地域お

子高齢化社会の中で、人材マーケットが地方に

題ではないでしょうか。そもそも人口減少や少

核人材であるマネージャー職の育成が一番の課

と思いますが、その土台になる人材の確保と中

ところを合わせれば、全国で三〇〇とかになる

高砂 ＤＭＯとＤＭＯ的な役割を果たしている

清水 では、高砂さんどうぞ。

おきたいと思います。

観光地域づくりはできないという点は強調して

のでいいのだけれども、稼ぐことを目的にして

が潤うのであれば、それは税金をうまく使えた

ないと思っています。ＤＭＯが稼ぐことで地域

いるわけですから、ＤＭＯが稼ぐということは

すね。しかし私は、基本的には税金で運営して

財源のことでは、よく「稼ぐ力」と言われま

持って率先して動いてくれるようになりました。

すると、
やはり経営者ですね。
責任とプライドを

ればと考え直し、
事業の執行権限を与えました。

ハウを持っています。そこをリスペクトしなけ

が、彼らは経営者ですから、それぞれ経営ノウ

ばと肩肘を張り過ぎていた部分があったのです

位置をつくり上げていくことが、これからの地

からも民間からも信頼されるきちんとした立ち

の観光地域づくり」のかじ取り役として、行政

も含めて、ＤＭＯが「住んでよし、訪れてよし

この人材の問題、それから財源や組織の問題

らの課題ですね。

ーを各地でやりたいのですが、その辺はこれか

ればいけないと思っています。そうしたセミナ

ための方策なのかを伝える仕組みをつくらなけ

体的に解説して、何が問題で、何が乗り越える

担っている人たちが、ＤＭＯの役割や活動を具

いわば成功モデルとか成功しつつあるモデルを

まくいかない。そういった意味で、皆さん方の

体験の少ない人が教えるといってもなかなかう

大学教育では限界があると思うのですね。実践

清水 人材の問題は、
申し訳ないですけれども、

わっていくことが大事だと思います。

の人間もＤＭＯの垣根を越えて人材育成にかか

育つという側面がありますから、われわれ現場

制度が必要です。また、そうした人材は現場で

Ｏのマネジメントに焦点を当てた系統的な研修

ベルでも人材育成塾を定期的に開くなど、ＤＭ

難しいと思います。全国レベルでも都道府県レ

Ｏのマネジメントを即戦力で担うのはなかなか

コンサルティング会社などの出身者でも、ＤＭ

マネジメント職については、
行政や旅行会社、

うぞよろしくお願いいたします。

域創生に不可欠かと思いますので、引き続きど

校などとインターンシップ等で連携し、観光ま
と思っています。

ちづくり人材を意識的に育てていく必要がある

度となくワークショップ等で説明して事業への
参加を促しました。それと、当法人は私が立ち
上げたこともあって、最初は自分がやらなけれ
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