「住んでよし、訪れてよし」の
観光地域づくり
清水

愼一

沿いの観光地が優勢だ。しかし、二〇

万泊で、相変わらずゴールデンルート

において二〇二〇年のインバウンド旅

た
「明日の日本を支える観光ビジョン」

る政府は、二〇一六年三月に策定され

性化だけではなく地方においても元気

した大きなうねりが、大都市の経済活

問題は、インバウンド観光を中心と

元大正大学 地域構想研究所 教授

一二年と比較した伸び率でみると、三

インバウンド旅行者が急増 ！
ＪＮＴＯ（日本政府観光局）の集計

このように、インバウンド旅行者の

な地域づくりにつながるかどうかだ。

上回った〈資料１〉
。二〇一八年に入

波は、確実に地方にまで押し寄せてい

他方、日本人旅行者は長期的には減

行者数の目標を四〇〇〇万人、二〇三

ってからは、台風二一号や北海道胆振

る。熊野古道などの世界遺産、北海道

少する見通しだ。長年、観光市場の相

大都市圏が二六五％に対して地方部が

東部地震など災害の影響で、九月が五

や富士山などの観光地だけではなく、

当部分を支えてきた団塊の世代が七

によれば、二〇一七年（平成二九年）

年八か月振りに前年を五％ほど下回っ

離島や中山間地域の鄙びた田舎にまで

〇歳代に突入し、今までのように何回

観光がもたらす効果を、農林漁業やモ

たものの、全体としては順調で十二月

外国人の大きなトランクがみられるよ

も観光旅行に出かけなくなると見込ま

1,500
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12

11

10

09

08

07

三〇年一五兆円の目標を掲げる。

2,000

17
（年）

〇年の目標を六〇〇〇万人と定めた。

十八日には待望の三〇〇〇万人を達成

うになった。住民もびっくりというと

れるからだ。このような見通しを踏ま

500

三八二％で、地方部の伸びが大きく上

した。

ころだが、人口減少と高齢化で衰退を

え、じゃらんリサーチセンターは「二

614 673

06

679

836

861

1,000

733

835 835

622

のインバウンド（訪日外国人）旅行者

また、二〇一七年の外国人延べ宿泊

余儀なくされている地方にとっては、

〇三〇年観光の未来需要予測」におい

1,341

ノづくりなど地域経済の活性化、お年

客数は七九六九万泊だった（観光庁宿

総じてうれしい悲鳴というところだ。

て、二〇二二年にはインバウンド観光

1,036

インバウンド旅行者を含めた観光全体

泊旅行統計）
。内訳は、東京・千葉・

インバウンド旅行者の消費額が四兆

宿泊客のシェアは五割に達するとみて

1,974

回った。

埼玉・神奈川・愛知・大阪・京都・兵

円を超えるなど、日本経済に多大な効

いる。

【資料1】急増するインバウンド（訪日外国人）旅行者

数は二八六九万人で、前年を二割近く

庫の八都府県（三大都市圏）が四七〇

果をもたらす観光に大きな期待を寄せ

2,404

2,500
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資料：日本政府観光局（JNTO）資料に基づき観光庁作成

2004 05

0

2,869

3,000

の消費額も、二〇二〇年八兆円、二〇

三万泊、それ以外の地方部が三二六六

（万人）
3,500
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剣に議論すべきときだ。

地域にとって観光の意義とは何か、真

数の推移に一喜一憂するのではなく、

あり得ない。各地域は単に入込観光客

活性化につながなければ、地方創生は

寄りの生きがいづくりなど地域社会の

うな取り組みを「観光地域づくり」と

有効な観光に取り組むことだ。このよ

な志を掲げて、それを達成するために

で暮らしやすい地域づくりという大き

しなければいけない。地域自らが豊か

向上に資する観光とは何か、常に議論

動する観光協会で、中

政の補助金を受けて活

推進主体は、行政と行

業が中心だった。その

イベントに取り組む事

めにプロモーションや

インバウンド観光客の滞在中の行動

活かして、地域経済や地域社会の活性

うに、
「観光地域づくり」とは観光を

し」という言葉に端的に表現されるよ

その理念は「住んでよし、訪れてよ

ように地域ならではの

の経過を見ればわかる

果については、その後

「観光地づくり」
の結

光地づくり」だった。

身は一言でいえば「観

をみると、日本食を食べること、自然

化など豊かな地域づくりに取り組む活

暮らしや伝統文化、食

いう〈資料２〉
。

景勝地観光、ショッピング、繁華街の

動である。言い換えれば、
「地域外の

観光を元気な地域づくりに
つなげる ！

まち歩きなどで、日本人観光客とほと

た。それだけではなく、

などを味わいたいとい

醸成、生きがいの創造など︾を、地域

地域全体の取り組みに

人々との観光交流︽交流人口増加、滞

はますます強くなると予測され、イン

の＂あるべき姿＂に向けた取り組みに

ならず観光客が回遊・

んど変わらない。今後、田舎の暮らし

バウンド観光の波は都市や観光地にと

活かす活動」だと、理解できる。

滞在しないために農林

うお客様のニーズや動

どまらずに、伝統文化に育まれた暮ら

「観光地域づくり」
は、それまでの観

漁業や商店街、ものづ

在時間増加、消費金額増加など︾から

しが残る田舎にまで更に一層押し寄せ

光振興に対する反省と総括から生まれ

くりなどにお金が落ちないなど豊かな

体験や住民とのふれあい・交流など地

るのは、必至だ。

たものだ。まさに、
「観光」の概念の

地域づくりにはつながらなかった。

大分県由布院や長野県小布施などの地

向に対応できなくなっ

そのような観光を元気な地域づくり

革新として捉えるべきだ。周知のよう

二一世紀に入る頃から、各地で「観

生じる様々な効果︽経済効果、誇りの

など地方創生につなげるには、その効

に、マス・ツーリズム時代の観光振興

域における特別な体験を求めるニーズ

果や課題を地域全体でよく見極めて、

官民で進める観光地域づくり

域づくりだった。
これらの先進地域は、

観光客の満足度、
再来訪意向の向上

光地づくり」に対する反省と総括に基

住民との交流を
求める観光客

地域の活力維持、
誇りや自立意識の
醸成

お年寄り、
こどもなど
住民の観光
への参画

は、観光施設や宿泊施設に集客するた

「住んでよし訪れてよし」の観光地域づくり

住民の持続可能な暮らしの維持や質の

特 集

暮らしの体験を
求める観光客

づき「観光」をとらえ直す動きが出て

住民主体の観
光、住民と来
訪者との交流
の拡大

きた。その時にモデルになったのが、
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【資料2】「住んでよし訪れてよし」の観光地域づくりの構図

全体で取り組んできた。
その活動は
「観

らしにつなげる活動に、早くから地域

を解決するとともに質が高く豊かな暮

観光・交流の効果を生かして地域課題

振り返ると、約十年前、このままで

賛されている。

た。祖谷渓は地方創生のモデルと、称

得に努めた結果、集落は見事に再生し

プトを掲げてインバウンド観光客の獲

のかくれんぼ」というブランドコンセ

悩む典型的な中山間地域だが、
「千年

る高地集落がほとんどで、人口減少に

囲まれた、交通不便な山あいに展開す

島県三好市祖谷渓だ。剣山、吉野川に

のは、平家の落人の里として名高い徳

地域全体にインバウンド効果を波及さ

お土産として売り出す。これにより、

「千年のかくれんぼ」マークで認定し、

食材を活用した菓子やそうめんなどを

ップを作りガイドもする。近々、地元

た、西祖谷小・中学校の生徒は英語マ

どが祖谷渓の踊りを披露している。ま

交流プログラムを実施し、お年寄りな

校跡でフランスのツアー客と住民との

最近では、東祖谷栃の瀬小学校の廃

観光を楽しんでいる。

動共感体験」
と誇らしげに語りながら、

し、訪れてよし」の観光地域づくりの

る平場の議論が不可欠だ。
「住んでよ

様々な民間団体など多様な関係者によ

政 だ け で は な く 観 光 事 業 者 や 住 民、

たらす観光の弊害を解決するには、行

このような人や車の異常な混雑がも

なった。

観光公害という言葉が目に付くように

ないなどがその例だ。メディアでは、

客が殺到して、路線バスに住民が乗れ

ところも出ている。インバウンド観光

も脅かしかねない事態にまで立ち至る

光客の不満どころか、住民の暮らしを

インバウンド観光客などを観光地域
づくりにつなげる取り組みで先行する

ンバウンド観光客などのニーズに見事

それが、
「地域らしさ」を求めるイ

から次へと企画した〈資料３・４〉
。

者とともに楽しむ滞在プログラムを次

した食事を提供するなど、住民が来訪

宿泊施設に変えたり、地元食材を生か

として認識し、空き家だった古民家を

高地集落の暮らしを誇りある地域資源

えて・官民を超えて結集した。彼らは、

こも、部外マネジメントに丸投げしな

集し、議論し、行動している点だ。ど

は、地域自らが縦割りの壁を越えて結

うだ。これらの地域に共通しているの

ンを獲得している長崎県小値賀町もそ

の奇跡と称賛され、多くのＵ・Ｉター

り組んでいる事例が増えてきた。離島

や生業を活かした観光地域づくりに取

主体的に観光をとらえ、住民の暮らし

他でも、祖谷渓のように地域自らが

域資源に変えるとともに、住民が来訪

は、単なる資源を住民の誇りである地

「観光地域づくり」の実現のために

ねていかなければいけない。

題を議論し、合意形成を確実に積み重

共交通などのインフラ整備など地域課

の掘り起こしによる波動の通年化、公

あるべき姿を掲げて、多様な観光資源

増やし、併せて一〇万泊に達するよう

ド観光客に触発された日本人宿泊客も

泊客を獲得した。同時に、インバウン

惑とは別に観光客が異常に集中し、観

主体的に論議しないために、地域の思

観光とは何か、ということを関係者が

一方、なかには地域にとって有効な

ていくには、地域の
「あるべき姿」
を実

〈資料５〉
。このようなプロセスを進め

資源に変えていくプロセスが大事だ

者と一緒に楽しむ仕掛けとしての観光

お ぢ か

に合致したため、欧米を中心に宿泊客

い。

になった。彼らは、
その取り組みを
「感

観光地域づくりを推進する
司令塔こそが、日本版ＤＭＯ！

が増え、昨年は三万泊近くの外国人宿

い や けい

光地域づくり」そのものだった。

は廃村になるという危機感を持った住

せる目論見だ。

「住んでよし、訪れてよし」の
観光地域づくりのために ！

民や行政は、業種を超えて・地域を超

【資料３】祖谷渓のブランドコンセプト
「千年のかくれんぼ」
を掲げたポスター
【資料４】祖谷渓落合集落の古民家宿泊施設
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二つ目は、観光地域

できているかだ。幅広

りする機能を持つ場が「観光地域づく

ここでは、多様な住民や団体の参画

い団体や住民が集い、

現したいという関係者の高い志とその

そのためには、行政はもちろん地域
による平場の議論を通して地域独自の

地域のあるべき姿に向

づくりに不可欠な多様

内の多様な団体が「地域のあるべき姿
価値を掘り起こし、発信することによ

かって観光により地域

りプラットフォーム」であり、
「日本

の実現」という大きなベクトルのもと
り来訪者を呼び込むとともに、観光資

課題を解決する方策を

手段として観光を活用するという周到

に利害を超えて結集し、地域資源を観
源として活用しながら住民が来訪者と

平場で議論し、取り組

な関係者の巻き込みが

光に生かすことに関してお互いに議論
一緒に楽しむ仕掛けを創るという、地

む仕組みが機能してい

版ＤＭＯ」である〈資料６〉
。

を戦わせ、
知恵を出し合う場が必要だ。
域マネジメント機能とブランディング

な「観光地域づくり」戦略が不可欠だ。

このように「観光地域づくり」を展開

的な地域マネジメント

なければいけない。因

長年、日本版ＤＭＯ構築に関わって

などの仕組みがあるか

などのマーケティング機能が発揮され

きた筆者としては、観光地域づくりに

らこそ、行政からの補

するために地域全体をまとめ、かじ取

おけるＤＭＯの意義・役割については

助金等を安定的に運営
られる。

資金とすることが認め

以下の点を留意すべきだと考える。
一つは、観光地域づくりの司令塔で
あるＤＭＯの主たる役割は、観光誘客

最大化し、両立させることだというこ

き姿が明確であるとともに、その活動

くりにおいて目指すべ

三つ目は、税金を使

とを、
関係者が共通認識を持つことだ。

の意義や成果等を客観的なデータに基

戦略の策定、ＫＰＩの設定、ＰＤＣＡ

データの継続的な収集やそれに基づく
従前の観光協会が顧客満足だけを追求

官民で進める観光地域づくり

サイクルの確立が必要になるのは当た

の効果により地域の暮らしを豊かにす

ものづくり

づいて常にわかりやすく整理、提示で

うからには観光地域づ

ガイド協会

して、取り組んできた集客主体の観光

お客様、住民

り前だ。

Destination Management／Marketing Organization

きていなければいけない。
そのために、

【資料6】「住んでよし訪れてよし」の観光地域づくりの司令塔としての日本版DMO

地づくりとは全く違う。

るために、顧客の満足と住民の満足を

鉄道会社
バス会社

文化施設
大学

地域観光協会

公民館

JA

観光施設
宿泊施設

商工会議所
商店街連合会
飲食店組合

NPO、住民

みに、このような持続

特 集
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伝統農法に基づいた
地域自慢の食材を来訪者と楽しむ
（観光資源）
伝統農法に基づいた
地域自慢の食材
（地域資源）

日本版ＤＭＯ
（観光地域づくりプラットフォーム）

行政

なければいけない。

【資料5】資源⇒地域資源⇒観光資源

