


 

  



「地域いきいき観光まちづくり 2011」の発行にあたって 
 
 

“住んでよし、訪れてよし”の観光まちづくりへの原点回帰 

 

観光庁では、日本各地で熱意と創意工夫による魅力的な観光地づくりの事例を紹介し、

観光地づくりに取り組む方々へ広く参考となるよう、「地域いきいき観光まちづくり事例

集」を平成 18 年より発行しております。今回で 5冊目となる本書「地域いきいき観光ま

ちづくり事例集 2011」では、「地域住民と観光客が共に楽しむ観光まちづくり」に着目し、

40 地域の事例を掲載いたしました。 

地域住民と観光客が共に楽しむ観光まちづくりに着目したのは、今こそ「住んでよし、

訪れてよしの観光まちづくり」の原点に戻って観光まちづくりを考える必要があると考え

たからです。そこに住む人たちが自信と誇りを持って、地域の歴史・文化や自然、食など

を掘り起こし、自らも楽しみながら観光まちづくりを行っている地域は、国内外から多く

の人々を惹きつけます。そして、住民と観光客が共に地域の魅力を楽しみながら育ててい

くことが、地域の活力、ひいては日本の活力につながっていくのではないでしょうか。 

平成 24 年 3月 30 日に閣議決定された新たな観光立国推進基本計画の冒頭には「観光で

つくる日本のチカラと地域の魅力」とあります。本書が、「観光でつくる日本のチカラと

地域の魅力」に取り組む皆様の一助になれば幸いです。 

 

 

 

 

《本書の構成》 

 本書は、二部構成となっております。 

 第一部では、「地域住民と観光客が共に楽しむ観光まちづくり」に着目した 40 地域の事例を紹

介しています。各事例は 4 ページで構成されており、地域のキーパーソンへのインタビューや現

地での調査をもとに、各地域の観光まちづくりのプロセスを「地域の特徴と取り組みの概要」「地

域資源の発掘と活用術」「地域資源を観光事業に活かすまでのプロセス」のテーマで記載して

います。また、観光まちづくりの取り組みのポイントをわかりやすく示すために、ページ上段には

「地域の課題とソリューション」を簡潔に示し、観光まちづくりの効果をわかりやすく示す統計デー

タを掲載しています。 

 第二部（資料編）には、過去 4 冊の事例集に掲載されている 215 地域の事例について、ダイジ

ェストで再掲しています。過去の地域いきいき観光まちづくり事例集に掲載されている取り組み

内容を調べる際の索引としてご活用ください。 
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