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第 1 章 はじめに
1-1 調査の背景と目的
観光客のニーズの多様化、旅行スタイルの変化等に対応した魅力ある観光地域づくりを
推進するため、新たなモデルの構築につながる観光地域づくりの先進的取り組みに対して
調査・支援を行い、普及・促進を図っていく必要がある。
このため、これまでの先進取り組み事例の収集や実証実験等を行うことを通じて、観光
地域づくりに寄与することを目的とする。

1-2 調査の概要
国内旅行における旅行市場は、国内人口の減少とともに、成熟化（団体から個々人の観
光、まだ見ぬものを見る・訪れるから参加・体験といった経験価値等）、旅行ゼロ回層の拡
大等の環境の変化に対応した観光地域づくりが求められている。また、海外市場について
も、訪日外国人観光客のリピーター化が急速に進んでいることから、同様の観光地域づく
りが早急に求められることが予想される。
一方、これまでの観光地域づくりにおける成功モデルは、著名な史跡や自然景観、温泉
といった観光客が「一度は行ってみたい」と思う観光資源をスポットとして整備すること
が中心であった。
しかし、上記の背景を踏まえれば、これからの観光地域づくりのモデルを検討するうえ
では、こうした観光に加えて観光地域づくりの原点を振り返ることが求められる。それは
観光立国推進基本法の基本理念であり、「自らの地域を愛し、誇りをもって暮らしているな
らば、自ずと誰しもが訪れたくなるものである」こと、すなわち「住んでよし、訪れてよ
し」の観光地域づくりである（出典：観光立国懇談会報告書（2003 年））。
具体的には、既存の自然、名所・旧跡、観光施設等のスポット型観光地から、地域の日
常の空間や生活文化、農業・漁業等の地場産業等の魅力を、滞在しながら、地元住民と交
流しつつ楽しむ「滞在交流型観光」への転換を図ることである。
本調査では、既存の観光地（これから観光地域づくりに取り組もうとする地域）は、こ
れまでの取り組みを活かしながらどのような視点で、どのような改善を行っていくことで
「滞在交流型観光」への転換を図る事ができるのかを主題に、新たな観光地域づくりのモ
デル構築に向けた調査・分析を実施する。
具体的には、以下の調査を行う。
① 滞在交流型観光の視点による先進的な取り組み事例調査
滞在交流型観光の視点で先進的な観光地域づくりの事例を調査し、主な取り組みの内容、
プロセス、実践者が語る変革の背景にあった地域の現状や危機意識、障害となった内容と
その対策、成功のポイント等を整理・分析する。
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② 観光客アンケート調査
現在の観光客が感じる観光地への不満、満足するポイント等を調査し、観光地の課題や
今後取り組むべき改善点等を整理・分析する。
③ 実証事業における取り組み内容及び効果分析
観光庁の公募により全国から寄せられた案件の中から実証事業を選定する。さらに、そ
の実施のプロセスや結果を基に、新たな観光地域づくりの課題の抽出や問題点を整理し、
取り組み内容の効果分析・検討を行う。
④ 検討委員会による普及・啓発方策の検討
上記の調査等を踏まえ、有識者で構成する検討委員会を開催し、これからの観光地域づ
くりに求められる考え方や方向性を整理するとともに、普及・啓発を図るための事例集等
の内容・構成を検討する。

図 1-1 調査フロー
滞在交流型観光の視点による
先進的な取り組み事例調査

滞在交流型観光に向けた
動機、プロセス、具体的な取り組み
等の抽出

観光客アンケート調査

滞在交流型観光に向けた
観光客の視点による
改善点の抽出

実証事業における
取り組み内容及び効果分析

滞在交流型観光に向けた
試行の効果分析
取り組む中で現れる
課題・問題点とその解決策の分析

有識者委員会による普及・啓発
方策の検討

滞在交流型観光の促進に向けた
普及・啓発の内容、方策等の
検討

（観光地域づくりのイノベーションとは）
イノベーションとは、全く新しい商品やサービスを生み出すこと、既存の商品やサービス
を改善することで新しい需要、顧客を獲得すること等、広い意味での革新的・創造的な取り
組みを指している。
本調査では、観光地域づくりにおけるイノベーションを以下の意味として用いている。観
光地が陳腐化し、飽きられ、衰退しないためには、双方のイノベーションが継続的に行われ、
リピーターや新たな顧客を創出し続けることが重要になる。
① 観光地の環境やサービスを観光客の視点に合わせ、新しい技術や発想を取り入れ、より質
の高いものに改善するもの（改善型のイノベーション）。
② その地域の既存の資源を掘り起こし、磨き上げることによってこれまでにない「訪れる価
値や魅力」が創造されるもの（価値創造型のイノベーション）。
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第 2 章 滞在交流型観光に向けた取り組み内容や改善点の調査・整理
2-1 観光地域づくり先駆者ヒアリング
（1）調査の目的
観光地域づくりにおける地域側から見た課題を抽出することを目的に、過去に観光地域
づくりを行った以下の 5 事例について、先進事例の主導者、リーダー的な人材に対して、
ヒアリングや対談を行い、事例記事として活用できるようにわかりやすく整理・分析を行
った。
（2）調査の概要

図 2-1 ヒアリング対象者一覧
ヒアリング

地域

所属・役職

対象者

函館西部地区バル街実行委員
ほっかいどう は こ だ て し

北海道函館市

ふかや

こう じ

深谷 宏治氏

会

青森県大間町
ながさきし

おおさかし

長崎市・大阪市

しま

島

やすこ

康子氏

ちゃたに

こうじ

茶谷 幸治氏

実施日
2013 年
1 月 27 日

実行委員長
あおもりけん お お ま ま ち

ヒアリング

まちおこしゲリラ集団
あおぞら組 組長
長崎さるく博、大阪あそ歩
プロデューサー

2013 年
1 月 28 日
2013 年
1 月 15 日

おぢかアイランドツーリズム
ながさきけん お ぢ か ま ち

長崎県小値賀町

たかさご

たつし

高砂 樹史氏

（株）小値賀観光地域づくり公社

2013 年

/NPO 法人おぢかアイランドツー

1 月 11 日

リズム協会
おおいたけん べ っ ぷ し

大分県別府市

つるた

こういちろう

鶴田 浩一郎氏*

専務取締役

NPO 法人ハットウ・オンパク
代表理事
愛媛大学法文学部総合政策学

えひめけんまつやまし

愛媛県松山市

よねだ

せいじ

米田 誠司氏*

科

講師

（前

由布院観光総合事務所

事務局長）

*対談形式でのヒアリング実施
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2013 年
1 月 31 日

（3）ヒアリング（記事として整理・分析）
ほっかいどう は こ だ て し

① 北海道函館市

ふ か や こう じ

深谷宏治

はこだて せ い ぶ ち

く

氏（函館西部地区バル街実行委員会 実行委員長）

プロフィール
1947 年函館市生まれ。理工系大学を卒業後、料理の世界に飛び込む。1975 年渡欧し、ス
ペイン・バスク地方ルイス・イリサール氏のもとで修業。帰国後、1981 年函館にレストラ
ン・バスクをオープン。2004 年函館でスペイン料理フォーラムを開催。この催しを機に函
館の旧市街地での飲み歩きまち歩きイベント「バル街」を定着させる。また、2009 年から
「世界料理学会 in HAKODATE」を開催。2013 年 9 月に 4 回目の学会を開催予定。著書
に『スペイン料理［料理 料理場 料理人］深谷宏治』（2000 年柴田書店）がある。

取り組みの概要
「バル街」は 5 枚つづりのチケットを購入し、函館西部地区の様々な飲食店を訪ね歩き、
「ピンチョス」と呼ばれるおつまみを食べ歩くことができるイベント。2004 年の開始以降、
年 2 回開催しており、近年では、青森県内からの特別参加や、バル街の取り組み自体が全
国各地で行われている。

取り組みに至るプロセス
函館市は渡島半島の南東部に位置し、東・南・北の三方を太平洋・津軽海峡に囲まれ、
西は北斗市・七飯町・鹿部町と接する。人口は 27 万 8,000 人（2012 年 11 月末現在）で、
減少傾向にある。古くから水産業を基幹産業として発展し、大正時代から北洋漁業の基地
として発展。夏から秋にかけての夜間、津軽海峡に幻想的に灯るイカ漁の漁火は函館の風
物詩になっている。異国情緒ある函館港、明治初期に新政府軍と旧幕府勢力による戊辰戦
争の最後の舞台となった五稜郭をはじめとする歴史的建造物、函館山からの夜景等、観光
資源も多く、国内はもちろん海外から多くの観光客が訪れる。
旧市街地だった西部地区は洋風、上下和洋折衷様式の町屋が今も残り、異国情緒が感じ
られる町並みを形成している。明治、大正時代に入っても西部地区の繁栄は続き、料亭や
カフェ、映画館や劇場が建ち並び、東京以北最大の繁華街として賑わっていた通りは銀座
通りと命名されるほどだったが、昭和初期に入るとショッピングセンターの多くが新市街
地に建設されたこともあり、人の流れは西から北東へ移動。次第に旧市街地である函館西
部地区の賑わいはなくなり、地元の人があまり来ない町になってしまった。
函館でバル街を始めたきっかけは、地域づくりでも商店街の活性化でもない。「日本にな
ぜ、本物のスペイン料理が根付かないのか」と思った深谷氏が、スペインや東京からコッ
クや評論家を呼び、2004 年に函館で「スペイン料理フォーラム」を開催した。このとき、
中心となったのが、その 6 年前に結成された函館の料理人の組合「クラブ・ガストロノミ
ーバリアドス」である。月に一度勉強会を開催し、情報交換をしているうちにフォーラム
の開催を思いつき、どうせやるなら「スペインの食文化であるバルの楽しみを一夜だけで
も函館で楽しもう」と発想し、函館の景観保全に関心を持っている人々と一緒になってフ
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ォーラムを開催した。バル街はその企画の中の一つとして行われた。バル街はこのフォー
ラムにやってくる内外の人たちに函館の夜をスペイン風に楽しんでもらおうと企画された
イベントだったのである。
その後は「もっと自分達が楽しもうよ」と、2 回目以降は賛同してくれる店を募り、お祭
り気分で進んでいった。回を重ねるうちに、コンセプトは「旧市街地になり、人の往来が
少なくなってしまった函館西部地区に来て、私達といっしょに楽しんで欲しい」と、旧市
街地への往来を地元民に呼びかけることに傾注した。
「観光客からのアンケートを見ると、函館の良さは散策にあるという。それもショッピ
ングセンター等ではなく、金森赤レンガ倉庫、元町教会、多くの坂道、ベイエリア等、従
来からある函館らしい場所での散策だ。住宅地や商業施設はどんどん東へ延び、西部の旧
市街地へ足を運ぶ人は昼間でもほとんどいない。観光客が喜ぶ場所、函館らしい景観を函
館の人にこそ知って欲しい」と深谷氏。1 回目からこうしたコンセプトがあったわけではな
かったが、バル街のエリアがたまたま西部地区で、訪れる方が「ここへ来るとホッとする」
と口にすることが多いことに着目し、開催して 3、4 回目を数えるころから地元民を強く意
識し始めた。
z

スペイン料理フォーラムの前夜祭として函館バル街を立案
料理人や専門家らによるパネルディスカッション、音楽、フラメンコ等を織り交ぜたイ

ベント「スペイン料理フォーラム」を 2004 年に初めて開催。企画の一つとして、西部地区
で一晩だけ本場スペインの食習慣であるバル街を実現したいと有志が集い、実施。当初は
深谷氏が西部地区にあるカウンターのある店を訪ね歩き、ピンチョスと一杯の飲み物を提
供してもらえるよう交渉した。その結果、25 店が協力した。補助金等は現在に至るまで活
用はしていない。
z

ターゲットを函館市民のまち歩きに明確化
回を重ねるうちに、バル街の目的を「函館の旧市街地である西部地区の良さをまずは函

館市民に、次に観光客に知ってもらうこと」に定める。料理を通じて旧市街地の価値を高
め、保存していくことに傾注していく。
z

まち歩きに有効なチケットを発案
友人達と立ったまま食事と会話を楽しみ、ひいきの店を梯子しながらまち歩きをする。

こうした日本にないまち歩きの習慣をどうしたら実現できるかを考えた結果、チケット制
を発案。半券 5 枚が 1 綴りになった 1 冊のチケットを前売り 3,500 円、当日 4,000 円で販
売。2012 年 9 月のバル街では前売りで 4,000 冊、当日売りで 500 冊を販売した。販売ルー
トは、参加店舗による販売が 40％、実行委員会による販売が 25％、各種プレイガイド 15％、
ネット販売 10％、当日券 10％等となっており、加盟店と実行委員会が 7 割近くを占める。
バル街の主なターゲットである地元市民に浸透している結果といえよう。
z

補助金に頼らない
公共的な観点から補助金を使ってはどうかと打診されたこともあるが、味覚やサービス、

コミュニティといった観点から函館バル街の品質を維持する必要があり、チケットの売上
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の収益から運営費を捻出しているのが函館バル街の特徴だ。半券 700 円のうち、600 円は
参加店舗へ配分し、100 円を事務局費用として投入。5 枚綴りで 4,000 冊売れると単純に
200 万円が収益となり、その費用でウェブサイトや地図等を作成したり、イベント当日のア
ルバイトの人件費等に充てている。ウェブサイトでは開催概要や参加店舗を告知している
が、地図は紙で制作し、チケット 1 冊につき 1 枚を配布。町中や店舗内で客同士がコミュ
ニケーションをとるツールとして役立てている。スマートフォンやタブレット端末での情
報発信よりも、あえて紙媒体・口コミでの情報発信にこだわり、地元住民同士・住民と観
光客のコミュニケーションを生み出す。まちの賑わいを生み出すためにこの点は譲れない
コンセプトになっている。

イノベーションのポイント
z

品質の維持
函館バル街では手を挙げた店舗が無条件で参加できるわけではない。全国チェーンの店

舗よりも、基本的に地元の店舗であることが優先される。また、ピンチョスとドリンクの
提供が可能であること、バル街の雰囲気に合っていること、一定レベルの質・味であるこ
と、コミュニケーションが図れるスペースがあること等が条件となっている。こうした条
件は厳密な審査ではなく実行委員メンバーが実際に、それとなく足を運んで視察し、自身
の目で確かめて判断している。こうした品質の維持も函館バル街が人気を博し続けている
秘訣の一つだ。
z

まじめに取り組んでいるバル街が各地で成功している
2004 年に初めて函館市でバル街を開催して以来、参加する飲食店も来店者も増える一方

であることから、同様のイベントが全国に広がっている。2012 年 9 月に開催されたこの年
2 回目、通算 18 回目となる函館バル街では 70 軒の店が参加し、3,500 円の前売りチケット
900 枚（プレイガイドとインターネット販売）が 10 日間で売り切れた。市内で行われる他
のイベントは常に集客面で苦労しているにもかかわらず、バル街に関しては残っているチ
ケットがプラチナ化したり、4,000 円の当日券でさえも買い求める行列が後を絶たない。
こうした現象を受け、最近では地域づくりや商店街の活性化だけでなく、事業の成功事
例として深谷宏治実行委員長の考えや発言が企業研修等で資料として配られたり、企業か
ら講演依頼が来ることもあるという。しかし、
「○○億円の効果があった」「○○万人を集
客できた」という経済効果や手法ばかりが先行し、イベントの本来の目的がなかなか伝わ
っていないのが実情だ。そのため、バル街を真似ては見たものの、今一つ効果を生んでい
ない地域も目立つ。深谷氏自身はバル街のイベントが全国に広がることを喜び、問い合わ
せがあれば進んで情報を公開。この仕組みを活用して他の地域も盛り上がって欲しいと応
えるが、「まじめに取り組んでいるところは集客が伸びているが、システムを真似している
だけのところは落ち込んでいる」と分析する。
函館バル街は行政からの補助金はゼロで、開催当初から有志が集まる実行委員会がチケ
ットの販売から得られる収益だけで運営している。しかし、他の地域では補助金に頼った
結果、市民からの支持を得られなかったり、マニュアル的に開催されるケースや、チケッ
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トが単に金券化しているケース、1 店で出されるピンチョス（つまみ）の量が多く客がチケ
ットを使い切れない事例等が散見されるという。
函館バル街は本来、チケットを参加店で提示し、半券 1 枚を切り離して渡すと、ドリン
ク 1 杯＋ピンチョス 1 品が提供される。こうして何軒かを梯子して、町や店の雰囲気、人
との語らいを楽しむものだ。深谷氏が述べた「まじめな取り組み」とは、「まず実行委員会
が楽しむことが大切。そのためには実行委員会がまちを好きでなければならない。営利目
的ではなく、自分達のまちを良くしたいという気持ちを持つことがスタート地点。これが
バル街の特徴」と深谷氏自身が噛み砕いて説明する。また、できるだけインターネットで
の情報提供を控え、感動や喜びを客同士が現場で分かち合える環境づくりも大切な要素だ。
z

料理人は幕張ではなく、料理人が集うまちへやってくる
バル街を始めてから観光客の入込はどうなのか。深谷氏によると、市外から来る観光客

の割合は約 2 割。そのほとんどが 1 泊以上している。しかし、ほとんどが個人での来訪で、
旅行会社がツアーを企画しても集まらない。一度、その楽しさを体験した経験者が「一緒
に行こうよ」と誘う口コミが新たな客層を開拓している。もっと観光客に来ては欲しいが、
それが本来の目的ではないため、インターネットでの告知はしていない。
むしろ、バル街の成功を受け、同様の仕組みを利用した別の事業が誕生している。日本
や世界の気鋭の料理人達が学会スタイルでの発表やトークセッションを繰り広げる「世界
料理学会」の開催だ。同学会は 2012 年 4 月に 3 回目が行われ、2 日間にわたって函館市芸
術ホールと函館国際ホテルで行われた。前売券は 2,500 円、当日券が 3,000 円で、外国か
らのゲストスピーカーには交通費を支払って招聘した。2013 年 9 月には 4 回目を開催する
予定で、開催及び招聘の費用は、入場料や、月ごとに道南の旬の食材を取り入れた料理と
料理人を紹介したカレンダーの販売による収益で賄っている。この 4 回目の料理学会の前
日にもバル街を開催する予定で、函館バル街はこうしたイベントを通じて内外に知名度を
広げている。
クラブ・ガストロノミーバリアドスが制作する「はこだてガストロノミーカレンダー」
は旬の料理を紹介しているだけでなく、その月になると該当店で実際に食せることから観
光客の誘致にも一役買っている。カレンダーは 1 部 1,100 円。当初は印刷会社に「売れる
わけがない」と言われ 2,000 部を販売していたが、2013 年のカレンダーは 3,900 部を販売。
行政から補助金を受けずに資金を自分達で創出しているところがバル街の手法に通じてい
る。
バル街も料理学会も共通しているのは料理で、コックが函館を舞台に MICE※を実施して
いる点だ。深谷氏は「観光客の誘致が本来の目的ではないが、料理人達が集まって函館で
何か変なことをしていると思われたい。結果としてそれが観光につながると思う」と話す。
料理学会に出席するゲストスピーカーの交通費や宿泊費がカレンダーの収益で賄われ、北
海道外に配られたカレンダーを見て観光客が函館を訪れる。さらに、食材やキッチン用品
等、学会に出席するコックを取り巻く大勢の事業者も函館を訪れ、商品をアピールする。
「補

※

MICE…企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）
（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、
展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字のこと。
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助金をいただくよりカレンダーを買っていただくほうがうれしい」と、行政の観光への支
援策は補助金だけではないと深谷氏は語る。
「料理人が始めたコンベンションだから人が集まる。料理人は幕張ではなく、料理人が
集うまちへやってくる」
。バル街の成功のノウハウというよりも、MICE そのものの在り方、
運営の仕方さえも考えさせられる事例といえよう。

深谷宏治さんに聞きました！
いま、観光地域づくりに求められるものは何ですか?
まちづくりは、情熱を持った人がするべき
とかく観光では、受入側が人を集めるための仕組みづくりを優先させがちですが、大
切なのは「行きたいと思わせるものを作ること」。これが先ではないでしょうか。世界一
の料理人を函館に呼べば、日本中・世界中からその人を目当てに人が集まります。人が
集まらないのは「世界一の料理人」といった目玉となる人ではなく、呼びやすい人しか
呼んでいないからです。言い換えれば、できることしかやっていないから、どこも同じ
ような企画になってしまうのです。
例えば、雨が降った場合のテントを買うことにお金をかけることも必要ですが、本来
一番お金をかけるべきは企画です。このまちが良くなって欲しいと一番思っている人、
情熱を持った人が企画をするべきです。
私達で言えば、料理人が料理人のため料理の学会を企画し、自分達で運営する。する
と、本当に来たい人だけがやってきます。本来のコンベンションはこうして自然発生的
に生まれるもののような気がします。
「ぜひまた来る。友だちを連れてくるから次回も呼
んで欲しい」とゲストに賛同された 3 回目の料理学会でこれを確信しました。
バル街はオープンソリューションです。やり方も資料も惜しみなく提供しています。
料理学会さえ、他地域で開催しても良いかもしれません。でも、どちらも儲かるもので
はなく、お店にしてもカレンダーを作る印刷会社にしてもリスクのほうが大きい。大切
なのは、作りたい気持ち。つまり情熱がリスクより大きいかどうかです。夢を持ってい
るとよく寝られます。悲しいときも元気になれますよ。
バル街は品質を維持するために、地元資本の個人店参加を基本に、客同士がコミュニ
ケーションを楽しめる雰囲気の有無、味、評判等を吟味することで、バル街の価値観・
品質を維持しています。何よりも客から見た安心感を大切にしています。
どの店も儲けようと思ってやっているわけではありません。自分達が楽しむことで函
館の PR につながり、さらに住民が函館を見直すきっかけになり、ひいてはヨーロッパ
のように観光客に来て欲しいという願いにつながれば本望なのです。
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観光地域づくりの取り組みのポイント
z

人をいかに集めるかとか、経済効果が目的なのではない。地元の人に旧市街地の西部
地区の良さを知って欲しかったから。

z

バル街は目的ではなく、スペイン料理フォーラムや世界料理学会の一イベントとして
開催。2 回目以降はバル街のみ取り上げた。

z

経済効果や理論は後から付いてきた。

z

大切なのは、自分達が楽しむ＋このまちが好きだ！

z

マニュアル的に実施している実行委員会のバル街はうまくいかない。

z

できるだけインターネットでの情報提供を控え、客同士がコミュニケーションの喜び
を分かち合える場づくりを。

z

まちを良くしたい気持ち＞営利目的

z

観光客へは、楽しんだ人の口コミで拡散。

z

チケットやカレンダーで活動費を捻出、補助金に頼らない。

z

料理人が変なことをしているまちだと思われたい。それが観光につながる。

z

道南の旬の食材を紹介したカレンダーを見て、主婦が行ってみたいと思う。これが誘
客に貢献。

z

失敗してもいい。努力しよう。やるだけやってみよう。

z

料理人が始めたコンベンションだから人が集まる。料理人は幕張ではなく、料理人が
集うまちへやってくる。

z

夢を持っていると寝られる。悲しいときも元気になれる。

z

観光客を呼ぶためのシステムを作るのではなく、行きたいと思わせるソフトを充実さ
せるべき。

z

できることしかやっていないから同じ企画になる。

z

情熱が第一。このまちが良くなって欲しいと思っている人に任せるべき。

z

やりたい気持ちと情熱＞リスク

z

料理人は自分や自分の店のためではなく、まちのためにまとまることも大切。

z

安心感を持たせるために、参加店の品質を重視。

z

バル街が、住民や観光客に函館のまちの良さを再発見させる。それが結果として誘客
につながる。
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あおもりけん お お ま ま ち

② 青森県大間町

しま や す こ

島康子氏

（まちおこしゲリラ集団あおぞら組

組長）

プロフィール
大間町出身。東京・仙台での生活を経て 1998 年に大間町へ U ターン。2000 年に「まちお
こしゲリラ集団あおぞら組」を結成。内閣府地域活性化伝道師、下北半島の元気づくりプ
ラットホーム「NPO 法人ぷらっと下北」代表。

取り組みの概要
2013 年 1 月 5 日、東京・中央区の築地市場で行われた水産物の初競りで、222kg の生鮮
本マグロが史上最高値となる 1 億 5,540 万円で競り落とされた。3 年連続で最高値を付けた
大間のマグロ。
今でこそ、大間町へ行けばマグロは食べられ、漁師の話も聞ける観光地となっているが、
2001 年までは観光振興の視点、マグロを観光資源にする発想は無かった。
その漁業一筋のまちの観光地域づくりを牽引し、漁師の生活文化を紹介しながら住民の
意識を変えたのは地元の女性達だった。
観光地域づくりの発端と、漁師の生活文化を観光に結びつけた大間町の取り組みに迫っ
た。

取り組みに至るプロセス
青森県大間町は本州最北端のまち。下北半島北部に位置し、北海道の山並みを北に仰ぐ。
しおくびみさき

津軽海峡を隔て北海道との最短地点である函館市汐首 岬 とは約 17.5km の距離に位置する
漁業が中心のまち。総人口は約 6,000 人。
1960 年代頃からマグロの一本釣りが有名で、東京の有名料亭、寿司屋に流通されていた。
しかし、2001 年 1 月 5 日の初競りで、「大間マグロ」の独特の黒みを帯びた濃厚な赤みが
10 万円／kg、1 本 2,020 万円の高値がついたことから一躍有名になり、それ以来、大間の
マグロを求めて観光客や卸売業者が急激に増加するようになったといわれる。
1970 年代後半になるとマグロが減り、一本釣り漁師に不遇の時代が到来したが、1990
年代に入るとマグロ漁が本格的に復活。漁期は 8～12 月頃で、12 月の厳寒期に漁獲される
マグロは特に脂がのって最高級品とされている。しかし、冬の津軽海峡という厳しい環境
の中でのマグロの一本釣りは危険を伴う。その漁師の生き様が物語になるということから、
大間の漁師を題材としたドキュメンタリー番組が何本も放送されるようになった。中でも
2000 年に放送された NHK 朝の連続テレビ小説「私の青空」が、地元に観光地域づくりの
機運をもたらしたといわれる。
はまばた ひろ ふみ

ドラマのロケに関しては大間漁業協同組合の濱端廣文代表理事組合長がフィルムコミッ
ション的な役割を果たし、撮影の場所や一本釣り漁の方法等、実務を全面的に指導。一方、
大間町商工会でもこれを機に観光産業の活性化や町全体の活性化を図ろうと「観光ビジョ
ン」を策定。意見を募り、レポートを作成した。しかし、なかなか実行に移す機運が生ま
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れなかった。そんな時、会議の席で「本を作って終わりか?

レポートなんかいらん。自分

達がやらなければ意味がないだろう」と机をたたき、自分達自身が行動を起こすことをメ
ンバーに強く発破をかけたのが濱端組合長だった。
そして、まちおこしゲリラ集団・あおぞら組のメンバーや町の商店、企業等の有志が集
まり「大間活性化委員会（通称：やるど会）」が 2001 年に結成された。
大間町は「本州最北端の大間崎」があり、団体バス等が訪れることもあった。しかし、
漁師のまち、ということでまちと観光客との接点はほとんど無かった。しかし、2000 年の
NHK 朝の連続ドラマ「私の青空」の放映をきっかけに、まず町のリーダー（商工会、漁業
協同組合等）の意識が変わり、若い、行動力のある人材を後押しした。そして、マグロだ
けではない多様な海産物のおいしさ、魅力、漁師町、漁師の文化等、大間のまちの魅力を
観光に活かす取り組みがスタートし、現在に至っている。
大間やるど会の副会長で、あおぞら組代表の島氏に当時を振り返った時のモチベーショ
ンを聞いて見ると、それは観光客を呼ぶことではなかった。「故郷での生活をおもしろくし
たい。それを形（ゲリラ活動）にして周囲に発信したら火が付いた」という。ゲリラ活動
は大漁旗を振ってフェリー客を迎えることから始めた。
「この活動がたまたま観光とかぶさ
っていた」。
東京・仙台での生活を経て 1998 年に大間町へ U ターンした島氏は、気が付くとそれま
で描いていた都会と田舎という対比的な構図から、濃いか薄いかといった物差しで故郷を
見るようになった。そして「かっこいいのは濃い田舎。濃い大間町はかっこいい」「都会と
も田舎とも見分けがつかない中途半端が一番かっこ悪い」と考えるようになった。
U ターン当初は「よぐこんな田舎に帰ってきたのー」と周囲から言われたが、都会に住
んだことで田舎の良さを実感した島氏は、毎日の生活が楽しくて仕方なく、沸き起こるエ
ネルギーを周囲に共有して欲しいと思った。
「以前、山形県にあるイタリアンレストラン『ア
お く だ まさ ゆき

ル・ケッチァーノ』の奥田政行シェフが、『田舎に生活している我々が、自分の足元に幸せ
をつくればいい。それを人は見にやってくる』と言っていたが、まさに自分は今そこにい
る」と実感した。来た人に地域を楽しんでもらうには、まず自分達が楽しむこと。観光地
域づくりのリーダーに共通する感覚が島氏にも宿っていた。
z

マグロを起爆剤に「大間超マグロ祭り」を開催
「せっかく大間に来ても、マグロが食べられない」
こうした観光客の声に応えたい。
「とにかく大間に来た人々に最高のマグロを食べさせよ

うじゃないか」と、やるど会、大間漁業協同組合等が中心になって「大間超マグロ祭り」
を開催。第 1 回目を 2001 年 10 月 24 日～28 日に開催した。
今でこそマグロ漁ウォッチングや解体ショーが見られるなど、マグロの魅力を存分に味
わえる大間町最大のイベントとして有名になったが、当時は 1 本のマグロを漁師から分け
てもらうことすら難しかった。しかし、「大間に来てマグロが食べられないなんて言わせな
い」と心意気のある地元の仲買業者が奮闘。初めての手づくりのイベントということもあ
って会場、設備、観光客への PR や案内等、諸々の困難もあった。しかし、それを乗り越え
て開催にこぎ着けた。
この大間超マグロ祭りは、現在まで途切れることなく毎年 10 月に開催している。マグロ
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の解体ショー、解体マグロや特産品の即売、マグロ漁ウォッチング、海鮮バーベキュー等
が開かれる。新聞やテレビで紹介されるようにもなり、マグロの直販店、マグロの内臓を
活かしたメニュー、土産品の開発等もともなって、地元の飲食店や宿泊施設等も一緒に賑
わう一大イベントに成長している。
z

旗振りウェルカム活動
大漁旗を手に、頭に漁師手ぬぐいを巻いて、大間―函館のフェリー乗船客に向かって「よ

ぐ来たのー！」と叫びながら大漁旗を振って歓迎。帰りは「へばのー！」（またねー）と見
送るもてなしのスタイルを確立。当初はメンバーの間でさえやることに恥ずかしさがあっ
たが、「金がなければ勇気を出せ」「理屈こねる前にまんず動け」とスタート。
今では大間の歓迎・お見送りスタイルとして定着した。
z

下北半島や津軽海峡を挟んだ函館と連携
あおぞら組の他、下北半島の各地で地域づくり活動に取り組む有志の集まり「ぷらっと

下北」を 2010 年 3 月に発足した。東北新幹線の全線開業にあわせて、下北半島のスタイ
ルで特産品を販売する「ほっかむり行商隊」の誕生や、中学生を対象とした体験ツアー「14
歳の挑戦」を開発、モニター実施等の活動を行っている。
また、あおぞら組では海峡を挟んだ対岸の観光地、函館・道南とも連携。「はこだて湯の
川オンパク」では、オプショナルツアーとして「海を越えてオーマの休日」を実施したほ
か、最近では、ドリンクとピンチョス（おつまみ）を楽しむイベント「函館バル街」に大
間マグロをピンチョスにして参加。広域連携を考える勉強会「津軽海峡・観光バグダン塾」
の実施等に取り組んでいる。
z

「縁づくり」のツールの開発
あおぞら組では大間のマグロを前面に打ち出した商品を開発。主力商品である「マグロ

一筋 テーシャッツ」を目立つ場所で着て、証拠の写真を送ってもらいブログで公開する「大
間 T 増殖計画」を展開し、商品の購入者との接点づくりを行っている。さらに、鯉のぼり
ならぬマグロの形をした「マグロのぼり」を開発。購入されたマグロのぼりは「里帰りさ
せる」というコンセプトで大間まで年 1 回送り返してもらい、岸壁に泳がせる。
また、古い大漁旗をリメイクした「大漁だべさバッグ」はマグロ漁師が実際に使ってい
た大漁旗をもとに一枚ずつ制作するため、世界に同じものは一つとして存在しないという。
z

漁師に会える、漁師の娘が案内する、“漁師まち”大間ガイドツアー
おおまエスコートクラブは、“本州最北端”“マグロ”の町「大間」の魅力をより多くの

人に知ってもらうために、漁師の娘・奥さん（マグロ一本釣り漁師の娘 2 名、コンブ採り
漁師の娘、ヒラメ釣りの漁師の娘）が活動する団体である。
大間崎、展望台はもちろん、大間漁港や漁師の番屋（待機場）、漁師町（住宅地）といっ
た大間の漁港文化を案内したり、漁師の娘だからこそできる本物の漁師との会話（漁師の
がたり（語り））をプロデュースし、大間でしか体験できない生の漁師文化を観光客に伝え
ている。
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イノベーションのポイント
z

手探りで始めた「集客キャンペーン」で観光客のニーズを実感
今でこそマグロを観光資源に多くの旅行会社がツアーを組んで大間町にやってきたり、

個人の観光客がマグロの水揚げを見たり漁師と話しをしたくて全国から集まってくるよう
になったが、NHK 朝の連続テレビ小説「私の青空」が 2000 年に放送される前の観光客と
いえば、大間崎で記念写真を撮るため立ち寄る観光客ぐらいのものだった。今でも、マグ
ロ以外に主な観光資源はなく、解体ショー等が見られるイベントの開催、土産物の開発、
漁師をブランド化したツアー等、もっぱらマグロをきっかけにソフト面を充実させて誘客
を図っている。
マグロのシーズンともなると大勢の観光客が押し寄せるようになったのは、大間やるど
会の発足で漁業組合、あおぞら組、おおまエスコートクラブ等の住民団体、商工会、行政
等が横串に集まる体制ができ、実動部隊となるキーマンが集まったのがきっかけだ。しか
し、誰も観光業の経験がなく、最初は何をして良いかわからない。事業の方向性が正しい
かどうかも見出せないまま、2001 年 10 月に第 1 回目となる「大間超マグロ祭り」を開催
することにした。「ああだ、こうだと考えず、とにかくやってみよう。今しかない」（島氏）
と立ち上がった。当時は NHK のドラマと築地の初競りで大間のマグロが一躍有名になった
タイミング。この時期を逃してはならないと急いだ。
時間がなく、また、初めて行うイベントを全国に発信することは難しいと判断し、大間
やるど会では主に函館市民にラブコールを送った。イベント名は「朝やげ夕やげ横やげ・
大間超マグロ祭り」。しかし、イベント名に超がついていた割に用意されたマグロは 100kg1
本。解体ショーはなく、解体されたマグロを食べるためには飲食店に出向かなければなら
なかった。イベント会場で食べられたのはイカの刺身やサンマ等であった。
「直接販売できないなんて、あまりにも情けない」と思った仲買業者が、最終日の日曜
日に漁協からマグロ 1 本を買い取り、解体ショーをした後、マグロを即売したり、その場
で食べてもらった。その結果は大成功で、会場で解体したマグロが食べられることこそ喜
ばれることを痛感した。
「これぞ、超マグロ祭りだ」（島氏）。補助金頼りにその日限りで盛り上がる打ち上げ花
火的なイベントではなく、まずは自分たちができることから始めようという考え方が出発
点となり、マグロを目玉にした集客の仕組みづくりを行うことにした。マグロにつけられ
た「超」はこうした大間の人の思いを込めたもので、このイベントを通して初めて「超」
を実感した。訪れてくる観光客の規模は問題ではない。いかに喜んでもらえるか。イベン
トを継続し、いままで 0 人だった大間ファンを 1 人でも増やしたいと感じた。
「マグロの魅力だけで大間を元気にするのではなく、マグロをきっかけに人が集まり、
その効果を活用して大間に新しい何かを生みだしたい」といったやるど会の心意気によっ
て、大間の取り組みは動き始めた。
z

まちづくり活動が、築地志向の漁師の気持ちを変えた
あおぞら組の活動費は、マグロ一筋テーシャッツ、マグロのぼり、大漁だべさバッグや、

飲料の自動販売機の売上の一部で賄われており、補助金は受けていない。補助金を受ける
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とイベントを行うことが目的になってしまうからだ。だが、大間やるど会を支えてきた助
役が町長に就任して多忙となったり、漁業組合長も体調がすぐれないなど、会の活動は停
滞している。今こそ、観光協会がもっと積極的に大間やるど会の活動に参入し、マグロ単
体の収益構造から観光への波及効果に関わって欲しいとも願う。
「10 年前の大間の観光パンフレットにはマグロが表紙に来ることなど考えられなかっ
た」と島氏は語る。かつては一部のマグロ漁師だけが潤い、行政も観光に無頓着だったこ
とを考えると、結果的にこの 10 年で観光が急速に芽吹いたと言えよう。行政に頼らないこ
とは大切だが、観光に携わる人口の規模や教育、観光産業としての売上規模等、長期的な
ビジョンが薄れている今、行政とどのように絡み、どう支援してもらうか。行政と住民の
関係が一体化すると、さらなるイノベーションが起こるのではないかと島氏は期待する。
「一本釣りで築地で勝負をしたい」
。どの漁師も掲げる目標だが、ツアー客が来ればガイ
ドのインタビューに笑顔で応え、写真撮影にも応じる。「地域のためだから」とテレビにも
出演する。島氏やおおまエスコートクラブ、そして地元でマグロ料理を提供する飲食店ら
の活動は、着実に大間のマグロ、漁師文化を地域のブランドとし、地域の魅力を高めると
ともに、住民に活力を与えている。
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島康子さんに聞きました！
いま、観光地域づくりに求められるものは何ですか?
生まれ育った我がまちを愛すること
生まれ育った故郷に以前は劣等感を抱き、地域を都会か田舎かで見ていました。しか
し、いざ U ターンで戻って見ると、故郷を、土地の個性が濃い、薄いで評価している自
分がいた。そうした評価で見ると、独特の濃さがある大間は、とても素敵な地域でした。
とにかくこのまちでおもしろいことがしたい、濃い生活を楽しみたいと思って、仲間を
募って活動を始めました。
きっかけは、みんなに自分の地域を好きになり、
「ここに生まれて良かった」と思って
欲しかったんです。
イノベーションを起こしたいとか、観光事業が目的ではなかったのですが、結果的に
観光が遅れていた地域だったからこそ、活動が自然に観光に結びついてしまったのかも
しれません。
私達のゲリラ活動やエスコートクラブの活動が漁師の方にも伝わり、なんとか観光に
協力してくれるようになりました。2011 年、様々な分野の第一線で活躍している人を紹
介する NHK のドキュメンタリー番組『プロフェッショナル

仕事の流儀』に、マグロ

漁師の山崎倉さんが出たときは感動しました。山崎さんはマグロ一本釣りの神様と呼ば
れる一流の漁師です。その人が「テレビに出るのは地域のためだ」と言ってくれていま
した。
マグロをきっかけに住民にもっと元気になってもらいたい。波及効果を広げたい。そ
んな心意気が漁師の方にも通じてきたのかなと思える出来事で感動しました。
「“おもしろがる心”を一番大切にして、自分達のアイディアで、自分達の力でやれる
ことをやって行こう」と決めたんです。
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観光地域づくりの取り組みのポイント
z

活動の当初の目的は観光客を呼ぶことではなく、故郷での生活をおもしろくしたかっ
ただけ。それを形にしたら仲間に飛び火した。

z

U ターンをしてまちを見る物差しが変わった。都会か田舎かではなく、濃いか薄いか。
濃い大間町はかっこいい。濃い故郷でおもしろいことがしたかった。

z

U ターンで大間に生まれて良かったと実感した。湧き上がるエネルギーを他の人にも
共有して欲しかった。

z

自分の足元に幸せがあると、人はそれを見にやってくる。まさに自分は今そこにいる。

z

事業を継続できる利益が必要だが、公益的な利益のためなら利益がなくても活動する。

z

実動部隊となる大間やるど会の発足でキーマン同士に横串ができた。

z

「ああだ、こうだと考えず、とにかくやってみよう」。今しかないというタイミングだ
った。

z

「解体したその場でマグロを食べること」こそが、外部の人に喜ばれると、やってみ
て初めて分かった。

z

「超マグロ祭り」の「超」は、「大間の人にマグロを超える魅力を持ってもらいたい」
「マグロを超える資源をつくりたい」という意味。

z

マグロ単体で大間を元気にするのではなく、マグロをきっかけにその波及効果で大間
に何かを生みたい。

z

補助金に頼ってしまうと、イベントを行うことが目的になってしまう。

z

観光協会にもっとマグロ単体の収益構造から観光への波及効果に関わって欲しい。

z

行政との関係が一体化すると、さらなるイノベーションが起こるのではないか。

z

大間の漁師はツアー客が来ればガイドのインタビューに笑顔で応え、写真撮影にも応
じる。観光が住民に活力を与えている。
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ながさきけん な が さ き し

③ 長崎県長崎市

ちゃたに こ う じ

茶谷幸治氏

ながさき

はく

おおさか

ぼ

（長崎さるく博、大阪あそ歩プロデューサー）

プロフィール
1946 年大阪生まれ。1969 年早稲田大学第一政治経済学部政治学科卒業。同年、株式会社
電通入社、大阪支社クリエイティブ局 CM プランナーを経て、1981 年同社退社、株式会社
経営企画センター設立。「アーバンリゾートフェア神戸’93」「ジャパンエキスポ南紀熊野
体験博」
「しまなみ海道 99」
「長崎さるく博」
「大阪あそ歩」等の総合プロデューサーを歴任。

取り組みの概要
歴史的建造物や文化が色濃く残り、観光が重要な産業として栄えている長崎市でさえ、
観光客の数は減少傾向にあった。市の入込客数は 90 年に年間 628 万人を数えたが、日蘭交
流 400 周年を迎えた 2000 年ですら回復は遠く、512 万人にとどまった。
そこに登場したのが、長崎弁でぶらぶら歩くを意味する「長崎さるく博」だ。派手な建
物を建造したり、お金をかけたイベントを催すでもないこのまち歩きのイベントを 2006 年
に開催したところ、延べ 723 万人が参加し、入込客数は前年同期比 6.7％増を記録、特に宿
泊客が増えた。

取り組みに至るプロセス
観光が主要産業のひとつである長崎市においても人口の減少と高齢化は避けられず、人
口は 1985 年に 50 万 6,000 人を記録して以来減少に転じている。2030 年には 35 万 4,000
人に落ち込み、うち 65 歳以上の高齢者が占める割合は約 37％に達するという予測もある
（都市再生委員会＝2009 年）。観光は県にとっても市にとっても農業・水産業を超える規模
であり、主要産業を担っている。それだけに観光による交流人口の拡大とそれに伴う経済
の活性化は急務だが、外国人観光客の伸びとは対照的に国内旅行や修学旅行の数は減少。
歴史、文化、商業、産業、平和、医療等、幅広いジャンルを観光に結びつける政策が急務
だった。
そこで、2002 年には年間 500 万人を切るようになっていた長崎市の観光客数を回復させ、
長崎市を元気にするために基幹産業である観光の振興を図ることを目的に、市民を中心と
した委員会が 2003 年に「長崎市観光 2006 アクションプラン」を策定した。しかし、いっ
たい誰が、どのような取り組みをすれば良いのかが分からない状態だった。少なくともワ
ーキングチームは、「まねぶ」（真似て、学ぶ）という姿勢を大事にし、視察した多くの先
進地で観光施設だけでなく、住民も一体となって観光地域づくりに取り組んでいることを
学んだ。そこで生まれた基本理念が、「まち活かし、ひと活かし」だ。ないものねだりでは
なく、あるもの探しをして、それを活かしていく。グラバー園や大浦天主堂以外にも、長
崎市には重要な資源があるはずであり、それを行政ではなく、市民主導で発掘していこう
という方針を決め、「さるく博」の具体像を作り上げていった。
推進委員会はイベント・プロデューサーの茶谷幸治氏をコーディネーター・プロデュー
サーとして招聘、さらに長崎市内の報道機関、経済団体、公的団体、市民団体、有識者か
らなる全 110 名の委員会を構成した。
「企画から実施まで市民の力でやっていこう、そして
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その利益は市民が得るものとしよう」を、さるく博を進める上でのコンセプトにした。東
京資本の大手広告代理店に企画の策定を依頼したり、大きなパビリオンを建設するといっ
た従来の博覧会の手法は排除。全て市内の事業者と市民で実施することを貫き通した。
こうしてスタートしたさるく博は、2004 年に 1 カ月間、2005 年に 3 カ月間のプレイベ
ントを重ねるうちに、当初はどこか懐疑的で無反応だった一般の市民が関心を持ち始め、
次第に市民全体の論調が好意的なものに変わっていった。そして、2006 年の本番では、市
民プロデューサー95 人、さるくガイド 325 人、さるくサポーター184 人が参画。7 カ月間
で 723 万人がまち歩きをし、延べ 1,023 万人が参加するイベントが開催された。
「長崎さるく博」はその後も「長崎さるく」として定着し、通年行われている。長崎市
の観光のあり方に大きな転換をもたらしただけでなく、長崎市のまち歩きは「長崎さるく」
として定着し、観光入込客数はその後もほぼ維持されている。
z

「まち活かし・ひと活かし」をコンセプトに、まち歩き（さるく）を主体とした住民
参加型の仕組みを構築
マップを片手に自由にまち歩きする「遊さるく」、ガイド付きの「通さるく」、専門家の

講座や食事等が付いた「学さるく」の 3 本柱で構成され、市内複数の観光施設が竣工する
2006 年を本番と定めて、2004 年に約 1 カ月間の「プレプレさるく博」
、2005 年に約 3 カ
月間の「プレさるく博」を実施するなど、3 カ年の準備期間を設け、市民プロデューサー、
市民ガイドを育成した。
z

期間限定の「さるく博’06」から、通年実施型の「長崎さるく」へ
「さるく博’06」は、「市民が企画し、市民が実施すること」「結果としての利益は全て

市民が享受すること」「イベントの大半は継続されることを前提とすること」を基本方針に
掲げて実施。その成功を受け、翌年 2007 年からは、通年実施型の「長崎さるく」として展
開した。しかし、博後の 2007 年、学さるく、通さるくの参加者数は半減。コースの拡充や
内容のリニューアルが持続的に行われた結果、
「さるく博’06」から 2010 年度にかけて、
「通さるく」は 31 コースから 58 コースへ、
「学さるく」は 74 テーマから 133 テーマへ
と拡充。参加者数は増大を続け、2010 年度には、「さるく博’06」とほぼ同数の水準にま
で回復した。
z

新たなガイドの発掘と、既存ガイドのモチベーション維持向上
コースの拡充に並行して、毎年、ガイド研修を行うことで、新しいさるくガイドを発掘

したり、養成にも取り組んだ。既存のガイドには、観光施設でのガイドや、ランタンフェ
スタ等のイベントへの協力依頼を行い、その活躍の場を確保し、モチベーションの維持向
上に努めた。現在では「さるく博’06」時を上回る 430 人のさるくガイドを確保し、持続
的な活動を行う礎となっている。

イノベーションのポイント
z

量を求める A 面観光から、日常生活を観光資源にした B 面観光へ
国内初の「まち歩き」をテーマにした博覧会と言われている「長崎さるく博’06」は、
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集客人数や経済効果以上に、市民と行政が一緒になって作りあげた持続的なイベントであ
り、観光とまちづくりが一体となった取り組みとして、今なお脚光を浴びている好例だ。
「さるく博」以降、まち歩きは全国各地で行われているが、長崎さるくほどの効果は生
んでいない。
「長崎さるく」と一般のまち歩きでは何が違うのか。プロデューサーを務めた
茶谷氏は次のように語る。
「観光には A 面と B 面の 2 面がある。A 面は、東京スカイツリー、東京マラソン、上野
動物園、博覧会といった建物やイベント等の集客装置だ。富士山や京都にある景色、町並
みもそうだろう。非日常を演出する A 面はわかりやすい半面、時とともに古ぼけ、参入者
が多いことから競争が激しくなる。中でもテーマパークはその代表格で、多くは儲からな
くなっている。もう、そういう時代ではないということだ。日本がそんな A 面の政策に躍
起になっているとき、欧米は B 面の政策に出ていた。B 面とは住民の日常生活を観光と結
び付けることだ。パリにはエッフェル塔やノートルダム寺院等、たくさんの見どころがあ
る。しかし、パリが最も力を入れているのは、パリの町そのものを見てもらうことだ。世
界を代表する文化と芸術の町を見てもらい、『パリはきれいな町だ』と言われるよう、市民
は犬の糞をなくし、花を植える努力をしている。さらに、自分達が出場しているスポーツ
大会や日頃の食べ物、歌等も観光資源にし、パリに住む彼ら自身の誇りをとても大切にし
ている。町は次第に美化され、活き活きとしてきた。つまり、B 面とは日常生活を観光資源
にするベーシックな観光であり、市民の活性化が伴わなければならない。日常生活を観光
にしないと、今後、観光産業は持たない」。
z

B 面観光は住民を活性化させる
グラバー園、大浦天主堂、眼鏡橋、原爆資料館等の施設があっても、それらが単独の点

で終わっていた長崎市では、これをつなぎ合わせ、長崎らしい歴史や文化が感じられる観
光に着手した。長崎市の坂道をゆっくり歩いて和・華（中国）・蘭（西洋）＝ワカラン＝の
歴史や文化に出会い、知的好奇心を刺激してもらう。そして、地元ガイドや出会った住民
との会話でまちのホンモノの生活文化に触れてもらう。そうした B 面の観光に着手したの
が、「長崎さるく博」だった。観光客が我が町を歩いてくれることで、地元住民が市民とし
ての誇りを持ち、町をきれいにし、良くしようという意識が高まった。観光客がまち歩き
をすれば時間をかけてゆっくり過ごす観光が生まれ、滞在時間が延長され、宿泊にもつな
がる。ゆっくりした観光は、団塊世代の知的好奇心を満たすことができるし、リピーター
となる可能性も高まる。茶谷氏は、
「A 面観光が点だけの大衆観光なのに対し、B 面観光は
インテリが好む知的な観光スタイル。旅行や宿泊等の業者は A 面観光を好むが、知的で探
検の香りが漂う B 面観光は、海外旅行に疲れた富裕層や年輩の観光客に好まれる」と指摘。
双方のギャップはどんどん広がるばかりだったが、「長崎さるく博」を行うことによって消
費者の真のニーズが見えてきたとも語る。
「『最近、見たいテレビ番組がない』という話をよく聞くが、大衆向けに作られた番組が
支持されなくなっているのも同じこと」と、茶谷氏は A 面観光をわかりやすく例示する。
z

受け入れる市民が自慢のまちを魅せ、感動を創る
まち歩きを行っている他の観光地と「長崎さるく」では何が違うのか。
「脱・大衆化を図るために、建物を総檜にし、宿泊費を 1 泊 5 万円や 10 万円にすれば良
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いという考えが観光業者にはある。これではいつまでたっても A 面の考えから脱却できな
い。これが日本の観光の致命傷だ」と茶谷氏は指摘する。「まち歩きは、コースをつくり、
ガイドを育成すれば良いと思っている人が 90％いる。これも大きな間違い。まち歩きは、
まちそのものがおもしろいことが大原則。行く人が楽しめ、受け入れる住民側も楽しくな
くてはいけない。韓国では、観光案内人制度を国家資格として設け、受け入れる側が熱心
に取り組んでいる。半面、日本には大都市ほど『自分達は観光で食べているわけではない』
という感覚がある。この意識を変えるには 10 年はかかる。しかし、これをしないと日本は
世界から置いてきぼりになる」（茶谷氏）。
日本の観光はこれまで、旅行会社、宿泊業者、土産屋、観光施設等の受益者が推進して
きた。しかし、パリ等ヨーロッパの先進観光地域は、来て欲しい、見て欲しいと願う市民
が観光を担っている。国際アニメーション映画祭を行っているアヌシー（フランス）も、
演劇祭が行われるアヴィニョン（フランス）も同じ。巡り巡っていつかは受益者になるか
もしれないが、わが町に来て欲しい、そしてお祭り気分で騒いで欲しい、民泊もして欲し
い、そう願う住民の真摯な取り組みが共感を呼び、世界中から観光客が集まる。
「市民が中心になって感動を創る。長崎にはそれがあった」と、茶谷氏は指摘する。
一方、日本全体ではどうか。「観光とは人の文化を見に行く行為。言ってみれば、他人の
家のトイレを覗きに行くようなもの。ホームパーティーが盛んなアメリカでは家の中を見
せ、家族を見せ、料理を振る舞う。日本では、観光客が見たい文化を隠そうとする。観光
地をバスでつなぎ合わせただけの観光は間が持たず、地元にお金が落ちない。地元の生活
構造を観光に結びつけるべきだ」（茶谷氏）。
まち歩き等、先進的な例を真似ようとする場合、「形だけをまねてもダメ」と茶谷氏は指
摘する。「特にイベントの運営を広告代理店に任せるようではうまくいかない。お金がかか
り、経験や実績がまちに残らないし、なにより住民が盛り上がらない。まして、どこかか
ら出向してきた人が行政の観光に携わったり、ポスターやパンフレットづくりをマニュア
ル通りに進めるだけの仕事と考えているようでは本気とは言えない。集客はインターネッ
トで十分。制作を外注しない。パンを焼けないパン屋はパン屋じゃないのと同じこと。パ
ンフレットはこう書かなくちゃいけないという決まりはないし、まち歩きはこうでなくち
ゃいけないという制約はない。目的は、来ていただき、喜んでもらうこと。ただそれだけ。
天気によってコースを変えてもいい。ガイドによって話の内容や見るところが違うのも当
たり前。観光とはそう言うもの」（茶谷氏）。
z

量的観光のくびきを外し、わがまち自慢を
A 面観光から B 面観光に転換するにはどうしたら良いか。再び茶谷氏に聞いてみた。
「観光に対する発想を変えるべき。まずは、スカイツリー等の点の観光から考えを離す

べき。A 面観光を否定するわけではない。しかし、そこで勝負をしてもダメ。まず、量的観
光のくびきを外すべきだ。ニューヨークにはまち歩きを紹介する団体が数多くあり、こう
いう人はみんな「I LOVE New York」と言っているが、実は産業としての観光に携わって
いない人が多い。是非、日本でもそういう人たちを発掘して、主体性を持って観光地域づ
くりに取り組んで欲しい。運営は行政に頼るのではなく、半官半民のような組織が向いて
いる」。
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ややもすると、まち歩きがいつの間にか観光地巡りになり、ガイドが歴史や見どころを
勉強し始める姿についても、茶谷氏はこう指摘する。
「お客さんは連れて行ってくれるならどこでも良い。地元のガイドが自分の言葉で、自
分の想いを伝えてくれるのが楽しいのであって、勉強したての歴史の話を聞かされてもお
もしろくない。長崎の楽しさが伝わることが一番の目的。迷ったら原点に立ち返り、あな
たにとって“何が”このまちの魅力なのか、を考えれば良い」。

茶谷幸治さんに聞きました！
いま、観光地域づくりに求められるものは何ですか?
さるく的観光交流が平和に貢献

国家間の交流を超える

日本の観光は今までマス構造でしか考えられてきませんでした。
でも、ここにきて賢い業者は消費者の真のニーズに気付き始めています。今どき、100
人規模の大広間での宴会を好む人はいません。観光客は車でやって来て、まちで食事を
して宿泊施設に泊まります。翌朝、朝食をとって、また観光に出かけます。もう、宿泊
施設がお客さんを囲い込もうとしても無理なのです。こうした消費者の潮流に乗り遅れ
ると、観光業者は経営的な危機に陥るでしょう。旅行会社も然りです。もう、宿泊予約
はインターネットだけでも良いのかもしれません。
もしかすると、壁になっているのは行政なのかもしれません。特定の宿だけを紹介し
てはいけない、紹介するなら全ての観光地を平等にするなど、公平性を重視しがちです
が、お客様にとっては「あなただけの特別なサービスです」という差別的待遇がホスピ
タリティなのです。お客様にとっては「私だけが特別なサービスを受けたい」と、良い
気持ちにさせてくれるのが観光のモデルなのです。そういう意味では行政と観光にはそ
ぐわない側面があります。行政は本来、民間を刺激する立場で良いのではないでしょう
か。決められた規則に沿って、無理をしながら行動を起こさなくてはならなくなるので
あれば、助成金も良くないと思います。
今、海外情勢も難しい状況にありますが、民衆レベルと国とでは立場が違います。お
金で結ばれる経済交流は長続きしませんが、外国の方に日本のまちを案内し、日本の視
点で語り、一緒にご飯を食べる。ただそれだけで感動が生まれます。そう考えると、観
光が果たす平和的な役割は大きい。インバウンドの視点も「さるく」と同じ観点から見
直してみてはいかがでしょうか。
何を指標に観光を進めるか。日本の将来のためにも観光の推進は不可欠です。
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観光地域づくりの取り組みのポイント
z

観光の弱点はすぐにコンセプトを間違えてしまうこと。中身や調理方法が様々にアレ
ンジされたお重があるが、そもそもこの料理は何だっけ? という全体を見る観点から
スタートすることが大切。

z

パビリオンを建設したり、タレントを呼べばイベントは成功する。しかし、儲かるの
は広告代理店のような業者だけ。イベントが終われば元の木阿弥だ。地域の存在感を
増し、地域にお金が落ちることが大切だ。

z

観光には A 面と B 面の 2 面がある。博覧会、建造物、動物園、テーマパーク等、非日
常の集客装置を作る方法が A 面。わかりやすい半面、ライバルが容易に登場し、時と
ともに古ぼけてくる。一方、B 面は食べ物や歌等、そのまちの日常生活を観光資源にし、
住民が自分達のまちを誇りに思うスタイル。日本はこの点で世界に後れを取った。

z

日本料理、安全性、おもてなし、女性の優しさ、寡黙の美徳等、日本には B 面がいっ
ぱいある。

z

お金を持ったインテリの年輩の方は、海外旅行にも疲れ、国内の良さを再発見する。
そんなとき、知的な B 面が活きてくる。

z

A 面 B 面は、言い換えれば大衆観光と知的観光。旅館やホテル、旅行会社を含め、業
者は A 面のモデルを重視しすぎて、日本は価値を高く買ってくれる B 面の市場を創っ
てこなかった。

z

致命的なのは、建物を総檜にし、1 泊 5 万円や 10 万円にすればいいという考え。これ
ではいつまでたっても A 面の考えから脱却できない。

z

行く人も受け入れる側も、どちらも楽しいのがまち歩き。住民の意識改革から成功ま
で 10 年はかかるが、これをやらないと日本は置いてきぼりになる。

z

まち歩きはガイドがいて、コースさえつくれば良いと思っている人が 90％いる。

z

日本は観光産業のステータスが低く、都市産業の担い手の多くは「俺達は観光で飯を
食っているのではない」という意識がどこかにある。

z

ニューヨークマラソンは集客装置に見えるが、あれこそ市民が創った感動のまち歩き
だ。

z

広告代理店に任せてはいけない。お金がかかるし、経験・実績が残らない。何より盛
り上がりに欠ける。パンを焼けない人はパン屋になれない。その土地の専門家を起用
するべき。

z

ニューヨークでは、5 番街だけではなく 7 番街、スラム街にも人は足を踏み入れる。そ
れに対し、京都は金閣寺、銀閣寺だけで、嵯峨野にさえ行く人は少ない。さるく的観
光は、旅行雑誌には載っていないが、知る人ぞ知るという有力な観光手段だ。

z

本来は行政ではなく、半官半民の、行政から一歩離れた組織が主導するのが理想。

z

長崎市の歴史を伝えるのがガイドの役割ではない。長崎の楽しさを伝えるのが一番の
目的。迷ったら原点回帰を。

z

観光の本来の姿は、「住んでよし、訪れてよし」のまちづくりに加えて、その地域に骨
を埋めようと思う人がどれだけいるか、そうした人をどれだけ増やせるか。

z

観光とは、人の文化を見に行くこと。地元の生活構造を観光と結びつけるべきだ。
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ながさきけん お ぢ か ま ち

④ 長崎県小値賀町

たかさご

たつし

高砂樹史氏

（おぢかアイランドツーリズム※）

※おぢかアイランドツーリズムは（株）小値賀観光地域づくり公社/NPO 法人おぢかアイランドツーリ
ズム協会の総称。

プロフィール
1965 年大阪府生まれ。立命館大学出身。10 年間の「わらび座」での劇団生活を経て、魅力
的な子育て環境を求め、2005 年に家族で小値賀町へ移住。小値賀町の魅力を全国に発信し、
体験型観光の事業化等、町の観光事業を担ってきた。観光やまちづくりに関する講演、取
材等、多数。

取り組みの概要
基幹産業を農業・漁業、そして観光産業へと広げた長崎県小値賀町は、これまでに「JTB
交流文化賞最優秀賞」や「オーライニッポン内閣総理大臣賞」等、数々の賞を受賞。2013
年 1 月には「地域づくり総務大臣表彰」の大賞に輝く等、革新的な事例が脚光を浴びてい
る。島の人口が年に 3％減少し、高齢者率が 40％を超えるこの島に、今では年間 1 万人の
観光客が訪れ、都会からの I ターン者もこの 10 年で 100 人以上増えた。島にいったい何が
起きているのか。

取り組みに至るプロセス
小値賀町は長崎県佐世保港から海上を西に約 60km。五島列島の北端、大小 17 あまりの
まだらしま

のう しま

島々で構成される。集落のある島は、小値賀島、 斑 島、黒島、大島、納島、六島の 6 つ。
世界遺産暫定リスト掲載の野首天主堂や野生鹿が生息する島として有名な野崎島は、宿泊
施設の管理関係者以外居住者のいない、ほぼ無人状態の島となっている。
これらの小値賀諸島は火山の噴火によって形成された火山群島で、雄大で美しい独特の
景観が特徴。海岸美から全島が西海国立公園に指定され、忘れられつつある美しい日本の
原風景が残る。
主な産業は漁業と農業。漁業は町の中核産業であり、恵まれた漁場を利用して、ブリ、
ヒラス、イサキ等の一本釣りを中心に、採貝藻、曳縄、延縄、刺網、シイラ漬等の漁船漁
業が営まれている。しかし、近年の漁業を取り巻く環境は大変厳しく、資源の減少、藻場
の衰退、魚価の低迷、燃油価格の高騰、後継者不足、密漁や違反操業の横行等、多くの問
題に直面している。
一方、農業は年間降雨量が県平均の約 60％と極端に少ないことから、県営の野崎ダムを
水源に肉用牛、水稲を基幹作目として、実エンドウ、メロン等の施設・露地野菜、ブロッ
コリー等の土地利用型作目が産地化され、規模を拡大。しかし、肉用牛については遊休農
地や里山の活用による放牧によって、飼養管理の省力化・低コスト化を図っているものの、
高齢化により飼育戸数が減少、規模拡大による増頭対策が今後の課題となっている。
小値賀町は年に島の 3％の人口が減少し、高齢者率が 40％を超えるなど、急激な過疎化
が進行。次世代の育成ができない状況であることから、2007 年に設立した NPO おぢかア
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イランドツーリズム推進協議会が、島民に島のすばらしさに気付いてもらい、観光産業へ
の参画を提案する「自然学塾」や、農家漁家を事業に巻き込んだ「民泊・体験宿泊」を企
画。
劇団生活を経て、自給生活を目指して小値賀町に移住してきた高砂氏が中心となって観
光地域づくりの活動を展開。その芽が開き、2 年後の 2009 年には年間 1 万人の観光客を集
客するまでになった。観光産業は今や、町の新たな産業として台頭している。
z

小値賀の日常こそ、価値があると、島暮らし体験を促進
ほぼ無人島の野崎島を利用した自然体験は小中学生向けに行われていたが、古き良き日

本が残る小値賀の日常にこそ価値があると、農家や漁家に直接宿泊してもらう民泊を提案。
当初はとまどっていた島民に 1 軒 1 軒粘り強く説得し、当初 7 軒だった受け入れ先が 3 年
後(2010 年)には約 50 軒に拡大。2007、2008 年と 2 年連続で PTP（アメリカ国際親善大
使派遣プログラム）満足度世界第 1 位を獲得している。
z

古民家を改修し、大人向けの旅を演出
青少年・団体向けの企画で観光地としての手応えは得たものの、過疎化の島を甦らせる

ほどの効果があった訳ではない。もっと多くの人に小値賀の素晴らしさを知ってもらい、
島に訪れて欲しいと、2009 年に大人をターゲットにした事業を構築。手始めに江戸末期の
造り酒屋を改造した古民家レストラン「藤松」や、武家屋敷等を改築し、1 棟まるごとを 1
組に貸切できる古民家の宿泊施設 4 棟を整備し、新たな客層を開拓。その取り組みが都会
人の反響を生んだ。
z

島旅コンシェルジュの配置
個人客向けのサービス体制が必要であったことから、来島者の希望に合わせたステイプ

ランを提供する島旅コンシェルジュを配置。島の特色を活かしたアイランドツーリーズム
（島暮らし体験）をメインに、小値賀滞在が充実した時間となるようプロのコンシェルジ
ュが手配を行う仕組みを整えた。

イノベーションのポイント
z

成功する可能性が見えない中、やらなければ島が無人島になる
古民家を改装し、レストランにする。地元の住民と触れ合うために民泊を斡旋する。
こうした手法は決して新たな誘客の手段ではない。にもかかわらず、人口 3,000 人の、

それも博多港や佐世保港から船でアプローチしなければならない小値賀町で、なぜ年間 1
万人もの観光客が都会から訪れるようになったのか。
その理由について「そもそも、他の観光地と発想が違う」と高砂氏は断言する。高砂氏
が 2005 年に小値賀町へ田舎暮らしのために移住したとき、町は漁業と農業が基幹産業の町
で、観光と言えば自然学校を運営していた程度の、エコツーリズムの要素がやや漂う程度
の島だった。
しかし、出生統計を見ると、島の人口が 50 年後には 1,000 人を切ることがほぼ明確にな
ることがわかり、「このままではいけない。収入を上げ、雇用を促進し、人口を増やさなけ
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れば」と、一念発起。ここでは、観光に取り組めば集客が見込めるという安易な方程式は
通用しない。観光的な知名度がないうえにアクセスが悪すぎる――。むしろ、客が来てく
れないマイナスの要素のほうが多い中、島を無人島にしないための手段として観光を選ん
だ。
「小値賀は住んでよしの場所。ホスピタリティに長じ、手つかずの自然と優しい住民気
質がある。外から来た私がそう魅力を感じ、住めたのだから、必ずその魅力がわかる消費
者はいる。来てもらえる」と、高砂氏は確信を持っていた。
z

佐世保港から往復 7 時間の島に修学旅行生が来るのか
2007 年に「NPO 法人おぢかアイランドツーリズム協会」を設立し、アイランドツーリズ

ム（島暮らし体験）を表明。「観光収入目標を 1 億円に設定しよう」を目標に掲げた。
当時「半信半疑の観光関係者に大笑いされた。しかし大切なのは事業が成功するかどう
かではなく、お金を稼ぎ、雇用を促進するためには観光事業を進めなければならないとい
うこと。反対する方、半信半疑の方も、この危機意識は一緒だった」と高砂氏は当時を振
り返る。
佐世保港から船で往復 7 時間。そんな場所に修学旅行生が来るとは当時、誰も思わなか
あ じ む ま ち

った。高砂氏らは大分県安心院町（現宇佐市）や沖縄県の伊江島等へ観光の手法を学ぼう
と視察に訪れた。しかし、一様に「アクセスが悪く、絶対に成功しない」とも言われた。
「い
くら無理と言われても、マイナス要因だらけでもやるしかない。観光がうまくいくかどう
かが問題ではない。子育て世代を増やし、次世代へつなぐためには、観光が必要」と、高
砂氏は事業の理念を常に抱き、終始ぶれることはなかった。
小値賀の魅力は何か、他の地域にはない魅力とは何かを熟慮。日帰りが無理なら、これ
を利点に民泊や古民家での宿泊ができないか。来て欲しい客層を選ぶのではなく、小値賀
の魅力に共感し、距離や時間をかけてでも「小値賀に来たい」と思う顧客像を探った。
z

議論の積み重ねによって、目的意識を共有
マイナス要素がプラスに、プラス要素がマイナスになる今の観光の図式がおもしろいと

高砂氏は語る。「都市部に近い大旅館が敬遠され、観光地化されておらず、何もない環境の
中、ゆったりと時間が流れているような場所ほど、人が来る。時代がそれを求めているの
か、事業者の発想が先を行っているのか。いずれにせよ、チャンスは日本中どこにでもあ
る」（高砂氏）。
「今はまだ成功したと言える段階ではないが、先を行ってはいる」と語る高砂氏だが、
無論、事業がずっと順風満帆だった訳ではない。2007 年に民泊の団体、自然学校、観光協
会の 3 組織を合併し、「NPO 法人おぢかアイランドツーリズム協会」を設立した際には、
反対する人も多かった。
「何のために NPO 法人を作るのか」
「ミッションは何だ」「何のた
めに観光を推進するのだ」といった意見が相次いだ。議論を繰り返し、時には机をひっく
り返し、会議中に怒って家に帰ってしまったこともあった。しかし、議論に議論を重ねる
ことによって島の中に「観光は手段であり、目的は島の将来のため。決して商工業者のた
めではない」という観光の目的意識が共有されてきた。島の中に理解者が広がり、住民の
高いモチベーションが形成されていった。
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z

重要なのは、成功させる気があるかどうか
古民家を改装したレストランや宿泊施設には町の予算が投じられた。議会へは「島の将

来のために、絶対にやらなくてはならない事業」と信念を曲げずに説明する半面、「議論す
る時間があったらどうやって集客できるかをみんなで考え、知人に手紙を書いたり電話を
した方が良い」と、営業にも専念。重要なのは、“成功するかどうかではなく、成功させる
気があるかどうか”だと高砂氏は説く。
観光は島の将来のために推進しなければならない手段とはわかっていても、数えきれな
いほどのマイナス要素が多い中、実際にどのような発想を行ったのか。それはポジティブ
な志向と反骨精神だ。「できない」ではなく「どうしたらできるか」「できない理由を語る
より、やるための理由を探す」「止める理由はいくらでもある。むしろ、なぜ続けるのかの
理由を考えたほうがいい」（高砂氏）。
行く手を阻むマイナス要素が現れる度にそれを乗り越え、プラスに変えて現実化してい
く。ハードがなければソフト（滞在プログラム）を充実させ、それを求めている人にどの
ように届けるかに労力を注いだ。「半数以上の人が反対しても、そのおかげでいつもプラス
思考になれる」（高砂氏）。そうした考えに町長や議員や観光事業者らが次第に賛同し、一
緒に走った。その結果、2009 年には年間 1 万人の観光客を集客。観光収入は 1 億円を突破
した。
z

小値賀の価値観の創造に注力
発想の転換は商品にも表れる。小値賀は海上にあり、言ってみれば海外旅行にも通じる。

最初から海を乗り越えてこなければならない壁がある。むしろ、そこに魅力があると考え、
小値賀の生活そのものこそオリジナリティと捉えて古民家や民泊での宿泊、体験プログラ
ムの造成に至った。
「無名の小値賀がリゾートホテルを造っても竹富島（沖縄県八重山諸島にある島）には
なれない。ならば、小値賀での生活そのものを商品にしよう」（高砂氏）。できないことを
無理に進めるのではなく、できることを追求した結果、アメリカからの修学旅行生の受け
入れの成功、そして参加者からの高い評価につながり、自信を深めた。
マーケティングをして客層を定めて商品を作るのではなく、できることを見定めて自ら
が客を選ぶ――。無理をしない姿勢で臨んだ結果がおじかアイランドツーリズムを確立し、
インターネットや口コミで知名度が上がっていった。
工夫したのは、情報の発信の仕方だ。パンフレットやインターネット上には小値賀を訪
れたことがない人でも滞在をイメージできるよう高砂氏自身が写真やコピーをチェック。
楽しそうに笑う多くの住民が登場し、行く前から島での生活が待ち遠しくなる。
「イチゴ狩りが楽しめますと書いてあっても、イチゴ狩りをしたことのない人にはその
楽しみはわからない。ましてや、小値賀に来たことのある人は、最初はほとんどいない。
だからこそ、本物の小値賀をパンフレットで表現することが大切」（高砂氏）。
高砂氏は「小値賀は価値観を提供する島」と言い切る。2 泊 3 日の滞在イメージをきちん
と表現することを重視し、「パンフレットに書かれたメッセージがわかる人に、小値賀に来
て欲しい」と発信する側が客を選んでいる。
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このコンセプトはテレビや雑誌の取材でも同様だ。例えばドラマや CM の撮影等で露出
度が上がるチャンスがあっても、そこに小値賀のコンセプトが入れられないのであれば断
るスタンスを取っている。
「パンフレットを作ることではなく、小値賀の価値観を伝えること」が、観光協会の仕
事。「多くの観光客に来てもらうことではなく、その価値観をわかってくれる人に来てもら
うこと」が小値賀のスタイルだと言えよう。
z

大切なのは、ぶれないコンセプト
高砂氏が小値賀にツーリズムを根付かせようと行動して 7 年が過ぎた。小値賀観光まち

づくり公社の従業員は増え、島にも観光従事者が増えた。
失敗や議論が繰り返されるたびに「私達は何にためにこの事業をしているのか」という
原点に立ち返り、目的を共有し続けることで道を誤らないように努めている。従業員には I
ターン者が多いが、かつて観光に従事していた人はいない。
「能力や経験や学歴は関係ない。
大切なのは、自然や地域との共生という価値観やミッションを共有できるか。究極は島を
愛せるか。これが絶対的な基準であり、能力は後からついてくる」（高砂氏）というのが人
材育成の信念であり、それがモチベーションの根源となっている。
小値賀には観光関係者がよく視察に来る。その度に高砂氏らがこれまで行ってきたこと
を説明するが、「いくら他の地域が小値賀の事業の真似をしても、それはその地域のオリジ
ナリティにはならない」と高砂氏は指摘する。大切なのは、その地域のオリジナリティを
見つけること。そして、成功のために共通する点があるとすれば、「その地域の未来を自分
達が愛しているか、子ども達のことをどれぐらい考えているか」という点だと高砂氏は指
摘する。
観光の目的は、観光収入でもなければ、観光事業者の売上向上でもなく、地域の存続。
この命題こそが、おじかアイランドツーリズムを支えるテーマといえよう。
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高砂樹史さんに聞きました！
いま、観光地域づくりに求められるものは何ですか?
日本の観光は消費型の旅
地域のオリジナリティを磨いて切磋琢磨を
多くの観光地が、全ての観光客の要望に応えようと必死になっています。まず、その
考えを捨てなければ何も変わらないでしょう。長年観光地として君臨してきた地域ほど
サービスが似通い、どこへ行ってもオリジナリティのない金太郎飴のような観光地にな
っています。国内観光に魅力を感じない観光客は海外旅行へ行ってしまい、残った観光
客は旅をする人ではなく、
「〇〇円で 1 泊 2 食付。カニ食べ放題！」といった旅を消費す
る人になってしまっています。これではデフレという負のスパイラルから抜け出せず、
地域の魅力はなくなり、消費されていくばかりです。しまいには国産のカニがなくなり、
輸入に頼ることにもなりかねません。
自分達の地域の魅力は何なのかをもう一度考えてみましょう。そこから出発すれば必
ず自分達が住む地域を愛すことができ、成功するはずです。
以前、アメリカから修学旅行生がやってきました。彼らは 2 週間かけ、東京、大阪、
福岡、小値賀町、長崎等を回りました。そうした修学旅行生が「本当の日本は小値賀に
あった」と言ってくれたことが象徴的で今も忘れられません。
小値賀町では、マーケティングをしてターゲットを決めて商品を作るのではなく、そ
の逆を行きました。小値賀の生活や文化をベースにしたリアリティを見せるしかウリが
なかったのです。10 の要望があっても、1 つか 2 つしか応えられません。でも、それで
良いのです。100 万人、200 万人の観光客が必要な訳ではありません。最大 3 万人が必
要なのです。もともとロケーションそのものがニッチ向きで、小値賀のリアリティが商
品ですから、ターゲットも狭くて当然です。この狭い市場に対してどのように小値賀の
アイランドツーリズムを伝えるか。そうした努力していると、小値賀に合ったターゲッ
トに自然に行きつきます。
地域がオリジナリティを磨き、切磋琢磨してくると、日本の観光がもっと価値あるも
のになるのではないでしょうか。
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観光地域づくりの取り組みのポイント
z

やる、やらないの選択肢はもはやない。やらないと将来、島が無人島になってしまう。
集客の可能性があるからやるのではなく、やらなくてはならないからやった。危機感
を持って収益性と雇用の拡大に努めた。

z

観光は目的ではなく手段。子育て世代を増やし、次世代へつなぐのが観光地域づくり
の目的。

z

優しい住民がいて、手つかずの自然がある。必ず来てもらえると確信していた。

z

ロケーションが悪い、日帰りができない。ならば、それらのマイナス要因をプラスに
変える発想で、民泊の推進や古民家の改装等に着手した。

z

全ての事業は島の将来のため。特定の宿泊施設や民泊受入家族や商工業者のためのも
のではない。常に目的を見失わず、関係者が共有することが大切。

z

おじかアイランドツーリズム推進協議会、自然学校、観光協会を NPO 法人に合併した
際、半数以上が反対した。しかし徹底的な議論で目的を共有できたことが奏功した。

z

全員との合意形成をしていたら何も始まらない。賛成者がいれば、たとえ少数でも前
へ進む。議論をする時間があったら、知人へ手紙を書いたり電話をして一人でも多く
の人に古民家に泊まりに来てもらう努力をした。

z

大切なのは、成功するかしないかではなく、成功させる気があるかどうか。

z

常に走りながら考え、現場で判断する。失敗は多いが、何のためにこの事業をしてい
るのか、本末転倒にならないように、常に立ち返る発想の原点を持つ。

z

反対する者が多いほど、プラスの要因が湧く。

z

町長、議員、社長、民泊受入家族らと、とにかく一緒に走った。「まさかこんなことに
なるとは」と、みんな結果に驚いている。

z

あれもこれもと、観光客の要望全てに応えない。もともと文化や習慣がないものを提
供しない。やれば嘘になる。観光客はわざわざ海を渡って来てくれる。だから、小値
賀ならではのオリジナリティ＝リアリティ（そのままの姿）を提供するしか、誘客の
方法はない。

z

パンフレットやインターネット上で徹底的に 2 泊 3 日の滞在のイメージを価値観とし
て伝える。観光ではなく、暮らすような感覚を伝えることに腐心。パンフレットを作
る行為そのものが仕事になってはならない。

z

NPO 内に広報担当を設け、テレビや雑誌の取材、ドラマや CM の依頼があったら、そ
こに必ず小値賀のコンセプトを入れる。受け入れられなければ断る。単に呼ぶことが
目的ではない。旅行会社のツアーも同じ。

z

収益を上げ、雇用を生み、島民を支える。この目的を見失わなければ、失敗からも成
功からも学ぶ姿勢が生まれる。

z

従事者は観光業の経験不要、学歴不問。大切なのは、自然や地域との共生という価値
観やミッションを共有できるか。究極は島を愛せるか。これが絶対的な基準。モチベ
ーションさえあれば、能力は後からついてくる。

z

途中で事業を止める理由はいくらでもある。むしろ、なぜ続けるのかという理由を考
えたほうが良い。仲間（島民）のため、あるいは来てくれる人たちのためという発想
29

があれば、それが熱意に変わるはず。
z

他の地域が小値賀の真似をしても、それはその地域のオリジナルにはならない。本来
はその地域が持つ特性を探すべき。ただ、成功のために共通しているのは、その地域
の未来を愛しているか、子ども達のことをどれぐらい考えているか。

z

半信半疑でも、よそ者の自分の考えを移住者の一言と捉えず、島のみんなが一緒に考
え、動いてくれた。地域の懐の深い人間味に救われた。
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おおいたけん べ っ ぷ し

⑤ 大分県別府市
え ひ め けん ま つ や ま し

愛媛県松山市

つるた

鶴田
よねだ

米田

こういちろう

浩一郎 氏（NPO 法人ハットウ・オンパク代表理事）
せいじ

誠司

氏（愛媛大学法文学部総合政策学科講師）

※両者の対談という形でインタビューを実施した。
鶴田浩一郎氏プロフィール
1977 年、成蹊大学卒業。同年、日本貿易振興会（JETRO）入社。1990 年、株式会社鶴田
ホテル代表取締役社長に就任。NPO 法人ハットウ・オンパク代表理事、一般社団法人ジャ
パン・オンパク代表理事。
米田誠司氏プロフィール
北九州市生まれ。その後おもに山口県下関市で育つ。早稲田大学大学院理工学研究科修士
課程を修了し、1989 年東京都庁に入庁。1998 年全国公募により由布院観光総合事務所事
務局長に着任。滞在型観光地づくり、地域間連携、まちづくり活動等を推進。2012 年より
愛媛大学法文学部総合政策学科講師（博士（公共政策学）
）。

z

温泉地の観光地域づくりとは
別府温泉には古くから大型温泉地として栄えた歴史がある。しかし、90 年代以降マスツ

ーリズム型の旅行から個人旅行へと人々の嗜好が高まる中、改めて別府温泉の魅力を見直
し、より地域に根差した観光業に力を入れてきた。そうした思いが形になったのが 2001 年
から始まった「ハットウ・オンパク」だ。ハットウ・オンパクとは、健康・食・癒し等の
ウェルネス産業を取りこんだ体験交流型イベントで、大型温泉地というロケーションだか
らこそできる地域活性化を生み出した。現在もこれまで温泉街として培ってきた文化を引
き継ぎながら、持続的な地域づくりを行っている。
一方、由布院温泉は、当初より温泉地の歓楽街化を排他し、由布院ならではの自然環境
や美しい景観を売りに滞在型温泉地として成長を遂げてきた。現在でも住民と観光客が共
有できるまちづくりを行っている。
これからの観光地域づくりに求められるイノベーションについて、ハットウ・オンパク
代表の鶴田 浩一郎氏と、愛媛大学法文学部総合政策学科講師（前由布院観光総合事務所事
務局長）の米田 誠司氏に聞いた。
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z

地域づくりは変化のタイミングと価値観の共有

＿＿＿これまで行ってきた地域づくりの中で変化してきた部分をお聞かせください。
鶴田氏
日本の温泉地は、戦後からマスツーリズム型観光を主流とした大型温泉地として栄えま
した。しかし、この約 20 年間で宿泊客数は 30～40％の割合で減少しています。1 年ごとに
見てみると約 1、2％程度で減少しているため、緩やかな変化に気づかないのですが、20 年
単位で振り返って見るとかなりの数の温泉地が疲弊しているという現実があります。
原因の一つは、観光客の減少という変化に何となく気づいていても、
「またいつか元に戻
るだろう」と楽観視して行動が伴わないことがあげられます。生き残っている温泉地や旅
館は、早い段階でこうした変化に気づき、行動を起こしています。別府には決して先を見
据えるような賢い人がいたわけではありませんが、内部の意識が「今変わらなくては」と
一致団結したタイミングが非常に良かったのだと思います。
米田氏
それはどのようなタイミングだったのでしょうか?
鶴田氏
別府温泉は、90 年代後半から行政に依存しないまちづくりを行ってきました。一番大き
いきっかけは、行政から別府八湯の代表的、歴史的共同湯である竹瓦温泉を壊すという話
がでた時です。竹瓦温泉は、以前から別府八湯の中でも住民がまちづくりの中心にしよう
と取り組んでいたところだったのです。このことがきっかけとなり、危機感を抱いていた
人々が一致団結したのです。
米田氏
由布院温泉は、1970 年代からあえて観光地化を目的にしないまちづくりに取り組みなが
らも、30 数軒しかなかった宿泊施設が 130 軒以上に増え、観光客も 100 万人から 400 万人
近くに増えています。由布院温泉は、小規模だからこそできる旅館同士の密なつながりや、
地域住民との交流の中で、自然と生まれてきたまちづくりを育んでいった結果、観光地と
して成長してきた経緯があります。

z

手法は変えても地域文化を磨く理念は変えず

＿＿＿観光のイノベーションに必要なのは、まちづくりなのでしょうか?
鶴田氏
そうですね。持っている地域文化を見直し、今のマーケットに合わせて変化させていく
ことはまちづくりにつながります。しかし、こうした答えに行きつくまでにはかなりの時
間を要しました。20 年経った今だからこそ、筋道を立ててお話できますが、当時は毎年仮
説を立てては何度も失敗、見直しを繰り返して少しずつ変化してきました。決して最初か
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ら掲げた成功モデルをもとに成長してきたわけではありません。
しかし、仮説は変えても基本的な理念は決してぶれていません。現在も変わっていませ
ん。それは別府における地域文化です。例えば路地裏の界隈性の文化や、温泉の文化、特
に別府八湯はそれぞれの特性が大きく違います。その特性を一つずつ磨き育てていくとい
う軸はぶれていません。
米田氏
由布院温泉は別府に比べてまだ歴史が浅いのですが、そもそも由布院温泉は観光地化と
いう方向には重点を置かず、持ち味である食や農業、美しい自然環境、景観等をエッセン
スとして磨きながら発展を遂げてきました。観光地としてイノベーションしていくために
は、観光地化を最終目標とせず、基本的な部分を守り続けるぶれないまちづくりを行って
いくことです。
鶴田氏
まちづくりといっても、成果がすぐに出ないと焦りや危機感を抱き、安易に集客できる
方向へと視野が狭くなりがちです。しかし、それでは本当の観光地域づくりのイノベーシ
ョンにならないと思います。利益を出すことももちろん大切ですが、まずは当人達が楽し
く取り組むことが長い目で見た成功の秘訣だと思います。現場が楽しいのが一番です。

z

まちづくりは、発想の転換より“気づくこと”

＿＿＿今でこそ、まちづくりという言葉が広まっていますが、当時では大きな発想の転換
だったと思います。気づいたきっかけは何だったのでしょうか?
鶴田氏
別府温泉には戦前から続いている古く長い歴史があります。その間に何度も栄枯盛衰を
繰り返してきました。地域を活性化しようと思えばどんな時代でもその時々で発展する方
法に気づくものです。簡単に言えば、温泉資源さえ保全していればどんな人間がやっても
盛衰し続けていくと思っています。私達の世代はちょうどバブル後の衰退期にありました。
衰退した中で考えたのは自分達が今気づいて挑戦するのか、それとも次世代に任せるかの
違いだと思いました。
1 つの事例として、別府の浜脇温泉があります。浜脇は別府温泉発祥の地といわれるほど、
別府の中でも古い温泉街で、全盛期には旅館数が 60～70 軒もありました。しかし、交通の
不便さ等から衰退が始まり、多くの旅館が立地の良いところへ移っていきました。この経
過を私は間近で見ていました。だからこそ「地域というのは丸ごと駄目になる」と実感し
ました。別府の中で一番の老舗温泉地だからと最後まで諦めずに 1 人で頑張っても、結局
は時代から取り残されてしまうのです。これはなかなか辛いことです。別府八湯の中でも
盛衰があり、主要な地域は変わっていきます。衰退が始まったら、流れに気づいてその時
代に沿って変化していくことが後世に地域を残すための 1 つの方法だと思います。新しい
観点というよりも、危機的状況に早く気づくことが大事なのではないでしょうか。
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＿＿＿地域の魅力に気づく視点や見せ方の発想等は、どこから生まれるのでしょうか?
鶴田氏
まずは、自分達が持っているものが、全て素晴らしいものではない、ということに気づ
くことです。そして持っているものの中から、今の時代に沿ったテーマを抽出して磨き育
てていくことです。もちろん発展を遂げている観光地から学び、新しい分野を開拓してい
くことは大事です。しかし、ただ真似をするのではなく持っている生活文化をどう見せて
いくかを考える必要があります。
別府温泉にある湯治の文化や界隈性の文化も、もともと持っているものを磨いているだ
けなのです。地域の魅力に気づくためには、まず根底にあるものを考えることでしょう。
ただ、“気づき”は内部にいると、やはりわからないものです。外部から訪れた人に、私達
が接してきた何気ない文化の良さを指摘されて、初めて気づいたこともたくさんありまし
た。
故意に地域づくりをするのではなく、もともと地域には特性があるのですから、そのコ
ンセプトの中から磨けるものを抽出しています。別府はそうした根底の部分がしっかりあ
るからこそ衰退しても再生していくのです。

z

まちづくりはあくまでも地域活性化の一環

＿＿＿まちづくりに成功すれば、成功事例として様々な方面で取り上げられます。しかし、
実際には、成功以上に失敗している地域もあると思います。成功する地域としない地域の
違いはどこにあるのでしょうか?
米田氏
形から入ると必ず失敗します。例えば函館のバル街に関しては、深谷氏が苦労してヨー
ロッパで本場のバル街を学んできて、理念的な部分も含めて理解した上で、自分達なりの
バル街を実施しています。函館バル街は世界料理学会があって、またイベントに厚みが出
ていますし、新市街と旧市街の人の動きの問題があるという問題意識から出発しているの
で、函館という地域や人があるからこそ成功しているのです。そうした点を理解せずただ
真似をしている地域は、集客や観光のためにイベントを行っているのであって、まちづく
りではありません。鶴田氏の指摘するように、まず自分達の持っているものを活かしてい
くことがシンプルな成功への道だと思います。
鶴田氏
今は皆が海外旅行経験のある時代ですから、情報収集だけでは成功方法は見出せないと
思います。バル街やオンパク等のような事例を真似るよりも、自分たちの町のイノベーシ
ョンを考えるにあたっては、新しい展開をどのように学んでいくか、吸収していく方法を
自ら考えていくことが課題ではないでしょうか。
オンパクについては、現在約 40 地域が行っており、ありがたいことに現時点で一つの地
域も脱落することなく、8 年ほど継続して行っています。オンパクは決して集客、観光目的
のためだけでなく、あくまで地域活性化の一環として行っています。すぐに結果が出る話
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ではありません。それでも脱落することなく継続している一番の理由は、作り手が楽しん
でやっているからだと思います。参加交流型の商品等を低いリスクで売り込めることも魅
力でしょう。オンパクに参加した人が「楽しそうだな」と影響され、今度は自分達で新し
い商品を作り出していく。各地域のオンパクを見ていると、参加者から参画者になってい
く好循環が生まれているのです。民間で、これほど低リスクの集客の仕組みができたのは
予想外でした。きっかけは集客のためかもしれませんが、それだけでは継続しません。携
わっている本人達が楽しんでやっていくこと、元気な人たちの周りには自然と人は集まる
ものです。

z

思いを共有する 1 つの器に地域のみんなが集まらなくては、何も始まらな
い

＿＿＿温泉地のまちづくりにおいて、危機感を抱いている時に必要なのはイノベーション
なのでしょうか、それとも高いマネジメント力なのでしょうか?
米田氏
由布院温泉には、ひと月、ふた月と長く滞在してくださる方がいて、中にはまちづくり
の輪に参加してくださっている方もいます。しかし、由布院温泉は滞在型の観光地といい
ながらも、長期に渡って滞在するための体制や準備にまだ不十分なところもあります。今
後は新しい地域づくりの可能性を開いていきながらも、自分達の足元を掘り起こしていく
ことが、必要なイノベーションだと思っています。
鶴田氏
イノベーションは常に必要です。それぞれの地域や時代ごとの突破口があると思います
が、打破していかないと新しいアイディアは出てきません。観光業には急激に拡大したこ
とによるひずみが起こることがあります。マイナスの時期に調整していければ良いのです
が、できないと右肩下がりになる場合もあります。急激に伸びた後は調整期なのか衰退の
入り口なのかを見極める必要があります。ただ、悲しいことにマイナスになった時ほど人
は離れていってしまうもの。そして、残念ながら 1 人では何もできません。統率力に優れ
た意志のぶれないリーダースキルが必要だと思います。
米田氏
そうですね。どんなに地域が一体となろうとしても思いを共有するよう一つの器に集ま
らなくては何も始まりません。地域では正しい理論を述べてもそれだけでは通じない部分
があります。団結するためには、インテリジェンスの高さよりも“同じ釜の飯を食って、
同じ価値観を共有していけるような人”が必要なのです。
鶴田氏
まずは地域の底上げをしないと観光どころではないと思います。いかに集客していくか
については、地域マネジメントとして、論理的に科学的に考えていかなくてはいけない話
だと思います。そして地域マネジメントの力がどこに求められるかを明確にしていくこと
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も重要です。ただ、衰退した地域がどんなに論理的にマネジメントを行っても土台がなけ
れば良い建物が建たないことと同じです。まずは、地域全体を一度元気にして人が集まる
ようにすることが必要だと思います。
米田氏
観光地に限らず地域住民によるまちづくりが盛んになると、住民の意識やまちづくりの
スキルもアップしていきます。観光地化とまちづくりは違うものです。しっかり分けてい
く必要があります。

z

マスツーリズムを受け入れながらニッチマーケットを開拓

＿＿＿イノベーションをしていくためには、マスツーリズムを完全に否定してしまうので
はなく、マスツーリズムも受け入れながら個人客にどのようにアプローチしていくかを考
えていくことが必要だと思いますが。
鶴田氏
別府では、オンパクは個人集客、ホテル・旅館は団体中心の集客プロモーションを行っ
ています。地域全体に向けた政策と個別の施策を持っています。50 人以上の団体客は必ず
別府に来ますのでマスツーリズム型観光も別府にとっては大きな集客要素です。
肝心なのは個人客。地域の盛衰は個人旅行者の増減によるものです。個人客を誘客する
ためには、地域全体のブランド力を高めることが必要です。例えば、オンパクを継続的に
開催することで、楽しく元気なまちや住民の姿を継続的に露出することができ、マスコミ
が注目してくれます。マスコミを上手く活用して露出をコントロールすることで、「別府は
楽しそうなことをやっているな、行ってみたいな」と思われるようなイメージが発信でき
れば、プロモーションを打つよりも強い訴求力が出せると思います。
米田氏
個人旅行については、どこの地域でも、着地型観光等もなかなか上手くいってないのが
現状です。しかし、時代の流れとともに地域からも個人向けの新しい旅のスタイルを提案
していくことが必要だと思います。地域の魅力を活かし、ニッチマーケットをターゲット
と想定して地域の価値を磨き上げていくことも考えなくてはいけません。
＿＿＿それは、ニッチマーケットを観光のターゲットにしていくことでしょうか?
鶴田氏
多くの地域は、地元資源を持ちながら、その魅力に気づいていないところが多いと思い
ます。例えば、岡山県の総社市は古い町並みがありながら、まちとしては長いこと廃れて
しまっていました。しかし、実は日本で 3 番目に古墳の数が多いのです。地元の住民にと
って古墳は「お墓」という印象で、当たり前のように生活の中にあるものです。しかし世
の中にはマニアという方々もいます。最近では全国各地の古墳マニアがたくさん訪れてい
て、マニア達が前方後円墳を自ら作ってしまうくらいです（笑）。このように、地元の人は
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気づいていなくても、立派な観光資源と見なすことができる資源があるのです。マニアの
力はすごい。文化的価値が高いものや集客要素が地域にあるのであれば、マーケットが入
口の 1％でも訴求していく価値は十分あると思います。
ニッチマーケットに地域の魅力を伝えるために、オンパクの場合はインターネット予約
から得られる顧客情報をツールの 1 つにしています。開始当初から顧客の囲い込みを考え
ていたので、現地での申込者やインターネット予約者から顧客リストを確保しました。ま
た、アンケート等によって訪れた人の感想や要望を整理し、オンパクを気に入ってくれた
人がどれだけいるのか、リピーター率はどのくらいか等をチェックしながら、プログラム
の改善を図ることで、計画的に魅力的なまちづくりと集客に結びつけることができました。
とにかく徹底的な顧客管理とデータを蓄積していくことに重点を置きました。
もちろん定期的な顧客名簿の見直しは必要ですし、新たな顧客を掴むために変化を見据
えることも大事です。作り手側は、現状に満足しないよう常に変化していく努力が必要で
す。

z

人々の本質をついた新しいツーリズムを

＿＿＿今後、注目しているツーリズムについてお聞かせください。
鶴田氏
そもそも○○ツーリズムといったツーリズムには定義が曖昧な部分があると思います。
例えば、温泉ツーリズムは温泉の質にこだわるというよりも、温泉街の雰囲気や風情を楽
しむことも含まれています。定義は明確ではありません。それはそれで満足している人も
いると思いますが、真に温泉を愛する人たちにとっての定義はまた違うと思うのです。温
泉ガイドブックを見ただけでは本物がわからない時代に、明確な温泉基準を出す意義があ
ると思います。
米田氏
温泉というよりも“温泉文化”になっていますよね。マニアの温泉に対するこだわりや
本質を見抜く力はすごいですから、この定義を一般の人たちにも広められたら新たな温泉
ツーリズムとしてイノベーションになるかもしれません。
鶴田氏
最近は、JR 九州とタイアップして九州の温泉道を巡る「九州八十八湯めぐり」という商
品を企画しました。これはなかなか評価が高かったですね。
米田氏
うちこちょう

愛媛県内子町では、重要伝統的建造物群保存地区として町並み保存に力を入れています。
多種多様な意匠を持つ建物は全国的にも珍しいものがあります。しかし、観光客が約 110
万人訪れる中、約 2 万人しか宿泊していません。まちづくりと観光を結びつけるためには、
泊まる仕組みを作ることです。内子では、民家の持ち主が都会に移ってしまったため空き
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家が多い。そこに民泊施設を設けるのも良いでしょう。ただ、住民達の中には伝統文化継
承のため、あまり観光地化することを良く思っていない人もいます。ここで、観光地化と
まちづくりのバランスやマネジメント力が必要になってくるのではないでしょうか。
鶴田氏
新しい要素としてずいぶん前から注目しているのが、船を使ったツーリズムです。瀬戸
内海は日本のエーゲ海といわれるくらい穏やかで美しい場所。風景や気候といった素晴ら
しい要素がたくさんあります。
瀬戸内海クルーズは海を中心とした観光要素としてどこかで手掛けてもらいたいと思っ
ています。同じく複数の島々が集まっている奄美群島も、様々な文化が混ざり合った独自
の魅力があります。最近では、「あまみシマ博覧会」を開催するなど、地域活性化を図って
います。こうした群島エリアを船で移動しながら楽しめるような、海の文化圏を活かした
新たなツーリズムも模索できるのではないでしょうか。

38

（4）まとめ
観光地域づくりの 5 事例について、その主導者、リーダー的な人材に対するインタビュ
ー等によって抽出された滞在交流型観光への転換のポイントを以下に整理した。

モチベーション・きっかけはどのように生まれたのか
【地域づくりのモチベーション】
z

人を集めることや経済効果は目的ではない。地元の人に地元の良さを知ってほしかっ
た。

z

大切なのは「自分達が楽しむこと」と「このまちが好き」という気持ち。

z

U ターンをしてまちを見る物差しが変わった。都会か田舎かではなく、濃いか薄いか。
濃いまちはかっこいい。濃い故郷でおもしろいことがしたかった。

z

観光は目的ではなく手段。子育て世代を増やし、次世代へつなぐのが地域づくりの目
的。

【危機感・実感するタイミング】
z

ああだ、こうだと考えず、とにかくやってみよう。今しかないというタイミングだっ
た。

z

失敗してもいい。努力しよう。やるだけやってみよう。やってみて初めて、訪れる人
が何に対して喜ぶのかが理解できた。

z

やる、やらないの選択肢はもはやない。やらないと地域の将来がない。集客の可能性
があるからやるのではなく、やらなくてはならないからやった。危機感を持って収益
性と雇用の拡大に努めた。

z

内部の意識が「今変わらなくては」と一致団結したタイミングが非常に良かった。

地域内の関係者とどのように合意形成できたのか
【自ら動く、自ら楽しむ。それが飛び火する】
z

自分や自分の店のためではなく、まちのためにまとまった。

z

当初の目的は観光客を呼ぶことではなく、故郷での生活をおもしろくしたかっただけ。
それを形にしたら仲間に飛び火した。

z

実動部隊となる組織の発足によって、地域のキーマンに横串の関係ができた。

【目的の共有】
z

全ての事業は地域の将来のため。特定の宿泊施設や民泊受入家族や商工業者のための
ものではない。その目的を常に見失わず、関係者が共有した。

z

半数以上が反対しても、徹底的な議論で目的を共有できたことが奏功した。

z

例え少数でも賛成者がいれば、前へ進む。

z

よそ者の考えを、移住者の一言と捉えず、住民が一緒に考え、動いてくれた。地域の
懐の深い人間味に救われた。
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z

内部の人々が一致団結した。そこから地域内の行動が生まれた。

z

旅館同士の密なつながり、地域住民と交流の中で、まちづくりが自然と生まれてきた。
それを育んでいった結果、観光地として成長してきた。

滞在交流型観光に向けてどのような仕組み・しかけを生みだしたのか
【生の交流を生み出すしかけ】
z

できるだけ情報提供を控え、客同士がコミュニケーションの喜びを分かち合える場づ
くりをした。

z

ツアー客が来れば地元ガイドのインタビューに笑顔で応え、写真撮影にも応じる住民
が、周りの住民に活力を与えた。

【口コミの重要性】
z

観光客へは楽しんだ人の口コミで拡散する。

z

地域の盛衰は個人旅行者の増減による。個人客を誘客するためには、地域全体のブラ
ンド力を高めること。楽しく元気なまちの姿を露出することでマスコミが注目してく
れる。マスコミを上手く活用して、露出をコントロールすることで、強い訴求力が出
せる。

【今ある魅力を活かす】
z

マイナス要因をプラスに変える発想で、民泊の推進や古民家の改装等に着手した。

z

パンフレットやインターネット上で徹底的に地域の滞在のイメージを価値観として伝
える。観光ではなく、暮らすような感覚を伝えることに腐心。

z

持っている地域文化を見直し、今のマーケットに合わせて変化させていくことはまち
づくりにつながる。地域の特性を一つずつ磨き育てていく。

z

地域の持ち味である農業や食、美しい自然環境、景観等をエッセンスとして発展を遂
げてきた。観光地を最終目標とせず、基本的な部分を守り続けるぶれないまちづくり
を行っていくことが重要。

【観光客の視点・地域の本物を伝える仕組み】
z

呼ぶためのシステムを作るのではなく、行きたいと思わせるソフトを充実させるべき。

z

安心感を持たせるために、参加店の品質を重視。

z

あれもこれも観光客全ての要望に応えない。

z

地域ならではのオリジナリティ＝リアリティ（そのままの姿）を提供するしか、誘客
の方法はない。

他の地域でも成功するコツは何か（なぜ、同じ取り組みをしても上手くいかないのか）
【何のための観光地域づくりかを忘れない】
z

歴史を勉強するのがガイドの役割ではない。地域の楽しさを伝えるのが一番の目的。

z

成功のために共通しているのは、その地域の未来を愛しているか、子ども達のことを
どれぐらい考えているか。
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【成功事例の本質を理解する】
z

形から入ると必ず失敗する。成功事例の理念的な部分も含めて理解した上で、自分達
なりの取り組みに活かす。

z

他の地域の真似をしても、コンセプトがなければそれはその地域のオリジナルにはな
らない。

z

自分達の持っているものを活かしていくことがシンプルな成功への道。

z

新しい展開をどのように学んでいくか、吸収していく方法を自ら考えていくことが課
題。

取り組みを持続させるには
【自分たちが、楽しむこと】
z

作り手が楽しむことが継続しているの一番の理由。

z

楽しんでいる姿を見た他の住民や事業者が、今度は自分達も参画して新しい商品を作
り出していく好循環が生まれる。

【行動力・実践力】
z

常に走りながら考え、現場で判断する。失敗は多いが、常に何のためにこの事業をし
ているのか、本末転倒にならないように発想の原点を持つ。

z

収益を上げ、雇用を生み、地域を支える。この目的を見失わなければ、失敗からも成
功からも学ぶ姿勢が生まれる。

z

なぜ続けるのかを考える。仲間（住民）のため、来てくれる人たちのためという発想
があれば、それが熱意に変わる。

【自立的に取り組む】
z

独自に活動費を捻出する手法を持つ。補助金に頼り過ぎると本来の目的を見失ってし
まいがちになる。

z

行政から一歩離れた、半官半民の組織が主導する。

【新しいことに挑戦する・常に変化を忘れない】
z

アンケートや訪れた人の感想・要望をまとめ、リピーター率等をチェックしながら改
善を図った。徹底的な顧客管理とデータを蓄積していくことに重点を置き、作り手も
現状に満足しないよう常に変化していく努力をした。
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2-2 オピニオンリーダーモニタリング調査
（1）調査の目的
本調査は、旅行経験の高い観光客から見た国内観光地への不満等を抽出し、観光地域づ
くりの課題を抽出することを目的として実施した。
第一段階として国内、海外ともに旅行経験が豊富であり、旅行が「大変好き」である旅
行の「オピニオンリーダー」の抽出を行った。次に、抽出された 3 名のオピニオンリーダ
ーに実際に旅行先の選択、予約、旅行、帰宅してからその観光地を想起するまでの一連の
流れ*を体験してもらい、グループインタビュー調査を通じて、国内観光地の課題を抽出し
た。
（2）調査の概要
オピニオンリーダー調査にあたっては、以下の手順で行った。
①オピニオンリーダーの抽出
z

本調査における抽出条件（下記参照）の全てに該当する人を観光旅行の「オピニオン
リーダー」として抽出した。
（本調査における抽出条件）


旅行が「大変好き」であること



1 年間に 2 回以上の国内宿泊旅行と 1 回以上の海外宿泊旅行（出張・帰省は除く）を実
施していること



国内、海外各 10 ヵ所（候補地はオピニオンリーダーと合わせる）中、各 2 ヵ所以上の
観光地への来訪経験があること



観光関連業界に勤めていないこと



事務局が指定した期間に旅行実施とインタビュー協力が可能であること



友人 or 中高年夫婦 or 一人旅の形態で旅行実施が可能であること

z

調査時期：2012 年 12 月

z

調査方法：インターネットリサーチ

z

調査対象：全国 20 歳以上の男女
*The Customer Journey

再来訪、紹介なし

再来訪、紹介

観光客が旅行動機を抱いてから、計画、予約し、旅行を
体験し、帰宅してから旅行を想起する一連の流れを

5.(旅行の)想起
Remember

1.旅行動機
Dream

4.体験
Experience

2.計画
Plan

UNWTO では「The customer journey」と名付け、フレ
ームワークとして提示している。また、各フェーズに合
わ せ て 、 DMO （ Destination

Management

Organization）が取り組むべき内容についても紹介して
3.予約
Book

いる。
出典：A Practical Guide to Tourism Destination Management(UNWTO)
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調査の結果、以下のオピニオンリーダーを抽出した。

図 2-2 抽出したオピニオンリーダーの概要
50 代男性

40 代女性

50 代女性

国内 8 回

国内 6 回

国内 5 回

海外 6 回

海外 4 回

海外 2 回

過去 1 年の旅行経験

パラオ、ワカトビ（イ

香港、上海、マレーシ

マウイ島

（海外）

ンドネシア）
、九寨溝、 ア、エルニド（フィリ

過去 1 年の旅行回数

ハワイ、香港

ピン）

過去 1 年の旅行経験

軽井沢、京都、伊豆高

箱根、山中湖・河口湖

（国内）

原、京都

好きな旅のスタイ

 海外旅行の際は計画

ル

（未回答）

をしっかり立てる。

 しっかり下調べをし
て計画を立てる。

 気ままに過ごす。
 休みが取れそうな時

国内旅行の際は計画

 同じ所へ何度も行く

はおおまかで気まま

よりも行ったことの

 海外旅行へ出かけた

に過ごす。

ない場所へ訪問する

ら買い物が中心。世

ことを好む。

界各地に必ず立ち寄

 海外旅行は夫婦でダ
イビングを楽しむの
で、ダイビングを目
的にした旅行が多

 パッケージ旅行はあ
まり使わない。
 シュノーケリングが
好き。

い。
 海外旅行は基本的に

 海外旅行では買い物

同じ場所へ行っても

はあまりしない。五

楽しみ方を変える。

感を使ってその土地

ダイビングは場所が

を感じることができ

限定されてしまうの

ることこそ旅の醍醐

で、同じエリアに行

味だと思う。

くことはあるが、潜
る場所を変えると、
見られる魚も変わる
ので、スポットを変
えるようにしてい
る。

その他

－

 旅行は日常生活にお
ける最大関心事。
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に出かける。

りたい店がいくつか
あり、何度も通って
いる。

②オピニオンリーダーによるモニタリング調査
STEP1 で抽出された 3 名を対象に、モニタリング調査を行った。調査のフローは下図の
通りである。

図 2-3 モニタリング調査フロー
(ⅰ).旅行計画～予約*

(ⅱ).体験

(ⅲ).旅行の想起

調査実施日：12/21 15:00‐18:00

調査実施期間：12/22～1/9

調査実施日：1/10 15:00‐18:00

(1) 旅行先選択～予約の実施

(1 )旅行の実施

(1 )グループインタビューの実施

モニターには公益財団法人日本交通公社
「旅の図書館」にて旅行先選択から計画、予
約*までを実施。

モニターは①で予約した旅行を実際に体験
する。旅行中に気になった点、改善が望まし
いと思われる点について、随時写真撮影や
メモを取ってもらう。

モニターに②で記入したレポートと写真を持
参してもらい、グループインタビューを行う。
写真やレポートを参照しながら、旅行先（観
光地）での課題を抽出する。

(2 )グループインタビューの実施
予約後、モニターを対象にグループインタ
ビューを実施し、課題の抽出を行う。

グループ
インタビュー

再来訪、紹介

(2 )レポートの記入
モニターには旅行体験をもとに、事務局指
定のフォーマットに沿ったレポートを提出す
る。

1.旅行動機(Dream)

1.旅行動機(Dream)

1.旅行動機(Dream)

2.計画(Plan)

2.計画(Plan)

2.計画(Plan)

3.予約(Book)

3.予約(Book)

3.予約(Book)

4.体験(Experience)

4.体験(Experience)

5.(旅行の)想起Remember)

再来訪、紹介なし

5.(旅行の)想起Remember)

再来訪、紹介
再来訪、紹介なし

グループ
インタビュー
再来訪、紹介
再来訪、紹介なし

(ⅰ) 旅行計画～予約
z

日時：2012 年 12 月 21 日（金）15:00-18:00

z

場所：公益財団法人日本交通公社

z

タイムスケジュール（下記参照）

旅の図書館

図 2-4 「旅行計画～予約」のタイムスケジュール
Lap

時間

作業内容

0:00

15:00

(1)趣旨説明

0:15

15:15

(2)旅行に関する情報収集と予約

1:45

16:45

(3)グループインタビュー

2:45

17:45

(4)次回以降のスケジュール説明

3:00

18:00

(5)解散
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4.体験(Experience)

5.(旅行の)想起Remember)

各オピニオンリーダーの訪問先と予約に関する状況は以下の通りである。

図 2-5 オピニオンリーダーの訪問先と予約に関する状況
50 代男性

40 代女性

50 代女性

大洗

大阪・京都

伊勢神宮

2012/12/26-27

2013/1/7-8

2012/12/29-30

 大浴場のある旅館に行

 修学旅行以来、関西方

 おかげ横丁で赤福や伊

面を訪れていなかった

勢うどんを食べたい。

 冬の茨城グルメ（アン

ので（当初は別の観光

 家族の就職等、願掛け

コウ、海産物）を食べ

地への訪問を予定して

たい。

いたが、冬季の路面状

旅行先
期間
旅行の目的

く。

をしたい。

況、体験プログラムの
催行等が確認できずに
断念）
。

同行者

妻

情報収集源

予約ツール

友人

娘

 インターネット

 インターネット

 インターネット

（ 自 家 用車で の 移 動な

（楽天トラベル、JR 東

 るるぶ

ので、宿泊施設に関する

日本の HP、ユニバーサ

情報を中心に収集）

ルジャパン HP）

 インターネット

 インターネット

 インターネット
（楽天トラベル）

（ ク レ ジット カ ー ドの
ポ イ ン トがい か に 使え
るかが重要）

(ⅱ)体験
オピニオンリーダーに予定通り旅行体験をしてもらった。また、旅行中は気になった点
等について写真撮影とメモを依頼し、次回グループインタビュー（1 月 10 日）の際に持参
してもらった。
(ⅲ)旅行の想起
z

日時：2013 年 1 月 10 日（木）15:00-18:00

z

場所：公益財団法人日本交通公社

z

タイムスケジュール（下記参照）

会議室

図 2-6 「旅行の想起」、グループインタビュータイムスケジュール
Lap

時間

作業内容

0:00

15:00

(1)趣旨・流れ説明

0:20

15:20

(2)旅行体験の共有

1:05

16:05

(3)グループインタビュー

2:35

17:35

(4)事務手続き

3:00

18:00

(5)解散
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（3）調査結果

図 2-7 調査結果
Plan（計画）
50 代男性

40 代女性

50 代女性

・ 有名な観光地ではみどころ

・ 何度もその観光地を訪れて

・ 観光協会の HP から観光地

がたくさんあるため、特に

欲しいのであれば別のシー

内の飲食店や土産物店等の

初めて訪れる場合は、モデ

ズンの別の魅力を発信した

クーポンをダウンロードで

ルコースを提示してもらえ

方が良い。

きると良い。

ニーズ

ると、計画の手がかりにな
る。

・ 小さい観光地でない場合
は、それなりに情報が膨大
になってしまうので、各団
体や地域で協力して、古い
情報を削除することや情報
整備がされていたらものす
ごく探しやすく、分かりや
すくなると感じた。

不満

・ 今回に限らず観光協会の情

・ 今回の旅行先では当初、あ

報は質・量ともに非常に貧

る観光地に行こうと思い情

相な印象を受け、あまり参

報収集をした。歩いて楽し

考にしない。
「ここに○○が

みたかったので、冬季の路

あります」というありきた

面状況や通行の可・不可を

りな情報ばかりで、観光地

調べたが、知りたい情報は

を魅力的に見せようという

検索を続けても出てこなか

意思が感じられない。多く

った。オンシーズンの情報

の人が最初にたどり着くの

は充実しているが、オフシ

が市町村の観光協会の HP

ーズンの情報は充実してい

であることを考えると、も

ないことが分かり、残念だ

っと魅力的な HP であって

った。

いいと思う。
 季節に関する情報は日本の
場合少ない。海外では雨
期・乾期があり、充実して
いる。
 紙媒体の情報はあまり当て
にしていない。ネットと比
較して情報の鮮度が落ち
る。しかし、紙媒体でも現
地でしか入手できないクー
ポン券等がついていれば利
用する可能性はある。
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Book（予約）
50 代男性

40 代女性

50 代女性

ニーズ

・ イベントスケジュールカレ

・ 旅行へ行ける日の候補がい

ンダーがあるといい。既に

くつかあるとしたらイベン

参加したいイベントが決ま

トスケジュールで自分の見

っていて、出かける人もい

たいものを見つけて日程を

ると思うが、
「休みが取れた

決めるということもでき

からこの日行こう」という

る。

ことも多いだろう。こうし

・ 海外でフリーの新聞を活用

たニーズに対応するために

している。クーポンもあっ

は、
「この日に行くと、この

て、店の情報を比較するこ

地域ではどんなことが楽し

とができる。

めるのか」ということを情
報発信して欲しい。
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Experience（旅行経験）
50 代男性

40 代女性

50 代女性

 観光地の有名飲食店ではい

・ 旅行中は例え電車を逃した

・ 今回の移動手段は自家用車

わゆる「観光客価格」で販

としても、そこで楽しめる

だったが、観光地周辺の駐

売されることが多い。観光

ものが何かあれば（例えば

車場の空き状況をリアルタ

客は「せっかく来たのだか

今回の旅行中に出会った駅

イムで知ることができる

ら」とある程度は仕方ない

の中の足湯等）普段とは違

と、より現地での計画も立

と割り切ることもあると思

ったゆったりした時間を過

てやすいのではないかと思

うが、
「有名だから（観光客

ごすことができ、満足する

った。

が）来る、だから高くても

ことができる。

・ 空き時間を楽しませる工夫

いいだろう」という商売で

・ 今回旅行した京都では歩い

は大切だと思う。今回自家

は初めての人や一度しか行

ている人がスマホ等で情報

用車で移動したが、フェリ

かない人を相手にするだけ

をチェックできるように

ーの待ち時間が 1 時間程あ

ならいいが、リピーターに

QR コードが定期的に置い

った。周辺で楽しめる場所

は絶対に結びつかないだろ

てあった。また、四条には

を探したが、魅力的とは言

う。

無線 LAN 環境も整備され

い難い道の駅とレストラン

ており、便利だった。

のみだった。こうした時間

・ 地元の人からの情報が発信
ニーズ

されるのはありがたいが、

・ 海外と比較すると、日本の

を観光客が楽しめるように

もし観光協会等のように組

博物館は入場料の割に展示

工夫すると、お金を落とし

織だって提供されると、そ

内容が貧相なことが多い。

て行ってくれるのではない

こに何らかの意図を感じて

また、博物館の場合は入っ

かと思う。

しまう。全く加工されてい

てみないとその様子が分か

・ 地元の人の間で評判が高い

ない真の情報であると感じ

らないため、事前の情報収

ものを買ったり食べたりし

た時に信頼できるのであっ

集では判断できず、行って

たいが、地元の人に聞くの

て、あらかじめフォーマッ

みてがっかりすることが多

は敷居が高い。ホテルの人

ト化された情報が提供され

い。ハコモノありきで建て

に聞くとヒモつきではない

ても信頼できないのではな

られていて、展示物は二の

かと疑ってしまう。例えば、

いだろうか。こうした口コ

次といった印象を受ける。

試食できるお店を紹介する

ミ等の情報は性質上、きち

・ 今回遭遇した舞妓さんのあ

コース等があれば、自分で

んと整理して提供しようと

いさつ回りのように、偶然

判断できるので良いと思

いうのは一種の矛盾が生じ

滅多に見られないものに遭

う。

てしまうような気がする。

遇するようなことがあると

・ 旅行中はインターネット環

良い。

・ 地元の人が普段食べている
ものを食べたい。観光客向

境にあるかどうかが最優先

けの有名店でおいしかった

事項となる。

ことはあまりない。

不満

 宿泊施設の料金は一泊一人
ではなく、海外のようにル
ームチャージが良い。
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Remember（想起）
50 代男性

40 代女性

50 代女性

・ 次にまた同じ観光地へ行く

・ 同じところを訪ねるとして

・ 旅行経験を重ねると、何度

かどうかはあくまでも新し

も行き方のルートを変更し

も泊りたいところとそうで

いネタがあるかどうかであ

たり、アクセスの方法を電

ないところが出てくる。何

る。一つのテーマで同じ場

車からトレッキングに変え

度も泊まりたい観光地の共

所へ行くことは全くないと

たりしている。何通りも楽

通点は何度泊ってもいろい

は言えないが、少ないだろ

しみ方があれば、何度行っ

ろな発見があるかどうかで

う。例えば、京都には何度

てもまた違った体験ができ

ある。

も行っているが、
「花回廊を

ると思う。

・ 八ヶ岳クラブに入っている

ニーズ

見よう」
「鞍馬の火祭に行こ

が、稲作を通じて、春の種

う」
「おいしい湯豆腐を食べ

まきから刈り取り等、季節

よう」と、毎回テーマが異

を追って年 4 回程現地へ行

なる。京都にはそれだけの

く機会がある。稲作は一つ

魅力があり、なおかつ情報

の手段だと思うが、地域と

発信もされているというこ

継続的につながっていられ

とだと思う。

るような仕組みがあると良

・ 旅行は非日常を求めるもの

い。

だと思う。観光地には「こ
こに来るとどんな非日常が
体験できるのか」といった
部分をはっきりと見せて欲
しい。

・ ある程度の年齢になれば、
旅好きの人はメジャーな観
光地は何度も行っているこ
とになる。ありふれた初心
者向けの情報には興味はな
い。ある店で新しい料理が

不満

できてこれがとてもおいし
いとか、温泉でいいところ
ができたなど、そのくらい
の小さなネタを頻繁に発信
し続けないとリピーターに
はならないだろう。

・ 観光地が観光客を待ってい
るだけではだめ。観光客は
賢くなっているので、資源
発掘や見せ方に工夫を。
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（4）考察
以上のモニタリング調査の結果を踏まえ、観光客の視点から感じている国内観光地への
不満やニーズについて以下の通り整理した。また、国内観光地への不満を広く一般的に尋
ねるアンケート調査（2-3 参照）の調査票の作成に際しては、本調査の結果を一部反映した。
国内観光地への不満①：“観光客相手”の受入体制
観光客はその地域の日常を「非日常」として楽しみたいという動機を持っているが、観
光客は地域の「本物」ではなく、観光客向けにアレンジされた「見せ物」にしか触れられ
ず、飲食店や土産物店でも「観光客向け」の商品や価格等、ビジネスサービスに終始して
いることへの不満が目立った。
（モニタリング調査での意見）
・

観光地の有名飲食店ではいわゆる「観光客価格」で販売されることが多い。
「有名だから（観
光客が）来る、だから高くてもいいだろう」という商売ではリピーターには絶対に結びつ
かないだろう。

・

地元の人が普段食べているものを食べたい。観光客向けの有名店でおいしかったことはあ
まりない。

・

宿泊施設の料金は一泊一人ではなく、海外のようにルームチャージが良い。

・

同じ場所へ何度か行くと「観光地価格」が分かってしまう。初めて行く時は高揚感もあり、
知識もないので、消費を楽しむことができると思うが、リピーターには通用しない。

・

観光の定義を「非日常的」の提供とすれば、いくらでも素材はある。美しい景色や有名な
旧所・名跡だけが観光地ではないと思う。そういった場所だけで観光客に消費させるとい
う考え方自体が古い。

・

旅行経験を積んでいる人が増えているので、観光客もどんどん賢くなっていると思う。

アンケート調査設問項目への反映
観光客アンケート調査項目（一部

全体は巻末アンケート調査票参照）

国内観光地への不満

大変そう思う

<->

全くそう思わない

どこに行っても、同じような観光地と感じる

1

2

3

4

5

6

7

観光客向けの飲食店ばかり（割高、不自然）

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

地元の方がおいしいと言う飲食店で食べたいが、情報、案内が
ない
その地域でしか食べられない料理や旬の食材を使った料理を
提供してくれる飲食店がない
その地域に住む人が普段買っている農産物や海産物を買える
ところがない
その地域の伝統工芸や農産物で作られた土産がない
地元のお薦めの立ち寄り場所や飲食店を教えてくれるホーム
ページがない
地元の飲食店で食事ができるようになっていない
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国内観光地への不満②：情報への不満
旅行を計画・実施し、想起・再来訪に至るまで全てのフェーズに関わる情報については
多くの不満、ニーズが抽出された。様々な情報が混在し、正確な情報にたどり着けないと
いう「情報の不正確さ」に対する不満、観光地での活動イメージ（いつ行くと何があり、
どんなことができ、どんな風に楽しめるか）が想起できるような情報を豊富に、頻繁に収
集したいといった「魅力的な情報」に対するニーズが抽出された。
（モニタリング調査での意見）
z

観光客が迷わず欲しい情報にたどりつける正確な情報


小さい観光地でない場合は、それなりに情報が膨大になってしまうので、各団体や地
域で協力して、古い情報を削除することや情報整備がされていたらものすごく探しや
すく、分かりやすくなると感じた。



一つの市町村でも複数の団体のサイトが混在している。また、情報が重複している場
合もあるので、どれが使える情報なのか判断が難しい。



紙媒体の情報はあまり当てにしていない。ネットと比較して情報の鮮度が落ちるため
である。しかし、紙媒体にもし現地でしか入手できないクーポン券等がついていれば
利用する可能性はある。

z

観光客が足を運びたくなる魅力的な情報


有名な観光地ではみどころがたくさんあるため、特に初めて訪れる場合は、モデルコ
ースを提示してもらえると、計画の手がかりになる。



何度もその観光地を訪れて欲しいのであれば別のシーズンの別の魅力を発信した方が
良い。



観光協会の情報は質・量ともに非常に貧相な印象を受ける。あまり参考にしない。
「こ
こに○○があります」というありきたりな情報ばかりで、観光地を魅力的に見せよう
という意思が感じられない。多くの人が最初にたどり着くのが市町村の観光協会の HP
であることを考えると、もっと魅力的な HP であっていいと思う。



同じ観光地を訪ねるとしても何通りも楽しみ方があれば、何度行ってもまた違った体
験ができると思う。



イベントスケジュールカレンダーがあるといい。
「休みが取れたからこの日行こう」と
いうことも多いだろう。こうしたニーズに対応するためには、
「この日に行くと、この
地域ではどんなことが楽しめるのか」ということを情報発信して欲しい。



小さなネタを頻繁に情報発信して欲しい。

アンケート調査設問項目への反映
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2-3 観光客アンケート調査
（1）調査の目的
2-2 オピニオンリーダーモニタリング調査から抽出された国内観光地へのニーズや不満
をもとに過去 1 年間に国内旅行経験を有する「観光客」
（以下、本節において同じ）が、国
内観光地に何を求め、どのような不満を持っているのかについて具体的に明らかにするた
め、アンケート調査を実施した。さらに、過去 1 年間に旅行経験が無い「ゼロ回層」
（以下、
本節において同じ）が感じる旅行阻害要因について、基礎的な調査を実施した。
本調査での主目的は以下の通りである。
①観光客が感じる課題等の分析
 観光客の観光動機
 国内観光地に対する不満
②ゼロ回層が感じる旅行阻害要因についての分析
（2）調査の概要
調査概要は以下の通りである。


調査対象：全国 18 歳以上の個人



調査方法：インターネット調査



調査時期：2013 年 3 月 15 日



調査方法：過去 1 年間に国内旅行を実施したことが「ある」と回答した人を①のサン
プルとして、過去 1 年間に旅行を実施したことが「ない」と回答した人を②のサンプ
ルとして抽出し、本調査を実施



サンプル数：①観光客：454 サンプル、②ゼロ回層：224 サンプルの合計 678 サンプ
ル



回答者属性：以下の通り

①観光客が感じる課題等の分析
（観光客）
年齢：以下の通り

図 2-8 過去 1 年間に国内旅行実施ありと回答した人
n
総数
(%)

20歳～29 30歳～39 40歳～49 50歳～59
歳
歳
歳
歳
60歳以上

18・19歳
454

2

37

88

126

115

86

100.0%

0.4%

8.1%

19.4%

27.8%

25.3%

18.9%

②ゼロ回層が感じる旅行阻害要因についての分析
（ゼロ回層）
年齢：以下の通り

図 2-9 過去 1 年間に旅行実施なしと回答した人
n
総数
(%)

20歳～29 30歳～39 40歳～49 50歳～59
歳
歳
歳
歳
60歳以上

18・19歳
224

1

15

35

83

70

20

100.0%

0.4%

6.7%

15.6%

37.1%

31.3%

8.9%
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（3）調査の結果
①観光客が感じる課題等の分析
ⅰ

観光客の観光動機
旅行動機について見ると、
「日常から離れて、ゆったりとした時間を過ごしたい」
「家
族や友人と楽しいひと時を過ごしたい」
「おいしいものを食べたい」
「日常の仕事や人間
関係から離れることで、新鮮な気持ちになりたい」といった回答が 8 割以上と高く、
『観
光地でゆっくりと過ごしたいニーズ』が総じて高いことがうかがえる。
また 7 割台の回答には、
「人生の思い出をつくりたい」
「その地域の自然を楽しみたい」
「普段では体験できない感動を得たい」「著名な観光スポットや施設を見て回りたい」
「訪れた先の歴史的な背景や風土を楽しみたい」といった『観光地を積極的に楽しみた
いニーズ』が並んだ。
さらに、旅行頻度の差によって、観光動機にどのような違いがあるのかを検証するた
めに、観光客全体とその内国内宿泊旅行の頻度が高い（年 3 回以上）層との比較を行っ
た。その結果、「著名な観光スポットや施設を見て回りたい」といった動機は、旅行頻
度が高くなると弱くなることが示された。一方、
「新しいことを学んだり、体験したい」
「その地域の暮らしや生活文化に触れたい」「旅先でしか出会えない、地域の人と出会
いたい」といった『訪れた観光地で体験・交流したいニーズ』については、旅行頻度が
高くなると、強くなることがわかった（図 2-10）。

図 2-10 国内宿泊旅行頻度による観光旅行をする理由（観光動機）の比較
（複数回答）
※「観光客(N=454)」と「国内宿泊旅行頻度年 3 回以上

(N=147)」の比較
89.0%
89.8%

日常から離れて、ゆったりとした時間を過ご したいから

84.3%
81.6%

家族や友人と楽しいひと時を過ごしたいから

82.4%
83.0%

おいしいものを食べたいから

過
ご
し
た
い

観
光
地
で
ゆ
っ
く
り
と

楽
し
み
た
い

観
光
地
を
積
極
的
に

体
験
・
交
流
し
た
い

訪
れ
た
観
光
地
で

81.1%
85.0%

日常の仕事や人間関係から離れることで、 新鮮な気持ちになりたいから
人生の思い出をつくりたいから

78.8%
80.3%

その地域の自然を楽しみたいから

78.0%
80.3%
77.1%
78.9%

普段では体験できない感動を得たいから

77.1%

著名な観光スポットや施設を見て回りたいから

61.9%
76.4%
78.2%

訪れた先の歴史的な背景や風土を楽しみたいから
新しいことを学んだり、体験したいから

58.4%
61.9%

その地域の暮らしや生活文化に触れたいから

57.3%
62.6%
44.9%
52.4%

旅先でしか出会えない、地域の人と出会いたいから

38.8%
38.8%

テーマパークや遊園地で楽しみたいから
26.0%
27.9%

人に誘われたから

16.2%
22.4%

スポーツを楽しみたいから
0%

20%
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40%

全体
60%

旅行経験年3回以上
80%

100%

ⅱ

国内観光地に対する不満
アンケート調査結果から、観光客の観光地に対する不満点として、以下の点を読み取
ることができる（図 2-11 参照）。

（地元志向・本物志向でない観光への不満）
「地元の方がおいしいと言う飲食店で食べたいが、情報、案内がない」「どの旅館に
泊まっても、同じような料理がでる」といった食に関する項目は 4 割を超えており、全
体の中でも高い。また、「その地域の料理や旬の食材を使った料理を提供してくれる飲
食店がない」「その地域に住む人が普段買っている農産物や海産物を買えるところがな
い」といった点に 3 割以上の観光客が不満を持っていることがわかる。
（ゆっくりできない観光への不満）
「静かにゆっくりと食べることができる飲食店がない」点について、3 割以上の観光
客が不満を持っており、
「気軽に楽しめるガイドや案内・コースがない」点についても 3
割弱の観光客が不満を持っていることがわかる。
（顧客優先ではないサービスへの不満）
「好きな時間にチェックインやチェックアウトができない」「観光客向けの飲食店ば
かり（割高、不自然）」といった点に 5 割以上の観光客が不満を持っており、全体の中
でも高い。また、
「飲食や買い物をして楽しもうと思っても、早い時刻に閉店している」
点についても 3 割以上の観光客が不満を持っていることがわかる。
（地域を自由に巡れないことへの不満）
「バスや鉄道が不便で、地域内を巡ることができない」
「自家用車で移動したときに、
駐車場がない」といった点に 4 割以上の観光客が不満を持っており、全体の中でも高い
ことがわかる。
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図 2-11 国内観光地への不満（N=454 複数回答）
観光客が観光地で不満に思うこと（7段
７（大変そう
階評価のうち、大変不満、不満、やや不
思う）
満の合計値

食・飲食店／地元の方がおいしいと言う飲食店で食べた
いが、情報、案内がない
宿泊／どの旅館に泊まっても、同じような料理がでる

地
元
志
向
・
本
物
志
向
で
な
い
観
光
へ
の
不
満

49.0%

9.3%

13.9%

25.8%

24.0%

16.1%

6.6%

4.4%

44.3%

8.8%

12.8%

22.7%

28.6%

12.1%

9.0%

5.9%

34.3%

5.7%

9.9%

18.7%

28.4%

20.9%

10.4%

5.9%

物産・土産／その地域に住む人が普段買っている農産物
や海産物を買えるところがない

30.8%

3.7%

7.7%

19.4%

30.8%

18.5%

13.7%

6.2%

全体／どこに行っても、同じような観光地と感じる

26.4%

4.8%

5.1%

16.5%

18.9%

22.9%

17.0%

14.8%

散策・まちあるき／歴史や文化的な背景まで教えてもらえ
ない

26.2%

3.5%

6.2%

16.5%

33.0%

20.7%

13.9%

6.2%

体験／どの地域も似たような体験で、やってみたいと思う
体験がない

26.2%

3.5%

8.8%

13.9%

36.1%

17.8%

11.7%

8.1%

散策・まちあるき／その地域の暮らしや生活文化を感じる
ことができない

25.8%

3.1%

6.6%

16.1%

32.6%

21.8%

14.3%

5.5%

情報／地元のお薦めの立ち寄り場所や飲食店を教えてく
れるホームページがない

25.2%

2.6%

5.9%

16.7%

30.4%

20.5%

14.8%

9.0%

全体／作られた観光地ばかりで、その地域の文化や町並
みが残されていない

22.7%

3.1%

7.0%

12.6%

28.9%

23.3%

15.2%

9.9%

22.4%

2.4%

4.4%

15.6%

35.9%

22.5%

12.6%

6.6%

21.8%

2.9%

3.5%

15.4%

39.4%

20.0%

11.9%

6.8%

21.1%

3.3%

5.7%

12.1%

35.5%

20.9%

14.3%

8.1%

宿泊／地元の食材を使った料理が提供されない
体験／その地域の伝統的な文化・歴史や農業・漁業等を
体験できない
宿泊／地元の飲食店で食事ができるようになっていない
散策・まちあるき／そのまちの良さを感じることができない

20.9%

2.2%

5.7%

13.0%

34.1%

20.9%

15.9%

8.1%

物産・土産／その地域の伝統工芸や農産物で作られた
土産がない

20.1%

2.9%

5.1%

12.1%

34.8%

24.4%

13.2%

7.5%

全体／その地域を地元の人が大事にしていると感じること
ができない

18.9%

2.0%

4.6%

12.3%

31.7%

21.6%

16.3%

11.5%

18.0%

2.4%

4.6%

11.0%

38.8%

20.9%

14.8%

7.5%

16.2%

2.4%

3.7%

10.1%

21.1%

22.7%

19.8%

20.0%

31.5%

3.5%

11.0%

17.0%

28.9%

18.5%

13.0%

8.1%

28.2%

2.2%

6.2%

19.8%

29.3%

21.8%

13.4%

7.3%

25.5%

1.3%

6.4%

17.8%

30.8%

19.2%

16.1%

8.4%

52.2%

14.8%

16.3%

21.1%

25.3%

9.7%

7.5%

5.3%

52.0%

11.5%

15.2%

25.3%

25.1%

12.1%

6.6%

4.2%

37.6%

4.8%

12.1%

20.7%

34.1%

14.8%

7.9%

5.5%

27.1%

2.9%

6.8%

17.4%

34.6%

19.4%

10.8%

8.1%

19.4%

2.9%

5.3%

11.2%

32.6%

22.5%

17.0%

8.6%

45.5%

8.1%

13.4%

24.0%

27.3%

13.4%

8.4%

5.3%

41.8%

5.3%

13.4%

23.1%

28.6%

15.2%

9.5%

4.8%

26.6%

2.2%

7.9%

16.5%

36.1%

19.6%

11.9%

5.7%

26.4%

3.1%

6.8%

16.5%

35.0%

19.6%

13.2%

5.7%

24.1%

2.6%

7.0%

14.5%

35.2%

21.8%

11.0%

7.7%

全体／もう一度行きたい、と思う観光地に出会わない
っ

観
光 く
へり
ので
不き
満な
い

１（全くそう思
5（ややそう思 4（どちらでも 3（やや思わ
2（思わない）
わない）
う）
ない）
ない）

食・飲食店／その地域の料理や旬の食材を使った料理を
提供してくれる飲食店がない

体験／その地域のお祭りや行事に参加できない

ゆ

6（そう思う）

食・飲食店／静かにゆっくりと食べることができる飲食店がない

散策・まちあるき／気軽に楽しめるガイドや案内・コース等がない

散策・まちあるき／ゆっくりと散策できる道やコースがない

宿泊／好きな時間にチェックインやチェックアウトしたい
ー

サ顧
客
ビ優
ス先
へで
のは
不な
満い

食・飲食店／観光客向けの飲食店ばかり（割高、不自然）
食・飲食店／飲食や買い物をして楽しもうと思っても、早い時刻に閉店し
ている
情報／地域内の飲食店等のクーポンやお得な情報を入手できない

食・飲食店／家族や大勢で食べることができる飲食店がない
地
域
を
自
由
に
不巡
満れ
な
い
こ
と
へ
の

移動・交通／バスや鉄道が不便で、地域内を巡ることができない

移動・交通／自家用車で移動したときに、駐車場がない

情報／気軽に立ち寄って、観光の相談ができ出来る案内所がない

情報／案内が不十分で道に迷う

移動・交通／自家用車が多く、安心して歩くことが出来ない
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ⅲ

旅行を選ぶ時に参考とするもの
現在の観光客は旅行先を選ぶ際には、旅行雑誌・ガイドブックを参考にするとともに、
ほぼ同じ割合で、
「以前に来訪した自身の経験（リピーター）」や「家族や友人知人から
の紹介・推奨（口コミ客）」を参考に旅行先を決定している。また「以前から行ってみ
たかった」も 5 割と高い結果になっている（図 2-12）。

図 2-12 旅行を選ぶ時に参考とするもの（N=454 複数回答）
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

以前来訪した際の自身の経験

50.9%

旅行雑誌・ガイドブックの記事

47.6%

家族や友人知人からの紹介・推奨

44.1%

旅行会社の旅行パンフレット

37.9%

地域や施設の公式Webサイトの情報

37.7%

テレビや映画での紹介、ロケ地情報

31.3%

その他のWebサイトの情報

24.9%

個人のブログやインターネッ ト掲示板

16.7%

割引券や優待券

16.5%

特に理由はないが、なんとなく

ⅳ

13.4%

自分の意思外（慰安旅行 等）

7.9%

同じ趣味を持った人との集まり

7.5%

その他

100.0%

53.1%

以前から行ってみたかった

旅行会社の店員からの勧め

80.0%

6.6%
1.5%

満足した観光の同行者
図 2-13 は「大変満足した国内宿泊観光旅行の際の同行者」である。大変満足した観
光旅行の際の同行者としては「夫婦旅行」「子ども連れの家族旅行（小学生未満～中高
生まで含む）
」が約 2 割、「大人の家族旅行」「友人」「一人旅」が約 1 割の順で並んだ。

図 2-13 大変満足した観光地について（同行者）（N=454 単数回答）
その他,
4.6%
一人旅,
10.1%
職場や団体などの
旅行,
3.3%

子ども連れ家族旅
行（一番下の子ども
が未就学児）,
9.7%
子ども連れ家族旅
行（一番下の子ども
が小学生）,
8.4%
子ども連れ家族旅
行（一番下の子ども
が中高生）,
5.3%

友人との旅行,
16.3%

カップル旅行,
4.6%

大人の家族旅行
（一番下の子どもが
１８歳以上）,
13.2%
夫婦旅行, 24.4%
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ⅴ

大変満足した観光での消費額
図 2-14 は「大変満足した国内観光地での、1 人あたりの消費額」についての回答で
ある。満足した観光地での消費額は１万円～２万円未満が 3 割弱と最も多く、1 万円未
満、2 万円～3 万円未満、3 万円～4 万円未満、4 万円～5 万円がそれぞれ 1 割台であっ
た。

図 2-14 大変満足した観光地における消費額（N=454 単数回答）

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

１万円未満

20.0%

26.4%

２万円～３万円未満

16.7%

３万円～４万円未満

14.3%

４万円～５万円未満

10.8%

５万円～６万円未満

3.5%
0.9%

８万円～９万円未満

0.7%

１０万円以上

ⅵ

5.5%

７万円～８万円未満

９万円～１０万円未満

30.0%

16.1%

１万円～２万円未満

６万円～７万円未満

25.0%

2.2%
2.9%

大変満足した観光地への再来訪意向
大変満足した観光地に再来訪したいか、の問いに「大変そう思う」「そう思う」が合
わせて 5 割を超えており、高い満足感が再来訪につながることがうかがえる。

図 2-15 大変満足した観光地について（再来訪意向）（N=454 単数回答）
思わない,
2.6%

全く思わない,
1.1%

あまり思わない,
7.9%

大変そう思う,
26.0%
どちらでもない,
16.1%

やや思う,
19.8%

そう思う,
26.4%
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（参考）観光経験者回答者属性（全て N=454）
性別

九州地方
8.4%

四国地方
3.1%

北海道
5.1%

居住地域
東北地方
7.0%

中国地方
3.7%

女性
49.6%

男性
50.4%

近畿地方
18.9%
関東地方
41.4%

中部地方
12.3%

世帯構成

未既婚
一人暮らし
10.8%

その他
8.8%

友人と同居
0.0%

未婚
28.2%

パートナーと同居
（未婚の場合の
み）, 1.3%

既婚
71.8%

その他
0.4%

大学院修了
7.7%
高校卒業
24.9%

５，０００万円～１
億円未満
0.2%

短期
大学
卒業
12.8%

不明
8.4%

15.4%

女性30～39歳

10.8%

女性20～29歳

男性60歳以上

男性40～49歳

12.3%
8.6%
1.8%
0.0%
5.0%

10.0%

0.4%
0.0%

13.0%

男性30～39歳

6.4%

女性19歳以下

14.8%

0.0%

12.3%

女性40～49歳

男性年代別

男性19歳以下

4.2%

女性50～59歳

５００万円台
12.3%
６００万円台
9.7%

男性50～59歳

派遣社員または
契約社員
4.2%

女性年代別

４００万円台
9.9%

７００万円台
8.1%

男性20～29歳

専業主婦
23.6%

学生
0.9%

３００万円台
12.1%

８００万円台
7.0%

会社役員
2.9%

会社員
29.5%

ト
9.0%

女性60歳以上

９００万円台
6.4%

その他
1.3%

自営業
6.6%
家事手伝い
0.4% パート・アルバイ

専門学校卒業
10.4%

３００万円
未満
9.9%

１，０００～２，００
０万円未満
14.8%

職業

無職
10.8%

世帯収入

２，０００～５，００
０万円未満
0.9%

教職
2.6%

専門職（弁護士・
医師・会計士等）
4.4%
公務員
3.7%

中学校卒業
1.5%

子供と親（一番下
の子供が中高
生）
7.7%

子供と親（一番下
の子供が18歳以
上）,
26.7%

夫婦のみ
25.1%

最終学歴

大学卒業
42.3%

子供と親（一番下
の子供が未就学
児）
10.8%
子供と親（一番下
の子供が小学
生）
8.8%

15.0%

20.0%
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5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

②ゼロ回層が感じる旅行阻害要因についての分析
ⅰ

ゼロ回層の直近の旅行時期
直近の観光旅行（宿泊旅行に限り、出張・帰省除く）をした時期については、
「10 年
以上前」が最も多く約 3 割の回答であった。一方、比較的近い時期に旅行経験を有する
層（1 年~2 年前、3 年~4 年前）も約 3 割とほぼ同程度であった（図 2-16）。
このことから、ゼロ回層であっても、長期間に渡って観光旅行を経験していない層、
比較的近い時期に観光旅行を経験してる層等、その実態は多様であることがわかる。

図 2-16 直近の観光旅行をした時期（N=224 単数回答）
経験なし,
8.9%

１年～２年前,
16.1%

３年～４年前,
１０年以上前,
29.0%

９年～１０年前,
4.5%

18.8%

５年～６年前,
７年～８年前,
9.8%
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12.9%

ⅱゼロ回層の旅行をしない理由
旅行をしなかった理由について、多くあげられた項目は「家計の制約がある」が約 4
割、
「何となく旅行をしないまま過ぎた」が約 3 割、
「仕事で休暇が取れない」が約 2 割
であった。
また、
「行きたいと思うところがない」
「旅行に興味はない」といった旅行そのものを
好まないと分類されている理由についての回答は、それぞれ 1 割程度となり、他の分類
（「家計・景気」
「なんとなく」
「同行者都合」
「仕事・家庭（機会損失）」
）と比較して低
い結果となった（図 2-17）。

図 2-17 観光旅行をしなかった理由（N=224 複数回答）

0.0%

20.0%

家計の制約がある
14.3%

なんとなく

4.9%
17.9%

一緒に行く人がいない

同行者都合

12.9%

仕事で休暇がとれない

19.6%

ペットがいる

14.7%

自分の健康上の理由で

パック商品や宿泊、交通の予約が取れな い

家計・景気

29.5%

家族、友人と休日が重ならない

介護しなければならない家族がいる

80.0%

3.6%

何となく旅行をしないまま過ぎた
誰かから誘われないと行かない

60.0%

37.9%

景気の先行きが不安なので支出を控える
パック商品や宿泊、交通の値段が割高

40.0%

9.4%
5.4%

仕事・家庭
（機会損失）

0.0%

行きたいと思うところがない

12.1%

旅行に興味がない

11.2%

観光旅行に時間とお金をかける価値はない

9.8%

混雑する時期に旅行をしたくない

8.9%

旅行以外にやりたいことがある

7.6%

その他

8.0%
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旅行嫌い

100.0%

ⅲ

休日の主な過ごし方
ゼロ回層の休日の過ごし方については、図 2-18 のように回答項目ごとに 5 つのグル
ープに分類して分析した。
その結果、
『飲食・買い物・園芸等』では「ショッピング」が約 4 割、
『文化・芸術鑑
賞』では「ビデオ鑑賞」が約 3 割、『スポーツ』では「ジョギング・ウォーキング・マ
ラソン」が約 1 割、
『遊興』では「テレビゲーム」が約 1 割、
『アウトドア・観光文化施
設』では「ドライブ」が約 1 割といった結果であり、ゼロ回層の休日の過ごし方が多様
であることがうかがえる。

図 2-18 休日の主な過ごし方（N=224 複数回答）
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

ショッピング

37.5%

外食（食事を楽しむことを目的とするもの）

17.0%

園芸、庭いじり

15.2%

料理
工芸・陶芸

飲食・買い物・園芸等

10.3%
0.0%

ビデオの鑑賞

33.0%

音楽鑑賞

22.3%

映画館へ行く

13.4%

音楽会、コンサートなど

9.4%

演劇鑑賞

5.4%

美術鑑賞

5.4%

ジョギング・ウォーキング・マラソン

13.4%

スポーツ観戦

5.4%

釣り
ゴルフ（コース、練習場）
水泳
登山

4.5%
2.2%
1.8%
0.9%

テニス

0.4%

ダイビング

0.4%

サーフィン

0.4%

野球

0.0%

海水浴

0.0%

スノーボード・スキー

0.0%

サッカー

0.0%

スポーツ

テレビゲーム

13.4%

パチンコ
カラオケ
競馬・競艇・競輪・オートレース

6.3%
3.6%

ドライブ

8.0%
7.1%

動物園、植物園、水族館、博物館へ行く

アウトドア活動
・観光文化施設

6.3%

写真撮影

遊園地へ行く

遊興

2.2%

催し物、博覧会へ行く

ピクニック、ハイキング、野外散歩

文化・芸術観賞

5.8%
3.6%
1.8%

その他

23.7%
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（参考）ゼロ回層回答者属性（全て N=224）
性別

居住地域
北海道
4.0%

九州地方
5.8%
四国地方
4.5%
中国地方
5.4%
男性
50.0%

女性
50.0%

東北地方
6.7%

近畿地方
18.8%

関東地方
36.1%

中部地方
18.8%

未既婚

世帯構成
子供と親（一番下
の子供が未就学
児）
8.0%

子供と親（一番下
の子供が小学
生）
6.7%
子供と親（一番下
の子供が中高
生）
8.9%

その他
19.6%

未婚
48.2%

既婚
51.8%

一人暮らし
15.6%

子供と親（一番下
の子供が18歳以
上）,
26.7%

友人と同居
0.4%
夫婦のみ
13.8%

パートナーと同居
（未婚の場合の
み）, 1.3%

その他
0.4%

最終学歴

専門職（弁護士・
医師・会計士等）
2.7%

中学校卒業
2.2%

教職
1.3%

職業

その他
1.3%

大学院修了
3.6%

会社員
22.8%

無職
14.7%

大学卒業
29.5%

会社役員
1.8%

公務員
2.7%

高校卒業
36.6%

派遣社員または
契約社員
5.4%

自営業
9.4%

短期大学
卒業
12.1% 専門学校卒業
15.6%

家事手伝い
0.4%
パート・アルバイ
ト
17.9%

８００万円台
5.0%

女性60歳以上

１，０００～２，００
０万円未満
8.0%

７００万円台
6.5%

4.0%

女性50～59歳

３００万円未満
26.9%

12.1%

女性40～49歳

６００万円台
7.0%

20.5%

女性30～39歳
３００万円台
16.4%

５００万円台
11.4%

8.5%

女性20～29歳

４００万円台
15.9%

女性19歳以下

4.9%
0.0%
0.0%

男性年代別
男性60歳以上

4.9%

男性50～59歳

19.2%

男性40～49歳

16.5%

男性30～39歳

7.1%

男性20～29歳
男性19歳以下

1.8%
0.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

学生
1.3%

女性年代別

世帯収入
９００万円台
3.0%

専業主婦
18.3%

20.0%

25.0%

30.0%
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5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

（4）考察
以上のアンケート調査の結果を踏まえ、観光客の視点から感じている国内観光地への不
満やニーズ及び、ゼロ回層の旅行阻害要因について以下の通り整理・考察した。
① 今後注目すべき観光動機は「観光地での体験・交流」


旅行経験が高い（年間の旅行頻度が高い）観光客は、全体の傾向と比べると、「著
名な観光スポットや施設を見て回りたい」といった動機は弱く、
「訪れた観光地で
体験・交流したいニーズ」が強いことが示された。



今後、我が国の観光客は旅行経験が高まっていくことが予想され、またインバウ
ンドについてもリピーターが増える傾向にある。こうした中で、観光地域づくり
を進めていくべき方向性として、
「訪れた観光地で体験・交流したいニーズ」に対
応していくことが重要となる。

② 「訪れてよし」ではない観光地は、観光客に不満を持たれる


本調査の結果では、「地元の方がおいしいと言う飲食店で食べたいが、情報、案内
がない」「どの旅館に泊まっても、同じような料理がでる」「好きな時間にチェッ
クインやチェックアウトができない」
「観光客向けの飲食店ばかり（割高、不自然）」
「バスや鉄道が不便で、地域内を巡ることができない」
「自家用車で移動したとき
に、駐車場がない」といった点への不満が 4 割以上であり、飲食、宿泊、移動手
段等、多様な分野において不満を持たれていることがわかる。



観光客が観光地を選ぶ際には「以前に来訪した自身の経験（リピーター）」「家族
や友人知人からの紹介・推奨（口コミ客）」といった生の情報を参考にすることが
多く、観光客の不満点を解消しない場合には、リピーターの獲得は望めないばか
りか新規の顧客獲得も難しくなる可能性が高い。



こうした不満点を解消するためには、まず自らの地域を観光客の目線で見直し、
住民とのコミュニケーションやそこから得られるお薦めの飲食・物販等が提供で
きているか、移動が不便なくできているか、飲食店や宿泊施設では顧客目線のサ
ービスができているか等、
「訪れてよし」の観光地域づくりに向けた基本的な課題
を一つひとつ解決していくことが重要である。

③ ゼロ回層に対しては、訪れたくなる理由を創る


ゼロ回層であっても、休日等の過ごし方は多様であり、必ずしも「旅行が嫌い」
というわけではなく、
「他にやりたいことがある」ためや「仕事で休暇が取れない」
ために旅行を選択しない層など、機会があれば観光に行く可能性を有する層が存
在することがうかがえる。



一方で、休日の主な過ごし方では「スポーツ」や「アウトドア活動・観光文化施
設」等、旅行に結びつきやすいものも多い。



こうしたゼロ回層を、宿泊を伴う旅行に誘うためには、いわゆる観光旅行の枠を
越え、様々な趣味や娯楽活動と観光を結びつけたプログラムを創出し「わざわざ
訪れる理由・わざわざ宿泊する理由」を地域側で創造していくことが必要である
（例：その地域で開催される文化・芸術活動への参加、地域の伝統的な料理の教
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室、地域でのスポーツ大会への参加等）。
（5）今後の調査課題
本調査では、観光客の求める観光（観光動機）や課題等（観光地に対する不満）、及びゼ
ロ回層が感じる旅行阻害要因について、基礎的な調査を実施した。
今後、この調査結果をもとに、観光地側が取り組むべき具体的な改善点の抽出、観光客
の動機（ニーズ）に合わせた具体的な観光地域づくりの方向性の抽出等、より具体的な調
査・分析を行っていくことが求められる。
① 「訪れた観光地で体験・交流したいニーズ」に対する観光地側が取り組むべき具体策の
抽出、マーケット別（同行者、消費額、リピーター等）の傾向の検証


観光客の動機（ニーズ）に関しては、旅行経験が増えると「訪れた観光地で体験・
交流したいニーズ」が高まることがうかがえた。今回の基礎的な調査をもとに、
今後はこうしたニーズに対して観光地側が取り組むべき具体策について、より詳
細な調査を行うことが求められる。



さらに、本調査は「満足した国内宿泊旅行」に限ったものであり、通常の国内宿
泊旅行と比較し、マーケット別（同行者別、消費額別、リピーター等）にみても
「訪れた観光地で体験・交流したいニーズ」が同様の傾向にあるのかを検証する
といった調査も重要である。

② 観光客が不満に思う点（観光地側の改善点）についての観光地タイプごとの検証


観光客が不満に思う点（観光地側の改善点）に関しては、本調査では一般的な改
善点は抽出できた。



今後、より具体的な改善点を抽出するためには、全国の観光地で定期的に調査を
実施する必要がある。また、より実態に即した形で観光客の不満を抽出するため、
将来的には、観光地タイプ（例：温泉、町並み、山岳リゾート、海浜リゾート等）
ごとに調査票を作成するなど、調査方式の標準化・類型化を図っていくことが必
要である。

③ ゼロ回層を対象とした、観光につながる動機の抽出、具体策の検討


本調査では、旅行ゼロ回層についても視野を広げた調査を実施したが、本調査を
もとにゼロ回層にとって魅力のある観光とは何かを検討（仮説構築）することが
必要である（例えば、スポーツ志向が強いゼロ回層であれば、スポーツ大会等へ
の参加をテコに、受け入れる地域での温かいもてなしや交流を体験させ、観光の
楽しさ、面白さを感じてもらうなど）。
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第 3 章 地域観光イノベーションに係る取り組み案件
3-1 地域観光イノベーションに係る取り組み案件の概要
（1）取り組み案件実施の目的
観光客のニーズの多様化、旅行スタイルの変化等に対応した魅力ある観光地域づくりを
推進するため、新たなモデルの構築につながる観光地域づくりの先進的取り組みについて
支援を行い、普及・促進を図っていくことを目的とする。
（2）支援の概要
支援の概要は以下の通り。


対象者：民間団体（民間企業、事業組合、NPO 法人）等



対象事業：（3）の要件を満たす取り組みであって、2013 年 2 月までに完了する事業



支援内容： 実証実験、システムの構築・運用及び取り組みの結果分析等に必要となる費
用等

（3）支援対象要件
取り組みが以下の 1～4 の要件を全て満たすこと。
1.

新規性（他地域の取り組みに独自の工夫等を加え、先進的な取り組みへと発展させるも
のを含む）を有するものであること

2.

地域の者を含めた関係者が協力しながら主体的に取り組むものであって、その取り組み
が一部の事業者ではなく、地域に還元されるものであること

3.

取り組み終了後、自立的に継続して実施していくことが見込まれるものであること

4.

他の地域への展開が可能なものであること
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（4）審査のステップ
審査に際しては、まず、公募要件の該当性をチェックする 1 次審査を行い、要件に該当
する案件のみを抽出した。その後、1 次審査を通過した案件を対象に 2 次審査を行い、提案
内容の完成度等の観点から審査を行った。各審査の審査基準等は以下の通り。
1 次審査（公募要件への該当性のチェック）
申請書に記載された「地域の課題」及び「取り組みの概要」等から見て、公募要領に規
定する「応募対象となる取り組み」に該当しているかどうか、以下の要件に照らして審査
する。
（1）滞在交流型観光を促進する際の課題解決に資する取り組みであること。
【具体的な視点】
①滞在プログラムやツアーの造成にとどまっていると認められる取り組みは、根本的な
課題解決に資するものに該当しない。
②観光客の満足度向上への寄与度が低いと認められる取り組みは、根本的な課題解決に
資するものに該当しない。
③単なる技術導入やプロモーション等にとどまっていると認められる取り組みは、根本
的な課題解決に資するものに該当しない。
（2）以下の①～④の全てを満たすものであること。
①新規性（他地域においてすでに取り組まれているものに独自の工夫等を加え、先進的
な取り組みへと発展させるものを含む。）を有するものであること。
②地域の者を含めた関係者が協力しながら主体的に取り組むものであって、その取り組
みが一部の事業者ではなく、地域に還元されるものであること。
③取り組み終了後、自立的に継続して実施して行くことが見込まれるものであること。
④他の地域への展開が可能なものであること。
要件に該当しない案件を除外し、2 次審査へ
2 次審査（提案内容の完成度等の比較）
1 次審査で示した要件等に照らして
「A.取り組み内容（滞在交流型観光促進の課題解決に資するかどうか）」
「B.基本的な要件（新規性・地域に利益が還元される仕組み・継続性・他地域への展開可
能性）」
「C.事業の確実な進捗（実施スケジュール等）
」
の 3 つの観点から比較。委員会での比較検討によって、取り組み案件の相対的な順位付け
を行う。（上位 3 件を採択案件とする）
【本公募の目的】
観光客のニーズの多様化、旅行スタイルの変化等に対応した魅力ある観光地域づくりを推
進するため、新たなモデルの構築につながる観光地域づくりの先進的な取り組みを実施し、
そこから得られた成果と課題を分析し、観光地域づくりに寄与することを目的とする。
検討委員会や採択候補団体ヒアリングの結果も踏まえ、採択案件の最終決定
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（5）審査結果
以上の審査を行った結果、以下の 4 団体が採択された。

図 3-1 採択案件の審査結果
申請者

案件名

取り組み概要

株式会社日本海

金沢公共レンタサイクル「ま

観光地域内の持続的な回遊性を確

コンサルタント

ちのり」を活用した回遊性向

保するため、レンタサイクル用の

上のための環境づくり

IC カードにポイント制度を導入
し、店舗ごとの売上効果に応じた利
益還元ルールを整理するなど、低廉
な公共交通の維持方策を検討する。

鹿教湯温泉

参加・体験・交流型イベント

観光分野における情報提供サービ

旅館協同組合

データ情報構造標準化・オー

スの向上を図るため、インターネッ

プン化とデータ収集・登録・

ト上における滞在プログラム情報

検索、アドワーズ広告用キー

の標準化・データベース化を行うな

ワード選択システムの開発

ど、情報流通の円滑化を推進する。

株式会社

松山市・道後温泉エリアにお

観光地域内の健全な競争環境を整

エス・ピー・シー

ける回遊促進指向ユビキタス

備するため、各種施設の共通利用券

情報サービス

（デジタル地域パス）を導入し、そ
の利用実績及び利用者評価に応じ
て個々の観光施設への利益配分を
行うなど、サービス改善意欲の向上
を促進する。

NPO 法人きたかみ

元気

観光ネクスト*

リ時間」事業創造プロジェク

自転車ラック付きバスとレンタサ

ト

イクルを組み合わせるなど、観光客

健康になる「北上チャ

観光地域内の回遊性を高めるため、

が自由に移動手段を選択できる広
域的な二次交通を整備する。
*本年度事業として実証事業を完了することができないことを理由に途中辞退。
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（6）事業の流れ
地域観光イノベーションの取り組み案件に係る事業の流れは以下の通りである。

図 3-2 実証事業の流れ
７月２４日募集開始（８月２９日〆切）

募集
支援対象（各地域における先進的取組）を募
集し、61件の応募

９月11日（検討委員会）

選定
第三者委員会により支援対象の
要件を満たす先進的な取組を選定

選定委員会の様子

９月27日（検討委員会）

採択候補団体ヒアリング
選定委員会にて採択候補団体として選出され
た地域を対象にヒアリングを実施

採択候補団体ヒアリングの様子

10月～2月（取組実施）

支援
専門家の知見の活用等を通じて先進的な取
組の実施を支援

実証事業支援の様子（金沢）

3月までに取りまとめ

実証事業支援の様子（松山）

効果検証
取組の効果・課題を検証、改善策等の検討

実証事業支援の様子（鹿教湯）
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3-2 金沢公共レンタサイクル「まちのり」を活用した回遊性向上のための環境づくり
（1）取り組みの概要
観光地域内の持続的な回遊性を確保するため、レンタサイクル用の IC カードにポイント
制度を導入し、店舗ごとの売上効果に応じた利益還元ルールを整理するなど、低廉な公共
交通の維持方策を構築する。
【具体的事業・実験内容】


レンタサイクル（まちのり）の認証キーとなる IC カードを活用した共通ポイントシス
テムによる、参加店舗売り上げ、回遊効果の実証。



実証実験実施によって協賛を得た店舗による「地域が支えるレンタサイクルシステム」
の構築。

（2）実証実験による検証内容
30 店舗（3 エリア・各 10 店舗）の協力を得て、レンタサイクル（まちのり）の認証キー
となる IC カードを活用した共通ポイントシステムによる参加店舗売り上げ、回遊効果の実
証を行った。また、宿泊施設（ 31 軒）の協力を得て、まちのり未利用者へのアンケート調
査を実施（第 2 回委員会指摘事項に対応）した。
実証実験実施への協賛店舗による「地域が支えるレンタサイクルシステム」の構築を検
討したが、PC や通信環境を備えていない店舗が大半であり、それらの店舗への対応が課題
となった。そこで、事業趣旨に影響の少ない代替手法を検討（紙媒体によるクーポンに変
更、まちのり利用者とクーポン利用者の照合を行えるよう工夫）した。
①実証実験概要


実施期間：2012 年 11 月 17 日～12 月 24 日



レンタサイクル（まちのり）サイクルポート（広坂ポート・東山ポート）の周辺に位
置する 30 店舗が協力

図 3-3 実証事業参加 30 店舗
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IC カードを使ったポイント制度には端末（ノートパソコン、IC 読み取り機器）の設置
が必要であるが、協賛店舗は老舗や小店舗が多く設置スペースがないため、まちのり
IC カードを用いたポイント制から、紙媒体でのアナログ的な方法に変更。



まちのり利用者とクーポン利用者の属性把握や回遊行動の分析を行うため、クーポン
及びアンケート欄に共通番号を付与し、氏名を記載してもらった。

図 3-4 まちのりクーポン券

○配布時にこの部分を回収することでクーポン利用者を特定。
○さらに、氏名でまちのり管理システムの利用者名と照合。



実施期間終了後、30 店舗に訪問してクーポンを回収するとともに、事後アンケートを
実施し、今回の実証実験の満足度や今後の意向等を確認。

（3）達成目標と成果
【目標①】レンタサイクル（まちのり）利用者の観光地域内の回遊性向上
（成果）


レンタサイクル（まちのり）及びクーポン利用者の行動分析から、クーポン利用者は
トリップ数が多く、総回遊時間が長い傾向がみられた（図 3-5）。

図 3-5 クーポン利用者のトリップ数（立ち寄り回数）と回遊時間
クーポン利用の有無とトリップ数の関係
1回

2回

有り(N=25) 8.0% 12.0%

3回

4回

クーポン利用の有無と総回遊時間の関係

5回

40.0%

6回

2時間未満
6時間～8時間

7回以上

4.0%
4.0% 4.0%

28.0%

有り(N=25)

2時間～4時間
8時間以上
44.0%

24.0%

16.0%

4時間～6時間

12.0% 4.0%

4.7%
無し(N=169)

16.0%

18.9%

24.9%

18.3%

10.1%7.1%

無し(N=169)

26.0%

全体(N=194)

24.7%

32.5%

18.3%

14.2% 8.9%

21.6%

13.9% 8.2%

4.6%
全体(N=194)

14.9%
0%



18.0%
20%

26.8%
40%

19.6%
60%

9.3% 6.7%
80%

100%

0%

20%

31.4%
40%

60%

80%

100%

宿泊客アンケートでは、レンタサイクル（まちのり）の認知度は 4 割と低く、利用経
験者は 15％にとどまったが、利用経験者の満足度は高いこと、その存在を知らなかっ
た回答者の過半数は「利用したい」と回答（天候、時期（冬期）等が要因）しており、
認知度向上と時期が合えば利用拡大の可能性は大きいと思われる。



年末であったことや、悪天候の日が多かったことも利用が少なかった要因であり、今
後通年での実証を継続することが求められる。
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【目標②】協賛店に対する売上効果を実証する
（成果）


30 店舗中 13 店舗でクーポンの利用が無く、利用が特定の店舗に偏る傾向がみられた。
店舗側の満足度は低い結果となった。



満足度の低い要因は「クーポンの利用者数が少ない」ことがあり、レンタサイクル（ま
ちのり）×クーポンのアイディア自体は肯定的な意見も多かった。



レンタサイクル（まちのり）及びまちのりクーポンの PR や実施時期・実施頻度向上と
いった課題が抽出できた。

【目標③】「低廉な公共交通の維持」に資する店舗の協賛等
（成果）


参加店舗の過半数が有料であれば利用しないとの意向であった。しかし、4 割の店舗が
「掲載料による」と回答し、その支払可能額は 1～2 万円の範囲内であることが把握で
きた。

例：掲載料 1 回 1 万円とした場合
デザイン費と印刷費をカバーするために最低 50 店舗の参画が必要（サイクルポート 19
箇所とまちのり事務局の各周辺エリアで 2～3 店舗を確保）。ただし、営業活動にかか
る人件費・諸経費を考慮すると、より多くの参加店舗の確保が必要。
【協力店舗の声：アンケート・ヒアリング結果】
●満足の理由
• まちのり利用者はよく見かけるし、天候が良かったらもっと利用者が増えると思
う。
• 規模を大きくするか、PR していくか、継続して行っていくことが必要。
• この取り組みは町のためになる。クーポンの利用はなかったが、損はしていない
（※実証実験で無料のため）。
• 利用されたお客様の反応は良かったが、実施の時期が自転車に適していない。
• クーポンを使わなくても他の物を買ってくれた。
●不満の理由
• 利用者が 2、3 人。利用がないため。
• 実際にクーポン利用がなかった。掲載していただき、これを継続していくことが
必要。
• 集客不足（期間中利用 5 人）。天気の悪い日には自転車ということで利用が見込め
ない。
• 期間中自転車の利用者自体少ない。自転車を利用する人が多い時期に実施してい
れば違う結果が得られただろう。
• 粗品だけを受け取り、その後店内を見ずに帰る方が多かった。
• 町を訪れる人たちには朗報であるが、地元や繰り返し利用される方へのメリット
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がない。繰り返しのお客様が一番。
●今後の取り組みについて
• 金沢は自転車で回ったほうが良いという情報をもっと発信していくべき。
• 新幹線で来られるようになるまでにまちのりを定着させたい。
• 有名な観光名所に加え、地元の人おすすめの観光スポットをピックアップしたガ
イドマップ等もあるとよい。
• 大きめのかごを付けたらお土産も載せやすいのでは。
（4）今後の展開
【今後の展開①】システムの改善（紙媒体か IC カードか）


観光客へのレンタサイクル（まちのり）利用拡大と実施時期によって、効果は高まる
こと、有料での参加店舗獲得も一定数の確保が期待できることが明らかになった。



一方、運営コスト面から紙媒体から IC カードへの移行が求められるが、参加店舗で
の IC 読み取り端末設置スペースや電源の使用可否、導入コスト等の課題もあり、早
期の移行は難しい。



そこで、当面は「紙媒体のクーポン」によって、実施頻度を高め、参加店舗を増やし
ながら IC カードへの移行を図ることが継続性・定着性（参加店舗の拡大）に対して
有効と考えられる。

図 3-6 IC カードと紙媒体クーポンの導入メリット・デメリット比較
まちのり IC カード

紙媒体クーポン

メリット

 運営費の低減（利用者データの自動
取得、ポイント管理の自動化・ポイ
ント変動制の協賛金徴収管理の自
動化等）
 店舗側の人的労力の軽減

 利用者にとっては、まちのりスタッ
フや各店舗の店員さんと話をする
機会が増加
 店舗側にとっては、クーポンのやり
とりをきっかけとして他の商品の
売り上げにつながる機会が増加

デメリット

 店舗側の電源、レジカウンター周り
の設置スペース、PC 設置等の負担
（通信機能付きの IC カードリーダ
ーをカスタマイズし、電源のみで使
用可能とすることも検討）
 導入コスト大

 事務局負担大
 印刷コスト、利用者データ管理・分
析コスト大

共通課題

 今回の実験ではクーポンの利用者が少なく、ポイント数に応じた変動性の
協賛金モデル構築には至らない。
 加盟店舗数も少ない現状では定額の広告収入を得る方法が効率的。
 取り組みを継続して店舗数が 50～100 まで増加していけば、ポイント数に
応じた変動性の協賛金収集モデルの導入が十分に検討できると思われる。

【今後の展開②】収益性の向上を見据えたスキームの構築


公設民営事業であるレンタサイクル（まちのり）の事業性の向上については、「有料
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なら参加しない」との意向も多く、店舗側が参加するメリット（広告価値等）を享受
できる工夫が求められる。一方で、2 万円を上限に検討可能との店舗もあり、広告価
値はゼロではない。


例えばクーポン発行時期を「季刊」とし、春クーポン・夏クーポン・秋クーポン・冬
クーポンといった切り口で発行することで、季節ごとの金沢の魅力発信と回遊性の向
上に貢献できる。天候の良い時期のクーポン発行については有料化・付帯事業とする
ことで、事業収益性の向上にも寄与できる。

【今後の展開③】他の地域にも参考となるモデルの構築


レンタサイクル（まちのり）のシステムは、他地域からの視察も多く、実際に埼玉県
川越市では社会実験を実施している。こうした他地域との情報共有や連携を促進し、
「まちのりを活用した地域の回遊性向上・まちのりの収益性向上の仕組み」の構築、
普及啓発を図る。

図 3-7 まちのりが地域と観光客をつなげる、自立的な地域の回遊性向上の仕組み
モデル

まずは
紙媒体
情報発信
行政

観光客
地域の理解を得な
がらICカードへ移行

観光協会
・宿泊施設

観光消費

サービス提供

事業収入

運営

参加（ポイント制度・広告料）

協力店舗等

連携



効果の啓発・
利用者情報の提供（性別・年齢等）

まちのり事務局

スマートフォンサイトの充実等で「おすすめスポット」や「おすすめコース」を提供
するなど、より快適に楽しくまちなかを回遊できるしかけを創り、市民及び観光客の
回遊行動をサポートしたい。



中長期的な最終目標としては、「ウィーン・カード（オーストリア）」のように、まち
なかの全ての公共交通を自由に乗ることができ、多くの店舗や施設で特典が得られる
「金沢観光カード」に発展させ、観光都市としての付加価値向上に貢献していきたい。
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3-3 参加・体験・交流型イベントデータ情報構造標準化・オープン化とデータ収集
・登録・検索、アドワーズ広告用キーワード選択システムの開発
（1）取り組みの概要
観光分野における情報提供サービスの向上を図るため、インターネット上における滞在
コンテンツ、滞在プログラム情報の標準化・データベース化を行うなど、情報流通の円滑
化を推進する。
具体的には、インターネット上において個別の形式で展開している地域内の参加・体験・
交流型イベント（以下、滞在コンテンツ）の情報を標準フォームにて登録・データベース
化する。さらに、滞在コンテンツの流通の向上（地域内の宿泊施設や地域外の旅行会社が
データベースから滞在コンテンツを引き出し、宿泊プランと組み合わせて観光客に向けて
情報発信する等）、地域独自の滞在プログラムの創出・発信を促進するシステムを構築する。
（注）
標準化・オープン化･･･ WEB 上で容易に、自由に相互の情報交換が可能な共通フォーム、
共通システム
滞在コンテンツ･･･体験等を提供する個別の観光商品
滞在プログラム･･･滞在コンテンツに移動、飲食、宿泊を組みあわせたパッケージ商品

図 3-8 旅財市場の概念図
滞在コンテンツを登録

データベースとして蓄積・旅財市場でのオープン化・運営

滞在コンテンツ・事業者
（信州せいしゅん村、
バーデンツアー、
里の恵みランチ・・・）

旅財市場からコンテンツを取得して、
滞在プログラムを創出

鹿教湯旅館協同組合
システム

地域内のポータルサイト
個別旅館
外部の旅行会社等

顧
客

13

標準形式

複数の滞在コンテンツを
組み合わせた
旅行プラン

旅財市場

紙
媒
体

インターネット

滞在コンテンツと
宿泊施設を
組み合わせた
滞在プログラム
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顧 客

【具体的事業・実験内容】


標準化・オープン化された、地域内の滞在プログラムのデータベースの構築。



データベースを活用した「旅財市場」システムの構築。



「旅財市場」試行による運用効果・課題の検証（地域内の宿泊施設等がデータベース
から複数の滞在コンテンツを選択・再構成し、新たな滞在プログラムを創出するなど）。



地域の滞在コンテンツ事業者や宿泊施設による活用面の効果、課題の検証。

（2）実証実験による検証内容
鹿教湯温泉では、健康・療養等、特色ある滞在コンテンツづくりに早くから取り組んで
いるが、滞在コンテンツと宿泊施設との連携が課題であった。そのため、まず地域内の滞
在コンテンツ事業者、飲食店、宿泊施設の連携体制づくりを念頭に、地域内の滞在コンテ
ンツのデータベース及びその流通システム（旅財市場）を構築・試行し、活用面における
効果や課題、地域内で持続的に活用していくための方策を検討した。
また、システム構築後、地域内事業者向けの説明会、東京等での観光関係者向け説明会
等を開催し、開発したシステムの他地域を含めた展開の可能性を検討した。
①標準化・オープン化された、地域内の滞在プログラムのデータベースの試行


他地域の事例（別府温泉等）や地域内の既存滞在コンテンツのデータを参照しながら、
標準化・オープン化されたデータベースに必要な標準的なデータ項目を検討した。



地域内の滞在コンテンツ事業者、飲食施設、観光協会等の協力を得て既存データを入
力。上田市、鹿教湯温泉等の既存滞在コンテンツ 32 件（鹿教湯温泉旅館協同組合が観
光客向けに配布している「湯治バカンス」パンフレットに掲載している滞在コンテン
ツ（16 件）、上田地域で行われている滞在コンテンツ（16 件））のデータベース登録を
行った。

②データベースを活用した「旅財市場」の試行


データベースに登録された滞在コンテンツを活用した「旅財市場」を用いて、宿泊施
設・旅行業者に対して、サービス（「滞在コンテンツを埋め込んだ旅館ホームページの
作成」「複数の滞在コンテンツを組み合わせた旅行プラン作成」「滞在コンテンツ開催
場所へのマップ提供」「長野県旅行商品 PR シートの自動作成」等）を提供するシステ
ムを構築・試行し、技術面・運用面での課題等を抽出した。



試行にあたっては従来から滞在プログラムの充実に取り組んでいる鹿教湯温泉旅館協
同組合青年部のメンバーを中心に、鹿教湯温泉の事業者及び周辺地域で滞在コンテン
ツを提供している事業者が連携し、
「旅財市場」を活用した「宿泊と滞在コンテンツを
組み合わせた商品づくり（滞在プログラム）」における効果、技術面・運用面での課題
等を検証・抽出した。
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図 3-9 旅財市場の提供サービスの概要
滞在コンテンツの登録

共通化された電子情報へ

旅館HPへの
滞在プログラム一覧の埋め込み

滞在プログラム
開発・提供
（滞在コンテンツ×宿泊）

県旅行商品
PRシート
の自動作成

My滞在プログラムの作成
検索
①開催日付
②エリア
③ジャンル(カテゴリー)
④キーワード検索
で検索
登録されている
滞在コンテンツを表示

長野県・ 着地型旅行商品ＰＲシート
【 商品名】
鹿教湯温泉 氷絵馬

【 商品価格帯/ １人】
0円

円

～

【 販売手数料の有無 】
□ 有り（

円

％）

□ 無し（NET）

【旅行日数】

□ 契約内容に よる

□ 日帰り

□ 応相談

□

【 実施時期】

【定員】

平成24 年1 2 月2 7日～
平成25 年1 月31 日

泊

日

月 ～

【 最少催 行人員 】

名

名

月

【 お問い 合わせ先（ 旅行企画・ 実施） 】 ※商品および取引方法に ついての詳細は下記までお 問い 合わ せ下さい 。
会社・団体名

住所
商品紹介ＨＰ

鹿教湯温泉観光協会

電話/ Fax番号

長 野 県 上 田 市鹿教 湯温泉 12 43

℡

TEL:0 26 8 -4 42 33 1

Fax FAX:02 68 - 45 -3 7 12

担当者名

URL:http :// www.kake yu.or .jp/

Ｅ メー ル

EMail:kakeyu @kakeyu .o r.jp

【 セー ルスポイント】
温泉街から湯端通りを ぬけ、五台橋の屋根の下をくぐり 文殊堂へ 。 4 6段の階段から薬師堂周辺まで続く約2 0 0個の氷で作られた 「氷灯ろう」に 灯を
ともして街を 彩る幻想的なイ ベントです。 毎日夕方1 6 :3 0からの灯ろう点火式に はお客様も無料で参 加い ただ けます。
【 スケジュール】
時間

場所・内容（ 集合場所・解散場所・目的地・ 宿泊地・交通手段を 明 記）
（ 1） :鹿教湯温泉 文殊堂

【主な観光ポイント（ 観光地・観光箇所の歴史、由来など。 または内容ＰＲ コメ ント） 】
【ポ イント１】

【コメント】

【 ポ イント２ 】

【 ポイント３】

【 コメント】

【 コメント】

【 備考】
「氷灯ろう」 に 灯を ともして街を彩る幻想的なイ ベントです

図 3-10 旅財市場からの新しい滞在プログラムの創出の試行
『４泊５日湯治温泉文化体験』

既存パンフレット

１日目

２日目

３日目

４日目

バーデン
ツアーズ

ミニほっと

５日目

午前

『湯治バカンス』
１６プログラム

ほっとステイ

既存滞在プログラム

午後

温泉街の
飲食店

ほっとステイ

チェックイン

里の恵み
弁当

里の恵み
ランチ

チェックアウト

里の恵み
ランチ

温泉講話

ミニほっと
夕食

宿泊

新規滞在プログラム

麺財符
宿の食事

バーデンツアーズ

旅財市場

B&B

宿の食事(オプション)

B&B

B&B

B&B

麺財符

素泊りでの長期滞在プランを試行。

里の恵みランチ
旅館

飲食店

内村っ娘の会
地域の事業者、活性化団体

人員削減を極限状態まで行っている中規模旅館
にとって、固定費負担と食材リスク等を軽減でき
る即効力のある経営改善であり業態変換でもあ
る。今回のプランを実践することは、将来の本格
的な業態変換へのトライアルとなる。

連携、調整
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③地域の滞在コンテンツ事業者や宿泊施設による活用面の効果、課題の抽出


データベース登録者（滞在コンテンツ事業者等）、データベース利用者（宿泊施設営業
担当者等）からの評価から、システムの改善すべき点や今後の課題をアンケート調査
やヒアリング等によって抽出し、改善点を検証した。

④他地域への展開を含めた持続的な運営手法の検討


システム構築後、地域内の宿泊施設、滞在コンテンツ事業者等に対する説明会を開催
し、「旅財市場」の普及・活用に対する意見聴取を行った。



他地域を含めた展開の可能性（他地域との連携、登録滞在コンテンツの拡大等）の方
向性を見出すために、隣接地域（諏訪地方観光連盟等）に対するヒアリング、東京で
の観光関係者への説明会を行った。

（3）達成目標と成果
【目標①】：多数の滞在コンテンツが「旅財市場」のデータベースに登録され、それらが地
域内外の事業者によって旅行商品として販売される仕組みの構築
（成果）


上田市、鹿教湯温泉等の既存滞在コンテンツ 32 件をデータベースに登録（鹿教湯温泉
旅館協同組合が観光客向けに配布している「湯治バカンス」パンフレットに掲載して
いる滞在コンテンツ（16 件）、上田地域で行われている滞在コンテンツ（16 件））
。



滞在コンテンツを組み合わせて新規作成した滞在プログラムを 1 件創出した。



滞在コンテンツ事業者や宿泊施設等、実際の利用者の声を収集し、「旅財市場」の効果
や可能性、改善すべき技術的な課題等が抽出された。



「旅財市場」の活用（内外の事業者によって旅行商品として販売される等）における
効果、課題が抽出され、鹿教湯温泉が取り組むべき方向性が抽出された。
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【利用者（上田市内滞在コンテンツ事業者等）の声】
（「旅財市場」の効果）


本システムを利用することで、宿泊と滞在コンテンツを組み合わせた商品（滞在プロ
グラム）を作成する動きが、地域内に生まれる。 上田市、鹿教湯の持っている魅力や
現在の取り組みのブラッシュアップ、コラボレートにつながる。



地域内では当たり前になっていた地域資源を、商品として再検証、再構築ができる。



何を伝えるのか、メディアに適した表現はどうすれば良いかなど、顧客を意識した取
り組みにつながる。



素泊りでの長期滞在プログラムの構築につながることは、人員削減を極限状態まで行
っている鹿教湯の中規模旅館にとっては固定費負担と食材リスク等を軽減できる即効
力のある経営改善であり業態変換でもある。今回のシステムを活用することによって
将来の本格的な業態変換へのトライアルとなる。



商品企画から関係事業者間の協力体制構築、運営マニュアル整備等、旅行会社と同様
の作業を行うため、成果の出る滞在プログラム活用のノウハウを地域内で蓄積できる。

（「旅財市場」の改善点）


「旅財市場」に追加すべき機能、技術的な課題として「予約・精算機能」
「滞在コンテ
ンツの品質の担保（お薦め・利用者評価・人気度等）」「国際化対応」
「収益性の確保」
等を抽出した。



現時点では個別に手入力する形式が中心であるが、データとして一括登録・更新処理
するシステムが必要。



現状では、行政や観光協会が情報提供しているケースが多いが、滞在プログラム運営
者が自ら登録管理できるよう、地域内での講習会等を開催し、システム利用によるメ
リットを普及啓発することが必要。



滞在コンテンツの中には画像がないケースもあるなど、登録データの均一化が必要（プ
ログラム構築の際に広報用の写真ライブラリーも用意する等）。

【目標②】：
「旅財市場」の持続的な運用、他地域への展開可能性の検討
（成果）


実証実験では既存のポータルサイトとの運用統合を想定して持続的な運営を検討して
いたが、システム面の統合等に課題があり、実現しなかった。旅財市場の運用の過程
で、予約・決済システムと連動した課金システム、地域内の登録業者からの課金ルー
ルの構築といった、持続的な運用のための収益システムの可能性を検討・整理した。



隣接地域の観光組織「諏訪地方観光連盟」に情報提供を求めたところ、趣旨に賛同い
ただくなど「旅財市場」の展開可能性を得た。特に諏訪地方観光連盟等の「ジャパン・
オンパク」のメンバー地域は多数の滞在プログラムの情報や、予約システムを有して
おり、今後連携を深めることによって、「旅財市場」を広域的に活用する可能性にもつ
ながる。
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（4）今後の展開
【今後の展開①】鹿教湯温泉、上田市内での普及啓発


実証実験を通して、鹿教湯温泉旅館協同組合青年部のメンバーを中心に、鹿教湯温泉
の事業者及び周辺地域で滞在コンテンツを提供している事業者と連携し、本システム
を利用して「宿泊と滞在コンテンツを組み合わせた商品（滞在プログラム）」を作成す
る動きが生まれたことは大きな成果の一つであり、今後の展開の足がかりになる。



今後、こうした新しい動きを中心に「旅財市場」の地域内での普及・啓発を進め、上
田市の滞在交流型観光の情報が一手に入手できるデータベースを目指す。



一方、実証事業の過程からは、「旅財市場」に登録するだけではなく、登録者や活用す
る宿泊施設が、滞在コンテンツ・滞在プログラムを自ら発信・販売することを通して、
「売れる」滞在コンテンツ・滞在プログラムを生み出すための、マーケティングや顧
客志向のノウハウ・知識が蓄積される効果も指摘されている。「旅財市場」の普及・啓
発と合わせて、地域内での勉強会を開催することによって地域内の人材育成につなげ
ていく（滞在コンテンツ事業者、宿泊施設等が、進んでこのシステムを活用し、地域
の滞在プログラムを自ら生み出していくための組織体を構築）。

【今後の展開②】他地域との連携、展開


地域内外のネットワークを活かし、長野県関連部局の担当者との勉強会を定期的に開
催、上田市との継続的な協議（上田市内の総合的な“滞在プログラム”ポータル立上
げを目指した活動）に取り組み、鹿教湯から上田市、長野県へと展開を広げる取り組
みを進める。



他地域への展開としては、「信州滞在プログラム促進地域連絡協議会（仮称）」等、広
域的な滞在コンテンツ・滞在プログラムの活用に向けた組織体の構築を念頭に、滞在
交流型観光の広域的な連携を進める。



体験型観光に取り組む旅行会社・団体（株式会社ティー・ゲート「旅の発見」、株式会
社「全旅」、一般財団法人「まちむら交流きこう」等）との連携によって、「旅財市場」
を活用した「滞在プログラムをセットした旅商品」の販売を進める。

【今後の展開③】持続的な運用方策の確立


地域内で、継続的な事業運営に向けたビジネスモデルの検討を行う。また、他地域や
観光関連団体との共同事業等も念頭に、
「旅財市場」の積極的な普及・啓発に取り組む。
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3-4 松山市・道後温泉エリアにおける回遊促進指向ユビキタス情報サービス
（1）取り組みの概要
各種施設の共通利用券（デジタル地域パス）を導入し、その利用実績及び利用者評価に
応じて個々の観光施設への利益配分を行うことによって、観光地内の健全な競争環境を整
備し、サービス改善意欲の向上を促進する。
【具体的事業・実験内容】


IT を活用した定額の美術館等の周遊パスを核にサービスモデルを構築。パスの売上は
利用実績と評価（いいね！等）の双方でレベニュー配分（実績に応じた按分）する仕
組みを構築する。



売上、滞在時間向上が可能な「今だけ」「ここだけ」「あなただけ」の情報提供システ
ムの構築。

図 3-11 デジタル地域パス「ひめパス」の概要
① 美術館・科学館等のデジタル周遊パスアプリケーション
退館タグをタッチした後は、
アンケート画面を表示

タグ読み取り
画面を開いて
入場

利用者が今居る場所と、近
くの観光スポットや施設、店
舗を表示

② NFC タグマーカーによる地域商店街等の情報発信アプリケーション
お店の人気メニューや
NFCタグマーカーを
商品を表示店舗情報が
100枚制作し道後温泉内に敷設 表示される

観光スポット
では概要説明
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3時間おきに利用者の気分を聴く。
その時の気持ちを配慮して情報を編
集・提供

（2）実証実験による検証内容
松山市周辺の美術館、博物館の参画、道後温泉商店街との連携により、以下のサービス
モデルを構築・試行した。さらに、観光客及び参画する地域施設・商店街等へのアンケー
ト調査、ヒアリング等によって実際的な効果を検証するとともに、レベニュー配分の仕組
みについて試算し、施設側の反応等をもとに検討を行った。
①デジタル周遊パスアプリケーションによる美術館等の周遊サービスの検証


以下のサービスモデルを提供し、観光客及び参画した美術館等からの反応を検証した。
¾

「共通パス」を一度購入すると、3 日間（最初に使った日から）何度でもその施設
に入場することができる。

¾

加盟館の入場券を一館ずつ購入するより、お得に入場することができる。

¾

入場手続きも簡単で、NFC 対応スマートフォンなら、受付でスマートフォンをか
ざすだけで手続きが済む（非対応のスマートフォンでも、QR コードを読み取るこ
とにより入場できる）。

¾

各館の案内パンフレットもダウンロードでき、保管することができる。

¾

退館時には、近くのおススメスポットを紹介する。

¾

アプリをダウンロード（無料）すれば、「共通パス」を購入しなくても各施設の概
要は見ることができる。

②NFC タグマーカーによる地域商店街等の情報発信サービスの検証


以下のサービスモデルを提供し、観光客及び参画した飲食店、土産品店等からの反応
を検証した。
¾

専用アプリをダウンロードしたスマートフォンを店舗前の NFC タグマーカーにか
ざすと、店舗情報や売れ行き・人気メニューベスト 3、クーポンの有無等が表示さ
れ、店舗に入らないでも、どういうお店か知ることができる。また、店舗内の NFC
タグマーカーにかざすと、割引クーポン等を入手することができる。

③レベニュー配分（実績に応じた按分）する仕組みの検討


パスの売上・利用実績等に応じたレベニュー配分（実績に応じた按分）の仕組みの可
能性の検討



レベニュー配分によって、利用実績・利用者評価の向上意欲を高め、個々の施設・店
舗のサービス改善意欲向上を促進し、観光地内の健全な競争環境整備の可能性の検討
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（3）達成目標と成果
【目標①】顧客及び参加店舗の双方にとって有益なサービスの提供
（成果）


本実証実験で提供した「デジタル周遊パス」や「地域商店街等の情報発信サービス」
のアプリケーションは、地域内での回遊性向上・購買意欲向上に一定の効果を得られ
た。



利用者・店舗・施設からも一定の評価と手応え（前向きな改善点等）を得られた。

【利用者の声


※ヒアリング】

「お得感がある」「便利」「お店の情報が入る前にわかる」「土産品選びの参考になる」
「音声・動画も欲しい」等の一定の評価を得られた。



「美術館を巡る時間がない」「機能（NFC）を知らない」等の課題もあった。

【美術館等の施設側の声


※協力施設ヒアリング】

松山から遠い施設では、この仕組みで興味を持ってもらい、ひとりでも多く足を運ん
で欲しい。わかりにくい場所にあるので、ナビ機能が欲しい。



町内の他の施設とも連携して、使える様にして欲しい。



町立の施設なので、割引の上限がある。実際に運営していくとなると、値段設定が難
しい。



窓口業務の負担があまりないので、思ったより便利。

【店舗側の声

※協力店舗ヒアリング】



以前の専用端末器を使うより、スマートフォンでやれるので、いいのでは。



関心を持って見ている人はいた。商店街全体で、もっと大々的にやればいいのでは



PR 不足。



中まで入ってきて、やっている人は何人かいた。購買にはいたっていない。



お店側でも情報が書き変えられるようにした方がいい。

【目標②】協賛施設の役に立つユーザー情報を収集・分析・提供
（成果）


本実証事業で提供したサービスを活用することで、観光客から個人情報を取得するこ
となしに、宿泊エリア、行動範囲、その移動間のサービスの利用状況等の把握が可能
になった（中心市街地、道後温泉、松山空港等）。



こうした「観光客の動線」等の顧客情報を蓄積し、美術館等や商店街等に提供するこ
とによって、顧客の動き（季節間の違い等）に合わせたサービス提供の検討を促すな
ど、道後温泉の質の向上に資することができる。また、こうした情報を積極的に地域
に発信することで、本事業で実施したサービス提供モデルの普及・啓発につなげるこ
とも可能である。
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【目標③】持続的運営が可能なレベニュー配分ルール構築を検討
（成果）
z

持続運営が可能な利用者の目安の把握



こういったパス商品の販売は、利用者数の少ない施設ほど配分比率（利用一人当たり
の収入）が大きくなるが、利用者数の多い施設では配分比率が下がってしまい、利用
者数の多い施設が参加するメリットが少ないことが指摘されている。しかし、今回の
実証事業を通して、パス利用者が一定数存在すれば利用の多い施設でもほとんど不利
益を感じさせない状況になること等、レベニュー配分の仕組みを構築する際の基礎的
な検討情報が得られた。



施設側に積極的にメリットを感じてもらうためには、施設利用者全体の 5% 程度がパ
ス利用者という状況が必要であるなど、今後の展開に向けた具体的な目標値を見出す
ことができた。

z

目玉施設の参加、地元住民向けのサービスや企画の必要性を認識



利用者にとっては、利用できる施設数よりも、やはり目玉となるような施設（坂の上
の雲ミュージアム、子規記念博物館等）の参加の有無が鍵であることがわかった。



目玉となるような施設に対し、利用者の 5% 程度がパス利用者であるような状況を実
現し、メリットを感じさせることで利用促進を図るなど、地域内の連携の必要性、方
向性を見出すことができた。



実際の入館者数には、観光客ばかりでなく地元からの利用者も含まれる（ヒアリング
より）。地元向けのパス（年間利用パス等）を併用し、地元からの利用を促進すること
で、施設ごとのパス利用者の増加を図るなど、今後の展開の方向性を見出すことがで
きた。

図 3-12 松山市の目玉施設を例にしたパス利用者の目標設定案
1 日の平均利用者数

うち目標とする

（2011 年度）

1 日あたりパス利用者

坂の上の雲ミュージアム*

約 500 人（無料含む）

25 名程度

子規記念博物館*

168 人（有料入館者）

8 名程度

*いずれも今回の実証実験には不参加
z

参加施設がメリットを実感できるレベニュー配分ルールの検討



利用頻度の低い施設に対して定額配分比率の上限を設ける、観光客がお得感を感じる
価格設定、支払いの仕組み等、新たなルールを追加・構築するなど、改善点の方向性
を見出すことができた。
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（4）今後の展開
【今後の展開①】地域内での機運づくり（道後温泉での展開）


参加施設の確保、地域関係者（行政、観光施設、商工会、商店街組合等）との連携強
化、活用メリットの普及・啓発をしていく必要がある。



デジタル地域パスのサービス利用範囲の拡大を図っていく（公共交通、モビリティの
取り込み）。



利用者増大のための施策を図っていく（通年化、PR 促進） 。



サービスを継続していくための収益性向上モデルの構築を図っていく（アプリ使用料
課金、広告掲載モデル、送客アフリエイトモデル、全国共通プラットホーム化とその
活用等） 。

【今後の展開②】他の地域にも参考となるモデルの構築


タウン情報発行社が加盟する「タウン情報全国ネットワーク」、地域コンテンツを所有
する地域中堅印刷会社が組織する「EPC-Japan」「JAGAT（公益法人日本印刷技術協
会）」等と連携することで、全国展開を図っていく予定。



財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）が行う地域再生事業との連携を図る。
※2 月 6 日に開催された、EPC-Japan のデジタルビジネス研究会の場で、参加する 10
社に対して、
「ひめパス」の概要を説明。各社、興味を持っていただき、地元でのニー
ズについてのヒアリングを実施していただく等、他地域への展開に向けて積極的に取
り組んでいる。
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参考：観光客アンケート調査票
※本調査票をもとに、インターネット画面用にアレンジを加え、実施した。
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