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都市の魅力とは 

■安島：立教大学の安島でございます。パネルディスカッションを

進めて行くにあたって、まず私から、「都市観光とは何か？」という

ことについて、私の考えを簡単にお話させていただきます。こちら

は、私の考える都市観光のタイプです。都市観光といいますと、歴

史的町並みを楽しむ、現代のにぎわいを楽しむという他に、夜景を

楽しむというのも大きな要素かと思います。産業観光や近代化産業遺産、こういうのも最

近、脚光を浴びてきています。さらにもっと都市の生活文化、それぞれの地域の都市に住

んでおられる方の生活そのものを楽しむということ

で都市型のエコミュージアムというようなものもあ

ります。昨日佐原からも「まちぐるみ博物館」につ

いてご紹介いただきました。その他に遊園地とかコ

ンベンションというものも都市観光だと言う方もお

られるかと思います。こういうのがだいたい一般的

な理解かと思います。 



魅力ある都市はどこか 

昨年、日経新聞の方々と一緒に全国の都市の評

価を行いました。非常にシンプルなやり方なんで

すが、10 点満点で点数を付けました。もう少しい

ろいろな切り口からも分析しているのですが、一

番わかりやすいのが行ってみたいところ順に点数

を付けるというものです。アンケートの対象者は

ほとんど専門家です。旅行社の人やまちづくりに

熱心に取り組まれている方、大学の教員とか、そ

ういう方 100 名にお願いしましたのでかなり信頼

できるものではないかと思っております。全部は

お見せできないのですが、代表的なところをご紹

介したいと思います。 

 １位から 10 位までは、京都、札幌、神戸、鎌倉、

横浜、金沢、高山、那覇、奈良、福岡と銀座が同

率で 10 位になっております。このようなところが

都市観光の代表的な高い評価を受けました。この東北では何処が入っているかというと、

何と角館が 19 位で一番上位に入っています。今、合併して仙北市という名前になっていま

す。仙北市という名前は、聞いたことがない方が多いんじゃないかと思うのですが、観光

的に言うと、とてももったいないことをしてしまったなという感じを受けています。今い

ろいろなところで地域ブランドの研究をしていますが、角館というブランドを築くのにこ

れまでに大変な歴史と努力があったと思うので、大変もったいないことをしたなと思いま

す。仙台が 25 位、会津若松が 36 位というような感じです。この後、東北では弘前、遠野、

盛岡。歴史とか文化を感じるところが入っています。56 位が名古屋、そのあと喜多方、大

阪、秋田が 85 位で、私どものメインキャンパスがある池袋と同じでございます。秋葉原は

世界から人が訪ねて来る観光都市だろうと思うのですが、残念ながら 79 位です。こういう

ような感じで、全部で 129 都市です。最下位は三重県の津です。東京の多摩地区の八王子

だとか立川だとか、この辺りの都市も低迷しております。といいましても全国のたくさん

のまちや都市の中からノミネートされたものの順位でございまして、この中で、ここに書

き逃してしまったのですが、今回のいろいろご関係のところでは、別府が 71 位でした。も

う少し面白そうだと思うのですが、温泉のほうで評価されているようです。彦根も 71 位で

した。少し厳しいかなと思いますね。でも、なかなか激戦でございまして、それだけ競争

相手がいるということでもあるのです。佐原が頑張って 62 位でした。ランキングを見てま



いりますと、だいたいこんな感じかなというふう

に思います。 

 強かったものはやはり城下町、門前町、宿場町、

城下町ですね。文化があるところです。少し戻っ

てみますと金沢、高山というようなところです。

それから地方の中心都市、札幌、福岡、那覇とか

ですね。答えた人が東京の人が多いと思うので、

やはり都市観光というか、遠いところというのも大きな魅力があるのではないかなと思い

ます。明治、大正、昭和、それぞれのレトロな部分とか、その当時栄えたいろいろな痕跡

が残っているところも高く評価されました。それから現代都市、新宿や六本木、お台場と

いうところもありましたけど、思ったほど高くはありませんでした。非常に強いなと思っ

たのが、歴史的街並みがあるところです。ここで言いますと、京都、それから神戸は港町

で評価されていると思うのですが、鎌倉、金沢、高山、それから 15 位の小布施もまちとし

ては大きくはないのですが、歴史という面で非常に高いです。先ほどの角館、倉敷、松江、

こういう歴史的なものは非常に強いなという印象を受けたわけでございます。それから外

国の人たちがつくったまち、新大久保とか横浜中華街、大阪の焼肉の発祥の地の鶴橋とか、

そういうところも評価の対象になっております。 

金沢 新宿西口 

東京駅、丸ビル 横浜、赤煉瓦倉庫 



具体的に少し見てみます。金沢の歴史的な街並み。これは新宿西口の都庁です。これは丸

の内、近代化遺産の一つである東京駅、こっちは新しくできた新丸ビルの中から撮ったと

いう構図になっております。港町横浜の赤煉瓦倉庫を生かした一角です。これが小布施で

す。歴史的な雰囲気をうまくつくっているなと思いますが、何と 15 位に入ってしまいまし

た。これも小布施なのですけど、ここもなかなかまちづくりが盛んなところで、オープン

ガーデンといって個人の庭を皆に開放するというようなことをやってます。これは私の住

んでいる川越のまちで、30 何位かに確か入っていたと思います。これは秋葉原です。ゴチ

ャゴチャなので、普通の意味での都市景観の評価をすると、このまちはひどいと思うんで

すが、そういう評価ではないのだろうと思います。これは、先ほどの例で挙げませんでし

たが青森県の三沢です。米軍の基地があり、面白い

です。ノミネートもされませんでしたけど、アメリ

カで修行したお寿司屋さんがいて、美味しさ彩りも

全然違います。外国の人ばかり集まるところでパブ

があったりします。こういうところもなかなか面白

いなあと思います。 

 

小布施 川越 

秋葉原 三沢 



差異化された記号の有無が観光地の魅力を左右する 

 ではいったい観光地の魅力ってなんだろうかというと、ボードリアールというフランス

の社会学者が、「欲望の対象になるのはモノではなく、記号だ」というふうに言っています。

観光地の場合で言い換えると、「差異化された記号である」というふうに言えると思います。

もう少しくだいて言いますと、日本に一つしかないとか、何かそこへ行くと話題があると

か、何か流行しているものがあるとか、あるいは自分しか知らなくて皆に行ったことが自

慢できるとか、あるいは選ばれた人だけしか行けなくて、ようやく自分がそこへ行くこと

ができたとか、あるいはここにしかないので、ここでしか見ることができないので、この

話はここでしか体験してみんなに話すことできないので、といったことが何かあるという

ことが非常に大切だと思います。つまりさっきの東京都下の多摩のまちは、行くと大変立

派なまちで賑わっているのですが、そういうところが弱いのではないかなというふうに思

っています。 

 これからパネルディスカッションに入る前に、ち

ょっと仮説的に提示しようと思います。まず都市の

魅力を維持するためにはどうしたらいいか。それは、

いつも何か新しさを創造し続けることが大事なのだ

と考えております。そこにはまちづくりのネットワ

ークがあって、活発に活動していることが重要な要

素になるのではないかと思います。 

 それとさっきご覧いただいたように、歴史的な要素を大切にすることが非常に大事では

ないかと思います。一度なくなると終わりですから、その地域の歴史的、文化的要素を大

事にすることが必要だろうと思います。そしてその素質の評価です。いろんな角度から評

価することも大事だと思います。最近感じておりますのは、いくらいいところがあっても、

マイナスのところがあると台無しになってしまうという面があります。マイナスの面をな

くしていくということも大事なのではないかなと思いました。これはちょっと仮説として

提示したいと思います。 

 それではパネラーの皆様に、自己紹介をしていただきまして、少しお話を続けていただ

きたいと思います。まずは加藤さんから、よろしくお願いします。 

 



パネリスト 自己紹介 

■加藤：地元からということで、気仙沼夢波止場実行委員会の加藤

と申します。私どもは昨年４月にできたばかりの組織で、15 人ぐら

いのメンバーで 13 人が委員のメンバー、その他２名がコーディネー

ター、アドバイザーということでお願いしておりまして、気仙沼の

内湾の観光開発をきっかけとして、観光誘致とか観光客の整備事業

に関わるような活動をしている委員会でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

■安島：ありがとうございます。また後ほどコメントをどうぞよろしくお願いいたします。

それではトラベルキャスターの津田さん、お願いいたします。 

■津田：皆さんこんにちは。トラベルキャスターの津田と申します。

トラベルキャスターという言葉自体が耳慣れない言葉ですよね。ど

のようなことをするのだろうと思うかもしれませんね。お天気キャ

スター、気象キャスターの旅バージョンとお考えいただければ、お

わかりでしょうか。先生方のように一つのまちを深く研究するとい

うよりは、日本全国の魅力的だと思われている人気のある、しかも特色のあるまちを訪ね

て、その素晴らしさや、魅力などをマイクを通して皆様にお伝えするというのが私の仕事

です。プライベートの旅を除いても、今までに延べ千回は旅をしてきたことになるのです。

気仙沼にもラジオの中継でたずねたことがあります。ＮＨＫの全国放送の「ローカル線の

旅」というラジオの 30 分の枠をいただいて、毎週全国各地から中継をするという中で気仙

沼を紹介させていただきました。「ならでは」の食材であるフカヒレ、港を中心としたいろ

いろなイベント等々、鮫のシャークミュージアム、そういったところが非常に印象に残っ

ています。もう一つ言わせていただくと、気仙沼はやはり人に魅力を感じますね。安島先

生の先ほどのパワーポイントの中でもご紹介されたと思うのですが、都市に必要なものは、

第一は、やはり人づくりではないかと思います。 

■安島：どうもありがとうございました。それでは別府から来ていただきました、ホテル

ニューツルタの鶴田さんお願いします。 

■鶴田：九州から参りましたが、雪は年間２回くらいしか見ません

ので、十分堪能させていただいています。今日朝６時からすぐそば

の港の魚市場を見学させていただきまして、なかなかすごいなと思

って感動した次第でございます。ホテルをやっているんですが、Ｎ

ＰＯ法人ハットウ・オンパクで地域づくり系の団体もやっています。

「オンパク（別府八湯温泉泊覧会）」というガイドブックが皆さんの

手元に行っているんじゃないかと思います。これは 12 月号で、地域づくり系の体験型プロ



グラムをたくさん集めています。それと別府や福岡方面ではベストセラーになっている温

泉に特化した「温泉本」です。毎年バージョンアップして６年目を迎えるのですが、これ

は昨年版でもう廃版です。これもお手元にあります。 

別府のここしかないというものはやはり温泉そのもので、温泉の上に人が住んでいるみ

たいな地域特性を持っていますので、ここをいかに生かした地域をつくっていくかという

ことが重要です。例えばオンパクというガイドブックでは、温泉に関してたくさんの体験

型プログラムを用意しています。ＮＰＯは、単なるボランティア団体ではなくて、ちゃん

と働いた人には報酬を差し上げて、赤字にならないように、皆中小企業と思ってボランテ

ィアを交えて頑張っているというような団体の代表を、ホテルの傍らさせていただいてい

るという立場から、ここに招いていただいたと思っています。 

■安島：ありがとうございました。続いてゆとり研究所の野口さんお願いします。 

■野口：こんにちは野口でございます。こういう場に和服を着て現

れますと、たいてい旅館の女将さんというふうに言われるのですが、

そうではなくて、スローライフ、こちらの土地はスローフードなの

ですが、生活全般をスローにしましょうということで、スローライ

フの運動もしておりますので、スローウェアとしていつも和服を着

るようにしております。今日はお手元に私のやっているスローライフジャパンというＮＰ

Ｏのパンフレット、昨年の万博に６ヶ月間、スローライフを提案するコーナーを持ってお

りましたので、そのときのパンフレットをお持ちしました。また後でご覧になってくださ

い。 

 ゆとり研究所としてどういうことを主にやっているかといいますと、都市ということに

こだわって言えば、特に商店街の活性化をその土地の方と一緒にやっています。今日事例

としてお持ちしましたのは、同じ宮城県の鳴子温泉の事例です。鳴子の場合は都市という

ところではないかもしれません。春に大崎市になるのですが、そしたら都市というふうに

呼び方をするかもしれませんが、地元の商店街がワクワク・ドキドキする存在になってい

かないとまちを観光することもできないのではないかということで、それぞれのお店に必

ず一品、品物でもサービスでも何か育てるような、「一店逸品運動」をやっております。鳴

子では商店街を巡るようにホテルからお客さんを外に出しまして、下駄を履いて歩いてく

れば何かサービスをする、「町を歩けば下駄も鳴子」というような動きも起こしております。

そういう事例もお持ちしましたので後でご覧ください。普段からそんなことをしておりま

す。よろしくお願いいたします。 

■安島：ありがとうございました。それでは大阪市立大学の橋爪先生パワーポイントを使

ってお願いいたします。 



■橋爪：おはようございます。大阪市立大学の橋爪と申します。大阪

や京都等の都市観光政策をお手伝いしております。先ほどの日経の

129 都市に気仙沼がなかったので、地元の方はいつ出るんだろうとハ

ラハラされたと思いますが、そもそもエントリーされてなかったとい

うことなので、次の調査のときには是非ともエントリーはお願いでき

れば思います。私がこれまで使ってきたキーワードをいくつか申し上げて、簡単な自己紹

介としたいと思います。 

 

地域振興の手段としての観光 

 まず、集客都市という言葉を 90 年代前半くらい

から使うようにしておりました。従来の住んでい

る人だけからまちのあり方を考えるのではなくて、

ビジター、来街者、多くの人を受け入れるという

ことが街の現況、課題を考える上で大事だという

ことから、住民本意のまちづくりだけではなく、

住民と来街者が共にまちをつくっていく、そうい

うまちのあり方を呈示する概念として用いて参りました。ただ 9 集客都市という言葉を使

いはじめた頃は誰からも相手にしていただけなかった。今日こういうフォーラムの席に呼

んでいただけて感無量です。集客都市をかたちにしていく上では、基盤づくりに加えて、

多くの人を集める産業振興、いわばビジターズインダストリーの振興策が大事だと考えま

す。 

 最近使っているキーワードは、ツーリズム・オ

リエンティド・ポリシーという表現です。まちづ

くりにとって都市観光の振興は最終目的でしょう

か。私はそうでなく手段であるべきだと思うので

す。多くの人を受け入れるということは地域のあ

り方を従来とは違うものに変える契機となります。

市民の意識を改める、それによって良い経済の循

環、あるいは文化の循環、まちづくりの循環を生み出し、さらには長期持続的なまちづく

りの運動を喚起します。都市観光を契  

機にまちを改めてゆく総合的な都市政策を、ツーリズム・オリエンティド・ポリシーと呼

びたいと思います。 

 またコミュニティ・ツーリズムもこれからのキーワードになると思います。各地の観光



地は、東京などの大都市圏から多くの人を受け入れるわけですが、これまでのエージェン

トの人のマーケティングは発地である都会の人の好みに合わせる方向に目が向いていまし

た。しかしこれからは着地の視点、地域主体のツーリズムということが大事だろうと思い

ます。また観光を含めた人を移動させる事業が、地域の様々な課題を解決する手段になら

ないといけません。地域の事業者やＮＰＯが新たな商品開発を行ない、地元から逆に大都

市のほうに提案していくという考え方を広めなければいけないのではないか。それをコミ

ュニティ・ツーリズムと名付けて、大阪でモデル事業を進めております。経産省の支援を

受けつつ、今年調査をしまして、来年から運用をと思っております。 

■安島：ありがとうございました。またいろいろコメントをいただきますので、そのとき

に是非いろいろお話しください。それでは昨日行われました分科会のご報告をしつつ、そ

れについてパネリストの皆さんからコメントをいただいてまいりたいと思います。 

 



第１分科会の報告 ～気仙沼市・伊香保町の取組を踏まえて～ 

■安島：まず私のところ、第１分科会からご報告を始めたいと思います。第１分科会の報

告した地域は気仙沼と伊香保でございます。今、橋爪先生から怒られました。気仙沼の皆

さん、大変申し訳ございませんでした。私だけが選んだのではなくて、たくさんの人でノ

ミネートの部分もやりましたけども、この評価の中に気仙沼はノミネートされておりませ

んで、残念ながら都市観光であがってこなかったのですね。でも、ここに来てみるととて

も面白い。都市観光の可能性、広がりがあると感じました。 

 簡単に昨日のご報告をさせていただきたいと思いますが、この気仙沼では大火があって、

ちょうど世界大恐慌の不況の嵐が吹き荒れる頃に、非常にたくさんの建築が建て替えられ

ました。昭和初期の建築はたくさん建てられましたし、それが今でも所々に 40 棟ほど残っ

ているということです。建築に関係のある方が中心になっているのだと思うのですが、大

変熱心でして、それらを詳細に調査をして保存活動を進めてきておられます。2000 年頃か

ら始められて、登録文化財も随分たくさんあるということです。マップ作りとかもされて

おります。楽しみながらいろいろ活動されております。建物は和風のものと、昭和の初め

の頃の洋風の建築がございまして、調査のときも皆さん協力的にしていただいて、今でも

行くと快く見せていただけるということでございます。こういうものが今この地域の景観

という面で一番大きな動きになっているようですが、構想としてはレトロなまちをベース

に、港のところの港町恋人スクエアとか、空き店舗を活用した個人の博物館とか、景観じ

ゃないですが週末営業をする地産のスローフード等をやろうとしているということでござ

います。 

 課題としては、今民間の方が中心にやられていますので、どうやったら費用をかけない

でいろいろできるかとか、法律の裏付けのある条例をうまく定められないか、あるいは他

の団体とネットワークをしていきたいというようなことでございます。 

 伊香保は榛名山の山麓にある温泉地でございまして、石段が 360 段あるそうです。石段

街を中心に地形的に特別な温泉地を形成しております。そこで今、温泉地の魅力とはどう

いうことかという見直しが行われておりまして、湯気とか温泉の匂いとか、あるいはお湯

が沸いている源泉。あるいは大正の頃か、もっと昔でしょうか、温泉地には文化人がたく

さん来て逗留して作品を残していた。竹下夢二の美術館があったりとか、そういう非常に

ハイカラ、大正モダンな、その頃の雰囲気のようなものをもう一度復活させて、新たな魅

力付けをもう一度考えたいということで頑張っておられます。 

 その中で路地裏というようなところをもう一度見直してみるというような動きも出てき

ています。それと、周辺の都市との連携ということもされておられる。当然、地元だけじ

ゃなくて周辺との関係が非常に大事だと考えて、そういうことも行われているとお聞きい



たしました。できるところからやっていきましょうということで、お金をかけないという

意味では、表彰制度とか、あるいは昨年から景観法というものが施行されましてこれまで

できなかった規制とかがやりやすくなったのですが、こういうビジョンに基づいて何かを

作り上げようというときにはまた違った方法が必要なんじゃないかというふうに思います。

つまり何か一ついいものを表彰するとか、あるいは高校生の写真コンテストもやってみる

というアイディアもありまして、何か新しい発見をするということも必要だという提案も

されました。昨日の第一分科会ではそのようなことを話し合いました。夜の波止場のイル

ミネーションなどは加藤さんのところで、夢波止場で頑張っておられますよね。何か補足

することはございますか？ 

 

港町特有の情緒演出 

■加藤：先ほど自己紹介ということで、簡単にご説明したのですが、内湾エリアというの

は今朝ほど皆さんに見ていただきました気仙沼魚市場の元の市場のあった位置です。今日

見たのが新しい時代の産業ゾーンであるならば、気仙沼において内湾エリアは気仙沼の発

祥の伝統文化歴史ゾーンと位置づけられるかと思います。あそこには魚問屋街がずっとあ

ります。大火の後の修復された入り組んだ造りだとか平行四辺形の建物だとか、非常に建

築学的には面白いものがあって、それを風待ち研究会の皆様方が文化財登録をしました。

そういうのに僕らが触発されまして、毎日見ている波止場の周辺にまちのお宝がたくさん

あるのだなということに気づいて、はじめてまちのポテンシャルを知り得たというのがあ

りました。そこに観光客を誘致して経済効果を生んで観光のゾーンにするにはどうしたら

いいのだろうかということを考えたときスローフードもやっていますし、景観もあるので、

あとは演出なのだろうと思ったのです。 

 気仙沼を端的に表す言葉が港ということであるならば、港町の情緒価値というようなも

のを演出するには、お金もないしどうしたらいいかということで、県のほうで作ったマス

トがあったので、それを補修しライトアップをしました。ついで去年、気仙沼よりもずっ

と小さいまちの小野川温泉に行って出前するテーブルを見つけまして、これはすぐに使え

るなということで、いいものは盗もうと皆で汗流してテーブルを作りました。それから花

壇があるな、ツツジを植えようということで、これも気仙沼市と観光協会とで観光の整備

をする協議会があるのですが、その中の予算をいただきまして、僕らでそれを植栽しまし

た。 

 ペンキを塗ったり、ライトを付ける工事に立ち会ったり、実際に毎日見ている波止場の

ところに出掛けていってツツジを植えると、素通りしていたあのエリアが自分の家の軒先

のように感じられて、僕の植えたツツジは枯れてないだろうかと思ってあそこを通るので、



非常に愛着が湧いて、ますますやろうという感じでいるわけでございます。 

■安島：ありがとうございます。いい話ですね。言い忘れましたが、柱が五角形だったり、

建物の平面が四角でない菱形とか、すごく変な形の建物があって、おそらく港で土地がな

かったのでそういうことになったのだろうと思いますが、そのあたりも非常に面白いです。

もう少し広報すると、建築の好きな人はとても多いですね。コアなファンが多いので、意

外とそれだけでも売れるかなと思いました。他にいかがでしょうか？橋爪先生はどうです

か。 

 

広域連携の必要性 

■橋爪：次の世代の人たちに、いかに自分たちの

街並みを誇りに思ってもらうのかは、とても大事

なことではないかと思うのです。それと広域連携

という視点も今後大事なのかなと思います。気仙

沼と周辺のいくつかの市町村等でルートを考えら

れて、街並みとか文化景観、自然景観を資源とし

た観光ルートがあればと思います。 

 広域連携で歴史的な景観整備を活かした環境事業は、最近国各地で出てきています。一

つの事例が愛媛で、先年行われました「町並み博覧会」です。バイパスが整備された愛媛

県の西半、大洲、内子、宇和、宇和島などによる広域での観光集客イベントです。伝統的

建造物が遺るところもありますし、古い建物が単体で残っているところもある。それぞれ

が誇りとする町そのものを舞台として全体で観光集客のイベントを展開しております。従

来のように有料ゾーンを囲い込み、入場料を取って、前売り券をさばくタイプの博覧会運

営ではない。自分たちが暮らしている歴史的な街並みを博覧会場ととらえ、多くの市民を

巻き込んでという広域連携の試みです。こちらのほうでも検討できる方法論かと思います。 

 

わが地域の価値を生きたものにする 

 子どもたちに、我がまちの遺産や文化に目を向

けさせる試みということで、私がよく事例で紹介

しますのは、タイの世界遺産であるスコタイにお

ける観光イベントです。保護が 70 年代後半ぐらい

から始まったのですが、そのときに遺跡を保護す

るだけでは全然だめで観光集客が大事だという声

もあった。また教育面でも観光事業の意義は大きいというのですね。イベントの中心にな



ったある先生に聞きますと、何が問題であったのかというと、タイの遺産について子ども

たちは学校で習うけれど、自分たちの誇りにはなっていないという点です。歴史を学び、

頭で理解はするのですが、あの遺跡が素晴らしくて自分たちにとって大事なものだとはな

かなか思えない。その意識を変えてゆくために、彼は遺跡を生きたものにすべきだと主張

しました。「リビングヘリテージ」にするべきだという言葉を用いました。風景や歴史的景

観を単にハードとみるのではなく、それを活かす試み、わかりやすく言うとソフトのプロ

グラムが同時に必要だということを考えたのですね。 

 結果として、スコタイナイトというイベントが実施されました。池に面した古い寺院や

宮殿の遺構がある世界遺産のサイトで、タイらしい踊りと美しい音楽、そしてイルミネー

ションのショーがあるのですね。芸能の専門学校の子どもたちが何十人も出てきてショー

を見せてくれる。観光客としてタイに行くと、昔からこの地域ではこういう祭りがあった、

こういう伝統的な舞踏があるのだというふうに誤解しますが、実は観光客向けにつくられ

た舞踏と音楽なのです。うかがうと、もともとここにあった伝統的な芸能や生活文化は一

旦途絶えているので、もう一度新たに衣装から全部創作したんだそうです。我々は昔から

ここにあると思って感嘆しているわけですが、実際は擬似的な芸能である。歴史的な建物

の修景に、子どもたちが参加できるようなソフトのプログラムを観光のほうから提案をす

ることで成功した事例だと思うのです。ハードをつくる人たちと、柔らかいツーリズムを

起こす側の人たちが一緒になって、ハードとソフトを合わせたプログラムを是非とも考え

ていかれればと思います。 

■安島：はい、ありがとうございました。私もスコタイのお祭りに、騙されて行きました。

でもなかなか楽しめました。 

■橋爪：新しい歴史を作るのですね。これは捏造ではなくて観光客のために新しい何か地

域文化をつくっているのです。ただそれが日本だと、どこかで成功したら全国各地で模倣

する。そうではなくて、ここにしかないという新しいイベントの創造が大事だと思います。

景観整備はあくまでも楽しみや観光行動の舞台だと思います。 

■安島：ありがとうございました。津田さんいかがですか、気仙沼は２度目だという話し

でしたが。 

 

深夜と早朝の活用による滞在時間の延長 

■津田：やはり滞在型という部分では、泊まらせなくてはいけない。深夜と早朝を楽しま

せるというのは一つのキーワードではないでしょうか。以前訪ねたときにお隣にいる加藤

さんに、こんな素敵な海が近くにあるのに、海を全然生かしてないではないかと大きいこ

とを言いまして、気仙沼らしさ、『マリン浴のできるまち』というようなキャッチコピーに



してはいかがでしょうか、と提案いたしました。マリン浴という意味は単なる海水浴では

なくて、潮風とともに時に身を任せるとか、何もしなくても感じられるとか、そういう意

味で海を生かしてほしいという趣旨のことを確か申し上げました。夜の灯りという意味で

は、昨日マストを装飾したところを見せていただきました。一つ言えることは、何でもそ

うなのですが、中途半端は良くないということです。一箇所だけのライトアップではなく、

できるだけ大勢の方に見ていただけるようにするとか、積極的にＰＲするとか、マスコミ

に取り上げてもらうという過程の中で、『しつこく、くどく、徹底的』に気仙沼のまちをも

っとＰＲしていっていただきたいと思います。夜の港を意識した魅力づくり、そこでもう

一つ何かを考えていっていただきたい。新たな誘客につながるはずです。 

伊香保のことを一つだけ言わせて頂きたいのですが、伊香保というのは温泉だけでも人

がいっぱい来るのにも関わらず、一昨年、石段を利用したということで、山寺と金比羅山

と伊香保とで『日本三名段』宣言を行いました。それからもう一つ同じ時期に『日本三大

うどん』宣言をしたのです。水沢うどんというのが伊香保にあります。それから讃岐うど

ん、それからもう一つは秋田の稲庭うどん。新しいことをし続けているのが伊香保なので

す。だから温泉に来る客が減っても、伊香保の観光客は減ることがないのでしょう。伊香

保の入れ込み客数が、なぜ落ち込まないのかというと、おそらく新しい戦略にのっとって

つぎからつぎへと繰り返しているということなのでしょう。 

■安島：はい、ありがとうございました。景観のセッションの紹介だったのですが、だん

だん幅が広くなりました。他に何かございますか？先にちょっと進んでまたその中でご意

見を頂戴していこうかなと思います。それでは第２分科会の報告を野口さんからお願いし

たいと思います。 



第２分科会の報告 ～佐原市・彦根市の取組を踏まえて～ 

■野口：第２分科会は地域資源を生かして体験型の都市観光をどういうふうにつくってい

くか、そういうような課題の中での分科会でした。ここでは２つ事例が紹介されました。

一つは佐原、一つは彦根でした。昨日からご参加の方はだいたい内容はおわかりかと思い

ますので、どんな活動をしているかを細かには申し上げないのですが、その中で出てきた

問題や課題に触れていきたいと思います。 

 佐原については古い街並みとかお店とかを生かして、まちぐるみ博物館というかたちで

いろいろなものを展示されています。これは全国各地で行われている都市型の、まちなか

観光の一つのやり方でして、各地でまちぐるみ博物館というのは多いと思うのですが、佐

原のやり方で一つ特色だなと思うのは商店街のおかみさんたちがかなり前面に出てやって

いらっしゃるということです。 

 その佐原の発表の中で、どこでどう悩んでいるかという話では、結局、まちぐるみ博物

館というとどうしても展示することに偏ってしまう。例えば火鉢だけたくさん出てきてし

まう、そういった場合にどうやってコーディネートしていくのかということを悩んでいま

すと。それから、形のない物、コトをどう展示すればいいのだろうということです。例え

ば「江戸勝り」という旦那衆の気風、気質みたいなものはどうやって展示すればいいのだ

ろうと悩んでいる、というお話もありました。 

 そういう悩みを抱えながらの活動なのですが、私的には、おかみさんという存在そのも

のも地域資源だと思いましたし、おそらく展示されているものは、博物館に普段入らない

ような、言い換えればガラクタのようなもので、これも上手に展示すると資源になるのだ

という見方で見ますと、まだまだいろいろなところでこのやり方はできるのではないかと

思ったところです。 

 もう一つ、彦根の事例はユビキタスという言い方で、いつでもどこでも誰でも情報にア

クセスできる、そんな実験をされていらっしゃいまして、彦根の古い観光資源にアクセス

するために携帯電話を使って、マップを通して文字情報が取れたり、または外国のお客様

には動画で通訳された解説が聞けるという動きをされていました。実験でやっていらっし

ゃるので課題は抱えていまして、中でも携帯とかＩＴ関係がダメな人をどうするのか、と

いうところなんですね。 

 昨日の分科会の会場でも、会場に入る前に参加者の方がトイレで会話しているのを私は

聞いてしまったのですが、「ああいうＩＴの言葉って何を聞いていてもわからないね」って

いう話をされていました。これは私も含めてそうだったのですが、そういう人たちに向け

てどうするのか、このＱＲマップのＱＲって何だろう、というところからのスタートです

よね。また、分科会が終わった後も、ところでユビキタスってどういう意味ですかという



質問を私は受けました。そういう方々にこそ、実は先進的な技術でパッと情報にアクセス

してもらうことが大事なことだと思うのですが、その辺をどうしていくのかとか、そうい

う道具が揃っていっても技術的に物事が進んでも、内容が一番大事だという話も彦根の方

からありました。 

 先ほどの安島先生のお話にあったように、記号化していくということですね。言ってみ

ればストーリーとか、うんちくみたいなものが付いていったときにはじめて心を捉える情

報になっていくのかと思いまして、そういうものもどうしていくのかというお話もありま

した。 

 そしてもう一つ彦根のほうでは、一つの実験を通して観光という直接的なお金を生み出

す話ではなくて、ユビキタスシステムが一つの地元の産業として、ビジネスとして伸びて

いく可能性はないかというようなお話がありました。体験型の観光みたいなものを模索す

る中から、新たなビジネスが生まれる可能性も本当にあると思ったところです。 

 そのような話し合いの中で、参加者の方から大きくご意見出たのが、こういうことを地

域の資源を上手に生かしながら体験型のというのをやる場合、「人」というのがどこに行っ

ても語られることなのですけど、そういう観光をしつらえる、発想する、アイディアを沸

かせる人が大事だということと、もう一つ人そのものが地域の観光資源になるということ

です。先ほどのおかみさんもそうなのですが、どうしても観光資源というと物にこだわっ

てしまうのが、人も含めてコトというのが大事なのではないかというお話が出てきたとこ

ろです。 

 彦根の方から佐原のほうにご質問がありまして、佐原市さんのやり方というのは、どの

ようにしてやる気がある女将さんも含めて、人が育っていっているのかという質問がござ

いました。お伺いすると、行政がある程度、定期的にいいアドバイザーを送り込んでとい

うようなお膳立てがありまして、やはり各地が地域資源を探して、上手な体験型を育てて

いく中では援助というのは大事だなと思ったところです。 

■安島：どうもありがとうございました。第２分科会からご報告をいただきました。今の

野口さんのご報告に対して何かコメントいかがでしょうか？ユビキタスとか難しいですね。

鶴田さんどうですか、地域資源を活かすということで。 

魅力を伝えることの重要性 

■鶴田：皆さんにお配りしている「ハットウ・オンパク」は、別府八湯温泉泊覧会の通称

ですが、「博」ではなくて「泊まる」と書きます。これには地元密着型の体験型の資源開発

といいますか、時間消費型というか、もう１回滞在してねというようなプログラムをたく

さん入れています。今のテーマが地元資源の問題で、この商品化を民間の手でどうやって

いくかということです。 



 別府の事例だと、どう地域資源を活用して体験型プログラムにして、そして販売の商品

まで育てるかということです。商品まで育たないと磨いても地域に何も起こらない可能性

のほうが強いので、どう商品にしていくかという過程をちょっとお話しすると、例えばこ

の中でプロに学ぶお料理のスキルというものがあって、どちらかというとスローフード系、

地産地消系のプログラムですが、これは各旅館のそれなりのスキルを持った調理人さんが、

そのお料理方法を教えてくれるという講座です。当然自分でも食べられます。地元にいる

人材をインストラクター、先生にしてプログラムを組んでみる。これが、一つのスローフ

ードをやっていく上での手法になります。地元にいる人を先生に仕立てあげていく。 

 もう一つ、地元にある資源をよく見て、それを体験してもらうために、例えば別府とか

伊香保もそうですし、ここの傍では鳴子がそうですが、温泉に関わっている方々が温泉そ

のものの魅力をお客様に伝えることが必要です。例えば一緒にお風呂に入りながらガイド

すると、お風呂に入った感覚がまた違ってくる。これは達人と楽しむ冬の温泉巡りといっ

て、別府には女性と男性の名人がいます。お配りした温泉本の中に 130 湯くらいご紹介し

ていますが、その中の 88 湯入りますと名人になれます。名人になった方の中で選抜された

方が温泉ガイドになれる。もちろん温泉ガイドはそれなりに報酬がいただけるという形に

なっていますけれども、そういう温泉ガイドと巡るツアーというのをやっています。 

 温泉ガイドが一緒にお風呂に入って、例えば、「この温泉は酸性が強いですよ、酸性が強

いと当然お肌を溶かしますので、その後に保湿効果の高い塩化物泉に入るのです。別府に

は、11 種類中の 10 の泉質がございます。２湯巡りというのですけれど、この２つに入ると

お肌がスベスベになるのです。普通、美人の湯というのは重曹泉をいうのですけれど、実

際の話、この２湯巡りをした方は重曹泉に入るよりスベスベになるといいます。これは美

人の２湯の湯巡りです」。 

 こういう地域資源を使った、そこにしかない新しいプログラムを作っていくというのが、

我々がやっていることで、「まちなかミュージアム」系の事業もそうなのですが、女将さん

がやっている商品のラインナップの中で、そこをお見せしながら滞在型を増やしていく。

そういうミュージアム構想というのはどこにでもあって、別府にもあります。でも、そこ

のまちなかミュージアムにしかないものって何、というふうに突き詰めていく方々、そこ

にきちっと説明してあげるガイドがいるということが大切です。本当は説明しなくても見

ただけでわかるものが一番わかりやすいのですけれども、そこにきちっと人が介在してい

るということが大切です。 

 まち歩きの散策ガイドとか、どこも今散策の手法というのは使われていますけれども、

何の変哲のないまちもガイドの上手さによって光って見えます。レトロといっても、実際

は老朽化しているものを見せているわけで、ガイドがいいからレトロに見えるのです。こ



れを整備すると、本当にレトロな街並みになって、あまり説明しなくてもお客様に満足し

ていただけるという段階までいくと思うのです。別府でもまだガイドが一緒について「こ

こはそうですよ」と言った途端に、老朽化したものがレトロに見えるといった魔術が実は

あるのではないかと思っています。最終的には地域資源を体験型プログラムまで持ってい

くには、人が必ずそこに介在しているという仕組みが必要ですし、きっといろんなところ

でそういう人が必ずいると思っています。 

■安島：ありがとうございました。やっぱり人ですね。どこにでも繰り返し出てきますけ

れども、先ほどコミュニティ・ツーリズムというふうに橋爪先生からお話がありましたけ

れども、一番地元のことを知っている人はやはり地元の人、着地ベースでの観光というの

がこれから大事になってくるのかなという印象を受けました。 

 

ボランティアガイドの育成について 

■橋爪：観光客としての経験からいうと、本当に素晴らしいガイドの方に出会うとまた訪

れようと思います。今までの経験で言いますと、あるまちの高齢のボランティアガイドの

方にバスガイドをしていただきました。はじめにご自身の戦争のときの話を延々とされま

した。１回目は面白いのですけれど、どこか観光地を回ってバスで移動するときに、また

戦争の話です。15 分おきくらいに「戦争の頃は」という同じ話になります。きっとどんな

グループが来られても、自身の語りたい事だけを話されているのでしょう。プロのガイド

さんだと、今日はどういうグループでどういうお客さんだから、こういうガイドをしまし

ょうと工夫される。かなり経験を積んだプロのガイドと、市民のボランティアガイドの差

を認識しておくことも重要でしょう。 

 ボランティアガイドの育成カリキュラムにも私はいくつか関わっているのですが、とて

も難しい。２種類の考え方がある。１つはマニュアルを完璧に用意して、まずマニュアル

をきっちり頭に入れていただいて、あとは個別に対応していただくというのと、もう一つ

はものすごい強力な個性が際立つガイドを揃えてゆこうとするものです。 

 長崎市で今年、さるく博覧会というイベントが開催されます。「さるく」とは歩くという

意味で、まち歩きの博覧会なのですね。そこの市民ガイドは一人１コース、私はこことこ

こを絶対案内したいというようなガイドを公募するという方法をとらりました。マニュア

ル通りでは絶対にできないですね。いわば「スーパーカリスマガイド」さんを何人もそろ

えるという方向を目指している事例です。 

ボランティアガイドの難しさ 

■鶴田：地元のことを知ろうというところから始まるので、そこで磨けるお宝をボランテ

ィアと一緒に僕らも探しています。僕もガイドはできるのですけれど、それは別にして、



やっぱりおっしゃったとおり、例えば関わっているガイドが建築家であったら、建築の話

をガンガンするのですよね。２時間のガイドのうち建築の説明が 80 分くらいで、あとは自

分の興味がないところはあまり話さないとか、こういう人は一般的なお客様がお見えにな

ったときは、ちょっと偏るなと思います。職業によってボランティアガイドは自分の好き

なことをいっぱいしゃべるのですけれども、どうしてもおざなりになるところもあって、

相手の顔をあまり見てないのかなと思ってしまいます。ただ、それがとてもすばらしい感

動を呼ぶということもあるのです。だから非常に難しいのですけども。 

 別府の中でガイドグループが８つぐらいあるのですが、本当にプロになれそうな人もそ

の中にはいます。ただそれだけでは足りないだろうということで、ＮＰＯハットウ・オン

パクでも専業のガイドを育成して、今年５人ほどデビューさせました。最初から言ってい

るのは、あなたたちはお客様に合わせてエンタメ系でやって欲しいということです。全部

で８～10 ぐらいコースが別府市にありますので、最初は２、３コース、それぞれボランテ

ィアガイドに教えてもらっています。ボランティアガイドも一生懸命教えてくれるし、協

力してもらえます。そういう形で、ある意味で誰にでも通用する、喜んでもらえるエンタ

メガイドを育成するに至りました。 

■安島：その資格認定はどうやるのですか？ 

■鶴田：資格認定は僕らが実際にお客さんになって、本当にそのコースをきちんと説明で

きるかどうかということを確認します。ガイドの水準でＡＢＣをつけてこの人だったらい

くらみたいな職業としてのガイドを育成しようとしているものですから、何か資格みたい

なものがいるのかなと思いながらも、始まったばかりなので、今のところは一律のお礼を

差し上げるということにしています。 

 

商店の店主が行うガイド 

■野口：ガイドの話を少し紹介しますと、今みたいな観光ガイドというのとは違うガイド

で、おそらく佐原の事例がそうだと思うのですが、先ほどの商店街のおかみさんというの

は、普段からお客様と接していて、この人買うのかなとか買わないのかなとか、相手がど

んな人かをよく観察しながらお話しするのに慣れてらっしゃると思うのですね。ですから

そういう意味では、先ほど橋爪先生がおっしゃったような、暑苦しい、もうごめんなさい

という感じのガイドにはならないのではないでしょうか。そういうお客商売を普段からや

っている方は阿吽の呼吸がそもそもあるのかなと思います。 

 そういう事例で言えば、新潟県長岡市や青森市で、商店街をお店の人たちがガイドする、

つまり普通のまちの普通の店をガイドするツアーをやっているところがあります。これは

観光地ではなくてもできることでして、アクセサリー講座とか、次の店に行ったら洋服屋



さんで裾上げはどうやってやるのとか、酒屋さんに行くといろいろなお酒を試飲させてい

ただきながら吟醸酒と大吟醸の違いについて教わったりとか、絶対に押し売りをしない、

商店街やお店を楽しむガイドツアーをやっているところもあります。それは観光地でなく

てもできる都市型の体験観光、まさしくそうかなと思いましてご紹介しました。 

■安島：ありがとうございました。 

■津田：自分の地域のボランティアガイドが、他地域と比較して、どういったレベルなの

かというのが、わかりづらいと思います。そういった意味で私どもの日本観光協会では、

年に一度全国ボランティア大会を行っておりまして、全国からお集まりいただいたボラン

ティアの方々に発表していただきまして、自分のレベルがどうなのか、またどういったこ

とを取り入れながらやっているのかというのがわかるような大会を行っております。是非

全国ボランティア大会の存在も一つ覚えておいてください。 

■安島：はい、ありがとうございます。 

 

ガイド間のレベル差の問題について 

■加藤：気仙沼のボランティアガイドには非常に熱心な方がたくさんいます。例えば川下

りで、一関の手前、ここからすぐのところに猊鼻渓というところがありまして、そちらは

決まった時間しか船は下りられないので、エンタメ系のガイドにあたるとお客さんは非常

に喜びます。ところがそうでないと、聞きたくもない話をずっと聞いてなくてはなりませ

ん。ですから、ランクがあって人気ガイドがいるみたいです。 

 宿屋には仲居さんの窓際営業というのがあります。例えば年輩のシルバー族の方が来る

と、「失礼致します」と入って窓を開けて「あちらが大島でございまして、ここはリアス式

海岸でございます」などと言う。そうすると、先ほど言ったただの景色に付加価値が付い

てくるわけですが、これが例えば若いカップルだと、年老いた仲居さんが部屋に入ってく

ると固まってしまって、どっちがお客さんかわからなくなってしまいます。そういう方に

は部屋に挨拶したら帰ってきていい、余計なことは言わなくていいからと、臨機応変に感

じるトレーニングも必要です。また、波止場を歩いていて、網を繕っている漁師さんにこ

れ何って聞いたときに、「こいつはこういうもんだ」と地元の言葉でボソっと答えられるの

が非常にいいガイドだったりするのです。 

 訪れた人に対するアンテナの張り方とか、おもてなしというのが基本にあると思うので

すけど、誰でも皆ガイドになれるというのが本当はいちばんいい観光地のあり方なのかな

と思ったりもしています。 

■野口：今朝の気仙沼のガイドさんすごく素敵でした。ロープみたいなものをずっと持っ

ていらっしゃって、現物を持ちながらここぞというときに出してくださって、素材が違う



ということを説明してくださいました。言葉も素朴で、とてもいいガイドだと思いました。 

■安島：世界の海を駆けめぐった体験をいろんなところでお話しいただきまして、今日は

大変いい経験をさせていただきました。では、ユビキタス観光の難しさ、どうしたらいい

か、何かご意見ございませんか。 

 

ユビキタス観光の課題 

■鶴田：最近いろいろな観光地でＱＲコードを使ったマップ作りとかが盛んになっていま

すけれども、実際に携帯のウェブを使っている人の数というのは意外に少なくて、アクセ

スにお金かかりますので、当たるか当たらないかわからない情報にアクセスしないケース

が多いんですよね。ですからＱＲコードを使った取組というのは何か仕掛けをしないとう

まくいかない。天気予報を見る程度であれば、僕も出張中によく使うんですが、やはりま

だ携帯ベースのＱＲコードに関してはもう少し時間がいるかなと思っています。別府も実

はやっていますが、反省点は多いです。 

■安島：今の段階ではいろいろな問題があると思うのですけれど、携帯の性能もどんどん

上がってきてますので、また状況が変わってくるのかなという感じもします。その辺も見

通しがつきませんが、是非いろいろ実験されて、報告をしていただきたいと私自身は思っ

ております。 

■野口：この前、遠野に行って、遠野の民話の語りをされているときに、外国のお客様は

全く内容がわからないようでした。特に外国のお客様を迎えるようになったときに、何か

そういう装置を使って内容だけでも把握できるようなことが今後どんどん出来ていくので

はないかと思いました。 

■安島：ありがとうございました。それでは、最後の第３分科会、鶴田さんがコーディネ

ートされました「滞在化の促進による都市の活性化」ということで、まずご報告をお願い

したいと思います。 

 



第３分科会の報告 ～福岡市、下諏訪町の取組を踏まえて～ 

■鶴田：滞在化の促進ということで、滞在時間をいかに延ばして、地域に落ちる消費金額

をいかに上げるかという、１泊型観光地ではどのようにして２泊目をさせるのかというこ

とだと思うのですが、福岡の事例は朝カフェといって、朝の時間をどう使わせるかという

ものです。時間軸からいうと朝の時間の有効利用、まちに出て朝カフェで朝ごはんを食べ

てもらって、もっとまちを回遊してもらうといった事例でした。福岡の場合は人口百万人

の都市ですから、考えられないぐらいの非常に珍しい試みです。 

 下諏訪の例は夕方からのイルミネーション事業です。夕方からのイベント等を増やして

いくということが滞在時間を延ばす、もう１泊してもらうということに繋がる。日帰りを

するはずだったのが、夕方、例えば４時、５時からイベントがあると、この時間に帰るよ

りもう１泊していこうかと思います。イルミネーション事業をはじめ、夕方から始まるイ

ベントというのはもう１泊に必ず繋がる、これは常道です。福岡の場合はかなり面白い事

例で、都会型だと思いました。 

 滞在時間を延ばすということを考えると、２つの事例を見てのとおり、基本的には時間

軸の中で、どこのイベントを増やすかということが重要になってきます。夕方以降のイベ

ント、夜のイベント、真夜中のイベントでもいいのですけれども、朝に１つの場を設ける

というのが今回非常に新しいと思いました。 

 どうしても欠かせないのが、地域に合った場の設定です。時間軸の設定と場の設定が必

要ということで、これも非常に典型的にその地域を表した場を使ってらっしゃいました。

福岡の場合は一番人通りの多い、商業地区の中心でビジネス街でもある天神です。天神の

大きな有名ビルの前で朝カフェをやるという、場の設定が抜群です。それと下諏訪の場合

は、諏訪大社という非常に伝統的な場を選んでイルミネーション事業をやっています。こ

の場の設定に関しては地域の人が誰でも知っている、誇りを持てるというか、歴史がある

というか、その地域において、少なくとも住んでいる方々がその場を必ず認知しています。

認知している、アイデンティティがある場というのがこの二つの共通点で、成功要因であ

ると思います。 

 時間延長の３つ目は、食だと思っています。特に夕食、朝食。朝カフェの場合は朝食で

しょうけれど、食に地域の特徴が生かされていれば必ず人はついてきます。時間と場と食

の組み合わせに間違いなければ滞在時間は伸びるでしょう。そこでしか食べられない、そ

の時間にしか食べられない食があれば人はついてくるのではないかと今回思った次第です。 

 もう１つ最後に、こういう３つの背景にあるのは、その場の景観とか風景なのだろうと

思います。下諏訪にしかない風景、景観、大社というものがあって、それを背景にしたイ

ルミネーションとか、この景観の場っていうものを大変大切にするということがこの事業、



滞在時間を伸張していく上での背景として、必要なのではないかと思っています。 

 観光地は、別府も同じなのですが、その町の典型的な観光の景観がどんどんまちから消

えていくというのが衰退観光地の特徴です。例えば別府の場合だと高崎山という山があっ

て、別府湾という海があります。しかし、高崎山と別府湾という大規模景観がまちの中か

らどんどん消えていく。高層ビルができてまちの中から、どこからもその景色が見えなく

なってくる。それと同時に観光地としての魅力も減っていっています。しかし湯布院を見

ると、どこからも由布岳が見える。どこからも由布岳が見えるように、観光地として高さ

制限を含めきちっとした魅力づけをやっています。湯布院のように景観を維持しながらそ

こで時間軸と場を設定した、牛喰い絶叫大会や多くのイベントが成立して滞在時間を延ば

している事例もあるようです。以上、いくつかのキーポイントがこの第３分科会の中に入

っていました。 

■安島：どうもありがとうございました。滞在化に向けていろいろなアイディアが出たと

思うのですが、朝は朝ご飯や魚市場とか、夜はイルミネーションなどがありました。 

 

滞在時間の延長への取組 ～気仙沼市の場合～ 

■加藤：私も第３分科会に参加させていただいたんですが、鶴田社長に具体的に観光業者

として滞在時間を長くするにはどういう商品を作ったらいいかということを聞けるかと思

って参加しました。まちづくりの中での位置づけだったのですが、福岡さんの取組で、朝

っていうのはビジネスチャンスがあると思いました。 

 実は我々も朝ガイドを付けて、魚市場に観光のお客さんを連れて行くシステムをようや

く作ったばかりです。２名から連れていけるようにしました。日曜日は市場がお休みです

が、近くに朝市が立つので、その場合は朝市に連れて行きます。気仙沼の朝市は観光客を

意識したものではなく、通常の地元や近隣の人たちが集まってそれぞれに持ち寄った物を

売る市です。変にこれを観光客を意識したものに作り変えるのではなく、自然体でどうい

うメリット、楽しみを提供できるかを考えています。 

 気仙沼の場合は仙台圏からのお客様も多いのですが、今までは１泊して翌日は午前中に

帰られてしまうケースが多く、宿屋の観光案内も「大島の亀山リフトに乗ってください」

とか「お帰りは海の市でお買い物を」といったワンパターンなものが一般的でした。そこ

から先がないのです。あとは帰られてしまう。「夕方、波止場で市が開かれますからいてく

ださい」とか、「きれいなライトが見られますよ」とか、そのようなことをこれから考えて

いかなくてはいけないのかなと思いました。 

 今、鶴田さんがおっしゃったように、気仙沼も大火の以降もいろいろな形でまちがどん

どん変わってきています。何年かに１回僕のところに泊まりにくる東京の友達は、「おい、



加藤、どうして毎年海を埋めているんだよ」と言うのです。リアス式で土地がこのように

ないので、埋め立てたところに冷蔵庫が建ったりしています。 

 まちというのは家を建てるのと同じように、グランドデザインを考えてつくっていくべ

きだとよく言われるのですけど、新しい景観を加えながら、古くからある気仙沼の景観や

伝統を残し、それらをうまく演出して、そこにいたくなる時間をつくってあげるという、

よく言えば、「風景を情景に変える」ということが必要だと思います。ただの風景が、そこ

にある音楽や食や界隈の賑わいを感じ取る演出を作ることで、懐かしい情景に変わってい

くと、もう少しいようかなと旅人は思うでしょう。 

 そのようなことをいろいろなまちをつくっていく団体の方々と一緒に、ベクトルを同じ

方向に向けて、ひとつのブランドイメージに収斂させていきたいなと思います。きっと旅

人はそのまちの目に見えるものではなくて、空気感とか人情とかそういうものを感じても

う１泊したいと思うのかなと、そんなことを感じさせた分科会でした。 

■安島：ありがとうございました。方向性としては、私はいいのかなと思いますけれども、

少し具体的な戦略とかコメントをいただけたらと思います。いかがでしょうか。 

 

「早朝」の多様な魅力と見せ方 

■橋爪：福岡の事例には私も塾に関わっておりました。確か博多で、朝の時間帯はニッチ

ビジネスだという話を申し上げたと思います。どういうことかというと、我々は海外に行

くと時間がもったいないので、朝早く起きてホテルの周りをウロウロしますよね。そのと

きに魅力的なまちとそうでないまちがある。逆に日本に来られた外国人の方が、朝早く起

きてホテルの周りを散歩されるとすごく驚かれるそうです。日本の都市のホテルは割と盛

り場、歓楽街の中にあったりしますので、まちのいろんなところにゴミの青や黒のビニー

ル袋が置いてある場合がある。あのような景色はヨーロッパでは見たことがないというこ

とで写真を撮る方もいらっしゃるとうかがいました。日本の典型的な朝の風景が飲み屋街

に置いてあるゴミ袋の山、これでいいのかと思うんですね。 

 大阪で一つ面白い事例があります。野菜、生鮮、魚とかを卸している中央卸売市場が、

ある特別なグループだけを対象に、早朝３時か４時から市場の中のツアーをされているん

ですね。仲卸がマグロを解体するさまをアメリカから来た団体客に見せるというツアーだ

そうです。私は朝の３時にアメリカ人をたたき起こして大丈夫なのかと尋ねたのですが、

担当者は彼らは時差ぼけで来日する。そのままの勢いで卸売り市場に送り込まれるから、

その日は大丈夫だということでした。 

 一般論として朝の早い時間帯に観光魅力があると前泊する人もいるでしょうから、１泊

余分に宿泊してもらえるツアーを組むことができますよね。逆に自然が素晴らしい観光地



では、早朝のオプションツアーをやっているところがあります。私は年末にカンボジアの

アンコールワットに行ってきました。本当は世界遺産から初日の出が見たかったのですが、

元旦のツアーは値段が高くなるので、大晦日の朝にアンコールワットから上る朝日を見て、

心の中で今日が初日の出と思いながら見ていたのです。本当に素晴らしいんですね。ハワ

イのある島でも日の出を見て、自転車で山を下るという観光地があります。日本で、わざ

わざ日の出を眺めるためにでかける名所というとどこでしょうか。伊勢の二見ヶ浦などで

しょうか。 

■安島：元旦の時ですかね。聞かないですね。 

■加藤：元旦はみな商品になっていますよね。 

 

ホンマモンのまちづくり ～三重県上野市の事例 

■津田：例えば筑波山や富士山、それから銚子、このあたりではもちろん 31 日の晩からと

いう形で、毎日ではなく初日の出に限ってしまうのですが、行っていますね。ただどうし

ても人が集まりにくいということがあったそうです。それではもったいないということで、

人数は少なくても繰り返しやっていることが大事ではないかという気はするんですね。日

本人の悪い癖で、ただ日の出を見るのではなく、日の出を見に行ったらそこに朝市が立っ

てなくては気が済まないとか、欲張りなのですね。そういう意味で非常にいいお話だった

と思うのですが、やはり海外と日本とではまだまだギャップがあると感じます。 

 一つお話させていただきたいのですが、三重県に伊賀上野というところがあります。上

野市という市になったばかりで、皆さんご承知のように、ここは忍者と芭蕉だけのイメー

ジがあるので、行く人が特化されていたのですが、先日私ちょっと行ってきました。 

 『スロー風土のまち伊賀上野』、「ふうど」とは風に土、風土で食べるほうではないので

す。私も関わっているのですが、このまちは、ホンマモンのまちを目指しているという意

味で、食べ物だけではなく、人も物もそこに介在する風土全てをゆったりしようという意

味があります。例えば毎日イベントを行うのです。それが何故スローかという問題はあり

ますが、何にもないのではなく、いつ行っても切り口がいっぱいあって入っていきやすい

のです。それから、まちかど博物館と称した美術館、博物館が 380 カ所くらいあります。

夕方でも開いている、朝早くても開いている、どこかで必ず何かを見ることができる、こ

ういうまちをつくりました。つまり一年中活気にあふれているのです。その効果もあって

か、かなり人も増えているといいます。 

 ただ単に旅人を迎えているのではなく、旅人と一緒になって地元の人が楽しんでいると

いうことが、よく伝わってくるのです。忍者という意味でもただ漫画的に忍者を紹介する

のではなく、歴史や文献を紐解きながらきちんとした紹介の仕方をしています。本物の手



裏剣を投げるという貴重な体験もしたりしました。見せかけのものではなくて、ホンマモ

ン（本物）を体験することが出来るという意味でも、活力があって、実に頑張っているま

ちだと今、伊賀上野に注目しています。 

■安島：どうもありがとうございました。 

 

地域固有の生活現場の魅力について 

■加藤：せっかくの機会なので、地元ということで。実は宿屋のほうでは１泊２食ではな

くて、連泊していただけないのならせめて１泊３食、お昼まで引っ張ろうという計画もあ

るんですね。例えば気仙沼の場合ですと、１年中 11 時になると波止場から 300 トン、400

トンのマグロ船が出船します。特徴的なことは大安吉日に限ったことなのですが、そのと

きは７色のテープが岸壁から飛び交います。また、お金を借りて船を造っているので銀行

の方が来て、大漁祈願で銀行の旗を振るのです。隣に若くして甲板員や船員になった人の

奥さんが生まれたばかりの乳飲み子をおんぶして「お父さん無事に帰ってきてね」と送っ

ています。その隣には付けの溜まった飲み屋のママが、「早くあなた帰って払ってよ」って

いうドラマが日常茶飯事にあるのです。 

 それはいつ見ても感動的な場面なのですけども、花火を上げたり汽笛鳴らしたりして出

るものですから、観光客の方が「あれは何だ」と聞くのです。状況を話すと行ってみたい

となって何回かお連れしたのですが、ものすごく感動なさるのです。それはリアルなドラ

マなのですが、生活観光とはいえ踏み込んではいけない部分というのもあるので、よそか

ら来た方は「見ていいのですか、申し訳ないですね」という気持で見るのがちょうどいい

と思うのです。そこで、こういうものを観光資源として活かすいい方法というのを何かパ

ネリストの先生方にお伺いしたいのですが。 

■安島：いかがですか 

■鶴田：例えば先ほども申し上げたとおり路地裏散策というものもやっていますけど、そ

ういう散策にガイドが付いて、市民の生活圏が主にある路地の中に入っていくと、日常の

生活が行われているので、若干摩擦を起こすケースも確かにあります。出港の中に生活が

ある。それを物見遊山に見に来てガイドが何か説明していたりすると、「あれは、飲み屋の

おねえさんで」とか「銀行屋さんで」という話はしないでしょうが、見ている観光客は大

変面白いのですが、住民は生活がありますので、きっと摩擦が起こるでしょう。 

 我々が住民の生活している場に入り込んでガイドをしてどうしてうまく納まってきたか

というと、住んでいる人にきちんと説明をして、我々はここの生活する場の路地を誇りに

思っているからガイドをして、この路地を歩いているのですという、このくり返しを何度

もやったので、今路地裏散策というのが別府のまちの中で定番として定着しました。もし



プログラムを組んでガイド付きのツアーをやるならば、やはり摩擦をある程度覚悟しなが

ら、皆さんにわかっていただけるまで、例えばマスコミを通じて、こういう趣旨で、これ

はボランティアガイドでこのような観光の素材になるのは誇りだ、港を出る風景が我々の

誇りなので見せたいという、この熱意が必要なのではないかと思います。 

■安島：ありがとうございます。 

 

長期滞在の仕掛けづくり 

■野口：今の話から少し離れるのですが、第３分科会のテーマの滞在化の促進で都市の観

光活性化というところにこだわって申し上げます。今のお話はこれまでの観光においての

滞在時間をより長くしようという発想なのですけども、これまでの観光という考え方から

１回離れるという方法もあると思います。 

 どういうことかというと、例えば風光明媚なところに行って、１週間、２週間免許取っ

て帰るというのはあちこちでやってらっしゃると思うのですが、そういう発想で、何の観

光地でもない都市で人を長く呼んで何か身につけて帰ってもらうというようなこともある

のではないかと思うのです。いわゆるニュータウンといわれたようなところは、人の住む

ところがだんだんボロボロになってきて、そこに住んでいる人たちが高齢化を迎えていま

す。住んでいる人たちはいろいろな技術とか知識がおありだけど、部屋はたくさん空いて

いる、なんてところにロングステイとまではいかなくても、スローステイしてもらって、

そこの土地が例えばガーデニングが盛んな土地でしたらガーデニングを身に付けて帰ると

か、書道が割合い盛んな土地でしたら、身近な書道の何人かの先生にとことん教えてもら

って、１週間で書道の基本を身に付けて帰るとか、何かそれはニュータウンみたいなとこ

ろではなくても都市部のビジネスホテルを使ったり、またはさっき申し上げました商店街

を使ったりみたいな形でのスローステイのあり方ってあるんじゃないかなと思います。 

 湯治文化というのが日本には元々ありまして、同じようにお湯ではなくてもまちで癒さ

れるということもあると思うのです。今住んでいるまちで癒されなかったら、違う土地で

転地療法みたいにして、そこで全然違う文化を身に付けることで癒されて帰ったり、違う

自分になるということがあるのではないかと思います。そのようなことを考えると、観光

からまったくかけ離れた普通のまちでも、人が長い時間いて、そこのまちと付き合うとい

う交流が生まれてくるのではないかと思うのです。 

 例えば、この気仙沼はもちろん観光の部分はあるんですけども、旅館だとかホテルに泊

まって温泉に入って美味しい物を食べてというものではなくて、都市部の東京の定年退職

を迎えたおじさんたちが、気仙沼に転地療法で１週間いる間に魚をさばける素晴らしい料

理の基本を身に付けて帰るといったことが考えられます。そうすると、「定年退職後まず気



仙沼にきてください、そうすれば家庭に喜んで迎えられる男になりかわらせてあげますよ」

というような、そんなメニューを考えると、ここのホテルでなくてもいろんな人を迎え入

れることができます。これからはそういうステイのありかたもあり得るのではないかとい

うことも、ちょっと違う切り口から考えてみたいと思います。 

■安島：ありがとうございました。いろいろなご意見をいただきましたので、簡単にまと

めさせていただきたいと思います。 

 



まとめ －①地域主体の観光地づくりの重要性－ 

 今日は昨日からのいろいろな地域の都市観光の報告を基にこのパネルディスカッション

を進めてまいりましたが、お話を聞いていると、今までいわゆる都市観光と言われたもの

よりも非常に幅広いところでいろいろな試みが行われているということを強く実感いたし

ました。観光とまちづくりというのは近い、あるいはほぼ同じなのではないかという感じ

がしました。生活文化観光となると少し難しい問題もあるかもしれませんけれども、少し

積極的な意味で、いろいろな試みをしていく中で折り合いがつくものも多いのかなと思い

ました。 

 特にその中では、いわゆる着地型観光、コミュニティベースツーリズムですね、こうい

う部分の割合がこれからますます増えてくるだろうと思います。報告があったところでは、

地域の方もリーダーになっている方、皆さん大変元気で、組織がしっかり動いているとい

うことが大事だと思いました。やはりそういう形で楽しくまちづくりをしていかないと、

次々にアイディアが出てこないと思います。一度出たアイディアに頼っていると、ずっと

泳いでいないとマグロが死んでしまうように、まちも死んでしまうと思うのです。 

 つまり活性化したまちづくり組織が、楽しみながら続けていくことが大事だと思います。

加藤さんからラテンのノリで気仙沼はやっているということを是非言ってくれと言われま

したが、そういうふうに楽しくやっていくということが大事だと思いました。 

 

まとめ－②本物、滞在時間増加の観光地づくり－ 

 それからまちづくり、都市観光を進めていく上で、地域の文化、歴史というものが大事

だと思います。ハリボテのように作ったものでは騙せません。本物があるということは大

事で、本物を壊さず発掘していくということがポイントだと思いました。 

 また、滞在化についてもいろいろなアイディアが出ました。福岡の朝は印象的でした。

それからイルミネーションや朝市、魚市、そういったものによって滞在時間を長くする考

え方が基本的にあると思います。 

 それから最後に野口さんからお話があったように、スローステイ、別の言い方で住むよ

うに旅するというようなことを言ったりしますね。１週間とか１ヶ月とか、少しそのまち

に住んでみる。そうすると何かこれまでの旅とは違ったものが見えてくるのではないか。

これは都市の中で何か文化や歴史があるところに、そういう住み方を一度してみたいなと

私なんかも思いますし、そういうところに大きな可能性があるのではないかなと思ってお

ります。 

 都市観光は、これまで我々が考えていたものより広がりが出ております。この事業その

ものは、国土交通省の都市・地域整備局というどちらかというとハードを作るところが主



催している事業でございますが、このハードな部分を使いこなしていく、そうしてこそ生

きてくるわけです。そういった意味で観光推進によるまちづくりが非常に大きな役割を果

たすし、そのきっかけになるのではないかと強く思います。今日はソフトの重要性が示さ

れたことに大変意義があったということで、私の総括を締めくくらせていただきたいと思

います。長時間ご静聴いただきましてありがとうございました。それからパネリストの皆

様、貴重なご意見をいただきまして、どうもありがとうございました。 


