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改訂創刊号

『観光文化』の編集方針と誌面の刷新について

日頃より、当財団の活動にご理解・ご協力を賜り、御礼申し上げま

ご指導により蓄積されてきました当財団の知見に基づく論考・提言を

今回の刷新では、この理念を継承しつつも、これまでの皆様からの

志賀 典人

す。また、当財団機関誌『観光文化』をご愛読いただき、ありがとう

発表する場として位置付ける方針といたしました。具体的には、当財

公益財団法人日本交通公社 会長

ございます。

執筆に当たるとともに、併せて外部専門家の方々からご寄稿をいただ

団研究員の研究・事業活動を基に特集テーマを設定し、研究員自らが

本号より新たな誌面で発行することとなりました。また、発行を年四

き、わが国の観光文化発展のための問題提起、情報提供、交流の場と

このたび、当誌の内容・構成の見直しによる編集方針の刷新を行い、
回（季刊）に改めることとなりましたので、併せてご案内申し上げます。
『観光文化』の歴史は古く、
一九七六年（昭和五十一年）十二月に創刊 、

研究成果や活動内容の紹介、
「旅の図書館」からのご案内の充実等を

か、公益財団法人としての公益活動を幅広くお伝えすることを目的に、

なるような誌面づくりを行ってまいりたいと考えております。このほ
第１号が発行されました。以降、今年で三十六年目を迎え、本号で

図ってまいります。

折しも、創業百周年および公益財団法人への移行という節目での刷

２１５号を数えております。その間、さまざまな分野の専門家の方々
にご寄稿いただくとともに、多くの方から内容やテーマ等を中心に
ご意見やご感想を賜りました。この場を借りて感謝の意を表する次第

文化』のますますの内容充実および価値向上に努める所存です。ぜひ

新となりましたが、今後もわが国の観光文化の振興を目指し、
『観光

これまでの
『観光文化』
は、
主にそれぞれの時代における観光のトピッ

とも、刷新第一号となる本号に対し、幅広いご意見・ご感想を賜れば

です。
クを特集テーマに据え、各テーマに造詣の深い方々に執筆をお願いす

幸いです。

（しが のりひと）

引き続き、『観光文化』ご愛読のほど、よろしくお願い申し上げます。

る形でまとめてまいりました。おかげさまで、多様で深奥な知見が凝
縮された冊子として高い評価をいただいており、文字通りわが国の観
光文化の発展に寄与してきたものと自負しております。

巻 頭 言

私が住む倉敷の美観地区（市条例）は「観光地」として知
られている。その中の大原美術館も「観光資源」と呼ばれる
事がある。たしかに、倉敷は毎年多くの観光客を迎え、大原
美術館では世界各地からのお客様が充実した時間を楽しんで
おられる。観光関連の仕事で生活している市民も少なくない。

大原 謙一郎
公益財団法人大原美術館理事長 倉敷商工会議所名誉会頭

ここは、まぎれもなく「観光地」である。
そうであるには違いないが、
私たちは、
倉敷が外見のみを飾っ
た「観光業のための観光地」になったり、大原美術館が「町
の集客装置としての観光資源」
になってしまったりすることは、
厳に避けなければならないと考えている。
もちろん、この街に多くのお客様を迎えるのは嬉しいこと
である。私たちが愛で育てたものに親しんでいただき、美しい
街の美しい暮らしを共に楽しんでいただくことも大きな喜び
である。
また、お客様へのサービスに関わるさまざまなビジネスが繁
栄することも地元にとっては大変重要で、少しでも多くのお

しかし、これを自己目的化させてはならないと、私たちは自

戒している。集客を全てに優先させ、街自体の価値や、市民

の誇りと生活をなおざりにしてはならない。生活と文化が「観

光の下僕」になってしまったら、倉敷も大原美術館も、その

日から劣化しはじめるに違いない。

そういう意味で、私たちは、いわゆる「入込み客数」は、
「二

番目に重要な指標」だと考えたいと思う。一番重要なのは、こ

の街の価値と市民の生活の美しさである。大原美術館にとっ

ても、館の価値と使命が最大の関心事である。お客様の数は

もちろん重要だが、それは、一番ではなく、二番目に重要なこ

とである。そう考えてはじめて、街も、美術館も、魅力を薄

れさせずに永続することが出来るのである。

観光事業は、国の姿を問い、地元の誉れを高める事業である。

そうである以上、
「観光地」に暮らす私たちにとっては、自ら

の姿を常に問いなおし、本当の地元の誉れを磨くことこそが一

番大切なことになる。私たちは、そう心得て、日々自らを省
みていきたいと思う。

（おおはら けんいちろう）
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客様をこの地に迎えて、良い時間を過ごしていただくための
努力と工夫を怠ることは許されない。

倉敷−−
「まち」の価値と市民生活の美しさ
〜 お客様の数は二番目に大切な指標と考えたい 〜

観光地づくりの本質を探る
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―― 観光まちづくりの「心」とは
観光地づくりの本質とは何か？

観光地におけるまちづくり＝観光まちづくりの成果は、単に観光客数だけでは測れません。
では、その「心」とは何でしょうか。当財団と長くお付き合いいただいている鈴木忠義氏へ

のインタビューと３つの観光地の事例を通じて、
“地域が自ら考え、行動する自立した観光
地”へと構造を変えていく観光地づくりの本質について探ります。

人間の「喜び」と「生きがい」を生む
観光地づくり

んでこられた日本観光研究学会の初

時に、新聞広告で見つけて東京都総

僕が東京大学土木工学科三年生の

が盛んにいわれていた昭和二十三年、

いらしていた加藤誠平先生 （注３）に

た。また、大学の授業に農学部から

生 （注２）の講義に感銘を受けまし

当時東京都建設局長の石川栄耀先

鈴木 忠義

代 会長・鈴 木 忠 義 氏（東 京工業 大

務局観光課による観光講座「観光の

も大変お世話になり、僕自身はこの

東京工業大学 名誉教授

学名誉教授）に、長年にわたる実践

理論と実際」を受講したのが観光と

道に入る縁ができました。

ひであき

を通して育んでこられた観光地づく

の出会いです。当時の有識者たちが

ような時代だったのでしょうか。

―― 観光との出会いは、いつ、どの

光どころではなくなって、やがて閉

始まった途端に工業が優先となり観

のです。昭和二十五年に朝鮮戦争が

林学 科造園学教室（研究室）に就

【 鈴木】昭和二十四年、東大農学部

のような形で始めたのでしょうか。

―― 観光の知の体系化の試みは、ど

観光の知の体系化と
人づくり

せいへい

りの基調となる考え方について語っ

講師陣（図１）で六日間の講座を六
年間、東京都は本当に真剣にやって
いました。観光というのは、これく

【 鈴木】もともと好奇心や探究心が

講となりましたが、講師でいらして

職してから十二年半の間に、趣味と

らい本腰を入れて考えるべきものな

強くて写真や旅行が好きだったこと

いた林学博士の田村 剛 先生 （注１）
、

つよし

もありますが、終戦後「観光立国」

終戦後の 「観光立国」

ていただきました。

観光の体系化に早くから取り組

1

2

図2 『観光開発をどう考えるか』目次

図1 第１回観光講座（昭和23年）の講義プログラム
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Ⅰ. 総論
１ 観光立国論 高田寛（参議院議員 日本交通公社理事長）
２ 観光産業論 木村禧八郎（参議院議員）
Ⅱ. 観光事業の理論
１ 観光事業概論 新井堯爾（全日本観光連盟 副会長）
２ 観光資源論 田村剛（林学博士）
３ 観光と都市計画 石川栄耀（東京都建設局長）
４ 観光東京の今昔譚 安藤直方（東京都史編纂委員）
Ⅲ. 観光事業の経営
１ 観光事業経営論 小林新（早稲田大学教授 商学博士）
２ サービス論 徳川義親
３ 観光宣伝論 新保民八（株式会社花王 常務取締役）
４ 見返品と観光物産 宮田勝善（観光物産連合会 理事）
５ 新たに発展を予想される観光事業の話 武部英治
（全日本観光連盟 事務局長）
６ 観光施設論 間島大治郎（運輸省観光課長）
７ 接客の実際 高久甚之助（日本ホテル協会 理事長）
Ⅳ. 国際観光一般
１ 戦後の海外観光事情 春山行夫（雄鶏通信 編集人）
２ アメリカの印象 高田市太郎（毎日新聞 欧米部長）
３ 欧州旅日記 渡邊紳一郎（朝日新聞 編集局総務室）
４ 観光と自然 松方義三郎（共同通信 編集局長）
５ ガイド商売往来 殖栗文夫（リーダースダイジェスト日本支社）
６ 日本風土記 中村孝也（文学博士）

観光活動の社会的背景
だれが観光旅行をしているか
なにが観光の対象になっているか
観光のしかたはどうなっているか
観光消費はなにを意味するか Ⅰ
観光消費はなにを意味するか Ⅱ
観光活動とは
観光開発と立地条件
観光開発の留意点
風景の保護と育成
風致の造成と破壊
産業と風景
各種事業の観光開発への協力
文化財と観光
交通施設
宿泊施設
園地と小施設
休憩舎・便所・展望台
売店・食堂
総合休憩施設
スポーツ・レクリエーション施設
観覧施設

出典：鈴木忠義著・日本観光協会  昭和36年発行

はフォトエッセー風で「美しくない

データで示しましたが、全体として

消費支出の推移などを説得力ある

分では、一人あたりの所得及び個人

だれが観光旅行をしているか」の部

の
「１ 観光活動の社会的背景」や「２

ものがそろっているはずです。冒頭

観光の構造を考 える上で本質的な

ます。目次（図２）をチェックすれば、

その後の講義のベースにもなってい

僕の観光に関する考察の原点であり、

光振興協会）を出しました。これが

本 観 光 協 会、現・社団 法人日本 観

光開発をどう考えるか』
（発行：日

部専任講師着任のタイミングで『観

写真を蓄積し、昭和三十六年に工学

実益を兼ねて観光関係の調査・研究、

と思います。

取り 組まなければならない仕 事だ

ることは、これから財団が主体的に

人材育成のための良い教科書をつく

立しなければなりません。その上で

はどのよう な効 用があるか）を確

（観光とは何か）と意味論（観光に

など他の分野から学びながら、概念

ためには、経 済 学や文 学、心理学

光学」という 分野として立ち行く

体系化は簡単ではありませんが、「観

観光は後発の学問かつ広汎で、その

「 学 」とは「 知の体 系 化 」です。

でいます。

境を整えることにも注意したつもり

義あることをやっていると思える環

の人材が、社会及び個人にとって意

つという方針で育ててきました。そ

「観光」が
目指すべきもの

と観光地は人が来ない」ということ

を写真に語らせました。

―― 観光分野のパイオニアとしては、

人間の好奇心や探究心に応え

どのようなことを心がけてきましたか。

【鈴木】新たな分野を切り開いていく

「喜び」や「生きがい」に資する

―― これから「観光」が目指すべき

時には、活 躍できる人 材 を育てる

て森をつくっていくのと同じように、

ことは、何でしょうか。

ことが大事です。木を一本一本植え

社会的要請を考えつつ着実に一人ず

3

出典：東京都総務局観光課「観光の理論と実際」
（第１回観光講座全集）昭和24年発行
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特集１ 人間の「喜び」と「生きがい」を生む観光地づくり

っていることを認識して、「喜びの

さにその貴重な部分を担わせてもら
めないといけません。

が納得できる説明ができるように努

てください。

光地づくり」について考えを聞かせ

【鈴木】小さい子供がバスや電車に乗

るとすぐに窓の外を見たがります。

ので主体別に考えることも大切です。

用）は、主体によっても異なります

置き換えて考えてみると面白いです

のような「時間芸術」と同様なので、

を追求するというのは、演劇や音楽

【鈴木】人間の「喜び」や「生きがい」

心理学」の基礎研究も必要でしょう。

―― 「喜び」や「生きがい」という

私は常々三つの主体で考えています。

また、
「観光」に求める意味（効

その好奇心や探究心は「観光」の原
本来持つ好奇心や探究心に応え、人
のは人間が「観光」に求める普遍的

点に通じるものがあります。人間が
間の「喜び」や「生きがい」に資する

（図３）
。
「どういう舞台にするか」と

か」ということになります。舞台の

第一主体は観光客、第二主体は地域
の観光関係者で、財団のような専門

上で、
「観光客（第一主体）
」に「地

なものなのですね。一方で、
「 観光 」

家集団は第三主体に含まれます。第

ことが「観光」の本質だと考えます。

【鈴木】まさにそうなのです。
「観光」

三主体の人には、第一主体と第二主

域（住民 行
（第二主体）
」と共
+ 政）
に「役者」としての役割を担っても

いうことは「どういう観光地にする

あって、真に求めているのは「喜び」や

の対象が変わるということは、前述

体が求めることを十分踏まえた上で、

らうことが求められます。そのため

（ 住 民＋行 政 ）
、 第 三 主 体 は その 他

「生きがい」なのです。心理学の対象

の観光の概念と意味（効用）論も時

近江商人の商道徳である“売り手よ

には、
「稽古」をしてもらわなければ

の対象は時代によって大きく変わっ

はノイローゼや精神疾患などネガテ

代によって変わっていくということ

し、買い手よし、世の中よし”なら

なりません。それは、
「観光客」にと

人間の生活には経済基盤がないと困

ィブな要素のことが多くて、ポジティ

です。だから、観光に携わる人々は

ぬ“三方よし”を求めてより良い方

ていきますよね。

ブな要素である「喜び」に関する部

変化を前提として研鑽を積み、普遍

っては感動できるように日々自分を

りますが、経済はあくまでも手段で

分は十七分の一（約六％）しかないと

向性を提案していくことが、これか

磨くこと、
「地域」にとっては「観光

客」と自らが「喜び」を感じられる

よう技と価値観を高めることです。

そして、良い舞台には良い大道具・

小道具が欠かせないように、「大道

源（自然・歴史・文化）
」がベースに

具」としての「地域が有する観光資
観光地づくりは

なって、
「小道具」としての「観光魅

「喜び」や「生きがい」を追求する「観

―― ここからは、人間の本質である

ていてはいけないのです。また、あ

てくるのです。
「小道具」だけを考え

力を創出するための取組み」も生き

演劇や音楽のような「時間芸術」

「喜び」や「生きがい」
の創出に資する
「観光地づくり」 とは

ら益々求められるでしょう。

的な部分は大切にしながらもみんな

鈴木忠義（すずき ただよし）
東京大学、東京工業大学、東京農業大学にて教鞭
を執る。観光開発・景観工学・地域開発を関連づけて
研究する。㈱世田谷川場ふるさと公社社長として35年
間にわたって交流事業を推進。公益財団法人日本交
通公社専門委員、理事、評議員
（現在）
として約50年
にわたり指導。大正13年東京生まれ。

いわれています （注４）
。観光とはま

白板を活用してインタビューに応える鈴木忠義氏

4

「小道具」も生きてはきません。その

ていないと、「役者」も「大道具」も

「もてなしのサービス」がきちんとし

らゆるものについて「所作」としての

考える時に、気をつけるべきことは

観 光 資 源（ 自 然・歴史・文 化 ）
」を

「 大道具」としての「地域が有する

―― 観 光 地 づ く り の ベースに な る

は地域のみんなが取り組まないと成

を維持していけるものですが、それ

景は、人の手が入ることでその魅力

ばなりません。特に、日本の田園風

きないということを意識しておかね

観光客をも惹きつける大切な場なの

にとって「心のよりどころ」であり、

たら分かると思いますが、地域の人

の飛鳥山などを思い浮かべてもらえ

ければなりません。鎮守の森や東京

具」をしつらえていく時に尊重しな

小道具

観光魅力を創出する
ための取組み

所作

もてなしのサービス

づくり」であり、それを目の当たり
しつけ

にすることは、そこで育つ子供たち
の教育や躾にもつながります。

「観光人」は感受性と

先見性を持った「目利き」であれ

―― 「 観光地づくり」に携わる人間

はどうあるべきでしょうか。

一体と「聖」が人間の文明・文化を

いわれている「用・強・美」の三位

【鈴木】やはり古代ローマの時代から

ければなりません。すなわち本質を

中に「聖」を見分けることができな

です。一方で古いものや良いものの

三主体）には感受性と先見性が必須

【鈴木】人間は常に「イノベーション」

つくってきたのだから、それが基本

見抜く高度なセンスを持った「目利

台にいろいろな
「小道具」
としての
「観

です（図４）
。
「用」は機能を満たし

き」でなければならないのです。広

を追求し、文明の力を享受しながら

役に立つこと。
「強」は安全で丈夫

く見聞して、その地域では 何｢が人

光魅力を創出するための取組み」を

で長持ちすること。そして、美しく

生活を豊かにしていこうという生き

ないといけません。
「聖」は、演劇

間の『喜び』につながるのか 「｣何
が『生きがい』となりうるのか」を

しつらえるにあたっては、どのよう

への置き換えでは主に「大道具」に

的確に捉え、
「観光地づくり」につ

物なので、
観光に携わる「観光人」（第

―― 「大道具」を踏まえながら、舞

ひ

何ですか。

り立ちません。そうやってみんなで

✚

上で、
「時間芸術」なのですから、時
【鈴木】肖像画は背景で描くともいう

地域（住民+行政）
（第二主体）

ある生業を守っていくことが「まち

間要素を加味してどういう順序で組

地域が有する観光資源
（自然・歴史・文化）

喜びの
「空間」づくり
大道具

聖（心のよりどころ）

です。

美（美しさ）

手をかけて地域の風景とその基盤に

図4 観光魅力を創出する時に考えるべき要素

ように、背景が悪いと良い舞台はで

用（機能）
強（耐久）

稽古
観光客
（第一主体）
役者

な考え方が大切ですか。

相当する部分となりますが、「小道

特集◉ 観光地づくりの本質を探る—— 観光まちづくりの「心」とは
特集１ 人間の「喜び」と「生きがい」を生む観光地づくり
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観光地
舞台

鈴木忠義氏の説明を基に作成

み立てて見せていくかも重要です。

図3 「観光地づくり」構成要素～演劇要素との対比から

出典：財団法人日本交通公社「平成14〜17年度  観光基礎講座   鈴木忠義氏レジュメ」

価値（資源の集積度）
」と「変化価値

この時 間 内において 観 光の「密 度

うち観光有効時間はおよそ八時間。

点から考えます。一日二十四時間の

価値が地域にあるかどうかという観

と「お金」をかけて来訪するだけの

観光では、
観光客がわざわざ「時間」

ばしてあげることがまず大切です。

地域の固有の素質、良いところを伸

もてなしにつながります。
「人との

できるようになりますので、良いお

民も納得して観光客を迎えることが

す。時間はかかりますが、迎える住

行動に移していけば長続きするので

ことが大切で、それを一丸となって

確にして、関係者みんなが共有する

な考え方で、何に価値を置くかを明

していくということです。どのよう

えば概念を共有し、一貫した行動を

しめる路傍の景観づくりとして、村

そのためには、川場村では歩いて楽

び」や「生きがい」も増すのです。

との接点、交流も増えて相互に「喜

効果が出てきますし、観光客と住民

滞 留すれば必ず飲食するので経済

滞留時間を延ばすことです。二時間

きました。そして、今一番の課題は

値」を地域の人々と一緒に追求して

刃ではなく、
「川場村ならではの価

きいと思います。物まねや付け焼き

なげていかなければなりません。

【鈴木】
「観光地づくり」では、人間

（資源の多様性）
」
（図５）を最大化さ

つながり」の楽しさを実感し、それ

の各所に「喜びの空間」をつくって

最大化

鈴木忠義氏の説明を基に作成

―― その秘訣は何でしょうか？

の子供を育てるのと同じようにその

せるために、どう創り上げていくか

が来訪者と住民の「喜び」や「生き
ながっていくのです。人が地域に来

ということです。
概念を共有し、行動を一貫させ、

観光はまちづくりの総仕上げ

――「喜びの空間づくり」とは、どの

訪してくれるというのは素晴らしい
情報も入ってきて、新しい仕組みも

ようにしていったらよいのでしょう。

住民の「喜び」や「生きがい」に

生まれるのです。

どのように進めてきたのでしょうか。

人も変わると思いますが、続いてい

―― 三十五年もの間となると関わる

くソフトも含まれ、ソフトとハード

間なり資源なりをうまく運用してい

【鈴木】「づくり」という言葉には空

【 鈴木】川場村とは世田谷区の区民

が相互に関係し合いながら混然一体

と言い続けています。堅い言葉で言

葉に「健康で幸せに長生きしよう」

ります。
「わが村、わが庭」を合言

る前からの関わりで、三十五年にな

と」構想の場所選定で川場村に決め

きがい」につながっていることも大

生まれ、
それが住民の「喜び」や「生

作物 等を介して観光客との交流が

るということがあります。また、農

【鈴木】まず経済的にうまくいってい

らず、人間が生活する空間全体を対

っていますが、
「園」の中にとどま

関係の人には「飛び出せ造園」とい

くことを意味します。例えば、造園

として魅力的な「場」をつくってい

健 康 村 づくり 事 業「 第二のふるさ

る要因は何でしょうか？

指導している川場村（群馬県）では

―― 例えば、長年にわたって現場で

ことで、人だけでなく、お金も物も

いこうと話しています。

＊観光有効時間内において

観光の変化価値
（資源の多様性）

✚
観光の密度価値
（資源の集積度）

つなげる

がい」となり、次のエネルギーにつ

図5 観光の密度価値と変化価値

6

図6 鈴木忠義氏が中山間地において35年にわたり愛用している童謡唱歌をモチーフとした
「喜びの空間」のイラスト（大橋清二氏・画）

象にして伝統的な造園技術を応用
して「場」を創造することが必要と
いう意味です。また、川場村のよう
に史跡が乏しいところは各地にあり
ますが、そのような地域ほど生活文
化の魅力を高めていくことが求めら
れます。生活の基本的な要素である
「衣・食・住」について、文化を構
成する「学問・芸術・教育」という
観点から考えて質を高めていくとい
うことです。それがまちづくり、村
づくりの母体になります。一見足り
ないと思われるものも地域の創意工
夫で補えるものなのです。
そうやって、まちづくり、村づくり
をきちんとやって「喜びの空間」を
つくっていき、最終的には地域の生
活文化を向上させていくことが一番
ひ

大切なのです。それこそが外の人を
惹きつけ、地域の人にも観光客にも
「喜び」と「生きがい」を生む息の長
い「観光地づくり」につながるのです。
（すずき ただよし）
聞き手：研究調査部 梅川智也
石山千代
＊二〇一二年七月二日（月）
、八月六日（月）
のインタビューを基に構成

〈参考〉
鈴木忠義氏の考え方を端的に
表現したレジュメを紹介します。

地域に生活している人々が、

発見の喜び・創造の喜び・守る

喜び・参加の喜び（これらは生

きがい感）に浸りつつ、地域を

美しく磨き上げていくとき、他

の地域から多くの人々（観光客）

がその「光」を「観に」訪れる。

これにより観光は成立する。そ

のとき多岐にわたり、相互に社

会的、経済的な効果が発生する。

出典：財団法人日本交通公社「平成 年度
観光実践講座 鈴木忠義氏レジュメ（はじ
めに）
」

（注１）
田村剛（一八九〇 ～一九七九）林学博士。
日本の造園学の確立、国立公園、海中公園制
度の確立に尽力。
『造園概論』
（一九一八）等。
（注２）石川栄耀（一八九三 ～一九五五）東京都
建 設 局 長 を 務 め 、日 本 都 市 計 画 学 会の設
立に深 く関 与 。『 都 市 計 画及び国土計 画 』
（一九四一）等。
（注３）加藤誠平（一九〇六 ～一九六九）東京大学
農学部林学科名誉教授（森林利用学）
。
『橋梁
美学』
（一九三六）、鈴木忠義との共著『観光
道路』
（一九五五）等。上高地の二代目河童橋
の景観設計。
（注４）参考：
『 感情力』
（フランソワ・ルロール、
クリストフ・アンドレ共著、高野優 訳、紀伊
國屋書店、二〇〇五）

特集◉ 観光地づくりの本質を探る—— 観光まちづくりの「心」とは
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17

観光とまちづくりの間にあるもの
―― 由布院の四十年の足跡から見えること

愛媛大学法文学部総合政策学科講師
元由布院観光総合事務所事務局長

谷健太郎氏は、
「由布院の町がどんな

産業を持ち、どんな文化を形成しう

るかということは、すなわち私たち

由布院に住む者が、あなたが、私が、

どんな産業を望み、どんな家に住み

たいと思い、どんな食べ物を美味し

いと感じ、どんな生き方を好ましい

と考えるか、要するに私たちがどの

ように生きるかにかかっていると思

人近くに増えている。このことから

いう機関を通して実現するのです。

ち始めた時、はじめてそれが行政と

米田 誠司

うのです。そういう町民全体の真剣

な意思が積み重ねられ、みがきぬか

すれば、観光地として大きく成長し

れして、ひとつの具体的な指向を持

うなっているのか

・いま由布院の観光まちづくりはど

くりの『心』とは」である。由布院が

れば泳げません。どんな有能な行政

鯨のような果敢な動物でも潮がなけ
もそも由布院は観光地を志向して

てきたのは明らかであるが、でもそ

づくりの核心に迫ってみたい。

ちづくりにおいてエポック

例えば、由布院の観光ま

者でも、民意という文化の海が豊か

これら三つの観点から、観光まち

いわれることがあるが、本稿ではそ
うしたスタンスはまずとっていない。
なぜなら、由布院だけが特別な存在
であるわけでなく、今も多くの課題

ぎないからである。ただ由布院とい

づくりを実践している地域の一つにす

を志向してきたのかということにつ

提として、由布院がこれまで観光地

観光まちづくりを考えてゆく前

布院の自然を守る会」
）
（写

域住民自ら（創刊時は「由

『 花 水 樹 』という雑誌を地

メイキングであった「明日

う地域だけが経験してきたことも数

いてまず考えてみたい。この四十年

真１）が編集し一九七〇年

由布院は観光地を
志向してきたのか

多く、そうした足跡をたどりながら、

間 だけで見ても、三十 数 軒しかな

から発刊してきた。その創

を抱えながら現在進行形で観光まち

・由布院は観光地を志向してきたのか

かった宿泊施設が百三十軒以上に増

刊号のなかで企画担当の中

の由布院を考える会」では、

・由布院の観光まちづくりの旗印は

え、観光客数も百万人から四百万

何か

写真１ 『 花水樹 』創刊号の表紙

きたのであろうか。

観光まちづくりの先進事例であると

本号の特集テーマは「観光まちづ

2
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くの職業を持った住民の手で地域を

を正面から捉え、観光業に限らず多

言葉は、自分たちが日々暮らす地域

この「民意という文化の海」という

行されるものです。
」と述べている。

という雑誌はその海を造るために発

できないのです。そしてこの
『花水樹』

に拡がっていなければ充分の航行は

していたのである。さらに二〇一二

モノが出会い、交流できる場を目指

上で市場（バザール）のように人や

価値を前面に打ち出しながら、その

当時、由布院という地域そのものの

る温泉リゾート村」であった。この

ビジョンも「市場（バザール）のあ

よりも、根を肥らせよう」であり、

光協会のスローガンは「花咲かせる

の暮らしや生業と相いれない規模の

動を展開してきたことも、自分たち

発計画に対して町を挙げて反対運

め、過去において外部からの大型開

うして地域の暮らしを前提とするた

考えていこうという姿勢である。こ

あくまでも大切な生業として観光を

のにせず、でも観光を目的化せず、

かれているが、その地域を閉じたも

のをよくしていこうという意思は貫

「杉や檜などの針葉樹ばかりでな

の中に町があるようにすること」

「町の中に公園をつくらず、公園

博士は、この講演のなかで、

わが国で最初の林学博士である本多

発展策」という講演に端を発する。

の本多静六博士による「由布院温泉

一九二四年に行われた東京帝国大学

くりの起源はさらにさかのぼって、

ってみたが、由 布 院の観 光 ま ち づ

経済が地域に入ってくることをよし

く、紅葉や山桜などの広葉樹も交ぜ

ひのき

つくっていくという意思を表したも

年の観光協会の事業計画の柱では、
わい

「由布院盆地の観光文化を尊び、生

なり

のであり、観光地としてだけ発展さ
せるという意図をこの段階でまず持

て森林を形成すること」

またバブル経済による大型開発の

出会いや交流の場として

をまず認識し、そのことを踏まえた

く、自分たちが暮らす町の持つ価値

て単に観 光地を志 向するのではな

このように、この四十年にわたっ

ことや住民 自身の活動が重要であ

思が積み重なって民意が形成される

である。あくまでも住民の真剣な意

自治体ではないと認識してきたこと

そしてもう一つは、地域イコール

に「ドイツのバーデン・バーデンの

などと具体的に述べており、さら

こと」

全な設計ができるまで手をつけない

る景色のよいところであるから、完

「金鱗湖は由布院盆地の中心とな

きんりん こ

としてこなかったからである。

波にさらされていた一九九〇年が由

上で住みよい町をつくり、そして出

り、それを踏まえて行政が自治体運

ように森林が美しく整備され、温泉

業の見えるまちへ」となっている。

布院にとって節目の年であるが、こ

会いや交流の場としての観光まちづ

営すると認識されてきたことは、今

っていなかった。

の年、湯布院町は開発抑制と成長の

くりを実践してきたといえるだろう。

協会と由布院温泉旅館組合は観光

さらにここで二つの点について触

地域における生業の必要性

とは何かということでもある。

切な視点である。言い換えれば、公

後の観光まちづくりを考える上で大

町」を目指すよう提言している。

保養施設や劇場を備えた滞在型の

うた

管理を謳った「潤いのある町づくり

まちづくりの拠点として由布院観光

れておきたい。一つは、由布院が独

条例」を制定し、由布院温泉観光

総合事務所を設立した。湯布院町

自の価値を守りながらも、地域で生

である岩男頴一氏が、そしてその二

ひでかず

年後の一九六九年に初代湯布院町長

この講演から戦争を挟んで三十五

温泉保養地に学ぶ

ドイツの滞在型

はこの条例の基本理念で「美しい自

きゆく術としてあるいは手段として

まずこの四十 年について振 り 返

由布院の観光まち
づくりの旗印は何か

然環 境、魅力ある景 観、良 好な生

「生業」が必要であることを明確に

すべ

活環境は湯布院町のかけがえのない

示していることである。地域そのも

なりわい

資産である」としており、同年の観

特集◉ 観光地づくりの本質を探る—— 観光まちづくりの「心」とは
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くんぺい

し

で こう じ

年後の一九七一年に前述の中谷健太
郎氏、溝口薫平氏、志手康二氏の三

桑野 和泉氏

株式会社玉の湯 代表取締役社長 由布院温泉観光協会長

由布院温泉の人々〜「自分の言葉」
で語り、
つながって、夢に近づく

人 コラム

氏がバーデン・バーデンを訪ねた。
またドイツ各地の温泉保養地を視
察した三氏は、中でもバーデン・ヴ
ァイラーで「緑・空間・静けさ」の
重要性を感得し、現地に学ぶととも
に由布院の資源と可能性に気づいて

れることが由布院人の特徴かもしれ

自分の町について自分の言葉で語

を生み出していけます。例えば花籠

と先の未来」を目指して新たなもの

り、自分たちに責任が伴う「ちょっ

の人たちがいろいろな意味でつなが

の方をお迎えするなかなので、まち

はしんどさがあり ますが、外から

地域内だけでずっとやっていくの

動の源も、地域のなかで子供たちが

上につなげていけます。私自身の活

の目線が入って時間と空間の質の向

まちづくりに欠かせない女性や子供

とによって、外の方々を迎える観光

まざまなステージを持ち活躍するこ

ません。地域のなかで女性たちがさ

づくりのなかではまだ見えてきてい

まだ出番を待っている人がいると

ません。人に語ることで気づきがあ

で町を飾るとなると普段はご一緒す

安全で安心に育つ環境、女性が働き

境だと思います。映画を始めとして

りますし、語るとなると昔の自分の

ることの少ない鉄工所や花屋さんが

やすい環境をつくりたいというとこ

思います。その最たるものが女性で

夢とかを思い出して未来に近づけて

一緒に作業をします。そこには観光

ろにありましたので、これからはそ

どの分野でも「目利き」がいて、その

いく話をします。立派なことを言っ

業という壁はなく「地域」そのもの

の夢をより現実に近づけていけたら

戻り、由布院の観光まちづくりの活

ているとだんだん恥ずかしくなって

なのです。由布院というステージを

なと思っています。

す。女性の役割は、日本の観光地域

くるから自分のなかでちゃんとして

求めて新しい人たちも入ってきてい

ことがまちの信頼にもなっています。

くるのです。

動は深化していった。またこの研修
旅 行のなかから、滞 在型保 養温 泉
地として「クアオルト構想」（注）が
その後湯布院町の施策としても位置
づけられた。そして、
「由布院は大
きくなることを追いかけることをや
めて、小さいままの豊かさを追いか
けよう。主役は地域である。
」とい
うことが提唱されたが、これこそが
一九七一年に掲げられた由布院の観
光まちづくりの旗印である。八十八
年前に由来し四十一年前に掲げられ
た旗印が由布院の観光まちづくりの
背骨を構成しており、二〇〇一年か

おかげでもあり、由布院は外の方との

聞いてくださる方がいらっしゃる

作業をします。

連絡でもたくさんが参加して一緒に

ますが、金鱗湖の清掃となると急な

聞き手：梅川智也・石山千代

（二〇一二年八月三十一日談）

（くわの いずみ）

きんりん こ

で若手後継者への世代交代が図られ

つながりのなかで人が育ちやすい環

ら六年かけて由布院温泉観光協会
たが、この旗印は彼らによって今で
も明確に掲げ続けられている。
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この話題に入る前に、由布院にお
見を闘わせてきたのも由布院の人々

るが、そうした時、対立を恐れず意

はさまざまな議論や対立も巻き起こ

別就業者数の構成比をこの三十年で

でいる。また湯布院町における産業

いる。まず観光客数が近年落ち込ん

ちづくりも大きな岐路に立たされて

観光まちづくりに不可欠な

ける人々の関係性について少し触れ
である。しかもそうした対立の根底

比較しても、例えば同規模の町であ

ピタルとでもいうべき地域内に網目

ておきたい。前述の三氏のリーダー
には地域における信頼関係が存在す

る長野県小布 施町が、果樹を中心

第１次・第２次産業

シップは由布院の観光まちづくりの
るという「対立的信頼関係」という

とした農業と菓子製造業や酒造業、

状にまちづくりのネットワークが展

方向性を指し示す上で大きな役割を

概念も中谷氏によって提唱され、実

サービス業をバランスよく維持して

ただここへきて、由布院の観光ま

果たしたが、と同時に、リーダーを

践されてきた。また古くから公民館

きたのに対して、湯布院町では、サ

開されてきた。一方で地域のなかに

取り巻く地域のメンバーが発揮した

活動が湯布院町で盛んであったこと

ービス業が主産業であるものの、そ

いま由布院の
観光まちづくりは
どうなっているのか

フォロワーシップも重要であった。

や移住者もまちづくり活動に参画し

模の地域と思えないほど数多くの取

くりに厚みを与えている（写真２）
。

ていることも、由布院の観光まちづ

構成になってしまった（図１）
。

れだけが大きく突出した偏った産業

例えば由布院では、人口一万人規
り組みやイベントが行われているが、

さらに第１次産業としても、地域
の景観形成においても、中心部の水

そこでは「この指とまれ方式」が採
用されている。ある事業を行う時、

うした水田がスプロールされる宅地

田が重要な役割を担っているが、そ

を持っていると思われる人物をその

化が続いている。また一九九八年か
らゆふいん料理研究会加盟の旅館や
農家により野菜の地場流通が実践さ
れ、旅館組合で由布院盆地の米を一
定の価額で買い上げる「盆地米プロ
ジェクト」
（写真３）も行われてい

第3次産業

85%

8%

2005年 7%

テーマのリーダーに担ぐことで、そ
の人物の能力を遺憾なく発揮させて
きた。またその際に周囲のメンバー
は、そのテーマに関してフォロワー
シップを発揮してリーダーを支えて
進むことができたのである。そうし

るが、農業・農村を守っていく抜本
的な対策が今こそ必要である。一方

特集◉ 観光地づくりの本質を探る—— 観光まちづくりの「心」とは
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た仕組みが重層的にあるいは多面的
に展開され、まさにソーシャルキャ

大分県湯布院町

（現在は大分県由布市）

第2次産業

60%

13%

27%

1975年

第1次産業

48%

28%

24%

2005年

34%

31%

35%

1975年

そのテーマに関して最も能力と情熱
写真２ 由布院で観光まちづくりを実践する皆さん

図1 産業別就業者数の構成比の比較

長野県小布施町

（昭和50年・平成17年国勢調査による）

トやガイドなど、地域住民だけでな

た普通の町のまちづくりも、イベン

近年盛んになってきた。またそうし

地域住民によるまちづくりの動きも

えてみたい。まず観光地に限らず、

ちづくりの課題と可能性について考

の足跡を見てきたが、最後に観光ま

生業を束ねた大事な産業として、も

観光自体は生業として、また地域の

またそのように位置づけてみた時、

とまで想定できるかということだ。

まちづくりの担い手になるようなこ

度「短期居住」する人々が、新たに

可能性があることや、一～三カ月程

れからの旅の一つの柱になっていく

の地域の範囲はより小さく捉えて、

目が向いているが、観光まちづくり

体の規模を大きくすることばかりに

れているように、多くの地域は自治

市町村合併が進み、道州制が叫ば

るのかということを考えてみたい。

よって立つ地域をどの範囲で設定す

えることとなる。

く来訪者も意識して行われることが

っと明快な産業政策と再投資財源を

地域が一番光り輝く範囲を単位とす

で一九七〇年当時のように、観光業

くりのレベルが、果たしてそうした

第一の課題は、観光地の観光まちづ

ルは加速度的に上がってきている。

り前になっており、しかもそのレベ

地域でまちづくりをすることは当た

構成されるものではなく、地域で生

また地域はそこに住む住民だけで

できる場が設けられるべきであり、

域のなかでのさまざまな主体が参画

手は、自治体や業界だけでなく、地

さらにその政策形成と実行の担い

ろうか。

光まちづくりに必要なのではないだ

を考えていくことが、これからの観

な、ダイナミックな仕組みや方向性

しあるいは重層的に構成されるよう

組みの内容に応じて、それらが連合

べきであろう。そして地域性や取り

写真３ 由布岳を望む田園風景

多くなった。要は普通の町も地域を

持つべきであろう。

に限らず住民で手を携えてまちづく

まちづくりのレベルに比肩している

業を営む企業も大事な主体であり、

最後に、観光まちづくりにおいて、

開き始めたのである。さらに言えば、

りに取り組む機会や一緒に学んでい

のかということである。

再開にあたっては、地域を挙げた取

たゆふいんの森号の災害運休の運転

した水害の災害復旧や、ひと夏続い

観光と、ずっと地域に定住して行う

なく、長くて数日しか地域にいない

を相反するものとして考えるのでは

はないだろうか。観光とまちづくり

ージを目指すべき時にきているので

くりそのものが、そろそろ次のステ

また次の課題として、観光まちづ

在者」や「短期居住者」も観光ま

はないだろうか。そしてさらに「滞

こそ「公」と呼べるものになるので

かが大切な観点となり、そうした場

地域がどう「地域経営」していくの

指したい。そうすると、それぞれの

そして行政参加できるような場を目

米田誠司（よねだ せいじ）
一九六三年福岡県生まれ。早稲田大学大学院
修士課程修了後、東京都庁入庁。多摩ニュータ
ウン開発などを手掛ける。その後、由布院観光
事務所事務局長の全国公募で由布院温泉へ。昨
年、熊本大学大学院博士課程を修了し、現職に
至る。

（ ）クアオルト構想：温泉、芸術文化、自然環
境といった生活環境を整え、住民の暮らし
をより充実したものにしながら、地域に来
訪者を迎え、ともに健康増進に取り組むこ
とができる滞在型保養温泉地を目指してい
く構想。

（よねだ せいじ）

く場面が減っていたが、今夏に発生

り組みが行われ、由布院の底力はい

まちづくりの間に、さまざまな可能

ちづくりの担い手になり得るとすれ

住民参加もするが、企業も参加し、

まだ健在である。

性があることも見ていきたい。例え

ば、
「地域自治」は新たな局面を迎

観光とまちづくりの
間にあるもの

ば、一～三週間程度の「滞在」がこ
ここまで由布院の観光まちづくり

注
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「泉質主義」を貫き、
時代を紡ぐ
草津温泉
―― 次世代へのバトンタッチが責務

民宿を加えると、約百五十軒になり

ます。概算ではありますが、宿泊施

設の収容総数が約一万五千人とされ

ているので、昨年の百八十万人で割る

と、定員稼働率、約三三％となりま

す。ただし、
この数字には寮、
保養所、

リゾートマンションの宿泊は含まれ

ていないので、実際には、宿泊人員は

もっと多いと考えられます。

市の城壁の門に刻まれているラテン

七〇％が上信越高原国立公園内に位

面積約五十平方キロメートル、約

理念においてきました。

意味を再確認しながら、施策の基本

章の言葉に深く共感し、時に言葉の

津町の歴代町長もみな、この町民憲

念を言い表していると感じます。草

年の七〜八年間はピーク時より約一

あり、昨年は二百七十万人となり、近

年代は二百五十万人、その後増減が

の約三百万人が最も多く、昭和六十

す。入込客数は、平成六年と十七年

による雇用によって賄っている状況で

を近隣からの就労と短期の住み込み

働力に関しては、人口が流失した分

を合わせると九千人以上になり、労

過疎化傾向にありますが、就労人口

の約九千五百人をピークに減少し、

でした。政局が安定し、
「天下泰平」

入り、幕府直轄の天領となってから

泉地として確立するのは、江戸期に

訪れるようになりました。実際に温

後戦国期には多くの武将や文人が

訪れた、という記録からです。その

一一九三年に源頼朝が温泉に入浴に

すが、史実として残っているのは、

くからの言い伝えはいくつもありま

この土地にもよく あるよ うに、古

草 津 温 泉の始 まりについて、ど

黒岩 裕喜男

語を翻訳し、当町へ贈ってくれたも

置しています。平均標高千二百メー

割減少。宿泊客数も同様に平成十年

の世になって、庶民生活・文化の発

草津温泉旅館協同組合理事長

のです。中世の城塞都市で使われた

トル。年間平均気温七℃、夏季（七

代中ごろの二百万人より約一割の減

達により来浴客が年間一万人を超え

草津温泉の歴史
︱ベルツ博士の功績

意味合いとは、多少ニュアンスが違

〜九月）十八℃。人口約七千五十人。

少となっています。宿泊施設数は、旅

るようになったのです。

「歩み入る者にやすらぎを、

うかもしれませんが、観光業が経済

入込客数約二百八十万人、宿泊客数

館組合会員数百十軒、他ペンション・

魁夷画伯がドイツ・ローテンブルク

葉は草津温泉をよく訪れていた東山

た、草津町の町民憲章です。この言

これは、昭和五十四年に制定され

去りゆく人にしあわせを」

の大きな支柱である草津温泉にとっ

百八十万人。人口は、昭和五十年代

草津町の概況

て、非常にシンプルで、あるべき理

特集◉ 観光地づくりの本質を探る—— 観光まちづくりの「心」とは
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3

ドイツ人医学者のベルツ博士 （注（
）写

治天皇・大正天皇の侍医でもあった

東京大学医学部）で教鞭をとり、明

の温泉以外に日本で最上の山の空気

ベルツ博士は、
「草津には、無比

法についての指導も行ったのです。

結果を基に温泉の効能を生かす入浴

医学的有効性を評価しました。その

戦後間もない昭和二十三年の日本で

（大正十五年全線開通）など。また、

草軽電鉄（草津〜軽井沢間）の開設

いち早く観光客の輸送を目的にした

信越本線開通による物流、そして、

その後、大正初年のスキー導入、

迫られながら、
現在に至っています。

苦しみながらも、さまざまな対応に

化等、めまぐるしく変わる時代の変

真１）が明治十一年に初めて草津を
と、
全く理想的な飲料水がある」
「も

最初の邦人用スキーリフトの架設な

・大正から昭和へ

訪れました。ベルツ博士は、草津温
しこんな土地がヨーロッパにあった

ど、草津が温泉保養地として発展し

・
『草津温泉ブラッシュアップ計画』

科学的に調査・分析し、草津温泉の

泉の量、質、自然環境の良さ、そして、
としたら、カルロヴィ・ヴァリ（チ

ていった根幹には、ベルツ博士によ

（平成九〜十一年）

・明治時代

長年培われてきた入浴法や温泉療法

ェコにある温泉）よりもにぎわうこ

ってもたらされた概念が脈々と受け

よる低迷期が続くなか、もう一度観

平成初年以降バブル経済の崩壊に

草津温泉・近年の
観光地づくりの
取り組み

遷のなか、他の多くの観光地と同様、

に注目し、その後しばしば訪れまし

とだろう」と称賛し、素晴らしい温

継がれていたと思います。

明治期に入り、東京医学校（現、

た。そして、泉質や「時間湯」と呼ば

泉保養地として、広く世界に紹介し
ました。また、当時の町の有識者た

はありませんが、今で言う「リゾー

ような開発や変革に着手したわけで

指導しました。町としてすぐにその

介し、そのように発展させる方法も

発の時代、旅行形態の多様化、平成

代の到来、リゾートマンション乱開

増、宿 泊 施設の大型化、団 体 客 時

的レジャーブームによる観光客の激

そして、戦後の経済成長期の国民

館組合両青年部が新たに将来に向

会（現、湯の華会）や、商工会・旅

れて間もなかった旅館組合の女将の

みました。この計画は、当時結成さ

法人日本交通公社とともに取り組

うと、観光協会の主導のもとに財団

光地としての魅力に磨きをかけ直そ

ト」の概念が初めて導入された大き

以降の長引く不況、またはその常態

ちにもヨーロッパの温泉保養地を紹

な転換期でした。

・戦後から現在へ

れる草津独特の入浴法の効能などを

写真１ エルヴィン・フォン・ベルツ博士
（草津ベルツ記念館所蔵）

けて行動を開始できるような勉強

会、検討会の開催など、計画の策定

の過程を重視したものでした。第一

年次には、計画に携わるメンバーが

共通認識できる目標として、
「もう

一泊したくなる、草津温泉」を設定。

第二年次には、ベルツ博士が提唱し
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図１ 「おかみさんおすすめお散歩マップ」
（草津温泉 湯の華会）

た「国際的な温泉・高原リゾート」

をテーマとして、勉強会を催しまし

た。最終年には、ベルツ博士の意志

を酌み、草津温泉が歴史的に培って

きた温泉文化を見直し、現代に新し

い感覚の「湯治場」を再現すること

が、
「国際的な高原・温泉リゾート

としての草津温泉」の実現に資する

との結論に至りました。

このような三年間の計画策定の過

程において、
「湯の華会」では、代

表的な名所の一つである湯畑周辺の

魅力アップ、草津の道の研究、白根

神 社（草 津で最も由緒ある神 社で

あるが普段は参拝客が少ない）の研

究をテーマに勉強会を重ねました。

温泉街の街歩きや周辺のハイキング

等、実際に観光客の目線で歩き、そ

の体験をもとに「おかみさんおすす

めお散歩マップ」
（図１）を作成し

ました。この地図は、坂の傾斜度や

階段、ゆっくり歩いた時の所要時間、

カロリー計算なども盛り込まれてお

り、改訂を重ねて現在でも利用され

ています。

また両青年部では、合同で新しい

協議会を立ち上げ、年間行われてい

特集◉ 観光地づくりの本質を探る—— 観光まちづくりの「心」とは
特集３「泉質主義」を貫き、
時代を紡ぐ草津温泉——次世代へのバトンタッチが責務
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る各イベントを見直し、今後の課題
を検討して、その結果を各イベント
主催者に提案。さらに、自らも積極
的に関わっていくという機運も生ま
れました。折しも、当時、開催が迫
っていた日韓共催のサッカー・ワール
ドカップのキャンプ地への立候補とい

人 コラム

草津温泉の人々〜ベルツマインドを伝え続けていく

す。また、そのザスパ草津の誕生に

の誕生へと発展することになったので

ない、Ｊリーグチーム「ザスパ草津」

が温泉地発として全国的にも例を見

本サッカー協会の目にとまり、これ

た選手たちと交流ができ、それが日

ら群馬県社会人リーグに参加してい

当時草津の旅館や飲食店で働きなが

りました。実際、その活動を通して、

泉地としての認知度アップにつなが

ませんでしたが、スポーツのできる温

調整がつかず、誘致の成功には至り

した。この取り組みは、参加国との

また、草津の人は国際的です。山

ってくれるのはありがたいものです。

っていて普通なら放っておくことを言

が残っています。お互いルーツも分か

昔、隣の家の子を叱ったのに近いもの

なっていますが、草津は濃いのです。

いまの日本人は人間関係が希薄に

伝え、明治以降少しずつ形にしてき

て、町民はベルツマインドを脈々と

ことを気づかせてくれました。そし

は天与の恵みで大切にすべきという

て、おいしい水と澄んだ空気、温泉

くれて長い時は一カ月くらい逗留し

でしたが、博士は何度も草津に来て

にとっては、温泉はあって当たり前

思っています。明治時代の草津町民

これはベルツ博士 （注）に由来すると

感して、子供たちに伝えてきました。

そして、外から見た草津の良さを実

ンが成り立つところがすごいのです。

が通じなくとも、コミュニケーショ

三十三回目になります。たとえ言葉

（いちかわ かおる）

取り組み、伝え続けていけるのです。

成。だから、次にテーマをつくって

畑も常に動いていて未来永 劫 未 完

ができているのかもしれません。湯

こかで学んでいて、そのような感覚

いうことを草津の人は海外に行きど

聞いてなるほどと思いました。そう

それが続いていくことで伝わる」と

完成のものを伝え、人類が続く限り

完成であるべきで、次の世代にも未

完成な教会がありますが「文化は未

ヨーロッパには四百年たっても未

温泉への感謝と謙虚さが原点です。

守り守られながらやってきました。

うともバトンタッチをして、湯畑を

ホテル一井 女将・湯の華会初代会長

伴い、
町によるグラウンド整備が進み、

の中の七千人の小さな町ですが姉妹

ました。その現在の象徴が「泉質主

（二〇一二年七月二十四日談）

市川 薫氏

それまでも催されていたサッカー大

都市が五つあり五十年にわたる交流

義」です。温泉に軸があるから何を

聞き手：梅川智也・石山千代

う大きなプロジェクトにも挑戦しま

会の参加者も増加し、今では、少年・

を続けていますし、草津夏期国際音

するにもぶれません。町長が変わろ

とう りゅう

少女・女子・学生等の大会数も増え、

楽アカデミー＆フェスティヴァルも

えいごう

七、
八月の二カ月間に約一万五千人を
集客するに至っています。
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団法人日本交通公社とともに取り

連盟の草津地区会が主体となって財

りつくと、今度はＪＴＢ旅館ホテル

ブラッシュアップ計画にも一区切

（平成十三年度）

・
『草津の冬を考える会』

うになったことだと考えています。

も、草津が一体となって取り組むよ

旅館組合、商工会、行政、議会まで

に、どこが主催であれ、観光協会、

性化やその取り組み・イベントなど

団体ごとに行われていた、地域の活

を通しての一番の収穫は、それまで

ッシュアップ計画でしたが、三年間

さまざまな効果をもたらしたブラ

平成十三年十二月には、
「泉質主義」

るようにしよう」という考えから、

またはそれを知らない人に説明でき

ど町民のだれもが胸を張って観光客

勉強し直し、泉質や効能、入浴法な

自身がもう一度草津の温泉について

ものになりました。
「それでは、我々

という原点回帰的なごくシンプルな

節を問わず、売りは温泉そのもの」

がまとまらず、最終的に「草津は季

売れる」ような効果的なアイディア

しかし、なかなか「冬を売る、冬が

のメンバーで話し合いを重ねました。

はＪＴＢ旅ホ連の他に各団体の任意

しようと始まった会です。メンバー

た冬（十二〜二月）の誘客を何とか

激減に伴い、年間の最オフ期になっ

投じたと考えています。また、この

はされていませんが、将来に一石を

員のコンセンサスが得られず常態化

した。残念ながら、車両規制は、全

り、平成二十二年度まで実施されま

アンドライドは国の補助金事業とな

イド）も行われました。このパーク

は、交通社会実験（パークアンドラ

ウイーク、お盆、秋季の連休などに

車両規制にも取り組み、ゴールデン

行い、長年の懸案である温泉街への

ました。数多くのワークショップを

け、約百人の参加者とともに行われ

ました。広く全町民に参加を呼びか

法人日本交通公社と一緒に取り組み

これは、町行政主導の事業で財団

くり』
（平成十五年）

れるもので、少しずつ色調も整って

この事業は開始より十五年間継続さ

金が受けられるようになりました。

け直し、壁の塗装などに一定の補助

通りに面した店舗の改装や看板のか

補助を受けて、平成二十三年度より、

きた地区より社会資本整備交付金の

り協定（街並みのルール）が締結で

順次話し合いを行い、景観まちづく

が発足。温泉街を五つの地区に分け、

に、平成二十一年には景観行政団体

定と現在の景観条例の改正を目標

時に景観法に基づいた景観計画の策

指針となるものです。この計画と同

踏まえた計画で、これからの草津の

今までの取り組みや町民憲章などを

れました。これは条例の定めに従い、

その実現のためにこの計画が策定さ

た（図３）
。今年度は総湯「御座の湯」

である湯畑の再開発が着手されまし

最後に今年度より草津のシンボル

（平成二十四年〜）

・
『湯畑の再開発』

温泉街を目指していきます。

津町観光立町推進基本条例を定め、

組んだのが、
「草津の冬を考える会」

を宣言（図２）
。草津の温泉ついての

事業の結果として、路地裏や歩道の

きました。さらにより歩きたくなる

・
『草津温泉歩きたくなる観光地づ

でした。これは、スキー需要の低迷・

冊子を五連で作り、誇れる「泉質」

整備が進められ、
現在も進行中です。

・
『草津観光立町基本計画』

草津温泉・現在の
取り組み
誇りを持って語れるようになり、ブ

草津町議会では、平成十九年に草

（平成二十一年）
貢献するものとなりました。

ランドイメージのアップにも大きく

この言葉によって、皆が草津温泉を

であるかのごとく定着しています。

大きく掲げられ、草津温泉の代名詞

主義」は、十年以上経て、現在でも

の良さを訴求しました。この「泉質

図２ 泉質主義宣言と泉質主義のロゴマーク

特集◉ 観光地づくりの本質を探る—— 観光まちづくりの「心」とは
特集３「泉質主義」を貫き、
時代を紡ぐ草津温泉——次世代へのバトンタッチが責務

17

には多目的に使え

が建てられ、来年
寄せています。

につながるものとして大きな期待を

果、今の草津温泉があるということ

いろ模索し、果敢に挑戦してきた結

います。街並み整

れる予定となって

の建て替えが行わ

る「熱の湯」（図４）

のショーが行われ

年目には「湯もみ」

あります。ただいえることは、成功・

は、私が知るだけでも、この何倍も

った失敗例や継続できなかった事業

ましたが、もちろん例に挙がらなか

いろいろと草津について書いてき

次世代に継承する責任

魅力ある草津を

たちより受け継いだものを維持し、

化にさまざまに対応しながら、先人

担う我々の年代にとって、時代の変

てしまうのではないか。今の時代を

観光を支える人材がどんどん減少し

き残っていけるのだろうか、また、

の定員稼働率が三〇％程度で、皆生

草津町の概況で記したように、旅館

です。現在も問題は山積しています。

備の進行とあいま

失敗は問わず、先人や先輩方が、そ

子供たちが戻ってきたくなるような

る広場の整備、三

って、観光地とし

の時々の時代の変化に対応し、いろ

（くろいわ ゆきお）

黒岩裕喜男（くろいわ ゆきお）
一九六三年草津町生まれ。早稲田大学卒業
後、家業の旅館・望雲（創業一五九九年）を継
ぐ。二〇〇一年社長就任（十五代目）。二〇一二
年五月、草津温泉旅館協同組合理事長に就任
し、現在に至る。

（ ）
エルヴィン・フォン・ベルツ（一八四九 ～一九一三）
草津温泉を評価し世界に紹介した明治政府
のお雇い外国人のドイツ人医師。東京医学
校教授、明治天皇や皇太子の侍医を務める。
「日本鉱泉論」（明治十三年）、草津の時間
湯についての「熱水浴療論」（明治二十九
年）等を記す。草津町は町制施行百周年を
記念して「ベルツ記念館」を開館。草津町と
博士の生まれ故郷のビーティヒハイム・ビッ
シンゲンは姉妹都市交流五十周年。

注

責務であると考えます。

へバトンタッチすることが最小限の

魅力と雇用のある町を保ち、次世代

ての魅力のアップ
図3 草津 湯源湯路街 『草津めぐり 世界の名所「草津温泉郷」の歩き方』
（草津町）

図4 熱の湯 『草津めぐり 世界の名所「草津温泉郷」の歩き方』
（草津町）
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地域がビジョンをつくり、実行する
阿寒湖温泉
―― 前田一歩園の理念を生かす
公益財団法人日本交通公社
研究調査部長

梅川 智也

の三氏、そして現在の三郎氏が引き

写真１ 前田三郎理事長
（インタビュー日時：二〇一二年八月三日）

タールの土地を所有、土地の貸付と

継いできた前田一歩園の理念を、こ

般財団法人前田一歩園財団。日本型

私が上司に同道して初めて阿寒

温泉の販売などで広大な森林を管理

れからも“阿寒湖の遺伝子”として

この十年間の観光客数は、時計の針

年（ 安 政五 年 ）のことといわれて

湖 を 訪 れたのは、一九 九 九 年 十 月

し、阿寒湖の自然を守り続けていま

次世代に紡いでいってもらいたいと

「北海道の名付け親」と称される

いま す。そ して、ほぼ五 十 年 後の

二十四日日曜日のことでした。将来

す。全国的に見ても極めてユニーク

願っています。

ナショナルトラストともいうべき組

一九〇六年（明治三十九年）
、明治

の阿寒湖温 泉に危 機 感を感じてい

な活動を行っておられる組織といえ

をほぼ四十〜五十年、逆戻りしたよ

新政府の経済閣僚・前田正名によっ

た町長を始めとする関 係 者の方々

るでしょう。先日、二時間以上にわ

松浦武四郎が六回目の蝦夷地踏査

て初めて阿寒湖畔の開発が着手され、

が、今後の方針を検討する会議に休

たり前田三郎理事長（写真１）にイ

織で、阿寒湖周辺に約三千九百ヘク

一九一一年（明治四十四年）
、最初の

日を返上して集まっておられました。

ンタビューさせていただき、今、改

今年（二〇一二年）一月の宝塚雪組

うな激変に見舞われました。

温泉旅館が山浦政吉によって開設さ

その日を契機に十年以上に及ぶ阿寒

めて思うことは、阿寒湖の“自然”

で阿寒の地を訪れたのは、一八五八

れました。その後の約百年が阿寒湖

湖の皆さんと当財団とのお付き合い

だけでなく、
“人々の生活”をも守っ
てきた前田家の「志」の高さ、そし

まさ な

における観光地づくりの歴史となり

が始まりました。
この間、私が常々紹介したいと思

学し、普仏戦争（注１）に巻き込まれ

前田正名という「人」

ます。

公演『 Samurai
』（原作・月島総記『巴
里の侍』
）は、二十歳でフランスに留

観光客は一時を除き、ほぼ順調に

て深さです。前田正名、正次、光子

みつ こ

っていた組織があります。それは一

しょう じ

推移してきたものと推察されますが、

特集◉ 観光地づくりの本質を探る—— 観光まちづくりの「心」とは
特集４ 地域がビジョンをつくり、実行する阿寒湖温泉——前田一歩園の理念を生かす
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4

ままに守る」という正名の志を引き

た。それは冒頭、
「阿寒湖を自然の

私にとっては初めての宝塚観劇でし

た若き日の前田正名を描いたもので、

年（明治二年）
、フランス人であるコ

辞書を売った資金を元手に一八六九

かったことから上海で印刷し、その

を編纂、当時は日本に印刷技術がな

英辞書、通称「薩摩辞書」
（写真２）

その後一八九九年（明治三十二年）
、

翌年の北海道遊説だと思われます。

脚（前田行脚といわれる）の一環で、

官後の一八九二年から始まる全国行

正名と北海道とのつながりは、退

北海道への関わり

紹介した松浦武四郎とされています

われているのは、最初にその景勝を

現在、
“阿寒国立公園の父”とい

正名没年の一九二一年（大正十年）

定請願が帝国議会に提出されたのは、

て生まれた正名は、十六歳で長崎に

薩摩藩の貧しい漢方医の六男とし

織物などわが国の在来産業の振興

ら始めるのではなく、生糸や茶、絹

植された大工場中心の産業政策か

した。それは、いきなり西欧から移

産興業政策）を確信するに至りま

文化の貴重性と近代化の方向性（殖

に対する劣等感から解放され、日本

う 貴重な体験を通じて、西欧文明

正名は普仏戦争に参加するとい

湖との調和に魅せられ「スイスに勝

帯の濃い針葉樹とマリモが生息する

の留学経験のある正名は、阿寒湖一

経営に乗り出したのですが、西欧へ

地の払い下げを受けて農場・牧場の

に供するため”の目的で、国から土

たいのは、当初は“耕作と牧畜植林

な土地を取得しました。私が注目し

地処分法に基づき阿寒湖周辺の広大

立、一九〇六年には北海道国有未開

牧畜、果樹園、林業などの事業を興

一方で、全国各地で模範となるよう

実業界の組織化運動を展開していく

茶 業や酒造 業、商工会、農 協など

正名は地方産業振興の一環として

ないと思います。

たもう一人の父といっても過言では

が、前田正名は国立公園指定に向け

へんさん

継いだ光子（元タカラジェンヌ）が
ント・モンブランの随行として横浜

留学（藩費）
、その後、坂本龍馬か

と直 輸 出による流通の近代 化によ

るとも劣らぬ景観」と感嘆し、
「こ

していきました。
「神戸オリーブ園」

でした。

登場する印象的なシーンから始まり
を出発したのです。

ら最も文明の進んだ国として紹介さ

って地 方 産 業の振 興 から始めるべ

の山は切る山ではなく、観る山にす

てんねい

ました。

釧路・天寧に前田製紙合資会社を設

れたフランスに留学するため、和訳

きという 考 え 方でした。しかしな

べきである」と観光地への展望を洞

や「播州ブドウ園」などですが、そ

前田一歩園の由来、
そして前田光子の
自然観

がら、そうした考え方は時の政府・

察していることです。
います。西欧の最新産業経済 事 情

法が施行され、一九三四年（昭和九

に自然公園法の前身である国立公園

事に一歩が大切」に由来しています。

称は、正名の座右の銘「ものごと万

田一歩園」でした。この一歩園の名

の事業体に付けた名称が「地名＋前
を背 景として輸 出産 業の保 護・育

年 ）に阿 寒 湖、摩 周 湖、屈 斜 路湖

しかも一歩を踏み出すときに、どう

その後、一九三一年（昭和六年）

成と直輸出を主張した『興業意見』

を含む約九万ヘクタールが阿寒国立

いう 方 向に、どういう 方 法で踏み

こ

の編纂は正名最大の功績の一つとい

公園として指定されました。その指

くっ し ゃ ろ

われています。

を最 後に四十一歳で退 官 してしま

松方正義らと対立し、農商務次官

写真２ 薩摩辞書（前田一歩園財団所蔵）
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ほうが多いようだ」という、将来に

次に託したのでした。

った阿寒前田一歩園を次男である正

いう家憲を遺して他界、最後まで残

財産は全て公共事業の財産とす」と

子の自然 観は「 自然は最 高の師な

を後世に残そうとしたことです。光

の財産を寄付して阿寒の美しい自然

法人化を一九八三年に実現し、全て

けて構想してきた前田一歩園の財団

個人客への変化、航空政策の自由化、

激変に見 舞われます。団 体 客から

ましたが、二一世紀に入ってからは

数は二〇世紀中は順調に推移してき

前述したように、阿寒湖の観光客

となる十年後の将来ビジョンを住民

われわれは、まず地域共通の目標

住民参加を軸足に据えて

分が亡くなったら間違いなく阿寒の

二代目園主正次は「雄大な阿寒
り」であり、それは彼 女 自 身が起

有珠山の噴火など外部環境の変化も

参加型で策定することを提案し、そ

出すのか、それが最も大事なのだと。

向けた不安や危機感が当時の関係者

湖畔の自然を、後世にわたり存続さ

草した次の財団設立趣意書に端的

ありますが、基本的には阿寒湖温泉

こから構造改革に向けた取り組みを

土地と森林は切り 売りされてしま

せたい」という父の遺志を固く守り、
に表れています。

全体がこれまでの成功体験からそう

始めました。観光客や住民意識など

ただ、正名の模範事業は、各地で随

阿寒国立公園指定に努力し、
“切る

「…… 自然保護と言う人間の思い

した急速な環境変化に対応できなか

各種調査や関係者へのヒアリング調

の共通する認識であったと思います。

山から観る山”を実現すべく湖畔を

上がりです。自然を保護するのでは

ったことが要因と考えられます。
「お

査、そして四つの部会に分かれてワー

うという危機感から、ほぼ十年をか

本格的な観光地として発展させるこ

なく、大きく自然の保護を受けてい

客さまは本当に阿寒湖が目的で来て

クショップを開催しながら計画づく

分と苦労したようです。
「前田家の

とを目指します。そして友人である

ることが真の自然保護であり、私達

いるのか、それとも旅行会社のツア

りを進めました。また、阿寒湖のラ

で、カナダの湖畔観光地への

二〇〇〇年から始まりました。

り組む阿寒湖温泉でのまちづくりが

そして、当財団と協働して再生に取

石坂泰三（元経団連会長）や武見太

の生命の糧とわきまえて、如何にこ

ーにたまたま入っていたので泊まっ

イバルをしっかり学ぼうということ

阿寒湖観光への危機感
と将来ビジョン『再生
プラン２０１０』

郎（元日本医師会会長）ら周囲の反

の大切なものを永存すべきかを深く

ているのか …… どうやら、後者の
また、アイヌの人たちへの思いも

視察にも出掛けました。その

す

対を押し切って、これから地域の住

考えるところであります」

うから、そのための木材が必要だと

深く、天性の芸術的才能である木彫

う

民が旅館や住宅などを建設するだろ
一九五四年、㈱前田一歩園製材所を

によって自立の道を歩めるよう土地

います。一九八三年、七十一歳で亡

２０１０』（写真３）
です。
「心

が『阿寒湖温泉再生プラン

二〇〇一年度末、策定したの

そうして二カ年をかけて

れたことは望外の喜びでした。

ちづくりの担い手となってく

メンバー十数名がその後のま

設立するのです。

などを無償で提供しました。それが
“守られる”ための光子の知恵

くなった光子ですが、その後も「阿

現在のアイヌコタンの基礎となって

一九五七年、正次没後、その妻・

寒の母」と慕われ、
今でも地元の方々

阿寒の自然に永く

光子が前田一歩園三代目園主となり

からその人柄がしのばれています。

特集◉ 観光地づくりの本質を探る—— 観光まちづくりの「心」とは
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ます。光子最大の功績といえば、自

写真３『阿寒湖温泉再生プラン２０１０』

地よい湖畔、ゆっくり温泉・阿寒湖
～二泊三日できる湖畔観光地を目指
して」を将来目標とし、五十三のプ
ロジェクトが提案されました。その
なかには、前田一歩園の理念やアイ
ヌの人々の生活文化などを織り込ん
だ阿寒湖のまちづくり規範『まりも
家族憲章』も入っています。報告書

人 コラム

阿寒湖温泉の人々〜 大自然の厳しさが結束力の強さに

㈱阿寒観光汽船代表取締役社長・阿寒観光協会まちづくり推進機構副理事長

たちが参画して創り上げた活性化の

けでな く、いつも 私 たち 住 民 を温

前田光子さんは阿寒湖の自然だ

で、子供のことはいつも気にかけて

た。ご自身にお子様がいなかったの

と中学校にピアノも贈ってくれまし

けという面もないことはないです。

同体ですが、逆に“しがらみ”だら

かったのでしょうね。まさに運命共

いだけに団結しないと生きていけな

まりも倶楽部部長

処方箋であり、バイブルであること

かく守ってくれていたように感じま

くれました。そのピアノはもう三十

小林 一志氏
小林 恵美子氏

から、まちづくりの核となる人々は

す。毎年、クリスマスにはご自宅に

年以上もたつのにまだ弾けることが

は机の上で飾られることなく、自分

章ごとに付箋を付け、背表紙がぼろ

子供たちを招いて一人一人にプレゼ

分かったんですよ。

まちなかのメンテナンスができなく

出来上がって終了となることが通常

われわれの業務は、調査や計画が

地元の方々に寄り添う当財団の活動

られ、整然と執り行われます。奥様

が、町内できっちり役割分担が決め

葬式ですね。五つの町があるのです

す。特にそれが発 揮 されるのはお

（こばやし かずし・えみこ）

ですね。

く保つための組織体制づくりが大切

世界遺産登録も見据えて、より美し

湖を国立公園としてだけではなく、

せん

ぼろになるまで読み込んで使ってく

ントをくれましたし、阿寒湖小学校

近年、人口が減って高齢化が進み、

れました。

ですが、地元の方々にとっては実は

方の炊き出しは見事なものです。一

（二〇一二年八月三日談）

なってきています。これからは阿寒

そこからがスタートになります。そ

方、
競争意識も半端ではありません。

阿 寒 湖の人々の結 束 力は強いで

こで２０１０プランに位置づけられ

年に一度の運動会では応援も含めて

まりも倶楽部／二〇〇一年に創設された女性に
よるまちづくりグループ。農林水産省、釧路新
聞などさまざまな表彰を受けている。

聞き手：梅川智也・後藤健太郎

たプロジェクトの実現に向けた支援

熾烈な競争をします。残念ながら最
たが ……（ 笑）
。阿寒湖の自然が厳し

し れつ

をわれわれの役割であると定め、研

近ではそこまで元気はなくなりまし
今後の阿寒湖を担う
︱︱ 小林一志・恵美子さんご夫妻

究会の立ち上げから国の補助 事 業
しん し

導入まで具体的かつ真摯に、地元の
方々とともにまちづくりを進めまし
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に恵まれたこと。地域の意志決定機

ウンターパート、そして外部有識者

ことは、
「人」
、つまりリーダーとカ

た。十年以上が経過し、改めて思う

が地元の人々のために設立した㈱前

す。ここは、先述した二代目・正次

ルの跡地・約三ヘクタールの活用で

二〇〇八年に閉 鎖されたあるホテ

しています。そのなかの優先課題は、

泉・創生計画２０２０』がスタート

リモ研究室の若菜勇学芸員が「北半

を迎えました。釧路市教育委員会マ

記念物に指定されてから六十周年

年（昭和二十七年）に国の特別天然

また「阿寒湖のマリモ」が一九五二

阿寒湖の魅力

関である「組織」づくりが戦略的に
田一歩園製材所の跡地でもあるので

球各地に生息するマリモは、日本起

ン

行えたこと。環境省、国土交通省、
す。当初想定していたほど木材需要

源の可能性が高い」との研究成果を

ョ

そして釧路市など行政からの温かい
が伸びず、後を引き継いだ光子もそ

発表したことから、阿寒湖の世界自

ジ

協力があったことなどが、プロジェ
の経営には随分と苦労したようです。

然遺産登録を目指す取り組みが活

ビ

クト実現のポイントであったと考え

二〇一二年秋、三十数年ぶりに広大

発化しています。世界遺産登録の意

していくかは、
“阿寒湖温泉百年の

“
「火山と森と湖」が織りなす美しい

前田理事長は、阿寒湖の魅力は、

―― 自然と文化の承継

ています （注２）
。

な更地となって前田一歩園財団に返

ン

味と阿寒湖で取り組む意義を再確

ョ

還されることとなっています。温泉

認し、これも百年の計として適切に

ジ

街のほぼ中心部に位置し、国道とも

進めてほしいと願っています。

ビ

接する広大な土地をどう有効活用
『再生プラン２０１０』は、ＰＤＣ

計”として英知を集めて検討してい

これからの『 創生計画
２０２０』、そして
百年後を目指して

Ａサイクル （注３）に基づいて、三年

のマリモやアイヌ文化などであろう

自然景観”が基本であり、その上で
くべき課題だと認識しています。

きた計画”としてブラッシュ

最後に、前田正名の遺訓をご紹介

でいってほしいと願うものです。

ちづくりの遺伝子”として語り継い

田一歩園の理念を、
“地域の心”
“ま

て阿寒湖に住む人々を大切にする前

自然と文化を伝え残していく、そし

感であり、子々孫々、この阿寒湖の

と語っておられます。私もまさに同

開催する「阿寒湖温泉グラン

アップしてきました。毎年一回

ン

ョ

ジ

ビ

ドデザイン懇談会」（注４）には、
一歩園の前田三郎理事長が必
ず出席し、われわれの取り組
しっ た

みを叱咤激励してくれました。
二〇一一年六月からは、次の
十 年 を 見 据 え た『 阿 寒 湖 温

したいと思います。

「後の世の春をたのみて

人の心の桜をぞみる」

植えおきし

【謝辞】

本稿執筆に当たり、
（一財）前田一歩

園財団 前田三郎理事長、並びに新井

田利光常務理事に大変お世話になりま

した。ここに感謝の意を表します。

（うめかわ ともや）

（注１）一八七〇 ～一八七一年、プロイセン対フラ
ンスの戦争。
（注２）阿寒湖温泉におけるまちづくりの取り組
みについては、当財団発行『自主研究レポー
ト』や日本観光研究学会学術論文集等をご参
照ください。
（計画）、 （
実施・実行）、 Check
（点
（注３） Plan
Do
（処置・改善）
の四つの段階
検・評価）、 Action
を繰り返しながら、将来ビジョンの目標を達
成するためのプロセス、手法。
ビ ジ ョ ン
（注４）『再生プラン２０１０』、そして『創生計画
しんちょく
２０２０』の進 捗 状況をチェックし、計画の
適切な進行管理についてアドバイスする外部
有識者等からなる会議。
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・人物叢書『前田正名』
一九七三年一月 祖田修著、吉川弘文館刊
・
『前田一歩園財団
年の歩み』
一九九二年十月（財）前田一歩園財団
・
『前田一歩園財団
年の歩み』
二〇〇三年十月（財）前田一歩園財団
レジュメ
・
『前田理事長講話』
二〇一二年二月（一財）前田一歩園財団
理事長 前田三郎
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ごとに二回の見直しを行い、常に“生

写真4 『阿寒湖温泉・創生計画2020』

観光地づくりの
本質とは……

多様な目的を持った旅行者を受

け入れるのが「観光地」であるが、

狭義の観光目的だけではなくなって

土産品など自らの事業体の経営、発

いただいている鈴木忠義氏（東京工

究分野を五十年以上にわたりご指導

本号の特集１で、当財団の調査研

は観光地づくりの理念

とに対する安心感（一定のサービス

て旅行者は、
「観光地化しているこ

ないだろうか。既存の観光地につい

既存観光地の低迷理由があるのでは

が達成できなくなってきたところに

きており、必ずしも旅 行 者の目的

展や業界の利益を最大化しようとい

業大学名誉教授）が言い続けておら

が受けられる）
」と同時に、
「観光地

「観光はまちづくりの総仕上げ」

」の時代から、

れる「観光はまちづくりの総仕上げ」

化した地域に対する嫌悪感（均一化

」

観光に関連する複数の業界が連携

という考え方は、観光地づくりの理

されたサービスしか受けられない）
」

「観光地づくり
の時代

し、行政も巻き込みながら観 光振

論であり、まさに理念である。つま

も感じており、観光地化することの

わが国の観光地づくりは、旅館、

興を図る の時代を経て、今や住民

り地域を磨き上げる「まちづくり」

是非を「人間の本質」という原点に

う「観光地づくり

を含むさまざまな主体が共通のビジ

を疎かにし、目先の商売を優先する

題提起でもある。

かり傾注してきた観光地に対する問

おろそ

ョンのもとで協働し、自ら考え、行

観光地づくりを支援するわれわれ

遺伝子をつなぐ

つまり、われわれ自身も「観光地づ

ウハウが問われる時代を迎えている。

合意形成とともに実現化の経験、ノ

ビジョンを実現させていくか ……、

光計画策定支援の時代を経て、どう

ていた観光診断の時代から地域の観

創り上げられるかであるが、こうし

う幸せの好循環が地域のなかでどう

に結びつき、地域の産業が潤うとい

かである。まちづくりの結果が観光

ある地域”をどうやって創り上げる

るいは“また来たいと思わせる魅力

してみたい“あこがれの地域”
、あ

天領・倉 敷は、高 梁川流域で取

ョン”が存在していることに気がつく。

誰もが共有できる分かりやすいビジ

であるが、いずれの地域にも“住民

を代表する都市観光地、温泉観光地

院、草津、阿寒湖。それぞれわが国

そして特集２〜４で取り上げた由布

今号の巻頭言をお願いした倉敷、

くり 」の時代に対応した知見と能

た真っ当な考え方が近年忘れられつ

れた年貢米などの一大集積地（内陸

たかはし

力、そして不断の努力がなければ鼎

つあるのではないか。

かなえ

の軽重が問われる時代となっている。

観光地づくりは、訪れたい、暮ら

地域の「心」である

立ち返って再確認する必要がある。

1

あまり、誘客やプロモーションにば

3.0

動し、自立していく「観光地づくり

1.0

」の時代を迎えている （注）
。

2.0

の業務も、戦後しばらくの間行われ

2

3.0

3.0

梅川 智也
公益財団法人日本交通公社 研究調査部長

視
座
特集テーマからの

観光地づくりの新たな視座・視点
――特集テーマに学ぶ理論と実践

24

地区に並ぶ蔵は当時の商人らによっ

港）として発展したが、現在の美観
の子供たちに読み継がれている。

副読本として印刷され、今でも地元
である。

られようとしていることが気がかり

せない状況に陥っている。

こんとん

人が離合集散する観光地は、美し

くなければならない。混沌としたア

和十三年）ローテンブルクを参考と

を持つ大原総一郎は、
一九三八年（昭

男として生まれ、ドイツ視察の経験

らしさが世界に伝えられた。自らも

では湧出しない強酸性の泉質の素晴

本鉱泉論』が発刊、草津の名と欧州

年、ドイツのベルツ博士により『日

うためには何をどうすればいいのか

来てくれるのか、あるいは来てもら

観光地としては、何を目的に人は

バランス

求められるハードとソフトの

地づくりが全国で実践されることこ

ールに基づいた自律した美しい観光

民度に深く関わる。一定の規律やル

ゾートの存在は、そこに住む国民の

ト開催など）
、風格のある観光地やリ

が、いざというとき（例えばサミッ

草津温泉の歴史は神話の時代に

して倉敷の「街並み保存」という概
温泉研究所と療養所を建設するた

を追求すること、これが観光地づく

そが、国際競争力の強化につながる。

て建てられたものである。倉敷の実

念（ローテンブルク構想）を打ち出

めに土地を購入したが、その計画は

りの要諦である。つまり、旅行者を

これからは、ハードかソフトかと

ジア的な生活空間も魅力的ではある

した。その遺伝子が語り継がれ、戦

実現しなかった。しかし、
「ベルツマ

取り巻く「空間」
、
すなわちハードと、

いう二者択一的な政策ではなく、両

「時間」と「空間」のデザイン︱︱

後の近代化一色の時代に「倉敷都市

インド」といわれるように草津を温

旅行者が持っている「時間」
、すな

者は車の両輪であり、両者がそろっ

までさかのぼるらしいが、一八八〇

美協会」が結成され、全国の街並み

泉療養と高原リゾートとして発展さ

わちソフトとをどうデザインして提

て初めて生きてくるというこの二十

業家、社会事 業家大原孫三郎の長

保存運動へと発展していく、その先

せる方向性を示し、それが住民にも

供するかが観光地づくりということ

その油屋らが招聘したのがドイツ留

接して建てたのが亀の井別荘である。

の井ホテルの別荘として金隣湖に隣

別府温泉近代化の祖・油屋熊八が亀

って外され、奥別府といわれていた。

一つであったが、行政界の変更によ

ことの重要性を地域住民に伝えた。

世に伝え、観光地として発展させる

て、阿寒湖周辺の自然を永続的に後

が継承し、前田一歩園を財団法人化し

と森林を、次男の正次、その妻の光子

を持つ前田正名が遺した広大な土地

阿寒湖温泉は、フランス留学経験

重視の約二十年間を経て、ようやく

年代前半から現在に至る「ソフト」

代から、バブルが崩壊した一九九〇

三十年間続いた「ハード」中心の時

代 後 半から一九八〇年 代 後 半の約

は明らかに崩れている。一九五〇年

かけとしてあるホテル跡地の活用が

温泉では湖畔公園の整備が進むきっ

備が進められている。そして阿寒湖

年の課題であった「湯畑」周辺の整

観整備が進められ、草津温泉では積

は湯の坪 街道の電柱地中化など景

特集で取り上げた由布院温泉で

ようてい

駆けとなったのが倉敷である。

理解浸透していった。

年間の教訓から“バランス”を大切

学から帰国した東京大学の本多静六

こうした地域の方向性やビジョン

振れすぎていた振り子の針が戻ろう

検討されている。このように、緊縮

由布院温泉は、古くは別府十湯の

になる。

博士であった。一九二四年、町主催

に関する遺伝子の存在こそが、地域

としている。この二十年間で「舞台」

財政のなかで予算がないからと「空

にしなければならない。

の『由布院温泉発展策』という講演

の「心」というべきものである。そ

としての観光地は、都市に比べて空

間」のデザインから逃げない姿勢が、

近年、ハードとソフトのバランス

を行い、保養滞在型の温泉地を目指

うした素晴らしい遺伝子がありなが

間の劣化が激しく、豊かさを感じさ

きんりん こ

すというビジョンが町民に示された。

ら、上記観光地でも少しずつ忘れ去

しょう へい

その講演の内容は小学生の教科書の

特集テーマからの視座◉観光地づくりの新たな視座・視点—— 特集テーマに学ぶ理論と実践
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3

視
座
ることとなる。

観 光 地の 高 質 化 に 寄 与 す
統に裏付けられた文化や作法であっ

れた地域資源であったり、歴史と伝
た り ……。その意 味で「 地域に入
るときの作法」を常にわれわれは意
識してきた。そして、日々の営みの
なかに地域が脈々と紡いできた「遺

求が底辺に流れており、由布院、草

である「喜び」と「生きがい」の追

には、鈴木氏が指摘する人間の本質

りの本質があると考えられる。そこ

続ける観光地」にこそ、観光地づく

観光地のように「長く生き

今回の特集で取り上げた

れの役割は、地域の遺伝子を探り出

いでいく知恵が求められる。われわ

そうした遺伝子を人から人へとつな

なり、
理念となる。そしてこれからは、

て認識することが、地域の「心」と

地域の遺伝子を明確なイメージとし

民が共有し、語り継ぐこと、そして

（どういう「まち」にしたいか）を住

二〇〇〇年頃から都市計画の分野で使

われてきたが、
「観光まちづくり」は

備に続くソフトも含めた概念として使

のハード中心の観光地開発、観光地整

ではない。
「観光地づくり」はかつて

どちらも学術的に定説があるわけ

全国の観光地で盛んに実践された。

ハードからソフト重視の時代のなかで

光地におけるまちづくり」で、近年の

いる。特に後者が本号で対象とした
「観

向かうタイプの二つがあるといわれて

向かうタイプと観光からまちづくりに

置づけられた。まちづくりから観光に

「観光地づくり」と「観光まちづくり」

われ始め、一時は国の事業としても位

＊
「観光まちづくり」
を
“観光地におけるまちづくり”
とした場合の関係性
（注）
「観光まちづくり」には地域住民の参画が必須
出典：
「観光まちづくりはどこに向かうのか」梅川智也：
『都市計画 No.295』
公益財団法人日本都市計画学会（2012年2月）

伝子」の存在を垣間見るのである。

津、そして阿寒湖においても真摯に

し、その「心」を具体的な理念とし

・宝探し — 着地型旅行
商品づくり
・体験メニュー
・ガイド育成
・まちなか環境整備
・住民の合意形成
・物産、食開発
・コミュニティービジネス
……

これからの
観光地づくりに
向けて ︱︱
特集に学ぶ

「人間の本質」
に向き合い続けてきた。

て「形」にして表現し、少しでも実

観光地づくり

観光地づくりは、地域の将来目標

まちや地域にはそれぞれ特色があ

現に向けた手助けをして差し上げる

しん し

り、個性があり、それを伸ばそうと

ことであると理解している。

・観光統計の整備
・マーケティング
・プロモーション
・イベント開催
・観光推進組織づくり
・ICT対応
・案内所の運営
……
・パンフレットやマップの作成
観光まちづくり ・行政との連携
・広域観光
……
・宿泊施設の整備
・観光施設の建設
・二次交通の整備
・案内標識の整備
・多言語対応
……

いうのが観光である。普遍的なセオ

2.0 3.0

（うめかわ ともや）
（注）観光地づくり ：観光分野のこうした段階、
発展論に学術的な定義はなく、あくまで分か
りやすくするための筆者の個人的見解。技術
やノウハウの進展を示す表現方法の一つであ
り、ダニエル・ピンクの『モチベーション 』
やティム・オライリーらによる『Ｗｅｂ 』
などが有名。組織論や音楽理論などでも応用
されている。
3.0

リーが使える部分もあろうが、深い
部分は決して一般化、共通化できな
い。それほど地域は浅薄ではなく、
まちづくりや地域づくりの“マニュ
アル”には載っていない「何か」が
あるのが地域である。それは卓越し
た人材であったり、誰も知らない優

＜観光地づくりと観光まちづくりの関係＞

特集テーマからの
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倉敷・由布院温泉・草津温泉・阿寒湖温泉の観光地づくりの主な経緯
倉敷

戦前
昭和 年 ～

20

由布院温泉

草津温泉

阿寒湖温泉

平成

・1930年（昭和5年）大原孫三郎 ・1924年
（大正13年）
10月11日
により大原美術館設立
（日本最
本多静六博士による
「由布院温泉発
初の西洋美術中心の私立美術
展策」講演
館）
・1925（大正14年）
由布院～別府間に
・1938年
（昭和13年）
11月大原総
亀の井バスが運行開始
一郎氏帰朝第一声「倉敷を日 ・1925
（大正14年）
大湯線
（現久大線）
本のローテンブルクに！」
（ローテ
南由布駅〜北由布駅
（現由布院駅）
ンブルク構想）
間開通

・1878年
（明治11年）
ベルツ博士、
初めて草津を ・1858年
（安政5年）
松浦武四郎が阿寒を探検
訪れる
・1897年
（明治30年）
マリモ発見
・1880年
（明治13年）
ベルツ博士『日本鉱泉論』 ・1899年
（明治32年）
前田正名が釧路・天寧に
発刊
前田製紙合資会社設立
・1896年（明治29年）草津の時間湯に関する ・1906年
（明治39年）
前田正名が阿寒湖畔の開
『熱水浴療論』
（ベルツ）発刊
発に着手
・1913年
（大正2年）
内堀判次によりスキー伝来 ・1910年
（明治43年）
正名、
「前田家の財産は全
・1914年
（大正3年）
スキークラブ開設
て公共事業の財産とす」家憲を立てる
・1919年
（大正8年）
「草津町温泉使用条例」制定 ・1921年
（大正10年）
前田正名逝去
・1926年
（大正15年）
軽井沢〜草津間 草軽電 ・1934年
（昭和9年）
阿寒湖・摩周湖・屈斜路湖
鉄全線開通
を含む地域
（約9万ha）
阿寒国立公園に指定

・1948年
（昭和23年）
倉敷民芸館
開館
・1949年
（昭和24年）倉敷都市美
協会設立
（民芸運動が端緒）
・1950年
（昭和25年）倉敷考古館
開館
・1968年（昭和43年）倉敷市伝
統美観保存条例
倉敷川畔保存委員会設立
・1969年
（昭和44年）
上記条例に
よる保存計画により、
倉敷川畔
美観地区・同特別美観地区・
保存家屋ならびに保存記念物
指定
・1973年
（昭和48年）倉敷紡績の
工場を改修して、
観光施設アイ
ビースクエアとして再生
・1978年
（昭和53年）
文化財保護
法に基づく
「倉敷市伝統的建
造物群保存地区保存条例」を
制定
・1979年
（昭和54年）都市計画法
に基づく
「倉敷市伝統的建造
物群保存地区」の区域決定
・1981年（昭和56年）大原美術
館・川島虎次郎記念館完成
・1988年（昭和63年）瀬戸大橋
完成・JR瀬戸大橋線開業

・1952年（昭和27年）
由布院盆地ダム
建設計画発表
・1955年（昭和30年）湯平村と由布院
町が合併して湯布院町に
・1959年
（昭和34年）
国民保養温泉地
指定
・1970年
（昭和45年）
8月猪の瀬戸湿原
ゴルフ場建設計画発表、
「由布院の
自然を守る会」準備会発足
・1970年（昭和45年）
12月町造り雑誌
「花水樹」創刊
（「由布院の自然を守
る会」準備会の機関誌）
・1971年（昭和46年）3月
「由布院の自
然を守る会」から
「明日の由布院を考
える会」へと改組
・1971年
（昭和46年）
欧州研修旅行を
経て最初の観光まちづくりの哲学「由
布院は大きくなることを追いかけるこ
とをやめて、小さいままの豊かさを追
いかけよう。主役は地域である。」が
提唱される。
「クアオルト構想」
の発芽
・1975年（昭和50年）4月大分県中部
地震発生
・1975年
（昭和50年）
7月辻馬車運行開
始、
8月第1回ゆふいん音楽祭、
10月第
1回牛喰い絶叫大会開催
・1976年
（昭和51年）
第1回湯布院映画
祭開催
・1981年
（昭和56年）
国民保健温泉地
指定
・1982年
（昭和57年）
百日シンポジウム
開催
・1986年
（昭和61年）
クアオルト構想推
進委員会答申提出

・1948年（昭和23年）
日本で最初の邦人用ス ・1949年
（昭和24年）
阿寒観光協会設立
キーリフト架設
・1950年
（昭和25年）
第１回まりも祭り開催
・1949年
（昭和24年）
上信越高原国立公園指定 ・1951年
（昭和26年）
足寄～阿寒湖畔間に定期
・1950年
（昭和25年）
草津観光協会設立
バス運行開始
・1960年
（昭和35年）
白根火山ロープウエー完成 ・1952年
（昭和27年）
マリモ特別天然記念物に
・1960年
（昭和35年）
湯もみショー開始
指定
・1962年（昭和37年）
「草津高原開発計画」 ・1954年
（昭和29年）
株式会社前田一歩園製材
発表
所設立
・1964年
（昭和39年）
「草津町温泉使用条例」 ・1954年
（昭和29年）
阿寒遊覧船株式会社設立
制定
・1956年
（昭和31年）
第１回阿寒スピードスケー
・1966年
（昭和41年）
バスターミナル開業
ト大会開催
・1968年（昭和43年）
「草津観光開発基本計 ・1961年
（昭和36年）
チュウルイ島にマリモ観覧
画」発表
施設開設
・1972年
（昭和47年）
「草津町再開発計画」
（岡 ・1963年
（昭和38年）
阿寒湖畔スキー場開設
本太郎による）
これに基づき、
1974年
（昭和49 ・1965年
（昭和40年）
阿寒湖畔バスセンター設置
年）
湯畑改造
・1968年
（昭和43年）
阿寒湖畔ビジターセンター
・1974年
（昭和49年）
万代鉱温泉給湯開始
開館
・1976年（昭和51年）
「草津町社会開発計画」 ・1971年
（昭和46年）
第１回阿寒湖氷上まつり
発表
開催
・1979年
（昭和54年）
草津町民憲章「歩み入る ・1977年
（昭和52年）
阿寒湖畔新野営場開設
者にやすらぎを、去りゆく人にしあわせを」 ・1978年
（昭和53年）
チュウルイ島にマリモ展示
制定
観察センター開設
・1980年
（昭和55年）
草津夏期国際音楽アカデ ・1979年
（昭和54年）
第１回阿寒湖氷上フェス
ミー＆フェスティヴァル開始
ティバル開催
・1983年
（昭和58年）
町営・大滝乃湯開業
・1983年（昭和58年）
財団法人前田一歩園財
・1984年
（昭和59年）
和風村開業
団設立
・1989年
（昭和63年）
「群馬リフレッシュ高原リ ・1983年
（昭和58年）
「阿寒の母」前田光子逝去
ゾート構想」の13の重点整備地区の一つに指 ・1984年
（昭和59年）
阿寒湖ビジターセンター新
定されリゾート開発が進む
（音楽の森スキー
装開設
場、
温泉資料館完成）
・1986年
（昭和61年）
阿寒湖畔特定環境保全
公共下水道完成

・1991年（平成3年）大原美術館
本館増設
・1997年（平成9年）倉敷チボリ
公園開園
・2002年
（平成14年）
「倉敷屏風
祭」が復活開催
・2004年
（平成16年）
「倉敷市観
光振興アクションプラン 観光
都市『くらしき』
の復活を目指し
て！～滞在型観光推進に向け
た感動体験のまち
『くらしき』づ
くり」策定
・2005年
（平成17年）
「地産地消」
がテーマのくらしき朝市「三斎
市」開始
・2005年
（平成17年）
美観地区夜
間景観照明事業を３カ年計画
で実施
・2008年
（平成20年）倉敷チボリ
公園閉園
・2008年
（平成20年）倉敷まちづ
くり株式会社設立
（倉敷市・倉
敷商工会議所・地元金融機関
等が出資）
・2009年（平成21年）倉敷物語
館開館
・2010年
（平成22年）倉敷市中心
市街地活性化基本計画「世界
に誇る伝統文化 居心地のよい
まち くらしき」内閣府認定
・2011年
（平成23年）
チボリ公園
跡地に倉敷みらい公園・三井ア
ウトレットパーク倉敷・アリオ倉
敷開業
・2012年
（平成24年）
美観地区に
「林源十郎商店・倉敷生活デザ
インマーケット」開業
（倉敷まち
づくり株式会社）

（平成2年）
シズカ山スキー場完成
・2000年（平成12年）阿寒湖観光協会 財団
・1989年
（平成元年）特急「ゆふいんの ・1990年
・1992年
（平成4年）
「リゾートマンション建設凍
法人日本交通公社と共同で長期計画「阿寒
森」号運行開始
結」
を宣言
湖温泉活性化基本計画」
（通称 再生プラン
・1990年（平成2年）
由布院駅舎完成
・1993年
（平成5年）
「草津町景観条例」制定
2010）
着手
（磯崎新設計）
（平成8年）
草津温泉女将会湯の華会 ・2000年（平成12年）
～2001年（平成13年）
度
・1990年（平成2年）
由布院観光総合 ・1996年
事務所発足
設立
「再生プラン 2010」策定
（平成9年）
～1999年
（平成11年）観光 ・2001年
（平成13年）
6月
「阿寒湖温泉まちづくり
・1990年
（平成2年）
「市場（バザール） ・1997年
のある温泉リゾート村構想」発表
協会・旅館協同組合が中心となり
「草津温泉
協議会」設立
・1990年
（平成2年）
「潤いのある町づく
ブラッシュアップ計画策定調査」
「古さと新し ・2001年（平成13年）7月カナダ
（バンフ、
ジャス
り条例」制定
さを兼ね備えた新湯治場」
パー）
国立公園視察
（平成12年）
ベルツ記念館開館
・2001年
（平成13年）
11月女性だけのまちづくり
・1990年（平成2年）
「健康温泉館ク ・2000年
アージュゆふいん」開館
・2001年
（平成13年）
「草津の冬を考える会」 の会「まりも倶楽部」設立
発足
・2002年
（平成14年）
「阿寒湖温泉再生プラン
・1996年
（平成8年）
「由布院温泉観光
・2001年（平成13年）
「草津温泉 泉質主義
2010」策定
基本計画」発表
宣言」
・2002年
（平成14年）
阿寒湖畔エコミュージアム
・1998年（平成10年）
ゆふいん料理研
・2002年（平成14年）
「草津温泉歩きたくなる
センター完成
究会発足
・2000年（平成12年）3月
「ゆふいん建
観光地づくり基本計画」策定
・2005年
（平成17年）
1月
「阿寒観光協会」
と
「阿
～「草津温泉歩きたくな
寒湖温泉まちづくり協議会」が統合され「阿
築・環境デザインガイドブック
『ムラ』 ・2003年（平成15年）
の風景をつくる」作成
る観光地づくり社会実験」実施
寒観光協会まちづくり推進機構」設立
（平成16年）
「草津町温泉使用条例」 ・2005年（平成17年）7月
「特定非営利活動法
・2002年
（平成14年）
湯布院・いやしの ・2004年
里の歩いて楽しいまちづくり交通実
最終改正
人阿寒観光協会まちづくり推進機構」設立
・2007年
（平成19年）
「草津町観光立町推進基 ・2005年
（平成17年）
10月釧路市・阿寒町・音別
験の実施
本条例」制定
町が合併し、
新「釧路市」発足
・2005年
（平成17年）
10月狭間町・庄内
（平成20年）
〜2010年
（平成22年）
「新 ・2007年
（平成19年）
「特定非営利活動法人阿
町・湯布院町が合併し、
由布市発足 ・2008年
草津温泉ブラッシュアップ事業」実施
寒観光協会まちづくり推進機構」役員改選、
・2006年
（平成18年）
「観光環境容量・
「草津観光立町基本計
組織改編
産業連関分析調査及び地域由来型 ・2009年（平成21年）
画」策定
・2008年
（平成20年）
阿寒湖まりむ館開館
観光モデル事業」実施
・2008年
（平成20年）
由布市景観条例 ・2009年（平成21年）景観行政団体に移行、 ・2011年（平成23年）
「阿寒湖温泉・創生計画
施行
「いで湯の里草津」景観プロジェクトスタート
2020」開始
アップ事業開始
・2012年（平成24年）
「阿寒湖温泉アイヌシア
・2011年（平成23年）由布市観光基
「迷い車プロジェクト」 ターイコロ」開館
本計画策定「由布市・観光発展策～ ・2010年（平成22年）
“懐かしき未来”
（カーナビ調査）
実施
の創造」
・2011年
（平成23年）4月18日草津町観光安全
宣言
・2012年
（平成24年）湯畑周辺の再整備着工
（「御座の湯」新築、2013年度「湯路広場」、
2014年度湯もみショー会場「熱の湯」新築の
予定）

出典：各種資料から公益財団法人日本交通公社作成
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動機
（複数回答）

活動評価

（大変満足の割合）

不満

（複数回答）

総合満足

研究成果の紹介

効用（自分の人生
を豊かにするか）

感動

（大変満足の割合）（大変感動の割合）（大変そう思うの割合）

国立公園の
利用者意識に関する研究

原生的な自然にふれたい85.1% ガイドツアー参加 特になかった46.1%
26.9%
27.1%
22.6%
美しいものを見たい83.8% （有料）52.5%
他の利用者のマナー不足11.3%
（晴れのみ
（晴れのみ
（晴れのみ
仲間や家族との時間を楽しみたい 景色を見る49.0% 案内・説明板のわかり
33.8%）
34.8%）
26.4%）
59.7% 登山41.9%
づらさ11.1%
特になかった39.2%
美しいものを見たい76.9%
景色を見る46.7%
23.0%
20.2%
21.1%
他の利用者のマナー
原生的な自然にふれたい68.1%
ハイキング40.9%
（晴れのみ
（晴れのみ
（晴れのみ
不足14.7%
仲間や家族との時間を楽しみたい
温泉39.7%
29.7%）
25.5%）
24.2%）
施設の不衛生14.7%
62.2%

美しいものを見たい87.5%
景色を見る47.5%
原生的な自然にふれたい72.3%
参拝44.7%
仲間や家族との時間を楽しみたい
登山40.8%
59.3%

公益財団法人日本交通公社 観光調査部研究員

特になかった33.2%
美しいものを見たい87.5%
景色を見る53.9%
30.6%
28.9%
33.1%
原生的な自然にふれたい80.6%
歩道・通路の混雑23.7%
ハイキング42.8%
（晴れのみ
（晴れのみ
（晴れのみ
仲間や家族との時間を楽しみたい
他の利用者のマナー
登山41.7%
40.7%）
38.7%）
37.9%）
58.8%
不足18.9%
特になかった41.9%
26.9%
28.9%
27.5%
他の利用者のマナー
（晴れのみ
（晴れのみ
（晴れのみ
不足16.7%
40.3%）
41.3%）
32.8%）
歩道・通路の混雑16.3%

とした活動／登山型：登山、
キャンプを中心とした活動／観光型：食事、
買い物、温泉、観光施設見学等を中心とした活動

調査規模

配布：18,800件、回収：6,006件、
回収率：31.9%

五木田 玲子

2011年7～8月、9～10月の2期

各公園の利用者属性・
利用形態・利用者意識

知床

他公園に比べて三十〜四十代が多く、子供

連れが多い。集客圏が広く、初来訪者が多いこ

とも特徴である。周辺での宿泊率は高いが、自

然散策時間は短い。活動タイプは、
「観光型（食

訪問動機は「原生的な自然にふれたい」が八・

五割を占め、他地域と比べてより大きな動機と

なっている。活動については「ガイドツアー参

加（有料）
」の評価が最も高いことが特徴。不

満は「特になかった」という回答が四・五割を

占めるものの、自由記述では「駐車場の混雑・

不足」に関する意見が複数挙げられた。

奥日光

九割が関東からの観光客ということもあり、

日帰りが多く、五回目以上のハードリピーター

が七割を占める特徴的な構成である。活動タイ

プは、
「観光型」の比率が六割を占め、
「自然型」

事、買い物、温泉、観光施設見学等を中心と

調査期間

本研究では、国立公園のより良い利用のあり

公園利用者の基本属性、旅行内容、利用者意
識など
（約30問）

した活動）
」が八割を占め、「自然型（ハイキング、

調査項目

方について検討するため、知床、奥日光、上高地、

調査員による調査票の手渡し配布、郵送による
回収

植物・動物観察等を中心とした活動）
」は二割

調査方法

立山を訪れた観光客を対象としてアンケート調

＊調査対象地の選択にあたっては、利用者の属性・
行動の多様性、調査対象地の資源の多様性、エリ
ア設定の容易さを考慮。

にとどまる。

・知床国立公園知床地域（知床五湖高架木道
出入り口）
・日光国立公園奥日光地域（華厳の滝、赤沼駐
車場（戦場ヶ原自然研究路入り口）、三本松駐
調査対象地
車場（戦場ヶ原展望台）
）
（調査地点） ・中部山岳国立公園上高地地域（上高地バス
ターミナル）
・中部山岳国立公園立山地域（室堂ターミナル）

査を実施し、各公園の利用実態・意識を他公園

と比較可能な形で把握した。

調査概要
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表１ 各公園の利用者属性、利用形態、利用者意識
性別

年代

発地

来訪回数

調査地点周辺で
の滞在種別＊1

同行者

自然散策時間

活動タイプ
比率 ＊2

訪問場所

（複数回答）

夫婦旅行36.2%
関東35.5%
初来訪者52.5%
～2時間 55.6%
子供連れ家族旅行21.4% 日帰り32.8%
自然型２
道内35.0%
リピーター47.5%
2～4時間 26.6%
大人の家族旅行13.8% 宿泊67.2%
観光型８
近畿7.8%
（5回目以上10.2%）
4時間～ 17.8%
（3地域計87.3%）
（3タイプ計71.4%）

知床峠60.0%
道の駅うとろ・シリエトク52.5%
知床五湖（高架木道のみ
散策）51.8%

～20代 5.1%
奥日光
男性46.4% 30～40代 21.5%
（N=2,225） 女性53.6% 50代 22.6%
60代～ 50.9%

夫婦旅行43.6%
関東88.1%
初来訪者5.6%
子供連れ家族旅行16.1% 日帰り70.1%
東北3.3%
リピーター94.4%
大人の家族旅行16.1% 宿泊29.9%
東海2.7%
（5回目以上66.9%）
（3地域計94.1%）
（3タイプ計75.8%）

戦場ヶ原70.8%
中禅寺湖65.8%
竜頭の滝57.3%

～20代 6.2%
上高地
男性42.6% 30～40代 25.6%
（N=1,842） 女性57.4% 50代 22.7%
60代～ 45.5%

夫婦旅行31.3%
関東43.0%
初来訪者27.9%
～2時間 26.2% 自然型６
友人旅行18.1%
近畿19.9%
日帰り65.9%
リピーター72.1%
2～4時間 32.7% 登山型１
東海18.6%
大人の家族旅行16.0% 宿泊34.1%
（5回目以上33.3%）
4時間～ 41.2%
観光型３
（3地域計81.5%）
（3タイプ計65.4%）

河童橋91.6%
大正池62.9%
田代池・田代湿原48.8%

～20代 5.5%
立山
男性41.8% 30～40代 22.8%
（N=1,525） 女性58.2% 50代 21.8%
60代～ 49.8%

関東33.1%
夫婦旅行33.3%
～2時間 44.2% 自然型５
初来訪者40.8%
近畿18.7%
友人旅行21.1%
日帰り65.7%
2～4時間 22.6% 登山型１
リピーター59.2%
東海14.0%
大人の家族旅行13.8% 宿泊34.3%
4時間～ 33.2% 観光型４
（5回目以上18.8%）
（3地域計65.8%）
（3タイプ計68.2%）

室堂98.2%
みくりが池72.3%
黒部ダム71.3%

知床
（N=414）

～20代 8.8%
男性49.1% 30～40代 38.2%
女性50.9% 50代 24.3%
60代～ 28.7%

～2時間 39.4%
2～4時間 34.1%
4時間～ 26.5%

自然型４
観光型６

＊1 調査地点周辺 知床：ウトロ、岩尾別、羅臼／奥日光：日光湯元温泉、
中禅寺湖畔／上高地：上高地内（山小屋含む）
／立山：アルペンルート内（山小屋含む）
クラスター分析によって公園利用者を以下の3タイプに分類した。自然型：ハイキング、
植物・動物観察等を中心
＊2 活動タイプ 公園内で行った活動の対応分析より得た因子得点を利用し、

の四割をやや上回る。

活動評価の上位に、四地域の中で唯一「温泉」

った。なお、満足、感動は、晴れると評価が高

まり、雨が降ると著しく評価が下がるが、効用

は天気の影響を受けにくい。訪問動機としては、

「美しいものを見たい」
「原生的な自然にふれた

が含まれた。不満については、四割が「特にな

かった」ものの、
自由記述では「施設の不衛生（ト

い」が八割を超える。活動評価については、四

高く、
大変満足の割合が五割を超える。不満は、

イレ）
」を不満として挙げる声が多数見られた。

地点ごとに特徴的な結果が得られた。華厳の滝

四地域の中で「特になかった」の比率が最も低

地域の中で最も「景色を見る」に対する評価が

を訪れる人の多くが日光山内にも立ち寄るが、

く、
「歩道・通路の混雑」や「他の利用者のマ

なお、
奥日光は調査地点を三カ所設けており、

戦場ヶ原まで足を延ばす人は半数に至らない。

山岳公園ということもあり、利用者属 性・

ナー不足」に対する意見が目立った。

割弱にとどまった。各地点での大変満足の割合

形態については上高地と似た構成である。ただ

一方、戦場ヶ原自然研究路入り口に位置する赤

は、華厳の滝一四・六％、赤沼二九・七％、三本

し、自然散策時間は上高地と異なり二時間未

立山

松二二・四％であり、赤沼を訪れた人、つまり、

満と短い人が多く、その一方で、長い人も多い。

沼を訪れる人は、小田代原や戦場ヶ原を中心に

戦場ヶ原や小田代原の自然に触れながら散策

活動タイプは、
「自然型」五割、
「登山型」一割、

研究成果の紹介◉国立公園の利用者意識に関する研究

回り、華厳の滝や日光山内にも立ち寄る人は三

する人は、他地点に比べてより満足している。

「観光型」四割であった。

天候を晴れのみに限った場合、四地域の中で

動評価については、
「参拝」が上位を占めており、

上高地

旅行も多いのが特徴。添乗員付き旅行が三割

他地域には見られない特徴的な結果となった。

感動の度合いが最も高いのが立山であった。活

を占める。上高地内での宿泊率は三割にとどま

これは「雄山登山＝雄山神社参拝」と捉えてい

夫婦旅行が最も多い客層ではあるが、友人

るが、自然散策時間は長い。活動タイプは、四

るためと考えられる。不満については、
「他の

利用者のマナー不足」
「歩道・通路の混雑」の他、

自由記入では「団体客・ガイドツアーの存在」

について不満の声が多く挙げられた。

地域で最も「自然型」の比率が高く六割を占め、

「登山型」一割、
「観光型」三割であった。

天候が晴れの時のみに限った場合、総合満

足、効用ともに四地域の中で最も高い評価とな
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＊

100%

＊

40%

＊

20%

＊

60%

立山
（74.9%）
上高地（72.5%）
奥日光（87.2%）
知床（91.3%）

リピーター
初来訪者
リピーター
初来訪者
リピーター
初来訪者
リピーター
初来訪者
0%

＊
＊

80%

＊
＊

70代～
60代
50代
40代
30代
～20代

図１ 国立公園としての認知度

＊回答数30未満のため読み取りには注意が必要

国立公園としての
認知度
次に、国立公園としての認知度を見ると、
「知
っていた」という回答は七九・九％、初来訪者
に絞ると六〇・一％であった。これは、国立公
園を訪れている人に対して行った調査であるこ

ている。若者は、国立公園として認知しさえす

れば、つまり、国立公園としての魅力が伝わり

さえすれば、むしろ他の世代よりも積極的に国

立公園を訪れる傾向が強いと言える。

ことを考えると、必ずしも高い数字とは言えな

公園の中でもさらに日本を代表する公園である

すべき課題が発生した際に各公園で独自に調

つ継続的な調査が実施されたことはなく、対処

これまで国内の複数の公園について統一的か

国立公園の相対的位置付け
から見えてくるもの

い。認知度を大きく左右するものとして、まず

査票を設計して実施していることが多い。しか

と、さらに、今回の調査対象地はいずれも国立

年齢が想定されるが、三十代以下の認知度は六

し、多くの公園・地域で統一的な調査が実施さ

また、利用者属性、利用形態および利用者

割を下回っており、さらに三十代以下の初来訪

図１は、年齢に加え、地域、来訪経験別に

意識は、各公園・各地域によって大きく異なる。

れるようになれば、自地域の特性を他の地域や

認知度を示したものである。知床は九一・三％

今、自分たちの公園・地域にはどういう人が来

者に絞ると四割を下回る。このように、若年層

と年齢・来訪経験にかかわらず国立公園として

ているのかという相対的な位置付けを知ること

過去の状況と比較し、その相対的な位置付け

の認知度が高い地域であるのに対し、奥日光は

は、どういう人に来てほしいのか、どういう公

ほどその観光地を国立公園として認知していな

認知度八七・二％と高いものの、初来訪者に限

園・地域になりたいのか、という方向性を検討

を明らかにすることが可能となる。

ると著しく低下する。上高地、立山はともに認

する上で欠かせない。そのため、地域ごとに利

いということが明らかになった。

知度は七割強であり、二十〜三十代の初来訪者

要になってくる。個性を生かした魅力ある公園・

用者データを的確に収集することが非常に重
一方、国立公園であることが旅行先を選ぶ理

地域をつくるために、統一的な調査の実施が望

は四割未満となった。
由のひとつであったと回答した人は三・五割、年

まれる。

（ごきた れいこ）

代別に見ると二十代の比率が四・五割と高くなっ
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年）に ㈱ 日本交通公社（現 ㈱ジェイ

大学での寄付講座（寄付講義）の設

政策相談室の運営、賛助会員事業、

二〇一一年度（平成二十三年度）にお

・観光・交流に対する住民意識に関する
研究
・観光地マネジメントに関する研究
（ホームページで活動状況を公開）

運営のあり方に関する研究

●定期刊行物／観光文化、
旅行年報、旅行者動向など
●書籍／観光読本、
「エコツーリズム さあ、はじめよう！」など

旅行・観光の健全かつ持続的な発展に寄与するとともに、
旅行・観光に関わる事業全般の向上を図ることにより、社会に貢献します。

（ホームページで調査結果を公表）

行マーケットに対する影響研究
・東北の観光復興状況に関する調査

・持続可能な観光地づくり（キャリング・
キャパシティ）に関する研究（沖縄県
那覇市にてシンポジウムを開催）
・東日本大震災発生後一年間における旅

受託研修

ＪＴＢＦ通信
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「公益財団法人日本交通公社」の活動概要

ティービー）を分離した後、
「旅 行

置、学会での研究成果の公表などに

成果をまとめた出版物の発行、観光

及び観光の健全な発達を期し、観光

取り組んでいます。

当財団は、
一九六三年（昭和三十八

関係事業の向上発展を図る」
（旧寄
主体的に取り組む組織へと生まれ変

いて、主に以下の研究を行いました。

このうち、自主研究については、

わりました。以降、この目的を達成

日本交通公社

・観光資源評価に関する研究
・利用者の観点に立った自然公園の管理

●海外旅行動向シンポジウム（毎年7月）
●旅行動向シンポジウム（毎年12月）
●観光基礎講座（毎年6月）
●観光実践講座（毎年11月）

●シンポジウム・セミナー等の
受託
●ホスピタリティ研修への
講師派遣

機関誌・出版

調査研修事業
（受託事業）
観光文化振興事業
（自主事業）

●旅行市場・マーケットに関する調査
●観光政策並びに地域のビジョン・
計画の策定
●観光施設、宿泊施設の整備・
事業計画の策定
●海外の観光関連調査

セミナー・
シンポジウム

公益財団法人

「旅の図書館」
運営

受託調査
●総合研究課題
●個別研究課題
●自主研究発表会

自主研究

附行為）ことを目的に、公益事業に

すべく、今日に至るまでさまざまな
事業活動に従事しています。
当財団の事業は、大きく次の二本
の柱により構成されています。
① 観光文化振興事業（自主事業）

ホームページで公表）

ツボ２』として出版）
・マーケットの先行的トレンド研究
（
「先読み！マーケットトレンド」として

・旅行者動向調査
（
『旅行者動向２０１１』として出版）
・海外旅行市場調査（
『マーケット・イン
サイト２０１１』として出版）
・旅行市場構造分析研究会
・温泉まちづくり研究会
（ホームページで活動状況を公開）
・地域における戦略的なインバウンド推
進に関する研究（
『インバウンド推進の

当財団の独 自財源を活用し、自
主研究の推進、主催セミナー・シン
ポジウムの開催、
「旅の図書館」の
運営、機関 誌『 観 光 文 化 』や研 究

ＪＴＢＦ通信 財団活動のいま…
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観光文化の振興を目指す公益財団法人です

・陸中海岸地域の観光復興に関する基礎
調査（ホームページで調査結果を公表）
・田野畑村の観光復興にかかる支援事業

② 調査研修事業（受託事業）
国や地域の観光振興、地域活性化、
観光人材育成に資することを目的に、
各種事業のお手伝いをしています。
二〇一一年度（平成二十三年度）は、

経営計画の策定に取り組んでいます。

を見据えたビジョンおよび次期中期

り方を探るべく、十年後の組織の姿

の具体的な組織運営および事業のあ

真剣に議論を行ってきました。二月

旅館の長期滞在への対応」について、

味）
」を、また九月には「温 泉 地・

に求められている社 会 的 価 値（ 意

「東日本大震災以降、温泉地・旅館

在ブームになっている『おひとりさ

てきました。そして議論では、
「現

えていること」などが浮かび上がっ

ルを身に付けた自立した女性が増

であり、一人を楽しむライフスタイ

間を取り戻すプラスの〝 キーワード 〟

（企画課長 牧野博明）

には、研究会の開催地を栃木県那須

ま』は旅館にとっても有望なマーケ

究 会を、多 くの旅 館が敬遠しがち

二〇一二年度は六月に、第一回研

イメージを引きずるのではなく、新

ありの女性の一人客といった従来の

に旅行する中高年（主に男性）や訳

ットになり得る」、
「旅館も、一人客

な「おひとりさま」をテーマに開催。

しい顧客層『おひとりさま』の出現

ートの精神で取り組む旅館経営」に

塩原市板室温泉「大黒屋」に変え、「ア

観光文化事業部

第二次おひとりさまブームの背景や

に気づき対応を考える必要がある」

といえば自分の趣 味探 求を楽しみ

観光文化 事 業部では、研究調査

他業 種の対応、旅 館の取り 組み事

と、確認し合いました。

ついて学び、議論しました。

新潟県胎内市、岐阜県白川村、三重

部 とともに、日本でも 有 数の温 泉

例、利用者の実態等の調査結果をも

今後も温泉まちづくり研究会で

国（観光庁、国土交通省、内閣府、経

県鳥羽市、長崎県佐世保市、大分県

地（阿寒湖、草津、鳥羽、有馬、由布

とに、温泉地や温泉

は、会員温泉地と当財団が温泉地・

温泉地・温泉旅館の
将来を考える

由布市、奄美群島広域事務組合）
、各

院、黒川）が当財団に一堂

旅館の今後の対応に

旅館の将来について熱く深く徹底的

済産業省、環境省）
、都道府県（青森

種団体、民間企業等の事業に参画し

に会し、共通の課題につい

ついて意見を交わし

に議論を行い、議論から見えてきた

沖縄県）
、
市区町村
（神奈川県箱根町、

県、東京都、長野県、三重県、鳥取県、

ました。

て語り合い、その方向性を

ました。

針は変わることなく、
「旅行及び観光

「公益財団法人」への移行後も基本方

と徹底的な議論、そしてア

「半歩先ゆくテーマの設定

二〇一一年度からは、特に

する傾向が生まれて

をポジティブに評価

女性のおひとりさま

らは、
「 社 会 全 体に

各種の調査結果か

きたいと考えています。

く温泉地の魅力づくりに役立ててい

普遍的な価値を世の中に発信し、広

「温泉まちづくり研究会」の運営

＊これまでの調査研修実績一覧は当財団の

探 る「 温 泉 ま ち づく り 研

の健全な発達と観光関係事業の向上

クション、検証」といった

いること」
、
「おひと

ホームページに掲載されています。

発展に関する事業を行い、我が国の

サイクルの実践を重視し、

りさまは今や負では

究会」を運営しています。

観光文化の振興に寄与する」
（定款）

研究会を開催しています。

なく、自分自身の時

二〇一二年（平成二十四年）四月の

ことを目的に活動していく所存です。

二〇一一年度は、六月に

＊温泉まちづくり研究会の詳細は、同研究会
ホームページを参照。 http://onmachi.jp/
＊
『 二〇一一年度 温泉まちづくり研究会 ディ
スカッション記録』などがダウンロード可能
です。ぜひご一読ください。

（主任研究員 吉澤清良）

その第一歩として、今年度、今後
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「そこそこ」の哲学

ひたち

──福島県棚倉町

紀

（イラスト＝著者）

池内

わ ながしげ

ドイツ文学者・エッセイスト

に

棚倉藩六万石。慶長八年（一六○三）
、初代丹羽長重が入ったときは

一万石で、二十年後に棚倉城を築いたときは五万石。豊かな土地柄を
いわ き

やま」
「いわきいしかわ」
「いわきたなくら」
、そのあとは「ひたちだいご」

実証したわけだ。初代が城の完成前に白河へ移り、壁がまだ荒土のまま

を結んでいることが見てとれる。朝六時台が始発で、つぎが七時十一分、
そのあとは二時間おきに一本。ただ常陸太子と水戸間は便数が倍になる。
同じ路線でも利用のぐあいが大きくちがうらしい。

だったので「新土城」と呼ばれたそうだ。

二代目城主に近江の内藤氏が入り、ついで太田氏、松平氏、小笠原氏、

井上氏、松平氏、阿部氏とめまぐるしくかわった。お濠の亀が水面に浮
な記述を見かけた。

くと城主がかわると噂になり、俗に亀ケ城ともいった。そういえばヘン

ロあまり、十二の駅を一時間かけて走る。この程度のスピードが人間には

「失脚譜代大名の左遷地の様相も」
（
『幕末・維新全藩事典』人文社）

い。農家の白壁と神社の杜。こういった景観は日本人にとって「原風景」

のころで、田も山も一面の緑。ゆるやかな丘陵があらわれるだけで空が広

移動を拒んだ。棚倉城には蛇が多いからイヤだと言ったとか。十二代

を指示されたが、病気と称して浜松を動かず、幕府のお役をやめてまで

浜松藩主井上正甫は文化十四年（一八一七）
、十代城主として棚倉移封

やすちか

にあたるようで、なにやら懐かしい思いがしてくる。わずか東五十キロの

松平康爵は石見・浜田藩の藩主だったが、密貿易が発覚して毛利家以来

宿や本陣で宿泊を拒まれ、寺泊りの旅をしたという。
「失脚譜代大名の

しゅく

の由緒ある土地から棚倉転封を命じられた。その道中は犯罪人扱いで、

と首をかしげたから、知る人は少ないのだろう。古めかしい駅舎に中年

左遷地」といった見方は、このころに定着したらしい。

かこい

ざ

ま

本丸を囲んで六メートルあまりの土塁、まわりに内濠。かつては土塁の

上に多門と呼ばれる長屋のような囲があって、壁に矢、鉄砲を打つ峡間が
す みやぐら

のついでに城跡への道をたずねると、
「国道を左にすすむと見えてくる」
。

四百あまり。角櫓は二階式が東西南北に一つずつ、
外濠に面して追手門、

れば預かるとのこと。これ幸いとリュックを預け、手にカメラ一つ。こと

の駅員がひとり。コインロッカーがないとわかり思案していると、よけ

福島県東白川郡棚倉町。旅好きの友人にたずねても、
「たなぐら？」

た な ぐ ら まち

海岸の原発事故で、多くの人が町を捨てたなどと想像もつかない。

まさもと

いちばん心地よいらしく、少し眠いような夢見ごこちにつつまれる。初夏

その少ない方に揺られていた。目ざす「いわきたなくら」までは五十キ

あらつち

「ひたちおおみや」
「ひたちおおた」と変わり、この路線が旧の磐城と常陸

ＪＲ水郡線は郡山を発つと、広い郡山盆地を南に進む。
「いわきもり

第51回

なるほど、すぐにうっそうとした古木と濠のわきに来た。

あの町この町 51
「そこそこ」の哲学—— 福島県棚倉町
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連載Ⅰ
あの町この町

北門、南門などがあった。
外濠は埋め立てられたが本丸跡はよく残っていて、土塁の長
さ約六百メートル、グルリと一周できる。古木がていていと枝
をのばし、眼下は深い濠で、涼しい風が吹いてくる。本丸屋敷
跡の古風な建物は図書館だったが、新しくよそにつくられて
取り壊しになる。隣合って資料館があったが、３・ の大地震

右・中央やや下に棚倉藩。『 大日本行程大繪図 』（天保十四年刊）
より

「食べ物屋も飲み屋も安いですヨ」

ちゃんと立ちゆく。欲を出す店はつぶれていく。おばさんの目は、小さ

ボッたりは決してしない。利 益はそこそこにしてつづけていると、

って日本武尊にまつわる古社が上の宮、中の宮、下の宮と三つあり、お

な町のあり方とモラルを正確に見つめている。

外の一つを訪ねるにはタクシーが必要だが、あいにく大きな葬式があっ

とされてきて、四百年つづく伝統行事の御田植祭が伝わっている。都々

南の郊外の八槻都々古別神社は拝殿、本殿とも雄大で美しい。農の神

古別三社の中の宮にあたり、ことのついでに西の郊外の上の宮、馬場都々

古和気神社に寄ってもらった。唐破風の拝殿が壮麗で、樹齢数百年の大

木がまわりを取り巻き、陸奥一ノ宮の風格をただよわせている。

そうだ。おばさんによると、
「そこそこ」に暮らしていると、暮らしてい

「さあ、なんのことですかなァ」

つこわけ」とはどういう意味か。

同じ「こわけ」でも、上の宮は古和気、中の宮は古別。そもそも「つ
ける。よくわからないが、地道に暮らすということなのだろう。

在で、人口一万五千とちょっと、
「へりもせずふえもせずというとこ」だ

お茶をいただきながら、おしゃべりをした。今年（平成二十四年）現

「のんびりした町ですね」

台が会葬のあいまに抜けて来ることになった。

て出払っている。町内の詰所のおばさんがテキパキと無線をとばし、一

や つき

いしい空気と水の地に古くから人が住んできたことが見てとれる。郊

やまとたける

豊かで、大らかな山河に恵まれ空気がうまい。町には都々古別神社とい

つ つ こ わけ

西南には八溝山、東は阿武隈高地、郡名に「白川」をもつように水が

や みぞ

「―― さあ“たなぐら”で思いっきり深呼吸して下さい」
。

ツと文化と健康をテーマにした体験型リゾート地」ともある。

うだ。
「豊かな自然と歴史に恵まれた六万石の城下町」
「スポー

絵地図に大きく掲げてあって、町のキャッチフレーズのよ

「昔日の浪漫あふれる城下町」

ベンチ一つないところを見ると、あまり使われていないらしい。

は、
この方おひとり。土塁は格好な散歩コースと思えるのだが、

老人がひとり黙々と球をころがしている。城内で見かけたの

で半壊、ひと足先に撤去された。北寄りがゲートボール場で、

11

34

棚倉町・現代エリア

う

か

タクシーの運転手は顎を撫でながら、のんびりと答えた。この辺りは

「つつこわけ」が神社の本筋だそうだ。

町内には弘法大師ゆかりの山本不動尊をはじめ、宇迦神社、白河国

の開拓にかかわる地蔵尊、僧行基が刻んだ観音菩薩をいただく常隆寺、
し

え

さらに蓮生寺、長久寺、蔵光寺……。城下町におなじみで、寺がちら

ぎょくしつ

ばっている。
「紫衣事件」といって、紫衣着用の勅許をめぐり幕府と朝廷
たっきょ

が対立した際、幕府に抗議した玉室和尚が流罪になり、棚倉藩に配流さ
れたときの謫居跡もある。

ＪＲの線路をはさんで西側を歴史エリアとすると、東側は現代エリア

で、文化センター、総合体育館、町民プールのほか、第三セクターリゾ

ート「ルネサンス棚倉」がゆるやかな丘陵にひろがっている。いわく、「ス

ポーツもカルチャーも保養も研修もすべて引き受ける超多才テーマパ
ーク」
。

さしあたり車で一巡したが、おそろしく広い。レストラン、売店をそ

なえたホテルを中心に、インドア温水プール、クアハウス、野外ステージ、

コテージ１号・２号、バンケットルーム、客室、宴会場つき新館パルテノン。

乗馬施設は野外コースのほか、八百平方のインドア乗馬コースもそなえ

ている。テニス場はインドアコートを含めて全三十面。人口一万五千規

模の町で、はたしてこれだけ巨大な施設を維持できるものか？
「そこそこにやってるようです」

運転手によれば、高校や大学の体育団体が研修、合宿にやってくる。

パルテノンでは会議、結婚式、パーティ。ただ乗馬施設は馬に手を焼い

ている。コースは整備したが、馬の世話までは考えていなかった――。

「ルネサンス」の名づけは共同出資の社名からだが、町としては「再生

（ルネサンス）の意味」をこめてのことだろう。リゾートとスポーツ、さら

にカルチャーとゴルフとアーチェリーを併合させた。文化センターは「倉

美館」といって、目をむくように大きい。レストランで玉どんをいただき、

あの町この町 51
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棚倉町・歴史エリア

とおとうみ

クアハウスの湯につかりつつ、六万石城下町と現代版再生システム共存の
難しさを思いやった。

十代城主が幕府内の出世を棒に振ってまで棚倉を拒んだのは、遠江

浜松からすると、北の陸奥は地の涯のような気がしたのではなかろうか。

十二代の松平は、たしかに不祥事で浜田から転封になったが、密貿易は

当時、西国・九州の藩はどこもやっていたこと、隠密に見つかったのが

不運にすぎない。浜田は六万一千石、そのころの棚倉は六万四百石、禄

高もほとんどへらされていないのだ。運を変えるつもりがあったのか、

藩主松平は山本不動尊に開運祈願の石灯籠を寄進。そのせいか三代の

ちの十五代城主のとき、めでたく川越に移った。このとき棚倉の禄高

八万四百四十三石。幕末最後の阿部氏は十万石で城主となっている。

水ゆたかで丘陵は開拓しやすく、蛇が多いどころか、いろいろな産物
のみのる土地なのだ。

その伝統はいまなお脈々と生きており、棚倉町物産振興会発行の「物

かんせい

産ガイドブック」には、
「自然と歴史に育まれた自慢の逸品」がつまって

いる。つぶあんであまみをおさえた玉屋の大福、素材にこだわった甘盛
く げた や

堂のいちご大福、昔なつかしい丸石のおばけせんべい、創業文化年間、

ふ くにぎわい

伝統の味は久桁屋入野堂の羊羹、ほどよい甘さ、おばまやのまつたけ

こん

最中。辛党には今年が創業百年、藤田屋本店の福賑栄、自然の風味その

まま、大木酒店の粕漬。ほかに家伝「つるりん蒟」の小松屋本家、山里

かんもく

の味、金子のじねんじょ、変わり種には日本メグスリノキ本舗謹製、落

葉高木メグスリノキを原材料にした健康茶「肝目メグスリノキ茶」
。

平和な町だが、幕末は大きく揺れた。水戸で旗上げした天狗党が筑波

山にこもったとき、棚倉藩も出兵、八溝山へ逃れてきた残党を西の山間

ぼ しん

で処刑した。幕府の命令で余儀なくの思いがあったのか、藩主は三界万

霊塔を建立して弔った。慶応四年（一八六八）の戊辰戦争にあたり、東

北の大半の藩がそうであったように去就に苦慮した。はじめは官軍に兵
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いつのまにか黒雲に覆われていて、やおら大つぶの雨が落ちてきた。た

お う う えつ

を出したが奥羽越列藩同盟が成立するやこれに加わり、白河城を中心に

ちまちそれが、しのつくような雨になった。

合ではないという。今朝早くにもいちど豪雨があって、土が湿っている。

駅舎にいるので、ときならぬ大雨をおもしろがっていると、そんな場

して激しく戦い、多数の死者を出した。ついで官軍の棚倉城総攻撃。城
は落ち、周辺の古町を焼失。
しかし、遠い昔ばなしである。城跡の南が旧の町筋で、そこそこの哲学
店が健在である。どこかで見たことのある建物だと思ったら、川越の「時

ことを示していた。あと五分もすればやってくる。しのつく雨とはいえ、

まさかと思った。改札口の上の表示は、電車が一つ手前の駅に着いた

線路の冠水と運転中止が心配だ ――。

の鐘」を模したもの。川越市と友好都市を結んだ記念というが、大よろ

これぐらいで運転を止めていたら、のべつ中止になるだろう。たしかに

を商いに生かしているのだろう、シャッター街にもならず、昔ながらの

こびで去っていった藩主の移り先と友好を結ぶところがなごやかである。

そうだが、棚倉近くは冠水常習地で、どこかがつかったら最後、運転

電車が来た。雨を払ってとび乗った。心配げに雨を見上げている駅

できないという。

初夏なのでめだたないが、
いたるところに桜の古木が列をつくっている。
中世に館のあった公園、
棚倉城跡、
一里塚に添えられたしだれ桜、
所々方々
の神社や仏閣、春になると町中が薄紅色に染まるにちがいない。

心配症の駅員さん ―― と思いかけた矢先、車内放送で運転中止が告げ

員をのこして、こともなく発車。やみはしないが、ひどくもならない。

ポットにあたるところも、ごく自然のままにのこっている。その上で矛盾

られた。冠水の個所を超スローで通過して、磐城石川駅どまり。ＪＲが

およそ知られることの少ない町だが、観光ズレしていなくて、観光ス
したことを言うようだが、せめて駅にはコインロッカー、城跡にはベンチ、

用意するタクシーに乗り換えてほしい。

走った。おかげで途中に猫啼という奇妙な名前の温泉があるのを知った。

ねこなき

そんなわけで見知らぬ人とタクシー相乗りで、国道１１８号を北に

おしゃべりに余念がない。

校生だった。中途運休には慣れっこのようで、アナウンスを聞き流して

それでわかったが、乗客のうち一般客は四人だけで、あとは通学の高

要所に簡単な道しるべが欲しいものだ。現代エリアの何百分の一かの予
算で歴史エリアが活気づき、その活力が「自慢の逸品」にも及ぶのでは
あるまいか。
車をとめ、自動販売機でジュースを買った若い男女が、ストローでジュ
ースを飲みながら、大きな絵地図を見上げていた。
「ムカシビの……」

相乗りした男性によると、和泉式部のペットにちなむそうだ。木につ

ないでいってしまったので猫がなきつづけ、その木の根かたから湯が湧

男が言いかけ、女性が「セキジツ」と訂正した。
「つぎは？」

き出したという。

（いけうち おさむ）

の旅の終わり、思いがけないことで何やら得をした気分だった。

その人は少し上手の母畑温泉が猫啼よりも好きだそうだ。そこそこ

ぼ ばた

「ま、たしかなことはわかりませんがネ」

「ロマンかな ―― たぶん」
苦心のキャッチフレーズだろうが、格式が高すぎて、いまの若い人に
は少々無理なようである。
午後の便で郡山へ出るつもりで早目に駅にもどってきた。預かっても
らったリュックのお礼を述べていると、
駅員が心配げに空を見上げている。
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三 年後のキリマンジャロから

旅行作家

山口 由美

当時、お客の少ないロッジは、村人のたまり場になっていて、たき火

にあたりながら彼らとよく話をした。ロッジで手配してくれたコーヒー

そのメンバーの中にエリサンテという若者がいた。トウキョウでは、三分

農園の村と滝を巡るエコツアーにも大勢の村人がぞろぞろとついてきた。

タンザニア、キリマンジャロの山麓にある「マウント・キリマンジャロ・ビ

おきに電車が走るという話をしたら目を丸くしていた。

帰国後、フィリップよりも頻繁にメールをよこしたのは、このエリサンテ

近況を報告しながら、三回に一回は、遠回しに金の無心をする。でも、

だった。彼は、その年の秋から麓の町のカレッジに入学したとのことだった。

二〇〇九年七月のことだ。開業は二〇〇六年というが、当時は、まだまだ

トリップアドバイザー でマウント・キリマンジャロ・ビュー・ロッジが

になってからのことだ。

キリマンジャロの麓から時々届く便りに劇的な変化が訪れたのは、今年

こちらが取り合わないと、また忘れたように別の話題を振ってくる。

地球の裏側から来た客がよほどうれしかったのだろう、最後の夜、太
鼓をボンゴボンゴとたたきながら「ユミとタケシ（カメラマンの名前）を
たたえる歌」を即興で歌ってくれた感動は忘れられない。

国立公園内の十一軒の宿の中で一位になったとの知らせが届いたのである。

投稿による評価は必ずしも当たっているとは限らないが、世界の少なか

口コミ旅行サイトのトリップアドバイザーは、近年、急成長している。

をくれた。一度は金の無心をされ困ったこともあったが、しばらく無視

らぬ旅人が、旅行の計画を立てる時、これを参考にする。私もその例外

トリップアドバイザーで一位になる宿は、必ずしも有名な高級ホテル

していると、何事もなかったかのように「ジャンボ（こんにちは）！」と
やりとりは、いつしかフェイスブックに移行した。新年の挨拶、大震災

とは限らない。例えば京都では、
ぶっちぎりの一位をキープしているのは、

ではない。
の際、フィリップは思い出したように「ジャンボ！」と連絡をよこした。

またメールをよこすのだった。

短い滞在だったが、宿の主人のフィリップは、その後もしばしばメール

R

来二度目の日本人客として、最大級のもてなしを受けたのだった。

お客が少なく、私と同行のカメラマンは、貸し切り状態のなか、開業以

インタ ー ネット 上 での 出 会 い か ら、私 が この 宿 に 宿 泊 し たの は、

見える絶景の宿である。

ュー・ロッジ」だ。その名の通り、朝に夕にキリマンジャロの霊峰がよく

以前、
「インターネットと宿」と題して書いた時、取り上げた宿がある。

ソーシャルメディアが個性派宿の追い風に

連載Ⅱ
ホスピタリティーの
手触り 72
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ホテル ムメという祇園にあるたった四室しかないデザインホテルである。

フィリップとテーブルを囲みながら、どうやってこの宿の存在を知らせ

を果たしたのだ。三年前、
お客のいないがらんとしたダイニングルームで、

たらいいかと、真剣な表情で相談を持ちかけられたことを思い出す。

いつも三カ月くらい先まで空室がないほど、混んでいる。
マウント・キリマンジャロ・ビュー・ロッジもそうした人気宿の仲間入り

もともと手作りの小ぎれいなコテージは居心地よく、キリマンジャロ

の絶景は素晴らしかった。写真のたくさん掲載されたホームページの出

来もよかった。ただ、それを広く告知する方法だけがなかったのだ。昨

今のソーシャルメディアの普及は、そんな彼の悩みを解決したのである。

誇らしげに報告するフィリップは、もう金を無心してきたころの彼で
はなかった。

カレッジを卒業したエリサンテからも報告が届いた。フィリップのロッジ

が成功を収めたのを見ての決心なのか、エコツアーの会社を始めたと
のことだった。

つい先日もフェイスブックにマウント・キリマンジャロ・ビュー・ロッジの

ページを設けたとの連絡があった。今や世界七十五カ国からのゲストが

いるという。せっかく高い評価を受けているのだから、宿のホスピタリ

ティーをもっと高めなければ、との決意が熱く語られていた。私は三年
の月日を改めて感慨深く思った。

今年のロンドン五輪は、ソーシャルメディアが普及した初めての五輪と

いわれた。フェイスブックやツイッターを通しての選手の生の声は、新鮮

な感動を私たちに与えてくれた。一方、不適切な発言で選手が追放され

る事件もあって、ソーシャルメディアの功と罪を映し出す結果となった。

ホスピタリティー産業におけるソーシャルメディアの功と罪は何なの

か。この答えはこれから姿を現すのだろう。だが、少なくとも個性的で

良心的な小さな宿にとって、追い風になることは確かだ。エリサンテの

会社のフェイスブックも始動した。さらに三年後、キリマンジャロの麓の

「友だち」はどんな未来をつかむのだろうか。

（やまぐち ゆみ）

ホスピタリティーの手触り 72
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（トリップアドバイザー®提供）
マウント・キリマンジャロ・ビュー・ロッジから朝な夕なに霊峰キリマンジャロを眺める

旅の図書館 掲示板

新着図書紹介

全国各地で観光を通じた地域振興の取り組みが進むなか、町の歴史を伝える土

なりわい

蔵も貴重な観光資源として脚光を浴びる時代を迎えている。喜多方市や栃木市、

川越市などにおける近年の取り組みは、地元の風土や歴史の上に成り立つ生業や

『京都土壁案内』
（塚本由晴・森田一弥著、学芸出版社）は、書名の通り、京都の

暮らしこそが、地域観光の原点であることを思い知らされる。

魅力をひもとく京都の建築・街歩きガイドだ。東本願寺のなまこ壁や京都御所の

町を歩きながら、寺社や茶室から土塀に至るまで、長い歴史を刻んできた土壁の

あさ ぎ

筋塀、祇園・一力亭の赤土壁などとともに、下御霊神社の土蔵についても丁寧に

じゅらく

説明されている。聚楽土、稲荷

さび

山黄土、九条土、桃山土、浅葱土、

錆 土など、豊かな土に恵まれた

京都ならではのユニークな土壁文

化を知ることは、各地で土蔵を

ベストリーダー （2012年4〜8月）
当図書館への来館者によく閲覧されている本を紹介。
【旅行ガイドブック部門】
海外旅行では、
・
『地球の歩き方フランス2012-13』
（ダイヤモンド・ビッグ社）
・
『地球の歩き方MOOKパリの歩き方2012‐13』
（同）
・
『るるぶフランス2012-13』
（JTBパブリッシング）
国内旅行では、
・
『まっぷる秋田2013』
（昭文社）
【一般読み物部門】
・
『日本の聖地ベスト100』
（植島啓司著、集英社新書）
・
『LCCの使いかた』
（イカロス出版）
・
『ろばのいる村』
（西出真一郎著、
作品社）

見る楽しみも深めてくれそうだ。

利用状況

A5判 144ページ
定価 1,900円
学芸出版社

（挑全）

-

本書『新たな集客に挑む！ インバウンド ＢＵＳＩＮＥＳＳ』
（日本観光振興協会）

じめ広く産業界に提供し、産業連携によるインバウンド市場拡大の重要性を編集コ

は、外国人旅行者への対応の多様な事例を紹介し、そのヒントを国内の観光産業は

ンセプトとしている。ＰＡＲＴ １
-では、今後の観光振興に重要な役割を担う、流
通・飲食等を含む二十五の組織への取材で取り組み事例が紹介され、各組織のビ

ジネスのポイントは参考になる。ＰＡＲＴ ２
-では、実際にお客様と接する際の基

関係者に参考になる。ＰＡＲＴ

４資料編（付録ＣＤ Ｒ
-ＯＭに収
録）のＰＯＰやメニュー表作成の

ための四カ国語（英・韓・中〔簡体・

繁体〕
）のツールからは、受け入れ

環境をより良くしたいという発

行者の意図がうかがえる。
（片桐）

本が簡潔に表現され、ＰＡＲＴ ３
-は国・地域別に宗教・国民性等の留意すべきポ
イントを解説。イスラム教徒やベジタリアンが口にできない食材の記述は「食」の

B5判 180ページ
定価 1,300円
日本観光振興協会

特別展示のご案内

東京駅からのまち歩き

2012年10月1日
（月）
〜 2012年11月30日
（金）

2007年にキャッチフレーズ「東京駅が、
街になる。
」で始ま
った東京駅再開発事業が、
2012年10月に一つの大きな節目
を迎える。1914年に開業した東京駅丸の内駅舎（赤レンガ
本駅舎）
の保存
『復原』
がいよいよ完成するのだ。
同駅舎の
完成は「東京の玄関口が生まれ変わる」
「東京に新しい風
景が誕生する」
「かつてないほどの規模で歴史的建造物が
復元される」等のさまざまな意味合いを持つが、
普段何げな
く通り過ぎてしまう駅構内やその周辺をじっくりと探索する、
またとない機会になるだろう。

館 長 の つ ぶ や き

本展では、
「東京駅からのまち歩き」
をキーワードに、
東京
駅とその周辺地域
（丸の内、
八重洲、
日本橋等）
の歴史、
建

日本政府観光局（JNTO）の方が来館。JNTOニューヨーク

築、
街並み、
宿泊施設等、
さまざまな切り口から選んだ図書

（NY）事務所60周年記念の記事のため、
当時一体だったJTB

（
『鉄道と街・東京駅』
（三島富士夫
や稀覯書を展示します

のNY事務所とJNTO=JTA日本観光宣伝事務所の写真等の
情報をお探しとのこと。社の50年史と70年史をご案内したが、
後日倉庫より、社の米国法人の20年史と写真も見つかった。他
にはない情報が、旅の図書館にならある、
という蓄積の重要さ。

き こう

著、
大正出版）
『
、東京駅の建築家 辰野金吾伝』
（東秀紀
著、
講談社）
『
、大名小路から丸の内へ』
（玉野惣次郎著、
菱
芸出版）
等。
ぜひ当館を訪れて「東京駅からのまち歩き」
に

東京、
そしてNYで、
インバウンド観光に従事した忙しい日々がよ

お出掛けください。

みがえった。

＊詳細は、
ホームページhttp://www.jtb.or.jp/旅の図書館・インフォメーションへ
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■地域の
“とがった”に学ぶ インバウンド推進のツボ②
昨年発行の『 地域の
″とがった〟に学ぶ インバウン
ド推進のツボ』の続編。今回は主に資源の見つけ
方や生かし方に関する
″とがった〟を中心に取り
上げています。二〇一二年五月発行。

次 号 予 告
●観光地の競合環境のグローバ
ル化が進む状況下、より効果的・
効率的な観光施策を展開するために、科学的アプローチによ
る観光政策や観光地の状態の客観評価（指標の利用）が注
目されています。持続可能性指標の活用については、海外を
中心に研究と実践が重ねられてきていますが、国内での実績
は皆無に等しいといえるでしょう。次号の特集では、その方法
論を探り、有用性の検証を試みます。

当 財 団からのおしらせ

編 集 後 記

◆
一月、四月、七月、十月の季刊誌としての改訂版
「観光文化」第一号をお届けしました。
◆当財団がお付き合いさせていただいてきた地
域の方々からのご寄稿やインタビューを通じて、
地域活性化につながる概念とされる「観光ま
ちづくり」
「観光地づくり」について考察する
特集にしました。
「特集テーマからの視座」で
研究調査部梅川が担当として考えを述べさ
せていただきました。今後、研究員が交代で
担当分野から特集を組んでまいります。
◆
「研究成果の紹介」では調査研究を通じて当
財団研究員が知り得た知見の一部をご紹介、
「 ＪＴＢＦ通信 財団 活動のいま…」では当
財団の最近の活動状況をご紹介させていただ
きます。
「旅の図書館掲示板」
上で、
新着本紹介に加え、旅専門の当館
がどのように利用されているか、普
き こう
段目に触れることのない稀觀本をご
覧いただく特別展示（二カ月間）の
企画等を紹介します。
（次号以
◆表紙写真や「風致探訪」
降に掲載）で写真家樋口健二氏に、
レンズを通した各地の素晴らしい風
景を文とともに紹介していただき
ます。連載Ⅰ「あの町この町」では、
ドイツ文学者・エッセイスト池内紀
氏が各 地に足を運ばれる一歩一歩
から見え感じたことを、歴史にも
触れながら紹介していただきます。
連載Ⅱ「ホスピタリティーの手触り」
の旅 行 作 家山口由 美氏は、日本・
世界各地を訪れて自身の感性から
気づいたことや経験を通じて、人々
にとっての心地よさにつながるヒント
を示唆してくれます。 （片桐）

観光文化215号やバックナンバーをPDFで閲覧できます。
URL：http://www.jtb.or.jp/publishing/index.php?content_id=5

「シンポジウム・セミナー開催のご案内」
●
平成 年度 観光実践講座
「人を活かし、
まちを活かす観光の考え方 〜 見えない価値を
見せる『まち歩き』の実践」
二〇一二年十一月八日（木）〜九日（金）
会場：当財団大会議室（朝日生命大手町ビル 階）
今年は各地で人気が高まる「まち歩き」に着目します。それ
は単に点から点への移動ではなく、ガイドさんとぶらぶら歩き
ながら地元の人と話し、食べ、笑う ︱︱ その時間、その空間（ま
ち）を楽しんでもらう観光です。特別講師に「長崎さるく博」
「大阪あそ歩」
（第４回観光庁長官表彰受賞）を仕掛けたプロ
デューサーの茶谷幸治氏を招き、また、住民主体の各地のまち
歩き事例を取り上げます。“見えない価値を見せる「まち歩
き」”の意味を一緒に考え、実践に役立つヒントをお持ち帰り
ください。
「まち（都市）
」限定ではなく中山間地にも応用で
きる内容です。詳しくは当財団ホームページへ。

当財団ホームページＵＲＬ

http://www.jtb.or.jp/

●
第 回旅行動向シンポジウム
二〇一二年十二月十二日（水）午後
会場：フクラシア東京ステーション（朝日生命大手町ビル５階）
二〇一三年の旅 行マーケットの見通しを発 表 する年 末 恒例の
シンポジウムです。テーマ等の詳細が決定しましたら当財団
ホームページに掲載いたします。

17

■訪れるに値する価値を自ら創る
〜今、求められるビジットデザイニング発想
当財団主催「第二十一回旅行動向シンポジウム」採
録集。シンポジウムでは、
「 インスブルック長期滞
在の旅」という三十日間一カ所滞在型の旅行商品
を成功させた㈱ワールド航空サービス・菊間潤吾
社長、日本にキャニオニングという自然を生かした
新しいアクティビティーを導入した㈱キャニオンズな
どの事例から見えてくる時代の読み方、価値創造の知恵や発想の方法について、
マーケティング・コンサルタントの谷口正和氏に解説していただきました。重要
なのは、観光に関わる一人ひとりが、人生という
″時間〟にもっともっと敏感にな
り、旅を通してすてきな時間の過ごし方や生き方を提示し、訪れるに値する
価値を創り出す
″ビジットデザイニング〟発想です。二〇一二年六月発行。
■マーケット・インサイト ２０１２（日本人海外旅行市場の動向）最新刊
日本人海外旅行マーケットの構造的な変化とその
要因を詳細に解説したレポート。二〇一一年の最
新市場動向をカバー。当財団の独自調査を基に、
変化の下に働く中・長期的ダイナミズムを明らか
にしています。日本語版、英語版あり。二〇一二
年七月発行。
■自主研究レポート２０１１／２０１２
当財団が自主事 業の一環として取り組んでいる自
主研究の成果をまとめた論文集。観光を取り巻
く領域はさらに広がり、多様な観点からの議論が
行われています。そうした流れを反映し、温泉地
の住民意識を通して今後の温泉地の在り方を探
る研究や、観 光地を訪れた観 光客の「感情」や
満足度の調査を競争力の高い観光地づくりにつなげる研究など、
新しいアプロー
チを試みた研究も収録。併せて当財団が主催する研修事業（セミナー、シン
ポジウム等）や出版・広報の概要についても紹介。二〇一二年八月発行。
※当財
 団出版物のご注文はホームページからお願いします。
担当：公益財団法人日本交通公社 観光文化事業部
電話 ０３・５２５５・６０７３ http://www.jtb.or.jp
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Cover Story
八幡山山頂に郡上八幡城が聳え立つ。急坂を上っていくと
目に鮮やかな紅葉が白壁とマッチして美しい光景を醸し出す。
城の最上階からの町並みが歴史を感じさせて清々しい。
（Photo and Words by 樋口健二）

機関誌

観光文化 第215号
第36巻5号通巻第215号

発行日： 2012年10月10日
●

発行所： 公益財団法人  日本交通公社
東京都千代田区大手町２–６–１
朝日生命大手町ビル17F
〒100 -0004 K03–5255–6071
http://www.jtb.or.jp
編集室： 東京都千代田区大手町２–６–１
朝日生命大手町ビル17F   観光文化事業部内
〒100 -0004 K03–5255–6090
http://www.jtb.or.jp/publishing/
編集人： 片桐美徳
発行人： 志賀典人
●

制作・印刷： 株式会社 REGION
禁無断転載
I S S N   0 3 8 5 - 5 5 5 4

