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理事・観光政策研究部長

めい び

岸部まで迫っており、風光明媚なリ

アス式海岸が形成されている。

歴史的文化的に伊勢神宮とのつな

しんせん

がりが強く、古くから鳥羽で取れた

水産物を伊勢神宮に神饌として奉納

する関係が続いている。

鳥羽観光発展の経緯

鳥 羽 観 光 の 歴 史 を 振 り 返 る と、

１９００年代から徐々に旅館が増え

始め、１９３７年（昭和 年）に鳥

源的にも立地的にも恵まれた観光地

なって取り組む鳥羽市の観光地経営

進計画」を策定しつつ、官民一体と

うになるなど戦前から観光誘客の取

変更して誘客宣伝事業を実施するよ

羽保勝会が鳥羽観光協会へと名称を

光基本計画」
「漁業と観光の連携促

特Ａ級 （注１）の観光資源を持ち、豊

であると言 える。にもかかわらず、

の地道な取り組みを紹介したい。

２時間程度の距離にあり、まさに資

かな自然美あふれる伊勢志摩国立公

近年は観光客数の減少傾向が続き、

鳥羽市は近隣に伊勢神宮という

園や、ミキモト真珠島や鳥羽水族館、

観光の現状は必ずしも芳しいもので

戦後は、１９４６年（昭和 年）に

り組みがなされていた。

海の博物館など観光施設にも恵まれ

はなかった。
２０１３年（平成 年）
、伊勢神宮
で１３００年以上続く 年に１度の

鳥羽市全域が伊勢志摩国立公園の指

定を受ける。１９５１年（昭和 年）

摩サミット）の開催が２０１６年（平

般、第 回先進国首脳会議（伊勢志

は久しぶりに増加した。さらに、先

「式年遷宮」が執り行われ、観光客数

離 島と半 島 部から構 成されている。

答志島・菅島・坂手島の４つの有人

熊野灘に面しており、市域は神島・

半島北部に位置し、
伊勢湾と太平洋・

鳥羽市は、三重県 東 端部の志摩

１９５５年（昭和

業 な ど を 公 開 す る よ う に な っ た。

開島し、真珠 養殖の過程や海 女作

新行楽地・御木本真珠ヶ島」として

にミキモト真珠島が「自然と科学の

年）には鳥羽水

成 年）５月に決定した。

鳥羽市の地勢と
歴史文化

ている。また、伊勢エビやアワビを
はじめとする海の幸など食の楽しみ
も豊富にある。さらに名古屋・京都・
大阪という大都市圏から直通列車で

21

26

25

20

本稿では、こうした国際的なイベ

り、市域の多くは 急 峻 な山地とな

平地は海岸線沿いにのみ分布してお

珠島～水族館という観光ルートが定

族館がオープンし、鳥羽湾巡り～真
きゅう しゅん

ントを目前にした鳥羽市が、観光を

着していった。

42

っている。また、海岸線は山地が海

30

鳥羽市
三重県
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観光研究最前線

ら訪れる観光客を伊勢志摩へ誘致す

鉄が大阪万博の開催を前に、全国か

である。特に交通アクセスの面で、近

したのは１９７０年代に入ってから

観光地としての発展が急速に加速

るようになった。観光施設としては、

伊勢志摩国立公園の自然美が楽しめ

台が完成し、自動車時代に対応して

（２００６年に無料化）と鳥羽展望

観 光 有 料 道 路であるパールロード

成６年）に６６０万人を記録して以

観光客数についても１９９４年（平

数が大幅に落ち込み、鳥羽市全体の

はこうした大型観光施設の入込客

しかしながら、バブル経済崩壊後

うした状況を踏まえ、民間事業者に

来減少傾向が続いていた（図１）
。こ

１９７１年（昭和

年）に鳥羽駅近

るため、鳥羽方面への鉄道整備に力
くに海の博 物 館 （ 注 ２）が開 館した
１９７０年代後半か

づいた観光振興に着手するようにな

観光課を創設し、観光基本計画に基

よる取り組み （注３）に加え、行政は

らは、旅館・ホテルの

った。

『 第１次観光基本計画 』の策定

観光基本計画に
基づいた
観光政策の実現

新築や増改築が活発化
するとともに、民宿が
大きく増加した。民宿
の増加は鳥羽地区だけ
でなく、南鳥羽の漁村
集落や離島でも進めら
れた。

など、鳥羽観光を牽引

１００万人を突破する

わずか３カ月で入場者

新水族館として移転し、

２年）に現在の位置に

は、１９９０年（平成

施設である鳥羽水族館

重要性を認識し、積極的に関与する

組みは行政が鳥羽市における観光の

てきた部分が多かったが、この取り

民間事業者の努力によって支えられ

た。鳥羽 観 光の歴史を振り 返ると、

２００８～２０１５年度）を策定し

『鳥羽市観光基本計画』
（計画期間：

鳥羽市では市 制施行 後初となる

と実践

する重要な施設として

姿勢を示すものと位置づけられる。

鳥羽を代表する観光

の役割を果たしてきた。

出典：鳥羽市観光統計をもとに（公財）日本交通公社作成

鳥羽市宿泊者数（人泊）

鳥羽市観光客数

1
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（１９９２年に現在の場所に移転）
。

鳥羽市中心部と鳥羽湾の風景（写真提供：鳥羽市）

を入れることとなったことが大きい。
さらに１９７３年（昭和 年）には
48

図１ 鳥羽市の観光客数と宿泊者数の変遷
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図２ 近年の取り組み－観光基本計画の目標年次

本計画では、
「国際観光時代をリ
ードする“海洋文化都市”の形成」

『 第２次観光基本計画 』の策定

――「鳥羽うみ文化」の継承と

され、計画の実現を忠実に担保すべ

る観光産業の持続的発展」が目標と

「自立自走できる地域経営の核とな

アーの拡充など一定の成果を上げる

の拡充、エコツアーなどの着地型ツ

観光資源の掘り起こしや観光ガイド

『第１次観光基本計画』によって、

創造を目指して

く『アクションプログラム』
（前期２

年）に伊勢神宮式年遷宮を

ことができた。しかし、２０１３年
（平成

鳥羽市観光基本計画策定の前年

ラリンピック東京大会」の開催が決

大や「２０２０年オリンピック・パ

は全国的な訪日外国人観光客の増

状況が続くと予想される中、一方で

終え、今後、鳥羽市にとって厳しい

25
である２００７年（平成 年）に鳥

入湯税の導入

きた（図２）
。

民一体となった観光振興が行われて

カ年・後期５カ年）が策定され、官

「皆が幸せを感じる、やさしい鳥羽」

3

羽市は入湯税を導入した。同 年 策

定するなど観光を巡る状況の変化が

そこで、
鳥羽市では２０１４年（平

予想されている。
に基づいて入湯税の７割を鳥羽市観

成 年）に観光基本計画の見直しと

の貴重な財源として計画的に用いら

り、目的税である入湯税が観光振興

れた事業」に限定して活用されてお

「アクションプログラムに位置づけら

光地の姿を共有し、それを実現する

めだけではなく、将来目指したい観

計画では、産業振興や課題解決のた

の連携・協働によって実施した。本

したい観光地の姿を定めるためには、

ための計画が検討された。将来目指

立教大学、
（公財）日本交通公社と

２０１６～２０２５年度）の策定を、

『第２次観光基本計画』
（計画期間：

26
れている全国でも極めてユニークな

この鳥羽市観光振興基金の使途は、

に還元している（図３）
。

源保護のために鳥羽市温泉振興会

光振興基金に繰り入れ、３割を鉱泉

定した「鳥羽市観光振興基金条例」

19

後期アクション
プログラム
（2022～2025年度）
中期アクション
前期アクション
プログラム
プログラム
（2016～2018年度）（2019～2021年度）
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後期アクションプログラム
（2011～2015年度）
前期アクショ
ンプログラム
（2009～
2010年度）

2026

2025
2024
2023
2022
2021

2020
2019
2018
2017
2016

2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006

2005

第1次鳥羽市観光基本計画
（2008～2015年度）

第2次鳥羽市観光基本計画
（2016～2025年度）

入湯税導入（2007）
観光課設置（2009）

出典：第2次鳥羽市観光基本計画をもとに（公財）日本交通公社作成

テーマ別戦略プロジェクト
1 鳥羽市全体における鳥羽うみ文化ネットワーク構想

3 芸術を活かした観光振興

2 漁業と観光の連携

4 インバウンド受入推進

エリア別戦略プロジェクト
1 中心市街地の賑わい・魅力創出
2 新たな島旅の推進

会議による議論が重ねられている。

戦略8
観光推進体制の構築

・観光推進体制の強化と構築
・計画の見直しと評価
・観光統計の充実
・観光財源の確保と有効な活用
・観光産業活性化と人材育成
・市民の参画を促す

4

アクションプログラムでは、前述し

観光基盤整備

戦略7
観光基盤の充実・強化

年度（２０１５年度）
、事業検討アド

主要施策
・バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進
・観光地としての防災対策の強化
・周辺地域との連携による観光ルートの構築
・鳥羽までの交通および域内交通の改善

きプロジェクトが「戦略プロジェクト」

基本戦略

出される独特で特徴ある“海そのも

・鳥羽市内での情報提供を強化する
・外部に対する適切な情報発信を行う

地域の核となる「個性」を明確にし、

戦略6
鳥羽を発信する

バイザー会議、および事業検討市民

・外国人観光客に魅力的なコンテンツを創り出す
・外国人観光客の受入態勢・環境を整備する
・外国人観光客が訪れやすい環境を作る

として６つ位置づけられた（図４）
。

戦略5
外国人観光客に魅力を伝える

の”と、その海を通じて生まれた歴

・中心市街地の景観を向上させる
・集落や離島の風景を活用する
・美しい景観を観光活用する
・自然環境を保護する

それを伸ばしていくことが必要であ

戦略4
美しい景観を提供する

史や生活文化、漁 業 文化などの総

・鳥羽らしい土産品・特産品を開発する

る。そこで、市民を中心とした３つ

・より魅力ある宿泊施設を目指す
・温泉地としての魅力も高める
・観光資源を創造的に活用する

『アクションプログラム』による

戦略3
鳥羽での滞在をより魅力的なものにする

されることで、各戦略プロジェクトは

・より魅力ある観光施設を目指す

体」
、すなわち「鳥羽うみ文化」で

・芸術・文化を活用する
・自然史を活用する

プログラム』を策定する予定で、今

「鳥羽うみ文化」の継承と創造

国際的な滞在拠点を目指した

・うみの文化を伝える
・歴史・文化・伝統を継承・活用する

戦略2
鳥羽うみの文化を伝える

30

の策定部会が設置され、
「鳥羽らし

・食に付加価値を付ける
・漁業や海女のなりわいを継承する

た６つの「戦略プロジェクト」を実現

戦略1
鳥羽うみの豊かな食を提供する

観光基本計画の着実な遂行

主要施策

あることが共有され、それを継承・

基本戦略

さ」とは何かについて繰り返し議論

目標像

するために必要な事業がリスト化さ

図４ 『第2次鳥羽市観光基本計画』の計画体系

鳥羽市では、計画初年度からスム

出典：鳥羽市提供資料をもとに（公財）日本交通公社作成

創造していくことこそが鳥羽観光の

消防施設

（1割／7割）

と検討がなされた。

環境整備

（1割／7割）

れるが、
前期（３カ年）
・中期（３カ年）
・

観光振興

（5割／7割）

策が定められ、重点的に取り組むべ

観光基本計画に
記載されている事業

ーズな事業展開ができるよう第２次

鳥羽市観光振興基金

目 標であると掲 げ られた。そして、

鳥羽市
温泉振興会

事業を通じた
観光客への還元

毎年入湯税の
7割を積み立て

その結果、鳥羽らしさとは「大小

入
毎年

後期（４カ年）
の３度にわたって策定

鉱泉源保護費

助
を補
3割
の
湯税

観光基本計画についても『アクション

鳥羽市
納税

８つの基本戦略のもとで の主要施

温泉宿泊施設
支払い

さまざまな島々を擁したり、内海と

観光客
（宿泊・日帰り）

外洋が交じり合ったりすることで創

図３ 鳥羽市の入湯税基金化の仕組み

出典：第2次鳥羽市観光基本計画をもとに（公財）日本交通公社作成
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伊勢神宮とのつながり
鳥羽観光の発展は、民間事業者によるさまざまな努

一途をたどり、再び500万人を超えるのは1984年（昭和

力に支えられてきた。それに加えて、近接する伊勢神宮

59年）のラッコブームの時であった。次の1993年（平成

の存在も忘れてはならない。2014年（平成26年）に鳥

5年）の式年遷宮については、その翌年を境に鳥羽市の

羽市が実施した観光動向調査によると、鳥羽市を訪れ

観光客数は減少を続け、2012年（平成24年）までその

る観光客の約５割が伊勢神宮を訪問しており、伊勢市

傾向が続いた（50ページ 図1）
。

の調査でも伊勢市を訪問する来訪者の宿泊地として鳥

一昨年2013年（平成25年）の第62回式年遷宮は記

羽市が選ばれている。おいしい海の幸と多種多様な宿

憶に新しいが、この年、鳥羽市の観光客数が対前年比

泊施設が“伊勢神宮への訪問と鳥羽市での宿泊”とい

16.1％増の478万人を記録し、宿泊客数についても対前

う観光行動を促しているのである。

年比17.0％増で201万人を達成したが、宿泊客数が200
万人を突破するのは2008年（平成20年）以来5年ぶり

鳥羽市の観光入込との関係を見ると、1973年（昭和

のことであった。

48年）の式年遷宮時は、その翌年に鳥羽市への観光
客数が初めて500万人を突破したが、その後は減少の

＜伊勢神宮参拝客・約150年間の推移＞
伊勢神宮の参拝客数の推移が下図のように明治から記録に残っていることは驚くべきことである（出典は伊勢市
ないぐう

げ ぐう

観光統計）
。第二次大戦前後の推移や式年遷宮の開催される20年に１回の急増、内宮と外宮の参拝客数逆転など
が明確に表されている（注４）。

伊勢神宮参拝客数の推移（明治、大正、昭和、平成）
第57回遷宮

16,000,000

第58回遷宮

内宮

第59回遷宮

第60回遷宮

外宮

計

第61回遷宮

第62回遷宮

14,204千人（平成25年）

14,000,000
12,000,000

8,031千人（平成24年）

10,000,000

8,590千人（昭和48年） 8,387千人（平成5年）

8,000,000

6,629千人（平成4年）

6,203千人（昭和47年）

6,000,000
4,000,000
2,000,000

２５年

２２年
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（出典：伊勢市観光統計）

1 2 5 5 6 6 8 10 12 12 13 16 17 17 18 18 19 21 25

第 回遷宮
宇治橋渡始式
第二次お木曳行事
第 回全国自然公園大会
第一次お木曳行事
愛知万博開催
中部国際空港開港
熊野古道世界遺産登録
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開業
みえスカイフェスタ開催
外宮神楽殿竣工
みえ歴史街道フェスタ開催
内宮御鎮座二千年
世界祝祭博覧会
志摩スペイン村開業
第 回遷宮
おかげ横町営業開始
鳥羽水族館新館開業
宇治橋渡始式
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Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ

4445484850 51 52

外宮御鎮座千五百年
パールロード開通
三重国体開催
第 回遷宮
南勢バイパス開通
大阪万博開催
宇治橋渡始式

伊勢道路開通
伊勢志摩スカイライン開通

3940

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

Ｓ
Ｓ

59

34

伊勢湾台風

58

伊勢市と改名
第 回遷宮

2830

宇治橋渡始式
御木本道路開通
終戦
伊勢電大神宮前廃線
第二次世界大戦
伊勢電（大神宮前～桑名）
参宮急行電鉄（上本町～宇治山田）
第 回遷宮
宇治橋渡始式

4 6 10 14 17 20 20 24

Ｓ

Ｓ
Ｓ

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

12

関東大震災

57

Ｔ

363839 42 4344 3 3

路面電車内宮まで開通
第一次世界大戦
度会橋架橋
御幸道路開通
第 回遷宮
宇治橋渡始式
路面電車（古市口～宇治）開通
路面電車（本町～山田駅前）開通
路面電車開業（本町～二見）

参宮鉄道開通（国鉄）

出来事

53

Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ

Ｍ
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の鍵は鳥羽漁業の再生にある”との

功体験などを通じて“鳥羽観光再生

つ、各段階における取り組みの評価
強い信念から取り組みが始められた。

年後という長期的な目標を定めつ

と市場動向の変化などを踏まえなが
この漁観連携計画がスムーズに進
んだ背景には、鳥羽磯部漁業協同組

ら、目標や事業を修正できる枠組み
が用意されていることが特徴となっ
合と鳥羽市観光協会だけでなく、そ

は漁協組合長、観光協会長、市長の

い。２０１４年（平成 年） 月に

者の合意・連携が整ったことが大き

の関係性を担保する鳥羽市役所の三

ている。

全国的にも珍しい
『 漁業と観光の連携促
進計画 』の策定と実践
三者対談がキックオフ会議として実
現し、その内容は鳥羽市の広報誌に

策定の背景

『第２次鳥羽市観光基本計画』の

掲載され、全戸に配布された。
策定のプロセス

戦略プロジェクトの一つに位置づけら
れた「漁業と観光の連携プロジェクト」
の第一歩として、２０１４年度（平成

漁 観 連携 計 画 策 定のプロセスは、
まずは漁業の実態を把握するため、

年度）に『鳥羽市・漁業と観光の

連携促進計画』（以下、
漁観連携計画）

鳥羽市の取り組みである。そのリー

しての連携を模索しようというのが

はなく、産業としての連携、組織と

が民宿を始めるという個のレベルで

携は全国的に見ても多くない。漁師

農業と比較して漁業と観光との連

ていることが明らかとなった。また、

に対してはマイナスイメージを抱い

対する理解は高くなく、むしろ観光

総じて漁協支所、漁師ともに観光に

り、微 妙に言葉や風習も異なるが、

７）
。漁村ごとに漁法や魚種が異な

グからスタートさせた（ ページ 図

改善（フィードバック）

Action

Check

評価・考察
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・計画推進
・仕組みや支援制度の検討と運用
・各地区の取り組み実施と支援 ・国や県の補助事業導入等

実行

Do

《計画期間：10年間
平成27～36年度》

Plan

・今後の漁観連携の方針を定める

『漁観連携計画』の策定

消費者のニーズ→

市内 カ所の漁村集落へのヒアリン

ダーが一般社団法人鳥羽市観光協会

鳥羽漁業の特徴は、いまだに一本釣

行政

が策定された（図５）
。

の吉川勝也会長である。同市浦村地
き

りにこだわる漁 師が 多 数いること、

か

区の牡蠣小屋での牡蠣食べ放題の成

連携

行政の支援
・両者が議論を重ねて、互いを理解する
・連携に関して共通認識を持つ
・市内外に周知し、｢鳥羽｣のブランド化を図る
観光
漁業

観光
漁業
漁観連携事業

課題

課題

11

データ
ヒアリング
・収入の減少（後継者不足）
・施設が観光客に対応できていない
・鳥羽の漁業を観光に生かしていない
・後継者不足
・伝統的漁法の衰退
・収入の減少
・漁業の縮小

現状
現状

26

56

・観光客の減少
・施設の老朽化
・旅館の廃業・減少

・漁獲量（資源）の減少
・魚価の低迷
・漁業経費の高騰（特に燃料）
・高齢化

データ
ヒアリング

2

13

観光
漁業

10
1
26

図５ 『漁業と観光の連携促進計画』の枠組み

《平成26年度》

目標（Goal）

出典：鳥羽市・漁業と観光の連携促進計画

漁観連携計画の概要

漁観連携計画は、御食国・鳥羽の

経路の把握から始め、市 内観 光業

とし、まずは、複雑な水産物の流通

マネージャー事業」の活用を図ること

みを進めていく必要があり、漁業者、

実現のために５つの基本戦略が設定

界の地元調達率調査 ― 地元で水揚

う役立つかというスタンスで取り組

あること、海女文化が色濃く残って
宿泊業者、そして行政の三者が一堂

された（図６）
。そして戦略ごとに６

げされた水産物を市内の宿泊施設な

本土側よりも離島側の漁業が盛んで
いること、アワビや伊勢エビ、鯛な
に会する場の設定が何にも増して重

つの施策が整理され、 のプロジェ

ど（や飲食店など）がどの程度使っ

み けつくに

ど高級魚が多く多品種少量である
要であり、本音で語り合うことから

クトが構築された。そして前期３カ

＊「鳥羽うみ文化」：第2次鳥羽市観光基本計画のキーワード。特徴ある鳥羽の海そのものと、
その海を通じて生まれた歴史や生活文化、漁業文化などの総体のこと

出典：鳥羽市・漁業と観光の連携促進計画

たい

ことなどが明らかとなった。
具体的な事業につながっていくこと

＜鳥羽うみ育成＞
４．｢鳥羽うみ｣の“文化”と“恵み”を生かし、育てる

まずは漁業、漁協、漁師の実態を

＜漁業活性＞
５．鳥羽の漁業が再び元気になる

① 情報発信強化プロジェクト～鳥
羽の魚介類の情報をきちんと観
光客に伝える！

文化のユネスコ無形文化遺産登録」

に向けた取 り 組みを進めているが、

今回の漁観連携計画に位置づけら

宿泊料の１％を海女文化の保存・活

れた「海女基金」がスタートしている。
③ ブランド化推進プロジェクト～

用に生かすための基金である。また、

クト～鳥羽の魚介類を鳥羽で食

鳥羽の魚介類の価値を高める！

人材不足に悩む海女の新規参入を図

これは、趣旨に賛同する宿泊施設が

④ 海女さんプロジェクト～鳥羽らし

るため、海女の公募に取り組み、全

長期的な事業としては、海女の現

国から２人の新人を受け入れている。
鳥羽の魚介類を鳥羽の旅館で安

いる。

設の整備の可能性などが検討されて

泊施設で要望のある一次加工処理施

大きく、料理人の人手不足に悩む宿

めの養殖技術の向上や比較的規模の

金収入のもととなるアワビ増殖のた

め、初年度（２０１５年度）は、ふる

計画に基づく各種事業の実現のた

取り組み

漁観連携計画の実現に向けた

定して食べられるようにする！

⑤一次加工場整備プロジェクト～

い特徴ある「食」の場をつくる！

べられるようにする！

② さらなる地産地消推進プロジェ

現在、伊勢志摩地域として「海女

ているか ― を実施することから始

＜地産地消＞

年で重点的に実施すべきプロジェク

２．鳥羽の“海の幸”を食べる

が確認された。

＜鳥羽うみ体験＞
３．鳥羽の“海”を体験する

把握し、その再生のために観光がど

「漁観連携」の戦略 ～鳥羽の「漁業」と「観光」を結ぶ5つの視点～
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＜情報発信＞

められている。

①鳥羽で獲れた旬の“海の幸”のさらなる消費拡大を図ります
②鳥羽の“海の恵み”をアピールし、
ブランド力を高めます
③鳥羽の海が育てた「鳥羽うみ文化*」
を大切に継承し、
未来に向けて発展させます

30

さと財団（総務省管轄）
の「地域再生
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3
4

１．鳥羽の“海の恵み”を伝える

トとして以下の５つが選定された。

図６ 『鳥羽市・漁業と観光の連携促進計画』の計画体系

鳥羽観光の今後の展開
―― 期待される実践的
な観光地経営
６つの戦略プロジェクトと

観光財源
３カ年の前期アクションプログラム

させており、そのためには市民の観

２０１６年度（平成

芸術などを生かしたまちづくりの推

画が肝要である。鳥羽市におけるこ

ＫＰＩ（注６）
の設定が必要であるが、

計画の評価にあたっては、適切な

される。

今後の実践的な観光地経営が期待

などを展 開 することとなっており、

年度）

れからの観光推進体制は、他産業と

鳥羽市における最重要業績評価指

進、駅前地区の景 観 整備と再開発

も連携しつつ、鳥羽うみ文化の継承

標は「観光消費額」と位置づけてい

以降の展開

と創造を通じて、独自の地域ブラン

る。
「観光客数」
より「宿泊客数」
、「宿

ベルの参画を仰ぎながら実現に向け

けられたが、前述したように市民レ

めていくかについては、いわゆるＰＤ

監理、つまり評価と見直しをどう進

また、アクションプログラムの計画

基準となる数 値（観 光の経済波及

切になると考えている。そのための

であり、さらに「地域内循環」が大

坂手支所
さか て

と ば

うらむら

浦村支所
鳥羽支所

石鏡支所
いじ か

国崎支所
あ だこ

せん が かた こ

畔蛸支所

千賀堅子支所

そして、 年後を

検討されている。

て現 在 各 種 施 策が

けた短期的展開とし

志摩サミット」に向

に開催される「伊勢

28

くこと、伝統芸能や

ン利用を促進してい

光・レクリエーショ

う みで 少 しでも 観

まで漁業主体の鳥羽

な展開として、これ

見据えた中・長期的

10

（注１）
『観光資源の今日的評価に関する研究』
（公益財団法人日本交通公社、
２０１３年）
（注２）海と人間との関わりの歴史をテーマに約
６万点の実物資料を保存・展示している。
（注３）温泉開発やパール婚、地球塾など。
（注４）研究員コラム：梅川智也 式年遷宮を間
近にした伊勢神宮～ 年に一度の再生。
（注５）各事業を計画（ PLAN
）→実施（ DO
）→
評 価（ CHECK
）→ 改 善（ ACTION
）の
流れで実行し、次の計画や事業の改善に
活かす考え方。
（ 注６） key performance indicator
の 略。目 標
達成のために具体的な業務プロセスをモ
ニタリングするために設定されるいくつ

うめかわ ともや）

（にしかわ りょう／

ドを構築し、差別化していくことが

て動こうとしている。

効果調査）を算出していくことが検

出典：鳥羽市・漁業と観光の連携促進計画

ＣＡシステム（注５）
を導入し、第三者

ようて い

泊客数」より「観光消費額」が重要

28

要諦となる。

光への理解と観光まちづくりへの参

3
相差支所

その財源的な裏付けとなる入湯税

おおさつ

討されている。また、地方創生とと

では６つの戦略プロジェクトが位置づ

く ざき

を含めた評価委員会を創設して進め

あ ら しま

は７割が基金化され、いわば観光分

安楽島支所

もに、２０１６年（平成 年）５月

菅島支所

ていくこととなっている。

すがしま

野の独自財源として有効活用が期待

答志支所
お はま

されている。使途はアクションプログ

とう し

小浜支所

ラムに基づいて実施されることとな

神島支所

桃取町支所

っているが、活用の実態についてはよ

わ ぐ うら

り透明性を高めるためにも明確化と
情報発信が不可欠である。
推進組織・体制と計画監理の

仕組み
鳥羽市の観光振興の体制は、これ
までのような観光業界だけで進めら
れるものではなく、漁協や農協をは
じめとする多様な主体によって推進
されるものと考え方を大きくシフト

図７ 鳥羽市に点在する漁村集落（漁協支所）

かの指標（業績評価指標： performance
）のうち特に重要なものを指す。
indicators
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かみしま

和具浦支所
ももとりちょう
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