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其の七十 四

丹 後 半 島・伊 根 の 舟 屋

京都府丹後半島に位置する伊根町は天橋立で知られる宮

％は山林に

年 ）、 国 の 重 要 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地

津 市 か ら 二 十 数 キ ロ 北 東 に 向 か っ た 場 所 で あ る。 そ こ に
２ ０ ０ ５ 年（ 平 成

区に選定された「伊根の舟屋」がある。町の

占 め ら れ て い る の で 古 く か ら 漁 場 で 栄 え た。 江 戸 時 代 に
け い しゅう

は「ともぶと」と呼ばれる軽舟で、ブリ、マグロ、カツヲ、

クジラ

後は山で、前は鰤とる鯨とる」

ブリ

クジラなどを盛んに獲ったと古老が語った。
「伊根はよいとこ

と歌い継がれているように、伊根浦はブリ漁とクジラ漁で

賑 わ っ た。 現 在 も イ ワ シ、 ア ジ な ど 全 国 有 数 の 漁 獲 量 を

きわ

誇る。伊根湾は波静かな上に干満の差が少なく海の際から

深 く な っ て い る た め、 そ の 利 点 を 生 か し、 漁 に 出 や す い

つ く り と な っ て い る。 舟 の 格 納 庫 と 住 居 が 一 体 と な っ た
き り づ ま づくり

約２３０軒の「舟屋」は切妻造で漁民の知恵が生み出した

文 化 財 で あ る。 そ ん な 光 景 を 山 の 中 腹 か ら 眺 め て い る と

（ 写真・文

樋口健二 ）

丹 後 な ら で は の 景 観 が 実 に 美 し く、 旅 情 を 心 地 よ く 誘 う
のであった。
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巻 頭 言

関東大震災の復興の目標が〝 近代都市建設 〟であり︑
阪神・
淡路大震災の際には〝 国際交流都市 〟が掲げられた︒
東日本大震災直後に︑政策研究大学院大学による復興政
策提言の中で︑文化政策担当の垣内恵美子教授のアイデアに
より〝 美しい集落 〟を目標とすべきと提起されている︒
また︑多くの提言と同様︑高齢化と人口減少に悩む全国の
地方部の模範となるような地域づくりもうたわれている︒そ
の後︑観光庁の要請で︑公益財団法人日本交通公社を中心に︑
専門家によって観光面での政策提言がまとめられ︑地元での
観光戦略づくりのための観光庁の予算措置も講じられたが︑
生活再建に追われていた当時︑被災自治体での観光地づく
りへの取り組みは進められなかった︒
観光産業は地域の基幹産業の一つであり︑農林水産業との
連携も期待でき︑雇用の確保︑ひいては人口の維持の効果も
期待できる︒観光振興のためには〝 美しい集落 〟は不可欠
であろう︒
復興にあたって新たに建設される諸施設の形状や色彩︑街
並みの修景などにいかに日本的︑あるいは地域の個性と魅力
を演出できるかが重要である︒例えば︑集合住宅も切り妻屋

景観にも配慮が必要であり︑高い防波堤と観光施設の配置

や︑眺望に関する工夫も求められる︒

世界的観光地であるノルウェーのフィヨルド海岸地域と比

べ︑三陸地域に欠けているのは︑都市や集落の景観︑港湾の

観光利用︑宿泊施設などであり︑これらは︑復興事業の中で

改善可能である︒ホテルなど観光施設も国際水準を確保す

るためには︑官民の共同による整備と経営が不可欠である︒

さらに︑高速道路︑鉄道︑ＢＲＴなど交通条件も改善される︒

また︑災害を通じて地域の知名度のみならず︑災害直後の

住民の冷静で節度ある行動が世界的に有名になり︑観光誘

客にとって最も重要な〝 好印象の地域イメージ 〟を獲得した︒

時間経過とともに薄まる前に︑復興支援に当たった内外の人

たちに復興の成果を見てもらい︑世界的観光地としての地位
を確保したい︒

想像を絶する被災とその後の避難生活の中で︑人々が故

郷の魅力を再認識し︑郷土愛を強めたことも地域の財産であ

る︒このような認識を共有することは︑通常時には簡単では

なく︑湯布院や黒川温泉をはじめ︑それができた観光地が活
性化に成功しているのである︒

これからの努力に国際観光地化の将来がかかっている︒

︵もりち しげる︶

2016/03/30 18:19
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根を備えただけで︑風景への納まりがよくなるのである︒集
落内での近景のみではなく︑峠や海からなど遠距離から見た

東日本大震災からの復興における
観光への期待

宮城県の観光業界が果たしたこと
行政経営推進課

課長補佐（総括担当）

――“つながり ”と“マッチング ”
、観光の特長を活かした取組
宮城県総務部

樋口
保
佐藤 一彦

本社で打ち合わせをしていた時に地

副本部長

で初めて津波の映像を見ました。つ

震が起こり、まず支店に戻ってお客

東北観光推進機構推進本部

いさっきまで「来年の観光をどうし

様と社員の安否確認をしました。そ

年）３月

よう」と考えていたのが、その映像

の後に支店が入居するビルが 日ま

樋口 ２０１１年（平成

県の観光課に所属していました。当

を見た瞬間「もう観光という言葉は

庁最上階で打ち合わせを行っていた

事業方針について、同僚とともに県

営業仙台支店で公務営業などを担

佐藤 当時、私はＪＴＢ東北の法人

使えないのでは」と思いました。

めたお客様に対して仙台支店が１週

に拠点を移しました。旅行を取りや

で立ち入り禁止になったので、本社

日の東日本大震災の発生時、私は

日、議会も終わったので、翌年度の

時に地震が発生しました。執務室に

間で約８０００万円以上の取消受付

３月

日月 曜の午 後、私は

地震発生後に初めて県庁を訪れまし

佐藤

ライフライン復旧応援隊の
宿泊手配 （３月下旬）

【被災地対応・第１フェーズ】

いかと思いましたね。

をした時は、会社が潰れるのではな

当する営業二課長を務めていました。
樋口 保（ひぐち たもつ）
宮城県総務部行政経営推進課課
長補佐
（総括担当）
。
1993年入庁。観光
課在籍中に東日本大震災発生。自宅
が津波で被災し家族も犠牲に。震災
当初、観光振興班長として被災者避
難活動等に従事。震災後は観光の復
興に向けた2013年度仙台・宮城DC
の開催に尽力。
2016年4月より現職。
ゆりあげ
宮城県名取市閖上生まれ。

戻って非常電源がついた時、テレビ

14
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東日本大震災からの復興に
観光は何を果たしたか
特集

｜｜ 5年間のふりかえりと今後への期待

東北地方太平洋沖地震による東日本大震災の発生から5年が経過。

現地では、生活の再建、そしてまちづくりや産業などの復興に粘り強く取り組む姿が、
いくつもの記事や報道で伝えられています。

この間、多数のボランティアや関係者が地元に出向き復旧や復興を支援してきましたし、
旅行会社などによる被災地応援ツアーなども頻繁に企画されました。

このような被災地で暮らす人たちと、他地域から訪れた人たちとの交流、
そして観光は、復興にどのように貢献したのでしょうか。

今号では、主に復興の現場で活動された方々の声を通して、観光の意義と可能性を探ります。

んど毎日のように顔を合わせていま

樋口 それまで佐藤さんとは、ほと

伝いできますかという気持ちでした。

なのかという安否確認と、何かお手

た。樋口さんをはじめ皆さんが無事

も、観 光課が電話で相 手から必要

ば土木部が問い合わせを受けた時に

であっせん窓口を置きました。例え

ということになり、旅行会社と組ん

樋口 観光課で対応を一元化しよう

業しているのか全く分からないと。

話しました。

ないので、山形県の宿泊施設にも電

作りですね。仙台市内だけでは足り

をしました。受入をするための台帳

風呂は使えますか」など聞き取り

最初のあっせんは３月 日。５件

した。南三陸町や石巻、気仙沼など

の職員がどうなったかという情報す

た矢先にそのエリアが被災し、地元

し、教育旅行を強化しようとしてい

沿岸部で一緒に観光資源を掘り起こ

流れです。この窓口は３月 日に作

とのマッチングをしてもらうという

行会社にその情報を渡し、宿泊施設

事項を確認して受付票に記入し、旅

つシーツ交換ができないと宿から聞

しかし、ランドリーが使えず１泊ず

しましたが、どれも１泊ずつでした。

問い合わせが来て３件をマッチング

いう問い合わせが県庁のいろいろな

に行きたいがどこに泊まれるか」と

フライン再建の救援のため、そちら

んど停止状態であったため、社員で

ムの、宮城県の宿泊予約機能がほと

ていましたが、ＪＴＢの予約システ

佐藤 その時にはもう電話は開通し

を作り、公表しました。

精算は事後とし、ファクスでやりと

合った宿を手配しました。

でもいいという救援隊には、それに

ていただきました。大広間に雑魚寝

要望を県庁に伝えて、全国に発信し

場合は寝袋持参で来てほしいという

き、連泊を優先したいこと、１泊の

部署に入り始めていました。

手分けして、旅館やホテルに１軒ず

りしました。手書きで宿泊台帳を作

られ、県庁内でこのようなシステム

佐藤 県庁に伺った時、そのお話を

つ電話をかけ「何室使えますか」
「電

り、お客様の希望を聞いて、空いてい

ら取れない状態でした。

聞きました。問い合わせが入ってく

気はつきますか、水は出ますか」
「お

そんな状況の中、全国から「ライ

るけど、仙台市内でどのホテルが営

る旅館に予約を入れていくという原始

的な方法ですが、
ある意味、旅行会社

のインフラに乗せただけなんですね。

【被災地対応・第２フェーズ】

被災者の県内二次避難
（４～６月）

2016/03/30 17:23
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樋口 次の局面が、被災者の二次避

特集 ◉東日本大震災からの復興に観光は何を果たしたか ——5年間のふりかえりと今後への期待
特集 1 宮城県の観光業界が果たしたこと—— “つながり”と “マッチング”、観光の特長を活かした取組

3
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佐藤 一彦（さとう かずひこ）
東北観光推進機構推進本部副本部
長。1990年
（株）
日本交通公社（現ジェ
イティービー）入社。山形支店、
東日本営
業本部、
JTB東北などを経て2015年よ
り現職。東日本大震災後、宮城県から
の委託を受け、
「みやぎ観光復興支援
センター長」
「みやぎ教育旅行等コー
ディネート支援センター長」を務めた。
山形県天童市生まれ。

最初の旅館やホテルへの二次避難

ので、通常の業務のノウハウを生か

した。この二次避難は 月末まで行

宿泊施設に対する受入要請や移送

企画部署が担当し、観光課は県内の

月下旬に出てきました。県外避難は

へ移動していただくという動きが３

間がかかるので、希望者は別の場所

たが、仮設住宅の完成までは相当時

地元の体育館などに避難していまし

たりしました。

る人はオートキャンプ場を希望され

台の近くがいいとか、車を持ってい

ています。仙台に親戚がいる人は仙

避難したいかなどという希望も聞い

調査で、通院の必要の有無、どこに

４月３日に行いました。事前の意向

は南三陸町から栗原・登米・鳴子に

トラブルが起こりにくいよう工夫し

み合わせて相 部 屋を組んでみたり、

り、年齢が離れている夫婦２組を組

きました。ご家族で入ってもらった

先など、ベーシックな要望をいただ

て収集してもらい、コミュニティ優

されている方の情報を市町村を通じ

部屋割りの構成については、避難

我々が心配したのは衛生面です。冷

る方 たち もいました。夏が近づき、

の体育館などにずっととどまってい

樋口 二次避難をせず、一次避難先

短期間の「一・五次避難」
（６月～）

【被災地対応・第３フェーズ】

難です。沿岸部で被災された方々が

などに関する業務を担当しました。

佐藤 宿泊先には介護ベッドを入れ

ました。

房もないので、健康面も心配でした。

われ、約３０００人が参加しました。

内陸部は、沿岸部に比べると被害

られる部屋は何部屋かなども確認し

樋口 これは災害救助法に基づく避

しています。

が小さかったので、何とか営業して
ました。

め

いる内陸部の旅館やホテルを避難先

をもらい、県に伝えました。あとは、

のでＪＴＢ東北盛岡店からその情報

避難の取組は岩手県が少し早かった

正式に打ち合わせをしました。二次

って遂行するという業務補助的な契

なく、県が行う避難業務を一緒にな

佐藤 我々は旅行業法上の契約では

なかったというケースもありました。

げていても、いざバスが来たら乗ら

への愛着などがあり、最初は手を挙

どもたちの学校や仕事の問題、土地

が来なくなるのではという不安や子

ました。後から理由を聞くと、情報

１台に数人しか乗ってないバスもあり

王の遠刈田温泉、青根温泉などにも

鳴子が多かったですが、その後に蔵

は徐々に増えていきました。最初は

佐 藤 「受け入れます」という地域

ました。

のご飯を出してくださいとお願いし

旅館には旅館料理ではなく、普通

に払い、市町村に県が払う形です。

社を通さずに地元の市町村から旅館

館に支払われます。支払いは旅行会

５０００円が宿泊費として国から旅

難なので、旅館に対しては１泊３食

たところ、事業開始前に災害救助法

でしたが、国としっかりと話し合っ

法のスキームに合わないということ

当初、短期間の避難は災害救助

どを行おうということになりました。

１週間で、その間に体育館の清掃な

けました。期間は２泊３日から最長

いうことで「一・五次避難」と名付

ました。一次避難と二次避難の間と

ら検討し、６月１日からスタートし

新しい制度を作ることを５月下旬か

次避難を体験してください」という

そこで「温泉に短期間行って、二

台を派 遣しましたが、

樋口

阪神・淡路大震災の時に神戸市が行

約形態をとって業務を引き受けまし

広がりました。

した。

日には、県庁と我々で

観 光 業 界は宿 泊、運 輸、飲

佐藤 ３月

に出向いて住民説明会を行いました。

日に市町村と県の職員が各避難所

では３月 日から検討を始め、３月

ったリフレッシュ事業も参考にしま

た。南三陸町から４００人くらいの

樋口

県と地元市町村では、災害 救助

県の北部と南部は二次避難、

とお が っ た

樋口

名簿が来て、３時間くらいで部屋割

秋保や作並は応援隊、松島は警察

の適用を認めていただきました。

食など裾野が広いので、災害が起き

りを行いました。募集型企画旅行の

法の１泊３食５０００円に、事業主

あき う

た時には観光のスキームで支援がで

と、何となくすみ分けができてきま

バス

にしていただこうということで、県

と

10

バスツアーなどでやっていることな

40

きたんですね。
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26
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26

台と東北楽天ゴールデンイーグルス

もう一つは４月 日、ベガルタ仙

地、松島でした。町や観光協会が中

のホームゲーム開幕戦の同時開催で

も早く動いたのは、県内有数の観光

全国に発信しました。
「自粛を自粛

心となって、４月中旬から観光施設

盛り上げてほしいというメッセージを

を上乗せできるようにしました（県
してください」とお願いしたんです。

す。この場で、知事が「震災復興キ

体となる市町村の判断で２０００円
ではこのうち半額の１０００円を助

や宿泊施設の営業が再開されました。

ャッチフレーズとしてよく使うよう

感じて・応援して」という言葉をキ

宮城県の観光課では「きて・みて・

ながると思ったんです。７月頃から、

見てもらうことが息の長い支援につ

を入れるしかない。被災地を実際に

た。とにかく観光で外からお客さん

番組も取材が入るようになりまし

樋口 これがきっかけでテレビの旅

い」と言い始めていた頃です。

人の社長が「宴会自粛をやめてほし

ドがあって日本酒が売れず、南部美

佐藤 お花見などが自粛されるムー

あ、と思いました。

観光という言葉を使っていいんだな

もあ り ます。これからまた我々は、

は東北新幹線が全線復旧した日で

プは非常に大きかったです。この日

再開しました。知事のリーダーシッ

び宮城県にお迎えする取り組みを

ムードを払拭し、多くのお客様を再

ふ っ しょく

ックオフデー」を宣言し、観光自粛

これに呼応する形で、宮城県で最

29

成）
。これは、通常の二次避難と比べ、
短期的な宿泊になるため、リネンや
清掃、宿泊調整の困難度が増すこと
を踏まえたものです。ハンドリング
は日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）にお
阪神・淡路大震災の時、神戸

願いしました。
佐藤

で短期型避難という事例があったの
でそれも参考にしています。実施趣
旨の一つには、
「旅 行 自粛ムードに
苦しむ宿泊施設の支援」も入ってい
ました。

データ：みやぎ観光復興支援センター

2015年度
（～12月）

2011年10月～2015年12月の合計
42
1,031

【観光復興・第１フェーズ】

1,333
507
158

614
1,426
2,604

2014年度
2013年度
2012年度

観光自粛ムードが一変した
（４月）

6,000

119

2011年度
（10月～）

樋口 震災が起きた直後から、被災

企業
10,000

企業
20%
2,311 1,991
1,955

地への配慮からか観光やレジャーを

（人）

3,770

4,000

控える傾向があり、お花見やイベン

図２ 団体種別マッチング実績（人数）の推移

14,000

組織
53%
募集・個人
7,129

募集・個人
12%
組織
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12,000
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2015年度
（～12月）

2011年10月～2015年12月の合計
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2013年度
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学校
15%
学校
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トが軒並み延期されました。このよ

5,154

6,000

271

被災地視察
関連
77%
ボランティア
作業
15%
8,000
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被災地視察関連

14,000

754
561 253

2011年度
（10月～）

1,775
641

0

うな状況を踏まえ、村井宮城県知事

（人）

2,968
2,126
916

2,000

16,276

16,000

653
1,754
677

0

ボランティア作業

交流・講話・その他
10,298

10,000

交流・講話・
その他
8%
12,000

2,231
1,153
1,973

2,000

2,512

4,000

は、被災地が元気になるためには日

になりました。
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5

本経済全体の元気が必要であり、過
度に自粛することなく、日本全体を

図１ 形態別マッチング実績（人数）の推移

18,000

ネットワークです。一・五次避難や二

り旅行会社のノウハウや観光業界の

たんストップしましたが、５月 日

開催内定の発表が震災によりいっ

がありますよ」と、いろんなところ

泊まるところがなければ山形や秋田

いといけ ないと 考 え、我々も「 今、

【観光復興・第２フェーズ】
次避難も同じで、さまざまなことの

と手を挙げていました。

ボランティアバス
（４月下旬～５月）

の方たちからも、
「休みを利用してボ

持って支援に来てくれました。一般

方々が今回の発災直後からテントを

の組織が多数できました。そういう

ティア元年」と言われ、ＮＰＯなど

佐藤 阪神・淡路大震災は「ボラン

かされました。

お客様とのつながりもこの支援に生

く、我々が普段、営業活動している

も実感しました。旅館などだけでな

がりが生きるのか」ということを私

佐 藤 「こんなにもこれまでのつな

い」と改めて感じました。

つながりです。
「観光業は裾野が広

月 日で、ＪＡＴＡが東京の商品造

震災後、私が最初に行った出張は５

ための県外出張が入ってきています。

観光課の職員も、この頃からＰＲの

心待ちにしていた発表でした。我々

復 興に向け、何 とか開 催したいと、

が発表されました。震災からの観光

に「仙台・宮城」でＤＣを行うこと

れ去られないように、早めに手を打

ごく怖かったので、何とか東北が忘

行ったからもういい」となるのがす

といけない、ボランティアも「一度

にかく継続して支援してもらわない

からないという思いがあったので、と

この震災は復興に何年かかるか分

された方々の意向などはある程度つ

避難所に出入りしていたので、被災

私たちは二次避難の支援などで各

運行されるようになってきました。

圏などからボランティアバスツアーが

きて、ゴールデンウィーク頃には首都

ありました。

避難所の情報をもらいやすいことも

の運 営に携 わっている場 合 もあ り、

す。社員の知っている先生が避難所

難所になった学校もやはりお客様で

会も通常は我々のお客様ですし、避

先ほどお話しした社会福祉協議

めた理由は２つあります。一つは復

もかかわらず、一般観光のＰＲを始

の受入で、一定の稼働率があったに

に県外出張に行っています。

会議でした。そこから私は立て続け

成担当者を田沢湖に集めて開催した

てることは打とうという思いでした。

【観光復興・第４フェーズ】

語り部ガイドの誕生
～ 復興応援ツアー（５月～）

日、南三陸町で語り
一つは、被災３県はある程度宿泊者

興需要は何年も続かないこと、もう

圏や仙台からバスで来てもらい、買

部ガイドがスタートしました。首都

５月
【観光復興・第３フェーズ】

い物をしてもらいましょうと、原則、

佐藤

という役割です。そこが合えば、あ

数が確保できているものの、日本海

毎月の最終日曜日に「福興市」をや

５、
６月はボランティアや避難者

かんでいました。これと、県外の旅

とは当事者同士で任せられるので。

側の山形・秋田の落ち込みが相当の

ていたのは社 会 福 祉 協 議 会ですが、

当初、ボランティアの受け皿となっ

県にとって初めてのＤＣです。そし

ーン（以下ＤＣ）を行いました。宮城

台・宮城デスティネーションキャンペ

ちらは一般のお客さんが全く来てい

県は支援隊などが来ていますが、あ

なければと感じていました。我々の

東北全体が観光復興に向かっていか

ものであると聞いていたことです。

三陸町が着地型旅行受入のために育

に生まれたわけではないんです。南

実は、語り部ガイドは自然発生的

本格化するのは夏以降からです。

れが各地に広がり、語り部ガイドが

っており、そこで始まりました。そ

樋口 ２００８年（平成 年）に仙

依頼が多すぎてゴールデンウィーク

て 震 災 前 に は、 ２ 回 目 の Ｄ Ｃ を

ない。東北が一体になってＰＲしな

ールデンウィークが明けてからです。

中はパンク状態でした。

２０１３年（平成 年）に行いたい

我々がマッチングを始めたのはゴ

行会社のニーズとマッチングさせる

にＰＲしました。

ランティアをしたい」という話が出て

10

県外への観光ＰＲ（５月）

29

25
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20

樋口 その時に役立ったのも、やは

25

たと言えます。

の仕込みが意外なところで役に立っ

する下地ができていたのです。ＤＣ

語り部を始めました。既にガイドを

に行っていたガイド経験を生かして

ちが教育旅行などを受け入れるため

クル汐風」が地元にあり、その人た

てていた「ボランティアガイドサー

感じました。

人たちの葛藤を自分のことのように

身内を亡くしているので、語り部の

ですが、私も 自 宅を津 波で流出し、

それを仕事にしていいのかと。私事

ね。 自 分 た ちの不 幸 をしゃべって、

部の人たちも悩んだと言ってました

を始めてくれたんです。ただ、語り

考えていたら、南三陸の人が語り部

す。着地側からそういうことを発信

復興ツーリズムの基本になっていま

的な支援になるという考えが我々の

こと、被災地で物を買うことも間接

いという人に、とにかく来てもらう

たいけど、何をしていいか分からな

ていったのです。ボランティアをし

復興のためのボランティアに変わっ

た。復旧のためのボランティアから、

城を訪れたのです。

ボランティアと震災学習を兼ねて宮

の帝 京 大学の学 生が２班に分かれ、

育プログラム」です（図３）
。４００人

に受け入れたのが「帝京大学特別教

なりました。そういう中、９月中旬

には企業や大学の団体が来るように

アーは夏頃に減少しますが、その後

した。５月から減

ますが、何より「風化させない」こ

い物をする経済的なメリットもあり

は当時の受入団体として一番多かっ

えでした。この４００人という数字

学びとしなければならないという考

貢献に加えて、将来に生かしていく

オファーがあったのは６月初めで

樋口 現場に立って空気を感じてほ

り始めて、６月に

とだと思います。

たはずです。学生は観光学科だけで

した。このプログラムに参加すると

はそれが顕 著に

佐藤

なく、あらゆる学科からの参加があ

することで安心して来てもらおうと

なった。田んぼの

やはり地域の雰囲 気が違うんです。

りました。

一方、この頃になると、がれき撤

がれきなども 重

町の活力みたいなものが違いました

しいという思いが我々の中にありま

機で撤 去 するな

ね。賑わいがないとやはり駄目だな

受け入れる過程で被災地といろいろ

２単位もらえて、大学としては地域

１

2011年
9/13
（火）

２

10：00
14：30
16：00
18：00
南三陸ホテル観洋＜講義・ワークショップ＞ ➡ 石巻市 ➡ 松島（泊）
被災地視察（車窓）
震災復興と観光まちづくりについて
10：00-12：00 6階弁天
1部講師：ホテル観洋女将 阿部様
9/14
（水） 2部講師：歌津地区協議会長 小野寺様
昼食
12：00-13：00 6階羽衣
被災地において学生はどんな役割を
果たすことができるのか
13：30-14：30 6階弁天
講師：株式会社大清社長 工藤様

9/15
（木） ①相川小学校清掃ボランティア活動（2.3.5号車）
②東松島市ボランティア活動（1号車）
③石巻市立鹿妻小学校避難所支援活動（6号車）
④石巻市立釜小学校ボランティア活動（4号車）

４

9/16
（金）

復興食堂や復興商店街で買

ど復 旧が専 門 化

と感じました。

な関係性を築き、受入側としてメニ

いうことです。

３

【観光復興・第５フェーズ】

にぎ

元 気な人の姿があることで、

していきました。

樋口 東北は安全だという口コミの

ューを作れるようになっていたので
仮設住 宅入居者

樋口 学生さんたちは皆熱心で、核

つの代表的な例となりました。

組織団体を受け入れる企画内容の一

復旧から復興に変わり、その中でも

ボランティアツーリズムの内容が

受けられたと言えます。

こちらとしては、ボランティアを
佐藤 ボランティ

発信も期待していました。

や産業復興への支
援 活 動 な ど、時

佐藤 一般募集のボランティアバスツ

帝京大学特別教育プログラム
～ 団体受入（９月）

砂 浜 の 清 掃 活 動、

アツアーの内容も、

去や泥さらいといった初期のボラン

8：15
10：15 12：00 12：15
13：15 18：30
秋保 ➡ 秋保大滝 ➡ 瑞鳳殿 ➡ 青葉城址・見学・昼食 ➡ 帝京大学

した。来て、見て、震災を体験した

8：00
8：40～9：30
18：00～18：30
ホテル ➡ 石巻・東松島 ➡ 秋保温泉

樋口

被災地復興イベントと集客効果について
16：00-17：00 6階弁天
講師：福興市実行委員長 山内様

ティア作業がどんどん減っていきま

程
行
日次 月日
〈曜〉

2016/03/30 17:23
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7

9：00
16：00
帝京大学 ➡ 昼食（各自持参）➡ 南三陸ホテル観洋（泊）

人の話を聞いてもらうことが重要と

図３ 帝京大学特別教育プログラム 旅程表（スケジュールB）

仙台で世界の観光産業トップが集ま

佐藤 さらにこの後、翌年４月には

でした。

心を突く質問が多かったのが印象的

ることもたくさんあって対応しきれ

直接ありましたが、現地では他にや

たい」という問い合わせが被災地に

佐 藤 「ボランティアツアーに行き

の担当スタッフ約 人を各地に配置

てくれる人を探すなど、市町村ごと

を受け入れたり、語り部ガイドをし

佐藤 被災地に入ってボランティア

きな出来事でしたね。

が、このセンター設立というのは大

ニングポイントがあったと思います

移していった中で、いくつかのター

たいという方々と、受入をする現地

ということで、２０１１年 月１日

け入れる現地の方々にもいいだろう

化したほうが利用される方々にも受

れる問い合わせに、対応窓口を一本

「ボランティアがしたい」と寄せら

みやぎ観光復興支援センター
の設立（ 月）

【観光復興・第６フェーズ】

とは本当にありがたかったです。

ＴＴＣの会議が仙台で開催されたこ

イベントも開催されたので、まずＷ

ではＩＭＦ・世界銀行年次総会特別

我々で企画しました。その後も仙台

Ｃの主要メンバーの被災地ツアーを

ＴＣ）が国際会議を開催し、ＷＴＴ

る世界旅行ツーリズム協議会（ＷＴ

に入った問い合わせにも対応いただ

樋口 ここを窓口にすることで、県

人雇用してスタートしました。

事業の制度を使い、被災された方を

しました。スタッフは緊急雇用創出

佐藤 この業務をＪＴＢ東北が受託

しました。

ら企画を立て、７月には予算を確保

ても判断は早かったですよ。６月か

ました。このセンターの設立につい

んとするように、職場全体で心掛け

ても同僚に対しても報告だけはきち

も多くありましたので、上司に対し

後は担当者がその場で判断すること

てとにかく前に進まないと。震災直

す。短期間でできるところは短くし

樋口 県としての判断は早かったで

ったほうがいいと考えました。

ことになる、双方をつなぐ役割を作

トップで対応しないと両方が大変な

と状況が変わるので、誰かがワンス

ちが疲れていました。被災地は刻々

ず、被災地の市町村の観光課の人た

人来ます」という感じです。

と連絡が来たら、
３日後には「１００

ンターに現地から受け入れてもいい

れられる所はないか」と言われ、セ

いと言っているけど、どこか受け入

旅行会社から「こういう団体が来た

来 たいという 人は 多 かったです ね。

佐藤

受けたと思います。

ので、旅行会社からはかなり信頼を

た情報は公平に提供していただいた

う、お互いに心掛けました。入手し

観光復興に向けた役割を果たすよ

ので、極 力 企業 名 を出さないよう、

ましたが、センターは県の事業です

きます。ＪＴＢ東北に業務を委託し

社や学校を相手にマッチングしてい

樋口 センターはさまざまな旅行会

は当初はメルマガ配信でした。

するという形です。情報提供の手段

ろいろな旅行会社に対して情報提供

って情報をまとめつつ、一方ではい

し、毎日「ご用聞き」に行ってもら

る場合じゃない」と言われて帰って

様を受ける？」
「観光なんて言って

入ると「何しに来たの。観光？ お客

たです。センターのスタッフが現地に

めた当初は、受入側の反応は鈍かっ

佐藤 とはいえセンターが活動を始

首都圏プロモーションと
語り部研修

【観光復興・第７フェーズ】

は思っていませんでしたが。

ありました。こんなに長く関わると

相当な思いがあり、自分のためでも

組みを作ったというか、個人的には

ったのは、継続的に関わるための仕

ういう意味では、このセンターを作

にすれば、公に認められるので。そ

ました。ボランティアではなく業務

仕事として何ができるかを考えてき

続けられないとの思いから、自分の

ビジネスとして関わっていかないと

佐藤 長く被災地と関わるためには、

「被災地に行きたい」
樋口 全国から

にみやぎ観光復興支援センターを設
立しました。県外から被災地に行き

観 光 復興にどんどん軸足を

立ち上げ 当初から被災地に

側の方々とのコーディネートが主な
役割です。

きていました。エリアによって多少
樋口

10

けたので、いい流れができました。

10

8

観光文化229号 April 2016

2016/03/30 17:23

229観光文化_特集1.indd 8

15

10

町村もそういう反応でした。

違いはあるものの、観光協会も、市
るかもしれない」と思っていただこ

元の人には「観光客を受け入れられ

ではこうやっていますよ」と説明し

のスタッフが、各地域に「他の地域

成 年）は落ちてきています。

んですね。こちらも、
２０１５年（平

農業関係者６４５人で新幹線を１編
を分かってもらえればと考えました。

も、ありのままを伝えればいいこと

うと思いました。被災したところに

地道にＰＲをしてきました。

に行き、研修会に参加してほしいと

２０１４年度で、震災前の ％まで

樋口

宮城県の観光客の入込数は

成借り切って、
「食と観光」をテー
佐 藤 「南三陸で語り部やってるか

佐藤 ヒアリングベースで作った各

日に宮城県の観光と

マに首都圏プロモーションに行った
ら、気仙沼や石巻でもやったら」と

【震災から１年後以降】

地域の語り部ガイド受入実績のグラ

月

んです。内陸部もお客さんが来てい
いう話をセンターのスタッフを通じ

マッチング数の減少

樋口

ないので、とにかく県でまとまって
て現地に持ち掛けていました。

の個人にもお願いしに行きました。

行政だけでなく、お寺の住職など

光にどんどんシフトしてきていると

回復しています。おそらく、一般観

思います。

んですが、沿岸部の市町村全部を巻

で、準備期間は１カ月しかなかった

うのは夏前から感じていました。そ

ところを増やさないといけないとい

を聞きたいという声が多く、受ける

きました。その次が企業などの団体

ボランティアバスで一般の方も入って

ランティアや支援の方が入り、その後、

佐藤 発災直後からＮＰＯなどのボ

が減ってきている一つの要因は、や

樋口 センターでのマッチング件数

みないと分かりません。

い予約もあるので、詳細を分析して

っていません。センターを経由しな

フがありますが、あまり利用客は減

き込んで、県の観光課が仕掛けまし

の後、石巻、南三陸、気仙沼で語り

の支援が入ってきて、２０１３年頃

はり「風化」だと思います。震災後

樋口 語り部の話を聞きたい、体験

た。これは一つの変わり目になりま

部ツアーをたくさん受け入れ、復興

からは観光性が強くなりました。セ

２～３年は応援しようということで

翌 年（２０１２年 ）の４～６月、

したね。

市や仮設商店街も賑わいました。

ンターで行ったマッチング数もこの年

した。小さい行政体ほど、
「何で７

を出してほしいというお願いをしま

は 月までに来年の４～６月の企画

やることにしていました。市町村に

か捻出し被災市町村、ＮＰＯ団体の

れていましたが、ＤＣ協議会で何と

りました。年度末なので予算も限ら

めて、南三陸町で語り部研修会をや

月にまだ語り部がいない市町村を集

すね。

う意識が定着したのが２０１３年で

するのも応援することなんだ、とい

被災地を見て、買って食べて消費

風は西に向かって吹いてますから。

年は北陸新幹線の開通など、観光の

流れになってきたのでは。２０１５

行ったから今年は別の所へ」という

プレＤＣとして観光キャンペーンを

～８カ月も前に出さないといけない
には旅行会社に企画を持っていかな

いて研修会を行いました。この研修

すが、教育旅行は２０１４年が最も

ッチングの数ががっくり落ちていま

もあると思いますが、風に影響を受

受けることがあるので仕方のない面
わた り

２年前には計画されるので、一般の

多かったです。教育旅行は１年半～

かなければならないんでしょうね。

けない部分もきちんと磨き上げてい

ーが始まりました。
佐藤

マッチングよりちょっと遅れてくる
10

その下支 えをみやぎ観 光 復

プロモーションをやることで、首都

興支援センターで行いました。 人

そうした企画を作りつつ、首都圏

の後に、亘理町などでも語り部ツア

２０１４年（平成 年）からはマ
26

いと商品を造成してもらえないので。

観 光は、どうしても風に影 響を
方々など多くの方に集まっていただ

24

のか」と反発がありましたが、 月

県では２０１２年（平成 年）３

東北に来ていたけど、
「去年東北に

月中旬

首都圏に行こうと。

27

が最も多くなっています。

企画を立ち上げたのが

94

15
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9

10

10

学習の意義を改めて感じました。

を訪れるようになったことで、震災

その後、他の学校が次々と宮城県

時間の経過による変化もあります。

卒 業して時間が取れなくなったり、

いますし、活動していた学生さんが

です。高齢化で語り部をやめる人も

み、女川町、南三陸町などは３割く

佐藤

が非常に重要になると思います。

で言えば、交流人口を拡大すること

しました。やはり我々の仕事の範 疇

は ん ちゅう

今後、教育旅行を強化したいとい

仮設商店街などもだんだんなくな

らい減っています。基礎となる人口

【震災から１年後以降】

樋口 ２０１２年１月、福岡のある

う意向がありますが、一つの目玉は

っているので、拠点の問題もあります。

して、学校全体で震災への思いを共

聞いています。しかしこの旅行後は、

て自主参加の形での実施になったと

からも疑問の声が上がり、結果とし

主性を重んじる学校なので生徒たち

まなところから出たこと、生徒の自

どうなんだ？」という意見がさまざ

た地域に生徒たちを連れていくのは

「大震災や原発事故などが発生し

州からの修学旅行が増えました。

っかけになっています。それから九

生がこちらに来て、その時の話がき

れています。前年の７月頃に校長先

した。今年まで４年間連続で来てく

ガイドとして活 躍 してくれている

佐藤 震災から５年経って、語り部

という学びもあると思います。

都市計画の過程を見ることができる

なかないので、土地の問題を含めて、

態からまちづくりをする場所はなか

それに、現代社会ではゼロに近い状

りいろんな分野があると思います。

ボランティアだったり、建築だった

佐藤 学びも、防災・減災だったり

て来てもらう。その二つですね。

になったらまた新しい家族をつくっ

宮城のファンになってもらい、大人

験を正しく伝える。もう一つは仙台

部ガイドの話などを通じて震災の経

もたちに現地に立ってもらい、語り

樋口 もう一つは人口減少の問題で

っと足りないですね。

ど、観光のベースとなるものがちょ

ます。ただ宿泊施設や飲食施設な

ら、人の流れができる可能性があり

すが、国立の祈念公園ができますか

きが注目されます。まだかなり先で

は人口も比較的多いので、今後の動

ているので注目しています。石巻市

り会社も入って運営していこうとし

周辺に商業施設を集めて、まちづく

拠点という面では、女川町では駅

くならないといいなと思います。

はあると思いますが、それまでにな

組織が入れれば、延命できる可能性

イドやボランティア受入を行っている

なる可能性があり、そこに語り部ガ

公園とかが整備されてきたら拠点に

まちづくりがもう少し進んで、祈念

に取り組んでいきたいと思います。

災復興、そして東北全体の観光振興

仕事にプライドを持ち、引き続き震

源的な役割を強く感じました。この

佐藤 私はこの震災で旅行会社の根

ていきたいと思います。

全体のことを気にかけながら活動し

を見て、その先を見て、そして東北

たと感じています。これからも足元

はの特長をうまく活かすことができ

しかし、その中にあって観光ならで

の一部 に す ぎ ないか も しれ ません。

きたことは、復興の過程の中でほん

樋口 私たちがこれまで取り組んで

ていかなければなりません。

ではなく、地域の状況を包括的に見

いと考えています。観光のことだけ

側に一定の規模がないと成り立たな

流人口が大事といっても受け入れる

がどこまで回復するのか。いかに交

教育旅行の強化

高校が、行き先が決定していた修学
復興ツーリズムです。将来ある子ど

有できたとも伺いました。生徒たち

方々が、どうやって組織を維持して

す。沿岸部からどんどん流出してい

聞き手：観光地域研究部 寺崎竜雄

人口調査でも沿 岸部は軒 並

旅行を宮城県に振り替えてくれま

が東北への修学旅行で感じてくれた

いくのかが課題ですね。来る人が減

ます。震災前から減少は徐々に始ま

取材協力：井上理江

ができてよかった」という 意 見や、
行かなかった生徒たちとの議論を通

おながわ

ことを大人になっても忘れずにいて

っているので、活動している方も限

っていましたが、震災で一気に加速

「現地に立って、いろいろ考えること

くれたら、風化の防止につながるの

られ、シュリンクしているのは事実

【今後の課題】

ではないかなと思います。
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宣言を出しました。多くの方々に来

２０１１年 月 日には、食の安全

とにかく「生きろ」を伝えたい

てほしいという意思表示です。来て、

申 し 込 み が 最 も 多 かった の は

勉強を続けながら案内してきました。

来訪者が知りたいことは何かを考え、

来ていただいた方々の受け皿として、

な応援になります。私たちは石巻に

食べて、買っていただくことが大き

――「 石巻・大震災まなびの案内 」の取組

浅野 清一

めたのは 人ほどでした。

はかなり難しく、実際にガイドを務

歳を超える私たちにとって、これ

石巻観光ボランティア協会

石巻で「震災語り部」が始まった
のは２０１１年（平成 年）の７月
です。８月からは石巻観光ボランテ

２０１２年（平成 年）の 月と

間、自分は何をしていたか。ほとん

４０００人を案内しました。

月で、１カ月間にバス１５０台、約

３月 日の午後２時 分から数日

たが、準備もあって本格スタートは

どの人は、自分が生きるための行動

バーは 人ほど、ほとんどが被災者

ち歩きをガイドしていました。メン

く「生きろ」ということを伝えます。

いいから高い所に「逃げろ」
、とにか

きたら「津波」が来る、てんでんで

をしていました。私は、
「地震」が起

年（平成 年）の後半ぐらいからお

行会社が増えてきました。２０１３

てお客様を連れていきたいという旅

２０１２年になると震災学習とし

です。
初めにコースを考え、どこで何を

そして、全国からの支援に対するお

あらすじ

話すかを話し合い、大まかな粗筋を

礼を話します。

4,500

（人）

2,000

1,000

1,500

らないこともありました。

「石巻・大震災まなびの案内」実績（人数）の推移

リアごとの犠牲者数を推計しました。

りました。ガイド同士で調査し、エ

石巻では約４０００人が犠牲にな

ました。２０１４年（平成 年）か

語り部」が組み込まれるようになり

る周遊ルートの中に石巻での「震災

復だったものが、松島や平泉を訪れ

す。それまでは、被災地への単純往

客様の種類が変わってきた気がしま

今 後、観 光 協 会は、教育旅 行や

代わって教育旅行が増えてきました。

ます。しかし一般客は減少傾向です。

らは少人数グループも受け入れてい

したが、２０１５年（平成 年）か

らは、それが一層顕著になりました。
観光性が強まったのです。
犠牲者のことを考え、案内中はお
ただくようお願いしているのですが、

客様に飲酒を遠慮し、静かに見てい
石巻は食彩感動の町というイメー

この頃になると私たちの意向が伝わ

知りたいことは何かを考えた

ースに入れました。

最も多くの犠牲者が出たところもコ

バス利用の団体を対象としていま

500

聞き手：観光地域研究部 寺崎竜雄

佐藤勇一

取材協力：一般社団法人石巻観光協会

います。
（談） （あさの せいいち）

育にも力を入れていきたいと考えて

私たちは学びのガイドとして防災教

ＭＩＣＥの受入を推進するようです。

27

ィア協会として行うことになりまし
月です。この協会は震災前にはま

11

作り、基本情報を共有しました。１
時間半ほどの行程中は、バスの中で
立って話し続けなければなりません。

8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10
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データ：石巻観光ボランティア協会
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3,000
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26

20

2011年度計（8月～） 3,349人
2012年度計
28,182人
2013年度計
25,134人
2014年度計
20,442人
2015年度計（～12月）15,693人

3,500

11

25

4,000

10

組合長

阿部 忠彦
宮川 舞

住民と観光客の集う場を目指して
―― 南三陸さんさん商店街の取組
南三陸志津川福興名店街運営組合
係長

たため、南三陸町観光協会が拠点を

置いたり、ＢＲＴ（ Bus Rapid Tran-

）
sitの駅が設置されたり、といった
ように、地域の交流に関わる機能が

集約される形となっています。

仮設商店街のオープンは２０１２

観光振興係

の４月から毎月最終日曜日に「福興

けではありません。その理由として

南三陸町産業振興課

震災前にあった「南三陸おさかな
市」を開 催することになりました。

地域外からの来店者への対応

通り商店街」の商店主が「ぼうさい

データ：南三陸志津川福興名店街運営組合

年（平成 年）の２月です。もとも

187,825人

は、商店街の建物のあり方にこだわ

2014年

この福興市は現在まで継続しており、

274,301人

朝市ネットワーク」に加盟していま

2013年

ったことがあります。他の多くの仮

301,725人

この２月で 回を数えています。

2012年（2月～）

した。これは、全国の の商店街が、

南三陸さんさん商店街
来店者数の推移

組織したもので、中越地震の際には

的として２００８年（平成 年）に

災害時にお互いに助け合うことを目

のメンバーの中に仮設商店街の整備

の励ましや期待をいただき、商工会

この活動を通じて、地元住民から

も２階の店舗に客が足を運びにくい

般的なのですが、それだとどうして

設商店街は２階建ての長屋形式が一

地域外からのお客さんが多く訪れる

関 係 者、被 災 地 見 学の一般 客 など、

経ってみると、ボランティアや工事

ですが、オープンから２～３カ月が

とは地元客をメーンに考えていたの

仮設商店 街「南三陸さんさん商

ても理想の形を追求することにした

機構）と折衝を重ね、時間はかかっ

スなどが立ち寄りやすく、イベント

ドコート、広場など、団体の大型バ

広大な駐車場、公共トイレ、フー

ようになり、その割合は９割近くに

店街」の整備にあたって、当初開催

のです。この２階建てが集客の面で

を開催しやすい要素を備えていたこ

め、１階建てで戸建て形式という建

というデメリットがあります。そのた

活動を行っていました。

した説明会には１０８人の商店主が

不利であるという情報も「ぼうさい

とも大きいと考えています。もっと

も達しました。現在も７～８割が地

集まりましたが、最終的には店の広

朝市ネットワーク」に加盟する神戸の

も、中小機構の整備事業は、店舗の

物の配置を実現するため、整備事業

人に

商店街の担当者から得たものでした。

建物のみが対象となっていましたの

南三陸さんさん商店街の概要

絞られ、そのメンバーで運営組合を

現在の仮設商店街の場所を決め

で、フードコートやゲート、案内板、

域外からのお客さんです。

結 成しました。運営 組 合の結 成は

たのは民間の店 主たち自 身ですが、

照明、店舗の外壁デザインなどは民

29

震災後、今度は私たちがこのネッ
トワークの支援を受けて、被災翌月

２０１１年（平成 年） 月であり、

南三陸町としても当初から地域にお

間のＮＧＯ（サルベーション・アー

10

さや家 賃などの条 件により

震災から半年後です。これは他の仮

ける交流の拠点として位置づけてい

を行う中小企業基盤整備機構（中小

の話が持ち上がったわけです。

24

南三陸町から支援物資を送るなどの

54

設商店街と比較してそれほど早いわ

23

20

12
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23

ミー：救世軍）の支援を受けて整備
したものです。
ともかく「なぜか分からないなが

毎週日曜日に運行され、現在も継続

からも働き掛けて実現したものです。

スアルファという考えはなかなか抜

していま す。特に２０１２ 年 から

とはいえ、観光客はあくまでプラ
けず、常に「いつ観光客が来なくな

２０１４年（平成 年）まではほぼ

実 際、 オ ー プ ン し て 約 １ 年 後 の

かったですね。２０１５年（平成

定員いっぱいで運行されることが多

るのか」という 心配があり ました。

いう現状に対して、各店舗でそれに
２０１３年（平成 年）２月頃に客

らも、地域外から客が来ている」と
応じたサービスを考えるようになり

今後の見通し

今よりも海に近い国道 号沿いに本

２０１７年（平成 年）３月には、

29

客がターゲット）
、物販店のオリジ

（いずれも長距離ドライブで疲れた

ッサージ、理髪店の冷たいシャンプー

ました。例えば接骨院のクイックマ

夏にかけて客足が戻り、結局その年

遠のくかと思ったのですが、その後

その時にはいよいよ観光客の客足も

足が落ち込んだ時期がありました。

の来訪客が増えているため、マイカ

客層が変わってきており、県内から

れることもあるようですが、これは、

年）に入ってからは少人数で運行さ

アに移転する予定です。

町観光協会やＢＲＴの駅も同じエリ

隣接して道の駅が整備され、南三陸

流エリアとして位置づけられており、

いまちづくりの計画の中で観光・交

供する「キラキラ丼」などです。も

食店が季 節ごとに創意工夫して提

語り部ガイドなどのコンテンツが整

ＪＲ東日本の「復興応援ツアー」は、

そういった集客の柱の一つである

ち寄ってくれるようになり ました。

他の旅行会社のツアーも商店街に立

アドバイスも受けますが、今後も入

店舗は入れ替えたほうがよいという

れ替えなしで全体の底上げを図って、

にある中、一定の水準を満たさない

２０１５年以降、来客が減少傾向

ともと洋品店であったお店が、土産

ったことにより、南三陸町観光協会

ツアーの内容は松島や中尊寺などの

地域外から来訪するお客様への対応

地域内と地域外のお客様の比率

東北の観光地と周辺の被災地への立

らくは被災地を訪れることに遠慮が

は、経営の安定性からは７：３くら

をブラッシュアップし、商店街の魅

あったようですが、商店街としては

いがよいのですが、現状は逆となっ

ち寄りを組み合わせたものやＪＴＢ

「来て応援してほしい」というメッ

ています。今後の見通しは地域とし

力向上に取り組んでいきたいと考え

セージを一貫して発信していました。

てどのような青写真が描かれるかに

による語り部バスツアーなど、少し

そのように情報発信することで人に

よると考えています。
（談）

ています。

来てもらい、各商店主も注目されて

（あべ ただひこ／みやかわ まい）

聞き手：観光地域研究部 菅野正洋

いることで意識が変わったという好

ずつ変化してきました。震災後しば

このバスツアーが成功したことで、

物屋に業態転換した例もあります。

るという事情があるようです。

ーで来訪するケースが多くなってい

設の商店街が整備される周辺は新し

設の商店街がオープン予定です。本

45

の 月頃までは衰えませんでした。

27

ナルキャラクター商品の開発、各飲

25
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循環が生まれました。
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10

新しくなった女川を見てほしい
―― 女川町の取組
公民連携室長
観光係長

女川町産業振興課
産業振興課

（平成 年）の夏頃まで、がれきがあり
ました。同年４月末には仮設の商店
街がオープンします。バス案内はこの
仮設商店街を拠点とし、女川駅周辺
の被災地、そして復旧復興中の様子を
見て回るというもので、全体で１時間
半ほどのツアーです。町内を巡った後
くのものをお買い上げいただきました。

山田 康人
新田 太
遠藤 琢磨

団体客にも対応したいわゆる「見せる」

ただ私たちは、可哀想だから買い物を

事務局長

津波により、女川町民の約１割が

観光です。観光産業は、震災前も今も、

してほしいわけではなく、例えば女川

一般社団法人女川町観光協会

死亡、または行方不明となりました。

水産業に次ぐ町の基幹産業に位置づ

に仮設商店街に立ち寄ると、相当多

人口比で見ると女川町が最大です。ま

のサンマは本当においしいから買って

月に日比谷公園で感謝祭を催し、

500

11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
2011 2012
2013
2014
2015
データ：一般社団法人女川町観光協会

0

観光施設で、展示や四季ごとのイベン

の観光魅力は『マリンパル女川』という

なかったのですが、日に日に町を案内

こちらとしても当初は受け入れようが

このイベントがポジティブな動きの幕

女川産のサンマ６万匹を提供しました。

る時期は終わったのです。

わってきました。被災地が誘客力とな

心でしたが、徐々に来訪者の志向は変

ス案内を開始しています。がれきの間

年）の秋から女川町観光協会ではバ

この対応として、２０１１年（平成

創出されます。

れによって経済活動が生まれ、雇用が

かく買い物をしてもらいたかった。こ

聞きましたが、私たちとしては、とに

当たり３０００円もらっています。

いう団体もあり、その時にはバス１台

２００円です。ただし、これが高いと

ました。つまりツアー代金は１人実質

貨『アトム』として参加者にバックし

３００円は商店街でも使える地域通

５００円もらっています。このうちの

バス 案 内 の 参 加 者 か ら １ 人 当 た り

出しました。今こそつながり、集まって

で考えようと、産業界の人たちが動き

この先の女川をどうするかは自分たち

これだけで手いっぱいでした。ならば、

基盤づくりのために奔走していました。

さて、震災直後の行政は住民の生活

２０１３年（平成 年）４月以降は、
25
を縫っていくルートです。２０１２年

若手に託された復興への道

開けとなりました。

は女川の被災状況を見たい人たちが中

年をピークに減少傾向です。それまで

女川を訪れるバスツアーは２０１３

1,000

してほしいという需要が出てきました。

年

ありがとうを伝えるために、２０１２

てくれることになりました。私たちは、

東京都が女川のがれきを受け入れ

くれという考えです。

けられています。

被災直後は、果たして女川に行って

仮設商店街をきっかけに

た、町民の生活領域や産業用地の約８
割が被害を受けました。町役場、駅な

万人、

どの公共施設は全壊し、町としての機
能は壊滅状態になりました。
震災前の来訪客数は年間約

1,500

トを楽しみに訪れる人、併設の『おさ

もよいのだろうかという 時 期でした。

2,000

女川に何かをしたいという意向もよく

宿泊者数は５万７０００人程度。当時

（人）

2011年度計（11月～） 1,723人
2012年度計
13,641人
2013年度計
14,440人
2014年度計
8,538人
2015年度計（～12月） 9,236人

2,500

かな市場 』の買い物客が中心でした。

写真右：遠藤琢磨氏
下右：山田康人氏
下左：新田 太氏
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女川町バス案内実績（人数）の推移

3,000

24

10

70

り、そこに住宅が建ち、そこで住民が

し こう

生活用品や嗜好品、来訪客の購買を見

今では観光バスだけではなく自家用

世代につなげたい」という強い気持ち

味性の高い衣料品などを扱う商店が、

多く訪れています。団体バスの数は確

車やＪＲを利用する個人のお客様も

みんなで考えようという意気込みでし

文字通り軒を並べています。食堂やコ

暮らしていく様子を見てほしい。

これが、テナント型商業施設『シー

ーヒーショップ、焼肉店やバーもあり

込んだ独創的な女川関連グッズや、趣

パルピア女川』を含めた女川駅前商業

を持ち、行動したのです。

川ＦＲＫ）
』を生み出します。女川ＦＲ
エリア復興の方向性を作り出すことに

た。これが『女川町復興連絡協議会（女
Ｋは、震災から 日後の３月 日に準

その時産業界の重鎮は、
「復興には

指そうという有志が集まりました。

で、各産業の枠を超えて産業再生を目

発足しました。商工会を核とした組織

備会がつくられ、４月中旬には正式に

ました。なるべく早く復興させたいと

を造らないということを早々に決定し

は全体を盛土造成することで防潮堤

なったと考えています。また、女川で

ホールや会議室などを備えた﹃女川町

町民だけでなく来訪者も利用できる

、
きる民間施設﹃あがいんステーション﹄

ます。近隣には水産物の加工を体験で

向けツアーのポイントの一つは、地域

成し販売する予定にしています。個人

ており、ＪＲ女川駅発着のツアーを造

は、地域限定旅行業の取得を目指し

実に減っていきます。女川町観光協会

人たちがやりなさい。俺たちは応援す

いうことはあり得ないという意識が染

川町民には生活の中に海が見えないと

しても手は出すな」という言葉で伝わ

ロムナードとその周囲の主要な用地を

駅前の商業エリア整備にあたり、プ

通じて全国に向けて発信されました。

を行ったところ、その状況がメディアを

ＪＲ女川駅の開業に伴い、イベント

が重要です。女川の交流と観光は、駅

核である水産業との連携による体験

メニューの充実。中でも女川の産業の

うに言っています。もう一つは、体験

お店の人たちには、お客さんと話すよ

の人たちと会話すること。そのために

まちなか交流館 ﹄も整備しました。

る」という気構えでした。これが「還

みついているのではないでしょうか。

ります。そして若い人たちは「自分た

公有地とし、テナント型の商業施設を

前の広場、プロムナードを核にして進

暦以上は口を出すな。

ちにまちづくりを託してくれた。自分

２０１５年 月、町開きイベントを行

女川駅（写真奥）前にオープンしたシーパルピア女川

造るという計画を作りました。ここを

50

たちが責任を持ってやり、そして次の

新しくなった女川を見てほしい

いうこともありましたが、そもそも女

21

年も 年もかかる。だからこそ若い

10

代は口を出

20

します。 のテナントには被災事業者

の『女川みらい創造株式会社』が運営

テナント型商業施設は、第三セクター

店舗が集積する予定です。そしてこの

核とした隣接の民有地にも個別再建

ち上がっていく女川」を見ていただき

たちです。これからは被災地から「立

階「新しくなった女川」を見に来る人

見に来る人たちでしたが、今は次の段

ました。これまでは「被災地女川」を

うと、さらに女川への注目度が高まり

らということではなく、こういう女川

あり、楽しめる所がある。被災地だか

川には自然があり、おいしい食べ物が

マイナスからのスタートですが、女

らに興味深いものとなるでしょう。

めます。女川の観光は、震災前よりさ

12

石巻線が再開し、ＪＲ女川駅と温泉施

新規店舗が約半数を占めます。

が約半数、町外からの誘致も含めて

町、そしてこれからどうなっていくか

がありますが、私たちは新しい女川の

被災地の話をしてほしいというニーズ

たいと思います。来訪者にはいまだに

てほしいと思います。
（談）
（やまだ や

い。女川はこうだということを分かっ

ということを売り物にする時期ではな

に遊びに来てほしい。もはや被災地だ
２０１５年（平成 年）３月にＪＲ
設併設の駅舎が開業しました。そして

聞き手：観光地域研究部 寺崎竜雄

すと／にった ふとし／えんどう たくま）
らす人が多いのですが、今後、山を削

を見てほしい。今もまだ仮設住宅に暮
23

27
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月 日、
『シーパルピア女川』がオー
12

プンしました。ここには、町民向けの
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10

共生環境課程

共生環境課程

准教授

教授

岩手県三陸沿岸地域の観光復興
―― 持続的な地域づくりに向けて
岩手大学農学部
岩手大学農学部

広田 純一
山本 清龍
亮
柴田

柴 田 浄土ヶ浜遊覧船も、サッパ船

とほぼ同じ時期に運航を再開してい
ます。

広田 サッパ船ツアーの参加者は一般

観光客というよりは、ボランティア

や復興に関わりのある人たちですね。

リピーターも応援の意味を含めて来

ていました。応援する人たちをター

ゲットにしていたわけではないと思

山本 工藤（２０１５年）の復興応援

特任准教授

れきの撤去に来た人たちやボランテ

）推進室
Center of Community

いますが、結果的にはそういう人た
団移転や防潮堤などの復興事業計

バスツアーに関する研究報告による

ちが多かったと思います。
広田 震災後の５年間を振り返るに

ィア、被災した地元の人たちが利用

と、２０１１年に岩手県内に来訪し

画が作られました。そして震災から
年）４月以降が「本格復興期」
。本

古市には 件来ています。宮古市の

経った２０１２年（平成 年）３月

が「生活復旧期」
。震災から丸１年

設住宅が完成するまでの９月末まで

期」
。その後、避難所が解消して仮

２０１２年３月頃にかけて、各地に

店 街 」 は、 ２ ０ １ １ 年 後 半 か ら

いわゆる「復興商店街」や「仮設商

要素はほとんど見られませんでした。

広田 震災直後の半年間は、観光的

ら当時の様子を解説されていました。

被災者です。サッパ船で案内しなが

お客さんが訪れました。船頭さんも

アーで、この年の夏休みには多くの

がセットになった小型漁船によるツ

います。復旧や復興の語り部ガイド

ズ﹄で、２０１１年７月には再開して

田野畑村の﹃サッパ船アドベンチャー

その先駆けになったのが、岩手県

わって２年目の途中で閉鎖していま

たが、大半のセンターは１年目が終

です。各自治体に設置されていまし

いたのが災害ボランティアセンター

け入れてボランティアを割り振って

ティアバスが訪れました。バスを受

広 田 ２０１１年には多くのボラン

も利用していたと考えています。

土ヶ浜ですので、多くの人が遊覧船

バスツアーの行き先のほとんどは浄

しています。

者として訪れました。こうした動き

あたり、おおよその時 期 区 分 をし
直後から現在までは５つの時期に分

格的な復興工事が始まりました。

たツアーは４８３件で、そのうち宮

２年が経過した２０１３年（平成

けられると思います。

までが「復興始動期」で、復興庁が

相次いでできました。観光や交流と

一般観光客向けツアーとしてはこれ

震災直後の２０１１年
（平成 年）

生まれ、復興の青写真が作られた時

なると、これらの設置と利用が最初

した。丸２年やったところは陸前高

隊が撤退する７月までは「緊急復旧

３月から、救援活動をしていた自衛

期です。２０１２年４月からは「復

が一番早いのではないでしょうか。

「ボランティアバス」

と並行して、
「震災語り部」が登場

ておいたほうがよいでしょう。震災

岩手大学 ＣＯＣ（

2

の動きと言えるかもしれません。が

53

25

興初期」で、復興計画に基づいて集

23
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都圏発の行き帰りとも夜行のボラン

盛んだったのもその頃までです。首

田くらいです。ボランティアバスが

「 観 光 を 復 活 さ せ る こ と に よって、

いというメッセージを出すべきだ」

それを見せて、自然は変わっていな

一方で、
「自然はそのまま残っている。

流れだと思います。

く立ち上げたいというのは、当然の

業者が人を受け入れる仕組みを早

いたという評価があります。観光事

たことで奥尻島の復興への勢いがつ

の経過を見ると、生業を早く再生し

北海道南西沖地震（１９９３年）後

山本 生業の再生はとても重要です。

線だった気がします。

らかというと「負けてたまるか」路

かったものです。その人たちもどち

し、復興食堂や語り部は以前にはな

を作るんだという気概を感じました

と、観光が復興に果たした役割が見

広田 『おらが』の活動の推移を見る

思います。

場が生まれた人たちが数多くいたと

ジネスを進める中で、仕事や活躍の

員として大活躍しています。観光ビ

用しました。彼はその後、名物添乗

ティアバスツアーの添乗員として雇

ウスが流されて失業した方をボラン

岩手県北観光では、宮古のレストハ

にでも人が働 くことになり ました。

ると思います。復興食堂では一時的

り組む可能性を見いだした団体もあ

広 田 その一方で、がれきもたくさ

月に小さなシンポジウムが開かれま

えやすいと思います。２０１１年７

なりわい

ティアバスが多かったですね。

次の展望や産業復興の第一歩を示す

ん残っているし、大半の人が仮設に

ってみようということになったので

ことができる」
「これこそ観光事業

柴 田 岩手県北バスグループの『浄

す。観光事業者としての強い思いが

た。
『おらが』の設立目的は起業促進

した。後に『おらが』の中核メンバ

土ヶ浜パークホテル』は２０１１年

ありましたね。
柴 田 観光の復興への貢献という点

と雇用創出です。活動の一つである

入っている中で、
「観光かよ」とい

８月に事業再開するまで、被災者の

広田 「負けてたまるか」みたいな思

では、まず雇用創出があります。ま

『おらが大槌復興食堂』は雇用を生

者の社会的責任だ」という議論があ

避難所や、全国から集まる警察の宿

いは『一般社団法人おらが大槌夢広

た、観光の受入をする中でコミュニ

み出しました。緊急雇用の制度を利

ーになるような人たちも参加してお

舎になっていました。がれきがまだ

『おらが』
）
』に集まった人
場（以下、

ティを構成する被災者の皆さんが前

用して女 性 をたくさん雇いました。

う気分はあったと思います。

あり、被災者がまだまだ苦しんでい

たちにもありました。亡くなった方

向きになれたり、他地域とのつなが

後に赤浜地区に開業したイタリアン

り、批判する人もいるだろうけどや

る状況下での営業再開には大きな葛

への弔い合戦のような気持ちが非常

りができたりという側面もあります。

レストラン『バールリート』もこの活

「観光復活」に向けた
機運

藤があったと思います。自粛ムード

に強かったと思います。自分たちが

外とつながることで新しいことに取

の集まりを 月に一般社団法人化し

り、それがきっかけでこの地元有志

が強く、東北への観光に批判的な雰

立ち上がって、誘客を通して元の町

ました。僕は顧問として加わりまし

11
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囲 気はむしろ首 都 圏でも強かった。
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広田 純一（ひろた じゅんいち）
岩手大学農学部共生環境課程教授。
1983年東京大学大学院農学系研究科
卒。農学博士。東京大学助手、1985年
岩手大学講師、1990年助教授を経て
1999年より現職。専門は農村計画・地
域づくり。1990年代後半より学生ととも
に、県内外の地域づくり活動支援に携
わり、2005年NPO法人いわて地域づく
り支援センター立ち上げ（理事長）。東
日本大震災後、地域コミュニティの再建
支援を中心に、国・岩手県・被災市町村
の復興構想・復興計画の策定に関わる。

観光事業者としては、来てもらうこ

うなものが非常に強いと感じました。

くない状況でした。自粛ムードのよ

陸部であっても観光関係の仕事が全

岩手県北バスや福島交通などは、内

広 田 そういうツアーを迎え入れる

ツが生まれていきました。

い人と語り合う、といったコンテン

た。まちづくりや復興に取り組む熱

を応援するツアーなども作られまし

被災地を回り、頑張っている人たち

広田 震災から３年目の２０１３年

上で変わりません。

２０１２年は１年目とそれほど数の

が一番多くなっています。２年目の

ーの開催回数は３年目の２０１３年

の調査結果では、復興応援バスツア

動を通じて起業したレストランです。

山本 震災によって既存の観光が落

と が 被 災 地 の 応 援 に な る と 考 え、

人が結構いたはずです。なお、３番

た情報が伝わっていれば旅行に行く

が不明だった」でした。きちんとし

２番目の理由は「観光地の被害状況

発事 故による放射能汚染」ですが、

由として最も多いのは「福島県の原

かなり大きかった。旅行を控えた理

えた人は約 ％で直後の落ち込みは

果、震災後に東北地方への旅行を控

アンケートを実施しました。その結

近畿圏在住者の各５００人にウェブ

は２０１３年２月に首都圏在住者と

たと思います。

え、外に目を向けるきっかけになっ

の復興や経済振興に貢献できると考

呼べることに気づいたのです。地域

社が、自らの企画で首都圏から人を

に旅行を提案していた東北の旅行会

た。これまでは地元のお客様を中心

めに東京から訪れるようになりまし

それに気づいたお客さんが応援のた

いったポスターを作りＰＲしました。

し「桜は変わらずに咲いてます」と

に東北の桜を見に行くツアーを企画

２０１１年のゴールデンウィーク期

被災地で起きていることを伝えたい、

柴田 ツアーを受け入れる人たちは、

とに抵抗感がある人たちもいました。

光客がどやどやと来て写真を撮るこ

る時期だから、そういうところに観

方で、震災の傷跡がまだたくさんあ

気持ちがあったことは確かです。一

というのを知ってもらいたいという

来てもらって、まだまだこんな状況

にはなりました。加えて、観光客に

入が入るので、広い意味の雇用促進

りますね。語り部や地元業者には収

側には、プラスとマイナスの両面あ

アなしでもツアーができるかどうか、

が、２０１２年はそういうボランティ

撤去などのボランティア目的でした

柴田 震災直後の来訪は、がれきの

食事をするという企画を立てました。

を見て、買い物をして、復興食堂で

『岩手県北観光』なども現地の様子

旅行会社も来ましたし、地元資本の

ツーリズム』や『ＪＴＢ』などの大手

『クラブ
目から３年目にかけてです。

を最も多く引き受けていたのも２年

『おらが』が団体ツアー
たと思います。

の主流はまさに復興応援ツアーだっ

風評・意識と需要減

ち込んだという事実もあります。私

目は「地元感情に配慮して」
、４番

行するかしないか、検討していたと

射能汚染の被害も考慮しながら旅

が始まり、被災地を見学して応援し

観光庁の助成事業でモニターツアー

柴 田 ２０１２ 年 に 入 る と す ぐ に、

ちもいました。

必要だと考えて受け入れていた人た

必要なので、そのための情報発信が

資金的な面でも支援してくれる人が

持ちだったと思います。加えて活動

いることを理解してほしいという気

自粛ムードを打破したい、頑張って

するよう交渉し、現地と一緒に汗を

入って、復興を担う団体と直接連携

ず、思いのある営業担当者が現地に

旅行会社、地元の旅行会社に関わら

だツアーも見られました。首都圏の

を個別に探し出し、行程に組み込ん

お花畑を復活させるような地域活動

試行錯誤した時期でした。古民家や

目は「観光資源そのものが被害を受

いうのが、震災直後の旅行者の心理

ようという流れが出てきました。雑

山本 前に触れた工藤（２０１５年）

慮し、自分が受けるかもしれない放

けていたから」でした。地元にも配

だったと考えています。

誌とのタイアップで、記者と一緒に

「復興応援バスツアー」

柴 田 震災直後、私が関わっていた
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られると思ったそうです。
ただ、こうした取組ができるよう
になる前までは、無償でボランティ

広田 さて、データによると、被災地

観光資源の復旧と
「自然再生」

いました。首都圏のボランティアを

応援ツアーの参加者数は２０１４年

アを受け入れることが負担になって
受け入れるために、被災地がボラン

年）から急激に落ちていま

を受け入れられる地域や団体は限ら

の関わりを見ると、一般の観光バス

広 田 被災地のコミュニティと観光

うになっていったようです。

公的機関、行政が企画を主導するよ

るようになり、２０１３年になると

２０１２年には観光事業者が関与す

が企画するバスツアーが主でしたが、

山本 震災直後はボランティア団体

ました。

かいてコンテンツを作ったりしてい

う感じでしたが、ハーバード大生が

なく「世界一の大学なんでしょ」とい

の来訪です。おばちゃんたちは何と

１月のハーバード・ビジネススクール

ています。ハイライトは２０１３年

落が主体となってツアーを受け入れ

しています。２０１２年夏頃から集

収穫体験や「ゆべし」作り、語り部を

柴田 長洞は集落全体で「めかぶ」の

切った集落です。

く届かず、自分たちで危 機を乗り

ってしまいました。行政の支援が全

が分断されて、完全に陸の孤島にな

け根にありますが、そこに行く道路

に当たります。長洞は広田半島の付

人を受け入れる仕組みができ、そこ

やそばを出し始めたりするうちに、

点となり、地元の人たちがおにぎり

様で、最初はボランティアの滞在拠

山本 気仙沼市の『森の学校』も同

考えていました。

交流をどうサステナブルにするかを

ことに意義を感じていました。この

ること以上に交流が元気をもたらす

ボランティアが労働力として貢献す

アを否定するわけではないのですが、

いう考え方です。決してボランティ

発展しないと交流も継続しない」と

いつか終わるから、観光事業として

検討していました。
「ボランティアは

観光として体験料をもらう」ことを

務局長は「ボランティア自体を体験

がありました。当初から元気村の事

イプの観光ビジネスが一部で伸びて

見せる観光から、学習系の新しいタ

広 田 一時期の「がれきの景色」を

ていないと思います。

えているところは、参加者数が減っ

く、きちんと人材育成の効果まで考

重要で、ただ何かを話すだけではな

込みを始めています。学びの深さが

なくなってきた２０１２年頃から仕

るところは、ボランティアバスが少

柴 田 今、学びのツアーをやってい

して高い評価を受けています。

研修や学習中心のプログラムに移行

学ツアーから、次のステップとして、

が』は、一般観光客向けの被災地見

『おら
大きな背景としてあります。

も成り立ちにくくなっていることが

風景」がなくなり、ツアーがそもそ

す。復興が進んだことで「被災地の

（平成

れていました。また地域として受け

すごく真剣に長洞の話を聞いてくれ、

から観光客の受入に発展していきま

いるのはいいのですが、三陸海岸の

ティアをしているなんて笑えない話

入れる時の対象は個人客ではなく企

充実した顔をして帰っていったのを

した。

「コミュニティ」と観光

業などの団体に限られます。陸前高

見て、これなら誰が来ても受け入れ

ながほら
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田の『長洞元気村』のケースがそれ
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山本 清龍（やまもと きよたつ）
岩手大学農学部共生環境課程准教
授。1997年東京大学農学部卒。1999年
同大学院農学生命科学研究科卒。東
京大学農学部助教を経て2011年4月よ
り現職。博士（農）。専門領域は造園
学と観光学。東日本大震災後はコミュ
ニティの維持・形成、地域資源の保全
と観光振興を図るため青森県および岩
手県の太平洋沿岸部で活動を展開。
2013年11月アジア国立公園会議（仙
台）で6ワーキンググループの一つ「自
然災害と保護地域」で議長を務めた。

景 観などを活かした既存の観光が

上がってアスファルトが海に流れて

という気がします。私は 年後には

なくなってしまうかもしれないと言

ていた海岸線の自然回復がされてい

らないので、従来の観光対象となっ

広田 砂浜や松林の再生にお金が回

した。

間でやるしかない」とも言っていま

がない。だから観光施設の整備は民

くて観光に手が回らないのは、仕方

さんは「行政の方があまりにも忙し

は当然です。根浜海岸の旅館の女将

施設の復旧は優先順位が低くなるの

再建・生活再建が重要で観光や観光

柴田 地元の自治体からすると住宅

っていないという現状があります。

光地のインフラの再建にはお金が回

交付金では認めてもらえません。観

しまいました。その再生事業は復興

板海岸では砂浜が完全になくなって

ですが、釜石の根浜海岸や大槌の浪

重要です。浄土ヶ浜はまだいいほう

本来なら、観光 資源の復 活が最も

などもかなり減っていると思います。

害復旧が中心になります。道路や漁

も絡んできますが、やはり復興は災

になると思います。防潮堤の問題と

さに自然のサイクルを生かしたもの

ておらず、砂浜再生については、ま

広田 僕と山本さんの意見は矛盾し

ほしいというのが僕の意見です。

性急にすぎる復旧工事はやらないで

切です。自然保護の立場から言うと、

クルをどうやって守っていくかが大

じるより、むしろ自然の大きなサイ

源を守り、復元するためにお金を投

かもしれません。観光資源、自然資

し、砂を入れてもまた流れてしまう

いては河川との関係もあるでしょう

と思います。砂浜の消失と復旧につ

と、直後の性急な復興工事は問題だ

観光資源の保全という観点からする

と おっしゃってい ま し た。つま り、

人たちは「元の浄土ヶ浜に戻った」

し、皮肉なことに、復旧前に地元の

を投じて復旧工事をしました。しか

ものを変えてしまいましたが、人が

山本 震災は良くも悪くもいろんな

大きくあったと思います。

交流によるプラスアルファの効果が

目 く らいまでは気 持 ちのつながり、

ージが強いかもしれないけど、３年

に果たした貢献として、お金のイメ

と感じられるようです。観光が復興

忘れられていない、つながっている

被災地にとってありがたいことです。

して人が入ってきてく れたことも、

さんいます。その後に応援ツアーと

今の自分はなかったという人もたく

ボランティアの皆さんがいなかったら、

来ないよりずっといいわけですから。

とっては 悪いことでは ないので す。

持って現地に来てくれるのは地元に

まざまな意見を聞きますが、関心を

ます。応援バスツアーについてもさ

ないでほしいという思いが強くあり

は、関心を持ち続けてほしい、忘れ

広 田 ところで、被災地の人たちに

の時に世界から善意を見せられたわ

代」と言われています。彼らは、あ

生だった若い人たちは「覚醒した世

ます。震 災 当 時、中 学 生から高 校

より観光のほうが合っている気がし

が活躍できる場は、加工業や製造業

もなっていますね。そういう人たち

を見直すという意味で、人材育成に

た。その人たちが地元のいいところ

けに多くの人が地元に戻ってきまし

けたいという思いで、震災をきっか

広田 とにかく、被災地を何とか助

直すいい機会をつくっています。

ことによって地元の魅力や個性を見

スができつつあります。人が訪れる

を伝えていきたいというコンセンサ

の話をする機会が増え、将来に何か

地元の人が一生懸命若い人たちに昔

り を 始 めていま す。そ れによって、

受け入れるための新しい仕組みづく

ために会社を辞めて移り住み、人を

市で働いていた方が地元に貢献する

活動をしていますが、そこでは北上

しまい、真っ先に国や県などがお金

ません。

港に比べると観光関係は遅くなるで

移動して地域の人と交流する動きの

けです。その記憶が当時の中高生に

戻っていません。例えば、釣り民宿

山本 復興工事に関しては、私はち

しょう。しかし、今の状況は不十分

中で、さまざまな人材が育っている

われている釜石市の尾崎白浜集落で

ょっと違う考えを持っています。宮

だと僕は思います。

「覚醒した世代」

古の浄土ヶ浜が被災し、道路が浮き

20

観光文化229号 April 2016

2016/03/30 17:32

229観光文化特集2.indd 20

50

はあると思います。他には農業分野

ものの魅力を生かした観光の可能性

存の観光回帰というのか、資源その

源面で三陸は魅力的な所なので、既

幅に短縮します。景観や食など、資

ば仙台から三陸までの時間距離が大

トは三陸縦貫道です。これができれ

みたいと思います。大きなインパク

広田 この先の観光に視点を向けて

されていると思います。

たことを見ると、大きな人材育成が

に何かやろうという気持ちが出てき

は確実に残っています。地元のため

にもう一度挑戦したいという内容が

震災前に取り組もうとしていた課題

観 光に関する相 談が来ていますが、

２０１２年頃から沿岸部の自治体の

か と い う 話 が 各 地 で 出 て い ま す。

震 災を契 機に内陸とどうつながる

次産業化は一つの大きな課題でした。

差の問題もあり、それに関連して六

もと沿岸部には内陸部との収入格

るかという課題がありました。もと

にはグリーン・ツーリズムをどうす

山 本 震 災 前 か ら 沿 岸 部の 自 治 体

大きいと思います。

品を開発するといった可能性なども

魚を食べてもらうとか、新しい加工

光的要素を入れて、地元でさばいた

うな産業構造に近いので、そこに観

新しい担い手として、首都圏から地

なる観点を持つ人が、地域づくりの

ウを持つ人、三陸には見られない異

ます。首都圏でのビジネスのノウハ

観光の担い手も生まれてくると思い

ています。この交流の中から新しい

に会いに行くといったツアーをやっ

を持つ首都圏の人が現地のリーダー

北のまちづくりや地域づくりに関心

アカデミー﹄というイベントでは、東

はないでしょうか。
﹃東北オープン

リーン・ツーリズムが生まれるので

の人の意に沿うような新しい形のグ

た方々がいることで、首都圏や外国

たちは少なからずいます。そういっ

して現地の復興に心を寄せている人

り続けています。東京にいながらに

の人たちが被災地に縁を持ち、関わ

柴田 震災復興に絡んで多くの外部

うですね。

目指すという方向性になっているよ

リズムではなく、個人中心の観光を

もあり、全体としては昔のマスツー

ています。さらにジオパークの動き

したいという意向が強いように感じ

ツーリズムや、民泊で地域を活性化

光よりも、農業を生かしたグリーン・

最も重要だと思っています。特産物

れが長期的には三陸の振興にとって

運ぶような地域にしていきたい。そ

で高く売れる商品を作り、人が足を

います。三陸という名前がつくだけ

陸ブランド」を確立しようと言って

っと復興の一つの大きな柱として
「三

広田 僕は震災の翌年くらいからず

です。

やりとりをするようなコミュニティ

して定期的にいろいろな情報や人の

住んでいなくても「地元の一員」と

関わりができた人たちなど、そこに

元の出身者、交流やボランティアで

さに今の話のような考え方です。地

ミュニティ」と呼んでいる取組がま

かもしれませんが、我々が「拡大コ

広田 観光という視点からは離れる

合わないと思います。

ま復活してしまうと、今のニーズに

います。昔ながらの担い手がそのま

域に関わり続けることが重要だと思

「三陸観光」の方向性

に比べると漁業分野は六次産業化が

多いです。沿岸部の景観を楽しむ観
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柴田 亮（しばた りょう）
岩手大学COC（Center of Community）推進室特任准教授。株式会社経
営共創基盤にて、東北地方のバス事業
者の経営支援に携わり、東日本大震災
後は傘下の岩手県北バスグループとと
もに復興ツーリズムの振興に従事。三
陸沿岸部のNPOや事業者の支援など
にも従事。復興庁非常勤政策調査官、
岩手大学三陸復興推進機構を経て、
2016年3月より現職。現在は沿岸部のも
のづくり企業の産学連携促進に従事。
中小企業診断士。

復興という文脈なしで他の観光地と

し、震災を契機としてさまざまなつ

わりのある人たちの連絡先を整理し

ているという問題意識を持っていま

光の潮流の中で、訪問先のコミュニ

て、定期的に地元情報を流し、交流

のブランド化もあるし、観光地とし

観光学というと、人に刺激や学びを

ティとどのような交流を図るかが大

の場をつくって、地域あるいは自治

ながりが各地域にできたものの、関

高まります。三陸ブランドのもう一
提供することに目が向きがちですが、

きな論点になっています。岩手大学

体単位で地域行事への参加を促して

競争していくには、世界のレベルを

つのポイントは「学び」だと思いま
人を育てるということにも関与する

の学生の７割が東北出身ですが、そ

いく。被災地には関心のある人がた

す。これから先、復興を果たした後

す。今回の震災も含め、これまで何
必要があると思います。

の学生たちに聞くと、来訪者がコミ

くさんいますから拡大コミュニティ

てのブランド化もあるでしょう。例

度も津波被害を受けては、そのたび

柴田 強い民間事業者を作ることが

ュニティに入り込む機会を提供した

の形成に適しています。人口が減る

心を寄せている人がコミュニティと

に復興してきたという経験や学びを

大事です。ボランティアは減りまし

ら面白いのではないかといった提案

のは仕方ないけど、きちんとした仕

知ることが重要です。

伝える場所としてもいい。震災をき

たが、首都圏との縁は残っています。

が出てきます。それは旅行者が求め

組みの中で交流をしていければ、そ

に今の子どもたちが外の人たちに東

っかけに世界中の人が関わるように

それが武器になります。観光を考え

ていることでもあり、まずは受入側

の周囲に多くの人が関わる状況が作

えば、風景は単なる見た目だけでな

なりました。
「あそこに行けば面白

ることは基本的に楽しいことですか

が提案してマッチングさせる。そし

れて、地域側から見れば、持続的な

関わる仕組みがないんです。その仕

い人たちに会えて交流ができる」と

ら、首都圏のビジネスマンなどに適

て、交流によって地域への深い理解

地域づくりにつながるのではないか

山本 今後の方向性としては「交流」

いう意味での三陸ブランドも作れる

切に役割を振れば、喜んでプロボノ

を促進し、リピーターを増やす。い

と思います。そこに観光的な要素も

北を伝えないといけない。そういう

のではないでしょうか。さまざまな

として協力してくれます。また、世

わゆる観光による交流人口の拡大と

入ってくれば、より望ましいと思い

く、そうした景観が形成された地質

場面の集合体としての三陸ブランド

界を知っているプロが三陸で事業を

いった表面的な話ではなく、深い地

ます。

組みを作るのに必要なことは、まず

を作るのがいいと思います。

することも必要です。三陸の食材は

域体験を提供することを通した濃い

に可能性を感じています。今、国際

山本 東北に来てから強く感じてい

豊かですが、それだけでは勝てませ

結びつきです。そのきっかけづくり

メッセージを発信し、実践を支援し

人を育てるという課題が外に置かれ

ることは、地域の個性や魅力を伝え

ん。世界で修業した料理人が面白が

として、観光学の役割は大きいと考

ていきましょう。

学や地形学的な背景も併せた理解

る仕組みがまだまだ足りないという

って三陸に集まるような仕組みを考

えています。

そうした人たちの名簿作りです。関

ことです。東北は第一次産業を中心

えたいです。宿泊も世界レベルでお

広田 僕は地域づくりの視点で地域

的にはエコツーリズムなど新しい観

に発展した地域と捉 えていますが、

もてなしや非日常性を演出できる人

を捉えています。「拡大コミュニティ」

ているという危機感を持っています。

それらを伝えることが重要です。そ

が挑戦して三陸に関わりたくなる仕

はまさにその中の考え方です。しか

を促すことによってその場の価値が

の背景として、子どもたちが地域の

組みができないでしょうか。この先、

取材協力：井上理江

聞き手：観光地域研究部 寺崎竜雄

我々のような研究者も連携して、

個性や魅力を見つめ直す機会を逸し
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三陸観光復興のコーディネーター
―― 三陸鉄道の取組

淳

辺のがれき撤去など）を提示し、理解

冨手

運転再開へのこだわり、背景

くの皆さんにご支援いただき、震災の

を得た。行政、沿線住民をはじめ、多

旅客サービス部長

震災直後から、社長の望月と沿線の

三陸鉄道株式会社

状況を見て回った。三陸鉄道も甚大な
５日後には久慈駅～陸中野田駅間、９

層求められるようになった。県からも

コーディネーターとしての役割が、一

「三陸プラットフォーム構築事業」の委

数年後には、ＪＲ山田線（ ・４㎞）が、

託も受けている。

三陸鉄道に移管される。沿線の人口も

減少し、安定的な利用は見込めないが、

車両基地の集約や社員の業務効率化な

北リアス線と南リアス線がつながれば、

ど、経 営 上のメリット も 少 な く ない。

北リアス線沿線には、浄土ヶ浜や龍泉

被害を受けてはいたが、もともと津波

何より沿線市町村からの強いご意向も
座敷列車」では、地元の料理屋と共同

南リアス線への誘客は苦労したが、震災

洞など三陸を代表する観光資源がある。

あり、お引き受けすることになった。

供した。利用の少ない冬季に「こたつ

開発した特別メニューを、低価格で提

開することができた。
思いがけず全国のマスコミに取り上げ

日後には宮古駅～田老駅間の運転を再

られ、東北、三陸地域への支援の輪が

列車」を企画したのは全国初。社員一

被害を回避するよう、なるべく海から

広がっていくのを感じた。

鉄道の魅力を高めてきた。また、沿線

丸 となってさ ま ざ まな工夫 を 凝 らし、

離れた場所や標高の高い所を走ってい

埋め尽くされた道路を避けて、高台の

比べると被害は小さかった。がれきで

地域と三陸鉄道の関係

の観光資源の開発支援や旅行商品への

力的な観光のコンテンツがほしい。首

ったからお客が来るわけじゃない。魅

していけるかを考えている。列車が通

宮古から釜石間の旅客数をいかに増や

今は、全線１６３㎞がつながった時、

組み 込みな ども 積 極 的に 行ってきた。

都圏から見れば三陸は一体。三陸の観

年は黒字、そ

震災後もいち早く「三陸被災地フロン

年）４月。開業から

の後、旅客が減少し、厳しい経営が続

トライン研修」などを企画してきた。

うちは県や沿線市町村などを株主と
する第三セクターの鉄道。こういう時

県や沿線市町村と連携・協力して、観
光客の誘致に本格的に乗り出した。私

存在になっていった。

地域にとって、次第に交通手段以上の

プロモーションをしていかないと。

り組んで、周遊ルート・コースを作り、

光は、沿線市町村が連携・協力して取

いている。２００１年（平成 年）には、

鉄は必要ない」と思われてしまうとの

や大阪、九州の旅行会社への営業を始

の提案で、団体客誘致のために、東京

変わり果てた田老駅で、
「とにかく、

県や沿線市町村とタッグを組んで、三陸

に投入できる資金は限られているが、

震災後、三陸鉄道も観光開発や誘客
三陸の観光は、被災現場の視察・研

めた。第三セクター鉄道の営業活動は

修から、震災前の形に、それ以上の新

一刻も早く列車を走らせよう」という

「ツアーバスから、眺めのよい区間だ

全国でも珍しい時代だった。

誰もが混乱を極めていた中、社長は

しい形を模索していく時期ではないか

社長の一声が、何より嬉しかった。

け鉄道に乗り換える」
、鉄道に乗るこ

と感じている。

聞き手：観光地域研究部 吉澤清良

（とみて あつし）

観光の復興に取り組んでいきたい。（談）

県知事や宮古市長に掛け合い、具体的

線八戸駅開業に合わせて導入した「お

とを目的とした企画が実現。東北新幹

震災後、三陸鉄道には、三陸観光の

賃無料など）と支援内容（線路や駅周

三陸地域の観光復興のこれから

危惧もあった。

観 光 客を誘 致してくる三陸 鉄 道は、

強い想いと、正直、走らせなければ、
「三

運 転 再 開 は「 復 興の象 徴 」として、

線路を行き交う被災者を見て、
「ちょ

三陸鉄道の開業は、１９８４年（昭和

前は「産直列車」などが人気を集めた。

せたい。
」と思っていた。

っと直せば動かせる区間もある。走ら

冨手 淳（とみて あつし）
1961年生まれ。大学卒業後、三陸鉄道入社。総
務から車掌・運転・指令などの現場を経て、現在旅
客サービス部長。運転管理、鉄道営業やイベント企
画を手掛けている。
＊震災直後は取材窓口を担当。

こそ、移動手段を確保しなくてはとの

たため、戦前に開通した山田線などと

55
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人の流れをつくる観光の力
―― おらが大槌夢広場の取組

ちの受入も始まりました。

ドネシア・アチェ州からの子どもた

に、最初の視察交流事業であるイン

大槌復興食堂をオープンすると同時

す。そして、法人設立直後におらが

らないという前向きな姿勢になって

もっと何かをやっていかなければな

れ、次第に精神的にも安定していき、

応援の言葉をいただき、勇気づけら

れだけではなく、たくさんの人から

い状況で、当時「大槌町は一番復興

いました。何をするにも何も動かな

亡くなり、行政機能がまひしてしま

岩 手県・大槌町は震災で町長が

一生懸命に私たちのために活動して

たくさんの方々が訪れてくれました。

地世界各国からボランティア支援で

槌町のような無名の地域に、全国各

ランティアの方々の食事でした。大

は「人」に焦点を当てた商品である

た。全てのツアーに共通しているの

ツアーへと流れが変わっていきまし

になり、それが企業研修やスタディ

ランティアツアーを組み立てること

載されたことがきっかけとなり、ボ

その中では、ここに来るからこそ知

ったコンテンツ を 提 供 していま す。

てその課題への解決策を考えるとい

クショップなどを通じて、企業とし

材にし、町民との対話や交流、ワー

住民、事業者が抱えている課題を題

企業研修の特徴では、実際に町や

臼沢 和行

が遅れた町」とメディアにも取り上

くれているにもかかわらず、皆さん

ということ、ヒューマンツーリズムと

ってもらえる「リーダーシップとは

代表理事

げられたこともありました。

が食べているものがコンビニ弁当や

いうことでした。活動の目的は交流

何か」
「コミュニケーション能力とは

一般社団法人おらが大槌夢広場

町が壊滅的になくなり誰もが何

冷めたものだったので、どうにかこ

人口の拡大ではなく、人と人との関

何か」を表現するようにしています。

いくのが自分自身でも分かりました。

をしていいか分からない中で、大槌

の大槌町のおいしいものを食べてほ

わりを通じた人材育成だったのです。

そして、その取材記事が新聞に掲

町に縁があった岩手県内陸部の企業

しい、また、大槌町がどういう町な

ドとして人を呼んでいるのです。入

の社長たちが「大槌町のために何か

内容が全く異なることです。自分が

り口は震災かもしれませんが、ワー

私たちは震災で人を呼んでいるわ

人と人とが関わる

感じて何を思ったのかに焦点を合わ

クショップの内容も被災関係のもの

「おらが」の語り部ガイドの特徴

ヒューマンツーリズム

せるということは、自分自身のつら

は一切入れていません。震災でゼロ

のか伝えたい、そういった恩返しの

法人格を取得したのは２０１１年

い体験を語ることに他ならず、容易

になったことで生じている課題はテ

をしたい」と集まり、そこに、
「何
槌町住民数人が参加し、そのメンバ

年） 月ですが、設立前の

なことではありませんでした。しか

ーマにしますが、震災自体はテーマ

けではなく、この町、このフィール

ーで「何かをやろう」と話し合った

準備期間から少しずつ受入を始めて

し、自分の思いや話を打ち明けてい

にはしていません。震災後の大槌町

は、ガイド一人ひとりによってその

ことが、一般社団法人おらが大槌夢

いました。語り部ガイドの活動は同

くこと、聞いてもらうことがカウン

は、戦後の日本と同じ状況です。先

思いから、活動が始まりました。

正直、初めはその「何か」が何な

年９月頃から始まりましたが、今の

セリングのような役割を果たし、自

駆者たちは、戦後の日本をどのよう

かをしなきゃいけない」と思った大

のかも分かりませんでしたが、とに

ような形で本 格的に始 動したのは

分自身が楽になっていきました。そ

かけとなりました。

（平成

かく今自分たちができることを考え

２０１２年（平成 年）４月からで

11

24
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広場（以下、
「おらが」
）発足のきっ

ました。そして、まず考えたのがボ

24

23

に生き抜いて、何を学んで何を感じ
取ったのか、おらがではそれを体現

うになりました。
そして、あるガイドさんは、人前

ど刻々と変化する状況に対応し、現

年度（平成

年）でおよそ５倍となり、２０１４

年度）は２３００人以

在は、人を呼び込むことに特化した

飲みながらガイドしていましたが、

ら、企業研修・教育旅行にシフトし

うような交流人口の増加のさせ方は

訪れた方がただ町を見て帰るとい

上が訪れました。なお、企業研修は

町の人たちを変える観光の力

今では看板ガイドになりました。皆

ました。語り部ガイドの参加者数は、

したくありません。今後は、できる

事業を行っています。

震災前の大槌町は、観光客が訪
の前で胸を張って話すことができる

言葉が悪いですが、震災ブームが落

だけ多くの住民を巻き込んだプログ

で話すことが嫌で、最初は安定剤を

れることもビジネス客が訪れること
ようになり、自分に自信を持つこと

ち着くにつれ減少し、それに代わり、

援団体や研修団体、観光客などが

あれば、観光は人を変える力がある

観光を＂人の流れ＂と捉えるので

ます︵図︶
。企業研修・教育旅行は、

からのスタディツアーが増加してい

修学旅 行、企業研 修、大学や海 外

いきたいと考えています。
（談）

ラムやコンテンツをさらに増やして

８割がリピーターです。

もほとんどありませんでした。それ
ができるようになったのです。

訪れたことで、大槌町民は変わりま

と思います。田舎特有の「何かをし

す。一人目はある高校生です。震災前、

いいんだ」「できるんだ」という気

ちから、人が来ることで「やっても

たが、独立事業の切り離し、行政機

聞き手：観光地域研究部 五木田玲子

（うすざわ かずゆき）

した。

２０１２年から２０１４年（平成

受入のメーンも、語り部ガイドか

が、震災後、ボランティアなどの支

できるプログラムを提供しています。

26

たら駄目だ」
「無理だ」という気持

大槌町には海外の方は英語の先生ぐ

持ちに変わり、チャレンジをしてい

具体的な例として３人を紹介しま

らいでほとんど見たことはありませ

が人を変えたのを目の当たりにした

る人、新しい考え方を持つ人が確実

みたい、もっと英語を勉強したいと

のです。私はこの＂人の流れ＂を太

んでしたが、震災後、外国人が訪れ

思うようになり、留学したのです。

くすることを通じて、子どもたちに

に増えています。まさに、人の流れ

次はある漁師さんです。それまで

とって「この町が好き！」と思える

たことで、もっと外国人と話をして

は、漁をして漁協に卸していただけ

住民参加型の活動を目指して

場所にしていきたいと考えています。

ってきたものを目の前で食べ、おい

現在のスタッフは４人。立ち上げ

でしたが、観光客が訪れ、自分がと
しいという言葉を直接耳にしたこと

当初は 人以上のスタッフがいまし

んだという自信となり、自ら全国に

能の回復、他のＮＰＯの立ち上げな

受入の様子（説明しているのが臼沢氏自身）

26
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で、この商品を全国に売ってもいい
販路を広げて自分で売りに行くよ
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2012年度

2013年度

2014年度

0

7

0

20

25
4,000

30

5,815

10

14
10
2,000

企業研修（団体）
10,000

36
6,066
6,000

（人）

40

教育旅行（団体）
8,000

50

受入総数（人）

10,000（団体）
53

60

図 （一社）おらが大槌夢広場
ツーリズム事業受入実績の推移

12,000

20

「好齢ビジネス」を通じたコミュニティ復興
―― 長洞元気村の取組

手に入ったため、今後は体験プログ

自分の楽しみをビジネス化し、あ

けたのがきっかけでした。その中心
で自然と何か始めようかという機運

くまで生活優先で余力を仕事に充

ラム化も視野に入れています。

が高まりました。その後正式に会と

てるという「好齢ビジネス」という

となったのが高齢女性であり、そこ

しての参加者を募ったところ、 人

しこ会」として発足することになっ

村上 誠二

です。これは民家を借り、高校生や

たわけです。

ラムを提供しており、最少催行人員

事務局長

陸前高田市・長洞元気村は、正式
大学生が小学生に勉強を教える活

自治会となでしこ会が合同で話し

を６人に設定していますが、少人数

一般社団法人長洞元気村

には長洞元気村協議会といい、以前
動を行っていたもので、その活動が

合う場を「長洞未来会議」と呼ん

でも受け入れることがあります。料

考えに立って活動しています。

あった長洞仮設住宅の自治会の名称

ＮＨＫのテレビ番組で取り上げられ、

で定期的に協議の場を持っていまし

金と人数の関係から収入を試算し、

の賛同が得られたことから、
「なで

です。ボランティアなどの支援への

注目を集めたことで、自治会もそれ

たが、２０１５年（平成 年）２月
に仮設住宅が撤去されたことに伴い、

するかな、という感じで設定したの

１回当たり６人程度なら何とかペイ

理体験、漁業体験などの体験プログ

なでしこ会では、語り部体験や料

受入態勢を整えるために話し合いを

に倣った名称をつけました。

自 治 会は解 散しています。その後、

自治会の役員は男性中心ですが、
仕事を持っていたり、復旧作業に当

れていたにもかかわらず、役割がな

大半は高齢の女性の皆さんで構成さ

ありました。一方、コミュニティの

設住宅の運営に手が回らない現状が

の一部門として存続し、活動を続け

元気村を発足させ、なでしこ会はそ

４人を役員として一般社団法人長洞

長、なでしこ会の会長と事務局長の

うに、参加している高齢女性の皆さ

いった意見もあるようです。このよ

として見合わなくても構わない、と

てやるのが楽しいので必ずしも収入

んたちは生きがいややりがいを見つ

ています。

ことになったのです。

て、高齢女性の皆さんの協力を得る

体的な活動はこれからですが、月１

る「浜人会」も発足しています。具

元漁師や大工など男性６人で構成す

の収入となります。

参加料は、ほぼそのままなでしこ会

で運営しており、体験プログラムの

なでしこ会は部門として独立採算

けてくれているようです。

高齢女性パワーの本領発揮

～２回のかご漁や盆行事である「万

自立への意識が流れを呼び込む

現 在 で は、
「 な で し こ 会 」 の 他、

初めは自治会の共益費を得るた

灯籠」の復活などを計画していると

全国にいる支援会員からの会費と、

とうろう

はま ど

め、
「笑顔の集まる土曜市」として、

ころです。かご漁については、船も

まん

野菜や余った支援物資を売る場を設

自治会の運営を担う実働部隊とし

いという現状もありました。そこで、

ですが、メンバーとしては、集まっ

名 称の由来は、震災後に学校が

月に自治会の会長と事務局

同年

る場として始めた「長洞元気学校」

たる必要があったりと、なかなか仮

され、発足することとなりました。

進める中で、自治会の必要性が指摘

ながほら

12

休校になる中で、子どもたちが学べ

27

26
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12

ると３００～４００人になります。

す。それに講話だけの参加者を含め

１００～１５０人といったところで

数 字 を把 握していませんが、年 間

体験プログラムの参加者は詳しく

いるわけではありません。

には支出も多く、大きな利益が出て

や原材料費などを支払うため、実際

そこから体験プログラムの講師日当

～４００万円ほどになります。ただ、

ると、事業費としては年間３００万

民間企業の寄付、その他収入を含め

～２万円の小遣い程度でも張り合い

ながりますし、それがたとえ月１万

が発生するからこそやりがいにもつ

いけないと考えています。必ず収入

ただ、その際にはボランティアでは

とはとても有効であったと思います。

して、外から人を受け入れてきたこ

しれません。そういった活躍の場と

ってしまっていた高齢者もいたかも

それがなければ仮設住宅に閉じこも

きる力につながっていると感じます。

は必要とされているという実感が生

も、社会の役に立っている、あるい

したり、企業からの寄付金を充てた

けて民間の財団からの助成金を獲得

してくれている民間企業の助言を受

設資金は、震災後に継続して支援を

たってもご協力いただきました。建

れをくむ職人が多いため、建設にあ

建設しました。地元に気仙大工の流

さんの協力を得て２年間かけて自力

んでいる活動拠点はボランティアの皆

自分たちで「なでしこ番屋」と呼

培ってきた「受援力」

ようです。

く、閉じこもってしまった例も多い

いるために、隣の家との交流も少な

け入れられるとちょうどよいのでは、

ば、月に２団体くらいのペースで受

ます。体験プログラムについて言え

囲で活動していきたいとは考えてい

地ではないので、受け入れられる範

あります。もっとも、そもそも観光

っていらしてくれなくなった団体も

す。毎年来てくれていたが昨年にな

なっているという現状も感じていま

なお、村を訪れる人が年々少なく

形成も大事になるということは確か

不十分であり、受け入れる側の合意

に、ただ支援を待っているだけでは

もあります。

アが仲間を連れてくるといった場合

や、震災後に来てくれたボランティ

れを聴いた人からさらに広がる場合

を依頼されるケースも多いため、そ

来訪となります。また、自分が講演

くは口コミやウェブサイトを見ての

きるようにしたことも要因として大

災以前のコミュニティのまま入居で

住宅の建設や入居にあたっても、震

けたいというニーズを受けて、仮設

災以前のコミュニティのまま住み続

ープンでした。それは、被災者の震

入れることについては、初めからオ

長洞元気村では、外から人を受け

てくれることもあります。

ょうか。社員の方が家族を連れて来

側も分かりやすいのではないのでし

組が形になっていくため、支援する

ワークができたものです。復興の取

任准教授の柴田先生を通じてネット

間企業とのつながりは、岩手大学特

毎年大きな寄付をしてくれる民

聞き手：観光地域研究部 菅野正洋

に感じます。

特段広域に向けて情報発信や宣

が出るのだと思います。

旅行会社との連携は、企業の社員

きいと考えています。実際に仮設住

伝をしているわけではないため、多

と考えているところです。
（談）

研修を受け入れる際に間に入っても

宅は、震災以前と隣の家との並び順

まり、支援を受けるための受け皿が

村は「受援力」があるそうです。つ
他の仮設住宅の例では、さまざま

あるということだと思います。実際

（むらかみ せいじ）

りといった方法で賄いました。

らう程度で、旅行商品などに組み入

まで同じになっていました。

柴田先生に言わせると、長洞元気

れられているといったことはありま

なコミュニティから集まって住んで

2016/03/30 17:32

229観光文化特集2.indd 27

せん。
たとえ少しの日当であったとして
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地元のバス会社だからこそ
―― 岩手県北観光の取組

続可能な取組とすべく参加者から会費

た。そこで、ボランティアツアーでは、持

の長い取組が必要なことも明らかだっ

例えば、三陸各地で行われている鮭

志向に応えられる地域だと考えている。

は、体験観光や食を通じて、こうした

念する声が出始めており、地元企業と

ドであったが、県内では経済の沈滞を懸

団体などから数多くの方に参加をして

ぶ企業団体研修として、首都圏の企業・

おいては、震災・防災および復興を学

ィツアーにシフトした。スタディツアーに

業ボランティアから、震災を学ぶスタデ

進捗に合わせて、がれき撤去などの作

力は一番でなくとも、種類が豊富で高

三陸の海産物は一つ一つのブランド

だろうか。

高いが、体験観光と結びつけられない

アワビは東アジアでの知名度がとても

合っているのではないか。また、吉浜

にはやったが、今では外国人の嗜好に

し こう

のつかみ取りは、 年ほど前に国内客

震災被害と

していち早く観光復興に取り組む必要

いただいており、現在も継続している。

し ん ちょく

を取るようにし、内容も、震災復旧の

地元バス会社としての対応

性を感じていた。
「震災でも桜はいつも

た。首都圏からの夜行バスを使った弾

晴らしい資源を持つが、震災以前も十

実際、三陸は、自然景観や食などの素

復興だ」という声を聞くことが増えた。

誘致に期待している。現在、岩手県に

そうした中、私は、外国人観光客の

（そうま たかひろ）

聞き手：観光地域研究部 吉谷地裕

い。（談）

して三陸観光の復興に挑戦していきた

今後も、地元旅行会社・バス会社と

きっぴん

当社の一般乗合バス営業エリアは、内
どおり咲く」を掲げて募集したところ、

品質なのが強みだ。例えば、三陸を束

相馬 高広

陸部では盛岡以北の県北エリア、沿岸で

復旧から復興へ

打てば、三陸の食の魅力を効果的に打

ねて「シーフード・パラダイス」と銘

執行役員・営業企画部長

は山田以北の広域な地域となっている。

ゴールデンウィーク期間中に約３５０人

震災後５年が経過し、ボランティアツ

株式会社岩手県北観光

震災で小本支所が全壊し、山田支所

アーなどは大幅に縮小した一方で、い

丸ツアーには２０００人以上の参加が

英 語 ができる 社 員 が 対 応に 当 たった。

来ている外国人は、台湾・タイなどから

ち出せるのではないか。

という気持ちからか、とても多くのお

まだに修学旅行やインバウンドには風評

のお客様の参加があり、
「買って応援」
土産品を買っていただいたことが記憶

ごと流され、系列ホテルでも１人の社
員を失った。旅行部門では全ツアーが

で、バスとバス無線を地元消防団の災

あった。作業内容は、地元の社会福祉

最近、若い人からは「復旧ではなく

被害の影響がある。

害対策本部に提供した他、医療チーム

協議会などと調整しながら決めた。モ

ボランティアツアーも積極的に手掛け

に残っている。

おも え

のピストン輸送、炊き出し物資や人員

「復興」には、新しい取組、新しいター

震災直後、津波で孤立した重茂半島

の輸送、避難所 ― 入浴施設間バス運行

ルモン教会と専属契約を結び、世界中

らないだろう。

ゲットにも積極的に挑戦しなければな

震 災 後２年 間で、企 業や団 体 も 含め、

分に魅力を活かせていたとは言い難い。

などを連日行った。

を行い、現地とのコミュニケーションは

の教会から来日したボランティアの輸送

東北新幹線、東北自動車道は不通で、
古間の都市間バスとともに、唯一県外か

国内外から延べ３万人の輸送を行った。

震災５日後に運行を再開した盛岡〜宮

岡を結ぶシャトルバスを運行し、復旧作

のリピーターが多いが、彼らは、いわゆ

らアクセス可能であった秋田空港と盛

私たちは、震災直後からしばらくの

普通の暮らしと一体となれるような旅

る「観光地巡り」ではなく、より地元の

相馬 高広（そうま たかひろ）
昭和 年生まれ。昭和 年に岩手県北自
動車（株）に入社後、
（株）岩手県北観光・
盛岡支店長、営業部長、取締役を経て、平
成 年より現職。平成 年よりインバウンド
事業推進室室長を兼務。

53

キャンセルとなり、その対応に追われた。

は車両２台が被災、うち１台は乗務員

30

27

業関係者などの人の流れをつくった。

社会生活機能の復活に全力を挙げて対

間は、当面の経済性を無視して住民の

への志向が徐々に強まっている。三陸

同年５月、北東北を巡る花見ツアー

応したが、震災被害の大きさから、息

35

28

観光文化229号 April 2016

2016/03/30 17:32

229観光文化特集2.indd 28

観光を通じた地域貢献

を決行した。世間はまだ旅行自粛ムー

22

事務局（亀屋旅館）

福島県相馬市 宿泊業の試み

松川浦ガイドの会

3

農家もやるなど何でも屋でした。潮

干狩りの日帰り客を大広間に入れて、

みそ汁を食べさせたことをきっかけ

に宿泊にも力を入れるようになりま

管野（ 貴 ） うちは旅館専業で、父が

した。

仲買の権利を持っていたので、魚を

市場で直接買って仕込んで出してい

ました。お客さんは山形・宮城・栃

木といった近県からがほとんどです。

おいしい魚を安く食べたいという方

が来ていました。
け入れ、冬は海苔などの海産物で生

の仕事をやっていて、曳船業やあさ

管野（ 尚 ） うちも旅館をやる前は海

業旅館や民宿と二分化されていたん

業旅館と、管野（尚）さんのような兼

管野（ 正 ）管野（貴）さんのような専

計を立てていたところがほとんどで

です。今、松川浦観光旅館組合には

軒加盟していますが潮干狩りがピ

りや海苔をとっていました。そして、

旅館いさみや
管野 尚（かんの たかし）
１９５１年生まれ。若手経営者の活動
に対して年長者としてアドバイス。松川
浦の漁業や干潟の生き物にも詳しく、自
らもガイド活動。

した。

正三
松川浦観光旅館組合 組合長（丸三旅館） 管野
尚
松川浦観光旅館組合（旅館いさみや） 管野
貴拓
松川浦ガイドの会 会長（ホテルみなとや） 管野
久田 浩之

―― 松川浦観光の昔と今と今後

震災前の松川浦観光
管野（ 正 ） 松川浦は砂洲に囲まれた

細長い入り江で、浦の中に松の生え
た大小の島がいくつもあり、「小松島」
と呼ばれていました。江戸時代末期
り

はそれらの島に塩田があり、塩を作
の

っていましたが、その後に海苔の養
殖が始まり、小さい島をどんどん削
って養殖場を広げていきました。
観 光 業 が 本 格 的に 始 まったのは、
めい び

約 年前です。浦の干潟で潮干狩り
観光客がたくさん来るようになりま

が始まり、風光明媚な景色もあって、

丸三旅館
管野 正三（かんの しょうぞう）
１９６１年生まれ。松川浦観光旅館組
合の組合長として地域の旅館経営者の取
組を牽引。松川浦の歴史や地理にも詳し
く、自らもガイド活動。

は 軒以上ありました。当時、松川

ークの１９８０年代、一番多い時に

22

員で旅館や民宿が一気に潤って、松

火力発電所関連のビジネス客や作業

新 地 火 力 発 電 所 ができ たことです。

１９９４年（平成６年）に相馬市に

大 き な 分 岐 点 に な っ た の は、

した。

お客さんに出して、すごく賑わいま

にぎ

処を作り、魚やイカなどを浜焼きで

季節になると、みんな軒先にお休み

浦に面した旅館街は春の潮干狩りの

40
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した。当時の旅館や民宿は漁業との
兼業が多く、夏は民宿で観光客を受
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60

川浦はまさにバブルでした。
管野（ 尚 ） その少し前に海苔の値段

が暴落したんです。漁業では食って
いけないと思い、ちょうど火力発電所

その人たちはかなり長期で滞在しま
した。

管野（ 尚 ） うちも別の町に避難した

け ど、３ 月 下 旬 に 戻って き ま し た。

平日は火力発電所関係のビジネス客、

に頭を切り替えました。それからは、

駄目でした。その後にボランティア

カ月ほど家族で頑張ったけど、全然

ました。全部自分でやろうと思い１

もともと大工だから自分で直し始め

土日は観光客という形で受け入れて

が入ってくれて、１階に入り込んで

亀屋旅館
久田 浩之（ひさた ひろゆき）
１９８２年生まれ。松川浦ガイドの会
の事務局として活動の広報や庶務を担当。
震災後に一度介護関連の職に就くも、家
業の旅館を手伝うため地元に戻る。

きました。

いた泥や残材を全部さらってもらい、

ホテルみなとや
管野 貴拓（かんの たかひろ）
１９７６年生まれ。松川浦ガイドの会
の会長として活動を推進。旅館や飲食店
の若手経営者のまとめ役としても奮闘中。
会計事務所勤務を経て、震災以前に父が
経営する旅館業に転身。

久田 うちももともとは半分漁業、半

６月には復旧できました。

ができてお客が増えたので、旅館業

分旅館でしたが、海苔の値段が暴落

最初はとりあえず建物を直すだけ

係の人から予約が入ってきたんです。

ようと思っていたけど、すぐ作業関

した時に旅館業に完全にシフトし、火
を受けた仮設住宅の建築業者からで

で、しばらく休んでから営業再開し
景気を迎え、そういう会合が毎年右

人くらいで早急に、そちらに泊

素泊まりでいいから」ということで。

「車の中で寝ているが足を伸ばしたい。
まだ、ライフラインが復旧してお

から受け入れました。

客 室 は 全 然 問 題 な かったんで す が、

泊施設リストを見て片っ端から電話

管野（ 正 ） 原発が止まって火力発電

らず、水も出ないし、電気もガスも

久 田 うちは建物が少し高い場所に

かけていって、たまたま電話が通じ

所を動かさなきゃいけないというこ

ない。お風呂にも入れない。それで

まれないか」と。

「

力発電所関連のビジネス客と観光客
を両方受け入れるようになりました。

どうなるかという状況だったところ

肩下がりとなり、これ以上下がったら

ても２～３泊だったのに、火力発電

に、東日本大震災が起きました。

管 野（ 正 ） それまではせいぜい長く

所のビジネス客は１～２週間、１カ
月もいるわけです。長期滞在も受け
入れられるようになり、ビジネス客

あったので、震災の時は奇跡的に床

たのがうちだったんだと思います。

とになり、復旧作業の人たちが一気

が出るようにして、最初は２～３人

観光的に見ると相馬市にとって一

下浸水だけで済みました。２週間ほ

それで泊めたんですが、冷蔵庫の

にたくさん来たんです。泊まる場所

シャワーが動かなかった。何とか水

番ウエートが大きい市場は宮城県で

ど山形に避難して帰ってきて、４月

ものは腐っているし、当然出せる料

がないということで、泊まれる宿か

もいいから泊まりたいと。多分、宿

す。宮城県では「旨い魚を食べるな

中 旬 く らいか ら 片 付 け 始 めました。

理もないんです。灯油はあったので、

らどんどん埋まっていきました。

震災直後～営業再開まで

ら松川浦」という知名度が高く、仙

固定電話がまだ使えませんでしたが、

石油ストーブでお湯を沸かして救援

管野（ 貴 ） うちは２０１１年（平成

を泊める宿と、観光客だけの宿とい

台空港周辺の大きい企業は忘・新年

たまたま携帯電話に転送をかけたま

物資のカップラーメンを出し、トイ

うすみ分けが生まれました。

会を松川浦でやっていましたし、近隣

まだったので、突然携帯に電話がか

10

うま

の農村部からも農閑期の会合や慰労

レは風呂場の水を汲んで流しました。

年）の 月に駄目でもともと、と
かってきたんです。相馬市から依頼

く

会などでよく来ていました。しかし不

23
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です。それから２年ほどは、盆正月

り火力発電所を直しに来たお客さん

ました。最初に泊まったのは、やは

いう気持ちで借金して営業を再開し

いから帰ってこい」と言われてその

きて、親から「忙しくて体がもたな

客さんがいなくなるどころか増えて

こで働いていたんですが、旅館のお

です。２０１１年４月〜７月までそ

自分は介護関係の仕事に就職したん

地域性を持ったグループでの申請が

のですが、一軒一軒では申請できず、

物を直すのに４分の３の補助が出る

った復興の補助金制度の話です。建

のは、２０１１年の８月に持ち上が

本格的に「火がついた」と感じた

管野（ 正 ） あれが本当の復興の出発

物屋、飲食店が結構あったんです。

片付けてやり直すという旅館や土産

管 野（ 貴 ） その 補 助 金 が 出 る な ら、

と思いますよ。

古いところは泣き寝入りで終わった

くらいしか帰らない長期滞在の作業

でしたね。
「がんばろう」という気持

関係のお客さんが泊まっていました。

条件でした。

仕事を辞めて戻り、今に至ります。

ちに拍車が掛かりました。
３週間しかなかったんです。旅館組
合などの既存の団体では駄目で、こ

残った民宿もあります。

工事のお客さんが来たのでやめずに

くてやめるつもりだったのに、復旧

めた旅館は５軒です。後継者がいな

そういうお話をいただいて、何かし

で 何 も 手 につか ない状 態 で し た が、

浦に入ってきました。我々はそれま

面からいろいろな支援や団体が松川

管野（ 正 ） やがて復興のため、各方

は旅館 軒、飲食店・土産物屋９軒

プ」を立ち上げました。参加したの

者を募り、
「松川浦観光振興グルー

管野（ 正 ） 旅館組合を核として希望

でした。

うグループを新たに作ることが条件

店も土産物屋も一緒に頑張ろうとい

がらに季節感をそういう形で感じて

ああ秋になったんだなと、子どもな

ました。浦で海苔の作業が始まると、

もそろそろ終わりだな」と感じてい

だな」と感じ、土用波が立つと「夏

は潮干狩りが始まると「春が来たん

潮干狩りの解禁日です。子どもの頃

管野（ 正 ） 松川浦は毎年４月１日が

震災で失った季節感

管野（ 貴 ） 申請の締め切りまで２～

管野（ 正 ） うちは２０１２年（平成

年）１月に再開しました。工事関

係のお客さんは松川浦にとって、一
つの足掛かりにはなったんじゃない

管野（ 尚 ） 震災の後、観光はもう終

ないと駄目だと思うようになり、で

軒です。若手の人たちがパ

の松川浦というエリアで旅館も飲食

わりだと思いましたね。旅館もみん

きることから一つずつ進めていきま

の合計

復興の補助金申請で
地域が一つに

なやめるつもりだったと思います。

した。とにかく、来たものを受けて

でしょうか。松川浦では、震災でや

管野（ 貴 ） 最初は作業関係のお客さ

い段階でいなくなるだろうと思って

のお客さんを入れていましたが、早

久 田 うちは早い時期から作業関係

感じでしたね。

も全然なくて。２年くらいはそんな

光のお客さんを呼ぼうという気持ち

ちでした。原発の問題もあって、観

んに「ずっといてくれ」という気持

客さんが来るかもしれないという気

こういうことをきっかけに観光のお

小さなともしびのような希望ですが、

エコツア ー を 企 画 し た り し ま し た。

の対 象 地 域に も 選 定 していた だ き、

復興エコツーリズム推進モデル事業

ファイトが湧きますよね。環境省の

し、そういうことを体験することで、

何かをするという状態でした。しか

いと思う。後継者もおらず、建物が

川浦の旅館は今の半分も残っていな

今があると思います。でないと、松

管 野（ 尚 ） あの補助金があったから、

助金はすごくありがたかったです。

重債務を抱えていますから、この補

んな借金があって家が流されて、二

げで、１回で審査に通りました。み

に行ったりと、頑張ってくれたおか

ソコンで調べたり、県庁に話を聞き

で、四季を感じていました。
「海水浴

管野（ 貴 ） 私は旅館に来るお客さん

が、四季の感覚はないですね。

こうが、夏にかんかん照りになろう

ゼロになったんです。だから桜が咲

いう四季のサイクルが、震災で全て

くなりました。 年前にできたそう

が、私は四季の感覚がまるっきりな

震災から５年経とうとしています

いました。

いました。とにかく何か稼がないと

にはなりました。
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24

れる頃になると、冬の忙しい時期が

たらああ秋だな」
、
「ズワイガニがと

閑期の団体旅行とか老人クラブが来

の合宿客も入れたいと思っています。

いけない。春、夏、冬休みに大学生

をどうするかをこれから考えないと

末に限られるんです。ウイークデー

管野（ 正 ） でも、学生相手だから週

県内や東北からの利用が多いです。

町全てが潤ったけど、終わるとみん

間は国の補助がたくさん出て、市や

尻島も阪神・淡路も、災害後の５年

るクーポンを出していますよね。奥

観光客向けに旅行費用を半額補助す

管 野（ 正 ） 今、国や県や市が、一般

売り上げが増えていますが、旅館一

１００％に近く、兼業旅館は前より

今 の 松 川 浦 の 宿 は 皆、 稼 働 率

ます。

な支援の仕方があってもいいと思い

域によって事情が違うので、いろん

部同じではなくて、特に福島県は地

管 野（ 貴 ） 細くてもいいから長い支

来た」
、という感じで。

管野（ 貴 ） ただ今は作業員で宿はど

な干上がって、観光地は閑古鳥が鳴

本でやってきたところは客単価が下

ます。関東圏でも営業していますが、

今は月曜に来て金曜に帰る作業関

こもいっぱいで、セールスを一生懸命

く状態になったと聞いています。今

がり、震災前の売り上げには届いて

のお客さんが来れば夏が来たな」
、「農

係のお客さんがほとんどなので、土

して も 泊 ま る ところ が ないんで す。

までそういう事例があるなら、お金

いません。今は補助金で維持してい

管野（ 正 ） それでも落ち着いてくる

値よりさらに厳しい自主基準を設定

域や魚種を限定し、国の定めた基準

れ違います。中通りや会津地方は風

同じ福島県の中でも状況がそれぞ

からですからね。

まっている人たちがいなくなった後

管野（ 尚 ） 我々の復興は、作業で泊

援が必要です。被災地といっても全

日以外は「今日は何曜日だっけ」み

あとは、今までに比べて客単価が安

をストックしておき、そうした支援は

る感じですが、それが終わったらど

必要なのは細く長い支援

たいな感覚です。

いことですね。

本当にお客さんがいなくなった時ま

と、改めてここの観光業は何が柱に

して２０１２年から試験操業を始め

評被害でお客さんが来ないので、こ

魚については、相馬双葉漁協で海

うなるのか心配です。

なるのかと考えるようになりました。

ました。少しずつとれる魚種は増え、

の２地域はまさに今、補助金を使っ

スポーツツーリズムを
観光の新たな柱に

で取っておいてほしいと思います。

今までは、地元の魚介類が売りだっ

種 く らいに なっていま す が、

２０１３年（平成 年）頃です。

を受け入れようという話が出たのが

フトボール場を整備して合宿客など

を入れることにし、サッカー場やソ

これからはスポーツツーリズムに力

食えるようになるのはいつになるか、

にはできません。我々が魚でメシが

にならないと、お客さんを呼ぶ材料

て値がつくのか。その２つがクリア

業が始まったとしても、買ってくれ

ず漁業の本操業ができるのか。本操

大きなハードルは２つあって、ま

に来るようになるかを考えて支援し

た時こそ、どうしたら人がこの地域

けです。全くお客さんがいなくなっ

然みんな引き上げる可能性もあるわ

なくなるか分からない。明日から突

いけど、そういうお客さんはいつい

がいるので、今はそんなに困っていな

我々の場合は復興工事のお客さん

だろうと思います。

光地としてのまちのつくり方がある

ら海が見える景観をつくるなど、観

ちろん大事ですが、松川浦は道路か

年先を見てやってほしい。防災もも

元に戻すのではなく、 年、１００

すことだとよく言われますが、単に

管野（ 正 ） 復興は震災前の状態に戻

います。

てもお客さんを呼びたいだろうと思

今は

とれる量が少なく我々が使えるのは
種類もありません。

管 野（ 貴 ） スポーツツーリズムは今、

本当に分からないという気持ちはあ

てもらえたほうがありがたいですね。

震災前の状態に
戻すことが﹁復興﹂か

たけど放射能問題で駄目、シンボル
の松は津波をかぶって枯れてしまい
風景も駄目という中で、違う形でお

外 部 からお 客 さんを 呼 ぶ柱です ね。

ります。

客を呼ばないといけない。相馬市は、

70

施設使用料をかなり安く設定してい

10

50
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行 政に 提 案 し たんで す。文 章 よ り、

興工事をしてほしいという青写真を

で、観光地としてこういうふうに復

管野
（貴）「松川浦観光振興グループ」

が浦に入ると船が座礁するから、入

ほうが数段上回っていたんです。砂

落とす金額を比較すると、漁獲高の

の水揚げ高と松川浦に来る観光客が

んは必ずいなくなり、その後は自分

久 田 今後、復興工事などのお客さ

という話も出ています。

なので、自治体を超えて協力しよう

いう経験を通して宿屋のおやじとし

出て知った魅力もありました。そう

ーツアーの時、この年で初めて海に

は船を持ってないのですが、モニタ

ム、みちのく潮風トレイルなど、あ

んの楽しませ方は前よりも自信があ

外海から浦に砂が入ってきていた

る素材を全部使って、組み合わせて

を何とかしなきゃ」と思っていまし

てのスキルが上がりました。お客さ

時は魚介類も多かったんですが、今

集客していく必要があると思います。

たが、震災後は自分が住んでいる所

たちで集客していかないといけない。

した。
は海水が循環しづらくなり、浦の底

管野（ 尚 ） 今のところは作業員の人

を何とかしなきゃという考えがある

スポーツツーリズム、エコツーリズ

管野（ 正 ） でも、行政にはなかなか

の様子も変わってきています。漁業

たちで売り上げが確保されているけ

人とつながる機会も増えました。今

らないように堤防をどんどん延ばし

響きませんでしたね。次世代を担う

が前と同じくらい復活するか分から

ど、松川浦の観光については今、ず

まで 漁 師 さん とのつな が り も な く、

ていったんですね。

若い人たちの発想が必要だと思うの

ないことも考えると、復興の過程で

っと冬眠しているような状態ですよ

ただ魚を買うだけでしたが、魚の旨

絵にしたほうが分かりやすいだろう

に、会議も年齢の高い「有識者」の

生態系にも配慮した工事をしてくれ

ね。作業員がいなくなった時がゼロ

さをどう伝えるかを考えるきっかけ

ということで、イラストレーターに

発言が優先されがちです。

れば、自然環境と観光の両面でメリ

からの始まりです。ここは食と自然

がたくさん入り、浦の中でアサリの

堤防が一部壊れたことで、新しい砂

管野（ 貴 ） 震災で浦と外海を隔てた

わりません。

ついてを話すのですが、なかなか伝

その経験から、サーフィンの集客力に

管 野（ 貴 ） みちのく潮風トレイルに

いけないと思います。

後次第ですが、活用していかないと

玉だと思います。生かすも殺すも今

起点になったのは、観光の一つの目

のく潮風トレイル」
（ 特集５参照 ）の

管野（ 正 ） 松川浦環境公園が「みち

エコツーリズムなどは、
「旨い魚を食

ともあって、環境省の事業で始めた

管 野（ 貴 ） 不安はありますがいいこ

ないといけない。

客さんが物を買ってくれるようにし

れるものができた時に、商店街でお

張ってもらって、漁業が復活して売

には旅館だけでなく、商店街にも頑

はり食で頑張っていかないと。それ

る程度壊れても復旧できるけど、や

で売ってきたところです。自然はあ

聞き手：観光地域研究部 寺崎竜雄

が見えてきているような気がします。

違う売り方もできると思います。光

合わせて頑張っていけば、今までとは

馬や松川浦を何とかしたい人で力を

街だけでなく、地元を好きな人、相

管野（ 正 ）これからは旅館組合や商店

と思います。

頑張っている人に会いやすくなった

が増えてきて、いろいろなところで

を作っている人など、横のつながり

にもなりました。おいしい野菜や卵

今までは我々旅館だけで「観光地

ります。

久田 いろいろな会議があって若手は

ットがあるのではと思いますね。

我々がお金を払って描いてもらいま

若手なりにいくつか参加しています

稚貝がすごく増えたんです。堤防の

ついては会議が開かれたり、看板を

べさせていれば人が来る」という今

菅野正洋

が、一人ひとりに意見を聞いたきりに

修理が必要なのは分かるけど、水門

立てたりと、地元の中に動きが出て

までの考えをひっくり返してくれま

取材協力：井上理江

ンやスポーツをいろいろやっていて、

なることが多いです。自分はサーフィ

をつけて海水が交流するようにして

きています。福島県でルートに入っ

した。これがよかった。うちの旅館

今後に向けて

はどうかと提案しました。

ている市町村は相馬市と新地町だけ

2016/03/30 17:34

229観光文化特集3.indd 33

うま

管 野（ 正 ） 震災前は、ここの港の魚

特集 ◉東日本大震災からの復興に観光は何を果たしたか ——5年間のふりかえりと今後への期待
特集 3 福島県相馬市 宿泊業の試み —— 松川浦観光の昔と今と今後

33

事務局長

自然と文化と人のふれあい
ＮＰＯ法人松川浦ふれあいサポート

佐藤 邦房

また、宿泊付きで実施できるかも検

野馬追の騎馬武者の衣装に欠かせない

する資源も数多くあります。自分でも

ま おい

討したいです。現在松川浦の旅館は工

「わらじ」作りの活動にも関わっている

ごっこなどの遊びを行うものです。

木登りや木の葉の種類当て、ターザン

親子約 組を対象として、自然の中で

います。これは主に市内の小中学生の

ィールドとして「山学校」を開催して

川浦環境公園の近くにある大森山をフ

２０１２年度（平成 年度）から、松

教 育 の 活 動 を 柱 に し て い ま す。

管理者として、周辺の環境保全と環境

支払いました。管野尚さんは２週間も

もプロのガイドとして依頼し、日当も

す。そのため、今回の依頼にあたって

として根づかせてほしいと考えていま

てきたので、その成果を生かして産業

した。４年間にわたり能力向上に努め

ん、久田浩之さん）に講師を依頼しま

者の皆さん（管野尚さん、管野貴拓さ

ガイドとしての研鑽を積んだ旅館経営

復興エコツーリズム推進モデル事業で

松川浦の干潟観察会では、環境省の

思います。

けでなく、広域で考える必要があると

いきたいですし、その際には、市内だ

どの観光産業と積極的に連携を図って

ＮＰＯとしての活動も今後は旅館な

は開催できるとよいと考えています。

いとも考えているので、年間３回程度

のかといった点を捉え直す内容にした

自然が津波でどのような影響を受けた

れぞれの花が咲きます。また松川浦の

けの開催でしたが、松川浦には四季そ

２０１５年度の植物探索会は１回だ

ます。
（談）

も今後も連携を図っていきたいと思い

るのではないでしょうか。その意味で

関わることで、社会性もアピールでき

体のような公的な役割を帯びた団体が

受けにくいと思います。その点、当団

ージが前面に出やすく、公的な支援も

ても商売としてやっているというイメ

の皆さんだけの取り組みだと、どうし

れていると考えています。ただ、旅館

機会を提供する手段としてはとても優

また２０１５年度（平成 年度）に

旅館の皆さんにもガイドとして自信

館の皆さんにも協力してもらいました。

聞き手：観光地域研究部 菅野正洋
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の

事関係者の受入が主ですが、一般の観

ので、今後はそういった魅力も打ち出

相馬市には野馬追など歴史や文化に関

光客も泊まれるようになってほしいと

していきたいと思います。

えています。

思います。そのためのきっかけとなれ

は松川浦の干潟観察会や植物探索会も

前から準備をしてくれて、参加者にも

また、整備が進んでいるみちのく潮

エコツアーは自然を守りながら学ぶ

開催しました。こちらも主に市内から

喜ばれていたと思います。また、観察

風トレイルとも連携していけると考え

ばよいと考えています。

数十人の親子に参加いただきました。

会の１週間前には、干潟の底生生物の

ています。３月末にトレイル整備に関

浦の魅力を伝える

東日本大震災以後、家族のあり方や

生態が専門の東北大学の鈴木孝男先生

係する事業の一環としてウォーキング

福島県相馬市松川浦環境公園の指定

親子の関係が変わってきています。ま

をお招きして講演会を開催し、研究者

イベントが開催されました。もちろん

く なった り といった 姿 が 見 られ ま す。

がついてきているように感じます。そ

歴史や文化とともに

けんさん

た、親御さんの側に地場の食材を食べ

から学ぶ場も提供しています。

そういった現状を見直してもらうため、

の意味では大変感謝しています。この

松川浦などの貴 重な 自 然と同 時に、

私たちも協力しましたし、松川浦の旅

実施している活動は全て親子での参加

観察会は来年度以降も継続したいと考
を前提としています。

（さとう くにふさ）

なくなったり、外で子どもを遊ばせな

24
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漁業と観光復興
相馬双葉漁業協同組合 青壮年部
沖合底曳網漁船 清昭丸

部長
船主

菊地 基文

相馬にとって魚は血液、魚が回らない

のつながりを楽しんでもらいたい。
「あ

たりするだけじゃなく、観光でも人と

の人に会いたい。遊びに行きたい」
、そ

と地域経済が成り立たない。
どこよりも
「そうま」がやるべきじゃないか

は、自分が『東北食べる通信』
（２０１３

相馬で楽しむ体験の企画を考える機会

は、
管野貴拓君（ホテルみなとや）らと、

点は魚の取引くらいだったが、震災後

これまで、漁業者と観光業者との接

んな観光があってもいい。

年９月号）に生産者として掲載された

も増えてきた。貴拓君とは考え方が近

『そうま食べる通信』創刊のきっかけ

し、よりよい未来を築く」との考え方

い。腐れ縁かな、飲む回数が多くなっ

こと。
「生産者と消費者の絆を取り戻

ギーの地域への普及などを行う「ＮＰＯ

に触れ、相馬でもやりたいとずっと思

ている（笑）
。

月には、まず自然エネル

漁は、漁獲量もあり魚種も豊富で、市
法人そうまグリーンアーク」
を設立。「原

っていた。

した。同年

場から高い評価を受けていた。相馬の

発反対」と叫ぶだけでなく、自分たち

震災前、福島県・相馬の沖合底曳網

漁師には 代から 代の若手・中堅も

10

11

多く、後継者に恵まれている。自分は、

も自分たちで稼ぐと決めた。そのため

には何ができるかを考えた。活動資金

いか」との一言が、創刊を決定づけた。

こよりも『そうま』がやるべきじゃな

して集まった仲間の一人が発した、
「ど

かったことにチャレンジできる、震災

の言っても仕方ない。これまでできな

震災で失ったものも多いが、四の五

家族に新しい命が誕生。あったまグッ

死が分からなかった。一方で、その晩、

近所の人、お世話になった人、その生

会社のことも、何も考えられなかった。

状を知った。しばらくは、船のことも、

避難し、身を寄せた親戚宅で被災の現

ちゃんと姪っ子、社員を連れて高台に

大津波が来ると直感し、近くにいた母

の作業中だったが、突然の強い揺れに

を向けていく必要性を感じていた。二

馬の漁業も、これからは水産加工に目

もあった。鮮魚・活魚でやってきた相

つての魚価で取引できるのかとの不安

掛けた背景には、本操業を迎えてもか

りたいと思った。どんこ肝つみれを手

港から仕入れても、相馬の食文化を守

い現実に、食文化が失われていく、他

ポピュラーな魚だった。水揚げできな

震災前、どんこは毎晩食卓に上がる

福島県産の食べ物には、人それぞれ

戚のような付き合いを大事にしている。

祭に出店したり、行ったり来たりの親

現場を訪ねたり、生産者が都内の収穫

ＮＳでやりとりしたり、消費者が生産

しいコミュニティを創っていきたい。Ｓ

けている。生産者と消費者をつなぐ新

して「食材」を消費者（購読者）に届

想いを取材した「特集記事」と付録と

漁業など生産者の生き方や食に対する

『そうま食べる通信』では、農業や

も楽だと思っているから。
（談）

きない船の上よりは、何をするにして

ある。危険と隣り合わせ、仮眠しかで

やりたいことは、まだまだたくさん

を中央市場で売り、観光業者は旬の魚

風景を見たり、おいしいものを食べ

人とのつながりを楽しむ観光を

聞き手：観光地域研究部 吉澤清良

（きくち もとふみ）

はターニングポイントだった。

チャグチャ、ともかく目の前の命のこ

束三文のどんこが、加工品となり価値

食べ物を育て収穫する現場を見て、感

の判断があっていい。ただ、俺たちは、

めい

とだけを考えた。翌日、福島第一原発

勝負できる素材はたくさんある。

で 客 を 呼 び 込 み、生 計 を 立てていた。

じて、判断してもらいたいと思っている。

が上がった。豊富な魚種が相馬の強み、

漁業は基幹産業、魚は血液

２０１２年（平成 年）６月の試験

相馬の基幹産業は漁業。仲買人は魚

族と相馬を行き来する日々が続いた。

震災はターニングポイント

家業の底曳網漁を引き継ぎ約 年、相

上げたのが、
「どんこ肝つみれ」だった。

に、仲買人の仲間と試行錯誤して作り

２０１４年（平成 年） 月、共感
26

が爆発。家族を遠方の親戚に預け、家

地震発生時、自分は港近くで荷積み

馬の海とともに生きてきた。
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岩手県山田町の観光計画づくり
―― 住民参加の観光復興

三十数年の役所勤めで、半分は水

産 行政を、もう 半分は商工観光や

税 務、財 政、水 道 を担 当してきた。

実は、入庁して初めての職場は今と

同じ水産商工課、後に商工観光課に

異動で、観光行政の担当だった。数

十年の時を経て、くしくもこのタイ

ミングで関わることになった観光復

興には、特別な強い思い入れを持っ

ケなどを収穫する水産業が営まれて

五十数年間、ずっとこの地で暮らし

化に親しみ、それらを慈しみながら、

甲斐谷 芳一

いる。山田湾に広がる養殖筏の風景

てきた。漁家に生まれ育ったことで、

前水産商工課長

は山田のシンボルであり、多くの町

イカ漁やサケの定置網漁業、カキや

半島や重茂半島の海岸美の探勝、オ

岩手県山田町

民が思い起こすふるさとの原風景と

ホタテ養殖漁業の最盛期の様子を間

ランダ島、荒神、前須賀での海水浴、

ている。

もなっている。

近で見てきたが、第一次産業は次第

小谷鳥でのキャンプなどで賑わって

は、岩手県の沿岸部陸中海岸のほぼ

年代は、観光船からの船越

おも え

私が役 場に就 職した１９７９年

グループ客の増加、観光や旅行に対

その後、団体旅行の減少、個人・

用されていた。

昭和

山田町の観 光は、夏 季 を中 心に、

山田町の観光の変遷

人口は１万６５９２人（２０１５

に低迷し、それと歩調を合わせるか

いた。国民宿舎は多くの団体客に利

いかだ

中央に位置し、北上山地が太平洋に

年４月１日現在）
、１９８０年代か

のように、町は賑やかさを失ってい

私の住む、岩手県下閉伊郡山田町

沈降する典型的なリアス式海 岸と、

ら減少傾向にあったが、２０１１年
大震災」
（以下、震災）の影響によ

（昭和 年）
、漁業の将来は見通せな

にぎ

山田湾、船越湾の二つの湾が特徴的
興国立公園に指定されており、壁岩、

るところも大きい（図）
。

った。

（平成 年）以降の減少は、
「東日本

山田町の概要

4

な地域である。その一部地域は三陸復
磯、赤松などの海岸性原生自然の景
観に優れ、学術的にも価値が高い。
また、豊かな漁業資源に恵まれて

私は、山田町の漁家に長男として

山田町に生まれて

好漁場・漁港となっている。カキ、イ

生を受け、山田の海や山、歴史や文

おり、波が静かな山田湾と船越湾は
カ、アワビ、ウニ、ホタテ、ワカメ、サ

40
巡りや国民宿舎「タブの木荘」など

気があり、観 光 船による船越半 島

いままではあったが、町にはまだ活

利用者の減少により観光船は運航

光 事 業は、需要に左右されやすく、

田の観光も大きく変化してきた。観

する価値観の変化などを受けて、山

中止、国民宿舎は閉鎖となった。

は、大勢の観光客で賑わいを見せて
いた。

36
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23

と海の科学館」
「道の駅やまだ」を

や、遊園地「マリンパーク山田」
「鯨

アウトドア施設の「船越家族旅行村」

代 わって、浦の浜 地 区 を 拠 点に、

凝らしたことから年々参加者も増加

は、企画や告知にさまざまな工夫を

つり」
「カキまつり」などのイベント

「 花 火大 会」
「鮭まつり」
「アサリま

一方で、
「ビーチフェスティバル」や

なる。

連帯した取組は、今後さらに重要に

取り組まざるを得ない事情もあるが、

きた。山田は小さい町なので、皆で

な被害を受けることになった。

ら関東にかけての東日本一帯が甚大

その後の大津波と相まって、東北か

「東北地方太平洋沖地震」が発生し、

東京〜盛岡［東北新幹線］約2時間半
盛岡〜宮古［山田線］約2時間

バス

盛岡〜山田(船越)［106急行］約3時間
宮古〜山田［路線バス］約50分

自動車

盛岡南IC〜山田町 約2時間半
遠野IC〜山田町 約1時間半

分、想像を絶する出

資料：岩手県人口移動報告年報、平成22年国勢調査、岩手県観光統計および山田町資料、
山田町観光協会ウェブサイトなど

波が襲ってきた。震度は５弱、 時

山田町にも、大きな地震と大 津

整備していくと、観光客数も増加し
し、大きな盛り上がりを見せ、誘客

時

２０１１年３月 日、３月議会最

失われていく、
ふるさと山田

ていった。しかし、
「マリンパーク山

製造業（1,544人）
、卸売業・小売業（1,202人）
、漁業（1,125
人）
、医療・福祉（915人）
、建設業（826人）など

11

そ じょう

た。津 波の推 定の高さは８～

ｍ、

分頃には山田湾に津波が到達し

15

10

がっていた。まるで夢を見ているか

んだかのような、不思議な光景が広

映画の大規模なセットにでも入り込

した。翌々日、町を歩くと、まるで

私自身、母を亡くし、自宅をなく

を超える多くの方々が犠牲になった。

地震、津波、火災により、８００人

街 地は広 範囲にわたって焼 失した。

ま、ＪＲ陸中山田駅を中心とする市

ため、消火活動が十分に行えないま

され、地震の影響で水道も停止した

がった。がれきによって道路が寸断

山田地区では大規模な火災も広

出・崩壊した。

堤が倒壊し、多くの建物や道路が流

超えたバケモノだった。各地で防潮

風の、それとも違う想定をはるかに

溯 上 高は最大 ｍにまで及んだ。台

25

の目玉となっていった。

16,592人（2015年4月1日現在）

産業別
就業者数

田」は利用者の減少による収益の悪

人口

終日、

162室、386人（観光客の受け入れ施設のみ）

こうしたイベントは、山田町観光

仙山線

化を受けて、１９９９年（平成 年）

山形新幹線

46

協会を中心に、役場、漁協、商工会、

263.45k㎡

来事が起こる。三陸沖を震源として

宿泊収容力

道の駅など主要な団体が一体となっ

総面積

て、町を活気づけようと取り組んで

318,430人（2014年度）

洋

観光客数

太平

南リ
アス
線

気仙沼市

に閉園となった。被災して休館中の

北リアス線

北上山地

大船渡市
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釜石市
釜石線
北上線

陸前高田市
大船渡線
奥羽本線

山田線
東北新幹線

羽越本線

山田町
秋田新幹線

大槌町
花巻市

11

宮古市

「鯨と海の科学館」も厳しい経営が

N

14

山田湾、オランダ島、大釜崎、赤平金剛などリアス式海
岸の自然美
鯨と海の科学館、船越家族旅行村、道の駅やまだ、復興
かき小屋、観光物産館「とっと」などの観光施設
地元の漁業や海の自然美を活かした山田の幸味わいま
つり、山田の鮭まつりなど
海岸美探勝、漁業体験、定置網体験、オランダ島上陸、
シーカヤック体験教室など
観光資源

JR

主なアクセ
ス方法

岩手県
秋田県

久慈市
ＩＧＲいわ
て銀河鉄道

花輪線

気仙沼線

宮城県
山形県

線
戸
八

五能線

盛岡市
秋田市

八戸市

青森県

50km
0
奥羽本線

続いていた。

青森市

22

のようだった。地震、津波、火災が、
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岩手県山田町の概要
図

山田から多くの大切なものを奪って
したことのない状況に、現場は混乱

設・運営だった。これまで誰も経験

り 戻した２０１４年（ 平 成
年）
、観光復興にも本格的

に 取 り 組 ま な け れ ばと 考 え

いった。
に混乱を極めていたのを鮮明に覚え

ていたちょうどその頃、町長
からも同 様のご指 示 をいた

ている。
水 道管の復旧を何とか成し遂げ、
だいた。

の復旧に、全力で取り組んでいた。

ており、全壊した「ライフライン」

被災時、私は水 道事業を担当し

「流通」
、市場、水産加工場の再開を

を再生することにこだわった。次は

業の復旧、まずは「漁業」
、水揚げ

復旧を手掛けることになった。水産

もあり、さらなる観 光 復興

検 討 会を組 織していたこと

けて、エコツーリズム推進の

後半から環境省の支援を受

現在の部署に異動となり、水産業の

町（行政）で最初にすべきは、行

急いだ。この間、被災した商工業の

に 向 け た大 き な 議 論 を 展 開

２０１２年度（平成 年度）

方不明者の捜索であり、道路の確保

方々には仮設施設で営 業を再開し、

企業の方と話す 機 会が増 え

各 地からの派 遣 職 員や民間

づくりに取り組む機運は高

なった住民 参 加の観 光まち

かなかった町の魅力に気づか
されることも多かった。特に
は、誰もが高く評価してくだ

説得力のあるビジョン、あるいは

「○○計画」とは何だろう、震災前

はどんな計画を作ってきただろうか。

コンサルタントに資料を提供し、彼

らの知見や経験でまとめられた、可

もなく不可もない計画ではなかった

ら、大きな勇気をもらったよ

とそこに浮かぶオランダ島か

眺めていた、丸い穏やかな湾

ていくためには、町内外の方々に訴

て現状を見つめ、新たな未来を創っ

たビジョンが必要だと考えた。改め

して再生するためにはしっかりとし

づくりに関わる当事者が、現場の目

コンサルタントではなく、観光まち

「観光復興ビジョン」は、行政と

論にたどり着いた。

か。自問自答を繰り返し、一つの結

うな気がした。
町が比 較 的 落 ち 着 き を取

線で語 り、作 り 上げていくことで、

震災 後の観 光を復興し、産 業と

山田湾に浮かぶオランダ島

える理由付けが必要だった。

さった。小さい頃から普通に

ビジョンの策定で
こだわったこと

まりつつあったと感じている。

これまで以上に、官民一体と

していく 素 地は 整っていた。

24

ていく中で、震災前には気づ

さま ざまな 業 務 を通じて、

次に備えていただいている。

であり、がれきの処理、避難所の開

山田の観光復興を
考 える

26
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「山田湾とオランダ島」の景色

カキの養殖棚

かを検討していってほしい。策定の

観光復興の実現のために何をすべき

田の観 光の歩むべき方 向を議 論し、

いく過程で、町の魅力に気づき、山

値ある計画となる。皆で作り上げて

かったとしても、説得力のある、価

仮に内容や表現が十分なものではな

ーが集まった。これまであまり表に

の山田観光を担うさまざまなメンバ

「グルメ・宿泊」の各分野で、次代

エコツーリズム体験型観光」
「物産」

会」
委員にご就任いただいた。
「自然・

性を中心に、
「策定ワーキング委員

重要な役割を担う、若手や中堅、女

多いが、今回は、今後の観光復興で

席させるようにした。

はじめ職員は可能な限り 会議に同

の生の声を聞かせたいと思い、私を

観光関係者をはじめとしたメンバー

日本交通公社にお任せした。ただし、

「観光復興ビジョン」には、今回

複合的な観点から選定された。

が覚えやすく日常的に使えるなどの

田町民」に向けた言葉であり、町民

（ビジョン）は、「山田プライド」
。
「山

いてこだわった山田町の将来目標像

ビジョン」。そして、多くの時間を割

記載されている。

働で目標実現に向けた取組体制も

民間事業者、町民などが参画し、協

の検 討 体 制 をベースとした、行 政、

過程が人づくりにもつながるような

山田 プラ イ ド を 礎 に
前進

は出てこなかった方、初めてお会い
する方などもいらっしゃって、大き

取組にしたいとの想いもあった。
同 種・類似の計 画 策 定 案 件では、

な喜びを感じ、
「ひとづくり」に期

引き続き、官民一体となった住民

２０１６年（平成 年）２月 日、
「山田町観光復興ビジョン策定委員

参加の観光まちづくりに強力に取

待を抱いた。

会」において、策定ワーキング委員

り組み、震災前よりも魅力ある地域

５月

日、
「山田町観光復興

２ ０ １ ５ 年（ 平 成

会 委員長の沼崎真 也氏（山田町観

を創り出し、山田の観光復興を成し

遂げたい。

ビジョン策定委員会」からの

山田 プラ イ ド
我 ら が ふる さ と 山 田の、 自
然 や 暮 ら し・文 化、地 場 産 業
の魅力を、町民一人ひとりが自
信を持って伝えることで、町内
外の 交 流 を 創 出 す る 観 光 を 目

（かいたに よしかず）

光協会事務局長）より、答申が行
ング 委 員 会 」は、約 １ 年 間、
回開催し、
「山

ワーキング会議を全７回、専
門 部 会 を全

田町観光復興ビジョン」の方
針ならびに具体的内容につい
て、濃密な議論を重ねてきた。
行政はメンバーを集め、場
を設定するだけで、議論には

皆で考えに考え抜いた「観光復興

われた。

年）

19

付託を受けて、
「策 定ワーキ

28
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基 本 的に口 を 挟 ま なかった。

甲斐谷 芳一（かいたに よしかず）
山田町国保介護課長。１９７９年（昭和
年）６月、山田町役場入職。２００８年（平
成 年）４月水道事業所（係長）
、２０１１
年（平成 年）７月水産商工課水産チームリ
ーダー（課長補佐）
、２０１３年（平成 年）
４月水産商工課長を経て現在に至る。

23

27

進行は、今回のミッションの

指します。
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54

25

15

パートナー（公益財団法人）

20

19

行政に、○○団体の代表や有識者な
どを招集して会合を開催することが

「山田町観光復興ビジョン」策定ワーキング委員会の様子

沼崎 真也

何気ない風景や町の匂い・人の交流を大切に
山田町観光協会の取組
事務局長

最初で２０１１年（平成 年） 月

町内の観光施設の復旧はカキ小屋が

一般社団法人山田町観光協会

山田町へのＵターン

私は岩手県山田町で生まれ、県外で

災前からの常連のお客様で賑わった。

たちや支援に来ていた行政関係者、震

報提供するようになった。そのせいか、

がある人に、周りの人が声をかけて情

た」と感じさせられた。

にこの匂いを嗅ぐと「山田に帰ってき

りもずっと匂いが強かった。出張帰り

前は中小の水産加工場が集積し、今よ

豆腐屋のような日常の食生活の店が

表舞台に新しい人が出てくるようにな
りなどの取組を通じて、人のつながり

手が直接顔を合わせていたから、商品

ある風景も魅力だった。作り手と買い

ったし、復興イベントや観光商品づく

私たちは震災で多くのものを失った

だけでなく、作り手の色・個性や魅力

にも広がりが出てきたようにも感じる。
が、震災からの復旧の中で生まれたも

も伝わっていたと思う。

して参加した。町の観光の将来目標像

光復興ビジョン」策定にＷＧ委員長と

わせた交流なのだと思う。

暮らす人と訪れる人の顔と顔を突き合

した日 常の何 気 ない風 景 や 町の 匂い、

大切にしなければならないのは、こう

私たちの町が、観光に取り組む上で

のもあったのではないかと思う。
２０１５年度（平成 年度）
、
町の「観

山田プライドに込めたメッセージ

は「山田プライド」に決まった。観光

その後、２０１２年（平成 年）４月
年（平成 年）４月に「観光物産館『と

光地ではない山田に観光客を呼ぶには、

震災後は、あまりの被害の大きさに、

震災後の町の雰囲気の変化

か、そういうことから本人の意識が変

るとか、見せたい浜辺を一つ言えると

おいしいと思っているものを伝えられ

震災後、町を想う人が増えたと感じ

沼崎 真也（ぬまざき しんや）
１９７３年（昭和 年）岩手県山田町生ま
れ。東京で飲食店勤務の後、 歳で山田町に
Ｕターンし、
観光協会に勤務。２０１５年（平
成 年）７月より現職。復興かき小屋、観
光物産館「とっと」の運営をはじめ、各種イ
ベントの企画運営にも携わる。

聞き手：観光地域研究部 吉谷地裕

（ぬまざき しんや）

尽力していきたい。
（談）

今後も、山田町の観光復興に向けて

に「船越家族旅行村」が再開、２０１３

町民の「気の持ち方」が大事だと考えた。

く たい

山田町民は、謙遜して「こんな辺鄙

らしくない内向きな言葉だが、有名観

ど、観光協会の業務に幅広く関わって

っと』
」が開業、２０１５年（平成 年）
工事が完了した。その間、町内では数

３月に「鯨と海の科学館」の軀体復旧

なところに来ても何もねえよ」と言い

年）７月か

多くの復興イベントが催され、町外か

がちだが、本当に卑下してしまえば誰

震災からの復旧

多くの人の力で、着実に復旧が進めら

らもイベントに招待していただくなど、

ら事務局長を務めている。

もう観光協会の仕事はないものだと思

へん ぴ

っていた。しかし、道の駅で情報発信

山田町では過疎・高齢化や産業の縮

も来ない。でも、何か一つでも自分が

も観光協会が機能するのかと驚き、職

小が進む中、停滞感が漂い、新しいこ

れてきた。

場復帰を決めた。復帰すると、観光施

を続けている職員がおり、こんな時で

設や協会事務所の泥かき、鯨と海の科

とに挑戦しても無駄だ、出る杭は打た

わると思うし、その人の熱は観光客に

学館の収蔵資料の選別、ボランティア

れる土壌が生まれたというか、雰囲気

づいたのかもしれない。

る。私も、失って初めてその価値に気

これからの山田の観光を想う

も伝わるはずだ。

が少し軽くなったように感じる。これ

しかし、震災後は、新しいことをや

れるといった雰囲気があった。

ため、朝から作業をして日が落ちたら

は、各種支援の情報が得られやすくな

が山積していた。電気が通っていない

の作業の割り振りなど、やるべきこと

解散という日々が長く続き、事務所機

例えば、町中に漂う潮の匂い。震災

36

きた。２０１５年（平成

ント運営や、海水浴場での出店対応な

運営に関わったことを皮切りに、イベ

長に飲食店経験を買われてカキ小屋の

日に再開した。主にボランティアの人

29

に戻ってきた。当時の観光協会事務局

進学・就職した後、 歳の時に山田町

10

27

40
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ったことが大きい。新しいことに興味

48

25

能が復活したのは９月ぐらいからだっ
たと思う。

27

27

24

27

36

町外の被災地支援イベントへの引き合

例えば、関係者の理解や場所の確保

ても、
これらをうまく活用していきたい。

れるものがたくさんある。道の駅とし

山田町には海があり、山があり、誇

いがあり、
「山田の現状を伝えたい。山

などの課題もあるが、できたらチャレ

年 ）頃 までは、

田の物を買ってもらいたい」との想い

ンジショップのようなものをやってみ

２０１３ 年（ 平 成

で、多い時には月に４～５回出掛けて

山田人としての誇りを持って

いった。 この 時 の Ｐ Ｒ が 効 い たの か、

たい。イベントでは、生産者が直接ＰＲ、

山田町特産品販売協同組合

道の駅の取組

おかげさまで道の駅の経営も安定して

豊間根 仁

で、震 災 直 後から避 難 者 を 受 け 入れ、

道の駅やまだ副支配人

岩手県下、多くの自治体の公社方式

きた。

や避難所へも食料を分けて回った。

キ小屋や観光施設とのタイアップも考

山田人として取り組む

えている。

と、従業員からの声もあり、
「 自 分た

震災後、自分は「山田人」であるこ

山田プライドを持って、観光まちづく

なれると確信した。

に「山田町特産品販売協同組合」を設

ちがやらなければ、誰がやる」との想

とを強く意識するようになり、地元愛

物、加工品などの販売や、観光情報の

台にあり、山田で取れた農産物や水産

着、日用品などを積み込み、発電機を

を走らせ、食料や、普段は扱わない下

ガス欠を心配しながら、盛岡まで車

に頼もしい。

人が増えたような気がしている。本当

も「山田のために何かしたい」という

舎町は嫌だ」と言っていた若者の中に

って来た。ボランティアの利用も多か

ところ、自転車や徒歩で大勢の人がや

「臨時営業します」と看板を掲げた

支えてくださった。

多様な人材を集めて議論する場を設け

らず持っていた。だから、今回、町が

やっていること、そんな印象を少なか

と思った（笑）
。実は、観光振興は町が

った時、
「おっ、やっと声がかかったか」

の道の駅で働くようになった。

年 ）３月

道の駅が被災者支援の拠点に

２０１１年（ 平 成

日、

「山田プライド」は、落ち着くべくして
落ち着いた。納得感がある。

聞き手：観光地域研究部 吉澤清良

（とよまね ひろし）

況と見ているが、私も、山田人として、

山田の観光復興はまだ３割程度の状

立し、
「道の駅やまだ」を運営している。

日、道の駅の再

提供などを行っている。場所柄、地域

借りてきた。内陸に住む組合員からは

ぞろ

住民の利用も多く、観光客には品揃え

今年度、
「山田町観光復興ビジョン」

った。震災後１カ月間、従業員は交代

たのは、画期的なことと感じていた。

で、初めて町の事業に関わることにな

で道の駅に寝泊まりを続け、懸命に支

た。営業再開を組合員が一丸となって

山田町は、地震、津波、火災に襲われ、

援活動に当たった。４月末まで臨時営

11

一時、町を離れもしたが、縁あってこ

町の中心部の建物の多くは流失・焼失

業を行い、その後、通常営業を再開す

議 論を尽くした観 光の将来目標 像、

し、国道は寸断、道の駅は孤立状態と

私は、山田 町 豊間 根 地 区の出 身で、

ある（笑）
。

無償で野菜や手づくり団子などが届い

開を決断した。

いで、１週間後３月

りに取り組んでいきたい。
（談）

ら国道 号を南に下った船越地区の高

道の駅やまだは、町の中心市街地か

も強くなった。周囲、特に「こんな田

「 避 難 所 にいるより 役 に 立ち たい」

販売する機会を設けたい。道の駅とカ

売り物の弁当、パンなどを配り、近所

となり、水産業、農業、商業者の約
人が出資して、１９９９年（平成 年）

道の駅がコミュニティ活動の拠点に

とは対照的に、山田町では民間が中心

25

がスーパーのようだと驚かれることも

18

ることになる。

23

豊間根 仁（とよまね ひろし）
岩手県立山田高等学校卒業後、衣料品関
連会社での販売、観光施設での企画・営業、
酒類販売店の責任者を経て、
「山田町特産品
販売協同組合」入組。現在に至る。
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なった。幸い津波には遭わなかったの
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41

震災後、豊間根氏と、ボランティアの支援を
受けて誕生した山田のゆるキャラ「たけちゃ
ん・ヤマダちゃん」

45

環境省﹁グリーン復興プロジェクト﹂

環境省 東北地方環境事務所

社会として復興するためには、地域

の暮らしを支える優れた自然環境を

保全することが重要であることから、

復興事業が極力自然環境に配慮され

るよう呼びかけていくとともに、豊

かな生態系を保全・再生する「③ 森・

里・川・海のつながりを強める」こと

が重要であると考えられた。グリー

ン復興プロジェクトは、これら３つを
津波は自然現象であり、
「② 自然の

基本方針として進めている （文献１）
。
以前は水産業と観光業を基幹産業と

脅威を学ぶ」ことが重要であるとと
エコツアーとして観光面で活用され

呼ばれていた。新幹線や東北自動車

災前の観光形態は「櫛の歯観光」と

脱・櫛の歯観光を目指して

する地域が多かった。

被災地、特に三陸海岸における震

︱︱ 自然とともに歩む復興

環境省では、東日本大震災からの
復興に貢献する取組の一環として
「グ

もに、自然の脅威を学ぶこと自体が

を活かすことが、地域の利点を活か

ることも期待されることから重要で

このため、
引き続き「① 自然の恵み」

きた。これは、陸中海岸国立公園を

した形でスピード感を持って復興す

道が通る内 陸 部 から沿 岸 部に 行 き、

リーン復興プロジェクト」を進めて
はじめとする沿岸部の自然公園を三

あると考えられた。

大船渡市（碁石海岸）

南三陸町、石巻市、登米市

塩竈市（浦戸諸島）

相馬市（松川浦）

－森・里・川・海が育む自然とともに歩む復興－

三陸復興国立公園の創設を核とした
グリーン復興の概要

拠点を観光して内陸部に戻る、とい

るために重要であると考えられた。

気仙沼市（大島、唐桑半島）

さらに、未来に向けて持続可能な

陸復興国立公園として再編成するこ

山田町

宮古市（浄土ヶ浜、中の浜）

また、震災を引き起こした地震・

久慈市

とを中心とした７つのプロジェクト

洋野町

で構成されている。

八戸市（種差海岸）

このうち、本稿では観光に関わり
く潮風トレイル」
「復興エコツーリズ

●グリーン復興プロジェクト
１．自然公園の再編成
（三陸復興国立公園の創設）
２．里山・里海フィールドミュージアムと
施設整備
３．地域の宝を活かした自然を深く楽しむ旅
（復興エコツーリズム）
４．南北につなぎ交流を深める道
（みちのく潮風トレイル）
５．森・里・川・海のつながりの再生
６．持続可能な社会を担う人づくりの推進
７．地震・津波による自然環境への影響の
把握（自然環境モニタリング）
●基本方針
１．自然の恵みの活用
２．自然の脅威を学ぶ
３．森・里・川・海のつながりを強める

の強い４つのプロジェクト「みちの
ム」
「里山・里海フィールドミュージ
アムと施設整備」
「三陸復興国立公
園の創設」をご紹介する。

グリーン復興プロジェクトの
基本方針
被災した沿岸部は、豊かな自然環
境に支えられていることから、震災

①拠点の復旧・再整備：
②拠点を線でつなぐ
みちのく潮風トレイル：
③拠点を面として広げる
復興エコツーリズム：
里山・里海フィールドミュージアム：

42
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図１ 本稿で紹介する事業地と事業の種類

う形態である。
このような形態は、拠点にしか観
光客が訪れず、観光の持つさまざま
な効果は地域的に見て限定的である。
また、観光客と地域住民の交流とい
う観点でも、拠点においてのみ行わ

直接津波の被害はなかったものの、
老朽化などしていた施設については

入れることで、取組が一過性となら
ずに地域に定着するように注意して

環境省が再整備している。岩手県大

内の窓口となるインフォメーション

台の再整備を行うとともに、利用案

船渡市碁石海岸では、野営場、展望

進めてきた。

拠点の復旧・再整備

―施設整備

用施設（公園事業施設）の被災状況

フォメーションセンター（以下、「ＩＣ」
）

青森県八戸市では、種差海岸イン

たねさし

センターを新設している。

流が中心であり、効果は限定的であ
を調査したところ、１２１事業のう

を環境省が整備し、２０１４年（平

発災直後に陸中海岸国立公園の利

った。また、従来被災地が抱えてい
ち 事業が被害を受けており、特に

れ、かつ、観光に携わる住民との交

た過疎高齢化は、震災により加速す

の拡大が必要と考え、① 拠点の復旧・

い形での観光面での復興と交流人口

トでは、従来型の櫛の歯観光ではな

項でもあった。

ることは多くの被災自治体の関心事

予想されていて、交流人口を拡大す

ることが震災後比較的早い時期から

部を復旧し、宮城県気仙沼市気仙沼

海岸歩道やトイレ、休憩所などの一

月には、岩手県宮古市浄土ヶ浜では

例えば２０１２年（平成 年）７

旧することとした。

ための基本的なインフラを迅速に復

め、環境省では観光客を受け入れる

道などは被害が大きかった。このた

野 営 場、トイレ、園 地（ 広 場 ）
、歩

で、地域の活性化に貢献している。

域の資源を再認識し、活躍すること

ているものも多く、地域の方々が地

いるが、地域の方々を講師に起用し

では、体験プログラムに力を入れて

っくりと過ごすことができる。ＩＣ

差海岸の美しい風景を眺めながらゆ

フェ）を整備しており、利用者は種

に併設する形で八戸市が休憩所（カ

他、民宿などの前では観光客と地域

的な効果を広げることができている

的に周囲の民宿まで回遊させ、経済

みである。ＩＣに来た観光客を効果

でプレゼントがもらえるという仕組

回遊し、スタンプを集めると、ＩＣ

これを観光客はスタンプラリーで

年）７月に供用開始した。ＩＣ

再整備、② 拠点を線でつなぐ、③ 拠

大島では、小田の浜に仮設のシャワ

その中でも特徴的なのが、既に５

が生まれている。

れるなど、地域の内外での人の交流

の方が楽しそうに談笑する姿が見ら

成

点を面として広げる、という３つの

ー・トイレなどを設置した。

回の開催実績を持つ「たねさしマル

そのため、グリーン復興プロジェク

視点で取り組んだ（図１）
。

これらの取組と連携して、自治体

震災直後は、
「被災地に観光に行

このように展開することで、沿岸

く＝遊びに行く」ということに多く

民宿や商店があり、たねさしマルシ
ェのイベントを行う日は、各民宿な

の 方 が 抵 抗 感 を 持っていたよ う だ。

シェ」である。種差海岸には多くの
両地では２０１２年７月に海水浴場

どが数百円で手頃に楽しめる一品料

しかし、地域の観光関係者の立場で

場の水 中 がれ きの撤 去 な どを 進 め、

交 流 を 促 進 しよ う と 考 え た。ま た、

が再開された。また、地引網体験な

理やスイーツを用意し、民宿などの

や地域関係者も施設の復旧、海水浴

取組を進める上で、地域の関係者の

どの自然体験活動の拠点施設である

部に幅広く観光の影響をもたらすと

意見をよく聞き地域に寄り添うこと、

は、観光客数が早期に回復しないと

あずまや

前にパラソルとテーブルを設置して

地域の関係者と連携して進めること、

同年８月に復旧した。

気 仙 沼 大 島の田 中 浜の体 験四阿 も、

写真1 「たねさしマルシェ」の様子

事業が継続できず、一度観光事業が

ともに、地域内と地域外の人たちの

26
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提供する（写真１）
。

人材育成も含めたソフト事業に力を
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3
68

とはできるが、近くにある休暇村陸

よりも高くなることが体感できる。

スの谷状の地形では遡上高が津波高

津波が斜面を駆け上がることや、リア

ちのく潮風トレイル」
（以下、
「トレ

まざま考えられるが、
環境省では「み

えられた。鉄道、道路など、線はさ

部一帯が被災した場合には重要と考

沿岸部の被災地を地形的に大きく

ぎ、
「歩く旅」を推奨することとした。

数である１１８人が 代以下と比較

ハイカーも多数いる）
。そのうち約半

分けると、岩手県宮古市以北の海食

的年代が低いことや、３分の１強の

人が東北６県以外から歩きに来て

南～宮城県石巻市牡鹿半島のリアス

いるのが特徴である（図２・図３）
。

省が実施するのは２０１５年度（平

トレイルの踏破認定制度は、環境

相馬市松川浦の仙台海浜という３つ

成

年度）で終了となったが、青森
になる。

海岸の地域、宮城県石巻市～福島県

崖が発達する地域、岩手県宮古市以

40

縮小してしまえば、復活させること
は容易でない。
地 域の 持 続 的 な 復 興のためには、
発災後速やかに観光拠点を復旧する
ことと、被災地に観光客が来ること
が復興につながることを多くの方が

宮古市に「震災メモリアルパーク中の

中宮古と集落の方が、震災発生時の

観光客が訪れ、観光の効果をもたら

現地には解説板が整備され、それ

イル」
）というロングトレイルでつな

93

富んでいる。このような集落ごとの魅

る集落ごとに個性があり、多様性に

しや文化は、さらに細かい単位であ

く異なるが、そこに住む人々の暮ら

これらの地域は風景としても大き

２０１６年度から運用していくこと

の踏破認定制度を地域負担・主導で

村で協議会を立ち上げ、当該区間で

県野田村、普代村が加わった６市町

階上町・洋野町・久慈市）に、岩手

県八戸市から岩手県久慈市（八戸市・

３７０㎞が開通しており、２０１６年

ト レ イ ル は、 断 片 的 に 現 在 約

促進するのにふさわしいと思われる。

ド感は地域内と地域外の人の交流を

ることである。また、歩く旅のスピー

いただいたことが始まりであった。地

するという構想を環境省に提案して

に思えるようなロングトレイルを設定

芳氏で、三陸沿岸に地域の人が誇り

トレイルの第一人者である故・加藤則

トレイルの起草者は、日本のロング

ひろ の

力や、移り変わる風景を最もよく理

となっている。

度（平成 年度）末までに全線を開通

はしかみ

解できるのは歩く旅を通して体感す

27

理解する必要があると感じた。被災
直後の惨状を目にすることは大変シ
ョッキングなことであるが、自然の脅
威を理解することにもつながったと
思う。
自然の脅威を学ぶということでは、

浜」を整備した。被災前はキャンプ場

状況を含めて解説するガイド（環境

環境省では２０１４年５月に岩手県

遺構として保存するとともに、がれ

だったが、被災したトイレや炊事場を

省で育成支援を実施）を行っている
（写真２）
。

囲の斜面には、津波の遡上 高である

すことが、今回の震災のように沿岸

拠点と拠点の間にある地域にまで

―みちのく潮風トレイル

拠点を線でつなぐ

きを再生した資材で丘を作っている。
ｍ）と同じ目

丘の上に立つと、この場所を襲った
津波の津波高（海抜
線に立つことができ、津波のスケール
を体感することができる。また、周
海抜 ｍの所に印がつけられていて、

そ じょう

4

を見るだけでも自然の脅威を学ぶこ

定者は２４１７人。認定を受けない

区間でも認定を行っており、延べ認

踏破認定を受けている（市町村別の

が、２０１４年の７月以降２５４人が

ることを目的に踏破認定を行っている

１００㎞）では利用者の動向を把握す

森県八戸市～岩手県久慈市の区間
（約

する予定である。最初に開通した青

開催するなど、地域の方々と一緒にト

サービスを検討するワークショップを

として行ったり、ハイカーに提供する

ともに、路体の管理作業をイベント

とワークショップや現地調査を行うと

にも、路線の設定段階から地域の方々

イカーを快く受け入れてもらうため

域の人にトレイルを愛してもらい、ハ

28
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写真2 「震災メモリアルパーク中の浜」のガイド

でも最も注目度が高い。トレイルを

が提供することを通じて、
地域の方々

また、体験型の観光を地域の方々

のモチベーションを上げるために特に

入れ支援を行った。また、
地域の方々

の雇用の安定化など）に、特に力を

の構築（役割分担、コーディネーター

歩くことで
「人と自然」「人と人」
が「つ

が自らの地域を再発見し、地域に対

めに重要である。

八戸市～久慈市の区間では、地域
ながる」ということを目指している。

イルはグリーン復興プロジェクトの中

の方々から「大きなリュックを背負
さまざまなものが「つながる」道とし

全国の先進地の視察、６つのモデル

効果があったのが、田野畑村を含む

レイルを作るようにしている。

ったハイカーが増えた」
「これまでと

する誇りを醸成することにもつなが

地域間での視察交流であった。地域

る。震災前の被災地でエコツーリズム
に熱心に取り組んでいたのは岩手県

によって状況が異なり、進捗もそれ

て、時間はかかっても東北の新しい

た」
「ハイカーに声をかけるのが楽し
観光スタイルとして定着するよう努

田野畑村であり、グリーン・ブルー

明らかに違う層の観光客が増えてき
い」といった、前向きなコメントが
力していきたい。

入を軸にした取組がその他のいくつ

ツーリズムとしては、教育旅行の受

なり、少しずつではあるが、エコツア

構築、またはあと一息という状況と

ぞれであるが、全ての地域で体制が

し ん ちょく

寄せられている。

かの市町村で行われていた。これら

ーを販売する実績が増えてきている。

一方で、現地に標識がまだ整備され

の取組と連携する形で、環境省では

もう一つの取組が、
「里山・里海フ

自然歩道に対する反省から、
一本の道

が現状である。また、過去の長距離

てないことへの不満の意見も多いの

６地域で「復興エコツーリズム」の

東北以外
東北6県

として全線を管理運営する体制の構

拠点を面として広げる
― 復興エコツーリズム／里山・
里海フィールドミュージアム

これまでの周遊型の観光に加えて、

ィールドミュージアム」である。三陸

20

域での自立した体制を構築する」と

を売る」ということと、
そのための「地

エコツーリズムの支援では、
「ツアー

進しようとした場合、公園区域外の

合がある。特に、体験型の利用を推

護や利用を展開することが難しい場

国立公園区域内だけで自然環境の保

相馬市松川浦）
。

い う ことに 力 を 入 れて 進 めて き た。

自然と共生してきた暮らし方など）

里地や集落に多くの資源（歴史文化、

践、旅行会社との連携や広報、地域

そのため、モニターツアーによる実

が本事業の趣旨である。フィールド

興や地域振興に貢献しようというの

動を通じて保護と利用を推進し、復

ィールドとして活用し、自然体験活

このため、国立公園外も含めてフ

が存在することが多い。

域の人のモチベーションが維持でき
ら取組が消滅してしまうことを防ぐ

ず、環境省からの支援がなくなった

これは、ツアーが売れなければ、地

うら と

支援を行ってきた（岩手県：洋野町・

100

しおがま

体 験 型の 観 光 を 進 めていく ことが、

120

岸 線 に 限 定 さ れていることが 多 く、

築も必要であり、検討を進めている。

140

未記入

に限らないが、日本の海岸に立地す

40

久慈市・山田町、宮城県：気仙沼市

60

拠点に来た観光客の滞在時間を延ば

80

被災地が一つに「つながる」という

93

る国立公園の多くは、指定地域が海
青森、岩手、東京、埼玉、神奈川、千葉、栃木、
福島、宮城、愛知、群馬、海外、北海道、山形、
大阪、茨城、秋田、徳島、京都、長野、三重

唐桑半島・塩竈市浦戸諸島、福島県：

40

【踏破者の居住都道府県（多い順）】

したり、地域での宿泊につなげるた

30
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5
図３「みちのく潮風トレイル」八戸～久慈市間
居住地別の踏破者数（2014.7.12～2015.12.31）

ことが実感できるからなのか、トレ

図２「みちのく潮風トレイル」八戸～久慈市間
年代別の踏破者数（2014.7.12～2015.12.31）

は宮城県南三陸町と石巻市の境にあ

２０１４年から２年間、地域で関

レイルは世間の注目を集め、雑誌や

っていく兆しが見え始めている。ト

復興に貢献することを前面に出した

「三陸復興国立公園」とした。

度であり、復興のための特別会計が

心のある方を募り、自然体験リーダ

国立公園は 年以上続いてきた制

で取り上げられるようになり、トレ

る神割崎を中心として北上川で囲ま
人が案 内 解 説や安 全 管理など、

なくなったとしても、引き続き環境

テレビ番組などさまざまなメディア

約

イルの沿線の地域の方々がハイカー

省 は国 立公 園の管 理 運 営 を 通 じて、

ーの育成講習を開催し、これまでに

め

幅広い面でスキルアップを図っている。
月

を気遣ってサービスを提供し、ハイ

れた地域で、行政区としては南三陸
と

町と石巻市と登米市にまたがる。
拠点となるビジターセンターを環
ビジターセンターは２０１６年
（南三陸・海のビジターセンター）と

境省で２カ所整備し、自然体験プロ
グラムを提供する「自然体験リーダ
２０１７年（平成 年）４月（石巻・

また、地域の関係者が自らウォー

また、海外からの観光客の受入につ

復興や地域振興に関わり続けること

ー」を育成し、ビジターセンターの
川のビジターセンター）に供用開始す

キングイベントを企画したり、路線

いても、標識や施設の多言語標記や

カーからはそれが嬉しかったという

事業としてプログラムを提供するこ
る予定であるが、先行して２０１６年

の管理作業に参加するようになって

になる。引き続き地域とともに、自

とに加え、自然体験リーダーが自ら

４月からプログラムの提供を開始する

災の被害は激甚であり、まだまだ復

千年に一度とも言われる今回の震

させ、持続可能な地域づくりに貢献

コツーリズムを地域の業として定着

うになってきていること、次第にエ

ら考え、自ら行動を起こしていくよ

り組む地域では、地域の関係者が自

きている。復興エコツーリズムに取

いずれも環境省の力だけで達成でき

最後に、本項でご紹介した取組は

組も進めていきたい。

訳に取り組んでいるが、その他の取

トレイルのマップやウェブサイトの英

地域全体として自然体験プログラム

興の途上という地域が多い。環境省

したいという意識が芽生えてきたこ

たものではなく、地方公共団体の方、

三陸復興国立公園の創設と今後

が多数提供される状態を目指してい

のグリーン復興プロジェクトも同様

と、地域をガイドして紹介すること

地域の関係者、国立公園の施設管理

という感覚である。

り、本業がある中で新たな取組を始

との協働、そのための信頼関係づく

を構築するためには、地域の関係者

年）には

けて指定されていた陸中海岸国立公

岩 手 県 沿 岸 ～ 宮 城 県 気 仙 沼 市 にか

観点で一体の地域であることもあり、

三陸海岸は地形の形成史や地質の

場をお借りして感謝申し上げます。

に支えられているものであり、この

ンサルタントの方など、多くの方々

省の業務を請け負っていただいたコ

ェクトを応援してくださる方、環境

周遊型でない新しい観光スタイル

める地域の関係者のスピード感や体

園に、２０１３年（平成
ど、多くの時間と労力が必要となる。

況が異なる中でのきめ細かい配慮な

陸金華山国定公園を編入し、名称も

園を、２０１５年には宮城県の南三

青森県の種差海岸階上岳県立自然公

24

25
一方で、この５年間で地域が変わ

（文献１）三陸地域の自然公園等を活用した復
興の考え方（答申）（ 平成 年３月９
日中央環境審議会自然環境部会）

制に寄り添った支援、地域ごとに状

●

る（写真３）
。

に、ようやくスタート地点に立った

が楽しいという声が多々聞かれるこ

を担っている方、グリーン復興プロジ

然とともに、取組を進めていきたい。

プログラムを提供することを情報発
予定である。

感想が多々寄せられている。

80

信や備品などの面で支援することで、

10

となどが挙げられる。

29
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6

写真3 「里山・里海フィールドミュージアム」のリーダー養成講座

地域の魅力への気づきからの出発

見えますが、その中でどのように地域

ればよいと考えています。

目的ではなく、基本的には日々暮らせ

観光でいらした方にはぜひ満足して

の姿を観光客に伝えるか、という考え
方を学べました。

ればというくらいの軽い気持ちでした。

が子どもの頃から見て、実際に参加し

たので、環境省の事業を通じて、自分

すし、またそのことが楽しいと感じら

人と地域の接着剤になりたいと思いま

帰ってほしいと思います。何もない地

気仙沼の唐桑半島が国立公園に指定
唐桑地域で環境省の復興エコツーリ

てきた地域の行事や風習の意味や背景

れるようになってきました。

次世代に伝えたい唐桑の魅力

されているということは知っていまし
ズム推進モデル事業が開始されたのは

が理解できるようになりました。同時

現在、唐桑地域の民宿は工事関係者

鈴木 る美子

たが、観光地であるという認識はそれ
ちょうどその頃です。最初の関わりは、

に、それを後の世代に伝えていきたい

が多く宿泊しており、一般の観光客が

唐桑エコツアーガイドの会

ほどありませんでした。半島の東側に
会議に招集がかかり、どのような事業

という意識も芽生え始めています。た

宿泊しにくい状況にあります。今後は

しびたち

人前で話すことがおっくうでなくなっ

イドとして活動してみないかと声をか

宅に入居しました。その後、語り部ガ

味を引かれたわけではなく、たまたま、

実はこれも特段ガイド研修の内容に興

ルプス生態邑へのガイド研修からです。

現在、ガイドの機会は夏の観光シー

多分に影響しています。

の流れを作ってくれたという意味では

に自分が人に唐桑の魅力を伝えるため

てきました。環境省の事業はそのよう

けられたのですが、自分としてはあま

私用で上京する予定にしていた日程と

ズンでも月に１～２回、冬場だとほと

聞き手：観光地域研究部 菅野正洋

（すずき るみこ）

があると考えています。
（談）

時間と手間、お金をかけて来てくれる

は巨釜や半造、大理石海岸、御崎など

かも知らないまま参加してみると出席

だ、そのような話を聞ける年代の方も

そういった宿泊環境も改善していく必

域ですが、来れば満足してもらえます。

の景勝地がありますが、自分の生まれ

者名簿に自分の名前があり、しかも所

高齢になり、年々少なくなっています。

要 が あ り ま す し、ガイ ドについて も、

もともと歴史や地理には関心があっ

育った半島西側の内湾にある鮪立地区

属 が 語 り 部 ガイ ド と なっていたので、

自分でも、もっと知りたい、あるいは

地域の食や伝統芸能と組み合わせるこ

お さき

は特に観光地としてのイメージがなか

少々戸惑ったことを覚えています。自分

人に聞きたいという考えが起こってく

はんぞう

ったせいだと思います。もし東日本大

としては語り部ガイドとしての意識が

とでより魅力あるものにしていく必要

おおがま

震災がなければ、今でもその状況は変

るようになりました。

月に実施された山梨県早川町・南ア

り語り部としての活動には興味があり

連続していたため、この研修に参加す

ませんでした。

んどありません。ただ、自分はガイド

唐桑町観光協会から語り部ガイドに

お金だけの問題ではないと考えていま

することで精神的な満足感を得ており、
ただ、今では参加してよかったと思っ

す。もちろん、お金がついてくれば嬉

登録してほしい、という依頼を受けて、

ています。早川町も唐桑地域もどちら

しいに違いないですが、それは一番の

同じく被災した何人かと共に名前だけ
登録することにしました。自分として

も一見何も見どころがない所のように

という動機からでした。

ればいくらか旅費が浮くかもしれない、

むら

また、ガイドの経験を重ねるうちに、

ないまま参加したという状況でした。

になったのは、２０１３年（平成 年）

環境省の事業に本格的に関わるよう

わらなかったかもしれません。
津波体験語り部への誘い

東 日 本 大 震 災 で 自 宅 が 被 災 し、
２０１１年（平成 年）７月に仮設住

25
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は、地域のために何か役に立つことがあ
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23

いけない、来るかどうか分からない工事関
係者を当てにしても仕方がない、観光と工
事の両方を見据えてないといけないと考え、
一にも二にも協力することにしました。

ふるさとに戻って

民宿 さかや

その時断っていれば情報発信の方法も

つか？ と常に考えていました。父の死を

東京にいた時から帰るタイミングはい

熊谷 智

何も知らないままだったかもしれません

異動を希望し仙台で勤めていました。そ

きっかけに実家に少しでも近い場所へと、

気仙沼・唐桑

が、今では取り組んでみてよかったと思

熊谷 多美子

年）８

整理し、残すものと捨てるものを選別す

っています。自分たちで情報発信するこ

のような時に震災が起こり、また、祖母

民宿 さかや

観光客で再びにぎわう宿を目指して
気仙沼・唐桑

すると、途端に復興関係の工事の作業

とで、少ないながらも久しぶりに観光の

断をしたわけです。

が亡くなったこともあり、唐桑に帰る決

地域の復興に貢献できる喜び

員の宿泊で満室になる事態となりました。

た、新聞の折り込みフリーペーパーに掲

お客さんが泊まりに来てくれました。ま

時の民宿としての売りは何といっても海
の幸 をふんだんに 提 供 する 食 事でした。

月から営業を再開しました。

るなどして、２０１１年（平成

そうすると、あれこれ考えている暇は

震災以前は自分と夫、夫の母（大女将）

今では考えられないくらいの品数と量を
なく、自分と大女将に加えてご近所さん

の家族経営で民宿を営んでいました。当

提供して、それを楽しみに来てくれるお
客さんも多かったです。

いる人は見ているのだと改めて感じまし

さんがいました。そういった媒体も見て

載された情報を見て参加してくれたお客

気持ちになったようです。私も事業に参

がいたことで母もやってみよう、という

あれば断っていたかもしれませんが、私

環境省事業への参加の誘いも母一人で

を雇って、毎日無我夢中で働く日が１～

た。そういうお客さんは今後も大事にし

の両方の理由から、保健所に休業届を出

その後、２０１２年（平成 年） 月に

２年ほど続きました。
大女将も亡くなり、自分一人で民宿を切

加してみてよかったと思っています。

った後は、人手不足と、宿泊者数の減少
し、民宿としての営業を中止していまし

ていきたいと思います。
さとる

人が中心になるのではないかと思います。

きたいと考えています。
（談）

果的に活用してお客さんを呼び込んでい

インターネット上の予約サイトなども効

皿を新しく購入しました。また、今後は
これからも体験的要素を取り入れた観光

いくための設備投資として、舟盛り用の

ようにして、大手の建設会社が自前で宿

のニーズはあると思うので、エコツアー

形で貢献したい、という気持ちを抱いた

舎を建設するようになると、一気に宿泊

来るのではなく、地域の復興に何らかの

受けました。そのため建物を取り壊すか

客がいなくなってしまいました。そうい

とになったのですが、それと入れ替わる

残 す かという 決 断 を 迫 られたのです が、

きとも思います。その意味では地元のガ

との連携には引き続き取り組んでいくべ

めていた息子の智が帰ってきてくれるこ

その時にはこれでようやく民宿をやめる

ったことが見通せていればもう少し違っ

息子もそれまで会社勤めで得ていた給

んの両方を見据えて受入をしていきます。

当面は観光のお客さんと工事のお客さ

（くまがい たみこ）

るところです。
（談）

聞き手：観光地域研究部 菅野正洋

（くまがい さとる）

きっかけができた、とある意味でほっと

ただ、その際に大女将が、
「周りの人は

今後どうしたものかと考えていたところ

料分さえも収入が得られない状況が続き、

そのため、工事のお客さんを受け入れる

イドの皆さんとの関係ができたこともと

た対応ができたかもしれませんが、当時

津波で全財産を失った。その中で自分たち

にしても、観光のお客さんのために、常

は寝耳に水といった状況でした。

は建物だけでも残ったのは幸せなことだ。

事業で開発したエコツアーを、宿泊と組

に、環境省のエコツーリズム推進モデル

話を聞いて、この状況を何とかしないと

ても大きな成果です。

と強く反対したのです。そのことで取り

それをなぜあえて捨てようとするのか」

に１～２部屋は空けておこうと考えてい

壊しを思いとどまりました。
その後、ボランティアの皆さんの手を
借りて、津波をかぶった家財道具などを

話があったのです。

み合わせて販売してみる、という企画の

できることをやり続ける

したのを覚えています。

民宿が海から近い場所に建っていたた

今後観光のお客さんを本格的に迎えて

り 盛りしなければならなくなり ました。

10

め、建物は津波をかぶって大きな損害を

今後のこの地域の観光は単に楽しみに

た。東日本大震災が起こったのはちょう

その状況を見かねて、仙台で飲食店に勤

２００９年（平成 年）に夫が亡くな

23

どそのような時期でした。

24

48
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21

東北運輸局

観光部長

飛田

章

・

・

・

・

・

・

・

・

・

対前年比約 ％増の約 万人泊に達

し、震災前の２０１０年（平成 年）

と同水準まで回復しました（図１）
。

一方で、昨年の日本全体の訪日外

年）から２倍以

％ 増 の 約 １ ９ ７ ４ 万 人 と、

国人旅行者数を見ますと、対前年
比約

２０１０年（平成

上に伸びています。この５年間の全

るとの思いで、東北の勢いをより確

国土交通省

国的なインバウンドの動向から見れ
ける延べ宿泊者数は、約３２５１万

かなものとし、さらなる高みを目指

ば、東北にはまだまだ伸びしろがあ
復旧・復興の歩みに合わせた被災地

人泊と、震災前の２０１０年（平成
・

目的 ％以上の施設における延べ宿

年）と２０１０年（平成 年）とを比

の内容について、２０１５年（平成

東北における外国人延べ宿泊者数

組が求められていると思います。

の方々や東北の関係者の努力により

・

していくべく、関係者一体となった取

まして、東北の観光についても回復

・

・

年）比（約３０２５万人泊）で約

東北運輸局における
観光施策の取組

はじめに
２０１１年（平成 年）３月 日、

・

７％増加しています。一方で、観光

一方で、風評被害や外国の方々へ

泊者数を見ますと、約１４９９万人

しつつあります。

震災は、大規模な地震、千年に一度

の認知度不足などの課題もあります。

東日本大震災が発生しました。この
とも言われる津波、そして原発事故

泊と、震災前の２０１０年（平成

・

復旧・復興の歩みに合わせた取組を

・

という３つの要素が重なった複合災

・

年）比（約１７２９万人泊）で約
・

継続することとともに、このような

・

％減少しています。

較してみますと、２０１０年（平成

年）に全体の約３分の２を占めていま

・

・

・

した台湾、韓国および香港の三市場

・

宿 泊者 数 全体では、震災 前と比

のうち、韓国は約 ％減、香港は約

・

較して増加しておりますが、復興事

・

・

泊増の約

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

万人泊と３割以上伸び

・

・

いては、アメリカでは約

・

・

％増、タ

・

ています。また、その他の市場にお

・

％減と厳しい状況にあります。
これ

・

ここでは、東北観光の現状とこれ

業に関わる方々など観光目的以外の

らの市場には風評被害の影響などが

・

をいただき、東北の関係者も復興の

までの取組をご紹介しつつ、今後の

宿 泊が 多 くなっている状況にあり、

残っているものと考えています（図２）
。

・

努力を続けられ、震災復興は着実

取組の方向性について触れていきた

今 後は、観光目的の宿泊者 数を回

に進んできています。

いと思います。

観光面については、震災の発生に

えています。

一方で、台湾については、約４万人

より、大きな被害を受けた太平洋

東北観光の現状

また、昨年（２０１５年）の東北
６県における外国人延べ宿泊者数は、

54

いくことも重要と考えています。

課題を関係者一体となって克服して

害でした。

47

復させていくことも課題であると考

この震災から５年が経過しました。

44

17

70

この間、国内外からさまざまな支援

22

6
13 22

27
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沿岸エリアのみならず、東北全体へ

昨年（２０１５年の東北６県にお

50

の観光が大きく落ち込みました。こ
のような中で、多くの方々の支援と、
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イやオーストラリアではともに約３

・
・
・
・
・

・
・

22

年）
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図２ 主な市場別の震災前（Ｈ22年）とＨ27年との比較

（%）
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（CP）平成27年の延べ宿泊者数は、平成22年同期比で台湾は
約3割増加。一方、韓国、香港は未だ回復傾向にない

韓国

２０１３年（ 平 成
年 ）３月には、

東北全体を博覧会場に見立てた「東

域への旅行需要の喚起、中長期的に

北観光博」を実施しました。短期

震災により、太平 洋沿 岸部が甚

は地域が主体となった新たな観光ス

的には大きく落ち込んでいる東北地

大な被害を受けた他、多くの地域に

タイルを実現するため、官民を挙げ

25

各県別で２０１５年（平成

58 韓国

83

年）とを比較

37

22

18

と２０１０年（平成

44

54 中国

震災後の取組
～東北観光博・東北観光
基本計画など

おいて観光資源や宿泊施設の損傷・

た一体的な取組でありました。

この中で、東北の主要な観光地域

カ所（当初は カ所）を核となる

「ゾーン」として設定し、東北観光

の魅力発信のための「東北観光博ポ

ータルサイト」の作成、地域におけ

倒壊などが見られ、原発 事 故も相

まって、震災直後の１～２カ月間は、

東北地方の観光客が激減しました。

その後、官民挙げての観光関係者の

年 ）３月 ～

懸命の努力がありました。

２０１２年（ 平 成

28

・

16
31

20 香港

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

30

・

13
28

176 台湾

＊従業員数10人以上の施設における延べ宿泊者数。
＊平成27年は月ごとの第2次速報値（数値修正の可能性あり）
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倍と大幅に増加しています。

29

しますと、青森県に宿泊される外国

38
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タイについては、紅葉や桜の時期
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人の数が約 ％増加しています。こ

125
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に多くの方に宿泊していただいてお
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の中では、台湾、アメリカ、タイの方
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り、スケールの大きな紅葉、桜と雪の
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年）比では５割
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42

65

が特に増えており、台湾については
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回廊という東北ならではの魅力が少
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77

紅葉の時期、タイについては桜の時

79

56 アメリカ
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135
233
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22 タイ

しずつ浸透してきたのではないかと
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31

354

期が増加しています。一方、福島県は、

151

8
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考えています。また、オーストラリ

300
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対前年比では ％増加していますが、
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アについては、冬に多くの方に宿泊
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33
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風 評 被 害 に よ る 影 響 も あ り、

4
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していただいており、スキーの新し
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ロシア
アメリカ
台湾
香港
中国
韓国

２０１０年（平成

500

517

い目的地として認知されつつあるの

（千人泊）

程度の水準となっています（図３）
。

600

（CP）東北6県の外国人延べ宿泊者数は、震災前の平成22年の数値
まで回復

ではないかと考えています。

図１ 東北地域の市場別外国人延べ宿泊者数の推移

-100
＊従業員数10人以上の施設における延べ宿泊者数。
＊平成27年は月ごとの第2次速報値（数値修正の可能性あり）

図３ 東北6県の外国人延べ宿泊者数の推移
250

（CP）東北6県の外国人延べ宿泊者数は、震災前の平成22年の
数値まで回復。青森県は83％増、福島県は50％にとどまる
（%）
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

の観光関係統計数値において震災前

タベース化、震災をテーマとした

語り部・ガイドなどの育成、デー

②「震災の記憶の風化防止」として、

ションの展開を図っています。

して、ターゲットに即したプロモー

東北ならではを意識した素材を活用

・

会社や交通事業者などとの連携によ
の実績値を上回ることを目指すこと

シンポジウムなどによる啓発活動

けては、昨年、全国７つの広域観光

・

る東 北 地 域への送 客 強 化、地 域の
を目標として、国・地方公共団体・

③「滞在・交流の拡大支援」として、

周遊ルートの一つとして、東北観光

・

ＶＪ地方 連携 事 業は、広域に連

・

・

した地域の最新情報の発信、復
・

・

から５年間、目標年次を２０１７年
・

・

る「地域観光案内人」の配置や地域
・

・

携して取り組む訪日プロモーション

・

興商店街スタンプラリーなどの各

・

度（平成 年度）として、東北６県
・

方々と旅行者との出会いを創るため
観光関係者に加え、地域住民も含

地域主体で観光復興を推進する

推進機構が推進する「日本の奥の院・

事業であり、対象 市場を絞り込み、

独自の観光コンテンツの提供、旅行
・

の「東北パスポート」の導入、
「東
めた関係者が一丸となって、震災か

体制づくりの促進、滞在プログラ

東北探訪ルート」が認定されました。

種媒体を活用した広報展開

北観光博サポーター」制度の導入な
らの観光復興や「東北ならでは」の

ムなどの発掘と旅行商品造成支

このルートの副題を見ると「もう一

ですが、そこから得たものもあった
のではないかと考えています。
一つは東北ブロックとしての結束、

広域観 光周遊ルートの形成に向

どを実施しました。
観光素材の発掘と磨き上げなどの必

援、モニターツアーなどによる送

つの日本・東北 山の彼方の美しい

震災により失ったものは多かった
要な取組をまとめています。

客および旅行商品化の支援

いわゆる「絆」を強いものにしたこと、

東北の観光については、被災地へ

後とも、関係機関が連携して、ポー

国内旅行の活性化に向けては、今

る の広域観光拠点地区をベースキ

力を活かし、東北６県・新潟県にあ

るルート」となっており、東北の魅

四季と歴史文化、食文化を探訪す

の旅行需要の喚起や記憶の風化への

タルサイトを活用した地域の最新情

ャンプにして、外国人目線で、広域

などです。

って多くの被災地が励まされたこと、

対応、東北全体としての誘客プロモ

報の発信、各 種媒体を活用した広

に連携して、骨太な観光動線の形成

東北観光の活性化に
向けた取組と方向性

三つはボランティアや復興関係者な

ーションや情報発信など、関係者が

報などにより、被災地への旅行需要

を促 進していこう とするものです。

二つは「東北に行くことが支援につ

ど、多くの方々が被災地を訪れ、地

連携しさまざまな取組を実施してい

の喚起や東北全体への国内旅行者の

ながる」といった機運の高まりによ

域のファン層の拡大が図られたこと、

るところです。
震災の影響の大きかった太平洋沿

そして、ボランティアツアーや語り部
の育成、震災学習プログラムの構築

が重要であると考えています。

拡大に向けた取組を図っていくこと

査などを通じてモデルコースの検討

マーケット調査や外国人モニター調
岸エリアの各地域（

また、東北のインバウンドについて

地域）につい

など新しい観光形態が芽生えたこと

ては、復興プロセスに応じた滞在交

・

・

・

・

・

を行っているところです。

などがあるのではないでしょうか。

また、東北全体の取組として、台

・

は、東北運輸局では、関係の方々と

湾において「日本東北六県感謝祭」

・

流促進のための体制づくりや取組を

連携して、
ビジット・ジャパン（ＶＪ）

を開催して東北から感謝を伝えると

どを発信するなど、東北の認知度向

・

段階的に実施するための支援などを

地方連携 事 業、広域観光周遊ルー
しています。

・

東北運輸局では「東北観光基本計

行ってきました。具体的には、

ともに、東北の元気と観光の魅力な

２０１３年（平成 年）３月には、
画」
（東北地方交通審議会答申）を

ト形成促進事業などの施策を推進
タルサイト「東北物語」を活用

13
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①「情報発信の強化」として、ポー
年度）
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特集 6 東北運輸局における観光施策の取組

51

29

策定しました。この計画では、計画
期間を２０１３年度（平成

25

25

（ＣＰ）東北全体が共通してプロモー
ションに活用できる統一ロゴ・マーク
を2014年3月作成

設置し、今年（２０１６年）２月に

国内外に東北をアピールする絶好の

ます。仙台空港民営化も控えており、

齢化が進んでいる中で交流人口の拡

互理解の深化や、人口減少・少子高

上にも努めています。韓国や香港な
取りまとめを公表したところです。

係者一体となって海外に東北を発信

推進機構、東北６県・新潟県など関

の高い日本食もあります。東北観光

米・日本酒、海産物など海外で評価

建物や景色、自然も豊富です。果物、

ります。日本らしさが残る伝統的な

きな紅葉、夏祭りといった魅力もあ

東北ならではの樹氷、スケールの大

られるという特色があります。また、

期が異なるため、桜と雪が同時に見

東北には、桜の開花が他地域と時

えています。

を続けていくことが重要であると考

備」や「多言語対応」について、広

高い「無料公衆無線ＬＡＮの環境整

ついては、外国人旅行者のニーズの

拡大を目指すこと、受入環境整備に

利便性の向上などにより旅行者数の

バス・レンタカーなどによる周遊の

クルーズ船の寄港増加、鉄道・高速

行便の新設や既存路線の増設、大型

組を行うこと、具体的には、海外直

識し、東北一体となって戦略的な取

いう視点のもと、東北ブランドを意

や北海道から一足延ばしてもらうと

が多く、地理的・時間的に近い東京

を活用するという視点と、旅行者数

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
、政府の

施策を活用し、東北観光推進機構や

東北運輸局としても、さまざまな

るところが多くあります。

に向けた取組を行っていただいてい

ンバウンド促進、観光入込客の増加

民間企業においても、東北へのイ

計上されています。

ため、東北の観光復興に係る予算が

通じて被災地の復興を加速化させる

果を波及させることにより、観光を

を回復させ、インバウンド急増の効

により落ち込んだ訪日外国人旅行者

被害を払拭し、東日本大震災の影響

の政府予算案には、東北地方の風評

どを通じて、東北の魅力を体験して

しいただき、地域の方々との交流な

も多々あります。ぜひ、東北にお越

り部の方々が多くいらっしゃいます

災の経験を伝えていただいている語

たトレジャーランドです。また、震

食文化など素晴らしい魅力が詰まっ

要素の一つであると考えています。

の復興に欠くことのできない重要な

ふ っ しょく

ど一部に残っている風評被害の払 拭
この中では、基本的な考え方とし

していきたいと考えています。

域観光周遊ルートの形成も踏まえて

地方機関、各地方自治体、民間関係

また、
２０１６年度（平成 年度）

このような海外への東北の発信に

東北全体として戦略的に取り組むこ

者などと連携して、東北一体となっ

に講じていくことも重要です。昨年

函館北斗間」が開業、５月には仙台

日に「北海道新幹線 新青森 ︱ 新

を推進していきたいと考えています。

上を図るとともに、受入環境の整備

飛田 章（とびた あきら）
国土交通省東北運輸局観光部長。京都大学
卒。１９９５年４月運輸省（現国土交通省）
入省。石川県企画振興部次長、国土交通省総
合政策局政策課企画専門官、日本貨物鉄道株
式会社総合企画本部経営企画部グループリー
ダー、国土交通省自動車局安全政策課安全監
理室長を経て２０１５年７月より現職。

（とびた あきら）

いただきたいと思います。

し、震災以降に始まった新しい取組

東北は、鮮やかな四季、歴史文化、

加えて、訪日外国人旅行者の円滑な

とが示されています。

（２０１５年）
、全国の各ブロックにお

において「Ｇ７仙台財務大臣・中央

た広域での発信で東北の認知度の向

いて「訪日外国人旅行者数２０００

銀行総裁会議」が開催されます。ま

２０１６年（平成 年）は、３月

万人の受入に向けた地方ブロック別

た、７月には「青森県・函館デスティ
観光は、人と人との交流による相

最後に

連絡会」が設置されました。東北に

ネーションキャンペーン」が実施され

っかり把握し、必要な手立てを迅速

受入ができるよう、現状と課題をし

の活性化に資するものであり、東北

大による経済効果などを通じて地域

に向けては、今後とも分かりやすく
て、東北の空港への直行便や乗継便

機会であると思います。

効果的に情報を提供していく努 力

28

おいては、昨年３月にこの連絡会を

26
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限られ、復 旧作 業の邪 魔にもなる。

るべきだと思いました。アクセスは

なすにもまずは自分の目で現地を見

復旧活動などが報道される中、何を

災状況、被災者の救出、被災者の声、

私たちは多くのことを学ばせていた

ました。そして、この経験を通して、

いて人と会い、話すように言ってき

います。機会あるごとに現地に出向

の仕事に真摯に向き合っていたと思

いただきました。同僚たちはこれら

て、観光復興に関わる機会を何度も

けて、仮設の「復興商店街」が各地

この年の後半から翌年３月頃にか

年間は、観光的要素は限定的だった。

めの支援に変わった。夏頃までの半

の支援活動など、復旧から復興のた

ティアツアーの内容は、産業復興へ

ランティア作業が減り始め、ボラン

き撤去や泥さらいといった初期のボ

２０１１年（平成 年）３月、被

何より被災された方々の心情を慮る

だきました。この特集をまとめ上げ

に相次いで開設。ボランティアや工

しん し

と言い表しようのない気持ちでした

ていく中で少しばかりその成果を感

おもんぱか

が、地震発生からひと月が経過した

事関係者、被災地見学の一般客など、

あん ど

じることができ安堵しています。

また、
同時期に被災地を案内する
「震

アバス参加者などを対象としたガイ

５年間をふりかえると

地域外からの訪問客が多数訪れた。

４月下旬、三陸沿岸エリアをひとり
車で走りました。もちろん観光を語
る状況ではありませんでしたが、復

特集記事をもとにして、被害が甚

ドツアーが行われるようになった。

災語り部」が組織化され、ボランティ

た時のために、この惨状を自分の感

大だった三陸沿岸エリアの観光や交

興の一局面で観光に期待が寄せられ
覚に焼き付けておいてよかったと思
この時、観光資源の状態把握が重

であり、他にも異なる状況が多々あ

し、これは限られた情報からの要約

各自治体に設置されていた災害ボ

から復興応援ツアーへ

流面の変遷を概観してみます。ただ

要だと考え、
当財団の事業として「東

り、それぞれが重要な局面であった

います。

北地方太平洋沖地震後の陸中海岸

ことは疑う余地もありません。

ランティアバスは減少。代わって、被

ランティアセンターの閉鎖に伴い、ボ

（２０１２年度）ボランティアバス

地域における観光資源の状況把握
」を起案。５月から６月に
調査（注１）

興応援ツアーが盛んになった。背景

災地を見学して応援しようという復
と復興商店街

には観光庁などの支援もあった。

（２０１１年度）ボランティアバス

して、
「全国観光資源台帳（注２）
」に

被災直後から５月初旬頃までは、

かけて、当部の全研究員が手分けを
リストアップしている三陸沿岸部の
もちろん彼らにもこの場に立ってほ

観 光 資源の現地調査を行いました。

特に大型連休中は希望者が多くパン

用バスなどを利用して現 地を訪問。

復旧作業のためのボランティアが専

検討。復興作業なしのツアーを模索

者などとともに現地での活動内容を

が現地入りし、復興を担う地元関係

旅行会社などの観光事業の担当者
しいという気持ちがありました。

ク状態だった。５月になると、がれ
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寺崎 竜雄
理事・観光地域研究部長
公益財団法人日本交通公社

視
座
特集テーマからの

東日本大震災からの復興に
観光は何を果たしたか
—— ５年間のふりかえりと今後への期待

視
座

日常の何 気ない風 景や町の匂い、

で大切にしなければならないのは、

一体。三陸の観光は、沿線市町村

欲しい。首都圏から見れば三陸は

い。魅力的な観光のコンテンツが

とも背景の一つだと言われている。

暮らす人と訪れる人の顔と顔を

が連携・協力して取り組んで、周

した。その一つとして震災

突き合わせた交流。
（山田町／沼

遊ルート・コースを作り、プロモ

画されるようになり、企業

を学ぶスタディツアーが企
個人客・教育旅行の増大

崎）

（２０１５年度）

の 団 体 研 修 や 学 校の 教 育
これまでのバスを利用した団体客

ーションをしていくべき。
（ 三陸

地元を好きな人、相馬や松川浦

◦風景を見たり、おいしいものを食

に加えて、個人客、マイカー利用者
の来 訪 が目 立つよ う になってきた。

を何とかしたい人で力を合わせて

べたりするだけじゃなく、観光で

鉄道／冨手）

また、一般客は減少し、教育旅行の

頑張っていけば、今までとは違う

◦ 旅 館 組 合 や 商 店 街 だ け で な く、

旅 行 として現 在 も実 施さ
れている。
（２０１３年度）

比率が高まってきた。

いたい。あの人に会いたい、遊び

復興応援ツアーの最盛期

しかしながら、かつてのような三

（正）
）

も人とのつながりを楽しんでもら

これ ま で は 被 災 状 況 を

陸海岸の景観などを活かした観光に

に行きたい、そんな観光があって

売り方ができる。
（相馬市／管野

見 たい、被 災 地 を 応 援 し

◦ 自然と文化を活用し、宿泊業と
教育要素も踏まえた観察会を観

だと言われるが、単に元に戻すの

◦ 復興は震災前の状態に戻すこと

もいい。
（相馬市／菊地）
光産業に仕立て、一般観光客の誘

ではなく、 年、１００年先を見

環境保全のＮＰＯが連携し、環境

は戻っていない。

この先の観光復興に向けて

たいという 参 加 者 が中 心
だったが、徐々に来訪者の志向には
観光要素が増大。復興応援ツアーは
最盛期を迎える。

致につなげていきたい。
（相馬市／

から被災地への単純往復だったもの

ます。

元の方々の発言をもとに列挙してみ

見解や取組状況を、特集記事中の地

陸 観 光が向かう 方 向 性についての

元の普通の暮らしと一体となれる

は、
「観光地巡り」ではなく、地

いる。岩 手 県 を訪れた外 国人に

◦ 外国人観光客の誘致に期待して

◦人に焦点を当てたヒューマンツー

（相馬市／管野（正）
）

てのまちのつくり方があると思う。

る景観をつくるなど、観光地とし

松川浦などは道路から海が見え

このような経過のもと、今後の三

に、松島や平泉といった周辺の観光

◦これまでは「被災地女川」を見に

ような旅への志向が強まってきた。

リズム。交流人口の拡大ではなく、

ツアーの行程は、これまでの発地

地にも立ち寄る周遊型のツアーが加

来る人たち。今は次の段階「新し

三陸は、体 験 観 光や食を通じて、

人と人との関わりを通じた人材

越してやるべき。防災も大事だが、

わった。

くなった女川」を見に来る人たち。

こうした志向に応えられる地域で

育成を目指す。
（大槌町／臼沢）

佐藤（邦）
）

復興応援ツアーの減少

これからは被災地から「立ち上が

ある。
（県北観光／相馬）

（２０１４年度）被災地視察・

被災地視察を中心とした復興応援

っていく女川」を見てほしい。も

していく時期ではないか。列車が

◦震災前の形以上の新しい形を模索

ントの一つは、地域の人たちと会

する予定。個人向けツアーのポイ

◦ＪＲ駅発着のツアーを造成し販売

ツアーは大幅に減少。

にする時期ではない。
（女川町）

通ったからお客が来るわけじゃな

はや被災地だということを売り物

れきの景色」が見られなくなり、ツ

◦私たちの町が、観光に取り組む上

復興が進み、
「被災地の風景」
「が
アーが成り立ちにくくなってきたこ
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特集テーマからの

◦「 観 光 復興 ビジョン」を策 定 中。

（女川町）

よりさらに興 味 深いものとなる。

が重要。女川の観 光は、震 災 前

ある水 産業との連携による体験

ニューの充実。中でも産業の核で

話すること。もう一つは、体験メ

な施設整備などのハード面の魅力づ

まらず、中長期を見据えた計画的

の実施などソフト面での展開にとど

報発信やイベントやモニターツアー

のための体験プログラムの開発、情

のケースではないでしょうか。誘客

も聞かれます。その好例は、女川町

組み始めた」といった「気づきと学

った」
「新しいことに前向きに取り

を通して「自分の意識や行動が変わ

加 えて、観 光 復興に関わる活 動

も観光の貢献と言えるでしょう。

感。存在感」
といった
「心のつながり」

て自分が必要とされているという実

がもたらす安心感」や「交流を通し

（陸前高田市／村上）

いた高 齢 者 もいたかもしれない。

仮設住宅に閉じこもってしまって

つながっている。それがなければ

れているという実感が生きる力に

社会の役に立っている、必要とさ

◦ 体 験プログラムの提 供を通して、

◦語り部ガイドを通じて、子どもの

気づきと学び

くりが極めて重要だと考えます。

び」も、観光や交流の働き掛けに起
因するものだと考えます。

さて、本号の特集のテーマを「東

観光の意義

観光まちづくりに関わる当事者
が、現場の目線で語り、作り上げ
ていくことで説得力のある、価値

日本大震災からの復興に観光は何

ガイドすることで精 神的な満足

頃から見て参加してきた地域の行

を果たしたか」としました。被災地

◦食の安全宣言は多くの方々に来て

感を得ている。
（気仙沼市／鈴木）

具体的な声を列挙してみます。い

づくりにもつながる。官民一体と

で暮らす人たちと、他地域から訪れ

ほしいという意思表示。来て、食

◦復興事業に関わることによって宿

ある計画となる。策定の過程が人
なった住民参加の観光まちづくり

た人たちとの交流。さらに、他地域

べて、買っていただくことが大き

としての情報発信の方 法と効果

事や風習の意味や背景が理解で

に強力に取り 組み、震 災 前より

からの訪問客を迎え入れるために行

な応援になる。
（石巻市／浅野）

に気づいた。フリーペーパーに掲

ずれも本文からの引用、再掲です。

も魅力ある地域を創り 出したい。

われてきたさまざまな企てや準備作

◦とにかく買い物をしてもらいたか

載された情報を見て参加してく

ていきたいという意識も芽生えた。

きるようになり、後の世代に伝え

これらの声の共通点は、新たな観

業。このような観光は、復興にどの

った。これによって経済活動が生

れたお客さんもいた。そういうお

経済効果

光に挑戦すること、地元の産業や生

ように貢献したのでしょうか。
「観光

まれ、
雇用が創出された。（女川町）

（山田町／甲斐谷）

活文化、人とのふれあいやつながり、

のちから」を信じる者として、実例

客さんは今後も大事にしていきた
◦来て応援してほしいというメッセ

どの取組を通じて、表舞台に新し

◦復興イベントや観光商品づくりな

い。
（気仙沼市／熊谷（多）
）
寄稿や取材を通して得たその答え

ージを一貫して発信。人に来ても

い人が出てくるようになった。震

心のつながり

の一つは「来訪者の消費による経済

らい、各商店主も注目されている

えました。

からそのことを検証してみたいと考

地元の個性を重視すること。
そして、取組の主役は住民であり、
行政はそのサポート役として連携し
てまちづくりを進めていくことが重
要だと思います。

効果」です。
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また、町並み整備において、防災

災で多くのものを失ったが、復旧

また、
「自分たちのことを気にかけ

ことで意識が変わった。
（南三陸

や生活面に配慮した上で、観光的な

の中で生まれたものもあった。震

ている、見てもらっているという意識

町／阿部・宮川）
魅力も十分に意識した取組への期待

特集テーマからの視座 ◉東日本大震災からの復興に観光は何を果たしたか ——５年間のふりかえりと今後への期待
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視
座
大震災発生から５年 経ち、被災

アに焦点を当ててきましたが、地震

この特集では、主に三陸沿岸エリ

形成することにつながるでしょう。

な取組の積み重ねが三陸ブランドを

ものと期待します。

より、奥深い東北観光が展望できる

や土産品が有機的につながることに

して企画された体験プログラムや食

域固有の資源の発掘と磨き上げを通

災 後、町を想 う 人が増
失って 初 めてその 価 値
地の観光や交流については新たな局

を起源とした訪問客の低迷は、東北

新たな局面に向けて

に 気 づいたのか も しれ
面を迎えたとも言えるでしょう。一

地方全域に及んでいます（特 集６）
。
外国人客の不調は、根強い風評によ

え た と 感 じ る。 私 も、

ない。
（山田町／沼崎）
方で、今なお工事関係者などの需要
に対応しながら、次の展望を模索す

るものだという分析も聞かれます。

今 号の特 集を作ることを通して、

●

◦ 震 災 後「 山田人」であ
ることを強 く 意識 する
るところもあるでしょう。もちろん、

真摯に復興と向き合う方々の、その

ようになり、地元 愛 も

ごく一部の方と話すことができまし

このような状況下、ケースごとの
対応に加 え、東北全域を見据えた

た。こちらから出向いて、地元の空気

福島原発事故と関わりの深い地域は、

観光振興の検討が重要です。とりわ

感の中でお会いする中、言葉では表

強 く なった。こん な 田

私たちは、復興は続いていくこと

け外国人客など、遠方からのマーケ

現しきれないことも多々ありました。

この限りではありません。

た若 者の中にも山田の

を常に気にかけ、個別に、具体的に、

ットに対して、広域連携によるイメ

取材にご対応いただいた皆さんに

舎 町 は 嫌 だと 言ってい
ために 何 か し たいとい

対応、支援していかなければなりま

ージづくりや、プロモーションが有

う 人が増 えた。本 当に頼 もしい。
せん。

自信がある。
（相馬市／管野
（貴）
）

お客さんの楽しませ方は前よりも

おやじとしてのスキルが上がった。

ことに関わる経験を通して宿屋の

◦モニターツアーなど、宿泊以外の

づきと学び」が大いに活かされると

主導であり、それにはこの間の「気

るべきでしょう。重要なことは地元

力を活かした誘客に意識を集中す

頼みから、三陸沿岸エリア固有の魅

ニター要素を含んだ復興応援ツアー

しかしながら誘客については、モ

体客で賑わった観光地の資源性は日

だと考えます。とりわけ、かつて団

活かした滞在拠点の再整備が急務

拠点に加 えて、自然景 観や温泉を

的な都市機能を備えた仙台などの

その成果を高めるためには、魅力

（山田町／豊間根）

◦田舎特有の
「何かをしたら駄目だ」

思います。地域の素材の活かし方や、

本代表レベルであることが多いので、

（てらさき たつお）

https://www.jtb.or.jp/report/
reconstruction-report
・特集５の環境省「グリーン復 興プロジェクト」
の一部を「観光文化」２２４号（２０１５年１
月）でレポートしています。

［参考］
・当財団では東日本大震災からの東北地方の観
光復興、
震災復興に関する自主研究を行い、
成果を公開しています。ホームページを参照く
ださい。

（注１） https://www.jtb.or.jp/report/
reconstruction-004
（注２）
﹁観光文化﹂２２２号（２０１４年７月）
参照

きました。
）

感謝いたします。

「無理だ」という気持ちから、人

個性に満ちた体験プログラムの方向

そこの活性化が肝要になると考えま

効です。観光ルートもダイナミック

「できるんだ」という気持ちに変

性は、この特集の中にふんだんに表

す。中長期を見据えたインフラや施

（文中の敬称を省略させていただ

わり、チャレンジしている人が確

現されています。販売方法について

設の改修も必要となるでしょう。

なものがよいでしょう。

実に増えた。観光という人の流れ

は、
「拡大コミュニティ（広田・特集２）
」

これら拠点と、三陸沿岸エリアを

にぎ

が人を変えたのを目の当たりにし

の考え方の活用などに、新たな流通

はじめとする各地で展開が進む、地

が来ることで「やってもいいんだ」

た。
（大槌町／臼沢）

経路の可能性を感じます。このよう
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特集テーマからの

「歴史文化観光とその振興施策に
関する基礎的研究」を終えて
塩谷 英生

の観光に関わりが深い主な施策につ

観光経済研究部長・主席研究員

③ 観光関係部署と文化財関係部署

いて文化庁を中心に整理を行ってい

公益財団法人日本交通公社

本研究は、歴史文化 観 光の市場

が同一部局に置く自治体における

策から文化財活用の視点が強調さ

れつつある。

歴史文化観光に関する
予算の推移

文化財の裾野が広がることで、歴

史文化観光施策の守備範囲も広が

ったが、歴史文化観光関連の予算が

比例的に増加したわけではない。特

に、自治体においては財政緊縮の影

響から長期的な減少が続いているの

が実態である。

政府全体の観光関連予算規模自体

はインバウンド関連を中心に増加傾向

構造の把握とその振興施策に関する

にあり、２０１５年度（平成 年度）

る。ここでは試みに施策動向を８つ
の流れに分けて捉えている（表１）
。

連携効果について
のアンケート調査の実施を行っており、

課題整理を目的に２０１４年度（平
成 年度）から２年度にわたり進め

は３００４億円となっている（ 図１）
。

後に、日本各地の歴史観光地での視

裾野は広がっており、重要伝統的建

観光関連施策の対象となる文化財の

占める。この額は２００８年度（平成

このうち文化財関連は４４４億円を

詳細はおくとして、総じて言えば、

このうち、アジア訪日市場および

察結果を踏まえて、歴史文化観光施

造物群保存地区、文化的景観、登録

本稿でその概略について紹介する。最

国内宿泊旅行市場における歴史文

策の課題について述べることとする。

有形文化財、歴史文化基本構想など

そのうち文化庁分は８０８億円で、

化観光の市場構造については調査を

なお、歴史 文 化 観 光 施 策・観 光

年度）以降、ほぼ横ばいで推移し

行い、本誌２２５号（２０１５年４

てきたものである。

2

で参照されたい。本研究では、これ

月）にもその一部を紹介しているの

ては、石山千代客員研究員の協力を

財源に関する情報収集・整理につい

的に捉え直す方向に深化してきた。

の形で、個別の文化財を面的、包括

も横ばい傾向で推移しており、平成

ている。なお、この間の観光庁予算

年度で１０４億円である。

認識されていく。近年は地域振興へ

よって、歴史文化財の経済的価値も

（平成４年度）の２５２３億円から

経 費は、都 道 府 県で１９９２年 度

に担うこととなる自治体の文化関係

一方、文化財の保護・活用を主体的

27
の期待もあり、保全を中心とした施

場の発達や、世界遺産ブームなどに

この間、高度成長期を経た観光市
得て進めている。

20

ら市場構造の調査と並行して、
① 歴史文化観光施策の変遷について

歴史文化観光施策の変遷
43
年）の文化庁設置から現代にかけて

本研究では、１９６８年（昭和

1
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の把握
② 国・自治体における歴史文化観
光施策の財源に関する把握

観光研究最前線（1）◉「歴史文化観光とその振興施策に関する基礎的研究」を終えて
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27

観光研究最前線（1）
26

表１ 歴史文化観光関連施策の動向
施策動向

主な政策

①町 並み 保 存へ の 世 論の 戦後の高度経済成長期は、国土開発の波を受けて歴史的集 S43～50
高まりと面的保存制度の 落・町並みの保存が地域の課題となり、国が面的な保全に
創設
乗り出した時代である。一方で、歴史地域の観光対象として
の経済的価値が向上した時期にも当たる。
②「活用」への取り組みと
文化財の裾野の広がり

金沢市等で歴史的環境保全を目的とする条例制定
文化財保護法改正による伝統的建造物群保存地区制度
創設

「保存」に力点が置かれてきた文化財行政が、平成に入り「活 H1～8
用」への取り組みの幅を広げていく。平成8年の文化財保護
部長通知では、軽微な現状変更についての事務手続き簡素
化、所有者による活用計画の必要性、活用事例の評価と広
報等の必要性が示された。文化財の裾野を広めるため、届 H8
け出制による登録有形文化財制度が創設される。
H11

史跡等活用特別事業（ふるさと歴史の広場事業）
（文化
庁）
文化財保護部長通知「重要文化財（建造物）の活用につ
いて」
登録有形文化財制度創設
重要文化財（建造物）保存活用計画策定指針（文化庁）

③世界遺産条約批准後の
動き

世界遺産登録を契機に観光客数が急増するなど、その経済 H4
的価値が認識された。世界遺産登録運動が各地で起きる中
で、
「顕著な普遍的価値」やコア・エリアとバッファーゾーン
の保護施策の重要性が意識される結果となった。

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約（世界
遺産条約）批准

④「文化的景観」という
概念の導入

地域の生活・産業・風土等により形成された景観を文化財と H16
して保護対象とする動き。重要文化的景観として選定される
と、各種事業への補助や税制優遇措置がある。景観の保全
は主に景観法で担保される。選定箇所には観光客がほとん
ど訪れていない地域も多く含まれる。

文化財保護法改正による「文化的景観」制度創設

⑤NPOや住民との協働、
支援のための施策展開

文化財建造物を活動の場としながら地域の発展に寄与し H18～
たいNPO法人や市民団体の増加、NPO法、指定管理者制度
等の導入等を背景に、文化財建造物の保存・活用に際して
NPOや住民との協働、支援が重視される。

NPOによる文化財建造物活用モデル事業（文化庁）

⑥文化財の総合的な把握、 地域の中で一定のテーマを設定し、複数の文化財を指定・ H20～22 文化財総合的把握モデル事業（文化庁）
「歴史文化基本構想」策定のための技術指針の作成
歴 史 文化 基 本 構 想に向 未指定に関わらず幅広く捉えて把握し、文化財の周辺環境ま H24
けた動き
でを含めて総合的に保存・活用していくという問題意識から
「歴史文化基本構想」が提唱される。
「歴史文化基本構想」を踏まえ「歴史的風致維持向上計画」 H20
を策定することが望ましいとされるが、実際に事業費が付き
法律上の特例措置を受けられるのは後者のため、計画のみ
策定・認定を受ける自治体も少なくない。認定計画に基づく
事業には、社会資本整備総合交付金から手厚い支援がある。

⑦法定計画化と
省庁間連携の促進

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
（通称「歴史まちづくり法」）
（文化庁、農水省、国交省の
共管）

文化芸術の振興に関する基本的な方針（第3次基本方針）
⑧観光振興・地域活性化に 平成23年に閣議決定された「文化芸術の振興に関する基本 H20
（有形・無形の文化芸術資源を、地域振興、観光・産業振
資する補助事業
的な方針（第3次基本方針）
」を背景に、文化振興とともに
興等に活用するための取組を進める旨が盛り込まれる）
観光振興および地域活性化を推進する事業がスタートする。
「観光」を含む事業は平成24年で終了したが、地域活性化事 H23～24 文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業（文化庁）
業、史跡等総合活用整備事業といった形で継続している。
＊各種資料より石山が作成した表をもとに塩谷が要約した

429

393

444

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

観光関連予算案額総額

うち文化庁分

うち文化財部分

出典：
「平成27年度観光関連予算」
（観光庁）

25

したがって、観光客を収受対象とす

414

25

２０１３年度（平成 年度）

451

る 事 業 展 開（ 例 え ば、駐 車 場 収 入、

0

389

には８１１億円へ、
市区町村

379

物販・飲食、宿坊経営やユニークべ

407

500

は平成４年度の５６９２億

808

ニュー提 供、ガイド料、入館料・拝

749

年 度には

789

円から平成

786

観料、協力金など）
、ＮＰＯや住民組

786

２８２７億円へと大幅に減

764

織などによる非営利の支援活動など

961

少している（図２）
。

762

の重要性が増してきている。

1,000

また、国における文化庁、農水省、

1,833

1,500

つまり一文化財当たりの

2,230

2,000

保全・活用のための財源は

2,183

国交省共管による歴史まちづくり

2,180

縮小傾向にあり、行政の補

2,133

2,222

法のように、地域においても縦割り

2,500

3,004

助だけでは賄いきれないも

2,956

3,000

を排した横断的で総合的な歴史文

億円
3,500

のが増加する傾 向にある。

図１ 観光関連予算案額（政府全体）の推移（H20-27年度）
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表２ 観光関係部署と文化財関係部署
との連携効果調査の概要

図２ 都道府県・市区町村の文化関係経費の推移（H4-25年度）
億円
10,000

「地方における文化行政の状況について」
（H20-26）と各自治体ホームページ組織図

9,000

をもとに、都道府県・政令指定都市・中核

8,000

市の中で観光関係部署と文化財関係部署

9,549

6,963

7,000

が既に同一部局に設置されている地方自治
体を抽出した上で、当該部局のうち、文化財

6,000

保護を所管している部署を抽出した。その7

5,000

自治体を対象に、文献調査およびアンケー

4,000

ト調査を実施した。

合計
市区町村
都道府県

3,638

3,000

調査時期：平成27年2月

回答自治体：6県市（福井県、札幌市、堺市、
高松市、福岡市、長崎市）

2,827

2,586

2,000

811

1,000

調査内容：観光分野と文化財分野の施策連

0

携の実態、効果的な推進のため
の課題など

H4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25（年度）
出典：
「地方における文化行政の状況について」
（平成27年9月文化庁）

図３ 歴史文化観光施策に係る近年の課題改善の兆し（同部局になって以降）
1. 歴史文化観光の対象となる資源の把握・抽出を進める必要

3

3

2. 観光活用と資源保護のバランスを取る必要

1

3. 歴史文化資源への観光客数を増やす必要

1

4. 特定の歴史文化資源以外にも観光客を誘導する必要

3

2
5

2

5. 歴史文化資源への観光客が特定の時期に集中しており、分散させる必要

2

2
3

3

6. 歴史文化資源所有者から観光活用への理解を得る必要

1

7. 歴史文化観光による地域への経済効果を高める必要

1

8. 行政側の歴史文化観光の担い手を確保・育成していく必要

1

9. 地域側の歴史文化観光の担い手を確保・育成していく必要

1

10. 歴史文化観光の推進に係る自主財源を増やす必要

1

11. 歴史文化観光の推進に係る国や県の補助金が乏しい・使いづらい

1

2

3
3

2
4

1
5

4

1

2

大いにあてはまる

1

2

あてはまる

あてはまらない

無回答

化観光行政を進めていくことが求め

られている。

3

観光関係部署と
文化財関係部署との
連携効果調査

歴史文化 観 光の推 進に際しては、

観光関係部署と文化財関係部署との

連携が重要だが、地方自治体の組織

体制としては、観光関係部署は首長

部局、文化財関係部署は教育委員会

内の文化財課に置かれているのが一

般的である。

しかし、近年、両者が同部局に設

置されている地方自治体もいくつか

出てきている。そこで、本研究では

こうした自治体へのアンケート調査

を行い、両部局の施策連携の実態と、

連携効果などについて整理を行った

（表２）
。

図３に挙げたように、歴史文化観

光に係る諸課題のうち、同一部局に

なって改善の兆しが見られるものは、

「３．歴史文化資源への観光客数を増

やす必要」
「９．地域側の歴史文化観

光の担い手を確保・育成していく必

要」が各６件、
「８．行政側の歴史文

59

回答自治体数
（実数）
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歴史文学・歌や映画・ドラマ・アニメ等の舞台
魅力的な年中行事や祭事
魅力的な伝統芸能がある

高関心度層
中関心度層

【京都と比べたその歴史文化観光地の課題（複数回答）】
0

10

20

観光地までの交通が不便
良い飲食店が少ない
観光地の中での交通が不便
情報発信が不足している
歴史文化資源がまばら
良い宿泊施設が少ない
夜に楽しめる場所が少ない
町に活気がない
観光資源がまばらで観光コースが組みにくい
良い土産品が少ない
資源性の割に入場料が高い
歩道が安全でない
歴史文化資源の魅力が相対的に低い
モバイル環境が貧弱
観光に従事する人のおもてなしが良くない
歴史文化資源の保管状態が不十分
誘っても一緒に行きたい人が少なかった

11.5

15.6
14.3
17.1

30 ％
26.7

29.7

14.6
12.8
14.7
12.1
13.7
12.4
13.9
12.1
11.6
11.1
10.6

8.5
7.7
9.2
8.8
6.4
7.4
4.8
6.5
4.6
4.5
4.4
4.2
3.4
3.9
2.9
2.2
2.4

連携した企画や情報発信などが

観光費用が割安

がそれらを巡るバスツアーを実施す

素朴なおもてなし
御利益・霊験がある

る他、人材育成や連携事業などにお

花見や紅葉を楽しめる

化観光の担い手を確保・育成してい

住民が歴史や文化を大切にしている

効 果 的に推 進しやす く なる一方で、

あまり混雑しない

る事業」
「期間限定の文化財特別公

23.9
16.9
19.3
18.5
22.4
14.6
14.9
14.6
12.5
9.4
10.5
6.8
9.1
7.9
11.4
5.2
9.9
4.9
9.6
5.0

その土地ならではの土産品

いて効果的な財源活用が図られている。

23.9

く必要」
「 ．歴史文化観光の推進に

18.8

保存と活用の立場が同一部局になる

18.9

開（歴史的建造物、庭園など）
」
「城

町の大きさが程良い
交通のアクセスが良い

36.7

「観光関係部署と文化財関係部署

温泉や宿泊地が近い

28.1
27.5
27.2
24.3

係る自主財源を増やす必要」が各５

歴史上の人物ゆかりの地

37.1

ことの難しさ、教育現場との連携が

31.2

郭活用のためのガイダンス・休憩施

その地域ならではの食の魅力

が連携して現在行っている主要な事

32.1

件となっている（「大いにあてはまる」

33.7
37.5

散策に適している

しづらくなるといったジレンマを挙

歴史情緒を感じさせる

設などを連携して整備」といった回

40.4
39.3
38.6
43.2

自然が豊か

54.5

業」の具体例としては、
「文化財関

魅力的な歴史文化資源がある

60 ％

＋「あてはまる」
）
。歴史文化資源の周

40

げる回答もあり、こうした点を踏ま

20

答が寄せられた。

0

係課が秘仏を公開し、観光関係課

【京都と比べたその歴史文化観光地の魅力（複数回答）】

辺も含めた観光振興が促進されてい

図４ 京都と比べたその歴史文化観光地の魅力と課題

高関心度層
中関心度層

高関心度層：「歴史文化観光地への旅行」に「非常に関心がある」層。中関心度層：「ある程度関心がある」層。
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えた新たな体制づくりが求められる。

現地調査に見る
歴史文化観光市場と
施策の対応に関する課題

本研究では地方の歴史文化観光地
にいとまがないほどにある。

つ世界観に没頭できない事例は枚挙

芝刈り機の音など、歴史文化財が持

でいたり、山門の階段を上った先の

背の高い土産店がぐるりと取り囲ん

建造物の周りをブームを当て込んだ

世界遺産の構成資産である歴史的

地元のカーナンバーで埋まっていた。

ースを用意しているのだが、実態は

著名な街では、観光客用の駐車スペ

タカー利用についても、ある陶器で

少ないといった課題が目立った。レン

線バスの本数が利用したい時間帯に

現地までの足となるローカル線や路

ることが多く、課題と感じる場面は

サービスが事業化・産業化されてい

観光地では、観光客に供する交通や

宮島、函館といった一定規模以上の

における課題は、例えば高山、金沢、

① ②で述べた交通や受入サービス

重要性

た上で、現地調査で改めて感じた施

いる。以下、市場調査結果を踏まえ

署などへのヒアリング調査を行って

査と自治体の文化財部署・観光部

の覆堂の中でさらにガラスケースで

である平泉の金色堂は、コンクリート

スも少なくない。例えば、世界遺産

化財本来の魅力が感じ取れないケー

また、保存への配慮が強すぎて、文

ンタサイクルでは、「電動アシスト付」

中できる環境を作る必要がある。レ

安全性を確保して歴史の世界観に集

い区 間が目立つことも課 題であり、

遊する場合に、歩車分離されていな

また、歴史文化観光地を徒歩で回

重要となろう。

で効果的に活かしていく視点が一層

サービスを、観光客と共有すること

地元住民向けの交通インフラや各種

全性や世界 観の保 全に留 意しつつ、

入込規模が小さい観光地では、安

振興の視点から、いくつかの視察調

策との食い違いについて、魅力を伝

覆われているが、通路からの視野は

へのニーズのほうが「アシスト無し」

少ない。

える上で利用者の視点の欠落、個人

限定的で、絢爛たる天井部分や柱上

よりも 代を除くと大きいが、十分

る。例えば、「歴史情緒を感じさせる」

地の魅力と課題について調査してい

る京都と比べた地方の歴史文化観光

率が極めて高い歴史文化観光地であ

国 内 市 場の調 査では、訪問 経 験

持つ魅力の伝達について

られた点に交通インフラがある。こ

京都と比べた課題として多く挙げ

② 観光客の受入態勢の不備について

要となろう。

魅力を伝える展示方法への工夫も必

には、継続的な修復を前提にしつつ、

ンド誘致の中核としての役割を担う

に捉えにくい。今後東北へのインバウ

（宿泊、飲食、物販など）に関しても、

観光客の消 費の受け皿となる施設

しにも多くの課題が見 受けられた。

ないケースなど、観光施設のもてな

定管理者が観光客への応対に注力し

交通以外でも、社会教育施設の指

光地では重要な課題である。

にアップダウンの激しい歴史文化観

に用意されていない地域が多い。特

線での歴史文化観光地づくりを進め

市計画部署なども含めた利用者目

部署・文化財部署を軸に、交通や都

首長のリーダーシップの下で、観光

な財源 活用が重要であることから、

入込規模が小さい自治体ほど効率的

部署と文化財部署の連携関係は弱い。

かし、多くの自治体においては観光

ることで改善される面が大きい。し

の多くは、観光客の視点から点検す

ら でん

けんらん

客に対応した受入態勢の不備などに

部に施された螺鈿細工などが立体的

か否かは、特に高関心度層において

れは特に歴史文化観光市場のコア層

個人客のニーズに対応できていない

歴史文化観光に関する施策の課題

ついて述べる。

地方の歴史文化観光地の「京都」に

にＦＩＴが多いということから大き

① 歴史文化資源とその世界観が

比べた大きな差別化要因となってい

ていくことが重要である。

（しおや ひでお）

施設が少なくない印象を受けた。
③ 観光部署と文化財部署の連携の

な課題と言える。
各地の文化財を視察する際には、

2016/03/30 18:33
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る（図４）
。
ところが、現地に行くと、例えば
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4

旅行業の体系的整理への試み

観光経済研究部

研究員

―― 旅行業を学ぶ人にとっての専門書『 旅行産業論 』の発刊

公益財団法人日本交通公社

視点に立って整理を行った。

視点１：旅行業と他産業や

地域との関わり

現在の旅行業は、地域や企業と一

緒に新たな価値を生み出すことによ

ってビジネスにつなげている。

旅行会社と地域との関わりからは、

例えばＪＴＢでは人、モノ、文化と

その一環として、地域ならではの資

柿島 あかね
守屋 邦彦

このような課題意識に立ち、立教

源を掘り起こし、磨き上げることに

主任研究員

いものと考えられる。また、こうし

大学観光学部、株式会社ＪＴＢ総合

観光政策研究部

の交流をきっかけに新たな価値を生
観 光は、我が国の経 済 成長を担

た役割を旅行業が担っていくために

よって旅行商品化する取り組みが行

み出す「交流文化 事業」を推進し、
う重要な成長分野として期待が寄

研究所、当財団を中心に構成される

われている。

は、一般 的 な 業 務 知 識 だけでな く、

「場面」
「時間」
「空間」を創り出し、 「立教大学観光学部旅行産業研究会」

せられている。人口減少・少子高齢
化が進む中、国内の観光需要を喚起

また、旅行会社と企業との関わり

からは、旅行会社が各企業の業務性

（以下、
「研究会」
）（表１）では、立教
大学で展開している「旅行産業論」

旅行の手配のみならず、出張関連業

旅行という無形の商品を販売するこ

「旅行業経営実務」の講義内容をベー

務の効率化、コスト削減、危機管理

するとともに、好調なインバウンド

しかし、人材を育成するにあたっ

スとして、旅行業の体系的な整理を

などを総合的に取り扱うことによっ

とができる人材が必要となる。
て欠かせない旅行業に関する書籍に

行った。

需要を今後も積極的に取り込むこ
これによる地域経済の活性化、雇用

目を向けると、旅行業は観光概論の

とにより、旅 行 市 場 規 模の拡大と、
機会の増大につながっていくものと

るビジネストラベルマネジメント
（以

て企業の課題解決に貢献しようとす
一部として扱われており、その内容
は実務を中心としたものや、
「旅行代

下、
「ＢＴＭ」
）なども存在している。

しかし、このようなビジネスが実
現在の旅行業の実態を踏まえ、こ

域や企業に対してどのような価値を

まり知られておらず、旅行会社が地

際に展開されていることは一般にあ
れまで捉えられていなかった３つの

旅行業の体系的整理を
行うにあたっての
３つの視点

考えられる。
このように観光への期待が高まる

理店」的機能を解説するにとどまっ
担う人材に必要であろう旅行業の構

中、近年では旅行会社が地域や企業
など、代売にとどまらない幅広いビ

造や旅行業の社会的な役割などにま

ている内容が多く、今後の旅行業を

ジネスモデルを展開しており、旅行・

で踏み込んで言及したものは少ない。

と連携して新たな価値を創造する

観光分野において果たす役割も大き
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特に、今後、旅行業を志す学生に

くいという課題がある。

るのかという部分については見えに

提供し、ビジネスとして成立してい

旅行会社各社のビジネスモデル、世

変化が起きている。その他、国内の

分散させるなど、ビジネスモデルに

事 業 領域を傘下に入れ、収 益源を

が重要である。

業の存在意義を改めて整理すること

おり、こうした環境下における旅行

界を取り巻く環境は大きく変化して

助機能から、交流の場を創造する産

研究会では、かつての旅行業が旅

研究会では、旅行業の基本的なビ

業にまで発展してきた歴史的経緯や

界の旅行会社のビジネスモデルの特

ジネスモデルを整理するため、サプ

その時点における旅行業の社会的意

とって、業務性旅行やＭＩＣＥなど

ライヤーから旅行者に旅行商品が提

義を整理し、旅行業の将来性につい

行業の基本機能である情報提供機

以上を踏まえ、研究会では「旅行業

供されるプロセスにおいて旅行会社

ても議論を行った。

色などについても整理された例は少

と他産業や地域との関わり」なども

が果たす 役割や、旅行会社が提供

その結果、旅行業は今後、人・産

は日常的に接する機会も少ないこと

含めたビジネス展開（法人営業、ＭＩ

している付 加 価 値などを整理した。

業・地域を結びつける中心的役割を

実務的な内容にとどまらず、旅 行

能、予 約 機 能、金融決済 機 能の補

ＣＥ、ＢＴＭ、インバウンド事業、グ

またこうした基本的なビジネスモデ

果たし、人的交流や経済循環などの

業全体を学術的かつ俯瞰的視点か

ない。

ローバル事業など）と、これを支え

ルを踏まえた上で、現在、旅行業に

新たな価値を創造することができる

ら論説している点が本書の特徴であ

から、理解が難しいポイントとなる。

る業界構造や戦略モデルについても

起きているビジネスモデルの変化や

産業であることを次世代の旅行業を

る。そのため、旅行者から見える旅

目次（表２）からも分かるように、

整理を行った。

世界の旅行業のビジネスモデルにつ

担う人材に伝えていくことが重要で

行業だけではなく、旅行業のさまざ

ビジネスモデル

まな分野・部門がどのような役割を

きる構成となっている。

果たしているかを把握することがで

にもこの内容を盛り込むこととした。

ふ かん

いて市場変化や旅行会社を取り巻

あるという結論に達し、書籍化の際

視点２：旅行業の

旅行業がどのような価値を創造

く環境などと併せて整理を行った。

旅行業の人材を確保するためには、

視点３：旅行業の魅力、将来性

しているか、どのような社会的役割
を担っているか、どのような収益構
造になっているかという「旅行業の
ビジネスモデル」については、従来

者、実務経験者で構成されているこ

また、研究会メンバーは学識経験
研究会での３つの視点からの議論

ともあり、旅行業のビジネスモデル

『 旅行産業論 』
の発刊
将来性」を伝えていくことが極めて

を踏まえ、その成果 を取 り まとめ、

について解説する教養書的アプロー

旅行業のビジネスとしての「魅力や

かつては代 売 手 数 料を主な収 益

重要である。特に近年は消費社会の

発刊したものが
『旅行産業論』（写真）
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あまり整理されてこなかった。
源としていたが、近年では安定的な

成熟化、社会のグローバル化、ＩＣＴ

経営を目的として、外部環境に左右

チと、旅行業そのものを分析・考察

（情報通信技術）の発達など、旅行業

である（注）
。

されやすい旅行業だけでなく、他の
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表１ 立教大学観光学部
表２『旅行産業論』目次
旅行産業研究会（五十音順）
第１章 「旅行・観光産業」とは
第１講

東 徹（あずま とおる）
立教大学観光学部観光学科 教授
立教大学観光研究所 所長
立教大学観光ADRセンター 副センター長

第２講

柿島 あかね（かきしま あかね）
公益財団法人日本交通公社 研究員

第３講

黒須 宏志（くろす ひろし）
株式会社JTB総合研究所 執行役員
主席研究員

第４講
第５講

志賀 典人（しが のりひと）
公益財団法人日本交通公社 会長
立教大学観光学部観光学科 特任教授

第６講
庄司 貴行（しょうじ たかゆき）
立教大学観光学部観光学科 教授

第７講
田中 靖（たなか やすし）
株式会社JTB総合研究所 主任研究員

第８講
野口 洋平（のぐち ようへい）
杏林大学外国語学部 准教授

第９講

野々垣 典男（ののがき のりお）

第10講

株式会社JTB情報システム 代表取締役社長
株式会社ジェイティービー 執行役員

第11講

橋本 俊哉（はしもと としや）
立教大学観光学部観光学科 教授

第12講
村上 和夫（むらかみ かずお）
立教大学観光学部交流文化学科 教授

第13講

守屋 邦彦（もりや くにひこ）

第14講

公益財団法人日本交通公社 主任研究員

第２章

旅の質的変化と旅行業創生の必然

第３章

近代的旅行業の始まり

第１章

旅行業の自立的産業への過程

第２章

旅行業法の変遷

第１章

旅行契約形態と旅行商品のバリューチェーン

第２章

旅行会社にとっての企画旅行商品

第３章

旅行会社の形態

第１章

旅行業における商品および経営の特性

第２章

旅行業における財務の特質

第１章

マーケットの変遷と現状（国内旅行）
（1990年代〜2000年代を中心に）

第２章

マーケットの変遷と現状（海外旅行）
（1990年代〜2000年代を中心に）

第１章

旅行マーケットの質的変化とその影響

第２章

旅行マーケットの成熟化とFIT

第３章

ローコストキャリア（LCC）がもたらす旅行マーケットの変化

第１章

旅行会社のビジネス展開① 店頭販売の展開と実際

第２章

旅行会社のビジネス展開② メディア販売

第３章

旅行会社のビジネス展開③ オンライン・トラベル・エージェント（OTA）

第１章

旅行会社のビジネス展開④ ビジネストラベルマネジメント（BTM）

第２章

旅行会社のビジネス展開⑤ 法人営業

第３章

旅行会社のビジネス展開⑥ MICE

第１章

インバウンドマーケットの変遷と現状

第２章

インバウンド事業の実際と課題

第１章

旅行会社のシステムの概要

第２章

世界の旅行関連システム

第１章

グローバル化（マーケット動向）

第２章

世界の旅行会社のビジネスモデル

第３章

日本の旅行会社におけるグローバル事業の実際と将来像

第１章

業界構造と戦略モデル

第２章

事業開発戦略の意義と方向性

第１章

着地型観光／地域交流ビジネス

第２章

危機管理

第３章

旅行産業の果たしてきた役割・社会的価値

第１章

旅行業界が観光の中で果たすべき役割

第２章

旅行業の未来像と求められる人材

する社会学的アプローチの両面を併

せ持つ点も本書の大きな特徴である。

以上のような特徴を持つ書籍であ

ることから、旅行業を志す人、旅行

業に従事している人以外にも、経営

学的な視点で旅行業でのケースを知

りたい人にも対応できる内容となっ

ている。
●

最後に、旅行業を志す人、旅行業

に従事している人、旅行業を研究対

象とする人など、幅広く

旅行業に携わる人にとっ

て、本書が旅行業を知る

一助となれば幸いである。

なお、本書は旅行業の

体系的整理を試みた第一

歩 と し て の 成 果 で あ る。

そのため、今後の整理に

あたっては今回取り上げ

た内容以外にも旅行業を

把握する上で必要な視点

も検討し、適宜盛り込ん

でいくこととしたい。

（かきしま あかね／

もりや くにひこ）

（注）詳細は公益財団法人日本交通公社のホームページをご確認ください。
ホームページ内、
「出版・シンポジウム」⇒「テーマ別書籍」⇒「総論 ほか」
へアクセスすると確認ができます。
＊Amazon.co.jpよりプリントオンデマンド（POD）にて販売しています。
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UNWTO遺産観光に関する国際会議
（International Conference on Heritage Tourism）

参加報告

光客があふれる東大寺はまさに「遺

平日にもかかわらず国内外からの観

ていた。

はとても臨場感あふれるものとなっ

あり、そこで開催される今回の会議

２０１６年２月 日
（水）
～ 日
（金）
に、国連世界観光機関
（以下、
「ＵＮＷ

産観光の最前線」とも言えるもので

ＷＴＯ遺産 観光に関する国際 会議
（ International Conference on Herit）
」が奈良市で開催され、
age Tourism
ＵＮＷＴＯ賛助加盟員である当財団
から筆者が参加した。
今回の国際会議では、地域の遺産

会議当日の２月 日（木）午後

してそれぞれ１時間 分ずつ設けら

て」という３つのセッションが、連続

磨き上げ」
「持続可能な活用にむけ

「保存と活用の両立」
「観光資源の

25

「市民遺産」といった新たな概念が紹

れるとともに、
「リビングヘリテージ」

ＭＯによる遺産管理の事例が紹介さ

沖縄県・竹富島におけるＮＰＯ・Ｄ

研 究センターの西山徳明 教 授より、

ションでは、北海道大学観光学高等

まず、
「保存と活用の両立」のセッ

に紹介する。

以下、日本からの発表内容を中心

ていた（表）
。

問が出て、活発な意見交換が行われ

に対しては、会場の参加者からも質

された。また、各プレゼンテーション

中心としたプレゼンテーションがな

発表者から取り組み事例の紹介を

れ、各セッションでは、国内外からの

40

を「どのように磨き上げ、魅せ、守る
か」というテーマが掲げられ、主催者
発表によると、 カ国から１８５人
の参加があったとのことである。
本稿では、会議当日の様子につい
て報告を行うとともに、参加してみ
ての若干の所感を述べてみたい。

会場の様子
会議は東大寺総合文化センターを
会場として開催された。この会場は、
世界文化遺産である東大寺に隣接
して立地しており、通常の都市型の
会場とはやや趣が異なる、いわゆる
「ユニークベニュー」的な性格を有して
いる。

プログラム内容

ＴＯ」
）と観光庁の共催による「ＵＮ

会場となった東大寺総合文化センター
東大寺駐車場に並ぶ団体バス
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駐車場に数多くの団体バスが並び、
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24

36

菅野 正洋
公益財団法人日本交通公社 観光地域研究部 主任研究員

北海道大学観光学高等研究センター センター長

セッション3 持続可能な活用にむけて

越智 良典

一般社団法人日本旅行業協会（JATA） 理事・事務局長

竹本 昌人

一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー 事務局長

アマルスワル・ガラ

クィーンズランド大学地球変動研究所 教授、
インクルーシブミュージアム（オーストラリア・インド） 所長

アンコール地域遺跡保護管理機構（APSARA） 副総裁

長﨑 敏志

国土交通省観光庁 観光資源課長

えられていることが感じられた。

国連教育科学文化機関（UNESCO）アラブ地域センター所長

西山 徳明

介され、参加者の活発な質問を集め
を兼ねてポスターセッション会場が

ムニール・ブシュナキ

さらに、コーヒーブレークの会場

また、
「観光資源の磨き上げ」のセ
設けられるなど、期間中随所で参加

ジョージワシントン大学教授、UNWTOアドバイザー

ていた。
ッションでは、
一般社団法人日本旅行
者間の意見交換や交流が図られるよ

奈良県 副知事

業協会（ＪＡＴＡ）
の越智良典事務局

UNWTOアジア太平洋部副部長

浪越 照雄

う意識したプログラム構成になって
いたことも印象的であった。

たが、奈良県内へのテクニカルツアー

国土交通省観光庁審議官

黄 海國

長より、奈良や京都、日光、広島、沖
縄といった世界遺産地域を訪ねるこ

会議以外の行事としては、ＪＲ奈

る相撲甚句の実演が行われ、海外の

れるなど、遺産観光の面だけでなく、

が実施され、石舞台古墳や民家ステ

国土交通省観光庁 参事官（国際関係）

高橋 良明

UNWTOアジア太平洋センター 事業・広報課長
ハーモニー・ラム

との多い日本の修学旅行の事例紹介
さらに、一般社団法人田辺市熊野ツ

良駅に隣接するホテル日航奈良を会

なお、海外からの参加者から日本

参加者は興味深く鑑賞していた。

近年の我が国のインバウンド政策の

イなどを視察する「明日香村コース」

スピーカー：

和歌山大学観光学部教授、副学部長、国際観光学研究センター設置
準備室副室長
加藤 久美

２月 日（水）の夜

ーリズムビューローの竹本昌人事務

場として、観光庁主催によるウェルカ

として、奈良県の主催によるレセプ

人スピーカーに向けて、近年の我が

会議翌日の２月 日（金）

現状についても、海外からの参加者

と、相撲発祥の地に触れる「葛城市

セッション1 保存と活用の両立

モデレーター：

があり、参加者の質問を集めていた。

局長より、田辺市における外国人観

ム・カクテル・パーティーが開催された。
２月 日（木）の夜

光客を対象としたプログラム開発や、
環境整備の取り組みが紹介された。
のセッションでは、観光庁の長﨑敏志

ションが開催された。この場では、相

会 議 終了 後、奈 良ホテルを会場

観光資源課長より、白川郷における

撲発祥の地として知られる葛城市で

最後の「持続可能な活用にむけて」

遺産管理の取り組み事例が紹介さ

活動する「けはや相撲甚句会」によ

国の外国人観光客数の急増の要因に

筆者は都合により参加できなかっ

じん く

れた。

ついて質問が寄せられる場面が見ら

にとっては関心が高い事項として捉

ソック・サンバー

レセプション（奈良県主催）の様子

ドナルド・ホーキンス

セッション2 観光資源の磨き上げ

セッションの様子

古澤 ゆり
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会議（2月25日
〔木〕
）のプログラムと登壇者（敬称略）
表

24

25

オープニングセレモニー

モデレーター：

スピーカー：

モデレーター：

スピーカー：

ジョルディ・トレセラスファン バルセロナ大学 遺産創造文化観光研究所（LABPATC） 所長

コース」の２コースに分かれて、奈良
県の特徴的な地域資源の魅力や取り
組みの現状を知ってもらう機会が設
けられた模様である。

なぜ今「遺産観光」か？
ここで改めて今回の国際会議の背
景について確認しておきたい。
ＵＮＷＴＯが会議開催にあたって
公表しているコンセプトノートを参
照すると、今回遺産 観 光に焦点を

によるアプローチが不可欠となる。

いくためには多くの関係者の参画

な背景を踏まえ、世界の宝を磨き

今回の国際会議は、前述のよう

ると考える。

２０１５年９月に開催されたＵＮ

ＷＴＯ総会において、中国、韓国、タ

イとともに、アジア地域に割り当て

になるであろう世界の先進的な取

られている４議席の１つを得て、実

上げ、魅せ、守っていくために参考

国連教育科学文化機関（ＵＮＥＳ

り組み事例を、観光産業、政府関

２０１５年２月に、ＵＮＷＴＯ、
ＣＯ）と各国の観光・文化を所管

に 年ぶりに日本がＵＮＷＴＯの理

表、国際組織に提示する機会とし

係者、研究者、地域コミュニティ代

セクターがカンボジアのアンコール

て設定されたものである。

する大臣、研究者、メディア、民間
遺跡に程近いシェムリアップに会し、
「ＵＮＷＴＯ／ＵＮＥＳＣＯ観光と
文 化 に 関 す る 世 界 会 議（ World
Conference on Tourism and Cul）
」を初めて開催した。この会
ture
議では、観光が雇用創出や地方と

事国に就任したことは記憶に新しい。

かねてから、国際的な観光分野にお

ける日本のプレゼンスが低いことが

指摘されてきたが、ここに来て日本

が一定の発言権を持つ理事国となっ

たことによって、観光分野における

国際的な課題により深く関与するこ

とが可能となり、観光庁では、我が

国際的な観光分野に
おける日本ならではの
貢献に向けて
ここで、今回の国際会議が我が国

都市の再生、自然遺産や文化遺産
の鑑賞や保護といった取り組みを

国の観光政策をインプットしていく

当てた国際会議を開催する背景は、
次のように示されている（筆者にて

で開催されたことの意義についても

ことで、国際的なルールの確立や標

通じて、包括的な経済成長と持続

考えてみたい。

引用して和訳）
。

的な開発のための計り知れない機

産の概念は過去にあった有形のも

おいて鍵となる要素であるが、遺

文 化 遺 産 や 自 然 遺 産 は 観 光に

ミュニティは来訪者に真正で質の

課題を生じさせる。そのため、コ

る一方で、劇的な来訪者の変化が

活用することには多くの機会があ

遺産という 資源を観 光目的で

エコツーリズムに対する取り組みな

我が国において、観光地域づくりや

るか」というものであった。これは、

ら、我が国に蓄積されたさまざまな

議開催の機会も積極的に活用しなが

いう面においても、今回のような会

のように磨き上げ、魅せ、守るか」と

準化などに貢献していくとしている。

のから、日常や記憶といった無形

どを通じて培われてきた、ある意味

今回の会議のテーマは、地域の遺

のものにまで拡大してきている。

高い経験を提供する一方で、保全

会を生むという点が認識された。

時として、コミュニティはその歴

をも一層意識するようになる。こ

［背景］

史や保有する遺産が、価値の高い

のように、観光を持続的に管理し

つそこに参加者も高い関心を寄せて

ーマとして正面に掲げられ、なおか

そのようなテーマが国際会議のテ

た次第である。（かんの まさひろ）

のためには非常に有効であると感じ

光分野における日本ならではの貢献

いくことが可能であり、国際的な観

知見を海外に向けて発信・導入して

いたことは非常に意義深いものであ

「お家芸」的な分野とも言える。

その意味では、地域の遺産を「ど

魅力や地域資源として十分なポテ

ていくことは、観光地の競争力を

産を「どのように磨き上げ、魅せ、守

ンシャルを有していることを認識

維持するために最も求められてい
る課題の一つである。
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総務部

﹁創発的組織﹂
への進化を目指して

みました︒

﹂に代表される観光文化の振興
Cafe
に資する情報発信に意欲的に取り組

協力した研究活動や︑
﹁たびとしょ

者︑観光振興の実践者の方々と連携・

〜第二次中期経営計画と２０１６年度の取り組みについて

ビジョン

第一次中期経営計画を振り返る
当財団の将来ビジョン﹁
︵２０１３〜２０２１年度︶
﹂がスター
トして３年が経過しました︒ビジョン

くり﹂のフェーズと位置づけ︑
﹁学術

は︑
﹁実践的な学術研究機関の基盤づ

中長期的に安定した運営の基盤を構

月下旬完成予定︶の建設を決定し︑

さらなる専門性向上と︑研究員相互

﹁ 創 発 的 組 織 ﹂とは︑
﹁ 研 究 員の

置づけました︵図１︶
︒

を﹁観光研究プラットフォーム﹂と

ットワーク活動︵こうした活動の場

践者などと連携・協力した多様なネ

であり︑
﹁

に果たしてまいります︒

機関﹂としての役割をこれまで以上

第二次中期経営計画〜

ビジョン﹂の期間を﹁創

ジウム﹂などで成果発表を行うこと

また︑
﹁温泉まちづくり研究会﹂や

成果を踏まえ︑﹁第二次中期経営計画

当財団は︑第一次中期経営計画の

と︑海外を含めた外部の研究者や研

し︑当財団の研究員はもちろんのこ

組織﹂に向けた取り組みを強く意識

た初年度として︑２０１６年度は以

﹁
︹創発的組織︺への進化﹂に向け

２０１６年度の取り組み

﹁自然公園研究会﹂に代表される国

︵２０１６〜２０１８年度︶
﹂を﹁
︹創

第二次中期経営計画では﹁創発的

内・海外の研究者の方々や行政関係

した︒

発的進化期間﹂と位置づけています︒

成果を生み出すことができる組織﹂

総称︶を展開し︑
﹁実践的な学術研究

究機関︑行政関係者︑観光振興の実

※観光研究プラットフォーム
コンセプトを「創発の拠点」とした「日本交通公社ビル」を中心に、当財
団の研究員をはじめ海外を含めた外部の研究者や研究機関、行政関係
者、観光振興の実践者等にも活用いただける観光に関する多様なネット
ワーク活動の場を「観光研究プラットフォーム」と総称し、展開します。

の強固な連携・協力により創造的な

発的組織︺
への進化﹂のフェーズと位

＜目標＞
1．
「実践的な学術研究機関」として「強み」となる研究分野を
拡充する
2．
「日本交通公社ビル」をネットワークの活動の舞台
（観光研究プラットフォーム※）とする
3．一人ひとりの研究員が自己と組織を研磨し、
「創発的組織」をつくりあげる
4．自律する研究員のワークスタイルを確立する
5．新しい環境下における安定的な財団運営体制を確立する

築しました︒

組織運営面では南青山に新社屋

「創発的組織」とは、研究員の専門性向上と、
研究員相互の連携・協力により
創造的な成果を生み出すことができる組織です

論文発表﹂をはじめ︑機関誌﹁観光

最初の３年間に当たる﹁第一次中期

〜「創発的組織」への進化〜

﹁︹創発的組織︺への進化﹂

﹁日本交通公社ビル﹂
︵２０１６年８

図1 第二次中期経営計画のポイント

を前提とした研究活動を定着させま

文化﹂
﹃旅行年報﹄
﹁旅行動向シンポ

経営計画︵２０１３〜２０１５年度︶
﹂

第二次中期経営計画
22
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﹁第二次中期経営計画﹂のスタート
訪日市場︶や観光による経済効果に

関する分野﹂
﹁観光統計︵国内市場・

光によって生じる変化︵諸問題︶に

野﹂
﹁観光による地域課題解決や観

﹁観光政策や観光地経営に関する分

体制とします︒各部は連携しながら

﹁ 観 光 経 済 研 究 部︵ 新 設 ︶
﹂の３部

としょ Cafe
﹂などの企画運営︑当財
団ホームページなどの広報機能︑機

め︑
﹁旅行動向シンポジウム﹂
﹁たび

設置し︑
﹁旅の図書館﹂の運営をはじ

﹁旅の図書館﹂
﹁企画室﹂
﹁編集室﹂を

新設するとともに︑同センター内に

ために︑
﹁観光文化情報センター﹂を

を強化し︑より情報発信力を高める

に利用いただく﹁各種会議室﹂など

﹁ギャラリー﹂
︑外部の方々にも活発

蔵書や当財団の研究成果を展示する

に向けて︑
﹁旅の図書館﹂や︑貴重な

また︑
﹁日本交通公社ビル﹂の活用

い成果の創出を目指します︒

なげることを意識した︑より質の高

振興に貢献すること︑政策提言につ

下の取り組みを中心に活動してまい

に合わせ︑２０１６年度より新たな組
関する分野﹂などの研究に重点的に

●組織運営

ります︒

織体制による運営を行います︵図２︶
︒

観光政策研究部
会長

経理課

○主な研究活動

・都道府県や政令指定都市を中心とした観光政策に関する研究
・観光地経営計画の体系化や実践に関する研究
・温泉地におけるまちづくりに関する研究（「温泉まちづくり研究会」の運営）
・観光資源の分類や評価とその活用に関する研究
・自然観光地の管理運営のあり方に関する研究（「自然公園研究会」の運営）
・全国的な観光地・観光施設などの状況調査
・観光経済の長期的課題に関する統計分析及び事例研究
・訪日市場の現状分析及び諸課題に関する研究
等

○4つの独自調査

・JTBF旅行実態調査（直近1年間に実施した旅行について調査）
・JTBF旅行需要調査（回数や意向等旅行に関する意識を調査）
・JTBFアジア8地域・訪日外国人旅行者の意向調査
・DBJ（株式会社日本政策投資銀行）
・観光政策に関する調査

いただける方々のネットワーク拡充

置します︒特に﹁
︹創発的組織︺
への進

︵企画課から名称変更︶
﹂の３課を設

﹁総務課﹂
﹁経理課﹂
﹁企画創発課

今後の取り組みについてご紹介して

年度事業計画﹂を中心に︑当財団の

二次中期経営計画﹂および﹁２０１６

２０１６年度からスタートする﹁第

にも改めて取り組んでまいります︒

化﹂に向けて中心的な役割を担う組

まいりました︒

●

﹁日本交通公社ビル﹂という新たな

てきた研究成果をもとに︑社会的な

２０１６年度は︑これまで蓄積し

組んでまいります︒引き続きご支援・

目指して新たな気持ちで事業に取り

職員は﹁
︹創発的組織︺への進化﹂を

環境︑新たな組織体制のもと︑全役

観光への期待や課題に向き合い︑具

相澤美穂子︶

︵総務部 企画創発課長

ご協力をお願いいたします︒

●２０１６年度事業計画

名称変更し︑より強力に推進します︒

織として︑企画課を﹁企画創発課﹂と

総務部

当財団活動へのご理解・ご協力を

のハード・ソフト面の整備を進めます︒

理事会

集・発行を行います︒

関誌﹁観光文化﹂や﹃旅行年報﹄の編

図3 2016年度の主な調査研究活動

取り組みます︒
研究部門

経営執行会議

観光文化情報センター

総務部

編集室

﹁観光政策研究部﹂
﹁観光地域研究

観光地域研究部

現行の﹁観光研究情報室﹂の機能

監事

総務課

観光経済研究部

企画室

観光文化情報センター
評議員会
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体的な解決策などを提言し得る研究
分野に集中して取り組みます︵図３︶
︒
また︑国や地方公共団体などの観光
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企画創発課
＜常勤理事＞

旅の図書館

部︵観光文化研究部から名称変更︶
﹂

図2 新しい組織体制（2016年4月〜）

「天動説」から「地動説」
へ

を検討した。このあたりまでは、数少ない工学

部出身であることを期待されて、現象に対して

統計的な分析を行い、予測モデルを作るタイプ

の工学的観光研究に取り組んだ時代だった。

そして、研究方法の大きな転機となる「送電

線景観対策」の受託研究の仕事が来た。それは

を数値化する最短ルートプログラムを開発した。

響を最小にする方法を研究することだった。そ

源、景観や環境への影響を避けながら、その影

博幸

工学部の出身である私の観光研究を振り返る

また、私の卒業論文は、
「吸収型マルコフ連鎖

こには、学生時代に開発した「可視・不可視モ

安島

と、ある時期にコペルニクス的転回が起きたこと

による観光流動の研究～九州における旅行者の

デル」
「ルート選定モデル」の考 え方が生きた。

跡見学園女子大学観光コミュニティ学部 教授

数百㎞あるいは、それ以上に及ぶ１００万ボル

を自覚している。それまでの自分は「天動説」

観光行動分析～」というもので、当時の株式会社

ト超大型送電線の建設について観光地や観光資

の時代に生きていたが、ある時期を境にして、「地

多変量解析とマルコフ連鎖モデルを使って、それ

枚）
、その旅行の軌跡をコンピュータで読み取り、

も配慮するなど、考えられる物理的・空間的対

地を避け、山陰に隠し、送電鉄塔のデザインに

路線選定に当たっては、できる限り人口密集

計算時間を要した。

てみる。私が観光の世界と本格的に関わりを持

ぞれの地点と交通路の入り込み客数と交通量を

策をすべて取り入れたつもりだった。

２万人の実際のデータを使って（パンチカード２万

つようになったのは、１９７２年に東京工業大

予測する画期的な
（？）
モデルだった。その成果は、

標高データを用いて、コンピュータ上で、ある地

だった。この仕事の中で、地図から読み取った

ることになった。後の進路に繋がる貴重な経験

り、研究室に所属早々にその計画の手伝いをす

わき」
「屋久島」などの観光地計画を実施してお

当時、鈴木研では、地域から委託を受けて、
「い

得て、４段階推定法の分布モデルとして、
「オポ

地茂先生（政策研究大学院大学教授）の指導を

予測」の仕事だった。この仕事に当たっては、森

切の期限が過ぎていた「高速道路の観光交通量

った。４月入社の私を待っていたのは、年度末締

トだったラック計画研究所に入社することにな

学部を卒業し、観光計画の専門コンサルタン

つまり、構造物の「好き・嫌い」は、形そのもの

のだろ う？」 という 素 朴 な 疑 問 が 湧いて き た。

資源となるのに対して、なぜ送電線は嫌われる

に吊り橋があるが、吊り橋は、観光資源・景観

くと、
「塔とワイヤからなる送電線と似た構造物

ここが大きな転機だった。いろいろと考えてい

まずは、
「天動説」時代の観光研究を振り返っ

学社会工学科の４年生となり、鈴木忠義先生の

財団法人（現公益財団法人）日本交通公社の受託

点からある地点までの「可視・不可視」を判別

チュニティモデル」を実験的に採用し、可能性

もう、物理的な対策は限界だった。

するコンピュータプログラムや地域の交通利便性

鉄塔は、平野に出ると隠しようがないのだった。

１００ｍを大きく超えるしかも複数の大型送電

し か し、 こ こ で 大 き な 壁 に 突 き 当 た っ た。

ゼミに所属して、観光を専門的に学ぶようにな

調査『観光交通資源調査』の一部になっている。

く変わったからである。

当時のＩＢＭの大型コンピュータで、 分以上の

第4回

日本交通公社（現ジェイティービー）から、旅行者

私の研究と観光

動説」を信じるようになり、研究の視点が大き

連載 Ⅰ
ってからである。
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当財団専門委員

だけにあるわけではないと考えるようになった。
や新素材、新薬の開発はできないのである。

いと思う。まずは、謙虚に他分野のディシプリン

面白いと示唆を受けた。そこで、関連の書籍を

意識の心理学のユングや文化人類学の考え方は、

ていた東工大の中村良夫先生に相談すると、無

感させられた。

ないか。ここに至って、工学的手法の限界を痛

識できない無意識下の自分が決めているのでは

では、景観イメージは、
「身体論」と「記号論」で、

具体的に、私の研究の中での送電線景観研究

ブルデューの「差異化」
「文化資本」などである。

論」
、哲学では「現象学」
「身体論」
、社会学では、

ソシュールの「一般言語学」とそれに続く「記号

レヴィ・ストロースなど文化人類学の「構造主義」
、

に書くとフロイト、ユングの「無意識の心理学」
、

的視点を私に与えてくれた学問をキーワード的

ズムを明らかにする研究課題の解答は、自分中

ンティア、つまり説明しにくい観光現象のメカニ

いずれにせよ、私は、現在の観光研究のフロ

展・深化にも貢献することだと考えている。

ドバックすることは、そのディシプリン自体の発

盾や間違いが起きた時、それを元の分野にフィー

思っている。また、観光分野における適用時に矛

固有のディシプリンに発展していくことになると

である。さらに、観光分野における実践を通して、

に学び「地動説」の地平に立つことがまず必要

読み進めるうちに、目から鱗が落ちるような切

送電線の形態やそれが置かれた社会的コンテク

心の観察から出発する「天動説」的研究上には

観光現象を考える上で、
「地動説」
「量子力学」

れ味の良い理論にいくつも出会い送電線景観を

ストから様々な意味が生成する過程を分析的に

なく、直接的には見えにくい人間の行動原理な

「好き・嫌い」を決めている要素は、自分にも意

理解する手掛かりが見えてきた。悲しいかな工

説明することを目指しており、解決策の提案も

どを前提にした「地動説」的思考の延長上にあ

うろこ

当時、送電線景観の研究について指導を受け

学部出身の私には、いわゆる人文科学や社会科

行っている。

原理や法則によって世の中が動いている「地動

とする「天動説」から、自分では自覚できない

で見える現象だけから天体の運行を説明しよう

ここが大きな研究の転機となった。自分の目

いので、問題解決には結びつけやすいとも言える。

可能な理論はすぐに取り入れることに躊躇しな

同時に、開き直って「盲蛇に怖じず」で、適用

事例を通じて研究のテーマとしたことは、いず

によって実証することを試みている。この２つの

持ちながら残された歴史的事実や残存する証拠

にくい願望・欲望を背景に構造主義的な視点を

流・社交」
「健康」
「ステイタス」など直接見え

は、見えやすい「避暑」のためだけではなく、「交

『日本別荘史ノート』においては、高原リゾート

別荘地の歴史を研究し、別荘地の本質に迫った

安島 博幸（やすじま ひろゆき）
跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授。１９５０年東
京都生まれ。東京工業大学工学部卒業。東京工業大学社会工学
科助手、金沢工業大学建築学科教授、立教大学観光学部教授な
どを経て、２０１５年より現職。工学博士。元日本観光研究学
会会長。東京都観光事業審議会会長。観光地、リゾートの計画
に関わる基礎的な研究と観光まちづくり計画の方法論を研究対
象としている。最近、特に関心を持っているテーマは「観光地・
リゾートの歴史的研究」および「観光地の持続的発展に関する
理論的研究」など。

（やすじま ひろゆき）

ると考えて研究に取り組んでいる。

学的なディシプリンがない。それは欠点であると

説」へと研究の取り組み方が大きく変わったの

れも、目に見えない現象の背景を貫く隠れた背

お

である。
「天動説」対「地動説」
、「ニュートン力学」

景や原理、法則であり、リゾート計画にも本来

めくら へ び

対「量子力学」の関係にも似ている。日常生活

反映されなくてはならない視点なのである。

ちゅう ち ょ

の ％は、
「天動説」と「ニュートン力学」でも、

ていないと思う。他分野のディシプリンの応用を

我々は、まだ観光学独自のディシプリンを持っ

惑星の運行を説明できないし、ロケットを飛ば

観光の分野でやっているに過ぎない。それでも良
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支 障 を 来 す ことは ない。しかし、天 動 説 では、
すこともできない。ニュートン力学では、半導体

私の研究と観光 第4回 「天動説」から「地動説」へ
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当財団専門委員

1995年（初版は昭和書房版1941年）
榕樹社

式場隆三郎編

わたしの1冊

沖縄観光といえば“青い海、青い空、白

な風景の完成したもので人工の美が加わって

の魅力は、１９３７年から大阪商船が実施

こうした生活文化を資源とする沖縄観光

いる。絵のように美しい」と記されている。

年ほ

い砂浜”というイメージが定着しているが、
実は、海をテーマとした観光はまだ
どの歴史しかない。

宗 悦 を 中 心 と す る 民 藝 協 会の 運 動 家 に よ

る。戦前の日本を代表する思想家である柳

化”にあることを示す非常に重要な書であ

人気があったが、残念ながら１９４１年に

空手、沖縄古典劇などを中心とする日程は

だった。ツアーでは、首里城、泡盛醸造所、

富裕層にとって異文化に触れる貴重な機会

した沖縄ツアーを通して国内に伝わるよう

る琉球文化論であり、初版は１９４１年で

中断された。その後の沖縄が戦争によって

本書、
『琉球の文化』は、沖縄観光の本質

ある。１９９５年の復刻版では、式場隆三

壊滅的に破壊されたことで、異文化を訪ね

になった。７泊８日の沖縄への船旅は当時の

郎が編者となって７名が琉球文化論を展開

る旅は失われ、沖縄観光はゼロからの出発

むねよし

し、現代の専門家による解題が加わってい

を余儀なくされたのである。

戦 前の 沖 縄 各 地で 見 ら れ た 赤 瓦 屋 根、舞

沖縄観光は、海をテーマにすることで国内

く み おどり

踊、組踊、音楽、工芸、琉語などを取り上げ、

観光客の注目を浴びて飛躍的な発展を遂げ、

取り上げている。精霊への信仰が住民の生活

柳は琉球文化の代表として、まず墳墓を

下のアメリカ文化と融合し、音楽、食、工

が称賛した琉球の文化は、戦後の米軍統治

価値が再評価され、現在に至っている。柳

首里城復元（１９９２年）を契機に文化的

を支配する原理だと指摘している。また、首

芸などで新たな分野を生み出した。
本書とは、２０１２年の夏、私が沖縄県
周年を契機に、これまでの観
た。那覇の街については、１８００年代に英

の持つ美しさを保全することの重要性を説い

れているが、その中でも多くの方に読んで頂

の歴史や文化を論じた書籍は数多く出版さ

光政策を検証している中で出会った。沖縄

の本土復帰

国でベストセラーになったバジル・ホールの

きたい一冊である。

（しもじ よしろう）
琉球訪問記録でも「爽やかで、ロマンチック

視する姿勢にも警鐘を鳴らし、琉語（方言）

い」と称賛している。当時の標準語教育を重

里について、柳は「日本の城下町で最も美し

の解説を行っており非常に興味深い。

その美を生み出した背景としての生活文化

戦 後、慰 霊 訪 問 団 受 入 れ か ら 再 開 し た

る。本書の中心である、柳の『琉球の富』は、

が琉球王国時代から受け継がれてきた“文

40

72

観光文化229号 April 2016

2016/03/30 18:02

229連載2.indd 72

40

『琉球の文化』復刻版
連載 Ⅱ

芳郎
下地
学部長
観光産業科学部
琉球大学

第4回

下地芳郎（しもじ よしろう）
1957年、沖縄県生まれ。1981年に沖縄県庁入庁。カナダトロント
大学派遣後、香港事務所初代所長として、東アジアからの観光客
誘致に取り組む。観光政策統括監を経て2013年3月に沖縄県退職。
同年4月から琉球大学観光産業科学部教授として観光政策論など
を担当。2016年4月に観光産業科学部長就任。

図書館リニューアルオープンに向けて︵その３︶

を進めている﹁旅の図書館﹂のリニ

本号では︑移転に向けて現在準備
をお持ちの方のご利用を想定し︑さ

るいは広く観光に関する動向に興味

の経営や実務に携わっている方︑あ

対応いたします︒

研究部門とも連携しながら研究員が

ファレンス︶や各種相談には︑調査

専門的な資料のお問い合わせ︵レ

﹁観光の研究と実務に役立つ図書館﹂を目指して

ューアル後のコンセプトや特徴につ

まざまな文献から〝研究の種〟を︑多

すために︑足を運びたくなる魅力的

づくりの〝現場に活かすヒント〟を探

や統計

調べられる豊富な資料

特徴❷ 古い文献や経年変化も

種図書の他︑時刻表︑国内外の機内

以下に︑特徴の３つを取り上げます︒

な図書館にしたいと考えています︒

くの参考事例から観光政策や観光地

いてご紹介します︒

観光の研究と
実務に役立つ図書館へ
移転後の﹁旅の図書館﹂では︑こ

特徴❶ 旅行・観光分野の

誌やガイドブック︑旅行関連雑誌な

当館では︑旅行・観光に関する各

する各種図書に加えて新たに︑当財

専門図書が６万冊

れまで収蔵してきた旅行・観光に関
団の調査研究部門が活動の中で収集

幅に増加します︒

規模は３万５千冊から６万冊へと大

を公開いたします︒これに伴い︑蔵書

たびの移転︑蔵書数拡大を機に当館

でも数少ない専門図書館です︒この

資料を専門的に収蔵してきた我が国

当館は︑旅行・観光に関する図書・

った研究やバックナンバーを利用し

しています︵写真︶
︒時代をさかのぼ

のデジタルアーカイブ︶などを所蔵

料︵古書︑
稀覯書︑﹃旅﹄
﹃ツーリスト﹄

どのバックナンバーや︑戦前からの国

また︑これまで以上に研究部門と

独自の分類に取り組み︑新たに観光

た経年調査も可能です︒

してきた統計や調査研究報告書など

連携した運営を行い︑﹁観光の研究と

分野における詳細分類を確立しまし
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内外の旅行・観光に関わる貴重な資

実務に役立つ図書館﹂を目指します︒

た︒目的の図書・資料をより探しや
すくする工夫を検討しています︒

観光を研究されている方・学んで
いる方︑観光政策の立案︑観光産業

図書館リニューアルオープンに向けて（その３）

73

旅行意識や観光事業などに関する各種資料

外国人向けの日本案内ガイド（1926）、雑誌『旅』戦前の
終刊号（1943）や海外旅行ガイドブック（1952）

特徴❸ つながる ︱ 学び合う

﹃震災と芸能 ︱ 地域再生の原動力﹄

﹃温泉の平和と戦争 ︱東西温泉文化の深層﹄

情景である︒ところが︑本書の表紙タイトルを見て驚い

︵石川理夫著︑彩流社︶

﹁原動力﹂になっていることを︑本書は教えてくれる︒筆

た︒温泉︑平和︑戦争？ 何が書かれているのか︒欧州で

︵橋本裕之著︑追手門学院大学出版会︶

︱ 交流機会の創出

者が研究者として何ができるか︑何をすべきなのかを自

戦争状態にある中で協定を結んで︑中立地としての﹁温

温泉にまつわる書籍はどれほどの数が出版されてい

問し葛藤する中で︑行動を起こしていたことを披瀝して

泉地﹂は敵同士が傷を癒やし︑静養する避難所と取り決

東日本大震 災 直 後から時間の経過とともに風景が

いるくだりは興味深い︒
﹁私はようやく気付いた︒生活

めた平和の場であった︒日本の戦国武士の間でも同様な

﹁図書空間でつなぐ＆楽しむ研究

再建や地域再建ができてから民俗芸能なのではなく︑生

ことがあったという︒温泉が湧く所は﹁聖域﹂という考

ることだろう︒温泉が湧く地域は観光地となり︑老若男

活再建や地域再建のために欠かせないアイテムこそが民

え方が世界で共通する︒その﹁聖域﹂に逃れている間は

徐々に変化する中で︑人々がコミュニティとつながって

俗芸能だったのである﹂
︒自身が実践的な活動を通して︑

罪人であっても捕らえられないといった決まり事もあっ

交流﹂を合言葉に︑ゲストスピーカ

個別的体験を一般的な経験に昇華させて復興支援の一助

た︒平和な時も戦争の時にも温泉が人々から別な世界

女が訪れて賑わい︑のんびりと過ごすのがごく一般的な

年度︶に

として活用する方法として認識したことは印象的であ

としての存在と意識され︑争い事から隔離されていた︒

を共有することが︑前に踏み出す気持ちを被災者に醸

としての役割を担ってきた温泉︵地︶の︑
〝温泉の平和〟

を今日痛感させられる︒平和な癒しの避難所
︵アジール︶

﹁平和と戦争の問題は︑過去のものでは決してないこと

成している︒それを実現させようとする地道な支援活

に思いを馳せていただければと願う﹂︒との筆者の強い

集落と集落とをつなぐ神楽や虎舞などの民俗芸能の場

る︒岩 手 県 沿 岸の津 波 被 災 地 域においては︑人 と人︑

いたいという思いが﹁復元力﹂となり︑地域を再生する

所蔵図書紹介

ーと参加者が気軽に語り合える場と
して２０１４年度︵平成
スタートした﹁たびとしょ Cafe
﹂も
開催６回を数え︑定着してきました︒
今後も﹁たびとしょ Cafe
﹂を 継
続的に開催する他︑書架に隣接した
ホールや会議室での研究会やシンポ
ジウムなど︑図書のある空間の魅力
を活かし︑観光の研究や実務に携わ
る皆様が気軽に集まり交流できる
機会をご提供します︒
●

新たな﹁旅の図書館﹂は︑より専

動に敬服する︒未曽有の大災害からの復興に︑一体何

思いに共感する︒

︵片桐︶
が底力となり得るのかを考えさせられる一冊である︒

四六判 238ページ
定価 2,000円
彩流社

門的な蔵書を拡充して研究者・実務
者の皆様に大いにご利用いただくと
ともに︑さまざまな交流の場となる

（2015年11月発行）

ような図書館を目指し︑準 備を進
めています︒どうぞご期待ください︒

（2015年3月発行）
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詳細は︑今 後も本誌や当財団ホ
ームページなどでご案内いたします︒
︵旅の図書館長 久保田美穂子︶

四六判 272ページ
定価 1,600円
追手門学院大学出版会

26

公益財団法人 日本交通公社 出版物のご案内

当財団では︑
調査研究の成果を︑
出版物を通して広く公開しています︒
各書は次の方法でお求めいただけます︒
●当財団ホームページ／賛助会員様は一部を除き会員価格がございます︒
http://www.jtb.or.jp
● 書店／大型書店︑
政府刊行物サービスセンター・
ステーション
︵官報販売所・取扱
所︶
などでご購入いただけます︒
または︑
お近くの書店でご注文ください︒
●オンライン書店／オンライン書店からは︑
紙書籍版とともに一部書籍のペーパーバッ
ク版︵プリントオンデマンド印刷︶
︑電子書籍版も発行しています︒
■２０１４年度温泉まちづくり研究会ディスカッション記録
︵２０１５年７月発行︶
︶
より
﹃ペーパーバッ
＊オンライン書店
︵ amazon.co.jp
ク版
︵プリントオンデマンド印刷︶
﹄
も発行中︒
当年度開催３回の記録です︒第１回は﹁海外の魅力的
なリゾートに学ぶ﹂︒第２回は﹁現代アートを起爆剤に
温泉街を活性化 〜道後温泉のまちづくりに学ぶ﹂︒
第３回は﹁改めてインバウンドについて考える﹂︒温泉地
の将来を考える上で︑
多くのヒントが見えてくる１冊︒

■ 旅行年報２０１５
︵２０１５年 月発行︶
＊オンライン書店
︵ amazon.co.jp
︶
より
﹃ペーパーバック版︵プリントオンデマンド印
刷︶
﹄
も発行中︒
日本人の旅行実態に関する調査︑
訪日外国人の発地
調査︑
都道府県への観光政策アンケート調査などの当
財団独自調査の分析レポートを中心に︑﹁旅行市場﹂
﹁観光産業﹂
﹁観光地﹂
﹁観光政策﹂について直近１年の
動向・出来事を総覧した１冊︒当財団の研究員が分析︑
執筆︑
編集︒当財団ホームページからＰＤＦにて公開中︒

■旅行産業論
︵２０１６年２月発行︶
＊オンライン書店
︵ amazon.co.jp
︶
より
﹃ペーパーバック版︵プリントオンデマンド印
刷︶
﹄
を発行中︒
立教大学︑
㈱ＪＴＢ総合研究所︑
当財団を中心に構成
される﹁立教大学観光学部旅行産業研究会﹂
では︑
立
教大学の講義内容をベースとして︑
旅行業の体系的な
整理を行い︑
その成果を書籍化︒実務的内容にとどま
らず︑
旅行業全体が学術的かつ俯瞰的視点から解説
されており︑
旅行業に従事する人︑
志す人︑
研究する人
へ多くの示唆に富む１冊︒

■ 平成 年度観光地経営講座 講義録
︵最新刊︵
︶２０１６年３月発行︶
＊オンライン書店
︵ amazon.co.jp
︶
より
﹃ペーパーバック版︵プリントオンデマンド印
刷︶
﹄
を発行中︒
﹁観光地経営の
〝８つの視点〟
と実践〜地域はインバウン
ドをどう捉えるか？ ︱地域主体の戦略を考える〜﹂
を主題に︑
特に﹁③市場創出︵新たな魅力と市場をつ
くる︶
﹂
への対応に焦点を当て︑
観光庁︑
岐阜県︑
白馬村︑
しまなみ海道それぞれの立場での取り組み内容や考
え方などに触れることにより︑
各地での実践における
ヒントを提示した１冊︒

編 集 後 記

年︶３月 日から
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当し︑３月 日にその任を終えました︒

◆東日本大震災直後の４月から編集を担

●

取り上げます︒どうぞご期待ください︒

観光との関係を特集企画として小誌で

観光研究を進めています︒地方創生と

本の地域の活性化に向けて︑実践的な

してきています︒当財団の研究員は日

ないとして︑予算を組んで施策を展開

◆我が国は地方を元気にしなければなら

視されていることを再認識しました︒

究者・実務家のさらなる取り組みが注

ということは︑旅行・観光に関わる研

誘引する旅行・観光への期待が大きい

の皆様の声から分かりました︒それを

対談︑インタビュー取材で話された各地

特集担当研究員が現地に赴き︑座談会︑

くて︑
﹁ひとの動きが復興への力になる﹂
︑

観光は始められないということではな

インフラの復旧ができなければ旅行・

が︑復旧・復興への道程はさまざまです︒

暦の上では５年の月日が経過しました

◆２０１１年︵平成

23

次 号 予 告
●現政権が進める﹁地方創生﹂は︑東京一極集中を是正し︑地方の人口減少に歯
止めをかけ︑日本全体の活力を上げることを目的とした一連の政策です︒中で
も観光は︑定住人口の減少を補う地方への誘客と消費︑そして雇用にも期待が
寄せられているものの︑急激なインバウンドの増加などによって雇用不足が顕在
化し︑十分な受入環境が整わない観光地も少なくありません︒次号では︑温泉
地を例に観光産業における雇用不足の現状と今後の方向性について考察します︒

当財団からのおしらせ
﹁２０１６年度シンポジウム・セミナー開催予定﹂
当財団主催の今年度シンポジウム・セミナーについてご案内します︒
● 観光地経営講座 上期 ６月
２０１３年 月発刊の
﹃ 観光地経営の視点と実践﹄
をテキストにして︑
当財団がこれまで
培ってきた経験とノウハウを﹁観光地経営﹂という視点で整理したプログラム︒昨年度は
﹁市
場創出
︵インバウンド︶
﹂
に焦点を絞って開催しました︒今年度については現在企画中です︒

● 旅行動向シンポジウム 下期
当財団独自の旅行市場調査および観光政策などに関する調査の研究成果発信の場とし
て︑
当財団研究員が発表する予定です︒
最新情報・詳細については︑
準備ができ次第︑
ホームページでご案内させていただきます︒
当財団ホームページ

月〜２０１６年２月︶

URL http: //www.jtb.or.jpトップページ

﹁研究員コラムの紹介﹂
︵２０１５年

各研究員が独自の経験と視点を基にして︑
ホットな雑感を綴ります︒
当財団ホーム
ページ﹁研究員コラム﹂に掲載した３カ月分をご紹介します︒
研究員コラム一覧 で検索できます︒
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２８０ 観光地と災害について考える
︱火山の恵みと噴火への備えを切り口に
︵堀木美告︶
２８１ 韓国の観光実情についての一考察
︱﹁日韓国際観光カンファレンス２０１５﹂に参加して
︵牧野博明︶
２８２
︵展示会︶に求められるもの
︵守屋邦彦︶
Exhibition
２８３ ２０１５年を振り返る
︵梅川智也︶
２８４ ２０１６年の年初にあたり
︵寺崎竜雄︶
２８５ ２０１５年︑印象に残った地域︑人︑そして〝言葉〟
︵吉澤清良︶
２８６ ロングトレイル・コラム
〜ロングトレイル連携に学ぶ実態ある連携
︵吉谷地裕︶
２８７ 〝インバウンド消費〟の行方
︵相澤美穂子︶
２８８ 東京国立近代美術館 ﹁ようこそ 日本へ﹂ 展を鑑賞して
〜鮮やかに浮かび上がる戦前のわが国の観光の姿
︵大隅一志︶
２８９ 旅行業の体系的整理への試み
〜﹁旅行産業論﹂ 執筆︑出版を通じて〜
︵柿島あかね︶
２９０ 観光地での住民意識調査実施を通して感じたこと
︵門脇茉海︶
２９１ 訪日客にも売れる 日本の生活サービス
︵川口明子︶
２９２ 旅行・観光に関する日進月歩の﹁シェア﹂ サービス
︵川村竜之介︶
?!
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※担当 公益財団法人日本交通公社 観光文化情報センター
電話 ０３・５２５５・６０７３ http://www.jtb.or.jp

︵片桐︶

ホームページからご登録いただけます︒

当財団のメールニュース会員
︒
を募集中︵無料／月１回発信︶

kankoubunka@jtb.or.jp

編集室メールアドレス

りお礼申し上げます︒

いました皆様に誌面をお借りして心よ

ます︒これまでご愛読・ご支援くださ

自問自答を繰り返したことを思い出し

どう関係づけ︑どんな企画にすべきか

観光・ツーリズムと大震災をテーマに

震災直後の２０８号︵７月︶で︑旅行・

31
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