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地方創生時代における農山村と観光

自信を持って、田舎の魅力を発信しよう！

豪雪で名高い新潟県十日町市松之山地区。この地帯は棚田
の風景でも有名で、稲穂がたれさがる頃の光景もまた見事で
あったが、雪に覆われた銀世界の映像を描き出せて心地よい
ものだった。
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其の七十 六

「 猫 ちぐ ら 」づくり

歳）を訪ねると開口一番「

歳の時から

静かな農村の新潟県関川村に 猫
｢ちぐら づ
｣ くりの名人・
横山ノブさん（

微笑ましいものである。

（ 写真・文

樋口健二 ）

原料はワラのみだが、人間の手で編み出す温もりが何とも

的 民 芸 品 と し て 名 を 馳 せ、 全 国 か ら 注 文 が 相 次 い で い る。

れた。現在は猫のマイホームと親しまれ、珍重される伝統

ゃんを入れ農作業を行った「つぐら」をヒントに考え出さ

れ て い る。「 猫 ち ぐ ら 」 の 由 来 は、 昔、 子 供 用 と し て 赤 ち

微笑む。今では村一番の名人と謳われ、生きる喜こびが溢

事になじんでいたので「この年になって役立ったなす」と

るという。幼少時、学校の勉強は良くなかったが、ワラ仕

を出す姿は美しいの一語に尽きる。完成まで一週間を要す

口を作るぐみ編みだすな」と語る。黙々と手編み仕事に精

水を向けると「ワラの選別やワラ打ち、それと猫の出入り

の良い方言が心地よく響く。ワラ仕事で一番大切なのはと

ねす、孫に手が掛らなくなったので始めたなす」と歯切れ

60
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高校時代、日本に興味を持ったオラは 歳でアメリカ

たから、毎 日のように県 内 を あ ちこち 出 張してました。

山形にいた時は、２１０の中学高校を一人で担当して

をも取り入れて、ダイナミックに変化しています。

の田舎は、
“古きよき”を大切にしつつも、
“新しきよき”

国にはない大きな魅力だと感じています。しかも、日本

もんぺやかっぽう着などのファッションまでもが、他の

棚田や段々畑での丁寧な仕事ぶりや、農家のお母さんの

いっぱいあります。特に農業の風景は印象深く、小さな

て、日本酒……日本で好きなものは、数えきれねえほど

花火、秋の紅葉、冬の温泉と、四季が楽しめます。そし

田園の景観、お寺や神社、春のお花見、夏のお祭りや

います。

まで合併前を含めて延べ２７００以上の市町村を訪れて

日本で暮らして 年以上。テレビのロケや講演で、これ

形県初の英語教師となって山形弁をマスターし、今では

らしました。大学卒業後は、文部省（当時）の制度で山

から交換留学生として来日し、奈良県五條市で１年間暮

17

どこもすごくいいところなのに地元の人たちは「なんも

ねんだ（何もないんだ）
」と言う。それじゃあ、外から

来 た人 には分からない。そ ういう 田 舎 は 今 も 多いけ ど、

謙遜ばかりでなく、地元の良さを少しでも自慢し、宣伝
すべきだと思います。

とはいえ、一つ一つの市町村では発信力が弱い。
「まと

まって宣伝しないと」とオラは前からよく言っていまし

た。宣伝下手でも市町村同士が力を合わせて手を組めば、

田舎の良さを分かりやすく外の人に伝えられるはずです。

交換留学の仲間は半分が田舎、半分が都会に滞在しま

した。今も連絡を取り合ってますが、都会組はほとんど

日本に戻らないのに、田舎組はオラのように日本に暮ら

す者もいれば、また日本に来ている人が多いです。海外

から来る旅行者も、最初は東京や京都などの都会に行く

けど、
「次は田舎に行きたい」という声をよく聞きます。

自分たちで田舎を宣伝する時は、
「 多 少 不 便 かもしれ

ないけど」と正直に言えばいい。
「なんもねんだ」とい

うことだって、立派なセールスポイントになると思いま
す。
（談）

2017/01/11 午前10:53
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ダニエル・カール
山形弁研究家

30

自信を持って、田舎の魅力を発信しよう！

地方創生時代における
農山村と観光

条件不利地域は
インバウンド観光振興をどう捉えているか

吉谷地 裕

主任研究員

集中する外国人旅行者を地方に分

る観光の意義を再考する上での基礎

観光地域研究部

政府は、近年、地方創生、日本版

散化させれば、
あまねく地域が潤う」

的な情報を収集するため、２０１６

公益財団法人日本交通公社

ＤＭＯなど、国を挙げた観光推進の

という考え方に立脚する。

そこで、当財団では、地域におけ

ための政策を掲げ、具体的な事業な

年（平成 年） 月に全国の市区町

が策定され、観光を日本の基幹産業

本 を 支 え る 観 光 ビジョン（ 表 １）
」

事 業が実 行または計画されている

待は年々高まっており、さまざまな

ンド観光推進による地域振興への期

地方部でも観光振興、特にインバウ

査概要は７ページを参照）
。本調査で

村を対象とした意識調査を行った
（調

このような国の動向も踏まえて、

へと成長させ、
「観光先進国」に挑

が、地域がインバウンド観光を進め

どを展開している。２０１６年（平

戦していく覚悟が示された。

ることにそもそもどのような意義を

日には、
「明日の日

「観光が日本経済、地方振興に重

見いだすのか、コストに見合うベネ

年） 月

要であり、観光政策は、国家政策の

フィットがあるのか、十分な検証が

成

中軸的な総合政策」と位置づけられ

行われてきたとは言い難い。
特に、過疎地域や中山間地域とい

る と と もに、
「 インバウンド 観 光 」
の推進に大きく傾注する極めて野心

人的・資金的リソースが限定的であ

った、
いわゆる「条件不利地域」では、
においても、
諸施策（プロモーション、

り、効果的な施策に集中投資せざ

的な目標が掲げられている。地方部
環境整備、受入体制づくりなど）を

るを得ない。

※訪日外国人旅行＞日本人国内旅行＞日本人海外旅行
※インバウンド重視
＋
2016年は「東北観光復興元年」。2020年までに東北6県の
外国人宿泊者数を2015年の3倍の150万人泊に引き上げる。

2
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②地方部（三大都市圏以外）
での外国人延べ宿泊者数
・2020年：7,000万人泊
・2030年：1億3,000万人泊

30

28

①訪日外国人旅行者数
・2020年：4,000万人
・2030年：6,000万人

３

講じることで「ゴールデンルートに

表1 明日の日本を支える観光ビジョン

28

特集

地方創生の掛け声のもと、東京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止めをかけ、日本全体の活力向上を目的とした施策が、
日本全国で展開されている。そうした中、地域活性化の手段として観光、その振興に取り組む地域も少なくない。過疎化や高齢
化が顕著な農山村においても、旅行者の価値観の変化などを背景に、農山村の風景や農業、田舎の暮らしそのものを活かした
取り組みが、さらに進展しつつある。また、国内のみならず、海外でも日本の農山村の魅力が注目され、多くの外国人が農山村を
訪れるようになった。本特集は、地方自治体アンケート調査、先進事例へのヒアリング調査などから、農山村が観光に取り組む
意味と効果の検証を試み、農山村の価値を高める方法、その際に留意すべきことなどを考察するものである。

インバウンド観光に対して、どのよ

は、全国の条件不利地域が、観光や
ための基盤整備の促進に関する法律

村地域における農林業等の活性化の

として扱うこととする（
「特定農山
扱った。

は、合併等後の市区町村として取り

条件不利地域では、より重要な課題

地域で比べると、これらの課題は、

課題解決における

として認識されていることが分かる。

うな効果を期待しているのか、また、

諸課題の重要性（優先度）

〔通称：特定農山村法〕
」
「過疎地域
自立促進特別措置法」
「山村振興法」

どのような課題や懸念があるのかを
聞いた。本稿では、その結果を読み

「地域振興立法５法」の適用があ

を指す）
。

政施策は、地域の諸課題を解決する

広く確認しておきたい。そもそも行

課題について、重要性への認識を幅

ると、観光振興による解決が最も期

「観光振興」への期待（図３）を見

これらの諸課題の解 決における

「観光振興へ」の期待の程度

る市区町村は、全市区町村（区部は

ための「手段」であり、観光もその

待されているのは「雇用や税収に関

はじめに、各市区町村における諸

市部との重複を含む）の６割に及ぶ。

一つであると考えられるからである。

する課題」で５割弱、
「社会インフ

「半島振興法」
「離島振興法」の５法

本稿では、
「条件不利地域」に焦

これらの地域の特 徴の一つとして、

諸課題の重要性（図２）を全体傾

解きながら、整理をしていきたい。

点を当てて展開していくが、その明

適用地域の ・５％が人口減少局面

条件不利地域について

確な定義は見当たらない。そこで、

する課題」
が８割弱を占めており、「雇

向で見ると、
「人口や年齢構成に関

に関する課題」
「人口や年齢構成に

ラに関する課題」
「地域コミュニティ

にあることが挙げられる（図１）
。
なお、
「地域振興立法５法」の適

高いが（ ・７％）
、人口減少が大き

に関する課題」における期待がより

条件不利地域では、
「雇用や税収

取れる。

題」への期待は限定的であると読み

である「人口や年齢構成に関する課

方、最 も 重要 性が高い課 題（ 図２）

効 果 な どへの期 待 が 比 較 的 高い一

った。観光を通じた経済効果や雇用

などが不利な地域を指定して振興

100％

関する課題」が２～３割弱、
「福祉

条件不利地域の傾向（雇用や税収に関する課題）

用や税収に関する課題」が７割弱と

条件不利地域の傾向（人口や年齢構成に関する課題）

用団体として公開されている資料に

100％
80％
60％

80％
60％
40％
20％
0％

33.0
63.6
その他地域
（n=88）

26.1
73.2
条件不利地域
（n=142）

28.7
69.6
合計
（n=230）

14.1
85.9
条件不利地域
（n=142）

100％
80％
60％
40％

18.7
78.7
合計
（n=230）

26.1
67.0
その他地域
（n=88）

40％
20％
0％

39.6
地域コミュニティに
関する課題
（n=230）

20％
0％

53.9

を図る「地域振興立法５法」の指定

本稿においては、国が、地理的条件

96

49.6
47.4
社会インフラに
関する課題
（n=230）

69.6
雇⽤や税収に
関する課題
（n=230）

35.2
62.2
福祉や教育に
関する課題
（n=230）

28.7

や教育に関する課題」は１割弱であ

18.7

続いている。条件不利地域とその他

図2 諸課題の重要性

ついて、合併等が行われた市区町村

■高 ■中 ■低 ■無回答

全体傾向

80％
60％
40％
20％
0％

78.7
⼈口や年齢構成に
関する課題
（n=230）

100％

を受けている地域を
「条件不利地域」

3.5

な課題となっている条件不利地域に
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おいても「人口や年齢構成に関する
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3

条件不利地域
（n=142）

53.4
46.6
その他地域
（n=88）

96.5

20.0

80.0
合計
（n=230）

■増加 ■減少

図1 人口増減の傾向

向き、３割強が横ばいと回答してお

り、おおむね横ばいから上向きの傾

課題」への「観光振興」への期待は

「中」が最多であり、必ずしも高い

向にあると認識されている。条件不

利地域では、現状および今後の見通

とはいえない（図３の条件不利地域

の傾向）
。
しがより肯定的に捉えられている。

インバウンド観光の重要度

80％

インバウンド観光の重要度（図６）

60％

100％

0％

20％

60％

80％

100％

35.7

50.7

その他地域
（n=88）

31.8

40％

45.2

条件不利地域
（n=142）

17.6

36.4

■高 ■中 ■低 ■期待なし ■無回答
合計
（n=230）

23.0

53.5

その他地域
20.5
（n=88）

37.8

40％

課題解決における
「 イ ンバウ ン ド 観 光 振 興」
への期待の程度

20％

を見ると、「重要である」が４割強で、

0％

47.0

条件不利地域
23.9
（n=142）

23.0

43.9

「インバウンド観光振興」への期

22.6

「重要ではない」の１割強を大きく

（n=230）

待（図４）を見ると「観光振興」と

人口や年齢構成に関する課題

上回っている。条件不利地域では、

（n=230）

19.1

同様に、
「雇用や税収に関する課題」

21.3

49.1

より重要度が高く、５割以上が重要

44.8

「社会インフラに関する課題」にお

26.5
24.3

9.1

であると回答している。

（n=230）

（n=230）

ける期待が高い。条件不利地域にお

合計
22.6
（n=230）

地域コミュニティに関する課題

福祉や教育に関する課題

■高 ■中 ■低 ■期待なし ■無回答

14.3

社会インフラに関する課題

47.0

なお、全般に「どちらとも言えな

35.7

いても同様であるが、より期待が高

45.2

い」の回答が多く、特に条件不利地

条件不利地域の傾向（人口や年齢構成に関する課題） 条件不利地域の傾向（雇用や税収に関する課題）

■高 ■中 ■低 ■期待なし ■無回答

（n=230）

い傾向がある。

域以外では５割を占めている。

実施している
インバウンド関連施策

全体傾向

雇⽤や税収に関する課題

前項の「観光振興」への期待と比

較すると、
「インバウンド観光振興」

への期待は低い傾向がある。

インバウンド観光の景況感
実施しているインバウンド関連施

策（図７）を見ると、情報発信が５

備が５割弱、プロモーションが３割

市区町村におけるインバウンド観

と比べた今年の現状」では４割弱が

強となっている。条件不利地域では、

割強と最も多く、次いで受入環境整

上向き、３割強が横ばい、
「今年と比

全般により多くの施策が実施されて

光の景況感（図５）を見ると、
「昨年

べた来年の見通し」では３割強が上

図3 「観光振興」への期待

35.2

36.4

0％

36.4

20％

14.3

40％

12.0
18.2

60％

80％

100％

図4 「インバウンド観光振興」への期待
全体傾向

条件不利地域の傾向（人口や年齢構成に関する課題） 条件不利地域の傾向（雇用や税収に関する課題）

■高 ■中 ■低 ■期待なし ■無回答

雇⽤や税収に関する課題

（n=230）

24.3

（n=230）

21.7

社会インフラに関する課題

地域コミュニティに関する課題 11.3
（n=230）

33.5

0％

19.6

39.1

40％

80％

100％

0％

22.6

39.1

32.4

その他地域
6.8 18.2
（n=88）

21.3

60％

27.0

条件不利地域
13.4
（n=142）

22.6

49.1

20％

合計
10.9
（n=230）

16.5

37.4

27.0

■高 ■中 ■低 ■期待なし ■無回答

12.6

28.3

24.8

（n=230）

28.3

31.3

人口や年齢構成に関する課題 10.9
（n=230）
福祉や教育に関する課題

34.8

36.6

16.9

43.2

20％

40％

80％

100％

図5 市区町村におけるインバウンド観光の景況感
昨年と比べた今年の現状
合計
（n=230）
条件不利地域
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0％
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条件不利地域
（n=142）
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0％

33.0 2.6
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22.7
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80％

■上向き ■横ばい ■下向き ■分からない ■無回答
合計
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19.3
80％
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36.4 2.3

38.6

40％

80％
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34.8

図6 インバウンド観光の重要度

今年と比べた来年の見通し
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おり、情 報 発 信が６割 弱、受入環

項の有無（図８）を見ると、
「ある」

域以外では５割弱を占めている。

ニティ・治安などへの影響の他、言

語・マナー・文化の違いによるトラ

ブルなどへの不安などが多く挙げら

が４割弱で「ない」の２割弱を上回っ

インバウンド観光に関連して

れた。また、少数回答としては、宿

境整備が５割強である。
ている。条件不利地域では、より好

地域に生じている課題や

これらについて、特に力を入れて
影響や期待があるという回答が多い。

いる施策などの具体（ＦＡ）のキー

泊施設などの受入格差の拡大、地域

好影響や期待される事項の具体

イメージや企業イメージへの影響な

懸念される事項の有無

ワードを整理すると、パンフレット
について、回答（ＦＡ）からキーワ

の情報発信などが挙げられた。

活動、ホームページの多言語化など

展示会参加といったプロモーション

境整備の他、ＡＧＴ訪問・商談会、

民が地域の魅力を再認識すること、

挙げられた他、少数回答として、住

また、地域の認知度向上などが多く

地域活性化が最も多く挙げられた。

済波及効果の拡大、
観光産業の振興、

ードを整理すると、地域内消費・経

課題や懸念される事項の具体につ

題や懸念があるという回答が多い。

ている。条件不利地域では、より課

４割弱で「ない」の２割弱を上回っ

の有無（図９）を見ると、
「ある」が

に生じている課題や懸念される事項

インバウンド観光への今後の取り

取り組み意向

インバウンド観光への今後の

ちらとも言えない」の回答が多い。

なお、
本項目においても全般に「ど

どが挙げられた。

インバウンド観光に関連して

文化交流、国際交流、外国人ボラン

いて、回答（ＦＡ）からキーワード

インバウンド観光に関連して地域

地域に生じている好影響や

ティアの協力による郷土文化や祭り

組み意向（図 ）を見ると、
「ある」

整備や
- の整備といった受入環

期待される事項の有無

を整理すると、外国人受入体制の弱

33.9

の維持・伝承などが挙げられた。

10.2

人材育成

13.9

16.2

10.2

プロモーション

38.7
26.1

受⼊環境整備

47.4

54.2
36.4

条件不利地域
（n=142）

その他地域
（n=88）

80％

100％

60％

80％

100％

80％

100％

その他地域
（n=88）

60％

合計
（n=230）

40％
0％

条件不利地域
（n=142）

合計
（n=230）

条件不利地域
（n=142）

その他地域
（n=88）

60％
40％
20％
0％

40％
20％
0％

20％
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その他地域
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条件不利地域
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合計
（n=230）

40％
20％
0％

地域課題の重要性としては、
「人口や

本調査の結果全体を俯瞰すると、

ふ かん

その他の課題への期待は比較的低い

―― 観 光 推 進 に 経 済 効 果 を 期 待、

調査結果の全体像と考察

他地域の４割との差が見られた。

「ある」が７割弱を占めており、その

が６割弱で、
「ない」の１割強を大き

15.5

さ（案内板整備、人材育成他）や、

13.5

なお、全般に「どちらとも言えな

商品造成

インバウンド観光に関連して地域

47.7

く上回っている。条件不利地域では

55.6

経済負担の増加、生活環境やコミュ

合計
（n=230）
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年齢構成に関する課題」が８割弱を

特集 ◉ 地方創生時代における農山村と観光
特集 1 条件不利地域はインバウンド観光振興をどう捉えているか

5

Wi
Fi
52.6

い」の回答が多く、特に条件不利地

情報発信

に生じている好影響や期待される事

図７ 実施しているインバウンド関連施策

占める最大の課題となっており、次
いで「雇用や税収に関する課題」が

題や懸念度合いも高い
条件不利地域における好影響や

しているが、観光振興やインバウン

期待される事項・生じている課題や

期待は、特に、
「雇用や税収に関す
ド観光振興への期待がより高い傾向

７割弱であった。これに対して、
「観

る課題」において高い一方、
「人口や
がある。インバウンド観光の重要度、

懸念される事項は、全体傾向と類似

年齢構成に関する課題」やその他の
効果や期待、課題や懸念の有無、今

光振興」による地域課題の解決への

課題においてはより限定的であった。

経済面に特化して期待

―― インバウンド観光推進はより

効果の側面から、観光やインバウン

る回答が多い。特に経済効果や雇用

れもその他地域よりも「ある」とす

について十分に見極めきれていない

バウンド観光推進の効果、課題など

回答が多いことである。地域がイン

後の取り組み意向についても、いず

「インバウンド観光振興」において

ド観光推進による効果を期待してお

地域が観光に取り組む意義を

も同様の傾向であるが、
「観光振興」

うかがえる。受入体制などを整備

改めて問うこと

ことがうかがえる。

好影響や期待される事項は経済

するために新たな費用負担が課題

り、積極的な姿勢が見られる。その

面に特化しており、その他の効果は

本調査を通じて、地域における観

視されており、生活環境や景観への
影響、マナーや言語などの問題も懸

光やインバウンド観光による地域課

注目されるのはインバウンド観光

効果、課題などが見極め切れていない

―― インバウンド観光推進の意義や

も言えない」や「中」程度といった

た。また、全般における「どちらと

えられていないことが明らかになっ

的であり、万能薬とも特効薬とも捉

念材料となっている。

境への影響やマナー・文化の違いに

の重要度、効果や期待、課題や懸念

回答の多さからは、観光やインバウ

題の解決への期待は経済面など限定

起因するトラブルなども不安材料と

の有無、今後の取り組み意向につい

ンド観光に積極的に取り組むべきか

なっていた。
―― 条件不利地域では観光・イン

て、
「どちらとも言えない」とする

の増加が多く挙げられた他、生活環

では、受入体制の脆弱さや費用負担

ぜいじゃく

生じている課題や懸念される事項

少数にとどまっている。

への期待と比較するとその度合いは

■ある ■どちらとも言えない ■ない ■無回答

一方で、課題感や懸念も強いことが

図9 インバウンド観光に関連して地域に生じ
ている課題や懸念される事項の有無

低い。

■ある ■どちらとも言えない ■ない ■無回答

バウンドの効果や期待とともに、課

■ある ■どちらとも言えない ■ない ■無回答

11.3

意義（何のために取り組むのか、ど

観光やインバウンド観光に取り組む

たものとしていくためには、地域が

が、その効果を広め、地に足の着い

ド観光振興が強力に推進されている

昨今、国を挙げて観光やインバウン

える。

大きいものの、概して同じことが言

他の地域と比較して期待・課題共に

てた条件不利地域においても、その

い現状が浮かぶ。本調査で焦点を当

どうかについて、見極め切れていな

図10 インバウンド観光への今後の取り組み意向

（よしやち ゆたか）

はないだろうか。

改めて問い直される必要があるので

たくない（守るべき）か等）について、

んな効果を期待するのか、何を失い
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図8 インバウンド観光に関連して地域に生じ
ている好影響や期待される事項の有無

市区町村における観光の現状と課題に関する実態調査

■調査内容
調査名

調査方法

地域の観光に関する実態調査

調査目的

・全国市区町村の観光振興に関する意
識（期待、懸念など）を抽出
※全国市区町村の観光部署担当者に
対し、調査依頼状および調査票を郵
送配布（※ JTBF『旅行年報 2016』に
添付）
・郵送回収（平成28年10月7日
発送、11月4日締め切り）
・市区町村の状況（各地域課題の重要
度／地域振興立法 5 法への適用状況
／観光入込数／インバウンド観光の
景況感他）ごとの観光振興への意識
（期待、懸念など）を整理
・市区町村の状況別の観光振興への
意識（期待、懸念など）を分析

■回答団体の概要

調査内容

全団体

都道府県別の回答団体数・回答率
回答団体

1,917

回答率

230

12.0 %

地方別の回答団体数・回答率
全団体

回答団体

回答率

全団体 回答団体 回答率

都道府県

全団体 回答団体 回答率

北海道

189

34

18.0 %

滋賀県

19

2

10.5 %

青森県

40

4

10.0 %

京都府

37

3

8.1 %

岩手県

33

12

36.4 %

大阪府

74

2

2.7 %

25

6

24.0 %

兵庫県

50

4

8.0 %

宮城県

40

5

12.5 %

奈良県

39

2

5.1 %

11.4 %

山形県

35

3

8.6 %

和歌山県

30

2

6.7 %

18

6.5 %

福島県

59

8

13.6 %

鳥取県

19

1

5.3 %

8

6.7 %

茨城県

44

2

4.5 %

島根県

19

1

5.3 %

95

7

7.4 %

293

36

12.3 %

栃木県

25

5

20.0 %

岡山県

31

3

9.7 %

1,917

230

12.0 %

群馬県

35

4

11.4 %

広島県

31

3

9.7 %

埼玉県

73

10

13.7 %

山口県

19

0

0.0 %

千葉県

60

11

18.3 %

香川県

17

4

23.5 %

東京都

63

12

19.0 %

愛媛県

20

3

15.0 %
0.0 %

189

34

18.0 %

東北地方

232

38

16.4 %

関東地方

361

49

13.6 %

中部地方

350

40

近畿地方

278

中国地方

119

四国地方
九州地方

市区町村別の回答団体数・回答率
全団体

回答団体

回答率

市部

791

91

11.5 %

うち区部

198

5

2.5 %

神奈川県

61

5

8.2 %

徳島県

24

0

町部

745

112

15.0 %

山梨県

27

3

11.1 %

高知県

34

0

0.0 %

村部

183

22

12.0 %

長野県

77

8

10.4 %

福岡県

74

8

10.8 %

総計

1,917

230

12.0 %

新潟県

38

2

5.3 %

佐賀県

20

2

10.0 %

富山県

15

2

13.3 %

長崎県

21

2

9.5 %

石川県

19

1

5.3 %

熊本県

50

7

14.0 %

福井県

17

2

11.8 %

大分県

18

2

11.1 %

静岡県

45

8

17.8 %

宮崎県

26

3

11.5 %

愛知県

70

8

11.4 %

鹿児島県

43

5

11.6 %

41

7

17.1 %

1,917

230

12.0 %

地域振興立法5法の適用状況別の回答団体数・回答率

7

都道府県

秋田県

北海道地方

総計

全国市区町村における観光振興への意識（期待、懸念など）を把握する
・各地域課題の重要度（※ 3 段階 低・中・高）
・観光振興による各地域課題解決への期待度（※ 4 段階 期待なし・低・中・高）
・インバウンド観光振興による地域課題解決への期待度（※ 4 段階 期待なし・
低・中・高）
・インバウンド観光への景況感（※ 3 段階 下向き・横ばい・上向き／分からない）
・インバウンド観光の重要度（※ 3 段階 重要ではない・どちらとも言えない・
重要である）
・地域に生じている好影響や期待される事項の有無（※ 3 段階 ある・どちら
とも言えない・ない）
・地域に生じている課題や懸念される事項の有無（※ 3 段階 ある・どちらと
も言えない・ない）
・実施しているインバウンド関連施策（FA）
・インバウンド観光への今後の取り組み意向（※ 3 段階 ある・どちらとも言
えない・ない）

※全団体の団体数は平成27年国勢調査に基づく（市部と区部は個別に回答を依頼したことから総計は市部と区部が重複する）

全体の回答団体数・回答率
回答団体数

実施概要

全団体

回答団体

回答率

備考

地域振興立法5法適用無

803

88

11.0 %

地域振興立法5法適用有

1,114

142

12.7 %

特定農山村地域

641

84

13.1 %

※1

過疎地域

797

106

13.3 %

※2

2 条 1 項適用

616

86

14.0%

岐阜県

42

6

14.3 %

沖縄県

33 条 1 項適用

30

3

10.0%

三重県

29

3

10.3 %

総計

33 条 2 項適用

151

17

11.3%

振興山村

732

89

12.2 %

※3

半島地域

194

22

11.3 %

※4

離島地域

112

11

9.8 %

※5

総計

1,917

230

12.0 %

※1 平成19年国土数値情報特定農山村地域 第1.1版より抽出
※2 過疎地域市町村等（平成28年4月1日）より抽出
※3 振興山村（平成28年4月1日現在）より抽出
※4 半島振興対策実施地域（平成25年4月1日現在）より抽出
※5 離島振興対策実施地域（平成27年7月13日現在）より抽出
（※1～5について、市町村合併があったものは、JTBFが独自に市町村合併後の自治体に置換）
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地域 からの声
秋田県藤里町

●佐々木文明氏 （藤里町町長）
藤里町が観光や交流に取り組むように
なったきっかけは、
１９８５年（昭和 年）

った佐々木町長からありました。実際に

か、というアイデアが当時町の職員であ

覚が芽生えてきました。

もう少しやってみても良いな、という感

んがこれだけ 喜んでくれるのであれば、

のは難しい現実があります。
今後は「土着のベンチャー」とも言え

は建物の所有者と条件で折り合いが付か

す。町内の全戸で利用できるように光フ

実際に外から移住した人の多くから藤

て活動するようになりました。

が町によって整備され、そこを拠点とし

した宿泊拠点として「いやしの宿清流荘」

現在の収支は受け入れる回ごとに赤字に

もそも大きく儲けられる事業ではなく、

とはそれほど頭にありませんでした。そ

通すと収支トントンといったところです。

現在の課題は活動を引き継いでくれる

なったり黒字になったりします。年間を

ー（現

後継者の問題です。現在実質的に活動し

東北活性化研究センター）のグ

海沿岸東北自動車道が全線開通されれば

ァイバー網も敷設済みです。さらに日本

部や地元婦人会のメンバーと３年間ほど

リーン・ツーリズムの事業で農協の婦人

それ以前にも、東北産業活性化センタ

そこに全県の市 町 村から関 係 者が集 ま

ンポジウムであったと記 憶しています。

その中でガイド、土産品製造、宿泊業

交通の利便性も大きく向上するでしょう。

も進み体力的にもきつくなってきていま

ている会のメンバーは５人ほど、高齢化

す。実際、今年の夏には受入の希望が連

始まった時点では自分としてはそれほど
積極的に取り組む意識はありませんでし

会のメンバーがもっと多ければ、予約

続し、やむなく断ったこともありました。

研修を受けていました。実はこの事業が

うと考えてもらえるのではないかと考え

た。その後３年間の事業の中で参加する

なしで郷土料理を提供する農家レストラ

化すれば、他の地域から若者も移住しよ

事業課、さらには１９９１年（平成３年）
ています（談）
。

仲間もだんだん少なくなっていきました

といったこの地域ならではの産業が活性

からは第三セクターの（株）藤里開発公社

が、結果的に最後まで参加し続けました。

ンなどもやってみたいとは考えていると

やワインづくり、まいたけ作り、温泉開

を中心として羊肉を中心とした畜産事業

この理由はひとえにお客さんの反応が

秋田自動車道

釜石自動車道

総面積

282.13k㎡

人口

3,508人（2016年11月現在）

産業別
就業者数

製造業（300人）、医療・福祉（231人）、
卸売業・小売業（196人）、農業（199
人）、建設業（194人）など

•大館能代空港～車で30分
•秋田空港～車で1時間半

JR

•JR 二ツ井駅～路線バスで
30分

自動車

• 二ツ井白 神 I C ～ 国 道 7 号
線・県道317号線を経由し
25分
•大館南IC～国道7号線・県
道317号線を経由し60分

聞き手：観光地域研究部 菅野正洋

ころです。
（談）

•白神山地世界遺産センター、岳岱自然観
察教育林、小岳、藤里駒ケ岳、田苗代湿
原、峨瓏大滝親水公園などの自然体験
観光資源
•湯元 和みの湯、
「白神の恵」体験
工房、清水岱里山林体験交流施設な
どの観光施設

発などの観光開発事業を進めてきました。

秋田

嬉しかったからです。つまり、自分たち

八戸自動車道

が普段食べているものを提供してお客さ

藤里町

もともと町 内の空き古民 家を活用し

東北自動車道

て、田舎料理を出す農家民宿ができない

N

また１９９３年（平成５年）に白神山地

青森

が世界自然遺産に登録されたことを踏ま

図 秋田県藤里町の概要

え、１９９０年代から２０００年代にか
けては地域の自然や食の資源を活用した
進めてきています。

エコツーリズムやグリーン・ツーリズムを
このように、藤里町では町民自らが観
光事業に携わる「株式会社藤里町」をキ
発的な産業を育成することに注力してき

ーワードとして、これまで行政主導で内
ました。ただ今思うと、そこにやや偏り
もっと地域外からの活力導入、具体的に

すぎていたとも感じています。つまり、

61,204人（2015年度）

観光客数

飛行機

主な
アクセス
方法

は企業誘致などにも力を入れるべきだっ
観光客を呼び込むことと人口維持は同

たかも知れません。
列ではなく、それだけで人口を維持する

資料：平成22年国勢調査結果、秋田県観光統計および藤里町ウェブサイトなど

●中川ツヨ氏 （くまげらの会）
●小林幸一氏 （同）

その後１９９０年代にかけては、町の

れました。

業づくりと誘客に取り組む方針が共有さ

里町は住みやすいと言ってもらっていま

もっとも、この事業で儲けるというこ

るような、仕事を持って移住して来てく

ず断念しましたが、その後、廃校を利用

盛岡

れる人に期待しています。

日本海東北自動車道

り、全国の先進事例を参考に内発型の産

に秋田市内で開催された秋田県主催のシ

60
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地域 からの声
愛媛県内子町

（内子町役場 町並・地域振興課 主幹）

●中岡紀子氏
今の内子町において、人口減少や高齢

の消費単価が大きい富裕層をお招きした

古民家を活用した滞在型で、１人当たり

ては、単に人数だけを求めるのではなく、

年間の売り上げが１０００万円を超える

で見ると約１１０万円となっています。

は約４億円で、出荷する農家１戸当たり

「からり」内の直売所単体の売り上げ

の農家の女性の活躍の場となっています。

し、協議会の構成員も７割が女性で、地域

的に活動されています。

売に取り組むなど、一生産者として精力

り方によっては明るい」と答えていまし

ートを実施しました。当時で７割が「や

山間地域の将来」について尋ねたアンケ

８年ほど前に地域の農家に対して「中

現在の協議会の会長も同じく女性です

いと考えています（談）
。

農家も複数見られます。

●山本真二氏

そのような中でも農家数が減少し平均
です。後継者がいないことが主な要因で

たが、その比率は現在もそれほど変わっ

（内子町役場 産業振興課 課長）
全国的に見て農産物の直売所の数はこ

あり、行政もＩターンで就農を希望する

年齢も上昇している（約 歳）のは事実

して観光、ひいてはインバウンド振興は
こ７～８年で２倍以上になっています。

ていないのではないかと思います。野田

化、コミュニティ維持といった課題に対
それらの課題に直接的には影響、あるい

維持するための施策を講じています。

人に支援を行うなど、何とか農家の数を

氏を初めとした成功事例が身近にあるた

このような環境変化の影響を受けて「フ

直売所の出荷者で組織される「からり

とっては目指すべき目標になっているの

め、後から取り組んでみようという人に

レッシュパークからり」全体の売り上げ
は数年前には落ち込みましたが、その後

直売所出荷者運営協議会」の初代会長で

当町は愛媛県内の一大宿泊拠点である
道後温泉からＪＲ特急で 分という立地

経営努力により持ち直し、前年度は創業

は効果を及ぼしていないと感じています。

を活かして、これまで日帰り観光を中心

10

松山自動車道

高知自動車道

•木蝋資料館 上芳我邸、文化交流ヴィラ高橋邸、道の駅
内子フレッシュパークからり、商いと暮らし博物館、本芳
我家住宅、大村家住宅、内子座などの内子町中心エリア
観光資源
•泉谷の棚田、屋根付き橋、石畳清流園などの美しい村の風景
•五十崎凧博物館、大洲和紙などの伝統文化
•小田深山渓谷、桜めぐりなどの美しい自然

聞き手：観光地域研究部 菅野正洋

•東京駅～松山駅[ドリーム高松・松山号]
約12時間20分
•新宿駅～内子[オレンジライナーえひめ]
約13時間
高速バス
•大阪駅～松山駅[松山エクスプレス大阪号]
約5時間50分
•大阪（梅田）～内子[オレンジライナーえひ
め]約6時間

に退きましたが、現在も加工品の製造販

ではないでしょうか。
（談）

氏は既に 歳に近くなり、名誉会長の役

あり、観光カリスマにもなった野田文子

N

以来最高の７億６０００万円を達成しま

徳島

した。愛媛県の中でも 位以内に入って

徳島自動車道

に取り組んできました。その結果、確か

松山

に飲食店は増えましたが、その効果は限
います。

•羽田空港～松山空港 約1時間20分、伊丹
空港～松山空港 約50分
飛行機
•松山空港～内子インター口[シャトルバス]
約50分

もちろん、観光客が地域に来訪する事

高松

70

産業別
農業（1,795人）、卸売業・小売業（1,215人）、製造業
就業者数 （1,107人）、医療・福祉（1,024人）、建設業（959人）など

定的であると感じています。

生まれましたが、商業の生業とは直結し

なりわい

で地域住民に誇りや自信といったものが

インバウンド振興を重要施策として捉え

17,195人（2016年11月現在）

ていないのが現状です。ただその中でも

人口

それでも何かしら手を打っておかないと

299.43k㎡

て今後も取り組む予定としているのは、

総面積

地域の将来がないという危機感を背景と
実感として内子町を訪れる外国人観光

高知

内子町

した一種の「投資」だからです。
客は増えているとは感じますし、事業者
からもそのような声が聞かれます。その
は民間の事業者自身ですので、今後の地

「投資」を行うのは行政であり、実際に
方におけるインバウンドの動向が不確実
ましょう」と断定的になれないのも事実

110万人（2013年度）

観光客数

•東京駅～岡山駅 約3時間20分、新大阪駅
～岡山駅 約45分
•岡山駅～松山駅 約2時間40分
JR

主な
アクセス
方法

な中では、
「必ず儲かるから積極的にやり
です。

高松自動車道

2017/01/11 午後1:28
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愛媛県内子町の概要
図
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今後のインバウンド振興の方向性とし
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資料：平成22年国勢調査結果、第2期内子町総合計画および内子町ウェブサイトなど

観光振興は地方を救うか

山下 祐介
准教授

泊代、さらにはその間の、例えば朝、

新幹線に乗るときに駅で購入した飲

み物や弁当代、帰りの駅の土産物屋

で購入した土産の品々の代金などを

考えると、このお母さんたちの努力

がきっかけとなってＡ氏らはこれら

のお金を落 としたのにもかかわら

も一見、観光客を善意でつないだよ

首都大学東京

ず、お母 さんたちに入った 金 額 は

族旅行先に悩んでいた東京のサラリ

うに見えるが、それはそれでスポン

微々たるものだ。報道したメディア
でも期待されているものの一つが観

ーマンＡ氏が行き先をそこに決めた

―― 交流から始まる観光とこの国のちから

前任の弘前大学において、青森県
光だ。

村の魅力、地方と中 央、農 村と都

東京准教授の山下祐介氏に、農山

運動に加わってこられた、首都大学

津軽の交流を目指して「津軽学」の

都市と農山漁村、さらには首都圏と

取り組むべきものなのかは疑問に思

たとき、観光振興は地域が率先して

ば次のような具体的なケースを考え

が増え、経済は潤う。しかし、例え

ば、そのぶん地方に落ちるお金の量

たしかに観光客が一人でも増えれ

観光振興は地方を救うものなのか。

稼げる普遍的な手段なのだろうか。

だが、観光は地方にとって本当に

て、人々の交流が始まったとすれば、

もまた来る」と次の販路が開拓され

の料理とおもてなしに感激、
「来年

ことを喜び、お客さんも思った以上

母さんたちはお客さんが来てくれた

３０００円がその地域に落ちた。お

族 ４ 人、 １ 食 ７ ５ ０ 円 と し て 計

し、その料理を味わったことで、家

たしかにＡ氏の家族がそこに旅行

る。観光コンテンツづくりは基本的

ラ事業者に落ちる仕組みになってい

社や旅行会社、要するに観光インフ

はなく、観光の基盤をなす、交通会

ずしもコンテンツを開発した人にで

だがそこで生じた利益の多くは、必

に言いたいことはこうだ。

組ができたとさえいえよう。要する

しろこのお母さんたちのおかげで番

サーから制作費をもらっている。む

市との関係性、観光開発の課題、交

える。

たしかにここに悪いものは見当たら

には儲からない、儲かってもそんな

とする。

流観光への期待などについて、ご寄

ある地域でお母さんたちのグルー

ない。だが、私にはどうも次のこと

に大きな金にはならない。そこで生
このお母さんたちの稼ぎ３０００

しまう。ならば地方はこれ以上観光

じた経済のほとんどは外にとられて

観光開発はたしかに経済を潤す。

稿いただいた。

プが、埋もれた郷土料理に付加価値

が引っかかる。
としよう。それが地域で評判になり、

円に対し、Ａ氏一家が東京からこの

開発はするな、というべきだろうか。

年秋に始まった地方創生

ローカル放送を経て全国放送で紹介

地に来るまでの交通費、その日の宿

（まち・ひと・しごと創生）
。 年度
には地域の「稼ぐ力」を鍛えるべく

された。それを見て、次の休暇の家

平成

観光コンテンツづくりは
儲からない

を付け、絶品のメニューを開発した

津軽地域の過疎山村の研究を進め、

2

その本格施行が始まっている。なか

10
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その地域に着実にお金が落ちるのな

はならない。いや、それでも観光で

ではないかと感じるのである。

うした観光の本質を見失っているの

に始まる稼ぐための観光開発は、こ

のために必要なことは何か。

整をしなくてはならない。ならばそ

一つは観光業界全体の経済の調整

らまだ良いのだ。今見たように、お

である。コンテンツづくりにはどう

商業観光ではなく
交流観光を

おそらく必要なのはこういうこと

ものでは人々は満足しなくなってい

金が欲しくて人を呼んでも、そのお

光が、中央から地方へ、都市から農

る。豊かなコンテンツが必要だ。そ

そもそも観光とは何か。何のため

それでもなお観光が大切だとした

山漁村へと向かうものだとすれば、

のコンテンツづくりの負担を全て地

したって一定の努力が必要だし資金

ら、その楽しみ、喜びが、この国に

一般にインフラは中央が、コンテン

域の人々や自治体にゆだね、しかも

だ。観光インフラ産業と、観光コン

とって、あるいは地方や地域にとっ

ツは地方が担うことになる。

それを中央では「ちゃんと作れない

金は地方にはほとんど落ちない。旅

観光は楽しむものだ。旅行者が楽

て必要だからだ。
「訪れてみたい場

問題は、この二つの関係がどうも

なら、こちらは手を引きますよ」と

の観光振興なのか。このところの地

しみ、また受け入れる側も楽しむこ

所がある」――これが都会の人々の

対等でないことだ。地方が中央に追

いわんばかりの歪んだ関係になりつ

もいる。今や外国人も増え、日本人

とが基本だ。なぜなら観光は、産業

生きがいにつながる。逆に「この地

い立てられてやらされている図式な

つはないか。中央と地方が対等の関

テンツ開発は、観光の両輪である。

である前に交流だからである。

域は訪れる価値のある場所だ」が、

のである。冒頭に、地方創生で期待

係に戻り、地方の観光文化醸 成が

行者が投資したお金のほとんどは他

楽しんだ結果、経済もまた潤うこと

その地域にとっての誇りになり、活

されているものの一つが観光だと書

着実に成り立つようなお金の巡りを

方創生ではやたらと「稼ぐ」が強調

になるかもしれないが、基本はあく

力につながっていくのだ。そして今

いたが、実態はどうも違う。地方に

しっかりと確立して、持続可能な観

の目も肥えているから、これまでの

まで楽しむことにある。そうした観

の日本にとって問題なのは、この国

は儲けは少ないのに、中央に煽られ

光業界へと体制を改めることが必要

そして、今回の地方創生が目指す観

光本来の姿を忘れ、お金を落とす相

が今、楽しい国ではないことにある。

競争させられている感じなので、地

だ。今のままでは観光業界は地方を

所にとられてしまう。

手としてだけ観光客をとらえはじめ

私たちが取り戻さなくてはならない

方には本当のやる気が出てこない。

搾取し、あとは抜け殻だけが残るこ

される。だがそもそも観光は「稼ぐ」

たら、そのとたんにその観光は衰退

のは楽しむことだ。その意味で観光

このことで現場はとてもギクシャク

ためのものなのだろうか。

するだろう。誰もそんなところには

振興は必要だし、進めていかねばな

とになる。それでは業界そのものが

交流は楽しくなければならない。

行きたくはないからである。

しているように見える。

のバランスが崩れてしまっているこ

て成り立つものである。問題は、そ

と村落のお互いの適切な交流によっ

都市圏の中・低所得者層に、もっと

しの問題である。とくに首都圏・大

ことのもう一つは、都市住民の暮ら

そして見落とされがちだが大切な

持続できない。

とにある。そうだとしたら、その調

交流観光は、中央と地方の、都市

らない。

もちろん周到に実利を企んで観光
を企画することは可能だし、そうし
た成功事例もある。だが地方創生で

バランスを損ねれば
観光は力を失う
要するにどうも、今回の地方創生
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るべきだ。国民に余裕を持って休ん

経済活動以外の自由な時間を与え
た。それでも少しばかりふれてみる

紙面に全く余裕がなくなってしまっ

は、ずっとあとになって始まったも

る。平野部に広がる水田や都市など

根付く心性には日本人の暮らしのあ

生活文化が蓄積されており、そこに

そしてこうした古い村には様々な

のにすぎない。

立たない。コンテンツづくりも、そ
の消費も、もっと多くの国民の参加
が必要だ。外国人を呼ぶ前に、自国
のほとんどがこの先、生き残れまい。
域の過疎山村の研究を進め、そこか

社会学の立場から、青森県 津軽地

山形地区の大川原（火流しで有名）
、

に親しんだ津軽の山村には、黒石市

り方の原点が潜んでいる。私がとく

中央と地方、都市と農村、そして

ら津軽の農村、漁村、そして都市を

私 は 前 任の 弘 前 大 学 着 任 以 来、

経済と暮らし、カネと時間のバラン

めぐる近代化のダイナミズムを解き

津軽学や白神学の運動だった。本稿

抵抗が、私にとってはこの 年来の

うした転換に危機感を覚える。その

のの衰退につながるだろう。私はこ

ているようだ。それが今回の地方創

山村民は貧しく、愚かだとさえ感じ

り、定着したものと思い込んでいる。

の人々が 追い詰められて 奥 地に入

は、山間部に展開する村落を、平地

にしばしば古い遺 跡は点 在してい

ところであった。山と川、海の接点

り、山村は生きるのに便利で豊かな

古くからの私たちの祖先の足跡はあ

ところが実は、どんな山間部にも

鉱物、そして採集物や獲物たちは、

弘前との深い関わりがあり、山の木、

山地だが、岩木川を通じて城下町・

の側面のみに焦点があてられる白神

すると世界自然遺産として、
「自然」

の里白神公社、現在全３巻）
。とも

内容を深めてきた（
『白神学』ブナ

いて「白神学」を立ち上げて、その

そして私はなかでも白神山地につ

ものだ。

しとは何かを根本から考え直させる

と津 軽 半 島 ――は、日本人の暮ら

木川、八甲田山、梵珠山、津軽平野

てくる津軽の風景 ―― 岩木山と岩

あるが、こうした地域に行って見え

谷（住民参加型バスで有名）などが

りで有名）
、鰺ヶ沢町赤石地区の深

弘前市相馬地区の沢田（ろうそく祭

スがあまりにも生産一辺倒に偏って

房）
。こうした研究の成果をふまえ

ほ ぐ す 分 析 を 行って き た（
『 津 軽、

はこれ以上切り詰めるのはやめるこ

て、都市と農山漁村、さらには首都

しまったのが、現在の日本社会が抱

と、適切な余裕を確保することだ。

圏と津軽の交流を目指して津軽学の

近代化のダイナミズム』御茶の水書

観光文化は余裕から生まれる。そ

運動（
『津軽学』津軽に学ぶ会、第
たのは、次のようなことに思い至っ

号まで、以後続刊）に加わってき

ンを育むのである。今、観光が稼ぐ

ではその紹介をしてみたいと筆をと

生が変な方向に向かう下地にもなっ

例えば山村について。都会の人々

たからである。

ディアや発見を生み、イノベーショ

して余裕がつくる交流が新しいアイ

える問題の原点である。今必要なの

民の需要を喚起しなければ、観光地

津軽学・白神学の試み

ことにしたい。

『白神学』
『津軽学』表紙

でもらわなければ、観光産業は成り

ている。

ったのだが、その論理ばかり書いて

だがそうした転換は、この国そのも

産業へと転換を求められつつある。

10
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澄、平尾魯仙、森山泰太郎ら国学・

アクセスして繰り広げられた菅江真

のだった。そしてそうした山の民に

弘前藩にとってなくてはならないも

ている人が、いかに多いことか。

当のこと、本物について知りたがっ

が潜在していることが分かった。本

テンツを用いた観光には多くの期待

の反応は非常に強く、こうしたコン

ているだけのように見えるが、実際

社に雇われ、給料をもらって暮らし

あってそれが可能なのであった。会

も何千年もの文化と歴史の蓄積が

で暮らしを成り立たせており、しか

てみたいと思っている。

能なのか。私ももう少し抵抗を続け

そうした本当の観光はどうしたら可

る成長の芽も生まれてくるはずだ。

し、楽しむ中から、この国のさらな

コンテンツの更新につとめてきた。

知見も取り込みながら、白神の観光

して、さらに歴史学や地理学などの

である。私はこの先達の成果を活用

の成り立ちさえ深く考えさせるもの

ークは、山村と都市、そしてこの国

た。その後はごく身内の人と細々と

続 けるのは 無 理だという ことだっ

しが多く、負担も大きいので素人が

員を切り詰める必要があり、持ち出

とは、こうした真面目なツアーは人

たのだが、もう一つよく分かったこ

私はこれをもっと続けたいと思っ

に身近に感じられるフィールドがた

る。地方には、そうしたものが十分

国家も経済も成り立っているのであ

でき、町ができ、都市が生まれて、

という基礎があって、はじめて村が

が挑まれ、採集や収穫を行っている

大地を潤し、そこに農が育まれ、漁

へ、農山漁村へ、そして山や海へ行

い人や子どもたち――はもっと地方

思うのは、都会の人々――とくに若

圏の暮らしを今あらためて体験して

が原因なのだ。

ているのも、そうした認識の狭隘さ

ップし、人口減少が止まらなくなっ

てそもそもこの国の経済成長がスト

策をおかしなものにしている。そし

とではなく、自分がどうやって生き

ためにどうしても必要なものであ

こうした隘路からこの国が抜け出る

註）ここで行った議論については、拙著『地
方消滅の罠』
（ちくま新書、２０１４年）
なども参照されたい。

（やました ゆうすけ）

民俗学者による白神のフィールドワ

そして、ただモノを書くだけでな

続けているが、やはり残念に思うの

は山があり、森があって、水が流れ、

く、白神学ツアーを実際に企画し、

るとそれが全く見えない。そのこと

くさんあるが、大都市に暮らしてい

私自身が都会生まれの都会育ち。

が偏狭な認識を生んで、この国の政

は次のことである。
年の弘前での暮らしを経て、首都

かなくては駄目だということだ。そ

ているのかを、観光を通じてもっと

る。私たちはもっと知らない地域に

観光――とくに交流観光――は、

間近に理解する必要があるというこ

ついて学び、楽しみ、互いに理解し

れもただリフレッシュするというこ

とである。

合わなければならない。そして交流

山下祐介（やました ゆうすけ）
首都大学東京准教授（都市社会学・地域社会学・農村社会
学・環境社会学）
。1969 年生まれ。九州大学大学院文学研究
科社会学専攻博士課程中退。九州大学助手、弘前大学准教授
などを経て、2011 年より現職。
『津軽学』
（津軽に学ぶ会）の運
動にも参加。著書は『人間なき復興 原発避難と国民の「不理
解」をめぐって』
（共著、ちくま文庫、2016）
、
『地方創生の正体
なぜ地域政策は失敗するのか』
（共著、ちくま新書、2015）
、
『地方消滅の罠「増田
レポート」と人口減少社会の正体』
（ちくま新書、2014）
、
『東北発の震災論 周辺か
ら広域システムを考える』
（ちくま新書、
2013）
『限界集落の真実―過疎の村は消えるか？』
（ちくま新書、2012）
、
『白神学』
（第１巻～第３巻、共著、ブナの里白神公社、2011 ～
2013）
、
『リスク・コミュニティ論』
（弘文堂、2008）など多数。
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また東京でも東京白神塾を開催し
てみたのである。やってみると人々

白神学ツアー

わらび座

株式会社わらび座

阿部 裕志

中島 祥崇

本社営業部 企画担当
（インバウンド担当）

東京の若者と秋田との出
会い～わらび座の歴史
――わらび座は１９５１年（昭和

年）
、秋田に拠点を移します。そ

年）に創設され、１９５３年（昭和

26

の歴史について、最初にお話しいた
だけますか。
大和田 創設メンバーは戦後、文化

の力で新しい日本をつくろうと東京
で音楽活動を始めていましたが、民
謡などを歌ううちに日本の文化を基
礎から学びたいと、多くの民俗芸能
が残る東北を目指しました。特に秋

うという優しさがここの風土にあっ

たのでは。

田は、民謡や民俗芸能の宝庫として
注目していた地域でした。

―― 自分たちの文化を真摯に学ぼ

ベースとした修学旅行を展開してきた。農家と生徒たちの交流が

も一般的でない時代から、観劇・ワークショップに、農家体験を

らび座）
。 年の長きにわたり、グリーン・ツーリズムという言葉

施設「あきた芸術村」を運営する「株式会社わらび座」
（以下、わ

け止める土台が東北、秋田の農村に

供してくださった。そういう志を受

入れ、食べるものや暮らす場所も提

だが想いだけは強い若者たちを迎え

と思いますが、秋田の方々は、貧乏

大和田 すんなりとはいかなかった

に受け入れられたのでしょうか。

館や公民館に呼ばれて、歌や踊りを

ったそうです。やがて小学校の体育

た芸能も教えていただけるようにな

むきさが伝わり、門外不出と言われ

夜は笛や三味線を教わるというひた

大 和 田 不慣れな農作業を手伝い、

しれませんね。

うという姿勢が、共感を得たのかも

しん し

――どのようにして、秋田の人たち

もたらした真の効果、わらび座の存在・役割などについて、第一

あったということですよね。飢えた

あきた芸術村遠景

披露するようになり、それがラジオ

秋田の地に根を張り、文化と観光を融合した本格的な複合文化

株式会社わらび座

本社営業部 部長
（教育旅行担当）

合資会社エコニコ農園 販売部長
（わらび座に 年在籍）

大和田しずえ

舞台と農業にこだわった
修学旅行“ 年の想い”

3

者には食べさせ、貧しい者は励まそ

線で活躍されている方々に伺いました。

40
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座
談
会

に取り上げられ、いろいろなところ

年 ）に自

いるのが東京の私学一貫校、和光学

錯誤しながら

や農協、役場にお願いに行き、試行

軒の農家に受け入

園の中学校です。先生方から「わら
び座で農村の文化に触れさせたい」

学旅行の受け入れは全国初だったと

れていただきました。農家体験の修

受 け入 れ た 側の感 動 が
大きかった農家体験

「第一次産業に携わる人々の現場で、

思います。

―― その後、わらび座では修学旅

という２つの希望が出されました。

その人々の生き方から学ばせたい」

年近くの歴史を持ち、

どうだったのでしょう。

―― 生徒さんや農家さんの反応は
―― 農 家への依頼はどのようにさ

万人の生徒が参

加しているそうですが、きっかけは

大和田

７年経った頃でした。
「農家は継が

大転換し、減反政策が始まって６～

当時は日本の農業政策が
かりました。わらび座は１９７１年

なくていい、勉強していい学校に入

れ」と子どもに農業を手伝わせない

年）に株式会社化しました
が、当時の幹部３～４人で農家さん

（昭和

依頼から準 備に２年間か

大和田

年）
、岩手

最初の修学旅行の受け入

れたのですか。

これまでに通算

トします。

行生を受け入れ、農家体験がスター

26

何だったのでしょうか。
大和田

れは１９７５年（昭和

県の小さな公立中学 校の分校でし
た。前年に東京へ修学旅行に行った
ら、生徒たちが自分たちの暮らしと
の違いにショックを受け、失望して
しまったのです。自分たちの住んで
いるところに誇りを持ってほしいか
らと、先生方から依頼をいただきま
した。その時、生徒たちが披露して
くれた地元の伝統芸能は本当に素
晴らしく、お迎えしたわらび座のメ
ンバーは大感激でした。

年）か

――そこから、どのように広がって
いったのでしょうか。
大和田 １９７７年（昭和

ら受け入れが始まり、約 年続いて

46

ハルらんらん♪

本社所在地：〒 014 ‒1192 秋田県仙北市田沢湖卒田字早稲田 430
設
立：1971 年 3 月 22 日（劇団創業は 1951 年）
代 表 者：代表取締役社長 山川龍巳
売
上：21 億円（2015 年度）
内
訳：劇団収入 30％、観光事業（ホテル、レストラン）50％、
農業・教育・ビール生産他 20％
従 業 員：240 名 資本金：4,900 万円
企業理念：衆人愛敬（しゅにんあいぎょう）
「私たちは心を育てる
ビジネスを通して広く社会に貢献します」
事業内容
1. 興行 わらび劇場、国内海外での公演を年間約 1,000ステージ実施
2.「あきた芸術村」の企画運営
3. 男鹿国定公園 男鹿桜島リゾート「HOTEL きららか」の運営
4. 真木真昼県立自然公園 川口温泉「奥羽山荘」および「太田ふれ
あいの里」
「モリボの里」の運営
5. 秋田駅ビルトピコ内「えきのビアバル MANMA」の運営
6. 仙台市の「Dining Kitchen 田沢湖ビール SENDAI」の運営
7. 提携劇場「坊っちゃん劇場」
（愛媛県東温市）への作品制作協力
8. 旅行業

から声がかかるようになったと聞い
ています。
―― １９７４年（昭和

わらび劇場 外観

前の「わらび劇場」ができるまで、
どのような活動を？
大和田 公演チームが全国各地を一

年中巡演していました。トラックに
舞台道具一式を積み込み、役者たち
は中型バスとマイクロバスで移動し
ながらホールや体育館で公演しまし

20

40
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た。このスタイルはわらび劇場で常
設 公演をスタートさせても変わら
ず、現在も続けています。
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企業概要
わらび座

50

40
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N

東北自動車道

八戸自動車道

したと。

じたことなかった、ものすごく感動

稲刈りしてきたけどそんなふうに感

音するね」と言うんだ、と。何回も

子が「稲束って、さらさらっていい

ていました。稲束を運んでいた女の

いな づか

ある農家のおじいちゃんがよく言っ

喜々として稲刈り、芋掘りをする。

そんな時に都 会の子たちが来て

時代に入っていたのです。

青森

もう農業は終わりだと思っていた

秋田自動車道

総面積

1,093.56k㎡
人口

27,576人（2016年11月現在）
産業別
就業者数

建 設 業（1,703人）、農 業（1,658人）、卸売業・小売業
(2,124人）、製造業（1,826人）、宿泊業・飲食サービス業
(1,359人）など

JR

•東京駅～田沢湖駅まで2時間58分、角館駅ま
で3時間12分
•仙台駅～田沢湖駅まで1時間15分、角館駅まで
1時間29分
•盛岡駅～田沢湖駅まで30分、角館駅まで44分
•新大阪駅～田沢湖駅まで約6時間

大和田

１回 目の修 学 旅 行につい

時代とともに変えるもの、
変えないものを見定める

大きかったかもしれません。

農家さんたちの受けた感動や刺激が

たんですね。生徒さんたち以上に、

た、素晴らしいものだと再認識でき

農家の人たちが、やっていてよかっ

釜石自動車道

て、和光学園の先生方がいろいろな

観光客数

4,544,177人（2015年度）

見た後、出演していた役者がクラス

本日程が出来上がりました。公演を

験、２日目以降は農家体験という基

で初日はミュージカル観賞と踊り体

阿部 １～２泊という日程が多いの

のためにホテルも造りました。

えました。わらび座では、受け入れ

ちこちから修学旅行の申し込みが増

稿されて口コミで一気に広がり、あ

集まりで報告したり、教育新聞に寄

観光資源

•武家屋敷、桧木内川堤のソメイヨシノ、武家屋敷通りのシ
ダレザクラなどの角館地区
•田沢湖や秋田駒ヶ岳などの大自然を誇る田沢湖地区
•農産村風景が美しく、グリーン・ツーリズムが盛んな西木
地区

ごとに踊りを教えます。踊り体験で

クラスが一致団結するのです。その

後、農家に向かうという流れですね。

―― すぐに農家に直行するのでは

なく、クラスに一体感を持たせる、

そうしたプロセスも大切ですね。

阿部 最近はそういうプロセスを通

して、先生たちも子どもたちの新た

な一面に「気づく」ことが多いです。

ちょっとやんちゃな子が農家のお父

さん、お母さんと一番仲良くなり、

率先して農 作業を進めたり、絶対

踊らないと思っていた子が真っ先に

踊ったり。先生たちがよく驚いてい
ます。

大和田 生徒たちも時代によって変

化していて、かなり荒れていたのが

年代。 年代はいわゆるシラケ世

した。
「これじゃ駄目だ」とみんな

間に透明なバリアが張られたようで

がなく、まるで生徒たちと私たちの

が、ある学校の生徒たちは全く反応

厚 なソーラン節 を教 えていました

それまでは腰を深く落として踊る重

のも１９９５年（平成７年）です。

踊り体験の内容を大きく変えた

代で、受け入れも一番悩みました。

90

飛行機

•羽田空港～秋田空港まで1時間5分
•羽田空港～大館能代空港まで1時間10分
•関西空港～秋田空港まで1時間25分
•秋田空港～「あきたエアポートライナー」を利
用して角館まで60分、田沢湖まで95分
主なアクセ
ス方法

仙北市
秋田
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秋田県仙北市の概要
図

日本海東北自動車道

盛岡

資料：平成22年国勢調査結果、秋田県観光統計および仙北市ウェブサイトなど

で夜な夜な話し合い、今の子たちは
音楽性が豊かだから、アップテンポ
な曲でのりやすくしようと考えたの
が、今に続いているＮＥＷソーラン
節です。
―― 時 代 と 生 徒 の 変 化 に 応 じ て、
踊りを教えるというより、

体験内容を変えたのですね。
大和田

生徒たちが表現したいけど外に出せ
ずにいることを引き出そうという視

す。農家さんは台所に貼ったりして、

家に送ってもら う ようにしていま

らいに、班ごとに写 真 と手 紙 を農

大和田

みんなと話ができる人 数 だと思い

です。農家さんが全員に目が届き、

も昔 も、農 家１軒 当たり３～５人

変わってないですね。生徒の数は今

て、田んぼや畑で働くのが当たり前

すが、農家の嫁は毎日食事を準備し

大和田 受け入れを始めた頃の話で

来るのでしょうか。

――そのモチベーションはどこから

すね。

だ」と言って交流を続けてきていま

しちゃ駄目だ、めんこいからやるん

たちは「子どもは金儲けの対 象に

っている農家さんからお米を買いた

ました。校長先生から「お世話にな

提案で、９年前から米の産直も始め

大和田

てつながっているのですね。

―― いろいろな形で、時 代を超え

ます。

てから新婚旅行で来たりする方もい

族旅行で来てくれたり、大人になっ

す。生徒さんの中には、その後、家

もう

来るまでに名前を覚えるんです。そ

で誰も褒めてはくれません。でも、

い」というお話があり、わらび座が

ます。

れは和 光中学の最初の受け入れの

都会から来た子どもたちは「お母さ

注文のファクスを受けて農家に転送

お世 話になる１カ月 前 く

時に先方からお願いされたことで、

んのご飯、すごくおいしい」と褒め

し、農家から米を宅配業者が集荷

礼を払っています。でも農家さんが

阿部 学校さんからお預かりして謝

大和田 今まで受け入れていただい

を受け入れているのですか。

―― どれくらいの農家が修学旅行

和 光学園の校長先生のご

別の学校を受け入れる時にも応用

てくれて、ある女性は「ただの農家

受け入れているのは、お金が目的で

たのは累積で７００戸です。高齢で

る理由ではないでしょうか。

ない経験が得られることが長続きす

るものも大きく、お金には代えられ

うです。生徒たちとの交流で受け取

の嫁が、人間になった」と感じたそ

しています。

インバウンド対応にも生
きる長年の受け入れ経験
―― 農 家さんはボランティアで生

はないですね。わらび座としても農

やめてしまったところも あ り ま す

徒を受け入れているのでしょうか。

家体験では正直、利益はないんです。

中には４代目というところもありま

が、２代目が引き継いだ農家も多く、
どんな時 代 も、農 家さん

ここ十数年、料金も上げていません。
大和田
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点に立って、間奏のアレンジも自分
ただ、農 家 体 験は基本 的に

たちで考えてもらっています。
阿部
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NEWソーラン節

農家体験

するシステムをつくりました。

（笑）
。長年の経験が、インバウンド
受け 入れにも 生きているなと思い

が、米は売れないだろう」と期待薄

初「校長先生の気持ちはありがたい

販売しています。農家さんたちは最

今は二十数軒の農家が年間２万㎏を

や小学生の家庭からも反応があり、

でご飯を食べる機会が多い幼稚園児

４月に第２種旅行業者の登録を行い

行事業部門を立ち上げ、２０１６年

社内に「あきたびくらぶ」という旅

流れに対応するため、わらび座では

おいても増加傾向にあります。この

中島

ます。

そしたら中学高校だけでなく、家

だったのですが、今は注文が来ると

ました。農家体験は、外国の方々に

外国人旅行客は仙北市内に

張り切って「次は特別栽培米の認証

て、地域と世界をつなぐ役割を担え

私 たちがランドオペレーターとし

も人気のコンテンツです。これから

年）には、

を取ろう」など、新しい挑戦への意
欲につながっています。
阿部 ２０１３年（平成

わらび座に１泊して農 家 体 験をし

軒の農家が受け入れ、農家に３泊、

光振興などの７項目で連携し、地域

び座は、文 化 振興や国際 交流、観

―― 昨年３月には、仙北市とわら

ればと思っています。

ました。欧米の子どもたちは初めて

の活性化を目指す「包括連携協定」

アメリカの「 People to People
」と
いうプログラムで 人の中高生を

だったのですが、
農家さんたちは「大

中島 市とはこれまで以上に密な情

を結んでいますね。

誰が来ても同じだから」と全く動

報交換をしていこうと話をしていま

丈夫だぁ。しゃべれば何とかなる、
じなかったので、すごいなと思いま

大和田

いところがありますから、お互いの

は、行政だけでも民間だけでも難し

す。特に地方におけるインバウンド

身ぶり手ぶりで伝わる。
「東京の子

役割を明確にしながら、前進してい

した。

たちだって、言葉ちゃんと通じなか

きたいと思っています。

[ あきたびくらぶ ]

◦国内交通の手配
◦国内各施設の手配
◦各施設精算代行
①協議の上ツアー催行日の決定（海外旅行社⬅
➡わらび座➡各施設の仮押さえ）[ 貴社 ]
②海外旅行社による現地参加者募集（海外旅行社⬅
➡現地エンドユーザー）
◦現地での広報、参加者募集
③海外旅行社➡あきたびくらぶへ集客状況連絡、催行判断
（実施 or キャンセル）◦航空券手配
④実施決定後、各施設正式予約化（わらび座➡各施設）
◦一般通訳、ガイド手配
⑤実施、受け入れ（海外旅行社⬅
➡わらび座⇔各施設）
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伝 えたい気 持 ちがあれば

ったけ ど、分かり 合 えたから」と

催行日程協議
手配依頼

仙北市内

秋田県内

日本国内（東北）

海外

宿泊施設

仙北市

各エリア各施設

手配

支援
サポート

情報
共有

手配

広報
参加者募集

各社手配
ツアー実施までの流れ

体験施設

（株）わらび座 あきたびくらぶ

海外旅行社

17

25

観光施設
ツアー全体企画アレンジ
情報
共有
支援
サポート

手配

秋田県
エンドユーザー

64

あきたびくらぶ インバウンド 事業フロー案（図）

手配

ート機能はほとんど注目されていな

ても、学校と農家を結ぶコーディネ

は、受け入れ農家には注目が集まっ

大和田

思いますか。

農山村における観光の課題は何だと

―― これまでの取り組みを通じて、

が対象のものがほとんどですよね。

る側か、連れてくる側かのどちらか

の補助金などの仕組みは、受け入れ

ないと難しいと思います。でも、今

も含めてお金がまわる仕組みを作ら

て成り立たせるなら、ちゃんとそれ

が、コーディネートだけを仕事とし

げることをほとんど考えていません

いるので、農家体験単体で収益を上

わらび座の場合は多角経営をして

編集協力：井上理江

聞き手：観光地域研究部 吉澤清良

とうございました。

後にいただきました。どうもありが

きかという、とても大事な示唆を最

きちんとお金がまわるにはどうすべ

性、コーディネートする人たちにも

―― 農業と観光を結ぶ役割の重要

いということです。しかし直接、旅

その間に立つ仕事に対する支援の仕

う役割だと思います。

行 会社と農家がやりとりするのは

組みがまだ充分ではないと感じてい

コーディネーターという
役割の重要性

ほぼ不可能で、地域でコーディネー

ます。

バランスも大事で、どちらかに偏り

中島 農家の皆さんの生活と観光の

では。

担える機能を持たないといけないの

すが、地域の展望をちゃんと持って

業でも行政でもＮＰＯでもいいので

す。担い手は私たちのような民間企

合、その役割は絶対必要だと思いま

どの地域でも農家と観光を結ぶ場

ためにも、コーディネーター的な役

ちが楽しく取り組みを展開していく

えているのでは。関わっている人た

みをしている方たちは同じ悩みを抱

ィアなので、全国でこういう取り組

が出ないんですね。いわばボランテ

などの実費だけで、事務局の人件費

お金が使えるのは交通費やコピー代

を活用したりしましたが、そういう

随したＮＰＯを設立して国の補助金

長 年やってきて 感 じるの

トする存在がなければ回っていきま

過ぎないよう、それぞれの要望を上

割を大事にする仕組みづくりができ

私も以前、農 家 体 験に付
大和田

手く調整しながら落とし込む。そこ

ないかと思います。
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せん。

に必要なのがコーディネーターとい
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大和田しずえ氏
阿部裕志氏
中島祥崇氏

●インタビュー飛騨の里山から 世界へ
クールな田舎 をプロデュース

会社員時代は東京やニューヨーク

る株式会社美ら地球の代表取締役

れ続けているのか。ツアーを催行す

南米やアフリカの地方部などを中心

界一周の旅に出ました。その旅では、

広い世界を見たい」と妻と２人で世

ました。世界を回る中で、その想い

残されている、そうした想いがあり

持続可能な形、その可能性は田舎に

は思えませんでした。未来も含めて

ちゅ

ぼ

し

株式会社 美ら地球

大学を卒業後、コンサルティング

で暮らしていたわけですが、都市の

てですか。

一見、全国のどこにでもありそうな

会社に就職し、東京やニューヨーク

暮らしが今後もずっと持続可能だと

ださい。

田んぼの広がる田舎でした。なぜそ

で働きましたが、 歳を前に「より

飛騨里山サイクリングの舞台は、

こに連日、多くの外国人観光客が訪

山田拓氏に、ツアーの特徴やその背

に巡り、その土地ならではの暮らし・

は実感となり、帰国後は自分たちも

し

後にある想い、そして日本の農山村

風土が残っている光 景に感 銘 を 受

田舎での暮らしを実践していくこと

ぼ

の今後の可能性について語っていた

け、自分たちも日本へ戻ったら地方

にしました。

ちゅ

だきました。

部、いわゆる田舎に住みたいと思う
ようになりました。
そして帰国後、縁あって現在住む
この地でサイクリングツアーを始め

―― では次に、サイクリングツアー

世界の旅を通して
見えてきたもの
―― 山田さんは世界一周の旅から帰

ることになります。

の概要を教えていただけますか。

自転車の速度で
地域に触れる

国した後に飛騨里山サイクリングの

―― 世界に旅に出た時点で既に「田

飛騨古川に家を構えることとなり、

ツアーを始められたそうですね。ま

舎」を志向していた。それはどうし

農村の風景を楽しみながら、ゆっ

ずはそのきっかけについて教えてく

山田 拓

代表取締役
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ツアーで通る道は、町の人の生活道路でもある

30

経験を積んだガイドが里山に広が

ています。外国人の内訳は欧米やオ

残りの約３割が日本人観光客となっ

の説明があると、見慣れていると思

させていただきました。ガイドの方

―― 私も先日、ハーフツアーに参加

ているようです。

のサイクリングツアーになります。
る文化・歴史を丁寧に案内し、季節

セアニア、シンガポール・香港など

っていた農村の風景がまた違って見

参加者の約７割が外国人観光客、

現在、２つのコースがあり、スタン
ごとの農村のありのままの美しさを

を中心にこれまで約 カ国以上から

いただけます。

ダードコース
（７３００円／人）
は３・
肌で感じていただける点がこのツア

くりとしたペースで巡るガイド付き

５時間で全長 キロ、ハーフコース

福井

すい自転車を使用し、ツアーに出る

長 キロを巡るコースになっていま

（４７００円／人）は２・５時間で全

評価の５つ星をいただけています。

ザー」でも ％以上の参加者に最高

用口コミサイト「トリップアドバイ

ーの特徴です。おかげさまで旅行者

います。かえってお互いに交流でき

と英語の両方でガイド・案内をして

とはせず、両者が交ざる際は日本語

外国人と日本人でツアーを分けるこ

幅広い受け入れの実績があります。

グも開始当初は、農村のきれいな風

常に重要です。飛騨里山サイクリン

ツアーにおいてガイドの役割は非

らないなと気づかされました。

えてきて、まだまだ自分も日本を知

富山

飛騨市

25,154人（2016年12月1日現在）

JR

•東京駅～富山駅[JR新幹線かがやき]約2時間
15分
•富山駅～飛騨古川駅[JR特急ワイドビューひ
だ]約1時間15分

自動車

•調布IC～松本IC～飛騨古川
主なアクセ
ス方法

飛行機

•羽田空港～富山空港 約1時間
•富山空港～富山駅[富山地方鉄道（バス）]
約25分
•富山駅～飛騨古川駅[JR特急ワイドビューひ
だ]約1時間15分

す。砂利道もアスファルトも走りや

人口

はい、すれ違う町の人たちが皆あ

力の一つになっていますね。

―― 町の人たちとの触れ合いも魅

らのことと思います。

ただけるようになったのもその頃か

ています。特に高い評価、人気をい

なることを心掛けてツアーを実施し

参加者が感じられるようなツアーに

人のどのような想いがあるのか、を

暮らしが営まれているのか、地域の

とで、この風景を舞台にどのような

ッチコピーに、ガイドが説明するこ

らしを旅するガイドツアー」をキャ

うことに気づきました。以降、
「暮

らお客様だけで巡っても同じだとい

した。しかし、風景を眺めるだけな

―― ツアーに参加されるのはどの

1,087,552人（2014年度）

前にきちんと練習をしてから出発し

観光客数

景を見せることに主眼を置いていま

70

観光資源

•古川祭り、三寺まいり、きつね火まつり、飛騨神岡祭、
飛騨新そば祭りなども伝統行事
•天生湿原、板倉の宿 種蔵、天空の牧場 山之村など
美しい自然
•飛騨地方が舞台モデルとなった映画『君の名は。』の聖
地巡礼

ることで参加者には喜んでいただい

792.53k㎡

約6時間5分

ような方が多いのですか。

金沢

資料：平成22年国勢調査結果、平成26年度飛騨市統計書および飛騨市ウェブサイトなど
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製造業（3,006人）、卸売業・小売業（1,903人）、建設業
（1,392人）、医療・福祉（1,366人）、農業（1,107人）など
産業別
就業者数

東海北陸自動車道
北陸自動車道

12

岐阜県飛騨市の概要
図

ょっとした 手 伝いをさせても ら え

たモノを分けてくれる、農作業のち

立ち話が始まってしまう、畑で取れ

いさつをしてくれる、時には長々と

などの配慮もしています。その上で

ド当たりの人数を８人までに抑える

ではありません。また、１人のガイ

無計画にツアーを増やしてよいもの

」という言葉、とてもすてき
happy
だと思っています。改めてお話を聞

インタ ビューの 場 で 使 う「４つの

―― ところで、山田さんが講演や

す。一方で、今ほどの人数がいきな

また個人レベルでは、飛騨古川に

で観光業に関わっているのは、観光

なかった。それでも飛騨古川に住ん

えていません。正直言って、稼ぐだ

住む一住民として、町の人とともに、

によって地 域 を 豊かにするためで

ツアーを実施する自分たちで振り返

誠実に地域を大切にした暮らしをし

す。
「観光で商売するために地域を

けなら都会を離れないほうがよかっ

ていくことも大事なことだと思いま

使う」のではなく、
「地域を豊かに

ると同時に、地域の方々にもお伺い

す。これは当たり前のことではあり

するために観光を使う」
、これが基

たですし、観光を仕事に選ぶ必要も

ますが。

本にある考え方です。

しながら検証しています。

私は、観光を単なる商売とは捉

かせていただけませんか。

そうですね。ただ、これらは決し

り来たわけではありません。徐々に

キャパシティを超えていないのか、

今のツアーの状況は果たして地域の

る、そうした交流の一つ一つも多く
の参加者に喜んでいただいている要
因となっています。
―― 通りがかった中学校の校舎の
窓から子どもたちが鈴なりになって
笑顔で手を振ってくれる。外国人観
光客にとって、こんな嬉しいことは

て「仕込み」ではありません。町の

数を増やしながら時間をかけて今の

ないですよね。

人たちとそうした関係を自然な形で

―― それは会社をまとめる立場の

観光で地域が豊かになると、４つ

規模にまでなってきた。その意味で

山田さんのみならず、ガイドや店舗

築かせていただいた、これは本当に

のスタッフにとっても大事なことと

町の人たちも徐々に慣れてくださっ
たように思います。

企業の

言えそうですね。
はい。基本的に皆、地域との付き

―― 地 域 と の 付 き 合 い 方 の 中 で、
特に気 をつけていることはありま

の
が地域の中に生まれます。
happy
それが、１．旅人の
、２．地元
happy
、３．
住民の happy
、４．
happy

ありがたいことだと思っています。

地域のキャパシティに
配慮する

合い方は自分たちで理解できる人間

若者の happy
です。観光客の人数
だけが増えても地域にとっては何の
すか。

たちですが、あえて口に出して注意

意味もない。観光に関わる者として、

地域のキャパシティを超えないよ

することもあります。また、地域と

自身の商売の成功だけでなく、責任

―― ツアーを開始した当初は、見

真摯に向き合える人材かどうか、そ

うにすることですね。ツアーで通る

うした人間性を見ることは、採用の

を持って地域に happy
を生み出し
ていく、そうあることが大切なので

慣れない外国人の姿に町の人も驚か

する道ですし、狭い路地も通る、住

際にとても大事にしていることでも

はないでしょうか。

しん し

今までほとんど外国人が訪れるこ

宅の前も通る、ということで、たと

あります。

道は、基本的に町の人も生活で利用

とのなかった地域ですから、やはり

えツアーの需要があったとしても、

れたのではないですか。

初めての頃は驚かれたのだと思いま

22
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すれ違う町の人たちとの会話も魅力のひとつ

中心に実施してきて、３年前にサイ

これまで飛騨里山サイクリングを

お聞かせください。

っしゃいます。今後の展開について

など、プログラムの幅を広げていら

の東京オリンピック・パラリンピッ

ような外国人観光客は、２０２０年

が好きで、特に地方部に訪れている

通過点と捉えています。日本の文化

の区切りではありますが、あくまで

リンピック・パラリンピックは一つ

しゃいますか。

についてはどのように捉えていらっ

パラリンピックもある、２０２０年

―― その中で、東京オリンピック・

高いと感じています。また、美ら地

先）としての可能性、価値はとても

農山村のデスティネーション（旅行

ずと地方部になってきます。田舎、

いといった旅行ニーズの先は、おの

きたい、そうした場所に訪れてみた

えると、普段と違う 環境に身を置

活に余裕があることが多いことを考

もありますし、都市住民のほうが生

旅行はある意味ぜいたく品の側面

り続けていらっしゃいます。そのバ

バルな視点は忘れない地球人でもあ

暮らす飛騨人でありながら、グロー

―― なるほど。山田さんは飛騨で

えています。

く、普遍的に展開が可能なものと考

飛騨地方でしかできないものではな

できるツアー」を作り上げる手法は、

土地の暮らし・風土を感じることの

球でこれまで取り組んできた「その

世界の田舎を
クールにしたい

クリング以外のコンテンツも加えた

クが過ぎたからといって減ってしま

り、今は古民家滞在や食文化体験

―― サイクリングツアーから始ま

「 SATOYAMA EXPERIENCE
」に
名称を変えてきました。その理由も

２０２０年（平成 年）の東京オ

うことはないでしょう。
株 式 会 社 美 ら 地 球 と し て は、

をプロデュース」のコンセプトの下

やはり、サイクリング以外の需要を

サイクリングのできない冬場に行

に、
「飛騨地域をクールにする」こ

２０２０年で立ち止まることなく、

うスノーシューを使った山歩きや、

とに取り組んできました。そのこと

喚起し、交流人口を増やしていくこ

古民家を使ったロングステイ、里山

は 今 後 も 続 い て い き ま す が、

その先へ進んでいきたいと考えてい

の食に触れる文化体験などを展開し

２０２０年に向けては、より舞台を

とで、より地域経済に貢献したいと

ています。まだサイクリングツアー

広げて、
「日本の田舎をクールにす

ます。これまでは、
「クールな田舎

ほどの集客規模にはなっていません

る」こと、そして２０２５年（平成

いう想いがベースにあります。

が、参加者からは高い評価をいただ

年）に向けては、
「世界の田舎を

パンの中で事業として成り立つ形に

んでいきます。

クールにする」ことを目標に取り組

いていますし、あと３年くらいのス
持っていきたいと考えています。

どのような暮らしが営まれているのかが感じられるツアーを

32
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37

のですね。

ランスがビジネスにおいても重要な

観光振興においては可能性の宝庫だ

村は、日本のリアルが感じられる、

形として具体的に残っている。農山

て、農山村には、それらが暮らしの

は何かあるでしょうか。

―― 地域がまとまるためのヒント

必要があると思います。

もしれません。だからこそ、今動く

う、美ら地球でもさらに取り組みを

して観 光産 業が位置づけられるよ

して地域経済のフロントエンジンと

ではなく、地域の広告塔として、そ

海 外 も 含めて地域の外 を知ってい

却できていない。そうした中では、

たこれまでのスタイルからいまだ脱

は団体客の受け入れで成り立ってき

いわけです。しかも、国内の観光地

分の地域に連れてこなくてはならな

中が競合先となる中でお客様を自

田舎は世界中どこにでもあり、世界

えあれば、今ならまだ遅すぎるとい

がたくさんいます。取り組む意志さ

めて、対価を支払ってくれる人たち

は、日本の農山村の資源の価値を認

全く別と捉え直すべきです。世界に

かもしれませんが、インバウンドは

人相手の観光では成立しづらかった

着地型コンテンツはこれまでの日本

地域の資源を活用した、いわゆる

こに自分たちがたどり着くために、

たモデルが共有できれば、あとはそ

「活かす」視点が重要です。そうし

とではなく、他地域の良いところを

んあります。ただ真似するというこ

界の田舎には優れた観光地がたくさ

デルで考えるとよいと思います。世

な町になりたい」などと具体的なモ

を考えるにあたって「あの国のあん

たいのか、地域の将来像（ビジョン）

聞き手：観光地域研究部 中島 泰

―― ありがとうございました。

インバウンドビジネスを成功させ
るには、一定程度の国際感覚は必要

る、そして観光以外の分野を知って

うことはありません。

何にどう取り組むべきかが戦略的に

続けていきたいと思います。

と思います。

いる自分の視点は、地域にとって役

―― 取り組みたいと本気で思う気持

考えていきやすくなります。

自分たちの地域が将来どうなり

なのではないでしょうか。それこそ

に立っているのかなとは思います。

ち、それが大事だということですね。

―― インバウンドブームとも言わ

とに取り組みたい、そう考える人た

域が変わることは難しい。新たなこ

だきます。一人で取り組んでも、地

が重要だという話をよくさせていた

しまう地域が多いことは残念に思い

す。にもかかわらず、すぐにやめて

ついてくるまでには時間がかかりま

着地型のコンテンツにマーケットが

なくても、諦めないことも大事です。

また、取り組んですぐに成果が出

れる今、観光振興に取り組んでみた

ちの意志の総和が、地域を動かすく

ます。

はい。私は「地域の意志の総和」

いと思う農山村は全国に多いと思い

らいの塊になるかどうか、そこに地

日本の農山村に
必要なものは意志

ます。最後に、そうした地域へのア

今以上の過疎が進んできた時、その

次産業の一部として観光を捉えるの

非常に大きいと思います。単なる三

観光が地域社会に果たす役割は
域の未来がかかっています。今後、

日本には他の国にはない、歴史・

時にはもう手遅れになってしまうか
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ドバイスをいただけますか。
文化の重厚な蓄積があります。そし

山田 拓（やまだ たく）
奈良県生まれ。横浜国立大学大学院工学
研究科修了。外資系コンサルタント会社退職
後、足かけ２年29カ国にわたる放浪の旅に。
2007年、飛騨古川（飛騨市）に株式会社美ら
地球（ちゅらぼし）を設立。里山や民家など
の地域資源を活用したツーリズムを推進中。
2013年、地域づくり総務大臣表彰。総務省
地域力創造アドバイザー／内閣官房 クール
ジャパン・アンバサダー／（一財）都市農山漁
村交流活性化機構 国際グリーン・ツーリズム
アドバイザー／NPO法人 日本エコツーリズ
ム協会会員／NPO法人 日本民家再生協会
友の会会員

●インタビュー知られざる日本の魅力をたどる
ウォーキングツアー

ポール・クリスティ

超える大田地区に事務所を構え、外

大分県杵築市で高齢化率９割を

ンとザ・ジャパン・トラベル・カン

うですね。まず、ウォーク・ジャパ

村を歩くツアーを販売されているそ

家で、もう一人はイギリス人の社会

は、一人がアメリカ人の歴史の専門

会社を設立した教授たちというの

レている。

良いのですが、本質からいくらかズ

ないからです。両方ともイメージは

代表取締役社長

国人向けに、日本の地方の田舎での

地理学者です。彼らは 年ほど前か

日本の一番の魅力は、田園の風景、

パニー（ＪＴＣ）という２つの会社

んでいる良さ、人間性を、アピール

食べ物、歴史や文化、それらを作り

ウォーク・ジャパンは香港法人、

原点です。

していきたいと考えています。そし

ら、研究のために学生を中山道に連

ーク・ジャパン」
。同社ＣＥＯのポ

ＪＴＣは日本法人です。ウォーク・

―― 研究活動のフィールドワークが

について教えてください。

ール・クリスティ氏に、日本の田舎

ジャパンは、香港大学の２人の教授

発端なのですね。

上げてきた日本人です。日本人に潜

にこだわる理由、ツアーの特徴や魅

が１９９２年に始めた会社で、ＪＴ

ままの生活スタイルを見るには、田

て、日本人を理解するには、あるが

力、田舎へのインバウンド誘客の可

Ｃは日本サイドでツアーを請け負う

わせて 人ほどで、そのうち 人が

ました。日本のスタッフは両社を合

らおうと考えています。これは日本

えることで、現地をより堪能しても

散策しながら、お客さんと一緒に考

得にもつながります。

れば嬉しいですし、リピーターの獲

らい、日本人のイメージが一層高ま

のツアーで、本来の日本を感じても

舎を訪れるのが一番なのです。うち

正社員です。さまざまな国籍のスタ

におけるツアーにおいては、非常に

―― 中山道のツアーは 泊 日で、

人 ま での 少 人 数 に 抑 え、

ッフがおり、日本人は３分の１くら

大 事な要因だと思 うのです。なぜ

加者を

そうです。うちのツアーでは、参

能性、地域再生にかける想いなどを

会社と して２０１０年に設立され

いです。

かというと、海外では日本という国

き つき

―― ポールさんは大分県杵築市に

―― ウォーク・ジャパンは、 年前

も日本人もきちんと理解されてい

長年暮らしながら、外国の方向けに、
くにさき

からあるのですね。

なかせん

11

万円前後と伺いました。決して安

10

人気ツアーの原点は
大学のフィールドワーク

お伺いしました。

流を楽しむツアーを手がける「ウォ

ウォーキングや地域の人たちとの交

ウォーク・ジャパンＣＥＯ／ザ・ジャパン・トラベル・カンパニー株式会社

5

れてきていました。それがツアーの

30

くはないツアーを、どのように集客
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されているのですか？
口コミの効果が大きいですね。お
客さんはいい経験をすると、旅行後

きたのだと思います。

増やせないんですよ。

います。

ら一歩踏み出したかったという方も

―― それほど「日本 」にこだわり

―― それは、どういう理由ですか？
私たちがツアーリーダーと呼ぶ、

――口コミが強いということは、個
人の申し込みが多いのですか。

―― 評判を聞きつけて、メディアか

たです。

取り上げてもらった影響も大きかっ

力な新聞や雑誌に、うちのツアーを

てくれま す。それから、海 外の有

としては販 売の８割が 自 社ブラン

委託されるようになりました。割合

最近は、日本の大手旅行会社からも

に委託しているケースもあります。

本サイドの企画、手配、実施をうち

ス、アメリカの大手旅行会社が、日

ほとんど個人ですね。また、イギリ

合によっては、お客さん同士のトラ

テイナーでなくてはならないし、場

けではありません。時にはエンター

んです。ガイドに必要なのは知識だ

んの満足度ですから、ガイドが要な

ん。うちの会社の生命線は、お客さ

ら企画が良くても評判は上がりませ

からです。ガイドが悪ければ、いく

くなってきました。

に行ける国だと理解している人が多

想はなかった。それが最近は、遊び

度は高かったけれど、遊びに行く発

良い製品を造っている国として知名

す。日本は以前から、車や家電など

知名度は上がってきていると思いま

はい。でも観光地としての日本の

がない方もいるのですね。

ら連絡してきたのですか。

ド、ウォーク・ジャパンのツアーで、

ブルを解決しなくてはいけない。通

ガイドの育成に時間とお金がかかる

に、何か面白いものを探していた記

残りの２割が他社のブランドです。

訳案内士の資格を持っているから任

ウォーク・ジャパンについては、

者さんたちが、たくさん取材に来ら

他社のブランドで売る場合は、自社

せられるという わけではあり ませ

に家 族や同僚、友人たちに話をし

れました。今は、ＰＲ会社と契約し

の商品とは内容を変えています。

ん。新人は１カ月かけて研修を行い

―― 認知度は上がりましたか。

しています。

ちらは年間１５０本くらい実施して

洗練された内容になっています。こ

の知識も豊富ですし、改善を重ねて、

商品ですね。歴史が長いのでガイド

す。でもやはり中山道がうちの目玉

は、
「いい時間を過ごしたい」と思

「日本に来てみたい」というより

――お客さんの参加目的は。

せたりもしています。

また、ガイド同士で知識をシェアさ

前には研修に参加してもらいます。

ますし、熟練ガイドも新しい企画の

とを分かっていない。そこに大きな

そして日本人でさえ、自分の国のこ

ず、日本も日本人も知られていない。

可能性を秘めていると思います。ま

すか。

う 動 きについては、どうお考 えで

―― インバウンドを増やそうとい

そうなんです。日本を紹介するの

て、ロサンゼルス、オーストラリア、

―― 人気のツアーは。

質問のやりとりがあって、ブッキン

います。あとは、国東半島のツアー

っている人が多いですね。友達から

可 能 性が秘められていると思いま

知られざる日本の良さを
もっと開拓するべき

ニュージーランド、香港、シンガポ

グにつながっていましたが、今年か

が３～４種類あって、こちらは年間

「良かったよ」と薦められて、参加

す。日本人はいつも、日本は小さい

思いましたが、口コミやいろんな記

基本 的にはどのツアーも人 気で

ら、いきなりブッキングが入る現象

本くらいです。それから、芭蕉ツ

する方もいますし、仕事で日本に何

国と言いますが、とんでもない。イ

ール、ロンドンでプロモーションも

が起きています。最初は、不思議に

アーや熊野古道、四国、北海道も人

度も来ていて、仕事がらみの環境か

賛成です。この国は非常に大きな

事の影響で、ウォーク・ジャパンの

気です。ただ、ツアーは、簡単には

今までは、問い合わせがあって、

ブランドが信頼されるようになって
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ギリスよりもずっと大きいし、南北
―― 知られざる日本を、どのよう

います。

―― 地域によって、だいぶ方法が変

うことです。

う か、国 東 ならどうやるか、とい

ると思いますよ。でも稚 内ならど

です。それより、この名所はどんな

のツアーにひとつふたつあれば十分

とっても特別な空間ですから、一つ

し、観光名所というのは地元の人に

バスで走り回らなくてはいけません

わっか ない

で３０００ くらいある。それから、
に探し、商品化されてきたのですか。
わりそうです。

ザ・ジャパン・トラベル・カンパニー外観。17年前は空き家だった

の意味で、うちは日本を散策する分

りアピールすべきだと思います。そ

本の良さをもっと開拓して、じっく

日本に潜む可能性、知られざる日

には何が必要でしょうか。

―― では、インバウンドを増やす

もあります。

域の皆さんは地元に対するプライド

や食事も変化に富んでいますし、地

成されています。地形や風景、気候

無人島も入れたら１万島くらいで構

もらうか。京都だったら、ありのま

うやって満足できる時間を過ごして

ところだと思います。それから、ど

とを理解し得るか。それが面 白い

文化を比較して、どれだけ日本のこ

るかです。自分の国の文化と日本の

らえるか、どれだけ学んでいただけ

タレスト。どれだけ興味を持っても

準にしています。大事なのは、イン

最終的には自分たちの感性を基

ゃない。そして、観光名所には観光

中は外国人の空間であって、日本じ

できません。それに貸し切りバスの

風景は見られるけど、触れることは

ます。貸し切りバスで移動すると、

て、その間が３時間の道のりだとし

すね。例えば２つの観光名所があっ

あとはエフィシェンシー、効率で

の流れが変わってきていることにも

している部分もありますし、世の中

として捉えています。我々が見落と

参加者のアンケートは大事な意見

修正することもありますか。

―― 参加者の反応を見て、内容を

白い。

そういうことを探っていくほうが面

役割があるのか、誰が作ったのか、

気づかされます。ニーズは、すぐに

客と観光客向けの仕事をしている人
しかいない。それなら、２つの観光

は変わりません。まさに、ある種の

まで、たくさんの人が満足してくれ

名所を１つに絞って、じっくり散策

「流れ」なので、なるべくそれに対

応しようとしています。

―― 地方でインバウンドを受け入

言葉の問題に
どう対応するか
―― 効率と言われましたが、あえ

れる際、言葉の問題が大きいのでは。
どうやってその３時間を上手に使

アピール性が何か、理解していない

地方の人たちの多くが自分の地域の

僕は、一番の問題は言葉ではなく、

て非効率なほうを選ぶということで

は全国的に潜んでいるわけです。

の良さは日本人との交流だし、それ

で大きくなっています。日本の本当

たいという流れは、今、観光業の中

なら、現地の人たちと時間を過ごし

するのもよいと思います。旅をする

野を、上手に開拓してこられたと思

スタッフはUJIターンの人が多い
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km

ことだと思います。日本人って自分
の国 を 知 ら ないで す よ。だいたい
日々の生活パターンが決まっていて、
同じ道しか通らない。でも時間があ
る時に、普段歩かない道を歩くと、
案外発見がある。そこから全部始ま
るんです。自分の地域の魅力を把握
せずに、ツアーを企画してもうまく
いかないので、時間をかけてほしい
ですね。言葉については、
「 英 語が
できないから」と諦めることはない

ニケーションはとても上手です。
―― そうしたコミュニケーション力
は、誰でも慣れれば得られるもので
しょうか。
個人差はあると思います。新しい
ツアーを企画する時、たまに旅館か
ら「外国人のツアーはちょっと」と
断られることもありますね。そうい
う場合は、なるべく僕たちが現地ま
で足を運んで話をして、不安を解消
しています。あとは、うちが長年付
お か み

き合っている旅館の女将さんと話を
していただくこともあります。我々
が旅館に対して上手にアピールする

ので、時間はかかることを前提にす

います。一気には変わらないと思う

のニーズに対応していけばいいと思

分の欠点も評価した上で、お客さん

いくことも大事。旅館の方々は、自

ことも大事ですし、長く付き合って

ールさんはどちらに重きを置いてい

計れない効果があると思います。ポ

地域への経済的な効果と、経済では

―― 観光がもたらすメリットには、

いと思いますね。

移動距離ばかりが伸びて、作りにく

両方ですね。切っても切れない関

ますか。
生活習慣など、無理して相手に完全

係だと思います。いくらみんながハ

るべきだと思います。その際には、
に合わせる必要もないのではないで

ッピーでも、お金がなければ行き詰

種のバランスが大事です。いい例と

やっぱりおかしくなってくる。ある

まりますし、逆にお金ばっかりだと、

しょうか。

将来が見えてくると
人は元気になる

しては、僕がここ（大分県杵築市）

い起爆剤になると思いますが、そこ

２０２０年のオリンピックは、い

の人たちが自信を持つようになって

活動が行われるようになって、地元

も今は全然違いますね。さまざまな

に移住した頃、地元の人には、ここ

がゴールではありません。下手をす

きました。我々が今、事務所として

――インバウンド４０００万人の目

るとその時限りの盛り上がりになっ

使っているこの建物も、僕が手に入

の何が良いの？と言われました。で

てしまうことを懸念しています。ま

れた時は 年間空き家だったのでボ

標はどう思われますか。

た、４０００万人という単純な人数

れに、そういうツアーは、地方では

ターを生むかというと疑問です。そ

を走り回るだけのツアーが、リピー

す。大きなグループで、バスで名所

ではなく、滞在日数を見てほしいで

内の空き地も、我々が草刈りして景

ある風景になってきています。集落

の石垣を積んだりすることで、味の

所として使ったり、周囲に昔ながら

ロボロでした。でも、改築して事務

17
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と思います。うちのツアーで、海外
の学 生と接する地元の年配の女性
は、英語はさっぱりだけど、コミュ

中山道 恵那峡

中山道 奈良井宿

も喜んでくれて、そこから交流も生

観を守っているので、地域の人たち
じゃないかと、気持ちの上で、何か

したらこの村の将来を取り戻せるん

た。みんな、地方を大事にしないと

からも注目を集めるようになりまし

も増えていますし、他業種の大企業

ンターネットさえあれば地方で仕事

地方に拠点を構えたらどうかと。イ

法に迷っている。ならば、まずその

いけないと分かっていても、その方

変わってきたと思うんです。

国東半島の実例を
全国に広めるのが目標

まれますし、お客さんが訪れること
で元気も出る。そういうことが、金
銭的には計れない良い循環を作って
いると思います。
―― 地域の経済にも貢献されてい

ができないわけはない。

して、観光が注目されていますが、

農業だけでは生きていけない。そこ

―― 地方で雇用を創出する手段と

はい。うちの観光は現地の人と交

ポールさんは、まさにそれを実現さ

を、日本の企業に対して強く言いた

ます。
流をするという、まさに、知られざ
れています。

今、地方で、まず職場がないと、

る日本に忍び込んでいくスタイルな

将来への投資もできるので、そこで

また、ある程度の集客が見込めると

経済的にいい循環ができています。

し、そのお金は地元で使われるから、

現 地の人の収 入 源にも なっている

見本として、アピールしていきたい

組むことで景観も守っていることを

に深く根付き、現地の人たちと手を

なってきました。我々が日本の社会

の人も、こちらで仕事をするように

ーンの人が多いですが、最近は現地

効果は得られると思います。

て良い基盤を作れば、その後も長い

域でも、落ち着いて５年くらいかけ

いですけれど。開拓されていない地

役立つと思います。全て、ではな

題解決に役立つでしょうか。

―― 観光は日本の地方が抱える問

いと思います。

またお金が発生し、集客能力も高ま

ですね。

そうですね。スタッフはＵＪＩタ

ります。例えば、長野の県南にある

―― 国東半島でやってきたことを、

は、日本の田舎があるから。観光に

んですよ。だからうちのツアーは、

開田高原では、ずっとボロボロのバ

別の場所でも広めたいということで

よって、田舎を再生していきたいと

私が日本でこの活 動ができるの

スを使っていましたが、１年半前に

すね。
いかないと。ただ、我々に全国で活

聞き手：観光地域研究部 菅野正洋

―― ありがとうございました。

考えています。
動を行う力はないので、可能性と実

編集協力：吉田千春

そうです。日本全国を元気にして

新品になりました。将来がいくらか
見えてくると、人間って元気になる
ここ（杵築）でも同じような現象

例をアピールしたいですね。最近は
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んです。
が起きているんです。頑張れば何と

事業コンサルティングの依頼や視察
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かなる。頑張ることによってもしか

ポール・クリスティ
1961年生まれ。イギリス・ケント州出身。1987年に留
学生として来日し、89年まで日本で生活。その後、イギ
リスと日本を行き来しながら、さまざまな職に就く。95
年～2002年は、フリーランスのディレクターおよびプロ
デューサーとして、ヨーロッパ、中東、インド、アフリカを
取材。97年からは香港法人ウォーク・ジャパンのツアー
リーダーの仕事も始める。02年に大分県国東半島に移
住し、10年にウォーク・ジャパンのCEOに就任。第２種
旅行業者、ザ・ジャパン・トラベル・カンパニー株式会社
を設立し、同社の代表取締役となる。
2016年、クールジャパン・アンバサダーをはじめ各協
議会役員としても活躍中。

ける雇用の確保と所得の向上などの

インバウンドにも対応した農村にお

交流や都市住民の移住・定住の促進、

している。２００７年（平成

楽しむ滞在型の余暇活動」と定義

おいて自然、文化、人々との交流を

たもので、同省では、
「農村地域に

年）

取り組みを行っている。

段として観光、その振興に取り組む

農山村においても、地域活性化の手

調査研究を手掛けることも多いが、

少子高齢化が進んだ過疎地域などの

民泊、さらには食育などがこれに当

体験や農産物加工体験、農林漁家

滞 在型の余暇活動であり、農作業

自然、文化、人々との交流を楽しむ

計画」では「農山漁村地域において

に策 定された「観光立国推進基本

地域が増えていると、実感している。

たる」という表現で、グリーン・ツ
ーリズムが定義されている。
帝京大学准教授で、農村地域に

農林水産省でも、
「食料・農業・

るが、この言葉は、１９９２年（平

リーン・ツーリズム」が思い出され

農山村における観光というと、「グ

域を指す言葉として用いている。

山村」
「農村」
「田舎」は農山漁村地

業などの一次産業全般を、また「農

なお、本稿で「農業」とは農林漁

業などを包括した『ふるさと』とし

村の文化、風習、自然環境、農林産

長期には、都市とは対極にある農山

ク（１９７３年）による経済の低成

園が急増した。また、オイルショッ

が自然と触れ合う場として観光農

高度経済成長で増加した都市住民

例 え ば、
「１９６０ 年 代 後 半 には、

光が展開されてきた」と指摘する。

する以前にも、農山村では類似の観

リーン・ツーリズム』の用語が登場

している山田耕生氏によると、
「
『グ

ーラル・ツーリズム』が広がり、農

地域資源を利用した余暇活動の『ル

れるようになり、農山村のあらゆる

農山村の持つ多 くの側面が着目さ

光を浴びた。２０００年に入ると、

リーン・ツーリズム』が全国的に脚

体 験と農 家民宿が強調された『グ

始めた１９９０年 代に入り、農 業

もにリゾート開 発ブームが終 息し

その後、
「バブル経済の崩壊とと

に広まった」という。

るさと』の観光対象化の動きが急速

おけるツーリズムの展開過程を研究

農 村 基本 計画」
（２０１５年３月 ）

成４年）に、農林水産省の「新しい

ての農山村の価値が注目を集め、ふ

開されている。

の活力 向上を目的とした施策が展

人口減少に歯止めをかけ、日本全体

と、東京一極集中を是正し、地方の

日本では、地方創生の掛け声のも

と併せて「魅力ある農山漁村づくり

食料・農業・農村政策の方向」とい

農山村と観光、
その変遷

に向けて」を策定し、旅行・観光に

山村での多 様な楽しみ方や滞 在の

山下氏が特に親しんだ山村、青森県黒石市山形地区の伝統行事「大川原の火流し」

るさと村、
ふるさとの味といった、『ふ

～農山村が観光に取り組む意義を考える

う答申の中で初めて公式に用いられ

地方創生時代における
農山村と観光

近い分野においては、都市と農村の

て考えてみたい。

の本質、取り組む意義について改め

における観光（以下、農山村観光）

ここでは、各稿をもとに、農山村

私の所属する観光地域研究部は、

19

視
座
吉澤 清良
公益財団法人日本交通公社
観光地域研究部 次長・主席研究員
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特集テーマからの

特集 2

ども含めて、可能な限り現場の実態

村同士が力を合わせて手を組み、田

条件不利地域はインバウンド
観光振興をどう捉えているか

さを指摘している。

仕 方が広がり を見せるようになっ

各稿を通して、
「農山村（人）の魅

舎の魅力を発信していくことの大切

グリーン・ツーリズムの登場によ

力」
「都市と農山村の関係」
「プログ

に迫るものとなるように努めてきた。

り農山村観光は注目を集めること

ラムづくり・商品化」
「受入課題」
「コ

た」とのことだ。

になるが、これは必 ず しも 新 しい

ンバウンド」
「観光の効果」などに

ーディネート組織」
「情報発信」
「イ

代の社 会・経 済の状 況や、地 方 と

ついて、数多くの示唆をいただいて

観 光の形 態ではなく、その時 代 時
中 央の、農山村と都 市の関係 性を

いる（表１）
。
要点を整理しておくこととしたい。

ここでは、各稿を振り返り、その

色濃く反映しながら展開されてき
たと言える。

各特集の要点を
振り返る

全国の市区町村を対象としたアン

ケート調査をもとに、吉谷地裕は、

地域振興立法５法の指定地域につい

て、次の通り分析した。

・地域が抱 える人口や雇 用、福 祉
や教育に関する諸課題について、

観 光 振 興、ま たインバウンド 観
ダニエル・カール氏は、
田園の風景、

税 収に関 する課 題 」に対してで

かったのは、い ず れ も「 雇 用 や

光 振 興による解 決への期 待 が 高

などを背景に、農山村の風景や農業

寺や神社、四季折々の風物詩など、

あった（観光振興への期待 ・７

自信を持って、
田舎の魅力を発信しよう！

の営み、田舎の暮らしそのものを活

さまざまな日本の魅力を挙げた。

近年では、旅行者の価値観の変化

かした取り組みが、さらに進展しつ

本特集では、東北地方で、農山村

なくない。

国人が訪れるようになった地域も少

の魅力が高く評価されて、多くの外

つある。また、農山村の中には、そ

の田舎は、古さに新しさも取り入れ

はない大きな魅力だ。しかも、日本

のファッションまでもが、他の国に

丁寧な仕事ぶりや、農家のお母さん

印象深く、小さな棚田や段々畑での

その中でも、
「特に農業の風景は

よりも高い。

８％と、その他の地域（ ・５％）

・インバウンド観光振興の重要度に

ついては、
「 重 要である」が ・

％、インバウンド 観 光への 期 待

観光を牽引してきた先行・先進事例

て、ダイナミックに変化している」

・２％）
。

を中心に、全国でもインバウンドの誘

と語った。
そして、
「なんもねんだ（何もな

６％）
」
「受入環境整備（ ・２％）
」

・実施しているインバウンド関連施

策 については、
「 情 報 発 信（ ・

52

55

29

「プロモーション（ ・７％）
」とな

54
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客に成功している事例を対象として、
ご寄稿、あるいは取材をさせていた

いんだ）
」と謙遜ばかりせず、市町
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だき、乗り越えてきた苦労や課題な
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巻頭言 自信を持って、田舎の魅力を発信しよう !
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条件不利地域はインバウンド観光振興を
どう捉えているか
観光振興は地方を救うか
－交流から始まる観光とこの国のちから
舞台と農業にこだわった修学旅行＂40年
の想い＂
飛騨の里山から世界へ クールな田舎を
プロデュース
知られざる日本の魅力をたどるウォーキ
ングツアー
特集 1

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
農山村（人）の魅力 都市と農山村の関係 プログラムづくり･ 商品化 受入課題 コーディネート組織 情報発信 インバウンド 観光の効果

各稿で取り上げられた内容

表１ 各稿で取り上げられた
内容の整理

資料：
（公財）
日本交通公社作成

視
座
っている。

山下祐介氏は、
「観光は地方にと

観光振興は地方を救うか
―― 交流から始まる観光
とこの国のちから

影 響 や 期 待 さ れる 事 項
って本当に稼げる普遍的な手段なの

・イン
 バウンド観光に関連
して地域に生じている好
の有 無については、
「ど

山漁村を訪れ、自分がどうやって生
きているのかを、観光を通じてもっ
と間近に理解する必要がある」その
ことの大切さを指摘した。

舞台と農業にこだわった
修学旅行“ 年の想い”

り地域住民に誇りや自信は生まれた

ヒアリング調査からは、
「観光によ

併せて実施した、一部市町村への

比べて高い割合を示している。

（ ・４％）
」と、その他の地域に

事 項 の 有 無 に つ い て も「 あ る

・一 方
 で、地 域に 生じて
いる課題や懸 念される

の地域に比べて高い。

生産一辺倒に偏ってしまった」こと

カネと時間のバランスがあまりにも

都市と農村、そして経済と暮らし、

の上で、問題の原点は、「中央と地方、

さなくてはならない」と説いた。そ

都市と農村の交流観光こそを目指

しむことが基本だ。地方と中央の、

旅行者が楽しみ、受け入れる側も楽

そして、
「観光は、楽しむものだ。

た農家体験の修学旅行については、

１９７７年（昭和 年）に始まっ

にあった」と話した。

励まそうという優しさがここの風土

は、「若者たちを迎え入れ、食べさせ、

年）
、わらび座が拠点とした秋田に

中島祥崇氏は、１９５３年（昭和

題を提起した。

何のための観光振興なのか」との問

だろうか。そもそも観光とは何か。

2

にあると警鐘を鳴らした。

大 和 田 し ず え 氏、 阿 部 裕 志 氏、

40

特集

ちらとも言えない（ ・
７％）
」に次いで、
「ある
（ ・０％）
」と、その他

特集

3

43

が、生業とは直結していないのが現

43

年の長きにわたり、仙北市を

した一種の『投資』だから」
（内子町）

の将来がないという危機感を背景と

重要施策として取り組むのは、地域

状。それでも、インバウンド振興を

「こうしたコンテンツを用いた観光

原点が潜んでいる」として評価し、

積され、日本人の暮らしのあり方の

古い村にはさまざまな生活文化が蓄

のに便利で豊かなところであった。

運動の紹介の中で、
「山村は生きる

後半、
ご自身の「津軽学」
「白神学」

ソードを交えて熱く語った。今では、

たかもしれません」と、多くのエピ

農家が受けた感動や刺激が大きかっ

さを再認識できた。生徒たち以上に、

稲刈りをする姿に、農業の素晴らし

が、都会の子たちが来て喜々として

終わりだと思っていた農家の人たち

まって６～７年が経ち、もう農業は

間かかった。しかし、減反政策が始

「農家などへの依頼から準備に２年

「ＤＭＯ」
（ Destination Management/

さに多 くの地域で検 討されている

か」ということ。国が推奨し、今ま

役割を大事にする仕組みができない

絶対必要だ。コーディネーター的な

農家と観光を結ぶ場合、その役割は

ど注目されていない。どの地域でも

を結ぶコーディネート機能はほとん

題として挙げたのは、
「学校と農家

わらび座の方々が、農山村観光の課

両調査から見えてきたことは、農

との声も聞かれた。

なりわい

山村を抱える自治体が、地域活性化

には多くの期待が潜在している」と

に受け継がれているという。

のために、各種施策に試行錯誤しな
あった。

そして、
「都会の人々はもっと農

農家体験は、２代目、３代目の農家

毎回、大きな感動を呼ぶ農家体験

分析した。

中心に秋田の農家体験を支えてきた

40

がらも期待を持って取り組む実態で

28

）に もつな
Marketing Organization
がる話であった。

52
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飛騨の里山から世界へ
クールな田舎をプロデュ
ース

山田拓氏は、
「ツアーにおいてガ
イドの役割は非常に重要。
『暮らし
を旅するガイドツアー』をキャッチ
コピーに、暮らしや地域の人の想い
を感じられるツアーを心 掛 けてい
る」と、その魅力を説明し、
「地域
を豊かにするために観光を使う。商
売の成功だけでなく、地域の happy
を生み出していくことが大切」と、

ては可能性の宝庫。世界には、日本

ている。農山村は、観光振興におい

は、それらが暮らしの形として残っ

文化の重厚な蓄積がある。農山村に

話した。

るには、田舎を訪れるのが一番」と

は、あるがままの生活スタイルを見

てきた日本人。日本人を理解するに

物、歴史や文化、それらを作り上げ

使うか」の３点を挙げた。

ー、効率、どうやって時間をうまく

過ごしてもらうか」
「エフィシェンシ

か」
「どうやって満足できる時間を

やせない。ガイドの育成に時間とお

しかし、
「ツアーは、簡単には増

の地域のアピール性が何か、理解し

番の問題は、
「言葉ではなく、自分

インバウンドを受け入れる際の一

の農山村の資源の価値を認めて、対
価を支払ってくれる人たちがたくさ
んいる」と話した。

和が、地域を動かすくらいの塊にな

大事なこととしては、
「インタレス

知られざる日本を商品化するのに

切れない関係。ある種のバランスが

それ以外の効果があるが、切っても

トには、地域への経済的な効果と、

そして、
「観光がもたらすメリッ

ていないこと」と指摘した。
さんの満足度で、ガイドが要だ」と、

金がかかる。会社の生命線は、お客

総和』が重要で、新たなことに取り

ガイドの重要性を説いた。

農山村観光には、
「
『地域の意志の
組みたいと考える人たちの意志の総
るかどうか、そこに地域の未来がか

る問題 解 決に全てではないが役 立

大事だ」
「観光は日本の地方が抱え

「
『あの国のあんな町になりたい』と、

つ。落ち着いて５年くらいかけて良

ト、どれだけ興味を持ってもらえる

具体的なモデルで共有するとよい」

い基盤を作れば、その後も長い効果

かっている」
、地域がまとまるには、

と解説した。

は得られる」と語った。

大都市の近くにまで、多岐にわたっ

受けている。山間部や離島に限らず

振興立法５法』のいずれかの適用を

日本の約６割の市区町村が『地域

光の本質とは何かを考えてみた。

各稿を通して、改めて、農山村観

■農山村観光の本質

農山村観光の本質、
意義を考える

「観光が地域社会に果たす役割は
非常に大きい。単なる三次産業の一
部ではなく、地域の広告塔として、
そして地域経済のフロントエンジン
として観光産業は位置づけられる」
と結んだ。

ポール・クリスティ氏は、
「日 本

知られざる日本の魅力を
たどる
ウォーキングツアー

の一番の魅力は、田園の風景、食べ

その信念を語った。

農家の神棚と仏壇も魅力的な素材のひとつ

2017/01/11 午後1:16
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経験豊かなガイドが里山の文化・歴史、暮らしを丁寧にご案内

日本の魅力と農山村については、

5

4

「日本には他の国にはない、歴史・
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特集

視
座
て存在している。そして、

■ 農山村観光の取り組み、その留意点

の場、機会があること」を忘れては

ご意見もいただいている。

いろいろな田舎に出掛けて、ＳＮＳ

「今、日本に住んでいる外国人は、

それでは、農山村が観 光に取り

四つ目は、
「情報発信の強化」で

ならない。

こうした農山村での生産
組む際の留意点は何なのだろうか。

影響力も大きいから、日本の田舎の

活動により自然環境が維

氏、ポール・クリスティ氏は、口々

魅力を、もっと在日外国人を通じて

で発信している。海外の観光客への

が指摘された、
「目的の明確化と共

に、
「日本人自体が、地域の魅力に

発信するといいのではないか」

ある。ダニエル・カール氏、山田拓

れ、 そ の 営 み を 通 じ て、
有 」だろう。観 光はあくまで地域

気づいていない。発信していない。
」

まず一つ目は、
山田拓氏（特集４）

日本 文 化、ひいては日本
振興の手段の一つであることを認識

と指摘した。日本・日本人の良さは、

持され、食料が生み出さ

人そのものが形作られて
し、その目的を理解し、地域一丸と

世界 的にはまだまだ知られていな

この何でもない、ありのままの地域

さ」が詰まっている。そして、時に

に根差した伝統行事など、
「田舎の良

な風景、地域の神社・仏閣、暮らし

に見られる四季折々の繊細

（特集５）のように、観光事業者が

その際には、ポール・クリスティ氏

であり、農山村観光の舞台となる。

然や農山村の風景、それこそが資源

保全」である。都市では失われた自

二つ目は、
「田舎の風景、環境の

のヒアリング時に、実は次のような

ダニエル・カール氏からは、巻頭言

ては、おおむね高く評価しているが、

るインバウンド誘客の可能性につい

各氏いずれも、農山村観光におけ

減されることが期待される。

葉やコミュニケーションの問題も軽

たり、最大のネックとも言われる言

め、地域が外国人を受け入れるにあ

に一定の理解もあると推察されるた

国人が居住している。彼らは、日本

（２０１５ 年末、法務省）の在日外

日 本 国 内には約 ２２３ 万 人

きた。
なって取 り 組んでいくことが 望 ま

いという。

農山村には、都市では
しい。

を、地域の「人」
（ツアーガイド、受

現地の人たちと手を組み、景観を守

感じられない、自然や田畑

入農家、地域住民など）との出会い

っていく、そうした姿勢が大切だ。

指摘している。

みを作らないと難しい」と、課題を

ら、それも含めてお金がまわる仕組

ネートだけで仕事を成り立たせるな

なのがコーディネーター。コーディ

バランスも大事で、そのために必要

（特集３）は、
「農家の生活と観光の

ート組織の存在」である。わらび座

最後に、五つ目は、
「コーディネ

と考える。

報発信をする上では効果的である

ことも、外 国人に向けて地域の情

在日外国人をターゲットとする

や触れ合いが、大きな魅力へと変え

三つ目は、
「高品質の高付加価値
商品の企画・提供」である。山田拓

てきた。
これらのことは、ダニエル・カー

「何を、どこの、誰に売るのか」を

氏やポール・クリスティ氏のように、

をはじめ、各稿で異口同音に語られ

明確に意識して、価格に見合った相

ル氏（巻頭言）
、
山下祐介氏（特集２）
ているが、農山村で、地域の人とと

応の特徴・魅力をつけていくことが
なお、繰り返しになるが、企画の

もに過ごす時間を通して、その魅力
これこそが農山村観光の本質であろ

際には、
「人（ツアーガイド、受入

必要不可欠である。

う。そのことを、私たちは改めて理

農家、地域住民など）との触れ合い

や価値を理解し、感動を与えること、

解した。

情報発信の重要性について語るダニエル・カール氏（日本交通公社ビ
ル ライブラリーホールにて）
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特集テーマからの

目指す、わらび座の動向に引き続き

置し、地域での新しい関係の構築を

い。社内に「あきたびくらぶ」を設

中間支援組織の成功例は多くはな

全国的にもこうした観光における

も、望みを託して取り組む市町村の

果たせる役割は限定的」と感じつつ

少や高齢化などの地域課題の解決に

見えてきたのは、
「観光が人口減

取り組む意義について考えてきた。

ンバランスな状況下では、なおさら

中央と地方、都市と農村の関係がア

ない。山下祐介氏が指摘したように、

課題の根本的な解決方法にはなら

残念ながら、おそらく観光は地域

じている。引き続き、農山村におけ

を明るくすることができると強く信

なわち、やり方次第では地域の将来

その後も長い効果は得られる」
、す

ないが役立つ。良い基盤を作れば、

ィ氏の「観光は問題解決に全てでは

それでも、本特集の作成に中心的

のことかもしれない。

取り組み、課題を乗り越え、少なか

に関わった私ども（吉澤、菅野、中

姿。一方で、農山村観光に積極的に

らず観光に地域活性化の可能性を

外国人の中には、田舎のありのままの生活を

注目したい。

■終わりに

柴田氏

島、吉谷地）は、ポール・クリステ

―― 田舎に来る外国人とは？

見いだしている実態であった。

秋田県湯沢市秋ノ宮

約300戸、水稲を中心に、イチゴの生産などが行われて
いる。地域内には秋の宮温泉郷 があり、年間延べ2万
2,166人（平成27年度秋田県観光統計）の観光客が訪れる。
一時は、
「秋の宮温泉郷ブラッシュアップ・ネットワーク」
（2003年発足）に端を発する取り組み（湯巡り、農業体験、
かだる雪まつりの開催、JR・JTB共同商品など）が注目を集
め、県内でも先進地として知られるようになったが、担い
手の高齢化をはじめさまざまな事情が重なり、少し停滞
期に入っているようだ。
東京から秋田新幹線を利用して最寄り駅まで最速で約
4時間。交通の便も決して良くはない秋ノ宮地域に、
ここ数
年、外国人観光客の姿が散見されるようになってきた。
私の20年来の仲間に、市役所を早期退職し、現在、地域
資源を活用した地域づくりを担う
「一般社団法人 地域力
ワークスやまもり」の事務局長、柴田裕氏がいる。柴田氏
に、田舎を訪れる外国人の特徴について聞いた。

各 稿を通して、農山村が観光に

田県内でも過疎化、高齢化が著しい秋ノ宮地域。農家数は、

地域からの声

秋田県は、東日本大震災の発生後、東北地方でも、国内
旅行、訪日外国人旅行ともに回復の足取りが遅い。その秋

楽しめない方もいる。野菜の無人販売などは馬鹿にされ
ることもある。田舎を楽しめるのは、
日本文化のことを理解
している方、異文化に寛容な方。

――彼らの楽しみ方とは？
柴田氏

彼らは「なぜ？」
と疑問を抱き、
自国の文化と照

らし合わせて楽しむ。日本酒の酒蔵をワイナリーと呼び、
「ブドウ畑でワイン」
と同じ感覚で、
「田んぼで酒」を楽しむ。
また、彼らは、面白いポイントを探すのがうまい。彼らは、
秋田杉の林を見て、かくれんぼを始める感性を持っている。
それらが、今では、子ども向けのメニューとなっている。
田舎には、彼らのような真の「旅人」に来てほしい。

観光振興は、行政が全て

みがあるとよい。
「いかに来てもらう
か？」
という視点から、ハード・ソフト
の両面で「どう受け入れるか？」
という
視点へ、地域がシフトチェンジできる
か、組織と人材の育成が大変重要だ。
（聞き手：吉澤清良）
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田舎を訪れる外国人について語る、柴田裕氏

（よしざわ きよよし）

DMOを、2～3年程度、支援する仕組

る観光、その振興に寄与できるよう

柴田氏

できるわけではない。観光協会や

研究を深めていきたい。

―― 農山村観光の
課題とは？
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熊本地震の観光復興状況に関する調査研究
―― ２０１６年春季（４～６月）の調査結果（速報）について

牧野 博明

の対応」
「観光復興に向けた取り組

主任研究員

おおむね観光客の受け入れが可能だ

み」
「観光復興における課題」につ

観光政策研究部

そこから導き出される課題を整理

ったにも関わらず来訪を避ける傾向

いて、エリアごとにとりまとめた結

公益財団法人日本交通公社

するとともに提言を行 うことを目

が見られた「被災影響発生エリア」

当財団では、
２０１６年（平成 年）
４月に発生しました熊本地震が九州

的とする調査研究を行っています。

表のとおりです。

ここでは、２０１６年春季（４～

にも関わらずツアー中止などの影響

普段通りの観光活動が可能であった

物販施設、神社・城郭）
、鉄道、道

中心エリア」では、建物（宿泊施設、

被害・復旧状況を見ると、
「被災

果は

要観光地を対象に１年間にわたりヒ

６月）の調査結果（速報）をお知ら

があった「被災影響限定エリア」
（前

（熊本県・大分県・宮崎県の一部）
、

アリングなどにて定期的に把握し、

せいたします。

方で建物は一部を除いて復旧し、ラ

いない箇所が存在しますが、その一

生し、６月末時点でも復旧に至って

では、鉄道や道路の一部に被害が発

在します。
「 被 災 影 響 発 生エリア」

路などが大きな被害を受け、いまだ

被 害・復 興 状 況 を も と
にしたエリア区分
地震の影響の度合い（被害状況お
よび観光復興状況）をもとに、九州
直接的な被害が大きくそれが観光

ける「被害および復旧状況」
「観光

２０１６年春季（４～６月）にお

しませんでした。

エリア」では、直接的な被害は発生

旧となっています。
「 被 災 影 響限 定

イフライン、物流、情報は早期に復
に影響を与えた「被災中心エリア」

客の動向」
「被災者および旅行者へ

（沖縄を除く）をエリア区分すると、

（熊本県熊本市、
熊本県阿蘇市など）
、

２０１６年 春 季（４～６
月）におけるエリアごと
の状況

述の地域を除く九州内）の３エリア

P
38

に復旧の見通しの立たないものも存

および観光の復興状況について、主

（沖縄を除く）の観光に与えた被害

28

に分けられます（図を参照）
。

国町（黒川温泉）
、佐賀県嬉野市（嬉野温泉）
、
熊本県阿蘇市、熊本県熊本市、熊本県南小

長崎県長崎市、長崎市雲仙市（雲仙温泉）
、長

崎県佐世保市（ハウステンボス）
、大分県別府

市（別府温泉）
、大分県由布市（由布院温泉）
、

大分県竹田市、宮崎県宮崎市（シーガイア）
、
宮崎県日南市、鹿児島県鹿児島市、鹿児島県

指宿市
（指宿温泉）
、
鹿児島県霧島市
（霧島温泉）
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観光研究最前線（1）
調査対象地

●

●

被災中心エリア
●

熊本市
●

長崎市

●

※名称が記載されている観光地・温泉地は、
本調査におけるヒアリング対象地です。

● 竹田市

雲仙温泉

日南市 ●
鹿児島市

●

観光客（宿泊客）の動向を見ると、

国内客については地震発生後、エリ

アを問わず大幅に減少し、６月にな

っても戻りは芳しくありませんでし

た。海外客については、
「被 災中心

エリア」
「被災影響発生エリア」に

おいて客数がわずかになった地域も

あるなど、一部の地域を除いて激減

となりました。

震災復旧・復興策を見ると、
「九

州ふっこう割」
（利用は７月以降）
、

「中小企業等グループ補助金」
「雇用

調整交付金」をはじめ、国や地域の

さまざまな政策が活用されていま

す。また、イベントの予定通りの実

施やプロモーション強化などに努め

るところも見られます。

課題としては、観光に関するデー

タの整備、適切な情報の収集および

発信、地域の状況に応じた政策・制

2017/01/11 午後2:22
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●

響
被災影響発生エリア
阿蘇市 ●

● 由布市
● 黒川温泉

嬉野温泉

ハウステンボス

度の実施（
「九州ふっこう割」の柔

軟な対応など）が挙げられました。

観光研究最前線（1）◉熊本地震の観光復興状況に関する調査研究 —— 2016年春季（4～6月）の調査結果（速報）について
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被災影響限定エリア
図 エリア区分

別府市 ●

シーガイア ●
霧島温泉

●

指宿温泉

表 エリアごとの状況
被災中心エリア

被災影響発生エリア

被災影響限定エリア

被害および
復旧状況

・建物は、徐々に復旧が進む一方で、
一部に復旧のめどが立たないものも
見られる。
・ライフラインは、一部地域の上下水
道の復旧に時間がかかったものの、
6 月中にはほぼ全面的に復旧した。
・鉄道は、豊肥本線の一部などで不通
となり、6 月末時点で再開に至って
いない。
・道路は、国道 57 号の一部区間など
が不通となり、6 月末時点で復旧の
見通しは立っていない。
・物流は、一時的にガソリンの購入制
限が見られたが、おおむね障害は発
生しなかった。
・情報は、一時的に遮断された地域が
あるものの、早期に復旧した。

・ 建物は、甚大な被害を受けた施設を除 ・道路交通に一時的に遅延などが発生
き、早期に復旧・営業再開となった。
したものの、全般的に被害は発生し
・ライフラインは、一部地域において被
ていない。
害を受けたものの、早期に復旧となっ
た。
・鉄道は、豊肥本線の不通区間を除き、
早期に再開した。
・道路は、一部において通行止めあるい
は通行規制が発生し、現在もその状況
が続いているところがある。
・物流は、一時的に不足となった箇所が
あるものの、早い段階で復旧した。
・情報は、一部で伝わりにくくなったもの
の、早い段階で復旧した。

観光客の動向

・宿泊客（国内客）については、地震
発生後に個人客・団体客とも大幅に
減少したが、6 月に入ると個人客に
やや戻りが見られた。
・宿泊客（海外客）についても、地震
発生後に個人客・団体客とも大幅に
減少したが、6 月に入ると個人客が
若干程度見られるようになった。
・国内客に比べると、海外客の戻りが
遅い。
・国内客については、交通事情なども
勘案し、まずは福岡を中心とする九
州内からの誘致に力を注いだ。

・宿泊客について、国内客は大幅な減少 ・宿泊客について、国内客は減少する
が続き、海外客はほとんど見られなかっ
ものの、徐々に回復する傾向が見ら
た。
れた。海外客は一部の地域を除いて
・日帰り客について、国内客は 6 月に一
回復が遅い。
部地域にて戻りが見られ、海外客は地 ・日帰り客については、国内客・海外
域によって戻りの傾向が異なった。
客とも減少した一方で、海外のクルー
・国内客は、福岡などの九州内が多い一
ズ客への影響はあまり見られなかっ
方で、なじみ客（リピーター）は遠方か
た。
らも訪れている。海外客は、出身国・ ・国内客については、地域（立地環境）
地域による差も見られる（台湾は戻りが
により、九州からの観光客が減少し
たところと、九州外からの観光客が
早く、中国・韓国は遅い）。
減少したところに分かれる。海外客
については、韓国を中心に減少した。

被災者および
旅行者への対応

観光復興に向け
た 取り 組 み（ 政
策、独自の活 動
など）

観光復興に
おける課題

・被災者に対しては、避難所を設置し、 ・被災者に対しては、避難所設置の他、 ・被災者対応（受け入れ）などを行った
ところはあるが、利用はされなかっ
宿泊施設や温泉施設にて被災者を受け
またホームページなどを通して情報
た。
入れたところもある。
を定期的に発信した。
・ 旅行者（宿泊者）に対する情報提供 ・一時的に、復旧工事関係者やマスコミ ・旅 行 者 や宿 泊 者への 情 報 提 供 は、
宿泊施設が個別に行った。
などを受け入れた地域もある。
は、主に宿泊施設（民間）が行った。
・各所からの情報収集および被災者・旅
行者への情報提供については、ホーム
ページ、FAX、通信ソフトなどのさまざ
まな手段が活用されている。
・
「九州ふっこう割」
（7 月以降）、
「中小
企業等グループ補助金」などが活用
されている。
・阿蘇地域においては、今回の地震を
受け、
「観光圏事業」の内容変更を
行った。
・独自の取り組みとしては、豊肥本線
の復旧に向けた対応（九州横断特急
の運行依頼など）
、イベントの予定通
りの実施（自粛せず）などに取り組ん
だ。

・
「九州ふっこう割」
（7 月以降）、
「中小企 ・
「九州ふっこう割」
（7 月以降）が活用
業等グループ補助金」などが活用され
されている。直接的な被害がないた
ている。
め、その他の震災に関する制度の利
・
「雇用調整交付金」については、活用
用は見られない。
されているところがある一方で、
「使い ・独自の取り組みとしては、イベントの
にくい」との声もあった。
予定通りの実施、国内外での PR な
・この他にも、
「小規模事業者持続化補
どが行われた。
助 金 」、県や市 町 村が発行する券面、
金融機関の利子補 塡なども活用されて
いる。
・独自の取り組みとしては、イベントの予
定通りの実施や新たなイベントへの取り
組み、新聞広告や海外でのプロモーショ
ン、クラウドファンディングの活用など
もされた。

・地震などの災害に備えたリスク管理
（基金の活用など）の検討が必要であ
る。
・報道などの影響により、イメージが
悪化した地区がある。報道のあり方
も考える必要がある。

・耐震補助の強化も必要である。
・復興 PR を行う場合、他市町村との
・情報の上手な収集・発信方法を検討す
連携も重要である。
る必要がある（道路情報の一元化、観 ・災害に備えたリスク管理は重要だが、
光の視点に立った情報提供など）。
財政的に厳しい。
・災害に備えたリスク管理を地域として取 ・情報発信の内容も重要である（マイ
り組む必要がある。また、他地域との
ナス面だけでなくプラス面の発信も
連携も強化していく必要があり、今回、
必要である）。
由布院温泉と黒川温泉は初めて連携事
業に取り組んだ。
・避難所収容力（住民および宿泊客）が足
りないところもある。

ほ て ん
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「九州ふっこう割」の反響
・交通が遮断されている地域の宿
泊施設の場 合、効果を享 受で

①観光に関するデータの整備

③地域の状況に応じた政策・制

などを中心に整備が進められて

ータについては、国や地方自治体

などの事業者が特に求める政策・

（エリア区分）により、宿泊施設

地震による直接的被害の程度

度の実施

いるが、
まだまだ不十分と言える。

制度が異なる様子がうかがえた。

観光客数、宿泊者数などのデ

間などを独 自に設定できるよ

例えば、宿泊者数については、デ

「被災中心エリア」では建物の修

きない。

うな、地域版の「九州ふっこう

ータの入 手・算 出方 法が地域に

復に関するもの、
「被災影響限定

年 ）７月よ

割 」 が あ れ ば 理 想 的 で あ る。

より異なる場合があり、また宿

エリア」では観光需要創出（
「九

２０１６年（平 成

そ の 場 合、 旅 行 会 社 で な く、

泊者の属性などを把握していない

州ふっこう割」など）に関するも

ました。
その結果、次のような意見が出さ
れました。

・地域の事情に応じて割引率や期

についても、予約・利用状況や活用

地域の組 織（ 観 光 協 会、商工

ところもある。このため、データ

りスタートした「九州ふっこう割」
における課題・問題 点などを聞 き

会議所など）が扱えるように

の、
「被災影響発生エリア」では

修復と需要創出の双方がそれぞ

整備を一層進める必要がある。

・割引率が高いため、制度終了後

れ求められている。そのようなな
地震発生後、自治体、観光関

一律より も地域 事 情に応じた柔

の跳ね返りが心配である。
・宿 泊 施 設 だけでなく 、観 光 施

連団 体、民間 組織が、それぞれ

軟な運用が望まれている。

か、「九州ふっこう割」については、

設 で も 利 用 で き る と 幸 いで

の情 報 網やネットワークをもと

本調査結果の概要は当財団のウェ

に、
情報収集および発信を行った。
ただし、手探りでの対応となった

ブサイトに掲載しておりますので、

https://www.jtb.or.jp/research/

ところもあり、リアルタイム情報
外部リンク先の添付対応、宿泊

theme/reconstruction/reconstruction-

詳しくは以下をご覧ください。
施設への対応依存など、情報の収

earthquake-kumamoto

の不足、ホームページ上における
本調査において、観光復興を図る

集・発信が不十分な地域も見ら

本調査において示され
た主な課題

ある 。

②適切な情報の収集および発信

してほしい。

●「九州ふっこう割」の利用状況に
ついて
・エリア区分を問わず、利用はと
ても多い。
・「九州ふっこう割」を利用する
ため、その直 前（６ 月 ）の宿
泊者の戻りが遅れた可能性が
ある。
●「九州ふっこう割」活用における
・「掛け売り」方式であるため、

うえでのさまざまな課題が浮き彫り

れた。このため、緊 急 時に 備 え

課題・問題点
一部の宿泊施設は財政的に苦し

となりました。その中から、特に重

くなる。

た明確な対応策や行政・民間の

2017/01/11 午後2:22
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・旅行会社との取引を行っていな

（まきの ひろあき）

要と考えられる項目について、以下

役割分担などを検討する必要が
ある。

に指摘します。

い宿 泊 施設の場 合、効果を享
受できない。

観光研究最前線（1）◉熊本地震の観光復興状況に関する調査研究 —— 2016年春季（4～6月）の調査結果（速報）について
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28

公益財団法人日本交通公社

観光経済研究部

文化的な効果（例：地域資源の保存

近年、訪日外国人旅行者数は好

う視点が重要となる。本研究ではこ

プラスの効果を生み出していくとい

光地にとっても、経済的な効果（例：

訪日外国人旅行者を受け入れる観

残している。また、産業だけでなく、

っており（図１）
、市場拡大の余地を

国人旅行の割合は２・６％にとどま

増となったが、総取扱額に占める外

踏まえ、各市場の訪日旅行商品の特

社などへのヒアリング調査の結果も

る（表１）
。本稿では本調査と旅行会

降「本調査」とする）を実施してい

交通公社『訪日旅行商品調査』
」
（以

行商品を対象とした「
（公財）日本

として、台湾、香港、中国の団体旅

柿島 あかね
主任研究員

旅行会社9社（台湾3社、香港2社、中国4社）

本研究の背景と目的

調に推移し続けており、２０１５年

うした問題意識に立ち、まずは海外
の訪日旅行商品の現状を把握するこ

地域産業への経済効果向上や新たな

徴とテーマ別（買い物、体験）分析

調査対象

や継承など）といった地域にとって

年 ）に は 過 去 最 高 と な る

１９７４万人を記録した。これを受

とを目的として、２０１５年度（平

（平成

け、国内の旅行会社の外国人旅行取

成

年度）より当財団の独自調査
扱額は前 年 度比 ・０％増と大幅

ビジネス機会の創出など）
、社会的

【台湾】：528商品
7月発：263商品／8月発：265商品
【香港】：201商品
7月発： 94商品／8月発：107商品
【中国】：492商品
7月発：265商品／8月発：227商品

有効商品数

27

の結果を紹介する。

2015年6月22日～23日（7月出発分）
2015年7月21日～22日（8月出発分）

ＪＴＢＦ訪日旅行商品調査

2013

44

な効果（例：地域のイメージアップ

調査時期

台湾・香港・中国発の団体旅行商品

50

27

や 市 民の 活 躍 の 場 の 広 が り な ど ）
、

表１（公財）

日本交通公社「訪日旅行商品調査」調査概要

―― ２０１５年夏季商品の動向

1.8%
1.5%

1.2%

資料：観光庁「主要旅行業者旅行取扱状況年度総計」の2012年～2015年度の結果より筆者作成 ※2015年度は速報値
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2012

0.9%
121
0.8%

0.0%
2015（年度）
2011

2014
83

0.3%
66

0.6%
46

0

■ 外国人旅行取扱額
総取扱額に占める外国人旅行の割合

150

174
1.1%

2.4%

2.6%

2.7%
（単位：10億円）

200

1.3%
100

2.1%
1.9%

観光研究最前線（2）
図１ 外国人旅行取扱額とシェアの推移

※7月と8月に同一の商品が販売されている場合は1商品としてカウントしている

30

40

50

60
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80％

台湾
香港

表3 ブロック別の訪問率
台湾

香港

中国

北海道

17.5%

15.9%

東北

3.5%

4.0%

0.9%

関東

21.7%

14.9%

75.9%

甲信越

58.0%

中国

22.7%

22.4%

13.4%

北陸

9.1%

7.0%

0.2%

東海

13.4%

16.4%

57.8%

近畿

21.1%

33.3%

60.2%

中国

7.1%

19.4%

1.1%

四国

1.8%

8.0%

0.2%

九州

14.6%

28.9%

6.4%

沖縄

6.1%

14.4%

5.5%

資料：
（公財）
日本交通公社「訪日旅行商品調査」より筆者作成

表4 都道府県別の訪問率（上位10都道府県）

台湾
大阪 19.3% 1 位

香港
大阪 29.9% 1 位

中国
東京 75.0%

2位

京都 18.7% 2 位

兵庫 19.4% 2 位

大阪 59.1%

3位

東京 18.5% 3 位

長崎 17.4% 3 位

山梨 57.2%

4 位 北海道 17.5% 4 位

宮崎 16.4% 4 位

京都 56.1%

北海道 15.9% 5 位

静岡 55.9%

1位

5位
6位

資料：
（公財）
日本交通公社「訪日旅行商品調査」より筆者作成
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70

台湾・香港・中国の全体的な傾向

20

― 台湾・香港は地方ブロック内周遊型 ／ 中国はゴールデンルート周遊型―

10

率では、各国・地域とも関西方面が

0

47

都道府県への訪問率（図２）を

北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
山梨
長野
新潟
富山
石川
福井
岐阜
静岡
愛知
三重
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄

上位となっており（ 表３、
４）
、特に

図2 47都道府県への訪問率

見ると、全体的な傾向として中国の

0.2%

資料：（公財）日本交通公社「訪日旅行商品調査」より筆者作成
※地方ブロックは「北海道」
「東北」
「関東」
「甲信越」
「北陸」
「東海」
「近畿」
「中国」
「四国」
「九州」
「沖縄」
で集計

大阪府は台湾、香港で１位、中国で

0.0%

0.0%

旅行商品の訪問地が特定の都道府

0.0%

0.0%

２位といずれも上位２位までに含ま

0.0%

県に集中しており、偏りがあること

6 ブロック
7 ブロック

46

れている。この背景には、調査対象

5.8%

が分かる。一方、台湾では 都道府

0.5%

月である７、
８月は夏休みというこ

0.0%

県（福島県以外の都道府県）
、香港

41.1%

5 ブロック

ともあり、家族旅行需要が急増す

18.4%

4.5%

都道府県（秋田県、山形県、

21.0%

1.7%

では

11.7%

4 ブロック

るため、ユニバーサル・スタジオ・

3 ブロック

茨城県、埼玉県、高知県の５県を除

11.2%

ジャパン（以降「ＵＳＪ」
）を核と

18.0%

く都道府県）を訪問しており、都道

19.3%

した関西方面の商品が各国・地域と

23.3%

2 ブロック

府県単位での偏りが少ないことが特

56.0%

もに多数販売されていることも影響

中国

67.2%

徴的である。また、台湾や香港が１

台湾

しているものと考えられる。

香港

1ブロック

つの地方ブロック内を周遊する商品

が半数以上であるのに対し、中国で

は、１つの地方ブロックを訪れる商

品は全体の２割程度にとどまり、最

も多いのは４つの地方ブロックを訪

れる商品で全体の４割程度を占めて

いる（表２）
。また、訪問率上位の都

道府県が東京都、大阪府、山梨県、

京都府、静岡県であることから、そ

の多くがゴールデンルート周遊型の

旅行商品であると推察される。

次にブロック・都道府県別の訪問

表2 訪
 問ブロック数別の旅行商品割合

42

千葉 14.8%
神奈川 12.4%

5位

熊本 15.9% 6 位

千葉 31.4%

兵庫 12.4% 7 位

京都 14.9% 7 位

北海道 22.7%

東京 14.4% 8 位 神奈川 16.7%

8位

福岡 12.0%

9位

熊本 11.6% 8 位

10 位

長野 11.2%

沖縄 14.4% 9 位

愛知 9.7%

鹿児島 14.4% 10 位

奈良 9.1%

資料：
（公財）
日本交通公社「訪日旅行商品調査」より筆者作成
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台湾
― 大阪、京都、東京が人気観
光地／四季折々の自然資源に
も高い関心 ―

都道府県別の訪問率の１位は大
阪 府 となってお り 、中でも「 大 阪
市」（ ・０％）への訪問率が最も

のしやすさも背景にあるようだ。
また、台 湾の場 合 、日 本の四 季
折々の自然 観 光 資 源への関 心の高
さも特 徴として挙げられる。台 湾
の団 体 旅 行 商品の年間スケジュー
ル（図４）から、４月の桜（雪の大
谷とセットで白川郷の桜）、５～６
月の藤の花やネモフィラ、 月 末
月の紅 葉 、 月のスキーなど

心斎橋などの大阪市街や大阪城周

る花の風 景は視 覚に訴 える「分か

がその一例である。特に一面に広が

～

辺が主である （注１）。２位の京都府

りや すい」資 源であるため、台 湾

高い。大阪市の内訳は梅田、難波、

の内訳は「京都市」（ ・４％）が

場」（ ・８％）が最も多く、その

い。３ 位の東 京 都の内 訳 は「 お 台

園、金閣 寺などの有 名な寺社が多

寺周辺、渡月橋、伏見稲荷大社、祇

圧倒的に多 く、その内訳では清 水

を核とした周辺の観光地を巡る旅

要 が 拡 大 す るため、テーマパーク

月はファミリー層を中心に旅 行需

だ。また、夏 休み 期 間 中の７～８

市 場 に 訴 求 力 を 持 って い る よ う

る（図３）。旅行会社へのヒアリン

ト東京、お台場海浜公園となってい

内訳は DiverCity Tokyo Plaza
、レ
インボーブリッジ、ガンダムフロン

発揮しやすいのも特徴である。

体 旅 行 商品ならではのメリットを

ラクションへの入 場 確 約 な ど 、団

パーク関 連 商 品の場 合 、人 気アト

行 商 品が多 数 造 成される。テーマ

グの結果から、お台場への訪問率が
高い理由として、団体バスの駐車場
所を確保できること、分かりやすい
ランドマーク（自由の女神）とスペ
ースがあり集合場所を確保できる
ことなど、旅行会社側のツアー催行

100％
80
60
40
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6.6
東京
（都）
箕面 1.4

8.0
明治神宮
りんくうタウン 1.4

14.0
東京スカイツリー®
2.1
宇治
大阪
（府） 2.1

19.0
浅草
7.4
京都
（府）
18.0
USJ

10

35.8
お台場
90.4
京都市
77.0
大阪市

12

20
0
100％
80
60

90

3 位：東京都
2 位：京都府
1 位：大阪府

40
20
0
100％
80
60
40
20
0

11

77

35

図３ 台湾の訪日旅行商品の人気訪問地(都道府県上位3位とその内訳）

資料：
（公財）
日本交通公社「訪日旅行商品調査」より筆者作成 ※各都道府県の内訳は上位5位を集計

図４ 台湾の旅行商品の年間スケジュール

資料：旅行会社へのヒアリングなどをもとに筆者作成

香港
― 大阪、兵庫、長崎が人気観
光地／年々高まる九州・沖縄
人気 ―

都道府県別の訪問率の１位は大
阪 府 となってお り 、中でも「 大 阪

は 直 行 便 が 多 数 就 航 してお り
（図
５）
、旅行商品を造成しやすいこと
が挙げられる。香 港の旅 行 商品を
見てみると、福岡空港を利用して福
岡県、長崎県、佐賀県などを中心に
北九州を周遊する商品や、宮崎空
港や鹿児島空港を利用し、宮崎県、
も含めて南九州を周遊する商品が

鹿児島県に加え、熊本県や大分県

％）その内訳は大阪市街（梅田、難
多い。

市」への訪問率が最も高く（ ・４
波 、心 斎 橋 な ど）が 主 となってお
り、次いで、ＵＳＪ（ ・９％）と
なっている。また２位の兵庫県の内
訳は「神戸市」（ ・９％）が最も
高く、神戸ハーバーランド、明石海
峡大橋、アンパンマンミュージアム
などを訪問している。３位の長崎県

中国

― 東京、大阪、山梨が人気観
光地／富士山を核とした旅行
商品造成 ―

都道府県別の訪問率の１位は東

・７

京都となっており、中でも「浅草」

・８ ％ ）、「 皇 居 」（

（

％）、「銀座」（ ・１％）、「秋
葉 原 」（

・５ ％ ）、「 お 台 場 」

（ ・３％）などが主な訪問地とな

っている。２位は大阪府となってお

り、中でも「大阪市」（ ・８％）

県側）」（ ・０％）だけでなく、

梨県となっており、「富士山（山梨

同様の結果となっている。３位は山

街や大阪城周辺と、台湾や香港と

への訪問が多く、その内訳は大阪市

91

湖」（ ・７％）、「富士急ハイラ

「忍野八海」（ ・１％）、「河口

34

の内訳は「長崎市」（ ・７％）へ
の訪問率が最も高く、その内訳は孔
びょう

12

ンド」（ ・９％）といずれも富士

16

子廟、長崎心泉堂（カステラ工場見
学）、長崎ペンギン水族館などとな
っている（図６）
。
本調査の都道府県別の訪問率の

14

山周辺の観光スポットが人気を集め

ている（図７）
。

中国の旅行商品では山梨県（ ・

２％）や静岡県（ ・９％）への訪

57

結 果（ 表４）
から、長 崎 、宮 崎 、熊

14

30

港に比べて圧倒的に高い（注２）こと

問 率が半数以上に上り、台湾や香

55

本、沖縄、鹿児島の５県がトップ

21

39.7
長崎市

100％
80
60
40
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に入っており、台湾や中国に比べて

資料：
（公財）
日本交通公社「訪日旅行商品調査」より筆者作成 ※各都道府県の内訳は上位5位を集計

2.9

11

7.4
佐世保
6.1
淡路島

島原

11

那覇

11.8
雲仙
11.0
姫路
13.7
りんくうタウン
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九州や沖 縄への訪問 率が高い点が
特徴である。その背景には、九州に

●広
 島：2015年8月16日から週2便で運航開始
 山：2015年7月2日、6日にキャセイパシフィック航空、
●岡
7月11日、
15日、
19日、23日、27日、31日に香港ドラゴン
航空のチャーター便が運航

38.2
ハウステンボス
17.1
兵庫
（県）
28.9
USJ

57

20
0
100％
80
60
40
20
0
100％
80

3 位：長崎県
2 位：兵庫県
1 位：大阪府

28

39

65.9
神戸市
57.4
大阪市

広島 岡山
東京
大阪 名古屋
福岡

宮崎
鹿児島
資料：航空会社のウェブ
サイトより筆者作成

60
40
20
0

10

札幌

図５ 香港との直行便就航状況
　　　　　（2015年7月～8月）

65

図６ 香港の訪日旅行商品の人気訪問地（都道府県上位3位とその内訳）

図７ 中国の訪日旅行商品の人気訪問地(都道府県上位3位とその内訳）

14.1

りんくうタウン

では富士山周辺の観光スポットへの

が特徴である。先述の通り、山梨県

も同様の傾向が見られる。

イツリー

眺望を楽しむ傾向があり、東京スカ

テーマ別分析

や大阪城の楽しみ方に

訪問が多く、富士山を核とした周
辺の観光スポットを巡る旅行商品が
多い。一方、静岡県でもこの傾向は
同様で、富士山を中心として富士山
資料館、御殿場プレミアム・アウト

買い物スポット

― 台 湾・中 国 で は 免 税 店 、 香
港では商店街 ―

行程表に記載されている情報を

もとに買い物スポットの分 類を行

い、各国・地域別の構成比を示した
国・地域別の特 徴を把握する調

レット、平和公園を巡る旅行商品が
多い。全体的な傾向として、中国の

査の他、行程表に記載されている情

シ ョ ッ ピ ン グ セ ン タ ー・モ ー ル

免税店 0.0

1.9

台湾では、免税店（ ・６％）、

33

香港では、商店街（ ・０％）、

ものと推察される。

に家電を扱う 免税店の人気が高い

行の際に購入する人も多いため、主

安価に購入できることから日本旅

除機など、台湾よりも日本のほうが

から、電子レンジ、ドライヤー、掃

が上位となった。ヒアリングの結果

14

・８ ％ ）が 上 位 と なっている

域に根付いた買い物スポットへの訪

％）や道の駅（３・１％）などの地

て、商店街以外にも、市場（７・９

が、台湾、中国とは異なる傾向とし

（

シ ョ ッ ピ ン グ セ ン タ ー・モ ー ル

アウトレットモール（ ・７％）、

22 25

■中国

26

20

16.2
17.5
7.5
小売店

■香港
■台湾
0.7
3.1
0.4
道の駅

18.0

ものが図８である。

富 士山を 含 む商 品は５合 目で食

報をもとに、買い物スポットと体験

資料：
（公財）
日本交通公社「訪日旅行商品調査」より筆者作成

事、買い物、散策をする程度となっ

0.5
1.4
0.3

（ ・８％）、商店街（ ・０％）

駅ビル

プログラムの２テーマについて分析

0.1
1.7
0.0

20.8
9.1
ショッピングセンター・モール

25.0
14.0

商店街

26.8

ており、登山は含まれないことが多

百貨店・デパート

43.0

を行った。

0.0
1.1
0.0

33.6

い点も特徴である。また、富士山の

ファッションビル

6.3
7.9
市場

9.9
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図８ 買い物スポット分類

7.1
11.3

11.9
富士急ハイランド

銀座

山中湖
お台場

山梨
（県） 0.2

12.5

大阪
（府） 0.2
秋葉原

16.7
河口湖

USJ

1.3

30.1
忍野八海
14.7

6.7
皇居

34.0
富士山（山梨県）
91.8
大阪市
21.8
浅草
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0
100％
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3 位：山梨県
2 位：大阪府
1 位：東京都
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0
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資料：
（公財）
日本交通公社「訪日旅行商品調査」より筆者作成 ※各都道府県の内訳は上位5位を集計

れる。なお、訪問率の高い商店街は

問率が高い点が特徴として挙げら
のみを対象としている。

らかに体験していると思われるもの

狸小路商店街（北海道）、国際通り
乗ること自体が楽しみとなり得る

全体的な傾向として、乗り物に

たぬきこうじ

（沖縄県）、天文館商店街（鹿児島
「 乗 車・乗 船 体 験 」や 、「 工 業 体
な「 乗 車・乗 船 体 験 」は 箱 根 海 賊

験・見学」が多い結果となった。主

県）となっている。
中国では免税店（ ・０％）、商
店街（ ・０％）、小売店（ ・５
船、柳川の川下り、鬼太郎列車、主
な「工業体験・見学」は白い恋人工

行った。今回の分析対象となる全体

海道では、マウンテンバイクや乗馬

びついた工場見学が多いことや、北

都府（７・３％）となった。なお、

ど、日本文化を体験するプログラム

京 都 府では、茶 道、和 菓 子 作りな

こんにゃく作り（群馬県）、黒酢工

■台湾 ■香港 ■中国

2.8

％）が上位となった。旅行商品の行
程とともに書かれている買い物に関

場（クッキー菓子）の見学、余市蒸
溜所工場見学、長崎心泉堂（カステ

する記 載 内容を見てみると、訪問
する主な店 舗の種類は免税店、宝

ラ店）工場見学などであり、いずれ

さんご

石店（真珠や珊瑚など）、家電店、

も見学が上位となった。

となっている。旅程には「日本製」

験プログラムの実 施場 所の都 道府

体験、沖縄県ではダイビング、シュ

ている都道府県に着目して分析を

次に、体験プログラムが実施され

生活用品店、健康食品店となってお
り、１旅程で１～２カ所程度に訪問
分程度

が強調されて記載されていることも

県別構成比と、各都道府県で実施

ノーケリング、水中観光船など、そ

し、訪問時間はいずれも

あり、日本製商品のニーズが高いこ

されている主な体験プログラムを記

とがうかがえる。

の地域独自の豊かな自然資源を活
・４％ ）が 最 も 多

載 し た もの が 図
果 、北 海 道（

用した体験プログラムが多く展開

である。その結

体験プログラム

体験プログラムを実施していない県

が多い傾向にある。

されている点も特徴である。また、

は７県となった。上位の北海道では

く、次いで沖縄県（ ・４％）、京

行程表に記載されている情報を

菓子やウイスキー、沖縄県では泡盛

― 乗車・乗船体験や工業体験・
見学が多い ―

もとに体験プログラムについての分

や製塩など、いずれも地域産業と結

また、構成比率は低い府県でも、

類を行った（図９）
。なお、今回は明

7.8
9.7
5.7

ることが予想されているが、地方の

ＩＴ（外国人の個人旅行）が進展す

訪日外国人旅行市場では今後Ｆ

おわりに

れる。

ムを提供しているケースも見受けら

に根差したユニークな体験プログラ

き作り（大阪府）など、地域の文化

や、郡上おどり（岐阜県）、たこ焼

場見学（鹿児島県）などの地域産業

日用品・生活雑貨製作

7.8
6.3

その他

1.6
0.0
1.9

6.6

0.1
0.0
0.0

町並み散策

5.2

1.8

日本文化体験

6.5
6.6

0.0
調理体験

5.8
0.5
0.0
野外活動

10

34.7
21.5
乗車・乗船体験

40％
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図９ 体験プログラム分類
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10

24

水上活動

24.1
24.5
8.3
工業体験・見学

19.7
漁業体験・見学

11.3

15.1
1.7

43

32.1
20.3
9.7
農業体験・見学

17

60

0

18

資料：
（公財）
日本交通公社「訪日旅行商品調査」より筆者作成

図１０ 全国で実施されている体験プログラム

資料：
（公財）
日本交通公社「訪日旅行商品調査」より筆者作成

できる一手段として認識され、引き

「飲食」の内容を見てみると、「カ

また、行 程 表に記 載されている

容拡充と、体験プログラムそのもの

続き一定の需要があるものと考えら

ニ」や「和牛」が強調されて記載さ

地域資源に高い関心を持つ台湾や

れる。また、観光地側ではこういっ

れていることが多く、人気食材であ

の実施率の向上という 視点が重要

た訪日外国人の来訪を一つの機会と

ることがうかがえる。しかし、両食

香港などにとっては、団体旅行は無

捉え、地域への経済的効果、社会的

材ともに地域名が記載されている

となるだろう。

効果、文化的な効果を創出するた

ケースは少なく、実際に農水省の調

駄なく効率的に地方の魅力を体験

めにはいくつかの課題をクリアして

査

いが、今後は積極的に地域の事業者

ンター・モールなどへの訪問率が高

国を中心に免税店やショッピングセ

「買い物スポット」では、台湾、中

今回の分析結果を踏まえると、

（地域名）産」を効果的にアピール

からさらに一歩 踏み 込んだ「 ○ ○

の消費を促進するためには、日本産

め、地域への認知度を高め、地域で

認知度が低いという結果もあるた

外は地域名がついた和 牛に対する

（注３）
からも「神戸産」の和牛以

いくことが必要となる。

を利用してもらうための魅力づく

していくことが必要となるだろう。

（かきしま あかね）

りや受入態勢の拡充を行い、香港の
旅行商品のように商店街や市場な

10

どへの訪問率を上げていくための取

57

り組みが必要となるだろう。

55

「 体 験 プログラム」では 、北 海
道、沖縄県、京都府だけでなく、そ
れ以外の都道府県でも、その土地の

（注１）本 調 査 で は ① 都 道 府 県 の 訪 問 率 に 加
え、②市町村や主要観光地の訪問率に
ついても分析した。
（注２）山梨県への訪問率（台湾： ・８％／
香港：９・５％／中国： ・２％）
、静
岡県への訪問率（台湾：５・７％／香港：
・５％／中国： ・９％）
「 平 成 年度輸出戦略実行事業」海外
（注３）
の牛肉マーケットにおける「都道府県
ブランド」の意義及び「和牛統一マー
ク」使用の効果に関する調査報告書

26
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文化や産業と密接に結びついた体
験プログラムを提供していくことが
重要である。今後はプログラムの内

8

した。当時は、仕事関係の方や修学

に８部屋の旅館としてスタートしま

あふれていることに大変驚きました。

ちと同じくらいの施設に外国人客が

実際に見学に行ってみると、自分た

人客の受け入れを勧められました。

あった矢島旅館の矢島さんから外国

間で宿泊客が０人ということもあり

人客の受け入れを始める前は、３日

平均宿泊日数は４・３泊です。外国

ヨーロッパ、オ セアニア が

人旅行）
です。国籍としてはアメリカ、

国人客で、
そのうち ％がＦＩＴ（個

年）

ゲストスピーカー：澤 功氏
（旅館澤の屋 館主）

カ国、延べ 万７０００人のお客様

にご利用いただいています。

【第1回特別企画】

47

現在、澤の屋の宿泊客の ％が外

％で、

87

受け入れを開始しました。以来、

旅行生の宿として繁盛していました

しかも簡 単な英語で対 応している。

ましたが、今は年間の部屋稼働率は

90

17

第１回特別企画「インバウンド受け入れのこれから」

が、駅の近くにビジネスホテルがで

これならできるかもしれないという

％です。宿泊客数が増えた一つの

90

〇外国人宿泊客受け入れのきっかけ

き始めると、お客様がどんどん減っ

ことで、１９８２年（昭和 年）に

95

澤の屋は１９４９年（昭和

ていきました。そんな時に、新宿に
57

24

90

活動報告
観光文化情報センター

「内覧会および
たびとしょCafe」
を開催

当財団は、これまで別々の場所で運営を行っていた研究部
門と「旅の図書館」を一体化し、昨年8月22日に南青山に移転
しました。
10月3日の「旅の図書館」の一般公開に先立ち、平素よりお
世話になっている方々に館内をご覧いただく特別企画として
「内覧会およびたびとしょCafe」を開催しました。
本企画は、日本交通公社ビル「旅の図書館」の内覧会と、
2014年（平成26年）より「旅の図書館」で開催してきた「たび
としょCafe」を組み合わせたものです。各回とも想定を大きく
上回るお申し込みをいただき、計161人の方にご参加いただき
ました。
本稿では、各回のご講演内容を簡単にご紹介します。

【第2回特別企画】

【第3回特別企画】

日時：2016年9月15日（木）
16：00～18：30

日時：2016年9月23日（金）
16：00～18：00

日時：2016年9月30日（金）
16：00～18：00

「インバウンド受け入れの
テーマ：
これから」

「農山村再生
テーマ：
－地方創生を超えて－」

「ツーリズム半世紀
テーマ：
－その成果と課題－」

ゲストスピーカー：
澤 功氏［（公財）日本交 通公社
専門委員／旅館澤の屋 館主］

ゲストスピーカー：
小田切 徳美氏［（公財）日本交通
公社 専門委員／明治大学農学部
教授］

ゲストスピーカー：
舩山 龍二氏［（公財）日本交通公
社 評議員／元（株）ジェイティー
ビー 会長］

参加者：61人

参加者：32人

参加者：68人

活動報告
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ラネット」をはじめとする海外のパ

載せてもらったことと、
「ロンリープ

イン・グループ」のパンフレットに

声をかけて作った「ジャパニーズ・

の受け入れを行っている家族旅館に

理由としては、矢島さんが外国人客

取れるようになってきました。

かいてもらい、コミュニケーションが

時は、紙とペンを渡して文字や絵を

とりが必要な時や英語以外の言語の

立つようになりました。複雑なやり

言うようにしたところ、会話が成り

そこで、知っている単語をどんどん

私は婿養子として澤の屋に入りま

で対応を考えて何とかやっています。

しながら、何かが起こるたびに家族

いて張り紙をしたり、直接伝えたり

は気が楽になりました。使い方につ

いるだけということが分かってから

け入れられたのだと思いました。

がホスピタリティとしてお客様に受

とを一生懸命やっているということ

く動画だ」と言われたため、澤の屋

意さんに「これからは静止画ではな

ＮＳと続きますが、アメリカのお得

澤の屋のウェブサイト、口コミ、Ｓ

外のガイドブックでした。その次に

トリップアドバイザーで、２位が海

つけたか」という質問では、１位が

も紹介しています。
「澤の屋を何で見

実施してその結果をホームページで

澤の屋では宿泊客にアンケートを

げ たり、内 緒 話 をする。お客 様は、

る場合は、目をそらしたり、体が逃

す。嫌がっている場合や差別してい

入った瞬間に分かる」ということで

自分たちを歓迎しているかどうかは

できないのは構わないが、その宿が

別のお客様に言われたのは、
「言葉が

と 言って く ださいま し た。その頃、

とりしましたが、とても良い旅館だ

もジェスチャーと笑顔で何とかやり

フランス人の方が泊まりに来た時

ちに送られてきたお礼状を分析して

ある時、立教大学の大学院生がう

スタンスに変わりました。

があったら一緒にやります」という

らは、
「ご自由にどうぞ、困ったこと

れを求めていないことが分かってか

う意識がありましたが、お客様がそ

あげなければ宿は潰れてしまうとい

言われました。お客様に何かをして

対等ではない」ということを厳しく

したが、最初は「お客様と私たちは

てお客様に配りました。お客さんが

情報を掲載したエリアマップを作っ

だくようにお願いし、その飲食店の

に写真入りのメニューを作っていた

そこで、周辺の５軒くらいの飲食店

近くの飲食店情報が必要になります。

夕食を出さなくなってからは、宿の

客様を受け入れるようになり、宿で

立っていました。しかし、外国のお

街とつながりがなくても旅館は成り

て全て旅館の中で完結していたので、

日本のお客様の場合は食事も含め

〇旅の記憶に残るもの

ンフレットに掲載されたことです。

の宣伝を動画でも載せています。も

そういった態度や雰囲気を敏感に感

外国人客の受け入れで一番心配し

〇問題
 は言葉ではなく、歓迎する
気持ちがあるかどうか

いろいろなことが起こります。しか

るとさまざまな生活習慣の違いから

たくさんの国の方を受け入れてい

〇サービスではなくホスピタリティ

じ取るようです。

いただいたようです。澤の屋にはマ

をしてくれたことに対して感謝して

に対してよいイメージを抱く手助け

を理解する糸口となったこと、日本

析によると、澤の屋での滞在が日本

hospitality, kindness, friendly, helpful
という言葉が多かったそうです。分

でね。今あるものをなくさないでね」

新しいものを作ろうなんて思わない

「外国人観光客を増やすために何か

っているようです。外国の方たちは、

活を体験できることを喜んでくださ

地元の人と交流が生まれ、日本の生

に街の中に入っていくことができて、

りができてきました。お客様も自然

ていたのは言葉でした。最初は使い

し、彼らは悪気があるわけではなく、

ニュアルがありません。頼まれたこ

りすることで澤の屋と街とのつなが

そのお店に行ったり、お店とやりと

ちろん、宿で ‐ が使えることは

くれました。すると、
Thank
you for
の 後 に 続 く の は service
で は な く、

そうな文章を英語にして一生懸命覚

自分の国でやっていることをやって

最低条件です。

えましたが、全く通じませんでした。
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ＡＰＡＮ大 使などを拝 命しており、

私は観光カリスマやＶＩＳＩＴ Ｊ

人との触れ合いだと思います。

出として最後まで残るのはその国の

はすぐ忘れていきますが、旅の思い

な部屋やおいしい旅館の料理のこと

プがあることが分かりました。豪華

日本人が見せたがるものにはギャッ

と言います。観光客が見たい日本と、

パのように国が絡めば実現できるの

課題も多いと思いますが、ヨーロッ

複数の私鉄に参画してもらうことは

パス」を作ることも提案しています。

機関が利用できる「オール・ジャパン・

とです。それから、日本全国の交通

動画として世界に発信するというこ

もらい、その入賞作品を日本の公式

の観光資源の魅力を動画で作成して

要性です。外国人の目から見た日本

私が提案しているのは情報発信の重

案だと言われます。そこで以前から

続けようと思っています。

っと受けましょうということを言い

小さな日本旅館も外国のお客様をも

様が訪れる時代に変わってきました。

小さな日本旅館にも世界中のお客

要があると思っています。

会のルールを日本にも取り入れる必

ョンの契約をしています。カード社

会社とギャランティー・リザベーシ

てカード番号で受けるので、カード

ノーショー対策のために、予約は全

〇今後に向けた提案

観光庁の方とお話する機会も多いの

澤功（さわ いさお）氏

新潟県生まれ。東京相互銀行入行後、結婚に伴
い澤の屋の経営者となる。１９８２年に外国人宿泊
客の受け入れを開始。１９９３年「ジャパニーズ・
イン・グループ」会長、１９９７年（社）日本観光
旅館連盟常務理事などを歴任。２００３年に観光
カリスマに認定され、その後も２００７年地域活性
化伝道師、２００９年ＹＯＫＯＳＯ！ＪＡＰＡＮ大
使（現ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡＮ大使）などに任命され、
現在も全国で講演を行っている。
『澤の屋は外国人
宿』（ＴＯＴＯ出版、１９９２年）『ようこそ旅館奮闘
記』（日本観光旅館連盟、
２００６年）など著書多数。

「誇りの空洞化」があるということで

ではないか と思いま す。それか ら、

過疎という言葉は１９６４年（昭

す。これを放置すると、確実に地方

ですが、必要なのは要望ではなく提

第２回特別企画「農山村再生 ―地方創生を超えて―」

和 年）前後に島根県で作られたと

上がった時、いわばその反論として

２０１４年）という本と議論が盛り

『地方消滅』
（増田寛也、中公新書、

は５年前の調査結果とほとんど変わ

ある集落は４・０％でした。その数字

０・８％で、いずれ消滅する可能性が

すると予想されている集落はわずか

っています。人、土地、ムラの３つ

に原因があったのではないか」と言

欠き、結果的に自信を失ったところ

の暮らしの質に対する理解や認識を

生活とは決定的に異なるはずの自ら

さらに洗い出せば、山の人々が都市

洋司氏は、
「
（過疎化とは）その根を

言われていますが、民俗学者の湯川

は指摘されています。

くべきだ」と早稲田大学の宮口先生

った状況に応じて仕組みを変えてい

ら消滅するわけではなく、少なくな

あり、それがさらに少なくなったか

です。
「もともと人間が少ない地域で

土地利用型の産業が主であったから

で人口密度が低いのは農林業という

消滅に向かいます。一方で、農山村

ゲストスピーカー：小田切 徳美氏
（明治大学農学部 教授）

書いたのが
『農山村は消滅しない』（岩

っておらず、日本の農山村集落は依

の空洞化が農山村に押し寄せている

きょう じん

しましたが、結果は 年以内に消滅

波 新 書、２０１４ 年 ）です。実 際、

然として強靭であることを示してい

〇過疎化の原因は「誇りの空洞化」

国土交通省が全国の条件不利地域に

と言われましたが、その奥深くには
ます。
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〇地域再生に重要な「交流循環」
地域で行われている取り組みを整
ます。

れを「交流の鏡効果」と名付けてい

源を発見することがありますが、こ

すことで共感を得ることができます。

いることをストーリーとして売り出

地域資源を保全しながら生活をして

があり、ボランティアワークをする

農山村には集落というコミュニティ

もと、人口密度が小さい状況の中で、

づくり）
」が重要になります。もと

いため、
「暮らしの仕組みづくり（場

を持っても地域再生には結びつかな

ます。しかし、一人がそのものさし

位置づける地元学という動きがあり

域資源を発掘し、歴史的文脈の中に

さしづくり（主体づくり）
」です。地

第一は、薄れてきた「暮らしのもの

が求められており、それがリピータ

うに、鏡効果が発揮できる交流こそ

たという例もよく聞きます。このよ

をきっかけに農家レストランを始め

てきた料理をおいしいと言ったこと

どもたちが農家に泊まり、そこで出

その他にも都会から泊まりに来た子

発 見したのはまさにゲストでした。

えていた霧を価値のあるものとして

ますが、地元にとっては不利益と捉

市は霧を地域資源として活用してい

私がお手伝いしている広島県三次

況についての満足度をアンケートで

経済」ですが、現在の自分の経済状

なります。そして４つ目の「小さな

子どもにとってはワンダーランドに

さにそこに生きる人々の知恵であり、

合わせたさまざまな縄の結び方はま

は縄の結び方とのことです。作業に

る町の都市農村交流で人気があるの

は先ほどの通りですが、山形県のあ

くると思います。
「交流産業型経済」

型の独自産業の発想が必要になって

来型の６次産業ではなく、需要創造

次に「６次産業型経済」ですが、従

理すると図のようになると思います。

ことで地域を守ってきました。そこ

ー率の高い交流を作り出します。こ

聞いたところ、

み よし

で最近では集落単位ではなく小学校

のように交流が、
「暮らしのものさし

や支援方法などについて地方創生本

）
Region Management Organization
を新たに確立するため、その仕組み

あると認識しています。

流循環」が地域再生にとって重要で

の循環づくり」をサポートする「交

づくり」を支え、さらに「カネとそ

す。つまり、年間 万円、多めに見

３万円という回答が最頻値となりま

足するための追加所得を聞くと、月

と答えます。しかし、その方々に満

数％が「不満足」

区 に よ る 地 域 運 営 組 織（ ＲＭ Ｏ：

部で力を入れて検討しています。第

万円とすると、

観光や交流は非常に大きな力になっ

せが地域づくりであると言えますが、

経済」と言っています。１つは「地

る上では、地域から学んで「４つの

〇持続
 的循環型経済構造の構築
「カネとその循環づくり」を考え

標は年間１人 万円前後としている

所になります。直売所の売り上げ目

ツーリズムや農家レストラン、直売

地域に興していく一つがグリーン・

この小さな経済を安定的かつ数多く

経済が生まれる可能性が高まります。

２００万円～３００万円の中規模の

る主体が必要になり、そこには年間

さな経済」が集まると、それを支え

ところが多い。そして、こうした「小

て月５万円・年 間

ています。例えば、都市農村交流を

域資源保全型経済」です。古くから

三は「カネとその循環づくり（条件

交流の魅力付加

（貨幣的価値、文化的価値、環境的価値、人間関係的価値など）

新しい価値の上乗せ

Ⅲ カネとその
循環づくり

条件づくり

通じて外部から来るゲストが地域資

づくり）
」です。この３つの組み合わ

物的条件

業

産

流

主体づくり

交流

効果

交 流の鏡

（内発性、総合性・多様性、革新性）
地域づくり

交

場づくり

Ⅰ 暮らしのものさし

Ⅱ 暮らしの仕組みづくり

地域づくりのフレームワーク
図

■農山村再生（地域づくり･みがき）の枠組み

2．見えてきた｢再生｣の方向
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小田切徳美氏講演資料より

話ししますと、広島県三次市には自
世論調査によると、都市に住む 代

回帰の動きを見逃していたからです。

を申し立てたのは、この議論が田園

業としては農業や宿泊業、観光業と

女性が主導していますが、彼らの職

ります。こうした田園回帰は若者や

皆様方とともに応援したいと思って

の契機になる可能性を持っています。

た「鏡効果」によりそのような動き

地域運営組織について、事例をお
治振興会という小学校区単位の組織

時に一念発起し、１人１００万円ず

こでは小学校が廃校の危機を迎えた

なものが青河自治振興会ですが、こ

を選択しています。例えば、島根県

てに適している地域として農山漁村

女性の子育て世代の６割近くが子育

に移住したいと答えています。また、

ない」というハードルはかなり下が

これまでの「仕事がないから人は来

ろいろなことに 挑 戦 しているので、

今は多様な考え方の若者が増えてい

同時にこなす 多業化が見られます。

います。

つ９人が出資して資本金９００万円
ではこの５年間で 代の女性が増え

り始めています。

ジネスモデルが作られている点が特

イクロスーパーマーケットというビ

もコンビニの約８割を確保できるマ

採算ベースに乗り、かつアイテム数

通の大手企業と提携して 万円でも

珍しくありませんが、ここは食品流

りました。国内ではこうした事例は

ニティ協議会では農村コンビニを作

また、島根県雲南市の波多コミュ

結果、２次移住を含めて 人が移住

７棟、改築３棟の住宅を作りました。

山、鳥取、長野、島根、岐阜の上位

動きは、移住者数が増加している岡

えてきません。しかし、このような

しなければ先ほどのようなことは見

あるため、市町村を小学校区に区分

心部ではいまだに大きな減少傾向が

町村単位で数字を見ていました。中

までのデータを対象としており、市

が起こる前の２０１０年（平成 年）

した。地方消滅論は、こうした動き

数は４倍に増えたという結果が出ま

実施した調査でも５年間で移住者の

研究室とＮＨＫと毎日新聞が合同で

なっています。さらには、私どもの

また、鳥取県では移住者数が４倍に

は、諦めから脱却し、地域の可能性

農山村の現場レベルで今必要なこと

将来がかかっています。過疎地域や

めることができるかどうかに地域の

ている地域なのか。この好循環を進

向きな地域なのか、愚痴ばかり言っ

が生まれています。困難に対して前

じる人が移住してくるという好循環

白くしている、それにまた魅力を感

かつ外から入ったよそ者が地域を面

とが分かります。人が人を呼び込み、

と地域づくり活動が行われていたこ

移住者が増えている集落を調べる

〇地域の将来に向けて今できること

し、見事に小学校の廃校を阻止して
います。

徴です。

特に観光あるいは交流は先に述べ

を展望し、共有化することです。

〇目覚ましい田園回帰の動き

22

神奈川県生まれ。農学博士。専門は農政学・農
村政策論、農村ガバナンス論。１９８８年東京大
学大学院農学研究科博士課程単位取得退学。東京
大学大学院農学生命科学研究科助教授などを経て、
２００６年現職。国土審議会委員（国土交通省）
、
食料・農業・農村政策審議会（農水省）
、過疎問
題懇談会委員（総務省）などの委員を歴任する他、
『農山村は消滅しない』
（岩波新書、
２０１４年）
『農
山村再生「限界集落」問題を超えて』
（岩波ブック
レット、２００９年）など著書多数。

小田切徳美（おだぎり とくみ）氏

いう起業などの複数の小さな仕事を

の有限会社をつくり、その後、農協

たのは 地域で、 ％に当たります。

の男性の ・４％が将来、農山漁村

や信用金庫から借り入れをして新築

が あります。その中でも最も小さ

20

５県で全体の ％を占めており、非

42 30
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常に地域間の格差があることが分か
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ところで、私が地方消滅論に異議
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第３回特別企画「ツーリズム半世紀 ―その成果と課題―」
ゲストスピーカー：舩山 龍二氏
（元（株）ジェイティービー 会長）

を刻んだ幾多の社員の汗と努力の結

ハード効果です。新幹線の開通その

ことが期待されています。２つ目は

要 を 盛り 上げていきました。また、

した北陸新幹線のように爆発的な需

ものが旅行増になります。昨年開通

晶とも言え、感無量です。

〇旅行成長の要因
１９６２年（昭和 年）の入社時、

山陽新幹線の開通に伴って、沿線の

向けて旅行営業部門は株式会社に、

私がいたインバウンドの部署の英語

〇ＪＴＢとＪＴＢＦの関係
調査研究部門は財団法人に分離しま

化された例もあります。さらには高

年）
した。同時に財団は株式会社の筆頭

名が Tours and Cruises Department
であった通り、海外から日本への旅行

萩・津和野が脚光を浴び、旅行商品

に外客誘致・斡旋を目的にジャパン・
株 主 と な り ま し た。 株 式 会 社 は

速道路開通や新航空路線、新空港開

公社と社名を変更しました。戦後は

交通公社のままでしたが、新世紀に

ティービーにしました。社名は日本

経営理念に変え、対外呼称をジェイ

から“旅行を販売する会社”という

分割時に“国鉄券の市中販売機関”

１９７０年（昭和 年）の大阪万

ックイヤーから始まったと言えます。

の近代ツーリズムはまさにオリンピ

リンピックが開催されました。日本

由化され、新幹線が開通し、東京オ

映画、テレビなどに刺激されて旅行

てきております。

ズを見越して港の整備が盛んになっ

創造してきました。最近は、クルー

会議・展示施設など、供給が需要を

あっせん

ツーリスト・ビューローとして創業。

はクルーズが大半でした。１９６４年

財団法人日本交通公社として旅行営

入り天王洲の本社ビル建設と同時に

博の翌年、インバウンドとアウトバ

に出掛けていきました。そしてオリ

港・ 拡 張、ホテルや テ ーマパー ク、

業をスタートしました。１９６３年

ジェイティービーと社名を変えまし

ウンドが逆転し、日本人の海外旅行

ンピックをはじめ、万博などのイベ

年）に日本も海外旅行が自

（昭和 年）
、来るべき大旅行時代に

た。財 団 法 人は丸の内の本 社 ビル

が劇的に伸びました。国内旅行も飛

舩山龍二（ふなやま りゅうじ）氏
１９４０年山形県生まれ。１９６２年東京教育
大学理学部卒業後、財団法人日本交通公社入社。
インバウンド業務、海外・国内旅行、イベント・
コンベンションなど旅行部門の企画・プロモーショ
ン業務、さらには経営企画室で社のＣＩ推進業務な
どを歴任。１９９６年代表取締役就任、２００２
年会長、取締役相談役を経て、２０１０年より相
談役。
（社）日本ツーリズム産業団体連合会会長、
国土交通省交通政策審議委員などを歴任。現在は、
観光立国推進有識者会議委員、
（一財）ロングステ
イ財団会長など。

創業以来１００年余り、特にこの半

き継ぎつつ、終の棲家を築きました。

本交通公社」という伝統の名前を引

橋や八重洲を経て、
この南青山に「日

旅行需要に回ってきたということで

伸びとともに可処分所得が増えて、

す。１つ目は経済効果で、ＧＤＰの

因としては６つ挙げられると思いま

半世紀を顧みると、旅行成長の要

ら非常に深い関わりがあります。こ

ベントと旅行会社というのは古くか

にツアーを催行してきたように、イ

覧会、パリ博覧会と、博覧会のたび

にトーマス・クック社がロンドン博

の人々を動かしました。１８４１年

ントも人々の好奇心を刺激し、多く

世紀、時代の潮流を的確に捉えて株

す。経 済 成長が鈍 化している現 在、

れらは今後もＭＩＣＥという概念に

すみ か

式会社の業容は拡大し、財団法人は

個人資産が１７００兆円の６割強を

広がり、有力な集客装置として期待

つい

企業価値を高めつつ、それぞれ自前

占める中高年にお金を使ってもらう

45

のビルを建設できました、長い歴史

13

３つ目は情報効果ですが、小説や

に し ば ら く 同 居 し て い ま し た が、

（昭和

１９８７年（昭和 年）の国鉄民営

ＪＴＢは１９１２年（明治

37

躍しました。

62

２００１年（平成 年）以降、日本

39

戦前は東亜旅行社、戦中は東亜交通

45

52
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38

光庁ができました。こうした動きに

決めた作用法です。そして翌年に観

まらず、具体的に誰が何をやるかを

制定されました。新法は理念にとど

成 年）には観光立国推進基本法が

には観光基本法が、２００７年（平

動・組織です。１９６３年
（昭和 年）

４つ目は政策・プロモーション活

は我が社のスローガンでした。６つ

食足りて旅に出る―「衣食住・旅」

目はライフスタイルの変化です。衣

画商品で需要を喚起しました。５つ

よめきながら熾烈な営業と多彩な企

ン活動です。旅行会社も１万社がど

最も効果を上げているプロモーショ

スティネーションキャンペーン」は、

世を風靡しました。今もＪＲの「デ

した「ディスカバー・ジャパン」は一

時代の到来です。

ックメイキングな出来事で、新たな

を 年ぶりで再逆転したことはエポ

（輸出）が日本人の海外旅行（輸入）

待たれます。昨年、外国人の消費額

増やす、回数を増やすなどの施策が

上げるかが焦眉の急です。滞在数を

るには、日本人の旅行消費をいかに

れますが、やはり全体のパイを広げ

や財政基盤などを含め再構築が急務

ります。実効を上げていくためには

メージをどう創出するかが重要にな

の観光資源を磨き上げ、ブランドイ

らいたいですし、そのためにも地方

国人旅行者にはぜひ地方に行っても

生には観光が鍵になってきます。外

ながってきています。また、地方創

あり、日本全体の経済活動と強くつ

を６００兆円にしようという構想も

鉄が１９７０年（昭和 年）に実施

対応する組織としてＪＡＴＡ（日本

目はおおむね平和であったことです。

の日本を支える観光ビジョン」が策

です。観光は誰のためにやるかとい

されております。

旅行業協会）や日本観光協会、ＪＮ

ツーリズムは平和でなければ成り立

定されました。ここでは２０２０年

うと地域住民のためです。長野で実

ふう び

ＴＯ（日本政府観光局）がありますが、

ちませんが、同時に交流が相互の理

（平成 年）までに訪日外国人旅行

間 組 織 Ｔ Ｉ Ｊ（ Tourism Industry

〇新ツーリズムの到来
２０１６年（平成 年）に「明日

者数は４０００万人、消費額８兆円、

キャンペーン」では、地元の企業や

施したＪＲの「デスティネーション

）が必要です。各 地に
Organization
似たような組織はありますが、人材

効果があります。以上、これらの要

２０３０年に６０００万人、消費額

）が創設されま
Association of Japan
した。直ちに祝日三連休法案、いわ

因は数十年遅れてアジア各国に当て

ゆるハッピーマンデーを提言し、実

はまり、今日のインバウンド隆盛を

学校自身が観光客にどういったおも

現しました。その後、諸施策実現の

もたらしています。

兆円と画期的な目標設定をしまし

ためには、観光庁とのカウンターパ

28

Ｄ Ｍ Ｏ（ Destination Management

２００１年（平成 年）に純粋の民

解を深め、信頼につながり戦争抑止

45

判断のもと、２０１１年（平成 年）

ートを一本化したほうがいいという

く伸び悩んでいますが、日本人の国

構成要素を見ると、このところ長ら

日本における旅行消費額の規模と

代が来たと思っています。次の 年

ます。まさに新しいツーリズムの時

イスのような観光先進国並みになり

の問題も大きいので、Ｕｂｅｒのよ

んでほしいです。地方では２次交通

ので、ＬＣＣには地方都市に直接飛

また、地方への乗り継ぎが大変な

てなしができるかを考え、主体的に

に日本観光協会と合体して日本観光

内旅行が圧倒的なシェアを維持して

は経済的、文化的なものも含めて日

うなシステムの導入も必要だと思い

た。全体に占める外国人の消費比率

振興協会をつくり、今日に至ってお

いました。一方、外国人旅行者の消

本のトータルのランドスケープが変

参画したことは画期的でした。

ります。その間、経団連や日本商工

費比率は数％にすぎませんでしたが、

わっていくでしょう。

は ％～ ％と現在のスペイン、ス

会議所にも観光の部会が設置される

２０１５年（平成 年）一気に ％

50

27

40

観光産業への期待も込めてＧＤＰ

の一つとなっている旅行の平準化に

ます。インバウンドは以前から課題

などオールジャパンで取り組まれて

14
になりました。今後ますます期待さ

27
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32

38

23

おります。一方、民間業界では、国

活動報告

53

44

15

13

19

ます。つまり、季節と訪問先の分散
ものであり、一年に一度は家族と旅行

に、旅行は人生に豊かさをもたらす

技術などの多様な時代の変化を的確

たどります。政治、経済、文化、ＩＴ

８０００万人で今後も増加の一途を

た」
「続編をぜひ通常のたびとしょ

実践に基づくお話は大変勉強になっ

からは「ゲストスピーカーの経験と

できませんでしたが、参加者の皆様

化につながります。
に出掛けることが望まれます。子ど

に捉えて対応し、ＪＴＢＦの機能と

でやってほしい」といった感想
Cafe
をいただきました。これまでの歴史

億

日本の観光の最大の売りであった
もが大人になった時にまた繰り返さ

しては、政策提言と地域活性化への

を踏まえて今後の観光や地域の理想

国 際 間の人々の交流は、現 在

景 観が劣 化している面もあります。
れるからです。また、海外へも出国

寄与、ＪＴＢはあくなき創造と挑戦

を保持しなければなりません。最後

効率化、画一化、ミニ東京化で個性
率が ％というのはいかにも寂しい。

対しても有効的であると期待してい

的な街並みも減っています。休耕田

11

が増え、日本の原風景の農村も危機

インバウンドを期待するなら、もっ

を続け、生き抜いていかなければな

の姿を見据え、そのために我々が今

政」
（ ・８％）
、
「大学・研究機関」
（ ・１％）
、
「旅行業」
（９・４％）
、
「報

シ ン ポ ジ ウ ム を 開 催 し ま し た。

を設けた後に一般受付を開始したと

道・出版」
（９・４％）
、
「その他」
（ ・

独自調査に加え、自主研究の成果も

観光政策編と２日に分け、当財団の

目を旅行市場編、２日目を観光地・

で開催してきましたが、本年は１日

年報』の内容を中心にご報告する形

だけなかった皆様には大変ご迷惑を

参加いただきましたが、ご参加いた

的に２日間で延べ１８２人の方にご

さと広がりに驚かされました。結果

まい、改めて観光動向への関心の高

国人の訪日旅行に対する意識」
「台

年総括と２０１６年最新動向」
「外

外国人の旅行市場として「２０１５

旅行市場」
「観光産業の動き」、訪日

１日目の旅行市場編は、
「日本人の

23

企画室 福永香織）

（観光文化情報センター

えさせられる機会となりました。

後取り組むべきことは何かを深く考

りません。

〇ＪＴＢＦおよびＪＴＢの使命

的機関・観光関連団体」（ ・３％）
、「行

ご参加いただいた方々の職業は
「公

おかけいたしました。

通常の「たびとしょ Cafe
」のよう
に意見交換の時間を長く取ることは

●

と日本人も海外に行くことが必要で、

食、祭りなど文化面においても重要
です。生産者がいなければ、企業が

時代は全てを決すると言われます。

複数交えて内容を充実させました。

回旅行動向シンポジウムを開催

進出することも含めて検討し、水田

第
２０１６年（平成 年） 月１日

22

０％）という内訳でした。

また今回は賛助会員先行受付期間

15

ならず、経済面、環境面、国土保全、 「 Two Way Tourism
」が重要です。

に面しています。農業は、景観のみ

13

ころ、当日のうちに定員に達してし

（火）
・２日（水）に第 回旅行動向

11

２０１４年（平成 年）より『旅行

26

28

26

54
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10

26

湾・香港・中国発の団体旅行商品」
証を試みました。

ノ消費からコト消費へ」について検

アジア全体： ％、欧米豪全体：

問意向が高いこと（
「ぜひ旅行したい」

２日目の観光地・観光政策編では、

％）
、訪日経験者の旅行前の情報収

ら北海道のニセコエリアを事例とし

た後、私どもの調査研究活動の中か

「全国的な観光地の動き」を概観し

その後「ＤＢＪ・ＪＴＢＦアジア・

集手段として個人ブログ（アジア全

40.6％
31.8％

国及び都道府県の観光政策

69.6％
74.2％

「日本版DMO」の現況と方向性

n=57
36.4％
11.6％

総括ディスカッション

全体： ％）などが上位に挙がって

体旅行商品」では、台湾３社、香港

また、
「台湾・香港・中国発の団

すいシステムづくりが求められてい

人も外国人もまちづくりに参画しや

を持った強い行政力の発揮や、日本

について報告。地域としての主体性

２社、中国４社の旅行商品を分析し

るのではないかと提言しました。

さらに、自主研究や独自調査をベ
地方ブロック内での周遊が多いこと、

光政策」について報告を行いました。

況及び課題」
「国及び都道府県の観

ースに「熊本地震からの観光復興状
香港では 都道府県の商品が造成さ

都道府県の商品が造成されており、

商品調査」の結果を用い、台湾では

た（公財）日本交通公社「訪日旅行

いることなどを紹介しました。

参入してくる海外資本の動向と課題

地域・訪日外国人旅行者

ニセコにみる海外資本の動向

に多く、国によって訪問先や滞在中

ンルートを中心とする商品が圧倒的

国より高いこと、中国ではゴールデ

れており、九州への立ち寄り率が他

理するとともに、ＤＭＯを担うため

Ｏ登場の背景や施策展開について整

現況と方向性」として、日本版ＤＭ

Ｏについては、
「
『日本版ＤＭＯ』の

今、多くの関心を集めているＤＭ

総括ディスカッションでは、イン

ける需給バランスなどを今後の課題

限と財源の確保、熾烈な競争下にお

に必要な能力を備えた人材確保、権
バウンド市場の拡大による国内旅行

総括ディスカッションでは、前半

として挙げました。
後、今後注目すべき市場・活動・地

の発表内容をベースに、私どもの調

査研究活動の中で関わりのある釧路

域について発表者全員で議論を深め

への影響や経済効果などを整理した

しました。

の過ごし方が異なることなどを紹介

42

欧米豪

33.3％

全国的な観光地の動き

80
60

35

特に参加者の皆様の関心が高いイ

54

て、インバウンドの増加に伴い新規

53

体： ％）や口コミサイト（アジア

21.7％
12.1％

の意向調査」の結果を中心に、日本

45.2％

100
（％）

ンバウンドについては、まず２０１５

外国人の訪日旅行に対する意識

33

いました。

について、執筆責任者より報告を行

■発表を聞いて特に参考になったテーマ
■事前に特に興味があったテーマ

12
55.1％

の観光競争力や訪日旅行の意向と実

（2日目）

年総括と２０１６年最新動向のポイ

総括ディスカッション

40
20
0

n=62

態について報告を行い、アジア、欧

27.5％
25.8％

熊本地震からの観光復興状況
及び課題

■発表を聞いて特に参考になったテーマ
■事前に特に興味があったテーマ

31.6％
12.9％

77.2％

ントを解説した上で、３つの通説「団

58.1％
47.4％

2015年総括と2016年最新動向
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79.0％
75.4％

台湾・香港・中国発の
団体旅行商品

38.7％
17.5％

観光産業の動き

46

ました。

活動報告

55

29.8％

日本人の旅行市場

100
（％）
80
60
40
20
0

45.2％

米豪両方において地方観光地への訪

（1日目）

体から個人へ」
「都市から地方へ」
「モ

図 事
 前に特に興味があったテーマと
発表を聞いて特に参考になったテーマ（MA）

市や白馬村、草津町、鳥羽市におけ
きたいと考えています。
https://www.jtb.or.jp/publication-

西川 亮（観光政策研究部 研究員）
牧野 博明（観光政策研究部 主任研究員）

symposium/book/annual-report/

守屋 邦彦（観光政策研究部 主任研究員）

なお、
『旅行年報２０１６』は当

開会・主催者挨拶
1．全国的な観光地の動き
2．注目すべき地域の動き
①ニセコにみる海外資本の動向
②熊本地震からの観光復興状況及び課題

る具体的な取り組みの他、熊本地震

【11/2 観光地・観光政策編】

企画室 福永香織）

英生（観光経済研究部長 主席研究員）
明子（観光経済研究部 主任研究員）
昌樹（観光経済研究部 研究員）
あかね（観光経済研究部 主任研究員）
正洋（観光地域研究部 主任研究員）
泰（観光地域研究部 主任研究員）

財団ホームページからダウンロード

休憩
4．総括ディスカッション
塩谷
ファシリテーター
川口
外山
柿島
菅野
中島

発生後の黒川温泉や由布院温泉の対

川口 明子（観光経済研究部 主任研究員）
外山 昌樹（観光経済研究部 研究員）
柿島 あかね（観光経済研究部 主任研究員）

annual-report-2016
（観光文化情報センター

質疑応答・休憩
3．訪日外国人の旅行市場
①2015年総括と2016年最新動向
②外国人の訪日旅行に対する意識
③台湾・香港・中国発の団体旅行商品

が可能です。また、ＰＯＤ版も好評

中島 泰（観光地域研究部 主任研究員）
菅野 正洋（観光地域研究部 主任研究員）

応などについてもご紹介しました。

開会・主催者挨拶
1．日本人の旅行市場
2．観光産業の動き

販売中です。ぜひご活用ください。

【11/1 旅行市場編】

終了後の参加者アンケートによる

開催日時：2016年11月1日（火）
・2日（水）
参加費：無料
場所：日本交通公社ビル
参加者数：1日目88人、2日目94人
主催：公益財団法人日本交通公社

と、今回初めてご参加いただいた方

●第26回旅行動向シンポジウム

68

が全体の６割強を占めました。当シ

61

ンポジウムへの期待としては「今後

62

の戦略や施策のヒント」
（１日目 ・

３％、２日目 ・９％）
、
「観光の全

51

体動向の把握」
（１日目 ・９％、２

日 目 ・４％）の 順 と なって お り、

事前に特に興味があったテーマとし

ては「外国人の訪日旅行に対する意

識」
（ ・０％）
、
「
『 日 本 版 ＤＭ Ｏ 』

の現況と方向性」
（ ・６％）などが

高い結果となりました。

併せて「それぞれの発表に深みが

あった」
「国及び都道府県レベルの動

向と現場レベルの事例の報告のバラ

ンスが良かった」
「総括ディスカッシ

ョンに日々の研究の報告が多く、興

味深く拝聴した」
「将来予測も交え

てほしい」といった感想やご意見を

いただきました。

皆様の声を参考に、今後も、より

充実したシンポジウムを企画してい

69

79

休憩
3．観光政策の動向
①国及び都道府県の観光政策
「日本版DMO」の現況と方向性
②

牧野 博明（観光政策研究部 主任研究員）
山田 雄一（観光政策研究部次長 主席研究員）

休憩
4．総括ディスカッション
コメンテーター
山田
梅川
ファシリテーター
守屋
西川
牧野
岩崎
後藤
清水

雄一（観光政策研究部次長 主席研究員）
智也（理事・観光政策研究部長）
邦彦（観光政策研究部 主任研究員）
亮（観光政策研究部 研究員）
博明（観光政策研究部 主任研究員）
比奈子（観光政策研究部 主任研究員）
健太郎（観光政策研究部 主任研究員）
雄一（観光政策研究部 研究員）
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新たな視点での観光政策研究
琉球大学 観光産業科学部

学部長

下地

芳郎

までも様々な定義が試みられているが、観光立

観光とは何か？ということについては、これ

観光とは何か？

観光に関する意識改革が必要であると考える。

特に地方自治体においては観光政策の見直しと

し、日 本が 観 光 大 国 を目 指して取 り 組 む中で、

」
観光機関（ＵＮＷＴＯ）が規定する「 tourism
との違いである。日本への外国人観光客が急増

いることは日本で考える「観光」の概念と世界

く観光政策に携わってきたが、最近特に感じて

る言葉である。私は沖縄県庁職員の立場から長

「観光から Tourism
（ツーリズム）へ」 私
—が
最近学生や観光産業関係者に向けて強調してい

政関係者においては、この違いを議論すること

」の定義
ある。研究者間では「観光と tourism
の違いは明白かも知れないが、観光事業者や行

される」
（２０００年国連総会）は明白な定義で

得る活動を行うことと関連しない諸活動と定義

したりする人々の活動を指し、訪問地で報酬を

で、日常の生活圏の外に旅行したり、また滞在

囲で、レジャーやビジネスあるいはその他の目的

一方、
（ツーリズム）についても様々
tourism
な考え方があるが、
「継続して１年を超えない範

やすい。

行一般を指す」
（世界大百科事典）の方が分かり

観光旅行とほぼ同義で、楽しみを目的とする旅

見 たり、体 験 し たり す ること、広い意 味では、

評 判 を 呼 び人 気 を集めていたが戦 争の影 響で

本本土とは異なる自然風景や文化的特徴などが

旅行が実施された。大阪から６泊７日の旅は日

ある。

るが、その取り組みは地域によって大きな差が

目的とした観光事業展開のための施策」とされ

団体が適切な経費で最大の効果を挙げることを

ら考えてみたい。観光政策は、
「国及び地方公共

ここで観光政策に関して沖縄県の取り組みか

ビジネス目的である。

の旅行も多い。訪日外国人の目的でも約２割は

％、その他６％となっており、レジャー目的以外

人親戚訪問や宗教等が ％、ビジネス目的が

国 推 進 基 本 法では明 確 な 定 義はされていない。

は殆どなかったと思われる。観光といえばレジ

１９４１年には中断された。島嶼地域で農業や

味では、他国、他地域の風景、風俗、文物等を

これまでの定義として、
「自由時間における日常

ャーという考えが中心でその他の目的に対する

というものがある。一般的な理解としては、
「観

旅行客の旅行目的としてはレジャーが ％、知

世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）の調べでは国際

があった。しかし、沖縄戦で首里城をはじめ殆ど

いて、観光産業振興にかける期待は大きなもの

沖縄県では戦前の１９３７年に初めての団体

沖縄観光政策の歴史

生活圏外への移動をともなった生活の変化に対

14

製造業振興に大きな期待が持てない沖縄県にお

第7回

関心はまだ低いのではないか。

私の研究と観光

する欲求から生ずる一連の行動」
（観光学辞典）

27
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光という語は、観光行動と解する場合，狭い意

53

新たな視点での観光政策研究

私の研究と観光 第7回

57

当財団専門委員

は慰霊目的の旅行者に対して戦跡地の案内が中

た文化財を案内するところから始まった。その後

ている米軍基地の兵隊に対して沖縄戦で焼け残っ

れた。戦後の沖縄観光の復活は、沖縄を占領し

産業の拠点などの観光資源はことごとく破壊さ

の伝統的建造物や紅型や泡盛に代表される伝統

部環境変化に弱い観光の特徴と島嶼地域という

県観光危機管理基本計画」が策定されており外

策などが中心となった。現在沖縄県では「沖縄

な情報発信、関係者間の連携体制、風評被害対

機に取り組んだ政策で、迅速な情報収集と正確

件の影響による修学旅行の大幅な落ち込みを契

危機管理は、２００１年の米国同時多発テロ事

設整備と同時に、情報通信インフラ整備、国際

にＭＩＣＥに関する関心が高まっているが、施

力を増すための政策が重要になる。近年全国的

た従来の観光資源開発に加え、
「地方都市」の魅

方自治体においては、自然・歴史・文化といっ

旅行者まで広げて考えることが必要だ。特に地

的観光客誘致主体からビジネスやその他の目的

ビジネス人材育成、人工知能（ＡＩ）活用によ

る情報発信など従来の観光政策に加え都市政策

沖縄県の状況に応じた政策が実施されている。

心であった。戦後、沖縄は米軍占領下にあり、日
本とは異なる統治システムが適用されており、基

島嶼観光政策フォーラムは１９９７年から毎

地経済のなかで観光政策への取り組みは遅れた。

囲を広げていくことが必要だ。観光政策研究者

や科学技術政策などと連動した幅広い取り組み

現在参加地域はタイプーケット島やスリラン

の一人として、日本の観光政策がさらに多様化

年実施されている観光政策関係者による国際会

政策は１９７５年に開催された「沖縄国際海洋

カ南部州なども加わり、島嶼地域における多様

していくことを期待したい。

が重要になる。変化の激しい時代には、先を見

博覧会」であろう。このイベントを契機に沖縄

な観光政策課題に関して共同声明を発表してい

議で、沖縄県、韓国済州島、中国海南島、イン

観光は「青い海 青い空」をテーマとするビー

る。２０１２年に沖縄で開催されたフォーラム

観光政策の現場から

チリゾートへの道を歩んできた。その後、リゾ

では危機管理をテーマに設定し、私は開催地と

据えたハイブリッドな思考力を強化し、政策範

ートホテル建設、首里城の復元や美ら海水族館

して全体討議の総括を担当したが、観光危機の

ドネシアバリ島の４地域から始まった。

などの観光施設の増加などのインフラ整備や沖

要因について議論が白熱し、一部地域の反対も

これまでの沖縄観光を考える上で最も重要な

縄の音楽、
食、
芸能などの評価が高まり、
今は「癒

あって「自然災害」のみを対象とした議論にな

」構築、ＭＩＣＥ振
国際観光戦略「 Be.Okinawa
興策の６政策である。

ためには、観光政策関係者が観光の持つ領域を

これからの観光政策～ tourism
の視点で
日本が観光立国そして観光大国への道を歩む

（しもじ よしろう）

しの島」というイメージも広がってきた。

った。本来、観光危機の要因は「人的要因」を
含め多様であるが、参加国担当者間で微妙な駆

年

間に沖縄県の観光政策に携わってきたが、印象

け引きがあり国際会議の難しさを実感した。

私は１９９４年から２０１３年までの約

に残っているのは、観光危機管理、エコツーリズ

中でも観光危機管理と島嶼観光政策フォーラ

の視点に立ち、政策の範囲をレジャー目
tourism

ム推進、観光人材育成、島嶼観光政策フォーラム、

ムは特に重要な政策であると考えている。観光

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。
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連載 Ⅱ

Cambridge University Press、1990年

Elinor Ostrom

わたしの1冊

第7回

功のためのポイントが、膨大な実証調査を

ティの自治によりコモンズ統治の可能性と成

る規制でなく、市場原理でもない、コミュニ

代表作である。コモンズについて、政府によ

ル経済学賞を受けたエリノア・オストロムの

本書は、２００９年に女性で初のノーベ

用の実現によって解決されることがある。こ

いる。都市問題の多くは、重層的な土地利

は土地の排他的利用は大きな問題となって

独占の仕組みの存在である。特にわが国で

つ価値を顕在化していくことを阻む、排他、

かしそこでの大きな課題の一つは、資源の持

いくための方策、戦略を探ることである。し

コモンズについては、１９６８年に「サイ

のような中で、排他の論理を打破し、超え

はば

踏まえて示されている。

本書との出会いを契機に、私が研究代表

ていく共生の概念としてのエリノア・オスト

となり２００８年から環境コモンズ研究会

エンス」に発表されたハーディンの「コモン

牧してしまうことで、草がなくなって、放牧

を立ち上げ、コモンズ研究に取り組んできて

性を感じたのである。

された牛は死んでいく―という悲劇を紹介

いる。北海道苫小牧市における広大な緑地

ロムのコモンズ理論には、大きな魅力と可能

したものだ。人間は、自分に都合のいいよう

ズの悲劇」がよく引用される。共用の放牧

に行動し、市場原理の下でコモンズは悲劇を

での実践的なコモンズ活動を素材にして理

地ではたくさんの人が多くの牛をそこに放

もたらすというハーディンの考え方は、公害

論的な検討を進めるとともに、国内外のコ
には北海道大学出版会から『コモンズ 地

モンズ事例を幅広く調査して、２０１４年
域の再生と創造』（共著）を発刊した。昨年は、

等の環境問題を理解する論理として受け入
このハーディンの提起したコモンズ論に対

エリノア・オストロムのコモンズ理論に関心

れられ、急速に広まっていった。

業資源、森林資源など人や組織が共同で利

し、エリノア・オストロムは、水 資 源、漁

）について、世界中の事例を丹念
Resources
に収集、分析し、それらは当事者が自主的

コモンズフォーラムを開催するなど、コモン

を持つ韓国の研究者グループと一緒に北大で

に適切なルールを決めて、安定的に統治し

前に日本語への翻訳に挑戦しようとしたの

ところで、
『 Governing the Commons
』に
は残念ながら邦訳が出ていない。４年ほど

用 し 管 理 す る「 共 有 資 源 」
（ Common-pool

ていく可能性があることを理論的に示して

が出ることを期待している。

現しなかった。一日も早く日本語での翻訳本

だが、すでに他の研究者が申請しており実

ズ研究活動を続けてきている。

いった。悲劇を生まないコモンズが成り立つ
ことを明らかにしたのである。
私 は 地 域 開 発 政 策 を 専 門 に している が、

（こいそ しゅうじ）
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地域開発政策の主題は地域の限られた資源
を、有効に活かし、その潜在力を発揮して

わたしの1冊 『Governing the Commons』

59

『 Governing the Commons』
当財団専門委員

修二
小磯
特任教授
北海道大学公共政策大学院

小磯修二（こいそ しゅうじ）
北海道大学公共政策大学院特任教授。京都大学法学部卒業。旧国土庁、北海道開発庁
（現・国土交通省）を経て、1999年に釧路公立大学教授、2008年から同大学長。2012年
9月から現職。地域政策研究の分野において、実践的な研究プロジェクトを数多く実施。中
央アジア地域などで国際貢献活動にも従事。専門は地域開発政策。公職として、国土審議
会専門委員、北海道観光審議会会長、北海道国土強靱化計画有識者会議座長など。主な
著書は、
『地方が輝くために』
『コモンズ 地域の再生と創造』
『地域とともに生きる建設業』
など。

だより No.1
10、11 月の新着図書・資料のご案内
書名
平成28年版 観光白書
JNTO訪日旅行データハンドブック 2016 世界20市場
JNTO日本の国際観光統計 2015年（平成27年）

著者名
国土交通省 観光庁 編
日本政府観光局（JNTO）編著
日本政府観光局（JNTO）編著

出版社

出版日付

昭和情報プロセス
（株）
日本政府観光局（JNTO）

2016/08
2016

日本政府観光局（JNTO）

2016/09

旅行年報 2016

（公財）
日本交通公社

（公財）
日本交通公社

2016/10

地域経済総覧 2017（Data Bank SERIES2）
個人所得指標 2016年版

東洋経済新報社
（株）JPS

東洋経済新報社
（株）JPS

2016/09
2015/12

地域の経済2016 人口減少問題の克服

内閣府 政策統括官 編

じゃらん宿泊旅行調査 2016 全国編 2016年7月

じゃらんリサーチセンター

家計調査年報＜Ⅱ貯蓄・負債編＞ 平成27年 CD-ROM付

総務省統計局 編

鉄道要覧 平成28年度

国土交通省鉄道局 監修

電気車研究会・鉄道図書刊行会

2016/09

海外在留邦人数調査統計 平成28年版（平成27年10月1日現在）
Annual Report of Statistics on Japanese Nationals Overseas

外務省領事局政策課 編

日経印刷（株）

2016/10

大手民鉄の素顔 大手民鉄鉄道事業データブック 2016

（一社）
日本民営鉄道協会 編

メディアランド
（株）
リクルートライフスタイル
じゃらんリサーチセンター
（一財）
日本統計協会

（一社）
日本民営鉄道協会

2016/10
2016/07
2016/09

2016/10

地域経済社会学
OECD Tourism Trends and Policies 2016

寺岡寛
OECD

同文館出版
OECD

2016/09
2016

るるぶ東京ベスト 2017

JTBパブリッシング

JTBパブリッシング

2016/10

るるぶ横浜 鎌倉 中華街 2017

JTBパブリッシング

JTBパブリッシング

2016/10

るるぶ箱根 熱海 湯河原 小田原

JTBパブリッシング

JTBパブリッシング

2016/10

るるぶ九州ベスト 2017
るるぶ湯布院 黒川 小国郷 別府 2017

JTBパブリッシング
JTBパブリッシング

JTBパブリッシング
JTBパブリッシング

2016/10
2016/10

るるぶソウル 2017
るるぶベトナム ホーチミン・ハノイ・ダナン

JTBパブリッシング
JTBパブリッシング

JTBパブリッシング
JTBパブリッシング

2016/10
2016/10

るるぶイタリア 2017

JTBパブリッシング

JTBパブリッシング

2016/10

自然を楽しむ温泉&ウォーキング 関東周辺（大人の遠足BOOK）

JTBパブリッシング

JTBパブリッシング

2016/10

秩父三十四ヵ所めぐり 花と紅葉が彩る里の観音霊場へ（楽学ブックス）

内田和浩

JTBパブリッシング

2016/10

地球の歩き方 サンフランシスコとシリコンバレー
サンノゼ サンタクララ スタンフォード ナパ＆ソノマ 2016-17

地球の歩き方編集室 編

ダイヤモンド・ビッグ社

2016/10

地球の歩き方 キューバ&カリブの島々 ジャマイカ バハマ 2017-18

地球の歩き方編集室 編

ダイヤモンド・ビッグ社

2016/10

Lonely Planet Belize 2016
Lonely Planet Panama 2016
Lonely Planet Guatemala 2016

Egerton, Alex Harding, Paul
McCarthy, Carolyn Fallon, Steve
Vidgen, Lucas Schechter, Daniel C

Lonely Planet Publications
Lonely Planet Publications
Lonely Planet Publications

2016/10
2016/10
2016/10

Lonely Planet Nicaragua 2016
Lonely Planet Costa Rica 2016
Lonely Planet Central America on a shoestring 2016

Gleeson, Bridget Egerton, Alex
Vorhees, Mara Harrell, Ashley
Fallon, Steve Gleeson, Bridget

Lonely Planet Publications
Lonely Planet Publications
Lonely Planet Publications

2016/10
2016/10
2016/10

Lonely Planet South America on a shoestring 2016
アメリカ先住民を知るための62章（エリア・スタディーズ149）

St Louis, Regis Bao, Sandra
阿部珠理 編著

Lonely Planet Publications
明石書店

2016/10
2016/09

観光立国日本への提言 インバウンド・ビジネスのチャンスをとらえる
東京飛ばしの地方創生 事例で読み解くグローバル戦略

早稲田大学商学部 監修 長谷川惠一 編
山﨑朗 久保隆行

成文堂
（株）時事通信出版局

2016/07
2016/08

観光マーケティングの現場 ブランド創出の理論と実践
訪日中国人から見た中国と日本 インバウンドのあり方

吉田春生
張兵

大学教育出版
（株）
日本僑報社

2016/08
2016/09

とよだ時
宮城学院女子大学人文社会科学研究所 編
高橋陽一
奥井禮喜
（株）NTTドコモモバイル社会研究所 編
BRIDGE LAB

（株）山と渓谷社
翰林書房
清文堂出版
ミネルヴァ書房
（株）中央経済社
BRIDGE LAB

2016/09
2016/07
2016/08
2016/07
2016/10
2015/05

ゲオルク・ハインリヒ・フォン・ラングスドルフ 著
山本秀峰 訳
（株）国際開発ジャーナル社
国土交通省鉄道局 監修
内閣府政策統括官室（経済財政分析担当）編

（株）国際開発ジャーナル社
（一財）運輸総合研究所
日経印刷（株）

2016/10
2016/10
2016/10

日本国際観光学会
宮本常一 著 香月洋一郎 編
佐藤一子
イカロス出版
（一社）釧路観光コンベンション協会
旅行新聞新社
猪谷千香
観光学術学会 編
ル・コルビュジエ 著 白石哲雄 監訳
（株）
リクルートライフスタイル 旅行営業統括部 地域創造部
（一社）全国旅行業協会
（一財）
ロングステイ財団
（株）JTB総合研究所
（一財）
ロングステイ財団
綜合ユニコム
旅行出版社
市町村要覧編集委員会 編
国土交通省航空局 監修
国土交通省観光庁 観光戦略課調査室 編
国土交通省観光庁 観光戦略課調査室 編
JTBパブリッシング
JTBパブリッシング
実業之日本社

日本国際観光学会
未來社
（一社）農山漁村文化協会
イカロス出版
（一社）釧路観光コンベンション協会
旅行新聞新社
幻冬舎
観光学術学会
河出書房新社
（株）
リクルートライフスタイル
（一社）全国旅行業協会
（一財）
ロングステイ財団
（株）JTB総合研究所
（一財）
ロングステイ財団
綜合ユニコム
旅行出版社
第一法規（株）
（一財）航空振興財団
観光庁
観光庁
JTBパブリッシング
JTBパブリッシング
実業之日本社

2016/10
2016/10
2016/10
2016/11
2016/03
2016/10
2016/09
2016/09
2016/07
2016/07
2016/07
2015/11
2015/09
2016/11
2016/10
2016/11
2016/11
2016/10
2016/01
2016/03
2016/04
2016/04
2016/12

日本百霊山 伝承と神話でたどる日本人の心の山（ヤマケイ新書）
文化における＜風景＞
近世旅行史の研究 信仰・観光の旅と旅先地域・温泉
帝国ホテルに働くということ 帝国ホテル労働組合70年史
データで読み解くスマホ・ケータイ利用トレンド2016-2017 ケータイ社会白書
創造都市ポートランドガイド
TRUE PORTLAND The unofficial guide for creative people Annual 2015
ラングスドルフ日本紀行
～クルーゼンシュテルン世界周航・レザーノフ遣日使節随行記～
国際協力キャリアガイド 2016-17
数字でみる鉄道 2016
世界経済の潮流＜2016年1＞
2016年上半期 世界経済報告 世界経済の直面するリスクと課題
日本国際観光学会 第20回全国大会 発表論集 祝祭のツーリズム
私の日本地図2 上高地付近（宮本常一著作集別集）
地域文化が若者を育てる 民俗・芸能・食文化のまちづくり
（田園回帰7）
JR特急列車年鑑 2017（イカロスMOOK）
釧路修学旅行ガイド 2016.3
あなたが好きな露天風呂のある宿 2016（旬刊 旅行新聞 2016年10月1日号）
町の未来をこの手でつくる 紫波町オガールプロジェクト
観光学評論 Vol.4 No.2 2016
輝ける都市
エイビーロード海外旅行調査2016 ～2015年 海外旅行者の選択プロセス、評価と今後の意向～
全旅協50年史
ロングステイ調査統計 2015
メガイベントにおけるスポーツホスピタリティのすすめ
ロングステイ調査統計 2016
レジャーランド&レクパーク総覧 2017 CD-ROM付
旅行業者名簿 2017
全国市町村要覧 平成28年版
数字でみる航空 2016
訪日外国人の消費動向 平成27年10-12月期 報告書
訪日外国人の消費動向 平成27年 年次報告書
渡航手続マニュアル 2016
VISA HANDBOOK 2016
ニッポンのゲレンデ 2017（ブルーガイド・グラフィック）

露蘭堂

2016/07
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都市計画 都市計画のファイナンス
（都市計画 2016年11月号 Vol.65 No.5 323号）

（公社）
日本都市計画学会

（公社）
日本都市計画学会

2016/11

都市計画論文集 Vol.51 No.2 Vol.51 No.3（学会誌323号添付）CD-ROM版
地域創造のための観光マネジメント講座

（公社）
日本都市計画学会
NPO法人観光力推進ネットワーク・関西、
日本観光研究学会関西支部 編

（公社）
日本都市計画学会
学芸出版社

2016/10
2016/11

温泉文学事典

浦西和彦 編著

地方創生を可能にする まちづくり×インバウンド 成功する｢7つの力｣
数字でみる観光 2016年度版

中村好明
（公社）
日本観光振興協会 編

和泉書院

2016/11

朝日出版社
（公社）
日本観光振興協会

2016/10
2016/11

地域創生イノベーション 企業家精神で地域の活性化に挑む

忽那憲治 山田幸三 編著

（株）中央経済社

2016/10

ハーバードはなぜ日本の東北で学ぶのか
世界トップのビジネススクールが伝えたいビジネスの本質
ゆたかで楽しい海洋観光の国へ、
ようこそ！

山崎繭加 著 竹内弘高 監修

ダイヤモンド社

2016/08

中瀬勝義

七つ森書館

2016/07

観光ビジネス

中島恵

三恵社

2016/11

地方創生と大学 大学の知と人材を活用した持続可能な地方の創生
地方創生大全

内閣府経済社会総合研究所 編著
木下斉

公人の友社
東洋経済新報社

2016/05
2016/11

ゼロから始める！
「民泊ビジネス」
の教科書

川畑重盛

KADOKAWA

2016/06

地域の誇りで飯を食う！

真板昭夫

旬報社

2016/12

日本のクリエイティブ・クラス 農村×都市=ナリワイ
博覧会絵はがきとその時代

小田切徳美 藤山浩 ほか著
高橋千晶 前川志織 編著

入門 自然資源経済学

バリー・C・フィールド 著 庄子康 ほか訳

日本評論社

2016/09

エコツーリズムと持続可能な開発 楽園はだれのもの？
Ecotourism and suatanable development Who owns paradise
高度成長期日本の国立公園 自然保護と開発の激突を中心に

Honey, Martha 著 高梨洋一郎 ほか監修

くんぷる

2016/03

村串仁三郎

時潮社

2016/06

（一社）農山漁村文化協会
青弓社

2016/09
2016/10

「 研究員コラム」の紹介
ホームページ（https://www.jtb.or.jp/）で、高い閲覧率を誇るのが、毎週月曜日に更新している「研究員コラム」です。
当財団の研究員ならではの
‘視点’
をご一読ください。
Vol. 318
Vol. 319

観光地に対する「ファン」の育成

外山昌樹

筆者の主な研究テーマのひとつは、観光地へのリピーターをどのようにして増大させるかということです。地域に思い入れがあって積極的に訪れてく
れている「観光地のファン」とは、具体的にどのような旅行者のことでしょうか？

地中海通信：10月2日（日）晴れ

中島泰

出発から24時間と少し、
今回の国際学会の開催地、
サルディーニャに到着しました。天候は晴れ、気温は26度。地中海の乾いた風に乗って、カモメ
が空高く飛んで行きました。今日から4日間に渡り、30カ国以上から集まった約200人の研究者が、自然地域における観光に関する諸問題につい
て発表、
そしてディスカッションを行います。

Vol. 320 定住人口＋観光客数＝滞在人口の大きさを探る

西川亮

一般的に観光客は交流人口と呼ばれ、定住人口と対比して捉えられます。しかし、観光客の与える地域への影響は経済的な面に止まりません。市
街地の利用にも影響を与えるのです。特に宿泊観光客は「一時的に住んでいる」状態ですので、住民と同じように捉えても良いのではないでしょう
か。今回のコラムでは観光客と定住人口を合計した「滞在人口」を試算し、
その影響を考察してみます。

Vol. 321 観光地におけるサード・プレイスを考える

福永香織

Vol. 322 スイスの観光実情をベースに我が国の観光のあり方を考える

牧野博明

Vol. 323 国際的なMICE 開催のその先に

守屋邦彦

Vol. 324 スマホが作り出すマーケティングの潮流

山田雄一

Vol. 325 富士信仰と外国人

吉澤清良

日本人の旅行動機として、
「日常生活から逃れるため」
（60.1％）が「旅先のおいしいものを求めて」と並んで上位に挙がっています。宿泊先の部屋と
目的地以外でゆったり過ごせる場所はとても重要な位置づけであり、
「どこへ行って何をするか」よりも「居心地の良い空間でゆったり過ごすこと」
が旅行の第一目的になることもあります。
日本では、バブル経済の崩壊以降、
「リゾート」が話題となることが激減したように思われます。しかし、近年のインバウンドの急激な増加もあり、改
めて「リゾート」を考える時機が来たのではないでしょうか。今回のサンモリッツへの訪問は、スイスと日本のリゾート地の違いについて考えるための
よい機会となりました。ここで、特に興味をひかれた点について紹介しながら、我が国の観光のあり方を考えてみたいと思います。
三重県鳥羽市ほかで開催した「温泉まちづくり研究会」の第2回会合は、
「温泉地と国際MICE」が大きなテーマだった。本コラムでは、国際的な
MICE開催による効果やその先に向けた取組に関して挙げられたコメントを、筆者の感想とともに紹介したい。

今日、
われわれの手のひらに乗るスマートフォンは、
紛れもない「高性能コンピューター」
である。
スマートフォンが個々人の行動を記録し「秘書」
となっ
ていく時代に、観光地はどういったマーケティングを展開していく事が求められるのだろうか。いろいろなことが展望されるが、ひとつ言えるのは……

～巡礼路を歩き、富士信仰を“感じる”

今回も「富士山」を話題に書かせていただきます（連続4回目！）。今年度、
リバース富士講プロジェクトでは、旅行会社や出版社、日本在住の外国
人の方々を対象に、富士講を中心とした富士山の奥深い魅力を体感するファムトリップを実施しました。本コラムでは8月のファムトリップ「富士山
の巡礼路、麓から五合目を歩く」を取り上げて、外国人の感じた富士信仰、
その伝え方などについて考えてみたいと思います。

Vol. 326 ロングトレイル・コラム

～ロングトレイルに優しさを

吉谷地裕

サンチアゴ巡礼路は、
キリスト教の聖人である聖ヤコブの墓所であるスペインの「サンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂」を目指して、ヨーロッパ
各地から多くの人が歩く道です。私は、2011年5月に SarriaからSantiago de Compostelaまでの約110kmを歩きました。これに味をしめて、2016
年5月に、Panplona～Logroñoを歩く計画を立てました。今回は散々な旅でしたが、だからこその、新たな
‘気づき’
がありました。

Vol. 327 縮小マーケットへの対応を考える

相澤美穂子

Vol. 328 多様な人々を受け入れるリゾート・ウィスラーから学んだこと

岩崎比奈子

最近利用していなかったサービスで、利用を再開したものが2つあります。ひとつは独自の付加価値で、交通費と時間をかけてでも訪れたいという魅
力を生み出したもの、
もうひとつは消費者の手間や面倒を取り払う工夫がされたものです。その2つとは……

2016年12月上旬、経済産業省からの補助事業「国際リゾート地域戦略」の対象地域の一つである草津温泉のメンバーとともに、私は、北米随一
のスキーリゾート、
ウィスラー（カナダ）へ現地調査に出かけました。このコラムでは、10年以上スキーから遠ざかっていた私“初級スキーヤー”が見
た、世界的なスキーリゾートの姿を綴ります。
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地方創生時代における農山村と観光

自信を持って、田舎の魅力を発信しよう！

豪雪で名高い新潟県十日町市松之山地区。この地帯は棚田
の風景でも有名で、稲穂がたれさがる頃の光景もまた見事で
あったが、雪に覆われた銀世界の映像を描き出せて心地よい
ものだった。

発行日： 2017年1月10日
発行所： 公益財団法人  日本交通公社
東京都港区南青山二丁目7番29号
日本交通公社ビル
〒107-0062 K03–5770–8350
http://www.jtb.or.jp
編集室： K03–5770–8360
（観光文化情報センター内）
kankoubunka @jtb.or.jp
編集人： 有沢徹郎
発行人： 志賀典人
制作・印刷： 株式会社 REGION

下地 芳郎…… 57
小磯 修二…… 59

禁無断転載
I S S N    0 3 8 5 - 5 5 5 4

2017/01/10 18:02

