事例
にみる

大雪山ツアーズ株式会社
事例❷（北海道上川町層雲峡温泉）……P
地域の課題を考える官民一体の
「協議会」
が株式会社をつくった

DMO

株式
型
会社
7つの事例を見てみよう。
資源の発掘、
イベント・体験・産品・施設の創出・再生など、
〝何をやるか〞
は地域が持っている
〝宝〞
に拠る。
しかし、
それを
〝どう継続してやるか〞
に注目すると、
新たな流れが見えてくる。

阿寒アドベンチャーツーリズム株式会社

株式会社NOTE

株式会社ものべみらい

22

必要なのは事業会社の
位置づけの明確化、
地域金融機関の協力、
人材の確保と育成

（高知県南国市・
香南市・香美市）……P

事例❺

古民家と地域の再生の全国展開に
最適なスキームは、
営利と非営利の組み合わせ

（兵庫県豊岡市・養父市・
朝来市・丹波篠山市）……P

事例❸

「志と行動によって人を集め、
生業を生み出す」
非営利組織の挑戦

参考事例（福島県西会津町）……P

一般社団法人BOOT（ぶっと）

「阿寒が持っているものは世界に負けていない」
。
国際リゾートの実現を担うのは株式会社とNPO

事例❶（北海道釧路市阿寒湖温泉）……P

事例❹（広島県尾道市）……P

株式会社ディスカバーリンクせとうち

17

〝自分たちの住みたい街〞
をつくる会社

43

株式会社有田まちづくり公社

事例❻（佐賀県有田町）……P

31

11

利益の追求なしに観光事業はできない。
町には判断し、
負担し、
リスクを負う当事者が必要だ

37

26

2

10

の遊覧船乗り場に設けられた「KAM

UY LUMINA（以下カムイルミ

「阿寒湖の森ナイトウォーク KAM

クロウ）
」
やカムイの世界にメッセージ

の村の守り神「コタンコロカムイ
（フ

を手に、デジタル画像で現れるアイヌ

きっかけに始まったこのプロジェクト

大西雅之氏とドミニク氏の出会いを

さ」を体験する。

切にする世界観「自然との共生の大切

阿寒アドベンチャーツーリズム株式会社／NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構

UY LUMINA（カムイルミナ）
」

ナ）
」は、阿寒湖畔の夜の森を、約1

を届ける「カケス」とともに、真っ暗

は、様々な課題を乗り越えながら3年

を経て実現に至った。このプロジェク

写真2）
「カムイルミナ」
コース。
写真：阿寒アドベンチャーツーリズム株式会社

「阿寒が持っているものは世界に負けていない 」
「国際リゾート の
」 実現は、

代表理事 西田正男氏、釧路市長 蛯名
大也氏をはじめ、カムイルミナの実現
に向けて支援・連携してきた阿寒湖温

の入場口で、アイヌ民族の神事「カム

時間かけて歩く体験型エンターティン

な夜の森を冒険しながら、自然を敬い

写真：阿寒アドベンチャーツーリズム株式会社

NPO と株式会社の両輪で担う
ーツーリズム株式会社代表取締役社長

泉内外の関係者150人が集まった。

大西雅之氏、阿寒アイヌ工芸協同組合

2019年7月、
阿寒湖の森
ナイトウォーク
KAMUY
LUMINA

カナダ・モントリオールから制作を手

イノミ」による、本事業の安全・成功

メント。参加者は、アイヌの杖をモチ

掛けた Moment Factory
社CEOドミ
ニク・オーディット氏も駆け付けた。

祈願とオープニングセレモニーが開催

感謝し、共存してきたアイヌ民族が大

写真1）
「カムイルミナ」
の舞台、
ボッケの森とスタート地点となる阿寒観光汽船船着き場

ーフに作られた「リズムスティック」

2019年7月４日、阿寒観光汽船

がスタート

（カムイルミナ）

1
された。この日は、阿寒アドベンチャ
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ツーリズム株式会社である。

トを担ったのが、阿寒アドベンチャー

くりを進めてきた。

光協会）を設立した。同組織を中心に、

会まちづくり推進機構（以下、阿寒観

が議論をしながら一歩一歩観光地域づ

歩園財団といった阿寒湖温泉の関係者

ヌ工芸協同組合、阿寒湖漁協、前田一

行政、観光関係事業者、商店街、アイ

「稼げる観光地域
づくり」
に向けて、
ＮＰＯと株式会社の
両輪体制を構築

そうした取り組みが先進地として評
価されたこともあり、阿寒湖温泉は
※ⅰ

阿寒湖温泉は、2004年に阿寒観

「観光立国ショーケース（2016年
※ⅱ

光協会と阿寒湖温泉まちづくり協議会

〜）
」と「国立公園満喫プロジェクト

（2016年〜）
」という2つの国の

プロジェクトの対象地となった。わが

国を代表する観光地、国立公園の宿泊

拠点として、訪日外国人旅行者を重点

とした取り組みを、これまで以上に強

力に推進することとなったのである。

阿寒湖温泉では、こうしたプロジェ

クトを強力に推進するために、訪日外

国人旅行者を引き付けるコンテンツの

開発が必要であった。これまでの阿寒

観光協会は、DMOとして観光地づく

りのマネジメント・マーケティング機

能、各種非営利事業、営利事業の一部

を担ってきた。しかし、本格的な新た

なコンテンツの開発やその運営を担う

国際ブランド「Akan Lake Resort」
の中核となるガイドツアー・
滞在プログラム事業

（自然生息地ガイドツアー）
ⅰ… マリモ関連事業
ⅱ… 高付加価値対座プログラム開発
ⅲ… アドベンチャーツーリズムワンストップ窓口
業務
ⅳ… 広域連携アドベンチャーツーリズム推進

には、NPO法人である同組織では難

ⅰ…「阿寒の夜の森を歩くデジタルアート・エン
ターテイメント企画・開発・運営」
（グッズ開発、
チケ
ⅱ… 上記と連携した事業開発
ット販売、
その他関連事業等）

独立採算可能な新事業創出・持続的運営

阿寒湖の森ナイトウォーク
「カムイルミナ」事業

写真4）
「リズムスティック」
を持って夜の森を歩く参加者※筆者撮影

●
「稼げる地域」
を先導する会社
（ビジネスモデルの創出
・継続、
雇用・人口増への拡大、
行政に頼りきらない
DMOの財源創出）
●阿寒湖温泉の価値の最大化（阿寒湖温泉の魅力を
「最大限高く評価する顧客」
とのマッチング。
高付加価
値型のアドベンチャーツーリストをターゲットにした
事業創出）
●観光立国ショーケースや国立公園満喫プロジェクト
の推進に、
事業面から貢献する会社
（国際的ブランド
力向上に資する事業、
国内・国外からの誘客と地域消
費向上に資する事業、
滞在化を促進する事業）

写真3）
森に映し出されるアイヌの村の守り神
「コタンコロカムイ
（フクロウ）
」
と
飛び回るカケス※筆者撮影

が合併する形でNPO法人阿寒観光協

2

稼げる地域づくりに向けた個別事業の推進

阿寒アドベンチャーツーリズム株式会社

12

による定義）
」を指し、
Association
その顧客像は地域の文化（異文化）に

しかった。そこで、収益を得て自立
的・継続的に運営する仕組みとして、
も強い関心を持ち、アクティビティ
化と自然を楽しむといった特徴がある。

株式会社を新たに設立するという結論
阿寒湖温泉は、DMOとしてNPO
また、教育水準の高い富裕層の割合が

（ガイドツアーや体験等）を通じて文

法人である阿寒観光協会まちづくり推
高いとされ、長期の滞在を好む、アウ

に至ったのである。

進機構が観光地づくりの全体管理・非
る等経済効果も高いとされる。欧州・

トドアギア（用具、装備）にもこだわ

づくりに向けた収益事業の推進を株式

北米・南米における市場規模は約 兆

営利事業の推進等を担い、稼げる地域
会社が担うという両輪の体制を構築し
た。

円という試算もあり、世界的にも注目
の市場である。
阿寒湖温泉は、これまでもアドベン
チャーツーリズム市場を、特に訪日外
国人観光客市場の戦略市場と位置付け、
コンテンツの開発や認知度向上に取り
組んできた。他の観光地、特に道内の

戦略立案・管理

事業運営

釧路市 阿寒観光振興課

阿寒湖温泉連合町内会

阿寒湖温泉の観光関連企業・団体

阿寒商店街組合

阿寒湖漁業協同組合

阿寒アイヌ工芸協同組合
（アイヌコタン・イコロ）

阿寒湖温泉旅館組合

（一財）前田一歩園財団

イルミナ」の実現と運営、さらにガイ

場に適するコンテンツとして、
「カム

会社は、アドベンチャーツーリズム市

阿寒アドベンチャーツーリズム株式

た。さらに、視察やモニターツアー、

国際リゾート」をビジョンに掲げてき

地域と捉え、
「アイヌ文化に彩られた

アイヌの自然との共生の思想を伝える

要素を、アイヌと共存してきた地域、

そうした中で「カムイルミナ」とガ

ルチメディア･エンターテインメン

株式会社の
設立に向けた
事業計画づくり、
体制づくり、
資金調達

ドツアーの開発と運営を担うことを設

アドベンチャーツーリズムの世界大会

ト・カンパニーで、
世界遺産サグラダ・

観光地と比べた阿寒湖温泉にしかない

立の目的とした。

イドツアーを具体化するための株式会

図

「カムイルミナ」は、世界最高峰のマ

社が世界で展開する「その土
Factory
地の文化と自然をもとに創り上げる

への参加を通して、アイヌと連携した

取り組み、手応えを得てきた。

アドベンチャーツーリズムとは、

Adventure Travel Trade

ファミリア等の実績を有する Moment

出典：阿寒アドベンチャーツーリズム株式会社

社の検討が開始されたが、その設立に

（一社）摩周観光協会
（地域DMO）
コンテンツ開発、阿寒特有の自然や共

（一社）釧路観光
コンベンション協会
（地域連携DMO）

●誘客宣伝・イベント
●まちづくり
（国際化推進、商店街活性化、花いっぱい
プロジェクト、
まりも倶楽部等）
●アイヌ文化推進
●インフォメーションセンター運営
●スキー場運営

＜国・採択事業＞
「観光立国ショーケース
（観光庁）
」
「日本版DMO
（観光庁）
」
「広域観光周遊ルート/アジアの宝悠久の
自然美への道ひがし 北・海・道
（観光庁）
」
「国立公園満喫プロジェクト
（環境省）
」
「水のカムイ観光圏
（観光庁）
」
「地域中核企業創出・支援事業
（経済産業
省北海道経産局）
」
「最先端観光コンテンツ インキュベータ
ー事業
（観光庁）
」
「地域文化資源活用空間創出事業
（商店
街支援事業）
（北海道経産局）
」

【地域DMO】

「アクティビティ、自然、異文化体験

国等の事業

NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構

は1年以上が費やされた。

1 阿寒湖温泉の観光地経営（エリアマネジメント）新体制
生の文化を体験するツアーの開発等に

＜北海道＞
・経済部観光局
・北海道観光振興機構/
「
（仮称）
広域ユー
カラ街道構想」
等
＜釧路市＞
・観光振興室、
阿寒観光振興課等
・釧路地域のアイヌ伝統的生活空間
（イオ
ル）
再生事業

●阿寒湖温泉創生計画2020の実施・進捗管理
●DMO推進
（マネジメント、
マーケティング・プロモーシ
ョン戦略の立案・実施・進捗管理）
●観光立国ショーケース、
阿寒摩周国立公園満喫プロ
ジェクト、
広域周遊ルート等の国の観光施策の実施・
進捗管理
環境省 阿寒湖管理官事務所
（国立公園満喫プロジェクト事業等）

観光地づくりの全体管理・非営利事業の推進

釧路市
（観光振興室等）

49

の3要素のうち、2つ以上で構成され

3
る旅行（
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『ルミナ・ナイトウォーク』シリーズ」
のひとつでもある。
阿寒湖温泉では、観光協会を中心に
宿泊施設や観光事業社の有志が、既に
実績のあるカナダ・モントリオールの
「FORESTA ＬUMINA（フ
ォレスタルミナ）
」や長崎県・伊王島
「ISLAND LUMINA （アイ
ランドルミナ）
」を視察し、現場対応
や費用についての説明をうけ、阿寒湖
温泉での対象地やコース、ストーリー
とデザイン等を Moment Factory
社と
何度も検討し、予算、要員等を組み立
てた。ガイドツアーは、阿寒湖のマリ
モ保護活動を観光客にも体験してもら
えるツアー、冬季の結氷した湖を徒歩

でもある大西氏が代表、観光協会の専

観光協会と兼任とし、観光協会の代表

体制・要員については、当面は阿寒

く設定したシミュレーションを繰り返

人数、料金、想定客数、催行率を細か

ーション費用等の原価を算出し、催行

必要機材、移動、要員、販売・プロモ

力を得て、設計・デザイン、構築工事、

温泉の事業者からの出資だけでは成立

会社の事業は、釧路市の支援や阿寒湖

阿寒アドベンチャーツーリズム株式

ことであった。

立てた次のステップは、出資者を募る

こうして収益事業としての見通しを

的な事業計画とともに、地元の強い意

して回ったのである。そこでは、具体

しながら事業への賛同、出資をお願い

中心に企業を訪問し、事業計画を説明

している外部企業とのネットワークを

定されていた。そこで阿寒湖温泉が有

で楽しむツアー、火山活動を体験する

務でもある山下晋一氏が取締役総務部

し、事業として成立する計画を組み立

ツアー等を試行した。

長、そのもとにJTB、ＪＡＬからの

志があったこと（先駆けて阿寒湖温泉

の地元宿泊業者等が出資を決め

する規模ではないことは、当初から想

また、地元旅館の経営者の方々を非常

ていた）、環境省や釧路市の支

てた。

勤取締役とし、宿泊施設との連携を高

資者の賛同を得るのに効果が大

援・協力を得ていたことが、出

事業計画については、金融機関の協

めてもいる。

阿寒観光協会への出向者を配置した。

写真5）
日中のボッケの森。
日中の散策者が違和感を持たぬよう、
自然木の活
用や設置機材をカモフラージュしている。

14

阿寒湖温泉が有する設計としている。

議決権を有する株式比率の過半は地元

きかった。ちなみに、出資に際しては

事業の収益の一部は、環境保護

や日中の撤去等も行っている。

いよう、機材のカモフラージュ

然環境に悪影響を与えないことであっ

事業の実現と運営に大切なことが、自

事業計画、出資者の募集とともに、

国立公園における
観光事業

内の規制やルールに対応し自然

「制作にあたっては、国立公園

ープニングセレモニーの中で、

社CEO
Moment Factory
ドミニク・オーディット氏はオ

の発展に活用される。

活動、アイヌ文化振興に寄付さ

た 。「 カ ム イ ル ミ ナ 」 は 、 環 境 省 の

環境に配慮すべく、様々な挑戦

湖温泉のブランドにとっても、

寒摩周国立公園に位置する阿寒

が伝えたい物語にとっても、阿

あった。しかし、カムイルミナ

園の観光地ならではの課題では

自然環境への配慮は、国立公

べている。

心から感謝申し上げます」と述

り上げました。アイヌの方々に

もディスカッションしながら創

阿寒アイヌの方々と何度も何度

いうテーマが皆さまに伝わるか、

ヌの文化と『自然との共生』と

どうすればこの素晴らしいアイ

コラボレーションという点では、

れ、森と湖の保全やアイヌ文化

「国立公園満喫プロジェクト」の目玉

のコンテンツであり、コース上からプ

が自然散策を楽しむ重要な阿寒湖温泉

ッケ遊歩道」は日中にも多くの観光客

響がない計画を構築した。また、
「ボ

メントを実施し、貴重な動植物への影

作りを進めるため、事前に環境アセス

った。自然環境に配慮したプログラム

観光の永久の発展」に応える必要があ

同財団の掲げる「自然保護による阿寒

財団である。その貴重な森の活用は、

ら独自に阿寒湖の森を守り続けてきた

た。特に前田一歩園財団は、明治期か

寒湖畔の「ボッケ遊歩道」を舞台とし

庁、前田一歩園財団の協力のもと、阿

を重ねました。アイヌ文化との

出典：NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構

事業とも位置づけられ、環境省や林野

4
ロジェクター等の人工物が目に入らな
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2 2018年・2019年に生まれた阿寒湖温泉の新しいコンテンツ
図

事例にみる株式会社型DMO
2

せることは、大変重要なテーマであっ

自然と共生する観光事業として成立さ
％増えた。運営スタッフとしての雇用

2019年度上半期は対前年に比べ７

間の人の流れが生まれた。宿泊客も

きた人材の世代交代についての議論も

阿寒湖温泉の観光地域づくりを担って

化などが課題としてあげられる。また

て一歩一歩前に進んでいく。

の両輪の実施体制のもと、一丸となっ

阿寒湖温泉は、NPO法人と株式会社

来場者は、開始直後の7月中旬まで

湖温泉の思いを伝えるコンテンツ、そ

自然との共生というアイヌ民族と阿寒

に基づき、
多くの外国人旅行者に選ばれる、
観光立国を体現する観光地域を作り、
※ⅰ「日本再興戦略 改訂２０１５」
訪日外国人旅行者を地方へ誘客するモデルケースを形成しようとするもの。
全国で北海道釧路市、
石川県金沢市、
長崎市の３都市のみ選定された。
（２０１６年）
」
に基づき世界水準の
「ナショナルパーク」
の実現に向け、
国立公園
※ⅱ「明日の日本を支える観光ビジョン
の保護と利用の好循環により、
優れた自然を守り地域活性化を図る８つの国立公園を選定した。

●北海道釧路市阿寒湖温泉プロフィール

人口………………………1272人（2019年1月1日現在）
面積………………………1 （阿寒湖畔集団施設地区面積）
年間延入込客数…………161万人
年間延宿泊客数………… 万人
年間延外国人宿泊客数… 万人泊
※出典：2018年度
（平成 年度）
釧路市観光入込客数調査結果

●阿寒アドベンチャーツーリズム株式会社の概要

代表者……………………大西雅之
資本金……………………450万円
（純資産4億円）
設立………………………2018年4月2日
所在地……………………〒085 0
| 467 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉2 6
|
|
事業内容…………………エンターテインメント・コンテンツの開発・運営
（チケット販売、
グッズ販売、
その他地域企業や商店街と連携した事業等）
、
アドベンチャーツーリズムコンテンツ開発・商品化・販売
株主………………………阿寒湖温泉旅館出資組合、
JTB、
阿寒観光協会まちづくり推進機構、
日本航空、
日本政策投資銀行、
北洋銀行、
北海道銀行等

道
車
動
自
東
道

なければならない課題も少なくない。

取材・文：観光経済研究部 中野文彦

た。

は周知不足もあってか想定を下回った

れを体験した多くの観光客の評価、阿

阿寒アドベンチャーツーリズム株式

アドベンチャーツーリズム市場向けの

こうした課題に対して、これからも

始まっている。

ある。

ベンチャーツーリズム株式会社なので

がる成果を生み出したのが、阿寒アド

こうした阿寒湖温泉の活性化につな

も生まれた。

阿寒湖温泉の
活性化に向けて、
株式会社が果たす
役割
ていない。将来にわたり評価される観

「阿寒が持っているものは世界に負け
2019年度の「カムイルミナ」は

ものの、7月下旬から急増し、8月に

寒湖温泉の活性化につながったという

会社が得た成果は、
「カムイルミナ」

ガイドツアーの開発、アイヌコタンで

釧路空港

光地でありたい」と大西社長は語る。

はほぼ完売の1日695人の来場を記

手応えは、阿寒湖温泉にとって、また

の入場者数だけでない。会場に近いま

スタートしたデジタルアートとアイヌ

網走

月中旬に無事終了した。

録した日もあった。9月以降も安定し

ーリズム株式会社にとって、何にも代

初年度を終えた阿寒アドベンチャーツ

4160人、そのうち外国人観光客が

えがたい収穫であり、大きな自信につ

た集客を続け、最終的には入場者3万
2割という初年度であった。また、既

ながったのではないだろうか。

りもの里商店街では、地元のザリガニ

古式舞踊が融合した作品「阿寒ユーカ

NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構・専務理事
〈取材協力〉
（阿寒アドベンチャーツーリズム株式会社・取締役総務部長）山下晋一氏

20

に次年度の教育旅行の予約が舞い込む

等を使ったバーガーショップやカフェ

ラ『ロスト カムイ 』」との連 携 、宿 泊 施

阿寒湖温泉には、これから取り組ま

がオープンした。
「カムイルミナ」の

設・商店街との連携、外国語対応の強

等、大きな手応えもあった。

グッズ販売も開始された。何より、夜

★ 阿寒湖温泉

240

k㎡

12 59

30

5
11

16

大雪山ツアーズ株式会社

有する層雲峡が地域のシンボルとなっ
ている。また、毎年氷像をライトアッ
プした「氷瀑まつり（１〜3月）
」や

旭川空港から車で約1時間半、5件

足は低迷し、近年の入込客数は約20

ほかの団体向け温泉観光地と同様に客

を咲かせることで有名な大雪山・黒岳、

い雲海、約100種類の高山植物が花

が並ぶ温泉街、日本一早い紅葉や美し

くられた商店街「キャニオンモール」

の旅行者が占め、観光客層の変化が起

泊客のうち約３〜４割を東アジアから

国人の増加が続いており、現在では宿

まで落ち込んでいる。一方では訪日外

59

こっている。

写真1）
上：大雪山と大雪高原旭ヶ丘
下：層雲峡銀河の滝

公 ・民 ・業界の垣根を越え、
地域の課題を考える
「協議会 」
が株式会社をつくった

北の山岳リゾート
を目指して

秋の紅葉をライトアップした「奇跡の
イルミネート」など、夜の層雲峡を楽
しむ催しも開催されている。
層雲峡温泉は、ピークの1991年

の大型旅館を中心に旅館やペンション、

0万人（宿泊客はそのうち 万人）に

には年間約300万人が訪れていたが、

カナダの山岳リゾートに範をとってつ

も有数の温泉観光地である。

を超える歴史を有する、北海道の中で

端、黒岳のふもとに位置し、100年

層雲峡温泉は、北海道大雪山系の北

1
銀河・流星の滝や柱状節理の渓谷美を
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事例にみる株式会社型DMO
2

写真2）
大雪森のガーデン
（ガーデンショップ）

に生きる上川アイヌ〜大雪山のふとこ

丘蔵」開業、2018年「カムイと共

すという地域のビジョンを定めた。こ

峡温泉は「北の山岳リゾート」を目指

この協議会での議論を踏まえ、層雲

よる効果も高く、商工業にとっても収

ろに伝承される神々の世界〜」の日本

のビジョンの実現をどのように推進す

また、層雲峡温泉には、2014年

遺産認定、2019年廃校を改築した

るか、具体的には個人客にも対応した

入に直結する重要な産業、との共通認

体験型交流施設「大雪かみかわヌク

滞在型観光地として必要な施設や観光

の「大雪森のガーデン」開業、201

モ」開業といった、上川町の自然、歴

コンテンツの開発・運営を誰がどのよ

識があるからだ。

史、農産品、人々との交流を楽しむハ

うに推進するか、地域の雇用や経済の

7年北海道で戦後初となる新酒造「緑

ード・ソフトが次々と整備されている。

活性化にどのように貢献するかを課題

とした。

そこで設立されたのが「大雪山ツア

ーズ株式会社」である。層雲峡観光協

会を中心に上川町、商工会、JA、温

泉観光事業組合が出資者となった。人

協議会がある。この「上川町まちづく

まり、地域の課題について議論をする

政のメンバーが年に2回、定期的に集

温泉観光事業組合、商工会、JA、行

上川町には、観光協会や旅館組合、

観光施設の運営や体験型ツアーの造

ティングを担うほか、収益事業として

報発信やプロモーションなどのマーケ

くり法人（DMO）として、地域の情

用などにより確保し、上川町の地域づ

元採用のほか、地域おこし協力隊の活

観光協会、
旅館組合、
温泉観光事業組合、
商工会、
JA、
行政
による
株式会社設立

りイノベーション推進協議会」はこれ

成・販売などを行っている。

材は、大手旅行会社からの派遣や、地

まで 年間、継続して開催されている。

2

を占め、また農業、畜産業との連携に

産業を含めて雇用や税収の大きな割合

上川町にとって観光産業は、関連する

の2施設であり、それぞれ層雲峡温泉

ガーデン」と「大雪かみかわヌクモ」

運営している観光施設は「大雪森の

10

18

る段階だが、個人客の滞在時間を延ば

どを中心に実施体制の構築を行ってい

また体験型ツアーは、ラフティングな

周辺の新たな滞在拠点として機能する。

クニ」で、高原の雄大な景色を眺めな

氏が手掛ける「フラテッロ・ディ・ミ

ーなどがある。レストランは三國清三

るカフェで、酒粕を使った軽食メニュ

地元の酒造「上川大雪酒造」が運営す

やブックコーナーがあるほか、大人も

供たちが体を動かしながら遊べる遊具

間を改装したフリースペースには、子

層雲峡
でしかできない
体験コンテンツの
開発に取り組む

へ管理業務を委託している。

上川町が整備を行い、大雪山ツアーズ

して2019年7月にオープンした。

施設は閉校した小学校の校舎を改装

楽しめるカフェなどを併設している。

す新たな魅力として期待される。
がら北海道料理を楽しむことができる。
開園は2014年。上川町が所有し
ており、2018年から大雪山ツアー
ズに管理運営が委託されている。
チームラボによる子供向けデジタルア

地域の滞在拠点
となる２つの施設を
運営

「大雪山ツアーズ株式会社」が運営し

ートプログラムの体験ができる施設で

あ る 。「 あ そ ぶ ！ 天 才 プ ロ グ ラ ミ ン

た草原上で動かすもの。〝ピープル〞
はタブレットからプログラムを組むこ
とで、走ったり、踊ったり、ほかの
〝ピープル〞とコミュニケーションをと
ったりする。こうした体験を通じて、
子供たちはプログラミングについて直
感的に学ぶことができる。
このほか、もとは体育館であった空

として復活させようと、陸ではなく川

行止めとなっている。そこを観光資源

めになり、遊歩道も2003年以降通

がきっかけで、川沿いの車道が通行止

あるが、1987年の層雲峡崩落事故

イトが断崖絶壁の大函・小函エリアで

魅力を持つ。その層雲峡渓谷のハイラ

層雲峡渓谷も観光資源としての大きな

が有名だが、温泉から少し上流にある

層雲峡と言えば温泉と大雪山・黒岳

組みがある。

をしている段階だが、注目すべき取り

まったばかりで、現在は事業化の準備

旅行商品の造成・販売事業はまだ始

4

２つ目の「大雪かみかわヌクモ」は、
ている2つの観光施設について紹介し
ていこう。
「大雪森のガーデン」は、大雪山系で
最も美しいとされる旭ヶ丘地区の高原
心にカフェやレストラン、ショップ、

グ」と名付けられたプログラムは、子

に位置する観光施設である。庭園を中
ヴィラを併設しており、約800品種

呼ばれる8つのガーデンのひとつでも
ある。

として取り込み、スクリーンに映され

供たちが紙に描いた絵を〝ピープル〞

から 月にかけて色とりどりの季節の

エリアの３つのエリアから成る。5月

品、交流体験施設がある「遊びの森」

の迎賓館」
エリア、テラスやアート作

ア、地域の樹木や草花を活かした「森

の草花が植栽された「森の花園」
エリ
写真3）
森のガーデン
「森の花園エリア」

3
花が咲き、「北海道ガーデン街道」と

10

併設しているカフェ「緑丘茶房」は
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事例にみる株式会社型DMO
2

写真4）
大雪かみかわヌクモ
「あそぶ!天才プログラミング」

から小函エリアにアプローチする方法
としてラフティングというアイディア
が生まれた。
陸路では近づくことのできないとい
う不利な条件は、逆にラフティングで
しか立ち入ることのできない秘境とい
う特別感を生み、個人客向けのコンテ
ンツとして期待ができるのだ。
現在は地質調査やラフティングの試
走を進めており、今後実施体制を整え
たうえで、2020年からのツアー催
行を目指している。

写真5）
層雲峡渓谷
「大函」

入湯税の改定に当たっては、地域の
観光事業者はもちろんのこと、関連す
る団体や行政と協議をしながら、最終

使命は
「継続」

あるが、どの事業も単独で採算性を確

以上が大雪山ツアーズによる事業で

的があり、温泉観光事業組合が合意・

化のために必要な原資を賄うという目

上川町の入湯税かさ上げは、地域活性

観光を通じた様々な波及効果に期待を

のある組織ばかりではない。これは、

まれており、必ずしも観光に直接関係

出資者には商工会やJA、上川町が含

必要な原資は
入湯税で賄う

保するのは難しいのが現状である。そ

協力することで実現に至った。これは、

前述したように、大雪山ツアーズの

こで運営に必要となる原資をどう賄う

入湯税のかさ上げは2017年に導

の原資は、入湯税のかさ上げ分である。

金で財源を確保している。この補助金

定管理収入のほか、上川町からの補助

大雪山ツアーズでは、事業収入と指

ーズの立ち上げにおいても、スムーズ

入湯税の改定においても、大雪山ツア

ついて関係者間で共有がなされており、

あったからこそ、地域の課題や目標に

な産業であることの共通認識が基盤に

かった。観光産業が地域にとって重要

ける魅力的な職を用意することが期待

とつで、地域の若者が誇りを持って働

る。

やお土産などの売り上げ増加につなが

時間の増加は、結果的に農産物の消費

職希望ランキングベスト３だ。

更に、地元の人材の雇用も目標のひ

入された。層雲峡温泉の5つのホテル

されている。目指すは、地元高校の就
このように、大雪山ツアーズは民間

繰り返しになるが、個別の事業で利
組織でありながらも、地域の産業界と

山ツアーズと大雪山ツアーズが管理す

万円程度の増収となっている。この増

こうした体制は人材確保の点でもメ

る施設を持続させることが、地域の産

益を上げることは、設立間もない現段

リットがある。地域が一体となった組

業の活性化、雇用の場となるのである。

の連携や行政を中心としたバックアッ

は入湯税のかさ上げとセットで構築さ

織である点が、設立して日が浅い株式

出資に対する還元は観光を通じた地域

収分を、大雪山ツアーズの各事業にお

れた。施設単体での収入とともに、観

会社であっても大きな信用力につなが

の活性化であり、大雪山ツアーズは地

階ではまだまだ難しい。しかし、大雪

光産業への波及、農業や商工業などへ

り、現在は大手旅行会社から専門人材

域からの使命を負う立場にある。

プ体制が確立している。

の波及、地元の人材の雇用といった、

2名の派遣を受けるなど、地域外から

山ツアーズの設立と各施設の運営資金

売り上げ以外の効果も含めて、施設の

の連携・協力体制にも寄与している。

組織のビジョンがはっきりとしている

こうしたモチベーションに加えて、
存在意義として位置づけられている。

ける財源としている。そのため、大雪

定が行われ、上川町としては4〜5千

に進めることができた。

10

において150円から250円への改

かが課題となる。

しているためである。観光客数や滞在

的には議会での承認を得る必要がある。

6

年に及ぶ地域の協議会の存在が大き

5

20

かといった点が、予算執行の判断材料

合も、地域の目標に寄与しているか否

こうした民間企業を行政が支援する場

いて考えるうえでの指針となる。また、

った人材にとって、何をすべきかにつ

いう組織目標がある点は、外部から入

ト」の実現に向けた事業を展開すると

点 も 重 要 で あ る 。「 北 の 山 岳 リ ゾ ー

えで大きな強みを得ることとなった。

大雪山ツアーズが商品の造成を行うう

グツアーの提供を開始している。今後、

上げ、層雲峡渓谷においてラフティン

「アルパインリバーガイド」社を立ち

力に惹かれて移住してきた。すでに

グガイド経験のある人材が層雲峡の魅

また2019年春には、ラフティン

バックアップの一方で、
「現状に甘え

上川町の行政、住民の一体となった

ているという自負がある。

ズもそうした住民の活動の場を提供し

極的な協力を得ている。大雪山ツアー

を結ぶシャトルバスの運行などへの積

トの際のボランティア、駅とガーデン

「大雪森のガーデン」の運営やイベン

る」といった住民の意識にもつながり、

副主任研究員 川村竜之介

標である。

取材・文：観光経済研究部

が、大雪山ツアーズの今後の大きな目

益にこだわった経営の２つの柱の実現

地域への貢献と、株式会社として利

なりたい」と、社長の西野目氏は語る。

として地域に影響を与えられるように

ず、早く大雪山ツアーズという事業者

であるため、取材時点（2019年9
月）ではまだ、地域でこれまで進めて

みられる。

はない中での挑戦であるが、地域で広

どちらも、必ず軌道に乗るという保証
●北海道上川町プロフィール

大雪山ツアーズは設立間もない組織

になりえる。

広がる新しい動き

きた事業の継続と、これから実施する

「大雪森のガーデン」のカフェ「緑丘茶

がりつつある新しい動きと協力し合い

人口………………………3581人（2019年1月現在）
面積………………………1049・47

旭川

道央自動車道

富良野

事業の種まきをしている段階である。

房」を運営する「上川大雪酒造」は、北

ながら、会社のミッションを実現すべ

年間延入込客数…………171万人 ※
年間延宿泊客数………… 万人泊 ※
年間延外国人宿泊客数… 万人泊 ※
※出典：平成 年度北海道観光入込客数調査報告書

★

事業内容…………………観光施設の運営、
旅行商品の造成・販売、
二次交通商品の販売

会社名……………………大雪山ツアーズ株式会社
代表者……………………取締役社長 西野目信雄
資本金……………………250万円
設立………………………2018年2月 日
所在地……………………〒078 1
| 741 北海道上川郡上川町中央605番地

●大雪山ツアーズ株式会社の概要

上川町

上川町ではほかにも興味深い動きが

海道で戦後はじめて設立された酒蔵と

く奮闘している。

職員の意識も高く、率先して全国の先

21 59

大雪山ツアーズ株式会社・取締役社長 西野目信雄氏
〈取材協力〉 ホテル大雪グループ・社長 西野目智弘氏
大雪山ツアーズ株式会社・事務局長 瀬川耕一氏

道東自動車道

札幌

して有名である。酒蔵の新設は法規制

上川町を支える
株式会社を
目指して

酒コンクール
「 Kura Master
」
2019で
純米酒部門プラチナ賞を受賞するなど

端企業や若い起業家を訪問し、上川町

k㎡

21

によるハードルが高いため、三重県に
存在した酒造会社を譲り受け、北海道
上川町の地に引越しをして立ち上げた。
2017年より本格醸造を開始したば

高い評価を得ている。
「大雪森のガーデ

との連携を呼び掛けている。そうした

かりだが、フランスで開催された日本

ン」とともに、地域における魅力のひと

現在の上川町は、町長を筆頭に町の

8

行政の姿勢は、
「町の活性化に貢献す

30

7
つになりつつある。
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株式会社NOTE／一般社団法人ノオト

歴史的建造物を再生することによっ

う運動のもと、各地で主体

「NIPPONIA」とい

これまでの想いや悩み、今

て、建物のみならず、地域の食、生活

的に活動する者同士がより

メントと持続可能なビジネスを実践す

文化、伝統的な産業まで再生が波及す

絆を深めた一日となった。

後の展望を語りあった。

る地域をつくりだすことを目指してい

る運動である。

営利、
非営利の組み合わせが、
古民家継承と地域再生の
全国展開に最適なスキーム

第1回
NIPPONIA
サミット

2019年 月8日、阪急うめだホ
る。

「NIPPONIA」
の軌跡

らスタートした。当時、丸山集落は

軒のうち7軒が空き家という状況にあ

開業に至った。当時、まだ珍しい存在

サミットでは、福島県西会津（一般

まちや株式会社）
、和歌山県串本（株
「NIPPONIA」は、2009年

であった古民家を再生した宿泊施設は

日本の暮らしをつくる〜」が開催され

った。2009年に設立されたノオト

東北から九州まで、全国から200人

式会社一樹の蔭）
、熊本県甲佐（一般

篠山市（現：丹波篠山市）の丸山集落

メディアにも大きく取り上げられ、現

社団法人BOOT）
、山梨県小菅（株

を超えるNIPPONIAの関係者が

社団法人パレット／株式会社PALE

の空き家再生事業に（一社）ノオト

在でも安定的に3割の稼働率を維持し、

た。一般社団法人ノオトが事務局を務

が丸山集落の再生に係わり、3棟3室

集まった。

TTE）の５つの地域の代表による現

（以下、ノオト）が取り組んだことか

の宿泊施設「古民家の宿集落丸山」の

「NIPPONIA」とは、歴史的建

在進行形の取り組みの紹介とともに、

式会社EDGE）
、岐阜県美濃（みの

ミット 〜なつかしくて、あたらしい、

ールにて「第1回NIPPONIAサ

11

めるNIPPONIA協会が主催し、

写真1）
第1回 NIPPONIAサミット

12

1
築物の活用を起点にしたエリアマネジ

古民家の再生・活用という
ノウハウの蓄積

2

3

22

できるとすると、 万棟の再生・活用

化に大きな効果を生み出した。
歴史的資源を観光資源に変えるという

ルという概念より、古い建物もしくは

きる範囲で少しずつ直していた。ホテ

した町全体に広がった面的な開発は、

りが生まれた。分散型ホテルを起点と

ルの地域再生、町並み再生のまちづく

生された店舗や町並みを楽しむスタイ

展開を模索しはじめる。

庫県内での活動のみならず、全国的な

こうした問題意識から、ノオトは兵

される前に早急に取り組む必要がある。

が必要であり、空き家になって取り壊

るホテルに泊まりながら、古民家が再

2020年には 軒全ての再生が完了
ことに着目していたステージ」と語る。

NIPPONIAのモデルとなってい

一つ一つ、丸山や城下町の古民家をで

丸山集落以降も、2013年「竹田
一方、篠山市においては、古民家を再生

順調な運営を続け、集落の再生・活性

城城下町ホテルEN（旧木村酒造場の
した伝統工芸ギャラリー・カフェ「篠山ギ

する計画だ。

再生）
」
、2014年「オーベルジュ豊
ャラリーKITA
‘S」をはじめ5店舗か

に合った事業スキームをつくる。

る。それを基に様々な地域でその地域

ットといった経営ノウハウをシェアす

の改修ノウハウ、資金調達やコストカ

ノオトがこれまで培ってきた古民家

岡1925」、2015年「大屋大杉
らスタートし、2015年には「篠山城下
町ホテル NIPPONIA」がオープン。

古民家再生・活用の
事業スキームづくり

生による宿泊施設を次々と手掛けた。

「空き家問題で一番の課題は、再生す

つまり古民家再生の全国的なムーブ

国家戦略特区制度を活用した「分散型

メントを起こすことによって、 万棟

（一社）
ノオト理事／
（株）
NOTE代

スピードの方が早い

の古民家の再生・活用を進めようとい

るスピードよりも、空き家が生まれる
点にある」と藤原氏

う構想である。

エリア開発」として、町の中に点在す

12

表の藤原岳史氏は「当時を振り返ると、

は指摘する。ノオト
は空き家再生・活用
に取り組むうちに、
こうした壁にぶつか

基本的なリソースである人、金、
モノについてのスキームの構築

性化に再生・活用で

ちづくりや地域の活

れている。全てがま

の建物があると言わ

史的な古民家、戦前

150万棟ほどの歴

現在、日本には

トを高め、かつマネジメントコストを

的に再生することによって、インパク

再生するのではなく、2棟、3棟と面

る等の雛形ができた。古民家を単体で

あるいは事業パートナーとして協働す

てはファンドや地元金融機関との連携、

上と事業体制を構築。資金調達につい

パートナーシップによるノウハウの向

人の面ではプロのオペレーターとの

きるわけではなく、

抑える手法も生み出した。

った。

30

る。

（養父市、古民家の宿）」と古民家再

30

仮に2割ほどが活用
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写真2）
NIPPONIA 小菅 源流の村

こうしたスキームを全国に展開する
ことによって、増え続ける空き家のス

国的な事業展開も難しい面があった。

人材育成等の非営利的な活動に注力す

ために、古民家を活用して収益を出す

ノオトは、古民家が継承されていく

たのである。また、株式会社を設立す

会社として強力に推進する体制を整え

ンディング、コンサルティングを株式

民家・集落再生のマネジメントやブラ

E」を2016年3月に設立する。古

なスキームを構築しているところに特

はなく、それぞれの目的に即した最適

面と民的な面を詰め込もうとするので

「無理に一つの法人にDMOの公的な

み合わせた体制は、金融機関からも

こうした、非営利法人と営利法人を組

ることができる。

ことができる構造に転換すること、そ

ることにより、資金調達面でファンド

徴がある 」と評価されている。

そこでノオトは、
「株式会社NOT

2016年は大きな転換の年となっ
の方法を地域の方々とともに考えるこ

等からの出資を受け入れるフレームを

社団法人と
株式会社の役割分担

た。政府による
「明日の日本を支える
とに、非営利法人として取り組んでき

構築する狙いもあった。逆に、
「一般

ピードに再生・活用のスピードが追い

観光ビジョン」において、
「文化財を
た。こうした取り組みを「公益」とし

社団法人ノオト」は、調査研究や普及、

10月 篠山城下町ホテル NIPPONIA
（丹波篠山市）オープン

9月 NIPPONIA大学 開校

11月 NIPPONIA HOTEL 奈良 ならまち
（奈良県奈良市）
オープン

7月 NIPPONIA HOTEL 美濃商家町
（岐阜県美濃市）
オープン

8月 NIPPONIA HOTEL 竹原 製塩町
（広島県竹原市）
オープン

9月 NIPPONIA 楢山集落
（福島県西会津町）
オープン

9月 NIPPONIA 小菅 源流の村
（山梨県小菅村）
オープン

12月 NIPPONIA 出雲平田 木綿街道オープン

出典：NIPPONIAホームページ
「ノオトの歩み」
を基に一部筆者加筆

2016年以降、NIPPONIA

10月 福住宿場町ホテル NIPPONIA
（丹波篠山市）
オープン

古民家再生の加速・展開

10月 集落丸山・ひわの蔵
（丹波篠山市）オープン

つく可能性が生まれたのである。

「保存優先」から観光客目線での「理

て捉えつつ、ボランティアではなく自

写真3）
NIPPONIA HOTEL
串本 熊野海道

※ⅰ

解促進」
、そして「活用」
へ」という文

身の収益にもつながる事業として担っ

4月 佐原商家町ホテル NIPPONIA
（千葉県香取市）
オープン

化財行政の大きな方向転換が示された

2018年

てきた。

3月 株式会社NOTE 設立

しかし、ノオトは非営利法人であり、

2016年

「古民家の再生によって人の交流が生

公益性の高い事業に制約される。また、

4月 オーベルジュ豊岡1925
（豊岡市）オープン

まれ、耕作放棄地も減り、IターンU

2014年

収益事業に全面的に注力すること、全

11月 竹田城 城下町 ホテルEN
（朝来市）オープン

ターンも現れた。様々な社会課題が一
つのソリューションで解決している」
といった、これまでのノオトの取り組

内容
年月

みも大きく注目され、ノオトなど民間
事業者を含めた「歴史的資源を活用し
た観光まちづくりタスクフォース」が
組成され、国の政策として古民家の再
生・活用の動きが全国的に大きく広が
りはじめた。旅館業法の改正による分

NIPPONIA HOTEL 高野山 参詣鉄道
Operated by KIRINJI
（和歌山県九度山町）
オープン

11月

散型ホテルがどの地域でも可能となり、

7月 NIPPONIA 甲佐
（仮）
（熊本県甲佐町）
オープン予定

2020年

7月 NIPPONIA HOTEL熊野海道串本（和歌山県串本町）
オープン

2019年

10月 大屋大杉
（養父市）オープン
2015年

3月 篠山ギャラリーKITA’S
（丹波篠山市）オープン
2010年

2月 一般社団法人ノオト 設立
2009年

文化財保護法の改正による指定文化財

1 NIPPONIAの沿革
表

の活用も可能となる等、制度面の整備
も進められた。

2013年

のである。

3

24

在予定を含めて 地域がNIPPON

を冠する宿泊施設が全国に展開し、現
であり、ホテルに泊まった人が、客室

らし、文化をしっかり体験できる場所
る（図1）
。

NIAが大切にする５つの約束」であ

げていくことで、地域にとっても観光

たいと言っていただけるという形を広

明確な民と公の役割分担という体制に

オトは、こうした明確なビジョンと、

株式会社NOTE／一般社団法人ノ

を気に入り、地域を気に入って、住み

客にとっても、付加価値の高い事業、

一般社団法人ノオト 代表理事・伊藤清花 氏
株式会社 NOTE 代表取締役・藤原岳史 氏

山陽道

IAの運動に加わっている（表1）。

NIPPONIAの
理念を全国に

よって、全国にNIPPONIAを広

※ⅰ 出典：観光DMOの設計・運営のポイント（2017年、政策投資銀行地域企画部）

取材・文：中野文彦

み出しているのである。

め、歴史的な資源にあらたな価値を生

サービスとなるという。
現在、古民家再生の事業は拡大し、

「NIPPONIA」という運動は、
「1泊から一生まで」を形にするも

様々な事業者も現れている。そうした
の価値を、伊藤氏は「郷にいること」

事業者との違い、「NIPPONIA」

の」と（一社）ノオト代表の伊藤清花
氏は語る。
古民家の再生という「点」を複数の
と表現する。

空き家のあるまち・集落という現場

再生によって「線、面」として開発す
ること、さらに持続可能な事業スキー

〈取材協力〉

写真5）
NIPPONIA 小菅 源流の村

大阪

（郷）
に立ち、地域の方とともに現実を

★ 朝来市

15

ム化する。ただし、そこには地域の暮

●兵庫県豊岡市、
養父市、
朝来市、
丹波篠山市プロフィール

養父市 ★

設立………………………2016年5月
所在地……………………〒669 2
| 323 兵庫県丹波篠山市立町190 6
|

★豊岡市

受け止め、その
現場で思考し、

k㎡

その現場で活動
することが、N
IPPONIA

人口……………………… 万5840人（2019年1月現在）
面積………………………1901
年間延入込客数…………999万人
年間延宿泊客数…………161万人泊
※出典：平成 年度兵庫県観光客動態調査報告書

●株式会社NOTEの概要

17

代表者……………………代表取締役社長 藤原岳史
資本金……………………1億3400万（資本準備金含む）

丹波篠山市 ★

中国道

なのである。こ
うした姿勢をよ
り明確化し、土
地、人、建造物、
文化、経済に対
する活動の基準
として掲げたの
が「NIPPO
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4
1 NIPPONIAが大切にする5つの約束
図

事例にみる株式会社型DMO
2

株式会社 ディスカバーリンクせとうち

〝自分たちの住みたい街〞
を
つくる会社

「ONOMICHI U2」をご存じ
だろうか。尾道水道沿いの海運倉庫を
再生した施設で、サイクリストフレン
ドリーなホテルやレストラン、カフェ、
ショップなどを備えている。尾道駅西
側エリアの拠点施設として、観光客や
サイクリストのほか、地元客の利用も
多い。この施設を手掛けたのが、株式
会社ディスカバーリンクせとうち（以
下DLせとうち）である。2012年
に 設 立 さ れ 、「 O N O M I C H I
U2」
のほか、
「せとうち 湊のやど」

様々な事業を手掛けてきた。2019

「ONOMICHI SHARE」など

ており、今後本登録を進める予定だ。

いる。観光庁のDMO候補法人となっ

泊・飲食事業の運営を別会社が担って

や 、「 尾 道 デ ニ ム プ ロ ジ ェ ク ト 」、

年3月に事業再編を行い、現在は宿

写真1）
千光寺からの尾道水道
と尾道の街並みの眺望

日本映画の舞台ともな

っている。特に山手地

区が美しく、千光寺な

どの寺社や別荘、狭い

路地と階段、そこから

眺める尾道の街や瀬戸

内海の島々が独特の景

観をつくり出している。

かつては水運や造船を中心に栄えた商

都でもあり、1キロ以上続く大きな商

DLせとうち代表の出原昌直氏は隣

店街を有している。
尾道は、年間約350万人の観光客

の福山市出身で、商社に勤務した後、

建築と観光と
サイクリングの街に

写真2）
「ONOMICHI U2」
。
旧倉
庫の建物は広島県の管理。
尾道水道に面したウッド
デッキや公園は尾道市、
尾道観光協会がイベント
等を催す交流の場にもな
り、
ONOMICHI U2と一体
的な活用がなされている

が訪れる古くからの観光地で、数々の

1
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守るための新たな事業を起こす決意を

く現状に危機感を抱き、地域の雇用を

大型産業の雇用が海外へシフトしてい

Uターン後、地域を支えてきた重厚長

地元で繊維業を営む会社を起こした。

家の改修事業を5〜 軒ほど行いなが

として蘇らせた。当初はこうした古民

を施すことで「せとうち 湊のやど」

古い建物を買い取り、リノベーション

するかが課題となっていた。こうした

てDLせとうちを設立した。尾道の特

を創出する」という大きな目標を掲げ
のひとつとして、
「県営上屋２号」活

転機が訪れた。港湾エリア再開発構想

しかし古民家2軒を改修した段階で

ら、少しずつ新しい事業に取り掛かる

徴である、別荘や古民家のある景観、

用案の公募が始まった。
「県営上屋２

する。そして2012年6月に、地元

しまなみ海道サイクリングの出発地と

号」は築 年に達する広島県所有の海

ことを想定していた。

いう地域のポテンシャルに着目し、

の有志と「5年間で1000人の雇用

10

「建築と観光とサイクリング」を柱に

とサイクリング」を併せたONOMI

運倉庫で、改修案として「建築と観光

70

事業を進めている。

CHI U2を提案することで採用に
至った。事業費は、民間企業や民都機
構からの出資と、地元金融機関からの
借り入れにより確保した。
2014年のオープン以降活況が続
いている。サイクリストフレンドリー
な宿泊施設「HOTEL CYCLE」
はサイクルハンガーを設置するなど、
全室で愛車を室内に持ち込むことがで
きるほか、自転車のメンテナンスがで

写真4）
「HOTEL CYCLE」
の客室。
サイクルハンガーを備える
（photo:Tetsuya Ito）
写真5）
「ONOMICHI U2」
内の
「GIANT STORE」

ONOMICHI
U2の誕生

まず手掛けたのが山手地区の古民家
を改修した滞在施設「せとうち 湊の
しまずい

やど」であった。擬洋風建築の「島居

邸 洋館」と日本家屋「出雲屋敷」の
2軒から成る。山手地区の狭い路地や
階段は、尾道らしい景観を生み出して
いる一方、建物の補修や建て替えを困
難なものにしている。加えて、生活を
する上での不便さと高齢化の進行によ

写真3）
せとうち湊のやど
「島居邸 洋館」
の外観。
山手地区の坂の途中にある
（photo:Tetsuya Ito）

2
り空き家が増加し、景観をいかに維持
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えて、地元客向けに、東京や大阪でし

向けにセレクトした瀬戸内の良品に加

地元客も多い。ショップでは、観光客

カフェやベーカリー、レストランには

日外国人による利用も目立つ。一方で、

道サイクリングの拠点施設として、訪

ルスルーのカフェがある。しまなみ海

に乗ったままコーヒーが買えるサイク

「GIANT」のショップや、自転車

向けにはほかにも、自転車メーカー

きるスペースも備える。サイクリスト

SHARE」をオー

「ONOMICHI

コワーキングスペー

2015年には、

も立ち上げている。

蘇らせた
「鞆肥後屋」

味噌屋の店舗として

の浦の古い商家を鯛

2013年には、鞆

いるという。同じく

に1〜2本が売れて

にもかかわらず1日

が立ち寄ることのできるカフェやショ

庭が特徴だ。宿泊機能のほか、散策客

ており、柔らかな印象を与える内装と

イ・アーキテクツ」がプロデュースし

ンドの建築集団「スタジオ・ムンバ

泊施設「LOG」がオープンした。イ

アパートをリノベーションした複合宿

そして2018年には、山手地区の

を提供している。

車の販売やレンタサイクルのサービス

スタート。商店街に店舗を構え、自転

BICYCLES」のプロジェクトが

ょ っ と い い 自 転 車 〞「 B E T T E R

か手に入らない商品も揃えている。

プン。ONOMIC

ップを備える。
尾道水道沿いの倉庫
をリノベーションし
たもので、海を挟ん
だ向島を眺めること
ができる広々とした
ワークスペースが特
徴だ。倉庫は、市所
有の資料保管庫だっ

から藍染め産業の盛んな地域で、国内

き手として参加している。備後は古く

保育士、住職など様々な職業の方が穿

を開業している。県外や海外からも買

道本通り商店街にコンセプトショップ

付加価値をつけた。2014年には尾

道で育てたプレミアム感という新たな

で組み立てと塗装を行っている〝ち

2017年には、尾道市内の工房

と市の補助が入っている。

た。リノベーションの事業費には県

果DLせとうちによる提案に決まっ

た建物で、公募の結

デニムの8割以上を占める一大産地だ。

いに訪れる人がみられ、高単価である

2019年には尾道駅の新駅舎が開

HI U2と同様、

次々と事業を
立ち上げ

写真6）
「尾道デニムプロジェクト」
のコンセプトショップ

このデニムに、1本1本の個性と、尾

仕上げるもので、農家や漁師、職人、

年間穿きこむことでユーズドデニムに

られたデニムを、尾道で働く人々が1

ジェクト」をスタート。備後地方で作

た。2013年には「尾道デニムプロ

ら、次々と新しい事業を立ち上げてき

これらのプロジェクトと並行しなが

3

写真7）
「ONOMICHI SHARE」
のワークスペース

28

業し、テナントとしてドミトリータイ
プの宿「m3 HOSTEL」や「カ
フェ&グリル NEO」
、ショップ「お
のまる商店」
、
「食堂ミチ」が入った。
こうして、特に宿泊・飲食事業を中
心に事業規模が拡大していった。

写真8）
「ONOMICHI SHARE」
から向島を望む

1 DLせとうちの手掛けた事業
図

せとうち 湊のやど

尾道デニムプロジェクト
ONOMICHI U2

BETTER BICYCLES
LOG

鞆 肥後屋

そこで2019年4月に、組織と事
湊のやど」
「ONOMICHI

業の再編を行うことになった。
「せと
うち

貸しオフィス事業
ONOMICHI SHARE
㎥ HOSTEL

おのまる商店

カフェ＆グリルNEO

人材育成事業

食堂ミチ

尾道自由大学

繊維産地継承プロジェクト

2019年4月以降は
別会社にて運営
管理体制を一本化した。

会社に引継ぎ、宿泊・飲食事業の運営

尾道駅

たが、出原氏はすでに次の戦略を立て

ている。

2019年 月に、株式会社NOT

柔軟に、
機敏に動ける体制

任せる方針だ。

に注力し、宿泊施設の運営は別会社に

る。そのため、古民家再生と事業誘致

て必要な機能を街に組み込むことであ

より街並みを守ることと、住民にとっ

予定だ。目的は古民家の再生と活用に

として、2020年に宿泊施設が開業

物販などの事業者を誘致する。第1弾

し、宿泊事業を手掛けるほか、飲食や

Eと共同で「株式会社 hitohi
」を立ち
上げた。鞆の浦を中心に古民家を再生

10

設立時から、組織の目標は地域のた

めに雇用を生むことであった。利益の

追求だけを目的としていないことから、

当初は組織形態をNPOとする案も考

クト」
「鞆 肥後屋」などである。こう

CYCLES」
「尾道デニムプロジェ

I SHARE」
「BETTER BI

担っている事業は、
「ONOMICH

ない。こうしたリスクをとれるよう、

インパクトのある事業でなければなら

金融機関から借入をしてでも実現する

ちだけでできる範囲のことではなく、

るきっかけをつくるためには、自分た

えていたという。しかし地域が良くな

して新たなスタートを切ることになっ

そのため現在、DLせとうちが直接

5

商品開発・物販事業
宿泊・飲食事業

事業の再編と
新しいスタート
4

U2」
「LOG」
「尾道駅舎事業」を別
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組織形態として株式会社を選択した。
会社の設立から約7年の間に様々な
事業を展開しているが、始めから事業

レストランは、特にランチを中心に地
元客で賑わう。ショップも、地元客向

自分たちの
住みたい街に

いう短い期間でオープンに漕ぎつけた。

ることで、公募開始からたった1年と

を図った。会社のリソースを集中させ

始まったため、U2事業へと方針転換

から、たまたま海運倉庫活用の公募が

ノベーションを中心とした事業の方針

きた。当初の計画であった、古民家リ

適切なタイミングでその都度展開して

が多かったため、尾道の住民からは、

ち上げたメンバーは隣の福山市出身者

なかった。出原氏をはじめ、組織を立

ついてなかなか理解を得ることができ

当初は、DLせとうちの理念や目的に

える事業を行うことがポイントとなる。

も「いいものができた」と思ってもら

めには、尾道に住んでいる人にとって

人の理解や協力が欠かせない。そのた

まちづくりには、地域に住んでいる

組み合わせている。

域のニーズと観光客のニーズを上手く

を地域の人は求めており、こうした地

い。むしろ大都市にしかないような場

めるカフェやレストランは地方に少な

せとうちの挑戦はこれからも続く。

たばかりですよ」と語っていた。DL

氏は「まだまだこれから。スタートし

大抵の難しさではない。それでも出原

る事業を展開し続けていくことは、並

収益を確保しながら、地域のためにな

住みたい街〞にすべく奮闘している。

域の雇用をつくりながら〝自分たちの

イクリング」を軸に事業を展開し、地

けの商品を併せて取り揃えている。少

当時は公共の施設をリノベーションし

儲けるためにやってきた〝よそ者〞と

DLせとうちは、
「建築と観光とサ

たことや、自転車と組み合わせたアイ

思われることもあったという。しかし

し値段が高くても美味しい食事を楽し

ディアが新しく、大きな話題を呼ぶこ

「ONOMICHI U2」が完成し

地域の人に
〝いい〞
と思って
もらえる事業

とになった。更にONOMICHI

てからは、徐々に地域の人からも理解

計画や採算性の見通しがあったわけで

U2がきっかけとなって、その後のO

されるようになった。何より、地域の

人口………………………136265人（2018年 月現在）
面積………………………285・11

年間延入込客数
（尾道地区）
…358万人（2018年）
年間延外国人観光客数… 万人（2017年）
※出典：平成 年尾道市観光客統計報道発表資料

会社名……………………株式会社ディスカバーリンクせとうち
代表者……………………代表取締役 出原昌直
資本金……………………300万円

中国道

番 号

高松道

はない。地域のために必要な事業を、

NOMICHI SHAREや尾道駅

人からも〝いい〞と思ってもらえる場

10

10

取材・文：川村竜之介

舎事業へとつながっていく。地域づく

をつくったことが大きい。地域で信頼

k㎡

●株式会社ディスカバーリンクせとうちの概要（2019年 月現在）

33

設立………………………2012年6月
所在地……………………〒722 0
| 035 広島県尾道市土堂2丁目
事業内容…………………施設運営、
食料品・日用雑貨等の製造・販売等

★

●広島県尾道市プロフィール

りといえど、ビジョンや計画に囚われ

を得るためには、こうした実績の積み

ったものよりも、地域向けに作ったも

出原氏によると、観光客目当てで作

過ぎることなく、チャンスがあれば柔

を示している。

ののほうが地元客で賑わい、結果的に
観光客を呼ぶことができていると言う。
例えば「ONOMICHI U2」の

しまなみ海道

24

30

倉敷

尾道市

山陽道

10

ける体制を保つことが重要であること

重ねが必要だ。

7

軟に方針転換を図ることや、機敏に動

6

30

株式会社ものべみらい／一般社団法人物部川DMO協議会

物部川地域は農業が盛んで、ミカン
やニラ、ゆず、桃、メロン、トマト、

分の範囲内に収まって
いる。

のべみらい」である。主に観光や農業

16年9月に設立された「株式会社も

ッションとしている組織がある。20

この地域における経済の活性化をミ

る物部川の流域エリアだ。

ら、山間の渓谷地帯を経て土佐湾に至

る。徳島県との県境付近にある源流か

市を合わせて物部川地域と呼ばれてい

高知県南国市と香南市、香美市は3

園「西島園芸団地」などがある。高知

園」
、一年中メロンを楽しめる観光農

位に輝いた「高知県立のいち動物公

本の動物園ランキング2019」で一

河洞」
、トリップアドバイザーの「日

ジアム」
、日本三大鍾乳洞である「龍

なせたかし記念館アンパンマンミュー

作者のゆかりの地に立つ「香美市立や

観光スポットも多く、アンパンマン

7月に収穫が始まる超早場米が有名だ。

作物を有している。米も主力作物で、

た課題に対応すべく、ものべみらいは

域の魅力を構築できていない。こうし

携がなされておらず、一体となった地

れぞれの観光資源が訴求する魅力の連

を抱えているところがある。更に、そ

面的な連携が不十分であるなどの問題

朽化や客足の落ち込み、地域としての

いるものの、観光スポットの中には老

でいる。観光もポテンシャルを秘めて

足や不安定な所得に悩ん

他の地域と同様、人手不

業は地域の基幹産業だが、

業は基本的にグループ会社が事業経営

「山北みらい」の4社である。収益事

い」、「龍河洞みらい」、「ヤ・シィ」、

グループ会社は「香北ふるさとみら

連会社（以下グループ会社）が担う。

それぞれの事業はものべみらいの関

る。

がら、地域経済の活性化を目指してい

販、そして農業などの事業を展開しな

しかし課題も多い。農

関連の事業を担うほか、物部川DMO

龍馬空港も当エリアに立地しており、

シシトウなど、全国レベルのブランド

協議会とともに観光地域づくりに取り

土佐湾を望むヤ・シィパークのレストラン
mana・mana
（マナマナ）

を担い、ものべみらいは持ち株会社と

ザ・シックスダイアリーかほくホテルアンドリゾート

宿泊や飲食、体験アクティビティ、物

ミッションは
地域経済の活性化

40

観光スポットは空港から車で 分から

1

活性化に必要な3つの要素、
事業会社の位置づけの明確化、
地域金融機関の協力、
人材の確保と育成。

5

組んでいる。

20
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しての投資・経営管理と、観光地域づ

ケティング等の専門家人材をものべみ

の取り組みを開始した。

拠点として、道の駅を有する海浜公園

「ヤ・シィパーク」の運営支援を開始

ふるさとみらいへの出資を行い、マー

ループの中核事業として香北ふるさと

まず2016年 月に株式会社香北

中心的な役割を担ってきた一人が代

ケティング戦略に基づいた感動体験提

みらいが運営する体験型宿泊施設

らいへ派遣している。

メインターゲットには小さな子連れ
表取締役社長の古川陽一郎氏である。

供拠点の整備を開始した。続いて 年

くりの指令塔となる。
家族（パパ・ママ・キッズ）を設定し
古川氏はREVICからものべみらい

した。 年７月には、ものべみらいグ

た。物部川地域には、アンパンマンミ
へ派遣された経営陣のひとりだ。元は

2019年10月時点

ュージアムや観光農園、動物園などフ

11

る6次産業化分野の商品の開発・提供

に農業等の一次産業の付加価値を高め

泊や飲食、買い物）の運営を行う。更

スポットと、滞在型観光スポット（宿

ティネーションとなり得る体験型観光

地域全体をテーマパークとして、デス

らを活かしながら、ターゲット向けに

ァミリー向けの観光資源が多い。これ

ICから3名と四国銀

として、現在、REV

どを進める専門家人材

ィング・6次産業化な

ほか、経営・マーケテ

に物部川地域へ派遣された。古川氏の

2016年にREVICへ入社。同時

めになる仕事をしたいという想いから

商社マンであったが、地域や日本のた

シィに投融資を行い、食事や買い物の

に着手。 年5月には、株式会社ヤ・

点として龍河洞のマーケティング業務

げ、体験アクティビティを提供する拠

加えて、龍河洞がニューオープンを果

年7月には、洞窟内での新たな演出を

ルアンドリゾート」がオープン。19

「高知県観光活性化ファンド」（3億円）

REVIC）と四国銀行が立ち上げた

る地域経済活性化支援機構（以下

ものべみらいは、官民ファンドであ

式会社ものべみらいを

ながら、同年8月に株

クホルダーと協議をし

会の場で地域のステー

上げられた。この協議

投融資

ものべみらいグループ

18

物部川
DMO協議会

株式会社ものべみらい

ものべみらい
グループ各社の
取り組み

を順番に進めてきた。

成、組織の設立、事業の立ち上げまで

それぞれ、地域での協議から合意形

会社山北みらいを設立している。

開する組織として、19年6月に株式

い手課題の解決と地域商社事業等を展

たした。また、地域の農業における担

な ど を 行 い 、「 地 域 独 自 の ス ト ー リ

行から2名がそれぞれ

による資金をベースに設立された。加

設立。そこから3年ほ

香美市立の宿泊施設やキャンプ場、健

「株式会社香北ふるさとみらい」は、

最初の一歩
①
「株式会社香北ふるさとみらい」

いて紹介する。

それでは、グループ各社の事業につ

3

こうしたメンバーを
中枢としながら、
2016年6月に物部

えて、ファンドからの人的支援として、

どの間に様々な事業へ

株式会社ヤ・シィ
（道の駅等運営支援）
株式会社
龍河洞みらい
（龍河洞運営支援）

株式会社山北みらい
（農業支援・地域商社）

投融資
株式会社
香北ふるさとみらい
感動体験
マーケティング会社

３年で５つの
事業を立ち上げ

ー」を体験価値化することでマネタイ

「ザ・シックスダイアリーかほくホテ

18

派遣されている。

月に株式会社龍河洞みらいを立ち上

17

ズする事業モデルを構築する。

10

出資
2.8%
出資
91.6%
出資
2.8%
出資
2.8%

四国銀行
REVIC

公財）
龍河洞保存会
高知県観光活性化ファンド
香南市
香美市

川DMO協議会が立ち

REVICと四国銀行から経営・マー

1 株式会社ものべみらいとグループ会社の出資関係
図

2
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イアリーかほくホテルアンドリゾー

る。

みらいは指定管理者として運営にあた

のは香美市や高知県で、香北ふるさと

を運営している。施設を所有している

康センターと、高知県立の青少年の家

ミリー層を主なターゲットとしている。

館）に隣接しており、子供連れのファ

「 6th Diary
」はアンパンマンミュー
ジアム（香美市立やなせたかし記念

を果たした。

「香北ふるさとみらい」として再出発

のべみらいへ売却することで民営化し、

市が保有する公社の株式の大部分をも

閉館状態に追い込まれていた。そこで、

営を担っていたが、客足の低迷により

た手法に基づき
「 6th Diary
」では、季
節毎の消費者の志向に合わせたその時

物や備品）と商品を設計する。こうし

して届けるかという視点でハード（建

計を行い、次にそのサービスをいかに

いたいか」という視点でサービスの設

まずは「どういう気持ちになってもら

えるかという視点を常に意識している。

サイト（潜在的欲求）をいかにして叶

としてターゲットとするゲストのイン

中でも中枢を担うマーケティング会社

間約 万人程度の入込となっていた。

とともに客足が落ち込み、近年では年

100万人の観光客が訪れた高知県の

スポットだ。1970年代には年間約

店などの商店街を有する複合的な観光

乳洞で、博物館や珍鳥センター、土産

定されている1億7500万年前の鍾

龍河洞は国の天然記念物及び史跡に指

支援やマーケティングを担っている。

スポットに転換すべく、龍河洞の運営

を、従来の観覧型スポットから体験型

高知県

県立香北青少年の家
日ノ御子河川公園キャンプ場

健康センターセレネ

っているのが宿泊施設
「ザ・シックスダ

ィ、キッズスペース

子供向けのアメニテ

角のないテーブルや

したデザインを施し、

つながった。

ープの最初の一歩として大きな自信に

結果となっており、ものべみらいグル

OTAサイト等でも高評価を獲得する

ーションを行う。開業から1年時点で、

ジェクトが始動した。龍河洞みらいは、

会）」を立ち上げ、リニューアルプロ

化協議会（旧龍河洞まちづくり協議

県、市などによる「龍河洞エリア活性

ランでは家族にやさ

いる。また、レスト

きる工夫がなされて

子供がいても安心で

施設として、物部川地域の重要な感動

も担っている。
「 6th Diary
」と合わせ
て、グループや団体での利用も可能な

ンプ場」と「香北青少年の家」の運営

このほか、
「日ノ御子河川公園キャ

出資により設立された。

龍河洞の保存・管理を行う「公益財団

法人龍河洞保存会」とものべみらいの
しい季節のメニュー

体験提供型の観光・宿泊拠点として位

観覧型から体験型への転換を
目指す「株式会社龍河洞みらい」

が用意されているな

②

置付けられている。

こうしたプロジェクトの推進役として、

の設置など、小さな

2016年から関係者や地域住民、

10

ど、ファミリー層の
ニーズに合わせたサ
ービスを提供してい
る。香北ふるさとみ

「株式会社龍河洞みらい」は、龍河洞

心の中の冒険体験をコン
セプトに2019年7月に生
まれ変わった
「新・龍河洞」

指定管理
管理・運営
所有

所有
ザ・シックスダイアリー
かほくホテルアンドリゾート

このうち、特に重要な位置づけとな

ト」（以下「 6th Diary
」
）である。同施
設は以前まで、官民によって設立され

内部は、ところどころにやなせたかし

期ならではのサービスの提供やプロモ

香美市

一大観光地であったが、施設の老朽化

た「株式会社香北ふるさと公社」が運

氏の作品世界を表現

株式会社
香北ふるさとみらい
指定管理

出資
84.3%
出資
12.7%
出資
3%

株式会社
ものべみらい
法人・個人株主

2019年10月時点

らいは、グループの
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2 株式会社香北ふるさとみらいの出資関係
図

事例にみる株式会社型DMO
2

高知県

2019年10月時点

エリア活性化協議会」では老朽化した
博物館や商店街などを一体的にリニュ
ーアルする企画も検討される等、龍河

所得の安定化という農業の課題に対し

て真正面から斬り込むアイディアで事

業を展開する。

物部川流域3市の一つの香南市は、

山北地区のミカン栽培などを中心に農

業が盛んな地域だが、人手不足等の理

由から休耕地が市全体で100 近く

にまで広がっていた。ミカンは収穫期

の約1か月間が最も忙しく、集中的に

人手が必要となるため、この時期に人

手を確保できない農家は生産を諦めざ

るを得ない。こうした状況がますます

後継者不足に拍車を掛けるという悪循

環に陥っていた。しかし問題の本質は

単なる人手不足だけではなく、人材の

融通が利かない点にもあった。例えば

に転換すべく、洞窟内で龍河洞が有す

ーションで、龍河洞を体験型スポット

役割は主にコンテンツ開発やプロモ

れのトレンドもあり、近年は経営に苦

ことができておらず、昨今の海水浴離

のの、それらを十分な消費につなげる

る。年間 万人以上の来場者がいるも

することで、海の観光拠点化を目指す。

などの新たな体験型コンテンツを展開

農家同士で人材のやり繰りができれば、

期は異なっている。異なる品目を扱う

ミカンの収穫期は秋、トマトは夏であ

る世界観を「心の深いところ」への冒

労していた。そこで立て直しを図るべ

充、高知大学地域協働学部の実習学生

をガイドとともに探検するコースの拡

ン化を果たした。こうした経営改善を

スバー専門店のビーチサイドレストラ

2018年には直営店舗であるアイ

というミッションを掲げ、人手不足と

事業会社である。同社は「地域就農」

社山北みらい」は農業をメインとした

るグループ会社であったが、
「株式会

することで新規就農者を募集する。就

まずは地域おこし協力隊制度を活用

域そのものに就農してもらうモデルだ。

就農者に、特定品種の農家ではなく地

香南市との議論の末に生まれた。新規

うした課題を逆手に取ることで、地元

「地域就農」というアイディアは、こ

人手不足を解消できる可能性がある。

り、品目によって人手が必要となる時

険体験に誘うプロジェクションマッピ

く、ものべみらいからの投融資と経営

が主体となる休憩所カフェの企画・運

図ることで収益を確保しつつ、今後は

30

営等に取り組んでいる。また「龍河洞

ここまでが主に観光事業を担ってい

農業の課題に真正面から斬り込む
④
「株式会社山北みらい」

ング、来訪者の世界観への没入を手助

者の派遣を受けた。

2019年10月時点

けする照明・音響による演出、洞窟内

キャンプを中心としたアクティビティ

ha

洞を中心とした周辺集落全体の活性化

道の駅やす
ヤ・シィパーク

に向けた機運が高まっている（201
9年 月時点）
。
海の観光拠点へ
③
「株式会社ヤ・シィ」

所有
管理・運営
所有

香南市

委託
委託

「株式会社ヤ・シィ」は、官民の出資
によって2001年に設立された組織
で、香南市の海浜公園「ヤ・シィパー
ク」と「道の駅やす」の運営を担って
いる会社である。
ヤ・シィパーク内には、海水浴場や
多目的広場、BBQサイト、観光情報

投融資
出資

香南市

マーケ
ティング

出資

株式会社
ヤ・シィ
高知県

株式会社
ものべみらい
法人・個人株主

株式会社
ものべみらい
公財）龍河洞保存会

補助

株式会社
龍河洞みらい
運営支援

龍河洞

出資
90.9%
出資
31.9%
業務
委託
管理

10

センターと、道の駅やすが立地してい

4 株式会社ヤ・シィの出資関係
図

3 株式会社龍河洞みらいの出資関係
図
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には独立した生産者として地域に就農

指導はJA等の生産者が行い、最終的

農家にも出向く。就農者への技術的な

ーのブドウ圃場やトマトなどの他品種

ミカン栽培の農閑期には地元ワイナリ

た休耕地でのミカン栽培に取り組むが、

農者は、山北みらいで管理委託を受け

JA高知県、ワイナリーを営む井上石

いが設立された。このほか、香南市や

果樹女性部会）による出資で山北みら

生産者（JA高知県 露地みかん部会・

ットワークにおいて、ものべみらいと

の関係者の参画が必要となる。このネ

流通が絡む取り組みであるため、多く

よる農業活性化ネットワークである。

取り組みの基盤となるのが、官民に

がなければうまく進めることができな

の事業は、地域側の理解や協力、支援

に向けて奮闘している。ただしこれら

題を解決しながら、地域経済の活性化

事業を通じて、観光と農業における課

このように、ものべみらいは様々な

らいの設立以前から、四国銀行とRE

の提供というコンセプトは、ものべみ

族をターゲットにした「ストーリー」

域経済活性化という戦略や、子連れ家

役割も担う。観光と農業を活かした地

また、ものべみらいは参謀としての

光地域づくりモデルが構築されている。

を担う一方、流通・販売における課題

どの民間企業が参加している。任意団

機関のほか、観光施設やエアラインな

会は自治体や観光協会、商工会、教育

げたコンセプトを実現するためには、

について議論している。地域で作り上

観光地域づくり体制をどう構築するか

協議会では現在、会員各組織による

戦略の構築や、ステークホルダーをま

体でスタートしたが、旅行業の着手と

自治体や観光協会、各事業者もそれぞ

そのために地域をつなげる接着剤の

観光庁の日本版DMO法人登録を睨ん

れの役割を果たす必要があり、財源確

とめる役割を、ものべみらいが引き継

で2019年3月に一般社団法人化し

保の方法や各組織の事業計画にまで踏

ような役割でとりまとめているのが

た。協議会自身が、DMOとして地域

これまでの活動・実績が影響している。

み込んだ議論が必要となる。協議会で
品事業は、地域にとって必須の取り組

ものべみらいが地域の歴史・文化・思

のマーケティング、情報発信や旅行商

みであるものの、収益事業として自立

いを具現化してきた事実とプロセスが、

のこうした議論にも、ものべみらいの

的に経営を行うことが困難であるため、

品造成・セールス事業を担う（旅行商

いでいる。

4

「物部川ＤＭＯ協議会」である。協議

両輪が駆動することで物部川地域の観

事業をものべみらいが担うという形で、

うに、公益事業をＤＭＯ協議会、収益

公益事業と位置付けている）
。このよ

する流れだ。
灰工業株式会社と連携している。

い。地域のステークホルダーも、それ

VIC、地域のステークホルダーが協
2019年10月時点

地域とものべみらい

解決はものべみらいと連携して行う。

ぞれが観光地全体として目標に向けた

議をしながら構築してきた。こうした

山北みらいが生産における課題解決

流通・販売における課題に直結するの

取り組みを推進する必要がある。

が、農家の所得向上と安定化である。
従来型の市場を通した流通構造では中
間マージンの幅が厚く、どんなに頑張
っても農家の所得向上には限界がある。
そこで生産者と消費者をダイレクトに
つなげる取り組みを展開する。試験的

休耕地
活用

株式会社山北みらい

所有
管理委託
出資
25%

に実施しているのが、地方の小売店に
直接卸すリージョナル リージョナル

売買契約
連携協定

（地域から地域へ）の取引で、青森県
や和歌山県の大手スーパーチェーンや
地域商社と連携している。
こうした農業の取り組みをメインと
しながら、今後は果物の収穫やジュー
スづくりなど、体験メニューの構築に

JA高知県
露地みかん部会・果樹女性部会

出資
75%

to

も着手することで6次化商品の提供を
目指す。

生産者

株式会社
ものべみらい

JA高知県
井上石灰工業
香南市
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5 株式会社山北みらいの出資関係
図

事例にみる株式会社型DMO
2

ており、様々な利害関係も存在する。

洞エリア活性化協議会がベースになっ

そして財源を持つ行政が参画する龍河

龍河洞保存会と、商店街、地域住民、

河洞の取り組みは、龍河洞を管理する

事業会社の位置づけである。例えば龍

1点目は、地域の協力体制における

きた。

な議論が活発に行われるようになって

協議会の意識を変えつつあり、前向き

うとする地域の金融機関があるからこ

域経済の活性化にリスクを取って挑も

している四国銀行の存在であった。地

ているが、重要なのはファンドに参画

化ファンドからの資金がベースとなっ

の設立にあたっては、高知県観光活性

力である。ものべみらいグループ各社

2点目が、地域の金融機関による協

な努力があったことは言うまでもない。

域側で信頼関係を構築するための地道

制に至るまでには、ものべみらいと地

いずれの取り組みも、このような体

ることができている。

べみらいと生産者が共同で事業を進め

有する体制とした。これにより、もの

ら新会社に参画する経営陣も代表権を

により新会社を立ち上げ、生産者側か

できる。

長期的に取り組みを持続させることが

体的協力を得る関係性を確立できれば、

う。こうした組織から人材面を含め主

庁・市役所などの行政組織であるとい

待できるのが、地域の金融機関か、県

ることは難易度が高い。その点でも期

しかし、こうした人材を地域で確保す

理を担える人材を確保する必要がある。

くサービス構築と実践、また財務や管

ーケティング戦略の立案、それに基づ

のマネジメント、観光事業に関わるマ

な地域経営資源（ヒト、モノ、カネ）

域を経営するという俯瞰的視野で多様

みらいは、志やエネルギーのある人が、

たい。
」と想いを語っていた。ものべ

張っている人が輝けるような舞台にし

したい。地域のために人生をかけて頑

レンジできる機会を提供できる会社に

材が「地方にいても都会と平等にチャ

ちであり、そうした志のある地域の人

あくまでその地域を背負っている人た

た」と言う。地域経済活性化の主役は

がいたからこそ前進することができ

わらなければならないと行動する方々

一方で古川氏は「地域に志を持ち、変

した人材が大きな役割を果たしてきた。

や四国銀行をはじめ、地域外から集結

する。

以上の取り組みからポイントを整理

地域に志のある人が
いるからこそ

そこで、既存の組織が推進役となるの

そ、REVICによる資金や人材を呼

いる事実は、事業者からの信頼を得る

●高知県物部川地域
（南国市、香南市、
香美市）
プロフィール

（2019年 月現在）

人口………………………3市合計106667人

面積………………………3市合計790・03k㎡
●株式会社ものべみらいの概要

高知道

描いている。
（かわむら りゅうのすけ）

地域で自己実現をしていく未来の姿を

ではなく、
「龍河洞みらい」という新

び込むことができたと言える。また、

いう形を構築した。龍河洞みらいは、

うえでも大きく寄与している。ものべ

現在のものべみらいは、REVIC

たな組織を立ち上げ、プロジェクトの

あくまで地域の組織と同じ目線で提案

みらいという全く新しい組織でも、金

地域の金融機関が取り組みに参画して

を行い、実行役を担う立場であり、地

融機関が入っている信頼感があったか

南国市★★香美市
★
香南市

桜ビル２階

会社名……………………株式会社ものべみらい
代表者……………………代表取締役社長 古川陽一郎
設立………………………2016年8月
所在地……………………〒783 0
| 004 高知県南国市大ソネ甲1705 5
|

徳島道

公益財団法人龍河洞保存会

株主………………………高知県観光活性化ファンド、
香美市、
香南市、

事業内容…………………投資事業、
経営支援事業、
農産物卸売・加工事業等

松山道

推進業務を新組織に対して委託すると

域側の合意形成を図りながら事業を推

らこそ、短期間で協力体制を構築でき

取り組みが地域で根付くためには、地

3点目が、人材の確保と育成である。

た。

進できる体制となっている。
また山北みらいの取り組みも生産者
側の協力が必要不可欠である。そこで、
ものべみらいと生産者それぞれの出資

10
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有田町の観光は、やはり有田焼が町

※
（公財）
日本交通公社 撮影

株式会社有田まちづくり公社

利益の追求なしに観光事業はできない。
町には判断、
負担、
リスクを負う当事者が必要だ。

重要伝統的建造物群保存地区に指定
（1991年）されている内山地区の通
りを歩けば、窯業とともに発展してき
た窯元や卸問屋が有田焼のショーウィ

佐賀県有田町は、
陶磁器の原材料と

のブランド力となっており、その代表

器（うつわの
） まち、
有田の
観光まちづくり

なる「陶石」がこの地で見つかった1

例ともいえるのが毎年春の「有田陶器

ンドウのような街並みを形成している。

616年以来、朝鮮半島から渡来した

化による大口需要の減少や海外からの

市」と、
「秋の陶磁器まつり」である。
また、有田町は、窯業で発展した他

安価な商品の流入によって、窯業は低

陶工「李参平」がその礎を築いた「有

のまちと同様に、まちを支えてきた窯

迷の時代となっており、担い手の不足

有田町の年間観光客数約250万人
月の合計が年間の7割超を占める（2

業が近年では厳しい局面を迎えている。

や事業の廃止などにより、有田が培っ

のうち、陶器市が開催される4・5・

017年）
。有田焼は今でも高いブラ

有田焼は高級飲食店や旅館・ホテルな

てきた高い技術や文化が継承されない

界ブランドの陶磁器として発展させて
400年の歴史と伝統、生活の文化

ンド力を誇る一方、町の観光は特定の

どへの直販を主軸に取引額を伸ばして

やトンバイ塀、石畳といった街並みに

※ⅰ

きたまちである。
は、職人による手作業が行われる工房

イベントを中心とした一時的な誘客に

危機感も高まっている。

有田焼の工房
（上）
トンバイ塀と石畳の通り
（下）

きた。しかし、日本人の生活様式の変
頼ってきた。

11

田焼」をあまたの職人が受け継ぎ、世

1
溶け込み、現在にも継承されている。
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こうした観光面の課題と産業界の危

機感を背景に、
「器のまち有田を人々

の受け皿へと変革させる」というビジ

ョンを持った、株式会社有田まちづく

り公社が設立される。

表

1 （株）有田まちづくり公社の設立経緯と事業展開
年月

内容

2011年

10月

高田氏が東京での前職を終え、
有田で陶芸をする妻に合流して、
有田へ移住。

2013年

12月

高田氏が学童保育に空手を教えに行き、
商工会議所会頭に就任したばかりの深川会頭に出会い、
同専務理事に就任。

2014年

3月

高田氏が陶器市のスポンサー探しで上京。
知人の紹介により地域経済活性化支援機構
（REVIC）
と出会い、
観光まちづくりの計画策定協議を開始。

2015年

1月

波佐見町の朝飯会に参加し、
同年3月有田でも朝飯会をスタート。

4月

有田商工会議所より百万円の出資を受け、
株式会社有田まちづくり公社を設立。

7月

有田商工会議所と有田町ふるさと納税事業に取り組む。
REVICと佐賀の全金融機関により、
佐賀観光活性化ファンドが立ち上がる。

8月

有田町ふるさと納税をふるさとチョイスにてスタート。

10月

2

株式会社
有田まちづくり公社
の設立

移住者が町の人々に支えられながら
有田の変革に挑む

9月 オフィスを有田商工会議所3階の会議室に構える。
佐賀観光活性化ファンドより1千万円の出資を受ける。

11月 日本磁器誕生・有田焼創業400年祭のプレイベントとして、
第1回有田まちなかフェスティバルを町より受託し、
約40のイベントがスタート。
2016年

1月 日本磁器誕生・有田焼創業400年祭がスタート。
3月

有田町ふるさと納税寄付額332百万円を達成。

4月

町内有志や社員より2百万円の出資を受ける。

9月

事務所を本町の築100年の古民家に移転。

10月

第2回有田まちなかフェスティバルをスタート。
2か月間で約80のイベントを実施。
有田駅前の観光拠点としてKILN ARITA
（キルンアリタ）
を竣工。
観光案内所、
レンタカー店、
直営のCafé hestiaがオープン。

2017年

3月

銀座レカン・料理長 高良シェフを招いての器の旅ツアーを実施。
有田町ふるさと納税720百万円を達成。

7月

佐賀出身の古賀シェフ・マッキー牧元氏と巡る有田美食の旅を実施。
有田観光協会主催の有田ウィンドウディスプレイ甲子園へ協賛。
"
国交省の観光庁よりDMO候補法人として登録。

10月 日用雑貨店bowlの企画が本格始動。
クラウドファンディングにて協力を募り、
目標2百万円を達成。

株式会社有田まちづくり公社（以下、

有田まちづくり公社）は2015年4

月に設立された（表1）
。設立には、

※ⅱ

有田まちづくり公社の現取締役会長

である高田氏が深く関わっている。高

田氏は大学卒業後、建設会社で長年財

8月

11月

有田まちなかフェスティバル開催。
町内から集まった67個のプログラムを載せたパンフレットの作製およびPRを担当。
有田町ふるさと納税動画の企画・制作。

12月
2018年

2月

経済産業省より地域未来牽引企業として認定される。
有田朝飯会が開始から36回・3周年を達成。
テーブルウェアフェスティバルにおいて有田の観光を広報する冊子
「アリタビ」
を発行・配布。

3月

有田町ふるさと納税昨年対比超えの8億2000万円を達成。
有田専用のガイドブック
「器旅map」
の販売開始。

「bowl」
がグランドオープン。
4月 セレクトショップ
10月

駅前観光施設KILN ARITA内にあるCafe hestaをKILN CAFE
（キルンカフェ）
として
リニューアル。
出典：
（株）
有田まちづくり公社ウェブサイトおよびヒアリングにより作成

務を担当し、米国勤務中には国際開発

や国際投資といった事業に携わってき

た。転職後には、 社の中小企業再生

を担った経歴を持ち、財務や事業再生

の分野における造詣が深い。

2011年、高田氏は退職後、妻が

陶芸をする有田町に移住した後、世界

的にも有名な老舗窯元「香蘭社」の社

長で有田商工会議所の深川祐次会頭と

の出会いがきっかけとなり2013年

には商工会議所の専務理事に就任する。

商工会議所では町内の窯元や商社の

現状を直接見聞きする機会が多く、高

田氏は有田町の現状と課題に関する商

工会議所等での議論を通じて、観光ま

ちづくりによる有田焼ブランドの再生

の必要性に対する意識を強めていった。

2014年、陶器市のスポンサー募集

のため上京した際に「地域経済活性化

支援機構（以下、
REVC）
」
と出会っ

たことから有田町の観光まちづくりの

動きが急速に加速し、会社設立に至る。

現在も商工会議所副会頭、観光協会

副会頭、有田まちづくり公社取締役会

長と、有田町の観光まちづくりに関連

する地域団体の中心にいる高田氏は、

有田まちづくり公社の取り組みを「よ

そ者・ばか者・若者の混入と地域との

10
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公的組織による観光事業の限界であっ

を進める中で高田氏が気づいたのは、

式会社としてスタートした。事業展開

1）
。一方、有田まちづくり公社は株

の法人格を選択することが多い（特集

観光協会などの看板替えによる非営利

観光地域づくり法人（DMO）は、

町との交流による学び」と語る。

の宝さがしと磨き上げ、お隣の波佐見

組み、日本百選が もあるような足元

化学変化、民間の意識と目線での取り

ポンサーとなり、やる気と実行力のあ

波佐見町では、地場の窯業経営者がス

有田町と同じく陶磁器をルーツに持つ

町である長崎県波佐見町の存在がある。

いる。この考えの原点には、有田の隣

ベースにしたまちづくりを大切にして

構えたまちづくりではなく、「人」を

政の計画や補助金等に基づく大上段に

また、有田まちづくり公社では、行

力」が、株式会社に期待される。

力や、競争・利益の追求という「推進

共性と事業性のジレンマを解消できる

語る。これまでの観光分野における公

う矛盾をはらんでいる。
」と高田氏は

の追及なしに観光事業はできないとい

者の新規出店を支援することはリスク

かの保証がない経験も実績も少ない若

企業側からすれば、成功するかどう

なっている。

代表する観光客や地元住民が集う場と

ース等が生まれ、現在では波佐見町を

ン、セレクトショップ、イベントスペ

のアイディアによるカフェやレストラ

し、波佐見町にこれまでなかった若者

スペースを保存しつつ低賃料で貸し出

房・蔵等として使用されていた建物、

指定されている。広大な敷地内に工

陶所跡地で、現在は国の有形文化財に

の原はかつて窯業を営んでいた福幸製

会社が運営する「西の原」である。西

も表れている。

断、自己負担、自己リスク」の原則に

田まちづくり公社が立脚する「自己判

波佐見町からのこうした学びは、有

必要」と指摘する。

町にも寛容でリスクを負うタニマチが

的にも有名になった要因であり、有田

見町が地域活性化の成功例として全国

者がいることが、人をひきつけ、波佐

ような、寛容さを持つタニマチの当事

さな投資で徐々に始めることで抑える

を受け入れ、自由にさせ、リスクを小

る若者の様々な活動をバックアップし

た取り組みについて高田氏は「若い人

ともいえる。しかし波佐見町のこうし

株式会社は
自己判断、自己負担、自己リスク

は公平性の担保が先立ってしまい利益

ている。その代表例が 西海陶器株式

株式会社
有田まちづくり公社
による事業展開

たという。「公的資金の入った組織で

12

が追及できない。しかし、競争と利益

融機関が出資して総額5億円のファン

佐賀銀行をはじめとする佐賀県内全金

観光活性化ファンドとは、REVICや

活性化ファンドによる出資である。佐賀

1）
。最大の割合を占めるのは佐賀観光

本金額は1300万円となっている（図

※ⅲ

スタートし、2回の増資を経て現在の資

所を株主とする100万円の資本金で

有田まちづくり公社は有田商工会議

外部資金の獲得と稼ぐ仕組みづくり

3

ドとして2015年7月に設立。有田ま
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波佐見町
「西の原」
※
（公財）
日本交通公社 撮影

出資 （200万円）
投融資（1,000万円）

事業
連携

株式会社 有田まちづくり公社
（日本版ＤＭＯ候補法人）

事業者

公益プランニング
事業

IM
事業
KILN・bowl
カフェや雑貨店

「器旅」ツアー等
着地型コンテンツ

ありフェス等
委託・補助事業

ふるさと納税や
EC

相互
連携

観光商品
事業

月に1000

の第1号案件として

ちづくり公社は同ファンド

年祭の前年事業の一環として、観光の

け、日本磁器誕生・有田焼創業400

公社は初事業として町からの委託を受

が進んでおり、有田まちづくり公社を

ィ バ ル（通 称：あ りフェス）
」の 計 画

光化に向けて「有田まちなかフェステ

有田町では町の賑わいづくりや通年観

出典：
（株）
有田まちづくり公社・REVIC資料およびヒアリングにより作成

10

万円の出資を受けた。

2015年

事業化と賑わいづくりに向けて「有田

実施主体として事業がスタートした。

町の回遊を生み出す事業

光事業に取り組む重要な原資となった。

安定的な収益源が生まれ、その後の観

託事業の成功により、株式会社として

るなど事業は成功をおさめた。この受

度には8億2000万円の寄付を集め

度には7億3000万円、2017年

00万円の寄付を獲得し、2016年

を開始してから7ヵ月後には3億32

仕入れなどを行うものであった。事業

ふるさと納税サイトの運営や返礼品の

理業務」である。この事業は有田町の

所経由で受託した「ふるさと納税の管

開始した事業が、有田町より商工会議

ありフェスに続き2015年8月に

仕組みを構築している。

らは通年での開催・予約・参加可能な

光客集中の解決に向け、2018年か

あった陶器市など特定イベント時の観

プログラムが用意されており、課題で

窯元の見学といった複数の着地型体験

ありフェスではろくろ・絵付け体験や

陶器市」の活性化に取り組んだ。当時、

出典：
（株）
有田まちづくり公社・REVIC資料

有田町
佐賀県
観光庁
相互
連携

店舗
事業

一般社団法人
有田観光協会
佐賀観光活性化ファンド
（5億円）
出資 （100万円）

資金提供
資金提供

町内
有志
佐賀銀行・佐賀県内全金融機関
REVIC
有田商工会議所

設立後、有田まちづくり

2 有田町の周遊観光戦略
図

1 （株）有田まちづくり公社の事業構造
図

農業・宿泊業・飲食業・
窯業・卸売業等

観光客・消費者

40

立ち寄って有田の人と言葉を交わしな

る有田駅前、上有田駅前等に、人々が

の交通機関のエントランスとなってい

づくり公社を実施主体として、有田町

りの戦略の目標は、株式会社有田まち

ァンドが共同で策定した観光地域づく

有田商工会議所と佐賀観光活性化フ

焼関連商品はほとんど扱わず、生活用

開業。この店舗では観光客向けの有田

レクトショップ
「bowl
（ボウル）
」
が

2018年4月には事務所の1階にセ

光・周遊拠点づくりの一環として、

の借入金を活用している。また、観

部の地方創生加速化交付金と銀行から

して内閣府まち・ひと・しごと創生本

第二版が刊行された。2019年 月

紹介されており、2019年4月には

リーがその歴史や魅力とともに丹念に

mapでは町内の窯元や商社のギャラ

「器旅map」を発行した。器旅

材・編集を行い有田町のガイドブック

2018年3月には社内メンバーで取

テンツの造成にも取り組んでいる。

は外部資金を活用しながら、自立・自

有田まちづくり公社で特筆すべき点

体を巻き込んだ取り組みが進んでいる。

磁器職人や農業者など地域の様々な主

これまで観光との接点が少なかった陶

然・食を組み合わせたコンテンツで、

る拠点施設を立ち上げ、収益をあげな

競合もせず地元客の取り込みにも成功

品や服飾品を数多く取り扱うことで、

を開始し、同年 〜 月に合計3回の

みどころを案内するバスツアーの販売

からは同ガイドブックの編集者が町の

に紹介した「ふるさと納税事業」であ

にある。その柱となっているのが、先

走する組織運営を実現しているところ

観光まちづくりには「人」が必要

がら、有田をより深く知ることができ
がら継続して運営することによって、

している。bowlは基本的に借入に

今、有田まちづくり公社は外国人旅

な原資を確保できたのは、ふるさと納

として自立・自走していくために必要

る。観光まちづくりを目指す株式会社

の一部を全国からクラウドファンディ

行者の誘致にも力を入れている。特に

催行が予定され、好評を得ている。

ングで募り、目標の200万円を超え

よる事業であるが、2017年に資金

わいづくりを目的として、JR有田駅

また、高田氏は観光まちづくりにお

税事業によるところが大きい。
ルジュが町の魅力を案内する少人数制

いて、原資を確保して人を雇えること

注目されているのが、専門のコンシェ
のプライベートツアーである。ツアー

る約225万円の支援を受けた。

すことであった（図2）
。

町中を観光客が回遊する流れを生み出

10

前に観光拠点施設「KILN（キル
ン）」
をオープンさせた。有田まちづ

町の賑わいを生み出す事業

（2019年4月24日発行）

2016年 月には有田市街地の賑

12

が重要と強調する。補助金や資本金が

バスツアー
「器旅tour」
のチラシ

11

では有田焼のみならず町の歴史・自

器旅map うつわたびマップ 第二版

くり公社はKILN内のカフェ運営を

※出典：
（公財）
日本交通公社 撮影

最近は独自の観光商品や着地型コン

観光拠点施設KILN
（上）
と
セレクトショップbowl
（下）

10

担っており、この事業では開業資金と
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事例にみる株式会社型DMO
2

方氏、常務に中村氏、社外取締役に井

り、有田まちづくり公社では社長に緒

専門人材を投資先の企業に派遣してお

恩恵が大きいという。REVICでは

行からの人的支援が経済的支援以上に

人材の確保にはREVICと佐賀銀

ってしまう。

続けることはできず、計画倒れに終わ

うことができなければ、まちづくりを

あっても、事業収益で人件費をまかな

が持つノウハウや知見が共有される機

して機能しており、地域の様々な主体

トワーク形成や意見・情報交換の場と

この風通しの良さから、朝飯会はネッ

でも自由に発言できる場となっている。

など老若男女までが参加しており、誰

元を経営する企業人から農家や自営業

町で開いている。朝飯会には商社や窯

「朝飯会」という自主的な集会を有田

は波佐見町での取り組みを手本に、

元では、アーティスト・イン・レジデ

ば、150年以上の歴史を持つ老舗窯

の様々な主体で活発化している。例え

田まちづくり公社のみならず、有田町

観光まちづくりをめぐる動きは、有

ハードの実現へとつながった。

いのあるまちづくりに向けたソフト・

具体的な個別事業をはじめとする賑わ

ながり、KILNやbowlといった

れたことが、その後の出資・融資につ

取材・文：観光経済研究部 研究員

期待される。

武智玖海人

域全体の活性化に波及していくことが

様々な活動を連鎖的に引き起こし、地

通じて地域主体同士がつながることで、

った。今後は、朝飯会のような機会を

年間を通して訪れる人気スポットとな

グラムを実施。国内外からの旅行者が

探しをするなどのユニークな体験プロ

が考案した、陶芸や古い器の山から宝

有田まちづくり公社の自立的な事業

また「観光まちづくり」という観点

える原資を創出できたことがある。

期に取り組んだ事業によって雇用を支

※ⅰ 登り窯を築くために用いた耐火レンガの廃材や使い捨ての窯道具、陶片を赤土で塗り固め作った塀
※ⅱ 2019年 月当時
※ⅲ 2019年 月当時
※ⅳ 国内外からアーティストを一定期間招へいして、滞在中の制作活動を支援する取り組み。

※ⅳ

ンスでやってきたブラジル人の陶芸家

おわりに

会の創出につながっている。

経営や地域経済に精通した専門人材を
地域で確保することは難しく、有田ま
ちづくり公社では地域外から必要な人
材を引き入れることで、継続的な観光

においては、特定企業のみならず地域

「人を雇えてはじめてまちづくりがで

展開が可能となった背景には、設立初

における複数の主体が協働していくこ

きる」という高田氏の言葉のとおり、

●佐賀県有田町プロフィール

人口………………………20091人（2019年1月1日現在）
面積………………………65・85
年間延入込客数…………254万人
※出典：平成 年観光客動態調査
（佐賀県）
●株式会社有田町づくり公社の概要

〈取材協力〉 株式会社有田まちづくり公社 取締役会長 高田亨二氏

会社名……………………株式会社有田まちづくり公社
代表者……………………代表取締役社長 緒方恵介
資本金……………………1300万円
設立………………………2015年4月1日
所在地……………………〒844 0
| 018 佐賀県西松浦郡有田町本町丙1054番地
社員数……………………常勤社員8名 非常勤社員4名 監査役3名

k㎡

まちづくり事業を実現している。

とが望まれる。そのために必要な「つ

原資や人材といった組織基盤を整えら

とは？

ながり」を生み出す場として、高田氏

朝飯会

あさ
めし
かい
波佐見町で 年間160回にわたり自主的に実施されてきた
「朝飯会」を参考に、高田氏が2015年3月より有田町で開
始した取り組み。現在、毎月1回土曜日の午前6〜 時に開催
している。参加者に毎回参加の義務はなく、議題の設定や採決の取り決めもない。参加も話題
も自由にすることで、風通しの良い集まりを目指している。参加者が日頃感じていることや率
直な意見が語られることで、本音にもとづく共通意識が醸成されている。波佐見町の朝飯会と

波佐見町

西九州
自動車道

★有田町

佐世保市

10 10

29

4

の相互参加も行われており、自治体の枠に囚われず観光まちづくりに関わる多様なプレイヤー
がつながる場となっている。

10

長崎自動車道

出氏などを迎えている。一般的に企業

17
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一般社団法人BOOT （ぶっと）

たという。矢部氏はもとも

BOOTは、人口減少社会の中にあ

日本大震災、福島原発事故、

戻る」と考えていたが、東

西会津国際芸術村は2002年に廃

校となった新郷中学校をリニューアル

事業の拠点施設として2004年に開

し、アーティスト・イン・レジデンス
BOOTは様々な地域振興事業に取

村した。2012年、西会津に戻った

※出典：楢山集落 -Narayama "Planetary" Village 公式Facebookより

【参考事例】

（現：国道 号線）が走り、かつて宿

「志と行動 に
て人を集め、
」よっ
生業を生み出す組織の挑戦

社団法人、財団法人、NPO法人と

と「 歳になったら故郷に

む例はある。ここでは、一般社団法人

っても、持続できる「未来ある過疎」

その後の復興の様子を見て、

場町として栄えた街並みも残る。

として宿泊事業をはじめ、様々な事業

をつくることをミッションに、201

いった非営利法人も収益事業に取り組

に取り組む、福島県西会津町の一般社

「今戻らなければ故郷が無

みは、「西会津国際芸術村」の運営と

7年に3名の地元の有志によって設立

くなってしまう」という思いが募って、

古民家ホテル「NIPPONIA楢山

団法人BOOT（ぶっと）の取り組み

2012年に父祖の地である楢山集落

集落」である。

された。
代表である矢部佳宏氏は1978年

に戻り、約360年続く土地と古民家

とに違和感を持ち、「 年後にはなく

交流と創造の拠点、西会津国際芸術村

の西会津町生まれ。ランドスケープア

山形県の県境に位置する飯豊山のふも

なると言われる集落がどうすれば生き

一般社団法人
BOOTの取り組み

を継承した。
躍した異色の経歴を持つ。ランドスケ
ープを学ぶ中で、多様性が叫ばれつつ
も過疎地がネガティブに捉えられるこ

と、人口6300人の町である。町を

り組んでいるが、その代表的な取り組

2

について考えたい。

「未来ある過疎」
を
つくる

写真1）
楢山集落からの景色

ーキテクトとしてカナダ、上海等で活

を紹介し、株式会社型DMOとの相違

50

49

残ることができるか」を考え続けてき

いい で さん

福島県西会津町は、福島県と新潟県、

1

横断する阿賀川に沿って旧越後街道

10
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事例にみる株式会社型DMO
2

矢部氏がコーディネーターに就任、

通したイベント、コンサート、ワーク

業の種を育てる「土」としての役割

かけを行うといった、戦略的な取り組

BOOTでは定住移住相談支援セン

みにつながっている。

このミッション・ビジョンは、西会

ター運営、町内空き家発掘（ニシアイ

等）としている。

そのミッション・ビジョンは①クリ

津国際芸術村に関わる地域内外の人、

ヅ不動産）といった移住・定住のため

ショップを開催している。
エイティブな人が集まり、アイデアを

特にクリエイティブな人材や地域のプ

の窓口も担っており、2015年度か

2018年からBOOTが西会津町か

生み出す（西会津という商品を創る・

レーヤーが集う機会をつくり、交流を

ら現在に至るまで移住者数 人という

らの指定管理を受け、運営を担ってい
アーティスト・イン・レジデンスと
磨く・売り込む等）
、②西会津の地域

通して地域との関わりを徐々に深め、
西会津で働く場をつくり出し、住まう

る。
は、芸術家を招聘し、滞在や創作活動
文化DNAを発展継承させる（歴史・
民俗の知恵・環境を活かしたツーリズ

実績を残している。

を支援する事業であるが、BOOTは
西会津国際芸術村を「未来ある過疎」

までを一連の流れとして捉え、一つ一

図

1 西会津国際芸術村のミッション・ビジョン及び実績

図

2 2015～2018年度の交流人口・関係人口の拡大および移住効果実績

155アーティスト
1,539人/泊

14,572人

町内…2人
居住
県内…12人
地域別
県外…104人
内訳
海外…9人
等

30

写真3）
古民家ホテル NIPPONIA楢山集落／蔵を改修した室内は、
できるだけ土壁
や梁をそのまま使用
（中）
。
建具を再利用したテーブル、
囲炉裏の炭を用いて漉いた
和紙アート作品等が室内を飾る
（中上、
右上）
、
仕事をしながら滞在できるようワーク
※筆者撮影
スペースも用意
（右下）
。

ム産業の研究・実施等）
、③新しい働

出典：西会津国際芸術村のあゆみ、
一般社団法人BOOT資料

をつくるための創造拠点・クリエイテ

30人
61組
相談者………… 153組
来館者数

移住者数………

つのステップに対してBOOTが働き

マッチング数…

町内…4,827人
居住
県内…5,050人
地域別
県外…4,522人
内訳
海外…121人 等

宿泊滞在クリエイター数

定住型移住実績来館者数

き方・暮らし方をつくる（過疎地型起

（2017年度は、工事のため半年休館）

ィブセンターとして位置づけ、年間を
写真2）西会津国際芸術村／アーティスト、移住希望者、
地域住民等様々な方が交
流する西会津の創造拠点として、
ギャラリー以外にもカフェ、
イベント型レストラン等
※出典：左上福島県観光協会フォトギャラリーより、
他筆者撮影
を備える。

44

のモデルとして、西会津町と連携しな

BOOTが目指す「未来ある過疎」
業であり、BOOTの目指す「未来あ

ことが、限界集落の再生に寄与する事

つなぐこと、それを自立的に運営する

続すること、現代に合った文化として

うした「教科書」を、学べる状態で継

す人材、西会津の価値や課題に自ら気

に展開していくためには、事業を起こ

しかし、今後、こうした事業をさら

も整いつつある。

ヤーや企業、行政との協力・連携体制

により、西会津の人々、地元のプレー

「
西会津（以
Next
Commons
Lab
下、NCL西会津）
」を2018年度

力隊制度を活用した起業プログラム

業する）仕組みとして、地域おこし協

古民家ホテル
「NIPPONIA楢山集落」

がら取り組んだのが、
2019年9月に
る過疎」のモデルとなる。

づき、自立的な事業を生み出す人材

すことなどを要件に、 名の地域おこ

ールドに価値を探し出し、起業を目指

NCL西会津では、西会津町をフィ

より導入した。

開業した古民家ホテル
「NIPPONIA
こうしたコンセプトは内装にも色濃

（BOOTでは
「走りながら考えること

5000円〜としている。これは計画

わらず（最大5〜6名程度）4万

費用は、1棟（1部屋）
、人数に関

で、3部屋を用意。

の蔵、納屋をリノベーションしたもの

働のもと、矢部氏の自宅の築130年

に、前述の一般社団法人ノオトとの協

「暮らすように泊まる」をコンセプト

る等、地域住民の協力のもとで運営さ

料理のケータリングを頼むこともでき

発等にも取り組み、地元農家の手作り

の連携による新たな郷土食レシピの開

ものとなっている。また、地域住民と

集落の知恵や魅力を現代に取り入れた

土を取り入れた作品が随所に用いられ、

ィストによる古民家の素材や地元の風

持つ土壁や建具の再活用、地元アーテ

め、一緒にプロジェクトを起こす（起

うした意欲を持つ人材を地域外から集

そこで、西会津町とBOOTは、こ

ができる人材」
という）が欠かせない。

ある。

ートを担うので

ィネート、サポ

業等とのコーデ

住民、行政、企

プログラム立案や、地元のプレーヤー、

をベースに、事務局兼メンターとして

際芸術村を中心としたこれまでの蓄積

し協力隊員を募集する。BOOTは国

楢山集落」である。
く反映されている。130年の歴史を

の段階からインバウンドモニターツア

しかし、そうし

るものではない。

業はすぐにでき

矢部氏は「起

れる施設となっている。

10

ーを実施するなど、これまで西会津町
にはなかったグローバルな顧客も想定

起業プログラム
「
Next
Commons
西会津」
Lab
BOOTは、自ら古民家ホテルを立
ーションを通して、これまでになかっ

ち上げたり、中心市街地の町家リノベ

数百年の長さで磨かれてきた集落や

た過疎地での新しい事業創出モデルを

る。新しい事業

とが重要」と語

かけてもやるこ

ロセスを何年か

自立していくプ

たちが独立し、

た意欲を持つ人

出典：Next Commons Lab西会津資料

した高価格帯ホテルとしての挑戦でも
ある。
自ら設計・建築にも関わった矢部氏
は「伝統的な集落、古民家は、未来を

古民家は、自然、里山、集落の共生の

生み出してきた。また、こうした実績

つくるための教科書」と言う。

3

知恵や機能の全てが詰まっている。そ

第244号 January 2020

45

3 西会津のプロジェクトテーマ
図

事例にみる株式会社型DMO
2

その事業を担うことが西会津で暮らす

の活性化につながる事業を生み出し、

い。しかし「若い人材が西会津で地域

には5〜6年の期間が必要かもしれな

が生まれ、安定した運営が可能になる

害からも無縁であり、株式会社の良い

単年度主義、会員利益優先といった弊

る経営判断のスピード・機動性の弱さ、

される同業者組合がしばしば指摘され

BOOTの場合には、観光協会に代表

る地域もあるが、福島県、西会津町で

活性化、観光活性化のファンドを有す

を資金面で支える仕組みである。地域

必要になるのが、プロジェクトの実現

また、そうした「人」が育つ段階で

その時、そのリスクを共に負える地域

な事業を起こそうとする若者が現れる。

かし西会津町には、近い将来、自立的

み、地域も行政も力を失っていく。し

る。しかし、何もしなければ過疎は進

指摘する。投資には、当然リスクもあ

重要」とも指摘する。実際に、起業プ

人口………………………6198人（2019年 月1日現在）
面積………………………298
年間延入込客数………… 万3669人
※出典：福島県観光入込状況
（平成 年分）

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/
attachment/350273.pdf
●一般社団法人BOOTプロフィール

取材・文：中野文彦

に不可欠なのではないだろうか。

はそうした仕組みが整っているわけで
パブリックな目的を持つ株式会社が

面を併せ持った運営が可能となってい
資金面でも、古民家ホテル「NIP

西会津町に生まれるためには、「行政、

意味となれば、地域自体が大きく変わ

PONIA楢山集落」の場合には、初

金融機関、あるいは地域企業、住民が

であることが、「未来ある過疎」の実現

期費用として農山漁村振興交付金の他、

「未来への投資」という考え方をどこ

はない。

金融機関からの融資にも成功する等、

までできるかがポイント」とN C L

る。

地域行政に頼らない自立した運営を実

西会津コーディネーターの横山裕氏は

地域での展開も進められるほど、高く
評価されたという）
。

「行動」が、人々の共感を得て、観光、

ログラム「NCL 西会津」では、パ

●西会津町プロフィール

現している（その際の事業計画は他の

る」と、NCL西会津の取り組みに矢
部氏は強い意欲を見せる。

パブリックな
目的を持つ
株式会社の可能性

BOOTは、
「未来ある過疎」を実
現するという志を等しくする3名によ

農業、商工業、行政等の枠組みを超え、

ブリックな目的を達成するための自立

10

一般社団法人BOOT 代表理事矢部佳宏氏
西会津コーディネーター 横山裕氏
Next Commons Lab

代表理事…………………矢部佳宏（やべよしひろ）
設立………………………2017年6月
所在地……………………福島県耶麻郡西会津町奥川大文字高陽根字百目巻
社員数……………………社員2名 契約社員2名、
インターン生1名

〈取材協力〉

いわき

東北
自動車道

磐越
自動車道

★ 西会津町

k㎡

30

って設立された。起業という「種」を

また地域の内と外という枠を超え、

的な事業を生み出す「企業家」を育成

一方で、BOOTは「パブリックな

人々を集め、現在では「西会津が何か

しようとしている。BOOTの取り組

育てる「土」としての役割を担い、自

動いている」と注目を集めている。

みをベースに、志を等しくする株式会

目的を達成する手段が、株式会社であ

「営利事業」を中心に人と資金を集め

社を生み出す仕組みによって「未来あ

らも新しい生業を生み出し、西会津を

る株式会社に比べ、こうした「志と行

る過疎」の実現を、拡大・加速してい

ることが当たり前になることはとても

動」によって人を集めるBOOTの性

こうという考えである。

牽 引 し て き た 。「 志 」 を も と に し た

格は、非営利法人が適している。また、
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