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【研究論文】 

観光地の魅力を維持し続けるためのイベント効果について 

 
赤塚基成 

観光学高等研究センター 研究生 
red2ka@cats.hokudai.ac.jp 

 
１． はじめに 

 日本政府は 2008 年 1 月に「観光立国推進基本法」の施行、同年 10 月には「観光

庁」の設置を行い「観光」を国家施策の一つとして取り組み始めた。地方自治体で

も観光事業を中心とした、いわゆる「地域再生事業」や「まちおこし・まちづくり」

と呼ばれる取り組みを展開するところが少なくない。そして、観光に期待すること

の大部分は多くの観光客が訪れることによる地域活性化である。そのため各自治体

では多くの観光客を誘致するため様々な手法を行っている。実際、観光により地域

再生を果たしたというケースは数多く取り上げられている。しかし、その成功が今

後何十年も続くとは限らない。 
観光地の人気が徐々に高まりやがて弱まっていく段階を示す、バトラーが提唱し

た「観光地域におけるライフ・サイクルモデル（図 1 参照）」に当てはめて考える

と、いつかは「成熟段階」から「停滞段階」を迎えてしまうことになる。そこで課

題となるのが、 低でもその観光地が停滞段階後に「衰退段階」（曲線 D・E）へ向

かわせない方法である。つまり、観光地がいかに魅力を失わずに観光地としての機

能を保ち続けられる方向（曲線 A・B・C）つまり、観光地の持続可能性を考えてい

かなければならないのである。 
 

図 1 バトラーの観光地域におけるライフ・サイクルモデル  
（出所：中崎茂（1998）「観光地域の発展と衰退」p102．図 1）  
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２． 観光におけるイベントの現状 

 上記した観光地の魅力を保つための方法の一つとして今回取り上げたのがイベン

トを利用した取り組みである。取り上げた理由として、一つは地方自治体や地元企

業の経済事情によりハードによる大規模な先行投資が困難であること、他には 1980
～90 年代に行われた大規模リゾート開発やテーマパーク建設による観光施策の成

功事例がほとんど見られなかったことが挙げられる。そのような状況下でハード面

による観光客誘致策に比べソフト面の事業であるイベントは、アイディアによって

資金が少なく済む。また、ハードは観光客に飽きられないための改善方法でも改装

もしくは取り壊しなどを行う必要があり維持管理にも費用がかかってしまうのに比

べ、イベントはリニューアルしやすい。実際、全国各地でイベントを用いた観光開

発が数多く行われている。 
他には、ここ数年は個人旅行の台頭により国内旅行のパッケージ商品で苦戦を強

いられている旅行代理店だが、大規模なイベントや祭りにおいては現地の宿泊予約

の確実性や特別観覧席の確保などにより相変わらず高い人気を誇っている事例もあ

る。そのようなイベントの中には期間中に数百万人を集めるものもあり、地域の大

きな観光資源として認識されている。また、行政においても 1992 年に「地域伝統

芸能等を活用した行事の実施による観光及び特性地域商工業に関する法律（略称：

地域伝統芸能等活用法）」を制定、施行している。この法律は「おまつり法」とも呼

ばれ伝統的な芸能、行事を支援している。 
これらの理由を背景にイベントによる取り組みを通じた観光地の魅力維持策を

考えていく。 
 

３． イベント効果の分析枠組み 

 観光地がイベントに期待する効果は様々である。今回はイベントの効果を表記し

ている以下の 2 冊『コリン・マイケル・ホール（1996）「イベント観光学」（p7-14）』
と『安田・中村・上野（2008）「祭旅市場―イベントツーリズムの実態と展望」

（p222-224）』のイベント効果に関する項目を参考に、それらを「経済的効果」と

「社会的効果」の 2 つに大きく分け、さらに各 3 つずつの項目に当てはめて各観光

地におけるイベントの効果について以下のように分析する。 
 

経済的効果 

観光客の増加 
一定期間に多くの観光客を期待でき、旅行会社や輸送機関の効率的に顧客を確保

できる。 
オフシーズンの解消 

観光地のオフシーズンにイベントを開催することで季節波動の解消を期待する。 
地域経済の活性化 

観光客の消費行動や経済波及効果により、開催地やその周辺の地域経済が活性化

する。 
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社会的効果 

観光地の知名度上昇・PR 効果 
イベントが様々なメディアで取り上げられるほか、訪れた観光客による口コミ効

果による開催地の知名度アップ。 
地域文化の交流や伝統文化の継承 

地域住民と観光客の交流による文化交流。また次世代へ伝統文化の継承を促す機

会となる。 
地域住民のプライドや一体感の強化 

イベント自体が外部から評価されることによって得られる誇り。また、イベント

に参加、協力することで地域住民同士の一体感が生まれる。 
 

もちろんイベントによる効果はこれだけではなく、この他にも雇用創出、政治的

効果など様々な効果が挙げられる。また、イベントがもたらす効果は良いものだけ

ではない。主催者側が予想した効果が期待できなかった場合はイベント開催の意味

を問われることになる。また、主催者側がイベントを観光開発の持続的取り組みに

したいと考えている場合には経済的効果、社会的効果のどちらかに偏った効果ばか

り表れたとしたら一概に成功とは言えない。なぜなら、イベントによって経済的効

果が表れたが、大量の観光客の流入によって地域の生活環境が侵され住民から反対

されたとしたら次回の開催は難しくなる。逆に、イベントに対する地域住民からの

評価は高かったが、経済的に全くメリットがなければ次回開催するための資金調達

が難しくなるなどの影響が考えられる。他に、利害関係者単位の視点で言えば、①

イベントが観に来る観光客にとって魅力的であること②イベントに対し出資してい

る自治体や企業に効果が期待できること③開催地である地域の住民の理解、協力が

得られることの 3 点が必要である。 
以上のような観光におけるイベントについてコリン・マイケル・ホールはこう述

べている。 
 

イベントは、すべての利害関係者のニーズを満たすように運営すべきで、 
広範囲な観光開発戦略の内部に組み込まれるべきである。しかし、地域社 
会の支持と地元のニーズと情況への適合性なしには、イベント観光の便益 
を 大限にできないことは明らかである。（ホール 1996,p208） 
 

この考えに基づきながら、現在観光地として高い評価を得ているところはイベン

トをどのように活用しているかを参考にするため、今回は年間通じてほとんどの期

間何らかのイベントを行っている観光地の中で、それぞれ規模や主体が異なるケー

スを 3 つ（東京ディズニーリゾート、札幌市中心街、長野県小布施町）取り上げた。

この 3 つを上記した経済的効果と社会的効果の側面から各項目に準じて見ていきた

い。 
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４． 東京ディズニーリゾート（TDR）の事例分析 

４．１ 事例 

 このケースを取り挙げた理由として、TDR は日本を含め海外でも観光施設の模範

として多く取り上げられている点から、人工のテーマパークではあるがこのケース

を地域の観光に生かせる方法が見つかるのではないかと考えた。 
東京ディズニーランドはリピーター率 90％以上、2007 年の入園者数は東京ディ

ズニーシーと合わせて 2542 万人（オリエンタルランド調べ）1という日本 大級の

観光施設である。施設内のホテルやショッピングモールを合わせると経済効果は 3
兆円ともいわれる。1983 年の開業以来、他の日本のテーマパークが苦境にあえぐ中

で継続して多くの人間を集め続けている理由として様々な要因や戦略が挙げられて

いる。ディズニーキャラクターの魅力やアトラクション数、立地条件、スタッフ教

育、空間づくりなど数え上げればきりがないほどであるが、今回はイベントに限定

して取り上げる。 
その年によって期間に多少の差があるものの TDR では 1 年の大半何らかのイベ

ントを行っている（表 1 参照）。イベントのタイトルが毎年同じでも各イベント期

間中に必ずと言っていいほど観に来ると言われている「ディズニーフリーク」と呼

ばれる年間パスポート（18 歳以上：各パーク 45,000 円、2 パーク 75,000 円）を購

入するほどの熱心なファンがいる。彼らはそれぞれのイベント期間中限定のパレー

ドやショーをすべて観たり、キャラクターグッズを購入したりするのだが、昨年も

同じタイトルのイベントに足を運ぶ理由は、その年ごとにパレードや商品のマイナ

ーチェンジを行っているからである。毎年訪れるからこそ違いを認識できるという

楽しみがあるのだ。また、ディズニーランドの方だけでも年 6 つのイベントが開催

されていることから、フリーク達は 低でも年 6日は訪れるリピーターであり、TDR
一番のお得意様といえる。フリーク達はイベントを目的として訪れるが、もちろん

イベントを目的に来る客ばかりではない。しかし、年間を通してイベントを開催し

ている期間がほとんどなので、何も知らずに訪れてもイベント開催期に当たる確率

が高く、その季節限定のイベントに触れることができる。また、ディズニーランド・

シーそれぞれが 5 年ごとに「アニバーサリー」という 5、10、15・・・周年記念イ

ベントを開催し、さらに季節限定イベントと相乗することで更なる限定要素を創出

している。 
 

表 1 TDR イベントスケジュール（2008 年） 
東京ディズニーランド 東京ディズニーシー 

イベント名 期間 イベント名 期間 

東京ディズニーランドのお正月 1/1~1/5 東京ディズニーシーのお正月 1/1~1/5 

シンデレララブレーション 1/17~3/14 シーズン・オブ・ハート 1/17~3/14 

東京ディズニーランドの七夕 7/1~7/7 スプリングカーニバル 4/15~6/30 

スターライト・ドリームス 7/8~8/31 ボンファイアーダンス 7/8~8/31 

ディズニー・ハロウィーン 9/12~10/31 ディズニー・ア・ラ・カルト 9/12~10/31 

クリスマスファンタジー 11/7~12/25 ハーバーサイド・クリスマス 11/7~12/25 

「東京ディズニーリゾート：イベントアフターレポート（2009/1/7 参照）を元に作成」 2 
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４．２ 分析 

経済的効果 

観光客の増加 
イベントを数多く行うことによってディズニーフリークと呼ばれる様なコアな

リピーターを獲得し、年間パスポートという高額なチケットを販売できる。 
オフシーズンの解消 

年間通してイベントを行っていることで、オフシーズンという意識を顧客に与え

ない。 
地域経済の活性化 

地域という概念は当てはまらないが、イベント限定グッズ販売やイベントと連動

した企画をしている周辺の宿泊施設などへの経済効果が見込まれる。 

社会的効果 

観光地の知名度上昇・PR 効果 
イベントに関連した旅行会社のパック商品の広告やテレビ CM などによる定期的

な PR により顧客への訪れる動機づけとなる。 
文化の交流や伝統文化の継承 

イベントのごとのタイトルは違うが「ファミリーエンターテイメント」というコ

ンセプト上を元に企画されているため、顧客のイメージを大きく裏切ることがな

い。 
地域住民のプライドや一体感の強化 

（地域住民をスタッフと定義した上で）同タイトルのイベントでも毎年違う魅力

を提供するという意識を企画、運営部門のスタッフがそれぞれで共有しているこ

とで一体感が生じる。 
  
５． 札幌市中心街の事例分析 

５．１ 事例 

 札幌市は「（株）ブランド総合研究所」が調査した「地域ブランド調査 2008」で

3 年連続市町村の魅力度ランキング第 1 位という結果が出ている。主な評価項目で

も「魅力度」、「観光意欲」、「産品購入意欲（食品）」の 3 つで 1 位になっており、

まちのイメージ項目でも「観光・レジャーのまち」という回答が 76.8%という内容

である。この調査から札幌市は観光においての魅力が非常に評価されている都市で

あるといえる。では、この札幌市の魅力の中でイベントがどのような効果を与えて

いるか分析した。また、今回取り上げたのは観光客が触れる可能性が高い札幌市の

中心街（札幌駅、大通公園、すすきの地区周辺）で開催されているイベントを中心

とした。 
 札幌市のイベントで 初に浮かぶのは「さっぽろ雪まつり」である。さっぽろ雪

まつりは 2009 年で第 60 回を迎え、毎年 7 日間で 200 万人ほどの観客を道内外さ

らには海外から呼び寄せる日本を代表するイベントである。元々冬期は夏季に比べ

札幌市にとって観光客数が極端に低下する時期だが、現在ではこのイベントを目的

に多くの人々が訪れている。季節波動を減らし、地域の大雪という資源を生かした

事でも評価されている。次に有名なイベントは 2006 年度で第 15 回を迎えた
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「YOSAKOI ソーラン祭り」である。1992 年に 1000 人ほどの参加で始まったとい

う比較的歴史の浅いイベントだが、2006 年度は開催 5 日間で参加 350 チーム・45
万人、観客 186 万人、経済効果約 240 億円（札幌市調べ）という大規模なイベント

として成長した。 
 他にも「表 2」にあるようなイベントが開催されている。さっぽろ雪まつりと

YOSAKOI ソーラン祭りは道外からの認知度も高いのに比べ、その他のイベントは

道外からの認知度は低い。しかしながら、その中で開催 50 回を超えるイベントが 2
つある。一つは「さっぽろライラックまつり」で北海道の遅い春を市民に告げるも

のとして位置づけられており芸術や文化を通した交流を図る企画が多い。もう一つ

の「さっぽろ夏まつり」は前半に大通公園にビアガーデンを開設しており札幌の夏

の風物詩として多くの市民が参加する人気イベントである。これら 2 つは市民同士

の交流の機会を提供するとともに、市民自身が札幌市の魅力を認知できる機会でも

ある。これは札幌市が先ほどの挙げた調査「地域ブランド 2008」で「観光意欲」で

1 位あるとともに、「居住意欲」でも 3 位という上位に位置されていることの要因の

一つであるとも考えられる。 
表 2 

2008 年度に札幌市中心部で開催された主なイベント 

イベント名 期間 イベント名 期間 

第 60 回さっぽろ雪まつり 2/5~2/11 第 8 回「だい・どん・でん！」 9/6~9/7 

第 50 回さっぽろライラックまつり 5/21~5/25 さっぽろタパス 2008 9/7~9/11 

第 17 回 YOSAKOI ソーラン祭り 6/4~6/8 札幌国際短編映画祭 9/11~15 

花フェスタ 2008 札幌 6/21~6/29 さっぽろオータムフェスト 2008 9/19~10/5 

第 55 回さっぽろ夏まつり 7/21~8/20 2008 さっぽろ菊祭り 10/31~11/3 

第 55 回狸まつり 7/21~8/20 さっぽろアートステージ 2008 11/1~11/30 

SAPPORO CITY JAZZ 2008 7/19~8/10 
第 28 回さっぽろホワイトイルミネ

ーション 
11/28~2/11 

第 44 回すすきの祭り 8/7~8/9 
ミ ュン ヘン ・ク リス マス市 in 

Sapporo 
11/28~12/24 

「平成 20 年度札幌市イベントカレンダー（2008 年 9 月 24 日更新 札幌市観光企画課まとめ）

をもとに作成」 3 
 
５．２ 分析 

経済的効果 

観光客の増加 
さっぽろ雪まつり、YOSAKOI ソーラン祭りは道内外から多くの観光客を集めて

いる。 
オフシーズンの解消 

さっぽろ雪まつりは冬期のオフシーズン解消に大きく貢献している。YOSAKOI
ソーラン祭りも北海道の夏期シーズン前の集客要因となっている。 

地域経済の活性化 
さっぽろ雪まつり、YOSAKOI ソーラン祭り共に大きな経済効果をもたらしてい
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る。また、他のライラックまつり、さっぽろ夏まつりなども市民が札幌市内で消

費活動を行う要因となっている。 

社会的効果 

観光地の知名度上昇・PR 効果 
全国的な知名度を誇るイベントを持っているが、その他の時期にもイベントを行

うことにより、イベントを期待せずに来た観光客にも経験価値を与える。 
地域文化の交流や伝統文化の継承 

全国的に見ると比較的歴史の浅い北海道という土地においてイベントを末永く

継続することで伝統文化として認知される可能性がある。特に YOSAKOI ソーラ

ン祭りは学生ボランティア参加が多く若い世代が中心となって運営している。 
地域住民のプライドや一体感の強化 

さっぽろ雪まつりと YOSAKOI ソーラン祭りは道外からの参加者が多く、市民向

けのイベントという印象は薄くなっている部分がある。しかし、その他のイベン

トが市民の交流に中心を置いていることで、市民が地域への関心を持つツールと

して役立つ。 
 
６． 長野県小布施町の事例分析 

６．１ 事例 

 長野県小布施町は長野県北部の長野盆地に位置する総面積約 19 ㎢の平坦な農村

地域で、町役場を中心に半径 2km の円にほとんどの集落が入る人口 12,000 人の小

さな町である。江戸時代後期に、千曲川の舟運が盛んになり交通の要所として、北

信濃の経済・文化の中心として栄えた。また、幕末には葛飾北斎や小林一茶ら多数

の文化人が訪れ地域文化が振興した。主要産業は栗やリンゴを中心とした果樹農業

だが、1965～70 年には果樹生産の停滞と人口流出により人口が 1 万人を切るなど

過疎化が進んだ。その後、行政の宅地造成事業などの過疎化対策や地域主導のまち

づくりにより、現在では年間 120 万人の観光客が訪れ、経済波及効果は 30 億円と

も言われている。その結果、地域主導のまちづくりのお手本として一般観光客の他

に全国の自治体から視察に来る人間も多く。地域ブランドやまちづくりをテーマに

書かれた本のケースとしても多く取り上げられている。 
小布施町が注目されたきっかけは 1976 年に建設された葛飾北斎の作品を展示す

る「北斎館」である。これにより今まで観光客が訪れなかった地域に 3 万 4 千人が

押し寄せたが、それに対応できるインフラが不足していた。この状況を発端に町並

み修景事業がスタートし独特の雰囲気を醸し出す町並みを創り上げた。また、小布

施には 12 の美術館があり、町並みと共に「文化都市・小布施」というイメージを

全国に発信した。 
イベントに関しては、まちづくりを進めるための若者を中心にしたグループ「彩

時屋」が演劇や夏祭りなどのイベント企画が取り組みの初めだった。この「彩時屋」

を中心に、商工会に属していない若者や農家の後継者を巻き込む形で、小布施町商

工会の「地域振興部」を創設し、イベントの開催だけでなく町への提言など横断的

なまちづくり活動を展開した。その後、商工会の一部としての組織形態に限界が見

え始め、「地域振興部」のメンバーを中心に 1994 年に第 3 セクター方式のまちづく

り会社として「（株）ア・ラ・小布施」が設立された。この「ア・ラ・小布施」が中
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心となり 2000 年に「第 1 回国際音楽祭」開催し 5000 人の聴衆を集め、2003 年に

は「第 1 回北信濃小布施映画祭」を開催し「文化都市・小布施」へ美術の他に音楽、

映画という新しい魅力を付与する取り組みを行った。また、これらのイベントは自

治体からの資金提供を受けず、個々のイベントが独立採算制を採用する「小布施方

式」と言われる運営を行っている。 
その他にも小布施町では「表 3」のように多くのイベントを年間に開催している。

この他にも表には記載されていないが、各美術館の企画展と 90 軒の個人庭園を公

開している「オープンガーデン」が通年開催されている。これらのイベントは住民

同士の交流をまず大切にし、その上で観光客との交流を楽しめる手段として考えら

れている。つまり、観光客を呼ぶための集客イベントとしてではなく、訪れた観光

客をもてなすためのイベントという意味合いが強い。 
 
 

表 3 小布施町イベントスケジュール（2008 年度） 
小布施町イベントスケジュール 

イベント名 期間 イベント名 期間 イベント名 期間 

北信濃ひな巡りイベント 
3/12~17，20，
30 

おぶせＴシャツ畑 7/18~28 
第 4 回小布施アート＆

クラフトフェアー 
10/4~5 

雁田薬師浄光寺薬師堂建立六

百年記念春のイベント 午後 1
時開始 

4/6 第 9 回小布施音楽祭 7/19~20 
観光カリスマ塾 in 小
布施 

10/10~11 

薬師堂建立六百年記念祭・屋根

葺き替え工事完成法要 
4/8 小布施見にマラソン 7/20 第 2 回鴻山まつり 10/18 

ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ祭り、緑化木頒布会

（13 日） 
4/12~13 くりんこ祭り 7/26 都市農村交流事業 10/18~19 

第５回境内アート「苗市」 in
玄照寺 

4/19~20 
第 29 回小山田杯少年少女球

技大会「キンボール大会」 
7/27 

第 8 回千年樹の里まつ

り 
10/19 

桜堤のライトアップ 
4 月中旬 ~5
月上旬 

小布施まちづくり大学第 3 
回講義「まちづくりと建築の

設計」 

8/2 
地域景観リーダー研修

会 
10/20 

春うららフラワーウォーキン

グ 
4/29 夏祭り（六川） 8/6 

国際北斎会議十周年記

念 おぶせ学術芸術文

化サミット 

10/24~26 

千曲川ふれあい公園マラソン

大会 
4/29 

福原の観音さんの縁日・施餓

鬼法要 
8/10 

信州おぶせ緑のかけ橋

まつり 
10/25~26 

千曲川ふれあい公園まつり 4/29 お花市 8/12 秋の味覚祭 10/25~26 

第 23 回岩松院さくら祭り 4/29 盆踊り 8/14 
秋きらりフルーツサン

デー 
11/2 

第 2 回墨田区伝統工芸保存会

「職人」展・・初日 
5/2 

第 2 回北信濃ふるさと観光

物産展 
8/14~8/16 

第 33 回信州発ボラン

ティア地域活動フォー

ラム 

11/8~9 

子供祝いみこし 5/5 御射山祭・二百十日祭（雁田） 8/31 
第 24 回小布施ロード

レース大会 
11/9 

北信濃アートウォーク・花巡り

ウォーク 
5/10 ふれあい寄席 9/10 

東京理科大学・小布施

町まちづくり研究所シ

ンポジウム 

11/15 

都市農村交流事業 5/24~25 秋のサイクリング 9/28 
第 7 回北信濃小布施映

画祭 
11/28~30 

花巡りウォ－キング 6/中旬 秋の農村散策ウォ－キング 9/28   

「小布施イベント情報（小布施町観光情報サイト いい小布施ドットコム 2008/12/6 参照）を元

に作成」 4 
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６．２ 分析 

経済的効果 

観光客の増加 
「小布施国際音楽祭」「北信濃小布施映画祭」「小布施見にマラソン」などは毎年

一定の集客が期待できるイベントである。 
オフシーズンの解消 

オフシーズンを意識してイベントを開催しているというよりも、四季の魅力を利

用したイベントを企画している。 
地域経済の活性化 

イベントを観に来た観光客が美術館に入ったり、名産の栗菓子を購入したりする

ことが期待できる。 

社会的効果 

観光地の知名度上昇・PR 効果 
美術の他に音楽、映画という新しい魅力を加えることによって、町の「文化都市」

というイメージにより厚みを持たせている。 
地域文化の交流や伝統文化の継承 

住民がイベントを運営するという意識が根付いている。また、各イベントのコン

セプトが「交流」であり観光客との交流を推進している。 
地域住民のプライドや一体感の強化 

規模の大小に関わらず、イベントスタッフのほとんどが住民のボランティアで成

り立っている。元来まちづくりの意識が高い住民だが、大きなイベントを成功さ

せることでより自信やノウハウが蓄積されている。 
 
７． 考察 

７．１ 観光地の魅力維持のためのイベント要素 

 初に TDR のケースについて見てみると、企業体であるので経済効果を上げる

ことが目的であることは明らかである。しかし、その経済効果を上げるためには社

会的要素が必要であるということを認識している。何度も訪れるほど目が肥えて、

期待値が高くなっていく顧客がリピートする理由の一つを山田は『変わり続ける魅

力と、変わらない安心感』（山田 2002,p61）と表現している。一見矛盾にも見える

が TDR は顧客が訪れるたびに新しい魅力と、いつ来ても変わらない魅力を提供し

続けることでリピーターを獲得しているのである。もちろんイベントだけの魅力で

はないが、毎年ほぼ 1 年を通して行っているイベントほどこの 2 つの魅力を提供し

続けることが難しい。これはイベント内容を企画するスタッフとそれを顧客に伝え

る側のスタッフとの意識の共有が必要である。 
 次に札幌市のケースについては、経済効果という面ではさっぽろ雪祭り、

YOSAKOI ソーラン祭りが何百億という結果を出している。その反面、各地から多

くの観光客が訪れるため人ごみや交通渋滞などで生活する市民には弊害も与えてい

るのも確かである。この事象だけみると札幌市は魅力ある街には当てはまったとし

ても、住みたい街には当てはまらない。しかし、その他のイベントで花や文化、食、

イルミネーションなどを始めとした市民に向けの札幌市の魅力を提供することで

63 
 



「行きたい≠住みたい」ではなく「行きたい＝住みたい」観光地としての評価を得

られる一因となる。 
 小布施町のケースは 初に美術館、次に町並み整備というハード面の流れの中で

観光地となった経緯がある。その流れの中で「住民中心のまちづくり」という構造

が出来上がった。この構造が無い地域が多いので、手本にしたい各自治体が視察に

来たり、様々な書籍に紹介されたりしているのだ。小布施町の場合はこの構造を今

後どう活かすのかが課題となる。そして、この構造を定期的に活かす機会としての

位置づけにイベントがある。つまり、住民のまちづくりへの意識を表現し、お互い

に確認する機会としてイベントを利用しているのである。住民のまちづくりの意識

を持続させることが住民中心の観光地としてあり続けるための必要条件である。 
 これまでの 3 つのケースを通じて観光地の魅力の維持に必要と考えられるイベン

トの要素について 4 つにまとめてみた。 
 

 新鮮さと懐かしさを兼ね備えたもの 
 外部への魅力と内部への魅力の発信をするもの 
 企画・運営側のモチベーションが上がるもの 
 観光客が訪れた時にイベントがある確率が高く、また参加しやすいもの 

 
７．２ 課題としての「効果の一過性」の打開策 

 また、これらのケースをイベントの 大の課題と言われる「効果の一過性」の打

開策としての観点から考えてみた。これは観光地がイベント開催中は活性化するも

のの、イベント終了後には沈静化する様子からそう言われている。確かに集中的な

集客と経済効果についてだけ言えば一過性を持つ。3 つのケースではイベントの規

模の差はあるものの、ほぼ年間通して何らかのイベントを行っている。一見すると、

一過性を繋げることで効果を持続させているようだが、すべてのイベントで大規模

な集客や経済効果が期待できるわけではない。桑田は観光客側からイベントの効果

について以下のように述べている。 
 

〔前略〕マーケティングでいうところの願望価値（期待はしていないがあ 
れば高く評価する価値要因）でも観光客は満足しますが、サプライズ（予 
想外価値）があれば喜びと感動につながります。ここにイベントの価値が 
あり、「感動」を伴う仕掛けとして観光客のリピーターの化の要因となるの 
です。（桑田 2008,p96） 
 

これによるとイベント以外を主目的に訪れた観光客にも何らかの価値を与えて

いるということになる。つまり、3 つのケースではイベントによって観光客をもて

なす準備が常にできているといえる。 
一方で観光地側から見ると年間通してイベントを開催することは大きな負担と

なってしまう。特に地域において負担となるのはイベントを企画・運営する主体が

毎回同じ場合である。自治体、企業、NPO などの一組織がすべてを担うのは運営上

困難である。そればかりか、得られる効果（観光資源の再発見、企画・運営のノウ

ハウの蓄積、コミュニケーションの形成など）も独占してしまう。つまり、負担と

効果をうまく分散する仕組みが必要なのである。札幌市のケースは場所や期間やル
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ールなどのフレームを行政が提供し、内容は企業やボランティアなどが各自考えた

ものを提供している。例えば、「さっぽろ雪まつり」ではフレームは行政が取り仕切

り、雪像は各スポンサーが資金を出している。これにより各組織が担うそれぞれの

分野に関しての負担に限られ、効果も必要な専門分野のみを期待できる。小布施の

ケースでは各イベントで運営携わる主体が異なる場合が多い。企画・運営のノウハ

ウは「ア・ラ・小布施」などがある程度提供しているが、実際に主体となるのが各

美術館や各地域のコミュニティである。各主体がイベントについて独立した運営を

行うことで各主体が期間限定の負担とイベント運営に関する一通りの効果を得られ

る。つまり、札幌市が仕事内容を分担しているとすれば、小布施は期間を分担して

いるといえる。 
 
以上のことからイベントの内容が魅力的であり続けることだけでなく、イベント

を継続的に運営するための仕組みも同時に考えなければならないのである。これに

よりイベントによる様々な効果を一過性ではなく、蓄積できるものという認識の上

で観光地の魅力を維持できる手段として活用するべきだといえる。 
 

８． まとめ 

 今回は取り上げなかったが、イベントに関する問題として「評価手法」が確立し

ていないことも挙げられる。現在はほぼ集客や経済効果でしか評価されていない。

この評価がどの程度正当かどうかも意見が分かれる部分だが、他の社会的・心理的・

環境的などの効果の評価が困難であることが大きい。開催側も参加者側も様々な効

果を認識はしているが、具体的な形での評価基準や効果測定が難しいため研究者な

どからも避けられていた部分なのである。今後、様々な効果測定が確立していけば

イベント活動の新たな活用法がさらに広がっていくと考えられる。そして、この評

価手法の部分をイベントの開催の主体となる産業や行政との連携により、学術的分

野で解明していくことでイベントをきっかけとした「産学官連携」の構図ができる

ことを期待する。 
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