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デスティネーション・マネジメントは必要か

地域課題解決に果たす観光の役割

池/J: 真一

北海道教育大学国際地域学科准教授

1. 地域政策の動同とデスティネーション・マネジメント

(1)人口減少とデスティネーション・マネジメントヘの期待

我が国では，小泉内閣による観光立国宣言(2003),「観光立国推進基本法」の成立(2006),

東京オリンピック・パラリンピックの開催 (2020)を契機として展開される日本遺産認定

や国立のアイヌ文化博物館（仮称）を含めた「民族共生の象徴となる空間」整備をはじめ

としたインバウンドツーリズム振興方策など， 国づくりの方策として観光を活用した取り

組みが展開されている。その背景として，観光立国推進基本計画 (2012年 3月30日閣議

決定）では，人口減少• 少子高齢化がもたらす課題の解決が謳われており，東日本大震災

からの復興に加えて， 日本経済と地域再生，国際相互理解の増進，国民生活の安定向上を

目指している。

これまで我が国では，工業立国や貿易立国といった国を発展させる基本的な方針が掲げ

られてきた中で，経済のグローバル化や貿易不均衡の是正などを背景とする限界を迎えて

きた。そのような中で観光立国政策は，現代における国家規模の政策として 10年以上にわ

たり様々な次元で取り組まれてきた。

(2) DMO政策にみる地域の戸惑い

加速度的に進む人口減少を背景とし，第 2次安倍晋三政権のもとアベノミクス第 2弾の

柱として地方創生（まち・ひと・しごと創生総合戦略 (2015改訂版））が掲げられ，地方

版総合戦略が地方自治体ごとに策定，その実践が取り組まれている。その主な施策のひと

つで，観光関連業を強化する地域における連携体制の構築があり，日本版DMO(デスティ

ネーション・マネジメント・オーガニゼーション）を核とする観光地域・ブランドづくり

の推進などが掲げられている。これは観光庁が進める 「地域の「稼ぐ力」を引き出すとと

もに地域への誇 りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取

り役」としての法人を設立し，活動を展開するための取り組みであり， 現時点 (2016年 11

月2日現在）で計 111件（広域連携 4件，地域連携 52件，地域 55件）が登録されている。

それ以外でも，国の支援を背景とする地方創生事業，あるいはそれ以外の取り組みにおい

て， DMO, または DM(デスティネーション・マネジメント） 機能の形成の取り組みが数
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多く展開されている。筆者が相談を受ける中には，明確な目標像や戦略を持たずに地方創

生政策として掲げた自治体もあると聞く。このように，信仰にも近い過度な期待がDMOに

寄せられている状況である。

他方，従来の地域政策では，安易な大企業誘致，あるいは商店街活性化などに見られる

「官依存的な制度アーキテクチャー」（木下 2003) といった他者依存型が横行してきた経

緯がある。そのため，自律的に地域マネジメントを行うための体制等の仕組みはもちろん

のこと，考え方すら未成熟なものが多いのが地域の実情と言える。つまり，昨今の DMO政

策の強力な推進傾向の背景には，地域においてマーケティングや流通・販売などの総合商

社的な機能が理論上必要であることと，されどこれまでにそれが形成されなかった理由と

が矛盾を起こしているように見られる。

2. 観光が果たしてきた地域課題解決における役割

(1)地域の奮闘と観光

そういった実情に対して，観光を活用した地域づくりを自律的に成し遂げてきた事例も

ある。中でも，妻籠宿をはじめとした「売らない・貸さない・壊さない」のフレーズを象

徴とする「まちなみ保存」の取り組みは，過疎化や基幹産業の衰退により課題を抱える地

域が観光を活用し再生する全国に展開している取り組みである。そこで本稿では， とくに

ツーリズムが地域に起こすインパクトを意識して取り組まれた事例から，地域課題解決に

資するための説光活用の条件を整理する。

① 文化保護：まちなみ保存に見る

本稿では，沖縄県・竹富島や岐阜県・白川郷において展開されたまちなみ保存の取り組

みを取り上げ，ツーリズムインパクトや地域課題解決に関してどのような動きがあったか

写真 l 竹富島の伝統的な景観
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について整理する。

両地区においては，ツーリズムインパクトヘの対応や課題解決について，着手期と展開

期に分けて捉えることができる（池ノ上・麻生 2015)。着手期については，両地区ともに，

現金収入源としていかに仕事を獲得するかがテーマであった。その際に活用した現象が観

光であり， とくに地域に訪れる観光客が求めた宿泊や物販，運送といったサービス提供に

ともない得られる収益を目的とした仕事づくりであった。その背景として，まちなみ保存

をとおしたまちなみ景観という価値観や地域イメージの共有化，さらに外部に対するブラ

ンディング，地域主体のコンセンサス，およびプラットフォームの形成などが基盤となっ

たと言える。両地区に共通する過疎化という状況において，伝統的なまちなみ景観の保全

を共通する価値観とし，いかにしてツーリズムインパクトを活用して着手期の地域課題で

ある仕事の獲得を実現し，過疎化に歯止めをかけたかを教えてくれる事例である。

つぎに展開期では，着手期に構築された仕組みや外部との関係性をいかに次世代が継承

し，新たな矛盾を解消するかが両地区共通の取り組みである。竹富島では，沖縄本土復帰

にともなう本土資本による土地買占めと過疎化の克服が着手期の課題として生起した。そ

の対抗措置がまちなみ保存であり，地域内外の人々が伝統的な景観の保全を共通項とする

活動の結果として課題解決に至ったのである。その際に構築された仕組みは，伝統的な建

造物を中心に当時の文化財に関する価値説明の考え方や方法が当てはまるもの，あるいは

暮らしのスタイルや価値観が基準となっていた。そのため現代では，木原 (1982)が表現

する「営利を求める価値体系」が，かつての仕組みの前提となっていた地縁的な地域コミ

ュニティに亀裂を生じさせ，「観光のもたらす歪み」（木原 1982) を発生させている。

一方，白川郷でも，おもに合掌造り民家をはじめとした伝統的な建造物を使っているが，

竹富島同様に民宿，飲食店，土産物販売店といった個々の事業に終始している。そのため，

地域内での経済連関はもちろんのこと，ツーリズムインパクトの波及効果を地域として享

受する仕組みは見られない。もちろん，世界遺産マスタープラン（麻生 2010)では，景観

阻害要素の移動や駐車場等の空地増加への対応，新たな集落内交通システムの導入や滞在

写真 2 白）ii郷の養蚕再生プロジェ クトの活動風景
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プログラム開発などを謳っており，ツーリズムインパクトを地域としていかに内包化する

かといった視点での取り組みが見られる。

すなわち，暮らしのスタイルや価値観の変革を前提とした新たな仕組みの構築が両地区

における現在の課題と言える。そのためには，「文化財が体現している価値体系と，観光と

いう営利を求める価値体系が別のものであり，『歪み」』は当然のこととして，いかに対応

すべきかについて住民による議論と対策」（木原 1982)が現代にもっとも求められている

ことであろう。現在，竹富島では竹富島未来づくり実行委員会主催による「すまいの学校」

をはじめ，次世代を中心とした従来の仕組みの検証と継承，そして未来の島を構想する取

り組みが始まっている。また白川郷でも地域内外の有志が集まり，かつての基幹産業であ

り合掌造り民家をはじめとした伝統的な集落景観を形成してきた養蚕に視点をあて，観光

を活用した産業としての再生と文化交流を展開する仕組みづくりが進んでいる。

以上の事例から，まちなみ保存という文化保護を基盤とした取り組みは， 「保存的再開発

の思想を少数の有志から地域住民全体の共通の価値観」（木原 1982)へと展開することで

各段階での地域課題解決を実現した手法と言える。そして，ツーリズムインパクトをコン

トロールすることをとおして，「保存と開発」の相克をマネジメントできることを示す実証

的事例として自地域はもちろんのこと，多くの地域に勇気を与えている。

② 経済開発：賑わい創出に見る

他方，中近世の楽市楽座や幕藩体制下における藩財政健全化のための地場産業振興，近

代の殖産興業，現代の工業立国やアベノミクスの一環としての地方創生など， これまでの

約 400年間は国や地域単位で活性化や暮らしの質向上といった賑わい創出を目的とした経

済開発が取り組まれてきた。それらを見渡しても，近年の各地域での取り組みは， とくに

ツーリズムインパクトに着目したものとして顕著と言える。言い換えると，これまでの経

済開発を背景としながらも，新たな考え方や方法を導入した革新的な取り組みが必要 とさ

れているということである。そこで本稿では，函館での現状や取り組みを事例として取り

写真 3 函館湾岸価値創造プロジェク トチームによるコンクリー ト物語ツアーの様子
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上げ，ツーリズムインパクトの活用や地域課題解決への考え方や方法について整理する。

同地区は， 1950,......,60年代中頃までは港機能を基盤とした産業が盛んであった。その後は，

内外環境の変化に伴い基幹産業が衰退し，地域経済の再構築を課題として抱える地域であ

る。従来の基幹産業を支えてきた北洋漁業終焉 (1980)後に，青函トンネル開通 (1988),

函館空港滑走路 3,000mに延長 (1999), 北海道新幹線が新函館北斗駅まで開業 (2016)

といった国家事業の交通インフラストラクチャ開発が，約 10年ごとに実施されてきた。そ

れに伴い函館に観光客が訪れ，それを背景とした外部資本の旅行会社や宿泊業者等がツア

ー商品開発や施設整備を行い，地域側は追随するという他律的な観光開発が展開されてき

た。他方， 2014年には市全域が過疎地域に指定され，従来の基幹産業に観光関連産業が取

って代われていない現実が顕著となった。

ツーリズムインパクトの活用に関する課題としては，筆者が別稿（池ノ上 2017)にて以

下のとおり整理している。一つ目は，従来型の観光開発が個別の企業やグループによって

進められてきたことを反省しての地域単位で共有できる基礎情報の明確化である。そのた

めには，マーケティングや地域の価値発見などの科学的な情報分析力を地域が備えること

が課題である。二つ目は，地域としての産業連関の強化や生産性向上，さらには新たな価

値創造による共創的な環境創出のための，デスティネーション・マネジメント機能の形成

が課題である。

具体的には，旅行会社がまち巡りツアーを造成したいという要望に市民有志のボランテ

ィアガイドが応じるという繰り返しの中で現在の他律的な仕組みが形成されてきた。それ

に対して，地域の人や自然・文化資源，あるいはそれらが織りなすストーリーといった地

域資源を適切に活用したプログラムを開発し，関連産業の振興や収益拡大を見込める新た

なまちあるきの仕組みを構築することが課題と言える。つまり，自律的な仕組みの再構築

が必要なのである。

近年，函館では函館湾岸価値創造プロジェクトチーム (GRHABIP) というグループが活

動を開始している。地域に潜在化する価値を再発見し，現代における新たな価値を創造す

ることをミッションとし，民産官学金の立場や専門性の違う主体が集ったものである。と

くに，函館湾岸コンクリート物語をテーマとし，学術的な調査分析をとおして地域の価値

説明に取り組んでいる。この背景には，同地域では各主体が共有できる価値や情報が乏し

いのは前述のとおりで，新たな連携や価値創造をする環境の不足がある。その上で地域の

各主体が，外部者の視点をもって地域資源を評価し，マネジメントを行う OM機能を求め

ており，その一端を担うグループが形成されたと考えられる。

(2)観光が地域に貢献するために

以上の事例から，ツーリズムインパクトが地域に果たす役割は以下のとおりに整理でき

る。ここでは，経済・文化・社会の各分野において起こるインパクトがどのような変化を

地域に起こすかについて，初期段階から発展段階への展開という観点で整理した。
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① 経済分野でのインパクト：仕事の獲得→産業連関の強化や生産性向上へ

② 文化分野でのインパクト：地域価値の再発見→地域住民全体の共通の価値観へ

③ 社会分野でのインパクト：地域プラットフォームの形成→共創型の社会構造へ

以上のとおり，観光を活用し地域にとってポジティブな変化を起こすためには，いかな

ることが要件であるか。それを導き出すために，以下のア）～エ）の DMの観点から前述

の事例で取り組まれている事項について整理した。また，それらをマネジメントする観点

として，オ）が加えられる。

ア）地域を磨く

・地域資源の再評価・保全すること

•住民のコンセンサス形成，あるいは参画意識を醸成すること

イ）地域を発信する

・地域のブランディング化をすること

• 共創的な情報発信をすること

ウ）地域に誘う

・地域内動線の形成により回遊性を向上すること

・広域連携をすること

工）地域で憩う

．滞在効果（収益l生・異文化交流）を最大化すること

•着地型観光を推進する DM 機能を形成すること

• 共創性を発揮できるツーリズムを活用すること

オ）地域を経営する

・DMO機能を担う組織体制→価値創造のためのプラットフォームを形成すること

・DMOを担う人材を育成すること

3. デスティネーション・マネジメントは地域課題解決に貢献する

本稿では， OMO政策をはじめとした観光を活用した地域政策の氾濫とも言える実情を鑑

み， OMを地域にとって必要不可欠なこととするためには，いかなることが必要であるかに

ついて具体の事例や既往文献をとおして検討した。その中でも， とくに地域課題解決を成

し遂げてきた地域の事例分析をもとに，ツーリズムインパクト活用に関する要件を明らか

にするという アプローチで整理したことで， OMは地域にと って必要かという 問いの解明を

試みた。もちろん本稿では，竹富島や白川郷の事例に加え，函館の課題を分析対象とした

だけであるため，十分に我が国における地域の実情を踏まえることができたわけではない。

しかし，まちなみ保存という全国に展開した地域課題解決の取り組みの中でも，当初から
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観光を意識し，そのインパクトを積極的に活用してきた顕著な事例を取り上げたことで，

まちなみ景観を基軸とした DMの取り組みという条件のもとでは一般化する分析ができた

と考える。また，そうでない取り組みにおいても，函館における地域課題を考えると，地

域資源の再評価や地域のブランディング化をとおした地域における共通の価値観の形成が，

地域課題解決および DMの基本となると容易に想像できる。そう考えると，まちなみ景観

を基軸とした事例が，昨今の DMO政策を地域にとって必要不可欠とするために多くの貴重

な示唆を与えてくれるものと期待している。

最後に，本稿で述べた要件，あるいは考え方を踏まえて取り組むのであれば， DMO政策

は現代の地域にとって重要でなくてはならないものになると結論づけたい。ただし，その

要件を満たすということは，すなわち地域課題解決，あるいは地域づくりのプロセスを総

合的に遂行することに他ならない。言い換えると，経済分野だけ，あるいは旅行業の振興

のためだけの取り組みでは， DMO政策は地域にとって仏作って魂いれずと言えよう。

写真 4 函館山を使ったサイクルツーリズム
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