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新観協研の視察から見えてくる北海道の課題 
 
 

小倉 龍生 
公益財団法人はまなす財団 部長 

 
 

1. 道内視察の概要 

既述した新観協研では，公募により道内の観光協会等が集まり，地域活性化ならびに観光
協会の自立促進やＤＭＯ化に向け，年 3 ～ 4 回程度の勉強会を継続している。その中では，
座学だけではなく，先進地視察として，道内・道外・海外の 3 地域を訪問した。その概要
について報告する。 

1.1 知床羅臼町観光協会の視察の概要と成果 
道内視察としては，新観協研メンバーである羅臼町へ訪問し，知床羅臼町観光協会の取り

組みや，着地型観光商品の概要，マーケティングやターゲティング等について学んだ。訪問
日時は，2016 年 2 月 8 日（月）～ 9 日（火）の 2 日間である（表 1）。 

表 1 羅臼町視察の概要 

 
出所：筆者作成 
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知床エリアの南側に位置する羅臼町は，流氷が到達する最南端の地であり，また，面積の
約 95％が森林に覆われる自然資源が豊かな地域である。元々，漁業の町としての位置づけ
が強く，観光への取り組みは，積極的に実施しているとは言い難い状況にあった。しかし，
2005 年に「知床」が世界自然遺産登録されたことを契機に観光客が増加した背景もあり，
2007 年には，観光協会事務局長を全国公募して話題になるなど，近年は観光政策にも力を
注いできている。 

このような経緯から，羅臼町は斜里町ウトロ地区への通過型観光が主流となっているこ
とや，大型の宿泊施設が少ないという現状から，団体客ではなく少人数の個人客を対象とし
た観光振興政策を実施してきた。具体的には，漁師による昆布加工体験，市場見学，学習旅
行への対応など，羅臼町内で漁業を生業にしている人がガイド役を担う活動などを始め，そ
のニーズが高いということを示してきた。 

羅臼町では，春から夏にかけて，クジラやシャチも姿を見せ，また，流氷が接岸する冬の
時期には，天然記念物のオオワシやオジロワシが姿を見せることから，ホエールウォッチン
グのツアーやバードウォッチングを目的とした多くの欧州を中心としたインバウンドが訪
れる（図 1）。特にバードウォッチャーは，長い人で 20 泊など長期にわたって滞在すること
から，羅臼町内での英語対応が急務となり，知床羅臼町観光協会では，外国人観光客が利用
する宿泊施設や飲食店，道の駅等の英語表記化，ならびに羅臼でよく使われる会話を軸とし
た羅臼版の指差し英会話帳の作成，観光事業者に対する英会話教室等を実施してきた。現在
では，英語対応を可能とするガイドの登場など，地域全体が積極的にインバウンドに対する
サービスの向上を目指して各事業が進められている。 

その後，知床羅臼町観光協会は，持続的かつ戦略的な観光振興を目指す上で，経営力を安
定させることを目的に，2015 年には一般社団法人化した。その翌年には，自主財源確保や 

出所：筆者撮影 

図 1 流氷の時期にバードウォッチャーで賑わう観光船の様子 
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広範囲な事業領域とするべく第 3 種旅行業登録を行うなど，羅臼町の DMO となるべく新
観協研で得たノウハウを取り入れながら観光地経営を進めている。 
 
1.2 えりも観光協会の取り組み事例 

羅臼視察の結果，視察に参加したえりも観光協会では，ホエールウォッチングを参考にし
て，襟裳岬ならではの着地型観光商品として，昆布漁師が自ら所有する漁船に観光客を乗船
させ，昆布漁師の体験談やアザラシウォッチング等を実施する「コンブボートクルーズ」を
2018 年に立ち上げた。コンブボートクルーズは，2 名の昆布漁師が主体となり，2 種類の
航海コースを商品化して取り組んでいる。受付窓口業務は，えりも観光協会が担うこととな
っている。2019 年の本格稼働を目指し，2018 年はモニターツアーやマーケティング等を
実施しているところである。 

本事業の目的は，漁師の副収入の確保ならびに，地域の一次産業と観光業を接近させるこ
とで，より観光業への地域理解を促進させることである。将来的には，コンブボートクルー
ズを体験した人が，えりも町へ移住し漁師の後継者となることを見据えるなど観光業を単
体で考えるのではなく，地域活性化戦略の全体像の中において観光をどのように位置づけ
るかを検討しているところである。 

図 2 えりも観光協会によるコンブボートクルーズの 2 航路と金額 

以上のように，新観協研メンバーによる羅臼視察から，今後の北海道観光においても得る
ことが非常に多く，現在では新たな着地型観光商品の開発と具体的な成果が現れている。ま
た，法人化に向けた手続きの共有など，これから法人化の実施を計画している観光協会にと
っても有用な視察となった。特に，羅臼町で実施している「一次産業と観光業の接近」は地
域内での観光への理解促進や多くの関係者を巻き込んだ活動，地域の生業を新たな観光産
業へ位置づけるなど，地域づくりという視点でも有用な視点であったと考えられる。 
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2. 信州いいやま観光局視察の概要と成果 

新観協研にて実施した視察として，北海道外の視察を行った。長野県飯山市の信州いいや
ま観光局への訪問では，観光協会自らが商品開発並びに販売を行うことによる自主財源の
確保といった内容について学んだ。訪問日時は，2016 年 4 月 17 日（日）～ 19 日（火）
の 3 日間である（表 2）。 

2.1 信州いいやま観光局視察の概要と成果 
信州いいやま観光局の前身となる飯山市観光協会は，1960 年に発足し，事務局は市役所

観光担当が所有していた。その後，旅行形態の変化などを通じ，飯山市ではグリーンツーリ
ズムの取り組みを進め，多くの滞在プランを構築してきた。しかし，このような着地型観光
商品を「誰が販売するのか」という課題に直面し，当時の主流であった旅行会社に依頼しよ
うとするが，飯山市の宿泊施設の多くが農家民宿やペンションであることから，従来型の旅
行商品として取り扱いが困難であるという課題を有することとなった。 

これまで，プロモーション事業が主体の観光協会であったが，自ら旅行商品を企画販売す
る必要性が高まったことから，2007 年 6 月に第 3 種旅行業を取得し，雪国の特性やふる
さとの分野，トレッキング，森林セラピーなど，飯山らしい素材を活かした商品づくりとそ 

表 2 信州いいやま観光局視察の概要 

 
出所：筆者作成 
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の販売を進めてきた。 
その後，2007 年には観光協会を法人化させ，2010 年に観光交流関連の第 3 セクターを

統合し，2011 年には第 3 種旅行業を第 2 種へ更新し，地域の観光プラットフォームとし
て機能を整えるなど，まさにＤＭＯとしてモデル性を有する組織へ転身していった。2018
年 3 月 30 日には，観光庁から「日本版ＤＭＯ」として登録され，日本の観光地経営の最先
進地域として位置づけられている。 

信州いいやま観光局への主な視察は，ＤＭＯとして自主財源をどのように稼いでいるか
を中心に実施した。信州いいやま観光局は，いいやま湯滝温泉やなべくら高原森の家，さら
に高橋まゆみ人形館といった観光施設を経営しており，地域の観光協会が地域全体を経営
するという視点を持って，地域内の役割分担を明確にしながら戦略的に事業を実施するこ
とが可能であるということを学んだ。 

特に，観光客目線によるマーケットインの立場に立った商品づくりとともに，その商品に
は農業や地場産業などと連携した地域資源を活かした事業，そして，地域の意欲ある人々と
協力関係を構築し，地域全体として経営に取り組むことの重要性を得たところである。 

2.2 一般社団法人稚内観光協会の取り組み事例 
いいやま観光局で得られた視点は，道内各地域における観光地経営にも大きな可能性が

示されたところである。現在，新観協研に参加している稚内観光協会が実施する「BaseSoya」
事業にも，信州いいやま観光局で得た視察のノウハウが活かされている。 

稚内市には，年間 50 万人の観光客入り込み数があり，延べ宿泊数は約 37 万泊（2016 年
度）となっており，日本の最北端を目指す観光地となっている。中でも，稚内市の宗谷岬は，
日本最北端という強みを活かして年間に 30 万人が訪れている。しかし，宗谷岬での滞在時
間は長くて 20 分程と非常に短い状況となっている。特に，公共交通手段を活用するとなる
と最低でも 45 分～1 時間程度の滞在が必要となるが，その時間を過ごす場所がないという
課題を有していた。また，稚内市内にて数時間の滞在時間を延ばすことで，利尻・礼文への
宿泊ではなく稚内市内での宿泊を促進できることから，戦略的な宿泊増に向けた取り組み
が可能であった。 

そこで，「BaseSoya」事業は，多くの観光客が訪れている宗谷岬を BASE（ベース）に位
置づけ，サイクリングやフットパス等の宗谷岬ならではのアクティビティ開発と，ボランテ
ィアによる簡易的なガイドではなく，収益を生み出すことができるプロのガイド育成，そし
てゆっくりとした時間を過ごすことができるカフェの経営を観光協会が自ら実施するとい
うプロジェクトである。 

まさに，信州いいやま観光局が実施してきたノウハウと同様のことが稚内で進められて
おり，今後の観光協会のモデルと考えられる。2018 年度から開始し，初年度は観光案内所
の設置を実施し，そこでレンタサイクル事業とガイドツアー事業，そしてカフェ事業を実施
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した。今後は，さらなるアクティビティ開発とともに，Web を活用した情報発信や，ガイ
ド育成を継続していくこととしている。 

このように，信州いいやま観光局の視察では，ガイド育成の必要性，マネジメント組織の
必要性とともに，観光客目線に立ちながら顧客満足度の向上を目指した取り組みについて
学んだところである。 

出所：筆者撮影 

図 3 稚内観光協会による観光案内とレンタサイクルとガイドツアーの様子 

3．海外視察の概要 

以上のように，新観協研では道内と道外の先進観光協会の視察を行い，観光協会の地域に
おける役割やその推進体制，また，独自ビジネスの可能性等について多くのことを学び，そ
して学ぶだけで終わらずに成果に結びつけてきている。先進地視察の集大成として，世界の
先進 DMO であるスペイン・バルセロナを選択し，新観協研メンバーに対して海外視察の参
加者を募り，5 つの観光協会が訪問した（表 3）。 

バルセロナ視察の目的としては，観光地マネジメントの実態や最先端な考え方を学ぶと
ともに，近い将来に惹起されるであろう，オーバーツーリズムへの対応策について知ること
となった。 

バルセロナ視察としては，州レベルの DMO であるカタルーニャ州観光局，次いで，市レ
ベルの DMO であるバルセロナ観光局，最後に農山村地域を訪問し，その考え方や取り組み
概要についてヒアリングや意見交換を行った。 

カタルーニャ州は，スペインの北東部に位置し，バルセロナ，ジローナ，レリダ，タラゴ
ナの四県からなり，人口は約 750 万人，面積は 31,932 ㎢，州都はバルセロナとなってお
り，主に貿易と工芸品，織物製造業として発展してきた地域である。州都バルセロナに位置
するカタルーニャ自治州観光局（Agència Catalana de Turisme）は，1995 年にカタルー 
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表 3 スペイン・バルセロナ視察の概要 

出所：筆者作成 

ニャ州政府観光財団として設立され，州の予算 100％で運営されている公的組織であった
が，2010年に民間事業者が会員として参画する官民連携組織として組織体制が変更となり，
現在に至る。 

カタルーニャ州観光局では，観光競争力の強化を軸とした観光戦略プランを策定し，この
戦略にしたがって組織運営を行っている。競争力というのは，経済性だけの視点ではなく，
環境や社会・住民・文化など経済分野以外を含めた持続性を軸に据えている。戦略プランは，
①需要志向型，②体験型観光事業の推進，③経済効果の優先順位の 3 つの大きな戦略を掲
げ，8 つの戦術を設置してプランの推進を行っている。こうした施策の結果，カタルーニャ
州はデスティネーションとして世界有数の競争力を保持することに成功しているばかりか，
ＧＤＰの 12％を観光産業から生み出すことに成功しているといえよう。 

しかし，観光地経営を推進する中で，多くの観光客が訪れることはプラスの効果を生み出
すだけではない。いわゆる公共経済学でいう「混雑現象」という外部不経済の発生により地
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域住民の満足度低下のみならず観光客にとっても満足度低下というネガティブ要素を生み
出すことにつながってしまう。そこで，バルセロナでは，混雑現象を回避することを目的に，
カタルーニャ州の人口 750 万人に対して 2,800 万人の観光客数という現状のデータを踏ま
え，バルセロナへの観光客を周辺の農山村地域等へ分散させる施策を行っている。 

このように，マーケティングを中心にした観光振興による誘客のみを考えるわけではな
く，観光地としての地域経営を前提にして考え，観光客をコントロールすることで地域住民
の満足度向上と観光客の満足度を高める好循環を目指す活動を行っている。 

このような地方への分散のためには，ピレネー山脈に位置するスキー場や文化ツーリズ
ム，ワインツーリズム，ガストロノミーツーリズム，スポーツツーリズムなど多様性に富ん
だ着地型観光商品の開発を行い，カタルーニャ州全体を最適なデスティネーションにする
べく資源と情報の再分配を行っている。特に都市における観光振興に留まらず，農村部にお
いてもそれぞれ戦略的な観光地経営が行われている。具体的には，既述のように第一次産業
が主産業の農山村地域において，農畜産品の品質管理や認証制度の運用と観光振興を一つ
の行政組織が担当することで，一次産業と観光産業の接近による観光地域づくりを進めて
いる。 

このように，州全体としては，観光戦略を有しながら住民満足度を向上させつつ観光客に
も満足してもらうために，観光客の集中から分散を目的として各種施策を実施している。一
方，カタルーニャ州の州都であるバルセロナ市に目をうつすと，これまでサグラダ・ファミ
リアのような有名観光地に観光客が殺到する物見遊山的な観光が多かったが，近年は，新た
なバルセロナを目指して様々な政策に取り組んでいる。そのキーワードは州政府と同様に
「持続可能性」であるとともに，州政府が掲げている戦略を市単位でも共有し，持続可能性
を実現するために，集中から分散へ取り組んでいることが特徴的であった。そして，市役所
が明確な戦略を打ち出し，その実行部隊としてＤＭＯであるバルセロナ観光局がプロモー
ションや観光商品の企画販売など，役割分担が明確になっており，その共通の戦略に向けて
各種活動をしているということがわかった。 

また，カタルーニャ州の観光政策の最大の特徴は，あくまでもそこに住む人々のための観
光地経営に取り組んでいることである。観光圏と生活圏の接近や融合が，行政や DMO の役
割分担を明確にしつつ戦略的に進められている。特筆すべきは，そこの住民が自らの地域を
楽しむ顧客と位置づけられていることである。要するに，観光客のための観光振興策だけで
はなく，住民も対象にした着地型観光商品の開発等を実施しているのである。したがって，
必然的に観光セクターと非観光セクターの融合であったり，近隣農山村地域では一次産業
と観光産業の接近ということに取り組んでいた。日本の状況をみると，観光客に対する各種
サービス等の強化が政策的に行われている事例を散見するが，その結果，住民と観光客の意
識的・物理的な乖離が増加している実態がうかがえる。 

特に近年，バルセロナ市が注力している部分がオーバーツーリズムへの対応であった。 
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市内の人気観光地点から市内のその他のエリアへの分散，周辺自治体との連携による市
外への分散に注力している。また，ホテル規制として，バルセロナ市内を「住民数」と「ホ
テルのベッド数」というカテゴリに分類し，「住民数＞観光目的ベッド数」のエリアは規制
を行わず，「住民＝観光目的ベッド数」の場合は現状のベッド数が減少しなければホテルの
建設を不可にし，「住民＜観光目的ベッド数」の場合は，ホテル建設に規制をかけるという
宿泊キャパシティマネジメントを行っている。 

要するに，観光客への対応を行うだけではなく，あくまでも住民の幸せ度合いを価値判断
として考え，住民がバルセロナのライフスタイルを送ること自体を観光資源と位置づけ，住
民と観光客が融和するという視点による観光地経営を実施している。さらに，これらの観光
地経営を行う上でも，カタルーニャ州が策定した戦略にしたがい，具体的かつ客観的データ
活用を行いながら，その成果に向けて各種取り組みを実施している。 

カタルーニャ州が策定した「観光客の集中から分散」という戦略は，バルセロナから自動
車で 60 分ほど離れた農山村地域においても共有されており，バルセロナ観光局が販売する
着地型観光商品として，多くの観光客を受け入れている。特に，ルーラルツーリズムとして
ワイナリー見学ツアーや農家民宿や農家ランチなど農山村地域の強みを活かした着地型観
光商品が積極的に販売されていた。 

このように，ゆっくりとした時間を過ごしながら数時間をかけてのんびりと昼食をとる
というサービスは，地域ならではのサービスであり，自分たちのライフスタイルを提供して
おり，このようなサービスが観光客のニーズに適していると考えられる。また，バルセロナ
市民を顧客と位置づけ，近隣農山村へ農業のよさを体験するようなメニューも提供されて
おり，市民が暮らしやすい地域づくりを進めていることが特徴的であった。 

4. 海外視察からみる北海道が取り組むべき課題 

北海道観光における課題としては，インフラの整備や観光人材の育成と確保，教育旅行の
減少やインバウンドへの対応力の能力強化等，枚挙にいとまがない。本稿では，新観協研で
培ってきたノウハウや海外視察等から考えられる北海道観光に関する課題を整理する。 
 
4.1 地域経営の視点からの観光地域づくり 

バルセロナや信州いいやま観光局の取り組みをみると，その大きな特徴としては，中期的
な地域戦略を有しており，その戦略の中で各観光協会等がそれぞれどのような役割を担う
のかが共有されているということである。 

観光という分野の特徴としては，経済の分野だけではなく，社会的な役割も大きく担って
おり，特に近年はユニバーサルツーリズムという分野から，福祉の分野との融合も視野に入
れるなど，多くの分野をまたぐ。したがって，観光が担う役割は何かを明確にすることが必
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要であり，そのためにも地域戦略が必須となる。特にカタルーニャ州で策定した戦略が，市
単位，町村単位でしっかりと共有されていたことは驚くばかりであった。 

北海道は，2017 年に「北海道インバウンド加速化プロジェクト」を発表しインバウンド
の目標値を 500 万人に設定し，また，2018 年には「北海道観光のくにづくり行動計画」を
発表し，その目標値を観光入込客数 6,000 万人（うち，道内客 4,880 万人，道外客 620 万
人，インバウンド 500 万人）としている。しかし，本計画は，「北海道総合計画」が示す政
策の基本的方向に沿って策定しているものの，あくまでも計画であり戦略と呼ぶには至っ
ておらず，その内容も戦術論が比較的多く記されている。今後求められるのは，「北海道総
合計画」の中で観光が果たす役割を各事業主体に共有され，その戦略の実現のために明確な
役割分担が必要である。そして，観光というミクロな視点ではなく，地域づくり全体を見据
えたマクロな視点による地域全体を経営するという視点が重要である。地域を経営すると
いう視点を有するということは，各自治体が「外部への力」を高めつつ「地域内の経済循環」
の構築による持続可能な財政基盤の確保とオーバーツーリズムの予測などによる住民満足
度向上という 2 つの視点を軸とし，その中で観光をどのように位置づけるかという議論が
必要となる。経営とは，事業目的を達成するために現状分析を行い，その事業が持続するた
めの計画を策定ならびに実行に移し，その事業を管理や遂行する仕組みを構築することで
ある。 

現在は，人口減少のステージに入っているという現状を認識し，高度経済成長の幻想を捨
て，少なくなる人口を前提にした仕組みの構築が必要となっている。しかし，多くの自治体
等では，観光客の増加を目標値に据えており，少なくなる人口でどのように対応するかにつ
いての議論がなされていない。今後の観光における評価指標としては，観光ほど人手を要す
る産業はないことから，より多くの観光客を受け入れることではなく，住民満足度という評
価指標を取り入れていくことも検討しなければならないだろう。 

住民満足度という視点では，バルセロナからオーバーツーリズムについて大きな示唆を
得たところであり，今後の課題となる分野である。このオーバーツーリズムは，観光客の増
大と住民や労働者が減少するという状況下，近い将来に必ずや惹起される問題であろう。こ
の問題の解決策は，観光客が集中する都市部への規制と同時に，観光客の農山村地域への分
散という有力な方法がすでに示されている。 

繰り返しになるが，地域全体を経営するという視点にもとづき，住民満足度と観光客満足
度を高めるための戦略策定とその共有が課題となっている。 

4.2 住民視点による観光地域づくり 
上記で示したように，今後の評価指標は観光客数ではなく住民満足度ということも視野

に入れる必要がある。つまり，観光はあくまでもその地域の住民のために存在するというこ
とである。観光に対する投資は，観光客が直接的な受益者であるため，観光客が優先されて
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しまいがちである。その結果，観光客に迎合した政策や取り組みが増加せざるを得ない。 
バルセロナから学んだことは，あくまでも地域住民のために観光政策が存在するという

ことである。観光産業で働く人という雇用の側面，観光客を受け入れるにあたり一緒に生活
するという市民目線，生活するというライフスタイル自体を観光資源に位置づける地域資
源の目線など，住民あっての観光ということを忘れてはならない。 

このような考え方を持つことで，「来てください」から「行きたくなる」そして「住みた
くなる」ような観光地経営の必要性が見えてくる。このような考えにより，地域力の回復を
目的とした移住定住の促進や，その地域ならではのライフスタイルを構築するような特徴
ある地域づくりにつながってくると考えられる。そのためにも，住民自身が自分の地域のよ
さを知り，自らの住む地域を楽しむということが必要となってくる。また，既存住民を優先
した取り組みとしては，これまでの視察で得たこととして，一次産業と観光産業の接近を挙
げることができる。これまでは，基幹産業である一次産業と観光産業の乖離が大きく，その
結果，住民と観光客の衝突や受け入れ体制の不備といった課題が出されてきた。既存の生業
を観光客が知ることで，よりその地域のよさを外部の人間が知るとともに，住民にとっては
外部から評価されることで既存のライフスタイルに対して自信と誇りをもつことにつなが
るだろう。 

羅臼町観光協会やえりも観光協会が取り組んできた一次産業と観光業の接近というのは，
まさに住む人視点の重要な観光地域づくりであり，今後の北海道にとっても取り組むべき
キーポイントと考えられる。 

4.3 経済的視点による観光地域づくり 
これまで，住民目線の観光振興を強く強調してきているが，地域経営という視点からも，

観光の経済効果を高めるという視点を抜いてはならない。やはり経営であることから，「稼
ぐ」という意識を強く持たなければならない。 

観光の直接的な経済効果としては，観光消費による観光産業の売上増大と，それに伴う原
材料等の調達を通じた地域産業に波及する需要創出効果である。特に観光産業は，農林漁業
や卸売小売，サービス業，運輸業と裾野が広く多岐にわたるため，需要創出効果も高く，こ
れらを「観光のリンケージ効果」と呼ぶ。観光で「外貨を稼ぐ」という論点は，多くで語ら
れているため，本論ではあまり触れないが，やはり観光客数のみを伸ばすのではなく，観光
客一人あたりの消費額をいかにして高めつつ満足度を向上させ，北海道のロイヤルカスタ
マーを創造していくことが必要である。 

しかし，観光の経済効果のみを考えるのではなく，観光の負の経済効果をいかにして低減
させるかも同時に考えなければならい。観光の負の経済効果としては，オーバーツーリズム
による住民や観光客の満足度減少だけではない。本来，その地域が得られるべき利益が地域
外に漏れてしまう「観光リーケージ効果」を減少させることが必要である。持続可能な観光
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を推進する国連の報告によると，観光リーケージが新興国で 40 ～ 50％，先進国でも 10 
～ 20％に達し，本来現地に落とされるべき収益が適正に還元されていないと意見している。
これは，新興国だけではなく，北海道にとっても同様である。いくら観光客を受け入れる努
力をしても，その売上が海外や東京等の大資本の本社を有する地域に回ってしまい，北海道
に売上が残らないのであれば，その経済の仕組みは植民地経済と同様であるといわざるを
得ない。 

資本力を持つ域外企業による地域への進出は，域内調達率の減少を招く可能性が高く，今
後，人口減少する社会においては，いかにして地域内経済循環による「内部の力」を高め経
済効果を高めていくかが，地域経済発展の鍵となろう。 

地域の人がガイド役を有償で実施したり，ライフスタイルそのものを観光資源化させる
など，その地域で暮らす人へ確実に売上が回る仕組みを構築し，ホテルや飲食店の観光業が
地産地消等を視野に入れ，その地域から原材料を調達していく経済循環がもっとも望まし
い姿ではないだろうか。そのような観光地域づくりが北海道に必要であろう。 

5. 要約と結語 

ここまで，道内・道外・海外視察から得たことを中心にして，北海道観光における今後の
提案を述べてきた。要約すると，人口減少社会という前提の中で，地域経営の視点を持ちな
がらオーバーツーリズムへの早期対応，住民視点による観光地域づくりから一次産業と観
光産業の接近，経済効果を高めるために観光で得たリターンを地域外へ漏出させないため
の地域づくりという 3 点について取りまとめた。 

おそらく，これらのことは誰もが理解しているし，誰もが取り組まなければならないこと
だと実感しているだろう。最も重要なことは，各地域で取り組む「人」の部分である。一部
の尖った人やキーパーソンが取り組むだけでは，本当の地域力とはならず，あくまでも個人
プレーの域を脱することができない。最初は個人プレーでも構わないが，いかにして地域全
体の動きとして底上げしていくかが大事である。 

長期的視点による人材育成を継続し，理論と実践を兼ね備えた人が活躍することができ
る仕組みをいかにして構築するかが重要となる。それらの人材が活躍する場として，観光協
会という組織が活かされることは，地域づくりの観点でも大きく期待したい。 

観光業だけではなく食や農林水産業など観光全体に携わる人が誇りをもって仕事をして，
その地域で生活を営むことでその地域に矜持を抱き，ひいては持続可能な地域づくりへつ
ながっていくことを期待したい。その地域づくりの積み重ねが北海道における観光地域づ
くりの目指すべき姿であろう。当財団では，そのための支援制度の構築やノウハウの移転，
また北海道大学との連携協定を軸とした観光人材の育成を今後も実施していく方向である。 
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