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バルセロナ市の取り組み 

̶̶都市デスティネーションの持続可能なマネジメント̶̶ 
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北海道大学観光学高等研究センター 准教授 

バルセロナ大学ホテル・観光学院 連携客員教授 
 
 

1. はじめに 1) 
 

周知のようにバルセロナは世界でも有数のデスティネーションである。延宿泊者数はヨ
ーロッパで第 4 位であり，世界で初めて「生物圏リスポンシブル・ツーリズム・デスティネ
ーション（Biosphere Responsible Tourism Destination）」に選定された都市であり，国際
会議の開催数でも世界第 4 位に入っている。空港も段階的に規模を拡張し，現在は年間
4,450 万人の乗降客数である。さらに港湾は地中海エリアで最大のクルーズ客を受け入れて
いる（図１）。 

バルセロナを訪れる観光客の数を正確に把握することは極めて難しい。バルセロナを訪
れる観光客はホテルに限らず民泊やホステル，友人や知人の家にも滞在する。これらの宿泊
客だけで年間 1,740 万人に達すると推定されている（図 2）。さらに，カタルーニャ州の他
の地域に滞在中にバルセロナを日帰りで訪れる観光客が 430 万人いる。これは主に夏にバ
ルセロナにやってくる。そしてクルーズ客が 130 万人いる。そして地元客，つまりレジャ
ー目的でバルセロナを訪れるカタルーニャ州の住民が 510 万人ほどいると推定される。こ
れらを全て足し合わせるとバルセロナには2,810万人の観光客がいることになる。因みに，
バルセロナはスペイン第二の都市だが，それでも人口は 160 万人，都市圏でも 330 万人ほ
どしかいない。 
 
2. デスティネーションとしてのバルセロナの現状と課題 
 

観光地としてのバルセロナの歴史は 1992 年に始まったと言って良い。もちろんそれ以前
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も同地を訪れる観光客は存在していたが，それは典型的な都市への来訪であって，いわゆる
「観光地」としてではかった。オリンピックは観光地バルセロナの「始まり」であり，都市
機能の最適化プロセスのクライマックスでもあった。街の様々な側面がオリンピックに合
わせて段階的，計画的に変化し，満を持して 1992 年にバルセロナが観光の世界にデビュー
したと言われている。 

1993 年には，オリンピック後の観光振興策の第 1 段階として観光分野の官民コンソーシ
アムが設立された。これが DMO の先駆けである。以降，2007 年まで観光産業は順調に成
長し，先述のような規模にまで需要が拡大した。しかし，2007 年には疲弊と停滞の兆候が
現れ始め，2010 年に 5 年を計画期間とした「観光戦略計画 2015」が策定されることとな
った。この計画では，バルセロナ市政府の中に観光振興だけでなく観光産業全体を「マネジ
メント」する部署を設立することが明記されている。観光の新たなフェーズに向けて観光産
業の統合的なマネジメント体制を確立することが目標となり，産業としての観光はそのマ
ネジメント上の課題を解決するための 1 つのツールとして位置づけられるようになったの
である（図 3）。 

この変化を旅行者数の推移で見ていきたい。オリンピック前のバルセロナの実宿泊者数
は年間 170 万人程度であった。これはホテルのみの統計だが当時は今ほど宿泊形態が多様
化していなかったので，ある程度は実態を反映していると言えるだろう。それが 25 年後の
2015 年には実宿泊者数で 830 万人，延宿泊者数は 1,700 万人を越えるまでに成長した（図
4）。もちろん，宿泊需要の増加に伴ってホテルの数も増加した。需要が供給を牽引したこと
で，1990 年に 118 件だったホテルは 2016 年に 409 にまで急増している（図 5）。ホテル
だけでなく近年は民泊の増加も顕著である。民泊については欧州連合（以下，EU）全体の
指針に基づいて国内法を制定した上で許認可制度を導入したが，最終的には制度が増加の
スピードを抑えることができず，2014 年には認可を一次停止するに至った。2011 年に
2,300 件だったものが 4 年間で 1 万件近くにまで激増したのだ（図 6）。 

図 7 はホテルにゲストハウスや民泊を含めたあらゆる宿泊施設を地図上にプロットした
ものである。宿泊キャパシティは市全体で約 15 万床あり，その大半が中心部や観光スポッ
トの周辺に極端に集中していることが分かる。しかも，これは認可を得た合法的な施設であ
り，このほかに新しい形態，業態の宿泊施設が日々誕生している。 

こうした施設は非公式な施設のため正確な数字を算出するのが難しい。Airbnb のサイト
で見る限り，現在約 15,000 件を近い民泊がある（図 8）。つまり実際に認可を受けている
のは 10,000 件弱であるのに対し，商品としてはその 1.5 倍の施設が提供されていることに
なる。民泊以外のカテゴリーを加えると市内の宿泊施設の 60%は非合法であると推計して
いる。 

このような宿泊施設の量的拡大と一極集中が進むにつれ，地区によってはホテルや観光
客向けの様々な宿泊施設の定員が，人口のそれを上回るようになった。オーバーツーリズム
と言われる現象の本質は，都市のキャパシティにおける定住人口と観光客数のバランスの



-27-

アリアス ｜ 第２部第 1 章 バルセロナ市の取り組み  

 -27- 

崩壊にある。バルセロナでは，市の中心部で観光客向けの床数が住民のそれを上回っている
（図 9）。 

そしてこうした状況を受けて市民の観光に対する見方にも変化が現れつつある。これま
で市政府は，市民と観光客という 2 つの異なる対象に観光に関する調査を行ってきた｡それ
によればバルセロナ市民の半数はバルセロナが受け入れる観光客は「限界に達しつつある」
と考えており，皮肉なことに観光客自身も，半数以上が「観光客が多すぎる」と感じている
（図 10）。観光を通じて活性化している都市が，観光によって苦しめられてもいるのである。 

さらに来訪需要の量的拡大とは裏腹に，産業としての生産性が低迷している点もバルセ
ロナ観光の大きな問題点である。バルセロナにおける観光関連産業の平均賃金は，他の産業
の半分程度に留まっている点は看過できない（図 11）。 

また，時間帯によって観光客の行動パターンが明確に異なるという特徴もバルセロナに
おけるデスティネーション・マネジメントを難しくしている。図 12 からも分かるとおり，
観光客は午前中には北部を含めた広い範囲の観光スポットを巡り，午後から夜にかけては
中心地や沿岸部へと流れる傾向にある。その結果，特定の時間帯に特定の公共スペースが観
光客によって占拠されるという現象が起こる。分かりやすいのはグエル公園である（図 13）。
グエル公園は中心部から少し離れた市の北部にあり，多くの観光客が自転車を利用して同
地を訪れようとする。ところが，近づくにつれて坂の勾配が急過ぎて自転車では辿りつけな
いことを察知し，最後は自転車を乗り捨てるのである。これらの乗り捨てられたレンタサイ
クルによる影響を受けるのは観光客ではなく住民なのである。 

これらの問題はおそらく以前からもある程度は起こっていただろうが，それがテレビや
ラジオ，SNS で取り上げられるか否かによって問題の社会性は大きく変わる。観光客がや
ってくるきっかけも，観光を問題として描くのもまた，メディアなのである。例えば，図 14
にあるような裸の観光客が明け方にスーパーを訪れたニュースは明らかに市民感情を悪化
させたし，それによって観光客だけでなく，観光産業全体への風当たりが強くなった。そし
て，2015 年には観光への否定的な世論が政治的な動きとして顕在化し，アダウ・コラウ市
長の誕生へとつながるのである。 
 
3. 持続可能なデスティネーション・マネジメントに向けた政策 
 

2015年に市長に就任したコラウ市長は当初よりバルセロナにおける観光のあり方の再定
義を公約に掲げていた。そして市長就任からほどなくして，持続可能なデスティネーショ
ン・マネジメントの実行に向けた政策を 4 つ打ち出した（図 15）。 

1 つ目は，2016 年に設置された「観光と都市に関する諮問会議（Consejo Turismo y 
Ciudad）」である。町内会，社会団体，専門家など 60 名で構成され観光と市政についての
協議を行う機関である。これによって観光政策と都市政策の融合が政府レベルだけでなく，
住民レベルで行われることが可能になる。 
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2 つ目は「観光宿泊施設抑制計画（Plan Especial Urbanístico de Alojamientos 
Turísticos）」である。これは従来の総量拡大を基本とした都市の観光振興を根本から変革す
る政策であり，バルセロナから世界に発信され，グローバルな動きとなった。具体的には宿
泊施設の開発について市内でゾーニングを行い，中心地については宿泊施設の新たな建設
を認めないというものである（図 17）。 

この計画では，「ゾーン 1」に指定されると一切の宿泊施設の新築・増築が禁止される。
これによって市の中心地や観光スポットの周辺で頻発する住居から民泊やホテルへの転換
を政策的に抑えようという狙いがある。他方，「ゾーン 2」では既存施設の増築は原則禁止
されているものの，同一ゾーン内での施設の移転については床数を拡大しない限り認めら
れている。また，「ゾーン 3」では原則的に宿泊施設の新規開設や増築が可能であり，幹線
道路や高速鉄道の新ターミナル駅周辺の再開発地区に当たる「ゾーン 4」は，むしろ宿泊施
設の開発が奨励されている。つまり単にホテルや民泊の開発を抑制するだけでなく，産業と
しての観光を健全な形で振興できるよう，コレクティブな仕組みが築かれているのである。 

また，違法宿泊施設の取り締まり計画（Plan de choque contra el alojamiento ilegal）
の導入も画期的だった。バルセロナの観光の変容は都市計画上の基準を満たさない民泊の
増加の影響を強く受けている。これは従来の都市計画の限界とも言えるが，だからといって
都市における住宅の供給が観光によって脅かされている事態を放置することはできない。
民泊そのものの根絶を目標としているわけではないが，少なくともそれらを法的な枠組み
で位置づけることは不可欠である。バルセロナ市政府としてこれまで不法な民泊の取り締
まりに少なくない資源を投入してきたが，この計画を発表した 2016 年 9 月以降，市政府に
よる処罰対象審査の件数は際だって増えた（図 18）。これも 1 つの成果だと言えるだろう。 

そして 4 つ目の政策が観光戦略計画 2020（Plan Estratégico de Turismo 2020）の策定
である（図 19）。次項ではこの計画について内容のレビューを行っていく。 
 
4. 観光戦略計画 2020 
 
4.1 目的とねらい 

観光戦略計画 2020 の最も重要な目的は，バルセロナ市が取り組むべき観光政策の今後 5
年間のロードマップを策定することである（図 20）。そのためには市政府だけでなく，様々
な関係者，官民セクターの双方を巻き込みながら，我々が直面する課題の解決に向けて参加
型で現状の把握と分析 2)を進める手順を定めなければならない。 

まずは，住民の声がしっかりと汲み取られる場を設けることが重要である。ただし，公開
で議論する場を設けたからといって，すなわち観光産業に対して常に前向きな議論を行う
訳ではない。データに基づきながら，観光に関わる多様な利害関係者間のバランスを考えて
議論を進めた結果，時には観光に否定的な考えが表明されるかもしれない。しかしそれでも，
そうした場や機会を公開することに意義があるのである。なぜなら，こうしたプロセスを経
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ることで初めて，観光産業とそれが街に与える影響についての共通認識を育むことが可能
になるからである。 

そしてこれらの目的を達成するための計画には，これまでバルセロナ市政府が関わって
きた様々なプロジェクト，研究，事業，そしてその過程で提案されたアイデア，関連する規
制などとの整合性を確保しながら，1 つの体系として統合していくことが求められる。特に
本計画と並行して実施される，観光宿泊施設抑制計画や観光モビリティ計画，アクセシビリ
ティ・ツーリズム計画などは観光戦略計画 2020 に深く関わるものであり，方向性の違いが
あってはならない。 

これらの目的を達成することで，最終的には住民の生活を危険にさらすことなく，訪問者
の喜びや楽しみを醸成すること，そしてデスティネーションを持続可能な形でマネジメン
トしていくことが可能になる（図 21）。計画を策定する時はこうしたゴールを考えることが
極めて重要になる。バルセロナでは何をゴールとするかについて，深く考え，徹底的に議論
し，そこで初めて，「何をするか」，「どのようにするか」を考えたのである。 

重要なことはこの計画が会議室でできあがった計画ではないということである。「観光と
は何か」を問い直し，「デスティネーションが都市である」という本質について考えを深め
るためには，街中の様々な空間で都市を多角的に分析し，住民の声をくみ上げ，課題を設定
してその解決策を分析する必要がある（図 22・図 23）。この繰り返しが，計画の策定はも
ちろん，計画を実効的なものとする上でのオーナーシップを醸成するのだ。 

こうして導き出した我々の答えは「都市と観光は切り離して考えることはできない」とい
うことだった。観光は独立しては存在し得ないものだ。都市は都市としてマネジメントでき
たとしても，観光はそうではない。我々は視点を変えて「デスティネーションとしての都市
をどのようにマネジメントしていくべきか」を考えることが重要だと気づいたのである。こ
の前提に立って，アプローチや個別の事業を考えていくことが肝要なのである。 

また観光が産業として極めて複合的であるがゆえに，産業セクターの違いを飛び越えた
視点を持つ必要がある点にも注意が必要だ。観光は産業として確固たる地位を築き，したが
って我々はそれを独立した存在として見なしがちであるが，実は産業としての観光の境界
は曖昧だ。その他の産業や，時として観光活動には日常的に全く関与しない住民と交わって
初めて観光が成り立つことさえある。我々は観光を 1 つの独立した経済活動としては考え
ない。その振興はより多くの人々の影響を受け，同時に彼らに影響を与えるテーマであると
理解している。産業としての観光がもたらす影響を正負両面で考慮するためには，より大局
的な視点や感覚が問われる。 

ヨーロッパや世界中のデスティネーションの中におけるポジション，そして将来的な経
済発展の可否は，持続可能性に大きく依拠する。今日では，持続可能でなければ競争力は低
下し，デスティネーションとしての価値を失う。それを避けるためには政府のみならず，観
光産業のステークホルダー全員のコミットメントが欠かせない。観光は振興，拡大，成長を
目標とするものから，持続可能性，イノベーション，責任，団結，再分配を基準とするもの
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へと変わらなければならない（図 24）。個別の政策，事業，行動は全てこの基本方針にした
がって決まる。そこから逸脱すれば，ロードマップは立ち消え，これまでの努力の積み重ね
が水泡に帰することになる。 

 
4.2 観光戦略計画 2020 における 5 つの課題 

本計画ではワークショップやインタビュー調査を行った上で会議を繰り返して意見交換
を重ね，最終的に 5 つの取り組み対象を設定した（図 25）。 

まず「ガバナンス」である。ガバナンスは観光政策を政策たらしめる重要な部分であり，
意思決定の仕組みそのものである（図 26）。参加型というバルセロナの都市づくりの基本理
念を保障しつつ実効的な政策とするために，市政府のリーダーシップの強化を掲げている。 

2 つ目は「観光マネジメント」である（図 27）。観光マネジメントの柱は観光関連の活動
やビジネスを客体化してその評価を正当に行うことにある。そしてその評価の基準は産業
や経済ではなく住民の生活であると考えている。 

3 つ目は「地域戦略」3)である（図 28）。地域戦略では，都市としてのバルセロナへの観
光の圧力をコントロールし，住民の居住快適性，そしら彼らの経済，社会活動が健全に維持
されることを基本に観光の活力を都市に引き込んでいく戦略を定義している。 

4 つ目としては「労働と企業」を掲げている（図 29）。言わずもがな観光は産業としての
側面なくして成り立たない。この計画ではその観光産業の競争力をいかに持続的に，そして
社会的に責任ある形で維持あるいは向上させるかを定めている。先にも触れたとおり，観光
産業の労働条件は現時点では相対的に他のセクターよりかなり劣っている。観光を通じて
バルセロナで生み出されている富の多くが，労働者には公平に再分配されていないのだ。市
政府として個々の事業者の給与水準にまでは踏み込めないが，だからといって観光が生む
富を地域，産業全体で共有するために政府が民間事業者に対して何をするべきかというテ
ーマに無関心であってはならない。 

そして最後に，他の多くのデスティネーションが注力している「プロモーションとマーケ
ティング」である（図 30）。ここでもやはり持続可能性が大きなキーワードである。計画の
中でも何回も触れられているが，観光はコレクティブな存在であり，限られた側面の利益を
最大化しようとすると都市のマネジメントが立ちゆかなくなる。観光客，訪問者の需要を拡
大させるためのプロモーションやマーケティングを止めはしないが，持続可能で包括的な
ものでなければ受け入れられない。 

 
4.3 アクション・プログラム 

こうした課題を解決するために，観光戦略計画 2020 では，アクション・プログラムも合
わせて策定されている（図 31・図 32）。アクション・プログラムは「ガバナンス」，「知識」，
「デスティネーションとしてのバルセロナ」，「モビリティ」，「宿泊施設」，「空間マネジメン
ト」，「経済開発」，「コミュニケーション・受入環境」，「課税・財源」，「規制・整備」の全 10
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項目で構成されている（図 33・図 34・図 35）。 
これらのプログラムは，言わば，「道具箱」のようなものである。バルセロナのように未

来像を描きにくい都市においては，社会的な利益や持続可能性を保障するようなツールが
必要であり，そのツールを収めた箱がこのアクション・プログラムだ。 

例えば「ガバナンス」では，バルセロナ市役所の中だけでなく，外部機関との適切な連携
が必要である（図 36）。このツールを用いることで多様な利害関係者が都市の観光の未来を
左右する協議に参加する機会を得るのである（図 37・図 38）。 

また「知識」では観光がバルセロナに与える様々な影響を継続的，組織的に観測するため
の「バルセロナ観光観測所（Observatorio del Destino Barcelona）」の設立を軸に，市政
府や同機関での分析結果の市民への開示などを行う（図 39）。観光分野の研究成果を研究者
や政府機関内に留めず，広く公開し，知的交流や情報の共有を通じた新しい解決策の発見を
促すことが重要だ。 

「デスティネーションとしてのバルセロナ」は，持続可能な観光認証を継続的に進め，同
時にこの取り組みをバルセロナからスペイン国内，そしてヨーロッパ全域に波及させるた
めの取り組みである（図 40）。そのためにまずはカタルーニャ州内，特にバルセロナ広域都
市圏への観光客の分散，広域での一体的なマーケティングに取り組む必要がある（図 41・
図 42）。 

一方で，具体的な取り組みを計画する作業から始めるべき分野もある。例えば「モビリテ
ィ」では，住民と観光客，訪問者の双方にとって利便性の高い移動ツールの提供，移動に伴
う環境へのインパクトの最小化，そして広域観光を促進するためのインターモーダルな交
通システムの整備などを体系的に進めるための基本計画の策定から着手する（図 43）。 

また，「宿泊施設」や「空間マネジメント」など従来の都市計画領域における取り組みに
ついても定められている（図 44・図 45）。前者は，前出の観光宿泊施設抑制計画を適切か
つ確実に実行すること，後者ではバルセロナ市内の各エリアの空間特性を踏まえた計画の
策定などが明記されている。特にサグラダ・ファミリア（La Sagrada Família）やグエル公
園（Park Güell）の周辺，ランブラス通り（La Rambla）など観光客や訪問者の流入が局所
的に集中するエリアについては「人流過密スポット（espacios de gran afluencia）」に指定
し，混雑や騒音の緩和，清掃や治安の確保などを含めた特別なマネジメントを行うこととし
ている（図 46・図 47）。 

そして個人的に最も重要であると考えているのは「経済開発」である（図 48）。 
バルセロナでは，経済活動としての観光を推進するにあたり，常に包括的な視点を持つよ

うに心がけている。地域の開発を通してコミュニティのエンパワーメントを促し，新しいビ
ジネスを創出し，そうして生まれた経済活動がリスポンシブルであると同時に競争力を有
していることが重要である（図 49・図 50）。そして，観光によって得られた経済的恩恵が
しっかりと街の中に再分配される仕組みが必要である。 

その最たるものが雇用だと考えている。雇用こそ観光の中心でありそれをおろそかにす



-32-

 -32- 

れば，バルセロナの観光は失敗するだろう。市民の生活の場であるバルセロナが今後も魅力
を持ち得るかは，市民が観光産業を通じて生活の糧を得られるか否か，あるいは得られてい
ると実感できるか否かにかかっているのである。 

市政府や関連する公的機関だけではなく，民間事業者もこうした視点から観光産業の全
体を把握する必要があるし，彼らが自社や自らの業界の動向に一喜一憂するのではなく，都
市と観光の総体的な発展に貢献できるような場を設ける必要がある。繰り返しになるが，こ
れは「共有されるべき課題」であり，民間セクター，関連の公的機関，住民が一体となって
取り組むべき街全体の課題なのだ。デスティネーションとして競争力がありイノベーティ
ブであるということはこういった認識が共有されていることを指すと考えている。産業と
しての側面のみに注目して経済的発展を成し遂げようとするのは明らかに間違っている。 

だからこそこれら一連のプロセスに私企業を体系的に巻き込んでいく必要がある。「交流
コーディネーター（la intercambiadora）」を設置し官民連携，あるいは官官連携や民民連
携に政策的に取り組むのはそのためだ。バルセロナ市政府として，マーケティング戦略と観
光関連事業者の活動の整合性を確保する，あるいはそうした活動が地域に及ぼす影響に対
して政府部門も責任を持つことが必要だと考えている。 

そしてこうした観光産業の変革を実質化させるためには，観光客や訪問者の振る舞いも
同じく変革する必要がある。アクション・プログラムの 8 番目に掲げられた「コミュニケー
ション・受入環境」は彼らが彼ら自身の楽しみだけでなく，観光産業に従事する人，そして
バルセロナという都市に住む人に対するインパクトを踏まえた行動をとれるよう，市政府
として発信する情報やそれを通じたコミュニケーションのあり方を規定するものだ（図 51）。
さらに，9 番目と 10 番目に掲げられた「課税と財源」や「規制と整備」は，あらゆる観光
事業に対する上記のような対応を，より包括的，体系的に行っていくための政府部門のコミ
ットメント，関与を明文化したものになっている（図 52・図 53）。 
 
5. 終わりに 
 

最後に，バルセロナ市が今のデスティネーション・マネジメントにおいて重要だと考えて
いることを改めて強調したい。 

まず，先述のとおり，観光と地域は不可分な関係，すなわち切り離すことのできない関係
にあるということである。ある一方にとって良いことであれば，もう一方にとっても良いこ
とでなければならない。この不可分性が成立しなければ，将来の見通しは暗くなる。観光が
都市というシステムの機能不全を引き起こし，より小さな空間で一極集中と空洞化が同時
に進めば都市の競争力は失われるのである。 

またこれも先述したが，観光は産業であるがゆえに，社会に利益をもたらすものでなけれ

ばならないということも忘れてはならない。観光は，他の産業の活性化を促す，言わば梃子
て こ

である。もし観光産業のみが地域社会で，あるいは一定の経済圏において突出した存在にな
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っているのであれば，それは他の経済活動を犠牲にしているということを意味している。観
光は他の産業の置換ではなく，幅広い産業との間で相乗効果をあげるツールへとその位置
づけを変えているということを認識する必要がある。 

そして最後は，地域が何をマネジメントしたいと考えているのかという「マネジメント・
ニーズ」の把握なくして，持続可能な観光の振興は実現し得ないという点だ。商品開発，マ
ーケティング，地域ブランドの構築など，様々なテーマが観光振興の議論の俎上に載せられ
るが，いずれも重要なことはそれぞれが地域のニーズに適合しているか否かということで
ある。 

それを考えれば，観光客数の増加だけを目指してはいけないということが分かる。地域の
経済規模を越える観光は地域を滅ぼす。観光客が，観光産業が，地域にどのような利益をど
れほどもたらすのかということを考える必要があるのだ。重要なことは観光の成長ではな
く，街が，地域が，住民が豊か（bienestar）であることなのである。 
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出所：筆者作成 

図 1 トップクラスのデスティネーションとしてのバルセロナ 

 
出所：筆者作成 

図 2 旅行者数から見るバルセロナ 



-35-

アリアス ｜ 第２部第 1 章 バルセロナ市の取り組み  

 -35- 

 
出所：筆者作成 

図 3 バルセロナの観光振興の展開 

 
出所：筆者作成 

図 4 観光客数の増加 
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出所：筆者作成 

図 5 ホテルの施設数と床数の推移 

 
出所：筆者作成 

図 6 民泊の拡大 
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出所：筆者作成 

図 7 宿泊施設の集中 

 
出所：筆者作成 

図 8 民泊の分布 
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出所：筆者作成 

図 9 宿泊者と住民の床数のバランス 

 
出所：筆者作成 

図 10 観光客と住民を対象とした調査における観光の評価 
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出所：筆者作成 

図 11 業種別の平均賃金 

 
出所：筆者作成 

図 12 観光客の中心地への集中 
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出所：筆者撮影 

図 13 グエル公園の入口近くに乗り捨てられたレンタサイクル 

 
出所：筆者作成 

図 14 観光に対するメディアの報道 
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出所：筆者作成 

図 15 コラウ市長による 4 つの政策 

 
出所：筆者作成 

図 16 観光と都市に関する諮問会議 
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出所：筆者作成 

図 17 観光宿泊施設抑制プランのゾーニング 

 
出所：筆者作成 

図 18 違法宿泊施設の取り締まり計画 
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出所：筆者作成 

図 19 観光戦略計画 2020 

 
出所：筆者作成 

図 20 計画の目的 
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出所：筆者作成 

図 21 計画のねらい 

 
出所：筆者作成 

図 22 計画策定の流れと全体像 
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出所：筆者作成 

図 23 計画の診断構造 

 
出所：筆者作成 

図 24 基本的な原則 
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出所：筆者作成 

図 25 取り組みの対象領域 

 
出所：筆者作成 

図 26 ガバナンス 
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出所：筆者作成 

図 27 観光マネジメント 

 
出所：筆者作成 

図 28 地域戦略 
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出所：筆者作成 

図 29 労働と企業 

 
出所：筆者作成 

図 30 プロモーションとマーケティング 
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出所：筆者作成 

図 31 アクション・プログラムの位置づけ 

 
出所：筆者作成 

図 32 アクション・プログラムの方法論 
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出所：筆者作成 

図 33 アクション・プログラムの基本構造 

 
出所：筆者作成 

図 34 アクション・プログラムの構造（その 2） 
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出所：筆者作成 

図 35 アクション・プログラムの構造（その 3） 

 
出所：筆者作成 

図 36 「ガバナンス」のプログラム構成 
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出所：筆者作成 

図 37 「ガバナンス」の具体アクション（その 1） 

 
出所：筆者作成 

図 38 「ガバナンス」の具体アクション（その 2） 
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出所：筆者作成 

図 39 「知識」の具体アクション 

 
出所：筆者作成 

図 40 「デスティネーションとしてのバルセロナ」のプログラム構成 
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出所：筆者作成 

図 41「デスティネーションとしてのバルセロナ」の具体アクション（その 1） 

 
出所：筆者作成 

図 42 「デスティネーションとしてのバルセロナ」の具体アクション（その 2） 
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出所：筆者作成 

図 43 「モビリティ」の具体アクション 

 
出所：筆者作成 

図 44 「宿泊施設」の具体アクション 
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出所：筆者作成 

図 45 「空間マネジメント」のプログラム構成 

 
出所：筆者作成 

図 46 「空間マネジメント」の具体アクション（その 1） 
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出所：筆者作成 

図 47 「空間マネジメント」の具体アクション（その 2） 

 
出所：筆者作成 

図 48 「経済開発」のプログラム構成 
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出所：筆者作成 

図 49 「経済開発」の具体アクション（その 1） 

 
出所：筆者作成 

図 50 「経済開発」の具体アクション（その 2） 
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出所：筆者作成 

図 51 「コミュニケーション・受入環境」の具体アクション 

 
出所：筆者作成 

図 52 「課税・資金調達」の具体アクション 
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出所：筆者作成 

図 53 「規制・整備」の具体アクション 

 
出所：訳者撮影 

図 54 講演の様子 
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注 
 
1) 本稿は 2017 年 12 月に北海道大学観光学高等研究センター，公益財団法人はまなす財

団，地域の持続的発展を牽引する新たな観光協会のあり方に関する研究会の主催によ
り行われた「地域づくりシンポジウム 2017̶̶バルセロナが語る観光地経営の最新課
題と北海道の可能性̶̶」の講演録を講演者了承のもと再編し翻訳したものである。な
お，講演はスペイン語で行われた。本稿で紹介されているバルセロナ市政府の「観光戦
略計画 2020」の原文も合わせて参照されたい（Ajuntament de Barcelona 2020）。 

2) 原文ではこうした参加型の現状把握や分析の段階を参加型診断（diagnosis participada）
と表記している。 

3) 原文では，領域戦略（estrategia territorial）と表記されている。ヨーロッパではデス
ティネーション・マネジメントの文脈で領域（テリトリー）という言葉が多用され，そ
の定義や多義性については議論の余地があるが，観光政策の実践においては概ね日本
語の「地域」に近い解釈が行われている。本稿では筆者の了解を得て地域と意訳した。 
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