めに
温泉まちづくり研究会は、わが国でも有数の温泉地が一 に会して共通の課題について語
り合い、その方向性を ることを目的に、2008年6月に発足しました。
第1ステージ（08〜10年度）では、
「入湯税の有効活用」
「環境負荷の少ない温泉地づくり」
「 いて楽しい温泉地づくり」などについて議論を重ねてきました。
第2ステージ（11〜12年度）は、議論 アクション 検 を強く意識した実

型の研究会に

運営方 を改め、会員温泉地に共通する現実的な課題や半 先 くテーマを取り上げ、真
に議論し、解決策や望ましい方向性を模 し、それぞれのステップアップを目指してきました。
「震災後の消費者の意識変化」
「長期滞在への対応」
「ひとり旅への対応」
「温泉地、温泉旅
館の価値」などのテーマを取り上げています。
第3ステージも第2ステージ同様、より実

的なテーマを り下げ、温泉地における観光ま

ちづくり財源、景観整備、滞在プログラムの問題について考えました。
2014年度は、第3ステージの2年目として研究会を3回開催しました。
第1回目（7月）は、5月に阿寒観光協会まちづくり推進機構が企画、実施した海外視察の報
告をベースに、ドイツの温泉リ ート、スイスの山 リ ートなどの魅力とまちづくりの仕組み
について学びました。
第2回目
（10月）には、現代アートの 典「道後オンセナート2014」を開催中の道後温泉にて、
これまで長年にわたり取り組まれてきた 実なまちづくりについて理解を深めました。
第3回目（3月）は、
「改めてインバウンドについて考える」と題して、インバウンド観光促進に
向けた国の政策や、インバウンド・マーケットの最新動向について学びました。
本報告書は、2014年度の3回の研究会を分かりやすく取りまとめたものです。温泉地の方々
が具体的なアクションを起こすヒントになれば いです。
今後も日本の温泉地や温泉旅館の

来、そして温泉地におけるまちづくりについて議論を

深め、実 を通じて広く情報発信してまいりたいと思っております。
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研究

1

ドイツ・スイス視察報告

ート
進

ートの

て

公益財団法人日本交通公社
観光政策研究部 主席研究員 吉澤

清良

阿寒観光協会まちづくり推進機構が企画し、統合型リ ート（IR）の検 と山 リ ート、
ツェルマットの魅力検

の2点を目的に行ったドイツ・スイス視察に同行しました。本日は、

同機構事務局長で、視察ツアー

者の大川富

に代わって報告をいたします。

5月7日から13日までの日程でフランクフルトから入り、バーデンバーデン、ルツェルン、ツェ
ルマットの3カ所を回りました。
視察メンバーは温泉まちづくり研究会代表で、阿
寒観光協会まちづくり推進機構理事長の大西 をは
じめ、以下の通りです（図1、2）
、IR視察ということで
名大 釧路市長、釧路市商 会議所の方も同行され
ていたことは非常に意味のあることと思います。

バー ンバー ン

図１

の
ドイツのバーデンバーデンはシュバルツバルト
（黒い

）国立公園の一

にあり、面積は140平方

キロ、人口は5万4000人です（図3）
。概要は以下の通
りです（図4）
。中心地となっているのは川 いに広が
る半
図２

図３

図４
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約500メートルの温泉地で、ホテルや

施
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設があり、様々なアクティビティも体験できます。その中にカジノもあるという形です。
バーデンバーデンの町は、カラフルな

合いの建物が

象的でした。中心にあるレオポ

ルド広場から5方向くらいに伸びる通りには飲食店などが立地し、気持ちのいいオープンテ
ラスや いて楽しめる空間が確 されています。市場では食材も売っていますが、花も 富
で、買い求める人が非常に多かったです。長期滞在者も多いようで、ごく自然に地元の人と
来訪者が空間を共有しているといった 象でした。
バーデンバーデンの町では が入れる時間帯が決まっており、日中は基本的に が っ
ていません。町なかを が通らないよう 回路を作ったり、入ってきた は地下
いたり、地上にある

場は

で

すなど、町の中心部から を

場に置

ざけるための様々な

夫が講じられています。こうして見た目にも 囲気のいい空間が確 されています。
バーデンバーデンの魅力は人の手がほどよく入っ
た自然とほとんど手が入っていない周辺の自然が楽
しめること、質の高い文化施設があること、温泉を
使った様々なリラクセーションメニューが提供されて
いることなどです。 ったりと時を楽しめるような空
間が確 されており、リ ートとしての楽しみが提供
されています。バーデンバーデンの周辺部にも様々
なアクティビティが用意されており、それらも含めて
滞在を促す仕

けが整えられています。

図５

バーデンバーデンの見どころはカジノを併設する
クアハウス、フリードリッヒ浴場、カラカラテルメ、ト
リンクハレ（飲泉館）
、川 いに広がる 園などです。
町には、ヨーロッパで2番目に大きいオペラハウ
ス（

場）があります。この他、パリのオペラ

を模して建てられたと言われる 場があり、中に入
らなくても外観を見に訪れたい場所になっています
（図5、6）
。
図６

トリンクハレ（図7）の中には観光協会があり、様々
な情報を提供しています。日本語のパンフレットは
通常は置いていませんが、言えば出してもらえます。
ただ、温泉には

量ですがヒ素が含まれるというこ

とで、今は飲泉を中止しているそうです。
トリンクハレに隣接してバーデンバーデンの象徴
であるクアハウスがあります（図8）
。ここはカジノが
有名ですが、コンサートや晩

会、 踏会、宴会な

ど様々な催しも行われており、 華

な社交場と

なっています。詳しくは後ほどご紹介します。

図７
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図８

図９

フリードリッヒ浴場は重厚な外観で、
を目的として、温度の違う温泉やサウナ
を で決められた時間入って回る温浴施
設です。男女

浴の日もあれば、男女別

の日もあります。館内中

部の大天

の

あるプールは、男女一緒に入ることになり
（図9）
ます
。
入場料は23ユーロ
（約3200円）

で、マッサージなどを受けると料金が加算
図10

されます。
カラカラテルメは温泉というよりプールに似た施設です（図10）
。2

類の温泉が引かれて

いて、1 に温浴施設があり、2時間15ユーロ（約2100円）です。2 には男女共用のサウナ
があり、タオルは いていたりいなかったりと、比較的開放的です。
ジ の

要

クアハウス内にあるカジノについてお話しします。内装は全体的に

を基調にしており、

王 風のつくりです。いくつもの部屋があり、それぞれタイプが異なるのが特徴です。ポンパ
ドール夫人の部屋を模した部屋もあるなど、見て回るだけで楽しいという感じです。
入場料5ユーロ（約700円）で身分

明書の提示が必要です。ドレスコードがあり、男性

はジャケットとネクタイを着用します。ドイツの成人は18歳ですが、入場できるのは21歳以
上です。以前は地元の人が入れなかったのですが、その法律は 用されなくなりました。
1 ではブラックジャック、ポーカーなどが楽しめる他、最近は地下にスロットなどのマシ
ンゲームも導入されましたが、 囲気的にはそちらは少し安っ いかな、というのが正直な
感想です。やはり1 の を基調にした王 風インテリアがバーデンバーデンのカジノらしさ
ではないかと思います。カジノで使われているコインは1 2ユーロからとなっており、最高
は1 5万ユーロ、日本円で900万円となっています。
中では飲食もでき、バーもあります。館内は

ですが

者のためのゲームエリアも一

部用意されており、クラブラウンジも併設されるなど、長時間楽しめる 夫がなされています。
現在のカジノの来場者は1日400〜1500人ほどです。季節変動は少なく、週末はやはり入場
者は多くなります（図11）
。
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バーデンバーデンというのはもともと小さな村でし
た。フランスに近いのですが、フランスでカジノが
止されたときにカジノを受け入れたのがバーデンバー
デンです。そこからカジノリ ートとして有名になって
いき、近隣を中心とした各国からハイクラスな客層が
集まり、今のイメージが確立されました。パリの華や
かさが受け継がれている場所と言えます（図12）
。
開業当時の長期滞在客は3万人とのことで、いろい
図11

ろな国から高い教 を持ったお客が訪れ、会話や文
化を楽しむなど、単なる け事をする場ではなかったということです（図13、14）
。
かつてバーデンバーデンには、州と市が 半して出資した第 セクターの温泉
があったようです。ここがカジノを管理していましたが、民間に運営

管理局

託を行い、収入の80％

が州に収められ、その半分がバーデンバーデン市に入り、市はそのお金でまちづくりを行っ
ていたようです。
バーデンバーデン市にとって、カジノはまちづくり
の財源としての存在が大きかったと言えます。温泉
管理局はその後、解体されたようですので、現
在どういう形になっているかはまだ調査中です。今
回のヒアリングでは州内に3カ所のカジノを運営し
ている有限合資会社がここのカジノを経営しており、
バーデンバーデン市には15％程度の税金が入ると
いう話を聞きました（図15、16）
。
図12

図13

図15

図14

図16

9

ン
続いて訪れたのがスイスのルツェルンです（図17）
。
こちらの訪問もカジノの視察が主な目的でした。町
はルツェルン湖 に って広がっています。
ルツェルンにはヨーロッパで最も古い 造の

が

あります（図18）
。 災で消失し再建されたそうです
が、これが町のシンボルになっています。ルツェルン

図17

湖

にはあちこちにベンチが配されるなど、 みな

がら ったり きたくなるようなつくりで、実際に多
くの人が いていました。特に明け方の湖は水が非
常に んでいて、気持ちがよかったです。
この古い

の奥に町並みが広がっており、多くの

建物に 画が かれているのが 象的でした。それ
らを見て回っているだけでも飽きません。お店もた
くさんあって、ウィンドーショッピングも楽しめます。
路上では 楽を

している若者がいたり、非常に

活気があって になる街だと感じました。

図18

湖

にカジノ・ルツェルンという施設があります。

中は写真撮影

止でしたが、パ ーポイントを用意

していただき、お話を伺いました。スイスのカジノは
2

類のタイプに分かれており、Aタイプが大規模で

複合型、 タイプが小規模で単独型だそうです（図
19）
。カジノ・ルツェルンはAタイプに当たります。

スイスにはカジノがたくさんありますが、このカジ
ノ・ルツェルンはその中の6施設を運営しています。
図19

スイスでカジノを導入した背景には、スイス国民が
国外に出てカジノで遊ぶということが多く、そのお金を国内で回したいという思いがあった
ようです。カジノの話を進めるにあたってはカジノの収

を年金や社会

にきっちり充て

るということで国民の 同を得て、導入されたとのことです。
カジノ・ルツェルンの入場料は10スイス・フラン（約1200円）で、ドレスコードはカジュア
ルなのでジーンズでも入場できます。館内のイメージは、バーデンバーデンに比べると 民
的でゲームセンターに近いという感じです。
このカジノを運営しているのは資本金約17億円の
有する

頭

主で、市民も2000人が小

式会社ですが、市が

式の11％を

主となっています。市民の理解を得て、市民が

支えているという感じです。このカジノを訪れる方は1日当たり平日が700人、週末・ 日は
1500人で、年間20万人が訪れています。ルツェルン全体では年間100万人の観光客が訪れ
ており、平均滞在泊数は1.8泊ということです。
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ア

と の

要

最後に訪れたのが、マッターホルンを くアルプス
観光の中心地ツェルマットです（図20）
。訪れたときは
ちょうどオフシーズンで多くのホテルがクローズしてお
り、外国人労働者も 郷に帰る時期でしたが、まだス
キー客もかなりいて、それなりに わっていました。

図20

ルツェルンからツェルマットへはバスで移動した
のですが、面白かったのはバスに乗ったまま、バスごとが
す（図21、22）
。乗

に せられて移動したことで

時間は約15分間で、トンネルを抜けて向こうに着くとバスがまた降ろさ

れて道路を るという形でした。
ツェルマットの 関口テーシュ に着くとバスを降りて

に乗り換えます。スーツケース

はカートに せてそのまま 内に持ち込み、ツェルマット で

すればいいというシステ

ムです（図23、24）
。
ツェルマット に着くと、世界各国の言葉で「ようこそ」と書かれていて、外にはホテルの
検

システムがあります。今どこに空室があるかがすぐに分かり、電話が直接つながるよう

になっています（図25、26）
。 に併設された観光案内所には係員もいますが、iPa も置いて
あり自分で情報が調べられます（図27）
。

図21

図23

図22

図24
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図25

図26

の外に出ると各ホテルから電気自動

が迎え

に来ていて、荷物を運んでもらえます。カラフルな
合いが特徴的でした（図28、29）
。この他にシャトル
バス、タクシーも っていますが、ガ リン ではな
く全て電気自動

です。それでも の数が多くなり

す たと現地の人はおっしゃっていました。
から500メートルくらいが目抜き通りで、レスト
ランやホテルなど、山小屋風の建物が立ち並んでい
ます。時計やナイフ、スポーツ用品などメイドインス

図27

イスのものを扱う店が並んでおり、 りを持って自
分の国の製品を提供しているというのが非常に 象
的でした（図30）
。レンタサイクルも充実していました
（図31）
。街にはそこかしこにベンチが置かれています。

ツェルマットは環境に配慮した街づくりをしてい
て、ごみの分別収集もかなり進んでいます。一方、資
材を運ぶのにお金がかかり、通常の2割増というこ
とです。また、オフシーズンの4週間くらいしか 事
ができず、かなりの突
し安普
図28

図29

図30
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事なのか、建物には少

な感じが見受けられたところもありました。
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図31

図32

私たちが行ったときも多くの 事が行われており、新しいホテルや

所なども んに建て

られていました。
ちなみに、ツェルマットにも以前はカジノがありましたが、思うように人が集まらず開業か
ら2年ぐらいで

したそうです（図32）
。

リ ー
ツェルマット のそばにある 山電 の から、標高3100メートルのゴルナグラート展望台
へ向かいました。ツェルマット の標高が1600メートルくらいですが、そこから一気に1500メー
トルくらいアプト式の 山電 で上がっていきます。 上に着くと、どこでもこういうサービス
があるんだなという感じで、記念撮影用のセントバー
ナードがいました（図33）
。ちなみにここで記念写真を
撮ると、どんなに大雪で何も見えなくても、ちゃんと背
景にツェルマットが写っている写真がもらえます（
この山

）
。

のすぐそばに、クルムホテルという宿

泊施設があります。これだけの高い場所にある宿泊
施設というと、日本ではいわ る山小屋になってし
まいがちですが、非常に 練されていて

なホテ

ルです。小さなショッピングモールもあり、レストラ
ンもあります（図34、35）
。トイレもとても
図33

図34

図35
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感があ

図36

図37

図40

りました（図36）
。ちなみに

水については山のふもとまで

水管が接続されており、 中に一気に流すそうです。
客室の部屋番号にはアルプスの山の高さと名前が付いてい
ます（図37）
。室内は広くはないですが、とても

感があり

です（図38、39）
。窓からは山々を見ることができる他、部屋
の
図38

には、部屋の名前になっている山の が られています。

お金がかかるものではないけれど、非常に思い出深い 出だと
感じました（図40）
。
阿寒観光協会まちづくり推進機構の大川事務局長はツェル
マットについて、
「山

地帯でありながら、様々な楽しみが用

意されていることが特徴。自

で回る楽しみがあり、スイス

メイドの品を りにしていて、安価なお土産品がほとんどない」
という感想を べられています（図41、42、43）
。確かに、土産
物に限らずレストランなど全体的に物価は高めで、実際かなり
値段が高いなというのが正直な 象です。

図39

ツェルマットはもともと、小さな地方の寒村でし
たが、地元の住民自治組織が非常に力を持っていて、
土地や建物も所有していました。行政とはまた別の
観点から自分たちの村はこれからどう生きていくの
かを非常によく考え、実行に移してきたことがカーフ
リーリ ート、環境先進地という今のツェルマットを
形成していると言えます。

図41

図42

図43
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図44

まと
まとめとして、今回訪れた3カ所の町について、既に訪れた人の所感や現地で聞いたヒア
リングなどから、私も共感するものをまとめました（図44）
。次の3点です。
「基 ・環境整備
の重要さと、それを支える仕組みづくりの一層の大切さ」
「カジノと地域の観光産業との連
動、地域に合った方法を考える大切さ」
「自分の町を知り、策を講じる。そのためのルール
づくりと合意形成の大切さ」。詳細は資料をご参照ください。以上で視察報告を終わります。
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ドイ の
ル 研究

2

ト

講師
代

の
氏

が

な

地

これから、ドイツのクアオルトの現状をお話ししたい
と思います。ドイツ語で「クア」は

、
「オルト」は地

域を意味します。したがってクアオルトとはお宿や施設
ではなく、地域全体を指します（図1）
。クアオルトとは
自然の治

薬を用いた

医がいる健康の中心地と、

ご理解ください。
これは大分県
図１

ゲン市にある

田市の

好都市、バートクロツィン

りのオブジェです（図2）
。

にうつ

むいて厚い服を着込んだ人たちがいます。この人たち
が真ん中にある

泉に入ると

のように 着で元

気な状態に変わることを示しています。世界
（W O）は健康の定義として「

健機関

がなく活力がある

状態」と言っていますが、このオブジェは

泉に入

浴することで 気が治るだけでなく、楽しく生きがいを
持って らしていけるようになることを表しています。
2006年のデータによれば、ドイツには自治体が1万
図２

2315カ所あります（図3）
。平均すると1つの自治体の人
口は6000人ほどと、小さな町の集まりです。そうした町
では環境負荷が最も少なく、一番お金が落ちるのは観
光であり、中でも健康を重視した観光地づくりが大事で
あるとして、約5000カ所の自治体が

地・

地と

してのまちづくりに取り組んでおります。空気がきれい
な

地として1000カ所、

地として4000カ所が法

律で認定されています。この中でも医

が

用さ

れるクアオルトに認定されているのは、2007年で全自
治体のわずか3％に当たる374カ所と、非常に厳選され
図３

ています。
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クアオルトでは 1）土

2）海 3）気

方式という4つの「自然の治

4）クナイプ

薬」がベースになってい

ます（図4）
。土 には温泉が含まれ、クナイプ方式とは
水

法や運動

法、 物

法などを組み合わせ、自然

の力で免 力を活性化して治

力を高める治

法です。

気の治 、緩和、予 に効果があると医学的に 明
されたものを活用して地域づくりをしています。
クアオルトの利用状況ですが、2013年の宿泊数は
約1億980万泊、滞在客数は約2270万人で、1人当たり
図４

の平均滞在宿泊数は4.84泊となっています（図5）
。そ
の地域に長く滞在しながら健康になっていくということ
です。ちなみに日本は2012年度（平成24年度）の温泉
利用者数は1億2470万泊ほどでした。1999年から2013
年までの15年間のクアオルト利用状況の推移を見る
と、宿泊数は約11％増、利用者数は45％増えていますが、
平均宿泊数はこの15年間で1.46泊減少しています（図6）
。
ドイツ人居住者とそれ以外の利用者を比べると、ド
イツ以外の居住者の方がクアオルト平均宿泊数が少な
いです。ドイツ在住者は温泉を含む「土

図５

」カテゴリー

のクアオルト宿泊数が最も長く5.5泊で、他は5泊前後
ですが、ドイツ以外の居住者はいずれのカテゴリーで
も3泊くらいです。
クアオルトは医

が

用されるので、品質のば

らつきを ぐため、医師やいろいろな学会が集まって
となる定義が1937年に定められました（図7）
。こ

基

の定義をもとに各州がクアオルトについての法律を制
定し、クアオルトを認定しています。クアオルト滞在に
は医
図６

が

用され、治 目的で滞在する場合は3

週間とされています。
クアオルトとなるには、様々な条件があります。設備
があればいいというものではありません。医

的な基

礎のもとに人の交流や滞在を楽しめるプログラム、環
境施策など、様々な要素が必要とされます（図8）
。
中でも大事なのが「クアオルトキャラクター」です。
具体的にどういうものか文
ですが、

で明記されてはいないの

地に した景観や環境、建築デザインな

どで、訪れる人がリラックスして楽しめるような環境づ
くりを行うことが地域の総合計画できちんと担 する
図７

ように条件付けられています。
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また、環境

を 止することも基本となっていま

す。クアオルトでは通
れています。通

交通を作らないことが条件とさ

交通があると町の中に

や

気ガ

スなどの問題が出てくるからです。例えばバーデンバー
デンでは町なかを が通 しないよう町の手前から
回するようにトンネルを設置しており、バーデンバーデ
ンを訪れる だけが町なかに入れるようにしています。
クアオルトの認定についてですが、バーデン・ ュ
ルテンベルク州の場合は経済省にツーリズム関係の州
員会が設置されています（図9）
。 員会では湯

図８

治場協会や医師協会、ホテルの組合など14の団体が集
まってクアオルトや

地の認定について話し合いを

行い、大学の研究者が指導や助言、 定をしています。

へ
アタ
ドイツの医

する

は日本とは異なり、最初に家

行ってそこから
図９

地
医に

医に予約を入れるのですが、なか

なか予約が取れず、単に風

を引いた場合も予約が一

週間後ということも しくありません。そういう状況な
ので、ドイツの人たちは日常の中で健康を意識してい
るというのがクアオルトのベースになっています。
クアオルトで行われる医 はどのようなものがあるか
というと、温泉医学や気

法、水治

など様々です（図10）
。クアオルトには
自然

法や理学

医がいますが、

法だけを学んだのではなく、現代医学の医 を

全て 得した上で、自然医の研修を受けて
図10

法

医とし

て認定されます。
クアオルトの施設構成としてはテルメ（温泉施設）や
クアハウス
（人が交流する

公会

公園）、クアミッテルハウス（

）、クアパーク
（
処方の施設）、クリ

ニックなどがあります（図11）
。温泉に入っていないとき
もクアパークで

いたり、クアハウスで人と れ合った

りして ごせるという形です。
テルメの建物は高層建築ではなく、伝統的な建築
様式で作られることが多いです。屋内外のプールが
在しており、いずれも体温以下の水温で水中運動をし
図11

たり、一人一人が入れる浴
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今は治 よりも

がメインになっていますので、楽し

みという要素が加わっています（図12）
。
テルメの料金例はこの表のようになっています（図
13）
。下段に書かれているサウナは治

ではなく、楽し

みとして設置されています。かつてテルメは冬になると
利用者が減少していたのですが、サウナを併設するこ
とで利用者が増加し、収支がかなり上がったと言われ
ています。ですから、今のテルメはほとんどがサウナを
併設しています。また、昔は子供を連れてくることは少
図12

なかったのですが、今は家族で訪れて半日楽しむとい
うケースが多いです。
クアハウスはコンサートが行われるなど、人が集まり
交流する場となっています（図14）
。クアパークには飲泉
所（トリンクハレ）があったり、野外チェスではこの場で
知り合った人同士が対戦する場面もよく見られます。
所は いすの人がそのまま入れるようなつくりになっ
ています（図15）
。
こうした様々な楽しみの情報を提供するのがイン
フォメーションです（図16）
。コンサートや体験プログラ

図13

ムなどが「今日の催し」
「来週の催し」という形で提供
され、ここに来れば全て情報が分かるようになってい
ます。お客様に一元的に情報を提供する場として重要
な役割を果たしています。情報提供だけでなく、チケッ
トの手配なども行っています。
こういう仕組みの中に、
「クアタックス」というものが
あります。タックスと言っていますが、クアオルトの滞
在地利用料という考え方で、日本の入湯税とは少し違
います。このクアタックスを宿泊客からいただき、その

図14

図15

図16
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お金でコンサートを開催したり、クアパークをきれいに
整備したりしています（図17）
。
支 った宿泊客は、クアタックスのチケットを見せれば
コンサートが無料で観 できたり、市営バスの無料券や
いろいろな割引券がもらえたりします。お金をいただい
た分、滞在客にきちんと分かるように 元していくという
仕組みになっています。日本の入湯税も目的税ではあり
ますが、もう少し見直しをして、いただいたお金をどう滞
在客に

元するのかという考え方が重要だと思います。

このクアタックスを うのは宿泊客のみで、日帰り客

図17

からは徴収していません。行政が歳入する場合もあれば、民間機関がそのまま受け取る場
合もあり、自治体の考え方によって歳入の方法は様々です。ただし、1997年にドイツで大き
な医

改革が行われ、クアオルトで医

が

用する範囲が狭まったことで一気に宿泊

者が減ってしまい、クアタックス収入も大幅に減りました。あるクアオルトの例ですが、1995
年で2億1000万円のクアタックスが、2006年では1億2000万円前後の収入となっています。

行

策にも 心の

クアオルトの景観は美しく整備されています。花が えられたり、ベンチを置いたり、くつ
ろげる 囲気づくりをしています（図18）
。
これは、由布院がお手本にしたバーデン

イラーと

いう町の道路ですが、道路より 道の方が幅が広いで
す（図19）
。降水量が多い日本では難しいと思いますが、
道と 道の間には段

がないのも特徴です。道路を

真っすぐに作らず、 行する道で自

の通行も制限し、

人が楽しんで けるようなつくりになっています。
また、バーデン

イラーでは通

交通を作らず、な

るべく町に が入らず の が聞こえないように、町の
図18

外

に

地下

場を設置しています。町に入ってきた

は、

場に止めるようにして、 が路上から見えな

いよう、 が聞こえないような 夫をしています。
源泉がどういう地層から いているのか、どのような
水質なのかといったことを明らかにして源泉環境を大
切にする取り組みも行っています。バーデン
の源泉地

は、水質

イラー

を ぐため、 の立ち入り

止という表示をしている他、水の流れや の成り立ちと
温泉は深く関わっているということも表示しています。
バーデン
図19

イラーでは

取り組みをしています。上の
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についてもきめ細かい
にある標識は、食材
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図20

図21

やリネンなどを 入する業務用トラックが 前8〜11時
しか入れないことを意味しています（図20）
。
いても通常時は45
35

、22〜8時と13〜15時は

までに規制しています。35

地以上の

につ
を

というと日本では

かさです。このように に対する規制は

非常に厳しいです。 や機 の が聞こえると、人間は
どうしても緊張するんですね。それを ぐためにいろい
ろな規制を行っています。
これはバート・ゼッキンゲンというライン川のそばに
図22

あるクアオルトで、行政が自分たちの町をどのように作
るかを示している計画図です（図21）
。古い町と

地

をどう結びつけ動線をどう作るか、町のそばを

って

いる国道の の

を

を活用して ぐなどの方策

を考えながらまちづくりのプランが作られていることが
分かります。
昔のドイツのクアオルトは治

一辺倒で、90％が治

を目的として滞在していました。しかし、医
によって治 目的の滞在が制限され、現在は
図23

90％を占めています（図22）
。治

改革
客が

一辺倒だった時代

は、何もしなくてもお客さんが来てくれましたが、利用
客数が減少している今は、 力したクアオルトにお客さ
んが訪れるという形に変化しています。

を目的とし

た場合のクアオルトの施設の品質基準を明確にするた
め、バーデン・ ュルテンベルク州では の数で施設の
内容を表しています（図23）
。
クアオルトでの自治体と民間の役割分担を整理した
のがこの図です（図24）
。自治体は質の高い健康

地

となるよう、様々な長期計画を作り、土地利用や環境
図24

全、景観形成などを行います。民間は施設の整備・運営、
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医

との連携やプログラムの提供、集客などを行っています。自治体と民間がしっかり

それぞれ

を持って、それぞれの役割を果たしています。

今のクアオルトは治
康

一辺倒から楽しみもある

、すなわち医学的な

付けがある健

地へと大きく変わってきています。日本も観光地で滞在中に何か身体にいいことをし

たいという傾向が強まり、観光から

に指向が変わってきています。温泉地を

目的で

訪れた場合、温泉に入っていない時間をどうやって ごすのかは大事なポイントですが、そ
ういう面でドイツのクアオルトの考え方は参考になるのではないかと思います。

〈質疑応答〉
【大西（阿寒湖温泉）
】 日本でも

来的に見て、クアオルトについて法整備などの可能性はあ

るのでしょうか。
【小 （講師）
】 今、山形県のかみのやま温泉では気

取り組んでいます。治

性地形

法を活用したクアオルトに

の手法をベースにした健康づくりのウオーキングということで、温泉

地に滞在しながら いて健康になるという取り組みをしています。日本では、上山市と大分
県由布市と和歌山県田辺市が一緒になってクアオルトづくりに取り組んでいます。
先日、厚生労働省の外

団体である健康・体力づくり事業財団の下光理事長から、 く

ことを基本にしながら地域づくりをしていかないと日本人の健康づくりはできない、全国で
取り組むのは大事なことだと言われました。
これ以上医
くことが認知

費は増やせないですし、厚生労働省も予

医学に向かって進んでいます。

予 になることは既にエビデンスが出ていますので、どうやって楽しく

く機会を提供するかが大事になってくると思います。生活
うになっていますし、 くことが生活

慣

慣

の指導なども

が利くよ

の改善や、ロコモティブシンドロームの予

も効果があるということから、クアオルトは予

に

医 の分野に一 踏み出していけるのかな

と。さらに、運動と温泉という組み合わせが有効であるという方向に持っていければいいな
と思って取り組んでいるところです。
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ート

新

講師
株式会社温泉ビ ー

ビ ー

研究

子氏

代

ーリズ

し

に

私は新しい観光資源を皆さんと開 したいという思いで、ビューティツーリズムという新
しい分野を研究しています。
「温泉ビューティ」という言葉を聞いて、
「エステなの 」
「温泉
で化粧品を作ることなの 」などと言われることもありますが、私は温泉地で ごすことそ
のものがビューティツーリズムだと思っています。旅に出ればきれいになれるし、健康にな
れるということで、旅に出る機会を1度でも増やしたいと思っており、皆さんの町に観光客を
誘致する新しい切り口のコンテンツを増やすツールと思っていただけるといいのではと思い
ます。
皆さんの町の中にある温泉、提供している食事、環境がなぜ美と健康にいいのか、温泉
の成分の組み合わせの違いが身体や にどう働くのか。それらを各温泉地の方がちゃんと
知って「うちの温泉はこういう特徴があるので、こういうふうに入っていただきたい」と言え
るのかどうか。それによって自分たちの温泉にしかないアピールができるのではないかと思
います。
山や海などその土地、地域ならではの環境の美と健康への利用方法、 ごし方を考えて
いくのがビューティツーリズムです。食事もそれぞれの宿、地域の特徴があると思います。そ
れが美と健康にどうつながるのか、旅館で出される会席料理は、野菜など食物

維が多い

ものから食べる、食べ順ダイエットにつながるという言い方もできます。既にあるものを美と
健康に結びつけてアウトプットしていくこともビューティツーリズムの一つだと思います。

の自 を ザインに

した イ の温 施

私は日本の温泉が一番好きですが、日本の温泉ばかり回っているといろいろなことが見
えにくくなることがあります。そういうときに海外に出ると、目からうろこが落ちる体験に出
合えていろいろな気づきにつながります。特にまちづくりなどでは新しいものを生み出す力
が必要であり、それには目からうろこが落ちるような体験も大事だと思います。今日は皆さ
んに少し頭を らかくしていただけるよう、
「そんなところがあるの 」という海外のリ ート
をいくつかご紹介したいと思います。
先日スイスに行き、ツェルマットの町を
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いていたらスパ施設を見つけました。ホテルの

中にあるのですが、とてもいいと思ったのが外からも入れる入り口があることです。これは
意外と大事なことだと思いました。
時には稼働率の い部屋をスパにするといった考え方もあるのですが、
それはスパトリー
トメントを受ける人に対して大変失

だと私は思っています。トリートメントの料金は高額

で、場合によっては宿泊料金と同じくらいの値段を うこともあります。1日に3人のお客さん
が来れば、3泊分の収入を生み出すわけですから、できればその宿で一番景

のいい部屋

をスパにしていただきたいと思います。そうしたスパを外からも入れるつくりにすることで、
地域の人たちも訪れ、みんなの場所になっていくことができるのではないかと思います。
また、スイスにはバードラガッツという町があります。
『アルプスの少女ハイジ』にも 場
し、足の いクララが

のために訪れた温泉地です。ここにある5つ ホテルには日帰り

のビジター用温浴施設と、宿泊客

用の温浴施設がありました。ビジター用はクリーンで機

能的なつくりで、面白いのは、温泉の温度が低めのところ、 たいところ、39 くらいなど
いろんな温度の浴

に分かれていたことです。それらを回ることによって、美容と健康にい

い入浴ができるということですね。
もう一つ、宿泊者 用のスパ施設もあります。こちらは日帰り施設に比べてクラシカルで
ったつくりで、源泉が く 谷を再現したり、 のようになったところで

行浴ができる場

所があったりして、地域の自然環境を感じられるようなつくりになっています。
ここには、スイスの有名なダビドフの葉

が楽しめるシガールームもあります。スイスは、

ドイツ語圏、フランス語圏、イタリア語圏があり、それぞれ食文化も違うので
いろんな

食のパンも

類があって楽しめます。

ちなみにここの客室はダブルベッドではなく、2つのシングルベッドをくっつけて置いてあ
り、泊まった人が離れて りたい場合はベッドを分けられるようにしています。日本でもこう
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いう形だと使いやすいのではないかと思います。スイスはこのタイプが多かったです。
スイスで今、建築に興味がある方などに話題なのが、建築家のピーター・ズントー が
デザインを手

けたテルメ

ルスという施設です。非常に人気でなかなか宿泊予約が取

れず、私も日帰りで訪れましたが、ビジターのスパ施設も完全予約制です。1日で入場できる
人数を時間帯ごとに決めていて、日帰り入浴も100％事前でのネット予約という形です。
この施設は山の奥にあり、特急

から各

らい細い山道を られていきます。道中は

停

に乗り換え、 から路線バスで40分く

流と岩山が特徴的です。スイスは と のイ

メージが強いですが、岩 も多いです。
スタイリッシュな空間だろうとイメージして行ったのですが、実際に行ってみると使われて
いる の素材が非常に 象的でした。この素材は全て
して作られています。ズントー がテルメ

の 窓から見た岩

から切り出

ルスの周囲の自然景観の中にいるような場所

を作りたいということで設計したそうです。この場所に身を置くと、岩も も自然の一部とい
うことを強く感じますし、その土地の の素材を使っていることにより、非常に やされ、優
しく温かく感じます。アルプスの山に かれているような気持ちになります。
浴 は深さも温泉の温度もいろいろあります。

から受ける感 も意識していて、温度

が高い40 くらいの場所は が全て真っ 、20 くらいの場所はブルーで統一されるなど、
視

からも身体が温まったりクールダウンできるというような手法をとっています。

な

ン

が きる

ンピン

海外リ ートで、今一つのブームとなっているのが「グランピング」です。非常に 華なキャ
ンプのことで、グランドキャンピングの略です。テントなんだけど中はスイートルーム、バー
ベキューなんだけどシェフが作ってくれるという感じで、一つのカテゴリーになってきつつあ
ります。スイスにホ イトポットというグランピングの施設があり、非常に人気でなかなか予
約が取れないのですが、1泊だけ予約が取れたので泊まってきました。
ホ イトポットは山の中にあります。予約が取れたのがスイス
港から特急

に乗り、着いたのが

着の初日だったので、空

9時半でした。入り口にある のロッジでチェックイ
ンをすると、 ッドライトと無線レシー
バー、リュック、ストックを されます。地
図を見せられながら「あなたの泊まるテ
ントはここ。20分くらい くと着くから」
と言われ、地図と無線をリュックに入れ、
ッドライトを りに雪深い山道を

い

ていきます。トランクはスノーモービルで
運んでくれますが、ゲストは所々にある
りを りに、マイナス何 という山道を
いていくわけです。途中で見た
眼下に見える町の

空や、

景がとてもきれいで

した。1人1泊2万〜3万 円かかるんで す

写真１
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が、この究極の自

というのがとって

も楽しくて、人気があります。
テントの中はスイートルームで、ちゃん
と電気も来ていて、アメニティも ってい
ます（写真1）
。エコロジーがテーマになっ
ているので、ロウ クもあり、電気を消し
てロウ クだけで ごすこともできます。
入り口は 重のチャックになっていて、透
明の窓は緩

材みたいなもので作られて

いますが、スイスの
くて、完全に
写真２

技術は素 らし

されているんですね。

設備としては ストーブがあり「自分
でくべないと までに が消えるから」と言われ、一生懸 くべたら くなりす て（

）
。

それも楽しい思い出です。
これは明け方の写真です（写真2）
。目が めると、このように目の前にダイナミックな山の
風景が広がっているんですね。皆さんの地域でも、こういう施設が作れる場所があるので
はないかと思います。みんなで共同でこういうものを2、3

建てても楽しいのではないかと

思います。
もう一つ、タイのグランピングも体験しました。カンチャナブリという、昔日本

が鉄道を

いた場所から少し山奥にあるリバーキャンプという場所です。テントが点在する 生に、
ヒツジが2頭放し いにされているんです。雑草を食べてくれるという役割もあるんですが、
私は「ここは安全ですよ」ということを示す 明だと思いました。ヒツジが いていても、野
生動物に われたりしないと。自然の中で ごせるけれど、 地に野生動物が入ってこない
よう、見えないところに などがしっかりできている 拠だと思います。
そういう安心感も大事だと思います。テントで
野生動物に

ってみたいけど自分で建てるのは大変、

われるような所には行きたくない、テントで自然をダイレクトに感じながら一

晩 ごしたいけど背中が

い

は嫌だ、という人はいっ いいると思いますから。
テントの中に入ると、スイートルームに
なっていて、ドレッサーもあり、電気も来
ていて、 風機も

（写真3）
もあります
。

食事は野外で食べますが、全てシェフが
作ってくれます。ここは泉が

いていて、

プールのように入れます。
このキャンプから で30分くらいの場
所に温泉地があり、川からこんこんと源
泉が いている所がそのまま露天風呂に
なっていました。温度は40〜42 くらい
です。川に入ったり、温泉に入ったり、デッ
キでタイ式マッサージを受けたりできま

写真３
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写真４

す。リバーキャンプでジープをチャーターして、温泉に出

けました。

このキャンプは1泊2日、2泊3日などの滞在パックもあり、バンコクまでバスが迎えに来てく
れて、カンチャナブリの鉄道博物館などに立ち寄り、送迎と宿泊、食事が付いて1人3万円以
下です。とても上手だなと思ったのが、リバーキャンプの人が迎えに来てくれる中継地点のレ
ストランまでの

は、はとバスのようなバスを利用しているんですね。バスにはリバーキャ

ンプ以外のいろんなお客さんを

しているんです。日帰り観光でそのバスを利用している

人もいるし、他のホテルに泊まる人の送迎にも使われています。
リバーキャンプの宿泊客は、中継地点のレストランにジープが迎えに来てくれます。帰りは
トランクを担いで、キャンプの
も、また究極の自

地にある川べりの

で手すりも何もない

をスタッフが っていました。私たち

を るとリバーキャンプ

用のボートが迎

えに来ます。先住民の村などを回りながら、またバスが迎えに来る場所まで送ってくれます
（写真4）
。

セレブな気分が味わえる、非常に楽しい場所でした。まだ日本やアジアではあまり知られ
ていないようで、他のゲストはほとんどヨーロッパの人たちでした。
このように、海外もいろいろ変わってきていることを皆さんにも知っていただければと思
い、いくつかの例をご紹介しました。
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後温泉

氏

課長

いた 後温泉の

客

最初に私の自 紹介をさせていただきます。
市役所生活も約30年経ちましたが、これまで
都市開発や都市計画、法 など主にハードの
まちづくりを約20年間やってまいりました。今
から10年前、
「 の上の まちづくりチーム」と
いう部署が市役所の中に作られ、そのときに
をいただいて参加してから、ハードのまち
づくりから違う路線で仕事をするようになりま
した。どちらが楽しかったかというのは、皆さ
んのご想 にお せしたいと思います（

）
。

道後温泉活性化担当課長には2012年（平
成24年）4月に就 しました。道後温泉本館

中

司氏

改築120周年の記念事業はその2カ月後にスタートしました。準備期間が2年しかないという
ことで 戦苦 しましたが、今日はそのことを中心に皆さんにお話ししたいと思います。
このグラフは1983年（昭和58年）から2013年（平成25年）までの松山市を訪れた観光
客数と、道後温泉旅館協同組合の加盟宿泊施
設での宿泊者数の推移を表したものです（図1）
。
上のグラフが観光客 数でこの30年間、ほぼ10
年ごとに山があります。最初の山に当たる1988年
（昭和63年）は

戸大

の開通、1999年（平成

11年）はしまなみ海道の開通、2010年（平成22
年）は高速道路の割引やスペシャルドラマの「
の上の

」の放映があり、これらの影響で観光

客が増えたと言えます。
観光客数は500万人から600万人の間を推移
しており、近年は少し

上がりになってきてい

ますが、下の道後温泉の宿泊者数のグラフを見

図１
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ると、ほぼ横ばいであまり伸びていません。道後温泉から2

離れた市内中心部にはシティ

ホテルやビジネスホテルがあり、道後温泉と同じ収容規模で1日約6000人のキャパシティが
あるため、そちらに需要が流れていると考えられます。
ちなみに松山市の主要な観光施設の年間入場者数で一番多いのが道後温泉本館で、
2013年（平成25年）は約67万3000人が訪れました。2番目に多いのが松山城で49万7000
人です。 の上の ミュージアムと正岡子規の子規記念博物館には合わせて23万人以上が
訪れており、松山市のキャッチコピーは「いで湯と城と文学のまち」と していますが、観光
施設利用もやはり温泉、城、文学に関するものが人気となっています。

120 年の大

にアー

観光ま

り

道後温泉本館改築120周年の記念事業「道後オンセナート2014」が生まれるまでのエピ
ードをお話しします。2014年（平成26年）4月10日が本館改築120周年で、この日を迎え
る記念イベントの検討を2年前にスタートしました。
「道後オンセナート2014」が生まれたのは、いつでもできるイベントをしても意味がない、
訪れた方をびっくりさせるようなことをしようという考えが発 でした。ちょうどその頃、重
要文化財である東京

で 想的なプロジェクションマッピングが行われていました。
「同じ

ようなことを道後温泉本館でやったら面白いのでは」という道後温泉旅館協同組合の大
理事長の一言がきっかけと言えます。
しかし、プロジェクションマッピングだけでは記念事業になりませんので、そこから事業
計画につなげるのが非常に難しかったところです。本来、役所で新規事業をするためにはま
ず事業説明をして 年度の予算要求をし、さらに議会に対して説明をする必要があります。
しかし当時は検討する期間もなく、今すぐ予算を取らないと事業実施には間に合いません。
ここで市長の

大なる配慮がありました。そのとき、私と市長の間ではこういう会話が交

わされました。
「何をするんだ」
「アートです」
「予算規模は 」
「1億円です」
「内容は 」
「ま
だ決まっていません」
（
普通ならすぐにここで

）。
下ですが、道後温泉の重要性は本庁の中でも認知されており、

「早く内容を詰めろ」という一言で、まずは半年間の予算運用を行うことができました。今振
り ると、これが1つ目の事業成功の要因ではないかと思います。
では、どういう内容のイベントにするのか。大

理事長と話す中で、市役所で具体的な内

容を決めることは難しいので、地元の道後温泉でその部分を引き受けていただけないかと
いうことになりました。私がそのようにお願いに行ったところ、地元では「やるかやらないか
分からないのに、イベントについて検討しろとはどういうことだ」と非常に

がありました。

しかし、何とか検討してみようということで道後温泉旅館協同組合に引き受けていただきま
した。
具体的な話し合いが始まりましたが、本格的にアートに取り組むというのは、市にとって
も旅館組合にとっても初めてのことです。周りからは「大丈夫か」と疑心

の声ばかり聞

こえてます。人は初めてのことをするときは、そのことをリスクだと感じてしまい、
かないわけです。
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がつ

しかしそうした中でも、
「大

に当たる120年だからこそ新しい

戦をしてみよう。その

方が面白いだろう」という気持ちが関係者の中にありました。そういう気持ちがあったから、
この道後オンセナートが実現できたのではないかと思います。

客 は
道後温泉が近年

10年 最 に
えていた課題は、宿泊者数の減少、女性個人客の増加など新たな観

光動態への対応の遅れ、道後温泉本館の
継

存修

事とそれに伴い、 事期と 事後の

可能なブランドイメージをいかに構築するかという3点がありました。そこで、今回行う

120周年記念事業はこれらの課題解決を目指し、単なるイベントではなく活性化のプロジェ
クトと位置づけようという方向性がまとまりました。
道後温泉は日本最古の歴史を る温泉です。また、伊

町長が120年前にあら

る 難を乗り越えて道後温泉本館を改築したことは、その当時の最先

の取り組みだった

と考え、今回の温泉をアートで楽しむプロジェクトの事業コンセプトは「最古にして、最先

。

温泉アートエンタテイメント。」に決まり、ここに挙げた5つの特 を打ち出しました（図2）
。
どのような形でアート作品を展開するかということですが、我々は「道後オンセナート
2014」を単なるアートイベントではなく、道後の地域資源を散策して見ていただくための
観光まちづくりと えました。一辺170 くらいの四方を取り囲むエリアを基 ルートとして、
そこから放

状に地域資源を巡るような回遊観光を構築したいと考え、それに った形で
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の作品展示や展開を行いました（図3）
。
道後オンセナートは2013年（平成25年）12
月24日からプレオープンし、2014年（平成26年）
12月31日に終 しますが、2014年1月から8月ま
での8カ月間の経済効果をご報告します。
市で運営する温泉施設、道後温泉本館と
の湯の入浴客数は合計73万4000人となり、前
年同期に比べ約3万4000人増加しました。道後
温泉旅館協同組合に加盟する宿泊施設の宿泊
者数は前年同期に比べて2万4000人増で56万
4000人となり、

図２

10年間で最も多い数字と

なっています。宿泊観光客の消費額は約4億円
を超えると推定されます。
道後温泉商店街の通行人数と売り上げはと
もに昨年同期より約10％増えており、市内電
やリムジンバスの乗
っちゃん

の乗

率も前年同期比より増加、
率は12％増ということで、

各部 においてグランドスラムを達成中です。

地域の人た が
図３

を る

この事業を行ってよかったと思うことを、私な
りに整理しました。5つのポイントが挙げられると思います。
まず1つ目が女性客や若い世代、アートフ ンなど、温泉という資源ではこれまで接点が
なかった人たちを呼び込めたことです。2つ目は、宿泊施設やお店も地域の重要な観光資源
であるということが再認識できたこと、3つ目はアート作品となったホテルや旅館の客室を
見て く「ホテルホリ ンタル」や 景めぐりなど、今までになかった回遊商品が組まれたこ
とです。
4つ目は、様々な業

の方とコラボレーションすることで、多様な価値観による経済活動

により相乗効果が生まれ、地域の魅力を表現する方法を学べたことです。サービスについて
も従来の発想からの 換につながり、新たな成長の も出てきたように思いますので、それ
を育てていきたいと思っています。そして、アートというのは話題性があり、起

という言

われ方をしますが、経済活動につながることが検 できたのではというのが5つ目に感じた
ことです。
私がこのプロジェクトに関わって、途中から気づいたことが2つあります。
最初は自分自身、アートプロジェクトを実施することにひたすら 進していました。しかし
そのうちに、この事業を行うことより楽しむこと、地域で

方を務める方たちが楽しめるも

のでないと事業の成功はないのではないかと思うようになりました。地元にいる人たちが楽
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しくないのに、観光客の方が見て楽しいと思えるわけがないと思い、我々も自ら積極的に楽
しむようになったと言えます。
もう一点気づいたのが、このアートプロジェクトは「物語を創る」という共同作業だったの
ではないかということです。物語を創るには
な役割を担う人材が必要です。今回、地域を

本家であったり、 台

であったり、様々

き込み、多様な人的資源を得てスクラムが

組めたのが、一 となれた要因ではないかと思います。道後地域は 富な人材が財産のま
ちであることを再確認でき、そうした資源と場が組み合わさったことで「物語」が生まれた
と思っています。
地域の人たちが満足すれば、情報が発信され、道後のフ ンが増える。そうすれば経済が
回り、まちづくりの課題解決にもつながるという好

環のサイクルが生まれるのではないで

しょうか（図4）
。私は20年間ハードのまちづくり
をしてきましたが、 フトのまちづくりの大切さ
をこのアートプロジェクトから学んだように思い
ます。

後の

を分 り す

る

最後に、今取り組んでいる道後温泉および松
山市の活性化についてお話しします。松山市は
国際観光温泉文化都市を目指していますが、観
光地の魅力は分かりやすく伝えなければ分から
図４

ない、分かりにくいから伝わらないという両面が
あるのではないかと思います。
そこで具体的には国際度、観光度、温泉度、文化度という4つの「度」をどう高めていくか
を課題としています。特に国際度に関しては、松山が新たなゴールデンルートの中に組み込
まれたこともあり、リアルジャパンを体験できる地域として、日本最古の温泉地といった点
をしっかり伝えていきたいと考えています。
これからの観光地は移動や宿・食事、名物やサービス、学んだり体験する時間などを「楽
しむ」ことが大事なキー ードになってくると思います。そのために、道後温泉ではこれまで
提供していた「温泉」
「資源」
「宿・店」に新たに「物語」という要素を付け加え、
「道後観
光ルネサンス」といった形で魅力を深めていけたらと思っています。
ン

「最古にして、最先 。
」
日本最古の温泉街で展開される最先 のアートの 典。
古くは日本書 にも る日本最古の温泉「道後温泉」
。松山観光の目 とも
いえる道後温泉本館が、2014年4月10日に改築百 十年の大
を迎えるこ
とを記念して、アートフェスティバル「道後オンセナート2014」が開催されます。
道後温泉本館が、アート作品へと変 するほか、9軒のホテル・旅館の各
一室を著名なアーティストたちが手がける、泊まれるアート作品 「 OTEL
ORI ONTAL（ホテルホリ ンタル）
」が 生。そのほか、 も も、まちを巡
りながら道後の魅力を最大限に味わうことができます。
また、地元に重きを置いてコミュニティーを形成する試みとしてアートディレ
クションと運営は地元NPOと若手クリエイターでつくるコン ーシアム「道後

アートプロジェクト」が担当。総合プロデュースは、東京・ 山で複合文化施設
を運営する、スパイラル
式会社 コールアートセンターが行います。
名
テーマ
会 場
会 期

道後オンセナート 2014（ OGO ONSENART 2014）
最古にして、最先 。温泉アートエンタテイメント。
道後温泉およびその周辺エリア
プレオープン
2013年12月24日（ ）
グランドオープン 2014年4月10日（ ）
フィナーレ
2014年12月31日（水）
主 催 道後温泉本館改築120周年記念事業実行 員会（事務局松山市）
プロデュース スパイラル
式会社 コールアートセンター
： 後 ン
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温泉
ン

ート

ま

ト

ート

る 後温泉本館

最

に れる

道後温泉本館での開会式とプレゼンテーションに続き、道後
温泉のまち きと道後オンセナート2014の視察が行われました。
まずは、道後温泉本館の館内からスタートです。最初に見学し
たのは、2 の「

の湯」

所に設置された福田

アーティストの作品「サイバー百

図

という

風（
」写真1）
。道後オンセ

ナート2014の開催中、通日展示されているそうです。

写真１

資生

が所 し、社 である花

のモチーフになった「百 」

という江戸時代の日本画を3 CGで再現し、 風に見立てた4 の
モニター画面に、立体的な

の

の映

が

やかに映し出さ

れます。最新のテクノロジーを 使したアート作品ですが、歴史あ
る空間に不思議にマッチ。湯上がりに に って、 々と変化する
画面をぼんやり見ていると、心地よいだろうなと思いました。
続いて、地下にある
浴室で、昭和天

新

へ。ここは日本で

一の

室

用

が1950年（昭和25年）にこちらを使われたそ

うです。 でも見学可能ですが、撮影は 止。浴 は香川産の白
写真２

い

影

を使っているそうで、手前は

段状になっており、深く

ったりしたつくりでした。
続いて、 の湯3
の

へ。この

には個室

室がいくつかあり、一番

めのよい

部屋が「

っちゃんの間」です。松山を

台にした小説『
目

っちゃん』の作者、夏

かりの品々とともに、 らかい

合いのオレンジと白の浴

が展示されてい

ました（写真2）
。
「 こちらが、今 回の 道 後オンセナ ート
2014で EAMSとコラボして作った浴

で

す。オレンジは愛媛みかんをイメージしてい
ますが、 EAMSのコーポレートカラーでも
あり、同社のプロモーションにも使われて
写真３
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います」と、道後オンセナート2014の地元統括

者を務める

松 さん。
この浴 は3 の個室利用客に貸し出しており、 若男女問わ
ず人気とか。最初、帯は 入りでしたが、
「こっちの方が浴 に合
う」という女性スタッフたちの意見を反映し、途中から

の無

地に変わったそうです。よりよいものを提供しようという地元の人
たちの気持ちが伝わるエピ ードだと感じました。
写真４

活と観光の

とい 課題も

道後温泉本館前で記念撮影後、拡声マイクを手にした道後温
泉旅館協同組合の

理事長に引率され、道後の町なかへ向

かいます（写真3）
。
まず、訪れたのが

満寺 というお寺です。境内のあちこちに、

着物のは れで作られたカラフルなお手 のようなものが結びつ
けられていました（写真4）
。
「道後温泉の湯 をモチーフにした開
運アイテム、お結び です。道後の女性たちが一つ一つ手作りし

写真５

ています」と

さん。 願をして境内に結びつけると、願いが

かなうとのことです。
このお寺では「
ます。
の恋の

恋みくじ」というおみくじを引くことができ

の運勢とともに、松山出身の女性 人、神野

希さん

と解説が書かれています。研究会の皆さんもこのおみ

くじを引き、結果に一 一 していました（写真5）
。
法人個人を問わず様々な有志が参加する「道後温泉

れるま

ちづくり推進協議会」では「道後温泉開運めぐり」というマップ
を作成しており、このお寺はその中の紹介スポットの一つ。おみく
じもマップも、若い女性に親しみやすいおしゃれなデザインです
写真６

（写真6）
。古くからある観光素材にアイデアと

夫を加えることで、

上手に魅力付けがされているなと感じました。
続いて旅館「ふなや」へ。江戸時代に創業し、380年以上続く
舗旅館です。ロビーの全面ガラス窓の外には、 のように
かな が広がっています。この も、道後オンセナート2014の会
場の一つ。東京・ 込にある

義園の紅葉ライトアップも手

ている照明デザイナー、 川 一 による照明 出「

風

け
あか

り物語」が開催期間中、毎 行われているそうです。
ふなやの向かいにある長い 段を上がると、
「湯神社」という
神社に

着（写真7）
。その名の通り、道後の湯を る神社で、こ

ちらも道後温泉開運めぐりマップに掲 されています。
今までの長い歴史の中で、何度か道後温泉の湯が出なくなっ
写真７

36

J TBF /Onmachi

たとき、この神社で

をすると再び湯が

いたそう。毎年、3月19〜21日に行われる
春の風物 「道後温泉まつり」の初日、温
泉や旅館関係者がこの神社に道後の湯を
するのが

例です。温泉とともに生き

る土地ならではの風 です。
湯神社は高台にあるため、道後の町並み
がよく見えます。隣接する市営
は「空の散

場の一

道」と名付けられ、道後温

泉本館の全景を一望できます（写真8）
。
屋根の上にやぐらのような部分があり、
白

写真８

の

が っています。まち きに同

行していた松山市道後温泉活性化担当課長の中 さんに「あの
やぐらは振

閣という名前で、中に

という

がつるされ

ています」と教えていただきました。
振

閣に入れるのは

係の職員のみで、もちろん観光客も

入れない特別な場所とのこと。毎日6時と12時に響く

の は、

環境省の「 したい日本の 風景100選」の一つに選ばれている
そうです。
ちなみに別の一 には、 み く 日を背にして松山城が見ら

写真９

れる展望スポットもありました。しかし、その手前には高層マン
ションが……（写真9）
。ちょっと 念な めです。
さん く「松山は

、福岡と並び

先の人気ベスト3

都市の一つで、マンションがどんどん建設されています。そういう
中で景観をどう つかは、温泉観光地としてのこの町の課題でも
あります」とのことでした。

写真10

ま

りの活動 果が

続いて市内電 の道後温泉
から運行を開始したレトロな

な に

へ（写真10）
。2001年（平成13年）
気機関 「 っちゃん

」の発

着場所でもあり、ちょうど、地元の小さな子供たちが集まって
着を待っているところでした（写真11）
。

のスイッチバックも見

られるため、人気のスポットだそうです。
この

も、
「道後温泉

れるまちづくり推進協議会」の活

動から生まれたもの。同協議会で出されたアイデアが初めて形と
なった事例で、今では定番の観光素材となっています。この日は
念ながら を見られませんでしたが、 日に 体を撮影するこ
とができました（写真12）
。
写真11
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道後温泉

前にある広場、放生園の一 に「 っちゃんカラク

リ時計」というスポットがあり、訪れたときは17時少し前でかなり
の人だかりができていました。
やがて17時になると、メロディとともに時計全体がすーっと上
に伸びて倍の大きさに。 っちゃんやマドンナなど小説『 っちゃ
ん』のキャラクターが次々と 場して り出しました。
かなり
数
写真12

ったつくりですが、それよりも驚いたのが 観客の

平日にもかかわらず50人以上を数え、皆スマートフォンやデ

ジタルカメラで一心に写真や動画を撮っています（写真13）
。研究
会メンバーからは「この光景そのものが観光素材では」という声
も。毎日8時から22時の毎正時、

期は30分おきに上

され

るそうです。
続いて、すぐそばのアーケード商店街「道後ハイカラ通り」へ。
入り口にあるロー ンは落ち着いた

で統一されていました。

道後温泉で取り組んでいる景観整備の一環で、外観を り え
たそうです。
写真13

この商店街にはかつて小さな旅館が並んでおり、そのスペース
が店舗として使われているとのこと。店舗数は60ほどで、空き店
舗ゼロ。確かにシャッターが下りた店がなく、こ んまりとしてい
ますが明るく活気ある 囲気でした。
商店街を抜け、再び道後温泉本館に戻ってきました。建物の
にある「
倒れた少

の

」は古事記の時代、伊予の国を旅行中に急

名

に

が道後の湯に入浴したところ、その上で り出し

たという伝説の 。
「以前はただ置いてありましたが、温泉のお
湯をかけて
写真14

願できる形にしたところ、人気の開運スポットとな

りました」と

さん（写真14）
。

道後オンセナート2014を象徴するアート作品の一つが、中谷
子 というアーティストの「 の

」です。約3分間、2時間

ごとに道後温泉本館が人 の にすっ りと まれるのです。
このまち きが行われる前、道後温泉本館の中からその様子を
することができました（写真15）
。今度は外から見られるという
ことで、カメラを手にした観光客の方たちとともに、しばし待機。
やがてシューッという とともに、1 と2
勢いよく人 の

の屋根の下から、

が き出しました（写真16）
。あっという間に道

後温泉本館は で われたように、一面真っ白。辺り一面ひんや
りとして、気温が一気に下がったようです。視 のインパクトだけ
でなく、温度の変化が体感できるのも楽しいと感じました。
古いお寺を地元の女性が手作りしたお結び
山に かりの深い
写真15
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で ったり、松

でおみくじを作ったり、由緒ある に温泉
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の湯をかけて 願できる形で設置したり……。1時間半ほどのま
ち

きを通じて、地域の「

し」と「

磨き」の結果を町の随

所で目にすることができました。
道後オンセナート2014についても同様で、旅館の
設の

や温泉施

所など、多様な場所の持ち味をアートサイトとしてうまく

生かしています。古くから伝わり、今なお存在し続けるものを大
切にしつつ、いろいろな切り口から新しい魅力を付加し続ける
力が 象的でした。

写真16

外
リ ンタ
の

生

ート

道後オンセナート2014の重要な柱となっているのが、道後の旅館・
ホテル9軒とアーティスト9人のコラボレートによる「ホテルホリ ンタ
ル」です。アーティストが各宿泊施設の中の1室に思い思いの空間 出
を行い、
「泊まれる作品」を創り出しています。
その一つ、道後温泉旅館協同組合の
ホテルで、草間

生

が手

理事長が経営する

けた作品「わが

の記

。そしてさまざ

まな 福を求めて」を見学できるということで、大西会長、 野 会長、
川事務局長など12人の希望者が訪れました。
7 にある706号室に一 入ると、そこは一面水 に られた「草間
ールド」でした。室内は3つの空間から構成され、最初に

写真１

したの

が を基調にした 室です（写真1）
。
の
間

一面には、水 のボディペインティングをした若き日の草

の、 しくもキュートなモノクロ ード写真が。その下にはツイン

ベッドがあり、 元に られているのは、 い水

模様のオブジェを

ハート型にかたどった「愛はとこしえ」という作品です。
い水

のベッドカバーは、今回のホテルホリ ンタルのためにあ

つらえたオリジナルフ ブリックで作られているそう。天井には のよ
うな 体がいくつも並び、ポップでエロティックな空間でした。
続いて案内された居間は、有名な
がモチーフ。
「こちらの居間は現代の
た」と

さん。

と黒の水

写真２

模様のカボチャ

室というイメージで作られまし

の模様も一面カボチャで、 の間には大きなカ

ボチャの半立体作品が め込まれています。部屋の中

にある、LE

の光るハートに られたガラステーブルも作品の一つです（写真2、3）
。
よく見ると の も水 模様だったり、押し入れを開けると中に作品
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写真３

が れていたり、小さな戸 を開けると、なん
と草間 ご本人の歌声が流れる仕

けも

々まで考え抜かれた「企み」の数々に、見学
者一同大いに り上がりました（写真4、5）
。
この客室には美術品の価値として億単位の
作品が展示されているということですが、
「お
客さんが皆大事に泊まってくださるので、今の
ところ全く心配ありません」
（

さん）との

写真４

こと。見学者は7000人を超え、宿泊稼働率

写真５

は50％で、フランス、イタリア、オーストラリア、
アメリカ、台湾など全世界からお客さんが泊
まりに来ているそうです。
宿泊収容人数は最大4人、ルームチャージ
は7万8000円と高額ですが、女性の一人客も
少なくないとのこと。 食は今回の企画に合
わせた草間

生バージョンの特別メニューを
写真６

用意しており、宿泊者の6割はそちらを選ぶそ

写真７

うですが、後の4割はコンビニか外で済ませるそう。
「今回は芸術にお
金をかけるけど食事は るという旅の目的が明確」とのことでした。
そして

さんが「最後のお楽しみです」と言いながら一番奥の障

子を開けると、一同から一 に 声が上がりました。そこに広がってい
たのは、
明が

れのコバルトブルーの空を背景に、カラフルな水 の照
する空間（写真6、7）
。
「

景を生かしたいという草間さんの

希望で、実現しました」とのことで、水 の向こうに見える松山の町の
めは、とても 想的でした。

写真８

ホテルのロビーにも草間 の作品が展示されており、見学に参加した
皆さんで、その前で記念撮影（写真8）
。今回のホテルホリ ンタルの企
画に合わせ、ロビーの一 も水 模様で られ、
「水 カフェ」と して、
特製の水 タルトなどのメニューが楽しめるそうです（写真9、10）
。
水

模様にペイントされた自動販売機もあり、そちらでは コール

の下着ブランドのウンナナクールと草間 とのコラボによるメンズとレ
ディース下着も販売していました（写真11）
。
最後の最後まで驚きっ なしで、とても楽
しく

的な時間でした。

ホテル

の、
「どうせやるならとことんやる

写真９

さんをはじめ

ぞ 」という「のってる感」が随所に感じられ、
主体的にこのプロジェクトを楽しんでいるこ
とがよく伝わってきます。 野

代表が最後

に べた「宿泊施設が持っている力を、改め
て見直した思いです」という感想が、全てを
物語っていると思いました。
写真10
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1部】

公開研究会【第

ート
～
の

に

後温泉のま

りに

らアー に る地域活性化を

【吉澤】 では公開研究会を始めます。今回のテーマはアートです。私たちがアートに注目した

理由と課題の認識について、当研究会事務局長の 川からお話しいたします。
【梅川】 皆さん、おはようございます。これから2時間、充実した時間にしていきたいと思い

ます。今回は、現代アートを温泉街活性化の起

に使えないかということで、道後温泉を

参考事例としてアートと地域振興について考えたいと思います。
温泉まちづくり研究会では2011年度（平成23年度）に、

県

塩

市板室温泉の

大黒屋という旅館に滞在し、
「場としての旅館、行 としての旅館、表現としての旅館」をテー
マに、アートの精神で取り組む旅館経営（「アートスタイル経営」）について学びました。現
代アートというと難しそうで、我々もどう解釈していいのか分からなかったのですが、思った
通りに感じればいいんだということを教えていただきました。
今回は旅館経営ではなくアートを温泉地全体に生かすということですが、文化や芸術によ
る活性化ということでは、研究会メンバーの草津温泉の国際

楽

は30年以上の歴史があ

り、由布院温泉も映画 を長い間開催していますし、今日講師として参加されている山出さ
んのいらっしゃる別府温泉もアートで活性化を目指すなど、各地で取り組みが行われています。
現代アートで人を集め地域を活性化するという 点は、新

県の「大地の芸術

越後

有アートトリエンナーレ」だと思います。総合ディレクターを
務めた北川フラムさんは私の高校の大先
後、
「

戸内国際芸術

なんですが、その

」
などいろいろな形で現代アートをテー

マに地域に人を呼ぼう、活性化を図ろうという取り組みが活発
になりました。当初は私も「現代アートで人が来るのかな」と疑
問に思っていましたが、20年くらいやっていると定着してきて、
海外のお客様からも支持される時代になってきました。
現代アートを温泉街の活性化に活用するときに、5つの課題
や視点があるのではと思っています。その課題に答えをいただ
くような形で、このパネルディスカッションを進めていければと
思っています。
吉澤清良

1つは、これだけ全国で現代アートを使った活性化が行われ
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ている中、どうやって個性化、 別化していくのかということです。今後はよりテーマの明確
さが求められるのではないかと思います。
2つ目は継続性です。1回開催するだけではダメなわけで、補助金が出なくなった後も継
続してやっていける態勢がどうすればできるのか。
3つ目は中

課長のお話にもありましたが、こういう取り組みはいろいろな方が関わりま

す。芸術家、それを支える市民、観光業界、お客さんという「 方よし」なら 四方よしぐら
いでないと、なかなか難しいのではないかと思いますが、関連する方々の満足度をどうやっ
て高めていくのかがポイントではないかと思います。
それに関連して、こういう取り組みを支える人材、地域の り
上がりが一番重要ではないかというのが4つ目です。地域住民
をどう き込んでいくのかもポイントになるのではと思います。
5つ目はやはり実利です。実際にお客さんが来てお金を落とし
てくれるのか。我々はそこに一番関心があるわけですが、成果や
効果としてどう検 するのかも課題ではないかと思っています。
今日の公開研究会はこれらのことを頭の に置きながら、2
つのセッションに分けて進めていこうと思っています。第1部で
は道後温泉のお 方からお話をいただき、第2部は別府でアー
トを用いた地域振興に取り組まれている山出さんにご講

い

ただきながら、ディスカッションしていきたいと思います。よろ
梅川智也

しくお願いいたします。
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観ま
後 年の

の

後温泉
【

（

を

して
光

理事長

氏

温泉）
】 道後温泉本館は、2017年

（平成29年）に愛媛県で行われる国体に合わ
せて、大改修を予定しています。今年度から
再調査に入っていますが、以前は3期にわたる
部分改修で11年かかり、場合によっては全館
館して8年かけるということです。
道後温泉にとっては最大の危機ですが、い
かにチャンスに変えるかということが私どもの
課題です。道後がいかに道後温泉本館という
産の食いつぶしをせずに、次の段

に入っ

ていけるかということを地域として考えていき
たいと思っています。
道後温泉の宿泊客数は、1988年（昭和63年）の

光 氏（

戸大

後温泉）

開通時には139万人、1999年

（平成11年）のしまなみ海道開通時には130万人でしたが、個人化の影響で定員稼働率が減
少し、数年前には80万人を切る事態が生じました。最近は少し上向きになり、2012年（平
成24年）に80万人を超え、2013年（平成25年）には82万6000人になりました。
旅館は1988年（昭和63年）には61軒ありましたが、35軒と 減しています。今の総客室
数は1655室、定員は6595人です。
宿泊者を発地別に見ると、関東が最も多く24％、続いて近畿が23％、四国が18％、中国
が16％となっています。インバウンドは1％ りとまだまだ いですが、伸び代がありますの
で今後の課題です。
道後温泉の特

は歴史です。3000年の歴史を持つ日本最古の温泉であり、1894年（明

治27年）建築の道後温泉本館は公

浴場として日本初の国の重要文化財に指定され、今も

現役で活 しています。大きな課題は、そうした歴史を具体的にどういうところで見られる
のか、歴史を形にしてどうお客様に伝えるかということです。
また、道後温泉本館を中心とした外湯文化も特

の一つです。道後には道後温泉本館と

の湯という2つの外湯がありますが、2012年度（平成24年度）の入浴客数は合計108万
人で、近年は100万人強で推移しています。源泉は17本あり、所有管理者は松山市です。
手に旅館が湯量を増やしたりできないようずっと規制されていたために、これまで大きな資
本が入らずに られてきました。商店街には60軒の店がありますが、現在空き店舗はゼロで、
の10時まで営業しています。商店街と旅館が連携し、まち きの楽しさの創出に力を入れ
ています。
また、道後温泉は県庁から2 、空港から30分という都市型温泉郷であり、ビジネス需要
やコンベンション利用にも しています。ミシュランガイドブックで最高の3つ を
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得して

おります。
少子高齢化、人口減少の時代を迎えた今は、交流人口を増やすしかありません。そのた
めには地域の魅力をいかに高めるかが課題です。温泉地や地域力の強化が不可 であり、
旅館や商店など各施設の商品価値の充実はもちろん、その地域で時間と空間をいかに
に味わい、 ごしていただくか、地域の魅力づくりが重要であると感じています。観光地の
満足度が旅館の満足度に加算されて、リピーターが増えて口コミが上がっていくと思います。
アートの取り組みとも関係しますが、町の生活文化の高さや魅力は、その町自体の市場価
値を高めることにつながります。それらは観光産業、交流文化産業の

体になりますから、

私たち道後温泉では「美しくて活力ある都市型温泉空間の実現」を目指しています。

と市 がま

りに 加

「道後温泉 れるまちづくり推進協議会」という組織についてご紹介します。今、私が会長
を務めていますが、1992年（平成4年）に設立され、以来216回の会合を設けています（図1）
。
旅館や商店街の利
産学

に

に銀行や信用金

元するのではなく、道後温泉という地域全体を考える組織で、

などの金

機関を加えた「産学 金」、大学人、後は町内会など

地域住民や松山市民の会員も含む“広範囲で るやかな”会です。年会費は1万円で正会員
が92人、特別会員が34人おります。特別会員というのは、例えば町内会長にとって1万円の
出費はきついので、その代わりに知恵や を出してもらうという形です。
この表は協議会の取り組み実 です（図2）
。2001年（平成13年）に っちゃん

が運行

を開始したこと、旅館に初めて でも利用できる足湯ができたのは大きな 機です。一番大
きな 機は2007年（平成19年）で、道路の付け えなどをはじめとした道後温泉本館周辺の
整備を行ったことでした。2009年（平成21年）には本館周辺のフ サード整備事業も完 し、
「歴史的な温泉施設を作っていこう」と市にも提言をして、具体的な形が見え始めてきたの
ではないかと思います。
2006年（平成18年）には「道後温泉歴史 う景観まちづくり宣言『道後百年の“景”』」
が採択されました（図3）
。これは市民
愛されてきた温泉施設の

図１

のようなものです。古代から現代までの各時代に

元に取り組み、名湯とともに歴史文化に浸れる町に

図２
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図３

図４

いこうということで、協議会が中心となってまちづくりを進めています。
この宣言が行われたことを機に景観まちづくりへの機運が高まり、先ほどお話しした
2007年（平成19年）の道後温泉本館周辺の整備を経て、2010年（平成22年）に松山市景
観計画が策定されています（図4）
。

後温泉の 観

の み

では、道後温泉の景観整備の みについてお話しします。景観に対する住民の意識共有
のため、協議会では「景観まちづくり通信」を発行しています。学生から高齢者まで、地
内の全戸約9000戸に配布しています（図5）
。
まちづくりの取り組みの実 としては、大きく分けて以下の5つのポイントがあります（図6）
。
屋外広告物の自主

、

行者優先空間の創出、 フ サード整備の推進、 景観

計画の策定 び具現化、 電線類の地中化です。
外

の自主

の

奥道後ではアーチ広告を

〜 について具体的に説明します。

例
し、愛媛銀行も屋上広告を

しました（図7、8）
。リーダー

シップをとっている私たち旅館もやらなければということで、私の旅館も 屋表示をやめまし

図５

図６
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図７

図８

図９

図10

た（図9）
。
「この旅館つぶれたの 」と言われたこともありましたが……（

）
。しかし、こうい

う取り組みが町を変えていこうという 動力になったと思います。
一番大変だったのはパチンコ店の看板でした。道後温泉本館周辺のどこから見てもこの
看板が見えたんですね。一部

での係争もありましたが、説得に応じていただき

す

ることができました（図10）
。
行

の

以前の道後温泉本館の 関の前には道路があり、横
道があって 行者と が交 しており、湯から出
てぼーっとしていると にひかれそうになる、という状
態でした（図11）
。
そこで横

道をなくし、この道路を が入れない

広場にしました（図12）
。これによって客引きのタクシー
を 除することもできました。
本館のそばにあった廃業旅館を市が買収して、市道
と県道の振り えを行い、現在の道後温泉本館の周囲
は ったりと ける 行者優先の空間が形成されてい
図11

ます（図13）
。
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図12

図13

ード

の

進

道後温泉周辺のフ サード整備の経

は、このような段 を経ています（図14）
。8割以上

の関係者の同意が必要ということで条件が非常に厳しかったのですが、1軒1軒説得をして
同意を得ることができました。その後、行政指導のもとに勉強会を行い、
「まちづくり協定書」
が策定されました。
フ サード整備に対する公的補助ですが、8割以上の住民の同意を得た上で

合すると

認められたものに対しては、松山市が上限300万円で、1 部分は最大70％まで、2 以上
は50％の補助をすることになりました（図15）
。
とはいえ「そんなお金は出せない」という人もいるの
で、
「道後温泉 れるまちづくり推進協議会」からも10
万円の補助金を出し、地元の銀行や信用金
整備に対する

も景観

資制度を作りました（図16）
。自 資金

1万円でも20万円でも大丈夫、例えば10万円あれば60
万円分の 事ができるという形になりました。
具体例ですが、例えば道後温泉本館前の

場だっ

たところが「 っちゃん広場」というスペースになり、アン
テナショップなどがあるイベント広場になりました（図17）
。
図14

図15

図16
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図17

図18

これも道後温泉本館前の商店街の一 ですが、エアコンの室外機や自動販売機などを
し、すっかりイメージが変わりました（図18）
。道後温泉

前のビルも、ロー ンの看板は

に変わり、看板使用料収入が年間百数十万円 り入るという大きな看板も自主

さ

れました。

を

した

3の外

新 へ

道後の温泉施設は、古代から各時代において存在感を示していたと言えます。リピーター
得にもつながるということで、そうした歴史を表現する温泉施設を順次

元していこうと

我々は考えています。
一番大きな問題は湯量が少ないことで、1992年（平成4年）からずっとこの問題は続いて
います。そういう中でも、何とか活性化しようということで松山市に担当部局を設けていた
だき、地域と話し合いをしています。
そこで考えられているのが「外湯のまち」のグランドプランです。今後100年の

戦とい

うことで、第3の外湯の新設を考えています。本館改修までに効果的な対策を講じないと、
11年間の

により生産誘発額が466億円マイナス、付加価値額としては240億円のマイナ

スになります。道後温泉本館の建設費用が当時の13万5000円、今でいうと40億〜60億円
に当たります。それを投下しても十分地域経済にプラス
になったと言えます（図19）
。道後温泉本館が完全
した場合、部分

館

館した場合、それぞれでどれくらいお

客さんが減るかなどのシミュレーションも行っています。
道後の本物の歴史性の表現、 道後温泉本館一極
集中の改革、 本館改修の影響対策、 景観まちづく
りと回遊性の向上という4つの観点から進めていきた
いと考えています。
具体的には、

子が訪れたという 文に基づき、

当時の入浴施設を再現した「道後
図19

の湯」という施

設を新設したいと考えています。今ある外湯の「
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図20

図21

湯」の周囲の土地を買収して広げていこうということで、著名な建築家と協議し、このような
建築イメージを考えています（図20）
。
これに合わせ「女

の湯」というプロジェクトも進めています（図21）
。

良時代、 明天 や持統天 などの女

が道後温泉を訪れていた記

その入湯スタイルを実現しようというものです。当時の湯あみ着で、浴

時代から奈

もあるということで、
の 型となった湯

を学問的に検 し、再現を行っています。
「女
にご講

の湯

元プロジェクト」というシンポジウムも開催し、

いただきました。道後温泉本館の横から法

松山市と法

考古学研究所の所長

寺式の が発

寺で交流を行い、第3の外湯ができたときには、法

されたということで、

寺から人をお きしよう

と考えています。
また、平安期や

期、江戸時代などについてもそれぞれの時代を表現する温泉施設

を 元していきたいと考えています（図22、23）
。単に日本最古の温泉地というだけではなく、
日本の各時代の温泉文化を発現した温泉地へと、

発展していく発想が必要ではないか

と思います。
その一方で、ハードに らない フト事業への取り組みも進めています。足湯を楽しんで
もらうための湯かごを作ったり、道後温泉本館プラス2つの宿湯を回れる「道後温泉湯めぐ
りチケット」の発行、 が降ったらどの旅館も を貸し出すなどのサービスを行っています。

図22

図23
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また、2013年度（平成25年度）には「道後円満プロ
ジェクト」もスタートしました。地元の女性たちが湯真
というお

りを作ったり、

を織り込んだ「

恋みくじ」を作っています。まち きの機会創出として
は、旅行会社の企画商品向けに商店街にお

み処を

設けたり、旅館と商店街で使える共通チケットを発行
しています。また、松山市が中心となって

とハイク

をかけて「松山はいく」というガイド付きのまち きプ
ログラムもスタートしています（図24）
。
環境に対する取り組みとして、
「道後ECOプロジェク

図24

ト」も実施しています。例えば、道後の各旅館・ホテル
から出る廃 を活用する「道後 田化プロジェクト」
、エコモビリティの周遊実

実験や電気

自動 のシェアリングなどを、環境省と一緒に取り組んでいます。Wi Fi環境もようやく整っ
てきており、スマートフォンの位置情報システムを活用した観光情報提供も開始しています。
また、体験的なプログラム作りも強化していこうということで、企画商品で若年層女性向
けの「おしゃれ遍路」という企画や、チームビルディングとしての きお遍路、こちらも企画
商品限定ですが、しまなみ海道のサイクリング用に電動アシスト自

のレンタサイクルな

どを実施しています。
さらには、県内各地との広域連携を進めていこうということで、この7月には「えひめ着地
型旅光推進会議」という組織を立ち上げました。旅行業第2 、3 の免許を持っている県
下9団体でネット ークを作っています。
今後の道後温泉の課題としては、景観を るためのマンションの高さ制限をどうするか、
そして町の一 にある小さな風 街への対応などがあります。また近々の課題として、旅館・
ホテルの

震改修もあります。2015年（平成27年）までに

震

を行いますが、道後に

も 震改修が必要な旅館が6〜7軒あります。その後にどうするかという問題です。
道後温泉は100年先を見越して景観に歴史文化の かさを生かしつつ、歴史的温泉

の

プロジェクトを着実に推進していくことを目指しています。ただ古いものを大事にするだけ
でなく、革新を積み重ねていくことで、町の発展を進めていこうと考えています。そういう意
味では、この後に発表していただく松 さんのような若い世代にご活

いただき、アートと

いった新しい切り口で道後を見つめ直すことも必要ではないかと思います。

けに
後温泉
【大 （

氏

理事長
温泉）
】「道後温泉

い観光ま

れるまちづくり推進協議会」は、 戸大

の開通に伴い約

20年前にスタートしました。松山市は普通の温泉地とは異なり、都市の中にあります。市内
のホテル が道後温泉の収容力を上回っている形で、道後温泉と松山市内のホテルが一体
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化して一つの観光地を形成しているので、お互
いに競合しつつも国際化など協働できる部分
は協力し合って観光客の誘致を行おうという
考え方です。
松山観光コンベンション協会は松山市全体
の観光誘致を行っていますが、この「道後温
泉

れるまちづくり推進協議会」は道後温泉

の観光協会のような位置づけで作られました。
どうせやるなら観光業関係者だけではなく、
一般企業や市民の皆さんなども、一般会員と
してたくさん参加いただこうということで参加
者を募り、今は250人くらいの会員数で活動し
ています。運営については

さんにお

大

氏（

後温泉）

せしている次第です。経済同

会と旅館協同組

合が協力して道後公園にホタルを ばそうという試みや、温泉の 水を真水に変えて、公園
の中に供給しようといったいろいろなチャレンジも行っています。
松山市は52万人という大都市であり、道後温泉の存在が松山市の中で

しないよう、

その中で道後温泉がどう生きていくかは大事な問題です。かつて道後にあった動物園は市
内の

部町に移 しましたし、サッカー競技場や

道館も 外へ移 してしまいました。

このようにいろいろな施設が外へ外へと移され、道後は今、観光でしか食べていけない
形になっています。スポーツができる場所や子供と親が れ合えるような場所を、これから
もう一度取り戻していかなければいけない、そういうことが本質的なまちづくりではないか
ということで、この協議会では、
“道後温泉本館だけに らないようにしよう”と位置づけて
います。
私は道後温泉旅館協同組合の理事長に就 して11年目になりますが、ずっと宿泊客の減
少を食い止めることに精一 でした。何とか80万人をこの10年間ずっとキープしてきました
が、今年は道後オンセナートがある意味成功しましたので、少し伸びて最終的には85万人
に達すると思います。奥道後に大きなホテルがあるので、そちらと合わせると約100万人に
なるのではと期待しています。
宿泊客数が80万人を切るとどうなるかというと、まず旅館同士のケンカが始まります。客
の取り合いが始まるわけです。そうなると、まちづくりどころではなくなります。
これだけ

集した観光地なので、最低限の数字である80万人をキープすることで、 一

ではないけれど経営をギリギリで維持しつつ、あまり大きなケンカをしないように心

け

てきました。私が就 当時に皆さんにお伝えしたのは、トムとジェリーになろうということで
す。
「 良くケンカしよう。そうでないとまちづくりはできない」と。
私もそろそろ 味期限が切れてまいりました。理事長は来年に改選を迎えます。理事長
職というのは非常に重い仕事で、就 と同時に一気に30くらいの公職についてしまい、今は
50くらいに増えて、市役所と松山市のホテルへほぼ毎日出 している状態です。
下、若い皆さんが育ってきているので、後はお せしていきたいと思っています。
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さん以

交

の
【吉澤】 大

理事長と

の
理事長から、道後温泉に対するまちづくりの信念と具体的な

取り組みをご紹介いただきました。ここで意見交換の時間を設け、皆さんからのご質問をお
受けしたいと思います。
まず私から質問させていただきます。大

理事長が、道後温泉

れるまちづくり推進協

議会を「観光協会的な組織と位置づけている」とおっしゃいました。組織と財源という点か
ら見ると、道後温泉の観光まちづくりに関わる組織は、旅館組合と同協議会があるというこ
とでよいでしょうか。
【大 （

温泉）
】 道後温泉旅館協同組合に加え、60店舗を有する道後商店街振興組合は

観光とは切っても切れないのでそちらも観光まちづくりに関わっています。それに道後温泉
れるまちづくり推進協議会もあり、合計3つの組織があります。
以前は、道後温泉旅館協同組合の理事長就 と同時にまちづくり推進協議会の会長に
就 する形で、私も最初の9年間は

務しました。旅館組合の仕事が非常に しくなってき

て、協議会も設立から約20年という月日が流れたので、旅館組合と協議会を分離して、協議
会では町の人の思いや、道後で商売されている小さな食 やスナックなどの意見も引き出し、
旅館組合や商店街だけのエゴで進めないよう、まちづくり推進協議会がある意味で後ろか
ら押す調整役を果たしています。
【吉澤】 協議会と松山市とはどのような関係にあるのでしょうか。松山市には松山観光コン

ベンション協会がありますが、協議会との役割の違いは。
【大 （

温泉）
】 松山観光コンベンション協会には、道後温泉旅館協同組合から

会長

という形で1人出ております。 会長は1人で、会長は、以前が伊予鉄道の社長、今は元国会
議員の方が務め、実質は 会長が観光面について担っている形です。
ただ、当然ながら松山観光コンベンション協会は道後だけに目を向けることができませ
ん。また、観光協会の職員のほとんどが松山市から出向しています。松山市と愛媛県が5億
円の基金を積み、そのお金で協会が運営されており、観光予算は相当ありますが、ほとんど
が松山市からの出向職員の給料に充てられているという現状もあり、協会では我々が思う
ほどのことができない現状があります。
例えば、 りのポスター1 とっても、効率化という名目で松山まつりと道後温泉まつりを
一緒にしてしまうといった、あまり意味のないことをやっているわけです。そういう点につい
ては、我々自身が自分の町をきちんと っていかなければならないと。松山市とはいい関係
にはありますが、 えず は 、非は非と申し上げていかなければならないと思います。
昨日プレゼンテーションを行った松山市の中 さんとも、会えばしょっち う議論の中
でケンカしています。行政とうまくいっているようですが、そう見せているところもあります
（

）。実際はうまくいっていないところもたくさんあります。

【梅川】

さんのお話にあった「産学 金」の「金」について伺います。民間の金

が景観整備を支援しているというお話がありましたが、実
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かなり 資額は出ているのですか。
【

（

温泉）
】 支援した件数は5〜6件で1件最高300万円ほどです。本当は無利子にし

たいところですが、それは無理なので低金利という形で銀行には後押しをしていただいて
います。また、今年インバウンドの誘致ミッションで台湾に行ったときも、旅館・ホテルなど
観光関連の事業体だけでなく四国の第一地銀の金
活性化をどうするかという点で、金

機関も一緒に同行しました。地域経済

機関の関わりが非常に強くなっています。

道後オンセナートの協 や地域マップの作成、宗教が関わるので直接は難しいのですが、
お寺の再建の寄付など、事業の質に応じて金 機関に機能していただいています。最近、金
機関の人は、私や大 さんの を見ると、
「また何か負担を強いられるんじゃないか」と がっ
て げようとしますが（

）
。地域でお金が回るために外貨を

得するといった考え方が非常

に強くなっており、地域リレーションバンクの存在価値は非常に高くなっていると思います。
【大 （

温泉）
】金

機関は我々と相身互いというところと、 えず

離を置くという両

面があると思います。経営上難しい問題ですが、愛媛県には伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信
用金 の3つの地域金

機関があり、道後で資本を出している大手銀行はあまりありません。

したがって一番 るのは、取引のある金

機関ごとに旅館がそれぞれ まることなんですね。

この を表面上、どうしても取り わないといけないというのがあります。
私も全国いろいろな所に行きますが、金

機関に

されす て、金

機関の意向が強

す るのはよくないと感じます。道後では我々温泉旅館協同組合がフリーな立場で、3つの
銀行のトップやナンバー2と えず親近感を持って観光業のあり方、我々の苦しみをきちん
と伝えていくと。そういう意味で、産学 に金がくっついているということです。
愛媛県の現知事、現松山市長からもそういうことに対して非常に配慮をいただいていま
す。例えば台湾への観光関係のミッションも、銀行の頭取か 頭取に我々と一緒に行ってい
ただくなど、人間関係が構築できるよう、行政を挙げてサポートしていただいています。
そういう中で、道後の旅館が経営を維持できるよう、どう目利きをしてアドバイスするかな
ども温泉旅館協同組合の仕事の一つと言えます。例えばある旅館の業
が しく

が落ちて金

機関

しようとすると、我々が入っていって「まあまあ」となだめたりして、できるだけ

倒産旅館を増やさないようにしようと。もし倒産旅館が増えれば、すぐにチェーンホテルが
参入しますから。
【大西（阿寒湖温泉）
】 道後温泉のプロモーションはどの組織が担当しているのでしょうか。

普通は観光協会のような組織が担当しますが、道後温泉旅館協同組合が担当しているので
しょうか。
【大 （

温泉）
】 四国にはかつて四国観光立県推進協議会という組織がありました。各県

が7000万円ずつ出し合って計3億円、それにJR四国なども入って、約10年前は5億円くらい
の予算で四国全体の観光プロモーションをやっていました。北海道や沖縄とよく似ています。
県の財政が厳しくなってきて、最近は四国ツーリズム創造機構と名 変更し、四国の観光
についてのプロモーションはこの組織が中心で行っています。旅館組合では年間200万円く
らいを供出し、大きなプロジェクトについては、この四国ツーリズム創造機構や松山観光コ
ンベンション協会を にして行う形です。
小さなプロジェクトはJT 協定旅館ホテル連盟やJRグループ協定旅館ホテル連盟などの
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旅連関係でやっていく形で、主要な旅連でえひめ宣伝協議会と
いう会を作り、各旅連のお金を300万円くらい集めて観光プロ
モーションやお りなどをやっています。
【大西（阿寒湖温泉）
】 もう一つ、質問があります。旅館の

修問題について、

震改

さんのお話で対象となる旅館が6〜7軒あ

るということでしたが、それらに対する策はどうされていますか。
【大 （

温泉）
】

りましたが、2軒は新

震改修については当初対象施設が8軒あ
震建築と

震建築がくっついている

ということで、最終的に対象から外されました。今、対象となっ
ているのが6軒で、これらの旅館と松山市の建築指導課で今い
大

氏（

ろいろ話をしていて、いち早く県知事と市長に決めていただい

温泉）

たのが、国と県と市で合わせて57％を助成することです。
震助成について県は基金をまず積まなければいけません。基金創設をして、それで補助

を振り向ける形です。昨年県知事にお願いして、1億円の

震基金を作ってもらいました。一

度基金を積めば積み増ししていけるということで、取りあえずスタート段 では県は5.75％の
補助金を

震改修に対して出し、松山市は市の負担分は全額出すことが決まっています。

国はそれに基づいて3分の1を負担するということで、経費の60％近くは、 震

事をす

る6軒の旅館に対して補助金が出るところに来ています。さらに県の負担となる5.75％から
もう少し多く積んでいただき、10％になれば補助金額が3分の2になるので、1億円の 事な
ら3000万円程度用意すれば、 震改修ができます。なお、 震

については松山市から

100％助成が得られます。
【吉澤】 ありがとうございました。これまでのお話を聞いて道後温泉の

の深さ、したたか

さなどを知ることができる具体例がいろいろ聞けたと思います。
それでは、今回のメインテーマでもあるアートの話に移りたいと思います。道後温泉を
れる町にしようという取り組みにあたり失った機能を取り戻す一方で、新しい魅力を付加し
ていくという話もありました。今回、新しい魅力を付加するということで現代アートを用いた
プロジェクトが行われたわけですが、取り組みの中心で活 されている松 さんに道後オン
セナート2014についてご紹介いただきたいと思います。

ン
後 ン
【松 （

ート

ー 2014

の
氏

責任

温泉）
】 道後オンセナート2014はその名の通り、道後で温泉とアートがつながる

イベントです。中 課長のお話にもありましたが、
「『最古にして、最先
街で展開される最先

。』日本最古の温泉

のアートの 典。」がキャッチコピーになっています。

道後オンセナート2014には大きく分けて6つの要素があります。 オンセナートコレク
ション、

OTEL

ORI ONTAL（ホテルホリ ンタル）
、 道後
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話（

景

出）
、 地元
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プロジェクト、 企業コラボレーション、 アー
トパレードです。
オンセナートコレクションは道後の魅力を
再確認しようというのと同時に、今道後にある
ものと最先

の現代アートとのつながりを見

せながら、作品を展示しようということで行わ
れました。代表的なものでは昨日皆さんにも見
ていただきましたが、道後温泉本館北 の
面が一面

に まれる中谷

子さんという

アーティストが手 けた
「 の

」があります。

また、2014年（平成26年）4月には、
Pe u e
などの映

大氏

出を担当しているライ マティク

スというクリエイティブ集団が手
ングが道後温泉本館南 の

けた、四国で初めての大規模なプロジェクションマッピ

面を使って行われました。こちらは1万2000人以上の来場者

を迎えています（図25）
。
道後温泉本館の館内では、資生

企業資料館が所

する「百 図」という作品を3 のCGに映

化し、

風に見立てたモニターに映し出す「サイバー 百

図

風」という作品が展示されています。昨日のまち
き視察で旅館「ふなや」の も見ていただきましたが、
になるとカラキネ社（カラーキネティクス・ジャパン）
の

川

一さんという照明アーティストが

をライト

アップしています。
先ほど、大

さんが商店街の重要性について れら

れていましたが、商店街の一
ビーでは光が点 し、心地よい

図25

にある「

の湯」のロ

が流れる川

介さ

んというアーティストの作品を展示しています。
の湯は道後温泉本館と並ぶ外湯で、ロビーは多くの人が行き交う公共的な場所です。
そこに設置することで、この作品を見ることを目的に訪れる方だけでなく、お風呂に入りに
来て湯上がりに

地域

している方など、いろいろな人にアプローチできるようにしました。

と地 アー

を

道後オンセナートのテーマの一つに、
「

き
のまちの魅力を再認識・再発見」があります。

外国人のスティー ン・ムシンさんというアーティストによる「道後

話」という作品を、道

後温泉本館の周辺のまちなかに展示しました。
これらの作品は、地元の中学生から大人までの市民が参加した ークショップから

生

しました。
「1000年後の道後温泉はどうなっていると思いますか 」という質問を投げかけ、
例えば「海抜が60 以上上がり、道後温泉は水の中に んでしまうだろう」というアイデア
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が出たら「空に かんでいる温泉があってもいいので
は 」と発想を広げ、それをムシンさんが切り
プロジェクターを使って建物の屋外

にし、

面に投 します。

そういった場所を十数カ所作ることで、道後の未来の
を いた影 作品が町の中に点在しているという形に
しました。 の道後をストーリーに って くことができ、
景と作品

を楽しんでいただく 出をしています。

道後オンセナートには著名なアーティストが多数参
加していますが、愛媛県や四国などの地場で活動して
いるアーティストとも接点を作ろうということで、地元

図26

発・地元企画のプロジェクトも立ち上げています。
「POP UP LI RARY（ポップアップ・ライブラリー）」という企画では、
「まちの図書館を作
り出そう」ということで、 a（グラフ）という大阪のデザイナー集団と、独自の書籍セレクト
を行っているスタンダードブックストアという大阪の書店にキュレーションを
んの本

し、たくさ

を道後の街 に設置しました。

旅人と地元の人とのコミュニケーションを生み出そうということで、本 に置く本は地元の
方から無料で提供してもらい、訪れた方に

しながらベンチなどで読んでもらう形です。本

には地元の人たちによる手作りのしおりを み、そのための ークショップも開催しました。
開催中にはクリスマスと夏にまちなかを練り くアートパレードを2回開催しました。初回
に行われたのは「銀 」という作品で、LE 照明がともされた風

を大人も子供も手に持っ

てまちなかを くことで、町の中に光の川が流れるように見えるというものでした。 いた後
はその風

を道後温泉本館に設置し、本館が光で まれて一つの照明作品となるというも

のです（図26

下）
。

2回目のアートパレードは、N Kのテレビ番組『からだであそぼ』に出 していた 山開次さ
んというダンサーが中心となり、
「LIVE ONE（ライブ・ボーン）
」というパフォーマンスを上
しました。子供たちと一緒に、道後温泉のシンボル的存在である白 を模した わら 子を作
り、その 子をかぶって 山さんと子供たちが何度か定期的に振り付けの練 を行いました。
上 当日はダンス部の地元学生ボランティアが子供たちと一緒にまちなかを練り き、そ
れを見に来た子供たちの

者や

山さんのフ ンなどで、

（図26
道後の町を人が め尽くす状態になりました

アー

と
施 の 望を

下）
。

ン

道後オンセナート2014の最も となる企画が、道後の旅
館・ホテル9軒で展開されたホテルホリ ンタルです（図27）
。
地域のまちおこしでアート事業を行う場合、何もない場所
や、その場所に足りないものをアートやデザインの要素で
図27

り上げたいというのがきっかけになると思いますが、道後の
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図28

図29

場合、商店街の空き店舗がゼロという状況で、なおかつ狭い範囲に多くの旅館・ホテルが
集しているため、アート作品をどこに置くかが問題になりました。
そこで考えた結果、道後では旅館

が一番の資源であり、旅館自体が開催場所となるの

ではないかということで、それぞれの旅館に「泊まれるアート作品」を1室ずつ作るというア
イデアが生まれました。
「ホテルホリ ンタル」という 空のホテルの中に、いろいろなアー
ティストの部屋があると見立てた企画です。
旅館・ホテルとアーティストの組み合わせを考えるにあたっては、それぞれから要望をい
ただきました。アーティストからは「

がある部屋がいい」
「シンプルでクリーンな部屋がい

い」
、旅館・ホテルからは「一番使いにくい部屋があるが、生かす方法はないか」といった要
望が挙げられました。 方の声を聞いた中で最
経

さん、

ホテルと草間

な組み合わせを考え、ホテル古

園と

生さんなど、9つの宿泊施設とアーティストによる作品が

生まれました（図28）
。
このホテルホリ ンタルで非常に大事にしているのが、非日常感です。ホテルという場所
に宿泊すること自体が非日常の行 ですが、その中でも特別な時間を ごしていただくた
めに、それぞれの作家がこだわって ごし方の提案をしています。
例えば、谷
室内全体が

さんが道後プリンスホテルに作った「S etc （スケッチ）
」という客室は、
を

いたように見える作品です。この部屋の中で写真を撮ると、自分が

次元の 画の中に入り込んだように見えます。今はスマートフォンが普 しているため、訪れ
た場所で写真を撮ってSNSなどで 次的、 次的に拡散させ、その情報を見た人が元の撮
影場所を見に来る傾向があります。この客室は写真がSNSに投 されることで、見学に対す
る

効果がかなりありました（図29 ）
。
葉山有 さんは有田

の陶芸家で、 と海

くことで知られており、旅館ふなやには「

からなる「

文」という

な文様を

」という作品を作りました。室内にも

文が

かれていますが、そこに はいません。それは滞在する人自身が になった気分になって、
水の中にいるような空間を体験してほしいという作者の思いがあります。
テーブルの上には水を張った があり、その中に一

だけ の文様が

かれていますが、

それは滞在する人を写す存在で、この部屋で っくり ごすことで自分を見つめ直すという
意味があります（図29 ）
。
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花

づきという旅館に皆川明さんが作った「ロ」という客室は、

全て直線のみで構成されています。 も も天井も のない
で われた非常にシンプルな空間で、室内に入ると の香りが
します。建築家の目線から見ても非常に興味深い作りということ
で、内装の方法が知りたいと建築関係者が見学に訪れたりしてい
ます。
道後では今、台湾からのインバウンド誘致を積極的に行ってい
ますが、皆川さんは台湾で非常に人気のあるアーティストなので、
台湾から来られる方にも 求力が高いと思います（図30）
。
図30

れま

が

った30

性が 加

道後オンセナートでは企業コラボレーションも行っており、道後温泉本館の3 で貸し出
される浴 をアパレルブランドの EAMS（ビームス）と共同制作しました。
以前から道後温泉で非常に いとされていた客層が30代女性でしたが、20〜30代女性
を得意なターゲットとするビームスとコラボすることで、この客層に効果的にアピールするこ
とができました。また、
「道後」という名前を目にする機会を増やそうということで、道後オ
ンセナート2014のロゴマークを入れたエコバッグもビームスと共同で作りました（図31）
。
道後オンセナート2014で力を入れたのが、 都圏
からの誘客です。参加アーティストが著名であること
などを生かし、このイベントを通じて道後という名
前を 都圏の人たちに再確認してもらい、夏や冬の
旅行先の

補の一つに選ばれるよう、積極的に広

報活動を行いました。
参加アーティストに

体を紹介していただいたり、

道後オンセナート2014が旅行プランとして紹介され
たり、ニューヨークタイムズや香港の
のメディアにも掲
図31

の手

体など外国

いただきました。草間

けた客室の写真は『O

生さん

a a ine』で表

を

り、非常に好評を博しました（図32）
。夏の時点で、
都圏に対する広報活動の広告換算費は1億円を超
える結果となりました。
【吉澤】 どうもありがとうございました。冒頭に

から問題提起をした地域住民の

川

き込み方や実利

といった点について、いろいろ具体的なお話が聞け
たのではないかと思います。続いて第2部では、別府
温泉を中心にアートを用いた展開をされているNPO
法人 EPPU PROJECTの山出代表理事からお話しい
ただきたいと思います。

図32
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2部】

公開研究会【第

ート
E

の
RO E T 代

也氏

理事

アー と地域を な るB
【

に

J

Tの活動

（講師）
】 僕は普段、大分県別府市で活

動しています。別府の出身ではないのですが、
かれこれ10年、 EPPU PROJECTというNPO
組織を運営しており、今16人の常

スタッフ

がいます。
主な活動はアートイベントの計画立案、運
営です。僕は3年に1度別府 市で開催してい
る「 浴温泉世界」の総合プロデューサー、今
ちょうど開催中の「国東半

芸術

」
（2014

年10月4日〜11月30日）の総合ディレクターを
務めています（図1）
。
別府は温泉源泉数が2500、源泉

出量が

也氏

毎分8万6000 以上と資源 富な場所であり、かなり広いエリアですが、まちづくりについ
てはいろいろ課題も えています。その中で我々は様々な企業、行政、支援団体と連携しな
がら活動しています。最近は大分県内の各地や県外にも活動の範囲が広がり、海外でのプ
ロジェクトも進めています。
集客交流事業だけでなく、教育普 事業にも
力を入れようということで、2013年（平成25年）
には大分県の小中学校40校にアーティストを派
遣する事業を行い、今年は高齢者施設、福
設、
神

施

施設に対象を拡大しました。来年は精
も対象とする予定で、様々な場所にアー

ティストが入り、アートを体験してもらう取り組
みを大分県とともに進めています。
イベントを開催するだけでは一

性で終わっ

てしまうので、海外をはじめとする様々なクリ
エーターや研究者が、別府や大分県に滞在しな

図１
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がら制作できるよう支援する居住支援も行っています。別府には戦後間もなく建てられた
アパートという8室の古いアパートがあり、毎年8人のアーティストに使っていただいていま
す。こういうアパートを運営することで、地域の中でアートが身近な存在になればと思ってい
ます。
この他、中心市街地の活性化や町なかの回遊拠点づくりなども行っています。最近は大
分県産の素材を使った食品や 芸品を扱う「Oita Ma e（オオイタメイド）」というブランド
を立ち上げ、ウェブショップからスタートして、来年はイートインのスペースも設けた店舗展
開を考えています。
2005年（平成17年）からこうした活動を始めましたが、最初は大分県や別府市からアート
を求められていたわけではありませんでした。そもそも僕は作品を創る で、海外でずっと
仕事をしていたのですが2003年（平成15年）末に、たまたまあるインターネットの記事を目
にしたのが、日本に帰国して別府で活動するきっかけになりました。
その記事は初代観光庁長 の本
方々が路地

明さんが書かれたもので、別府で旅館オーナーの

散策のツアーを実施しているとありました。大変興味深かったのが、一人でも

参加者がいればツアーを催行するということです。当時僕はパリに住んでいましたが、すぐ
に別府市役所に問い合わせました。団体観光客の町だと思っていた別府市が一人一人に対
するサービスを行っている、その旅館経営者たちにぜひ会いたいという好 心から帰国しま
した。
それを機に、大きな施設を作っていくだけではなく、町なかの活性化を小さな局面で展
開できないかと考えました。地域に携わる方々が、一人一人情

を持って語れる場所が か

な地域ではないか、そういう発想から中心市街地の活性化ができないかと考えたわけです。

ン

ン 市の

に

と

2007年（平成19年）
、別府市の中心市街地活性化協議会と我々 EPPU PROJECTが共同
主催で国際シンポジウムを開催しました（図2）
。このシンポジウムでは様々な成果を得るこ
とができました。
このときに参加したパネリストの一人、イギ
リスの都市計画家チャールズ・ランドリー は、
「創造都市」という言葉を生み出した人です。世
界 各地の競争力のある都市を調べると、ITや
アート関係者、様々な情報化社会に生きる人た
ちが集いたくなるような街は強い競争力がある
とランドリー は考えています。
90年代にかけて、ブレア政権下のイギリスで
はランドリー を中心にクールブリタニア政策
が進められました。そのすぐ後に韓国でもクー
ルコリア政策がとられ、日本で起きた韓流ドラ
マブームは韓国政府がかなりサポートして推進

図２
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されました。今、遅ればせながら日本でもクールジャパン政策が進んでいます。
シンポジウムのときにチャールズ・ランドリー が語った言葉で、大変興味深いと感じて
僕がメモした言葉があります。
それは「創造都市とは社会に関わること、環境に関わること、行政に関わること、全ての
分野において皆さんが創造性を発 できることだ」という言葉です。この言葉を聞いて僕は
「どんな 書であろうと、一人一人が創造性を発

できて、主役になれる都市のあり方を目

指したい。東京などの大都市では難しいけれど、小さな地域の単位でそういうまちづくりが
できれば」と思った記 があります。
このシンポジウムには、フランス・ナント市の文化行政顧問であるジャン・ルイ・ボナン
も参加しました。フランスの文化省からナント市に呼ばれ、様々な政策を行ってきた方です。
ナント市はフランス中西部の港町で、古くはナントの
の中心地でした。造

業が

んで 業が基

が出された場所であり、

産業でしたが、日本と韓国との競争に敗れ、

1980年代に破 に向かいます。
ヨーロッパでは多くの 業都市が同じように破

に追い込まれていました。ナント市も造

業の 場がつぶれ、1990年前後の失業者は4割を超えていたというデータもあり、当時
の行政は毎日放

や落書きの対策に追われていたそうです。ベテラン議員はどんな会社を

誘致するかを考えていましたが、若手議員は今こそナント市を大きく変えていこうと考え、市
長選で当時38歳のジャン・マルク・エロー という小さな隣町の町長を担 出しました。
エロー の公約は3つありました。1つは
の

を作ることです。2つ目が

廃した都市の真ん中に大きな公園を作り、

場を都市の周辺部に配して市内にLRT（新型路面電 ）

を らせることで、3つ目はアートによるまちづくりでした。具体的には、美術館などのハコ
モノは一切作らず、 場跡地をいろいろなアーティストに開放して活動できる場所を街の中
につくり、市民から様々な文化的な提案を受けるということです。
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あるとき、
「市民からクラシック 楽を きたいがコンサートに行くのはなかなかハード
ルが高い。ロックコンサートと同じように気軽に行けるクラシックのコンサートができない
か」という投書が き、市長を中心とするチームがどう実現するかを考えました。そして、レ
ストランや 構内など街の中の様々な場所で同時多発的にコンサートを開催しました。
その際、1つのコンサートは長くても45分を超えないこと、いろいろな会場を回って け
るようチケットは1 1500円と非常に安くし、通常クラシックコンサートは3歳未満入場

止

ですが、 が来てもいいという気軽なスタイルにしました。
この「

の日（ラ・フォル・ジュルネ）」というクラシックイベントは く間に有名になり、

この仕組みが世界中に輸出されています。日本でも最初に東京・ の内で開催され、今は
毎年ゴールデンウィークに開催されており、さらに新 、富山などに広がっています。
こうした活動を10年続け、フランスの有力 「ル・モンド」でナント市は住みたい都市ナン
バー ンと言われるようになりました。市からは一切誘致をしてきませんでしたが、大学をは
じめ、国鉄の本社もナント市に置かれるようになりました。まず環境をどうつくるかを考えた
ら、いろいろな結果が付いてきたわけです。

の

がま を

する

非常に効率が いモデルではありますが、まちづくりでは 直に物事を考えるのではなく、
水平に考えていくことが大事です。道後オンセナートで行われている「ホテルホリ ンタル」
のプロジェクトもそういう考え方で行われていると思います。
2007年（平成19年）に別府で開催された国際シンポジウムで、僕は「

型 面的アート・

コンプレックス構想」という考えを発表しました（図2 ）
。これは空き店舗などをリノベーショ
ンして公民館のような拠点をいくつも街の中につくり、いろいろな方が活動する場に変えてい
こうというものです。この構想に対する別府市の反応がよく、 年の当初予算で構想実現に
つながりました。
別府の街は旅行者が来て宿泊しても、日中はどこも見て回る所がありません。新しい店舗
を作るのは難しい中で、どう回遊してもらうかと考えたとき、市内でいろいろな活動をしてい
る方がいるので、そういう活動を町なかに持って
きて、その活動を見てもらうことを考えました。
8つのプラットフォームからスタートして、今も
アートやまちづくりのスペース、高齢者スペース、
職人のスペースなどが運営されています。元スト
リップ

場を改装したアートスペースや先ほどお

話ししたアーティスト向けのアパートなどもあり、
これらが緩やかにつながりながら、町の中で情
報発信やイベントを行っています（図3）
。
また、別府市では2009年（平成21年）から3
年に1度、国際芸術 「 浴温泉世界」を開催し
ています。これは別府市の発案ではなく、僕がど

図３
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うしてもやりたいと言って、プロデューサーという
立場でいろいろな方に協力いただいて実施して
います。約2カ月間のアートイベントで、次回の開
催は2015年（平成27年）7月から9月です（図4）
。
別府の国際観光港には、このアートイベント
でマイケル・リンというアーティストが作った幅
20 、高さ4 の
美術の教

画が今も っており、中学の

書にも掲

されています。また、築

100年の長屋をアーティストと建築家が改修し、
今は宿として使われています。何十万個というガ
ラスのビー のようなものが入ったブルーのプー

図４

ルのようなものがあり、2

き抜けの部分をガ

ラスにしています。ガラスに かぶように るというものです。
ストリップ 場を改装したスペースでは、別府らしい 雑な 囲気を生かして、毎週末の
に金 ショーを開催し、お客様に楽しんでいただきました。こうしたイベントを開催していると
いろいろな 体で紹介されますが、 しかったのは地元のおばあちゃんが来てくれたことです。
「 られるかな」と思っていたら、おばあちゃんは「金 ダンサーと 手したい」と言って
手をし、他の地元の人たちも来てくれて、投げ を始めました。危ないのでティッシュで
んでもらうようにお願いしましたが、結果的に何万円もの投げ が集まりました。
シャッター率7割の商店街で廃材を使った展示や をテーマにしたパフォーマンスを行う
など、地域にいろいろなことを考えさせる機会にもなっています。世界から様々なアーティス
トが集い、こうしたアートやパフォーマンスを屋内外のいろいろな場所で展開するイベント
を行っています。
予算は1億2000万円 で、別府市の負担金はそのうち4％程度です。 りはかき集める感
じです。参加者数は約17万人と、中規模のアートイベントです。観光消費額は実数に近いデー
タで4億円 、メディア露出の広告換算額は、2012年（平成24年）は4億700万円でしたが、
2009年はテレビなどいろいろな 体に取り上げられ、海外でも特集が組まれたため28億円
に達しました。
参加者は20〜30代女性が圧倒的に多く43％を占めており、同年代の男性を入れると約7
割になります。2012年も2009年も、この割合はほとんど変わりませんでした。僕らが狙って
いるコアのターゲットも、20〜30代の女性に設定しています。県外客が6割で、別府市民は
13％と少なく、大分県民は24％です。
37％は日帰り客で、 り63％が宿泊を伴いますが、最も多いのが1泊で27％です。しかし
2泊という人たちも22％います。僕は3泊滞在してもらうことを狙っていますが、1億2000万
円程度のイベントではなかなか難しいので、一つの課題です。

自分が し

ら

た人を しま る への 化

2010年（平成22年）からは「ベップ・アート・マンス」という市民文化 を毎年11月に1カ
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月間開催しています。300万〜350万円という非
常に低予算ですが、これは僕らにとってとても
重要な企画で、
「11月は別府の文化月間である」
と 手に宣言しています（図5）
。
「1カ月間で文化的なイベントをしませんか」と
呼び け、手を挙げた方たちでパンフレットを作
ります。パンフレットに情報を公開し、チケットの
予約受付、販売は我々の事務局が担います。しか
し、我々が企画を作るわけではありません。助成
金も一切出しません。ですから、参加を希望す
る人は自分で企画を作っていく必要があります。

図５

初回の2010年は27団体が参加し、2013年に
は74団体に増えました。企画数も倍増しています。80くらいの企画数が一つのめどではな
いかと考えています。プログラムの内容ですが、例えば主

がフラダンスの発表会をしたり、

リタイアしたお さんが自 を開放して写真展を開いたりしています。
この企画は でも参加できる文化 なので、質はバラバラです。2010年に初めて開催した
ときに、参加を希望した皆さんが口々に言っていたのは「私はこういうものを発表したい」と
いう言葉でした。しかし、だんだんと時間を重ねる中、今は「どうやったらお客様に楽しんで
もらえるか」というフェーズに移行しつつあります。これは大変重要なことで、こういう取り組
みから地域の方々が文化的な事業を自分たちで発信していく町に変えたいと思っています。
見に来るお客様は圧倒的に女性が多く、20〜30代が全体の36％を占めています。一方、
60代の女性も14％と健 しています。これは60代の女性たちが自分たちでイベントをする
ことが多いからです。そういう人たちが口コミで親しい人をイベントに呼ぶので、別府市民が
参加者全体の52％を占めています。大分県内から91％が来ており、この企画では、
「 浴温
泉世界」のリーチが いところを担っています。
このようなことを、僕らは多い年で年間200くらいやっています。かなり大変ではあります
が、その中で大変 しいこともありました。
2011年（平成23年）、JRの高

下にある別府

の短い商店街のすぐそばに、我々の事務所が
引っ越しました。そのときの商店街は真っ

で、

2店舗くらいしか営業していませんでした。 は
っ らいがその辺で

ていたり、あまり 象

がよくない場所で、うちのスタッフはほとんどが
女性なので、 帰るときは皆「この商店街を通
るのが くて嫌だ」と言っていました。
あるとき、知り合いからこの商店街の に
店を出したいという相談を受け、JRと値引き
交 をしてほしいと まれました。そして実際に
店をオープンすると、次々とこの商店街にい

図６
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ろんな人が集まり始めました。古着を集めて い合わせて 服を作る人やニットデザイナー、
Jなどもたむろするようになり、そういう人たちがお店を出すようになりました。JRもそれを面
白いと思うようになり、トイレに地元の

きに を かせたりしました（図6）
。

店舗の方々が協力し合って、毎週土 にアートのフリーマーケットを行うようになりました。
さらに、地域の方々がアートのちんどん

のようなものを結成して、毎週土 にイベントを

するようになり、もう2年半続いています。今はもう空き店舗がゼロになりました。
重要なのは、行政の補助金が一切入っていないことです。小さなモデルではありますが、
この高

下商店街は毎週のようにいろいろな 体に取り上げてもらえるようになりました。

客のた の交

はな 地域との を るイ ン

2011年末、大分県から国東半 でアートプロジェクトを展開できないかという話をいただ
きました。それから3年ほど準備を行い、ちょうど今、 後高田市と国東市の広域にわたっ
」です（図7）
。僕はディレクターとして全体の計画を作

て開催しているのが「国東半 芸術
り、主催者は行政です。

オノ・ヨーコさんをはじめ、多くの世界的アー
ティストが参加しています。パフォーマンスなど
席が指定されるものは有料ですが、その他は
基本的に無料で見ることができます。バスツアー
もありますが、バスを降りてからも山の中をかな
り くので、ガイドブックがないと 対に無理と
いうことで公式ガイドブックを作り、うちのNPO
がデザインしたオリジナルのトレッキングシュー
ズも作りました。
また、この地域の風景を収めた「国東半

」

という写真集も作りました。今はもう引 してい
るのですが、資生 のPR誌「花 」でずっとアー

図７

トディレクターを務めていた

正義

に、デ

ザインしてもらいました。
国東半 は高さ720 の両子山という山を

点に、

流でできた谷によって集落が分

かれており、その集落ごとにお りが っています。神道と 教が
が今も っており、普通の市民の家で

の隣に神

合したような宗教文化

が置かれています。ちょうど今の時期

はアサギマダラというチョウが戻ってくる時期です。このチョウは国東半 で 化し、福 ま
で んでまたここに戻って を産むのですが、そのアサギマダラを見ることもできます。
単にアート作品を見て回り、写真を撮って終わりではなく、アートを一つの入り口としてこ
の国東半 という場所をいろいろな方に伝え、この場所とどう向き合っていくかというメッ
セージを発信していきたいということで、テーマは「LIFE」としました。
の写真の人体

は、アントニー・ゴームリーというアーティストによる作品で、高さ

40 くらいの しい山の に設置されています（図8 写真）
。行政が主催するイベントとは
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底思えないような場所に作品がありますが、
この場所からの風景は素 らしく、四国も山口
も見えます。圧倒的な風景を体験してもらいた
いと思っています。
各会場で作品を見るために、近くに山小屋の
拠点を設けており、その拠点から

ガイドが

付くガイドツアーも催行しています。これらの拠
点を るのが地域の方です。 戸内国際芸術
以降、ボランティアは全国から大学生を呼んで
くるという考え方が大半を占めています。別府
の「

図８

浴温泉世界」もそういう形で実施しており、

2000〜3000人のボランティアが動きます。
しかし今回の「国東半 芸術

」では、大きく考え方を変えました。終わった後も作品が

地域に るからです。山小屋では地元の人たちがこの地域で「お接待」と呼ばれるおもてな
しをしてくれます。中でも80歳を超えたちよさんというおばあさんは地域のアイドル的存在
で、この方が作る

大福は非常に人気があります。ちよさんに会いに来たというお客さん

もたくさんいます。
イベントを成立させるための交流ではなく、訪れた人がこの場所と長く を作ることを仕
けたいというのがこのプロジェクトの目的です。作品は終わった後も し、来年夏にはい
ろいろなバスツアーを別府市、大分市から出す予定です。
この他今、僕らは別府市で 画プロジェクトという取り組みを進めています。別府は戦災
を免れた街ですが、そのために

化も進んでいます。古い家や建物の をキャンバスにし

て 画を くというもので、今年は5人の国内外のアーティストに

しており、来年は10人

ほどに いてもらいます。
来年夏には「

浴温泉世界」を開催しますが、行政職員の提案で大分市でも同じ時期に

アートプロジェクトをやりたいということで、市内のトイレのみを会場としたアートプロジェク
トが行われます。その名も「おおいたトイレンナーレ」といいます。
大分市では

本作家によるオブジェの設置も始めました。 本を体験するように街を

こうという企画が進んでいます。来年春には「うみたまご」という水族館がアートの水族館と
して生まれ変わります。同じく大分市で食とアートの

合ということで、名物のとり天とアー

トを組み合わせて「おおいたトリテンナーレ」というのもやろうということで、これらはほと
んど全て2015年7月から9月の同時期に開催されます。同様の動きが由布院や

田でも、起

こり始めています。
全国様々な場所からお越しいただくには、 次交通が非常に重要になります。そこでまた
じゃれのタイトルですが、JRと連携してアートと鉄道や 、地域を

合した「おおいたト

レインナーレ」という企画も進めています。
今までは別府の中でいろいろな企画を集約させ、そこに2億3億を投入していましたが、
これからはすごく小さいけれど深く

に作られた企画をもっと広域で連携させ、大分県の

取り組みとして発信することで、連泊を増やそうと考えています。
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アー は人 に

き をもたらすもの

アート作品をたくさん展示して見てもらおうという集客交流の事業が、全国各地で行われ
ています。僕自身も携わっていますが、コストパフォーマンスとしては大変よくないと思って
います。それよりも一

性ではありますが、アイドルのコンサートを持ってきた方がいいに決

まっています。それなのに、なぜこういうことをやるのでしょうか。
いくつかの自治体や企業が気づき始めているのは、アートは自由なものの見方、考え方を
改めて気づかせてくれる 体ではないかということです。多くの人が訪れるのは、アートを展
示しているからではなく、アートは何かの気づきを与えるものだからではないかと思います。
気づきを与えるというのは、人が来ることとイコールではありません。我々がアートと出合
うことで、いろいろなことを考え始めるということです。地域の課題をアーティストは解決し
ません。課題を解決するのはデザインです。アー
トは問題提起を行うものです（図9）
。
例えば、草間
が

生さんは自分にとっては水

している風景が美しいと言ってデビュー

しました。
「今まではこういうものが美しいと思
われていたけれど、そうではない」という視点に
れることで、まちづくりや経営の中で、今まで
とは違った創造的なものの見方や考え方ができ
ることが重要ではないかということです。
創造性はアーティストだけではなく、全ての人
間が持っています。アーティストやデザイナーを
図９

はじめ、いろいろな方がいろんな観点で活動し
ています。そうした人たちが創るアートに れる体験を通して、我々が物を単なる記号として
ではなく、違う 度から見る視点を
新しい価値観へ

得しよう、今までの価値観を超えようということです。

戦する人たちがアーティストだとすれば、そういう人たちが街に住み、そ

の存在を認められる都市がこれから可能性を持つのではないかと思います。
ナント市のようにある一つの方向で一度負けてしまっても、
「その方向でよかったのか」と
いう再検討も含め、町の多様性を形成するのはアートの得意なところです。とはいえ、観光
として、または商品としてアートを扱うことは、これから結構難しくなると思います。なぜなら、
アーティストがその都市と本気で関わっていくことは大きな問題を生んでいくからです。
その一例が、先ほど紹介した「国東半 芸術

」でアントニー・ゴームリーが制作した山

の上の人体 です。この作品は今、地元のお寺との摩

を引き起こしており、大分県内でも

大きな問題を生んでいます。そういう中で新たな気づきや、我々が考えなくてはいけないこ
ともいろいろ生まれています。そういう現象をアーティストは生み出していくんですね。皆さ
んはそういうことにも留意しながらアートと付き合っていく必要があると思います。
いずれにしても、いろいろな人が創造的に物事を見て、町をより かな場所とする活動を
始めること、そのための源泉を やさないよう り、維持し、改善していく 力が必要だと
思っています。
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交

つる
【吉澤】 ありがとうございました。では意見交換を始めていきたいと思います。今、道後オン

セナートでアートプロジェクトに取り組んでいる松 さんから、何かご質問はありますか。
【松 （

温泉）
】 大変興味深いお話をどうもありがとうございました。僕も道後オンセナー

トを始める前に、別府の

浴温泉世界についてすごく勉強しました。山出さんの「アートは

問題を解決しない。町の人に気づきを与えるものだ」という言葉は以前から にしていて、本
当にその通りだと感じ、他の方にも伝えたことがあります。
道後オンセナートは生まれたばかりの事業ですが、 浴温泉世界などいろいろなプロジェ
クトに取り組んでこられた中で、継続するために していかなければならない のようなも
のが必ず出てくると思います。山出さんは、どういう点を意識していますか。継続という面で、
一番重視している考えを教えてください。
【

（講師）
】 人です。それしかありません。仕組みができても、中の人が生き生きとクリエ

イティビティを発 できなければ

対にいいものは生まれません。

うちはNPOといっても会社組織なので、スタッフを採用するときにアート系大学を出たか
どうかといったことは全然意識しません。むしろそういうことに重きを置いている人は基本
的に採りません。採用時には、この人は現場でどう活 するかを考えます。
うちの現場はすごく大変で、毎日のようにいろんなことが起こります。アーティストも10人
いれば考え方も10通りあって皆それぞれ違うので、マニュアルなんてないんです。その中で
自分で考えて、局面を切り開かなければダメです。僕がやっているのは現場を作ることです。
いい現場を作らないといけません。
うちで10年くらい働いて 業していったスタッフもいます。そして
ターをやっていたり、前

の再開発ディレク

市で美術館の立ち上げをやっていたり、各地域にそういう人たち

が出てきています。それは大変 しいことです。ですからいい現場を作り、人を育てる、こ
れしかないと思います。
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【松 （

温泉）
】 僕たちも大学生ボランティアを基本に活動していますが、今回の道後オ

ンセナートは開催期間が1年間とすごく長いので、スタッフのモチベーションを つことがと
ても難しかったんですね。自分たちの中でも体調を すメンバーがいたり、その担当をどう
フォローするかなど、 機応変に対応しなくてはいけませんでした。
取り組む前に北川フラムさんにお話を伺いに行きましたが、
「直

もベネッセも一から

作って、ケースバイケースでトラブルシューティングをしてきた。全部見ていいけど参考にな
らないと思うよ」と言われました。実際にやってみて、本当にその通りだなと。町が違えばや
ることも違うし、行政が違えば内容も違うというのは本当にその通りだと思いました。
国東半 芸術

には、道後オンセナートに参加されたアーティストも多く参加されていま

す。大分県と愛媛県は非常に似ているとも近いとも言われており、 本市はお城があり路面
電 が っているので、松山市と似ていると言われることもあります。
四国と九州の間には は かっていませんが、客 で結ばれていることもすごくいいつな
がりで、親和性があるのではと思います。こういう機会に、アートなどの接点で四国と九州
がつながれるといいと思います。
【吉澤】 山出さんのお話で、ベップ・アート・マンスという市民文化

で参加者が「自分が何

かしたい」という思いから、
「どうやってお客さんを楽しませるか」という考え方に変わって
きたというお話がありましたが、その背景や理由などはどうお考えですか。
【

（講師）
】 お金が出る企画ではないので、自分たちでやりたいという気持ちがないとでき

ません。必要なのはパッションだと思っていて、 対にやるという気持ちが必要だと思います。
例えばフラダンスをすると言っていた人たちは、最初私たちがどうやったらお客さんに
んでもらえるかという話をしても、全然聞いてくれませんでした。
「 りたいから る」と言っ
ていたのですが、何年か積み重ねてくると、
「来る人はどうも りを見て んでくれていない
ようだ」と、だんだん疑問を持ち始めるんですね。
それで、僕らは3年前から「アート・マンスを作ろう会」という集まりを始めました。毎月5
のつく日に、別府のいろいろな所で開催しています。来る人数はそのときによっていろいろで、
5人くらいのときもあれば、60人くらい来るときもあります。
何でもない会ですが、そこではお悩み相談というのをやっています。広報をどうやったら
いいか、もっと楽しんでもらうにはどうしたらいいかなど、悩んでいる人がやってきます。そこ
に行かせるスタッフはうちの新人です。で、一緒に悩むんです。
そうすると、
「うちはこういうチラシを作ってうまくいった」とか「うちもそういうことに悩
んでたよ」と経験者がやってきて、アドバイスをするという感じで、
と続けています。一

れかかわらず、ずっ

にもなりませんが、僕らもプライドを持ってやっていて、こういうこと

が本当にまちの文化を作ることだと若い新人に言っています。
【吉澤】 今「パッション」という言葉が出ましたが、冒頭に

川が言った継続性にもつながる

のかなと感じました。
山出さんのNPOでは、どういうところから事業資金を調達しているのでしょうか。例えば
浴温泉世界は予算が1億2000万円くらいかかっていて、そのうち行政は4％くらいしか出し
ていないというお話がありましたが。
【

（講師）
】 うちのNPOの予算規模は年間2億5000万円くらいです。例えば先ほどご紹介
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した1日1組だけ泊まれる築100年の長屋は民間の土地建物です。この長屋の一 には今で
も人が住んでいて、数百万円かけて改修 事をしました。
しかし、そういうことに税金を使うのは嫌なんですよ。それはおかしいと思うので市民フ
ンドレイズを使って、土地を買うところから始めました。アーティストのギャラや交通費につ
いては税金で いましたが、土地 入や建物の改修費には一 も税金を入れていません。
プロジェクトごとにフ ンドレイズの方法を変えています。 浴温泉世界で行われる金
ショーはほとんどチケットフ ンドレイズみたいな形です。国の補助金や企業の協

金も、

もちろんあります。 浴温泉世界の場合、チケット収入は大体2割から2割5分です。
国東半 芸術

の場合は主催者が大分県、 後高田市、国東市、公 社団法人ツーリズ

ムおおいたなので、事業費はほとんど税金から出ています。入り口は無料ですが、ツアーな
どで地域にたくさんお金を落とす仕組みを作ろうということで、この場合はフリーミアムと
呼ばれる仕組みを採用しています。
【吉澤】 道後オンセナート2014は12月で終わりますが、道後の今後の展開はどうなんでしょ

うか。
【松 （

温泉）
】 道後オンセナート2014は道後温泉旅館協同組合と松山市、道後商店街

振興組合、協

企業のサポートによる実行 員会形式で運営されています。今後は3年に1

度のトリエンナーレにするのか、4年に1度なのか、2017年の国体開催のタイミングに合わ
せるかなど、どういう形にするのか現時点ではまだ確定していないと伺っています。
ただ、この は消してはいけないなと。来年度以降も、 していきたいものをちゃんと見
つけ、小さいものも り起こしていく作業は続けていこうと考えています。

アー は 問題
【吉澤】 冒頭に

り

はない

川から提示した個性化や継続性、関係者の満足度など5つの視点に対して、

それぞれに少しずつ回答いただいたように思います。それでは会場の皆さんからご質問、ご
意見を伺っていきたいと思います。
今日のテーマとなった別府や道後はどちらかというと都市型温泉で、立地的な条件は異
なりますが、文化芸術を取り込み、ブランドエクステンョンとい
う考え方をお持ちの草津温泉の中澤

さんに、このテーマに

ついてぜひ一言いただければと思います。
【中澤（草津温泉）
】 今日皆さんのお話を聞いて、大変深い感

を受けました。今後はこういう取り組みがとても必要になると
いうこと、山出さんが「人が大事」と言われていましたが、人が
全てを形成しているんだなとつくづく感じました。
地域のブランドを作って不 の部分をきちんと るには、温
泉の場合ならきちんとモニタリングをしながら、湯量や泉質を
しないように り続けることが重要だと思っています。
その一方で、時流を考え変化を求めていくという意味では、
中澤敬氏（草津温泉）

温泉を り上げるためのイベントも必要です。今回のテーマで
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あるアートもそうですが、温泉と全く関係ないものを持ってきながら、温泉地としてのネーム
バリューを高めていくと。
アートで全てを解決できないし、好き嫌いがありますが、その中で生まれてくる人と人の
コミュニケーションによって、次の動きが生まれてくると。やはり人が大事だということで今
日はすごく気づきがあり、面白いと思いました。
【米田（愛媛大学）
】 山出さんに質問があります。

デザインとアートを

同する場合が多いので

すが、我々はアートにも関わっていきたいです
し、事業をやる上ではデザインも大事だと思っ
ています。デザインとアートの違いについて、
深 りして教えていただけますか。
【

（講師）
】単

に言うと、デザインは発注

者がいると考えたら分かりやすいと思います。
例えば（手元のペットボトルを指して）このミ
ネラルウオーターを売りたいと思ったら、ボト
ルが黒い

だと水のイメージと結びつかない

ので透明にしたり、ラベルに水の産地をイメー

米田誠司氏（愛媛大学）

ジさせる山のイラストを入れたりします。
つまりデザインというのは、この商品を作った発注者と消費者の間のコミュニケーション
なんです。このコミュニケーションがうまくいかなければ、この商品がどんなものか消費者に
伝わりません。高知県在住の

真さんというデザイナーは、コミュニケーションのパイプ

を くするのがいいデザイナーだと言っており、僕もそう思います。デザインとは、
「こういう
商品だ」と明確に分かるようにすることですね。
かたやアートは、ある人間が自分自身のどうしようもない欲求や想いから作品を作り始め
るものです。大学を出てデザインの会社に就職することはあっても、アーティストの組合が
あってそこに就職する人は一人もいません。 かから まれることではないんです。自分自身
が何かを発言したり、社会に対してメッセージを出すのがアートです。
アーティストたちはそもそも使う言葉、言語が違うんです。なので、市民とアートをどうつな
げていくかを考える「つな 手」が必要です。言い換えれば

訳者ですね。今まではこの役

割を美術館が担い、学芸員が分かりやすく解説していました。
今までは美術館に行かないとそういう体験はできませんでしたが、我々のようなNPOがた
くさん出てきて、山や温泉など美術館以外の様々な場所でアートと出合う局面が作られてい
ると言えます。
【米田（愛媛大学）
】 最後に提示されたパ ーポイントの一番下に、
「創造性は天然資源のよ

うに備
【

できない」と書かれています。この言葉の意味を詳しく教えてください。

（講師）
】 どこかに創造性をためていくなんてことは

対できないわけです。一人の人

間の中でも出会いがあったり、思考があったり、いろんなことを り して自分なりにいろん
なことを考えていくわけで。
大学で教えているとき、学生によく聞くことがあります。
「みかんとりんごと 、3
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類の

果物がある。4人で分けるにはどうしたらいいか」と。みんな、こうやったらきれいに分けら
れると計算式で出そうとするんですが、ミックスジュースにして分けるというのもありなわけ
ですよね。
少しだけ観点を変える行 には、マニュアルなんてないんです。一つの物事を 定した
度からだけでなく、多様な面から見続けるためには、いろんな

も必要ではないかと思い

ます。それには、いろんな 度から考えられるような場を生み続けるというか、そういう場
を大切に「し続ける」ことが必要なのかなと。
よくアートというと「分かる」
「分からない」という観点で話をしがちですが、分かるかと聞
かれると僕だって分からないです。でも、ピカ はこう言っています。
「 が いている。何と
いているか分からないけれども、 の き声がすごくいいと思う心が人間にはある」と。
が何と言っているかは分かる人はいないです。だけど、人には の声を聞いて く感じる
心があります。人が生きていく上では、アートは全く必要ないと僕は思っています。しかしなが
ら、人が「人らしく生きていく」上ではアートや文化は 対になくてはならないと思っています。
【梅川】 文化というと

るかということで

存する立場の方がいる一方、我々観光サイドはそれをいかに活用す
も生まれがちです。行政部署で言えば文化担当は教育

員会、観光

担当は観光課ということで、その間のコミュニケーションというのは多分あまりないと思うん
ですね。
一方、芸術家の方々は地域振興とかお客さんを呼ぶということはあまり考えておらず、自分
の作品を作ることに 進しています。山出さんがまさにそうだと思いますが、それらをうまく
結びつけるコーディネーター的な役割が非常に重要だなと感じました。
また「アートは気づきだ」という言葉に、なるほどと思いました。アートがイノベーションを
生み出していくと解釈すれば、地域づくりやまちづくりの中でアートの果たす役割はこれから
も非常に重要になってくると感じました。特に中心市街地の活性化を考えると、今、日本には
空き家が数十万戸あります。そういうものをうまく活用するという点でも、アートの力は重要
になってくるのではと思います。今日は非常に参考になるお話をたくさんいただいたと思いま
す。どうもありがとうございました。
【大 （

温泉）
】 2日間お

れさまでした。大変有意義な会となりました。ここで皆さんに

サプライズがあります。我が社で導入したプロジェクションマッピングを見ていただき、少し
目の

としていただければと思います。

（プロジェクションマッピング映像上映）

72

J TBF /Onmachi

【大 （

温泉）
】 ありがとうございました。ただ今見ていただいたものは、全てコンピュー

タで映 と 楽を制作しています。LE 照明を使い、機材はスウェーデン製です。
道後オンセナートの事業に取り組む中で、我が社ではこういうことを取り入れてみようとい
うことで作り、道後温泉本館で4日間上映して3万5000人の市民の方に見ていただきました。
今後は道後温泉本館の映 を撮り、120年の歴史を映 で表すといった取り組みもやってい
きたいと思います。
【吉澤】「最古にして最先

」という言葉の通り、まさに最先

の取り組みが最後に 場して、

驚かされました。それでは最後に、温泉まちづくり研究会の大西代表から一言いただきたい
と思います。
【大西（阿寒湖温泉）
】 2日間、非常に

心な研究会となり、ありがとうございました。私は地

元の観光協会の理事長になって8年になりますが、就 したときに「この町をアイ 文化で
め上げる」と宣言しました。
アイ 文化という言葉の意味は広く、 然としていて難しい部分もありますが、最近、私の
地域ではアイ アートという言葉を多用していました。古式

や

楽、様々な

り、織物、

アイ の歴史を表現したユーカラ織などを全てアートとして えていたのですが、今日のお話
を聞いて思ったのは、アートという言葉をそう簡単に使えないなと。
例えば

社は2つの旅館をつなぐ長い 下に、長い帯状のアイ

様を いたりしていた

のですが、これは基本的には「アイ デザイン」なんだなと思いました。自分にとって心地の
よいものしか使っておらず、自分の家にも違和感を えるようなものを置いたことはありませ
んでした。
そこから「もっと考え方を変えよう」という気づきがあり、自分にとって意義深い勉強をさ
せていただきました。いろんな形でアートを町の中に生かすことを、多くの観光地の皆さんが
考えておられると思います。ぜひチャレンジしていきたいという決意とともに、この会を終わ
りたいと思います。本当にどうもありがとうございました。
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1

インバウンド観光促進に向けた
最近の動向
講師
国土交通省観光庁 国際観光課長

岡野 まさ子氏

勢いが加速する訪日インバウンド
最近のインバウンドの推移を示したのがこちらです（図1）
。2003年（平成15年）、小泉政
権下でスタートしたビジット・ジャパン・キャンペーンは、2010年（平成22年）までに1000
万人を目指すという目標を掲げていましたが、途中でリーマン・ショックや2011年（平成23
年）には東日本大震災などがあり、伸び悩んでいました。
それが2013年（平成25年）に1036万人となり、悲願の1000万人を達成しました。さらに
好調が続き、2014年（平成26年）は前年を29％上回る1341万人となりました。月別に見て
も20％、30％という伸びを見せています。特に2014年10月以降の伸びが著しく、12月には

図１
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前年同月比43.0％増となっています。
昨年10月から消費税の免税範囲が拡大されました。それまでは電化製品や革製品などに
限られていましたが、外国人の方に対しては全品目で消費税が免税となっており、中国の国
慶節も重なって10月からぐんと伸びた形です。
2015年（平成27年）に入ってからも引き続き好調で、1月は前年同月比29.1％増の121万
8000人の外国人が訪れています。今日、ちょうど2月の数字も発表されました。春節もあって、
前年同月比57.6％増の138万7000人となり、今年の1月と2月を合計すると260万5000人と
いうことで、前年同期比42.8％増となっています。
昨年12月までは単月で1つの国・地域からの来訪者数が30万人を超えることはありませんで
した。しかし、今年の1月に初めて韓国から35万8100人、2月には中国から35万9100人が訪れ、
軽々と30万人を超えました。1月の中国からの来訪者数は前年同月比で2.6倍となっています。
2013年（平成25年）と2014年（平成26年）、日本にどんな国・地域から訪れているのか
というのがこちらの円グラフです（図2）
。2013年までは韓国が最も多く続いて台湾、中国と
いう順番でしたが、2014年は台湾が1位になりました。台湾の人口は2300万人ですが、その
1割を超える283万人の方が日本を訪れています。2014年の順位は台湾に続いて韓国、中国、
香港となり、2013年までは4位に米国が入っていましたが5位になりました。2014年に訪れ
た1341万人のうち1000万人以上がアジアで占められています。
アジア勢の増加が目立ちますが、米国やヨーロッパも増えています。2014年（平成26年）
には北米（米国、カナダ、メキシコ、他北アメリカ）からの旅行者数が初めて100万人を超え

図２
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図３

図４
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ました。ヨーロッパも、イギリス・フランス・ドイツの3カ国合計で初めて50万人を超え、い
ろいろな地域から満遍なく増えていると言えます。
訪日動機については、最近は日本食と買い物がすごく人気があります（図3）
。2010年（平
成22年）から調査主体が変更になったので一概には言えませんが、温泉については近年順
位が少し下がっているかなという感じです。
日本のインバウンドは世界的に見てどれくらいの位置にあるのかを示したのが、このグラ
フです（図4）
。2013年（平成25年）のデータですが、世界第1位はフランスで、年間8000万
人を超える外国人が訪れています。日本は世界で27位、アジアで8位となっています。
ただし、入国ルートを空路・水路に限った場合で見てみると状況が変わってきます。ヨー
ロッパの国々は陸路で入国できますが、日本は空路がほとんどです。同じように比較するの
は無理があるということで、こういう比較をしてみました（図5）
。
こちらは2012年（平成24年）のデータで日本は世界で18位、アジアで7位に位置してい
ますが、2014年（平成26年）の1341万人という数字で照らし合わせると、このグラフでは
世界10位のマカオとほぼ同じ位置になります。
今、日本政府は東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年（平成32年）まで
に2000万人という目標を掲げていますが、このグラフでいうと2000万人台というのはイタ
リア、中国、イギリス、フランスです。
「フランスに8000万人来ているから日本は5000万人だ」
などと言う方がいますが、入国ルートがほぼ空路のみの日本にとって、2000万人というのは
非常に高い目標だと感じています。

図５
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大きな効果をもたらしたビザ要件緩和
この2000万人という目標は政府全体で達成を目指しており、そのための推進体制をまと
めました（図6）
。安倍総理大臣が率いる観光立国推進閣僚会議には全閣僚が参加し、観光
振興に尽力していこうということでアクション・プログラムを策定しています。そのアクション・
プログラムで2020年（平成32年）に2000万人という目標が掲げられています。
アクション・プログラムは6つの柱から構成されます（図7）
。これは観光庁だけの施策で
はなく、Wi-Fiなら総務省が関係しますし、ビザは外務省や法務省など、いろいろな省庁の
垣根を越えて観光振興のために頑張っていこうというプログラムです。内容は毎年改訂しよ
うということで、2015年度（平成27年度）も各省庁で議論を行い、新しいアクション・プロ
グラムの策定が予定されています。
アクション・プログラムに掲げられた施策の一つである、ビザ要件緩和についてご説明し
ます（図8）
。タイ、マレーシアからの旅行者についてはそれまでは数次ビザが必要でしたが、
2013年（平成25年）からビザ免除という形にしました。その結果、非常に旅行者が増えて
います。
2014年（平成26年）もかなり緩和を進め、インドネシア、フィリピン、ベトナムについては
数次ビザ発給要件の緩和に加え、一次観光ビザについては日本政府で指定した旅行会社の
パッケージツアー参加者についてはほぼ免除という形で手続きを簡素化しました。さらにイン
ドネシアについては12月からIC旅券を持っていれば、数次ビザは免除という形をとっています。

図８
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2015年（平成27年）1月には、中国に関する要件緩和を行いました。これまで中国の数次
ビザは、沖縄か東北3県に1泊することが条件でしたが、相当の高所得者についてはそうし
た要件を外しました。また、沖縄・東北3県数次ビザの発給要件についても緩和しています。
2013年（平成25年）7月1日にビザ免除を行ったタイ・マレーシアは、訪日旅行者数が急
増しました（図9）
。ビザ免除前と後の1年間を比較すると、タイは約76％増、マレーシアは約
57％増となっています。ビザ要件緩和は非常に効果があったと我々は思っています。

インバウンドに期待される地域活性化
（図10）
消費税免税店の拡大についてお話しします
。外国人旅行者に対しては、2014年（平

成26年）10月1日から全ての品目について免税となりました。さらに2015年（平成27年）4月
1日からは免税手続きを簡素化しています。今までは個々のお店で免税手続きをしないとい
けなかったのですが、商店街などで免税手続きのカウンターを設け、そこで手続きを一括し
てできるという形で、より買い物がしやすいように改正しました。
このように免税範囲を拡大した結果、店舗数が非常に伸びています。2014年（平成26年）
4月の全国の免税店数は5777店で、昨年のアクション・プログラムを作成したときは「2020
年（平成32年）までに1万店を目指す」としていましたが、2014年10月には9361店に達しま
した。我々の予想を超える非常に速いペースで増えていると言えます。これまでは大都市に
偏っていましたが、今後は地方での免税店の拡大を期待しています。

図11
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訪日外国人の旅行消費も、こうした免税範囲の拡大や円安などにより好調です。2014年
（平成26年）の訪日外国人旅行消費額が初めて2兆円を超えました（図11）
。前年比43.3％増
となり、インバウンドの数の伸び率以上に1人当たりの消費額の伸びが大きくなっています。
国・地域別に見ると中国、台湾、韓国などが大きな割合を占めています。
全旅行者の旅行支出総額の平均は1人当たり15万1374円となっています（図12）
。前年は
13万7000円でした。国・地域別に見ると、中国は23万円以上を支出しています。
消費額の内訳を費目別に見ると、2013年（平成25年）までは宿泊費が第1位でしたが、
2014年（平成26年）は買物代が第1位となり、宿泊費を上回りました。
こうした状況を反映し、毎年日経MJが発表しているヒット商品番付で、2014年（平成26
年）は東の横綱として「インバウンド消費」が選ばれました。
「錦織圭」選手や「アナと雪の
女王」などを押さえての横綱選出に我々も非常に驚きましたが、2014年は外国人旅行者の
消費が非常に目立った年だったと言えます。
一方、日本人のアウトバウンドについては近年の円安傾向もあり、停滞気味です。2014年
（平成26年）は前年より減り、1690万人となっています（図13）
。
その結果、日本全体の国際旅行収支の改善が見られます（図14）
。2014年（平成26年）4
月には1970年（昭和45年）以来、44年ぶりにインバウンドがアウトバウンドを上回り、単月
で黒字となりました。外国人が日本で使うお金の方が、日本人が海外で使うお金より多い形
になったわけです。その後も、2014年5月、7月、10月、11月も単月で黒字となっています。こ
うしたことから、インバウンドは国際収支の改善に寄与しており、日本のマクロ経済にも好

図14
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図17

影響を与えているということができます。
2013年（平成25年）の日本国内における旅行消費額は23.6兆円でした（図15）
。このうち、
インバウンドが占める割合は7.0％で1.7兆円でした。まだまだ日本人による国内旅行やアウ
トバウンドの割合が大きく、インバウンドはまだ1割未満ですが、今後しっかり伸ばしていき
たいと考えています。
（図16）
その背景として、
今後の日本の人口減少・少子高齢化の進行があります
。
2047年
（平

成59年）には日本の総人口は約1億人となり、2060年（平成72年）には生産年齢人口が現
在の半分近くまで減少し、65歳以上の人口が総人口の約40％を占めると予想されています。
国内の定住人口の消費が減少する中、外からの消費を増やすことが重要だと考えられます。
観光交流人口が増大することによる経済効果を示したのがこちらです（図17）
。定住人口1
人当たりの年間消費額は平均124万円で、これを2013年（平成25年）の外国人旅行者の消
費額に換算すると外国人旅行者10人分に相当します。それくらいの経済的インパクトがある
ということです。
「地方創生」と最近言われますが、地域を活性化する上でインバウンドの
位置づけはより重要になっているのではないかと思います。

課題は訪問地域とシーズンの分散化
ただ、今問題視されていることもあります。訪日外国人の空港利用状況を見た場合、成田、
羽田、関空で約7割が占められています（図18）
。それを反映して、宿泊者数もゴールデンルー
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図20

図21
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図24

トや国際路線が充実している都市に集中している状況があります（図19）
。
私ども観光庁ではこうした状況を改善すべきではないかと考えています。2014年度（平成
26年度）にNAVITIMEの協力を得て行った試行調査で、訪日外国人旅行者がどういう動き
をしているかを分析しました（図20）
。やはり、東海道を中心とするゴールデンルートに集中
していることが分かりました。
国籍別にどこに宿泊しているかを示したのがこのグラフです（図21）
。韓国の方は、九州に
最も多く滞在しています。それ以外の国籍は関東と近畿が多く、北海道も多いというのが大
体の傾向です。
都道府県別にどういう国・地域の旅行者が宿泊しているかを示したのがこのグラフです
（図22、23）
。どの都道府県も台湾の方が多いのですが、九州各県についてはやはり圧倒的

に韓国の方が多いです。長野県はオーストラリアの方が13％と多いです。かつてパウダース
ノーを求めて北海道のニセコに多く訪れていましたが、最近は長野県にもいいスキー場があ
るという認知が広がり、増えているというのが数字として表れています。また、ゴールデン
ルート上の東京都や神奈川県、京都府などはアメリカや欧州も多くなっています。
外国人の割合はまだまだ少ないですが、都道府県別に延べ宿泊者数の構成を示したのが
このグラフです（図24）
。
今後、
インバウンドが増加する中で受け入れ態勢は大丈夫なのかといった疑問や指摘もよく
いただきます。
こちらは旅館・ホテルなどの客室稼働率を四半期ごとに示したものです（図25）
。
夏季をピークとして年間を通じて大きく変動があり、関東や近畿などの都市圏の稼働率は
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全体的に高く、夏の北海道や沖縄も稼働率が高くなっています。物理的な数としては、受け
入れのキャパシティは2000万人にも対応できるかと思いますが、外国人の方が泊まりたい
価格帯で泊まりたい場所に数が足りるのかという点については、もう少し精査する必要があ
るかなと思います。
外国人旅行者の団体旅行と個人旅行の比率を示したのがこのグラフです（図26）
。2010
年（平成22年）と2013年（平成25年）を比較すると、全体的に個人旅行が増えており、個
人旅行より団体旅行が多いのは中国と台湾のみとなっています。台湾については個人旅行
に近いツアーも団体旅行に含まれているのではないかと思われ、統計についてもう少し考え
る必要があるのではと思っています。欧米は圧倒的に個人旅行が多く、アジアも個人旅行
が増えています。

観光庁の今後の施策
こうした中で、観光庁の今後の施策をご紹介します。先ほど、訪問先がゴールデンルート
に偏っているとお話ししましたが、2000万人を目指す上では、よりいろいろな地域に行って
いただき、いろんな日本を見てリピーターになっていただく必要があると思います。そのた
めに、ゴールデンルート以外のルートを作って売り込んでいく必要があると思います。そこで、
2015年度（平成27年度）から「広域観光周遊ルート」という新事業を予算を組んで行いま
す（図27）
。

図27
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1週間くらいで回れるような、一定のテーマ性をもった広域ルートを作り、海外に積極的
に発信していきたいと。ドイツのロマンチック街道などのようなものをどんどん作り、FIT客
が日本の町並みや歴史を楽しみながら回ってもらえるようなものを目指しています。
この事業のイメージですが、まず各自治体に協議会を作っていただき、そこで周遊ルート
の形成計画を作っていただき、それに対して国が支援をしていくと考えています（図28）
。
支援メニューの具体的な内容としては、マーケティング調査や海外でのプロモーション、
多言語パンフレットの作成やWi-Fiなど受け入れ環境の整備などがあります（図29）
。
地域的に分散を図るだけでなく、旅行シーズンについても分散化を図りたいと考えていま
（図30）
す
。従来は夏季がピークシーズンでしたが、今、我々としても桜の時期や秋の紅葉シー

ズン、冬のスキーシーズンのプロモーションを行っており、年間を通じてピークの山をいくつ
か作っていきたいと考えています。
グラフの一番下は直近5年間の平均値ですが、2014年（平成26年）は夏以外にもいくつ
かピークの山ができつつあります。このように、地域的にもシーズン的にも分散化を図り、訪
れた外国の方たちにいろいろな日本を見ていただいてリピーターになっていただくことを推
進したいと思っています。
地域への支援ですが、以前から行っているビジット・ジャパン事業の中に地方連携事業
というのがあります。これは2015年度（平成27年度）も継続してやっていきます（図31）
。イ
ンバウンドに取り組むため、都道府県の枠を超えた地方連携を支援し、海外に対するプロ
モーションを行う場合に総事業費を最大半額負担するというものです。海外の旅行会社の

図30
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方に視察に来ていただいてツアーを作っていただいたり、海外のメディアの方に来ていただ
いて地域を宣伝してもらうといった取り組みで、今後も続けていきます。
いろいろな方に来ていただくには単に「来てください」と言うだけではなく、地域の魅力を
磨き上げ、分かりやすい形で発信することも必要だと思います。そこで、
「地域資源を活用し
た観光地魅力創造事業」という新事業も2015年度（平成27年度）からスタートします（図32）
。
こちらは市町村を含め、小さな単位で支援をしていきます。先ほどお話しした広域観光周
遊ルートは1週間くらいの日程を想定していますが、こちらはもう少しコンパクトな規模の周
遊範囲を想定しています。観光関係者で計画を作っていただき、それに対してマーケティン
グや商品開発の費用を支援するということです。
この他、観光庁単独ではなく、他の各省事業と連携した事業も展開しています。その例が
こちらです（図33）
。
観光庁予算についてまとめたのがこちらです（図34）
。2015年度（平成27年度）の当初予
算は104億円、2014年度（平成26年度）の補正予算が42億円で合わせて146億円となります。
2015年度（平成27年度）の観光庁予算のおおまかな内訳としては訪日プロモーション
に80億円、広域観光周遊ルートの形成や地域の取り組み支援などは9億円となっています。
2014年度（平成26年度）の補正予算では、観光産業における人材育成などを含む地域観
光振興緊急対策事業として5億円、新規インバウンド需要創出事業に34億円、この他地域
が作っている放送コンテンツを海外に発信する事業を総務省や経済産業省と連携して行っ
ており、3億円の予算が付いています。

図33
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観光庁の予算以外に、様々な交付金もあります（図35）
。地方創生の文脈の中でも、観光
は非常に大きな位置づけになっており、交付金が付くことになっています。大きく分けて地
域消費喚起・生活支援型に2500億円、地方創生先行型に1700億円となっています。
●

私ども観光庁は2020年（平成32年）に2000万人という目標を掲げていますが、今まで
はとにかくこの目標を達成しようということで、プロモーション一辺倒の面がありました。し
かし、今後2000万人を目指す上では、どの国・地域から来てもらうのか、来てもらった方
にどのようにしてリピーターになってもらうのかを考えることが重要だと思っています。そう
いった意味でも、2015年度（平成27年度）から広域観光周遊ルートの新設をはじめ、自治
体の観光に対する取り組みの支援などを行っていきたいと思っています。
また、既に問題となっているかもしれませんが、今後は外国人旅行者のマナーも問題に
なってくると思います。1300万人の現在も相当インパクトがあり、2000万人になると大変
なことになるのではとの懸念もあります。我々の中でも議論しているところですが、まずは
JNTOなどを活用して、お風呂の使い方や公共交通機関でのマナーなどの情報をきちんと発
信して、現地の旅行会社にも協力いただき、浸透を図ることが必要だと思っています。
先日、有識者の方にお話を伺う機会がありましたが、その方はマナーの問題について「あ
まり甘やかす必要はないのではないか」と言われていました。例えばタイの寺院に行くとき、
露出度の高い服装はいけないといったルールがあります。そういうルールを観光客が嫌がっ
ているかと言えばそういうことはなく、そこに行ったらそういうものだと思い、それも一つの
体験として楽しんでいるという面があります。
日本に行ったら日本のルールはこうであると、ある意味日本のマナーを儀式化し、それも
含めて体験として楽しんでもらえるような取り組みをすべきではというご意見をいただき、私
どもも確かにそういう部分もあるかなと感じました。
つい、相手に合わせようとしてしまいがちですが、日本はこういうところだというのをしっ
かり持っていないと、日本の良さがなくなってしまうのかなと感じている部分もあり、マナー
を含めた受け入れ環境については、今後も考えていきたいと思っています。ぜひ、皆様から
いろいろご指導いただければと思います。ありがとうございました。

〈質疑応答〉
【吉澤】 では、皆さんからご質問やご意見を伺いたいと思います。
【金井（啓）
（有馬温泉）
】 観光庁の助成金は、観光圏が形成されている所しか下りないとい

うのが結構ありますよね。今回紹介された補助事業で、観光圏が形成されていない所でも
使えるものにはどういうものがありますか。
【岡野（講師）
】 地域資源を活用した観光地魅力創造事業がそれに当たります。ここは観光

圏などでなくてもお使いいただけます。今、ご指摘がありましたように、従来の観光圏事業
はトップランナー的な所を選んで支援するということでしたが、今後はもっと幅広く底上げ
をしていこうと思っており、今回このような事業を始めることにしました。
【梅川】 広域観光周遊ルートは観光圏とは関係ないんですよね。
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【岡野（講師）
】 はい。これについては地域で協議会を作って、

計画を策定していただく形です。各運輸局で地元のお話を聞き
ながら進めています。ただ、悩ましいのは、地元の人のお話も
じっくり聞く必要がありますが、外国人の方から見て魅力的な
ものでなければいけないということです。対象を絞っていかざ
るを得ない部分もあり、その調整が難儀かなとは思っています
が、
地元の意見も聞き、
外国人旅行者のニーズに合うものを作っ
ていきたいと思います。
【梅川】 規模的なイメージはどんな感じですか。北海道全体と

か、あるいは伊勢志摩くらいなのか、昇龍道くらいなのか。
岡野まさ子氏（国土交通省観光庁）

【岡野（講師）
】 それは地域によって違いますが、外国人旅行者

は平均5.9泊滞在しているので、大体1週間で回れるようなルー

トを作りたいというのが目安です。
【湯本（草津温泉）
】 広域観光周遊ルートはテーマ性が求められるということですが、どのレ

ベルまででしょうか。草津温泉の場合、周囲に軽井沢があったり、富岡製糸場があったり、
既に日本ロマンチック街道というのもあります。それが7日間という日数的に合致するかもし
れないと思っているのですが。
【岡野（講師）
】 テーマ性についてはまちまちです。我々としては外国人にアピールできるス

トーリーが欲しいと考えています。単に場所をつなげただけでは売れないので、歴史かもし
れないし、お城かもしれないし、温泉かもしれないですが、つなぐストーリーをうまく組み
立てることが重要かなと思っており、運輸局を中心に進めているところです。
予算にも制約があるので、希望を全て採用するわけにはいかず、その中で特に売れそうな
ところから予算をつけていくことになります。売れるストーリーをぜひ考えていただきたいと
思います。
【湯本（草津温泉）
】 もう一つお聞きしたいのが免税制度の拡充についてです。私の旅館の

近所にある酒屋が免税資格を取りました。窓口が税務署になるということで、そこに行った
ら「この地域ではおたくが第一号です」と言われ、税務署の方々が実務を全然知らないと。
認可を取ったはいいがどうしたらいいのか分からず、まだ看板も出せていないそうです。ホー
ムページなどで情報提供はしていただいていますが、そのあたりのフォローアップ、いい知
恵をいただけないかと。
【岡野（講師）
】 免税品目と免税店を拡大する上で、運輸局と経済産業局で連携して窓口を

設けています。運輸局を訪ねていただければ、簡単なパンフレットを作っていますし、ご相
談に乗れると思います。
【小林（草津温泉）
】 広域観光周遊ルートについてお聞きします。周遊ツアーの企画販売をし

て、実際にお客様がそのルートを回られたかどうかを観測するのにグループツアーならカウ
ントが可能だと思いますが、FITが増えているという状況があります。草津温泉の場合はFIT
は受け入れ可能だがグループは不可能という宿が8割以上を占めます。そういう中で、この
事業とどう組み合わせていけるのか、お聞かせいただきたく。
【岡野（講師）
】 広域観光周遊ルートは旅行商品を作るものでもありますが、もちろんFITも
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念頭に置いています。というより、FITが増える中で外国人旅行者が周遊しやすいルートを
打ち出そうというのがもともとの考えなので、団体を中心に考えているわけではありません。
FITの動きについては追跡ができないのではという問題もありますが、私どもは2015年度
（平成27年度）からICT（情報通信技術）を使った調査をしようと思っています。これは広域
観光周遊ルート事業と直接リンクはしませんが、外国人の方がどう動いているかがなかなか
分からないところがあります。昨年度に行った試行調査は期間も短かったので、もう少し大
規模で調べたいと思っています。その調査事業には1億円くらいの予算が付いています。来
年度以降も広域観光周遊ルート事業をやりたいと思っているので、その調査結果も反映さ
せていきたいと思っています。
【松崎（黒川温泉）
】 黒川温泉は韓国の方の立ち寄りが多く、皆さんがお風呂に入るわけでは

なく、付近の散策を楽しむ形もあります。春節の頃は1日にバスが10台以上来るという状況
でした。どういうルートで周遊しているのかを知りたいと思っているんですが、このエリアの
調査をしてほしいといったお願いはできるのでしょうか。時々ガイドさんなどに聞くと、別府
から入って、黒川を回って阿蘇へ出るか、福岡に抜ける場合もあるということでした。
【岡野（講師）
】 国の調査になるので、おそらくかなり広い範囲で見ることになると思います。

ゴールデンルートにどれくらい行っているのかとか、ある観光地の後にどの都道府県に行っ
ているかといったレベルの調査になると思いますので、地元のミクロの動きまでは手が回ら
ないのではと思いますが、詳細はこれから詰めるところです。今おっしゃった範囲だと、もし
かしたら自治体ベースの話になるのかもしれません。
とはいえ、自治体ベースもなかなか統計がなく、苦労しています。都道府県クラスの統計
は宿泊統計しかなく、入込客数は統一基準を作って各自治体にお願いはしていますが、そ
れでもばらつきがあるところもあります。我々としても、もっと地域と一緒に調査をして、正
確な数字がとれないか検討しているところです。
【松崎（黒川温泉）
】 外国人旅行者のマナーのお話が出ましたが、黒川温泉ではかなり向上

したと思います。最初の頃は現場とガイドがマナーを巡ってケンカをしたりもしましたが、ガ
イドがマナーについてレクチャーするようになり、すごく向上しました。黒川温泉では入浴マ
ナーのポスターも作りました。観光庁さんから観光連盟なり全旅連などを通じて「日本のマ
ナーはこうだ」というのをご指導いただけるとかなりスムーズに
なるのではと思いますが、いかがでしょうか。
【岡野（講師）
】 マナーについては私どもも問題意識を持ってい

ます。今はJNTOのサイトで多言語で入浴方法などの情報発信
をしていますが、なかなか分かりにくい場所にあり、中に深く入
らないと出てこないので、もう少し分かりやすくする必要があ
るかなと感じています。また、それを各観光協会や自治体にお
知らせして使っていただくということも考えています。
【金井（啓）
（有馬温泉）
】 自治体に言っても、外国人観光客がど

こから来て次にどこに行くかという調査結果は全然ないんです
よ。一応、有馬温泉ではどこから来て、何を見て、どこへ行くの
金井啓修氏（有馬温泉）

かという韓国語、中国語、英語のアンケートがあるんです。もし
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よかったらプレゼントしますから、それを使ってもらったら。
あと、有馬温泉ではお風呂のマナーを紹介したアニメを作り、You Tubeにも上げています。
よければリンクしてもらえればと思います。温泉に入ったことのない外国人に温泉の魅力を
伝える動画もあります。
【下浦（有馬温泉）
】 有馬温泉に宿泊している外国人旅行者は団体と個人で分けると、圧倒

的に個人のお客様が多いのですが、それに伴って有馬温泉には公共交通機関を使って来
る方が多くなっています。関西に来た外国人旅行者が使える公共交通機関パスは、
「ジャ
パンレールパス」というJR系乗り放題のパスと、阪急・阪神と地下鉄に乗れる「スルッと
KANSAI」という2つがあります。
お客さんは会社別に使い分けないといけないのでかなり複雑なのと、ジャパンレールパ
スはJRバスも乗れるんですが、有馬温泉に発着するJRエクスプレスという高速バスは除外さ
れています。
お客さんとしては、そうした例外もあるので、よく「このパスはこれには使えないのか」とフ
ロントで聞かれたり、せっかくパスがあるのに別に切符を買い直しするケースも見られます。
そういうのを国がバックアップして、もう少し分かりやすく鉄道会社とか関係なしに使える
パスは作れないものでしょうか。
【岡野（講師）
】 そういったご意見も結構いただいています。観光庁としてもそういうパスを

ぜひ作ってほしいと思いますが、作るのは民間なので、採算が合うのかという問題と、どこ
でも使えるようにして参加会社を増やすと値段が高くなって使いにくくなってしまうのではな
いかという懸念もあります。
難しいところですが、私どもも国土交通省の中の鉄道局に今のような件について考えてほ
しいと言っており、鉄道局もJRや民鉄と話し合いを始めています。
まず、我々としてやってほしいと思うのは相互乗り入れは無理でも、SuicaやICOCAがあれ
ば基本的にどの地方でも使えるといったICカードの利用範囲の拡大ですね。東京五輪をテ
コに、皆さんがなるべく同じ方向を向いてほしいと思ってお願いをしているところです。
【大西（阿寒湖温泉）
】 先日、スペインに行く機会があり、3カ所くらいの観光局の局長のお

話を聞くことができました。進んでいると思ったのは、25年ほど前から世界に向けたプロ
モーションを行って、年間5000万人、6000万人のインバウンド誘致を実現していると。今
はいかに高単価のお客様を誘致するかに力を入れており、ホテルに関してはグレードアップ
に関する法律をどんどん作っているというんです。日本では建築法的に無理ですが、例えば
今ある建物の上に建物を増設して広い部屋を作れるような法律などですね。
日本のインバウンド誘致の現状は、数ばかりが目立っていて、それは当然だと思いますが、
ある地域については飽和状況が生じている中、質を上げていくことによって観光地も業界
も潤っていくことも必要かなと。今、速いスピードでラグジュアリーマーケットが成熟しつつ
ある中、数だけを追っていたら失うものも多いので、そういう政策も並行してお願いできた
らと。例えば日本国内で価格帯が上昇しているかどうかというデータはあまり出てこない感
じがするのですが。
【岡野（講師）
】 量から質という問題はなかなか難しく、数は分かりやすく政府目標として掲

げやすいのですが、質というのは何をもって質というのかという議論があります。お金を使う
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という点から言えば、中国の方はたくさんのお金を使ってくれています。しかし皆さんが質の
高い外国人旅行者を呼びたいという場合、欧米の方に来てほしいという方も多かったり、あ
まり中国の方を念頭に置いていない場合が多いです。
アクション・プログラムの改訂を今行っていますが、何を目標とするか今議論していると
ころです。その中で、質について入れるべきではという議論は当然あります。ただ、質とは何
かというのは、なかなか難しい問題かなと思います。
おっしゃるように日本のホテルや旅館は単価は低いですよね。海外はもっと高く、ロンドン、
パリで大したことのないホテルでも1泊2万円くらいしますし、そういう意味では日本はもっと
単価を上げてもいいのではないかと思いますが、我々がそう言うこともできないので、むし
ろ業界の方で戦略として考えるべき部分かなと思います。私たちも数だけを追い続けるのに
は限界があると認識しています。ただ、政府目標として質を掲げた場合、具体的な内容が難
しいというところです。
【中澤（草津温泉）
】 これは観光庁と直接関係ないかもしれませんが、日本の労働市場で観

光産業で働く人手不足の問題が既にもう出てきていると感じます。中小の旅館で需要があっ
ても、人手が足りず部屋を空けているというケースも見られます。
今後は地域ぐるみで、日本のおもてなしをいかに学んでもらうかということで、海外のホテ
ル学校などとうまくタイアップしながら、地域全体で日本の良さを海外にアピールするとい
うことも併せて考える必要が出てくるのではと思っています。
これは厚生労働省なども関わり、移民や入国管理に関する問題もあるのですが、草津温
泉のそばにキャベツで有名な嬬恋村という所があり、そこには労働市場を外国に求め、かな
り農業施政としては緩和されているわけです。観光業ではそういうことがなかなか許可され
ていませんが、人口減少の問題もあり、地域の観光地が今後も存在していくためには、そう
いった要素をいち早く取り入れる必要性もあるのかなと。
今は2000万人という目標に向けてやっていますが、それと併せて、そういう問題について、
観光庁の中では既に議論が出ているのか。はっきりしたお答えでなくてもいいんですが、観
光庁ではどのように見ていらっしゃるのでしょうか。
【岡野（講師）
】 そういう問題意識も持っています。実際、ホテルや旅館の方から人手不足で

あること、外国の方がいらっしゃるときにおもてなしの一環と
して同じ国の方がお迎えした方が安心感があっていいのではな
いか、そういった理由から外国人の方を雇用したいがなかなか
うまくいかないというお話も聞きます。
私どももどうすればいいかということで、法務省に話を聞い
て勉強しているところです。今、聞いている範囲では、制度とい
うよりも運用の問題が結構あるとのことです。観光業の仕事の
内容によって認められたり、認められなかったりというのがあ
り、担当者によって解釈が異なり、運用がまちまちになったりし
ている面があるようです。そこはもう少し課題を特定した上で、
法務省にお願いできるところはしていきたいと思っています。
中澤敬氏（草津温泉）

【米田（愛媛大学）】 私も中澤さんのご提言と同じ思いを持って

103

います。私が由布院にいるとき、2005年（平成17年）に雇用に関する調査をしました。その
当時で既に人手不足の状況が続いていて、近隣の町からたくさん働きに来ているけど足りな
いといったことがありました。
ご参考に、愛媛県の取り組みを1つご紹介します。道後温泉もやはり人手が足りない状況
で、今年から観光に関わる人材を育成する職業訓練コースを作りました。対象は日本人で、
失業中であることが前提です。観光業に興味があるけど、踏み切れなかった人たちを観光
人材として育成していこうという取り組みです。どのくらい応募があるかと思っていたのです
が、かなり多くの応募がありました。
2つのコースを設定し、それぞれ半年かけて育成します。どれくらいの人材が仕上がるか、
仕上がった人材をどれだけ雇用できるかと。一つの可能性ではないかなと思っています。
【梅川】 国連世界観光機関（UNWTO）などでも、日本の観光産業の雇用統計は非常に遅

れているのできちんとやれと言われているんですね。今、中澤さんが指摘された課題はまさ
に顕在化しているので、きちんとやっていく必要があると思います。産業間の人の取り合い
になってくるわけですよね。今は建設業やITに完全に人を取られていて、おもてなしといって
いても、肝心の人がいないという状況が顕在化しているので。
【松崎（黒川温泉）
】 これは観光業界全体で取り組んでいかないと、不況のときは人がいるけ

ど、活況になるとサービス業に就く人がいなくなるという現状があります。
うちの旅館も韓国と台湾から来てもらっています。中華圏と韓国のお客様がかなり増えて
いるので、日本のおもてなしを学んでもらうということで、派遣会社にお願いして派遣しても
らっています。
一時期中国の人がホームステイみたいな形で研修させてくれということもありました。中
国で温浴施設を作りたいということで、1週間くらい滞在して。学会で知り合った方でしたが、
日本のおもてなしを中国に持ち帰ろうという気持ちが彼女にあったので、かなり細かくいろ
いろ勉強されていました。
農業研修があるのなら、観光サービスの研修も海外から受け入れることができるような
システムを作っていただければと。日本のおもてなしのシステムの研修に来てもらえるよう
な制度をサービス業で作れたらいいなと。自分たちも外国に行って日本人スタッフがいたら
安心というのがありますし、外国のお客様からも自分の国のス
タッフがいると安心感があってよかったと好評を得ていますの
で、そういう部分をもう少し具体的に、法務省などに推してい
ただけると観光業界にとってありがたいのかなと。
【梅川】 雇用問題は研究会で取り上げてもいいですね。
【吉澤】 では、最後に岡野講師から一言お願いいたします。
【岡野（講師）
】 いろいろご指摘をいただき、ありがとうございま

した。普段、役所にいるとなかなか現場の方のお話を伺う機会
がなく、自分たちのやっていることが正しいのかどうか迷う部
分もあります。こういう機会は非常に貴重だと思いますので、ぜ
ひ今後ともいろいろ意見交換をさせていただければと思います。
梅川智也

ありがとうございました。
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インバウンド・マーケットの最新動向
講師
公益財団法人日本交通公社

塩谷 英生
相澤 美穂子

観光政策研究部 次長・主席研究員
観光政策研究部 主任研究員

図１

塩谷英生

相澤美穂子

訪日外国人に関するJTBFの取り組み
【塩谷】 これまで、当財団がインバウンドの分野でどんな仕事をしてきたかをまとめました
（図1）
。私は統計畑、観光の経済効果の調査を2000年（平成12年）頃からずっとやっており

ます。その中でインバウンドにも関わってきました。
受託事業では2001年
（平成13年）〜2006年
（平成18年）にかけて6年間、
『我が国の旅行・
観光産業の経済効果に関する調査研究』を担当し、国際ビジョンの中で我が国の外国人の
消費額が非常に低い水準にあるということをアピールしました。2000年（平成12年）の時
点では外国人の消費額が全体の6.2％しかないことを明らかにし、この頃から観光立国の中
でインバウンドの振興が非常に重視されてきたわけですが、そういう基礎資料を作ってきて
います。
2004年（平成16年）には外国人旅行者が増えてきた状況の中で、
『外国人観光客に係る
統計情報のあり方に関する調査』をお手伝いしました。日本政府観光局（JNTO）や日銀な
どにも参加いただき、宿泊統計と空港での統計の2つを整備していく必要があるという提言
を行いました。
実際に主要空港で
『訪日外国人消費動向調査』が実施されるようになったのが2010年
（平
成22年）です。現在に至るまで継続的に調査を行ってきたところです。
2012年（平成24年）〜2013年（平成25年）にかけては、免税店関係の調査も行っています。
当初は免税の代行業者を入れる形のEU方式の免税制度をベースに考えられていましたが、
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詳しく見ていくと日本の免税制度は使いやすいことも明らかになってきて、最終的には既存
の免税制度の延長線上で改正が行われる形になりました。こういったことを受託調査の中
で行ってきています。
自主事業も並行して進めてきています。2014年（平成26年）から地域における戦略的な
インバウンド推進に関する研究を行っています。
『地域の“とがった”に学ぶ インバウンド
推進のツボ』という小冊子を作ったり、我々の機関誌『観光文化』の中で、アジアのFITを
地域に呼ぶにはどうしたらいいかというテーマで研究を行ってきました。
2014年（平成26年）はアジアの主要な5つの国・地域でFITマーケットを中心にアンケー
ト調査を行い、その結果を『旅行年報』という機関誌にまとめたり、旅行動向シンポジウム
で発表したりしております。
それでは、主にFITについて取りまとめた自主研究の成果を中心に、相澤からお話しいた
します。
【相澤】 本日お話しする内容は、大きく3点に分かれています。最初は「訪日外国人旅行市場

の最新動向」についてです。2番目は岡野課長からもFITやリピーターが増えているというお
話がありましたが、私たちも「訪日外国人FIT、リピーターの地方分散化」について自主研究
で取り組んできましたので、その調査結果についてご報告いたします。最後に「外国人にとっ
ての温泉と旅館」について、改めて考えたことをお話ししたいと思います。

1. 訪日外国人旅行市場の最新動向
【相澤】 2014年（平成26年）の訪日外客数は主要国・地域の全てが前年の数を上回る結果

となりました（図2）
。特に伸びたのがマレーシアやフィリピン、ベトナム、タイなどです。イン
ドネシアはそれほど伸びは大きくないのですが、これはルピアが安かったという理由があり
ます。
2012年（平成24年）と2013年（平成25年）を比較すると、2013年（平成25年）は初訪
日客が拡大しつつ、リピーターも増加して市場が広がったと言えます（図3）
。2014年（平成
26年）も同様の傾向が続くと思われます。韓国や台湾はリピーターの数が非常に多くなって
います。また、香港はボリュームは少ないですが、やはりリピーターの占める割合が多く、タ

図２

図３
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図４

図５

図６

図７

イも徐々にリピーターが増加している状況です。
また、2013年（平成25年）はツアー、FITともに増加しています（図4）
。この年、FIT客は
700万人を突破しました。こちらについても2014年（平成26年）も同様の傾向が続くと思い
ます。初訪日客が増えているのでツアーも増えていますが、確実にFIT化が進展していると
言っていいと思います。
先ほど岡野課長から、2014年（平成26年）の訪日外国人の旅行消費額が2兆円を突破し
たというお話がありましたが、旅行消費額についても東南アジアの存在感が強まっています
（図5）
。タイ、シンガポール、マレーシアの3カ国を合わせた旅行消費額は米国、香港を上回

る規模に拡大しています。
2013年（平成25年）のデータになりますが、訪日外国人の国・地域別の旅行支出額の内訳
がこちらです（図6）
。中国の買物代が突出していますが、旅行支出総額としてはシンガポール
やマレーシアなども高い傾向にあります。これらの国は宿泊料金が比較的高くなっています。
訪日外国人は全般的に買い物が好きということで、どういうものを買っているのか費目別
の人気ランキングを見てみますと、1位が菓子類、2位が化粧品や医薬品類、4位は食料品や
飲料類となっています（図7）
。この1位、2位、4位の費目は2014年（平成26年）10月の免税
制度改正で新たに免税対象となった品目です。
今までは家電などが人気が高い傾向にあり、どうしても大都市部にお金が落ちることが
多かったのですが、お菓子や地酒など地域の名産品も免税対象になったので、今後は地方
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経済への影響も期待できるのではないかと思います。
2014年（平成26年）の4月と10月について、運輸
局別に各地域の消費税免税店の数の推移を示した
のがこちらの表です（図8）
。やはりどうしても関東
と近畿が多く、大都市部に集中していると言えます。
それ以外の地域はまだ少ないので、地域にお金を落
としてもらうという意味では、消費税免税店を増や
すことが重要になってくるのかなと思います。
この中で注目すべき県として和歌山県が挙げられ
ます。2014年（平成26年）4月には8店舗でしたが、

図８

10月には66店舗と大きく増えており、岩手県に次い
で2番目に高い増加率となっています。2015年（平成27年）2月に和歌山県観光交流課に取
材に行ったところ、和歌山県では観光交流課が免税店化に全力で取り組んでいるそうです。
県内の事業者に対して説明会や戸別訪問を行うのはもちろん、先ほども話がありました
が、税務署の手続きがなかなか難しいということで、観光交流課の方が県内の税務署全て
に足を運んだそうです。税務署によって、手続きの方法が若干異なるそうで、そういったと
ころを全て聞き取り、マニュアル化して、事業者に配るという取り組みを行っているそうです。
各店舗が免税手続きをするのは難しいところもあると思うので、このような観光交流課の支
援なども必要になってくるのかなと感じました。

親日度抜群の東南アジアは有望市場
では、日本がどの市場を狙っていくのかということですが、訪日外客数の伸びが著しく、
活気があって景気がいいということで、我々としては東南アジアがいいのではないかと思っ
ています。
これは18カ国を対象に、電通が行った日本への好意度ランキングの調査結果です（図9）
。
1位がベトナム、2位がマレーシアとタイと東南アジア諸国が続いています。同じ調査で訪日
意向を聞いているのですが、こちらについても上位を東南アジアが独占する結果となってい

図９

図10
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ます。東南アジアの国々は日本への好感度が非常に
高いことに加え、活気があって景気がいいという点
からも、市場として期待が持てるのではないかと思
います。
冒頭に塩谷から話があったように、当財団で韓
国、台湾、中国、タイ、インドネシアの5つの国・地
域を対象に調査を行いました。その中で、今後3年
間で日本に行きたいという意向について調べたとこ
ろ、タイとインドネシアは訪日意向が高くなっていま
す（図10）
。いずれも「具体的に計画している」という

図11

回答が半数を超えています。
この調査で「あなたにとって日本はどういう位置づけですか」という質問をしたところ、や
はりタイとインドネシアでは「1番お気に入りの旅行先」という回答が7割を超える結果とな
りました。非常に日本を訪れたいという意欲があることが分かります。
また、2015年（平成27年）2月末にタイ国内で開かれる最大の国際旅行博として知られる
「タイ国際旅行フェア（TITF）」に行ってきました（図11）
。既にタイからの訪日客数はかなり
伸びているので、これ以上伸びないのではないかという懸念もあり、現地の状況を見に行っ
たのですが、非常に日本の存在感が大きいことが分かりました。
メイン会場の約半分が日本関連ブースで占められており、ゴールデンルートだけでなく
様々な商品が展開されていました。タイの旅行会社数社とJNTOにヒアリングしましたが、と
にかくきれいな場所、たくさん写真が撮れる場所が好まれ、花や買い物、かわいいもの、日
本の果物が大好きという傾向が挙げられました。先ほどご紹介した5カ国調査の前年は台
湾について調査を行ったのですが、台湾の旅行者にヒアリングしたときと似た傾向や国民性
があると感じました。
今タイから日本へは年間60万人くらい訪れていますが、100万人に達するのではという旅
行会社の方もいました。ただ、現在の一番のリスク要因としてはタイ国王の健康問題があり
ます。国王に対して非常に親しみを持っている国民なのですが、国王は現在入院中で、もし
万が一のことがあると、喪に服して旅行控えが起きることが考えられるという話でした。
岡野課長からもお話がありましたが、少子高齢化によって日本の人口が減少し、それに伴っ
て旅行需要も減少してくるので、インバウンドでカバーすることが求められてくると思います。
こちらは少し前に塩谷が行った試算で、人口減による日本人の旅行需要の落ち込みをインバ
ウンドが補い、2030年（平成42年）までほぼ横ばいで推移するのではないかということです。

2. リピーターとFIT客の地方分散化
続いて、リピーターとFIT客の地方分散化についてお話しします。これは2013年（平成25
年）のデータですが、外国人の延べ宿泊者数はどうしても東京都と大阪府に集中する傾向
が見られます（図12）
。
この2都府で全体の約42％を占めており、さらにゴールデンルートの拠点である千葉県と
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図12

図13

京都府を合わせるとこの4都府県で約6割を占め、既
に東京や大阪では2014年（平成26年）から宿泊施
設の不足という状況が発生しています。また、北海
道ではバスが不足する事態も起きています。
日本人旅行者が大阪や東京でホテルが取れない
という話も最近よく聞きます。地方分散化を今まで
考えていたよりも速いスピードで進めていかなくては
ならないのではと感じています。
こういった危機感があり、当初は2020年（平成
図14

32年）に訪日外客数が増えたときに、都市部だけで
は受け入れられないだろうということで、FIT客の地方分散化をテーマとして当財団で自主研
究を始めたのですが、既にそういう状況が生まれつつあると言えます。地方分散化を進める
には、FIT客、リピーターの誘致が必要であるということで、こちらにテーマを絞って研究を
行っています。
先ほども一部の調査結果をご紹介しましたが、当財団では2014年（平成26年）7月に韓
国、台湾、中国、タイ、インドネシアを対象地域としてインターネット調査を行いました（図
13）
。調査対象は訪日旅行経験があり、日本への再訪を希望している方、再訪の際には個別

手配かフリープラン型のツアー利用を考えている方としました。ですので、この調査でFITと
いうのは、個別手配あるいはフリープラン型ツアーの利用者を指します。
これまでの訪日回数別に、個別手配の意向の高さを示したのがこのグラフです（図14）
。訪
日回数が6回以上になるといずれの国・地域とも、約6割が日本への旅行について個別手配
を希望しています。台湾は非常にツアー利用率が高く、訪日回数が5回くらいまではツアー利
用を希望する方が多いのですが、6回以上になるとFITで訪れたいという方が多くなります。

リピーター度に比例して高まる地方への関心
日本の地方への訪問経験・意向について尋ねたところ、回答者のほぼ半数が「地方に個
人旅行経験があり、今後も行きたい」と回答しています（図15）
。そして3割は、
「地方に個人
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図15

図16

図17

図18

旅行の経験はないが、ぜひ行きたい」としています。できれば行きたいという回答も含めると、
FIT旅行者はほぼ100％が地方に行きたいと考えていると言えます。地方への訪問経験と訪
問意向を国・地域別に示したのがこのグラフです（図16）
。
ではどういった形で地方を訪れたいかを尋ねたところ、半数が大都市と地方を組み合わ
せた周遊を希望するという結果になりました（図17）
。やはり買い物を大都市でしたいという
要望から、この回答を選ぶ方が多かったと考えられます。一方、地方を中心に複数の地方を
周遊したいと回答した方も全体の4分の1を占めました。一つの地方に滞在したいという回答
は少数派となっています。
国・地域別に見ると、韓国や台湾など旅行日数が短いところは、
「大都市を拠点として地
方を日帰りで訪れたい」という回答がタイや中国に比べて多くなっています（図18）
。タイや
中国は韓国や台湾よりも滞在期間が長めなので、周遊への意向が強くなっています。中国
については、地方を中心に複数の地方を周遊したいという意向が強いのも特徴として挙げ
られます。
こうした意向をうまく商品化した例に、台湾向けのGALA湯沢スキー場の商品があります。
2013年度（平成25年度）の取扱人数は1万人を突破しました。これは「大都市＋地方」と
いうコンセプトに加え、台湾は面積が狭いので、長時間の移動を好まないという傾向があり、
東京から77分で行ける近い場所であることを強調したことが成功要因だと思います。
やはり訪日回数を重ねないと、なかなか地方へ訪れないという傾向はあります。これは日
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図19

図20

図22

図21

本で行ったことがある場所を訪日回数別に見たグラ
フですが、訪日回数が3〜5回では地方都市や大都
市周辺の地方訪問率が高い傾向にあります（図19）
。
具体的には、箱根や福岡などですね。大都市から離
れた都市部の訪問率は、訪日回数が6回以上になら
ないとなかなか上がってこないということで、地方へ
の誘客はリピーターを狙うことが必要だと思います。
日本政策投資銀行はアジアの8地域で、日本の
観光地の認知度について調査を行っています。今回、
図23

この研究会に参加している皆さんに関連のある場所
を抜粋しました。例えば釧路・阿寒では、訪日経験がない人や1回の人は認知度が低いですが、
2回以上になると高くなっています（図20～23）
。訪問意欲についても同様の傾向が見られま
す。リピーターを狙うことの重要性が、こういうデータからも読み取れると思います。
ただ認知度を上げるだけではなく、重要なのはFITで行きやすい場所であると思わせるこ
とだと思います。これは我々の調査で、行ってみたい日本の観光地と、FITで行きやすいかど
うかを尋ねた結果をグラフにしました（図24）
。この両者は大体リンクしています。地名やそ
こでできることをPRするだけでなく、具体的にどういう交通手段で行けるのかまで伝えてあ
げることで、訪問意欲が高まるのではと思います。
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図24

図25

地方へ行く際の課題としては、言葉の問題が一番に挙げられています。次に多いのが交通
に関するものです（図25）
。また、それほど回答は多くありませんが、ショッピングができる場
所が少ない、
免税店が少ないといったことは買い物が大好きな中国などで選択率が高くなっ
ています。
後は荷物の問題もあります。かなり買い物をするので荷物の持ち運びが面倒ということが、
地方訪問の障害になっている部分もあります。ですから、先に地方へ行ってもらって最後に
大都市での買い物の機会を設けるといったルート作りが有効ではないかと思います。

3. 外国人にとっての温泉と旅館
最後に外国人旅行者にとっての温泉と旅館についてお話しします。観光庁で行った調査
によると、訪日旅行で行った活動の中で「旅館に宿泊」は5位、
「温泉入浴」は6位に入って
います（図26）
。温泉入浴、旅館宿泊ともに、韓国や中国など東アジアの方の経験率が高く
なっています。
次回行いたい活動としては、温泉入浴は1位だったのに対し、旅館宿泊は7位とかなり開
きが見られました（図27）
。温泉入浴を行いたいと答えた国・地域の1位はロシア、2位がフラ
ンス、その次あたりに東アジアが来ています。旅館に宿泊と答えた国・地域もフランスと英
国が1・2位で上位は欧米が多いのですが、東アジア
は若干下のランクに入っています。
これはなぜかと思い、温泉入浴、旅館宿泊に対す
る満足度を見てみました（図28）
。
「期待以上」とい
う回答率が高い順に並んでいますが、温泉入浴と旅
館宿泊は、順位としては真ん中より下に位置してい
ます。温泉入浴で期待以上という回答率はアジアが
低く、旅館宿泊は東アジアが下の方に集中している
という状況です。
これは個人的な主観ですが、温泉は何度も経験し
ているので、今までと同じという回答が多いのでは

図26
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図27

図28

図29

図30

というのが一つと、旅館宿泊については、旅館の楽しみ方が十分伝わっていないのではと感
じる部分もあります。温泉は入って気持ちいいということで、すぐに満足できる部分があるか
と思いますが、旅館宿泊は文化的な背景もあり、そういう意味での楽しみ方がうまく伝わっ
ていないのではと感じます。
なお、当財団で行った5つの国・地域を対象とした調査で泊まってみたい宿泊施設のタイ
プを聞いたところ、温泉旅館は台湾を除く全ての国・地域で1位となっています（図29）
。温
泉旅館に泊まりたいというニーズは非常にあると言えます。
泊まってみたい宿泊施設のタイプについて、訪日回数別に見ると、数はそれほど多くない
のですが、訪日回数が多いほど「部屋に露天風呂が付いている宿」や「大きな露天風呂が
ある宿」などの選択率が上昇しています（図30）
。訪日回数が多いほど温泉旅館の楽しみ方
を理解し、こだわりが強くなるのではないか、それが調査結果に表れているのではないかと
感じました。
この調査で日本が他国より最も優れていると思われるものについて聞いたところ、
「温泉
めぐり」という回答が突出して多い結果となりました（図31）
。
「宿泊施設・飲食店の従業員
サービスの質」というのも高い回答率となっています。こうした資源を活用して外国人旅行
者を呼び込むことが重要だと思います。
最後に、地方でこそ体験できる日本の魅力について尋ねたところ、ここでも「温泉めぐり」
が1位となりました（図32）
。これからますます多くの外国人が日本を訪れ、温泉を楽しむと
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図31

図32

いう意味で地方のポテンシャルは大きく、日本の競争力の源泉は地方にあると言えるのでは
ないかと思います。
こうした調査の結果から、外国人旅行者が地方を訪れる際に行いたい活動の1位は温泉
めぐりであり、日本が他国より優れている最大の魅力は温泉であると言えます。リピーター
になるにつれて、客室露天風呂や露天風呂の大きさにもこだわりが生まれています。リピー
ターやFIT客にまだ知られざる温泉の魅力の奥深さを伝えることが、地方分散化の促進に
つながるのではないかと思います。

〈質疑応答〉
【吉澤】 それでは今までのお話について、ご質問やご意見をいただきたいと思います。
【金井（啓）
（有馬温泉）】 例えば我々が韓国に行くとしたら2泊3日くらいですよね。でも有馬

で調査をして最近知ったんですが、韓国の人は5泊とか9泊とか滞在日数が結構長いんです。
理由を聞くと、航空会社の割引率が高いそうです。確かに我々が2泊3日でヨーロッパに行っ
たらすごく高くなりますよね。各国の航空会社の割引率を考慮しないといけないと思うんで
すが、各国のお得な滞在日数ってどうなっているんですか。
【相澤】 おそらく韓国の方が有馬温泉を訪れる場合は関西国

際空港（関空）を利用すると思いますが、LCCの利用率が非常
に高いのではと思います。LCCの価格は完全に席の空き状況に
よるので、一概に言うのは難しいのではないかと思います。観
光庁が全国を対象に行っている調査だと、韓国の方の平均滞
在日数は短いです。なので、今おっしゃったタイプは少数派な
のかなと。
【塩谷】 有馬にいらっしゃっている方はある程度富裕層なのか

なと。一般平均とは少し違うという気がします。
【金井（啓）
（有馬温泉）】 データはそろっていないんですが、今

僕が言ったのはほとんど有馬に日帰りで来る人たちなんです。
相澤美穂子

前日もその晩も泊まるのは大阪、それで滞在日数は1週間とか

115

10日というので、何でかなと。
【塩谷】 関空を利用する韓国の方は1都市滞在型がかなり多いようなので、そういう方は滞

在が比較的長いかもしれません。
【金井（啓）
（有馬温泉）
】 大阪にいる在日韓国人の親戚を訪ねるというのもあるかもしれな

いですね。
【塩谷】 確かに親族知人の訪問が多いのが韓国の特徴です。
【相澤】 今、データを見ていたのですが、関空から出国する韓国の方の平均泊数は8.2泊な

ので、おっしゃる通りですね。九州から出国する韓国の方は2泊か3泊、新千歳も短いです。
【金井（啓）
（有馬温泉）
】 関空から出国する他の国はどうですか。
【相澤】 そうですね、韓国・台湾は平均で5泊になります。韓国・台湾・香港だと6泊ですね。

全ての国籍を合わせた全体で見ると12泊です。欧州は滞在日数が長いので。ちなみに中国
は20泊、台湾は10泊になります。これは観光だけではなく、研修や1年未満の滞在も含まれ
ています。
【金井（庸）
（有馬温泉）
】 温泉、旅館に宿泊の満足度の調査で、
「生活文化体験」と「歴史・

伝統文化体験」という項目がありますが（図28）
、これはどんな中身なのでしょうか。
【塩谷】 これはJNTO時代の選択肢を引き継いでおり、我々が考えた選択肢ではないんです

が……。例えば陶芸といった体験も、回答者の考えによってどちらにも振れてしまう可能性
があると思います。
【大西（阿寒湖温泉）
】 図24に「行ってみたい観光地はFITで行きやすい観光地」とあり、あ

りがたいことに阿寒は上位にありますが、FITで行きやすいというのはどういうことなのかな
と。図25に挙げられている課題が解決しているということなのでしょうか。というのは、う
ちの地域ではほとんどこの課題が解決されていないんですね。なのにどうして行きやすいと
言ってもらえるのかなと。
【相澤】 私も阿寒は、外国人旅行者にとって交通手段の選択などが難しいのではと思ってい

たのですが、回答率が高いと感じました。まだ分析しきれていない部分がありますが、北海
道の訪問経験率が非常に高いので、北海道を訪問したときに阿寒がどこにあるかを知った
のではと思います。具体的な位置を知って、こういうふうに行けるという大体のイメージを持
たれているのではと。
地名を知っているだけでは訪問意欲につながらないという
結果が出ているんですね。具体的な位置を知ると訪問意向に
リンクしてきます。この調査では行き方を知っているかという聞
き方をしているので、そのあたりに関連性があるのではと思い
ます。
【大西（阿寒湖温泉）
】 釧路空港から阿寒湖温泉へはバスが運

行していますが、本当に利用者が少なくていつも廃止の話が出
ていたんです。僕らの旅館組合がお金を出して維持するといっ
たことをやっていたんですが、海外のお客様が増えてきてバス
が満員になってきたんです。運営が成り立つようになってきたと。
塩谷英生

もっとバスを整備できるような環境ができてきたんだなと最近
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感じています。
【湯本（草津温泉）
】 図25で、地方へ行く際の課題で一番多い回答に「地方ほど言葉が通じ

にくい、外国語の案内表示が少ない」があります。草津町の議会でも問題になりますが、国
が奨励する4カ国語表記になると、地図などが非常に見づらく煩わしいものになると言われ
ることがあります。英語は必要というのが共通認識になりつつありますが、台湾・中国・韓
国の方々は、自国の言葉がどこまで書かれることを求めているのでしょうか。看板などにも
求めているのでしょうか。
【相澤】 この調査を国・地域別に見ると、台湾では言葉の問題についての選択率が低いと

いう結果が出ています。漢字圏であることとリピーターも多く、日本の旅行に慣れていると
いうこともあり、漢字である程度カバーできる部分はあるかと思います。
韓国とタイの方は英語を話せる方がそれほど多くないので、その辺のハードルはあるのか
なと思います。東京五輪に向けてもっと多言語化すべきという声もありますが、サインにつ
いては4カ国語表記による煩雑さはどうしても生じてくるので、確かにあまりに言語が増える
のは得策ではないという気がします。
それよりもウェブサイトやパンフレットの多言語化を進めていただければいいのではと思
います。東アジアも東南アジアも、多くの旅行者はウェブで情報を収集していますので、そ
ちらの多言語化は進める必要があると思います。
【岡野（講師）
】 今のお話に関連して1つ申し上げたいことがあります。多言語表示の件です

が、観光庁でもガイドラインを作っています。これは公共交通機関や自然公園、美術館・博
物館などの表示について示しているものです。山の場合なら、富士山はMount Fuji、月山は
Mount Gassanなど、いろいろ用例を付けています。
基本は日英の2カ国語表記で、例えば中国の方が多い所は中国語、韓国の方が多い所は
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韓国語を加えるなど、その他の言語について地域の実情に応じてやっていただくのがいいと
いう形です。博物館や美術館は説明文が長いので、4カ国語表記にするとスペースをとってし
まうということもあるので、ARコードなどIT技術も活用するのがいいのではと考えています。
1つ質問があります。図29で泊まりたい宿泊施設を国・地域別に見ると、
「宗教や信条に
配慮した食事を提供してくれる宿」で中国の回答が48％を占めています。これは具体的に何
を念頭に置いた回答なのでしょうか。
【相澤】 私もなかなかこれは解釈が難しいと思っています。オンライン調査を行うと、中国

の方はいろいろな項目を選択する傾向があり、選択率が全体的に高いんですね。おそらく、
宗教というよりは中国人の生活スタイルなどを念頭に置いているのではと思いますが、こち
らもこういう結果が出て驚いているといった状況です。はっきりしたお答えができずすみま
せん。
【塩谷】 中国は歴史的に宗教を抑圧してきていると思いますので、これも情報処理の失敗が

かなりあるのではと思います。インターネット調査の経験値を高めていかないといけないと。
国内のインターネット調査の場合、
私は2割くらい無効処理をしていて、
かなり厳しくチェッ
クしていますが、海外の場合は1割くらいしかチェックしきれていないので、もう少し厳しい
チェックが必要だと思います。韓国は全般的に肯定的な回答の比率が低く、中国は高いと
いった国による傾向もありますので、今後は精度を高めていければと思っています。
【米田（愛媛大学）
】 ここにいらっしゃる各温泉地の方に教えていただきたいのですが、今道

後温泉ではゲストハウスが非常に増えています。旅館組合の範囲外で増えていると。松山市
で6〜7軒あると思います。先日金沢に行きましたが、金沢にも50軒近くあります。各温泉地
のゲストハウスの状況を教えていただければ。
【中澤（草津温泉）
】 都心部はあるんじゃないですかね。観光地は旅館やホテルが中心だか

ら……。ゲストハウスの定義ってなんですかね。
【安部（由布院温泉）
】 ペンションは結構ありますね。農家民泊もありますが……。
【米田（愛媛大学）
】 金井さんの所はゲストハウスがありますよね。
【金井（啓）
（有馬温泉）
】 あれをゲストハウスと呼ぶなら、有馬旅館組合ですらゲストハウス

を持っているみたいなものですよ。
【米田（愛媛大学）
】 最近は機会があればゲストハウスに泊まる

ようにしているので、どうなっているのかなと。よくある典型的
なパターンは、ドミトリーと個室があり、ドミトリーは男女相部
屋が多くバックパッカーがよく泊まっていて、1泊2000〜2500
円くらいで2段ベッドが並び、個室は3000〜4000円でツインな
どになると。よくあるのは古民家を改装しているものです。
ゲストハウスにはコミュニティがありますよね。居間などで旅
行者同士が談話して情報交換するというのが一番の面白さで、
ここに可能性を感じているのですが。旅館業界がどうというよ
り、すみ分けができて、多様性が広がる一つの方法かなと。
【中澤（草津温泉）
】 昔、ユースホステルというのがありましたが、
安部順一氏（由布院温泉）

それとは違うんですか。
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【米田（愛媛大学）
】 はい、ユースホステルとは違いますね。
【松崎（黒川温泉）
】 黒川周辺では外国人の民泊が増えています。

博多はゲストハウスが結構多いです。韓国が近いので釜山から
1泊で遊びに来る人たちが多くて、結構はやっているそうです。
個室よりもドミトリー形式のゲストハウスが人気のようです。
【金井（啓）
（有馬温泉）】 日本文化を教えるホストみたいな人

がいて人気があるゲストハウスがあります。後は自分の家を旅
行者に貸すサイトもあります。あれをやられると旅館業法とか
どうなるのかなと。
【塩谷】 空港調査をやっている調査員の中には、韓国の人の20
米田誠司氏（愛媛大学）

人に1人はそういう所に泊まっていると言う人もいます。
【北（阿寒湖温泉）
】 私は金沢の出身ですが、お寺の住職で海

外に留学して英語が堪能で、金沢に帰郷してから古民家でゲストハウスを始めた人がいます。
お客さんはどちらかというと欧米系が多いそうですが、バックパッカーがインターネットでど
んどん予約を入れて、1泊数千円で泊まれると。
彼らは一般の観光客が行くような近江町市場とか料亭などは高くてとても行けないので、
近江町市場の向かいの名鉄百貨店のデパ地下に連れていくそうです。そこで日本の食材に
ついて説明して、パックに入った総菜を買って帰り、みんなで宴会をすると。それが口コミで
広がり、ビジネスとして定着してきていると聞き、着眼点が面白いなと。
【米田（愛媛大学）
】 私もまさにそういう所に泊まりまして、これは私見ですが、そういう市場

も我々が取りに行っていいのではと。バックパッカーは若くてお金がないということですが、
国に戻ってからそれなりの地位に就く場合も多いんですね。10年後20年後に大事な顧客に
なり得る人たちにしっかりコミットしておくこともありじゃないかなと。特に、泊まった場所で
日本人も外国人も交じって意見交換するというのは本当に楽しいので、ここはチャンスかなと。
【相澤】 今、こちらに映したのが沖縄県についての外国人旅行者の調査結果です（写真）
。

沖縄にはゲストハウスが結構あるんですね。この調査では民宿と合わせた形ですが、約4％
の外国人が泊まっていて、全体から見るとシェアは高く
ありませんが、国別で見ると米国が6.3％、その他の国が
14.3％ということで欧米のバックパッカーが多く利用して
いることが数字に表れていると思います。
【吉澤】 昨日、たまたま国会中継を見ていたら旅館業法

の規制緩和について説いている議員がいました。今のよ
うな旅館業法に絡む話も来年度以降、随時ご紹介でき
ればと思います。では、時間もまいりましたのでこれで研
究会を終わりたいと思います。どうもありがとうございま
写真

した。
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