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地域マネジメントにおける町並み保存団体の役割

〜ＤＭＯ化のススメ〜
内閣府が昨年３月に発表した「明日の日本を支える観

構想会議）が政府の総合観光施策として発表。
『経済・財

光ビジョン」は、観光施策における観光資源＝文化財の

政再生計画』の着実な実施に向けた建議」
（財政制度審議

役割に注目しました。第 39 回全国町並みゼミ大内・前

会）においては、
「文化財」が独立した項目として初めて

沢大会でこの動きを紹介した西山徳明理事に、最近の状

掲げられ、その観光活用が国の財政再建の柱の一つに謳

況を解説していただきます。

われるという、一時代前では考えられない文化財／文化

＊ ＊＊

１. 歴史文化まちづくりへの時代のうねり

遺産の観光活用への期待の集中が起こっている。

２. 観光は日本を救えるか？

21 世紀に入り歴史文化を生かしたまちづくりは大き

この報告書（ビジョン）でまず注目されたのは、2015

く展開し始めた。1999〜2000 年の都市計画法の大改正

年実績で 1,973.7 万人の訪日旅行者外国人数を，2020 年

での市町村マスタープランの本格導入や住民からの提案

までの４年間で 4,000 万人に、さらに 2030 年には 6,000

制度、大臣認可事項の自治体への権限委譲など、都市計

万人に増やすという、無謀とも言える数値目標を掲げた

画の市民化と地方分権が実現した。これに 2003 年の景

ことである。

観法施行が加わり、地方・地域の裁量に託したまちづく

しかし 2015 年で比較すると、
観光大国フランスへのイ

りや景観づくりが本格化する。こうした制度的基盤の上

ンバウンドが 8,445.2 万人、２位の米国が 7,751.0 万人

に、文化庁は文化財保護法改正によって文化的景観制度

で、日本の 1,973.7 万人は世界で 16 位、アジアでも５位

（2004 年）を導入、また「歴史文化基本構想」
（2007

の低迷ぶりである。隣国中国が 5,688.6 万人で世界４位

年）を打ち出し、文化財の指定等にとらわれない「総合

であるのと比べると、残念ながら、いかに日本が外国人

的把握」を自治体に呼びかけ、それらを改めて「文化遺

の興味の外にあるかが分かる。人が訪れないということ

産」と呼んで「文化遺産を活かした観光振興と地域活性

は、ビジネスにおいても文化においても魅力のない国と

化事業」
（2011 年）を用意、さらにそうした動きを事業

いう烙印を押されたことを意味し、21 世紀の国際社会

法として支える「地域における歴史的風致の維持及び向
上に関する法律（通称、歴史まちづくり法）」（国交省・
農水省・文化庁 2008 年）が施行された。こうして筆者
の言う「歴史文化まちづくり」の基盤が整った。
そこに観光をめぐる社会の大きなうねりが訪れた。近
年のインバウンド・ツーリスト（外国人旅行者）の爆発
的増加と 2020 年の東京オリンピック・パラリンピック
開催に後押しされ、2015 年に「日本遺産」登録制度（文
化庁）が始まり、2016 年 3 月には、「明日の日本を支
える観光ビジョン」
（明日の日本を支える観光ビジョン
「明日の日本を支える観光ビジョン」観光庁ＨＰより

で日本がプレゼンスを発揮したいのであれば、荒唐無稽

街等における観光需要の獲得・伝統工芸品等の消費拡大」

に見えても，この数字程度の人が来て当然と考えるべき

といった施策は、それぞれ文化庁、環境省、国交省、農

である。

水省、経産省といった紐づく事業官庁が思い浮かぶ縦割

別の見方をすると、昨今のインバウンドの爆発的増加

りメニューの提示になっているが、これらの壁を取っ払

は、
「爆買い」といった言葉を生み、主要都市のホテル満

い、好きなように組み合わせて使いこなせるのは正に地

杯現象を引き起こしているが、これら東京、京都、札幌、

域のみである。地方自治体単位あるいはさらに小さな単

福岡といった都市は、中国や台湾、韓国にある旅行代理

位の地域のみが、
「観光振興」という錦の御旗のもとで国

店の店頭パンフレットに印刷されている特定の観光目的

が用意する施策群を自地域で総合化し、地方創生を実現

地（デスティネーション）に過ぎない。一方で、日本人

できるのである。

がよく知る有名どころであっても、インバウンドはさっ

そのためのもう一つの重要な施策メニューが、
「視点２

ぱり増えてないという地方観光地も多い。つまり、日本

観光産業を革新し、国際競争力を高め、我が国の基幹産

の津々浦々に展開する、きめ細かで多様な自然や風土、

業に」に含まれる「世界水準のＤＭＯの形成・育成」で

歴史をもつ地方・地域が、近未来の彼らのデスティネー

あ る 。 筆 者 が 考 え る 真 の Ｄ Ｍ Ｏ ＝ Destination

ションになるのだとすれば、4,000 万、6,000 万という数

Management/Marketing Organization とは、
「行政」
「住

字も大きなものではない。日本の地方の懐は深く、受け

民（地域コミュニティや資源所有者など）
」
「外部資本（旅

入れキャパシティはまだまだ十二分にあるのだから。

行業界やデベロッパーなど）
」を官民協働（ＰＰＰ：後述）

以上から、日本における地方創生の鍵のひとつは間違

の理念に基づいて調整し、
「資源を開発・管理し観光商品

いなく「観光」であことがわかる。しかもそれを牽引す

を造成する地域マネジメント」と「市場調査に基づく地

る観光資源の多くの部分を文化財や文化遺産が占めてい

域ブランドと観光商品のマーケティング」の両者を一元

る。そのことを理解して政府は、前述のような文化財活

的・統合的に行う主体（組織）を指す。ＤＭＯは、以下

用による観光振興施策を様々に打ち出しているのである。

のような観光振興の公益性を十分に理解し、
自地域を
「わ

３. ＰＰＰの考え方とＤＭＯ

がまち」として愛するだけでな、訪問者の視点からデス

では地方・地域は、こうしたうねりをどのように受け
止めれば良いのだろうか。
「明日の日本を支える観光ビジ

ティネーションとして客観的に評価・分析できる組織で
ある。

ョン」には、３つの視点に沿って 35 の施策が用意されて

こ こ で 言 う 官 民 協 働 Ｐ Ｐ Ｐ ＝ Public-Private

いる。この中でも「視点 1 観光資源の魅力を極め、地

Partnership とは、従来、官の役割と思われていた公益

方創生の礎に」に含まれる「文化財の観光資源としての

目的の事業（例えば、遺産保全・回復、遺産マネジメン

開花」
「国立公園のナショナルパークとしてのブランド

ト人材育成、雇用創出など）を、行政＝public sector

化」
「景観の優れた観光資産の保全・活用による観光地の

の権限（法制度による規制や緩和など）と民間企業＝

魅力向上」
「滞在型農山漁村の確立・形成」
「地方の商店

private sector の事業遂行ノウハウやファイナンス力な
どを相乗効果的に生かすことで、より合理的（経済的）
かつ高品質なレベルで実現する事を目的として官と民が
構築する partnership（相互尊重）の関係を指す。これ
からの地域の観光開発においては、公益目的を掲げる非
営利の地域運営組織としてＤＭＯを立ち上げ、何らかの
形（入湯税・宿泊税、入域料、駐車場料金からの協力金
など）で観光からの収益を得、基金としてプールして公
益事業を実施する。民間の一部門が儲けるための観光振
興ではなく、観光が地域を保全し豊かにしていくような
公益性を担保した観光開発が求められているのである。

「明日の日本を支える観光ビジョン」視点１ 文化財を「活用」へ

４. 地域の数だけ DMO が必要！

に、世界遺産の岐阜県白川村の「世界遺産白川郷合掌

地域におけるＤＭＯの具体的なミッションとしては、

造り保存財団」
（1996 年設立）や山口県萩市の「ＮＰＯ

①組織経営（基金管理等含む）を通じた公益事業（資源

萩まちじゅう博物館」
（2004 年設立）
、あるいは長野県の

保護やコミュニティ開発など）の企画・実施
②地域の観光に関連する様々な組織やステークホルダ間
の調整

「一般社団法人信州いいやま観光局」
（2010 年設立）
、星
野リゾートと渡り合った竹富島（沖縄県）の公民館組織
などは、上記全ての機能を満たしてはいないが、上記の

③観光資源の保護・保全・維持・開発・整備

重要なミッションのいくつかをすでに実現し、今後地域

④前述のような様々な施策の地域への適用可能性の判断

に求められるＤＭＯのモデルを提示してくれている。観

とその予算獲得
⑤ツアー商品造成
⑥訪日プロモーションを含むマーケティング戦略策定

光まちづくりの財源に入湯税の値上げを行った（2015
年）ことで注目された阿寒湖温泉もまた然りである。
きりがないので割愛するが、
「歴史文化基本構想」をユ

⑦集客交流イベントのマネジメント、

ニークに展開している福岡県太宰府市や広島県尾道市の

などが挙げられ、まさに地域の利益を代表し観光を経営

市民遺産運動のような歴史文化まちづくりの先進地域が、

する公益組織（財団やＮＰＯを想定）となる。

本稿で述べてきた社会の動きと連動し、ＤＭＯを核とし

日本の地方創生の一翼を観光が担うとすれば、観光振
興をめざす全ての都市や地域がそれぞれに相応しいＤＭ
Ｏを立ち上げていくべきではないかと考える。実はすで

最近の動き
文化庁は、「明日の日本を支える観光ビジョン」を踏ま
えて昨年４月に「文化財活用・理解促進戦略プログラム
2020」を策定しました。そこには、「文化財単体ではなく

た観光まちづくりに展開する日を心待ちにしている。

（西山徳明／理事・
北海道大学観光学高等研究センター長）
２月９日には、「千葉・江戸優（まさ）り佐原観光活性
化ファンド」が２億円出資し、「ニッポニアサワラ」（千
葉県香取市）が歴史的建築物を改修して宿泊施設として活
用すると報道されています。

「タスクフォース」中間とりまとめには、建築基準

地域の文化財を一体とした面的整備や分かりやすい多言

法、旅行業法、消防法について現行の規制・制度の改

語解説の整備などの取組を1,000 事業程度実施するとと

善を進めるとあり、国土交通省は、「地方創生を推進

もに、日本遺産をはじめ、文化財を中核とする観光拠点を

するため、一定の安全性を確保した上で、歴史的建築

全国200 拠点程度整備する」とあり、「日本遺産」を100

物を活用し、魅力あるまちづくりを進めることが必要」、

件程度認定、「歴史文化遺産基本構想」100件策定という

「建築基準法適用除外に関する条例の制定・活用を加

数値目標が示されています。

速するとともに、歴史的建築物に関する技術基準の更

さらに、「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」

なる合理化等を推進し、必要な体制を構築する」とし

には、昨年９月に「歴史的資源を活用した観光まちづくり

て、今年２月に「歴史的建築物の活用促進に向けた建

タスクフォース」が設置され、その中間報告を踏まえ、今

築基準に関する連絡会議」を設置しました。

年１月30日には民間人材による「歴史的資源を活用した観

また、２月15・16日には初めてのＤＭＯの全国会議「第

光まちづくり専門家会議」が開催されるとともに、内閣官

１回ＤＭＯ全国フォーラム」が東京で開催され、昨年登録

房に「歴史的資源を活用した観光まちづくり連携推進室」

が始まったＤＭＯの、北海道から沖縄までの関係者が集ま

が設置され、ホームページで相談を受け付けています。こ

り、西山徳明理事も登壇しました。観光庁も、「看板の架

れは丹波篠山ノオトの金野幸雄さんらの取組みを成功事

け替えではなく、地域の観光地経営の司令塔として期待」

例として歴史的建築物再生を全国で支援していこうとい

するＤＭＯを支援するために、３月末には当面無料の「Ｄ

う動きで、これも2020年までに全国200か所の取り組みを

ＭＯネット」
を立ち上げると発表しています。
事務局では、

めざしています。http://kominkasupport.jp/

動きをウオッチしていきます。 （山本玲子／事務局長）

