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（１）解説「観光圏事業と地域マネジメント」 

清水 愼一／観光地域づくりプラットフォーム推進機構 会長 

 
前回の日本型 DMO の成功例の延長線上で、今回から実践的な部分を皆さま方と議論し

たいと思っています。きょうは、八ヶ岳観光圏の小林さんにお越しいただき、地域マネジ

メントに焦点を当てながらお話しいただきます。次回１月の雪国観光圏は、地域のブラン

ディングも含めてマーケティングに力を入れてお話しいただく予定です。日本型 DMO に

おけるマーケティング機能、マネジメント機能がどういう形で実践されているのか、少し

議論の提起ができるのではないか。これらを受けて、来年度はさらに実践について議論を

深めていきたいと考えています。 
 
観光形態と来訪者の行動範囲の変化を背景に観光圏が誕生 
さて、まずは観光圏事業について解説をしながら、観光地域づくりプラットフォームに

ついてみていきます。観光の形態が、従前の観光施設や宿泊施設中心のものから、「まち歩

き」のような異業種連携になってきたことはご承知のとおりです。「まち歩き」や「まち巡

り」を実現するには、観光関連事業者だけでなく、もっと多様な関係者、たとえば農家や

商店主たちの協力も得なければなりません。同様に、観光協会のあり方についても、問題

が提起されています。観光協会のメンバーは、宿泊施設・観光施設・輸送事業者といった、

従前の狭い範囲の観光事業者で構成されていますが、そこだけで議論していても、なかな

かことはうまくいきません。横断的に、農・商・工事業者も含めて、お客さまと対峙しな

ければいけません。 
また、お客さまの行動範囲は広域になってきており、つまり、自治体間連携が重要にな

ってきます。「自治体の、業種の、官民の壁を超えて」が、今の合言葉になっているわけで

す。そうした状況もあり、平成 20 年に観光圏整備法という法律ができました。新潟県と長

野県と群馬県の７市町村でつくる雪国観光圏のように、自治体の壁を越えて連携しようと

いうものが誕生しました。エリアの周遊滞在を促進していくことを目指す雪国観光圏では、

エリア全体を楽しんでいただくためにほくほく線という第三セクターも含めた鉄道事業者

とも連携し、また、最終的にはトレッキングをしていただこうと、今、160km のトレイル

の整備にも取り組もうとしています。 

第 7 回の DMO 研究会は「観光圏事業にみる地域マネジメントの仕組み」と題して、

お 2 人にお話いただきました。まず、観光地域づくりプラットフォーム推進機構の

清水愼一会長より観光圏を中心とした観光地域づくりプラットフォームについて解

説いただき、その後、その実践例として、一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメ

ントの代表理事・小林昭治氏から八ヶ岳観光圏プラットフォームの広域連携事業の

取り組みについてプレゼンテーションをいただきました。 
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失敗の反省から生まれた本来の広域観光を目指す 10 の観光圏 
平成 20 年に観光圏の公募を行い、最終的に 79 件が採択され、国土交通大臣登録になり

ました。しかし現実には、あまり成果も上がりませんでした。烏合の衆が 4 割補助という

国の制度に群がって、バラバラのところが一見まとまったふうにして動いていただけだっ

た。「自治体を超えて、業種を超えて、官民を超えて一緒になってやろう」という趣旨をだ

んだん忘れてしまい、結果的にバラバラな事業をホッチキスでとめて観光庁から 4 割補助

をもらっているという実態が、あちこちで露呈いたしました。 
 そこで、平成 24 年度にさまざまな議論をして、平成 25 年度から新たな観光圏を始めま

した。それまでの 79の観光圏は 5 年経過で一度見直し、自然死させることにしたわけです。 
 新たな観光圏は、「複数の自治体がまとまり、共にやることに意義を感じて、一緒に事業

を行い、お客さまに対峙して、そこにしかない資源でお客さまを楽しませて、結果的にエ

リア全体の地域経済が回るように取り組むこと」を目指しました。全体が 1 つのものとし

て機能するようにまとめていく。つまり、お客さまへの一元的窓口をつくりワンストップ

サービスを行い、エリア全体のブランディングを図りながらお客さまにアピールしていく。

そして、エリア内では業種を超えて、官民を超えてまとまることによって、相乗効果で成

果を上げて地域経済を回していくことを目指しました。 
 平成 25 年度は、「雪国」、「八ヶ岳」、「富良野・美瑛」、「佐世保・小値賀」、「阿蘇くじゅ

う」、「にし阿波～剣山・吉野川」の 6 つが第 1 次で観光圏として登録されました。第 2 次

で今年度、「ニセコ」、「浜名湖」、京都北部の「海の京都」、大分県の「豊の国千年ロマン」

の 4 つが加わって、現在は 10 の観光圏が機能しています。 
 
「観光地域づくりプラットフォーム」と「観光地域づくりマネージャー」が観

光圏の登録要件に 
これらの観光圏では、たとえば雪国観光圏の場合、「雪国文化の恵み」というコンセプト

でまとまり、ブランディングをしながら、それに基づくサービスや商品の提供に取り組ん

でいます。それができる態勢を整えるために、平成 25 年度の新たな観光圏登録の要件に、

「観光地域づくりプラットフォームがあること」がうたわれました。同時に「観光地域づ

くりプラットフォーム」で活躍する、主として民間の人材である「観光地域づくりマネー

ジャーがいること」も要件として明確に示されました。「観光地域づくりプラットフォーム」

は単なる協議会ではありません。マーケティングとマネジメントの機能を持った組織です。 
実は今、もう 1 つ動き出しているのが、いわゆるゴールデンルートに代わる広域周遊ル

ートづくりです。来年度の概算要求の大きな目玉の 1 つであり、この取り組みによって、6
泊とか 7 泊の長期滞在を実現していくことを狙っています。 
 先日の臨時国会の冒頭、安倍首相から 2 つの地方創生の成功事例が出ました。1 つは島根

県海士町。もう 1 つが祖谷渓、三好市です。三好市は美馬市、つるぎ町、東みよし町と共

に「にし阿波観光圏」をつくっています。ここがなぜ注目されたかというと、2008 年度に
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は、外国人宿泊客がわずか 1,749 名が、今年およそ 8,500 名になりそうだからです。この

地域は「2020 年に外国人観光客 1 万人」が目標でしたが、来年には到達する勢いです。わ

ずか数年で 5 倍にもなった。「まさに地方創生をインバウンドによって成功させたモデル」

として取り上げられたわけです。徳島県全体での外国人宿泊は 3 万泊しかありませんが、

そのうちの 1 万泊を三好市で稼ぎ始めています。その祖谷渓を支えているのが、にし阿波

観光圏です。ここでお客さまの実態調査をすると、半分以上が倉敷、そして関空経由です。

観光圏を 1 つの核にしながら、他の地域とつながっている広域周遊ルートができつつある

ことがわかります。 
 
広域観光推進 DMO のモデル、ドイツのロマンチック街道協議会 
観光圏は、「宣伝・プロモーションだけやっている行政の協議会」ではなく、「ブランデ

ィングを含めたマーケティング」、さらには多様な業種や複数の自治体をまとめて調整する

という「マネジメント」も行っています。同様の受け皿が広域周遊ルートでも機能してい

なければなりませんが、残念ながら日本の広域周遊ルートで成功している事例はゼロだと

私は思います。たとえば「日本ロマンチック街道」は 1988 年につくられました。毎年、加

盟する自治体が会費を納めていますが、この広域連携の HP の、たとえば「長野」をクリ

ックすると、軽井沢、小諸、東御、上田市の観光ガイドが出てきて、軽井沢町をクリック

すると、「お問い合わせは軽井沢町観光経済課」、「軽井沢観光協会」とあります。こんな

HP のために、毎年数百万から 1,000 万使っているわけです。これが広域ルートのモデルだ

として、国もかなりの補助を出したのです。この広域連携について、加盟している小諸・

軽井沢で「一体どういう成果があったのか」議論をしました。1 つもありません。この HP
ではお客さまは動きません。そもそも誰もこの街道をロマンチックだと思っていません。

日本ロマンチック街道と勝手に名づけて、首長たちが「一緒にやろうね」と始めただけ。

提携で調印してあとは知らんぷりの姉妹都市と同じです。日本の首長とか行政はこういう

ものが好きですね。こうした行政連携に平気で補助金を出すというのは問題です。今度の

地方創生事業でもこうしたところにお金を出そうという動きがたくさんありますが、もう

絶対だめです。無駄なことをやってはいけません。 
では、何が一番のポイントなのか？ 先日、自民党の勉強会で申し上げました。「ドイツ

のロマンチック街道の HP を見てください」と。最新のニュース、歴史、バス、キャンピ

ング、ユースホステル、イベントなどの情報が 7 カ国語で読めるようになっています。ロ

マンチック街道に関するあらゆる情報が全てまとめられています。バス、レンタカー、自

転車のレンタル、その途中のホテルやレストラン、サイクリング時の荷物の託送サービス

まで全部日本から予約ができます。それをこの、日本でいうところの一般社団法人に近い

「ロマンチック街道協議会」がワンストップで行い、マネジメントしています。これが DMO
の 1 つのモデルです。 

 



 第 7 回研究会－5  
 

日本の広域観光周遊ルートはほとんど行政主導であり、極めてうまくいっていないとい

うことを、われわれは反省せざるを得ません。その推進主体である「観光地域づくりプラ

ットフォーム」と、そこで活躍する「観光地域づくりマネージャー」をしっかり支えなが

ら、心からお客さまに対峙して、お客さまを動かしていく中身が必要だと痛感しながら、

既存の観光組織の DMO 化等を進めていかなければならないとあちこちでお話ししている

わけです。 
 では、早速、八ヶ岳ツーリズムマネジメントの実践をお話しいただこうと思います。 
 
 
（２）プレゼンテーション「八ヶ岳観光圏における広域連携事業の取り組み」 

小林 昭治／一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント 代表理事 

  
八ヶ岳観光圏（八ヶ岳ツーリズムマネジメント、以下八ヶ岳 TM）は、旧基本方針のもと

平成 22 年 4 月にまず観光圏に選ばれ、平成 24 年 12 月改正の新基本方針において平成 25
年 4 月に 6 つの観光圏のうちの１つに認定されました。その後、今年の 6 月からは観光圏

全体で一体となって日本の観光地のブランドづくりやマーケティングを行おうと、観光圏

推進協議会が設立され、清水先生を座長に 2 月に 1 度開催しています。今年の 10 月 30 日

には都内で観光圏シンポジウムを開催して、観光圏の取り組みを披露しました。 
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この事業には、「連携」とか「一緒に」ということがすごく必要なのです。単に圏域の市

町村がそれぞれのことをやればいいのではなく、圏域に住む人たちが、同じ方向と同じ目

的を目指してやらなければ何の意味もありません。そこに至るために、まずは自然や歴史、

文化を共有している地域が連携しようと、八ヶ岳を中心として山梨県の北杜市、長野県の

富士見町、原村、この 3 つの 1 市 1 町 1 村で、観光圏というエリアを形成しています。大

き過ぎず、小さ過ぎないエリアで、非常にいい連携が生まれています。 
 

「官民、地域間（行政間）、既存団体」という観光圏事業推進の 3 つの壁 
観光圏事業を推進するには 3 つの壁があると言われてきました。官民の壁、地域間の壁、

既存団体との壁。まずこれらをクリアしなければいけません。まず、民の連携ですが、平

成 20 年に観光圏整備法ができましたが、それ以前から八ヶ岳では、「八ヶ岳やとわれ支配

人会」という組織をつくり、長野県原村、富士見町、南牧村の野辺山、山梨県北杜市の施

設が平成 16 年から連携をしていました。補助金が欲しかったからではなく、観光のメイン

となる富士山のような超 A 級の資源がない八ヶ岳は、皆で一緒になって、八ヶ岳を前面に

出していかないと集客できないという危機感から、民の施設が集まりました。設立当初の

加盟施設数は 7 でしたが、今は 22 です。民の連携においては問題ありませんでした。 
 官民の壁の問題、これが一番大きかったと私は思います。民間にも行政にも、それぞれ

に特有の文化があります。私はたまたま財団法人に約 20 年勤め、県庁に 1 年ほど出向しま

した。そこでは、民間からの「提案しても、いつになっても結論が出ない」という声をよ

く耳にしました。しかし、やはり県民、市民の大事な税金を預かっている以上説明責任が

あり、簡単には執行できません。そのあたりを理解しないと、民と官は連携できません。

一方で、行政には民間の事情とやり方を説明して理解を求めていきましたので、比較的早

い段階で官民の連携はできるようになりました。 
観光地域づくりプラットフォームは非常にマネジメント力が必要になります。行政主体

の運営では難しい部分もあります。その点、八ヶ岳エリアの行政の職員は優秀で、我々を

表に出して後ろからサポートする仕組みをつくっておられます。行政の職員はどうしても 2
年、3 年で異動がありますから、べったり入ると最後までやりきれず、地域の信用を失いま

す。行政の方もそのあたりをわきまえておられる。そうした流れが非常によかったのかな

と思います。 
地域間、つまり行政同士の壁は、八ヶ岳の場合、幸いにも近隣と生活文化が似通ってい

るため、壁は早く取れました。 
それから、既存団体である観光協会とか商工会との壁があります。特に観光協会。しか

し、最初に清水先生から観光協会と対立するな、と釘を刺されました。要するに、「それぞ

れ担うべき役割が違う。やるべき事業を担っていただくことが一番大事だ」と。我々はま

だ地域内では知名度がありません。しかし、首長経験者さんや議員経験者さんなど名士が

名を連ねておられる既存団体は、地域の皆さんへの信用も厚いものです。たとえばワーク
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ショップなどを開く際も、観光協会主催にして連携し開催するほうが地域の皆さんも集ま

ってくださいます。 
 

観光地域づくりプラットフォーム「八ヶ岳 TM」の誕生 
我々は、基本的にはどの団体も強くなること＝八ヶ岳観光圏が本当に光っていくと捉え

て、また、あくまでも主役は圏域の住民であり、団体さんたちであるということを肝に銘

じて取り組んでいます。そのためにも、全体を調整する枠組みとして「観光地域づくりプ

ラットフォーム」＝一般社団法人八ヶ岳 TM を立ち上げました。もともと我々は二次交通

のバス事業などを行っており、「約 1,000 万円規模の事業をしているのであれば、そろそろ

一般社団等の法人格を取るように」との県中小企業団体中央会からの指導もあって法人化

の準備をしていました。そこにちょうど「観光圏整備法で法人格を取っては」とのお話が

あり、立ち上げに至ったわけです。 
 そして、事業を執行管理するために、観光地域づくりマネージャーを 6 名置きました。

今さらに 2 名を研修に出しています。地域づくりマネージャーは、北杜市観光協会の副会

長、清里観光振興会の会長、八ヶ岳エリアの大泉に約 3,000 の別荘を展開するセラヴィリ

ゾート泉郷の事業本部長などに務めていただいております。この 6 名は、全て八ヶ岳 TM
の社員、もしくは理事、監事になっています。この下に、八ヶ岳 TM 理事、宿泊部会等各

種部会、またはイベント等の各種実行委員会を設置して、地域全体で実行しています。 
ただ、そうは言っても、観光圏事業を実行するには、民間だけでは難しいので、きちん

と執行できているかどうか、月に 1 度点検の意味を兼ねて、清水先生を座長に、行政も交

え、運輸局や観光庁の方に来ていただきながら、ブランド確立支援事業戦略会議を開き、

その都度課題を浮き彫りにして、解決するようにしています。 
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何よりも重要な地域住民の合意形成と意識啓発 
我々は何を「クレド（行動理念）」としているのか、それは、地域住民の合意形成と意識

啓発です。これが無ければ、「住んでよし、訪れてよし」の地域にはなれないと思っており

ます。「地域づくりはやれることからやればいい」と言う人たちに、私はいつも「しっかり

とベクトル、目標が決まってからそれに向かってやれることをやるべき」と申し上げます。

ベクトル、目標が決まっておらずにやり始めても、どこかで頓挫します。地域で何をしな

ければいけないのかということをまず決めてから取り組むこと。これを一番大きなクレド

としています。 

自分たちの息子や孫に住まわせ続けたいという地域にしなければ、来訪客は再度訪れて

はくれません。自分たちが住みやすいところをつくること＝「住んでよし、訪れてよし」。

これを最重要課題として位置づけています。 
八ヶ岳地域の人口は、実はそんなに減っていません。それは移住者が多いからです。移

住者は、八ヶ岳エリアが素晴らしいと分かっておられます。私も同じ山梨県内でもよその

地域で生まれたのですが、もともと八ヶ岳エリアに住んでいる方々は、この素晴らしい大

自然のロケーションを見慣れているので、この空間と価値を当たり前と思いがちです。そ

れをもう一度皆で実感していただくのが、意識啓発です。そして、その情報を共有するこ

とで合意を形成する。そこから初めて DMO の D である目的地、つまりデスティネーショ

ンとしての八ケ岳を意識することが生まれると思っています。そのことに 5 年間の観光圏

事業を通して気がつかされました。 
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こうしたことを少しずつですが、地域の既存団体や小さなコミュニティ等で説明してい

ます。これをいかに継続し、皆が自分たちの地域が素晴らしいという実感を共有できた時

に初めて、来訪者に心からのおもてなしができると思っています。そのためには、やはり

連携です。たとえば、車で来訪されたお客さまが帰られる際に、ホテルの支配人が一言、「昨

日の夜にお出ししたレタスはあそこの農園で作っているのですよ。帰りに寄ってみられた

らどうですか。お電話しておきますよ」と言えば、寄って行かれます。寄っていただけれ

ば、そこで野菜を購入されるなどお金が動きます。そして農園の方が一言、「あそこのレス

トランには、このレタスを使ったレタスチャーハンがありますよ」と言っていただければ、

そのレストランにも寄っていただけるかもしれません。さらに、そのレストランで「あそ

この造り酒屋に地酒がありますよ」と言っていただく。 
山梨県の宿泊は、今、ほぼ 1 泊 2 日 1 万 9,000 円です。他の地域に比べて、宿泊滞在単

価は非常に低いです。地域の資源を理解し、皆で連携して紹介し合えば、地域全体が潤い

ます。その結果、「ならばもっと連携しよう」となるはずです。だから、住民の合意形成と

意識啓発が必要なのです。 
 
他地域にない特徴「1,000 m の標高差」という価値 
では、八ヶ岳は何を誇れるのか。我々のブランドコンセプトは「1,000m の天空リゾート

八ヶ岳～澄みきった自分にかえる場所～」です。 
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最低限、これは皆で共有していこうと力を入れたのが、「なぜ 1,000m なの？」という点

です。普通、「リゾート地が 1,000m 付近にあるからだ」と思うのですが、違います。八ヶ

岳は、標高400mから1,400mの間に生活圏があります。車でわずか30分の距離に標高400m
から 1,400m の地域が広がっている。つまり、高原リゾートと山岳リゾートの両面を持って

いる日本の中でも珍しい地域なのです。1,000m の標高差があると、たとえば標高 400ｍ地

点で桜が 3 月 28 日に咲いても、30 分車で上に行くと 5 月 15 日まで、つまり、1 カ月半も

桜を見ることができます。紅葉も、10 月の初めから 11 月 25 日ごろまで鑑賞できます。そ

うしたことを、皆の共有財産としていきたいと考えているわけです。 
 それからもう 1 つ、さきほど申し上げた移住者が多いのが大きな特徴です。諏訪地方か

ら山梨の北杜市までは「縄文銀座」と呼ばれており、約 5,000 年前の縄文人が多く住んで

いた安住の地でした。日照時間が日本一だからです。このことは過去の気象庁のデータで

立証されています。また、名水の里でもあります。北杜市には日本名水百選が 3 カ所も認

定されており、日本のミネラルウォーターの 3 分の 1 を生産しています。 
美術家・クラフトマンの移住、ペンションや別荘も非常に多く、25 年前には原村がペン

ションビレッジ日本一になりました。雑木林のダイヤモンドと呼ばれている国蝶オオムラ

サキは環境がよくないと生息しないのですが、日本一生息数が多いのが北杜市の長坂町で

す。これらは八ヶ岳観光圏の住みやすさの証しであり、我々が次世代につなげていきたい

財産です。お客さまに都会の喧騒で疲れた体を休めて、大自然の中でリフレッシュ、リボ

ーン、リセットしていただくようなところにしていきたいと思っています。 
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 お客さまに提供する主な滞在プログラムは、代表的なトレッキング、スノーシュー、小

淵沢の森の中を乗馬で巡るなどです。乗馬は、1 日で 6 万円ぐらいするのですが、海外の方

にかなり人気があります。 
 
観光地域づくりマネージャー自らが講師になる経験で人を育てる 
これまでの主な広域連携事業ですが、まず、先述の地域の皆さんに地域の財産を認識し

共有していただくための「人材育成と地域住民の意識啓発事業」があります。やはりこれ

を抜きにはできません。また、インバウンド・空間形成事業。八ヶ岳のホテルがゴールデ

ンルートの宿泊拠点になっているのですが、お客さまはそこから周遊はしません。このあ

たりも課題なのですが、その解決策の 1 つとしてもインバウンド事業に取り組んでいます。

他に、滞在プログラム企画・調整事業、宿泊魅力向上事業、マーケティング調査・情報戦

略・発信事業の全 5 本を、観光地域づくりマネージャーがセクション長となって、八ヶ岳

TM の理事や地域の関係する諸団体の皆様を巻き込んで展開しています。 

いろいろな成果も出ています。たとえば、清水先生のような専門家招聘による人材育成。

観光地域づくりプラットフォームがやるべきこと、向かうべき方向について、私たちも 5
年やってようやく、富士山の 1 合目にたどり着いたところでしょうか。清水先生には、来

るたびに「観光地域づくり」や「観光圏」についてご教示いただいています。まずはそれ

らを行政と観光地域づくりマネージャーが徹底的に学ばなければ、観光地域づくりプラッ

トフォームは機能しませんし、地域づくりもできません。 
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私も 5 年前に先生とお会いした時は、観光地域づくりについて人前でしゃべることはで

きなかったのですが、先生のおかけで少しずつ話せるようになってきました。今年からは

私を含めて他に 2 人の観光地域づくりマネージャーが講師になって、住民意識啓発のワー

クショップを開催しています。こうしたワークショップをもっと開催して、観光地域づく

りマネージャーが講師を務める機会を増やさなければと思っています。なぜならば、人の

前で話をするためには、観光圏の仕組みをきちんと理解しなければならず、我々自らが勉

強する必然が生まれるからです。 
このワークショップでは、住民の意識啓発のための「ギャップ調査」をしています。我々

がいいと思っている地域資源約 100 項目を、1 カ月間、インターネットを使って第三者に評

価をしてもらいます。年代・性別・居住地もさまざまな人たちからの回答が返ってきます。

それを見ると、我々と、来訪者や八ヶ岳エリアに関心の高い人たちとの意識の違いがよく

分かります。これこそ本当の意識啓発です。課題が見えますから、ある意味チャンスです。

この調査は今年で 2 年目です。私としては、この 2 年間の成果を小冊子にして、まずは観

光、商工団体さまに配布をしたいと考えています。そして現状・自分たちの思い・お客さ

まの思いを皆で共有して、そこから新しい商品をつくっていく。これこそがまさにマーケ

ティングだと思っています。 
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子どもたちから啓蒙、標高サインシートで気づく地域の価値 
 さらに、別の地域住民意識啓発事業があります。我々としては非常に大事な仕事だと位

置付けているものです。この圏域に約 2,000 人いる小学校 4～6 年生と中学校 1～2 年生を

対象とした『八ヶ岳おもてなし Book』という冊子を制作して、教育委員会の協力のもとに

配布しました。冊子では、標高差のことも取り上げています。わずか約 2,000 人かもしれ

ませんが、子どもたちがうちに帰って家族 5 人に話せば 1 万人になりますから、6 年で全体

にいきわたります。これもやり続けます。 
 もう 1 つは、1,000m の立体空間こそが重要な観光資源であることを地域の皆さんに理

解・認識していただくための、標高サインの制作と配布です。観光施設、飲食店、商業施

設等の約 3,000 施設に、その地域の標高を入れたサインシートを、商工会と観光協会さん

にご協力いただいて配布しました。結果、今、1,500 の施設が掲げています。セブン－イレ

ブンしかり、郵便局しかり。このサインシートをネタに地域の人同士が、またお客さまと

も会話が生まれます。 
良かったなと思った例があります。私は、清里丘の公園の社長をしており、ゴルフ場や

レストランを経営しています。その事業の中で温泉施設を 2 つ運営しておりますが、1 つは

標高 700mのところにあり、もう 1つは 1,170m のところにあります。ある住民の方が 700m
に位置する温泉を使われました。その 1 週間後に、1,170m に位置する温泉を使われた時に

ぽろっと、「あれ、ここが 1,170m か。じゃあ私の家は真ん中辺りだから、800m か 900m
ぐらいのところに住んでいるんだなぁ」とおっしゃったのです。実感していただけたので

す。そうした意識の啓発こそが、ブランドづくりの一歩につながっていくのかなと思って

います。 
 
HP で圏域の観光情報と予約を一元管理 
他に、宿泊魅力向上事業として、宿泊施設の魅力を高めるために圏域でアンケートを実

施しました。お客さまへの聞き取りにかかる人件費や人の手配のことを考えると、アルバ

イトにお願いしようとなりがちなのですが、そうするとナマの声が聞けません。ですから、

観光地域づくりマネージャーと行政で手分けして実施しました。聞き取りの際にお客さま

と会話すれば、リピートしてもらうきっかけづくりができますし、何より本当にお客さま

が本当に欲しているものや課題も見えてきます。 
また、今年は、冬の八ヶ岳を楽しんでいただくための星空を活かした宿泊滞在プログラ

ム「スターオーシャン八ヶ岳」を開発・販売し、大手旅行会社の Web でプロモーションも

行いました。こうした商品を、我々は、お客さまから見たワンストップ窓口として、自ら

のポータルサイト「八ヶ岳観光圏公式ホームページ」の中で在庫管理しています。お客さ

まはサイトからも予約できますし、この HP に登録している宿泊施設には ID を渡して、宿

泊施設側でも管理ができるようにしています。サイト上で各宿の予約状況のみならず月々

のイベント実施予定もわかるようになっています。このサイトの運営費は行政から資金援
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助いただいておらず、企業の協賛金（バナーリンク）で賄っています。今、総務省関連の

国立情報学研究所（NII）とライブログ集積やイールドマネジメント等の ICT 事業で連携し

ており、新しい一元管理の仕組みを今年中に導入する予定です。 
  
意欲ある事業者同士の広域連携が生んだ相乗効果 
「八ヶ岳新そば祭り」、「寒いほどお得フェア」といった事業は、もともと行政の補助金

に頼らず、民主導の受益者負担で開催してきました。「八ヶ岳新そば祭り」の事業者の参加

費は 1 万円、「八ヶ岳天空博」は 5,000 円、「寒いほどお得フェア」は 1 万円です。「八ヶ岳

新そば祭り」は、観光地域づくりプラットフォームができる前は、清里エリアのそば店 5
店のみで行っていました。「寒いほどお得フェア」は 50 店。八ヶ岳観光圏として広域連携

事業で実施すると、「八ヶ岳新そば祭り」は参加 35 店舗に、「寒いほどお得フェア」は 100
店舗に増えました。広域になることで、メディアもかなり注目してくれます。「寒いほどお

得フェア」参加 50 店舗の時は NHK もローカル局だけの扱いでしたが、100 店舗になった

時は全国放送してくれました。 

民の世界では、成果が無ければ継続しません。ずっと続いているのは、それだけ成果が

あるからです。行政や観光協会の事業は、どうしても補助金ベースになるため、パンフレ

ットなどを作り、良くも悪くも公平平等にまんべんなく事業者を扱います。でも我々のや

り方は、お金を出してくれた事業者だけですから、やはりそれなりに元気なところばかり

です。自ら出費した分お客さまを呼ぼうと努力をしますから、お客さまにもそれなりの満
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足を与えることができます。最近では、全部一律ではなく、「うちは 1 万円出してこれだけ

のことをやりたい」といった声も出て来るようになりました。そこで、来年は 1 万円や 2
万円枠も少しつくっていこうと、部会の中でも話合っています。 

HP のリンクバナーも、画面の上の位置の場合 5 万円、サイドは 3 万円です。HP は 1PV
が 1 円と言われていますが、うちは今、年間 40 万 PV。まだまだ少ないです。100 万 PV
にまでしなければならないと思っていますが、40万PVですから「年間だと50万ですけど、

仲間だから 5 万円」として協賛金を募り、年間約 55 万円の中から更新費用 40 万円をねん

出して管理しています。観光圏全域を見渡せるマップや天空博などのイベントチラシ、WEB
サイトといった情報発信ツールも、企画からデザインまで専門業者に頼らずにほぼ自分た

ちで作っています。 
八ヶ岳には約 200 の宿泊施設がありますが、その 9 割近くがペンションとプチホテルそ

れと民宿となっております。やはりそこが変わらないと、結果も伴いません。その点を清

水先生に指摘され、インバウンドの受け入れ意識について調査を実施しました。200 の宿の

うち、「インバウンド受け入れをやってみたい」と答えたところが 40 軒ほどありました。

その 40 軒を対象にインバウンド啓発ワークショップを清水先生の下、3 回のワークショッ

プを開催したところ、初回の参加は 5～6 軒でした。しかし、最終の３回目には 15 軒が参

加しました。山梨県には世界文化遺産となった富士山がありますので、インバウンドの観

光客の増加で、山梨県全体の観光客数は増えています。一方、八ヶ岳はまだインバウンド

観光への取り組みやケアへの意識は低いです。今年は、2 月の大雪、また 8 月の南洋型低気

圧による雨、9、10 月が台風の影響で国内の観光客数は非常に厳しい数字となっています。

そうした事情からも、インバウンドへの取り組みが重要であり、そこへの意識啓発を行っ

ているところです。 
 
地域鉄道と地域バス事業者と連携して二次交通の検討も 
 最後に、二次交通についてお話しします。他の観光地でも、二次交通は避けて通れない

今後の課題だと思います。我々は 10 年前からホテルの支配人で組織する「八ヶ岳やとわれ

支配人会」で、共同で駅までの迎えのバスを走らせようと、平成 19 年から八ヶ岳高原リゾ

ートバスを運行しています。また、小淵沢の駅を起点として実証実験で鉢巻周遊バスを走

らせたりと、ある程度充実しているのですが、冬季は運行しておらず課題を抱えています。 
 この課題は、地域側だけでいくら議論しても先に進みません。二次交通といえば、地域

鉄道は外せないのですが、これまでは行政が主導して鉄道会社と話をしていました。今回

は私が鉄道の支社に出向いて会議に出席してもらうよう交渉し、八ヶ岳 TM がコーディネ

ートする形で二次交通の分科会をつくりました。この分科会は、鉄道会社、バス事業者、

行政、県、市町村で構成しました。鉄道会社の SUICA などの IC カード利用を二次交通の

バスにも導入するか、それには周遊バスまで含めるかといったことも検討している最中で

す。こういった議論の場をつくるのが観光地域づくりプラットフォームだと思います。 
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 来年は、東京のホテルに泊まったインバウンドのお客さまを地方に動かすために、東京

駅から直行バスを走らせることも考えています。そこから二次交通につなげることを、山

梨交通さんと「とりあえず 2～3 カ月の短期間で動かしてやってみようか」と、今まさに最

終の議論をしているところです。引き続き来年の 4 月から、インバウンド部会の事業で実

施していきます。 
何よりもまずは、地域の皆さんの合意形成と意識啓発に特化してやっていく。それが日

本の顔となる八ヶ岳ブランドの一番の早道と捉えています。ありがとうございました。 

 
＜質疑応答＞ 
 
Ａ：高知県の観光コンベンション協会に勤めています。高知県の四万十川流域の幡多広域

観光協議会は初期のうまくいかなかった観光圏であり、今、再度立て直しを考えています

が、なかなか合意形成が取れていない状況です。先日、「たとえば、パンフレットにも HP
にも、宿泊施設の写真などの個別の情報を載せられない。問い合わせがあっても、お勧め

の宿を紹介できない」と事務局長が話していました。理由は、「理事会が 6 市町村の役場の

課長」だから。これは広域協議会という組織の財源が、市町村からの補助金である以上絶

対不可能なことなのか、それを断ち切らないと無理なのか、あるいはいただきながらも、「消

費者視点に立った時には、それが結果的に地域のためである」という理解を得られるもの

なのか。何かアドバイスをいただければ。 
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小林：八ヶ岳観光圏ポータルサイトでは、関係各者に ID を付与し、自由に情報を発信（投

稿）していただきますので、我々のほうで情報をピックアップはしません。「投稿したい方

は観光圏サイトに登録してください」と。発信された情報は、「八ヶ岳各施設の最新情報」

として常にトップ画面の上に表示されるようになっています。左カラムでも、「八ヶ岳を楽

しむ」、「食べる」、「泊る」等の 13 のカテゴリーに分けて紹介しています。今、500～600
施設登録していますが、動いているのは 100 か 150 ぐらいです。サイトの運営の初年度は

3 市町村に負担いただきましたが、2 年目以降はバナー協賛の財で動かしています。 
 
Ａ：飲食店も一緒ですよね。 
 
小林：そうです。自ら更新しないと「八ヶ岳各施設の最新情報」欄の情報がだんだん下に

いってしまいます。ですから、ツイッターとかブログを使って、少しでも上に表示させる。

そうすると、ヒット率が高くなりますので。 
 
Ｂ：現在、登別市の観光大使的なことをしています。2014 年度時点で結構なのですが、受

益者負担も含めて、事業費はどのくらいでしょうか。 
 
小林：総事業費 3,000 万円に対し、国のブランド観光圏事業による 40％の補助を抜いた裏

負担が 1,800 万円。この内訳は民間から 600 万、行政の連携事業として 600 万、3 市町か

ら併せて 600 万。2015 年は増額して事業を計画しています。こういった取組実績から、連

携を条件とする各省庁の支援事業に行政が申請することも始めています。例えば、国交省

の「道の駅」による地方創生拠点の形成事業で、地域外から活力を呼ぶゲートウェイ型と

して小淵沢の道の駅を申請しています。観光圏での連携の積み重ねがあったからこそ事業

の選択肢が拡がっていると思います。 
 
Ｃ：観光圏のブランディングについてお聞きします。観光圏の要件として、2 泊 3 日以上の

お客様を取って行くということですが、1 泊 2 日のお客様をどのように 2 泊 3 日に誘導して

ゆくのか、また八ケ岳を 2 回、3 回と訪れるリピート率はどの程度でしょうか。 
 
小林：八ケ岳は都心から 1 時間で到着できる日帰りエリアで、2 泊 3 日に滞在を引き延ばす

のが一番の課題です。スターオーシャンプログラムなどナイトプログラムの充実や周遊の

足となる二次交通の問題解決に向けて取り組んでいるところです。既存の施設だけでは効

果の上がらないことを観光圏ではエリア全体で取り組んで、効果を最大限に引きのばして

いきます。 
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清水：これから大切なことは、持続してゆくこと、成果を求めること、多くの人に来ても

らうことです。ブランディングとは本物、他に勝つもの、ここにしかないものです。ゆる

キャラではありません。本物をどうやって見つけ出すか、そこにはこういうまちでありた

いという議論があります。だから時間がかかるのですが、この議論をリードできる人（観

光地域づくりマネージャー）が民間にいないとなかなか進みません。行政では人が異動し

てしまうと元の木阿弥になってしまいます。ただ民間が育っていない地域もあります。行

政側もお客様視点を持って観光地域づくりマネージャーとして取り組んでゆくことが大切

です。 


