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アフターコロナ時代の内発的な観光の構想

――コロナ禍をめぐる福島県檜枝岐村・京都府伊根町の
価値明示型の観光実践から――
法政大学現代福祉学部 准教授 野田

岳仁

コロナ禍によって、多くのマスツーリズムの観光地が大打撃を受けるなか、福島県
檜枝岐村や京都府伊根浦では、その影響を最小限に抑え、いち早く回復することに
成功している。オーバーツーリズムを回避し、大衆に迎合するような観光地づくり
から脱却するにはどうすればよいのだろうか。この小論では、大衆的な観光地化を
目指さず、地元住民の暮らしを成り立たせる手段として観光に取り組んできた２つ
のローカルな観光実践から、アフターコロナ時代の観光のあり方のヒントを探る。

《キーワード》
● マスツーリズムの問い直し
● 平準化の発想
● 同質性と異質性
● 価値明示型の内発的な観光

一般社団法人 日本協同組合連携機構

https://www.japan.coop/wp/publications/publicacion/report

１．はじめに：マスツーリズムの問い直し
新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の世界的大流行によって、従来型の観光
のあり方であるマスツーリズムは根本的に問い直されはじめている。観光は、ヒト・
モノ・カネのグローバルな移動を加速させてきた近代的現象の典型であり、新型コロ
野田 岳仁
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新型コロナウィルスの流行以前から世界各地でオーバーツーリズムによるさまざまな
問題が指摘されてきた。
世界的観光都市として知られる京都の祇園エリアにある看板には、ピクトグラム注）
で外国人観光客にも分かるようにメッセージが発せられている。京都では「舞妓パパ
ラッチ」という言葉があるように、舞妓や芸妓を追っかける外国人観光客による迷惑
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性を発揮させるものとして発展してきた歴史をもっている。従って、観光には、あら
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単語」などと呼ばれる、情

観光に取り組む限りは、観光客による自由な振る舞いによって生じる問題や大衆に迎

報や注意を示すために表示

合するような観光地づくりの弊害と向き合わざるを得ないからである。

される視覚記号

このことを踏まえたうえで、アフターコロナ時代の観光とはどうあるべきなのだろ
うか。このような時代だからこそ、地元住民の暮らしと観光を両立させる政策論を構
想していく必要があろう。
この小論では、大衆的な観光地化を目指さず、地元住民の暮らしを成り立たせる手
段として観光に取り組んできたローカルな観光実践を取り上げて、アフターコロナ時
代の観光のあり方のヒントを探ることを目的としたい。
興味深いことに、この小論で取り上げる２つの地域では、コロナ禍によってマスツー
リズムの観光地が大打撃を受けたにもかかわらず、その影響を最小限に抑え、いち早
く回復したという共通点をもっている。２つの地域では、なぜコロナ禍の影響をさほ
ど受けなかったのだろうか。その理由を探りながら、今後の展望を考えていくことに
したい。

２．福島県檜枝岐村の “ 美しい村づくり ”
ひの え またむら

１つ目の事例として取り上げるのは、福島県南会津郡檜枝岐村である。檜枝岐村で
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は、50 年もの間、外部資本に頼らず内発的な観光に取り組んできた地域である。
（１）奥会津の山里・檜枝岐村
檜枝岐村は、福島県の最西端に位置し、群馬県と新潟県の県境にある。2000 ｍ級
の山々に囲まれ、人びとが暮らす平地でさえ、標高はおよそ 950 ｍ地点にある。村
の面積の 390.5㎢のうち 98% が山林である。村の人口は 521 人である（2020 年 11
月末時点）。それゆえ、日本一人口密度の低い村といわれている。
檜枝岐村は、“ 日本最後の秘境 ” とか “ 桃源郷 ” というフレーズが代名詞となるほど、
特色のある民俗や豊かな文化を形成しており、古くから多くの民俗学者を惹きつけて
きた。
そんな檜枝岐の社会生活を語る上で欠かせないことは、
「１村１集落」であることだ。
すなわち、１つの集落という人びとの共同的なまとまり = 行政村という全国的にもた
いへん珍しい自治体であることである。比喩的にいえば、私たちに身近な町内会長さ
んが村長さんであるようなイメージであろうか。だからこそ、檜枝岐村には独特な結
束感が漂っており、行政運営においても住民との距離が近く、民意が反映されやすい
という特徴をもっている。このことは、村ぐるみの観光化に乗り出す際にも、有効に
機能したといわれている。

【写真１】檜枝岐村全景（檜枝岐村提供）

（２）村主導の観光
檜枝岐村は国立公園特別保護区である「尾瀬」の福島側の入り口という立地にある。
1970 年頃からは、この立地を生かして村ぐるみで観光業に乗り出した。これは貧し
さのなかから脱却するためであったという。檜枝岐村は日本有数の豪雪地帯であり、
寒冷高地では稲作には適さないため、人びとは山仕事を中心として出作り耕作、山野
での狩猟、イワナやサンショウウオを中心とした漁撈、山菜などの採集、ヘラやシャ
クシ作りなどを組み合わせながら生計を成り立たせてきたのである（野田 2016）
。
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1960 年代に入ると村は急速に近代化していった。1960（昭和 35）年に奥只見ダ
ム発電所が完成し、膨大な固定資産税によって財政が好転することになったからであ
る。同年に尾瀬が国の特別天然記念物に指定されると、観光ブームにものって尾瀬
への入山者が増加した。1971（昭和 46）年に村が主導して民宿を増やしていく。２
年後には、村は温泉を掘り当て、公共浴場の建設だけでなく、全戸に温泉を供給し、
33 軒の民宿の営業を後押しすることになったのである。それ以降 50 年間、外部資
本に頼らずに自律した観光地として成功してきたことは特筆すべきことであるだろ
う。
（３）檜枝岐観光のいま
ここで近年の状況をみていこう。2019（令和元）年の尾瀬入山者数は約 25 万人
であったという。そのうちの約７割が群馬側、約３割が福島側となる。この数字は、
1996（平成 8）年の約 65 万人のピーク時の４割まで落ち込んでいるそうである。
檜枝岐村内の民宿旅館の年間宿泊者数（2019 年）は、約２万 3000 人である。96
年のピーク時には、約６万 5000 人だったという。
村内民宿施設数は、旅館３軒、民宿 27 軒、尾瀬山小屋 10 軒である。村内の宿泊
キャパシティは、１日約 450 人になる。観光シーズンにはお客さんを断ることも多く、
また冬期はほとんどが休業となる。興味深いことは、この数字を伸ばそうと宿泊施設
を増やすのではなく、季節によるバラツキをなくし、年間を通じて平準化していく発
想をもっていることである。
檜枝岐村では、新型コロナウィルスの影響を受けて 2020 年６月末までは、政府の
要請に従い、村営施設・民間施設とも営業自粛した。尾瀬の入り口の御池駐車場も閉鎖、
シャトルバスを運営する会津バスも村からの要請により運行を休止したという。7 月
からは事業種目別ごとに対応ガイドラインを作成し、営業を開始した。宿泊施設につ
いては、通常の 7 割程度の営業としたものの、お客さんの戻りは早かったという。
（４）なぜコロナ禍でもいち早く回復できたのか
なぜコロナ禍の影響を最小限に抑え、いち早く回復することができたのだろうか。
大きくは３点について指摘することができる。
１つは、安易にインバウンドに走るのではなく、檜枝岐村の観光を支えてきた国内
のリピーターのお客さんを大切にする方針をとってきたことにある。
先に示したように、確かにピーク時からは宿泊客数が減少している。実は国内の温
泉街などの観光地でも大きくは同様の傾向にある。その多くでは、この減少分の穴埋
めをインバウンドに頼ったり、インバウンド向けに宿泊施設を増設したりした。しか
し、檜枝岐村は、インバウンドに頼って観光客数をむやみに伸ばそうとせず、年間を
通じて平準化することを選択している。結果的に、日本人の個人客を大切に営業して
きたことが奏功し、新型コロナウィルスによる影響を最小限に留めることができたと
いう。
２つ目は、土地所有や観光事業をめぐる “ ローカルなルール ” の存在である。檜枝
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岐村では当初からマスツーリズムを目指してこなかった。尾瀬の観光ブームを受けれ
ば、観光消費額や観光客数を伸ばすために大型ホテルなどを誘致しがちである。しか
し、檜枝岐村は、外部の資本や企業の参入を許さなかった。これは檜枝岐村のある種
のローカルなルールが機能した結果でもある。
檜枝岐村の観光について調査した蘇理剛志は、村内の土地を外部に土地を売っては
いけないこと、旅館民宿の経営やその他の観光事業については、外部資本を極力介入
させないことなどの「申し合わせ」があることを指摘している（蘇理 2007）
。蘇理
がいうように、檜枝岐村のような小さな村の観光に外部資本が介入すれば、それまで
培ってきた村の共同性や公平性を覆してしまう危険性があるからである。
３つ目は、地域全体として利益を分け合うような “ 平準化の発想 ” をとっているこ
とである。すなわち、民宿や旅館でお客さんを奪い合うことをしないのである。驚く
ことに、お互いに譲り合うような発想をもっている。筆者も調査に訪れる度に気づか
れるのだが、民宿の連泊は喜ばれず、推奨されない。いろんな民宿があるから他所に
移ってほしいと勧められるのである。
さらに民宿で供される食事は山人（やもーど）料理と呼ばれるものである。山人料
理とは、山で働く男たち＝山人たちの料理を意味する（関 2016）。山の恵みととも
に生きてきた檜枝岐の食文化が感じられるようなメニューが並ぶ。イワナ（刺し身・
塩焼き）、サンショウウオ（天ぷら）、裁ち蕎麦やはっとう（そば餅）などのそば料理、
山菜とキノコ料理を基本とする。季節によっては、クマなどの肉料理が加わることも
ある。
民宿によって多少のバリエーションはあるものの、基本的なスタイルは同じである。
さらには、民宿の宿泊料金もほぼ同じ価格帯にある。これはどういうことなのだろう。
観光業の通説とは真逆だからである。教科書的にいえば、いかに競争力を高めるか、
いかに差別化を図るかが説かれるはずである。しかしながら、檜枝岐村では、そのよ
うな発想をとらない。
お客さんをいかに奪い合うかではなく、お客さんを譲り合いながら、地域全体とし
て利益を分け合ったり、平準化していこうとする考えが貫かれている。つまり、
「競争」
から「共創」へ発想の転換をしているのである。このことは広い意味で、人びとの生
活を保全することにもつながっている。檜枝岐村特有の結束感がそうさせているのか
もしれない。
観光の現場においても「共創」という考え方は注目されつつあるが、檜枝岐村のよ
うな水準で実践できている地域はほとんどないであろう。だからこそ、結果的に他地
域とは差別化され、リピーターに愛され続ける観光地であるのだろう。
（５）檜枝岐村の観光ビジョンにみる “ 美しい村づくり ”
なぜこのような独自のユニークな取り組みができているのだろうか。その骨格とな
る考え方とはどのようなものなのだろうか。
檜枝岐村では、大衆的な観光地を目指すのではなく、“ 美しい村づくり ” というビ
ジョンを掲げている。聞き取りによれば、道路脇の草刈り作業や景観にマッチしたサ
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イン整備などに力を入れているという。確かに隣接の自治体から村内に入った途端に、
道路脇の景色は一変する。道路脇の雑草がなく、きれいに手入れされているからであ
る。しかし、檜枝岐村の魅力とは、こうしたハードの整備では決してあらわれないも
のにあるように感じる。
それは、檜枝岐村の人びとの美しい精神性につながるようなものであるのかもしれ
ない。それは先に述べたようなローカルなルールやお客さんを譲り合うような “ 平準
化の発想 ” にもあらわれているだろう。
加えて、ここに象徴的な写真を示しておきたい（写真２、３）。調査に訪れる度に、
この六地蔵はいつも美しくお世話されている。真冬には寒くないように温かい衣装を
まとっている。このようなお世話をする人びとの存在こそが、美しい村をづくりを支
えているのではないだろうか。

【写真２】夏の六地蔵の風景（筆者撮影）

【写真３】冬の六地蔵の風景（筆者撮影）
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実はこのビジョンは、民俗学者の柳田國男の主張と重なるものでもある。すなわち、
「村を美しくする計画などというものは有り得ないので、あるいは良い村が自然に美
しくなって行くのではないかとも思はれる」（柳田 1998（=1941））。つまり、美しい
村とは、人為的な計画ではなく、よい村が自然と美しい村をつくることを指摘してい
るのである。まさに檜枝岐村はこのような発想に立っているといえるだろう。

３．京都府伊根町のアクアツーリズム
もう１つの事例は、京都府与謝野町伊根町である。伊根町のなかでも伊根浦と呼ば
れる伊根湾に面する地域には、年間 30 万人もの観光客が訪れる “ 舟屋のまち ” とし
て広く知られている。水辺空間で展開される観光は “ アクアツーリズム ” とも呼ばれ
るようになっている（野田 2019）。伊根浦では観光のあり方をめぐって地域が揺れ
ている。なぜ地元住民は行政が推し進めるマスツーリズムに反対するのかその理由を
みていこう。
（１）漁業で栄えた伊根浦
伊根浦は江戸時代には日出村、平田村、亀島村の３つの村で構成されていた。その
地域的なまとまりは残っており、夏祭りはこの３つに分かれて行われている。８つの
集落（日出、西平田、東平田、大浦、高梨、立石、耳鼻、亀山）に 339 戸、856 人
が暮らしている（伊根町町勢要覧 2018 年より）。
伊根湾とその周辺はよい漁場とされ、鰤漁をはじめとして古くから漁業として栄え
てきた地域である。伊根の漁を語る上で欠かせないのは、鯨漁である。江戸時代から
大正時代の記録の残る「鯨永代帳」には、256 年間で 355 頭の鯨が捕れたことが記
録されている。湾内に入ってくる鯨を村人総出で捕獲し、その利益で祭りのための荘
厳な屋台船をこしらえたそうである。伊根の人びとにとって、鯨漁は人びとの絆や団
結を生みだしたものとして語り継がれている。
ところが、伊根浦の発展を支え続けた漁業は衰退しつつある。町の統計によれば、
1988（昭和 63）年に 389 人いた漁業従事者は、2013（平成 25）年には半分以下
の 173 人まで減少している。漁業が頭打ちになったいま、新しい地域の産業として
観光に期待を集めることになっているのである。
（２）“ 舟屋のまち ” の観光地化
伊根浦が一躍有名になったのは、美しい “ 舟屋 ” の景観である（写真４）。舟屋とは、
１階が舟のガレージで２階は居住空間（もともとは物置）になった建物のことを指す。
舟のガレージであるので、海に面するように建てられたものである。
ここで写真５をみてみよう。この写真では、左から江戸、昭和初期、大正時代の舟
屋が並んでいる。これらの舟屋が伝統的な形といわれている。現代よりも間口も広く
海に向かって沈んでいる特徴がある。まさに舟の小屋といった趣である。
伊根浦には 230 もの舟屋があるといわれており、まさに湾を取り囲むように舟屋
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【写真４】伊根の舟屋（筆者撮影）

【写真５】江戸期から昭和初期の舟屋（筆者撮影）

が海に浮かんでいる光景は圧巻である。“ 東洋のヴェネツィア ” と呼ばれるように、
このような景観は日本ではもちろん、世界でもとても珍しいものである。
伊根浦は現在のように年間 30 万人もの観光客が訪れるような観光地ではなかった。
もともと釣り客が訪れるような静かな漁村であったのである。湾内には釣り客をター
ゲットにした個人経営の民宿があるだけで目立った観光施設があるわけではなかっ
た。
伊根の舟屋が全国的に知られるようになったのは、1993（平成５）年に NHK 連続
テレビ小説『ええにょぼ』の舞台となったことである。この年は前年比で約 2.5 倍と
なる年間 38 万以上の観光客を集めた。それ以降は、20 万人から 25 万人で推移して
いたが、2005（平成 17）年に国の伝統的建造物群保存地区にも選定され、地域ぐる
みでの観光への機運が高まっていく。
2016（平成 28）年には、京都府および北部７市町（福知山市、舞鶴市、綾部市、
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宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町）が強固に連携し、地域主導によるブランド観
光圏「海の京都」を確立するために、観光まちづくり法人（ＤＭＯ）が立ち上がり、
近接する府内屈指の有名観光地である天橋立とあわせて伊根の舟屋も主要な観光名所
として位置付けられていくことになった。伊根町は、「伊根浦観光振興ビジョン」の
なかで、2020 年に年間 50 万人の入込客数を目標に掲げていた。
筆者は、伝統的建造物群保存地区に選定された後から調査に訪れているが、その当
時はひっそりとしたのどかな漁村であった。ここ数年で、一転してマスツーリズムの
観光地に変貌しつつあることに懸念を抱いてきた。確かに府や町、ＤＭＯが推進する
「海の京都」というブランディングは、観光客誘致の観点からみれば大きな成功を収
めているようにみえる。しかしながら、現場で暮らす人たちの立場に立ってみれば、
このように手放しで評価できる状況にはないからである。
（３）住民の生活からみた観光地化の課題
急激な観光客数の増加は現場に暮らす人びとの生活を脅かすものであったという。
言うまでもなく、伊根浦一帯は地元の人びとの生活領域である。伊根浦は周囲を山に
囲まれており平地がほとんどない。海があり、舟屋があって、一本道の狭い道路を挟
んで山側に母屋という空間配置になっている。古くはこの道路もなく、人びとは舟で
対岸に行き来をしていたものだという。高梨という集落が海を挟んで対岸の亀山・耳
鼻・立石と同じ行政区に位置づけられているのはその左証となっている。
この道路はいわば住民の生活道路であり、大型の観光バスが迷い込んでしまえば、
たちまち身動きがとれなくなってしまう（写真６）。現在は対策されているものの、
それでも誤って侵入する車が後をたたない。

【写真６】迷い込む観光バス（筆者撮影）

観光客のターゲットは舟屋である。舟屋は、海に面して建っているため海側（湾内）
からその光景をみたいと思うはずなのだが、海上タクシーの数は限られるし、少々値
も張る。したがって、直接舟屋を覗き込んだり、無断で立ち入るようなことが相次い
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だ。もっとも、舟屋は見世物ではない。舟屋では洗濯物を干していたりして、船上か
ら舟屋を覗き込まれることも気分のよいものではないという。住民の立場からすれば、
文字通り住民の生活空間に土足で立ち入られるような感覚になるからである。このよ
うに、観光客と地元住民がトラブルになったり、住民の生活と観光とをどのように両
立させればいいのか、頭を悩ませているのである。
けれども、地元の人びとは観光そのものに反対しているわけではない。漁業が頭打
ちとなり、観光に活路を見いだしている人たちも少なくないからである。先にみた海
上タクシーも漁船を転用している例もみられる。このようにみれば、観光そのもので
はなく、行政による観光の方向性をめぐって人びとは不満を抱えていることが分かる。
ここで両者の立場を理解するために象徴的な出来事を挙げておきたい。
（４）地域を揺るがしたホテル建設計画
伊根浦の観光を考えるうえで、地域を揺るがした出来事とは、行政主導によるホテ
ル建設計画である。先に述べたように、伊根浦には個人経営の民宿があるだけで団体
客を受け入れられるようなホテルはない。伊根浦では当時 16 軒の民宿があり、その
うち 13 軒は舟屋を改装した一棟貸しの民宿であった。観光地化を推進する府や町、
ＤＭＯにとっては、伊根浦の宿泊数を増やし観光消費額を伸ばすことが課題となって
いたからである。
2018 年９月９日の『京都新聞』の記事をみていこう。同年５月に伊根町亀島の道
の駅「舟屋の里伊根」敷地内に民間のホテル建設計画が浮上した。伊根町企画観光課
によれば、事業者は積水ハウスで、前年５月に府を通じて打診があったという。ホテ
ルは軽量鉄骨構造２階建てで部屋数は 50 室程度。宿泊料金は１室１万 2000 円ほど
で、食事の提供はない。町は土地使用料収入と一定の雇用創出などを見込んだ。同課
担当者は、近年の観光客数の急増を受けて、「ホテルができれば、まつりの時期や年
末年始にも対応できる。観光消費額を伸ばすことができるだろう」と述べている。
６月 18 日には、伊根町が伊根町商工会、伊根町観光協会、伊根浦舟屋群等保存会
の３団体の会員向けに説明会を開催。説明会では、ホテル計画に対して不安の声があ
がった。町は「宿泊施設不足を解消できる」といったメリットを挙げるが、地元団体
は「舟屋が並ぶ景観にそぐわない」「地元業者を圧迫するのではないか」などと反発
したことを伝えている。それに対して、町はホテルの建設は舟屋の見えない高台に建
設するため「地元業者とは競合しないと考えている」と説明した。地元団体は、「地
域住民による宿泊施設の新規開業などに影響があるのではないか」と懸念を示した。
伊根浦舟屋群等保存会会長は「舟屋は魚釣りをしたり漁に出たり、思い出の詰まっ
た場所。他力本願でなく、住民主体で地域を盛り上げみんなが恩恵を受けられるよう
にしたい」と話した。
３団体は、７月にホテル計画反対の意見書を町に提出した。これに対して、町は８
月６日付けで３団体に対して「住民の皆さまの賛同と地域の理解が無ければ、用地提
供をはじめ事業に協力することはできない旨、京都府と事業者に伝えた」と返答した。
伊根町商工会、伊根町観光協会、伊根浦舟屋群等保存会の３団体の会員数をあわせる
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と、住民の過半数を超えるものであり、行政はまちの総意として反対と理解したよう
である。最終的にはホテル建設計画は断念することになったのである。
ここで、両者の立場をまとめておこう。言うまでもなく、府や町、ＤＭＯの進める
観光の方向性とは、外来型の開発であり、典型的なマスツーリズムの手法である。そ
れに対して、住民側の観光の方向性とはどのようなものなのであろうか。観光そのも
のに反対ではないとすれば住民側はどのような観光を望んでいるのかをみていこう。
（５）ホテル建設計画反対の理由
ここで３団体のうちの伊根浦舟屋群等保存会が町に提出した反対の意見書をとりあ
げる。住民の観光に対する考えがあらわれていると考えられるからである。これは町
によるホテル建設計画の説明会の後に保存会の役員会を経て出された意見である。主
張の骨格は次のようなものである。少し長いが、会の考えを理解するためにみていこ
う。
「この伊根浦の景観は、全国的に類をみない景観であり、伊根の誇れる財産・宝で
あると同時に町全体の未来を担う重要な町づくりの核であるとの認識をもって事業推
進に取り組んでおります。観光客が増えて宿泊施設の受け入れが不足している現況で
はありますが、伊根湾や青島及びこれらを囲む魚付保安林という環境とあいまった独
特の歴史的景観を守るため、重要伝統的建造物群保存地区内でのホテル建設という開
発行為ではなく、町民全体の宝である舟屋群等の景観を未来に残せれる（原文ママ）、
伊根湾全体がホテル構想のように地元の人が活性できる制度、施策を充実していただ
きますようお願いします」。
さらに、「最近、日本人観光客はもとより、外国人観光客の増加はすごい勢いです。
観光客が増えると『道路をよくしよう』、『収容できるホテルを建てよう』と結びつく
のです。『三人寄れば文殊の知恵』という言葉があるように、どんな町づくりをするか、
どんな町に住みたいかを多くの人の参加で検討してほしい」と要望する。
そのうえで、「伊根浦の風景・景観は、長い年月の漁業生活の中で、地形と生産活
動に合うように造り出されてきました」として、「私たちは、保存の基本は伊根浦漁
業の活性化だと考えています。多くの人の雇用を維持し、舟屋の維持、管理に漁師の
関わりは絶大だからです。今ひとつは、生活の場の集合体である伊根浦舟屋群の観光
化は、そこに住む住民が恩恵を受けるように、もうける人とゴミをもらう人にする町
でなく、多くの住民が収入を得るような町づくりをすべきだと考えています。さらに、
観光客がいっそう増える要素は電信柱の地中化、放水銃の設置による火災への備え、
舟屋民宿を増やして収容能力をあげるなどが必要だと考えます」と述べて「保存地区
内での企業によるホテル建設は断念していただきたい」との主張がだされている。
ここで注目すべきことは、住民団体も決して観光を否定しているわけではないこと
である。むしろ観光に対しては積極的にもみえる。漁業が頭打ちになったからこそ舟
屋景観を維持するためにも、舟屋民宿として舟屋を活用することを目指しているので
ある。この考えは、住民の舟屋民宿による伊根浦ホテル化構想にあらわれている。
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（６）伊根浦ホテル化構想
伊根浦ホテル化構想とは、伊根浦の地域全体を１つのホテルのように見立てて、個
性のある個人経営の民宿をホテルの１部屋のように考える構想のことである。とても
ユニークなアイデアである。
伊根町観光協会の HP には、個性豊かな民宿が紹介されている。舟屋民宿はもちろ
んオーシャンビューで眺めは抜群である。舟屋内部には１、２部屋程度しかないため、
１棟貸しが基本となる。１人２食付きで１万円〜４万円までの高級路線であるが、予
約は殺到している。コロナ後も早期に回復しており、影響は最小限に留まっていると
いう。現在の民宿は 30 軒ほど（舟屋民宿 18 軒）に増えている。
このように、府や町が心配するような宿泊施設不足という課題に対しても住民側と
しての解決策を用意していることが注目される。この伊根浦ホテル化構想は、観光客
にとってビジネスホテルよりもはるかに魅力的であるだろう。
（７）“ 漁業のまち ” からみた観光の方向性
そのうえで見逃せないことは、両者の相違とは、たんなる観光の方向性にとどまら
ない点である。どうやら伊根浦という地域に対する両者の認識のズレが存在している
と考えられるからである。今後の観光の行方を見据えるならば、伊根浦をどのような
“ まち ” と認識し、どうありたいのかという人びとの価値観や志向性をきちんと踏ま
える必要があるだろう。
府や町、ＤＭＯは、伊根浦を “ 舟屋のまち ” として売り出すことに躍起になっている。
観光客の認識もその通りであるから、マーケティング的には成功しているのかもしれ
ない。しかしながら、地元の住民の認識はこれとは異なっている。聞き取りを重ねて
も、伊根浦を “ 舟屋のまち ” と認識する地元住民には出会うことはなかった。これは
どういうことなのだろうか。
反対文書を見返してみよう。住民側は、伊根浦は “ 舟屋のまち ” ではなく、あくま
で “ 漁業のまち ” として認識していることが理解できるであろう。舟屋とは、漁業と
いう生業とその暮らしがつくりだしてきたものだからである。漁業が衰退してしまっ
ては、舟屋を維持する必要性が薄れてしまう。実際に「舟の入っていない舟屋は舟屋
ではない」という声が住民から聞こえてくるのは、漁業や暮らしに必要な舟が入って
こその舟屋という考えに基づいているからである。つまり、住民側は、漁業を守るこ
となしに、舟屋の景観を守ってもそれは本末転倒ではないかと考えているのである。
とはいえ、漁業の活性化には時間がかかるし、一筋縄でいかないことも理解している。
それが分かっているからこそ、漁業が再び活性化するまでの “ 温存措置 ” のように
観光を位置づけているようにみえる。すなわち、地元の人びとにとっての観光とは、
舟屋を民宿に活用し、美しい景観、舟屋のある暮らしを守っていくための手段なので
ある。
さらに地元では、「伊根の舟屋は観光地ではありません」と、伊根浦は人びとの生
活の場であり、観光地ではない伊根の生活感を味わってもらうことを呼びかけるパン
フレットが新たにつくられている。また、伊根浦舟屋群等保存会では、『子どもたち
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におくる 伊根浦ものがたり』と題した絵本をつくり、子どもたちに伊根浦の漁業と
暮らしの歴史と先人の思いを伝える活動に取り組みはじめている。
このようにみれば、住民側による伊根浦の観光の方向性には、マスツーリズムとは
異なる「生活保全のための観光」とでも呼べるような考え方が貫かれていることが理
解できよう。伊根浦の持続可能な発展を構想するならば、行政にはマスツーリズムか
ら方向転換し、このような住民側の発想を生かしていくことが求められるであろう。

４．おわりに：檜枝岐村と伊根浦の観光実践からみえてくるもの
この小論では、大衆的な観光地化を目指さず、地元住民の暮らしを成り立たせる手
段として観光に取り組んできた２つのローカルな実践を取り上げてきた。
これらの地域では、地元の人びとの生活を保全するために内発的な観光を志向して
いることがみえてきた。すなわち、マスツーリズムに抗うような「生活保全のための
観光」という考え方である。そのうえで、どちらも個人経営の民宿が主役となってい
る。しかし、その手法はおもしろいことに対照的であった。
檜枝岐村では独特の食文化が味わえるようなメニュー、同じ価格帯にすることで、
お互いに競い合うのではなく、お客さんを譲り合って平準化させたり、地域全体が成
長するような方法をとっている。それに対して、伊根浦では、むしろ差別化を図るこ
とで宿の個性をだし、観光客の多様なニーズにも対応しようという方法であった。１
棟の舟屋をホテルの１室と見立てるからこそ、伊根浦全体が魅力的なホテルになるの
であろう。
なんといっても檜枝岐村の “ 同質性 ” に対して、伊根浦の “ 異質性 ” という地域の
特性が発揮されていることに注目すべきことであろう。そこに共通していることは、
それぞれの地域はどうありたいのか、自分たちの価値観や地域社会の志向性をしっか
りと明示しつつ観光に取り組んでいることである。
このことがどのような意義をもっているのかを最後に指摘しておきたい。これは鶴
見和子のいう内発的発展論の指摘と一致する。鶴見はいう。「内発的発展の担い手は、
その目ざす価値および規範を明確に指示する。近代化論が『価値中立性』を標榜する
のに対して、内発的発展論は、価値明示的である」（鶴見 1989: 43）と。
内発的発展論は、観光研究において、マスツーリズムに対置する考え方として観光
まちづくり論など幅広くオルタナティブな観光論の理論的骨格となっているが、その
多くは、地域住民の主体性を鼓舞するあまり、この大切な指摘を見落としているよう
に思われる。ここでみてきた２地域の実践にはたしかに住民の主体性が発揮されてい
るのだが、その水準での理解は、本質を見誤ることになるだろう。鶴見は、大衆に迎
合するような中立的価値ではなく、当該地域の人びとの価値観や地域社会の志向性を
示しながら地域の発展のあり方を模索することの重要性こそを説いていたのではな
かったか。
このように檜枝岐村と伊根浦の価値明示型の内発的な観光実践には、アフターコロ
ナ時代の観光のあり方のヒントが隠されていると考えている。
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