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前嶋 了二
まえしま りょうじ

【勤務経験地】鹿児島⇒ローマ⇒マドリード⇒東京⇒ジュネーヴ⇒パリ⇒ 
⇒福岡⇒宮崎⇒北九州⇒熊本⇒長崎⇒福岡⇒佐伯(大分)⇒福岡

1) 九州運輸局 世界遺産を活用した広域クルーズルート形成事業 (2015年度)

2)       同 同 調査事業（2015年度）
・五島列島・長崎・鹿児島・屋久島・奄美大島・沖縄・慶良間の資源調査

九州産業大学地域共創学部観光学科
非常勤講師

奄美大島とのご縁

世界持続可能性観光協議会(GSTC)
公認国際研修修了者

NPO法人日本エコツーリズムセンター会員

中村学園大学 流通科学部 准教授

3) 同 同 誘致事業（2015年度）
・高級小型船社・同チャーター旅行社、業界雑誌の招聘・視察

4) 持続可能な観光セミナー（2018年）

観光原論、観光社会学、観光地域づくり論
MICE論、フードツーリズム論 他



１. 大島海峡(古仁屋〜西古見)ルートのポテンシャル
・どのような観光資源があるのか

・観光資源の価値と訴求力
・観光情報の動向

4. 世界自然遺産登録とその後〜本格的人口減少社会〜

・20年後、30年後の瀬戸内町は？〜町内を想像してみよう〜

・行政区域の境を超えた地域経営と観光戦略
・リピート性のある良質なお客様の誘致に取り組む

3.  持続可能な観光を考える〜持続可能な地域経営〜

・なぜ、持続可能な観光(サステイナブル・ツーリズム)なのか
・世界の現状と取り組み
・TCC（観光環境容量）とは？

本日のトピックス

2. マーケティング4.0〜ヒューマンタッチに広げよう〜

・第三者推奨してくれるのは誰か
・どこから取り組みを始めるか、何を目指すか



質問です。手を挙げてください。

1. 私は瀬戸内町民である。



2. 西古見に行ったことがある。



3. 実は行ったことがない



１.大島海峡(古仁屋〜西古見)ルートのポテンシャル
(1)どのような観光資源があるのか



サステイナブル・ツーリズム国際認証東京フォーラム



サステイナブル・ツーリズム国際認証東京フォーラム





サステイナブル・ツーリズム国際認証東京フォーラム



サステイナブル・ツーリズム国際認証東京フォーラム



サステイナブル・ツーリズム国際認証東京フォーラム
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サステイナブル・ツーリズム国際認証東京フォーラム



サステイナブル・ツーリズム国際認証東京フォーラム



(4) 観光の動向

特徴
・95.1％が個人旅行
(個人パック21.5%含む)

・団体旅行0.2%

・リピーター率74.6％
(2016/3『人口動態調査』)



大河ドラマ効果バニラエア効果

・航空機利用
422,169人(79.7%)

・海路利用
107,418人(20.3％）

※関東・関西は98％
福岡は94％が空路
鹿児島は２割が海路
沖縄は ５割が海路

15％

12％

15％
56％

3％



2. マーケティング4.0〜ヒューマンタッチに広げよう〜

(1) 「推奨 ＝ 顧客を創造する顧客」の創造

出所：徳力基彦（アジャイルメディア・ネットワーク 取締役 CMO ブロガー） 2018.02.15 Agile Media Network
https://www.advertimes.com/20180215/article265817/



・ＡＩ化時代に求められる本物の「きらりと光る感動の瞬間」
・第3者による｢推奨」の持つ大きな力

出所：徳力基彦(アジャイルメディア・ネットワーク 取締役 CMO ブロガー) 2018.02.15 Agile Media Network
https://www.advertimes.com/20180215/article265817/



①瀬戸内町に地縁のある人々 – 転出者

(2) 観光における「第三者推奨」の担い手はだれか

②瀬戸内町に積極的に関与してくれる人

③島内観光産業従事者 – 特に奄美市内
・宿泊・飲食施設（ホテル・民宿・食事施設）

・運輸機関（貸切バス・タクシー）

・観光団体（観光物産協会、DMO）

④マスメディア
・TV、新聞、雑誌

関係人口

・観光団体（観光物産協会、DMO）

・リピーター観光客
・奄美での勤務経験者
・二拠点居住者 など

・名瀬など島内在住の転出者
・首都圏・関西圏への転出者 など



(4) どのように取り組みを始めるか

①百聞は一見にしかず – まずは、見ていただこう

人は自分の見たもの、体験したものを「推奨」する。



②「推奨」するためのツールをつくろう

・パンフレット、ルートマップ
・着地型観光商品
・FaceBookグループ

など



③「共感」するためのツールをつくろう

Ⓒあまみカメラ株式会社



④「推奨」⇒「共感」を演出しよう

出所：© 2020 瀬戸内町文化遺産調査委員会
「瀬戸内なんでも探検隊」

http://www.setouchi-bunkaisan.com/time/71

例）地域の地縁者・転出者に広く声掛けをして地域のイベントを実施する。



2018 国際観光客数 14億人(世界第3位の貿易産業、GDPの10％）
⇒ 2030年予測18億人を超える勢い。＋国内旅行客50億人に
⇒ 70億人が世界中を旅行する時代に。

3. 持続可能な観光を考える〜持続可能な地域経営〜

(1) なぜ今、サステイナブル・ツーリズムなのか(国際的に)



日本：227億本(2016年）

日本：300億枚(2016年）

例えば、プラスティックをめぐる問題では？



(2) なぜ今、サステイナブル・ツーリズムなのか(国内的に)

日本における人口減少



地域の人口が減ると何が起きる？

・人口減少 ＝ 地域内の人的資源の減少
・老齢化 ＝ 地域内産業の担い手の減少、働くエネルギーの減退

地域の経営課題
老齢
化

人口
減少

行政
ｻｰﾋﾞｽ医療

教育

① 産業の衰退 ②地域経済の縮小

① 税収の減少 ②行政サービスの縮小

① 更なる人口の流出 ②民間ビジネスの撤退

・「観光」の担い手すらいない状況に

・地域経営自体を「持続可能」にすることが必要

地域の持続可能性のための観光戦略の必要性



環境的に適正である
(保全できる)

経済的に
成長できる
(維持できる)

社会文化的に
好ましい
(守れる)

本当の
サステイナブル
ツーリズム

出典：藤稿亜矢子『サステイナブルツーリズム』2018.ｐ26に筆者が加筆

(2) 持続可能な観光(サステイナブル・ツーリズム)の3要素



サステイナブルツーリズムとエコツーリズムの関係

観光(ツーリズム)

自然地域観光

ネイチャーベーズドツーリズム
(自然を楽しむ観光）

ワイルドライフツーリズム
(野生生物観察）

サステイナブルツーリズム
エコツーリズム

出典：藤稿亜矢子『サステイナブルツーリズム』2018.ｐ32



(3) 世界の現状と取り組み

①持続可能な観光を実現するために – 世界標準のツール

GSTC(世界持続可能観光講義会)指標

UNWTO(世界観光機関)指標

認証制度＝第3者機関によるチェックと評価



③観光環境容量(TCC) – 適正な観光客の数とは？

a) 観光地における収容可能容量

b) 保護区や自然地域における観光活動の環境容量

Tourism Carrying Capacity (TCC)
・ある観光地において、

自然環境・経済・社会文化にダメージを
与えることなく、また、観光客の満足度を下げることなく、
一度に訪問できる最大の観光客数

・ホテル客室数、航空座席数などアクセス、滞在のキャパシティを
数値化したもの。

・長期的な生態系のモニタリングが
必要で数値化に手間がかかる。



ガラパゴス諸島（エクアドル）- 高級探検型デスティネーションとして確立

・1960年代から探検旅行が増加 ⇒ 2,000人/年 小型客船宿泊
・保護地区への立ち入りにはネイチャーガイドの同伴を義務化
・管理：国立公園局、環境保全：チャールズ・ダーウィン研究所
・高給職を求めて本土から移住者が殺到 ⇒ ガラパゴス特別法(1998)
・入島料 ひとり US$100 = ￥11,500
・観光客増加率 年9.38%（1998-2006)、年3.72%（2007-2015) 

⇒ 224,745人(66%が外国人)
・宿泊：251の公認ホテル(4-5星ホテル稼働率60-80%,1-3星20%以下)

74隻の小型客船



ヨセミテ国立公園（アメリカ）

入園料：車1台 US$35=￥4,025、ひとり US$20=￥2,300

年間パス US$70 =￥8,050

宿泊予約（ロッジまたはキャンプ）が園内宿泊の条件

米国の国立公園 – 高額の入域料でコントロール



4. 20年後、30年後の瀬戸内町の姿
(1)奄美大島・瀬戸内町の人口減少

・地域を想像してみよう（果たしてどこに何人が住んでいるのか）

出所：© 2020 瀬戸内町文化遺産調査委員会「瀬戸内なんでも探検隊」

http://www.setouchi-bunkaisan.com/sima/16

http://www.setouchi-bunkaisan.com/sima/16


・瀬戸内町の人口動向



地域に人の流れをつくるこれまでの国策

交流人口論

移住定住論



住民１人の減少 外国人観光客(15万円/人)

国内宿泊観光客 国内日帰り観光客

＝

＝

＝＝

x 8人

x 25人 x 69人

41

人口減少を観光の力で補うには？



観光政策と外国人観光客数の推移、目標数値

4000万人

6000万人

・第１回観光立国推進閣僚会議（2013年３月26日開催）

・観光立国実現に向けたアクション・プログラム（毎年見直し）

・小泉内閣「観光立国宣言」（20０3年１月）

・観光立国推進基本法施行（20０7年１月1日）

・観光庁設置（20０8年１0月1日）

ビジット
ジャパン開始

出所：日本政府観光局（JNTO）



国別訪日外国人数（2018年）=31,191,856人

●高いアジアのシェア 85.8％
●欧米豪は、わずか13.8％



日本の観光市場規模とインバウンドの経済波及効果(2017)

https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/kouka.html

https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/kouka.html


現状の訪日観光客誘致目標数値 (2020年、2030年)

出所：観光庁「観光の現状等について」(2017/9/15）

訪日外国人
ひとりあたりの
旅行消費額

約155,000円 200,000円 250,000円



わずか7都道府県で70.0％以上を占める
(2013年72.5％、2015年70.5％で大きな変化なし）

都道府県別外国人延べ宿泊者数(2018速報値)

出所：観光庁「宿泊観光統計」(2019年2月18日) https://www.mlit.go.jp/common/001274858.pdf

地方部道県

・東京・大阪・京都・千葉だけで51.3％
・北海道・沖縄・福岡だけで18.7％
・残りのわずか30％が40都道府県に宿泊

国内旅行を含む全体数値
5億906万泊の17.4％

訪日観光客の偏在

・変わらないメジャー観光地偏重傾向
・強いゴールデンルート、福岡、北海道、沖縄
・メジャー観光地から遠い観光地は不利



オーバーツーリズムの発生

・混雑(人・観光バス)・騒音・ゴミなどの人的汚染
・民泊などの引き起こす住民とのトラブル
・ホテル代、アパート代の高騰
・日本人客の敬遠、風評被害



宮古島では・・・



西表島では・・・



奄美大島は・・・

出所：奄美大島自然保護協議会



都市と地域をつなぐ新しい政策「関係人口」構築策



地域と人の「関地域わりの階段」

出所：田中輝美
『関係人口をつくる』
木楽舎、2017年 必ずしもゴール（移住）

を目指さないが、
経済的・社会的好影響がある。

域外に住む「瀬戸内に関心がある人」の力を生かす

関心を持つ

愛着を持つ

通う

頻繁に通う

拠点を持つ

関係人口



「関係人口」の構築を重視した観光政策のキーポイント

従来の観光政策
・経済指標のみを評価
・交流人口の数を増やす
・消費額の多い観光客誘致優先

②カジュアル層訪日客

③国内宿泊客

④国内日帰り客

①富裕層訪日客

関係人口を拡大し活用する観光政策
・地域の将来像・地域経営の在り方の議論
・短期的経済効果＜持続的地域経営
・観光客(交流人口)の「関係人口化」
・「人と人の結びつき」を構築する。

②国内宿泊客

③富裕層訪日客

④カジュアル層訪日客

①国内日帰り客

・繰り返し地域を訪問
・地域産品を繰り返し購入
・ふるさと納税顧客化
・災害復興支援
・１次産業支援
・地域行事や祭事を支援

関係人口化

53



観光ポートフォリオのイメージ

高いリピート性と関係人口化が期待できる観光形態 54



奄美「関係人口」の可能性

2,581人

971人



1）地域課題へのソリューションとして「観光」を考える。

2) 地域産業(農林水産業)と観光のバリューチェーン確立

=｢瀬戸内」と「名瀬」、「奄美」と「内地」の
共生関係の入口としての観光

3) 地域の「食」と「食文化」を「体験・共有」できる
プログラム、生産者・加工者・提供者との接点の確立。

4) 「町外の人」と「町内の人」がお互い「顔が見える」
関係を構築する。例）生産地の天気予報や自然災害が気になる。

5) 自治体は、「まちづくり」「地域振興」「商工」など
関係部署での政策の関連性を意識して事業を構築する。

これからの観光政策と地域の持続可能性

奄美にマッチした観光の選択肢は、ひとつではありません。
奄美全体で外の人と協力しながら考え、選択しましょう。



ご清聴ありがとうございました。
前嶋 了二

r.maeshima@nakamura-u.ac.jp


