旅館から地域へ提案
観光牽引したノウハウ活用を

切り札とも位置づけられ ドルもある︒だが︑産業

熟期間にもなった︒

結果として︑自分にと

あだ花の陰で耐えてきた
真の姿を︑開花をさせる

地域での観光の先駆者

るのが︑
産業観光なのだ︒ 観光による交流人口の拡 である旅館は︑これを地
一方︑それぞれの地域 大は︑今後の地域発展を 域に提案する使命が課せ
にある旅館は︑地域の総 考えるとき有望な施策で られている︒自助努力は
合産業ともいえる︒旅館 あることに間違いない︒ ここから始まる︒
の３要素でもある﹁施設
・料理・サービス︵接遇︶
﹂
は︑どれもが地域と密着
している︒提供する料理

かを模索することだ︒そ な地域であれば︑観光客 ば︑いわゆる利便性の面 地消﹂だ︒施設には地域
は地域の経済が活性化さ 具調度品をはじめ︑温泉

して︑答えは用意されて は訪れない︒極めてシン が大きい︒だが︑利便性 の伝統技術を生かした家
そうした受け地に目を れれば︑相応に向上する︒ や地域色が誘客要素の１

い る︒﹁住 ん で よ し︑
訪 れ プルな構図といえる︒
てよしの国づくり﹂であ

り︑それぞれの地域が﹁住 向けると︑都市部を除け 詰まるところ︑地域の活 つになっている︒さらに︑

同時にグルメブームと

ムは︑もともと地域の伝
統や文化を色濃く内包し
ていたが︑バブリーな演
出が本来の姿を覆ってい
た感も否めない︒平成不

年 個人旅行がムーブメント んだ施設間の差別化が進 が本当の楽しみ︑癒しと
年の大 若い女性が温泉場を闊歩 著となった︒

地域一体が不可欠 !!

地産地消もテーマの１つ

その後︑手軽なファー

消費者のそうした志向

１次産品の生産現場の見

年代の初頭からあった ＩＴでも大きな要素の１

産地消﹂だ︒言葉自体は 行で顕著になってきたＳ

光を浴びてきたのが﹁地 体験学習のほか︑成人旅

そうした中で︑一躍脚 学や体験は︑児童生徒の

増えた︒

ビリティの可能な食品も まな形で反映される︒第

プロセスまで︑トレーサ は︑観光旅行へもさまざ

うに個体識別から流通の

ている︒また︑牛肉のよ 釈がなされてきた︒

農産品も数多く並べられ 広まり︑現在のような解

を印刷したラベルをはる った地産地消も都市部に

なく︑顔写真や農場風景 が台頭し︑農村から始ま

には生産者の氏名だけで 生活︶といったトレンド

パーマーケットの売り場 ハス︵健康で持続可能な

見える食品﹂
として︑
スー ーフードへの関心や︑ロ

っている︒﹁生産者の顔が 統的な食事を見直すスロ

や産地志向が一段と強ま ストフードに対して︑伝

それに伴って国産品志向

・安心への関心が高まり︑ きが違っていた︒

消費者の間で食の安全 的な使われ方とは多少趣
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えなければならないハー

業観光の具体化には︑越

地域を活性化させる産

産業の真骨頂がある︒

る︒そこに︑地域の総合

旅行者に伝えられてい

館の﹁もてなしの心﹂が

れらが組み合わされて旅

日常を過ごしている︒こ

根ざした生活環境の中で

活習慣など︑地域文化に

客係は︑方言や地域の生

んでよし﹂と誇れるもの ば大半は︑緑豊かな自然 性化が先決であり︑その 接遇サービスにあたる接

阪万博で完全に定着して する姿が目立ち始めた︒

それが﹁温泉ブーム﹂の 相まって︑旅館宿泊が観 っての本物を模索するＳ
年代の 光旅行の中核要素となっ ＩＴ︵知的好奇心を満た
旅行ブームは︑観光と温 ﹁アンノン族﹂による旅 た︒それは︑温泉ブーム す旅行︶へと至った︒旅

そうした戦後の第１次 始まりだった︒

いった︒

１
温泉ブームや旅館ブー 時節が到来した︒

●ＳＩＴ旅行

あり︑昼間は名所旧跡の いずれも︑火付け役は女 ブーム﹂でもあった︒

旅館はニーズの変化に対応

に 女 性 が 進 出 し た こ と 況を引き起こしたバブル
で︑旅館の施設が細やか 経済の崩壊は︑観光旅行
年代になると︑団体 に充実するとともに︑日 にも少なからぬ影響を及

●温泉ブーム

年の東京オリンピック 体旅行が中心だった︒
た︒ヘルスセンターと称 開催と当時﹁夢の超特急﹂
した人工の温泉施設が都 と呼ばれた東海道新幹線
て人気を集めたが︑これ だった︒これを機に
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も日帰りのレジャー施設 代後半から顕在化した大 として台頭し︑とりわけ み︑旅館の切磋琢磨が顕 は何かを冷静に考える成
であって︑宿泊を伴う観 衆旅行時代は︑
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そこに︑産業観光とし

光も活性化される︒

を越えたとき︑地域も観

ス醸成が不可欠だ︒それ

関連業者とのコンセンサ

えるには︑生産者と観光

そうした課題を乗り越

画生産が必要となる︒

に︑一定量を確保する計

品体系を成立させるため

材を観光客に提供する商

るか︑あるいは地場の食

観光客をいかに受け入れ

率アップが主眼で︑今日 だが︑生業の生産現場で

農作物の計画生産と自給 てのポジションがある︒

での食生活改善へ向けた

ものだが︑当時は農村部 つになりつつある︒
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光旅行は庶民にとって高 泉︵旅館宿泊︶が中心で 行ブームにも似ていた︒ をきっかけとした﹁旅館 館にとっては︑バブルの

男性中心だった温泉地

そうした様相に大きな 観光︑夜は旅館で宴会を 性だった︒

戦後の復興が一段落し 根の花に等しかった︒

取り込む余裕が生まれ

た︒といっても前半は︑

花見や海水浴など︑かつ
て生活の一部に組み込ま
れていた日帰りの年中行
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市の人口密集地に登場し の開業︵東京〜大阪間︶ 旅行に加えてグループや 本の伝統や文化を取り込 ぼしたが︑同時に消費者
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事が復活した程度だっ
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享楽中心から癒しへ

が生活の中にレジャーを 変化をもたらしたのは︑ 楽しむ慰安・享楽型の団

た１９６０年代は︑人々

受け地がいかにあるべき 生活者が不満を抱くよう 活者に不満があるとすれ のであり︑まさに﹁地産

逆に︑
地元の 文化が息づいている︒生 み出す食材を調理したも
ノづくり大国・日本﹂の 技術で海外から訪日旅行 れがちだが︑肝心なのは 客は訪れる︒

注目の産業観光は﹁モ イメージから︑先進工業 を誘発する形にとらえら であれば︑おのずと観光 と守り続けてきた伝統や は地場の第１次産業が生
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●第１次旅行ブーム

観光立国の実現へ向けて昨
年１
０月１日には待望の「観光
庁」が発足し、さまざまな施
策の実現へ弾みがついた。同
時に、観光業界もさらなる自
助努力が必要なのは言うまで
もない。とりわけ観光立国の
旗印の１つである「住んでよ
し、訪れてよしの国づくり」
の第一歩は、それぞれの地域
が特色を生かした活性化策を
展開することだ。観光の中核
産業でもある旅館は、これま
でに培った観光ノウハウを基
に、地域一体の産業観光を提
案する時が訪れた。
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