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第１章
第１節

本調査の目的と構成
本調査の背景・目的

2014 年 12 月に、まち・ひと・しごと創生総合戦略が策定され、政府の重点課題の一つと
して、地方創生に 5 年間に亘り取り組むための基本方針と主要な政策を盛り込んだ戦略が
策定された。これを受け、各自治体（都道府県、市町村）が、各地域の戦略づくりに取り
組んでいる。
地域経済活性化のためには、製造業・農業などモノを作って域内外で売るしごとだけで
なく、サービス産業一般の顧客が「時間」を消費できるコトを作るしごとを創出すること
が重要である。
魅力的なサービスや空間設計等によりデザインされた「時間」を顧客が消費すること（コ
ト消費）は、需要と供給が同じ時間・場所で発生するため、顧客をコト消費の場に引き込
むことが必要であるが、効果的に集客するためには複数のサービスが近辺に集積すること
が重要である。さらに、魅力的なサービス集積の創出には、個別事業者の取組だけでなく、
個々の取組がシナジーを生み出すようにその集積を一体的に運営管理（マネジメント）し
ていくことが重要であるが、定住人口・交流人口が減少傾向にある中で、①マネジメント
を行う既存組織の財源確保と合意形成等に限界があること、②複雑な権利関係や強力な法
規制が存在すること、③マネジメント人材の確保が困難であること、といった課題が地域
一体となった取組の阻害要因となっている。また、顧客がコトを認知する空間的、時間的
なサイズは、個店の取組の範囲を超えることがあるため、地域を一体的・面的にマネジメ
ントしていくことが必要となる。一方で、このような空間のサイズは、商店街や温泉街と
いった、行政区画よりも狭い限定的なエリアとなることが多いため、従来の開発や管理の
方法では、行政がそのエリアだけを集中的に整備、管理することは困難となっている。
そこで、本調査では、コト消費を通じた地域活性化を促進するために、海外事例を参考
としながら、我が国の中小都市の市街地や観光地域において、地域が魅力あるサービス集
積を創出・維持するための制度設計や課題解決のための具体的アクションの特定等を目的
とし、外部有識者から構成される研究会を立ち上げ、検討を進めることとする。
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第２節

本調査の構成

（１）調査の流れ
本調査は、以下に示す項目から構成される（図 1-1）。
図 1-1 報告書の構成
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（２）「コト消費空間づくり研究会」の設置
本調査の実施にあたっては、コト消費空間づくりのあり方を検討する研究会を開催し、
各委員やゲストに各種事例を紹介いただき、議論・検討を行い、示唆を得ている。
表 1-1 「コト消費空間づくり研究会」委員名簿
委員名
梅川

智也

所属・役職
（公財）日本交通公社
筑波大学

大学院

理事

サービス工学専攻

占部

裕典

同志社大学

司法研究科

小磯

修二

北海道大学

公共政策大学院

根本

祐二

東洋大学

松本

大地

（株）商い創造研究所

御手洗

大学院

客員教授

教授
特任教授

経済学研究科

教授

代表取締役

京都大学

経営管理大学院

美樹

法政大学

現代福祉学部・人間社会研究科

保井

潤

特定教授
教授

表 1-2 「コト消費空間づくり研究会」開催スケジュール
回

時期

主な議題

第１回

4 月 7 日（火）

マネジメント組織の財源確保等に関する事例整理①

第２回

4 月 21 日（火）

マネジメント組織の財源確保等に関する事例整理②

第３回

5 月 13 日（水）

費用負担と合意形成に関する具体的検討①

第４回

5 月 26 日（火）

費用負担と合意形成に関する具体的検討②

第５回

6 月 11 日（木）

組織の権限と規則・制度、人材確保に係る検討

第６回

7 月 1 日（水）

研究会取りまとめ
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第３節

本調査の着眼点

コト消費空間づくりの導入に向けて、本調査では以下の点に着目した。
（１）コト消費空間づくりを担うマネジメント組織の検討
従来のマネジメント組織の形態、権限、活動範囲、法的根拠などを整理し、コト消費空
間づくりを担う組織に対する従来組織の限界、課題等を抽出し、今後のあるべき姿を検討
する。
（２）コト消費空間づくりのためのマネジメント組織の財源の確保
コト消費空間づくりに向けて、安定的に事業を継続するための自主財源の確保のあり方
を、税制、分担金、負担金、会費等の現行の財源の制度や実績から分析する。特にコト消
費空間にかかる関係者の受益と費用負担の関係性に着目する。
（３）地域の協同システムのあるべき姿の検証
コト消費空間づくりを継続的に行っていくためには、適切な権限と責任を持ったマネジ
メント組織、安定的な財源、関係者との合意に基づく財源の使途、コト消費空間づくりの
事業の実施等を、地域の協同システムの中で展開していくことが望まれる。地域協同シス
テムのあり方を、既存事例の分析を通じて検証する。
（４）コト消費空間づくりのための人材確保
コト消費空間づくりを各地で実践していくためには、地域内の組織・リソースを安定的
に雇用し、活用していくこと、また地域外部の経験や助言を適切に地域に取り入れていく
仕組みが求められる。人材確保、人材育成、人材派遣等のあり方を検証する。
（５）コト消費空間づくりを支える政策の検討
上記の視点を踏まえて、具体的に地方の中小都市でコト消費空間づくりを実施していく
ための、マネジメント組織、財源確保の方法、人材確保と育成、諸規制への対応等を含め
た今後の政策のあり方を検討する。
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第２章
第１節

コト消費の意義
情緒的な価値創造の重要性

わが国では、人口動態の変化による総需要の減少や、社会の情報化・高度化により消費
の成熟化が進み、モノやサービスの国内市場はより厳しいものとなってきている。このよ
うな市場環境においては、消費者（買手）が支払う対価として、機能的な価値を提供する
だけでは十分ではなく、より直接的に顧客が満足感や高揚感を得られる、情緒的な価値を
提供することが求められる。これは一般的な市場産業に留まらず、地方の中小都市での観
光消費や商店街等の消費にも関連していると考えられる。
実際に、特に小売業・飲食業などのB to C型産業において、店舗の大型化によって多様
な商品・サービスをミックスして提供したり、マクロ的な市場環境が悪化する中でも、空
間的・時間的に消費自体をデザインすることで新たな価値を提供し、成長を続けている業
種・業者が存在している。
例えば、蔦谷書店では書店の基本的な機能・サービスに加えて複合的な消費空間を提供
している。DAIKANYAMA T-SITE（代官山）では、生活提案型の商業施設として、書店、映画、
音楽、T-Travel（トラベルコンシェルジェ）、カフェ、ダイニング、バー、クリニック・
エステのコンテンツ（個店）が分棟型で配置され、ガーデン内の散策を誘導し、ミックス
された消費体験を提供している。また、蔦谷家電（二子玉川）では、蔦谷書店、スターバ
ックス、電動アシスト自転車、Appleなどの複合施設が生活提案を行っている。全国的に書
籍・雑誌の売上が落ち込むなかで、蔦谷書店は複合的な消費空間を提供していることから、
右肩上がりの売上を保っており、また店舗数も年々増加している（図2-1、2-2）。このよ
うにミックス型の消費空間づくりは、人々の集客を誘引し、結果的にビジネスの拡大や増
進に効果を生み出している。
図 2-1 書籍・雑誌の売り上げの推移

図 2-2 蔦谷書店の書籍・雑誌年間販売額・
店舗数の推移

出典：出版科学研究所

出典：MarkeZine
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第２節

モノ消費・ハコ消費からコト消費への転換

地域に仕事を生み、活気のあるまちを創るためには、地域内外からの顧客の消費を呼び
込み、地域内の顧客の消費により、それを循環させることが重要である。そのためには、
魅力的な消費空間を作り、関連する商品・サービスを「コト」として一体化して提供する
ことで、情緒的な価値を認知させ、地域内外からの誘客を促進することが必要である。
他方で、従来の産業振興施策やまちづくり施策は、生産装置の高度化や周辺整備を行う
ことにフォーカスされたものが多く、
「モノ消費」や「ハコ消費」を促進する政策であった。
本調査では、マクロ市場環境の変化を踏まえて、主に中小都市の中心市街地や観光地域
において、より直接的に価値が認知される「コト消費」を促進し、魅力的な消費空間を創
出するため、地域が活用できる手法を検討していく（図 2-3）。
図 2-3 モノ消費・ハコ消費からコト消費への転換
モノ消費

ハコ消費

個別の製品やサービスの持つ機能的価

公共事業・補助金による施設整備によ

値を消費すること。価値の客観化（定量化）

って誘発された消費のこと。

は原則可能。在庫や輸出により時間的・空

資産取得を伴うため、数十年オーダー

間的に広範に提供できるため、生産機器や

で固定費を回収するビジネスモデル。

施設などへの投資が生産性を高める。

市場環境の変化
・人口構造の変化による総需要の減少、政府の固定資産の増加
→ 固定費回収型の経営モデルの限界
・モノが溢れ、機能的価値による差別化が困難
→ 情動的な価値を提供する必要

コト消費
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第３節

コト消費について

（１）コト消費の概念
これらの背景から生みだされた「コト消費」とは、製品を購入して使用したり、単品の
機能的なサービスを享受するのみでなく、個別の事象が連なった総体である「一連の体験」
を対象とした消費活動のことである。集積した製品群、サービス群が個々の製品やサービ
スに切り分けられることなく、一連の体験として時間経過の中に溶け込み、１つの情動的
価値を提供する「コト」として認知されるように設計・管理することが、個々の価値や仕
様だけではない非価格競争（差別化）の源泉を生む。
コト消費は、生産と消費が同じ時間・同じ場所で行われるため、消費の「場」に顧客を
誘い込むことが必要となる。そのため、コト消費を提供する個店を集積させ、来訪客と彼
らの消費を呼び込む魅力的な空間づくりが重要となる。また、コト消費型産業は、瞬間的
な需要に応じてサービス等を供給するため、変動費型の産業構造となる。
コト消費空間のイメージは、例えば、カフェやセレクトショップなどが集積するまち歩
きや、観光地で外湯、お土産屋、レストランなどをめぐる、外湯巡りなどが想定される。
（２）海外のコト消費空間づくりの事例
海外では、アメリカ、カナダ、イギリスなどで Business Improvement District（BID）
という制度により、中心市街地の景観整備や店舗作り、プロモーションなど賑わいのある
コト消費空間づくりが実践されている。
例えば、アメリカオレゴン州ポートランドでは、特定のエリアの不動産所有者に対し、
固定資産税に一定額を上乗せし、その資金（総額約 5 億円）で街の質を向上させる取組を
行っている。
「セーフ＆クリーン」の活動があり、これは街のパトロールとツーリストガイ
ド（セーフ）、公共空間の清掃活動と軽犯罪の服役者の社会復帰として職を与える仕組み（ク
リーン）で、地域の治安向上を実現するとともに、住民の街への愛着度も増す効果が出て
いる。また市中心部では、市中心部で１階の歩道に面した部分の 50％以上をレストランや
商店などの商業施設、もしくはショールームとするための、業種を特定した「まちづくり
条例」があり、中心部のにぎわい創出を制度的に後押ししている。加えて、オレゴン州で
は、公共建築や道路整備のプロジェクト費用の２％をパブリックアートに充てる条例を制
定しており、ストリートファニチャーやフラワーポットの設置などにより、賑わいのある
空間を演出している。
ポートランドでは、市当局の機関として Portland Development Commission（PDC）が設
置され、また BID の管理委員会により、中心街マネジメントや賑わい創出、商い空間づく
りが進められている。
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第４節

コト消費空間の特性と課題

本調査で扱うコト消費空間には、以下に示す特性と課題がみられる。
・コト消費空間は、顧客にとって空間的・時間的に一体的に認知される。
・魅力的な空間を作り上げることが出来れば、当該空間への来訪客の増加、当該空間に
おける顧客の消費マインドの活性化に寄与する。
・コト消費空間の造成による経済効果は、個店の集客増・顧客単価上昇（正の外部効果）
となって現れる。一方で、純粋な市場経済だけでは、過小供給されるリスクがある。
・実際に、個店だけの取組で、顧客の消費購買行動に影響を与える（例：訪れたくなる、
高揚感を得る）閾値を超えることは容易ではない。
・このような空間づくりに係る取組が、個店の事業活動や住民の利便性といった点にお
いて、周辺区域のどこまでの範囲で裨益するのか特定が容易ではないため、その供給
不足は、公益性の観点から行政支出によって賄われてきた。
・しかし、公共支出となったために、このような取組による受益が過大に見積もられた
り、アウトプットが見えやすい“ハコ”への投資が中心になるなど、これまで、多く
の事業が経営上のガバナンスが効かないものとなってしまった。
図 2-4 コト消費空間の概念図
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第５節

コト消費の政策上の位置づけ

地域においてコト消費が行われる主な場は、中心市街地・観光地域・商店街などが考え
られる。これまで、このようなエリアを開発するためのまちづくり政策・観光振興政策は、
ファサード等のハード整備やプロモーションなどのソフト事業への支援が中心であった。
コト消費空間は、統一されたコンセプトのもとに一体的に開発されることが重要である
ところ、このようなエリアの開発を一体的・持続的に進める主体として、従来の政策体系
に縛られることなく、関連する事業を総合的に設計・実行する組織体制を地域が整備する
手法が求められる。
図 2-5 コト消費空間づくりの領域

第６節

コト消費空間づくりの空間的広がりと空間演出

（１）コト消費空間づくりの空間的広がり
コト消費空間づくりは、街区レベルでの集中的な開発・マネジメントといった狭域の取
組と、デスティネーションレベルのマーケティング活動や周辺地域との連携など広域の取
組がある。広域の取組は Destination Management/Marketing Organization（DMO）、狭域の
取組は BID が組織構想として考えられており、対象とする空間サイズの違う取組の双方に
ついて、それぞれ必要な取組を行う組織を整備し、また、これらの組織が一体的に活動で
きるような地域全体の体制の設計が必要となる。
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図 2-6 コト消費空間の形成を促進するマネジメント体制

（２）ハノイ州ワイキキのコト消費空間演出の事例
ハワイは、温暖な気候とダイナミックな自然景観を活かした世界を代表するリゾート地で
あったが、1990年代に入ると、主要顧客であった日本のバブル崩壊によって、その成長は途
絶えることとなった。主要産業の観光業が大きな影響を受けたため、1990年代後半に入り、
ハワイは新しい活性化策に乗りだした。
1998年、宿泊事業者からの申し出により、増税分を観光地マーケティングの目的税とする
事を条件に、宿泊税を6％から7.25%へ増税し、その財源をもとにDMOであるHawaii Tourism
Authority (HTA）が創設された。HTAは、安定財源をもとに、中長期的な展望に立った戦略
的なマーケティングを行い、ハワイがキーコンテンツとして提供すべき魅力について、従来
のビーチ主体のものから、ハワイの文化や海に留まらない自然資源へと転換した。
ホノルル市では Waikiki Livable Community Project を立ち上げ、ハワイの文化や自然を
活かした景観デザインを、コミュニティの視点から市民を巻き込んで策定した。そして、そ
のデザイン・コードを元に、道路やビーチなどの公共空間の再整備を実施した。このデザイ
ン・コードは民間事業者にも提示され、新しいデザイン・コードに沿った建物改修及び新設
を促した。これらの取組が全体として調和を持って進められるよう、BID を不動産オーナー
／テナントで立ち上げることを促し、リゾートとして持続的に高質な空間とサービスを備え
たワイキキエリアとして運用していく仕組みを作った。
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図 2-7 ハワイ州ワイキキのマネジメントの概念図

図 2-8 ハワイ州の観光客数の推移
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第３章
第１節

コト消費空間づくりの進め方
コト消費空間づくりの方向性

（１）コト消費空間づくりの３要件
コト消費づくりには、以下に示す３つの要件が備わる必要がある。一つ目は、直接的な
消費の場となる個店がコト消費型サービスを提供し、それらが集積することで地域として
のコト消費空間を作ることである。二つ目は、歩いて楽しめる空間の仕掛けがまちを横断
して実施され、個店との連携や広域空間を活用した魅力創造や環境整備により、地域一体
で消費を促すことである。三つ目は、多様な関係者が空間的なコンセプトの下、公物・私
物を一体的に活用した景観形成を行い、個店、自治体、規制当局等が一体となり空間（景
観）づくりを行うことである。
図 3-1 コト消費づくりの 3 要件と３つの方向性
【“コト消費空間”となるための３要件】
Ａ.コト消費型サービス
を提供する個店が集
積してコト消費が生
まれている。

Ｂ.「歩いて楽しめる空
間」を生む仕掛けが、
「まち」を横断して実
施されている。

Ｃ.空間的コンセプトの下、
多様な関係者が協力し
て、公物・私物がミック
スされた一体的な景観形
成が行われている。

【コト消費空間づくりの３つの方向性】
Ａ. 個店が提供する製
品・サービスのコト
消費への転換

Ｂ. 周遊に関する魅力
創造・環境整備のため、
広域空間を活用した事
業実施
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Ｃ. 個店・自治体・規制当
局が一体となった空間
（景観）づくり

（２）コト消費空間づくりの３つの方向性
上記の３要件を達成するために、それぞれの要件に関して、以下の方向性を持ったアプ
ローチをとっていく必要がある。
Ａ．個店が提供する製品・サービスのコト消費への転換
コト消費活性化のための第一歩は、各事業者（個店）が提供する製品やサービスを、一
連の体験として時間経過の中に溶け込んだ“コト”として提供し、このような個店の集積
により、地域の消費空間としての魅力を引き上げることである。単に、モノの機能やコン
テンツの仕様を売りにするのではなく、それらがコト（時間）の中に統合され、顧客に情
動的価値として認識され、その対価として購買が行われるようなビジネスモデルの構築、
また店舗の設計やコンセプトの設定が重要となる。
例えば、果物の販売を扱う商店が、果物を使ったスイーツを開発し、また顧客がスイー
ツを楽しむカフェ空間を併設することで、コト（時間）を消費する情動的価値が生まれる。
また、美容室がカフェや花屋を併設し、エステを満喫したあとで、併設されたヘルシーカ
フェで豊かな空間を楽しみ、消費を拡大している。さらにキッズルームも併設し、子供の
滞在空間を設けることで、家族層の集客を高めている。
このような個店が中心市街地や商店街に複数出店することが実現すれば、多様なニーズ
を持つ来訪者の滞在時間や消費額の増加が見込まれ、再び訪れたいと思わせる豊かなまち
歩きの空間の提供に繋がると考えられる。
図 3-2 個店におけるコト消費空間づくりの事例

写真出典：事例１ 長崎市平和町商店街振興組合
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フルーツいながわ

Ｂ．周遊に関する魅力創造・環境整備のため、広域空間を活用した事業実施
歩いて楽しめるまちを生み出すためには、集客イベントやまちの美化（清掃・防犯等）
により、広域的な空間を管理・活用する必要がある。これらの取組を個店だけで進めるこ
とは難しく、複数の関係者や自治体が連携して取組を進めていくことが必要となる。
例えば、（株）大分まちなか倶楽部では、大分市の中心市街地における「商店街のテナン
トミックス事業」と「イベントミックス事業」を組み合わせ、戦略的なエリアマネジメン
トのもと、賑わいを取り戻す取組を行っている。「商店街テナントミックス事業」では、中
心市街地の店舗分類調査や業種別の売り上げ状況等をもとに、必要な業種を戦略的に誘致
し、出店をサポートしている。「イベントミックス事業」では、各団体・企業が中心市街地
でバラバラに企画・実施してきたイベントをトータルにコーディネートし、音楽イベント
などを行い、集客に取り組んでいる。
図 3-3 大分まちなか倶楽部の事例

写真出典：平成 22 年度中心市街地活性化シンポジウム
活性化室）、㈱大分まちづくり倶楽部 HP、FB
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共通資料（経済産業省中心市街地

Ｃ．個店・自治体・規制当局が一体となった空間（景観）づくり
一体感のある空間（景観）づくりのためには、地域の空間的コンセプト（デザイン・コ
ード）を設定し、自治体・規制当局、各事業者、地域住民等が、当該コンセプトを基に一
体的に空間（景観）の整備等を行い、一体感のあるコト消費空間の造成を目指す必要があ
る。デザイン・コードを設定する際には、専門家等のアドバイスを受けながら、丁寧な合
意形成や利害調整を行い、地域づくりの方向性を統一する場を設定することが重要となる。
例えば、滋賀県彦根市の夢京橋キャッスルロードでは、住民主導で、地権者全員が参加
する協議会が設置され、市との協議のもと、コンセプトづくり、地区計画の合意形成を行
い、一体感のある町並みが整備されている。商店街では、観光客もターゲットにおき、雑
貨・おみやげ、食事・菓子、生活用品・サービス等を提供する店が形成されている。同じ
く彦根市の四番町スクエアでは、若手商店主が新たなまちづくりの方向性を提言し、地元
商店街で商業集積を図るための検討が行われている。また地権者により、まちづくりに関
する協定が制定され、住民との協働によりまちづくりが進められている。景観面では、大
正ロマンの風情が香る町並みをコンセプトに、マスター・アーキテクト制度のもと、建物・
屋外空間の整備が進められている。街区内には、民間の商業店舗、第三セクターの飲食・
情報発信施設が立地し、官民連携による情報発信が行われている。
図 3-4 夢京橋キャッスルロード、四番街スクエアの事例

写真出典：夢京橋商店街振興組合ＨＰ、株式会社四番町スクエア HP
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（３）３要素が一体的にみられる事例
以上の３つの要素が一地域で一体的に見られる事例もある。例えば、長野県小布施町や
熊本県阿蘇市門前町商店街である。以下に概要を示す。
事例１：長野県小布施町
小布施町は、長野県北東に位置する人口約 12,000 人の町である。栗と葛飾北斎が訪れた
ことで有名である。新たに建設された北斎館の周辺の老舗栗菓子屋が社内に文化事業や修
景事業のセクションを立ち上げ、モノの販売のみに留まらず、訪問客のおもてなしを始め
る。1993 年に第三セクター（株）ア・ラ・小布施が設立され、民宿経営、農産品加工、来
訪者との交流、まちづくり情報の発信などが開始された。加えて、町並み修景事業により、
小布施が本来持つ景観要素を生かしたまちづくりが進み、コト消費空間が観光客を集めて
いる。このように、個店の集積、まち歩きのための空間づくり、修景事業による歴史溢れ
る一体的な景観づくりが進んでいる。
図 3-5 長野県小布施町の事例

写真出典：ア・ラ・小布施 HP「http://www.e-obuse.com/shop/index.php/ala」

事例２：熊本県阿蘇市門前町商店街
熊本県阿蘇市は、人口約 28,000 人で、周囲には阿蘇岳を含む自然景観が広がる。阿蘇神
社から伸びる「阿蘇一の宮門前町商店街」に 40 軒ほどの個人商店が集まる。商店街は昭和
50 年頃をピークに賑わいを維持していたが、平成 10 年から急激に衰退した。この状況を受
け、平成 13 年に若い商店主による「若きゃもん会」が結成され、「夜市」イベントを見直
し、また日常的な商店街の再生のために「30 分滞在してもらう仕組み」として、食をキー
ワードにした各商店のサービスと空間の改善に取り組み始めた。加えて、豊富な湧水を活
かした「水基」を 20 ヵ所整備し、参道の景観を演出し、お座敷商店街のイベントを開催す
16

ることで集客に努めた。
図 3-6 阿蘇市門前町商店街の事例

写真出典：中小企業庁調査室「地域活性化 100」
財団法人地域活性化センター「平成 24 年度地域活性化ガイドブック」
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第４章
第１節

コト消費空間づくりの効果的な推進体制
効果的なコト消費空間づくりの要件

このようなコト消費空間づくりを効果的に推進していくためには、①従来にない自由度
の高い横断的な取組、②複数の事業を戦略的・統一的に展開すること、③マネジメント人
材が安定的・持続的に活動に専念できる環境の整備をすること、の 3 つの要件が整ってい
ることを望む。
（１）要件①：自由度の高い横断的な取組であること
公物・私物を一体的に利用（占用）した事業提案など、従来にない自由度の高い横断的
な取組であること
各種の法規制や自治体と事業者及び事業者間での障壁が存在すると、コト消費空間づく
りは実施困難となる。コト消費空間づくりを行うためには、これらを克服し、発想力豊か
な幅広い活動が求められる。また、公的事業として行う取組だけでなく、事業投資のため
のファンディングの組成も求められる。そのため、単体の事業者では実施が困難であり、
また自治体も、基本的には規制を管理する立場であるため、このような業務の実施は困難
である。このような条件で、積極的な取組を行うため、官民双方合意の上、特別な位置づ
けをもった中間的な組織が必要となる。加えて、自由な事業展開を担保する権限（公的な
位置づけ）を明確化する必要がある。さらに、サービス等の品質維持のために、規制やル
ールを設け、関係者の活動を統一させる権限を付与する仕組みづくりが求められる。
図 4-1 横断的な取組みのイメージ

事業者

事業者
事業者
間の障壁
民地
事業者

公有地
の規制

事業者－
自治体
間の障壁

民地

横断的な利用を
促進する
半官半民の
組織体制が必要

自治体

公有地

民地

18

例えば、つくば市における公共空間の活用研究では、公共空間と私的空間が隣接する領
域を中間領域と定義し、同空間の活用に適するように、片側の空間を延長して一体化させ
る試行的な研究を実施している。新たな条例を制定し、オープンカフェやイベントを実施
する際に、一時的な利用ではなく、恒常的な利用を前提としたルールづくりに取り組むこ
ととした。
図 4-2 つくば市における公共空間の活用研究

出典：24 公共空間活用方策検討業務報告書

平成 25 年 3 月
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つくば市

地域が一体となり、コト消費空間づくりを進めていくためには、その地域の特性を踏ま
えたコト消費空間のあり方や、コト消費空間づくりを進めるための各主体の関係や役割な
どについて、合意形成を図っていくことが望まれる。
しかしながら、これまで、地域でマネジメントが効果的に行われて来なかったのは、以
下に示すような取組に対する関係者間の障壁などが原因の一つとして考えられる。
【横断的な事業実施を阻害する壁】
①自治体－事業者間の壁
・公物が活用できない、予算の単年度主義、特定地域に絞った開発が困難（平等原則）、
担当者の異動による継続性の限界、官対民の二層構造に起因する主体の不在
②事業者間の壁
・出る杭を打つ風潮、次世代への継承を度外視した空き店舗の放置や外資への売払い、
競合である隣接事業者との過当競争
③各種法規制
・道路・河川・公園等の占有、食品衛生、建物用途規制など、規制に対する曖昧な法解
釈や厳格すぎる運用
これらの課題に対し、これまで都市再生推進法人など、地域の関係者の合意の下、公物・
私物へのアクセスが一定程度可能な制度が整備されている（表 4-1）。
表 4-1 都市再生推進法人を例とした規制緩和

都市再生
推進法人

自治体―事業者の壁
事業者間の調整
規制緩和
規制緩和
規制緩和
規制緩和
されない
されない
―
○ 行 政 が 土 地 を ×民地内であ ○公共空間活
用の計画づ
っても、総
管理する公共
くりと、そ
合設計制度
空間における
のエリア内
や特定街区
占用条件や手
での管理・
に基づく公
続きの緩和
調整
開空地等は
○まちづくりの
利活用の基
担い手として
準や要綱が
公的位置付け
規定（制限
が付与
あり）
○公共施設等の
整 備 を 適 切 に ×従来の補助
金（単年度）
行うために必
要な都市計画
の変更の提案
○エリアマネジ
メント活動に
対する融資（収
益事業含む）
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各種法規制
規制緩和
規制緩和
されない
○ 道 路 占 用 許 可 ×公共空間の
種類を問わ
の特例
ず、又民地
○河川敷地の占
で あ っ て
用許可
も、飲食営
○都市利便増進
業を行う場
協定
合の食品衛
（土地所有者等
生法、火気
の間で、施設の
を使用する
設置・管理の方
場合の消防
法や費用分担
法等、利用
を定める協定）
形態による
○都市再生（整
規制が存在
備）歩行経路協
定（土地所有者
等の間で、歩行
者 経 路 の 整
備・管理の方法
や費用分担を
定める協定）

（２）要件②：複数の事業を戦略的・統一的に展開すること
複数の事業を戦略的・統一的に展開すること
複数の事業を戦略的・統一的に展開していくためには、現場感覚と大局観をマージさせ、
事業ポートフォリオの設計とそれぞれのプライオリティを決定する高度な戦略的思考が重
要となる。戦略的思考のためには、域内人口減少・グローバル化等の変化や競合する他地
域など与件を分析し、コト消費空間に関する市場環境について正確に把握することが重要
となる。
また、外資参入や高齢者の退出などの代謝が進む中で、コト消費空間が劣化、陳腐化し
ないように、そのサービス品質を維持するためのルールづくりなど、全体のコントロール
が必要となる。
さらに、コト消費空間における１次的な消費をレバレッジにして、地域全体のコト消費
型産業構造を造り替えるビジョンについても検討が必要となる。
図 4-3

個店から複数の個店集積の空間づくりのビジョンのイメージ

例えば、台東区のカチクラ（御徒町～蔵前地区）エリアでは、2004 年に設置された台東
デザイナーズビレッジが、産業人材育成のインキュベーション施設として、台東で起業を
目指すものづくりのデザイナーを育成している。台東デザイナーズビレッジは、育成され
たデザイナーへのマーケティング支援、起業支援を行い、デザイナーの地域内での独立開
業を戦略的に支援している。なお、これらのデザイナーの起業が実現すると、御徒町や蔵
前地区で昔からものづくりを行う職人や卸売り業者とのコラボレーションが生まれ、製品
の作成のための材料を卸売り業者から購入するなど、地域内の相乗的な経済効果が高まる。
また、カチクラエリアでは、老朽した建物をリノベーションして、テナントミックス型
の飲食店やギャラリーを誘致し、消費空間を高めている。加えて、モノマチなどの PR イベ
ントを定期的に行うことで、集客効果を高め、デザイナーの個店やテナントミックス型の
21

店舗、また既存の職人町のまち歩きや、ものづくり体験などが一体的になり、コト消費空
間としての価値を高めている（図 4-4）。
図 4-4 台東デザイナーズビレッジの事業戦略のモデル
卸小売
台東区

デザイ
ナー
デザイ
ナー
デザイ
ナー
・起業5年以内
・台東区起業希望者

台東モノマチ
協会
個店

協力・連携

台東デザイナーズ
ビレッジ

卸小売

ネットワーク
構築

ファッション産業人材 イン
キュベーション施設

個店

飲食・商い・小売・も
のづくり体験等 の
集積による
コト消費空間

テナント
ミックス

ギャラ
リー

個店
PRイベント
「モノマチ」
による集客

独立開業

（３）要件③：マネジメント人材のための安定的・持続的な活動環境の整備
コト消費空間づくりの高いハードルを越えるために、マネジメント人材が安定的・持続
的に活動に専念できる環境を整備すること
コト消費空間づくりの阻害要因への対応や、閾値を越えた複数の事業を戦略的・統一的
に展開するためには、マネジメント人材が安定的・持続的に活動に専念できる環境を整備
することが必要となる。
例えば、マネジメント人材及び組織は、以下の能力や機能が求められる。
・官民双方の窓口となり、地域の合意を背景とした代表性を持つこと。
・短期間では成果が見えにくい中、中長期的な戦略の下で事業の運営管理を進めるため
に、マネジメント人材の雇用環境を安定化させる安定的・長期的な自主財源が担保さ
れること。
→自主財源は、5 年以上の一定期間にわたり安定した財源が必要で、かつ関係者から
のガバナンスを効かせるため、10 年程度で更新する仕組みの設計も重要となる。
・マネジメント活動は直接収益を上げるものではなく、関連する事業者等に裨益するも
のであり、特に、コストセンターとなる業務・活動に係る経費を公的資金で支出でき
る仕組みが必要となる。
・公的機関の給与体系と独立した、マネジメント人材の専門性を評価する賃金体系の設
計と、新たな人材の参入を促進する専門人材マーケットの創出が期待される。
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図 4-5 マネジメント人材の資金確保と事業実施の概念図

例えば、
（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構は、1949 年設立の阿寒観光協会と 2001
年設立の阿寒湖温泉まちづくり協議会が統合されて設立され、2005 年に NPO 法人化された。
旧各組織の特性を活かして、複数の財源によりマネジメント人材を安定的に雇用すること
で、マネジメント活動は観光商品開発、ツアーガイド等の人材育成、まちづくり活動に及
び、地域内の民間事業者への経済効果もみられている。
表 4-2 阿寒観光協会まちづくり推進機構の組織概要
項目
経緯

概要
阿寒観光協会（1949 年設立）、阿寒湖温泉まちづくり協議会（2001 年 6 月設置）
が統合され、2005 年 7 月に阿寒観光協会まちづくり推進機構として NPO 法人化さ
れる。

組織の位置づけ

官民双方の窓口を担う。釧路市職員の機構への派遣（2006～2007 年）、民間事業
者は旧阿寒観光協会からの会員。

財源

会費、分担金、協賛金、負担金、釧路市補助金、観光まちづくり補助金、受託事業、
事業収入、その他。入湯税の徴収額は、釧路市観光振興臨時基金として積み立てら
れ、釧路市から機構へ補助金として配分され、阿寒湖温泉で実施する観光振興事業
にあてられる。入湯税を原資とした補助金による観光推進事業の内容は、釧路市と
地元関係団体との協議により決定される。

組織体制と人材

管理部（インフォメーションセンター含む）、アイヌ文化部、まちづくり部、イベ
ント部（イベント・大会の誘致・営業）、誘致宣伝部（外客対応、MICE 推進）な
どが設置され、専任の常任理事兼事務局長の他、スタッフが雇用されている。

事業内容

全体計画は、阿寒湖創生計画 2020 に基づき、緑化プロジェクト、まりも倶楽部、
商店街活性化プロジェクトなどを実施。また、着地型観光の商品企画やツアーガイ

ド養成を行うとともに、阿寒湖スキー場の事業管理（指定管理制度）なども実施。
（参考）観光地経営の視点と実践、公益社団法人 日本交通公社編著、
「阿寒湖観光まちづくり推進機構」、
pp.136-143
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第２節

中長期的に安定した財源の確保

（１）自主財源の３要素
これまで多くの地域においてまちづくり財源とされた公的財源（指定管理）や会費収入
等の財源は、使途が限定されて戦略的な事業設計が困難であって、または、責任関係が不
明瞭で効率化へのインセンティブが弱かったり、市場環境の悪化や外資参入によるフリー
ライドの増加により、安定性に不安があるなど、持続的な事業活動を阻害する側面がある。
地域の特性を踏まえた効果的な事業を継続的に実施していくためには、マネジメントに
必要な財源が、①網羅性、②自立性、③持続性を持つことが重要である。①網羅性とは、
特定地域内の地権者や事業者をもれなく対象とするもので、例えば会費収入型などがこれ
に該当する。②自立性とは、マネジメント組織自身が財源を確保し、事業活動を主体的に
行うもので、保留床などの保有資産による財源獲得が考えられる。③持続性とは、持続的
に財源を確保し、マネジメント組織が使途していく仕組みであり、税制は一旦導入すると
持続性が極めて高い。また、事業収益型の事業で、保有資産などから得られる収益を財源
にすれば、持続性は高いといえる。
（２）従来のまちづくり組織の財源の課題
従来のまちづくり組織の財源には、補助金、指定管理、保有資産活用、事業収益などが
ある。これらの財源の性質を、①網羅性、②自立性、③持続性の観点から比較すると、下
表に示すとおりである。補助金、指定管理、保有資産活用、収益事業、会費制ともに網羅
性は低く、特に会費制はフリーライドの増加を抑制することが難しいという課題がある。
収益事業、会費制は自立性はあるが、資金拠出が関係者の意思や収益性に委ねられるため、
持続性は担保されない。補助金と指定管理は、行政が補助、委託するもので、行政におい
てあらかじめ事業内容が既定され、単年度主義という時間的制約が付くことから、自立性
と持続性は担保できない。
表 4-3 従来のまちづくり組織の財源の課題
財源の種類

網羅性

自立性

持続性

（汎用性）

補助金

―

×

×
（単年度）

○

指定管理

―

×

△
（複数年）

○

保有資産
活用

―

○

―

×
（ケースが限定的）

収益事業

―

○

×

×
（事業設計の難易度が高い）

会費制

×
（フリーライダー）

○

×

○
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コト消費空間づくりのプロセス（組織づくり、財源確保、規制等策定、運用や集客等）
には、一定以上の時間を要するため、あるべき財源には以下の方向性が求められる。
①少なくとも５年間は安定的に財源が担保されること（持続性）
②事業効果が裨益する関係者から漏れなく拠出されること（網羅性）
③フリーライドを防止すること（網羅性）
④固定資産への投資を前提としないこと（自立性）
（３）海外における税・負担金方式による財源確保
北米や英国において、コト消費で魅力的な地域を創造している都市等は、税・負担金方
式による網羅的・自立的・持続的な財源を持っていることが多い。
税・負担金方式による財源では、地域づくりの取組で生み出された個店での収益の一部
が、地域づくり組織の活動資金として還元される。特定地域・業種を網羅するため、フリ
ーライドは発生しない。
例えば、バンクーバー、ボルダー、ワイキキ、ココナッツローブでは、固定資産税収入
の一定割合がまちづくりや集客事業の財源となり、ナパ・バレーでは、宿泊税を徴収し、
観光地整備やプロモーション活動などを行っている。
海外では、このような税・負担金方式による BID 等の地区が、アメリカで 1,002 地区、
イギリスで 197 地区、カナダで 400 地区、オランダで 112 地区、ドイツで 35 地区あり、市
街地活性化、にぎわいづくり、地域の防犯や清掃活動などが行われている。我が国におい
ても、北米などのように、各地域において地域づくり（まちづくり）のために持続的な財
源を確保することが出来れば、地域振興はより多くの地域に拡大可能になると考えられる。
一方、国内においても、法定外税の創設、分担金の徴収など地域が取り組める制度はあ
るものの、実践事例が乏しく、ほとんど普及していないのが現状である。
表 4-4

BID 等での税・負担金の事例
地域名

バンクーバー

概要

税・分担金

人口 58 万人、市に 22 の BID

固定資産税：＄96,000（サウス
ヒル BID）

ボルダー

ボルダー市人口 10 万人の中心地区

固定資産税＆会費：＄344,650

ワイキキ

ワイキキ人口 2.3 万人の中心地区

固定資産税：＄2,470,000

人口 1.8 万人の中心地区

駐車場利用税：＄474,000

ココナッツグローブ

固定資産税：＄443,000
ナパ・バレー

年間 500 万人の観光客が訪れるワイン
の産地
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宿泊税：＄4,000,000

表 4-5 海外 BID の地区数
国名

BID 地区数

統計時点

アメリカ

1,002

2011 年

イギリス

197

2015 年 5 月

カナダ

400

不明

オランダ

112

2011 年

ドイツ

35

2012 年

出典：最新エリアマネジメント

街を運営する民間組織と活動財源、学芸出

版社、2015年2月、p.22、BID INTEL https://www.bidintel.co.uk/bid-stats/、
第１回大阪版BID制度検討会、補足資料 海外のBIDの事例

ニューヨーク市

の事例を中心に、等

第３節

効果的な組織体制のための３要件

本章第１節では、効果的なコト消費空間づくりの要件として以下の 3 点を示した。
①公物・私物を一体的に利用（占用）した事業提案など、従来にない自由度の高い横断
的な取組であること
②複数の事業を戦略的・統一的に展開すること
③コト消費空間づくりの高いハードルを越えるために、マネジメント人材が安定的・持
続的に活動に専念できる環境を整備すること
これを実現していくためには、地域のリソースを効率よく活用するとともに、魅力的な
コト消費空間づくりを強力に推進するために、専業的に携わる人材を中核としたマネジメ
ント組織を創立し、以下のような権限や財源を担保することで、幅広い事業活動を実施し
ていくことが必要と考えられる。
＜効果的なマネジメント組織を構築するための３要件＞
１）横断的な取組を実現化する経験と、多様な関係者とのコミュニケーション能力を備
えた人材確保
２）公的な仕組みを活用し、このような人材を中長期的かつ安定的に雇用して、事業を
実施できる財源の確保
３）調達した財源の使途を能動的に決定し、官民の多様な関係者と事業が実施できる、 地
域を代表する公的な位置づけと権限の付与
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この３つの要件から、第３章で示した事例を改めて整理すると、長野県小布施町のア・
ラ・小布施では、地域に幅広いネットワークを持つ人材がマネジメントを行い、ホテル、
喫茶、商品販売等の自主事業と財源により組織が運営されている。また町役場等とのパイ
プが強い第３セクターであるため、様々な事業を横断的に調整し、公的な意味合いもつ事
業を実施している。
熊本県阿蘇市門前町商店街では、商店街の若手メンバーが「若きゃもん会」を結成し、
商店街組合や各個店、商工会議所等を連携し、地域に貢献する事業を行っている。
表 4-6 先行事例にみる３要件の整理
調達した財源の使途を能動的に決定
横断的な取組みを実現化する経
公的な仕組みを活用し、このような人
し、官民の多様な関係者と事業が実施
験と、多様な関係者とのコミュニ
材を中長期的かつ安定的に雇用し
できる、地域を代表する公的な位置づ
ケーション能力を備えた人材確
て、事業を実施できる財源の確保
けと権限の付与
保

（事例１）
長野県小布施町
ア・ラ小布施

・町役場、町内企業、商工会、金融機
・主な財源は、ホテル、喫茶、商品販
関、農業関係者、町民などが株式を出
・地域に愛着とネットワーク（連帯
売、視察・ガイド等の自主財源で、加
資した第３セクター的な会社である。
感）をもち、観光や広域連携に経
えて補助金等を受け、常勤１～２名、
・町役場等の出資により、公的な意味
験を持つ人材が中心となってい
パート１名（6名シフト）で運営してい
合いを持つ組織で、事業時のパイプも
る。
る。
強い。

（事例２）
熊本県阿蘇市
門前町商店街

・商店街の若手商店主10人によ
る「若きゃもん会」が結成され、
商店街の個店との円滑なコミュ
ニケーションにより、商店街活性
化の取組みを推進。

・「阿蘇一の宮門前町商店街」と、「若
・個店からの会費や協賛金を集め、
きゃもん会（NPO法人格等無し）」が一
商店街活性化にかかる事業を実施。
体となり、商工会議所や各個店と密に
商店街の個店等が費用負担してい
連携して、地域に貢献する事業を行っ
る。
ている。
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第５章
第１節

地域の協同システムの構築
地域の協同システムの重要性

コト消費空間づくりは、マネジメント組織が従来の組織にない自由な発想の下、幅広い
事業活動を実施しつつ、来訪者に向けて、イベント開催を通じた直接的アプローチ、個店
事業のコト消費化を通じた間接的アプローチの双方から魅力を創造し、認知させる取組を
進めていくことである。
このような事業活動を可能とするためには、マネジメント組織に資金や管理権限の委譲
を進め、事業活動の自由度と安定性を担保し、戦略的・専業的な事業環境を整備すること
が必要である。特に、その裏付けとして、持続的な組織運営のために、安定した財源確保
の方策を整備することが重要となる。
しかしながら、先述のように主に行政から交付される従来のまちづくり財源では、財源
の使途の自由度などに制約がある。自治体の財政が厳しくなる中で、行政界の中での特定
地域の開発と言えるコト消費空間づくりのために財源を確保することは、平等原則の点か
らも難しい。
他方、会費制など、民間セクターの中で資金調達をする場合は、外資の参入等による不
安定化、フリーライドの発生、直接的に収益の上がりにくい事業に投資が回らない等の問
題がある。
そこで、行政の強制徴収の仕組みを活用しつつ、自治体独自の判断で、特定財源を確保
する資金調達手法として、法定外税や分担金が存在するが、現在のところあまり活用され
ていない。周辺事業者への外部効果がアウトカムとなる事業特性を踏まえると、裨益する
関係者に相応の負担を求めつつ、再投資を促進することが方策として考えられるが、海外
の先進的な事例（BID 制度など）では、このような負担を求める制度が整備されている。
英米の BID のように、公的な強制徴収の仕組みを導入したコト消費空間づくりは、マネ
ジメント組織を中心に、事業者や自治体などの関係者が協同するシステムを作り上げ、事
業活動が生む外部経済効果を資金循環に変換し、継続的に実施されていく事業活動として
再定義することが出来る。
マネジメント組織は、自治体と連携しつつ、協同システムの全体像を空間づくりのビジ
ョンと併せて提示しながら、資金の出し手である事業者・来訪者からこのシステムに関す
る理解（合意）を得ることが必要である。このようなシステムが出来上がった後も、戦略
的な事業実施とその効果の把握・発信に取り組み、継続的に理解を得るための取組を進め
ていくことが重要となる。
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第２節

地域の協同システムのモデル化

（１）地域協同システム
地域協同システムには、自治体、マネジメント組織、来訪者・利用者・テナント入居者、
事業者・地権者が関係性を持ち、資金が循環する仕組みが求められる（図 5-1）。
法定外税や分担金等で徴収された財源は、自治体から事業資金としてマネジメント組織
に渡り、マネジメント組織はコト消費空間にかかる事業を実施し、来訪者や利用者が増え
ることで、地域の消費が増大するとともに、法定外税等の徴収を通じて、さらなる再投資
へと資金が循環していく。
下図の右辺は、直接的にコト消費空間づくりに関係する部分で、実効的な環境整備や集
客事業が想定される。左辺は、財源確保に関する部分で、税や分担金の制度設計が求めら
れる。上辺は、自治体から公的な位置づけを持つ組織に資金が提供され、議会による議決
を前提に、自主的な資金を流し込む。下辺は、事業のアウトカムの評価で、税や分担金の
効果をはかる指標となる。
このような財源、マネジメント組織、事業実施を含む仕組みが地域で循環していくこと
で、持続性のあるコト消費空間づくりが実現すると考えられる。
図 5-1 地域協同システムのモデル

財源（ⅰ）

使途（ⅱ）
事業資金の自由度、裁量権

後方支援
（規制緩和 等）

法定外税

合意形成

情緒的な評価

（自立性）

コト消費空間
づくりに係る
事業実施

事業の効果に関する
説明（事前・事後）

信頼感（監視）

事業者
地権者

消費額増大
満足度向上
賃料上昇
空室率低下

来訪者・利用者
テナント入居者

消費購買活動への反映

事業成果の証明、レバレッジの確保 （アウトカム・目的とする成果）
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責任（Ｂ）

分担金

網羅性
持続性

権限（Ａ）

自立性
（持続性）

有効な取組の
立案と実行力

議会による議決

マネジメント
組織
リーダーシップ

条例制定

税・分担金の制度設計 （資金の入口／循環の起点）

事業
資金
提供

自治体

コト消費空間づくりのノウハウの確立・実行環境整備 （アウトプット）

推進組織とその活動の公益性、代表性といった社会的位置づけの確保 （資金の出口）

（２）事例１：釧路市（入湯税引上げと観光振興臨時基金）
実際に地域協同システムが導入されている例として、釧路市の阿寒湖温泉地域がある。
釧路市では、平成 26 年 12 月に入湯税を従来の 150 円から 250 円に 100 円分引上げ、引上
げ分は年間約 48,000 千円の税収と見込まれている。税収は、釧路市の観光振興臨時基金と
して積み立てられ、10 年間の長期にわたり使途が可能となる。
基金の使途は地元関係団体による事業検討会議により決定され、NPO 等や事業者に提供さ
れる（本研究会の開催時点では、基金の使途方法は検討中であり、明確なルールは定めら
れていない）
。NPO 等では、観光振興に資する目的で事業を行うことができる。例えば、無
料循環バスの運営、まりもコイン、フォレストガーデンの整備などに使途される。
これらにより、観光客の滞在の満足度が増し、更なる集客につながり、入湯税が安定的
に確保され、持続的なデスティネーション・マネジメントを実現する仕組みである。
図 5-2 釧路市（入湯税）の協同システム

財源（ⅰ）

使途（ⅱ）

基金条例の制定

事業の効果に
関する説明

国際観光旅館
登録施設増加

国際観光旅館

入湯税支払
消費額増大
満足度向上

税負担による影響の効果に対する評価

入湯客

消費購買活動への反映

事業成果の証明、レバレッジの確保 （アウトカム・目的とする成果）
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責任（Ｂ）

阿寒湖温泉で
実施する
観光振興事業
情緒的な評価

合意形成

48,000
千円/年

地元関係団体と
市による
事業検討会議

権限（Ａ）

入湯税徴収

観光振興
臨時基金

個別事業の実施
（補助金の支出）

独自財源
研究会の設置

市税条例改正

税・分担金の制度設計 （資金の入口／循環の起点）

釧路市

事業実施

コト消費空間づくりのノウハウの確立・実行環境整備 （アウトプット）

推進組織とその活動の公益性、代表性といった社会的位置づけの確保 （資金の出口）

（３）事例２：富士河口湖町（遊魚税）
富士河口湖町では、平成 15 年に富士河口湖町遊漁条例を制定し、釣りをする来訪客から
遊漁税として１回あたり 200 円を徴収している。徴収義務者は漁業組合で、年間の徴収額
は約 8,000 千円となる。徴収額は富士河口湖町の財源となり、治水事業の特別会計として
扱われる。
治水組合に提供された徴収額は、駐車場や公衆トイレの整備、また湖畔の清掃等に使わ
れる。治水組合では、元来より湖畔の清掃や維持管理を事業内容としていたため、その延
長線上として遊漁税の使途を行う組織として位置づけられた。また河口湖ではバス釣りが
有名なため、バスの稚魚の成育にも使われる予定とのことである。
駐車場やトイレ、湖畔の清掃により来訪者の滞在が快適なものとなり、釣りのサービス
が提供されることで、河口湖への集客と遊漁行為が継続的に行われ、遊漁税の安定的な徴
収が可能となっている。なお、遊漁税は、遊漁客全てに課税することができ、網羅性があ
り、また税制として制度化されているため持続性がある。
図 5-3 富士河口湖町（遊漁税）の協同システム

財源（ⅰ）

使途（ⅱ）

治水組合

議会による議決

遊漁税徴収
事業の効果に関する
説明（事前・事後）

・駐車場や
トイレの整備
・湖畔清掃
環境改善に
対する評価

合意形成

遊漁税支払

漁協組合

遊漁客

満足度向上

税負担による影響の効果に対する評価

継続的な遊漁行為

事業成果の証明、レバレッジの確保 （アウトカム・目的とする成果）
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責任（Ｂ）

8,000
千円/年

権限（Ａ）

条例制定

税・分担金の制度設計 （資金の入口／循環の起点）

治水事業
特別会計

富士河口湖町

コト消費空間づくりのノウハウの確立・実行環境整備 （アウトプット）

推進組織とその活動の公益性、代表性といった社会的位置づけの確保 （資金の出口）

（４）事例３：東京都（宿泊税）
東京都では、平成 14 年 4 月に東京都宿泊税条例を公布した。国際都市としての東京の魅
力を高め、観光振興を図るために、宿泊料金が 10,000 円以上 15,000 円未満の宿泊者に 100
円を課税し、宿泊料金 15,000 円以上の宿泊者に 200 円を課税する制度を導入した。
平成 27 年度の宿泊税見込額（予算額）は 17.6 億円で、東京都により徴収され、東京都
の観光振興事業に使われる（右辺）。使途の決定は（上辺）、東京都議会の議決による。使
途内容は、観光プロモーション（案内やマップ等のツール含む）、観光資源開発、観光まち
づくりへの支援などに充てられる。宿泊客は、これらの観光受入体制の整備により、情緒
的な観光を体験することができる。
下辺の事業効果については、東京都は税金と事業効果にかかる説明責任を果たさなけれ
ばならない。宿泊客に宿泊税の支払いが課せられるが、当該財源によりまちの魅力が高ま
れば、宿泊施設内部のみでなく、周辺商業空間の消費が拡大され、また観光客の滞在にか
かる満足度も向上される。
図 5-4 東京都（宿泊税）の協同システム

財源（ⅰ）

使途（ⅱ）

観光振興事業
（東京都）

議会による議決
後方支援
（規制緩和 等）

宿泊税
17.6億円
合意形成

信頼感（監視）

旅館・ホテル

宿泊税支払
消費額増大
満足度向上

宿泊客

賃料上昇
空室率低下
税負担による影響の効果に対する評価

消費購買活動への反映

事業成果の証明、レバレッジの確保 （アウトカム・目的とする成果）
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情緒的な評価

プロモーション
観光資源開発
観光まちづくり
への支援

責任（Ｂ）

※H２７年度予算

事業の効果に関する
説明（事前・事後）

権限（Ａ）

条例制定

税・分担金の制度設計 （資金の入口／循環の起点）

事業
資金
提供

東京都

コト消費空間づくりのノウハウの確立・実行環境整備 （アウトプット）

推進組織とその活動の公益性、代表性といった社会的位置づけの確保 （資金の出口）

第３節

財源の比較

（１）法定外税と分担金の比較
一般的にコト消費空間は、行政区域より狭い場合が多いと考えられる。公的な徴収の仕
組みを活用して、当該エリアの整備により裨益する者（受益者）から財源を調達すること
で、コト消費空間として認知されるエリアだけを集中的に再投資する仕組みが重要となる
ものと考えられる。特定の受益者から集めた財源と特定の事業（支出）がリンクすること
で、負担者である受益者から事業実施者へのガバナンス（監視）が行われることとなる。
①法定外税の特徴
税の３原則、中でも公平原則が、徴収に係る運用面においても担保される必要がある。
法定外税は、ある程度の規模の課税客体（来訪客、宿泊客数等）がある地域で導入しやす
いと考えられる。
②分担金の特徴
自治体の判断で受益者を特定し、地域限定で賦課を求めることが出来る。分担金を定め
るための根拠は、地方自治法第 224 条で「普通地方公共団体は、政令で定める場合を除く
ほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に
充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金
を徴収することができる」、と規定されている。

表 5-1 法定外税と分担金の比較
制度設計における制約
受益負担関係

想定される負担者

税の３原則
「公平・中立・簡素」

法定外税

関係性の説明が必要

利用者

満足する必要あり

事業者
分担金

より直接的な関係性の説明が

地権者

必要

事業者
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（２）分担金を活用したコト消費空間づくりの事例
分担金を活用して、エリアを限定した徴収を行い、当該地域の整備を行う事例がある。
①熊本県天草市 「天草市重要文化的景観整備事業分担金徴収条例」
・平成 24 年に国により「﨑津・今富の文化的景観」が重要文化的景観に指定されたことに
伴い、所有者の申出・分担金による市の事業として私的空間の整備に着手した。現在、
２軒がモデル的に整備され、世界遺産登録に向けて地区全体の機運も高まっている。
②滋賀県高島市「高島市重要文化的景観整備事業受益者分担金徴収条例」
・高島市では重要文化的景観に、①海津・西浜・知内の水辺景観（平成 20 年）、②針江・
霜降の水辺景観（平成 22 年）、③大溝の水辺景観（平成 27 年）の 3 ヶ所が選定される。
集落、河川、水田、湖をつなぐ水環境システムが特徴で、分担金は建物修景や石垣等の
景観整備に用いられている。
③沖縄県北谷町「北谷町美浜駐車場管理運営事業受益者分担に関する条例」
・平成 12 年に「北谷町美浜駐車場管理運営事業受益者分担に関する条例」を定め、現在、
町営駐車場の受益者であるホテル、物販、飲食、ボウリング場、情報産業、ライブハウ
ス、映画館の 21 社に分担金を賦課し、町営駐車場の維持管理費、駐車場改修・改築に備
えた基金充当金にあてている。
表 5-2 3 地域の分担金条例の概要と導入プロセス等の比較
導入目的

天草市重
要文化的
景観整備
事業分担
金徴収条
例

重要文化的
景観の構成
要素の復旧
修理、修景
の事業費を
所有者を分
担するため

高島市重
要文化的
景観整備
事業受益
者分担金
徴収条例

重要文化的
景観の構成
要素の復旧
修理、修景
の事業費を
所有者を分
担するため

北谷町美
浜駐車場
管理運営
事業受益
者分担に
関する条例

駐車場の維
持管理費と
将来の改修・
改築費用を
事業者等と
分担するた
め

対象経費
事業内容

屋根の葺
き替え、
外壁の張
替え等

建物修景、
石垣等景
観整備等

美浜駐車
場区画線
設置工事
等

負担割合

分担金を
選択した
理由

合意形成
における
苦労・工夫 等

合意形成
プロセス
途中の
計画変更

合意形成
に関連す
る業務の
委託

総務省
への事
前相談

条例作成
に係る
業務の委
託

対象工事費
等の32.5％
を徴収

重要文化的景
観の修景等に
国庫補助がつ
くが、所有者
（受益者）負担
も生じるため、
分担金制度と
して明確化し
た

通常は設計管
理委託を行わ
ないので負担
額が増えること
への説明
（景観形成地区
指定の際には、
総会での説明）

―

―

―

―

12,000千円
（H.25）
1,200千円
（H.26）

所有者1/2
国補助1/2

重要文化的景
観の修景等に
国庫補助がつ
くが、所有者
（受益者）負担
も生じるため、
分担金制度と
して明確化し
た

個別に訪問して
制度を説明
（重要文化的景
観の範囲検討
時には総会、説
明会等実施）

―

―

―

―

7,321千円
（1㎡あたり
320円
徴収）

事業者65％
町負担35％
（駐車場の
利用割合か
ら算出）

一般利用者か
らの直接徴収
も検討したが、
駐車利用率が
上がることで
周辺事業者の
収益が見込ま
れるため

駐車場利用者
ではなく、21社
の事業者が負
担することで合
意形成

―

―

不明
（資料
なし）

―

事業規模

6,278千円
（工事費・
設計管理
委託費）
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（３）分担金の合意形成について
分担金について、制度上は負担者の合意を必要としないため、明確な合意形成の必要水
準は示されていない。しかし、事後的な訴訟リスクを軽減させるため、全員同意が事実上
の要件となっており、合意が必要とされていないこと自体が、かえって制度導入・運営の
足枷となっている。
これに対し、海外の BID 制度においては、当該制度の導入（強制負担の確保）について、
合意形成に必要な手続や水準について明文化している。フリーライドの防止（支払意思の
ない者への強制徴収）の観点から、国内の分担金制度の導入についても、合意形成に必要
な手続や水準に係るベンチマークを示す必要があると考えられる。
表 5-3 開発事業に必要な合意形成の水準について
開発種類

施工の種類

合意形成

土地区画整理事業

個人（関係権利者全員）

全員の同意（100％）

組合（7 人以上の地権者）

地権者の 3 分の 2 以上の同意

市街地再開発事業

個人（関係権利者全員

全員の同意（100％）

組合（5 人以上の地権者）

地権者の 3 分の 2 以上の同意

建替え決議

区分所有者及び議決権の

マンション

各 5 分の 4 以上の賛成
大規模修繕（軽微変更）

区分所有者及び議決権の
過半数の賛成

大規模修繕（重大変更）

区分所有者及び議決権の

―

建設組合員の過半数の賛成

各 4 分の 3 以上の賛成
コープラティブハウス

表 5-4 海外 BID 制度の導入に係る合意形成について
地域
アメリカ

必要な手続

必要な水準

・BID 地区の提案

総固定資産税額の 25％相当以上の地

ハワイ州ホノルル

権者の同意
・BID 計画の策定

①総固定資産税額の 51％以上

・公聴会

もしくは

・BID 委員会の設立

②地権者数の 51％以上
の反対で BID の導入が中止

アメリカ

・BID 地区関係者協議

①総固定資産税額の 51％以上

ニューヨーク州

・行政による許可取得

もしくは

（市議会、公聴会）
イギリス

②地権者数の 51％以上

・BID 制度の制定

の反対で BID の導入が中止

・利害関係者の協議

賦課金対象者（非居住）の

・BID 委員会の結成

①財産評価額の半分以上

・BID 協定の締結

かつ

・BID 提案書の作成

②過半数（人数）

・BID 提案書への投票

の投票で BID 協定が成立
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第４節

事業資金の提供

（１）事業資金の提供
組織が活用できる安定的な財源とするためには、関係者からの徴収制度だけでなく、マ
ネジメント組織がその使途の裁量を持って決定できるよう、自治体から特定財源として「渡
す」方法も考慮する必要がある（自立性）。自治体からの交付方法のあり方、例えば交付の
前段階から事業提案の形などでマネジメント組織が関与できる仕組み等の設計が重要とな
る。
また、釧路市のように財源の基金化や、金融機関からの投融資を組み入れることによっ
て、時間的に柔軟な運用を担保し、事業活動の範囲を広げていくことも長期的には必要と
なってくる。
表 5-5 事業資金の比較

（２）釧路市：観光財源の基金化
入湯税を引き上げた釧路市は、観光振興臨時基金を設置し、その引上げ分を当該基金に
繰り入れることにした。基金化により、税の引上げの目的である観光振興への安定的な財
源調達や、観光振興に関する事業計画の柔軟性が担保されることとなった。基金の支出は、
毎年度、地域の関係者と相談しながら決定している。
本研究会の実施時点では、観光推進臨時基金は、阿寒湖バス、まりもコイン、フォレス
トガーデンに必要な経費、つまり事業費に支出することが検討されているが、関係者の合
意があれば、人件費など管理費にも支出が可能となっている。
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◆釧路市観光振興臨時基金条例（抄）
第六条 基金は、第二条の規定により積み立てた額のうち次に掲げる各区域に所在する鉱
泉浴場における入湯に係る超過課税分納入金額に相当する額及び当該額に係る第三条に
規定する利子等に相当する額を合算した額の範囲内において、それぞれ当該各区域にお
ける観光の振興に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することが
できる。一～四 （略）
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第５節

コト消費空間づくりにかかる取組の整理

（１）コト消費空間づくりに係る取組の整理
本章第２節で示した地域協同システムの右辺部分の概念図を示すと、大きく 3 つのカテ
ゴリーに分けることができる（図 5-5）。
概念図の下部は、ベースラインの維持や関係者の連携体制の構築に係る取組で、マネジ
メント組織の役割には、地域内のベースライン（治安、清掃、景観等）の維持に関する合
意形成支援、情報インフラの整備、住民や関係機関のコミュニケーション促進と利害関係
の調整などが考えられる。想定されるアウトカムとしては、治安維持、美観形成、サービ
ス品質維持、交通利便性確保、顧客への情報提供の円滑化などがある。
概念図の中央部は、コト消費空間のマネジメント組織の役割が最も期待される部分であ
り、地域の魅力や感動を創造し、誘客を促進する取組である。アウトカムは、来訪動機を
喚起する集客イベントやバーゲン等の実施、カフェやカルチャーなどによる来訪者の滞在
時間の拡大、水辺や公園、公共施設などの低利用空間を活用した新規ビジネスの創出、ブ
ランディングや広報等を通じた地域から来訪者へのコミュニケーション促進が考えられる。
概念図の上部は、個店のコト消費への転換に関する取組で、マネジメント組織の役割に
は、個店への人材育成プログラム、インキュベーション支援、経営支援（マーケティング、
融資等）が考えられる。アウトカムとして想定されるのは、各個店の飲食、小売、展示、
販売、宿泊等のサービスがミックスされ、顧客のニーズに応えるコト消費空間を創出する
ことである。
図 5-5 コト消費空間づくりに係る取組の整理（概念図）

38

（２）観光地域づくりプラットフォームのコト消費空間の事例
コト消費空間づくりに係る取組を、観光地域づくりプラットフォームに当てはめて整理
すると（図 5-6）、概念図の下部の「ベースライン維持・持続可能性の担保・関係者の連携
体制の構築」に関するマネジメント組織の役割として、ワンストップ窓口の整備、各種交
通の整備、住民参加促進、地域資源の保全やマネジメントが考えられる。中央部の「魅力・
感動を創造し、誘客を促進する取組」としては、観光地域づくり基本計画の策定、マーケ
ティング実施、地域の魅力発信、滞在プログラムや観光ルートの提案などが考えられる。
上部の「個店のコト消費への転換」については、個店（宿泊施設、飲食、土産屋等）のホ
スピタリティ向上のための支援、各事業者のサービス品質の管理などが想定される。
これらの取組を地域一体となり行うことで、来訪客が楽しめる滞在空間の演出や滞在時
間の拡大、安全で居心地がよい観光地が維持されていくと考えられる。また、個店のみで
は難しい、地域全体の観光地の PR やブランディングを、マネジメント組織が中心となり担
っていくことが期待される。
図 5-6

観光地域づくりプラットフォームにおけるコト消費空間づくり（概念図）
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第６節

事業のアウトカムの評価・発信

地域協同システム（図 5-1）の下辺部分は、事業のアウトカムを示すもので、資金の出口
として、コト消費空間づくりに係る事業が実施され、その事業により整備・管理された空
間に対する来訪客の情動的な評価が消費購買活動につながることによって、地域の事業者
へと還流することを示している。
地域の事業者に対しては、左辺の負担（役割）とのバランスとして、アウトカム等を評
価することとなる。そのため、顧客満足度の把握など積極的な情報発信により、関係者と
のコミュニケーションを図ることが必要となる。
また、事業は複数年度にわたって重層的に取り組まれるため、アウトプットとアウトカ
ムを明確に対応させることは困難と考えられる。そのため、それぞれの事業について KPI
（Key Performance Indicator）を設定するなどに加えて、アウトカムを関係者に定量的に
理解させるための工夫を加える必要がある。
英米の BID の場合は、５年程度のスパンで更新することが義務付けられているため、BID
組織がアウトカムに関する積極的な情報発信を行うインセンティブと地域の関係者からガ
バナンスを効かせるシステムが担保されている。
例えば、アメリカフロリダ州マイアミ市の観光名所であるココナッツグローブでは、BID
制度が導入されており、BID 組織による事業活動は、アニュアル・レポートという形で対外
的に発信されている。当該レポートの中では、BID 組織がどのような事業活動を行い、どの
ような成果が上がっているのか等について説明されている。

第７節

マネジメント組織が単独で事業活動を行う場合

コト消費空間づくりのための地域協同システムの必要性を述べてきたが、従来のように、
コト消費空間づくりをマネジメント組織が単独で行う取組とすれば、関連する事業をそれ
ぞれ独立に運営管理することが求められ、事業活動が複雑になり、戦略的・統一的に空間
づくりを進めていくことは困難となる。また、自治体からの補助金や地域住民からの会費
等の資金をマネジメント組織が受け入れ、コト消費空間づくりを行うとする場合、図 5-7
に示すように、資金の流れは一元的になり、主体者間及び資金の循環は生まれない。
特に、地域外からの来訪者が増加し、消費額が増大される場合でも、地域協同システム
で示した法定外税や分担金のような持続的な財源確保の仕組みが導入されない場合は、地
域が持続的且つ戦略的に空間づくりを行うことは困難であると考えられる。
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図 5-7 マネジメント組織単独での事業活動の仕組み

財源（ⅰ）

使途（ⅱ）

推進組織とその活動の公益性、代表性といった社会的位置づけの確保 （資金の出口）

役務の提供

会費支出

役務の提供

事業者・地域住民

消費額増大

地域内外からの

来訪者

事業成果の証明、レバレッジの確保 （アウトカム・目的とする成果）
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責任（Ｂ）

コト消費
空間づくり
に係る
事業実施

消費（支払）

業務委託
補助金交付

権限（Ａ）

マネジメント
組織

コト消費空間づくりのノウハウの確立・実行環境整備
（アウトプット）

基礎自治体

サービス提供

税・分担金の制度設計 （資金の入口／循環の起点）

業務委託
補助金交付

第６章

コト消費空間づくりのプロセス

第１節

コト消費空間づくりのフローチャート

コト消費空間づくりを地域内で開始するためには、図 6-1 に示す５つのプロセスが求め
られる。地域内の機運と意識の醸成、事業内容の検討、協同システムのための制度設計、
コト消費空間づくりに係る事業実施、事業運営と評価の流れとなる。
図 6-1 コト消費空間づくりのフローチャート

１．コト消費空間づくりに向けた地域内の機運・意識の醸成
地域の課題や市場環境の把握

目指すべきコト消費空間のイメージに関する合意

２．事業内容の検討
財源確保策の検討
（行政需要の確認 → 課税目的・課税標準等の設計）

事業計画策定

３．協同システム構築のための制度設計
マネジメント組織体制の設計
（制度的位置づけの明確化）

関係者の役割分担・連携体制の確認

財源確保のための条例制定と合意形成

議会による支出承認

４．コト消費空間づくりに係る事業実施
マネジメント人材の確保

事業実施に必要な
規制官庁・関係者との調整

マネジメント組織の立ち上げ

空間づくりに関する事業実施

５．事業運営とその評価
事業の波及効果の把握と関係者への発信

組織体制・実施事業の改善
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第２節

各プロセスの概要

図 6-1 で示したコト消費空間づくりのフローチャートの各プロセスの概要を以下に示す。
１．コト消費空間づくりに向けた地域内の機運・意識の醸成
コト消費空間づくりは、行政のフォローの下、地域の関係者が集まり、目指すべきコト
消費空間の方向性について共有し、それぞれが連携する場を構築することから始まる。地
域それぞれが持つ特性や周辺地域などの市場環境を踏まえ、どのようなコト消費空間づく
りを進めて行くのか、そのビジョンについて合意し、共有することが必要となる。
図 6-2 地域内での意識醸成と事業内容検討のイメージ

２．事業内容の検討
コト消費空間づくりを地域が一体となり進めていくためには、目指すべきコト消費空間
づくりを実現するための事業計画の策定が必要となる。中長期的な事業計画を策定するこ
とに加えて、安定的な財源を確保するための施策の必要性を検討することが望まれる。法
定外税や分担金などの導入を検討する場合は、課税目的や課税基準等の設計を検討する必
要がある。
３．協同システム構築のための制度設計
図 5-1 で示した地域協同システムを実現するためには、マネジメント組織の公的・制度
的な位置づけを含む体制構築、行政や地域内のステークホルダーの役割分担や連携体制の
確認、財源確保（法定外税、分担金等）のための条例制定と負担者や徴収義務者との合意
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形成、議会等による承認などを経て、コト消費空間づくりのための制度を構築する必要が
ある。
４．コト消費空間づくりにかかる事業実施
必要な制度が整った後は、実際のコト消費空間づくりを進めるプロセスに移るが、コト
消費空間づくりを担うマネジメント組織の立ち上げと人材確保及び人材育成が必要となる。
マネジメント人材の育成と確保については、第 6 章で述べるが、少なくとも 5 年～10 年程
度の事業期間が求められる。また、マネジメント組織が中心となり、コト消費空間づくり
の事業実施を進める際に、第 7 章で示す横断的取組を阻害する諸規制へのアプローチが必
要となり、規制官庁や関係者との調整を行っていく必要がある。
５．事業運営と評価
コト消費空間に関する事業が運営された後は、事業成果を証明するための KPI（Key
Performance Indicator）等の指標に基づいて評価を行うことが推奨される。特に、税負担
等による財源確保の施策を導入する場合には、受益と負担に見合う説明が求められる。ま
た事業実施による地域へのレバレッジ効果や、マネジメント組織の持続的な運営のための
組織の財務やパフォーマンス評価なども求められる。
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第７章
第１節

マネジメント人材の調達・育成
マネジメント人材の能力と育成システム

（１）マネジメント人材に求められる能力
コト消費空間づくりのマネジメント人材には、図 7-1 に示す能力が求められる。複数の
関係者とまとめるリーダーシップ、マネジメント能力に加えて、地域の魅力を創造するマ
ーケティング能力などがあげられる。また、これらの能力を細分化した 6 つの専門的な能
力の育成が求められる。
図 7-1 マネジメント人材に求められる能力
○ リーダーシップ系統の能力
地域づくりに取り組む志を持ち、関係者との認識共有及び合意形成を行う能力
○ マネジメント系統の能力
多様な関係者をとりまとめ、必要な人材や資金を確保し、プロジェクトの立案や進行
管理を行う能力
○ マーケティング系統の能力
地域の魅力を創造することで、来訪者の新規獲得と既存顧客維持を行う能力

展開

○ 志・合意形成に関する能力
地域づくりの基本的な考え方や方向性を取りまとめ、多様な主体との認識共有や合意形
成を持続的に実施できる。
○ 持続性・公益性に関する能力
地域資源の保全・活用に関する調査を実施し、地域内外の人と調整しながら、ブランド
化を意識した地域づくりの実行体制を構築できる。
○ 地域マネジメント計画に関する能力
地域づくりの基本的な方向性に基づき、地域のブランドコンセプトを体感させる、複数
の事業方針を策定できる。
○ 受入環境に関する能力
地域での滞在に関する情報や滞在プログラム等を一元化して収集・提供する仕組みを構
築できる。
○ 地域マーケティング計画に関する能力
地域ブランドの基本概念を理解し、自地域において活用できる。また、個別事業の実施
結果をモニタリングして、改善を実現する。
○ 滞在プログラムに関する能力
マーケティング計画に基づき、ブランドコンセプトを体感できる複数の滞在プログラム
（経験ストーリー）の企画ができる。
出典：「観光地域づくり人材育成実践ハンドブック 2014」（観光庁 H26）を基に作成
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（２）OJT をコアにした人材育成システム
コト消費空間の創造や管理に資する人材の能力分野や、その育成手法については、既に
先行的な整理がなされている（例：観光地域づくり人材育成実践ハンドブック：観光庁,
2014）。
その中で、各分野の能力育成にかかる知識体系の整備が課題となっているが、MOOC
（Massive open online course）などネットを利用した国際的な教育システムの登場もあ
り、講師（教育的メンター）の充実を図っていくことで、知識移転型の能力育成環境は広
がっていくと期待される（例：「オンライン講座『旅館経営教室』：観光庁, 2015）
。
一方、高度化した社会における人材育成事業については、
「経験を通じた学習」手法の有
効性が指摘されている。これは、単なる OJT ではなく、
（実力を少し上回る）適切な経験と、
経験後の内省がセットで実施されるものであり、助言型メンターの存在が欠かせない。さ
らに、プロとして育つには、5～10 年の時間が必要である。すなわち、
「経験」は 5 年以上、
安定的に提供される必要がある。
これらより、コト消費空間づくり人材の育成には、実践者となる本人だけでなく、中長
期的な能力育成環境を担保する安定的な雇用、実践的な経験を積むことの出来る実行権限
と費用の確保、そして、支援するメンター（教育的／助言的）を交えた一体的な環境を構
築することが求められる。

図 7-2

OJT をコアにした人材育成システム

実行権限・費用の付与

※経験学習モデル（Kolb,
1984）をベースに、知識移
転要素を加味し事務局作成

経験・実践

体系的な知識の習得

内省

評価・報酬・安定的雇用の保障
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メンター

インストラクター

知識
提供

概念化
計画立案

内省の
フォロー

第２節

マネジメント組織の PL（Profit and Lost）構造

（１）組織の PL 構造
わが国で導入されているエリアマネジメント組織の収入源は、大きく補助金、指定管理
などの公共からの業務委託、B to C、B to B の民を対象とした自主的な収益事業、そして、
会費などが存在する。
税・分担金型資金を導入する場合、会費は置き換えられると考えられる。また、補助金
も同じ公的支出となることや、継続性の点で主たる財源とはなりにくい。
これを踏まえ、主たる財源を業務委託、自主的な収益事業、そして、税・分担金型資金
と設定した場合、収益の構造は以下のように整理できる。
一方、コト消費空間づくりに取り組むような既存組織の PL を参照すると、総支出と人件
費は比例関係にあり、概ね 30%が人件費（福利厚生費含む）に適用されている（R²=0.53、
n=25）。すなわち、エリアマネジメント組織が人材の確保と育成を行っていくためには、そ
のために必要とする人件費の概ね 3 倍規模の収益を安定的に確保することが必要となる。
これらを踏まえ、エリアマネジメント組織においては、人件費の 3 倍を目処とした規模
感にて、（税・分担金に基づく）エリアマネジメント協働事業、公物の管理業務、その他の
B to C, B to B サービスといった事情を適切に組み合わせていくことで、コト消費空間づ
くりを進めつつ、人材の確保と育成に取り組んでいくことが求められる。

図 7-3 エリアマネジメント組織の PL 構造モデル
コト消費空間づくり事業

収益

公物管理業務

（指定管理 等）
委託料

エリマネ組織のPL構造モデル
事業経費

費用
事業経費

人件費
事業経費

B2Cサービス
B2Bサービス

事業売上

エリマネ
協働事業

法定外税
分担金

人材育成効果

「人材」への
経験提供財源

事業経費
事業経費

人件費

人件費
人件費
人件費

事業経費
人件費

「人材」の
安定的雇用財源

※事業経費は固定費を含む

（２）人件費と税・分担金の徴収水準の関係
法定外税及び分担金は、人数×単価によって規定されるが、現実的に多大な負担（単価）
を設定することは困難であるため、実質的に、地域の観光客数や事業規模によって左右さ
れる。また、前述したように、人件費は総収益の概ね 30％を占める（図 7-4）。そのため、
人件費総額は、以下のような数式にて示すことができる。
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人件費総額 ＝ 税・分担金の負担者数×徴収単価÷総収益の税・分担金の比率×0.3
⇔税・分担金総徴収額（負担者数×徴収単価）＝人件費総額×総収益の税・分担金の比率÷
0.3

仮に宿泊税を創設する場合、総収益に占める税・分担金の比率を 50％とすれば、一定程
度の能力を持った人材（ここでは社側負担含む年収 800 万円1と設定）を 1 人雇用するには、
単価 100 円の場合は 13 万人泊、単価 200 円の場合は 7 万人泊が採算ラインの目安となる。
宿泊者が 13 万人泊以上となる市町村は全体の 30％程度、7 万人泊以上では 40％程度2とさ
れ、都市部や宿泊型観光地の多くが対象となり得る。
ただし、実際にはアシスタント、メンターの人件費も必要であり、何らかの形で日帰り
客を負担者とすることが求められる。
図 7-4 コト消費空間づくり関係組織の総収入と人件費の関係
45,000
40,000

（

35,000
人 30,000
件
費 25,000
20,000
千
円 15,000
）

y = 0.3058x
R² = 0.531

10,000
5,000
20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

総収入額（千円）

図 7-5 税・分担金負担者数と雇用者数の関係
3.5

雇
用 3.0
者 2.5
数
（

※総収益に占める
税・分担金の比
率を50％と設定

）

8
0
0
万
円
/
人

2.0
1.5

単価200円

1.0

単価100円

0.5
0.0
0

50,000

100,000

150,000

200,000

税・分担金：負担者数（人）

1
2

給与所得の平均額は 400 万円。社側負担を含むと 500 万円程度が平均となる。
市場縮小期における持続的な観光振興施策に関する考察（山田、2014）

48

（３）ハイ・リターンの賃金体系の設計
能力ある人材のマネジメント分野への参入を促進するためには、一定水準の報酬が獲得
できるかどうかが一つのカギとなる。本来、公的機関に属していない限り、賃金体系は柔
軟に設計できるものであり、実際に、公共性のある業務を行っている組織においても、成
果報酬型で比較的高い賃金を受け取ることのできる雇用形態を取っているものもある。人
頭税型の法定外税であれば課税実績と比例する来訪客数や、分担金の負担者への受益と相
当程度相関する固定資産価格等の KPI に連動させるなど、マネジメント人材への賃金の高
額支給を含めた、責任関係を明確にした報酬システムを設計することが重要となる。国内
においても、基本給与に加えて相当の成果報酬を与える給与体系を持つ公共事業関連の役
職もある（表 7-1）。

表 7-1 国内事例：成果報酬型及び比較的高水準の給与を支給する公共事業関連の役職
概要

報酬体系

職務内容

成果指標

(1) 商店街組織やまちなかで活動する個人や

指定された職務

・月額 70 万円

団体との信頼関係の構築及び活動への参画、

内容の進捗状況

・最長４年間の

並びに次代を担う人材の発掘、育成

等

中心市街地活性化

中核施設周辺の空

・委託料

タウンマネージャー

き店舗対策や商店

（都城商工会議所）

街の魅力向上など
の事業を通して、ハ

１年更新

(2) 賑わい創出に係るソフト事業などのサポ
ート及び協働体制の構築

ード・ソフトの両面
からまちなかの活

(3) 空き店舗への積極的・計画的テナント誘導

性化を図る。

(4) 空き店舗、空き家等の既存ストックを活用
した「リノベーションまちづくり」の推進
(5 )中心市街地に関わる情報の収集及び管理、
並びに発信
(6) 上記に関する事務的・総括的業務

まちなみ再生

空き家の増加が顕

・委託料

コーディネーター

著な地域の活性化

・月額約 65 万円

（宮崎県日南市）

を図るため、町並み

・その他調査費

の再生に必要な新

年 100 万円

しい人材（人脈）・

・単年度更新

資金・技術・考え方

(1) 飫肥の町並み再生にかるコーディネータ
ー業務
① 飫肥地区の空き家利活用に係る地域住民と
の意見交換及び調整

業務態度及び目
標の達成が見込
めない又は成果
が認められない

② 旧飯田医院の利活用に関すること

と判断した場合

③ 伝統的建造物群保存地区内の空き家利活用

は契約を解除

などを取り入れ、活

に関すること

性化に向け事業を

④ 飫肥地区景観まちづくり重点域における空

推し進める。

き家利活用の仕組み構築に関すること
(2) コーディネーター業務に係る調査
(3) その他、まちなみ再生に関する事業

ＭＩＣＥシニア

大阪への一層の国

・月額 60 万円

MICE の誘致業務を行う。具体的な成果指標に

大阪に誘致でき

ディレクター

際会議等の誘致を

・出来高払いで最

基づき MICE 誘致戦略、戦術の企画・立案・推

た国際会議の数

（（公財）大阪観光

行う。

高年額 200 万

進に従事する。国内外関係機関との連携拡大・

等

円以内のボー

強化

コンベンション協会）

ナス支給
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第３節

外部人材の活用に係る既存の公的人材派遣制度の整理

（１）公的な外部人材派遣制度の整理
地方創生、中心市街地活性化、商店街活性化などを目的とした外部人材活用のための公
的人材派遣制度を示す（表 7-2）。
地域に密着する長期型の人材派遣制度として、地方創生人材支援制度と地域おこし協力
隊の二つがある。地方創生人材派遣制度は、内閣府地方創生推進室が担当機関となり、国
家公務員、大学研究者、民間人材を、市町村長の補佐役として派遣し、例えば副市長や幹
部職員などのポストが与えられる。人件費は派遣先の自治体が負担することとなる。地域
おこし協力隊は、都市地域から過疎地域等に居住し、地域おこしを支援する制度で、平成
26 年度で 1,511 名、444 団体の派遣実績がある。派遣期間は 1 年以上 3 年以内となり、派
遣終了後に定住し、地域づくりを継続的に担う者もいる。
短期型の人材派遣制度としては、新・地域再生マネージャー、地域人材ネット（地域力
創造アドバイザー事業）
、中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業、商店街よろず相談
アドバイザー派遣事業、ミラサポ専門家派遣、地域活性化伝道師、農山漁村活性化支援人
材バンクなどがある。これらの派遣制度は、外部人材を短期的に地域に派遣し、地域づく
りのアドバイス、助言、相談などを行う内容や、講演、実技指導、行政相談などを行うも
のがある。派遣期間は、制度により異なり、新・地域再生マネージャーは、年間 80 日～100
日の派遣のための助成が可能となっている。中心市街地活性化アドバイザー派遣事業では、
60 人・日を上限とした派遣が可能で、3 人・日までは費用負担が生じない。
このような既存の人材派遣制度を有効に活用し、コト消費空間づくりに役立てていくこ
とが期待される。
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表 7-2 公的な人材派遣制度の整理
制度名称

担当省庁

派遣目的

人件費

派遣形態

1

地方創生人材支
援制度

内閣府地方
創生推進室

地方創 生に 積極的 に取 り
組む市町村に対し、意欲と
能力のある国家公務員や
大学研究者、民間人材を、
市町村長の補佐役として派
遣する

・ 各派遣 先の 自治
体の人件費規定に
基づく（例：副市長
900万～1400万等）

・常勤職員は原則2年間派
遣、非常勤職員は原則1
～2年
・派遣中のポスト：副市町
村長、幹部職員、非常勤
職員（顧問、参与等）

・派遣者：国家公務員42名、大学
15名、民間12名
・派遣先：69市町村（31市、32町、
6村）

2

地域おこし協力隊

総務省

都市地域から過疎地域等
に住民票を移動し、一定期
間、地域に居住して、地域
おこしの支援を行う制度

・1人あたり上限400
万円/ 年（報償費等
200 万 円 、 活 動 経
費200万円）

・長期派遣、概ね1年以上、
3年以下（地方公共団体の
募集内容により派遣期間
が異なる）

・地方公共団体が実施主体とな
り、公募をかけ、人材を確保する。
・ 派 遣 実 績 ： 1,511 名 、 444 団 体
（平成26年）

3

新・地域再生マ
ネージャー

（一財）地域
総合整備財
団（ふるさと財
団）

市区町村が地域再生に取
り組もうとする際の課題へ
の対応について、その課題
解決に必要な知識、ノウハ
ウ等を有する地域再生マ
ネージャー等の外部の専門
的人材を活用できるよう必
要な経費の一部を支援する
制度

・人件費単価は、申
請団体（自治体等）
の規定に基づく

・外部人材活用助成：短期 新・地域再生マネージャーの登
派遣が基本であるが、年 録者数47名（平成27年3月時点）
間80～100日程度の派遣
の場合もある
・外部人材派遣：短期派遣、
1回につき最大2日、合計6
回（12日）の派遣

地域独自の魅力や価値の
向上、地域力を高めようと
する市町村に対し、外部専
門家を招聘し、情報提供を
行うための派遣制度

助成 上限（ 事 業等
の諸経費含む）
・民間専門家：
560万円/年
・自治体職員：
240万円/年

4

地域人材ネット
（地域力創造アド
バイザー事業）

制度名称

総務省

・短期派遣、ワークショップ
等の諸経費を含めること
ができる
・市町村が、外部専門家を
年度内に延べ10日以上ま
たは5回以上招聘する場
合は、所要経費に対し特
別交付税措置

・分野：地域経営改革、地場産業
発掘・ブランド化、少子化対策、
企業立地促進、定住促進、観光
振興・交流、まちなか再生、若者
自立支援、安心・安全なまちづく
り、環境保全等
・民間専門家302名、市町村職員
18名、組織12組が登録（平成27
年5月1日時点）

派遣目的

人件費

派遣形態

対象分野・人数

独立行政
法人中小
企業基盤
整備機構

・中心市街地の活性化に悩み抱え
る団体等に、専門知識、ノウハウを
もつアドバイザーを派遣する事業
・対象は、中心市街地活性化協議
会、中心市街地活性化法第15条に
基づき中心市街地活性化協議会を
立ち上げようとする組織、認定民間
中心市街地活性化事業者である中
小企業者

・50,000円/日
・派遣累計日数が
3人・日（基本計画
認定地域では5
人・日）を超えた場
合は、受益者の費
用負担（17,200円/
日）が生じる

・短期派遣（相談、助言、アド
バイス等）
・派遣日数：60人・日が上限、
無料期間3人・日（基本計画
認定地域では5人・日）

・分野：商店街、商店経営指導、
まちづくり、都市・建築計画、財務
会計、人事管理、まちなか居住、
再開発、マーケティング等
・ 135 名 の ア ド バ イ ザ ー が 登 録
（平成27年度）

商店街よろず
相談アドバイ
ザー派遣事
業

株式会社
全国商店
街支援セ
ンター

・商店街の課題解決やイベント事業
などについて、専門人材を派遣し、
商店街の活性化を図るための相談
やアドバイス支援を行うもの
・対象者：①商店街振興組合、②商
店街の事業協力組合、③法人格を
持たない商店街組織、④複数の商
店街を取りまとめている連合体組織

・38,000円/ 日
（半日19,000円）

・短期派遣（相談、助言、アド
バイス等）
・派遣上限は、①1商店街に
つき年間3日まで（中活認定
エリア外）、②年間5日まで
（中活認定エリア内）

・分野：活性化コンセプト、テーマ
づくり、イメージづくり、景観形勢、
空き店舗対策、テナントミックス、
各種イベント、広告・宣伝、ポイン
トカード、スタンプ事業等にかか
るアドバイス

7

ミラサポ
専門家派遣

中小企業
庁

新規事業を始めたい、資金調達の
方法を知りたい、販路拡大を図りた
い、などの中小企業・小規模事業者
に対し、専門人材の派遣を行い、課
題解決に協力するもの

・ 5,150 円 / 時 間 、
30,900 円 / 日 （ 上
限）

・短期派遣（相談、助言、アド
バイス等）
・派遣回数：年間3回まで

・税理士、公認会計士、弁護士、
中小企業診断士その他公的資格
を有する者、豊富な経営支援の
実績がある者

8

地域活性化
伝道師

内閣府地
方創生推
進室

地域活性化に向けて意欲的な取組
を行おうとする地域に対して、地域
興しのスペシャリスト（地域活性化伝
道）を紹介し、指導・助言を行うもの

・6,200円/時間
・ 1日あたり2時 間
上限（現地調査を
含む場合は3時
間）
・旅費、日当、宿泊
費は別途支給

・短期派遣（相談、助言、アド
バイス等）

・分野：観光交流、地域産業・イノ
ベーション・農商工連携、まちづく
り、地域コミュニティ・集落再生、
地域交通・情報通信、地域医療、
福祉・介護、教育、環境、農・林・
水産
・民間人材等323名登録（平成26
年5月時点）

9

農山漁村活
性化支援人
材バンク

農林水産
省（農山漁
村人材バ
ンク事務
局）

農山漁村の活性化に取り組む地域
への専門的な知見を有する専門家
を紹介する制度

・人件費単価は、
申請団体（自治体
等）の規定に基づ
く

・短期派遣（講演、商品開発
デザイン、計画づくり、助言、
アドバイス、実技指導、法律・
行政相談等）

・分野：特産品開発、地域ブラン
ド創出、交流型観光、環境、景観、
地域福祉、防災、ICT、集落運営、
栽培支援等
・登録者数は404名（平成27年2
月時点）

5

中心市街地
商業活性化
アドバイザー
派遣事業

6

担当省庁

外部人材活用：
・助成対象：市町村
・ 助 成 額 ： 2/3 以 内
（上限700万円）
外部人材派遣：
・謝金ベース

対象分野・人数

51

（２）外部人材派遣制度の活用方法
外部人材派遣制度の活用方法としては、地域に長期的に滞在し、事業実施やマネジメン
トを担う人材として、公募等により地元で人材を確保することや、地域おこし協力隊の制
度の活用が考えられる。短期的な外部人材派遣制度は、マネジメント人材の育成に役立て
られ、地方創生人材支援制度による市町村業務の担い手人材の育成、中心市街地、商店街、
農山漁村活性化を行う人材の育成が期待される。人材育成の方法は、OJT 方式で業務横断的
に教育・補佐（メンター）することが考えられる。（図 7-6）
図 7-6 公的人材派遣制度によるマネジメント人材の確保と育成

マネジメント人材の確保
① 公募により地元で人材を確保
② 地域おこし協力隊【総務省】で外部から地域に定着する人材を確保

マネジメント人材の育成
◎全体マネジメント（マネジメント人材を業務横断的に教育・補佐（メンター）
）
① 地方創生人材支援制度【内閣府】
② 中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業【中小企業基盤整備機構】
◎個別事業のマネジメント（マネジメント人材の能力を補完し、業務の幅を広げる）
長期
①中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業【中小企業基盤整備機構；再掲】
②新・地域再生マネージャー【ふるさと財団】
短期
③地域人材ネット【総務省】
④農山漁村活性化支援人材バンク【農林水産省】
⑤地域活性化伝道師【内閣府】
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第８章
第１節

横断的な取組を阻害する規制へのアプローチ
コト消費づくりに関する規制の事例

（１）コト消費空間づくりの取組とアウトカム、規制の関係
第 5 章 図 5-5 で示したように、コト消費空間づくりには、①個店のコト消費への転換、
②魅力・感動を創造し誘客を促進する取組、③ベースライン維持、持続可能性の担保、関
係者の連携体制の構築、の３つのカテゴリーがあり、それぞれに関するマネジメント組織
の役割と、期待されるアウトカムを設定することができる。①に関するアウトカムとして、
各個店の飲食・小売・展示・販売・宿泊等の消費空間とサービスの拡大、②に関するアウ
トカムは、公共空間の活用による消費と賑わい空間の創出、イベントの実施、地域のプロ
モーション活動などが考えられる。③に関するアウトカムとしては、コト消費に係るビジ
ネスの根底を支えるための治安維持、景観形成、サービス品質維持などがある。
それぞれのアウトカムを達成するためには、ハード面・ソフト面の様々な法規制をクリ
アし、また多様な関係者との合意形成を得ながら事業を行う必要がある。
図 8-1

コト消費空間づくりに係る取組の整理（図 5-5 再掲）
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（２）アウトカム１に関する規制の事例
アウトカム１では、個店のコト消費空間への転換のために、空き家や空き店舗の活用に
よる消費空間及びサービスの拡大が考えられる。空き家・空き店舗の活用に際しては、マ
ネジメント組織の役割として、エリア全体のビジョン作り、空き家・空き店舗の所有者と
の調整、事業者の誘致や、担い手の起業支援、資金調達などを対応することが望ましい。
個店の事業者は、店舗空間の整備や改装、顧客へのサービス提供、個店のプロモーション、
収益管理などの役割が期待される。
空き家・空き店舗の活用のプロセスでは、所有者からその必要性の理解を得ることに時
間を要する。また、新たな商業空間を作ることに対する所有者からの同意や理解を得るこ
とが重要となる。所有者とテナント経営者が異なる場合は、テナント経営者の入れ替わり
などの問題も生じ、人の流動化は否めない。
表 8-1 空き家・空き店舗の活用に関する規制
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（３）アウトカム２に関する規制の事例
事例１：公共空間を活用したオープンカフェ等の実施と規制
コト消費空間づくりのアウトカムの一つとして、中心街の公共空間を活用した、オープ
ンカフェ、歩行者天国、イベント実施などによる消費空間の拡大と魅力・感動を創造する
空間と時間の創出が考えられる。マネジメント組織には、全体計画づくり、公共空間占用
許可、出店や管理の規制、収益管理、イベント等のプロモーション、実施時の安全管理な
どに係る役割が求められる。
公共空間を活用したオープンカフェ、歩行者天国、イベント等の実施に関しては、道路
占用許可、道路使用許可、工作物の設置許可、公園の占用許可、飲食店営業許可などを得
なければならない。マネジメント組織には、公共空間周辺の住民や事業者との利害関係の
調整や、各種規制を管理する警察等の機関との調整機能が求められる。
表 8-2

公共空間を活用したオープンカフェ等の実施と規制
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事例２：伝統的建造物を利用した宿泊事業と規制
歴史文化が残る中心市街地では、風情ある伝統的建造物を観光活用することが、コト消
費空間の魅力を高めるために有効である。マネジメント組織には、地域内で活用可能な伝
統的建造物の把握と活用計画の策定、所有者との合意形成と事業者（借り手）との意見調
整などが求められる。
一方で、伝統的建造物の活用には、宿泊施設として活用する場合、文化財保護法による
保存のための規制と旅館業法による玄関帳場の設置義務など、相対する規制をクリアして
いかなければならない。また、消防設備の設置や避難経路の確保など、伝統的建造物の価
値を維持しながら、顧客の安全性や快適性を高めるための措置をとっていく必要がある。
なお、伝統的建造物の改修は、一般的な宿泊施設の建設よりも費用がかかることがあり、
事業開始に必要な資金の調達も求められる。
表 8-3 伝統的建造物を利用した宿泊事業と規制
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事例３：集客イベント
コト消費空間の魅力創出には、ハード的な空間づくりだけではなく、イベント等による
ソフトの空間づくりも必要となる。例えば、街バルでは地域が一体となり、食を通じた集
客を行うが、公共空間（道路、広場等）の活用や関係者の利害や合意の調整が求められる。
表 8-4 集客イベント（街バル）の実施と規制

事例４：地域ブランディングとプロモーションツール
地域の魅力を外部に発信していくためには、マネジメント組織が中心となり、地域資源
のストーリー化、各種ツールの整備が求められる。マネジメント組織には、これらを担う
人材や継続的にプロモーションを行うための財源確保が求められる。
表 8-5 地域ブランディングとプロモーション
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（４）アウトカム３に関する規制の事例
事例１：治安・防犯対策
コト消費空間を安定的に提供するためには、来訪者や住民が安心・安全に滞在できる環
境づくりが求められる。マネジメント組織は、地域の関係団体やボランティア等と協力し
て、地域の治安活動、清掃活動などを行うことが想定されるが、一方で例えば防犯活動は
権限の限界があり、防犯パトロール的な活動となる。
表 8-6 治安・防犯対策

事例２：情報インフラの整備
消費空間に来訪客を誘致するためには、広報物や案内板などの情報インフラを設置する
ことが求められる。設置に際しては、屋外広告物法や都市計画法の用途地域への対応、ま
た道路占用許可などを得なければならない。
表 8-7 情報インフラの整備
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第２節

マネジメント組織に求められる機能と諸規制への対応

（１）マネジメント組織に求められる機能
コト消費空間づくりに関するアウトカムのイメージや横断的取組を阻害する諸規制への
アプローチを整理してきた。表 8-8 は、マネジメント組織の活動範囲と求められる５つの
機能を示したものである。
５つの機能とは、①ビジョンづくり、②空間づくり、③にぎわいづくり、④ひとづくり・
連携体制構築、⑤財源管理・運用、に関するもので、それぞれの活動範囲に応じた機能が
期待される。①ビジョンづくりでは、全ての活動範囲において、エリア全体の中長期的な
ビジョンの策定や事業計画の策定がマネジメント組織に求められる。②空間づくりでは、
個店の消費空間づくりへの助言や支援制度、公共空間の活用のための占用許可や防犯、清
掃活動、情報インフラ整備などがある。③にぎわいづくりでは、個店のサービス向上から、
地域全体でのイベント実施や外部への発信、またにぎわいを支えるベースライン的な活動
が求められる。④ヒトづくり・連携体制構築では、個店の人材育成やインキュベーション、
広域のコト消費空間づくりに係る関係者の利害関係調整や合意形成を担うことが期待され
る。⑤財源管理・運用では、マネジメントのために必要な財源（補助金、業務委託、その
他財源）の受入、イベント等の参加経費や広告料の徴収などを行う機能と、それらの資金
を目的に応じて使途する機能が求められる。
マネジメント組織は、これらの求められる機能を一体的に有し、コト消費空間づくりを
積極的に行う人材の確保が望まれる。
表 8-8 マネジメント組織に求められる機能
機能

ビジョンづくり

空間づくり

にぎわいづくり

活動範囲
個店のコト消費への
転換

魅力・感動を創造し
誘客を促進する
取組

ベースライン維持
持続可能性の担保
関係者の連携体制
の構築

ヒトづくり
連携体制構築

財源管理・運用

・エリア全体ビジョン
策定、個店の役割
の共有

・空き家等情報管理、
テナント等誘致
・個店のコト消費空
間づくりへの助言、
支援

・個店のサービス向
上への支援
・個店集積を束ねた
プロモーション活動

・コト消費空間づくり
への個店のへの参
加促進、合意形成
・個店の人材育成、
経営支援
・インキュベーション

・起業や経営促進の
ための融資
・個店支援のための
補助金等受入

・コト消費空間づくり
のビジョン策定
・イベントや集客事
業の計画づくり （規
模、エリア、期間、
予算等）

・ イベ ント 等 の ため
の公共空間占用許
認可申請
・地域資源の開発
・ イ ベ ント 等 の た め
の防犯、清掃活動

・イベント等実施
・情報発信
・マーケティングミッ
クスの設計・実施
・地 域ス ト ー リ ー 策
定と地域プロモー
ション

・店舗、住民、出店
者、事業者等との合
意形成、関係構築
・地域一体のイベン
ト実施
・自治体等との協力
関係構築

・業務受託、事業資
金受入
・イベント等の運営
規則に基づく、参加
料徴収と財務管理

・美観形成、サービ
ス維持等の計画づく
り

・情報インフラ整備、
維持管理
・屋外広告物設置許
可、道路占用許可
・美観整備、日常の
清掃活動

・にぎわいづくりを支
える治安維持活動
の実施・運営

・地域の利害関係調
整、合意形成
・地域住民、ボラン
ティアとの協力
・自治体等との協力
関係構築

・広告料徴収と管理
・地域住民、事業者
等が 負 担す る財源
の徴収・管理
・清掃、治安維持等
人件費支払い
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（２）事業活動を阻害する諸規制への対応の方向性
コト消費空間づくりに関するアウトカムの実現を阻害する諸規制について、法律上でき
ることと（明文の規制が存在しない）、実際にできることには大きなギャップが存在してい
る。それは、曖昧な規定による現場担当者の消極的な判断、手続など規制をクリアするた
めの実質的な負担が大きいことなどに起因する。また、条例制定により、法律の「上乗せ」
として、自治体が規制を強化している場合がある。そのため、コト消費空間を収益化する
個店の取組や、空き店舗の利活用、公地と民地を一体的に活用するイベント開催などにお
いては、行政・規制機関だけでなく、民間ベースでの協力が不可欠となる。そして、規制
機関・民間事業者等とともに、コト消費空間づくりを進めていくためのコミュニケーショ
ン能力が求められる。
◆規制機関・民間事業者等に対して必要な働きかけ
・規制機関の現場担当者への適切な情報提供
・省力化するための運用ルール（手続の自動化）の設定
・最適な規制水準となるよう働きかけ
・民間の関係者との信頼関係構築
・民間事業者間における拘束力のあるルールの設定
・官民の利害関係者を巻き込んだ協議会の設定
このような規制機関や民間事業者等との円滑なコミュニケーションのためには、マネジ
メント組織に、地域の代表性と法律等に基づく公的な位置づけを付与することが求められ
る。マネジメント組織は、以下に掲げる３つの要件を備えていることが必要となる。
◆マネジメント組織に必要な３要件
① 横断的な取組を実現化する経験と多様な関係者とのコミュニケーション能力を備え
た人材確保
② 公的な仕組みを活用し、このような人材を中長期的かつ安定的に雇用して、事業を実
施できる財源の確保
③ 調達した財源の使途を能動的に決定し、官民の多様な関係者と事業を行うための地域
を代表する公的な位置づけと権限の付与
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（３）諸規制に対する組織のアプローチ
諸規制に関しては、実施が可能か不可能か、さらには容易か困難か、について、①法律
の壁、②条例の壁、③現場の壁の３つがあると考えられる。①法律の壁は、現行の法律で
禁止されており、実施のためには政府機関（規制改革会議等）への規制緩和の働きかけが
必要となり、ハードルは高い。②条例の壁は、都道府県等により法律に基づいた条例が制
定され、状況によってはより厳しい規制となっている場合もある。このような状況では、
条例を制定する都道府県等に規制緩和の働きかけを行う必要がある。③現場の壁は、法律
や条例上の解釈では可能であるが、先行事例が無いため現場担当者からの合意が得られに
くいことや、手続きが膨大であるため、現場担当者やマネジメント組織にかかる負担が大
きいなどの課題がある。
これらの課題に対しては、マネジメント組織の公的位置づけ（地域代表制）を明確化し、
規制機関での適切なコミュニケーションを促進する必要がある。なお、法律上実行可能で、
さらに実質的に容易に実施できる事業で、且つ事業効果が高いものは、マネジメント組織
が中心となり、すぐにでも実行すべきである。
図 8-2 諸規制に対する組織のアプローチ（イメージ）
規制

規制（障害）の分類

組織のアプローチ

現行の法律で
禁止されている

現行の法制度では
実施が不可能

Ex. 既存不適格建物の活用

法律の壁

条例の上乗せにより
より厳しい規制に
Ex. 旅館業法・食品衛生法

柔軟性

現行の法制度で
実施が可能

都道府県へ条例上
乗せ部分の規制緩和
に関する働きかけ
現場担当者へ一般的
な運用ルール及び他地
域における先行事例等
を説明して働きかけ

法律上可能だが
現場の解釈・裁量に
より実施が困難
Ex. 前例のない地域での公物占用許可

法律上可能だが
手続等により
実質的に困難
Ex. 長期・恒常的な道路占用

運用

条例の壁

政府機関（規制改
革会議等）へ規制緩
和に関する働きかけ

法律上可能で
実行が容易
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手続等の負担軽減の
ため、運用ルール設定
を規制機関に働きかけ
現場の壁

すぐに実行！

第９章
第１節

コト消費空間づくり推進のための政策の方向性
先進的地域での導入支援

本研究会は、コト消費空間づくりの実現のために、法律や税制といった現行制度の中で、
どのようにマネジメント体制（協同システム）を構築するのか、その手法について検討し
てきた。
この手法が広く活用されるためには、コト消費空間づくりのためのマネジメント体制や
財源確保を現行制度の中で実現し、地域協同システムのモデルを構築することが必要とな
る。例えば、第１回研究会でプレゼンテーションをいただいた倶知安町など、意欲的な地
域が先進的にコト消費空間づくりに取り組み、他地域に展開・波及させていくことが重要
である。
一方で、コト消費空間づくりの事例を積み上げていくためには、地域の特性（目指すべ
きコト消費空間のビジョン・顕在化している課題等）を踏まえ、関係者の理解を得る取組
を進めつつ、地域ごとにオーダーメイドで作成することが必要である。そのため政府とし
ては、このような地域の取組を支援するため、専門人材の調達、合意形成を円滑に進める
ための手法の導入、税・分担金条例の設計・制定、インセンティブとなるハード整備やス
タートアップの資金調達などを促進するための予算措置等の施策を検討していく必要があ
る。具体的には、研究会での検討結果を踏まえて、2016 年 3 月を目処に、湯沢町や倶知安
等において、コト消費空間づくりの実践をフォローしていくことが望まれる（図 9-1）。
図 9-1 研究会における議論から実践への流れ

62

倶知安町では、エリアマネジメント条例が制定され、分担金を採用した BID の創設が検
討されている。加えて、スキー客へのリフト税などが検討されており、安定的な財源確保
と地域住民および来訪者のための消費と滞在の空間づくりが進められている。（図 9-2）。
図 9-2

倶知安町の抱える課題と地域協同システムのイメージ

北海道倶知安町が抱える課題
・不動産売買による地元住民の減少
と外国人不在不動産所有者の増加
・町内会会員数減少
・街灯、ゴミステーション、防犯、
除雪、草刈り等の住民主導の
公共サービスの質の低下
・観光地としての魅力低下

地域住民の求める
エリアマネジメント

・地域住民の負担増
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第２節

既存の政策との連携

コト消費空間づくりに係るマネジメントは、まちづくりや観光振興・商店街振興にも適
用可能と考えられる。当該分野においては、これまでも、マネジメント組織の創出や広域
連携の促進のための施策が関係省庁により実施されてきた。このような予算事業は、協同
システムの右辺のスタートアップを支援する取組として、特に中小規模の地域におけるコ
ト消費空間づくりにとって重要となる。例えば、都市再生推進法人、中心市街地整備推進
機構、商店街振興組合、観光地域づくりプラットフォームなどの既存のスキームをコト消
費空間づくりにも活用していくことが考えられる。
コト消費空間づくりでは、このような施策を活用して創設された組織を中核として、地
域の関係者がガバナンスを効かせながら持続的に事業活動を進めていくためのシステムへ
と転換させることを目指していく。
また既存組織を活用する際に、運営資金となるイニシャルコストは国が措置し、ランニ
ングコストを税などの安定財源から確保し、地域が中心となり継続的に事業が実施される
仕組みの構築が期待される。
図 9-3 既存組織の活用による中長期的な組織運営のイメージ
イニシャル・コスト
観光圏事業

→

ランニング・コスト → 地域（関係者）で確保

国が措置
認定中活計画
に対する支援

ＴＭＯ

観光地域
づくりＰＦ
観光地域
づくりＰＦ

都市再生
推進法人

民間まちづくり
活動促進・普及
啓発事業

まちづくり会社

都市再生
推進法人

ＴＭＯ
まちづくり会社

商店街組織

商店街組織
地域独自の財源を調達することで、事業の
継続性・安定性を担保するとともに、受益者
（負担者）からのガバナンスが効くシステム
を導入。

地域自立商業
促進事業
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第３節

目指すべきコト消費空間の将来像

現行法の枠内でも、公的な徴収制度を活用して、マネジメント組織を活動することは可
能である。しかし、分担金の合意形成のハードルが高いことや、地域の活動を国が法的に
サポートする仕組みが整備されていないため、訴訟リスクなど自治体に対する阻害要因を
完全に排除することが困難となっている。また、特定地域の固定資産税の不均一課税や組
織財源に使途を限定した課税が困難であるなど、海外事例と比べて、現行法での制度設計
には一定の限界があることも事実である。
域内事業者の新陳代謝や効率的な開発を阻害する平等原則に縛られることなく、地域（自
治体）がエリアを限定した集中的な再開発を行うことができるように、エリアからエリア
への資金循環・再投資を可能とするシステムを構築するため、更なる検討が必要である。

図 9-4 目指すべきコト消費空間づくりの将来像
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参考資料
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コラム１：雪国観光圏の取組

～100 年後も雪国であるために～

１．取組の概要
一般社団法人雪国観光圏は、新潟、長野、群馬の 3 県 7 市町村の広域観光圏の観光地域
づくりプラットフォームとして、平成 20 年（2008 年）に設立された。各観光地での事業（宿
泊業、土産業等）の後継者がいなくなり、地域が疲弊していく状況下において、自分たち
の町や周辺の雪国圏が 100 年後も雪国であり続け、地域が持続的に輝き続けることを目指
して、同法人の活動が開始された。
雪国観光圏の具体的な取組としては、ロングトレイルや雪国観光圏パス・手形といった
交通インフラの整備や、雪国 A 級グルメや宿泊施設の認証制度等の観光地の品質向上への
取組、ウェブサイトやフリーペーパー、ウェブマガジンによる広報の強化などである。ま
た、地域の民間団体を代表するプラットフォームとして、情報共有、商品造成、品質管理、
プロモーション業務を行っている。
２．マネジメント体制
マネジメント組織は、行政の窓口として機能する雪国観光圏推進協議会と、民間事業者
の集まりである一般社団法人雪国観光圏がある。また７市町村の観光担当行政との間で、
雪国観光圏戦略会議及びワーキンググループ（WG）を開催している。一般社団法人雪国観
光圏の役割は、地域にある観光協会を束ねて、地元商工会や事業者と協同する仕組みを目
指す、B to B（Business to Business）をつなぐ役割を担っている。
■ 雪国観光圏のマネジメント体制
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３．財源
一般社団法人雪国観光圏は約 8,000 万円の予算で事業を展開している。このうち約 4 割
が補助金で、残りの約 6 割のうち７市町村で 700 万円を負担し、残りを民間事業者が負担
している。
各観光協会について、例えば湯沢町観光協会では、会費が約 2,000 万円、湯沢町の補助
金が約 8,000 万円で、合計約 1 億円の事業規模である。うち人件費が約 3,000 万円で、広
告宣伝に約 5～6,000 万円を割り当てている。ただし、広告宣伝費の大部分を、外部の大手
代理店に業務を委ねているため、費用対効果を地域として把握することが困難となってい
る。
４．人材育成
7 市町村を含めた観光圏フォーラムや、各種ワーキンググループを毎月行い、戦略会議や
情報共有に努めている。様々なものをつなぎ合わせた着地型観光商品を開発し、運営を担
う人材が求められている。
５．今後の検討課題
今後に向けて湯沢町内の関係者は、全ての事業者から徴収する税の導入など、安定的に
財源を調達し、湯沢町から湯沢町観光協会（地域プラットフォーム）への業務委託や、よ
り広域的な事項については、一般社団法人雪国観光圏に対してプロモーションや戦略策定
などの支出方法を検討している。
参考資料：一般社団法人雪国観光圏

井口智裕「100 年後も雪国であるために」雪口観光圏が目指すもの、

第 1 回コト消費空間づくり研究会
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コラム２：ニセコひらふエリアマネジメント

１．地域の概要と抱える課題
ニセコは、札幌から 100ｋｍ南西、新千歳空港から車で 2 時間に位置している。倶知安町、
ニセコ町にまたがる一帯のデスティネーションをニセコと呼んでいる。人口は、倶知安町
が約 1 万 5,000 人、ニセコ町が 5,000 人弱である。近年 FIT（個人旅行）の外国人旅行客が
増加し、約 1 万人（平成 13 年）から約 44 万人（平成 25 年）へと増加している。また外国
人居住者（住民）が増え、132 人（平成 17 年）から 512 人（平成 26 年）に増加し、特に冬
季の 12 月から 3 月は 1,000 人を越えている。外国人向けの不動産事業が活発化し、平成 17
年（2005 年）に 7 棟であったコンドミニアムは、平成 22 年（2010 年）には 249 棟に増え
ている。
このように外国人の流入が激しいこと、また非居住者物件が 80％を占めていることもあ
り、町内会に加入しているのは全物件数の約 15％に相当する世帯のみである。なお、定住
者 20％のうち、5％は町内会員になっていない。そのため、町の防犯街路灯は町内会費で賄
っているが、町内会費不足で維持管理が困難となっている。また短期的な居住の外国人が
増えているため、ゴミの分別のルールが守られず、回収されないゴミが蓄積し、ゴミステ
ーションが溢れるといった状況がある。さらに、除雪作業などにかかる公共や既存住民の
負担が増大している。
■

ひらふセンタービレッジの町並み

注：☆印の建物は、新築されたコンドミニアムなど
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２．エリアマネジメント条例の制定
このような状況を改善するために、平成 23 年（2011 年）より BID (Business Improvement
District)制度の導入を検討し始めた。町内会や観光協会の会員が減少し、新たな財源確保
や運営組織を作る必要性が出てきたためである。
治安維持（外国人の喧嘩や酔っ払い対策）、景観美化（主にゴミ問題）
、公共交通の充実、
環境保全、公共空間の演出、事業者と地域住民の利害調整など、エリアマネジメント事業
を行う組織を立ち上げ、新たな財源により、その活動を担保する必要があった。
議論を重ね、平成 26 年（2014 年）に「ニセコひらふエリアマネジメント条例」が制定さ
れた。条例の運用に向けた課題も残り、徴収条例の制定、事業内容の確定、法人の設立な
どがある。また、外国人と地元住民の価値観の違い（不動産価値等）の解消や理解促進な
ども求められている。
３．マネジメント組織のあり方
ひらふ地区では、エリアマネジメントを行う組織と、ニセコ町と連携し、より広域の観
光プロモーションを行う DMO (Destination Marketing/Management Organization) の両輪
構造を目指している。
エリアマネジメント組織は、観光客だけでなく、住民にとっても快適に過ごせる地域を
目指すために、地域の不動産所有者や事業者から集めた財源で事業を行う仕組みが検討さ
れている。
DMO は、ニセコのイメージを国内外に発信する役割が期待される。DMO は、一般社団法人
倶知安観光協会、株式会社ニセコリゾート観光協会が構成メンバーとなり、この他に両町
の観光事業者で構成された一般社団法人ニセコプロモーションボードが加わって、ニセコ
エリアをカバーする「ニセコ観光局」の設立が検討されている。
参考資料：倶知安町

田中義人議員「ニセコひらふエリアマネジメント

ゼーション」、第１回コト消費空間づくり研究会
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外資との強制を図るリローカリ

コラム３：エリアマネジメント

大阪市エリアマネジメントとニューヨークの BID

１．エリアマネジメントとは
エリアマネジメントは、単に都市空間をつくることを目的とした制度ではなく、都市空
間の維持、管理、運営、マネジメントにも配慮し、地域の中の住民、事業主、地権者等が
主体となった取組を目指している。国土交通省でもエリアマネジメントのマニュアルが作
られ、この背景には、これまで都市や地域を形成していく段階に重きが置かれたのに対し、
近年、既成市街地を更新していく必要性が増え、維持管理、活用、マネジメントに重点が
置かれるようになったことがある。また、まちづくりの担い手の多様化や、都心部、観光
地、住宅地の公共空間を良くしようという動きが活発化していることもあげられる。
一方で、先駆的に BID やタウンマネジメントに取り組んでいるアメリカやイギリスでは、
市街地の維持管理ではなく、公民連携やパートナーシップにエリアマネジメントの重点が
置かれている。
２．大阪市のエリアマネジメント
大阪市では、平成 26 年（2014 年）4 月に「大阪市エリアマネジメント活動促進条例」を
施行し、JR 大阪駅北側再開発エリア約 7ha のマネジメントを開始した。同エリアの地権者
12 社で構成されたグランフロント大阪 TMO は、都市再生推進法人として指定され、エリア
マネジメント団体として公的な位置づけが与えられた。
エリアマネジメントの財源は、大阪市がエリア内の不動産所有者から徴収する分担金と、
広告収入などの自主財源の二つからなる。分担金として徴収された資金は、補助金として
市からグランフロント大阪 TMO に交付され、公共空間管理のための街灯やベンチの設置、
警備等の非収益事業に充てられる。自主財源は、公共・民間空間でのオープンカフェやプ
ロモーション活動などの収益・非収益事業に使われる。また、交通マネジメントとして、
巡回バス、駐車場整備、レンタサイクル、公共交通利用等などの域内の利便性を向上する
取組が行われている。
３．ニューヨークの BID
（１）基本理念と活動内容
米英の BID の基本的な考え方は、予め定められたエリアにおいて、追加的なサービス（美
化・維持管理、治安維持、マーケティング、街並み整備事業、景観向上、商業的サービス
等）を行うことを意図している。また公物管理以外にもマーケティングやイベントなどの
ソフト事業も含め、街の活性化に努めている。BID を運営する組織は、一定の代表制を確保
し、公と私をつなぐ準政府的な地位が確立されている。
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（２）財源
ニューヨークの BID では、財源の約 7 割を負担金が占める。負担金とは、固定資産税の
一定額を上乗せ額で、日本でいう固定資産税の不均一課税に該当する。BID の根底には、受
益者負担による地域づくりの考え方があり、課税額に見合う受益を提供することがエリア
マネジメント事業に求められている。その受益とは、例えば、ビジネスの促進に伴う地価
の高騰、景観整備、治安維持などが想定される。
この他の財源として、寄付金、事業収益、補助金、利子収入などがある。また支出内容
は、マーケティング、治安維持、美化活動の割合が大きく、この他、ビジターセンター管
理運営、公共空間維持管理などに使われる。
（３）公民連携による民間主導のまちづくり
BID の計画力、コーディネート力の向上により、過去に公共事業として行われてきた街並
み整備事業などは、公民連携で行われるようになっている。また、公共空間の管理や、駐
車場免除申請料や駐車場料金を財源とした事業を BID に委託し、自転車促進や歩道の管理
なども BID により行われている。
BID は地域マネジメントの仕組みであり、その地域の体力に合わせて行う仕組みであるた
め、大都市を限定したものではなく、地方都市にも適用は可能と考えられる。
■

地域のプラットフォームとしての BID

参考資料：保井美樹「分担金を用いたエリアマネジメント～大阪市エリアマネジメント活動促進条例の到
達点と残された課題～」、第１回コト消費空間づくり研究会
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コラム４：入湯税の超過課税と観光地域づくり
北海道釧路市での取組 ～地域協同システムの構築に向けて～

１．入湯税超過課税の背景
旧阿寒町では、平成 13 年（2001 年）から財源確保の仕組みとして入湯税を導入した。一
方、平成 13 年（2001 年）に約 160 万人であった観光客は年々減少し、平成 25 年（2013 年）
には約 96 万人となり、入湯税による財源確保が危惧されるようになり、入湯税の超過課税
の検討が開始された。
平成 17 年（2005 年）10 月に市町村合併により新釧路市が誕生し（旧釧路市、旧阿寒町、
旧音別町の合併）、独自財源研究会により、宿泊客へのアンケート調査などを通じて、入湯
税の引上げについて再論された。
釧路市では、入湯税の税率改定に伴い市税条例の一部改正し、平成 27 年（2015 年）4 月
1 日より、新たな入湯税率を導入した。税率引上げの目的は、観光振興を推進する事業の財
源を確保することで、引上げ期間は、平成 37 年（2025 年）3 月 31 日までの 10 年間となる。
引上げ対象は、国際観光ホテル整備法に基づき登録されているホテル・旅館（現在、阿寒
湖温泉地域に全て所在）に宿泊する一般の宿泊者（1 人 1 泊）の入湯税を 150 円から 250 円
に 100 円分引き上げた。ただし、奢侈性の低い宿泊施設は軽減措置となり、国際観光ホテ
ル整備法に基づき登録されているホテル・旅館以外の宿泊施設は、税率引上げの対象外と
なった。入湯税の課税対象は、エリアを区分した課税ではなく、エリア内の国際観光ホテ
ル整備法に基づき登録されているホテル・旅館に宿泊する観光客の入湯行為とされている。
■

阿寒湖温泉の観光客数と入湯税収入額の推移
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■

入湯税超過課税の概要

２．釧路市観光振興臨時基金と使途方法
釧路市では、入湯税の引上げ分を観光振興事業に充てるための基金条例を制定した。税
率引上げ分は、釧路市観光振興臨時基金として積み立てられ、阿寒湖温泉で実施される観
光振興事業に使途されることとなる。受渡方法は、市から NPO 等に補助金として支出され、
NPO 等が阿寒湖温泉で実施する観光振興事業を実施する。基金の使途は、地元の関係機関と
協議し、事業内容を調整したうえで、決定される。
引上げ分の入湯税は年間約 4,800 万円と見込まれており、具体的な使途として、①国際
観光地環境整備事業（フォレストガーデン整備事業、まちなか活性化事業（観光案内整備、
美化活動等））、②おもてなし事業（まりも家族手形、無料の循環バス）などが検討されて
いる。
■

入湯税引上げ分の運用方法について

参考資料：北海道釧路市総合政策部都市経営課

菅野隆博「入湯税の超過課税とまちづくり」、第 2 回コト

消費空間づくり研究会
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コラム５：生活文化を体験するコト消費

アメリカ オレゴン州ポートランドの事例

１．ポートランドのコト消費
アメリカオレゴン州ポートランドでは、生活文化を体験するコト消費空間づくりが進め
られている。ポートランドの中心市街地では、住む、働く、交流することで魅力的なライ
フスタイルがつくられ、公共空間を活用したマーケットや、市条例による商い空間の創出
により、生活文化を活かしたコト消費が促進されている。
２．コト消費空間づくりのための制度
（１）ポートランドの BID（Business Improvement District）の取組
ポートランドでは、1988 年にアメリカの都市で 2 番目となる BID を設立した。区域は、
南北 2.5km、東西 1.5km で、地権者数は 575 である。固定資産税への課税を行い、約 5 億円
の財源を確保している
BID の代表的な活動として 「セーフ＆クリーン」プログラムがある。
「セーフ」とは、将
来の警察希望者や警官 OB などが街のパトロールを行い、治安活動だけではなく、ミュージ
アム、イベント、レストランのパンフレットを携帯し、常時観光案内ができるようにして
いる。
「クリーン」とは、公共空間の清掃活動のことである。フルタイムのスタッフにより、
ダウンタウン、公園、トイレ、バス停留所、歩道掃除などが行われている。
（２）パブリックアート条例
オレゴン州では、公共建築や道路整備のプロジェクト費用の２％をパブリックアートに
充てる条例がある。この財源により、街なかに数多くのパブリックアートが設置されてい
る。美術館や博物館も点在し、至る所でアート、歴史、文化に触れることができる。
（３）街のにぎわいを作り出す条例
ポートランドの中心部では、１階の歩道に面した部分の 50％以上を、レストランや商店
などの商業、もしくはショウルームに特定する「まちづくり条例」があり、商い空間と賑
わい空間が作られている。街路に商い空間が連続し、集客効果が高まっている。
（４）担い手としての、PDC（Portland Development Commission）の役割
PDC（Portland Development Commission）は、1958 年に市民投票で誕生した半官半民の
組織で、約 200 名のスタッフで構成される。PDC の使命は、①市民の仕事・雇用を増やすこ
と、②持続的に高い水準の生活ができること、③町の競争力を高めること、である。主な
業務内容は、都市再開発、ウォーターフロント開発、ダウンタウン活性化、効果的な土地
利用などで、インフラ整備、ファイナンス、公共サービスなどの分野の当事者としてプロ
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ジェクトに従事している。PDC の財源は、連邦政府からの交付金、財産税課税評価額の増加
に伴う税収増加分、施設使用料などである。
■

ポートランドのコト消費空間づくりの仕組み

３．積極的な市民参加のまちづくり
ポートランド市民は、「自分たちのまちは自分たちでつくる」という強い当事者意識を持
っており、まちづくりの主役はあくまで住民となっている。行政は、住民のサポート役と
して、ポートランド市の進むべき方向を長期的に見据えながら、住民の合意を創り上げて
いる。また、自然環境と生活文化体験を融合させることで、自然と共生した生活文化が育
まれ、地域の定住人口、交流人口の増加に貢献している。
参考文献：松本大地「最高の「商い」をデザインする方法」、x-knowledge、2012
写真出典：松本大地「生活文化を体験するコト消費」、第３回コト消費空間づくり研究会
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コラム６：REVIC による佐賀県有田町における観光まちづくりの取組

１．REVIC のスキームによる佐賀県有田の観光まちづくり
（１）REVIC の観光活性化ファンドのスキーム
株式会社地域経済活性化支援機構（REVIC）は、観光活性化ファンドを地域ごとに作り、
直営で事業を運営している。現在、観光地の殆どの事業者は多額の負債を抱え、資産（施
設、固定資産等）も老朽化し、結果、集客及び収益が得られず、労働集約型のため人件費
負担が高いなどの課題があり、負のスパイラルに入っている。この状況に対し、これまで
金融機関は担保もしくは保証人がないと融資をできなかったが、地方創生の流れの中で、
金融庁では、事業性を見ながらリスクマネーを供給する取組が行われている。
■

REVIC の観光活性化ファンドのスキーム

（２）佐賀観光活性化ファンドの事業概要
佐賀県有田町では、平成 27 年（2015 年）7 月に観光活性化ファンドを設立した。観光活
性化ファンドは、初期投資と長期運転資金となるが、この他に補助金も活用し、設備等の
整備が行われる。REVIC の事業では、地域の経営体をつくるために、まちづくり会社を設立
するケースが多く、有田町では、有田まちづくり公社が設立された。主な機能として、①
商品企画・発信機能（観光商品づくり等）、②不動産管理機能（不動産の購入や賃貸借）の
2 点がある。主な事業は、①イベント事業、②直営（飲食、宿泊等）事業、③不動産管理事
業、④公益事業、⑤陶磁器流通事業、の 5 つを想定している。
事業を進めていくには、不動産管理、陶磁器の流通などが重要となる。そのため、有田
まちづくり公社では、建物、工房、跡地などの購入・賃借を検討し、使われていない建物
を再生・活用することで、観光客が増加し、まちが変化していく効果を期待している。
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■

佐賀観光化活性化ファンドの事業モデル

２．プロフェッショナル人材の育成について
REVIC では様々な分野の専門家を抱え、観光分野でも 10 名ほどの観光専門家が社員又は
業務委託で従事している。これらの人材を、各地のまちづくり会社や事業者に派遣してい
る。専門家が地域の当事者として実務を行い、OJT による地元人材の育成を目指している。
また、成果や能力に見合った報酬を与えられるように給与制度を設計している。なお、観
光活性化ファンドの終了後（7 年後）は、株式をまちの人や事業者に移管し、まちが保有す
る自立したまちづくり公社となっていくよう、担い手となる人材を育てる取組を進めてい
る。
参考資料：株式会社地域活性化支援機構

大田原博亮「REVIC の観光まちづくりの基本的考え方と佐賀県

有田町における取り組みについて」、第 5 回コト消費空間づくり研究会
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コラム７：鎌ヶ谷駅東口駅前プロジェクト
地権者主体の NPO 法人による官民施設の一体管理・運営
１．

鎌ヶ谷駅東口駅前及び KAO の会の概要

東武野田線鎌ヶ谷駅は、一日あたりの平均乗降客数が約 2.2 万人である。昭和 63 年（1988
年）から平成 19 年（2007 年）3 月まで、鎌ヶ谷駅東口土地区画整理事業（事業面積：78,407.32
㎡）が行われた。同事業に関して、平成 12 年（2000 年）に東口駅前に 58 戸を提供するカ
ーラシティ鎌ヶ谷が竣工し、続く平成 18 年（2006 年）にカーラシティ鎌ヶ谷弐番館（29
戸）が竣工した。
この過程において、平成 9 年（1997 年）から開始されたまちづくり懇談会にて、NPO 法
人 KAO の会（Kamagaya Amenity Organization）が発足された。KAO の会の方針は、①駅前
広場の官民施設の日常的な管理（清掃、植栽など）、②継続的に運営するための収益源の確
保、③管理運営に対する市民参加の仕組みを作ること、を目的としている。
KAO の会は、地権者の合意形成のために 13 名のメンバーにより構成される。マンション
の 1～2 階は、地元地権者が所有し、等価交換床となり、3 階以上は、マンション購入者の
所有となる。
２．KAO の会の事業財源
KAO の会では、マンション 1～2 階の地権者所有床の管理業務を行い、収益事業を受託し
（約 180 万円／年）、マンション居住者からは景観維持費（約 60 万円／年）を得て、美観
活動を行っている。景観維持費は、自治会費と同等程度の 3,000 円を各世帯から集めてい
る。
収益は、建物の管理運営業務から 100 万円／年を生み出し、駅前管理業務から 50 万円／
年で、合計約 150 万円をイベント経費などに使っている。
なお、事業開始時には、匿名組合（不動産ディベロッパーで構成）が地権者と等価交換
を行い、分譲事業利益の一部を KAO の会の活動基金として割り当てた。
■

KAO の会の収益構造
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３．KAO の会の取組の効果
KAO の会は地域の住民と協力し、駅前の清掃、花などによる景観の美化、盆踊り等の駅前
空間を活用したイベントなどを行っている。これらの取組の成果として、駅前空間の賑わ
いの創出などの効果があらわれている。駅前広場の花壇は、地元中学生の教育の場として、
中学生による手入れなどが行われている。
また、下図に示すように、鎌ヶ谷駅の東口ロータリーと西口商店街の路線価を比較する
と、平成 11 年（1999 年）は、西口商店街の方が高かったのに対し、平成 13 年（2001 年）
以降は、東口ロータリーの方が相対的に高く、またＫＡＯの会の取組の効果として比較的
安定的に路線価が保たれていると考えられる。
■

駅前広場でのイベントの様子

■

■

地元中学生による花壇の手入れ

鎌ヶ谷駅＜東西＞の路線価

参考資料：株式会社シグマ開発計画研究所

原拓也「鎌ヶ谷駅東口駅前プロジェクト

法人化による官民施設の一体管理・運営」、第 2 回コト消費空間づくり研究会
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地権者主体の NPO

