特集

週末、
東京から２時間の里山リゾート

「赤城山」 日本版ＤＭＯ

ＮＰＯ法人赤城自然塾の取り組み

地方創生に資する有力な方策の一つとして、観光の分野が挙げられる。近年、
インバウンドの需要や地域固有の暮らしや文化との触れ合いを求める個人旅行
者が増加する中で、観光も「旅行振興」から「観光立地域づくり」へシフトし、
「日本版ＤＭＯ」と呼ばれる地域の「稼ぐ力」を引き出すための法人が各地で組
織され始めている。
このような背景のなか、
「ゆるやかで持続可能な赤城山振興の基盤を構築する」
ことを目的に、前橋市と桐生市をマネジメント対象エリアとする「日本版ＤＭ
Ｏ候補法人」として、ＮＰＯ法人赤城自然塾が認定された。
本特集では「週末、東京から２時間の里山リゾート 赤城山」をコンセプトに
赤城山の観光振興を進める赤城自然塾の取り組みをご紹介しよう。
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■地方創生と観光
人口減少 少子高齢化に直面する我が国の重要
課題である「地方創生」において、観光は旺盛な
インバウンド需要の取り込みなどによって交流人
口を拡大させ、地域を活性化させる原動力となる。

等の収集 分析が不十分であり、結果として、
「ど

このような旅行目的の多様化、訪日外国人旅行者

自らの地域を訪れているのかが把握できておらず、

んな人が」
「どこから」
「何を求めて」
「どうやって」

が「観光立地域づくり」の喫緊の課題となっている。
の増加等により大きく変化している観光マーケッ

観光旅行者を十把一絡げに扱っている地域が少な

⑶民間的な手法の導入が不十分

対応できない。

おらず、大きく変化している観光者マーケットに

べき顧客層や地域のコンセプトが十分に練られて

くない。このため、自らの地域のターゲットとす

トに柔軟かつ的確に対応することが重要である。

しかし、これまでの地域における観光振興の体

■日本版ＤＭＯの必要性

者が従来の名所旧跡に加え、市街地、農山漁村等

制には、一般的に次のような課題があり、必ずし

国内観光の旅行目的は多様化しており、観光旅行
を回遊し、地域の住民と交流する滞在体験型観光

明確なコンセプトに基づいた「観光立地域づく

り」を行うためには効果的なブランディング プ

も効果的な「観光立地域づくり」が十分に進めら
れてきたとは言えなかった。

ロモーションといった民間的な手法を取り入れる

の振興が不可欠となっている。
２０１６年の訪日外国人旅行者数は、過去最高

⑴関係者の巻き込みが不十分

っており、国内人口が減少する中、各地域におい

ンドによる消費が日本経済を下支えするまでにな

過去最高の約３兆７４７６億円となり、インバウ

行者による旅行消費額についても、２０１６年は

の関連事業者や地域住民等の多様な関係者の巻き

文化、スポーツ、農林漁業、商工業、環境事業等

光関連事業者」を中心に観光振興が行われており、

これまで行政と宿泊業、飲食業等のいわゆる「観

く、旅行者目線に立った新たな視点が必要である。

制においては、従来型商慣習による経営手法が多

ことが必要とされているが、現在の観光振興の体

掛けも必要となってくる。

の誇りと愛着を醸成する仕

への理解を深めて、地域住民

住民も観光資源や取り組み

に関わる人はもとより、地域

光立地域づくり」には、観光

ない。また、これからの「観

ズの多様化に対応できてい

に活用できず、旅行者のニー

地域の幅広い資源を最大限

づくり」の舵取り役である。また、多様な関係者

よし」
「観光地経営」の視点に立った「観光立地域

域の誇りと愛着を醸成する「住んでよし、訪れて

ぐ力」を引き出すとともに、地域住民の自らの地

等の収集・分析、
戦略の策定等を基にして地域の「稼

が必要となった。日本版ＤＭＯとは、各種データ

」
ａｒｋｅｔｉｎｇ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ）

ｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ／Ｍ

立地域づくり」を行う舵取り役＝「日本版ＤＭＯ（Ｄ

みつつ、裏付けのあるエビデンスに基づく「観光

以上のことから、地域の多様な関係者を巻き込

■地域の「稼ぐ力」を引き出す日本版ＤＭＯ

⑵データの収集 分析が

らし、自然、歴史、文化等の

込みが不十分だった。このため、地域に息づく暮

の約２４０４万人となった。また、訪日外国人旅

･

旅行者に関する各種データ

自らの地域を訪れる観光

不十分

ともに、戦略を着実に実施するための調整機能を

光地域づくりを実現するための戦略を策定すると

と協働しながら、明確なコンセプトに基づいた観

･
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･

･

て旺盛なインバウンド需要を取り込んでいくこと

多様な関係者との連携により展開される日本版 DMO
（観光庁ウェブサイトより）

議決定）及び「観

成 年６月２日閣

略」２０１６」
（平

る。
「
「日本再興戦

備えた法人であ

られるようになってきた。

が将来の赤城山観光を推進するうえで重要と考え

エリア全体でのマーケティングを再検討すること

新たな年代層が新たな目的で訪れる傾向が増加し、

健康ブームや環境保全など社会情勢の変化による、

成 年５月観光立

」
（平
ム ２０１６）

ション・プログラ

実現に向けたアク

（観光ビジョンの

ログラム２０１６

光ビジョン実現プ

体験型ツアーによる実践研修等）
、③都市部との交

（赤城山検定による環境ガイドボランティア養成、

里山整備等）
、②環境教育の指導者やガイドの育成

のニッコウキスゲを蘇らせる活動、松枯れ 対策、

本行動として、①赤城の自然環境の整備（覚満淵

学ぶ、人づくり。
」を基本理念に、協働・連携を基

は、２０１０年の設立以来「自然と遊び、自然に

今回、
日本版ＤＭＯの認定を受けた「赤城自然塾」

ズム推進法に基づく環境省認定を目指した勉強会

そして赤城自然塾が母体となって、市場調査や

を活かしたエコツーリズムやグリーンツーリズム、

そして、赤城山の豊かな自然や歴史・文化、人

ション、マネジメント、更には外国人旅行者への

メニュー開発を行うなど、赤城山地域のプロモー

みを分析し、ターゲットを設定して戦略を立てて

モニターツアーの実施などにより地域の強みや弱

登録され、地域においても日本版ＤＭＯを中心と

ヘルスツーリズム、スポーツツーリズムなどを「赤

対応等も含めて「ゆるやかで持続可能な」事業基

の開催などの活動を行ってきた。

した「観光立地域づくり」に向けた様々な取組が

城山ツーリズム」と総称し、地域連携、環境整備

盤の強化を図っていく。

展開されるようになってきている。

を事業領域として活動してきた。

■ＮＰＯ法人赤城自然塾の取り組み
このような背景のなか、
「ゆるやかで持続可能な

として四季を通じて高い知名度があったものの、

赤城山は、高度経済成長期には首都圏の観光地

然塾（以下、
“赤城自然塾”
）
」が認定された。

本版ＤＭＯ候補法人」として、
「ＮＰＯ法人赤城自

橋市と桐生市をマネジメント対象エリアとする「日

立し、関係者の合意形成を行い、各主体が密接に

画する「赤城山ツーリズム地元推進協議会」を設

ーツ、企業、林業、神社仏閣など幅広く官民が参

決を図るために、行政、交通、飲食、宿泊、スポ

ては、赤城山の総合的な観光方針や共通の課題解

ＤＭＯの認定を受け、事業推進を図るにあたっ

方々に提供することを事業コンセプトとしている。

して、環境活動そのものを観光資源として多くの

ａｔｕｒｅ，Ｅｄｕｃａｔｉｏｎの経験を基盤と

を事業の柱として実践してきたが、実績のある Ｎ

赤城自然塾は、赤城山の環境保護や指導者育成

赤城山振興の基盤を構築する」ことを目的に、前

その後人々の興味や行動は多様化するとともに、

連携した実施体制を構築する。

ｏｎ Ｒｅｓｏｒｔ」

低迷・横ばいが続いてきた。しかしながら近年、

境リゾート Ｎａｔｕｒｅ Ｅｄｕｃａｔｉ

■コンセプト「週末、東京から２時間の里山環

１年が経過し、平成 年 月時点で１５７法人が

人材交流の促進など）
、④赤城山周辺のエコツーリ

国推進閣僚会議決

28

現在、日本版ＤＭＯ候補法人登録制度創設から

確に位置付けられている。

流（エコツーリズムの企画運営による都市部との

28

定）において、観光振興施策の重要な柱として明

統一ロゴでコンセプトの浸透を図る

10

■ＤＭＯとしての取り組み

29

赤城山雪まつりでの犬ぞりレース

06

ターゲットとして、着地型観光と週末目的志向の
観光分野での顧客開発

今後、ＤＭＯとしてイベント・体験ツアーの誘

客活動を実施するとともに、企画立案を行い新た

赤城山山頂には、赤城山総合案内所やビジター

テーマ１ 観光・商業施設に関する取り組み

桜、初夏の様々な種類のつつじや盛夏の避暑、秋

赤城山は季節によって表情を大きく変え、春の

テーマ３ 自然・文化に関する取り組み

なイベントの開催に取り組む。

観光客の誘致と消費を増加させ、地元経済の成長

センター、日本一小さなスキー場、秘湯の赤城温

の紅葉、
冬の氷湖など、
季節ごとに違う魅力がある。

テーマによる取組」を推進する。

を掲げる。そしてコンセプトに添った「３つの

のために、
「地元にお金を落とすプロセス」を支援

とそれに順じた組織の経済基盤を構築しようとい

泉郷や梨木温泉があり、周辺には、ぐんまフラワ

山頂部は、一年を通し気温は北海道の旭川市とほ

方針とする。

うものであり、具体的には、

ーパーク、赤城クローネンベルク、ぐんま昆虫の森、

ぼ同じと言われ、都心から気軽に目指せる日本百

「赤城ブランド（あかぎ旅）
」を広域発信して、

①赤城山とその周辺の様々な地域資源を活かした

赤城ふれあいの森、わくわく自販機ミュージアム

名山として人気急上昇中。外輪山に囲まれたカル

観光商品の開発と販売
などがある。

刷物での広告収入の確保

新たな価値を産み出し、地域資源として充実させ

本年度は、こうした観光・商業施設と連携して

自然を楽しむことができるエリアである。

沼の一部が湿原化した覚満淵があり、四季折々の

デラには大沼、長七郎山を外輪山とした小沼、大

②地域情報を発信するプロモーションサイトや印
③赤城山振興策の業務委託

活性化に結びつける活動を実施している。モニタ

また、尾瀬に匹敵する湿原である覚満淵や鳥居

の霊峰参詣の古道を始め景勝にも優れている。さ

峠からの景観、大沼や小沼の景観や利平茶屋から
（９月９日 首都圏から 名参加）

①水源の森づくり体験ツアー

ーツアーとしていくつかを紹介すると、

④道の駅などでの「赤城ブランド」ツアーデスク
の業務委託
⑤地場物産の加工商品の研究とプロモーション
⑥環境観光のみならず、地元企業との連携で産業

白樺マラソン大会、赤城山トレイルランニング大
会、赤城山夏まつり、赤城南麓桜フェスタ、赤城
南面千本桜まつり、赤城山雪まつりなど様々なイ
ベントやワカサギ釣り体験、スノーシュートレッ
キング、カッターボート体験、ミズナラの巨木で

庫である。

カリゴケなど動植物の生態がある貴重な資源の宝

るヒメギフチョウ、渡りをするアサギマダラ、ヒ

らには赤城神社の存在や「赤城姫」として愛され
（６月４日、 日 首都圏から 名参加）

（ 月 日、 日開催予定）
イベント・体験ツアーに関する取り組み

80

②赤城山レンゲツツジ 花の古道ハイキング

40

ひ
—ろがる星空キャンプ 赤城山
in

③Ｓｔａｒ Ｗａｔｃｈｉｎｇ

10

18

赤城山は、赤城山ヒルクライム大会、あかぎ大沼・

テーマ２

17

のツリーイング、サイクリングなどスポーツ体験
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が可能となっている。

11 月に行われる Star Watching

体験型ツーリズムを設定し、持続可能な事業活動

赤城山ヒルクライム

法に基づく環境省認定のための勉強会などに取り

市部との交流、赤城山周辺のエコツーリズム推進

整備等）や環境教育の指導者やガイドの育成、都

ッコウキスゲを蘇らせる活動、松枯れ対策、里山

これまで赤城山の自然環境の整備（覚満淵のニ

して様々な企画をコーディネートしていく。

信し、ＤＭＯが持つネットワークを積極的に活用

通じて手軽に楽しめる赤城山の魅力を積極的に発

る。また、赤城山のコンシェルジュとして四季を

城山を中心とした広域観光事業を積極的に展開す

文化資源を保全しつつ、自然を楽しむことができ

赤城山の生態系の保全に留意し、自然環境、歴史

ツーリズム推進法に基づく環境省認定を目指し、

赤城山エコツーリズム推進協議会と連携し、エコ

組んできた。今後は、この取り組みを更に進め、

赤城自然塾に提案をすると新しい観光のめぶきが

考えている。赤城山を絡めた観光のことであれば、

ように、赤城山が楽しめるツアーを展開したいと

実し、海外のお客様にも気軽にお越しいただける

人材の育成に力を入れて地域による受入体制を充

さらに、ＤＭＯに携わる人材や赤城山に詳しい

【全国商工会議所観光振興大会２０１７
前橋を今月開催】

今月９日から３日間にわたって「全国商工会

議所観光振興大会２０１７ 前橋」を開催しま

携を図って、赤城山の魅力を掘り起して情報発信

赤城自然塾はＤＭＯとして、様々な主体との連

上げていく余地が出てきた。２次交通などの課題

携しながら市全体で「観光立地域づくり」を盛り

の加盟が承認された。これらの取り組みなどと連

認められ赤城南麓地域がチッタスロー国際連盟へ

前橋市では今年、スローシティへの取り組みが

のエクスカーションを開催します。

県内はもとより広域連携による県外も巡る複数

や地場産業展も併せて行います。全体会議後に、

橋アピール」を採択する予定です。また物産展

議所としてこれからの観光振興の指針となる
「前

通算で 回目となる本大会は、過去最大の参

し、ツーリズムなど様々な体験を通して赤城山を

演やパネルディスカッション等を行い、商工会

日目に全体会議を開催。先進事例紹介や基調講

初日に５つの分科会と全体交流会を行い、二

る議論を交わす予定です。

地から商工会議所関係者が集まり、観光に関す

～地域から新しい風を吹かせ」のもと、全国各

す。大会テーマ「見つけよう観光、磨こう観光

in

はあるもののヒト・モノ・コトを活かした観光地

出てくるのかもしれない。

in

愛する人を増やし、リピーターをつかむために赤

■赤城山観光の振興に向けて

る活用方法の導入を検討していく。

覚満淵

２時間の里山環境」という強みを生かして、スト

ない魅力、地域資源が沢山眠っている。
「東京から

経営が求められるだろう。赤城山には知られてい

観光都市でなくても、将来は観光都市として羽

した『観光立地域』づくりの視点を提示し、
「今

加者数が見込まれ、参加者へは地域資源を活か

ます。

したいと思い

らえる大会と

ントにしても

地方都市のヒ

じ悩みを持つ

を発信し、同

できる」こと

ばたくことが

※参考：「日本版ＤＭＯ」形成・確立に係る手引き（第
２版）内閣官房まち・ひと・しごと創生本部
事務局 国土交通省 観光庁、国土交通省、
観光庁ＨＰ

■お問合せ
日本版ＤＭＯ候補法人 ＮＰＯ法人赤城自然塾
☎︎
０２７ ー２１２ ー２６１１

さを知っていただきたい。

たい。地元の皆さまに赤城山を訪れ、その懐の深

ーリズムを来て、見て、五感で体験していただき

ーリー性のある他所とは違う赤城山ならではのツ

14

08

地方裁判所

消防署

テルサ
至渋川

P

日銀

県庁

合同庁舎
県庁前通り

17

市役所
至高崎

前橋支店

至桐生

17

〒371-0026 前橋市大手町2-6-17
TEL.027-224-8151

創業・経営・再生の「三つの支援」
で企業の明日を積極サポート！

群馬県信用保証協会

会長

三澤 益巳

営業時間にご利用いただける窓口相談とご連絡いただければ当協会担当職員が伺わせていただく出前金融・経営相談を無料で行っています。
女性創業応援チーム「シルキー クレイン」も是非ご活用ください。

ＦＭ GUNMAとの共同制作番組 「チャレンジ・ザ・
ドリーム〜群馬の明日をひらく〜」

創業支援や経営支援において、
中小企業診断士

放送は毎月第１木曜日12:00〜12:55（再放送は２日後の土曜日8:00〜8:55）

等の専門家による創業相談や創業計画策定支

創業を目指している方や、
若い方が興味を持って聞いていただける内容となっています。

援、
経営診断、
経営改善計画策定支援にかかる

是非お聞きください。
（FM GUNMA JORU86.3）

費用を当協会が補助する事業を行っています。

【本店】

前橋市大手町3−3−1 ℡027−231−8816

【前橋連絡所】 前橋商工会議所内

09

Vol.11

℡027−234 −5115（代）

詳しくは

http://gunma-cgc.or.jp/ まで

