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１．はじめに

　多くの過疎地域で交流事業が取り組まれてき
た．交流とは広義に捉えれば，双方の間で物，
人，情報などの往き来があることである．またそ
の前提として，肯定的な評価が双方に向けられて
いることがある．例えば都市と農村の交流とは，
旧来の向都離村という一方的な流れに対し，農村
への関心が高まるということである．ふるさと産
品が都市へ届く場合も，農村への関心があるから
であり，都市住民が農山漁村へ訪れる場合もそう
である．
　高度成長期に進んだ心の過疎は，無いことを嘆

くだけでなく，身近に有るものも無価値と思わせ
たかもしれないが，それは都市住民にとっては「緑
と憩いの場」，「ふるさと」として読み替えられる
ものでもあった．観光農園，自然休養村，ふるさ
と会員・特別町民，オーナー制度，ふるさと宅配
便など，身近に有るものを資源とした物と人の交
流が行われてきた．1990年代には農業，農村の資
源は，多面的機能として強調されるようになる．
　このような過疎地域の再評価という流れの中
で，交流は取り組まれてきた．とくに人の交流で
はリゾートブームが地域を席巻した後，滞在型の
グリーンツーリズム（以下，ＧＴと略記する）が
注目され，さらに二地域居住も構想されるように
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なっている．本稿ではこの人の交流について考察
する（以下，交流を人の交流の意味で用いる）．
　過疎地域の中には，地域社会の持続可能性が危
うくなっているところが多くある．そういう状況
下で過疎地域が交流に取り組むのには，1）経済
的効果，2）心の活性化，3）人的ネットワークづ
くりといった目的がある１）．まず1）に関して，も
っぱら経済的効果を目的とする交流は，観光と呼
ぶのが適切である．観光では住民の生活世界とは
切り離された別世界があつらえられ，そこで非日
常性が演じられる．交通，宿泊，飲食，土産な
ど，成功すれば産業として期待できることから，
過疎地域は定住者の仕事づくりのために，観光開
発を受け入れてきた．リゾートブームはその最た
るものであった．マス・ツーリズムではないとし
ても，ふるさと観光，個性的な体験ツアー，小さ
な観光といったように，観光は依然として交流の
軸であり続けている．
　次に2）に関して，心の活性化とはいわゆる地
域の宝を探し，それを交流客にも開放し評価を受
けることで，地域住民の心に灯りをともす（心の
過疎に打ち克つ）というストーリーのことであ
る．住民は交流客の感動を通して，自分たちが当
たり前だと思っていたものの価値に改めて気づ
き，誇りをもつようになる．交流客の感動が住民
に伝播するのは，ともに同じ世界を体験している
からである．そこには観光との違いがある．そし
て宝はモノに止まらず，コト，ヒトへと広がって
いく．そうなれば，地域がまるごと博物館（エコ
ミュージアム２））となる．また地域の宝は自らの
価値を映し出す鏡である．それを発見し，磨くこ
と（地域への認識）が深まっていけば，担い手を
成長させるまちづくり（地域学・地元学３））へと
発展する．
　最後に3）に関して，交流客には理解者，ファ
ン，仲間，支援者といった役割が期待されること
がある．そこにも観光との違いがある．観光は他
人同士の間での「売買」４）であり，関係もその場
で決済し，それ以上のことは期待されない．他方
で連帯関係にある者同士であれば，接触場面での

「気前の良さ」５），あるいは将来の返礼が期待さ
れる．将来の返礼には理解，支援といったものも
考えられる．つまり交流では他人同士の関係を越
えた，連帯関係，仲間関係への移行が目指されて
いる．
　現実に行われている交流の目的は複合的である
が，以上の点から，観光と2），3）の観点から行
われる交流を概念的に区別しておきたい６）．広義
には交流は観光を含むが，狭義には観光と区別さ
れる．それは地域社会の担い手づくりを目的とす
るものである．以下本稿では，交流を狭義で用い
る．再度，交流の特徴をまとめると，（ａ）自らの
生活（様式）を交流資源として外部の人間に開く
こと，つまり他者が生活の中に入ってくること，

（ｂ）そこで住民が何らかの程度において，非市
場的なサービスの担い手になっていること，（ｃ）
住民の心が活性化すると同時に，交流客との仲間
としての関係が作られようとしていることであ
る．つまり交流は定住者の心の活性化，外部の仲
間づくりを生み出すという点で，まちづくりの一
手法となる可能性をもっている．
　また交流する人々とは一方での迎え入れる側
と，他方での訪れる側である．前者は当該地域社
会に暮らす人たちである．後者は出身者またそれ
以外の外部の人たちである．他出子が親元に里帰
りするのも交流である．訪れる度に故郷を追体験
し，仲間であることを再確認する．それ以外の人
たちは交流体験を通して，仲間への入口に立つ．
　交流は農山漁村だけで行われているのではな
い．地域の歴史性に応じて，交流に用いられる資
源は様々である．農山漁村，伝統的都市，それぞ
れの資源がありえる．ただ現代の都市にはないも
のというのが共通項である．本稿では重要伝統的
建造物群保存地区（以下，重伝建地区と略記）を
資源に用いた交流を採り上げる．重伝建地区は
1975年の文化財保護法の改正によってつくられた
「伝統的建造物群保存地区」制度において，国が
とくにその価値が高いものとして選定するもので
ある．1976年から2008年6月までに，83地区が選
定されている．重伝建地区はいわゆる文化財であ
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るが，その規制は内部にまでは及ばず，住民とし
てはその使い方に創意と工夫の余地がある．本稿
のテーマに関わらせては，少なくとも観光資源と
交流資源の両方の利用の仕方がありえる．
　具体的には，山口県萩市，香川県丸亀市塩飽本
島町笠島地区，呉市豊町御手洗地区の取り組みを
事例として比較検討を行う．三地区は農山漁村で
はなく，かつて繁栄した都市（城下町，港町）で
ある．しかし戦後の工業化，都市化の波から取り
残され，逆にそれによって歴史的まち並みが残っ
た地区である．この歴史的まち並みも，現代の都
市住民にとっては非日常性の空間である．以下，
重伝建地区を資源とした三地区の取り組みから，
交流によるまちづくりの可能性とその実現に向け
ての課題について考察する．

2．観光，交流，重伝建地区

（1）観光と交流
　ここで改めて概念的に観光と交流の違いを示し
ておきたい．観光とは「楽しみのための旅行」７）

であり，場所の移動（旅行）と非日常体験が要件

である８）．刺激であれ安らぎであれ，日常では味
わうことができないのが非日常体験である．図１
にあるように，私たちの居場所（「ここ」）の日
常生活は仕事や学校である．しかし大抵は非日常
性を演出するイベントや装置が隣り合わせになっ
ている．一日の中の仕事帰りの一杯，季節ごとの
祭り，繁華街などである．とくに都市の繁華街は
毎日を祭りに演出し９），人々の非日常へのニーズ
を吸収する巨大な装置となっている．そして居場
所を離れることは，それ自体が日常の衣（役割）
を脱ぎ捨てる契機にもなる．「遠くへ」という物
理的距離は，「別の」という心理的距離も生み出
す．このようにして，居場所を離れて「よそ」で
非日常体験をする観光が成立する．生活が豊かに
なり，余暇時間が増えてくる，また交通機関が発
達し，メディアが盛んに観光情報を提供する．そ
うなれば観光へのニーズは飛躍的に高まり，巨大
な観光産業が展開する．また過疎地域の側も仕事
づくりにつながるため，積極的に観光開発を行っ
てきた．いずれにせよ観光（開発）とは産業化の
一手法である．
　他方で，場所の移動，非日常体験は交流の要件

図 1　観光行動の枠組み
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でもある．しかし交流と観光は以下の点で異なる
（図２参照）．通常，観光商品はそれ用のものと
して，サービスを提供する人々の生活とは切り離
され，囲い込まれている．観光客も商品の背景に
ある生活世界にはさしたる関心を持たない．逆に
囲い込みに失敗する時，観光の負の側面や軋轢（生
活は見せ物ではない！）が生じる．観光客は市場
取引の相手であり，他人である．そこでは連帯関
係は期待されない．そこでの資源やサービスは商
品であり，演出，時には創造される（「感情労
働」１０）としてのホスピタリティ）．観光客の心
は熱しやすく，冷めやすい．迎える側は資源を次
々と更新することで，客の求めるサービスを提供
し，客の欲望を積極的に引き出そうとする（テー
マパーク）．それによって大きなお金を生み出そ
うとする．それは仕事という関係行為である．
　他方，交流においては，資源は人々の生活と切
り離されているのではなく，人々が生活において
現に使っているもの，体験しているものである．
客も資源の背後にある生活世界に理解を示しやす
い．客の感動は迎える側の自己変容を生み出す．
客は同好の士である．迎える側は時には解説者（ガ
イド）として振舞う．連帯関係が発生すれば，も
てなし（おすそわけ）が行われる．客の側も節度
をわきまえた，もてなしに答える行動をとる．仲
間関係の中で，互いが従う規範や作法が生まれ
る．結果として，その場では，例えばお礼といっ
た小さなお金しか生まない．それは仲間と一緒に
楽しむという関係行為である．

　結局，観光と交流の概念的な違いは，来訪者が
地域生活から切り離されるか，迎え入れられるか
にある．迎え入れられることによって，交流客は
仲間となり，応援団の役割（将来の返礼）が期待
される．　
　また交流の深まりの先に，定住が期待されるこ
とがある．しかし定住は荷の重たいものである．
交流は「おいしいところだけを，一時的に味わ
う」ものであるのに対し，定住は「生活の丸ごと
を，久しく引き受ける」ものである．定住のため
には仕事を見つけると同時に，地域社会の一員に
なる必要がある．交流に期待されるのは，楽しむ
ことを通して，まず客の側で地域社会への理解が
深まっていくことである．
　もちろんこれは交流が上手くいった時の話であ
る．他人の中から仲間を選び出すことに失敗する
こともある．また現実は程度問題なので，観光か
交流かという二者択一ではない．支払った以上の
好意が示される観光もあるだろうし，もてなしの
際にできるだけ返礼をしようとする交流もあるだ
ろう．どのような事業を実施するかは，地域社会
が戦略的に決めていけばよいことである11）．

（2）重伝建地区の特徴
　重伝建地区は観光と交流の両方の利用の仕方が
ありえる。ここで重伝建地区の二つの特徴につい
て確認しておく．第一に，重伝建地区の建物には
「内は自分のもの．外はみんなのもの」12）という
特徴がある．建物は文化財としての規制は受ける

①生活から切り離された資
源・サービス

②取引相手
③客主導のサービス提供
④欲望の蕩尽
⑤大きなお金
⑥仕事

① 生 活 と つ な が っ た 資 源・
サービス

②同好の士
③もてなし
④節度ある消費
⑤小さなお金
⑥一緒に楽しむ

観光 交流

図２　観光と交流の違い
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が，それは内部にまでは及ばない．江戸時代の建
物であっても，江戸時代の暮らしをせよというわ
けではない．つまり一つの建物の内と外で切り分
けがされるわけであり，「住宅をどうしようと自
分の勝手」ではないが，「どうにもならない」と
いうことでもない．内部と外部をどう使い分けす
るか，そこに住民の創意と工夫の余地があること
になる．
　また「外はみんなのもの」という場合，「みん
な」に加えることができる人たちは様々にある．
例えば自分自身，同じ重伝建地区の人たち，そし
て交流客，観光客である．どういった人に開くの
かについても工夫の余地があることになる． 
　第二に，街として一つながりになっているとい
うことである．一つながりになっているものは，
それぞれの部分が互いにプラスやマイナスの影響
を与える．よって連携することで＋αが生まれ
る．例えば観光客にとっては，伝統的な一軒の家
屋よりも伝統的なまち並みの方が，あれこれ見る
ことができて訪れやすいことになる．逆に一箇所
マイナスがあると，全体に悪影響を与える．これ
は住宅街や商店街といった街（まち）に共通した
特徴（＝コモンズ）である．よってまち並みであ
るということは，連携が取れる場合には大きな財

産になる．つまり価値あるまち並みにしようとす
れば，住民たちの連携が必要となる．そこにも住
民の創意と工夫の余地があることになる．

３．三地区の比較

（1）三地区の概要
 表１にあるように，三地区はともにかつては繁
栄を誇ったが，戦後の高度成長期における産業
化，都市化の波から取り残されたところである．
条件不利地域にあることがその理由である．とく
に笠島，御手洗は離島地区であることから，その
ことが強く現れている．逆に取り残されたからこ
そ，まち並みという都市遺産が残ったともいえ
る．しかし遺産は守ろうとしなければ失われてし
まう．都市の暮らしがどんどん入ってくると，利
便性と昔のまち並の保存は衝突する．それでもま
ち並を残す，あるいは昔のまち並みを復活させる
というのは，そこに価値を見出して何かに使おう
とする運動があって可能になる． 
 三地区は観光，あるいは交流に取り組んでき
た．萩では「城下町，明治維新の人物」，笠島で
は「塩飽水軍の港町」，御手洗では「風待ち，潮
待ちの港」という地域イメージを創り出してい

表 1　三地区の特徴

萩 笠島 御手洗

過去の繁栄 毛利氏城下町 塩飽水軍の港町 江戸時代の港町

立地条件 山陰の海岸（山口県） 瀬戸内海の離島（香川県） 瀬戸内海の離島（広島県）

重伝建選定年 1976（2001） 1985 1994

地域イメージ 城下町，明治維新の人物 塩飽水軍の港町 風待ち，潮待ちの港

観光 観光地 なし（失敗） なし（これから）

交流 始めたばかり 活動の蓄積あり 活動の蓄積あり

推進主体 ＮＰＯ萩まちじゅう博物
館

自治会（ＮＰＯ法人本島
町笠島まち並保存協力会） 重伝建を考える会

生活 停滞 過疎化 過疎化

展望 観光と交流の二本立て　 交流の推進　　　　 交流の推進，観光化　　
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る．いずれも歴史性を光らせたイメージであり，
都市住民にとっての非日常性，ノスタルジーに訴
えかけるものである．また重伝建に選定された年
は，萩が1976年（1976に堀内地区，平安古地区が
選定，その後2001年に浜崎地区が選定），笠島が
1985年，御手洗が1994年である．ほぼ10年ごとの
区切りになっており，状況論としてはその間に観
光を巡る状況も変わってくる．そして三地区の取
り組みの背景には，生活面での停滞，過疎という
問題があったことも指摘しておきたい．以下，三
地区について，関係者へのインタビュー結果に基
づき13），観光と交流の対比の点からもう少し詳
しく述べておく．

（2）萩
 萩は山口県の山陰側にある．毛利氏の城下町で
あり，今でも江戸時代の区割りが残り，三ヶ所の
重伝建地区と歴史上の人物ゆかりの地が点在して
いる．萩はうまく観光化のスタートを切ったとい
うべきであろう．萩が観光地として注目を浴びた
のは，日本全体が高度経済成長によって豊かにな
っていったと同時に，失われつつあるもの，残っ
ているものへの憧憬が人の心を捉えようとしてい
た時である．1970年代に入り，旧国鉄が「ディス
カバー・ジャパン」キャンペーンを行い，文字通
り日本を発見し，自分自身を再発見する旅がブー
ムになっていった．そういった流れの中で，中山
道の妻籠・馬籠宿，倉敷，津和野などとともに，
萩も注目されるようになる．萩焼，夏みかん…萩
を彩る小道具が揃っていく．交通インフラ面では
1975年に山陽新幹線が博多まで開通し，その年に
萩は最大の観光客数を数える．しかしその後観光
客数は減少傾向を続けていく．
　そこで萩では，現在，「萩まちじゅう博物館」
として交流の取り組みを始めている．「萩まちじ
ゅう博物館」の考えをまとめると，次のようにな
る14）．（ア）住民が「おたから」を再発見し，守
り育て，誇りをもって次世代に伝えていくことが
まちづくりである．（イ）「おたから」は博物館の
中だけにあるのではなく，まちじゅうにある．し

かも文化財だけでなく，歴史や文化，自然や民俗
など，そこに物語をもつもの（産業：いりこ工
場，かまぼこ工場も含まれる）である．（ウ）住
民が誇りをもって住めるまちが観光客にも受け入
れられる．つまり「おたから」を磨くまちづくり
の活動が，観光振興につながるといっている．萩
では観光と交流をとくに区別してはいないが，上
述のように，両者は概念的には区別するべきであ
る．従来の観光が苦しくなってきた時に，交流に
よって厚みをつけようとしているのが萩の今の取
り組みである．例えば観光産業を成り立たせてい
るインフラは，交流客も利用する．交流資源を発
掘し，磨くことで，そのインフラ利用者をさらに
増やすことができる．また観光産業の側にも新し
い観光の動きがあり（スローツーリズムなど），交
流への接近がみられる．
　萩では「ＮＰＯ萩まちじゅう博物館」という推
進組織をつくっている．メンバーは「この指止ま
れ」方式で集まった人たちで，必ずしも文化財に
住んでいる住民ではない．会員は100人程度で，Ｕ
ターン者，女性が多いという特徴がある．会の活
動は，研究・保存，展示・情報発信・活用など多
岐にわたるが，博物館の運営にも係わっている．
そして「おもてなし」の一つとして，観光ガイド
にも力を入れている．またそれとは別に，浜島地
区では，住民のまちづくり活動と連動した形で交
流が行われている．各家が年に一回「おたから」
を展示するイベントを行い，家の奥にしまわれ
て，他人の目に触れなかった「おたから」を公開
している． 

（3）笠島
　香川県丸亀港からフェリーで30分程度のところ
に，塩飽水軍の本拠地として栄えた本島がある．
この本島の北東部に笠島地区がある．重伝建地区
に選定されてから，少しずつ整備を進めてきてお
り，現在では統一された色調，建物のまち並みと
なっている．不在家屋もあるが，そういうところ
も外観は整備されている．常住人口は143人，77
世帯（2008年9月1日）15）である．
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笠島の取り組みに際しては，過疎が進んでいると
いう危機感があった．しかし不在家屋もあること
から，意見をまとめることができるかという問題
もあった．結局，笠島では自治会がそのとりまと
め役として機能した．1982年に「笠島まち並保存
協力会」が発足し，会長を自治会長が務めた．自
治会がこのような活動を行うのは，共同問題の解
決という，その期待される活動の点から，ごく自
然なことである．不在家屋の人たちからも「（文
化財に指定されるような）それだけの地域なら協
力しましょう」ということで，了解が得られた．
まち並み保存推進組織は現在，「ＮＰＯ法人本島
町笠島まち並保存協力会」となっているが，自治
会とつかず離れずの組織であることは変わりな
く，自治会の班長が理事を務めている．この会は
交流客用施設の「笠島まち並保存センター」，「小
栗邸ふれあいの館」，「文書館『藤井邸』」の管
理，運営を行っている．また住民で街路，公園の
清掃を行い，不在家屋の宅地内清掃も引き受けて
いる．
　笠島には産業としての観光インフラはない．過
去において本島全体で観光産業が入ってきた時期
があったが，失敗したとのことである．今，笠島
で現実可能なことは交流であろう．同時にその交
流客への期待は熱いものがある．「ＮＰＯ法人本
島町笠島まち並保存協力会」では，2005年１月か
ら「民家民宿（大倉邸）」を運用している．空き
家になっている民家を，一日一組に民宿として提
供するものであるが，食事はついていない（自炊
設備あり）．このような積極的な交流事業は始ま
ったばかりである．スタート以来，子ども連れの
家族を中心に，100人程度の利用者があった
（2006年9月まで）．交流客に対するイメージ
は，「わざわざ選んで来て，いろんなことを聞い
て，話がうまい」というものである．確かに好み
とこだわりをもった人たちといえよう．そしてこ
ういう人たちとの交流が，将来的に定住につなが
るのではないかと期待している．またそういう人
たちに「おせったいの心」で接していこうとして
いる．

　笠島の場合一般の交流客だけでなく，島外の笠
島出身者との交流も行われている．例えば島外の
笠島出身者もＮＰＯ会員になっており，年会費
3,000円である（居住会員は1,000円）．島外の出
身者にとっては，誇れる郷土を守っているのは居
住の人たちであり，居住の人たちに「管理しても
らってありがとう」という気持ちをもっていると
のことである．また年一回の「笠島まち並みふれ
あい祭り」にも出身者が帰ってきている．このよ
うに笠島の交流事業は，担い手を育てようとする
まちづくりの活動を目指している．出身者とは思
い出が詰まった誇れる郷土を共通項として，また
一般の交流客とは将来そうなるかもしれないとい
う期待をあてにしてである．しかし大きな問題
は，過疎，高齢化の進行である．交流の中から生
活自体の再生産，持続可能性をどう編み出してい
くのか，これが課題である．

（4）御手洗
　呉市豊町御手洗地区は大崎下島にある．2008年
10月時点ではなお離島で，車で行くとすれば，フ
ェリーを使うことになる．地区内の建物は色や建
築方式などに統一性をもたせ，景観を保存するた
めに地区全体で協力している．しかし雨戸がおり
たままの不在家屋もかなりある．人口は296人（
住民基本台帳2008年9月末）16）で，高齢化が進ん
でいる．観光客対象の店はなく，交流施設として
潮待ち館がある．2008年11月には念願の橋が架か
り，離島ではなくなる．
　保存地区の選定は行政主導で進んだ．それを受
けて，住民組織「重伝建を考える会」がつくられ
た．「選定されたことで観光客が来る．どう対応
するのか」，「御手洗をなんとかしないといけな
い」と考え始めた住民有志が立ち上げたものであ
る．今では会員はむしろ島外会員の方が多く，島
外会員は御手洗出身者がほとんどである． 
　会は保存地区について考え，まち並みを保全し
ていくことを基本的な活動目的としている．ただ
し，まち並のいわゆるハード面は行政に任せて，
自らはソフト面，つまりそれを活かす工夫に関す
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る活動を行っている．例えばガイド，歴史と文化
を学ぶ勉強会，情報誌『みたらい通志』の発行，
まち並みや神社等の清掃活動などである．
　もちろん最初から活動がうまくいったわけでは
ない．多くの人は自分の地域がそんなたいしたと
ころだとは思っていなかったし，観光客なんか来
るわけがないと思っていたそうである．そして観
光ガイドを始めた時も，「暇だからやっている」，
「好きでやっている」と思われたとのことであ
る．具体的にはイベントを行うことで住民の意識
を変えていった．例えば著名人を招いての雅楽コ
ンサート，俳句の会である．その時，地元のグル
ープと共同開催し，地元の活動を知らせるように
し，御手洗地区の再認識，再評価につなげていっ
た．その後フォトコンテストや落語の会なども行
っていく．御手洗のまち並の再評価とともに，文
化の再評価も仕掛けていったわけである．
　このような活動を５年くらい続けることで，住
民の見方が変わってきたそうである．その頃に「住
民皆ガイド」を提唱した．住民が交流客にガイド
をしよう，それが難しければ，潮待ち館に行けば
ガイドしてくれる人がいるといおう，それが難し
ければ，挨拶しようという運動である．それによ
って住民の意識が変わったとのことである．今で
は軒に一輪挿しを飾るという，細やかな気配り活
動も行われている．
　選定後，事業によってなによりも街がきれいに
なったとのことである．そして重伝建を考える会
の活動によって住民の意識が変わった（全ての住
民ではないにしても）といえよう．変わったのは
心に灯りがともったということではないだろう
か．住民皆ガイドというのは象徴的な運動であ
る．もちろん会の活動以前は，ガイドするに値す
る地域の宝があるなどとは思っていなかったであ
ろう．まずは勉強会がある．埋もれていた（気づ
かずにいた）歴史を再認識していく．すると自慢
できる歴史が浮かび上がってきたわけである．そ
うすると心に灯りがともる．自らのまちの良さを
誇りをもって語ることができるようになる．この
ように交流客を意識した活動を行うことは，結果

としてまちづくりのエネルギーを生み出すことに
なる．
　他方，住民のまちづくりの活動は交流客にとっ
ても味わいのある体験を提供する．重伝建地区と
いっても，ハードな部分だけでみれば，まち並み
でしかない．眺めるだけでは，あるいは車で通り
過ぎるだけでは，その味わいは分からない．まち
を味わうにはコツがある．それを教えてくれるの
がガイドである．そこに住んでいる人がそこにあ
る物語を語ってくれるわけである．私たちは物語
があって始めてその対象の意味を理解する．いわ
ばガイドは語り部である．しかも語りが上手であ
れば，私たちは惹き付けられてしまう．例えば「七
卿館というのがあって，そこには幕末の…」とな
ると，それは歴史の一こまがこの場所で演じられ
たということになる．歴史好きの人には魅力であ
る．
　そして物語は過去だけに限らず，今現在の物語
もありえる．例えば，先ほどの住民の心に灯りを
ともすために行われた伝統文化のイベントを，交
流客にも開くことも考えられる．このまち並みで
それらが行われているとすると，そこに御手洗の
まち並みの現在の活かし方の一つが現れているこ
とになる．まち並みとあった今の生活様式，まち
並とともにある暮らし，この体験も一つのソフト
になる．それはただ眺めて廻るだけでは獲得でき
ない，深い体験である．
　以上，三地区の比較を行ってきた．重伝建地区
という資源は観光，あるいは交流に用いることが
可能である．観光の場合はインフラに依存すると
ころが大きい．新規の観光化は地域社会にとって
は大きな跳躍である．他方，交流の場合は普段の
生活に少し工夫を加えて客に開けば良く，いわば
住民の等身大の活動である．過疎地域で取り組み
やすいのは交流である．そして御手洗で確認でき
たように，定住者の心の活性化＝まちづくりの担
い手としての成長は可能である．よって次の課題
は，交流客をまちづくりの担い手として引き入れ
ることである． 
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る組織という自治会の基本的な性格に係わる部分
である．その活動内容は，選定への同意に始ま
り，ガイドやイベントといったソフトな活動，さ
らには建物の維持，管理にも係わることが期待さ
れる．それは自治会活動の発展形態である．
　他方，萩ではＮＰＯが担い手であった．メンバ
ーは必ずしも建物の所有者ではない．しかし重伝
建地区の価値を評価する利用者として，その管理
に係わることは可能である．管理に係わろうとす
る人たちの意志と，重伝建地区の「外はみんなの
もの」という特徴（公益性）がそれを可能にする
といえよう．このように所有者に止まらず，利用
者である地域住民の管理への係わりを積み上げて
いけば，地域全体を博物館として運営する地域博
物館構想に行き着く．萩と同様に，他の多くの地
域でそれが展開されている．ＮＰＯの係わり方と
しては，その特徴の一つである専門性を活かすと
いう展開が期待される．地縁組織にしろ，アソシ
エーションにしろ，係わりは可能なのであって，
要は各々の特徴を活かした連携が望ましいであろ
う．
　次は出身者，交流客である．彼らは「みんな」

４．交流の中での担い手の育成

　三地区でみてきたことから，交流を通して育つ
まちづくりの担い手についてまとめておく．担い
手としては，①定住者からなる住民組織，②故郷
という物語をもつ出身者，③物語に魅せられた交
流客が考えられる（図３参照）．まちづくりの担
い手には，まちに係わるモノ，コト，ヒトを我が
こととみなす当時者性が求められる．
　まず定住者からなる住民組織である．通常，地
縁型組織，またアソシエーションがその候補とな
る．三地区でみてきたことからは，自治会とＮＰ
Ｏがそれに該当している．笠島では自治会が当初
から担い手であった．また御手洗では当初は自治
会とは別組織であったが，現在では連携してい
る．自治会の係わりが自然であるのは，「街とし
て一つながりになっている」という重伝建地区の
特徴による．そこでは一ヶ所のマイナスは全体の
価値を減価させ，逆に全体の協力は付加価値を生
む．よって面的な取り組みが必要であり，建物の
所有者たちが互いに切り離すことができないもの
を管理する活動が必要である．共同生活を管理す

図３ 交流ネットワークの中での担い手の育成
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であり，ホームページを探索することを厭わない
層である．載せてさえおけばアクセスしてくれる
という利点を活かすべきである．このような働き
かけによって，来訪者に会費，寄付，宣伝といっ
たまちづくりにつながる行動をとってもらうこと
である．
　第二に，まちづくり組織の充実である．まちづ
くりは総合的なものであるから，交流も含めて，
地域社会全体をマネージメントする組織が必要で
ある．しかし過疎・高齢地域では地域機能は弱く
なっている．そういう状況でいかにして力を結集
するかである．例えば御手洗には自治会，「重伝
建を考える会」も含む「各種団体連絡協議会」が
つくられている．現状で活動している団体を集め
たものである．例えば地域社会全体のことをこの
組織が管轄し，とくに交流事業に係わっては，専
門部会で対応することが考えられる．活動内容と
しては，これまでのガイド，イベントといったソ
フトな活動と同時に，建物の維持，管理にも係わ
ることが考えられる．例えばこれまでも家を解体
しようという住民を説得したということもやって
きており，それをもう少し積極的に展開すること
である．
　2008年11月に，念願の橋が架かる．インフラの
大きな要素である，交通アクセスが改善される．
これによって御手洗は新しい段階に入る．今以上
の観光客，あるいは交流客が期待できるだろう．
また他地域の資源とつながった，広域的な展開も
可能になる．観光か交流かという二者択一ではな
いが，地域社会で将来を見据えて両者をどう重み
づけて，コントロールしていくかが問われる．
　過疎地域にとっては，交流は重要な取り組みで
あり続けるだろう．それだけによく練られた取り
組みを期待したい．本稿では主に迎える側に立っ
た議論をしてきたが，訪れる側の分析が必要なこ
とはいうまでもない．また出身者やそれ以外の交
流客が，実際にまちづくりの担い手になる道筋を
検討すべきである．さらにいかにして定住につな
げていくのかも問われるべきである．これらの点
については，今後の課題としたい．

の中でも遠い人たちに属する．しかし故郷という
物語をもつ出身者も，物語に魅せられた交流客
も，同じくその地域の物語を味わう人たちであっ
て，想いをもってそこに係わる利用者である．ま
た受け入れる側の故郷をともにするという気持
ち，あるいは同好の士を喜ばせようとする気持ち
も自然なものである．他方で出身者，交流客には
受け入れ側の生活を乱さない節度ある行動，先延
ばしされた返礼の実施が期待される．笠島，御手
洗で強化すべきは，これらの出身者，交流客との
関係である．
　最後に観光客は「みんな」の中で，最遠の人た
ちである．観光客はまちに係わるものを我がこと
とみなさないので，当事者性をもたない． 

５．おわりに－まちづくりと交流の好循環

　最後に御手洗のこれからを展望しながら，交流
によるまちづくりをさらに進めるための課題を指
摘しておく．御手洗の場合，住民の心に灯りをと
もすということでは一つの到達点に達している．
これからの課題は地域社会の再生産を目指して，
交流がまちづくりのエネルギーを生み，まちづく
りが交流を支えるという好循環を創り出していく
ことである．そのためには二方面での取り組みが
必要である．
　第一に，出身者，交流客との関係強化である（図
３参照）．これらの人たちに現実に応援団になっ
てもらうことである．来訪者を惹き付けるために
はソフト（体験，イベント）の充実が必要であ
る．伝統的なものに限らず，まち並みに合うよう
な新たな体験，イベントを考えても良いであろ
う．重伝建地区という資源からすれば，文化型，
学習型のものが良いだろう．地域博物館機能の強
化である．また盆，正月に帰ってきている出身者
に合わせたイベント（ふるさと，思い出にかかわ
るイベント）があっても良いだろう．そして体験
の前には情報の交流が必要である．笠島，御手洗
ともに，ホームページ機能のいっそうの充実が求
められる．例えば同好の士は興味，関心の強い層
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3）吉本哲郎，2006，町や村の元気をつくる「地元
学」，Consultant，Vol.233，建設コンサルタンツ
協会，pp.36-39．

4）橋本は観光を「売買」と定義し，「すべてのサー
ヴィスに代価が支払われる．その『取り引き』的
関係が『統合』的関係に進展することは予定され
ていない」とする．橋本和也，2001，観光人類学
の戦略－文化の売り方・売られ方－，世界思想
社，p.116．

5）同上，p.116．
6）青木はＧＴを観光から区別する必要性を指摘し，

ＧＴを「農山漁村の有する歴史・自然・社会・文
化など，多元的な資源を活用した，都市住民と農
村住民による，対等かつ継続的な交流活動」とし
ている．とくに対等性は観光には見られない特徴
である．青木辰司，2004，グリーン・ツーリズム
実践の社会学，丸善株式会社，p.64．

7）岡本伸之，2001，観光学入門－ポスト・マス・ツ
ーリズムの観光学，有斐閣，p.2．

8）東徹，1999，観光行動，長谷政弘編著，観光ビジ
ネス論，同友館，pp.107-108．

9）松平誠，1994，現代ニッポン祭考－都市祭りの伝
統を創る人びと－，図書印刷，p.18．

10）須藤廣，2008，観光化する社会－観光社会学の
理論と応用，ナカニシヤ出版，p.22．

11）徳野はＧＴがもたらすのは，＋αの補助的収入
であることを指摘している．また筆者が安心院の
グリーン・ツーリズム調査を行った際，「兼業（農
家）を続けていくためのＧＴ」というのが，農泊
を行っている関係者の意見であった．ＧＴは観光
を目指さないということである．他方，連帯を作
りたい交流では「もてなし」，「おすそわけ」とい
う言葉がよく使われる．しかし踏み込んだとして
も，仲間づくりに失敗した時，交流疲れがおき
る．客との距離の取り方が重要である．徳野，前
掲論文，p.75．

12）田村明，2005，まちづくりと景観，岩波新
書，pp.10-12．

13）各地区の記述は2006年に行ったインタビュー調
査によるものである． 

付記

　本研究は2006年度の呉地域オープンカレッジネ
ットワーク会議の地域活性化研究助成金を受け，
「呉市豊町の観光振興についての調査研究－『新
しい観光』によるまちづくり」－と題して行った
ものである。本稿は同研究報告書の内容に加筆，
修正して作成した．研究に当たっては呉大学社会
情報学部の学生（望戸亮乃，和田希美加，北川沙
織），同僚（鶴岡和幸）と共同して行った．よっ
て本稿は共同の成果物である．また調査に当たっ
ては呉市の職員の方を始め，三地区の関係者の方
々に多大のご協力を頂いた．ご協力頂いた方々に
深く感謝したい．

注

1）徳野は都市農村交流にみられる農村振興や地域活
性化などの政策目標を①地域の人口（担い手）の
確保，②地域経済の浮揚（所得の向上），③地域
住民の活動の活性化と満足度の向上にまとめてい
る．また土屋もＧＴの地元への効果として，経済
面での効果（収入，雇用，知名度アップ），精神
面での効果（やる気，元気，誇り，視野，問題意
識など），交流による効果（人脈づくり，情報ネ
ットワーク，ファン，常連各→将来的には移住），
環境保全面での効果（地域の土地利用，環境の健
全化）を挙げている．徳野貞雄，2008，農山村振
興における都市農村交流，グリーン・ツーリズム
の限界と可能性－政策と実態の狭間で，日本村落
研究学会編，年報 村落社会研究 第43集 グリーン・
ツーリズムの新展開－農村再生戦略としての都
市・農村交流の課題，p.55．土屋俊幸，2006，グ
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