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呉市を訪れる観光客の意識分析 

～ 観光資源としての屋台の価値 ～ 

（プロジェクトデザイン工学専攻 環境都市系）道本真悟 

（専攻科特命准教授）藤本義彦 

Consciousness Survey of Tourists visiting Kure: 
Focusing on the street stalls as tourism resources 

(Student of Advanced Course) Shingo MICHIMOTO 

(Associate Professor of Advanced Course) Yoshihiko FUJIMOTO 

In order to contribute to overcoming the problems of Kure City, students of Kure National College of Technology (Kure 

NCT) make proposals to revitalize tourism in Kure from the viewpoints of students of Kure NCT. Focusing on the food 

stalls as important tourism resources in Kure City, students of Kure NCT conducted a survey on the attitudes and opinions 

of visitors to Kure. As a result of the survey, we could clarify some points of the strengths and weaknesses of the tourism 

industry in Kure. We could point out that there is a discrepancy between the issues held by tourists and by Kure City and 

Kure citizens. It will be necessary to improve this discrepancy in order to revitalize Kure tourism. 

Keywords: tourism、 regional revitalization、 street stall、 local municipality   

１．はじめに 

呉市は 2016（平成 28）年に「中核市」に移行し、

広島県の事務権限の一部が移譲された。呉市に民生

行政、保健衛生行政、都市計画、環境保全行政など

に関する事務が移譲され、呉市による自立的かつ積

極的な行政の執行が期待されるようになった。 

 現在の呉市は、人口減少、少子高齢化、経済の低

成長など深刻な課題に直面している。呉の市街地域

では空き家が増加したり、商店街が閑散としてきて

いたり、活力が失われてきているのではないかと危

惧を抱くような現象が見受けられるようになってい

る。呉市は行政事務の権限強化によってこれらの課

題に取り組んでいくことになるが、同時に、市民も

呉市が抱える課題に何らかの参画が求められている

のではないだろうか。 

 呉高専専攻科では、呉市の抱える課題に、学生が

どのような貢献ができるのかを考えるプロジェクト

を演習科目のなかで実施した。2017（平成 29）年度

では、３つの課題ごとにグループがつくられ、その

中の一つが、「夜市による観光客の誘致計画」１とい

う課題に取り組むことになった。屋台を活用して呉

市への観光客増大につなげることはできないのか、

という思いからつくられたプロジェクトであった。 

 まず、屋台に関わる現状の問題を明らかにするた

め、屋台の経営者、呉市担当者などにインタビュー

取材した。その結果、現在、営業している屋台を活

用しようとすることは、経営者からもまた屋台を訪

れる客からも歓迎されることではないという結論に

至った。現行の屋台は、呉市の飲み屋街で飲んだ後

の酔客が立ち寄るところという性格が強い。必ずし

も観光客を魅きつけようとはしていないのである。

そこで改めて、呉市を訪れる観光客が呉市の観光に

ついてどのような意識をもっているのかを明らかに

し、そこから呉市への観光に屋台をいかに活用して

いくか、その方策を考えてみることとした。 

ここでは、呉市を訪れた観光客に対して行ったア

ンケート調査の結果を集計して報告するとともに、

そこから浮かび上がる呉市の観光に関する課題につ

いて分析してみたい。 

呉市は、明治期に日本海軍の呉鎮守府が開庁した

のを機に発展した都市である。第二次世界大戦時に

は四十万人を超える人口を擁する大都市となったが、

敗戦とその後の海軍施設の閉鎖の影響を受け、都市

の規模を縮小させている。呉市への観光客のもつ呉

のイメージを明らかにすることで、呉市の課題の一

部を明らかにし、課題に取り組みやすくしたい。 

２．アンケート調査 

2.1 調査目的 

呉市の大和ミュージアムを訪れた観光客を対象に、

以下の 3 点について、観光客がどのように意識して

いるのかを明らかにするために、アンケート調査を

行った。 

1．呉市観光の目的 

2．呉市の屋台に対する認知度 

3．新たに提案する昼の屋台モデルの関心 
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2.2 調査概要 

観光客を対象に実施したアンケート調査の概要を

表１に示す。2017 年 8 月 11、13 日の 2 日間、大和

ミュージアムとその周辺において、アンケートの調

査票を観光客に配布した。観光客にはアンケートに

記入した後で、呉高専に郵送してもらう方法によっ

て、アンケート用紙を回収した。アンケート調査票

を配布した時間帯は、両日の 10～15 時頃である。ア

ンケートの回収枚数は、234 枚であった。アンケー

ト調査票は 1000 人の観光客に配布した。そのため、

回収率は 23.4%である。回収された調査票の中には、

すべての項目に回答されていないものもあったので、

アンケート結果には回答者の総数をそれぞれに記し

ている。 

アンケート調査票を大和ミュージアムで配布した

のは、大和ミュージアムが年間 100 万人以上の入場

者数を誇る呉市を代表する観光施設だからだ。また、

調査票の配布日を 8 月 11、13 日としたのは、2014

年から 2016 年にかけて、大和ミュージアムの来場者

数の最も多い月が 8 月２であったためである。 

アンケートの質問項目は、回答者の個人属性に関

する質問、呉市観光の観光目的に関する質問、呉市

の屋台に関する質問、呉市観光における観光客の動

線に関する質問に大別される。 

 

３．アンケート集計結果 

3.1 回答者の属性 

回答者の性別と年齢を表２に示す。回答者の性別

に関しては、6%の差しかないため、概ね均等なサン

プルとなった。年代別の割合に関しては、40 代

(48.7%)と 50 代(20.4%)が多く、10代や 20代の若い

世代が少なくなっている。大和ミュージアムの展示

物がかつての日本海軍を紹介するものであり、呉市

もかつての日本海軍軍港に由来するところから、観

光客の年齢層が高くなったのではないかと推測され

る。 

回答者の居住地を図１に示す。図１より、回答者

の居住地は、東京都・広島県・大阪府・兵庫県・神

奈川県が多いが、38 都道府県から来訪者があった。

呉市には、全国のさまざまな都道府県から観光客が

来訪していると考えられる。 

回答者の家族構成を図２に示す。図２より、家族

構成が親子であるという回答が 122 人となり、親子

で観光に訪れている割合が多い。 

3.2 呉市観光の目的 

呉市観光にかけた日数を図３に示す。図３より、

92.1%の観光客が日帰りで呉市を訪れている。このよ

うに観光客の多くが呉市を日帰りで旅行することが、

呉市の夜の屋台が観光資源として活用できていない

要因の一つと考えられる。 

観光客の観光目的地を図４に示す。本アンケート

調査票の配布は、大和ミュージアムで行った。その

ため、図４に示すように、観光目的地として大和ミ

ュージアムとそれに隣接する「てつのくじら」が多

い結果となった。ここで注目しなければならないこ

とは、他の観光地を目的としている人が少ないとい

う点である。大和ミュージアム以外は観光目的とし

ていないため、大和ミュージアムと「てつのくじら」

 

表１ 調査概要 

対象 呉市の観光客 

方法 直接配布・郵送回収 

配布実施日 2017 年 8 月 11、13 日 

配布場所 大和ミュージアム 

回収期間 2017 年 10 月末 

配布数 1000 枚 

回収数 234 枚 
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図１ 回答者の居住地(回答総数 230人) 

 

表２ 回答者の性別と年齢(回答総数 230人) 

性別 構成比 年齢 構成比 

男性 53.5 % 10 代 3.04 % 

女性 46.5 % 20 代 6.09 % 

    

  30 代 11.3 % 

  40 代 48.7 % 

  50 代 20.4 % 

  60 代 5.65 % 

  70 歳以上 4.78 % 
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を見学してしまえば観光を終えて呉から帰ってしま

うという観光客の行動が容易に想像できる。換言す

れば、日帰りの呉市観光となってしまっているもの

と思われる。 

観光客の多くは、大和ミュージアムのみを目的と

していることが分かったが、どのようにして刊行す

る場所をリサーチしているのだろうか。そのリサー

チ方法を図５に示す。図５より、観光客の多くがイ

ンターネット検索によって、観光場所をリサーチし

ていたことが分かる。このことから、大和ミュージ

アム以外を観光客が観光目的とするためには、観光

地のインターネット情報を整備することが重要であ

るといえる。 

観光客の構成を図６に示す。図６より、呉市には、

子供連れの家族で観光に来る人が多いことが分かる。

観光客の呉市までの交通手段を図７に示す。図７よ

その他
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図２ 回答者の家族構成(複数回答可) 
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92.1%

2日 7.02%

3日以上 0.88%

回答者の総数

228人

 

図３ 「今回の観光では、呉市内を 

何日観光されましたか」に対する回答 
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図４ 「観光の目的地は、どこでしたか」 

に対する回答(複数回答可) 
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図５ 「図４で回答した場所をどのように 

知りましたか」に対する回答(複数回答可) 

 

0 50 100 150

その他

職場

恋人

孫

友人

一人

親

子供

夫・妻

サンプル数(人)
 

図６ 「誰と観光に来ましたか」に対する回答 

(複数回答可) 
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図７ 「どのような交通手段で呉市に訪れました

か」に対する回答 
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り、自家用車を用いて呉市に来る観光客が 58.7%で

あることが分かる。呉市の駐車場はかなり整備され

ているが、その利用方法が分かりづらいところがあ

る。駐車場への誘導を標識や掲示板などを用いて改

善していく必要がある。 

また、電車などで来訪する観光客に大和ミュージ

アム以外の見学場所を訪問するための交通手段を整

備し、その掲示や広報を行っていく必要がある。映

画アニメ『この世界の片隅に』を見て呉市を訪れた

観光客の中に、映画に出てきたスポットを訪ねたか

ったが、どこにあるのか、どのように行けばいいの

かが分からず、行くのを諦めたという人が複数人い

た。観光客の増大を目指すのであれば、バスなどの

路線を整備するなどの方策も求められるのであろう。 

3.3 呉市の屋台について 

ここでは、呉市の観光資源として、全国的に珍し

い屋台に着目している。呉市の屋台の認知・魅力お

よび昼の屋台に関するアンケート結果を図８に示す。

図８より、呉市を訪れる観光客の 89.1%が、今でも

呉市に屋台があり営業していることを知らないとい

うことが分かった。加えて、屋台を観光資源として

魅力があると感じる回答者は、83.2%であった。これ

らの結果から、呉市の屋台が観光客に利用されない

のは、まず何よりも屋台に関する認知度が低いため

と考えられる。 

しかし、現行の呉市の屋台を観光資源として活用

するには困難な点がある。呉市観光を日帰り旅行と

する観光客が多い(図３)ことや、観光客の構成とし

て子連れの家族が多い(図６)ことから、夜に営業し

ている現行の屋台では対応ができない。ただし図８

より、昼に営業する屋台があれば利用したいと考え

ている観光客が 83.2%もいることから、屋台自体に

対する需要は高いものと思われる。 

現行の屋台について屋台経営者にインタビューし

てみた３。屋台経営者は観光客を屋台に呼び込むこと

自体に反対はしないが、そのために特別な事業や対

策を行いたいと考えてはいない。現在、屋台がある

周辺にある商店街や飲み屋街から帰宅する酔客が、

最後に立ち寄る場所が屋台となっている。常連客が

地元で楽しむ場を提供することを継続しようという

声が多く、観光客を誘致するために特別な対策をす

るつもりはないという。呉市が屋台を観光資源とし

て活用したいと考えているのとは対照的である４。 

そこで、現行の屋台の営業を妨害せず、かつ観光

客の希望を適える方策の一つとして、昼に営業する

屋台を提案してみたい。 

呉市における最大の観光場所は、大和ミュージア

ムである。そのため、屋台の場所は大和ミュージア

ムとの距離が重要になる。大和ミュージアムと屋台

の距離関係を図９に示す。大和ミュージアムから屋

台までは約 1km であり、徒歩で 10～15 分、バスで

15 分程度、自家用車で 5 分程度かかる。バスが移動

に 15 分も必要なのは、バスのルートが遠回りだから

5分以内

48.4%

10分以内

46.1%

行かない

5.53%

回答者の総数

217人

 

図 10 「大和ミュージアムから 

徒歩何分以内の場所に屋台があれば、 

利用を考えていただけますか」に対する回答 
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図８ 屋台の認知度・魅力および 

昼の屋台に関するアンケート結果 
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図９ 大和ミュージアム周辺関係 
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である。大和ミュージアムと屋台の距離におけるア

ンケート結果を図 10 に示す。図 10 より、移動距離

が 10 分程度であれば需要があることから、現在、屋

台が営業している地区であっても、観光客に認知さ

えしてもらえれば、観光客も訪れることに躊躇しな

いのではないかと思われる。また、自家用車で呉市

を訪れる観光客が多いため(図７)、自家用車による

移動をすると考えると、大和ミュージアムと屋台の

距離であれば利用をしてもらえる可能性が高いと考

えられる。 

昼の屋台において重要視される要因を図 11 に示

す。なお、図 11 には、13 項目ある中で回答者数が

40 人を超えた 6 項目を表記した。料理や屋台の衛生

面に関することだけではなく、アクセスの良さやト

イレの有無が重要であることが分かった。呉市の屋

台通りには公園が隣接しており、公衆トイレもある。

これは呉市の屋台通りにおける強みであると考えら

れる。 

3.4 観光客の動線 

 大和ミュージアムを訪れた観光客は、その後、ど

のように移動しているのだろうか。アンケート調査

では、呉市観光における観光客の動線についても調

査した。調査の結果、観光地の移動における規則性

は見られなかった。そこで、呉市の観光客の観光地

分布を図 12 に示す。図 12 には、100 人以上の観光

客が分布した場所を示している。なお、図 12に示し

ていない場所における観光客の分布は、全て 30 人以

下であった。図 12より、観光客の多くが呉市を周回

していないことが分かる。大和ミュージアムと呉駅

が近接しているため、大和ミュージアムを訪れた観

光客のほとんどがそのまま呉を離れてしまうことを

示している。これは、大和ミュージアム以外の観光

場所の情報周知に問題があると考えられる。 

 

４．アンケート結果による分析および戦略立案 

4.1 分析手法 

ここでは、アンケート結果を活用し、昼の屋台モ

デルによる呉市活性化案の環境分析を行い、昼の屋

台モデルの戦略を策定する。環境分析のフローおよ

び用いたフレームワークを図 13に示す。 

まず行う PEST 分析とは、マクロな外部環境を

Politics（政治面）、Economics（経済面）、Society（社

会面）、Technology（技術面）から把握するためのフ

レームワークである。このフレームワークを用いる

ことで、外部環境が昼の屋台モデルによる呉市活性

化案に与える影響を把握する。 

次に行う 3C 分析とは、Customer（市場・顧客）、

Competitor（競合）、Company（自社）の 3 つの環境

から業界環境を把握するフレームワークである。3C

分析の目的は、PEST 分析を用いて把握した外部環境

より、昼の屋台モデルの長所と短所を把握すること

である。 

上記のPEST分析と 3C分析の結果を用いてSWOT

分析を行う。ここで SWOT 分析とは、Strength（強

0 20 40 60 80 100 120 140

トイレの有無

アクセスの良さ

料金の安さ

衛生面

利用の気軽さ

料理の美味しさ

サンプル数(人)

 

図 11 「観光資源としての昼の屋台で 

あなたが重要だと思うものは何ですか」 

に対する回答の上位 6項目(複数回答可) 

 

大和ミュージアム

ショッピングモール

呉駅

屋台通り

0.4km 0.8km 1.2km

200人以上

100人以上

本通り

 
図 12 観光客の分布 

 

 マクロ環境分析（PEST分析）

業界環境分析（3C分析）

戦略目標（SWOT分析）
 

図 13 環境分析のフロー 
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み）、Weakness（弱み）、Opportunity（機会）、Threat

（脅威）の 4 つを組み合わせて分析することで、戦

略を立案するフレームワークである。 

4.2 PEST 分析 

屋台を政治面から見ると、屋台の多くは衛生面や

交通の阻害になるといった理由から、「食品衛生法」

や「消防法」、「道路法・道路交通法」などの法律に

よって規制されることが多い。それに対して、呉市

では住民の声によって屋台が存続されつづけている。

むしろ呉市は、水道や電気などのインフラを積極的

に整備しており、屋台通りには上下水道と電気を備

えられ、衛生面の対応がよいという特徴をもってい

る。行政が屋台の運営をサポートしているのは、呉

市以外では、福岡県福岡市と福井県あわら市を挙げ

ることができるのみである。呉市では、政治面では

全国トップクラスの良い環境にあると考えられる。 

呉市観光の経済面を、観光者の増減という観点か

ら分析する。平成 24～28 年における広島市と呉市の

観光客数５を図 14に示す。広島市の観光客数は、約

1200 万人（平成 24 年度）から約 1470 万人（平成 28

年度）と増加している。近年の好景気が、広島市の

観光業にプラスの影響を与えているものと考えられ

る。これに対して呉市の観光客数は、約 460 万人（平

成 24 年度）から約 460 万人（平成 28 年度）と横ば

いになっている。現状では、広島市のように好景気

を活かせず、呉市における観光客数は変化していな

い。ただし観光ルートとして、原爆ドーム（広島市）

から大和ミュージアム（呉市）を結ぶ航路が新たに

つくられ、今後その効果が上がることが見込めるこ

とから、現在の経済環境は悪くないと考えられる。

そのため、広島市の観光客数の増加を呉市の観光客

増加に結びつかせられる可能性が高いと考えられる。 

社会面では、屋台事業に再び注目が集まっている

ことに注目したい。2017 年 2 月に福岡市の屋台公募

不正問題６が起こったが、博多ラーメンに代表される

ように、屋台を地元の観光資源にしようと考える自

治体は増加している。その一方で屋台には、ぼった

くりなど負のイメージがついて回ることがある。管

理者となる自治体の責任は大きいといえよう。観光

客は、図８より、屋台を観光資源として魅力的に捉

える人が多かった。呉市では平成 29 年 10 月に屋台

公募を行い、屋台通りを活性化させようとしている。

このことから、現在の社会環境が昼の屋台モデルに

与える悪影響は少ない。 

技術面においては、情報社会の進展に着目したい。

総務省の「通信利用動向調査」７より、2016 年にお

けるインターネット利用者の人口普及率は、約

83.5％である。そして、図５より、呉市を訪れた観

光客の多くがインターネット検索を利用して観光場

所をリサーチしている。このことより、インターネ

ットサイトの重要性が確認できる。そうであるにも

かかわらず、呉市の屋台に関するインターネットサ

イト８は、2002 年 12 月に発行された雑誌の情報を基

に作成されており、情報があまりに古すぎる。呉市

の屋台に関する広報は、現在の技術環境に対応でき

ていないのである。そのため、呉市の屋台の認知度

が低く、昼の屋台モデル提案において技術環境に対

応することは重要となる。 

ここまでの PEST 分析を要素ごとに概観して、表

３に示す。 

4.3 3C 分析 

Customer 分析の結果を表４に示す。昼の屋台モデ

ルにおける市場規模は、呉市の観光客数の約 460 万

人である。この観光客数は、呉市と同等の都市規模

の中核市において、45 市９の中で 40 位である。決し

て大きな市場規模だとはいえないが、市場規模が成

長する可能性はある。それは、広島市の観光客数が

増加しているからである。広島市とのつながりを活

用し、観光客を周遊させることが重要となる。図６

より、顧客層が家族連れになると予想される。また、

アンケートの自由記述より、顧客のニーズとして、

昼食場所や駐車場に関する不満があった。 

Competitor 分析の結果を表５に示す。昼の屋台モ

デルは、昼食提供と観光の側面を持つ。そこで、そ

れぞれの目的における競合を想定した。観光という

目的では、大和ミュージアムが競合となる。大和ミ

H24 H28

 

図 14 平成 24～28年における観光客数 

 

表３ PEST分析 

政治面 

・「食品衛生法」や「消防法」、「道路法・

道路交通法」などによる規制 

・屋台営業に関する呉市行政のサポート 

経済面 ・好景気による広島市の観光客数増加 

社会面 

・福岡市の屋台公募不正問題 

・アンケート結果による屋台需要の高さ 

・呉市の屋台公募 

技術面 ・インターネットの普及 
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ュージアムは、年間来場者数 100 万人の呉市の主要

観光場所である。そして、イベントも活発的に行わ

れている。しかしながら、呉市の中心部である本通

りから離れているため、図 12のように観光客が周遊

しない。 

また、昼食を提供するという目的では、大和ミュ

ージアム近隣にあるショッピングモールが競合とな

る。ショッピングモールにはフードコートが存在し、

多種類の昼食を一つの場所で選択することができる。

そして、駐車場も広いため、観光客のニーズと合致

する。ただ残念ながら、呉の名物といえるような食

品を提供していないために、観光客の満足度が低い。 

この満足度の低い昼食を提供するという点に注目

して、Customer 分析と Competitor 分析を行い、昼の

屋台モデルにおける長所と短所を分析する。

Company 分析の結果を表６に示す。図８より、屋台

という観光資源には観光客の需要がある。そして、

営業時間を昼とすることで、日帰り旅行の多い呉市

の観光客をターゲットにすることができる。さらに

屋台通り付近には駐車場や公衆トイレが整備されて

おり、観光客のニーズを満たすと考えられる。また、

本通り商店街が近接しているため、屋台通りとの間

に動線が設けられると本通りへの波及効果が見込ま

れ、本通り商店街が活性化する可能性もある。ひい

ては呉市の活性化にもつながりうると考えられる。

長所として以上のようなことが指摘できよう。 

短所としては、知名度の低さや屋台通りの規模が

小さいこと、大和ミュージアムから相応の距離があ

ることなどが挙げられる。呉市における屋台は、有

名ではない。全国的に著名な博多の屋台（福岡市）

と比較すると、呉市の屋台は規模も小さく、扱う商

品の種類も少ない。大和ミュージアムから徒歩で 10

～15 分程度の距離があり、人によっては遠く感じる

距離でもある。車で移動しようとしても、駐車場の

場所が分かりづらいため、屋台に行くこと自体、敬

遠されるおそれがある。さらには屋台通り付近に、

観光場所がないため、屋台を主とした昼食提供とい

う機能を強めない限り、わざわざ屋台通りにまで来

ようとする観光客が現れない可能性もある。 

 

4.4 SWOT 分析 

PEST 分析と 3C 分析の結果を Strength（強み）、

Weakness（弱み）、Opportunity（機会）、Threat（脅威）

の要素に大別する。SWOT 分析の結果を図 15に示す。

さらに図 15に示す結果を用いて、クロス分析を行っ

た。 

① Strength（強み）×Opportunity（機会） 

 昼の屋台モデルの強みと外部環境の機会を活かし

た戦略として、観光客向けの屋台通り創成を提案す

る。図６より、呉市観光客は親子連れが多い。また、

観光目的は、軍港や旧海軍施設を体験するというも

のである。これらの属性に合わせた屋台通りの創成

が重要と考えられる。 

② Strength（強み）×Threat（脅威） 

 昼の屋台モデルの強みを活かして、脅威を克服す

表４ Customer分析 

市場規模 
・約 460 万人 

・増加の余地がある 

顧客層 家族連れの観光客 

顧客のニーズ 

・軍港の体感 

・昼食場所が少ない 

・駐車場が少ない 

 

表５ Competitor分析 

競合 

相手 
大和ミュージアム 

ショッピング 

モール 

目的 観光 昼食 

特徴 

・戦艦や軍港を 

体感できる 

・年間来場者数が 

100 万人 

・イベントが活発的 

・本通りが遠い 

・大和ミュージアム

と呉駅が近い 

・駐車場が広い 

・多種類の昼食 

・呉名物ではない 

 

表６ Company分析 

長所 短所 

・観光資源として需要が

ある 

・日帰りの観光客をター

ゲットにできる 

・屋台通り付近に駐車場

が多い 

・屋台通り付近に公園の

トイレがある 

・本通りが近い 

・呉市における屋台の知

名度が低い 

・屋台数が少ない 

・大和ミュージアムから

徒歩だと 10～15 分 

・屋台通り付近に観光場

所がない 

・海軍や軍港との関係が

薄い 

 

 

プラス要素 マイナス要素

Strength Weakness

Opportunity Threat

内
部
環
境

外
部
環
境

観光客をターゲットにできる

トイレがあり衛生面が良い

近隣に駐車場が多い

観光客からの需要がある

知名度が低い

屋台規模が小さい

大和ミュージアムから遠い

呉市行政のサポート

海軍に関係がない

広島市の観光客数増加

近隣に観光場所がない

市場規模が小さい

 

図 15 SWOT分析 
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る戦略として、駐車場 MAP の作成を提案する。大

和ミュージアムから屋台まで、徒歩で 10～15 分必要

である。図 10より、徒歩 5 分以内であれば約 94.5％

が昼の屋台を利用したいと考えている。車を利用す

れば約 5 分以内で到着できるが、駐車場が周知され

ていないことが問題と考えられる。そのため、駐車

場 MAP を作成することで、観光客の動線が得られ

る可能性がある。 

③ Weakness（弱み）×Opportunity（機会） 

昼の屋台モデルの弱みによって機会を逃さないた

めに、インターネット情報の活用が考えられる。観

光資源としての需要がありながら、呉市の屋台の知

名度が低いことが問題である。そのため、インター

ネットを利用した告知サイト作成が効果的である。

加えて、行政のサポートを得られるため、呉市と協

力したサイト作成が可能である。 

④ Weakness（弱み）×Threat（脅威） 

 昼の屋台モデルの弱みと脅威が重なる危機を回避

する戦略として、大和ミュージアムとの連携による

差別化を提案する。呉駅および大和ミュージアムの

近隣には、競合となるショッピングモールがある。

差別化を図り、観光客のニーズに沿った昼食の提供

をすることで来てもらう価値を生む必要がある。 

 

5．まとめ 

 これらの分析から、観光資源としての屋台の価値

として、次のようなことが指摘できる。 

 呉市の屋台は、観光客にとっても魅力的な観光資

源だと捉えられている。呉を訪れる観光客の 5 分の

4 以上は、大和ミュージアム以外に、観光客を魅き

つける観光資源があるのであれば、そこを訪れて楽

しみたいと考えている。現在の屋台通りには、近く

に公衆トイレや駐車場などが整備され、観光客への

利便性は高く、観光客が屋台を訪れることの条件は

整えられていると考えられる。ところが残念なこと

に、多くの観光客は呉市に屋台があることを知らな

い。仮に屋台があることを知っていたとしても、ど

こにあるのか、屋台までどのように行けばいいのか、

屋台ではどのようなメニューが提供されているのか

など、知らずにいる。屋台は、潜在的に有望な観光

資源であるにもかかわらず、観光資源としては有効

に活用・利用されていないと判断せざるをえない。 

 呉高専専攻科の演習科目では、アンケート調査を

実施した後、学生の活動は、観光客を主たる対象と

して、昼食を提供する屋台を制作してみることにな

った。具体的なモノの制作を重視したためかもしれ

ない。現在の屋台経営者たちの意向に配慮し、彼ら

の権益を犯さないために昼食提供という部分を打ち

出したためかもしれない。ただアンケート調査の結

果には、観光資源として屋台を活用するためには、

早急に改善しなければならない課題があることが示

されている。 

 観光振興を地域再生の観点から検討する時、その

行為主体としての屋台の運営者やその関係者、地域

の商店街などの利害関係者、行政としての呉市の役

割が検討されなければならない。 

 まず、屋台の運営者について。既に述べたとおり、

現在の屋台の経営者は観光資源として屋台を活用し

たいとは考えていない。今の営業形態にとりたてて

大きな不満を持っていないのだ。そうだとすれば、

屋台を観光に活用しようとするとき、観光資源とし

ての屋台を経営する人材を見出していくことが必要

となる。屋台経営に新たに参入者が現れるような施

策を考える必要がある。昼食用の小型の屋台を創る

ことで観光客を集めることなどできるはずもない。

観光客は、屋台で提供される料理や、屋台特有の会

話に興味を持っているのだから、屋台そのものに関

心など寄せるはずもない。 

 次に、商店街や観光業に関わる利害関係者につい

て。観光振興の目玉として屋台を利用したいと考え

屋台に関して対策を問うとすれば、彼らは屋台の運

営に直接かかわるようなことはないだろう。むしろ、

自らの事業をさらに大きくする手段として屋台に関

心を寄せるだけだろう。彼らの関心を集め、彼らの

利益にもなるように計画を進めていくことで、利害

関係者としての彼らの対応は大きく変わるだろう。

彼らは決して屋台振興の主役にはならない。彼らを

巻き込むような形での施策を検討する必要があるだ

ろう。 

 最後に、観光振興を図りたいと考える行政主体に

ついて。観光客の意識調査から浮かび上がる呉市の

課題は、①呉市の観光資源を整備すること、②既存

の観光資源を広く知らしめること、③既存の観光資

源と観光客の間にある齟齬を埋めること、を指摘で

きる。 

 第一の呉市の観光資源の整備について。呉市には、

既存の観光資源も数多く存在している。特に島嶼部

には豊かな自然が残され、多くの人を魅了する観光

資源が多くある。その一方で、呉市中心街には大和

ミュージアム以外に多くの人を引き付ける観光資源

は少ない。呉は、第二次世界大戦時、1945 年 7 月の

大空襲で市街地の多くが焼き払われた１０。旧日本海

軍の施設も例外ではなく、現在はわずかに残存する

のみである。海上自衛隊呉地方総監部の建物として

利用されている旧海軍呉鎮守府庁舎、入船山記念館

となっている旧呉鎮守府司令長官官舎、青山クラブ

といわれる海上自衛隊の施設を呉市が買い取った旧

呉海軍下士官兵集会所などが残されているくらいで
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ある。呉は海軍の軍都であったという認識が日本国

内に強く残っているため、旧海軍にゆかりのある建

物などは、その活用の仕方によっては有望な観光資

源になりうる。時間の経過によって劣化しつつある

これらの施設を、廃棄するのではなく、観光資源と

して新たに整備して利用することが、呉の観光振興

にとってより重要なのではないだろうか。旧海軍施

設に関連付けて屋台を新たに整備すれば、観光客に

とって魅力的なものになるのではないだろうか。 

 第二の既存の観光資源を広く広報するということ

は当然のことでもある。アンケート調査の中にも、

呉を紹介するガイドマップすらないという不満があ

った。また観光資源に関する web 情報は古いものが

多い。呉の名産として挙げられているのは、海軍カ

レーや、海軍さんの麦酒、海軍さんの珈琲などに限

られている。呉の観光を振興するという視点での情

報提供とは思えない陳腐さである。ガイドマップを

呉駅や主要な観光施設に十分な量を置くことや、イ

ンターネットなどを通じた効果的な情報の提供をす

るなど、観光情報の広報は早急なる改善が求められ

ているといえる。 

 第三の既存の観光資源と観光客の間にある齟齬を

埋めることについては、なによりも自治体が関係者

の利害を調整することが求められるということであ

る。 

 ここで焦点を当てた屋台に関して、観光客の多く

は屋台の存在すら知らなかった。しかし呉市は屋台

を観光資源として活用しようとし、ましてや屋台を

衛生的に運営するためのインフラ整備まで行ってい

る。観光客の不満の中にある呉の名物となる食事が

ないという不満に対しても、呉市民の認識では、呉

にも名物と呼ぶに相応しいさまざまな料理が存在し

ている。駐車場も、駐車台数としては十分な数が用

意されているものの、駐車場への誘導などソフト的

な部分での不備が目立ち、有効に活用されていない

と指摘できる。観光案内においても、市民が作成し

たガイドブックは複数種類あるが、その多くは観光

客に配布されないままとなっている。呉市観光を総

合的に調整し、全体的にある程度の統合性ある政策

を構築することが何よりも肝要であろう。 

 現在、地域再生が唱えられている。「地方消滅」を

警告する声が上がる一方で、地域再生を目指すさま

ざまな取り組みが各地で行われ始めている１１。成功

といえる成果を上げている地方に共通して指摘でき

ることは、自治体が地域再生を促進する調整を積極

的に行っているという点である。決して主役として

地域再生を行うのではない。本来、主役となるべき

市民や組織・団体、あるいは企業の試みを支援しな

がら、それらに関係するさまざまな組織、団体、企

業、個人との間に生じる問題を解決するために、い

ろいろな調整を根気強く図っている。呉市にも、関

係者の間の利害を調整し、観光を振興しようとする

個人や組織を支援していこうとする姿勢が必要とな

るのではないだろうか。中核市して呉市に移譲され

た権限は決して小さくはない。自立性を増した呉市

は、その権限を最大限かつ有効に活用して、市民な

どの民間活力を育成していく必要がある。 

 呉市や、多くの呉市民がすでに認識しているよう

に、呉市が抱える課題に容易な解決策はない。一部

の利益のみを実現しようとするのではなく、「一般意

思」を体現する社会全体の利益の実現に向けて、地

道にそして根気強く、地域再生に向けた試みを、継

続していく必要があるのだろう。 

 

 

 

 

 

 

                                                        
１ グループのメンバーは、呉工業高等専門学校専

攻科 2 年生の 7 名である。筆者の一人である道本

真悟のほか、中元健太、矢野恵太、岡村渓史、木

山直道、志毛登、伊達千尋の 7 名である。この 7

名が協力してアンケート調査を実施し、道本はア

ンケートの集計と分析を行った。本稿ではその成

果を取り扱っている。なお、プロジェクトデザイ

ン工学演習に関しては、呉高専のホームページ上

に成果を掲載している。
https://www.kure-nct.ac.jp/department/s/seika/index.ht

ml を参照。 
２ 「－呉市海事歴史科学館－ 大和ミュージアム

施設・運営情報」，http://yamato-museum.com/data/  

 

 

 

                                                                                         

(参照 2018/1/2) 
３ プロジェクトのメンバーである中元健太ほか 4

名が、2017（平成 29）年 6 月 19 日、赤ちょうち

ん通り（呉市中央 3 丁目周辺の蔵本通り）におい

て、現地で営業している屋台の経営者数名にイン

タビューを行った。 
４ 呉市役所土木維持課へのインタビュー調査。

2017 年 5 月 25 日、呉市役所にて。調査は、伊達、

道本、木本が行った。
https://www.kure-nct.ac.jp/department/s/seika/C/Rese

arch.html を参照。 
５ 広島県「平成 28 年広島県観光客数の動向」、
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/

 

 

https://www.kure-nct.ac.jp/department/s/seika/index.html
https://www.kure-nct.ac.jp/department/s/seika/index.html
http://yamato-museum.com/data/
https://www.kure-nct.ac.jp/department/s/seika/C/Research.html
https://www.kure-nct.ac.jp/department/s/seika/C/Research.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/248416.pdf
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248416.pdf （参照 2017/11/7） 
６ 朝日新聞デジタル（2017/2/28 発行）「福岡市の

屋台公募不正、合格者どうなる？提訴の動きも」、
http://www.asahi.com/articles/ASK2M03RZK2LTIPE

022.html （参照 2017/11/7） 
７ 総務省「平成 28 年通信利用動向調査」、
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/stati

stics05.html （参照 2017/11/7） 
８ 「呉市の屋台」、
http://www.kurecci.or.jp/kanko/shinnyatai/yatai.html 

（参照 2017/11/7） 
９ 中核市は現在、48 市である。しかし豊中市・枚

方市・東大阪市の観光客数のデータがないため、

ここでは 45 市としている。都市要覧
http://www.chuukakushi.gr.jp/_files/00006910/toshi28

.pdf （参照 2018/1/2）を参照。 
１０ 呉は、1945 年 3 月 19 日、5 月 5 日、6 月 22

日、7 月 1 日、7 月 24 日、7 月 28 日に空襲を受け

た。6 月 22 日の空襲では、呉海軍工廠を中心とし

た攻撃が行われ、軍需施設は大打撃を受けた。7

月 1 日の空襲では、呉市街地や広町などへの夜間

無差別焼夷弾爆撃が行われ、約 1800 名の死者を

含む、12 万人余りの罹災者を生み出した。また呉

市街地はほぼ焼け野原となった。呉空襲について

は、呉戦災を記録する会(2005)『呉戦災：あれか

ら 60 年』呉戦災を記録する会、などに詳しい。 
１１ 例えば、島根県隠岐の島での取り組みを紹介

したものとしては、山内道雄・岩本悠・田中輝美

（2015）『未来を変えた島の学校：隠岐島前発 ふ

るさと再興への挑戦』岩波書店を参照。また、飯

田泰之編（2017）『これからの地域再生』晶文社、

松永安光・徳田光弘編（2017）『世界の地方創生：

辺境のスタートアップたち』学芸出版社、行平真

也（2017）『魚で、まちづくり！：大分県臼杵市

が取り組んだ 3 年間の軌跡』海文堂出版なども、

地方再生に関わる取り組みを紹介している。行平

(2017)は、地域の名産を振興することを目的で地

域再生を図ろうとしている点で、興味深い取り組

みなのではないだろうか。 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/248416.pdf
http://www.asahi.com/articles/ASK2M03RZK2LTIPE022.html
http://www.asahi.com/articles/ASK2M03RZK2LTIPE022.html
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html
http://www.kurecci.or.jp/kanko/shinnyatai/yatai.html
http://www.chuukakushi.gr.jp/_files/00006910/toshi28.pdf
http://www.chuukakushi.gr.jp/_files/00006910/toshi28.pdf

