
 

 

 

 

 

歴史文化遺産を活かした広域連携による 

地域活性化に関する調査研究 

 

報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年（２０２０年）２月 

公益財団法人 堺都市政策研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



目 次 

はじめに………………………………………………………………………………1 

第１章 近年の歴史文化遺産の保全活用をめぐる施策の動向…………………2 

1-1 歴史文化遺産を活かした観光まちづくりの潮流………………………………2 

1-1-1 歴史文化の活用による地域振興への期待の高まり…………………………2 

1-1-2 歴史的環境保全の歩みと現在…………………………………………………2 

1-2 近年の関連法制度をめぐる動向…………………………………………………6 

1-2-1 歴史まちづくり法………………………………………………………………6 

1-2-2 歴史文化基本構想………………………………………………………………7 

1-2-3 文化財保存活用地域計画………………………………………………………9 

1-3 国内の世界遺産をめぐる動向……………………………………………………9 

1-3-1 世界遺産と保存管理…………………………………………………………10 

1-3-2 世界遺産の保護と「持続可能な観光」………………………………………12 

1-4 日本遺産（Japan Heritage）の認定と関連事業………………………………13 

第２章 泉州地域における歴史文化遺産の保全活用施策………………………16 

2-1 泉州地域および羽曳野市・藤井寺市における文化財指定等の状況…………16 

2-2 国の法制度等に基づく関連施策の現状…………………………………………20 

2-2-1 景観施策の状況…………………………………………………………………20 

2-2-2 堺市歴史的風致維持向上計画…………………………………………………29 

2-2-3 泉佐野市歴史文化基本構想……………………………………………………32 

2-3 世界遺産と日本遺産………………………………………………………………33 

2-3-1 百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録と関連施策…………………………33 

2-3-2 対象地域における日本遺産……………………………………………………35 

2-4 歴史街道と大阪ミュージアム……………………………………………………37 

2-4-1 歴史街道の取り組み…………………………………………………………37 

2-4-2 大阪ミュージアムの取り組み………………………………………………38 

第３章 泉州地域における観光施策の動向と現状………………………………40 

3-1 泉州地域における観光施策………………………………………………………40 

3-1-1 近年の観光客の動向と受け入れ体制…………………………………………40 

3-1-2 歴史文化のまち堺観光戦略プラン（2017）……………………………………41 

3-1-3 和泉市観光振興戦略プラン（2016）……………………………………………42 

3-1-4 第 2 次岸和田市観光振興計画（2017）…………………………………………44 



3-2 堺観光コンベンション協会の取り組み…………………………………………46 

3-3 KIX 泉州ツーリズムビューローの取り組み……………………………………52 

第４章 歴史文化遺産を活かした広域観光の実現に向けて……………………57 

4-1 広域連携による地域ブランドの形成……………………………………………57 

4-1-1 地域ブランドと観光……………………………………………………………57 

4-1-2 観光圏と地域ブランド…………………………………………………………58 

4-1-3 泉州における地域ブランド形成のあり方……………………………………59 

4-2 地域のストーリーを活かした観光………………………………………………60 

4-2-1 地域資源を束ねるストーリー…………………………………………………60 

4-2-2 ストーリーの発掘・発信と体験の提供…………………………………………61 

4-3 周遊拠点の創出………………………………………………………………………63 

4-4 歴史文化政策を通じた広域連携……………………………………………………66 

 

参考文献・Web サイト………………………………………………………………69 

 



 1 

はじめに 

 

 

●背景と目的 

 2019 年 7 月に「百舌鳥・古市古墳群」が世界文化遺産に登録されたのを機に、堺市をはじめ

とする泉州地域や南大阪地域は、古くからの奥深い歴史を有する土地として、あらためて光が

当てられつつある。また大阪湾と和泉山脈に抱かれ、幾多の歴史上の出来事の舞台ともなった

これらの地域には、古代の遺跡や古墳群から、中世の環濠都市や寺院、近世の町並みや集落、

近代の産業遺産に至るまで、さまざまな歴史的資産が集積している。 

関西空港の周辺に広がる泉州地域においては、インバウンド客の増加を追い風としながら、

広域連携による観光振興の取り組みが進められているが、「歴史文化遺産」の視点から、あらた

めて泉州・南大阪地域の現状と潜在力を把握し、それらの観光活用を通じた広域的な視点から

の地域づくりのあり方を探ることが、本調査研究の目的である。 

 

●調査方法と報告書の構成 

調査に際しては、関連論文等の文献調査に加え、インターネットで公開されている地方自治

体等の関連計画・施策に関する資料や、文化財等のデータを収集するとともに、観光振興に取

り組む組織関係者へのヒアリングを行った。それらの詳細は本文中で示している。 

本報告書は４章で構成される。第１章においては、国内における歴史的環境保全と観光の関

わりの変遷を概観した上で、近年の歴史文化遺産の保全活用に関する施策の動向を整理する。 

第２章においては、堺市をはじめとする泉州地域 13 市町（堺市・和泉市・高石市・泉大津

市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町）及び世

界文化遺産「百舌鳥・古市古墳群」を擁する羽曳野市・藤井寺市を合わせた 15 市町を対象に、

文化財等の状況を把握するとともに、歴史文化遺産の保全・活用に関する施策の動向について、

国の制度等を活用した事例を中心に把握する。 

第３章においては、近年の泉州地域における観光客の動向や観光施策を把握するとともに、

同地域における観光推進組織として、堺観光コンベンション協会および KIX 泉州ツーリズムビ

ューローの取り組みについて、両組織の関係者へのヒアリング等の情報を元に現場を把握する。 

第４章においては、以上の現状把握を踏まえ、泉州地域における歴史文化遺産を活かした広

域連携による観光地域づくりのあり方について、他地域の先行事例等も参照しながら要点と方

向性を提示する。 
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第１章 近年の歴史文化遺産の保全活用をめぐる施策の動向 

 

 

1-1.歴史文化遺産を活かした観光まちづくりの潮流 

 

1-1-1.歴史文化の活用による地域振興への期待の高まり 

  2000 年代の我が国においては、2003 年に国土交通省が策定した「美しい国づくり政策大綱」

と翌年の景観法の成立を経て、地域に固有の歴史・文化や自然環境に立脚したまちづくりが全

国的に推進されてきた。以後、文化財保護法改正による「文化的景観」制度の創設（2005）、「歴

史文化基本構想」モデル事業の実施、「歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづく

り法）」の制定（2008）など、地域の多様な景観や文化遺産を保全・活用するための法制度や仕

組みが拡充するとともに、それらを継承することの意義が社会的に広く共有されつつある。ま

た 2006 年に文化庁が世界遺産暫定リストに掲載する文化遺産の提案公募を開始して以降、地

域が誇る文化遺産を積極的にアピールし、活性化につなげようとする気運が全国的に高まった。 

 こうした状況は、一面においては、経済の低成長期における価値観の成熟の中で、地域環境の

質や個性を体現する歴史・文化や自然環境への関心の高まりがもたらしたものであり、同時に、

本格的な人口減少社会を迎えるなかで、地域の再活性化の手がかりを、観光客をはじめとする

交流人口の受け入れに見出そうとする地域の切実な意志の現れとも言える。このように、景観

や歴史文化を重視した地域政策が、観光振興の動向と連動してきたことは、景観法以降の都市

保全施策が、2006 年の観光立国推進基本法、2008 年の観光庁発足といった観光政策の展開と

軌を一にしていることからも明らかである。 

 

1-1-2.歴史的環境保全の歩みと現在 

 都市・地域の環境を、歴史文化の視点から把握し、風土に根ざした固有の特質を有するもの

として維持継承する発想そのものは、戦前の近代化の過程で欧米諸国の影響を受けながら萌芽

し、さまざまな法制度を発展させてきた。文化財保護法の前身となる古社寺保存法（1897 年）、

史蹟名勝天然記念物保存法（1919 年）等により、貴重な歴史文化遺産の保護が進められるとと

もに、1919 年に制定された旧都市計画法と市街地建築物法（建築基準法の前身）のもとでは、

緑豊かな市街地の環境を保全するための風致地区と、建築物を主体とした市街地の美観を維持

するための美観地区の制度が設けられ、なかでも前者は全国各地の社寺や景勝地等を取り巻く

緑地の保全に大きな役割を果たしてきた。 

 その後、我が国における歴史的環境保全の大きな画期は、第二次世界大戦下の空襲により、

主要都市の中心市街地を構成していた多くの歴史的町並みが失われ、さらに戦後復興から高度

経済成長期へと移行し、都市開発・国土開発の波が全国に波及することでもたらされる。文化

財に関わる戦前の法律は、1950 年の文化財保護法に統合され、有形文化財、無形文化財、民俗

文化財、記念物をはじめとする現在の文化財体系の基礎が築かれる。一方で、当時は多くの文
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化財建造物を抱える京都、奈良、鎌倉でさえ開発の危機に瀕しており、それらの「歴史的風土」

（社寺等を取り巻く自然環境）を保全するため、1966 年に「古都保存法（古都における歴史的

風土の保存に関する法律）」が成立する。同法のもとで「古都」に指定された市町村1では、歴

史的な社寺等を取り巻く自然環境を保全するため、歴史的風土特別保存区域や都市計画に基づ

く歴史的風土特別保存地区が定められ、開発行為の規制等が行われるようになる。 

 一方で、古都保存法の対象外となった地方自治体では、金沢市「伝統環境保存条例」（1968）、

倉敷市「伝統美観保存条例」（1968）、高山市「市街地景観保存条例」（1972）、萩市「歴史的景

観保存条例」（1972）など、独自に町並み保存条例を制定する動きが現れる。また 1971 年に「売

らない・貸さない・壊さない」を謳う住民憲章を制定した妻籠（南木曽町）のように、住民主

体の「町並み保存運動」も盛り上がりを見せた。1974 年には「全国町並み保存連盟」が設立さ

れ、1978 年から「全国町並みゼミ」が開始されるなど、各地の住民組織や行政関係者、専門家

等をネットワークする動きも広がる。 

 これらの町並み保存を取り巻く背景の一つとして、1970 年に開始された国鉄の「ディスカバ

ー・ジャパン」キャンペーンにより、歴史的町並みや集落を訪れる観光客が増え始める状況が

あった。当時は国内旅行中心の時代ではあったが、観光資源としての性格を孕みつつ町並み保

全が進められたことは、現在の財団法人日本ナショナルトラストが、1968 年に「観光資源保護

財団」の名で設立されたことからも窺える。 

歴史的町並みに価値を見出し、保存継承する動きが各地に広がりを見せる中で、1975 年の文

化財保護法改正により、文化財種別に「伝統的建造物群」が加わる。これにより、市町村が条

例や都市計画のもとで伝統的建造物群保存地区保存地区（伝建地区）を指定し、国が重要伝統

的建造物群保存地区（重伝建地区）に選定する仕組みが出来上がった。1976 年に重伝建地区と

して最初に選定された角館（秋田県仙北市）、妻籠宿（長野県南木曽町）、荻町（岐阜県白川村）、

産寧坂・祇園新橋（京都府京都市）、平安古（山口県萩市）は、いずれも独自の取り組みを重ね

てきた結果、観光地としても成熟している。2019 年 12 月 23 日現在、重伝建地区は 43 道府県

100 市町村の 120 地区に及んでおり2、京都市、金沢市、萩市は市内に４地区を抱えている。重

伝建地区への選定を経て歴史的町並みが良好に保全された地区の存在は、対外的な地域イメー

ジや、地場産業や産品を含む地域ブランドの醸成にも寄与するものと言える。 

 重伝建地区が増加する一方で、1990 年代以降は、幕末から第二次世界大戦期までの近代化に

貢献した産業、交通、土木に関する文化財を「近代化遺産」として保護する仕組みが生まれる。

1993 年に重要文化財の種別の一つとして「近代化遺産」が加わった他、経済産業省が 2007 年

と 2008 年に認定した「近代化産業遺産」など、地域の近代化や産業の発展に関わる建築物や

 
1 現在は京都市、奈良市、鎌倉市のほかに、天理市、橿原市、桜井市、奈良県斑鳩町、同県明日香村、逗子市

並びに大津市の合計 8 市 1 町 1 村が「古都」に指定されている。 

2 文化庁ホームページ「重要伝統的建造物群保存地区一覧」による

（https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/hozonchiku/judenken_ichiran.html, 最終閲覧日 2020

年 1 月 4 日） 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/hozonchiku/judenken_ichiran.html
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土木構造物、機械や製造品などを価値づける取り組みが普及する。明治期から昭和前期にかけ

ての地域の歩みを伝えるこれらの遺産は、風格ある佇まいやレトロな意匠が人気を集め、観光

資源としても脚光を浴びている。近代の建築物や構造物は、今も現役で使われ、あるいは新た

な用途に転用されているものも多く、使い続けることでより価値が高まる遺産であるとも言え

る。また 1996 年には、文化財保護法のもとで「登録有形文化財」の制度が創設され、身近な近

代建築や土木構造物等を保全・活用する動きも活発化する。 

また 1992 年には日本政府が世界遺産条約に批准し、翌年に姫路城と法隆寺が国内初の世界

文化遺産として登録される。その後、国内で登録された世界遺産の登録件数は着実に増加し、

「富岡製糸場と絹産業遺産群」（2014 年登録）、「明治日本の産業革命遺産 製鉄、鉄鋼、造船、

石炭産業」（2015 年登録）といった近代化遺産も加わるようになり、2019 年 12 月現在は国内

で 19 件の文化遺産3、4 件の自然遺産が登録されている。 

2000 年代に入ると、冒頭に示したように景観法の施行（2004 年）、文化財保護法改正による

文化財種別としての「文化的景観」の追加（同年）、歴史まちづくり法（地域における歴史的風

致の維持及び向上に関する法律）の施行（2008 年）と「歴史文化基本構想」の策定（同年から

モデル事業開始）、「日本遺産」の認定開始（2015 年）など、地域の歴史文化遺産を、有形・無

形に関わらず未指定のものも含めて幅広く把握し、保存（保全）と両立させながら、まちづく

りや観光等の施策との連携により積極的な活用を図るための仕組みが発展している。 

 

 

図 1-1：我が国における歴史的環境の保全と空間計画に関わる諸法制の展開（筆者作成） 

 
3 東京都の国立西洋美術館本館のほか、フランスなど７カ国の資産群を一括登録した「ル・コルビュジェの建

築作品 -近代建築への顕著な貢献-」（2016 年登録）を含む。 
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図 1-2：文化財保護法の体系図4 

 
4 文化庁ホームページ「文化財の紹介 概要」より

（https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/gaiyo/taikeizu_l.html 最終閲覧日: 2019 年 12 月 26 日） 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/gaiyo/taikeizu_l.html
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1-2.近年の関連法制度をめぐる動向 

 

1-2-1.歴史まちづくり法 

2008 年 11 月に通称「歴史まちづくり法」（正式名称：地域における歴史的風致の維持および

向上に関する法律）が施行された。これは、「歴史的風致」を「地域におけるその固有の歴史及

び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺市

街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」として定義し、歴史的建造物等の物

的空間資源と、歴史ある人々の活動（伝統行事や歴史的な産業・生活文化等）を、それらを取

り巻く市街地の環境とともに一体のものとして捉え、それらの維持および向上を図ることを目

的とした法律である5。 

同法は文部科学省（文化庁）、国土交通省、農林水産省が共管しており、市町村は「歴史的風

致維持向上計画」を策定し、国の認定を受けることで、地域固有の歴史や伝統を活かしたまち

づくりを総合的に実施するため、社会資本整備総合交付金等による各種事業や法律上の特例措

置について、国から支援を受けることができる（図 1-2）。 

市町村が策定する歴史的風致維持向上計画においては、前述の定義による「歴史的風致」を

それぞれの地域の特性に応じて設定した上で、それらを維持・向上するための方針と、重点区

域の位置及び区域、文化財の保存又は活用に関する事項、歴史的風致維持向上施設の整備又は

管理に関する事項、歴史的風致形成建造物の指定の方針、計画期間等が定められ、さらに各種

の関連事業計画も添付される。また計画の推進に向け、市町村において官民の関係主体や学識

経験者等による歴史的風致維持向上協議会を設立し、計画の進捗状況等を協議する仕組みや、

歴史文化資源の保全活用に関する取り組みを行う NPO 法人等を「歴史的風致維持向上支援法

人」として指定する仕組みも設けられている。 

なお、歴史的風致を構成する固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動や、その活動が行わ

れる歴史上価値の高い建造物等は文化財であることが多いことから、同計画の策定に際しては、

あらかじめ「歴史文化基本構想」（次項で詳述）を策定し、それを踏まえたものとするよう努め

ることが望ましいとされている6。 

2019 年 6 月現在までに全国で 78 市町の歴史的風致維持向上計画の認定を受け、近畿地方で

は２府 3 県・11 市町の計画が認定されている（表 1-1）。 

 

 
5 以下の記述は『地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律運用指針』（最終改正日：平成 31 年 4

月 1 日, 文部科学省・農林水産省・国土交通省）および国土交通省ホームページ「歴史まちづくり」

（http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/index.html, 最終閲覧日：2020 年 1 月 18 日）による。 

6 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する基本的な方針」（文部科学省・農林水産省・国土交通省, 

平成 20 年 11 月 4 日（平成 23 年 8 月 30 日 一部変更））による。 

http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/index.html
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図 1-3：歴史まちづくり法の概要 

（出典：パンフレット『歴史まちづくり』（2019 年 3 月, 国土交通省）） 

 

表 1-1：近畿地方における歴史的風致維持向上計画の認定状況（2019 年 12 月現在）7 

 

 

1-2-2. 歴史文化基本構想 

「地域に存在する文化財を、指定・未指定にかかわらず幅広く捉えて、的確に把握し、文化

財をその周辺環境まで含めて、総合的に保存・活用するための構想」として定義される歴史文

 
7 前掲国土交通省ホームページの掲載情報を元に筆者作成。 
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化基本構想は、2007 年 10 月の文化審議会文化財分科会の報告書において提唱された8。これ

は、人口減少・少子高齢化といった社会環境の変化により文化財の継承が次第に困難になると

ともに、地域に埋もれた未指定の文化財が、その価値が見出されないまま失われつつある状況

が生じ、一方で歴史文化を活かした地域づくりの気運が高まりつつあるといった社会的背景を

受けて提唱されたものである。文化庁では、歴史文化基本構想の普及促進に向けて、2008 年度

から 2010 年度にかけて「文化財総合的把握モデル事業」を実施している。これは歴史文化基

本構想の方向性や課題を整理するために、複数の市町村に「歴史文化基本構想」等の策定を委

託するもので、その策定内容等を踏まえ、2012 年２月に『「歴史文化基本構想」策定技術指針」

（以下、技術指針）が作成された。 

歴史文化基本構想の基本的構成として、技術指針によれば、「（１）策定の目的、行政上の位

置付け」、「（２）地域の歴史文化の特徴」、「（３）文化財把握の方針」、「（４）文化財の保存・活

用の基本的方針」、「（５）関連文化財群の考え方」、「（６）歴史文化保存活用区域の考え方」、「（７）

保存活用（管理）計画の考え方」、「（８）文化財の保存・活用を推進するための体制整備の方針」

を定めることとされている。 

このうち「（５）関連文化財群の考え方」は、「文化財を総合的に保存・活用する」ことを意

図した同構想の基軸となる考え方である。人々の営為と関わりながら形成されてきた文化財は、

本来その歴史や風土のもとで相互に有機的につながっていたものであり、それらを総合的に捉

えることとは、単体で捉えられていた文化財を、文化財が置かれた環境の中で人々の営為と関

わりながら伝統的な意義や価値を形成したという背景を含めて捉え直すことである9。そのよう

な観点から、歴史的・地域的関連性（ストーリー）のもとで文化財を群として捉えることが重

要であり、そのことにより、文化財の持つ多様な価値を明らかにすることにもなるとされる。 

また（６）に示される「歴史文化保存活用区域」は、「不動産である文化財や有形の文化財だ

けではなく、無形の文化財も含めて文化財が特定地域に集中している場合に、文化財と一体と

なって価値を形成する周辺環境も含め、当該文化財（群）を核として文化的な空間を創出する

ための計画区域として定めることが望ましい区域」であるとされる。その設定にあたっては、

都市計画担当部局や景観担当部局等、他の部局と連携を図り、「文化財を核とした歴史文化の薫

る地域づくりが総合的に推進されること」が期待されている。 

モデル事業の開始から 10 年が経過した 2018 年度末の時点で、全国の 110 市町村で計 107 の

歴史文化基本構想等が策定され、大阪府内では泉佐野市のほか、池田市、河内長野市、大阪狭

山市で策定されている。 

 

 
8 以下の記述は特記のない限り、文化庁ホームページ「「歴史文化基本構想」について」

（https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/rekishibunka/index.html, 最終閲覧日：2019 年 12 月 20 日）お

よび同ホームページに掲載された『「歴史文化基本構想」策定技術指針』（文化庁文化財部, 平成 24 年 2

月）、『「歴史文化基本構想」策定ハンドブック』（文化庁文化財部伝統文化課文化財保護調整室）による。  

9 梅津章子（2009）「「文化財総合的把握モデル事業」についての現況報告」『季刊まちづくり』25, pp.25-29 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/rekishibunka/index.html
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1-2-3. 文化財保存活用地域計画 

2019 年 4 月に改正文化財保護法が施行され、都道府県による「文化財保存活用大綱」の策

定、市町村が作成する「文化財保存活用地域計画」および国指定等文化財の所有者等が作成す

る保存活用計画の文化庁長官による認定、市町村による文化財保存活用支援団体の指定等が制

度化された10。 

文化財保護法は、第１条（目的）において「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつ

て国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」を掲げ、文化財保護

は保存と活用の両輪によって成立するものと規定している。これまでの「活用」は主として文

化財の公開や普及活動等が想定され、保存に重点を置きながら文化財行政が進められてきた側

面もあったが、前項で述べたような文化財を取り巻く社会環境の変化を受け、保存と両立した

さまざまな活用が検討・推進されるようになっている。今回の関連施策の制度化も、そうした

文化財を取り巻く一連の流れの中で実現している。 

上記の新設制度のうち、文化財保存活用地域計画（以下、地域計画）は、市町村における文

化財の保存・活用に関する基本的なアクション・プランとして位置づけられている。地域計画

には、文化財の保存・活用に関する将来的なビジョンや具体的な事業等の実施計画を定めて計

画的に取り組みを進めることで、継続性・一貫性のある文化財の保存・活用が促進されるとと

もに、その内容を広く周知し、民間団体等の関係者や地域住民の理解・協力を得ることで、地

域ぐるみでのより充実した文化財の保存・活用を図ることが期待される。 

また、地域計画においては、未指定文化財を含めた多様な文化財を総合的に調査・把握した

上で、「まちづくりや観光などの他の行政分野とも連携し、総合的に文化財の保存・活用を進め

ていくための枠組みでもある」とされている。このような枠組みは、前項で示した「歴史文化

基本構想」とも重なるものであるが、さらに具体的な事業計画や計画期間を加えることで、「歴

史文化基本構想」を実効的に発展させ、法律に位置づけたものが地域計画であるとされる。 

なお、地域計画が文化庁の認定を受けることで、当該市町村が国の登録文化財とすべき物件

を提案できることや、現状変更の許可などの文化庁長官の権限に属する事務の一部が、都道府

県や市のほかに認定町村でも可能になるといった効果がある。2019 年 7 月に茨城県牛久市、

山梨県富士吉田市、長野県松本市、奈良県王寺町、島根県益田市、長崎県平戸市の６市町の地

域計画が最初の認定を受けており、今後は歴史文化基本構想に代わり、地域計画を策定する市

町村が増加することが見込まれる。 

 

 

1-3.国内の世界遺産をめぐる動向 

 

 
10 以下の記述は『文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画・保存活用計画の策

定等に関する指針』（平成 31 年 3 月 4 日, 文化庁）および岡本公秀（2019）「文化財保存活用地域計画とまち

づくり」『月刊文化財』674, pp.37-43 による。 
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1-3-1.世界遺産と保存管理 

 世界遺産とは、1972 年のユネスコ（国連教育科学文化機関）の第 17 回総会において採択さ

れた「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」（いわゆる世界遺産条約）に基づき、

ユネスコの世界遺産一覧表に記載された、「顕著な普遍的価値」を有する資産を指す。その記載

（登録）の可否については、原則として年に 1 回開催されるユネスコ世界遺産委員会において、

条約締約国から推薦された候補物件（資産）が審議され、決定される。2020 年 1 月現在、条約

締約国は 193 カ国であり、世界遺産一覧表には 1121 件（文化遺産 869 件、自然遺産 213 件、

複合遺産 39 件）が記載されている11。 

国内の世界遺産は、文化遺産については 1993 年に登録された姫路城と法隆寺から 2019 年の

百舌鳥・古市古墳群まで 19 件、自然遺産は 1993 年の屋久島と白神山地、2005 年の知床、2011

年の小笠原諸島までの 4 件が登録されている。近年の世界文化遺産の登録に際しては、単体の

資産ではなく、連続性のある複数の資産を一体のものとして推薦する、いわゆる「シリアル・

ノミネーション（serial nomination）」12の形をとるものが増加している。国内でも、特に複数

の地方自治体に所在する資産から構成される例として、1990 年代には、京都市と大津市の社寺

を中心とした「古都京都の文化財」（1994）、三つの合掌造り集落が登録された「白川郷・五箇

山の合掌造り集落」（1995）の２件のみであるが、2000 年代以降、「琉球王国のグスク及び関連

遺産群」（2000）は沖縄県の 3 市 4 村、「紀伊山地の霊場と参詣道」（2004）は奈良県９市町村、

和歌山県８市町、三重県６市町にまたがる資産群が登録された。その後、「富士山-信仰の対象

と芸術の源泉」（2013）から「百舌鳥・古市古墳群」（2019）に至るまで同様の傾向が続き、そ

のうち「明治日本の産業革命遺産：製鉄・鉄鋼, 造船, 石炭産業」（2015）は福岡・佐賀・長崎・

鹿児島・山口・静岡・岩手の 7 県 11 市の資産から構成される。 

ユネスコ世界遺産委員会は、世界遺産の登録審査に関し、資産（登録される物件）の保存管

理計画の策定を求めている。特に一定の地域に分布する一群の文化財により構成される文化遺

産については、構成資産を一体的に保護するため、「包括的保存管理計画」の策定が求められる

ようになっている。文化庁は「紀伊山地の霊場と参詣道」（2004 年登録）などの策定例を踏ま

え、2008 年に『世界文化遺産の登録推薦に向けた包括的保存管理計画の策定について（中間報

告）』を公表している。これによると、包括的保存管理計画は全ての構成資産とその緩衝地帯13

 
11 外務省ホームページ「世界遺産条約」

（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/kyoryoku/unesco/isan/world/isan_1.html, 最終閲覧日：2020 年 1 月 10

日）による。 

12 ユネスコ世界遺産委員会が定める「世界遺産条約履行のための作業指針」第 137 項には「連続性のある資産とは、a)同

一の歴史-文化群、b)地理区分を特徴づける同種の資産、c) 同じ地質学的、地形学的形成物、又は同じ生物地理区分若しく

は同種の生態系、に属する関連した構成要素が、個々の部分ではそうでなくとも、 全体として顕著な普遍的価値を有する

ものである」と定められている。 

13 世界遺産における緩衝地帯（Buffer Zone）は、資産の保護のため、その周辺環境を保全するために設けられるものであ

り、『世界遺産条約履行のための作業指針』においては、「推薦資産の効果的な保護を目的として、推薦資産を取り囲む地

域に、法的又は慣習的手法により補完的な利用・開発規制を敷くことにより設けられるもうひとつの保護の網」として定

義される。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/kyoryoku/unesco/isan/world/isan_1.html
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を含む包括的な保存管理（及び整備・活用）の計画であり、複数の所有者、地方公共団体、そ

の他の機関が共通認識のもとに保存管理に取り組むための指針を示すものとされる14。 

表 1-2:国内の世界文化遺産（2019 年 12 月現在） 

 

 

一方、それ以前に登録された文化遺産についても、ユネスコのモニタリング制度のもとで、

６年毎に保全状況を報告する必要があるため、世界遺産を取り巻く社会状況に応じて、適切な

保全措置を講じる必要がある。1995 年に登録された「白川郷・五箇山の合掌造り集落」の構成

資産は、いずれも生活空間として維持されている３つの集落であり、登録から 15 年以上が経

過するなかで、観光客の受け入れや交通問題、さらに五箇山においては、少子高齢化による担

い手の減少など、地域づくりの視点からも、現況を踏まえた総合的な計画が要請された。こう

した経緯から、荻町集落を擁する岐阜県白川村では 2010 年、相倉集落・菅沼集落を擁する富

山県南砺市では 2012 年に「世界遺産マスタープラン」が策定され、緩衝地帯を含めた世界遺

産の保全と活用のための基本的な方針・方策が定められている15。複数の地方自治体に跨る世

界遺産においては、登録の前提となる各資産の保護（保存管理）はもとより、それらの一体的

な保存と活用についても、関係地域の間で足並みを揃えながら施策を講じる必要がある。 

 
14 文化庁によれば、文化遺産の包括的保存管理計画とは、これまで個々の構成資産について策定してきた保

存管理に関わる計画（国宝・重要文化財の保存管理計画、史跡名勝天然記念物の保存管理計画、重要伝統的

建造物群保存地区・重要文化的景観の保存計画）に加え、複数の構成資産の関係を明確にした上で、全体の

構成要素を包括する保存管理計画であり、個々の資産の保存管理計画等と包括的保存管理計画をあわせたも

のが、ユネスコが求める世界文化遺産の保存管理計画（management plan）に対応するものとなる。 
15 白川村（2010）『白川村世界遺産マスタープラン』および南砺市（2012）『南砺市五箇山世界遺産マスター

プラン』による。なお筆者は後者の策定にアドバイザーとして参画している。 
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1-3-2.世界遺産の保護と「持続可能な観光」 

 2012 年は、ユネスコ総会において世界遺産条約が採択されてから 40 年、また日本政府が条

約に批准してから 20 年という節目を迎えた。同年 11 月に日本政府の主催により京都市で開催

された「世界遺産条約採択 40 周年記念最終会合」では、「世界遺産と持続可能な開発：地域社

会の役割」がテーマに掲げられ、「京都ビジョン」が提示された16。その中では、世界遺産の保

存・管理をめぐるコミュニティの役割と人材養成の重要性、さらに安定した地域社会を築く上

で、「持続可能な観光（Sustainable Tourism）」の開発に着目すべきことも謳われている。地域

において世界遺産の保全と活用をめぐる包括的な体制を構築することは、国際的にも重要な課

題となっている。 

  国内外に対して訴求力のある世界遺産は、観光を通じた地域経済の活性化の核となる観光資

源としても期待されている。しかしながら、世界遺産であっても様々な観光資源との競合関係

にあり、また近年は、従来の一般的知名度が必ずしも高くない資産が登録される事例もある中

で、持続的に観光客を呼び込むためには、本来の価値を正確かつ魅力的に発信するための工夫

が求められる。 

一方で、外見的にも価値が分かりやすく人気の高い世界遺産においては、近年のインバウン

ドを中心とする観光客の増加が負の影響をもたらし、資産の保護はもとより、それを取り巻く

緩衝地帯などの周辺環境（地域の自然環境や生活環境）の保全の面からも憂慮すべき状況が生

じ得る。 

そのような課題への対応策の例として、訪れる観光客から「協力金」を徴収し、資産の保護

に役立てる仕組みも構築されている。前述の白川郷・五箇山においては、合掌造り集落に隣接

して設けられた観光客向けの駐車場において「保存協力金」を徴収しているほか、2013 年に世

界遺産に登録された富士山においても、５合目から先に入山する登山者から任意で「富士山保

全協力金」を徴収する制度を、2013 年度の試行期間を経て翌年から本格実施している17。 

資産やその周辺が地域の生活空間と重なっている場合、自家用車等の交通対策も重要となる。

白川郷・五箇山においては、合掌造り集落内への観光車両の侵入を規制しているほか、2007 年

に登録された石見銀山（島根県大田市）においては、大森の町並み（重要伝統的建造物群保存

地区）から銀山地区までの交通規制を行うとともに、ガイダンス施設である世界遺産センター

に設けられた駐車場から路線バスに乗り換えて銀山地区等にアクセスするパークアンドライド

を導入している18。 

 
16 外務省ホームページ「京都ビジョン（仮訳）」

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/kyoryoku/kyoto_vision.html  最終閲覧日：2019 年 12 月 25

日）  

17 富士登山オフィシャルサイト（http://www.fujisan-climb.jp/manner/kyoryokukin.html  最終閲覧日：2019

年 12 月 26 日） 

18 大田市観光サイト「石見銀山ウォーキングミュージアム」（https://www.ginzan-wm.jp/access/traffic-

control  最終閲覧日：2019 年 12 月 15 日） 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/kyoryoku/kyoto_vision.html
http://www.fujisan-climb.jp/manner/kyoryokukin.html
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近年の観光のグローバル化により、地域に観光客が過度に集中し、生活環境が阻害される状

況は「オーバーツーリズム」と呼ばれ問題視されるようになっている。国内では、京都市のよ

うな限られた観光都市を除くと、全国的にこのような現象が日常化しているわけではないが、

観光シーズン等の特定の時期に、地域の許容量を超える観光客が訪れる場合がある。白川郷（荻

町集落）においては、2019 年から冬の集落ライトアップを事前予約制にすることで入村制限を

行なっているが19、このような対策を講じる際には、観光客の動向をモニタリングしつつ、観光

客と地域住民の相互理解を促しながら適切な手法を検討する必要がある。 

 

 

1-4.日本遺産（Japan Heritage）の認定と関連事業 

 

2015 年度より、地域の歴史文化にまつわるストーリーを文化庁が認定する「日本遺産（Japan 

Heritage）」の事業が開始された20。これは、「地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・

伝統を語るストーリー」を認定し、ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の様々

な文化財群を総合的に活用する取り組みを国が支援するものである。日本遺産事業の方向性と

して、「地域に点在する文化財の把握とストーリーによるパッケージ化」、「地域全体としての一

体的な整備・活用」、「国内外への積極的かつ戦略的・効果的な発信」の３点が掲げられており、

このようなストーリーによる文化財群のパッケージ化と活用により、情報発信や人材育成・伝

承、環境整備などを効果的に進め、地域の活性化を図ることが意図されている。 

日本遺産として認定するストーリーは、次の３点を踏まえた内容であることが求められる。 

 

① 歴史的経緯や地域の風習に根ざし、世代を超えて受け継がれる伝承、風習などを踏まえた

ものであること。 

② ストーリーの中核には、地域の魅力として発信する明確なテーマを設定の上、建造物や遺

跡・名勝地、祭りなど、地域に根ざして継承・保存がなされている文化財にまつわるものを

据えること。 

③ 単に地域の歴史や文化財の価値を解説するだけのものになっていないこと。 

 

認定申請するストーリーには、単一の市町村内でストーリーが完結する「地域型」と、複数

の市町村にまたがってストーリーが展開する「シリアル型」の２種類がある。認定申請に際し

 
19 一般社団法人 白川郷観光協会ホームページ（https://shirakawa-go.gr.jp/news/, 最終閲覧日：2020 年 1 月

8 日） 

20 以下の記述は、特記のない限り、文化庁ホームページ「「日本遺産（Japan Heritage）」について」

（https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/nihon_isan/, 最終閲覧日：2020 年 1 月 22 日）および同ホーム

ページに掲載の「日本遺産」パンフレット（2019 年度版）、日本遺産ポータルサイト（https://japan-

heritage.bunka.go.jp/ja/index.html, 最終閲覧日：2020 年 1 月 22 日）による。 
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ては、文化庁が都道府県を通じて公募するものとされ、市町村が申請者（「シリアル型」の場合

は原則市町村の連名）21となる。ストーリーを構成する文化財群は有形・無形のあらゆる文化財

が対象となり、地方指定や未指定の文化財を含めることも可能であるが、国指定・選定のもの

を必ず一つ以上含める必要がある。 

また、単一の市町村による「地域型」として申請する場合は、「文化財保存活用地域計画」も

しくは「歴史文化基本構想」、「歴史的風致維持向上計画」を策定済みの市町村であるか、世界

文化遺産一覧表記載案件もしくは世界文化遺産暫定一覧表記載・候補案件の構成資産を有する

市町村であることが条件となっている。 

「日本遺産」認定の可否については、外部有識者で構成される「日本遺産審査委員会」が審

査を行い、その結果を踏まえて文化庁が認定する。認定するストーリーの審査基準として、以

下の３点が掲げられている。 

① ストーリーの内容が、当該地域の際立った歴史的特徴・特色を示すものであるとともに我

が国の魅力を十分に伝えるものとなっていること22。 

② 日本遺産という資源を活かした地域づくりについての将来像（ビジョン）と、実現に向けた

具体的な方策が適切に示されていること。 

③ ストーリーの国内外への戦略的・効果的な発信など、日本遺産を通じた地域活性化の推進

が可能となる体制が整備されていること。 

2015 年度から 2019 年度までに、全国で 83 件（うち「地域型」27 件、「シリアル型」56 件）

のストーリーが認定され、関西２府 5 県（三重県を含む）では、表 1-3 に示す 24 件のストー

リーが認定されている。日本遺産の認定を受けた市町村においては、文化庁の「地域文化財総

合活用推進事業」等により、文化財に関するボランティアガイドなどの人材育成や、普及啓発

事業、調査研究事業、情報コンテンツ作成事業などのソフト施策や、ガイダンス機能やトイレ・

ベンチの改修などの活用整備事業の支援を受けることができる。 

日本遺産は、2020 年の東京オリンピック開催に受けて訪日外国人旅行者が増加する中で、海

外から訪れる多くの人々に日本の魅力を伝える観点から、同年までに 100 件程度を認定する目

標を掲げて取り組みが進められてきた23。一方で、ポストオリンピックイヤーにおいても、地域

が自律的かつ持続的に魅力を国内外に発信することが重要であり、日本遺産をいかに活用でき

るかは、各地方自治体の取り組みに委ねられていると言える。 

 
21 「シリアル型」において当該市町村が同一都道府県内にある場合は都道府県が申請者となることも可能。 

22 具体的には、「（1）興味深さ：人々が関心を持ったり惹きつけられたりする内容となっている」、「（2）斬新

さ：あまり知られていなかった点や隠れた魅力を打ち出している。」、「（3）訴求力：専門的な知識がなくても

理解しやすい内容となっている。」、「（4）希少性：他の地域ではあまり見られない稀有な特徴がある。」、

「（5）地域性：地域特有の文化が現れている。」の５つの観点から総合的に判断するものとされる。  

23 「平成 29 年度「日本遺産（Japan Heritage）」の認定結果及びこれまでの取り組み状況と課題について」

『文部科学広報』211 号（2017 年 6 月号）, pp.12-28 
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表 1-3:2019 年度までに認定された関西 2 府 5 県の日本遺産
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第２章 泉州地域における歴史文化遺産の保全活用施策 

 

 

2-1.泉州地域および羽曳野市・藤井寺市における文化財指定等の状況 

 

大阪湾と和泉山脈に抱かれた泉州地域および隣接する南河内地域は、古代より都に近接し、

政治経済や軍事上の要地として様々な歴史上の出来事の舞台となってきた。また大陸や国内他

地域につながる海路や、奈良盆地や高野山・紀州に連なる街道を通じて、さまざまな信仰・生

活文化や産業が育まれ、環濠都市として独自の発展を遂げた堺をはじめ、城下町、港町、宿場

町、寺内町などの町場や、それらを取り巻く集落が形成され、今日の地域を取り巻く豊かな歴

史的環境が築かれてきた。 

本節では、泉州地域および羽曳野市・藤井寺市における歴史文化遺産の分布状況を俯瞰的に

把握するため、対象となる 15 市町における文化財の指定等の状況について、大阪府ホームペ

ージに掲載された 2019 年 4 月現在の市町村別の文化財一覧1をもとに俯瞰的に把握する。 

まず 15 市町の文化財種別ごとの件数を、国の指定等文化財（表 2-2）、府の指定等文化財（表

2-3）、市町の指定等文化財（表 2-4）の順に概観する。また表中の文化財種別の略称と内容の対

応関係を表 2-1 に示す。 

国の文化財種別について見ると、重要文化財の美術工芸品が最も多く 121 件が指定され、次

いで登録有形文化財（建造物）59 件、重要文化財の建造物 30 件、史跡 23 件の順となってい

る。また国宝についても建造物 6 件、美術工芸品 10 件が指定されているほか、府内唯一の重

要文化的景観として泉佐野市の１件が選定されている。 

府の文化財種別について見ると、こちらも有形文化財の美術工芸品が最も多く 58 件が指定

されている。次いで天然記念物 32 件、史跡 20 件、有形文化財の建造物 18 件の順に多い。ま

た踊りや信仰習俗などの無形民俗文化財（記録作成の措置を講ずべき無形民俗文化財を含む）

についても複数の指定・選択件数が見られる。 

市町の文化財種別について見ると、有形文化財の美術工芸品は、国・府指定の件数を上回る

163 件が指定されている。次いで史跡 30 件、有形民俗文化財 25 件、有形文化財の建造物 22 件

の順に多く指定されている。なお泉大津市においては独自に「泉大津ふるさと文化遺産」の認

定制度を設けており、12 件（有形 11 件、無形 1 件）が認定されている2。 

 

 

 
1 大阪府ホームページ「大阪府の文化財」（http://www.pref.osaka.lg.jp/bunkazaihogo/bunkazai/  最終閲覧

日：2019 年 12 月 10 日） 

2 泉大津市ホームページ「市内の文化財」

（https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/kyoikuiinkai/shogaigakushu/bunkazai/bunkazai_shinainobunkazai.

html 最終閲覧日：2019 年 12 月 20 日） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/bunkazaihogo/bunkazai/
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/kyoikuiinkai/shogaigakushu/bunkazai/bunkazai_shinainobunkazai.html
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/kyoikuiinkai/shogaigakushu/bunkazai/bunkazai_shinainobunkazai.html
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表 2-1：文化財の略称と内容の対応関係3 

 
 

表 2-2：泉州地域および羽曳野市・藤井寺市における国の指定等文化財件数 

 

 
3 前掲の大阪府ホームページに掲載された文化財略称の凡例に準じて作成。 
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表 2-3：泉州地域および羽曳野市・藤井寺市における府の指定等文化財件数 

 

 

表 2-4：泉州地域および羽曳野市・藤井寺市における市町の指定文化財件数 

 

 

次に、15 市町の国・府・市町の文化財の割合を比較したものが図 2-1 である。総数で見ると、

最多は堺市の 139 件であり、次いで貝塚市 99 件、和泉市 86 件、岸和田市 75 件、羽曳野市 64

件、泉佐野市 63 件の順に多くの文化財を擁している。 

堺市は国・府とも最多の件数を擁し、環濠都市に立地する寺社等の歴史的建造物や百舌鳥古

墳群をはじめ、さまざまな時代の歴史文化に培われた多様な地域から成り立つ市の特徴を示す
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ものと言える。願泉寺の寺内町から発展した貝塚市は、重要文化財（建造物）に指定された願

泉寺に加え、国宝の観音堂を有する孝恩寺と、両寺院が所蔵する仏像や絵画等の多数の美術工

芸品が指定され、さらに国の登録有形文化財（建造物）は最多の 16 件が登録されるなど、多く

の文化財に恵まれている。和泉市については、和泉市久保惣記念美術館が所蔵する重要文化財

35 件、国宝 2 件などの多くの美術工芸品が総数を押し上げている。古市古墳群のある羽曳野市

については、誉田八幡宮が所蔵する国宝や重要文化財をはじめとする美術工芸品が多く含まれ

る。また忠岡町は、総数は 19 件と必ずしも多くないが、そのうち 18 件は正木美術館が所蔵す

る国指定の美術工芸品（国宝 3 件・重要文化財 12 件）および同美術館の建造物（登録有形文

化財 3 件）である。 

文化財種別から美術工芸品や無形文化財等を除き、不動産である建造物と史跡・名勝等4の割

合について同様に 15 市町で比較したものが図 2-2 である。こちらも堺市が最多の 54 件となる

が、次いで岸和田市 39 件、貝塚市 24 件、泉佐野市 22 件、和泉市 21 件、羽曳野市 16 件の順

となっている。このうち岸和田市は市指定（建造物・史跡）が 6 割を占め、なかでも史跡は岸

和田城と城下町に由来する場所や古墳など 19 件が指定されている。 

歴史的風致維持向上計画や歴史文化基本構想に見られるように、近年は未指定の文化財も含

めて幅広く地域の歴史文化を把握する取り組みが推進されているが、指定等文化財の状況から

も、それぞれの市町で地域の特色に応じたアプローチにより文化財の保存活用が図られている

ことが窺える。 

 

 

図 2-1：泉州地域および羽曳野市・藤井寺市における国・府・市町の指定等文化財の割合 

 

 
4国の文化財には重要文化的景観を含む。  
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図 2-2：泉州地域および羽曳野市・藤井寺市における国・府・市町の建造物・史跡・名勝等の割合 

 

 

2-2.国の法制度等に基づく関連施策の現状 

 

2-2-1.景観施策の状況 

●大阪府景観計画 

大阪府では、2005 年 6 月の景観法の全面施行を受け、景観行政団体となった市町の区域や、

市独自の景観条例により届出制度を実施している区域を除く形で、2008 年 10 月に「大阪府景

観計画」を策定している（最終変更は 2012 年 4 月）5。景観計画区域は主要な幹線道路沿道を

対象とした「道路軸」、主要河川沿岸の「河川軸」、周囲を取り巻く山々を中心とした「山並み・

緑地軸」、大阪湾に沿った「湾岸軸」、歴史的街道の沿道を対象とした「歴史軸」に区分して設

定されている。このうち泉州・南大阪地域は、「道路軸」については大阪外環状線沿道区域と国

道 26 号（第二阪和国道）沿道区域、「山並み・緑地軸」については金剛・和泉葛城山系区域、

「湾岸軸」の大阪湾沿岸区域、「歴史軸」については歴史的街道区域の一般区域として竹内街道、

紀州街道、熊野街道の沿道、重点区域として紀州・熊野街道沿いの山中宿地区（阪南市）が設

定されている（図 2-3）。これらの区域ごとに景観づくりの目標と基本方針（「全体で取り組む

方針」と「場所を活かす方針」）、公共施設等及び公益施設の景観形成の方針、建築物等の基準、

届出対象行為等が示されている。 

 

 
5 大阪府ホームページ「大阪府景観計画」（http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/keikan-

ustukushii/keikanjourei.html  最終閲覧日：2020 年 1 月 5 日） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/keikan-ustukushii/keikanjourei.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/keikan-ustukushii/keikanjourei.html
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図 2-3：大阪府景観計画区域の区分（『大阪府景観計画』より） 

 

2019 年 12 月現在、大阪府においては 18 の市町が景観行政団体となっている。泉州・南大

阪地域の景観行政団体は、政令指定都市である堺市のほか、岸和田市、泉佐野市、藤井寺市、

羽曳野市の５市である。以下では各市の景観計画について概観する。 

 

●堺市景観計画 

堺市は 1993 年に堺市景観条例を制定し、大規模建築物等に対する景観誘導を行うなど、独

自に景観施策に取り組んできた地方自治体の一つである。その後、2005 年の美原町との合併、
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翌年の政令指定都市への移行や、景観法や歴史まちづくり法の制定をはじめとする社会環境の

変化を踏まえ、2011 年に景観法に基づく『堺市景観計画』を策定している6。 

同計画では市域全体を景観計画区域とし、歴史の重層性と多彩な市街地や自然がおりなす都

市の特性を踏まえ、景観形成の理念として「―共に守り、育み、創造する景観文化― 古代から

未来へ 輝くまち・堺」、基本方針として「"堺で暮らす” 魅力を高める」、「"堺文化” の個性を

守り育む」、「活力ある “まちの顔” をつくる」を掲げている。堺の景観特性を、自然、歴史文

化、市街地、活動の別に把握した上で、地域特性に応じた市内の景観のまとまりを「都心・周

辺市街地景観」、「近郊市街地景観」、「郊外市街地景観」、「田園景観」、「丘陵市街地景観」、「丘

陵地景観」、「臨海市街地景観」の 7 つに区分し、これらの地域のまとまりに応じて個別エリア

の景観特性と課題、景観形成の目標と方針が示されている。後半では、大規模建築物等の届出

対象行為と景観形成基準、景観資源の保全と活用、公共事業による景観形成、屋外広告物によ

る景観形成、重点的に景観形成を図る地域（百舌鳥古墳群周辺地域と環濠都市地域）、住民主体

の景観まちづくりの順に考え方や方策が示されている。 

 

 

図 2-4：堺市景観計画における景観特性に応じた地域区分（『堺市景観計画 概要版』より） 

 

景観計画で示された「重点的に景観形成を図る地域」のうち、百舌鳥古墳群周辺に対しては、

 
6 堺市ホームページ「堺市景観計画」

（https://www.city.sakai.lg.jp/smph/shisei/toshi/toshikeikan/keikakusingi/keikakujourei/index.html 

最終閲覧日：2019 年 12 月 26 日） 

https://www.city.sakai.lg.jp/smph/shisei/toshi/toshikeikan/keikakusingi/keikakujourei/index.html
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2015 年に『堺市景観計画（別冊）―百舌鳥古墳群周辺地域―』を策定している。これは百舌鳥・

古市古墳群の世界文化遺産登録に向け、百舌鳥古墳群周辺に設けられる緩衝地帯の景観保全措

置を定めるものであり、都市計画による第一種低層住居専用地域又は風致地区に指定された「古

墳近傍景観形成地区」と、それ以外の「古墳群周辺市街地景観形成地区」に区分し、地域の景

観特性、景観形成の方針や行為の制限等が示されている。同地域の景観形成の目標として「壮

大で緑豊かな古墳群と調和したまちなみの形成」を掲げ、景観形成の方針を示した上で、地域

全体に都市計画法に基づく景観地区を導入することで、建築物・工作物の形態意匠の制限を行

う内容となっている7。 

 

 

図 2-5：百舌鳥古墳群周辺地域の景観特性図 

（『堺市景観計画（別冊）―百舌鳥古墳群周辺地域―』より） 

 

●岸和田市景観計画 

岸和田市では、1991 年に「岸和田市都市景観形成基本計画」を策定するとともに、1994 年

に岸和田市都市景観条例を制定し、大規模建築物等の景観誘導を中心とした施策を講じてきた。

 
7 景観地区内において建築行為等を行う際には、形態意匠の基準への適合について市町村長の認定を受けるこ

とが求められる。 
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その後、景観法施行後の 2008 年に景観行政団体となり、2010 年に景観法に基づく岸和田市景

観条例を施行するとともに、『岸和田市景観形成基本方針』（以下、基本方針）および同方針に

基づく『岸和田市景観計画』（以下、景観計画）を策定している8。 

 

 

図 2-6：岸和田市景観計画区域の基本景観区と基本景観軸（『岸和田市景観計画』より） 

 
8 岸和田市ホームページ「岸和田市の景観について」

（https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/44/keikannituite.html  最終閲覧日：2020 年 1 月 20 日） 

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/44/keikannituite.html
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基本方針においては、景観特性を「景観から見た岸和田らしさ」、「自然特性」、「歴史特性」、

「生活特性」、「空間特性」の別に把握した上で、景観形成基本目標として「指針 1―歴史と伝

統を感じさせる景観の創出」、「指針 2―豊かな自然とのふれあいのある景観の創出」、「指針 3-

都市的魅力にあふれた景観の創出」を掲げ、各指針に応じた取り組みのテーマ、施策の推進に

向けた取り組みが示されている。 

景観計画においては、市内全域を景観計画区域とした上で、景観のまとまりに応じた「基本

景観区」として「臨海景観区」、「旧市街・歴史景観区」、「沿道型市街地景観区」、「新市街地住

宅景観区」、「里の景観区」、「自然緑地景観区」の６つに区分するとともに、河川や幹線道路、

旧街道による「基本景観軸」を設定している。また景観整備に向けた拠点となる「景観配慮地

区」として、「歴史・伝統保全地区」（岸和田城周辺地区など 2 地区）、「自然調和地区」（春木川

周辺地区など 5 地区）、「都市的整備地区」（岸和田旧港地区など 5 地区）を設定している。 

その上で、景観形成の基本目標「豊かな自然環境と歴史的環境が織り成す『個性的快適環境

都市』の創生」を実現するため、景観区域全域における景観形成の方針と、基本景観区、基本

景観軸、景観配慮地区に応じた景観形成の方針、届出対象行為と景観形成基準、色彩の誘導基

準等が定められている。 

その他、岸和田市においては 1993 年に紀州街道沿いの本町地区を対象とした『岸和田市歴

史的まちなみ保全地区 本町地区保全計画』を策定し、「歴史的景観建築物等の修理・修景基準」

等を定めるとともに、保全地区内の建築物の復元・修景や住民のまちなみ保全活動に対する助

成を行なっている9。 

 

●泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画 

泉佐野市では、1997 年に「泉佐野市都市景観条例」を制定し、りんくうタウンを「都市景観

形成重点地区」に指定するとともに、同地区内における建築行為や市域全体における大規模建

築物等の届出制度を運用する等の独自の景観施策を講じてきた。景観法の施行後も、大阪府の

景観計画区域から市域が除外され、自主条例による景観行政を継続している10。 

一方で、山間部に位置する日根荘大木地区を対象に、重要文化的景観の選定11に向けた取り

組みを進めるため、2012 年に景観行政団体に移行し、2013 年 3 月に同地区を対象とした『泉

 
9 岸和田市ホームページ「歴史的まちなみ保全について」

（https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/44/rekisitekikeikann.html  最終閲覧日：2020 年 1 月 20 日） 

10 泉佐野市ホームページ「景観条例」

（http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/toshi/toshi/menu/keikan/index.html  最終閲覧日：2020 年 1 月

20 日） 

11 文化財保護法において「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で

我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」と定義される文化的景観のうち、特に重要

なものは、都道府県又は市町村の申出に基づき、「重要文化的景観」として選定される。選定に際しては、景

観法に基づく景観計画区域もしくは景観地区内に文化的景観を定め、必要な保全措置を講じる必要がある。 

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/44/rekisitekikeikann.html
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/toshi/toshi/menu/keikan/index.html
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佐野市日根荘の里大木地区景観計画』を策定している12。「自然と歴史の魅力あふれる日根荘の

里づくり」を基本理念とし、基本目標として「和泉山脈の緑と樫井川に育まれた自然景観の保

全」、「日根荘の時代から受け継がれた歴史・文化的資源の保全と継承」、「地域のくらしと生業

の景観の保全と継承」の３点を掲げている。また基本方針として「①地域の自然資源をまもり・

活かす」、「②地域の歴史と文化の資源をまもり、活かす」、「③地域のくらしと生業を受け継ぎ、

活かす」、「④住民が主体となって市民・事業者・行政と協働し景観をまもり、伝える」を掲げ

た上で、地区内の建築物等を対象とした景観形成基準、届出対象行為等を定めている。 

同景観計画は、並行して策定された『文化的景観日根荘の里保存活用計画（大木・土丸編）』

と一体的な運用を行うものとされ、これらの計画策定を経て、2013 年 10 月に大阪府内で初の

重要文化的景観である「日根荘大木の農村景観」が選定されている13。 

 

図 2-7：泉佐野市大木地区の景観計画の対象範囲 

（『泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画』より） 

 

図 2-8：日根荘大木の農村景観14 

 

●藤井寺市景観計画 

藤井寺市では、2013 年に景観行政団体に移行し、景観法に基づく『藤井寺市景観計画』を策

定している。その後、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録に向けた緩衝地帯の保全方針が

 
12 泉佐野市ホームページ「重要文化的景観」

（http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kyoiku/bunkazaihogo/menu/keikan/index.html  最終閲覧日：

2020 年 1 月 20 日） 

13 『文化的景観日根荘の里保存活用計画（大木・土丸編）』は大木地区に隣接する土丸地区・火打越地区も対

象としているが、このうち大木地区が重要文化的景観の第一次選定範囲となっている。  

14 全国文化的景観地区連絡協議会ホームページ（https://www.bunkeikyo.jp/landscape/landscape-864  最終

閲覧日：2020 年 1 月 20 日） 

http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kyoiku/bunkazaihogo/menu/keikan/index.html
https://www.bunkeikyo.jp/landscape/landscape-864
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示されたのを受け、2015 年に景観計画の第 1 回変更を行い、「古市古墳群景観形成促進区域」

を「古市古墳群景観形成地区」に移行するとともに、都市計画法に基づく景観地区に指定して

いる15。 

景観計画では、「歴史文化の薫る藤井寺 個性とうるおいのある景観をめざして」を景観形成

の基本目標とし、基本方針として「①古市古墳群や葛井寺などの地域固有の歴史文化資源を守

り、育てる」、「藤井寺駅周辺など個性と魅力のある市街地景観や道路景観を創り、育てる」、「③

金剛・生駒山系や大和川・石川などうるおいのある水とみどりの自然的景観を守り、活かす」、

「④藤井寺市に愛着がもてる景観づくりに協働で取り組む」を掲げている。また市内の景観要

素を、古墳・遺跡や神社仏閣、東高野街道や長尾街道などの「歴史文化景観」、旧集落や戦前・

戦後の住宅地、商業地、道路や公共施設などから成る「市街地景観」、金剛・生駒山系への眺望

や河川・田園などの「自然的景観」の３つの類型により把握し、「歴史文化と住宅都市が調和し

た景観」を景観特性として提示している。それらの課題を整理した上で、景観形成の基本方向

を、「面的景観」、「軸的景観」に分けて提示している。 

後半では、市内全域を景観計画区域として定め、藤井寺駅周辺市街地、金剛・生駒山系、大

和川・石川沿岸、大阪外環状線沿道、東高野街道の５地域を「景観形成促進区域」として、古

市古墳群周辺を「景観形成地区」16として指定している。それらの地区毎に、良好な景観の形成

に関する方針、行為の制限に関する事項（届出対象行為、景観形成基準）等が定められている。 

  

図 2-9：藤井寺市景観計画の景観形成促進区域（左）と古市古墳群景観形成地区（右） 

（『藤井寺市景観計画』より） 

 
15 藤井寺市ホームページ「藤井寺市景観計画（第 1 回変更）について」

（https://www.city.fujiidera.lg.jp/jigyosha/tishikeikaku_toshikeikan/toshikeikan/1437531720019.html 

  最終閲覧日：2020 年 1 月 15 日） 

16 「古市古墳群景観形成地区」は、さらに「古墳近傍地区」「古墳群周辺住居系地区」「古墳群周辺近隣商業

地区」に区分されている。 

https://www.city.fujiidera.lg.jp/jigyosha/tishikeikaku_toshikeikan/toshikeikan/1437531720019.html
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●羽曳野市景観計画 

羽曳野市では、2014 年に景観行政団体に移行し、景観法に基づく『羽曳野市景観計画』を策

定している17。その内容は、景観特性や景観形成の方針、景観形成の進め方等を示した「景観マ

スタープラン編」と、区域設定や行為の制限等を示した「景観形成方策編」を柱として構成さ

れている。 

「景観マスタープラン編」では、市内の景観の歴史的背景と現状、景観資源を把握した上で、

景観特性を、古墳や旧街道等から成る「歴史的景観」、ブドウ畑・水田等の農地や石川・二上山

等から成る「自然的景観」、ベッドタウン等の住宅地や商業地、道路や文化施設等から成る「市

街地景観」に分けて整理し、景観構造をこれら３つの景観ゾーンと、歴史・自然・道路の３つ

の景観軸から捉えている。その上で、景観形成の目標を「歴史・文化の風格、自然の豊かさ、

都市・市街地の活力と潤いを協働により守り、育み、活かすまち はびきの」として定め、景

観形成の基本方針として「1.古市古墳群や歴史街道などがつくりだす歴史・文化の風格を感じ

られる景観の形成」、「2.山や川、農地などがつくりだす自然の豊かさを感じられる景観の形成」、

「3.住宅市街地や都市施設などがつくりだす活力と潤いを感じられる景観の形成」の 3 点を掲

げた上で、景観ゾーン・景観軸ごとの方針を定めている。 

 

 

図 2-10：羽曳野市景観計画の大規模古墳景観形成促進区域（『羽曳野市景観計画』より） 

 
17 羽曳野市ホームページ「羽曳野市の景観形成について」

（https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/toshikaihatu_keikaku/KEIKAN/1016.html 

  最終閲覧日：2020 年 1 月 20 日） 

https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/toshikaihatu_keikaku/KEIKAN/1016.html
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「景観形成方策編」では、市内全域を景観計画区域とした上で、古市古墳群周辺の緩衝地帯

を「大規模古墳景観形成促進区域」、東高野街道・竹内街道・長尾街道と沿道を「歴史的街道景

観形成促進区域」、駒ヶ谷地区の竹内街道と沿道を「歴史的街道景観形成重点区域」に指定して

いる。上記のゾーンとこれらの区域区分に応じて、届出対象行為と景観形成基準が定められて

いる。また羽曳野市においても、古市古墳群周辺の緩衝地帯に対し 2016 年に景観地区等が指

定され、古墳群近傍と周辺に区分して詳細な規制が行われている。 

 

2-2-2.堺市歴史的風致維持向上計画 

2013 年 11 月に認定を受けた堺市歴史的風致維持向上計画は、現時点で大阪府内では唯一の

ものである18。同計画においては、「「古代を起源とする歴史の核となる百舌鳥」と「中世を起源

とし海に開かれた歴史の核となる環濠都市」が、周辺地域の歴史・文化の醸成にも大きな影響

を与えてきた地域」であるとしながら、両者を核として近郊集落と海浜部を含めた地域に７つ

の歴史的風致が設定されている。 

 

●百舌鳥古墳群の周遊にみる歴史的風致 

 古代から受け継がれてきた百舌鳥古墳群が、近世以降、地域住民や来訪者等の周遊による見

物や歌詠みの対象となってきたことに関する歴史的風致である。江戸時代の『堺鑑』や『和泉

名所図会』で紹介され、歌人の短歌に詠まれたのをはじめ、鉄道が開通する近代以降も、堺市

の観光名所として紹介され、現在の見学会や観光案内ボランティアの活動へとつながってきた

古墳群の周遊文化を捉えたものである。 

 

●月見祭・百舌鳥精進にみる歴史的風致 

百舌鳥八幡宮の秋祭りである「月見祭」と、百舌鳥八幡宮の宮司や氏子の間で受け継がれて

きた正月の精進潔斎の風習を中心とした歴史的風致である。月見祭では９町のふとん太鼓によ

る巡行が行われ、百舌鳥精進は氏子だけでなく分家した子孫の家でも行われる等、百舌鳥八幡

宮の氏子を中心とした地域社会で受け継がれる伝統行事や風習を捉えたものである。 

 

●伝統産業にみる歴史的風致 

江戸時代初期の「元和の町割」の整備により職人町が形成されて以降、環濠都市内で営まれ

てきた刃物、鉄砲、線香などの産業に関する歴史的風致である。現在も鉄砲鍛冶屋敷などの伝

統的な町家建築や、刃物や線香の製造販売店舗が見られるなど、伝統的な産業都市としての歴

史的風致が受け継がれている。 

 
18 以下の記述は、堺市ホームページ「歴史的風致以上向上計画」

（https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/rekishi/bunkazai/bunkazai/rekimachi/index.html 最終閲覧日：2020 年 1

月 20 日）および同ホームページに掲載された『堺市歴史的風致維持向上計画』（平成 31 年 4 月 12 日付「文

化財の新規指定等による件数の変更」とそれに伴う追記が行われた最新版）による。 

https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/rekishi/bunkazai/bunkazai/rekimachi/index.html
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●神輿渡御祭にみる歴史的風致 

住吉大社（大阪市住吉区）の夏祭りである神輿渡御祭に関する歴史的風致である。8 月 1 日

に行われる神輿渡御祭では、住吉大社を起点に、古くは住吉大社領であった環濠都市内の御旅

所である宿院頓宮へと神輿行列が渡る。紀州街道沿いの町並みなど、元和の町割を受け継ぐ歴

史的市街地を舞台として展開される代表的な祭礼である。 

 

●茶の湯にみる歴史的風致 

村野紹鴎や千利休をはじめとする茶人により堺で花開き、現在へと受け継がれる茶の湯の文

化に関する歴史的風致である。16 世紀に堺商人によりつくられた茶室は、江戸時代初期の大坂

夏の陣の前哨戦により失われるが、幕府による元和の町割の整備以降も環濠都市では茶室が建

てられ、中世の茶の湯が引き継がれた。近世の茶室が残される山口家住宅や、利休の供養塔の

ある南宗寺での法要、現在も行われる和菓子づくりや茶会の文化などが構成要素となっている。 

 

●こおどりをはじめとする伝統行事・祭礼にみる歴史的風致 

近世の新田開発等により堺の町の近郊に形成された集落において受け継がれてきた、個性豊

かな祭礼や伝統行事に関する歴史的風致である。昭和初期に復興され櫻井神社で奉納される上

神谷地域の「こおどり」をはじめ、石津太神社の神事である「やっさいほっさい」、各地域の秋

祭りで奉納されるだんじりやふとん太鼓などが、それらを取り巻く神社等の建造物とともに構

成要素となっている。 

 

●海浜部の行楽にみる歴史的風致 

古くから白砂青松の景勝地として知られ、近代以降に海水浴やスポーツ等の行楽の場として

発展した浜寺公園と大浜公園を中心とする歴史的風致である。日本最初の公園の一つとして開

設された浜寺公園は高級リゾート地として、大浜公園は第 5 回内国勧業博覧会を契機に発展し

た。近代の行楽地の最先端を歩み、現在も松林や旧堺燈台などを受け継ぐ両公園とともに、こ

れらの発展に関わる南海浜寺公園駅と諏訪ノ森駅の歴史的駅舎建築も構成要素となっている。 

歴史的風致の維持及び向上に関する基本方針として、「（１）古墳時代をはじめ各時代に培わ

れてきた多様な歴史・文化資源の保存と活用」、「（２）「もののはじまり何でも堺」に象徴され

る伝統の継承と振興」、「（３）古墳や歴史的まちなみを活かした魅力ある景観の創出」、「（４）

歴史の重層性により育まれた堺の都市魅力の発信と共有」を掲げている。 

本計画における重点区域は、「環濠都市区域」（250ha）、「百舌鳥古墳群及び周辺地域」（617ha）

の２箇所が定められており、前者には重要文化財の高林家住宅、旧浄土寺九重塔、国指定史跡

百舌鳥古墳群をはじめとする 17 件の指定文化財、後者には重要文化財の大安寺本堂、海会寺

本堂や山口家住宅をはじめとする 40 件の指定文化財が含まれる。これらの重点区域に対し、

古墳群の整備や伝統的建造物などの保存修理、町並み整備、公園整備等のほか、両区域におけ

る情報発信や案内板、ガイダンス施設整備、回遊を促すコミュニティサイクルポート整備や自
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転車通行環境の整備、学校教育の場での茶の湯体験、ボランティアガイドの育成支援や、地場

産業・伝統産業の育成に関する施策が掲げられている。 

 

表 2-5：堺市における歴史的風致と主な構成要素 

 

 

 

図 2-11：重点区域における施策・事業概要（出典：『堺市歴史的風致維持向上計画 概要版』） 
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2-2-3.泉佐野市歴史文化基本構想 

 国宝建造物である慈眼院多宝塔、「佐野くどき」などの郷土芸能、鎌倉時代に開かれた荘園「日

根荘」などの歴史文化資源を有する泉佐野市では、2019 年 3 月に歴史文化基本構想を策定して

いる19。同市の歴史的環境、75 件の指定等文化財等の状況を把握した上で、同市全体の歴史文

化を指す「いずみさの文化」の特性として「海が育む職能・伝統」「川が築く堰、道、王子、城」

「野に開く荘園の実り」「山のくらしと信仰」の４点を提示し、基本理念として「"海・川・野・

山”が育んだ「いずみさの文化」の誇りを未来につなぐ」を掲げている。 

基本方針については、「（1）歴史文化資源の把握方針」、「（2）歴史文化資源の保存方針」、

「（3）歴史文化資源の活用方針」、「（4）歴史文化資源を継承するための取り組みの方針」に

区分し、具体的な方針が掲げられている。特に（3）の活用方針については「文化財保存活用

地域計画の策定」、「歴史・文化公開施設の機能の充実」、「文化観光への活用」など６項目が掲

げられている。このうち「文化観光への活用」については、「市内全域に点在する歴史文化資

源をストーリーの中でつなぎ、周遊・体験がしたくなるプログラムの作成を進めるとともに、

それに必要となるルート整備や観光まちづくり等に取り組む。」「関西のゲートウェイという立

地を活かし、観光やMICEで来訪するインバウンド客の誘致にも取り組む。」「関西国際空港や

泉佐野駅を中心とした歴史文化の発信、多言語化など、インバウンドの受入環境の整備を進め

る。」「歴史的建造物のリノベーション等にも取り組み、多様な用途への転換・活用も進め

る。」とし、歴史文化資源を積極的に活用した観光の推進が謳われている。 

構想の基盤となる泉佐野市の関連文化財群については、同市の歴史文化の魅力や特色を伝え

る以下の４つのストーリーにより束ねられている。 

●「茅渟海」と「さの町場」〜海が育む職能・伝統〜 

古くは「茅渟海（ちぬのうみ）」と呼ばれた大阪湾の恵みを受けて発展した漁業や製塩業、海

運による商業の発展、木綿生産から近代のタオル産業まで、地域の中で共生してきた多様な職

能にまつわる文化財群のストーリーである。これらの産業や町場の発展に関連する歴史文化資

源が位置づけられている。 

●「樫井川」と「土丸城・樫井城」〜川が築く堰、道、王子、城〜 

 地域の地形上の基軸として、集落や農地開発の礎となるとともに、天然の要塞として様々な

歴史上の争乱の舞台となった樫井川にまつわる文化財群のストーリーである。水田開発ととも

に発展した集落の歴史を伝える寺社や屋敷地、熊野古道の王子跡、南北朝の内乱の拠点となっ

た土丸城などが位置づけられている。 

 
19 以下の記述は、泉佐野市ホームページ「泉佐野市歴史文化基本構想を策定しました」

（http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kyoiku/bunkazaihogo/menu/dannjiri.html  最終閲覧日：2020 年

1 月 20 日）および同ホームページに掲載された『泉佐野市歴史文化基本構想』（平成 31 年 3 月, 泉佐野市）

による。 

 

http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kyoiku/bunkazaihogo/menu/dannjiri.html
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●「九条家」と「日根荘園」〜野に開く荘園の実り〜 

鎌倉時代に泉佐野市のほぼ全域が、五摂家の一つである九条家の領地「日根荘」となり、当

時の開発により形成され、少しずつ形を変えながら現在まで受け継がれてき荘園の風景や歴史

文化にまつわる文化財群のストーリーである。中世の集落遺跡や、中世や近世の日根荘の空間

構成を伝える絵図、社寺やため池、祭りなどが位置づけられている。 

 

●「犬鳴山」と「修験」〜山のくらしと信仰〜 

 役行者によって葛城山脈に開かれた「葛城修験二十八宿」の一つである犬鳴山七宝瀧寺と、

そのふもとに形成された集落の生活や信仰の文化にまつわる文化財群のストーリーである。犬

鳴山、七宝瀧寺と関連する美術工芸品や古文書、ふもとの大木集落、犬鳴山にまつわる伝承や

信仰習俗などが位置づけられている。 

 

 

2-3.世界遺産と日本遺産 

 

2-3-1.百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録と関連施策 

2019 年 7 月に開催されたユネスコ世界遺産委員会において、「百舌鳥・古市古墳群 -古代日

本の墳墓群-」（以下、百舌鳥・古市古墳群）の世界文化遺産リストへの記載（登録）が決定し

た20。百舌鳥・古市古墳群は、2007 年に大阪府・堺市・羽曳野市・藤井寺市が共同で国内の世

界遺産暫定リストへの記載を文化庁に提案し、2010 年から暫定リストに記載された。この間に、

構成資産である古墳群の保存管理体制や緩衝地帯の保全措置の検討など、世界遺産委員会への

推薦に向けた準備が進められ、2019 年 5 月にはユネスコの諮問機関であるイコモス（国際記念

物遺跡会議）から記載が妥当との勧告を受け、世界遺産委員会での審議を経て登録に至った。 

百舌鳥・古市古墳群は、４世紀後半から５世紀後半にかけて築造された 45 件 49 基の古墳群

であり、堺市に位置する百舌鳥エリアの古墳群（仁徳天皇陵古墳など 23 基）と羽曳野・藤井寺

の２市にまたがる古市エリアの古墳群（応神天皇陵古墳など 26 基）から構成される。古墳時代

の政治・文化の中心地の一つであり、大陸への航路の出発点であった大阪湾に面する平野上に

築造された古墳群は、当時の支配者であった王や有力者の墳墓の集合体であり、大陸の影響を

受けて古代中央集権国家が成立する直前の時代に、激動する東アジア情勢への対応として展開

した、墳墓によって権力を象徴した日本列島の人々の歴史を物語る顕著な証左であるとされる。 

世界文化遺産登録の前提となる「顕著な普遍的価値（Outstanding Universal Value）」につい

ては、評価基準（iii）「現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存

在を伝承する物証として無二の存在（少なくとも希有な存在）である」および評価基準（iv）

 
20 以下の記述は特に注記のない限り「世界遺産 百舌鳥・古市古墳群」公式ホームページによる。

（http://www.mozu-furuichi.jp 最終閲覧日：2020 年 12 月 20 日） 

http://www.mozu-furuichi.jp/
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「歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、或いは景観を代表す

る顕著な見本である」に該当する資産として登録されている（表 2-6）21。基準（iii）に対して

は、百舌鳥・古市古墳群が当時の政治・社会構造を表現し、古墳とそこでの儀礼を通じた社会

統治のあり方が日本列島の広範囲に影響を与えた点、基準（iv）に対しては、日本列島独自の

墳墓形式の顕著な事例であり、古代王権の形成・発展過程を物語るモニュメントである点、さ

らに前方後円墳、帆立貝形古墳、円墳、方墳の４つの標準化された形と、20m から 500m 近く

までの多様な規模差を有し、葬送儀礼の舞台として、葺石と埴輪による装飾や幾何学を用いた

高度な建築技術により築造された点が示されている。 

 

表 2-6：百舌鳥・古市古墳群の評価基準への適合 

 

 

 構成資産である古墳群は、国有財産法等のもとで宮内庁により皇室用財産として管理される

陵墓と、文化財保護法に基づく史跡として管理される古墳群（国指定史跡「百舌鳥古墳群」お

よび「古市古墳群」）から成り、個別の保存管理計画と「包括的保存管理計画」に基づき、国と

地方自治体が民間所有者と連携しながら、適切な管理を継続することとされている。 

 これらの古墳群は住宅地を中心とする市街地に位置しており、古墳の眺望景観を阻害する開

発や各種行為を制御し、古墳と調和のとれた景観を形成・維持することを目的に、古墳を取り

巻く一定の範囲に緩衝地帯が設定されている。百舌鳥・古市古墳群を擁する堺市・羽曳野市・

 
21 文化庁ホームページ「百舌鳥・古市古墳群」および同ページに掲載された世界遺産推薦書による。

（https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/sekai_isan/ichiran/1419077.html 最終閲覧日 2020 年 1

月 5 日） 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/sekai_isan/ichiran/1419077.html
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藤井寺市はいずれも景観行政団体であり、古墳群は都市計画区域に含まれていることから、景

観法および都市計画法、屋外広告物法に基づき、各市が足並みを揃える形で、緩衝地帯の景観

保全のために必要な措置が講じられている。具体的には、緩衝地帯は「資産近傍」と「資産近

傍以外の地域」に区分され、それぞれ高度地区等の指定による建築物の高さ制限22、景観地区の

指定による建築物の形態・意匠（色彩等）の制限及び屋外広告物の規制措置が講じられている。 

 

2-3-2.対象地域における日本遺産 

●1400年に渡る悠久の歴史を伝える「最古の国道」～竹内街道・横大路（大道）～ 

大阪府・奈良県の 8 市 1 町 1 村（大阪府大阪市・堺市・松原市・羽曳野市・太子町, 奈良県

葛城市・大和高田市・橿原市・桜井市・明日香村）によるシリアル型の日本遺産として 2017 年

4 月に認定された、大阪湾と奈良盆地を結ぶ竹内街道・横大路に関連するストーリーである。

春分と秋分の日に三輪山から上り、二上山を経て大阪湾に沈む太陽に従って東西の直線により

敷設された街道は、古代より「太陽の道」と呼ばれ、古代には大陸からの使節の通り道として、

中世には経済都市を結ぶ道として利用され、近世にはお伊勢参りの宿場町が栄えるなど、時代

とともに様々な特色を見せながら受け継がれてきた。同ストーリーを構成する 57 の文化財（未

指定を含む）のうち、対象地域である堺市・羽曳野市には表 2-7 に示す文化財が位置付けられ

ている。 

表 2-7：竹内街道に関する日本遺産の構成文化財 

 

 

 
22 高度地区等（既存の第一種低層住居専用地域のほか、堺市は風致地区による制限を含む）により、資産近

傍は 15m 以下（第一種低層住居専用地域においては 10m 以下）、資産近傍以外の地域については 31m 以下

（同前）に制限される。 
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●旅引付と二枚の絵図が伝えるまち―中世日根荘の風景― 

泉佐野市の申請による地域型の日本遺産として 2019 年 5 月に認定された、鎌倉時代の九条

家の荘園「日根荘」を主題とするストーリーである。16 世紀初めに記された九条政基の日記

『政基公旅引付』に描かれた日根荘大木地区の農村景観と、その景観の原型を示すものとして

鎌倉時代に描かれた二枚の荘園絵図を手掛かりに、水路やため池、寺社などからなる中世の荘

園の風景や建造物、行事などが、現在の泉佐野市に受け継がれていることを示すものである。

国指定史跡「日根荘遺跡」や重要文化的景観に選定された「日根荘大木の農村景観」をはじ

め、表 2-8 に示す 24 の文化財（未指定を含む）から構成される。 

 

表 2-8：日根荘に関する日本遺産の構成文化財  
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2-4.歴史街道と大阪ミュージアム 

 

2-4-1.歴史街道の取り組み 

歴史街道とは、日本を代表する 21 の歴史舞台を結ぶ伊勢〜飛鳥〜奈良〜京都〜大阪〜神戸

を「メインルート」として位置づけ、古代から現代に至るまでの歴史の舞台を巡る体験を通じ

て、「歴史文化を活かした地域づくり」、「新しい余暇ゾーンづくり」、「日本文化の発信基地づ

くり」を進めるために開始された官民連携の取り組みである23。関西を中心とする文化人・経

済人により発足した「世界を考える京都座会」により、1988 年に「歴史街道づくりの提言」

が発表され、1991 年に行政 36 団体、民間 26 団体により発足した「歴史街道推進協議会」を

母体として取り組みが進められてきた24。1993 年には「歴史街道モデル事業」が開始される

とともに「歴史街道 100 選」が発表され、以後、参画府県によるハード整備やメディア等を

通じた PR などのソフト事業等が進められている。1998 年の「21 世紀の国土のグランドデザ

イン」においては、近畿地方の施策の一つとして「歴史街道」計画が掲げられ、その後も近畿

圏を中心とした市町村で「歴史街道モデル事業整備プラン」が策定されるとともに、関連プロ

グラム・イベント等が実施され、2018 年 6 月には歴史街道第九期計画が策定されている。 

大阪府では、府内を通る京街道、西国街道、熊野街道、竹内街道、高野街道、西高野街道、

東高野街道、暗越奈良街道の８つの街道を「モデル街道」に位置づけ、歩行空間整備や道しる

べの設置、ウォーキングマップ作成などの事業に取り組んでいる（図 2-12）25。本稿が対象と

する泉州・南大阪地域には、大阪市内の八軒家船着場から泉州地域を経て和歌山へ向かう熊野

街道、堺市内の大小路から二上山を経て奈良へ向かう竹内街道、同じく大小路から河内長野を

経て高野山へ向かう西高野街道が含まれる。 

このうち竹内街道においては、2006 年 5 月に国土交通省が中心となって推進する日本風景

街道26のモデルルートに「悠久の竹内街道」が選定（翌年 11 月に正式に登録）されたのを契

機に、同年 8 月にＮＰＯ法人ゴダイ、ＮＰＯ法人竹の内街道歩き隊、近畿日本鉄道株式会

社、西日本高速道路株式会社関西支社、大阪府道路公社、大阪府（事務局）、奈良県、堺市、

 

23 井戸智樹（2003）「「歴史街道」計画と整備事業の推進」『新都市』57(3), pp.73-78 

24 以下の記述は前掲井戸（2003）および歴史街道推進協議会ホームページ「歴史街道」

（https://www.rekishikaido.gr.jp 最終閲覧日：2020 年 1 月 12 日）による。 

25 大阪府ホームページ「歴史街道」による。

（http://www.pref.osaka.lg.jp/doroseibi/rekishikaidou/index.html, 最終閲覧日：2020 年 1 月 8 日） 
26 日本風景街道は、「郷土愛を育み、日本列島の魅力・美しさを発見、創出するとともに、多様な主体による

協働のもと、景観、自然、歴史、文化等の地域資源を活かした国民的な原風景を創成する運動を促し、以っ

て、地域活性化、観光振興に寄与し、これにより、国土文化の再興の一助となること」を目的とした官民連

携による取り組みである。2015 年 12 月に有識者や企業経営者等で構成される第 1 回日本風景街道戦略会議

が開催され、2007 年 9 月に日本風景街道の登録が開始され、2019 年 12 月までに全国で 142 ルートが登録さ

れている。（日本風景街道ホームページ http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fukeikaidou/index.html  最終閲

覧日：2020 年 1 月 5 日） 

https://www.rekishikaido.gr.jp/
http://www.pref.osaka.lg.jp/doroseibi/rekishikaidou/index.html
http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fukeikaidou/index.html
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松原市、羽曳野市、葛城市、太子町により「「最古の官道 “竹内街道” ルネッサンス構想推進

協議会」が設立され、2012 年 6 月までに計 11 回の協議会が開催されている。同協議会の事

業報告27によれば、歴史街道関連イベント等におけるパンフレット配布やパネル展示等による

竹内街道の PR や、竹内街道のウォークイベントや灯路祭りなどの開催、大阪・奈良の府県境

におけるポケットパークの清掃活動などが実施されている。 

1990 年代から開始された歴史街道の取り組みは、大阪府景観計画における「歴史的街道区

域」の設定や、竹内街道の認定など、府内の歴史文化を活かしたまちづくりが展開する上での

下地をなしていったと考えられる。 

 

 

図 2-12：歴史街道ウォーキングマップの例  

（「熊野街道：大阪からはじまる熊野詣の旅」より、鳳駅から久米田駅まで） 

 

2-4-2.大阪ミュージアムの取り組み 

大阪ミュージアムは、2008 年に大阪府が策定した『将来ビジョン大阪』に基づき、まち全

体をミュージアムと見立て、魅力あるまち並みや自然、祭りやイベントなどを登録物として登

録し、地域内外に発信するというコンセプトにより発案された事業である28。府庁内の組織の

みならず、府内の市町村や企業・団体、府民の協力による府民運動として推進されている。 

 
27 前掲大阪府ホームページには、竹内街道の取り組みについて、「最古の官道 “竹内街道” ルネッサンス構想

推進協議会の紹介とともに、同協議会の平成 18 年度から平成 23 年度までの事業報告が掲載されている。 

28 大阪ミュージアム公式ホームページ（https://www.osaka-museum.com/index.html  最終閲覧日：2020 年

1 月 20 日）及び西垣楠音（2018）「大阪ミュージアムを活用した町並み保全型まちづくりの実態に関する研

究 ―河内長野市高野街道の事例に着目して―」（平成 30 年度和歌山大学観光学部卒業論文）による 

https://www.osaka-museum.com/index.html
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大阪ミュージアムの推進フローは、「①発掘・再発見」として、府民が発掘・再発見した地

域の魅力を登録する段階、「②磨き・際立たせ」として、発掘・再発見した登録物の魅力を磨

き、演出などの工夫を行う等の事業を行う段階、「③結びつける」として、さまざまな登録物

をめぐるまち歩き等のツーリズムやイベントなど、ミュージアムの楽しみ方を府内外に発信す

る段階が想定されている。 

登録物は、「建物・まちなみ」、「みどり・自然」、「食・生活」、「芸能・娯楽」、「祭り・イベ

ント」、「その他」の 6 つのカテゴリーに分けられ、建物・まちなみ、みどり・自然などは

「展示品」、お祭りやイベントなどは｢館内催し｣として位置づけられている。このうち、2020

年 1 月現在の「建物・まちなみ」の登録物は、堺市 42 件、和泉市 16 件、高石市 3 件、泉大

津市 5 件、岸和田市 28 件、泉佐野市 8 件、泉南市 38 件、阪南市 23 件、忠岡町 0 件、熊取町

5 件、田尻町 4 件、岬町 19 件、羽曳野市 11 件、藤井寺市 15 件となっている。 

事業の展開に際しては、民間企業や個人からの寄付による「大阪ミュージアム基金」を運用

するとともに、同基金を活用し、地域が主体となったまちの魅力向上や景観形成などの取り組

みを支援する「恒常的まちの魅力向上支援事業」を実施している。同事業を活用した泉州地域

の事例として、泉南市の一之瀬王子跡に「熊野街道・緑の一里塚」が整備されている。 

大阪ミュージアムは歴史的資源に限らず広く地域資源の魅力を磨き、発信する取り組みであ

るが、歴史的建造物や町並みなども幅広く発掘する仕掛けとして機能しており、地域が主体と

なって歴史的資源を保全・活用する際の最初のステップとしても一定の役割を果たしてきたと

考えられる。 
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第３章 泉州地域における観光施策の動向と現状 

 

 

3-1.泉州地域における観光施策 

 

3-1-1.近年の観光客の動向と受け入れ体制 

2018 年の訪日外国人観光客（インバウンド客）の数は過去最高となる 3,119 万人（対前年比

8.7%）を記録した。2013 年の 1,036 万人から 6 年連続で過去最高を更新しながら３倍に増加

し、オリンピックイヤーとなる 2020 年に 4,000 万人を達成するという政府の目標も実現可能

なものとなりつつある1。 

大阪府について見ると、2018 年の訪日外国人観光客数は 1,141 万人であり、国内の訪日外国

人の３分の１以上が訪れた計算になる2。また大阪府は、旅行消費額における訪日外国人の消費

額の占める割合において都道府県１位となる 46.2%を記録している3。延べ宿泊者数について見

ると、2017 年は 3,321 万人（うち外国人 1,167 万人）で 4 年連続の増加となり、このうち大阪

市域が 2,815 万人（同 986 万人）と 8 割以上を占め、次いで泉州地域4の 205 万人（同 110 万

人）、堺市域の 90 万人（同 28 万人）の順となっている5。関西空港を擁する泉州地域の宿泊者

数は大阪市の１割に満たないものの、外国人宿泊者の割合が大阪市より高い点が着目される。 

こうしたインバウンドを中心とした観光の活発化に伴い、受け入れ地域における観光地域づ

くりの中核組織となる「日本版 DMO」が制度化され、2015 年から登録が開始された。2020 年

1 月 14 日現在、全国で「広域連携 DMO」10 件、「地域連携 DMO」72 件、「地域 DMO」68

件の計 150 法人が登録され、今後正式登録を目指す「日本版 DMO 候補法人」は、「地域連携

DMO」37 件、「地域連携 DMO」80 件の計 117 件となっている6。 

関西エリアにおいては、関西の自治体、経済団体、観光関連団体・事業者等を中心に 2017 年

4 月に設立された（一財）関西観光本部7が「広域連携 DMO」に登録されているほか、2013 年

 
1 観光庁編（2019）『観光白書（令和元年版）』による。 

2  大阪府ホームページ「観光統計調査」に掲載された平成 30 年の速報値による。国の割合では中国 39.9%、

韓国 20.9%、台湾 10.7%、香港 6.3%、アメリカ 3.6%の順となっている。

（http://www.pref.osaka.lg.jp/kanko/toukei/index.html  最終閲覧日：2020 年 1 月 20 日） 

3 観光庁「旅行・観光消費動向調査」、「訪日外国人消費動向調査」による算出されたもの。2 位の東京都は

44.8%、3 位の京都府は 29.2%となっている。（前掲『観光白書（令和元年版）』による。） 

4 堺市を除く 8 市 4 町 

5 観光庁が公表する「宿泊旅行統計調査」の結果を用いて大阪府が推計算出したもの。前掲大阪府ホームペー

ジ「観光統計調査」による。 

6 観光庁ホームページ「日本版 DMO」（http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000053.html  最終閲覧

日：2020 年 1 月 22 日） 

7 2016 年に関西広域でのインバウンド誘致に取り組むために設立された「関西国際観光推進本部」が、事務

局機能を担っていた関西地域振興財団と統合して設立された観光推進組織。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kanko/toukei/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000053.html
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に大阪府・大阪市と経済界により設立された（公財）大阪観光局が「地域連携 DMO」に登録

されている。また府内の候補法人については、「地域連携 DMO」候補法人として、本章で取り

上げる（一社）KIX 泉州ツーリズムビューローのほか、(一社)東大阪ツーリズム推進機構、（一

社）街道物語 DMC、「地域 DMO」候補法人として、（一社）大阪活性化事業実行員会、（一社）

泉佐野シティプロモーション推進協議会が登録されている。 

観光地域づくり法人としての日本版 DMO は、地方自治体や宿泊・商業・交通等の民間事業

者はもとより、地域の産業や文化財、地域コミュニティなどのさまざまな関係者と連携しなが

ら、観光地域の現場を主体的にマネジメントする組織として構想されている。また近年は、地

方自治体において観光戦略に関する計画を策定する事例も増えている。観光は本来、本稿の主

題である歴史文化遺産も含め、さまざまな分野・領域と関わりながら生み出される事象であり、

そのような包括的な視野の下で観光関連施策を展開することが望ましいと言える。 

次項からは、近年において泉州地域で策定された観光関連計画として、『歴史文化のまち堺観

光戦略プラン』（2017）、『和泉市観光振興戦略プラン』（2016）、『第二次岸和田市観光振興計画』

（2017）を取り上げ、各市の観光振興に向けた方向性と、歴史文化遺産の活用の視点から見た

施策のあり方を把握する。 

 

3-1-2.歴史文化のまち堺観光戦略プラン（2017） 

堺市では、2017 年に『歴史文化のまち堺観光戦略プラン』（以下、堺市戦略プラン）を策定

している。これは 2006 年に策定された『堺市文化観光再生戦略プラン』の内容を踏まえつつ、

その後の観光旅行の動向や堺の観光の現状を示した上で、今後の観光施策の方向性を提示する

ものである8。また 2013 年に策定された『堺市インバウンド推進プラン』の内容についても網

羅的に取り込んで策定されている。 

 堺市戦略プランでは、訪日外国人のターゲット市場として、『堺市インバウンド推進プラン』

において重点国・地域として定めた韓国、中国、台湾、香港と東南アジアを位置づけた上で、

関西国際空港の利用者数等の状況から、オーストラリア及びアメリカを新たなターゲットにな

り得る市場として位置づけている。また、近年のインバウンドの動向を踏まえた施策のポイン

トとして、「1.ターゲットを絞った取組を行う（東アジア・東南アジア等をターゲットとして位

置づける）」、「2.各市場に応じた効果的なプロモーション手法を選択する」、「3.関西国際空港か

らのアクセス性を活かしたプロモーションを行う」、「4.旅行者の堺滞在にかかる受入環境を整

備する」を掲げている。 

その上で、近年の観光客・関連施策の動向や市民アンケート等に基づく SWOT 分析により

堺市の観光戦略の方向性が示されている。「堺の強み」として、「仁徳天皇陵古墳をはじめとす

る百舌鳥古墳群や、数多くの神社仏閣、堺打刃物などの伝統産業、茶の湯文化といった豊富な

 
8 堺市ホームページ「歴史文化のまち堺観光戦略プラン（平成 29 年 7 月策定）」

（https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/kanko/puransakutei.html  最終閲覧日：2020 年 1 月 25 日） 

https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/kanko/puransakutei.html
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歴史・文化資源を有するまち」である点や、2015 年に新たな文化観光拠点として開設された「さ

かい利晶の杜」、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録に向けた取り組みにより、「市内への

さらなる誘客が期待できる状況」にあるとしている。一方で「堺の弱み」については、観光地

としての認知度の低さや、交通網や宿泊機能等の観光インフラの向上の必要性、観光客に占め

る若年層の割合の低さなどが挙げられている。その他、インバウンドの増加や百舌鳥・古市古

墳群の世界遺産登録に向けた動き等を「好機」として、国内旅行者の減少や地域間競争の激化

等を「脅威」として示されている。その上で、「戦略 1. 好機を活かした観光プロモーションの

展開」、「戦略 2. ストーリー性のある周遊モデルコース（堺版ゴールデンコース）の確立」、「戦

略 3. 文化観光によるおもてなし環境の整備」、「戦略 4. 広域連携による誘客促進」を掲げ、そ

れらに関連する 18 の施策を提示している。これらの施策を通じて、2015 年度の観光ビジター

数 983 万人に対し、2020 年度に 1,600 万人を目指すとしている（図 3-1）。 

堺市戦略プランは、標題に「歴史文化のまち」を掲げていることからも明らかなように、旧

計画を引き継ぎながら、百舌鳥古墳群と環濠都市を中心とした歴史文化都市としての特色を軸

に据えた計画となっており、それらは「ストーリー性」や「文化観光」を打ち出した戦略にも

現れている。 

 

図 3-1：堺市における 4 つの観光戦略と 18 の施策（出典：『歴史文化のまち堺観光戦略プラン 概要版』） 

 

3-1-3.和泉市観光振興戦略プラン（2016） 

住宅地開発とともに発展してきた和泉市では、人口減少社会を見据える中で、2015 年に策定

された『和泉市まち・ひと・しごと創生総合戦略』のまちづくりの基本方針において「交流人
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口の拡大」を掲げている。同年に「和泉市ホテル・旅館の誘致に関する条例」を施行するとと

もに、市内の歴史文化、自然、施設、伝統技術等を活用した観光スタイル形成により、2018 年

までに「観光客（市内主要観光施設の利用者数）150 万人」を目標に掲げ、その実現に向けて

『和泉市観光振興戦略プラン』（以下、和泉市戦略プラン）を 2016 年に策定している9。 

和泉市戦略プランでは、前半の現状把握において、国内・大阪府内の観光動向、市内の観光

に関する取り組みや、アンケート調査等による観光施設等の現状、モニターツアーを通じて把

握されたニーズ等を把握している。その上で、現状に基づく和泉市の「強み」として、「多種多

様な観光資源があり、中には唯一無二なものもある」、「市内への来訪者が増加している」など

の５点、「弱み」として、「集客力の高い観光資源が少ない」、「独自性の高い土産物、グルメが

少ない」などの６点が整理されている。その上で、「観光推進のターゲットに沿った観光資源の

絞り込み、観光魅力のイメージづくり」をはじめとする５つの主な課題が挙げられている。 

以上を踏まえた「観光振興のめざす姿と戦略」においては、「和泉市で楽しめる観光スタイル」

として、「和泉市久保惣記念美術館」と「和泉パール・ガラス」を主要資源として位置づけ、タ

ーゲットに応じたさまざまな「美」と「体験」を提供するイメージが示されている（図 3-2）。 

 

図 3-2：「和泉市で楽しめる観光スタイル」のイメージ（出典：『和泉市観光振興戦略プラン』） 

 
9 和泉市ホームページ「和泉市観光振興戦略プランを策定しました」（http://www.city.osaka-

izumi.lg.jp/kakukano/kousitu/apiruka/gyoumu/kankotaishi/1458706443154.html  最終閲覧日：2020 年 1 月

25 日） 

http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/kousitu/apiruka/gyoumu/kankotaishi/1458706443154.html
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/kousitu/apiruka/gyoumu/kankotaishi/1458706443154.html
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さらに５つの課題に対応した具体的アクションとして、「1.主要観光資源と重点魅力創出エリ

アの設定による観光魅力の創出」、「2.観光サービスに必須の「おもてなし基礎力」の充足」、「3.

観光資源の魅力を伝える情報発信の強化」、「4.ターゲットを意識した誘客策の実践」、「5.観光

魅力づくりの担い手育成、マネジメント」を掲げ、それぞれ具体的な取り組みを位置づけ、続

けて、観光客数の目標数値と具体的なカウント方法の設定、各アクションの目標年次等が示さ

れている。このうちアクション 4 の取り組みにおいては、和歌山県紀北地域との連携とともに、

「泉州地域における観光連携」についても記述がある。 

和泉市戦略プラン策定当時において、市内で最も年間観光客数が多い観光施設は和泉リサイ

クル環境公園（35 万人）とされ、次いで池上曽根史跡公園（11 万人）、槇尾山施福寺（9 万人）

となるなど、歴史文化資源は必ずしも観光の中心的存在とはなっていない10。そうした条件の

下で、和泉市久保惣記念美術館などの集客力のある施設を拠点としたエリア設定により、多様

な資源と組み合わせながら魅力を発信する戦略が提示されている。 

 

3-1-4.第 2 次岸和田市観光振興計画（2017） 

岸和田市では、2007 年に策定された『岸和田市観光振興計画』に基づき観光施策を推進する

とともに、2011 年に放映された NHK 朝の連続テレビ小説「カーネーション」の効果等により、

同年には年間 300 万人の入込観光客を達成している。その後のインバウンドの動向等を踏まえ、

2017 年に『第 2 次岸和田市観光振興計画』（以下、第 2 次振興計画）が策定されている11。 

第２次振興計画では、観光振興で目指す姿として「地域資源の魅力を再発見・深化し、さら

なる賑わいを想像する」を掲げた上で、2017 年から 2023 年までの 7 年の行動計画を 3 期に分

け、進捗状況の分析と方向性の検証・調整を行うとしている。国や大阪府の観光戦略や訪日外

国人の動向、市内の観光施設等における入込観光客数の推移を把握した上で、個別課題として

「A.コンテンツの利活用が不十分」、「B.プロモーションが不十分」、「 C.受入体制が不十分」の

３点、総合的な課題として「ターゲットに対応した戦略ができていない」点を挙げている。そ

れらの課題を、2016 年に策定された『岸和田市シティセールスプラン』で掲げられた岸和田の

資源や魅力である「温かみのある人々」、「子育て世代に魅力的な生活」、「都市的で個性的なラ

イフスタイル」、「立地の良さ」、「海と山。豊かな自然」、「彩り豊かな地のモノ」、「市民生活に

根付いた文化活動」、「市民が誇る歴史資源」を活かして解決を図ることが謳われている。 

以上を踏まえ、第２次振興計画のスローガンとして「市民が誇れる“おもてなし観光” 気にな

るまち 来ちゃって・教せちゃって」を掲げ、岸和田だんじり会館や岸和田城天守閣の入場者

 
10 市内の集客施設で実施したアンケート結果の分析において、認知度は高いが関心の低い観光資源に、国史

跡の池上曽根史跡公園や大阪府立弥生博物館、和泉市久保惣記念美術館、松尾寺、槙尾山施福寺といった歴

史文化資源が含まれており、これらの観光資源としての価値認識が相対的に低いことも示されている。 

11 岸和田市ホームページ「第 2 次岸和田市観光振興計画」

（https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/36/kannkou-shinkou-keikaku2.html  最終閲覧日：2020 年 1

月 25 日） 

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/36/kannkou-shinkou-keikaku2.html
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数、宿泊施設利用者数、観光振興協会公式サイトへのアクセス数等の数値目標と、観光客の満

足度や認知度、リピート数などの調査項目が示されている。またターゲットの明確化に向け、

現在のスタンダードな観光スタイルや市民による観光参加を示す「日帰り・立ち寄り観光」と、

だんじり祭の祭礼時や泉州地域としての観光を想定した「宿泊観光」に滞在スタイルを区分す

るとともに、出発地を岸和田市内（市民）・京阪神・国内・海外の４パターンに、興味・関心を

「まつり好き層」、「歴史・お城好き層」、「グルメ層」、「自然・アウトドア層」に分類している。 

2019 年までの第 1 期行動計画では、ターゲット属性を行動計画に反映することを全体の基

本方針とし、前述の個別課題に対応した方向性と基本方針が示されている。個別課題 A（コン

テンツ）に対しては、「本市には、岸和田城、国指定名勝岸和田城庭園「八陣の庭」、世界かん

がい施設遺産久米田池などを代表として優れた観光資源が存在しますが、身近にある観光資源

や地域資源など、コンテンツの再発見・新規開拓や利活用が不十分」であるとされ、それらに

触れ、学び、体験できる機会や仕組みとして、情報発信やまち歩き、着地型観光消費として体

験できるプログラム開発などが必要であると記されている。その上で、基本方針として「イン

バウンド観光の推進」、「体験交流型観光の推進」、「お土産、食などの充実と地域活性化」の３

点が示されている。また個別課題 B（プロモーション）に対しては、「観光情報発信の強化」、

「ターゲット発地でのプロモーション」、「広域連携の推進」の３点、個別課題 C（受け入れ体

制）に対しては、産官学連携による「観光人材の育成」が基本方針として提示されている。 

岸和田市は、岸和田城や旧城下町エリアの歴史的町並み、全国的にも知られるだんじり祭な

ど、さまざまな歴史文化遺産を有する都市であるが、関西空港を利用するインバウンド客等を

十分に取り込めていない実情がある。これに対し、インバウンドにも対応した改善策を提示し

つつも、だんじり祭に象徴される市民の郷土意識の高さを基調として、市民の参画を通じて既

存の地域資源を再発見し、磨き上げることを軸とした計画となっている。 

 

図 3-3：観光振興で目指す姿（出典：『第 2 次岸和田市観光振興計画』） 
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3-2.堺観光コンベンション協会の取り組み 

 

堺市を拠点とする公益社団法人堺観光コンベンション協会は、「堺市および周辺地域の観光

ならびにコンベンションに関する事業の振興をはかることにより、地域経済の活性化及び文化

の向上に寄与すること」を目的として、2013 年 4 月に設立された。筆者は、2019 年 9 月 19 日

に、同協会事務局長の佐藤郁子氏および堺市観光部観光企画課の担当者へのヒアリングを行っ

た。本節では、同協会の設立に至る経緯や運営体制、近年の事業内容や世界遺産登録を契機と

した取り組みや関係者の認識等について、ヒアリング内容と同協会のホームページ12および関

連資料をもとに記述する。ヒアリングの概要は表 3-1 に示す通りである。 

 

表 3-1：堺観光コンベンション協会ヒアリング概要 

 
 

●設立の経緯と事業内容について 

 堺観光コンベンション協会（以下、協会）の歩みは、1964 年に設立された社団法人堺観光協

会に遡り、1981 年に社団法人文化観光協会、1995 年に社団法人堺観光コンベンション協会へ

と改組され、2013 年に公益社団法人となり今日に至る。1974 年に開始された「堺まつり」13の

運営が事業の中心となってきたが、現在は堺まつり以外に、「観光宣伝事業」として、観光プロ

モーション関連事業やインバウンドの誘致活動、観光案内所の運営や情報発信、堺観光レンタ

サイクルの運営などを行うほか、「コンベンション事業」として、堺市での各種コンベンション

の誘致や開催支援、さらに堺市博物館が所管する茶室の管理運営を行なっている14。 

協会には、堺商工会議所、堺ホテル協会、鉄道各社、堺地区タクシー部会等の交通事業者、

堺市商店連合会、堺観光ボランティア協会、刃物・和菓子など伝統産業の団体など、主要な団

体が会員となっている。現在の常勤スタッフはアルバイトを含めて 22 名であり、宿院の事務

 
12 堺観光ガイド（https://www.sakai-tcb.or.jp, 最終閲覧日：2020 年 1 月 25 日） 

13 10 月第３日曜日とその前日の土曜日に開催され、市役所前でステージ等が行われる「前夜祭」と、大小路

でのふとん太鼓や火縄銃、民族衣装等の行列による「大パレード」、大仙公園と南宗寺で開催される「大茶

会」が柱となっている。 

14 前掲「堺観光ガイド」に掲載された「令和元年度 事業計画」による。 

https://www.sakai-tcb.or.jp/
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所を拠点にしている。観光案内所は堺駅、堺東駅、大仙公園に設けられているが、運営は民間

に委託している。 

コンベンション誘致に関しては、堺市内には国際会議の受け入れが可能な施設はそれほど多

くないが、J-GREEN 堺をはじめとするスポーツ施設を活用したスポーツ MICE に取り組み、

全国レベルの学生スポーツ大会の誘致・支援を行なっている。 

 

●関連組織との連携 

協会と連携している主要な民間団体として、NPO 法人堺観光ボランティア協会（以下、ボラ

ンティア協会）がある。堺市と協会の協力により 1995 年に設立され、2008 年に NPO 法人と

なったボランティア協会は、堺市内の唯一のボランティアガイド団体である。「観光ホスピタリ

ティガイド」を受講・修了した有志が集まって組織され、現在は約 230 人の会員を擁する15。 

ボランティア協会は、仁徳天皇陵の拝所や市役所展望ロビーなどで常時ガイドが待機し、案内

を行う「定点ガイド」と、オーダーベースで要望を受けて案内を行う「ツアーガイド」を行な

っており、「定点ガイド」は堺市の補助を受けて協会が委託している。 

近年はツアーガイドの要望が増えており、有償であるため、厳格な時間管理などガイドに対

する要求水準も高くなるが、ハイレベルなガイドの育成は課題である。また外国人対応はほと

んど行われておらず、会員の中で英語対応ができる会員は限られるため、インバウンドのツア

ーを受け入れる場合は、旅行会社が通訳を手配して随行させる形がとられている。 

堺市内の他団体との関わりについては、堺ホテル協会や堺商工会議所、伝統産業分野の諸団

体や堺市商店連合会などと連携を行なっており、例えば、協会事務局のある宿院から近い山之

口商店街とは、商店街活性化をテーマとしたまちづくり会議への参加や、堺まつりに際しても

イベントを共催する等の連携を行なっている。 

その他、大阪観光局との関係については、広域誘客の観点から、隣接する大阪市と堺市とし

て連携して活動しており、主要駅での誘致活動やイベント、旅行博（ツーリズム EXPO など）

でのブース設置といった PR 活動や、旅行会社への営業を合同で行っている。 

 

●世界遺産登録に対する認識と関連した取り組み 

百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録は、国内外から堺への観光客が増加する大きな契機とし

て期待されるが、古墳だけでなく市内には様々な見所があり、古墳群の建造から 1600 年の歴

史を経て、伝統産業や茶の湯をはじめとする様々な文化が育まれてきたことを発信する必要が

ある。大きな古墳を造った技術が刃物を生み、さらに自転車産業を生んだといったストーリー

を伝えることで、さまざまな観光資源に関心を持ってもらうことが重要である。 

協会では、古墳をきっかけに市内を見てもらうための半日観光のガイド付きツアーバス「も

ずバス」を週末に走らせている。東京の「はとバス」に倣って名付けたものであり、堺駅・堺

 
15 堺観光ボランティア協会ホームページ（http://sakai-kanbora.org, 最終閲覧日：2019 年 12 月 27 日） 

http://sakai-kanbora.org/
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東駅を終起点として、百舌鳥古墳群と市内の見所を巡るツアーを、市からの補助も得て格安で

提供している。 

世界遺産登録による観光客の増加が期待される一方で、佐藤氏は、訪れた人に古墳の価値が

伝わりにくいことが課題だという。古墳は茶の湯と同様、見ただけでは分かりにくい観光素材

であるため、観光客に案内する際はきちんと解説を行うことが重要となる。現在、ボランティ

アガイド協会による定点ガイドを配置しているのは仁徳天皇陵古墳などの大規模な古墳のみで

あるが、小さな古墳についてはツアーを実施しており、人気があるという。このような様々な

古墳の魅力をストーリーとともに伝えることも重要であると考えられる。協会では堺市博物館

での VR 画像体験にも取り組んでおり、人気があるため増設を行なっているが、コンテンツの

一層の充実もはかっていきたいという。 

 

 

図 3-4：『堺観光ガイドブック』の百舌鳥古墳群の紹介ページ 

 

●周遊促進に関する取り組みと課題 

堺の観光エリアは、仁徳天皇陵のある大仙公園周辺と他の古墳、環濠の旧市街地など、観光

資源が分散しているため、情報発信とともに周遊するための手段の確保が課題である。市は堺

駅・堺東駅と大仙公園を結ぶシャトルバスを７月から運行しているが、より頻繁に回ってもら

えるような手段が必要である。 
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東西交通軸の整備は堺市の長年の課題となっており、現市長の下では BRT の導入も視野に

入れて検討が行われているが、観光の視点からもアクセスの改善が期待される。広域連携に関

しては、既に世界遺産に登録されている高野山とは南海高野線でつながっていることから、世

界遺産というブランドを使ってタイアップし、誘客につなげることも考えられる。 

近年は FIT（外国人個人旅行者）も増えているため、タクシー会社やレンタサイクル等、既

存の手段をうまく活用する必要がある。レンタサイクルは堺駅、大仙公園、自転車博物館の３

箇所で、電動自転車や子供用シート付きのものも貸し出しており、インバウンド客もかなり利

用している。海外からの玄関口は南海本線の堺駅になるので、堺駅から市内を巡ってもらうた

めにも、既存の手段をうまく活用することが考えられる。また観光目的でタクシーを利用する

来訪者には、タクシー代の補助も行なっている。タクシー会社としても海外の利用者が増えて

きているので、会社としても最低限の案内ができるような取り組みは行なわれている。周遊す

る観光客が増えれば、インフラも整備しやすくなるため、まずは需要があるということを既存

のコンテンツで示す必要がある。 

 

●環濠都市における取り組み 

歴史的町並みが残る七道周辺は、ポテンシャルのあるエリアであり、関西の地域情報誌

「Meets」（発行：京阪神エルマガジン社）と連携し、「七道ツアーズ」というフリーペーパー

を発行している。七道周辺では清学院、山口家住宅などの文化財や、刃物など伝統産業の工

房・店舗のほか、古い昭和の雰囲気のある商店街などもあり、大阪観光局と連携して協会で取

り組んでいるフィルムコミッション事業でも紹介している。堺市が寄付を受けた鉄砲鍛冶屋敷

（井上関右衛門家住宅, 市指定有形文化財）については、今後の公開に向けて改修設計が進め

られている。また、神明町のつぼ市（茶寮つぼ市製茶本舗 堺本館）が大変人気があり、それ

をきっかけに周辺を歩く人も増えている。 

七道周辺では 2014 年に地区住民を中心として「堺環濠都市北部地区町なみ再生協議会」が

設立され、国の街並み環境整備事業の交付金を活用した事業等が行われている16。同協議会と

協会とは直接的な活動のつながりはないものの、店舗に飾られた雛飾りを巡るイベント「七ま

ちひな飾りめぐり」の PR を協会でも行なっている。 

環濠（内川・土居川）では、NPO 法人観濠クルーズ Sakai が環濠エリアの活性化のために船

を走らせている17。同法人は毎年秋に開催されている「内川土居川まつり」で乗船コーナーやカ

ヌー体験等を担当していたスタッフを中心に、環濠を再生し既存の観光資源と連携しながら活

性化を図るため、2006 年に設立された18。2019 年から協会がクルーズチケットの代売も行なっ

 
16 堺環濠都市北部地区町なみ再生協議会ホームページ（http://sakaimachinami.jp 最終閲覧日：2019 年 12 月

27 日） 

17 観濠クルーズ Sakai ホームページ（http://www.kc-sakai.com/index.html 最終閲覧日：2019 年 12 月 27

日） 

18 前掲ホームページに掲載された『観濠クルーズ Sakai 会報 特別号』（2008 年 2 月）による。 

http://sakaimachinami.jp/
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ている。環濠では 10 年前から導水や再生水によるせせらぎの整備などが進められており、現

市長も環濠の活用について言及している。現在はツアーコースには含まれていないが、今後の

展開の中で、本格的な船着場が整備され、川沿いにカフェなどが誘致されれば、環濠地区内の

主要な観光資源になる可能性がある。 

 

●伝統産業を活かした着地型商品の開発 

協会では伝統産業の体験プログラムを着地型商品としてパッケージ化して販売している。

2018 年から周遊型・着地型観光の手立てとして開始したもので、刃物、昆布、和菓子など、各

事業者に声がけを行い、20 種類以上の体験プログラムを実施している。 

伝統産業の関連団体は以前から協会の会員になっており、各組合を通じて賛同の得られた事

業者を紹介してもらうが、まだまだ着地型商品の認知度は低いという。また 1 回のプログラム

で受け入れられるのは３〜４人程度が限界の会場もあり、事業者も本業があるため、事前の調

整が必要になる。旅行会社に販売するためには定期的に実施する体制が必要となるが、本業に

支障のない範囲で実施することになり、また伝統産業について観光客へわかりやすく説明がで

きる人材が限られるなど、事業者にとっては受け入れ対応が難しいという。また収益は基本的

に受け入れ側の事業者に還元しているが、収益の上がる事業ではない点も課題となっている。

一方で体験プログラムの参加者からは好評を得ており、持続性のある事業のあり方を検討する

必要がある。 

 

 

図 3-5：堺観光コンベンション協会の着地型ツアーの例 

（公式サイト「堺観光ガイド」より） 
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●インバウンドへの対応 

近年のインバウンド客は、宿泊者ベースで韓国、台湾、香港の東アジアからの観光客が圧倒

的に多く、8〜9 割を占める。一方で市の担当者は、古墳群はアジアよりも欧米人の方が興味を

持つのではないかと考えている。徐々に関空の欧米直行便も増えており、コストはかかるが欧

米からの誘客に力を入れる必要がある。また高野山の例のように、欧米人が増えると東アジア

からの観光客も増える流れがあるので、そのような効果も期待される。 

これからインバウンド客が増えていくだろうと思われるが、店舗側ではまだまだ対応が追い

ついていない。市としては、そのような店舗に対し、指差し会話シートの提供など、外国人対

応のサポートに取り組む必要があると考えている。この１年で外国人をうまく受け入れられな

いと次につながらないため、店舗の協力は不可欠である。また協会としては、観光消費による

直接的効果だけでなく、そこから雇用が生まれ、交通手段が改善されるといった間接的効果が

あることを、会員総会など様々な場で伝えることが重要であると考えている。経済的効果以外

にも、堺の世界遺産がどう評価されているかも伝えることで、シビックプライドの醸成も促し

ていきたいと考えている。 

情報発信に関しては、市は案内板や観光サインだけでなく、並行して wifi の整備も重要だと

考えている。大阪観光局による free-wifi を堺市でも導入し、南海電鉄では全駅に設置している

が、主要施設にも増やしていきたいと考えている。また協会でもホームページをリニューアル

し多言語化対応しているが、今後は情報の更新も容易な電子データでの対応に徐々にシフトす

る必要があると考えている。またホームページの FAQ（よくある質問と回答）も AI ロボット

が回答する「チャットボット」を導入し、英語、繁体字・簡体字、ハングルに対応している。 

市内のホテルの稼働率については、大阪市内ほどではないが、一定の需要がある。2018 年の

台風 21 号で一気にキャンセルが増え、現在はその余波や、韓国との政治的関係もあり停滞し

ているが、それまでの稼働率は平均して７割〜８割近くあった。しかし堺観光が目的かという

と必ずしもそうではなく、USJ や大阪市内へのアクセスの良さから利用される傾向がある。行

政としては宿泊施設の増加は望ましいと考えているが、市ができることには限界があることか

ら、民間の動向を注視している状況である。一方で、空間デザイナーの間宮吉彦氏が手がけた

SAKAINOMA など、ゲストハウスも見られるようになり、これから宿坊に取り組むことを計画

している寺院も出てきている。 

 団体バスツアーについては、堺に４時間以上滞在する、有料施設を３箇所以上回るなどの条

件を満たした場合に、助成金を出している。令和元年度の利用状況としては、インバウンドで

は政情の背景から韓国からのバスツアーでの利用が大きく減少したが、国内は世界遺産登録の

影響などから利用数は拡大している。 

 

●広域連携による取り組みと課題 

泉州地域では、関空のお膝元という立地を活かす視点で、以前から協議会を立ち上げて観光

の連携を行なっており、2018 年 3 月に DMO（泉州 KIX ツーリズムビューロー）を立ち上げ
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て本格的に法人が業務を展開している。理事長は堺市長なので、理事長市としても盛り上げて

行きたいと考えている。市長は泉州だけでなく南大阪全体に観光の効果が行き渡るよう、堺が

取り組まなければならないと考えており、日本遺産に認定された河内長野市19など、テーマに

応じていろいろな自治体と組んで PR していく必要があると考えている。海外の観光客は何が

当たるかわからないので、いろいろなコンテンツをさまざまな形で発信することが重要である。

情報発信力のある大阪観光局との連携も深めながら、各地域としても受け入れ環境を整えてい

く必要があると考えている。 

世界遺産登録に際しての羽曳野・藤井寺両市との行政間の連携については、これまでは世界

遺産登録を目指して世界遺産推進室が各市と登録に向けて足並みを揃えてきた。大阪府が百舌

鳥古墳群と古市古墳群を結ぶ周遊バス20の運行を開始したことで、これから観光施策での連携

も進む可能性がある。一方で協会では、羽曳野・藤井寺の観光協会とも連携して、電動自転車

を用いた「もずふるレンタサイクル」を 3 年前から運用している。乗り捨て自由で百舌鳥・古

市を回ることができるが、実際は両古墳群間を移動するだけでも車で 50 分程度かかるため、

自転車で回る人は少ないという。 

広域連携に向けた手がかりはあるものの、実際の事業で連携する際には、自治体や組織の間

で事業の方針や条件を整えながら、連携による効果を共有する必要があり、一定のハードルが

あると考えられる。 

 

 

3-3. KIX 泉州ツーリズムビューローの取り組み 

 

一般社団法人 KIX 泉州ツーリズムビューロー（以下、泉州 TB）は、「堺市以南の 13 市町（9

市 4 町）と民間企業などの官民が一体となり、泉州地域における、風土及び文化が育んだ食材

及び料理、豊かで美しい自然並びに多彩な伝統及び文化を活かした事業を泉州地域の企業や住

民その他関係者の協力を得て行うことで、観光産業の成長を図り、もって泉州地域の文化の創

造、人材の育成及び地域経済の発展に寄与すること」を目的として、2018 年 3 月に設立された

DMO の候補法人である。筆者は 2019 年 10 月 31 日に泉州 TB 事務局次長の小須田教一氏へ

のヒアリングを行った。その内容と泉州 TB のホームページ21をもとに、泉州 TB の設立に至る

経緯や体制、現在の活動内容について記述する。ヒアリングの概要は表 3-2 に示す通りである。 

 
19 河内長野市では 2019 年に、楠木氏ゆかりの金剛寺などの寺院や、高野街道沿いに栄えた町並みなどから構

成される「中世に出逢えるまち〜千年にわたり護られてきた中世文化遺産の宝庫〜」のストーリーが日本遺

産に認定されている。 

20 大阪府と近鉄バス、南海バスにより、堺市博物館〜土師ノ里駅前・羽曳野市役所前の間で平日２往復、土

日祝日４往復の「百舌鳥・古市古墳群周遊バス」の運行が開始された。運行期間は 2019 年 8 月 22 日〜2020

年 3 月 29 日。 

21「大阪泉州観光ガイド」（http://welcome-to-senshu.jp/ 最終閲覧日：2020 年 1 月 5 日） 

http://welcome-to-senshu.jp/
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表 3-2.KIX 泉州ツーリズムビューローヒアリング概要 

 

 

●設立の経緯 

泉州 TB の母体として、もともと泉州地域には、「泉州観光プロモーション推進協議会」、

「華やいで大阪・南泉州観光キャンペーン推進協議会」、「KIX 泉州国際マラソン実行委員会」

の３団体が存在した。 

「泉州観光プロモーション推進協議会」は、開港後しばらくは就航路線や利用客が低迷して

いた関空で LCC が就航するようになり、東アジアを中心としたインバウンド客の利用が増え

るなど復活してきた中で、9 市 4 町が一体となって泉州地域の観光プロモーションを実施する

ために 2012 年に発足した。「華やいで大阪（南泉州）」は、岸和田市以南の５市３町で立ち上

げた観光振興の組織であり、「KIX 泉州国際マラソン実行委員会」は、1994 年の関西国際空港

の開港を記念して同年から開催されている国際マラソン大会の運営母体として、９市４町が連

携して設立された組織である。 

一般社団法人の設立に際し、DMO の機能としては「泉州観光プロモーション推進協議会」

と「華やいで大阪（南泉州）」の統合で担えるという考え方もあったが、これまで泉州地域が

一体となって国際マラソンを運営してきた経緯もあり、また海外からのランナーの誘致もイン

バウンド施策として位置づけられるという考えから、３者が発展的に統合する形で 2018 年 4

月に泉州 TB が設立された。社団の役員には９市４町の首長（理事長は堺市長）をはじめ、関

西エアポート株式会社や池田泉州銀行などの民間企業も会員となり、官民連携の体制をとって

いる。 

 

●組織体制と事業内容について 

岸和田市内に事務所を構える泉州 TB はアルバイトも含め 15 名の常勤スタッフで運営して

いるが、インバウンド対応の専門人材は十分ではない。現在の財源は、会員である関西エアポ

ートなどの企業や市町の負担金、地方創生推進交付金、さらにマラソン関係の事業収入をあわ

せて約 3 億円の予算で各種事業を行なっている。2018 年度の主な事業内容は、台湾など海外

向けのプロモーション事業、ホームページや Instagram 等を活用した情報発信事業、「泉州サ

イクルルート」（後述）の設定とマップ作成による PR、ビッグデータ等を活用した観光マー
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ケティング調査、関空周辺の観光モデルコースの設定、さらにマラソン関連事業となっている

22。 

社団の社員総会や理事会等とは別に、９市４町の連絡調整会議を月１回のペースで実施して

いる。これはあくまで行政関係者を中心とした会議であり、実質的には事業等の報告会となっ

ている。現在注力して取り組んでいる自転車や食などの関係団体も入っておらず、ワーキング

グループ等の設置による実働的な組織体制の構築が課題となっている。 

泉州 TB は現在、日本版 DMO の候補法人であり、本登録を目指して活動している。イン

バウンド向けの環境整備や商品開発なども視野に入れているが、実際にはマラソンの準備運営

に関する事務に膨大な労力が費やされている点が、大きな課題となっている。DMO としては

インバウンド対応等の専門性に根ざした業務に注力するのが本来の姿であり、マラソンに関わ

る業務は切り離すべきではないかという意見もある。これまでの経緯からマラソンの運営は事

業の柱の一つとなっているが、この点は今後のマラソンのあり方を含めて整理すべき課題であ

ると考えられる。 

 

●泉州地域の魅力発信ツールとしてのサイクリング 

泉州地域には歴史文化や食、ものづくりなど様々な観光資源があるが、それぞれのインパク

トは弱いため、それらを組み合わせてつなげる工夫が必要であると考えている。特に、南北の

移動は鉄道等の交通軸によってつながっているが、東西方向の公共交通等のアクセスが弱い。

そのような地域間移動の課題を乗り越える方法として「泉州サイクルルート」を設定し、自転

車による周遊の推進に取り組んでいる。 

単に泉州地域を自転車で回ってもらうだけでなく、食事や買い物、体験、宿泊などを絡め

て、観光客にお金を落としてもらう仕組みづくりも必要であると考えている。食に関して言え

ば、大阪は「粉もの」文化で知られているが、泉州地域は海の幸・山の幸とも多様で個性的で

ある。ただ独特な食であっても、単発の発信では実際の誘客にはつながりにくいので、それぞ

れの場所に訪れるための手段であるサイクルを組み合わせてプロモーションすることで誘客効

果も高まるものと考えている。 

サイクリング事業は、もともと「自転車のまち」を掲げてきた堺市が中心となって勉強会を

実施しており、それを泉州 TB が引き継ぐ形で 2018 年 4 月にサイクルルートが確定した23。

現在はファミリーマートや道の駅等と連携して 17 箇所のサイクルステーションを設置してい

る。これは自転車ラック、空気入れ、修理道具、トイレなどを組み合わせたサービススポット

であり、自転車の貸し出し自体を行うサイクルポートではない。サイクリングに使用する自転

車は個人が持ち込んで回ってもらう形になる。 

 
22 前掲ホームページに掲載された『事業報告書（平成 30 年度）』による。 

23 泉州 TB が発行する「ぐるっと泉州サイクリングマップ」には、「おすすめ３ルート」として、海岸沿いの

平坦地を進む「海浜ルート」、東側の丘陵地帯を通る「丘陵ルート」、泉州地域と周辺地域との間をつなぐ

「連絡ルート」が示されている。 
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2019 年度は NTT 西日本のスマートフォンアプリを活用した自転車の周遊スタンプラリー

を和歌山市と共同で 7 月〜9 月に実施した。この「スマート光ライド 2019」24では最長で

80km〜100km、古墳めぐりは 40km など、３つのコースを設定し、３ヶ月間で約 400 人が参

加した。 

 

 

図 3-6.『ぐるっと泉州 サイクリングマップ』の「おすすめ３ルート」 

●今後の事業の方向性 

今後はりんくうタウンに拠点となるサイクルベースを設けることで、「しまなみ海道」25や「ビ

 
24 NTT 西日本が実施する「スマート光ライド」は、ICT を活用して地域イベント運営の課題解決に貢献する

事業で、デジタルスランプラリーやイベント参加者の位置情報の共有、観光情報の提供などを行うもの。

（https://www.ntt-west.co.jp/ikouze/ride/ 最終閲覧日：2020 年 1 月 5 日） 

25 2006 年に全通したしまなみ海道（西瀬戸自動車道）には、国内初の海峡を横断する自転車道「しまなみ海

https://www.ntt-west.co.jp/ikouze/ride/
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ワイチ（琵琶湖１周サイクリング）」26などのサイクル先進地とも広域に連携していきたいと考

えている。泉州をゲートウェイにしまなみなどへの広域展開と泉州サイクルルートを「セット」

にして売り出すことで、効果的に泉州地域の誘客、消費を促進することが図ることが可能にな

る。また現在の関空のボリュームゾーンである東アジアからのインバウンド客だけでなく、欧

米豪の富裕層を取り込んでいきたいと考えている。これは LCC だけでなくビジネス便を増加

させたい関空にとっても重要な視点ではないかとも述べている。現在のインバウンド客は FIT

が中心であることを踏まえると、自転車には可能性があり、個人型ツアーの実施も考えられる。 

一方、自転車についてはハード整備の観点で行政の役割が重要となる。現在の連絡会議は観

光部局が中心となっているため、建設部局まではなかなか話が行かないという課題がある。小

須田氏は、ビワイチの取り組みを中心的に推進する守山市では、先行地域であるしまなみ海道

の取り組みを貪欲に学んで実践していると言い、観光に取り組む上で、まず背骨となるテーマ

やツールをつくり、そこから枝葉をつける発想が重要であり、そのツールとして自転車に取り

組んでいる。一方で組織としては「サイクルツーリズムに取り組む」という方針が十分に打ち

出せていない面があり、各市町からはスポーツツーリズムや産業観光など、様々な話題も出る

が、広域で具体的に取り組めるツールとして自転車を軸に据え、それらの地域資源をつないで

いきたいと考えている。小須田氏は、本来の法人の役割は地域観光経営のかじ取り役であり、

それぞれの地域の資源・コンテンツは、各市町で磨いていく必要があるが、それらの取り組み

を誘導・先導する役割もあると述べている。また今後は（一財）関西観光本部との連携も進め

て行きたいと考えている。 

歴史文化の活用に関して、小須田氏は、自転車で回ってもらう上でも、街道でつなぐ発想は

可能性があると言う。特に欧米の方々はしっかり歴史を勉強して訪日するので、そこに応える

必要もある。今後はサイクルルートにテーマ性を持たせることも重要であり、観音霊場（和泉

西国三十三箇所）の活用なども考えられる。泉州には、例えば堺の町人文化と岸和田の武家文

化など、地域の多様性があるので、そういった特色も活かせるのではないかと述べている。 

 

 

道サイクリングロード」が設けられ、翌年に尾道市・今治市・上島町の行政と商工会議所等により設立され

た「瀬戸内しまなみ海道振興協議会」を中心にサイクルツーリズムの取り組みが進められてきた。2017 年に

は協議会を母体とした日本版 DMO として、一般社団法人しまなみジャパンが設立され、同年にしまなみ海

道の自転車通行料金の無料化が行われたほか、地域との連携によるサイクリストの休憩・修理スポットの設

置、尾道市内のサイクリスト専用ホテルの開設、国際的なサイクリング大会の開催などが行われ、2019 年に

は国土交通省からナショナルサイクルルートの指定を受けるなど、「サイクリストの聖地」とも呼ばれてい

る。（しまなみジャパン公式ホームページ https://shimanami-cycle.or.jp/ 最終閲覧日：2020 年 1 月 5 日）） 

26 琵琶湖を自転車やトレイルで一周する「ビワイチ」は、滋賀県、滋賀プラス・サイクル推進協議会、（公

社）びわこビジターズビューロー、輪の国びわ湖推進協議会等により推進されているサイクルツーリズムの

取り組みである。滋賀県内の自治体と様々な民間事業者が連携し、サイクリングコースの設定をはじめ、ル

ール・マナーや安全確保、レンタサイクルや関連プログラム・サービス等の情報発信、受入環境の整備等が

進められている。（「ビワイチ」公式ホームページ https://www.biwako1.jp/ 最終閲覧日：2020 年 1 月 5 日） 

https://shimanami-cycle.or.jp/
https://www.biwako1.jp/
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第４章 歴史文化遺産を活かした広域観光の実現に向けて 

 

 

4-1.広域連携による地域ブランドの形成 

 

広域連携による観光地域づくりにおいて第一に鍵を握るのが、広域的な「地域ブランド」を

いかに形成するかという視点である。本節ではこの点について、泉州地域のあり方を想定して

考察を行う。 

 

4-1-1.地域ブランドと観光 

「地域ブランド」の捉え方についてはさまざまな視点があり得る。例えば経済産業省は、「地

域ブランド化とは、(1)地域発の商品・サービスのブランド化と、（2）地域イメージのブランド

化を結びつけ、好循環を生み出し、地域外の資金・人材を呼び込むという持続的な地域経済の

活性化を図ること」と定義し、地域の特徴を活かした商品・サービスのブランド（狭義のブラ

ンド）と地域そのもののブランド（広義のブランド）が結びつくことで、「訪れたい」「住みた

い」「誇りが持てる」といった良好な地域のイメージが形成され、雇用や観光などへの相乗効果

によって地域が活性化していく状態を「地域ブランド」と呼んでいる1。 

その他、電通 abic project 編（2009）では、「その地域が独自に持つ歴史や文化、自然、産業、

生活、人のコミュニティといった地域資産を、体験の「場」を通じて、精神的な価値へと結び

つけることで、「買いたい」、「訪れたい」、「交流したい」、「住みたい」を誘発するまち」として

定義している2。また佐々木（2011）は、特産物（またはサービス）や文化・環境などの「個別

ブランド」と、これらを一体に束ねる「統合ブランド」から成り立つものとして「地域ブラン

ド」を捉え、前者の一つとして、歴史・文化、景観、自然環境などの「文化・環境ブランド」

を位置づけるとともに、それらの地域資源は、同じく個別ブランドとしての「観光ブランド」

を生み出すものであるとしている3。 

これらを踏まえると、良好な地域イメージを生みながら地域を活性化させる機能を持つ「地

域ブランド」は、商品・サービスや歴史文化・景観、コミュニティなどの多様な地域資源（個

別ブランド）が相互に組み合わさって成立するものとして捉えることができる。また、観光（商

品/体験）はそれらをベースとした地域の体験を通じて「地域ブランド」の形成を促すとともに、

そのような「地域ブランド」自体が、さらなる観光行動をもたらすという点で、「地域ブランド」

と不可分の関係にあると言える。 

 
1 北海道知的財産戦略本部ホームページ「地域ブランド」

（https://www.hkd.meti.go.jp/hokip/chizai/brand/localbland/index.htm  最終閲覧日 2020 年 1 月 20 日） 

2 電通 abic project 編（2009）『地域ブランドマネジメント』有斐閣 

3 佐々木一成（2011）『地域ブランドと魅力あるまちづくり –産業振興・地域おこしの新しいかたち』学芸出

版社 

https://www.hkd.meti.go.jp/hokip/chizai/brand/localbland/index.htm
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4-1-2.観光圏と地域ブランド 

政府は 2008 年に「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(観光

圏整備法）」を制定し、個々の地方自治体を越えた区域が一体となって地域資源を活用し、観

光客の２泊 3 日以上の滞在型観光を促す観光地域づくりを推進している4。同法のもとでは、

複数の地方自治体や観光協会、民間事業者等が設立した協議会を通じて「観光圏整備実施計

画」を策定し、国の認定を受けることで、旅行業法の特例などの国の支援を受けることができ

る。2019 年 4 月現在において 13 の観光圏整備実施計画が認定され、これらの観光圏の中核

を担う法人である「観光地域づくりプラットフォーム」（大半は日本版 DMO として認定され

た「地域連携 DMO」）に対しては、「観光地域ブランド確立支援事業」が採択されるなど5、

広域的な観光地域ブランド形成は重要なテーマとなっている。 

県を跨いだ複数の地方自治体による広域的な地域ブランド形成の事例として、兵庫・岡山・

広島・山口・徳島・香川・愛媛の 7 県が参画した広域連携 DMO である（一社）せとうち観

光推進機構では、「瀬戸内ブランド登録制度」を設けている6。これは「瀬戸内リア特有の「自

然（島や内海）」、「食」、「歴史」といった資産をもとに、創意工夫によって開発され、瀬戸内

ブランドのアイデンティティを体現するような商品及びサービスなどを、登録基準に基づいて

（一社）せとうち観光推進機構が登録したもの」とされ、瀬戸内の目指すブランドアイデンテ

ィティとして、以下の表現を提示している。 

 

世界有数の内海（うちうみ）を共有し，独自で多様な資産から成る内海文化圏。その特有な文

化に触れることで，日常から解放された神秘的な体験を得られる場所。 

島：瀬戸（狭門）や島々を中心とする独特の多島美景観や島を臨む生活。 

食：変化に富んだ潮流で育まれた海の幸や，温暖な気候の恵みである柑橘類などの食資産。 

歴史：古代から日本の交通の要衝であり，歴史の重みを感じさせる まちなみや情景。 

 

多島海の地勢的条件や温暖な気候風土などにおいて明確な個性を有する瀬戸内海沿岸には、

歴史的に培われた圏域のアイデンティティが存在する。古くから交通の要衝として多くの人々

が行き交い、観光地としても認知されてきた「瀬戸内」は、一定の良好なイメージが確立され

た「地域ブランド」であると言える。そのような地域ブランドのもとで、地域の食材や景観、

歴史文化などに根ざしたストーリー性のある商品開発（魅力的な個別ブランドの開発）を促す

仕組みは、明確な地域ブランドの存在をベースとして実現可能なものと言える。 

 
4 観光庁ホームページ「観光圏の整備について」

（http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/seibi.html  最終閲覧日：2020 年 1 月 28 日） 

5 2017 年度に採択されている。観光庁ホームページ「観光地域ブランド確立支援」

（http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/brand.html  最終閲覧日：2020 年 1 月 28 日） 

6 せとうち DMO 公式ホームページ（https://setouchitourism.or.jp/ja/  最終閲覧日：2020 年 1 月 28 日） 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/seibi.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/brand.html
https://setouchitourism.or.jp/ja/
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地域性を活かした新たな地域ブランドの構築に取り組む事例として、新潟県の湯沢町をはじ

めとする 3 市 2 町と群馬県みなかみ町、長野県栄村により構成される「雪国観光圏」7は、地

域連携 DMO である（一社）雪国観光圏と雪国観光圏推進協議会が連携し、官民の観光担当

者や有識者の参画による「雪国観光圏戦略会議」を通じて食や宿泊施設の品質管理を行うな

ど、先駆的な取り組みを行っている観光圏の一つである。川端康成の小説で知られ、冬期は雪

に閉ざされる豪雪地帯の環境を逆手にとり、雪深い風土のもとで培われた食文化や織物文化、

縄文に遡る歴史や、スノーカントリートレイル、温泉などの地域資源を「雪国」のアイデンテ

ィティのもとで束ねながら、地域ブランド戦略を積極的に展開している（図 4-1）。 

 

 

図 4-1：雪国観光圏の推進体制（出典：「雪国観光圏」公式ホームページ） 

 

4-1-3.泉州における地域ブランド形成のあり方 

以上の点を踏まえ、泉州地域における地域ブランド形成のあり方を検討してみたい。 

泉州地域には、個別ブランドに相当する地域資源として、水なすや泉だこ、泉州タオルなど

の特産品があり、一方で本稿の主題である、地域の特色を映し出すさまざまな歴史文化遺産が

存在する。世界遺産に登録された百舌鳥・古市古墳群も、泉州地域の祭礼文化のイメージの強

いだんじり祭も、個別ブランド（文化・環境ブランド）の一つである。 

 
7 雪国観光圏公式ホームページ（http://snow-country.jp/  最終閲覧日：2020 年 1 月 28 日） 

http://snow-country.jp/
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また、広域の観光推進組織としての KIX 泉州ツーリズムビューローの名称に象徴されるよ

うに、泉州地域は「関西国際空港に近接したエリア」としての地理的なアイデンティティを共

有していると言える。しかしこれは交通上の立地条件に過ぎず、単なる交通アクセスの良さ

は、良好な地域イメージを生む条件の一つにはなり得ても、イメージの奥行きによって人々を

惹きつける「地域ブランド」にはなり得ない。 

これらの点を踏まえると、現状では「泉州」の明確なイメージを伝える「地域ブランド」が

形成されているとは言い難い。そうした中では、地域資源を手がかりとした魅力ある個別ブラ

ンドの育成を通じて、それらが織りなす地域のアイデンティティを育むことが重要である。地

域のアイデンティティの基盤となるのは、その土地の歴史文化、風土であり、歴史文化遺産は

その手がかりとなる重要な個別ブランドであるが、そこから泉州全体の魅力を表現するために

は、多様な歴史文化遺産を地域にまつわる「ストーリー」のもとで束ねていく必要がある。 

 

 

4-2.地域のストーリーを活かした観光 

 

4-2-1.地域資源を束ねるストーリー 

第 1 章で示したように、近年の文化財施策の主流となっている視点の一つが、地域を取り巻

く歴史的環境の成り立ちや特色に一定のストーリーを見出し、文化財をはじめとする多様な歴

史文化遺産を束ねる手法である。歴史的風致維持向上計画における「歴史的風致」や、歴史文

化基本構想における「関連文化財群」の捉え方は、指定・未指定や有形・無形といった文化財

の性格に関わらず、地域に固有の風土のもとで形成された歴史文化遺産には、その形成過程や

存在のありように相互の結びつきや影響関係が見出され、それらを一体的に捉えることで、遺

産群としての固有の価値を導き出す視点である。これは歴史文化遺産の保存（保全）の面のみ

ならず、それらを一体的に活用する上でも有効な考え方であり、文化財群を取り巻くストーリ

ーを認定する「日本遺産」は、そのような視点から地域の魅力を発信する仕掛けである。 

近年は食の生産地の取り組みにおいても、地域の風土に根ざした製品を価値づける「テロワ

ール（terroir）」の考え方を導入する動きが見られる。これはフランス語で土地・大地を意味す

る「テール（terre）」から派生した言葉であり、フランスのワイン産地において、土地の土壌や

気候、人的要因など、ワイン生産を取り巻く地域の環境との関わりを説明するための概念とし

て用いられるようになったものである。国内において「テロワール」の考え方を導入した試み

として、日本酒の原料となる酒米の生産拡大に向けたプロジェクト8や、フランスにおける「味

の景勝地（Sites remarquables du gout, SRG）」の認証制度を国内に普及させる動き9も見られる。

後者は、地方色豊かな食と、それを支える農山漁村の風景を一体的に価値づける取り組みであ

 
8 農林水産省東北農政局「東北・日本酒テロワール・プロジェクト」

（https://www.maff.go.jp/tohoku/seisan/sake/terroir/index.html  最終閲覧日：2020 年 1 月 25 日） 

9 味の景勝地連合公式ホームページ（http://www.ajinokeishouchi.org/  最終閲覧日：2020 年 1 月 25 日） 

https://www.maff.go.jp/tohoku/seisan/sake/terroir/index.html
http://www.ajinokeishouchi.org/
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り、地域の食を取り巻くストーリーのもとで歴史文化や風景を束ね、食の付加価値を高める試

みである10。類似の考え方は「重要文化的景観」に選定された生業にまつわる景観地の事例にも

見出されるが、「味の景観地」は生産者の立場から地域の風景の価値を捉え直す取り組みである

（図 4-2）。 

 

図 4-2：味の景勝地が目指す姿（出典：「味の景勝地連合」ホームページ） 

 

4-2-2.ストーリーの発掘・発信と体験の提供 

地域を取り巻く歴史的環境は、多様なストーリーの重なり合いのもとで成立している。例え

ば堺市においては、歴史的風致維持向上計画に記された「伝統産業にみる歴史的風致」、「神輿

渡御祭にみる歴史的風致」や、日本遺産に認定された竹内街道に関連するストーリーに加え、

百舌鳥古墳群の築造に関わる技術が刃物産業につながり、そこから自転車産業に発展したとい

う、産業の歴史的発展にまつわるストーリーも見出すことができる。 

地域の歴史文化遺産を束ねるストーリーは、文化的営為が積み重ねられてきたあらゆる地域

においても抽出可能なものである。泉州地域においては、泉佐野市の歴史文化基本構想や日本

遺産のストーリーも先行事例として位置づけられるが、他の市町においても、地域に潜在する

ストーリーを行政・専門家と市民や民間事業者が連携しながら丹念に発掘し、泉州地域の歴史

文化の多様性と奥行きを再確認する必要がある。その際には、各市町の歴史文化にまつわるス

トーリーに加え、歴史的街道や祭りなどの伝統行事、食文化、産業など、市町を超えたエリア

の中で共通して見出されるストーリーも想定される。それらのストーリーを観光の魅力につな

げるためには、情報発信の仕組みも重要となる。日本遺産の場合は、各地方自治体によるウェ

ブサイトやパンフレット等の媒体に加え、共通のポータルサイトが設けられ、認定されたスト

ーリーと地域の観光情報等の発信が行われている。 

地域に固有のストーリーを現地で体感してもらうためには、マップや案内サイン等の整備に

加え、まち歩きをはじめとする着地型観光プログラムが重要な役割を果たす。訪れる場所や界

 
10 2020 年 1 月現在、北海道オホーツク・テロワール、新潟県佐渡、新潟県魚沼、岐阜県下呂馬瀬、熊本県阿

蘇、熊本県山都町の６地域が「味の景勝地連合」に参画している。 
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隈のありようをより深く理解する上では、単なる個別スポットの解説だけでなく、地域の成り

立ちを俯瞰しながら、ストーリーに従った地域資源の「見方」を提示するガイドの役割が不可

欠である。さらに普段は入る機会のない建物や庭など、街路から目にする風景の「内側」へと

案内され、あるいはその土地の伝統産業や生活文化などを実際に体験することができれば、地

域での観光体験はより個性的で濃密なものとなる。 

このようなストーリー性のある多様なまち歩きプログラムを長崎市内で展開する「長崎さる

く」は、2006 年にまち歩き型の博覧会「長崎さるく博’06」として実施した企画が人気を呼ん

で通年化し、長崎の新たな観光スタイルとして定着している。「長崎さるく」では、市内に点在

する歴史文化遺産をはじめとする地域資源が、港町として発展した長崎のさまざまな歴史や界

隈の個性に応じた多彩なテーマ（ストーリー）のもとに束ねられ、2020 年 1 月現在、15 エリ

アで 30 以上のコース（離島部を含む）が設定されている11。これらのコースは長崎市民が発掘

した地域資源を手掛かりに設定されており、まちを熟知した地元ガイドの案内によりまちを歩

く「通さるく」に参加することで、著名な文化財や観光名所だけでなく、何気ない街角に潜む

歴史や、商店街の老舗が伝える食文化など、個性豊かなまちの魅力を体感することができる。 

 

 

図 4-3：「長崎さるく」のコースマップの例（出典：長崎さるくコースマップ「01 居留地」より） 

 
11 長崎さるく公式ホームページ（https://www.saruku.info/  最終閲覧日：2020 年 1 月 25 日） 

https://www.saruku.info/
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堺観光コンベンション協会が提供する伝統産業や文化の体験を組み込んだ着地型観光プログ

ラムは、運営面の課題を改善しつつ、泉州地域の取り組みを先導するモデルとなることが期待

される。他の市町にも着地型のまち歩きや体験プログラムがある程度普及した段階で、それら

を共通のポータルサイト等のプラットフォームに集約して発信することで、歴史文化の魅力に

満ちた地域としての泉州のイメージ形成と「地域ブランド」の醸成も可能になると考えられる。 

 

 

4-3.周遊拠点の創出 

 

広域的に散りばめられた地域の歴史文化にまつわるストーリーを実際に現地で体感してもら

うためには、周遊を促すための具体的な仕掛けが必要となる。KIX 泉州ツーリズムビューロー

は周遊の手段として自転車に着目し、サイクルルートの設定やステーションの設置等を進めて

いるが、移動手段とともに重要になるのが、周遊の「拠点」のあり方である。 

「サイクリストの聖地」とも呼ばれるしまなみ海道の玄関口である広島県尾道市には、サイ

クリスト専用ホテルを中心とした複合商業施設「Onomichi U2」がある12。尾道港に面する県営

倉庫をリノベーションし、2014 年から民間事業者により運営される同施設は、自転車ごとチェ

ックイン可能なホテルや自転車メーカーの専門店に加え、地元食材を使用した料理を提供する

レストラン等の飲食店、瀬戸内の暮らしをテーマにした雑貨店などが入居し、地域文化の情報

発信拠点としても機能している。 

Onomichi U2 が立地する尾道市では、2015 年に地域型の日本遺産「尾道水道が紡いだ中世

からの箱庭的都市」、2016 年には愛媛県今治市とのシリアル型日本遺産「“日本最大の海賊”の

本拠地：芸予諸島 ―よみがえる村上海賊 “Murakami KAIZOKU”の記憶―」のストーリーも

認定されている。しまなみ海道のサイクリングはこれらの日本遺産のストーリーに彩られた市

街地と島々を結ぶ周遊手段にもなっており、その玄関口に設けられた Onomichi U2 は、歴史文

化に満ちた尾道のまちとしまなみ海道の島々への周遊を促す拠点となっている。 

 
図 4-4：Onomichi U2 の外観 （筆者撮影） 

 
12 Onomichi U2 公式ホームページ（https://onomichi-u2.com/  最終閲覧日：2020 年 1 月 25 日） 

https://onomichi-u2.com/
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図 4-5：日本遺産 尾道市「尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市」公式パンフレットの一部 

 

Onomichi U2 はサイクリングに特化した拠点施設の事例であるが、駅前などの交通結節点に

隣接して観光案内所が設けられる事例は従来から全国各地に見られる。そのうち和歌山県田辺

市の JR 紀伊田辺駅前に設けられた「田辺市観光センター」は、世界遺産「紀伊山地の霊場と参

詣道」を構成する熊野三山への観光拠点施設としての機能を拡充させている。田辺市では、2004

年の世界遺産登録と、翌年の旧田辺市と中辺路町・本宮町・大塔村・龍神村の合併を受け、国

内外からの観光客に対応し、世界遺産の保全と調和した持続可能な観光地形成を目指す観光推

進組織「田辺市熊野ツーリズムビューロー」（以下、熊野 TB）が 2006 年に設立されている13。 

2013 年に開設された田辺市観光センターは、熊野本宮エリアや龍神温泉等への路線バスが発

着する駅前広場に面し、1 階は観光案内所、2 階には熊野 TB をはじめ観光関係団体の事務所が

入居する。１階には英語対応が可能な熊野 TB のスタッフが常駐する案内カウンターが設けら

れ、熊野古道ルートや各種の交通手段、紀南エリアの各種観光情報等を提供するほか、観光ボ

ランティアガイドが常駐し、電動アシスト自転車のレンタサイクルも設置されるなど、駅周辺

の市街地の観光から熊野エリアの周遊まで、様々なニーズに対応している。 

その他、地域の中で展開するストーリーを辿るための拠点の事例として、島根県津和野町の

 
13 田辺市熊野ツーリズムビューロー公式ホームページ（http://www.tb-kumano.jp/  最終閲覧日：2020 年 1

月 25 日）。熊野 TB は 2010 年に一般社団法人となり、2019 年に日本版 DMO（地域 DMO）に登録されてい

る。 

http://www.tb-kumano.jp/
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日本遺産センターでは、「津和野今昔 〜百景図を歩く〜」のストーリーを映像やパネル展示で

解説するとともに、津和野の魅力を案内するコンシェルジュが常駐している14。また前述の「長

崎さるく」では、まち歩きの立ち寄りスポットとして、まちの伝統や文化、暮らしを伝える老

舗や旧家、資料館などが「さるく見聞館」として位置づけられ、地域資源のネットワークを補

完するサブ拠点としての役割を果たしている（図 4-6）。 

広域エリアの中核的な拠点施設と、各地域の観光案内所等の情報拠点や体験・展示施設等の

サブ拠点をネットワーク化することで、それぞれの観光客の興味・関心に応じたストーリーと

コースを案内し、多様な周遊を促すことが可能になる。泉州地域においては、さかい利晶の杜

や堺市博物館、岸和田市の岸和田城や岸和田だんじり会館、和泉市久保惣記念美術館や大阪府

立弥生文化博物館などの既存の文化観光施設を活用しながら、各地域の拠点とサブ拠点をネッ

トワーク化することが考えられる。 

 

 

図 4-6：「さるく見聞館」のマップ（パンフレット『見て聞いて長崎にふれる さるく見聞館』より）  

 

 

 

 
14 津和野町日本遺産センター公式ホームページ（https://tsuwano100.net/ 最終閲覧日：2020 年 1 月 28 日） 

https://tsuwano100.net/
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4-4.歴史文化政策を通じた広域連携 

 

最後に、広域連携による文化遺産観光を推進するための前提となる体制構築のあり方を検討

する。2018 年から泉州 9 市 4 町の連携による DMO として活動する KIX 泉州ツーリズムビュ

ーローは、自転車による周遊を促しながら、泉州地域の観光資源の魅力をプロモーションする

基本的な役割を担っている。4-2 節で示した多様な歴史文化に根ざしたストーリーを泉州全体

で発掘し、活用する体制が整った段階では、それらの探訪コースや各種の着地型プログラムと

ともに発信するプラットフォームとなることが期待される。 

一方で、観光客への情報発信や誘致活動の前段階として大きな鍵を握るのは、地域全体に多

様な形で存在する歴史文化遺産を、地域のストーリーを明確にしながら周辺環境とともに保全

し、価値を高める取り組みである。 

2015 年の北陸新幹線の開業を経て、近隣エリアと合わせて年間 1000 万人以上の観光客が訪

れる金沢市15は、戦災を免れた歴史的市街地の保全と伝統文化の継承などの歴史文化政策に半

世紀以上にわたって取り組んできた経緯がある。1964 年の武家屋敷の土塀・門の修復制度を嚆

矢として、城下町の町並みをはじめとする都市景観や、市内を流れる用水、斜面緑地の保全な

ど、各種の条例を制定しながら歴史的環境の保全施策を先駆的に進め、市内には４つの重要伝

統的建造物群保存地区を抱えるとともに、2009 年には歴史的風致維持向上計画の最初の認定都

市となり、翌年には重要文化的景観「金沢の文化的景観」の選定を受けている。このような先

進的な歴史文化政策の蓄積の結果として、国内外の観光客を惹きつける現在の金沢市が存在し

ている（表 4-1）。 

前節で言及した、２件の日本遺産のストーリーの認定を受けている尾道市も、2006 年の尾道

市景観計画を皮切りに、2011 年に歴史文化基本構想、2012 年に歴史的風致維持向上計画を策

定するなど、瀬戸内海に面する斜面市街地を中心とした歴史的環境の保全活用施策を推進して

いる。これらの一連の歴史文化政策を下地としながら、サイクリングによるしまなみ海道の周

遊拠点としての機能が展開している。また堺市の「文化観光」を掲げた観光戦略と、その方針

に基づく伝統産業や文化の体験を提供する着地型プログラムも、同市の景観計画や歴史的風致

維持向上計画など、歴史的環境の価値を高める施策の上に成立している。 

2007 年の観光立国推進基本法の制定や、翌年の観光庁の設置をはじめとする政府の観光立国

政策が、2004 年の景観法、2008 年の歴史まちづくり法等の制定と並行する形で展開している

ことからも分かるように、地域の歴史文化遺産の観光資源としての活用は、それらの価値を守

り高め、磨きをかける取り組みと両輪で推進してこそ、真の効果を発揮する。 

 

 
15 石川県観光戦略推進部『統計からみた石川県の観光 平成 30 年』によれば、金沢市とかほく市、白山市、

野々市市、津幡町、内灘町を合わせた「金沢地域」の 2018 年の観光入込客数は 10,445 千人となっている。

（いしかわ統計指標ランド http://toukei.pref.ishikawa.jp/search/min.asp?sc_id=56&mc_id=39 最終閲覧日：

2020 年 1 月 28 日） 

http://toukei.pref.ishikawa.jp/search/min.asp?sc_id=56&mc_id=39
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表 4-1：金沢市における歴史的保全関連施策の歩み 

（金沢市都市整備局景観政策課（2018）『金沢 景観五十年のあゆみ』を元に作成） 

 

 

以上を踏まえ、泉州地域全体で歴史文化遺産の保全活用を推進するためのプラットフォーム

として、「（仮称）泉州歴史文化戦略会議」の設立を提案したい。同会議は、泉州地域 9 市 4 町

の文化財・景観・歴史まちづくり施策の担当課と、大阪府文化財保護課、各地域で文化遺産の

保全活動等に取り組む民間団体、歴史文化や景観、観光分野の有識者などから構成され、さら

に百舌鳥・古市古墳群や竹内街道、高野街道などを通じてつながる南河内地域の地方自治体、

泉州地域の観光マネジメントを担う KIX 泉州ツーリズムビューロー、歴史街道推進協議会など

の既存の組織とも連携を図りながら運営されることを想定している（図 4-7）。 

同会議は、泉州地域全体の歴史文化政策のレベルアップを図るため、景観計画や歴史的環境

の保全活用施策を先駆的に進めてきた堺市や岸和田市、泉佐野市等の取り組みを下地としなが

ら、他の市町の景観行政団体への移行や、歴史的風致維持向上計画、文化財保存活用地域計画

等の策定、各種の文化財指定等を、自治体間の情報共有や施策の連携を通じて推進するための

会議体である。 
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歴史文化遺産の保全と活用に向けた取り組みを、泉州地域全体で一体となって推進すること

により、確たる内実を備えた泉州地域の文化遺産観光が実現することを期待したい。 

 

 

図 4-7：泉州地域における歴史文化政策の推進体制のイメージ  
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