イベント対応交通需要マネジメントの観光まちづくりへの展開
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  イベント時の交通需要マネジメント(TDM)は、来訪者集中による交通の混雑緩和策として多くの観光地で適
用されてきているが、その実施期間が限定されている場合が多く、
「観光まちづくり」等の長期的視野や戦略の
もとで位置づけられているわけではない。そのために、観光地サイドでも観光関連事業者と地元住民との評価
が分かれるといった課題もあった。本研究では、筆者らが提案するエリアマーケティング・マネジメントアプ
ローチ(AMMA)に基づき、伊勢市の観光まちづくりへの展開の可能性について考察することにし、第６２回伊
勢神宮式年遷宮対応の TDM を例に取上げ、この施策メニューのあり方について、観光まちづくりへの展開の
可能性を明らかにした。
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１．	
 はじめに	
 

が主流になってきている。それまでは、観光地交通の

	
  観光地における交通問題は、主として観光地へのア

局地的で特定時間帯（期間）に限定的な交通集中によ

クセス交通に関するものと観光地内（あるいは観光地

る混雑の緩和という計画課題に対して、交通施設のハ

間）周遊・回遊交通に関するものとに大別できる。こ

ード整備による容量拡大や交通システム運用策(TSM)

れらは、
観光地あるいは観光圏といった圏域
（エリア）

による交通サービスの供給側の処理能力向上が主たる

の空間的・時間的スケールによってその問題の性質や

解決方法であったが、交通施設や交通システムの整

内容が異なってくるために、結果としてそれぞれの問

備・拡充のための財源確保の問題等によって、より短

題解決のための交通対策や関連施策メニューも異なる。 期的に実効性の高い交通対策が求められるようになっ
これまでの観光地交通研究（西井他(2000)1））では、こ

てきた。TDM とは、このような背景のもとで導入さ

れらの空間・時間スケールに着目して、①広域周遊観

れた『より短期的に実効性の高い』交通需要の管理・

光交通、
②自然景勝地観光交通、
③都市型観光地交通、

運用施策である。

④イベント・ピーク時休日観光交通に類型化し、それ

	
  TSM と TDM とは、交通システム・施設に関する管

ぞれについての計画課題とその調査分析手法を提案し

理手法を指すが、前者は主として供給者側からの提供

ている。本研究で取上げるのはこれらのうちの④のイ

サービスの改変・変更策の実施を通じて交通の流れの

ベント・ピーク時休日観光交通であるが、このパター

円滑化を実現しようとするもので、具体的には専用レ

ンに属する観光地交通は、その空間・時間スケールか

ーン設置や直行型シャトルバスといった交通システム

ら見て高い集中度（ピーク特性）をもつこと、またア

の運用管理手法である。これに対して後者は、個々の

クセス交通と周遊・回遊交通とが明確に分離できない

需要者側への交通システム（利用交通機関・経路、出

ことも特徴的である。

発時刻等のタイミング）に関する意思決定の変更・調

	
  一方、こうしたイベント・ピーク時休日交通問題へ

整を促すことによって、全体としての交通需要の平準

の対応としては、とくに 1990 年以降において、後述す

化を図るものである。したがって TDM においては、

るようなピーク時交通需要の平準化を中心とした交通

TSM のようなサービス容量の拡大に依らず、利用者サ

需要マネジメント(以下、TDM)施策が適用される場合

イドの需要調整効果に期待したマネジメント手法であ
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るために、とくに観光客やイベント時来訪客をターゲ

例えば、上高地・尾瀬等では、その制約の強い施策

ットとした場合にはその定着化や持続性が課題と言わ

として特定地域内での一般車両排除の施策が適用され、

れている。

また日光・箱根・富士五湖等では、比較的制約の弱い

	
  そこで本研究では、イベント時の来訪者集中による

道路施設の積極的改善を含む施策による周遊性の確保

交通の混雑緩和策としての TDM 施策を取上げ、これ

や交通集中の緩和策が適用されてきた。また表−２は、

を「観光まちづくり」等の長期的視野や戦略のもとで

都市部 TDM 施策体系との関係で一般的な観光地 TDM

位置づけることにより、イベント期間中の短期的な施

施策を整理したものである。

策からより持続的な展開の可能性について考察してい

表—２ 観光地 TDM 施策メニュー

くことを目的とする。以下では、まずこれまでのイベ

施策効果の局面

具体的な観光地 TDM 施策メニュー

ント・ピーク時休日観光交通を対象とした TDM 施策

手段の変更

P＆BR、P＆RR、公共交通利便性促進

に関連した諸研究の概略的なレビューを行い、これら

経路の変更

交通情報提供，ルートガイダンス

を長期的施策へ展開することを意図した場合のいくつ

時間帯の変更

課金、混雑料金、ロードプライシング

かの論点を明らかにする。次に、事例として取上げた

車利用の効率化

シャトルバス、カーシェアリング

伊勢神宮式年遷宮対応 TDM の実施概要とともに、こ

発生源の調整

オフシーズン宿泊料金、入込み規制など

れを「伊勢観光まちづくり」の中でどのように位置づ
けるべきかについて考察をしていくことにする。

	
  ここで、これまでの観光地 TDM 施策研究で取上げ
られてきた課題点について、次節以降の観光まちづく

２．	
 イベント・ピーク時休日観光交通対応 TDM

りへの展開を念頭に置いていくつかの論点を整理して

上述のように、1990 年代に入ると観光地における交

おくことにする。
通問題への対応の考え方としては TDM が主流となり、 	
  まず、これまでの多くの観光地 TDM は、施策導入
著名な数多くの観光地での取組みがなされた。これら 時点で交通社会実験であったために，短期的に実効性
はいずれも、それまでは都市部での自動車流入量削減

の高い導入効果が可能な施策が採用される傾向があっ

による環境負荷軽減を目指した TDM 社会実験を観光

た。このことは観光地における交通混雑緩和や環境負

地に適用する形で導入されたものといえる。

荷軽減に対するニーズや要請が高いことが背景にあり、

ここでは、こうした観光地 TDM 施策に関する事例

本格的な事業化を前提に如何に効果的・効率的な施策

研究の紹介とともに、その課題の整理を行い、次節以

効果が短期的に発現するかがポイントであった。
また、

降の論点を明らかにしていくことにする１）〜５）。

既存の観光地 TDM に関する諸研究 8)〜10)を眺めると、

観光地における交通施策は、それぞれの地域特性に

導入された具体的メニューの内容・規模と観光客およ

応じて、主として自家用車利用に対する制約の程度を

び観光地側の諸属性によってその効果や影響も異なっ

判断基準に様々な施策メニューが導入されてきた。西

ているが、個々の施策に対する実施効果・事業性（本

井・古屋(1997)６）および古屋(1997)７）において、自家

格事業化への判断を含む）
・継続性等といった一連の評

用車利用に対する制約の程度に着目した観光地施策を

価システムの構築が十分でなかったことも指摘できる。

表−１に示す４つのグループに類型化している。

西井・古屋(1997)では、以下の３点を観光地 TDM 施策

表−１ 観光地交通施策の分類例

の課題として挙げている。

観光地交通施策

導入目的

適用地域

車制約

I.道路施設改善

周遊性確保・

箱根、日光、

弱い

混雑緩和

富士五湖

II. 一般車両排除

演出・環境保全

上高地、尾瀬

⬇

III. 公共交通転換

環境保全・

立山・黒部、金

強い

(P&BR, P&RR)

混雑緩和

沢、高野山等

IV.発生源対策

ピーク平準化・

大規模イベン

料金抵

地 TDM 施策に対する長期的な観点、とくに観光地づ

入場予約・課金制

需要抑制

ト（祭礼等）

抗強い

くりにおける位置づけの検討が課題といえる。

①	
  TDM 施策の的確な評価
②	
  観光地交通サービスの質と量に関する交通事業
者、行政、観光客、地域住民の主体間の合意形
成・コミュニケーションの必要性
③	
  観光地づくりとの連携
	
  したがって、上記の①の評価の課題も含めて、観光

３．	
 式年遷宮対応 TDM 施策と観光まちづくり

（２）観光まちづくりへの展開の可能性

（１）式年遷宮対応 TDM 施策の概要

	
  これらの伊勢地域交通円滑化のためのTDM施策は、

	
  ここでは、本研究で取上げる伊勢神宮式年遷宮対応

中長期的な展開も考慮しつつも、やはり実質的には大

の TDM 施策の概要を述べ、
『伊勢観光まちづくり』と

規模イベント実施期間中における自動車交通のピーク

の観点からその持続的な展開の可能性を考察する。
	
  これまでの経緯を述べると、伊勢市が中心となり

需要への対応のための交通需要の平準化的な性格の強

「伊勢地域観光交通対策協議会」を立ちあげ、交通対

ベルでの合意形成や観光振興支援・まちづくりといっ

策として伊勢自動車道に近接する県営サンアリーナに

た点への配慮が足りない面がある。また地域として行

臨時駐車場を設置するとともにシャトルバスを運行す

政も抜本的な対策の必要性や長期的課題に関する意識

るP&BR施策を実施している。
（実施日は、正月・ゴー

が低いこともあり、施策の具体化や実現性に限界があ

ルデンウィークに限定し、伊勢自動車道の伊勢ICと伊

ったと言わざるを得ない。

い施策として位置づけられている。そのため、市民レ

勢西ICを出口規制し国道23号の一部を専用線化する

そこで、西井ら(2012) 11）は、伊勢市における式年遷

など大規模な規制を行っている。
）しかしながら、近年

宮交通マネジメントを取り巻く諸課題を以下のように

のパワースポットブームなどにより、P＆BRを実施し

再整理してみた。

ていない通常の連休中日においては大規模な渋滞が発
生している現状がある。そのため、国土交通省および
地元の伊勢市を中心に「伊勢地域交通円滑化推進協議
会」を組織した上で、式年遷宮対応地域交通マネジメ
ントの検討が進められることになった。表−３は、その
施策メニューを示す。

□「交通」に関わる政策課題：観光交通渋滞・駐車
場対策・生活交通問題
□「観光」に関わる政策課題：伊勢地区観光・外宮—
内宮参拝回遊
□「まちづくり」に関わる政策課題：地域住民の生
活交通（休日市内移動性確保）
・まちの活性化・
地区整備・地域アイデンティティ再構築

表-３ 伊勢地域交通円滑化施策メニュー
ねらい	
 

施策項目	
 
①公共交通利用者への特典（駐車券
またはバス乗車券等）
②バス運行ルートの名称変更（わか
りやすさ利便性向上）

ね 手段の変更 ③バス優先運用（国道 23 号 3 車線
ら （公共交通 化）
い
① 利用促進） ④パーク&レールライド（伊勢中川
駅以南）
⑤宮川左岸パーク&バスライド
⑥駐車場の料金施策による抑制（料
金収入の公共交通の推進策への展
開）

ね
ら
い
②

ね
ら
い
③

■外宮ー内宮への参拝
回遊路路整備
■伊勢・
（鳥羽）
・志摩周遊
観光圏整備
■広域観光周遊圏整備
「昇竜道」
プロジェクト

「伊勢参り」
魅力再発見

■休⽇日⽣生活交通環境の改善
☞休日観光市内流入交通
の転換・抑制
地域交通マネジメント
☞伊勢市内公共交通
（バスサービス）の改善
■「伊勢地区かわまちづくり」
交通
勢田川地区・宮川(御薗、
川端）地区整備

「お伊勢さん」の街として復復権
観光

まちの活性化
（賑わいづくり）

まちづくり

■地域一体となった「伊勢交通まちづくり」への
推進体制（地域アイデンティティ再構築）

図−１ 伊勢観光まちづくりの問題の構造化
	
  次に、このような整理に基づき「交通」に関する短
期的課題としての『地域交通円滑化』をより持続的な

時間の
変更

⑦オフピーク日・時間	
  参拝特典の
実施及びイベント実施

取組みとしての「伊勢観光まちづくり」の中で位置づ
くり」のそれぞれの関係性に着目した。その結果、本

経路誘導

⑧中勢 BP・国道 23 号ルートへの誘
導
⑨志摩方面ルートの確保
⑩内宮周辺駐車場への案内看板設置

光」の関係から、
『お伊勢参り』の魅力再発見を、そし

その他

⑪歩行者横断の誘導強化（宇治浦田
交差点，宇治浦田東交差点）

て「交通」—「まちづくり」からは『お伊勢さん』のま

情報提
供

⑫事前 PR（HP，チラシ・パンフ・
ポスター配布）

ちづくり」の長期的戦略検討の新たなアジェンダとし

けるために、
「交通」—「観光」と「交通」— 「まちづ
研究ではこれらの諸課題の解決に向けて、
「交通」—「観

ちとしての復権（再構築）を、それぞれ「伊勢観光ま
て設定することを提案している。さらに、地域交通円

滑化施策検討の枠組みを課題内容—時間—空間のそれぞ

観光地としての魅力化、まちとしての活性化や持続的

れの次元（範囲）のリフレーミングを通じた『問題の

な内発的発展、そして地域への愛着と誇りと言った地

構造化』を行っている。
（図−１参照）

域アイデンティティの復権まで視野に入れた政策形成

	
  以下では、これを踏まえて「伊勢観光まちづくり」

のための諸課題が存在することを示した。今後は，こ

における長期的視点からの課題の整理・考察をくわえ

れらの長期的戦略課題に対する具体的な観光まちづく

ていくことにする。

りの施策検討を地域が一体的に取組むための推進体制

	
  まず、
『伊勢観光まちづくり』における時間スケール

を構築し、地域住民の観光まちづくりへの主体的な参

についてであるが，
これまでの式年遷宮時の取組み
（式

画を促す取組みが必要と考える。

年遷宮は社の改築を20年毎に行うために，新旧の社へ
の参拝ができるために例年になく観光客が増える）で
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