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地域と観光客の共存に向けたオーバーツーリズム対策に関する研究 
 

16-3A158 平野 佑馬 

指導教員 西村 亮彦 
 

本稿は，首都圏近郊において，オーバーツーリズムが発生していると考えられる主要な観光地の行政機関や観光協会

に対してヒアリングを実施し，近年の観光動向や観光地におけるトラブルの発生状況及び対策状況をまとめたものであ

る．調査の結果，都心系の観光地においては，イベント時や観光客のマナーが原因のトラブルが多い傾向にあり，郊外

系の観光地においては，公共交通機関の混雑や観光客によるゴミのポイ捨てといったトラブルが多い傾向にあることが

わかった．オーバーツーリズム対策については，同じような課題を抱える自治体間の連携や官民連携を通じて解決へ導

いた事例も見受けられたことから，地域と自治体及び自治体同士の連携が必要であることを指摘した．
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１．はじめに 
(1) 背景 

現在，日本国内において，「2020 年，訪日外国

人観光客数 4,000 万人」が目標として掲げられてい

るが，すでに国内では外国人観光客等の急増を背景

に「オーバーツーリズム」と呼ばれる弊害が日本を

含め世界中で問題となっている．阿部 1）によれば，

「欧州都市ではこの 10 年あまり観光の過熱が引き

起こす社会的不満が顕著であり，しばしば市民レベ

ルでの大規模なデモにまで発展している．反観光の

動きをスペインのメディアは観光客恐怖症

[turismofobia]と名付けるなど，各種アクターが協

働して一刻も早く解決策を模索すべき社会問題とし

て認知されている」．	

観光まちづくりに関する既往研究は数多く存在す

るが，その多くが観光振興を目的とした観光資源の

活用方法に関するものである．オーバーツーリズム

に関する既往研究も散見されるが，国際的な動向に

着目したものが多い．例えば，高坂２）の研究では，

観光地を国際的な視点でタイプ分けを行い，タイプ

別の対応事例について整理している．一方，国内に

おけるオーバーツーリズム対策について論じた本格

的な研究は，オーバーツーリズムが極めて現代的な

現象であることから，未だ見受けられない．	

そこで，本研究では，国内の観光地ならではの問

題と対策事例をタイプ分けし，観光客と地域の共存

に向けて，どのような対策を行う必要があるのか明

らかにしたい．	

	
写真-１	 混雑する観光地の例（京都市・産寧坂）	

 

(2) 目的 

	 本研究では，①国内における観光動向を明らかに

し，②観光動向とオーバーツーリズムの状況を整理

する．その後，③対策の状況について整理を行い，

④①～③を踏まえて，観光客と地域の共存に効果的

な対策のあり方を考察する．	

	

(3) 研究の対象 

	 本研究の対象地は，インターネットでの情報収集

を通じて，観光についてのトラブル（欧州等で発生

しているようなオーバーツーリズムより小規模な観

光トラブルを含む）が確認された，以下の首都圏近

郊の観光地とする（表-１）．	
表-１	 本研究の対象地	

系統	 対象地	

都心系	 渋谷区，台東区，千代田区	

郊外系	 鎌倉市，川越市，箱根町	

 

(4) 研究の方法 

	 研究方法は，国内におけるオーバーツーリズムの

状況について調査を行う（２章）．その後，対象地

における観光動向とオーバーツーリズムの状況につ

いて（３章）調査を行い，トラブルごとに対策状況

について（４章）評価を行う．	

	

２．国内におけるｵｰﾊﾞｰﾂｰﾘｽﾞﾑの状況 
(1) 日本における出入国者数の変化 

1950 年から 2020 年までの出入国者数の推移（図

-1）からは，2010 年代に入ってから急激に入国者

数が増加していることが分かる．	

	

	
図-1	 1950年〜2020年の出入国者数の推移	
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(2) 国内におけるオーバーツーリズムの概況 

	 観光庁 3)によると，我が国の現状として「全国的

な傾向としては，現時点においては，他の主要観光

国と比較しても『オーバーツーリズム』が広く発生

するには至っていないと言える」としている．一方，

「急速な訪日外国人旅行者の増加も一因として，一

部の観光地においては，中期住民や訪問する旅行者

の間で，混雑やマナー違反などの課題への関心が高

まっており，これに呼応して，いわゆるオーバーツ

ーリズムに関連する報道もしばしば見受けられるよ

うになっている」としており，インバウンド等の影

響で観光客数や観光行動が急変した一部の地域では，

様々な問題が発生していることが伺える．	

 

３．対象地におけるｵｰﾊﾞｰﾂｰﾘｽﾞﾑの状況 
各対象地の関係行政・観光協会に対し，ヒアリン

グによる被害状況の調査を行なった（表-2）．以下，

ヒアリングを通じて明らかになったオーバーツーリ

ズムの状況を，被害内容に応じて類型化するととも

に（表-3），対象地毎の詳しい状況を整理する．	
表-2	 ヒアリングの実施状況	

 行政 観光協会 
渋谷区 ― ○ 
台東区 △(電話対応) ― 
千代田区 ○ ― 
鎌倉市 ○ ― 
川越市 ○ ○ 
箱根町 ― ○ 

 

(1) 渋谷区 

若者の街・渋谷では，特定の時期やエリアに観光

客が集中してしまい様々なトラブルが発生している．

その一例として，「ハロウィン」の時期の「渋谷駅

前周辺」が挙げられる．10 月下旬頃（特に土日）

になるとコスプレをした人や，コスプレを見に来る

人で賑わう中，痴漢・わいせつや暴行・傷害，器物

損壊，窃盗などの犯罪が近年，多く発生している．	

この他にも，タピオカ入りのドリンクが流行した

ことにより，プラスチック容器のポイ捨てが相次ぐ

問題が発生している．	

(2) 台東区	

浅草や上野といった昔からの観光地に代表される

台東区では，近年，食べ歩きのゴミやマナーが問題

となっている．外国人観光客の食べ歩きやゴミのポ

イ捨てが顕在化しているほか，文化の違いによるト

イレの使用方法に関するトラブルが問題となってお

り，自国の習慣どおりに使用後のトイレットペーパ

ーをゴミ箱に捨ててしまうなどのトラブルが発生し

ていた．	

	

(3) 千代田区 

秋葉原や丸の内，皇居といった観光地に代表され

る千代田区では，毎年 3 月下旬～4 月上旬の約 2 週

間，千鳥ヶ淵周辺で「さくらまつり」が開催される

が，花見に訪れた観光客が集中することや，ゴミ箱

があまり設置されていないことによるゴミのポイ捨

てなどが問題となっている．また，ライトアップ終

了後にもかかわらず，夜間に騒いでいる等のトラブ

ルが挙げられる．	

	

(4) 鎌倉市 

	 小町通りや鶴岡八幡宮，鎌倉大仏等の観光地を抱

える鎌倉では，観光資源でもある江ノ島電鉄（通

称：江ノ電）が，ゴールデンウィーク期間中，江ノ

電利用者による長蛇の列が駅構外にできてしまい，

日常的に利用する江ノ電沿線の住民や通勤・通学利

用者が長時間電車に乗ることができないという問題

が生じている．また，小町通りから一本入った住宅

街では，庭や敷地内に食べ歩きで発生したゴミが捨

てられる等の問題が発生している．	

	

(5) 川越市 

	 川越氷川神社や蔵造りの街並みに代表される川越

では，近年，観光行動のパターンがモノ消費からコ

ト消費へと移り変わる中，一番街の街並みを眺めな

がら，川越名物であるサツマイモを使ったお菓子等

を食べ歩く観光客が増加している．これを受け，食

べ歩きによるゴミのポイ捨てや民地への立ち入り

（コインパーキングで飲食等）が問題となっている．	

表-3	 各対象地におけるヒアリング結果	

対象地	

被害内容	

対策内容	交
通	

マ
ナ

	

ゴ
ミ	

イ
ベ
ン
ト	

都心系	 渋谷区	 	 	 ○	 ○	 ●	
・地域団体による活動（主体：NPO 法人・一般社団法人）	

・条例による規制（主体：区役所）	

都心系	 台東区	 	 	 ●	 ○	 	 	 ・マナー啓発（主体：区役所）	

都心系	 千代田区	 	 	 ○	 	 ●	 ・地域団体による活動（主体：任意団体）	

郊外系	 鎌倉市	 ●	 ○	 ○	 	 	

・住民優先乗車（主体：市・鉄道会社）	

・条例による規制（主体：市）	

・おもてなし袋配布（主体：商店会）	

郊外系	 川越市	 	 ○	 ●	 	 	 ・食べ歩きゴミの回収（主体：商店会）	

郊外系	 箱根町	 ●	 	 	 	 	 	 	 ・輸送力の増強（主体：バス会社）	

凡例	

●：対象地における主なトラブル	 ○：対象地におけるその他のトラブル	
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(6) 箱根町 

温泉や自然景観等の観光資源が分散する箱根では，

観光客の多くは「ゴールデンルート」と呼ばれる特

定のルート（箱根湯本→大涌谷→芦ノ湖→元箱根→

箱根湯本）に沿って観光するため，観光客が同じ時

間帯に集中してしまうのが悩みとなっている．また，

近年ではスーツケースを持ち運びする外国人観光客

が増加し，バスの乗降に時間がかかってしまうこと

で，後続車両が渋滞するといったトラブルが発生し

ている．	

	

４．対策の状況 
3 章で行なった関係者ヒアリングにおいて，各種

トラブルへの対策状況に関する情報収拾を併せて行

なった．以下，各対象地で取り組まれている対策を，

被害内容毎に類型化するとともに（表-3），実施上

の工夫や成果・課題について考察を行なった．	

(1) 交通 

■	鎌倉市	

＜住民優先乗車＞	

	 2018 年から市は江ノ島電鉄と協力をして，ゴー

ルデンウィーク期間中，江ノ電鎌倉駅において駅構

外へ行列が発生した際に住民を優先的に乗車させる

社会実験を行なっている（写真-2）．観光客からは，

概ね 9 割方賛成が得られているが，江ノ島電鉄側は，

同じ価格で同じサービスを提供できなくなってしま

う上，「地元だから」という理由で優遇することは

本来ならば難しいとしている．そのため，現在も引

き続き「社会実験」の形で取り組んでいる．	

	 観光客の約 9 割が取り組みに対して理解を示して

いることを踏まえると，「社会実験」という形で取

り組むのではなく，通年で継続的に実施することが

できるような環境へと整備していく必要があると考

えられる．	

	
写真-2	 江ノ電鎌倉駅西口で発生した行列の様子	

■	箱根町	

＜輸送力の増強＞	

	 箱根では，大型キャリーバックを持って移動する

外国人観光客が多いことから，2018 年度から 2022

年度にかけて，無料で利用できるキャリーバック収

納のためのスペースを路線バスに標準装備で設置す

る等の対策を進めている．当該車両では，荷物と旅

客スペースを明確に分離するとともに，荷物の転倒

を未然に防ぐ装置を搭載している．	

	 取り組み開始からまだ年月が浅いことから，現時

点での評価は難しいが，キャリーバックを持って移

動する外国人観光客によるバス乗降のために発生し

ていた渋滞が，今後少なくなることが予想される．	

(2) マナー 

■	台東区	

＜マナー啓発＞	

	 台東区では，区を訪れる外国人観光客向けにトイ

レの利用方法を示したステッカーを区内の事業者に

配布したり，外国人観光客向けにマナー啓発のパン

フレットを配布したりしている．	

	 トイレ利用に関するステッカーは京都市で使用さ

れているものを許可を得て転用している．使用者か

らは多言語表示で，かつデザインがわかりやすいと

好評を得ている．また，ステッカーを貼っているト

イレは，比較的きれいに使用されているとの評価を

得ている．	

	 また，マナー啓発パンフレットでは，「列に並び

ましょう」，「歩きたばこ禁止」，「お賽銭は事前

に用意しましょう」，「予約の時間は守りましょう」

といった基本的な事項を，4 ヶ国語でイラストとと

もにわかりやすく整理している．	

	 ステッカーは，一度貼るとしばらく貼り替える必

要がないことから，コストパフォーマンスが高く，

自治体間で同一のデザインを共有できることから，

今後，同じ課題を抱える自治体同士の連携が期待さ

れる．	

■	鎌倉市	

＜条例による規制＞	

	 鎌倉市では，食べ歩きや周囲の迷惑となる撮影の

自粛を促すため，2019年 4月「鎌倉市公共の場所に

おけるマナーの向上に関する条例」を施行した．条

例では，違反者への罰則はなく，以下のような内容

を「迷惑行為」として定めている．	

・	混雑した場所での歩しながらの飲食など他者の

衣類を汚損するおそれのある行為	

・	車道で立ち止まったり，線路の周辺等危険な場

所で撮影を行うこと	

	 2019年 4月に施行されたばかりで認知度が低いた

めか，条例によって食べ歩き等が減少したとは言え

ない状況である．市では周知・啓発用のチラシを作

成しているが，SNS 等のメディアを活用しながら，

今後より一層の周知を図る必要があると考えられる．	

	

(3) ゴミ 

■	渋谷区	

＜地域団体による活動＞	

	 渋谷区では，ハロウィン等のイベント時に限らず，

日常的に清掃活動を行なっている「グリーンバード」

や「CLEAN＆ART」というボランティア団体がある．	

	 グリーンバードは，渋谷を拠点とし，国内外様々

なエリアで活動している団体である．定例の清掃の

みならず，清掃のイベントを設けたり，被災地支援

を行ったりしている． 近では，タピオカ入りドリ

ンクのポイ捨て防止の啓発も兼ねて，専用回収箱を

設置し，週 100 個ペースで容器を回収するなど，ニ

ーズに応じた様々な活動を展開している．	

	 CLEAN&ART は，渋谷区内のビルや高架下，地下道

における落書き等のクリーンアップを行なっている
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団体である．前述したグリーンバードや渋谷区，渋

谷区内の企業等が参加団体として名を連ねており，

官民連携のもとに活動を展開している．	

	 渋谷区では，地元愛の強い企業や住民を中心にボ

ランディアベースの活動が功を奏していると言える．	

■	鎌倉市	

＜おもてなし袋の配布＞	

	 観光客による食べ歩きやポイ捨てなどのマナーの

悪さが問題となっている小町通りでは，2019 年 12

月 21 日と 22 日に「おもてなし袋」と呼ばれる A4

サイズで内側に耐水加工された紙袋の無料配布を行

なった．ポイ捨て対策で製作された袋ではあるが，

小物や土産を入れる等の用途にも対応した作りとな

っている．袋には日本語と英語で「鎌倉の思い出は

ゴミと持ち帰りましょう」と印刷されている．	

	 おもてなし袋の配布は，観光客が「袋に何かモノ

を入れたい」という思いを誘発し，購買意欲を高め

る効果もあるのではないかと考えられる．	

■	川越市	

＜食べ歩きゴミの回収＞	

	「中央通り『昭和の街』を楽しくにぎやかなまち

にする会」（会員約 70 人）では，各店舗において

食べ歩きで発生したゴミを引き取る取り組みを独自

に行なっている．食べ歩きによるポイ捨て等のトラ

ブルを受けて同会は，「食べ歩きゴミ，お預かりし

ます」という張り紙（写真-3）を店内に表示し，他

店舗のゴミも含めて受け取っている．	

	 しかしながら，現状としては食べ歩きゴミを持ち

歩く観光客は少なくはない．食べ歩きのポイ捨てに

対し，大きな抑止力となりそうな取り組みではある

が，観光地全体からすると一部店舗での取り組みで

あるため，観光客からの認知度も低い．今後は他商

店会との連携やゴミの回収に関する情報をより周知

していく必要があるのではないかと考えられる．	

	
写真-3	 食べ歩きゴミを預かる旨の張り紙	

 

(4) イベント 

■	渋谷区	

＜条例による規制＞	

	 渋谷区では，ハロウィンやカウントダウン対策と

して，2019 年 6 月「渋谷駅周辺地域の安全で安心

な環境の確保に関する条例」を施行した．違反者へ

の罰則はなく，以下のような内容を定めている．	

・	事業者は，…渋谷駅周辺地域の安全で安心な環

境の確保のため，区が実施する酒類の販売自粛

等の施策に協力しなければならない	

・	来街者は，次の各号に掲げる期間において，…

区域内の公共の場所（道路，公園，広場その他

公共性を有する場所）で飲酒してはならない	

	 2019 年度については，対象エリア内のすべての

店舗が酒類の販売を自粛した訳ではないが，観光協

会関係者によると，飲酒が減った分，酒のゴミだけ

でなく喧嘩などのトラブルも減ったとのことで，一

定の効果があったのではないかと言える．	

	 渋谷区では，様々な協議会等を通じてまち・自治

体・企業間のコミュニケーションがあるため，多く

の店舗がハロウィン期間中における酒類の販売禁止

に協力したものと考えられる．		

■	千代田区	

＜地域団体による活動＞	

	 2001 年から，「さくら美守り隊」という団体が，

３月下旬から４月上旬の花見の時期，千鳥ヶ淵緑道

の美化を含む景観保全活動に取り組んでいる．	

	 以前はかなりゴミが落ちていたが，さくら美守り

隊の活動や，利用者のマナー意識の向上などで，現

在は 1 日で 45L のゴミ袋 1 つにも満たない位に減っ

たと区関係者は言う．千鳥ヶ淵の近隣にある二松学

舎大学の GREEN	WORKS というボランティアサークル

とも連携することで，大きな成果を挙げている．	

	

５．まとめ 
(1) ３章まとめ 

渋谷区や台東区，千代田区においてヒアリングを

行なった結果，都心系ではイベントやマナーが原因

のトラブルが多いことが分かった．一方，鎌倉市，

川越市，箱根町においてヒアリングを行なった結果，

郊外系の観光地では交通やゴミに関するトラブルが

多いことが分かった．	

(2) ４章まとめ 

行政・観光協会関係者へのヒアリングを行なった

結果，比較的 近になって始まった取り組みが多い

こと，取り組みが必ずしも功を奏しているとは限ら

ないことが分かった．また，成功事例についても，

官民連携や民間同士・行政間での連携等を通じた改

善の余地があることが分かった．		

(3) 今後に向けて 

渋谷区の事例は，日頃から地域でまち・自治体・

企業での関係性が構成されていたことが，取り組み

成功の大きな要因ではないかと考えられる．	

そして，台東区のように同じ課題を抱える他の自

治体との連携により低コストで高い効果が得られる

対策を行なっている事例もある．このような取り組

みは今後，他の自治体も同様に取り組んでいく必要

があるものと考えられる．	
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