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■ 本会のシンボルマークは、大使同士の情
報交換及び、その委嘱者との相互交流を主眼
に図案化。４つのモチーフからなり、山（緑
色／地方・故郷・自然）と矩形（青色／都会・
テクノロジー）と円及び輪（黄、橙／人・情
報・ネットワーク）を表現。

HEAD　LINE
【１面】「ふるさと大使全国大会2015」

　　　210人参加し、20周年祝う

【２面】大使だより　第68回　小城市親善大使

 ――小城市長　江里口秀治

 ――小城市親善大使　南川政俊

【３面】第1部　20周年記念式典

　　  　 片山・ニセコ町長、岡崎法政大名誉

教授が祝辞

・新潟日報で大会開催を報道

【４面】第2部　シンポジウム

　  　　記念講演「人間的な経済学で地域を考える」

【５面】現場からの報告

【６～７面】トークセッション

【８面】第3部　情報交流・懇親会

【９面】アンテナショップを訪ねて

　        秋田ふるさと館 ――鈴木克也

・全国大会でご提供いただいた特産品・地酒等

【10面】亀岡市で全国ふるさと連

 ――坂本信雄

・「地球の元気をジオパークから」

 ――丸山　至

【11面】新会員のひと言

　　　　――永井弘美、二ツ森悦子、葛原藍

 土屋成慶、能勢俊行、今野英平

【12面】お知らせ

・全国ふるさと大使連絡会議の概要、編集後記他

全国ふるさと大使連絡会議発行

2016年新春号（通巻78号）

201５年10月24日、東京・
千代田区の法政大学市ヶ谷
キャンパスで20周年記念「ふ
るさと大使全国大会2015」
が開催された。今回は創立
大会から20回目となる記念
の大会のため、初めて土曜
日の昼間に開催、参加者も
北は北海道から南は静岡、
長野まで210名にものぼり、

盛況となった。
プログラムも、午後零時40分から午後６時まで盛りだくさんで、なかでも第２
部のシンポジウムは記念講演、現場からの報告、トークセッションの３本仕立てで、
講師陣はコーディネーターを含め総勢16名にのぼる贅沢な顔ぶれとなった。
第１部の記念式典で、西村一孝・大会実行委員長が開会宣言、浅田和幸代表が

多数のご参加とご協力に感謝の言葉を述べて開幕した。
北海道・ニセコ町の片山健也町長と岡崎昌之法政大学名誉教授のご来賓挨拶

の後、長野県飯田市長、京丹後市長ら首長５氏からの祝電が読み上げられ、当会
の山口義夫前代表と甲斐秀治元事務局長に感謝状が贈呈された。
午後１時からの第２部では、まず、東京大学名誉教授の神野直彦氏が「人間的

な経済学で地域を考える」と題して記念講演。現在は自然環境と人間環境の２つ
の環境破壊が進んでいるとして、人間同士の絆の回復や、環境と文化による「地
域再生」の重要性を訴えた。� （３面に続く）

「ふるさと大使全国大会2015」
210人参加し、20周年祝う

ふるさとの文化に目を向け、発信を
　新年おめでとうございます。当会も20周年記念大会を終えて新たなスター
トを切る区切りの年を迎えました。今年の干支は丙申。「物事が大きく進歩発
展し、成熟する年」だそうですが、「大変革の年」との説も。前回の1956年（昭
和31年）は経済白書の副題となった「もはや戦後ではない」が流行語になり
ました。この言葉は高度成長への開幕宣言のように誤解されていますが、実際
には、復興経済の時期が終わり、その回復力に依存することができないという
意味だそうです。「もはや」の勇ましい言葉に振り回されないよう、注意が必
要なのかもしれません。
　さて、昨年は訪日外国人が1973万人と過去最高を記録し、45年ぶりに訪
日客が出国日本人を上回りました。中国の“爆買い”によるところが大きいよ
うですが、他のアジア諸国や欧米も軒並み伸びており、日本の評価が高まって
いるようです。景色や食べ物はもとより、日本の伝統文化、さらに、日本のあ
りふれた光景や日本人が気付かない文化までもが注目されています。私たちに
とっては誇らしく、うれしい限りですが、外国人に評価されないと気づかない、
あるいは外国人に評価されるとその気になる“習性”はやや気になるところです。
　ただ、全国大会の中でも指摘されていましたが、外からの目や働き掛けは有
効でもあるし、活用された方がいいのでしょう。私たち「ふるさと大使」はま
さにその点で役に立ちたいと思っています。一過性のブームや便乗作戦でなく、
ふるさとの文化にしっかり目を向け、発信していきましょう。
� 全国ふるさと大使連絡会議　代表　浅田�和幸
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佐賀県小城市は佐賀県のほぼ中
央に位置し、県庁所在の佐賀市に
隣接し、福岡市まで約70km、長崎
市まで約100kmの距離にあります。
北部に標高1046mの秀峰天山を中
心とする天山山系がそびえ、中央
部に肥沃な平野があり、南部には
クリーク地帯が縦横に広がり、日
本一の面積の干潟が広がる有明海に面しています。
小城市の特色あるものの一つとして、清水川には６月

ごろゲンジホタルが見られ、上流には「全国名水百選」
に選ばれた滝があり、江里山地区の棚田は「日本の棚田
百選」、「全国農村景観百選」「22世紀に残す佐賀県遺産」
にも選定されています。また、有明海には希少な生物が
みられ、中でもムツゴロウ・シオマネキは保護区にされ、
干潮の時には愛嬌たっぷりなムツゴロウやシオマネキを
間近に見ることができるなど、豊かな自然に恵まれた地
域が小城市の魅力の一つになっています。
小城市は平成17年３月１日に４町が合併して誕生しま

した。清冽な湧水など天山の恵みをいただく小城町、悠
久から田園地帯が広がる三日月町、「西の浪花」と言われ
賑わいを見せた商都の牛津町、海の幸の宝庫、有明海に
育まれた芦刈町が合併し４町４様の個性が幾重にも織り
重なって、魅力的な小城市として誕生し、面積が95.85㎢、
人口が約４万6000人の市となりました。この小城の地名
は、今から1250年ほど前の奈良時代に編纂された「肥前
国風土記」に記されている小城の地の豪族が立てこもっ
た「堡（おき）」に由来するといわれています。
小城市のふるさと大使は、主に首都圏で活躍されてい

る18人を中心に活動されています。主として、首都圏で
の当市の特産品、観光情報などの情報発信、観光物産展
等のイベントのＰＲ、観光や企業誘致など市が必要とす
るあらゆる情報収集のほか、県人会、町人会と連携した
広報活動や、ふるさと納税のＰＲ活動などを行っていま
す。また、年１回東京都内で開く「小城市親善大使との
情報交換会」で様々な情報交換、意見交換を行っていま
す。こうした活動を通じて小城市の豊かな歴史と芸術文
化を広く宣伝するとともに、イメージアップ、観光の活
性化及び企業誘致を推進するために活動されています。
大使の方々には、市の活力アップに向けて様々な分野

で盛り上げていただくことを期待するとともに、幅広く
お力添えを頂きたいと思います。

私は現在千葉市に住んでいます
が、出身地の小城市は、13世紀に
蒙古襲来に備え警護役として下総
の千葉宗家から派遣された領主が
築いたそうで、時折、ご縁を感じ
ながら故郷に思いをはせます。
幼少期の思い出を振り返ってみ
ますと、有明海の干潟でムツゴロ
ウ（現在は禁漁）やシオマネキを潮が満ちてくるまで懸
命に捕まえておりました。捕まえたムツゴロウは蒲焼に
し、シオマネキは粗く潰して塩漬けし２～３カ月発酵さ
せ、「ガンツケ」と呼ばれる塩辛にして温かいご飯の上
にかけて食べると、おかわりが二杯三杯と食が進んだも
のです。
今でも佐賀に帰ると、北から南まで車を走らせ、小城
を存分に堪能しています。まず佐賀空港の定期便を使う
と搭乗券２枚でレンタカーが24時間1000円で利用でき
るのがありがたい。天山から眺める佐賀平野の雄大な景
色の後は、名物の「清水の鯉料理」が絶品。10軒近い店
の１軒で70年以上食べているが、変わらない味が気に
入っている。地元のもう１つの名物の小城羊羹は今でも
25軒ほどが味を競っていて、これを堪能するのも楽しみ。
昔よく遊んだ小城公園の桜並木や芦刈の干潟を巡り、牛
津の「津の里天然温泉」で癒され、おいしい地元の日本
酒を飲んで懐かしい故郷を巡る旅は終わります。
私は平成18年から「小城市親善大使」として委嘱を
受け、９年目になります。ふるさと大使全国大会では先
輩の江頭理事と共に参加し、小城羊羹を振舞いながらふ
るさと小城の観光及び物産等のＰＲ活動を行ってきまし
た。最近では代々木公園で開催された九州観光・物産フェ
アに参加し、小城の食・文化・自然など、観光の魅力を
首都圏の皆さまにPRしました。
市は最近ふるさと納税による地域振興に力を入れてお
り、おかげで多くの寄付をいただき、平成26年度は寄付
額全国８位の実績となったそうです。寄附のお礼の品と
して、最高級の牛「佐賀牛」、名水から生まれた「日本酒」、
５年連続で食味ランキング特Ａのブランド米「さがびよ
り」や「有明海産海苔」、「小城羊羹」など自慢の特産品
が大変ご好評頂いているとのことで、小城市観光大使と
して嬉しく光栄に思っております。
今後とも活動を通して、地元経済の活性化と小城の名
が全国へと広がっていくことを期待しております。

◆大使だより◆　第68回　小城市親善大使

「名水・棚田・農村景観―100選のまち」
� 小城市長　江里口　秀治

「鯉料理と羊羹でふるさとを堪能」
� 小城市親善大使　南川　政俊

「小城市親善大使」のデータ
■発足日：平成18年11月26日
■大使の人数：２２人（H27.12現在）
■ 大使の主な活動：①特産品、観光などの情報発信②観光や企業誘致

などの情報収集③観光客の誘客及び商工業活性化④「親善大使との
情報交換会」出席⑤ふるさと納税のPR 

■大使に提供しているもの：親善大使の名刺
■制度の所管連絡先：小城市商工観光課　0952-37-6129



3

ふるさと大使かわら版（通巻第78号） 2016（平成28）年１月29日（金）新春号

「現場からの報告」では、群馬県南牧村の農村レストラン
経営者や静岡県磐田市の若者ネットワーク創設者、新潟県十
日町市の旅館経営者、日本酒カクテルに取り組む女子大生ら
7名がそれぞれの取り組みを披露。次いで「新たな価値を求
めて」と題したトークセッションに移り、群馬県みどり市の
石原条市長はオートバイによるまちおこし、新潟県弥彦村の
小林豊彦村長は弥彦神社の135万人もの参拝客を生かした

観光立村、岩手県金ケ崎町の高橋由一町長は生涯学習のま
ちづくりの取り組みなどを紹介。穂坂邦夫・地方自立政策研
究所理事長と福嶋浩彦・中央学院大学教授はそれぞれ、首
長時代の経験を披露したうえで「自治体の個性化が必要」、「人
口が減っても幸せに暮らせる仕組みが重要」などと指摘した。
午後４時半からは情報交流・懇親会が行われ、ご当地カ

クテルが振る舞われる一方、歌や踊りも披露された。

大会第１部の記念式典は午後零時40分に
開始。西村一孝・大会実行委員長が「今回
は20周年記念でこれまでより拡大し、内容
の濃いフォーラムになっている。より良い大
会にしたい」と述べて開会を宣言した。続
いて浅田和幸代表が「平成８年８月８日の
当会発足から数え年で20年を迎えた」とし
たうえで、「20年かけても大したことはでき
ていないが、ふるさと大使は、地域をＰＲし、
応援する使命を帯びており、できる範囲で

地域に貢献していこうと思っている」と挨拶、協力いただ
いた法政大学と同大学卒業市長会、雑誌『かがり火』への

感謝を述べて開幕した。
来賓挨拶では、北海道・ニセコ町から出
席された片山健也町長が「地方と都会を含
む全国のネットワークを張って、ふるさと大
使連絡会議に参加する皆さんの活動が地方

創生そのものではないかと思う」と讃え、岡崎昌之法政大
学名誉教授も当会発足時の大会で講演した経緯に触れたう
えで、「私自身も岡山のふるさと大使を仰せつかっているが、
ふるさとがあるというのは、心が休まり、生き方の基盤があ
るように感じる。20周年を迎えられたのはおめでたい」と
祝辞を述べられた。
続いて、これまでご参加・ご協力いただいた自治体か

らの祝電が読み上げられた。長野県飯田市の牧野光朗市
長からは「20年もの間、ふるさと・地域振興に大いに貢
献して来られた皆様の並々ならぬご尽力に敬意を表しま

第１部　20周年記念式典
片山・ニセコ町長、岡崎法政大名誉教授が祝辞

す」とお祝いの
言葉の後、飯田
市でも『結』の
精神を大切にし
ていることを紹
介したうえで、
「ふるさとを思
う皆さまが主体となった心豊かな交流と連携は全国的に
も特色ある、地域文化の振興に大きな役割を果たすと期
待している」と高く評価。「大会が盛大に開催され、さ
らに発展することを祈念申し上げる」との長文の祝辞を
いただいた。また他の市長・町長からも「ふるさと大使
やふるさとに愛着を持つ人々が集まり、ふるさとに役立
つ活動を積極的に行っておられることに深く敬意を表し
ます。貴会のますますのご発展をお祈りします」（中山泰・

京丹後市長）など、温かいお
祝いの言葉をいただいた。
この後、感謝状贈呈に移り、
山口義夫前代表の永年の貢献
に対し、浅田代表が感謝状を、
鴨川キヨ副代表から花束を贈

呈した。元事務局
長の甲斐秀治氏は
体調不良で欠席の
為、後日感謝状を
贈呈することとし
た。

全国大会2015

20周年記念全国大会の模様が大会翌日の10月25日付新潟日報朝刊の４面
に掲載された。
「住民参加で地方創生を　ふるさと大使全国大会」などの見出しで、「地
域活性化を考える『ふるさと大使全国大会』が開かれた」と報じ、小林豊彦・
弥彦村長の発言を中心に福嶋浩彦・中央学院大学教授の発言などを紹介し
ている。

「新潟日報」で大会開催を報道

◆祝電をいただいた首長◆
大洗町長（茨城県）� 小谷　隆亮　氏
飯田市長（長野県）� 牧野　光朗　氏
須坂市長（長野県）� 三木　正夫　氏
京丹後市長（京都府）� 中山　泰　　氏
岩国市長（山口県）� 福田　良彦　氏



4

ふるさと大使かわら版（通巻第78号） 2016（平成28）年１月29日（金）新春号

私が書いた「人間的経済学がやってくる」という本が韓
国では馬鹿売れしているそうだ。市民運動の指導者で、ソ
ウル市長の朴市長が私の本に推薦文を書いてくれたが、彼
は「人間中心の経済」をスローガンに掲げて当選し、次期
大統領候補と言われている。その推薦文に「他者の幸福が
自分の幸福になるような社会を望む全ての人々とこの本を
分かち合いたい」と書かれているので、多くの人に私の本
が読まれているそうだ。
今、歴史の大転換期を迎えている。中東やアフリカの混乱、
難民が300万人も押し寄せるという状況下でヨーロッパは混
乱の一途をたどっていくだろう。中国では一帯一路という
政策を掲げて、西に進路を求めている。歴史はアメリカが
世界を支配していた時代が終わりを告げ、音を立てて崩れ
去ろうとしている。
私たちは次の社会を本当の、より人間的社会とするには

どうするかが問われている。それには、もう一度地域から人
間と自然とが共に生きられる社会、人間と人間とが共に生き
ていけるような社会づくりを行っていくしかないだろう。
1991年ヨハネ・パウロ２世から、私の恩師である宇沢弘
文先生に相談があり、レールム・ノヴァルム（歴史の大転
換の時代に全世界の司教に発する組織上、教義上の問題に
ついての通達）を発したいが、どういうテーマが良いかと
尋ねられ、先生は「社会主義の弊害と資本主義の幻想」を
提言した。
パウロ２世の祖国ポーランドでは、社会主義による非人

間的な抑圧から開放されたときで、何でも競争、何でも市
場に任せれば良いという不幸な時代となっていた。ちょうど、
その100年前の1891年にレオ13世が発したレールム・ノヴァ
ルムのテーマは（タイトルが逆の）「資本主義の弊害と社会
主義の幻想」だった。巷では倒産と失業者であふれる大不
況となっており、資本主義の弊害が叫ばれ、社会主義にな
れば解決するといわれたが、レオ13世はそれは幻想に過ぎ
ないと考えたのだ。
そうしたことを前提として、パウロ２世は、宇沢先生のテー
マに同意した上で、社会主義と資本主義を超えた人間の尊
厳と魂の自立を可能とする経済体制にするには、どうすれ
ば良いのか考えて欲しいと頼んだ。そこで先生は「私たち
の地域を作りながら大地の上にへばりついているコモンズ
を再生することによって新しい時代を造ろう」という考えを
示された。
「ミダスの呪い」は、手で触れる物全てが黄金に変わって
しまうという話だが、私たちはそうした「ミダスの呪い」か
ら決別することが大事である。
環境破壊には自然環境破壊と人的環境破壊と２つがあ

る。一つは自然環境の破壊に対して人間は不十分なるが故
の破壊である。もう一つは人間と人間が手と手を出し合っ

て生き延びていく関係を絶つ事によ
る破壊である。
「持続可能性」という意味は成長
の持続性のことでは無く、本来人間
も自然も自己再生力を持っており、
その力を言う。金で買える物は何の
価値もない。人間と人間の関係こそ
価値がある。おもてなしこそ価値の
最たるものだが、もうけ主義、金が
欲しいというためのもてなしは意味が無い。
私たちには２つの欲望がある。所有したいという欲求で自

分の外にある物を自分のものにしたいという欲求である。も
う一つは人間と人間が触れあいたい、人間と自然が触れあ
いたいという欲求である。所有欲求が満たされたときは豊か
さを感じ、存在欲求が満たされたときは幸福を実感させる。
私たちは存在欲求（人と人、人と自然との関係で充足さ

れる欲求）を犠牲にして、所有欲求を満たそうとしてきた。
それは欠乏という時代を長らく生きてきたためだ。これから
の時代は工業化の時代から脱工業化を迎えようとしている。
工業社会は所有欲求をもたらしたが、脱工業化は存在欲求
をもたらす。
発展途上地域の首長がヨーロッパを視察し、帰ってきて
本を書き、部族に話したことは、文明人になるなという事
であった。彼らは金の亡者と化しており、愛について何も
語ろうとしないと。私たちこそ真の愛を語れる部族であるこ
とを誇りに思うという内容だった。
宇沢先生は「正義と愛の経済学」を提唱してきた。本当

のエコノミーは金儲けの技術ではなく、巧みに資源をやり
とりする技術のことである。今、日本では人口減少を問題
視しているが、いつから人間は“人口”となったのかが問
題である。“人口”という言葉は重商主義者が創りだした言
葉である。人間を没個人的な数として把握する“人口”と
いう言葉が政策目的とされる時は、人間を目的とする社会
でなく、人間を手段とする社会である。
現在はまさに、人間同士の絆を無視する社会である。公
共サービスも画一でなく、多様な人に対応するものでなけ
ればならない。工業化による生産増加と人口増加という好
循環がまさに終わろうとしている。これからの時代は人口
減少により、個性的なサービスが得やすくなり、量から質
の時代に変わる転換期である。質の向上とは知識が詰まっ
たものであり、情報が形を与えられたものである。そうした
知識は地方から得られるもので、知識時代となれば、都会
から地方へという逆の流れが生じる。
以降、ヒューマニズム、ルネッサンスと話が続くのだが、

時間となったので終わる。本題に入る前に講義を終えるの
を宇沢先生から受け継いでいるので、ご容赦ください。

第２部　シンポジウム「新たな価値を求めて」　

記念講演「人間的な経済学で地域を考える」 13:00-13:30
講師；東京大学名誉教授  神野　直彦　氏（地方財政審議会会長）
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宮田　ライフデザイン学科で成熟社会にふ
さわしいライフスタイルとは何かを研究し
ている。今日ご来場の方はふるさとを振興
したいと思いながら、色々と問題点や行き
詰まりを抱えておられる。それを突破する
ようなヒント、刺激となる話をお願いしたい。
小保方　南牧村は消滅可能性で脚光を浴
びた人口2200人弱、日本一の少子高齢化の
村です。僕の集落は19世帯、28名で、僕
が39歳と一番若い。
　同じ群馬県の太田市から2013年4月に移
住したが、自然体験活動に目覚めて村に入った。村がきれ
いで、車も人も少ないので川も澄んでいる。村の人がおお
らかで、時間の流れが違う。
　体験型民宿を経営し、まき割りや川遊び、こんにゃくづ
くりなどを楽しんでもらっている。古民家を改装した農村レ
ストランではピザつくりを体験してもらう。耕作放棄地だっ
た土地を半年かけて耕し、有機栽培で食材を作っている。
今年、「南牧村に学ぶ会」を発足して、村を知ってもらう活
動をしている。
草地　磐田市は人口は17万人だが、若者
の流出が多い。静岡県は北海道に次いで人
口流出が多いと言われている。ほとんど大
学生だと思う。若者に戻ってほしいと、若
者いわたネットワークを立ち上げた。活動
の１つとして磐田の雪まつりをやっている。数十年前、青
年団が雪を運んで子供たちに遊ばせようと始めたもので、
青年団が解散した後、僕たちが続けている。雪はタダだが、
長野県から持ってきて、運搬費がかかる。北国からみると、
おかしいだろうが、カネをかけてでもほしいのが南の地域。
いままでタダ、無駄だと思っていたものでも、思いもかけず
売れることがあるかもしれないので、今日は皆さんから学ば
せていただきたい。
柳　十日町市の松之山温泉は1200万年前
の化石海水が出ている特異な温泉で、98度
もある。それを使って電気を作る実証実験
もしている。
　地域から人間らしい社会をつくるとか、

豊かな自然と人と人
の結びつきとかを私
たちがやらなくて誰
がやるのか。地域自
らが来訪者を喜ば
せる仕組みが重要。
残念ながら行政、観光協会などはプロモーションばかりに
なりがちだ。旅館とかがフォローアップしなければと思う。
　有名になった「大地の芸術祭」は今回6回目。準備期間
を含め18年目で51万人という大きなイベントになった。現代
アートと言われても、最初は意味が分からなかった。けれど
も、自分の集落にお客が来て、畑をほめてくれる、作物を
食べてくれる。おじいちゃんが今では、アカデミックに作品
の説明をしている。地域の人が元気になる。
　地域のものを出す朝ごはんプロジェクトもやっている。地
域の加工業者との結びつきも重要なのに、宿泊施設は都会
の大手の言いなりになって、地域の土台を見せていなかっ
たという反省があった。あるものの素晴らしさを再認識して
人の価値、地域の価値を高めていきたい。
大目　長く役所に勤めていたが数年前退
職して今は郵便局員をしている。開田高原
は標高1100mで、山の中だが平坦地が多く、
御岳山の景色が美しい。昨年、妻籠宿で土
石流被害があり、一昨年は御嶽山の噴火も
あった。観光産業に依存しているので、お客が戻らず、厳しい。
　若手経営者を集めた木曽交流創造塾を立ち上げ、異業種
交流で活性化を図ろうという活動をしている。また木曽の
食文化・観光を知ってもらうため、木曽スローフード交流
会も始めている。今日が偶然、３回目で、この後、川野さ
んのフネで開催する。今日は18人ほど貸切バスでやってき
た。特産品の五平餅、手打ちそば、アルプスサーモン、い
のししや、地ビール、地酒も積み込んできた。後で参加い
ただければありがたい。活動は楽しくなければ続かないと、
遊び心を持ってやっている。
川野　飲食店を通じて地域活性化を図り
たいとの思いで2008年から「なみへい」を
始め、７年になる。千代田区から地方と首
都圏をつなぐフードバレー構想の拠点とな

現場からの報告 13:40-15:00
スピーカー ：
　小保方 努 氏（「南牧村に学ぶ会」事務局長） 大妻女子大学・「和の暮らし」推進プロジェクトチーム
　草地　博昭　氏（若者いわたネットワーク顧問）  （毛利知美氏＝デザイン学科4年、高野枝美氏＝同3年）
　柳　一成　氏　（松之山温泉「ひなの宿　ちとせ」専務） 大目富美雄　氏（木曽交流創造塾世話人）
　川野真理子  氏（食の交流サロン「なみへい」オーナー）

コメンテーター： 岡崎　昌之　氏（法政大学名誉教授） コーディネーター： 宮田　安彦　氏（大妻女子大学教授）

　地域活性化を実践する人たちによる「現場からの報告」では、７人のスピーカーを含む９人が登壇、短い時間
のなか、コーディネーターの宮田安彦教授がみごとな進行で各事例のエッセンスを引き出した。
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石原　みどり市は群馬県の東部、栃木・
埼玉にも近い、人口５万2000人ほどの小
さな町です。３町村が合併して来年３月
に10年目を迎える。主要産業は農業だが、
うちが主催する桐生競艇場があり、年間

３億くらいの収入がある。市民は比較的、音に寛容で、モー
タースポーツのイベントはもってこい。オートバイでまち
おこしをしている。

小林　昨日は村長就任９カ月目。カネな
し、組織なし、看板なしで立候補し、４
期目、10歳年下の現職と闘って当選した。
うちの村は、32年間村長選挙なし。67年
間、歴代、役場職員が村長を続けていた。

る店をやりませんかと言われて、去年から姉妹店の「フネ」
を始めた。月替わりで市町村単位の食材を使ったメニュー
を出している。地方から野菜をまとめて買うより築地で買っ
た方が新鮮だし、原価も安いのにと言われるが、飲食店で
儲けたいのではなく、地域活性化のためにやっている。
　しかし、こちらがせっせと地域を宣伝しても、自治体側に
あまりその気が見えない。イベントをしても参加者の名簿を
作るなどのマーケティングもしない。
　こちらが頑張っているのに、そんなに売ってくれなくてい
いと言われた。作れる量は限られていて、単発で売れたと
しても、これまでのお客に売るものがなくなるからと。毎年
定期的に買い取るくらいになれば作付を増やそうとなるが、
お互いにそこまではやれない。金ケ崎町の高橋町長に、こ
の店は存在していること自体に意味があるから続けてほし
いと言われて、ああそうなのか、と思って励みにしている。
高野、毛利　「日本酒のご当地カクテル開発による地域活

性化の可能性」について話し
たい。
　調査によると、日本酒を普
段飲まない、飲めない、月１回、
という人が半数を超え、20歳

以上の女子大生のアンケートでは68.8％にのぼった。伝統
的食文化なのに若者の日本酒離れが顕著で、危機感を覚え、
日本酒をかわいく飲みやすくして若い女性に受け入れやす
くしようと、カクテル化に取り組んだ。
　十日町市、湘南、高崎、青森県平川市、伊豆市、若狭町

そんな村が活性化するわけがない。若い人が怯えて出ない
ので、69歳の私は怖いものがないからと立候補し、悪戦苦
闘している。
　農業の村だが、弥彦神社に年間135万人の参拝客があり、
平均1000円使ってもらったら13億円になる。それなら観光
立村をやろうと言っている。皆さんには、もう米づくりか
ら脱却しようと言っている。従来通りの政策をやっていて
は誰も住まなくなる。反発を受けているが、自信を持って
次の世代に渡せる村を作るのが私の仕事だと思っている。
高橋　先ほどの「なみへい」で、５月に金ケ崎の食材でコー
スを出し、お世話になっている。都会の人が田舎の良さあ
るいは料理を味わう、そういう場所・時間を提供してくれ
る店があるというのは非常にありがたい。

と提携、９種類を作り、今日は十日町市のカクテルを持参
した。地酒祭りや松屋銀座の特設ブースで販売したところ、
飲みやすい、かわいい、きれいと好評で、十日町市の特産品・
さるなしにも関心を持ってくれた。
　日本酒が苦手な人に楽しんでもらえるほか、その地域に
興味を持ってもらえる可能性があり、地域活性化に役立つ
のではと感じている。
岡崎　私も学生を地域の現場に触れさせようと、全国10数

カ所、毎年夏に１週間くらい派遣してきた。
受け入れてくれる地元の人の懐の深さや、
地域間交流の必要性を強く感じている。
　話題の徳島県の神山町もＩＴの若い技術
者が入って新しいまちづくりが始まったと

言われるが、10数年前に始めたアートイベントが最初。地
域の人々は内に閉じこもってではなく、外とどうつながって
いくかという視点を持った。
　なみへいはサロン、皆がたまる場所。地域づくりにはリー
ドする人たちがたまる場所が不可欠。都会におけるたまり
場、そこに来れば地方の人ともつながる。飲食の場を通して、
つながることをやっておられる。
　有名な板橋区の大山商店街も空き店舗が出て、その対策
としてふるさと村をアンテナショップ的にやっている。全国
から作った地元の人に来てもらい、生き生きとした交流を
展開する場として商店街を活用している。商店街も外に開
ける目を持つ。定住人口だけで発想するのでなく、いかに
地域を外に開き、外のパワーを内に入れるかが重要だ。

トークセッション「新たな価値を求めて」 15:10-16:10
スピーカー：高橋　由一　氏（岩手県金ケ崎町長） 石原　条　氏（群馬県みどり市長）
　　　　　　小林　豊彦　氏（新潟県弥彦村長）   穂坂　邦夫　氏（地方自立政策研究所理事長）
（兼進行役）　福嶋　浩彦　氏（元消費者庁長官、中央学院大学教授）

現職の市町村長３名と元市長２名によるトークセッションは、コーディネーター役の広瀬克哉・法政大学教授がご
家族の病気のため欠席となり、急遽、福嶋浩彦中央学院大学教授に進行役を兼ねていただき、進められた。



7

ふるさと大使かわら版（通巻第78号） 2016（平成28）年１月29日（金）新春号

　人口１万6000人で、農業が主力だが、昭和54、5年ごろ
から工業団地が稼働し、塩野義、デンソー、トヨタといっ
た大きな会社が来て、工業のまちにもなった。昼の人口も
夜の1.3倍くらいになり、ライフスタイルも変わった。人間
社会中心のまちづくりが難しくなってきた。
　まちづくりはヒトづくりという人材育成がまちの中心課
題なのだが、どうしても産業力や財政問題が目先に出てく
る。地方と都市のあり方、国のあり方をどうとらえていく
かが大きな課題だと考えている。

穂坂　埼玉県の志木市長時代、市民が主
人公で、市民が動かなければどうにもなら
ないことを痛感した。東京に近いベッドタ
ウンで、市民は市政に関心がないので少
しは新しいことをやろうと、25人学級を日

本で初めて導入した。役所の業務で本当にプロがやる仕
事はどれくらいあるか調べさせたら、およそ４分の1。４
分の３は外部化してもいいという。それで、職員４分の1
の地方自立計画を作った。公務員はクビにできないので、
実際にやろうとすると20年以上かかる。私は１期で辞めた
が、いろんな施策があれば、万一の時にそれが使える。そ
ういう足跡だけを残したいと思って計画を立てた。自治体
の個性化を図ることが大事ではないか。

福嶋　千葉県我孫子市長を３期12年やっ
た。その経験を踏まえて言うと、「地方創生」
の間違いは日本全体の人口が確実に減る
のに自治体が人口の奪い合いをしている
こと。全体の人口が減るなかで人口の奪

い合いをすることはつぶし合いをすることだ。人口が減っ
ても住民が幸せに暮らせる仕組みにどう変えていくかが大
事だ。公共施設も建物は徹底して減らす。けれど、周辺
の自治体と共有化したり、多機能化したり、民間と連携し
たりして、公共施設が持っていた地域の中の機能はできる
だけ維持あるいは高めていくことが必要なのでは。
　国の政策に合うようアレンジしていくのが自治体の仕事だ
と思っている自治体が多いが、それなら自治体はいらない。
私はこんな風に生きたい、こんな暮らしをしたいという住民
の思いから出発して、皆で話し合いをし、合意してまちづ
くりを進めていくことが自治体の仕事。そうして住民一人一
人から出発した時に、経済成長イコール住民の幸せという
公式とは違う豊かさが見えてくる。その豊かさが地域づくり
の原動力だと思う。今日のお３人はそれを実践しておられる。
穂坂　人口が減るのだから、これからは従来の発想を変え
る。新しい価値観を作る。公務員はどうしても失敗しない
ようにとなるが、発想を変えるのは難しくない。首長より
議会の方が古い。議会を変えるのは住民で、住民が力を
持って議会を変えていく必要がある。
高橋　平成19年から岩手県立大学と連携して地域づくり
大学をやった。自治会の役員中心に130人くらいが参加し
た。住んで良かった、これからも住みたい、そのためには
何をしなければならないかを町民が自ら考え、自ら行動す
る。能動的なまちづくりが進まなければ生き残れない。３

年やって地域課題を作ったが、それを実践するには地域
格差や世代格差があり、壁にぶつかった。それでまた27
年度から２回目を開始、また３年間やる。
小林　60歳になって村に帰り、勉強し直したが、村の総
合10カ年計画は名前と数字を置き換えれば他のまちと同
じで、全く村の役に立たない。たまたま地方創生で国から
総合計画を作れという指示があったので、自分たちで作る
チャンスだと思って始めた。コンサルは使ったが、中身は
職員で徹底的に議論して作った。コンサルに丸投げでやっ
てきた旧態依然たる行政から脱して、自分たちで作った総
合計画で村を作り替えていこうとしている。
石原　３期上限とする公約があってあと２年半したら辞め
るつもりだ。個性的な施策やアイデアがあっても首長が落
選すると、政策がそこで切れる恐れがある。元々切れても
いいつもりで進めていいのか、政策を継続するようにして
いく仕組みがあるのか。その辺を聞きたい。
小林　今70歳なのでどんなに長くやっても２期８年。１期
目はとがった政策を出し、２期目で実現すると同時に後継
者への地ならしをせざるを得ないと思っている。あいつは
無茶を言うが、言っていることは間違いない。そういう共
感を持ってもらい、そのまま続けてもいいかなと思えるよ
うなことをしようと考えている。
高橋　まちづくりは継続性がないとだめだ
と思っている。この政策が間違いとか正し
いとかでなく、合意形成され、議会を含め
て決定されたということが大事だ。その裏
には計画があり、予算の裏付けがある。金
と人をセットにして政策がある。
石原　私は法政大学出身だが、４月からここの大学院に通
い、公共政策を専攻している。「自然エネルギーを使った
ネットゼロの地方自治体を目指す」をテーマに、太陽や小
水力を使ってエネルギーの地産地消を完結しよう、と卒論
を書いている。来年できたらみていただきたい。
穂坂　継続の問題について。会社も経営者が変わればや
り方が変わる。市民に考え方を徹底的に共有してもらえば、
次の首長も簡単に変えられない。もう１つは、条例化する
こと。議会は結構保守的で、自分たちが賛成したことを首
長が代わったからといって変えられない。
福嶋　地方創生については、国に評価してもらって国から
お金をもらうという発想ではなく、住民から出発して、私
たちのまちを経営するのだというのが基本だと思うし、そ
の具体的な話を今日、３人の首長にお話していただいた。
皆でがんばろうということを共有できたらと思う。
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第3部　情報交流・懇親会
第３部の情報交流・懇親会は会場を、富士見坂校舎の

食堂に移して、午後６時から始まりました。
朝から準備をしていただいたスタッフのお陰で、全国

からご提供いただいた特産品がズラリと並んだ手作りの
会場。既に集まった方の名刺交換や乾杯などが和気あい
あいと見受けられ、賑やかに華やかに雰囲気が盛り上が
り始めています！
ここでそろそろ開会の時間。第３部の責任者、古川文

久理事の挨拶に続いて参加自治体の関係者の方々のご挨
拶をいただきました。先ずは函館市の伊与部隆観光部次
長、そして秋田県にかほ市の佐藤均観光課長。
この日の東京は10月終わりにもかかわらず、９月下旬

並みの汗ばむ程の気温でした。北海道や東北の寒い地域
からお越しいただいたお二人でしたので、朝出発された
時の寒い気温と東京の気温差にびっくりされた様子に、
日本の気候の地域差を改めて実感。
そしていよいよ乾杯へと移ります。群馬県みどり市の

石原条市長の発声で、今日一日の疲れが取れるような「か
んぱーい！」。歓談タイムに移ったところで、第２部の�
「現場からの報告」でも紹介された「ご当地カクテル」
の説明を、新潟県十日町市の栞原善雄産業政策課係長に
していただき、大妻女子大の学生さんたちが色鮮やかな
何種類ものご当地カクテルを参加者に振る舞いました。

宴もたけなわ、会場が一層盛り上がり、琉球舞踊の後
は、中央アフリカ出身のセガ・ガビリエルさんに日本と
アフリカの架け橋になり素晴らしい活動をされている話
を聞き、続いて山菜王国普及協会の皆さんの登場。その
中には何とお笑い芸人の寅さん（野口寅次郎）が・・・。
楽しい楽しい口上を聞き、会場は爆笑に！　秋田花まる
音頭を堪能した後は、歌手の池田さなえさんが「函館ス
テップ」を披露、次いでお馴染み千波裕美さんによる「ヨ
ロン恋しや」の熱唱、「ふるさと音頭」を全員で歌い上
げて、鴨川副代表の閉会の挨拶で終了となりました。
当日の皆さんへのお土産は、全国からご提供いただい
たたくさんの特産品を、引換券と交換に１品ずつお持ち
帰りいただきました。20周年記念のふるさと大使全国大
会を終え、30周年へ向けまた一歩を踏み出しました。

（第３部司会　三谷啓子）

「ふるさと大使全国大会2015」会計報告
（収入の部） （支出の部）

項　目 参　加　者 人数 金　額（円） 項　　　目 金　額（円）
参加費 会 　 　 　 員 65 325,000 会　　 場　　 費 78,000

地方公共団体等 10 50,000 会議・懇親会費 400,000
一 　 　 　 般 99 495,000 諸　　 謝　　 金 21,520
応 援・ 取 材 等 36 0 通　　 信　　 費 131,108

資料作成・印刷費 107,240
協賛金 協 賛 金 35,000 雑 　 　 　 費 19,257

運 搬・ 交 通 費 23,715
小 計 780,840

 　 本体会計繰入 124,160
合　　　　　　計 905,000 合　　　　計 905,000
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全国大会でご提供いただいた特産品・地酒等

提供者（大使制度名称） 特産品名称・数量
北海道ニセコ町
（ニセコ町観光大使）

特別純米酒「蔵人衆」720㎖×6
本

北海道函館市
（はこだて観光大使）

はこだてわいん　赤3本　白3本
今金男爵　10kg　根津　静江様

青森県弘前市
・岩木山観光協会
（岩木山ふるさと大使）

造り酒屋のさくら酒「じょっぱり」
（リキュール）20本、弘前TAMU�
RA�WINE、（りんごワイン）10
本、にごり酒　弘前城6本、リンゴ
ジュース　15本、お菓子　7箱

秋田県にかほ市
（にかほ市ふるさと宣伝大使）

日本酒―飛良泉
山廃純米酒「二番」3本

秋田県美郷町
（美郷町ふるさと観光大使）

日本酒―純米吟醸「秋田新珠」　
12本、日本酒―「春霞」　12本
その他、お酒と仁手古サイダー

提供者（大使制度名称） 特産品名称・数量
岩手県金ヶ崎町 焼酎「亀の尾」―1本

アスパラクッキー－4箱
山形県酒田市
（酒田ふるさと観光大使）

地酒「初孫」「菊勇」「清泉川」「上
喜元」「麓井」「松嶺の富士」計
12本、「菊勇　梅酒」「清泉川」
のリキュール、「苺酔、「楯野川」
ヨーグルト計４本、「オランダせ
んべい」「ささがねせんべい」「ふ
うふる」計18個

新潟県十日町市 雪割りニンジンジュース　5本
こくわジャム　2個
純米吟醸酒「松乃井」6本
特別純米吟醸酒「縄文の恋人」

茨城県大洗町（大洗大使） 芋焼酎「大洗」　６本
長野県箕輪町
（箕輪町ふるさと大使）

りんご（シナノスイート）12玉
梨（南水）16玉、信州そば　15箱
―みのわ温泉「ながた荘」様

高知県高知市・
高知県地産外商公社

ミレービスケット―40袋

福岡県北九州市シティ
プロモーション首都圏
本部・北九州商工会議所
（北九州ひまわり大使）

焼酎「天心」
＜その他＞

秋田のふるさと産品を東京マーケットに紹介しようと
いう事で、秋田県では昭和33年から東京駅大丸に店を出
していた。これは他の自治体に比べても早い方だった。
現在の有楽町交通会館１階に秋田ふるさと館を進出した
のは平成９年。その際、経営を民営化した（県直営の「秋
田美彩館」は品川駅前のプリンスホテルにあるが今回は
触れない）。平成20年には株式会社化を果たし、名実と
もに民営化し、経営がやりやすくなった。秋田に本社の
ある株式会社秋田県観光物産振興
会である。この組織は秋田で物産
のビジネスを大きく手がけており、
商品調達力は強い。
東京店の営業状況をみると、客

数はレジベースで土日は500 ～
600人、平日は300人ぐらいで
ある。客層は常連客も多く、
何らかの形で秋田の関係者が
半数以上になっている。また、
最近は近くに丸井などができ
たこともあり、若い人が増え
てきた。
当店の魅力は秋田県の食材

の豊富さである。米、酒、う

どん・そばは言う
に及ばず、冬場の
今の時期は「きり
たんぽ」の鍋物の
オンパレードであ
る。きりたんぽ鍋
には、せり、比内
鶏、ネギ、こんにゃ
く、マイタケ等、当地域の食材のすべてが関連する。そ
れを単品として販売するだけでなくセットとして販売し
ようとの工夫もある。セットで1万円近くのものもあり、
結構売れているそうである。
店は地域の情報の発信拠点で
あり、ふるさと出身の人たちの
交流の場であり、観光やイベン
ト案内、祭りのポスターなどを
置いてほしいという依頼もある
が、基本は商売を中心に考えて
いるそうである。

◆東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館１階
Tel：03-3214-2670　Fax：03-3216-2736

� （全国ふるさと大使連絡会議常任理事　鈴木克也）

（東京有楽町店）

（舘岡きみこ店長）

（売れ筋商品）

（きりたんぽセット）

今回の全国大会では、ふるさと大使と委嘱団体などの
方々からふるさとの特産品・地酒・焼酎・ワイン等をご
提供いただき、ふるさとと特産品のＰＲをしていただき
ました。特産品は展示後、一部を懇親会で試飲・試食に
供し、残りをお土産としてお持ち帰りいただきました。
ご協力にお礼申し上げます。下表はその目録です。
ご当地を訪れた際やお近くの店舗等で見かけられまし

た場合には、是非ご賞味ください。

アンテナショップを訪ねて 秋田ふるさと館
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山形県酒田市は、古くから山形・秋
田にまたがる「出羽」の国府が置かれ、
江戸時代に河村瑞賢によって西廻り航
路が整備された後は、出羽天領米の集積・積出港として
繁栄を極めました。湊の隆盛に伴い、諸国の富や文化が
集積されるようになると、独自の文化やハイカラ好みの
町衆の気質が形成されました。今なお酒田の街並みや人
の気風にその繁栄の名残を見て取ることができます。
さて、皆さんは鳥海山と飛島をご存じでしょうか。鳥

海山は秋田県と山形県の県境に位置し、約60万年前より
何度も噴火を繰り返してできた成層火山です。海岸線か
ら山頂（2236ｍ）まで屹立した秀麗な山容は世界的に
も珍しく、「出羽富士」と称され、地域の人々に広く愛
されています。冬の間、鳥海山に降り注いだ大量の雨や
雪は自然の巨大なダムとなり、湧水や河川となって平野
部を潤し、様々な恵みをもたらしてくれます。
一方、飛島は日本海沖に浮かぶ山形県唯一の離島です。

約1000万年以上前に海底火山の噴出物が海底に堆積し、
それが後に何度かの隆起で海上に姿を現しながら風雨と
波浪に洗われてできた島で、江戸時代から明治にかけて
は北前船の風待ち港として賑わいを見せました。
鳥海山と飛島を含む山形県酒田市、遊佐町、秋田県に

かほ市、由利本荘市では、昨年度より「鳥海山・飛島ジ

オパーク構想」の取り組みを開始しました。ジオパーク
とは地球をまるごと考えることができる大地の公園で
す。「ジオ（地球）に親しみ、ジオを学び、ジオツーリ
ズムを楽しむ場所」、それがジオパークです。
現在、日本には39のジオパークがあります。関係自治
体の数は全国の10％にも及び、その勢いはさらに続いて
います。ご承知のように、地方都市を取り巻く環境は一
層厳しさを増し、地方活性化のため各自治体は様々な事
業に取り組んでいますが、地域を元気にしていく仕組み
の一つとしてジオパークを導入している地域も少なくあ
りません。
鳥海山麓のある地域の自治会長さんは「私たちがジオ
パークにかかわるのは、この地域の高齢者が元気になっ
てほしいから。口下手で方言が強くても、私たちの地域
を訪ねて来た方々と触れ合うことで笑顔になるんだ」と、
熱く語っておられました。
今、私たちの新しいふるさとづくりがジオパークで始
まろうとしています。

（写真＝ジオパーク構想をＰＲするため、専用の折り畳み型名刺
も作られた）

「地球の元気を
  ジオパークから」

酒田市長  丸山　至

京都市に隣接している亀岡市（人口9万1千人）では、このほど県人会
の全国版を目指して「全国ふるさと連」が設立されました。元々、広島
県人会が平成３年にスタートしていたのですが、市制60周年を迎えた昨
年、同県人会が全国的な設立を呼びかけて実現したものです。
11月の設立総会には約80名が出席しましたが、今後、すべての都道府

県の県人会を設立するのは難しいので、当面、地域ブロックの設立を目
指すことになりそうです。
同郷のつながりの場としてばかりでなく、同市生まれの方との交流、

さらには新市長による主要都市での県人会設立方針を受けて内外の交流
が活発になるものと期待されています。
（写真は設立総会の模様を伝える12月31日付京都新聞朝刊。挨拶してい
るのは同会の初代会長になった筆者です）

亀岡市で全国ふるさと連 坂本 信雄（秋田県出身、亀岡市在住）
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「ふるさと」は自分の力で守る
� HEADLINE企画部長　永井�弘美
2015年11月に入会しました。北海道札

幌市出身で高校生の頃から「まちおこし」
の活動に参加した経験から、長年、観光
分野や都市計画・地域活性化コンサルタ
ントとして従事していますが、恥ずかし
ながら「ふるさと大使連絡会議」の存在を知りませんで
した。
仕事を通じて、「ふるさと」は自分たちの力で守り、

魅力を再発見し、発信する事で地域の力となり、国内外
へ自信を持ってお国自慢が出来るようになると感じてき
ました。元気で笑顔溢れ、魅力ある日本の地域活性化に
は全国のふるさと大使が大きな使命を持つと思います。
「ふるさと大使連絡会議」の存在を知らない人にも広め、
会の活性化に少しでも力になりたいと思います。宜しく
お願いします。

ぜひ来てしゃんせ
� にかほ市ふるさと宣伝大使　二ツ森�悦子
こんにちは。役所勤務を定年退職後は

区の障碍者施設で介護のお手伝いをして
おります。
ふるさと・にかほ市は、日本海に沿って23kmの縦に

長い町で、芭蕉が訪れた最北の地象潟（キサカタ）は当
市の象潟町であり、世界初の南極大陸を制覇した白瀬中
尉の出身地でもあります。漁業の町であることから、冬
の到来を告げる鰰（ハタハタ）漁や鳥海山の伏流水で成
熟した夏の岩牡蛎は食通には堪らない逸品であります。
米どころ秋田でもあり、500年栄える蔵元や鰰寿司で

30有余年祝賀を続けている人々も多くいます。道の駅、
象潟「ねむの丘」の６階展望室から見る日本海に沈む夕
日は夕日百選・渚百選「日本海の夕陽」に値する荘厳さ
が伝わってきます。
是非、皆様、北の地　にかほへ来てしゃんせ　

交流会を楽しみにしています
� にかほ市ふるさと宣伝大使　葛原　藍
全国ふるさと大使連絡会議の皆様、は

じめまして。
にかほ市はＪＲ羽越線で山形から秋田

へ入って駅が５つもある県境の南北に長い町です。百名
山の一つ、霊峰・鳥海山に抱かれた当市は農業とＴＤＫ
を筆頭に電子部品製造が集積する工業を基幹産業に、日
本海の恵みを生かした漁業、豊かな自然と貴重な歴史、

◆新会員のひと言◆
文化遺産に支えられて、観光など順調な発展を遂げてお
ります。
昨今は、お陰様で歴史と観光の町として旅行案内等に
も度々紹介されるようになりました。
故郷を離れて40数年、時折職場の仲間や友人を案内し
ますが、皆さん絶賛してくれます。新潟・山形・秋田を
つなぐ日本海沿岸道路の完成も間近です。自然と食の豊
かなにかほ市へどうぞいらしてみませんか。
交流会で皆様にお目にかかれますことを楽しみにして
おります。

農産物の販路開拓に興味
� 食品流通研究家　土屋�成慶
静岡県清水市（現静岡市）生まれの東
京育ちです。卸売市場を退職後、大学院
で青果物の販売などについて研究してき
ました。農協などの青果物産地がどのように販路を開拓
するのかといったことはほとんど学術的な研究はなく、
いわゆる暗黒地帯でした。それを拙著・博士論文『農
協における野菜営業担当部署の販売戦略に関する研究』
（http://repo.biblio.tuat.ac.jp/handle/10636/214） で 明
らかにしたつもりです。
営業活動では、「誰が顧客であるのか(KNOW-WHO）、
何を顧客は求めているのか、(KNOW-WHAT)、いつ顧
客が現れるのか(KNOW-�WHEN）、顧客はどこにいる
のか(KNOW-WHERE)、なぜ顧客になるのか(KNOW-
WHY)」（5K）の5つの視点から顧客を対象とした対外調
整を行う必要があります。ふるさと大使連絡会議の物産
部会の一員として、地域の農産物の営業過程の確立など
に貢献したいと考えております。

今できることにチャレンジ
� 夢-百-笑�代表　能勢�俊行
東京都台東区、浅草の近くで生まれました。現在は、
墨田区在住です。1985年より百貨店に於いて写真撮影
イベントを行い、2005年に廃業するまで、中部、北陸、
関東、東北、北海道の百貨店を回っておりました。この
仕事のお陰で、各都市の、成長、衰退を見ることが出
来ました。現在は、<美味しいねマルシェ >をテーマに、
マルシェ (産直市場)に於いて、産直農産物(種子島、青森、
愛媛)の販売(有楽町、丸ノ内にて)を行っております。ま
た、大船渡市復興イベントを上野公園で開催しておりま
す。
私がこのふるさと大使連絡会議を知ったのは６年前で
す。にかほ市にも行かせて頂き、にかほ市の産業も見学
しました。
現在、大使制度の団体が700もあると、聴いておりま
すが、有名人がふるさとのPRをしている姿しか見えて
来ません。一般大使がふるさとの為に、もっと出来る事
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編集後記　今回は20周年「ふるさと大使全国大会」の特集が大半を占めました。シンポジウム
にはこれまでの大会の３倍くらいの多数の講師に登壇いただいたため、十分にお話しいただけな
かったのが、申し訳ないのですが、その模様をお伝えするには紙面が足りないくらいです。
　大会会場を初めて大学にしたうえ、シンポジウムと交流会の会場が別だったこともあり、来場
者の方にはご不便をおかけしたようです。ただ、「さすがに20周年」「充実していた」とのお声も
いただいております。
　本年は20周年を終えて新たなスタートの年となります。事務局の移転などの問題もあって、会
員の皆様には十分な対応ができず、申し訳ありませんが、徐々に態勢を立て直していくつもりで
す。ホームページの再開に向けた作業も進行中です。企画やお知恵、労力、資金等、どのような
面でも結構ですので、ぜひ皆様のご協力を期待しております。本年もよろしくお願いいたします。

（2015年12月末現在）
●設立年月　1996年8月8日
● 目　　的　各地において制度化され、委
嘱されている「ふるさと大使」および「委
嘱者」相互の情報交換・交流・連携を図り、
全国のふるさと・地域の活性化に貢献す
ることを目的とし、その達成のために各
種の事業を行うものとする

●会員の資格
①ふるさと大使
②ふるさと大使委嘱団体関係者
③ふるさとを愛する人々等
●  会　　費　所定の会費（3,000円以上、
団体会員は10,000円）もしくは相応の貢
献寄与をしなければならない

2015年12月末現在の会員構成
大使会員	 144名
団体会員	 28団体
一般会員	 161名
合　　計	 333名

確認された大使制度

（2015年12月末現在）
県知事が委嘱	 44団体	 85制度
市長村長が委嘱	 549団体	 626制度
諸団体等の長が委嘱	 134団体	 136制度
合　　計	 727団体	 847制度

全国ふるさと大使連絡会議の概要 2016年度年会費納入のお願い

ふるさと大使かわら版　2016年1月29日－平成28年新春号――（通巻78号）
◇発　行：全国ふるさと大使連絡会議（代表＝浅田和幸）
◇編集責任者：浅田　和幸
◇事務局：〒167-0032　杉並区天沼3-7-3　荻窪法人会館3階　
　一般社団法人ザ・コミュニティー内　　全国ふるさと大使連絡会議　
　TEL：03－5335－7514　FAX：03－5335－7592
　Email：kasatora7@jcom.home.ne.jp

　年会費は個人会員3000円以上（3000円以上大歓迎）、参与会員5000円、団体会員は
10000円ですので、2015年度会費の納入をよろしくお願いいたします。
＊郵便振替（同封の郵便振替用紙）をご利用ください。
＊郵便振込の場合
　店名―０３８　普通　７２１１０５１　口座名：全国ふるさと大使連絡会議
＊銀行振込の場合は下記へお願いします。
　三菱東京UFJ銀行�亀戸支店　　普通　０１７３１４６
　口座名：全国ふるさと大使連絡会議　カイコウイチ

　前号で荻窪法人会館内の事務所（奥付に記載）を暫定事務局として利用する旨のご案内をしましたが、
この１月より正式に当会事務局として利用できるようになりました。事務所の借主である一般社団法人　
ザ・コミュニティーのご好意により、破格の条件で共同利用が可能になりました。15名程度の会議も可能
で、当会の定例役員会（原則として第２土曜日の午後２時～）もここで開催します。ぜひお気軽にお立ち
寄りください。

おしらせ

＜個人会員＞

能勢　俊行（夢-百-笑 代表）
今野　英平（夢-百-笑　部長）
土屋　成慶（食品流通研究家）
 【以上稲田俊明氏紹介】

二ツ森悦子（にかほ市ふるさと宣伝大使）
葛原　藍（にかほ市ふるさと宣伝大使）
 【以上竹内勝次郎氏紹介】
永井　弘美（(株)HEADLINE　企画部長

歓迎！
新しい会員のご紹介

2015年10月～ 16年１月入会（敬称略）

があるよう思えてなりません。私は現在65歳になりまし
たが、まだまだ現役。自身のテーマは「人生幾つまで生
きたではなく、生きている間に、何を行ったか？」。こ
れからも、自身が今、出来る事にチャレンジしていきた
いと思います。

マルシェ事業に取り組んでいます
� 夢-百-笑�部長　今野�英平
1974年北海道出身。日本大学生産工学部を卒業後、

タウン誌編集室(千葉県木更津市)での勤務の後、同社有

志と共に新たなタウン誌出版社を設立し、
編集・企画・営業の全てに12年間携わり
ました。同社退職後、黒毛和牛を中心と
する肉用牛農家の経営支援組合、6次産業
化を推進する農事組合法人、都市農業な
らびに国産食材の海外輸出を手掛ける企

画会社の勤務を経て、現在は夢百笑のサポートスタッフ
としてマルシェ事業等に取り組んでいます。日本各地で
育み創られた物産の周知ならびに、多くの方々の尽力に
より構築された「ふるさと大使」のネットワークを有機
的に活用すべく、参画させて頂きます。


