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ふるさと大使かわら版（通巻第95号） 2020（令和２）年６月10日（水）春夏合併号全国ふるさと大使連絡会議発行

新型コロナウイルス蔓延に伴う自粛により、予定していた様々な活動を中止・延期せ
ざるを得なくなり、皆様にご迷惑をおかけしていることをお詫び申し上げます。
2020年度最初の理事会が５月下旬、メール等でやりとりして開かれ、2019年度収支

報告及び2020年度予算のほか、今年の活動方針などの案を承認するとともに、総会を
延期（期日未定）して理事会案を諮ることとしました（詳細は３面）。また、今秋に予
定していた25周年全国大会も期日未定で延期し、恒例の夏季交流会は中止としました。
今年は役員改選の年ではありませんが、浅田和幸代表が退任し、理事の互選により新

代表に平谷英明副代表が就任しました。
コロナ禍の行方が見通せず、困難な活動が予想されますが、新たな体制でより充実し

た活動に取り組みたいと思いますので、よろしくご協力をお願い致します。

総会、全国大会は延期総会、全国大会は延期
新代表に平谷英明氏新代表に平谷英明氏

■ 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

2020年春夏合併号（通巻95号）

【１面】 総会、全国大会は延期
 新代表に平谷英明氏
・新代表就任挨拶 ――平谷　英明

【２面】 大使だより　第81回
 田子町ふるさと大使
 田子町長　山本　晴美
 田子町ふるさと大使 向井　靖雄

【３面】2019年度収支報告・2020年度予算案
・2019年度活動報告
・退任挨拶 ――浅田　和幸

【４面】 新年会員交流会開催 ――三谷　啓子
・「結びの歴史と文化」を拝聴して
 ――佐藤　建吉

【５～７面】
　鼎談「オーバーツーリズムを考える」
 ――鈴木　克也、坂本　信雄、一瀬　要

【８面】 ニセコ町の観光とオーバーツーリズム
 ――片山　健也

【９面】コロナ禍に想う
・ダブルパンチの房総半島 ――渡辺　恭江
・激甚災害時の遮断と連帯の在り方
 ――根本　二郎

【10面】コロナウイルスの流行を機に
 ――浜田　靖彦
・コロナウイルスで銚子電鉄が存亡の危機
 ――和泉　大介

【11面】 第５回「ふるさとサロン」、高知県を 
 満喫
・食の日本一に納得 ――佐藤　建吉
・新会員のひと言 ――高安　武尊

【12面】新会員のひと言 ――千葉　一樹
・新会員紹介
・全国ふるさと大使連絡会議の概要、編集後記他

＜当会のホームページ＞
� https://www.furusatotaishi.com

皆様
浅田代表からバトンを引き継ぐことになりました平谷英明

（高知県観光特使）と申します。
少し自己紹介をさせていただきます。小生、昭和48年に自

治省（現在の総務省）に入省し、国と自治体とで地方行政を
経験し、その後、帝京大学法学部教授、東京女子大学講師な
どの教育職となり、現在は、（一財）自治研修協会理事長を務
めております。どうぞよろしくお願いいたします。
最初に、新型コロナウィルス感染症について申し上げます。何とか感染拡大は沈

静化したものの、第２波、第３波の襲来が懸念されるなど完全終息にはほど遠い状
況です。そのような中で、感染予防の工夫を凝らされながら、ふるさと振興にご尽
力されている皆様に心より敬意を表する次第です。コロナ禍は当連絡会議の業務に
つきましても、影響を与えており、かわら版の発行時期、総会、交流会、全国大会
などの開催の可否、時期などに影を落としている状況です。
このような大変な時期に代表を引き受けますことに身の引き締まる思いですが、
何とか、皆様のお力をいただき、乗り切っていきたいと願っていますので、何卒よ
ろしくお願いいたします。
次に、今後の当連絡会議についてです。
（１）	 まずは、コロナ対策に万全を期する
	 	そのため、最新情報をチェックしながら、業務の執行について柔軟に対応

する
（２）	 	当連絡会議の原点である各地のふるさと大使の活動に資することを念頭に、

ふるさと振興に資する情報提供や交流事業に努める
（３）	 自治体（東京事務所を含め）との連携を強化する
（４）	 	ふるさとの郷土史からSDGｓ、Society5.0などの最新の情報にいたるまで幅

広く情報を収集し、発信するように努める
（５）連絡会議の運営に当たっては、「天の時、地の利、人の和」に留意する
以上を基本に、運営して参りたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。
また、今年は連絡会議設立25周年の記念すべき年でもあります。
そこで、今までの歩みを振り返るとともに、その歩みを記録に残したいと思って
います。その過去の歩みを拠り所に、これからの未来に向かって力強く新たな第１
歩を踏み出していきたいと考えています。
皆様方のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。	 平谷　英明

 新代表就任挨拶 
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青森県田子町は、秋田県岩手県の
県境の町で、清らかな水と豊かな農
地を有する第一次産業を基幹産業と
する町です。特に「たっこにんに
く」は東北初の地域団体商標登録と
なり、愛用されて参りました。

平成29年10月にはたっこにんに
くオリジナル品種「たっこ１号」が
品種登録、平成30年３月にはその愛称となる「美六姫」
が商標登録され、町の大切な財産としてしっかりと育て
て行かなければならないと考えています。また、にんに
くが取り持つご縁で継続しているアメリカ・ギルロイ市、
韓国・瑞山市との国際交流は、イベント相互訪問や中高
生の交流事業を通して、国際理解と国際感覚を身につけ、
言語とコミュニケーションの大切さを体験する人財育成
プログラムとして展開しています。

一方、国内では田子町にお越し頂き体験と理解を進め
る取り組みや、多くの方々に田子町を知って頂く施策を
展開しており、昨年は３回目となる東京田子会と共催の

「田子神楽とナニャドヤラin神楽坂」は、田子町ゆかり
の方々をはじめ神楽坂商店街の皆様や観光客から大きな
拍手を頂き、成功を収める事が出来ました。

このイベントの成功にご尽力下さったのが我が町のふ
るさと大使の方々です。大使制度は田子町の文化、地域
ブランド等を全国に普及広報し、町のイメージアップと
産業と観光の振興を図る為、平成20年４月１日に設置し
たものですが、商店街との協議や関係づくりがスムーズ
なイベント運営に結びつきました。また、職場をはじめ
各種交流会では、地元産品や町の取り組みを紹介して頂
くなど、大きな役割を果たして頂いています。

現在、ふるさと大使として４名をお願いしていますが、
これまでのご活躍、人脈の広さはもとより、もっとも感
銘し敬意を表するのが、ふるさとを大切に思う気持ちで
あり、ふるさとのために尽くしたいという思いです。ふ
るさと大使の言葉や活動から、ふるさとがそこに居住す
る者だけのものに留まらず、ふるさとを離れ頑張ってい
る多くのゆかりの方々の思いが込められている場所であ
る事を改めて気づかせてくれる大切な存在でもありま
す。今後につきましても、ご健康を保ちながら更なるご
活躍をお願いしたいと心から願っています。

ふるさと田子町の期待を背に「ふ
るさと大使」を委託されて10年以上
になります。

町の宣揚を町出身で期待に応えら
れ、責任感のある人材という事で小
生と当時防衛医科大学学長の一ノ渡
尚道氏(現東京田子会会長)に白羽の
矢が飛んできました。青森市や八戸
市は観光資源があるので「観光大使」。田子町にあるの
は「みろくの瀧」というそうめんを流したような絵にな
る観光資源はありますが話題性に乏しい、等々の理由か
ら「ふるさと大使」となったようです。

数年前に「美しい村100景」に東北・北海道を含めて
田子町の水車小屋(田子町上郷の関)が選ばれました。

34年前に当時の故渡部町長が、ふるさとを離れて寂し
い思いをしている田子町出身者に「ふるさと田子町から
激励しよう、応援しよう、何かあったらふるさとに帰っ
ておいで」と、ふるさと会を立ち上げる構想を打ち出さ
れた。当時町役場の課長補佐の簗田尚久氏から私に「ど
のような会にすれば良いか」と相談され、種々検討会を
重ね、グランドヒル市ヶ谷で第１回総会の産声をあげま
した。このような経緯から30年以上この市ヶ谷会館で総
会・交流会を開いて町の宣揚を図っています。発足当時
から現在まで続いています。

ふるさと大使の任務は町の宣揚にあるので毎日、ふる
さとの新聞(東奥日報・デーリー東北・陸奥新報)と全国
紙に目を通しています。田子町の出来事が掲載された時
に町に知らせています。

いろんな会合の席上、ふるさと大使の名刺を水戸黄門
の葵の印籠のように名刺交換させて頂いています。初対
面の人は名刺に描かれている大きなニンニクの写真を見
て「ニンニク日本一の田子町」ですねと、誉め言葉を頂
いています。

現在、青森県10市20町村の在京のそれなりの人と名
刺交換しています。市長・町村長とは半分くらいは名刺
交換いただき、町の宣揚に努めています。

青森県は３方向海に囲まれているので、海の幸・山の
幸等々日本一にふさわしい農産物があります。ニンニク
日本一の町、田子町の知名度を上げるように、がんばり
たい。

◆大使だより◆　第81回　田子町ふるさと大使

「町の文化、ブランドの発信に大きな役割」
� 田子町長　山本 晴美

「ふるさとに元気を送ろう」
� 田子町ふるさと大使　向井 靖雄

「田子町ふるさと大使」のデータ
■制度の発足：平成20年４月
■大使の人数：４名（2020年４月末現在）
■ 大使の活動：田子町の魅力（たっこにんにく等の特産品、各種情報等）

を広く町外へ発信する。また、田子町のイメージアップにつながること
に積極的に参加・活動する

■ 大使に提供しているもの：田子牛、にんにく加工品、「たっこ広報」
１年分（町広報誌）、観光パンフレット等

■制度の所管連絡先：田子町産業振興課　TEL　0179-20-7114（直通）



3

ふるさと大使かわら版（通巻第95号） 2020（令和２）年６月10日（水）春夏合併号

皆様、大変お世話になりました。代表就任から５年、
コロナ禍の混乱の時期に退くのは心苦しいのですが、
心身の衰え等もあり、自身のなかで１年ほど前から決
めていたことですので、ご容赦願います。

当会が発足したのは平成８年８月８日。語呂合わせ
ついでに午後８時、東京・大手町の旧日本開発銀行の
会議室を会場に、40名が集まってスタートしました。
翌年の全国大会はこれも改築前の東京駅構内にあった
東京ステーションホテルでした。全国各地から「ふる
さと」の顔ぶれと声が集まる場所という意味を込めた
ものでした。当初は親睦を主としたやや牧歌的な色合
いが濃かったように思います。その後、多くの活動の
変遷を経て、近年は会員の高齢化とともに、会員数も
微減が続いていますが、「ふるさとの活性化」を応援

したいという気持ちは変わらず共通しているでしょ
う。昨年以来20歳代の若者が相次いで入会され、新
風を大いに期待しています。

昨秋から始めた「ふるさとサロン」は小規模でも会
員とその仲間が集い、情報を受発信する機会を定例化
したいとの目的によるものでした。今はコロナのおか
げで中断していますが、引き続き各地のふるさと情報
が飛び交う場になればと願っています。

様々な改革を唱えながら、十分なことができず、申
し訳ありませんが、今後もささやかなりとも貢献でき
ればと思っています。ご支援下さった皆様、本当にあ
りがとうございました。引き続き、新体制での活動に
ぜひご協力をいただければ幸いです。

全国ふるさと大使連絡会議　浅田 和幸

───── 退 任 挨 拶 ─────

────────  2019年度収支報告及び2020年度予算（案）  ────────
2019年度収支報告及び2020年度予算について下記の通り

報告します。
2019年度の収支報告の内容を帳簿並びに証拠書類と照合

精査し、妥当かつ正当なることを認めます。
2020年４月20日　　　監事　古川　文久2019年度収支報告� （単位：円）

収入の部 支出の部
前期繰越金 180,015 かわら版制作費 364,466
年会費収入 545,000 通信費 28,160

（郵送費） 67,732
　　　18年度分 30000 事務費 9,404
　　　19年度分 462000 会議会場費 14,150
　　　20年度分 53000 全国大会費用 638,979
全国大会会費収入 619,500 夏季交流会費用 226,480
夏季交流会会費収入 240,000 新年交流会費用 180,500
新年交流会会費収入 210,000 交通費 900
雑収入 26,000 事務所費 45,000

振込手数料 3,062
（経費支出小計） 1,578,833
次期繰越金 241,682

収入の部合計 1,820,515 支出の部合計 1,820,515

2020年度予算　� （単位：円）
収入の部 支出の部

前期繰越金 241,682 かわら版制作費 250,000
年会費収入 540,000 25周年記念誌作成準備費 50,000

通信費 100,000
事務所費 20,000
事務費 20,000
会議会場費 20,000

全国大会会費収入 650,000 全国大会費用 650,000
会員交流会会費収入 250,000 会員交流会費用 250,000

 その他 10,000
（経費支出小計） 1,370,000
次期繰越金 311,682

収入の部合計 1,681,682 支出の部合計 1,681,682

1．総会の開催
4月13日（土）神田会議室にて

2．「ふるさと大使全国大会2019」の開催
11月7日/（ホテル ラングウッド）
パネル討論：「若者による地域活性化」
宮林茂幸東京農大教授、芹澤高斉淑徳大学教授、
前島玲美SUKIMACHI代表、永岡里菜・（株）おてつたび社長、
湯沢魁・（一社）未来の準備室理事
（司会：佐藤建吉・当会理事）　参加100名

3．「会員交流会」の開催
7月26日（金）
夏季会員交流会/
KKRホテル東京（大手町）
/参加43名
2020年1月28日（火）
新年会員交流会/
KKRホテル東京（大手町）
/参加40名

4.「ふるさとサロン」（会場：ブックカフェ二十世紀）
・9月4日（ゲスト：銀座NAGANO所長）参加20名
・10月2日（ゲスト：山形県東京事務所副所長）参加20名
・ 11月13日（ゲスト：宮城県東京事務所観光物産課） 
参加20名
・ 2020年1月8日（ゲスト：三重県首都圏営業拠点運営総括監）
参加19名
・ 2月17日（ゲスト：高知県産業振興課課長補佐、高知県地
産外商公社事務局長）参加21名

5．視察ツアー
4月6、7日 「福島県・浜通りの現状と桜を訪ねるツアー」
参加20名

6．理事会の開催
4月11日、5月13日、7月8日、9月9日、10月8日、12月12日、
1月8日、2月17日
（中央区立環境情報センター、新橋・洸楓座事務所等にて）

7．「かわら版」の発行 （年間4回）
5月、7月、11月、1月

2019年度活動報告（2019年4月～ 2020年3月）
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新年会員交流会開催
� 講話の後は健康ダンスも

2020年１月28日、KKRホテル東京・丹頂の間にて約40名
の参加をいただき、ふるさと大使新年会員交流会が開催され
ました。
今回の幹事である当会副代表本多忠夫さんの開会挨拶、そ

して浅田和幸代表の新年の挨拶に続き、結び文化研究所所長
の小暮幹雄氏に「結びの歴史と文化」と題する講話をいただ
きました。
「結びの伝道師」と称される小暮氏は、知っているようで
知らない「結び」の奥深い話を、ご自身が世界中で撮ってこ
られた写真とともにテンポ良くお話しされました。
この後、懇親・交流会に移り、初参加者の自己紹介タイムで、
一人ずつ挨拶していただきましたが、皆さん話が上手で初参
加とは思えない雰囲気です。
乾杯の発声は山口義夫顧問により高らかにスタート。会場

内では料理をいただきながら、名刺交換やふるさと自慢等歓

談が続きました。
遠方からの参加者もおられ、宮城県から来られた千葉一樹

さんに自己紹介をいただいたほか、遠く小樽市から参加され
たダンス運動塾塾長の「小林英夫」さんに健康運動も実演し
ていただきました。皆さん、汗ばみながら音楽に合わせて運
動し、大いに盛り上がりました。さらに、ステージは参加歌
手の「美地」さん、「千波裕美」さんの歌で華やかな雰囲気に！
最後は鴨川キヨ副代表の中締めにより、ひとまず終了とな

り、充実した交流会となりました。
毎回思うことですが、ネットワークを生かし、ふるさとを元

気にしたいという思いで集まる方々の「心」と「情熱」を強く
感じ、この思いが日本中へ大きく広がることを期待します。
今後とも多くの会員の皆さんの参加と、新しい方への声掛

けをしていただきますよう、更なるご支援の程よろしくお願
いいたします。� （理事　三谷　啓子）

小暮幹雄氏による講話「結びの歴史と文化」は話題豊富
なスライドショーと解説であった。「結び」は「絆」ととも
に、人気の言葉であり、関係である。2011年３月の東日本
大震災から９年になろうとしている。しかしなお、福島県
はじめ岩手県や宮城県では、亡くした家族、失った住まい
と暮らし、そしてふるさとの復興は進んでいない。日本全
国と日本人を、そして世界の気持ちをつなぐことが、「結び」
であり、「絆」という合言葉である。
小暮氏は、そういう時代背景の中で、「結びと文化」とい

う講演や出版活動を精力的に行っておられる。氏の「結び」との出会いは、少年時代のボーイス
カウトへの入団体験にあるという。今回の講話でもその件（くだり）から始まり、結びに関する
日本の古文献から世界数十カ国にわたる調査体験を、多数のスライドで紹介してくださった。
新年にちなんで「門松」にも触れ、その飾りに秘められた「結び」にある吉兆について、鶴

や亀のカタチに結ばれているという謂われも披露された。海外でもrelationやconnectionは、
同様に求められるキーワードで、2017年のドイツでのG20のロゴマークが明快な「結び」であ
ることも教わった。私たちも、東京と「ふるさと」の結びや絆をより強くしなければと、心に刻む、
沁みわたった講演だった。小暮氏に感謝申し上げる。� （理事　佐藤　建吉）

結びの
歴史と文化

を拝聴して
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鼎 談　鼎 談　オーバーツーリズムを考えるオーバーツーリズムを考える
新型コロナウイルスの世界的な蔓延のせいで観光需要は激減したが、ついこの間までは観光地の受け入れ能力を超え

て観光客が押し寄せる「オーバーツーリズム」が各地で問題となっていた。2019年の外国人の訪日観光客数は3180万人、
消費額も４兆8000億円を超えるなど、地域にとっても大きな効果をもたらしている。その一方で、旅客の集中により
宿泊予約がとりにくい、交通が混雑する、マナーが悪い等のマイナス面も相次いだ。今回はこの問題をテーマに、観光
地を身近に抱える一瀬要さん（埼玉県川越市）、鈴木克也さん（神奈川県鎌倉市）、坂本信雄さん（京都府亀岡市）に現
状と課題などをお話しいただいた。（司会は浅田和幸・当会代表）

 
■鈴木　克也さん（はこだて観光大使、元公立はこだて未来大学教授）
■坂本　信雄さん（元鹿角市ふるさと大使、京都先端科学大学名誉教授）
■一瀬　　要さん（いいことクリエイション合同会社代表社員、地域コーディネーター）

＜司会＞　外国人や若者を中心とした特定地域への集
中的な来客が様々な問題を生んでいます。今は観光客が
激減して先が見通せない状況ですが、この機会に改めて

「オーバーツーリズム」の問題点と、今後の観光の在り方
についてお三方にお話しいただきたい。まずはコロナ以前
の昨年までの状態について、皆さんの身近な観光地の現
状から。
＜一瀬＞　川越の観光客数はこの30年ほど、右肩上がり
で来た。2009年の627万人が2019年は775万人と、10年間
で約150万人増加（＋24%）したが、外国人は２万5000人
から31万3000人と12倍に増え、外国人の割合も0.4%から
4.0%と10倍になった。
　市民の多くは「川越が有名になって誇らしい」「川越を
楽しんでもらえるのが嬉しい」「浴衣や着物で町が華やぎ
情緒も増した」と好意的に見ている。一方で、年間700万
人超の観光客が来るようになり、「車道に人がはみ出して
交通事故が心配」「駐車場やトイレが足りない」などの問
題が市民から特に指摘されている。また、外国人が増えて
から「大きな声で騒々しい」「食べながら店内を回遊し食
べ物を落とす」「隙間にごみを捨てる」など、マナー違反
が目立つとの声も多い。更に、表通りから離れた住宅区域
では「知らない人や外国人の姿が増えて、出入りの際に
不安を感じる」という意見もある。
＜坂本＞　京都市を訪れる観光客数が5000万人を突破し
たのは2008年だが、その急増が特に意識されるようになっ
たのは15年の5684万人台。その後、5000万人台を維持し
ながらやや伸び悩むものの、観光消費額ベースでは18年
にかけて増加してきた。
　内訳をみると、日本人客は4470万人と４年連続減少す
るなかで外国人旅行客は805万人と増加の一途を辿ってき
た。これに伴って、宿泊観光施設も増加して約４万6000
室になり、19年にかけて新設のホテル需要は飽和との見

方が出てきた。
　京都市の人口約150万人に対して5000万人の観光客が
押し寄せていることになり、日本人旅行客が減少するな
かで、その影響は観光客のマナー問題、市内交通の混雑、
ゴミ・騒音問題など市民生活の多様な面に及んでいる。
観光客にとっても観光拠点などでの満足度がむしろ低下
する傾向がみられる。
＜鈴木＞　私が住んでいる鎌倉は日本を代表する国際
観光都市だ。近年の入込観光客数は2017年度2042万人、
2018年度1987万人。外国人の観光客数は正確にはわから
ないが、アンケートによると、外国人観光客が増えている
と感じている市民は７割以上、外国人観光客の受け入れ
を進めるべきとする市民は６割以上となっている。また、
外国人観光客の出身国・地域はヨーロッパが最も多く、次
いで北米・中南米が多く、両者合わせた欧米系で約７割
と言われている。
　一方、10年前勤務していた函館は地方を代表する観光
都市で、2018年度の入込観光客数は526万人。訪日外国
人宿泊者数は約55万人で、３年連続で過去最高を更新し
ている。
　いずれの都市も観光産業のウエートが高く、観光が基
幹産業だといってもいい。両市とも、ここ最近は外国人の
訪問が多くて町が賑わっていた。このことは、国の経済や
地方の活性化にとって大変良いことで、日本の文化を世界
に発信するという役割も果たしている。

◦　　◦　　◦
＜司会＞　日本人、外国人ともに増加し、とりわけ外国人
の増加が際立つようですが、その変化は何によるものだと
考えますか。
＜一瀬＞　川越はテレビ・ラジオの力が大きい。1989年
NHK大河ドラマ「春日局」の放映で認知度が上がり、観
光客が一気に100万人増加した。2004 ～ 2009年はうなぎ
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上りで、江戸時代からの「川越まつり」が注目され、テレ
ビ他のメディアで度々紹介されるようになった。2009年に
は川越を舞台にしたNHKの朝ドラ「つばさ」の放映で更
に注目された。鉄道５社の相互直通運転開始、川越まつ
りのユネスコ無形文化遺産登録などが続いたほか、川越
氷川神社の「縁むすび風鈴」で着物や浴衣を楽しむ若い
世代や外国人の姿が増えたのも、人を呼ぶ大きな要因だ
と思う。
　インターネットの情報はSNSが圧倒的だ。川越の外国人
観光客数は台湾が圧倒的に多く４割を占め、タイ、香港、
中国、韓国と続く。昨年、中国に行った友人がネットの情
報を調べたら、「川越の古民家では江戸時代を体験できる」
というものがたくさん飛び交っていたといい、ネットの効
果が大きい。川越は“訪日リピーターが増えている”と言う。
それは「川越の良さ」が外国人に認められたということだ
ろう。他市町から訪れた方や店を開いた方も同じことを言
う。その良さとは何なのか、市民が自分達の町をもっと良
く分析して理解する必要がある。
＜坂本＞　京都市の外国人宿泊数は2011年度では50万人
程度だったが、その後、誰も予想しなかったスピードで激
増し、18年には450万人まで膨れ上がった。宿泊以外も含
めた外国人観光客数はおよそ805万人。京都はもともと山
紫水明の街と評されるなかで、古い街並みや多くの神社仏
閣など歴史ある建造物があり、伝統工芸も受け継がれてき
た。この他にも浴衣や着物での散策が多くの外国人、とり
わけ若者の関心を集めてきた。こうした観光地としての注
目度は際立っており、さらに美味しい食事も提供されるこ
とから京都は外国人の人気スポットとして注目されてきた。
＜鈴木＞　私は観光が非常に重要だと考えて「観光マー
ケティングの理論と実践」という著書もつくった。その時
の論点は特に外国人観光客の増加が地域活性化の原動力
になるし、日本を知ってもらう絶好の機会であるというこ
とで、その考えは今も変わっていない。しかし、その時は
これほど急速に外国人観光客が増えるとは思ってもいな
かったので、今の状況は「うれしい悲鳴」というところか。

◦　　◦　　◦
＜司会＞　今まであまり認知されなかったスポットや価値
が見直されています。特に外国人による評価が大きいよう
ですが、観光関係者や地元住民に対してどんな影響をも
たらしていますか。
＜一瀬＞　一般住民にとってメリットは自分の街が有名に
なることや、浴衣や着物で町が華やぎ、情緒が増すこと、
観光客と話が出来る、川越が世界に知られ国際化するなど、
誇りを持てることだろう。デメリットは混みあって交通事
故が心配、土日は観光客が道に広がり車が通れないなどの
交通問題、観光客のマナー違反や犯罪不安などである。
　事業者にとっては、店のお客が増える、土産に雑貨が
売れるようになったなど、売り上げの増加が大きい半面、
食べながら店内を回遊し、商品を触りまくり、トイレを貸
して汚しても平気といったマナー違反への困惑も強い。川
越らしい古いお店が減った気がするという意見もある。
＜坂本＞　京都市を訪れる観光客の消費額は市民の年間

消費額の52％（2018年）相当であり、これを市内実質総
生産に占める観光関連産業の割合でみると14％（15年）
と日本全体の５％を大きく上回っており、地域産業が観光
に依存する度合いを高めることになったと言える。
＜鈴木＞　外国人旅行客は一部の限られた地域に集中し
ている。例えば、クルーズだと一時に2000人から3000人
の人が訪れ、駐車場、受け入れ施設サービス体勢が一挙
にパンク状況になる。外国人客の急増が生んだデメリット
もある。町が騒々しくなり、ごみなどの環境問題が目立つ
ようになった。事業の中心となっているのは外部資本で、
地元資本は潤っていないのではないかと言われ、地域の
人には歓迎されていない。

◦　　◦　　◦
＜司会＞　外国人の急増がオーバーツーリズムを際立た
せた面もありますが、実際には外国人客は日本人旅客（宿
泊人数）の１割程度。外国人のせいではなく、対応できな
い受け入れ側の問題だとの指摘もあります。また外国人に
よって新たな発見が生まれている面もありますが、こうし
た点をどうとらえますか。
＜坂本＞　英語をはじめ外国語が通じにくいというお国柄
が背景にあって、「外国人問題」になりやすい。マナーが
悪いという点についても、例えば外国語の標識や案内がま
だまだ不足しているのも一因だ。宮城県の田代島や福岡
県の相島などネコが集まる島が外国人客に人気となって観
光スポットになったような例も多く、日本人にも新たな発
見になるケースもある。
＜一瀬＞　マナーは、かつて団体ツアーでひんしゅくを
買った日本人観光客のように、時間が解決すると思う。日
本的情緒だけでなく、アニメやコスプレや着物ファッショ
ンといったクールジャパンを楽しみに来る彼らと、自然に
楽しく交流できる日本人になることが大事だと思う。
＜鈴木＞　観光大国のフランスやスペインは年間8000万
人を超えるインバウンドがあり、中国やイタリアも6000万
人と日本の２倍。人口比を考えれば日本のインバウンドは
もっとあっていい。摩擦は生じているが、ある時期、ある
場所で不均衡な発展を遂げるということは自由主義を前提
とする社会ではよくあることだ。問題はその不均衡をどの
ように緩和し、より望ましい方向に持っていくかだと思う。

◦　　◦　　◦
＜司会＞　地域にとって理想的な状態とはどのような状態
でしょうか。またそうなるために何が必要でしょうか。
＜坂本＞　住んでいる住民が観光客の増加で騒音、ゴミ
の散乱、移動困難など暮らしにくい事態、さらに日本人観
光客が宿泊の予約がとれず思うように京都を訪れることが
できないという事態は見直される必要がある。
　１つの観光地に極度に集中するのではなく、府内でも京
都市以外の注目される観光地があるので分散型の取り組
みを仕掛けることだと思う。
＜一瀬＞　その町の人が自覚する歴史文化や生活文化が
ある。町を歩くとそれがよく見えて、容易に体験できる。
観光客の多くは「蔵！鐘！食べ物！」の三極集中で一度来
たら終わりだが、生活文化を体験しに来るならまた体験し
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たいとリピーターになる。
　観光客はその地の文化を受け入れて乱さない、地元は
慣れない観光客を困惑させない、お互いの文化を大事に
する、それが観光都市の理想的な状態だと思う。
　求められるのは、小江戸と呼ばれた川越文化とは何か、
言葉遣いや季節行事や暮らし方など、これが川越流とい
う生活文化を自覚することではないか。川越の生活文化を
観光客が来て楽しむ形に持って行く工夫が求められる。
＜鈴木＞　できるなら、観光客に日本文化をよくみてほし
いので、「多様性と分散」の方向になってもらいたい。そ
の場合、重要なのは情報発信のあり方だ。お金をかけてどっ
と宣伝する、また、お客もそれに丸乗りするという姿勢は
考え直したい問題といえる。
　地域やふるさとにとってはむしろ過疎が問題だ。日本全
体の文化を世界の人々に理解してもらうにはその良さを粘
り強く情報発信していくことが重要だと思う。例えば、日
本文化の原点というべき縄文時代の歴史や地域の食文化
の紹介なども重要な情報だ。
　地域経済の振興にとって観光はその原動力となる。た
だ、長期的なことを考えるにはブームを追い求めた量の追
求ではなく、質の追求、すなわち日本文化をより深く理解
してもらうための工夫が必要だ。

◦　　◦　　◦
＜司会＞　さて今大問題になっている新型コロナの影響
ですが、現在はどんな状況でしょうか。
＜坂本＞　京都市観光協会の２月の市内主要ホテルの宿
泊状況調査（対象59ホテル）によると、外国人の延べ宿
泊客数は前年同月に比べて53.8％減と調査開始以来、大
幅減となった。なかでも感染症拡大の中心だったアジア地
域、とりわけ中国76％減、香港60％減、台湾56％減だった。
３月以降はより大幅な落ち込みが避けられない。
　観光客の急減で飲食店や宿泊施設の資金繰りが急速に
悪化しており、金融機関への融資申請が急増しているよう
だ。最も厳しいのは修学旅行向けのホテルで、年間約100
万人受け入れているだけに５月以降からのキャンセルによ
る打撃は大きい。さらに市内に3300軒と言われている簡
易宿泊所は既に廃業の動きが加速している。
　外国人観光客が市内から遠ざかったことで、３月半ば頃
までは日本人客が戻ってきた動きがあるが、感染症拡大で
これも期待できなくなった。
＜一瀬＞　ゴールデンウイーク期間中、川越の観光場所
は、国の自粛要請を受けて、20歳前後の若いグループな
どを見かけたが、普段見る観光客の姿は見られなかった。
地元客をメインにした店は営業していたが、観光客だけ
が相手と自覚する店はほぼ100％休業していた。商業地
区の人通りも普段の３割くらいだった。こうした状態が
続いている。
＜鈴木＞　今回のコロナウイルス騒ぎは観光産業のすべ
てを止めてしまった。一刻も早く以前の姿を取り戻してほ
しい。延期されたオリンピックで急速な回復をと考える向
きもあるが、観光客の数だけにこだわるのはいかがかと思
う。それは一時的にすぎないし、むしろこの機会に観光の

在り方を考え直してみることが必要だ。
◦　　◦　　◦

＜司会＞　２月に海外からの渡航を制限した時は、外国
人客が多い観光地は真っ先にダメージを受けました。コロ
ナが収まった後、オーバーツーリズムの構造は変わるので
しょうか。改善すべきことがあるでしょうか。
＜坂本＞　人々の行動様式がコロナ後は少し変わるので
はないかと思う。人の移動においても慎重さが伴うので、
むしろ混雑する観光地は避けられるようになり、V字型の
回復は難しいのではないか。これまでややもすれば地域
経済の切り札として取り組んできた観光振興のあり方をも
う少し見直す機会になると思う。
＜一瀬＞　川越はインバウンド客の割合が少なくて依存度
は低い。オーバーツーリズムの問題は来街者全体が増加
したことに起因している。これは解決しなければならない。
大事なことは、地域の自立性を高め、生活環境を良くし、
地域ごとの文化を育てることだ。平時から地域間協力をし
て内需を高めインバウンドに依存し過ぎず、産業文化の維
持発展を図ることが第一だ、と私は思う。その結果、町の
文化が興隆し、それを体験しにインバウンドが増える、と
いうのが自然で良いと思う。
＜鈴木＞　観光客の数さえ増やせばよいということではな
く、「観光の質」に目を向けるべきではないだろうか。
　例えば、鎌倉であれば、鎌倉時代にどのような武家社
会が形成され、それが現在の私たちの生活にどのように影
響しているのかを感じてもらいたい。また、函館において
は、幕末に他の都市に先駆けて開港に踏み切った歴史の
重みとその現在的意義を考える機会としてほしい。その地
ならではの情報を発信し、訪れた人の心に残る何かを持ち
帰ってもらいたい。
　そのように各地域が発信したい独自のコンテンツを見つ
け、それに磨きをかければ市民と観光客の深いつながりの
元にもなり、各地で同じことを騒ぎ立てる一極集中の弊害
も避けることができる。大切なことは、少しでもバランス
がとれた理想的な姿に近づくよう努力することだと思う。
＜司会＞　では私もひと言。よく言われるように「観光」
は「光」を「観る」ことで、日本各地には多様な「光＝宝」
があります。当会はふるさと・地域の活性化を応援してい
ますが、各地にある「光」を発掘し、育て、発信し、人と
情報が行き交うことが地域の振興につながると思っていま
す。その意味ではまだまだ発掘は必要だし、国内外からの
観光はもっと盛んになっていいでしょう。
　例えば、岐阜県八百津町は第２次大戦中に多くのユダ
ヤ人を救った外交官・杉原千畝の出身地として海外から
注目され、近年、ユダヤ系外国人が多数訪れる巡礼コー
スになっています。また、若者の間では、工場地帯の夜
景がきれいだとか、ここはインスタ映えするとか漫画の舞
台になったとかで、無名だった地方のスポットが人気を呼
んでいるように、新たな観光が生まれています。こうした
ことが各地で起きれば、超有名地への集中も緩和される。
そんな視点からの取り組みも期待したいと思います。本日
はありがとうございました。
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減させるとともに、相互扶助により人間の尊厳が重視される
環境創造都市づくりに取り組んできた。
近年、ニセコエリア（※３）における「インバウンド」の事例

がマスコミで取り上げられることが多いが、本町で毎月開催
のホテルの支配人会議などでは、予約段階で客室の半分は日
本人客に割り当てるなど、インバウンドへの過度な依存（※４）

を抑制する取り組みが個々のホテル経営者の判断によってな
されてきた。海外客は外交等の政治的な動向で急減すること
がこれまでも度々生じていることもこうした対応に繋がって
いる。
最近、オーバーツーリズムが指摘されることが多いが、通

年型リゾート地を目指す本町にとっては、観光客、特に宿泊客
数はまだまだ増加が求められており、“オーバー”には程遠い。
ただ、隣町の倶知安町ではヒラフ地区・花園地区でのコンドミ
ニアムやホテルの開発が活発に行われ、冬期はインバウンド
を中心に宿泊施設は満室状態が続くなど、同地区のスキー場
が飽和状態となっている事例もみられる。なお、同地区にあっ
ては冬季重点型から通年型への転換が現在進められており、
夏季の集客に向けての取り組みの強化が図られている。
本町では、現在の自然景観や農村景観を重視し、環境や景
観の保全に力を注いできた。したがって、これまでも大規模
なコンドミニアムや景観阻害要因となる高層の建築物・大規
模開発行為は、町として協力できない旨をお伝えし、計画の
変更や断念をお願いしてきた。今後とも、本町のまちづくり
に「共感」し合える企業以外は町内での投資をご遠慮いただ
いていく所存である。ニセコ町では、オーバーツーリズムと
いう現況にはなく、「厳しい規制が、良好な投資を生む」と
の考えを継続することによって、人々の暮らしを大切にする
ニセコスタイルへの「共感」が開発抑制につながり、将来懸
念されるオーバーツーリズムに繋がらないリゾートの形成に
資するものと考えている。
今後とも、町民のみなさんがまちづくりに参加し、「共感」
の中で助け合って暮らす、経済成長や経済合理性一辺倒の社
会価値とは一線を画した「暮らし優先」のローカルリゾート
であり続けたいと考えている。

ニセコ町では、90年代前半のバブル経済の崩壊とそれまで
大きなブームを見せてきたスキー人口の減少により、ホテル
などの年間宿泊延べ数がピーク時の69万人から31万人台へ
と漸減し、観光産業を取り巻く地域経済は大きく疲弊した。
こうした状況に危機感を持った観光関係者を中心に、住民主
体による３つの大きな改革がなされた。１つは、行政依存体
質からの脱却を目指す町民出資のジョイントセクターとして、
全国で初めて観光協会の株式会社化（※１）が実現したこと。２
つ目は、国内旅行の減少傾向と日本の人口減少により旅行客
の国内総数が減少していくことから、「東アジア観光客誘致協
議会」が設立され、近隣諸国への海外客誘致に着手したこと。
３つ目は、スキー場コース外の雪崩事故をなくそうと、町民
が「ニセコ雪崩調査所」を設立、スキー場と協力してコース
外の規制や罰則などを設けた「ニセコルール」（※２）が2001
年に創設されたことだ。この他にも多様な人々の取り組みが
ニセコエリアのインバウンドを増大させ、少しずつ海外投資
を呼び込む要因となった。
しかし、バブル期の観光開発によって地域の環境が悪化し、
まちづくりの大きな阻害要因になった各地の実態から、ニセ
コ町の景観と環境を次世代に繋げようとする動きが活発とな
り、町内に自然や環境を考える各種のグループが誕生した。
こうした住民の多様なグループの活動が、後に町の環境基本
計画や景観条例を生む大きな原動力ともなった。日本では、
農地などの一部を除いて土地取引は自由なため、良好な自然
景観を保全するには自治体独自の環境や景観規制によるしか
ないのが現状である。それも「条例は法律の範囲内」と規定
され、裁判では自治体が敗訴している事例もあり、自治体独
自での開発規制は難しい実態がある。
ニセコ町では、町の景観条例で住民への事前説明会を義務
化して過度な開発を抑制するとともに、罰則付きの水道水源
保護条例や地下水保全条例を制定して環境の保全を図ってき
た。また、国から「環境モデル都市」の認定を受け、2050
年までにCO2を86％削減し、町内の電力を自然再生可能エ
ネルギーに転換するとともに、資源循環型の町を目指してい
る。さらに「SDGｓ未来都市」として、地球環境負荷を低

※１　(株)ニセコリゾート観光協会。設立以来独立採算で、現在「ラジオニセコ」の放送事業も展開。
※２　�現在は６項目のルールがあり、コース外でのヘルメット・雪崩ビーコンの装着は来季から義務化される。ルール創設者の新谷暁生所長は世界のスキー

界に貢献した功績で、スキー界のオスカー賞と言われる「ワールドスキーアワード」で世界初の人物表彰を受賞。
※３　�記事によっては、「ニセコ山系観光連絡協議会」の５町、ニセコ観光圏協議会の３町、ニセコ観光局プロジェクト協議会の２町を指す場合があるが、

インバウンド記事の大半は倶知安町のヒラフ地区を「ニセコ」と表記している場合が多い。
※４　2018年度の入込客数167万人（宿泊者数62万9000人、うち海外客13万4000人、海外宿泊客比率21.3％）。

ふるさと大使かわら版（通巻第95号）

ニセコ町の観光と
　オーバーツーリズム

ニセコ町長　片山　健也
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コロナ禍に想う
新型コロナウイルスの爆発的流行によって全国で多くの人命が失われていますが、

経済・産業や日常生活にも多大な影響が出ています。
そのさなかにある各地の表情や思いをご紹介いただきました。

ダブルパンチの房総半島（台風とコロナと）
横浜市　渡辺　恭江

房総半島南端の南房総白浜には、江戸条約灯台の１つ
で国の登録有形文化財に登録されている野島崎灯台や房
総フラワーラインなどがありますが、ここからほど近い海
沿いに23年間営業してこられた割烹旅館があります。客室
数７室の小宿で宮大工伝統の技が各所に使われている建
物であり、調理師大会で千葉県知事賞を受賞した料理長
が腕をふるっておられたそうです。

当該地域は、昨年９月、10月の台風15号（令和元年房総
半島台風）、台風19号（令和元年東日本台風）により甚大
な被害を受け、現在も屋根がブルーシートに覆われている
家もあります。この旅館も例外ではなく、特に海側で風の
影響を受けた客室の被害が大きく、旅館の復旧工事をして
いたところに新型コロナウイルス問題が発生したそうです。

当初、今年３月の再開を目指していたそうですが、２月
に中国でメーカー資材の工場が止まってしまい、３月の再
開を断念。そこに４月の『緊急事態宣言』があり、復旧工
事作業員の外出自粛で工事は進まず、従業員20人は自宅
待機という状態だそうです。

旅館ではすでに負債を抱えており、金融機関からの融資
を受けているそうで、今回の中小企業助成金制度（最大
200万円）に申し込んだそうですが、申請資料は全40㌻（簡
略版でも10㌻）あり、わかりづらい部分もあるため、場合
によっては社労士の手を借りる必要があるようです。

旅館の専務である息子さんは「こんな事をしている間に

何件潰れるのかな？払うお金があるのかな？疑心暗鬼。手
元に届くまで信用できない。従業員20人に配布した場合、
１人10万円にしかならない」と話されました。なぜ、疑心
暗鬼かと言うと、昨年の台風被害の際の休業補助金を受
け取ることが出来なかったからです。国に従業員の休業補
償を要望したところ、従業員が廃材の撤収作業をしたこと
が業務とみなされて休業には当たらないとされてしまった
のだそうです。

そこへ、５月に入って追い打ちをかけるように、『緊急
事態宣言の５月31日までの延長』発表がありました。持ち
こたえられるのは夏まで、タイムリミットは３カ月という
状態だそうです。以下は女将さんと息子さんのお話です。

女将さん「毎回涙しかないですね。泣きっ面に蜂どころ
か、ほんとに踏んだり蹴ったり叩いたり、つねったり。次
は何が来るのっていう感じ。苦しいですね。ただ、苦しいっ
て下を向いていたら余計苦しくなっちゃうと思うので、ま
あ、何とか明るく・・・」

息子さん「このコロナが見えない物だから、どうしよう
もないけれども、見える物だったら自らの手でどうにかして
やりたいなって思うような心境です」と大人しく話された。

いかにも日本的な控えめさではありますが、政府や地方
自治体の後ろ向きの対応を見ていると、今回の場合、さす
がに大きな声を上げないと、ご家族や従業員の方々の命や
生活にかかわってくるのではないでしょうか？ 最近、与野
党の一部の政治家からも「国民にももっと声を上げてほし
い！」という声が出始めました。共感する方々は全国に広
がっているのではないでしょうか？

激甚災害時の遮断と連帯の在り方
福島県いわき市出身　　根本　二郎

今は５月、「緊急事態宣言」の最中に書いています。福
島県浜通り出身の私には、2011年の放射能被災から９年
目の出来事です。

感染症が拡大し、不安な気持ちに陥りましたが、前にも
あったように思い振り返ると、福島第一原発の爆発事故に
より、福島県民は放
射能汚染により「来
るな」と差別される
ことがありました。
今度は全国民が被災
者となり、「東京から
来るな」と言われる
ような事態です。

「福島」は、この事態に、どう立ち向かうべきかと考え
ました。当時、避難してきた人たちは差別に苦しみました
が、温かく支援してくれた人も多かったのです。今度は、
福島が東京を思いやることだと考えました。あの苦しかっ
た経験から「他を思いやる心が一歩先んじている」と思っ
たからです。

この際は、地域の豊かな農海産物や伝統文化を東京に
贈ることだと思い、福島県矢祭町（友人）から食材を送る
システムを作ろうとしています。東京の食料自給率は数㌫
だからです（私の住む新宿区はゼロ）。しかも飲食業の休業・
外出自粛で、高齢の方々は不自由すると思ったからです。

気候変動による激甚災害（地震、津波、豪雨、感染症）
の多発が予想されています。

被災地の拡大防止の遮断（自粛）と、被災した地域と
の連帯（応援）の在り方を、この際学ばなけれならないと
考えています。
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コロナウイルスで銚子電鉄が存亡の
危機

銚子観光大使　和泉　大介

千葉県の新型コロナウイルス感染者は５月下旬に900人
を超えたが、その後はほぼ横ばいで推移している。特に船
橋市や松戸市、千葉市、市川市など都心へのアクセスの
利便性が高く、人口が多い市での感染者が目立つ。千葉
県は通勤や通学で都心に通う人が非常に多く、その影響
が現れているようだ。また、市川市や東庄町の介護老人保
健施設ではクラスターでの感染が確認され、大きくメディ
アでも報道された。

私が観光大使を務める銚子市では、５月22日時点で５名
の感染が確認されている。通常ならゴールデンウイーク期
間は銚子市も多くの観光客で賑わうが、人の姿は疎らだ。
市内を走るローカル鉄道の銚子電鉄では、減便の対応な
どから乗客数や売り上げが激減し、存続の危機に陥ってい
る。４月18日の公式Twitterの投稿では「本日朝７時～ 17
時までの切符の売上は、4,480円と過去最低を更新しまし
た」と発表し、鉄道ファンに衝撃を与えた。

コロナウイルスの流行を機に
南相木村応援団　浜田　靖彦

今般のコロナウイルスの流行によって、ドラスティック
な社会変革が進むと思われます。正に人類は進化と衰退
の岐路に立たされていると言っても過言ではないでしょ
う。国や自治体がこの激動期を単なるピンチと捉えて行動
するか、ピンチの中にチャンスを求めて行動するかの違い
によって、その地域の幸福度や暮らしやすさに差が生じて
くると思われます。私たちは間違いなく後者を選択するべ
きでしょう。

自治体に求められることは、スピードと誠実さであると
思います。そのために必要なことはグローバルな視野での
現状分析と、政策を着実に成果に結びつけていく地道な
努力ではないでしょうか。大所高所からの視点でリードす
るだけではなく、神は細部に宿ることを心得て行動するこ
とが求められます。溢れる情報に惑わされることなく、自
らの考えで判断して行動する力が問われています。

このような状況下で、南相木村（長野県）応援団のメン
バーが具体的にお役に立てることを探し始めています。こ
れまでメンバーは、各々の活動の中で村に貢献してきまし
た。今後はメンバー同士が連携して具体的なプロジェクト
が創造されることに期待したいと思います。力のある企業
も参加しているので、まずは村のニーズと企業ニーズが合
致するポイント探しを始めてみたいと思います。

私は、ここに至る社会情勢を鑑みて、感染症の流行時
は多くの局面において中央より地方にアドバンテージがあ

る。という仮説を持ちました。なぜならば、中央に比べて
地方は社会活動の制約が少なくなるからです。

このアドバンテージを活かした提案があります。リモー
トワークの普及推進です。地方創生の鍵になるかもしれま
せん。その理由は、大都市圏は人口集中によるリスクが高
いことが広く認知されたこと、全国の企業がリモートワー
クの実験場となり、その実現性が明らかになったことの2
点です。

もとより直下型の大地震など、東京一極集中のリスクに
対する関心が高まっていた中で今回の感染症です。これか
ら地方移住を考える人が増加することも予想されます。各
地域におかれては、リモートワークの環境整備に努めるこ
とと、リモートワークの環境を持つ企業に働きかけるため
に、地域の実情に則した具体的アイデアを準備しておかれ
ると良いと思います。地方の暮らしと経済を豊かにする大
きな流れを作りましょう。

市内のホテルや旅館の多くも打撃を受け、５月末まで休
業体制をとっている。

しかし、中小企業や飲食店などは、何とかこの危機を
乗り越えようと連携を取りながら尽力し、この状況を打
破しようとしている。飲食店では各店舗テイクアウトのメ
ニューをスタートし、これまで触れてこなかったSNSのア
カウントも開設するなど、情報の発信に力を入れている。
これを銚子観光協会が情報を集約し「地域の元気を応援！
銚子市内の飲食店応援サイト！」を４月からオープンして
いる。

これ以上コロナウイルスの感染を広げないようにと対
策に力を入れる行政。自粛期間が続き、少しでも家庭に
美味しいものを提供しようとしている飲食店。旅客の収
入は苦しいが、オンライン上で「ぬれ煎餅」などの食品
販売に力入れる銚子電鉄。今は市民一人ひとりが不要不
急の外出を控え「コロナに負けない。絶対に諦めない！」
という強い姿勢を街一丸となって示していくべきではな
いだろうか。私も日々自宅で仕事をしつつ、じっくりア
フターコロナの世界で力を発揮できるよう着々と準備を
重ねたいと思う。

コロナ禍に想う
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第5回ふるさとサロン　　「高知県」を満喫
月例行事となっている第５回の「ふるさとサロン」は２月17

日、東京・神田神保町の「ブックカフェ二十世紀」で開かれ、
21名が参加した。今回のテーマ
は高知県。高知県東京事務所の
産業振興課課長補佐・小澤ゆか
氏（写真左）とアンテナショッ
プ「まるごと高知」を運営する
高知県地産外商公社の事務局
長・藤田靖氏（写真右）に、ス
ライドを交えて高知県の特色や

歴史を紹介していただいた。参
加者の中には高知県観光特使の
小山勝さんや、平谷英明さんも
おられたことから高知の話に花
が咲き、特産のかつおを加工し
た「姫かつお」や「きびなごけ
んぴ」などのおつまみと県から
差し入れいただいた「酔鯨」な
どの地酒を味わいながら、交流
を楽しんだ。

食の日本一に納得
ゲストのお二方の高知自慢をお聞きして、
なるほど、高知県は日本に誇る話題が豊富で
あると感心した。頂いたパンフレットにも
「高知家」として、高知県のえいもん＆うま
いもんがPRされている。高知県は飛行機を
利用すれば近いが、おそらく陸路では東京か
ら最も遠い部類だ。それに由来する熱心さと
県民性があるのだろう。自慢が伝わった。食の日本一は高知
県であるという。第２位は北海道。なるほど、小澤氏のプレ
ゼンを聞けば納得だ。また、藤田氏の話では、東京＆大阪な
どを連結売り上げで４億5000万円であるという。坂本龍馬
の商才が活かされているかもしれない。
自然環境もいい。海あり山ありは、観光の魅力も豊富だ。
よさこい節とよさこい踊りは、日本全国で、世界でも知られ
ている。高知県や四国各県は人材の輩出県でもある。そうし
た自慢もできるだろう。
筆者も高知とはいろんな関わりがあり、その一つが土佐く
ろしお鉄道応援酒「鐵の道」。四万十市中村の藤娘酒造と中

窓会のイベントでみごとな作画を実演してくれた。高知市
近くの赤岡の絵金蔵は「ふるさと快活」の例。同僚だった
故・延藤安弘氏のまち育ての先例地だった。今回の小澤さ
んとの縁で、農泊＆魚泊推進で高知県東京事務所を伺い、
相談もした。こうして、ふるさとサロンは、出会いづくり
と情報交換・共有の場となっている。�（理事・佐藤　建吉）

村高校の協力ででき
た。また高知県ゆかり
の故・やなせたかしは
アンパンマンの漫画
家。同じ出身大学の同

◆新会員のひと言◆
茨城県の観光大使を目指して

高安　武尊（IBARAKIsense）
皆様、初めまして。茨城県水戸市出身

の高安武尊と申します。
私は現在23歳で、茨城県の観光大使、

茨城県のインフルエンサーを目指して、東
京・銀座にある茨城県のアンテナショップ

「IBARAKIsense」に勤めながら、個人的に茨城県の魅力発信
の活動をしております。魅力度ランキングでいつも最下位の茨
城ですが、実は魅力がありすぎて絞り切れていないのが実態
で、少しでも多くの人に茨城を知ってもらい、現状を変えたい
と思ったからです。

主な活動として、大学３年の時に、茨城覇者「茨城チャンピ
オン・イバチャン」という名前で、SNS（Instagram、Twitter、

Facebook）と個人ブログにて地元茨城県の魅力発信をしたり、
茨城県に纏わるイベント（完全オリジナルの茨城旅）を通して
私自身が作ったプランで、実際にお客様を茨城県に案内してい
ます。

全国ふるさと大使連絡会議に入会したのは、当会の会員
でもある千葉県銚子市の観光大使、和泉大介君から紹介し
てもらったのがきっかけです。昨秋の全国大会のパネル討論
にSUKIMACHIの代表が出席していましたが、和泉君と私も
SUKIMACHIつながりで、ふるさと・地域への愛着が強い友人
です。そんな経緯もあって、私の茨城県の魅力発信の活動の
幅がより広がると思い、入会させていただくことにしました。

全国ふるさと大使連絡会議では、同郷の先輩方だけでなく
様々な県に郷土愛を持つ方々と魅力交換をしつつ、他県の良さ
も学ばせていただきながら、茨城県の魅力も沢山の方にお伝え
出来ればと思っております。

今後とも何卒宜しくお願い致します。
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（2020年５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

2020年５月末現在の会員構成
大使会員	 109名
団体会員	 21団体
一般会員	 143名
合　　計	 272名

確認された大使制度

（2019年10月現在）
県知事が委嘱	 44団体	 90制度
市長村長が委嘱	 630団体	 731制度
諸団体等の長が委嘱	 147団体	 150制度
合　　計	 821団体	 971制度

全国ふるさと大使連絡会議の概要

編集後記
　かわら版の発行が大変遅くなり、申し訳ありません。新型コロナウイルス流行の影響を見な
がら、総会や全国大会の開催時期を見計らっていましたが、やむなく延期とし、例年掲載する
全国大会や夏季交流会のご案内もできないまま、今号を春季号と夏季号の合併号としました。
　今後の見通しも立っていませんが、完全自粛を長期間続けることは不可能なため、コロナと
賢く付き合うしかありません。知恵を絞って何らかの形で皆さんと交流を深める機会を設けた
いと考えています。
　さて、今号では「オーバーツーリズム」に関する鼎談を企画しました。タイミングが悪いと
も言えますが、こんな事態だからこそ、改めて見直す機会だと考えた次第です。団体会員とし
ていつもお世話になっているニセコ町の町長には、海外から脚光を浴びながら、うまくコント
ロールしている例として寄稿いただきました。今後も、地域活性化にかかわる様々なテーマに
ついて談論風発、提案があふれるような紙面ができるよう、皆様のご意見・ご提案をお待ちし
ております。

ふるさと大使かわら版　2020年６月10日－令和２年春夏合併号――（通巻95号）
◇発　行：全国ふるさと大使連絡会議（代表＝平谷英明）
◇編集責任者：浅田　和幸　　
◇事務局：〒160-0022　東京都新宿区新宿2－9－23 SVAX新宿B館４F　　
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　　　　　TEL：080－6523－2016　　FAX：03－3351－1742
　　　　　Email：hidechan_h@jcom.home.ne.jp

年会費納入のお願い

　年会費は個人会員3,000円以上（3,000円以上大歓迎）、特別会員5,000円、団体会員は
10,000円です。2020年度会費の納入をよろしくお願いいたします。
＊郵便振替
　加入者名─全国ふるさと大使連絡会議　　口座番号：００１９０-７-１４９６５８
＊郵便振込
　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
　三菱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

＜個人会員＞
千葉　一樹（東北農都共生総合研究所）� 【浅田和幸氏紹介】
高安　武尊（IBARAKIsense）� 【和泉大介氏紹介】

歓迎！新しい会員のご紹介
2020年1月～ 5月入会（敬称略）

◆新会員のひと言◆
入会にあたり「ふるさと」に
ついて思うこと
（（株）東北農都共生総合研究所　主任）

千葉　一樹
私の“ふるさと”北海道登別市は、何と

言っても「温泉」が有名です。「ババンバ 
バンバンバン♪」でお馴染みの「ザ・ドリ
フターズ」の『いい湯だな』で１番初めに歌われる温泉地でご
ざいます。札幌市や新千歳空港からも近く、住みやすい良いま
ちです。

高校までは登別市で育ち、「地域の課題を解決する医者にな
る！」と志し、群馬県の高崎経済大学の地域政策学部に入学し、
都市地理学を専攻しました。大学卒業後、登別市の観光経済
部にて２年半奉職し退職後、東日本大震災で津波による甚大
な被害があった宮城県南三陸町の観光協会職員として、ボラン
ティアの受け入れや観光PRに努めました。

その後「海の次は、山の地域だ」と思い、（株）東北農都共

生総合研究所に転職し、山形県との県境にある宮城県川崎町
の小学校をリノベーションした観光施設にて農産物直売所部
門の責任者を経験しました。この春に石巻市に転勤となり、市
から運営委託を受けた「石巻市６次産業化・地産地消推進セ
ンター」にて、第１次産業の事業者を中心としたまちの活性化
を、商品開発や販路開拓などの面から担う業務に従事しており
ます。

地域のためになる経験をと、大学４年間を群馬県、社会人で
の８年間を北海道・宮城県で過ごしました。今では、群馬県も
宮城県も、私にとって第２第３の「ふるさと」であり、離れた
からこそ北海道（登別市）の良さを実感しました。私に出来る
ことはまだありませんが、「ふるさと」のため、その地域の人と
出会い、地域資源を活かし伝えられるよう行動します。

別のまちづくりの勉強会で浅田代表と御縁をいただき、当
会を紹介されたのが10年前の全国大会、当時は大学生でした。
これまで何度か全国大会や交流会に参加してきましたが、この
度入会させていただきました。

どうぞ皆様、若輩者で口下手の私ですが、今後ともよろしく
ご指導願います。


