
４．分科会 

 

（１）第１分科会「観光振興に資する景観整備・街並み保存のあり方」 

 

司会：佐々木正和（気仙沼商工会議所中小企業相談所長） 

講師：安島博幸（立教大学観光学部教授） 

事例報告：気仙沼市 真山美千代（風待ち研究会 代表） 

  伊香保町 関  靖（伊香保町政策調整課 課長補佐） 

 

【講師挨拶：安島氏】 

・都市観光を考える上で景観は重要な要素。ポイントは

２つ。健康で美しい街（身体）と地域の個性（心）だ

が、景観を巡る様々な課題があり、本当に日本の風景

が美しいといえるかどうかと問われれば、NO といわな

ければならない状況である。 

・様々な観光地（鬼怒川の寂れた温泉街、熱海の駅前、

喜多方にあるタレントショップなど）には景観上の問

題点がある。蔵造りの街並みが残る埼玉県川越市でも、

駅から中心市街地に至る道の景観はよくない。 

・金沢市では伝建地区（重要伝統的建造物群保存地区）の整備がおおむね終わったあとに、

「こまちなみ保存条例」という条例をつくりユニークな景観行政を行っている。２～３

軒の古い建物しかなくても、保存すべき建築だけではなく、隣接する建物へも外壁等の

修繕に補助を出して、地区として統一的な景観を保つようにしている。また、いわゆる

裏通りのような場所も景観に配慮して修景を行っている。 

 
【課題提示】 

安島：伊香保は古くからの温泉地としてやってきた町、一方気仙沼は漁業を中心とした産

業の町、対照的な２つの地区からの発表をいただきました。気仙沼の風待ち研究会

はかなり熱心に活動をされているようですね。 
真山：建築系のメンバーが多く、１/３が気仙沼市外の人です。独特な建築があるのは知っ

ていましたが、活動を始めたのは 2000 年からでした。家の中を見せてくれた方に報

いるため、図面を描いてお礼をしています。気負ってやっているわけではなく、好

奇心で活動しています。最近は住んでいる人たちも盛り上がってきたようです。 
安島：最近、昭和 30 年代がブームですが、風待ち地区の建物はそれより古い昭和初期のも

のです。そのころの気仙沼はどんな様子だったのでしょう？ 
真山：漁が良かったので経済の調子が良かったようです。造り酒屋があることでもわかる

安島氏 



かと思います。ゾーン分けされて発展していき、現在 40 数棟の建物が残っています

が、表から見えない場所も含めると 100 棟ほどあります。 
安島：風待ち地区は、建築が好きな人はかなり興味をもってくれるのではないでしょうか。

スローフードなどとの連携をはかることで、たくさんの人が訪れるかもしれません

ね。受け入れ方を考えておかないと所有者は困るかもしれませんが将来楽しみです。 

さて、既存の温泉地が厳しい中、伊香保は地域の個性を出そうとして素晴らしい取

組をされています。路地裏を生かす試みで他にしていることはありますか？ 

関 ：地元（榛名）の石を使って、路地裏に昔の風情をつくる試みをしています。本当は

メインの石段（地元の石ではない）を直したいのですが、先輩方がつくりあげたも

のなので、抵抗もあります。 

安島：北関東甲信越「山並み街道」景観連携委員会とはどのようなものでしょうか？ 
関 ：「道の駅」は、お客さんにきちんと情報提供をしているのかという考え方で活動して

います。例えば、伊香保に来たら他の観光地を紹介するなど、お互いの観光地を紹

介しあうような取組を行っています。 

安島：群馬県内の観光地間での取組でしょうか？ 
関 ：群馬、長野、栃木、新潟、埼玉まで広げた取組となっています。 
安島：伊香保では民間の方が取組に参加しているとのことですが、具体的にはどのような

方が参加されていますか？ 
関 ：旅館、観光協会が品質向上委員会を作っています。他には商工会などです。「○○坂

を考える会」などを組織しています。 
安島：運営には、お金の問題が厳しいというお話が出ましたが、お金を使わない工夫をさ

れている例があれば教えてください。 
真山：建築に従事しているメンバーが多いので、図面を書いたりするのは自分達で無料や

ることができます。会員である大学教授もフルに活用させてもらっています。案内な

どは本来の仕事を休んでやってしまうこともあります。行政の支援事業を受けるとい

う手もありますが、行政とやるときは申請書など徹底的にきちんとやらないといけな

いので大変です。メンバーは仕事を持っている現役の人たちなので、泣きながらやっ

ている状況です。 
安島：気仙沼では、建築系の方がメンバーにいるの

が成功している大きな要因のようですね。 
関 ：伊香保では、例えばみんなで草刈をするとき、

作業をするのは地域の人たちで、道具を買う

のは役場と旅館組合、というように役割の分

担を行い、費用をかけないようにしています。 
安島：伊香保では、活動の組織がしっかりしている

ところが素晴らしいですね。 



【意見交換】 
（質問者：金沢市在住の男性。建築関係） 

質問：景観を考えるとき伝統的な建物の保護を都市計画のなかでどのように考えていくか

が課題となるかと思います。気仙沼市では最近出来た市の施設と景観との関係をど

のようなコンセプトで整理されたでしょうか？ 
（回答者：気仙沼市 職員） 

回答：一般公募の公開コンペでデザインを選定しました。当時はまだ、景観との関連はそ

れほど考えていませんでした。 
（回答者：気仙沼市前市長） 

回答：補足すると、気仙沼では色々な施設を造るとき、産学官で協同して考えようという

ことでやってきました。漁港整備や美術館建設でもいろいろな議論がありました。

時には気仙沼市の要望で漁港法を改正してもらうなど積極的な働きかけをして様々

な課題をクリアしていった経緯があります。 
 
（質問者：国土交通省 職員） 

質問：景観を守るためには地域住民の合意形成がなによりも大事です。そんななかで、で

きるところから始めるという考えで行っている、みんなで壁面を塗るなどのちょっ

としたアイディアが素晴らしいと感じました。他の自治体でも合意形成に向けたア

イディアがあれば教えてください。 
安島：表彰制度というのは、お金があまりかからないという点でもよいかと思いますが、

いかがですか？ 
（回答者：気仙沼市 職員） 

回答：表彰制度というのは良いと思います。景観は単純に新しいものがダメとか古いもの

がダメとかいうものではないと思います。伝統的な建物がいいという人もいるし、

古い建物よりバリアフリーに対応した最新の住宅がいいという人もいます。そうし

たなかでも、地域からあきらかに突出した建物ができるのは良くないと思います。

心にとげの刺さらないような形で、「気持ち良いまちづくり」というキーワードで合

意形成を図っていくことが大事だと思います。 
安島：景観法は確かに画期的な法律ですが、やはり法律でありどうしても制限をするとい

う考えになっています。こういうまちづくりをしたいという、法律とは別の要素が

大切になってくると思います。 

（回答者：伊香保町 職員） 

回答：伊香保では平成１５年に表彰を行いましたが、苦情を言う人もいて中止になってし

まった経緯があります。現在では、設計者と行政関係者の間で年４回の懇談会を行

っています。 

安島：住民の方も大事ですが、建築に携わる人にビジョンを理解してもらうことは大事で



す。マニュアルの作成や勉強会などを行うのはお金もかからず、効果も早くでると

いうメリットもあります。表彰については難しい面もあるようですね。 

（回答者：気仙沼市 職員） 

回答：気仙沼では子供達にも知ってもらいたいということで写真コンテストを行いました。

賞品を設定すると資金の面で続かなくなる心配もありますが、高校生の写真クラブ

からまたやりたいとも言ってきてくれています。住民が街並みを残していこうとい

うきっかけになると思います。 
安島：写真コンテストはいいアイディアだと思います。 

短い時間でしたが有意義な意見交換が出来たと思います。 



（２）第２分科会「地域資源を活かした体験型都市観光の推進」 

 

司会：伊東三男（気仙沼市産業部観光課長補佐） 

講師：野口智子（ゆとり研究所所長） 

事例報告：佐原市 椎名喜予（佐原市経済環境部商工観光課） 

  彦根市 安達 昇（彦根商工会議所中小企業相談所） 

 

【講師挨拶】 

・現在、スローライフジャパンというＮＰＯで、こ

れまでのように大きなモノを作るというやり方で

はなく、スローに手間ヒマかけて地元のことを丁

寧によくしていこうという活動を行っている（パ

ンフレット紹介）。 

・最近では鳴子町において、一店逸品運動を展開し

ている。商店街も地域資源であり、お店一つ一つ

が元気じゃないと活性化につながらない。 

・「都市観光」というと、イコール「大都市」のイメ

ージだが、小さなまちでも「まちなか観光」は都

市観光だと思う。 

 
【課題提示】 

（佐原市について） 

・どこかにしまっていたガラクタみたいなものを見せるなど、「地域資源」は店そのもので

あるし、おかみさん会や女性たちも大事な「地域資源」であろう。 

・取組については、単純に実験するだけでなく、滞在時間が延びれば売り上げがこれだけ

伸びるということを実証したことに説得力がある。 

（彦根市について） 

・適切なところに案内表示が無かったり、案内してくれる人がいないなど、その地域と付

き合うのがイヤになる地域が多い。彦根の事例のように、ちょっとした疑問に対して情

報を得ることによって理解が深まったり、そうした情報を同行者と分かち合ったりでき

れば、ぐいぐいと町に入っていけると思う。これが携帯端末で行えるのは素晴らしい取

組だと思う。 

野口氏 



【意見交換】 
（質問者：気仙沼観光協会 職員） 

質問：彦根の多言語による情報提供は、観光ボランティアの形態を取っているのか？会話

のレベルは？ 

（回答者：彦根市 職員） 

回答：韓国語は滋賀大学の留学生に依頼。また、ボランティアガイドは 50 人登録されてい

るが、内、英語が話せるものが５人、中国語１人、韓国語は対応できていない。今

回は、携帯によりポイントポイントで情報を提供することに取り組んだ。 

質問：補助的な看板の提供は？ 

回答：案内パンフレットは４カ国語用意しているが、看板で対応しているのは実際にはご

くわずか。現在の実験的取組を、今後はビジネスモデルにしていきたい。 

 

（質問者：唐桑観光協会 職員） 

質問：各地で様々な取組が行われていることが分かったが、結局は、行政、協会、商工会

が張り切っても、その地域の市民がどのような意識を持っているかがポイントであ

ろう。市民の価値観の共有化を図ることが重要ではないか。そのためには、知恵や

意見を出し合っていくことが先決。 

野口：上からシャワーのように（方策を）降らせるのではなく、下から噴水のように吹き

上げていく時代。外の目で地域の資源を掘り出していくことも重要であろう。 

 

（質問者：気仙沼市大島在住の男性） 

質問：どの地域でも、地元に無いモノを無理に引っ張ってくるというのではなく、あるも

のを見直していこうという課題や方向性は一緒なのではないか。しかし、まだモノ

に頼りすぎていると思う。モノじゃなくて人が大事だと思う。 

  観光のスタイルがその土地の珍しいモノを見るのではなく、その地の生活スタイル

を体験するということに変化してきているのではないか。 

  人の育成に力を注がないと、持続的にならない。人づくりに何か取り組んでいるか？ 

（回答者：佐原市 職員） 

回答：佐原はもともと天領で、旦那衆がまちを作ってきた。そのため、行政よりも市民が

がんばっている。「観光」により交流人口を増やそうとする中で、２つのまちおこし

会社がある。これは、市民もリスクを持つ覚悟でまちづくりに取り組もうとするも

の。当市には、「この人」という際だった人は居ないけれど、リスクを認識した人た

ちが覚悟を持ってやっている。 

  300 数十年続いている祭りがあるが、この祭りをやっていく中で、子供たちが自然に

いろんなルールを学んでいっていると思う。 

（回答者：彦根市 職員） 



回答：当市は国宝・彦根城を抱えて、殿様商売的なところが強く、また行政や補助金をあ

てにしているところがある。 

  その中で、ワークショップを行って意見を吸い上げるなど、努力している。さらに、

まちの駅で車座になって話をする機会を持つなど、住民同士のコミュニティが活発

にできるまちづくりを推進している。 

野口：両地域に限らず、様々な地域で地域資源が大事なことはみな気がついている。次に

どうすればいいのかという段階だろう。 

「地域資源」とは何か？特に、目に見えないもの、形の無いものをどう資源として

磨き、活かしていくのか。これは「資源化する技術」である。 

  一方で、コンテンツが無ければ仕方がない。整理整頓が必要。さらに、今までのよ

うなトウモロコシ刈り、こんにゃくづくりとかではない、都市部ならではの「体験」

とはどのようなことか。 

 

（質問者：気仙沼市 職員） 

質問：佐原が「観光地にはなりたくない」といわれたが、その理由は？ 

（回答者：佐原市 職員） 

回答：元々、まちづくりを市民が一生懸命やってきた。そういうものを大事にしてくれる

人、佐原を好きで市民と価値観を共有してくれる人にきて欲しい。まちづくりを体

験していただきたい。 

質問：体験とは、「中に入って」何かをすることだと思うが、どのような体験型都市観光を

行っているのか？ 

回答：まちなかに居ること自体が体験。店の奥まで入っていただき、思いを共感していた

だくこと。 

（回答者：彦根市 職員） 

回答：湖東焼きをテーマにした体験ルートをつくっている。陶芸を体験する、窯元を訪ね

るなど。 

また、自転車屋さんが１泊２日で彦根を巡るコースを作った。これは前日に地元の

人がレクチャーをし、翌日、おにぎりをもって一緒にサイクリングするというもの。

携帯を使った今回の実験は、あくまできっかけとなればというもので、それのみと

いう意味ではない。 

 

野口：（JMC の方へ）事前アンケートで、まちづくりは「点」でなく、「線」でという意見が

あったが、具体的に聞かせてほしい。 

（回答者：㈱ＪＭＣ 職員） 

回答：今日の事例は、線で結んでその中をデザインするという形だと思うが、全国では博

物館だけ、施設だけというように点だけで紹介されていることが多い。まち全体で



デザインすることができないかと思う。 

 

（質問者：㈱ＪＭＣ 職員） 

質問：観光に力を入れるそもそもの理由は？例えば、気仙沼では地域の水産業が停滞、ま

た中心部の衰退が起こっていることから、観光を柱に地域の復活を図ろうとしてい

るのであろうが、それぞれの地域のそもそもの課題は何か？ 

（回答者：彦根市 職員） 

回答：交通の便がいいので、京阪神、中京へ出て行ってしまい、中心市街地の人口が減少

している。地元住民だけでは商売が成り立たない。現在、45 万人しか集客が無いが、

施設として成立するには 300 万人、観光都市として成立するには１千万人の来訪客

が必要。 

（回答者：佐原市 職員） 

回答：中心市街地活性化のツールとして、観光を捉えている。観光を産業として捉え、広

く展開していきたい。 

質問：そもそも観光地になりたくないというが、いそいで観光地になりたいのか、あるい

はじっくりと取り組みたいということか？ 

回答：地域ごとに時間差や熟度が異なっている。何を共有化し、互いに参考にできるかで

あろう。 

 

（質問者：鳴子町 職員） 

質問：鳴子でも現在「地域資源を活かした取組」を進めている。４月から広域合併するが、

そうなっても都市や自然景観、あるいは生活文化が資源であることには変わりない。

個々の取組はあるものの、ネットワークができていない。また、お客さんは目的を

持ってくるのだが、情報が不十分。どうやって価値観を伝えていくか。佐原ではお

かみさん会が中心か？ 

（回答者：佐原市 職員） 

回答：おかみさん会はもともと近所で集まって始まったのが、佐原市からの声かけで広ま

った。どのようなおもてなしをするか、何を資源として磨いていくかについては、

月に１回の勉強会を行っている。代表は３名いるが、もし一人だと自分たちの仕事

もあって大変だから。この代表を年配のおかみさんが支えている。 

 

（国土交通省 職員） 

意見：目に見えない観光資源とは、ということについて、ＴＤＲを例に挙げると、毎回期

待を裏切らないし、また長年受け継がれてきた文化がある。これは、特に厳しい教

育があるということではないようだ。長い時間をかけて共有化されてきた雰囲気こ

そが、観光資源。 



  また、都市の体験ということについても、ＴＤＲはそれ自体を体験しにやってくる

のではないか。その中でアトラクションが変化し続けている。 

 

（質問者：彦根ユビキタス協議会（滋賀大学） 教授） 

質問：彦根では先頭に立つ人が居ない。佐原の話を聞くと、佐原では先頭に立つ人がたく

さん居るようだが、コンセプトは誰が発案しているのか。またそれをどうやってみ

んなの同意に持っていっているのか。 

（回答者：佐原市 職員） 

回答：佐原では、外からの研究者が一週間の内数日は入っており、地域の人が夢のある話

をしていると、少し現実を見るよう提言し、逆に目先にとらわれていると夢のある

話をするように促している。このように、内部ネットワークと外部ネットワークが

きっちりとできており、それぞれの人が何をやらなければいけないか、あるいはい

つまでにやらなければいけないかということが分かっている、ということが大きい

と思う。 

野口：いいアドバイザーが、何となくいるということが大事。「勉強会」というシステムを

公共がきっかけとして用意してあげることも大事では。 

 

【総括】 

野口：・佐原はホットで、人間っぽいのに対して、彦根では先進技術の先取りが行われて

いる。両事例を見ると、緩急自在な加減が重要であることが分かる。 

・今や地域資源を活かすのはあたりまえで、これからはモノではなくコトやヒトを

どうやって拾い出し、磨いていくか、その技術を身につけていかなければならな

い。 

・都市型の体験とは、商店街のおかみさんと話すのを含めて、すべてが体験。 



 

（３）第３分科会「滞在化の促進と観光振興によるまちづくり」 

 

司会：境 和夫（気仙沼ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ協議会誘致推進課長） 

講師：鶴田浩一郎（㈱ホテルニューツルタ代表取締役） 

事例報告：下諏訪町 土田 豊（下諏訪町産業観光課長） 

福岡市  山下 永子（ぐらんざ総研・ﾋﾞｼﾞﾀｰｽﾞ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ都市塾第一期生） 

 

【講師挨拶】 

・ホテル稼業に係わった時期というのは、別府温泉

が日本の最大温泉地（東の熱海、西の別府）とし

て、団体客で賑わう昭和 40～50 年頃の最盛期だっ

た。ホテル業に携わるようになったのは、下り始

めた 20 年程前であった。しかしまだがんばらなく

ても過去の財産で食いつないでいられた時期では

あった。 

・まちづくり（地域づくり）に係わるようになったきっかけについては、バブル後もまだ

食べていけたが、別府温泉はじめ衰退した温泉地にとっての決定的なダメージは 97 年の

金融不安からデフレになったことであった。そして、集客交流拠点が老舗温泉観光地か

ら、まちづくりを行い伸びてきた温泉地（湯布院のように）へと変わっていった。現在

別府はその湯布院をお手本に、イベント型・地域づくり型の事業を行い、活性化をがん

ばっているところである。 

・集客交流産業（ビジターズインダストリー）と人材育成に関しては、湯布院のような全

国でうまくいっている観光地には必ずキーとなる民間人がいる。その人の回りに色々な

特技を持った人が集まる。そのような熱情のある人がいるところは地域が動く。これか

らは人間が育ったところがうまくいくだろう。 

 

【課題提示】 

・人材－滞在時間の延伸策の前にまちづくりで最も重要なことは、人材である。まちをつ

くる作業には 10 年はかかる。民間主導でがんばりすぎ、２～３年で疲れ果てて倒れて終

わってしまう、というのでは意味がない。 

・滞在時間の延伸、集客交流産業を根付かせるポイントは、①地域のアイデンティティの

ある古くからの景観を活用する、②食－気仙沼のような地産地消－を活かす、③時間の

使い方を提案する、であり、③がこの分科会のテーマ 

（下諏訪について） 

・夜間のイベントは、宿泊につながることから宿泊施設の多い観光地ではよく行う。４時



頃から行うのが最も効果があるといわれている。 

（福岡市について） 

・交流人口が増加している 100 万人都市で、民間活力によるイベントが行われたことは珍

しい。 



【意見交換】 
鶴田：各地域の取組における官民の関わり方について教えてほしい。 

（回答者：福岡市 協議会メンバー） 

回答：朝カフェのレールを敷いたのは福岡市。財界と行政でビジターズインダストリー推

進協議会をつくった。その関連で民間と市の若手による養成塾＝都市塾をやり、そ

こでのアイディアから民間がボランティアで朝カフェを開催（事務局は市）した。 

（回答者：下諏訪町 職員） 

回答：イルミネーションについて、諏訪大社周辺の商業地区で、地域住民が集まってまち

づくりの会を行っているが、いつやるか分からず、やりたい時に出てくるだけとい

う集まり方をしている。市はその活動をパンフレットにまとめるくらいで、それ以

上の口出しはしない。この会がイルミネーションの受け皿組織になればと思ってい

るが、現在は市主体のイベントである。 

（回答者：気仙沼市在住の男性） 

回答：どこでも官と民の溝はあると思う。気仙沼では凧揚げまつり等、官民が一緒にやっ

ているが、土日に祭りをやることが多いので、官の協力が限られている。気仙沼は

小さいので人集めが難しい。どうやって必要な人数・ボランティアを集めているの

か知りたい。 

（回答者：国土交通省 職員） 

回答：官主導でうまくいっている例として。官として金沢市で働いていたことがある。金

沢は観光でうまくいっている都市だが、条例やまちづくり協定等のフレームを官が

用意して、民を誘導して歴史的街並みの改修・保存を行っている。街並みがよくな

ることによって、そこに素敵なレストランやバーができたりと、あとから経済活動

が起きている。 

（回答者：風待ち研究会（気仙沼市）メンバー） 

回答：気仙沼には、昭和初期の建物が残る一角（風待ち地域）がある。その街並みに「大

火のあとになぜ、このような特徴ある建物を造ったのか」と建築的興味を持った市

民が集まり 20 棟近くを調査した。そしてその記録と街並みの生かし方を提言として

まとめ、市に提出した。我々はまちづくりの会ではないので、今後官や地域住民が

どう生かすかについては関知しない。官の役割は風待ち地域をどう生かすかについ

ての道筋をつけることだと思う。 

 

鶴田：新しいまちづくりを行う時、民が先に立って走らないと難しい。官が先に立ってう

まくいっているところは人口１万人以下で役場の中に変わり者がいるようなところ。

人口５万人以上の市になると行政の変わり者は疎外されやすくなる。人口 10～20 万

人の都市では、民が先に動かないとうまくいかない。官主体だと予算が先にあるの

で民が依存してしまい、結局官の事業になってしまう。やる気のあるＮＰＯを官が



支援していく、というのが一番うまくいくのではないかと思っている。 

 

鶴田：滞在時間の延伸策について各地域の取組を教えてほしい。 

（回答者：鳴子町 職員） 

回答：まちなか歩きについては、鳴子町は平成３，４年頃は 400 万人／年あった観光入込

み客が、バブル後（平成７～９年頃）は 200 万人／年まで激減してしまった。そこ

で平成 10 年から地元の旅館や商店街が手を組み、１泊２日型を脱しまちなかに観光

客を引き留める策として、「湯めぐり手形」と「まちを歩けばゲタが鳴るこ」（温泉

街は浴衣と下駄で歩くのが雰囲気あるので、下駄を履いてきたお客様にちょっとし

たサービスを提供する）をはじめた。これは民間が自発的に始めた事業である。ま

た、地場の農産物を見直し、温泉と組合せたグリーンツーリズム（稲刈り＋湯治、

田植え＋湯治等）を行っている。 

 

鶴田：気仙沼市の観光ボランティアガイドの取組を教えてほしい。 

（回答者：気仙沼湾観光ボランティアガイド連絡会の男性） 

回答：気仙沼ボランティアガイドは平成 11 年に設立。旅館等有識者と商工会議所が募集・

参加を行ったのがはじまり。魚市場、安波山、文化財の案内、観光バス業者協力、

大島のガイドを行っている。活動費の問題から有料ガイドも実施している。官民の

関係については官は民を、民は官を頼りすぎていると感じている。役割分担を明確

にし、一緒に達成感を味えるようにすることが大切だと思っている。 

鶴田：ガイドはこれからの観光の柱の一つである。ガイドが付くか付かないかで場の印象

も変わる。欧米ではエコガイドはステータスがある立派な職業である。これから必

要なガイドは、エコガイド、まちあるきガイド（例えば、ロンドンウォーク(有料)）、

相手に合わせて対応のできる有料エンタティメントガイドも必要であろう。 

 

鶴田：人材育成について各地の事例を教えてほしい。 

（回答者：福岡市 協議会メンバー） 

回答：都市塾が目指したことは、20～30 代のディレクターができる人材の養成ということ

で、公募ではなく一本釣りでやる気のあるおもしろい若い人 12 名が集められた。お

金集め、プロモーションから何もかも自分達でやり、ぼろぼろになったが達成感が

あった。自分の力を増幅できた。 

鶴田：プロジェクトを推進する時、人材を一本釣りしないと民から汗をかいてくれるいい

人が集まりにくい。オンパクの場合も同じであった。そして１年目の評価が高いと、

官も協力してくれるようになる。 

 

 



（質問者：気仙沼市在住の男性）  

質問：下諏訪の工業同様、気仙沼の漁業も下火になり、観光を考えるようになった。観光

に関係のない人達をどのように巻き込んだのかその方法を知りたい。 

（回答者：下諏訪町 職員） 

回答：まだそのような人達を巻き込めないでいるので悩んでいる。観光を定着させるのは

もう少し後になるだろう。一本釣りは行政にはできない手法なので民が必要である

が、人口２～３万人の町だとどの分野でもいつも同じ人になってしまう。しかし、

仕掛けに食いついてきた人を大事にしている。事業内容を考える人、それを具体化

する人、儲ける方法を考えてくれる人等、色々なタイプの人が必要である。 

 

【総括】 

鶴田：本日のテーマである滞在時間を延ばすための方法を、福岡、下諏訪の方が本音の部

分まで話して下さり、その背景となるところまでまちづくりの要点が分かったと思

う。分科会のまとめは翌日のパネルディスカッションで報告する。 

 


