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香川まちづくり観光サミット in さぬき市 

～まち歩きの向こうに見えるもの～ 

まちづくり研修会 

日時：平成２５年２月１０日（日）１３：３０～１７：３５ 

場所：さぬき市役所 市民ホール 

主催:てくてくさぬき推進協議会、わがかがわ観光推進協議会 

プログラム： 

○挨拶 

13:30～13:33 てくてくさぬき推進協議会長 豊浦孝幸 

13:33～13:36 香川県観光交流局長 岡輝人 

13:36～13:43 さぬき市長 大山茂樹 

○13:45～15:04 基調講演「まち歩きを持続性のあるものにするために」 

        斉藤俊幸 イング総合計画株式会社 代表取締役 

15:04～15:20 休憩  

15:20～15:26 志度高校生の指導による体操 

○事例発表 

15:32～15:49 「げんない学園」 志度高校商業科 

15:51～16:13 おへんろつかさの会 

16:14～16:28 観音寺商工会議所青年部「かんぱく」 

 

○16:30～17:35 トークセッション 

内容： 

13:30～13:33 てくてくさぬき推進協議会長 豊浦孝幸                    

・てくてくさぬき推進協議会は、２００９年からスタート。 

・まち歩き自体が浸透していなかったが、今はまち歩きのキーワードが出

てくる。 

・地域の財産を見つけ活かそうという、町づくりの要素がまち歩きにはあ

る。 

・より良いまち歩きコース、まちづくりの一歩を踏み出してほしい。 

 

13:33～13:36 香川県観光交流局長 岡輝人                         

・まち歩き型観光、全国でも積極的に取り組まれている。 

・春は８７コース、夏は  コース、秋も９４コースと、県下全ての市町

で、まちち歩き観光が展開しているのは香川だけ。 

・第４回が島根県太田市で開催。 

・本日の斉藤さんの基調講演を、研鑽と活動の原動力としてほしい。 

・瀬戸内芸術祭には人が行くが、それ以外の観光地には人が行かない、逆
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に減ったと、課題が指摘されている。そうならないようにと、今回は仕掛けを施してまいりた

い。 

・まち歩きの観光というのが、みなさまにがんばっていただき、良いものになっている。大勢の

観光客の方々に楽しんでもらえるものになればと考えており、ご協力を。 

 

13:36～13:43 さぬき市長 大山茂樹                            

・今日は、「冬のうまいもん祭り」として午前中から行っている。午後は、

香川まちづくり観光サミット in さぬき市として研修会の開催に、心

からお喜びもうしあげます。 

・昨日は、中国の人にとっては、お正月ということでにぎわっている。

明日は建国記念日ということで、その間の日。大勢の方にご参加いた

だき、お礼を申し上げます。 

・持続性のあるまち歩きの講演、事例発表、志度商業高校の取り組み、観音寺からは商工会議所

青年部の方が、さらにはまち歩きの事例発表。 

・これからの観光というのは「量」で他の町づくりと競うのはなかなか難しいと思う。しかし、

「質」特に人間が生活する「質」の向上にはさぬき市でもまだまだやるべきことがあると思う。 

・さぬき市の市長はお金がないから、そんな風に言い訳するんだと言う方もいる。 

・毎年、メモリアルの日に、さぬき市の○○に来てくれる、継続して来てくれる、来てくれた人

がホッとする、そんなまちづくりをしていきたい。 

・若い方の参画で、郷土の奇才、平賀減内の取り組みをしてくれている。

てくてくさぬき推進協議会、毎年研修会をしていただき、卒業生が増え、

その有志がまちづくりに力添えいただいている。 

・さぬき市では、そういう方々が活動できる環境づくりに取り組んでいき

たい。 

・そんなまちづくりのヒントを、今日の研修会でつかんでほしい。 

・質の高い観光資源に磨きをかける。それに我々もご協力することを誓いお礼の言葉としたい。 

 

○講師紹介 

・今治市地域再生マネージャー（ふるさと財団） 

・地域活性化伝道師（内閣官房） 

・総務省地域力創造アドバイザー、地域経営の達人（総務省） 

・新成長戦略会議食の６次産業化プロデューサーＷＧ委員（内閣府） 

・中心市街地商業等活性化支援有識者検討会委員（経済産業省） 

・地域づくりの総務大臣表彰を２回受けている。 

・日本農業大賞も受賞。 

 

13:45～15:04 基調講演「まち歩きを持続性のあるものにするために」             

○講師：斉藤俊幸 イング総合計画株式会社 代表取締役 
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・今は、愛媛県今治市の総務課に勤めています。 

・「買い物難民」、「ソーシャルビジネス」、「６次産業化」の言い出しっぺは私です。 

・ＮＨＫのプロジェクトＸにも出ろといわれたが、妻が離婚するというので、泣く泣くあきらめ

た。地域の方々ががんばっている、地域の方々が主役なのに、私が出るわけにはいかない。 

・長谷川町子 サザエさんの作者 その長谷川さんちの前を通ってかよっていた。桜町小学校 

・ふじもとたかひろ先生 地域環間競争 経営学者 トヨタの経営理念を世界に紹介した先生。 

 

○地域の強いかたちを「創発」でつくる 

・「ひょうたんから駒」、「怪我の功名」、「セレンディピティ」 

・組織能力の構築プロセスは完全にコントロールできない。「思惑倒れ」「怪

我の功名」「瓢箪から駒」といったように、事前の意図とは異なる形で、

組織能力の蓄積が進んでいく例は多い。あるシステムが必ずしも意図さ

れない形で複雑に変化することを「創発」という。 

・意図せざる結果を伴う混沌としたプロセスの中で、なおかつライバルに先んじて競争能力を構

築するためには、ころんでもただでは起きない、しぶとい組織学習能力が必要・・・ 

・藤本隆宏東京大学教授の著書「能力構築競争」（中公新書） 

 

○偶然、ラッキー、セレンディピティ 

・ノーベル化学賞を受賞した鈴木章北海道大名誉教授が「何もやらない人は（偶然に物事を発見

する能力である）セレンディピティに接する機会はない。一生懸命にやって、真剣に新しいも

のを見つけようとやっている人には顔を出す」と発言。 

・勝間和代さん → 「勝つまでじゃんけん」（誰もいないところで） 

 

○創発（セレンディピティ） 東洋大学大学院生 

・きっと、地域再生の種となる何かを探しているときに、探しているものとは全く別な価値ある

ものを見つける能力・才能を指す言葉なのでしょう。 

・何かを発見したという「現象」ではなく、何かを発見する「能力」。簡単に言えば、ふとした偶

然をきっかけにひらめきを得、幸運を掴み取る能力なのでしょうね。 

 

○時は平成１６年 地域再生事業スタート 

・中間テストで前の日に山勘をして当たって５０点取った。それは創発とはいわない。 

・８０点までは出来ていて、最後の問題がわからず、それが山勘で当たり、１番をとる。最後の

５点とる、３点取ることを「創発」という。 

 

○追浜（おっぱま）商店街からまちづくりに参加して欲しいと関東学院大学に声がかかった。（神奈

川県横須賀市） 

・まちなか研究室（追浜こみゅに亭） 

・「商店街ワイナリー」 この収益でまちづくりをやろうと 
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 ソーシャルビジネスの原型（２０００年） 

 

・まちなか研究室「青研」 熊本県荒尾市にいかないとふるさと財団 

・商店街の人たちによるワイナリー工場 

  一つ３００ドルで買える ６畳一間で家賃を払い 

・日本初の国税局認可の酒造企業組合（マドンナと金物屋、電気屋、ガス屋、写真屋、自転車屋） 

・商店街の人たちによるワインづくり 

  １ヶ月に１０００本  

・小地域マーケットの成立と維持、各地区配置へ。高齢者が歩いて来られる１５０人のマーケッ

ト。出荷者は多品種少量通年生産。 

 

・住民により建設された まちなか研究室「ありあけの里」 

・保健所：加工品を売るのなら壁と屋根をかけてください → 新築すると２００万円必要 → 

加工品を置く部分だけの部屋を作る 

・一日１５万円を売るようなことになった 

 それが台風で壊された 

・住民により建設 新ありあけの里 ← 瓢箪から駒、怪我の功名 

 

・駅前商店街の空き店舗活用 まちなか研究室「にんじん」（農産市研究会、梅酒・総菜加工） 

・日本一小さなトイレのない喫茶店 「自家焙煎珈琲の木」 １ヶ月に６０万円稼ぐ 

 

・コミュニティレストラン「梨の花」 気合いの入った家庭料理 

・ワンデーシェフによる働くチャンスの確保 

・８００円２０食限定、高級なのに割安感のあるマーケット 

 

・３つの徒歩圏内マーケット 生活を安定させてから出店（パン屋さん、花屋さん） 

・高齢化社会に対応した徒歩圏内コミュニティの多店舗展開 

・年間で１億円ほどの売り上げ 

・徒歩圏内マーケットマニュアル 

 

○地域活性化伝道師に就任（内閣官房） 全国１０人の一人に選ばれた 

・地域づくり総務大臣表彰（平成１９年度） 

・地域力創造アドバイザーに就任（総務省） 

・フードデザート（食の砂漠、食料難民問題）で中心市街地活性化パンフに掲載（経済産業省中

心市街地活性化室） 

・若者・馬鹿者・よそもの 

・住民がやったことであって、決して、私がやったわけではない。 

・国家戦略検定６次産業化プロデューサーＷＧ（内閣府） 
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○１市７町で広域合併した由利本荘市 

・市域は広大（神奈川県や東京都の半分以上の面積） 

・新由利本庄市は９つの第３セクターを抱えることになり、７つが赤字、毎年合計１億円の赤字

を抱えることになる。 

・天鷺ワイン（年間１，０００万円赤字）とホテルユースプラトー（年間６００万円赤字）の再

生計画を立案することとなった。 

 

○英語強化合宿で協働する「国際教養大学」とは 

・秋田県に新設された公立大学 

・授業は全て英語で行う、海外留学１年が必須科目など特色ある取組を進め、理想の人材育成が

でき、就職率１００％を誇り。 

・ＴＶ番組「カンブリア宮殿」で特集されるなど、今、話題の大学。 

・ＴＯＥＩＣの学生平均９００点。 

・集落支援員に入った下田君は９４５点。 

・国際教養大学は国公立大入試難易度第５位（東大や東北大に準ずる県立大学） 

 

・高校生向けの英語合宿（国際教養大学サークル Ｊｕｍｐ－Ｓｔａｒｔｅｒ） 

 オープンキャンパスで募集開始 

 １回７万円で全国から集まってくる。 

 ２０分の講義連続、英作文重視、小集団協議 

 ２０００単語 どうやって覚えた 情報交換 

 自立学習のための英語合宿（年間５回開催、延べ１，０００泊） 

 

 英語は秋田の地域資源、英語王国秋田 

 合宿は黒字となった 

 

○天鷺ワイン再生計画（特産のプラムを原料にワイン製造） 

・まずは担当者自ら石窯建設（材料費１０万円で石窯を作る） 

・住民が力を合わせて石窯建設（中直根集落、鳥海窯） 

・石窯、移動式のリヤカー石窯、道ばたの石窯 

 

○風土ふぇすた 石窯ワイン会準備（守中シェフ登場） 

・秋田市出身ソムリエ国際線全日空スチワーデスの協力を得て石窯ワイン会（ミルジー窯） 

・由利本庄市出身全日空スチワーデスの協力を得て石窯ワイン会（鳥海窯） 

・２時間でピザは６０枚焼け、原料代は１万円程度（参加費２，０００円の石窯ワイン会収支モ

デル） 

・参加人数   ３０名   ・ワイン代      ３０，０００円 

・参加費 ２，０００円   ・場所代（槇代含む） １０，０００円（集落利益） 
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・収入 ６０，０００円   ・ピザ人件費     １０，０００円 

              ・材料費       １０，０００円 

              ・支出        ６０，０００円 

 

○発酵研究会（茨城県常陸太田市事例：葡萄酢） 

・葡萄、梨、ブルーベリー、しょうが ７色の酢を作る 

 

○遅咲きのヒマワリ ～ボクの人生、リニューアル～ 

・地域おこし協力隊（総務省） 

・香川県には小豆島しか入っていない。愛媛、高知にはたくさん入っている。 

 

○本山町コミュニティ・ビジネス定住促進事業（総務省） 

・吉野川源流の深い森林を守り育てる林業と両立できる兼業ビジネスとして、付加価値の高い農

産加工、酒類製造、観光ポテンシャルを活用したサービス産業の育成に取り組むことで、地域

資源の活用と地域住民との協働による雇用創造と定住促進を目指す。 

 

○ばうむ合同会社、木工製品で健闘（商工青年部が起業） 

・地域おこし協力隊 

・ＪＲ四国認定の特急列車のエンブレムのコースター 

・農業・林業研修、定住化 

 農業公社から農地を借り受け農業研修を開始 

 厚生労働省パッケージ事業を活用し林業研修を開始 

 コミュニティ・ビジネスは総務省外部専門家派遣事業を活用し研修を開始 

 事業費は総務省過疎地域自立活性化交付金ふるさと財団事業（宝くじ）を活用 

・山間部で地域おこし協力隊研修（座学）を遠隔授業でスタート（慶応大学ビジネススクール） 

・ＮＰＯ法人土佐の森・救助隊の小規模林業を現場研修 

 １トン６千円 一人２千円でもいいからという６０代の人がいる 

 景観伐採（吉野川が国道から見えるようになった） 

 

○たんころ倶楽部結成（中井隊員、時久隊員、野尻隊員） 

・耕作放棄地開墾、マコモダケ産地化（中井隊員） 

・まとまった収入を得られる職業が少ない中山間でもいろいろな仕事を組み合わせれば生活

できる。 

・収入も出費も少ない生活を受け入れると不便を感じない。 

・林業×（梅干し＋和紙＋・・・）（時久隊員 Ｕターン） 

・楮（こうぞ）皮むき 

・作業道 １ｍ整備すると千円の補助金 １０日で１０万円ぐらい 

・林業女子 里山を守り地域を活性化したい（週刊朝日） 
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・石窯づくり 

・レストランなんか作らなくても、外でテントで稼げている。 

・みんなに体験させているので営業許可もいらない。 

・どぶろく 

 

○ばうむ合同会社の焼酎製造免許申請（雇用の受け皿作り） 

 

○お言葉、御礼 

・本山町は大変よくやっている。（高知県知事） 

・今、高知県で一番面白い町（高知県職員） 

・みんな、本山町のようなまちだったらいいのに。（経済産業省職員） 

・米日本一は短期間に達成したのではない。１０年ぐらいいろいろトライしていた。胎動があっ

たから出来た。（高知県黒潮町職員） 

 

★創発 誰もやっていないところで、少しちょっと工夫する 

 

○コミュニティ・ビジネス 

・裏漉し機の修理 

・冷蔵庫を温蔵庫に改造してつくる納豆 

・地域再生は知恵と工夫で什器も自分たちでつくろう 

 

★最初から補助金をもらってやり始めるとうまくいかない。 

 

・焼酎蒸留器（ボルネオ）、ハーブ蒸留器（キルギス） その国にあった工夫をしている 

 

・お金をかけずに、まず、やってみましょう。 

・小さな実験をやる。 

・資金調達が可能となってくれば事業化。 

 

○しまなみカレッジ 

・島嶼部各支所に２名配置 地域再生マネージャーは吉海支所 

・しまなみカレッジで実施する研究会 

・ガイダンス（まちづくり）    ６次産業とは何か／渡辺桃代さん（内閣府）講演 

・ＩＴ環境整備研究会（関前を中心に） ユビキタス共通プラットフォーム供与 

・耕作放棄地再生研究会（上浦を中心に） 

・ダンス研究会（伯方）      蒲田隊員＋娘、奈々子さんはエアロビ全国２位 

・女子旅研究会（大三島、上浦）  愛媛大学米田誠司先生、前湯布院観光協会事務局長 

・乾燥研究会（珈琲焙煎、関前）  珈琲焙煎／浜田和夫さん実技指導 
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・冷凍研究会（宮浦、吉海）  夕焼けの強みを活かす、キッチンカーの夕焼けレストラン 

・石窯研究会（吉海、上浦、宮窯） 石窯建設、小型移動式を４基製作 

・竹炭・竹酢液研究会（上浦）   今治南高校との協働 

・加工研究会（上浦） 

 

○社会実験／来島海峡ＳＡを運営するしまなみリーディング社との協議 

・しまなみにはトイレと自動販売機しかないところがある 

・軽トラ市のようにキッチンカーを集積したら 

・得意な英語を活かして外国人観光客を誘致したい（木下隊員） 

・お墓の石を使った２５万円のベンチ 一番景色のいいところにベンチを置く権利を売る 

 

・資金循環を起こしていくと、化けちゃうものが出てくる。薄明かりが見えてくると、日本人は

やり出す。 

・テーブルビジネス、石窯、ワイン、１週間に１日の労働で成り立つものがある。 

・発酵や冷凍、賞味期限の長いものであれば、成功の可能性がある。 

・「空き店舗でも、やりましょうか」となればいい。 

 

15:00～15:04 質疑  

男性Ｑ：加工品を販売する場合、屋根が居るとのことで、出店でもテントを張ったり、お酒を製造

するには年間３，０００リットル以上の製造をしないと免許が下りない、経営が成り立つ規模

でないと免許が下りないといった制約がある。先ほどの話の中で、民宿経営には自家用の厨房

とは別にお客さん用の厨房を持たないと申請できないが、お客さんに料理を体験させると民宿

の申請が要らないとの話があった。さまざまな起業を考えた際に、制度の縛りが問題になるこ

とがあるが、いかにしてその隙間を見つけるか、許可を取り付けるか、どのように勉強をすれ

ばいいものか。 

斉藤Ａ：民宿の免許 食事が終わり酔っぱらっているお客さんを相手にソバ打ちを体験してもら

えば、民宿の免許は不要。ワイン製造 年間１００日も仕事はないのだから、ボランティアを

募れば、人件費を浮かせる。そうやってコストは下げられる。規制緩和の周辺で工夫をすると、

面白いことが出てくるかも。 

 

15:04～15:20 休憩  15:20～15:26 志度高校生の指導による体操                         
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15:26～15:28 挨拶 衆議院議員 たまき雄一郎                       

・先ほどのいけるところまでいってという前後開脚はあんなに柔らかいと

は思いませんでしたが、まちづくりも、頭も柔らかく。 

・若い方もお年寄りの方も知恵を出し合って、 

 

15:32～15:49 「げんない学園」 志度高校商業科                      

・１０年前から地域活性化を目的に活動。 

・１０年間で、ー８．３％ 人口減少、活力の減少 

・げんない学園をスタート 

 

○地域の魅力を高めるとは 

・地域の人が地域の素晴らしさを知り、魅力を語れ

る地域をつくる 

 

○課題解決のための取り組み 

・課題１：各講座の必要経費 → 参加料収入 

 広告費が賄えない → パブリシティを有効に活用 

・課題２：電話による受付は事務処理が煩雑、受付担当に大きな負担 → フリーソフトの導入

により、インターネット申し込みに 

・課題３：地域への経済波及効果を図れないか → げんない学園の学生証を見せると割引が利

く「学割制度」を作る 

 

○第一線で活躍する方々からの直接指導 

 

○地域の変化 

１．平賀源内をテーマとした商品開発 → 平賀源内記念館でキットの販売 

             → コーヒーショップ「和樂」 コーヒー、コーヒーゼリー 

地域内の企業に開発を促し、地域経済に好影響！！ 

２．げんない学園に関わった人の意識の向上 

・げんない学園の子ども達が元気にブドウ狩りをしている姿を見て、これからも頑張ろうと

思った 

・自分の仕事が地域づくりに貢献できることを実感し、仕事へのやりがいを感じることが出

来た 

３．地域への愛着、誇り、連帯感を熟成する効果 

 

○今後の方向性 

①地域に誇る人材や資源を発掘し、コーディネート → 志度地域の魅力を増進 

②エレキテルキットの商品化 → 活動収入を確保し、学園運営が継続できるシステム構築 
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③地域の事業者に働きかけ → げんないをテーマにした地域商品の開発促進 

 

15:51～16:13 おへんろつかさの会  堀尾全一                       

・平成１８年度、さぬき市観光協会主催の講演会に、マーケティングコ

ンサルタント 西川りゅうじんさんをよんだ。西川りゅうじんさんが

提唱された「おへんろつかさ」構想によりスタート。 

・交流サロン 中司茂平（なかつかさ もへい） この名前を参考にし

て命名したな 

・お遍路をまわるときには「先達（せんだち）」さんがついてまわる。 

 宗教ではなく、観光や歴史に特化した説明をしようと。 

 

○会の設立及び現在の会員数 

・１年間に数度の講習会 終了生の受け皿として、会を設立 会員は約百名。 

・ガイドをする、人前で話をするのは難しい。少しの知識では出来ない。その知識が自分のもの

になって初めて説明できる。 

 

○会の組織 

・遍路道の現地研修 

・３か寺（志度寺、長尾寺、大窪寺）の御住職が講師を務め、普段みられない内部の見学も 

・会員が後輩である受講生たちを境内案内 

 

○主な活動 ①学習活動 

・自分たちで企画し、自己研鑽のための学習会を行っている。また、実際にへんろ道を歩く実地

研修を数回に分けて行っている。 

 

○主な活動 ②まち歩き 

・春と秋には、上がり３か寺周辺や遍路・歴史をテーマとするまち歩きを実施。毎回、会員みん

なでコースを設定し、案内やおもてなしの方法を考えながら、自然豊かで歴史あるまち「さぬ

き市」のＰＲに努めている。 

 

○主な活動 ③ガイドほか 

・各種団体からの依頼に応じて、３か寺境内の案内を行うほか、へんろ道沿いの清掃活動に取り

組んでいる。 

 

○当会の特徴と活動に対する考え方 

・当会にはまちづくり、まちおこしの考えはない。 

・イベントを企画するにしても、我々が一緒になって楽しいものを企画する。 

・５０名の参加者でも、そのうち２０名がうちの会員だったりする。 
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・一期一会の出会いを大切に 

 

・当会発案オリジナル創作和菓子 あまのたまとりまんじゅう 

 

○お金をどうするか議論した 

・ボランティアで徹するべき 

 利益を出していくべき 意見がぶつかり合った 

 

・観光協会９万円、会費一人千円 イベントは実費をいただいている。 

・この議論は継続審議として、終わらせた。約百人の会員がおり、これは速急に決めるべきもの

ではない。気張らず、焦らず、そんなに無理をせず。それが、まちづくり、まちおこしにつな

がったらいいなぁという会。 

 

16:14～16:28 観音寺商工会議所青年部「かんぱく」 もりた                 

○かんぱく（かんおんじ感動体験博覧会） 

・数年前から食を通したまちづくりに取り組む 

・総合的な取り組みができないかと模索 

・オンパク人材育成研修 in あわら → メンバーへの周知 

 

○事業のフレーム 

・ターゲット ５０～６０代女性、２０～３０代独身女性 

・テーマ   食、歴史・文化、美・健康 

・ブレーンストーミング、３００名を越えるアンケート、協力いただけるお店、メンバーでの意

見交換 

 

○１１の体験プログラム 

・旬の和菓子作っちゃいました 

・蔵人のまかない、もろみ鍋を地酒と共に 

・えっ？テントの素材でかばんづくり？ 

・和装小物の卸問屋で風呂敷美人になろう！ 

・Ｉ 編む ＴＯＹＯＨＡＭ 讃州綿 

・そうだ、親子で釣りに行くそうだ 

・自然の中で味わう かまど炊きごはん 

・マッサージ＆本格薬膳料理でビューティペア 

 

○地域ブランド 伊吹いりこ 

・地元でも認知されていない、マスコミが取り上げても、流通部分は取材されない。 

・伊吹いりこの説明＆試食 使う場面にあわせて、値段が高ければいいというものではない。 



H25.2.10 香川まちづくり観光サミット in さぬき市 

 １２ 

・いりこ定食 いりこのビデオやいりこの 

・産物の説明＆試食 

 

・今あるものを組み合わせ、少しのエッセンスを加えることで魅力的なプログラムに 

・しかし、お客様に来てもらわなければ意味がない プロモーション活動 中村文昭のＰＲイベ

ント、ホーページ、ガイドブック、の 

 

○参加者の内訳 

・市内６６％、市外３１％ 

・男性が２９％、女性が７１％ 

・農業体験、プロの料理づくり、アクセサリーづくり 

・体験できたことが楽しかった、具体的なプログラムの改善点を書いてクレア方が大勢いた。 

 

○かんぱくの３つの効果 

・チャレンジ、共感、愛 

チャレンジ： 新たな行動につながる 

共感：新たな魅力を創造することが出来る 

愛：地域愛が育まれる。活動を支援してくれる方々の間で愛が生まれる。 

 

・一つ一つの効果は小さなものかもしれませんが、多くの方々の力で、大きな効果に。 

・商売人の集まりであるからこそ、この取り組みで地域を潤すことにつながると思う。しかし、

青年会議所だけで出来るものではない。地域を豊かにしたいとの本当の思いで行動する人がい

ないと、地域は豊かにならない。 

 

16:30～17:35 トークセッション                              

 

 

 

 

 

 

 

 

司会：持続可能なまちづくり さぬき市長：量でなく質 

 斉藤：ひょうたんからこま 

志度高校：収益性に取り組み 

おへんろつかさの会：ボランティアも大事 

かんぱく：共感、チャレンジ、愛 
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それぞれのみなさんの中で、ものごとを続けていくことで問題に感じていることは？ 

 

○○：気持ちはボランティアなんだけれども、継続していくためには収益を

あげていかねばならない。補助金がずっと続くわけではないので、いろ

いろ工夫をしながら、赤字を減らし、いろんな影響を与えていける。 

 

司会：今年のテーマに収益性を取り上げたのは？ 

志度校：先輩から引き継がれたテーマです。 

 

司会：「かんぱく」はいろいろなものを組み合わせ、ベストミックスして、実証実験したのでしょう

が、やってみてどうですか？ 

観音寺：プログラムを提供している側が元気になっていった。話していく中

でまとまっていくものがあった。 

 

司会：今回は実証実験ということで、補助金もあったのだろうが、受益者か

らの支払いでまかなっていくコストになっているのか。 

観音寺：今回はまわっていない。初めてやるというとテンションもあがるんだが、何年も続けてい

るとテンションが下がっていく。こういう場面で話をすると、刺激も受け、モチベーションが

あがるかな。 

 

司会：「かんぱく」を理解する上での分かりやすい例は？ 

豊浦：いりこが分かりやすい。直接の生産者だけでなく、仲買人も入っても

らうと、見せ方、説明の仕方が変わる。直接の利益があるので、参加し

やすかったのでは。 

 

司会：１と１を足して３にも４にもなる。１と１を足せないものを足せる知恵を出すのが「かんぱ

く」かな。絶対的な要素は「人」と思うが、おへんろの会から、人という、会員を増やす努力

は？ 

おへんろ：努力はしていない。地域おこしとかお金とかいうことが出る会は

熟成しているか腐っている。身銭を切ってでも勉強していこうという方

が多い。ガイドはその一部である。自分たちがワクワクしようというの

と、ガイドをしてお金をとるという間にギャップがある。 

 

司会：「若もの」、「よそもの」、「ばかもの」がそろっていますか。 

おへんろ：そろっています。我々には使命感はない。やっていけば、なんとかなる。 

 

司会：持続しようとすると、どっかで新しい素材を入れていくことが大事では。 

   「遅咲きのひまわり」 息子からの知らせで見ていた。「地域おこし協力隊」 知っていた人
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がいますか。香川では小豆島に一人しか入っていない。 

 

斉藤：特別交付税で地域おこし協力隊を呼べる。しんかわさんという官僚が

いて、愛媛県の全日空のスチュワーデスがパールをＰＲ 苦しい中で助

けてもらえることは大変うれしい。本山町は、最初にやって、全国に広

がっている。 

  ２５歳以下の地域おこし協力隊がまちに入ってきて、１億５千万の財

政効果があるとの試算がある。 

  神山町 徳島も若者がいっぱい入っている。全国区になるには７～８年はかかる。そんな活

動の種が愛媛や高知、徳島にはある。香川にはない。豊かなことが幸せか。 

  アベノミックス 補助金はあげたけれど、戻ってくるのか。破綻したらスペインだ。百万ぐ

らいで飯が食えて、すごい能力のある人たちがいる、一方ですごいストレスを抱えている。 

  総務省は、合併後１０年で市町村単位で収支確認をする。 

  我々はどっちを選ぶのか。１００メートル走を、手をつないでみんなで一緒にゴールするの

か、世界一を目指すのか。収益性の話とか、そろそろ議論を開始しておかないといけない。 

 

司会：地域おこし協力隊 青年海外協力隊の国内版だと思う。地域と関わり、参加する機会が増え

たと考えた方がいいと思う。 

  新しい「人」、「考え方」、「風」が必要。牟礼に対して、私はよそもんです。しがらみもなく、

何でも言った。それがよそもんの役割。地元の人はわかっていても言えんところがあり、こん

な制度も活用して。 

  国が支援するのは３年。その中で、自立できる、起業できるものを作らなければならない。

国もプレッシャーを与えながらも、喜ばれる。 

  愛という表現を観音寺は言われ、郷土愛を言われた方もいる。愛とは？ 

観音寺：地元愛、支援愛、これも愛。 

 

司会：年輩の方から聞き「なるほど」と思ったこと。「おせったい」とは？ 

おへんろ：おへんろは、弘法大師さんが一緒に来ていて、弘法大師さんにおにぎりをあげる。ほど

こしではない。 

   気持ち的には教えてあげようと言う意識ではなく、もっと楽しんでもらおうとの意識は十分

ある。 

 

司会：奥の深い「おせったい」の言葉の中にあるんだろう。ちゅうじょうさん 対象に小学生を選

んだのは？ 

豊浦：まちづくりをしよう、そのきっかけにまち歩きをしている。それには子供たちに関わっても

らわないといけない。大人になってやってくれると、町が元気になっていける、子供たちは投

資効果が大きい。 
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司会：おおすみさん 過去にプログラムに来られた小学生から、年賀状やプレゼントの話があった。

リピーターはいるのか。 

志度高校：リピーターはいます。楽しんでくれています。 

 

司会：志度の良さをわかってもらいたいとの思いは、高校生の中にもあるん

ですか？ 

志度高校：あります 

 

司会：ひな祭りをする引田の方から、何かありませんか？ 

東かがわ市：ひな祭り 第１４回目。２月２７日から３月 約６０件の民家の方々に協力いただい

て行う。 

   まち歩きからどうやってまちづくりに発展させるか悩み、行き詰まっている。 

   今年の春には、大内町の歴史にスポットを当てて、やまとみずし神社、パワースポットのま

ち歩きを企画しています、アドバイスを。 

 

司会：イベントをやっている時は人が来るが、それ以外、日常的に爆発的に売れているものがある

か。 

東かがわ市：和三本 お醤油、ちりめん、爆発的に売れると言うことはなく、何か付加価値をつけ

ていかないと話題につながらない。 

 

司会：他業種とのコラボとか。多度津工業会の重鎮から 

多度津：まち歩きのコースも１５コースあり、人も増えてきて、良いかなと思うが、良いなぁと思

うのは志度商業高校の元気。多度津には多度津高校がある、少林寺拳法の体験教室など、コラ

ボしていきたい。島のコースや旧町内のまち歩きコースはマンネリ化してきて、集客の成功例

は？ 手法は？ 

 

司会：町内の人が来ることを求めているのか、町外の人が来ることを求めているのか？ 

多度津：町内外、両方ですね。 

 

司会：素材によっては地域内の人が、地元の産業や商業を知って、元気になることもある。多度津

は、古くは金比羅さんにくる入り口の町、造船、少林寺もある古くからの町。斉藤さん、何か

ヒントは？ 

斉藤：秋田の「地域資源は英語だ」と言ったのはすごい。もう少し深堀すれば。ささやきで伝わっ

ていくこと、ささやきはバカにならない、ささやいてもらえる資源があるか。 

  「次は何か？」、内閣府から問われている。農工商連携はもう終わりで、９５％失敗。 

  自分の専門分野とはちょっと違う、横をつなぐこと。縦社会だからこそ横は少なく、「横領」

とか「横やり」とか横には悪い言葉しかない。 

  グリーンツーリズム、工場見学 どこでも汗をかいてやっているが、ちょっと違うことを捨
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て石のように、少しやっておくことが必要な時代がくる。少し違うことをやっておく。歩くこ

とが好きな集団がいる傍らで、捨て石をしておくことが必要かな。 

 

司会：秋田の「英語が資源」の例を聞いていて、そういう取り組みがあるのか。香川では、すぐに

「文化資源」が聞こえてくる。本当に光るものでないと、日本で１、２でないと資源とはいえ

ない。少林寺の総本山は多度津にしかない。単純に短時間の体験プログラムというのではなく、

２～３日の合宿をやれば、多度津に触れる、様々なセットがあるのでは。 

   多度津には鉄道マニアには絶対触れたいものがあり、１日だけでなく、２～３日のベストミ

ックスのプログラムにすれば、全国から来てもらえるのでは。牟礼のボランティアガイド、高

松商工会のそごうさん、何かご意見を。 

 

高松商工会：他でやること、誰かがやってくれることはする必要がない。上勝町 がんばっている

のは合併していない町。この子（志度高校の生徒）たちはここに残らない、だからどこに行っ

ても自慢できることを・・・ 志度校の子供たちはこの地域に残るのですか？ 

志度高：私は、志度の人間ではないが、香川県内には残りたいと思っている。 

志度高：この春には、滋賀や京都に行く。香川は好きだけれど、もっとよそのことを知りたい。帰

ってきたいと思うところがあるというのは素敵。 

 

高松商工会：ここ（志度）に残る必要はない。どこに行っても、この思いがあれば、そこで頑張れ

る。失敗してもいいんです。次に向かっていくエネルギーになればいい。 

   何でも始めればいい。マスコミから「いつからやっているんですか」と聞かれれば、「昔から

やっている」と言えばマスコミは良いように書いてくれる。知恵を。 

 

司会：最後に、一言ずつ。 

ちゅうさん：まち歩きの資源を発掘しているが、次どうしようと、何かとくっつけてみて、こんな

人がいた、その人のやりたいことを実現し、その人を別の人と結びつけ、やっていきたい。 

 

志度高：高校卒業していくうえで大切なことを学べた、活かしていきたい。 

 

豊浦：とりあえず出来る範囲から、知恵を使ってやっていくことが大事だと強く感じた。商売が違

うと見る目が違う、地域の中に入るが別の視点でチャレンジ。まち歩きもちっちゃなチャレン

ジをいっぱいして欲しい。 

 

観音寺：どんな観音寺が生まれるか、そんな中から「創発」が生まれたらなぁ。 

 

おへんろ：うちの会は年輩の方が多いので、若い方を掘り起こしていきたい。自分の好奇心を達成

していきたいという会であり、新しいことをさらに掘り起こしていきたい。 

 



H25.2.10 香川まちづくり観光サミット in さぬき市 

 １７ 

斉藤：観音寺に呼んでね。銭形平治のかんえいつうほうがあるまちでしょ。まちづくりはコンセプ

トやテーマでやるべきではなく、生活の延長でやる、最前線で発見できる、「ひょうたんから

こま」なことがまだまだある。白鳥町 手袋 興味がある。世界企業になっている。そんない

ろんな資源が転がっている、見つめ直していこう。大阪から手袋の作り方を教わって、世界的

な企業へとなっている。 

 

司会：最初にノーベル賞の話があった。基礎研究の無いところにイノベーシ

ョンは生まれない。常に意識の高いところで、何かを見つめていると、

ひょうたんからこま、イノベーションが生まれる。そんな意識でまち歩

き。 

  「もの」と「こと」 成熟した社会では「もの」を作っても売れない。

売れるのは「こと」である。そのまちが問題や課題にしていることであ

れば、必ず変革が起こっていく。必要としない「もの」を展開するので

はなく、「こと」を展開し、ベストミックスを展開していけば良いんかな。 

－ 以上 － 


