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アツいまちサミット２０１４ in 四万十 

「アツいまちの観光を本気で考える！－アツく、ゆる～く、まちおこし－」 

日時：平成２６年２月８日（土）１４：１５～１５：５７ 

場所：西土佐ふれあいホール 

主催：四万十市西土佐商工会 

共催：多治見まちづくり株式会社、元町子供会（熊谷市）、四万十市、 

四万十市教育委員会、中村商工会議所、西土佐ふるさと市組合、 

ホテル星羅四万十、四万十・川の駅カヌー館 ほか 

後援：高知県、多治見市、熊谷市 ほか 

プログラム： 

14:15～14:26 オープニングセレモニー 

 四万十市立西土佐中学校 音楽部 

14:26～14:36 実行委員長あいさつ 四万十市西土佐商工会 会長 浜田敦夫 

14:36～14:41 市長歓迎あいさつ 四万十市長 中平正宏 

14:41～15:22 事例紹介 

多治見まちづくり株式会社 事業課長 小口英二 

元町子供会(熊谷市) まついしょうた 

15:22～15:27 「恋するフォーチュンクッキー 四万十市西土佐バージョン」上映 

15:27～15:35 休憩 多治見市の紹介ビデオ上映 

15:35～15:57 ゆるキャラシンポジウム 

内容： 

○司会：とおやままみ 

14:15～14:26 オープニングセレモニー                           

○オープニング 

 ・四万十市立西土佐中学校 音楽部 ９人 

・ＮＨＫの朝ドラ「あまちゃん」の主題曲、 

郷ひろみの「アッチッチ」なＧＯＬＤＦＩＮ

ＧＥＲ など５曲披露 

 

14:26～14:36 実行委員長あいさつ 四万十市西土佐商工会 会長 浜田敦夫          

・冒頭から残念なお知らせを。昨夜８時に熊谷市を出発し、朝７時に大阪

をすぎたところ、本四の３本の橋が通行止めのため、やむなく引き返さ

なければならなくなった。 

・８月１２日、この会場のすぐ近くにある江川崎のアメダスで、４１．０

度という国内観測史上最高気温、翌日も４０．０度を観測し、４０度以

上を４日間観測しました。 

・全国から降ってきた「恋するフォーチュンクッキー」 

・西土佐はとんでもない騒ぎになりました。全国から押し掛けるマスコミ、４１円のかき氷、売
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れれば売れるだけ赤字。 

・４１．０℃プロジェクトを立ち上げ、顔出し看板、４１円かき氷の販売、道路案内看板、イベ

ントなど、目先のことに取り組む事態に。 

・心の中で、「こんなことでいいのだろうか、一過性の打ち上げ花火でいいのだろうか」と、不安

が大きくなった。 

・秋になり、やっと落ち着いてきたところで、日本一の熊谷市と多治見市に行ってみようと、１

０月に熊谷市、１１月に多治見市に行った。 

・多治見市の小口英二さんをはじめとする、熱い思いを持つ素晴らしいリーダーたちがいて、両

市とも連携したイベントをしているとのこと。 

・一過性で終わることなく、次の暑さ日本一が加わるような継続的な連携を図りたいと提案した

ところ快諾をいただき、本日のサミットとなった。 

・詳しい紹介は次のシンポジウムに任せますが、二つの地域を訪ね、地域は人によって造られる

ことを再認識した。 

・この西土佐地域、少子高齢化、過疎化の先進地域。日頃は気持ちの面でも沈みがちになること

もあるが、天から降ってきた「日本一」とはいえ、ここに住む人の素晴らしさ、地域の素晴ら

しさに、全国から賞賛をいただいた。 

・全国、どの地域の人にあっても、四万十市西土佐を知らない人は居なくなった。 

・住民の１割以上が参加した「恋するフォーチュンクッキー 西土佐バージョン」 西土佐地域

の日本一 天から降ってきたというだけでなく、長年にわたって育んできた人にも与えられた

日本一ではないだろうか。 

・本日のサミットが、住民一人一人のみなさんが、心の中の日本一を作る、地域が日本一を作る、

きっかけになれれば主催者としてありがたい。 

・暑さ日本一の３つの地域を結ぶため、各地で尽力いただいた、日本金融公庫の近藤支店長をは

じめ、協力いただいた全てのみなさまに感謝を申し上げ開会挨拶とする。 

 

14:36～14:41 市長歓迎あいさつ 四万十市長 中平正宏                   

・このサミット成功のため、多治見市から駆けつけていただき、市民を代表し歓迎申し上げる。 

・当市江川崎で４２．０度 農作物への影響や、子ども高齢者に熱中症など暑さの影響。 

・プラス思考で「４１．０℃プロジェクト」をいち早く行っていただき、今回のサミットにつな

がった。敬意を表するとともに、今後の活躍に期待します。 

・自然豊かな町、この西土佐地域の景観は素朴で素晴らしく、多くの観光

客のみなさんにも楽しんでいただいている。観光庁の「星空の町」の認

定も受けている。ウナギ、アユ、鰹のたたき、栗やゆずなど産物が豊富。 

・当市の魅力の情報発信により、観光振興につなげていきたい。 

・多治見市、熊谷市では、両市は暑さ対策へも先進的な取組をしている。

参考とさせていただきたい。 

・東京オリンピック、富士山の世界遺産認定、ソチオリンピックと、明るい話題が続いている。 

・このサミットの開催を通じて、多治見市、熊谷市との連携、さらには全国との連携につながり、



H26.2.8 アツいまちサミット２０１４ in 四万十 

 ３ 

毎年の夏の話題になることになれればありがたい。 

・観光振興、住民福祉、・・・ 

・すべての方々に感謝し、歓迎の挨拶とする。 

 

14:41～15:22 事例紹介                                  

・江川崎観測所で４１．０度、翌日も４０．０度 

・天から降ってきた日本一の称号を継続的な取組へとつないでいけるよう、・・・西土佐商工会な

どが中心となり「４１．０℃プロジェクト」として様々な取組を行っている。 

・多治見市、熊谷市さんから、暑さ日本一の町の魅力、町づくりについてお話しいただく。 

 

14:42～１4:57 事例紹介者：多治見まちづくり株式会社 事業課長 小口英二 

・商店街の飲食店でアルバイトをしたことがきっかけに、金沢市のまちづ

くり会社に入社、地域のみなさまと様々な事業を経験。 

・多治見市のまちづくり機関ＴＭＯ まちづくり、活性化の取組を実施。 

 

○はじめに 

・４０．９度の記録を持っていたのですが、８月１２日に抜かれてしまい

ました。 

・前々日に高知県に来ていたのですが、最高気温を抜かれそうだと思いながら熊谷市に向かって

いたことを覚えている。 

・最高気温はマイナスイメージだが、どうやってそれをプラスイメージにしているか、ご紹介し

たい。 

 

○元気なまち多治見市 おもてなしもアツい 

・人口１１万５千人 

・美濃焼き 釜の温度管理で体力を使うので、多治見市の人はよくウナギを食べる 

 

○美濃焼き 

・全国シェア６０％ 

 

○タイル 

・全国シェア一位 

 

○日本一の暑さ 

・２００７年８月１６日 ４０．９度 多治見市のゆるキャラ「うながっぱ」 

・駅前に温度計 

・ラジオ体操で体力づくり うながっぱと一緒にラジオ体操 

・「うながっぱの水」 ← 日本一アツい多治見市の水 



H26.2.8 アツいまちサミット２０１４ in 四万十 

 ４ 

・熱中症予防のためにウチワを配っている 行列をしてもらわないといけない限定品のウチワ 

オークションで２～３千円で販売されている。 

・夏はたくさんのマスコミの取材を受ける ← 商店街が取材の受付 

 番組を見ると、お得なサービスを商店街で受けることができる。 ← 商売に結びつける 

・美濃焼きで作った風鈴が町のあちこちで涼しさを与えている 

 

○クールアイランドタイル、舗装の開発 

・壁面に斜めに配置されたタイルが、熱射を空に跳ね返す 

・カフェ温土 温度計を置いただけのカフェだけれど、マスコミの取材が入る。 

・飲み歩き、食べ歩きのイベント 「日本一生ビールがおいしく飲める町」でのイベントの準備

をしていたところ、四万十市に抜かれて日本２になった。 

・多治見祭りに「ニャオざね」くんが来てくれた。 

 

○ご注意下さい 

・「日本一アツいまち多治見」 

・日本一じゃなくなると  使えません・・・ → 日本一でなくなったときのことを考えてお

かないと 

 

○日本で二番目になっても、暑さは一緒なんです 

・暑さ対策や、健康面に留意しながら、アツいことにめげることなく、跳ね返して生きているこ

とを知っていただきたい。 

・アツいから、こうしてみなさんと会うことができた。 

・アツいことを活かしながら、アイディアを出し、連携し、みんなで楽しく暮らしていきたい。 

 

14:57～15:11 事例紹介者：元町子供会(熊谷市) まついしょうた 

・元町子供会の中心人物として、人のつながりづくりに取り組んできた。 

 

○はじめに 

・子供会といっても子どもはいません。 

・商店街で、二十歳をすぎて集まってみて、昔は祭りもあったのに今はシ

ャッター街となり、自分たちでできることをやろうと、活動を開始した。 

・餅つき大会、盆踊り大会、・・・ 

 

○熊谷市の取組 

・「あつさ はればれ 熊谷流」 暑さはもとより、快晴日数が年間５０日で日本一の記録を持っ

ている。 

・暑さ対策に積極的に取り組み、暑さ対策技術を全国に発信していこう。 
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○「あつさ はればれ 熊谷流」 

１．冷ませ！ 熊谷：熱消化式塗装等、町が暑くならない対策を講じます。 

２．天晴！ 熊谷：冷却ミスト（ドライミスト）を熊谷市の玄関となる駅広場３カ所に設置。クー

ルダウンと憩いの場の創出。 

３．アピール！ 熊谷：かき氷「雪くま」 熊谷土鍋「くま辛」 などの商品開発。 

４．扇げ！ 熊谷：温暖化防止の取組を応援します。市民の企画を市でサポートしていく。 

５．なるほど！ 熊谷：暑さ・健康対策に関する情報を提供します。 

 

○元町子供会としての取組 

１．納涼大盆踊り大会：昨年も多治見市の方にも来ていただき、３ヶ月間暑さ対決をやり、熊谷

が負けた。 

２．星川サミット：掃除をして、近隣の方を集めて、「こんな星川にしたい、こんな星川だったら

いいなぁ」とのサミットを行った。 

３．若者１００人委員会：若者を集めてサミットを実施。お年寄りだけでなく、若い人の意見を

聞いてみよう。町のことを考える動機を与えたかった。 → 星川をイルミネーション 市へ

提案し、昨年１１月から実施。 

 

○熊谷市 × アツさ × 地域活性化 

・行政＝「仕組みづくり」と「サポート」 

 市民＝「企画」と「実行」 

 

15:11～15:22 質疑 

女性①Ｑ：暑い町で有名になったことで困ったことや、対策を教えて下さい。 

熊谷Ａ：暑いこと。民間でやっていくには資金面など、限界があり、暑さ対策は行政に頼らざるを

得ない。その中で、熱消化式やミストや、技術面を行政でやってもらっている。 

多治見Ａ：暑いことはネガティブに考え、それは自慢することではないと言われる。でも、それで

は涼しくならないので、アツさを逆手にとって、いろいろな方とパートナーシップを取ってい

くことかな。 

 

男①Ｑ：若者１００人委員会 若者を集める工夫は？ 集めるのに暑さ日本一は良いキーワードだ

ったのか？ 

熊谷Ａ：元町子供会は３年前に発足し、小さなイベントをしているうちに知名度が上がり、ホーム

ページのアクセス数も増え、もとは商店街のメンバーだけだったのが、それ以外の方も入って

もらい、友達が友達を呼んで５０人ぐらいになっている。 

多治見Ｃ： 

・暑さ対決 ｆａｃｅｂｏｏｋ 

・ｆａｃｅｂｏｏｋで気温勝負だけでなく、暑さ対策の事例やイベントを紹介していった。 

・６７４名が登録 多い日には１５００人がアクセス。これをきっかけにマスコミが取材に来た
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りする。 

 

女性②Ｑ：夏はいいけれど、冬の取組は？ 

熊谷Ａ：一過性のものとならないように、冬はイルミネーションとか、四季折々にやっている。 

多治見Ａ：まちづくり株式会社なので、１年じゅう、何か町で楽しいことをやっている、すたれて

いるものをやっている。 

 

15:22～15:27 「恋するフォーチュンクッキー 四万十市西土佐バージョン」上映        

 

２０１３年８月、日本最高気温４１℃を観測してから 

「西土佐」はとんでもない騒ぎになりました。 

連日押し寄せる報道陣に観光客。 

 

「日本一」になるなんて、 

「日本一」になったら何が起こるかなんて、 

誰も何も想像していませんでした。 

 

４１円のかき氷がたくさん売れました。 

でも、売れるだけ赤字だったのです。 

 

ということで、 

簡単に「西土佐」を紹介させて下さい。 

折角、ここまで見ていただいたので・・・。 

 

２００５年 西土佐村は合併して四万十市になりました。 

一気に「村」から「市」になった地域です。 

 

平成２４年度の人口は３，１４６名。 

今回踊ってくれたのはのべ３５０名。 

西土佐地域の１０％以上が 

恋チュンに参加してくれました。 

 

実は統計を紐解くと、 

この５０年間で 

４，０００名減っている地域です。 

 

西土佐を離れてゆく人もいるし、 

西土佐に住み続ける人もいるし、 

西土佐にときどき帰ってくる人もいるし、 

西土佐に新たに住みはじめる人もいます。 

 

やっぱり西土佐が好きだから 

もうちょっと、知ってもらいたいのです。 

 

わたしたちに会いにきてください。 

 

ＡＫＢじゃないけれど 

踊っている誰かに 

会いにいける距離感。 

 

それが、西土佐のいいところです。 

 

15:27～15:35 休憩 多治見市の紹介ビデオ上映 

 

15:35～15:57 ゆるキャラシンポジウム                           

テーマ：「アツいまちの観光を本気で考える！ －アツく、ゆる～く、まちおこし－」 

パネラー：うながっぱ（岐阜県多治見市） 

     ニャオざね（埼玉県熊谷市） 

     しまッチ（高知県四万十市） 



H26.2.8 アツいまちサミット２０１４ in 四万十 

 ７ 

コーディネーター：小出徳彦（四万十市西土佐商工会） 

アドバイザー：来住裕子（株式会社ＡＮＡ総合研究所） 

 

・８月１２日午後１時４２分 

・雨が降らないし、農業も漁業も大変だったんです。 

・アツいまちに悪い奴はおらんちゃ 

 

○ニャオざねくんの夢は 

・おらは、市の職員 市民活動推進課 

・市長にもなりたいが、こつこつとやっている。 

 

○うながっぱくんの趣味は 

・座禅 クールでしょ 

 

○しまッチ 

・遅咲きの「しまッチ」じゃ。 

・ゆるキャラ・グランプリにもテレビにも、いっぱい出るぞー 

 

しまッチ、有名になるにはどうしたらいい？ 

人の多いところにいって、東京に行って。 

 

ペットボトルの水を分けてあげましょう。 

清流四万十川の水を、困っている人に配るっち。燃えてきたちや。 

 

○暑さ対決 

・今年は、四万十市も暑さバトルに加えてほしいっち。 

・ｆａｃｅｂｏｏｋで「いいね」を押して競い合う。 

・対決の勝者はアツいまちサミット開催地に！ 

 

・僕たちと、町づくりをする、アツい仲間を待っています。 

 

○サミットの決議事項は３つ 

①３市でアツいまち ＰＲ大合戦 in 東京！ 

②facebookで３市のアツさ対決！ 

③対決の勝者はアツいまちサミット開催地に！ 
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15:57～ ユルキャラと交流会 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 以上 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

びっ栗まんじゅう 

多治見 四万十のうまいもの合戦  熊谷は雪で本四が通行止めのため到着できず 


