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「四国八十八景実行委員会」設立記念講演 

日時：平成２７年６月１２日（金）１４：３０～１５：５３ 

場所：サンポートホール高松 第２小ホール 

主催：四国八十八景実行委員会 

内容： 

○司会：小野 

14:30～14:36 開会挨拶 四国八十八景実行委員会 副委員長 

松田清宏（四国ツーリズム創造機構会長）  

○今日はビッグニュースが３つある。 

・この会が最初のビッグニュース。人の営みをアピールしていこ

うというスタート。オリンピック、パラリンピックが一つの通

過点、ずっと続けていきたい。 

・ふたつ目 来年の瀬戸内芸術祭のキックオフイベントを行って

いる。 

・３つめ 観光庁 広域観光ルートを造ろうという募集、１２ルートが名乗りを上げ、７ルート

を選んだ。そのなかに四国４県が入っている。 

・一つずつやってくれたら、長く続いたのにと思う。 

 

○四国八十八景とは 

・八十八景はいろいろな意味で四国とゆかりのある数字。「○○景」という

と、景色のいい場所をイメージする。 

・大きく違うのは、すばらしい景色、すばらしい食を、眺められる、味わ

える場所を選ぼうということが、最大の違いでありポイント。 

・是非「自薦」をして欲しい。しかし、四国の方は慎ましい。自薦をする

ように、その土地の所有者、管理者を焚きつけて欲しい。 

・この風景、営み、風情が一番すばらしい。是非名乗りを上げて。ここが一番の違いである。 

・せっかくきれいなのだから、このすばらしいプロジェクトに育ちあげて欲しい。 

・さすれば、四国に多くの人が来てくれ、四国との心のつながり、遍路、心のつながりがサブタ

イトル。景観を通じて、遍路を通じて、世界の人々とつながっていきたい。 

・是非、盛り上げていただき、一つの通過点として、２０２０年の東京オリンピックを一つの通

過点として目標に取り組んでいきたい。 

・我々のプロジェクトに大いなるご支援をいただきたい。 

 

14:37～14:44 概要説明 今後の企画運営につて 企画運営部会長 石橋良啓（四国地方整備局長）  

○会の構成 

・プロモート部会 

・選定部会：ふさわしい選定を行う 

・部会長以外は選定部会に所属しない。 

・最終的には協議会として自主的に運営していくことを目指す。 

 

○これまでの経緯 

・昨年度の秋、三浦前整備局長が、「四国らしさを感じられる八十八景を選

定、プロモートしよう」と提案。４者で準備会を設立、本日実行委員会を設立。 
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・四国経済連合会会長、四国ツーリズム会長、運輸局長、整備局長 

・おおむね８８カ所選ぶことを合意。原則自薦。他薦の仕組みも検討する。東京オリンピック、

パラリンピックに間に合うスケジュールで。 

 

○企画運営部会で検討する主な内容 

・全体行程の調整、各年度のイベント → ロゴマーク、公募に会わせたフォーラム など 

・実行委員会をはじめとする全体会議準備 → 年１回程度、過年度報告、年度計画等を議論 

・プロモート部会、選定部会との各種調整 → 実施時期、公募要領 など 

 

○当面のスケジュール 

・第２回実行委員会（秋開催）：公募に向け応募要領、公募の周知戦略 

・第１次公募：本年度秋から来春 

・第一次選考：来年度 

 

・長い取り組み故、比叡することなく、みなさまのご協力を。 

 

14:44～14:50 概要説明 今後のプロモートについて プロモート部会長 瀬部充一（四国運輸局長） 

○四国八十八景パンフレット 

・四国はもっと知られていいはずだ → しかし、なかなかそうはいかない 

・四国に来てくれる外国人は、あまり増えていない。 

・四国は、プロモートしないと来てもらえない。 

 

○プロモート部会の役割 

１）プロモートの面からの応募要領検討 

２）公募に向けた広報：プレス、チラシ、ホームページ など 

３）選定された四国八十八景のプロモート戦略の策定 

①各層へのプロモート戦略：旅行エージェント、メディア、一般市民 

   → 様々な人、様々な方法で盛り上げないといけない。 

②プロモートのための各種イベントの検討：講演会、フォーラム など 

③その他：四国八十八景カード、スタンプなど 四国八十八景の番号付与 

 

○部会メンバー 

・四国運輸局、四国経済連合会、四国ツーリズム創造機構、四国地方整備局、四国運輸局、四国

４県、ＡＮＡ、ＪＡＬ、ＪＲ四国、ＪＴＢ中国四国、ＮＥＸＣＯ四国支社、本四高速道路、楽

天、ＮＨＫ、山陽放送、四国なんでも８８箇所巡礼推進協議会 

 

・みなさんから知恵をいただいて、うまくプロモートしていきたい。 

・みなさまのご支援、ご協力を。 

 

14:52～15:53 記念講演 四国八十八景と地域活性化 ～誰もが行ってみたいと思う地域の魅力とは何か～  

○講師：選定部会長 堀繁（東京大学教授） 

○プロフィール 

・１９５２年東京生まれ、東京大学農学部卒業。環境庁自然保護局主査、東京大学農学部助手、

東京工業大学社会工学科助教授などを経て、平成８年より現職。 
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・専門分野は、景観デザイン、景観工学、地域計画など 

・国土審議会、歴史的風土審議会、国交省東北風景街道協議会など各専門委員を歴任。 

・既存資源を活用した地域活性化、まちづくり・観光地づくり、自然風景地整備などの計画・設

計を中心に研究に取り組んでいる。 

・八十八景プロジェクトの選定部会長に就任いただいている。 

 

○見る場所を選んでください 

・ニースの町並み 公園があって、ニースの山や海や川などを見ることができる。地域の魅力を

実感することができる。 

・実感になるには、眺める場所があり、見ることによって、我々は実感できる。 

・ニースに行くかどうかの判断の情報を得る。 → 見る場所が大事 

・見る場所 「視点」 

 

○清水寺 

・清水寺が風景になるには見る場所が必要。 

・清水寺を見に行った人で、どこから見たかを意識、記憶している人はい

ない。 → 見る場所が重要 

・「奥の院」があるから清水寺を見ることができる。 

・ものには感動しない、眺め、景観に感動する。それが地域実感。 

・昔の人は、清水寺を造って、すぐに奥の院を作った。昔の人も見る場所

が大事なことを知っていた。 

 

○コモの市役所 

・町の中からは、市街地はうまく見えない。 

・湖と別荘地が見える。 

・市役所を見てもらうには、湖の真ん中まで出る必要がある。→ 湖に突堤を作り、市役所や街

並みを見せた。見る場所を作ることが大事。 

 

・先人が作ってくれたものを「地域実感」にするために、見る場所を作るのは私たち。 

・瀬戸内海や屋島を作ることはできない。地域にある資源は、先人が残してくれた宝物。その宝

物を実感させるのは、我々の仕事。 

 

○シンガポール 

・地道に景観を作っている。 

・マーライオン 昔は、公園からはマーライオンのお尻しか見えなかった。 

・今は、シンガポールの町とマーライオンをセットで見る場所を、海の中に作った。 

・自分たちの資源を、観光的な魅力とする「視点」を作っている。 

・富士山は作れないが、富士山を見る「視点」を作ることはできる。 

・シンガポールは、丁寧に見る場所を作っている。 

 

○フランス芸術院 芸術橋 

・資源にあわせて、見る場所を作った。芸術のシンボルに会わせて見る場所を計画し作っている。 

・ものよりは、眺め、景観、風景にひかれる。 
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○江戸 するが町の道 

・富士山を見ることができるように橋を作った。 

・ものがあることと、見えることは違う。実感は作れる。 

 

○視点 

・一つは道 

・もう一つは点 展望台、公園 など 

 

○見えている資源よりも、見る場所の方が大事な場合がある 

・風景、景観、眺めの評価は人によって違うことはあまりない。 

・あまのはしだて：すばらしい資源だが、感動につながらない。 

雪舟はここから描いた。今は見ているものも、見る場所も日本を代表する場所だが、ダメ！ 

・見る場所 位置の概念 

 見る場の状況 ← 人間は自分に近いところをより過大に評価する。見る場所の評価が、全体

の評価につながってしまう。 

・ベンチに座ると何も見えない。何も見えないベンチを整備する人の心が、来訪者に対して楽し

ませる気持ちがないと感じる。私をまじめに迎え入れようとしていないところに行きたくない。 

・おもてなしの心が感じられない。 

・四国は接待、おもてなしの文化。今回の取り組みが、四国でスタートしたことに意味がある。 

 

・ドイツのどこに出もある風景。しかし、見る人への思いが感じられるベンチと場所。 

・見る場所の整備で、資源が活きる。 

 

○工夫 

・展望場として平らにして、安全の為に柵を作ると、

たいていダメ。 

・つま先下がり 比高を使う。 

・眺める方向に、邪魔者を置かない。 

・座ってみることができるベンチ。 

 

・日光街道：正面に女峰山（にょほうさん） 山に向かって道をつけたことがわかる。 

・見る場所のしつらえが良いと、山も良く見える。 

 

○良い風景とは 

・遠くにお城が見えるが、足下にゴミの集積場 

・川に面した建物 

 

・良い風景とは好みではないので、定義ができる。 

 良い風景とは、見たいものが見やすい状態になること。 

見やすいとは、他のものにじゃまされていない。 

・電柱、ゴミ、お城 

  お城が電柱、ゴミ袋、車、建物に邪魔されている。 

・資源が良いかどうかではなく、見やすいかどうか、地域の人たちが整えているかどうかである。 

  電柱も、車も、ゴミも、建物も、今の私たちが置いた。 
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○ 

・見たい景色を見るために公園を作った。 

・しかし鉄道のストックヤードがその間にあるので、公園と一体化して見えないようにカモフラ

ージュしてある。 

・四国でも、そんなことをしている８８カ所が出てくることを楽しみにしている。 

 

○活性化とは 

・人が来てお金が落ち、地域が活性化すること。 

・地域の活性化で一番大事なことは、経済的な活性化。 

・まず人に来てもらわないとしょうがない。 

 

・どちらに行きたい？ 会場で挙手にて確認 

ａ）世界遺産 ロシアのきれいな建物 ← １２人だけ 

ｂ）湖に面したテラスとベンチ    ← 大多数 

 

・ａは、世界遺産を見るには駐車場で立って見ないといけない。 

 

・楽しそうに眺める場所を作り、多くの人がきてくれれば、集客は果たせる。 

・楽しそうにしている人を見に行っている。 → 楽しそうな人を作ろう。 

・お客様をお迎えするホスピタリティを資源とセットで整備しているところが勝ち組。 

 

・作りやすいものを作ればいい、楽しそうにしている桜づくりが重要。 

 

・サクラダファミリアよりも、楽しそうにしている人を作ればいい。 

・ベンチがあることが大事。ホスピタリティデベロプメント。 

・対流拠点 不特定多数の人が休める場所 → 楽しそうに休んでいる人を眺めて楽しんでいる 

 

○我々は言葉なんかに反応しない、見た目に反応する 

・なぜ「景」なのか 一目瞭然だから。 

・私のことを大事にしてくれるか、私を楽しませようとしてくれているか・・ 

・壁：壁が目立つ地域、場所は、ウェルカムでない、拒絶の形 

・建物：上ではなく１階が大事 

・楽しそうな人、桜が見えないといけない 

 

・町並みは何も手をつけていない 

 

○八十八景プロジェクトのねらい 

・知られていない資源を発掘。 

・自分たちの資源を磨くきっかけ、見る場所の発見。 

 

○景観による地域資源の魅力化 

・地域資源 先人の残してくれたもの 

自然（海、山、川、・・） 

人工物（街並み、寺社、道、・・） 
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風俗・文化（祭り、お遍路、・・） 

↓ 

・景観化 

 ・見える化 Visuarization：視点創出、視点の場の整備、視軸の確保 

・おもてなし整備 Hospitality Development：ホスピタリティ表現、利用者配慮の丁寧な整備 

× 座ったら見えないベンチなんて 

    ↓ 

・地域実感・魅力 

 

○理想の四国八十八景 

・八十八の地域資源の総体が四国の特徴をもれなく表現していること 

・ひとつひとつの資源が「景観化」によって大きな「地域の魅力」となっていること 

・八十八景の 

 

○理想の四国八十八景 

・八十八の地域資源の総体が四国の特徴をもれなく表現していること。 

・ひとつひとつの資源が「景観化」によって大きな「地域の魅力」となっていること。 

・八十八景を結んだルートンのネットワークが四国全土をきめ細かくカバーしていること。 

 

○四国八十八景事業の狙い 

・四国の魅力の発掘・ＰＲ 

・集客による地域の活性化 

・魅力の規範提示、魅力づくりのポイント提示による全体のレベルアップ 

 

―以上― 


