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             は じ め に 

 

 2008 年 12 月にセミナー講師としてお招きした関 満博一橋大学教授に背中を押され、

身の丈に余るのを承知で始めた「第 1 期こうち地域産業振興人材育成塾」が、2009 年

11 月の第 1 回を皮切りに 2010 年９月の成果発表会まで、計 6 回の講座を無事終了する

事が出来た。これもひとえに、塾頭を引き受けてくださった関教授はもとより、県立島

根大学の松永桂子准教授や、講師および塾生の施設見学を快く受け入れてくださった多

くの皆さんのおかげであり、誌面を借りて心よりの感謝を申し上げる。 

 また、高知県産業振興推進部にも、後援というかたちで何かとご支援、ご協力いただ

き、第 2 期以降は事務局を担っていただくようになったこととも併せ、お礼を申し上げ

たい。 

 勇躍、開催に漕ぎ着けたものの、一般にはあまり馴染みのない当センターの主催とあ

って、果たして塾生の皆さんがどれだけ応募してもらえるのか、この上ない不安でもあ

ったが、関係機関等のご協力もいただくなかで締切直前に申し込みが殺到し、定員 15

人のところを何とか 20 人まで受け入れることとして、それを超える応募者にはたいへん

心苦しく思いながらも第 1 期生としてはお断りするという、嬉しい悲鳴をあげることと

なった。最終的には 18 人の塾生に関塾頭から「修了証」が手交され、成功裏のうちに終

了する事ができたものと、事務局としても安堵している。 

 最後になるが、成果発表会時にも言われたとおり、第 1 期生の皆さんは今やっとスタ

ート地点に立ったばかりであり、これから 10 年先、20 年先の高知県の産業振興に向け

てそれぞれの立場で活躍を始めていただけることを事務局としても信じてやまない。今

回の塾の開催が、高知の産業振興に向けた人材育成にいかばかりかでも資することがで

きれば、主催したものとして望外の喜びである。 
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                       （社）高知県自治研究センター 
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関満博塾頭による「旅立ちに向けた激励講演① 

 

 

 

 

 

（関塾頭） 

とにかく今年は暑くて、昨日も東京は 35度ぐらいでほとんど調子が上がらないという 

ところですが、皆さんは元気よく今日発表していただけるということで、期待していま

す。 

 「何か激励の話をしろ」ということ 

なのでどうしようかと思ったのですが、 

やはり国内の話の方がいいだろうと思 

っていまして、簡卖に尐し、皆さんの 

感じるところがあればいいかなという 

話をしていきたいと思います。 

こういう仕事をやっていて最近感じ

るのですが、昔は必ず長（おさ）とい

うのが町にいたのです。昔から庄屋さ

んをやっているなど長という方がいら

っしゃったり、校長先生とか郵便局長、

駅長さんがいて、そういう人たちが町

のリーダーみたいな感じで町を引っ張

っていた時代があるのです。ところが、

今はそういう人がいなくなってしまっ

たのです。世の中から消えてしまった

んですよ。長もいない、校長先生もい

ない、学校がなくなってしまいました

からね。駅長は無人駅になって居ない、そういう時代なんですよ。じゃあ、誰がこれか

ら先の地域のある意味でのリーダーになっていくのかというと、私はやっぱり市町村役

場の若手職員とか、それから会議所、商工会みたいな所ですね。それから経済団体の若

手の人たちと、もう 1 つが、地域の中小企業の経営者たちなんですよ。恐らくこれから

の地域をリードするのは、昔の局長さん、校長先生に代わって、特に若い公務員の方た

ち、団体職員と若い経営者、後継者、このあたりが多分、地域をリードしていくんだろ

うなと思っています。 

そこで 1つ、ある町の出来事を尐し事例でご紹介して、「こんなところでできるんだよ 

ね」という話をちょっとご紹介していきたいと思います。 

場所は山形県の長井市。人口が 3 万人の町です。新幹線の駅からは尐し離れていまし

て、東京から行くと新幹線で福島、直通で山形新幹線から行くと、あれは新幹線じゃな

いですけどね。山形新幹線、秋田新幹線と言っているけど、あれは新幹線ではなくてた

だの特急なんですよ。ただ乗り継ぎしなくていいというだけですから。チケットは、新

幹線は福島までなんですよ。福島から先は特急列車なんですよ。不思議なんですけどね。

いずれにしても、乗り換えずに山形まで行けるということだけなのですが。そこの赤井

という駅で降りて、そこからローカル線で 40分ぐらいのところに長井という町がありま

す。 

昔、江戸時代は芭蕉の句でありますが、最上川という川がありましたね。その最上川 

の一番上流の船着場でありまして、そこから約 20キロぐらいまた上ると米沢。上杉鷹山
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の米沢という。ここは上杉藩の前衛の船着場なのです。江戸時代にはそういう物流の拠

点でしたから、そこそこ栄えた歴史があり、そのころの蓄積みたいなものが今でも町の

中に息づいているという、そういう小さな町なのです。ここであることが起こったとい

うことを紹介していきたいと思います。 

私がここと付き合い始めたのは 1992年ぐらいからです。ほぼ 20年ぐらい付き合って 

いますが。この市の人から「ちょっと相談がある。手伝ってくれないか」と言われまし

て、「何ですか」と聞いたら、この町は『マルコン電子』というコンデンサーメーカーの 

城下町である。わが町は昔はそういう物流の拠点で繁栄したこともあるけども、明治 

以降は織物で来た。ところが、養蚕も駄目になっていって、戦前に誘致したのだそうで 

す。戦後じゃないですよ。戦前に、企業誘致をしたのです。それが、この東芝系の、今 

は『マルコン電子』という名前ですけども、そういうコンデンサーメーカー。この会社 

が地元では 2千人ぐらいの雇用を抱えています。この会社自身は 1,500人ぐらいですけ 

ども、関連企業含めて 2,000人の雇用を創出して、ずっと戦後これで来たのです。 

これは尐し経験的な話なのですが、3万人の町が企業誘致をして、提供できる労働者 

の数というのは 2,000人が限度です。これは大事なことなんですよ。3万人規模の町で、

誘致企業で出せる労働力というのは 2,000 人です。ですから、2,000 人の企業が入って

しまったら、ほかはもう入れません。そんなものですよ。500 人の企業だったら 4 つ入

るんですよ。これも尐し覚えておくといいですよ。自分の町の規模と、誘致したときの

提供できる労働力の数というと大体そんなものなのです。よそから入れたり中单米の人

を入れれば別ですが、もともとの力で言うとこんなものが大体基準です。ということで、

山の中の町なんだけど、割といい時代をずっと過ごしてきたのです。 

ところがちょうどこの頃に、東芝がこの株を『日本ケミコン』という会社に売ってし 

まったのです。独立系のコンデンサーメーカーの『日本ケミコン』に株を売ってしまっ

た。『日本ケミコン』というのは、日本のコンデンサーメーカーの独立系では一、二を争

う企業なのです。『日本ケミコン』は日本の東北地方に 4工場を持っていましたが、盛岡

の工場を閉めて、山形のマルコンを買うという、何か変な算数なんだよね。このころは

もう国内生産をどんどん減らしていく時代なんですよ。みんな海外展開の方向で国内を

閉めているのに、1個自分でも閉めているのに、1個買おうという。こういう、何となく

算数が合わない。おかしいな、という感じなんですね。余分なことですが、ここの会長

と私は、実は家が隣なんですよ。家といっても自宅は違いますが（別荘ですが）お隣で

して、佐藤さんという人でよく知っています。遊びに行って、「どういう気だ」、「算数が

合わないでしょう」と言ったら、「いや、まあその…」とか言っているわけですね。それ

で、ついに白状させたら、「いや、実はこれが欲しいわけじゃない」と言うのです。「う

ちは、中国はしっかり工場を出している。ＡＳＥＡＮに出してないんだよね」というわ

けです。中国はもう十分展開しているけど、ＡＳＥＡＮに出してないと。やはりコンデ

ンサーの事業場をＡＳＥＡＮにも 1つ欲しいと。もう時期的にも進出が遅れてしまって、

ＡＳＥＡＮに行くには遅過ぎたと。マルコンというやつはマレーシアに今持っている。

これが欲しいんですよね。だから、山形の工場は要らないが、こっちが欲しいというだ

けの話なんですね。すごいですね。だから、これを買うのです。そういうことが起こる

のです。 

余分なことですけど、東芝はこの株を 97％持っています。3％は誰が持っていたかと 

いうと、長井市役所なんです。面白いですね。こういう企業の株を市役所が 3％持って

いた。どういうことかというと、戦前に誘致したでしょう。そのときに多分、土地を無

償で提供したのです。それがきっと、資本に算入されているんですね。だから、3％ぐら

いがいまだに残っていたと。こういうことが起こるんですよ。ケミコンにすれば、当然

これも欲しいよね。完全支配したいから、もううるさいこと言わしたくないと思ってい
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るんじゃないですか。だから買おうとしているのだけれど、私は市役所に「絶対売って

は駄目だ」と。「3％で持っていればまだ発言力はあるけど、全部売ってしまえばそれこ

そ全くなくなるから、これだけはちゃんと留保しておけ」とずっと指導して、今でも留

保させています。ということで、買われなかったんですね。企業というのは必ずこうい

うときは、2,000人の従業員がいるけれども、「うちはリストラをしない」と言うんです

ね。みんなそう言うんですよ。しないわけないじゃないですか。誰も信用しないけど、

一応表向きはそういうわけで言うんだけど、そんなことは誰も信用しない。それで市役

所の連中も信用しなくなってしまって、私のところに相談に来たと、こういう話です。 

じゃあ、ちょっと行ってみるかということで、行きました。行って、我々みたいな仕 

事の場合は、まず市役所とか会議所に行くわけです。今回は市役所に行きました。それ

で、最初にする仕事は何かというと、まず、「この町の工場のリストが欲しい」と言うの

です。この町のリストね。メーカーみたいなのがあるじゃないですか。これはすごい情

報量なんですよ。あれを見ると、いろいろなことが分かるのです。 

余分なことですが、例えば製造業の場合に会社の名前は、最近片仮名が多いけども、 

昔は必ず「何とか製作所」とか「何とか工房」、「何とか鉱業所」、「何とか鉄工」、「何と

か鉄工所」、「何とか精密」とか、後ろに付くのが大体決まっていたのです。「技研」とか

ね。大体そういう会社の名前は後ろにこういうのが付くようになっているんですね。こ

れを何となく見ていて、「ああ、そうか」という感じなんでしょうけども、我々みたいに

数をこなしていると、地域によってある種の名前が偏在するのです。これは面白いです

よ。その町のだけ見ていると分からないけれども、いろんな所を見ていると「この町は

えらくこれが多いな」とかいうのがあるんですよ。これはすごく重要なことなのです。

ネーミングというのは、名前を付けるというのは、子どもにも付けるのも同じでしょう

けども、やはりある思いがあるわけじゃないですか。例えば、こういう名前を付けると

思ったら、精密なものをやりたいなと思うわけですよ。「おれは精密なものがやりたいん

だ」と。だから、こういう名前を付けるわけですね。例えば、明らかにこういう名前が

多い場所というのがあるんです。そういう思いが多い人が多い所なんでしょうね。 

こういうのが多いのが、例えばこれは長野県の諏訪とかですね。日本のスイスとか言 

ってるじゃないですか。ああいう所の連中はやはり、「精密」とか「技研」という名前を

付けたがるんですよ。そういう傾向があります。こういう名前、ちょっとうるさいです

ね、「鉄鋼」とか「鉄工所」なんてね。こういうのがやたら多い所もあるんですよ。こう

いうのは大体、歴史の古い工業都市です。だから、どこが多いかというと長岡とか柏崎

とか、こういう明治のころから機械をやっていた所があるのですが、そういう所の地域

の工場はこういう名前が多いです。そういう意味で、名鑑、名簿というのはすごい情報

源なのです。ぜひ皆さん、そういう意味で見られるといろんな発見があります。ただ、

最近は片仮名が多いから、何だか分からなくなってしまってきましたね。これは辛いけ

ど、まだ相当残っていますので、それで相当なことが分かるということが言えます。 

長井で最初、眺めていました。そしたら、ある会社が目に入ったのです。こういう会

社なんですね。「能率機械製作所」と、こういう名前の会社がありまして、私はこれを見

て「えっ！能率機械！」と思ったんですね。「能率機械が長井に来てるんですか」という

と「ああ、来ていますよ。先生は能率機械なんて会社、知っているんですか。東京で従

業員 50 人ぐらいの会社ですよ。長井の工場は 10 人ぐらいですよ。こんな中小企業のこ

とも先生はみんな知ってるんですか」と。全部は知ってるわけないんだけど、ここは知

っていますよ。ここは実は、我々の世界で超有名な会社なんです。ここは本社が東京の

江東区にありまして、下町なんですけども、ここは高速プレス「ＬＥＭ」というブラン

ドの、こういうブランドの高速プレス機械はここが世界一なんです。日本には小さいけ

ど世界一という機械屋さんがありますが、典型なのです。もう利益率が 3 割ぐらいいっ
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ていて、超優良企業なんですよ。ここは従業員を 50 人以上にしないのです。もう 100

年ぐらい続く会社ですけどね。50人以上にすると、くだらない、つまらない仕事をしな

きゃならんと。50人がやったら、好きな仕事で食っていけると。そういうことなんです

よね。だから 50人以上にしない。売り上げも、ある額以上にしない。そういうふうにや

ってしまうと、売り上げのために仕事をするようになってしまうから嫌だと。だから小

人数で売り上げの額を制限していて、利益はがっちり稼ぐという極めて優良な会社でし

て、我々の世界では超有名な会社なんです。ここは世界一です。そんなことは、実は長

井の人は知らないです。普通の何だか分からない製作所だと思っているわけです。話を

したら「ああ、そうなんですか」などと言

われて、「じゃあ、これから先、92 年から

私は地域に入っているからがんがん回るけ

ど、1 軒目はここに行こう」とか言って、

市の担当と 2 人で行ったのです。行ったら

怒られちゃってね。何と怒られたかという

と、「うちは一応誘致企業だ。誘致されて来

た」と。「その前後はすごく市の人も来てく

れて、いろいろやってくれたけど、こっち

に来てから一度も来ないだろう、お前ら」

とか言われて。何で私も怒られるのか分か

らなかったんだけど。怒られたんですけど、その後、いろいろといい話をしてくれたの

で帳消しになりました。 

どういう話かというと、この会社は、今も言ったように 50人以上にしないのです。超

優良企業なのに、首都圏で人は一人も採らないのです。ゼロ。すると 20年ぐらい前に新

採が採れなくなってしまった。来てくれない。高校生はもちろん、こういうことは高校

の先生も分からないから。こんな超優良企業はないのに、誰も行かないのです。困って

いたら、14、5 年前に長井市にある長井工業という工業高校があるんですね。ここから

採ったら、とってもいい子が採れたと。1 人採れたから後は道ができてしまって、就職

担当が毎年行くと毎年くれるわけです。それが 14、5 人になってしまったと。みんない

い子ばっかり。これでわが社も安泰だと思っていたと。ところが、困ったことが起こっ

たと。今は、どこのうちも長男と長女しかいないじゃないですか、普通。昔は次男とか

三男がいたもので、その人たちが東京に働きに来てくれたんだけど、今はこういう人と

いうのは、どこにも稼ぎがいないですよ。どこのうちも長男と長女しかいない国になっ

てしまったんですね。10 年ぐらいたつと、28、9 のそろそろいいなという感じになった

ら、2 月にお母さんから電話がかかってくるのです。この長井というのは、尐ない年で

も雪が 2 メートル降るのです。多いと 3 メートルにもなるのです。すごいですよ。本当

に米沢からあの辺は一番雪が深い所だから。米沢はもっと深いですよ。米沢は 40分しか

違わないですけど、こっちはまだ尐し尐ない。それでも 2、3メートル。米沢はプラス 1

メートル。本当に、けた違いにすごいです。そうすると家がつぶれてしまうから、雪下

ろしをしなければいけない。これがなかなか大変なんですね。今、やる人がいなくなっ

てしまって、人に頼むと大体、一山下ろしてもらうのに 1 万 5 千円ぐらい取られるんで

すよ。大体、田舎のおやじはけちだから「おれがやる」とか言って、奥さんが「やめな

さい」と言うと、「去年できたんだからできる」とか言うわけですよ。年取ると 1年が全

然違うからね。調子に乗って上がって下ろすわけですよ。で、ステンと落っこちて、入

院。2月によく起こることです。そうすると、お母さんから電話がくるわけです。「お父

さんが雪下ろしをしてて、ひっくり返りちゃって入院なのよ。お前もそろそろ帰ってき

てくれないか。帰ってきてくれればランドクルーザー買ってやるから」と。この辺で帰
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るんですよ。ということで、せっかく育ててこれからいけると思った連中が、戻ってし

まうのです。だけど、戻るのは全部長井なんです。ここがみそですね。みんな長井に戻

る。「分かった」ということで、能率機械は長井に工場を出したということ、こういうこ

となのです。工業高校生が優良企業を誘致してきたんです、これ。現実にこういうこと

が起こったんです。「おお、これはすごいな」と。「そうか、やっぱり今は人材の時代な

んだ」ということで、以来私は「企業誘致は人材誘致の時代である」と、こう言ってい

るのです。いろいろ誘致で各都道府県がいろいろな優遇を作るけど、そんな大したもの

じゃない。みんな同じですよ。決定打は人材ですよ。 

ところが人材というのは、これは人の形を書いているわけで、ここに靴を履いて歩く 

んだけど。以前は、次男、三男の時代はどんどん出てきて動いているわけです。もう成

熟化して、長男世代になってくると流動性が欠けてくるんですよ。出てこないです。人

の動きがなくなっているのです。条件が良ければ、できるだけふるさとにいたいと思う

んですよ。そういう時代になってきているということからすると、企業誘致の最大のポ

イントは、時間がかかろうとも人材育成しかないですよ。この県、この町がどういう町

になりたいのかということを考えて、そのための人材は何かと。その人材を育成してい

かなければ、企業なんか来るわけがないということでして。企業誘致、産業振興の基本

は、やっぱり人材育成なんですね。ということを痛切に感じさせられました。 

ということで、ああ、この町はすごい町だなと思って、付き合っていたわけです。そ 

れでひと回りして数十社回って、だんだんイメージがはっきりしたので、私は「じゃあ、

この町をどうするか」ということを考えなければいけない。この話から、「どうもこの町

の最大の資産は工業高校である」というように位置づけまして、「よし、工業高校を軸に

した産業振興策を考えよう」と。「そのためには、まず校長先生と調整しなければいけな

い」と言って、この年に行ったわけです。で、校長に会ったんですよ。いろいろなこと

を雑談して、さて、これから本格的な話に入ろうと思ったら、「先生、ちょっとうちね、

統廃合でなくなってしまうんだよ」というわけです。「どうなるの」と聞いたら、近くに

さっき言った米沢といういい町がありまして、米沢工業というのは明治のころからある

名門工業高なんです。 

どこでもあるでしょう。高知県にも多分、明治のころからあるような工業高校があり 

ますよね。大半の工業高校は大体、昭和 38、9 年にできているのです。要するに、団塊

世代が高校へ行くときにどかっと造ったんですね。多分、高知県の工業高校の 8 割ぐら

いがそうですね。多分、その古いのは 1 つか 2 つしかないはずです。どこの県でも同じ

です。 

そういう意味では、今、若い子が減ってきているから、小学校の統廃合から始まって、 

それが中学校の統廃合、高校の統廃合になっていくわけですよ。子どもが減っていくん

だからしょうがないですね。そうすると数の論理ですから、あんまり行きたがらない所

をどんどん統廃合するわけでしょう。専門高校、要するに「工業、商業、水産、農林辺

りが、あんまり人気ないから、それをくっつけてしまえ。減らしてしまえ」というのが

世間の潮流です。例えば、東京都なんかだとすごいですね。工業高校だけで 28校もある

んですよ。これを方針として 14校に削減します。これ、全国的にそうなんですよ。全国

的に専門高校は半減させるというのが教育側の数の論理ですね。ということになってる

わけです。それは、数が減るのはしょうがないとは思うけど、だけど教育側だけの論理

でいいのかなと、特にこういう専門校は。というのは、こういう専門校というのは、地

域産業に深くかかわっているのです。この町の産業化に重大な影響を与えているわけで

すね。それを地元産業界あたりときちんと話をしているのかと言うと、してないんだよ

ね。これは教育畑だけの論理です。かつ、「行くやつはいないんだから、もうくっつけて

しまえ、減らしてしまえ」と。だから、「長井工業、もう定員割れしているし、人気ない
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し、もうこのエリアの郡で一番人気がない高校だ。こんなのつぶしてしまって、米沢 1

本でいいんじゃないの」という判断になってしまう。消したらダメですよ。本当にそう

ですからね。特に中学校ぐらいまでだと別に色がないから、統廃合というのはよく分か

らないけど、まあ行くでしょうけど、専門校というのは色がありますからね。意味があ

るから、これは産業畑の担当の部などが黙って見ているのはいけないですね。よくある

ことなんですよ。これはちゃんと見なくてはいけないということだと思います。 

「ええ、だってこれしか財産はないのに、これがなくなるの？」ということで、会議 

所へ戻って「こういうことだ」と。特に会議所の人たちと話していたら、ほとんどそこ

の卒業生なんですね。だけど、みんな冷ややかなものでして、「今のやつらはなあ」とか

言うわけです。もうこれはソクラテスの頃から言っている話で、「今の若い者は」という

話なんですね。全然反応しない。3 回ぐらい会議を開いて、ガンガン言って「ああ、そ

うか」とやっと分かりまして。それで、「じゃあ、反対運動をやる組織をつくりましょう」

ということになりまして、郡全体のそういうので 150 社ぐらいで反対運動の組織をつく

ったのです。どういうタイトルかというと、「山形県立長井工業高等学校建設促進期成同

盟」と、何か大時代的な名前にして、それでテレホンカードを作っていろいろ資金集め

をして、むしろ旗を掲げる気持ちで乗り込んでやったら県庁もあきれて、残すことにな

ったのです。しかも昭和 38年から建っていますから、相当古いから建て直しも要求した

のです。そうしたら、「分かった」と言ってくれたのです。それで、2002 年には素晴ら

しい校舎によみがえりました。 

そういうことがあったために、高校と会議所、事業者と市役所が、そういう反対運動 

を通じて仲良くなりまして、「さあ、何かやろう」と思ったのです。特にこの会議所の連

中が急に燃えてしまって、動き出したんです。1 つは、新しい高校ができていくんだけ

ど、どうも測定器なんか大したもの入らないだろうと。県の予算なんか知れていると。

我々はいっぱい測定器を持っていて、余っていると。測定器なんて毎日使うものではな

いですからね。週 1回ぐらいしか使わないから、「みんな高校に寄贈しちゃえ」と。自分

たちのものを使わないでも高校に使わせてしまう。ということで「出入りをしよう」と

いうことで、ごそっと各工場の人たちが測定器を寄贈してくれました。だから、普通の

工業高校とはレベルが違う測定器になりました。併せて、厚生労働省がやっている技能

検定というのがありまして、1 級、2 級、3 級とあるのです。「これを受けさせよう」と

いうことで、企業の方が盛り上がりました。この検定は事前に問題が分かっていて、秋

口に実技で試験をやるのです。相当特訓しないとできないですよ。だから夏休み、この

工場の人たちが 1 カ月ぐらい高校生を預かって、それで特訓して秋口の検定に出す。材

料を随分使うわけですね。それを、市役所が予算を作って出すということから始めたわ

けです。始めて、最初のうちは誰も受からないですね。長井工業は今 4クラスですから、

1学年 160人になっていて、98年に 1人受かったのです。山形県の工業高校で初でした

ね。県内初の、高校生で 3級を受かったと。今、09年では、40人受かるんですよ。2級

が今 5、6 人受かるのです。2 級といったら大変なものですよ。2 級の子なんか、卒業し

てどこかの工場に入るでしょう。1 カ月その会社のご作法だけ教えてもらえば、後一人

でできますよ。だって、普通の工場に 2 級なんか持っている人はほとんどいないんだか

ら。そのぐらいなんですね。今や、この高校では 2 年生で 3 級、3 年で 2 級が目標なん

ですよ。もう、圧勝ですよ。1 人ぐらいだと「あいつは特別だ」だけど、40 人も受かっ

たら、受からない方がおかしいんですよ。ということで、この学校の常識になってしま

った。だから定員割れなんかしませんよ。1.2倍ぐらいになっている。「行きたい学校」

になってしまいました。今や、日本を代表する工業高校になってしまったんですよ。今、

視察がすごいですよ。私も時々見に行くけど、礼儀正しいし、今どきこんなちゃんとし

た高校生がいるのかという感じですよ。 
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さっき言ったように、ここは新幹線から離れているんですね。新幹線の赤井という駅 

がありまして、そこから長井の方に 40 分ぐらいローカルが走っているのですが、もう、

高校の 180 メートル先の所に線路があるのです。今、こういう第三セクターのローカル

線などというのは高校生しか乗ってないです。高校生が朝夕乗るだけです。「じゃあ、こ

こに駅を造った方がいいんじゃないか」と。乗っているのはこの子たちだけなんだから。

学校のすぐそこに線路があるんだからね。「駅を造った方がいいんじゃないの」。ＪＲで

はできないでしょうね。第三セクターだからできたのかもしれないけど、この駅を高校

生が造ってしまったのです。高校生は 4科体制だから、1つ土木系の科があるでしょう。

この子たちが設計、施工、全部やったんですよ。日本で唯一、工業高校生が造った駅が

ここです。「あやめ公園駅」。ここは、日本一のあやめ公園があるのです。10万株ぐらい

の、在来種含めて 400 種類ぐらいのあやめがありまして、日本最大のあやめ公園がある

んですけど、その名前にちなんであやめ公園駅というのが、高校生が設計、施工までや

った日本で唯一の駅。こうなると、悪ガキも壊せないね。先輩が造った駅をぶっ壊すこ

とはできないから、毎日掃除していますよ。ということで、何か不思議な高校でした。

今や日本一の工業高校と言われています。 

それで、「ああ、なるほど」と、だんだん付き合って分かってきたのですが、最初、冒 

頭にその高校生が能率機械という会社を背負ってきたという話をしたでしょう。20年付

き合っているのですが、ごく最近まで、5 年ほど前までは実は、それは自然にそうなっ

たと思っていました。たまたまそういうことが起こった、というふうに理解していたの

です。ところが、実はこれは会議所のある

人が仕掛けたのだそうです。会議所の斉藤

というなかなかの逸材がいるのですが、今

の会長ですけど、彼が仕組んだと言ってい

ます。何を仕組んだかというと、いずれさ

っき言ったマルコンみたいな城下町体制は

崩れると読んで、ここは隠れ里みたいな所

だと。「この町の将来は忍者部落にする」と

か言うんですね。よく分からないですけど

ね。「忍者部落にしたかった」。「忍者部落に

するのである」と言ってしまって、それで

自分で狙いをつけて、要するに「超優秀な小さい企業を東京から連れてきてしまえ」と

いうことで彼が策を打って、3 社にターゲットを絞って、工業高校の校長と語らって、

この 3 社に重点的にいい子を送り込んだんです。必ず背負って帰るからと。結果、3 社

のうち 2 社背負って連れて帰ったのです。1 社が能率機械、もう 1 社が山形精密鋳造と

いって、ロストワックスの日本のトップレベルの会社ですけどね。それをこういう形で

高校生が引き連れてきたのですよ。3 つ目は用地の折衝まで行ったけど、ちょうどバブ

ル崩壊で買えなくて、うまくいかなかったのですけどね。だから、2 勝 1 敗だったんで

すよ、超 Aクラスの優秀な工場を、こうやって連れてきたのです。 

そういうことで、いろいろなことをやればできるということになって、いろんなこと 

をやっています。これ以来、この町はそういう人材育成というものに大変高い意識を持

つようになりまして、いろんな人材育成をやっているのです。あるとき、いわゆるサラ

リーマンの人材育成が必要である。中小企業に勤めているサラリーマンの方、事務的に

縮まる人が多いという。もっと希望を持たせないといけないということで、そういう各

社の中堅社員を対象の、やはり 1年間のこういう塾をやったのです。これを 2000年ごろ

に始めました。それで、20人ぐらい集めましょうと。各社に 1人。これが、話がうまく

いかないのです。大体社長さんたちは、自分のところの社員がほかの社員と口を利くの
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を好まないんですよ。「賃金が悪い」とか、くだらないことを言っているわけですよ。現

実にそういうのが多いのです。嫌がるわけです。「そんなこと言っていられないだろう」

と言って口説いて、20人出してもらったのです。それで 1年間、今回みたいな形でやっ

たわけです。その最後の発表会のときに、小人数だったのでコの字型で座らせて、私が

ここにいて、その外側、外野に各社長がいたわけです。そこの円卓で話したのですが、

外野に各社長を置いて、社長の目の前で発表したのです。そうすると、みんな立派なこ

とを言うんですよ。その連中は本当に立派なことを言うわけです。その後に、各社長に

感想を言わせたのです。そうしたら、面白いことを言うんですね。「いや、驚いた。うち

の社員がこんなことを考えているとは思ってもいなかった」と。これは本当に驚いて、

「仮に辞めるようなことになっても、地域のために役立ってほしい」と、そういうふう

な社長たちが多かったですね。ということで、この町はこれが伝統になっているのです。

工業高校生のいわゆる検定を受けさせるということ、それと、こういう中堅どころの各

社のエース級になる人たちを突き合わせるのです。最初は嫌がったけども、明らかに成

果が挙がる、人間的にスケールが大きくなっていくということで、今、人材育成はこの

2つを軸にこの町は回しています。 

それをリードしている横山君という人がいるのですが、市役所の職員です。彼も 15年 

ぐらい専属です。普通は 3年で異動ですが、「彼を替えるな」ということで歴代市長も理

解してくれていて、彼はもう替わらない。余人を以て替えがたいと。彼が全部こういう

セッティングをして、進めていくということをやっています。 

こういうことをやっているのですが、余分な話をもう 1つ付け加えます。 

この長井という町は、環境問題でも大変に著名でして、この町は「レインボープラン」 

というので有名なのです。人口 3 万人の町です。とにかくいい農地だし、自然環境の維

持は非常に重要なテーマであるということで、20年前に市が町の計画づくりをやるとき

に、市民 100 人を呼んでやったのです。最近よくあるでしょう。市民会議などからつく

ってやり出しますね。それで、一応つくったけど、参加した市民が「物足りない」と言

い出したのです。市役所が丸めてしまったなと。「つまらない。おれたちはもう先をやる」

と言って、この人たちのうちから 20人ぐらい分離して、それで自分たちでいろいろと町

をどうするかを考え出したのです。そこで提起されたのが、このレインボープランなの

です。その後、それが市の政策になったのです。 

どういうことかというと、まず、生ごみを 100％ここは回収できているのです。3万人 

いるけども農村部は自分でやっているから、市街地の人たちの大体 1 万 5 千人分ぐらい

の人たちの生ごみを完全に処理するということで。これを堆肥（たいひ）化するわけで

す。堆肥化して、これで野菜を作るという一連の流れをやっているわけです。 

それで、これなんかは驚くべきでして。まず、これを徹底するのに 1年かけたと。例 

えば、「輸入フルーツは除外する」とか、輸入フルーツだと皮にいろいろな添加物とか塗

ってあるでしょう。ああいう野菜が入るといけないと。それは全部、その生ごみの収集

のラインから外すなど、徹底してやっているのです。「これは集めてはいけない、これは

いい」など 1 年ぐらいかけてやりまして、今、日本で一番徹底しているのはこの町だと

言われています。大体、年間で 1,000 トン集まります。どうしても生ごみの中には、金

タワシなどが入ってしまうのですね。スプーンなどが混ざることがあるのです。これら

の理由から、この 1 年のそうやって混ざったものは全部、後で取ってしまうのですが、

1,000トンで 30キロぐらいです。そこまで徹底してできるようになったということです。

それに、あとは麦わらなどいろいろと入れて堆肥化して、それを売って、それで野菜を

作るということになります。 

こういう流れの中で、分別して集めるという流れは完璧にできているのです。恐らく 

日本で一番完璧にできています。ですが、堆肥化して野菜を作って売っていくという流
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れができないのです。なぜかというと、環境意識が高まると、ごみの量が減るのです。

今、900 トンしか集まらないのです。プラントセットになっていますから、効率が悪く

なってくるのです。よくあることなんですね。環境意識が高まると、ごみの量が減って

しまう。それで、こういうリサイクル施設というのはごみの量が安定的にないとうまく

回らない、というジレンマが発生する。だから、それを埋めようと思って、よその町か

ら持ってくるというと、輸送費や環境負荷が掛かりますから、あまり意味がないという

議論もありまして、悲しいかな、減っているのがちょっと逆につらいということが 1 つ

わかりました。 

それと、この堆肥を作るプラントを非常に先駆的にやったものだからよく分からなく 

て、材料を別で作ってしまったのです。それで、腐食が激しいと。生ごみがこんなに塩

分が強いとわからなかったということで、最初からステンレスにすればよかったと。当

時はそういう意識がなかったから、鉄で作ってしまって腐食がひどいので、これやって

分かったということです。やはり、ものすごく塩分が多いということが分かったという

ことのようです。 

問題は野菜を作って売るというところですね。こうやって作るから、これはほとんど 

無農薬野菜なのです。そうするといい野菜ができるんだけど、いい野菜を作る人は、農

家は高く買ってほしいですね。それで消費者は、「こういうスタイルでやっているんだか

ら、安くていいんじゃないか」などと思うわけですよ。そういう意識の差がありまして、

この売る方がうまく回っていかないのです。次の課題はこれだということですが。尐な

くとも前半部分は、見事な展開になっていると。行って感動します、よくもやったと。

各家庭に専用の水切りバケツがありまして、水を切って集積場に持ってきて、そしてそ

れをトラックが定期的に持っていくということになっています。ここまでは完璧なので

すが、こっち側がなかなかうまくいかない。ということでこの町は、さっきの工業化の

問題と、こういう農業やそのへんを軸にした展開を重ね合わせてやっているのです。人

口 3 万人の町としては、大変注目すべき動きをこれまでも重ねてきたということになり

ます。 

そこで、こんなことをあちこちの市や県でいろいろお付き合いしながらやってきたの 

ですが、ここにきて感じることがあるということで、最後にあるフレームを尐し皆さん

にご紹介しておきたいと思います。 

私はこの仕事に入ったのは 1973年です。今が 2010年ですからそろそろ 40年、こんな 

ことばかりやっているのですね。やっていて今振り返って感じるのは、85年という年が

あるのです。それから 92年という年がありまして、ここがよく分からないのです。この

間は一体何だったのだろうかと。これはいわゆるプラザ合意の年ですね。これはバブル

崩壊、そういうふうに言うのでしょうけども、大体 7、8年あるんですね。これをよくこ

の後のことを「失われた 10 年」とか、今は 20 年と言われていますが、ここは実は「失

っていた 7、8年」ですね。その当時、何だかよく分からなかったです。今は分かります

けどね。私はこの間、ずっと現場で仕事をしていました。日本の地域の現場、あるいは

ものづくりの現場というと、このときはもう、どことも盛り上がっていたのです。本当

に盛り上がっていました。私も若かったのですが世の中全体が燃えていまして、どなた

にお会いしても、皆さん、どなたも未来を語ってくれました。いい時代でしたね。本当

に楽しかったですね。この 7、8年を過ぎてこっちの世界に入ってみたら、未来を語る人

が誰もいなくなってしまった。畦地さんぐらいしかいない。ほとんどいなくなってしま

ったんですよ。「これは、一体何なんだ」というのがずっと私のテーマでした。 

それで、この時代はなぜそんなに燃え上がったかというと、1945年に戦争が終わって 

日本が敗れて、焼けの野原になったということで、いろいろ頑張ったんですね。頑張り

まして、49年ぐらいだと思うのですけが、ＧＨＱが「日本もそろそろ国際社会に復帰さ
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せなきゃいかん」ということで、「1ドル幾

らにしなきゃいけない。国際社会に復帰さ

せ 

るんだ」と、固定相場制でいくということ

でやりまして、「じゃあ一体、1ドルを幾ら

にするか」というのが、当時の最大の話題

でした。これは日本が決めることではなく

て、ＧＨＱが決めることです。当時の経済

雑誌を今見てみると、「ああ、なるほど」と。

たまに何十年か前の経済雑誌をまとめて見

ると、当時の論調がよく分かるのです。こ

のころの論調は何かというと、「これが幾ら

になるか」です。「1 ドルが、さて幾らになるか」、これが当時の最大のテーマでした。

各専門家の予想は 300 円でした。もう、ほとんどこれでした。購買力平価で考えている

のですね。要するに、物を買うときにお金が実際にどれくらいの価値があるのかと。そ

れで行われて、その通貨を決めるべきだという説があるのです。購買力平価という考え

方です。それを「言っても、日本は 300 円だ」というようにみんなが議論しました。蓋

を開けたら、360 円なんです。円安設定ですね。日本の産業界は喜びましたね。しかも

アメリカは「がんがん買ってやるから、どんどん輸出しなさいよ」と言ってくれたので

す。そういうふうに設定されました。300円だと思っていたのが 360円になったのです。

輸出しやすい環境にしたのです。 

何だかアメリカが優しそうに見えるけど、別に優しいわけではないですね。冷戦構造 

の産物ですよ。ソ連、中国は社会主義になっているわけでしょう。1949年、中国が社会

主義となった。そういう中で、アメリカは太平洋の西側の防波堤を作ろうとしていた。

その防波堤が日本および韓国だったのでしょう。防波堤に金が掛かったら困るから、自

立で復興してほしいと。だから、円を安く設定して「物は何でも買ってやる」という仕

組みにしたわけです。ふざけたことですよ。別にアメリカが優しいわけではなくて、ア

メリカの都合です。 

ということで頑張りました。頑張り過ぎてこのへんになると、71年にいわゆるニクソ 

ン・ショックということがあり、そこで、「1回日本は頑張り過ぎたから、もうこの次で

終わるよ」ということで変動相場制に入りました。ということになりまして、大体 1 ド

ルが 240 円ぐらいで一時期安定したのです。それで 1 回チェックをかけたのだけど、日

本はまだ頑張りました。83 年から 85 年ぐらいの雑誌を見ると、当時のテーマがよく分

かるのです。当時のテーマは何かというと、「日本の製造業は世界一」と、そのころ言う

のです。「アメリカに追いついて抜いた」と言い張ったのが大体 83、4年です。そしたら

「ばかやろう」とやられたわけです。「生意気な」と、「おい、知らないのか。冷戦は終

わった」と。「冷戦という特殊な枠の中で日本を優遇したが、もうそんなのはなしだ。キ

ャンセル」というのが、プラザ合意で一時期、1ドルが 76円ぐらいにいったんじゃない

ですか。 

ということは、そういう意味でこの 85年というのは振り返ってみると、「戦後体制は 

終わりですよ」ということを今考えてみますと宣言したことだったのですね。ところが、

すぐバブル経済が発生してしまって、よく分からないのに 7、8年ぼうっとしていたので

す。抜けてみたら、全く別の世界が広がっていると。これが我々の置かれている状況で、

以来、実は 20年間、これをなかなかうまく解けないというところにあるというのが、基

本的な枠組みと思います。 

それは実際の流れなのですが、それをもう尐し別の角度から、「何でこの前の時代は元 
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気だったの？」というと、ちょうどこのころというのは、要するに国際的には対米依存

でした。もうアメリカが絶対でしたね。ひたすらアメリカだけ見ていればよかったので

す。国内的には、この時代というのはみんな若かったのです。みんな若くて、若干貧し

かった。若くて若干貧しい人たちが、ひたすらアメリカの背中を見て頑張る、汗をかく、

そういう時代でした。そういう枠組みでした。そのほかのアジアのことなんか、全然考

えなくていいのです。存在感なしだった。ひたすらアメリカの背中を見て、ひたすら汗

をかくと。こういうモデルでして、私はこれを一次方程式みたいに解いて、「汗をかいた

だけ成功する」という、極めてシンプルモデル。アメリカの背中を見て、汗だけかいた

人は成功するという時代がずっと続いた、ということでした。ところが、これを抜けて

みたら、こっちの世界に入ったらどうもそうではないですね。まず、どうもこのアメリ

カで時々何か事件が起こると「あれ、やっぱり日本はアメリカの植民地か」と思うこと

もあるけども、それもあるんだけど、いつの間にかアジアや中国の存在感が日に日に大

きくなってきました。本当に日に日にですね。私は年に 2 カ月ほど中国に行きますが、

中国に行くと、朝起きると、確実に昨日より大きくなっています。1 週間たって日本に

戻ると、確実に日本は縮んでいます。本当にこの落差は嫌になるぐらいです。これが 20

年続いています。ということで、今やアメリカだけというわけにはいかないですね。日

本は米中のバランスをよく見ながらいくしかないということになっています。 

それから国内的にはどうかというと、これが、かつては若くて尐し貧しかったのが、 

今やみんな高齢で、住宅以外は日本が世界で一番豊かじゃないですか。私どもの大学院

は留学生がいっぱいいます。地方都市へ行くんですね。四国で合宿をやったことはない

けども、毎年どこかの地方で合宿を 1 週間ぐらいやります。そうすると、彼、彼女たち

は面白いことを言うのです。「日本の地方、田舎はみんなこうですか？」と。「え？みん

なこうってどういう意味？」と聞くと、「いや、道路はぴしっとできているし、下水はぴ

しっと入っているし、尐し行けばコンビニもあるし、日本の田舎はみんなこうなんです

か？」と。「いや、大体この国はみんなそうだよ」。「いや、うちの国は違います」と先進

国の人はみんな言います。首都はパリも東京もおんなじだと。第 2 の都市も似たような

ものだと。高速があるから同じようなものだと。高速を降りて村を通らないと、うちの

国なんか村に行ったらみんな水洗トイレがなく、舗装なんかどこもしてないと言わけで

す。これが現実です。日本ぐらい隅の隅まで道路がぴしっと舗装されて、下水も通って

いる国は世界に例がないぐらい、実はいつの間にかそういうのは世界で一流なのです。

ただし、住宅だけは尐し狭いですね。これは尐し悲しいかなという感じがしますけど。

それ以外、特に社会インフラは、公共投資の諸問題は議論されるけども、やはり戦後 60

年の積み重ねというのは圧倒的ですね。このインフラのすごさは世界に例がないと言っ

てもいいぐらいだと、私などは思います。よく中国などで、大都市へ行くと高層ビルが

すごいじゃないですか。私もずっとその環境を見てきたけど、あんなに広い土地がある

のに、何であんな高層ビルにするのかなと。それで、いろいろな人に議論して分かりま

した。「あの方がコストが安い」と。「面的にインフラをきちんとしていく方が金が掛か

る」と。狭い所に高層にした方がはるかに安上がりだそうですね。そういうふうな背景

があるということでして、戦後 60年かけて日本はそういう国になってきているというこ

とです。 

それと、あとは ITはもう当たり前。環境がちゃんとしていなかったら人類は生き残れ 

ないということまで分かってしまったということでして。これまでは、若くて尐し貧し

い頑張り屋さんたちが、ひたすらアメリカを見て頑張るという卖純な一次方程式モデル

だったのですが、今は尐なくとも 4つぐらいの要素が加わる、これを私は「連立方程式」

と言っているのですが。連立方程式と言ったら、数学専攻の息子に「これは連立方程式

とは言わない」と言われますが、「素人だからいいだろう」ということなのですが。尐な
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くとも 4つの要素が加わった方程式になってきているということなのです。 

とりわけどうでしょう、この対中関係というのは日本が一番先端にいるわけでしょう。 

中国がブラジルあたりにいてくれれば放っておいてもいいのだけど、何といっても原発

でも破裂した日には、すぐに死の灰が降るわけですからね。もう隣です。一番手前。こ

の高齢化が進んで豊かというのはこれ、最右翼に日本がいるということで、もうこの 2

つは世界最先端です。尐なくともこの 2 つは日本は最先端、前例なんか当然ないという

ことで。こういった最先端に直面して、我々は連立方程式を作らないといけないですね。

日本人というのは、できた方程式を解くのは割と得意なのです。でも、これまでに方程

式を作ったことがないのです。これまではみんな、作ってくれていたものを解いていた

だけ。だけど今求められているのは、個人も、会社も、国も方程式を自分で作らなけれ

ばいけない。そういう時代に来ているということで、これを「おお、面白いじゃないで

すか」と思えるかどうかということが問われているということではないかなと、私は思

います。だから、ご自分の方程式を作らなければいけないですね。今までは、わが国の

人たちはそういうことをやったことがない。だけど、これからはそれが求められている

という時代で、ある意味で我々は今、世界の最先端の場所に位置しているということで

はないかなと思います。 

そんなことを今考えているのですが、そういう中で尐しふと思いついたのがあったの 

で、最後に尐し申し上げます。 

日本だとどうですかね、文系の高校生でできる子が狙う学部や大学というと、どこで 

すかね。日本の場合、大体何とか大学法学部というところに行くのですね。理系のでき

る子たちはどこに行くのかというと、何とか大学理Ⅰなどに行くんですね。これは工学

系なんですね。あるいは理Ⅲの医学部系なんですね。これが、依然として日本の進学の

できる人たちのターゲットです。これが、フランスやドイツに行くとはまるで違いまし

て、要するにヨーロッパの先進国に行くと、文系のできる子が行くのは、明らかに文学

部なのです。文学部の哲学や美学だとか倫理学とか、みんなこんなところに行くのです。

それで、理系のできる子はどこに行くかというと、理学部に行くのです。大体、理学部

の数学、物理に行きます。日本だとこういうところに行くのは、ちょっと工学系などに

行けない人たちが行くみたいな雰囲気があったりするのです。これが現実なんですね。

それで、「ああ、そうなんだ」と思って。では、ベトナムやインドネシアではどういうと

ころを狙うか知っていますか？もう明らかに、一番賢い人は外国語学部です。一番金が

もうかるのです。これが一番人気で、即戦力で金になります。次が医学部です。医療体

制を整備しなければいけません。要するに医学の研究をするわけです。町医者とか裸足

の医者になると。必要ですから。それから、法体系を整備しなければ国として形はでき

ない。それから、エンジニアリングです。だからできる子たちは、途上国はみんなそち

らへ行くのです。 

日本も、明治時代はこれでした。それが今日でも、相変わらずそのままなのです。こ 

れはおかしい。というのは、もちろん法学部も医学部も研究の成果はありますよ。普通

はだから公立の、それでお金をもうけようとすると、これから医者になろうとする人た

ちだから、要するに専門学校みたいなものですね。ですが、どちらかというとそれらは

問題解決型の分野なんですね。一方は、どっちかというと発見型です。という意味では、

これから日本の若者は発見型に行ってもらった方がいいのですね。そういうところへ行

って、次の世界はどうあるべきかということを考えてほしいんだけども、依然として発

展途上型の領域に向いているという意識そのものを変えていかないと、わが国では独自

で連立方程式を考え出していけないのです。 

この高知はある意味で 1周遅れの状況にありますから。1周遅れというのは、トラッ 

クがあればすぐトップになれますからね。そういう意味で逆に、この高知は 20世紀型の
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発展モデルからちょっと遅れたということがあるからでしょう。だけど、多分新しい価

値の世界になってくると意味が全く違ってきますから、そうするとここから何かが起こ

る可能性が非常に高いということで、ぜひこういう活動を通じて、次の新しい時代に向

けてのいろいろなことを提起して、引っ張っていってほしいなというふうに思っている

ところであります。 

大体１時間までということで、私の激励はこれぐらいにしたいと思います。どうもご 

苦労さまでした。 

 

（進行） 

関先生、どうもありがとうございました。 

なお、関先生におかれましてはこの後の 

成果発表会の方でも、講評者として引き続

きご参加いただくことになっております。 

それでは、今日のメインであります成果 

発表の方に移りたいと思いますが、発表の

順番が 1 班からということでよろしいです

か。 

それでは 1班の方は準備をしていただく 

こととしまして、この後の進行はコーディ

ネーターとして畦地和也さんの方にお願い

したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（畦地和也） 

それでは 1班の方、ちょっと準備をしていただけますか。 

2班、3班、4班と順番に行きますので、切り替えがスムーズにいくように準備をお願い

します。 

それでは、今からの進行は私の方でさせていただきたいと思います。自治研究センタ 

ー理事の畦地と申します。よろしくお願いいたします。 

昨年の 11月から、皆さんとともに 1泊 2日の研修を 5回やってきました。関先生にも 

その間、何度か来ていただきご指導いただきましたし、西から東、県外の地域産業の現

場も見て、いろいろ刺激も受けてきました。 

皆さんに最初からこの塾の目的をお話していますのは、「地域産業も技術を学ぶのでは 

なくて、まずは志を育てましょう」というお話をしたと思います。昨年の第 1 回目で私

の方から、勝手でしたけれども、例えば「10年後の東谷（馬路村農協組合長）を目指せ」

ということを私の方から言ったと思います。 

ですから、皆さんにも事前にお知らせしていますように、これから各 4班で発表して 

いただきます発表の内容につきましては、「他人ごとではなくて自分ごと、コンサルタン

トの提案書ではなくて、自ら実行する計画書を作ってください」というふうにお知らせ

をしております。ですから、ある意味今日皆さんに発表していただくのは、「これから私

は、僕は、私たちは、これをやります」という宣言書です。ですから、お三人の方にそ

の内容について講評していただきますけれども、見た目の良さや着眼点の良さ、企画力、

アイデア、発想の良さが大事なのではなくて、いかにその計画書の中に皆さんの志が含

まれているか。それが伝わってくる内容であるか。それが一番の重要な点だと思います

ので、その点よろしくお願いをしたいと思います。 

それでは、本日は 3名の方に講評していただくことになっておりますのでご紹介いた 

します。 
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お一人目、塾頭であります関先生です。 

それから、県の産業振興推進部の副部長の尾﨑さん。 

それから、ＮＰＯ法人とさはちきんねっとの副理事長の川村さん。 

それぞれ、地域産業のジャンルではいろいろ専門的なことにも詳しい方でありますし、 

それから地域でいろいろ活動されている方もいて、いろいろな視点で皆さんの発表の内

容をチェックしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

それでは今日の進め方は、各班 25分の発表時間です。私がタイマーを押します。1分 

前に「あと 1分」と言います。25分でチャイムが鳴り、それで終了です。25分目いっぱ

い発表してください。その後に各講評の方 3 名、お一人 5 分ずつ。結構長いです。質問

も構いません。5 分ずつ講評、アドバイス、質問、意地悪な質問も結構ですので、して

いただいたらと思います。ですから、各班 40分で入れ代わりをします。よろしいでしょ

うか。 

それでフロアからのご質問、全体の発表が済んでから、その後半の時間によって尐し 

考えたいと思っております。といいますのは、ここを 5 時にはきちっと空けなくてはい

けないという事情がありまして、その時間を見ながらフロアの方からはまたご意見、ご

質問をお伺いしたいと思います。 

ということで、早速 1班です。25分ですからね。それでは 1班はチーム名が「チーム・ 

ウェスタンイシダ」というチーム名だそうです。タイトルは「高知県西半分たからのあ

りか」、発表者は塚地君、大崎君、岡村君、佐竹さん、大田君、この 5名です。よろしい

ですか。 

それでは、スタート。 
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＝成果発表＝ 

1班・チーム・ウェスタンイシダ 「高知県西半分たからのありか」 

～高知県中央西、西部地域マップ～ 

 

（大田 剛） 

皆さん、こんにちは。今から、1班の「チーム・ウェスタンイシダ」の発表を始めた 

いと思います。資料としては 5ページから 10ページまでありますがあまり気にせず、前

のスライドショーもあまり気にせず、発表を聞いてください。 

「チーム・ウェスタンイシダ」の連中は、話し合っていた。でもこれは、食ったり、 

飲んだり、相撲をとったり、まとまる様子は一向になく、上ノ加江の海を呆然と眺めて

いました。こう着状態が続き、やる気はほぼ消滅。たわいもない雑談が続いていました。 

「そういえば、うち、この間、高知県の方に県外から人が来たいとなったときに、自 

分が西の方案内したいんですけど、上ノ加江とか中土佐町を案内できても、ほかの市町

村を案内できないなと考えました」。 

そのきっかけで、「そうだ。おれたちで、私たちが、本当に知ってもらいたいマップを 

作ってしまおう」。 

 

（岡村幸政） 

お世話になります。チーム

キャプテンの岡村です。 

先ほど、大田の方からも話

があったのですが、パワーポ

イントも見ていただきながら 

なのですが、話の方を中心に

聞いていただければと思って

おります。 

なかなか写真が凝ったもの

を作ったなと、すごく私たち

の自己満足だったんですけど、 

ほとんど私はどの写真にも写

っていたのですが、作られた方の悪意か、愛されているのかというところがよく分かっ

ていただけたかなと思ったんですけど。あんまり受けないので、すぐ行きますね。 

それでは、ちょっとまじめに成果発表を行います。 

私たちの「チーム・ウェスタンイシダ」では、合宿や個人での地域に入り込んでの取材

を複数回行いました。その過程で、やはりわがチーム唯一の星であります佐竹あずさ嬢

が、「友達とかにやっぱり中土佐町や上ノ加江周辺のことしか案内することができんね」

という話がぽろっと出てきたのですが、その言葉をきっかけに、市町村などで地域地域

が個々で作った観光マップや地域を紹介するパンフレットはいろいろあるんですけども、

「広域」という言葉でくくっていいのかどうか分かりませんが、「高知というか県西部と

いうくくりで作成されたマップはないね。あったらええよね」という話、雑談がぼろぼ

ろ出てきました。実は、マップは本当は多分あるはずなんですよね。詳細な、詳しいリ

サーチは今のところできていなかったのですが、マップは作っているはずで、でもぱっ
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としてないのが理由であまり目につかないのかな。だから自分らは知らないのかな、と

いうところを感じたんですけれども。その結果、チーム・ウェスタンイシダでは「高知

県西半分たからのありか」（仮称）と題しまして、観光マップに相当するものを作成する

ことを企画しました。 

ここで 1点説明ですが、この「西半分」というのが、チーム・ウェスタンイシダのメ 

ンバーは仁淀川町から四万十市、西土佐までの広い地域にわたってメンバーがいるため

に、現状高知県内をざっくりくくって西半分と。今後、変わっていくところだとは思う

のですが、現在今のところ「西

半分たからのありか」として

説明していきます。 

それでは第 1にこのマップ 

を作る目的ですが、観光客目

線のマップ。これ以降「マッ 

プ」と便宜上呼ぶことにいた

します。マップと簡卖に説明

していきますが。そのマップ

たるものを作成することで、

観光客の多種多様にわたるニ

ーズに応えて、観光客の増加、

それからリピーターの獲得を

目的としております。 

 第 2 ですが、企画のコンセ

プトです。コンセプトは、各

地域にある個々の素材を、「距 

離が近いから、この地域内に

あるから抱き合わせて、合わ

せてくくっていこうかな」と

いうだけではなくて、広域で

見て個々の素材を生かし合え

るような組み合わせ等々を考

えて、観光客の満足度を高め

ることが第 1のコンセプト。 

それから 2 つ目が、新たな

素材の創出に力を注ぐよりも、

既存の素材を最大限に生かす、 

既存の素材をしっかり調査して、地域の方々の思いも含めて最大限に生かすことを考え

ています。 

3つ目のコンセプトですが、一度に大量のお客をはかすことになりがちな、これは私 

の個人的な意見も入っているのですが、一般旅行エージェントとはまた違った視点を持

って既存の素材を創出したときに、または関わる人々の思いが観光客にうまく伝わるこ

とをこの企画のコンセプトとしております。 

次、第 3に、本当に簡卖にターゲットですけれども、やはり当面女性をイメージしま 

した。独身 18 歳から 60 歳以上、幅広い範囲を考えています。本当に今や常識の話では

あるのですが、やはり未婚の方であれば男性に比べて足も軽いし、アクティブであるし

ということ。それから既婚の方であっても、おおかたの家庭ではやはり奥さんが、女性
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が財布を握っていることを考

えました。また女性の習性、

習慣として、やはりおしゃべ

りからの情報交換や団体行動

を取るという、男性に比べる

とですけれども、団体行動を

簡卖に取れるのかなというと

ころも狙っての、ターゲット

として決めております。 

次ですが、非常に一番大事 

なところで、どうやってやる

か。それが一番大事なのです

が、方法です。どうやってマ

ップを作るかというところで

す。まず第 1に、1番目の動き

としては、チーム・ウェスタンイシダの主観により県内各地を回って、一定の企画を立

てることがまず 1 つ目。2 つ目が、まず各自治体にある観光協会や観光の係、それから

県の観光振興部、観光コンベンション協会等と関係諸機関にアポイント後、やはりヒア

リングを行いたいと。やはり関係諸機関がどうやって考えているのか、観光客のニーズ

や観光についてどういうふう

に考えているのかを一度洗い

出しをする必要があると考え

ております。このヒアリング

の際に先々を見越して、やは

り成果物を作成する場合に協

同してやっていける相手とは

どこなのか、自分たちが一番

どういう人たちと仕事をした

いのかというところを併せて、

黙ってヒアリングをして、絞

り込みをしていく作業を 2 番

目に行います。 

次、3番目。ヒアリング結果

を受けて、企画の再調整をします。 

次、4 番目がモニタリング。チーム・ウェスタンイシダが立てた企画をモニタリング、

モニターツアーの実施を行い

たいと考えております。この

対象ですが、関塾の 1 期生と

それ以降の人々。関塾は今後

も 10月以降続くということで

すが、その方々の協力を得る

ことを今考えております。 

その次、5番目ですが、再度 

またモニターツアー。モニタ

リングの結果を受けてフィー

ドバック、調整をしていきま
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して、最後、いったん一定の

着地点としてブログによる発

信を考えております。これは、

イメージ的には香单市の観光

協会の事務局長によるブログ

を簡卖にイメージしておると

ころでございます。情報の一

方通行ではなくて、発進した

情報に対するレスポンスが得

られるところはやはり非常に

大きな効果があるというとこ

ろと、例えばレスをいただい

た方は、じゃあどこの住まい

なのかが分かるというところ

であるとか、また管理費用。ホームページだと管理費用も掛かるのですが、ブログだと

経費も限りなくゼロに近いということ 

もありますし、またブログの運営等を効果的にすることによって、レスをいただいた方

からの新しい情報を得ること

ができて、今後の言ったら企

画の調整が迅速に動きが取れ

るのではないかと考えて、ま

ずブログによる発信を考えて

おります。 

初めに申しましたこのブロ

グの発信がいったんは着地点

となりますが、チーム・ウェ

スタンイシダの企画に乗って

くれる団体を得たり、チー

ム・ウェスタンイシダが一緒

に仕事をしたい人が見つかれ

ば、やはり紙媒体での、これ

が冊子になるのかパンフレットになるのかというところは今後の検討課題ではあります

が、成果物の作成に取り掛かりたいと思っております。 

次に、5番目ですが課題とし 

て経費。では経費はどこが出

すのか、経費を出せる団体を

どうやって見つけていくのか、

私たちの企画をどう分かって

もらえるのか、というところ

が大きな課題であるところが、

一番の課題だと思っておりま

す。 

それから 6番目になりま 

す。これからじゃあ工程表は

ちょっとこのパワーポイント

ではお示しすることができて
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ないのですが、第 4で述べましたとおりブログの発信をするのを 2012年の 4月に目標を

立てて、今後活動していきたいと考えております。 

以上です。請うご期待。 

それでは、これで 1班の、発表を終わります。 

 

（佐竹あずさ） 

ちょっと待った！ちょっとマップ作りもいいんですけど、もう 1つチーム・ウェスタ 

ンイシダから提案をしたいなと考えています。 

ということで、自分たちは私の町である中土佐町の上ノ加江へ行くことにしました。 

まず、上ノ加江と言われても分からない方が多いと思うので、上ノ加江の説明をしたい

というふうに思います。 

上ノ加江というのは、高知県の高岡郡中土佐町という所の中の 1つの地区ということ 

になるんですけど、久礼地区という所が有名な所なんですけど、中土佐町の久礼地区か

らさらに車で 10分くらい、左手に海を見つつ、山奥の方へどんどん入っていく地域とい

うことになります。地域の人口としては、中土佐町全体の地域の人口が約 8 千人弱です

が、上ノ加江地区としては 1,624人、世帯数が 745戸、高齢化率も 43.8％ということで、

高齢化率もかなり高い地域ということになっています。 

そういうことからも、一番の問題としてはやはり過疎と尐子高齢化に悩んでいる地域 

と言えて、最近でも小学校が統廃合になり、地区で 1 つだけになってしまったり、あと

保育所も 1 つになってしまったり、中学校も 1 つになったりで、なかなかこれからまた

さらに地区としても、そういう学校がなくなるのではないかという悩みを抱えている地

域ということになります。 

この地域も、やはりその人口が減ってきた理由というのは、もともと一次産業、農林 

漁業で栄えていた地域なのですが、今ではその農林漁業、一次産業が衰退してしまって

兹業している、勤めをしながら兹業するという人も出てきたということが背景にもあっ

て尐し人口も減ったり、そういう状況を今上ノ加江は抱えています。 

そんな中で、上ノ加江の主要産業の一次産業を一つひとつ見ていきたいと思います。 

まず農業においては、基本的にはビニールハウスでいろいろなものを栽培しています。

これの出荷先というのがＪＡの須崎市という所で、系統出荷という形になるので、基本

的には須崎市から、「中土佐」という名前ではなくて「須崎」という名前で産物が出て行

くという形になっています。作っている物

としては、高知県らしくミョウガだったり

シシトウだったり、そういうものを作って

いたりします。また、それと一緒に兹業と

しては稲の方も夏から秋にかけて作ったり

などしています。それが大体野菜、食べ物

系なんですけど、また、自分の家も含め 2

軒の農家ではハウスでユリの栽培をしたり、

そういうのも行っていたり、昔はもっと牛

などがいろいろいたのですが、今はブロイ

ラーを飼っている所が 1 軒あったりという

ふうな、今の農業の現状があります。 

先ほどもお話ししたのですが、現在の農業の状況としてやはり販売の価格がかなり安 

いということで、農業自体やっていく人もいなくなってきて、務めに行く人、外に出て

いく人も増えたり、その背景として、親がやはり自分の農業を家で今後継いでいっても、

全然仕事としてご飯を食べていくのもぎりぎりだったり、今後仕事としても成り立たな
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いだろうから外に出ていって、外できちんとした安定した所に働いてほしいという、各

家庭が親からのそういった思いを聞くという背景が、農業の中でまたさらに衰退を進行

させているひとつの理由かなというふうにも思います。 

また、もともと林業で栄えていた地域ということもあって山がかなり、森林面積も高 

いのですが、その山が最近やはり営林署が廃れてきた関係で尐し荒れでき始めて、それ

により鳥や獣、イノシシなりハクビシンなり、そういうものがここの住民の住んでいる

家の所まで出てきて、農産物にも被害を及ぼしているという影響も出ています。 

また、上ノ加江というのは農業において、一応須崎が農業の管轄になるのですが、そ 

の須崎の県の担当者から集落営農の話も来ていまして、今その集落営農を上ノ加江とし

て取り組むのか取り組まないのかという話も出ていたのですが、現在としては上ノ加江

では集落営農はしないという方向で進んでいます。それはなぜしないのかというと、今

別にしなくても、みんなそれぞれ 40 代、50 代の人が農業に就いているので、その人た

ちは今まだ働き盛りというので自分たちはできるから、集落営農にしなくてもきちんと

農業ができている。使っていない土地もないし、むしろ土地が尐し足りないぐらいの状

況なのだから、集落営農にしなくてもいいという、そういう 40 代、50 代の方々の考え

から、集落営農はしないという方向で今のところ進んでいます。 

しかしその一方で、やはり今 40代、50代でも、これから 10年、20年たてばみんな農 

業はできないという危機感を持っていて、そのときにじゃあその作り手が高齢化になっ

たり、そのときに自分たちの子どもの世代は農業をしていない人が多いので、その中で

後継者の不足がかなり進んでいるということで、ではどうするのかという危機感などは

感じている、そういう状況になります。 

一方で林業の方ですが、昔、上ノ加江というのは漁業でも栄えていたのですが林業で 

もかなり栄えていて、上ノ加江の海の方では漁業をして、山の方では林業というので、

かなり上ノ加江自体も栄えていた地域というふうになっています。自分たちが地域を訪

れた所の話によると、土讃線も今では久礼から窪川に流れるようになっているのですが、

それが上ノ加江を迂回させる工事もやっていたのですが、結局林業が栄えていて、その

林業の会社とのいろいろなことがあって土讃線もできなかったという背景があるぐらい

林業というのはかなり栄えて、影響力もあったという産業といえます。 

先ほど漁業の話をしたのですが、漁業でいうと昭和の初めぐらいはブリの大敷網漁で 

かなり栄えたということで、大敷網漁発祥の地ということにもなっていたり、あと日本

三大ブリ漁の港でもあったというふうになっています。でも、今はブリもほとんど取れ

なくなってしまい、後継者なども不足してしまったために大敷網もなくなっていて、近

年ではイセエビだったり赤物

だったり、そういう魚を主に

近場で取るような感じになっ

ていますが、それも後継者の

不足、高齢化、また魚が減っ

ているなどの問題で、年々減

っているという現状を抱えて

います。 

じゃあ、自分たちの近場で

離れて魚を取れないからどう

するかとなったときに、結局 

「上ノ加江ではなくてほかの、

漁業がもっと盛んでもっと売

れる地域に行こう」という流
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れが今漁協としても進んでいて、働き盛りの 30 代、40 代、50 代の漁業の人は、上ノ加

江では漁業をするのではなくて、それこそ土佐清水の方などの方に移り住んで漁業をす

るというふうな、今は流れになっています。それに危機感を感じている上ノ加江漁協と

しては、これから観光客向けに、中土佐町の久礼地区などは観光ですごいいろいろやっ

ているという背景もあるので、それを自分たちも観光客向けに漁業体験メニュー受け入

れを中心に、いろいろ仕掛けていこうかなというふうな考えを持っているところです。 

上ノ加江の集落というところですが、今あるものとしてはＪＡを中心に婦人部や青年 

団が組織されていて、それが青年団だと 1つ、婦人部だと 3から 5つぐらいあるのです

が、そこが主にイベントなどでいろいろなものを出品、自分たちでおにぎりを作ったり、

魚飯を作ったり、おみそ汁なりうどんなりといったものを作って、イベントで売ってと

いう、そういう活動を主にしている感じです。ただ、自分のいる山内地区という一番山

奥の地区になるのですが、そこの地区においてはまだ集落機能というのがかなり残って

いて、例えばコメの時期などに消每をするという作業があるのですが、それは集落全体

で日にちを決めて行うなど、そういう行いもしています。ただ課題として、地域として

の特産品がないというのが 1つ、大きな課題を抱えています。 

そこで、観光、イベントとしてどういうものがあるかとなるのですが、観光として今 

漁協が力を入れている漁業体験、漁家民宿、ダイビングなどがあるのですが、まだ「中

土佐町の観光としてあります」と言えるほどすごい仕組みも作られているわけでもなく、

広報なども十分でなくてまだ

まだという感じで、では中土

佐町としていろいろイベント

もあるのですが、結局これも

マンネリ化なり後継者の不足

などで、いろいろと問題を抱

えています。 

そこで自分たちが企画して 

いるのが、「上ノ加江秋花まつ

り」いうのを今考えています。 

それの一番の目的は、そうい

う若者や高齢者の小遣い稼ぎ

兹交流の場をつくったり、あ

と特産品、観光の上ノ加江に

来るきっかけの場をつくろう

というふうなので、今こうい

う秋花まつりという企画をし

ています。 

企画内容ですが、上ノ加江 

にさまざまな地区があるので

すが、そこの地区でいろいろ

構造改善というのをしている

関係で、そこの美化という目

的で「花を植えませんか」と

いう話などもあるので、それ

で花を植えて、その後、上ノ

加江の田んぼが花いっぱいに
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なるというものをつくっていこうというふうに考えています。 

ターゲットとしてですが、花などがいっぱい植わっていたら、やはりそういうのを写 

真に撮りたいという人も出てくると思ったので、そういう旅行やカメラなどの趣味を持

つ人や、あと、やはりそういう花が好きとなれば女性が多いので、女性をターゲットに

していこうかなと思います。 

実施概要としてはこういうふうに考えていて、11月ぐらいには企画を固め、12月ぐら 

いから各地区なり各関係団体へ協力を求め、11月ぐらいから花の準備、お試しなどを企

画していき、そこで実証の検証とブラッシュアップをしていきます。その後、12 年の 4

月から花の準備などをし、最後、2012年 10月、「第 1回上ノ加江秋花まつり」を開催予

定です。関係協力団体としては、上ノ加江の各地区の所だったり、ＪＡ、漁協、役場な

ど、あらゆる機関を現在考えています。 

予算としては、構造改善の事業で先ほども尐し話したのですが、花を植える美化活動 

というところの予算があるのでそこを活用していったり、あと今後営業回りや、上ノ加

江に実行委員会を組織してという形も考えています。 

以上で終わります。ありがとうございました。 

 

（進行） 

はい、ありがとうございました。 

では、前に並んでください。 

それでは、講評の先生方からお一人ずつ講評をいただきたいと思います。 

関先生から順番でよろしいですか？お願いします。 

 

（関塾頭） 

前半聞いていて「大丈夫かな」と思ったんだけど、後半、急展開したなという感じが

しましたけれども。 

はちきんの彼女と男性陣の間で後半の話の意見交換などは十分されているのですか？

最後のころはいろいろな組織という話があったでしょう。皆さんはどう関係するので

すか？あなたは関係するのでしょうけど、あっちの男性陣は、お客さんですか？ 

 

（岡村幸政） 

実行委員会組織を立ち上げるということでしたので、その実行委員会の委員のメンバ

ーに入るというふうに考えております。 

 

（関塾頭） 

私も高知を 2年ぐらいしかちゃんと見てないのだけど、どっちかというと、海のもの 

も山のものも材料はいっぱいあるのに、材料だけ出してしまって終わりという感じがも

のすごく多いでしょう。ほかの県だと、結構加工したり、食べさせるというようなこと

が随分あるのだけど、ここは材料が良過ぎるからかもしれないですけども、材料が出て

終わりというのが非常に大きなと思って見ているのです。 

そういう意味では随分、付加価値を付けていく可能性はありそうだなと思って見てい 

ますし、もう 1つ、先ほど尐し出てきた集落営農が意外と発展していないですね。多分、

日本の中でも一番集落営農の取り組みが遅い方かもしれないと。集落営農がいろいろと

プラスマイナス言われていますが、明らかに集落営農をやると一般的に女性の力が余っ

てくるのです。そうすると、彼女たちが中に入ってくれたりするときに、「食」というの

はすごく重要で、かつてそれによって加工品が生まれたり、それから農村レストランが

始まるとかということで、地に足の着いた継続的な活動が始まることが結構見られると
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いうことで。こっちの辺りがどう高知辺りの課題から全体の、集落営農のテンポが遅い

などのあたりもあるかもしれない。ある意味で非常に保守的な所なんだなと思いながら

拝見していたのですが、やれることはいっぱいありそうだなと。 

だから一過性のイベントもいいのだけど、継続的にやれる何かそういうことにまで踏 

み込むと、もう一歩面白いかもしれないなと思って見ていました。 

どう思いますか？ 

 

（佐竹あずさ） 

それは、それも考えていて、そもそもその「秋花まつり」をやりたいと思ったのも、 

まだ上ノ加江地区に特産品といえるものや加工したものというのは 1つもなくて、でも、

それをするに当たってはすごくハードルが高いというのを考えていて、じゃあ、それを

改善するのにどうしたらいいのかなと考えたときに、やはりイベントというのは今まで

マンネリ化してはいても、毎年継続してやっているイベントはいろいろあるので、じゃ

あイベントという形で、まずはそこの地域に何か自信になるようなものを作って、そこ

から最終的に特産品、観光につなげていきたいなというふうに思っています。 

ここで言うと花が 1つ、地域の美化という意味でも、また花を作っている人もいると 

いうことがあるので、そこの花を植えることでその花のブランド力も付けていったり、

ただ花を見るだけではなくて、そこの地域のお母さん、おばあさんたちだったり、自分

たちのような 20 代、30 代の人たちが「ちょっとお小遣い稼ぎしたいな」というときに

何か、例えば農産物、自分で畑で作っているものをまずはそこから売ることになってく

ると思うのですが、ではそこから最終的に何か加工をしていったりというふうな形に持

っていけたらなと考えています。 

（関塾頭） 

この場所から道の駅というと、「あぐり窪川」が一番近いのですか？ 

 

（佐竹あずさ） 

そうです。「あぐり窪川」か須崎の道の駅で、そこから今「産直として野菜を出さない 

か」という話は出ているのですが、須崎や窪川まで行くには車で片道だけで 30分かかる

ので、それを毎日するというのはすごく大変だという話で、結局、自分の家で食べる分

とか、捨てたり、近所に渡したりというのが多いようです。 

 

（関塾頭） 

30分というのはやはり、結構遠いですか？ 

 

（佐竹あずさ） 

遠いと感じています。結局、作っている方々が 50代から 70代、80代の人なので、ま 

ず車を運転できないという方がいたり、車を運転できても働き盛りだし、そんな毎日、1

日 2 回も往復できる余裕もないというので。それに一番の理由として採算が、ガソリン

などのそういったいろいろな問題が出てくるのですが、そこの採算が合わないので、結

局みんな出さないというのが今の方針としてあります。 

 

（関塾頭） 

でも、それでも食べていけてるんだ。 

 

（佐竹あずさ） 

一応、今は食べていけているけど、という感じです。これから先はどうなるかなと 
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いう。 

ただ、今は食べていけているので、今の現状にみんなは一応満足して、後は誰かその 

うち活性化させてくれるかなというのが、今の上ノ加江の人の考えという感じになりま

す。 

 

（関塾頭） 

なるほど。なかなか興味深い場所ですね。そう思いますよ。 

多分、面白くやれるかもしれないね。 

 

（佐竹あずさ） 

はい。これから期待していこうかと。 

 

（関塾頭） 

期待しています。頑張ってください。 

 

（佐竹あずさ） 

ありがとうございます。 

 

（進行） 

それでは尾﨑副部長、お願いします。 

 

 

（尾﨑副部長） 

2 つ発表内容があったと思いますので、それぞれに半分ずつの時間を使おうかなと思

っています。 

まず最初のマップ作りですけれども、1つ 2つ、ぱっと気が付くのが、僕はやはり今 

これから県内各地を回って、各自治体のヒアリングをされているというようなことでや

るのだろうというふうに、方法のところでお

聞きしましたけれども。既存のものと、どう

差別化していくのかというところについて、

やはりそこについての明確なものというのが

多分「ターゲットが女性だ」ということとか、

あと、「一定広域で見ても、個々の素材を生か

し合えるんだ」というところなのかな、とい

うことだけは理解したつもりなのですが、そ

れほど観光資源が「新しいものを見出すので

はないんだ」ということをおっしゃっていま

したよね。「新たな素材ではなく、既存のもの

を生かすんだということがコンセプトだ」と

いうふうにおっしゃっていましたから。そう

すると、何といいますか新たなものを見出そ

うとしていないときに、どうやってその付加価値というか、今までにないものをどうや

って打ち出していくのかというところが 1つ、まだよく分からない。そうでないと結局、

そもそも要は発信するときの発信力の動作が弱いわけで。ブログで発信するというけど、

ブログは結局読んでもらわないと、そこにアクセスしてもらわないとしょうがないわけ

で、待ちの姿勢で来るわけはないですから。そういったときに、よほど魅力のあるもの、



 26 

よほど特徴のあるものでなければいけないのではないか、ということをどういうふうに

考えられているのかというのが 1点。 

それからもう 1点は、今ブログの話も申し上げましたけれども、どうやって発信して 

いくのか。要は、今モニターツアーをこの塾生の皆さんと今後、11月以降にもう 1回関

塾をやらせていただく際の方々ということになるのでしょうけども、そこからの広がり

というのはどうしても弱いのではないか、というふうに尐し考えざるを得ない。それを、

どうやって広がりを持つようなものとしていくのか。 

今も、私、そもそも何でここに座っているのかというと、産業振興推進部という所で 

産業振興計画を取りまとめしているというのと、地域づくり、中山間地域の担当をさせ

ていただいているということでやらせていただいているのですが。要は結局、高知県の

もの、「高知県がこんなことをやっています」みたいなものを、例えば「イベントでこう

いうことをやっています」というのは、私は個人的に自分でみんなにメールで、多分今

100 人か 150 人ぐらいに気が向いたときに週 1 回ぐらいまとめてやっているのですが、

それでもやはり 100 人か 150 人にしかならない、ということになっているのです。この

本当に外に発信していくことが難しいから、で、内部からはたくさんいるわけですよね。

日本各地、高知だけでもいろいろな魅力的なものがある。ほかにも、いろいろな全国的

に魅力的なものがある。そういった方々、そういった所に勝っていく、来てもらうとい

うのがコンセプトですよね。 

その点についてはどういうふうにお考えですか。その 2点です。 

 

（岡村幸政） 

2点ご質問いただきました点につきまして、尐し説明をしてみたいと思うんですけれ 

ども。 

まず 1点目は、ちょっと確認ですが、特徴がないと。まあ言ったらインパクトがない 

んだけど、新しいものを創出しない、今の既存の事業をどうやって売り出していくかと

いうところを聞いていただいたのですか。 

 

（尾﨑副部長） 

だから、マップを作るということは新しいことをやるということですよね。それを既 

存のものとどう差別化するのかという点ですが。 

 

（岡村幸政） 

既存のものの差別化。私というか、今回自分たちで話した結果は、本当に素材は県内、 

地域にもたくさんあると理解しております。その中で、でも発信するためにその地域の

人たちが、言ったら観光メニューや素材、何か 1 つ取っても、その人たちの作り上げる

ときの思いというのが、やっぱり発信するときにうまく乗っていってないなという思い

がありました。それこそ、一般の旅行のエージェントさんの話も尐し間に挟みましたが、

メニュー化として本当にその観光メニューを工程の中の 1 つとしてしか見てもらえない

と、言ったらかかわる時間、地域の人とかかかわる時間が短いと。短いということは、

地域の人たちの思いがやはり外の人たちに伝わらないと思うのです。それはもちろん商

品だから仕方がないんですけれども、私たちはそういうのではなくて、やはり思いを伝

えて、地域の人たちの思いをうまく発信して、人に来てもらって、それで地域の人たち

の思いを外の人がうまく感じ取ってもらえて、満足して帰ってもらいたいな、というふ

うに考えておるところです。 

2つ目の、広がり。2つ目の、マップ作りを通じてやってみたいということは、「高知 

県内外の人にこんなに若い人がいるんだぞ」というところが、まず自分たちの内向きの
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テーマであって、外向きのテーマというふうに思っております。 

例えば、ブログを書くということに対して、一応その言葉に責任を持つということか 

ら、その地域に対しての当事者の一歩を踏み出すという。まだブログ自体が個人的なレ

ベルで、「今日、ここまで間に合っている」という現状はないのですが、観光のマップと

いうものを通じて、大げさに言うと教育ではないですけれども、そういう若い人たちの

ネットワークを、若い人たちの内向きのテーマで言うと、つくっていくというのがテー

マです。高知県にも若い人、40代、50代の畦地さんばかりじゃないぞという、そういう

ところをアピールするのが 1つです。 

それで、外に対しての仕掛けというところは、これもまだ個人のレベルなのですが、 

今ブログ以外のツイッターであったり、最近はアイフォーンの「世界カメラ」という、

シャッターを押すとここの中土佐の元気な鬼娘がいますよというので左に曲がるみたい

なそういう仕掛けが、世界中のその道に通じている方がすごい仕組みというのは作られ

ておって、いかに僕たち若い世代はその仕掛けをやっていくのかというところで、そこ

は尐しまだ隣にいるはちきんネットさんに塾でお世話になりながらアイフォーンを使っ

た、まだそこもイメージの、個人がそうやってごそごそやっているところではあるので

すが、そこを動いていくことで間違いなく人と知り合うという。僕たちも今回、関塾を

通じてこの 5 名が知り合って、今度「秋花まつり」でやりながらそういったことを盛り

込んで、ひとつ形にするというところですね。「負けないぞ」というところです。 

 

（尾﨑副部長） 

それではもう 1 点だけ。半分使うと言ったのですが、時間がほとんどなくなってしま

いました。すみません。 

上ノ加江のことなのですが、「ん？」と思ったのが 1 点だけあって、「地域の特産品が

ないから、困りましたね。じゃあ、新しいものを作りましょう」ということなんですけ

れども、そのマップのところでは、要は「既存のものを生かしていく」という話でした

よね。多分、まずイベントから入って、そうすると何かいいものができるのではないか

ということなのでしょうけど。多分それはちょっと、ひとつのやり方かもしれませんが。

思ったのは、やはり既存のものはマンネリ化していて、「魅力がないものだ」というふう

に考えずに、もう尐し今の既存のものみたいなものを生かしていくという視点がないか

どうか。そんなに新しいものがすぐにぱっとできるかというと、すぐはできないと思う

んですよね。 

ですからそのイベント、「いや、マンネリ化であんまり面白くないんだよ」ということ 

かもしれませんが、もしかするとそこに光る原石がどこかにあるかもしれない。という

ことで、こうやってやっていただくときに、逆に言うと今までのものが反面教師なのか

もしれませんよね。今までのものが「これが、こういうところで魅力がなかったから、

こういう秋花まつりというのをやっていこう」ということになるだろうと思うので。既

存のものが、要は駄目だったら駄目でそれを反面教師とするなり、そういったことで生

かしていければいいのかなというふうに尐し思った次第です。 

ありがとうございます。 

 

（進行） 

ありがとうございました。それでは川村さん、お願いします。 

 

（川村副理事長） 

正直、コメントに困ったなと思っています。今までの皆さんの塾をやってこられた中 

でと、ここでの一応ゴールというところの目標というところが、私自身が今日初めてな
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ので確実に分かっているかというところもあるのですが、資料を見た限りでは「考え、

発信する」と。それで今日伺ったのでは、「志というものをきちっと表現をする、伝える」

と。それは多分、その発表がきちっとできていたら人が動くと思うんですよね。 

それで、ごめんなさい、厳しいことを言います。先生方すごく優しい方で、私が厳し 

く発言をさせていただくんですけれども、動きません。ごめんなさい。やはり、プレゼ

ンの仕方であるとか見せ方などは考慮に入れないということがあったとしても、やはり

この 20分の間でどうやって人を動かすか、その気にさせるか。例えば私がものすごい大

金持ちだったとして、皆さんの志を「すごい！」と思ったら、「お金出してやろうか」と

思うのですね。その一瞬一瞬の積み重ねなんですよ。ずっと待っていて、ここで応募し

ます、公募します、予算を取りに行きます、ではないのですね。日々、出会いの中でチ

ャンスをつかめるかというときに、皆さんのプレゼンテーションがやはり厳しいなと、

正直思います。 

ちょっと聞かせていただきたいのが、皆さん、これを考えるのにどれくらい時間を使 

われましたか。 

 

（進行） 

どなたか。 

 

（岡村幸政） 

時間という卖位で言いますと、20時間くらいだったかなと思います。 

ただ、それだけで話がまとまったわけではなくて、いろんな世間話からアイデアを引 

き出していった、膨らませていったところがあると思うのですが、私たち 5 人で集まっ

て話し合った時間というのは 20数時間ぐらいだと思います。それが決して長い時間だと

は思いません。 

 

（川村副理事長） 

その 20時間前後を、皆さんずっとこのことを考えていらっしゃいましたか？「どうし 

よう？」、「どうやって結果を出そうか？」と。 

 

（岡村幸政） 

多分というか、すいません、その「結果を出そう」ということをこの 5人の中で話を 

したわけではなかったと思うのです。ただ、個人の意見でもあるかもしれないのですが、

やはり地域の中に入っていったと。それで、地域の人が今何を考えているのだろうと。

「○○してもらいたい」ということはあまり考えていないと思うのです。何で動かない

のか、集落営農の話などもそうだったのですが、「若いからええやん」と。それは尐し違

うと思って、それを説得していくための足掛かりしか今回はつかんでなかったのですが、

この日のために何かバーンという結果をというのは、みんなは思ってなかったのだと思

うのです。今後、自分たちがどうやって動いていくか。それこそ畦地さんからもお話が

あったのですが、決意表明していく。これからも自分たちがかかわる地域だけではなく

て、県内外、全然エリアを決める必要はないのですが、日本全体として地域が良くなる

というのはすごく簡卖な言い方ですけれども、何が課題で動かなくなっているのか、そ

の課題をどうやってクリアできるのかというのは、みんな考えていたのだと思います。 

 

（川村副理事長） 

よくマーケティングの基礎などで出てくる話で、壁にドリルで穴を開けますと。それ 

で、工具屋さんに電気ドリルを買いに行きますね。でも、みんなが欲しいのは実は電気 
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ドリルではないのです。穴が欲しい。その穴を、「大きさがどうなのか」とか「高さがど

うなのか」ということを考えてないと、実はその道具はうまいこと買ってもらえないと

いう話があって。そういうところでいったときに、今日伺ったお話というのは、その地

図にしても、その花のことにしても、どっち

かというとその手段の話なのかなと。そっち

側に軸を置いてしまわれたのかなという気が

尐ししています。 

でも多分、皆さんそうやっていろいろ考えて

いらっしゃる中で、集落営農というそう 

いう穴がすべきなのかということ、地域の在

り方みたいなところですね。それはあったと

思うんですけれども、ちょっとそこが私には

伝わってこないところがありまして。 

それと、皆さんせっかく地域が飛んでいます

よね。そのやはり広域、高知で見たとき 

に、せっかく「西半分の広域で攻めていった

らいいよ」といういい着眼点を持っていらっ

しゃるので、結局その穴をどうするかと。どう皆さんに見せていくかというところと、

広域によってパワーを増やしていくかというところが大事なのではないかな、という気

がしております。そういったその広域とか、手段ではなくて、どこを軸にというところ

でもしお考えがあったら聞かせていただきたいのですが。まだまとまってないとは思う

のですが。 

 

（岡村幸政） 

広域というところで、手段ではなくてですね。今、正直なところ、どうして西半分で

着眼したかというところは、まず、西部で回るようなメニューというか、「案内しにくい

ね」というところがスタートだったわけなのです。でも、今回マップを作るにしても、

自分らの思いで作っても何も人は要らないわけで、いやいや、実は旅行をする人は何を

考えているのか。それから、もちろん行政、観光協会といった方々がどういうふうに売

り出していきたいと思っているのか。その両方の思いを、やはり自分らがつなげていく

と言うとすごくおこがましいのですが、まず自分らが理解した上で話をまとめて、まず

自分らが集約して、アプローチできる所に、ヒアリングしていく中でアプローチできる

人は必ずいるはずなので、その人を見つけた上で私たちから仕掛けていくというか話を

持っていって、徐々に広域に広げていくことができたらいいかなとは、漠然と考えては

おります。 

 

（進行） 

はい、ありがとうございました。短く、お願いしますね。 

 

（佐竹あずさ） 

どこかという話なのですが、これも漠然とした話ですが。 

西に関しては自分たちのどこかというのは、実はそんなにまだ問題ではないレベルな 

のかなと思っています。あえて、どこがポイントになるかということが、やはり高知市

と、あともう 1 つは松山とか、そういう人や情報が入ってくる大きな所なのかなと。高

知県内になると、今は高知市かなと思っています。 

その中で例えば、今自分が思うのは、自分たちが動いて、「連携、連携」と言いながら 
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なかなかしないこの高知県だけど、何とかするというのを形で示すのが若い人たちの役

割だと思って、例えばその 1 つであるのが、よさこい祭りを高知県西部の人は他人事に

しないというのを自分はやってみたいなというふうに、今取り組みをしています。詳し

くはまだですが。多分、そういうところが大事なのではないかなと思います。 

 

（川村副理事長） 

どうもありがとうございました。 

 

（進行） 

ありがとうございました。 

それでは 2班の発表です。2班のチーム名はＪ、ジャパンのＪですね。「Ｊはりまや班」 

です。杉本さん、三好さん、山田君、竹原さん、山地さん。非常に女性の多いチームで、

山田君が一人もてもてのチームになっていますけれども、主に高知市周辺にお住まいの

方のチームです。「いってみたいの町×2、交流人口の拡大プロジェクト」ということで

発表していただきます。 
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2班・Ｊはりまや班 「いってみたいの町×2」 

～交流人口の拡大プロジェクト～ 

 

（三好裕子） 

みなさんこんにちは、Ｊはりまや班です。よろしくお願いします。 

今回こんな格好をさせてもらっているのが、自分たちのテーマの「大国さま手づくり 

市」というのがテーマなんですけれども、これが商売繁盛を願って七福神ならぬ五福神

で、今日は皆さんの健康なんかを祈っていきたいなと思っています。 

この衣装は、何でできているのかなと思われるかもしれないのですが、実は紙ででき

ています。主にいの町のイベントやお祭りなどで使われているようなんですけれども、 

今回特別にお借りしていただきまして、この発表で着させていただきました。 

今、「いってみたいの町、バ

イツー」ということで読んで

いただいたのですが、実はこ

の読み方は「いってみたいの

町（まち）、いの町（ちょう）」

と読ませていただきます。よ

ろしくお願いします。交流人

口拡大プロジェクトというこ

とで発表させていただきます。 

まず、今日の発表内容です 

けれども、1 つ目が「『大国さ

ま市』とは」、2つ目が『「いの

町大国さま市」に取り組も

う！』3つ目が『「大国さま市」

SWOT分析！』4四つ目が『われわれの主張！「大国さま市」をこう変える！変えたい！』

5 つ目が「Ｊはりまや班×主催者の取り組み」、6 つ目が「今後の実行計画」ということ

でお話しさせていただきます。 

まず、「大国さま市とは」ということなんですけど、大国さま市を知っている方、こ

の中でいらっしゃいますか？ありがとうございます。知っていらっしゃる方がたくさ

んいらっしゃったということで、

すごいうれしいんですけれども。

大国さま市というのは、毎月第 1

日曜日午前 9 時から、いの町に

ある大国さまの境内で開催され

ています。発起人はいの町商工

会の宮脇さんという方で、今日

来てくださっているんですけれ

ども。宮脇さんと、出店者代表

の氏原さんということでされて

いらっしゃると。平成 21 年 12

月 6 日からスタートしてまだ 1

年未満の、できたばかりの市で

す。こちらは京都の百萬遍知恩 
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寺手作り市をお手本にされて、

いのの大国さまでも手作り市が

できるのではないかということ

で始められました。出店は登録

制で、平成 22 年 8 月現在で 40

店舗ほど。市の日に出店されて

いるのは、その中で大体平均 20

店舗ほどということで伺ってお

ります。 

「いの町の大国さま市に取 

り組もう」ということなんです

けど、きっかけになったの 

が、私たちのグループの中で 5

人中 3 人、リーダーの山田と杉

本、そして私、三好がいの町出身だったということと、加えて、残った 2 人も「いの町

が好きだ」ということでみんなで話まして、こちらをやってみようということになりま

した。「いの町を盛り上げてい

こう。どうやったら盛り上げ

ていけるかな」ということで、

昨年始まったばかりの市であ

る大国さま市をきっかけにし

て、町内の商店街や学校と協

力してできるようになったら

町の活性化にもつなげること

ができるのではないかと思っ

ています。 

それで、松永先生に教えて

いただいた方法で尐し SWOT分 

析をしてみようということに

なりました。「どういったこと

ができるだろう」ということを分析して考えていきました。 

尐しだけ例を言いますと、例えば今、歴女とか歴史ブームがあるので、それを何か引 

っ掛けられないかと。強みとして、椙本神社の境内で開催しているということが何か生

かせるのではないかいうようなことを考えながら、「強み」、「弱み」と「機会」と「脅威」

を掛け合わせて分析をしていきました。それに加えて、自分たちが一体どうしたいと思

っているのかというところを軸として 1 つ持って考えていきたいと思いましたので、3

つを軸にして考えました。1つ目が、「地域にお金が落ちる一つのツールとして大国さま

市をしていきたい！」、2つ目が「つくり手の見える地産地消へ持っていきたい!」3つ目

が「地域の人の笑顔と笑顔を、今は点と点かもしれないけれど、それをつなげていけな

いか」ということを自分たちの主張として考えています。 

この 3つを組み合わせて、先ほどの戦略といいますかどういうことができるのかなと 

考えました。導かれる SWOT 分析で出た戦略を掛け合わせてみました。SWOT 分析から出

た取り組みについて、自分たちの「こうしたい」という思いと、時間やコスト、ニーズ

などを掛け合わせてできたのが、こちらのマトリックス分析です。 

その中で、順序立てて何ができるかなというところで考えたときに、まずこの赤の部

分、お手元のでも見えるか分からないのですが、この 5つの話を考えました。後から詳 
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しく説明しますのでここで特には言いませんが、ここで 5つの案を出しました。 

あと、こういった形で分析したことによって、次、もしさらに時間を置いたら、もっ 

とこういったこともできるのではないかということが、この青で囲ませていただいた部

分です。 
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では、ここから一つひとつ「こういった取り組みをしていこう」ということを考えた 

部分を発表させていただきます。 

 

（杉本奈奈世） 

私の方から、取り組みの説明をさせていただきます。 

まず 1つ目としまして、商店街の商品を手づくり市で委託販売するというのを考えま 

した。 

内容ですが、①、商店街で販売している商品、例えばお肉屋さんのコロッケなどを手

づくり市へ持ってきて販売したいというのを考えました。 

②、「販売は地元高校生もしくは大学生に協力を依頼する」となっておりますが、お肉

屋さんなどは日曜日も営業しておりますので、手づくり市へ持ってきて自分で売るとい

うのは難しいんですけれども、例えば地元の高校生、伊野商業高校の生徒さんが現在手

づくり市でも不定期でカフェを開催しております。そのメニューなどに加えていったら

面白いのではないかと思い、考えました。 

③、仕入れ、販売により利益が出るようにします。 

詳細ですが、①、販売実績が上がって売れるようになったら、商店街と交渉して取り扱

う商品を増やしていこうと考えています。 

②、販売のときに、例えば看板などでどのお店の、「普段はこのお店で売っているこの 

商品を持ってきました」ということを分かりやすく表示しまして、お店の販売も一緒に

行っていこうと思います。 

利益については、手づくり市で行う抽選会や PRイベントなどに充てんしていきたいと 

考えています。 

この取り組みの見込む効果ですけれども、①、まず手づくり市には食べ物の出展が今 
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尐ないです。お菓子なんかはあるのですが、食事になるものが尐ないので食事となるも

のを販売して、お昼を食べに来てもらえるお客さんを増やしたいということを考えてい

ます。 

②、普段、お店で販売しているものを手づくり市で販売することによって、「手づくり 

市で食べたコロッケがおいしかったから、今度は商店街に買いに行こう」という新しい

お客さんを増やして、商店会での販売促進にもつなげていきたいです。 

③、仕入れ・販売による利益の活用により、手づくり市の発展や、学生の社会学習に 

もつなげていきたいと考えています。 

 

（山田哲也） 

今日は、実は私の上司もたくさん来ておられるので、ちょっとやりにくいですけど。 

2つ目の取り組みとしまして、「吾北名珍菜や地域の規格外野菜を販売する」というこ 

とで、「内容」、「調査」、「見込む効果」ということで 1、2、3と振らせていただいている

のですが、それぞれに、1 番は 1 番の内容、詳細、見込む効果ということで説明させて

いただきます。 

まず 1番に、いの町のご当地野菜である吾北名珍菜を前面に押し出して、「スーパーで 

は買えない幻のご当地野菜」ということで野菜販売の目玉商品にします。これ実際、量

販店では買えないということですので、それを前面に押し出していくと。 

詳細につきましては、吾北名珍菜の確保というのは農業公社を通じて可能ということ 

で、そちらの方はもう既にこちらの班で話をしております。販売はこちらの班と、それ

から高知大生や地元の高校生の協力を得ながら、進めていこうと考えております。それ

によりまして見込む効果というのは、量販店では入手できないので PR次第で集客が見込

めるというふうに考えておりますので、この野菜の購入をきっかけに、ほかの商品の購
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入につなげていきたいと。 

2つ目としましては、地域の安心、安全な野菜で、形や傷により出荷されていない規 

格外野菜を安価で販売するということです。規格外野菜の販売ということは結構その集

客としたら、今までにもたくさんある手法だとは思うのですが、確実に集客が見込める

のではないかということで考えておりますので、それについては現在地元農家の方と交

渉中であります。当初の商品提供農家というのは多分尐ないかとは思うのですが、販売

実績等を積んでいって徐々に出店農家さんを増やしていきたいと。それで見込む効果と

しては、集客が見込めますので、ほかの仕組みと組み合わせることによって、手づくり

市のほかの店舗への誘客につなげていきたいというのがございます。 

それで 3つ目としては、その手づくり市への出荷料を徴収することで、いの町商工会 

の商品券等が当たる抽選等の仕組みづくりができないかという形で考えております。当

初は手数料は徴収せずに、市全体で商品券の原資を検討して進めていきたいと考えてお

ります。それで見込む効果としては、抽選で商工会の商品券が当たるということで全体

の売上増の効果と、当たった商品券も地域内で使われるということで、誘客というもの

を持続的なものへつなげていきたいということで考えました。 

 

（山地由圭里） 

3つ目の取り組みは、大学生がカフェで出店するというものです。この大学生という 

のは、私が所属している高知大学の池田ゼミのメンバーと一緒に出店したいと思ってい

ます。 

詳細ですが、先ほど説明があったようにお昼ご飯を買える店というのはなくて、その 

ため正午を回ると出店者もその市の外へ出て、お昼ご飯を買いに行っている状況なので

す。そのため、人ががらっと尐なくなってしまい活気がなくなっていたので、大学生が
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カフェを出店することによって市自体を活気づけていけるのではないかと考えました。 

それとカフェで何を出店するかということですが、ここはまだ詰め切れていなくて、 

最初は地元の食材を詰めたおにぎりを出店しようと思っていたのですけれども、衛生上

の問題でそれも尐し難しいということが分かってきて、ここをまだ詰めていかなければ

ならないと思います。 

見込む効果ですが 3つあって、まず 1つ目が現在の市よりも来客者の滞在時間が増え 

て、お客さま一人当たりの購入量が増加する。2 つ目は、出店者も先ほど説明したよう

に手づくり市内で昼食を購入することで、利益の循環が図れると考えます。3 つ目が、

大学生が市に出店することで出店者の年齢層が幅広くなる。今の出店者の年齢層という

のは 40代から 50代という主婦層が多いのです。その次に 60代のおじいちゃんおばあち

ゃん、10代の高校生がたまに、中間テストがないときに出店してくれている状況なので、

大学生が定期的に参加することで市自体に活気が出るのではないかと考えています。 

 

（竹原亜希） 

4つ目の取り組みといたしまして、いの商店街を紙のれんで飾り付けしようというこ 

とになりました。こちらは商店街にある店舗、空き店舗、民家なども含みます。そこに

紙のれんを装飾することによって、製紙産業が盛んな町、いの町、「紙の町＝いの町」と

いうコンセプトを持った、統一感のある町並みを演出しようということです。そうする

ことにより、商店街と手づくり市に一体感を持たせようという試みです。 

尐し見にくくて申し訳ありません。ここに椙本神社があるのですが、椙本神社の境内 

で手づくり市が開かれています。そして、その下にすぐ、いの商店街が広がっているの

ですが、このように手づくり市といの商店街は本当に目と鼻の先に位置しているのです

が、今のところこの商店街のお客さまが手づくり市を訪れたり、手づくり市に訪れたお
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客さまが商店街で買い物をして帰る、といったようなつながりがまだほとんど見られて

いないので、それで私たちはこのいの商店街に来られたお客さまが手づくり市にも来て

いただけるように、そしてまた、この手づくり市に来られたお客さまもこちらに取り込

めるような仕組みを考えました。 

手づくり市は第 1駐車場、第 2駐車場と設けられているのですが、この第 1駐車場が 

椙本神社に隣接していますので、ほぼ 1分ととても便利なのですが、収容台数が 10台程

度と尐なく、ほとんどのお客さまはこちらの第 2 駐車場を利用していただくことになる

と思います。しかし、こちらの第 2駐車場から市までは 5分から 10分程度と尐し遠くな

っていますので、せっかく来ていただいたお客さまに「ちょっと遠かったな」とか「不

便だった」という印象を与えないように、この市までのちょっとした道のりを演出して

はどうかということになりました。そうすることにより、マイナス印象を持たさないこ

とによって、遠い・不便といった印象も与えないですし、商店街を通ってもらうきっか

けにもなりますし、知ってもらうチャンスにもなるのではないかと思います。また、そ

ういう演出された道を通ることでプラスの印象を持ってもらえれば、口コミでの広がり

も期待できるのではないかと思います。 

そしてまた、商店街にはベンチなどの休憩できる場所を設けますので、ちょっと座っ 

て話をしたり、お茶や軽食をとったり、景色を眺めたりというきっかけを促そうと思っ

ています。ちょっとゆっくり周りを見渡してもらうことで、今まで気付かなかった歴史

ある町いの町の良さを再認識してもらったり、新しい発見をしてもらったらいいなと思

っています。 

そして、ゆくゆくは紙のれん自体を一般の方から募ったり、この手づくり市の企画で 

ワークショップなどを開催しまして、そこに参加された方々の作品を展示することで参

加者一体型の町並みづくりをして、交流人口の拡大にもつなげていきたいと思っていま

す。 

 

（三好裕子） 

今発表させていただいた取り組みを 4つの柱として、大国さま市をこう変えていきた 

いというところで、自分たちは考え実行しようと思っています。 

先ほどの発表を尐し取りまとめますと、取り組みとしては商店街の商品の委託販売、 

そして吾北名珍菜や規格外の野菜販売、そして商店街に紙のれんの設置、尐し順番が変

わりましたが、大学生がカフェを出店すると。この 4 本柱を行うことでこういうことが

望めるのではないかというのが、外側にある四角に入っている部分です。例えば顧客が

増えるのではないか、新たな顧客が望めるのではないか。そして、商店街での販売促進

にもつながったらいいなと。学生の社会勉強にもなるのではないかと考えています。 

そして、吾北名珍菜であればリピーターが獲得できるのではないかということを考え 

ています。目玉野菜による集客ももちろん増えるだろうと考えています。 

そして大学生がカフェを出店することによって、今来ているお客さまの客卖価を上げ 

ることができるのではないかということと、中にもありましたが利益の循環につながる

のではないかということを考えています。また、幅広い年齢層にも広がるだろうと。 

そして紙のれんですが、商店街からの道を演出することで、先ほども説明がありまし 

たように一体感が創出されるだろうと。そして、飲食物の売り上げ増にもつながるだろ

うと。そして、何よりもいの町のファンが増えると。いの町のファンづくりができるこ

とで、交流人口の増加につながるだろうというふうに考えています。 
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ここで今後のスケジュールですが、今までやってきた取り組みの報告も含めてさせて 

いただきます。 

まず、8月上旬にみんなで何も分からず「SWOT分析をして集まってみよう」というこ 

とで、某飲食店に集まって食べながら話をしました。そして次に、「いや、このままでは

いけない」と。商工会の方に尐しお話を聞かせていただきたいということで、今日も来

ていただいています宮脇さんの所に貴重なお時間を頂いて伺って、「私たちがここで一緒

にこういった取り組みをさせていただけますでしょうか」ということをお伺いさせてい

ただきました。そしたら「はい、ぜひ一緒にやりましょう」ということで、ご快諾をい

ただいています。 

そして次に、やはり主催者の方にもお話を伺いたいということで、9月 5日にありま 

した市に伺って、市でも出店されていらっしゃる、この市の中でリーダーをされていら

っしゃる女性の方にお話をさせていただいて、紙のれんなどの話も「ああ、そしたらや

ってみたいね」ということでお話をいただきながら、今、尐しずつ地域の方々とお話を

させていただいている状況です。今回のために、「次は高知市のはりまや橋の近くでも話

をしてみよう」ということで、ひろめ市場の所でもみんなで（お酒は）飲まずに、食べ

ながら私たちは話をしました。 

まだ、今の段階だとどうしても企画だけの問題になっているのですが、これからお時 

間を頂いて 10月の頭に関係の方々にお集まりいただいて、商工会の場所をお借りしてお

話しさせていただくということで、今調整をしております。 

今後、どうやってやっていくか。実際に今いいことは言っていますけど、というふう 

に本当にできるのかということを地域の方と、今、まず入口ができたところなので話し

合いながら、12 月に「1 周年記念市」というのがありますので、そこに向かって対策を

取っていきたいなと考えています。 
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最後、急ぎましたけれども、以上で発表とさせていただきます。ご清聴どうもありが 

とうございました。 

いの町も、また大国さま市が 10月 3日の日曜日にありますので、ぜひお越しください。 

よろしくお願いします。 

 

（進行） 

ありがとうございました。 

私も地元の黒潮町で「海辺の日曜市」というマーケットを月に 1回やっていますので、 

非常に興味深く聞かせてもらいました。 

それでは講評をそれぞれお願いしたいと思います。 

また先ほどの順番で、関先生からお願いします。 

 

（関塾頭） 

さすが、はちきんの高知県ということで、女性が 4人もそろうとすごいですね。きっ 

とこのまま行ってしまうんだろうなと思いながら拝見していました。 

この種の市を軸にやると、割と当事者が中心になってやることのが多いのですが、だ 

けど一方で、勝手連的に周りから持ち上げていって選ばせるというやり方も何かありそ

うなので、面白いかなと思います。 

やはり飯を食うというお話、大学生のカフェというようなお話をされていましたが、 

あのあたりが割とポイントになるかという感じがするのです。多分、周りに行く所がな

いのでしょう。ですから、そこが意外とポイントかなと思います。この種のレストラン

というとどうなんですかね。私の印象だと、通年でやるときにやはり食材の制約がある

から、さあどうするかというあたりを尐し研究されるといいかもしれないですね。 
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この前ちょっと、北九州市の市場で面白いものを見てきたのですが、北九州市の「旦 

過市場」というのか、有名な市場があるのです。その中に空き店舗の 1 店、北九州市立

大のゼミが受けてやっているわけです。そこに行ったら、そこは飯を炊くだけなのです。

だけど周りに食材があるから。例えば生の魚や天ぷらなど、よくあると思うんですけど

ね。お客さんは丼飯をそういう所で受け取って、それで市を歩いて自分で乗せてみそ汁

だけ作っているのです。だからご飯とみそ汁だけなので、お客さんはぐるっと回って好

きな丼にして、そこで食べるという大変面白いことをやっていて、えらい人気でした。 

ですから、いろいろと食材は豊富な所だし、季節によっても変動がある所なので、何 

か面白いやり方をされるといいのかなと思って見ていました。 

ご苦労さんでした。 

 

（進行） 

ありがとうございました。 

それでは尾﨑副部長さん、お願いします。 

 

（尾﨑副部長） 

大変よく考えられていて非常に興味深いなと思って、私も行ってみようかなという気 

になります。 

それで、私からは 3点ほど思ったこと。よく理解できていなかったら申し訳ありませ 

んけれども。 

1点は、継続性の問題というのがあると思います。要は、皆さん何といいますか高校 

生の方や学生の方のボランティアだということでやっている、これで成り立たせようと

しているわけですけれども。まさにこの志のある皆さんは最初からずっとやっているの

でしょうけれど、この人たちが本当にボランティアでずっとやっていけるのか。最初の

うちはそれでいいのでしょうけれども、要はそれを継続的にやっていくこと。月 1 回だ

から、そこまで負担ではないのかもしれません。でも、やっぱり月 1 回はどんどん回っ

てくるわけですから。ということで、やはりそういう継続性をどうやって担保するかと

いうことは、必ず頭の中に置いた方がいいのかなと思いました。 

それから 2点目ですけれども、やはりその「滞在時間を尐しでも長くする」というこ 

とが 1 つの目玉ではないかといいますか、大切なことなのではないかと思っています。

確かに食事をさせるというのは、滞在時間を長くさせる 1 つの手段でしょうし。あとは

ほかとのリンク、その商店街とのリンクということはもう明確にうたわれているので、

大変よく分かりました。そこから例えば、いの町の紙の博物館がありますよね。「あそこ

に行ってみて、それで例の龍馬の筆跡があるものを見て、それをなぞってみてもらいま

しょう」みたいな、そういうことをリンクしてやってみるとか。 

あと、この SWOT分析のこの表の中、私もざっと読んだだけなのですが、いの町のガイ 

ドクラブの方との連携というのが多分あるのではないかと思うのです。月の第 1 の土日

にあると書いてあります。多分それと強力に連携をすれば、要はせっかくこの市を活性

化させて、それでおしまいというのではつまらない。せっかくだからいの町の周りに、

どうやったらうまく誘導できるか。これは、観光の仕事をやっている安芸の所で岩崎弥

太郎の生家にみんな来るのだけど、ほかの所にみんな行かずにそこだけぱっと見て帰っ

てしまう。それをどうするんだろう。あるいはもっと大きい話をすれば、高知市内で高

知市だけに来て、はりまや橋と高知城を見て、それで帰っていってしまう。そうではな

くて、「高知県内に誘導するにはどうしたらいいだろう」というのと同じ発想だと思うの

ですが。それを、リンクをもっともっと広げていこうという形ができればいいかなと。1

つは確かにその紙のれんの、この「紙の町＝いの町」というコンセプトというのは非常
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に重要なことだと思います。 

3点目ですけれども、このターゲットの明確化がどっちなのか、ちょっとこれは分か 

らなかったのですが。結局、主張ということで「つくり手の見える地産地消へ！」とい

う言い方をしているわけで、そうすると地産地消だから、例えば「全国から来てもらお

う」とかいうことではないだろうということは理解したのですが。例えばこれは地元の

人だけに、要は地元の人の買い物が多いというのが確かにこの分析の中にありましたよ

ね。ですから参拝客の地元の方が多いというのがあったので、その地元の方をターゲッ

トにしているのか。でも、多分そうではない。多分、外からやはり呼んできたいのだろ

うというふうに、そういう理解でいるのです。そうするとそこに一歩、要はどこから来

てくれそうか。多分、高知市などというのが、もうすぐそこで近いからターゲットなの

だろうと思うのですが、そこをどこに働き掛けていけばいいのかという点。そういうと

ころというのを明確にしていくと、さらに良くなるのではないかと思います。 

非常に、大変興味深いので 12月の 1周年記念市、もし私の県庁も仕事で日曜日に拘束 

されなければ、尐しのぞいてみたいなと思う次第です。ありがとうございました。 

 

（進行） 

ありがとうございました。 

それでは川村さん、お願いします。 

 

（川村副理事長） 

大変面白く聞かせていただきまして、多分これはちゃんと皆さん進んで行かれている 

ので、結果が出るのではないかなというふうに感じました。 

いのの大国さまは、やはり高知の人は大体知っている人が多いと思いますね。それで 

パワースポットなんですよね。それと、やはり紙の伝統という、この 2 つのすごく大き

な武器を持っていると思うのです。やはりそこは大事にしなければいけないところでし

ょう。なかなかまだそこがうまく伝わってないところもあるのかな。特に今、こういう

厳しい世の中なので、収入が尐なくなった人たちへのパワースポットとしてはとてもい

いですよね。そういうところがまずあります。 

皆さん、先生方がおっしゃってくださったので、私はどこから人を呼ぶかというとこ 

ろで、主婦の目線というところで尐しコメントをしたいのですが。さっき尾﨑さんがお

っしゃったように、「地域にお金を落とす」ということが 1つここで掲げられていたので

すが、そうなったときに、誰が一番現金収入を持っているかということを考えたとき、

やはり高知市の層なんですよ。今日はサニーマートの社員の方もいらっしゃると思うの

ですが、いろいろな地元でもスーパーを出店するときに、実は地区によって現金収入が

高い所とそうでない所というようなところで、同じものを売ってもいろいろなものの卖

価を変えています。そういうような戦略まで打って、地元の流通などは商品を売ったり

するのですが。そういう現金収入を持っている人を、県外などからではなく、いかに近

くから呼び込んでくるか、毎週来てもらうか、というのは大事だと思います。高知市の

人も、私の周りにも結構いののサニーマートさんに買い物に行っているのです。ちょっ

と大きくて、駐車場があって、見た目にちょっと楽しい売り場になっている。これはも

のすごく大事で、安く買うというのは今すごくはやっているのですが、やっぱりそれば

かりだと息が詰まるので。特に、働いている女の人が高知は多いのです。ちょっと週末

の食事ぐらいやっぱり楽しく買い物したいし、まあおかず物も、ちょっとおいしそうな

ものがあったら買いたい。そういう人たちをどう引き込むか。リピーターとしても、本

当に主婦が欲しいものを売れば、絶対にリピーターは来るのです。 

それから、見た目。「買い物していて楽しいよ」というものを町全体でつくっていけば、 
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その雰囲気を味わいたいから行くのです。そのあたりがきちっとつながっていくと、結

果が出てくるかと思います。 

1つ、ただ私自身も課題を持っているところがあって、うちのＮＰＯのメンバーが実 

はここに出店しているのです。なので、やるときはツイッターでよく写真入りで「こん

なものを売っていますよ」と、実は伝えてくれます。「へえ」と思うのですが、私、行っ

たことがないのです。ごめんなさい。なぜかというと、いのの大国さんのときに車が置

けないというイメージがあります。大体、高知市内から行くとしたら車で行くんですよ

ね。「置けないんじゃないか」ということが先に立ってしまっています。なので、そのあ

たりをうまく情報として、「ここに置いて、こう行ってもらったら楽しいですよ。こんな

ものを売っていますよ」ということをうまくつなげていただくと、きっと結果が出るの

ではないかと思います。 

以上です。 

 

（進行） 

ありがとうございました。 

2班の発表でした。ありがとうございました。 

それでは 3班、お願いします。 
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3班 「金融機関の地域産業支援策について」 

 

（遠賀正典） 

3 班は、集まりも悪くて 5 人中 2 人欠席で、なおかつそれほど準備に時間が取れなか

ったこともあって、ほかの班のようにちゃんとできるかどうか分かりませんが、よろし

くお願いします。 

３班には金融機関の人間が 2 人いるということで（高知銀行）、それから、サニーマー

トの東森さんの 3 人で発表させてもらうので、その金融機関側というか、僕らが考える

のはその後方支援的なことも含めて尐しお話をさせてもらって、最終的に 3 人で考えた

結論的な部分をお話しさせてもらいます。 

まず、レジュメにありますけども「高知銀行における地域産業支援策について」とい 

う部分で、まず営業部門からの地域産業支援ということで、そもそも僕はこの塾に来た

ときに高知銀行の営業統括部という所にいまして、その本部に行ったときにやっぱりい

ろんな所と、人のつながりであるとか、やはりどんどん人脈をつくらないといけないな

とか、そういうことを考えてこの塾に応募したのもありまして、実は今、帯屋町支店と

いう支店勤務になってしまって、なかなかやりたいこととできることにギャップはある

のですが。まず、その高知銀行で自分ができることをやろうということなので、かなり

高知銀行という形に限定させてもらって誠に申し訳ないのですが、そういう形でお話し

させてもらいます。 

今の高知銀行の現状的には、営業統括部という営業をすべて網羅する、統括する部門 

がありまして、その中に公務金融法人グループというのもあって、その中で県、県内市

町村、行政、あとは外郭団体、産業振興センターも含めていろいろパイプはあるんです

けれども、実際的には預金や融資であるとか表面的な部分で、本当の意味では連携が図

れてないというのが、自分が行ったときに感じた部分でありました。なので、もっと太

いパイプをつくらなければいけないと。 

例えば僕はここで、関塾に来る前に県の方などで面識がある方もいたのですが、結局 

名刺交換をしたことがあるぐらいで、なかなか深く掘り下げては連携ができてなかった

なという部分も感じていました。実際、外の人から見ても、金融機関のどこに相談すれ

ばいいか分からない。相談しても、聞いてもらえるのかなとかという思いがあると思っ

て、なかなか相談してもらえる環境ができてないなというふうに思っています。あと、

非常に個人情報保護法という難しい法律がありまして、情報を何でもかんでも使えるか

というとそうじゃない、そういう制約もあって、現状いろいろな問題点があると感じて

いました。 

自分が今後やるべきこと、今後の展開としては、やはり本部の機能として外部から各 

営業店にはいろいろな情報が集まってきますので、とにかくその情報を収集して、それ

を共有して集約できる部署。自分が行った営業統括部が徐々にはできつつあったのです

が、なかなか本当の意味で情報を集めて、広げて、それを仕事にも生かしながら、お客

さんとお客さんをつなげるということが、尐しずつはできてきていたのでしょうけど、

まだまだなかなかできていけない状況なので、今後はやはりそういう部分が必要なのか

なと。 

それと、銀行というのはやはり金融の面という部分でありますので、表に出るという 

よりは後方から支援する、お客さまを後ろから支えていくのが本来の役目だと思います

ので、今後はやはりさらにそういうことをやっていくべきかなと。 

うちの高知銀行も「食の商談会」などを 2 回ほどやっていまして、うちが 2 月にやっ 

て、四国銀行さんが 3 月にやって、同じお客さんが出店したりとかいうことで、尐しお
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客さんに迷惑を掛けていた部分があったのですが、今年は 11 月に県が主になって地産外

商公社も含めて四国銀行と高知銀行が、4 つが一緒になって商談会をやるような形で、

本当の意味でお客さん側に立った形でできるようなこともできつつあるので、これは非

常にいい流れかなと。例えば四国銀行と高知銀行であればそれぞれ利害関係もあったり

して、なかなか一緒にやるなどということは今までになかったのですが、そういうこと

ができるようになったのも 1 つ大事な部分かなと。 

僕らは後方支援の立場なので、皆さんいろいろなことをやられていてもすごくいい案、 

コンセプトであるとかいいものをたくさん見てきているのですが、僕らが見ていて感じ

るのは、やはり継続するためには経済的な部分で成立しなくては続いていかないと。要

は思いだけでは継続はできないので、やはりそういう部分が大事なので、僕らはやはり

銀行マンとして成り立ちやすいように、支援していけるようなことをつくっていくこと

が大事かなと思います。 

あと個人的な部分としては、もう自分の目の前の課題を一つ一つ解決していくことが 

地域産業振興の一助となっていくのかなと思っていますので、今後も、今は支店にいて、

自分の目の前のお客さんを大事にしながら、お客さんが地域や地元企業が育っていかな

い、元気にならないと、銀行も伸びていかないという形にしたい。これが本当の部分な

ので、今後もそういう形でやっていきたいなと思います。 

最終的に、自分としては結局その思いが大事になるなと。先ほども話がありましたが、 

それが人を動かすのです。だから思いを持ってやっていけば、それがいい連鎖が起こる

と思いますし、あとは最初に言ったように人と人のつながりが大事なので、もっともっ

と人脈もつくって、何かあれば、逆にお金のことであれば僕に相談してもらえるような、

そういう人間になっていきたいなと思います。 

そして、島根県に行って思ったのは、山陰合同銀行という所が非常に全国でも有数の 

地域支援ができている銀行でして、僕はまた支店になりましたけども、そのうちまた本

部に帰り、地域振興部なりのそういうことがつくれるようなこともやっていきたいと個

人的に思っています。 

それでは次は人事面について、お願いします。 

 

（西村喬典） 

私はレジュメが尐し長くて、お手元の資料とワードで作った「人事部門から」という 

ことで書かせていただいています。 

私は高知銀行へ入りまして 10 年半です。この塾に入ったときには徳島支店で勤務して 

おりまして、そちらからずっと高知県の方へ出てきて、研修へ参加させていただきまし

た。ちょっと縁あってか、9 月 1 日の人事異動で、本部の人事部で人事研修グループの

研修の担当になりまして、これから担っていかないといけないということで、そちらに

書いてある人事部門から見た産業振興策というか人材育成策について話します。 

私がこの塾に入ったきっかけは、いろいろと支店を経験する中で、非常にお客さんか 

ら「不景気だね」とか「売り上げが上がらない」とか、いろいろなそういう悩みとかう

かがう中で、最終的に行き着いたのは、やっぱりお客さんがよくなって、その行く先に

地域がよくなって、雇用も増えて、雇用が増えればまた若者にも就業の場が増えてくる。

そういった地域をつくっていきたいと思うようになり、いろいろな外部研修等に参加さ

せていただいて、地域人材の塾にも参加させていただきました。今後、自分が目指すべ

きというか、自分が置かれている現状で自分ができることをお話したいと思います。 
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現状の課題としましては、やはりこういうご時勢ですので短期的な目線で仕事をしな

いといけない。いわゆる業務軸の話です。いろいろな融資とか預金とか、あと預かり資

産や投資信託とか、そういった部分でしか研修をしておりません。ですので地域軸とい

う、こういう地域をよくするとかいったような研修というのは、まずありません。私が

こういう場に参加して、非常にそういう視点、全体を見る目で地域をよくして、自分た

ちもよくなっていくという視点というのがちょっとなくなっているのではないかという

ことで、私としては目指すべき人材像として、事業、産業の金融を担えるような、そし

てアンテナを長く持ってもらって地域の、例えば農協の方であったり、行政の方であっ

たり、企業の方であったり、そういった方たちをつなげていけるような、アンテナの感

度の高いコーディネーター役。大げさですけども坂本龍馬のような、薩長連合ではない

ですけども、いい場に出ていって、その場をつなげて知恵を出すというような形を取っ

ていただけるような人を育てたい。それと、そういった大きいことではなくて地域に目

を向けてもらって、企業に入り話を聞くとか、地域の方たちといろいろなコミュニティ

ーに参加してボランティアをするとか、そういった部分も地元でやっている金融機関に

とっては大事だと思います。この 2 点を地域軸として取り組んでいきたいと思います。 

具体的にはこの次の関塾の 2 期生ですけれども、高知銀行から 1 名参加するようにな 

っております。この発表がちょっと次の者にバトンタッチして、いいものにまた仕上げ

ていってもらえればとは思っています。 

それと、県の異業種交流会といったそういう研修にも参加します。この 7 月から、県 

が主催するものに参加するようになってきました。やはり、どこも置かれている状況が

地域と一緒で、厳しい状況です。やはり地域とともに、うちのビジネスモデルである「地

域との共存・共栄」という視点が出てきはじめております。これがいい形になって、取

り組み始めたばかりです。ただ、研修に強制的に行かせているものもあれば、自発的に

行っていただいている部分もありますので、そういった方が徐々に発見していったら、
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その地域軸の視点を持っている行員が育っていっているのではないかと思います。 

最後に、本当に共通認識で高知をよくしたい。本当に一歩でもいいので地域に入って 

いき、現場に入っていって、そういういろんな地域の方、お客さんと話ができる人をつ

くっていきたい。自分も背中を見せないといけないですので、これからまた活動をして

いって、尐しでも地域に入っていけるような形でやっていきたいと思います。 

尐し長くなりましたが、まとめで東森さんお願いします。 

 

（東森 歩） 

東森です。さっきから尐し社名が出ていましたのでどきどきしていたのですが、宣伝 

していただきましてありがとうございます。 

今、遠賀さんが銀行から見た課題ということで、いろいろな情報の面が 1 つあるとい 

うことと、それから西村さんの方から人の思い、地域を愛する気持ちをどうやって育て

ていくかという、人事面からの思いを話されました。 

じゃあ、私は流通の立場からどん 

なことができるかということで、最

終的にこの銀行さんとシンクロして

いかないといけませんので。それを

ちょっと考えたときに、ここから資

料にはないので、前のスライドでい

かせていただきます。 

私どもは食料品を扱っていますの 

で、先ほど「情報」と「人の思い」

というところがありますから、もう

1 つは「体験してもらおう」と。実

際に自分が育てて、食べて、それを

おうちに持って帰ってという、この

サイクルを体感してもらうことで、1 つ商品ができたときにバックストーリーがもう 1

つ付いてくるということで、この今の写真が小学生に全部やっていただいているのです

が、先ほど関先生が言われた残渣（ざんさ）を堆肥化して、畑に入れて収穫する。これ

は最終、子どもたちに販売もしてもらっていますので、値段は尐し高めに売っています

が完売します。全部売れます。それは子どもたちも本気で販売していますし、買う側の

方も「ああ、こんな小さな子どもたちが育てているの」と。しかも残渣を使った堆肥な

ので「リサイクルループできているんだね」ということで、そういうことに関心のある

方は買ってくれるという事例です。 

これなどは田んぼで、今度は苗植

えから生育管理、そして収穫。普通

は収穫して、自分たちが食べて「お

いしかったね」で終わるのですが、

私たちの企画は、逆にこの人たちに

売ってもらおうと。「作った以上は、

責任を持って売ってくださいね」と。

その販売をするときにやっぱりバッ

クストーリーが付いていますので、

人の思いが乗った商品というのは間

違いなく売れる。これは今、現在進

行形の企画でして、今年の 11 月末に 
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商品がデビューします。恐らく最後は、感動の涙を流して終わることになるのではない

かというふうに思っています。田んぼではこのような風景が出てくるということになり

ます。「カエルがいたよ」とか、水路に入る子どももいたりします。 

 

それで、もう尐し上の世代（例えば中学生）にいきますと、この写真は土佐町中学校

の 3 年生の子たちが、おらが地場産品をお町の人たち、お町といっても土佐町に比べ

ての高知ですから高知がどれほどお

町かというのもありますけど、町の

人たち知ってもらうということで場

の提供をさせていただきました。こ

れもやっぱりこの子たちが、この自

分たちの産品に対する熱い思いがあ

りますので、共感を得て瞬く間に売

れていきます。 

今度はもう 1 つ上の高校生の世代

にＮＢメーカー、ナショナルブラン

ド。（例えばカルビーさんとか、カバ

ヤさん、ロッテさん）日本全国規模

で営業展開されているメーカーさん

と実際に商談の体験をしてもらって 

いる写真です。 

これは高知商業さんですけど、この学校の方々は自分たちでラスクを作っているので 

すね。このラスクを、最終的に私どもの棚に並べようと。そのための商談の勉強をしよ 
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うということでこつをつかみにして

いるのですが、昨日商談をやりまし

て、12 月から棚に並ぶかもしれない

ということで、継続商談中でありま

す。 

こういうふうに人の思いを乗せて 

いく企画、先ほど言われた西村さん

の人の思い、それから遠賀さんの言

われた情報、さらにこちらのお二人

は銀行員ですから、お金も持ってい

ると。遠賀さんも今、「お金を貸して

ほしかったら自分に言ってくれ」と

言われましたのでお金は貸していただけるということで、この真ん中をつなぐものが人

の思いではないかなということで、こんなことが自分たちの中で大事なことではないか

ということでまとめてみました。 

このお二人から良い言葉が出たのですが、ただ貸すだけが仕事じゃなくて、つながり 

をつないでいくというのが金融機関の仕事であって、私どもの方も先ほど子どもたちと

一緒に、ああいうふうに企画をしていました。それをまた横へ広げてつなげていきたい。

この企画をやっていることが、ここにいらっしゃる方は多分初めて知ったかもしれない

と思うのですね。これは私どもの PR 不足というのもあるのですが、今日、幾つか商品

の情報が出ていましたが、なかなかそれを県民に広く知らせるというのは難しい課題で

して、「これが正解だ」という答えもなかなか今は出ていないのです。この情報発信とい

うところがすごく大事なのではないかということで、この 3 人では最終結論が出ており

ます。 

これからのこととして、せっかく今日ここに塾の仲間が集まって、明日で卒塾となる 

としばらく皆さんとお会いできなくなる可能性があるので、それぞれの要素に分かれて

活動はしていくのですが、やはりここはひとつみんながつながって、人脈を生かして、

いのの大国さまも、その前のマップ作りも、そして私たちがやっているその企画それぞ

れと、遠賀さんがお金を貸してくれるという情報も、1 つのプラットフォームで共有し

たいなということで考えています。苦しいことも楽しいことも共有したいなと思います。

これは勝手なお世話かもしれませんけども、私たちの結論としては、地域産業振興人材

育成塾の高知版の卖独のホームページを作って、みんなで、塾生の自己紹介はもちろん

のことなんですけれども、新着ニュースで「今度、いのの大国さまに行きます」とか、

「新しい商品ができました」とか、「こういう動きをしています」などという情報を共有

することと、ヤフーの知恵袋的に「こんなことで困っているけど、何か誰か持ってない

だろうか？」とか、前に果物の皮むき器の機械の話が出ていましたけど、「果物が入荷し

ているけど皮をむく機械がない。どこかにうまいものはないか」みたいなことをやりと

りしながら、何回も出ますけど遠賀さんが「それなら融資しようか」という話が横から

出たりもするというようなことを作りたいなと思います。 

それで、ここには書いてないのですが、今この 3 人で話をしているのは、来年のちょ 

うど節目で、1 月にはホームページを立ち上げたいなと。ホームページを作成する会社

は大体当てを付けてありますので、後は皆さんの合意がいただければ早速立ち上げたい

なということが、私たちの班からの提案でございます。 

最後に、これは私の個人的なコマーシャルです。 

本を書いて出しました。「土佐アート街道をゆく」という本で、高知県内のモネの庭、 

ひろめ市場、道の駅十和、沖の島のアートプロジェクトなどなど。私はパートとしては
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赤岡の絵金村を担当したのですが、8 月に出版させていただきました。今日は会場で限

定 6 冊、販売中でございます。著者特典で消費税をサービスします。1,890 円と書いて

いますが 1,800 円で販売します。どうぞよろしくお願いいたします。 

以上、３班からの発表でした。 

 

（遠賀正典） 

最後に、僕は一応、こう見えてお金を貸すのは得意なのですが、 

お金を貸すのが僕らの目的ではなくて、要は何かそういうことで困って、相談があれば

言ってくださいと。それで、貸すか貸さないかは最終的にまたいろいろ問題があります

が。 

お金を借りることがいいことではないのですね。お金は借りない方がいいのです。出 

資なり何なりで、お金は借りたら金利を払わないといけないので、銀行マンが言うのも

なんですがお金は借りない方がいいので。でも、借りてもらわないと困ることもあった

りするので。そこらへんで金融機関の人間と多尐つながりを持ってもらえるということ

は悪いことではないと思いますので、何かあればいつでも言ってください。よろしくお

願いします。 

では、3 班の発表を終わります。ありがとうございました。 

 

（進行） 

ありがとうございました。それではまた、関先生から一言ずつお願いします。 

 

（関塾頭） 

私もあちこちでいろいろなこう 

いう塾をやっていますが、第 1 回

目から銀行の人が来たのは実は初

めてでして、かなり意識の高い人

がいるのだなと思いながら拝見し

ていました。 

多分 1 年やってみて、参加され 

た方もそうですし、ほかの方たち

も「ああ、銀行さんってこういう

ものなんだ」ということが尐しは

分かったのかなという、新しい交

流の可能性が出てきたというのを

感じていまして、ぜひそういう幅を広げていってほしいなと思います。 

私もあちこちで銀行や信用金庫と付き合うのですが、やれることが随分ありますよね。 

ものすごくありまして。昔は預金を預かって地元の企業に貸すだけだったけども、やは

りほかにもっとできそうな感じが多分あるのですね。その必要性が高まっているという

ことですので、ぜひこういうところで新しい世界を感じながらいろいろな活動の幅を広

げていってほしいなと思います。 

最後に、何かネットをやろうとかホームページをやろうという話があったので、次に 

やっぱりこういう 1 期生、2 期生と重なっていって、全体の幅を広げていくと。縦、横、

斜めの関係をつくっていくということがやはり個々の人にとってもプラスに働くし、集

団としての力量ももっと上がっていくということではないかと思いますので、ぜひそっ

ちの方を 3 人で誘導していってほしいなと思いますので頑張ってください。 
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（進行） 

ありがとうございました。 

それでは尾﨑さん、お願いします。 

 

（尾﨑副部長） 

私は産業振興推進部の副部長におるわけですが、もう 1 つ先ほど申し上げなかった担 

当分野として「地産外商」という分野がありまして、要はものを、地域の資源を県外に

売っていく。県内の市場はずっと縮小傾向なので、外に売っていかなければいけないん

じゃないか、ということをやっているというのが大切な柱の 1 つであります。 

そういった意味で、先ほどご紹介ありましたが「食の大商談会」というので、今まで 

2 月と 3 月でばらばらにやっていただいていた商談会を 1 つに、銀行の垣根を越えると

いうことはよほどすごいことだと思うのです。そういったことで本当に、ユーザーフレ

ンドリーというような形でやっていただいておることというのは、県として本当にあり

がたいなと、本当にこれをよくできたなと思っていることです。 

そのお礼を申し上げて、かつ、実は県のアンテナショップがこの前 8 月 21 日にオー 

プンしましたけれども、そのときにサニーマートさんから店長さんが来ていただいてい

まして「ありがとうございました」ということで、私なんかあまり強いことが言えない

んじゃないかなと思っておるのですが。 

それはさて置き、やはり地域金融機関の役割というのは非常に大きいのだなというこ 

とを、こちらに着任してから本当に強く思います。私は銀行の方ではなかったのですが、

金融庁という役所が国の中にありますけれども、あそこに 3 年出向していたことがあり

まして、あそこで私はマーケット、市場の方をやっていたのですけれども、そういった

ところで「リレーションシップバンキング」ということを言っていました。要は、「地域

でのモデルというのをやらなければいけないんだ、地域とのつながりを作らなければい

けないんだ」。そのときには何かよく分からないけど、理念先行という形だなあというふ

うに思ったんですけれども、実際にこの高知という所に来てみて、本当にこういう地域

の金融機関さんが持っている資産の多さ、例えば情報がすごくたくさん残っている中に

蓄積されているわけですし、そのネットワークみたいなものというのは非常に大きいの

だろうということがよく分かりました。何か広報をしたいなと思ったときに視点が山ほ

どあって、そういったところにぽんと言うだけでもう県内に一気に広がるという、こん

なにネットワークを持っている所というのはそう多くないと思うのです。 

そういった意味からも、尐し大上段な話になりますけれども、間接金融モデル、銀行 

さんがお金を貸して、みんなから預金を集めて、それでお金を貸すんだという間接金融

モデルから、今はその直接金融のモデルの方がいいのではないかということが言われて

いて「間接金融モデルが死んだ」というふうに言われているのですが、私は決してそう

は思っていなくて、要は死んだのではなくて、その本来果たすべき役割が果たされてい

ないから間接金融というのが廃れているというか、ちょっと今調子が悪いということだ

と思うのです。何かといえば、やはり先ほどからご指摘があるとおり「産業を育てる」

という視点がなくなってきてしまっているからだと思うのです。昔、昭和 20 年代、30

年代、40 年代、パナソニックだとかホンダだとかそういった企業、もう完全にベンチャ

ー企業ですね。今から想像できないような非常に小さなベンチャー企業だった。そうい

ったところに思い切って「金を貸してやるか。まあ、リスクがあるかもしれないけど」

という、バンカーがいたわけであります。それで企業が大きくなって、今の日本の企業

の礎を築いているわけでありますけれども。そういう産業を育てる、「一緒になって育て

ていこう」という姿勢といいますか、そういったところが本当に高知銀行さんや四国銀

行さんだとか、そういうところに本当に表れているなと思って、本当にこれは地域の金
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融機関として素晴らしいことだなと思っています。 

こういう形で、まさに今まで研修で「地域軸がなかった」というようなことについて、 

それこそやっていこうじゃないかという取り組みは、本当に素晴らしいことだと思いま

す。まさに人材を育成していく、先ほど関先生の最初のお話にもありましたが、これが

本当に大切だなというのは実感をしておるところでございますので、引き続きどういっ

たところでどうやって、県としても人材育成には今力を入れておりまして、私も人材育

成の連携部会の部会長ですがそれはさて置き、そういう人材の育成の必要性というのは

本当にあると思います。それから情報の共有の必要性、全くそのご指摘のとおりなのだ

と思います。 

ですのでそれをどうやって進めていけるか、課題がまだたくさんあるのだと思うので 

すがそういったところをぜひ一緒に、県もぜひいろいろとやっていくつもりがあります

けれども、手を取り合ってやっていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願い

を申し上げます。 

長くなりましてすみません。 

 

（進行） 

ありがとうございました。 

それでは川村さん、お願いします。 

 

（川村副理事長） 

皆さん組織の方なので、実は私は、今日はＮＰＯの立場でいるのですが、企業に勤め 

ております。所属は実は東京の汐留に籍がありまして、全国でいろいろなお仕事をさせ

ていただいております。 

その中で最近、全国の地銀さんからのご相談も幾つか受けるようになっております。 

その中でやはり各地の産業をどうするか、また観光ですね。観光、産業、商品化をどう

するかというところで非常に各地銀の皆さんは悩んでいらっしゃって、卖純に環境の商

品づくりとか「何％を利息で返しますよ」とか、そういうことではなくて、もう本当に

「自分たちが中心になって産業をつくらないといけないところまで来ているのではない

か」というようなことを結構皆さん議論されています。プロデューサーやコーディネー

ターの役割を負っていくんだということでいろんな所でお話を聞かせていただいていて、

「さて、高知はどうなんだろう」と尐し思ったところがありましたが、今日は皆さんの

お話を伺って「ああよかった。高知もちゃんといろんな形で、若い方々が考えてくださ

っているんだ」ということで、地域で活動する者としては非常に心強く思いました。 

尐し個人的な話で恐縮なのですが、私はそういう東京の会社に勤めているのですが、 

実は子どもは高知におりまして、今日は運動会を途中で抜けてきたのですが。子どもを

産んだときに高知の現状を見て、「このままでは、将来が危ないよね。どうにかしなけれ

ば」と。ただ、「どうにかしなければ」と言うだけだったら簡卖ですよね。「雇用が増え

ない」、「雇用先がない」とみんな言います。高知なんか、もう何十年も言っていますよ

ね。そう言っていてもしょうがない。だから、自分でやれることをやろうと思って、実

は夜と土日の活動で始めたＮＰＯです。最悪なことに、9 年前に大阪転勤を命じられま

して、ちょっと上司にかけ合ったのは、全国系の企画の仕事でしたので、「それだったら

テレワークでできるから、お客さんの所に行くときだけ出張して飛行機で行きます。あ

との作業は全部高知県でやらせてください」と言ったら、オーケーが出たのです。それ

が今の情報化社会の一番大きなところで、自分で仕事の仕方を変えられるのです。そし

て成果も出せるのです。それをやりながら、年によって事業の扱いの変動が違いますの

であれですけれど、今、うちのＮＰＯでは 5 人、10 人という雇用が生まれています。今
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年は売り上げが億に行きました。1 人でやったわけではないです。いろいろな方の力を

借りてみんなでやってきたんですけれども、やろうと思ったら、主婦の集まりでもちょ

っとした時間の組み合わせ、知恵の組み合わせでできるんですね。 

なのでぜひ皆さんも、男性だったらなかなか組織の中で動きづらいとかというのもあ 

ると思うのですが、できることを実現していただいて、ぜひ、本当に地域の中でファイ

ナンスのプロというところが非常に弱いところですので、お力をいただきたいなと思い

ます。 

それから流通の方の話でいくと、やはり教育をしながら売るということは素晴らしい 

と思っていまして、もちろんその農業という問題はすごくいろいろな問題があるのです

けれども。やはり消費者の側がただただ安く買いたいと思っているうちは、もうどうし

ようもないですよね。やはり消費者の考え方が変わって、きちっとした金額で買ってい

って、「生産者が増えるようなことにつなげよう」という意識に変わっていかないと難し

いと思います。そういったモデルが安定した収入を上げていくのにはなかなか厳しいと

ころもあると思うのですが、ぜひ頑張って続けていただいて、しっかりした消費者から

生産者を変えていくというようなお取り組みをぜひしていただきたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

 

（進行） 

ありがとうございました。 

ぜひ、やはり地銀と地域産業は運命共同体であるということを肝に銘じて。私も地域 

活動をいろいろとやっていますけれども、やはり資金面で行き詰まるのですね。何百万

円の生産払いというのは、正直きついですよ。ですから、そういうときにやはり金融機

関はなかなか貸していただけないのですよね。 

（3 班の方より「いや、今は農業者ローンもあります」との声あり） 

ぜひ、そういうのも地域の産業を応援するというところで、新しい仕組みをつくって 

いただいたら、非常にありがたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

それでは最後、4 班の方、よろしくお願いします。 

4 班はチーム名が「高東部」です。東中心、高知市から東の方に主に在住している方々 

のメンバーです。小松さん、手島さん、田中さん、川久保君、川村君で、芋バター「芋

すぐっ！」、香单市の早堀り芋「土佐紅」から新たな加工品を作りだす、というテーマで

発表していただきます。 
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4班・高東部 芋バター「芋すぐっ！」 

～香南市の早堀り芋「土佐紅」から新たな加工品を作りだす～ 

 

（川村聡志） 

自己紹介からさせていただきます。「高東部」の一員で、高知大学の農学部 3 年の川村 

といいます。今日はよろしくお願いします。 

（手島真由美） 

芸西村役場の手島です。よろしくお願いします。 

（田中菜生） 

「こうち人づくり広域連合」の田中と申します。香单市から出向してきております。 

よろしくお願いします。 

 

（小松幸司） 

安芸市役所農林課の小松幸司といい

ます。あともう 1 人、郵便局の川久保

可不可さんという方がおるのですが、

今日は残念ながら欠席ということで、

自分たち 4 人で発表させていただきた

いと思います。 

自分たち「高東部」、高知県東部とい

うことで高東部という名前でチーム名

を決めました。テーマとしては芋バタ

ー、商品名「芋すぐっ！」という名前

で、香单市の早堀り芋である「土佐紅」
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から新たな加工品を作り出す取

り組みを紹介したいと思います。 

 まず、この芋バターの選定に

至るまでなのですが、メンバー5

人全員でいろいろな話し合いを

しました。例えば芸西村の「か

っぱバーガー」の改良案である

とか、香单市の新たなお土産品

の開発、そして黒砂糖を使って

東部広域圏での新たな展開、安

芸市のちりめん丼のさらなる展

開などなど、いろいろな話し合

いを進めていました。 

その中で、芋バターに決定し

たカギはどういうものかといいますと、話し合ってきた 

ものがどれも既存のものの改良案であったと。はっきり言うと発表までの時間も尐なか

ったので、無難に進めようと当初は考えておりました。ただしかし、本当にそれでいい

のか、1 年間の成果を見せるべきではないのか、やはりきちっと志を見せるべきではな

いのか、というように方向転換を図りました。 

そこで、唯一の大学生である川村君の若さ、そして未来に賭けようと思ったのです。 

川村君が提案したのは、香单市の彼の 

実家でも栽培している早掘り芋、「土佐

紅」という芋ですけれども、その加工品

開発です。 

土佐紅というのは、5 月の下旬から 8 

月上旬にかけて香单市で収穫されるサツ

マイモで、甘みと風味は抜群であると。 

特徴としましては、日本一早い出荷が

売りです。鮮やかな紅の色、皮が薄くて

おいしい、最近尐しテレビでも紹介され

ましたけれども芋の茎ということで、茎

がよく食べられている芋でもあります。

37 戸の農家が栽培しており、収穫量は年間約 700 トン。ただ、ほとんどが東京や名古屋

など県外へ出荷されておりまして、あまり県内ではそれほど食べられていないようです。

ただ、県外の方では料亭やデパートなどで評判が良いと聞いております。 

強みとしましては、通常の芋より収穫時

期が 3 カ月か 4 カ月早い。そのゆえんが早

掘り芋と言われているところです。あと栗

より甘い、希尐価値が高い。そういう早掘

りということもあって、県外ではブランド

野菜として扱われております。 

ただ弱みとしましては、芋の大きさや色

の具合によって価値が変動し、青果ではな

かなか安定した収入が得られない。それも

あって、栽培農家が減尐しているという現

状があります。 
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こういった土佐紅という資源を有効利用するためには、川村君がまず考えていたのは、 

収穫した芋の約 2 割は形や色が悪かったり、サイズが小さいなどの「C 品」となってお

ります。その中から安定した収入を生み出

すために、これらの芋を原料にして加工品

を作ろうではないかと。そういった意見を

僕たちも聞きまして、川村君の提案に賛同

し、みんなでブラッシュアップを進めてい

こうと考えました。 

まずは開発のヒントを求めて、日高村へ。 

いろいろな芋食品を扱っている「渋谷食品」

の工場や「芋屋金次郎」の店舗の見学のた

めに、日高村へ行ってきました。 

そのお店の方にはいろいろな方が、本当

に平日でもあったのですが、開店早々から 

ひっきりなしに訪れて、にぎわっておりました。そして、店内にはいろいろな商品が並

べられておりました。例えばこの紫芋のソフ

トクリームであるとか、定番の芋けんぴ、そ

していろいろな各種スイーツ類、それと焼き

菓子等をメインにした各種贈答品類、いろい

ろなものがありました。 

そうした見学を経て、芋はいろいろな人 

に好まれている、万人受けするということや、

いろんな食材とを組み合わせてさまざまな展

開や可能性があるということを知りました。

ただしかし、既にこういったお店などでも数

多くの商品化がなされており、その商品力や

販売力ではなかなか大きな店や会社にはかな

わない、太刀打ちできないので、尐し考え方や差別化、すみ分け等が必要であるかなと

考えました。それで、高知県東部ならではの食材を使って、手作りならでは、そして地
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域性のある取り組みを目指そうと考えまし

た。 

ちょうど昨今の手作り志向や食への安全

の高まりもあって、自宅でスイートポテト

などのさまざまな食品を作ることができる

もの、原料となるものを提供しようと考え

ました。そこから、「芋バターを作ろう」と

いうように発展をしたわけです。 

そしてサンプル品も作りました。まずは

普通の砂糖や牛乳、卵等でサンプル品を作

って、甘さ、固さ、量、食感等について日 

曜市でアンケートを取りました。寄せられた意見や感想としましては、「ちょっとコク 

が薄いです」とか「さつまいも本来の甘さを引き出してほしい」、あとは「黒砂糖等で尐

し味にひねりを加えてはどうか」などが寄せられていました。そうして、いろいろと試

行錯誤を続けていたところです。 

 

やはり開発はなかなか難しくて、味やターゲットなどの方向性、どう進めるか、非常 

にコンセプトの設計に悩んでいました。そんなときに、ちょうど赤岡町のカフェ「道（タ

オ）」という所に行ったときに、たまたま間城さんという女性の方に偶然出会いまして、

そしてその彼女から受けた助言から道が開けたのです。 

早堀り芋というところから、「おいしいものをいち早くあなたに届けたい」という気持 

ちを込めるものにしてはどうかと、そのコンセプトは「純愛」、手作りならではの温もり

で、特に女性の心をつかみ、癒やしたいと。日本一の早掘り芋であることを生かして、

すぐに届けたい、この気持ちを、「芋すぐっ！」という商品名にしまして、キャッチコピ
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ーは「芋すぐ逢いたい 芋すぐ届けたい」という名前にしました。 

ターゲット設定としましては、まず最 

初は 20 代から 30 代女性。これは、作り

手である大学生と近い世代を設定してお

ります。そして、自分なんかもそうなの

ですが、男性の中にもスイーツ好きの方

もいますので、そういう方々をメインタ

ーゲットにしております。ただ、日曜市

でアンケートを取ったり、あとは芋屋金

次郎でも見学した結果を見ましても、芋

というのは老若男女問わずいろいろな方

に好まれております。 

そしてこの商品の強み・弱みとしまし 

ては、まずは大学生が作っているという珍しさがある、そして手作りだからこその素朴

さ、手作りだからこそ安定した供給体制はないので量販店等での販売には向かないので

すが、日曜市や地元のカフェ等での限定販売をするというプレミアム感は生まれるので

はないかと。そしてまた、販売する店に既にある商品とのコラボによって、新たな化学

反応でさらなる展開が生まれる可能性を秘めているのではないかと考えました。 

この芋バターの特徴としましては、そのままパンに塗って食べるだけでもおいしい。 

そして、スイートポテトなどの原料にもなる。あとはクッキーやケーキなどに練り込ん

で、芋風味のお菓子にもできます。そして、こういった洋風ではなくて和風にも、芋バ

ター茶巾などにも使えます。 

 まず目標としまして、目指すものその

1、これは大学発ですね。現役大学生が手

作りして、日曜市やイベント会場などで

販売していきます。そして、大学で代々

受け継がれる伝統の味を目指していこう

と。 

そして目指すものその 2 としましては

地元発。香单市、芸西村、安芸市等、高

知県東部広域で取り組んで、地元のカフ

ェ等での販売のほか、その店でもスイー

ツの原料等として使ってもらって、お互

いがまた新たな商品開発につなげられる 
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のではないかと思っております。そして、こういった取り組みが更なる口コミでの広が

りへとつながるのを期待しております。 

今後の展開案としましては、高知県東部ならではの食材である、芸西村の黒砂糖や安 

芸市の土佐ジローの卵などを使用したいと思っているのですが、どうしてもこういった

ものを使うと原価が跳ね上がってしまって、価格が上がってしまう問題があるというこ

とと、黒砂糖は現在、なかなか安定した生産量が確保できておりません。それを逆手に

取りまして、こういったスイーツの原料になりますのでクリスマスやバレンタインデー、

ホワイトデー用に、期間限定・数量限定でプレミアムバージョンとしてバリエーション

展開を考えております。 

最終目標としましては、結構大きいこ

とを言っているのですけれども、賛同者

を増やしていくことで例えば芋農家の就

農者を増やすとか、その加工品が開発さ

れることによって新たな就労者の拡大へ

つなげていけるのではないかと、そうい

った新たな産業づくりを目指しておりま

す。 

まとめとしましては、WHEN、まず

2011 年から。WHO、高知大学生たちが。

WHAT、芋バターを。WHY、新たなビ

ジネスモデルとして。WHERE、日曜市

や地元のカフェで。HOW、ロゴ、パッケージ、PR ツール等を使って販売していく 

ということを考えております。 

それでは次に、具体的なロゴマーク等 

や PR ツールを紹介したいと思います。

これがまず、「芋すぐっ！」のロゴマーク、

キーカラーであります。ロゴマークは商

品に貼られるマークでして、彼女への想

いを表す、恋愛がコンセプトになってい

ますので、ハートと、そして「今すぐ、

早く逢いたい、届けたい」という気持ち

を商品名「芋すぐっ！」という名前に込

めております。 
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そしてパッケージデザインとしては、まだ確定はできてないのですが、こんないろい 

ろな案を考えています。1 つ目は、芋ペーストを瓶に入れて、ロゴの入ったステッカー

を貼ったり。パターン 2 としましては、ちょっと丸い瓶を考えたり、フタを尐しまたい

ろいろバリエーション展開をしようかなと。そして、恋愛のコンセプトがありますので、

商品をただ伝えるのではなくて、説明だけではなくて、そのストーリーを伝えるために
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ラブレターという形で付けようと。そして、そのラブレターの中を見ますと QR コード

が入れてあり、その QR コードを読み込むと詳しい内容が分かるような仕組みを考えて

おります。そして、そのラブレターの内容というのは資料を見ていただいたら分かるの

ですが、こういったことを伝えようと思っております。 
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そして PR する広告のデザインは、商品袋の色が尐し見づらいのですが、黄色っぽい 

感じでロゴ配置してあったり、あとは土佐紅自体を焼き芋にして、ロゴにデコレーショ

ンなどを施しても面白いのではないかと考えております。 

そして、こういったロゴマークや PR ツールのほかに、尐し自分たちはイメージフィ 

ルムというかムービーも作っておりまして、そちらも尐し紹介したいと思います。 

（ムービーを再生・約 7 分間） 

一応、商品のサンプル等も持ってきておりまして、ラブレターの全容であるとか、あ 

とは商品サンプルもあります。また回したいと思いますので、よかったらご覧いただけ

たらと思っています。 

そしたら以上でこちらの提案は終わります。どうもありがとうございました。 

 

（進行） 

ありがとうございました。 

4 班の塾生の皆さん、前の方へお並びください。 

サンプルがあるので、コメンテーターの先生方に尐し商品の説明をして下さい。 

 

（川村聡志） 

この商品の説明ですが、使っている芋は自分の家で作っている土佐紅という品種の超 

早堀りの芋です。収穫時期は、僕の家は大体 6 月の終わりぐらいから 7 月の中旬にかけ

て掘っているかなり早い芋で、基本的にはこれは東京等に向けて発信している芋です。 

食味的にはかなり甘み・香りが強い品種で、結構粉質で、ほくほくとした味が特徴の 

お芋です。これは基本的には東京の方で高級青果として販売しているのですが、やはり

農協で基本的に出荷しているんですけれども、やっぱりその 2 割、3 割というのはどう

しても形が狂ってしまうものが出てしまうと。そうなったときに、この芋というのはす

ごく皮がはがれやすくて、見た目というのがすごく重要なファクターになっていまして、

このように形がおかしくなってしまうと、卖価が大体 3 分の 1 から 4 分の 1 ぐらいに一

気に低下してしまうと。そうなった場合ですが、形がおかしいといっても、やはりその

味というのは変わらない。確かに歩留り等は悪くなりますけれど、その部分をこの味と

いうのを形だけで見てほしくないなと。この味というのをもっといろんな人に知っても

らいたいし、その思いで何かこの C 級品、B 級品というものを使って、何かいい加工品

ができないかということで、今回は芋バターというものを試作させてもらいました。 

これは、最初は大学生発ということなのですが、これからの展開としてはやはり自分 

たちで作るというところではなくて、この香单市のこのお芋というものを軸にして、例

えば安芸市の土佐ジローの卵ですとか芸西村の黒砂糖ですとか、いろいろな所と連携を

深めていくと。さらにお菓子屋さん、パン屋さん、そういう所と連携を重ねていって、

自分たちがもうかればいいということではなくて、地域全体でこの芋というものを中核

とした何か産業づくりというものができないかということをこれからやっていきたいな

ということで、今回はその試作として芋バターというものを作らせていただきました。 

まず原料というものができたので、いろいろな方向にこれから展開しいくことができ 

るのではないかと考えています。この香单市の芋というものを通じて、地域のつながり

というものがもっと増えていけばなということで、今回は発表させていただきました。 

 

（進行） 

それではまた関先生、コメントをお願いします。 
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（関塾頭） 

これはすごいですね。おいしかったですよ。いける、という感じ。川村君と郵便局に 

いる可不可君と、間に４班の皆さんが挟まってこういうのができたのかなという感じが

しました。 

大学にこだわるかどうかは知りませんけれども、学生にこだわってしまうと継続性の 

問題が必ずあるので。もう学生というのは、長くて 2 年しか持ちませんから。早ければ

3 カ月でいなくなりますからね。そのあたりをどんなふうに考えているかな。ただ、川

村君がいるから大丈夫だ、という印象でありまして、何か面白い話になりそうですね。

期待しています。 

 

（進行） 

それでは尾﨑副部長さん、お願いします。 

 

（尾﨑副部長） 

もう考え方というか、「いいものを知ってもらいたい」という動機というかそのモチベ 

ーション、そういったものが非常にぐっと表れてきて、そこがご立派ですよね。 

それはさて置き、2 点あるかと思ったのです。 

1 点は、このプレゼンテーションだけ読んで、結局このお芋のひとつの、というかも 

う最大の長所というか生かすべきところは、日本一早く掘れるところですよね。それを

生かすことは結局、ネーミングにだけ生かしているという理解なんですね。これが何と

かできないか。例えば、今後の展開案でバレンタインとか言ってますけども、要はなぜ

早堀りの芋にもっと生かさないのか。ほかの時期には絶対、ほかの地方では絶対にない

時期にぽんと、もう新作の芋が出てきたのか。高知の早場米と同じですけれども、高知

の早場米はおいしいのかどうかちょっとよく分かりませんけれども、これはおいしいは

ずなのです。だから、そういった「おいしくて、かつこんな早くにこんなものが出てく

るのか」という生かし方というのがもう尐し考えられるのかなと。ここの説明だとやは

り、急にその早掘り芋を生かして芋作りになった、というのはよく考えると分からなく

もないのですが、もう 1 段、人に説明するときには説明の仕方みたいなものがあるのか

なという気はしました。でも、方向性はいいと思います。 

もう 1 つは、やはりこれも考え方でしょうけれども、バターの必然性というのがどこ 

にも書いていなくて、どうしてバターなのか。それだったら、もう芋だけでもいいんじ

ゃないか。思い切って芋だけでもいいんじゃないか、というふうにも考えられるのです

ね。なぜバターなのかというストーリーがもう 1 つ多分要るんじゃないだろうか、とい

うことを強く感じました。 

自分の宣伝になりますけれども、高知県においてはこういう商品の磨き上げ方とかにつ

いては、産業振興アドバイザーですとかそういった制度が幾つかありますので、あと、

ここをどうやってやっていけばいいかというビジネスのあれでは、12 月から基礎的な講

座ということで「商人(あきんど)塾」というのがもう 1 回ステップ 1 から始まりますの

で、ここはまじめな話です。これにぜひご参加いただいて。「どうやって売っていったら

いいのか」ということについて、県にいろいろなものをやっていただいていますけれど

も、県でもそういうような取り組みをしていますので、そういったところに参加してい

ただいて。ぜひ継続的に、それが遠くに広がっていってリンクができる。素晴らしい話

だと思いますので、ぜひこの事業を引き続きやっていただければなと本当にこれは思い

ます。 

ありがとうございました。 
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（進行） 

ありがとうございました。 

それでは川村さん、お願いします。 

 

（川村副理事長） 

まず「高東部」（後頭部）のイメージ、あれ面白いですね。すごくいいと思います。 

それから、どれだけ C 級品を使って、それを流通に乗せていけるかというところも素 

晴らしい発想だと思います。 

ただ、本気でやはり皆さんこの後続けていかれると思いますし、そういったところで 

尐しアドバイスとしては、女性でお芋となってもやっぱり、これ多分どれぐらいの値段

にするかによると思うのですが、今のキーワードはやはり美と健康でどれだけお金を出

すかというところがあるので、カロリーが高かったりすると逆に駄目なのです。それと、

味というと、もちろんおいしいです。おいしいですけど、では鳴門金時や地場のものと

か、いろいろなものが本当に日本中で競争している中で、「どう違うのか」といったとき

にやはりまだ厳しいところがあって。その中で、新芋が早く出るというところを、さっ

き尾﨑さんがおっしゃったのですけれども、やはりまずはそこをブランドとして高めて

いくようなところから、いろいろ商品を作っていかれる方がいいのではないかなという

ふうに思いました。 

やはりその卖品の卖独資源を地域活動に生かしていって、そこから雇用を発生させた 

り産業にするというのは、やはりなかなか厳しいところがあると思うのです。でも、そ

こをぜひあきらめずに、ぜひ皆さん、芋と心中をしていただきたいと思います。頑張っ

てください。 

ありがとうございました。 
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（進行） 

ありがとうございました。 

以上で 4 班の発表を終わりたいと思います。 

これで、各班 4 組からそれぞれの提案、計画を発表していただきました。 

尐しお時間がございますので、フロアからもし「こういうところを聞きたい」とか、 

「こういうことがちょっと分からなかった」という方がもしありましたら、どの班の質

問でも構いません。アドバイスでも結構です。何かございましたらどなたかお願いした

いと思いますが、ございませんか。 

あるいは、塾生で他の班の発表についてでも結構です。どなたかございませんか。 

はい、三好さん。 

 

（三好裕子） 

さっきの早掘り芋で聞いてみたかったのですが。 

自分もお菓子などを作るのですごく買ってみたいなと思ったのですが、それこそおっ 

しゃられていたみたいにお値段と、本当にあれを売ることで、一人の人が例えば生計を

立てていかれるというときに何個ぐらい売ったら生計を立てていけるのだろうと、すご

く気になっていたのですけれど。 

そのあたりのご計算などされていたら、聞いてみたいと思います。 

 

（小松幸司） 

これは今回載せてないのですが、一応原価計算は皆で行いまして、500 円以上であれ 

ば元が取れるという話になって、一応予定価格としましては 630 円から始めようと思っ

ています。プレミアムバージョンは特選素材を使いますので倍の 1,260 円ぐらいを予定

します。一応、基本的に 630 円の予定です。 

 

（川村聡志） 

今、芋というのが、A 級品というのが基本的に 5 キロ 2,500 円ということなので 1 キ 

ロ大体 500 円なんですけど、それになるとかなり農家さんの方に利益が出ると。今、C

級品などになると、5 キロが一気に 1,000 円に下がるのです。キロ 200 円ぐらいになる

と。それを、この加工品にすることによって 500 円にできないかということがまず挑戦

でして、その C 級品をまず 500 円で売ることができれば、その農家さん自体がもうかる

と。 

僕たちは基本的にはその農家さんというか、僕が農家の息子なので、そこでもう利益 

は確保できると。500 円で大体 1 日に 3 人で働いて 20 キロ程度なら作れるだろうとい

うことで、1 日 200 個製造できるということなんですけど。それを 2 カ月ぐらいの間で

できるのですが、会社とかそういうことでいうとあまり利益は挙げられなくて、その人

件費は出ると。というところにも、やはりその芋を 500 円で売れるようになるというと

ころが結構大きいところで、そこはもう尐し考えていかないといけないところだと思う

のですが。 

 

（進行） 

よろしいですか。そのほかに。はい、どうぞ。 

 

（参加者） 

主婦の立場からすると、500 円であれは買えません。そこから、もちろんパンに付け 

て食べるなどという発想は絶対にないです。スイートポテトなら買います。新しくでき
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た、新しいお芋で出来たてのスイートポテトなら、1 個が 400 円でも 500 円でも多分買

いますね。 

だからせっかく作っておいでたんですけど、多分日持ちもしないだろうし、あれを買 

って家でスイートポテトを作る人は、お芋を買ってスイートポテトを作ると思うので、

そこらへん尐し無理があるかなと思いました。 

それと、Ｊはりまや班の、「Ｊはりまや班」という名前でずっと活動を続けられるので 

しょうか。何か、せっかくなので。「高東部」はすごくインパクトがあって、マークもす

ごく面白かったので、Ｊはりまや班でいのの大国さんって、ちょっとつながりが分かり

にくい。大国さんだけをやるつもりがなくて作られているのだと思いますけど、できた

ら何か、あまり広まる前にグループの名前を考えたらどうかなと思いました。 

 

（進行） 

検討してください。 

今、中土佐町の「風工房」を本に書いているのですが、そこはそれまで農家のイチゴ 

のお母さんが、最後の方は畑に何トンもイチゴを捨てていたのですね。それを、風工房

をつくって、今年間 3 トンぐらい風工房が、結局自分たちのものを全部買い上げする。5

キロ 500 円で買うそうです。3 トンぐらいですね。つまり、ゼロだったものがそれで買

い取って、それがケーキになって、年間 8,000 万円。 

ですから多分、さっきおっしゃったその使ったものでまたさっきのスイートポテトに 

なったら、500 円がもっと、ひょっとしたら大きくなるかもしれないということですね。 

では、あとお一人でよろしいでしょうか。 

では、最後ということでお願いします。 

 

（参加者） 

高知銀行における地域産業支援策の今日のプレゼンテーションですが、感想はまず、 

とてもいい話だったと思いました。 

だけどちょっと、初めに知識がない私たちからすると、もう尐し準備をしていただい 

たらもっと良かったのではないかと、ちょっと残念がありました。内容が良かったと思

うだけにですね。コラボレーションというか、確かにちょっと珍しい内容だったもので

すから。だけど尐し分かりにくいところもありましたので、後でこのメモというかこれ

は配っていただいたのですが、尐し分かりづらいところがありました。 

感想です。すいません。 

 

（進行） 

多分、組織の内部事情が尐し出たのかな。ですから、組織外の人間には尐し分からな 

い部分はありましたけど、金は貸してくれるということだけは分かりましたね。 

それでは最後に、すみません先生方、簡卖に 2、3 分でいいですが、一言ずつ全体総括 

をしてコメントをいただきたいと思います。 

 

（関塾頭） 

やはり、1 年ぐらいこういう活動された成果が出ているかなと思って大変心強い思い 

をしたのと、「やはりこの国ははちきんの国だ」ということを痛感したと。「男も頑張れ」

と言いたくなりました。 

 

（進行） 

尾﨑さん、お願いします。 
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（尾﨑副部長） 

本当に皆さん、お疲れさまでございました。いろいろ大変興味深く聞かせていただき 

ました。 

実際に本当に自分で自分の頭で考えて、実際に行動に移されている方がたくさんいら 

っしゃるということに、行動力というか非常に素晴らしいことだなというふうに思いま

した。 

ぜひ今後もこの活動を、もうこれでおしまいではなくて、続けていくということは大 

変かもしれませんが、それが地域の活力を生み出すことにつながると思いますので、ぜ

ひどうぞよろしくお願いします。 

 

（進行） 

川村さん、お願いします。 

 

（川村副理事長） 

今日は皆さん、どうもありがとうございました。いろんなお話を伺って私自身も大変 

勉強になりましたし、本当に 10 年前にＮＰＯを始めたときの自分の気持ちというのを思

い出しました。 

厳しいことも言わせていただいたのですけれども、本当にそれは皆さんにぜひ次の一 

歩に進んでいただきたいという思いで発言させていただきましたので、ぜひ明日からと

いわず、今日からまず一歩踏み出して、行動するということにつなげていただけたらと

思います。 

本当に今日はどうもありがとうございました。 

 

（進行） 

ありがとうございました。 

繰り返しになりますけれども、塾生の皆さんは今日の成果発表会がゴールではありま 

せん。塾生の皆さんは、今日の発表がある意味スタート。これまでは尐し体を慣らし、

アップをしてきて、いよいよここからホップですね。まず、最初の一歩を飛んでみよう

という段階ですので、今後、皆さんがそれぞれ発表していただいたものが、はっきり何

年何月というふうに明示をされていたグループもありますので、その時期を僕はちゃん

と手帳に書いて、連絡が来るのを待っています。皆さん、塾生のメーリングリストがあ

りますので、進捗状況をぜひメーリングリストに投げてください。そして、実際やると

きにはぜひ皆さんを誘ってください。みんながちゃんとやっているか、お互いが監視を

し合っていますので。ぜひ、今日をスタートに成果を出すように頑張っていきたいと思

っております。これは、来月から始まる 2 期生のいい刺激にもなりますし、そうやって

ずっと人材育成をすることによって、関塾頭もいつもおしゃっていますけれども、やは

り時間がかかると。人づくりをして、産業を起こしていくのは時間がかかるんだと。で

すから、そういう本当に地道な取り組みをまず自分たちから始めていきたいと。その先

陣を切るのがまず皆さんだというふうに思いますので、共に頑張っていきたいと思いま

す。 

最後に明日、全体の講評をしていただく松永先生、ＪＲのトラブルで遅れたようです 

ので、ご紹介させていただきます。 

塾生の皆さんはご存じだと思います。この間、ずっと関先生と一緒にこの塾の運営に 

かかわっていただきました島根県立大学の松永先生、明日講評と、尐しお話をしていた

だきます。 
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（松永佳子准教授） 

皆さん、今日は最終回の発表ということで、1 年間どうもお疲れさまでした。 

やはり、高知の塾というのは当初から産業界だけではなくて行政、それから金融機関、 

それから学生さんも 3 人も、高知大生の現役学生が 3 人もいるということで、最終回の

発表会はまさに産学官金の連携した将来像というのが描かれていて、本当に興味深く拝

見しました。 

島根県もこういう塾を 4 年重ねていますけれども、全員が行政担当者なんですね。だ 

から、4 つ 5 つ発表があったとしても、いい意味でも悪い意味でも煮詰まっていくと言

うか、よく似た議論に行き着いてしまっているというところがあるので、今日の報告会

というのはすごく皆さん面白がって、本当に地域密着で取り組まれているなということ

にすごく興味深く思いました。 

今日は瀬戸大橋で何かトラブルがあったということで、何か 8 時間半ぐらいかかって

やっとたどり着きました。でも、せっかく来させていただいたので今回は 1 泊 2 日、ぜ

ひ皆さんとこの後も懇親会を含めてご一緒させていただければと思います。 

本当に、本日はお疲れさまでした。 

 

（進行） 

ありがとうございます。また明日、よろしくお願いします。 

それでは、最後となりました第 1 期生のこうち地域産業振興人材育成塾、第 1 期生最 

後のプレゼン発表会をこれで終わりたいと思います。 

ご参加の皆さま、どうもありがとうございました。 

 

（司会者） 

ありがとうございました。 

第 1 班が終わったときは、時間が押しましてどうなることかと心配しましたが、畦地

さんの見事な時間さばきで何とか時間内に終わることができました。あと、皆さんのご

協力にも感謝をいたします。 

以上で、第 1 日目を終了いたします。 
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松永桂子准教授による「旅立ちに向けた激励講演②」 

 

（松永准教授） 

昨晩は遅くまで二次会、三次会とされたようで、お疲れさまでした。 

その皆さんの会も、今回で第 6 回ということでいよいよ最終回ですね。でも、これを

機にというか卒業されても第 2 期がスタートしながらも、第 1 期の OB として高知を盛

り立てていっていただきたいなと思っています。 

今日は総評も含めてということで 1 時間頂いているのですが、ちょっと私が最近中国

地方の、それから高知を中心に四国を回らせ

ていただいているので、ほとんどの方が仕事

にされている中山間地域の産業振興を中国地

方と四国地方を比較しながら考えていきたい

と思います。 

ちょうど今、大学がまだ 9 月いっぱいまで

お休みなんですけれども、8 月、9 月という

のはゼミ生を連れて、ゼミ旅行やゼミ合宿に

行くことが多いのです。先週もちょうど 20

人ぐらいのゼミ生を連れて、ゼミ生が 40 人

ぐらいいるのですが、島根県と、今回県境を

越えて広島県の方で 3 日ぐらい合宿をしてい

ました。今まで結構、島根県内の中山間地域

をずっと回ってきたのですが、今回は同じそ

の中国山地に位置しながら、中山間地域の行

政というのが島根県と広島県で結構対照的な

のです。 

簡卖に言えば、島根県の方がどっちかとい 

うと手厚く、行政主体でやっている例というのが非常に多いのですけれども、対して広

島県というのはすごく自立というか、民間側からの中山間振興というのが盛んなのです。

同じ地形的な条件や、あるいは高齢化、人口減尐という社会的な条件が同じでありなが

ら、これだけ違うのかというふうな比較を見ていきたいと思います。 

それから中国地方、広島と島根だけでもかなり違うのですが、高知と比べたらもっと

かなり違うということを最近考えていますので、まず中国地方と四国地方の対比、どう

いうふうな条件が違うのかを見ていきたいと思います。 

恐らく高齢化、人口減尐というのはもう共通の課題。中山間地域が多くて、耕作放棄

地が多いという共通の課題だと思うのですけれども、圧倒的に違うのは、四国といって

もほとんど高知県しかイメージしていないのですが、四国の方は農業のスタイルが、恐

らく専業農家の比率というのが非常に全国平均並みか、あるいはそれ以上あると。恐ら

く 2 割から 3 割が専業農家なのです。それに対して、中国地方の専業農家の比率という

のは全国で一番尐ないといわれていまして、島根、広島では 1 割弱と、数％なのです。 

これがいろいろな農業の支援のスタイルに違いがあるなと思っています。例えば、大

口出荷する専業農家が多くても、四国の方はＪＡへの依存というのがそれほどなくて、

皆さんが視察に行かれた赤岡青果市場では、あれは民間の地方卸売市場ですかね。ああ

いう赤岡のような民間の市場や、あるいは前回、私たちは幡多郡黒潮町のニラの農家を

訪ねたのですが、もうニラ専業で、一切ＪＡには依存していないというふうな大規模農

家があったのです。恐らくそういう農家というのは、高知県は非常に多いと思います。 



 70 

しかし、中国地方ではそういう農家はほとんど見当たらないのです。専業であっても、

ほとんどＪＡに依存するというのがひとつのパターンです。専業農家が 1 割弱しかない

ということは、圧倒的に多いのが第 2 種の兹業農家です。第 2 種というのは、外での勤

めが農家の収入より上回っているという状態ですね。これが 8 割あると。高知はこれが

ここまで高くないですかね。恐らく 5 割、6 割なんですかね。8 割は第 2 種兹業農家で

あるという所が多いと。 

どうなっているかというと、ＪＡが強いけれども小規模農家がＪＡに依存しながら、

最近ＪＡからやはり逸脱する動きが見られてきました。どういうふうに組織化されてい

るかというと、集落営農。高知では「集落営農」という言葉を聞きますか。集落営農と

いうのが、広島、島根というのは全国的に見ても最も盛んな地域なのです。集落営農と

いうのを法人化すると。「農業を法人化して、まとまって地域卖位で農業を行っていこう」

という考え方が普及しています。集落といっても、島根の場合は中山間地域が広島より

も険しい所なので、地形的に集落ごとに離れているのです。ですから、1 集落法人とい

うのが島根の基本なのです。集落の数も恐らく 20 戸前後なのでしょうね。20 戸前後で

法人化して、まとまって 20 戸全員の参加で農業を行う場合があります。それは比較的そ

の集落が若い場合ですよね。集落の構成人員の年齢層がぐっと高くなると、皆さん作業

に出てこられないので、若い人を定住させて、その人をオペレーターというか正社員と

して法人が雇って、20 戸全部の農地を管理してもらうという例が、今本当に島根で増え

ています。増えているというより、集落営農というのを全国で最初にやったのが島根県

なのです。 

広島の方は、中国山地といっても島根県よりかはそういう中山間地域が比較的集落ご

とに隔たりがないということで、5 から 6 の集落がまとまって集落法人をつくるという

例が多いのです。この場合、5 集落、6 集落になってくると、今も昔も村ですね。今の、

平成の合併をする前の、昭和の合併ぐらいの村の卖位で、実はまた地域経営するという

動きに回帰しているような現象が起きています。 

対して高知の方は、ほとんどそういう例というのは、今までいろいろを視察させてい

ただいた中に集落営農をしている例というのは見たことがないのです。統計で見ても、

恐らく数軒ぐらいしかないという状況です。恐らく 10 軒ぐらいではないかと思っていま

す。 

それに対して広島、島根というのは、集落営農というだけでもう 500 ぐらいあるので

す。法人化しているのは広島だけでどんどん増え続けているのですが、180 今年ありま

す。島根だけで大体 100 なのです。広島はもうほぼ全国トップレベルなのです。広島の

今の産業振興の要が、実はこの集落営農の法人化。「みんなで農地を共有化して法人化し

ていこう」と。その圧倒的大多数、ほぼ 100％が第 2 種兹業農家なので、みんなで集中

的に管理していこうということをされています。こういうすごくいろいろなことが、地

域事情が変わってきているのです。 

今回、ゼミで我々が訪ねた地域というのは、すごく大ざっぱですけれども島根県は大

体東西に 500 キロ離れているのですが、こういう地域で。広島もその下にそのままくっ

付いているようなイメージ。広島に島根がくっ付いているような感じですよね。今回、

セミで中心的に回ったのは一番山奥深くの所で、中国山地のちょうど県境にあるのです

が、その辺りの地域をずっと行ったりきたり、回っていました。 

脱線しますが尐しゼミの話をすると、私が今住んでいるのは浜田市という所で、人口

6 万人規模です。6 万人であっても、この島根県の西部では圧倒的に一番大きな人口を抱

える市です。その横に江津という市がありまして、ものづくり、誘致企業などが結構、

地域の中では一番多いような地域ですけれども。ちょうど来週関先生が宮崎県でものづ

くりのサミット、若手ものづくりのサミットをなさいますが、それを過去に、第 2 回目
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か第 3 回目でこの江津でしたことがあります。それでも人口 2 万人、3 万人の小さな町

なのです。今回江津から、広島県の三次市という市があるのですが、その江津から三次

にこういうふうな感じで列車が通っているのです。ものすごいローカル路線でＪＲの赤

字の路線なのですが、「三江（さんこう）線」と呼ぶのです。この三江線、距離にして百

キロちょっとで、車だったら 2 時間で結ばれているぐらいの距離なんですけれども、Ｊ

Ｒを使うと逆に 5 時間かかってしまうような地域で、高知にも恐らくそういうローカル

線があると思うんですけれども。ただ、これを絶対に廃止にしたくないということで、

学生に調査を委託して「この三江線の活性化策というのを考えてください」ということ

でゼミ合宿を行ったのです。ここの周辺の地域の地域資源を調査するということでやり

ました。三次にも行きましたし、隣の地域の安芸高田市と、島根では、この浜田に接し

ている所が邑单町（おおなんちょう）といいます。邑单町と、ここに接している美郷町

（みさとちょう）という地域があるのですが、この 4 町を回るということをやりました。

だけど、さっき申しましたように地域の条件が同じでありながら、行政のスタンスが全

然違うことによって地域づくりがこれだけ違うのかということを考えさせられるような

地域だったのです。まずそのことを尐しご紹介したいと思います。 

この安芸高田に川根地区という、さっきの集落営農法人を全国で最も早く組織化して、

自分たちの手でまちづくりを行っていこうというようなことをやり始めた地区があるの

です。「川根地区振興協議会」というふうに言っているのですが、今、集落営農の法人化

というのに併せて、自分たちの地域を自治体と同じように組織化しようということで、

この地区振興協議会というふうな方式を取り入れる所が多いのです。この協議会という

ものに連なって、例えば産業振興とか、まさに役場のような組織が、文化部やあるいは

女性部、これは産直をやるグループとか、いろいろ行政のような組織をこの協議会で設

立しているような所なのです。これを全国で初めて行った地域です。 

ここの地域が、今からもう 40 年以上前の 1972 年に江の川という、ちょうど沿線と同

じように川が通っていて、江の川の大洪水があったときにこの協議会というのを設立し

ています。すごく早い時期なんですね。戦後すぐは 2,000 人いたのですが、今の人口が

520 人。このうち 75 歳以上がものすごく多くて、210 人を占めているのです。210 人の

地域だということです。こういうふうな組織をつくっていると。今は学校もすべてなく

なって、小学校も廃校というふうになって、小学校には 26 人だけというような状態です。

ここは中国地方でも一番山深い所で、農地も本当に飛び地で転々としています。80 ヘク

タールほどしかない、平野部が尐ないということなのです。この 1972 年の江の川の災

害がきっかけになって、「自分たちで行政に依存しないまちづくりをやっていこう」とい

うことで、この振興協議会が立ち上げられました。それから約 40 年間たっているのです

が、目立った動きをしているのはこの 20 年ぐらいで、最初、初代の会長がお寺の住職さ

んで始まって、次は校長先生がやって、郵便局長がやって、今の 4 代目が何と 20 年間

続けている人なんですけれども、トラックの運転手さんがこの地域を率いているという

ことで。元トラック運転手の辻駒さんという方に今回いろいろ、地域を一日ご案内いた

だいたのです。66 歳とおっしゃっていました。この人はもちろんその川根地区出身なの

ですが、やはり自分が卒業したときには中学はあったのですが、高校がないので広島の

方に、町の方に出るのです。広島に出て、奥さんを見つけて、U ターンをされたという

ことだったのです。 

帰って来た当時にもう既にこの協議会があったのですが、帰ってきた 30 代のときはそ

ういうまちづくりの意識というのはあんまり自分自身なかったということで、全然これ

にはノータッチの姿勢だったのですが、転機になったのが 1992 年、ちょうど辻駒さん

がこの会を引き継いだときですけれども、ちょうど「ふるさと創生事業」というのがあ

りましたよね。1 億円を町に配布して、温泉などを掘削したりとかという事業がありま
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したけれども。ここは面白くて、

その 1 億円の事業というのを、

ちょうど中学校が廃校になった

年が 1992 年だったので、その廃

校を活用するようなまちづくり

をしていこうということをしま

す。よくあるのが、廃校をその

まま残して宿泊施設にしていく

とか、農村レストランにして人

が集まるような施設にしていく

という例は多いと思うんですけ

れども、ここは廃校を全部 1 回

解体して、もう古い思い出は 1

回ここでリセットして、新しい

まちづくりをする拠点にしようということで、全部廃材を再利用する形で、自分たちの

まちづくりの拠点というのをここで立ち上げました。これが「エコミュージアム」とい

うことですべてのまちづくりの拠点になっているのですが、「エコミュージアム川根」と

いいます。例えば壁なども、当時使われていたこういう中学校の床を全部壁に直したり、

上の古い梁などというのもそのまま教室の当時のものを使ったりというふうに、自分た

ちの地域は自分たちで守っていかないと駄目ということで、その事業をつくって自分た

ちの活動拠点をつくっていきました。 

それでいろいろなことをしていくのですが、例えばその 1 つは「開発部」というのが

あるのです。開発部というのは、もちろん行政の管理の下ですけれども、道路整備など

を自分たちでやっていくと。行政が一方的に道路開発をするのではなくて、自分たちが

事前に調査をして「こういうふうに道路をつけたい」というふうに要求を出したりなど

するのです。あるいは「3 号線が氾濫した」ということで、川の災害というのは非常に

大きいのですが、川のその支流のつけ替え工事というのもありまして、そういう支流の

つけ替えの設計図などもここで全部書いたり、というようなことがされています。 

それで、そのコンセプトは 75 歳が 210 人いるという町に、とてもじゃないけど企業

というのは今まで 1 つも誘致もしたことがないのです。この先、来てくれる訳もないと。

だけど、「この 210 人が生活の糧を得て暮らせる仕組みをつくろう」ということが追求

されているのです。 

1 つはちょうど 92 年、同じぐらいの頃から、ユズの産業振興ということで「ユズ部」

というのを立ち上げて、ユズのまちづくりということがされています。ちょうど我々が

馬路村に行ったんですけれども、馬路村の規模にはとてもじゃないけど及ばないのです

が、何とかそのユズの部門で産業として収入を得て、ほかの部門に回すということをし

ているのです。ユズの産業で得たお金を、例えば 75 歳以上の人は「デイサービスという

のを受けたい」と。福祉施設ももちろん 1 つもない、病院も 1 つもないと。隣町に 2、

30 分かけて、足の悪いおばあさんが歩いていくと。これをどうにかしようということで、

全国で初めて空いている公民館を利用して、週に 3 回、隣のデイサービスのサテライト

をつくるということをしています。これも全国で初めてで、要は出張ですよね。デイサ

ービスを出張で受け入れるということをしたり、産業でもうかった部門をすべて福祉に

回すというようなことが徹底されています。 

住民たちが自分たちで頭を使ってやっているというようなのがコンセプトになってい

ます。ですから、中山間地域で「年寄りを元気にする」ということをモットーにしてい

るのですが、この中山間地域でお年寄りを元気にということをしながら、視察をどんど
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ん受け入れるのです。その年寄りが元気な姿をどんどん見てもらおうということで、年

間百件ぐらいの視察を受け入れて、いろいろな人が集まるというようなまちづくりをし

ているのです。 

私たちもその辻駒さんという方に、川根地区はそれほど本当にいろいろな施設がある

わけではないのですが、地域を一日ご案内いただいたのです。後から知ったのですが、

その日は一日、1 泊 2 日で我々はエコミュージアムに泊まったのですが、その会場の辻

駒さんの妹さんのだんなさんが、当日の朝亡くなったという知らせが入ったのです。そ

れにもかかわらず、予定どおり我々の合宿を受け入れていただいて、1 泊 2 日お付き合

いいただいたのです。最後、その夜の懇親会も、その川根地区の住民の皆さんの手料理

で受け入れていただいて本当に温かく、隣の県の大学生たちを迎え入れてくれました。

これで、大学生たちが「何か恩返しをしたい」と言い出して、「辻駒さんも無理して出て

きてくださったのだから」と。すごく熱い人なので、彼の講義を聞いて本当に学生たち

は感動したということで、その翌朝、朝 6 時から 8 時まで、26 人しかいない小学校が、

来週が運動会で、高齢化して草むしりが本当に大変ということを聞き、学生たちが朝か

ら 2 時間、草むしりをさせていただいた。初めて行った所なのですが一期一会、すごく

深く接してくださった地域でした。というのは、やはり福祉に回すと今まで外に開かれ

て、受け入れるということが非常にできているという地域だということを実感したので

す。 

もう 1 つ興味深いのは、（コンビニもＪＡもありませんので）自分たちで「万（よろず）

屋」という店を運営しているということです。ガソリンスタンドも町から撤退してなく

なるということになったので、「油屋」というガソリンスタンドまでも自分たちでつくっ

たのです。 

これはどういう仕組みかというと、ＪＡはさっき言ったように、中国地方では結構強

くて、広島などは結構ＪＡ依存なんですけれども、どんどん統廃合して、やはり支所が

なくなっている。ＪＡの支所で、やはりスーパーの機能も果たしていた。これが 2000

年ですけれども、撤退してしまうということになりました。「じゃあ、自分たちでやろう」

というふうに会長が考えて、1 戸当たり 1,000 円の出資を出せば何とかなると。240 戸

の世帯がありますので、24 万円ですよね。何とかなると。お金ではないんですけれども、

1 戸 1,000 円、全員加入で呼び掛けて、相互扶助の仕組みをつくりたいということをし

ました。辻駒さんは、「いろいろなことをしている中でこれが一番大変だった。最初は反

対だった。総スカン」と言うのですが、ＪＡが撤退したというのは、もちろんそこの支

所が赤字だったわけで、いくら村人たちで運営をやったとしても黒字になるわけがない。

赤字が続くだけだという。結局、最初 1,000 円と言われたのが出せるような出資金で呼

び掛けておいて、24 万円でスタートしたとしてもすぐに赤字になって、また増資させる

のではないかと住民から総スカンを食らったのです。だけど、辻駒さんは頑として譲ら

なかったと。もう地域で店がなくなってしまったら、その地域の過疎化が進むのはもち

ろんのこと、辻駒さんは「心の過疎、心のよりどころがなくなってしまう。これだけは

絶対に守りたい」ということで、「赤字にしない方法が 1 つだけある。これは皆さんが使

っていただくことだ」ということで、この万屋をＪＡの跡地に、コンビニ施設ですけれ

どもスタートさせました。 

もちろん高齢化の世帯ですので、その町に 1 つの万屋であっても、なかなか買い物に

来ることができないということで、宅配の事業もあらためて始めたのです。むしろこち

らから電話をするという宅配。年寄りの独居世帯が多いわけですよね。その日暮らしで

買い物をするにしても、自分からなかなか宅配に電話をする人が尐ない。この従業員で

最初に任されたのが女性なのですが、一戸一戸お年寄りの世帯に、豆腐 1 つであっても

必ず配達するということで、「何が必要ですか」ということで 75 歳以上の 210 人に必ず
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電話をして、毎日のように配達をされているということです。その配送料はただなので

す。もうボランティアでやっていたと。だから、もちろん赤字にはなっているのですが、

「利用してもらう」ということがまず何よりなので、そういう仕組みを考えていきまし

た。 

油屋というのも、ずっとガソリンスタンドが 30 年続いていた、ちょうどＪＡの横にあ

ったガソリンスタンドなんですけれども、ほぼ同時期になくなるのです。これも復活さ

せていく、自分たちの独自の出資で油屋というのを別につくっていくのですが。これは

うまい仕組みがあって、川のつけ替えの工事というのをするのです。たびたび氾濫が起

こる地区なので川のつけ替えがあったと。大きな川、3 号線が通っている江の川という

のがあって、この小さな支流があるのです。ちょうど油屋というのは川のすぐ横にある

のです。だから、川の被害に遭いやすい。このつけ替えの工事を行政に持ち掛けて、掛

かるようにつけ替えの設計をわざと自分たちでして、これをやや動かしてここの補助金

をもらうように、うまい仕組みを考えるのです。だから防災費として、この万屋と油屋

という 2 つの運営費というのを賄うような仕組みというのを整えていって、町から 4 千

万円ぐらいの保証を受けて、この事業というのをスタートさせておられます。 

いろいろな事業があって、一遍にしゃべると分かりにくいのですが、写真でもあれば

すごくイメージしやすいのですけれども、どんどんいろいろなことを事業化しています。

そういう宅配の事業をするに当たって、やはり独自の自動車、配送車というのを買って、

ものだけではなくて、先ほどのデイサービスに人を運ぶということもやっていますので、

広く運送事業を手掛けるようにもなっています。配送の車を 3 台保有して、「もやい便」

と呼んでいるのですが。「もやい」というのは、中国地方の言葉で「助け合う」という意

味があるらしいのですが、「もやい便」ということでデマンドバスですね、これを運営し

ています。エコミュージアム川根という所で、しかもほとんど飲食店もないような地域

なのです。飲食店も全くありませんでした。ですから、村の会合というのはすべてエコ

ミュージアムでやって、懇親会、飲み会というのも全部エコミュージアムなのですが、

最後はみんなが飲んでも、飲酒運転にならないように「もやい便」というのが必ず来て、

各戸に送り届けるという仕組みがされています。これも運営はどうされているかという

と、子どもも含めて住民 520 人が全員出資する仕組みが取られているのです。毎日、必

ず 1 円以上貯金する「毎日 1 円貯金」と呼んでいましたが、毎日 1 円以上貯金をすると。 

万屋などにもそういう竹で切った貯金箱を置いておいて、我々のような視察に来た人

がまさか 1 円だけ入れて帰るわけにはいきませんから、そこに外から来た人も寄付をし

て、そういうふうなお金を主体に「もやい便」というのを動かしたりしておられます。

何しろすごく斬新な仕組みでこういう地域の運営というのをされていて、自治体に頼ら

ないような自分たちの仕組み、しかも半分近くが 75 歳以上ということで、されていると

いうことに非常に驚きました。もちろん、集落営農法人もされている地域であります。 

今、地域振興協議会とか先ほどの自治体の取り組み、これが先ほどの集落営農法人の

母体となって、今結びつきつつあるという動きが、かなり中国地域では見られます。卖

に集落営農で、みんなで農業をやって法人化して、その補助金の受け入れ、受け皿をつ

くるだけではなくて、トータルで地域づくりを進めるということが、その集落営農法人

をきっかけにして地域振興協議会というのはできていたりします。島根も大変盛んなの

です。今、これは広島の例なのですが、行政の話というのは一切出てこなかったという

事例です。 

もう 1 つは島根の事例を見ていきたいのですが、島根県の美郷町というちょうどこの

地域、川根地区に接している地域なのですが、美郷町のお話をしたいと思います。 

今回、我々は美郷町という所にも行ったのです。美郷町というのはちょうど島根の真

ん中にある人口 1 万人ぐらいの町ですけれども、高齢化率が一番高くて 40％を超えてい
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るというような地域です。 

ここでの産業振興はどういうこ

とをされているかというと、これ

は行政主導で始まったのですが、

鳥獣害被害が高知県も非常に多い

ですよね。高知はすごくシカが多

いというふうに聞くのですけれど

も、島根はイノシシとサルがすご

く多いんです。その「駆除イノシ

シ」というものを使ってこのまま

ブランド肉として出荷して、産業

振興につなげようという動きです。

美郷町というのが「邑智（おおち）

郡」という名前で呼ばれているのですが、「おおち肉」と、「おおち山くじら肉」として

出荷している事例なのです。 

この産業振興をつくり始めたのは、たった一人の男性がスタートさせたのですが、10

年前にすごく鳥獣害被害、特にイノシシが農地を荒らして大変だったと。そのときどう

いうふうな対策がされていたかというと、農家と、地域の猟師さんたちの組織の「猟友

会」、そして行政と、この 3 者が連合して、この駆除イノシシというものの対策に当たっ

ていたと。今でも、そういう地域が多いと思います。だけどいろいろな弊害、問題が出

てきたと。例えば猟友会は、行政が駆除を進めたいという中で、島根は年間 1 万頭の被

害があるといわれているほどイノシシ被害が非常に多いですね。その中でも一番中心地

にあるので、イノシシが集まりやすいような地域だといわれています。美郷町は先駆け

で、1 頭捕まえたら 5,000 円の報奨金をその猟友会へあげるというような仕組みを考え

ました。1 頭 5,000 円というのを「しっぽを行政に持ってきたら、その場で 5,000 円と

換金する」と、しっぽと現金を交換していたのです。猟友会はもちろん美郷町、旧邑智

町というのですが、旧邑智町以外の所から周辺のイノシシのしっぽを切って、全部美郷

町に持ってくるというような現象が起きて、「これは去年の何倍ものイノシシが美郷町で

確認されているのはおかしい」ということで現場を調査したら、ほかの地域で取れたも

の、あるいは他県で取れた、広島で取れたものなどが流れてきて、美郷町で換金してい

たという例が届いていたのです。一方で農家から見れば、イノシシの被害というのは全

く減らないというような、3 者がばらばらのような状態が続いていました。 

ここで、9 年前に鳥獣害被害課にいた一人の、当時は青年で、今は 30 代後半の安田さ

んという人がいるのですが、この人がこういう仕組みの利害関係をなくすにはどうした

らいいかと考えて、「この猟友会に狩猟を依存するのではなくて、農家が自ら狩猟をすれ

ばいい」という考え方に変わっていくのです。農家さんが狩猟免許を取ればいい、とい

うような考え方をするようになります。当時、特区制度を利用して、狩猟免許を取ると

いうのはすごく大変なようで、イノシシやサルの知識だけではなくて、例えばカモ等の

知識など、あらゆる動物の生態を知識として付けて、試験を受けてやっと合格できると

いう、そうしたらもらえるというのが狩猟免許らしいのです。その猟を、狩猟免許をま

さか農家の人に全部やってもらうのは大変だということで、特区制度を利用して、イノ

シシとサルだけの知識だけで勉強してもらって狩猟免許も出せる、という仕組みを整え

てきました。そうしたら農家さんが「女性であっても狩猟免許が取れる」と、美郷町に

限ってはそういう特区を作ったのです。ここでだいぶ大きな仕組みが変わってきて、農

家さんに狩猟免許を取れるような人が多くなってきたと。また、自分の農家だけではな

くて、一応しっぽだけ流れてきて現金というのはもうやめにして、隣組で、住民同士で
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生体確認してから 5,000 円という報奨金を渡すようにしようというふうに、現場確認に

変えていったということです。 

じゃあ、やはり猟友会に依存していたころから全体で取れるイノシシの量というのは

またはぐんと上がるわけです。多いときには、この町内だけで 1,000 頭も取れるという

ような状態が続きました。この 1,000 頭を農家さんがさばいて、地域の人たちだけで食

べるというふうな、今までの猟友会、猟師さんがやっていたようなやり方だけではとて

ももったいないと。これをブランド化して首都圏などに売っていって、高付加価値を付

けて売っていこうという取り組みがちょうど 5 年ぐらい前からされるようになったので

す。 

どういうことをしたかというと、この安田さんという人は行政マンなのですが、全く

こういう依存体質ということであれば産業振興はうまくいかないということで、補助金

などを一切出さない仕組みでこれを回していきたいと考えました。まずやったのが産学

連携の利用なんですけれども、「獣医学部」がありますよね。島根にはないのですが、東

京の麻布大学という所にイノシシの研究で有名な若手の先生と、その鳥獣害の研究をし

ているグループがいるのです。そこにゼミ生がいると。我々みたいにゼミ生が何人もい

るゼミで、ゼミ合宿の受け入れ地を探していたと。じゃあ美郷町が手を挙げて、「もう 1

年間いてくれてもいいし、夏休みだけでもいいし。その代わり、イノシシのデータを無

償で取ってください」と。ここは学生にとってもメリットがあって、中山間地域でイノ

シシの生態というのができるフィールドワークですよね。役場から見れば、学生がイノ

シシの生態を調べてくれた上に、出荷する肉質のデータというのを無料で取ってくれる

というようなことを学生たちにさせたのです。だから、実質ただですよね。そのうち 2

人ぐらいが 1 年間、この美郷町に泊まり込んでデータを取ると。肉質のデータとイノシ

シがどこに発生するかという、恐らく生体のデータだと思うのですけれども。そういう

ものをデータとして提供していきました。そしてなかなかいい肉の品質だということが

分かって、東京の方のいろいろな食の展示会がありますよね。それに出品して、「おおち

山くじら」として発表していくことになります。 

だけれども、なかなかそれだけではもちろん販路につながらないということで、いろ

いろな仕掛けをここからしていくのですね。だから最初は鳥獣害被害で始まったのが、

どんどん産業振興の方に流れていったというようなことです。 

安田さんは 10 年前、十数年前は鳥獣害被害課という所の所属だったのですが、そのま

ま産業振興課の方に移って、同じ仕事を彼は十数年やっているのです。課は違っても、

同じことをやっています。産業振興課に移った彼は、2 つのセンターを立ち上げました。

それはイノシシの解体のセンターですけれども、これは町の出資でやりました。もう 1

つは、女性たちが働ける場をつくるということを彼は同時並行でやっていくのです。イ

ノシシの仕事とか、イノシシを解体する仕事というのはほとんど男性ですよね。こちら

は男性に請け負ってもらいます。取れたイノシシを早くさばかないといけない、それか

ら急速に冷凍しなければいけないという仕事があります。これも男性にやってもらいま

す。じゃあ女性はどういうふうな仕事をやってもらうかというと、これは 2 つあって、1

つがイノシシ肉の生体肉の加工ということをやってもらうのですが、これも全部自立的

にさせていると。これも、廃校になって誰も使わなくなっていた給食センターを利用し

て、奥さま方が 8 人ぐらいのグループですが、おおち山くじらの加工グループというの

を立ち上げます。この 8 人は、美郷町というのは市町村合併で 2 つの町が合併している

のです。昔、美郷町の前は邑智町という所だったのですが、これはほとんどその邑智町

での取り組みだったのです。だけど、この女性の加工グループができるときは市町村合

併をしていたということで、新しく合併した所、旧大和村という村ですが、隣の村で今

は美郷町になった所と、主にずっとイノシシの駆除をやっていた邑智町、両方同数で 4
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人、4 人でスタートさせています。ここは 8 人でやっているのですが、全く行政に依存

していません。給食センターを借りる費用も、光熱費も、全部町役場に払うことを約束

されてからスタートしているのです。普通、こういう事業を立ち上げるときには行政が

面倒を見て、まさか家賃を取ったりとか、そういうことはあんまりしないと思うのです

が、給食センターが廃校であってもちゃんと家賃を取って、自立させるということから

スタートさせています。これは 2 年前に始まった事業なのですが、まあぼちぼちですが

加工の品目が増えて、もう 10 種類以上になっています。佃煮とかみそ煮とか、野菜など

を付けてイノシシ肉の鍋のセットということもネット通販して、それがかなり売れ筋に

なって、収益がとんとんぐらい、やっと 2 年目にして達成できるということになってい

ます。 

2 つ目は、この女性たちが「農業

を 100 歳まで続けよう」というふ

うに、イノシシと共存しながら、

イノシシの被害というのはやはり

減っているものの、全く阻止でき

るものではないと。「100 歳までイ

ノシシと闘いながら農業をできる

仕組み、これを女性中心に考えて

もらおう」ということで、実験補助を立ち上げているのです。これがある集落の実験補

助なのですが、例えばどういうことがされているかというと、農地があっていろいろな

作物が植えられているのですが、この周りに自分たちの考案したイノシシよけと、サル

が上から飛び越えてこないようにサルのネットを、自分たちで「猿落（えんらく）君」

という名前のネットを作っているのですが、それを考案して入ってこない仕組みを考え

ています。だけど入ってくるので、またビデオカメラを付けたりして、イノシシの生態

というのを女性たちが自ら

勉強して、イノシシに食べ

られないような作物を作っ

ているということです。 

それから 100 歳まで続け

られる仕組みということで、

多く果樹を植えているので

す。果樹というのは木が高

くなりますよね。例えばキウイなどというのもかなり木が高くなって、取れないと。ま

さか脚立に乗って、80 のおばあさんが取れないということで、車いすに乗って収穫でき

る作物に全部転換しているのです。それはプロの人から指導を受けているのですが、「自

分たちが今元気な間に、元気がなくなったときにも続けられる農業を」ということでし

ています。ここで取れた野菜などを全部青空市に出荷して、集落の収益に換えていると

いうようなことがされています。 

そのイノシシのブランド肉自体はどういうふうな販売の仕方をしているかというと、

これが面白くて、一切安売りはしないのです。キロ 8,000 円ぐらいで、ほとんど東京向

けですね。キロ 8,000円というと、和牛の価格と比べても結構な値段ですよね。キロ 8,000

円で、直接ホテルに卸しているというようなことがされています。特に、「これは島根県

のイノシシ」ということでは、実はレストランには出されてないのですが、直接ホテル

のシェフにこの美郷町に来てもらって、そのイノシシの取り組みを見てもらってファン

を増やして、置いてもらう高級レストランというのを増やしているというような状態で

あります。 
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2 つの、島根県美郷町の事例と、それから川根地区という事例を、本当に行ってきた

ばかりでまとまったお話ができなかったのですが、させてもらったんですけれども。地

形が本当に全く同じで、同じような条件を抱える所でも、これだけまちづくりや産業振

興というふうなやり方が違うなということを実感しています。 

美郷町も、これは行政主体の取り組みなんですが、やはり川根地区と同じように地区

振興センターや地区振興協議会というのが非常に多い地域なのです。だから中国地方と

いうのはやはり高齢化、それから農業はできない、どうするかというときに、その集落

営農の法人化をして、それから地区の振興会をつくって、行政に依存しないまちづくり

というのが施行されているというようなことであります。 

高知県の取り組みも、恐らく専業農家さんが非常に多いので、農業の後継者さんとい

うのが現場に出ておられて、皆さんとも日々接点があると思うのです。そういう意味で

はかなり条件が違うのですが、こういう事例が近くの中国地方ではあるということを知

っていただければなというふうに思います。 

何か中国地方の事例ばかりで恐縮でしたけれども、これで話の方を終わらせていただ

きます。どうもありがとうございました。 

（終） 
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2009 こうち地域産業振興人材育成塾（通称・関塾）カリキュラム 

 

回数 
タイム 

テーブル 
表題 

カテゴ

リー 
研修内容 時間（分） 

１
（会
場
・高
知
市
） 

1日目 

11月 24日 

（火） 

 

13:00-13:15 

・地域産業振興

の必要性を知ろ

う 

・地域産業振興

に向けて意気込

みを語ろう 

- 開校式（事務局） 15 

13:15-13:20 - オリエンテーション（事務局） 5 

13:20-14:50 講義 地域産業振興とは（関塾頭） 90 

14:50-17:30 ‐ 自己紹介（塾生各自・１人 8分） 160 

2日目 

11月 25日 

（水） 

9:00-10:30 講義 
中山間地域の産業振興について

（関塾頭） 
90 

10:30-12:00 講義 
今後の地域産業振興のあり方（関

教授） 
90 

13:00-15:30 講義 

地域産業振興の現場を見るための

心構え（岩手県宮古市産業支援セ

ンター所長・佐藤日出海氏） 

150 

15:30-16:00 実践 研修報告書作成（塾生各自） 30 

２
（会
場
・四
万
十
町
） 

1日目 

 

 

2010年 1月 23日

（土） 

   

13:00-14:00 

・県内地域産業

の実態を知ろう 

・自ら地域産業

の現場を見てみ

よう① 

講義 

高知県の産業振興計画について

（高知県産業振興推進部計画推進

課 澤田 博睦課長補佐） 

60 

14:00-15:00 講義 
高知県内の地域産業の現状 

（同上） 
60 

15:00-17:00 講義 

四万十ドラマのとりくみ 

（四万十ドラマ代表 畦地履正氏） 

おかみさん市のとりくみに 

（おかみさん市会長 居長原 信子

氏）  

120 

2日目 

2010年 1月 24日

（日） 

 

 

9:00-14:00 実践 

県内地域産業の現場に学ぶ① 

「桐島畑」「広井茶生産組合」「四万

十のもり組合」 

240 

14:00-15:30 実践 
グループ討議・意見交換 

（現場訪問報告） 
90 

15:30-16:00 実践 研修報告書作成（塾生各自） 30 

３
（会
場
・島
根
県
） 

1日目 

2010年 3月 16日

（火） 

8:30-13:00 

・他地域の取り組

みに学ぼう 

・他地域の仲間と

のネットワークを

作ろう 

- 移動  

13:00-17:00 

講義 

 

 

 

 

 

 

島根県の地域産業創造の取り組み

について（島根県商工労働部） 

雲南市「雲南市農商工連携協議

会」のとりくみ 

飯南町「ヤマトイモの地域ブランド

化や森林セラピーによる産業振興」 

240 

2日目 

2010年 3月 17日

（水） 

8:30-11:30 実践 
島根県の地域産業の現場訪問 

「（株）吉田ふるさと村」 
180 

11:30-13:00 実践 グループ討議・意見交換 90 
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（現場訪問報告） 

13:00-17:30 - 移動（帰途）  

４
（会
場
・馬
路
村
） 

1日目 

2010年 5月 19日

（水） 

13:00-14:30 

・農商工連携に

よる産業振興を

考えよう 

・自ら地域産業

の現場をみよう

② 

講義 
B級グルメと地域ブランド戦略（関塾

頭） 
90 

14:30-17:00 講義 

馬路村農協のとりくみ（馬路村農協

組合長 東谷望史氏） 

企業誘致と地域産業おこし 

（島根県商工労働部企業立地課 

福間 敏氏） 

150 

2日目 

2010年 5月 20日

（木） 

9:00-14:00 実践 
県内地域産業の現場に学ぶ② 

｛菊水酒造｝「赤岡青果市場」 
240 

14:00-15:30 実践 
グループ討議・意見交換 

（現場訪問報告） 
90 

15:30-16:00 実践 研修報告書作成（塾生各自） 30 

５
（会
場
・土
佐
清
水
市
） 

1日目 

2010年 7月 30日

（金） 

13:00-16:00 

・産業振興方策

を検討しよう 

・自ら地域産業

の現場をみよう

③ 

講義 

SWOT分析 

（島根県立大学准教授 松永桂子

氏および各塾生） 

180 

16:00-17:00 講義 

地域資源を生かした地域産業の振

興について（土佐清水元気プロジェ

クト常務理事 泥谷光信氏） 

60 

2日目 

2010年 7月 31日

（土） 

9:00-12:00 実践 
県内地域産業の現場に学ぶ③ 

「苺氷」「大串農園」 
180 

14:00-15:30 実践 
グループ討議・意見交換 

（現場訪問報告） 
90 

15:30-16:00 実践 研修報告書作成（塾生各自） 30 

６
（会
場
・高
知
市
） 

1日目 

2010年 9月 

10:00-12:00 

「地域産業振興

方策」発表会 

実践 
会場設定・リハーサル 

（事務局・塾生） 
120 

13:00-14:00 講義 
旅立ちに向けての激励講演① 

（関塾頭） 
60 

14:00-17:00 実践 

「私の地域産業振興方策」発表会

（塾生グループ発表・１グループ 30

分＋質疑応答・講評） 

180 

2日目 

（2010年 

9月予定） 

9:00-10:00 講義 
旅立ちに向けての激励講演② 

（松永准教授） 
60 

10:00-10:30 - 修了式（事務局）  

10:30-11:30 - 意見交換  

11:30-12:00 - 研修評価報告  
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２００９「こうち地域産業振興人材育成塾（通称：関塾）」実施要綱 

 

 

１．塾の名称 こうち地域産業振興人材育成塾（通称：関塾） 

２．主催者等 （社）高知県自治研究センター  （後援・高知県） 

３．塾の目的 地域を支えるのは地域に住む者である。その中でも、地域産業にお

いては人材が最も重要であり、知的生産性を向上させるために、長

期的視点に立った人材育成が求められる。 

この塾は、地域内発型の産業振興が求められるいまこそ、地域の実

態を踏まえた産業政策の立案と実践ができる地域産業の担い手を育

成し、産業振興による地域の活性化と雇用の拡大、併せて税収の確

保と住民サービスの向上という流れを作り出していくことを目的とす

る。 

４．塾の目標 地域産業を牽引する、志の高い人材（地域プロデューサー）を育成

することを目標とする。 

５．事業内容 ①関満博一橋大学教授を塾頭（主任講師）に、「知識の伝達」ではな

く、講義、現場研修で「先端」を感じ、その中で自分は、自社は、わが

町はどうするべきかを考える研修を行う。 

②研修は、塾生相互の討論と意見交換に重点を置き、考え発言する

力を養う。 

③講座では「考え」「理論」を、交流会では「目標」「夢」を話し合う。 

④他地域との交流により、ネットワークを広げ、地域産業振興に生か

すと共に、刺激をうけあい、互いの活性化を促進する。 

６．受講資格 男女を問わず、また業種、業態問わず、若手経営者、後継者、県及

び市町村職員、各種団体役職員、地元金融機関職員、学生のほ

か、地域産業に視点をおいた起業を目指す者。（ただし、40 歳未満

の方） 

７．成果物 1年間の研修（研究）活動の結果レポート 

８．塾生の権限と責任 ①塾生は、相互の全人格的な付き合いにより、成功・失敗などの経

験、発想、覚悟、志、社会的使命感を共有し、お互い切磋琢磨し、直

面する様々な課題を自ら考え克服する力を鍛練、養成する。 

②そのために、各人が意識の向上と人的ネットワークの構築を図るこ

と。 

③塾生の心得 3カ条 

－明るく楽しく 

－否定語を使わない 

－自分から動く 

９．情報伝達の方法 情報伝達の方法は、口頭、メール、電話、FAX とするが、ドキュメント

として残すため、PC メールを原則とする。 

10．開催日程の設定 ・事務局は講師および関係者との連絡調整を行い、できる限り早期

に開催日程を決定する。 

・事務局は開催日 1 か月前までに、指導者および塾生に対して開催

日程等の通知をメールで行う。 

・塾生はメール受理後開催日の 2 週間前までに、事務局に対してメ

ールで、出欠の意思確認の返信する。 

・塾生は、欠席するときには必ず理由を明記する。 
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11．協議事項 ・会議における決定事項等の確認および欠席者への会議概要等の

連絡については、会議終了後１週間以内に議事録を作成し、指導者

および塾生にメールで配信する。 

12．進捗管理 ・事務局はカリキュラムおよびスケジュールの変更の必要がある時に

は、これを速やかに行う。 

13．成果物の公表 ・第 6回（最終回）において公表を行う。 

・成果物の公表は、求めに応じて随時開催する場合がある。 

・成果物は、社団法人高知県自治研究センターのホームページ

（http://www.kochi-jichiken.jp）で公表を行う。 

14．聴講の自由 塾はオープンとする。したがって聴講は自由にできるが、会議での発

言はできない。 

15．経費負担 １泊２日の合宿形式とするため、宿泊費（朝食付１泊）は事務局負担

とする。また、県外での合宿の際の交通費（高知市内～現地）は事務

局負担とする。上記以外は本人負担とする。 

16．受講申し込み 添付様式にて、10月 30日（金）事務局必着とする。ただし、郵送の場

合は当日消印有効。 

17．定員と受講者の決定   定員は 15名とし、受講希望者が定員を超えた場合は、書類審査によ

り、事務局で受講者を決定する。受講者の決定通知は 11 月 10 日

（火）までに、本人に対して伝達を行う。 
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「こうち地域産業振興人材育成塾」塾生一覧 

  性別 氏 名 所   属 

1 男 塚地 直人 黒潮町役場 総務課 企画振興係 

2 男 小松 幸司 安芸市役所 農林課 農政係 

3 男 川久保 可不可 南国郵便局 

4 女 手島 真由美 芸西村役場  

5 女 三好 裕子 株式会社 相愛（そうあい） 

6 男 大崎 博士 自営業 

7 女 山地 由圭里 高知大学人文学部社会経済学科 3年 

8 女 竹原 亜希 自営業 

9 男 山田 哲也 高知県産業振興推進部 

10 男 西村 喬典  (株) 高知銀行  

11 男 岡村 幸政 高知県産業振興推進部 

12 男 東森  歩  (株) サニーマート 

13 男 大田  剛 仁淀川町役場 

14 男 川村 聡志 高知大学 農学部農学科森林科学コース 3年 

15 女 田中 菜生 こうち人づくり広域連合 

16 男 遠賀 正典 （株）高知銀行  

17 女 佐竹 あずさ 高知大学 人文学部社会経済学科 4年 

18 女 杉本 奈奈世 いの町役場  

 


