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平成 30年度 日本風景街道大学 

テーマ「きらめく人と地域～交流と連携の輪はエリアを越えて拡がり始める」 

 

開催報告書 

 

テーマ きらめく人と地域～交流と連携の輪はエリアを越えて拡がり始める 

日 時 

１日目・平成３１年１月１１日（金） 

２日目・平成３１年１月１２日（土） 

３日目・平成３１年１月１３日（日） 

主 催 
日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会 

特定非営利活動法人 日本風景街道コミュニティ 

共 催 
宮崎大学 地域資源創成学部 

道守みやざき会議 

後 援 
（一社）シーニックバイウェイ支援センター、道守九州会議、都市計画学会九州支部、

国土交通省九州地方整備局、宮崎県、日南市、串間市 

参加者数 

１日目 90 名 

２日目 73 名 

３日目 バスツアー12 名 サイクリングツアー16 名 

 

 

－１日目 開催概要－ 

 

【主催者挨拶】 

・日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会 会長 長友 治氏 

・日本風景街道大学 学長 石田 東生氏 

    

【来賓挨拶】 

・九州地方整備局 道路部長 前佛 和秀 氏（代読 道路情報管理官 小串 俊幸 氏） 

・宮崎県県土整備部 部長 瀬戸長 秀美 氏 

 

 

 

  

九州地方整備局 

道路情報管理官 

小串 俊幸 氏 挨拶 

宮崎県 

県土整備部 部長 

瀬戸長 秀美 氏挨拶 
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【オリエンテーション】「風景街道大学のこれから」 

講師：ＮＰＯ法人日本風景街道コミュニティ理事 

日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会顧問 吉武 哲信氏 

 

〇これまでの風景街道大学の開催経緯や内容についてお話しいただいた。 

・過去のテーマ 

第１回（Ｈ22）日本風景街道の理念、最終目標の理解 

第２回（Ｈ23）地域資源を磨き、つなぐ 

第３回（Ｈ24）沿道修景の課題、国際交流観光 

第４回（Ｈ25）つながる 

～一緒に考えよう、がつながる第一歩・・・ 

第５回（Ｈ26）～情報と交流、その先にあるもの～ 

風景街道における道の駅をテーマに 

第６回（Ｈ27）地域と私のかかわり方 

第７回（Ｈ28）生み出す~地域の力 

第８回（H29）地域の力～はぐくみ 伝える 未来に向けて私たちはどういく？ 

第９回（H30）きらめく人と地域～交流と連携の輪はエリアを越えて拡がり始める 

 

 

 

【講義１】「今年度の風景街道大学について」 

講師：宮崎大学地域資源創成学部 副学部長・教授 根岸 裕孝 氏 

 

〇道守みやざきの活動報告、広域連携についてお話いただいた。 

・東九州自動車道が開通したら、東九州で連携していきたいとい

う意見がある 

・具体的に、大分の取り組みに学ばせていただいていて、「３つ

の輪」道守、道の駅、風景街道が一緒に取り組むことで色々な

ことができるんだということである。 

・いいところは真似しよう！ということで宮崎も、「４つの輪」

で取り組みをスタートした。 

・道路協力団体制度に道守みやざきとしても登録し、資金獲得の

しかけを考えている 

〇今年度のカリキュラムについてご説明をいただいた。 

・自分事としてどうしたら交流連携していけるのか。地域の中、

外とどう連携できるか？それぞれの立場でお話いただき、共有

できればと思っている。 
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【講義２】「日本風景街道の発展に向けて 提言」 

講師：国土交通省 道路局 環境安全・防災課長 野田 勝 氏 

風景街道の現状と提言までの流れについてご説明いただいた 

・そもそも、風景街道とは、多様な主体によるパートナーシップで、

道を舞台に、地域活性化、観光振興、美しい国土景観の形成、この

３つを有機的につないでいこうというもの 

・10年経過するなかで、様々な課題が出てきている 

・「日本風景街道」有識者懇談会を設置し、様々な議論をいただいて

おり、H30 年 8 月「日本風景街道の発展に向けて」の提言が出され

た 

＜発展に向けた課題＞ 

・２年前にアンケートを実施。多くの団体が発展、継続している段

階している中、停滞、活動を減らしていくという段階のところもあ

る。 

・2割程度の団体が、資金、人員体制が不足しているという回答。ま

た、所属人数は多いが、主体的に活動している人数は 10人より少な

いところが多く、年齢的には 50代、60代の方が多くの役割を担って

いる。 

・活動が停滞しているという団体の回答をみると、主体的な活動人員が 10人以下というところが多く、資

金面では手弁当での活動がメインとなっている。 

・協働相手としては、道の駅やジオパークなどとのタイアップがあると良いという意見や、関係自治体の

意識の課題なども挙げられている。 

＜具体的取り組みの方向性＞ 

①景観の整備・保全 ：風景街道についての認知度が低い。標識への掲示や情報発信ができていないとい

う意見。北海道シーニックでは、ビューポイントの駐車場整備を行っている。 

②案会看板等の検討 ：統一感を出しながらつくっていくことが必要だが、どの道路をどのように案内し

たいのか、考えていく必要がある。 

③情報の発信・共有 ：各団体が個別に行っていて、統一的なものがない。全国横断的なポータルサイト

は今年度中には取り組むが、タイムリーな更新は、地域の方にお願いしていきたい。 

④道の駅との連携：色々な連携のバリエーションがある。 

⑤同種活動との連携 

⑥関連施策との連携 ：地域的なアンバランスもある 

⑦関係者の交流 ・3月に全国規模の意見交換会の機会 

⑧表彰制度の導入 ：各省庁にお願いしている。全国表彰も検討していく 

⑨登録内容の再確認 ：ネガティブではなく前向きな確認 

⑩道路協力団体制度の活用 ：30団体中 9団体が風景街道。効果的に活用するため、制度改善も検討。 

⑪支援体制の構築  
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「ディスカッション」 

講師の野田課長、石田 東生 氏（風景街道コミュニティ代表理事）、谷越 氏（きらめきライン事務局長） 

でディスカッションを行った。 

 

（石田先生） 

・日本風景街道は多様なパートナーシップ と出ているが、道路の管理者もパートナーシップだというこ

とを認識していただくような表現にしていただいた。 

・風景街道が全国で 141 ある中で、印象として３割くらいは何もやっていないルートもある。 

・いろんな状況もあり、やれない状況のところもあるが、そうしたところに無理矢理活動してもらうという

ことではなく、卒業してもらうという選択をしてもらえるのではないかと考えている。 

（谷越氏） 

・支援という言葉が出てきたが、支援しあうということではなく、パートナーとして一緒にやっていると思

っている。 

・今自転車の取り組みを行っていて、高速道路が延びると、交通が変わる。違う道の使い方が出てくる。自

転車もモビリティとなってくる。上手にシェアしていくということが必要になってきている。そういう

意味で言うと、道路の歩道、昔は小学校があったけど今は子ども達が少なくなってきて、歩道として使わ

れなくなってきた。そうしたところを自歩道として自転車が走れるようにしてもらえるともっと利活用

できるのではないかと考えている。 

（野田課長） 

・高速道路ができるというのは、既存の道路の使い方が変わってくる。その道路は、自転車が良いのか、そ

の他のものが良いのか？今まで道の駅に立ち寄っていた人が立ち寄らなくなる。新しい道路ができるこ

とで、どうしていけばよいのか。それを地域の方の発意で考えていただき使い道を考えていくことはあ

りがたい。そういうご提案があれば、路線の配分などを検討していけると良いかと思っている。 

 

（石田先生） 

・東九州道と R220 の関係は、全国的なモデルになると考えている。高速道路ができたところに、どうする

んだろう。ネットワークとしての機能、空間の再配分ができる。きらめきラインなどの地域の活動団体が

ある。道の駅との連携がある。相当思い切った施策ができると考えている。 

 日本全国で、こうした所は沢山でてくる。宮崎モデルを確立できると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

  

【講義３】「きらめきラインの取組み～地域磨きと連携の輪」 

     講師：南郷まちづくり GOGO会 会長 安藤 勝商 氏、副会長 二瓶 宇央 氏 

 

南郷 GOGO会のこれまでの取り組みについて紹介いただいた 

 

・地元有志の座談会で、南郷町のまちおこしのアイデアを協議する

中、日南海岸の地名に注目し、恋にまつわる何かを仕掛けていこ

うということになった。 

・その中で、自転車に乗る人たちは情報発信力が高いということに

注目し、サイクルスタンドを町内においてみて、おもてなしをし

てみることになった。 

・賛同する事業者で、オビスギスタンドを自費で製作し設置しても

らうことになった。 

・同じ頃、商工会の協力でセミナーが開催され、地域資源を磨き上げる有志たちと繋がった。 

・更に、南郷での取り組みが SNS を通じて日南海岸きらめきラインとつながり、「サイクルレストよって

ね」プロジェクトが始まった。 

・南郷から串間を結ぶサイクリングコースを設定し、「日南海岸恋人ロード」と名前をつけた。恋人ロー

ドのブランド商品開発にもチャレンジした。 

・「日南海岸自転車談義所」が発足し、次第に市域を超え、串間まちづくり協議会やサイクリング協議会

とも繋がり始めた。 

・気がつくと、サイクリングイベントに参加したり、エイドステーションを担当して地域のおもてなし力

を試したりと取り組みは広がっていった。地域資源をつなげてママチャリガイドツアーも実施してみ

た。 

・地域資源が磨かれて、繋がって、輪が大きくなって、いろんな団体や行政、人と一緒になって、そうし

て恋人ロードは作り上げられていった。 

 

 

【講義４】「きらめきラインの挑戦～パネルディスカッション」 

     話題提供：宮崎大学地域資源創成学部 出口研究室３年 

           海江田 理湖 氏、古小路 拓也 氏、奈良脇 諭 氏  

 

（話題提供） 

・自転車に乗りながら、日南海岸や飫肥の魅力を満喫するイベント

を計画し、インバウンドによりどの程度の消費が見込まれるか、

研究したものです。 

・参加費収入が 10,500円×10人×年間 100回=10,500,000 円 

・参加者の県内消費額としては、合計 47,000,000円が見込まれる 

・直接効果と第１次波及効果、第２次波及効果にわかれるが、総合

的な経済波及効果としては、8,300万円の経済波及効果が見込ま

れることになる。 
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（会場全体での談義所） 

(安藤氏) 

・最近、お店(和菓子屋さん)にもよく台湾のお客様がくるが、日本

的なものに特に興味をもってくださる。自分達からすると、こん

なところに？と思うようなところに魅力を感じるのだと実感し

ている。 

（出口先生） 

・人数についてもう一度説明してください 

（海江田） 

・サポートライダー、受付などを含め３名体制で運営をしていくこととした。 

（出口先生） 

・100回実施と聞いて、どうかと思ったが、週に２回程度の実施となると、それだけでは生計をたててい

くのは難しい。むしろ、副業的なニュアンスとなる。 

（北海道シーニック 原氏） 

・観光ガイドとなるとある程度説明もできて、英語もできなければならない。そうした人材を育成しなけ

ればならないという課題。 

・北海道でもサイクリングガイドだけで年間 400万円程度の収入がある方もおられると聞いている。まだ

日本では難しい現状もあるが、こうしたガイドだけできちんと生活ができるような環境が出来ると良

い。先進的な事例も調べて精度を上げてほしい。 

（日南市サイクリング協会 金丸氏） 

・私も色々とガイドをやっているが、最近は香港から来た高校生とサイクリングをする機会があった。ガ

イドをする中で、安全面の管理、ルールを覚えてもらうことが大変だった。 

・別の機会にも香港の方をご案内したが、自然が少ないためか何でもないことに感動されるので面白いと

感じた。 

（阿蘇くまもと路 阿南氏） 

・昨日、大分から宮崎へ高速道路で入ってきた 

・南郷に車で行ったら、小さなイルミネーションを発見した。いいなぁと思ってみていた。車でもとても

走りやすかった。 

・旅行会社としっかり組んで、風景街道だけのツアーをつくって、連

携していけるのではないかと思っている。 

（別府湾岸・国東半島海辺の道 加藤氏) 

・どういう商品にしていくのか。決めの細かい内容にしていくかだと

思っている。 

・大分県の小さな村に沢山の外国人が来ている。何もないところで、

一緒にご飯を作って、一緒に漬物を食べて、畑を耕しているだけ。

それでも喜ばれる 

・単品でやるよりも一緒に組んでいくと、大きな経済効果が生まれ

る。ぜひ一緒にやりましょう！ 

（道の駅酒谷 野辺駅長） 

・道の駅酒谷にも沢山のサイクリストの方が来られる。トレーニング

で登ってこられる方や観光の方もいらっしゃる。スタンドも設置し

ているが、今後も増えていくなという実感はある。 
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（宮崎市都市計画課 沼口氏） 

・自転車走行空間を確保するため、青い矢羽を設置していっている。 

（別府湾岸・国東半島海辺の道 加藤氏) 

・大分では、四国のしまなみ街道、サイクリングの聖地と連携していこうということで、来年度シンポジ

ウムをやろうということになっている。その中で、1.5ｍ運動もやっていこうということで取り組み始

めている。 

（日南市 坂本氏） 

・日南市としては、サイクリングコース 10 ルートを指定して、マップで紹介しようという取り組みをし

ている。 

（北海道シーニック 小西氏） 

・毎回、飛行機でどこかに行くときには、自分の自転車をもっていくようにしていて、自転車環境を体感

するようにしている。 

・自転車をハードケースに入れて乗り込んだ。空港についてすぐに自転車を組み立てて走りたかった。そ

うなると、ハードケースは要らなくなる。 

・ヤマトさんが、宮崎駅まで 500 円で送ってもらうサービスがあったが、午前 11 時まででその日の受付

は終了していた。少しずつ受け入れ環境は整ってはいるが、あと少しのところで残念だと感じた。 
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－２日目 開催概要－ 

 

【講義５】「サイクルツーリズムの推進について」 

     講師：国土交通省 自転車活用推進本部 事務局次長 大野 昌仁 氏 

 

・学生の時に自転車部で、全国各地を走った 

＜自転車活用推進法について＞ 

・自転車活用推進法ができたことにより、各省庁で合意を得て動け

る体制ができた。何かやろうとするときにすぐに相談できるような

横の連携ができた。 

＜観光振興の課題と自転車の可能性＞ 

・世界中で、治安がよく、安全なところは日本である。アジアの中

でも先進国、欧米の方が増えている。 

・ゴールデンルート（東京～富士山、京都、大阪）だけでなく、いろんな地域に人を取り込んでいくこと

が重要である。 

・自転車はツールだが、地域にとってみると、爽快感や自然を感じることができる。感じ方が変わる。新

たな魅力の創出ができる。 

・既存の資源を活用できる。新しい大きな資源をかける必要もないため、短時間で取り組むことができる。 

・自転車は楽器に似ている。大きな使い方の差がないので、楽しむという意味では言語や文化の壁が無く

取り組みやすい。 

・しなまなみはインバウンドが増えている。白人の方、女性が多く、安全でシステムが確立されている。 

・橋は昔からあったが、インバウンドを取り込んだ取り組みを始めたのは最近。 

・いいものを作っても、浸透していかないと人が増えない。辛抱する期間は必要。 

・政府の取り組みを紹介。インバウンドを取り組んでいくための、必要な要素は４つ。 

①走行環境 ②受け入れ環境 ③地域の魅力を高めること ④情報発信  

・４つの要素、全てをきちんとやれているところは少なく、情報発信だけ、マップだけつくっているとこ

ろ。受け入れができていないところ。サインがないところ。もったいないと感じることが多い。 

・モデルルートを選定して、各地域でやっている取り組みを底上げしていこうという取り組みも行ってい

る。大きな仕組みとしては、ルートを設定しようというものである。基本中の基本。 

・固定されたルートを持っていないと、案内サインもできていない。受け入れ環境もつくりにくい。 

・協議会を設置。色々な団体と連携できることや、継続性が担保できること。 

・計画に位置づける。担当者が変わっても、持続的に継続できる体制。 

＜サイクルツーリズムの取り組み事例＞ 

・北海道はもともと大きいので問題ないが、インバウンドを考える場合には、ある程度の距離がないと宿

泊につながらない。是非考えていただきたいのは、県境を越えてつながること。各県、各地域バラバラに

考えていて、なかなかまとまらないのが現状。 

・和歌山 マップをつくって現地で案内をちゃんとする。という基本中の基本ができているか。ハードの

整備が整えば、どんどんグレードアップしていけばよい。 

・奈良 マップもしているが、案内看板が無い。曲がり道のサインがないと、わかりにくい。自転車がそ

こにたどり着くのに、どこから入ってくるのか？何でその地域に入ってくるのか？受け皿の環境、機能を

考えないと難しい。 

・よそから来た人がどこをめざしていけるのか？実際に休憩するスポット、ただ走るだけではない。 
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・立派な自転車道 景色も素晴らしいが、何 10kmも走って自動販売機ひとつもないのはとつらい。 

・地域の魅力づくり 地域でどのような取り組みをするのか。 

・青森の情報発信 写真投稿で地域の魅力を高め合っていく 

・企業を巻き込んでいくというケース 持続性のある組織をつくっていく、 いろんな人を巻き込んで地

域を助けてもらう 

・自転車の地域振興で、大会をやりました というものがある。大会は一過性のもの。観光につながるも

のではない。日頃のものを使って、宣伝効果、相乗効果、情報発信のツールとして使うのは良い。 

・良い情報発信は沢山ある。地域の魅力と併せて発信していくことが必要 

＜ナショナルサイクルルート＞ 

・日本の中で、外国におすすめして、日本を代表していけるルート 

・海外でもすでにそのような取り組みを行っているところは多い。２カ国以上にまたがって延長 1000km

が基本。 

・完成系ではないが、ルートを設定して構想としてもっている。 

・日本もそうした構想をもつべきではないかという考えもあるが、全国をネットワークするに至るには 10

年くらいはかかるのではないか。 

・ドイツの事例 ルート上には色分けした看板がある。欧州全体のルートがあり、それにかぶるようにド

イツのルート設定もされている。 

・ドイツでは、機能面でのルート設定をしている。それをめざして機能整備を行っている。 

・台湾の事例 10年くらい前にスタート モデルはヨーロッパ。いろんな良い地域のものを取り入れて、

サービスレベルを挙げている。この 10年でしまなみよりも集客は多くなってきている 

・太平洋自転車道 2020 年までに整備する予定となっているが、それまでに特別な自転車道ができるわ

けではない。案内サイン、標識をしっかりと整備していこうというもの。 

・全体の統一性、サービスレベルを挙げていこうというもの 

・ナショナルルート指定制度のイメージとしては、国が調査して、本部長が指定する。政府としてお墨付

きを与えるというもの。 

・統一のロゴマークをつけ、走行環境、受け入れ体制を整えていく。来年の夏頃には体制づくりを行う。 

・ルート設定が大切だということはお伝えしたが、県の枠を取り払い長いルートで設定していくことが大

切。広域的に考えていくことが必要。ルート間に船が入っても良い。ゲートウェイをきちんと考えていく

こと。 

・りんりんロード 何が問題かというと、鉄道できたひとには便利。車で行く人はどうしたらよいかわか

らない。 

・宮崎にできたとした場合、目的地がわからないとわかりにくい。道の駅のように地図にでること。車で

行く人が、そこをめざして行けば、ルートにアクセスできること。飛行機で来る人が多ければ空港からの

アクセス。バスが多ければバスに乗せて行けること。 

・ルート決めてマップをつくるということは、そうしたことを考えていくこと。 

・景勝地と有機的な連携が獲れていること。休憩施設があること。宿泊施設があること。 

・立派な施設をつくることではなく、民間と連携していけばよい。 
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【講義６】トークセッション 「～ご縁がつなぐ、ご縁をつなぐ～広域連携プロジェクトのポイント」 

講 師：NPO法人日本風景街道コミュニティ 理事 河原 八郎 氏 

聞き手：NPO法人日本風景街道コミュニティ 理事 吉武 哲信 氏 

 

・ご縁の国しまね というキャッチフレーズでＰＲ 

・全国で神無月は出雲では神在月。かみはかりが執り行われる 

＜道を通じたつながり＞ 

・県内にある神様を地域振興に生かせないかということで、日本

風景街道の最初の登録に手を挙げた。1000 年以上の神社がある 

・日本風景街道に登録したときの名前が、「人間文化の原風景～ご

縁をつなぐ神仏の通い路～」10 市町をまたがるルートだった 

・水辺のルート、神仏のルート マラソンやサイクリングロード

なども整備されている 

・連携をするということで八の字のマークをつくった 

・各神社をつないで地域振興をしたらどうだということで、1000 年以上の寺社仏閣をつないでいる。1 つ

のお寺で検討したが、力が弱い。 

・お寺も宗派が違うと顔も合わせない、10 回以上の会合を重ね、連携することの意味を伝えて、平成 17

年日本で初めて神仏が一緒になって平和を祈願する会を設けた。 

・その後京都も始めているが、出雲ではいくつかの条件と 20 万円ずつのお金を出してもらって入れる 

・平成 17 年に第１回 亜砂利さん、鳥取島根の両県知事も参加いただいた。354 年ぶりに出雲大社の境

内で般若心境が唱えられた。出雲大社は江戸時代前期に、神仏分離が行われた。 

・平和祈願祭 神仏礼状をつくってから、おおよそ 14 億、雇用創出 145 人 生まれている 

・地域にあるものを わかりやすく、皆が納得しやすいコンセプトで、結論からいうと皆がいいねという

ものを探していく 

・だれが最初にお声かけするかというのも大切なところ。裏切らない生き方をしてきた方がお声かけをす

るということで、賛同しやすいとう状況であった 

・キーマンの方にはそこに座っていて、賛同しているよという状況をつくりだすこと。実際に動く時には、

何人かのコーディネーターが裏方で動いている。 

＜川を通じたつながりづくり＞ 

・広島県から日本海へ流れる、194km の中国地方で一番長い川 の沿線「三江線」が廃止となった 

・地元の人も大切な資産だということに気づいていなかった。無くなって初めて地元の人も、隣町の人と

つながりが薄くなってきた。川を通じて隣町とつながりたいという思いが出てきた。 

・神岡 町づくりネットワークでは、廃線となった鉄道敷を活用した取り組みで、利用者数がのびている 

・福知山線廃線敷は、風景の良いところで自然と歩く人が増え、ハイキングコースとしての認知が高まっ

てきた。安全面の対策ができていない。 

・江の川流域では「世界からリスペクトされる場所へ」というコンセプトを掲げている 

・調べていくと、個々の活動、地域や行政、競争相手になっていて連携が獲れていないということがわか

った。 

・三江線と江の川でつながり、ここでしか味わえない豊かさの体感の提供をしていこうという共通認識を

もった。ゆっくり、丁寧に継続的に。 

・よそから人を入れるためにはどうすればよいか。廃線跡をサイクリングでつなぐ 

・まずは仲間造り。上流、中流、下流域で集まってもらい、連携の糸口を探った 
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・江の川桜ライン 廃止の翌日に、スタートを切った 準備不足のところもあったが、決意表明をした 

・地域の取り組みをやっていても、どうやって来てもらうかが大切 

・飛騨市で里山サイクリングをやっている 

・欧米ではミドル層のサイクリストが多いということであったので、その層をターゲットとした。訪日の

サイクリング商品が多いということで、これを逃す手は無い。羽田から出雲空港に来てもらい、２週間

程度をかけて回る広域ルートの設置。 

・強力なコンテンツとして、ローカルとのふれあいがあること。外国人の通訳ができるツアーオペレータ

ーがいること。 

・日本人の感覚とは少し違った感覚でＶＴＲを作っている。おじいちゃんおばあちゃんの笑顔、にしめな

ど、外国人の感覚で興味をもってもらえる。 

・つながるポイント として、広域連携としてもう少しわかりやすく言うと、寺社でつながる、廃線でつ

ながる、川でつながるというわかりやすいコンセプトが在ったほうがよい。 

・エリア全体のブランディング お互いの信頼関係のもとで横の連携。 

・日々変えながら続けていく。継続も大切 10 年は続けないという話があった。 

・神岡町もマウンテンバイク 1000 人集まって 

・NPO 風景街道コミュニティが 毎年こうしてつながっていくことが大切 

・継続こそ力なり しかし毎年ブラッシュアップしていかなければならない 

・ご縁の国しまね 島根県が観光振興として掲げている 

・今年は 10 年に 1 度の開催されるホウライエンヤ というお祭りがある 

・15 回目の平和祈願祭、5/18,19 

 

（吉武先生）河原さんの立ち位置を教えてください。 

 →松江で35人くらいの地域振興のコンサルタントをしている 25

年くらいになる 

 →何か問題があると、何かと相談がある 

 →島根県に刑務所を誘致したいので、法務省を説得することをや

った 

 →PFI でやると、20 年間の流通経路が決まってしまうので、地域

との共生を条件に誘致した そのコーディネートをしている 

(吉武先生)どのようなことに気をつけながらやっていますか 

→気持ちよく仕事をしてもらう、誇りをもって仕事をしてもらうこと 
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【講義７】トークセッション「こどもたちのこどもたちのために」 

講 師：別府湾岸・国東半島海べの道 事務局長、九州風景街道マイスター 加藤 千明 氏 

聞き手：フリーパーソナリティー 木佐貫 ひとみ 氏 

・未来のこどもたちのために、私たちが何ができるか？常にこれを考

えていくことが私たちの風景街道 

・地方とは何か？ 天円地方 お日様が出てきて沈む。地があって、

真四角の中で生きている人たちは、力を合わせて生きる。東京地方

と宮崎地方 比べてはいけない。四角の中で生きている人はみんな

で仲良く暮らす。大きいものは大きいなりに、小さいものは小さい

なりに。 

・個性があるから、地方同士で連携することがおもしろい 

・銀行員であった時代に、お金を貸すときのポイントがあった。仕事の４つのポイント。 

「コンセプト」何のためにやっているのか？風景街道は何のためにやっているのか？ 

「ブレイン」仕事は考えてやらなければできない。どうすればよいか、考えて考えてやる。 

「バジェット」いくらでやるのか？入ってくるお金と出ていくお金。回収できるのか？ 

「時間」いつまでにやるのか？ 

これらがうまくいかないときには、崩れる。あるいは趣味。 

・体育館 正々堂々 と書いてある 正々堂々を学ぶための体育館であることがわかる。学校でも会社で

も、こうした旗頭のようなものがある。何を旗頭として掲げるのか？大きければ大きいほどうまくいく。 

・無礼に、「も」と「が」 昔書いたことば。皆さんが先頭にたってがんばりましょう。私もがんばりま

す。 私「も」を「が」に。私もやります。ではなく、私がやる。ここに変わった瞬間 力がでてくる。 

 

（木佐貫氏）お金をどうやって稼いでいくのか？ 

→６市町が入っている。パートナーシップ 市町村で１０万円ずつだせと言ったら、出してくれている。

県、１００万円くらいの財政規模。広告を取りに行く。 

→この会社だったらどのくらいだすかを検討出す。いくらだというのを決める。いいことをするとお金を

出してくれる 

→水難の多い地域 二次災害があるときのマニュアルを作った そのマニュアルをもとにカルタをつく

った。小中学校と老人ホームに配るための資金集め。いい取り組みにはお金を出してくれる 

 

＜世間遺産＞ 

・世間遺産はどこまでか？青森から山口まで。世間にあるものは、自信に満ちている 

・作った人は素晴らしい、これどうだ！とＰＲしている 

・第１回世間遺産学会 in たかた を行った。高田の人たちも沢山来てくださった。地域の方がこれから

もやっていきたいというお話があった。風景街道からつながる新しい活動。 

・ハレとケ ケの日の方がほとんど。日頃の地味な生活を大切にしましょう。これを大切にしないと地域

振興なんてできない。寧日という言葉がある。何もしない日。とても大切だと思う。 

 

（木佐貫氏）マニアックな風景ですよね？ 

・マニアックでもなんでもない。携帯をもって歩いて、おもしろいと思うものを写メして笑い合う 

・芭蕉 世の中にあるもの全てがいとおしいと思うこと 

・富士山もすごいけど、じいちゃんと一緒にタケノコ堀に上った竹山の方がすばらしい 
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・風景にはそこに思い出がある。みんなでやる！共有すればよい。遠くをめざす必要はない。 

 

＜五つの輪＞ 

・４年前 ３つの輪 トランプが出た頃にティーパーティー がでたのでやった 

・道の駅、道守、 はじめてやったのが３年前 

・道の駅で募金を行った。子ども用のレース用車椅子、大分に数台しかなかったのを寄付した。 

・１年間で 60 万円。道守、風景街道も拠点がない。道の駅は拠点がある 収益法人なので収益がないと

やらない こうしたらお客さんがもっと増えるということをこちらから言わないと乗ってこない 

 

（木佐貫氏）すごい発言が沢山ありましたが、そのエネルギーはどこからでてきているのでしょうか？ 

・アドバルーン まず挙げて握っておくと寄ってくる まずは打ち上げること 

・言ったもん勝ち。川の中に一本杭があるとする。引っかかってくる。そのときに、ひるまない、立ちす

くむこと。 

 

（木佐貫氏）今後の取り組みを教えてください 

・第２回世間遺産学会をとりくむ 

・瀬戸内にきている外国人（白人）を国東にも取り込もうということで数年前から動いてきた。愛媛県知

事とお話しにいった。4者合同でシンポジウムを行う予定。自転車を取り込むことで他の人にも来てほ

しい 

 

＜考えるヒント＞ 

・世間遺産をするときにゴミ拾いを一緒にする。終わったときにゴミ度は何度であったかを聞く。ゴミの

量によって突然表彰する。そうすると、地域の方は 自分のところにはゴミがおちちょらんらしいよと

喜ぶ。風景街道っていうのから表彰されたと知ってもらえる。 

・横断幕は、とれてもとられなくてもプロモーションの一環として行う。断られても喜ぶ。 

 

（木佐貫氏）どの取り組みについても、心をふるわす瞬間があるのかなと感じた。それがあるから協力者

があるのかと感じた。何か大事にしていることはあるのでしょうか。 

・道の駅 収益活動出もあるが、私たちのは社会活動です。それを広げていくことが大切 

・いいね、いいねという仲間を増やしていくこと そこは志の強さ 

・ほめることを決めること。玄関を開けて、ぱっとみてほめるものをきめる  

・私たちにとって最も大事なことは何なのか？杉林に手を入れていた方が、杉がキチイと言ってたから枝

を落としている。大根がきついといっているから雑草を抜くといっていた。そこだと思う。 

・世の中は、東京と東京以外。何を残すかを考えておく。そこが大事 

 

＜インバウンド＞ 

・ハレ と ケ。私たちの文化 暮らしそのもの をみせることがインバウンド 

・ケの世界。旬のもの。そうしたものをパッケージできるかどうかの強さ。 

・観光業 5つでお金をとる 入場料を取る、泊まる、飲食、物販、交通 

・これまでは、入場料を取るところでしか観光が成立しなかったものが、日常生活で獲れるようになる 
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【講義８－１】グループ討論 テーマ「私（達）ができる交流と連携」 

 

以下の３つのテーマでグループ討論を行った。 

 テーマ１ 人をつなぐ 

・共通の目的は、良いスパイラル。 

・人のつながりは、物流のつながり。つながりがつながりを生

む。 

・行政と地域の関係は、 

 →仲間として、人として、付き合うような関係作り 

 →行政側からの積極的な情報提供 

 →行政と地域をつなぐ支援センターの役割 

 

 テーマ２ 他地域とつながる 

・競争なのか、連携なのか？ 

・連携のデメリットをメリットに変える 

 挑発も刺激となりプラスになる 

・鍵は、キーマン、連携をまとめる人。 

（参加者の宣言） 

・城下町まつりの横断幕に、企業名も入れて仲間を増やす 

・自転車をツールに九州をつなぐための計画をつくります 

・新元号記念を活かしたつながりイベントを実施します 

・道守みやざき、道守大分を繋ぎます 

・取り組むプロジェクトに、歴史、地域、人を深く掘り下げて取り組みます 

・今日学んだことをみんなに伝えて、活動に活かしていきます 

未来を 360度良く考えること。 

 

 テーマ３ ツーリズム・インバウンド 

・Visit Friends and Relatives 

・旅行の目的のひとつとして、友人や親族を訪ねることを 

目的とした旅行 

・専門性の高い、今シェル中のようなガイドが必要である 

・外国人の親しむ機会も必要 

 

 テーマ４ 談義所で輪を拡げる 

・（北海道）談義所のようなしゃべり場でいろんな議論 

・（宮崎）行政との距離が近い。毎月開催の談義所のおかげ？ 

・都市部と地方にギャップがある。 

→（都市部）休みの日に若い人がサイクリングしている 

→（宮崎）若い人は乗っていないイメージ 

  ・都市部の人は地方で自転車に乗りたいが、地方は受け入れる環境が整っていない。 
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【講義８－２】フロアディスカッション 

（コーディネーター）木佐貫 ひとみ 

（コメンテーター） 

・宮崎大学 地域資源創成学部 出口教授 

・  〃          〃      根岸教授 

・  〃         〃      桑野教授 

・  〃   語学教育センター   藤井教授 

・株式会社アイロード 代表取締役 福永 栄子 氏 

（木佐貫氏）SNS で色々な情報が手に入る時代になってきた。

そんな中で、現場にいってもらうにはどうすればよいとお考え

ですか？ 

（根岸先生） 

・たとえば、この場だとシナリオなしで答えなきゃいけない。そ

の場で最大限の力を試されている感じがする。 

・やっぱり、気づきやつながりは、その場にいるからこそつかめ

ることだと思う。 

・裏街道というキーワードをいただいた。裏街道に本物がある。

大分と宮崎は遠いと思っていたが、共通事項も沢山あることも

わかった。 

（木佐貫氏）大分、宮崎を結ぶ距離を越えるものは何だとおもい

ますか。 

（加藤氏） 

・共通のものをさがしていけばよいと思う。 

（根岸先生） 

・共通のもの、地鶏、チキン南蛮、から揚げ、とりめし 我々の

生活の中で、食で繋がるというのはよいと思う。何か、ひとつ東九州で繋がることを実現していきたい

と思う。 

（木佐貫氏）人が行ったりきたりするエネルギーはどんなところにあると思いますか 

（山口勝子氏） 

・道守で佐賀に行ったときに、由布院の女性の会とつながったらいいねというお話をしてきた。まだ元気

なので、直接行ってお会いして拡げて生きたいと思う。また、私が企業からの協賛金獲得にも動きたい。 

（木佐貫氏）行政と繋がっていくということも大切だが。 

（桑野先生） 

・公民連携は共通のキーワード。お互いの得意なところを持ち合って、補完しあいながらやっていけると

よい。道をもう一度、個人レベルの生活のなかから、見つめなおしていく。 

・道路の再配分についても、新しい技術が生まれてくると、新しい自転車のあり方も出てくるのではない

か。 

（木佐貫氏）意識を変えていくということであったが、今回のお話でなにか質問や意見があれば。 

（大土手氏） 

・まずは自転車にのってみることが近道かと考えている。自分達の世代でどう感じるか、誘ってやってみ

たいと思う。 

（木佐貫氏）宮崎に必要なものは 
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（藤井先生） 

・最近オーバーツーリズムの話題が多くなってきていて、沖縄では外国のドライバーが増えて沢山の事故

が起きている。 

・テクニックでカバーできない細やかな部分、どこまで機械がフォローできるのか。できない部分を私た

ちがどう担えるのか？都市部では規模とお金でできてしまうが、そうでない地方でどう考えていくのか

を、今後、私が考えていきたい。 

（木佐貫氏）ひょっとすると、外国人が何にとまどっているのか、私たちが良くわかっていないのかもし

れないと感じます。北海道ではこんなことが大変だという事例を紹介いただければと思います。 

（原氏） 

・東南アジアからのサイクリストは、しっかり走りたい人が多い。１週間くらい滞在して帰る人が多い 

・イギリス、欧米から来たサイクリスト、８泊９日。ずっと走る。台風のどしゃぶりの中でも走る。1 日

50km 程度。ホテルには３時ごろについて楽しむ。 

・国、地域によって楽しみ方が違う 42,3 万円くらいを北海道で消費していく 

・欧米の人は 1 週間、20 日間、1 ヶ月 滞在していく 宿泊も高いところではなく、ローカルな場所の方

が好まれているようだ 

（木佐貫氏）様々な受け入れ方があると思うが、どのような視点で受け入れを考えるとよいでしょうか。 

（福永氏） 

・ついつい、マネジメントしようとするが、人をみることが大切だと感じている。ＶＦＲはイギリスでは

2000 年に入ったころからそうしたことが言われてきている。 

・日本は今まで観光業の中で受け入れていたが、今は、普段の暮らしの中で人を受け入れてくことが大切。 

・そのためには、場づくり、人が交流する場に慣れていくことが大切ではないかと思う 

・その人が友達だったら、どこに連れて行って、なにをしてあげるとよいのかなを考える。そのためには、

地域、人を知っていないとなかなかできないと思う 

（木佐貫氏）これまでのお話を聞く中でつながるためには、まず自分が何かをしかけていくことが必要だ

と感じました。これから先、連携していくために、何が必要だとおもいますか。 

（吉武先生） 

・毎年開催することで、新しい課題を共有できる。自分がなにができるか を共有できる場になる。 

・交流って何か？ 自分が変わること 自分達をみつめ直すこと。自分達の見る眼差しも変えていくこと。 

・自分のあり方、地域のあり方を自分が確認する場として機能していくべきだと感じている 

・きらめくステージのファーストステップ この４年間をきらめきながら外にむかってひらいていく、外

とつながっていく、足元を見つめていくことにしたい。 

・私が地域の方とやるとき、２つのことをおもっている。「信頼と仲間」この人に言われたらやるしかない

ということと、どうやって広げていくかは、「天岩戸」楽しいことをやっていれば扉は開く 

（木佐貫氏）今回の風景街道を通して、「私が何をするのか」という答えを、それぞれに答えをもってかえ

ってもらえると良いなと思います。 

 

 

  



17 

  

【全体総括】 日本風景街道大学学長 石田 東生 氏 

 

＜全体総括＞ 

・交流と連携を深める前に、目的と手段、連鎖、本当に何をすべ

きなのか？を常に考えないと行けないなと思う。 

・みんな幸せになるということが最上位の目的だと思う。 

・目的と自分がやろうとしていることを共感していくことができ

ないのか。言葉にするということはとても大事だと考えてい

る。 

・我々がどんどん不幸せになってくるという話をしました 

人口減少、高齢化、 我々の普段の生活環境の中からお店がなくなったり、 危機的状況がどんどん加速

していく。 

・地域から東京と東京以外、という話があったが、現実の生活と遊離したところで、お金の話が回ってい

く。 

・新聞紙上でよく見ることは、成果主義、選択と集中、 やっぱりこれはおかしいと思っている 

・なんでこんな風になってしまったのか、外国人のお客様が増えて 2016 年の鑑定で明日の未来を過ごす

ビジョン観光海外を行った中での資料 

・右肩下がりの日本の中で唯一の右肩上がりの観光産業を基幹産業とするんだという流れ 

・お客様が 4000 万人をめざそうという中で 2020 年の目標に対して、3/4 が達成されているがお客様が沢

山来てくれている中で、地域にお金を落としてもらわなければならない。8 兆円を目標とする中で、４

兆円しか落としてもらえていない。 

・地域に根ざした観光地域づくり。国のやり方をみていると、どんどんこの「どこかで sumway」を大

事に思っている。「どこでも anyway」考え方がだいぶ違うのではないか 

・土地や地域にこだわりたい。そこへの愛情だったり繋がりだったり、地域性、特色、熱量が戦っている 

・anyway 派が IT 派。一極集中に不安と怒りをもっている 

・やばいところまで世界はきているのではないか。どうすればよいかということが問われている。その先

端で走っているところが、風景街道や世間遺産だと思っている。 

・どのようにそれをやっていけよいのか？sumwhere 派。そこと、農林、建設、交通 そうしたことをも

っと大切にしなければならない。 

・グローバルに展開しているので、まずいことになると足早に去っていく 地域に残された人たちはまず

いことになっている 

・ippin と commodith（大量生産とスペック） 

 家電が世界のマーケットを失っている。外国に押されてきている。画一化する。下請け、系列、そこで

志をもってやってきたが、世の中のはやりはそんなこと関係なくスペックさえあえばやりあえる。製造

の方法論が変わってきている。 

・それに対して,ippin 大分県では一村一品運動を 30 年前から展開されている 

・日本のおもてなし文化というのは評価が高い。コミュニティの関係性に非常に密着していることである 

・こういうところは人間の体の感覚、感情に左右されている 物語が考えられている 

・観光という点にしてみると、観光地の commopdity 化をしようとしていることに一生懸命になっている

ように思える 地域を消費することを考えているが地域を良くするということは考えていない 

・そういうことを続けていく、対抗手段としての風景街道や道の駅を位置づけていく必要があるのではな

いか 
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＜ふりかえり＞ 

・南郷まちづくり GOGO 会 地域活動のはじめかた 巻き込み方、巻き込まれ方 おもしろい物語だなと

思った 

・地域資源の先生方、生徒さん  

・地域、立場、世代を越えての談義所  

・大切なキーワード こどもたちのこどもたちのために 天延地方 

・国のお話 

・社会資本制作の潮目が変わりつつある 予算が増えたということ 

・風景街道の提言にたいして、赤字でかかれていた決意表明がかかれていたことはとてもありがたい 

・ナショナルルート トップとの差は大きくないからがんばれということであった 

 

＜風景街道を見直す＞ 

・社会資本整備 世界をみると増えている、イギリス 3 倍、アメリカ 2 倍、韓国 2.5 倍に増やしている中

で、日本は 0.47 倍。不景気はどこもあるが、未来への投資をしなければという視点 

・北海道は外国人観光客 長くいてくれる、と宿泊費と飲食費がかかる 

・ドライブ 公共交通 札幌県内以外のところに行ってもらえる。外国人観光客のデータをみると、高速

道路をメインに行っている 

・高速道路 アメリカ R66  

・随分前に行った、ニューメキシコ州の R66 に平行して 40 号線 バイウェイにしてゆっくり楽しんで

いる 由緒のあるバイウェイ ボルチモアからセントルイスまで 800km あるが、ジョージワシントン

が 連邦のお金でつくることを決定したのでナショナルルートになっている。そこがヒストリックルー

トとなっている。沿道の風景をちゃんと残すということをしている。シーニックバイウェイ 歴史的風

景をやっているところ  

・東九州道路と R220 今まで幹線道路だったものが脇見になる。一品開発していくという色彩がはっきり

しやすくなる。演出がしやすくなる。そのときに、高速道路と沿道の関係をどうするかということ 

・インバウンドの関係でみると、高速道路ができるとお金がないからサービスエリア、ガソリンスタンド

を作るお金はない。ＧＳこの先 160km ありませんの看板をたてることと一緒に、道の駅やＧＳを案内し

た。観光地の案内看板もたてようとしている。 

・下道なのに高速道路かしている道路が沢山あって、高速道路ができることによって整理できる 

・新直轄方式は、そういう観点からいくと、ある種チャンス 

・20 年ぶりに広域道路ネットワークをつくるようにしている 

・お金の無いなかでほんとに無料でよいのか？という議論もあっている 

・道路に力をつける 

・それを連携交流と発信をすること 

・立場とか専門を越えた集まりがあることも大切なコトなのかと思う 

・道を使い倒す 

 災害が多発している 最近道路が無駄なものであるということが聞こえなくなってきた 道路をどうや

って使っていくかきれいにしていくかなどが浸透してきているからである 

・3/15 風景街道意見交換会 東京 

・9 月 ニセコでの風景街道大学 
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参加者で記念撮影  
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－３日目 開催概要－ 

 

【エクスカーション】８：００～１７：３０ 

〇バスツアーコース 

宮崎駅～猪八重渓谷（コケ歩き、コケテラリュームづくり）～昼食～南郷商店街散策～宮崎空港 

〇サイクリングツア ー コ ー ス 

宮崎駅～南郷駅～南郷エリアポタリング～昼食～商店街散策～宮崎空港 

 

 

ツアーの様子 

 

 

 

 

 


