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干潟町は千葉県の北東部・香取郡の南端

に位置し、県都千葉市より東へ約50㎞圏に

あり、人口は約8100人、地形は東西に伸び

ており、町域は東西約９㎞・南北約６㎞で

総面積32.44hであり、町の中央を東西に県

道多古笹本線が走り、北の部分は北総台地

に連なり、南は干潟八万石と呼ばれる広大

な田面に接した天産豊かな町であります。

町の由来に就きましては、昭和30年４月

10日、旧万才村・中和村・古城村の３村が

合併して、干潟八万石の中央に位置する事

から干潟町となり、本年で立町50周年の節

目の年を迎えます。尚この地は、温暖な気

候と、豊かな大地の恵みを受けて、早くか

ら文化が発達した形跡が見られ、町内には

貴重な歴史遺産が数多く残されており、こ

れらの史跡は町の人々の手によって、手厚

く保護され、現在に受け継がれております

が、特に熊野神社に代表される、紀州文化

の影響からか、中世以降農業を中心として

発展してまいりました。

江戸時代になると、早くも農協の原形と

いわれるシステムを確立した大原幽学は、

郷土の偉人として今も多くの町民に慕われ

ており、その建農の精神を受け継いだ、町

の主要な産業は農業となっています。そし

て今日、農業の県内の位置付けは、昭和52

年以降、第10位と不動の地位を占めており

ます。特に干潟八万石と呼ばれる豊かな大

地から産出される米・大和芋・ししとう・

春菊・蓮根等、又畜産の中の養豚業は千葉

県一の定評があり、干潟の食彩が全国へと

拡がっています。

更にいまひとつ、産業の大きな柱であり

ます工業も、平成４年に干潟工業団地が造

成され、現在５社の企業が進出、既存企業

と併せた年間出荷額・平成15年・183億円余

と郡内４位にあり地域の雇用の増進と地元

経済の活性化に大きく寄与をいただいてお

ります。想うにこれら一連の町勢の進展は、

幽学先生の建農・建村の訓はもとより、歴

代の町政担当者・町民の先覚の明による

「町是」農・工・商一体のまちづくりに、町

職員はもとより、各々の職分を問わず、

官・民一体の取り組みが、今日の成果であ

ろうと確信するものであります。

しからば、現在を預かる私達の指標も

「温古知新」求めよ、然らば与えられん、町

の長期計画に示す、「創意と共生のまち、活

き生き干潟」を目指しつつ、更に将来に向

って、新市の掲げる「人と地域が輝くまち

旭市」の一翼を担える地域の構築を目指し

て、（一）経営体育成基盤整備事業（土地改

良）への取り組み、（二）資源リサイクル畜

産環境整備事業の推進に、鋭意取り組んで

いるところであります。これ等事業に引き

続きまして、一層のご理解と、ご指導を伏

してお願い申し上げる次第であります。

羅　針　盤

羅
針
盤
干潟町長　菅谷　喜作

「特性を活かしたまち」
づくりに前進
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現在、わが国は観光立国としてその魅力を世界にアピールしており、また千葉

県も観光立県として県内外に千葉県の新しい魅力を発信しはじめました。そして

市町村においても、観光立町と称し活発な観光振興をおこなっている先進地もあ

ります。

『観光』の経済波及効果はとても高く、地域における経済、雇用、活性化など

地域振興に大きな影響を与えるといわれています。

今、観光はどのような新しい側面を見せているのでしょうか。

専門家の意見、千葉県の観光ビジョン、そして観光振興で地域おこしを図って

いる先進事例から、観光と行政との関係を考えます。

特　集　「新しい観光の魅力」

特集『新しい観光の魅力』

PART 1 観光振興と地域のあり方

特　集

立教大学観光学部教授 溝　尾　良　隆（ミゾオ　ヨシタカ）
東京教育大学理学部地理学専攻科卒業、（財）日本交通公社を経て1989年立教大学社会

学部教授（観光学科）、1998年観光学部観光学科教授、2002年より同学部長。理学博士。

研究分野は観光地域論。主な著書に『観光学－基本と実践－』（古今書院、2003年）、『現

代日本の地域変化』（古今書院、1997年）、『観光を読む　地域振興への提言』（古今書院、

1994年）など多数。2004年より日本観光研究学会会長

PART 2 「観光立県千葉の実現」に向けた取り組みについて
千葉県総合企画部戦略プロジェクト室　商工労働部観光コンベンション課

PART 3 地域住民と観光客が共に喜ぶ観光地づくり
群馬県利根郡新治村助役 河　合　　　進（カワイ　ススム）
生年月日 昭和17年１月17日
勤務先及び役職 群馬県新治村役場　助役
経歴等 昭和35年　３月　群馬県立沼田高等学校卒業

昭和35年　４月　新治村役場奉職
平成13年　３月　新治村役場退職
平成13年　４月　新治村役場助役　現在に至る
平成16年　６月　国の「『観光カリスマ百選』選定委員会」より、「村民と観光客

が共に喜ぶ観光地づくりのカリスマ」として選定される
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１　観光のもつ意義

（１）人間の欲求

観光行動は、旅行者が観光対象あるいは観光対

象地に向かって移動することで生じる。

なぜ人は移動するのか。人間には、本能的にふ

だん生活する日常生活圏から脱出しようと欲求が

あるようである。それは、ヌーが時期になると一

斉にある目的地に向かって移動を開始するのと同

じである。人間も、一定の枠内で常に定期的な行

動を営んでいる日常生活圏から、時には脱出して

気分転換を図るといった変化欲求が必要なのであ

る。時には異なる環境、たとえば雪国や農漁村へ

出かけてふだんできない体験や経験をする。これ

も旅行を促す要因であろう。若い時には人生の

種々の問題に悩み、旅行に出て、自己省察をする

機会をもつこともある。こうして人間は時々変化

をもつからこそ、１年間を快適に過ごせるのであ

る。

人間にはそのような欲求だけでなく、自己実現

を意識して図り、自己の領域を拡大しようとする

欲求もある。レクリエーションでも、単に体を動

かしたいという自然欲求もあれば、もうすこし技

術を上げようという向上意欲もある。

そのほかに人間には未知への憧れ、知りたい、

行ってみたいという欲求がある。雄大な、美しい

自然、あるいは先人の知恵が結集した、長い時間

の風雪に耐えてきた歴史的建造物、私たちはこう

した観光対象に接することで、魂を揺さぶられ、

感動し、精神が生成発展をする。画家、作曲家、

小説家が構想をまとめたり、着想を練ったりする

ために旅行に出かけるのも、自己実現、自己領域

拡大の旅行であろう。

昔から現在まで絶えることなく、連綿と多くの

人々が旅行に出かけているのには、なにかがさま

ざまに人を駆り立てる衝動があるからにちがいな

い。

（２）地域にとっては

それでは、旅行者が訪れるということは、地域

にとってどのような意味があるのだろうか。本来、

観光は観光対象と旅行者の関係だけで成立する

が、現在は、旅行中に旅行者にさまざまなサービ

特　集 「新しい観光の魅力」
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スを提供する観光事業者が存在する。交通、飲食、

土産物、宿泊など、日常生活圏で得られるのと同

様のサービスを目的地や目的地への途中で提供す

ることで、快適な旅行が実現する。こうしたサー

ビスを提供することで観光関連事業が成立し、地

域への経済効果が生まれる。山村、都市を問わず、

多くの旅行者がその地を訪れ滞在することで消費

が発生し、地域経済の活性化に観光は寄与する。

旅行者の滞在時間が長くなるほど、日常と同じ生

活になるので、普通いわれる宿泊業や土産物業以

外の、薬局、くだもの店、クリーニング店など多

くの業種に旅行者の消費は波及する。

こうした地域経済効果以外にも、むしろこちら

のほうが大切なのかもしれないが、観光には社会

効果がある。訪れた人たちに「いいところですね」

「みなさんはいいまちをつくりましたね」と評価

されたり、旅行に出かけたときに、観光地として

の知名度が高まり「××からきました」「いいま

ちに住んでいますね」といわれたりすることで、

いままでの取り組みに自信が生まれるし、その地

で生活している誇りが生まれたりして、地域への

アイデンティティが醸成されてくるのである。こ

のような地域はさらに自信を持って、次の課題に

挑戦して、また新たな素晴らしいまちを作ってい

く。これが持続する観光地にとつながっていくの

である。

旅行者はわざわざ時間と金をかけて目的地に来

るわけであるから、地域の人々は地域にある観光

対象を、常に美しく保ち、むしろ磨きをかけて、

訪れた人々に感動を与えるようにこころがけなけ

ればならない。こうした気持ちが、美しい国土や

県土の創造につながっていくのである。

（３）両者の相互作用

これまでは、出かける側と受け入れる側からの

効果を一方的にみてきたが、むしろ両者が交流を

することで、地域の人にとっては、ふだん接しな

い外部の人々からの意見や考え方を学んだり、一

方、来訪者は異なる環境の地を訪れて、その地に

育まれてきたさまざまな知恵を学んだりして、両

者が相互に刺激をし合い、生成発展を遂げていく

という効果がある。それが外国となればさらに異

文化体験が強くなり、当初は外国で衝撃を受けて

も、しだいに両者が交流し接近することで相互理

解が生まれてくるのである。現在、「韓流ブーム」

といわれるが、隣国韓国に対して、私たちはこれ

までにいかに多くのことを知らなかったかという

ことに気づいたであろうし、それは韓国の人が日

本を見る場合でも同じであろう。両者が双方の文

化的相違を確認しあったり、あるいは意外な類似

性を発見したりすることで、両国相互の親善が増

すのである。「観光は、平和へのパスポート」と

いわれるゆえんである。

２　観光のこれからのスタンス

（１） これまでの課題

日本では、強い権限と補助金をもつ中央省庁が

次々と新機軸をうちだすために、そうした新しい

観光的発想に遅れをとってはと、全国の市町村が

飛びつき一斉に動き出し、全国にその考えが席巻

する。さらにマスコミがそうした新しい、文字通

りニュースとしての情報を流す。その結果、横並

び的意識から同じものに着手して全国各地が画一

化されていくのである。

それでもこれまで気づかなかったフィルムコミ

ッションの考え方や足湯、道の駅の整備など、利

特　集 「新しい観光の魅力」
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用者にも関係者にも利便を与えている点は評価し

よう。しかし、リゾート法に基づくリゾート開発

の失敗は、1970年代前半に続くこれで二度目であ

るから、大いに反省をしてその愚策を繰り返さな

いようにしたい。テーマパークも同様であった。

横並び意識に近い問題は、市場指向のマーケテ

ィングにも存在する。今の若者は、今、中高年は

と、市場の動向を把握して、観光地ではそれに対

処しようという考え方。これは正しいことではあ

るが、今日の露天風呂、家族風呂ブームにみられ

るように、絶えず即座に市場の動向に対応できれ

ばよいが、その変化があまりにも激しいと追いつ

くことができず、市場競争から脱落してしまう恐

れのほうが多い。そうでなくても、市場指向で進

むならば、全国の観光地がどこも同じ画一の観光

地や観光施設になってしまう懸念もある。

地域を見つめ、地域の個性を発揮する観光地づ

くりに取り組んでいき、ある期間、つらい低空状

態を経験するかもしれないが、それが一人前とな

り、評価されるまでじっと耐える時間が必要であ

ろう。由布院温泉でさえ方針が決まり全国ブラン

ドになるまでに20年近くがかかった。群馬県草津

温泉は1960年代にすでに保養地温泉の方向を決定

して、歩んできたのである。マーケティングでい

う観光地側からのプル発想が必要で、地域から市

場に向けて情報発信をする。マスコミが記事とし

て取り上げたくなるような地域を創造することが

大切で、マスコミが流したり、口コミで伝わった

りした情報から理解者が徐々に増えて、訪れた人

が満足して、口コミでその地域の良さがさらに広

まっていくのである。たとえば、愛媛県の観光地

をみると、松山・道後は昔からの観光地であり、

いまでも愛媛県観光を代表する。しかし、その他

の、内子、砥部、久万、新居浜、最近では宇和、

松野などは、最近、旅行者が訪れるようになった

地である。隣県の高知県四万十川を20年前に、だ

れが旅行者の好む観光地になると予想しただろう

か。これらはいずれも地域の特性を発揮した観光

地である。このことを考えれば、地域の方向づけ

をしっかりもち、あせらずにその方向に進むなら

ば、やがては花が開くということを理解できよう。

（２） これからの課題

前記（１）については、これまでの反省を踏ま

えての取り組みとして述べたが、今後、わが国で

予想される３つの変化に、観光地はどのように対

応すべきか、少し述べてみたい。

まず長期休暇制度が早晩導入されるだろう。そ

れが法律として導入されるか、あるいは現在すで

に有り余るほどの休暇をまとめてとるような、計

画年休を指導する方向になるのかのいずれかは別

として、１週間、２週間の連続休暇が推進される

だろう。内閣府は経済の活性化を念頭において、

連続休暇の推進を検討中である。先進国で長期休

暇制度が存在しないのは日本だけで、これは、

ILO（国際労働機関）加盟国としては違反である。

中国でもすでに１週間連続休暇が年に３回実施さ

れている。旅行に出かけてから体が肉体的にも精

神的にもリフレッシュされるのは、２週間以降と

いわれるから、生存権としても、長期休暇は必要

なのである。

さて、問題は長期休暇を日本人が取得するよう

になったときに、日本人の旅行はどのような変化

を遂げるかである。

ひとつは海外や国内の遠隔地への旅行が増すだ

ろう。その結果、大都市から一泊圏にある観光地

特　集 「新しい観光の魅力」
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の立地の有利さが相対的に減少し、国内外の観光

地が同一土俵で競争するという観光地間の競争が

激化すること、もう１点は、観光地でのんびりと

ゆっくり過ごす滞在型の旅行者が増すことであ

る。こうした傾向が予想されるとき、観光地では

どう対応すべきか。それは、観光地で１週間滞在

しても楽しいようにすること。１週間、飽きない

ような各種の活動を一観光地で用意する必要はな

く、それはより大きな観光圏のなかで提供すれば

よい。もちろん、１週間の滞在にふさわしい低廉

な宿泊施設が出現しこれまでのような二食付スタ

イルの旅館式のサービスは不要になろう。しかし、

すべてが１週間以上の旅行をするわけではないか

ら、これまでのスタイルの宿泊施設や観光地が存

続はすることも忘れてはいけない。それでもフラ

ンスでバカンスのときにホテルに滞在する人は

５％程度であることを念頭において、今から観光

圏域で１週間滞在のプログラムの準備は進めてお

いてもよいだろう。

第二は、現在は高齢者の旅行が活発であるが、

それは今の年金制度に支えられている面も多分に

ある。今後も高齢者比率は増大し元気な高齢者が

存在するから、高齢者の旅行は無視できないだろ

うが、これまでのような年金制度が崩れたときに、

海外旅行や遠隔地の旅行に出かけるであろうか。

第一の点と逆のようにいうが、第一の滞在型旅行

の主力は家族旅行である。高齢者は居住近くでの

行動が主となり、多少金銭的に余裕があれば、気

象のよい地で長期間過ごすというパターンになり

はしないか。この点については、年金問題も含め

ていまだ感想の域を出ない。

第三は、観光地を美しくすることである。観光

の意義で述べた点と関係するし、これまでの観光

地の問題でもあったが、あえてここに加えたのは、

長期滞在の傾向になり、観光地間の競争が激化す

るならば、わざわざ訪れる地域が美しくなければ、

長期に滞在しても、気分転換にはならないし、そ

れ以前に旅行の選択地にはならないだろう。

美しさを創造するには、観光対象そのものと対

象周辺の景観との双方が損なうような観光施設や

観光開発は慎む。こうした考えは基本的なことで

だれもが履行すると思われるが、土産物店や飲食

施設、宿泊施設がせっかくの眺めを破壊している

ケースが全国には随所に見られる。国や県のラン

ドマーク、シンボルとなるような山岳に、自動車

道路やスキー場開発で景観を破壊しているケース

や、美しい潤いのある景観を与える河川を道路や

大規模な堤防で景観を破壊している事例が多々み

られよう。単に観光対象の一点だけで満足して帰

るのでなく、そのような観光対象が存在する地域、

風土に感動することが重要である。わが国の自然

は美しいが、自然を舞台にそのうえにのる集落や

人工建築物が、自然に調和することなく、むしろ

破壊している。昨年12月に施行された景観三法は

そのような危機感から生まれたものである。

最後に、これまでの予想される変化を考えると、

もうこれからは旅行者の入込み人口を期待するの

ではなくて、観光地における滞在時間を延ばす、

とりわけ宿泊日数を延ばすことに心がけることで

ある。観光地間の競争が激しくなるとともに、旅

行者は滞在型指向になることからも、そのような

方向が観光地の目指す到達点になろう。もっと大

切なことは、日本の人口が減少することである。

少なくなった旅行者をめぐって、特定の観光地だ

けが右肩上がりの入り込み増をめざすのは、至難

の業といえる。旅行者も受け入れ側の観光地も、
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肩の力を抜いて、のんびりと、ゆったりと過ごす

ような、観光地になろうではないか。

それにしても、観光者数の入り込み実態を把握

するには困難があるが、宿泊数がなぜ公表されな

いのだろうか。ちばぎん総合研究所の額賀信所長

が力説しているように、正確な観光統計無くして、

観光戦略を打ち立てることはできない。筆者も何

度か、かつての運輸省や日本観光協会と一緒にな

り、観光統計の計測方法や簡易な観光統計のあり

方に関わってきた。方法は確立されているのであ

る。あとは、いかに実施するかにかかっている。

３　千葉県観光の課題と可能性

筆者はこれまで千葉県の観光にそれほど関与し

たことはないし、十分に理解しているという自信

もない。外からみている表面的な、思い付き的な

考えで、マクロにとらえることしかできないこと

をお許し願いたい。

千葉県の観光を代表する成田市の門前町と空

港、幕張メッセ、ディズニーランドを除いて、千

葉県の観光を考察する。

まず下総上総地域一帯の都市群が都市の魅力を

増し、都市観光としての戦略を打ち出すことであ

る。この地域一帯には、政令都市の千葉市を除い

ても、人口15万人以上の都市が９つ存在する。こ

れらの都市は、これまでは東京の人口圧力で人口

規模が大きくなったのであって、自らの力、都市

魅力で、人をひきつけたのではない。

しかし、時間が経てば、量が質に転化する。人

口規模が大きいということは予算規模も大きく、

さまざまな人が生活しているということである。

予算規模が大きくなれば、重点施策が打ち出せる。

これまでは、人口増加に追いつかず、後追い的に

都市整備をせざるを得なかった点も多かっただろ

うが、これからは人口増加が終息することで、こ

れまで以上に計画的に都市整備に振り向けること

ができる。

さらに東京へ通勤していた多数の千葉都民が、

定年になり名実ともに千葉県民になる。こうした

人たちは、会社人間であったが、その分野の専門

家である。こうした人たちが、これまで地域を支

えてきた女性たちと手を組んで、地域活動に従事

して地域の魅力創出に貢献することを期待した

い。さらにこの都市群には、数多くの民間企業や

大学が存在する。産官学の連携と地域住民が連携

すれば、大きな力となって地域を動かしていくだ

ろう。これから日本の都市は都市間競争が激しく

なり、都市ははっきりとイメージをもつ、「ブラ

ンド力」を有しなければ、都市間競争から脱落し

てしまうだろう。観光、レクリエーション、会議、

買い物など、さまざまな目的で都市を訪れる集客

力のある都市に変貌するような、都市戦略を打ち

出すのが重要である。

もう一方の房総地域についてはこのように考え

ている。近年、房総地域の観光が以前に比較して

相対的に低下しているように思える。それは、内

房地区が東京湾の汚染により、海を売り物にでき

なくなっていること、そして民宿ブームも早い段

階で去ったことがあげられる。外房地区では、か

つての行川アイランドにみられるように、当時で

きたいくつかの観光施設がいまでは施設間競争で

は優位にたてなくなっている。

そして両地区とも何よりも、東京を中心とする

高速道路と新幹線の整備、加えて安い航空運賃と

いった、そうした恩恵に浴すことができなかった

ために、相対的に遠い感じを与えているからである。
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このようなときに、房総地域はどのような方向

をたどるべきであろうか。それは他地域にはみら

れない無霜地帯の暖かさを武器にして、変化のあ

る海岸線と緑豊かな丘陵部を同時にもつ風光の明

媚さをいかした健康・保養を前面に出すことであ

る。健康には、安全かつ新鮮な原材料提供による

料理も含まれる。房総にはその健康を求めて、多

くの人々が定住あるいは別荘生活のような半定住

をするという、ちょうど地中海地域のリゾートの

ような地域に変貌することがイメージされる。

さらには、かつて海路により房総が千葉県の入

り口であったことや、紀伊半島や、知多、伊豆の

各地との交流があったという黒潮文化を掘り起こ

して、その関連地域との交流を深めることも重要

である。そうでないと、半島は中心地区の周辺部、

はずれのイメージが濃くなってしまうからであ

る。

冒頭に述べたように、これはまだ確信をもって

言い切れるものでなく、一案であり関係者で議論

して地域のデザインを描いてほしい。

４　地方自治体のあり方

以上を見て来てすでにおわかりのように、観光

が対象とする範囲は広い。それがこれまでは中央

の縦割り組織で分断されていて、そのままストレ

ートに県に、市町村に下りてきていたのが問題で

ある。まずは県においては、観光関連事業の総ざ

らいをして、横串に観光関連事業を総括して、そ

れを担当する事務局かプロジェクト組織をつくる

こと。できれば、それを岩手県や大分県が試みて

いるように、ひとつの組織として定着するのが好

ましい。

第二は、観光には一般解（基本）はあるが、地

域にそれをあてはめようとすると個別解（実践）

になる。しかも、旅行者となる相手が他地域の

人々である。観光動向の変化も激しい。こうした

見極めをするには、観光に携わる人は専門性を有

しなくてはいけないだろう。専門家の育成が行政

で無理であれば、観光協会やコンベンション・ビ

ューローで専門家としての人材を育成する。全国

各地で、観光協会の職員の公募が目立ってきたの

も、そうした動きが背景にある。長崎県は観光連

盟の充実を図り、北海道のニセコ町は全国初めて

の観光協会の株式会社化を実現した。今はそうい

う時代であろう。千葉県内のコンベンション・ビ

ューローと観光協会の職員を、研修などを通じて

専門家集団に育て、それらのネットワークを図り、

相互に情報を密接に連携する。

第三に、観光協会が充実するならば、市町村・

県行政は、イベントなどに振り回されることはな

く、観光政策に傾注できる。観光政策では、５年

後、10年後に地域を発展させるための布石をしっ

かりと打っていく。それを実現するために、先に

述べた地域住民がこれからは手足になって動いて

くれるし、むしろ頭脳集団としても参画してくれ

るだろう。そのためには、地域のグランドデザイ

ンを描き、住民に提示し、地域の方向性を皆で確

認して、行動を起こすことだろう。
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◎取り組みの必要性

世界的な交流時代が到来し、“人の交流”の量

の増加とともに多様化も進み、交流の意義がかっ

てない程に高まっているといわれています。

総理府が行った平成16年国民生活に関する世論

調査では、生活の重点に６割の人々が「物より心

の豊かさ」をあげ、1/3を超える人々が「レジャ

ー・余暇生活」に今後の生活の力点を置きたいと

考えていると報告されました。また、人の活動が

自然に与える負担が年々増加するなど、私達の社

会が持続的に発展し続けるためには、製造技術の

ハイテク化とともに経済・社会のソフト活動の重

要性が増してきています。

一方、わが国では、近い将来に人口減少に移行

することにより、定住人口の減少地域では、生産

や消費の規模が縮小して、地域社会の活力低下も

懸念されています。

このようなことから、地域振興・産業振興の新

機軸の一つとして、「交流」がもたらすエネルギ

ーを受け入れ、活力ある地域を築く有力な手段と

して「観光」に着目し、これを振興していく必要

があると考えました。

交流は地域に様々な刺激や活力を与えます。特

に観光では、歴史・伝統・文化の再認識や景観・

環境美化などにつながり、地域を輝かせて、住民

の自信や誇りになっていくことが期待されます。

また、観光は幅広い産業で成り立っているとい

われてきました。近年、観光の形態や目的も変化

し、関連分野の広がりや事業主体の多様化などの

動きがあり、21世紀の成長産業として地域づくり

や地域経済の活性化の柱としたいと考えていま

す。

◎観光振興への取り組み

千葉県は、温暖な気候、多彩な表情を見せる海、

親しみやすい自然、多様な生活文化や歴史資産、

全国有数の集客機能などを有しています。観光振

興を図る上で、様々な強みを有しているといえる

のです。

しかし、千葉県の観光イメージについては、平

成13年に首都圏住民を対象にしたアンケート調査

では、交通渋滞、観光地としての魅力不足、料理

が美味しくない、ホスピタリティの不足などの不

満があげられています。これらの課題を克服し、

強みを生かして、質の高い観光地づくりを行って

いくことが必要です。
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県では、「ちば2004年アクションプラン」で

「観光立県千葉の実現」を県政の最重点施策に位

置付け、横断的かつ総合的な戦略プロジェクトと

して取り組むことにしました。平成16年度には、

観光や交通事業者、経済団体、NPO、行政など

で組織する「観光立県ちば推進協議会」と連携し

て、「観光立県ちば推進ビジョン」を策定したと

ころです。

本稿では、このビジョンの紹介と、地域主体で

進められる先進的な取り組みを紹介します。

◎観光立県推進ビジョンの目指す方向

地域の魅力を活かした快適な空間形成が、来訪

者を増やすだけでなく、住む人の郷土愛と誇りを

培うとともに、訪れる人にとっては「第２のふる

さと」として元気回復の場所になります。このこ

とから、観光に係る千葉県の将来像を「住む人も、

訪れる人も和み、元気になれる“花と海の故
ふる

郷
さと

ち

ば”」としました。

この「将来像」のイメージを具体化するため、

千葉県観光の魅力の中で強い輝きを放ち、注目を

集め、高い評価を受ける見込みのある「３つのテ

ーマ」を選びました。

まず、「花と海に包まれた あったか千葉づくり」

です。

温暖な地に咲き誇る「花」と表情豊かな「海」

に包まれ、自然の恵みと人の暖かさが感じられる

“避寒地ちば”の形成です。

次に、「旬を満喫・グルメな千葉づくり」です。

全国有数の食材供給県ならではの魅力、新鮮で

おいしい千葉の海・山の幸、様々な野菜・果物な

どを堪能できる“グルメな食システムづくり”で

す。

最後に、「リフレッシュ＆健康の千葉づくり」

です。

優しい自然や房総の文化、住民との交流の中で、

“身も心もリフレッシュさせ、健康づくりを行う

観光メニューが提供される体制”の構築です。こ

れらを基本として施策展開、事業推進を図ってい

くことになります。

◎早急に取り組むべきプロジェクト

観光立県を早期に実現するため、観光事業者、

住民の方々、行政などが連携し、優位性を生かし

て観光資源のブランド化や時代のニーズに対応す

る質の高い観光地形成の取り組みを早急に始める

必要があります。ビジョンでは、「ちばの魅力

（ちから）を磨き、発信する７つのプロジェクト」

と「21世紀型観光基盤の形成に向けた４つのプロ

ジェクト」、計11のプロジェクトを示しています。

（ちばの魅力（ちから）発信プロジェクト）

第１は、「花と海の文化創造プロジェクト」です。

「花」と「海」は、千葉県観光のイメージを形
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成する主力的な観光資源ですが、観光形態の変化

に伴った新たな展開が必要です。

花については、花畑を取り巻く環境デザインの

確立や向上、現代的な視点からの花文化創造、海

とも関連させた憩いと夢のある空間形成を演出す

るもので、全国的にプロモーション活動を展開し、

連動して質を高めていくなど総合的に促進しよう

とするものです。

海の観光については、海洋レジャーのトレンド

変化に対応して新しい海洋スポーツなどのメッカ

を形成しようとするものです。

第２は、「食のちば満喫プロジェクト」です。

食・グルメは、旅行目的の重要な要素となって

いるとともに、地域経済に直接的な効果も与えま

す。

千葉県は食材の宝庫ですが、農水産物は大量に

県外市場への出荷を基本とした流通経路が確立さ

れ、地域内での消費・流通体制が弱いといえます。

それが「食を提供する際の演出にこだわりが足り

ない」とか「印象が薄い」との指摘になっている

と思われます。

新鮮でおいしい食材を使った新たな千葉の食を

開発する意欲を高め、千葉ならではの食・グルメ

と食文化の認知度を高めて、地域内で食材の循環

を実現するネットワークにより、「千産千消（地

産地消）」のモデルを構築していこうとするもの

です。

第３は、「健康づくり観光推進プロジェクト」

です。

21世紀半ばには、2.3人に１人が65歳以上にな

ると推測されています。高齢化とともに、国民の

半数近くが自分の健康に不安を感じているといわ

れ、健康に対する関心が高まっています。

千葉県は、気候、地形、食べ物など、健康づく

りやリフレッシュに適した条件も備えているとい

えます。医療機関、観光事業者、スポーツ施設な

どと連携し、地域の魅力を楽しみながら科学的根

拠に基づく健康づくりを行えるシステムを構築

し、健康づくりに役立つ情報を提供したり健康づ

くりツアーのメニューなどを提供するものです。

第４は、「感動の体験･交流プロジェクト」です。

単なる物見遊山的な観光に留まらず、農業体験

や工房での手作りなどに強い関心を示す人が増え

ています。旅の新しいトレンドである来訪者のニ

ーズに対応した参加・体験型観光の受け入れ体制

を構築するため、事業者をネットワーク化する総

合調整組織の設置や情報提供体制の充実など、首

都圏に位置する優位性を生かし、手軽に往復でき

る「第２のふるさと」にしていこうとするもので

す。

第５は、「国際観光連携推進プロジェクト」です。

空の玄関、成田空港を利用する訪日外国人は

330万人余りに達していますが、そのほとんどが

本県を素通りしているという現実があります。日

本の生活文化を楽しめる環境や国際レベルの観光

施設・集客施設などの観光資源が存在していなが

ら残念なことです。

訪日外国人が日本の生活文化等を短時間で手軽

に楽しめる環境づくりを行い、外国旅行エージェ

ントや国際観光事業者などと連携してノウハウを

集め、高い評価が得られる受け入れ体制を整備し

ようとするものです。

第６は、「エンターテイメント活力波及プロジ

ェクト」です。

プロスポーツ、佐原や大原の祭りなどの集客性

の高いイベントや、幕張メッセ、東京ディズニー

リゾート、大型ショッピングセンターなど、エン

ターテイメント性を備えた集客力のある施設等が
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数多くあります。しかしながら、周辺の経済活性

化に十分な効果を発揮しているとはいえません。

この活力を地域経済へ波及させる新たな構造構築

が望まれるところです。

地域とイベント主催者等双方にメリットのある

協働関係を樹立し、周辺ビジネスの創生を促す環

境の整備、周辺地域の人々と訪れる人が共に楽し

めるシステムの構築など、総合型エンターテイメ

ントを創出するものです。

第７は、「歴史と文化散策プロジェクト」です。

週末などを利用し、地域の歴史・文化や産業、

自然風土の魅力に触れ、地元の人々との対話を楽

しむなど、目的やテーマを定め小さな旅に何度も

出掛ける新しい観光が人気です。こうした動きに

対応するため、住民が自分の住む地域の魅力を再

発見して来訪者に紹介し、気軽に交流を楽しむこ

とができる仕組みづくりをしていこうとするもの

です。

（21世紀観光基盤形成プロジェクト）

第８は、「快適な観光アクセスプロジェクト」

です。

房総観光の大きな課題に「交通渋滞」がありま

す。また、公共交通機関による移動（特に次の目

的地への移動）が不便なため、自家用車に偏り、

交通渋滞を一層深刻にさせているともいえます。

現状の調査と原因分析や専門的見地からの検討、

交通事業者、その他の関係機関との連携による交

通マネージメント、情報提供体制の充実や誘導シ

ステムの構築などを行い、快適でさわやかな交通

アクセス環境の実現を目指すものです。

第９は、「美しい景観づくりプロジェクト」です。

景観は、地域イメージに直結し、観光地の魅力

を特徴付ける大きな要素です。本県は、開発、都

市化が急激に進み、景観の特徴が薄れてしまった

ところも少なくありません。また、ゴミ投棄の問

題も有ります。来訪者と住民とが協力する美化運

動、広告物対策、景観法を適用した地域主体の景

観形成の誘導や規制など、景観に配慮して、来訪

者にも地域住民にも快適な観光交流空間を構築し

ようとするものです。

第10は、「ホスピタリティ向上プロジェクト」

です。

心の豊かさを求める現代にあっては、対価に見

合ったサービスだけではなく、心からの歓迎の気

持ちを上手に表現し、質の高い心遣い（ホスピタ

リティ）を提供することが必要です。地域を強く

印象付けるものの誰かが手を抜けば全体の評価に

影響します。地域ホスピタリティの着実な向上に

取り組む気運の醸成、苦情対応システムの充実、

サービス・接遇技術の向上など、人材を育成して

いくものです。

第11は、「ユニバーサルツーリズムプロジェク

ト」です。

観光地には、高齢者や体の不自由な人々が楽し

むには制約がある所もあります。来訪者の多様な

事情に対応できる環境の整備を進めることで、観

光市場の有望な一角の開拓が可能になると考えま

す。ユニバーサルデザインの視点を取り入れて、

観光客と地元住民のいずれにも快適な優しいまち

づくりを進めようとするものです。

◎縦断的･重点的な３つの施策展開

前述したプロジェクトを推進するために縦断的

な施策を展開することとし、次の施策を重点的に

展開することにしています。

まず、千葉県観光の認知度を高め、その存在感

を確実なものにするために、事業者や団体が広域

的に集まって発進力を強化し、広報効果を高める
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仕組みをつくり実行する全県的・総合的プロモー

ションを推進します。

次に、魅力ある観光地づくりに関する創意工夫

ある取り組みの支援、自然環境や景観などの地域

資源を保全する規制、観光地の広域的な連携関係

の構築など、地域主導の先導的な観光地づくりを

促進します。

さらに、観光統計の整備・充実を図り、観光客

の動向の的確な把握、関係者が観光産業・旅行市

場の動向に関する情報を共有する仕組み、金融・

経営に関する質の高いアドバイスの提供、新時代

の観光を担う人材の育成や就業斡旋など、新しい

観光産業の創生･発展を支える環境の整備を促進

します。

◎観光立県へ向けた推進体制　

観光に関わる団体、交通事業者や行政機関など

で構成される「観光立県ちば推進協議会」を基盤

として、観光振興の主体である市町村、地域住民、

企業、NPO等との連携協力関係を構築するとと

もに、国や他都道府県などとの広域連携を進める

ことにしています。

また、実態に応じ機動的に対応できる柔軟な体

制を基本に、必要に応じて新しいプロジェクトを

立ち上げるなど、今後、市町村を始め関係機関、

関係者、県民の方々に広く参画をいただき、力を

結集しながら推進していきたいと考えています。

◎推進中の施策について

ここでは、現在推進している施策について主な

ものを紹介します。

○全県的なプロモーション活動に合わせた観光地

づくりの推進

これまで観光プロモーションは全県レベルでの

連携が十分になされてきたとはいえませんでし

た。全国的な激しい競争を勝ち抜いていくため、

平成16年11月に県、市町村、観光協会、観光関連

事業者など300団体が集まり、「ちば観光プロモー

ション協議会」を設立しました。

当面この協議会で、ＪＲグループと連携して行

う日本最大規模の観光キャンペーンである「デス

ティネーションキャンペーン」に向けて受け入れ

体制の整備と首都圏や北海道・東北・内陸を対象

とした「避寒地」キャンペーン等に取り組むこと

とされています。

※デスティネーションキャンペーン：Destination（目的

地・行き先）とCampaign（宣伝）の合成語。千葉県

としては初めて平成19年２月から４月に予定。

○地域が主体となった先進的な観光地づくりの推

進

地域の特色や優位性のある資源を活用し、当該

地域が主体となって取り組む先進的観光地づくり

を支援する「観光立県千葉モデル推進事業」を16

年度から実施しています。

この事業では、地域の実情や課題に応じた専門

家等の派遣、先導的なハード・ソフト事業に対す

る助成を行っており、これまで次の７地域を指定

しました。

・佐原（事業主体：佐原市、佐原商工会議所、㈱

ぶれきめら）

～世界の人々が訪れたくなる町「スロータウ

ン佐原」～

・南房総（事業主体：館山市、白浜町、千倉町、

南房パラダイスほか）

～南房総館山・白浜・千倉を結んだ広域連携

による「海に花が降るまち」づくり～

・勝浦（事業主体：勝浦市、勝浦市商工会）
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～市民参加によるオールシーズン楽しめる

「イベントのまち勝浦」～

・岬（事業主体：岬町、岬町サーフィン業組合）

～多彩なマリンレジャーを楽しめる「海洋ス

ポーツのメッカ岬町」～

・流山（事業主体：流山市、流山市観光協会）

～流山の四季を彩る「利根運河」を活用した

水と緑の回廊づくり～

・富里（事業主体：富里市、富里市商工会、特定

非営利活動法人エム・エス・ピー）

～北総の大地の恵みを「食」と「農」で楽し

めるまち富里～

・白子（事業主体：白子町、白子町商工関連団体

連絡協議会〔会員：商工会、商業協同組

合、観光協会、温泉組合、スポーツ振興

ホテル組合、民宿組合、食品衛生協会〕

～美しい街並みとスポーツに出会える「さわ

やかタウン白子」～

○旅と健康づくり（健康ちば旅倶楽部　愛称：

CLUB CHIBA）

時代を先取りした科学的根拠に基づいた健康づ

くりシステムと、県内観光を結びつけた新しい

“旅のカタチ”を提供する会員制組織を16年10月

に設立し年明けから本格的に募集しています。

健康づくりに関心のある方に、温暖で豊かな自

然環境に恵まれた房総の観光と健康づくりの一体

的なサービスの提供や、最新の科学的根拠に基づ

く一人ひとりに応じた運動や栄養などの総合プラ

ンを提供し、県内の拠点と家庭を結んだ健康づく

りを継続的に支援します。

【サービス提供場所】

鴨川地域：亀田メディカルセンター（メディカル

施設・運動施設）

鴨川市内ＪＴＢ協定宿泊施設

かずさ地域：かずさアカデミアクリニック（メデ

ィカル施設）

アカデミアスポーツクラブ｢アクア

かずさ｣（運動施設）

オークラアカデミアパークホテル

（宿泊施設）

○その他

上記のほかに、外国人観光客受け入れ体制の整

備、海外エージェント等へのプロモーション、観

光地づくりに関する人材育成のための講座、経営

アドバイザーの派遣などの事業を実施しています。

◎おわりに

「観光立県ちば推進ビジョン」の策定、「観光

立県ちば推進協議会」や「ちば観光プロモーショ

ン協議会」の設立、地域主導の観光地づくりを支

援する「観光立県千葉モデル推進事業」の創設な

ど、観光振興を進めていく上での当面の方向性や

体制の骨格ができました。しかし、実質的な観光

振興は、地域の観光事業者や地域の方々からわき

上がってくる熱意による取り組みであることがど

うしても必要です。実際に観光に携わる人達の知

恵による付加価値の創造、千葉を訪れる人々との

信頼関係の確立、観光とは関連が無いと思われて

いた分野と観光部門との連携、自然環境、生活文

化、地域に住む人の誇りが生まれるといったもの

に発展していくことが重要です。観光を柱にした

地域社会を構築していくには相応の時間を要する

ものと思われます。現在、地方分権に取り組まれ

ている市町村を始め、観光事業者、地域住民の皆

様と一緒になって粘り強く取り組んでいきたいと

考えています。

特　集 「新しい観光の魅力」

14



特　集 「新しい観光の魅力」

15

はじめに
1978年（昭和53年）５月成田空港が開港したこ

の年、ドイツを中心にヨーロッパ視察に参加しま

した。往きは羽田から復りは成田にと印象の強い

視察でありました。

５月のドイツ、黒い森地帯の美しさが今も脳裏

に焼き付いています。タンポポの花が畑一面に咲

き乱れ、森の中ではブルーベリーが花咲き、自転

車に乗った親子連れの華やいだ声が周囲の山々に

響き、手入れされた農家までのアプローチは美し

い草花が整然と咲き誇っていました。世界的に有

名な鳩時計の町での一杯のビールの味が忘れられ

ません。新治村でも、いつかこんな田舎風景を残

しながらの景観環境を保全した村づくりを進めて

いきたいと思いました。

昭和57～58年にかけて高速交通時代が到来しま

した。上越新幹線の営業が始まり、関越自動車道

が開通し、これにあわせて本村においても（財）

群馬サイクルスポーツセンターや第３セクターの

ゴルフ場の建設を行い、受け入れ対応を進めなが

ら観光地づくりを進めてきた経緯があります。し

かし、地場産業の中心は農業であり、米、養蚕は

低迷、少子高齢化により農業の後継者不足がより

一層顕在化してきました。

観光と農業の連携をなんとか図ってほしい、50

代、60代中心の農業者の叫びは、村全体の共通の

声として行政全般に寄せられていました。

具体的な取り組み（たくみの里づくり）
新治村では観光と農業の接点は、これまでリン

ゴ狩りを通じての接点であり、農業全体としての

インパクトにはなっていませんでした。新治村は

猿ヶ京温泉を中心として年間110万人程の観光客

が訪れている観光地でありますが、観光の資源は

自然景観と温泉が最大の資源であり、特に農村が

衰退の状況にあっては農村の原風景の喪失が心配

されました。ホタルやトンボが舞う光景を保全す

るにはどのようにすればよいのか、都会の人に訪

れてもらえる農村づくりをすることにより活性化

が促進できるはずです。それには、客が目的とす

るコアを作らなければならない。

当時愛知県の足
あ

助
すけ

町では、手工芸の体験による

事業が成果を上げていました。この先進事例は、

大いにわが村の村おこしにインパクトの強い事例

を与えてくれました。しかし、同じ手法では二番

煎じで終わってしまう。コア施設は広大な農村集

落を含めた全体の中に分散型に配置し、農村の原

風景を楽しんでもらいながら集落間に存在してい

る、県の重要文化財、野仏などとの触れ合い、四

季折々の自然界の動植物の生息や農作業の現場、

いわゆる農村「耕景」体験によるグリーンツーリ

ズム、また、旧三国街道須川宿の町並みを楽しん

群馬県利根郡新治村助役 河　合　　　進
（観光カリスマ）

PART 3

地域住民と観光客が共に喜ぶ
観光地づくり



でもらえるように、景観の保全などを行ってその

土地のアイデンティティを生み出すことにより、

訪れた人々に感動を与えることをやることではな

いでしょうか。ちょっとした観光資源があっても

汚いまま放置しておいたのでは、いくら宣伝して

立派な箱物を作ったからといっても観光地として

成功するわけがありません。観光地として成功す

るかどうかは、観光産業にまったく関係の無かっ

た地域住民の人たちが、そこに住んでいるという

誇りと少しでも多くの住民が経済活動に参加でき

るような場所づくりをいかに行政が提案できるか

が成功の鍵ではないでしょうか。

農村公園構想
昭和62年に施行された「総合保養地域整備法」

いわゆる「リゾート法」の地域指定を受けたこと

により、農業とリゾートの連携を強化するために

基本構想が必要となり、平成２年に「村作り構想

策定委員会」を設置して、基本構想の策定を諮問

しました。その結果答申されたのが、村内４ヶ所

の開発ゾーンでありました。

１．須川平
すかわだいら

たくみの里ゾーン

２．入須川
いりすがわ

農村交流公園ゾーン

３．新巻平
あらまきだいら

フルーツ公園ゾーン

４．猿ヶ京
さるがきょう

温泉宿泊ゾーン

従って、観光振興は根本から考え直すことから

始めなくてはなりません。

本当に観光を核にして地域振興ができるのか、

できるとすれば混在化した地域の現状、また自然

景観や文化などの環境をどのように整備するかを

考えることが必要なのです。そのためのインフラ

や枠組みとして、自治体が何を用意すればよいの

かを考えるべきだと思います。

よく継続は力なりといわれていますが、行政は

総合計画に基づく政策運営が行われており、首長

選挙によって、ローカルマニフェストいわば住民
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に対する「契約」によっては色々と政策に変化が

出てきます。

新治村の場合、村長は既に５期目になっており

ますが、初当選を成した時より観光振興施策を充

実させるために、平成２年より「農村公園構想」

を樹立し、この構想に基づいたハード、ソフト面

の整備もほぼ今年中には完成する予定であります。

観光産業は、トータル産業といわれており、イ

ンフラ整備においても少なくとも十年は必要と思

われます。

住民は自分たちの街づくりを自分達でどのよう

にするのか、させるのか、蚊帳の外でなく、ある

程度のリスクも共有した覚悟を持つことにより、

参加意識の連帯感を強め、よりよい展開が期待で

きるものであります。

開発のコンセプト
農村の原風景をどのように保全しながら観光客

を誘致していけばよいのだろうか、農業経営がし

っかりとして経済に結びつけば、四季折々の美し

い景観が保全できる。それはとにかくとも人が訪

れてくれるようなコア施設を作らなければならな

い。

基本理念を次の三点に、「歴史文化の保存と伝

承」「伝統手工芸文化の発掘振興」「食文化の発掘

と開発」と定めました。

農村集落にはいろいろな慣習や祭り、歴史や風

土の中で培われた手工芸文化が存在しています。

地域の人と物を活用した、かつて我々が親から教

わった「竹細工」や「わら細工」などの生活手工

芸文化を体験してもらい、物づくりの大切さと作

る喜びを体験してもらう「たくみ」の家をコア施

設としました。コンセプトを「自然景観の保全と

交流体験」と定めました。

計画の中で、農村集落全体を視野にした計画で

なくては全体の活性化は望めないので、地域分散

特　集 「新しい観光の魅力」
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型に施設を配置して、既存の県重要文化財や野仏

を巡りながら、田園風景と農家の人々との触れ合

い体験をしながら、地域で生産される野菜果物の

販売ができる仕組み作りを図りました。

ここで重要なのは、先進事例をどのように活か

せるかであると思います。その土地土地の歴史風

土が違うわけですから、そのことを十分理解した

うえでの計画でなければなりません。そして財政

面は起債に頼ざるを得ないので、身の丈にあった

適正な規模にし行政で経営しなくてはならない部

分と民間でできる部分の管理責任分担を当初計画

から明確にして、その管理組織体も同時に計画す

べきであろうと思います。特に行政は、現在町村

合併を推進する中で三位一体改革での地方分権に

よる補助金のカットや交付税の減額は自治体に重

大な財源不足を生じておりますが、合併特例債の

有効活用を含め、既存施設のソフト面における見

直しを進めるのも活性化の一歩となるでしょう。

経済の向上が地域環境を変える
新治村は、典型的な中山間農業地帯であり、平

均農耕面積は80アール程で養蚕、米を中心として

きたものですが、特に桑園の荒廃が著しく桑林に

なりつつあったため、営農の転換が急務となって

いました。

「たくみの里」事業はほぼ中央に位置し、４集

落350ヘクタールの中に点在しています。そのメ

インが旧三国街道須川宿でありますが、行政集落

は20集落で構成され、国道17号線と赤谷川が月夜

野町で合流しています。人口は８割方が国道17号

線沿いに居住していますが、標高400から500メー

トルの河岸段丘一帯が農村地帯を形成していま

す。村では果樹園芸の導入を積極的に行い、春の

サクランボからリンゴまで産直販売で毎年その販

売を伸ばしています。

農家により複合経営の農家では、億単位の経済

活動をしている農家が出現して、やる気のある農

家には大きな夢を与えています。また村長は、農

村公園構想樹立の中で年金プラス60万円構想を提

案しました。月に５万円の収入ではありますが、

高齢者でも家の周りで野菜作りをしながら収入を

得られるということで、生きがいづくりにも貢献

しています。

経済効果は、地域の人々の心に大きな変化が出

てまいりました。沿道の掃除や四季折々の草花の

植栽草の刈り取りなど集落で積極的に取り組んで

もらって、美しい村づくりに大変なご苦労を頂い

ております。このことは、もてなしの心となって

観光客のリピーター化にもつながっています。

行政のかかわり
主役は住民であり、行政はその仕掛けをどのよ

うにするかであります。そのために村では、美し

い村づくりのために「景観条例の制定」経済の活

性化を促すために県資金の活用と利子補給条例制

定を行って、民間活力の引き出しにもあたりまし

た。

一方、農村公園構想に基づいて計画をした開発

ゾーンの施設建設とインフラ整備に、国からのあ

らゆる補助金の導入をはかり、建設した施設運営

をするために、（財）新治村農村公園公社（２億

円）の設立をしました。ここでは、観光と農業の

連携した事業体として、地域雇用を促す中で特産

品の開発を始め、村内４ヶ所の開発ゾーンの公共

施設の管理運営を委託して独立採算性を追及しな

がら経営にあたっています。

現場に神宿る
この言葉は、弁護士の中坊公平先生の言葉です。

ふるさとの街づくりに取り組むことができる、そ

れは自分自身の生きがいと感じ、いかに真剣に打

ち込むことができるかではないでしょうか。リス

クは覚悟か、同僚からは疎まれないか、休日そん

なものはない、地域づくりはいかに多くの現場の

声を聞くかであろう、そこに素晴らしいアイデア

がある。信頼関係を構築する、それが鍵です。

特　集 「新しい観光の魅力」
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１　災害情報をホームページ（ＨＰ）に掲載
銚子市消防本部・消防署では災害発生時におけ

る市民からの問い合わせに速やかに対応するた

め、平成16年12月１日から市のホームページに災

害情報の掲載を開始しております。

①　現　状

これまで電話回線（15回線）を使用した自動案

内では、１件の災害で多いときには問い合わせが

1,000件を超え、話中状態等により、直ちに情報

が得られない状況でありました。

②　効　果

ホームページからの災害情報の提供は、アクセ

スが集中しても迅速に災害情報を提供できます。

③ 市ホームページに掲載する災害

（消防車が出場する災害）

・火災

・その他の災害（風水害等）

・救助事故

・消防隊が支援出場した救急事故（幹線道路で

の交通事故や３階以上の階で発生した救急事

故は救急隊と同時に消防隊が応援に出場）

④　ホームページアドレス

銚子市：www.city.choshi.chiba.jp/

２　消防職員等へのＥメール配信
市のホームページへ災害情報を掲載するととも

に、消防職・団員及び市職員の個人所有の携帯電

話に災害発生状況をＥメールで自動配信します。

①　現　状

通信指令装置の順次指令により連絡を実施（加

入回線で１件ずつ順番に自動連絡）するため、連

絡が終了するまでに非常に時間を要していました。

②　効　果

災害発生状況をＥメールで自動配信することに

より、消防隊の出場とほぼ同時に情報伝達が可能

で、非番の消防職員並びに消防団員等の迅速な招

集が図れます。

また、市のホームページへの災害発生状況の掲

載と連動させているため、面倒な入力操作があり

ません。

③　Ｅメールを配信する災害

・建物火災

・特殊災害

・集団災害

３　今後の取り組み
今後も社会情勢、市民のニーズ等をとらえなが

ら、市民との対話、ふれあい、そして広報媒体を

大いに活用して適切な情報提供を行うとともに、

「災害に強い安全なまちづくり」を目指して消防

防災体制の確立に取り組んでいきます。

銚子市

「速報！災害情報を
ＨＰ」に掲載

消防本部・消防署

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;県内情報報 報 報 情 情 情 域 域 域 地 地 地 
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近年、各家庭において、パソコンを所有する人

が多くなり、情報の収集・提供の手段としてイン

ターネットを利用する住民や企業が増えていま

す。

こうしたインターネットの普及に伴い、流山市

でも市政情報提供の媒体として、平成９年９月か

ら市制施行30周年を記念し、ホームページを開設

しました。開設当時から平成15年９月末までは、

企画担当課が各課から情報を集めてホームページ

を作成していましたが、魅力あるホームページに

するために、庁内でホームページ検討部会を組織

して検討を行なった結果、流山市のホームページ

基本コンセプトを策定し、平成15年10月１日から

各課ごとにホームページを作成することにしまし

た。これにより、平成13年には月5,000件のアク

セスだったものが、リニューアル後には30,000件

以上のアクセスが寄せられるようになりました。

さらに、ホームページを有効に活用する方法を

模索する中で、これだけのアクセスがあることか

ら、画面の右側部分の余白スペースを利用して流

山市の地域情報を広域的に知らせることや、地域

経済の活性化・地域文化の向上を図ることとし、

併せて厳しい財政状況下で自主財源を確保するた

めに、他市の先進事例や職員の提案、市民の提言

等を踏まえて検討を重ねた結果、バナー広告を有

料で募集することにしました。

「広報ながれやま」で、毎年度４月１日からの

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;地域情報

流山市

市のホームページに
バナー広告を掲載
行政改革推進課　IT推進室

バナー広告を募集することにし、最大８コマで、

１コマ（縦60×150ピクセル）の料金を月20,000

円としました。

掲載できる広告は、市民生活に関連したもので

あって、（１）市の印刷物等の公共性及びその品

位を損なうおそれがないもの。（２）風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23

年法律第122号）第２条第１項各号に揚げる営業

に該当しないもの。（３）政治活動、宗教活動、

意見広告及び個人・団体の宣伝に関しないもの。

（４）公の秩序又は善良の風俗に反するおそれが

ないもの。（５）その他市の印刷物等に掲載する

広告として妥当であると市長が認めるもの――と

しました。

現在までに保育園、通信会社、飲食業、食料品

会社、ガス会社からの掲載申し込みがあり、常時

平均で３社が掲載しています。

また、本市では、平成16年10月１日からインタ

ーネット等を使った「公共施設予約システム」を

導入しましたが、これによりホームページのアク

セス数が月42,000件を超えるようになったことか

ら、今後はバナー広告掲載の更なる応募があるも

のと期待しているところです。
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鎌ケ谷市では、市が管理する新鎌ケ谷駅の自由

通路壁面を広告スペースにし、有料で企業のポス

ターなどを掲示することとなりました。このため、

市の行政財産使用料条例の一部改正案を12月の市

議会に提案し、可決されました。

新鎌ケ谷駅は、東武野田線、新京成線、北総線

の鉄道３線が乗り入れるターミナル駅で、１日当

たり約62,000人の乗降客が行き来しています。さ

らに将来は、平成22年度の開業を目指している成

田新高速鉄道の乗り入れや、東京10号線延伸新線

が計画されるなど、鉄道５路線の交通結節点とし

て高いポテンシャルを有しており、企業にとって

宣伝効果の高い場所となっています。

一方、鎌ケ谷市の財政状況は、長引く経済不況

による市税の落ち込みや、三位一体改革などによ

る地方交付税の減額といった状況から、一般財源

も年々縮小の一途をたどっており、十分な事業展

開が図れない状況となっています。

そこで、市ではこの新鎌ケ谷駅の自由通路に着

目し、その壁面の有効活用を図ることによって新

たな財源を確保し、この新鎌ケ谷地区をはじめと

するまちづくり資金の一助にする考えです。

広告スペースは、東武野田線の改札口前の幅13

ｍ、長さ28ｍほどの自由通路の壁面です。この壁

面に縦1.2ｍ、横3.2ｍの広告掲示板を３面設置す

ることで、Ｂ０版のポスターなら６枚、Ｂ１版の

ポスターであれば12枚張ることが出来ます。使用

料については、民業の圧迫とならないよう鉄道各

社の駅広告料金にほぼ合わせて設定しており、１

年間フルにこの広告掲示板が利用されると約

1,200万円の歳入を見込むことができます。県外

では秋田市、富山市、高崎市などが駅の自由通路

壁面を使って同じような広告事業を行っています

が、県内自治体では初の試みとなります。

この広告掲示板の実際の運用は、新年度からを

予定していますが、広告主の募集については、３

月頃から市の広報紙やホームページで行うほか、

職員が各企業をまわって営業活動をしたいと考え

ています。

広告スペースとなる新鎌ヶ谷駅自由通路の壁面

鎌ケ谷市

県内初！
駅に市営の広告板
都市部新都市まちづくり室

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;地域情報
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我孫子市

「オオバンあびこ市民債」
を発行
企画調整室財政担当

我孫子市では、平成16年11月25日に初めて住民

参加型ミニ市場公募債「オオバンあびこ市民債」

を発行しました。

この住民参加型ミニ市場公募債は、資金の使い

道を明らかにして公募し、市民の皆さんにまちづ

くりに参加していただくもので、地方債の新たな

資金調達手段として平成14年から全国の自治体で

発行されています。

今回提供していただいた資金は、本市の貴重な

自然環境で、昔の利根川の風情を今にとどめる

「古利根沼」を保全するための用地取得の一部と

して使用しました。

古利根沼は、我孫子市の北端、茨城県取手市と

の境に位置し、明治末期の利根川の河川改修工事

によって湾曲部がそのまま残された三日月形の沼

です。ヘラブナやコイなどが生息し、南岸にはハ

ンノキやコナラなどの樹木が茂る斜面林と湖面が

一体となり、貴重な自然や美しい景観を今なお残

しています。

住民参加型ミニ市場公募債は、一般に利率は国

債より高めに設定されますが、「オオバンあびこ

市民債」は、バブル期には埋め立て開発の危機に

あった古利根沼を、市民と行政が協力して保全す

るという目的から、できる限り経費をかけずに発

行することにしました。そこで、利息や手数料な

どを含めた発行経費を市の他の地方債（銀行など

からの借入）の経費と同程度となるようにしたた

め、本市民債の利率は、利率決定時の国債利率年

0.8％を下回る年0.58％となりました。

この条件で果たしてどれだけ応募があるのか不

安視もされましたが、発行説明会の開催や応募は

がき付きのパンフレットを作成し、市の広報紙と

一緒に全戸配布するなど市民債発行の周知を図り

ました。

結果は、応募総数1,260件、計10億3150万円と

発行額２億円の５倍を超え、公開抽選会を経て、

最終的には256人の方に購入していただきました。

応募状況は、年代別では50代以上の方が80％近

くあり、特に60代が37％と最多を占めました。金

額別では、購入限度額の100万円の申し込みが、

73％と多数ありました。

応募はがきに寄せられた意見は208件あり、そ

の大半は「古利根沼の保全に協力、自然保護に賛

同」というものでした。また、「子どものころ遊

んだ古利根沼の自然を大切にしたい」という20代

の方、「わずかでも古利根沼の保全に役立つなら」

と10万円分の購入申込をされた方もいました。

今回発行した「オオバンあびこ市民債」は、発

行目的に多くの方々の賛同をいただけたことが、

このような結果になったと考えています。

今後も、自然環境分野を中心に市民の皆さんか

ら協力が得られる事業を対象に、「オオバンあび

こ市民債」の発行を検討していく予定です。

※市民債の名称の「オオバン」は、市の鳥です。

住民参加型ミニ市場公募債
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三島市が平成16年８月に策定した「三島市色覚

バリアフリー指針」について、策定の経過や指針

策定後の取り組み状況などについて説明します。

■ 色覚障害（色盲・色弱）とは

一般的には色盲・色弱と呼ばれていますが、色

覚障害又は色覚特性という呼び方もされていま

す。

アジア系の男性の５％、女性の0.2％がこの特

性を持っているといわれておりますので、三島市

には男性2,900人、女性100人の色盲・色弱者がい

ると推測されます。

色盲・色弱者は大体の色は見分けられるもの

の、一部見分けにくい色（赤や緑）があることや、

長波長領域の光が見えない（赤と黒が見分けにく

い）という特性がありますので、色覚障害者に見

やすい資料は誰が見ても見やすく・わかりやすい

資料であるということができます。

■ 色覚バリアフリー指針策定の経過

－発端は議会の一般質問から－

色覚バリアフリーに関する取り組みは、平成14

年９月市議会定例会において国府方政幸議員（公

明党）から、色覚バリアフリーの取り組みに関す

る質問があったことが契機となりました。市とし

ては、学校教育の場での配慮はしているものの、

それ以外の取り組みはほとんど行っていなかった

ため、今後積極的に色覚バリアフリーに取り組む

旨の答弁をいたしました。

－取り組み１　色覚バリアフリー講演会の開催－

国府方議員から同氏の友人で「色覚バリアフリ

ー」に取り組んでおられる国立遺伝学研究所（所

在地：三島市）の岡部正隆氏をご紹介いただきま

した。岡部氏は東京大学分子細胞生物学研究所の

伊藤啓助教授とともに色覚障害の発生メカニズム

の研究や色覚バリアフリーの普及啓発に取り組ま

れている方で、色覚障害に関する第一人者として

広く知られております。

議会終了後、同氏に直接お会いし、色覚バリア

フリー講演会を開催したい旨のお願いをし、講演

会実施のご快諾をいただきました。

－出席者全員が感心した岡部氏のプレゼンテーシ

ョン－

平成14年10月７日に市職員を対象に、10月31日

には市内の教職員を対象に講演会を開催いたしま

した。

この講演会ではパワーポイントを用いて、色

盲・色弱者の色の見え方や対策、色の情報だけで

はなく必ず別の情報も加えて表記することの重要

性などを分かりやすく解説していただきました。

岡部氏のプレゼンテーションの巧みさや充実した

内容に対して、当日受講した職員からは今までの

講演会の中で最も優れたものであったという感想

が多く寄せられました。更に12月にはＴＢＳの報

道特集で岡部氏らの「色覚バリアフリーに関する

活動状況」が取り上げられ、この講演会の模様も

報 報 報 情 情 情 域 域 域 地 地 地 
静岡県三島市

色覚バリアフリー
指針の策定

政策企画課

―誰もが見やすく・わかりやすい
行政資料等の作成をめざして―

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;県外情報
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テレビ放映されました。

－取り組み２　色覚バリアフリー指針の策定－

本年度には色覚バリアフリーの取り組みを更に

強化するために、三島市色覚バリアフリー指針の

策定に着手しました。

色覚バリアフリー指針については、既に岡部・

伊藤両氏の著書（「色覚の多様性と色覚バリアフ

リーなプレゼンテーション」や「色覚の多様性と、

色盲の人にもわかる色覚バリアフリーなプレゼン

テーション」）がありましたので、三島市ではそ

れらを参考に要点をまとめて「三島市色覚バリア

フリー指針」として公表しましたが、岡部氏には

細部にわたるご指導をいただきました。

なお、岡部氏は平成14年12月から２年間の予定

で文部科学省の公費留学生としてイギリスへ留学

されていたため、メールでのやり取りとなりまし

た。公私ともお忙しい中ご協力いただいた岡部氏

には心から感謝しております。

－取り組み３　庁内説明会の開催－

三島市色覚バリアフリー指針を策定後、早速、

各課のホームページコーディネーターを集め、説

明会を開催しました。

この説明会では、指針の内容説明はもちろんの

こと、市のホームページに掲載されている情報で、

色覚的に問題のある個所についてこの個所のここ

が悪いという指摘を行い、早期是正を求めました。

是正をお願いした個所は20ヵ所強ありました

が、その中で多く見受けられたものは、緑地に赤

文字を使っているもの（これでは赤の文字が見え

ない）、パステル調の下地にパステル系の色文字

を組み合わせているもの（濃淡の差がないと字が

読みにくい）、表の凡例を色だけで示しているも

の（凡例が多すぎると色の区別だけでは分からな

い）などで、色使いの難しさを改めて痛感しまし

た。

このような是正指導の結果として、三島市のホ

ームページは日経BPコンサルティングが実施し

た「自治体サイトユーザビリティ調査2004（人口

７万以上の都市を対象とした調査）で、中部地区

61自治体中９位（静岡県内では２位）に評価され

ました。特に視覚障害者に対応したページづくり

が高い評価を受けています。

今後とも、「色覚障害者に見やすい資料は、だ

れが見ても見やすい・わかりやすい資料である」

という基本に立って、色覚バリアフリーに取り組

んでいきたいと考えています。

なお、三島市色覚バリアフリー指針については、

三島市のホームページに掲載されていますので関

心のある方はご覧ください。

杉山　孝二

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;県外情報

三島市ホームページ
Http://www.city.mishima.shizuoka.jp/

色盲の人にもわかるバリアフリープレゼンテーション法（岡部正隆・伊藤啓）
Http://www.nig.ac.jp/color
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昼休みになると聞こえてくるかすかな音色。そ

の音源となっているのが、総務課情報管理係に配

属され、以来電算機器の管理から運営までをこな

している齋藤君です。

そんな彼の趣味がフォルクローレの演奏です。

フォルクローレとは南アメリカの民族音楽の総称

で、欧米や日本では「コンドルは飛んで行く」に

代表される様なペルーやボリビアなどアンデス山

脈の国々の音楽が良く知られています。使われる

楽器は主に、竹製の縦笛である「ケーナ」、パン

フルートの一種で葦笛を並べた「サンポーニャ

(あるいはシク)」、かつてはアルマジロの甲羅で

作られていたこともある小型の撥
はつ

弦
げん

楽器「チャラ

ンゴ」、そしてギターと太鼓です。「インカ帝国時

代から伝わる先住民の伝統音楽に、征服者である

スペイン人が持ち込んだ西洋音楽と楽器、それに

奴隷として連れてこられたアフリカ人のリズムが

融合して出来たものがフォルクローレ。その多様

性が魅力」と熱く語る彼。

地元では活動の場が限られているため少々寂し

いそうですが、昨年は毎年10月に福島県川俣町で

開催される日本で最大のフォルクローレ・イベン

トである「コスキン・エン・ハポン」で演奏。こ

のイベントは既に30周年を迎え、平成14年度地域

づくり総務大臣表彰にも輝いた「町おこし」の成

功例であり、町職員や大勢の住民ボランティアの

尽力の下、およそ150団体が三昼夜にわたり早朝

から深夜まで演奏を繰り広げるという大規模な演

奏会です。そんな演奏会に参加しての感想は、

「地元では出会うことのない多くの『同志』の演

奏を聴いたことで、大いに刺激を受けた。ぜひ次

も参加したい」とのことでした。

この趣味を続ける上で苦労している点は、「周

辺に仲間がいないことと、情報量が絶対的に少な

いこと」。その悩みを少しでも解消するため、昼

休みにはギターの弾ける同僚を無理やり一室に引

き込んで、二人で演奏しているところをしばしば

見かけます。その姿はメロディーとあいまって、

物悲しくもあり楽しげでもあり、一般の人には近

づきにくい雰囲気を醸し出しています。

そんな彼のライフワークは、「日本一とは言い

ません。せめて東総地域一のチャランギスタ(チ

ャランゴ奏者)を目指します」とかなり謙虚。今

年7月には市民音楽祭を毎年開催するなど音楽活

動の盛んな旭市と合併することで、活動の場が増

えると今から意気込んでいます。

年明け早々には待望の第一子が誕生と、ますま

す絶好調。今年は民族衣装を身にまとい、ステー

ジで乱舞する彼の勇姿を見ることができるかも知

れません。 （文：飯岡町企画財政課　柴栄男）

あの人この人　人物紹介

飯岡町役場総務課　主任主事

齋
さい

藤
とう

邦
くに

博
ひろ
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皆さんは佐原の古い町並みをご存知でしょう

か。平成８年に国から「重要伝統的建造物群保存

地区」の選定を受けた千葉県内では唯一の歴史的

な町並みです。私はこの保存地区の歴史的な建物

の修理、新築等の修景、これらの建物の活用、地

区内のまちづくりに関することを担当させていた

だいております。

今回「まちづくり研修」を受講させていただい

て、特に心に残ったのは、多くの講師の先生方か

ら頂戴した「個性」「住民との連携・信頼関係」

「主役は住民」という言葉でした。「住民が主役と

なり、行政と手を取り合いながら、地域の個性を

活かしたまちづくりを進める。」これはまさに、

佐原で取り組まれてきた町並み保存、まちづくり

の手法そのものであり、「よしっ！」と背中を押

される思いになりました。

私は“佐原が大好き”です。これからも、私を

育ててくれた佐原に恩返しをするつもりで、まち

づくりに取り組んでいきたいと考えております。

終わりに、この研修を受講する機会を与えて下

さいました皆様、講師の先生方に御礼申し上げま

す。ありがとうございました。

自治専門校だより

「まちづくり研修」
を受講して

佐原市 都市建設部
都市計画課まちづくり推進班

齋　藤　　　勝

平成16年の４月に「まちづくり政策課」が本市
に設置され、この部署に異動となり最初に感じた
疑問が、平仮名の「まちづくり」とは何だろかと
いうことでした。
私のこれまでの仕事の中では「まちづくり」と

いうと「街づくり」が連想されました。
過去においては、この「街づくり」が主流であ

り、いわゆる区画整理や再開発等の面開発がその
手法の代表であり行政主体のものでした。
また、バブル経済崩壊前には投機的な面開発が、

首都圏を中心とした日本全国で盛んに行われてお
り、この時点では方法論は別としても活発な経済
情勢に連動して、街も活性化し順調に発展して行
くように思われました。
しかしながら、バブル経済が崩壊し経済成長も

鈍化した現在は、今までのように経済主導型の街
づくりは期待できません。
ちょうどそこへ今回のまちづくり研修の案内が

届いたので、疑問を解消すべく参加をしたしだい
です。
この研修では、市民と協働の「まちづくり」の

事例紹介があり、市民と協働のまちづくりにおい
ては、種々様々なプロセスを経てまちづくりが構
築されておりました。個々のまちづくりにおいて
は、市民と協働するプロセスが信頼関係の構築に
役立ち、このことが、本来の目的を達成する上で
も重要な位置を占めておりました。
今後は市民と協働で、まちをどのように動かし

て行くのか、また、政策決定の場で市民と共通の
意識をどのように持つのか、そのヒントは市民と
の協働の「まちづくり」の中にあるのではないか
と思いました。
今後のまちづくりにおいては、市民との協働が

重要であることをこの研修を通じて認識いたしま
した。

「まちづくり研修」
を受講して

船橋市まちづくり政策課

渡　辺　一　生
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現在、私の所属する館山市は「観光立市」を標

榜
ぼう

し、今年度より観光課内に「観光企画室」を設

けました。これは従来から市が有する観光資源を

最大限に活かしつつ、新しい観光資源や埋もれて

いる資源を発掘して、南房総たてやまを象徴する

新たな観光施策を企画・立案することなどを目的

としたものです。

この観光企画室に４月１日付けで配属された私

は、今まで経験がない企画分野での執務に多少戸

惑いがありました。このような状況の中で、県と

市町村職員の合同グループによる政策形成能力を

高めることを目的とした政策研究セミナー研修に

参加しましたので、不安と期待でいっぱいでした。

５ヶ月におよぶこの研修は、「自然環境の保

全・再生」をメインテーマに９人の県職員と８人

の市町村職員からなる研修生を３グループに分

け、４回にわたる講義・指導と８回におよぶグル

ープ毎に進める研究・討議の全12回で構成され、

研究成果として「企画提案書」を作成し、プレゼ

ンテーション（発表）するという内容でした。

私のグループは、「“わ”でやすらぎを生み出す

社会づくり」をスローガンに、「里山ｄeエンジ

ョイ事業の推進」を研究テーマとして企画提案書

を作成しました。メンバーは同世代の県職員と市

町村職員で構成されており、和気あいあいとした

「政策研究セミナー研修」を受講して

館山市港湾観光部観光課観光企画室

石　井　　　聡

雰囲気の中でお互いの意見を主張し合いながら、

企画を練り上げていきました。このことは、私が

今までに受講したことがない研修の形態及び内容

でしたので、とても興味深く受講いたしました。

研修期間が長いとは言え、限られた期間に一つ

の政策について、スローガンづくりから目的、課

題設定、事務事業の立案まで、グループ同士のデ

ィベートを行いながら作成していくことは、初体

験の私には容易な事ではなく、途中で断念しよう

かとも思いましたが、講師の村松先生の叱咤激励

やグループの皆様の協力のおかげで何とかやり遂

げることができました。

この研修を通して学んだ政策形成の進め方や手

法を、現在私が直面している市の観光施策を企

画・立案する上で、存分に発揮し、市の活性化に

つながる観光行政を目指し、日々の執務に励んで

いこうと思います。

また、この研修で得たもう一つの財産である研

修生同士の“わ“（人のつながり）を大切にして

いきたいと思います。

最後に、このセミナーの参加の機会を与えて下

さいました職場の皆様、お世話になりました講師

の村松先生や自治センターの職員の皆様、一緒に

学んだ研修生の皆様に心から感謝いたします。あ

りがとうございました。
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平成17年度研修のご案内
●上級研修

課　　　程 主　な　科　目 期　　　間

中 堅 職 員 研 修

課 長 補 佐 研 修

課 長 研 修

管 理 者 研 修

① 7月 6日～ 8月 3日
②10月 5日～11月 2日
① 7月 5～ 7日
② 7月19～21日
③10月11～13日
④10月25～27日
⑤10月31日～11月 2日
① 7月12～14日
② 7月26～28日
③10月 4～ 6日
④10月18～20日

7月22日

行政法、民法、地方自治制度、地方公務員制度、政策法務、政
策ディベート、安全安心なまちづくり

新時代の地方自治運営、労務管理、地域政策の動向、講話－ト
ップが期待する幹部職員像

新時代の地方行政、現代行政の課題、財政改革の考え方、ＮＰ
Ｏと行政

講話、地方分権と市町村行政

課　　　程 主　な　科　目 期　　　間

接遇研修指導者養成研修

JＫＥＴ指導者養成研修

ＪＳＴ指導者養成研修

地 方 自 治 制 度
指 導 者 養 成 研 修

① 6月28～30日
② 1月11～13日

8月 8～10日

① 8月22～26日
② 1月16～20日

8月24･25･31日･9月1日

公務における接遇、マナーとコミュニケーション、面接応対、
電話応対、クレーム対応

国民の立場に立った行政、求められる行動規範、公務員に求め
られる自己規律、事例研究

リーダーの役割、マネジメントの基本、リーダーシップの発揮、
コミュニケーションの活用

地方自治制度のポイント、レッスンプランの作成法、指導実習
及び検討会

●指導者養成研修

課　　　程 主　な　科　目 期　　　間

人 事 管 理 研 修

財 政 研 修

財 務 事 務 研 修

契 約 事 務 研 修

税 務 事 務 研 修 Ⅰ

税 務 事 務 研 修 Ⅱ

市 町 村 民 税 研 修
固 定 資 産 税
（ 総 合 ） 研 修
固 定 資 産 税
（ 土 地 ） 研 修
固 定 資 産 税
（ 家 屋 ） 研 修

徴 税 事 務 研 修

行 政 広 報 研 修

戸 籍 事 務 研 修

監 査 事 務 研 修

9月 6～ 8日

8月 2～ 5日

8月29日～ 9月 1日

7月25・26日

6月13～17日

10月12～14日

① 6月27日～ 7月 1日
② 9月 5～ 9日

6月20～23日

9月12・13日

9月14・15日

① 7月 4～ 7日
② 9月27～30日

11月15～18日

9月13～16日

5月17～19日

人事管理の現状と課題、任用・服務、給与（昇任・昇格）、人
事評価

地域経済の動向、地方行財政の動向、財政分析、予算編成、行
政評価と公会計、事例研究

地方財政法及び地方財政運営、予算、財産、公の施設、地方交
付税、契約、事例研究

地方公共団体の契約制度、契約事務の流れ、紛争解決、入札改
革と談合防止
地方税法総則、市町村税総論、市町村税各論、徴収、事例研究
（新任者対象）

地方税法総則、市町村税総論、市町村税各論、徴収、事例研究

個人・法人の市町村民税、事例研究

土地及び家屋の評価・課税、償却資産の課税、不動産登記と税

固定資産評価実務、課税実務

固定資産評価実務、課税実務

徴収事務、滞納処分、財産調査、事例研究

広報紙クリニック、写真撮影と取材方法、広報文の書き方、広
報紙編集の進め方と留意点

戸籍諸帳簿及び記載、戸籍訂正と追完、渉外戸籍、住民記録の
実務

普通会計監査、住民監査請求、企業会計監査、監査制度の現状
と課題、会計検査の実際

●専門研修

自治専門校だより

（ゴシック体の研修は、新設研修）
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主 任 保 育 士 研 修 ① 5月24日～27日
② 6月 6日～ 9日

保育所の中での法律問題、保育行政をとりまく諸問題、子育て
支援のあり方、児童虐待

●専門研修（つづき）
課　　　程 主　な　科　目 期　　　間

環 境 行 政 研 修

商 工 観 光 研 修

農 政 研 修

土 木 職 員 研 修

用 地 事 務 研 修

ま ち づ く り 研 修

11月14～18日

12月 6～ 9日

6月 1～ 3日

5月16～20日

5月23～27日

11月29日～12月 2日

環境行政の現状と自治体の役割、廃棄物処理と資源リサイクル、
産廃の不法投棄対策

地域活性化と市町村の役割、これからの産業政策、魅力ある商
店街づくり、観光施策の動向

農林業政策の基本問題、農業課題、農地問題、食と安全、観光
農業

都市と道路、道路法、道路工事と施工管理、道路の維持修繕、
河川

用地事務概論、一般損失補償基準及び公共補償基準、補償、土
地の評価、用地交渉方法

まちづくり計画、開発許可制度、建築行政、防災とまちづくり、
まちづくりと景観

●特別研修
課　　　程 主　な　科　目 期　　　間

政 策 法 務 研 修

法 制 実 務 研 修

行 政 法 研 修

問 題 解 決 能 力
向 上 研 修

政 策 形 成 研 修

地 域 情 報 化 研 修

情 報 処 理 研 修
プレゼンテーション研修

国 際 文 化 研 修

住 民 満 足 度
( C S ) 向 上 研 修

女 性 職 員 研 修

部 下 育 成
( コ ー チ ン グ ) 研 修

行 政 課 題 研 修 Ⅰ
＜ 情 報 公 開 ＞

折 衝 ･ 交 渉 能 力
向 上 研 修

行 政 課 題 研 修 Ⅱ
＜ 危 機 管 理 ＞

10月6･7･20･21日

① 6月14～17日
② 8月30日～ 9月 2日
③11月 7～10日
④ 1月17～20日

7月21･22･27･28日
8月 8･ 9･25･26日

2月 2・ 3日

1月23～27日

9月28・29日

12月14・15日
5月31日・ 6月 1日

1月12・13日

11月 8・ 9日

5月12・13日

6月29・30日

2月 8・ 9日

11月28・29日

2月 1・ 2日

自治体と法、条例・規則の立案演習

条例・規則のしくみ、法令用語、条例・規則の立案（新規制
定・一部改正）

行政法通則、行政法演習

問題解決と業務の革新、問題解決のプロセスと発見、状況分析、
解決案と実行計画書作成

地方分権と自治体の政策形成、政策形成演習、政策評価、政策
法務

地域情報化の動向、情報化時代のまちづくり、住民の視点から
みた地域情報化
アクセスの基本操作、アクセスと自治体業務
効果的なプレゼンテーション、プレゼンテーション実習
市町村における国際交流の現状と課題、自治体の国際化、異文
化対応

住民満足（ＣＳ）とは、ＣＳ調査の導入のポイント、ＣＳ調査
の実際とその活用

カウンセリング・マインド、ファシリテーション－住民協働の
進め方－、私のキャリア・デザイン

コーチング法、実習、事例研究

折衝力の基本、折衝技法、折衝の心得、クレーム対応

情報公開法・個人情報保護法のポイント、情報公開と文書管理、
不服申立て、情報セキュリティ

自治体の危機管理、市町村に求められるコンプライアンス、危
機管理と報道対応

●講　座
課　　　程 主　な　科　目 期　　　間

公 開 講 座

講 義 技 法 講 座

地 方 税 総 則 講 座

11月中旬
① 8月 2日
② 1月10日

① 6月10日
② 9月 2日
③ 9月21日

未定

話し方の技術、研修技法と指導技術

地方税法総則

法
務
能
力

政
策
形
成

情
報
推
進

意
識
改
革

対
人
能
力
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政
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始めたいと思うこと
私は、30代半ばにして独身です。なおかついまだに親

の家に住んでいます。この家が築30年を経過しているし、
大きな幹線道路に面していることなどもあり老朽化が著
しい。ドアや窓などいろいろと壊れているし、雨漏りす
るし、床も抜けるかもしれない。今の家に人間が、住み
続けるのには限界があるのです。
他にも諸事情があるわけですが、この場ではバッサリ

と割愛させてもらいます。
まあ、そんなこんなで築30周年を記念して、家を建て

るか買い換えるかしたいと思います。
親をどうするのかという話がつきまとうのが世の常で

すが、私は独立を希望しているのです。
後の家族関係がどうなるかは、考えても結論は出ない

が、向こうは私より年長の成人だ、基本的には放ってお
いても問題は無いだろうと思っています。とりあえず今
年始めたいことは、「一人暮らし」と言うことで、私の話
を終わらせてもらいます。

［鎌ヶ谷市　匿名　36］

始めたいと思うこと
主婦修行です。
昨年末に結婚なるものをして、初めて実家を離れ、新

生活を始めました。実際生活を始めてみると、いろいろ
あるものです。新居の壁に穴はあくわ、天井に穴があく
わ、ガスの元栓を開け間違えるわ等々、小さな事件?!
が結構発生するものです。料理も得意料理が「フルーチ
ェ」などと言ってられなくなりました。
これからはこれらの問題に対処すべく、主婦業を学ん

でいかなくてはなりません。旦那様も巻き込んで、主婦
（夫？）業に励むぞ♪

［鎌ヶ谷市　N.T 28］

卒業したいと思うこと
「インターネットオークション」かな？
結婚前の独身時代から、職場の同僚に教えてもらい、

今もはまってます。
最初は子どもの頃買えなかった、懐かしいオモチャな

んか買って喜んでいましたが、今は衣料品・食料品・質
流れ品を始め、衣食住に関する全てをインターネットオ
ークションでまかなっている状態です。
この間、たまたまインターネットオークション専用口

座（１年間の支払い額）を見てビックリ！　ある程度、
把握しているつもりでしたが、まさかこんな事になって
いるとは。高級な「軽自動車」が買えるくらいの金額で
した。
でも面白いから、すぐには「卒業」できないだろうし、

今年は「一ヶ月、○○○円」と金額を決めて、「卒業」を
目指し頑張っていこうと思います。

［鎌ヶ谷市　H.T 39］

始めたいと思うこと
最近は、テレビのCMなどでデジタルカメラがさかんに

宣伝されています。携帯電話にさえカメラがついている
ような時代になりました。私は、広報課で仕事をし始め
てまだ１年目です。これから、カメラや写真のことをも
っとよく知るような勉強を始めようと思います。シャッ
ターさえ押せば簡単に撮れる写真ですが、写真について
突き詰めていくととても奥深い分野です。この分野に一
歩でも足を踏み込んでいけたらと思います。

［浦安市　Y.Y 25］

始めたいと思うこと
私が始めたいと思うことは本の再読です。それは、私

の部屋には、読み終えた本が捨てられずに、部屋中に積
まれているからです。
まだ若かった頃の自分が、人生で経験できない様々な

ことを教えてくれた本。
人の受ける影響は、その年代によって感じ方が変わっ

てくるといいます。
私は本に感謝し、もう一度読み直してみようと思います。

［浦安市　Y.M 45］

卒業したいと思うこと
私がいつも卒業したいと思っていて、なかなか卒業で

きないことが「起床時間の遅さ」です。昔からずっとな
のですが、出かける時間から逆算して、ぎりぎりの時間
まで起きられず、朝食抜き・新聞に目を通す時間などな
く、あわただしい朝を送っています。
「しっかりと朝食をとり、新聞に目を通してから余裕

を持って出勤する」という、当たり前の朝が送れるよう
に今年からはしたいと思います。

［東庄町　T.K 24］

卒業したいと思うこと
私は、自他共に認める「猫背」です。窓口に立って仕

事をすることが多いためか、以前に比べて人から猫背を
指摘されてしまう機会が増えてしまいました。自分でも
意識して気を付けるように努力はしています。しかし、
体が猫背に慣れてしまっているので、良い姿勢を維持す
ることがなかなかできません。
猫背は、体に様々な負担をかけているそうです。健康

のためにも、猫背な私から卒業できるように頑張ってみ
たいと思います。

［東庄町　匿名　24］

卒業したいと思うこと
「卒業したいと思うことは何ですか？」と聞かれたら、

まず「喫煙」と答えるだろう。最近の統計によれば、男
性喫煙率は50％を切り、喫煙スペースもだんだんと少な
くなってしまった。確かに、喫煙は健康を害したり、周
りの迷惑になるといった恐れはあるものの、吸い方さえ
気をつければ、個人の楽しみとして喫煙するのはよいと
思う。状況に合わせて喫煙しようとは思うが、これから
ますます厳しい時代になっていくので、早く卒業したい
と思う。

［東庄町　T.M 24］

意見の広場

テーマ テーマ テーマ 
卒業したいと思うこと
始めたいと思うこと
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郷土紀行 郷土紀行 
写真で見る 写真で見る 

長 生 村 長  生 村 

長生村の概要
長生村は、房総半島ほぼ中央の九十九里浜南部、首都圏か

ら60㎞圏に位置します。年間を通して温暖な気候からサーフ
ァーや海水浴客が集うリゾート地としてのほか、工業団地の
開設により工業生産が飛躍的に伸びています。

長生村文化会館
平成５年のオープン以来、多くの人に利用されていま

す。700人収容可能なホールやプラネタリウム、図書室や
子ども化学教室など老若男女あらゆる人が多目的に利用
できます。
なかでもプラネタリウムは四季折々の星座が楽しめます。

長生村尼ヶ台総合公園
平成２年に完成、10.5haの敷地内には
運動公園、野球場、テニスコート、冒険こども広場等
様々な施設があり、正面口からまっすぐにのびる道の先
に時計塔が立っています。人とのふれあいを育てていく
公園です。

長生村 

▲村の花　ハマヒルガオ ▲村の木　ラカンマキ

まちづくりの特色
産業の発展と住環境の整備により、すべての住民が人間性

豊かな健康で住みよい村、文化がいきいきと発展する村づく
りを進めます。

▲長生浄化センター

▲長生村尼ヶ台総合公園

▲長生村文化会館
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本興寺の津波供養碑と大位牌
1703年（元禄16年）11月22日、マグニチュード8.2の大

地震が発生しました。この地震に伴う大津波で、九十九里
沿岸は壊滅的な被害を受け、長
生村内の死者は384名にものぼ
りました。津波は、供養碑のあ
る本興寺の附近までとどくほど
大きいものだったと伝えられて
います。高さ190㎝程の大位牌
３枚には津波で亡くなった方全
員の戒名が刻まれています。

歴史・文化財・伝統・観光 歴史・文化財・伝統・観光 

岩沼の獅子舞
県の無形文化財に指定されている「岩沼の獅子

舞」は、元和７年（1621年）から350年の歴史を
持つ勇壮なもので毎年10月中旬の皇産霊

む す び

神社の祭
礼に奉納され、氏子安全、五穀豊穣、悪疫退散を
祈願して舞われます。
なつかしい囃子のリズムに乗った郷土の舞は、

「おから」「亀の舞」などがあり、中でも梯子の上
で狐と獅子が曲芸を見せる様は見事で、毎年近郊
から大勢の見物人が訪れます。

長生観音
高さ4.5mの白亜の像、九十九里有料道路長生I・C入口附近にあります。
村の悠久の平和とともに、家内安全、交通安全、水難事故を願い、平成元年、長生

村観光協会によって建立され、「長生観音
ちょうせいかんのん

」と名づけられました。以来、「ながいき観
音」とも呼ばれ村民に親しまれています。
その台座には、長生村仏教会の十戒曼荼羅

じゅっかいまんだら

のほか、広島県竹原市にある不老山長生
寺から拝受したご祈祷札を奉納。穏やかな顔立ちに参拝する者の心もなごむ観音さま
は、その名のとおり、長生きを願う村の人々をやさしく見守っています。

観光
本村は県立九十九里自然公園内にあり、美しい海岸一帯は

首都圏の海浜レクリエーション地として知られており、夏季
には一松海水浴場に色とりどりのパラソルが咲き、海辺が一
番にぎわう季節です。水辺で波と戯れる家族連れや子どもた
ち、沖ではサーフィンやボディボードを楽しむ若者。九十九
里浜は、地引き網漁が盛んなことで有名です。現在は観光地
引き網が中心ですが、アジやイワシなどの銀鱗が網の中で踊
り、時には思わぬ大物も。こうした立地条件を活かし、城之
内地区では民間企業によるサッカー場５面を有する（長生フ
ットボールパーク）が整備されました。

▲長生観音

▲一松海岸

▲岩沼の獅子舞



平成17年度新設研修のご案内〈自治専門校〉

研 修 名 人事管理研修

概　要
年功的・生活給的な処遇制度から、能力主義人事考課制度への転換が進む中、組織の財産である職員一人ひと

りを活かし、職場運営を適性かつ円滑に進めていくために必要な人事・労務管理上の基本を修得します。

研 修 名 契約事務研修

概　要
リスク管理が重要視される昨今、契約を取り扱う部門の担当者には幅広く深い法務実務知識が求められていま

す。契約と入札の基本を学び、実際に契約書を作成することにより、契約書作成能力だけではなく実務に必要な

法的知識や考え方を併せて身につけます。

研 修 名 住民満足度（ＣＳ）向上研修

概　要

ＣＳ（住民満足/顧客満足）は官民問わず、大切な経営視点です。行政経営において求められるＣＳの視点に

ついて、基本的な考え方からＣＳ経営の取り組みまで、具体的事例を交えて学びます。民間における顧客満足を

重視した経営手法を知り、それを行政に生かすにはどうしたらよいかを実習や質疑を通して考えていく参加型の

研修です。

研 修 名 女性職員研修

概　要
女性職員の数は年々増えているものの、比率は男性に及ばず、一方で業務は男女の均等が求められています。

この研修は、公務員としての意識啓発や職務に対する意欲の増進を図り、職場の活性化とリーダーシップについ

て理解し、併せて各市町村間の人的ネットワーク形成を促進することを目的に実施します。

研 修 名 行政課題研修（情報公開）

概　要
地方自治の推進のために、まちづくりの主人公である住民が自ら考え行動するためには、行政に関する情報が

十分に提供される体制が必要です。公正・透明で開かれた行政の推進のため、情報公開制度の円滑な運用を学び、

情報公開条例に対応した文書・情報管理技法を習得します。

研 修 名 行政課題研修（危機管理）

概　要
食品メーカーの産地偽装、自動車メーカーのリコール隠し、鳥インフルエンザでの畜産会社の事件、花火大会

での歩道橋事故など、企業・自治体をめぐる事故、不祥事が続いており、リスクマネジメントの重要性が叫ばれ

ています。この研修では、危機管理の基礎知識について、具体的事例を交えて学びます。

クリ房を編集して思うことは、「多才な人が多いな」ということです。

『あの人この人　人物紹介』欄で登場される皆さんも実に多才！　今号の飯岡町の齋藤さん

はまるでプロのようです。

『県外情報』欄で色覚バリアフリーに関して掲載されている岡部・伊藤両氏について、その

HP（本文24㌻参照）を拝見すると、色覚に関する広範な研究やその実行力には目を見張るも

のがありました。

また、特集Part3 群馬県新治村助役の河合進さんは、「観光」振興という公務に磨きをかけ

た結果、「観光カリスマ百選」の一人として選定されています。（千葉県では富浦町総務課長の

加藤文男さんが選ばれています。）

こういう一人ひとりのエネルギーがいろいろな場面で結実し、豊かな社会を作って行くので

すね。

編集後記 編集後記 編集後記 

＜問い合わせ＞　教務課　TEL 043-231-8701



今号の表紙（干潟町）

地域文化の発展をはかるために幽学関係資料、
郷土の歴史・民俗に関する資料を公開するための
施設として、大原幽学遺跡史跡公園内に設立しま
した。
資料の収集・保存・調査研究といった活動を中

心に、広く学習の場を提供します。豊かな緑に囲
まれた史跡公園内は、歴史と自然に親しむレクリ
エーションの場でもあります。

◆大原幽学記念館 ◆
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