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新年あけましておめでとうございます。昨年は平成が幕
を閉じ、新天皇即位にあたって即位礼正殿の儀をはじめ皇
位継承に関わる数々の儀式が執り行われました。気持ちも
新たに始まった令和の時代に迎える初めての新年が、豊か
さを感じられる１年になることを願っています。
さて本年は世界最大の祭典、オリンピックが再び東京に

やってまいります。東京五輪は７月２４日に２００を超える
国・地域から1万人の選手が集まる開会式で始まります。
県内では自転車競技が繰り広げられ、伊豆市はトラックと
マウンテンバイク、小山町の富士スピードウェイなどがロー
ドレースの舞台となります。期間中は国内外から多くの関係
者や観客が訪れることが予想され、万全の態勢でのおもて
なしが求められます。五輪・パラリンピックをきっかけに、
県内各地で進みつつあるＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の
達成を目指す取り組みに弾みがつくことにもなるでしょう。
昨年、ラグビーＷ杯が日本の躍進で盛り上がり「ワンチーム」
が流行語大賞になったように、今年は五輪・パラリンピック
を契機に地域全体がワンチームとなってさらに盛り上がり、

活性化に向かう大きな転換点になるのではないかと期待も
高まっています。
国内の政治に目をやれば、通算在職日数が歴代トップと

なった安倍晋三首相の動向が注目されます。首相の悲願で
ある憲法改正をどうするのか、任期の折り返し点を越えた
衆院の解散・総選挙の時期はどうなるのか－。災害への備
えが急がれる年でもあります。昨年９月から１０月にかけて
国内に大きな爪痕を残した台風は、県東部の家屋や農産物
など地域の生活、産業にも甚大な影響をもたらしました。
災害に強い地域にするための対策が待たれます。
海外では、米大統領選が最大の焦点と言えそうです。米

国第一主義を掲げるトランプ大統領が、再選に向けてなり
ふり構わぬ通商政策など打ち出せば、国際社会は混乱に
陥るでしょう。米中経済摩擦の行方次第で、日本はもちろ
ん世界の経済は大きく変動します。英国の欧州連合（ＥＵ）
離脱や中東情勢といった不確実要素もあります。元徴用工
問題をきっかけに戦後最悪の状況となっている隣国韓国と
の関係改善も懸案です。
内外に多くの課題が山積する中、当懇話会は地域に根差

した政策提案集団として、五輪・パラリンピックを契機とす
るスポーツ産業の推進支援をはじめ、富士山や伊豆半島の
観光産業、地域産業の振興を図るとともに、五輪・パラリ
ンピック後のレガシー（遺産）づくりについても後押しして
いきたいと考えています。会員の皆様には、本年も温かい
ご支援とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

静岡新聞社・静岡放送社長

大  石 　　剛



（2）

新年のご挨拶新年のご挨拶

令和の時代を迎え初めての新年、明けましておめでとう
ございます。県民の皆様には、お健やかに新春をお迎え
のこととお慶び申し上げます。

富士山の日である２月 23 日は、天皇誕生日であり、国
民統合の象徴である天皇陛下と、国土の象徴である富士
山を県民の皆様とともに寿

ことほ

ぎたいと存じます。
本県は、霊峰・富士山の姿のように美しく品格のある「富

国有徳の美しい “ふじのくに ” づくり」を、県民の皆様と
ともに「ONE TEAM」で進めてまいります。

昨年は、ラグビーワールドカップ 2019 が開催されまし
た。エコパにおける日本代表対アイルランド代表戦での歴
史的な勝利「静岡・ショック」が大きな感動を生みました。
さらに、日本平夢テラスへの来館者は開館８カ月で 100 万
人を超え、ニューヨークでの SPAC 公演は大反響を呼び、
県内で研究を進めておられた吉野彰先生がノーベル化学
賞を受賞されるなど、本県が世界の檜舞台に立った、誇ら
しい一年になりました。

今年は、2020 東京オリンピック・パラリンピック自転車
競技が東部・伊豆地域を中心に開催されます。昨年のラ

グビーワールドカップ 2019 に加え、この大会を契機に、
県民の皆様が自転車をはじめスポーツに親しむ環境づくり
を進めます。さらに、スポーツを軸に、人づくり、健康長
寿社会の実現、観光振興、新たな成長産業の育成などの
新しい挑戦にも取り組んでいきたいと考えています。また、
オリンピック・パラリンピックは、文化の祭典でもあります。
県内全域で静岡県の魅力を活かした「文化プログラム」を
展開し、国内外に発信していきます。

安全・安心の確保は依然として重要な課題となってお
り、南海トラフ地震の発生に備えた対策を推進するととも
に、近年激甚化する風水害・土砂災害対策にも力を入れ
ていきます。

さらに年内には、中部横断自動車道が開通し、伊豆縦
貫自動車道等の整備も着実に進められています。今後は
本県にとどまらない、長野県、新潟県、山梨県をはじめと
した関係県と連携し、富士山をはじめ、本州中央部の絶
景美や水資源を活かした交流圏の形成を進めていきます。

本県は SDGs のフロントランナーであり、陸・海・空の
交通ネットワークの整備・活用を着実に行うことで、直接
世界との交流を進めます。世界から憧れられる、誰もが努
力すれば人生の夢を実現し、幸せを実感できる「D
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apan の拠点」となる地域づくりに取り組

んでまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。
結びに、今年一年の皆様の御健勝と御多幸を心からお

祈り申し上げ、年頭の御挨拶といたします。

新年あけましておめでとうございます。
令和２年の年頭に当たり、謹んで新春のお慶びを申し

上げます。
昨年は、新元号「令和」が始まるという歴史的な１年で

あり、沼津御用邸記念公園における記念イベントの開催な
ど、市民の皆様と一緒になってお祝いすることができまし
た。また、10 月には「ららぽーと沼津」がオープンし、本
市西部地区に広域から多くの人を集める新たな拠点が誕
生しました。

新たな年を迎え、今一度「市政は市民のためにある」
という原点に立ち返り、「誇り高い、元気なまち沼津」の
実現に向けて、全力でまちづくりに取り組んでいきたいと
考えております。

2020 東京オリンピック・パラリンピックがいよいよ開催
されますが、フェンシングのナショナルチームの事前合宿

を誘致するとともに、広域市町で連携したサイクリストの
受け入れなどを推進し、エリア観光の回遊性を高めてまい
ります。

沼津の中心市街地の活性化につきましては、鉄道高架
事業の着実な進捗を図るとともに、JR 沼津駅周辺につい
ては、ヒト中心の魅力ある空間への再編に向けて、策定
を進めている「中心市街地まちづくり戦略」に沿って様々
な施策を展開していきたいと考えております。また、新市
民体育館の立体駐車場の整備や、都市計画道路沼津南
一色線の設計業務に着手するなど、まちづくりも動き出し
ますが、今後のまちづくりにおいて、質の高い良好な景観
整備を進めてまいります。

産業面においては、企業進出の可能性が広がる地域に
企業立地を推進するなど、沼津の産業を元気にする施策
に取り組んでまいります。

リノベーションまちづくりなどを通じて、多くの方々のま
ちづくりへの参画とその熱意を実感しておりますが、今後
も市民と行政とが将来のビジョンを共有し、一丸となって
まちづくりを進めていきたいと考えています。

今年一年、市民の皆様のご健勝、ご多幸を心よりお祈
り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。

静岡県知事

川 勝　平 太

沼津市長

頼 重　秀 一
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謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昭和、平成、令和と三代に亘り、社会情勢、政財界

の変化と相次ぐ災害に遭遇し、戦後生まれの人達が活
躍をする社会となりました。

これからも、いろいろ変化があると思いますが、社
会に貢献する心は、持ち続けるつもりでおります。

新年明けましておめでとうございます。
今年は、五輪・パラリンピックが東京で開催されます。

それに、世界各国でもさまざまなスポーツイベントが、
人々に感動と興奮を与えてくれる一年になるでしょう。

そうですー !! ７回目の年男を迎えますが、これから
も健康に留意しながら地域に貢献できるよう頑張って
いきたいと思います。

令和の御代となって最初の正月。皆様には健やかに
新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

私の年代となると、終活ということが頭をよぎりま
す。しかし、私にはその前にやるべきことがあります。
一昨年刊行した地元の偉人・陸軍大将『井口省吾日記』
の索引を完成させることです。

ただ、困ることは一昨年、思いもかけず脳梗塞を患い、
頭や身体の動きが緩慢なことです。今年は干支の冒頭
の年、子の年である私にとって、新しい人生の始まり
という気持ちで頑張ります。

新年あけましておめでとうございます。
いよいよ、オリンピック・パラリンピックの年を迎

えました。
1964 年の東京オリンピックの時は 16 歳でした。日

本晴れの中の開会式、東洋の魔女の回転レシーブ、ア
ベベ選手、円谷幸吉選手のマラソン、ボブ・ヘイズ選
手の激走、チャスラフスカ選手の舞など数々の感動シー

2020 年（令和２年）は、十二支が子（ねずみ）、十干では庚（かのえ）です。これらを組み合わ
せた干支では庚子（かのえ・ね）になります。
庚子は変化が生まれる年とされ、新たな生命がきざし始めるときです。新しいことにチャレンジ
するのに適した年とも言われ、勉学や仕事、恋愛、健康などそれぞれが相互に影響をもたらし合
います。何かに行き詰まったときは全く別のものから活路を見いだせることもあるということです。
子年生まれの人は、豊かな想像力と鋭敏な観察力に恵まれ、礼儀正しくチャンスを生かし飛躍を
していきます。好奇心が強く、どんなことにも挑戦する子年生まれのサンフロント２１懇話会会員
の皆様に、新年の期待や抱負を寄せていただきました。

（株）ホテル暖香園ダンコーエンボウル
　代表取締役社長

　北 岡　貴 人
昭和11年1月27日生まれ

あさひ総合法律事務所
　弁護士

　井 口　賢 明
昭和11年7月19日生まれ

伊豆総合産業株式会社
　代表取締役社長

　片 山　　 劼
昭和11年3月10日生まれ 伊東法律事務所

　弁護士

　伊 東　哲 夫
昭和23年1月3日生まれ
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ンを忘れることができません。
今年のオリンピック・パラリンピックが、昨年のワー

ルドカップラグビーよりも一層の感動をもたらし、と
りわけ、伊豆ベロドローム、そこでの自転車競技がレ
ガシーになって静岡県東部の地方創生に資することを
期待してやみません。

どうか、皆様にとって本年が最良の年になりますよ
うお祈りいたします。

2020 年に「東京オリンピック」が開催されることに
なって、ビックリ。それもそのはず、2020 年に、会社
は「創立 100 周年」のお目出度い年。さらには、会社
の電話番号の下 4 桁は、何と、「2020」！。私の干支の「子
年生まれ」など、どこかへ飛んでしまっている。

かくてはならじと、相田みつを（詩人・書家）に倣っ
て、「一生勉強　一生青春」をモットーに、チョコマカ
と頑張ります。

新年あけましておめでとうございます。自動車を取
り巻く環境が大きく変わりつつある時代の中で、地域
の皆様の支えを頂戴しながら、今後もすべての人にもっ
ともっと移動の自由と楽しさを提案できる企業を目指
して参ります。そして、そうした企業活動を地域への
貢献にも繋げて参りたいと思います。本年もよろしく
お願いいたします。

新年あけましておめでとうございます。
平成から令和へと新時代が幕を開け、はや 2 年目を

迎えました。「令和」に込められた、「人々が美しく心
を寄せ合い、文化が生まれ育つ」地域社会の実現に向
けて、思いも新たに、微力ながら尽力してまいります。

新年あけましておめでとうございます。
当社はおかげさまで、創業 55 周年を迎えます。自

身の入社から 40 余年、時代の変化に柔軟かつ迅速に対
応する「米久らしさ」を肌で感じて参りました。今後
も「感動を創る」精神のもと、先進性をもって、挑戦
し続けて参ります。引き続き本年もどうぞよろしくお
願い申し上げます。

新年あけましておめでとうございます。
当社も今年で創業 96 年となり、あと少しで 100 年

の節目を迎えます。
最大の懸案であった事業継承にもある程度目処が立

ち多少ホッとしています。
来る 100 周年そしてその先に向け、不確実な時代で

はありますが、地道にそして果敢に地域と共生しなが
ら歩んで行きたいと思います。

新年あけましておめでとうございます。
若い頃、「新人類」「共通一次世代」と揶揄されてい

た自分も、還暦を迎える年になりました。
今年はオリンピック、パラリンピックの年です。
沼津土木事務所といたしましては、おもてなしの心

を持って、会場アクセス道路や自転車ロードコース等
の整備と維持管理を行って参ります。

小野建設（株）
　代表取締役社長

　小 野　  徹
昭和23年1月14日生まれ

静岡県沼津土木事務所
　所長

　原　  広 司
昭和35年8月26日生まれ

ネッツトヨタ静岡（株）
　代表取締役社長

　梨 本　幸 博
昭和35年4月13日生まれ

静岡県東部健康福祉センター
　所長

　黒 岩　  康
昭和35年４月21日生まれ

米久株式会社
　代表取締役社長

　堀 内　朗 久
昭和35年6月6日生まれ

株式会社チキリ
　代表取締役

　服部  厳一郎
昭和35年7月3日生まれ
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新年あけましておめでとうございます。
当協会は、昨年 12 月 1 日に創立 70 周年の節目を迎

えました。
私も今年 60 歳と節目を迎えますが、引き続き、「身

近で信頼される協会」を目指し地域経済の発展に尽力
してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

新年明けましておめでとうございます。皆様におか
れましては、令和となって初めての輝かしい新春をお
迎えのこととお慶び申し上げます。

今年は私にとって還暦という節目の年となります。
初心に立ち戻って、当社グループの原点である「富士
を世界に拓く」という創業精神のもと、地域発展のた
めに努めて参ります。

新年あけましておめでとうございます。
人生の節目となる還暦を迎え、今まで出会い支えて

くださった周りの皆様に心から感謝申し上げます。
「平成」から「令和」の時代となり、新しい時代を切

り開く県事業の財源となる県税の確保に引き続き努め
ることで、地域貢献につながればと考えております。

新年あけましておめでとうございます。
還暦の年を迎え感慨と支えていただいた方々に心よ

り感謝いたします。
2020 年は東京オリンピックの年です。弊社はスポー

ツの機会を提供する企業として、今後とも地域の皆様
の健康に貢献して参ります。

本年もよろしくお願いします。

新年明けましておめでとうございます。県に入庁し
て以来 37 年、税務、土木、福祉、労働関係の部署を中
心に仕事に従事させていただきました。この間、多く
の関係の皆様にお世話になり感謝申し上げます。

今年は締めくくりの年となりますが、賀茂地域の健
康福祉の向上のために、最後まで尽力させていただき
たいと考えています。

新年明けましておめでとうございます。
昨年は、私事ながら自分にとって様々な出来事がご

ざいました。
今年は、還暦を迎え年男として、心新たに、さらな

る飛躍の年になるよう尽力して参ります。
変化する時代の流れに乗りながら、クリーニングや

リネンサプライという事業を通して、お客様にお役に
立てるよう日々精進し、サービスの向上、品質向上に
取り組み、雇用拡充もはかります。健康にも留意しな
がら、地域に貢献できると同時に、地域に愛される企
業をめざして参ります。

新年あけましておめでとうございます。
当支店は昭和 36 年 9 月に沼津営業所としてスター

トし、現在に至っております。　
「金融市場を通じて、真に豊かな社会の創造に貢献す

る」という企業理念のもと、最も信頼できるパートナー
として地域のお客様に選ばれることを目指しておりま
す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

静岡県信用保証協会
　常務理事

　片 山　倫 一
昭和35年8月28日生まれ

富士急行株式会社
　取締役社長

　堀内  光一郎
昭和35年9月17日生まれ

静岡県下田財務事務所
　所長

　山 下　哲 宏
昭和35年10月1日生まれ

（株）エイワンスポーツプラザ
　代表取締役社長

　鳥 居　清 美
昭和35年12月2日生まれ

賀茂健康福祉センター
　所長

　山 下　正 芳
昭和35年12月9日生まれ

野村證券株式会社
　沼津支店長

　木 村　  拓
昭和47年7月8日生まれ

（株）サトウ商会
　代表取締役

　佐 藤　秀 樹
昭和35年12月10日生まれ
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◎改憲、解散の行方焦点／◎改憲、解散の行方焦点／
最長政権、「遺産」は難航最長政権、「遺産」は難航

◎景気、強まる不透明感◎景気、強まる不透明感
＝五輪後が正念場＝＝五輪後が正念場＝

共同通信社　政治部長

　松 浦　基 明
時事通信社　経済部長

　樋 口　卓 也

歴代１位の在任記録を更新し続ける安倍晋三首相
は、長期政権にふさわしい政治的レガシー（遺産）
を残そうと躍起になっている。日朝交渉、日ロ交渉
は停滞。憲法改正も、立憲民主党などが本格的な
議論に応じず、足踏みを余儀なくされている。安倍
首相の自民党総裁としての任期は 2021 年 9 月まで。
側近は「今後の政治日程は改憲を中心に組み立てら
れる」と読む。改憲論議の進展を期して首相が衆院
解散に打って出るかどうかが、最大の焦点だ。

首相は政権奪還を果たした 2012 年衆院選以来、
国政選挙で 6 連勝し無類の強さを誇るが、昨年、「桜
を見る会」問題に直面した。総裁任期切れが迫る中
で求心力低下も懸念され、解散の有無や時期に関す
る判断は難しいものとなる。立民、国民民主党など野
党は解散を警戒して合流を急ぎ、態勢を整えつつある。

ポスト安倍の行方にも注目が集まる。首相は自身
の総裁連続 4 選に否定的な発言を繰り返すものの、
自民党内では、選挙に強い安倍首相の続投を望む
声も根強い。一方、最近では「首相の意中の後継候
補は岸田文雄政調会長」との見方が拡大。「令和お
じさん」こと菅義偉官房長官がライバルだ。知名度
の高い石破茂元幹事長も意欲を示す。首相の出身
派閥で最大勢力の細田派が岸田氏を推せば、議員
数では菅氏を大きく上回る。菅氏が総裁選に出馬で
きない場合、同じ神奈川県選出の小泉進次郎環境
相を担ぐといった展開も考えられる。

政界では解散時期を「東京五輪後」と見る向きが
多い。一口に五輪後といっても、今年秋の臨時国会、
来年の通常国会冒頭、来年通常国会の予算成立後
など複数の選択肢が想定され、現時点で絞り込みは
難しい。「解散イコール安倍４選」なのか、解散後、
一定の段階で後継に譲るのかも含め、首相の判断次
第だ。改憲論議の進展度合いと密接に関わるだろう。

今年の政局は改憲、解散、ポスト安倍が複雑に
絡み合う。締めくくり期に入った超長期政権が求心
力を維持して改憲へたどり着くには、相当の手腕が
必要なことだけは間違いない。

2020 年の日本経済は、一段と不透明感が強まり
そうだ。世界経済減速に伴う輸出や生産の減少を内
需が補う形で、19 年は景気後退を回避した。だが
米中貿易摩擦など海外発のリスクはくすぶり続けてお
り、景気は東京五輪後に正念場を迎える。

新年は子年。相場格言では「子は繁栄」とされる。
1950 年以降の子年の日経平均株価は平均 23.8％上
昇と辰年（28.0％）に次いで 2 番目に高い。だがリー
マン・ショックの 08 年、バブル崩壊後の 1996 年は
ともに下落。格言があてはまらない年もある。
「警戒しなければならない海外発のリスクは多数存

在する」。安倍晋三首相が 2019 年 12 月の内外情勢
調査会の講演で述べたように、景気の鍵を握るのは
世界経済の行方だ。

最大の注目は貿易摩擦。米国と中国は「第一段階
の合意」に達したが、全面解決は遠い。トランプ大
統領は 12 月に計画していた制裁関税第４弾の発動
を見送った一方、既に発動済みの上乗せ関税の大部
分を維持した。20 年 11 月の米大統領選までは支持
層の製造業労働者を意識せざるを得ないためだ。

国際通貨基金（IMF）は、貿易摩擦などの影響で
20 年の中国の成長率を 5.8％と、30 年ぶりの低成
長になると予想している。中国は日本の主要輸出先
だ。輸出や生産の回復が遅れるだけでなく、景況感
の悪化から設備投資が見送られれば、政府・日銀が
描く内需主導の成長シナリオは崩れる。

もう一つの内需の柱である消費も消費税増税後
に落ち込んだ。19 年 10 ～ 12 月期はマイナス成長
だった模様で、消費が増税前の水準に戻るのは「数
カ月はかかる」（大和総研）という。五輪では訪日
外国人旅行者（インバウンド）消費が期待されるが、
その後は景気後退リスクが高まりかねない。政府
は事業規模 26 兆円の大型経済対策を策定し、20
年度実質 GDP の 1.4％成長を目指す。次世代通
信規格「5G」投資の活発化など明るい材料もある
が、相場格言とは対照的に、楽観は禁物な年にな
りそうだ。
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開催／2019年9月5日（木）
会場／中伊豆ワイナリーシャトーT.S（伊豆市）

サンフロント21懇話会は 9 月 5 日、中伊豆ワイナリーシャトーT.S で第 25 回伊豆地区
分科会を開催しました。伊豆半島は日本有数の観光地としてその名を全国に馳せていますが、
観光業界のみならず各業種で人材不足が大きな課題となっています。今回の分科会は伊豆の
地域振興の中でベースとなる人材確保と育成について掘り下げ、問題点を明確にした上で解決
に向けて情報交換や討議を行いました。

トークセッションでは南伊豆町に移住した柔道家古賀稔彦氏が「伊豆の魅力と人」について
熱く語り、パネルディスカッションでは宿泊客数がＶ字回復した熱海市の事例、移住者の経験、
外部からの視点等、さまざまな立場から活発な意見交換がなされました。

第25回伊豆地区分科会第25回伊豆地区分科会

伊豆の地域振興と人口減少時代の課題伊豆の地域振興と人口減少時代の課題
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本日はお忙しい中、伊豆地区分科会へ多くのご出席をいただきましたこと、誠にあ
りがとうございます。

今月、ラグビーのワールドカップがいよいよ開幕します。静岡県のエコパスタジアム
でも日本戦が予定されており、世界最高峰のプレーと日本代表の躍進に期待が集まり
ます。2020 東京オリンピック・パラリンピックも開催まで 1 年を切りました。県東部
地区にも国内外から多くの観客が訪れ、当懇話会としても自転車競技を核とした地域
の盛り上がりに貢献していきたいと考えております。

さて、伊豆半島は言わずと知れた観光地でありますが人手不足が深刻な問題になっ
ていると聞きます。観光業のみならず日本のあらゆる産業に共通する問題であり、各
市町での人口減少を含め、定住人口はもちろん交流人口を増やすことが重要ですが、
一朝一夕には解決できません。本日のセッションが難題解消に向けた一助になれば
と思っております。

サンフロント２１懇話会は今年で 25 年目を迎えました。このように長く活動を維持できるのも、ひとえに会員の皆
さまのご支援のおかげであります。あらためて感謝申し上げるとともに、一段のご協力をお願いする次第でございます。

本日は伊豆市へお越しいただき、ありがとうございます。中伊豆ワイナリーシャトー
の赤ワインが金賞を受賞したことは昨今ニュースになりましたが、白ワインはすでに受
賞しており、数年前は全日空国際線のファーストクラス用にプロのブラインドテストで
採用されたと聞いております。白・赤ともにお帰りの際にお求めいただければと思い
ます。

伊豆市土肥の恋人岬はグアム島の恋人岬と姉妹提携をしていますが、旧田方郡
とグアム島は面積や人口数や宿泊客数がそっくりです。どこが違うかといえばグアム
島に日帰りか一泊で行く人は皆無ですが、伊豆半島はほとんどが日帰りか一泊です。
世界 4 番目の魅力を持つとされる日本で首都圏に近い伊豆半島が、1 泊のお客様に
いかに長期滞在し、周遊していただくか、皆さんにぜひご議論していただければと思っ
ております。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

25 年目になるサンフロント２１懇話会の活動で県東部伊豆地域を盛り上げてくだ
さっていることに、まずもって御礼を申し上げます。

静岡県では４月から６月まで JR ディスティネーションキャンペーンを行い、県東部伊
豆地域に多くの観光客が訪れました。お客様を呼び込むのはキャンペーンの１度でい
いわけではありません。今日のパネリストの立見さんは観光について、飯倉さんは人
づくりについて、熊倉先生には外部から、さらには古賀稔彦さんには南伊豆へ移住
されたということで地元では気づかない新たな視点でお話いただけることと期待して
おります。

10月6日には伊豆市のサイクルスポーツセンターでマウンテンバイクのテストイベント
が開催され、ラグビーワールドカップや来年の東京オリンピック・パラリンピックを含
め、多くの方々が県東部伊豆地域を訪れる機会が増えます。この機会に観光の力を
使いながらこの地の良さを発信し、その先には古賀さんのようにこの地に住んでいた
だける人が増えれば、と期待しております。今日のテーマは伊豆の地域振興と人口減
少課題です。行政だけが旗を振るのではなく、皆様方が一緒に考えてくださることが重要です。こうしてお忙しい
中お集まりいただき、議論を深め、何でもいいから一歩進めようとしてくださる皆様方に心から感謝申し上げます。

主 催 者 代 表 挨 拶主 催 者 代 表 挨 拶

開 催 地 代 表 挨 拶開 催 地 代 表 挨 拶

来　賓　挨　拶来　賓　挨　拶

静岡新聞社常務取締役

谷 川　　治

伊豆市長

菊 地　　豊 氏

静岡県特別補佐官
（前静岡県副知事）

土 屋　優 行 氏
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柔道家・バルセロナ五輪金メダリスト・南伊豆町在住
古 賀　稔 彦 氏

（聞き手）　岡 村　久 則 氏（SBS アナウンサー）

伊豆の魅力と人伊豆の魅力と人
トークセッション

（岡村）古賀さんは 2017 年に南伊豆町へ住民票を移
されたそうですが、きっかけは。

（古賀）私の大学の 7 歳年上の先輩で神奈川県の進学
校で教員をやっている人がいまして、その先輩の実
家が南伊豆町の下流（したる）で民宿を経営してい
るんです。23 年ぐらい前、そこへ遊びに行ったとき、
豊かな自然や海の透明感から何ともいえないパワー
をもらい、毎年夏に通うようになりました。

あるとき『人生の楽園』というテレビ番組を観て
いて、自分も 50 歳近くなり、好きな場所・ホッと
したい場所が欲しいなあと思い始め、南伊豆でそん
な話をしたら、現地の人が物件を紹介してくれて、
興味本位で見に行って即決してしまったという次第
です。国立公園第 1 種特別地域の景勝地にあるので
いろいろな制限はありますが、本当に眺めのすばら
しい環境です。

オリンピックが近づき、教え子が出るか出ないか
等、指導現場では精神的に疲れることもあります。
そんなとき南伊豆へ帰ってリフレッシュしてもう一
度現場に向かう、という生活をしています。

（岡村）なるほど。柔道を打ち込むためにも必要な場
所なんですね。

（古賀）海で魚を捕りたいとき密漁者に間違われない
よう、住民票を移したんです。

（岡村）そこまで徹底されたんですね！
（古賀）一人で泳ぎに行くと不審者だと怪しまれるの
で、堂々と生活できるようにしようと（笑）。

（岡村）さてオリンピックの話が出ましたが、古賀さ
んは今から 7 年前の 1992 年のバルセロナ五輪金メダ
リストです。

（古賀）その前のソウル五輪も出場し、優勝候補であ
りながら 3 回戦で負けてしまったという経験があり
ます。

（岡村）そこから 4 年、雪辱を誓って乗り込んだバル
セロナですが、吉田秀彦選手との稽古中に怪我をさ
れてしまいました。あのときはどんな心境だったの
でしょうか。

（古賀）吉田は中学高校の後輩でした。東京に柔道塾
があり、全国から集まった精鋭が稽古をするんです
が、その後輩でもありました。バルセロナでのアク
シデントで吉田が悪者扱いされてしまいましたが、
あれは私が勝手に技をかけ、勝手に足を滑らせて怪
我をしたので吉田は何も悪くないのです。それでも
あの怪我をきっかけに、吉田も私も自分の試合に集
中できたと思います。意外に調子のいいときほど雑
念や雑音が入ってくるんですね。調子がよくても「あ
の選手はおまえのこういうところを研究しているぞ」
なんて声が入ってくると、それが気になって試合に
集中できなくなるということがあります。

そういった変な雑念が一切入らず、勝負に向き合
う中で試合に臨めたというのがよかったですね。同
じ環境で育った仲間で、最後まで自分たちの目的を
果たすことが役割だという生活を共にしてきました
から、たとえ怪我をしたとしても、気持ちや目標が
変わるということはありません。むしろ怪我をした
ことで本当に試合に集中できて、吉田も私も金メダ
ルを取れたのだと思っています。

南伊豆への移住南伊豆への移住 バルセロナ直前の怪我から得たものバルセロナ直前の怪我から得たもの
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（岡村）肉体的にはキツかったと思いますが、精神的
には非常に強い状態で臨めたということなんですね。

（古賀）これはふだんの仕事でも同じだと思いますが、
やらされる仕事とやりたい仕事では違うでしょう。
やらされる仕事なら、こんなピンチならあきらめよ
うと思う。でも自分がやりたい仕事ならどんなこと
があってもなんとかしてやろうという気持ちになる。
何かあったとき、やらされている感覚なら「これで
挑戦してもどうせ無理だからやめよう」となります
が、自分が心底やりたいことを 4 年間努力し続けた
人なら、多少のことはあってもあきらめない。逆に
絶対やってやろうという気持ちになるでしょう。

努力とは、自ら望むか強いられるかで結果は違っ
てきます。子どもたちにそのことをよく話します。
オリンピックの試合直前の怪我であっても、自分は
金メダルを取りたいんだという気持ちがあったから
こそ乗り越えられたと思っています。

（岡村）つい先日開催されていた世界柔道では、男子
が金 2、女子も金 2、混合団体で金メダルを獲得しま
した。この結果をどうご覧になりますか。

（古賀）想定通りの結果であり、来年に向けて修正が
できるというメリットもありました。本当はもう少
し金メダルが欲しかったというコーチ陣がほとんど
でしたが、今回の結果は選手にとって非常にいい結
果だったと思います。来年と同じ会場、同じ雰囲気で、
同じようなプレッシャーを経験できたでしょう。自
分の思い通りの結果が出せなかった選手が半分ぐら
いいましたが、このプレッシャーを力に変える修正
ができれば、来年もっといい結果につながると思い
ます。

（岡村）柔道のオリンピック代表はこれから決まるん
ですものね。

（古賀）日本の中で一番緊張しているのは 66 キロ以下
級の阿部一二三選手のお父さんだと思います。（会場
笑い）

（岡村）妹の阿部詩選手は金で、お兄さんの一二三さ
んは銅でしたからね。

（古賀）妹は 90％以上代表確定で、90％以上の確率で
金メダルが取れるでしょう。お兄ちゃんは去年まで
は国内外に敵なしの一強状態で、周りも阿部一二三
で行けると思っていたのですが、去年の暮れあたり
から、それまで実力が発揮し切れていなかった丸山

城志郎が結婚を機に復活した。奥さんが「結果にと
らわれず、あなたの柔道をしっかりやればいい」と
いう一言があって吹っ切れて、一気に阿部に追いつ
き追い越したのです。今年 11 月の大阪のグランド
スラム大会で優勝すれば、丸山でほぼ確定でしょう。
ですから今、一番緊張しているのが阿部のお父さん、
というわけです。

（岡村）古賀さんの教え子も有力候補ですよね。
（古賀）今回の世界柔道では女子の素根輝という教え
子が 78 キロ超級で優勝しました。ライバルは朝比奈
沙羅。彼女の所属は吉田秀彦が所属するパーク 24 で、
吉田が上司にあたります。私と吉田がある意味ライ
バル関係で、教え子の朝比奈と素根もライバル同士
という関係になります。朝比奈は今調子を落として
いて、素根のほうが調子がいいですね。

（岡村）こういう緊張感が来年の春ぐらいまでずっと
続くわけですね。

（古賀）吉田が指導するパーク 24 には 60 キロ以下級
に高藤直寿がいて今回結果を出せませんでした。阿
部一二三、朝比奈沙羅を加えた 3 人をオリンピック
に出そうという計画があったのですが、逆リーチ＝
出られないかもしれないリーチがかかってしまった
状況ですね。吉田も気苦労が多いと思います。

（岡村）オリンピックには山のように競技があります
が、柔道ほど金メダルでなければ賞賛されないとい
う種目も珍しいですよね。

（古賀）昔から柔道イコール日本というイメージがあ
りますが、実際、今の世界には柔道がさかんな国が
たくさんあります。柔道の競技人口世界第 2 位はフ
ランスの 56 万人で人気スポーツベスト 3 に入ってい
る。日本人からしたら信じられないくらいの人気ス
ポーツです。第 1 位はブラジルで 200 万人ぐらいい
ます。これに比べて日本は約 15 万人。ですから日本
より柔道がさかんな国がいくつもある中、日本はよ
く頑張っているという状況なんです。

（岡村）日本は本家本元だからという見方もあります
が、他の国のレベルがどんどん上がっているわけで
すね。

（古賀）ちょっと前まで日本の柔道指導者は軍隊形式
の厳しい先生が多かったのです。私の小学生時代の
先生は全員竹刀を持っていて、道場の壁には「気力
と根性」「スパルタ教育」と貼ってあり、何かあると
名前を呼ばれ、先生に「お願いします」とお尻を出
して叩かれて「ありがとうございました」というの
をやっていて、柔道は野蛮で厳しい競技だというこ
とで人気が下がってしまったのです。

2020 東京五輪代表選手について2020 東京五輪代表選手について
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逆に海外では教育としてとらえています。小学校
に上がる年齢になると、日本では公文式でもやるか
というところ、フランスではそろそろ柔道をやるか
となる。柔道を通して礼儀や人間関係を学ぶのです。
もちろん、日本でもきちんとした指導をしなければな
らないということで、少しずつ変わってきています。

（岡村）さて、東京オリンピック・パラリンピックで
は伊豆で自転車競技が開催されます。伊豆の住民と
してオリンピックが地元で開催されるということを
どんなふうに見ていますか。

（古賀）最近、身近で自転車に乗る人が増えてきたと
実感しています。私の家は川崎にあり、車で南伊豆
に来るのですが、伊豆に近づくにつれ、自転車で走っ
ている人が多いなあと。実際、オリンピックのコー
スを走ってみたいという人が増えているでしょう。

日本は道が狭いのがネックです。自転車に乗って
いる人は爽快な気分で走っていますが、車を運転し
ている側としてはヒヤヒヤします。自転車専用の道
標を敷設した道路も増えてきましたが、伊豆の山間
地には高齢者ドライバーも多いので、もう少し安全
面で考える必要があると思います。

今日もここへ来るとき、目の前で 80 歳を超えたお
じいちゃんが収穫したアロエを積んで軽トラックを
運転中に思いっきり岩にぶつけてしまい、ちょっと
手助けしてきたんですよ。怪我はなかったんですが、
助手席のおばあちゃんがおじいちゃんを「やだよぅ、
何やってんだよぅ」とさかんに責めていまして、お
じいちゃんは散乱したアロエを黙々と拾っていまし
た（苦笑）。

（岡村）自転車と自動車がどう共生したらい
いのか、伊豆がスタート地点になって考えて
みるというのもいいですね。

（古賀）皆さんご承知だと思いますが、最近、
ジオパークの魅力をテレビでさかんに発信さ
れるようになりましたよね。それだけ今の時
代、自然に帰りたい、自然と戯れたいという
人が増えているのだと思います。ネット社会
では人と人とのコミュニケーションが少なく
なり、妬みや僻みをネット上で晴らす。とて
もいやらしい世界です。逆に伊豆へ来れば人
と人との関係性を大事にし、自然からパワー
をもらい、余計なことを考えずに済む。私に

とってもそうだったように、現代人にとっての楽園
になっているんじゃないでしょうか。

私の家からは空を見上げるとキラキラしたエネル
ギーの塊のような光が見えるんです。パワースポッ
トでよく見られる現象だそうですが、夜になるとす
ごいんですよ。先日も後輩が泊まりに来て、夜、外
で稽古をやっているところをみんながスマートフォ
ンで撮ったら、私の周辺だけ光がピンピンと飛んで
くるのが写っていたんです。星もびっくりするぐら
いきれいで、私の家からものすごくいい感じで見え
るんですよ。

（岡村）来年、伊豆の皆さんはおもてなしをする立場
になるわけですが、過去いろいろなオリンピック大
会に参加された古賀さんから見て、日本らしいおも
てなしとはどうあるべきだと思われますか。

（古賀）来年の東京大会は、おもてなしの恩返しの大
会になってほしいと思っています。2011 年の東日本
大震災時には世界から多くの支援をいただきました。
日本としては皆さんのおかげでこれだけ元気になり
ましたというのを見せ、ようこそ日本に来てくれま
したともてなす。具体的には、何か特別なことをや
るというよりも、世界からやってくる全選手を、日
本選手と同じように応援するということだと思いま
す。全選手、勝ち負け関係なくおもてなしの心を持っ
て応援する。これが一番の恩返しになるのではない
でしょうか。

（岡村）伊豆に住んでいる皆さんがまさに主役になる
わけですね。

（古賀）外国人に会うと言葉の壁を感じる人も多いで

伊豆での自転車競技開催伊豆での自転車競技開催

真のおもてなしとは真のおもてなしとは
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しょう。しかし今はスマホに翻訳機能があり、私も
実は頼りにしているんです。ふつうに外国人選手と
会話ができますよ。

（岡村）言葉の壁は今のテクノロジーで越えていけそ
うですね。ところで古賀さんは伊豆に住む前と住ん
でからで、何か気づいたことはありましたか？

（古賀）発信力でしょうか。今まで知らなかったいい
温泉がたくさんあるし、もう少しきちんと情報発信
すればもっとみんなが足を運ぶでしょう。おいしい
干物屋さんもたくさんあるし、今日もここに来るま
で、中伊豆にこんな素晴らしいブドウ畑とワイナリー
があるなんて知りませんでした。実は道に迷ってし
まいまして、看板が小さかったので見落とすところ
でした。

フランスはツールドフランスが有名ですよね。ワ
インと自転車という共通点を生かして交流を増やし
たらいいと思います。フランスの子どもたちを呼ん
で柔道の合同合宿でもできればいいなと。

（岡村）古賀さんは小さなお子さんからオリンピック
強化選手までさまざまな層の選手を指導しておられ
ますが、人を育てる上で大事にされていることは何
でしょうか。

（古賀）柔道の創始者である嘉納治五郎先生は、柔道
は教育だとおっしゃっていました。いくつもの言葉
を残されていて、その中でも最も代表的な言葉とは

『精力善用』『自他共栄』です。人として生まれてき
たからには、人の役に立ちなさい、それが柔道家の
一番の役目ですという教えです。

子どもたちに指導するときは、当たり前のことを
当たり前のようにやることが大切ですと教えます。
朝起きたら大きな声で「おはようございます」と言う。
目の前で困っている人がいたら手を貸す。手を貸し

てもらったら「ありがとうございます」と言う。ご
みが落ちていたら拾ってごみ箱に入れる。そういう
ことが自分自身を成長させ、自分の夢に向かって大
きく前進できる。簡単に言えば、優しい人になるの
が柔道家の一番の役目だというのが嘉納先生の教え
です。私は柔道を通して子どもたちに「優しい人間
になれば礼儀や思いやりの心をおのずと学べる。柔
道を通して優しい人間になろう」ことを伝えていま
すね。

（岡村）強くなるためではなく、優しくなるため、な
んですね。

（古賀）柔道をやっている子どもたちが、何のために
柔道をやっているかと聞かれ、自信を持って「優し
い人になるためです」と言ってもらいたいのです。
優しい人間が増えれば増えるほど人間関係はよくな
るし、優しい人はみんなに応援される。自分の夢を
実現したいと思ったら、まずは自分が優しい人にな
るのが一番の近道だよと伝えています。

（岡村）それはふだんの生活にも大事なことですね。
（古賀）指導者として大切にしているのは、人は変わ
れる、ということです。もしこちらが「こいつはど
うせできない」「こいつはどうせやらない」と決めつ
け思い込んでいたら、できるまでの指導努力をしな
くなります。選手も「期待されていないから」と努
力をしない。そうではなく、教える側が「人は変わ
れる」と信じて接することによって、今はできない
ことも、どうやったらこの子はできるようになるん
だろうと必死に指導努力をします。

一度出来た子は、新たな課題が出来たとしても「あ
のときこの子はできたんだから、今度も必ずできる
ようになる」と挑戦意欲が湧く。教える側も教わる
側も双方が努力できる関係性を大事にしたいと思っ
ています。

（岡村）非常に役に立つお話でした。ありがとうござ
いました。

指導者として大切にすること指導者として大切にすること

古 賀　稔 彦 （こが・としひこ）氏

 1967 年佐賀県出身。小 1 で柔道をはじめ中１で東京の講道学舎入門。弦巻中、世田谷
学園高で全国制覇。日本体育大では「平成の三四郎」として世界選手権 2 階級制覇。88
年ソウル、92 年バルセロナ（金）、96 年アトランタ（銀）五輪に出場。2000 年に現
役を引退、愛弟子谷本歩実のアテネ五輪金メダルなど指導者としても活躍。03 年子供の
人間育成を目的に「古賀塾」を開塾。07 年 IPU 環太平洋大教授。同大女子柔道部総監
督として全日本学生柔道大会などで 2 連覇。08 年日本健康医療専門学校校長、12 年弘
前大学大学院医学研究科博士課程修了、医学博士号取得。14 年全日本柔道女子強化委員。
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■パネリスト
　立見　修司氏（熱海市観光建設部次長）
　熊倉　浩靖氏（高崎商科大学特任教授）
　飯倉　清太氏（NPO サプライズ代表理事、静岡大学地域創造学環客員教授）
■コーディネーター
　中山　勝氏（企業経営研究所常務理事、サンフロント２１懇話会 TESS 研究員）

伊豆の地域振興と人口減少時代の課題伊豆の地域振興と人口減少時代の課題
パネルディスカッション

（中山）伊豆地区分科会はここ数年、観光をテーマに
日 本 遺 産 の 申 請、
世界ジオパークや
わさびの世界農業
遺産認定を通じて
の伊豆観光ブラン
ド化等、議論して
ま い り ま し た が、
今回はその根底に
ある人口減少問題
にフォーカスを当
てていこうと思い
ます。まずは伊豆

の地域の現状と課題について、静岡市から伊豆市へ
移住された飯倉さんに提起していただきましょう。

（飯倉）私は今 49 歳になります。1994 年 24 歳のとき、
旧天城湯ヶ島町へ移住しました。理由はたった一つ、
仕事をやるためです。当時はまだ移住定住や過疎と
いう言葉は聞かれない時代でしたが、伊豆市に移住
してからはいろいろなことを感じています。

現在は修善寺で生コン建材を営む企業のドットツ
リーという移住定住施設を一緒にやらせてもらって
います。東京在住者をターゲットにしていますが、
なかなか情報が届いていないという課題があります。
全国の自治体 1740 市町村すべてが移住定住政策に取
り組んで、みな同じようなことをやっているからで
す。そこで当社では手に職を持った人、翻訳家や一
級建築士などをターゲットに、12 軒すべて埋めるこ
とができました。
『伊豆』という地名は確かに有名ですが、細かなディ

ティールは意外に知られていません。情報というの

は選択と集中が必要です。伊豆の観光は 1991 年ぐら
いがピークだと思いますが、その後、下がったので
はなくて他が上がってきたのです。そのあたりをしっ
かり検証していく必要がありますね。

（中山）選択と集中をし、ポジショニングをするとい
うことですね。

（飯倉）静岡大学の学生たちを連れてフィールドワー
クとして修善寺温泉の 1 泊 3500 円ぐらいのゲストハ
ウスと、1 泊 50 万円する超高級ホテルのオーナーに
インタビューしました。2 つのカテゴリーの層がはっ
きり分かれていることがわかり、情報は届けたい相
手にしっかり届ける必要があると実感しました。

（中山）立見さん、熱海市が V 字回復した理由をお聞
かせください。

（立見）2020 東京オリ・パラの追い風はもちろん、静
岡県のご協力によ
る JR のディスティ
ネーションキャン
ペーンを催行する
ことができました。
来年度はアフター
DC ということで
伊豆観光の定着を
一層図らねばと職
員一同、気を引き
締めているところ
です。

現在、熱海の観光客数は年間 309 万人。東日本大
震災直後に 246 万人まで落ち込みましたので、確か
にそこからは V 字回復したように見えますが、昭和

ターゲットの選択と集中ターゲットの選択と集中

熱海Ｖ字回復の背景熱海Ｖ字回復の背景
中 山　  勝 氏

立 見　修 司 氏
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の 400 ～ 500 万人時代を知っている人からは「まだ
まだ、もっと頑張れよ」と言われます。

我々が取り組んできたのは、熱海の魅力をしっか
り発信すること。2013 年にシティプロモーションの
計画をつくり、テレビ局の AD さんいらっしゃいと
いうキャンペーンや JTB でのキャンペーンを行いま
した。一番重視したのは、観光協会、商工会議所、
旅行会社はじめ全市的に一致団結して行うというこ
とです。

もう一つは、熱海と首都圏との距離感です。これ
は伊豆全体にいえることかもしれませんが、新しい
客層を求める際、なんといっても首都圏に近いとい
うのは大きい。なぜなら首都圏には毎年全国各地か
ら新しい人が流入しているからです。首都圏に対し、
いかにプロモーションを打つか、首都圏での認知度
一番をいかに取るかを意識しています。

課題としては宿泊施設の稼働率の高まりに比例し
ての労働力不足です。お客様がいらっしゃっても従
業員が回っていかない。もはや各旅館にお任せする
だけでなく、全市的、あるいは地域産業を守るとい
う意味では全県的にやらなければならないと認識し
ています。

（中山）熱海はナンバーワンやオンリーワンにこだ
わったと聞いたことがあります。

（立見）まずは首都圏での顧客支持率ナンバーワンで
すね。首都圏にお住まいの方が年間に数回旅行に行
かれる際は、一度は熱海を選んでいただく。あるい
は旅行を計画する際には熱海を選択肢の一つに入れ
てもらうということです。熱海は絶好調の時代から
急降下し、寂れた観光地ナンバーワンになったこと
もありますが、今、熱海に来ている若いお客様はそ
の時代を知りません。またシニア世代は絶好調時代
も寂れてしまった時代も知っていて、今はちょうど
中間ぐらいだろうと見ている。そんなターゲットを
しぼって熱海の認知度を高めていくということに注
力しています。

（中山）熊倉さんの高崎は、東京を扇の要にたとえる
と、ちょうど伊豆と同じ距離感にあります。新幹線
で 2 時間ぐらいですね。

（熊倉）今日は、群馬で考えていることが静岡でも当
てはまるのか考えてみたいと準備をしました。今は
第二次地方創生といわれていますが、我々に与えら
れた方程式といえば、発信力を強くし、地方にどん
どん人が来るようにし、やがては定住してもらうこ

とで人口回復を可
能にする－そんな
方程式で地方創生
政策を立てざるを
得なかったと思い
ます。

おそらく今日お
越しの皆様の中に
もさまざまなイベ
ントにかり出され、
さまざまな事業を
し て こ ら れ た で

しょう。その結果、確かに発信力は高まり交流人口
も増えましたが、人口は減ってしまっている。家族
経営の店主が店を閉めてでもイベントに参加し、疲
れ果て、翌日休業し、結果として厳しい状況がもっ
と厳しくなってしまったという声も聞きます。

中山さんに、国勢調査が行われた 2010 年度と 15
年度の伊豆地区すべての市町の人口数を提供して
もらいました。観光交流人口は伊豆地域全体でこ
の 5 年間で 14％増、県全体でも 7％増でした。熱海
は 20％増です。その結果、熱海の場合は 1 日あたり
18,000 人もの人が訪れる。熱海市の人口の半分です。
そこまで人は来ているのに、熱海の人口は 5％減り、
世帯も 4％以上減っている。伊豆市は人口 8.4％減で
す。つまり一生懸命努力し、交流人口や観光人口を
増やしているのに、地域においては疲弊が進んでい
る。おそらく東京の大都市部を除けば、日本全体が
同じでしょう。

熱海市は 1 世帯あたりの人数が 2 を割りました。1
軒あたり 2 人住んでいないという状況です。静岡県
全体で 2.5 人とかろうじて全国平均以上を保っていま
すが、群馬の中山間地の方々とは「事業承継じゃな
い、地域継承だ」「地域がどうしたら生き残っていけ
るのか、地域の資源を磨き直すしかないじゃないか」

「地域の人同士がどうつながりを持つかによって、外
から人が飛び込んで来れるじゃないか」という話を
しています。その一つの切り口として、私は〈温泉〉
が有望だと考えています。

（中山）具体的には温泉を使ってどういうことをやれ
ばいいのでしょうか。

（熊倉）ちょっと違う視点から三つお話しします。ひ
とつはネットワークのつながりです。自分の家の不
要品が隣の家では必需品になるかもしれない。つま

“地域継承”の危機“地域継承”の危機

地域をつなぐSDGsと産業構造の必要性地域をつなぐSDGsと産業構造の必要性

熊 倉　浩 靖 氏
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り地域内で原材料を調達する、あるいは別の利用方
法を考えてみるということです。

群馬の旅館も人材不足ですが、働き世代は子育て
と親の介護で時間がとれない。だったら地域で子育
てが終わった世代が困っている家をサポートしよう
というネットワークが動き始めています。経済、環境、
社会における SDGｓ（持続可能な開発目標）のひと
つの在り方を考えることですね。自分自身が地域で
資源となり、他者とつながりが持てるかどうか。先
ほど古賀さんがおっしゃっていた、当たり前の暮ら
しを磨いてお互いが変わるということが具体的に求
められているのだと思います。それがまず 1 点。

2 点目は、群馬の場合、オール群馬での成功体験が
1 回ありました。かつて群馬は生糸の国として栄え、
高崎は横浜への流通拠点として栄えました。関東で
日本銀行の支店があるのは前橋と横浜だけで、前橋
支店は昭和 19 年、関東で最初に設立された。それだ
け情報と金融が集まっていたのです。この、オール
群馬の産業構造があったという成功体験をもう一度
復活させようと考えたとき、温泉という資源が産業
構造をオール群馬でつなぐ一つの要素になるという
ことです。

伊豆ならジオパークが産業構造をつなぐ一番大き
な要素になるでしょう。日本にわずか九つしかない
世界ジオパークで、なおかつ東京で一番近いジオパー
クです。日本列島が太平洋プレートとユーラシアプ
レートだけでなく、日本海プレートがあって多様な
自然をつくり上げたその証拠を持っており、かつ温
泉と豊かな山海の幸をも人々にたらす。これをオー
ル伊豆の産業構造としてどうくみ上げるか。ジオパー
クはマニアだけが見るジオサイトだと思われがちで
すが、決して吉永小百合さんやタモリさんだけがわ
かる世界ではない。ユネスコがなぜジオパークを展
開しているかといえば、地球という貴重な財産を守っ
ていく上で地域振興にきちんと位置づけようと考え
ているからです。地域振興をユネスコが認めたので
す。それが 3 点目です。

（立見）熱海では何を売っていくかを皆さんと共有で
きたのは大きかったですね。熱海で売れるものとい
えば宿泊施設。いかに宿泊客を増やすかが共通認識
となります。その上で自分たちができることをやっ
ていこうと。我々観光行政をやっている者は首都圏
のお客様に呼び込みアピールをしますが、熱海に来
てもらってからは宿泊施設や観光業者の努力により

ます。宿泊客を増やすしか生きる道はないという共
通認識が持てたのは大きかったと思います。

実際、熱海には若い女性が多く来ており、女性向
けのスイーツの店も増えました。次には地元ならで
はのものが食べたいという声が出てくる。しかしな
がら熱海には自慢できる産物がありません。今日こ
こにはワインがありますが熱海には地酒がない。魚
に不可欠なワサビもない。次のステージとして考え
るのは、熱海では生産できない地酒やワサビや地場
野菜を伊豆全域からそろえて味を覚えてもらい、た
とえば金目鯛の味が気に入ったなら、本場の下田や
稲取へ行ってもらう。ワサビが気に入ったら伊豆市
のわさび田に行ってもらうという。そんなふうに、
オール伊豆の特産物をショーケースのように見せる
ことができたら、熱海に何度も来ていただくリピー
ターづくりにもなるのかな、と思うのです。

　
（中山）さきほど飯倉さんが静岡大学での取り組みを
お話されましたが、ドットツリーというのは産業観
光といいますか行政の視察が多いと聞きます。

（飯倉）ドットツリーは民間で作った移住定住の施設
で、外から視察に
来た人にも見ても
らえるようなデザ
インを最初から意
識して作りました。
視察のターゲット
を考えたとき、東
京の 20 ～ 30 代の
女性では対象が広
すぎるし、20 歳と
39 歳では趣向も価
値観も違う。では

行政の視察ならどうだろうか。世の中には 1740 しか
自治体がありませんので、まず 1740 自治体に案内状
を送ってみたら、初年度にいきなり 100 件の視察が
来てくれました。

自分の実験で産学官民全ての立場を経験して初め
てわかったのは、産学官民協働がうまくいかないの
は、全員ゴールが違うから、ということでした。学生
がまちづくりに参加するのは自己実現のためという
のが多く、自分が学ぶべきものを学びに来ている。一
方、官は「学生が地域に来た」という事例が欲しいだけ。
産は儲かることしかやりたがらない。最初からゴール
を摺り合わせない限りうまくはいきません。

熱海は伊豆名産品のショールーム熱海は伊豆名産品のショールーム

産学官民協働の難しさ産学官民協働の難しさ

飯 倉　清 太 氏
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最近、民間企業はＣＳＲ（企業の社会的責任）や
ＣＳＶ（共通価値の創造）に力を入れ始めています。
昔は期末にお金が余ったらどこかの団体に寄付する
というかたちだったのが、今は期初に資金を積み立
てて、地域貢献自体を自分たちの広告の一環として
考えるようになった。信用を積み立てなければ企業
が成り立たない時代になったのです。

これからは大企業・中小企業・民間団体がスピー
ド感を持って地域活性に取り組むようになりますか
ら、行政がそこに乗れない可能性が出てきています。
伊豆の自治体の場合、昨年まで 3 人でやっていた行
政の仕事を今年は 2 人でやりなさいという状況に
なっているので、どうしても片手間仕事になってし
まい、それぞれの仕事が薄くなり中途半端にもなる。
やること・やらないことをちゃんと分ける時期にき
ていると思いますし、民間としっかり組むことがま
すます重要になるでしょう。せっかく東京から地域
に入ってきたお金を、どうして東京の電波に流して
しまうのかと思うこともあります。シティーマネジ
メントをもう一度しっかり見据えてほしいと感じて
います。

（立見）熱海では観光地域づくりの舵取り役の法人「Ｄ
ＭＯ」の組織化を検討しています。乱暴な言い方を
すれば熱海市役所は観光をやめてしまおうというこ
と。なぜなら熱海市職員に観光に対する専門性がな
いからです。やはり稼げる高度な観光行政を目指す
のなら、その時々に応じた専門性を持った人が中心
になる組織が必要ですね。熱海市職員で 5 年以上の
観光行政経験者は、全職員 150 人のうち、私を含め、
5 人しかいません。観光が市の一番の産業だというの
に 5 年以上観光の部署にいた人間が 5 人しかいない
というのは、時代の流れが早い中、他の観光地との
競争にはとても勝てません。そういうことから新し
い組織としての DMO を検討中で、できれば宿泊税と
いった観光と経済の両輪を支える政策を進めていき
たいと考えています。

（中山）入湯税はありますが、宿泊税を導入した地域
はまだ少ないですね。

（立見）人口が減り、市の税収も減る中、観光に当て
られる予算が減るのは目に見えていますから。

（熊倉）入湯税と宿泊税の話は面白いですね。日本の
観光は極端に言えば京都パターンか温泉パターンの
二つに分けられると思います。京都は歴史や文化の
集合体ですが、もう一つ日本の中山間地では温泉観

光というものがある。とくに群馬は温泉しかありま
せんので、これで打っていかなければなりません。

（熊倉）日本は世界遺産やジオパークがあり、無形文
化遺産もありますが、世界にきちんとアピールでき
るものになっているでしょうか。

日本には 3000 の源泉があり、温泉地として登録さ
れているのは 300 地域あります。これは世界でも極
めてまれなことで、たとえばお隣韓国には温泉がほ
とんどありません。火山がないからです。日本はい
つ爆発してもおかしくない活火山が 110 もあり、伊
豆半島は火山が作った半島です。つまり日本は世界
有数の火山大国で温帯モンスーンあるがゆえ、災害
リスクがある代わりに、火と水が作り出した温泉文
化が生まれたのです。

今日は古賀さんがとてもいいお話をしてください
ました。南伊豆へ来たのは、心身の疲れを癒し、元
気を取り戻すためだと。だからちゃんと住民登録も
したと。ケとハレという言葉がありますが、ケが疲
れることを「穢れ」といいます。頑張り続けて疲れきっ
た心身をどうすれば癒せるか、ケをハレにするには
どうするか。古来、日本人は湯治＝じっくりと温泉
に浸かってきたのです。

海外の人には「温泉の中では騒がないでください」
「飲まないでください」とお願いをしますが、心身疲
労を癒すためですから当たり前のことです。温泉の
成分を身につけるということはエネルギーを得ると
いうこと。これこそ二千年以上かけて培った日本の
文化でしょう。お茶やお花もありますが、この温泉
こそ日本文化そのものだろうと考え、この 6 月にユ
ネスコ無形文化遺産の登録を目指そうと声を上げま
した。これは日本の国民運動にすべきであり、2020
年はそのスタートにしたい。ぜひ伊豆の皆様にもご
同意いただきたいと思っています。

（中山）観光庁のみならず環境省の後押しの必要かも
しれませんね。温泉地には文豪の足跡も数多く残っ

行政の役割を見直す行政の役割を見直す

日本の温泉を世界無形文化遺産に！日本の温泉を世界無形文化遺産に！
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ており、彼らは文字通り温泉に癒しを求めてやって
きたわけです。伊豆は川端康成や尾崎紅葉、松山は
夏目漱石、箱根は島崎藤村、群馬は若山牧水、福島
は正岡子規というように各温泉地を文学でネット
ワーク化することも可能だと思います。

（飯倉）修善寺温泉でキャンドルナイトを開催するの
に、ものすごい数のキャンドルを設置・撤収するの
にボランティアが必要だということで、「ふだん入れ
ない温泉に入れる権利」を冠に募集しました。それ
こそふだんは日帰り入浴では入れないような 1 泊 6
万～ 7 万円の高級旅館のお風呂です。そうしたらあっ
という間に集まりました。タオルを持参してもらえ
れば、旅館側に負担をかけることもありませんし、
とにかく今は、インスタ映えもそうですし、他では
得られない非日常の体験を求める人が増えていると
実感します。

川端康成が逗留していた湯本館は、宿代を請求し
ていません。そういうパトロン文化が昔はあったの
です。今は旅行サイトで 100 円単位の価格を競うと
ころばかりで、若者や芸術家に投資する文化がどこ
にいってしまったのかと思います。我々は学生を集
めるお手伝いはできるので、旅館で掃除をやって一
泊無料、旅館のＨＰやポップを直して一泊無料にし
てもらうという試みを実施しました。資源はたくさ
んあるのでどうやって活用するかですね。

（中山）伊豆は今後どのような地域になってほしいと
思われますか。

（立見）伊豆は一つであってほしいですね。熱海に来
るお客様は旅館でゆっくり過ごされる方が多く、伊

東ではまた違った過ごし方をされていると思います。
一つになると言っても画一的ではなくそれぞれの味
を生かす。文学、ジオ、世界遺産等など、各自が磨
き上げ、うまくつながるべきで、熱海に泊まったお
客様には伊豆を周遊するご案内を提供できればと思
います。とにかく首都圏との近距離というのは不動
のアドバンテージですから、これを生かすも殺すも
我々次第ですね。

（熊倉）知っているつもりをやめようと言いたい。自
分の町、隣の町のことをきちんと知ってタネを見つ
け、解決策を見いだすことが肝要です。「観光」とい
う言葉は、自分たちがよそへ行って光を見ることで
自分たちの足下を見直す、すなわち国の光を見ると
いう中国の古典が元になっているのです。伊豆の皆
様にもぜひ群馬に 2 泊 3 日ぐらいで来ていただいて、
新しいタネを見つけてほしいと思います。

（飯倉）誰を見て仕事をするのかが大事な視点です。
おもてなしとは自分が組み立てるのではなく、相手
が組み立てることであり、リサーチしなければでき
ません。ビジネスの基本は客の創造だとドラッカー
は述べていますし、自分が売りたいモノを売るのが
アーティストで、相手が欲しいモノを売るのがデザ
イナーといわれ、私はデザイナーでありたいと考え
ています。作ってから売ろうとする人が多いのです
が、本当なら作る前にリサーチが必要です。

以前、伊豆箱根鉄道の運賃 510 円は高いと思って
いた学生たちを連れて、三島から修善寺まで歩いて
みたことがあるのです。実際に歩いてみたら「510 円
は安い！」という結論に至りました（笑）。やってみ
ないとわからないことっていっぱいある。ちょっと
やってみて、誰のために仕事をするかを見直すとい
うことが大事だと思います。

（中山）ありがとうございました。

「知っているつもり」をやめよう「知っているつもり」をやめよう

〈出演者プロフィール〉

■立 見　修 司 （たつみ・しゅうじ）氏
　熱海市観光建設部次長（観光担当）

1968年生まれ。91年日本大学法学部卒業、同年熱海市役所
入庁。観光企画係長、観光戦略室副室長、都市計画室副室長、
観光企画室長、健康づくり室長、美しい伊豆創造センター出向
などを経て、2016年観光経済課長、18年より現職。現在、熱
海型 DMO構築に向けた取組を担当。

■飯 倉　清 太 （いいくら・きよた）氏
　NPOサプライズ代表理事

1970年静岡市生まれ、伊豆市在住。地域活性化のために、
仲間と共に NPOサプライズを設立。地域食材を発信する「伊豆
食べる通信」編集長、民間 100％出資の移住定住施策「ドットツ
リー」プロジェクトデザインを担当しソーシャルビジネスを営んで
いる。2019年度から静岡大学地域創造学環客員教授に就任。

■熊 倉　浩 靖 （くまくら・ひろやす）氏
　高崎商科大学特任教授

1953年群馬県生まれ。京都大学理学部中退。シンクタンク
勤務、群馬県立女子大学教授を経て現職に。現在、群馬文化審
議会副会長、NPOぐんま代表理事、群馬テレビアドバイザー、（公
財）高麗美術監評議員も務める。単著に「上野三碑を読む増補版」

（雄山閣）、「井上房一郎 人と功績」（みやま文庫）、編著に「群馬
県謎解き散歩」（KADOKAWA新人物文庫）など。

■中  山　　勝 （なかやま・まさる）氏
　企業経営研究所常務理事

慶応義塾大学大学院経営管理研究科修了。スルガ銀行入行
後、1982年企業経営研究所出向。研究員、主席研究員を経て
2000年部長、08年常務理事。静岡県、沼津市、三島市などの
委員や日本大学国際関係学部非常勤講師などを務める。サンフ
ロント 21懇話会 TESS研究員。1958年静岡県生まれ。
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開催／2019年10月18日（金）
会場／クレマチスの丘・ヴァンジ彫刻庭園美術館（長泉町）

サンフロント２１懇話会は静岡県と共同で、10 月18 日、長泉町のクレマチスの丘・ヴァンジ彫刻庭
園美術館で静岡国際ビジネス交流会 in 東部を開催しました。ラグビーワールドカップの開幕を機に、
試合会場となる静岡県と神奈川県の経済人、大会出場国の大使館関係者との交流会を、東部地区分科
会に代えて催行したものです。出場国のロシア
とイタリアの大使館代表者、歴代ラグビー日本
代表のレジェンド選手、女子ラグビーチーム「ア
ザレア・セブン」の現役選手らが登壇し、神奈
川県からはラグビーを核に地域振興等に取り
組むオール神奈川の経済界の連携組織「神奈
川ノーサイドプレミアクラブ」の会員 28 名が
来静。現代のミケランジェロと言われるヴァン
ジの芸術作品に囲まれての国際ビジネス交流
会とあって、活発な交流が進みました。

サンフロント２１懇話会サンフロント２１懇話会

ラグビーワールドカップがつなぐ地域連携のチカララグビーワールドカップがつなぐ地域連携のチカラ
静岡国際ビジネス交流会静岡国際ビジネス交流会inin東部 開催東部 開催
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本日はサンフロント２１懇話会の呼びかけに応じ、神奈川ノーサイ

ドプレミアクラブの皆様にお越しいただき、誠にご同慶の至りでご

ざいます。しかもこのような芸術色豊かな美術館内で交流できると

いうことで、企画をされた方々にも敬意を表します。

ラグビーW 杯は 9 月 20 日に始まり、日本代表はロシアに続きア

イルランドも破りました。「静岡ショック」として世界中を席巻し、静

岡の地名が全世界に広まりました。観光に県境はなく、ビジネスに

も国境はありません。今、観光とビジネスを兼ねて海外から多くの

人が日本を訪れ、ラグビーW 杯の試合を楽しんでいます。ラグビー

という激しく、サムライスピリッツとジェントルマン精神に満ちあふれ

たスポーツが日本中で盛り上がっている中、我々は富士山のふもと

伊豆半島を舞台に大いに交流を深めようではありませんか。

来年は東京五輪・パラリンピックの自転車競技がここ東部伊豆地区で開催されます。今日集ってい

ただいた皆様には、お互いに仲良く平和に交流していただきたいと思います。

ノーサイドクラブとサンフロント２１の皆さまが県境を越え、風穴を空けてくださることを祈念します。

本日は大変お忙しい中、多くの皆さまにご出席をいただき、誠に
ありがとうございます。

ラグビーW 杯が盛り上がっております。静岡県でもエコパスタジ
アムで４試合が行われ、日本代表はアイルランドに勝利し、予選プー
ル１位と最高の結果でベスト８に進みました。

サンフロント２１懇話会は、静岡県がラグビーW 杯の開催地の一
つに決まったことを好機とし、ビジネスマッチングを目的とした交流
会を企画しました。ラグビーを核にした経済の活性化を目指す神奈
川ノーサイドプレミアクラブのご協力をいただき、より広域的な経済
人の交流につなげることにできるものと確信しております。

今回ラグビー元日本代表のレジェンドに加え、女子ラグビーチーム
「アザレア・セブン」のトークショーを用意しました。ビジネスに役立つヒントがあるのでは、と期待し
ています。

長泉町の医療城下町としてファルマバレー、沼津市の農業の先端技術開発に取り組むAOIプロジェ
クトなど、研究機関と企業が協同して活動できる土壌が出来上がっています。

ご来場いただいた皆さまにとって、素晴らしい出会いの場となりますよう、主催者として期待します。

主 催 者 挨 拶主 催 者 挨 拶

主 催 者 挨 拶主 催 者 挨 拶

静岡県知事

川 勝　平 太 氏

静岡新聞社・静岡放送社長

大  石  　剛
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本日はこのような素晴らしい集まりにお招きいただき、ありがとうござい
ます。ラグビーワールドカップでは日本代表が素晴らしい成績を上げてお
られます。ロシアは残念な結果でしたが、いずれにしても来年夏の東京オ
リンピック・パラリンピックも大規模なスポーツイベントとして世界中の相互
理解が深化するために大きな貢献をされると思います。

ロシアと日本は首脳レベルをはじめ様々なレベルで活発な交流が進んで
います。ロシアは日本の地方都市との交流にも関心を寄せており、先日は
ロシアの農業関係の視察団が静岡県を訪問し、川勝知事と非常に実りあ
る対談をさせていただきました。

ロシア大使館としては今後も全精力をかけてロシアと日本との関係を一
層進化させるお手伝いをしてまいります。今後ともどうぞよろしくお願いい
たします。

本日はお招きいただき、ありがとうございます。台風 19 号の被害に遭
われた方々には心よりお見舞い申し上げます。大きな自然災害に遭います
と、地域を越えた連携の重要性を感じます。

私どもはラグビーを通じて交流しようという経営人の集まりで、スポーツ
文化を通じて地域の活性化を図ろうというのが第一の目標です。私自身は
神奈川県ラグビー協会でワールドカップ委員長を拝命しております。

ラグビーワールドカップは日本選手権や花園の高校選手権とは異なり、
町全体、地域全体がワールドカップ会場となって、人々が交流し、感動を
共有します。経済的なつながりも生まれます。我 と々しましても、皆さまと
の出会いを今日一回限りで終わることなく、神奈川県と静岡県のさまざま
な連携の強化につながればと願っております。

本日は私どもイタリアの美術文化すべてのエッセンスが詰まったヴァンジ
彫刻庭園美術館にお招きいただき、ありがとうございます。芸術文化が日
本とイタリアの関係発展を導くと信じる者として、大変嬉しく思います。

私は大使館の経済セクションにおりますが、静岡県とはスポーツ文化面
で良好な関係にあり、11 月にはイタリアの文化を紹介する催しも開催され
ます。県内に数あるイタリアンレストランのうち、とくにおすすめの店を紹
介し、イタリアの郷土料理の良さをより深くご理解いただくお手伝いがで
きればと思っております。

経済セクションではイノベーション的な作業が多い中、イタリアらしいポテ
ンシャルについて日本人の皆さまにもご理解いただきたいと考えております。

ゲ ス ト 挨 拶ゲ ス ト 挨 拶

ゲ ス ト 挨 拶ゲ ス ト 挨 拶

ゲ ス ト 挨 拶ゲ ス ト 挨 拶

ロシア大使館
イゴール・アダモビッチ氏

神奈川ノーサイドプレミアクラブ

康 乗　克 之 氏

イタリア大使館
ナディア・ロンバルト氏
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歴史を変えたエコパのレガシー、歴史を変えたエコパのレガシー、
女子ラグビーチーム誕生女子ラグビーチーム誕生

トークショー第 1 部

（岡村）小野澤さんはラグビーワールドカップの中継
で解説者としても大活躍ですね。

（小野澤）実は明日あさって大分での準々決勝の解説
のため、この後すぐに大分入りする予定です。

（岡村）その小野澤
さんが監督を務め
て お ら れ る の が、
女 子 7 人 制 ラ グ
ビーチーム「アザ
レア・セブン」で
すね。

（小野澤）2019 年 3
月のトライアウト
からスタートしま
した。

（岡村）もともとヤ
マハ発動機の清宮克幸前監督が、今回のワールドカッ
プ会場である袋井市のエコパスタジアムにレガシー
を残したいと発足したのがアザレアスポーツクラブ
であり、アザレア・セブンだとうかがいました。

（小野澤）世界的規模のスポーツイベントが来ると、
お祭りで終わらせないようレガシーというものを考
えるのですが、静岡県だけはレガシーが先にあるの
です。全国からも注目されています。

（岡村）富樫さんはラグビー歴何年になりますか。
（富樫）今、23 歳ですが、もともと中学高校は吹奏楽
部でした。大学からラグビーを始め 5 年になります。

（岡村）吹奏楽部からなぜラグビーを。
（富樫）高校の吹奏楽部はかなり厳しく、高校卒業で
やり尽くした感がありました。大学では一から新し
いことをやろうと思い、父がやっていたラグビーを
始めました。

（岡村）アザレア・セブンではチームの広報もお務めとか。
（富樫）はい。ぜひアザレア・セブンのホームページ

や SNS をご覧いただきたいと思います。よろしくお
願いします。

（岡村）野毛さんはここ静岡県東部・清水町のご出身
で三島北高卒業ですね。ラグビーはいつからですか。

（野毛）大学では砲丸投げをやっていました。卒業後、
陸上で実業団に進んだのですが、1 年で辞めて大阪体
育大学の職員になった時、世界のウィングと呼ばれ
る元日本代表・坂田好弘先生の授業を担当しました。
当時、体重が 100㎏近くありまして（苦笑）、先生か
ら女子 15 人制の日本代表チームのトライアウトに
行ってみないかと進められたのです。ポジションは
プロップです。

（小野澤）この 2 人のように、ラグビーというのはい
つからでも、どの競技経験者でも始められます。

（岡村）今、アザレア・セブンが目指しているのはど
んなステージですか？

（小野澤）もちろん日本一です。日本代表選手を静岡
県出身で固めるぐらいのチームを目指します。7 人制
ラグビーはオリンピック競技にもなっていますから、
みんなが日本代表になるよう頑張っています。

（岡村）富樫さんはどんなプレーが持ち味ですか。
（富樫）私は小柄なので真正面からぶつかるよりも、

ステップをこなし、
パスを回して味方
を生かすというプ
レーを心がけてい
ます。

（岡村）野毛さん、
15 人制から 7 人制
に移行するのは大
変だったでしょう。

（野毛）試合時間は
同じ 40 分で、7 人
制ではとにかく走

小野澤　宏 時 氏

富 樫　香 子 氏

ラグビー元日本代表／アザレア・セブン監督　小野澤  宏時 氏
アザレア・セブン　富 樫　香 子 氏
アザレア・セブン　野 毛　伸 子 氏

（進行）　岡 村　久 則（SBS アナウンサー）
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るので、体重も落とさなければなりません。
（小野澤）同じサイズのグラウンドで 15 人から 7 人
になりますから、もちろん走らなければなりません
が、必ずしもオーソドックスなことをやらなくても
いいのです。自分たちで考えたプレーをやればいい。
自分たちの持ち味や長所を組み合わせて勝ちに行く
ことができるのが 7 人制の良さです。

（岡村）女子ラグビーの可能性についてどうお考えで
すか。

（小野澤）全国に新しいチームが生まれつつあります。
男子の場合は一企業に支えられているところがあり、
チーム数を増やすのは大変ですが、女子の方が可能
性は大きいですね。

（岡村）今回のワールドカップの盛り上がりを受け、
皆さんの活動への理解も強まったと感じますか。

（野毛）ラグビーをはじめて見たという人が多くて、
ラグビー教えてくださいと声をかけられる機会が増

えました。知らな
い人から「当たっ
てください」と言
われることもあり
ます ( 笑 )。

（岡村）そう考える
と、ワールドカッ
プ は 日 本 に ラ グ
ビーの何かとてつ
もない魅力を伝え
るきっかけになり
ましたね。

（小野澤）今まではルールが難しいと思われてきまし
たが、今は「難しいけどなんか見ちゃう」という人
が本当に増えました。今後もラグビーに触れる機会
というものを継続させていきたいですね。

（岡村）静岡市や浜松市、横浜市でのファンゾーンも
大盛況でしたよね。

（小野澤）人がラグビーであれだけ足を止めてくれる
とは驚きでした。もともと静岡県はフットボールに
馴染みのある土地柄ですね。

（岡村）富樫さんにとって一番楽しいことは何ですか。
（富樫）アザレア・セブンは今春、生まれたてのチー
ムで、難しいこともいろいろありますが、その難し
いことが楽しいですね。この最初のメンバーを大切
にし、チームを創り上げていきたいと思います。目
標としているのが最高峰である太陽生命ウィメンズ
セブンズシリーズで、今シーズンは入れ替え戦で負
けてしまったので出場できませんが、来年はその悔
しさを晴らしたいと思っています。

（小野澤）選手がなかなか集まらないというのがネッ

クですが、ワールドカップをきっかけに変わるのでは、
と思っています。今、高校生も一緒に練習しています
が、昨年から高校生のカテゴリーが分かれてしまって
試合には出場できないのです。エコパでは女性と子ど
ものためのスポーツ環境改善をテーマに活動してい
ますが、アザレア・セブンにおけるこの問題の解決が
静岡における大きなステップになると思います。

（岡村）アザレア・セブンには県外出身でも入部で
きますよね。

（小野澤）もちろんです。日本ラグビーの象徴になる
であろうエコパで練習できるということが大きな魅
力になると思っています。

（岡村）静岡はエコパ、横浜は国際競技場でラグビー
のレガシーを生かしていくということが重要になり
ますね。野毛さんは女子日本代表にも選ばれたわけ
ですが、今の男子の大会をどう見ていますか。

（野毛）日本は独特の戦い方をしています。身体は他
の外国人選手よりも小さいですが、独自の戦術や動
き方をしていて、見ていて面白いです。

（岡村）ちなみに男子の代表で交流のある選手はいま
すか。

（小野澤）アザレア・セブンのコーチ陣やスタッフは
基本、全員元日本代表です。わからないことがあれ
ばヤマハ発動機のチームスタッフに聞きます。

（岡村）すごく恵まれていますねえ！女子だけでなく
子どもたちにも新しいラグビーの魅力を発信できる
チームですね。

（小野澤）袋井に限らず、これから県東部もまわって
ラグビーの魅力発信に努めていきたいですね。静岡
から日本ラグビーの歴史を変えるようなチームに育
てていきたいので、東部の皆さまもぐっと前のめり
で応援していただければと思います。

（富樫）アザレア 7 はこれからどんどん成長していく
チームだと思いますので、応援よろしくお願いします。

（野毛）地元静岡にラグビーチームが出来たと言うこ
とは大きな喜びです。ご支援よろしくお願いします。

（岡村）ありがとうございました。

野 毛　伸 子 氏
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レジェンドが語る日本代表の強さレジェンドが語る日本代表の強さ

トークショー第 2 部

（岡村）お二人は静岡県にご縁が深くて、吉野さんは
サントリー酒類（株）静岡支店長を 3 年ほどお務め
でした。当時、ラグビートップリーグの中継で、解
説者としてもお世話になりました。静岡にはどんな
思い出がありますか。

（吉野）当時の静岡はサッカーと野球が盛んなイメー
ジでしたが、実際
にはラグビー関係
者も多くて、もの
すごく楽しかった
思い出があります。

（岡村）木暮さんは
現在、静岡市清水
区の協和電工（株）
の代表取締役社長
を お 務 め で す が、
もともとは東芝の
OB ですね。

（木暮）7 年前に東
芝静岡支店に着任し、静岡県で営業をしていました。
海あり山ありで本当に食べ物が美味しく、人もよく、
静岡に住んじゃえと決意し、一昨年東芝を辞めて協
和電工にお世話になり、静岡県民になりました。ど
うぞよろしくお願いします。

（岡村）ということで、今日はサントリー、東芝とい
う社会人名門チームご出身のお二人にお越しいただ
いたわけですが、なんといってもこのラグビーワー
ルドカップの盛り上がり、予想されていましたか。

（吉野）実はちょっと前に「アイルランドに勝つのは
難しいがあと三つはなんとか勝って決勝トーナメン
トに行けるんじゃないか」と言っていたのですが、
まさかアイルランドにも勝つとは思いませんでした。

（岡村）エコパでのアイルランド戦の勝因は何だと思
われますか。

（吉野）やはりスクラムの強さですね。後半、アイル
ランドが攻めあぐんでいる時、一歩先んじてのディ
フェンス力にはしびれました。

（岡村）スクラムでは負けず、アイルランドの方がた

まらずにペナルティをおかしてしまうシーンがいく
つかあり、本当に日本は強くなったなあと実感しま
した。吉野さんはウイングがご専門でしたが、今回
の松島幸太郎選手や福岡堅樹選手、強かったですね。
後輩たちの活躍ぶりはいかがですか。

（吉野）海外の報道では「フェラーリ」と称されてい
ましたよね。ただスピードだけでなく強さも発揮し、
大会中でどんどん強くなっていきました。

（岡村）今回の日本代表の強さをどう見ていますか。
諸外国に引けを取らないですよね。

（木暮）そう言われるだけで目がウルウルしてきま
す。あのアイルラ
ンド戦、久しぶり
に声を出して泣き
ましたよ。最初の
スクラムで日本が
押し切り、その後
も絶対に押し負け
なかったのでフォ
ワード陣は「これ
は勝てる」という
気持ちになる。そ
の意味で、今後の
日本戦でもスクラ

ムにぜひ注目してみてください。押すことによって
フランカーもバックスも前に出られるのですから。

（岡村）ヤマハ発動機でスクラムの指導をされていた
長谷川コーチが今回の日本代表スクラムコーチとし
て力を発揮しているとうかがいますが、日本のスク
ラムはなぜ強くなったのですか。

（木暮）やはり厳しいトレーニングと強豪チームとの
練習試合の経験でしょう。

（吉野）今回の中継で真上から俯瞰で撮る映像がある
でしょう。あれを観ると日本のスクラムは隣同士が
ぴったりくっついています。力が分散せずに一つの
ベクトルに向かっている。これが日本の強さだと思
います。

（木暮）パックが小さくまとまると、力が結束し、前

吉 野　俊 郎 氏

木 暮　  明 氏

ラグビー元日本代表・第 1回 W 杯出場　吉 野　俊 郎 氏
ラグビー元高校日本代表　木 暮 　　明 氏

（聞き手）　岡 村　久 則（SBS アナウンサー）
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進できるのです。
（岡村）ところでフォワードとバックスの選手という
のは気質や行動習性が違いますか。

（木暮）そうですね、別に仲が悪いわけではありませ
んが、合わないところもあります。背番号が大きい
番号ほど自分勝手な選手が多い（笑）。僕らが現役だっ
た 30 年ぐらい前、バックスは練習が終わると女性と
飲みに行って、フォワードはホルモン焼を食べなが
ら「お前のあそこが悪い」「ここが悪い」とラグビー
の話ばかり。男臭い連中ですよ（笑）。結婚するなら
フォワード 1 列目のプロップですよ。いい旦那にな
ります。

（岡村）家庭のスクラムもがっちり組むのですね（笑）。
今回、どこのスタジアムも空気感が素晴らしいです
よね。対戦する選手にもリスペクトが感じられ、素
晴らしい大会になっていると思うのですが、吉野さ
んいかがですか。

（吉野）敵味方関係なしに、いいプレーには拍手が送
られている。日本の大会は世界レベルだと賞賛され
ている由縁です。

（岡村）吉野さんが予想する優勝チームは。
（吉野）オールブラックスだと思いますが、決勝戦で
当たるのは日本と南アフリカの勝者でしょう。

（岡村）木暮さんはいかがですか。
（木暮）同感ですね。日本とオールブラックスの決勝
戦を期待します。最初から泣きっぱなしになるでしょ
う（笑）。

（吉野）ニュージーランドのメディアが今回日本を
非常に高く評価しています。ラグビーを知り尽くし
ている国のメディアが評価していることには自信を
持っていいと思います。

（岡村）ワールドカップを経験し、日本はどう変わっ
ていくでしょうか。

（吉野）今回、ラグビー以外の美談がありましたね。
スコットランド戦を前に台風が直撃した横浜国際競
技場のグラウンドを必死に整備してくれた人々や、
釜石での試合が中止になったカナダとナミビアの選
手が被災地で後片付けを手伝ったことなど。カナダ
のファン・デル・メルヴァという選手が成田空港で
一般の人から「釜石で手伝ってくれてありがとう」
と言われたことをツイートし、世界に拡散したそう
です。ラグビーの価値を超えた価値を生んでくれた。
この感動を忘れることなく 2020 東京オリンピック・
パラリンピックにつなげてくれたらと思います。

（木暮）女性のラグビーファンが増えたことも実感し
ますね。うちの会社ではサッカー人気が高かったの
ですが、今回、飲み屋でもラグビーの話題がよく聞
かれました。ルールがわからなくても、魂が揺さぶ
られるような感じを受けるという。ワールドカップ
が終わった後もラグビー熱を冷まさないよう、県中
東部でもトップリーグの試合を開催するなど、さま
ざまなお手伝いをしていきたいと思っています。

（岡村）まだ大会は終わっていませんが、この大会

はすでに成功だと申し上げていいんじゃないでしょ
うか。

（吉野）ワールドカップ 9 回目にしてアジア初、強豪
国以外での初の開催でしたが、今大会はいろいろな
レコードを作りました。これだけ観客を集め、瞬間
視聴率も 50％を超えたそうですし、成功したと言っ
ていいと思います。

（木暮）今回、静岡のまちで外国人をよく見かけまし
た。アイルランド戦のときは市街のビアパブが満席
で、彼らは最初から最後までトイレにも行かず、ひ
たすら飲む。その姿には驚きでした。

（岡村）アイルランドの人は勝っても負けても陽気で
すよね。我々にも「Congratulations ！」と言って笑
顔で帰っていかれます。

（吉野）スコットランドの記者が日本に敗れた後、意
気消沈でハンバーガーショップに寄ったら、日本の
女性からビールをご馳走されたという話もあります。
日本は今回でラグビー先進国になったんじゃないで
しょうか。とにかく瞬間的にこれだけの人が観てく
れたわけですから、ラグビー人気をしっかり定着さ
せたいですね。ラグビーに触れる・見られる機会を
全国に広げたいと思います。

（木暮）ラグビーは危険なスポーツではありません。
しっかりとした指導の下、フェアプレー精神で楽し
くできるスポーツです。日頃のストレス解消にもな
ります。

（岡村）見に行くだけでもストレス解消になりますよ
ね。最後に日本代表に向けて一言ずつお願いします。

（吉野）日本代表チームは、ヘッドコーチがエディか
らジョセフに変わり、「決められたことをやる」から

「その上で自分たちが考える」へと進化したと思いま
す。エディ時代はダブルタックルというのが定石で
したが、今回は状況に応じて一人でタックルするシー
ンもかなりありました。より成長したプレーに期待
したいですね。

（木暮）日本代表は成長し続けます。その意味で、皆
さんも試合を見ていただいて、日本のために歯を食
いしばって命をかけて頑張る選手に力を与えていた
だきたい。彼らの活躍が日本の元気につながってい
ると実感しています。

（岡村）今日はありがとうございました。
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♠富士宮市郊外に二つの牧場があります。
ジェラートショップのある本場は３千平方
㍍、４月にオープンしたカウリゾートはチー
ズ主体に試食・体験できる施設があり、牛舎、
放牧地を含め３万平方㍍の広さです。カウリ
ゾートでは低脂肪でチーズに適したブラウン
スイス種を飼育しています。
♥飼料には特に気を遣い、穀物を通常の３分
の２と少なくし、良質の乾燥繊維質を主体に
しています。搾乳ロボットなども導入してい
ます。搾った牛乳でフレッシュチーズを作る

体験ができます。
♦富士宮市内の酪農家が生産する牛乳は県内
生産の３分の１を占めます。ジェラートは当
日朝搾った牛乳で作っています。多い日で
２２００人、年間 15 万人に販売しています。
♣「日本一幸せな牛を飼いたい」と造ったの
がカウリゾートで、牛の楽園です。牛は畑で
寝たければ畑で寝る。暑くなれば牛舎に入っ
てウォーターベットで寝る。気温 23 度を超
すと外に出たがりません。牛も「幸せだなあ。
ここで飼われたい」と思っていますよ。

〈お話のポイント〉

〈お話のポイント〉

【令和元年８月４日放送】

【令和元年９月29日放送】

ラジオマイトーク

ラジオマイトーク

牛の楽園を目指す

カフェ併設の店舗をオープン

井
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 氏
ネッツトヨタ静岡㈱
代表取締役社長

▽モットー▽モットー 思い立ったら吉日、 思い立ったら吉日、
  皆様を素敵に笑顔に  皆様を素敵に笑顔に
▽趣　味▽趣　味 ストレスを感じない人生なので ストレスを感じない人生なので
  趣味いらず  趣味いらず
▽出身地▽出身地 富士宮市 富士宮市

▽モットー▽モットー あまり強い言葉を遣うな、 あまり強い言葉を遣うな、
  弱く見えるぞ  弱く見えるぞ
▽趣　味▽趣　味 ゴルフ ゴルフ
▽出身地▽出身地 北海道 北海道

♠販売エリアは安倍川以東、東部、伊豆まで
です。トヨタの事業では新車店舗が 18 カ所、
中古車店舗が３カ所、それにレクサス店が１
店舗。フォルクスワーゲン店舗が静岡、沼津
の２カ所、ダイハツ店舗が３カ所あります。
♥車種は小型のヴィッツ、ワンボックスカー
のヴォクシー、ヴェルファイア。特にヴェル
ファイアはワンボックスカーの最上級車で
す。セカンドシートに乗った時の高級感はお
客様から高い評価を受けています。
♦昨年、静岡市内にオープンした小黒店は店

内に車を展示していません。キッズコーナー
の他に本格的なカフェを併設しています。マ
マ友、お子さま連れの奥さんに評判です。固
定客が増えつつあります。新たな試みとして

「１、２時間試し乗りしてみませんか」と勧
めています。定期的にマルシェも開催してい
ます。
♣毎年富士山写真コンテストを開催していま
す。入賞作品は店舗で巡回展を開き、ホーム
ページで紹介しています。地元の食事処、見
どころ、茶どころなども紹介しています。
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■新たに入会された方
◇ 船村興産倉庫（株） 代表取締役 舩村　雅彦
◇（株）ＮＮＨ 代表取締役 羽切　勝利
◇（株）エフエムみしま・かんなみ 代表取締役 石野　寿雄

■会員の変更
◇（株）静岡銀行沼津支店
 執行役員沼津支店長 鈴木　浩康 → 執行役員沼津支店長 石井　英司
◇ SBSマイホームセンター（株）
 取締役会長 秋山　勇雄 → 代表取締役社長 川村　正行
◇ 国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所
 事 務 所 長 藤井　和久 → 事 務 所 長 長谷部智久
◇ 伊東ホテル聚楽
 執行役員 総支配人 星川　隆司 → 総 支 配 人 鈴木　教郎

■肩書の変更
◇（一財）静岡経済研究所 大石　人士 常務理事 → 専務理事
◇（公財）佐野美術館  峰田　　武 理事長 → 名誉会長
◇ 御殿場高原ビール（株） 鈴木　和宏 代表取締役 → 顧問
◇ 沼津リバーサイドホテル 山下　顕広 取締役総支配人 → 代表取締役専務

サンフロント21懇話会の会員情報

〈お話のポイント〉

【令和元年11月24日放送】ラジオマイトーク

一番やさしい生命保険会社
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 氏
明治安田生命保険相互会社
沼津支社長

▽モットー▽モットー ポジティブであり、周りに良い ポジティブであり、周りに良い
  影響を与えられる存在でいたい  影響を与えられる存在でいたい
▽趣　味▽趣　味 スポーツ観戦、映画鑑賞、 スポーツ観戦、映画鑑賞、
  ゴルフ、健活  ゴルフ、健活
▽出身地▽出身地 京都府 京都府

♠日本で最初に設立された生命保険会社で
す。２００４年に明治生命と安田生命が合併
して現在の形になりました。「一番やさしい
生命保険会社」を目標にしています。ＭＹイ
ノベーション２０２０ではお客様志向とコン
プライアンスの徹底を前提に成長性、収益性、
健全性のバランスをとりつつ企業価値の安定
的かつ着実な向上を目指しています。
♥４月から「みんなの健活プロジェクト」を
スタートしました。「健康は大切だが、一人
で何かを始めたり、続けるのは難しいもの」

との認識のもと、健康をまず「知る」、みん
なで「つくる」、いっしょに「続ける」とい
う３つのステップで健活を支援します。
♦「知る」ではお客様に合わせた健康関連情
報を「ＭＹ健活レポート」として提供します。

「つくる」では若年層向けにフットサルフェ
スタ、女性層向けにみんなの健活ヨガ、中高
年向けにゴルフトーナメントなどの運動機会
を提供します。
♣「続ける」サポート商品として健康診断結
果に応じて毎年キャッシュバックがあります。


