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新年のご挨拶

（一社 ) 北陸地域づくり協会 理事長

 大
おおばやし

林　厚
こ う じ

次

新年明けましておめでとうございます。

会員の皆様におかれましては、健やかに新年

を迎えられたこととお喜び申し上げます。

一年を振り返ってみますと、昨年も多くの災

害が発生し甚大な被害を受けました。台風 17号

などの影響で 9 月 9 ～ 11 日、関東、東北で豪

雨となり、茨城、栃木、宮城の三県で 8人が死

亡。茨城県常総市では鬼怒川の堤防が決壊し、

広範囲が浸水しました。また、鹿児島の口永良

部島で 5月 29 日、爆発的な噴火が発生し全島避

難が余儀なくされました。その後、箱根山、桜

島、阿蘇山などでも火山活動が活発化しました。

改めてお亡くなりになられた方々のご冥福をお

祈りするとともに、被災された方々に心よりお

見舞い申し上げます。今後発生するであろう首

都直下型地震等の地震対策は勿論のこと、毎年

発生している豪雨災害等の対策を強力に推し進

め、国民が安心して住める地域づくりを目指す

ためにも、今まで以上に防災、減災対策として

ハード面は勿論のこと、併せてソフト対策も強

力に取り組まなければならないと痛感させられ

た年でありました。

平成 24 年末の政権交代により発足した第二

次安倍内閣は、デフレからの脱却を目指しアベ

ノミクス「三本の矢」を経済政策として打ち出

し、その効果もあって株価、経済成長率、企業

業績、雇用等多くの経済指標は著しく改善を見

せているようですが、改善は大都市、大企業の

範囲にとどまり、地方都市、中小企業まで届い

ていないのが実態の様であります。昨年秋にア

ベノミクスの第二ステージとして「新三本の矢」

と銘打ち、①ＧＤＰ 600 兆円、②子育て支援拡

充 ( 希望出生率 1.8)、③社会保障制度改革 ( 介

護離職ゼロ ) を重点的に取り組み、景気の回復

を図ろうとしています。

幸い北陸は昨年 3 月の北陸新幹線開業効果で

金沢、富山の観光関連産業は軒並み潤っている

状況であり、年末年始も開業ブームが続いてい

るようであります。これに反して建設産業は補

正予算が無かったことに加え新幹線関連事業が

殆ど終了したことから、事業量は全国に比べ極

端に落ち込んでいるようであります。北陸の建

設関係筋の期待は新年度予算は勿論のこと、マ

スコミ等で報道されている新年早々予定されて

いる通常国会冒頭の補正予算審議に大きな期待

を寄せているところであります。

また建設関係で残念な不祥事がありました。

傾斜マンション問題であります。同種の事件が

10 年ほど前にも「姉歯事件」といって、低価格

マンションを実現するために行なわれた構造計

算の偽装事件。今回は建物を支える基礎工事で、

杭が必要な長さまで到達していなかった施工不

良事件であります。今回の原因は種々あると思

いますが、施工管理、検査立会が疎かになって

いたのではないか。その為にも仕組みの見直し

や技術者の確保・育成が喫緊の課題で有り、究

極は如何に品質の向上を図り国民の信頼を得る

かと言うことであります

当協会の発注者支援業務等からの撤退につい

て、会員の皆様に大変ご心配をおかけしており

ましたが、平成 25 年 12 月から三ヶ年計画で事

業譲渡を進め昨年 12 月に三回目の事業譲渡を

行ない、概ね計画に沿った形で事業譲渡を終え

たところであります。但し、長野県内について

は体制等の問題があったことから一年繰り延べ

することとしました。

今後の協会は新たな局面を迎えるわけです

が、これまでも新規業務の開拓という観点で取

り組んできたところであります。現在は老朽化

対策としての点検業務、事業管理としてのマネ

ジメント業務、第三者品質証明事業等の取組み

を始めたところであります。同時に今後の業務

量に対応した組織体制づくりにも取り組んでい

るところであります。いずれにしても信頼性の

高い、機動力に富んだ組織に立て直しを図らな

ければならない正念場の年であります。引続き

会員の皆様のご指導、ご鞭撻をいただきますよ

うお願い申し上げます。

終わりに、今年は皆様にとって明るく素晴ら

しい一年になりますようご祈念申し上げご挨拶

といたします。
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年頭のご挨拶

国土交通省 北陸地方整備局長

藤
ふじやま

山　秀
ひであき

章

平成 28 年の新しい年を迎え、謹んで新年の

ご挨拶を申し上げます。

一般社団法人北陸地域づくり協会の会員の皆

様には、平素より国土交通行政の推進にご支援

とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

昨年は、9 月の関東・東北豪雨や火山活動の

活発化など、全国各地で大きな災害が発生いた

しましたが、幸いにも北陸地方整備局管内の直

轄管理区間におきましては大きな被災はありま

せんでした。また、待望の北陸新幹線と一体と

なって交流人口の拡大や地域の活性化を支援す

る七尾氷見道路（能越自動車道）、入善黒部パ

イパス（国道 8 号）の供用や、信濃川大河津分

水路改修の着手、国道７号朝日温海道路の用地

取得一部着手など、地域の安全・安心の確保や

地域経済の活性化に向けて、新たな進展があり

ました。

新たな年においても北陸地方の安全・安心の

確保、社会資本の整備・保全を着実に進めて参

りますので、引き続きご理解を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。

一昨年の品確法（公共工事品質確保促進法）

の改正に伴い、昨年 1月に運用指針が策定され、

4 月にはこれに基づく発注関係事務が本格的に

スタートしました。

地域における建設業は、社会資本整備の担い

手であると同時に地域経済や雇用を支え、災害

対応、除雪といった地域を維持する役割を担う

など、「地域の守り手」として重要な存在です。

その担い手の確保・育成のためには、建設に携

わる企業が適正な利潤を得ること、そこで働く

人が適正な収入を得ること、そして職場環境、

現場環境を改善することが必要であり、その実

現に努めて参りたいと考えております。

具体的には、「北陸ブロック発注者協議会」

のもとで発注機関毎に自ら目標を設定し、成果

を評価・公表する取り組みを引き続き推進する

とともに、「北陸地方公共工事契約制度運用連

絡協議会」、「北陸建設界の担い手確保・育成推

進協議会」と連携して活動を強力に展開して参

ります。なお一層のご理解とご協力をよろしく

お願いします。

北陸地域づくり協会におかれましては、災

害に対する安全・安心推進のための防災エキス

パート活動や、専門的知識・技術の普及・伝承

のために整備局専門技術研究会と連携した北陸

建設振興会議の活動など、北陸地方のさらなる

発展に貢献いただき、心から感謝申し上げます。

引き続き積極的な活動をお願いいたします。

結びに会員各位におかれましては、引き続き

北陸地方整備局に対する一層のご指導、ご助言

をお願いするとともに、皆様のご健勝と益々の

ご活躍を心からご祈念申し上げまして、年頭の

ご挨拶とさせて頂きます。

日本海国土軸を骨格とする高速交通ネットワークの 
形成により、太平洋側ルートとの相互補完を可能と 
する朝日温海道路（新潟県村上市）
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１ 世界遺産とは
世界遺産条約が 1972 年に発効してから 40 年

以上が経過し、すでに 1,000 を超える物件が世

界遺産として登録されている。世界遺産として、

どれくらいの数が適当なのかということが問題

にされながら、まだ一つも世界遺産の物件を

持っていない国も存在することから、結論が出

ないまま、毎年 30 件程度が世界遺産として登

録されているのが現状である。

登録されるためには、別に定められている評

価基準を満たす必要がある。実は世界遺産に登

録されるための道というのは、その評価基準を

どう満たすのか、それを学術的な面から調査、

研究、論文書きをするプロセスなのである。そ

れに加えて、真正性（証明に使用する材料がす

べて本物でなければならないこと）と完全性（証

明しようとする材料が欠けることなく、すべて

揃っていること）を証明しなければならないこ

とになっている。

２ 佐渡の金銀山の価値
佐渡の金銀山と言うと、相川金山にあるあの

観光坑道のことと考えて「ああ、あのロボット

のところなら知ってるよ」と言う人が多い。実

は世界遺産的に見ると、佐渡の金銀山は、それ

以上に世界でも稀有な鉱山なのである。それを

少し紹介しよう。

(1) 江戸時代前から平成に至るまで、400 年
にわたって、佐渡は金生産に関わるすべての技
術を凝縮した場所である。

原初的な砂金採取から近代的かつ大規模な採

取に至るまで、人類の金獲得の歴史のあらゆる

段階を見ることのできる世界的にも珍しい場所

である。

佐渡の金採取の歴史は西
にしみかわ

三川地区の川底に沈

む砂金の採取から始まる。その砂金が少なくな

ると、砂金を含む層を持つ山を切り崩し、その

土砂を人工的に造成した川（水路）に流して、

同じように採取した。

鶴
つ る し

子銀山には、さらに進化した採取の跡が残

る。地表にある鉱脈を見つけて、それをそのま

ま採取する露頭掘り。また、鉱脈に添って、横

や斜めにトンネルを掘る坑道掘りなどである。

相川金山は 1601 年に発見され、以来、豊か

な鉱脈の発見に伴って数多くの坑道が掘られ

た。また、鉱石の粉砕に必要な石臼の素材が佐

渡の海岸線で産出された。佐渡奉行所は、金生

産の要ともなり、とりわけ寄
よせせりば

勝場の設置はいわ

ば金銀生産の化学工場の建設であった。

明治以降は、西洋の技術を導入し、それに日

本の知性を加えて、金生産を続けた時代である。

火薬の使用に始まり、竪坑の掘削などにより、

採掘・運搬の効率は飛躍的に上がり、金の抽出

技術も著しく進歩した。その跡が、大
おおだてたてこう

立竪坑、

北
きたざわ

沢浮
ふ ゆ う

遊選
せんこうば

鉱場、間
あいのやま

ノ山搗
とうこうば

鉱場、高
たかとう

任粗
そ さ い ば

砕場な

どに残る。

随 想

随 想

特 別 企 画

佐渡金銀山―世界遺産として登録されることの意義

吉
よ し だ

田　博
ひろし

新潟県 教育庁 世界遺産登録推進室 参与

新潟大学人文学部文学科卒業、新潟県内の高等学校等で英語を指導。県教育庁指導主事、
新発田高校教頭、長岡市教育部長、県立阿賀黎明中学校・高等学校校長、県教育庁文化
行政課長兼世界遺産登録推進室長、県立新潟中央高等学校校長を経てH22 年より現職。

大立竪坑



52016 年

(2) 佐渡は、鉱山跡だけでなく、それに伴う
人々の生活の歴史も見ることのできる世界でも
珍しい地域である。

佐渡では、金生産に伴う人々の歴史の跡をそ

のまま辿ることができる。西三川地区では、金

生産が終わった後も、人々は生業を鉱業から農

業に変えて、生活を続けている。

また、鶴子地区でも、代官所を中心に鉱業に

従事する人々の住む初期のまちづくりが行われ

たことが分かっている。

相川地区では、江戸の初めに上相川地区に始

まったまちづくりは、鉱山の繁栄に伴って、少

しずつ山を下りていった。採掘の現場から京町

通りを通って奉行所に至る道は、今なお、鉱山

町相川を象徴する街並みである。当時の地割は

現在も残り、絵図と比較しても、面白いほど一

致している。この街並みは、明治以降も、鉱山

関係者が住む町としてそのまま活用される。

また、鉱業に従事する人々を養うために、相

川地区では農業や漁業や商業も発展したことが

知られている。

(3) 佐渡で産出された金は貨幣の材料となり、
国の財政を支えるとともに、世界の経済にも大
きな影響を与えた。

佐渡では、長い間、鉱石の採掘から貨幣の製

造に至るまで一貫して行われていた。幕府で融

通すべき貨幣はその大半を佐渡の小判製造所で

担っていた。

また、明治になっても、佐渡で生産される金

による世界の金銀との交換比率は世界の経済に

も大きな影響を与えたことが分かっている。

３ 世界遺産から見た佐渡金山の
今後の見通し

当初世界遺産の登録は、誰が見ても世界遺産

だろうと思われるものが全てであった。規模の

大きなもの、金のかかったもの、長く残ってい

るもの、具体的にはヨーロッパの中世の寺院が

大半を占めていた。

しかし、これでは人類全体の世界遺産という

見地から全てを包含しているとは言い難いので

はないかという反省が起こり、その結果、以下

の分野での偏重が確認された。それは、ヨーロッ

パ地域、歴史的な都市と宗教上の建築物、キリ

スト教関連、近現代を除く有史時代の遺産、著

名な芸術家の手になる建造物である。そのため、

1992 年には、産業遺産、文化的景観、20 世紀

の建築の 3 分野にも光を当てようという提言が

なされた。

こうして従来の世界遺産の考え方では、決し

て対象になり得なかったと思われる佐渡の金銀

山遺跡にも、世界遺産としての光が当てられる

道が開かれた。

その後、さらに産業遺産とは何かという研究

がなされ、産業の痕跡だけでなく、先駆けとなっ

た文化や伝統、産業衰退後の保存管理や活用も

その価値に含まれるものとなった。

そういう意味では、佐渡金銀山の世界遺産化

という動きは、鉱業に関わる人々の営みの価値

をどう評価するかという大きな問題を映し出す

鏡の役割を担っているとも言える。佐渡の遺産

は、産業遺産と歴史型（主として技術史）遺産

の複合型とも言うべきものであって、重層的に

こうした痕跡が残っている鉱山の登録は、世界

遺産の新しい価値観から見ても大いに意義のあ

るものと考えている。

北沢浮遊選鉱場・火力発電所

道
どうゆう

遊の割
わ り と

戸
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大学教育と地域づくりとの連携

本稿は、国土交通省が実施している全国の

「道の駅」を対象とした大学との連携について、

平成 27 年度に、本学が行った調査についての

取りまとめと若干の考察を行うものである。

はじめに
本取組みは、国土交通省が進めている全国の

「道の駅」と大学との交流・連携の一環として、

道の駅「すずなり」、国土交通省北陸地方整備

局金沢河川国道事務所及び金沢星稜大学の 3 機

関の連携調査を実施することとなったものであ

る。また、珠洲市自体の地域力向上のための調

査も併せて実施することとし、本学（経済学部）

からは、捧
ささげ

ゼミ 3 年の 16 名、青木ゼミ 2 年の

20 名の計 36 名が調査等に参加した。

本連携は、石川県内では初の試みであり（北

陸地方整備局 [6]）、その調整・実施には多くの

労力等が投入されたが、関係者それぞれに、そ

れに見合う成果・経験等が得られたものと考え

ている。

そこで、本稿では、本調査の概要、地域連携

の効果、学生に対する教育効果等について若干

の考察を行うものである。

本連携の基本的視点
最初に、今回の連携調査に至る経緯を簡単に

振り返っておきたい。

国土交通省では、平成 26 年に、「道の駅」を、

観光振興や地域振興を学ぶ学生の課外活動やイ

ンターンシップの場として本格活用することと

し（国土交通省 [1]）、各地域において、具体的

な政策として実施されることとなった。石川県

を管轄とする北陸地方整備局では、管内の「道

の駅」に対して、本連携への参画の希望等を取

りまとめ、珠洲市に位置する道の駅「すずなり」

を本年度の対象とした。一方で、日頃から能登

地域と様々な連携事業等を行っている本学が、

北陸地方整備局の調整に基づいて大学側の連携

主体となり、本連携を実施することになったも

のである。また、本連携に併せ、珠洲市の街づ

くり・観光魅力創造等に関する調査も併せて実

施することとした。具体的な作業は、本年度に

入ってから、主に、金沢河川国道事務所、珠洲

市、「すずなり」、本学の捧ゼミ・青木ゼミが行

い、関係者間の事前打ち合わせや現地視察（「す

ずなり」他）等の各種調整や各ゼミ内での事前

調査等が行われ、現地調査は、平成 27 年 8 月

24 日（月）～ 8 月 25 日（火）に珠洲市にて両

ゼミの学生主体のもと行われた。

「道の駅」との連携調査については、「連携企

画型」で行った。「連携企画型」とは、「道の駅」

と大学側でお互いのニーズを確認し、付加価値

を創出する企画・立案等を行うもの、とされ、

具体例としては、地域めぐりツアー企画、商品

開発、売り場改善等への提言などがある。

期待される効果としては、①若者の発想や行

動力、ＩＴスキルの活用、②大学との関係構築、

大学側からの発信によるＰＲ、③新たな企画立

案の実現プロセス経験、ノウハウの蓄積、④前

向きに行動を考えるきっかけ作りなどが想定さ

れている（なお、もう一つのプログラムとして

「就業体験型」がある。）。

本取組みに関しては、将来の地域活性化の担

い手となる人材を育成・確保するとともに、「道

の駅」が地域活性化の拠点を目指して進化を遂

げるため、「道の駅」と大学がお互いのニーズ

を確認し、付加価値を創出する企画・立案等を

実施するものとしてとらえられている。また、

珠洲市の観光等振興調査については、学生の希

望等も踏まえ実施することとした。以降、本連

携は、上記 2 種類の調査（「道の駅」調査・珠

洲市調査）を総称するものとする。

事前打ち合わせ等においては、本連携とし

ての成果は、総花的なものではなく、具体性か

つ実効性のあるものを求めることが重要とされ

た。そのためには、実際の地域づくりや「道の駅」

特 別 企 画

金沢星稜大学　経済学部　准教授　青木　卓志
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の経営者にとって通常の政策・経営上、得にく

いものが大学（学生）として提供すべきものと

なる、すなわち、学生に比較優位のある部分（い

わゆる「学生の強み」）は何かということが重

要になるが、それは「若者であること」、「若者

の発想による視点」であり、関係者間で共通理

解された点である。

結果的に、こうした視点を前提とした取組み

によって、今回の連携が各主体にとって実りあ

るものになったものと理解している（具体的な

活動内容・その結果報告等については後述）。

そこで、まず、今回調査を行った珠洲市の現

状等について簡単に確認しておきたい。

珠洲市の現状等
珠洲市は、石川県・能登半島の先端に位置す

る市であり、人口は約 16 千人（平成 26 年 12

月 31 日現在：住民登録人口）である（場所は

図１参照）。昭和 29 年に、石川県下では 5 番目

に市制を施行している。珠洲市ＨＰ（市長あい

さつ）では、今もなお美しい里山里海が保たれ、

豊かな「食」に恵まれ、素晴らしい「人」が暮

らしているところである、と記載されている（珠

洲市［2］）。主要観光地としては、見
みつけじま

附島（別名 :

軍艦島）や禄
ろっこうさき

剛埼灯台等が有名である。

珠洲市の現状については、様々な分析ができ

るが、本稿では、比較的わかりやすい人口動態

を利用したい（珠洲市 [3]）。

平成 26 年 12 月 31 日現在の珠洲市の人口は、

15,948 人（住民登録人口）であり、資料から確

認できる昭和 36 年以降、一度も増加になって

いない状況にある。

図 2は、最近の珠洲市の人口の推移であるが、

15 年前と比較して 6 千人弱、比率にして、27％

の減少となっている。年齢別で見ると、65 歳以

上の高齢者は増加している現状にある。人口割

合では、全体の人口が減少しているにもかかわ

らず、高齢者の人数が増えていることから、高

齢者比率は平成 11 年の 30.0％から平成 26 年

には 44.2％へ急上昇している（図 3 参照）。総

務省統計局 [5] によれば、全国の 65 歳以上人口

の割合は、26.0％（平成 26 年 10 月１日現在）、

石川県では 27.1％（同）であり、珠洲市の高い

高齢化率が認識できる。

図 1　珠洲市の位置

出典：すず観光ナビネット［4］
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【見附島（別名 :軍艦島）】

【禄剛埼灯台】 

島の形が軍艦に似ているところから別名「軍艦島」とも

呼ばれる高さ 28 ｍの奇岩。能登のシンボルとしても有名

（出典:すず観光ナビネット [4]）

能登半島の最先端で、ちょうど外浦と内浦との接点にあ

たるところ。「海から昇る朝日と、海に沈む夕陽」が同じ

場所でみられることで有名（出典:すず観光ナビネット [4]）

【金沢⇒珠洲市内】

約 2時間 30 分

（のと里山海道＋

珠洲道路経由）
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一方、自然増減と社会増減の比較では、昭和

59 年以降、自然減が継続的傾向になったのに対

し、社会減は資料が確認できる昭和 35 年以降、

継続している。従って、かつては、社会減への

対応が相対的に重要であったと推測されるが、

昭和 60 年前後からは、自然減、社会減両方に

対する対策が必要になっており、さらに近年で

は、自然減のマイナス幅が社会減を超えており、

少子化が大きく影響しているものと推測される

（図 4参照）。

珠洲市の経済的な状況に関して、事業所数と

従業者数で確認すると（珠洲市）、平成 24 年の

場合、1,098 事業所、5,859 人（いずれも民営分）

であるが、平成 16 年と比較して、事業所数で

187 事業所の減、従業員数で 1,067 人の減となっ

ており、経済力も低下傾向にあるものと推測さ

れる。

こうしたことから、今後の（「すずなり」含め）

珠洲市の経済力の継続・向上をもたらすために

は、人口増加等の根本的な課題に加え、少なく

とも短期的には、珠洲市民以外の、いわゆる交

流人口（観光客等）の取り込みが極めて重要で

あることが理解できる。

上記状況等を鑑みた場合、現在の珠洲市の経

済的な状況については、さらに次の 2 点が考察

できる。

1 つめは、定住者の行動主体は中高齢者が中

心であり、若者目線・若者視点（の発想）が相

対的に少ないのではないかと想定されること、

2 つめは、観光等で市外から来る層においても、

街中での行動スタイルが中高齢者中心になる以

上、若者に対する魅力、あるいは若者向けの誘

客施設等が相対的に少ない可能性があること、

であり、それ故、観光客層もある程度の年齢層

が多い、あるいはそうした年齢層をターゲット

としている割合が大きい、ということが想定さ

れる（ただし、本年度においては、ＮＨＫの朝

の連続テレビ小説の影響もあるため一概に言え

ない部分はあったろうと考えられる）。

こうした視点からも、今回の道の駅「すず

なり」あるいは珠洲市全般の魅力創造という

点において、大学として貢献できる部分とし

て、いわゆる若者目線での調査分析及び、そ

れに伴う提言・提案等が重要になることが推

測できる。また、実現性等は別にしても、新

鮮なアイデア等が期待されていたことも申し

添えたい（実際にそうした成果も報告会では

見受けられた（後述））。

次に今回調査対象とした道の駅「すずなり」

であるが、かつての JR 能登線、また当該路線

廃止後に第三セクターとして運営されていた

のと鉄道（能登線）の珠洲駅の跡地に立地して

いる。珠洲市役所からも車で数分の距離であり、

その立地上の利便性から、珠洲観光の起点と

なっている。店内では、珠洲市の特産品等の販

売もなされている一方、珠洲の各種観光パンフ

図 2　珠洲市の人口推移

出典：珠洲市 [3]

出典：珠洲市 [3]

出典：珠洲市 [3]

図 3　珠洲市の世代別人口割合

図 4　珠洲市の自然増減と社会増減
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レット等も設置されており、観光案内所の役割

も担っている。なお、珠洲市には、他にも「道

の駅」が２カ所あり、今回の調査では、禄剛埼

灯台入口に隣接する場所にある道の駅「狼
の ろ し

煙」

も対象とした（もう 1 つは「すず塩田村」であ

る。）。

以上の状況を踏まえ、調査目的としては、「す

ずなり」に関しては、売上貢献につながる方策

の提案・調査を主とし、珠洲市全体に関しては、

（観光による）滞在時間延長方策、祭り振興方策、

宿泊客の受け皿確保方策等を主要な調査テーマ

（案）とした。ただし、実際の調査においては、

学生の希望等も踏まえ、必ずしも上記方針に縛

られない調査も可能とすることとした。

調査概要と結果
現地調査（８月 24 日～ 8 月 25 日）後、各ゼ

ミ内での検討等を踏まえ、調査結果の報告会に

ついては、11 月２日（月）に、本学内で 16 時

から概ね 2 時間にわたって実施された。報告会

には、調査を行った学生、金沢河川国道事務所、

珠洲市、道の駅「すずなり」等の関係者の他、

地元メディア等も見受けられた。

学生の報告内容は下記のとおりである。な

お、題名及び順番は報告会での順番のとおりと

した。なお、調査目的及び調査概要については、

基本的に筆者の感じた内容であることにご留意

願いたい。

捧ゼミ：4グループ

①祭りの振興の調査研究

（目的）

・祭りへの参加者増加のための提案

（調査概要：提案事項）

・祭り情報を頻繁に更新し、ＰＲの回数を

少しでも増やす

・市外、とくに遠方からの参加者のための

宿泊施設の充実　など

②観光ルートなどの調査研究

（目的）

・ルート化・ＰＲ方法に関する提案

（調査概要：提案事項）

・沿岸部を自転車で巡るための拠点整備と

バスの時刻設定など

・ゲーム感覚を取り入れた徒歩ルートの設定

・メディアへのアピール方策　など

③宿泊施設の調査研究

（目的）

・既存宿泊施設の改善と不足時の対応策提案

（調査概要：提案事項）

・宿泊部会としての目標や方針の明確化

・観光に対する取組み姿勢の全市的統一化

・市の空き家バンク制度の観光的活用と戦略

特区形成の検討　など

④道の駅「すずなり」の調査研究

（目的）

・「すずなり」の利用促進策の提案

（調査概要：提案事項）

・店内商品の配置の工夫やアピール方策の

改善（店内商品マップ・方言を使った

ＰＯＰ等）

・特産品や食材を使ったスイーツの新商品や

スイーツづくり体験　など

青木ゼミ：6グループ

①徒歩観光調査

（目的）

・徒歩等でいける町並み散歩における新たな

スポットの開発

（調査概要：提案事項）

・隠れ家的なお店を見つけることができる

出典：すず観光ナビネット [4]

【道の駅「すずなり」】
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・レンタサイクルがあれば行動範囲が広がる

可能性

②すずなりお土産調査（アンケート調査）

（目的）

・地元特産のお土産品の実態調査

（調査概要：提案事項）

・主に年配の方や子供に対する配慮を含めた

改善の要望あり

・各世代を意識したデザインや商品、ゆる

キャラ等との連携で、満足度の向上も可能

③狼
の ろ し

煙観光調査

（目的）

・「すずなり」以外の「道の駅」の調査

（調査概要：提案事項）

・家族連れ、ツアー参加客、高齢者が多い

・情報はパンフレット等紙媒体が多い

・海のきれいさや禄剛埼灯台は高評価である

が、道路案内、標識などに要望あり

④広域観光調査

（目的）

・珠洲市の広域的な観光資源の調査

（調査概要：提案事項）

・全体的に看板が少ない点への改善

・観光地ごとの連携、観光地やグッズへのス

トーリー設定等のインセンティブが重要

⑤民宿調査

（目的）

・宿泊者の利便性・満足度等に関する調査

（調査概要：提案事項）

・衛生面は全体的に高評価

・子供、高齢者、障害者、外国人向け等のサー

ビスでは、満足度の高い部分とそうでな

い部分があり、今後の対応が必要

⑥すずなり観光調査

（目的）

・特に若者対策の必要性に基づき調査

（調査概要：提案事項）

・食事スペースの確保や隣のコンビニとの商

品の差別化の必要性

・メディア（TV 番組「まれ」）効果継続のた

めのスイーツ再現等の実施

・季節ごとのイベント等も重要

紙面の関係上、その成果（調査概要）を十

分に取り上げることは難しいが、当初の目的に

沿った、すなわち「若者目線」に基づいた珠洲

市（観光、街づくり等）あるいは道の駅「すず

なり」「狼煙」に対するアイデア・提言等が数

多くなされたことは、大学教育という面からは、

学生にとって大きな経験になったものと理解

している。また珠洲市・「すずなり」側として

も、日頃はなかなか得にくい若者目線での指摘

には、Twitter の更新頻度を上げるなど、すぐ

に対応できるものもあったようであり、地域づ

くり・経営上において、たとえわずかではあっ

ても、得るものがあったのではないかと理解し

ているところである。また、国土交通省側とし

ても、地域づくりがますます重要になる現状に

おいて、こうした連携のノウハウを得たことは、

今後の様々な政策にとって重要であろうと考え

られる。

出典：金沢河川国道事務所

出典：金沢河川国道事務所

【現地調査の状況】

【報告会の状況】
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地域理解への貢献と教育効果
次に、本連携で得られた地域理解への貢献と

教育効果について考察したい。

まず、県内の地理的状況や具体的な地域事例

を調査できたことが挙げられる。本学は石川県

を中心に、北陸３県の出身者が大多数を占めて

おり、奥能登地方出身者も少なからずいるが、

その一方で、特に金沢市以南出身者や県外出身

者の場合、奥能登地方に行ったことがある学生

は、親戚がいる、あるいは小さいときに行った

ことがある等々を含めても、実際にはそれほど

多いわけではない。

こうした現状において、今回、珠洲市を訪問

し、全てではないが、様々なところを見ること

が出来た、あるいは、珠洲市に観光に来る人を

調査し、様々な意見を聞くことが出来たという

経験は、北陸地方・石川県在住者としての学生

にとっても、奥能登地方のことを北陸地方・石

川県という枠組みに基づく「地元意識」という

考え方を高めるうえでも非常に有意義であった

と考えられる。

具体的な調査結果については、学生調査でも

あり、改善の余地は多くあるが、調査企画の検

討、実際の調査、とりまとめ及び発表という一

連の経験は、学生の資質向上に、確実に役立っ

ているものと考えている。

今後の課題
ここでは、今回の調査を踏まえ、今後の展開

等について考察する。

本連携は、石川県内では初めてということも

あり、多くの経験が得られたと考えられるのは

前述のとおりであるが、今後にとって重要な点

は、こうした連携の継続等に基づく更なる知見・

ノウハウ等の蓄積である。具体的には、引き続

き珠洲市あるいは「すずなり」等に対する調査

及び提言等の継続である。今回の報告会で行わ

れた提言・提案等が実際に実施された場合、次

年度以降にどのような変化が生じるか等につい

ての継続調査等は、地域づくり等の視点からも

大きな成果につながることになり、重要性は大

きい。また、別の「道の駅」あるいはそれが所

在する地域に関する調査を行うことは、各地域・

「道の駅」の間での比較分析が可能となり、そ

れぞれの特徴がより把握しやすくなる可能性が

あり、同時にそれぞれに参考できる事例も期待

できる。大学側としても、蓄積される知見は、

様々な形で学生教育に還元できることになると

いうメリットがある。

このように、本調査の継続は、連携主体にとっ

ても大きな意義があり、かつそれぞれにとって

も重要な知見が得られると考えられる。

おわりに
今回実施した道の駅「すずなり」及び珠洲市

を対象とした本取組みは、本学にとっても初め

ての経験であり、学生に対する教育効果ととも

に、そこで得られた知見、地域との繋がり等は、

大学にとっても大きな資産になったと考えられ

る。地域づくりへの参画は本学含め、とりわけ

地方圏の大学にとって、重要な役割となってお

り、今回の取組みをきっかけとして、今後とも

継続的な連携を行っていくことが求められる。

最後に、こうした貴重な機会を本学にご提供

いただいた北陸地方整備局及び金沢河川国道事

務所、珠洲市役所、道の駅「すずなり」他、学

生の調査等に快くご対応いただいた関係各位の

皆様に深く感謝申し上げます。

（参考文献）
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年７月 28 日（Press Release）
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第 20回｢北陸地域の活性化｣に関する研究助成事業
特 集「地域とともに」

1. はじめに
高岡市は「高岡銅器」と「高岡漆器」を主軸

とする伝統工芸が現在でも産業として存在して

いる。今年で 29 回を迎えた全国公募「工芸都

市高岡クラフトコンペティション ( 以下、クラ

フトコンペ )」を始め、富山県デザインセンター・

高岡市デザイン工芸センターによる積極的な産

業支援が活発に行われている、国内でも有数の

「ものづくり」の街である。

「高岡クラフト市場街」(以下、「市場街」)は、

高岡の特徴を最大限生かし、市内外に「ものづ

くり」や「クラフト」を通じて様々な魅力を発

信する取り組みとして、市役所・商工会議所・

大学・地域住民の連携により 2012 年にスター

トした。

その目的は、高岡で行われている「ものづく

り」そして「クラフトに関連するコト」が晴れ

の舞台となる「高岡クラフト市場街」を開催す

ることで、それを瞬発力として、年間を通じて

の街の活性化、さらに地場産業との連携強化を

目指すところにある。

今年 4 回目を迎えた「市場街」が、どのよう

な経緯で開催され、今後どのような展開を目指

すのかを交え、本年度の実績報告としたい。

2.「高岡クラフト市場街」の概要

第4回「高岡クラフト市場街」は、平成 27 年

10月 1日～5日の5日間、24 のイベントが市内

40 か所で行われ、19,000 人の来場者があった。

イベントの数が昨年よりも増えるにあたり、

問題となったのが、そのカテゴリー化である。

イベント数が増えることで、来場者にとっての

来場目的がクラフトにせよ、食であるにせよ、

各イベントがどのような内容で、どのような楽

しみがあるのかを、分かりやすく理解してもら

う必要があった。

この問題に対して、今年新たに取り入れられ

たのが、イベントのアクティビティによるカテ

ゴリー化である。「観る・知る」「購入する」「体

験する」「食べる」以上の４つのアクティビティ

に言葉と色で分け、パンフレットや HP 上で、

高岡クラフト市場街実行委員会事務局　荒井 恵梨子

「高岡クラフト市場街」　その運営と課題について

図 1：クラフト展会場の様子

図 2：パンフレット表紙

（一社）北陸地域づくり協会は、（社）北陸建設弘済会時代の平成 7 年から、公益事業として ｢ 北陸地域の
活性化 ｣ に関する研究助成事業制度を創設し、地域活性化に成果が期待できる事業を募集・採択し支援
してきました。

今回は現在助成している事業の中から 1課題を紹介します。
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第 20回｢北陸地域の活性化｣に関する研究助成事業
特 集「地域とともに」

一目でわかるようなグラフフィックデザインを

行った。また、「観る・知る」を「観たい・知

りたい」という語尾として、能動的で積極的な

イメージのある言葉に変え、よりポジティブな

雰囲気造りに努めた。また、運営側としても、「市

場街」の中でのイベントの枠組みを明確にする

ことで、関係者内での情報整理がしやすくなる

という利点があった。

3. 各イベントについて
＜観たい・知りたい＞

【工芸都市高岡 2015 クラフト展】「工芸都市

高岡クラフトコンペティション」の入賞・入

選作品の展示。

【高岡ファクトリーストリート】高岡駅の地

下街を利用し、高岡の伝統産業の生産現場を

プロジェクター等、バーチャル再現。

【魯山人の宇宙】高岡市美術館の独立展示。

今年初めて美術館と「市場街」の連携が成さ

れ、広報面、イベント内でも積極的な協同が

行われた。

【カオスと暮らしているらしい】若手金工作

家の共同アトリエ・ギャラリーである金屋町

金属工芸工房かんかの独立展示。

【うるしの一限目】「市場街」開始当初から富

山大学芸文ギャラリーでは、「市場街」の期間

中、クラフトやものづくりに焦点を当てた展

示を行っている。今年は「漆」についての展示。

【札幌スタイル in 高岡】札幌と高岡のものづ

くり関係者が出会ったことにより立ち上がっ

たイベント。高岡の職人とのコラボレーショ

ン商品も生まれ、札幌からの展示と視察に繋

がった。

【クリエイ党展】富山大学芸術文化学部の学

生と高岡の職人によるものづくり団体「クリ

エイ党」の作品展示。

【暮らしています展】空き家の再活用などを

中心に高岡で活動する「まちっこプロジェク

ト」が、これまでのプロジェクト展示と展示

会場である土蔵町屋「大菅商店」のオープン

までの過程を展示。

< 購入したい >

【作家の引き出し展】クラフトコンペに入賞・

入選した作家 50 名が、まちなかのショップや

古民家をギャラリーとして展示販売を行う。

【クラフトマンズギャザリング！】富山県内

で活躍中のクラフト作家を集め、ハンドメイ

ド品の展示販売を行う。同会場にて、出店作

家によるワークショップも開催

【高岡ファクトリークラフトショップ】高岡

で生まれたファクトリークラフト商品を販売

する店舗の紹介。

【ほんまち蚤の市】高岡の町屋を改修したゲ

ストハウス「ほんまちの家」で、空き家に眠っ

ていた掘り出し物や高岡の工芸品のデッドス

トックを販売する。

【たかおか軒下マルシェ】伝統的建造物群保

存地区に指定されている山町筋の建物の軒下

で、高岡産を中心とする農作物や飲食物にス

ポットを当てたマルシェを開催。

図 3：パンフレット内面
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＜体験してみたい＞

【ものつくり体験ワークショップ】「市場街」

期間中、高岡の作家や工房がワークショップ

を行う。今年は鋳物体験、螺鈿体験を始め、

10 種類のワークショップを開催。

【高岡クラフツーリズモ】今年で 7 回目とな

る、高岡の伝統産業に携わる工場を高岡伝統

産業青年会始めとする若手の職人自らが案内

するツアー。

【伝統工芸品を語ろう】高岡の若手職人と一

緒に富山の食材を囲んで伝統工芸品や伝統産

業をテーマに座談会を開催。

【街角 POPS コンサート】昨年まで同時開催イ

ベントとしての扱いだったが、今年から市場

街の各会場を弾き歩きしながら繋ぐことを目

的として開催。

＜食べたい＞

【クラフトの台所】市内 10 か所の飲食店で全

国のクラフト作家の作品や高岡のクラフト製

品を器として実際に使っていただく企画。

【高岡ローカルキッチン】高岡の食材を、高

岡の器で、高岡のお店で味わう企画。今年は

御車山会館内のカフェミンピが、「市場街」期

間中の特別メニューを提供。

【大野屋さんでおもてなし！】高岡市美術館

「魯山人の宇宙」展とのコラボレーション企画

で、魯山人をテーマにした古くから伝わる食

器を使った食事を「お料理　大野屋」が提供。

【タカマチバル】御旅屋通りで、野外バルを

開催。タカマチバル自体は、近年独自で開催

されていたイベントだったが、今年の「市場

街」から同時に開催。

4. 市場街コンシェルジュ
富山県芸術文化学部のクリエイ党、HUB 計画

に参加する学生約 35 名が、「市場街」のアテン

ドを行う企画。昨年行われた同企画を強化し、

事前のマナー講習・高岡市内の観光研究などの

開催や、来場者からの質問に対する回答のマ

ニュアルを作成するなど、来場者にイベントを

より楽しんでもらうための対策を行った。

コンシェルジュは、「高岡駅」「大和高岡店

前」「山町筋」「金屋町」「高岡市美術館」の計 5

か所に 2 名ずつ配置。コンシェルジュブースに

は、その場所の特徴をデザイン化したスタンプ

が置かれており、\100 で販売されている「市場

街パスポート」にスタンプを押していくとノベ

ルティがもらえる企画も盛り込んだ。

「市場街コンシェルジュ」は、「市場街」の中

でも特に産学共同の傾向が強い企画である。学

生を主体として今年2回目ではあるが、「市場街」

のリピーターには既に定着しつつある様子も見

られる。今年新たに行った事前の研修会を今後

継続していくことで、地域の観光ボランティア

との連携が深まることで、学生と地域との関わ

りをより活性化していくことを期待したい。

5. 交通機関及びサポート材料
【市場街巡回バス】

高岡駅から美術館方面まで、高岡市内の会場

をつなぐ期間限定のバス。バス内には「市場街

コンシェルジュ」が添乗し、乗車する来場者に

「市場街」のイベントの説明などを行う。

【市場街 MAP】

今年の市場街で試験的に取り入れたのが、イ

ンターネット・スマートフォンを活用したイベ

図 4：コンシェルジュの様子
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ント MAP である。地域課題を IT とデザインで

解決していくことを目指す「コードフォータカ

オカ」と連携し、スマートフォンで見ることの

できる MAP を作成した。MAP 内では、イベント

の場所をクリックすると詳細情報と写真を確認

することができる。利用者からは「役に立った」

との声もあがったが、内容の強化と共に認知度

不足に対して広報面の強化も必要である。ス

マートフォンアプリがイベントで広く活用され

ている現在としては、今後本格的に活用してい

きたい企画である。

【スタンプラリー】

スタンプラリーはクラフトに関心の薄い人を

イベントに引き込む入口として、毎年行われて

いる。今年は全体で 282 名の応募があり、高岡

市内が 171 名、高岡市を除く富山県内 69名、富

山県外が 42名だった。この数字を見ると、富山

県内、特に高岡市内の参加者が多数を占めてお

り、地域の恒常的な活性化を目指したイベント

の成果としてわかりやすい数字を示している。

6. 市場街レセプション
10 月 3 日 ( 土 )、「市場街」関係者、来場者

を集め、クラフトコンペの授賞式を兼ねたレセ

プションパーティを開催した。当初は高岡クラ

フツーリズモ参加者の交流を目的とするイベン

トであったが、年々規模が増していき、昨年の

約 170 名の参加者からさらに今年は約 250 名の

参加があった。

「市場街」の大きな特徴は、様々な領域から

高岡のものづくりに関わる人たち、関心を寄せ

る人たちが立場に関係なく集結するところにあ

る。

それぞれが、ビジネスや研究、趣味関心とし

て様々な人との出会いや交流を求めており、そ

の要の一つとして「市場街レセプション」は重

要な役割を担っていると言える。

高岡のものづくりの関係者がここまで多く集

結する場は他に例がなく、市外からやってくる

来場者のみならず、当事者である産業従事者に

とっても新しい高岡という町への視点を明らか

にすることは、街の恒常的な活性化に繋がると

考えている。人が人を呼び、交流する場で新た

なプロジェクトやコミュニティが発生すること

を期待し、今後も継続していきたいイベントの

一つである。

7. 組織体制の改善
実行委員会は、高岡伝統産業青年会、大学生、

地元クリエイター、各イベント実行者 ( 店舗経

営者等)、行政(高岡市役所、商工会議所)、など、

様々な立場から高岡のものづくりに関与する人

間が所属する有志団体である。

加えて、会議の設定や全体のスケジュール調

整、WEB の更新を一般社団法人 CREP4 が事務局

として担当している。

実行委員長は、実行委員会内での互選で決定

し、各イベントの担当は多くが自らの立候補で

決定する。本年度は、「市場街」の運営を開始

するにあたり、2015 年 1 月に実行委員会発足の

ための検討会として、10 数名の主要メンバーを

集めた第 1 回準備委員会が開催された。準備委

員会は、本年度の市場街の在り方や実行委員会

の運営方法の方向付けを行う会として、計 3 回

行われ、実行委員長・副実行委員長の互選もこ

こで行われた。

図 5：市場街レセプションの様子
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2015 年 4 月以降実行委員会の発足となり、イ

ベントの追加による担当者の参加や、カメラマ

ン・報道関係者の参加により最終的には 35 名

ほどで組織された。

図 6のグラフを参考にすると、第 1回 (2012)

開催時から第 3 回 (2014) にかけて、イベント

数は約 2 倍に、開催場所は約 4 倍に増加してい

る。

「市場街」の認知度が向上したとともに、企

画が充実し、順調に規模が拡大してきた反面、

事務作業の負担が増加し、事務局の負担を軽減

する必要が出てきた。各イベントの運営スタッ

フ ( 店舗スタッフやアルバイトなど ) に細部の

情報が伝わらず、来場者からの問い合わせに対

応できない場面も見られた。これらの問題は「市

場街」の規模拡大と共に増加した実行委員会メ

ンバーの役割の不明確さ、そして実行委員会と

各イベント運営スタッフのコミュニケーション

不足が問題と考えられた。

こうした問題に対して、本年度はまず実行委

員長を筆頭として、広報、交通機関、各イベン

トの担当者を決め小委員会とする組織を明確に

した。これによって、メンバー同士がそれぞれ

の立ち位置を把握し、各自の担当範囲が明確と

なった。また、メンバー同士が互いの担当範囲

を認識することで、実行委員会内での横の連携

を容易にした。そして実行委員会のメンバーが

自らの担当範囲を迷うことなく行えるようにな

ることで、事務局負担も軽減された。

メンバー全体を招集する実行委員会とは別

に、組織に沿った各部門の小委員会を設け、細

部の調整に対して迅速な決定が行われるように

対処した。実行委員会のメンバーのほとんどは、

学生あるいは社会人であり、定期的に全員が集

まるのは難しい。3 ～ 4 名で構成される各部門

の小委員会で細部の決定・調整を行い、全体の

会議で伝達・承認をしてもらう構図が出来上

がったことで、「市場街」開催までの細部調整

のスピードは前年度と比較して約 1 か月程度前

倒しに進めることができた。

8.2015 年市場街の特徴と今後の展開
今年の「市場街」の大きな特徴の一つとして、

「たかおか軒下マルシェ」「タカマチバル」「街

角 POPS コンサート」のイベント参加が挙げら

れる。「高岡クラフト市場街」のタイトルにあ

るように「クラフト」は「市場街」の軸となる

ものであるが、先ほどあげた 3 つのイベントは

クラフトとは違う枠組みでそれぞれが独立して

行われてきた。第 1回～ 3回の「市場街」では、

有志で集まった実行委員会がそれぞれクラフト

に関連する企画を行う形であったが、今年は独

立した上記３つのイベントが「市場街」に融合

し、全体として新しい動きを見せた。 

「たかおか軒下マルシェ」「タカマチバル」は、

店舗内ではなく、それぞれ山町筋、御旅屋通り

の一角を活用し、物販や飲食物の提供を行うイ

図 7：軒下マルシェの様子

図 6：イベント数・開催場所の推移
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ベントである。出展する人や店舗は、主に高岡

周辺から集まる。「街角 POPS コンサート」は、

駅から山町筋までを縦断するイベントで、音が

関わることでより来場者の関心を引いた。街や

通りを縦横するイベントが開催されることで、

「人や物事の重なり」が生まれ、「市場街」全体

の盛り上がりに良い影響を及ぼした。上記 3 つ

のイベントは、「市場街」期間以外でも定期的

に開催しているイベントであるが、「市場街」

期間中に同時開催されることによって双方に

とっても賑わいと集客の創出となったことは間

違いない。こういった「イベントの重なり」は、

今後の市場街を考えるにあたって大いに歓迎す

べきであり、来年以降も新たな重なりが生まれ

ることを期待したい。

加えて、先に述べたように、「市場街コンシェ

ルジュ」が充実したことが、「市場街」の「質」

の向上の裏付けに大きく貢献したと言える。

「高岡クラフト市場街」の目的の主軸となる

のは「恒常的な街の活性化」、そして文化創造

都市高岡のかかげる“行ってみたい街、住んで

みたいまち”としてのブランド力アップである

と考える。これらの目標に対して、「高岡クラ

フト市場街」が街に与えられる影響は何かとい

うことを改めて考えたい。そこに必要なのは、

高岡市内、又は県内外の来場者問わず、「高岡

クラフト市場街」の運営者、そして来場者双方

がそこで行われるコトから豊かで刺激のある体

験をし、それを一人ひとりの日常生活にフィー

ドバックしてもらうことではないだろうか。

最初は十数名で開始された「市場街」が、周

辺を刺激し、その輪を広げ、やがては運営側と

して関わるにせよ来場者として楽しむにせよ、

「市場街」に来る人々の多くが「クラフト」や

「ものづくり」をきっかけに街の活性化の当事

者として関わり、そこで感じた刺激を生活に持

ち帰ってもらう。そのためには、第一に、「市

場街を運営する人々が楽しむ」ことができるイ

ベントの在り方を模索することが重要なように

思う。当事者が楽しみながらの運営体制を大切

にすることで、自然と「イベントの質の向上」

に繋がることになり、その能動的で明るい雰囲

気に来場者も惹かれていくだろう。そして来場

者が、もしかしたら来年度の運営者になるかも

しれない、そんな可能性を持ち続ける「市場街」

でありたい。そのためには、組織体制や実行機

能の強化、産学官のより強い連携についても改

めて検討しなくてはならない。

この街にある伝統技術、そしてそれを扱う

人々、または見守る人々が一丸となって、新し

い刺激を生み続けるための「高岡クラフト市場

街」の今後の展開を、次回の実行委員会発足ま

でに時間をかけて検討してゆきたい。

謝辞
本プロジェクトにご協力いただいた高岡市民

の皆様を始め、実行委員会メンバー、富山大学

芸術文化学部の学生、教員の皆様、高岡工芸高

校の生徒の皆さん、その他関係してくださった

たくさんの方々に深く感謝申し上げます。

問い合わせ先：
高岡クラフト市場街 実行委員会（CREP4 内）

Tel/Fax:0766-54-6210

http://ichibamachi.jp/

図 8：体験ワークショップの様子
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シリーズ「次世代に向けた地域の魅力づくり」

経験を活かし新しいツーリズムを創る

「今、日本の里山に受け継がれてきた風景、

暮らしぶりが注目されている。外国からボラ

ンティアで古民家のお手入れに来てくださる

方がいるのですよ」と話す飛騨市古川にある 

(株)美ら地球 代表取締役 山
や ま だ

田 拓
たく

さん（40）

から、地域資源を見直し、地域に仕事をつくり、

住み続けられる地域経営について伺った。

大学卒業後、外資系企業に勤務していたが、

30 歳になる年、長期休暇をとり夫婦で世界の

田舎を旅して周り、インターネットでその旅行

記を「美ら地球回遊記」として発信していた。 

2 年後、帰国し「やはり田舎に住みたい」と、

日本各地を周り住む場所を探した。

イメージどおりの場所が見つからず、紹介さ

れ訪れたのが飛騨古川だった。来てみると、手

つかずの地域資源がごろごろしていた。たまた

ま頼って行った人が、飛騨市観光協会の会長に

なった。「海外を旅してきたよそ者なら、訪れ

る人のニーズを聞き、地元の人から教えてもら

いながら飛騨、里山の魅力を伝える窓口になり

貢献できる」と決意し、2006 年、移住すること

になった。

海外から来る旅慣れた人は、一生に何度も

来ないであろう日本のリアリティを感じたい

と思っている。そのニーズに応えるため飛騨の

暮らしを旅する「ＳＡＴＯＹＡＭＡ ＥＸＰＥＲＩＥＮ

ＣＥ」を展開している。飛騨古川、高山の古い

街並みや里山を散策する「タウン＆ビレッジ

ウォーク」、受け継がれてきた食文化などを体

験する「アート＆カルチャー」、「飛騨里山サイ

クリング」と「ロングステイ」がある。

なかでも 2009 年に始めた里山をマウンテン

バイクで周る「飛騨里山サイクリング」は、参加

者の 6 割が欧米、オーストラリアを中心とした

外国人観光客で、これまでに世界 40 カ国の人

が訪れている。

移住当初から、古民家を調査して周り、里山

の風景に溶け込み、その暮らしぶりを映す住宅

の価値を知り守ってもらおうと、地元の人、募

集したボランティアと一緒になり手入れをする

活動を続けている。

言葉が通じる地元ガイドがいるので、サイ

クリングで立ち寄る外国人と地元の人が気軽に 

声をかけ合う場面もある。里山で暮らす人々の

生きざまにふれ、都市部と全く違う日本の暮ら

しぶりに感動し、予定を変更し別なメニューに

参加するリピーターも出てきた。

居住者と掃除をする「お手入れお助け隊」
「The Wonder 500」※ 1 の「観光体験」カテゴリーに認定されている
「SATOYAMA EXPERIENCE」

(株)美ら地球 代表取締役　山田 拓さん

「ＳＡＴＯＹＡＭＡ」の暮らしで人を呼ぶ
株式会社美

ち ゅ ら

ら地
ぼ し

球（岐阜県飛騨市）
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シリーズ「次世代に向けた地域の魅力づくり」

「価値のパッケージ」 を商品化する

どんなに素晴らしい地域資源があっても、 

気づかなければ何も生まれない。地元の人に

とっては、あまりに身近で当たり前すぎる日常

の中にある地域の良さを見直し、他との違い、

顧客のニーズをきちんと分析し、「価値のパッ

ケージ」として商品化すれば、仕事はつくられる。

しかし、地方部には、マーケティング、マ

ネジメント部分のスキルをみたす人がほとんど

いない。いわゆるＰＤＣＡが回っていないため、

なぜ上手くいかなかったのか、どう変えていけ

ばいいのかなど検討されないまま見過ごされて

きた。

マーケットがあった高度成長期はマーケティ

ングが弱くてもやってこられたが、人口が減

少し経済が縮小していく環境の中では厳しい。 

地域の観光マーケティング、マネジメントを 

担うＤＭＯ※２を組織する政策が動き出したが、

ノウハウを持った人が圧倒的に少ないので、 

組織ができても実際に動くのか懸念している。

また地方は、新規事業を立ち上げ、仕事をつ

くる階層部分の人も少ない。仕事をつくるには、

その地域で人を育てるか、外からできる人を連

れてくるか、2 つの方法がある。人に来てもら

うことが目的化し、求めている人、受け入れて

いる人がミスマッチしている例もあるが、まず、

自分の地域に欠けている具体的な人材像を明確

にする必要がある。最後は、「人」。地域に必要

な人材を大都市にはない魅力でいかに呼び寄せ

られるか、知恵のしぼりどころだ。

目指すべき地域のイメージ像を持つ

本来、住み続けるための手段として、何かし

ら貢献、価値を提供し対価をいただくのが仕事

であり、その受け皿として会社・組織がある。

美ら地球は、里山のライフスタイルに共感する

若い移住者が中心となり、東京で働いていた時

のマーケティング、語学力などのスキルを活か

し「ＳＡＴＯＹＡＭＡ ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ」を提供

している。

参加時の様子、帰国後のメッセージなどから、

ニーズを詳しく分析し、常により満足していた

だける旅の提供を目指し、「トリップアドバイ

ザー」※3 で高い評価を得ている。

地域の厳しい現実の中で、国内に頼るだけ

でなく、世界中にいる里山の価値を理解してい

る人たちと手を組みツーリズム事業を進めた方

が、比較対象がはっきりして成果も得やすいた

め「里山」から「ＳＡＴＯＹＡＭＡ」に変えた。

次世代を育てる地域の若者 50 人と、50 年後

のこの地域の姿を思い描き、共有財産である里

山の風景、受け継がれてきた祭り、住居がどう

あってほしいか、そのためには誰が何をすれば

いいのか考えている。戦後 70 年、潮目が変わっ

てきた。貨幣価値ではかれない新たな価値で、

目指すべき地域のイメージ、たどりつく道のり

を描く時期だと思う。

＊＊＊

「子どもには住んでいて『かっこいい』と 

誇りを持ってほしい。住んでいる人は『心地い

い』と感じ、この地から離れて暮らしている人

には「戻ってみようか」と考えてもらえる地域

であってほしい」という山田さんの言葉に、次

のステップを見据えた自信が感じられた。

取材協力 / 写真提供：株式会社 美ら地球

岐阜県飛騨市古川町弐之町 8-8
TEL:0577-73-2104

ホームページ :
http://satoyama-experience.com/jp/

「ＳＡＴＯＹＡＭＡ ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ」のホームページ
参加者の口コミサイトへの書き込みを読み訪れる人も多い

※１ クールジャパン政策のもと“世界にまだ知られてい

ない、日本が誇るべきすぐれた地方産品”を発掘し

海外に広く伝えていく経済産業省のプロジェクト。

※２ Destination Marketing ／ Management 

Organization の略で、地域全体の観光マネジメント

を一本化する、着地型観光のプラットフォーム組織

を指す。

※ 3旅行口コミサイト
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特Ａ米評価の新品種が続々誕生

国が、米の生産方針を増産から良質米の生産

に移行した昭和 45 年当時、コシヒカリの全国

の作付面積に占める割合は、わずか 5.9％だっ

た。その後、昭和 54 年に 13.2％で 1 位となり、

平成 8 年には 30％を超え、トップの座を不動の

ものにしてきた。しかし 17 年の 38％をピーク

に減少傾向が続いている。

消費者の関心が高い「米の食味ランキング」

（「日本穀物検定協会」制定）で、「特Ａ米」に

評価される銘柄米は、「つや姫」、「ゆめぴりか」、

「森のくまさん」などの新品種が続々と誕生し、

平成 22 年度の 20 銘柄から 23 年度・26、24 年度・

29、25 年度・38、26 年度・42 と急増し、コシ

ヒカリを脅かしている。

20 万株の候補の中から開発された

現在、新潟県内の品種別作付面積は、コシヒ

カリが約 70％を占め、収穫時期の集中による生

産コスト増大や気象災害などによる被害拡大な

どのリスクを防ぐため、新品種の開発が必要と

なっていた。また、近年の食のトレンド、ニーズ

に合わせた米が求められ、平成 20（2008）年から、

新潟県農業総合研究所が中心となり、「コシヒ

カリとはベクトルが異なるおいしさ」を持つ、

「晩生新品種」の開発に取り組むことになった。

新品種の開発は、500 種類の交配を行い、

20 万株の品種候補を育成し、食味の特に優れた

株を探し出すことから始まった。これまでの研

究で、米の食味は、炊飯したご飯の輝きと相関

が高いことがわかっていたため、1 株から収穫

される 30 グラムほどの米を炊き、その輝きを

確認して優秀な株が選抜された。

また、開発のスピードをあげるため、温室や

石垣島で 1 年間に 2 ～ 3 回品種候補を栽培して

性質の安定化を図り、さらに5年間育成し、毎年、

ご飯の輝きと食味のチェックを繰り返し選ばれ

た新品種が「新之助」だ。

新之助の特長を一言で表現すると「きらめく

大粒、コクと甘みが満ちている」。品種として ､

大粒で甘みと粘りに特長があり、コシヒカリと

は、異なるおいしさを持っているそうだ。

また、ご飯の表層は硬めだが粘りも強いため

適度な粒感とほぐれ感を持ち、時間が経っても

表層や粒全体が硬くなりにくく、冷めてもおい

しいとのことだ。

北 陸 再 発 見

北 陸 再 発 見

新潟の新しい米 「新
し ん の す け

之助」誕生（新潟県）

「新之助」は、「コシヒカリ」とは異なるおいしさを追求し、
7年の歳月をかけて開発された。

「新之助」（左側）は
コシヒカリより 10 ㎝
ほど丈が低く、倒れ
にくい。暑さに強く、
平成 22 年の猛暑でも
品質は落ちなかった。

※基準米より特に良好なものを「特Ａ」、良好なものを
「Ａ」、おおむね同等のものを「Ａ’」、やや劣る「Ｂ」、
劣る「Ｂ’」までの５段階で評価する。

地の食材とのマリアージュが味わえる
新春「新之助御膳」
（新潟グランドホテル「日本料理レストラン静香庵」）

米どころ新潟県に、コシヒカリと双璧をなす新たなブランド米が誕生。
昨年秋、「新しい」、「新潟」から「新」を、そして、誠実で芯が強く、
スタイリッシュで現代的な日本男児をイメージし、「新之助」と命名された。
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29 年度に一般販売

新潟県では、「新之助は 29 年度に一般販売の

予定。今後、デビューに向けて、高いレベルで

安定した食味・品質を確保するための生産・流

通体制の整備をすすめるとともに、認知度の向

上に向けた販売・宣伝対策など、トップブラン

ドの確立と浸透に向けて取り組みを進めて行き

たい。」と話す。

また、将来の輸出も視野に、昨年、ミラノ国

際博にも出展されている。

国内では、昨年 10 月から新潟市内、東京の

老舗料亭等料理店で、先行的に提供されている。

そのうちの新潟グランドホテル「日本料理レス

トラン静香庵」の平野 徹夫料理長は、「新之助

は炊きあがった時の香りがいい。釜を開けると、

じわじわっと広がっていく。そのまま食べても

おいしいが他の料理といっしょに味わうと、米

の旨さが引き立つ。新潟の食材とのマリアー

ジュを楽しんでいただこうといろいろ試し、南

蛮エビ※が一番合うと思った」と言い、「新之助

御膳」の中心に添えた。料理の幅も広く、新春 

（1月中）は、カニの炊き込みご飯を提供する。

駒澤 弘美マネージャーは、「開店と同時に満

席になる。ほぼ毎日 2 回転し、女性を中心に

50 から 60 人の方が来られる。『おいしい、食が

進む』と、おかわりをされる方が多い」と話し、

「新之助」への関心の高さ、期待の大きさを感じ

るという。

＊＊＊

お昼に炊きたての「新之助」を口にすると、み

ずみずしく、すっと喉をとおっていく。おにぎ

りにして夕方食べると、炊きたての時よりも甘

味が感じられ、手に吸いつくような粘りがあり、

米の特徴がよりはっきりと分かった。

「新之助」は、地道な研究を繰り返す中から

生まれた。競合する他県の米の中でも、揺るぎ

ない確かな品質で消費者の心を掴み、凛として

日本の未来を切り開くお米となるだろう。

◆通年「新之助」先行取扱料理店

新潟グランドホテル 2F「日本料理レストラン 静香庵」 TEL:025-228-6171

新潟日報メディアシップ 19F「フレンチ鉄板 静香庵」 TEL:025-245-1129

表参道新潟館ネスパス 1F「にいがたの味 静香庵」 TEL:03-5771-8500

◆期間取扱店
新潟市内 2店舗、東京都内 14 店舗、横浜市内 1店舗で 1月末までの

期間限定で提供される。
詳細はホームページ (http://shinnosuke.niigata.jp)
新潟県 農林水産部 農業総務課 政策室 TEL:025-280-5802

新之助が味わえる「日替わりランチ御膳」
（新潟館ネスパス「にいがたの味静香庵」）

ミラノ国際博覧会で好評だった「新之助」
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（平成24年産／新潟コシヒカリを0としたときの数値）
食味官能試験結果

炊飯米の味のバランス（平成26年産）
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※新潟大学大学院自然科学研究科調査炊飯米の物性（平成26年産）
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※平均値を示す「0」は、新之助と
他道府県産米3品種の平均
※1.0目盛りが濃度差約20％（大多
数の人間が異なる味わいと感じ
る濃度差）を示す
※「甘味」は他のセンサーに比べ
て、選択性が低いため、参考値と
して記載

※味香り戦略研究所調査
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※南蛮エビは、仕入れの都合で提供できない時もある



22 2016 年

感　　激

昨秋の叙勲に於きまして、受章の栄に浴し、宮中

へ参り、天皇陛下からお言葉を賜りました。大変有

り難く感激致しました。これは、偏に建設省の先輩

諸氏のご指導とご鞭撻、そして同僚、後輩諸氏のご

協力とご支援の賜であり、厚く御礼を申し上げます。

私は、昭和 37 年に入省し、土木研究所、四国地

建、官房技術調査室、中部地建、本四公団、北陸地建、 

再び本四公団、香川県に勤務し官房付で退官し、 

(財)道路管理センター、橋梁会社等に勤めて、平成

20 年に引退を致しました。長きに渡り一貫して土

木事業の分野で働けましたことを大変有難く思って 

居ります。

この間に我国は、素晴らしい高度経済成長の時代

に入り、高速道路等の大プロジェクトが次々と事業

化され、建設投資も著しく伸長しました。その結果、

土木技術も著しく発展致しました。真に今昔の感に

堪えないと言ったところです。

土木技術は、他の分野の技術、例えば鉄鋼、セメ

ント等の建設材料、建設機械、コンピューター及び

その計算法、地質、化学、電気通信等広い分野の技

術発展と密接に関連を持って、発展するもので、そ

れらを総合、応用して、構造物として建設すること

が出来たものと思います。そのような時代に生きら

れたことを真に幸に思っています。

また、私は転勤する度に、その地の歴史の本を

読みました。○○県の歴史といった簡単な本等です

が、地元の方々と話をする時に役立ちました。昭和

60 年から 62 年に新潟国道の所長を勤めました。そ

の頃に読んだ司馬遼太郎の「街道をゆく」の「潟の

みち」は強く印象に残っています。新国勤務中に調

査、計画された道路が現在着々と完成し、供用され

ているのを見て感激に堪えません。これらの事業を

継続された多くの関係者のご尽力に心から感謝を申

し上げます。

北陸地建での思いで

平成 27 年秋の叙勲に際し、はからずも瑞宝章を

受章しました。これもひとえに先輩諸氏等多くの皆

様のご指導・ご鞭撻の賜と心より感謝申し上げる次

第です。

私の公務員生活は、新潟地震が発生し、東京オリ

ンピックが開催された昭和 39 年、東北地建・能代

工事事務所採用に始まり、その後、建設大学校、本省、

国土庁、北陸地建、地域整備公団で勤務させていた

だきました。

北陸地建へは、昭和 63 年 11 月に水政課長として

赴任、翌年 1 月に昭和天皇が崩御され年号が平成に

変わった年に、神通川の砂利不法採取問題に取り組

みました。この案件は長いこと解決に向けて検討さ

れていたようで、赴任当時は手を出さない方が良い

とも言われていましたが、当時の部長から「解決せ

よ」との一言で、法務局と打ち合わせた結果、全国

で初めて、しかも国が原告として裁判に臨むことに

なりました。準備書面づくりのため、新幹線乗継で

名古屋の法務局へ何度も往復しましたが、事務所で

は関係する書類の保存がしっかりできていたこと、

所長ほか事務所を挙げてご協力いただいたこと等に

より、被告が原状回復に応じて一件落着となりまし

た。その後、和解という形で決着し、法務局の研修

テキストで紹介されたと聞いています。

平成 11 年 7 月から用地部長として赴任、用地部

へ足を踏み入れるのは、課長当時に発生した保倉川

の代執行における松の木の処理に関する相談があっ

た時以来でした。当時の案件としては、宇奈月・出

し平ダム連携排砂に伴う漁業補償、低周波振動補

償、万代下流橋建設に伴う漁業補償等々数多くあり、 

いつも用地屋さんの苦労が身に染みていました。

省庁再編で国土交通省となった平成13年 4月 1日

に退官し、日本河川協会に勤務、今年 5 月の総会で

現役を退き、現在は毎日がサンデー、孫たちの面倒

をみる日々を過ごしています。お世話になった皆様

に改めて感謝申し上げます。

会 員 だ よ り

大島　重利  氏
　（埼玉県狭山市在住）
　元北陸地方建設局

　新潟国道工事事務所長

住吉　豊明  氏
　（千葉県船橋市在住）
　元北陸地方整備局

　用地部長

瑞宝小綬章

瑞宝小綬章



232016 年

「平成 27 年秋の叙勲」で、栄えある勲章を 4 名の会員の方が受章されました。
長年のご功績が顕彰されたものであり、心からお祝い申し上げます。
皆様からご寄稿頂きました。

萬代の光

この度秋の叙勲に際し、はからずも瑞宝双光章

を拝受する栄誉に浴しました。

昭和 37 年北陸地建に入省し爾来 30 余年国土建設

の一端を邁進できたことは、これも偏に皆様のご教

導とご厚情の賜と深く感謝しお礼を申し上げます。

初勤務は新潟国道にて3年の調査、設計を経て朝日

トンネルの現場へ、自然の厳しさに直面したものです。

爾来国土インフラに従事、世は正に国を挙げて

の国道造りで二次改築の最盛期、事業の推進には地

域の皆様のご協力とご厚情が不可欠です。特に道路

造りは中心杭の打設が全てです。ある所では農家の

方々の先導で成長した青田を分け入りいとおしく

手で捌く根元に杭を打たせて頂いた事は今でも目

に鮮やかに残っております。

インフラ整備には地元の方々のご支援に勝るもの

はありません。喜寿を迎え携わった各地を訪ね発展

した様子に大喜しております。

最近「萬代の光」と云う大正初期に出版された資料

に接し、初代から二代に関わる萬代橋誕生の催しと架

橋に期待する地元の皆さんの様子が記されています。

解読のために古文書を学びつつ、気力、体力の維

持に努めておりますが特にモットーとしての「字を

書け、汗掻け、恥を掻け」は恥ばかり掻いている次

第です。一日五千歩と合わせ気長な楽しみと続けら

れれば幸いと思っています。

皆様のご健勝を願っております。

御　　礼

このたび叙勲の栄に浴することができました。 

これもひとえに皆様のご支援の賜物と心から御礼申

し上げます。

昭和40年建設省に採用され、新潟国道工事に2年、

地方での車道完全立体交差の国道、新潟バイパス事

業が採択される時期に遭遇できました。

長岡工事に１年、12 月、結婚生活を始め、玄関に

できた雪の階段は高さ 2メートルにもなりました。

阿賀川工事に 4 年、土曜日の午後官レクでワラビ

狩り、塩漬けにして、冬まで美味しく食べました。

大石ダム工事に 2 年、6 月のおだやかな日曜日、

官レクは桃崎浜で職員と家族、50 人余りでの地引網、

アジ、イナダ、サヨリ等なかなかの漁でした。

企画部を経て建大に 3 年、北陸地建から研修に 

来られる毎に懇親会をしました。

沖縄総合事務局は復帰後 9、10 年目、技官の切れ

目のない人事交流の窓口を担当、地建にはご無理な

お願いを聞いていただきました。

国土庁を経て北陸技術に2年、8月の晴天の日曜日、

信濃川筏下り大会で完走した事務所クルーを応援、

顔を日焼けしてしまいました。

公務員最後の職場は企画部でした。日本海側で 

初めての土木学会平成 2 年度全国大会が開催されま

した。地建局長が実行委員会委員長、企画部に事務

局が置かれ、その一員でした。

組織の歯車の一つとして多くの方々に支えられ、

予期しない分野の仕事にも参加できました。

しばらくして妻に「結婚して 25 年だね」と話し

た時、返ってきた言葉は「一緒は15年よ。10年は別々

だったから」でした。

公私にわたる皆様から

いただいたご支援のお蔭

で今があります。

皆様、ありがとうござ

いました。

小穴　博保  氏
　（長野県安曇野市在住）
　元北陸地方建設局

　企画部　環境審査官

末田　一好 氏
　（新潟県新潟市在住）
　元北陸地方建設局

　道路部　道路調査官

瑞宝双光章

瑞宝双光章
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謹んで新春のご挨拶を申し上げます。
平成 27 年訪日外国人旅行者数が、11 月末で 1,796 万人。

毎月、過去最高を更新している。いわゆる東京、富士山、京都
を周るゴールデンルートから、地域の自然、歴史、文化などに 
関心が寄せられるようになってきた。
受け継がれてきた地方の暮らしぶり、営みが新しい価値として

見直されている。 外国人の来訪は、地域を再発見し磨き上げ
発信するチャンスでもある。 　　　　　　　　　　　　　　　( 事務局 )

（一社）北陸地域づくり協会が主催、共催、後援等で行う一般参加型事業です。
お時間をみつけ、ぜひお立寄りください。

伝 言 板

イベント名 期　日 開催地・会場 内　容 問合せ先

平成 27 年度

「防災とボランティア

週間」防災講演会

1月 19日 (火 )

15:00～ 17:15

ホテルラングウッド

新潟

4F「越後」

定員 150 名

講演
「最近の大規模災害について

鬼怒川破堤対応を中心に」
講師:上原 信司 氏
国土交通省北陸地方整備局
企画部 環境調整官

講演
「防災とボランティアに若者・女性

を巻き込むには ??」
講師:田中 美咲 氏／長島 あさこ 氏
（一社）防災ガール代表理事／
同 新潟メンバー

北陸地域づくり協会

企画部

TEL:025-381-1160

FAX:025-383-1205

締切 :1月 8日 (金 )

地域の明日を考える

フォーラム
－新たな国土形成計

画と新潟・北陸の地域

づくり－

2月 10日 (水 )

14:00～ 16:30

ホテルラングウッド

新潟

定員 150 名

講演
「新たな国土形成計画で日本は

どう変わるか」(仮)
講師：家田 仁 氏
東京大学大学院工学系研究科教授

パネルディスカッション
「これからの新潟・北陸の

地域づくりを考える」(仮)
･コーディネーター:家田 仁 氏
･パネリスト:大串 葉子 氏

新潟大学経済学部准教授
･パネリスト:新井 洋史 氏

ERINA 調査研究部長

北陸地域づくり協会

企画部

TEL:025-381-1160

FAX:025-383-1205

締切 :1 月 29 日 ( 金 )

第 12 回

南砺利賀そば祭り

2月 12日 (金 )

～2月14日(日)

利賀国際キャンプ場

周辺 ( 南砺市利賀村

上百瀬 )

利賀特産そば粉を使用した手打ち 

そばや岩魚の塩焼き、五平餅などを

味わい、伝統行事「丑曳き」、民謡、

雪夜の花火ショーなどが楽しめる

南砺利賀そば祭り実行

委員会 (南砺市利賀

行政センター内 )

TEL:0763-68-2111

第 13 回

社会資本整備

セミナー

2月 17日 (水 )

13:30～ 16:00

新潟県自治会館
1F「講堂」
定員 250 名

講演
「最近の国土交通行政の

取り組みについて」
講師:北陸地方整備局　担当官

講演
会場別演題
「新潟地域の地震・津波環境」、
「富山地域の地震・津波環境」、
「石川地域の地震・津波環境」、
「長野地域の地震環境 ｣

講師:卜部 厚志 氏
新潟大学 災害 ･復興科学研究所
複合 ･連動災害研究部門 准教授 

社会資本整備セミナー

事務局（北陸地域づく

り協会 技術部）

TEL:025-381-1882

FAX:025-383-1470

締切 :2月 8日 (月 )

2月 22日 (月 )

13:30～ 16:00

ボルファートとやま
4F「珊瑚」
定員 100 名

2月 23日 (火 )

9:30～ 12:00

石川県地場産業振興
センター
3F「第 5研修室」
定員 150 名

2月 24日 (水 )

13:30～ 15:30

長野バスターミナル
会館 4F「芙蓉･寿」
定員 80 名

「北陸地域の活性

化」に関する研究

助成事業報告会

3月 8日 (火 )

13:00～ 17:45

新潟東急 REI ホテル
定員 100 名

第 20 回 ｢ 北陸地域の活性化 ｣ に 
関する研究助成事業、17 課題の
成果報告

北陸地域づくり協会　

企画部

TEL:025-381-1160

FAX:025-383-1205
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