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はじめに 

 

 美濃加茂市は平成 21 年に中心市宣言を行った後、定住自立圏の形成協定を同年に坂祝町、

平成 22年に川辺町、平成 23年には富加町、七宗町、白川町、八百津町、東白川村と締結した。

現在、みのかも定住自立圏は美濃加茂市と加茂郡７町村によって構成された圏域となっている。

平成 27 年度からは第２次みのかも定住自立圏構想として、「都市圏とのつながり」「新しい公

共」を基本方針に新たな展開に入る。そこで、平成 26年度には、平成 27年度４月に策定を予

定している第２次みのかも定住自立圏共生ビジョンに掲載する事業を、前述の基本方針に基づ

いて、圏域構成市町村の提案から決定する。 

 第２次みのかも定住自立圏共生ビジョンの策定に生かしていくため、「都市圏とのつながり」、

すなわち名古屋圏とのつながり方を模索するべく、圏域が名古屋圏からどのようにとらえられ

ているのか、名古屋圏から何を期待されているかを明らかにする圏域イメージ把握調査を実施

した。 

 

 具体的な調査方法は、みのかも圏域に関する基礎調査および、名古屋圏で地域活動や市民活

動、観光事業などに関わっている有識者へのヒアリング、各世代別に名古屋圏市民へのグルー

プヒアリングを行った。 

 

 

 

平成 26年 3月末 

みのかも定住自立圏 
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図－みのかも定住自立圏域（８市町村）と名古屋都市圏（円は 40km圏まで）
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１．基礎調査 

(１)圏域の地域区分 

 

■現在の行政地域区分（岐阜県内５地域区分） 

 岐阜県において広域行政を行う上で、県内を５つの区域に区分している。 

みのかも定住自立圏は、「中濃地域」に含まれ、その一部分を占めている。 

 

県内５地域区分 構成市町村 

岐阜地域 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、 

羽島郡（岐南町、笠松町）、本巣郡（北方町） 

西濃地域 大垣市、海津市、養老郡（養老町）、不破郡（垂井町、関ケ原町）、 

安八郡（神戸町、輪之内町、安八町）、揖斐郡（揖斐川町、大野町、池

田町） 

中濃地域 美濃加茂市、加茂郡（坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、

白川町、東白川村） 

関市、美濃市、可児市、郡上市、可児郡（御嵩町） 

東濃地域 多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市 

 

飛騨地域 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡（白川村） 

 

 

 

 

 

飛騨地域 

中濃地域 

西濃地域 

岐阜地域 

東濃地域 

みのかも定住自立圏域 



- 2 - 

 

■平成の市町村合併による周辺の圏域イメージの変化 

 岐阜県では平成の市町村合併によって、大きな行政区（市）が多く誕生した。今後は市町村合併によ

る広域的な呼称としてそういった合併後の行政区名（市）が浸透していくことが予想される。その一方

で、同様の規模の圏域としての「みのかも定住自立圏」エリアの名称をどのようにイメージ形成してい

くかが課題となる。 

 

図－平成の合併後の市町村図（平成 25年 4月 1日時点、グレーが合併した市町） 
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参考：平成の大合併前の市町村名 
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■明治以前からの行政・統治区分の変遷 

 約 100年前の明治の大合併までは、たくさんの細かな集落単位での自治と地域性をもっていた。 

 みのかも圏域８市町村の江戸末期（大政奉還時）から、明治、大正、昭和、平成の現在までの、行政

区域区分の変遷を一覧表で整理した。分かりやすくするため、明治維新による大政奉還、明治時代の大

合併、昭和時代の大合併の３段階に大きく分けて整理している。 

出典：「岐阜県市町村合併等経過一覧表（平成 18年 3月 31日現在）」岐阜県地域計画局市町村室編 

 

【美濃加茂市】（明治時代の郡制：すべて加茂郡） 

現在の市町村 昭和 30 年頃の大合

併まで 

明治 20～30年頃の大合併まで 
（）は明治初期の合併、後の編入出など 

大政奉還時の

藩制 

美濃加茂市 

 

太田町 

 

太田村 

尾張藩 
坂祝村 

深田村 

酒倉村ほか５村 

蜂屋村 

上蜂屋村 

中蜂屋村 

下蜂屋村 

伊瀬村 

加茂野村 

今泉村 
幕領 

木野村 

稲辺村 

尾張藩 鷹之巣村 

加茂野村 

市橋村 幕領 

山之上村 

中之番村 

尾張藩 

金屋村 

端畑村 

野地原村 

南坂村 

西洞村 

本地村 

佐口村 

伊深村 伊深村 幕領・尾張藩 

下米田村 

（一部、川辺村へ） 

栃井村（西栃井は後に川辺村へ） 

今尾藩 
西脇村 

信友村 

小山村 

今村 尾張藩 

則光村 

幕領 

山本村 

為岡村 

三和村 

（一部、川辺村へ） 

（鹿塩村は後に川辺村へ） 

廿屋村 

川浦村 尾張藩 

上川辺村 
幕領 

（下麻生村、後に川辺村、七宗町へ） 

和知村 

（一部、八百津町へ） 

下牧野村 今尾藩 

（上牧野村、後に八百津町へ） 尾張藩 
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（和知村ほか２村、後に八百津町へ） 

古井町（古井村） 
上古井村 

下古井村 

 
【坂祝町】（明治時代の郡制：すべて加茂郡） 

現在の市町村 昭和 30 年頃の大合

併まで 

明治 20～30年頃の大合併まで 
（）は明治初期の合併、後の編入出など 

大政奉還時の

藩制 

坂祝町 坂祝村 

酒倉村 尾張藩 

大針村 旗本 西尾氏 

黒岩村 尾張藩 

深萱村 幕領 

勝山村 
尾張藩 取組村 

（深田村、後に太田町、美濃加茂市へ） 

 

【富加町】（明治時代の郡制：加茂郡と武儀郡(加治田村)） 

現在の市町村 昭和 30 年頃の大合

併まで 

明治 20～30年頃の大合併まで 
（）は明治初期の合併、後の編入出など 

大政奉還時の

藩制 

富加町 

富田村 

高畑村 幕領 

羽生村 旗本 西尾氏 

夕田村 

幕領 滝田村 

大山村 

加冶田村 

加治田村 旗本 大島氏 

絹丸村 幕領 

川小牧村 尾張藩 

富岡村 

（一部、関市へ） 

大平賀村 
幕領 

（肥田瀬村、鋳物師屋村、市平賀村、後に関市へ 

 

【川辺町】（明治時代の郡制：すべて加茂郡） 

現在の市町村 昭和 30 年頃の大合

併まで 

明治 20～30年頃の大合併まで 
（）は明治初期の合併、後の編入出など 

大政奉還時の

藩制 

川辺町 

上米田村 

福島村 

尾張藩 
下飯田村 

比久見村 

下吉田村 

川辺町（川辺村） 

中川辺村 旗本 大島氏 

石神村 

幕領 

下川辺村 

西栃井村 

（東栃井村） 

三和村 
（一部、美濃加茂市へ） 

（鹿塩村） 

（川浦村） 尾張藩 

（廿屋村） 
幕領 

川辺町 上川辺村 

下麻生町 下麻生村 尾張藩 
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【七宗町】（明治時代の郡制：すべて加茂郡） 

現在の市町村 昭和 30 年頃の大合

併まで 

明治 20～30年頃の大合併まで 
（）は明治初期の合併、後の編入出など 

大政奉還時の

藩制 

七宗町（七宗村） 

神渕村 

開見村 

尾張藩 

大橋村 

大塚村 

寺洞村 

奥田村 

八日市村 

中切村 

万場村 

葉津村 

杉洞村 

上麻生村 

葛屋村 

室兼村 

追洞村 

飯高村 

本郷村 

勝之洞村 

上吉田村 

(下麻生村、一部編入) （下麻生村） 

 

【八百津町】（明治時代の郡制：ほとんど加茂郡、一部は可児郡(錦津村)） 

現在の市町村 昭和 30 年頃の大合

併まで 

明治 20～30年頃の大合併まで 
（）は明治初期の合併、後の編入出など 

大政奉還時の

藩制 

八百津町 

久田見村 久田見村 尾張藩 

福地村 福地村 

苗木藩 
潮南村 

南戸村（峯村、下立村） 

潮見村（飯地村） 

八百津村 
細目村（細目村、大廻間村、鯉居

村、油皆渡村、杣沢村、北山村） 

尾張藩 和知村 

和知村 

野上村 

上飯田村 

上牧野村 

錦津村 
伊岐津志村 

錦織村 
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【白川町】（明治時代の郡制：ほとんど加茂郡、一部は武儀郡(坂ノ東村)） 

現在の市町村 昭和 30 年頃の大合

併まで 

明治 20～30年頃の大合併まで 
（）は明治初期の合併、後の編入出など 

大政奉還時の

藩制 

白川町 

西白川村 

白山村（宇津尾村、油井村、田島村） 苗木藩 

和泉村（和泉村、田代山寺村） 幕領、尾張藩 

水戸野村 幕領 

中川村（須崎村、中屋村） 
苗木藩 

広野村（広野村、若松村） 

河東村（葛牧村、鷲原村、野原村） 尾張藩 

河岐村（小原村、名倉村） 幕領、苗木藩 

坂ノ東村 坂ノ東村 尾張藩 

蘇原村 

切井村 

苗木藩 
赤河村 

三川村（犬地村、上田村） 

黒川村 黒川村 

佐見村 

上佐見村（寺前村、大野村、吉田

村、小野村、有本村） 
幕領、（苗木藩） 

下佐見村（久田島村、室原村、成

山村、徳田村） 
苗木藩 

 

【東白川村】（明治時代の郡制：すべて加茂郡） 

現在の市町村 昭和 30 年頃の大合

併まで 

明治 20～30年頃の大合併まで 
（）は明治初期の合併、後の編入出など 

大政奉還時の

藩制 

東白川村 東白川村 

神土村 

苗木藩 
越原村 

五加村（柏本村、宮代村、久須美

村、大沢村、下野村） 

 

 

 江戸時代の藩制については、みのかも圏域全体でみると、尾張藩と幕領が多くを占めていた。尾張藩

と幕領は入り組んでいたようで、東白川村以外の７市町にそれぞれに含まれている。それ以外では、中

津川市苗木にあった苗木藩が八百津町、白川町、東白川村にかけてを領地としていた。特にすべて苗木

藩領の東白川村は中津川市側との歴史的・文化的つながりが強いと推測される。 

 明治の大合併においては、それまでの集落単位の自治から複数の集落が集まってより大きな自治圏域

を形成していった。昭和の大合併以前から、行政区域が変わらないのは、坂祝町（坂祝村）と東白川村

だけである。それ以外の６市町（美濃加茂市、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町）は、明治

の大合併ではなく昭和 30 年ころの昭和の大合併において現在の行政区分になっている。それ以前は小

さな町村単位での自治が行われ、明治時代の大合併前には、さらに小さな集落単位での自治が行われて

いたことがわかる。 



- 8 - 

 

■新聞地方版による地域区分 

 概ね岐阜県の５地域区分に沿っているが、中濃地域と東濃地域から「可児版」が独立して全体で６地

域になっている。 

岐阜近郊版 岐阜市 各務原市 羽島市 瑞穂市 山県市 本巣市 北方町 岐南町 笠原町 

東濃版 多治見市 土岐市 瑞浪市 恵那市 中津川市 可児市：久々木大平 御嵩町：小和沢 

可児版 可児市 御嵩町 多治見市：大針町、大藪町、北小木町、西山町、姫町、小名田町希望が丘 

中濃版 美濃加茂市 美濃市 郡上市 関市 白川町 七宗町 川辺町 八百津町 御嵩町：小和沢 

富加町 坂祝町 東白川村 

西濃版 大垣市 海津市 安八町 輪之内町 養老町 垂井町 関ヶ原町 神戸町 揖斐川町 大野

町 池田町 

飛騨版 高山市 下呂市 飛騨市 白川村 

 

■天気予報における地域区分 

 （気象庁ホームページより） 

・岐阜・西濃 

・中濃（※みのかも圏を含む） 

・東濃 

・飛騨北部（高山市、飛騨市、白川村） 

・飛騨南部（下呂市） 

 

気象庁の天気予報では、岐阜地域と西濃

地域が一緒になり、飛騨地域が北部と南

部に分かれて、５地域に区分されている。 

 

みのかも定住自立圏域 
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(２) 名古屋圏との地域間流動など 

 

■国勢調査による通勤通学の動き 

 平成 22 年国勢調査によると、みのかも圏域に住む

15歳以上の通勤・通学者は 58,750人いて、圏域内で

の従業通学者は 64％を占める。 

 関市、可児市、各務原市など県内の他市へは 28％、

名古屋市以外の愛知県内へは 5％、名古屋市内は 3％

程度である。 

 

 市町村別に見ていくと、圏域内での従業・通学割合

は、白川町と東白川村が 85％を超えて高く、逆に愛

知県や名古屋市への通勤通学はかなり少ない。一方、

美濃加茂市および坂祝町では、愛知県や名古屋市への

従業・通学が１割程度を占め、比較的多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■パーソントリップ調査による名古屋市との交通特性 

 平成 23 年中京都市圏パーソントリップ調査によると、同調査の対象地区になっている１市３町（美

濃加茂市、坂祝町、富加町、川辺町）と名古屋市との間の人の動きは、平均的な平日で約 5200 トリッ

プ(片道で１トリップ)ある。その移動を目的別でみると業務交通が比較的多く、交通手段は自動車６割、

鉄道４割の比率となっている。 

みのかも圏域

内で従業・通

学
64%

岐阜県内（み

のかも圏除く）

28%

愛知県内（名

古屋市除く）

5%

名古屋市内

3%

62% 57% 54% 56%
63%

71%
63%

85% 87%

27% 29% 31% 36%
27%

24%
28%

13% 11%5% 6% 8%
4% 4% 3% 5%

1% 1%
3% 3% 4% 2% 3% 2% 3% 0% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

名古屋市内

愛知県内（名古屋市除く）

岐阜県内（みのかも圏除く）

みのかも圏域内で従業・通学

図－みのかも圏域の通勤通学先地域割合 

図－みのかも圏域内の市町村別の通勤通学先地域割合 

出勤, 
20% 登校, 

5%

自由, 
5%業務, 

35%

帰宅, 
36%

鉄道, 

43%

バス, 

0%

自動

車, 

57%

二輪車, 
0%

徒歩, 

0%

図－みのかも圏と名古屋市との人の移動の構成比（左：目的別、右：交通手段別） 
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■みのかも圏域および国道 41号沿いの周辺市町村の従業・通学人口の分布 

 みのかも圏域が名古屋圏をはじめ周辺市町村との連携を図るにあたり、周辺の地域の従業・通学人口

（15歳以上）および常住人口の分布を確認する。 

 従業・通学人口の分布をみると、名古屋市が約 150 万人と最も多いが、周辺には豊田市 28 万人、岐

阜市 24 万人、一宮市 15 万人がある。みのかも圏域と名古屋都市圏を結ぶ国道 41 号沿線市町では、小

牧市の 10万人が比較的多い。 

 

図－みのかも定住自立圏および名古屋都市圏周辺の 15歳以上従業・通学人口（平成 22年国勢調査） 
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■みのかも圏域および国道 41号沿いの周辺市町村の常住人口の分布 

 

 

図－みのかも定住自立圏および名古屋都市圏周辺の常住人口（平成 22年国勢調査） 
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(３) 名古屋圏のメディアにおける分析 

 

名古屋圏の情報紙における当圏域の情報掲載状況を調べるため、下記の３雑誌を調査した。 

①エンターテイメント雑誌「東海ウォーカー」（毎月１回発行） 

②旅の雑誌「東海じゃらん」（毎月１回発行） 

③旅行情報誌「るるぶ地域版」（テーマ、地域ごとに不定期刊行） 

 

①「東海ウォーカー」 

 花火カレンダー記事が多く、それ以外では「日本昭和村」４件、「しいた

けブラザーズ」２件、「フルーツ大福 養老軒」２件が比較的多い。 

東海ウォーカー

・花火カレンダー　7/14(土) 昭和村花火大会(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　7/28(土) がんばろう日本 爆裂大花火(岐阜・坂祝町)

・花火カレンダー　8/4(土) 清流白川夏祭り(岐阜・白川町)

・花火カレンダー　8/5(日) 蘇水峡川まつり花火大会(岐阜・八百津町)

・花火カレンダー　8/11(土) 第36回川辺おどり・花火大会(岐阜・川辺町)

・花火カレンダー　8/18(土) おん祭MINOKAMO2012夏の陣(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　8/25(土) いこ舞ひちそう夏まつり・花火大会(岐阜・七宗町)

1件 ・地元東海のうまいもん大集合！「しいたけブラザーズ」(岐阜・川辺町)

・昭和村のお正月 「平成記念公園 日本昭和村」(岐阜・美濃加茂)

・ちいき絆ねっと食の陣！最強“肉グルメ”　可茂エリア2位「五代目食堂」(岐阜・坂祝町)

・ちいき絆ねっと食の陣！最強“肉グルメ”　可茂エリア3位「シティホテル美濃加茂」(岐阜・美濃加茂)

・天才が描いた絵天井を観賞する 「金弊社 大山白山神社」(岐阜・白川町)

・500円以下で楽しめる格安プール 「坂祝町民ふれあいプール」(岐阜・坂祝町)

・まだある！いま行ける花火大会「平和記念公園　日本昭和村花火大会」(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　7/13(土) 昭和村花火大会(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　7/27(土) 爆裂大花火(岐阜・坂祝町)

・花火カレンダー　8/3(土) 清流白川夏祭り(岐阜・白川町)

・花火カレンダー　8/4(日) 蘇水峡川まつり花火大会(岐阜・八百津町)

・花火カレンダー　8/10(土) 第37回川辺おどり・花火大会(岐阜・川辺町)

・花火カレンダー　8/17(土) おん祭MINOKAMO2013夏の陣(岐阜・美濃加茂)

・夏イベント100 「昭和村ヒンヤ～リ夏祭り」(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　7/27(土) 爆裂大花火(岐阜・坂祝町)

・花火カレンダー　8/3(土) 清流白川夏祭り(岐阜・白川町)

・花火カレンダー　8/4(日) 蘇水峡川まつり花火大会(岐阜・八百津町)

・花火カレンダー　8/10(土) 第37回川辺おどり・花火大会(岐阜・川辺町)

・花火カレンダー　8/17(土) おん祭MINOKAMO2013夏の陣(岐阜・美濃加茂)

・＋α があるBBQ場 「美濃白川アウトリゾート クオーレふれあいの里」(岐阜・白川町)

1件 ・昔ながらの原木栽培を受け継ぐ農園 「しいたけブラザーズ」(岐阜・川辺町)

・フルーツと大福のバランスが完璧！「養老軒」(岐阜・川辺町)

・局内に信者が多数のヤミツキ品！「肉の御嵩屋」(岐阜・八百津町)

1件 ・最愛いちご大福！「養老軒」(岐阜・川辺町)

2013年　8月

2013年　11月

2014年　1月

2014年　2月

掲載号

8件

7件

2012年　№10 5/23～6/5

2012年　№23　11/28～12/1

2013年　№1　12/12～1/4

2013年　7月

4件

7件

2件
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②「東海じゃらん」 

 

 旅の情報誌「東海じゃらん」の過去２年間の記事（一部未入

手）で、みのかも圏域の記事を抽出すると、以下の一覧表の内

容になる。 

 全 44件の記事のうち、半数以上の 23件が「花火カレンダー」

が占めている。それ以外では、白川町の旅館「飛水館」が 7件

と多く、次いで道の駅「美濃白川ピアチェーレ」が３件、「日

本昭和村」と道の駅「ロックガーデンひちそう」が２件づつ紹

介されている。 

東海じゃらん

・道の駅「日本昭和村 おんざい館」～こどもに伝えたい古き良き日本を体感。(岐阜・美濃加茂)

・道の駅「ロック・ガーデン ひちそう」～プリッとジューシーな手づくりフランク(岐阜・七宗町)

・岐阜県の宿泊プラン・レジャー特集～「飛騨牛会席」を個室食＆貸切無料の露天も魅力！新緑ドライブを満喫。６月
～はホタル観賞も◎　「白川温泉　飛水館(ひすいかん)」(岐阜・白川町)

・美濃加茂ハイウエイオアシス～｢日本昭和村」へ(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　7/14(土) 昭和村花火大会(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　8/4(土) 清流白川夏祭り(岐阜・白川町)

・花火カレンダー　8/5(日) 蘇水峡川まつり花火大会(岐阜・八百津町)

・花火カレンダー　8/11(土) 第36回川辺おどり・花火大会(岐阜・川辺町)

・花火カレンダー　8/18(土) おん祭MINOKAMO2012夏の陣(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　8/25(土) いこ舞ひちそう夏まつり・花火大会(岐阜・七宗町)

・ホタル観賞に便利な宿～蛍に出会える宿。バス無料案内有(雨天中止)、飛騨牛会席を個室食＆檜風呂貸切無料
も魅力！　「白川温泉　飛水館(ひすいかん)」(岐阜・白川町)

・名古屋から90分。夏は清流白川で水遊び！貸切り無料の露店風呂＆飛騨牛の個室食も魅力。　「白川温泉　飛水
館(ひすいかん)」(岐阜・白川町)

・花火カレンダー　7/14(土) 昭和村花火大会(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　8/4(土) 清流白川夏祭り(岐阜・白川町)

・花火カレンダー　8/5(日) 蘇水峡川まつり花火大会(岐阜・八百津町)

・花火カレンダー　8/11(土) 第36回川辺おどり・花火大会(岐阜・川辺町)

・花火カレンダー　8/18(土) おん祭MINOKAMO2012夏の陣(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　8/25(土) いこ舞ひちそう夏まつり・花火大会(岐阜・七宗町)

・名古屋から90分。夏は清流白川で水遊び！貸切り無料の露店風呂＆飛騨牛の個室食も魅力。　「白川温泉　飛水
館(ひすいかん)」(岐阜・白川町)

・花火カレンダー　8/4(土) 清流白川夏祭り(岐阜・白川町)

・花火カレンダー　8/5(日) 蘇水峡川まつり花火大会(岐阜・八百津町)

・花火カレンダー　8/11(土) 第36回川辺おどり・花火大会(岐阜・川辺町)

・花火カレンダー　8/18(土) おん祭MINOKAMO2012夏の陣(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　8/25(土) いこ舞ひちそう夏まつり・花火大会(岐阜・七宗町)

・道の駅プレゼント「道の駅 美濃白川ピアチェーレ」(岐阜・白川町)

・道の駅で見つけた！ご当地みやげ「道の駅 美濃白川ピアチェーレ」(岐阜・白川町)

・トクトクフルーツ狩り農園「五宝平自然園」(岐阜・八百津町)

・岐阜の宿泊～「飛騨牛会席」を個室食＆貸切無料の露天も魅力！敷地内でも愉しめる紅葉、温泉でまったりと。
「白川温泉　飛水館(ひすいかん)」(岐阜・白川町)

・ご当地スイーツ選手権～「ヴァン・ソレイユ」(岐阜・八百津町)

1件
・岐阜県の宿泊プラン・レジャー特集～「飛騨牛会席」を個室食＆貸切無料の露天も魅力！敷地内でも愉しめる紅
葉、温泉でまったりと。　「白川温泉　飛水館(ひすいかん)」(岐阜・白川町)

・別冊付録-日帰り温泉情報付　飛騨美濃じゃらん～「飛騨牛会席 個室食＆貸切露天で温泉満喫」(岐阜・白川町)

・別冊付録-日帰り温泉情報付　飛騨美濃じゃらん～「美濃白川 道の駅温泉」（道の駅 美濃白川ピアチェーレ)(岐
阜・白川町)

1件 ・花火カレンダー　7/13(土) 昭和村花火大会(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　8/3(土) 清流白川夏祭り(岐阜・白川町)

・花火カレンダー　8/4(日) 蘇水峡川まつり花火大会(岐阜・八百津町)

・花火カレンダー　8/10(土) 第37回川辺おどり・花火大会(岐阜・川辺町)

・花火カレンダー　8/17(土) おん祭MINOKAMO2013(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　8/24(土) いこ舞ひちそう夏まつり・花火大会(岐阜・七宗町)

・夜のテーマパーク～お盆夜間営業 「平成記念公園 日本昭和村」(岐阜・美濃加茂)

・岐阜でブルーベリー狩り 「ハーブの丘25 ローズマリー」(岐阜・坂祝町)

・秋旬ドライブ～土日は旨すぎる栗ごはんと松茸ごはんが食べ放題 「五宝平自然園」(岐阜・八百津町)

・秋旬ドライブ～スポンジまで栗がたっぷり栗の存在感いっぱいのスイーツ 「ヴァン ソレイユ」(岐阜・八百津町)

・道の駅手づくりグルメ～「道の駅 ロック・ガーデン ひちそう」(岐阜・七宗町)

・いつでも一緒♪ペットと泊まれる宿 「あかね」(岐阜・八百津町)

3件

2件

2012年　11月

4件

2件

7件

2件

2012年　4月

掲載号

6件

2件

7件

7件

2012年　5月・6月

2012年　7月

2012年　8月

2012年　9月

2012年　10月

2012年　12月・1月

2013年　2月

2013年　8月

2013年　9月

2013年　10月

（次ページへつづ

く） 
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（前ページつづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海じゃらん

・道の駅「日本昭和村 おんざい館」～こどもに伝えたい古き良き日本を体感。(岐阜・美濃加茂)

・道の駅「ロック・ガーデン ひちそう」～プリッとジューシーな手づくりフランク(岐阜・七宗町)

・岐阜県の宿泊プラン・レジャー特集～「飛騨牛会席」を個室食＆貸切無料の露天も魅力！新緑ドライブを満喫。６月
～はホタル観賞も◎　「白川温泉　飛水館(ひすいかん)」(岐阜・白川町)

・美濃加茂ハイウエイオアシス～｢日本昭和村」へ(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　7/14(土) 昭和村花火大会(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　8/4(土) 清流白川夏祭り(岐阜・白川町)

・花火カレンダー　8/5(日) 蘇水峡川まつり花火大会(岐阜・八百津町)

・花火カレンダー　8/11(土) 第36回川辺おどり・花火大会(岐阜・川辺町)

・花火カレンダー　8/18(土) おん祭MINOKAMO2012夏の陣(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　8/25(土) いこ舞ひちそう夏まつり・花火大会(岐阜・七宗町)

・ホタル観賞に便利な宿～蛍に出会える宿。バス無料案内有(雨天中止)、飛騨牛会席を個室食＆檜風呂貸切無料
も魅力！　「白川温泉　飛水館(ひすいかん)」(岐阜・白川町)

・名古屋から90分。夏は清流白川で水遊び！貸切り無料の露店風呂＆飛騨牛の個室食も魅力。　「白川温泉　飛水
館(ひすいかん)」(岐阜・白川町)

・花火カレンダー　7/14(土) 昭和村花火大会(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　8/4(土) 清流白川夏祭り(岐阜・白川町)

・花火カレンダー　8/5(日) 蘇水峡川まつり花火大会(岐阜・八百津町)

・花火カレンダー　8/11(土) 第36回川辺おどり・花火大会(岐阜・川辺町)

・花火カレンダー　8/18(土) おん祭MINOKAMO2012夏の陣(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　8/25(土) いこ舞ひちそう夏まつり・花火大会(岐阜・七宗町)

・名古屋から90分。夏は清流白川で水遊び！貸切り無料の露店風呂＆飛騨牛の個室食も魅力。　「白川温泉　飛水
館(ひすいかん)」(岐阜・白川町)

・花火カレンダー　8/4(土) 清流白川夏祭り(岐阜・白川町)

・花火カレンダー　8/5(日) 蘇水峡川まつり花火大会(岐阜・八百津町)

・花火カレンダー　8/11(土) 第36回川辺おどり・花火大会(岐阜・川辺町)

・花火カレンダー　8/18(土) おん祭MINOKAMO2012夏の陣(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　8/25(土) いこ舞ひちそう夏まつり・花火大会(岐阜・七宗町)

・道の駅プレゼント「道の駅 美濃白川ピアチェーレ」(岐阜・白川町)

・道の駅で見つけた！ご当地みやげ「道の駅 美濃白川ピアチェーレ」(岐阜・白川町)

・トクトクフルーツ狩り農園「五宝平自然園」(岐阜・八百津町)

・岐阜の宿泊～「飛騨牛会席」を個室食＆貸切無料の露天も魅力！敷地内でも愉しめる紅葉、温泉でまったりと。
「白川温泉　飛水館(ひすいかん)」(岐阜・白川町)

・ご当地スイーツ選手権～「ヴァン・ソレイユ」(岐阜・八百津町)

1件
・岐阜県の宿泊プラン・レジャー特集～「飛騨牛会席」を個室食＆貸切無料の露天も魅力！敷地内でも愉しめる紅
葉、温泉でまったりと。　「白川温泉　飛水館(ひすいかん)」(岐阜・白川町)

・別冊付録-日帰り温泉情報付　飛騨美濃じゃらん～「飛騨牛会席 個室食＆貸切露天で温泉満喫」(岐阜・白川町)

・別冊付録-日帰り温泉情報付　飛騨美濃じゃらん～「美濃白川 道の駅温泉」（道の駅 美濃白川ピアチェーレ)(岐
阜・白川町)

1件 ・花火カレンダー　7/13(土) 昭和村花火大会(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　8/3(土) 清流白川夏祭り(岐阜・白川町)

・花火カレンダー　8/4(日) 蘇水峡川まつり花火大会(岐阜・八百津町)

・花火カレンダー　8/10(土) 第37回川辺おどり・花火大会(岐阜・川辺町)

・花火カレンダー　8/17(土) おん祭MINOKAMO2013(岐阜・美濃加茂)

・花火カレンダー　8/24(土) いこ舞ひちそう夏まつり・花火大会(岐阜・七宗町)

・夜のテーマパーク～お盆夜間営業 「平成記念公園 日本昭和村」(岐阜・美濃加茂)

・岐阜でブルーベリー狩り 「ハーブの丘25 ローズマリー」(岐阜・坂祝町)

・秋旬ドライブ～土日は旨すぎる栗ごはんと松茸ごはんが食べ放題 「五宝平自然園」(岐阜・八百津町)

・秋旬ドライブ～スポンジまで栗がたっぷり栗の存在感いっぱいのスイーツ 「ヴァン ソレイユ」(岐阜・八百津町)

・道の駅手づくりグルメ～「道の駅 ロック・ガーデン ひちそう」(岐阜・七宗町)

・いつでも一緒♪ペットと泊まれる宿 「あかね」(岐阜・八百津町)

3件

2件

2012年　11月

4件

2件

7件

2件

2012年　4月

掲載号

6件

2件

7件

7件

2012年　5月・6月

2012年　7月

2012年　8月

2012年　9月

2012年　10月

2012年　12月・1月

2013年　2月

2013年　8月

2013年　9月

2013年　10月
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③「るるぶ 岐阜」美濃・飛騨（2013年 7月発行） 

 

 旅行ガイド誌の「るるぶ」で岐阜県を紹介した号の「紹介ページ数」

について整理した。 

 紹介は美濃地方と飛騨地方の大きく２地域に分かれ、紹介ページ数は

美濃地方（西濃、岐阜、中濃、東濃）が 40 ページ、飛騨地方（高山、

白川郷、下呂、上高地）が 36ページある。その美濃地方 40ページのな

かで、みのかも圏域は「美濃加茂・可児」という地域区分で 2ページで

紹介されている。隣接地域である多治見・土岐 4ページ、関と美濃あわ

せて 4ページに対してやや少ない。各務原は同じ 2ページであった。美

濃加茂・可児の２ページのうち半分の 1 ページは日本昭和村の紹介で、

それ以外の 11記事中、美濃加茂市が 9記事、可児市が 2記事である。 

高山

33%

白川郷

17%

奥飛騨温泉

郷
22%

上高地・乗

鞍
5%

下呂温泉

17%

飛騨古川

6%

【飛騨地方】飛騨地方 

36ページ 

岐阜タウン

20%

各務原

5%

関

5%

美濃

5%

郡上

八幡
10%

ひるが

の高原
5%

大垣・

養老
10%関ヶ原

5%

美濃加茂・

可児
5%

多治見・土

岐
10%

恵那

5%

中津川

5% 馬籠・

妻籠
10%

【美濃地方】美濃地方 40ページ 
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２．有識者ヒアリング 

 

(１) 有識者ヒアリングの概要 

 

 名古屋圏で地域活性化やまちづくりに関わる活動している 10 名の有識者に、みのかも定住自立圏と

名古屋都市圏とのつながりに関して、ヒアリングを行った。 

 

①谷 亜由子 氏（ライター、タウン誌編集、長者町ゼミ） 

②江坂 恵里子 氏（IdcN国際デザインセンター ディレクター） 

③加藤 慎康 氏（名古屋テレビ塔株式会社、NPO大ナゴヤ大学 元学長） 

④大西 光夫 氏（NPOボランタリーネイバーズ理事長、都市と山村交流） 

⑤今村 敏雄 氏（まちづくりプランナー、(株)連空間設計代表、大須商店街ほか） 

⑥戸松 栄作 氏（名古屋観光コンベンションビューロー 職員） 

⑦秋田 有加里 氏（愛知淑徳大学コミュニケーション・コラボレーション・センター職員） 

⑧高田 弘子 氏（まちづくりアドバイザー、都市調査室代表） 

 川中 琴絵 氏（イラスト作家 美濃加茂市在住） 

⑨佐藤 久美 氏（金城学院大学 教授、外国人向け雑誌もと編集長） 
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（２） 有識者ヒアリングの記録 

 

◇ヒアリング先：谷 亜由子 氏（ライター、タウン誌編集、長者町ゼミ） 

◇日時：2014年２月 13日木曜 10:00～11:30 

◇場所： Mitts Coffee（名古屋市中区錦二丁目） 

 

＜みのかも圏域に行ったことは＞ 

・今は東区の街なかに暮らしているが、以前は江南市に住んでいたことがあって、各務原市、犬山市、

可児市などは馴染みがある。美濃加茂市もすぐ近いので身近に感じるが、実はあまり行った記憶がな

い。日本昭和村にも行ってみたいが、まだ行っていない。 

・仕事では名古屋へ通っていたが、週末など近所の友人と食事に行く時などは岐阜方面によく出かけた。 

・岐阜県というと、高山や白川郷など全国的に有名な観光地にくらべて、正直なところみのかも圏域の

印象はあまりない。生活がそこそこ便利で環境も良くて住みやすいところ、というのは分かる気がす

る。 

・鉄道ではどう行くの分かりにくい。だから、鉄道では遠い感じがしますね。ＪＲの美濃太田駅があっ

て、岐阜経由で高山線で行くか、多治見経由の太多線で行くか。特急料金がかかるがワイドビュー飛

騨高山なら名古屋から直通で行ける。それを除けば、名古屋から一番近いのは名鉄犬山線で鵜沼まで

行ってＪＲ高山線に乗換える。鉄道は直通がほとんどない。 

・私は国道 41号線沿いに住んでいるので、車で行った方が近いですね。道でつながっている感じ。 

 

＜みのかも圏域に住んでもらう、来てもらうには＞ 

・名古屋を中心に考えれば、みのかもはやはり遠い。わざわざ離れたところに、住んだり、訪れたりす

るなら、それなりの魅力が必要になろう。自然環境、住む場所の広さや安さだったり。わざわざ離れ

た所に行くことのメリットをアッピールした方がいい。 

・どんなところかイメージしてもらうことが必要。地名や街の名前を憶えてもらうだけじゃなくて、絵

に浮かぶようなイメージがあるといい。江南は出身ではなく、結婚して住んだ街。自分で選んだ街で

はなかった。一方、江南出身の友人がいて、江南の話をするが思い入れが全然違う。彼は、江南出身

で思い入れ、愛着はあるが、何が魅力なのかは語れない。一方私は、たまたま江南に住んで、特に愛

着が無いし、魅力を見つけられないでいた。 

・江南は土地の起伏がなくて平坦、だから街に情緒が感じられない。自転車で移動するにはとても便利

なのだが。木曽川に面してはいるが、街なかに主だった川が流れていないし、水辺の印象もない。な

んとなく平坦で、表情の無い街だなという印象がある。どの街にも歴史はあるし、魅力的な人もいる

だろうけれど、取り立てて調べてもいないので自分にはまだ分かっていない。 

・自然が多い環境で子育てできたのは良かったと思っている。子どもの誕生と同時に江南に住み始めて

小学校に入るまで過ごした。キジのつがい、カルガモの親子が普通にいるところだった。蝉の羽化を

家の窓から毎晩のようにみることができた。そういった経験が楽しくてしようがなかった。子どもが

小さい時に自然の多いところで育てられたことがとてもよかったと思っている。自分の母親の実家は

高知の田舎で、自分も子どものころは夏休み期間をずっとそこで過ごした。その体験は大人になった

今でも大切な記憶となって残っている。子ども時代に田舎暮らしを体験しておくことは人生にとって

大切なことだと思う。 
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・高知の母の実家は自分の「ふるさと」と言ってもいい。生まれた場所でも、育った場所でもないけれ

ど。先日、母の出身校の安芸高校の同窓会が東海地域にいる人で集まった時に、少し顔を出したとき

にその地域の景色で一緒に話ができる。もし母の実家が都会だったら、ふるさとという感覚は持てな

かったように思う。近所のおばちゃんが「アユちゃん帰ってきてるかね」って声かけてくれる。行く

のでなく、帰って来る場所として受け入れてもらえていることが何ものにも代えがたい気持ちを生む。 

 

＜周辺の多治見・土岐、関・美濃にくらべて、みのかも圏域の印象は＞ 

・多治見・土岐は遊びに行ったことがある。焼物の体験や買物、ギャラリーやカフェに行った。 

・可児は演劇など文化的な取組みをしている地域という印象がある。明治村やリトルワールドも近い。 

・関は恐竜の博物館、百年公園などに遊びに行った。各務原は江南から川向かいなのですぐ近所として。

江南と関は道路でまっすぐ繋がっている印象があるが、犬山から美濃加茂方面はまっすぐ繋がってい

る感じがしないかもしれない。 

・日常の生活圏域と、非日常の観光地エリアのイメージがあって。みのかも圏域は、名古屋からみて日

常生活圏域でもなく、観光地としてのイメージも無いことが大きい。 

・江南からみて関方面は道がつながっていて情報が入ってきた。鉄道沿線沿いに各地域の情報が入って

くるという点では美濃加茂市は名古屋方面に沿線を持たないので印象が薄いかもしれない。しかし、

国道 41 号という幹線道路を同様に考えれば、みのかも圏域にとっての沿線地域は犬山や小牧、春日

井といった地域があって名古屋につながっている感覚がある。 

 

＜名古屋地域へみのかも圏域のイメージを持ってもらうために＞ 

・先ほどの、「子どもがふるさと体験できる」身近な場所としてアッピールしてもいいと思う。田舎暮

らしを大切に感じている若い親に対して。 

・街の見た目も大事かもしれないが、私の感覚では「そこにどんな人がいるか」が大事。そのまちにい

るお店の人や普通の人たちが、それぞれの愛着を街にもって暮らしていることがわかると、とても親

近感が湧く。その人たちに会いに行ってみたいと思う。今どきの人達は人とつながりたがっている。

カッコいいとかスゴイとかじゃなくても、別に１番じゃなくていいけれど、この人が作っているとい

う親近感を大切にしたい。スターじゃなくていい、地域で努力してきた普通の人たちはそれぞれに感

動する「本物」の物語りをもっている。スターのように作られたわざとらしさには飽き飽きしてるん

じゃないか。 

・田舎暮らしの良い面と、煩わしい面とが確かにあると思う。でもそれは表裏一体の価値であって、正

直にありのままを伝えることが本当にカッコいいことだと思う。表面的にイイことだけを伝えて来て

もらっても、表面的な理解（誤解？）だけで終わってしまう。一過性で終わってしまう。煩わしさも

あわせもった「つながりの質」が大切になってきているように思う。 

・地域で困っている事がある。それを手伝いに行く、自分が役に立つこと、喜んでもらえることがある。

というのは、行く側にとっても楽しみである。決してお客さんとして行くことだけを求めているわけ

ではない。イベントとして行くんじゃなく、役に立つことが楽しみで、その地域（の人）とつながり

を持てることが嬉しい。 

・最近のまちづくりは、地域のおばあちゃんをスターにしたり、何万人も呼ぶことを目標にしがちであ

るが、そうじゃない。中長期的にみたときに、目先のことでちやほやされる一過性のイベントを目的

にしてはいけない。目先のイベントがあっても構わないが、「本質的なつながり」の価値を伝えてい
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くことを見失わずにじっくり取り組んでほしい。 

・ここ長者町で「長者町ゼミ」というクラブ活動的なまちづくりグループに参加しているが、彼らは基

本よそ者で、別に長者町じゃなくてもいいんだと思う。しかも、街のために何かしてあげているとい

う気持ちをもっていない。自分達が楽しみながら、街に関わっていくことを徹底している。「街のた

めに」という思いだけでは続かない「自分達が楽しむこと」を忘れないで、ここで遊ばしてもらえる

こと、それを受け止めてもらえる、自分達が楽しむ隙間を与えてもらっている 

・この長者町ゼミの出来事は、論文にして全国に発信してもいいくらいスゴイこと。 

・全国でまちづくりが盛んになって、様々なイベントや集客施設で人を集めることがアチコチで行われ

ている。でもそれは、「その街を好きになってもらう」ことに対しては、逆に遠回りをさせているよ

うな気がする。大事なのは、その街に来たくなるような何か「つながり」をつくっていくこと。ここ

に住んでいるあの人に会いに来るとか、その人がやっている何かを手伝いたいとか、一緒に盛り上げ

たいとか、最初のきっかけは何でもいいんだと思う。そうすれば、気づいたらその街を好きになって

いるし、何度でも来たくなる。そうすれば自然なかたちで「街を好きになる」人が増えていくと思う。 

 

・ＣＳＶとかＣＳＲで言われるように、それぞれにメリット（利益）があるから関係が続いていく。そ

れと同じように、外から来てこの街で何か行動を起こしたことで利益（つながり）が生まれたことで

次も続けられる。そして続けたことで「いい意味の義理」が生まれ、その「お返し」をするという関

係になる。その義理は形式的になってしまえば煩わしいことになってしまうが、気持ちが付いていけ

ば代えがたい喜びになる。 

・「義理」って本当はとても素敵なことなんですよ。義務と思わずに、素直に「義理とお返しができる

関係」ができれば、それは素敵なこと。煩わしい義理と素敵な義理の違いには、きっと「人の魅力」

があるかどうかだと思う。土地に縛られている義務としての義理は煩わしいが、この人に会いに行く、

その人に喜んでもらうことをしたいという義理は、楽しいことだし「人のつながり」だと思う。 

・その時にホームページやＳＮＳで地域の情報があるだけじゃなく、例えばおばあちゃんの漬物という

モノがそこにあるだけでなく、そこに気持ちや人のつながりという付加価値がないと、魅力にならな

い。そして、それはある種の“煩わしさ”と背中合わせにあるということを承知してつながることが

必要で、それを引き受けて“心地よい煩わしさ”になっていくような心構えができるといい。 

・それはまさに「ふるさとづくり」につながると思う。都会の人がみのかも圏域を「自分のふるさと」

と思ってもらうには時間がかかるかもしれないが、目指すべきはそういった「人のつながり」「地域

の魅力」ではなかろうか。 

・今の若い人たちが、「心地良い義理」と「煩わしい義理」の間に線を引いて分けたがるかもしれない

が、それは表裏一体で分けられないものだから別々には考えられない。 

・「煩わしい義理」と思うかどうかは自分次第のところもある。それを自分が納得して率先して果たす

「心地良い義理」に変えていくことが心構えなのかもしれない。それは学んでいくことかもしれない。 

・不特定な沢山の人を相手にすると、そうした心構えをつくっていくのは難しいが、コアなメンバーが

気持ちをあわせて雰囲気をつくっていけば可能かもしれない。 

・特産物など強烈な地域イメージをつくるものが無いみのかも圏域で、外から来たひとが地域の人と「つ

ながりのある活動」をしていくことを創造できたらいい。そんな地域文化を創造できたら面白い。 

・歴史ある地区は寂れてしまっているのに、外の人が協力したいと来ても、なかなか受け入れないとこ

ろがある。地元の人と、外から来る人の間でうまくコーディネイトできる人がいるといい。 
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・外の人は、ちゃんとわきまえる必要がある。長い年月をかけて培ってきた地域の伝統を勝手に変えて

もいけないし、尊重する態度が必要だと思う。地域とよそ者がお互い思ったことを言い合える関係が

大事かもしれない。 

 

【谷さんインタビューのキーワード整理】 

 

＜名古屋からは日常生活圏でもなく、観光地でもない、型にはまらないエリア＞ 

・みのかも圏域は、名古屋からみて日常生活圏域でもなく、観光地のイメージも無いことが大きい。 

＜国道 41号沿線を通じて名古屋圏につながっている。＞ 

・みのかも圏域にとっての沿線地域は、国道 41 号沿線の犬山や小牧、春日井といった地域があって名

古屋につながっている感覚がある。 

＜子育て環境として優れたみのかも圏域、育った子どもが帰ってくる場所＞ 

・自然が多い環境で子育てできたのは良かった。子ども時代に田舎暮らしを体験しておくことは人生に

とって大切なことだと思う。(住んでいなくても)帰って来る場所として受け入れてもらえていること

が何ものにも代えがたい。 

＜お客さんとして行くんじゃなく、何か役に立つとか、行きたくなる「つながり」があること＞ 

・今どきの(都会の)人達は人とつながりたがっている。 

・地域で困っている事がある。それを手伝いに行く、自分が役に立つこと、喜んでもらえることがある。

というのは、行く側にとっても楽しみである。決してお客さんとして行くことだけを求めているわけ

ではない。 

・全国でまちづくりが盛んになって、様々なイベントや集客施設で人を集めることがアチコチで行われ

ている。でもそれは、「その街を好きになってもらう」ことに対しては、逆に遠回りをさせているよ

うな気がする。大事なのは、その街に来たくなるような何か「つながり」をつくっていくこと。 

＜「煩わしい義理」を超えて「心地良い義理」でつながるみのかも圏域＞ 

・「義理」って本当はとても素敵なこと。義務と思わずに、素直に「義理とお返しができる関係」がで

きれば、それは素敵なこと。土地に縛られている義務としての義理は煩わしいが、この人に会いに行

く、その人に喜んでもらうことをしたいという義理は、楽しいことだし「人のつながり」だと思う。 

・土地に縛られている義務としての義理は煩わしいが、この人に会いに行く、その人に喜んでもらうこ

とをしたいという義理は、楽しいことだし「人のつながり」だと思う。それは「心地良い義理」。 

＜地元と都会の間に入るコーディネイターの存在が必要＞ 

・地元の人と、外から来る人の間で両方の気持ちがわかり、うまくコーディネイトできる人が必要。 
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◇ヒアリング先：江坂恵里子 氏（国際デザインセンター） 

◇日時：平成 26年 2月 25日 

◇場所：国際デザインセンター（名古屋市中区） 

 

＜市民が誇りに思えること「シビックプライド」が地域をつくっていく＞ 

・名古屋市がユネスコのデザイン都市に認定されてから今年で 6年目になる。その活動を続けるなかで

見えてくるものとして、都市は観光だけでもダメで、産業だけでもダメで、そこに住む人一人ひとり

が自分たちが主体的に何かを動かしているという意識「シビックプライド」を持っていかないと、街

は変わらない。 

・私達関係者だけが「名古屋はデザイン都市です」と言っていても意味がない。実際 220万人の市民の

中でどれだけ知っているか、考えるのも恐ろしいほど少ない数字になるのが実態です。昨年は行政評

価の対象となり、市として続けるべき事業かどうか市民評議員も入れて評価を受けた。名古屋でデザ

イン博覧会を行い、デザイン都市宣言をしたのが 1989年、それから 20年以上経って未だに名古屋が

デザイン都市としての機能を発揮し、市民に認識されているか疑問な状況にあるのは否めない。そん

な中で今後も市の予算を使うべきか評価の対象となった。市民の皆さんが自由に意見を言えるオープ

ンな場で、国際デザインセンターの活動をプレゼンしたところ、名古屋がそんな取り組みをしている

のは知らなかった、しかし少ない予算にも関わらずよくやっているというプラスの評価をいただいた。

行政評価の場でプラス評価がでることはめったにないそうだが、唯一市民からプラス評価をもらった

珍しいケースだった。だからと言って市の予算が増えることはなかったけれど(笑)。その時に、一番

強く感じたのは、たとえ普段デザインに興味を持たない市民でさえも、それを我が市の誇りに思える

ことであれば、広く賛同を得られるということ。日本でユネスコのデザイン都市に認定されているの

は神戸と名古屋の２都市だけ。その地域の多くの市民が誇りに思うことは地域にとってとても大事な

ことであり、単に観光名所や産業の特産品といった次元を超えて、地域が生きる力、アイデンティテ

ィを支えるもとになっている。 

・私たちも最初は、大きなフォーラムやイベントをやることがデザイン都市なんだと思いがちだったが、

そうではなく市民一人ひとりの意識をどう変えていくのか、市民の口から名古屋はデザイン都市なん

だという言葉がでるために、どうしたらいいか。そう考えるようになった。 

 

＜地域の魅力を発掘しながら、地域に魅力的な人を育てていく＞ 

・10年続けてきたワークショップがある。海外から注目の若手デザイナーを 1週間招いて滞在してもら

い、名古屋の学生や若手デザイナーと海外の学生などとチームを組んで、この街を題材に課題作品を

つくって発表してもらう。言葉の壁はもちろんありますが、その不自由さを超えてデザインをするこ

とを体験し、そこから海外で仕事をしてみたいと思う学生が実際に出てくる。あるいは、名古屋とい

うことをすごく意識してくれるようになる。名古屋に埋もれている資産をいかに引き出すか、それを

どうやってアッピールするかを考えてくれるようになる。海外の人の視点を交えて考えることができ

るようになる。それがこの街にとって長い目で見て大きな資産になっていく。 

・参加した地元の学生は、自分たちの地域を見直して意識するきっかけになるし、海外からの参加者は

名古屋の魅力を知って好きになり、名古屋の大使のような役割で海外でアッピールしてくれる。会議

で 1日だけの滞在では決してできないことだと思う。 

・昨年はオーストリアのグラーツから学生を招いて名古屋でワークショップを行い、それを今度はオー
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ストリアで展示会を行った。なんと 1000 人もの市民が集まってくれる大きなイベントになって驚く

ほど感心を持ってくれた。イベントでＤＪも来てほしいと要望があり、学生にお願いしてやってくれ

た。名古屋をリサーチして、折り紙や常滑、そして名古屋の活版印刷をテーマにデザインの展示を双

方が行った。実はこれも偶然というか、その前の年にグラーツから神戸に視察があった際に東京へ行

くついでに名古屋に寄った感じだったけれど、彼らに名古屋のキューレーター(美術学芸員)やデザイ

ナー、研究者とフレンドリーに話せる場を設定したら、名古屋をとても気に入ってもらい翌年にこん

なイベントを一緒に行うことになった。フェイス to フェイスで話をすることが大事だと思った。会

ってもらった名古屋の研究者の魅力、人の魅力が大きいと思う。こうした出来事がニュースや画像で

世界に発信され、次は私達となんて話が連鎖的に出てくる。 

・地域にいる魅力的な人を把握しておくことが大事だろう。どの地域にも必ずユニークな活動をしてい

る人がいるので、その人に外に出て行って地域の魅力を発信してもらう。そして地域に来た人に魅力

を伝えてもらう。そういう繰り返しだと思う。今回は、学生ネットワークで複数の大学から学生が集

まって、かれらの活動の中から（例えば、卒業制作につくっていた畳フォントという文字が使われた

り）新しい表現が生み出されていった。こちらは、出会いをつくるところまでで、あとは参加者同士

がどんどん進めて行った感じがする。 

・地域の人々が自ら創造活動をつくっていき、主催者はそのステージだけを用意する。そのことで、創

ったものへの思い入れが全然違ってくる。 

・変ないい方だが、予算が減ると知恵を出さないと行けない。でもその知恵を出すことで時代にあった

やり方を生み出しているような気がする。グラーツだけでなく、ベルリンや色々なところで展示をす

ることもできた。 

・その中には、名古屋だけでなく岐阜大垣のデザイナー大橋さんの作品も含まれている。このマストと

いう作品は、ヒノキ材を使った日本的でエコロジカルな加湿器を提案していて、なおかつ美しい。多

治見の焼き物を使ったデザインや、木製の面白い形の大根おろしなど、海外の関心をよんだ。一路さ

んは高山に本社がある。名古屋だけにこだわらず、中部圏の文化を名古屋から発信して行っている。 

・いいものを持っていけば、ちゃんと評価してくれる。規模じゃない。その後、一路は海外の見本市に

出すようになり、ミラノサローネにも出品するようになって来ている。コンパクトながらインパクト

のある成果を出せていると思う。 

 

＜みのかも圏域の魅力、イメージについて＞ 

・「きそがわ日和」には行ったが美濃加茂市とは気づかなかった。古い酒蔵や銀行の建物を活用したり

して、印象に残るとてもいいアートイベントだった。名古屋から参加していたアーティストも多かっ

たし、参加者でも大勢名古屋の人を見かけた。イベントの規模ではなくクオリティを大事にしている

ことは重要で、「あの人も見に来ている」ということでも信頼や評価が変わってくる面がある。こだ

わって洒落た喫茶店やハイセンスな家具屋さんなども地域やイベントの評価をググッとあげている

ように思う。 

・実際に美濃加茂市から名古屋に通っている人はどれくらいいるのか？名古屋からみて充分に通勤圏に

入っている、意外に近い印象がある。 

・随分昔に犬山から可児の山歩きによく行った時期があった。ちょっとした山歩きにとてもいい環境が

ある地域の印象がある。目的地として直接に美濃加茂市に行ったのは「きそがわ日和」が最初だと思

う。 
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・木曽川のおだやかな景色が良かった。名古屋と時間の流れが違うという魅力を感じた。きそがわ日和

は美濃加茂市の街を知る、とてもいいきっかけになった。 

 

＜名古屋など都市圏へのアッピールの方法について＞ 

・ユネスコのデザイン都市には本当に小さな都市が申請していたりする。名古屋は大きな都市の方にな

る。食文化、クラフトなど人口 10万、20万の都市が、自分たちのローカルな文化を世界にアッピー

ルしている。決してグローバル標準にしない。ローカルな魅力を突き詰めていくことでグローバルな

文化になることを実感した。フランスのサンテティエンヌという小さな都市が、織物の街で名古屋で

言えば一宮のようなところだが産業が衰退した後に何を柱に産業を振興していくか考えた結果、デザ

イン都市に申請し、デザインビエンナーレを継続的に開催している。市長や副市長自らが積極的にア

ッピールしている。 

・自治体の首長自らがぜひ世界にうって出るべき。首長が自らアッピールすることは重みがある。名古

屋のペチャクチャナイトに是非出演して、首長自らが話されると都市圏へＰＲになりいいと思う。絶

対にお勧めですね。私たちも名古屋でペチャクチャナイトに出た時に、この地域でいろいろなつなが

りができた。面白いことをやっている人たちが、広報マンとして外で発信する効果は測りしれない。

サンテ=ティエンヌの市長もそうだし、神奈川の真鶴町もソウルでワールドデザインキャピタルをや

った時に町長が自らアッピールしていった。どんな大きな都市であっても市長が行かないと同等の発

言権をもらえない。首長が出てくることの効果は大きい、若いなら尚更注目を集めるかもしれない。

文化事業の時には特に効果がある。「都市の顔が見える」ということは重要である。 

・3 月にパリのユネスコへ会議に行く。持続的な発展をしていく都市がテーマになっていて、名古屋か

らは若手のランドスケープデザインの研究者に行ってもらう。名古屋芸術大学の水内先生といって

「メタデザイン」の考え方で活動をされている。学生たちと土を耕して野菜作りをして、収穫した野

菜でディナーパーティをデザイナーと一緒にやった。そこまでがセットの作品になっている。土をつ

くるところから、育てる、収穫する、料理する、器をつくる、招待する、空間をつくる。学生たちが

何ができるか自ら考える。完結させることが大切になっている。大阪のｇｒａｆの服部さんという方

を客員に呼んでやっている。それをユネスコで発表してもらおうとしている。 

・「田舎がいい」と言っても、それをどう表現するか、伝えるのかということは単純ではない。それを

住民が共有することがとても大事じゃないかと思っている。当たり前のことが実は当たり前ではなく、

素晴らしいことだったり、問題であったりする。家で採れた野菜を食べることがどれだけ素晴らしい

ことか、フードコーディネイターが入ることで全然違う料理になったりする。そういった価値を文化

として見える形にすることが、アーティストだったりデザイナーだったりする。食の分野においては

食材だけでなく、料理法や食器、食べ方の作法など、地域性が顕著に出る部分だと思う。 

・地域の特徴的な食材や食文化があるなら、ぜひ水内先生に来てもらうといい。学生たちがアンバサダ

ー（大使）になって新しい形で魅力を広めてくれる。 

・ツイッターやフェイスブックで広めていくような口コミは、じわじわ広がる。一気に広まってすぐに

飽きられるよりも、じわじわ広がる方が強い、長続きする。 

 

＜いま全国から注目の神山町の場合＞ 

・いま全国で話題になって注目されている徳島県の神山町もそんな感じ。アートイベントが発端でアー

ティストインレジデンスを行い、いまは東京からいろんなＩＴ企業をはじめ様々な起業家が進出し、
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ついには東京で有名なレストランまでが店を出すことになった。なんの変哲もない山村なんです。岐

阜にもある風景だ。アメリカから戻ってきた出身者が田舎町でＮＰＯ活動を始めた。ここに職はない

から、手に職をもった自立できる若者に来てほしい。ここにパン屋ができる空間を用意するから来て

ほしいと募集する。窯焼きのパン屋を始める若者が来る。そのパンを買いにわざわざ徳島市内から人

がやってくる。そんなことがこの神山町で起きている。縁側オフィスなんてのもあって、ＩＴ企業が

おっきな縁側をつくり住民に開放している。大南さんはとてもクリアに説明し、示唆に富んでいる。 

・神山町でアートイベントをやっているときに行くと色々見れていい。この「隠された図書館」という

のもとってもいい。町民が生まれた時、結婚する時、街を離れる時に 1冊本を寄贈する権利をもらえ

る。そして、本を寄贈した人しかそこに入る鍵をもらえない。山の中の個室になっていて、薪ストー

ブがあり、静かに本を読める。実はこれ、アーティストの作品なんです。そして、住民にとって特別

な図書館になっている。人生で３回だけ本を納めることができる、まさに住民だけの特権でありシビ

ックプライドを生んでいる。町の人がこの図書館をとても大事に思っている。 

・誰でも来てほしいんじゃなく、ちゃんとポリシーをもって本物を提供してくれる人に来てほしいと伝

える。それに答える人が来てくれる。覚悟と見る目を持った人がいる。美味しいパンがあり、美味し

いお蕎麦屋さんがあり、気持ちいいカフェがある。それだけかもしれない。それでＩＴ企業が東京か

らやってくる。信じられないことが起きている。 

・人口を増やすんじゃなく、人口を減らす速度を遅くすると考える。いかにここに住んでもらって、そ

こでお金を得てもらうか。来るべき大震災があるので、東京のデータのバックアップの場所として注

目をあびている。行政が誘致したんでなく、東京の民間企業が全国を探してここに決めた。でも、ア

クセスは全然悪い、飛行機の便も少ない。でも進出してくる魅力がここにある。人の魅力が大きいと

思う。 

・いいプロデューサーがいると、いい人材が集まってくる。そして、続いていくためにはその街に住ん

でもらう必要がある。その街で収益をだしてもらうことがとても大事。その街の魅力は何なのか徹底

的に考えて、この先未来はどんな街にしたいのか充分に話し合って、意識をあわせていく。 

・特産品があるなら、毎週テレビ塔でマルシェを行う。もしかして、「しいたけブラザーズ」もこの地

域じゃないですか？（川辺町です）有名ですね、高いですけど美味しいよね。百貨店で見かけます。 

・いままでターゲットではなかったところへ出していくほうが反応がいいと思う。首長みずからお洒落

なエプロンしてテレビ局を呼んでプロデュースするといい。もっと首長が前面に出て行ったらいいん

じゃないか。 

・神山町のＩＴ企業が全国で候補を探した時、最後に残った中に岐阜があったはず。終の住みかとする

場所のアンケートをとっても、確か四国の松山と岐阜の人気が高いと聞く。単に田舎ではなく、何ら

かの文化がある場所でないと魅力を感じないと思う。その点でアートイベントをやっていることは評

価される文化活動になる。 

・アートやデザインの活動はその地域にある特質や魅力を掘り出して見える形に表現してくれるもので

す。そういった活動に「どんどん場所を貸し出します」と首長が言ったときにきっかけが生まれたり

する。そういった首長のように顔が見える関係でつないでいくことが大事に感じる。 

・神山町で思ったのは、アートだけじゃだめ、その先に産業化していくものがないと定着して行かない

と思った。そのためのデザインであったりする。デザインは１次産業から３次産業まですべての産業

に関わってくる。 

・巻き込むことがとても大事。先ほどの水内先生のプロジェクトでは、若者が急になれない手つきで畑
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を耕し始めている、見ていられないから教えてくれたり手伝ってくれる。関わってくれたら、最後は

ディナーにも来てくれる。そしてプロジェクトの意味も理解しようとしてくれる。そういった巻き込

んでいくことが大事。最後まで見届けてくれることで、もう一回やってもいいなと思ってくれる。 

 

【江坂さんインタビューのキーワード整理】 

 

＜地域を誇りに思う気持ち「シビックプライド」が地域の活力、アイデンティティを支える＞ 

・都市は観光だけでもダメで、産業だけでもダメで、そこに住む人一人ひとりが自分たちが主体的に何

かを動かしているという意識「シビックプライド」を持っていかないと、街は変わらない。その地域

の多くの市民が誇りに思うことは地域にとってとても大事なことであり、単に観光名所や産業の特産

品といった次元を超えて、地域が生きる力、アイデンティティを支えるもとになっている。 

＜地域の魅力的な人材を常に把握し、どんどん外に発信してもらう。＞ 

・地域にいる魅力的な人を把握しておくことが大事だろう。どの地域にも必ずユニークな活動をしてい

る人がいる。その人が外に出て行って地域の魅力を発信してもらい、来た人に魅力を伝えてもらう。 

・地域の人々が自ら創造的活動をつくっていき、主催者はそのステージだけを用意する。そのことで、

創ったものへの思い入れが全然違ってくる。 

・そういったことを発掘したり、ストックしたりするメディアが地域にあるといい。 

＜小さなまちもローカル文化をつきつめれば、グローバルに通用する文化になる＞ 

・食文化、クラフトなど人口 10万、20万の都市が、自分たちのローカルな文化を世界にアッピールし

ている。決してグローバル標準にしない。ローカルな魅力を突き詰めていくことでグローバルな文化

になることを実感した。 

・「田舎がいい」と言っても、それをどう表現するか、伝えるのかということは単純ではない。それを

住民が共有することがとても大事じゃないかと思っている。当たり前のことが実は当たり前ではなく、

素晴らしいことだったり、問題であったりする 

＜自治体の首長などトップが広報大使となってアッピールする効果は大きい。顔の見える都市＞ 

・美濃加茂市長が若いなら、市長自らがぜひ世界に打って出るべき。市長が自らアッピールすることは

重いですね。名古屋のペチャクチャナイトに是非出演するべきですね。首長自らが話されるといいと

思う。お勧めですね。面白いことをやっている人たちに、広報マンとして出て行く効果は測りしれな

い。文化事業の時には特に効果がある。「都市の代表の顔が見える」ということは重要である。 

＜アートやデザインの先に産業に結びつける。そのための人材の巻き込みやプロデュース＞ 

・アートやデザインの活動はその地域にある特質や魅力を掘り出して見える形に表現してくれるものだ

と感じた。そして、アートだけじゃだめ、その先に産業化していくものがないと定着して行かないと

思った。そのためのデザインであったりする 

・誰でも来てほしいんじゃなく、ちゃんとポリシーをもって本物を提供してくれる人に来てほしいと伝

えることが大切。いいプロデューサーがいると、いい人材が集まってくる。 

・そういった巻き込んでいくことが大事。最後まで見届けてくれることで、もう一回やってもいいなと

思ってくれる。 
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◇ヒアリング先：加藤慎康 氏（名古屋テレビ塔(株)、NPO大ナゴヤ大学 元学長） 

◇日時：平成 26年２月 25日火曜 15:00～17:00 

◇場所：名古屋テレビ塔 会議室 

 

＜名古屋テレビ塔(株)や加藤さんの活動について＞ 

・以前は NPO大ナゴヤ大学の代表として、今は名古屋テレビ塔(株)の職員として、テレビ塔を含む栄地

区全体の活性化に取組んでいる。もちろんテレビ塔や NPOだけでなく、名古屋市役所や栄地区の店舗

や企業と協力して取組んでいるところ。 

・テレビ塔はアナログ放送からデジタル放送への切り替えにより、電波塔としての役目を終えて、名古

屋都心のシンボルとして観光施設として新しい役割を担っていこうとしている。一方、耐震補強も課

題になっているが、単独での費用捻出は難しく、栄地区の発展とあわせた今後の解決策が求められて

いる。 

・一方、名古屋では、ＪＲ名古屋駅ツインタワー以降の近年は名古屋駅地区の発展が著しく、相対的に

栄地区の勢いが弱まっていて地域の企業や市役所は危機感を募らせている。名古屋市としても栄地区

が再生しないと名古屋の魅力が十分に発揮できないし、固定資産税をはじめとした都市経営の面でも

課題になっている。テレビ塔が建っている久屋大通公園の拡幅や活用とテレビ塔の再利用を一緒に考

えようと様々な取組みが具体的に始まるところ。 

・ちょうど今はテレビ塔 60 周年事業でもあり、放送機材が無くなって空いたスペースを展示会や市民

イベントなどにオープンに活用してもらうことを最近始めた。ゆくゆくは、テレビ塔や公園全体の運

営や、栄地区全体のエリアマネジメントを担える会社に発展していけるよう努力している。 

・そもそもテレビ塔は官民が出資して建てた。その主体になる名古屋テレビ塔(株)の株式は愛知県と名

古屋市が 25％ずつをもち、残り 50％を名古屋財界の 104 の株主がほぼ均等に所有している。設立当

初から株主はほぼ変わっていない。実は日本で一番古いテレビ塔で、東京タワーよりも古い。焼け野

原となった戦後名古屋のシンボル的存在として名古屋の皆さんに支えられて誕生した経緯がある。 

・NPO 大ナゴヤ大学で、テレビ塔を含む栄地区の再生に取り組んだところ、テレビ塔(株)の立場でやら

ないかと声をかけてもらった。来年度には、両側の車道を狭めて公園を広げる社会実験に取組むなど

今まさに動き始めている。 

＜みのかも圏域について、どんなイメージをもっているか＞ 

・美濃加茂市は人口 5～6万人と聞いて意外だ、10～15万人くらい大きな街だと思っていた。「きそがわ

日和」で行ったときにも酒蔵や宿場町があるなど歴史のある所と思った。木曽川というと犬山とか恵

那峡の辺りのイメージをもっていたので、あんな穏やかな河原の風情が新鮮に感じた。美濃加茂市の

まちを知るのに「きそがわ日和」はちょうどよいイベントで、いい印象をもっている。 

・実は、NPO を始める前にガス器具メーカー（リンナイ）に勤めていて、美濃加茂ガスなどはよく打合

せに行ったので、地理的にはよく知っている。NPO関連ではブラジル友の会の話を聞いたことがある。

美濃加茂市も定住自立圏の中心市ということは知らなかった。実は、NPO 大ナゴヤ大学の頃に飯田市

の山間部と都市の市民交流を手伝っていたので、飯田市の定住自立圏の取組みは知っていた。 

・八百津には有名な滝があり、栗きんとん発祥の地として有機農法で本来の栗きんとんづくりに取り組

む農家がいるのを知っている。御嶽山での活動を支援した際に、八百津の取組みも知って都市民向け

の体験プログラムを組んだことがある。御嶽山に若い主人がやる山小屋があって、登山者が麓から少

しずつ山小屋の薪をもって登山する。山小屋に役に立ちながら、山小屋で歓迎を受けるという活動を
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組んだ。 

・美濃加茂市はそれなりに有名だと思う。国道４１号で犬山の先にあるというイメージは分かりやすい。

鉄道だと乗換えがあり時間がかかるので、車をもっていない人には遠い印象があるかも。長良川鉄道

は鉄道旅が好きな人には魅力的じゃないか。先日、高田純次が長良川鉄道の駅に看板絵を描いていた。 

・そういった通過する人は多いので、立ち寄る場所や機会をつくっていくことが大事じゃないか。 

・名古屋都心への通勤圏としては可児市まで、美濃加茂市からはギリギリの線かなと思う。ただ、ちょ

っと手前の小牧とかで働くなら全然近いと思う。そうした名古屋都心よりも北側の国道 41 号沿線地

域で働いている人が定住する場所として十分に選択肢になると思う。 

・週末を過ごす場所として、みのかも圏域に来てもらえないだろうか。最初は週末だけきて関係を地域

を知り関係をもってもらい、気に入ったら移住してもらえるかもしれない。先日、ここテレビ塔のス

ペースで紀伊半島の移住フォーラムというのも開催された。都会側にもニーズは有ると思う。みのか

も圏域はそういった場所のターゲットになりそうな気がする。自然は豊かで、木曽川で名古屋につな

がっている。近いんだけど、ちょっと離れた場所に感じる。実は、自分も京都の一乗寺という少し郊

外に家賃 1万円程度の部屋を借りて、ときどき週末に行ったりしている。自然が豊かで紅葉がきれい、

それでいて本屋が多くて文化を感じられる。そんなところが気に入っている。最初はこんな所に住め

たらいいな、と言ったら家賃 1万円でいいから、と誘っていただいて。２地域居住はこれから増える

と思う。自然とアクセスがいい場所に行きたい。ちょっと歩けば自然がある場所。 

・例えば、きそがわ日和などにあわせて、里の人が迎えてくれて何泊かできるようなアーティストがレ

ジデンスをできたら、そこで創作活動をしてくれるきっかけになったり、里の人と知り合いになり、

今度はお客さんじゃなくて地域のサポーターとして来てくれたりするようになる。そうすれば、きそ

がわ日和は全国から人が集まるイベントにすることができる。もっと会期を広げて、川べりをもっと

広く使って、大きくやってもいいと思った。川の空間と一体になってアーティストも全国から来ると

思う。 

・きそがわ日和が、木曽川の対岸から美濃加茂市の河原をみた風景写真をメインイメージで使っていた

のが、とても新鮮に思えた。街道沿いの古い街並みや酒蔵などは他の地域でやっている場所があるけ

れど、あの河原は印象的だった。 

・コクウ珈琲のような喫茶店は、名古屋からでも行こうと思う。 

・２地域居住の候補地として、特に香嵐渓のような人気の観光地がほしいわけじゃない。普通の田舎の

風景であったり、自然の景色であったり、文化や歴史を感じさせる古い街並みであったり、素敵な喫

茶店であったり、人によって求めるものは違うと思う。ちょっと文化度を感じさせる場所がいいと思

う。 

 

＜栄地区のイベントでみのかも圏域と連携することに魅力を感じるか＞ 

・栄地区の魅力を発信していくときに、同じ都心にある名古屋駅地区から近い地域よりも、名駅からや

や遠く、栄が近い、もしくは栄からつながっている地域と連携していきたいと思っている。その点で

は、栄地区が起点の国道 41 号でつながっているみのかも圏域というのは、連携したい地域の一つに

なると思う。他には、豊田地域、瀬戸地域、などアクセスが栄からつながっている地域と連携したい。 

・名古屋テレビ塔(株)社長も言っているが、栄地区やテレビ塔はグレーター名古屋圏の観光の拠点にな

るべきという考えでいる。だから、テレビ塔としても名古屋の周辺地域とつながっていきたい。 

・美濃加茂市からみても、国道 41号をまっすぐ行った先に栄があるので、とても行きやすい。 
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・そういったつながりをもつ時に、行政か民間か、どんなつながり方をするといいのか。いろいろ可能

性はあるが、民間と行政や地域団体の両方からの関係ができるといい。生産物や地域への想いは直接

の生産者や出店者から伝わるものだし、客観的な信頼性は行政や団体の方が安心できる面はある。以

前に無農薬栽培の農家の方にマルシェに出ていただいたが、熱い想いで農業を始めたばかりの方で、

今は無農薬だったけれど、畑を始める際に除草剤を撒いていたことが他から指摘されたことがある。 

・NPO 大ナゴヤ大学と名古屋テレビ塔の関係もそうかもしれない。最初は担当者レベルでの信頼関係、

そして行政が入った地域活性化の枠組みと、両方が相まって協力関係を築いているかたちになる。 

・いま、美濃加茂市長は 29 歳で日本一若い市長なので、ぜひ広報大使としても若々しさをもって名古

屋の人にアッピールする機会を作れたらいいと思っている。例えば、ペチャクチャナイトなどで市長

自らプレゼンテーションしてはどうか、など。 

・特にしがらみのない新しい首長の方が物事が大きく動くこともある。まわりや地域が新しいことに期

待したり、受け入れやすくなるという効果があるのかも。例えば全国から NPOが応援してくれるよう

な気がする。首長が新しい取組みをすることでマスコミも注目しやすくなる。 

・先ほど言われたように、対岸からみた何でもない河川敷の風景に癒されるものを感じたりするような、

地元では気づかない地域の魅力を発見できるチャンスがテレビ塔にはありそう。 

・例えば、「防災キャンプ」などいろいろできそうな気がする。市民活動的に飛騨古川で(株)美ら地球(ち

ゅらぼし)がやっている飛騨里山サイクリングのようなツーリズム活動などは、都市部からどんどん

参加者が増えている。ツーリズムを考えつつ空き家対策に取組んでいる。そんな感じで、例えば世界

中を渡り歩いて面白いゲストハウスをつくる人たちがいる。そういう面白い人に住みこんでもらって

地域の有志でゲストハウスをつくるプロジェクトを立ち上げる。興味を持った人がたくさん集まって

新しい地域コミュニティが生まれる。そこから派生した別のプロジェクトが地域で生まれたりと連鎖

していく。地域の独特の文化を表したモノや食材、料理などを話題にしたり、目につくものに仕立て

ていく。 

・各務原市の重要文化財「村国座」で OUR FAVORITE THINGSという音楽フェスをやってきて、名古屋か

らも人気になっている。各務原市役所の若手職員が頑張って始めて、名古屋に呼んで話を聞いたりも

した。 

・ほかに、既に移住した面白い活動している地域の人をゲストに呼んでテレビ塔でトークイベントをす

る。できれば市長もからんでもらったり。一週間後にテレビ塔からモニターツアーを企画して、トー

クゲストと一緒にみのかも圏域のフィールドをみてもらう。実際、紀伊半島の山村をずっと巡って放

浪していた若者がいて、震災後の牡鹿半島で地元の女性が漁師網と鹿角でアクセサリーをつくるコー

ディネイトをするなど、全国に結構ファンがいる人がいて、彼の紀伊半島ツアーは人気になっている。 

・そうしたモニターツアーをきっかけに、リピーターとなるファンをつくっていく、そうしたファンが

地域の人と知り合いになれば、地域サポーターになって、次々新しいプロジェクトや、新しい人々を

連れてくるようになる。そうした、どんどんつながり広がっていくタネを撒いていくし、タネを育て

る地域のコーディネーターを見つけ出していく。それは地元の人かもしれないし、外から来た若者か

もしれない。 

・これから、みのかも圏域の小さな市町村ごとにいろいろな事業をしかけていく時に、そうしたことの

コーディネイターやアドバイザーなどの役割を担っていただければいいなと思ってます。 

・名古屋でどっぷり仕事をしていると名古屋を離れたい、と思う時がある。遠くに行くのもいいが、名

古屋の喧噪から離れることができて、でもすぐに戻って来れるような微妙な距離感がこの地域の特徴
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だと思う。 

・尾張藩の藩領だった地域、尾張名古屋とはもともとつながりが深い。歴史的なつながりがある。 

・名古屋の水を供給する取水口は木曽川にある。地域のつながりは昔も今も「川と道」にあるように思

う。そうした、つながりの物語りは重要、人の気持ちを動かすことができる。 

 

【加藤さんインタビューのキーワード整理】 

 

＜国道 41号沿線の街としての地域イメージ、立ち寄る街＞ 

・美濃加茂市は、国道４１号で犬山の先にあるというイメージがある。 

・そういった通過する人は多いので、立ち寄る場所や機会をつくっていくことが大事 

・名古屋都心より北部(国道 41 号沿線)に働く人にとっては十分に通勤圏で定住場所として選択肢にな

る。 

＜週末セカンドハウスとしてのみのかも圏域の魅力＞ 

・あんな穏やかな河原の風情が新鮮に感じた。美濃加茂のまちを知るのに「きそがわ日和」はちょうど

よいイベントで、いい印象をもっている。 

・都会と田舎の２地域居住スタイルはこれから増えると思う。自然とアクセスがいい場所、文化を感じ

られる場所に行きたい。みのかも圏域はそういった場所のターゲットになりそう。 

・例えば、面白い人を招いて地域の有志でゲストハウスをつくるプロジェクトを立ち上げる。興味を持

った人がたくさん集まって新しい地域コミュニティが生まれる。そこから派生した別のプロジェクト

が地域で生まれたりと連鎖していく。 

＜名古屋栄地区とみのかも圏域との連携。地域のファンからサポーター、コーディネイターへ＞ 

・栄が近い、栄からつながっている地域と連携していきたいと思っている。その点では、栄地区が起点

の国道 41号でつながっているみのかも圏域というのは、連携したい地域の一つになると思う。 

・既に面白い活動している地域の魅力的な人をゲストに呼んでテレビ塔でトークイベントをする。一週

間後にテレビ塔からモニターツアーを企画して、トークゲストのフィールドを訪れる。 

・リピーターとなるファンをつくり、地域の人と知り合いになれば地域サポーターになって、次々新し

いプロジェクトや、新しい人々を連れてくるようになる。 

・どんどんつながり広がっていくタネを撒いていくし、タネを育てる地域のコーディネーターを見つけ

出していく。それは地元の人かもしれないし、外から来た若者かもしれない。 

・名古屋の水を供給する地域、尾張藩領の歴史など、つながりの物語りは人の気持ちを動かせる。 

＜トップがアッピールする効果は大きい。＞ 

・市町村長がいるだけで、物事が大きく動くことが多い。まわりや地域が新しいことに期待したり、受

け入れやすくなるという効果があるのかも。手始めに名古屋のペチャクチャナイト等で首長にプレゼ

ンテーションしてもえば、かなり話題のゲストになりＰＲ効果が大きい。 
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◇ヒアリング先：大西光夫 氏 （NPO法人ボランタリーネイバーズ 理事長） 

◇日時：2014年２月 19日木曜 10:00～11:30 

◇場所：NPOボランタリーネイバーズ事務所（名古屋市東区東桜二丁目） 

 

＜NPOボランタリーネイバーズの活動について＞ 

・岐阜県の水源基金の事業で、木曽三川上流域と名古屋都市民との交流事業を３年間行ってきた。 

・愛知県の農水局と協力した事業で、県内の獣害対策とジビエ(獣肉)の普及に取組んでいる。山側の産

直販売所の連合体をつくって、都市側でフェアをやったり、スタンプラリーなどで販売促進をしたり、

大豆トラストのような産直グループを作ったりしている。明らかに山の野菜は、スーパーの野菜より

美味しい。少し高くてもいい野菜を買うニーズは確かにある。 

・山間部の国道沿いの景観づくりに取組み始めた。地元の人が自慢できるような景観づくりを。季節イ

ベントの単発でなく四季を通じた継続的な取組み 

 

＜みのかも圏域に行ったこと、関わりについて＞ 

・都市と農山村の関係づくりは、まだまだ伸びる可能性がある。工夫できる余地があると思う。 

・富加町は合併を前提とした市民 NPO組織の立ち上げを２年ほど手伝い通った。とても歴史のある街で、

いろいろな地域資源をもっているのが分かったが、合併が無くなったので途中で終わりになった。 

・白川町は町長さんと少し交流があった。白川町の道の駅は、お母さんの店と一緒にとても上手に経営

していると思った。 

・七宗には岩魚の竹筒酒が気に入って、よく買ったが、竹の器が陶器に変わって買わなくなった。 

・富加町の酒蔵は家族経営で面白いところだった。２階に古い道具類が資料館になっているが、もう少

し見せ方を工夫するといい感じになると思うんだが。 

 

＜みのかも圏域が名古屋都市圏にアッピールするアプローチは＞ 

・最近は４１号線は使わなくなっている。名城大学の可児キャンパスに行くくらい。 

・例えば三河、遠州、南信州をつなげて「三遠南信地域」というように、地域のイメージをつくるには

まず圏域のアイデンティティとなる呼び名が必要。「みのかも圏」という呼び名を定着させるのかど

うか、商品開発やキャンペーンに使っていくのか。いずれにせよ加茂地域だと他県にもあって紛らわ

しい。 

・木曽川の源流地域として木祖村を中心とした流域連合を組んでいて、源流の村として名古屋市水道局

との付き合いがきっかけに都市部との交流を盛んに行っている。木祖村の村長はフットワークが軽い。 

・東栄町には巨大な鍾乳洞があるらしい。山奥の県境に 30mもの巨大な滝がある。 

・美濃加茂市は名古屋にも通えるし市街地だから、白川町のような山間部とは直面する課題や課題の質

が違うと思う。美濃加茂市が中心市として山間部をどれだけ面倒見ていくのか。 

・流域圏の産直所同士は意外とお互いを知らない。ウワサは聞いても行ったことすら無かったりする。

だから、産直所同士の交流から始めた。その次に都市部への出店に際して、入れ替わりで順番に出る。

流域圏から毎週出店するが、お店は週替わりで産直所が交替で担うと無理が無い。 

・山間部に暮らし続けるための仕組みを考えると、最大の問題は移送手段（交通手段）になると聞く。

医療も学校も移送手段さえ確保できれば地域に無くても構わない。同様に、産直所の問題として、生

産者が高齢になって出荷がしんどくなっている。栽培はできても出荷ができなくなっている。だから、



- 32 - 

 

若者が集荷に回ることでうまく産直所が機能するようになる。 

・山間地から高校に通うのが難しいなら、美濃加茂市内に寮をつくって、安く寮生活を送り、週末は家

に帰れるようなことをやったらいいんじゃないか。人間関係をつくる訓練と思えば、寮生活のメリッ

トも大きいと思う。 

・名古屋のど真ん中にそういった山間地域の情報発信拠点をつくったらどうか。 

・木祖村が都市部との連携を上手にやってきたのは、どういうポイントがあったのか。とにかく役場の

人が動き回った。初代は畠中さん、３年ずつ２代続いて今は嘱託職員で回している。水源の村という

ことでアンテナショップは名古屋の水道工事屋さんが場所を提供した。水源基金の寄付金集めなど今

でも協力してくれている。一般の商店のようにただ場所を借りるよりも、なにか物語りがある支援の

つながりをつくっていくことが大事かもしれない。 

 

 

【大西さんインタビューのキーワード整理】 

 

＜地域の呼び名と使い方は、圏域イメージ形成にとても重要＞ 

・地域のイメージをつくるには、まず圏域のアイデンティティとなる呼び名が必要。「みのかも圏」と

いう呼び名を定着させるのかどうか、商品開発やキャンペーンに使っていくのか。いずれにせよ加茂

地域だと他県にもあって紛らわしい。参考として、三遠南信地域など。 

＜地域ＰＲは、小さな市町村だからできるフットワークの軽さ＞ 

・木曽川の源流地域として木祖村を中心とした流域連合を組んでいて、木祖村の村長はフットワークが

軽い。木祖村が都市部との連携を上手にやってきたのはとにかく役場の人が動き回った。初代は畠中

さん、３年ずつ２代続いて今は嘱託職員で回している。 

＜名古屋都心に情報発信と交流の拠点を＞ 

・名古屋のど真ん中にそういった山間地域の情報発信拠点をつくったらどうか。 

＜地域の産直販売所どうしの連携と交流を図り、連携して都市圏へ売り込む＞ 

・流域圏の産直所同士は意外とお互いを知らない。ウワサは聞いても行ったことすら無かったりする。

だから、産直所同士の交流から始めた。その次に都市部への出店に際して、入れ替わりで順番に出る。

流域圏から毎週出店するが、お店は週替わりで産直所が交替で担うと無理が無い。 

・若者が集荷に回ることでうまく産直所が機能するようになる 
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◇ヒアリング先：今村敏雄氏（連空間設計 取締役会長） 

◇日時：平成 26年 2月 19日木曜 12:30～14:00 

◇場所：連空間設計事務所 

 

＜みのかも圏域に行ったことはありますか＞ 

・よく下呂に行った帰りに、国道 41 号で美濃加茂市を通った。往きは中央道の中津川経由で下呂に行

くことが多い。東海環状自動車道が出来てからは、緑区から豊田経由で土岐で乗り換えて行く。 

・大須をはじめ名古屋地域のまちづくりに関わってきたなかで、名古屋の地元の人たちとあちこちに視

察に行った。昭和村も視察に行った記憶がある。 

・八百津町で知り合いの小さな工場を設計したことがあってよく行った。近くのゴルフ場にも行った。 

・合併する以前の郡上八幡で住民活動のコンサルティングを行ったことがある。役場と住民の関係が希

薄になり、従来の行政サービスを維持するには、住民活動が自立する必要があった。 

 

＜歴史的な流れからいまの動向をみる＞ 

・郡上八幡の例を言うと、昭和 34 年の伊勢湾台風で一気に材木需要が高まり、郡上の杉材も飛ぶよう

に売れて成金になった。それで子どもたちを都会の学校に行かせたが、地域には帰ってこなくなり、

結果的に人材が流出してしまった。儲かったもんだから、こぞってみんなが杉の木を植えたけれど、

その後はスギ材の価格が下がり売れなくなってしまった。伐採の時期の 30 年はとっくに迎えている

が伐採もされずに放置されたままになっている。ところが、間伐もされない杉の森は自然環境にとっ

て良くない。下草は生えず、土砂が流出しやすい、水質は悪くなる、新緑や紅葉もなく自然景観も良

くない。長い目で見ると歴史的にいい時もあれば、悪い時もある。ある時代に良かったことが今は仇

になっていることも、その逆もあるだろう。 

・以前は林業が主力産業だった。尾張藩の領地が多く、名古屋との関わりは歴史的にもあった。 

・中山道の太田の渡しと宿場町もあり、江戸時代から交通の要所でもあった。その後は国鉄の路線が 4

路線交わる地点として、長らく交通の要所であった。そしてその後、交通・物流が鉄道から自動車に

急速に変わり、名古屋都市圏から飛騨地域への玄関口としての国道 41 号のウエイトが高まっていっ

た。国道 41 号は行楽期には渋滞地点で印象深いなど自動車交通でも要衝であった。しかし、中央自

動車道に加えて東海北陸自動車道が整備されてからは、国道 41 号の交通量が相対的に減ってきてい

る。（東海北陸自動車道の整備がどのように影響したのかはよくわからない） 

・ＵＲ（住都公団）の仕事で土岐の計画はよく関わっていたが、土岐・多治見と距離圏は同じだ。 

・観光地としては、近すぎる面もある。名古屋都市圏との関係をどうつくっていくか。 

 

＜若者の Uターン、Iターンなどについて＞ 

・働く場所があるかどうか。郊外の団地でも高齢化や人口減少が問題となり、若者を呼び込もうとして

いる。その時に肝心なのが「子育て環境」だ、それが評価されれば若者はやってくる。これからは共

働きが増えて定着する。共働きの子育て世代にとって子育て環境が地域を選ぶ評価に大きく影響する。 

・男性は遠くても通えばいいが、女性の職場は住まいの近くで欲しい。みのかも圏域には女性の職場の

方が必要なのかもしれない。 

 

＜単独ではなく近隣の観光地とのセットで、立ち寄り観光地としてアッピール＞ 
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・大須はレトロな雰囲気が売りなので、大須商店街の人たちと大正村や昭和村へ視察に行った。 

・昭和村をはじめみのかも圏域は目的地というよりも、どこかに行く寄り道として立ち寄る場所のよう

な印象がある。 

・例えば、みのかも圏域の産品を大須で売るなど地域間連携の可能性については、逆に大須の客がみの

かも圏域に流出するという心配もある。大須も遠くから人を呼ぶために様々な取り組みをしているが、

特定の地域との連携はしていない。 

・みのかも圏域を目的地として単独でアッピールするのでなく、下呂など他の地域とセットで立ち寄る

場所としてアッピールしていくのがいいのではないか。下呂は意外と人が行っている、みのかも圏域

を通過する人は多い。道の駅など通過型の立ち寄り地点として魅力的にする方向もある。 

・犬山も有名になったが、犬山だけではもの足りない感じがする。ちょっと足を延ばして寄る地点とし

て周辺と組み合わせ「セット」でアッピールするといい。 

・知らないところは遠く感じる。 

 

＜軽トラ市で名古屋近辺の商店街と連携＞ 

・まちなかで軽トラ市などが受けている。県内で７か所くらいが取り組んでいる。新城の軽トラ市は飯

田とか浜松など少し遠いところから集まってきている。都市部では朝市、マルシェ、軽トラ市などが

増えているので、そうした市場に狙いをつけるのもいい。大儲けはしなくても続けられる程度の日銭

が稼げたらいい。みのかも圏域のアッピールに直接つながると思う。 

・名古屋圏でも北側の地域、北名古屋とか小牧、春日井、岩倉、江南、犬山などの地域の人たちからみ

ると、かなり近いエリアだと思う。そういった地域の商店街の活性化などに寄与できると連携しやす

い。商店街イベントに 10 店舗ぐらいがまとめて来てくれると商店街は大喜びすると思う。毎月集め

るのが大変だし。実際に、名古屋都心で勤めている人も、こうした名古屋周辺に住んでいる人が多い。 

・名古屋の都心でなくても、軽トラ市は岩倉でもやっている。安城市の桜井商店街で軽トラ市を開催す

るのに出展者を募るのに苦労した記憶がある。そうした、みのかも圏の出店者を安定的に紹介してく

れる窓口があると、呼びたい商店街のニーズは多いと思う。 

・「食」での地域連携がいい。老若男女問わず毎日消費するものだから。木材産品などは一度買えば終

わってしまう。 

・この圏域を呼ぶ呼び名がわからない。美濃市と混同しやすいだろう。 

・都心から 30 キロ圏というのはベットタウンとして急速に発展した地域。そこが今、急速に高齢化が

進んでいる。 
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【今村さんインタビューのキーワード整理】 

 

＜林業を背景に、交通の要衝として街道、鉄道、道路と栄えてきた経緯がある＞ 

・やはり、林業が主力産業だった。尾張藩の領地が多く、名古屋との関わりは歴史的にもあった。 

・中山道の太田の渡しと宿場町もあり、江戸時代から交通の要所でもあった。その後は国鉄の路線が 4

路線交わる地点として、長らく交通の要所であった。そしてその後、交通・物流が鉄道から自動車に

急速に変わり、名古屋都市圏から飛騨地域への玄関口としての国道 41 号のウエイトが高まっていっ

た。国道 41 号は行楽期には渋滞地点で印象深いなど自動車交通でも要衝であった。しかし、中央自

動車道に加えて東海北陸自動車道が整備されてからは、国道 41号の交通が相対的に減ってきている。 

＜目的地ではなく、立ち寄り型の観光拠点として圏域をアッピールする＞ 

・みのかも圏域を目的地として単独でアッピールするのでなく、下呂や犬山など他の地域とセットで立

ち寄る場所としてアッピールしていくのがいい。道の駅など通過型の立ち寄り地点として魅力的にす

る方向もある。 

＜名古屋北部の都市で軽トラ市で売り込む＞ 

・都市部では朝市、マルシェ、軽トラ市などが増えているので、そうした市場に狙いをつけるのもいい 

・名古屋圏でも北側の地域、北名古屋とか小牧、春日井、岩倉、江南、犬山などの地域の人たちからみ

ると、かなり近いエリアだと思う。そういった地域の商店街の活性化などに寄与できると連携しやす

い。商店街イベントに 10 店舗ぐらいがまとめて来てくれると商店街は大喜びすると思う。毎月集め

るのが大変だし。実際に、名古屋都心で勤めている人も、こうした名古屋周辺に住んでいる人が多い 

＜若者が住むには、「子育て環境」と「女性の職場」が肝心になる＞ 

・若者を呼び込もうとする時に肝心なのが「子育て環境」だ、それが評価されれば若者はやってくる。

特に、これからは共働きが増えて定着する。共働きの子育て世代にとって子育て環境が地域を選ぶ評

価に大きく影響する。 

・男性は遠くても通えばいいが、女性の職場は住まいの近くで欲しい。みのかも圏域には女性の職場の

方が必要なのかもしれない。 
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◇戸松栄作（公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー 観光部 事業戦略グループ） 

◇日時：平成 26年３月５日水曜 13:00～14:30 

◇場所：名古屋観光コンベンションビューロー 会議室 

 

＜ビューローおよび戸松さんの活動について＞ 

・名古屋におけるいわゆる観光協会的な仕事をしている。国内対応だけでなく、海外からのインバウン

ド観光誘致、名古屋まつりをはじめ名古屋市内の各種イベント、新しい観光資源の開発や普及、私が

担当している映画やドラマの撮影地を誘致するフィルムコミッションも行っている。私自身はここで

８年目になるが最初はイベントの部署で、いまは観光開発やフィルムコミッション部署にいる。 

・平成 15～17 年ころに美濃加茂市の観光担当で、犬山や名古屋のフィルムコミッション部局と一緒に

活動していた。ちょうどそういった活動が始まった時期。 

＜みのかも圏域に行ったことは＞ 

・実は、いとこが下呂の金山町にいるのでみのかも圏域を通っているが、いつも通り過ぎるだけになっ

ていた。美濃加茂市や美濃太田駅のイメージは名古屋から国道 41 号線のどんつきにあって、そこか

ら山間部へ入っていく場所という印象。今回にあたり同僚にみのかも圏域のイメージを聞いてみたが、

やはりこのあたりを目的地とすることがなく、通り過ぎるだけになっていた。せいぜい昭和村を知っ

ているくらい。名古屋から交通の便が悪いという印象がある。美濃加茂市の友人と会う時も美濃加茂

市で会うより名古屋へ出て来てもらうことばかりだという。みのかも圏域は遠いというイメージがあ

るようだ。 

 

＜フィルムコミッションで周辺都市と連携＞ 

・いま、名古屋フィルムコミッションへの撮影地紹介の要請が多く捌ききれないため、地方都市や田舎

での撮影は周辺の都市を紹介して回している。その際にフィルムコミッションのある犬山市、岐阜市

のほか最近は特に桑名市を紹介することが多い。桑名市は高速で 40 分で行ける。東京から来る撮影

隊にとっては名古屋から１時間以内なら気にならない距離だから。いま、圏域図をみて美濃加茂市も

距離的には桑名市と変わらないことに気が付いたので可能性はあると思う。 

・撮影用に求められる場所は、ただのスナックや住宅、駐車場など何でもない場所。ただ、そこは桑名

市のスナックとして放映されるのでなく、ドラマや映画の設定の場所として放映されるので直接に地

域のＰＲにはならないが、有名な映画やドラマであれば撮影後の観光案内で映画○○○の撮影舞台に

なったとＰＲできる。映画の撮影地（ロケ地）めぐりで賑わうこともある。 

・先日公開された映画「四十九日のレシピ」も最初は名古屋に問合せが来た話だった。話を聞いて名古

屋では難しいので、庄内川をずっとたどって探したらとアドバイスして、土岐川の瑞浪市や土岐市で

撮影することになった。 

・東京からの撮影隊に岐阜市を紹介してもいいが、岐阜市まで行くのか、という遠いという反応が買っ

てくることがおおい。実際には明治村をはじめ犬山市で撮影することも多いので、その先の美濃加茂

市も距離的には変わらないけれど、岐阜県に入ると遠いというイメージがあるようだ。 

 

＜まち歩きツアーと地域資源の発掘＞ 

・今度、名古屋で「旅まつり」というイベントがあって、東白川村が出店するはず。 

・昨年、名古屋で「まち歩きイベント」をやっていたが、そういった観光地でないところをブラ・タモ
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リのように発見しながら街歩きするツアーは流行っているのか。名古屋は長崎さるく博を仕掛けた茶

谷先生に監修してもらい実施した。茶谷先生は確か大垣でも芭蕉のまち歩きツアーを指導しているそ

うだ。東京や大阪でもＮＰＯなどによってまち歩きツアーが最近よく開催されている。 

・先日、岐阜県の岩村まで日本酒(女城主)の蔵開きに行ってきた。交通の便は良くないが、こだわりの

ある物に関してはアクセスはあまり関係ないかもしれない。 

・お祭りにもよく参加している。下呂金山の親戚に行くのも金山町のお祭りに参加するため。郡上の徹

夜踊り、国府宮はだか祭りなど、地元ではなくてもあちこちのお祭りに参加している。そうした外人

部隊は全国にいて、各地のお祭りに集まってきている。お祭り側は地元で担ぎ手が減っているので、

余所者でも若いやつを外から集めて祭りを存続させている。 

・昨年にたくさんの「名古屋まち歩きツアー」を企画したが、その際に茶谷氏に指導されたのは、地元

が知らない街の魅力が必ずある、と言われた。同じような歴史ネタであっても、タイトルや説明の仕

方が違っていた。ツアーガイドには、築何年といった単純な史跡の紹介をするのではなく、それを建

てるためにそれに携わった人々の暮らしがどうだったか、何を食べていたか、いまでも食べさせる店

があるとか、自分達もあまり意識しなかった面白い説明や想像力がツアーを面白いものにしていった。

外からの視点で地元をちょっと深堀りすればいろいろなネタは隠されていると思う。 

 

＜みのかも圏域のＰＲのやり方について＞ 

・これまで観光キャンペーンなどで、名古屋の街頭でチラシやティッシュを撒いたりするが、本当にこ

れで効果があるのか、名古屋の人達に必要とされているのか、疑問に思っている。少し前に、岐阜県

の観光部局の部長か局長が女性の方になった時に、従来のキャンペーンのやり方をガラッと変えて、

岐阜県の食材を東京のレストランで使ってもらうようなキャンペーンを始めて、感心した記憶がある。 

・知り合いにみのかも圏域のいい所って何か聞いてみたら、「野菜がうまい」と言っていた。田舎でつ

くっているから当然うまいんだろう。イメージは一種の刷り込みの側面があるので、「みのかも圏域

は野菜がうまい」となれば、そういう評判をつくっていくことはできるんじゃないかと思う。「日本

一空気がうまい町」とか、なにか指標をつくって、分かりやすいアッピールをしていけばイメージを

つくっていくことはできる。 

・遊びに来る人は、分かりやすさを求めている。実際は違いがよく分からないとしても「日本一空気が

うまい」ところで深呼吸してきた、その空気をパックしてもってきた、などと土産話を持って帰りた

いところがある。そうした気持ちに応える様な、物語りが用意されていることが大事かもしれない。 

・下呂に行くときに通っても、みのかも圏域は通過する場所でしかない、あまり印象にも残っていない。

高山や下呂、美濃とかとセットのコースとしてＰＲしてはどうか。日本のなかの名古屋も似た所があ

って、海外からの観光客は東京や京都、高山、伊勢、富士山などを巡るのに通ってはいるが、立ち寄

る場所になっていない。そこで、逆に先ずは名古屋に来れば、富士山も高山も伊勢も近いしあちこち

巡れる、だから名古屋に来なさいというＰＲをしている。だから海外に向けては、名古屋単体でＰＲ

せずに、高山と名古屋、富山と名古屋、といったセットでＰＲしている。コンベンション誘致に関し

ては名古屋は不利。コンベンション施設と大きなホテルがセットになっていないので、横浜や神戸に

くらべて条件が悪い。 

・美濃加茂市は地理的に岐阜県の中央にあって、県内の各地から比較的近い。県内の集会を岐阜や大垣

で開催すると、飛騨や東濃の人は遠いと思う。美濃加茂市だと、西濃からも東濃からも飛騨からも比

較的近いので、県内各地から集まりやすい有利性がある。まさに岐阜県の“ハブ”地域になる。先ず



- 38 - 

 

は県内の人に美濃加茂市がハブ地域という認識をもってもらうといい。 

・「名古屋めし」という言葉も、最初の年はしょぼかった。けれど言い続けることで、今はテレビでも

よく特集されるし、日本全国から食べにくる人も増えて、定着してきた。先ずは、地元の人がその言

葉を使ったり、実際に食べるようになることが大事。そこに生活している人が良く知って、何が美味

いのか言えるようにならないと外には売りだせない。 

・各務原がキムチを売り出したように、ちょっとしたことで名物になる。岩村の女城主の蔵開きはおち

ょこ 100円で買ったら、あとは何杯でも飲める。来てくれたら飲ませるという感じ。みんな酔っ払っ

てて、楽しい。 

・みのかも圏域にも酒蔵は多いのは知らなかった。そうした酒蔵の特徴や良さを引き立てていくコーデ

ィネーターが必要。それは地元の人じゃなくてもいい。外からの目線が分かる人が要る。さっきの「ま

ち歩きツアー」のような視点が必要。地元にいろいろなネタは既にあるとおもう。それを本腰入れて

やるかどうかだけ。行政がやるとお店が紹介しにくい。観光協会は会員さんに気遣うことになる。 

・昨年の「まち歩きツアー」では、新しい視点で地域に入っていくので、地元のボランティアガイドな

どと摩擦が起きないように気を使った。ともすると、彼らのやってきたことを否定することになりか

ねないから。 

 

 

【戸松さんインタビューのキーワード整理】 

 

＜みのかも圏は国道 41号の先にあるイメージ＞ 

・美濃加茂市や美濃太田駅のイメージは名古屋から国道 41 号線のどんつきにあって、そこから山間部

へ入っていく場所という印象。 

＜岐阜県内のハブ地域としてのＰＲ＞ 

・また、県内各地から集まりやすい有利性がある。まさに岐阜県の“ハブ”地域になる。先ずは県内の

人に美濃加茂市がハブ地域という認識をもってもらう 

・高山や下呂、美濃とかセットのコースとしてみのかも圏域をＰＲしてはどうか。まさに、観光のハブ

地域となるような便利な機能を持たせる。 

＜地域の歴史や文化を面白く表現し、コーディネイトしていく＞ 

・同じような歴史ネタであっても、タイトルや説明の仕方が違っていた。ツアーガイドには、築何年と

いった単純な史跡の紹介をするのではなく、それを建てるためにそれに携わった人々の暮らしがどう

だったか、何を食べていたか、いまでも食べさせる店があるとか、自分達もあまり意識しなかった面

白い説明や想像力がツアーを面白いものにしていった。 

・そうした特徴や良さを引き立てていくコーディネーターが必要。外からの目線が分かる人が要る。名

古屋の「まち歩きツアー」のような物語りを膨らましていく視点が必要。地元にいろいろなネタは既

にあるとおもう。 
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◇ヒアリング先：秋田 有加里 氏（愛知淑徳大学コミュニケーションコラボレーションセンター） 

◇日時：2014年３月５日 17:00～19:00 

◇場所：愛知淑徳大学コミュニティ・コラボレーション・センター（名古屋市名東区、長久手市） 

 

＜コミュニティコラボレーションセンターの活動について＞ 

・「社会での学生の学び」を目的に、学生のボランティア活動を支援している。 

・大学生が地域や企業などでボランティア活動を行うことの紹介やコーディネイトを行っている。 

・大学生のボランティア情報の収集発信、活動の支援や指導、各種助成申請の助言なども行っている。 

・淑徳大の学生が中心だが、淑徳大以外の学生もセンターを利用している。他大学の学生と一緒にやる

ことも淑徳大の学生にとってもよい経験になっている。 

・活動対象地は大学近辺の名古屋市、長久手市、日進市が多いが遠方もある。山間部では設楽町や飯田

市の山奥、木曽村など、遠くでは北海道へ学生を送り出している。 

・地域と学生団体が直接協働するのが基本だが、学生のニーズと地域や企業のニーズのマッチング、場

合によって活動先の地域を訪問して学生の安全や学びにつながることを確認してから紹介している。 

・設楽町のケースは、もともと大学が長久手で有機農法の米作りを手伝うなかで食育などに関心がある

学生がいて、ちょうど設楽町職員が学生に来てほしいと相談に来た、一度フィールドワークに訪れた

ら先方の農家の方々が素晴らしい人たちで、移住したアーティスト家族にも影響を受けて、男子学生

が一年間設楽で農について体験しながら研究することになった。その後、彼はその体験で目覚めて青

年海外協力隊に応募している。彼らは自腹で交通費を負担して出かけていく。「きらきら設楽」とい

う１２人程度のチームで活動し、地域のお祭りに出店している。 

・木曽村には毎年一泊二日の合宿で学生を連れていっている。そこで色々な話を聞いたり体験したりす

るところから学生の色々な地域活動の提案が生まれている。 

・北海道の厚沢部町のケースは、3 つの大学の混成チームで取り組んでいる。淑徳大はメディアプロデ

ュースの学生が広報冊子を作成し、愛知学院大（鵜飼先生）の学生は特産のメイクイーンを使った商

品開発提案、同朋大学は高齢者福祉関係の活動で貢献した。学生たちは 35000円の参加費を払って 1

週間くらい滞在して取り組む。参加した学生は今でも地域とつながりがある。活動発表を聞いて来年

は参加したいという学生がでてきて、続きそうな感じもしている。 

 

＜みのかも圏域へのイメージ＞ 

・残念ながらみのかも圏域には行ったことが無いので直接のイメージは無い。 

・ここ淑徳大 CCCの教員だった小島先生が美濃加茂市で在日外国人の交流活動をしていたので、その外

国人が多い地域という印象はある。 

・飛島町出身で、いま家族と日進市に住んでいるが、日進市は市民が自分たちでまちづくりを進めてい

る感じがして気にいっている。住民や学生の新しいチャレンジを受け入れることが出来る地域。だか

ら自分も出身でなくても日進のために何かしたいという気持ちになる。新しい人の意見を取り入れて

いく土壌や環境があることは素晴らしい。外国人を受け入れ多文化共生が出来ている美濃加茂市は素

晴らしい文化風土を持っていると思うし、地域資源で強みになる。美濃加茂市で育った子は世界で通

用すると思う。 

・交通の要衝にあった美濃加茂市はよそ者を受け入れる風土があったのかもしれない。外国人が住みや

すいまちとして美濃加茂市を選んで来てくれる。仕事がなくなっても住み続けてくれることは驚きだ
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った。 

 

＜淑徳大 CCCと地方との連携活動＞ 

・飯田市からの相談があり、飯田市の農家と組んで「ベジガガ」という規格外野菜でスイーツを作る活

動グループができた。直接の活動以外にも毎年の茶摘み体験や霜月祭りへの参加など交流も盛んに行

っている。 

・活動は１年に限らず数年続くものも多くある。そうした継続や学生の世代交代に CCCが大きく貢献し

ていると思う。正直 1年だけでは学生が地域を知るだけで終わってしまいがち。せめて 2年は続けら

れるようにしたい。学生が自主的に提案し行動に移すにはある程度時間がかかる。 

・ここは学内全ての学生が集まり学部を超えて学生グループができるので、様々な地域ニーズに対応で

きる。地域産品のパッケージならメディアプロデュース学部、障がい者施設なら福祉学部といったよ

うに。特定の先生や研究室を窓口とした研究活動としての大学協働とは違った良い点がある。また、

学生ニーズに合えば百人単位の学生が集まることもある。 

・あくまで学生の自主活動で授業や単位に縛られていないからこそ、学部を超えたチーム編成や継続的

な活動などの可能性が広がっている。専門性が必要なら学生から先生に協力をお願いに行く。あくま

で学生が中心で、いまどきの学生は意外としっかりやる。 

 

＜みのかも圏域と淑徳大 CCCの連携の可能性＞ 

・みのかも圏域と淑徳大 CCCがコラボレーションするならば、地域の課題やニーズをもって相談に来て

もらえばいい。その地域に学生の学びにつながる体験や人がいることが重要。ここ CCCで相談した上

で学生に呼び掛ける。協力してくれる既存グループを紹介したり、新しく学生を募集するなど。具体

的なプログラムは集まった学生のニーズを把握しながら決めてもいい。 

・「学生の学び」と「地域の課題」が交わるところに CCCの活動がある。 

・地域を知らない学生と、よそ者の受け入れに慣れない地域との、認識のギャップ（きしみ）を整える

ような役割を CCCが担っている。 

・地域で「魅力的な大人」と出会うことが大きな学びになるし、学生が大きく成長する契機にもなる。

この活動でその後の進路を見つけてきた学生も大勢いる。 

・地域の人に魅力があるから、学生も頑張る気持になる。 

・大学生の若い年代だからできること、若いだけで刺激になること地域に役立つこともたくさんある。 

・観光で地域を訪れるよりも、ボランティア活動で地域に関わることは深く地域を知り、地元の人との

交流を含め強い思い出をつくることになる。活動が終わってからも地域との交流がつづく場合もある。 

・美濃加茂市では外国人が多く、学校では日本人と外国の子どもが普通に接していると聞いたが、それ

は美濃加茂市の素晴らしさであり、魅力や資源になると思う。淑徳大の小島先生も多文化共生で美濃

加茂市に関わっていると思うが、そうした地域の課題やテーマを学生の学びにつなげていけたらいい。 

・みのかも圏域が栄都心に情報発信拠点をつくる場合には、学生チームを編成してプロデュースや運営

に協力してもらうことは出来ると思う。 

・東白川村には大学のセミナーハウスがあって、毎年学生来ているが地域とは接点がない。その大学と

の連携をつくっていけたらいい。 
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・他大学のボランティアコーディネイト組織について。岐阜県では岐阜経済大学「ボランティアセンタ

ー（日下田先生）」、名城大学は「ボランティア協議会（樋口さん）」、中部大は「ボランティア NPOセ

ンター（武田先生）」、名古屋学院大学「ボランティアセンター（杉山さん）」がある。 

 

 

【秋田さんインタビューのキーワード整理】 

 

＜今どきは地域で役に立ちたいと思う学生がたくさんいる。＞ 

・大学生が地域や企業などでボランティア活動を行うことの紹介やコーディネイトを行っている。地域

の課題やニーズをもって相談に来てもらえば、その地域に学生の学びにつながる体験や人がいるので

あれば、ＣＣＣから学生に呼び掛けを行う。 

＜大学生だからできること、地域に役立てることがたくさんある。＞ 

・大学生の若い年代だからできること、若いだけで刺激になること地域に役立つこともたくさんある。 

・観光で地域を訪れるよりも、ボランティア活動で地域に関わることは深く地域を知り、地元の人との

交流を含め強い思い出をつくることになる。活動が終わってからも地域との交流がつづく場合もある。 

＜学生の自主活動、授業や単位に縛られないから活動の可能性が広がっている＞ 

・あくまで学生の自主活動で授業や単位に縛られていないからこそ、学部を超えたチーム編成や継続的

な活動などの可能性が広がっている。専門性が必要なら学生から先生に協力をお願いにいく。 
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◇ヒアリング先：高田弘子（都市調査室 代表）、川中琴絵（イラスト作家、美濃加茂市在住） 

◇日時：平成 26年３月９日土曜 10:00～11:30 

◇場所：シティホテル美濃加茂 ロビー 

 

＜８つの市町村が連携する新しいアクションを起こす＞ 

・みのかも圏８市町村、それぞれの役場から例えば 35 歳くらいの先鋭の若手職員を集めて、将来どう

するのか真剣に話し合ったらいい。それぞれの役場を代表する立場ではなく、同じ圏域の将来を担う

若手世代として、従来の行政の思考や枠組みから外れた新しい発想をしていかないと、行政界を超え

た新しい取組みは生まれない。市民団体だって行政の枠組みにはまってしまいがちで、なかなか新し

い発想は生まれにくいかもしれない。ただ、行政界を超えた連携は市民団体の方がしやすいだろう。

でもお金がないから、お金がかかることはやれない、やらない。だから行政が率先しなければならな

い。それぞれの市町村から集まった 35 歳の若手職員が何かやろうとそれぞれに立ちあがったら、そ

れぞれの役場の雰囲気を変えることができる。８市町村から集まった８人のサムライが各役場に乗り

こんで何かを始める。アクションが伴う必要がある。単なる事務連絡のような取組みではダメ、旗を

振るだけで終わってしまう。新しい発想には、新しいアクション・実践を伴う必要がある。 

・みのかも定住圏構想の発想は、上から下へ上意下達の発想の感じがする。それを逆転して、下から湧

きあがってくる活動に切り替えていく必要がある。それが若手職員プロジェクトになる。 

・今回のテーマ「都市圏とのつながり」にしても、その若手８人が名古屋都心で集まって、名古屋青年

会議所メンバーと飲みながらアイデアを出す。その方が早い、実感がある。彼らが名古屋ＪＣとつな

がっていけばいい。何をするかは若手が自分達で考えて決めればいい。だけど、地元の人だけだと考

えが小さくなったり、似たり寄ったりになりがち。あえてよそ者を入れて、それじゃあそこと同じで

面白くないとか行ってもらって、外からの目線でも考えるようにした方がいい。 

・８つの市町村を結び付ける具体的な何かがほしい。この場合は若手職員のプロジェクトやネットワー

クで圏域がつながっていける。 

・今回は定住自立圏という行政を中心とした枠組みがあるので、まずは行政側で若手職員を中心に足腰

固めて民間と組んでいった方がいい。 

 

＜若いリーダーについて＞ 

・美濃加茂市長は 20 代の若手なので、若手職員プロジェクトのように、新しいことにチャレンジでき

る期待感をもつことができる。伊勢市長もかなり若く、行くと私にあれこれ聞いてくるし、若いから

人の意見を素直に聞くことができる。市長の出身地域で立ち上げたプロジェクトのセレモニーに自分

の小さな子どもを肩に乗せて現れる。公的な式典で不謹慎と思う人がいるかもしれない。でも、市民

が好感をもてば、それは新しいスタイルになっていく。伊勢は子どもを大事にする街で、若々しさに

あふれ、未来を感じさせると思えるようになる。年寄りの常識からでは、新しいコトは生まれない。 

・伊勢市長は、家族ぐるみでセレモニーに参加して、子どもも奥様も顔を見せてくる。これからのリー

ダーは、自分をさらけ出した身近なパーソナリティーじゃないと、市民はついてこない。みんなが支

えたくなる、助けたくなるリーダーでなければならない。 

 

＜なぜだか野菜が美味しい。みのかも圏域の魅力を自分で見つける楽しさ＞ 

・ここ最近、名古屋の友だちが「みのかも圏域は野菜が美味しい」といってやって来る。昭和村の直売
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所で野菜を 5000 円分くらいまとめ買いして帰る。立派な椎茸を大袋で買って、美味しかったと翌週

また来る。野菜がすごく安くて美味しいと喜んで来る。 

・名古屋都心のマンションに住んでいるような友だちが、岐阜は野菜が安くて美味しいといって買って

いく。日本ミツバチの蜂蜜も大きな瓶で安いと喜んでいる。 

・名古屋の人にとっては国道 41 号で来るのがいい。下呂や高山のように押しつけられた感じの目的地

があるわけでなく、なんとなく山の方に来た、川べりに来た、というのんびりとした雰囲気がいい。

何か決まり切ったモノがあるわけでなく、「何かあるかもしれない」と思いながら見つける行為が楽

しい。自分で発見していく楽しみがある。野菜だって他にもっと安くて美味しいところがあるかもし

れないけれど、自分にとって思わず美味しかった、自分で見つけた場所があるということが嬉しいん

じゃないか。みのかも圏域には観光地のギラギラ感や押しつけがましさがない。日帰り観光バスで連

れて行かれる観光地とは違う楽しみがある。 

・国道 41 号は美濃加茂市でドンツキになる印象がある。その先は山に入って帰ってこれるか心配な感

じ。前に東白川村の廃校の校舎を活用した集会所にお話しに行ったことがある。名古屋から移住して

無農薬で野菜をつくっている人がいて呼ばれて行った。学校の自販機のペットボトルが「おーいお茶」

になってたので、ここは白川茶にしないとダメじゃないかと言ったら、次の時には変わっていた。 

・三重県の亀山もそうだった。せっかくいい亀山茶が採れるのに、会議に伊勢茶を出してくる。だから

亀山茶で「ちゃきちゃき娘」という商品のアイデアを出してできた。 

・あえて一番奥地の一番小さな東白川村から名古屋とつながった新しい動きが出てきたら、ほかの市町

は放っておけなくなる。小さいから、そんなやり方もできるかもしれない。一番奥が最先端のような。 

・東白川村は今では、県内で２つだけの村のうちの一つ。それをネタに村興しをしようとする人がいる。

林業とアートをつなげる試みで。東白川村にはさっきの廃校を拠点に「青空見聞塾」という若いお父

さん達が子どもの自然体験活動のプログラムを行う活動をしていて、アートプロジェクトも彼らと一

緒に取組んでいる。 

 

＜木曽川を渡るときの山並みのパノラマがいい＞ 

・名古屋から国道 41 号を走って来たときに山がふぁーっと見えてくる。恵那山や御嶽山が見えてきて

帰って来た感じがとてもする。山並みのパノラマが迎えてくれるあの景色がとても好き。もともと可

児に住んでいた時には感じなかったこと。可児を超えて木曽川を渡るときに開けるパノラマがそう感

じさせる気がする。 

・名古屋の栄の国道 41 号についた看板には「美濃加茂 方面」と書かれている。名古屋の人には「太

田宿」のイメージが強い気がする。 

 

＜豊田地域の都市部と山間部のつながりを参考に＞ 

・名古屋の人は豊田市足助は近い感じをもっていると思う、ニュースにもなりやすい。以前、豊田市役

所の人の話をきいて水源地域として都市部が山間部を大事にしている意識があると感じた。昭和の時

代の時から矢作川流域は協議会をつくって水質保全のための厳しい開発規制をかけてきた歴史があ

る。実際に都市部と山間部のいい関係があると思う。 

・ここには木曽川と飛騨川が流れていて、名古屋市の取水口が木曽川にある。名古屋の水源を支えてい

るという自負がある。名古屋市役所は木曽川上流に助成金を支払っている。名古屋市水道局関係者の

人は毎年木曽川上流域に研修に行っている。役所どうしのつながりはあるが、市民の間に意識は少な
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いかもしれない。お金だけじゃなく、気持ちもついて行くといい。 

・豊田市は合併する前から、都市部と山間部の関係をつくってきた。豊田もトヨタ自動車も山間部を大

切にしていると思う。矢作川の水質保全を軸に矢作川水質保全協議会を組織するなど高度成長期から

都市側と山側が一緒に取組んで来た歴史がある。 

・御嶽山の木祖村には名古屋市の市民休暇村がある。炭焼き窯は名古屋東ライオンズクラブが寄贈して

いる。テレビ塔からバスを出して毎年交流に行っている。 

 

＜都市部と山間部のつながりについて＞ 

・東白川村にはサントリーの研修所がある。せっかく企業の人材が来ているんだからつながりをつくっ

ていけたらいい。企業へのアッピールが必要。 

・八百津はまた一段と奥地にある。あそこには松茸山がある。栗の産地になっている。 

・七宗町や白川町に名古屋から自然農をやりに移住してくる人がいる。電話を引かず、携帯も電波が届

かないから、普段は手紙しか連絡手段がない。白川町の黒川という集落は都会からの移住を受け入れ

ているという話を聞く。 

・将来は人口が４分の１になることを考えたら、今さら山奥に入って住まうより、今から里に集まって

住むようにして農業は通いで行うようにしないとだめじゃないか。昭和 30 年代には居家離村といっ

て数軒単位で集落移転をやっていた。バラバラと散居していては生活基盤の維持ができなくなってく

るだろう。行政が全面的に地域の面倒を見ることはできなくなってくる現実がある。 

・豊田市の小原町に「寿楽荘」という老人保養施設をつくろうとした。すぐ隣の平畑地区の人達が反対

していた。そこは、昭和 50 年ごろの土砂災害で死者がでて、今の所に集団移転してきた経緯があっ

た。その横に施設を作るというので、その施設の運営管理を地元でやったらどうかと提案した。平畑

の区長さんが社長で平畑観光サービスという会社を作って施設運営を担うことにした。反対していた

地元民の就労の場ができ、利用者のほうも地元の新鮮野菜を食べれたり、周辺の畑や河原を使って自

然体験ができたり、ハッピーに納まった。最初は話も聞いてくれなかったけれど、熱心に通ったら気

持ちが通じて打ち解けることができた。設備管理のために住民がボイラー技士の免許を取りに行った

りした。豊田工専の建築の先生と一緒に、豊田市役所と小原町役場と頑張ってやった。 

・都市部と山間部のつながりは、気持ちのつながりをつくる必要がある。川や水でつながっているなど、

つながりの物語りが必要になる。 

・山間部でグルメをやっても似たものになりがち、シティホテルのシェフが地域の食材を活かした料理

をどんどん開発してくれるといい。 

・トマトが美味しい。寒暖の差が激しいと美味しくなる。美濃加茂市にあるケーキ屋のタマフクマメの

ような地域の材料を使って美味しいお店がいろいろできるといい。 

・マルシェやイベントなど個々に活動している人たちがこの地域にはバラバラでいる。坂祝でイタリア

ンをやっているシェフが、手づくりマーケットをやっている。東白川のグループもそうだが、自分達

身内だけで広がらない感じがしている。少し離れた所からも人が来てくれて、広がる感じがあったら

いい。ただし、マルシェも多くなり過ぎるとしぼんでしまうので、ちょうどいい大きさを維持した方

がいいと思う。 

・マスを相手に一般化しようとすると、個性がなくなり面白くなくなる。それぞれの個性的なマルシェ

がアチコチにあって、細い線でつながっている感じがいい。男の理屈でピラミッドをつくってはダメ、

ぐるぐる巻きの関係でいい。この地域でまとめて一斉にドンとやるという考えはやめた方がいい。 
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・奥行きのある体験ができるといい。入口はイベントでもいいけど、次には泊まりで来れる、そして住

み込みで体験できるなど。徐々に地域に入っていけるプログラムがあるといい。 

 

 

【高田さん川中さんインタビューのキーワード整理】 

 

＜垣根を越えて８つの市町村が連携する若手職員プロジェクト＞ 

・みのかも圏８市町村、それぞれの役場から例えば 35 歳くらいの先鋭の若手職員を集めて、将来どう

するのか真剣に話し合ったらいい。それぞれの役場を代表する立場ではなく、同じ圏域の将来を担う

若手世代として、従来の行政の思考や枠組みから外れた新しい発想をしていかないと、行政界を超え

た新しい取組みは生まれない。 

・それぞれの市町村から集まった 35 歳の若手職員が何かやろうとそれぞれに立ちあがったら、それぞ

れの役場の雰囲気を変えることができる。８つの市町村を結び付ける具体的な何かがほしい。この場

合は若手職員のプロジェクトやネットワークで圏域がつながっていける。 

＜若いリーダーについて＞ 

・美濃加茂市長も、若手職員プロジェクトのように、新しいことにチャレンジできる期待感がある。こ

れからのリーダーは、自分をさらけ出した身近なパーソナリティーじゃないと、市民はついてこない。

みんなが支えたくなる、助けたくなるリーダー像でなければならない 

＜みのかも圏域の魅力を自分で見つける楽しさ、観光地の押しつけがましさがない地域＞ 

・名古屋の友だちがみのかも圏域は野菜が美味しいといってやって来る。 

・「何かあるかもしれない」と思いながら見つける行為が楽しい。自分で発見していく楽しみがある。

野菜だって他にもっと安くて美味しいところがあるかもしれないけれど、自分にとって思わず美味し

かった、自分で見つけた場所があるということが嬉しいんじゃないか。みのかも圏域には観光地のギ

ラギラ感や押しつけがましさがない。 

＜木曽川を渡るときの山並みのパノラマがいい＞ 

・名古屋から国道 41 号を走って来たときに山がふぁーっと見えてくる。恵那山や御嶽山が見えてきて

帰って来た感じがとてもする。山並みのパノラマが迎えてくれるあの景色がとても好き。可児を超え

て木曽川を渡るときに開けるパノラマがそう感じさせる。 

＜地域連携のプロジェクトに求められるもの。気持ちのつながりをつくる、女性目線で地域の個性

を活かす＞ 

・都市部と山間部のつながりは、気持ちのつながりをつくる必要がある。川や水でつながっているなど、

つながりの物語りが必要になる。 

・マスを相手に一般化しようとすると、個性がなくなり面白くなくなる。それぞれの地域で個性的なマ

ルシェがアチコチにあって、細い線でつながっている感じがいい。男の理屈でピラミッドをつくって

はダメ、ぐるぐる巻きの関係でいい。この地域でまとめて一斉にドンとやるという考えはやめた方が

いい。 
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◇ヒアリング先：佐藤久美 氏（金城学院大学 国際情報学部 教授）） 

◇日時：平成 26年３月 11日火曜 15：30～17:00 

◇場所：金城学院大学 国際情報学部 佐藤研究室 

 

＜みのかも圏域における外国人との関係について＞ 

・美濃加茂市に外国人が多いということを、ネガティブな面ばかりでなく、地域の特徴や資源として前

向きに評価して活用していくことは大切だと思う。 

・他地域では、外国人が次第に支援する側になろうとする動きが出てきている。彼女らも地域に必要と

されたい、役割がほしいと自然に思っているんだろう。だから、美濃加茂でも外国人を支援する対象

としてみるばかりでなく、地域に役立つように彼らが活躍できる役割やポジションを見つけてあげる

ことが大事だと思う。 

・山形県の最上川沿い「道の駅とざわ」では、韓国人が本場キムチの店を開いて人気で賑わっている。

そうした外国人が活躍できる場面はたくさんあると思う。外国人が自国の料理や文化を認めてもらい、

自信をもって地域で生きることができる。彼らが活躍することで、新しい産業を生み出す担い手にな

る可能性が十分にある。 

・ブラジル人の起業支援をやったらどうか。面白いアイデアがでてくるかもしれない。 

・何を支援するかよりも、外国人との関わり方が大事だとおもう。例えばイベントをやるなら、企画段

階から外国人を入れるべき。当日だけ遊びに来てもらうのでは意味がない。彼らが主体になるから継

続していく、彼らは決してお客さんじゃないし、お客さんにしてしまう日本人の接し方が問題。 

 

＜多文化共生の先進地域として地域活力を維持し、世界とつながる圏域に＞ 

・今後、日本人の人口が減っていくのは避けられないこと。そのうち、地域の活力維持のために外国人

の取りあいになるかもしれない。外国人が来てくれるような地域の特色をどう出していくか考える時

代が来ると思う。 

・多文化共生の実感がまだ理解されていないのか。今後の日本の状況を考えたら世界を受け入れなけれ

ば成り立たないのは明らか。美濃加茂市が多文化共生を実現していけば日本のモデルになり、世界と

つながれる。それを実現した地域が生き残っていけるのが世界の現実だと思う。 

・外国人と呼ばれる彼らを十把一絡げに扱わないで、一人ひとりが何を考えているか知り、個性をもっ

た人間として接するべき。昔の人は外人をみるとみんなアメリカ人と思ってた、相手にとってはとて

も失礼なことだし、ちゃんと出身国や民族を知って接する態度を身につけてほしい。 

・どこの市町村も多文化共生で取組むのが「ゴミの捨て方」。でも、あれやれ、これやれとルールばか

りで、肝心の日本の楽しいことを教えてはくれない。先ずは日本を、地域を好きになってもらわない

といけない。先ずは、彼らの声を聞いて、それをオープンにしてあげたい。変えるべきは外国人とい

うより日本人の心の狭さかもしれない。日本人は遠巻きに見て、なかなか声をかけない。 

・別に英語やポルトガル語がしゃべれなくてもいい。先ずは、気持ちが大事。そして、「やさしい日本

語」をしゃべってあげればいい。漢字熟語を使わない。「避難してください」じゃなくて、「逃げてく

ださい」。「水を支給します」じゃなくて「水がもらえます」と言えば通じる。 

・この地域では、幼稚園や小学校で日本人と外国人の子どもが一緒に違和感なく学んでいる。幼稚園児

どうしがポルトガル語の単語で意思疎通している。そうした多文化共生、国際感覚を身に付けた子ど

もたちが大人になったら、すごい国際人がみのかも圏域から登場するんじゃないかと思う。名古屋と
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か東京とかじゃなく、みのかも圏域と世界が直接つながって、すごいことになる。 

 

＜外国人に「私の好きな美濃加茂市」で記事を書いてもらい、地域に発信する＞ 

・美濃加茂市にいる外国人に記事を書いてもらい、外国語で発信してもらう。例えば、「私の知ってい

る美濃加茂市」とかいうタイトルで書いてもらい、母国語と英語と日本語で発信するといい。 

・外国人を工場労働者という一面だけで見るのではなく、様々な文化をもった人々が混在する街として

情報発信していくことで美濃加茂市の特徴と強みが見えてくる。在住する外国人に限らず名古屋圏の

様々な外国人に、多文化共生都市としての美濃加茂市を知ってもらったり語ってもらうことで、外国

人も日本人も、地域の見え方が変わってくるんじゃないか。 

・多文化共生とか国際理解の講座とか、そんな真面目な取組みじゃなくていい。単純に、この美濃加茂

市に住んでいる普通の外国人に「私の好きな美濃加茂市」について一言でいいから語ってもらう。こ

んな外国人がいるとか、こんなとき日本人に助けられたとか、美濃加茂市のこんなところが好き、と

かいったエピソードを発信していく。地域の意外な味や、意外な文化を外国人が評価していることを

地域の日本人に知ってもらうべき。 

・記事を集めてくるときは英語力じゃなくて。交流するという気持ちが大事。地域にもそういう人材や

NPO があるはず。そういった情報発信を続ければ、次第に情報が集まってくるようになる。地域で紹

介されることで、その外国人は美濃加茂市がますますホームタウンになっていく。 

・外国の人に企画から関わってもらうこと。外国の人に表現する場を用意すること。その意味では、記

事を書いてもらうことは大事、とても意味のあることだと思う。英文雑誌を長く編集して強く思う。 

 

＜外国人が４割を超える地域は日本で無くなる＞ 

・団地などで外国人が４割を超えてはダメ。４割を超えるとその場所は日本で無くなってしまう。ブラ

ジルタウンになってしまう。いろいろな所に日本人と混じって住まわせる方がいい。固めすぎると治

外法権のような雰囲気になってしまう。ドイツなどヨーロッパの移民の歴史がある国では、外国人を

１箇所に集めないように意識している。チャイナタウンやトルコタウン等は作らせないと言っていた。

その代り、優秀な外国人は市役所などに正式に採用している。ちゃんと頑張れば認めてもらえるとい

うモデルを見せることを意識的にやっている。 

 

＜みのかも圏域の観光や資源について＞ 

・みのかも圏域には観光地の印象はない。外国人観光客で人気があるのは高山がある。 

・もうすぐ北陸新幹線が富山まで延びるので、高山は名古屋経由だけでなく、富山経由の観光ルートの

開発を計画しているようだ。東京から高山のアクセスルートが変わるかもしれない。 

・加子母村ではトマトが有名になっていて、地元おばあちゃんのレストランがあったはず。白川町にも

てまひまの店がある。そういった、地元おばあちゃんの手づくりの味がいいねって雰囲気が伝わると

いいけれど、わざわざ都会からどうやったら行くのか、工夫が必要。 

・高山や下呂は観光地として有名だが、一方で観光地としてギラギラした感じも伝わってくる。みのか

も圏域は観光地化されていないから、「のんびりした良さ」が評価されているところもある。 

・国道 41 号もよく通ったし、山並みの景色は好きだった。鉄道も鉄橋で飛騨川を渡るときの景色はい

い感じで山奥に来たと思った。ただし、それ以外は単調な景色だけれど(笑)。七宗町の所でも国道が

急に曲がる、あの景色をよく覚えている。みんな通っていく時に景色を見てる。国道 41 号沿いの景
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観は地域イメージにとって大事かもしれない。地域を印象づけている。 

 

 

【佐藤さんインタビューのキーワード整理】 

 

＜外国人は支援対象ばかりでなく、人材資源として地域で活躍できる機会を積極的につくるべき＞ 

・外国人も地域に必要とされたい、役割がほしいと思っている。だから、外国人を支援する対象として

みるばかりでなく、地域に役立つように彼らが活躍できる役割やポジションを見つけてあげることが

大事。例えばイベントをやるなら企画段階から外国人を入れるべき。 

・外国人が活躍することで、地域に新しい産業を生み出す担い手になる可能性が十分にある。 

 

＜多文化共生の地域特性は、世界と直接つながるみのかも圏域になれる可能性がある＞ 

・そうした多文化共生、国際感覚を身に付けた子どもたちが大人になったら、すごい国際人がみのかも

圏域から登場するんじゃないかと思う。名古屋とか東京とかじゃなく、みのかも圏域が世界が直接つ

ながっていく地域になれる。 

・これから日本中でますます外国人は増え、地域活力維持のために外国人が不可欠になるだろう。外国

人と共生する先進地域として特色を出していくべき。 

・日本人の接し方も問題、あれこれルールばかりで、肝心の日本の楽しいことを教えていない。 

・英語やポルトガル語がしゃべれなくてもいい。「やさしい日本語」をしゃべってあげればいい。 

 

＜外国人に地域の印象や経験を記事に書いてもらい、日本人も含めて皆に読んでもらう。＞ 

・外国人に地域の記事を書いてもらい、外国語で発信してもらう。例えば、「私の知っているみのかも」

とかいうタイトルで書いてもらい、母国語と英語と日本語で発信するといい。様々な文化をもった

人々が混在する街として情報発信していくことで地域の特徴と強みが見えてくる 

・地域で自分の記事が紹介されることで、その外国人はみのかも圏域がますますホームタウンになって

いく。 

 

＜観光化されていない「のんびりした良さ」がある＞ 

・高山や下呂は観光地として有名だが、一方で観光地としてギラギラした感じも伝わってくる。みのか

も圏は観光地化されていないから、「のんびりした良さ」が評価されているところもある。 

 

＜木曽川や飛騨川からみる山並みの景色は地域の財産になる＞ 

・国道 41 号もよく通ったし、山並みの景色は好きだった。鉄道も鉄橋で飛騨川を渡るときの景色はい

い感じで山奥に来たと思った。こうした景観が財産になっている。 
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（３）有識者ヒアリングのまとめ 

 

 

■名古屋都心に圏域情報発信と人的交流の拠点 
・名古屋都心のど真ん中に情報発信と交流の拠点を<大西> 

 

 

 

■国道 41 号沿線イメージ創造と沿線の連携強化 

 歴史的に交通の要衝として栄えてきた地域。名古屋都市圏とのつ

ながりでは国道 41 号でつながるイメージがまだ強い。高速道路

網の整備で存在感が薄れつつある国道 41 号だが、通過するだけ

でない魅力的な沿線地域のイメージを地域個性としてアッピー

ルしていく価値がある。 

 

・林業を背景に、街道、鉄道、道路と「交通の要衝」として栄えて

きた歴史がある<今村> 

・国道 41号沿線を通じて名古屋圏につながっている。<谷> 

・国道 41号沿線の街としての地域イメージ、立ち寄る街<加藤> 

・みのかも圏域は国道 41号の先にあるイメージ<戸松> 

■都市圏市民が求めるイメージ 

 「のんびりした非日常」と「心地よい義理」 
 名古屋都市圏からみると、都会の日常生活から離れられて、それ

でいて観光地のような賑やかしさがない「のんびりした非日常」

を得られる圏域。また、一見の観光客でもなく、地元住民になる

でもなく「心地よい義理」のようなつながりを求めている都市圏

の人々は多い。 

 

・名古屋からは日常生活圏でもなく、観光地でもない、型にはまら

ないエリア<谷> 

・観光化されていない「のんびりした良さ」がある<佐藤> 

・みのかも圏域の魅力を自分で見つける楽しさ、観光地の押しつけ

がましさがない地域<川中> 

・お客さんとして行くんじゃなく、何か役に立つとか、行きたくな

る「つながり」があること<谷> 

・「煩わしい義理」を超えて「心地良い義理」でつながるみのかも

圏域<谷> 

・週末セカンドハウスとして、みのかも圏域は魅力がある<加藤> 

 

■これから重要な「働く女性」と「子育て」の地域環境 
 これからの若い世代が重要とするライフスタイルを考えると、自

然環境のなかで伸び伸びと子育てできる環境、そして子育てしな

がら地域で女性が働きやすい環境が求められる。この圏域にはそ

のポテンシャルが高い。 

 

・子育て環境として優れたみのかも圏域、育った子どもが帰ってく

る場所<谷> 

・若者が住むには、「子育て環境」と「女性の職場」が肝心になる<

今村> 

・地域連携のプロジェクトに求められるもの。気持ちのつながりを

つくる、女性目線で地域の個性を活かす<高田> 

 

■首長のトップセールスの強みを活かす 
 地域をプロモートする上で首長のトップセールスは効果が高い。

圏域には８つの市町村と８人の首長がいる、その強みを生かして

連携したトップセールスが展開できる。 

 

・市長や町長などトップが広報大使となってアッピールする効果は

大きい。顔の見える都市<江坂> 

・トップがアッピールする効果は大きい。<加藤> 

・小さな市町村だからできる地域ＰＲのフットワークの軽さ<大西> 

・若いリーダーも対外的アッピールで強みになる<高田> 

 

■みのかも圏域の景観イメージ「川原と山並み」 
国道 41号を飛騨地域へ向かう入口、川原と山並みの景観。 

 

・木曽川や飛騨川からみる山並みの景色は地域の財産になる<佐藤> 

・犬山と可児の谷間を抜けて、木曽川を渡るときにパッと開ける川

と山並みの景色を見ると帰って来たと思える。<川中> 

■小さくてもグローバルに展開するポテンシャルがある。 
 多文化共生社会はこれからの日本が避けて通れない環境であり、

一歩先んじて外国人が多い地域特性を積極的にとらえて、外国人

が地域で活躍し、地域の日本人がグローバルに活躍するような、

多文化共生の先進地域となるポテンシャルをもっている。 

 

・小さなまちもローカル文化をつきつめれば、グローバルに通用す

る文化になる。<江坂> 

・外国人は支援対象ばかりでなく、人材資源として地域で活躍でき

る機会を積極的につくるべき<佐藤> 

・多文化共生の地域性は、将来は世界の美濃加茂になる可能性があ

る<佐藤> 

・外国人に美濃加茂市の印象や経験を記事に書いてもらい、日本人

も含めて皆に読んでもらう。<佐藤> 

 

■地域ブランドだけでなく「地域のプライド」が活力を生む 
 都市圏に地域を売り込む地域ブランドも、地域の人々が誇りに思

って守り続けている「本物」の文化であることが求められる。 

 

・地域を誇りに思う気持ち「シビックプライド」が地域の活力、ア

イデンティティを支える<江坂> 

・アートやデザインの先に産業に結びつける。そのための人材の巻

き込みやプロデュースが必要<江坂> 

 

■地域の魅力を発掘・発信するコーディネイターの養成 
 都市圏からみた地域の魅力を発掘し、都市圏に発信していける、

地元と都会の両方につながるコーディネイターを地域で養成し

てくことが重要になる。若者や女性など様々な可能性がある。 

 

・地元と都会の間に入るコーディネイターの存在が必要<谷> 

・地域の魅力的な人材を常に把握し、どんどん外に発信してもらう

<江坂> 

・アートやデザインの先に産業に結びつける。そのための人材の巻

き込みやプロデュースが必要<江坂> 

・名古屋栄地区とみのかも圏域との連携。地域のファンからサポー

ター、コーディネイターへ<加藤> 

・地域の歴史や文化を面白く表現しコーディネイトしていく<戸松> 

 

■地域ブランドを生む地域の呼称と地域連携、一体的ＰＲ 
 都市圏で認識されるための分かりやすい呼び名が必要。周辺は市

町村合併や観光広域連合などが進む中、地域ブランドづくりにつ

いての圏域での連携や一体的ＰＲの必要性が高まっている。 

 

・地域の呼び名とその使い方は、圏域イメージ形成にとても重要<

大西> 

・地域の産直販売所どうしの連携と交流を図り、連携して都市圏へ

売り込む<大西> 

・名古屋北部（国道 41号沿線）都市へ軽トラ市で売り込む<今村> 

 

■大学生と地域まちづくり 
 大学生は地域と関わりたいと思っている。地域が受け入れのチャ

ンスを積極的に作れば、可能性はどんどん広がる。 

 

・今どきは地域で役に立ちたいと思う学生がたくさんいる。<秋田> 

・大学生だからできること、地域に役立てることがたくさんある。

<秋田> 

・学生の自主活動、授業や単位に縛られないから活動の可能性が広

がっている<秋田> 

 

 

■県内や周辺エリアのハブ地域としてのＰＲ 
 下呂・高山、関・美濃、多治見・恵那など周辺の結節点としての

特性を活かす。 

・岐阜県内のハブ地域としてのＰＲ、県内コンベンション<戸松> 

・目的地ではなく、立ち寄り型の観光拠点としてアッピール<今村> 

 

■行政の壁を超える若手職員プロジェクト 
 従来の枠組みを超えた新しい地域づくりを目指すには、これから

の時代を担う若手が自ら考えて、自ら実行するプロジェクトが必

要となる。都市圏とも若手同士のつながりができる方がいい。 

 

・垣根を越えて８つの市町村が連携する若手職員プロジェクトをお

こそう。<高田> 

 

 10 名の有識者ヒアリングから抽出した、名古屋都市圏に対す

る地域の魅力や可能性についてのコメントを、共通するもの、関

連するものをまとめて再整理した。 

【交通軸を活かした地域イメージ展開と都心拠点】 

【市町村広域連携による地域プロモーション】 

【地域ブランドと地域プライドが求められる】 【地域個性を活かす人材育成、若い世代をよぶ環境づくり】 

【名古屋からみた圏域イメージづくり】 
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３．一般市民グループヒアリング 

(１)グループヒアリングの概要 

 

 みのかも定住自立圏のイメージや、名古屋都市圏へのアッピールの方法などについて名古屋圏に在住

あるいは在勤の一般市民の意見をグループヒアリングによって把握した。 

 下記のように、世代別・性別に５グループに分けてヒアリングを実施した。 

 

① 20代男性女性：５名 平成 26年３月 11日火曜 

 

② 30～40代女性：４名 平成 26年３月 20日木曜 

 

③ 30～40代男性：５名 平成 26年３月 24日月曜 

 

④ 50～60代女性：４名 平成 26年３月 19日水曜 

 

⑤ 50～60代男性：４名 平成 26年３月 25日火曜 
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(２)グループヒアリングの記録 

 

①グループヒアリング 20代 男性女性 

◇日時：平成 26年３月 11日火曜 18:00～19：30 

◇場所：長久手市まちづくりセンター 

◇参加者：５名（氏名はイニシャルのみ） 

   ・Ｎ．Ｋ．（愛知県立大４年、男子、豊田市在住） 

   ・Ｎ．Ｔ．（愛知学院大３年、女子、岡崎市在住） 

   ・Ｔ．Ｙ．（愛知県立大１年、男子、守山区在住） 

   ・Ｈ．Ｔ．（愛知学院大３年、男子、長久手市で下宿、鳥取出身） 

   ・Ｕ．Ｍ．（愛知県立大４年、女子、西区在住） 

 

＜集まったメンバーについて＞ 

・集まってもらったメンバーは「リニモ沿線合同大学祭」の実行委員メンバー、名古屋東端を通る新交

通システム「リニモ」沿線の大学が大学横断でチームをつくり、愛地球博記念公園で合同大学祭イベ

ントをやったり、ウォーキングや清掃イベントなど地域イベントに協力している。 

 

＜みのかも圏域へ行った経験について＞ 

・行ったことはない。 

・川辺町にキャンプに行ったことがある。川辺という地名のイメージで選んだ。 

・「つちのこ館」を紹介する番組をみて、印象に残っている。 

・下呂に温泉と遊びにいく時に通った。大学生も温泉でのんびりするのは好き。スキーやキャンプなど

アクティブな活動ばかりではない。 

 

＜関・美濃市方面、土岐・多治見方面など周辺地域へは行った経験はあるか＞ 

・中学校の学校キャンプで中津川に行った。もとカレが中津川に住んでいたのでよく行った。 

・東北ボランティアで深夜バス移動で恵那峡パーキングエリア 

・お祖母ちゃんのお墓が御嶽山の麓にある。中津川に美味しい饅頭屋さんがある。 

・毎年大学の合宿で御嶽山方面に行くので、恵那には必ず寄る。 

・みのかも圏に限らず、大学生がそんなに行く機会が無い感じがする。 

 

＜郊外に遊びに行く際に行き先をどうやって決めるか＞ 

・目的に応じて、インターネットの比較サイトをみて検討する。 

・インターネットの情報、「るるぶ」「東海ウォーカー」などの情報誌 

・口コミサイトでの星がいくつあるかを重視する。 

・自転車が趣味なので、自転車で行きやすいところ、またはキャンプ場などで決める。あまり事前に調

べたりしない。自転車で移動しながら得られた情報で考える。 

・土曜や日曜のテレビ番組での地域紹介などを見ると、すぐに行きたくなってしまう。観ていてすぐに

出かけたりすることも多い。 

・名鉄電車のつり革広告などで情報を得る。 
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・自然を目的にして山の方に行くので、あまり地域情報は関係ない。友人と一緒というのが大事で、行

き先での過ごし方は仲間と一緒なら何をしても楽しい。 

・キャンプしに行きたい、自然を満喫したい、温泉に行きたい、というような漠然としたニーズが先に

あって、どこに行くかはあまり比較検討せずに決めている。 

 

＜情報収集手段、facebookなど SNSや口コミ情報などについて＞ 

・facebookは普段の生活圏での地域情報を得るために使っている。 

・ボランティア活動や学外活動などで活用するが、遊びの情報はあまり見ないし掲載もしない。 

・それほど知らない人も際限なくつながってしまう感じがして、やや不気味。プライベートな遊びのこ

とは Facebookに掲載しづらい。 

・大学生でも Facebookをやらない人はいる。自分はあまり好きじゃない。「自慢のしあい」と「見透か

されている感じ」がして嫌だ。結局、煩わしい感じがする。 

・インターネットはパソコンよりもスマホで見ていることが多い。 

・携帯電話は小学校時代から使っているような世代になっている。だから、twitterも facebookも普通

に使うけれど、夢中になって熱心に使うようなことはしない。かえって、おじさん世代の方が夢中に

なって頻繁に記事を上げてくる気がする。しかも長文が多い。長文は読まない、せいぜい１～２文し

か読まない。 

 

＜田舎や山間部にどんな雰囲気を期待するか＞ 

・おしゃれなリゾート地タイプよりも、おばあちゃんの味のような田舎体験タイプの方が好き。 

・遠くに遊びに行く時は、基本的に「非日常」を求めているので、リゾートあるいは田舎体験どちらの

テイストでも構わない。中途半端な田舎よりも、思いっきり田舎体験（非日常）な方がいい。 

・この実行委員メンバーなら、作陶など田舎体験的なことでも一緒に行ってくれるだろうけど、普段の

大学の友人だと、なぜそんな面倒なことをするの？という感じで敬遠されてしまう気がする。 

 

＜みのかも圏域の観光情報を一通り聞いた後で、あらためて行ってみたいか＞ 

・今日のように例えばみのかも圏域の知らないことを知ると行ってみたくなる。 

・現時点で名古屋圏からみのかも圏のイメージが薄いのであれば、新たにイメージをつくれるチャンス

かもしれない。今まで知らないことばかりなので、情報を知れば行ってみたくなる可能性は高い。 

・単に情報を知るより、地元の人や行った人の話を聞く方が、より魅力的に感じると思った。 

・名前だけ聞いても、明治村、大正村、昭和村に行ってみたいと思った。 

・みのかも圏域のお祭りやイベントに、企画段階から参加できるとしたら面白いと思う。ある程度枠組

みが決まったところに、学生が自らの企画でイベントを仕組んでいくみたいに。例えば、一度現地を

見て、月に一回くらい名古屋で集まって企画を練り、半年くらいかけて準備して、地域のイベントに

参加するというのもあると思う。その活動のなかで、地元の人と一緒に何かを作り上げたり、一緒に

汗をかいた知り合いができることで、自分にとって特別な地域になっていくかもしれない。 

・通うときに心配なのは「交通費」がかかること、「移動時間」が大変かもしれない。やり始めて楽し

くなったら関係なくなるかもしれないが、２ヵ月に一回程度で泊まりがけで準備にいく方法もある。

地域とのつながりができてくると関わりが楽しくなってくると思う。 
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②グループヒアリング 30～40代女性 

◇日時：平成 26年３月 20日木曜 11:30～13:00 

◇場所：レストラン（名古屋市中区） 

◇参加者：４名（氏名はイニシャルのみ） 

    ・Ｆ．Ｍ．（31歳、独身、企画会社勤務、長者町アートアニュアル、中区在住） 

    ・Ｎ．Ｍ．（31歳、独身、NPO法人勤務、東区在住） 

    ・Ａ．Ｋ．（45歳、既婚、グラフィックデザイナー、中区在住） 

    ・Ｙ．Ｔ．（29歳、独身、グラフィックデザイナー、知立市在住） 

 

＜みのかも圏域に行った経験、圏域のイメージ＞ 

・下呂温泉に行くために国道 41 号を通っていった。美濃加茂市は、美濃市と加茂市が合併してできた

市かと思った。 

・実は父親の実家が郡上市にあって毎年行っているが、それでも美濃加茂市については行ったことがな

いし、知識もない。 

・夫の実家の犬山には家族でよく行くし、近所の美濃加茂市にも出かけている。「てまひまの店」に行

ったことがあるが、どの町にあるのか知らなかった。夫が鉄道好きで長良川鉄道の電車や鉄橋の写真

を撮影しに行った。坂祝町などこの辺りの地名は少し憶えたが、美濃加茂市は美濃市と混同していた。 

・もともと地元は豊橋なので海側の地域に馴染みがある。あまり山側に行ったことがない。美濃加茂市

と初めて口にしたくらい。岐阜に住んでいた友だちに聞いてみたら、昭和村があるのが美濃加茂市だ

と聞いた。友人も、昭和村は知っていても美濃加茂市とは知らなかった。 

・「きそがわ日和」というアートイベントに行ったが、会場が美濃加茂市だとは気づかなかった。 

 

＜どんなところに地域の魅力を感じて出かけるのか＞ 

・東京にいる 30 代の先輩が会社の同僚と滝に打たれる修行と精進料理のコースに行った。予約がとれ

ないくらい人気だったそうだ。「朝活」の一種として、お寺で早朝から座禅を組んで朝粥を食べて出

社するというのも人気だそうだ。 

・長良川鉄道に乗ってお寺に行き座禅して薬膳料理を食べるというようなコースがあったら行ってみた

い。電車の中で薬膳をたべるととても良さそう。 

・働く女子は健康の話が多い。パワースポットなどのご利益がありそうなことも好き。ホントに信じて

いるかどうかは別にして。 

・先日、名古屋のカフェでキャンドルイベントがあり、真っ暗なカフェをキャンドルで照らす非日常的

な体験に、たくさんの人が集まってくれた。facebookや小さなチラシで集まって来た。 

・「きそがわ日和」や「てまひまの店」など、個々のお店やイベントの魅力で人は集まってくる。先に、

行く地域を選ぶのではなく、ピンポイントに素敵な店や商品、風景やイベントなどを先に決めて、そ

れにあわせて周辺の立ち寄り先や食事を選んだりする。小さくとも際立った場所や体験が人を引き付

ける。 

・まったく同じことがあって、素敵な宿の写真を先に見て、どこにあるのか探したら湯谷温泉にあるこ

とがわかった。やはりファンの多い人気の宿らしい。湯谷温泉が先にあって宿を探したわけではない。 

・古い料理旅館や農家を改装した農家民宿など、多少の不便や寒さがあっても行ってみたい。寒くて構

わないし、逆に「本物の民家だから寒かった」という体験をしてみたい気がする。別に快適や便利ば
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かりを求めていくわけじゃない。非日常の体験を求めていく。 

・求めている非日常は必ずしも高級なものじゃなくていい。既に都会の暮らしで体験できなくなった田

舎暮らしや普通の暮らしを非日常体験として欲しているところがある。決して行く先での高級料理じ

ゃなくて、○○ばあちゃんのお漬物のような都会では非日常になった田舎の日常体験が嬉しい。 

・九州の阿蘇地域では、家庭ごとの味付けの何十種類という漬物が並ぶ。料理はそれだけで十分と思う

し、その奥行きに地域の文化を感じて嬉しくなる。その地域ならではの文化が体験したい。 

・名古屋の中日ビルや金山駅コンコースなどで観光や物産のチラシを配っているが、それでちゃんと伝

わっているとは思えない。チラシはゴミになるだけのように思う。 

・金山駅コンコースの物産展も決して無駄ではなく、春日井に住むうちの母親はとても好きだ。 

・友だちからのオススメがあると行きたくなる。facebookはまさにそうだ。別に知り合いじゃなくても、

おばあちゃんの漬物のようにちょっとした物語りが付いていて、相手の顔が見えてくると知り合いじ

ゃなくてもそのおばあちゃんに会ってみたくなる。それは特別な人でなくていい。 

・鉄道のアクセスは、高山行きのＪＲ特急だと名古屋駅から直通で行けるが、普通は鵜沼や多治見で乗

り換えて行く。名古屋都心からの直線距離だと岡崎や四日市と変わらないが、鉄道の直通便の有り無

しで時間も距離的印象も随分違ってくる。 

・最近は写真の撮影スポットに人が集まることが多い。夕日や山並みなど風光明媚な場所が人気スポッ

トになったりする。キャノンの写真教室でそうした写真スポットに撮影ツアーを組んだりして人気に

なっている。決して観光地じゃなくてもいい。ピンポイントにいい景色があれば、それだけで人が集

まるきっかけになるし、撮った写真は見せたくなるのでＰＲもしてくれる。 

 

＜もし、田舎住まいをする機会があったら、何を基準に住む地域を選ぶのか＞ 

・自分ではないが、田舎に移住した人達の話を聞くと、地域を決めて空き家を探したというよりも、空

き家を紹介しているような自治体や施策として支援している地域で紹介してもらっている人が多い。

そうした地域の受け入れ体制やサービスがしっかりしていれば、地域はどこでもいいのかもしれない。 

・田舎暮らしは近所付き合いが煩わしいと思うより、逆に新参者が入っていって地域に受け入れられな

いんじゃないかと心配する。地元と都会の人の間を取り持つ仲介役の存在が必要だと思う。都会に住

んでいても、いまの若い人は人のつながりを求めているように感じる。 

・地域に入っていきたい、受け入れてほしいと思う反面、一人でいたい時もあるのでべったりとしたつ

き合いを望んでいるわけではないと思う。両方の気持ちを分かってくれて、それぞれに取りあってく

れる仲介者が必要。 

 

＜名古屋に住んでて、休日に自由な時間ができた時に、どこに行くかをどうやって決めるのか＞ 

・ぼーっとしたいという非日常があればいい。電車に乗るのも非日常になる。豊橋には市電で宴会する

「おでんしゃ」というのがある。 

・クリエイターズイベントや、「そこでしか手に入らないもの」があれば遠くても見に行きたくなる。 

・いま、桜のお花見スポットを探しているが、桜の名所はたくさんあるが、もうひとつプラスアルファ

の魅力があったら、多少遠くてもそこに行きたくなる。 

・堂上蜂屋柿という歴史のある美味しい干し柿なら是非食べてみたいし、作っているところも見てみた

い。干し柿ができるまわりの環境や景色などにも関心がある。決して、モノだけ、味だけあれば嬉し

いのではなく、歴史、つくっている人や地域の文化など、特別なものを生み出す物語りを体験したい
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と思う。 

・堂上蜂屋柿を名古屋の若い世代にアッピールする時に、商品の素晴らしさもそうだが、それをつくっ

ている人や守っている地域の顔が見えたりすると、実際に行ってみたくなる。 

・喫茶店にいい感じのフリーペーパーや、こだわりイベントのチラシなどをいろいろ置いてあると、つ

いつい見たくなる。特に、地元の情報が、意外と地元で知られていなかったりする。 

・栗の生産量が一番だからといって行きたくなるわけではない。どんな非日常の場面や味がそこにある

かが気になるところ。関わる人や地域の物語りが紹介されている方が行ってみたくなる。 

・「フルーツ大福」は有名で皆が知っているが、その養老軒が川辺町にあることは知らなかった。 

・栗きんとんの季節になると、わざわざ中津川まで行って買ってくる。観光化された商品よりも、地元

の人の評価が高いところを探して買ったりする。栗きんとんが目的だが帰りにそばを食べたり、地域

の季節の美味しいものを探して帰ってくる。 

 

＜みのかも圏域の情報を名古屋圏に届けるにはどうしたらいいか。＞ 

・観光協会のホームページや facebokkをアップするのでもいいが、facebookなら先ずはいい写真が必

須。写真で人を引き付ける。文字情報は後からついて行けばいい。例えば、一枚の魅力的な梅の花の

写真が facebook上で話題になって、どこか調べてみると三重県のいなべ市で、行きたくなる。 

・郡上の観光協会の facebook がなかなか良い。観光情報ばかりでなく、郡上の普段の暮らしの文化に

なっている地域情報を丁寧に拾い上げてくれる。その方が郡上のファンをつくることになる。 

・作り上げられているような、わざとらしい観光情報よりも、素朴な地域情報の方が魅力を感じる。 

・誰か友人の知りあい人が案内してくれるとか、人を介したチャンスがあれば遠くても行ってしまう。

そんなわけで来週に熊本県の水俣まで家族で行くことになった。 

・ボランティアガイドにしても、座禅体験にしても、たくさんの人数を捌くようにするためには観光化

せざるを得ない面がある。しかし、観光化したわざとらしい地域体験は興ざめしてしまうし、本物の

地域文化と違ってきてしまう。 

・地域はたくさんあるんだから、どこかに特化して観光化するよりも、体験の質を保ちながら、いろい

ろなところで少しずつ体験できる方がいい。座禅体験なら一つのお寺だけでなく、いろんなお寺でで

きるはず。酒蔵だって地域にはいくつもある。そうした体験や人のつながりの質が保たれながら、広

めていけることが一番いい感じではないか。 

・岐阜おんぱくのように、普段はできないけれど１ヵ月とか期間を決めて、特別な講座やいろいろな場

所が特別に開かれるようなやり方もある。それが、もう二度とないかもしれないと思えば、人が遠く

からも来る。プログラムが多様なほど、一つのプログラムにひかれるし、専門家で無くていいが案内

してくれる人の人となりがわかると興味が湧いてくる。 

 

 

 

 



- 56 - 

 

③グループヒアリング 30-40代男性 

◇日時：平成 26年３月 24日月曜 11:30～13:00 

◇場所：レストラン（名古屋市中区） 

◇参加者：５名（氏名はイニシャルのみ） 

    ・Ｙ．Ｔ．（42歳、既婚、自営業(繊維問屋) 名東区在住） 

    ・Ｏ．Ｔ．（43歳、既婚、設計事務所 名古屋市千種区在住） 

    ・Ｔ．Ｓ．（42歳、既婚、会社員（商社） 豊田市在住） 

    ・Ｔ．Ｎ．（46歳、既婚、自営業（ＩＴ） 名古屋市昭和区在住） 

    ・Ｏ．Ｋ．（36歳、独身、フリーカメラマン 春日井市在住） 

 

＜みのかも圏域へ行った経験、圏域へのイメージ＞ 

・目的地として圏域へ行ったことはない。魚釣りが趣味なので、鮎釣りで犬山へは行くが対岸のみのか

も圏域はない。下呂方面の渓流釣りの帰りに 41 号沿いで食事をしたくらい。日本ライン下りは知っ

ていたが乗ったことはない。 

・バイクツーリングはあえて高速を使わないので下呂まで国道 41 号で通過したことは何度かあるがみ

のかも圏域で滞在した記憶はない。昭和村には行ったことがあるが美濃加茂市とは知らなかった。 

・家族で昭和村に２～３度行ったことがある。東海環状自動車道ができて、豊田から土岐アウトレット

や昭和村へ便利になった。ただ、昭和村以外のみのかも圏域は行かないし、何があるか知らない。 

・地域の祭りで昭和の遊び企画の際に、事前視察に昭和村へ行ったことがある。ただ、広島の田舎の実

家の方がリアルに昭和っぽいと思った。昭和村の土産物店にも行ったがみのかも圏域の名産品の印象

がない。以前に友人と美濃太田駅の釜飯弁当を食べに太多線で行ったことがある。アニメ「のうりん」

が美濃加茂市が舞台なのは知っている。 

・春日井に住んでいて比較的近いがみのかも圏域に行ったことが無いし、身近にみのかも圏域に関する

情報そのものが無くて知らない。写真が好きなので撮影に行ったりするが今まで行ったことはない。

先日友人に誘われてアニメの舞台になった京都の小さな商店街に行って人が多いのに驚いた。なんで

もない商店街だが人が沢山来ている。漠然とした圏域イメージよりもピンポイントのコアな名所を求

めて人が集まる。 

 

＜みのかも圏域の名物を紹介しながら、名古屋圏へのＰＲアイデアについて＞ 

・野菜が美味しいならば、スーパーで小売するより都市部のレストランなどで使ってもらう方がブラン

ドになると思う。栄のオアシス 21 広場でのオーガニックマーケットで、確か白川町のＮＰＯが野菜

を売りながら都会からの移住者促進の活動をしていたのを思い出した。 

・岡本太郎の父親が出身ならば岡本太郎にちなんだアートコンテストをすると皆に記憶されるかも。 

・堂上蜂屋柿は知らなかった。そんな高級な柿やお茶があるならば食べてみたいと思うし話題になると

思う。柿や栗の産地であるならスイーツに関連したイベントで産地をアッピールできるように思う。 

・しいたけブラザーズは聞いたことがある。インパクトがあるように思う。平成と書いてへなりと読む

道の駅がこの辺にあって、椎茸せんべいなど椎茸が特産品だったはず（後ほど調べたら関市の道の駅）。 

・揖斐地域にはお茶の原種があるが、そういった原産地などその地域にしかないものが話題になりやす

い。本当に美味しいかどうかよりも話題性でお土産を選ぶように思う。 

・ツチノコが有名なのは知らなかったが、面白いネタになると思う。本物が無くてもツチノコ鍋やツチ
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ノコせんべいなど話のネタになる物をつくっていけばいい。 

・通過する人が多いならば、「ツチノコ出没注意！」といった看板が沿道に沢山あったら、通るだけで

印象に残るし、いつか寄ってみたいと思う。 

・一杯 700 円の白川茶はどんな味なのか興味がわく。一つ 1000 円の蜂屋柿もそうだが高級なものは一

度食べてみたいと思う。ちょっとした贅沢（非日常）を求めて出かける。例えばウナギを食べたいと

思ったら、浜松あたりで有名な店を探してそこに出かける。非日常なちょっとした贅沢は出かける目

的になる。 
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④グループヒアリング 50～60代女性 

◇日時：平成 26年３月 19日水曜 10:00～11:30 

◇場所：名古屋市中区 レンタル会議室 

◇参加者：４名（氏名はイニシャルのみとします） 

    ・Ｔ．Ｔ．（60歳代前半、主婦、名古屋市名東区在住） 

    ・Ｔ．Ｓ．（60歳代中盤、主婦・リース教室主宰、名古屋市緑区在住） 

    ・Ｈ．Ｓ．（60歳代後半、主婦、長久手市在住） 

    ・Ｏ．Ｍ．（60歳代前半、主婦、名古屋市名東区在住） 

 

＜みのかも圏域のイメージや、行った経験について＞ 

・日本昭和村には行ったことがある。土岐アウトレットに行くついでに寄った。八百津といえば缶に入

った八百津せんべい。下呂には何度も行っているが、通るだけだった。 

・白川茶は百貨店でもみたことがあるが、世界遺産の白川村産と思っていた。太田宿も聞いたことがあ

る。 

・白川茶は、お煎茶をやっているのでいろんなお茶を飲み比べたことがある。八百津せんべいも知って

いる。お隣の関には円空仏を見にひと頃よく行った。恵那峡ランドには子どもが小さいときに行った。 

・みのかも圏域にはあまり行ったことがない。行楽に出かけるときは、温泉か、花見紅葉か、歴史名所

のいずれかに行く。どれもこの辺りではあまり知らない。 

・国道 41号は下呂温泉やスキーでよく通った。しかし、あまり立ち寄った記憶がない。 

・白川茶は年に２回の百貨店での物産展でみかける。金山駅自由通路での物産展も見かける。 

・八百津せんべいは最近は食べてない。八百津の栗きんとんは知らなかった。中津川が有名で売り方も

上手、それぞれの名店の栗きんとん 12 種類がひと箱に入っているお土産があって、あれはいい。み

んな少しずつでいいから食べ比べをしたい。（他の出席者も賛同） 

・お酒の酒蔵もいろいろある。「御代桜」は知っている。松坂屋百貨店の特売で見かけた。 

・そうした酒蔵の飲み比べツアーをやったら参加してみたい。 

 

＜名古屋からみのかも圏域に行ってみたくなるには＞ 

・名古屋からわざわざ行ってみたいと思わせるものは何があるか知りたい。 

・先ほどの話にでてた、「食」「酒」「花や紅葉」「温泉」などの名物があると行きたくなる。 

・温泉については、みのかも圏域には日帰り温泉しか知らない。でも、逆に日帰り温泉の方が泊まりじ

ゃないので行きやすい、それでいい。足湯だけでもいい。 

・ただし、温泉だけで行くわけではない。３つくらい行ってみたい要素があって、少し高尚なものが入

っているといい。具体的には、のんびりできる「温泉」と、「美味しい食事」、「歴史を感じさせる名

所旧跡」や「花や紅葉などきれいな自然」、そうしたものがセットになっていると行ってみたくなる。 

・歳とってたくさん食べれないので、食べ放題でなくていい。孫を連れていく時は、イチゴ狩りや梨狩

りなど取り放題が楽しいかもしれない。 

 

＜白川茶について、「本物」志向について＞ 

・天皇家へ献上して由緒があり、最初の一杯はダシのような味がする１杯７００円の高級な茶なら、ぜ

ひ飲みたい。「本物」だったら高くても飲んでみたい。名古屋はほとんどの女性が茶道を習っている
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ので、お茶やお抹茶には関心が高い。お茶だったら何でもいいわけではない、ちゃんとした「本物」

でなければダメ。最近は、水出しのお茶も出ているが、「本物」ではない。 

・歴史がほしいと言っても、決して歴史マニアではない。歴史というより「由緒正しい」ことが大事。

さっきのお茶の話でもいい。「本物」を説明する「由緒正しい」歴史がほしい。 

・そういったガイドは、どんな風にやるといいか。テレビの自動音声から専門ガイド、地元のじいさん

ばあさんの話など。 

・ガイドは状況によりけりで決め難いが、せっかく行くなら「本物」を見たい、触れてみたい。「本物」

の雰囲気に接してみたい。 

 

＜しいたけブラザーズ、ふるーつ大福＞ 

・「しいたけブラザーズ」は知っていたが、川辺町だとは知らなかった。谷川の冷水につけることでシ

イタケ菌がビックリして生え始めることや、原木栽培にこだわっているなどのウンチクを聞くと、そ

の椎茸が是非ほしくなる。きっと皆お土産で買って帰りたくなると思う。 

・「ふるーつ大福」も有名で知っているが、この地域とは知らなかった。養老軒と言うから養老の滝の

方かと思っていた。養老軒はどんなに有名になってもこの地域で作っていることを聞くと、ぜひ養老

軒に来て、出来たてを買ってみたくなる。 

・いま聞いた話だけでも、ゴールデンコースができる。日帰り温泉に入って、白川茶を飲んで、ふるー

つ大福を食べて、椎茸を買って帰る。酒蔵めぐりもある。 

 

＜退職後など、田舎暮らしの移住をする可能性はないか＞ 

・やはり、街暮らしがいい。山登りや自然は好きだが、田舎で暮らそうとは思わない。身近な人をみて

も夫婦両方が田舎暮らししたいという人は少ない。片方だけの場合が多い。ガーデニング、庭いじり、

プランター植えくらいのことはやってみたいが、本格的に畑を耕したいとは思わない。名古屋に住む

人はカルチャーセンターやスポーツセンターへ行ったり、お芝居や美術館へ行ったり、のんびり謳歌

しているので、それを辞めようとは思わない。ボランティア活動をやれるのが楽しい。 

・ボランティア活動は知り合いの人がいるかどうかが肝心だろう。あいち万博やあいちトリエンナーレ

などの大きなイベント時にボランティア同士の知り合いができる。 

・この辺りは田んぼと山で何もないところかと思ったが、暮らしやすい都市ランキング上位になるほど

暮らしに便利な場所というのは意外であった。名古屋にも時々出て来れるなら移住する可能性はある

かも。ただし、田舎暮らしするとしても、公共交通手段がないと困る。車を使わない暮らしができな

いと無理。 

 

＜地域やアクセス情報について＞ 

・遊びに行くところの情報は、テレビや雑誌かが多い。口コミを聞く。物産展でパンフレットをもらっ

たりする。以前に買ったところからダイレクトメールをもらうこともある。 

・名古屋のなかでも名東区と緑区では場所が違うので、普段よく遊びに行く地域も違ってくるか。やは

り名古屋都心の反対側にはわざわざ行かない。 

・みのかも圏域は、東海環状自動車道で名東区から近くなったが、改めて言われないと気付かない。 

・今日話を聞いて、とても関心をもった。今度ぜひ行ってみたいと思う。 
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⑤グループヒアリング 50～60代男性 

◇日時：2014年 3月 25日火曜 13:30～15:00 

◇場所：名古屋市中区 レンタル会議室 

◇参加者：４名（氏名はイニシャルのみとします） 

    ・Ｔ．Ｋ．（62歳、退職後に再就職し会社員、長久手市在住） 

    ・Ｆ．Ｈ．（69歳）退職後にボランティア活動、名古屋市熱田区在住） 

    ・Ｏ．Ａ．（66歳）自営業（写真スタジオ経営）、名古屋市名東区在住） 

    ・Ｔ．Ｊ．（63歳、設計事務所経営、町内会長、名古屋市天白区在住） 

 

＜みのかも圏域に行った経験について＞ 

・仕事の関係で白川町によく行く。水道の維持管理の相談と営業をしている。若い時に建設会社時代に

区画整理のコンペに応募した際に訪れた。最近、国道 41 号沿いを通るたびに寂れてきている感じが

している。沿線の店舗などがだんだん閉店して減ってきている。杉原千畝さんの生まれた地域という

イメージもある。 

・むかし下呂に行く時に通ったかもしれないが、あまり記憶はない。漠然と美濃焼の産地のイメージが

ある程度。 

・鉄道好きなので、多治見経由で太多線で美濃太田へ、長良川鉄道に乗り換えて郡上まで行ったことが

ある。それと、写真を撮るため日本ライン下りにのったり、太田宿の街並みをみに行ったりしたこと

もある。 

・富山生まれ、昭和 30 年代に不二越の工場を安城に作るときに親と家族で出てきた。高山線をＳＬで

走った記憶が鮮明に残っている。八百津の杉原千畝記念館へ行ったことがある古い街並みが良かった。

先日は町内会で旅行をする際に昭和村が候補にあがった。 

 

＜みのかも圏域のイメージについて＞ 

・国道 41号は渋滞するイメージが強い。高速道路ができると、そちらを通ってしまうかも。 

・「美濃加茂」の地名がやや紛らわしい、分かりにくいかもしれない。「美濃」は美濃市を連想しやすく、

「加茂」という地名は京都府や新潟県をはじめ、愛知県など各地にある。 

 

＜町内会の旅行ツアーについて＞ 

・町内会や老人会の小旅行は、日帰りで行くのだが、皆が行き慣れたところも面白くない。距離圏とし

ては日帰り旅行にちょうどいいんじゃないか。そういった町内会バスツアーをコーディネイトしてく

れるような窓口があれば、市内の連絡会でも紹介できる。町内会旅行は、観る、食べる、お土産がパ

ックになっていればいい。 
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（３）グループヒアリングのまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒアリングを通じて各世代とも総じて圏域への認知度は低かった。昭和村や白川茶など商品とし

て知られていても地域(市町村)の認識は低い。一方、知らなかった人々が短時間のヒアリングを通じ

て圏域に大いに興味をもった。認知度が低いことが逆に、新鮮さや好奇心をくすぐる可能性がある。 

・各世代ともに総じて「みのかも圏域」への来訪経験が少なく、認知度は低かった。 

・この圏域を目的地とすることは少なく、下呂などへの通過地点として通る場合が多かった。 

・商品としての昭和村や白川茶などは比較的認知度が高くても、どこにあるか所在地（市町村）

についてはほとんど認知されていない。しいたけブラザーズ、ふるーつ大福も商品は比較的

知られているが、所在が川辺町にあることの認識はなかった。 

・地域名について混同されやすかった。美濃加茂市は美濃市と混同、白川町や東白川村は世界

遺産の白川村と混同されやすい。 

都会の日常を忘れられる環境や眺め、田舎暮らしや食文化など「非日常の体験」ができれば多少

不便でも構わない。 

・歴史的街並みでも、山間部でも、新しい遊び場であっても、日常を忘れさせる非日常体験が

あると魅力を感じてやってくる。 

・特別に高級な蜂屋柿や白川茶など日常では味わえない食体験、そこでしか見られない特別な

風景など、特別なものがあると遠くからでもやってくる。不便さも含めて都会では味わえな

い非日常があれば貴重な体験に思える。 

・「そこにしかないもの」「その時にしか手に入らないもの」があると、見に行ってみたくなる。 

・大学生は地域イベントに企画から参加したり、地元の人と一緒に何かしたりする体験が、貴

重に感じる。それを通じて自分にとって特別な地域になっていく。 

由緒正しいもの、歴史や伝統、気候や技術などに裏づいた、そこにしかないものに惹かれる。 

・単に値段で高級というのでなく、「本物」「由緒正しいもの」に魅力を感じている。 

・歴史的な背景や伝統文化、つくり手のこだわり等の付加価値のなかに「本物」を感じている。

それを作っている人の哲学やライフスタイルをはじめ環境や景色などにも関心がある。 

若い世代は、地域イメージではなく、自分関

心のある店や体験をピンポイントに求めて行

き先を決めている。 

・先に行く地域を決めるよりも、ピンポイ

ントに素敵な店や商品、景色などを決め

て、それにあわせて周辺の立ち寄り先な

ど観光ルートを決めている。 

■若い世代は、お目当ての品や場所を

ピンポイントに目指していく 

高齢の世代は、単体の商品やサービスより

アラカルトなセットを求めている。圏域内外の

セットメニューでアッピールするとよい。 

・のんびりできる「温泉」と、「美味しい食

事」、「歴史を感じさせる名所旧跡」や「花

や紅葉などきれいな自然」、そうしたもの

がセットになっていると行きたくなる。 

 

■高齢世代は、食・文化・自然・温泉

などセットメニューで行きたくなる 

■みのかも圏域の認知度について 

■「非日常の体験」を求めて出かける 

■「本物」を求めてやってくる 
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４．調査結果のまとめと分析 

 

 基礎調査、有識者ヒアリング調査、グループヒアリング調査を踏まえて、みのかも定住自立圏と

名古屋圏とのつながり方に関して、まとめと分析を行った。 

 

(１) ヒアリングから見えてきた圏域の課題 

 基礎調査およびヒアリングにより浮かび上がってきた、みのかも定住自立圏と名古屋都市圏のつなが

りにおける課題を３つあげる。 

 

【課題１】都市圏に対し地域イメージが薄い現状と要因 

 

有識者ヒアリング、市民グループヒアリングにおいて、名古屋圏からみたみのかも圏域の地域イメー

ジは総じて弱い傾向がみられた。とくに、隣接地域である関市・美濃市や、土岐市・多治見市・恵那市・

中津川市などの地域に比べてヒアリング対象者の印象は弱かった。 

 その主な要因をヒアリングから整理すると下記の３点と考えられる。 

 

①地域をイメージする地場産業や生産品が認識されていない。関市の刃物、美濃市の和紙、土岐・多

治見の焼物などの強力な地域特産品がみられない。ヒアリングでは、白川町の白川茶、美濃加茂市

蜂屋地域の堂上蜂屋柿は比較的知られていたが、産地（市町村）の認識が薄かった。 

 

 

②地域性や季節の話題となるような祭り、イベントが少ない。郡上市の郡上踊り、美濃和紙あかりア

ート展のように知名度の高いイベントが少ない。 

 

 

③地域名称がやや紛らわしい。美濃加茂市と美濃市、白川町、東白川村と白川村とのように地域名称

が似ている市町があることで、互いに混同されがちになっている。 
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【課題２】周辺の市町村合併による地域イメージ再編への対応 

 下呂市、高山市、郡上市、関市、恵那市、中津川市など、周辺の市町村は平成の市町村合併により大

きな自治体へと変わり、従来よりも広い範囲で地域イメージの形成を今後進めることが予想される。一

方で、合併によって市町村名が変わった町村については、従来から使ってきた旧市町村名を使ったＰＲ

や商品表示がしにくくなるため、従来の地域イメージの個性を出しにくくなる面もある。 

 それに対して、みのかも圏域は各市町村単位が相対的に小さくなり、地域イメージ形成のＰＲなど規

模的な面では不利となる。都市圏に対して統一したエリア名称を掲げたＰＲ展開など、規模的な不利を

カバーする対策が必要と考えられる。また一方で、地域の個性を生かしたＰＲの面では従来の市町村名

を使えることは有利とも言える。 

こうした、周辺の地域イメージ再編を踏まえて、みのかも圏域での共通した地域イメージの形成と、

個々の市町村の個性を生かした個別地域イメージの形成を戦略的に考えて取り組む必要がある。 

 

 
図－平成の合併後の市町村図（平成 25年 4月 1日時点、グレーが合併した市町）※再掲 
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【課題３】都市圏とつなぐ「交通の質」の変化への対応 

 美濃太田宿を中心として、歴史的に「交通の要衝」としての地域特性をもってきたが、その内容は時

代に応じて変遷してきた。江戸時代には中山道の太田宿と太田の渡し、明治以降の鉄道時代には国鉄３

路線が交差する主要ターミナル駅、戦後の高度成長期には国道 41号と国道 21号が交錯する自動車交通

の要衝として発展してきた。人馬の街道交通から、鉄道、自動車へと歴史的な変遷をしている。 

 近年では、名古屋都市圏と下呂や高山を結ぶ観光ルートとして賑わった国道 41 号ルートは、東海北

陸自動車道や高山清見道路の高規格道路の整備により観光ルートとして、従来の優位性を失いつつある。

国道 41 号は美濃加茂バイパスの整備など利便性が高まり交通量も増加してきたが、美濃加茂市以北の

山間部では交通量が減少している。今後も、濃飛横断自動車道の整備により通過交通の減少が懸念され

る。 

 こうした高速道路の整備などにより、早く目的地に到達する効率性を求める通過交通は減少し、美濃

加茂を目的地とする交通、または比較的時間にゆとりのある交通の割合が増えると予想される。そうし

た「交通の質」の変化に対応して、時間を急いでトイレ休憩や食事をする従来型のドライブインのよう

な機能的サービスから、地域の特性や個性をゆっくり楽しめる現在の道の駅のような情緒的サービスが

求められるようになっている。それにあわせて、ゆっくり通過しながら国道 41 号沿いの景観から地域

を感じてもらえる沿道景観への配慮も重要となってくる。道の駅や沿道景観から関心や期待感を高め、

それぞれの地域へと「寄り道」してもらえるような地域への展開が必要である。 

 

図－国道 41号および周辺主要幹線道路の自動車交通量の推移（道路交通センサス） 
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（２）名古屋都市圏からみた「みのかも定住自立圏」に期待するイメージ 

 

 名古屋圏で活動する人々のヒアリングを通じて浮かび上がってきた、名古屋都市部の人々が「みのか

も圏域」に期待するイメージを、ヒアリングのキーワードをもとに幾つかのコンセプトとして整理した。 

 

 

■「心地よい義理」で都会とつながる地域 

 

 都会に住む若い人々は様々な形で「人のつながり」を求めるようになってきている。SNS が広まった

り、シェアハウスやシェアオフィスが増えていたり、ボランティア活動に参加する若者が増えている。

名古屋都市圏とみのかも圏域の「つながり」においても、そうした「人のつながり方」が一つの視点に

なってくる。谷氏のヒアリングにおいて出てきたコンセプト「心地よい義理」のある関係は、そうした

名古屋都心の人々と、みのかも圏域の人々の「人のつながり方」の一つを示す考え方になる。 

 

 都会から「お客さん」として来訪しお金を払いサービスを受けるだけの関係から、一歩踏み込んだ関

係として、地域の役に立つお手伝いをして、お礼としてのおもてなしを受ける。必要に応じて有料でも

構わないが、単なる「お客さん」ではなく、少しだけ知り合いに近づいた関係を地域との間にもつ。 

 それは、土地に縛られた従来の義理ではなく、義務と思わずに素直に「義理とお返しができる関係」

のような間柄のこと。時にはお客さんだが、時にはお客さんではなく、田舎の地域で困っている事を都

会から手伝いに行くような関係になれる。お互いに必要とし、それぞれの持ち味を提供し、お互いに対

等に付き合うことができる、まさに友人関係のような都会と田舎の人間関係をつくっていく。 

 

 「心地よい義理」を生みだす取り組みとしては、例えば、繁忙期の農作業や地域の祭りなど地域で人

手が足りない時の手伝いとして来てもらうことが考えられる。こうした地域へ来訪した人々から、リピ

ーターとなる地域のファンをつくり、地域の役に立つ「心地よい義理」を介して「地域サポーター」に

なることで、ゆくゆくは第二の故郷として都会から移住しやすい人間関係をつくっていくことが必要で

ある。 

地域の 

ファンになる 

地域の 

サポーター 

地域の新住民 

コーディネイター 

地域の 

リピーター 

地域のファンづくりから、サポーター、コーディネイター・新住民への展開 

受け入れ地域 

のグループ 

都市部から訪れる 

コアなグループ おもてなし 

お手伝い 

都市部からくる初めての人々 

一部は 

コアに 

体験プログラム 
体験プログラム 

が地域課題の 

解決に寄与 

一緒に企画 
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■「のんびりした非日常」を感じる都市近郊エリア 

 

ヒアリングにおいて出てきた、みのかも圏域に訪れた人が感じる「のんびり」した地域の時間の流れ、

特にアートイベント等に参加した人が感じた河原や街並みの開放的な良さが印象として語られた。 

それでいて、みのかも圏域は名古屋圏から近いのに地域イメージが薄い現状がある。しかし逆に、有

名観光地の賑やかなイメージもなく、「普段着でのんびりできる」地域イメージをもつといえる。つま

り、名古屋の人々からみて日常生活圏という認識ではなく、「近場で非日常を感じられる場所」になれ

る強みがあるとも言える。 

名古屋都心の喧噪や様々なしがらみから解放される非日常の空間に、ほんの１時間程度で行ける場所。

つまり、都会からすぐ近いけれど、時間の流れ方が違う、『のんびりした非日常』を感じられる地域と

しての個性を持っていると考えられる。 

 さらに、今後増えていく可能性のある都会と田舎の「２地域居住」エリアとしてアッピールし、「名

古屋から通えて暮らしやすい隠れ家的別荘」からはじまる定住促進につながる可能性もある。 

 

 

 

■「山並みが迎える」山間部への玄関口 

 

・ヒアリングにおいても、国道 41 号を下呂方面やスキー場に向かう時に通過した際に、木曽川を渡っ

て平野部から山間部へ入っていく景観の印象が語られた。木曽川沿いの開けた地域から間近に見える

山並みの風景や、国道 41 号線とＪＲ高山線が飛騨川沿いの渓谷と山並みを縫うように走るなかで展

開される景観は、この圏域の独特の景観であり、地域イメージのベースになる原風景といえる。 

・名古屋圏からみて国道 41 号の先にあるという圏域イメージを強調して、木曽川を渡るときに開けて

見える大きな山並みの景色、次第に飛騨の山間部へ入っていく山並みの玄関口としての景色、飛騨川

を渡る鉄橋や川の景色、といった景観イメージは圏域イメージと関連づけて演出していくことが有効

と考えられる。 

・そうした景観イメージの演出によって、木曽川をわたり、山並みが近付いたら、スピードを落として

時間の流れ方を切り替え、「日常から非日常へ心の持ち方を切り替えるサイン」として機能すること

ができる。つまり、国道 41 号沿いをはじめ各地域への主要幹線ルート沿いの景観イメージは、来訪

者の期待感や満足感を高め、圏域イメージを演出する重要な要素として考える必要がある。 

 

白川橋（飛騨川と旧国道 41号、白川町登録有形文化財） 木曽川からみた圏域の山並み（出典：きそがわ日和） 
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(３) 今後の圏域イメージ展開のポイント 

 

【ポイント１】 

「地域ブランド」と「地域プライド」が融合した都市圏とのつながり 

 

 都市圏への印象が薄い現状と、周辺市町村の合併による地域イメージ再編への対応などを踏まえ、み

のかも定住自立圏域８市町村が、都市圏域に対して存在感のある圏域イメージの地域ブランドを確立し

て協力しあって、地域イメージの形成を図っていく。地域産品に対する共通ブランドの使用や、観光Ｐ

Ｒでの共通パンフレットの作成など、都市圏へのＰＲに際して大きな一つの圏域として認識してもらい、

その中をつないで巡るコースなどを紹介することで一体の地域として都市圏に魅力を発信していく。 

 一方、地域独特の暮らし文化の発掘し、その価値を表現する活動などを通じて、地域への誇りや愛着

を醸造するような「地域プライドづくり」もバランスよく進めることが必要となる。そのことで、地域

住民の生き甲斐づくりや単に外部に対する売り物としての地域ブランドではなく、地域の暮らしに根付

いた文化や特産品を展開することができ、圏域イメージから「本物」の地域文化形成につなげていける。 

地域ブランド 地域プライド 

 
 

地域固有の 

特産品 

サービス 

 

地域固有の 

歴史・風土 

気候など 

主に外部にむけた 

地域づくり、評価 

主に内側に対する 

地域づくり、評価 

外に対する「ブランドづくり」と、 

地域内の「プライドづくり」を 

融合した地域づくりの展開 

地域産業の振興 

地域観光の活性化など 

地域住民の生きがいづくり 

定住促進 

圏域８市町村による 

共通ブランドの展開など 

地域独特の暮らし文化の 

発掘や表現、など 

 

住民が地域に対してもつ 

誇りや愛着 

さらに、その地域をよりよい

場所にすることに自分自身も

関わっているという意識。 

「本物」の地域文化の醸造 
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参考事例：「雪国観光圏」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「雪国観光圏」  

新潟県魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町、群馬県みなかみ町、長野県栄村の３県７市町を圏

域として、平成 20年（2008年）に設立した。平成 25年（2013年）には「一般社団法人雪国観光圏」へ

移行し、7市町村を母体とした雪国観光圏推進協議会からの事業委託の他、パートナー企業、事業サポー

ター会員の支援により事業を推進している。 

 雪国観光圏のブランドコンセプトは「国境の長いトンネルを抜けたもう一つの日本」。世界でも珍しい

「人が住む豪雪地」には、雪に閉ざされるがゆえに伝統的な暮らしが色濃く残る“郷”が点在しています。

郷と郷をつなぎ、人と人をつなぐ“スノーカントリートレイル”や、トンネルを抜けて次の郷へと向かう

鉄道は象徴的な地域資源です。私たちは地域の独自性に真摯に向き合いながら、首都圏からのアクセスの

良さを活かした企業研修の誘致や圏域に点在する温泉地を核とした滞在型観光など、観光を軸にした地域

振興を推進していきます。雪国が 100年後も雪国であるために。雪国観光圏は、ひとつずつでは埋もれて

しまう地域資源を発掘し、つなぎあわせ、磨き上げることで世界に通用する価値を生み出すことを目指し

ています。（雪国観光圏ホームページより） 
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【ポイント２】 

国道４１号沿線の圏域イメージ展開、「ＲＯＵＴＥ４１」ネットワークの形成 

 

 国道 41 号線は、みのかも圏域の背骨であり、名古屋都市圏から各市町村への主要アクセスを担う圏

域共通の玄関口ともいえる。また、江戸時代には圏域内に尾張藩領地も多く、中山道と名古屋城下を結

ぶ脇往還の上街道(木曽街道)として結ばれていた歴史的ルートである。自動車交通の時代となってから

は特に国道 41号が名古屋と美濃・飛騨地域との主要交通軸となってきた。 

 そうした国道 41 号沿線ルートを、みのかも圏域内においては、圏域イメージを形成し展開する主要

軸として沿線景観イメージや案内サインの展開などを図ることが考えられる。 

「木曽川を渡って、山並みが身近に見えてきたら、スピートを落としてのんびりした時間の流れの中で、

それぞれの地域に寄り道してもらう」ような圏域イメージの展開を図る。 

 また一方で、みのかも圏域から名古屋都市圏への展開いおいては、名古屋市、小牧市、大口町、犬山

市など国道 41 号線の沿線エリアをターゲットにして都市圏とのつながりを強化していく。名古屋圏か

らみて国道 41 号の先にあるエリアとして認識してもらい集中的なＰＲしていくことが考えられる。沿

線の商店街やイベントなどとの連携や、特に国道 41号起点となる名古屋栄地区と連携し、「名古屋都心

における玄関口」として名古屋都市民との交流ＰＲを仕掛けていくことができる。 

 

図－国道 41号沿線の圏域イメージの展開 

 

 みのかも圏域の背骨であ

り玄関口となる国道 41 号

沿いの景観イメージやサ

ービス展開による圏域イ

メージを演出する。 

歴史的にも交通アクセス

上も名古屋都市圏とのつ

ながりの主軸となる国道

41 号沿線エリアとの交流

ネットワークを形成する。 

沿線の地域団体やイベン

ト等と積極的に連携。 

木曽川を渡り、 

山並みがみえたら、 

車も気持ちもスピードダウン 

のんびりした非日常の地域へ 

名古屋市 
栄地区 
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