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『佐世保時旅、水郷柳川ゆるり旅』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

佐世保時旅、水郷柳川ゆるり旅 

高山 美佳 
株式会社 LOCAL & DESIGN 代表取締役 

よろしくお願いいたします。昨日から参加させていただいて、大トリということで大変
恐縮です。今まで発表された方とは、ちょっと九州は地形が違うので、若干事情が違うか
なと思います。じつは、長崎から大分までは約 5 時間。福岡から鹿児島までは約 2 時間ち
ょっと。しかも空港から天神という真ん中までは地下鉄で10分というのが九州なんですね。
じつは、たくさんの方に視察に来ていただいているのですが、昨年ですね、上士幌、豊浦、
登別のみなさんに視察に来ていただきました。まさに、歩く泊まる滞在交流型観光を、去
年、オーダーメイドでコースを作らせていただいて、雪の降る棚田のなかを歩いていただ
いた後に、柳川で飲んで川下りを楽しんでいただいて。また、地域の人たちとたくさん会
っていただいて、非常にいい交流をさせていただきました。 
たしかに、北海道の方は絶対帰りませんね。日帰りは不可能なので、2泊 3日していかれ

ます。その間に、ものすごくお金を使われるのが印象的ですね。あんなにカニの国の方々
なのに、山太郎蟹っていうのがいるんですけど、「おいしい」と言って、発砲スチロールに
入れて飛行機に持ち込んで帰られました。かさかさいっていましたけど。食の交流って、
こういうことなんだろうなと思いながら、非常に印象深かったところです。そういう狭い
ところでやっておりますので、私たちも、ちょっと商品の作り方が違うのですけれども。
まず、私がどこから来たかを。 
私は、この山の中腹からまいりました。福岡県の東西に連なります、耳納連山の北側、

久留米市とうきは市にまたがっておりますけど、ここに 15年前に嫁ぎまして、ひとりも知
り合いがいないところに嫁に行ってしまいました。しかも農家に。ぶどう農家に嫁に行っ
たので、一眼レフを買って写真を撮りためていたのが、これからご紹介する表現のもとに
なったものです。 
 さっき、ぶどう農家に嫁いだと言ったんですけれども、じつは田主丸は、巨峰開植の地
です。巨峰という天才と言われたぶどう品種、戦前の品種改良だったために、民間学者が
開発した遺伝子ということで、国から推奨しない、作ってはならないと言われた禁断のフ
ルーツが巨峰でした。このために、どこも産地になることがなかったなか、田主丸が、戦
後 5 人の農家さんが挑戦されて、巨峰の産地になったということがあります。このひと房
の巨峰がですね、この形になるまでに約 10回のハサミが入り、最後に袋がけをして、うち
の小さな畑だけで 2万房ありましたので、20万回の手をいれて、やっとこの大きさになる。
これが大体ふた房、ひと皿千円に仕立てて、露地で売るという 7 年間を、私は過ごさせて
いただきました。じつは、それはぶどう狩りという観光農園の大きな資源があったんです
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けれども、まさにお客様は、マイカーで来られて、散策を楽しんで、ぶどう畑が一面に広
がる筑後平野をゆっくり歩きながら、カフェに行ったり、レストランに行ったり、ワイナ
リーを楽しんだり。そういう町で、私は今、暮らしています。 
 この直後には、はると君、食べちゃってたので、商品にはならなかったと思いますけど。
生産者のおじいちゃんの肩に乗っています。今回、提言のなかにありました、ロングトレ
イルとか、フットパスというところは、もう他の皆さんがお話しになったので、私は町歩
きというところを話させていただこうと思います。 
 実は私は、イギリスのグラウンドワークという活動を学んでいたので、イギリスは何回
も訪れて、娘たちを連れていってフットパスを歩き回っていました。娘がうれしいことに、
「お母さん、田主丸に似とる」って、5歳のときに言ったのが忘れられないんですけど。 
 江戸時代からの植木苗の町なので、人工物がほとんどないんですね。境界線を石垣、植
物で作る町なので、そこがフランス、イギリス、ヨーロッパの風景に似たところなのかな
と思って。そういうところを、山苞の道（やまづとのみち）という名前を付けてですね、
なんの変哲もない農免道路なんですけども、まだ景観というお話しが一般の人たちのなか
には馴染みのない 25年前から、田主丸の方々は、この 5kｍの農免道路沿いに、「美術館が
建ちやがる」となったときに、「いや、箱ものじゃなくて、道の周りに住んでいらっしゃる
方をつないで、道に名前を付けましょう」という、昔でいうエコミュージアムみたいな感
じの活動をされていた町です。山苞の道というのは、源氏物語の句からとられた、「山苞に
もたせ給へり紅葉」という「山のお土産」ということを意味します。これは読めないんで
すけど、読めないって聞かれるんですよね。「なんて読むんですか？」って。なので、忘れ
ないという。これで私は、名前が命だということを学びました。地元の会長さん、今、事
務局長をしていますが、地元の会長さんが彫る、この版画のポスターが、いつも秋にある
お祭りの名物になっています。この山苞の道が、さっき言った農村景観の風景を表してい
るんですけれども。最初にやったことは、トラック 2 台分の看板を、所有者を確かめて撤
去するということでした。これは当時、もう亡くなられた筑紫哲也さんにもすごく気に入
っていただいて、「ニュース 23」なんかでもご紹介いただいたんですけど、それを 1 枚の
看板に、行政から受けた補助の半額のお金を使ってまとめたのが、この地元自慢の山苞の
道の看板です。 
 マイカーで来ても、この 5kmの道を、ゆったり歩いていただけるようになりました。そ
のあと合併ということをしましたので、2万人の農村からいっきに 30万人の中核市になっ
たんですけれども、その農村の観光地、みなさんが暮らしていらっしゃるような「これぞ
熊野」、「これぞ北海道」みたいな、そういうものがない町なんですけれども、ここにたく
さんの人がゆっくり訪れて、楽しんでくださるような観光のかたちが出来上がったという
形です。境界線に人工物がなく、歩くととっても気持ちよくて、こちらが耳納連山、こち
らが一面、筑後平野という風景が広がっている、開けたところなんですね。ただ、合併特
例策によって、久留米市が遊歩道をこの左側のサイドに作ってくれまして、それがこうい
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う木とかの景観を削り取ってしまったので、今、ちょっと残念なのですけど、そこにせっ
せと木を植えているところです。 
 そのうちにこの山苞の道を中心に、「ほとめき歩き」、久留米弁でおもてなしという意味
なんですけど、「ほとめき歩き」という活動・プロジェクトが始まりました。 
 地図がこんな形です。町の人たちと一生懸命、地域を歩いてですね、こんなものがある
ね、小さなお地蔵さんがあるね、恵比寿さんがあるね、ここは冬は枝だけだけど、春はし
だれ梅になるんだよっていうようなことを見つけていきながら、作った地図がこれです。 
 まさに、今日、町田のフットパスのお話しをされていましたけれども、フットパスとよ
く似たような、小さい小道を、マップが片手にあればなんとか歩けるといったようなこと
を、この時からなんとか始めてまいりました。 
 今ですね、11 エリアに広がって、じつはこれ校区ごとになっているんですけれども、そ
れぞれの町にボランティアガイドが立ち上がって、「ほとめき歩きの会」という、お客様が
いらっしゃった時とか、そういう時に、みんなおそろいのジャンパーを着て、ご案内する
ような仕組みが出来上がっています。もっと町なかの方も、この仕組みが出来上がってい
るんですけれども、この時思ったのは、やっぱりまち歩きは、まちづくりなんですね。外
から来られた方におもてなしして、気に入っていただいて、また来ていただけるっていう
のがあるんですけど、要は地域の方が、自分たちの小さな小道を見て、外から来た人から
褒めていただくことで、ものすごく自分のまちを好きになる。子どもたちの通学路でもあ
りますので、これを子どもたちと一緒に共有するという点で、この「ほとめき歩き」はも
う 12年目になります。相変わらず、マップを増刷してエリアを増やしていきながら、この
活動をやっているところです。 
 「よかよう春も」、ということで、ガイドしている時は、こういう風景なんですね。神社
のちょっとした、地元の人しか知らないようなネタをお話ししながら、爆笑されていると
ころですけど。このオレンジ色が、私たちの校区のガイドさんのユニフォームになります
ね。この久留米「ほとめき歩き」、本当に愛すべき活動となっています。 
 さっき、1番最初に見ていただいた耳納連山を、ぐーっとズームインすると、この風景が
あって。じつは昨日今日とお祭りなんですよね。ここ、何の花かわかります？今、咲いて
いるお花です。こぶし、当てられましたね。もう一個あります。北海道と植生が違うから
ですね、みなさん、ピンクと白とあるんです。こぶしを当てる人の方が珍しいですけれど
ね。これですね、ハクモクレンです。 
 これは花の名所で、非常にたくさんの方に訪れていただく、下はレストランなんですけ
れど、これ、ただの花の名所かっていうとそうじゃなくて、世界に誇る、田主丸が本社の
内山緑地の、植木畑の風景です。ある日突然掘り起こされて、下の植木市場に出荷されて
いきます。 
 お嫁に来たときに、「10年先を考えて風景を作っています」と、内山緑地の方が言われて
すごく感動したのと、私は長崎生まれなんですけれども、家が爆心地のすぐそばなんです
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ね。もちろん両親は、戦争当時はそこに住んでいませんでしたが、長崎市が、原爆被爆地
になったときに、ここに平和公園を作りたいと。ひいては造園してくれる業者を募ったん
ですけど、一本の草木も生えないと言われていたそうで、受け手がなかったときに、唯一
受けてくれたのが、田主丸の内山緑地だったと聞いて。以来、お話しする機会をいただい
た時には、必ずお見せしている風景です。今回歩くということなので、じつは内山緑地さ
ん、ここがちょっとした有名なところになったので、真ん中に遊歩道を作られてですね、
約 2kmちょっとくらいの、山を巡れる、遊歩道が出来上がりました。たくさんの方がここ
を訪れて、ハクモクレン越しに筑後平野を見られるというちょっと珍しい風景を味わう名
所になっています。近くに温泉もありますので。約 6～7km の間に、パンのワールドカッ
プの最終選考に残った、「シェサガラ」というパン屋、「巨峰ワイナリー」、素敵なレストラ
ン、この花の名所「みのう山荘」という、じゃらんの風景ナンバーワンに選ばれた露天風
呂がある温泉みたいなところを、きゅきゅっと回れるような、そういう歩くコースが出来
上がっています。今日まさに、この花の風景とワイナリーと焼酎蔵、酒蔵、商店街をシャ
トルバスで結んだ春祭りをやっているところですね。 
 着地型のおすすめということで。そのうちに、私たち小さな町でこうやって、本当に、
私たちが来てほしい方に来ていただけるまちづくりというのをやっていたんですけども、
歩いてもゴミを落とさない方、それから歩くのが好きな、ゆっくり楽しんでくださる方。
そういう方に来ていただきたいと思っていたんですが、30 万の中核市になり、九州新幹線
が開業することになり、新しい旅行商品を作ろうということで観光戦略会議が立ち上がっ
て、私、田主丸のひとりとして行ってまいりました。 
 そうやって立ち上がってきたのが、この「長崎さるく」と、「大分オンパク」というのを
参考にした、着地型観光という、勝手に来て、勝手に帰って楽しむという観光です。その
パンフレット、お手元にあるのがバックナンバーで申し訳ないですが、今年 10年目を迎え
ます。こんな風に、今、会議をやっているんですけど、会議は 100 人近い地域の方が、今
年はいらっしゃいました。 
 80 プログラムを採用して 20 は落ちるので、だいたい企画会議をやって、それからブラ
ッシュアップの会議をやって、「やるぞ！」のキックオフをやって、必ず打ち上げをやる。
打ち上げの時は、80 のプログラムみなさん来られて、ひとりひとりプレゼンをするってい
うのが名物です。そうやって、みなさんの心をつなぎながら、この着地型のプログラム、「久
留米まち旅博覧会」は毎年開催されています。 
 今、話しているのは、城戸工場長ですね。3人衆です。公務員で畜産担当の近藤さん、ニ
チニチ新聞のモリさん。のちに「ブラモリ」というまち歩きを立ち上げられた方です。こ
ういったいろんな人たちが、「まち旅」というひとつのキーワードでつながって、久留米を、
今、盛り上げているところです。 
 「まち旅」のガイドブックを写真も撮影しながらデザインさせていただいているんです
けども、有馬藩のお膝元ですので、その菩提寺「梅林寺」で本格座禅体験や、地酒めぐり
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のまち旅、こういう今までなんとなくできなかったことや、なんとなくあったもの、歩く
メニューも、着地型でひとつにまとまりました。 
 こういった風景が生まれます。雲水さんの顔は、撮ってはいけません。それから 6 時間
本格座禅体験は、11 月なので寒くて脱走者が出たり。ただ、人生が変わる経験ということ
で、外国人の方も多く訪れていただくんですけど、非常に、日常では味わえないような体
験ができます。雲水さんと同じものをいただいたりします。広域でいろんな町のプログラ
ムをやっていますが、基本、その町でないとできないこと、私たちは実施者さんと呼ぶん
ですけど、その実施者さんならではのおもてなしということで、通常のキットを使ったり、
どこにでもあるようなプログラムは作らない、やらないというのが信条です。 
 これはマイ企画のひとつ、地酒めぐりのまち旅ということで、久留米の食材を、食器を
引っ張り出して、使わなくなった雑穀倉庫で食事会をいたしました。ここから食前酒で出
した、ゆずリキュールなんかのヒット商品も生まれていきます。 
 これは先ほど、城戸工場長をご紹介しましたけれども、ムーンスターという会社はです
ね、ゴム産業のひとつで靴の会社なんですけれども、マイシューズづくりがしたいと言っ
たら、5回断られました。スパイが来たらどうすると、いろんな形で断られたんですけれど
も、フタを開けたらキャンセル待ちが 170 人きたという、伝説のプログラムになります。 
 同時に荘島のまち歩きというのが、この工場のまわりの荘島という町であったんですけ
ども、やがてこのムーンスターもコースのなかに入り、博物館のなかにある、本田宗一郎
さんが初めて発注したライダーブーツとか、そういったものを見たり、久留米大空襲で残
った昭和の鉄骨工場みたいなのも、そのコースに入っていくことになります。 
 これは久留米絣ですね。人間国宝の松枝玉記さんのお孫さんの哲哉さんで、うちの娘が
ハンカチを染めさせていただきます。こういった伝統産業を、敷居の高かったものを下げ
るというのも、この着地型のプログラムは果たしてきました。同じく町なかの風景からは
絶対わからない、こういう、広大な農地の風景というのも同時に発信して、農業体験とい
うのも、ああいう産業体験とか、歩くメニューと一緒にやっています。 
 これで勉強になったのはですね、もともと、「ほとめき歩き」というのを、一章分歩くメ
ニューとして章だててたんですね。ところが一章分、章だてて行ったら、そこだけお客さ
まが来ないんですよ。もともと歩くファンはいるんですけど、歩きに興味のないファンは、
「まち歩き」と書いてあるだけで、そこを読み飛ばすんですね。これは残念だと思って、
以後、「ほとめき歩き」というプログラムを、いろんな章だてのなかに混ぜていきました。
そうすると、満席になっていく。これは勉強になりました。 
 やがて「ほとめき歩き」のなかに、甘納豆屋さんに寄って試食をしたり、お菓子屋さん
に行ったり、お茶を飲んだり、フルーツを召し上がったりというような、そういったもの
が組み合わさっていく、独特な「ほとめき歩き」へと成長していきます。 
 夜のまち歩きもあります。これは、企画運営委員のなかに、寺嶋さんというバーのマス
ターがいらっしゃるからなんですけれども、これは今、ワシントンホテルと一緒に連携し
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て、ワシントンホテルに泊まると、このプログラムとセットになったものが商品化されて
います。 
 この方ですね。池町川の寺嶋さん。このお店めぐりが、ちょっとした話題になりまして
ですね、今、池町川の空き店舗が埋まってくるという、そういう現象が起こっています。
この、名キャッチ、私、千本ノックのように作り続けているんですけども、通常だったら
町歩きの A とか、何コースとか、ものづくりなんとかで終わっちゃうんですけど、絶対、
それじゃ人が来ないんですよね。なのでこの 2 行のキャッチを読めば、この内容がわかる
ように作り込んでいき、本文に物語を。キャッチで捉えて、読みたい人は情報を小さな文
字で見る。字が小さくても怒られない。読みたい人は読めるっていう、このスタイルに、
行き着いて久しいんですけど。だいたいこれで、事故なく来て帰って行かれますね。こん
な風に、みんなでわいわいやっています。 
 歩くを縦糸に、着地型を横糸にということですけど、私たちみたいなまちですと、まち
歩きはまち歩き、着地型は着地型となりがちなんですけど。それを一緒にやることで、ど
っちの人にも楽しんでいただける、この学んだノウハウを、他のエリアから、これ作りた
いと言ってこられるので、作ったのが、この佐世保の「時旅」です。おもしろかねぇ、朝
も昼も夜も。これは、泊まって欲しいんだと言われたので、朝も昼も夜もというキャッチ
を付けました。 
 こういう風に、時旅デスク、名前を「時旅」、佐世保にイカリをおろして佐世保の時を楽
しむというコンセプトを立ち上げて、「時旅」という名前を付けたんですけど、すぐに商標
登録されましたね。コンベンションに。 
まちが変わるとこんなに表現も違うんですね。軍艦が出てくるんですけど、港町歩きと

いうことで、米軍基地のなかを、米軍の方がご案内してくださるガイドですとか、軍艦の
なかをガイドする、これもちょっとした歩きのプログラムですね。こういうものと一緒に、
もう従前あった佐世保の港町歩きというノーマルなものと組み合わせて、そこに佐世保ナ
イトツアーみたいなのも立ち上がっています。 
 これ、ブルータスにも取り上げていただいたんですけれども、無人島に行ってキャンプ
するっていうプログラムです。こういう夜のイメージを付けることで、泊まるってイメー
ジを付けてもらうと、この時、学びましたね。これすごく話題になったプログラムです。
無人島で過ごす満月の夜。これは、セラピーウォークとか、パワースポットウォーキング。 
こういった歩きのプログラムと、さっきの軍艦のご案内みたいなものを編んでいくって

いうのが、着地型のおもしろさ。それによって、また違った佐世保が見えてくる。 
 これは、黒島の朝ミサの体験ですね。これはやがて世界遺産になっていくことになりま
す。これは三川内焼きです。非常に高名な陶芸家と、ネオ三川内と呼ばれる若手のプログ
ラムを上下で配置したという、ちょっと画期的な誌面になっております。こういう地域バ
ランスも大事ですね。 
 どうしたら滞在するだろう。北海道は、1泊以上泊まって欲しいとお悩みでしょう。私た
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ちですね、みんな日帰りになっちゃうので、まずは 1 泊していただかないといけないんで
すね。今日は「町まち歩き」、明日は「ゆるり旅」。ということで、町歩きと着地型を組み
合わせた、宿泊の流れというのを作っています。ここは柳川です。ちょっと場所が変わっ
て。もともと中世時代からのクリークが、立花藩の城堀として整備されて、それが今、川
下りの舞台となっておりますが。北原白秋が、水郷（すいきょう）と呼んだ水郷（すいご
う）の町です。 
 今まではこの川下り、お雛様の下げもん巡り、白秋祭、これが観光の王道でした。これ
を何とかしてくれと言われ、じゃあ着地型をやりましょう、それから立花宗茂公、今、大
河ドラマの誘致で頑張っています。この水郷柳川ゆるり旅というのを立ち上げました。こ
ういった、川下りのお稚児サンたちですけど、こういったいつもの風景の中に、これ、も
ともとあった街歩きのプログラムをちょっとブラッシュアップして、柳川の深い歴史巡り、
古文書編、城督誾千代姫、立花宗茂公が有名なんですが、実は直系は誾千代姫です。こう
いったものを立ち上げてきたり、ガイドと行く御花中巡りと君主邸名所立花氏邸、これも
コースの中の一つだったんですけど、引き上げてより特色をつけた形になります。 
 こういった歩きのプログラムと一緒に、お菓子作りであるとか、農業体験とか。これは
魚市場の早朝、集合朝 4 時です。大ヒットプログラムですけど、これが今旅館と朝市見学
がセットになったプログラムが誕生しています。味噌造り、こういったモノも今人気です。
でも一番ヒットしたのはこれです。古賀神棚店で宝くじ入れ神棚作り。九州でも 2 件しか
ない、古賀神棚店の古賀さんがお友達に作ってあげた宝くじ入れ神棚で当たったんです。
注文が殺到して 3 カ月待ちになったので、古賀さんが来て作るなら 2,000 円でいいと言っ
たのが、この着地型の始まり。今やそれでも 1 ヶ月半待ち。北海道の方もこれを作って帰
りました。古賀さんが作っている間に鉄板トークがあるんですね、古賀さんの。職人魂炸
裂の。みなさん、もちろん、宝くじ入れ神棚作りはプログラム作りなんですけど、私たち
の目的はそこにはなくて、この 2 件しかない神棚作りの職人さんの世界をこの工房で味わ
ったり、体験された方、みなさん神棚頼むんですって。正しい神様の祀り方を古賀さんに
教わって。それと同時に宝くじに当たったお礼状もこんなに厚いファイルを見せられる。
すごいんですよ。現金書留 10万とかあるんですよ。当たったら。それとか当たらなかった
ら、くそじじいとか。去年、1 億が出たんですよ。当たった方、ただ誰も言わないですよ。
その方は言ってくださった。1億円当たりましたと。でも、名前は言わなかった。でも古賀
さんが大牟田弁やったって。これが今、ゆるり旅の本当に象徴するような伝統工芸復活と
着地型と北海道からも皆さん楽しまれましたけれども、宿泊をもう 1 泊延ばすという装置
になっています。これによって、6年やったことで、ついに柳川の宿がガイドブックを作り
たいといい、これ、藤、もうすぐ 5 月になったら咲きますが、インバウンドでも、すごく
外国人の方がいらっしゃいます。こういった今までにはなかった風景を合わせ、着地型の
中から期日限定じゃない通年受け入れのモノが 10個ほど立ち上がってきて、これとお宿が
良く内容を理解しながらお客さんを送客するという仕組みがいよいよ始まってきています。
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そして、夜のプログラムですね。灯り船、というイベントだったプログラムが今、月を延
ばしてこの何カ月間かは夜の川下りが楽しめます。冬はこういった体験が楽しめますとい
うような、冬場落ち込んでいたお客さんを着地型とともに引き上げるというような流れを
今作っているところです。 
 歩く滞在交流型観光ということで、九州のスケールからいうと、皆さんに昨日、いろい
ろ学ばせていただいて私たちにとってはこれなのかなという歩くついでに泊まる旅のスス
メ。歩いて欲しい。本当にまちを巡って、人に会って、楽しんでもらうと、みなさんやっ
ぱりリピーターでたくさん来られる。最初は1名しか予約のなかった着地型プログラムも、
催行不能にしないで来てくださいって言ってくださって、結果、その 1 名と漆器作りをし
たことが僕は本当に良かったって末吉籃胎（らんたい）漆器の方が言われたんですけど、
その次の年、満席になるんですね。そういったことが、同時多発的に起こってきてそれが
泊まる旅というのになってきている気がします。まだまだ 2泊、3泊にするには大変なんで
すけど、北海道の人たちに宣伝してきてねって九州のみんなの声援もあってここに来まし
た。今日はちょっと色んなまちをご紹介しました。本当に学ぶことの多い 2 日間でした。
ぜひ、直行便もありますので、福岡の方にもお越しください。ありがとうございました。 
 
＜＜質疑応答＞＞ 

池ノ上真一 
発表ありがとうございました。北海道教育大学の池ノ上です。よろしくお願いいたしま

す。僕も大学時代は福岡だったので、田主丸には知り合いがいて、観光農園というか、ぶ
どう狩りを当時行かせていただいたり、最初におっしゃった通り、マイカーというか、車
で行くスタイルではあったので、今日見せていただいた写真とかいろんなキャッチと、お
っしゃっていた暮らしの様子みたいなことをほとんど知る機会がなくて今日は改めていろ
いろ気づかせてもらいました。 
 二つほど質問させてください。一つは、今回、佐世保の話があったり、いろんな地域の
お話をしていただいたと思うんですが、高山さんとそれぞれの地域との関係性について教
えてください。例えば、久留米は田主丸を含めて合併されたので住民としての関わりも含
めてあるかなと勝手に思っていたのですが、それ以外の地域について、離れているところ
との関係はどうなのかなと。もう少し補足して教えていただけたら幸いです。その上で、
それぞれの地域の資源、魅力をうまくプロデュースされて、きれいな写真とわかりやすい
体験プログラムとして表現していただいていると思うんですが、そのときの条件、何を基
準にしているとかあるいは大切にしていることがあれば教えてください。もう一つ質問で
すが、オンパク（温泉泊覧会）のプログラムの考え方が反映されているのかなと思いまし
た。私がいまいる函館も、十年くらい前にオンパクの仕組みを取り入れてやった経験があ
るんですけど、結果的にはかなり苦い失敗という形となり、むしろオンパクという言葉が
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タブーになっています。こういった仕組みを提案すると、少なくとも行政の人たちが苦い
顔をしているという状況になります。そのときの失敗の原因はいろいろあり、最初の立ち
上げは良かったみたいですが、継続をしていくことに課題があったのではないかと考えて
います。いかに運営を継続していくかについて何か秘訣があれば教えていただけるとあり
がたいです。 
 
高山美佳 
地域との関わりですが、私は、ローカル＆デザイン株式会社という会社をやっているん

ですが、実は 3 人社長がいる変な会社で、私が農村、もう一人が天神というど真ん中をや
っている福田忠明、もう一人が津屋崎といって 1,000 人くらい移住者を呼び込んでいる山
口覚という 3 人の会社なんですね。本社を福岡に置くことなく、あと那珂川市と柳川市に
も「柳川物語研究所」という拠点を置いて地域の若い人をお預かりして食べていけるよう
にして、35 歳定年で出す、ということをしています。なので、離れた地域、柳川とは拠点
を置き、姉妹関係的などっぷりと浸かっております。もうひとつは、佐世保とかはまち旅
はこの 4 年間、参加率が 100％超えなんですね。お手元にお配りしたガイドブックを九州
のみなさんが見られてお声がかかる。委託事業みたいな形で関わりますが、本当に地元を
歩いて探して、私は外からの人でしがらみがございませんので、それまで地域バランスの
ブレイクスルーを一つは頭に置いています。いつも人間関係を観察しながら。そこがやっ
ぱり肝ですね。地元では超えられない壁をみんなで低くして、私が代わりにちょっとはし
ごかけます、というところは気にかけております。 
 そういった形で各地、北は岩手から南は鹿児島まで、出歩いていってる感じですが、私
たちがいなくても自走するというのが信条で、柳川も佐世保もいずれも自走されていて、
広域観光圏の大きな計画のなかでも一本柱に着地型をあげていただいているといううれし
い感じです。 
 
比田井和子 
未来研の比田井でます。大変興味深く、楽しいお話ありがとうございました。素敵なパ

ンフレットを眺め、すばらしいところ、いいところなんだなとあ実感します。それこそが
高山さんのお仕事の一部であり成果があるんだろうと、ブランド作りという点で思います。 
お話を伺っていて地域づくりに取り組む場合、組織を作って人を作ってプログラムを作

って、それから発信して実際にどう運営して回していくかという話になるんですが、先ほ
どの人作りの話を伺いまして、人作りからやってらっしゃるのかと感銘を受けました。実
際にきれいなパンフレットの裏側でどんなふうにやっていらっしゃるのか、その現場を拝
見したいところです。 
一番最初に嫁がれた先で始められた山里の道ですか、そういう会をお作りになった、最

初のきっかけをお伺いしたいと思います。地域の方々と一緒にマップを作られ、それが今
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も地域の課題の解決につながっているようですが、うやはり地域の人たち自身が自分の地
域を発見して行くプロセスとを経験し、かつそのアウトプットを地図という形で見られる
ということが大切なところかと思います。 
久留米では「百人会」という形で、市民、あるいはいろんな団体からの個人含めて、ど

のような形で組織されたんでしょうか。なんらかの中心になるプロジェクトの主体になる
ような組織があったと思いますが、そのあたりはどうなんでしょうか。 
もう一つ、田主丸は車で旅行に行く場所だったが、それを歩く場所にしたといわれました。
歩くことによって、隣の集落との近さの感覚など近代的な交通体系以前の地域の空間の形
を身体を通して感じることができます。「歩く」旅が地域を再発見する意味で、いかに有効
かを新ためて感じました。 
 
高山美佳 
山苞の道は私が嫁に来るはるか昔から先輩たちがやっていた活動です。マップ作りはこ

れは久留米市の委託です。如何に行政のプロジェクトが地域の人にも愛されるモノになる
かというのは常々心がけるようにしています。 
もう一つは組織の問題。さっきのまち旅の問題はもともと JTB が委託を受けてオンパク

とかと並んで立ち上げようということで始まったんですが、26 人の戦略会議がそのまま実
行委員になり、行政も入っていたんですが、4年目に予算削減と運営自立という壁がありま
した。NPO 久留米ブランド研究会という組織が行政の働きかけのもとに生まれ、事務局に
なっています。そのときさっきボランティアガイドの赤いジャンパーを着ていた荒木さん
が会長になられた。その方が市長にこれはすごくいいプロジェクトだから行政もちゃんと
手伝いなさいと、青木繁旧居の保存活動も立ち上げられたまちづくりの名士が、関係性を
繋いでくださったことが行政との協業を生み、予算は広域圏からもとりながら、専従スタ
ッフを雇い、またその専従スタッフがまち旅を愛する濱ちゃんという方が来て、いい人た
ちに恵まれて今があります。ほかのところでやるときも協議会を作って、その下に 7～8人
の実働部隊を作って、レイヤーを 2 つにして動きやすくして形にしていきます。地域と行
政、民間が、どれも欠けることなく柔らかく繋がることが大切だと思います。 
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