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５月２１日５月２１日５月２１日５月２１日((((水水水水))))    

ランドスケープデザインについてのヒアリングランドスケープデザインについてのヒアリングランドスケープデザインについてのヒアリングランドスケープデザインについてのヒアリング    

ローマ大学ローマ大学ローマ大学ローマ大学    Ordinario di Urbanistica     Ordinario di Urbanistica     Ordinario di Urbanistica     Ordinario di Urbanistica     Paola FaliniPaola FaliniPaola FaliniPaola Falini 教授教授教授教授    

---------------------------------------------------------------------- 

 ファリーニ氏は、都市計画、ランドスケープを専門とするローマ大学建築学

部教授で、今回のイタリア行政視察にあたり、京都府立大学宗田好史教授より

ご紹介いただいた。イタリアにとどまらず、世界中の歴史的な町並みや丘陵地

帯の再生に尽力してきた方であり、手がけた計画の中でも特に有名なのが、ア

ッシジ、オルチャ渓谷といった、ユネスコ世界文化遺産の再生プロジェクトで

ある。我々の今回の視察の目的のひとつは、人口が減り続ける農村地帯で、い

かにして農村の機能を維持させることができるかということのヒントを得ると

いうことであったが、ファリーニ教授が手がけたそれらの地域も、いったんは

貧しい農村として荒廃し、発展の見込みを失ってしまった地域である。 

 ファリーニ教授のグルー

プが策定する計画の最大の

特徴は、風景も環境も、経

済的価値に換算できるとい

う考え方に基づいているこ

とである。どのような作物

が作られているか、どの地

域にどのような歴史的遺産

が残されているか、どのよ

うな河川体系であるか、人

口の分布、といった土地の

特性がマッピングされ、ロ

ーマ時代から現代にかけて

どのように変遷してきたかということが非常に事細かに調査される。その全て

を地図上に重ね合わせることで、その地域のあらゆる分野における発展の経緯

を把握するところから計画は始まる。それは私どもがこれまで目にしたどんな

役所のどんな調査資料よりも綿密なものであった。将来的なマスタープランは

（ファリーニ教授自宅にて） 
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その調査に基づいて計画されていく。アッシジにしろ、オルチャ渓谷にしろ、

歴史的な文化遺産と田園風景に恵まれており、計画でもそれらをその土地の資

源として大事に守っていくための政策的な誘導が行われた。その土地の特徴を

知り、現在残っているものの価値を知ることが開発のために必要であるとファ

リーニ教授は言っておられた。この秋には日本を訪れる予定とのことであるの

で、是非広島の農村地帯を見ていただくよう、案内をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

在イタリ在イタリ在イタリ在イタリア日本国大使館ア日本国大使館ア日本国大使館ア日本国大使館    

応対者応対者応対者応対者    

    河野雅治河野雅治河野雅治河野雅治    特命全権特命全権特命全権特命全権大使大使大使大使        

                          

イタリアの農

業生産額は、

フランス、ド

イツに次ぐ、

EU 第三位で、

イタリア北部

は 水 稲 ・ 小

麦・酪農が主

体である。地

中海性気候で

ある南部は小

麦 ・ オ リ ー

ブ・柑橘など

が主体。 （中庭にて大使館のみなさんと～右から３番目が河野全権大使） 
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ワイン、オリーブオイルの輸出額は世界第２位、チーズは４位、マカロニは１

位である。イタリアの農業規模を見るには、日本との比較において、GDP の割合

と農林水産物の輸出額の割合とを見てみると面白い。 

    日本日本日本日本    イタリアイタリアイタリアイタリア    日本との比較日本との比較日本との比較日本との比較    

GDPGDPGDPGDP（億＄）（億＄）（億＄）（億＄）    59,602 20,134 0.34 倍 

国土面積（万国土面積（万国土面積（万国土面積（万 hahahaha））））    692 361 0.52 倍 農用地面積農用地面積農用地面積農用地面積（万（万（万（万 hahahaha））））    456 1,393 3.05 倍 

平 均 経 営 面 積平 均 経 営 面 積平 均 経 営 面 積平 均 経 営 面 積    

（（（（ha/ha/ha/ha/戸）戸）戸）戸）    

2.32 7.9 3.41 倍 農林水産物輸入額（億農林水産物輸入額（億農林水産物輸入額（億農林水産物輸入額（億$$$$））））    917 563 0.61 倍 農林水産物輸出額（億農林水産物輸出額（億農林水産物輸出額（億農林水産物輸出額（億$$$$））））    56 450 8.04 倍 

 上記のように、日本の半分ほどの狭い国土のイタリアであるが、農林水産物

の輸出額は日本の８倍。わが国では国土の狭いことをもって、土地集約が他産

業である農業はわが国には不利であり、保護規制なしに国際競争力が保てない

としているが、イタリアの例を見ると、わが国の農業の体質が弱い理由を国土

面積によって説明するには不十分ではないだろうかと思われてならない。イタ

リアの農業経営体の平均経営面積 7.9ha というのは、平均 14.3ha の EU 全体か

ら見れば、小規模経営者が多いということになるが、わが国と比較すればその

差は 3.41 倍と、集約化によって競争力が維持できているということが言えるだ

ろう。 

 EU の中での規模の相対的な小ささをカバーするために、イタリアでは、生産

物の品質を重視した農業政策が採られている。特に、有機農業が推進されてお

り、１９８０年代半ばに有機農業団体「イタリア有機農業協会」が設立される 

など、国を挙げて品質確保に努めている。有機農業面積は狭い国土ながら１１

０万 ha で世界第６位、農用地に占める有機農業面積の割合は、世界第１３位の

8.6%である。 

 このように品質を重視した農業を推し進めるイタリアでは、地理的表示の登

録についても、EU 加盟国中第１位である。  
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５月２２日５月２２日５月２２日５月２２日((((木木木木))))    

イタリアイタリアイタリアイタリア農林政策農林政策農林政策農林政策省省省省        

応対者応対者応対者応対者    

        DDDDirector of the Department    Dott.ssa Briscoliniirector of the Department    Dott.ssa Briscoliniirector of the Department    Dott.ssa Briscoliniirector of the Department    Dott.ssa Briscolini    

    The expert in Agritourism     Dr. Pietro SchipaniThe expert in Agritourism     Dr. Pietro SchipaniThe expert in Agritourism     Dr. Pietro SchipaniThe expert in Agritourism     Dr. Pietro Schipani    

Camera di commercio Roma      Dr. carlo Hausmann Camera di commercio Roma      Dr. carlo Hausmann Camera di commercio Roma      Dr. carlo Hausmann Camera di commercio Roma      Dr. carlo Hausmann     

---------------------------------------------------------------------- 

 日本では農村の人口高齢化に加え、耕作放棄地が後を絶たず、農村の維持が

深刻な課題となっているが、これまでのところ、適当な手だてがない。イタリ

アの農村はどのようにして美しさと活力を維持しているのか。また、近年、イ

タリアでは生産規模の拡大が進んでいるということであるが、農業生産規模拡

大のためにどのような政策を打ち出してきたか。そして特に、農業従事者の所

得という面で、どのような効果が見られたのか。また、離農者へはどのような

フォローをしてきたのか。美しい田園風景を維持するために特別な法規制など

はあるか。農業・農村を観光資源とするアグリツーリズモのような取り組みが、

農村の維持に果たしている役割などについてヒアリングを行った。 

 EU では、食品の貿易は完全自由であり、直接支払い制度を採って農業を保護

しているが、小規模農家については、わが国と同じように規模の経済が働かず、

競争力が低いことが悩みであった。そうした小規模農家の収入確保のため、  

１９７０年代、トスカーナ州において、農家の施設を宿泊用に開放し農業の体

験やそこで生産された作物を使用した食材の販売などのサービスを提供する、

アグリツーリズモの取り組みが始まった。 

 ２００６年にアグリツーリズモ法が制定されたことで、アグリツーリズモ参

入農家も増加し、現在では、イタリア全土でおよそ１００万箇所ある農場のう

ち、アグリツーリズモをおこなっているのは１７万戸にも及ぶ。そのうち、２

万戸の農家は、農業を主たる業としているが、農業を行いながら、アグリツー

リズモの経営も同じように力を入れている農家は１５万戸に上る。アグリツー

リズモに参入している農家の分類は以下のとおりである。 

★★規模による分類★★ 

  ５０ｈａ以上     ７～８％ 
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  １０ｈａ以下     ６０％以上 

★★サービス内容による分類★★ 

  農作物を販売            １２万戸 

  修学用の研修プログラムを提供   ８,０００戸 

  農場保育園              ６０戸 

  高齢者、身障者の雇用を行っている １,０００戸 

 

 また、経営者のうち半数以上は、４０歳以下の男性又は女性であり、元来閉

鎖的である農業という世界においての彼らの地位向上にも役立っているという。 

 アグリツーリズモが成功するための要因として、①農場が近郊にあること、

②アウトドアのニーズに応えていること、が挙げられる。アグリツーリズモを

利用する観光客の６割はイタリア国内から、さらに、３割は州内からの顧客と

のことである。 

 そもそもアグ

リツーリズモが

誕生したばかり

の１９７０年代

には、観光客はた

だ農場に赴き宿

泊をさせてもら

うというだけの

ものが殆どであ

った。それが、宿

泊と農場産のお

いしいものを食

べるということが旅の目的に代わり、丘陵地帯から海岸線でのアグリツーリズ

モの展開、平原や海辺だけでなく山のアクティビティを充実する段階に入って

きている。今では、美しい風景と美味しい食事を求めて、多くのイタリア人が

アグリツーリズモを訪れるという。 

  アグリツーリズモ施策の我が県への適用については、先般（平成２６年６

月）行われた６月定例会一般質問において、渡辺が「中山間地域振興条例」に

関連して農林水産局に質問したところであり、前向きな答弁を頂いている。 

（ヒアリング終了後に、同席されたアグリ商工会議所の方も交えて） 
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テッラノストラ（農協）テッラノストラ（農協）テッラノストラ（農協）テッラノストラ（農協）    

応対者応対者応対者応対者    

    Segretario Nazionale   Silvia Bosco Segretario Nazionale   Silvia Bosco Segretario Nazionale   Silvia Bosco Segretario Nazionale   Silvia Bosco     

--------------------------------------------------------------------- 

 TerraNostra はコルディレッティという名の農協組合の下部組織であり、  

１９７３年にアグリツーリズモ発展のために組織化された。現在では全国で会

員数４,０００名、全ての州に支部を置い

ている。そもそも、コルディレッティに所

属する組合員は農業を主たる業とする農

民であることが条件で、わが国の農協のよ

うに、農機具や農作物などの販売活動など

は行っておらず、政策的には中道保守の組

織である。イタリアの農協は、コルディレ

ッティのほか、大規模農場が加盟している

コンファグリコルトゥーラ、共産党系のコ

ンフェデラツィオーネに分かれている。こ

の三者は、そもそもは一本化していたとの

ことであるが、１５年ほど前に、遺伝子組

み換えの種を使用するかどうかについて、

賛成の立場を取るコンファグリコルトゥ

ーラとその他との違いが表面化したのを

きっかけに、立場の違いが明確化した。今では、全国農業協同組合中央会を中

心とした日本の農協組織とは異なり、イタリアの農協組織は、耕作者の立場の

違いによって生じる、それぞれの利益の違いを代弁する役割を果たしている。 

 テッラノストラの主な役割は、農家がアグリツーリズモを行う際に、法律の

運用などについて農家を支援することである。地方分権の進んだイタリアでは、

州政府が実質的な規制を立案することから、テッラノストラが州政府と一緒に

法律の運用、解釈について、農家の立場で協議をし、解決を見いだすこともあ

るという。また、現在、国内のアグリツーリズモ経営者が直面している問題は、

大きな投資を行うにあたって、EU から補助が出にくいということである。テッ

ラノストラでは、こうした小規模経営者の経営上の相談に乗り、補助申請など

（右側が Silvia Bosco 氏） 
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の面での支援を行っている。また、個々のアグリツーリズモのプロモーション

を行う役割も期待されている。というのも、テッラノストラに属している農家

は零細経営者が多く、独自のプロモーションを行うことが出来ないからである。

現在は、アグリツーリズモのホームページサイトやアプリを作成するなどの仕

事も行っているのだという。 

 数多くのアグリツーリズモを束ねるテッラノストラから見て、アグリツーリ

ズモの意義は、耕作放棄地を回復させていること、そして女性や若者の活躍す

る場を与えていることであるという。最も所得の高いアグリツーリズモは４０

歳以下の男性又は女性が経営している所であると言い、彼らの活躍によって、

イタリアでは今、農業が復活し、農家の方との結婚がステータスになりつつあ

るとのことだ。 

 若者や女性の活躍の場としてのアグリツーリズモの振興は、若者の離農、後

継者不足に悩む日本の農業にも大いに参考になるのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

５月２３日（金） 

トスカーナ州政府トスカーナ州政府トスカーナ州政府トスカーナ州政府    

応対者応対者応対者応対者    

    トスカーナ州制度競争力及び機能強化総局トスカーナ州制度競争力及び機能強化総局トスカーナ州制度競争力及び機能強化総局トスカーナ州制度競争力及び機能強化総局    

                        Alessandro Cavalieri Alessandro Cavalieri Alessandro Cavalieri Alessandro Cavalieri 総局長総局長総局長総局長    

---------------------------------------------------------------------- 

 フィレンツェを抱えるトスカーナ地方は、金細工、革細工、織物などの伝統

工芸が今でも息づいている。それらの伝統工芸は、工房と呼ぶにふさわしいほ

どの零細な事業者によって支えられていることが普通であるが、日本と同じく、

その経営の安定、後継者不足などに直面している。 
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 トスカーナ州政府では、こうした工業技術従事者を以下のように３つに分類

している。 

①１０名以下の従業員を

抱える手工業・工房 

②革製品、織物などハン

ドメイドで行う芸術的工

芸 

③理美容師、食品産業従

事者などのサービス的工

芸 

 

 ③のサービス的工芸は

成長産業であるが、①の

手工業、②の芸術的工芸

は縮小しつつある。特に、

①の手工業についてはブランドからの委託生産を請け負うなどの新しい業務展

開があるが、芸術的工芸については、政府として積極的な対策が必要であると

認識されている。 

 

 伝統的工芸に対するトスカーナ州政府の政策は以下のようなものである。 

① 後継者の育成 

慢性的な後継者不足を解決するために、職人を教育する制度が設けられて

いる。各工房において、「工房教室」として開かれているそれは、職人が

先生となり、受講する者に対して給与付きで３年間の教育を施すというも

のである。州政府はこの給与に対して補助を行っているが、４割を州が、

４割を工房が、２割を EU の基金が出すという仕組みである。さらに、こ

の受講者が３年の教育期間を経たのち、受講者のうち３名を従業員として

工房が雇い入れれば、さらに１名を新たに同じシステムで育成することが

出来るというものである。 

② 融資保証 

次の４つの場合において、州が資金借り入れの保証を与える。 

 

（Cavalieri 総局長と州政府応接室にて） 
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１） 新規事業資金 

    ２０１０年以降、現在まで５３００万ユーロ（７４億円）、 

    １,０００社以上を対象に行われてきた 

２） 流動化資金 

３） 無利子貸付 

 これまでの実績は６００件 

４） 国際化資金 

       コラボレーションや海外進出のために使われる資金 

 

 このように、伝統的工芸を断絶させないための政策が採られているが、それ

でも後継者を確保することは難しいという。我々は、広島にも、筆や、織物、

焼き物といった工芸が残っており、筆に関しては化粧筆という新境地を開拓し

有名化粧品メーカーから生産を請け負って進展しているが、その他の工芸につ

いてはトスカーナと同じように厳しい状況に立たされていることを話したのち、

広島のそうした伝統工芸従事者がトスカーナにおいて新しい技術の習得などを

行うことが出来ないかどうか相談した。というのも、京都府とトスカーナ州と

は、ユーロ危機以前、伝統工芸の若手職人の交換事業を行っており、例えば京

都の伝統的な金箔職人がフィレンツェの工房に入るなどの取り組みを行ってい

るということを聞いていたからである。こうした取り組みは、伝統工芸に新し

い息吹を吹き込み、職人の可能性をより大きく広げていくことが出来るのでは

ないかと期待しての相談であった。 

 すると、Cavalieri 総局長からフィレンツェ市内の ARTEXという企業を紹介し

ていただき、連絡を取っていただいた。そこで急なことではあるが、Cavalieri

総局長との会談後、早速そのショールームへお邪魔することとなった。 

 

 

 

ARTEXARTEXARTEXARTEX    

応対者応対者応対者応対者    

    Project Manager  Maria Elena AngeliProject Manager  Maria Elena AngeliProject Manager  Maria Elena AngeliProject Manager  Maria Elena Angeli    

---------------------------------------------------------------------- 
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 ARTEXは、伝統工芸によって新しい商品を開発するために、企業と企業を結び

つけるコーディネート、プロモート機能を果たしている企業である。例えば、

フィレンツェ市内にあるウフ

ィッツィ美術館には有名なボ

ッティチェリの「ヴィーナスの

誕生」があるが、そこに描かれ

ている女性が身につけている

布を実際に再現するため、美術

館と織物工房とを結びつけ商

品開発を行う、といったような

仕事を行っている。我々は、

ARTEXの社員と話をし、トスカ

ーナに進出をしたい県内企業

の後押し、さらには、県内の工

芸職人の研修などを是非請け負っていただけないかというお願いをした。ARTEX

としても、手がけることに異論はないと言うことで、この件については、帰国

後、県商工労働局に報告したところである。 

 

 

 

 

 

 

 

グレーヴェ・イン・キアグレーヴェ・イン・キアグレーヴェ・イン・キアグレーヴェ・イン・キアンティ市ンティ市ンティ市ンティ市    

応対者応対者応対者応対者    

    Alberto Bencista Alberto Bencista Alberto Bencista Alberto Bencista 市長市長市長市長    

---------------------------------------------------------------------- 

グレーヴェ・イン・キアンティ市は、スローフード協会、ブラ、オルビエート、

ポジターノと共に１９９９年の「チッタスロー協会」発足に尽力した都市の一

つである。 

（ARTEX のオフィスにて） 
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ここでの訪問の

目的は、中山間地

域振興計画を策

定するにあたっ

て、耕作放棄地や

農業の担い手不

足、過疎化に悩む

広島県であるが、

長年に渡り、有効

な手立てが無い

中、国際的に地域

主体の街づくり

として、評価の高

いチッタスロー

協会の取り組みを広島県における中山間地域の街づくりのヒントとしたいと考

えた。 

まずは「スロー」という哲学について補足することとする。 

これは、スピードが遅いという単純な意味合いとは違うものだという理解が必

要不可欠である。 

◆じっくり 

納得のいくまでじっくり取り組む。「熟考」「慎重」「計画的」「思慮深い」とい

う意味合いである。 

他にも、「keep」「restrain」などのニュアンスも含まれる。 

◆しなやかに 

状況の変化に対応する能力を持つ。 

「flexible」「pliant」 

可能性、適応力という意味が含まれる。 

◆多様に 

時間的概念が変化することで、見えないものが見えてくる、画一的でない選択

肢の活かし方を検討する機会が与えられる。選択肢が多様化する。代替戦略を

探す発想、創造的な余力を持つ、その準備をする。 

 

（Alberto Bencista 市長と市議会本会議場にて） 
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◆堅実に 

スローには、「折りたたむ」「仕切りを持つ」というニュアンスに通じている。

むやみやたらに拡張しないことによって可能性を高める。また、コントロール

能力を高め、空間的に範囲を拡散しないという意味が込められている。 

◆次の時代を見据えて 

自分のペースを回復することで、自己統治力、さらには復元力を発揮する道筋

を探すための、「余裕」「冗長性」を獲得する。 

 

『チッタ・スロー協会の取り組み』 

 

このような共通認識からも分かるように、スローシティ運動は、近年のスピ

ード重視により均一化されつつある世界への抵抗から始まったものである。 

持続可能な都市開発の世界的な運動のひとつであり、世界に１５０の都市が

認定を受ける。その認定には厳しい５５項目の基準があり、生活の質の向上、

とりわけ食（スローフード）を重視している。 

本部の主な活動は、チッタスローに相応しい街の厳選、またチッタスローを

成功させるためのアイディア創りなどが挙げられる。チッタスローには５５項

目のガイドラインがあり、それに則って審査し、運動されている。 

以下が、そのガイドラインの６つの基本原理である。 

 

◆環境政策 

（ゴミの削減や、再生可能エネルギーの推進など） 

◆インフラ政策 

（歴史地区回復のためのプログラム、個人交通手段に代わる移動手段の普及、

バリアフリー、良質な緑地エリアや、市民サービスのためのインフラ整備など 

都市のクオリティのための技術と設備） 

（光ファイバーやワイヤレスによる都市の配線整備、都市の色彩管理のプログ

ラム、テレワーク促進など） 

◆特産物の評価 

（有機農業の発展計画、職人の手作り品、芸術的製品を保護する計画、学校給

食など集団食での地産地消の推進、地域の文化、伝統芸能の保護など） 

◆スローフードの活動やプロジェクトのサポート 
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（教育機関での食育のプログラム、スローフードのコンヴィヴィコムの設立な

ど） 

◆ホスピタリティ 

（観光情報の提供や、よきおもてなしについての人材育成プラン、歴史地区の

ガイドコースの提案、標識の国際化、町のスローな観光コースのＰＲ活動など） 

◆チッタスローの哲学への心得 

（市民レベルで、チッタスローに生きるということを共通認識として普及活動

をする） 

 

 チッタスローの組織は、国際レベルで認証を受けた街が３つ以上あり、国内

ネットワークが存在する国から１人ずつ委員が選ばれ構成される２２人の国際

委員会があり、国際理事会は会長、理事長と９人の副会長の１１人で構成され

ている。国内レベルでは認証都市の市長による国内委員会がある。さらには、

チッタスロー・インターナショナルの学術委員会に加えて、理事事務局がある。 

実際の運営をしている理事会事務局は、オルヴィエートにある。 

 

 最後に、訪問したグレーヴェ・イン・キアンティ市のチッタスローな街づく

りの例として、歴史的な古城である「モンテフィオラーレ」の保存が挙げられ

る。 

自然や歴史を大切に残す哲学、環境への努力として、ゴミの焼却場を２０２０

年までに無くすことを進めているということであった。 

市レベルで遺伝子組み換え農業を禁止し、無農薬、有機農業に取り組んでいる。 

昔ながらの美しい街並みや田園風景を守るため、建物への厳しい規制やゾーニ

ングが徹底されている。 

これらは、都市としての付加価値を高めていると言える。 

 

チッタスローの取り組みとして最も素晴らしいのは、どの都市にも街づくり

の「哲学」がそれぞれにあるということである。グレーヴェ・イン・キアンテ

ィ市の市長も、ブレない、強い「哲学」があった。 

広島県には、この確固たる「哲学」が足りていないのではないかと感じた。 

市町ごとに、それぞれが、「豊さ」や「幸せ」のものさし、つまりは哲学を一か

ら考え、作り、十人十色の豊かな生活を選択出来る広島県を実現し、イタリア
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の小さな田舎町に暮らす人々のように、皆に自分の地域に、ライフスタイルに

誇りを持ってほしいと思う。 

都市化し、拡張しなくとも、人口が少なくとも、そこに「哲学」が存在すれ

ば、持続可能な街づくりは実現出来ると我々は確信を得ることが出来た。 

また、広島県の中でも、このチッタスローの哲学に賛同した地域を、国際的

に評価された都市としてブランド化するのも、生活の質が向上するだけでなく、

観光地として大きな役割を果たし、地域の活性化にも繫がると考える。 

このチッタスロー協会のガイドラインや、都市と中山間地域の差別化は、こ

れからの「中山間地域振興計画」策定にあたり、非常に参考となる取り組みで

あると考える。 

なお、渡辺が、委員会や定例会で関連の質問を行い、前向きな答弁を頂いて

いる。 

 

 

 

５月２４日（土）・２５日（日） 

アグリツーリズモアグリツーリズモアグリツーリズモアグリツーリズモ実地調査実地調査実地調査実地調査    

    応対者応対者応対者応対者    

    Podere la ceppaPodere la ceppaPodere la ceppaPodere la ceppa 経営者経営者経営者経営者    森森森森田則子田則子田則子田則子    

---------------------------------------------------------------------- 

 フィレンツェから車で２時間ほどの郊外の村ベットーレに立地する Podere la 

ceppa は、森田則子氏が経営するアグリツーリズモで、もともとは１４００年代

に建てられた村の地主の館だったも

のを買い取り、改築を行って宿泊施

設としたものである。トスカーナ地

方には景観を守るための様々な建築

規制があるが、この館も、文化財に

指定されていたことからその改築に

あたっては厳しい規制がかけられて

おり、 １４００年代当時の建築方（経営者の森田氏と施設前にて） 
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式に則って作業が行われた。使用するタイルやレンガひとつひとつについて、

厳しい規制をクリアさせなければならなかったために、その作業には３年もの

月日を要したという。 

 アグリツーリズモの施設にふさわしく、内観は広々としているが非常に質素

で、いかにも古くからの農家の雰囲気を残しながら、清潔でアットホームな居

心地の良い造りである。また、「提供する食事はその施設で作られたものを使用

する。」というのがイタリアのアグリツーリズモの条件の一つでもあるが、

Podere la ceppa においてもそれは厳格に守られており、敷地内の菜園で作られ

た野菜を用いて、トスカーナの伝統的な食事を供している。 

 

Podere la ceppa は先述のファリーニ教授が再生を手がけた世界遺産・オルチ

ャ渓谷から３０分ほどのところに立地しているので渓谷を訪ねることが出来た

が、アグリツーリズモは原則として田舎の田園風景の中に立地しているので、

特別な観光地が広がっているという訳ではない。これはヨーロッパのバカンス

の過ごし方そのものに由来しているのであろうが、「何もしない贅沢」を楽しみ

（一面に広がる広大な丘陵地帯） 
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に、人々はアグリツーリズモを訪れるのである。我々も、このアグリツーリズ

モ滞在中、どこか特別に観光に出かけたいという気持ちは全く起こらず、むし

ろ、日がな一日、ホテルの庭で遠くに広がる丘陵地帯を眺めながらぼんやりと

過ごしたいという気持ちになった。 

 今回、アグリツーリズモについて現地で調査をするにあたり、我々はイタリ

アへの出発前に山県郡安芸太田町に伺い、観光課からのレクチャーを受けた。 

 安芸太田町は人口７,０００人程度、世帯数では３,０００余と、県内でも最

も小さな町であり、その高齢化率も非常に高い。若年層が流出しているため、

集落の機能をどのように維持していくかという問題がある。それは同時に、  

耕作放棄地の増加にどのように歯止めをかけるかという問題でもある。イタリ

アのケースでは、アグリツーリズモという試みが農村の機能を維持するために

非常に有効であったが、実は安芸太田町でもすでに、農家ステイなどの取り組

みを行っている。自然が豊富であるということを活かした、「森林セラピー」な

どの取り組みも行われている。しかしながら、それが観光資源として十分に浸

透しきれておらず、地域の農業者の収入源のひとつとして確立しきれていない。 

その最大の原因は、イタリアのように、国又は自治体政府が自然を観光資源と

して活かしきるための覚悟を持ち得てこなかったからではないか。一言で言う

ならば、イタリアの農村は確かに田舎ではあるが、非常に洗練されている。そ

れは、田舎としての風景を守り抜くために多少の不便をも強いる様々な環境規

制、景観保持のための政府の厳しい監視の賜物である。イタリアのランドスケ

ープは美しい。人々はその景色を見るためだけに、農村地帯を訪れるのである。  

翻って日本の農村地帯は中途半端に都会化を求め、工場や大型スーパーなど

によって農地が分断されている。ゾーニング規制が殆ど行われてこなかったこ

とが、我が国の農村の風景を醜くし、観光資源としての農村の価値を損ねてき

てしまった。 

 また、我が県の観光施策を見ても分かるように、観光と言えば、何らかの施

設を建設したり、イベントを行うことだとの感覚がある。しかし、田舎を訪れ

る人々は、実は、「何もない」ということを求めているのではないか。 

過剰なイベントなどの観光施策によって一時的に観光客が集まっても、それ

は永続的ではないのである。 

 県内の中山間地域の地域住民が、観光によって農家収入の不足を補う副収入

を得られるようにするためには、その地域の農村の美しさをもう一度取り戻す
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以外ないということを、我々は今回の視察の中で痛烈に感じたところである。

自治体政府が観光振興のために行うべきハード整備は、農地の緑の回復や、空

き家の改修と地域での活用などを通じた、古き良き日本の風景を取り戻すこと

に向けるべきではないだろうか。加えて、商店街機能の維持などのソフト施策

を行うべきである。 

また、安芸太田町で農家ステイを進める上で、町民から上がっている不満の

声の一つに、食品衛生の管理者の免許が毎年切り替わり、観光客を受け入れよ

うとする農家は、毎年講習を受けなければならないということがあるのだとい

う。アグリツーリズモを観光の目玉として採用していくためには、自治体政府

による細部にわたる環境整備が必要であると言える。 

このようなソフト施策を通じて、基礎自治体の取り組みを肯定的に応援して

いく姿勢を取ることが、県当局には求められているのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（農村の美しさの１コマ） 
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5 月 26 日(月) 

ミラノ工科大学ミラノ工科大学ミラノ工科大学ミラノ工科大学    

応対応対応対応対者者者者    

ProfessorProfessorProfessorProfessoreeee    di design del gioiello         Alba Capellieridi design del gioiello         Alba Capellieridi design del gioiello         Alba Capellieridi design del gioiello         Alba Capellieri        

International coordinator Rele Office   International coordinator Rele Office   International coordinator Rele Office   International coordinator Rele Office           Anne Anne Anne Anne SchoonbrodtSchoonbrodtSchoonbrodtSchoonbrodt        

---------------------------------------------------------------------- 

 ミラノ市への訪問は、

今回の行政視察の最大の

目標であった。というの

も、わが県は、中国四国

地方の中核的都市である

にもかかわらず、ファッ

ション産業やデザインと

いった分野で目立った集

積がない。そのことが広

島県のブランディングを

行う場合において、消費

者に対して今ひとつ洗練

されたイメージを与える

ことが出来ない理由ではないだろうか。個々の企業の「デザインする力」を育

てたいというのが我々のかねてよりの問題意識である。とくに我が県では、備

後地方において家具製造、織物などが歴史的に盛んであり、備後絣の技術をも

とにした世界的なデニム生地製造会社も育っている。 

また、我が県経済の中心的な一角をなすマツダ㈱は、当然のことながらイン

ダストリアルデザインに立脚している。商品の最大の付加価値はデザインであ

る。しかしながら残念なことに、わが県の産業振興施策は、各産業における商

品デザインの振興に十分に取り組んできたとは言いがたい。 

そこで我々は、ミラノという都市の持つ、層の厚いデザイン力、さまざまな

コネクションを、わが県の企業のために少しでも貸してもらえるよう助力をお

願いすべく、ミラノを訪問した。 

（デザイン性に富んだ大学校舎） 
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 ファッション産業は実は非常に裾野の広い産業分野であるが、我が国ではフ

ァッションを産業として育成しようという政策的な誘導はこれまで行われてこ

なかった。そのため、日

本には国立のファッショ

ンデザインのための大学

がなく、民間の専修学校

が教育を担ってきた経緯

がある。その牽引役が、

我が国のファッションデ

ザイン専門学校としてト

ップクラスの歴史と規模

を誇る、文化服装学院で

ある。文化服装学院は国

内唯一となる直営校を広

島に開校していることからも分かるように、我が県と深い関わりを持っている。

この学院は、本県企業であるデニム生地大手のカイハラ㈱の協賛を得て学生に

作品を作らせるなどの、地域と密着した独自のカリキュラムも組んでいる。し

かしながら、現在の行政のレベルでは、こうした専修学校の取り組みに関心を

持っていないのが現状である。 

そこで我々視察団は、各種学校・大学の取り組み及び各企業の商品開発デザ

イン部門を後押しすることがこれらの発展の一助となるとの考えから、今回、

ミラノ工科大学に赴き、人材交流などの面で何らかの協力をいただけないか、

お願いに上がったものである。 

 

 ミラノ工科大学（POLIMI）は 1863 年に設立され、建築、インテリアデザイン、

エンジニアリングデザインを三大柱とする。１,８００名の教授陣に対し、学生

数は４５,０００人。ヨーロッパ随一のデザイン工科大学である。３年間の学部

教育と２年間のマスタークラスを備え、欧州内の１２０の大学を始め、世界中

の大学と人材交流を図っている。日本では、千葉大学、筑波大学、武蔵野工科

大学、京都大学などとの学生の交換留学制度がある。ミラノ工科大学が他のデ

ザイン学校と最も大きく異なる点は、その実践的な教育方針である。座学中心

の他の学校に比べ、POLIMI では、企業とのコラボレーションを通じて実践的な

（講義室にてヒアリング） 
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能力を身につけさせることを目的と

している。その提携先は、カルティ

エ、アルマーニ、ロロピアーナ、ゼ

ーニャなど世界の一流ブランドであ

り、ミラノという地の利を存分に生

かしている。学生たちはそうした企

業やアトリエにおいて、商品の開発

や店舗デザインの設計などを共同で

行うことで能力を身につけていくと

のことである。 

また、２０１５年に開催されるミラノ万博においても、９つのパビリオンに

学生を派遣し、その設計などに関わっていくことが決定しているという。 

 POLIMI 訪問の最大の成果は、広島県とぜひ人材交流を行いたいとの熱烈な要

望を頂けたことである。特に、学生の交換留学以上に、指導者層の短期交換プ

ログラムを結びたいとの回答を得ることができた。しかしながら我々としては、

デザインを業としている企業や教育機関だけではなく、ごく一般の企業の中に

も、商品開発を行っていくうえで何らかのブレイクスルーを求めている企業が

あれば、それらを後押ししていきたいとの思いがあった。そこで、教育機関は

むろんのことであるが、広島県を窓口とした県内企業からの人材受け入れ、県

内企業とミラノ工科大学の学生とのコラボレーションなどを提案したところ、

そうした形態でも受け入れ可能だとの返答を得た。まずは広島県側からプロジ

ェクトを提案して欲しいとのことである。そこで、広島県の担当者から改めて

連絡をさせていただくと伝え、了承された。 

 帰国後、我々は、文化服装学院、広島市立大学に連絡を取ったところである。 

今後は、ミラノ工科大学との人材交流をそれぞれの機関において独自に進めて

いく意欲があるかどうかを確かめるとともに、前向きな返答を頂いた場合には

その橋渡しを行っていくこととしている。 

 また、県商工労働局にも今回の成果を伝えており、工科大学との共同プログ

ラムの実現に向け、ぜひとも話を詰めていってほしいと伝えている。 

我々としては、プログラムの中身については相手方との交渉次第で柔軟に組

み立てていけるのではという感触を得ており、我が県が既に持っている人材育

成のスキームに組み込むなどの形で実現させることは可能であろうと考える。 

（デザイン実習の様子） 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在ミラノ日本国総領事館在ミラノ日本国総領事館在ミラノ日本国総領事館在ミラノ日本国総領事館    

応対者応対者応対者応対者    

    古賀古賀古賀古賀京子京子京子京子    総領事総領事総領事総領事    

---------------------------------------------------------------------- 

 古賀総領事より、北イタリアの政治経済やミラノ万博などについてのレクチ

ャーを受けた。 

 我々がイタリアに滞在中はちょう

ど欧州議会議員選挙が行われており、

総領事館にお邪魔した前日が投開票

日であった。ベルルスコーニ元首相が

勢力を維持できるか、新しく就任した

ばかりのレンツィ首相が影響力をの

ばすことが出来るか、ということが大

きな焦点とされていたが、結果はベル

ルスコーニ元首相のフォルツァイタ

リアは票を伸ばすことが出来ず、レン

ツィは安定的な政権運営が可能なほ

（学生のデザイン作品を背景に、船舶デザイン科にて）

（欧州議会議員選挙ポスター） 
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どの議席を確保したとのことであった。 

 そもそも、イタリアの政情不安は、２０１１年のユーロソブリン危機への緊

縮財政に対して国民の間に不満が高まり、中道右派であるベルルスコーニ元首

相が辞任したことから始まった。その後を引き継いだモンティ政権は、緊縮財

政政策を採ったが、国民の不満はいっそう高まり、２０１３年の総選挙におい

て新党である「五つ星運動」が躍進するきっかけとなった。１９７５年生まれ

のマッテオ・レンツィが２０１４年、首相に就任した背景には、既存政党への

不満の高まりがある。 

 こうした国民の不満は、国民には非常に高い税率を課されている一方、公職

者があまりにも優遇されすぎているということに起因しているのではないだろ

うか。我々がイタリアで会った人々が口を揃えて言うのは、政治家が給与、年

金などの面でいかに金銭的に恵まれているか、公務員がいかに仕事をしないか、

そしていかに税金が高いかといった不満であった。確かに、我々がトスカーナ

州政府にお邪魔したときにも、州の職員たちがいつまでも廊下でコーヒーを片

手に会話に興じており、大学のカフェテリアさながらののんびりとした雰囲気

を感じたものだ。公務員や政治家が優遇されている一方、イタリアの２０１３

年の失業率は１２．７％となっており、とくに１５歳から２４歳の失業率は  

４３．５％と深刻な問題となっているという。イタリア経済全体の伸びについ

ては、２０１３年に底を

打っており、今後は輸出

に牽引されたゆるやか

な回復に向かうと考え

られているが、国民の立

場からすればなかなか

受け入れがたい状況で

あるのかもしれない。そ

れだけに、若いレンツィ

首相への期待感はいま

だ大きいようである。 

 

 

 

（古賀総領事と公邸にて） 



26 

 

5555 月月月月 22227777 日日日日((((火火火火))))    

ミラノ商工会議所ミラノ商工会議所ミラノ商工会議所ミラノ商工会議所    

応対応対応対応対者者者者    

Internazionalizzazione e marketing Internazionalizzazione e marketing Internazionalizzazione e marketing Internazionalizzazione e marketing territoriterritoriterritoriterritorial  al  al  al  Paolo SacchiPaolo SacchiPaolo SacchiPaolo Sacchi    

----------------------------------------------------------------------     

 Sacchi氏は、EU 事務局に勤務した経験を持ち、現在はミラノ商工会議所の国

際部長を務められ、広い見識を持っておられる。氏へは、団長である河井が２

年ほど前に会談した折、広島県に対して

インダストリアルデザイン、ファッショ

ンデザインの面で何らかの支援を頂け

ないかというお願いに対し、様々な示唆

を頂いていたところである。今回のミラ

ノ訪問の最大の目的の一つが、氏と広島

県との橋渡しを行うことであり、両者が

具体的なつながりを持てるような働き

かけを行うことであった。 

 まず、氏からは、来年開催されるミラ

ノ万博についてレクチャーを頂いた。 

今、ミラノでは、万博の準備が急ピッ

チで進められており、非常な盛り上がり

を見せている。この万博のテーマは「地

球に食料を、生命にエネルギーを」ということであり、「食」をテーマに、食の

安全、流通、食育、飢餓、都市農業、環境、生物多様性、食文化、エネルギー

問題などを考える場として設定されるという。開催期間は 2015 年 5 月 1 日から

10 月 31 日の半年間である。ミラノ中心部から北西数キロの「ロー・ペーロ」地

区という郊外が万博会場とされ、その面積は約１１０万平米という広大なもの

だ。現在、基礎工事を終え、各国への割り当て用地の引渡しを行っているとこ

ろだという。 

この万博への参加国は約１４０カ国、１０国際機関、国内外６０企業に上り、

２,０００万人の入場客数を見込む。同時に、来年１年間のミラノ市への来訪者

（Sacchi 氏と） 
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数は３,０００万人を見込んでいるという。我が国では、経済産業省がサポート

し、JETROが窓口となって「日本館」への自治体への出展について問い合わせを

受け付けている。愛知県などいくつかの自治体は非常に積極的に運動している

模様だが、広島県からはまだ問い合わせはないとのことだ。 

 

 Sacchi 氏との会談において、我々から改めて、広島県企業の進出についての

助力をお願いしたところ、まず、広島県がミラノ万博へ出展する際には協力を

いただけるとの返答を得た。また、来年のミラノ市は世界中から注目されてお

り、広島県が万博への公式出展をしな

い場合でも、何らかの形で広島県とそ

の産品をミラノ市で PRするよう勧めて

いただいた。特に、商工会議所には、

他市の商工会議所とのネットワークも

あるので、他の都市への展開について

も助力いただけるとのことである。 

 帰国後には、県商工労働局に Sacchi

氏との会談内容、連絡先を伝えたとこ

ろであり、氏とのつながりを深めてい

ただくよう、お願いをしたところであ

る。 

 

 ミラノ万博については、帰国後、県

庁各部局から聞き取りをしたところ、

我が県が万博の情報を全く持っておらず、したがってアクションを何一つ起こ

していないということが分かった。折しも県は、今年度６月補正予算において、

フランスへの日本酒の売り込みのための予算を計上したところであり、県とし

ても、県産品の海外展開に対して大きな興味を持っているようではある。しか

しながら我々は、少なくとも来年度は、フランス以前にミラノへの展開を積極

的に進めていくべきではないだろうかと、万博で盛り上がるミラノを直に見た

ところから強く感じている。 

 そこで我々は東京・赤坂の JETRO 本部に赴き、日本館への出展についての条

件などについて話を伺ってきた。６月の段階においては未だパビリオンに空き

（ミラノ商工会議所前にて） 
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があり、よって、出展を考えているのであれば助力を頂けるとの回答を得るこ

とができた。この件については、県農林水産局に伝えたところである。 

 

 

 

 

 

 

 

トリエンナーレ美術館トリエンナーレ美術館トリエンナーレ美術館トリエンナーレ美術館    

応対者応対者応対者応対者    

Settore Iniziative      Violante Spinelli Barrile Settore Iniziative      Violante Spinelli Barrile Settore Iniziative      Violante Spinelli Barrile Settore Iniziative      Violante Spinelli Barrile     

Direttore Generale    Direttore Generale    Direttore Generale    Direttore Generale        Andrea Cancellato  Andrea Cancellato  Andrea Cancellato  Andrea Cancellato      

---------------------------------------------------------------------- 

 トリエンナーレ美術館は、８０年の歴史を持つ美術館であり、モダンおよび

コンテンポラリー（近現代）美術に特化している。特に、２００７年からは、

イタリア初のデザイン博物館として若手デザイナーの発表の場として重要な地

位を占めている。 

「イタリアのデザインと

は何か」ということを内

外に広く知らしめる役割

を果たしている。昨年の

収入は１２億ユーロであ

り、その８割はスポンサ

ーからの寄付、入場料、

ショップ販売、作品の貸

し出しによって得られて

いる。以前は大きな赤字

を抱えていたとのことで

あるが、現在ではそうし

た販売収入によって殆ど

（館内の作品展示の１コマ） 
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が賄われ、国・州政府・市・商工会議所からの補助金は２割にとどまっている

ということで、経営努力の痕が見られる。我が県の公立美術館の経営において

も参考にしうる点がある。 

 この美術館は、デザイナーの発

掘、育成を行っていて、そのアー

カイブも膨大で非常に層が厚い。

我々は、県内企業の商品開発と人

材育成において、トリエンナーレ

の持つデザインに関する様々な資

源を是非貸していただきたい旨を

お願いしたところである。 美術

館側からは、欧州の若手デザイナ

ーと県内企業が商品を共同開発で

きるような場をコーディネートす

ることについて助力するとの言葉

をいただいている。 

 

 

 

 

（館内にて） 


