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まめったい 地域人インタビュー

さまざまな分野で地域のために活躍

静岡の名店

KAWASAKI（静岡市）／ごはんや月見豆（藤枝市）
手打ち蕎麦 たがた（静岡市）／ Restaurant Cest La Vie（静岡市）
魚魚一（浜松市）／日本料理 桝形（浜松市）／喜慕里（浜松市）
san grams green tea & garden cafe（菊川市）／デルフィーノ（伊東市）
arcana izu（伊豆市）／沖あがり食堂（西伊豆町）／うるおいてい（富士宮市）
36

静岡のとっておき
山海の幸のお取り寄せ

112

chiikijin square

連載

2

巻頭言

養老孟司

第
号

目 次

丁子屋 平吉（丁子屋）／ 町 紗耶香・堤坂弥生（ななめぐりプロジェクト）
小島孝仁（CSA不動産）／ 辻せりか（AOBEAT）
松本潤一郎（LODGE MONDO 聞土 ）／ 青山沙織（深海魚直送便）
鷲巣恭一郎（鷲巣染物店）／ 羽鳥祐子（原泉アートデイズ！）／ 平尾 清（東海軒）

84

暮らすように町に泊まる
森まゆみ

大井川鐵道

天竜浜名湖鉄道

68 静岡県のローカルメディア

岳南電車

秀逸な紙媒体を育むフリーペーパー王国

70 本のある場所

90

スポーツとまちおこし
二宮清純

港町ブルース
吉村喜彦

焼津市小川漁業協同組合
106

人口減少下の
地域を考える
小峰隆夫

コロナショック後の
希望出生率を考える

おきたま通信
「百姓の独り言」
菅野芳秀

108

表3

柏木正博 本誌編集・発行人

「啐啄」
を再考する

128 次号予告／編集後記

静岡編

取材・文●南陀楼綾繁

110

開国の舞台下田と「唐人お吉」
伝説化された斎藤きちを訪ねる

農民、木村迪夫さんの詩と人生

62 魅力あふれるローカル線の宝庫 静岡県編

解剖学者、
大正大学客員教授

静岡県

92

やらまいか精神 で進む
静岡の 地域人

社会貢献作業で受刑者が 幼稚園のベンチを修繕
【通常版】
シェアプレイス／沖縄文化／比較文化

地域人スクエア

ラグビー聖地化進行中
静岡県民に支えられる
アワ・チームになれ
静岡ブルーレヴズ

新産業の集積から始まった
静岡の先端産業創出プロジェクト

43

静岡刑務所

news / report / cinema / book review

40 静岡の産業

86

幼魚水族館

共感をもたらす静岡弁で 若者も巻き込み魅力発信

成り立ちや地形から伊豆半島の神秘を探る

18

県民のソウルフード 黒いスープのご当地おでん

「静岡人」石川雅章さん

14 伊豆半島の地形

静岡の食の魅力

静岡おでん

ツナ缶発祥の地で 缶詰の歴史を学ぶ
世界初!? 幼魚の水族館 館長のすごい幼魚愛

総勢33人＋川勝平太知事の応援メッセージ

17

【静岡版】

表紙の写真提供◎静岡県観光協会（大室山、
三保の松原と富士山）
目次の写真提供◎静岡県観光協会（富士山と茶畑）
、
一般社団法人
「美しい伊豆創造センター」
（浄蓮の滝）
、
大井川鐵道

時代の使命を果たす！

北川正恭

大正大学客員教授
大正大学地域構想研究所最高顧問

静岡県に期待する
119

旅はフェリーに乗って
宮田珠己

大阪南港～新門司港航路
大阪から瀬戸内海を横断、
3つの大橋をくぐって
九州・門司へ
124

地域興論
河合雅司

赤字路線に廃止の動き
今日の鉄道の状況は
「明日の水道、電気の姿」
だ
126

直言！今月の地域構想

片山善博

大正大学地域構想研究所所長

議会は活用すべき存在

地 域 発
大 特 集

静岡県

だもんで

日本のほぼ中央、
太平洋に面する「ふじのくに静岡県」。
富士山や駿河湾など豊かな自然がある一方、
県庁所在地の静岡市を中心に
商業や文化が発達しています。
徳川家康が優秀な職人を集めたことを端緒とした、
製造業発祥の地でもあります。
「食」
と「人」を中心とした静岡の
今の姿を地域から発信します。
し ぞ ー か

（写真提供：静岡県観光協会）
なだらかな丘陵に広がる茶畑越しに富士山を望む富士市。

5
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4

海プレートと呼ばれるプレートの

れており︑伊豆半島はフィリピン

る厚さ数十〜数百㎞の岩板で覆わ

地球の表面はプレートと呼ばれ

つ北西に進んでいたからだ︒

もフィリピン海プレートは少しず

至るところで噴火が起き︑その間

因は︑半島になってからも陸上の

も多いだろう︒土地が隆起した原

と浮き立つような気持ちになる人

豆の多くの場所は︑海

よ﹂と太田さん︒西伊

しま層が見られます

ヶ島︒海底火山のしま

の地層が見えるのが堂

﹁波に削られて︑内側

できる︒

状節理﹂を見ることが

北側に位置していた︒
﹁大地の成り立ちが︑地形や風景
底火山だった時代の火

いその風景に︑
﹁旅先にいる！﹂

噴火を繰り返す伊豆を載せたフ
に関わっています︒それを意識し
山噴出物によってでき

の硫黄島あたりに位置する海底火

ィリピン海プレートは︑北西に向
て︑伊豆の旅を楽しんでもらいた

山群であった︒

けて年間わずか数 ずつ移動し︑
たため︑ダイナミック
とができる︒

な海岸風景を楽しむこ

いですね﹂︵遠藤さん︶

やがて本州に衝突した︒約 万年
前のことである︒
これが伊豆半島の原型であり︑
先に立ってしまいます

﹁火山と聞くと恐怖が
伊豆半島がほぼ現在の形となっ
が︑リスクとともにも

火山のリスクは
もたらす恵みと表裏一体

は噴火を繰り返し︑天城山や達磨
た約 万年前︑箱根火山を除くほ

本州から地続きになった後も伊豆
山などの大きな火山ができた︒フ

2

たらされるものも大きいんです﹂
必ず連れて行く場所︒
﹁全長９㎞

とんどの大型火山が噴火を停止し
︵太田さん︶

こで︑案内してくれた太田さんと

ィリピン海プレートは︑本州が載
たが︑
﹁伊豆東部火山群﹂の活動
例えば︑伊豆各地にこんこんと
太田さんは﹁稲取細野高原﹂と
冒頭に記した﹁伊豆は南国の模

のピクニカルコースと自然研究路

っているアムールプレート︵ユー
は活発になった︒伊豆東部火山群
湧く温泉や︑相模湾や駿河湾で取
即 答︒ 天 城 山 か ら 生 ま れ た 標 高
型である﹂という川端康成の文章

﹁車で伊豆半島を回ると分かりや
ぶき︵スコリア︶が吹き上がり︑

例えば﹁大室山﹂はマグマのし
地球規模の変動の末に誕生した
噴火した際に流れ出た溶岩によっ

こと︒約４０００年前︑大室山が

遠藤さんは﹁城ヶ崎海岸﹂との

かった︒太古の昔︑ここは〝本物

ろう︒しかし︑伊豆は模型ではな

ではの感性と観察眼があったのだ

模型﹂と捉えた︒そこに作家なら

は特におすすめです﹂

があるので︑歩くのが好きな人に

ラシアプレート︶とオホーツクプ
は噴火のたびに火口の位置が変わ
れる︑金目鯛やタカアシガニなど
４００〜８００ｍ ほどの高原には

すいのですが︑伊豆半島は海から
火口の周囲に降り積もってできた
伊豆半島ジオパーク︒伊豆半島は
てできた城ヶ崎海岸の海岸線︒美

好きな場所を聞いた︒

レートの下に沈み込んでいる︒
る﹁独立単成火山群﹂で︑全国で
の豊かな海の恵みだ︒一面だけを

もともと本州と地続きのところ
もあまり例のない珍しい火山だ︒
が思い起こされる︒川端は︑伊豆

に何かが堆積してできたのではな
湿原もあり︑湧水がある︒山焼き

東伊豆には︑このとき生まれたユ
ないのである︒

見て価値を決めつけることはでき

く︑異質なものが衝突して地続き
ニークなジオサイトがいくつもあ
半島が南方から移動してきた海底

になったため︑景色が不連続なの
る︒

山へと︑急にせり上がっていて︑
スコリア丘である︒
﹁ 浄蓮の滝 ﹂
山と海︑そして東︑西︑中︑南で

の南国〟だったのだ︒

静岡県は食材の豊富さが自慢の食材の宝庫。
「ふじのくに食の都づくり仕事人」や県産食材にこだわった
料理、B級グルメなど、地域のおいしい食材を熟練した職人が美しく仕上げた逸品を取り上げる。

う︒伊豆の秋を感じに出かけたい︒ であろう︒しかし︑伊豆を﹁南国の

断崖絶壁の海岸が非常に多いので
では︑マグマが冷えて五角形や六
しい景色を見せに︑県外の友人を

関東周辺ではほとんど見られな

静岡の名店／静岡のとっておき 山海の幸のお取り寄せ

す﹂と遠藤さんは話す︒
も︑気温や天気︑景観が違う︒そ

伊豆のジオサイトで
地形の神秘に思い巡らす

だ︒
︵ 〜 ページ図版参照︶

を行って維持している見事なスス

遠藤さんに伊豆半島の中でも特に

3

火山群であることを知らなかった

1

キ野原は︑一見の価値ありだとい

20

角形の柱状の割れ目ができる﹁柱

15

16
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17

＊料金はすべて税込み。
＝料金
料

＝定休日
休

＝営業時間
営

＝電話
電

60

D A T A
1「ジオリア」の前に立つ「美しい伊
豆創造センター」の遠藤大介さん
（左）
と太田鉄也さん。庭には伊豆石
が置かれている。2 地層を可視化した
展示。伊豆には、波に削られて地層
がはっきりと見える海岸がいくつもある。
3 立体的な模型にプロジェクションマ
ッピングを投影し、伊豆半島の火山の
痕跡などを解説するコーナーもある。

静 岡 の「食」の 魅 力
集

特

＝住所

㎝

伊豆半島
ジオパークミュージアム ジオリア
住 伊豆市修善寺838-1
修善寺総合会館内
電 0558-72-0525
営 9：00～17：00
休 水曜、
年末年始
（水曜が祝日の場合は開館、
翌平日休み）
料 無料
https://izugeopark.org/georia/
住

14

発による農業の飛躍的な生産性の

ほかにも︑革新的な栽培技術開

トを推進する︒
向上を図り︑農業を軸とした関連

ープンイノベーションプロジェク
﹁２０１５年︵平成 ︶から第２
表示食品などの開発支援を行い︑

次戦略計画がスタートし︑機能性
︶
﹁ ＡＯ Ｉ︵ Agri Open Innovation
プロジェクト﹂や︑駿河湾などの

産業のビジネス展開を促進する

品の硬度を非破壊で測定できる装

国に届出された機能性表示食品の

形成を目指す﹁Ｍａ ＯＩ︵ Marine
期待されている︒
置や︑トマトの水やりや施肥をセ

多様な海洋資源を活用し︑海洋産

加工品だけでなく︑ストレス緩
析を通じてヘルスケア産業に活用
﹁２０１７年度︑浜松地域イノベ

３割超が県内で生産されるなど︑

和作用のあるＧＡＢＡや抗酸化作

︶
プロジェクト﹂
Open Innovation
との連携など︑その活動は多岐に
するという取り組みも始まってい

業の振興と海洋環境の保全の拠点

用を持つカロテノイドなどを含む
わたる︒

着実に成果を上げてきました﹂

﹁三ヶ日みかん﹂︵三ヶ日町︶やメ

実績は 件あり︑そのうち８件が

ンサーとＡＩで数値化した灌水制

証と健診を通じて健康状態を把握︒ 設置しました︒大学︑県︑金融機

ーション推進機構内に支援の中核

中小企業のための産学官金連携プロジェク
ト型技術支援事業「A-SAP（エーサップ）
」
を活用。株式会社モリロボと静岡大学工学
部、浜松いわた信用金庫が協働し、熱工学
的知見と光技術を使って省エネ化を実現。

ます︒データやテクノロジーを活

モリロボ「省エネクレープロボット」

﹁実証研究や健診データなど︑県

フォトンバレープロジェクトの成果

ロン︑ケールなどの生鮮食品も機

三ヶ日農業協同組合 三ヶ日みかん

御システムなど︑これまでの支援

フーズ・ヘルスケアオープン
イノベーションプロジェクトの成果

を担うフォトンバレーセンターを

「人生 100 年時代における高齢者のための
住まいの在り方」を考えるコンセプトモデルと
してファルマバレーセンターに開設。 医療・
介護・福祉関係者、行政関係者、企業、
研究者及び金融機関はもちろん、県民に広
く公開している。

用し︑食による健康への効果を実

生鮮品初の機能性表示食品として有名にな
った「三ヶ日みかん」。
「清水のミカン」
「とぴあ
みかん」などに続き、生鮮葉物野菜としては
全国初の受理となったケール「ソフトケール
GABAなど、機能性表示食品が続々と登場
している。

っています﹂

康寿命日本一﹄の達成が目標にな

データを元にした予防対策で﹃健

研究・開発する敷居が高い︒そこ

識が必要となり中小企業が独自に

光・電子技術の開発には専門知

ています﹂

発︑事業化︑人材育成等を支援し

関等と連携し︑中小企業の研究開

うわけだ︒

ストで製品化することが可能とい

を活かすことで︑短期間かつ低コ

ど県内の強みであるこれらの産業

造業や物流︑医療・福祉︑農業な

動車・輸送機器関連産業などの製

工や非接触の加工を可能にし︑自

析︑レーザー技術による微細な加

した自動選別︑不良解析︑微量分

業の集積を促進︒センサーを活用

ジェクトは︑光・電子技術関連産

西部地域のフォトンバレープロ

してもらえるというものだ︒

研究機関と連携して試作品を提供

を受けられるだけでなく︑最適な

ンターに相談すると︑アドバイス

術のアイデアをフォトンバレーセ

︵＊︶だ︒県内の企業が光・電子技

スタートしたのが﹁Ａ︲ＳＡＰ﹂

支援の中核事業として 年度から

でフォトンバレープロジェクトの

が一体となって取り組んでいる︒

携しながら産業活性化に産学官金

それぞれの特徴を活かし︑かつ連

このように︑東部・中部・西部

いえます﹂

つながるなどメリットも大きいと

たり︑製品化する際の資金調達に

製品の市場性のアドバイスを受け

の連携事業のため︑金融機関から

﹁さらにＡ︲ＳＡＰは︑産学官金

ったアイデアも︑研究機関の知見

中小企業だけでは開発が難しか

中小企業の光・電子技術の
開発から試作まで支援

製品化されています﹂

34

﹁例えば︑磁気を用いることで製

※「地域人」
とは地域を愛し、
地域を元気にする人のこと。

を高度化・底上げする技術として

静 岡 の 地 域 人
で 進 む
や ら ま い か 精 神

集

特

「やらまいか」
とは、
「やってやろうじゃないか」を意味する静岡弁。
「あれこれ悩むより、
まず行動しよう」
という進取の精神を表す県西部地域の言葉だ。
チャレンジ精神を大切にさまざまな分野で前進する９人を追った。

18

42
＊A-SAP：Access Center for Innovation Solutions, Actions and Professionalsの略
地域人 No.86（2022.11）

43

27

民のヘルスケアデータの収集・分

ファルマモデルルーム「自立のための3歩の住まい」

能性表示食品に承認されている︒

ファルマバレープロジェクトの成果

の前に出る︒境内を掃除しておられた和尚
さんによれば︑
﹁１８５７年︵安政 ︶旧
暦７月︑下田にハリスが着いて︑そこで一
泊︑河津町梨本で一泊︑ここで一泊したの
ではないかと思います︒当時︑まだ温泉宿
などはなかった︒うちに残っているのは
﹃亜米理加公使御宿泊﹄の書と︑ハリスが
腰掛けた 床 几くらいのものです﹂と︑そ

本堂脇の 畳間で︑天井が高く庭にも面

河原の私学共済の敷島館で 泊︑テ
レワークをした後︑私は朝早く︑熱

家という墓が多い︒そのなかに長い参道を

つだけなのかと思ったら共同墓地で︑足立

のいちばん上にある﹂と教えてくれた︒一

がっていくと農作業中のおじさんが︑
﹁こ

天城湯ヶ島の熊野山墓地に向かう道を上

ノーベル賞の候補にもなった︒

ものだった︒１９６０年代の人気作家で︑

のは作中の﹁おぬいばあさん﹂である︒

れが名作﹃しろばんば﹄の世界である︒か

し︑主人亡き後︑そのひ孫を世話した︒そ

父の身の回りの世話や医院開業の手伝いを

渡す窓口がついていた︒ここでかのは曾祖

ており︑和風の建物だが︑入り口には薬を

にいくと︑そこに井上家の建物が移築され

といって医者であった︒
﹁道の駅天城越え﹂

イン風邪の 猖 獗する大都会東京を離れた

淡い青春の物語である︒じつは川端はスペ

少女の湯浴み姿を見て心を惹かれるという︑

違う︒それでも同じ宿に泊まり︑踊り子の

からきた一座で︑当時の一高生とは身分が

団と出会い︑行をともにする︒大島あたり

に伊豆を旅した︒その旅先で︑旅芸人の一

川端は一高生の１９１８年︵大正７︶秋

川端は当時︑本郷の﹁エラン﹂というカ

タイトルは秋になると飛び交う虫の名前︒ いと思って旅をしたらしい︒
子どもの豊かな感性で︑伊豆の自然や村の

裏面の生涯の要約も当を得たものである︒

墓︒長くよく添い遂げた︒妻は夫を理解し︑

持つすっきりした墓が井上靖・ふみ夫妻の

た人である︒

次いで先立たれ︑天涯孤独になってしまっ

展示があった︒川端も︑父母︑祖父母に相

学︑川端康成の﹃伊豆の踊子﹄についても

併設されており︑もう一つの有名な伊豆文

駅には森林博物館や伊豆近代文学博物館も

ンゼント・ハリスが泊まった天城山弘道寺

車で走っていると日本開国の立役者タウ

三吉⁝⁝︒

康成ゆかりの福田家︑湯本館︑いろりの宿

財の落合楼︑井上靖ゆかりの白壁荘︑川端

は泊まりたい宿がたくさんある︒登録文化

修善寺駅で旅友と合流した︒このあたり

ハリスの泊まった弘道寺
井上靖と川端康成ゆかりの地

地の奥の切り傷専門の立ち寄り湯くらい︒

原でよかったのは﹁ままねの湯﹂という路

いがどんどん地域の差になっていく︒湯河

を落とさせるのが目的だ︒この考え方の違

園のは﹁観光朝市﹂
︒よそから来た人に金

売る﹁なぶら市﹂だったが︑湯河原万葉公

真鶴の朝市は住民の作ったものを住民に

だろうが︶
︒

ず︑官僚的に感じた︵そうでない宿もある

とも興ざめ︑味気ない︒職員も融通が利か

てますか︑確認しましょう﹂とある︒なん

目の前に鏡が置いてあり︑
﹁マスク会食し

に張り巡らせている︒テーブルに着くと︑

な︑マスクしろ︑距離を取れと掲示を館内

共済の宿は︑コロナ対策に必死で︑話す

海︑三島乗り換えで修善寺に向かった︒

湯
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爪木埼灯台

フェで働いていた伊藤初代︑これまた恵ま

須崎御用邸

旭川に生まれ︑少年時代を伊豆で過ごした︒ 様子︑子どもたちの世界が描かれる︒道の
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している︒
﹁ご飯は何をお出ししたかはわ
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かりません︒３００人ともいわれる従者は
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稲生沢川

大を卒業︑毎日新聞記
者となり︑詩を書き︑
多くの小説を書き︑柔
道と酒を愛した⁝⁝︒
その墓域にも瓊花が咲
き誇っていた︒
井上靖は一時︑母方

﹅

の曾祖父の妾であった

福田家

村内に分宿したようです﹂
︒ここの本尊は
平安仏で︑おおどかなお姿である︒
﹁山門
の脇にある木は瓊花といって唐招提寺から
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人︑かのに育てられて

吉佐美大浜海水浴場

玉泉寺

宝福寺
了仙寺

分けていただいたものです﹂
︒ガクアジサ
イのような形だが︑ 月末に咲いている︒
﹁この先の︑井上靖さんの墓所にも咲いて
いますよ﹂というので︑この伊豆出身の文
人のお墓に詣でる︒その昔︑中学生の私は
﹃楊貴妃伝﹄﹃おろしや国酔夢譚﹄﹃蒼き狼﹄

蓮台寺

千人風呂金谷旅館
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の泊まった部屋を見せてくれた︒

幕末、
下田は鎖国以来日本で最初の開港場となった。
日米修好通商条約を結んだハリスの下で働いた「きち」
（明治に入って斎藤姓を名乗る）
は、
俗に「唐人お吉」の名で知られる。本来の「きち」の姿を探し、
外国人を驚かせた混浴に遊ぶ。

いる︒曾祖父は井上潔

狩野川

作家

森まゆみ
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開国の舞台下田と 唐人お吉
伝説化された斎藤きちを訪ねる
4

幕末に「変化に富んだ風景は美し
い」
（『ペリー艦隊日本遠征記』）とい
われた下田の海。
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﹃西域小説集﹄などを夢中になって読んだ

伊豆半島と下田に「きち」
を訪ねる

暮らすように町に泊まる
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