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穂　積　　　志
公益財団法人 秋田県市町村振興協会理事長（秋田市長）

　公益財団法人秋田県市町村振興協会は、サマージャンボ宝くじの収益金を基金として積み立て、公共施

設整備に対する融資をはじめ、地域振興のための支援や助成、市町村職員の研修など、県内市町村振興

につながる様々な事業を展開しております。

　県内市町村職員による海外研修事業は、その一環として、幅広い国際的視野と識見を持った人材を養成

するため、昭和 63 年度から実施しているものです。

　32 回目となる今回は、「観光施策」、「福祉施策」、「農業施策」、「その他特色ある先進事例」をテーマに

総勢 27 名がイタリア・スイスの２カ国を９日間にわたって訪問し、各国の特色ある取組事例等について研修

を行ってきました。

  この報告書は、各団員が意欲的に取り組んだ研修の成果を取りまとめたものであり、海外研修事業の意義

と成果をご理解いただく資料となれば幸いです。

　さて、近年、地方自治体を取り巻く環境は大きく変化してきており、インバウンド観光の増加による外国人

観光客への対応、一億総活躍社会に向けた働き方改革への取組、農業従事者の減少と高齢化への対応など、

多岐にわたる行政施策が求められております。

　そうした中にあって、住民に最も身近な基礎自治体である市町村の果たすべき役割は年々大きくなっており、

これからの行政施策の推進に当たっては、広い視野でグローバルに物事を考えることができる職員の育成が

肝要であります。

　研修に参加された団員の方々には、今回の海外研修が市町村の抱える課題解決に向けたヒントとなること

を切に願うとともに、今回得た貴重な経験や知識を活かし、活力ある個性あふれた地域づくりの実現のため、

今後一層ご活躍されることを期待いたします。

　終わりに、団長の労をとっていただいた菅原男鹿市長、中田上小阿仁村長をはじめ、関係各位のご尽力

に対し厚くお礼申し上げます。
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１班団長
菅原　広二（男鹿市長）

　令和最初の秋田県市町村職員海外研修に１班団長を拝命し、中田上小阿仁村長をはじめ、24 名の県内
市町村職員と、とても濃密で有意義な時間を共有することができました。
　研修先はイタリア、スイスであり、両国での詳細な研修内容は各団員からの報告に詳しく記録されておりま
すので、そちらにゆだねますが、私がもっとも感銘を受けたのは、参加した団員が極めてまじめで、真剣に
研修に取り組む姿を見ることができたことです。研修先では積極的に質問や意見交換を行い、食事や自主研
修の際には、普段は自治体も業務内容も異なる職員同士で、親交を深めながら情報交換をするその姿を見て、
秋田県の将来は明るいものになると確信を得ることができました。団員諸君には、ぜひともこの研修で得た知
見や成果、考え方などを自身の自治体に持ち帰り、多くの課題を有する秋田県を、各自治体から引っ張って
いくような、施策を提案、実現していただければと期待しております。
　男鹿市の話になりますが、平成 30 年 7 月に道の駅おが「オガーレ」がオープンし、JR 男鹿駅も移設され、
男鹿はとても活気づいています。その活気をより高めるため、男鹿駅前広場を含めた周辺整備をしていきたい。
そしてその広場は市民や男鹿を愛する人々が集う憩いの場としたいというのが私の思いです。今回訪れた両
国では、市民が集う憩いの広場が各所にあり、休日には多くの人々でにぎわっていました。また、レストラン
やカフェでは、店の前の通りや広場にテーブルやイスを準備し、雨の日でも仮設の屋根や独自のテントを広げ
て、屋外での社交を楽しんでいる様子が、いたるところで見られました。それはとても解放的で、私が思う男
鹿駅前の理想を見ているようでした。さらにジュネーヴでは、男鹿市出身者の方に出会うことができ、世界の
狭さに驚くとともに、本市出身者が世界で活躍しているという心強さを感じることができました。団員だけでなく、
私も本研修を通して多くの刺激を受けることができました。
　最後になりますが、本研修に参加する機会を与えていただき、ご準備をいただいた秋田県市町村振興協
会をはじめ、株式会社 JTB 秋田支店、ほか各関係者の皆様には感謝申し上げますとともに、現地できめ細
かな対応をいただいた添乗員の三浦真弓さん、田中早紀さん、秋田県市長会の鎌田千恵さん、そして、2
班団長の中田村長以下、団員の皆様にはこの場を借りてお礼を申し上げ、私の報告とさせていただきます。

イタリアミラノの未来型スーパーにて ジュネーヴのモンブラン橋にて
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２班団長
中田　吉穗（上小阿仁村長）

欧州視察（イタリア・スイス）研修

　古くからのことわざに『百聞は一見に如かず』という言葉がある。この度の欧州視察（イタリア・スイス）では、
秋田県市町村職員海外研修視察団の第２班団長を拝命しましたが、体調が万全ではなく、団長の役目を果
たすことができたかは自信がないものの、団員の協力のもと、大きなトラブル等もなく全員が研修を終了できま
した。団員の意欲的な取材活動に感心しながら、短い期間ではありましたが素晴らしい有意義な研修をさせ
ていただきました。大きな成果が期待できる研修であったと思われます。
　今回の視察で私が特に興味を抱いていたことは中立国スイスについてである。スイスは人口が 850 万人と
少なく、国内市場や国土の農地も少なく天然資源に乏しい。恵まれない国内事情を強烈な危機感でチャレン
ジスピリットに転化し、グローバル市場に成長の活路を見出してきた国である。国力という観点からは極めて
不利な地理的環境に置かれてはいるが、高付加価値にスイスブランドを特化し、環境問題など競争力を高め
るグランドデザインを描き、世界でトップクラスの安全で豊かな国になっている。また、高級腕時計、医薬品、
金融、保険、教育など様々な分野でスイスブランドを構築するのに成功し、海外からもグローバル企業や国
際機関を誘致し、グローバル人材を引き寄せている。街中ではたくさんの外国人が見受けられ世界的機関や
企業が集積できる環境にあった。
　さて、楽しみにしていた登山鉄道のユングフラウヨッホ視察は最高の天気に恵まれ、標高 3,573m の展望
台で、雄大なアルプス絶景や絵葉書のような景色を堪能することができた。また、鉄道の眼下に広がる放牧
地の管理がどうしてできるのか不思議に思えたのであるが、研修先の酪農家マティアス・グリッセンさんのお
話から理解することができた。日本の酪農家と比べて、スイスの酪農家の規模は小さくても経営が成り立つの
は経営面積の環境維持に多額の補助が受けられるからであった。アルプスを背に、牛や羊の放牧風景がこ
の国の観光を支え、少女ハイジーがそこにいるような世界が広がる放牧地はスイスの宝であり、環境と酪農が
一致化した国策と地域の努力があることを知ることができた。
　研修地、ミラノやジュネーヴなどヨーロッパは石の文化であり、街全体が博物館のような印象を受けた。古
い街並には州条例があり、歴史的な建設物の保存に古い壁を生かすなど中世から変わらぬ街を維持する政
策を現地ガイドのレクチャーで多く知ることができた。
　終わりに、今回の団員は、県内各地から活躍中の精鋭ぞろいの方々ばかりで、農業研修・観光研修・福
祉研修など積極的に活動した各自の研修報告で、
有意義な研修ができたことを報告としたい。団員の
皆さんには、今回の研修を生かし、それぞれの地
域の発展に寄与されるよう期待する。また、この度
の研修を企画された秋田県市町村振興協会と、お
世話になった JTB の三浦さん、田中さん、振興協
会の羽柴さん、1 班団長の菅原男鹿市長さん、そ
していたらぬ団長を支えていただいた団員の皆さん
ありがとうございました。心から感謝申し上げます。

スフィンクス展望台にて
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研修日程
月　日 時　間 滞　在　地 日　　　程

10月19日（土） 7：30
8：35

11：15

16：25
20：55
22：05
24：00

秋田空港発
羽田空港着
羽田空港発

フランクフルト空港着
フランクフルト空港発
ミラノ・マルペンサ空港着
ホテル着

出発式、空路にて羽田空港へ
出国手続き
空路にてフランクフルト空港へ
　飛行時間12時間10分（時差－７時間）
入国手続き
空路にてミラノ・マルペンサ空港へ
ホテルへ移動

20日（日） 8：00

18：00
19：00

自主研修開始

自主研修終了
レストラン着

自主研修（１班）　　　　
自主研修（２班）　　　　
夕食会場へ移動
夕食後、バスでホテルへ移動

21日（月） ○１班
9：30

13：15
14：35

16：10
16：30

研修開始

昼食
研修開始

研修終了
ホテル着

【観光施策】    　　　　
イタリア観光文化ガイド連盟（GITEC）によるレクチャー
市内レストランで昼食後、研修会場へ移動

【先進事例】　　　　　　
Supermercato del Futuro（未来型スーパーマーケット）
視察
ホテルへ移動

●２班
9：00

10：00

12：00
13：30

16：30
17：00

研修開始

昼食
研修開始

研修終了
ホテル着

ホテル出発
【農業施策】　　　　　　
コルバリ農場視察
市内レストランで昼食後、研修会場へ移動

【観光施策】    　　　　
イタリア観光文化ガイド連盟（GITEC）によるレクチャー
ホテルへ移動

18：30 夕食 夕食後、解散

22日（火） 8：10
9：05

9：45
10：15
11：23

14：20
15：00
19：00

ホテル発
研修開始

展示室
研修終了
ミラノ中央駅出発

シュピーツ着
ホテル着
夕食

【観光施策】　　　　　　
サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会視察
最後の晩餐鑑賞
ミラノ中央駅へ移動　
鉄道でスイス　シュピーツへ
　乗車時間２時間40分（時差－７時間）
バスで宿泊先のインターラーケンへ移動

夕食後、解散

23日（水） 7：30
9：35

11：30
12：30
14：15
15：00
17：00

18：00
20：00

ホテル発
研修開始

昼食
出発
グリンデルワルト着
グリンデルワルト発
研修開始

研修終了
ホテル着、夕食

【観光施策】　　　　　　
ユングフラウヨッホ視察

麓町へ移動
町内散策
バスで次の視察先へ移動

【農業施策】　　　　　　
マティアス・グリッセン農場視察
バスで宿泊先のローザンヌに移動
夕食後、解散
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24日（木） ○１班
9：15

10：00

12：30
13：30
14：00

15：00
15：15
15：30
17：00

ホテル発
研修開始

昼食
オリンピック博物館着
研修開始

オリンピック博物館退館
移動
研修終了
ホテル着

【先進事例】　　　　　　
スイス連邦工科大ローザンヌ校（EPFL）視察
市内レストランで昼食後、研修会場へ移動

【先進事例・観光施策】　　　　　　
オリンピック博物館視察

ノートルダム大聖堂視察
宿泊先のジュネーヴへバス移動

●２班
9：00

10：00

11：30
14：00

16：00

ホテル発
研修開始

昼食
研修開始

研修終了

ローザンヌ市内散策
【先進事例】　　　　　　
オリンピック博物館視察
昼食後、視察先のジュネーヴへ移動

【福祉施策】　　　　　　
レジデンス・ノートルダム（高齢者福祉施設）視察
ホテルへ移動

19：00 夕食 夕食後、解散

25日（金） ○１班
9：25
9：45

11：30
14：00

16：30

ホテル発
研修開始

ホテル着、昼食
研修開始

研修終了

【福祉施策】　
CITE SENIORS（カルチャーセンター）視察

【先進事例・福祉施策】　
ホテル会議室での小島晶子氏によるレクチャー

●２班
9：00
9：30

12：00
14：00

16：00

ホテル発
研修開始

ホテル着、昼食
研修開始

研修終了

【先進事例・福祉施策】　
国連ジュネーヴ事務局視察

【先進事例・福祉施策】　
国際労働機関（ILO）関係者によるセミナー受講
ホテルへ移動

19：00 夕食 夕食後、解散

26日（土） 8：00

14：50
15：00
15：30
18：00

19：30
20：45

自主研修開始

自主研修終了
ホテル発
ジュネーヴ空港着
ジュネーヴ空港発

フランクフルト空港着
フランクフルト空港発

自主研修（１班）　　　　
自主研修（２班）　　　　

バスでジュネーヴ空港へ

空路にてフランクフルト空港へ
　飛行時間１時間30分
出国手続き
空路にて羽田空港へ
　飛行時間11時間10分（機内泊）

27日（日） 14：55
18：20
19：30

羽田空港着
羽田空港発
秋田空港着

入国手続き
空路にて秋田空港へ
解散

※時間はすべて現地時間
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イタリア
面　　　積 30.1 万平方キロメートル（日本の約５分の４）

人　　　口

総人口　約 6,060 万人
ローマ（首都） 約 287 万人
ミラノ　約 137 万人
ジェノヴァ　約 58 万人

通　　　貨 ユーロ

言　　　語 イタリア語

宗　　　教 キリスト教（カトリック）が国民の約 80％と言われており、その他、キリスト教（プロテ
スタント）、ユダヤ教、イスラム教、仏教

名目ＧＤＰ 211 兆 4,381 億円

実質ＧＤＰ 192 兆 8,519 億円

為替レート １ユーロ＝ 119.41 円（2019 年 10 月平均）
※ GDP はどちらも IMF による 2019 年 10 月時点の推計。

スイス
面　　　積 4.1 万平方キロメートル（九州と同じくらい）

人　　　口
総人口　約 840 万人
ベルン（首都）　約 14 万人
ジュネーヴ　約 20 万人

通　　　貨 スイスフラン

言　　　語 ドイツ語（63％）、フランス語（23％）、イタリア語（8％）、ロマンシュ語（0.5％）

宗　　　教 カトリック（38％）、プロテスタント（26％）、その他キリスト教（5％）、イスラム教（5％）

名目ＧＤＰ 76 兆 9,836 億円

実質ＧＤＰ 77 兆 1,969 億円

為替レート １スイスフラン＝ 108.82（2019 年 10 月平均）
※ GDP はどちらも IMF による 2019 年 10 月時点の推計。

日　本
面　　　積 37 万 7,923 平方キロメートル

人　　　口

総人口　約 12,602 万人（2020 年 1 月 1 日時点）
東京都　約 1,395 万人（2020 年 1 月 1 日時点）
秋田県　約 96.3 万人（2020 年 1 月 1 日時点）
秋田市　約 30.6 万人（2020 年 1 月 1 日時点）

名目ＧＤＰ 557 兆 7,157 億円

実質ＧＤＰ 539 兆 2,282 億円
※ GDP はどちらも IMF による 2019 年 10 月時点の推計。
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１－Ａ班
（タイムテーブル）

【メンバー】
淡路　　憲（藤里町）　　泉澤　　純（鹿角市）
石川　久人（大館市）　　五十嵐祐介（男鹿市）
川村　忠寛（八峰町）　　岡田　　綾（大仙市）

9：00
9：30

11：00
12：00
13：30
14：30
15：45
16：00
17：00
18：00

ホテルを出発し地下鉄で移動
ミラノ中央駅、周辺散策
スフォルツェスコ城、周辺散策
トリエンナーレデザイン美術館
ガドルナ駅周辺散策、ランチ
アンブロジアーナ絵画館・図書館
サンタ・マリア・プレッソ・サン・サティロ教会
ドゥオーモをチラ見
プラダ財団
ホテル着

ミラノ中央駅

　ホテルから地下鉄を利用しミラノ中央駅へ。まず、こ
の駅の美しく巨大な外観に圧倒されるも、内観はまるで
美術館のような重厚感を感じる。高い天井による広大
な空間に多くのビジネスマンや観光客が行き来し、ヨー
ロッパ各国、大都市を結ぶ国際列車が発着する国際
ターミナル駅。プラットホームは天窓により多くの光が差
し込み、美しく整列する列車。さすが、世界で最も美し
い鉄道駅と称されるのも納得するものである。
　周辺の散策も、やはりヨーロッパは石畳。この石畳と
調和し見るからに歴史のありそうな建築物。そしてトラム

（路面電車）が走り、オープンテラスのカフェがオープン
しており、歩くことが楽しく感じられる。

トリエンナーレデザイン美術館

　スフォルツェスコ城を見学した後、センピオーネ公園を
散策。その日は健康マラソン大会が開催されていたが、
ミラノはとにかくイベントが多く、「何時も何処かで何か」
が行われており、ミラネーゼもわからないほどだという。
　公園を抜け、トリエンナーレデザイン美術館へ。ミラノト
リエンナーレの言葉はよく耳にするが、国際展覧会の名
称で「トリエンナーレ」とはイタリア語で３年に１回という意
味。この展覧会はデザイン・ファッション・建築・メディア
アートなどの分野のデザインを評価する歴史と名誉をも
つものであるとのこと。
　館内の１階には、イタリアデザインの常設展として、歴
代のトリエンナーレコレクションの象徴的な家具・インテ
リア・アクセサリー・電子機器などが展示され、その奇抜
なデザイン、色彩、そして機能性に驚きを感じるものであ
り、ミラノ、イタリアがファッショナブルでデザイン性の高い
所以を垣間見ることができた。

1
班

10
月
20
日
㈰

自
主
研
修

10 月20 日［SUN］ イタリア

美しいミラノ駅

スフォルツェスコ城前にて

モダンで機能的なイス
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アンブロジアーナ絵画館・図書館

　ランチ場所を探して、ガドルナ駅周辺に。この駅は空
港直結のターミナル駅であり、広場に建立するカラフル
な針と糸の巨大なオブジェが縫製の街ミラノを象徴的
であった。
　地下鉄にて移動し中心市街地に位置する美術館
へ。市街地からの静けさの中に、歴史を感じさせる美
しい建物が現れ、レオナルド・ダ・ヴィンチ企画展の幕
が垂れている。2019年は、レオナルド・ダ・ヴィンチ没後
500年記念となることから、企画イベントがミラノ市内で
開催されているようで、いたるところでよく目にした。
　当館は1609年に世界初の公共図書館として開館さ
れ、多くの寄贈による作品コレクションにより、現在は23
室の展示室による美術館となっている。レオナルド・ダ・
ヴィンチの肖像画や手稿、カラヴァッジョの静物画があ
まりにも有名であり、また建物自体も美しく、「偉大なる
精神を集めた中庭」や古代ローマの公衆浴場のモザイ
ク画など美術品の他にも素人でも楽しめる配置、企画
であった。
　また、ヴァチカンにあるラファエロの傑作「アテネの学
童」の下書きが４年間の修復を終え、展示されており、
その巨大さと精密さ、モノクロの美しさに感動を覚えた。
　図書館は吹き抜けで２階壁面まで蔵書がびっしりと
収納されており、レオナルド・ダ・ヴィンチのアトランティ
コ手稿（人体とか、飛行機とかが有名）の一部が展示

されており、その趣とコレクションに感激したところであ
る。
　全体的にであるが、絵画や作品、芸術品など日本で
は写真撮影を禁止するところが多いが、ミラノでは禁止
せず、観光客にとっても非常にうれしいところである（後
で見るわけでもないが・・・）

だまし絵教会

　美術館からヴィア・トリノ通りにでると、ブランド
ショップや歴史的建築物に入居したスターバックスや
UNIQLOなどがあり、ミラネーゼの若者の街なようであ
る。この通りは有名なドゥオーモ大聖堂に通じ、その途
中の見過ごす場所にあるサンタ・マリア・プレッソ・サ
ティロ教会、別名だまし絵教会を拝観。
　ルネッサンス期の建立で歴史があり素晴らしいが、よ
くある教会とも思えるところである。正面から見ると聖堂
は奥行きがあるように感じるが、横からみると、何と１ｍ
位でほぼ平面。遠近法が確立されていない500年前に
壁画技術を駆使したものであることに驚愕させられた。
　最後に2018年に全面オープンした現代アート複合施
設であるプラダ財団に向かい、徐々に近づく奇抜な建
築物に心躍ったところであるが、予想以上の混雑により
断念したところである。 石川　久人（大館市）

1
班

10
月
20
日
㈰

自
主
研
修

アンブロジアーナ図書館 だまし絵教会
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1
班

10
月
20
日
㈰

自
主
研
修

１－B班
（タイムテーブル）

【メンバー】
菅原　広二（男鹿市長）　鎌田　千恵（市長会）
畠山　孝直（八郎潟町）　佐々木明輝子（秋田市）
藤井　秀成（秋田市）　　齊藤　瑞恵（横手市）
石塚　　環（由利本荘市）　西村優希子（潟上市）

9：25
9：45

10：01
11：13
12：57
14：50
15：30
15：45
17：30
18：04
18：20
18：25

ホテルロビー集合・出発
ポルトディマーレ駅発
ミラノ中央駅着
ミラノ中央駅発
ジェノヴァ（ピアッツァプリンチペ）駅着
昼食終了
世界遺産通り散策
ジェノヴァ（ピアッツァプリンチペ）駅発
ミラノ中央駅着
ミラノ中央駅発
ポルトディマーレ駅着
ホテル着

視察先の決定

　自主研修の班分けはミラノ市内に残るか、市外に出
るかの二択で決まった。私たちの１－B班は市外に出る
ことを選択したメンバー６人から成るグループである。
なんと６人中３人がミラノに訪問歴があるため、視察先
は与えられた時間内に行ける場所の中からジェノヴァ
を選択した。

ジェノヴァについての基本情報

　視察先のジェノヴァについて基本的な情報を紹介す
る。
　イタリア北西部に位置するジェノヴァはミラノから南南
西に約120㎞、首都ローマから西北へ399㎞のところにあ
る。人口は約58万人で、中世から繁栄を誇るイタリア最
大の港町である。世界遺産の宮殿が立ち並ぶガリバル
ディ通りの美しい街並みと、港に船が停泊している港町
ならではの雰囲気を併せ持つ魅力ある都市である。

現地へ

　自主研修は研修行程の２日目に予定されていた。移
動日の翌日であり、体調面が心配されたが、全員元気

にホテルロビーに集合できた。
　まずは徒歩でホテル近くの地下鉄ポルトディマーレ駅
からミラノ中央駅へと向かった。
　ミラノ中央駅は一日約32万人が利用する、イタリアで
2番目に乗降客数の多い駅である。ミラノからジェノヴァ
に向かうための乗車券は現地で購入すると決めていた
ため、さっそくチケット売り場へ直行した。チケット購入で
少しトラブルがあったものの、同行していただいたガイド
の三浦さん、そして頼もしいメンバー佐々木さんのおか
げで、予定していたチケットを無事購入することができ
た。そしていよいよジェノヴァへと向かった。
　ミラノ中央駅を出てしばらくは住宅地が続いたが、
徐々に農村部、そして山間部へと進んでいき、秋田で見
たことがあるような景色という印象であった。そして約１
時間45分の乗車で目的地ジェノヴァに到着した。

①コロンブスのお出迎え
　ジェノヴァ駅を出ると白い大きなモニュメントが出迎
えてくれた。これは探検家コロンブスのモニュメントであ
る。実はコロンブスはジェノヴァ出身。街にはかつてコ
ロンブスが住んでいたとされる家も残っている。他にも
ジェノヴァには水族館や海の博物館など、海に関する
スポットがたくさんある。今回は時間がなく見学できな
かったが、海に関するスポットをゆっくり辿ってみるのも
港町ならではの楽しみ方ではないか。

ミラノ中央駅にて
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1
班

10
月
20
日
㈰

自
主
研
修

②ジェノヴァといえば
　ジェノヴァと聞いて思いつくものの代表的な一つが
ジェノベーゼではないだろうか。
　ジェノベーゼとはバジルの葉、松の実、ニンニク、チー
ズなどと、オリーブオイルを混ぜて作る緑色のソースのこ
とである。そのソースをからめたパスタをジェノベーゼと
呼ぶこともある。
　街歩きを始める前にまずは腹ごしらえをした。細い坂
道の路地を入った一軒のお店でジェノベーゼを注文し
た。海に近いジェノヴァは同時に海産物も豊富で新鮮
であり、メンバー全員でおいしい料理をシェアし、堪能
した。周りのお客様は現地の方が多かったのか、お昼
からワインを片手に食事と会話を楽しんでいた。異国情
緒を感じるひとときであった。

③ガリバルディ通りへ
　昼食の後はいよいよ街歩きをし、ガリバルディ通りへ
と向かった。
　ガリバルディ通りは16～17世紀のジェノヴァ共和国
時代に、都市計画に基づいて作られた通りで、海上貿
易で栄えた富豪たちが建てたたくさんの宮殿が立ち並
んでいる。
　通りはどこを見ても圧倒的な美しさの建築物が並ん
でいた。写真左が赤の宮殿、右が白の宮殿とトゥルスィ
宮殿である。トゥルスィ宮殿は現在、市庁舎として使われ
ているとのことである。今回は時間がなく外観を見ただ

けだったが、３つの宮殿の中は全て美術館になってい
て、絵画や彫刻が展示されているそうである。

さいごに

　ミラノ市内と同様、ジェノヴァ市内も歴史を感じる建
物が多く立ち並び、街なみを形成していた。しかし、大き
な通りから少し細い路地に入ると、坂道に沿って並ぶ
民家や小さな商店があり、現地の人々の生活、息づか
いを感じる空間が広がっていた。
　歴史的な建造物の保存と日常生活の共存は便利さ
とは離れた難しい部分もあると思うが、世界に誇る美し
い街並みに住む人々には、そこに暮らす住民であること
の誇りと充足感があるのではないかと感じた。

齊藤　瑞恵（横手市）

コロンブス

ジェノベーゼ

ガリバルディ通り お店
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２－Ａ班
（タイムテーブル）

【メンバー】
細井　泉希（秋田市）　　本郷　美佳（横手市）
今野　佳恵（にかほ市）

8：45
9：00

11：30
12：30

15：00
17：30

ホテル出発
ドゥオーモ
昼食
ガレリア・ヴィットーリオ・エマヌエーレ二世
スカラ座、スカラ座博物館
市内散策
ホテル到着

ドゥオーモ

　自主研修は、ミラノのシンボルであるドゥオーモから始
めた。完成まで500年という歳月を費やした大理石の建
築は見るものを強く惹きつける。地下鉄出口の階段を上
るとすぐに目に入った聖堂に班員全員が歓声をあげた。
　ドゥオーモ広場での写真撮影の後、屋上に上がるエ
レベーター付きのチケットを購入し、聖堂内へ入った。
入場の列に並んでいた間も外壁に施された乳白色の
精巧な彫刻から目が離せない。中ではミサが執り行わ
れており、厳かな雰囲気を味わいながら見学した。これ
までに見た教会の中でも飛びぬけて大きく、高い天井
にも豪華絢爛な薔薇窓に圧倒された。聖堂内からは地
下の考古学エリアへ繋がっており、中世に造られた聖
堂の基礎部分や沐浴場跡を見ることができた。
　屋上へ行くには専用のエレベーターに乗る。尖塔に
施された黄金に輝くマリア像や聖人像、ガーゴイルの彫
刻を見ることができるほか、ドゥオーモ広場を始めとする

ミラノ市内を一望でき、映像や写真で見ていた景色の
中に自分がいることが不思議に感じられた。

ランチタイム

　あまりの素晴らしさに離れ難かったドゥオーモの後は、
ランチタイム。「イタリアといえば」ということで地元の人で
賑わう「GRANAIO Caffe e Cucina」でピッツァ・マルゲ
リータとスパゲティ・ポモドーロをシェアした。食後のデザー
トは同じお店のジェラート。ミラノの街角に立って食べる
三者三様に選んだジェラート（ストロベリー・チョコレート・
レモン）は、通りの雰囲気も加わってとても美味しかった

（レモンの強烈な酸味も今となっては良い思い出です）。

ガレリア・ヴィットーリオ・エマヌエーレⅡ

　ドゥオーモの北側に延びるスカラ座へと通じるアー
ケードで、ガラスのアーチと鉄製の屋根に覆われたガレ
リアに入るとまるでテーマパークに来たように感じた。
　中央の十字部分は八角形のガラスドーム広場になっ
ており、その床面には中央にイタリア王国、その周囲にミ
ラノ、トリノ、フィレンツェ、ローマの紋章が描かれ、このう
ちトリノの紋章である牡牛のモザイクには、踵を合わせ
て三回転すると幸運が訪れるという言い伝えがあり、人
だかりができていたが、全員がチャレンジできた。どん
な幸運が訪れるのでしょうか？

スカラ座博物館

　ガレリアを進むとダ・ヴィンチ像の立つスカラ広場に

2
班

10
月
20
日
㈰

自
主
研
修

10 月20 日［SUN］ イタリア

ジェラート マリア像（ドゥオーモ）スカラ座
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出る。そこにあるのがオペラやバレエで有名なスカラ座
です。博物館では、それ自体が芸術品のような優美な
建物と劇場の歴史や様々な絵画、調度品をじっくり見
学することができた。ボックス席から見ることのできる華
やかな舞台では、照明のリハーサルが行われていて貴
重な体験になった。

市内散策

　自主研修の最後は、歴史的な建物と現代的なビルが
隣り合うミラノの街を散策した。スマホのアプリを頼りに
たくさん歩き、夕方になる頃には、ドゥオーモをぐるりと回
るようにミラノの中心部を歩いていたことが分かった。見
学予定だったプラダ財団美術館は時間の関係で取りや
めましたが、その分じっくり散策でき充実した一日となっ
た。 【本日の歩み：約21,000歩】 今野　佳恵（にかほ市）

２－B班
（タイムテーブル）

【メンバー】
高橋しのぶ（大館市）　後藤　和樹（東成瀬村）
金澤あつ子（湯沢市）

9：30
9：45

10：30
12：00

13：00
14：00
15：00
15：45
17：00

ホテル出発
途中下車し、周辺散策
トリエンナーレ・ディ・ミラノ視察
ドゥオーモに立ち寄るも 13：00まで入
館不可であることが判明
昼食
ナヴィリオ運河沿い散策
地元スーパーマーケット散策
ドゥオーモ見学
ホテル到着

トリエンナーレ・ディ・ミラノ

　最近では「あいちトリエンナーレ」の問題で日本でも
有名な「トリエンナーレ」という言葉は、もともとイタリア
で3年に1度開催される大きな美術博覧会のことで、こ
のデザイン美術館はその会場になっている。美術館自
体は2007年に開館した新しいものだが、建物はムッソ
リーニ政権時のミラノトリエンナーレの会場として建て
られたもので、見るものを圧倒する荘厳な佇まいは、こ
の後に訪れるミラノ中央駅にも通じるものがあった。

　今年は美術博覧会の開催年だが、残念ながらその
展示品は見られず常設展のみであった。常設展では、
年代ごとに配置された家具などの展示品からミラノの
デザインの歴史を学ぶことができた。どの時代でも「最
先端」と呼ばれるものは、レトロであるのにどこか新しく
感じ、有名なスタジオ65によるリップソファも50年以上前
のデザインであることを知り驚いた。
　入館料の割には見る場所が少なく、訪問先の下調べ
が足りなかったというのが正直な感想だったが、それで
もデザインの街ミラノの雰囲気を感じることはできた。

ナヴィリオ運河

　ミラノにはかつて街中に人口運河があり、人々の生活
に欠かせない物資を運んでいたそうだ。ここで運ばれた
物資はミラノのアイコンになっている大聖堂ドゥオーモの

2
班

10
月
20
日
㈰

自
主
研
修

ミラノトリエンナーレ常設展

ナヴィリオ運河沿いの様子
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建設にも使われ、その設計にはレオナルド・ダ・ヴィンチ
が関わったとも言われているが、戦後の交通網の整備
で運河のほとんどは埋め立てられてしまった。
　このナヴィリオ運河は当時の姿を残す数少ない場所
で、今では数えきれないほどのレストランや雑貨店、ギャ
ラリーなどが立ち並ぶ場所になっていた。下町的な雰囲
気は雨の中でも活気があり、観光客だけではなく地元の
人 も々多く訪れ賑わっている様子だった。「イタリアン」と
言われて私たちが想像するような店の雰囲気は、この場
所のイメージが強いのではないだろうか。

ドゥオーモ

　ミラノの象徴と言ってもいいほど有名な大聖堂は、地
下鉄の駅名にもなっており、改札から続く階段を登れば
すぐ目の前に広がる広場と一体化した景色は、思わず
声をあげてしまうほど壮大なものだった。
　大聖堂に入るには、近くにある専用のチケット販売所
に行かなくてはならず、購入にも時間制限が設けられて
いた。入場の際には何度か警備員のチェックが入り、鞄
の中に飲み物の瓶が入っているだけで危険物とみなさ
れ没収されていた。しかし一度中に入ってしまえばその
後は自由で、写真や立ち入りの制限は少なかった。美し
いステンドグラスや装飾を間近で見られたことを考える
と、入場の際の厳しい検査も頷けるものであった。
　大聖堂入口はこのように警備が厳しいが、その目の前
の広場は人があふれかえり、観光客と見れば強引な物
売りが声をかけてくるので注意が必要であった。ミラノと
いう街のさまざまな面を見た１日となった。
 金澤あつ子（湯沢市）

２－C班
（タイムテーブル）

【メンバー】
小笠原　悟（小坂町）　　髙橋　洋平（大仙市）
宮田孝志郎（三種町）　　伊藤　大地（仙北市）
村上　大輔（由利本荘市）

9：30
10：00
10：40
13：00
14：40
16：30

ホテル発　地下鉄移動
ドゥオーモ　見学
スフォルツェスコ城　見学
昼食
サンタ・マリア・プレッソ・サン・サティロ教会
ホテル着

　２－Ｃ班は、「スフォルツェスコ城をじっくり見たい」
という目的が一致した5人で構成された。視察先は、ス
フォルツェスコ城とその徒歩圏内にあるドゥオーモ、サン
タ・マリア・プレッソ・サン・サティロ教会とした。

ドゥオーモ

　宿泊先の最寄り駅から地下鉄を利用して20分ほど
で到着した。
　ミラノの象徴「ドゥオーモ」。正式名称を「サンタ・マリ
ア・ナシェンテ教会」といい、尖塔の一番高いところにマ
リア像がありミラノの街を見守っている。
　地下鉄の出口から目に飛び込む「ドゥオーモ」の美し
さには、声にならないほどの驚きがあった。そんな美し
い景色に見とれていると、一人の団員がわずかな鳩の

ドゥオーモ広場の混雑の様子
ドゥオーモ

2
班

10
月
20
日
㈰

自
主
研
修
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餌を握らされた。外国人の「マネー！」とガイドさんの「逃
げて！」の声が交錯する中、ドゥオーモ広場を方々へダッ
シュ。目的の城へ到着する前にメンバーが離ればなれ
になる事態となったが無事、再集結。スフォルツェスコ
城へ向かった。日本国内では、意識することのない難民
の現状やこれまでの生活状況を考えさせられる場面と
なった。

スフォルツェスコ城

　スフォルツェスコ城へは、ドゥオーモから徒歩10分ほど
で到着した。
　ルネッサンス様式の代表的建築であるスフォルツェス
コ城。1466年に建造されたフィラレーテの塔は、スフォル
ツェスコ城の正門でありミラノのシンボルだ。ドゥオーモ
から北西へのびる通りの突き当りにカステッロ広場があ
り、イタリア統一を推進した軍事家ジュゼッペ・ガリバル
ディの騎馬像があった。
　レオナルド・ダ・ヴィンチがこの世を去って、今年で500
年が経ち「レオナルド500」のイベント会場でもあったこと
から多くの方が来場していた。私たちは、スフォルツェス
コ城の外観だけでなく、併設されている美術館にも入り、
多くの美術品を鑑賞したが、ミケランジェロの最期の作品

「ロンダニーニのピエタ」を見ることができ、大変有意義
な時間となった。

サンタ・マリア・プレッソ・サン・サティロ教会

　スフォルツェスコ城から昼食を挟み、サンタ・マリア・プ
レッソ・サン・サティロ教会へ移動した。多くの教会があっ
た中でも、ここの教会は「だまし絵」が有名である。入り口
から正面奥を見ると奥行きがあるように見えるが、壁に
絵が描かれていて、狭い空間を広く見せる技法が使わ
れている。
　どうしても見たかった教会に付き合っていただいた自
主研修メンバーには感謝している。

自主研修を終えて

　限られた時間であったため、ミラノ中心地に研修範囲
を絞ったことで、街の雰囲気を感じ取ることができた。
　長年にわたり、守られてきた歴史ある建造物は、すべ
てにおいて調和がとれ、とても美しく世界中の観光客を
引きつける魅力ある街だった。

村上　大輔（由利本荘市）

フィラレーテ塔と騎馬像スフォルツェスコ城 だまし絵

2
班

10
月
20
日
㈰

自
主
研
修
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観光施策の研修（1班）

先進事例の研修（1班）

イタリア観光文化ガイド連盟（GITEC）

GITECの概要

　2009年６月26日に設立された商業団体。日本語では
イタリア観光・文化ガイド連盟となる。観光ガイドの職業
を保護、強化する業界団体として誕生。イタリアでは100
を超える専門職による協会があり、その中で特に観光
に関わる協会と連携して、観光ガイドのニーズ把握や
提案、課題解決を図っている。

ミラノ市の概要
　
　イタリア最大の人口を擁するロンバルディア州（1000
万人）の州都。人口137万人でイタリア第2の都市。平均
所得は首都ローマよりも高く、航空産業、自動車産業な
どの製造業が集積している。同時に証券取引所を有す
るイタリアの商業・金融の中心でもある。また、ミラノコレ
クションやミラノサローネといった国際的なファッション

ショーや見本市が
開催されており、ロ
ンバルディア州はイ
タリアのGDPの1/3
を占めるなど、その
州都であるミラノ市
はイタリア経済の中
心となっている。

観光都市として発展するミラノ

　ミラノは古くから服飾・繊維産業が発達しており、
1978年にミラノコレクションが始まってからはファッショ
ンの都市というイメージで捉えられることが多く、イタリ
アにおける観光都市と言えばローマであり、ミラノへの
滞在はビジネス目的がほとんどという状況だった。
　しかし今日ではミラノへ訪れる観光客は年々増加し
ており、統計ではイタリアでの観光客増加率が1位に
なるなど観光分野の発展が著しい。契機となったのは
2015年にミラノで開催された国際博覧会（万博）。開催
期間中に2100万人が来場して大成功を収めた。これに
よって、ミラノの文化や芸術、歴史建造物を世界に向け

午
前

午
後

GITEC講義

10 月21 日［MON］ イタリア

　研修先    Supermercato del Futuro（未来型スーパーマーケット）
　　説明者　　　Mr. Silvio Carelli（Director）

　研修先    イタリア観光文化ガイド連盟（GITEC）
　　説明者　　　

GITEC事務所中庭から

Mr. Iacopo Mazzetti（Staff of the Assessor Roberta Guaineri Department of 
Tourism, Sport and Quality of Life Milan City Hall）
Mr. Luciano Bersano（Head of Tourism Marketing Unit Tourism, Sport and Life 
Quality Department City of Milan）
Ms. Emanuela Biscotti（Guide - Vice President of ConfGuide-GITEC）
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てPRすることが出来た。
　ファッションだけではない豊かな歴史的文化・芸術を
持つ観光都市として高いポテンシャルがあったのに活
用できていなかった。それが万博の大成功により、自ら
の街の魅力の再発見につながり、観光都市としてのミラ
ノをPRするという動きにつながった。万博以来、観光分
野は毎年成長を続け、ミラノへの滞在期間も延びている
ということだった。

観光公害・オーバーツーリズムについて

　ミラノの観光産業が発展してきたのはここ数年のこ
とであり、観光客の増加によりもたらされる観光公害、
オーバーツーリズムのような問題は起こっていない。
　歴史的中心部への観光バスの乗り入れに対して課
税するほか、乗り入れそのものを制限するなどの対策は
行われているが、ミラノに限ったことではなく課税金額
も他都市と比較して安価に設定されており、今はより多
くの観光客の誘致を図っている。

景観の維持

　歴史的遺産や美術品、建造物は州ごとに設置され
た監督機関が認証を行い保護対象として指定する。景
観に関する計画は州が策定するが、認証を受けたもの
は監督機関の許可がなければ修復も工事も行えない
とのこと。
　特に景観に関しては、同一の景観をもつ一帯が指定
され、その地域における実施可能な工事や開発の範囲
が決定されることにより、周囲一帯の景観が保護されて
いる。

安全面

　観光客の安全面にも取り組んでいるということだっ
たが、ドゥオーモ前などでは鳩の餌やミサンガを使った
詐欺を行おうとしている者の姿があちこちに見えた。警
察官なども配置されているが堂 と々詐欺を行おうとして
いる様子が見えるほか、テロに備えて軍人が街中に配
置されているほか、暴走車の侵入を防ぐための防壁を
設置している様子を見ると日本との治安に対する感覚

の違いとともに、観光客が安全に過ごせるということは
日本のインバウンド観光の大きな利点であると感じた。

現地の視察

　芸術観光の中心となるガレリアやスフォルツェスコ城、
ドゥオーモをガイドの説明により視察をおこなったが、ガ
イドがライセンス制となっているだけあり知識も豊富で
非常に質の高いものだった。質の高いガイドの育成が
観光業の発展を支えていることが実感でき、県内でもガ
イド育成の必要性を感じた。 泉澤　純（鹿角市）

歴史的中心部にあるガレリア

暴走車侵入のためのバリケード

1
班
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月
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概要

　2015年のミラノ国際博覧会において、コープ（生活
協同組合）館では買物の新しい体験ができるスーパー
マーケットというコンセプトの展示がなされた。それが実
店舗となったものが“Supermercato del Futuro"（未来
型スーパーマーケット）で、ミラノ北東部のビコッカ地区
に2016年12月に開店した。様々な技術が実験的に導入
されており、商品の売上によってその効果を測定してい
る。この店舗で顧客に好評だったものは他のコープ店
舗にも順次導入している。

　売り場面積は780㎡、商品数は6,000種と、他のコー
プ店舗よりかなり規模は小さい。ビコッカ地区には、複
数の大企業のオフィスや大学もあるため、大企業の社
員や学生などの若い層がターゲットとなっている。顧客
がリラックスして楽しみながら買い物ができること、商品
の価値をわかりやすく発信することを目指している。

商品の価値の「見える化」

　コープでは、ヨーロッパの健康志向ブームを背景に
Bio（日本で言う「オーガニック」）商品の提供や、品質保
障、トレーサビリティの付与に力を入れている。イタリアで
は特に若者や子育て世代の健康志向が強く、産地の
情報や無農薬の商品に関心が高いとのこと。「心にも
体にも優しいこと」をコンセプトに、自社ブランド「Coop 
Ben'Essere（コープベネッセレ）」も展開している。

　そうした背景をふまえ、店内には商品情報を表示する
ディスプレイやタッチパネルが設置されている。野菜や
果物などを扱う生鮮食品の売り場には、顧客が見上げ
た位置にディスプレイが設置されており、商品を指差す
だけで詳細な情報（栄養素や生産者の情報など）が表
示されるようになっている。その他の売り場では、商品の
バーコードをタッチパネルに読み込ませることで情報を
表示させることもできる。
　また、顧客が目当ての商品を見つけやすいようにす
る技術も導入されている。陳列棚の値札は全てデジタ
ルのものになっており、安売り中のものはライトが点滅
するなど、顧客に対してわかりやすいものになっている。
フロアにはタッチパネルも設置され、様々な方法で商品
を探すことができる。例えばグルテンフリーのものを探し
たり、その商品の製造元やアレルゲン情報を確認したり
できる。さらに、店舗の奥には54個のディスプレイで一
つの画面を作り、おすすめのレシピや売れ筋の商品な
どを紹介している。

タッチパネル

店舗外観

ディスプレイ

Supermercato del Futuro（未来型スーパーマーケット）
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新たなサービスの導入

　ネット通販や配達サービスなど実店舗以外のサービ
スとの競合には、新たな取組「Coop Locker（コープロッ
カー）」を導入することで対応している。これは会員から
注文を受けた商品を店舗の外に設置されたロッカーに
入れておき、会員がいつでも受け取ることができるサー
ビスで、冷蔵や冷凍が必要な商品にも対応している。
注文のあった商品は店員が探しやすいように前述の値
札のライトが点灯するなど、迅速なサービスの提供が可
能となっている。また、SNSを使ったAIチャットサービス
も提供しており、商品を検索すると、おすすめのレシピ
やそのレシピに
使う他の商品な
どを提案してく
れる。現在導入
を目指している
のは、探してい
る商 品が 一目
で分かるように
商品がピンポイ
ントでライトアッ
プされる仕組み
とのこと。

所感

　店舗の各所に導入された技術は、いかに顧客に対し
て分かりやすく、納得して買い物をしてもらうかという工
夫であった。この分かりやすさや納得感は、住民の多
様化に伴い行政サービスにおいても求められているも
のだと感じる。様々な技術はそのままで使うことはでき
ないかもしれないが、例えばタッチパネルを設置して求
めるサービスがどこに行けば受けられるのか、そのサー
ビスがどんな形態で実施されているのかを表示するな
ど、形を変えて行政サービスの各所に導入することがで
きるのではないかと感じる。また、技術に目が行きがち
だが、この店舗では陳列棚を低いものにして買い物を
している友人を見つけられるようにしたり、イートインス
ペースで寛ぐことができたり、イベントを開催したりと会
員間の交流を生み出すことにも力を入れていた。デジ
タルサービスが発達する中だからこそ、人と人の交流が
大事になるということも感じることができた。技術の導入
は、ともすれば機械的・画一的になる側面もあるが、そ
の先にいる相手を意識したサービスの必要性を感じる
ことができた。今後の業務においてもそういった部分を
意識していきたいと思う。

川村　忠寛（八峰町）
陳列の様子

お店のFBページに載せていただいた写真

1
班

10
月
21
日
㈪

研
修
記
録



22

2
班

10
月
21
日
㈪

研
修
記
録

30°S

35°

40°

45°

50°

55°

60°

65°

5°W 5°E0° 10° 15° 20° 25°

Amsterdam

Brussels

London

Oslo

Stockholm

Murmansk

Helsinki

Tallinn

Riga

Moscow

Vilnius
Minsk

Kiev

Warsaw

Paris

Marseille

Barcelona

Lyon

Madrid

Algiers Tunis

Vienna

Prague

Bratislava

Budapest

Sarajevo

Skopje

Sofia

Istanbul

Bucharest

Kishinev

Tiranë

Athens

Zagreb

Belgrade

Lisbon

Casablanca

Berlin

Munich

Copenhagen

Dublin

FRANCE

GERMANY

DENMARK

NORWAY

SWEDEN
FINLAND

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

RUSSIA

POLAND

BELARUS

UKRAINE

MOLDOVA

ROMANIA

BULGARIA

TURKEY

MACEDONIA
ALBANIA

ANDORRA MONACO

GREECE

AUSTRIA

CZECH REP.
SLOVAKIA

HUNGARY

YUGOSLAVIA

CROATIA

SLOVENIA

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

BELGIUM

THE
NETHERLANDS

IRELAND

ICELAND

UNITED
KINGDOM

SPAIN

MOROCCO
ALGERIA

TUNISIA

PORTUGAL

Bern 

Venice

Rome

SAN MARINO

VATICAN CITY

Palermo

Naples

ITALY

SWITZERLAND
農業施策の研修（2班）

観光施策の研修（2班）

コルバリ農場

イタリアの農業について

　イタリアは国土面積が日本より小さいのだが、平地だ
けでなく丘陵地や山岳地も農地として使用されるため、
生産額全体は日本を少し上回る結果となっている。ま
た、イタリアは、EU内では、最も有機農業面積が大きい
国である。農業形態は、他のＥＵ加盟国とは異なり、小
規模の農家が多いのが特徴である。これは、特に南部
であるが、古代から大土地所有制度が存続していたた
め、大規模な農業経営が誕生しにくい土壌であったた
めである。

農場の概要

　ミラノ市外から車で40分程の場所に位置する農場。
2005年に経営者であったアントニーオ・コルバリ氏が
農場を引退し、2006年に当時従業員であったダニエル

氏等が中心となり当農場を起業、現在の従業員数は8
名、全員が40歳以下と若手従業員が多い。耕地面積は
70,000㎡、全て小作地であり、栽培している作物は数
十種類に渡り、露地野菜を中心に化学肥料、農薬や遺
伝子組換え技術を使わない、環境にやさしい少量多品
目による有機栽培に取り組んでいる。

栽培方法と販売戦略について

　土づくり、育苗、収穫及び販売まで取り組んでおり、収
穫までの作業は大部分が従業員の手作業によって行
われている。設備投資は最低限に抑えるため、大型機
械や先進機械等は導入していない。有機栽培により、
化学合成農薬や化学肥料、化学合成土壌改良剤を使
わないため、作物の安定した生産については苦労して
おり、栽培の工程において失敗してしまい、収穫に結び
つかないことは多々あることから、新規に取り組む品種

午
前

午
後

10 月21 日［MON］ イタリア

　研修先    イタリア観光文化ガイド連盟（GITEC）
　　説明者　　　

　研修先    コルバリ農場
　　説明者　　　Ms. Beatrice Mapelli（Agricultural technologies ）

説明者ベアトリーチェ氏 有機栽培ほ場

Mr. Stefano d'Ayala（Secretary - Federalberghi Milano - Milan Hotel Association）
Ms. Debora Lo Conte（Guide and Architect - Vice President of ConfGuide-GITEC）
Mr. Massimo Loiacono（Secretary General ConfGuide – GITEC）
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に係る投資が多く、大きな利益を上げていくことは難し
いとのこと。
　販売については、少量多品目による経営方針を生か
し、ミラノ市街の個人客や個人レストランへ限定してお
り地産地消へつながっている。また、週末には農場内
にて直売会を開催しており、遠方からの顧客が多く訪
れる。有機栽培によって育てた作物は、品質が安定して
いないため、大手スーパーなどに販売するには適してい
ない。しかし、個人客や個人レストランは有機栽培の付
加価値（環境に良い・健康に良い）について理解した上
で購入してくれるため、農場のポリシーに適している。こ
のような顧客を増やしていくことで安定した利益に繋が
るという。

独自の取組

　毎年、子供たち向けの体験プログラムを実施してお
り、農場の作物を収穫させたりする。これらの取組は、
農場のポリシーとして農業というのは作物を大量に
作って儲けるだけではなく、環境を持続・敬う等の精神
を伝え、育て、未来に
つなげるために行っ
ている。このような理
念と取組を後世に受
け継いでもらいたい
とのこと。
　農場周辺の自然
環境を保護・維持す
るための取り組みを
行っている。具体的

には、有害な植物の発生を抑えるため布やマルチシー
トを活用して防草対策を行っている。また、害虫対策と
して、害虫が寄り付かない植物を農場内に植えている。
このような取組は一定の効果はあるものの、化学物質
の使用が制限されていることから、作物に対する被害
は毎年少なからず発生している。

今後の課題について

　農場の広告・宣伝についての取組はほとんど行って
なかったが、今後はＳＮＳを活用して積極的に行ってい
きたいとのこと。また、労働環境について、手作業の業
務が多いことから人件費等の生産コストが高い現状に
ある。今までは従業員のやる気や情熱によって経営を
続けてきたが、今後は計画性のある労働環境を構築し
ていきたいとのこと。

所感

　有機農業（栽培）について、様々な弊害や問題がある
中で理念と情熱をもって取り組んでいる当農場は、イタ
リアの力強い農業を例示しているように感じられた。日
本は慣行農法が主流であるため、農業に対しての認識
の違いはあるものの、当農場の経営・販売方針からは
今後の日本の農業に求められる市場の競争力や販売
戦略に生かせる部分があると考えられる。
 伊藤　大地（仙北市）

2
班

10
月
21
日
㈪

研
修
記
録

育苗ハウス

収穫後の有機野菜

２班集合写真
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ＧＩＴＥＣの概要と活動

　ミラノ市と協定を結び、観光客へのガイドを行う団体
で2009年に設立された。現在150名以上のガイドが所
属しておりミラノでは最も大きい。ちなみにイタリア全体
では約2,000名の観光ガイドがいる。
　独自の活動として、ミラノ観光ウェブサイトの運営、観
光案内板を設置している。この案内板はタッチパネルス
クリーン式になっており、観光客が自分で操作すること
で、今欲しい情報やより詳しい情報を取得することが出
来る。

『絶え間なく、芸術がミラノの歴史の　
中で重要であった』

　「ミラノが芸術都市として発展した理由と影響を与え
た出来事・人物は？」との質問に対し、コンテ氏は初めに
上記の言葉を私達に伝え、ミラノの歴史と芸術の関わり
を説明してくれた。
　ミラノは３世紀後半に西ローマ帝国の首都として最初
の繁栄を迎え、その後中世からルネサンス期にかけて黄
金時代となり建築や芸術に大きな足跡を残した。レオナ
ルド・ダ・ヴィンチがミラノ公国を興したスフォルツァ家に
依頼され『最後の晩餐』を制作したのもルネサンス期の
ことである。
　だが、第二次世界大戦中に連合国軍の爆撃に遭い、
歴史的な建築物も大きな損害を受けた。この時、『最後
の晩餐』だけは絶対に守ろうと土嚢と足場によるバリケー

ドを築いたため、かろうじて損害を免れた。
　そして戦後ミラノを復興するにあたり経済だけが重要
視され、芸術分野は注目されない時代があったが、1980
年代以降工業団地がミラノから移転し、ミラノがサービス
業中心の街に変化していった事を契機に、芸術や観光
分野が再度注目される事になった。

歴史・文化遺産の保護

　歴史的建造物は民族としてのアイデンティティである
ため、守り続けていかなければならないという考えをも
ち、最も注意しているのは景観との調和である。
　保護体制としては、国内20の州に管理局を設置し地
域ごとの保護計画を策定、建造物について厳しく管理
される。保護にあたっては主に州の管轄となり、管理局
の権限が大きい。
　例として、70年以上経過している公的な建築物（教
会等）は管理局の許可無く改築・修復出来ず、許可を

イタリア観光文化ガイド連盟（GITEC）

2
班

10
月
21
日
㈪
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GITECの方 と々通訳のミウラ氏 ダンテ通りの街並み
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国・ロンバルディア州・ミラノ市が連携した保護体制

受けるには材料や作業する人も審査される。ミラノでも
特に重要な建造物にドゥオーモ（大聖堂）があるが、修
復にあたり材料はなるべく元の素材と同じ物を用い、歴
史的知識のある建築家の監修の元、国が認めるライセ
ンスを所持する職人でなければ作業出来ない。また民
間の建物も承認されれば州の保護下になり、修復に際
しては国から補助金が交付される。
　ただ、景観との調和という観点から外観は厳しく管理
されるが、内部の利用についてはさほどではない。例と
して、2018年にイタリア初上陸したスターバックスは20
世紀初頭に建てられた元ミラノ中央郵便局の建物内に
出店している。

観光の現状と今後の課題

　2018年の観光客数はローマ・ベネツィアに次ぐイタリ
ア第3位。年間700万人が訪れ、日本人観光客は15万
人。宿泊施設について、ミラノ市内のホテルが約500軒、
3,000室で60,000のベッドがあり、この５年間で３倍に
増加。理由としては歴史的遺産のみならず、ミラノコレク

ション・ミラノトリエンナーレ（国際現代美術展覧会）・ミ
ラノサローネ（国際家具見本市）など様々な芸術・産業
デザインの最先端が集う街として、他の都市には無い
魅力を兼ね備えていることが挙げられる。
　また近年注目されているのがトルトーナ地区である。
元々工業団地だったが1980年代に相次いで撤退し、
跡地にデザイナー養成学校やフォトスタジオを作ったこ
とで、ファッション業界を目指す若者が集うようになっ
た。その後若者達が自主的に展示会を開くなどして盛
り上がりを見せ、現在は著名ブランド・自動車・家電・
ファッション企業も出展するなど、最新の流行を発信す
る場所になっている。
　課題としては、一つは急激な観光客の増加に宿泊施
設が不足していることが挙げられる。また安全面につい
て、観光客が訪れる中心部は犯罪対策として警察、テ
ロ対策として軍が駅や広場を巡回しており治安はそれ
ほど悪くない。しかし近年オイルマネーを基にする外国
資本がスラム地区の再開発を進め、元住人がミラノ郊
外に追いやられた結果犯罪が増加、対策が急務となっ
ている。 宮田　孝志郎（三種町）
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班
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ドゥオーモ広場 修復跡が見られるドゥオーモの彫刻
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メルカート・ディ・パピニアーノ

　サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会までの道中に
通過したパピニアーノ通りには、トラックやワゴン車がほ
ぼぶつかっている状況で縦列駐車されており、中央に
は食品や衣料品、雑貨などの様々な露店が並んでい
た。これは毎週火曜日と土曜日に開催されているメル
カート・ディ・パピニアーノという青空市で、日常に必要
なものが何でもそろうそうだ。火曜日の午前９時前とい
う時間帯だったがミラネーゼ達で賑わっていた。

保護・保存活動について

　見学はおよそ3か月前から予約可能となっている。予
約の際は時間帯も選択する必要があり、1回の見学は
15分で人数は30人と制限されている。作品設置場所で
ある旧食堂と外部環境との間には緩衝空間となる部屋
を設け、作品劣化の要因となる温度・湿度変化、ほこり
や塵、大気汚染物質、過剰な入館者数に対するろ過機
能をもたせている。システム自体は入館に合わせて扉を
開閉するという簡素なものとなっている。このような対策

によって壁画の将来的な劣化を予防している。
　最後の晩餐はテンペラ画の技法で描かれていること

や戦争の影響から幾
度も損傷を受けてお
り、そのたびに修復が
行われている。国有
財産のため修復の費
用については国が負
担している。
　壁画の他に最後の
晩餐の白いレリーフ
が置いてあったが、こ

メルカート・ディ・パピニアーノ

最後の晩餐

旧食堂と外部空間との間の緩衝空間
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観光施策の研修（１・２班合同）
午
前

10 月22 日［TUE］ イタリア

　研修先    サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会
　　説明者　　　Mr. Adriano Bernareggi（現地ガイド）

最後の晩餐のレリーフ
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れは視覚障害者の方でも作品を感じ取ることができる
ように設置された物であった。

安全・景観について

　敷地内は歩行者エリアとされており原則的に車両は
進入禁止とされているが宗教や教会に関係する車両
だけは進入可能となっていた。実際に車が近づいてき
た際に一部のボラードが地中に下がり通行できるよう
になっていた。帰国後に過去の画像と比較すると、現在
の電動ボラードが設置されているところには何も設置
されておらず、入ろうと思えば車両で進入できるように
なっていた。交通安全や防犯などを考慮しかつ景観を
損ねないよう配慮した結果だと考えられる。

所感

　ミラノにある美術品や歴史的建造物等の観光資源
は、幾度となく繰り返されてきた修復作業や保護の徹
底の上に成り立っていると感じた。サンタ・マリア・デッ
レ・グラツィエ教会については前述のとおりであるし、自
主研修で訪れたドゥオーモにおいては、入場できる時間
が決まっていたり、入場に際して厳重な持ち物検査が
あったりと文化財の破損や汚損を防ぐ取組を厳重にし
ていた。他にも美術館などでは美術品をケース等に入
れずに展示してあり、破損を防ぐためにリュック等は手
に持って鑑賞すること、セルカ棒の使用は控えることな
どを職員の方に配慮を促された。
　日本で展示されている文化財等はそのほとんどが
ケース等で保護されたうえで公開されており、破損や汚
損への対策は行われている。しかし、建造物について

は残念なニュースを聞くことがある。この先何十年何百
年と貴重な文化財を保護し観光資源として活用してい
くために、このような事例を参考に鑑賞する際のルール
やシステムづくりをしたうえで厳格な運用が必要になっ
てくるのではないかと考える。

スイスへの移動（ユーロシティ）

　スイスまでの移動は国際列車のユーロシティ。E3系
に現行のＥ6系のカラーリングを施したような車体で
あった。車体のイメージから特急並みの速度で走行す
ると予想したが、市街地を抜けてからは徐々に速度が
上がったものの、それまでは普通列車かそれ以下の速
度での走行であった。後に調べてみると、ユーロシティ
の最高速度はおよそ時速200㎞だが、通常昼は時速90
㎞以下で走行している。ちなみにＪＲ在来線の普通列
車は時速30～90㎞で走行している。
　車内は新幹線のように可動式ではなく、進行方向の
シートと対面のシートと逆方向のシートの3種類があり、
日本で席を確保するときよりも旅行者の人数や乗り物
酔いしやすいなどの体質を考慮したうえでの席の確保
が必要だと感じた。
　ミラノ中央駅からスイスのシュピーツまではおよそ2時
間30分。到着予定時刻は13：53だったが、実際に到着
したのは14：15分頃であった。ガイドさんからイタリアの
公共交通機関は日本ほど時間に正確ではなく、出発予
定時刻よりも早く出発する場合もあると聞いていたので
時間に余裕をもち、乗り継ぎをする場合は複数の方法
を検討する必要があると感じた。

後藤　和樹（東成瀬村）
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サンタマリア・デッレ・グラツィエ教会

ユーロシティ



28

合
同

10
月
23
日
㈬

研
修
記
録

30°S

35°

40°

45°

50°

55°

60°

65°

5°W 5°E0° 10° 15° 20° 25°

Amsterdam

Brussels

London

Oslo

Stockholm

Murmansk

Helsinki

Tallinn

Riga

Moscow

Vilnius
Minsk

Kiev

Warsaw

Paris

Marseille

Barcelona

Lyon

Madrid

Algiers Tunis

Vienna

Prague

Bratislava

Budapest

Sarajevo

Skopje

Sofia

Istanbul

Bucharest

Kishinev

Tiranë

Athens

Zagreb

Belgrade

Lisbon

Casablanca

Berlin

Munich

Copenhagen

Dublin

FRANCE

GERMANY

DENMARK

NORWAY

SWEDEN
FINLAND

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

RUSSIA

POLAND

BELARUS

UKRAINE

MOLDOVA

ROMANIA

BULGARIA

TURKEY

MACEDONIA
ALBANIA

ANDORRA MONACO

GREECE

AUSTRIA

CZECH REP.
SLOVAKIA

HUNGARY

YUGOSLAVIA

CROATIA

SLOVENIA

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

BELGIUM

THE
NETHERLANDS

IRELAND

ICELAND

UNITED
KINGDOM

SPAIN

MOROCCO
ALGERIA

TUNISIA

PORTUGAL

Bern 

Venice

Rome

SAN MARINO

VATICAN CITY

Palermo

Naples

ITALY

SWITZERLAND
観光施策の研修（１・２班合同）

農業施策の研修（１・２班合同）

ユングフラウヨッホ

“Top Of Europe”

　『トップ・オブ・ヨーロッパ』という言葉をご存知だろう
か？
　スイスと言えば誰もが思い浮かべるアルプスの風景
だが、なかでもアイガー・メンヒ・ユングフラウというスイ
スが誇る三名峰を中心とした一帯は、美しい山岳景観
と、アルプス最大・最長のアレッチ氷河を抱くなど特徴
をもつエリアで、地球の環境変化がわかる貴重な場所
と評価され、2001年に「ユングフラウ・アレッチ・ビエッ
チホルン」として、アルプスで初めて世界自然遺産に登
録されている(2007年に対象区域が拡大し「スイスアル
プス・ユングフラウ・アレッチ」に名称変更)。そこにある
ヨーロッパ最高地点の鉄道駅ユングフラウヨッホ（標高
3,454ｍ）に付随した複合展望施設の総称である。
　７時30分、ホテルを出発した。間もなくサマータイムが
終わろうとするヨーロッパの10月末では、夜が明けきっ

てないので周囲はまだ真っ暗である。ユングフラウ観光
の拠点グリンデルワルトにバスで向かい、グリンデルワル
トに着くと、目の前には映画などでも有名な迫力満点の
アイガー（標高3,970ｍ）がそそり立っている。その風景
に圧倒されるが、トップ・オブ・ヨーロッパへ向かうユン
グフラウ鉄道は、目の前のアイガーとメンヒの山の中に
掘られたトンネルを通るルートである。最近、日本でも富
士山登山鉄道がニュースとなっているが、ユングフラウ
鉄道が開通したのは今から100年以上昔の1912年、日
本では明治天皇が崩御した年というから驚きである。
次の目的地クライネ・シャイデック（標高2,061ｍ）まで、
ヴェンゲルンアルプ鉄道で移動した。この地域は、宮崎
駿監督の「アルプスの少女ハイジ」のモデルとなってい
るそうで、日本人にとってはどこか懐かしさも感じる風景
を車窓で見ながら上がっていく。クライネ・シャイデックか
らユングフラウ鉄道に乗り換え、途中でガラス越しに氷
河を見学できるアイスメーア駅に停車しながら、わずか

午
前
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後

10 月23 日［WED］ スイス

　研修先    マティアス・グリッセン農場
　　説明者　　　Mr. Matthias Griessen

　研修先    ユングフラウヨッホ
　　説明者　　　

アイスパレス アルプスの山々

Mr. Toni Eilert（１班担当、テクニカルサポート・メンテナンススタッフ）
Mr. Michel Jauner（２班担当、テクニカルサポート・メンテナンススタッフ）
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9.3kmの路線を、標高差1,393ｍの急勾配で約35分登
ると、目的地のユングフラウヨッホ駅に到着する。
　トップ・オブ・ヨーロッパには、レストラン、土産物ショッ
プのほか、「氷の宮殿（アイスパレス）」と名付けられた
氷河をくり抜いたトンネル、ギャラリー等が展示されてい
る「アルパイン・センセーション」など見所たくさんだが、
目玉は高速エレベーターで結ばれた「スフィンクス展望
台」（標高3,573ｍ）である。幸い天気が良く、メンヒやユ
ングフラウ、アレッチ氷河などを見渡せてテンションは
最高潮になった。興奮しすぎて高山病にならないよう気
をつけながら、アルプスの大パノラマを心ゆくまで堪能
することが出来た。
　研修では、管理者から給水・下水システム、電気設備
や安全施設等の管理システムについて、バックヤードを
案内していただいた。施設内の情報は集中コントロー
ル室で一括管理されていて、その数は7,500系統にも
及ぶそうである。設備のトラブルが発生した時もすぐに
場所が分かるようになっているほか、高山病などの急
病人が発生した場合も施設内の各所に設置されてい
る救急ボタンにより、何処で起こったかすぐに分かるよ
うになっていて、迅速な対応が可能とのことであった。
給水・排水等については、スイス国内の環境意識の向
上や、国外からの観光客の増加により、厳しい基準が

設けられていて、パイプラインが整備され処理されてい
る。給水については、麓から高圧ポンプにより供給され
ているほか、施設周辺に降った雪や氷河も溶かし利用
することで、通年必要な水量を確保しています。トイレや
レストラン等で発生した汚水や残飯は、細かく砕かれて
液体の状態にされ、麓のグリンデルワルトの処理場まで
パイプで送られ処理されている。ゴミも全てプレスされ
たうえで、麓のトゥーンに運ばれて処理されているそう
で、非常に綺麗で清潔感がある施設であった。

スイス観光の現状

　インバウンドが急成長している日本の観光地では、訪
日外国人旅行者の急増によるオーバーツーリズムが問
題となっているが、観光大国として長い歴史を有し、昔
から外国人観光客を多数受け入れてきたスイスでは、
そのような問題はないとのことであった。1980年代は、
外国人観光客としてたくさんの日本人観光客がスイス
を訪れていたのが、現在は半減していて、アジア圏では
中国やインド、またアメリカからの観光客が急増してい
て、スイス全体の観光客数は緩やかに増えている状況
であった。 淡路　憲（藤里町）
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グリンデルワルトからのアイガー

トップ・オブ・ヨーロッパ内のパイプライン

スフィンクス展望台

世界の車窓から
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　10月22日からスイスでの研修となったが、スイスに到
着するとそこには日本でも有名なアニメ「アルプスの少
女ハイジ」、まさにその世界が広がっていた。きっとそう
した景観を求めてきているのだろう。滞在先では、様々
な言語の多くの観光客がおり、世界中から観光客が集
まってくる国際観光都市だということを実感した。
　多くの人々を引き付けるスイスの風景だが、アルプス
の山々をハイジの世界のような景観に保つために欠か
せないものがある。それは、放牧だ。牛などが放牧により
山に生えている草を食べることで草が刈りこまれたよう
な状態になり、美しい景観が保たれる。
　今回訪問させていただいたGriessen（グリッセン）さ
んのお宅は乳牛の飼育をされている酪農家で、案内し
ていただいたのは、経営者であるエルビンさんの息子
さんだった。スイスでも農業経営者の高齢化と農業の
継承が課題となっている中で、貴重な若手人材だ。日
本でも農家の後継者不足と高齢化は問題になってい
るが、スイスでは農場経営者が50歳を過ぎた時点で、５
分の１の農家で家族間の継承がほとんど見込めず、さ
らに、農業経営者の半数は50歳以上という状況だそう

マティアス・グリッセン農場

合
同

10
月
23
日
㈬

研
修
記
録

だ。
　グリッセン農場では、春から夏は山で放牧し、10月か
ら５月までは麓に下ろして飼育しているそうで、訪問し
たときはちょうど、山から牛たちを麓の小屋に下ろしてき
た直後だった。今年は28頭の成牛と12頭の子牛を飼
育し、エサには干し草やトウモロコシなどを使用し、有機
農業で酪農を行っていた。生乳のほか、チーズなどの
加工品やホエーなども飲料の原料として出荷している
ということだった。ちなみにスイスの有機農業はバイオス
イスという機関による認証を受けると「BUS」ラベルを付
けて出荷することができるが、その認証を受けるには厳
しい基準をクリアする必要がある。有機農場となるため
には所有する農地すべてを有機化する必要があり、化
学肥料・農薬を使用することは一切できない。また、酪
農の場合には、動物に対して、ホルモン注射や抗生物
質などを投与することができない。
　グリッセン農場は家族経営だったが、乳牛28頭・酪
農のみで物価の高いスイスで経営が成り立つのか、事
業規模を聞いたときは疑問だった。しかし、その後の話
を聞き、経営が成り立っている理由が分かった。スイス

牛舎の中の様子
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では農家に多く補助金が交付され、グリッセン農場で
は収入の７割は補助金で賄われ、総額で1,000万円に
も及ぶということだった。スイスではこうした家族経営の
農場が多いそうだが、同規模の日本の酪農家と比較す
ると、驚くような補助率だった。直接民主制が現在でも
色濃く残るスイスでは、国民が納得しないことには基本
的にお金をかけない。例えば、教育に関して言えば、学
校給食が基本的になく、また、意外だが保育園や幼稚
園などもあまり整備されていない。そこにお金をかける
べきではないと考えられているためだ。スイスの政治制
度には任意のレフェレンダムと呼ばれるものがあり、法
案公開後100日間以内に５万人の署名を集めれば国
民投票を行うことができる。これにより、連邦会議で可決
された法案を国民が国民投票により審議可能となる。そ
うした制度がある中でこの補助額と補助率が維持され
ていることは非常に驚きだった。
　なぜそうした制度が成り立っているのか。スイスでは
酪農を行い、山に生きることが自分たちの大事なルー
ツであり、守らなければならないものであるという考え

がある。そのため、酪農で牛を放牧することにより、山の
景観が「スイスらしい」姿に保たれていることはとても大
切なことで、景観保全のための農山村支援基金という
募金があり、2017年には都市部の居住者を中心に36
億円もの募金が集まったそうだ。また、毎年数百人が
山で、開墾や芝刈り等の作業をボランティアで行ってい
るということだった。スイスの農業は、山がちな土地（国
土の２/３が山地）もあり、小麦などの生産者はごく少数
で、多くは酪農（約70％）に従事している。第２次世界大
戦直後には、国民全体の25％が農業に従事していた
が現在では人口の約３％となり、決して多いとは言えな
い。生産額にしてもGDPの中で１％以下と大きな位置
を占めているわけではない。それにも関わらず、これだ
けの支出を受け入れているということは、自分たちのア
イデンティティに対するスイスの人々の思い入れの証の
ように思えた。　 岡田　綾（大仙市）
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飼育されている牛餌やりの様子

農場の風景
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先進事例の研修（1班）

先進事例と観光施策の研修（1班）

スイス連邦工科大ローザンヌ校（EPFL）

視察の概要

　スイス連邦工科大学ローザンヌ校（以下、略称の
EPFLとする）は、1853年に私立学校として創設され、
1969年にスイス連邦に属して現在の名称となった大
学で、世界の大学ランキング等で上位に位置する優れ
た大学である。訪れた2019年は50周年のメモリアルイ
ヤーとして、校内各所に50周年を記念する看板等が掲
示されていた。
　研究、教育機関としての大学の知名度に加え、キャン
パス内の建物も著名であり、本研修では主となるロレッ
クスラーニングセンター、アートラボという、いずれも日
本人建築家の設計による建築を見学した。近年大学へ
の視察も増えているようで、それに対応するため学生が
視察対応を担っているようであり、当日は学生ガイドに
よる案内であった。校舎を実際に使う学生視点の説明
も大変参考となった。

ロレックスラーニングセンター

　2010年に竣工した、図書館やカフェ、売店、フリース
ペースが設けられる巨大な建物で、壁面はほぼ全面ガ
ラス張り、仕切りを設けないワンフロアの開放的な構造
が特徴的であった。全ての学科の垣根を超えて、図書
館を統合し、大学としてのシンボルとなるような校舎を
建設したという目的のもと、世界中から設計案を公募し
たコンペで、妹島和世氏と西沢立衛氏による設計が採
択されて建てられた校舎である。ガイドの学生は建築
学科在籍で、いくつかの当時のコンペ案の図面などを
示してくれ、ランドマークとして背の高い建築物が多く提
案された中で、この建物は斬新で際立つ設計である旨
を興奮気味に説明してくれたのが印象的であった。ま
た、特徴的である反面、建築上の困難さが多くあったよ
うで、それを建設したスイスの技術者の技術力の高さを
熱く語ってくれた。
　ガイドをしてくれた彼自身も普段は学生として、この
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10 月24 日［THU］ スイス

　研修先    オリンピック博物館・ノートルダム大聖堂
　　説明者　　　Ms. Morita Junko（オリンピック博物館、館内ガイド）

　研修先    スイス連邦工科大ローザンヌ校（EPFL）
　　説明者　　

ロレックスラーニングセンター ロレックスラーニングセンターでのレクチャー

Mr. Timothe Pablo Beuret（ロレックスラーニングセンター、Section of Architecture）
Ms. Victoria Marie Marcelle Noor Letertre（アートラボ、Section of Microtechnics）
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校舎を活用しているようであるが、グループワークや自
習、休憩をする上で居心地がとても良いとのことで、
我々が視察している際にも、クッション等を使い、思い
思いに過ごしている学生が多く見られた。また、スペー
スは比較的賑やかな場所と静かな場所がうまく棲み分
けされており、かつ、傾斜がつけられた床なども防音を
考慮して設計されているとのことであった。ガイド曰く、
一つの丘陵にいるような感覚であるとのことで、言い得
て妙だと感じた。しかし、エアコンがないので夏は暑い
ことと、壁面のガラスが670種の形の異なる特注品のた
め、割ってしまうと大変なことになるということが、学生と
して思うことだと話していた。
　公共施設を管理する職務に携わる私たちは、無駄な
スペースなく、管理しやすい建物を重視する傾向にある
が、何もない空間、実際に使う人の自由度を高める空
間の重要性を改めて感じることができた。またセンター
とは直接関係しないものの、1年程前に日本を旅行した
という彼が、日本の素晴らしさを話してくれた。その時に
視線をふと彼の足下におろすと、日本でお土産として購
入したのか、「軍艦」という漢字がプリントされた靴下を
はいていることに気が付いた。「なぜ？」私たちの疑問は
つきなかったが、外国人が購入するお土産のリアルな
一端も同時に学ぶことができた。

アートラボ

　隈研吾氏の設計による、200mを超える一棟の長い
建物で、前述したロレックスラーニングセンター同様、
EPFLを代表する建築物の一つである。石の建築物が
多い欧州の中にあって、木を特徴的に用いた印象的な
建物であった。内部は大学の歴史や、ドローンなどの技
術史を、最先端デジタル技法を駆使した手法で展示し
ており、同一棟の長い空間構造を活かした仕切りのな
い、明快な展示導線と合わせて斬新さを感じた。
　タブレットやモニター、大量のプロジェクターを使う展
示では、見学者が見たいものを、見たい大きさで、自由
に設定して投影できるようになっており、中でも、年代を
設定すると壁面に掲示された年代の場所に自動的に
移動し、学内誌や地元新聞を掲示するモニターなど、展
示に対して、大学の強みであるテクノロジーをうまく融合
しているところが見られ、とても参考になった。さらに、プ
ロジェクターの使い方は秀逸で、背面からスクリーン投
影を行い、同時に天井から吊り下げた模型を影で投影
する手法は、展示物構造のわかりやすさが強調され、
デザイン的にも見た目を引き、今後参考にしたい展示
手法であると感じた。 五十嵐　祐介（男鹿市）
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アートラボでのレクチャー

アートラボでのプロジェクターの活用方法（正面）

アートラボでのプロジェクターの活用方法（背面）

アートラボでのデジタル展示
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オリンピック博物館

　1915年、第一次世界大戦の激化に伴い、国際オリン
ピック委員会（IOC）は、パリから中立国であるスイスの
ローザンヌに本部を移転し、以降100年以上にわたって
オリンピック・キャピタルとして重要な拠点となっている。
またローザンヌには、50以上の国際スポーツ連盟・組織
やスポーツ仲裁裁判所など、スポーツに関与する多くの
国際機関も拠点としており、ローザンヌ駅に至ってはオ
リンピック五輪マークをファサードに飾ることを許された
唯一の駅となっている。
　オリンピック博物館は、1993年にオリンピックの意
義や歴史を総合的に伝える博物館としてオープンし、
2013年に大規模な拡張工事を経てリニューアルした。
最新の設備をもって、3,000㎡の展示スペースに1,500
の展示品、150の視聴覚動画などで子供から大人まで

オリンピック博物館・ノートルダム大聖堂
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各大会のメダル

のすべての人達が、オリンピックの歴史と感動を体感で
きる世界で唯一の博物館となっている。
　博物館には、約3,000年前の古代オリンピックの様子
を物語るギリシャ時代の貴重な品々や、1896年のアテ
ネ大会からはじまる夏・冬の近代オリンピックの歴史を
網羅する膨大なコレクションが展示、保管されており、
世界各国から約30万人が訪れている。また、学校単位
での受け入れやコーチの育成による特別カリキュラムな
どスポーツを通じての子供達への教育活動にも力を注
いでおり、展示も映像や模型、体験コーナー、ゲームな
ど長時間見学しても飽きのこない構成となっている。
　館内は、ギリシャ神話の全知全能のゼウス神に迎え
られ、オリンピックの世界として、古代オリンピックの発
祥地であるギリシャのオリンピア遺跡を復元した模型や
競技種目や方法などの起源をたどる。４年毎の開催は
古代オリンピックによるものであり、ギリシャ人の男子に

古代オリンピックの説明を真剣に

体操の内村選手のユニフォーム

歴代の聖火トーチ

１班の皆と
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限られ、ポリス間の威信をかけ裸で競技していたといわ
れる。聖火は現在もオリンピア遺跡から採火し、開催地
へリレーにより届けられているとのことである。
　1984年、近代オリンピックの父であるピエール・ド・
クーベルタンをはじめとする発起人７人が現在のオリン
ピックを国際会議で提唱し、２年後第１回大会をアテネ
で開催することとなった。スポーツ競技を通しての平和
運動や国家間の紛争をなくしたいとの思いにより「五
輪」は「五大陸」、背景の白色を交えた６色は、すべての
国の国旗を網羅するものとしてクーベルタンが考えたも
のであるという。
　また、第１回アテネ大会からの夏季・冬季オリンピック
が展示され、すべての聖火トーチの整列は圧巻であり、
また各大会での変革なども上げられ、1900年パリ大会
から女性の参加、1912年ストックホルム大会から柔道
の採用、1964年東京大会はアジア初の大会となった。
各大会の選手村の展示や聖火ランナーの移り変わり
の他、各競技のデモとして、ゲームによる体験コーナー、
有名選手のユニフォームや用具、メダルケースなど充実
した内容であり、見学時間があっという間に過ぎていっ
た。
　世界各国からの訪問者に対応すべく、館内ガイドに
ついては、すべて公用語であるフランス語、英語のバイ
リンガルであり、ガイドツアーについても、フランス語、英
語、ドイツ語、スペイン語、アラビア語、中国語等にも対
応でき、その他言語（日本語含む）については、事前の
予約にて対応可能であるとのことであった。館内展示
についても、テーマを検討し、およそ７か月毎に展示する
ことにより、最新の状態やタイムリーな内容を取り入れ、
訪問者が楽しめるよう工夫している。

　2020年東京オリンピックのコーナーもあり、盛り上げ
るため、イベント等も開催され、お土産コーナーも設置さ
れてあった。
　今回のスケジュールは90分くらいで急ぎ足で館内を
回ったため、忙しくしっかりとじっくり見学できなかった
が、入館者が一日中オリンピックというビッグイベントを
満喫できるよう、デジタル映像やプログラム、ゲームなど
を非常に多く取り入れており、子供達は本当に楽しそう
に観覧しているようであった。オリンピック世界や大会を
通して、本当に伝えたいことはその精神オリンピックスピ
リッツであることを認識させられた。

ノートルダム大聖堂

　丘の上の旧市街の高台に位置する12～13世紀にか
けて建造されたゴシック建築の大聖堂で、スイスで最も
美しい大聖堂といわれ、ローザンヌのシンボル的存在と
なっている。
　聖堂内の南壁に13世紀に制作された「薔薇窓」が有
名であり、９ｍものステンドグラスの鮮やかな色彩で、外
から差し込む光が幻想的な雰囲気を醸し出している。
　驚くことに、この大聖堂では、15世紀から続いてきた
伝統として、毎晩夜警が鐘楼の頂上に上り、午後10時
から午前2時までの毎時間、肉声で時を告げているとの
ことで、ローザンヌの名物であるとのことであったが、聞
く機会を得ることができず、残念であった。
 石川　久人（大館市）

1
班

10
月
24
日
㈭

研
修
記
録

ノートルダム大聖堂の薔薇窓ノートルダム大聖堂の外観 静寂漂う聖堂内
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2
班

10
月
24
日
㈭

研
修
記
録

オリンピック博物館

オリンピック博物館

●2013年にリニューアルオープン。
　（※博物館自体は1993年に開館）
●広さ約3,000㎡。入館料（おとな）約2,000円。
●レマン湖が一望できる小高い丘の上に建ち、南側正
面入口前にはオリンピック公園が広がっている。園内は
“オリンピックの父”クーベルタン男爵の銅像や彫刻、聖
火があり撮影スポットとなっている。2018年は約30万人
が来館しており、ヨーロッパを中心に世界各国から観光
や視察者が訪れている。

館内概要 

 ・  我々は北側から入場。入口までのスロープには、白
線が引かれ、陸上トラックをイメージしたものになっ
ている。入場前からオリンピックを意識させる作りが
面白い。

 ・  館内は３つの展示室があり、１階螺旋スロープ
「START」から上り、２階『オリンピック・ワールド』へ
（途中、リニューアルに際し、協賛してくれた企業名
の入った壁・ブロックがある。日本企業が多いことが
分かる）。スクリーンに映し出された全能の神・ゼウス
に迎えられ、古代オリンピックの歴史や貴重な品々、
クーベルタンの想いや近代オリンピックへの軌跡な
ど、歴史を学ぶことができる。また、歴代のトーチや各
大会ポスター、衣装やマスコットなどが展示されてい
る。当然ながら、日本のものに目がいく。

 ・    『オリンピック・ゲーム』
 まず目に入るのは、選手たちのユニフォームや道具
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先進事例の研修（2班）

福祉施策の研修（2班）

午
前

午
後

10 月24 日［THU］ スイス

　研修先    レジデンス・ノートルダム（高齢者福祉施設）
　　説明者　　　

　研修先    オリンピック博物館
　　説明者　　　Ms. Morita Junko（オリンピック博物館、館内ガイド）

走り高跳びの世界記録を潜り、正面玄関へ ユニフォームの歴史が分かる（右・内村航平選手着用）

Mr. Arnaud Pilot(Housekeeping Manager)
Mrs. Daniela Morais（Site coordinatoｒ for animation）
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類の展示。技術の進歩が一目瞭然。内村航平選手
のユニフォーム（ロンドン大会着用）や、羽生結弦選
手の手袋などが展示されている。このような関連品
は、故人の家族からの寄付や、IOC/JOCからの打診
などで集められるそうで、その数は何万点にものぼ
る。地下で保管しており、少しずつ展示品を入れ替え
ては、来館者を楽しませている。

 ・  『オリンピック・スピリット』
ここではトレーニング体験や選手村の紹介、大会メ
ダルが展示されている。開催国によってメダルデザイ
ンが異なるので、細かく見てみると面白い。また、シド
ニー大会時の表彰台が展示されており、記念撮影に
はピッタリだった。

館内の特徴 

 ・   館内には段差や階段がなく（エレベータは完備）、北
側から入館すると、中央のスロープから展示スペー

ス、内外全てがフラットな状態で繋がっている。これ
は車椅子や小さい子も楽しめるようにとの工夫であ
る。

・  子どもたちの来館も想定しており（実際に多い）、単純
に展示品を並べるのではなく、大人も子どもも楽しめ
る工夫が随所に見られる。展示室にはタッチパネル
が多く設置され、直接操作することができ、展示品の
説明動画が流れたり、各大会でどの競技が行われた
のかが一目でわかるよう点灯したりと、全体的に動き
のある展示方法になっている。なお、説明言語はフラ
ンス語と英語。また、実際に触って楽しめるトレーニン
グゲームが設置されており、大人が夢中になってしま
うほど、体験コーナーが充実している。

個人の所感　 

　スルスルと館内を巡ることが出来る、スロープの導線
構造が印象的で、障がいの有無に関わらず、オリンピッ
クについて、楽しみながら学んでほしいという想いが伝
わってきた。実際、近隣の子どもたちが学習に来るそう
なので、歴史だけではなく、そういったことにも目を向け
てほしいと感じた。
　今回の視察を機にオリンピックについて調べ、考える
ことにより、想像以上の歴史と理想、創設者の想いが込
められた大会なのだと改めて気づかされた。
　2020年7月、2度目の開催となる「東京オリンピック」の
幕が上がる。日本人選手の活躍に期待しつつ、無事に
開催できる国であることに誇りをもち、改めて「平和」に
ついて考える機会になってほしいと願う。こんな気持ち
になれたのは、実際に視察できたからだと思う。
 本郷　美佳（横手市）

2
班

10
月
24
日
㈭

研
修
記
録

操作パネルや大型モニターで楽しく魅せる展示

展示室を繋ぐスロープ

大人も楽しめます
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2
班

10
月
24
日
㈭

研
修
記
録

レジデンス・ノートルダム（高齢者福祉施設）

スイスの高齢者福祉施策について

　他国と比べて60歳時の健康寿命や平均余命が非常
に長い。また、スイスに暮らしている50歳以上の96.5％
が、現役世代である35～49歳と同じように自分の人生
にも意義があると感じている。
　スイスは高齢者の生涯教育やボランティア活動、社
会活動への積極的な参加をすすめており、民間の施設
でも様々な講座を企画している。ヨガ、山登り、語学、そ
して遠くに住んでいる孫とコミュニケーションを取るた
めにアイフォン等の情報に関する講座が人気である。
　首都ベルンのあるベルン州では60歳以上の方々に
年間約10,000件の講座を提供している。そして、講座の
受講料を支払うことができない経済力の低い方々に対
しては、スイス老齢遺族年金制度により受講料の全額も
しくは一部を助成し、参加できるようにサポートをしてい
る。
　しかし、高齢者が住みやすい国ランキング1位といわ
れているスイスも高齢化がすすみ、現役世代の負担が
増えているため、20～30年後の社会保障制度のあり方
に課題がある。

　スイスは2015年の統計で高齢化率は23.6％となって
いる。

レジデンス・ノートルダムについて 

　レジデンス・ノートルダムはジュネーヴ州（フランス語
圏）にある８階建ての高齢者専用住宅である。高齢者
専用住宅をフランス語で略してEMSと呼んでいる。この
施設を運営している機関は非営利団体であり、州の公
的資金によって助成されていて、4年ごとに更新される
給付契約によって管理されている。
　スイスは連邦国家であり26の州が存在するが、州の
自治権が強く、各EMSが入居者に対して請求する入
居費用の金額は、州の管轄サービス機関が設定してい
る。ジュネーヴ州には59のEMSがあり、そのうちレジデ
ンス・ノートルダム系列の施設は3つある。今回視察し
た施設には80名の高齢者が入居可能であり、入居者
の平均年齢は84歳。入居費用は一泊につき約14,000
円、1か月で約60～90万円となっている。
　スタッフは２１４名いて、そのほとんどが介護職であり、
８割のスタッフがパート雇用である。介護職の給料はほ

スタッフ達 マネージャーのArnaud氏
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かの職業と比べて安いわけでもなく、しっかりとした職
業として認知されているため、スタッフも誇りをもって働
いている。
　昨今、近隣の国とりわけフランスからの就業者数がも
のすごい勢いで増えてきているので、担い手不足の心
配はないが、国内の職が外国人に奪われる懸念があ
る。
　施設内にはカフェテリアがあり、栄養士がカロリー計
算した食事を提供しているが、希望があればマクドナル
ド等に行って食事をすることも可能であり、いたって自
由である。また、美容室やエステサロンもあり、施設内に
いておしゃれを楽しむこともできる。入居者の部屋は１
階から７階にあり、法律で定められているため全て個室

が割り当てられている。各階の壁面にはテーマカラーが
塗装されており、入居者が今何階にいるか迅速に把握
できるように配慮されている。そして、スタッフ（清掃員、
介護職など）のユニフォームも資格ごとに色が決められ
ている。　
　レジデンス・ノートルダムは国のサービスとして、心身
の健康上の理由で在宅ケアが不可能な高齢者の方々
を受け入れるための施設として機能しているが、当初
は比較的高齢な生活保護が必要な方々を受け入れる
ために1920年に建設された。長い歴史の中で、カトリッ
ク系のノートルダム寺院の事業の一環として活動して
いた経緯もあり、現在に至っている。
　その理念は、「私たちは可能な限り入居者の希望に
そった生活が送れるように援助いたします。自立できな
くなり、高度な精神医療を必要とし、苦しんでいる入居
者達にとって、本当の意味での家、住む場所を提供し
たいと考えています。私たちの願いは、モンテッソーリの
教育法（注１）に従って、意味のある役割を１人１人に与
えることにより、彼らの自立、習慣、希望を尊重し、新し
い人生の段階に寄り添うことです。」となっている。

（注 １）イタリアのローマで医師として精神病院で働いて
いたマリア・モンテッソーリによって考案された教育
法は、「自立していて、有能で、責任感と他人への思
いやりがあり、生涯学び続ける姿勢をもった人間を
育てる」ことを目的とする。 

 高橋　洋平（大仙市）

2
班

10
月
24
日
㈭
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記
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建物の外観

入居者の部屋入居者とスタッフ
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1
班

10
月
25
日
㈮

研
修
記
録

CITE SENIORS（カルチャーセンター）

施設概要

　ジュネーヴ市が設置した公共施設。2004年から設置
に係る検討が始まり、2006年に開館。「高齢者向け」と
いう趣旨ではあったが、検討の段階から

「高齢者だけでなく、幅広い年齢層の方々が集う施設」
「ジュネーヴ市の人々向けの施設」
というコンセプトで施設整備が進められてきた、とのこ
と。そのコンセプトを体現するため、同施設はジュネー
ヴ市最大の駅「コルナヴァン駅」から徒歩数分という中
心市街地に立地している。また、空間づくりや事業づくり
の観点からのコンセプト体現として、図書館機能やパソ
コンのコーナーを設けているほか、コンサートや演劇等
市内で行われるイベントのチケット販売窓口、誰でも無
料のカフェなどを設置している。
　また、同施設の開館以前もジュネーヴ市には高齢者

向けの施設が大小あわせ100ヶ所以上あったが、各施
設が事業や情報発信をバラバラに行っており、一括し
て把握できる場所がなかった。したがって、この施設には

「どこの施設に行けば何ができる」という情報を一括し
て管理・提供する役割も課せられた。

実施プログラム 

　「カルチャーセンター」というと趣味の延長のように聞
こえるが、楽しさを追求するのではなく職業訓練的な意
味合いをもって事業を進めているとのこと。したがって、
この施設で提供されているプログラムはそれぞれが６ヶ
月という比較的長期で実施されており、電子商取引や
オンラインビジネス、ディベート、哲学、行政・政治などの
実務的分野が多々扱われている。また、インターネットが
発達した現代社会に高齢者の方が適合できるように訓
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福祉施策の研修（1班）

先進事例と福祉施策の研修（1班）

午
前

午
後

10 月25 日［FRI］ スイス

　研修先    ホテル会議室での小島晶子氏によるレクチャー
　　説明者　　　

　研修先    CITE SENIORS（カルチャーセンター）
　　説明者　　　Mr. Alain Schaub (Project Coordinator)

施設に到着 入口 担当者からヒアリング

小島晶子氏（国連・経済協力開発機構等での勤務経験があり、現在は人事コンサルタ
ントとして国連国際防災戦略プログラムなどさまざまな国際機関、非政府機関に勤務）
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練するためのプログラムも用意されており、「Wi-Fiとは」
「パソコンの使い方」などのプログラムもある。
　セミナー形式だけではなく、会議形式のプログラムも
あり、私たちが施設を訪問した頃に実施されていたプロ
グラムの中で人気が高かったのは「環境問題の緊急性
について」というテーマでディベートを行う会議形式の
プログラムだった。どのプログラムでも、講師を務めるの
は、大学教授等の著名かつその分野の専門家の方々
とのこと。
　「30年働き、その後はリタイアする」という生活は現代
に適しておらず、定年退職後も社会参加することは非
常に大切である、との考えから、プログラムなどを通じて
高齢者が活動的になるまちづくりの拠点を目指してい
る、とのことだった。

運営体制 

　年間予算は日本円でおよそ２億円（ビルのワンフロア
であるため賃貸料を含む）。市からの運営資金の他に
独自の基金を活用している。この基金はスイスへ亡命し
たドイツ生まれのユダヤ人女性が「ジュネーヴでの高齢
者向け事業に活用してほしい」と遺した資産を活用した
ものであり、施設の開設当初から資金源としている。年
間の利用者数は３万人（８割が女性）で、職員は非常勤
も含め十数名。

1
班

10
月
25
日
㈮

研
修
記
録

セミナーの様子

所感　 

　施設に訪れる前は、高齢者向けにダンスパーティ等
のイベントを実施しているカルチャーセンターと聞いて
いたため、日本にもよくある施設かと捉えていた。しか
し、実際に訪問し担当の方からお話を伺うと、高齢者の
社会参加を促進するため職業訓練的なプログラムを実
施している施設、という点において日本の「カルチャーセ
ンター」とは異なる施設であった。
　また、同施設は高齢者向けの施設ではあるものの

「幅広い層の市民が気軽に立ち寄ることのできる施
設」を目指している。ただ「幅広い層の市民向け」と謳
うだけでなく、市民が立ち寄るための動機づくりに注力
しており、その具体策として、情報発信の拠点と題して
市内の全事業・イベントの情報が得られるようになって
いたり、バリスタが常駐するカフェが無料で利用できた
りと、日本の行政施設では見られない方策が多々見受
けられた。さらに、スタッフが出入り口付近に常駐してお
り、訪れる市民の方 と々常にコミュニケーションを図っ
ていた点も印象的であった。「知らない人と一緒に楽し
く過ごせる」という目標を掲げ、専門スタッフが雰囲気づ
くりに努めているとのことだった。
　同施設のこうした手法は、日本の中心市街地に立地
する施設にも参考になると感じ、非常に興味深く話を伺
うことができた。 佐々木　明輝子（秋田市）

最後に皆で集合写真
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小島晶子氏レクチャー

ジュネーヴ概要

　スイス連邦は26のカントン（州）から成り、ジュネーヴ
州はその中の一つである。第一公用語はフランス語で、
独自の議会、政府、裁判所、憲法を有しており、ボー州、
レマン湖、フランスに囲まれている。ジュネーヴ州の首
都であるジュネーヴ市は人口20万人とチューリッヒに次
いでスイスの2番目に多く、市の面積は15.93㎢と八郎
潟町と同程度である。古くから難民を受け入れ、赤十
字運動が発足するなど人道主義の伝統があり、住民の
47.8％が外国人であることから世界最小の国際都市と
して知られている。

高齢者の天国スイス 

　スイスは平均寿命が83.4歳と日本に次いで世界第２
位であり、人口840万人のうち18％が65歳以上となっ
ている。65歳以上になると全ての人が年金を受け取る
ことができるなど社会保障制度が整っていることが評
価され高齢者生活快適度ランキングでは世界首位（日
本は22位）である。また、スイスでは高齢者支援団体を
対象に、年間7,200万フラン（約88億円）の助成金を支
給しており、各団体は高齢者が自立して暮らせるよう介
護や社会活動を多方面から支援しているほか、賃貸借
法によって家賃を突然高くしない制度があり、60歳から
74歳が支払う家賃は平均よりも８%低く、74歳以上では
13％低くなっている。 

エイジフレンドリーシティジュネーヴ 

　ジュネーヴは高齢者への差別や偏見のない包括的
な都市を目指しており、従来の高齢者個人への支援だ
けでなくシニア人口全体を支える広範囲で組織立った
取組を行っている。目標は高齢者が誇りをもちジュネー
ヴ市民として生き生き暮らすことで、エイジフレンドリー
シティグローバルネットワークには2010年に参加してい
る。
　エイジフレンドリーシティとは「高齢者にやさしい都
市」という意味で、世界的な高齢化・都市化に対応する
ためWHOが提唱したプロジェクトである。高齢者に優
しい都市かどうかは８つのトピックについて検証が必
要であるとされており、①交通機関②屋外スペース、建
物③保険④コミュニケーション⑤雇用⑥包括⑦社会参
加⑧住居に基づいて行動計画の策定などを行ってい
る。例えば住居の項目について、スイスの不動産は高価
で購入は難しく、高齢者は長期滞在のアパートに住み
続け昔からの家賃を保持している。そのため退職後に
高齢者向けの住居に引越ししたくても家賃の値上がり
が顕著で困難であった。その対策としてシニアに住居
内の安全関連アドバイスを広く発信し、特にバスルーム
とキッチンでの転倒を予防したり、新しい建物や住居リ
フォームをシニアに優しくすべく法律改善などのアクショ
ンプランを制定している。

スイスの地方行政区画レクチャーの様子
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医療制度 

　スイスの医療レベルは先進国の中でもトップクラスだ
が、健康制度費用は世界で最も高額で、2014年にはス
イスの国内総生産の11.7％が保健衛生制度に費やさ
れ、OECD加盟国の平均９％を上回っている。国民全
員に加入義務があるが、自分で選んだ民間の保険会
社に加入するため保険会社間で競争があり、毎年値
上がりが激しく国民の負担になっている。また、保険料
が保険会社の宣伝費やロビー活動に使われているこ
とも批判の対象となっている。保険料が収入の８％を
超える場合は補助金が受けられるが、高齢者になるほ
ど費用は増し、85を超すと年間で約97,500フラン（約
一千万円）もかかると言われ、重い負担となっている。

今後の課題 

　スイスでは2045年には４人に１人が65歳以上になる
見込みで、自宅介護が好まれるが、介護士を目指すヤ
ング層は少なく人材の確保が難しい状態である。また、
年金はリスクを分散しているがベビーブーム世代退職
以来、資源は減りつつあり、支払った額よりも年金がも
らえるのはベビーブーム世代までとなっている。変動年
金制度導入で若者の負担を軽減する提案もあるが、20
年、30年後の現役世代の負担が心配されている。
 西村　優希子（潟上市）

1
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お土産を手渡す団長小島晶子氏によるレクチャー

レクチャー後の記念撮影
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国連ジュネーヴ事務局

国連ジュネーヴ事務局について

　国連ジュネーヴ事務局は、ニューヨーク国連本部に
次いで2番目に大きい事務局で約3,000人の職員が働
いている。事務局が置かれている建物「パレ・デ・ナシオ
ン」は1929～1938年に国際連盟本部として建設され、
第2次世界大戦後1948年の国際連合発足後も受け継
いで使用されている。 
　国連の主要事務局は、他にナイロビ、ウィーン、バンコ
クなどにもあるが、ジュネーヴ事務局は会議外交の中
心で、人権と軍縮に関する活動の本部。1日40回・年間
約12,000回の会議が開催される。 
　国連到着後、飛行機に乗るのと同様の手荷物検査
を受けてから入場ゲートより敷地に入り、録音動画撮影
禁止他注意事項の説明を受けた後、建物内を視察、説
明を受けた。 

１．18番ホール 
　最初に入った18番ホールにて、国際連合の歴史や目
的、国連の組織について説明を受けた。 現在の加盟国
は193ヶ国。国連での公用語は、英語、フランス語、スペ
イン語、ロシア語。アラビア語、中国語。職員用に昼休み
は公用語の研修が行われたりもする。 
２．人権委員会のホール 
　国レベルで人権の向上を目指し会議する会場。2006
～2008年にスペイン政府が改修した。素晴らしい天井
は、スペインのミゲル・マルセロの作品で、石筍を表した
ものをネジ止めし、30色、1600キロものインクを吹きか
け海の底を表現したもの。スペイン政府の職員が国連
ジュネーヴ事務局を見て感銘を受け、改修を申し出て
実現した。 
３．展示 
　館内には、中国から寄贈された巨大タペストリー（ど
こから見ても見る人の方に道が通じているように見え
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先進事例と福祉施策の研修（2班）

先進事例と福祉施策の研修（2班）

午
前

午
後

10 月25 日［FRI］ スイス

　研修先    国際労働機関（ILO）
　　説明者　　　

　研修先    国連ジュネーヴ事務局 
　　説明者　　　Ms. Isabelle Meli (ガイド担当)

アッセンブリーホール 軍縮会議のホールにて

浅海誠（情報・技術管理局 情報セキュリティ課 IT担当官）、伊澤章（部門
別政策局 次長）、野口好恵（ガバナンス三者構成主義局 労働法上級專門
官）、氏田由可（ガバナンス三者構成主義局労働行政・監督・安全衛生
部  安全衛生専門官）、Ms. Carmelina Cabezas（施設ガイド）
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る）、中庭にはロシアから寄贈された塔他、各国から寄
贈された約2千点もの絵画や美術品が置かれており、さ
ながら美術館のようである。 
　日本からの寄贈品は、高さ160センチ、直径105セン
チ、重さ300キロの砥部焼の大きな地球儀「生命の碧い
星」。1995年に世界平和維持活動への尊敬と環境保
護の想いを込め作成・寄贈された。 
４．軍縮会議のホール 

  世界国際法の父と言われるフランシスコ・デ・ビトリア
に捧げられたとされる部屋。壁と天井の壁画はスペイン
のホセマリアセルカが人間の協調性を表現したもの。
1935～1936年にパリで作られジュネーヴに運ばれた。
このホールで採択された主な条約は、1993年化学兵
器禁止条約、1996年包括的核実験禁止条約などがあ
る。 
５．アッセンブリーホール 
  中央に掲げられた国連のエンブレムは1946年米国
チームにより考案されたものを採用。世界のどの国も平
等にとの思いから北極が中心となっている。2千人収
容可能なこのホールでは、国連以外にも、WHO、ITU、
ILO、YIBO、といった国際機関の大きな会議が開催さ
れる。

国連とジュネーヴの関連について　 

　ジュネーヴに事務所が置かれた理由としては、元々
国際連盟の事務所を決める際、スイスという国が中立
国で、国際赤十字があった事、ヨーロッパの中心にあり

2
班

10
月
25
日
㈮

研
修
記
録

天井が特徴的な人権委員会のホール 地雷やクラスター爆弾への反対を象徴した「壊れた椅子」

交通の便が比較的良かったことが挙げられる。当時の
大統領や経済学者も尽力し、事業家が国際連盟の1/3
を占めるアリアナ公園をジュネーヴに寄贈した。（他の
候補地はベルギー・ブリュッセル、オランダ・ハーグ）
　事務局が置かれているにもかかわらず、スイスの国
連加入は2002年。スイスにはスイスファーストという考え
方が無く、現在も中立国なので進行やオブザーバー的
役割を果たすことが多い。それでも事務局や担当職員
は、言葉の表現を平等にするなど、会議の運営をスムー
ズにしたり、各国とコミュニケーションを取る上では気を
つけている。
　最近の会議では、ウイグル族、ベネズエラ、宇宙ゴミ
問題が多く議題に上がる。 
　国連を始めとした国際機関が集中しているため、
ジュネーヴはスイスの中でもとりわけ国際的で知識が
集中している街と言え、その動きはどんどん大きくなって
いる。人口の約半数は外国人であり、国際結婚が多い。
いろんな考えや文化があることが当たり前である。　
　事前質問について、私はガイドなので国連について
の質問には答えられない旨の回答があったため、通訳
のクラインさんが、自分の主観が入ってしまうかもしれな
いが、との断り入れつつも、代わりに答える場面があっ
た。また、自分が使用している資料を見せて下さり後日
メールで参考資料を送っていただき、丁寧に対応して
いただき感激した。改めて感謝申し上げます。 
 高橋　しのぶ（大館市）
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国際労働機関（ILO）

概要

　国際労働機関（ILO）は、1919年に設立され、2019年
に創設100周年を迎えた。国際機関の中で最も長い歴
史をもち、社会主義と人権および労働権を推進してい
る。政策の作成にあたっては労働者と雇用者の代表が
政府代表と平等の発言権をもっている。
　研修は、始めに国際労働機関の内部を見学しなが
ら、ILOの歴史や役割について説明を受けた。その後、
現在働いている職員の方々に、私たちが事前に用意し
ていた質問について、講義していただいた。

施設について 

　施設内の廊下には、ILO創設100周年記念のカー
ペットが敷かれており、設立された1919年から2019年
までの西暦が1年ずつ刻まれていた。また、施設内には
世界各国から寄贈された家具や美術作品、歴代のILO
事務局長の写真などが飾られていた。ILO理事会が行
われる理事会室の座席は、政府、雇用者、労働者の代
表が座る席が通路で区切られていた。通訳専用の席も
用意されており、英語、フランス語、スペイン語などの7
か国語に訳される。職員数は、ジュネーヴ本部で働く職
員が約1,700人で、世界各国の現地事務所で働く職員
を加えると約3,000人になるそうだ。インターンシッププ
ログラムなどもあり、他の国際機関は無給の場合もある
が、ILOの場合は2,000フランの給与が支給される。 

Q＆A 

Q ． 日本がILO条例をあまり批准できないことについ
て、どう思うか？

Ａ ． 批准の数はある程度の指針にはなるが、ILOの条
例は、批准したからそれで終わりというわけではな
い。批准したということは、加盟国の政府が責任を
もって、条例を適応するということであり、批准だけで
解決する問題でもない。また、日本は厳格に条約の批
准を考えているので、すべての日本の法律が条約に
適合しているかをみる。そして、少しでも適合していな
いものについては、法律や制度を変えてから批准す
ることになっているので、なかなか批准が進んでいな
い。

Ｑ ． 障がい者雇用が進んでいる中、障がいをもつ方が
働きやすい環境づくりとして何が大切か？

Ａ ． 産業医から見ると、慢性疾患（糖尿病・心疾患など）
も障がいであり、障がいをもちながら働く労働者は、
実はたくさんいる。雇用者と労働者側がコミュニケー
ションを取り、仕事を労働者に割り当てるのではなく、
労働者側から自分が一番よくできる仕事を伝え、お互
いの意見を合わせることが大切である。

国際労働機関（外観） 理事会室
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Ｑ ． 労働の効率化・機械化によって失われていく人間ら
しい細やかな手仕事や、急速な社会の変化に取り残
される現役世代についてどう考えるか？

Ａ ． 機械化については、ILO創設100周年の宣言でも、
最も重点としている項目の一つである。技能の向上、
生涯学習をさらに行っていく必要がある。今回出して
いる来年以降の予算額の中で、もっとも予算が伸び
ている分野が、この技能の向上に関する分野と言わ
れている。取り残される現役世代については、もちろ
ん本人の意識次第だが、新しい技術・技能を習得し
て行こうという気運を作って行かなければならない。
そして、新しいことを学びたい、取り組みたいと考える
人が簡単に取り組める機会を平等に作って行くため
の政策をILOとしても推進しようとしている。

Ｑ ． メンタルヘルスを一番引き起こしやすい、職場での
ストレスは何か？

Ａ ． 自分で自分の仕事をコントロールできないことであ
る。いつも誰かから指示され、自分で自分の計画を立
てることができないことが、最もメンタルヘルスを引き
起こす原因である。

Ｑ ． 日本の労働の特徴は何か？
Ａ ． ジョブディスクリプション（自分が担当する業務につ

いてまとめられた書類）がないこと。日本は、その組織
の中で、何でもやるという考え方が一般的で、残業も
手伝う傾向がある。集団で一つの仕事をするので、
チームワークという観点で、非常に優れている。ヨー
ロッパなどは、ジョブディスクリプションによって、自分
の仕事は決まっているので、それ以外の仕事はやら
ない。上司が忙しくても、仕事の終わった部下は帰っ
て行くのが普通である。

Ｑ ． 外国人労働者について、どのように考えるか？
Ａ  ． 日本は、移民を正面から受け入れていないが、外国

人労働者を技能実習生として受け入れているケース
がある。技能実習生は、強制労働が行われていても
助けられない可能性があり、問題になっている。人手
不足が問題になると、外国人労働者の問題もますま
す深刻になる可能性がある。 細井　泉希（秋田市）

2
班

10
月
25
日
㈮

研
修
記
録

職員の方々からレクチャー

歴代事務局長の写真 100周年記念カーペットにて
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１－Ａ班
（タイムテーブル）

【メンバー】
淡路　　憲（藤里町）　　泉澤　　純（鹿角市）
石川　久人（大館市）　　五十嵐祐介（男鹿市）
川村　忠寛（八峰町）　　岡田　　綾（大仙市）

8：00
8：40
9：00
9：15
9：30

10：00
10：15
10：30
12：00
13：30
14：00
14：30

ホテルを出発し徒歩で移動
モンブラン橋通行
イギリス公園周辺散策
旧市街地散策
ジュネーヴ大学にてチェスを打つ
宗教改革記念碑
公園にて遊ぶ
サン・ピエール大聖堂、考古学資料館
ブール・ド・フール広場周辺でランチ
ローヌ川散策、遊覧船乗車
大噴水
ホテル

旧市街地散策

　レマン湖の遊覧船に乗ろうとしたが、営業時間前の
ため徒歩で移動することに。モンブラン橋から見る水の
透明さと湖面の煌めきに満足するも、大噴水はまだお
休み中。
　湖畔のイギリス公園で国家記念碑や花時計を見学し、
旧市街地へ向かうが人通りはまばらで店舗も準備中。
　サン・ピエール大聖堂を目指し高台を進むと、眼下の湖
や街並みが美しい。キリスト教圏では教会を中心に街が作
られ、教会が生活や憩いの場の一部だと認識できる。

宗教改革記念碑

　大聖堂の開館まで市庁舎や旧兵器庫を見学し、オ
シャレなカフェを物色する。石畳とオープンテラスがある

とオシャレなカフェになるから不思議である。
　レマン湖と反対側に進むとジュネーブ大学がある。人々
は読書や散歩、大きなチェス盤を楽しんでいる。欧州の
人は屋外や公園を楽しみ、心の癒しにしているようだ。
　構内には４人の宗教改革主導者の像と長さ100ｍの
宗教改革記念碑がある。プロテスタント一派のカルヴァ
ン生誕400年を記念したもので、彼は同大学の創設者
でもある。

サン・ピエール大聖堂、考古学資料館

　尖塔が特徴的な教会で、正面は神殿のように壮観で
ある。12～13世紀にかけて建築され、修復・増築を繰り
返しロマネスク様式とゴシック様式が混在する。カルヴァ
ンが宗教改革の拠点にした歴史もあり、彼が座ったイ
スの展示もあった。
　地下にはローマ時代の建造物跡が残っており、その
建造物の上にまた建造物を造っているとのこと。長い
歴史を経て、各時代の人々の生活、宗教の意義などを
踏まえて、現在の姿となっているようであった。

レマン湖畔、大噴水

　お昼になると多くの観光客や市民が行き交ってい
た。天気は良いが、寒い。しかし皆厚着をしてテラス席
でカフェやランチを楽しんでいる。なるほど、こちらでは
テラスは生活の一部なのだと感じた。ということで、寒い
中テラスでランチ。スイス料理は美味だが、物価が高い！
ランチでも4,000～5,000円位かかる。
　レマン湖畔に移動すると、遊覧船と大噴水が動いて
いる。待望の遊覧船に３回も乗り、噴水へ向かう。噴水
も140ｍともなると都市の象徴となり、世界中の人々を

1
班

10
月
26
日
㈯

自
主
研
修

10 月26 日［SAT］ スイス

モンブランを望む 大噴水～こんなのでましたけど～偉大な４賢人
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集める立派な観光名所になるのだと感心させられた。
 石川　久人（大館市）

１－B班
（タイムテーブル）

【メンバー】
畠山　孝直（八郎潟町）　佐々木明輝子（秋田市）
藤井　秀成（秋田市）　　齊藤　瑞恵（横手市）
石塚　　環（由利本荘市）　西村優希子（潟上市）

8：30
8：45
9：00

10：00

10：40

12：45
13：45
13：50

ホテル発、徒歩で移動
ジュネーヴバスステーション着
ジュネーヴバスステーション発、
ツアーバスで移動
アヌシー到着、ガイドによるツアー（パレ・
ド・リル、アヌシー城）
フリータイム、市内散策（旧市街、アン
ティーク市、ヨーロッパ庭園、愛の橋）
アヌシー発、ツアーバスで移動
ジュネーヴバスステーション着、徒歩で移動
ホテル着

　ジュネーヴはフランスと隣接しており、１－Ｂ班は最終
日を海外研修３か国目となるフランスのアヌシーで過ご
すこととした。
　我々はバスツアーに参加し、高速道路でフランスのア
ヌシーへと向かった。約30分で国境に到着し、入国審
査なしに入国するなどボーダーレスぶりを感じた。
　アヌシーは世界有数の透明度を誇るアヌシー湖のほ
とりに位置し、市街地に水路が通る風景から「フランス
のベネツィア」とも呼ばれている。
　朝靄が立ち籠める中到着し、市内を散策して数分で

「パレ・ド・リル」に到着した。水路の中央に建設された
この建物は関所や宮殿として利用され、現在は美術館
となっている。訪問時は工事のため水路の水位が低下
し、本来の姿ではなかったが、存在感は大きかった。内
部は１時間ほどで見て回れるが、時間の関係で見学は

見送った。
　次に高台にそびえるアヌシー城を訪れた。三度火災
に襲われ、正面向かって右側の塔のみ築城時のもので
あるとのことであったが、周囲と調和がとれているように
感じた。ミラノ視察時に説明があったが、ヨーロッパでは
昔の建物を保存・改修する際に、できるだけ同じ材料を
用いるとのことである。そうしたこともあり調和がとれて
いるのであろう。こちらも内部の見学が可能だが、パレ・
ド・リル以上に時間を要するため、外観のみ楽しんだ。
　自由時間になり住宅地へ向かうと、蚤の市が開催し
ていた。日用雑貨から古い鍵や剣、マスケットなどの銃
器といったアンティークまで多数陳列されており、狭い
石畳の路地に露店が並ぶ光景は、物語に出てくる古き
良き街並みを想起させ、異国情緒にあふれていた。
　湖畔へ足を延ばすと、恋人たち御用達の「愛の橋」が
架かっている。橋の上で愛を誓うと永遠に結ばれる逸
話があるとかないとかで、多くのカップルで賑わってい
た。自分には縁のない場所だが、せっかくなので橋に上
がった。是非とも恋人と行くべきだとお伝えしよう。
　半日ではあったが、ヨーロッパの街並みを堪能し、短
い時間でも別の国に行けるなど、各国間の地理的近さ
も体感できた。もっと異文化を楽しみたかったが、後ろ
髪を引かれる思いで帰路につき、全日程が終了したの
である。 藤井　秀成（秋田市）

1
班

10
月
26
日
㈯

自
主
研
修

愛の橋 薄霧のアヌシー湖

水不足のパレ・ド・リル
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２－Ａ班
（タイムテーブル）

【メンバー】
細井　泉希（秋田市）　　本郷　美佳（横手市）
今野　佳恵（にかほ市）

9：00

9：30
11：00
12：00
13：30
14：40

ホテルを出発し、徒歩でジュネーヴ旧
市街へ移動
モンブラン橋、イギリス公園（花時計）
サン・ピエール大聖堂
美術歴史博物館
昼食
市内散策
ホテル着

旧市街～サン・ピエール大聖堂

　レマン湖にかかるモンブラン橋を渡って旧市街へと
徒歩で向かい、橋のたもとのイギリス公園内にある花時
計も見学しながら、宗教改革で有名なカルヴァンが本
拠地としていたというサン・ピエール大聖堂を訪れた。
今回の研修中一番の快晴とジュネーヴのきれいな空気
の中での散策は楽しく、リラックスできる時間だった。黄
色やオレンジに色づいた木々の葉と青空のコントラスト
に秋の風情を満喫した。長い歴史を感じさせる聖堂は
とても重厚な造りで、聖堂内はもちろん、入って右側に
あるチャペルが特に美しく、ステンドグラスや天井の装
飾が華やかな空間だった。

美術歴史博物館

　100年以上の歴史をもつ建物の中に、武器や工芸品
から絵画までのたくさんの美術品が、地下から上階まで
の3つのフロアに展示されている。全て見ることはできな
かったが、時間の許す限り博物館の中を歩いた。甲冑や
武器などの展示スペースでは、レプリカを触って重さや
形を実感できるよう工夫されていて楽しく鑑賞できた。

ランチタイム

　現地では最後の食事となるため、ホテル近くのレスト
ラン「Auberge de Saviese」でスイス料理を食べた。
　ジュネーヴの隣ヴォー州の名物マラコフ（Malakoff）
はクリミア戦争に従軍した兵士が持ち帰ったとされる料

理で、衣をつけて揚げられたチーズは香ばしく、白ワイン
の風味も豊かでとても美味しかった。

【本日の歩み：約23,000歩】 今野　佳恵（にかほ市）

２－B班
（タイムテーブル）

【メンバー】
高橋しのぶ（大館市）　後藤　和樹（東成瀬村）
金澤あつ子（湯沢市）

9：00

10：00

11：00

12：50
13：30
14：30

ホテル出発
徒歩移動
サン・ピエール大聖堂見学
カフェ休憩をはさみ徒歩移動
美術歴史博物館見学
徒歩移動
昼食
ホテル周辺散策
ホテル着

サン・ピエール大聖堂

　街の散策をかね徒歩
でモンブラン橋を渡り、
サン・ピエール大聖堂へ
移動した。中世以来の美
しい街並みが残る旧市
街は、予想していたより
観光客などが少なく静か
な様子で、石畳の道を
ゆっくり歩いて回ること
ができた。ローマ遺跡の
跡地に建設されたという

大聖堂は、それ自体が神殿のような荘厳なつくりであっ
た。塔や地下博物館への入場にはチケットが必要だ
が、美しいステンドグラスやチャペルは無料で見ること
ができた。

2
班

10
月
26
日
㈯

自
主
研
修

10 月26 日［SAT］ スイス自主研修

昼食

サン・ピエール大聖堂
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美術歴史博物館

　大聖堂からも近い場所にあるこの博物館は、紀元前
から現代に至るまでの西洋文化に関する膨大な数の
コレクションを展示している。1910年に完成したという
建物の外観は、私たちの訪問中はちょうど改築工事中
だったが、遠くからでも圧倒的な存在感を放っていた。
地下は考古学、１階は工芸、２階は美術品の展示と別
れており、無料の常設展だけで数万という展示品を鑑
賞できた。常設展には目玉の展示があるわけではない
ようで、“広く浅く”という印象を受けたが、それでも美しく
落ち着いた雰囲気の館内を歩いてまわるだけで満足で
きるものだった。建物を出るとジュネーヴの象徴となっ
ている大噴水が遠くに見え、研修期間中で最も天気が
良かったこの日の景色が一層思い出深いものとなっ
た。ジュネーヴは物価が高いが、公共交通機関は乗り

放題の上、有名
な観光地は無
料で見られるも
のも多く、外国
人でも過ごしや
すい街であるこ
とを実感した。

 金澤あつ子（湯沢市）

２－Ｃ班
（タイムテーブル）

【メンバー】
小笠原　悟（小坂町）　　髙橋　洋平（大仙市）
宮田孝志郎（三種町）　　伊藤　大地（仙北市）
村上　大輔（由利本荘市）

9：00
9：20
9：30

10：30

14：00

ホテル発
モンブラン橋見学
花時計見学
サン・ピエール大聖堂見学
昼食・旧市街地を散策
ホテル着

モンブラン橋

　ホテルからサン・ピエール大聖堂へ向かうため、モン
ブラン橋を渡った。湖からローヌ川に流れる場所に架か

る橋で、レマン湖、ジュネーヴの街並み、壮大な山々、大
噴水といった絶景を眺めることができた。

花時計

　モンブラン橋を渡りきると、6,500株を超える花々で
構成される「花時計」を見ることができた。帰国後にイン
ターネットで検索すると、1955年に制作されたこの時計
は秒針の長さが世界一との記載があったが、この日は
気にも留めずサン・ピエール大聖堂へ向かった。

サン・ピエール大聖堂

　オープンカフェでの休憩を挟み、ジュネーヴ市民の
信仰の柱となっている大聖堂へ。ギリシャ神殿を思わせ
る堂々たる姿は、旧市街の中心で1160年に建設が始ま
り、1232年に完成したものだ。

　多くの教会を訪れ
た研修期間の中で
も最後の場所であ
り、無事に研修を終
えられたことに感謝
と祈りを捧げた。

自主研修を終えて

　ジュネーヴの街の雰囲気は、ローヌ川を挟んで全く
異なるものでした。コルナバン駅がある北側は大きなデ
パートや多国籍のレストランがあり賑やかな印象で、サ
ン・ピエール大聖堂がある南側は趣があり落ち着いた
雰囲気で、どちらも魅力的な街でした。
　自主研修の最後は、食事をとりながら研修を振り返
り、今後もお互いに連絡を取
り合いながら業務に励むこと
を確認しました。ミラノ、ジュ
ネーヴ、そして研修をともにし
たメンバーから、多くの刺激
を受けることができました。心
から感謝します。Grazie!
 村上　大輔（由利本荘市）

2
班

10
月
26
日
㈯

自
主
研
修

美術歴史博物館 祈りを捧げる団員

おわりに





団員見聞録

《１班》
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1
班

団
体
見
聞
録

ガイド認定も受けている」という職員が一定数おり、そう
した方々が博物館の案内後に市内案内をすることもあ
る、とのこと。博物館を訪れる観光客が市内に流れに
ぎわい創出につながる、という点から、市にとっても博
物館にとってもメリットのある制度と感じました。
　最後に、ジュネーヴでの通訳の方から、スイスで通訳
について資格や試験がないのは公用語が4つあること
による、というお話を伺いました。4つの言語を公用語
にもつスイスでは、子どもの頃から複数言語を話すた
め通訳の必要がないのでは、とのことでした。
　先進的な事例を「訪れる」だけでなく、「直接話を聞
き」「質問する」ことによって、より深く理解することがで
きる、その意味で通訳・ガイドの方々は今回の研修に
おいて重要な存在でした。また団員の方々は、行政経
験の長い、様々な分野の専門家とも言える方々。農場
に訪れれば県内の農業施策との比較についてご解説
いただき、観光施策について学べば各市町村での類
似事例を説明いただくなど、諸先輩方とご一緒させて
いただいたおかげで国際的な先進施策を学びながら
県内状況についても学ぶことができた、大変貴重な経
験となりました。このような機会をいただけましたことを、
秋田県市町村振興協会の皆様、団長をはじめとする
団員の皆様、本市関係者の皆様に感謝いたしまして、
結びの言葉といたします。この度は本当にありがとうご
ざいました。

　日本人の海外旅行者数が昨年過去最高に達し、近
年中には年間旅行者数が2000万人を超えるのでは、
と言われているように、海外旅行は身近なものになっ
ています。私自身も例外ではなく、学生時代に初めて
海を渡ってから何ヶ国かを訪問してきました。ですが、
今回は「旅行」ではなく「研修」。研修が決定してからは、
自分が学びたいことを掘り下げたり訪問先について調
べたりと、研修の効果を最大限に生かせるよう準備を
進めました。ただ、「研修の効果を最大に」という意味
では、現地で同行いただいた通訳・ガイドの方々の存
在が大きかったと感じています。
　「通訳案内士」という言葉を耳にしたことのある方は
あまり多くないかもしれません。数年前の法改正まで、
日本で「外国語を用いて観光客をガイドする」ためには
国家試験に合格する必要がありました。訪日旅行客増
加により現在は規制緩和となりましたが、日本において
こうした流れがある中、各国では「通訳」や「ガイド」に
ついてどのような制度を採っているのか、今回の研修
でお会いした通訳・ガイドの方々にお伺いしてきた内
容を紹介したいと思います。
　研修の前半で訪れたミラノでは、通訳に関する資格
は特になく、ガイドに関しては試験を通過し、今回訪問
したGITECの会員になって初めてガイドできるとのこ
と。同行してくださった方は、通訳としては活躍してい
たもののガイドになるには10年以上かかったという位、
非常に難しい試験とのことでした。旅行者が増加して
いるミラノにおいて、GITECの方がおっしゃった「正し
い知識をもった人がガイドしなければ魅力が伝わらな
い」という言葉が、日本の「訪日旅行客増加による規制
緩和」と対局にあると感じ、ミラノの美しい街並みとあわ
せ、印象的でした。
　ローザンヌでオリンピック博物館を案内してくださっ
た方は、博物館の職員、かつ「ローザンヌ市のガイド」
でした。同市ではガイドの認定制度を独自に設け、同
博物館とも提携しているため「博物館の職員で同市の

通訳・ガイド制度からみたイタリア・スイス
［秋田市］ 佐々木 明輝子

1班の皆さんと、夕食後
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ローザンヌもジュネーヴもホテルに宿泊すると、宿泊者
に宿泊期間利用できるフリーパスが与えられる。実際
にこのパスを使ってみるとなかなか使い勝手がよく便利
なものであった。交通網もかなり充実していた。路面電
車に乗ろうとしたところ、先発の電車がトラブルにより動
かないという状況に襲われたが、路面電車が動かなく
てもバスが動いていたため、露頭に迷わずに済んだ。
　さらにスイスでは、観光に特化した交通機関の整備
も進んでいた。かの有名なアイガーにトンネルを掘って
作られ、ヨーロッパ最高峰の駅へと続くユングフラウ鉄
道は、約100年前から営業しているというから驚きであ
る。日本でも最近リゾート列車が流行し始めているが、
これほど早くから、しかも3,000メートル級の山々に鉄道
を設置した情熱と、登山列車を用いた観光への強い思
いには感動を禁じ得ない。
　観光の面、人々の日々の足の面でヨーロッパの公共
交通を垣間見たが、どちらも利用者のことを考えられ
て整備されていると感じた。登山列車では絶景を楽し
みたいという人々のニーズに応えるため、市街地の交
通では人々の足としてより便利であるため、あるいは街
にライフスタイルを合わせるために整備されている感が
あった。セミナーでの話だが、「冬の気温が低く、路面凍
結するスイスであっても、公共交通が発達しているから
高齢者向けの当施設が郊外でなく中心市街地に、それ
も住居を併設せずできた」という話があった。いかに利
用したい、生活に欠かせないと思ってもらえるかが重要
なのではと感じた。
　最後になるが、今回海外研修という貴重な機会を
与えてくださった関係各位には厚くお礼申し上げる。
研修で見聞きしたこと、感じたことを生かすも殺すも
自分次第ではあるが、最善を尽くすようこれからも人生

「avanti!」あるのみ。
※avanti：イタリア語で「前進、進め」の意

　我が人生で未だ訪れた経験の無い欧州への派遣と
いうことで申し込んだ本研修だったが、百聞は一見に
如かず、見ること聞くことの全てが新鮮であった。長い
ようで短い９日間の行程を駆け抜けた結果、自分が感
じたことや経験したことについて、思うままにまとめたい
と思う。
　ミラノ＝サッカーの街、それが私の抱いていたイメー
ジであった。しかし実際に訪れてみると、道路事情が
複雑な街だという印象をもった。ミラノ到着の翌日早朝
に宿泊先周辺を散歩すると、傷だらけの車が大量に
路駐されている一方、路線バスやトロリーバス、路面電
車が頻繁に走っている風景があった。この街は交通マ
ナーや治安が悪いのか、整っているのかよくわからな
い、不思議な街だと思ったのを覚えている。土地が狭
いうえに車社会のイタリアにおいて、駐車スペースの確
保は難しく、住民用の駐車場として路駐スペースが割り
振られていることや、古い街並みをそのまま利用してい
るため道路の幅員が狭く、改善策として公共交通が発
達していると後に説明を受け、納得はしたが、路駐か
ら出る際に邪魔な車をぶつけて動かすから車が傷だら
けだという説明には驚いた。車好きからするとどうなの
かという気がしなくもないが、一方で古くからの街並み
を守り、それに人々の生活を合わせているように感じら
れた。自分たちの街の形に寄り添って生活している感

じが、街に対する
誇りの現れのよう
であった。
　一方スイスの各
都市ではこうした
印象はなく、それ
どころか 公 共 交
通の面ではより進
んでいる部分が
あるように見受け
られた。滞在した

来た、見た、走った
［秋田市］ 藤井 秀成

山とスーツと私（標高3,500M）
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が広がり、随所に置かれたビーズソファを自分の好きな
場所に運び、お茶を飲んだり、本を読んだりして寛ぐ学
生の姿がありました。
　一つの空間の中に静と動をバランス良く配置し、固
定した仕切りをなくしたフレキシビリティの高い空間を確
保することは、長い期間で使用する公共施設において
も大事な要素だと感じました。また、そうした空間を確
保することで、その時々に合った様々な過ごし方や居場
所の提案が実現できるのではないかと思いました。
　研修の出発日は10月19日。直前に台風１９号が強い
勢力で日本に上陸し、猛威をふるいました。また、その
後も大雨災害が発生し、多くの方々が大変な被害に見
舞われました。
　近年、自然災害が発生するたびに「これまで経験し
たことのない」という言葉を耳にします。災害の発生頻
度やスケール感が大きく変化している中で、これからの
自治体には個別の自治体レベルを超えた連携が求めら
れると思います。また災害対応のみならず、他の分野
でも自治体同士の連携は必須になると思います。
　そのような意味でも、今回研修に参加し築くことので
きた県内各自治体の皆さんとのネットワークは私自身に
とって貴重な財産となりました。
　最後にこの度の研修に快く送り出してくれた部長、課
長をはじめ、課の皆にこの場を借りて感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

　庁内エントリー締切日の夕方、一緒の会議に参加し
ていた係長に声をかけられました。海外研修は以前か
ら興味があり、いつかは参加してみたいと思っていまし
た。しかし、長期の不在で回りに迷惑がかかるのでは
ないか、仕事が滞るのではないかと考え、なかなか踏
み切れないでいました。しかし、せっかく声をかけてい
ただいたチャンス。少し迷う気持ちがありながらもギリギ
リでエントリーしました。
　その後の総務企画部長との面談。
　「君一人が数日いないくらいで、回らなくなる課じゃな
いでしょ」その通りです。今年なら行ける、行きたいと気
持ちが高まりました。そして庁内審査を経て、今年度の
海外研修に参加させていただく運びとなりました。
　私が視察先で一番楽しみにしていた場所。それは「ロ
レックスラーニングセンター」です。ロレックスラーニン
グセンターはスイス連邦工科大学ローザンヌ校にある
図書館やカフェ等が入った複合施設です。この施設の
最大の特徴は物理的な仕切りを設けずに、なだらかな
坂や階段を設置することで様々な機能を一つの空間に
ゾーニングしているところです。
　横手市では現在、横手駅東口第二地区再開発事業
の中で、図書館の入った公益施設の設置を検討して
います。私は今年度から一担当として携わり、図書館と
他の複合機能を融合させ、いかに人を呼び込み、賑わ
いを生み出すかを検討してきました。図書館でありなが
ら、他の機能も融合していて、建物全体として居心地
の良い空間を作りたい。ロレックスラーニングセンター
には、そんな漠然としたイメージへの何かヒントになる
ものがあるのではないかと思い楽しみにしていました。
　視察当日。広大な敷地に平屋の波打つ形状の建物
は外観からワクワクさせてくれました。
　中に入るとすぐにカフェがあり、にぎやかな雰囲気の
中で多くの学生が利用していました。少し進むとなだら
かな坂になり、徐々に静かな空間へと続きます。ここに
は唯一仕切りのある部屋があり、静かに過ごしたい学
生が利用します。さらに先に進むとリラックスした空間

今年度の海外研修、必ずエントリーしてね
［横手市］ 齊藤 瑞恵

ロレックスラーニングセンター（内部）
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ると思うが、イタリア人は、ケガがなくてよかったねっと
笑顔で何もなかったかのようにやり過ごす。何というか、
怒る気にもならず、思わず笑ってしまう。
　ミラノの地下鉄に乗車したときのこと。事前情報でも
イタリア・スイスはスリが多いと聞いていたので、満員
電車の時間帯であったがリュックを前にかけ、万全の
体制で臨んだ。すぐに地元の小さいおばさんが、電車
内の路線図を指さし、電車はどこ行くのか、ここ行くの
かとしきりに話しかけ、顔をそむけると、肩をたたいてま
た話しかける。うるさいな、と思っていると目的駅に到
着し下車。ホームに降りると電車内から肩を叩かれ、目
の前に黄色い何かを突き付けられ、落としましたよと。
よく見ると自分のパスポートケースによく似てる、いや、パ
スポートケースだった。意味が分からず電車を見ると、ド
アが閉まり発車してしまった。慌てて、リュックの中を確認
すると、ポーチのファスナも中のマジックテープも開けら
れ、あるはずのパスポートがない！あっ、スラれたんだと
初めて気づく。イタリア人はいい人なので、パスポートが
ないと困るだろうと返してくれたのだろう。グラツィエ。
　スイスのホテルでは、バスタブに湯が溜まらず、排水
栓のサイズが違うことを確認し、フロントに意気揚 と々、
取り換えてくださいとお願いしたが、テクニカルの担当
者はもう帰ったから、明日にしてくださいとの回答。ほ
かの部屋と栓を交換するだけで直ると言っても、他の
担当者の仕事だからできないの一点張り。シャワーが
あるでしょ？何か問題でもあるの？と。結局、ビニール袋
を栓にかませてお湯を張った。日本であれば申し訳な
いとの謝罪があり、たった今対応するか、部屋を替える
サービスとなるが、なるほど外国ではそのあたりまえが
通用しない。
　本当に、何というか憎めない人たちである。彼らを見
ていると、せわしなく毎日を過ごしたり、自分の常識をあた
りまえとしていたり、ちょっとしたことに怒ったりしている自
分が小さく見えてしまう。極論、生死でなければ大した問
題でないくらいに思っているのではないだろうか。
　いかに狭い世界の中の自分の常識で過ごしていた
か、井の中の蛙であったかを感じるものであった。市
役所という職場、関係者の中で、もしかすると仕事や
生活、交友が完結し、不自由を感じないかもしれない。
その狭い常識
は一部の常識
であって、もっ
と広い視野を
もち、公務とし
て、市民として
まちづくりに取
り組んでいき
たい。

　なぜかヨーロッパの国と聞くと、それだけで勝手にオ
シャレでカッコいいイメージをもってしまう。日本の方が
安全で便利で快適で、食も美味しく充実しているはず
なのに、無いものねだりなのか？日本と何が違うのだろ
う？人々の考え方が違う？社会自体が違う？？と、いろい
ろ考えることは多い。百聞は一見に如かず、自分の目
で見て、聞いて、肌で感じることが一番わかりやすいか
と思うところである。
　ミラノでは、百年以上前の建物が軒を連ねる街区の
なか、石畳の道を車が通行し、トラムが駆け抜け、ミラ
ネーゼが優雅に歩く。「今、ヨーロッパにいるんだな」と
いう感覚を実感できる。街全体が絵となる中世の風景
であり、緑と石の建造物のコントラストが美しい。ミラノ
もローザンヌもジュネーヴも、街すべてが美術館であり
何を見ても感動し、本当に歩きたくなる街である。
　イタリアもスイス人も、テラスが本当に大好き。通りの
いたるところにカフェやレストランのオープンテラスがあ
り、どんなに寒くても着込んでテラスで時間を過ごす。
歴史を感じる古い街並みとテラスに集う人たちが新し
い景色となり、またそこに人々が集う。
　そして、公園や施設などのパブリックスペースも大好
き。公園は子供だけでなく大人たち、恋人たち、学生
が多く集い、天気の良い日は読書やピクニックなど市
民の憩いの場として、素晴らしく機能している。たしか
に、日本では公園は遊具設置した子供の遊び場的なイ
メージが強いが、大人たちが余暇を過ごすために必要
な施設であると認識する。欧米人は体温が高いと聞く
が、寒くて息が白くても着込んで外にでる、本当に外が
好きなんだなと感じる。
　人間ウォッチングも面白い。イタリアとスイス人の違い
について、ガイドさんが自動車運転で例える。イタリア
人は、自己中心的。横断歩道で待っていても止まらず、
渡ろうとするとクラクションを鳴らして通り抜ける、縦列
駐車ができないと運転はできず、車はどこか凹んでい
る。スイス人は道路を渡ろうとしている人を見つけると、
必ず停車して渡らせる。歩道で立ち止まって、携帯電
話を見ていて気づかなくても、そのままずっと停まって
待っているほど。
　たしかに、ホテルでもミラノでは混んで忙しくても、そ
もそも準備しておらず、一人対応で他のホテルマンは
手伝わない。ホテルの外はゴミが散らかっていても、自
分の仕事ではないから、そのままであり残念ながら環
境が悪い。スイスのインターラーケンのホテルは、すばら
しくきれい。バスまでベルボーイが迎えにきて当然女子
の荷物を運び入れ、一仕事終えると自ら路上の掃除を
始めるくらい真面目さが伺える。
　また、ミラノのホテルでのディナー時、ウェイターが食
器を片付ける際、不注意により食器をテーブルに落と
し、汚したことがあった。よりによって、団長の前に。日
本であれば、畏まり謝罪のうえ、クリーニング対応をす

海外研修に参加して
［大館市］ 石川 久人

国連前で黄昏れる
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が、外国人観光客にとっては、「これ！」というわずかな
種類を秀逸なデザインで手にとってもらうことが大切だ
と感じました。また、情報量が多すぎると消化しきれな
いことも痛感しました。今後の事業展開を図る上で、参
考にしていきたいです。

【おわりに】
　私が現在職務として担当しているのは観光施策で
す。そのため、観光的な視点を重視して研修を受けるこ
とが多かったのですが、ジュネーヴで聞いた「自殺ツー
リズム」という言葉が印象的でした。スイスは世界で唯
一外国人の安楽死が認められていることから、病気で
苦しむ方などが安楽死を目的に訪れるというもののよう
です。その是非はさておき、想像したことすらないツー
リズムでした。想像の斜め上の視点があるのだと改め
て感じることができた研修でした。今後は同僚の職員
にも積極的な参加を促すとともに、自身の業務に知見
を活かしていきたいと感じています。まず第１歩として、
国の観光施策と方向性を同じくし、今後のインバウンド
誘客のターゲットを欧州としていくことを提言していこう
と思っています。
　今回の研修参加に際し、快く見送ってくれた上司、
同僚の皆様、また、秋田県市町村振興協会の皆様、
株式会社JTB秋田支店の皆様には心から感謝申し上
げます。
　さらに研修中には、様々な意見交換をし、ともに同じ
時間を共有できた団員の皆様とのつながりは今後大切
にしていく財産となりました。本当にありがとうございま
した。

【はじめに】
　「参加してよかった」。これが私の率直な感想です。
本研修に参加し、感じたことや今後の業務に活用して
いきたいことを、「言語」と「デザイン」という、最も感じる
ことの多かった二つの視点に着目して報告いたします。

【言語】
　まず驚いたのは欧州の方々の言語の多様さでした。
スイスでは、仏語、独語、英語等が併用されており、欧
州の方々は複数言語を話せることが普通のことでした。
イタリアでも伊語が公用語にもかかわらず、英語も通じ
ていました。日本人の我々にとっては考えられないこと
です。
　しかし、文字表記はイタリアでは伊語、スイスでは仏
語、独語が一般的で、レストランでの食事や施設への
入館の際には、理解できなかったことが多かったことも
事実です。それも旅の醍醐味と思い、レストランでは、
メニューの文字を指さして、何かわからないドリンクを
頼んでみました。たまたま「Rivella」（写真左）というス
イスの国民的飲料（チーズを作る過程でできるヨーグル
トの上澄みのような液体に炭酸が入ったもの）の緑茶
フレーバーでした。独特の味と風味で飲みきれません
でした。このような楽しみ方もできるとは感じたものの、
来日する多くの外国人にとっては、日本語に対し同様
の印象を受けていることが容易に推察できました。インバ
ウンド受入対応について工夫していこうと考えています。

【デザイン】
　観光地のサインやショップ、広告看板のほか、建築
や公園の街灯、ベンチなど、デザインが秀逸で目を引く
ものが多かったです。様々な言語や人種が入
り乱れる場所だからこそ、目を引くデザイン性
で勝負しているのだろうと感じました。さらに上
述した言語と関連して、自主研修で見学したミ
ラノのトリエンナーレデザイン美術館の館内ス
タッフのユニフォームがデザイン的にも視覚的
にもとても分かりやすく（写真右）、今後イベント
時などのスタッフユニフォームの参考にしたいと
思っています。
　さらにパンフレットなどもデザイン性に富んだ
ものが多く、量より質を重視しているようでした。
私たちの施策の中では、成果がわかりやすい
パンフレット制作などを安直に立案しがちです

海外研修の成果を業務に活かしたい
［男鹿市］ 五十嵐 祐介

スイスの国民的飲料Rivella トリエンナーレ美術館のスタッフユニフォーム
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減額圧力にさらされ、後継者が減少しているという日本
と共通の課題を抱えていました。スイスの今後の農業施
策は日本にとっても非常に参考になるものと感じました。

【決済手段の充実の重要性】
　イタリア・スイスともカード決済が主流であり、ほぼチッ
プが必要なかったこともあり、用意した現金をあえて意
識的に使用しなければいけませんでした。研修期間中
に利用した店舗や観光施設、美術館、小さな商店のほ
ぼすべてがカード決済可能だったなか、1か所だけ現
金決済の博物館があったときには、現金を使い果たし
ていたことから非常に困りました。
　短い滞在期間の中でも不便さを感じたことから、日
常的にカード決済を行っている地域の人々が県内を訪
れた際の決済手段の充実の必要性を感じました。

【最後に】
　初めての海外ということもあり不安を感じながらの出
発ではありましたが、団員の皆さんにも支えられ、大き
なトラブルに見舞われることもなく無事に研修を終わら
せることができました。
　テレビやインターネットの情報では得られない実際に
見聞きして体験することでしか得られない経験と、異な
る文化・環境に身を置いてみることで自分の仕事を改
めて見直す機会を得ることができたと思います。
　また、語学力の大切さを痛感させられた研修でもあ
りました。片言の英単語と何となくの雰囲気で察しても
らうという現地の方の優しさに頼ることで乗り切りまし
たが、普通に意思疎通が出来るというのは凄いことな
んだと妙に納得させられたりもしました。
　この研修を通して様々な経験を得ることが出来まし
た。この経験を今後の業務にしたいと思います。

【出発まで】
　海外研修の話があった時は、語学力は無いし初海
外で不安だし、ただでさえ飛行機は苦手なのに10時間
以上のフライトなんて耐えられるのか。日本ほど公衆トイ
レは無いだろうな。食事は大丈夫なんだろうか、窓口
業務もあるのにこんなに長期間研修に行ってしまって
大丈夫なのかと数々の不安もありましたが、職場の皆さ
んの後押しもあり研修に参加させていただきました。

【参加してみて】
　羽田からフランクフルトに向かう機内で緊張して疲れ
てしまったのが、逆に良かったのかフランクフルト空港
に着いた頃には力が抜けて以後の研修はリラックスし
て臨むことが出来ました。

【ミラノの観光】
　ミラノではファッションや工業都市としてだけではな
い、観光都市として今まさに発展を遂げている状況とそ
の取組についてレクチャーしていただきました。新しい
何かが出来たとか生まれたというわけではなく、ミラノ
の芸術を中心として今までもそこにあったものを観光資
源として再発見。的確なプロモーションとＰＲ活動で着
実に観光振興に結び付けていました。当たり前すぎて
見過ごしているものにも、訪れた人にとって魅力的に映
るものがある。自らの街の他との違い、その違いから生
まれる魅力を見直してみること。そして、プロモーション
活動の大切さを改めて感じました。

【スイスの山岳観光を支える景観】
　スイスに入ってからは山岳観光を支える周囲の景観
維持に感銘を受けました。現地に行くまでアルプスの
少女ハイジ的な光景や家屋というのは限られたごくごく
一部なんだろうなとの考えをもっていましたが、現地に
行ってみてグリンデルワルトからローザンヌの都市部に
至るまで延々シャレーと呼ばれる農家風の建物が続い
ていたことに驚きを感じました。
　観光のために建築規制をしているということもありま
すが、山岳風景というものに対するスイスの国民全体と
しての意識の高さやこだわりを感じました。それが観光
にも還元されているといういい循環になっていると感じ
ました。
　しかし、そういった光景を維持している農家も耕地面
積が狭くＥＵ各国の安い農産物との価格差と補助金の

海外研修に参加して
［鹿角市］ 泉澤 純

ノートルダム大聖堂からの家並み
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品・肉類の加工販売を行っていた。日本で同規模の１
戸の農家が食品加工に取り組むのは、設備投資等の
面で容易でないと思われる。数種類のチーズとサラミ
を試食させていただいた。チーズはまろやかでコクがあ
り、サラミはスパイスがよく効いて柔らかく食べやすかっ
た。経営拡大は考えていなく、今後も家族経営を続け
ていくとマティアス氏は語っていた。ＥＵ諸国や国内か
らも農業保護に巨額の公費を投入するのには批判もあ
ると聞く。今後スイスの農業情勢を注視していきたい。
国土面積の２／３が山岳地帯のスイスでは、畑作はあ
まり発達せず、野菜類はほとんど輸入している。私たち
がバスで移動したローザンヌとジュネーヴの間では、平
場の農地を見る事ができた。ブドウやリンゴなどの果物
畑と、ジャガイモ畑のようなものが多かった。ホテルの
朝食では、青リンゴが皮を剥かない状態で山積みにし
てあり食べ方が分からない。後でガイドさんに伺ったと
ころ、スイスは野菜が少ないので、果物を皮ごと食べて、
ビタミン類を摂取するそうだ。納得。
　私は「食べる」ことを大事にしている。ただ食べるだ
けでなく、食事の背景を考える。食には農業事情はもち
ろん、産業・経済や時代が色濃く影響していると思う。
食事は文化。

　普段から「食」に関しては人一倍関心をもっている。
農業大国イタリア・スイスでの研修への期待に胸をふく
らまし飛行機に乗った。
　イタリア・ミラノ。初日の研修は、未来型スーパーマー
ケット。店内に巨大なモニターが設置されている。商品
の情報を顧客に提示するのが目的だ。商品の産地・
成育歴、農薬の使用の有無・種類、アレルギー情報、
おすすめレシピなど。イタリアではワインのように、農産
品の格付け、産地によるブランド化が進んでいた。ＥＵ
圏では健康志向の方が増えていて、価格帯はリーズナ
ブルではないが、ビオ（オーガニック・有機農業）製品
がよく売れているそうだ。EU には地域の伝統・環境
の特色を生かした食品生産の認証制度PDO，PGIの
表示制度がある。農業の国際化が進展し，効率的な
農業の構築が求められている一方で，「伝統と地域性」
を重んじるイタリアの風土と文化が、食品生産の「認証
制度」と上手くマッチングし、イタリア農業の価値を高め
ていると感じた。イタリアは、国内の有機農業の生産量・
販売量が伸び続けている。今後、認証表示をもった有
機野菜の国外輸出量も増加し、さらに「強いイタリア農
業」になるのではないだろうか。
　さて、イタリアで滞在したミラノはイタリア北部に位置
し、周辺は穀倉地帯。ある日のディナーはサフランリゾッ
トだった。ライスの歯ごたえとチーズの香りが鼻から抜
けて、たまらないひと皿だった。そして自主研修で訪れ
た港町ジェノヴァ。美味しい海の幸と本物のジェノベー
ゼをいただいた。ジェノベーゼソースのバジル、松の実、
ニンニクの味がフレッシュで、とても味わい深かった。イ
タリアでの食事は、どれも食材それぞれの味の輪郭が
しっかりとしていた。
　続いて、スイス。スイス農業は国内GDPの1％程度。
そのうちの７割を酪農が占めている。私たちが訪れた
マティアス家は、家族経営の酪農家。子牛を含め約30
頭の乳用牛の飼育を行っている。年収の７割が補助金

（年額約1千万円）とのこと。マティアス家では、乳製

農業と食事と文化
［由利本荘市］ 石塚 環

未来型スーパーマーケットの店内
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れていましたが、体力面での不安から登山は絶対無理
だなと思っていました。しかしユングフラウ鉄道は、そん
な私でもハイジの世界のような可愛らしい家や、放牧さ
れている牛を見ているだけであっという間に3,454ｍま
で連れて行ってくれたのでありがたく、この手軽さが人
気観光地である所以だと感じました。
　また、自主研修で行ったアヌシーは「フランスのヴェ
ネチア」と呼ばれる湖畔の小さな街ですが、エメラルド
グリーンの湖や中世の面影を残す旧市街が大変美しく
感動しました。街ではちょうど蚤の市が開催されていて
絵画やアクセサリー、家具、古本、絵はがきなどありと
あらゆる物がならび、ホットチョコレートを飲みながらそ
れらのお店を眺めて歩くのは至福の時間でした。調べ
てみるとアヌシーの蚤の市は毎月最終土曜日に開催さ
れているようで、そういったイベントが街に活気を生む
のかなと思いました。

【おわりに】
　今回の研修は異文化を学ぶだけでなく、日本の魅力
や他市町村の現状などを知るいい機会となりました。こ
の経験を今後の業務に活かしたいと思います。団長を
はじめご一緒させていただいた市町村職員の皆様、市
町村振興協会様、職場の皆様、ＪＴＢの皆様には大変
お世話になりました。心から感謝申し上げます。

【はじめに】
　海外研修は出張経過報告書や参加した方の話を聞
いて、いつか行ってみたいとずっと思っていました。行
けることが決まったときは本当に嬉しかったです。しか
し事前説明会で朝６時１５分空港集合であることや、酸
素の薄い山に登ることを知るとかなり不安になりました
が、団員の皆さんの助けもあって無事に帰ってくること
ができました。様々な体験の中から特に印象に残った
ことを記したいと思います。

【イタリア】
　イタリアは大学の卒業旅行で訪れたことがありました
が、移動はすべて旅行会社のバスでしたので、今回鉄
道での移動を非常に楽しみにしていました。現地では
地下鉄の券売機で切符を購入したのですが、とにかく
出てくるのが遅くて驚きました。壊れているのかと思っ
たのですが、ＪＴＢの方によるとこれが普通なのでイタリ
ア人は気にしないとのことでした。また、発車ホームが
ギリギリまでわからなかったり、発車ベルが鳴らず、い
つの間にか動き出していたり、到着が遅れたりと、イタリ
アクオリティを存分に味わうことができました。それと同
時に、日本では当たり前のことが世界から見るとどれだ
けレベルが高いかがよくわかりました。
　また、イタリアでは税金が高いため脱税率が高く、
バール（喫茶店）でレシートをもらえなかったら、その店
は脱税しているだろうとガイドさんが話していたのが面
白かったです。サッカー選手の長友選手の奥さんであ
る平愛梨さんが、好きなイタリア語はレシートをください
という意味の「La ricevuta,per favore（ラ・リチェブー
タ・ペルファボーレ）」と言っていたことを思い出しまし
た。

【スイス】
　テレビの登山番組で山頂からの景色を放送するのを
見て、自分の目でみたらどんなにすばらしいだろうと憧

海外研修に参加して
［潟上市］ 西村 優希子

蚤の市にて
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のだと思いました。
　スイスで一番驚いたことは、月の収入が日本円にし
て約25万円以下で生活保護水準だということです。普
通の生活を送るには月45万円程度の収入が必要と聞
いた時は、めまいを覚えました。スイスの高い給与の水
準を目当てに、近隣の国々はもちろん、アフリカや東南
アジアからも労働者が来ているそうです。日本でも外
国人労働者の受け入れが加速化していますが、給与
水準はスイスには及びません。秋田県でも、中国から
ベトナムなど東南アジア地域に外国籍住民の割合が
徐々に移ってきています。これまでは、圧倒的に縫製作
業の労働力として来ていた外国人技能実習生も、スー
パーや介護などの分野に進出しています。スイスやそ
のほかの欧米諸国と比較したとき、この先、日本に来て
くれる人材はいるのかと不安を覚えました。だからこそ、
どうしたら選んでもらえる地域になるか、もし海外から
の労働力に頼らないとすればどのような制度が必要な
のか真剣に考えなければならないと思いました。
　このほか、ヨーロッパは日本に比べ、喫煙に対する対
策が進んでいるようなイメージをもっていたのですが、
イタリアでもスイスでも（特にイタリアですが）路上でたば
この煙に出くわすことが多くあり、日本のほうがよっぽど
たばこの臭いがしないように感じました。実際に現地を
見てみなければわからないこともあるものだと思いまし
た。
　最後に、今回の研修は様々な気づきを与えてくれる
ものとなりました。この研修に参加する機会を与えてい
ただいたすべての方々に感謝いたします。

　今回の研修は、普通の観光旅行では見られないも
のや聞けないことを聞くことができるチャンスと思い参
加を希望しました。ここでは、この研修を通じて考えた
こと・感じたことを書かせていただきたいと思います。
　イタリアではミラノに滞在して観光政策などの研修を
受けました。ミラノ市では「住んでいるように感じること
ができるサービスを」というコンセプトのもと、レンタサ
イクルや公共交通機関が運営されているということで、
観光客だけに偏らない普段の運営をどうするかという
点で大切な視点だと思いました。
　また、ミラノ市は古くは芸術の都でしたが、20世紀
の相次ぐ世界大戦を経て建造物の破壊などがあり、工
業・商業の町として再建され、芸術の都としての一面
を一度は失いかけたそうですが、1980年代に工場の
移転をきっかけとして、跡地の再利用法としてスタジオ
が跡地に生まれ、そこから現代アートの発信地となって
いったそうです。その後、市内にある歴史的建造物等
も見直され、現代アートのイベント等も多く開催される、
古いものと新しいものが混ざり合った新たな「芸術の
都」として生まれかわったということでした。地域にある
ものを見直し、活用し、そこにどのように価値を見つけ
るか、地域の観光政策にとっても大切な面であると考
えさせられました。
　スイスに到着した時には、観光客の多様さに驚かさ
れました。どこに行っても多くの言語が聞こえてきまし
た。少し前までは日本人が海外からの観光客のトップ
だったそうですが、現在は中国から来る方が１番多いそ
うです。
　今でこそ観光大国のスイスですが、スイスの景観が
観光資源として注目を浴びるようになったのは、19世紀
にイギリスの登山家らがアルプス山脈への登頂を目指
したあたりから、新たな観光地として「発見」されたとい
われています。自分たちがいる地域の資源について、
普段見慣れている風景や生活の中に価値を見出すこ
とは難しいことなのかもしれません。外からの意見や見
方を積極的に取り入れることで、新たな価値に気づくこ
とができ、発展につながるということは、昔からあった

研修を終えて
［大仙市］ 岡田 綾

ユングフラウヨッホにて
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ました。観光客向けのお店や大型店舗はもちろん、街
中の個人営業であろう小さな雑貨屋でもカード決裁で
きました(唯一現金が必要となったのは、最終日に見学
したスイス・ジュネーヴの教会博物館の入館料です)。
普段使わない外国の紙幣・硬貨で買い物をすること
は、金額を準備することから支払い・お釣りの確認ま
でストレスしか感じられませんでした。最近、日本でも
キャッシュレス化が推進されていますが、国内だけでな
くインバウンド観光客に対しても必要最低限のインフラ
として、早急な整備の必要性を感じました。
　海外研修のメリットは、文化や歴史が違う様々な国
に行くことで、その違いを肌で感じられることだと思いま
す。自分もこの研修で、ヨーロッパの国々の良さをたくさ
ん知り、実際に体験することが出来ましたが、それ以上
に普段気付いていない秋田県の素晴らしさを再認識で
きました。この貴重な体験をこれからの自分の仕事に
活かすとともに、職場の仲間には研修の素晴らしさを
伝えていきたいと思います。

　今回、海外研修に参加するにあたっては、長期間職
場を不在にするにも関わらず、快く送り出してくれた、
職場の同僚・上司には感謝の御礼をさせて頂きます。
　ミラノのドゥオーモやローザンヌの大聖堂など、イタリ
ア・スイスの歴史ある素晴らしい建造物をたくさん見学
しましたが、特に印象に残ったのは、スイス連邦工科
大学ローザンヌ校内のロレックスラーニングセンターで
した。学生ガイドが約束の時間に遅れたので、しばらく
自由に施設内を歩いてみました。広い建物内部には、
図書館、会議室、自習スペース、カフェ・レストラン・
売店等がありますが、ほとんど壁がなく、外壁が全面ガ
ラス張りとなっているため、一つのオープンスペースの
ように感じられました。いたるところにクッションが置か
れていて、好きな空きスペースで自由にくつろいでいる
学生がたくさんいるのも驚きでした。また、施設内には
階段がなく、フロアの床が波打ち、丘のような坂になっ
ていて、歩いているだけで、いつの間にか１階から２階
へ、また２階から１階へと移動している特徴的な構造と
なっています。
　ガイドの説明では、ランドマーク建造物として独創的
なデザインとしたうえで、大学の理念とする「学部・学
科・先生・生徒が混じりあって一つの大学・社会を
形成する」という理想を体現しているとしてコンペで選
ばれたという説明を受けました。その説明を受けてから
見ると、大学のシンボル・理念・デザイン性が融合し、
目指している理想像を分かりやすい形で具現化した素
晴らしい建造物に感じられ、あらためて非常に感銘を
受けました。
　一人の外国人観光客としてみた場合、「英語もほと
んど分からない自分がヨーロッパに行って大丈夫か？」
と、不安が大きかった自分でしたが、「言葉が分からな
くても何とかなるもんだな」というのが帰ってきた自分の
正直な気持ちです。
　また、イタリア・スイスどちらの国でも、買い物や食事
等の支払はほぼ全てカード決裁で済ませることができ

海外研修に参加して
［藤里町］ 淡路 憲

トップ・オブ・ヨーロッパからのアルプス
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がとう」表現を覚えて行くことをおすすめします。
【前払い乗り放題交通】
　ヨーロッパの各都市では観光客が宿泊する際に滞
在税を徴収しています。ローザンヌやジュネーヴではそ
の代わりなのか、ホテルから公共交通が無料になるカー
ドをもらえます。特にジュネーヴでは、このカードがあれ
ば電車や路線バス、トロリーバス、トラム（路面電車）、
果ては遊覧船に至るまでTPG（ジュネーヴ公共交通
機関）の運行するものは全て無料という優れものです。
滞在税は3.3 ～ 4スイスフラン（日本円で360円～ 440
円程度）で個人的には「前払い乗り放題交通」という感
覚で、利便性が高く感じました。ただ、MaaSの取組
がスイスでは導入されているという話を聞いていました
が、TPGのスマートフォンアプリは目的地の駅や停留
所が分かっていないと使えない仕様で、改善の必要を
感じました。いずれにしても公共交通については盛ん
に議論されている所なので、一例として記憶に留めた
いと思いました。

【おわりに】
　とりとめのない話で恐縮ですが、以上が私の見聞録
となります。末筆になりますが、様々な方々の助けで無
事に研修を終えることができました。本当にありがとう
ございました。ご迷惑も多々おかけして申し訳ありませ
ん。学んだことを今後の業務に活かすことを恩返しにし
たいと思います。

【はじめに】
　今後の地域課題を解決する上で、ヒントになることを
学ぼうという意気込みで海外研修に参加させていただ
きました。波乱の幕開け（詳細は割愛）でしたが、楽し
みながら大いに学ぶことができ、無事に研修を終えるこ
とができて本当に良かったです。ここでは、視察先以
外で感じたこと、考えたことを記したいと思います。

【ラウンドアバウト考】
　イタリア、スイスともにバスで移動していると数多くの
ラウンドアバウト（信号の無い環状交差点）が見受けら
れました。中には複数車線のものもあり、ルールがよく
わからないものもありましたが、導入すると交通事故の
発生率は減少するそうです。信号が不要なので災害時
も電気が必要ないため、昨今の大災害を鑑みると日本
向きと言えるかもしれません。運転手さんは割に強引
に環状の道路に入り込んで行っており、これで本当に
事故が起きにくくなるのかと思いましたが、日本ではきっ
と譲り合いになるだろうと想像されます。中央部分は分
離帯のように生垣になっているものが多かったのです
が、企業等の広告を掲示する広告料収入で維持費の
足しにすることもできるのではないかと考えました。

【「ありがとう」の話】
　海外からの旅行者が片言で「ありがとう」と言ってく
れると嬉しいものがあります。その逆パターンをやろうと
言う思いつきで、イタリア語・スイスドイツ語・フランス
語の「ありがとう」表現を事前に覚えて行きました。特に
スイスドイツ語には、本家のドイツ語には無い方言のよ
うな言葉“Danke Vilmor” （読みは「ダンケ フィルモー
ア」、意味は「どうもありがとう」ぐらい。）があります。使
用頻度は低いのかなと思っていたのですが、ユングフ
ラウヨッホの技師のおじさんも、マティアス・グリッセン
農場の若い奥さんも普通の会話の中で使っていまし
た。インターラーケンの夕食時に民族音楽を披露して
くれた楽団のおばさんは、私がこの言葉を使うと驚き
と喜びの混じった表情でハグしてくれました。日本のイ
メージアップのためにも、海外に行く際は現地の「あり

海外研修に参加して
［八峰町］ 川村 忠寛

男鹿市の菅原市長と一緒に、誕生祝いをしていただきました。感激です！
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る。スイス連邦工科大学ローザンヌ校内、ロレックスラン
ニングセンターでは、斬新なデザイン、日本人が設計し
たとのことには驚きでした。「福祉先進国」ということで、
福祉施策の研修は、一番興味がありました。カルチャー
シニアセンター訪問、国際機関人材コンサルタント小
島晶子氏のレクチャーから、高い医療レベルを維持して
いる背景に、重い負担を強いていることがうかがわれ
ます。50歳を過ぎると就職が難しくなり、再就職しない
中高齢失業者のほとんどは、失業手当受給後に生活
保護受給、しかし、悪い面だけでなく、日常から健康に
対する意識が強く、高齢者に対しての社会支援、生活
習慣に対する取組は活発なように思われました。
　最終日の自主研修は、ジュネーヴバスステーションよ
りツアーバスにてフランスアヌシーへ。夏は避暑地、冬
はスキーリゾートとして人気の観光都市で、世界屈指
の透明度を誇るアヌシー湖、中世の面影を残す旧市街
は、最高の景観でした。班員の自主研修コース選定の
おかげで、３か国目のフランスまで視察できたことに感
謝したい‼

【おわりに】
　観光、農業、福祉施策と現在自分が携わる業務に関
わる部分は少ないですが、自治体職員としての視野は
広がったのかなと感じております。この経験を無駄にす
ることなく日々頑張っていきたいと思います。
　今回の研修で、団長をはじめ他市町村の団員の皆
さまとの出会いは、一生の宝になるものと思います。
　本当にありがとうございました。

【はじめに】
　今まで海外研修に参加するチャンスはあったもの、
マラソンやっている自分にとって、駅伝等で時期が重な
り手を挙げることが出来ずに時間が過ぎてきました。今
年は、脚の故障で充電中、また、視察先が、一度行っ
てみたい国『スイス』とのことで、ラストチャンス？と思い
手を挙げたところ、幸運にも参加することが出来ました。
　快く送り出してくれた職場の同僚、準備企画していた
だいた市町村振興協会、ＪＴＢの皆さまには感謝申し
上げます。

【イタリア】
　自主研修でジェノヴァ視察からのスタート。男鹿市長
も一緒に同行したいとのことで、事務局、添乗員含め
９名での視察となり、中世の面影が残る美しい景観を
視察することが出来ました。芸術都市ミラノにおける観
光の魅力については、2015年ミラノ国際博覧会（ＥＸＰ
Ｏ）が成功に終えたことが大きく、街が生まれ変わり発
展を続けているとのことで、歴史的建造物でイタリア最
大の大聖堂「ドゥオーモ」、レオナルド・ダ・ヴィンチ作
の「最後の晩餐」は、想像していたよりも大きく迫力を感
じました。未来型スパーマーケット「コープ」では、商品
のストーリーを顧客に知らせることがコンセプト。生鮮
食品の上には横長の反射スクリーンが設置され、野菜
や果物を指差すとセンサーが反応し、スクリーン上に原
産地、品種、カロリー等が表示される。時間をかけて食
料品についての情報をより多く手に入れることが出来
れば、もっとたくさんの商品が売れたり、より高価なオー
ガニック商品が選ばれたりという可能性もあるのではな
いだろうか。

【スイス】
　自然の美しさ、壮大さを間近で感じられるユングラフ
ヨッホ、まさに『トップ・オブ・ヨーロッパ‼』、感動の連
続でした。家族経営の山岳酪農家の視察では、景観
維持のための植林、牧草の生育等を含め約11,000千
円の補助を国より受け、収入の約70％を占めていると
のことで、補助金額を見ても、スイスが世界に誇る自然
景観は農家が支えていると言われているのが納得出来

海外研修へ参加して
［八郎潟町］ 畠山 孝直

山岳酪農家「マティアス・グリッセン」
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　少し気になったので、「風景」と「景観」の意味を調べ
てみると、「風景」は目に映る眺めという視覚的なもので、

「景観」は特に優れた風景や眺めという使い分けもあ
るようでした。今回の研修を通して、自然的な「風景」を
調和されたより美しい「景観」にしたり、その眺めを保護
していくには、行政の役割は大きいものだと感じました。

【おわりに】
　まずは、皆さんのご協力のおかげで研修中は大きな
トラブルもなく、無事に全ての日程を終え、帰国できた
ことに事務局として心から感謝申し上げます。
　9日間ともに学び、ともに笑い、ともに過ごした菅原団
長、中田団長をはじめ、団員の皆さん、添乗員である
三浦さん、田中さん、本当にお世話になりました。そし
て、ありがとうございました。
　日本開催となったラグビーワールドカップでは、日本
代表の活躍に大いに列島が沸きましたが、皆さんとは
研修中、強力なスクラムを組めてたと思ってます。これ
からはどこの自治体かは関係なくノーサイド。今後もどう
ぞよろしくお願いします。

【はじめに】
　今回事務局として海外研修に参加し、人生初の海
外訪問の機会を与えていただきました。長期間の研修
にもかかわらず、快く送り出してくれた職場の上司・同
僚の皆様には、この場をお借りして深く感謝申し上げま
す。
　研修内容の詳しい報告については、団員の皆さんに
おまかせして、個人的に研修中で印象に残ったことを
紹介します。

【イタリア】
　ミラノの歴史的建造物が残る街並みはとても美しく、
そうした歴史的建造物をリニューアルして現代的施設
としても活用していることに感銘を受けました。日本で
の歴史的建造物の活用方法というと、当時の状況を保
存・復元し、資料を展示するといったイメージが強かっ
たのですが、ミラノでは歴史的建造物をオフィスなど現
代においても実用性のある空間とすることで共存してお
り、この考え方は街の至る所で見ることができました。

【スイス】
　スイスで印象に残っているのはなんと言っても美しい
景観です。ユングフラウヨッホで見た山岳風景は言葉
もないほど壮大なものでしたし、列車やバスの車窓か
ら見えるスイスの街並み、農村風景はまさにスイスに抱
いてたイメージどおりの景観で移動時間も楽しいもので
した。
　スイスのみならず、イタリアにおいても景観を重視し
て観光に結びつけており、国や自治体が景観を維持す
るために各種法令などで規制等していることを学ぶこ
とができました。

風景を景観に
［事務局］ 鎌田 千恵

スイス山岳鉄道の車窓から
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れている姿を見ると、観光に対する情熱を感じた。また、
景観を保つために建物の高さや窓の位置、お店の看
板の色までが指定されている地域がある。住民にとっ
ては制限のある生活かもしれないが、世界的な観光地
であり続けるためには必要なのかもしれない。スイスに
関しては、イメージ通り自然が豊かであったが、その自
然を守るために努力していることを学んだ。スイスとフラ
ンスにまたがる、中央ヨーロッパで２番目に大きい湖で
あるレマン湖は、かつて魚が住めないほど汚染されて
いた。現在は、綺麗になり、観光地となっている。ジュ
ネーヴを歩いていると、町のいたるところにごみ箱が設
置されており、清掃車も走っていた。景観や街並みを
保つための工夫を感じた。

【おわりに】
　今回の研修で、その地域にあった取組があり、その
地域ならではの魅力と課題があることを知った。海外
研修という、貴重な経験の機会を与えてくださった多く
の方々に感謝をし、今後に生かしていきたい。また、今
回の研修では、一緒に研修に参加した団員のおかげ
で、秋田県内の他の市町村での取組や課題について
も知ることができた。そして、団員の方 と々は9日間とは
思えない程、充実した良い交流をすることができた。今
後も、団員との繋がりを大切に、仕事に生かしていきた
い。

【はじめに】
　私は、海外研修に参加して価値観や文化の違うさま
ざまな方 と々交流することで、自分の視野を広げられた
と感じる。世界遺産保有数世界一のイタリア、高齢者
の住みやすい国ランキング１位のスイス。観光、福祉、
農業施策ということで、現地の観光ガイド協会の方の
講義を受けたり、高齢者福祉施設を訪問したりと、個
人の旅行では決して経験することのできない内容の、
有意義な研修であった。国際機関で働いている方と直
接対話をする機会などもいただき、世界を身近に感じ
ることができた。私にとっては、毎日が刺激的で、今後
の人生においても忘れられない９日間であった。

【考え方・文化の違い】
　私が今回の研修で１番印象的だったのは、スイスの
ジュネーヴにある、高齢者福祉施設を訪問した時のこ
とだ。その施設では、クオリティー・オブ・ライフを大切
にしており、入居者１人１人がとても生き生きとしていた。
長く生きるのが必ずしもいいという訳ではなく、今日１日
をどう生きるか。食べたいものを我慢して、長く生きるの
と、好きなものを食べて、今日１日を幸せに過ごすので
は、どちらが価値ある生き方なのかを考えさせられた。
　また、ジュネーヴは国際都市ということで、人口の半
分が外国人と言われている。現地の方によると、幼稚
園くらいの子供たちは、肌の色も髪の色も様々な友達
に囲まれ、小さい頃から様々な言語を話して良いことを
知るそうだ。日本にいると感じることのない感覚が、印象
的だった。

【観光に注ぐ情熱】
　私は、交通の便の良さや、景観の美しさから、国や
州を上げて観光に力を入れていると感じた。ミラノにあ
るドゥオーモやスカラ座の目の前には、以前住宅が建っ
ていたそうだ。それを取り壊し、現在は大きな広場が存
在し、地下鉄の入り口や、レオナルド・ダ・ヴィンチの
像がある。住宅を取り壊すとなると住民からは、相当な
反対意見があったと思うが、実際に広場として活用さ

海外研修に参加して
［秋田市］ 細井 泉希

ミラノのドゥオーモ
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（年功序列ではなく）など、どんな場面でも“質”を意識
することが多い。日本人職員は「初めは戸惑った」と言
い、スイス／ヨーロッパでは「質の高い生き方をすること
が、個人の幸せに繋がるという考え方」だと話してくれた。
　『その人らしく生きる、働くことが幸せ』であり、最も尊
重されるべきことだという。とても素晴らしい！こういう
根本的な意識が伴ってこそ“働き方”を見つめ直せるの
かな…と考えさせられた。

【後日…One Day Response !】
　自他共に認める“コーラー（コーラ愛飲者）”の私。
研修中に浮かんだ《ヨーロッパの炭酸は弱い》説。日本
人が強炭酸好きなのか？容器の耐圧技術が優れてい
るのか？
　帰国後さっそく、日本コカ・コーラ株式会社に問合
せることに。回答を要約すると『味、製造方法は世界共
通。ただし、味や炭酸の感じ方は、飲む環境（温度、気
圧、管理方法、飲む容器等）によって変わるだろう』と
のこと。やっぱり私「違いの分かる女」ね！と一瞬浮かれ
つつも、即日、回答してくれた、その“お客様対応力”と
“企業体制”に感服。私たちも見習わなければならない
と、コーラを通して実感させられた一件でした。

【さいごに】
　今回の個人目標は「団員全員と関わる」こと。それぞ
れの立場で地元を良くしたいと考える方 と々過ごした時
間は、とても有意義なものでした。この出会いが今後も
繋がっていくと信じています。みなさん、またお会いしま
しょう！

【はじめに】
　入所13年目にしての海外研修。テーマは“農業・観
光・福祉”。またとない機会、貴重な経験・発見が出
来るはず…と、興奮気味に参加を決意しました。
　繁忙期の中、快く送り出してくれた職場の皆さん、特
に係員の皆さんには、この場を借りて、深く感謝申し上
げます。

【ミラノ中心街とスイスの街並みから見る観光施策】
　イタリアは世界・文化遺産の多さが群を抜いていて、
ミラノも遺産の“保守”に関わる法律・規則が細かい。
特に建造物の修復は、有資格者が建築家のアドバイス
のもと、当時の材料と工程で行うなど、州や地区の管
理局が徹底して統制している。街中に目を向けると、個
人所有物を“歴史的建造物に”と申請する市民が多い
ためか、昔ながらのゴシック調の建物が並び、足元に
は石畳が続く。狭くても歩きにくくても、拡幅工事をする
様子はない(そのせいか、大型車が極端に少ない）。そ
ういった、『ミラノ市民』であることの誇りが、この景観を
守り、過去から現在・未来へと繋ぐ“生きた観光資源”
を生みだしているのだと感じることができる。GITEC
担当者の「文化遺産は民族としてのアイデンティティで
ある」という言葉がとても印象的でした。
　スイスは国のトラム（市電）や市バスなどがとても充実
している。それを活かし、ベルンやローザンヌなどの一
部ホテルでは、宿泊者に市内交通機関が乗り放題（無
料）になる“パス”が配られる。主な財源は滞在税で賄
われるのだが、地方でのタクシーやバス代の出費は、
観光客にとって懸念材料の一つ。それが無料になれば
…ぜひ、これは参考にしたい。

【Quality of Life】
　スイスの視察先にて、共通して感じたことは“生きるこ
と”に対する考え方が日本（人）とは異なるということ。
　例えば、福祉施設では「Quality of Life＝生き方の
“質”」を重視し、そのために何が必要かを基本に支援
が行われている。ILOでは、充実した生活のためには、
子どもの夏休みに合わせて親の休暇取得は当たり前、
個人の質を活かし、その役職の“質”に適した人材が就く

海外研修に参加して ～違いを実感～

［横手市］ 本郷 美佳

ミラノ・大聖堂から眺めるドゥオーモ広場 ミラノ中心街を歩く
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職員（ほとんどが正規員）の給料、施設維持を賄ってい
くには、どうしているのかと、下山する車内で話し合っ
たり、考えるのも楽しかった。 
　今回の研修に参加した大きな理由に、スイスが愛犬
国家で犬の先進地であるからということが挙げられた。
街中のカフェでも犬を連れているのを多く見かけたし、
ジュネーヴのホテルでは動物料金が設定され、犬のみ
ならず全ての動物が泊まることができる。リード無しの
犬がホテルフロントにいたが、飼主以外には興味をもた
ず、触っても吠えたり噛んだりしない。街中の公園には
備え付けうんち袋があった。また、ミラノでは、混雑して
いる地下鉄にゲージ無しで犬を連れた人が乗車するの
も、スーパーマーケットで犬を留めて買い物をするのも
ごく当たり前の光景だった。
　税を始め飼主の義務を法律で定め、躾はかなり厳し
い事もあるが、犬は社会の一員という考え方が国民に
浸透していた。
　法である程度規制はしても、自国の自然や文化を大
切にする国民一人一人の意識付けが大きいと感じた。
観光客誘致に何でも自由に取り組むのではなく、観光
客の利便性と、自国環境や文化の保護とのバランスを
取りながら取り組む難しさを感じた。
　見分を大いに広めたことはもちろん、事務局やJTB
ガイド、この研修に参加しなければ出会うことも無かっ
た団員の皆様に感謝いたします。

　スイスを訪れたのは初めてであったが、スイスの人々
が自国の自然や文化を大切にしている事が印象的で
あった。 
　スイス山岳地域1番の観光地であり世界遺産でもあ
るユングフラウ。山岳鉄道に乗り氷河を抱える雄大な
山々を登り、ユングフラウヨッホを視察したのは貴重な
経験となった。また、通訳のナツコさんは自身もスイス
の自然が好きで、通訳しながら自身も勉強し、おかげで
研修が楽しく興味深いものとなった。
　春～夏は高山植物が、8 ～ 9月にはポルチーニ茸・
アンズ茸といったキノコ類、木の実が取れる。自然を大
切にし、より多くの人が楽しめるよう、キノコ類は1人2キ
ロまでしか採ることができない。大量に採ったり盗掘被
害はいまのところ出ていない。9月中旬からは猟が解禁
され、シカ、イノシシ等ジビエが楽しめる。夏はアジア・
アラブの方が多く訪れるが、ハイシーズンとなる冬は
ヨーロッパ中からスキー客が来る。標高1,000メートル
以上は雲の上となり、麓の町まで山全体がスキー場に
なるのだから格別に楽しい。 
　景観を保護するため、別荘を簡単につくることができ
ないよう、住居は法で規制している。それでも、ドローン
やレンタカーによる事故といった観光客による迷惑行
為や、ホテル不足による民泊増加のため宿泊税の未納
といった観光被害が問題になってきている。 
　視察したユングフラウヨッホ展望台の運営には公的
資金が1円も使われていない。収入は鉄道運賃、レスト
ラン食事代、お土産代の利益のみ？ちなみに、売店に
は日本人スタッフがいて、思いがけず日本語で会話し
た。ご両親が日本出身だが、自身はスイス生まれスイス
育ち。後で聞けば、日本人ガイド協会を設けた方のご
子息だったのでは？
　登山鉄道は、多くても1日あたり5,000人しか乗せな
い。ハイシーズンは予約で満杯になる日もあり、観光客
は増えればそれだけ利益が大きいが、施設の維持やゴ
ミといった別の問題も発生してくることを想定して5,000
人と決めているようだ。となると、100人以上もの施設

海外研修に参加して
［大館市］ 高橋 しのぶ

公園に設置された犬用の袋
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た。観光地としての長い歴史をもつ麓町だけでなく、国
際色豊かなローザンヌ、ジュネーヴでは外国人への対
応にも慣れたものがあり、道路や建物、公園などがしっ
かり管理されていた。高齢者に優しい街を目指すジュ
ネーヴでは、歩行者が渡る時間を十分に取れるように
信号も設定されているらしく、道を歩くのも快適だった。
スイスは国連の事務局を国内に有しながら加盟自体は
2002年のことで、当初からEUにも未加盟という独特の
立場をとり続けている。それは孤立したものではなく、む
しろ外国人も積極的に受け入れる懐の深さを感じさせ
てくれた。最後に訪れたILOでは、生涯学習や技能訓
練を通して新たな技術を身に着けることの重要性、そ
れが働く時間の中にあり組織を持続可能なものにする
ことなどを学び、働くということについての自分の意識
が全く新しいものとなった。
　個人的には研修期間中、自分を磨き続けることの大
切さについて何度も考えた。大学で専攻していた英語
の能力もすっかり錆びついていたことが悔しく、もう一
度勉強してみたい。帰国のための飛行機を待つ間に、
英語小説のペーパーバックを衝動的に１冊購入し、ユー
ロコインを使い切った、現在まで読み進めたところで
は、主人公が職と恋人と親友を失い最悪の状況だ。ど
うかこの後の展開は、彼女が憧れの地へ旅立ち、もう
一度夢を追うというものでありますように。

　今年４月、日本では新紙幣のデザインが発表され話
題となった。母校の創設者が肖像画になることがわか
り個人的にはうれしい知らせであったものの、新年度
の慌ただしさに加えて落ち着かない気持ちにさせられ
たニュースでもあった。学生時代に自分が抱いていた
将来への希望や、共に学んだ友人や先輩の姿を思い
出したからだ。わずか６歳で留学生として海を渡ったそ
の人が残した大学、そこで得た知識を生かし国内外で
活躍する仲間のことを思うと、今の自分の生活は刺激
のない、怠惰なものにも思われた。「とにかく何か新し
いことをしたい」という思いにせかされるように、海外研
修の参加に手を挙げてしまったのだ。
　結果的には当初の目的通り、普段の業務では得難
い刺激を多く受けることができた。最初の訪問先であ
るイタリア・ミラノは、ファッションやデザインといった
分野を一番に押し出した洗練された街というイメージ
を抱いていたのだが、訪れてみて感じたのは、現在
でも変化と成長を続ける“生きた街”であるということ
だった。同じイタリアでもローマのように豊富な古代遺
産をアピールする訳ではなく、現在のアクティビティが
国内外から注目を集めている街並みには、古い建物
の中に親しみやすいカフェや居酒屋が入居していたり、
名所に続く大通りにモダンなデザインのパネルが並ん
でいたりした。観光地というよりは商業・工業都市とし
ての側面が強く、大戦により歴史的建造物も多く失わ
れてしまったミラノ。そこから立ち上がり、残されたもの
を現代の生活にうまく取り入れているバランス感覚は
見事であった。高級ブランド店が連なる地区もある一
方、道を一本脇に入ると壁には落書きも多く、道路は
清潔とは言い難い。観光名所ではスリや強引な物売り
が多く、公共のトイレや観光客にもわかりやすい案内板
は少ない。しかし冬季オリンピックの開催も控える都市
として、今後もさまざまな点が改善され発展し続けるの
だろう。
　スイスではよりシビライズされた街の姿が印象的だっ

研修を終えて
［湯沢市］ 金澤 あつ子

購入した本の表紙より
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らない信号機。自分の横に殺風景な黄色いボックスに
丸いボタン。並んでいる人に「押すの？」と聞くと「もちろ
ん！」。押しボタン式の信号機でした。
　日本を訪れた観光客が案内看板や交通看板の意味
が伝わらないと聞ききますが、丁寧な説明を求めるか、
異文化に触れるということで楽しむか、少し考えさせら
れた場面でした。

【ジュネーヴ】
　ジュネーヴでは、国際労働機関（ILO）を視察しまし
た。現在、収納課に配属となっており、納税相談の中
で職場環境に対する訴えを聞く機会が多く、今回の研
修で最も興味があった視察先でした。
　印象に残っているのは、メンタルヘルスや過労死に
関することです。ILOにおいて、過労死に関する問題
は、世界的な広がりはなく、特別な課題ではないことに
驚きました。採用の段階から仕事に対する欧米との考
え方の違いを学ぶことができました。
　ストレスが溜まる最も大きな要因は、「自分の仕事・
時間をコントロールできないこと」との説明がありまし
た。ごく当たり前のことですが、改めて適切な労務管理
の必要性を感じました。

【おわりに】
　今回の研修は、自分の仕事や考え方など多くの点を
客観的に見るとても良い機会となりました。今後は、広
い視点から日々の業務にあたり、市行政の進展のため
に務めたいと思います。
　最後になりますが、団員の皆様と過ごした９日間は、
大変貴重な時間となりました。大変ありがとうございま
した。そして、今後もどうぞよろしくお願いします。

【はじめに】
　海外研修にあたり、企画・準備してくださった秋田
県市町村振興協会の皆様、快く送り出してくれた所属
課の皆様に深く感謝申し上げます。
　今回の研修テーマは、観光、農業、福祉と大きく３点
ありましたが、これまで関係する部署に配属になったこ
とはなく、また、初の海外ということで参加するまでは
不安がありました。しかし、視察先での取組や各国の
町並みは新鮮で、今後記憶に残る素晴らしい経験とな
りました。
　研修期間中に考えたこと、感じたことを見聞録として
報告します。

【ミラノ】
　地下鉄の出口から目に飛び込むミラノの象徴「ドゥ
オーモ」の美しさには、声にならないほどの驚きがありま
した。また、周辺の建造物や石畳も美しく、世界から多
くの観光客が訪れるのも頷けます。
　日本を訪れる観光客もお城や神社仏閣などに同様
の驚きを感じているのかもしれません。その建造物の
構造や歴史などを伝える仕組みが整備されれば、より
魅力的なものとなるかもしれません。
　市内移動中、日本製品は素晴らしいと感じたのは地
下鉄の自動券売機です。イタリアの自動券売機は作動
が遅く、多くの人が列をなしていました。それをゆっくり
待つ人たちとイライラして待つ自分。少し反省させられ
ました。

【インターラーケン】
　ユングフラウ鉄道は、始発駅クライネシャイデック駅か
ら、アイガー、メンヒ両山をトンネルでくぐり抜け、スイス
アルプスの名峰ユングフラウ（標高4,158ｍ）の山腹に
位置する終着駅ユングフラウヨッホ駅（標高3,453ｍ）に
到着します。
　将来の観光需要に夢を膨らませて、120年以上前に
こんな発想に至ったことに驚かされました。観光開発
を進めるうえでは、こういった想像を超える発想が必要
だと感じました。

【ローザンヌ】
　研修期間中で唯一、朝の散策をしたローザンヌ。ホ
テルを出て、横断歩道の赤信号を待っていると、自分
の後ろに多くの人が並び始めました。いつもでも変わ

海外研修に参加して
［由利本荘市］ 村上 大輔

トップ・オブ・ヨーロッパにて自主研修メンバーと
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ヨーロッパ最高地点（標高3,454ｍ）の鉄道駅に下車し
ました。そこから高速エレベーターに乗り標高3,571ｍ
の展望台へとたどり着きました。ガイドさんから高山病
にならないように、「急がない。はしゃがない。」と注意を
受けていたにも関わらず、はしゃいでしまいました。そ
れもそのはず、その日は快晴でアルプスの山々がくっき
りはっきり一望できたのです。手が届きそうなくらいと
いっても過言ではないと思います。過去には最大瞬間
風速267.5km/hを記録したという想像を絶する環境の
あの地で、あれほどの快晴はなかなかないのではない
かと思います。現地スタッフの説明や施設の展示物か
ら、1896年に着工した鉄道敷設工事の厳しさが伝わっ
てきました。ちょうど羽田からの国際線飛行機の中で

「プロジェクトＸ 黒四ダム 断崖絶壁の難工事」を見た
ばかりでしたからなおさらそう思うのでした。

【終わりに】
　今回の海外研修にあたり、企画・準備してくださっ
た秋田県市町村振興協会の皆様、我々団員の面倒を
最後までみてくださったJTBの皆様、そして、業務多忙
の折りにも関わらず快く送り出していただきました大仙
市役所の皆様に心より感謝いたします。また、団員全
員が無事に出発し、無事に帰ってくることができて本当
によかったと思います。今後も実り多き海外研修が続
いていきますよう、ご祈念いたします。ありがとうござい
ました。

【一瞬】
　ミラノでの研修初日、私は４人の団員とともにスフォ
ルツェスコ城へと向かいました。地下鉄の電車から降
り、階段を上っていくと目の前にイタリア最大の大聖堂
ドゥオーモが突然現れました。「20年前もここに来たよ
なぁ・・・」昔の思い出が蘇ろうかという時、見知ら
ぬ男が若き団員の手をとり、鳩のエサを握らせている
ではありませんか！群がる鳩の群れ。「エサを握らされ
る→鳩が全部食べちゃう→5,000円くらい請求される→
よし、この場をすぐに離れよう！」頭の中に浮かびました。
しつこい男をなんとか振り切り、その場を離れることが
できました。ドゥオーモの感動を味わうのも一瞬、鳩が
群がってくるのも一瞬の出来事でした。初日にミラノの
洗礼を浴びたというご報告です。

【あっという間】
　ミラノでの研修3日目、世界遺産サンタ・マリア・デッ
レ・グラツィエ教会にてレオナルド・ダ・ヴィンチの「最
後の晩餐」を鑑賞してきました。実際に鑑賞する機会を
得ることができて本当に幸運だったと思います。完全
予約制の観賞用チケットは入場時間が決められており、
鑑賞時間も１５分間となっていました。入場時間になる
まで近くのお土産屋さんを物色したり、近くのバルでエ
スプレッソを楽しんだりとめいめい時間調整をし、待ち
に待った自分達の順番が回ってきました。近代的なエ
ントランスを通り、いざ最後の晩餐が描かれている修
道院の食堂へと入っていきました。必要最低限の照明
がついている薄暗い空間に一歩足を踏み入れた瞬間、
自分の体がグラッと傾いた感覚におそわれました。急
に暗いところに入ったためなのか、それとも絵の存在に
圧倒されたのか分かりませんでしたが不思議な感覚で
した。レオナルドが1495年から制作に取りかかり、1498
年に完成させた421× 910ｃｍの巨大な壁画の鑑賞時
間はあっという間に終わってしまいました。

【なおさら】
　スイスでの研修初日、ユングフラウ鉄道に乗車して

海外研修に参加して
［大仙市］ 髙橋 洋平

ユングフラウヨッホにてガイドさんと　
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れない土地で奮闘している人々の姿に勇気づけられる
と同時に、そういった人々が少しでも住みやすい環境、
生きやすい社会をつくることが行政の役割だと実感しま
した。また、遠く離れたヨーロッパでしたが、発展の真っ
只中にあるアジアのエネルギーを感じました。
　それから、各地でお世話になった通訳の方々に感銘
を受けたことを記しておきます。皆女性で流暢に複数
の言語を操り働く姿に、細 と々ではありますが外国語を
学んでいる者として、同じ女性として元気をもらいまし
た。研修内容とは少し離れますが、なぜ日本を出て働
こうと思ったのか、その国を選んだ理由や多言語を駆
使する秘訣など、移動途中や空き時間にお話を伺った
ことも良い思い出です。
　最後になりましたが、職場の協力と振興協会、JTB
の皆さまのご尽力はもちろん、団員に恵まれて、無事
海外研修を終えることができました。参加を決めてか
ら、団体行動についていけるか、打ち解けられるかを
心配していましたが、最初の打合せから親しく接してく
ださった皆さんの人柄に助けられました。特に自主研
修で一緒だった2-A班のメンバーとは気が合い、とても
楽しく充実した時間を過ごすことができました。この出
会いを大切に、盛りだくさんだった研修で学んだことをこ
れからの仕事や人生に活かしていきたいと思います。
　本当にありがとうございました。

　いつか参加してみたいと思っていた海外研修、今回
遂に参加することができました。趣味は海外旅行とは
いっても、自分の興味の赴くまま、アジアから出たことが
なかった私にとって、今回の研修参加は一つのチャレン
ジでもありました。始まってみると、たくさんの思い出を残
してあっという間に終わってしまいましたが、今も印象深
く記憶に残っていることを書いてみます。
　９日間の研修でまず思い出されるのは、ヨーロッパの

（と大きくまとめてしまいますが）街並みです。ミラノでも
ローザンヌ、ジュネーヴでも時間が止まっているような、
時代の重みを感じさせるような建物が並んでいました。
その中に、現代的なビルが混じっていることには、現在
もまた歴史の積み重なりの中にあるのだということを実
感させられました。ミラノで研修を受けたGITECの建物
は、アールヌーヴォー装飾が柱にも天井にも施されてい
て、レモンの柄の壁紙もイタリアらしさを感じさせるとて
も素敵なもので、これまで見た中で最も美しい建物の
一つです。
　また、農場や高齢者施設での研修を通して、歴史
的、文化的な違いはあっても、現代社会において抱え
ている問題は共通していると感じました。「人生をどう
生きるか」ということに繋がっていくこととは思いますが、

「食」に対する認識の差や「個人主義」ということもある
せいか、日本よりは希望が見えると感じました（単なる
旅行者目線で考えたことではありますが）。ただ、イタリ
アでもスイスでも都市部での視察が多かったので、地
方ではどんな状況なのか興味が湧きました。
　これは特にジュネーヴで感じたことですが、多様な
人々が暮らしていること、アジアの国々からの観光客が
大勢いたことも記憶に残っています。普段日本ではマ
ジョリティであるということをあまり意識せず生活してい
ますが、初めてのヨーロッパということもあり、心細さを
感じていたため、外見的文化的に近い人々がいて不思
議と安心したことを思い出します。今後、多文化社会に
なっていくことは秋田県でも避けられないことです。慣

海外研修に参加して
［にかほ市］ 今野 佳恵

ジュネーヴ旧市街
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官は頼りになりません。押し売りの彼らからは、海外で
は身の安全は自分で守ることと日本は他国と比べてど
れだけ安全な国なのかを改めて学ぶ機会になったと感
じています。

【自主研修について】
　私は、「チーム城（キャッスル）」という班で４名の同志
の方 と々自主研修を共にさせていただきました。イタリ
アのミラノでは「スフォルツェスコ城」、スイスのジュネー
ヴでは「旧市街」と城や歴史的建造物の見学を主とし
た研修をしましたが、班員の方々が大変愉快な方々
だったため研修を思い出すだけで笑いがこみ上げて来
る日々が続いております。ミラノの教会にて、従業員の
方に真剣に怒られた「チーム城の班長」の姿は一生忘
れることはないでしょう。班の皆さんにはたくさんご迷惑
をお掛けしましたが、この場をお借りして感謝申し上げ
ます。

【最後に】
　団長はじめ県内の各市町村からあつまった団員の
皆様との交流が自分への大きな財産になったと思いま
す。団長、団員の皆様、研修の企画、サポートをして
いただいた秋田県市町村振興協会の皆様、ＪＴＢのス
タッフの方々、そして研修に快く送り出して頂いた職場
の上司の皆さまに心から感謝申し上げます。

【はじめに】
　当研修を通じて、思ったこと、印象に残っていること
を私見として記載させていただきます。

【言葉の壁について】
　日本語もまともに喋れない自分が、初の海外というこ
ともあり、言葉の壁というものに対してとても不安でし
たが、ジェスチャーや片言の英単語でも親切に対応し
てくれた場面がとても印象的でした。私は仙北市から
の派遣ということもあり、観光名所の角館や田沢湖等
には毎年、多くの外国人観光客が訪れています。英語
が喋れるのであれば、何も問題はないかと思いますが、
喋れないからといって観光客を突き放すのでは無く、ど
うにかしてコミュニケーションを取ろうとする姿勢が大
切だと感じました。一つの対応が、観光地全体のイメー
ジとなってしまう恐れがあるという意識をもって生活し
たいと思います。

【イタリアの観光名所での出来事】
　ゴシック様式の建造物から構築されたミラノ市街は、
雑誌やＴＶで見るような品ある風景でした。多国籍文
化が進んだことで様々な人種の方々を街中で見受けら
れましたが、とても衝撃を受けたのはミラノのドゥオーモ
広場やガレリアには、ミサンガ・鳩の餌の押し売りをす
るアフリカ系の男性が多数出没することです。彼らの
ターゲットは、ほとんどがアジア系の観光客で、とくに私
のような日本人は恰好のカモなのだと思われます。実
際に、ミラノのドゥオーモ広場で鳩の餌を手に渡されて
チップを要求されました。ただ、さっと逃げてしまえば追
いかけてくることはないようで、予備知識のある（？）人
は彼らを無視して逃げていました。警察官はガレリアを
巡回して、一応彼らに目を光らせており、時々声掛けな
どをしてはいるようですが、明らかなトラブルにでもなら
ない限り全く動く気配はありません。
　遠巻きに見ているという感じで、はっきり言って警察

団員見聞録
［仙北市］ 伊藤 大地

チーム城（キャッスル）inオリンピック博物館
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ろがあります。個人的にはそういったイタリアの常識の方
が、日本でも当たり前になればどれだけ「仕事しやすい
だろうと」とふと思いました。
　あくまでも夢ですが、そんな常識が日本でも当たり前に
なれば幸いなんですが（笑）
３．トイレが少ないうえに有料！？
　イタリアで一番驚いたことは「公衆トイレ」でした。
　日本では無料でどこにでもある公衆トイレがあります
が、イタリアでは基本トイレは「有料」であり、その数のす
ごく少ないです。さらに驚いたのはトイレの造りが違うこ
とでした。
　初日ミラノに到着してホテルでトイレに入り、用をたした後
に水を流そうとレバーを探しましたが便器にレバー付いて
おらず「これどうやって流すんだ？」と悩んでしまいました。
　探してみると、水を流すレバーは、便器後方の壁面に
スイッチボタンとして美しい形でついていました。「機能
性」より「形（デザイン）」を大切にすることがイタリアの常
識なんだと感じさせられて、改めて物事に対する考え方
がこんなにも違うのかと実感しました。

【まとめ】
　「当たり前のことが、当たり前でない」私たちの考える

「普通や常識」は、どうしても自分達の周り基準で考えて
しまいますが、飛行機で12時間飛べば、こんなにも自分
達の知っているものとは違う「常識」が存在します。どちら
が良いとか悪いとか、変わっているとか、こうあるべきと
か決して言えません。広い世界にはいろいろな常識があ
り、いろいろな考え方があるのだと思います。
　長く働いてきて保守的な「考え方」が固定化し、古い
常識に捕らわれすぎてきていたのかもしれません。今回
の研修ではその自分の考え方（常識）を見つめ直すいい
きっかけになりました。今後はもっと広い見識と常識をも
ち、さらに考え方の柔軟にして業務に取り組みたいと思
うようになりました。
　イタリアは実際に行ってみると、きっと話に聞いている
以上に「美しく」「面白く」そして「いい加減な国」です。
　でも、それも経験してみないと理解できなかった貴重
な経験（常識）でした。
　最後に研修中にお世話になりました素晴らしき仲間

（参 加 者 ）の皆
様に心からお礼
申し上げます。
Ｇｒａｚｉｅ ｍｉｌｌｅ ！

【はじめに】
　今回の海外研修に際し、準備企画いただいた市町村
振興協会はじめ関係者のみなさまや、長期間の不在に
なるにもかかわらず快く送り出してくださった職場の方々
に心より深く感謝申し上げます。

【研修にて感じたこと･･･】
　今回の研修でイタリアとスイスを訪れました。なかでも初
日から3日間滞在したイタリアでは異文化に触れ驚き、常
識の違いにショックを受けたことを見聞録として記します。
１．美しさの中にある影･･･
　ミラノの建造物は今更語ることもなく素晴らしい建築
様式で美しいものでした。また新しい建物が極端に少な
く、古い建物の街並みが維持されており、数百年前に作
られた建物を再利用し内装だけを入れ替え使用されて
います。
　しかし「古いから汚い」ということではなく、実際はむし
ろその逆で、歴史を経て紡いできた美しさで溢れていて、
芸術的な美しさがそこにはありました。
　ただその美しい景色とは反対に、ひとたび目線を下に
向ければ、路上に散乱するゴミの多さや、物乞いする
人々の多さに心を痛めることも。
　建物の美しさとは真逆なその景色に、イタリアの美の
追求が「表面的なものでは？」と疑う瞬間でもありました。
　治安面でも驚くことが・・・世界でも有数のイタリア
の観光地であるミラノにおいて、美しい建物に目を取ら
れている隙に起こる事件（スリや強引な物売り商法）など
の治安の悪さが目立ました。
　しかし、そのことを現地の方々に聞いてみても、それを
改善することもなく、「ぼーっとしている方が悪い」「無警
戒なのがダメ」「しょうがない」「あたりまえ」というイタリ
アの常識でした。
　街の景観や治安を維持するための「努力」や「考え方」
の常識が違うとことに、華やかで美しいイタリアの観光地
ミラノで「美しさ」と「影」を感じた瞬間でした。
２．店員さんの対応･･･
　現地で何度かレストランで食事をする機会がありまし
たが、だいたいの店員が不愛想でした。
　やることをやっていれば態度や対応については関係な
いということのようでした。接客が優れていることが当たり
前の日本の常識で行くとその態度に驚くことばかり･･･。
　でも逆に国民全体がそういうやり方を共有して生活し
ているということは、それをみんなが受け入れているから
成立していることだから許されているのがイタリアの常識
だと感じました。
　日本では、ちゃんとやることを強要して苦しみながら仕
事をすることが当たり前で「そうしないとやって行けない」
みたいな考えが強すぎて、がんじがらめになっているとこ

異国文化に圧倒された研修　
　～イタリアで感じた日本との違う「常識」～

［小坂町］ 小笠原 悟

レストランの店員
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揚した気分だったのを覚えています。
　研修内容に共通して驚いたのは行政からの支援・
補助金についてです。スイスは福祉大国で、税金が高
い代わりに福祉が手厚いという事は事前に知っていま
した。ところが、ミラノで訪れたコルバリ農場ではコスト
のかかる有機農業に取り組み、大学と連携して研究し
ているにも関わらず支援は受けておらず、また農場側
でも必要ないと断言していた事に驚きました。さらにス
イスで訪れたユングフラウヨッホも同様で、この地域が
世界自然遺産に認定されている事を考えても、もし日
本だったら絶対に行政で支援しているだろうなと大き
な違いを感じました。
　また研修以外でも様々な違いがありました。現地で
初めて知ったのがトイレの流し方が日本と違うこと、都
市部では日本のような駐車場が一切無く、路上のパー
キングエリアに駐車していることと、その分道路が狭い
にも関わらず車の運転が非常に荒いことなど、すべて
挙げればきりがないほどです。

【最後に】
　研修中は団長である菅原男鹿市長、中田上小阿仁
村長をはじめ各市町村から参加された団員の皆様に
大変お世話になり、感謝しております。市町村を越え
た繋がりができたことは公私ともに私の人生で大きな
財産であると感じています。この繋がりが10年、20年と
続いていくよう、今後も皆様と交流を深めていきたいと
思っています。

【満を持しての応募】
　実は以前からヨーロッパに行きたいと思っていた私。
職場の先輩方が海外研修に参加しているのを見て「行
き先がヨーロッパだったら応募しよう」とここ数年密かに
たくらんでいました。そして今年の研修先がイタリア・ス
イスと聞き内心ガッツポーズ。こんな私の参加を許して
下さり、快く送り出して下さった職場の皆様にまずは感
謝を申し上げます。

【旅にトラブルはつきもの、もしくは醍醐味】
　だと思っています。笑える位のトラブルだったら後で
振り返ったとき良い思い出になったりします。出発当日
の朝、秋田空港で起きたあの出来事の最中も、事務局
やJTBの皆様には大変申し訳ありませんが、私は「やっ
ぱり旅はこうでなくちゃ」と思っていました。そしてシャレ
になるトラブルとならないトラブルの境界線ギリギリを攻
めて結局間に合わせる彼に対し、絶対に真似はしたく
ないが大した奴だとある意味尊敬してしまいました。
　そんな姿を神様が見ていたのか、イタリアに着いた
途端私にもトラブルが起きます。移動を終えホテルに着
き、腕時計を現地時間に直さなきゃと竜頭（りゅうず）を
引っ張ると、あっさりもげました。毎日付けてる時計なの
になぜこのタイミングで？
　さらに翌日、自主研修を終えダンテ通りのトラットリア
でランチを堪能し、調子に乗ってジェラートまで食べた
ところ、猛烈な腹痛に襲われました。ガレリアをドゥオー
モ広場へ抜けた所にある飲食店ビルに向かい、１ユー
ロを払ってトイレに駆け込みました。しかし１時間後、再
度腹痛に襲われまた１ユーロを払って同じトイレに籠る
羽目に。すっかり怖くなった私は日本から持参した正露
丸を毎日飲み続け、帰国する日には１箱全部空にしてし
まいました。

【想像以上のカルチャーショック】
　事前に説明を受けたり、自分でもある程度調べては
いましたが、いざ行ってみると日本との様々な違いに驚
きました。インターネットをはじめ簡単に情報が手に入
る現代であっても、自身で体験して初めて分かる事の
多さに毎日知的好奇心を刺激され、研修中はずっと高

海外研修に参加して
［三種町］ 宮田 孝志郎

国連ジュネーヴ事務局で自主研修班の皆さんと
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が推進されていることもあり「バランスの良い食事」が
意識付けられていますが、今回の訪問先では日本で言
いう食育はあまり考えられていないのかなという印象を
受け、農耕民族と狩猟民族という根本からの違いによ
るのかと推測しました。
　味は様々でしたしそのまま再現するには物足りないも
のもありましたが、今後の作る料理に生かしたいと思い
ました。
　飲み物に関して、炭酸飲料は微炭酸、水は有料、ワ
インは水より安いわけではありませんでした。水道水も
飲めなくはないが硬度が高いので飲み続けると体内
に石ができる原因になるため地元の人も買って飲んで
いるのだそうです。実際水道水を沸騰させてみそ汁や
お茶を飲んでみましたが、まず溶けにくく出来上がりが
白っぽく舌にまとわりつくような出来上がりになりました。
私は硬水が苦手で購入できる軟水を事前に調べてお
きましたが、レビッシマ（LEVISSIMA）が日本の水に一
番近く飲みやすかったです。ワインに関していえばロン
バルディア州で有名なフランチャコルタは飲めませんで
したが、夕食時に供されたテーブルワインは酸化防止
剤が入っていないこともあってか日本で飲むものよりも
おいしく感じました。

【最後に】
　貴重な体験ができ有意義な研修となったこと大切な
仲間に出会えたことをこの研修に携わった方全てに感
謝いたします。ありがとうございました。
Chi trova un amico trova un tesoro.

【はじめに】
　旅行や出張などに行くと観光地とは関係のない路地
や、その土地のスーパーマーケットに入るのが好きで、
今回の海外研修でも個人的な研修テーマとして「景観」
と「食文化」としていました。

【景観等について】
　ミラノの街には石畳やモザイクが様々な場所にあり、
歴史的な建物と相まって中世を感じさせる趣のある街
並みが心に残りました。建物に窓が多いことも特徴的
だと感じました。
　スイスのインターラーケンやツヴァイジンメンでは切
妻屋根で窓が多く、エアコンの室外機を見ることがあり
ませんでした。ガイドさんによれば避暑地としての面が
あるが今年は暑かったとのことでした。

【スーパーマーケットについて】
　スーパーマーケットでは１種類毎に箱に詰まれ彩りよ
く陳列された野菜や果物、多種多様なハムやチーズ、
手ごろなワインにまず目が向きました。一方で違和感が
あったのは鮮魚のコーナーを見かけなかったことです。
ミラノは内陸ですがジュネーヴはレマン湖のほとりの割
に魚が少ないなという印象を受けました。日本のように
並びが決まっているわけではなさそうでした。それ以外
にもバナナを吊るして売っていたり一列全部チョコレー
トというコーナーがあったり不思議な歯ブラシがあった
りキッコーマンがあったりと心をくすぐられました。

【食文化について】
　宿泊したホテルの朝食はすべてビュッフェ形式でし
た。パンが多様でハムなどの肉類やチーズも種類豊
富、野菜類はイタリアでは少なくスイスでは何種類か置
いてありました。デザートはスイーツ類やフルーツが何
種類もあり迷うほどでした。
　昼食と夕食は、日本では一汁三菜が基本ですがコー
ス形式で供されました。イタリアは「炭水化物、メイン、
デザート」、スイスでは「サラダ、メイン、デザート」という
流れでした。イタリアでは野菜が少なく、スイスでは炭
水化物（イタリアもそうでしたが必ずかごに入ったパン
は提供されます）が少ない構成でした。日本では食育

イタリア・スイスの景観と食文化
［東成瀬村］ 後藤 和樹

ピッツァ・レッジーナ
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　研修から相応の時間が経ったが、通勤していると、
傘を持つ人が目に入る。畳んだ傘の柄をしっかり握りし
め、大きく腕を振っている。傘の先は本人のはるか後方
を大きく占有し、周りの人は危なくて近づけない。混雑
する駅などでは見かけない光景だ。首都圏と地方の違
い、といえばそれまでだが、物流と通信網が大きく発達
し首都圏と差は縮まるなか、地方の人のふるまいには、
まだ何らかの差があると感じる。
　今回の研修は９日間の行程であった。訪問先の事
例全てが自身の仕事に直結するとは限らない、とは先
のフレーズである。学んだことが成果となるには、研
修に参加した私達のふるまいにかかっているのでない
か。傘の行く先を気にするよう、研修後の私達の行動
は注目されているのでないか、と思うのだ。
　先日、市町村間の連携をテーマとしたセミナーの資
料を目にした。全国の先進事例には、「（図書館などの）
公共施設の相互利用」のほか、「専門職員の集約によ
る事業実施」、「事務の共同処理」などがあった。県内
自治体の連携もさらに重要になるだろう。
　最後に今回の研修でともに同じ時間を過ごした団
長、団員の皆さん、JTBのスタッフの方々にも改めて感
謝申し上げたい。本当にありがとうございました。

　この度は研修に参加させていただき、貴重な時間を
過ごすことができた。職場と振興協会の皆様はじめ、快
く送り出してくださった方々に深く感謝したい。研修に
参加し、海外を身近に感じることができるようになった
のは大きな収穫であった。
　研修に参加した後の復命書や見聞録を見ると「今の
私の業務には直接関係ないが、良い経験だった。」とい
うフレーズを見かけることがある。研修に参加し、何ら
かの成果を求められるプレッシャーからでる言葉かもし
れない。
　振興協会の山下さんと４月に今回の研修企画を立て
た際、先の言葉が気になっていた私は、「どんな分野
でもいい。最先端の事例が見られる国にしよう。」と伝え
た。異なる分野であったとしても、トップランナーからは
多くのことが学べる、と思ったからだ。ジュネーヴでILO
に勤務される３名から受けたレクチャーは、まさにそう
いったものだった。
　各国の条約批准に向け、ILOのスタンスや取組はも
とより、その伝え方にオーラ、湧き出る力を感じさせられ
た。こういった経験は久しぶりであり、参加していてわく
わくした気持ちになった。日本では政府によって働き方
改革という旗印が掲げられ、一定の時間が経った。企
業では様々な取組が進められ、オフィスの定時消灯な
ど、時に話題となる事例も目にする。しかし、目立つ取
組や事例が先行し、主体である働く人への意識は、こ
れまでと大きく変わっていないように感じる。
　労働問題は、働く我々に関わる身近な問題である。
世界の動きにアンテナをはり、情報を集めるなど海外に
向けた心のチャンネルをもつことができた。
　また、ミラノで訪問したコルバリ農場も貴重な経験と
なった。日本でも若者が就農し、地域で頑張る事例を
目にするが、若者が会社形態で農業に従事し、さらに
は地域の小学生などを招いて作業体験を通じ、有機
農法を広げようと奮闘する取組に深い感銘を受けた。
訪問時はあいにくの雨模様であったが、レクチャーして
くださった担当の方の熱心な説明に、団員がこれに応
えるよう聞き入るという姿勢が心に残った。

ふるまいのその先
［事務局］ 羽柴 正幸

コルバリ農場でのレクチャー
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１班　秋田市　藤井　秀成（編集委員リーダー）
　ヨーロッパ訪問という甘い誘惑に誘われるように研修に申し込み、楽しかった海外研修から早いもので３か月
が過ぎました。編集者会議に参加するたびに、実際に自分がその場にいたのだということが思い出されます。今後
は今回築いた皆さんとの絆を大事に職務に励むとともに、次回は事務局として参加できるよう努力します。

1班　八郎潟町　畠山　孝直
　編集作業は、海外研修が昨日のようによみがえってきて楽しい時間となりました。
　参加された団員とのつながりは、これからも貴重な財産になると思います。
　この報告書が皆様の記憶にとどまり、今後海外研修に参加される方のお役に立ててれば幸いです。

１班　男鹿市　五十嵐　祐介
　編集作業に携わって、皆さんいろいろな思いでこの研修に参加したことがわかりました。編集上の都合で、一部
改変したところもありますが、ご容赦願います。皆の研修成果を思い出せる大切な一冊になればと思います。

２班　秋田市　細井　泉希（編集委員リーダ―）
　海外研修に参加した９日間を思い出しながらの編集作業は、とても楽しい時間でした。貴重な経験を共にし
た、団員との繋がりを今後も大切にしていきたいと改めて感じました。団員の皆さん、今後もよろしくお願いします。

2班　由利本荘市　村上　大輔
　研修を通じて日々感じることのできない体験をし、また、編集員として皆様の寄稿を拝見することで様々な観点
や考え方を学ぶことができました。
　貴重な体験をさせていただき、誠にありがとうございました。この報告書が今後参加する方々の参考となれば幸
いです。

2班　東成瀬村　後藤　和樹
　編集作業自体は地味でしたが、テーブルに上る話題は華やかで楽しいものでした。追体験ができる仕上がり
に！と自信満々では言えませんが、報告書や写真を見ながら語り合える一冊に仕上がっていると思います。

　本当に良い研修であったと思います。研修に参加した皆さん、この研修で得た成果を大切に、仲間との出会い
を大切に、これからも自らの自治体で尽力し、秋田県をよりよくしていきましょう。ご協力いただいた皆様、本当にあ
りがとうございました。　（編集担当一同）

編集後記
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