ときに︑お祭りなど面白いイ

になってきます︒

人を呼べる県北芸術祭も大事

年に向け

ベントを展開するのも一つの

についてどう考えますか︒

となって活躍するような一味

手です︒たとえば女性が中心

﹁体験型観光﹂も注目されつ

穫体験やイチゴ摘みなどの

て︑花火に盆踊り︑あとは収

思います︒私自身が今は都心

にはとても魅力的な環境だと

競技場や公園があり︑子育て

し︑スポーツも身近で広大な

茨城には自然もある

違ったお祭りとかで話題作り

つあると思います︒

川井

をする︒茨城は東京から１時

﹁体験型﹂といえ

いますが︑進学や就職を機に

と茨城の２拠点で生活をして

大井川

ば︑県北にある竜神大吊橋は

地元を離れて県外に出ていっ

間ぐらいで行き来できるの

で︑国内に限らず︑海外から

バンジージャンプの名所に

交流を持ちながらいつか戻っ

は︑故郷と関わりを絶たずに

へ帰りたい﹂と考えている方

た女性で﹁いつかはまた地元

の観光客もちょっと足を伸ば

やられたことありま

なっています︒

すか︒

川井

してみようかという気持ちに

できると思います︒

また︑違った視点で︑農村

まだこれからなん

てきてもらいたいと思いま

大井川

ですが︑ぜひやってみたいで

を体験するグリーンツーリズ

ムも面白いですね︒民泊との

す︒

す︒これからは見るだけの観

鮮なものがたくさんありま

の皆さんにとってみれば︑新

がある︒都会から来る観光客

筑波山があり︑広い田園地帯

す︒茨城には霞ケ浦があり︑

が︑できる可能性はありま

だ︑体験してもらうという視

まってもらえないこと︒た

東京に近すぎて︑なかなか泊

観光地がないこと︒そして︑

や京都などと比べて︑大きな

県の人がよく嘆くのは︑日光

ろな可能性があります︒茨城

体験する観光には︑いろい

り上げてもらって得だ﹂と言

﹁最下位の方がマスコミに取

については︑﹁別に関係ない﹂

重要だと思います︒

郷の良さを再認識することが

本県出身の女性たち自身が故

す︒

兼ね合いもあると思います

光ではなく︑体験する観光も

点でものを見ていくと︑平田

う人もいます︒ただ︑他県か

やりますよ︒

茨城ブランドの
魅力をＰＲ

位と全国最下位ですが︑

魅力度ランキング

チームで締め切りだ﹂という

て準備をしていたとき︑﹁８

Ｊリーグ発足に向け

どで活躍し︑鹿島ユースから

けど︑鈴木隆行さんがＷ杯な

茨城出身の選手が少なかった

平田 Ｊリーグ発足当初は

得するなど︑本県出身選手が

山室光史選手が金メダルを獲

体操団体で︵古河市出身の︶

大井川

すから︒

ね︒

り︑大きな話題になりました

た現代アートの展示などもあ

空き家などを生かし

が見に来ました︒

ろな展示物があり︑多くの人

大井川 県北全域でいろい

というのが大事です︒多くの

外国人が自然に入っていける

みんな参加したい︒盆踊りに

ね︒それから盆踊り︒これも

う︒土浦の花火が有名です

から︑川井さんは本県の魅力

考えられますね︒女性の立場

れを逆手に取ると︑いろいろ

ら︑どこにでもあります︒そ

立派な旅館だった

発信できていないのではない

なのかなと思います︒うまく

度が低いのも︑そのパターン

なに認知されていない︒魅力

ているけどトータルで︑みん

茨城県はいいものをつくっ

かったです︒

い﹂と言われたのがとても辛

えると︑誇りを持って住めな

ど︑子どもを育てることを考

大井川

が

茨城県は魅力度ランキング

重要ですね︒

先生がおっしゃるように茨城

年に訪日観光

ら茨城に移り住んできた女性

国は

県もやれることはまだまだ

平田

客を４千万人に増やすプロ

に﹁住みやすいのは確かだけ

ね︒地方の﹁花火﹂なども人

農家に泊まるのもは

いっぱいありますよ︒

術祭ではできないことをやっ

気らしいですよ︒茨城にも各

平田

ジェクトを進めています︒外

国人観光客の訪問先も東京だ
地元は大フィー

ている︒どんどん大きくなる

地に花火大会があるでしょ

けではなくなってきています
バーですよね︒牛久市も龍ケ

と思いますよ︒県北は︒

大井川
びっくりですよ

崎市も︒日本全体にとって大

さか︑世界２位になるとはね︒
ね︒アントラーズからはこれ

︵初代チェアマンの︶川淵三

は曽ケ端︵準︶選手や野沢

活躍しました︒

ん人口が減ってきて︑暗い話

大井川

郎さんに対し﹁ジーコ選手を

︵拓也︶選手が出てきた︒

川井 スポーツに負けず︑

題がどうしても多くなりがち

わく︑ドキドキする茨城へ︱茨城県民暮らし満足度日
本一﹂をテーマに︑元経産省・ドワンゴ取締役の大井川
和彦さんと︑元日本サッカー協会専務理事で早稲田大

平田

リオ五輪でも男子

大井川 私も日立市出身な

すよ︒

あるのに︑茨城だけずるいで

平田 県北はどこの県にも

ましたね︒

大井川 県北芸術祭があり

ね︒

平田 県北もすごいですよ

た︒

待望の日本人横綱で

大学院スポーツ科学研究科教授の平田竹男さん︑本県

連れてきます﹂などと言っ

︵同じ鹿嶋市の︶鹿島学園高

文化︑芸術も話題になりまし

昨年は県北６市町で

平田

出身の株式会社MIITO CREATIVE代表取

て︑住友金属︵当時︶のＪ

も今や強豪校となり︑全国選

茨城県北芸術祭が開催され︑

恩田陸さんの直木賞受賞も県

産省︵当時︶で平田先輩の下

茨城には水戸ホーリーホッ

ています︒

締役社長の川井真裕美さんに語り合ってもらった︒

リーグ入りを認めてもらっ

手権にも出場しています︒

文化芸術・
スポーツの振興

みの親は平田さんですよね︒

大井川 県民の皆さんも盛

た︒さらに﹁スタジアムがな

地殻変動ですよね︒世界２

しやすさを向上し︑県の魅力を高めていくか︒﹁わく

り上がりましたよね︒どこに

いぞ﹂と言われ︑茨城県に頼

位になったこともそうだけ

リオデジャネイロ五輪・パラ

民の皆さんを喜ばせました︒

にいましたが︑茨城県出身者

クもあります︒以前所属して

川井

リンピックでは本県関係の選

このような県民の皆さんの盛

として︑すごくうれしかった

いた闘莉王には日本に帰化す

日本中で知られる芸

見る観光から
体験型観光へ

術祭になりましたよね︒

平田

なったかもしれませんね︒

う気持ちになるきっかけに

分たちで﹁何かやろう﹂とい

げていく︒住んでいる人が自

ることによって地域を盛り上

視点で︑文化のイベントをや

です︒経済や景気とは違った

大井川 県北地域はだんだ

川井

行っても︑稀勢の里関や鹿島

んで︑スタジアムをつくって

ど︑茨城発の選手がどんどん

手が活躍しました︒さらに昨

り上がりを見ていると︑文化

ですよ︒

大井川

年末から今年にかけて︑サッ

やスポーツの重要性を改めて

ることを勧めました︒そして

平田 ＳＮＳ︵会員制交流

ので︑県北ですよ︒
そのアントラーズ

彼の日本代表としての活躍で

サイト︶との連携がうまく進

平田

が︑発足最初の年から優勝で

Ｗ杯アテネ予選を勝ち抜くこ

すよね︒

カーの鹿島アントラーズがＪ

アントラーズと言え

実感しました︒
平田

すからね︒

2020年には東京
五輪・パラリンピックが開催

川井
の芸術祭の違う流れで︑来た

されます︒そこで茨城に人を

んだと聞きました︒これまで
川井 稀勢の里関の横綱昇

人がまた人を呼ぶ︒その構造

どう呼び込んでいくべきとお

とができました︒
進も明るい話題になりまし

が﹁今﹂なんです︒ほかの芸
た︒

考えですか︒
大井川 競技を見に来るお
客様方が︑ついでにどこかを
見に行こうというニーズはか
なり大きいと思います︒その

世界中で売れるので

左上へ続く

はないですか？

平田

すごくおいしい︒

品 種 の ︶﹁ い ば ら キ ッ ス ﹂ は

せん︒イチゴも︵オリジナル

ですが︑あまり知られていま

さまざまなものの生産が盛ん

ンコン︑メロン︑白菜など︑

国２位です︒サツマイモやレ

業産出額は北海道に次いで全

じゃないですか︒茨城県の農

て︑文化の香りまでしてくる

ランス料理までイメージされ

産というと︑農作物の先のフ

同じ農作物でも︑フランス

必要があるということです︒

ら︑ブランディングしていく

見せるかなどの工夫をしなが

どうパッケージ化して面白く

コ動 画 を 通 し て 感 じ る の は ︑

す か ら ね ︒ドワン ゴでニコニ

報を流せばいい訳ではないで

ても単にインターネットに情

でしょうか︒
﹁発信する﹂
といっ

アントラーズの話をしてます

もらった経緯がありました︒

大井川

20

よ︒私の高校の同級生である

たら︑﹁アントラーズ︑すご
いな﹂という感じでしたね︒

きな話題でした︒

土浦市生まれ。52歳
土浦市立真鍋小学校〜日立市立宮田小学校卒業
1980年３月 茨城大学教育学部付属中学校卒業
1983年３月 県立水戸第一高等学校卒業
88年３月 東京大学法学部卒業後、通産省（現・経済産業省）入省
98年７月 同省貿易保険部アジア事務所長、
2002年６月 経済産業省商務流通政策グループ政策調整官補佐
03年３月 経済産業省を退官
自分の可能性を求め官僚から民間へ転身
03年４月 マイクロソフトアジアＬＴＤ入社
04年７月 マイクロソフト株式会社執行役常務パブリックセクタ―担当
10年12月 シスコシステムズ合同会社入社
専務執行役員パブリックセクタ―事業担当
14年４月 同社専務執行役員パブリックセクタ―事業担当
兼コマーシャル事業担当
16年から 株式会社ドワンゴ
（ニコニコ動画運営会社）取締役
現在、「県民全員がわくわくできる茨城」を創るため活動中

までに多くの名選手が生まれ

1964年（昭和39年）４月

アントラーズの産

ながら喜んでいる姿を見てい

和彦 氏

大井川

出てきているのがうれしいで

大井川

47

﹁茨城﹂
ブランド再起動・強化へ

茨城県は農業や工業が盛んで︑﹁陸・海・空﹂
のインフ
ラ 整 備 も 着々と 進 み︑大いなる 発 展の 可 能 性 を 秘 め

20

ひこ
かず
がわ
い

おお

あのとき︑私も通

る︒人口減少が急激に進む中︑今後︑
いかに県民の暮ら

株式会社ドワンゴ
（ニコニコ動画運営会社）取締役
リーグと天皇杯を制覇したほ
か︑クラブワールドカップ

ば︑やはり昨年 月のクラブ
ワールドＷ杯決勝︒先に２点

ね︒ジーコにアルシンド︒懐

︵Ｗ杯︶で準優勝を果たし︑
大相撲でも本県出身の稀勢の

取って︑このまま勝つのでは

かしいですね︒

すごかったですよ

里関が横綱に昇進しました︒

ないかと思いましたよ︒ロナ

大井川

スポーツ︑文化の面で茨城県

あの頃を思うと︑ま

ウドがゴールを決めて︑震え

平田

が大きく注目されました︒

12

大きなポテンシャルを生かし

県民の暮らし満足度日本一へ

大井川 売れます︒ただ ︑
ボーイングやスターバック

同州最大の都市シアトルには
﹁ロック・イン・ジャパン・
がって︑みんなも﹁なでし

大井川 印象が大きく変わ

それにはイメージがすごく 重
ス︑マイクロソフトやアマゾ
フェスティバル﹂が毎年開催
こ﹂と呼んでくれる︒

公園もいいですね︒

要です︒世界では値段が上 が
ン等︑先端企業の本社があ
されていて︑ネモフィラ畑は

試合の視聴率も上

大井川 ネーミングも大事

よね︒

川井 華やかさがあります

平田

りますよね︒

らない︒茨城のブランド化 が
り︑住み良さ︑働きやすさの
﹁死ぬまでに一度は行ってみ
たい世界の絶景﹂として日本

ひたち海浜公園では

できていないのと︑イメー ジ
面でも全米のみんながあこが
れる街になっている︒そうい
人だけでなく︑外国人観光客

川井

が弱いことが響いているの で
す︒もっと農産物の茨城ブ ラ
うところが茨城のモデルとし
かもしれませんね︒

川井
魅力度が低迷する理
どう思いますか︒

由はなぜだと思われますか︒
大井川
いろいろなものがま

川井さんの立場から︒
川井
んべんなくそろっているけ
ど︑ＰＲが下手なのでしょう
か︒地元に住んでいる人たち
は︑茨城はいいところだと熱

平田 あれもこれも全て含

にも一生懸命︑アピールして

にも人気を集めています︒
それらの名所の良さ
めて︑ひと言で言い表せるよ

いるのですが︑ＰＲしている

て目指すところではないかな

ンドをＰＲできるといいで す
のですが︒
と思います︒そこに自ずと経
が外国人観光客にもきちんと
うなものが欲しいですね︒

弁できるんです︒訪れた方々

済︑人も付いてくるのではな
分かるようになるといいです

平田

しやすさもそうですね︒県 内
いでしょうか︒また︑農林漁

い分︑大学で東京に出て︑そ

のまま戻ってこないことがよ

くあります︒大井川さんは戻

はい︑もうすぐ戻

ろうとしていますが︒

大井川

ります︒

どのような意気込み

り︑その先に大学も出て︑そ

ないという寂しい思いと悔し

あるのに︑それを生かせてい

る︒

川井

今です︒

企画・制作

誰もがチャレンジ

茨城新聞社営業局

の未来を選択する時︑それは

Ｒしていきたいですね︒茨城

ず︑新しい茨城ブランドをＰ

くるこのタイミングを逃さ

スポーツ選手が茨城に入って

も重要だと思います︒全国の

ことが︑県を盛り上げる上で

で茨城県民が大いに活躍する

づけになると思います︒そこ

五輪のプレマッチという位置

体はいつもの国体と違って︑

城で開催されます︒今度の国

年の2019年には国体も茨

いでしょうか︒東京五輪の前

くする茨城ということではな

できる︑元気のある︑わくわ

大井川

ような県でしょうか︒

る﹁新しい茨城﹂とは︑どの

茨城を︱︒大井川さんが考え

みんなの力で新しい

と茨城も﹁なでしこ﹂になれ

ることですね︒それをやれる

が︑今の茨城に一番欠けてい

だと言ってくれる︒その状態

けでなく︑みんなもいいこと

自分がいいことをしているだ

あり︑﹁わくわく﹂だよね︒

る︒それが﹁ブランド化﹂で

て︑みんなに認めてもらえ

1986年（昭和61年）10月１日水戸市生まれ。
2009年
多摩美術大情報デザイン学科卒業
デザイン制作会社のDTPデザイナーとして勤務。
その後IT企業のインハウスデザイナーへ転職。
2014年11月 フリーのグラフィックデザイナーとして独立。
16年
株式会社MIITO CREATIVE設立。

女性が故郷の良さ再認識を

職を確保し︑
教育の質を維持

﹁日本一住みたい

県﹂に向けて︑何が必要と考

川井
らし満足度調査﹂といった調

えますか︒

大井川 それですね︒﹁暮
査を︑茨城県民が前向きにな

川井

く︑新しい動きがあるところ

のまま地元に住み続けるため

い思いです︒

大井川さんが目指す

ると思っています︒

平田

茨城を世界中の人も認知し

真裕美 さん

川井

農産物だけではなく︑暮 ら
企業についても︑﹁こんな こ

範囲が狭いといいますか︑地

ね︒そうしたら︑成田空港に
茨城県の最近の

業水産品を文化の領域まで高
大井川

ともできますよ﹂ともっと 外

まっている印象を受けます︒

元で盛り上がって終わってし

ろ日本一﹂ですが︑それはや

観光地として有名ではないと

キャッチフレーズは﹁のびし
もうちょっと

めませんか？

ころでも︑地元の方々はいい

平田先生がおっ
前向きなイメージにしなけれ

場所をよく知っていますが有

大井川

城﹂に訪れますよ︒

着いた人たちがどっと﹁茨

として学ぶところではないか
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