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＜幹事報告＞

高山を中心に飛騨にも早く鉄
道を・・・という声が高まりか
けたのは、明治中頃で明治二十
四年（1891 年）
、第三師団長の桂
太郎閣下（元総理大臣）が飛騨を視察したとき、中部山岳地帯を縦
断して表日本と裏日本を鉄道で結ぶことの重要性を力説したこと
から、地元ではこれに気をよくして高山町大名田町などの有力者が
鳩首協議のうえ、
『飛騨国鉄道敷設委員会』を結成し、その事務所
を高山町役場に設置すると共に、委員らが度々上京して、国鉄道の
飛騨誘致運動を始めました。
日清・日露戦争も終り、明治末期の頃になると、飛騨への鉄道建
設運動は一段と活発化し、あの手この手の陳情が行われました。そ
して飛騨鉄道の建設建議案が国会へ提出され、それがようやく決議
されたのは、明治四十四年（1911 年）二月十九日のことでした。
そして大正六年、時の鉄道院総裁 後藤新平が飛騨鉄道を着工する
にあたって鉄道建設予定地の沿線を視察しましたが、この時高山町
民は町を挙げて大提灯行列で後藤総裁を歓迎し、地元民の飛騨鉄道
に対する期待の大きさを示したそうです。
最初は岐阜市と関町の有志の声がかりもあって、飛騨一市三郡の
関係者により『飛騨鉄道請願委員会』を結成し、幾度となく上京し
運動を続けましたが、中々はかばかしくなく、明治二十八年（1895
年）には自分たちの手で私設飛騨鉄道を敷設しようと株を募集した
こともあるなど、飛騨人の鉄道に対する熱意のほどが伺い知ること
ができます。
翌大正七年から鉄道建設のための測量が開始されたが第四十回
帝国議会ではその年、岐阜を基点に太田、下呂を経て高山から富山
に至る鉄道の敷設工事を、工期を予定より短縮して突貫作業で開通

◎濃飛グループガバナー補佐より
・第 4 回濃飛グループ８クラブ
合同ゴルフコンペのご案内
日時
5 月 30 日(土)
9：45～ アウト・インスタート
場所
明智ゴルフ倶楽部 かしおゴルフ場
◎はぐるま会会長より
第１７９回はぐるま会開催のご案内
日時
4 月 12 日(日)
12：36 スタート
場所
飛騨高山ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 表彰式 ｶﾝﾄﾘｰﾚｽﾄﾗﾝｱﾘｽ
会費
3,000 円
締 切
３月２７日(金)
◎社会福祉法人高山市社会福祉協議会より
・平成 26 年度社会福祉法人高山市社会福祉協議会
第 6 回評議員会の開催について（ご案内）
日時
３月 ２５日(火) １４：００～
会場
高山市総合福祉センター ３階作業室
議題
・平成26年度一般会計資金収支補正予算第6号について
・平成 27 年度事業計画、予算について
・高山市社会福祉協議会評議員任期満了について（御礼）
・任期満了に伴う高評議員候補者推薦について（お願い）
◎高山市教育委員会学校教育課長より
・平成27年度｢高山市のキャリア教育を考える会｣出前講座について
西クラブ担当 …日枝中学校 1・2 年生（366 名 2 月開催）
◎一般社団法人高山市文化協会より
・平成 27 年度通常総会のご案内
日時
3 月 26 日(木) 17：30～
会場
桜山八幡宮 参集殿
議題
・平成 27 年度協会事業計画案、収支予算案審議
＜受贈誌＞
社団法人高山市文化協会(広報高山の文化)

を急ぐことを議決し、岐阜～富山間 225.8ｋを高山線（岐阜建設事
務所の所管 … 岐阜を起点に高山までの 136.36km）と飛越線（敦
賀建設事務所の所管 …富山を起点に 89.399ｋm）に工事上区分し
て、鋭意両区間から着工しました。

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

31 名

2名

33 名

47 名

70.21%

本日

36 名

－

36 名

47 名

76.60％
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＜本日のプログラム＞
◎会員誕生日
ナシ
◎夫人誕生日
西村
◎結婚記念日
野戸
阪下
山下
住田
黒木
◎出席表彰

直樹
守
六代
明
泰典
正人

堺 和信

お祝い

裕紀子 さん

３．１１

３．１５
３． ９
３．２３
３． ２
３．２０

３年 →

← 塚本 直人 ３年

大村 貴之 ３年 →
◎在籍周年記念表彰
ナシ
◎３ヶ月表彰
・井上 正 ・大村 貴之 ・堺 和信 ・塚本 直人 ・平 義孝

国際奉仕委員会
委員長
平 義孝
本日のゲスト、畑尻 広昌 様
をご紹介します。
平成元年 3 月 斐太高校卒業。
同年 4 月に高山市役所に採用さ
れ、商工課や秘書国際課などを歴任。平成 23 年 4 月より海外戦
略室にて勤務されておられますが、内 23 年 4 月～25 年 3 月まで
の 2 年間は日本政府観光局（JNTO）本部に出向されております。
本日は「高山市の海外戦略の取り組み」と題しお話しいただき
ます。よろしくお願いいたします。

高山市海外戦略室 プロジェクトマネージャー 畑尻 広昌 様

１．高山市の海外戦略推進の方針
外国人観光客誘致、地場産品の販売促進、異文化交流の
各分野での情報共有を強化し、関連付けながら一体的に進
める。
平成 23 年 4 月 海外戦略室を設置
平成 24 年 2 月 海外戦略ビジョンを策定
２．各分野の取り組み
（１）外国人観光客誘致
①現状
・H26 年（1～12 月）の高山市への観光客数（宿泊）28 万人
（前年比 24.44％増）
アジア地域の伸び率に比べ、欧米豪地域の伸び率が大きい。
構成比は、アジア地域が縮小、欧米豪地域が拡大。
②取り組み
○情報発信
・多言語観光パンフレット、ホームページの充実
（多言語化、ニーズへの対応）
・SNS（フェイスブック、微博ウェイボー）を活用した旬な
情報の発信
○宣伝・誘客活動
・トップセールス（仏、米、韓、東南アジア）の実施
・海外旅行博への出展（台、仏等）
・海外メディア、旅行会社、航空会社への情報発信（招請事業等）
・国内の各国政府機関・企業等への PR（在外公館、観光局、
旅行会社等への PR）
・日本政府観光局（JNTO）や岐阜県との連携（職員派遣、
VJ 地方連携等）
・国際イベント、国際会議、教育旅行、高トレ合宿の誘致
（関係機関との連携）
・着地型ツアー造成・活用（自然、食文化、伝統文化、ス
ポーツ等の体験）
○受入体制の強化
・外国人観光客向け公衆無線 LAN サービスの提供及び観光・
緊急情報の提供、
データ分析・活用（来訪者の動向に加え、市内での消費
動向等も把握）
・案内表示の多言語化（民間施設の多言語表記を促進）
・通訳ガイドの育成・確保（ボラティア通訳ガイド養成講座の開催）
・文化的、宗教的背景を持つ観光客に配慮したサービスの
充実（ムスリム研修会開催）
○魅力ある観光エリア、周遊ルートの形成（広域的な連携の推進）
＜海外向け＞
・JAPAN ALPS（ジャパンアルプス）広域観光都市連携会議
・松本・高山・金沢・白川郷誘客協議会
・飛越地域海外誘客協議会
・名古屋・高山・金沢・中部国際空港誘客協議会
・昇龍道プロジェクト
＜国内向け＞
・飛騨観光宣伝協議会
・飛騨地域観光協議会
・飛越能経済観光都市懇談会
・越中・飛騨観光圏協議会
・ぶり街道推進協議会
・北陸飛騨３つ星街道誘客推進協議会
③課題
・二次交通網の改善
・遠隔広域連携の促進
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・広域での体験・滞在型ツアーの促進
④地方創生の取り組み
・公衆無線 LAN の整備エリア拡大（H26 補正予算）
・有償外国人観光ガイドの養成（H26 補正予算）
・外国人観光客の消費拡大事業（調整中）
・飛騨地酒ツーリズム推進事業（調整中）
⑤平成 27 年度予算概要（3 月議会に上程）
○海外戦略推進事業（誘客・販促） 38,300 千円
・海外プロモーション活動（旅費、誘客協議会、
17,400
広域連携）
・多言語パンフレット印刷費
3,600
・公衆無線 LAN 保守管理・通信費
3,200
・多言語インターネット保守管理
2,900
・職員戦略派遣旅費・家屋借上料
6,100
・多言語化翻訳料等
230
・補助金（おもてなし国際化促進事業）
2,000
・負担金（JNTO、JETRO 等）
2,870
○国際交流事業（交流） 33,240 千円
・国際交流（異文化体験機会の提供）
1,676
・姉妹・友好都市交流
1,300
・市民海外派遣
16,000
・外国青年国際交流員招致
4,840
・自治体職員協力交流（研修員受入）
6,724
・デンバー市交流（55 周年、高校生派遣）
2,700
（２）地場産品の販売促進
①現状
・家 具：中国、韓国、シンガポール、香港に輸出
・飛騨牛：香港、（マカオ、シンガポール、タイ）へ輸出
（フィリピン、EU へ）
・日本酒：最近は、香港、フランス、アメリカ（デンバー
※調整中）へ輸出
・工芸品：春慶（仏）、箸（香、仏）、張り子（仏）、コンロ（仏）
・食料品：わさび（仏）、山椒（香、仏、台湾※調整中）、お茶（香）、
米（仏）、そば・うどん（香）、すくなかぼちゃ（香）
②取り組み
○販売活動への支援
・海外市場の調査・分析、海外への販売の可能性のある物
産発掘など
○海外進出に意欲のある事業者の育成
・海外展開に関する研修会の開催、海外の輸入関連事業者
等との商談機会の提供
（JETRO との連携、バイヤー・商社へのセールス）
○宣伝・販売促進活動
・トップセールス（仏、米、中、香、東南アジア）
・海外見本市への出展（仏、伊、シンガポールでの見本市
への家具等出品）
・海外メディア、輸入関連事業者等への情報発信（招請事業等）
・国内の各国政府機関・企業等への PR（在外公館、商社、
バイヤー等への PR）
・日本貿易振興機構（JETRO）や岐阜県との連携（職員派遣、
バイヤーとの商談会等）
○外国人観光客への販売環境の充実
・分かりやすい商品・購入方法の説明やメニュー等の多言
語化（おもてなし補助金）
・クレジットカード決済システムの導入、消費税免税制度
の活用促進（研修会等）

（３）異文化交流
①現状
・デンバー、麗江、シビウ、ウルバンバとの都市提携に加
え、フランス・コルマール等との経済・観光協力境地を
締結（H26.11）
・隣国の中国、韓国の文化紹介イベントを毎年開催
②取り組み
○都市間交流の推進
・海外の姉妹・友好都市との教育・文化・芸術・産業等の
様々な分野における交流や新たな都市間交流（コルマー
ルとの経済・観光交流の推進、海外の都市との分野を絞
った交流の推進）
○国際的視野を持つ人材の育成・強化
・市民海外派遣や英語スピーチコンテスト、外国語講座の
開催など（国際協会事業）
○異文化に接する機会の提供
・市民と在住・来訪外国人との交流促進や国際交流員の招
致、民間交流団体への支援（交流イベントの開催等）
○世界各国の都市・地域との交流推進
・国内の各国政府機関との関係強化など（在京大使等との
交流）
○国際社会への貢献
・紛争、飢餓、環境等の国際問題に対する意識の高揚や恒
久平和実現に向けた国内外への情報発信など（9/21 高山
市「平和の日」の普及）

＜ニコニコボックス＞
●田中 武さん、遠藤 隆浩さん
高山市海外戦略室の畑尻さんのご来訪を歓迎致します。今日は
ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。
●平 義孝さん､阪下 六代さん､田中 正躬さん
本日の例会は国際奉仕委員会が担当です。今日は高山市海外戦
略室 プロジェクトマネージャー 畑尻 広昌 様に高山市の海外
戦略の取り組みについてお話をして頂きます。よろしくお願い
します。
●野戸 守さん
誕生祝いを頂きありがとうございました。
●中島 弘人さん
本日より飛騨総合庁舎内に市内 3 番目のＡＴＭが設置されまし
た。またご利用下さい
●鴻野 幸泰さん
3 月 8 日ソフトミニバレー大会です。我々西ロータリークラブか
らはチームはぐるまが出場します。当日ビッグアリーナにて朝 9
時より開会式です。皆様方の応援よろしくお願いします
●井上 正さん
昨日は国府Ｂ＆Ｇにてソフトミニバレーボール練習に参加しま
した私と中島さんの 2 名ではありましたが、なんとなく勘を取
り戻した気がしました。あとはケガをしない事を祈るばかりで
す。今日は長女の中学校卒業式に出席はします。9 年間の義務教
育を無事修了出来るのも廻りの皆様のお陰です。感無量です。
健康に気をつけて活躍してくれる事を楽しみにしています。早
退させて頂きますので宜しくお願いします。最後になってしま
いましたが同級生の畑尻さんのご来訪を心より歓迎致します。
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