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はじめに 
 

この報告書は、「平成 28年度松田町国際交流事業（モニターツアー）」として、松田町よ

り（公財）かながわ国際交流財団が委託を受け、作成したものです。外国人の方々が松田

町を訪問し調査を行いましたが、その主な目的は、外国人観光客の受け入れに向けた環境

整備、外国人目線で新たな地域の魅力を発掘すること、そして国内外に松田町を広くアピ

ールし地域活性化の方策をまとめることです。 

 ここ数年、訪日外国人観光客は増加の一途にあり、平成 28年には 2,400万人を突破しま

した。政府は、オリンピックが開催される平成 32年までに訪日外国人を年間 4,000 万人に

増やそうとしています。外国人観光客の訪日目的も、たくさんの日本製品を購入する「モ

ノ消費」から、日本の自然や文化を体験することに価値を見出す「コト消費」に変わりつ

つあります。 

「ユネスコの無形文化遺産である日本食を本場で味わいたい」、「日本の銭湯を体験した

い」、「アニメで舞台となった景色を見たい」など、外国人観光客の関心は多様化していま

す。近代的な大都市や古都、有名な温泉地や景勝地を好む観光客がいる一方で、古き良き

日本の田園や地方の素朴な魅力を訪ね歩く旅人も少なくありません。地域に暮らす方々と

交流することも、その地域ならではの文化を体験することも、思い出深い旅の体験になる

でしょう。 

松田町は、こうした時代の流れを汲み、外国人観光客を迎え入れ、町の賑わいにつなげ

る方策を考えることに意欲的です。 

本調査では、松田にお住まいの方々とは異なる角度から、外国人の視点で地域の魅力を

発見し、また、外国人観光客として要望したいことなどを率直に述べていただくこととし

ました。 
 

実施時期は、多くの方々が河津桜と富士山、澄み渡る青空を求めて松田町を訪れる２月

下旬としました。 

外国人調査員は、訪日外国人が多い国を中心に、生活や文化的背景から生じる考え方の

多様性を重視し、アメリカ、フランス、韓国、オランダ及びドイツの 5 名としました。調

査員が松田の駅に降り立ち、名所旧跡を見聞し、人々との交流を体験する全行程をふりか

えり、7つの提案を行いました。 

 効率的な調査を実施するため、スケジュール調整や訪問地の選定にあたっては松田町役

場のご協力を賜り、また、商店街や町民の方々との交流の場も設定していただきました。

ここに深く御礼を申し上げます。 

この調査が、より多くの外国人観光客が松田町を訪れることになるよう、様々な町の取

り組みに活用されれば幸いです。         

      平成 29年 3月  

                       公益財団法人かながわ国際交流財団 
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調査員プロフィール 

バード調査員 

ステイシー バード 
女性 

アメリカ出身 
来日 1年 

 

プリンシピア大学 
卒業生 

【趣味】写真を取る、スポーツ 

 

ボストンの出版社で 5年勤

務経験あり 

メネズ調査員 

メネズ アルバン 
ジャン ジャック 

男性 
フランス出身 
来日 3年  

アーツカレッジ 
ヨコハマ専門学校 
情報処理学科 

2年生 

【趣味】スポーツ、ゲーム、読

書、ハイキング 

キム調査員 

キム ダオン 
男性 

韓国出身 
来日 2年 

 

翰林日本語学院 
1年生 

【趣味】映画観賞とゲーム 

 

大工経験、工場での勤務経

験あり 

トム調査員 

トム スティーブン 
サレモン 
男性 

オランダ出身 
来日 2年  

横浜国立大学 
教育人間科学部 

2年生 

【趣味】運動、ゲーム、新しい

場所を探検 

アレックス調査員 

シュペット アレックス 
男性 

ドイツ出身 
来日 3年 

 

北京語言大学 
東京校 

中国語学科 
2年生 

【趣味】スケートボード 

 

Book Off で１年半勤務

経験あり 
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外国人観光客による松田町の活性化に向けて  

～7 つの提案～ 

 
 

 

松田町の歴史と地勢をストーリーに   
仕立てる 

① 

英語の看板から全てが始まる ② 

駅前に観光案内所を設置する  ③ 

地元の食材をアピールする  ④ 

アウトドアの魅力をセールス・ポイント
にする 

⑤ 

在住外国人をターゲットにする ⑥ 

観光名所への中継点としての松田町        
   

⑦ 
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1．松田町の歴史と地勢をストーリーに仕立てる                      

 外国人観光客は日本の歴史に興味を持つ。松田町には、西暦 315年に創建されたとされ

る神社や、190 年以上続く造り酒屋など、長い歴史を持つ名所がある。しかし、日本人を前

提にした歴史の叙述は外国人にとってわかりにくい。“歴史”は“ストーリー”に、すなわ

ち、物語りにしてこそわかりやすくなる。 

 例えば、『ヤマトタケルの東征と寒田神社の由来』といった歴史を『矢倉沢往還、酒匂川、

丹沢の清水』といった地勢と掛け合わせた“外国人向け歴史絵巻”を外国語で作成し、パ

ンフレットにして配布すれば、外国人観光客の知的関心をかき立てることができるのでは

ないだろうか。 

【調査員の声】 

「松田町の歴史は何か」「ストーリーがあると実感しやすい」「日本の歴史にかかわりたい」 

 

2．英語の看板から全てが始まる                 

 松田の駅に降り立ち、辺りを見回すと、英語が表記された標識などが見当たらない。外

国人住民が少ない松田における標識の役割が、日本人住民が生活を営むためのものである

ことは当然である。 

 今後、外国人が松田を訪れることを政策目標に掲げるならば、観光スポット、公共機関、

郵便局、ＡＴＭ、病院など要所要所に英語の標記をしていることが重要である。 

【調査員の声】 

「英語表記があれば、もっと理解をできた」 

「外国人観光客にもアピールしたいなら、より英語表記で強調した方がいいと思います」 

 

3．駅前に観光案内所を設置する                  

 松田の駅前に「観光案内所」があると良いという意見が多く出された。駅に観光用の地図

が掲示され、駅前の「観光案内所」で、交通手段（レンタカー・レンタサイクル）、宿泊、

ハイキングコースなどが案内されると良い。 

 「観光案内所」の設置が困難であれば、土日祝日の午前中に「臨時観光案内」ののぼり旗

を町民ボランティアなどによって立てていただき、片言の英語でもパンフレットを渡すなど

コミュニケーションを大切にすれば、外国人観光客の気持ちを和ませる効果を期待できるの
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ではないだろうか。 

【調査員の声】 

「町の中心部に位置する、ツーリスト・インフォメーション・センター（観光案内所）からすべ

ては始まるのだと思います」「まずは駅前のインフラを充実させたらいい」 

 

4．地元の食材をアピールする              

外国人観光客に松田を早わかりしていただくために、地元の食材を使った料理をアピール

することが有効だ。また、松田町寄地区は、イノシシ、鹿、川魚料理を桃源郷のような山川

草木の中で堪能できるところが都会のレストランでジビエ料理を味わうこととの大きな違

いだ。ジビエ料理を提供する都会の人気のレストランに、松田の食材を提供できれば、レス

トランに来る外国人の客に松田の知名度を高める広報につながらないだろうか。これらの食

文化を松田町の特長として強く打ち出すべきである。 

【調査員の声】 

「特産品やお土産用物品を工夫する必要があると思いました」 

「イノシシや鹿のジビエ料理は人生初めてです。なるべく地元の食材を使ってアピールしたらい

いと思います」 

「マラソン大会を行い、イノシシ、鹿、さくら鱒などのバーベキューをやって松田町を PR」 

 

5．アウトドアの魅力をセールス・ポイントにする                   

 トレッキング、サイクリング、パラグライダー、川釣り、バーベキューなど、松田町は

アウトドアを楽しむ場所には事欠かない。しかも、東名高速道路や小田急線など、幹線上

にある松田町は、交通の便が極めて良い。 

 こうしたアウトドアの魅力を外国人にアピールする方策を見つけ出したい。外国人観光

客の枠内に捉われず、自動車を持っている外国人、例えば、横浜や東京のグローバルな事

業活動を展開している企業の従業員などに、ご家族や友人同士が週末に連れ立って松田の

アウトドアライフを楽しむことを企業のしかるべき部署に提案してはどうだろうか。 

【調査員の声】 

「松田町のチャームポイントは豊富な自然とあたたかい住民の笑顔」 

「ハイキングを 2 日間かけて楽しみたい」 

 



8 
 

6．在住外国人をターゲットにする                     

海外からの外国人観光客だけではなく、在住外国人に松田町に来てもらうのはどうだろ

うか。在住外国人人口は増加傾向にあり、このターゲット化も検討に値する。 

（※2015 年末の在留外国人数は過去最多の 223 万 2189 人 法務省 HP より） 

在住外国人が松田を知り、お気に入りの場所となれば、口コミによる波及効果を期待で

きる。また、その方が母語で松田町の魅力を SNSで発信すれば、広報効果も大きい。日本

語がある程度できる在住外国人を松田町と外国人観光客の「マッチメーカー」として考え

てはどうだろうか。 

【調査員の声】 

「（米軍）基地に働く多くの外国籍の方が、家族単位で、松田町へのホームステイをしてみては」 

「インターナショナル・スクールの遠足の目的地ともなり得るのではないか」 

「（米軍）基地のラジオで、桜まつりの PR をすれば、来る人がいるのではないか」 

 

7．観光名所への中継点としての松田町           

 東京と京都の間にある箱根は、外国人観光客にとって、ゴールデン・ルート上にある。

松田町もまた、このゴールデン・ルートの線上にあるといえるのではないか。観光名所へ

の中継点として松田町を位置づけ、「いつでも戻って」こられるリラックスできる観光地と

する。また、東京・横浜など都市部の主要な交通機関のターミナル駅や宿泊施設などで積

極的な PRも必要である。 

【調査員の声】 

「松田町に立ち寄ることで、長い電車の旅を分割することが出来ます。松田町でリラックスでき

る１日を過ごすことは選択肢となり得ます」 

「松田町で交流した住民の方は『いつでも戻ってきて』と友達のように接してくれました。それ

が本当に松田町の素晴らしいところだと思います」 

「松田町の紹介が書かれているパンフレットや情報は、松田町に来ないと入手しづらいものでし

た」 
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旅程表 

  1 日目 2 月 24 日（金） 

時 間 移 動 時 間 場 所 移 動 手 段 

8:45 
 

新松田駅南口 集合 各自電車で 

9:00 約 5 分 出発  車 

9:05～9:20  

松田町役場 

●ツアーの趣旨・目的の説明 

●自己紹介 

 

9:25～ 

   12:10  

松田山ハーブガーデン 

●まつだ桜まつりの鑑賞  ●子どもの館見学 

●ハーブ館での体験   ●記念撮影＆お土産購入 

●ふるさと鉄道乗車体験   

徒歩 

 約 5 分  車 

12:15～

13:00 
 

昼食「千代田屋」 

お座敷で和食ランチ 
 

 約 5 分  車 

13:05～

13:20 
 寒田神社  

 約 5 分  徒歩 

13:25～

14:45 
 商店街を散策 

 

 約 5 分  徒歩 

14:50～   

   15:20 
 中澤酒造見学  

 約 10 分  徒歩 

15:30～ 

17:00  

松田町役場 

●小・中学生との交流 

 
 

 約 30 分  車 

17:３0  寄 民宿ログキャビンしおや到着  
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18:30～ 

   19:30  
夕食 

 

20:00～ 

   21:00  

振り返り・ミーティング 

 

21:00～  自由時間  

 

 2 日目 2 月 25 日（土） 

時 間 移 動 時 間 場 所 移 動 手 段 

7:00 
 

起床／朝食 
 

9:00  ログキャビンしおや玄関前集合  

9:05  ログキャビンしおや出発  
 

 約 5 分  徒歩 

9:10～ 

10:20 

 

 
宮冨ガラス工房体験 

 

 約１0 分  車 

10:30～

11:40  

寄ふれあいドッグラン 

マス釣り体験   

 
約 20 分 

 
車 

12:00～ 

  14:３0 
 

松田町健康福祉センターにて、昼食・入浴 

 ●未病センター ●健楽の湯 
 

 約５分  車 

14:３５～ 

   1４:５5  

「全国松田サミット in 松田」（松田町民文化センター）

見学  

 約５分  徒歩 

1５:00～ 

   1５:５0 
約５０分 

松田町役場 

振り返り・ミーティング 
 

１６:００  新松田駅で解散 各自電車で 
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松田町国際交流事業 訪問場所 

【１日目】松田地区 

 

 

①松田町役場  

②松田山ハーブガーデン（ふるさと鉄道）  

③千代田屋（昼食） 

④寒田神社 

⑤松田町商店街 

⑥中澤酒造  

⑦松田町町民文化センター 

➡寄地区の「民宿ログキャビンしおや」へ移動 

③ 

④ 

⑤ 

① 

⑥ 

② 

⑦ 
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【2 日目】寄地区 

 

①宮冨ガラス工房  

②寄ふれあいドッグラン、寄清流マス釣り場 

➡松田地区 松田町健康福祉センターへ 

① 

② 
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調査員レポート 
■1 日目 

松田山ハーブガーデン 

◇まつだ桜まつりの鑑賞 

・高いところから写真が撮れるのは素晴らしい。（バード調査員） 

・イルミネーションがクリスマスと桜のときにあるというのはいいと思う。（メネズ調査員） 

・看板が少ない。1 キロあたり 2 個とかあったら、もう少し印象に残ると思う。（アレックス調査員） 

 

◇ハーブ館での体験 

・ハーブを使った作品づくりは面白いと思った。ただ、お年

寄り向きの活動かもしれない。（トム調査員） 

・ハーブの効果についての情報が分かると良い。（バード

調査員） 

・生け花をするときに生け花の歴史などが説明されるよう

に、ハーブについても簡単に歴史などの説明があると良

い。（メネズ調査員） 

 

◇子どもの館見学 

・外国人の子どもにも日本の遊びができるスペースがあると良い。（バード調査員） 

・折り紙のやり方が書いてあったけど、折り紙の紙がなかったから、紙があるとよい。（メネズ調査員） 

 

◇ふるさと鉄道乗車体験 

・鉄道は本当に面白かった。高いところから町を眺めるこ

とができた。（キム調査員） 

・スタッフが、山の名前や、高さなど周りのことを説明してく

れると良い。（メネズ調査員） 

・チケットの買い方が外国人には分かりづらい。（アレック

ス調査員） 

千代田屋（昼食） 

・外国人は伝統的なものを好むのでよかった。座敷から

「和」を感じられた。（キム調査員） 

・出されたものを知りたいので、出来れば、店の人が説

明してくれたらよい。（バード調査員） 

・外国人によっては座敷に座るのは辛いかもしれない。

座敷かテーブルか選択が出来たらよいと思う。（メネズ調

査員） 
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・地元のものが食事にもっとあったらいい。地元のものが入っていないともったいない。（アレックス調査

員） 

寒田神社 

・神主さんが一生懸命説明してくれて、感激した。（トム調査

員） 

・外国人は日本の伝統的なものに興味を持つ。神社は興

味深く見られる場所だ。（キム調査員） 

・江戸時代に建立されたことをもっとアピールすべき。（アレ

ックス調査員） 

・英語でも説明があると良い。（メネズ調査員） 

松田町商店街散策 

・ドライフルーツを買った。店員さんの対応の仕方が良

いので、買いたくなった。松田町に来ると友達がいると

いう感じがする。あたたかい感じがした。（バード調査員） 

・都会よりも田舎に行くと、みなさんシャイかなと思ってい

たけど、そのようなことはなかった。外国人に対しても、

普通にみなさんに「いらっしゃいませ」と言って頂いた。

（トム調査員） 

・商店街のパンフレットがあったらよい。クーポンもあった

らよい。（メネズ調査員） 

・松田町の名産品が商品にあまりなかった気がした。（キ

ム調査員） 

 

ボルダリング 

・アメリカでもボルダリングは出来るので、アメリカ人は興味

を持たないかも。（バード調査員） 

・私は楽しんだけど、松田町特有の活動ではないと思う。

（トム調査員） 

 

 

中澤酒造 

・お酒の熟成方法についての説明は、とても興味深かっ

た。（キム調査員） 

・パンフレットが英語で書いてあるのが良かった。（バード

調査員） 
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・訪問した際にお酒を実際に作る過程を部分的でも見学出来ると良い。（バード調査員） 

・歴代首相の色紙があったが、漢字だけで説明が書かれていたので、言われてみないと、分からなかっ

た。（トム調査員） 

・酒づくりに必要な道具の展示とかがあると良い。（アレックス調査員） 

松田町役場 小・中学生との交流 

・参加した子どもは英語が上手で素晴らしかった。（バード

調査員） 

・想像より、子どもがシャイじゃなかった。先生も面白かっ

た。（メネズ調査員） 

・私が日本語を話すのを見てびっくりしていた。（トム調査

員） 

 

民宿 ログキャビンしおや 

・囲炉裏が初めてで、印象的だった。（バード調査員） 

・夜ごはんがたっぷりでおいしかった。（トム調査員） 

・鹿やイノシシなど、ここならではの食べ物が出たので、と

ても印象深かった。（キム調査員） 

・狩りの話を聞いてみたかった。話を聞いたら、楽しいと

思う。（メネズ調査員） 

・鹿やイノシシが食べられるということで、他との違いを強

調できるので、もっとアピールすべき。（アレックス調査員） 

 

 
■2 日目 

宮富ガラス工房 

・箸置きをデザインすることが出来て、とても面白いと思っ

た。（トム調査員） 

・松田町の中心部でもガラス工房の作品が売られていて、

ガラスづくり体験は寄地区で出来るといった、地区間のつ

ながりができると良い。（バード調査員） 

・吹きガラスを実際に作れたらなお良い。（アレックス調査

員） 
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寄ふれあいドッグラン 

・日本には犬を放せるところがあまりないので、私が車を

持っていたら、行くと思う。（バード調査員） 

・4回ここに来ているという韓国人に会った。インターネット

で知ったとのことだった。車での途上、ランチできるお店

がないのが残念と言っていた。（キム調査員） 

・ペットがいない人も、犬とふれあい、ドッグランで遊べた

ら良い。（メネズ調査員） 

・東京や横浜に向けてもっと PR をするべき。犬向けの講座をやってみては。（アレックス調査員） 

マス釣り場 

・釣りは初めての体験だったが、初心者も楽しめた。（トム

調査員） 

・池の広さや釣りの難易度を選べたらいい。（メネズ調査

員） 

 

 

 

松田町健康福祉センター・健楽の湯 

・健楽の湯は、開放感があって、天気がよければ富士山

が見えるのは素晴らしい。（トム調査員） 

・未病センターで自身の健康状態が知れるのは興味深か

った。健康に気を付けるきっかけになった。（キム調査員） 

・お風呂の温度が 45℃は外国人には熱すぎるかもしれな

い。（アレックス調査員） 
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写真で見る松田町の方々との国際交流 

 

 

①  本山町長が出迎えてくれました  

 

 
③ 子どもの館で町民の方と交流 

 

 

⑤  寒田神社の神主さんと 

 

 

② ハーブ館で文香の作り方を習いました 

 

 

④千代田屋 英語ボランティアの方々と昼食 

 

 ⑥  商店街でお話を伺いました 
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⑦ 商店街で試食 

 

 

 

⑨ 中澤酒造でお酒の作り方を学びました 

 

 

 

⑪ 寄在住のガラス職人さんとも交流 

 

⑧ 商店街で交流しながら買い物 

 

 

 

⑩ 松田町の小中学生との交流も 

 

 

 

⑫ マス釣りの方法を習いました 
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調査員による感想文 

 

             ステイシー バード(アメリカ) 

※＜原文日本語：文意を損なわない程度に編集＞ 

 調査を振り返ると、やはり松田町のチャームポイン

トは「豊富な自然とあたたかい住民の笑顔」だと感じ

ました。二日間、松田町の名産物や歴史は何なのかを

探りました。しかし、誰に聞いても納得いく答えは見

つかりませんでした。欧米の外国人は、歴史や伝統的

なものに惹かれますので浅草、鎌倉、京都など歴史を

感じる所に行く人は多いかと思います。 

  

 しかし、そんな中、自然が大好きな人もいますので、やはり松田町はそういった人にと

って魅力的だと思います。そうした人たちに、どうやって情報が行き届くのかが問題だと

思います。Mt. Fuji Packer’s Map の資料を見るのは初めてでしたが、そういった資料は

自然を求めている外国人にとって人気だと思います。松田町のハイキングコースのパンフ

レットを東京、横浜、京都などに置くことで、もっと知ってもらえるのではないのかと思

います。 

 しかし、一週間か二週間しか遊びに来ない外国人よりも、現在日本に滞在している外国

人を中心に考えるといいのかではないのかと思いました。調査で実際に体験したことから

も、日本で暮らしている外国人ならば、十分楽しめるところであると感じました。ボルダ

リング、ふれあいドッグラン、ハーブガーデンなどは日本の文化とはあまり関係がなく、

アメリカでは当たり前にあるものです。従って、観光としてくるアメリカ人は興味がない

と思います。しかし、日本で暮らしている人の中には、忙しい都市の生活から一息つきた

いと思い松田町に興味持ってもらえると思います。マラソンのイベントなどやるのはどう

かと思いました。ボストンではマラソンは毎週のようにあります。日本でもマラソンのポ

スターをよく見かけます。マラソンの後に、イノシシ、鹿、さくら鱒などのバーベキュー

をやって松田町の PRをできるいい機会だと思います。 

 小学生と中学生との交流は楽しかったですが、観光者には結びつきにくいと思います。

しかし、米軍基地やインターナショナル・スクールとの交流イベントにはいいのではない

かと思いました。ホームステイみたいな形で、外国人の家族を誘い、松田町の住民の家に

泊まったり、民宿などに泊まる。あるいは、インターナショナル・スクールの遠足の目的

地として声をかけてみるなど、松田町は相応しいと思いました。米軍基地ではラジオでい

ろいろ情報を流すので、松田町のお祭りやイベントなども流してもらえると、来る人は絶

対いると思います。しかし、外国人が来るならもっと英語に訳したものが必要だと感じま

した。 
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 子どもの館や中澤酒造では英語に通訳されたものがあり、英語で話してくれた人がいた

ので、とてもよかったと思います。あとは、駅のところに地図など観光者用のものがもっ

とあればいいのではないかと思いました。駅を出ると迷う外国の観光者はいるかと思いま

す。そのため、まずは駅前のインフラを充実させたらいいと思います。 

 商店街では、あまりじっくり観察することはできませんでしたが、少しお店には入りづ

らいと思いました。私にとっては、どういったお店なのかはっきりしませんでした。例え

ば、お茶の店に入りましたが、アメリカ人は普段お茶を飲みませんので、入ってもらうた

めにはちょっと工夫をする必要があると思います。店の人にお茶をいただき、お茶の正し

い煎れ方を教えてもらったのはよかったです。そういった体験もアメリカ人は喜ぶと思い

ます。寄のガラス工房のアーティストのように、松田町の芸術家を呼び集めて商店街で展

示や販売できたら松田町住民の多才さをアピールするいい機会ではないかと思いました。 

 最後にアメリカ人にとっては、ストーリーが大切です。個々に体験したアクティビティ

は楽しかったですが、これに何かストーリーがあればもっと楽しいと思います。例えば、

ハーブガーデン。どうしてここにハーブガーデンがあるのか。工作体験の時には、手にし

ているハーブの由来や効果などちょっとした情報でも観光者を一層楽しませると思います。 

 松田町で交流した住民の方からは「いつでも戻ってきて」と友達のように接してくれま

した。それが本当に松田町の素晴らしいところだと思います。住民のボランティアなどみ

なさん外国人を優しく見守って頂けるのも素晴らしいし、交流イベントを実施すれば成功

すると思います。素晴らしい機会をくださってありがとうございました。 

 

     メネズ アルバン ジャン ジャック（フランス） 

＜原文英語／翻訳：かながわ国際交流財団＞ 
私たちが松田町に着くとすぐに、役場の人が温かく出迎

えてくれました。さらに、私たちは町長に会うことが出来

ました。この出来事は、私たちの松田町への訪問がどのよ

うなものだったかを象徴していると思います。私たちは特

別なゲストでした。私たちは VIP として扱っていただきま

した。しかしながら、私たちは自らが見たものへの判断を

変えたくないと思いました。そして、私はこれから松田町

に来る観光客が同じような扱いを受けて欲しいと思います。 
私たちは沢山の色々な種類の活動を見ました。総じて、松田町は世界で一番の場所では

ありませんが、リラックスした滞在を楽しむことが出来る場所であるというのが私の意見

です。活動はより改善することが出来ると思いますが、それは別の場所で議論することと

し、私の今回の経験に対する感情を述べたいと思います。 
お会いした松田町のどなたかは、松田町の「特別性」を感じないと述べていました。ま

た、「なぜ」あなたが松田町に来るだろうかとも言っていました。私はこのように謙虚に考

えることは素晴らしいとも思いますが、一方で完全にこのように考える必要性もないとも
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思います。人々は「興奮する」休暇を楽しむことはできないかもしれませんが、より「リ

ラックスする」ことができます。また「興奮する」場所として、お祭りや他の特別な行事

を除いては松田町が他の町と競争をするのはとても難しいことだと思います。 
こういうわけで、私は人々が、自分のペースで観光やハイキングを 1 日（できれば 2 日）

リラックスして楽しめるよう、売り出していくのが良い考えであると思います。 

しかし、このように人々を満足させるためには、出来るだけ物事を簡単にスムーズにす

ることがとても重要です。外国にいる外国人は地元の言葉を話すことも、ましてや読むこ

とも出来ないのです。 
私は町の中心部に位置する、ツーリスト・インフォメーション・センターからすべては

始まるのだと思います。センターは、少なくとも交通手段、宿泊、イベント・アクティビ

ティの参加方法、ハイキングコースなどについての有益な情報を与えられるものでなけれ

ばなりません。 
情報は少なくとも英語のパンフレットで提供される必要があります。そして、英語で、

電話で応答できるスタッフがいれば、なお良いと思います。英語を話せるスタッフは、予

約などをする際に、外国人旅行客と地元住民の間をつなぐ存在であるべきです。地元住民

と同じ言葉を話すことのできない旅行客にとって、頼りとなる存在があるかないかは大違

いです。 
私たちは松田町で公共交通手段を何も使わなかったので、交通インフラがどれだけよい

（悪い）のかはわかりません。ただ、日本はたいてい良い場合が多いので、このように小

さな町でも、きっと良いのではないかと思います。交通システムに詳しくない人にとって

も、利用しやすいものであるに違いないと思います。 
 

バスや、代替手段としてのレンタカー、レンタサイクルが必要です。 
自転車はバスに出来るだけ頼らず、町を簡単に移動できる楽しい交通手段です。とりわ

け、長い距離を走る自転車好きの人たちにとっては必須のアイテムです。宿泊を網羅した

サイクリングコースが提案されていれば、一定の訪問客を獲得することが出来ると思いま

す。サイクリング好きの人たちは荷物を預けられる場所も必要とします。駅のロッカーが

一番便利な場所であるとは限らないので、やはりツーリスト・インフォメーション・セン

ターがあれば、よいと思います。 

実現可能性の程は分かりませんが、シーズンには、外国人観光客もみかん狩りやたけの

こ掘りが出来るとよいです。自分でたけのこを収穫するというのはほとんどの人にとって

は初めての体験になります。日本食を食べる際に、料理の食材に対する興味が深まると思

います。 
松田町のような小さい町にとっては、「リラックス」や「アウトドア」といったキーワー

ドを訴えていくことが良い方法であると思います。十分に楽しむためには、１日では足り

ません。また、滞在できる場所が必要不可欠です。 
松田町は、小田原／箱根／伊豆に向かう途中にあります。松田町に立ち寄ることで、長
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い電車の旅を分割することが出来ます。松田町でリラックスできる１日を過ごすことは選

択肢となり得ます。 
このような「リラックス」のプログラム化がどれだけ多くの人の関心を集めるかはわか

りませんが、これに取り組むことは、松田町のインフラを発展させるためにも価値あるこ

とだと思います。少なくとも、私は松田町に関心を持ちましたし、関心を持つのは私だけ

ではないはずです。 
松田町とその住民が、自らの方法を見つけ、成功されることを心から願っています。 

 

         キム ダオン（韓国） 

※＜原文日本語：文意を損なわない程度に編集＞ 
結論として、改善ができると感じた点が多い旅でした。 
まず、旅行情報の入手が難しいということです。松田

町の紹介が書かれているパンフレットや情報は、松田町

に来ないと入手しづらいものでした。次に、旅行コース

が作りにくいということです。「ドッグラン」「釣り堀」

「ガラス工房」「ハーブガーデン」など、様々な 
体験エリアがあるのは良いと思います。しかし、それぞれの移動距離は、歩いて移動するこ

とはできません。旅行コースをいくつか作成し、旅行バスを運行することをお勧めします。 
次に、外国人たちは、伝統的なものや歴史が好きです。その意味で、日本風の旅館や温

泉、神社、日本酒の製造工場などは良い観光名所といえます。しかし、情報が翻訳されて

いなくて、多少理解しにくい面があったと思います。外国人に観光名所としてのアピール

をしたい場合は、ここによく留意する必要があると考えます。 
次に、商店街についてです。ここの特産品のみかんだけでは観光客の関心を引くことは

難しいでしょう。特産品やお土産用物品については、工夫をする必要があると思いました。

加えて、店舗でもクレジットカードなどを使用可能にするといいかと思います。 
最後に イノシシ、鹿肉を味わえたのは、本当によかったです。但し、季節が違うため、

大名行列やホタルが見られなくて残念でした。以上です。ありがとうございます。 
 

            トム スティーブン サレモン（オランダ） 

※＜原文日本語：文意を損なわない程度に編集＞ 
一日目：  

一日目は新横浜駅から小田原駅まで新幹線で行きま

した。そして小田原駅から新松田駅まで行きました。

電車の車窓から松田町の丘を見て、桜が見えて綺麗で

した。残念だったのは、もう桜の満開を過ぎてしまっ

ていたことです。 
ハーブ館では「文香」と言う芳香剤を作りました。自分の好きな香りを選べたのはよか
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ったです。しかし、このアクティビティは外国人と日本人観光客の若者には人気の点でど

うでしょうか。日本人のお年寄りには人気だと思います。また、このアクティビティの場

所はちょっと見つけにくいと思いました。桜祭り会場の出入口の所でちらしがあれば、お

客さんが増えると思います。 
次に、ふるさと鉄道「ミニロマンスカー」に乗りました。とても楽しかったです。小さ

な電車で色々な景色を楽しみました。乗った人だけが楽しめるトンネルもありました。電

車から見た桜はとてもきれいでした。このアクティビティは何歳の人でも楽しめると思い

ます。小さい子たちは電車に乗ればワクワクするでしょう。１０代と２０代の人たちは小

さな電車をきっと可愛いと思います。３０代からの人は桜が綺麗に見えるので、色々な楽

しみ方があります。 
次に、松田町の寒田神社に行きました。神社は特に松田町にしかない、と言うわけでは

ないので、外国人観光客が特に松田町の神社のために来るとは思わないです。神社は日本

全国ではもっと有名なところがたくさんあるからです。神社の場所は見つけづらい場所に

ありました。しかし、神社の神主さんのお話や装束はとても興味深かったです。大変詳し

く神社の歴史を教えていただき、感激しました。 
次に、松田町の商店街に行きました。私のイメージでは町の方々は外国人のことをあま

り見たことなくシャイになるかなと思っていましたがそうではありませんでした。都会の

人たちより優しかったです。色々な食べ物を味見させていただきました。 
次に、去年できたボルダリングに行きました。ここもすごく楽しかったです。ボルダリ

ングは特に若い人たちは楽しめると思います。しかし、神社と同じで日本全国色んな所で

できるアクティビティだと思うので、松田町の特徴ではないと思います。 
ボルダリングの後は町役場に戻って、小学生と中学生とで英会話による交流をしました。

生徒は外国人を見たことがないんだろうと思いました。確かに最初はシャイであんまり話

せなかったのですが、少し時間が経ったら打ち解けて、自由に生徒と話せるようになり、

良かったです。 
夜は寄の民宿ログキャビンしおやに着いて、たっぷり夜ご飯をいただきました。美味し

かったです。ログキャビンの女将さんたちのおもてなしの気持ちを感じました。お風呂は、

広すぎず、狭すぎず、個人用か共同風呂か分からなかったです。 
 
二日目： 
朝は宮富ガラス工房に行きました。思っていたより立派な工房で興味深かったです。自

分のガラス細工が作れて、持ち帰ることもでき、ガラスアートの作り方も見せてくれて、

印象的でした。 
次に、寄ふれあいドッグランに行きました。犬を飼っている人以外の訪問者が犬とふれ

あうしかけがなかったのが少し残念でした。 
マス釣りはすごくいい体験だと思います。日本の伝統的な釣りができるのは外国人にと
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って面白いです。 
最後に松田町健康福祉センターに行きました。そこでは“ひょうたん弁当”を美味しく

いただきました。 
食事の後、健楽の湯に入りました。天気が良い日には窓辺から富士山が見えるとのこと

です。残念ながら当日は見ることができませんでした。お湯がちょっと熱すぎましたが、

結構でした。 
 まとめ： 

松田町は観光客として楽しめる町だと思いますが、松田町に来るまではこの町のことを

知らなかったです。東京や横浜で宣伝すれば、特に桜祭りの時期などたくさんの観光客が

来ると思います。更に、新松田の駅前にツーリストインフォメーションセンターを出せれ

ば、観光客は行きたい所にすぐ行けるようになります。そこでは、ちらしや地図の英語版

があれば、外国人観光客にとって便利だと思います。この二日間はお世話になりました。

ありがとうございます。 
 
               シュペット アレックス（ドイツ） 

※＜原文日本語：文意を損なわない程度に編集＞ 
二日間みっちりのスケジュールで、松田町の魅力を

満喫することが出来ました。 
あちらこちらにある綺麗な装飾で桜祭りがあると分

かった一方、看板の少なさでその祭りの雰囲気は出て

いなかったです。 
ハーブ館での体験は、癒しを感じることができたの

はよかったのですが、その背景や文香の伝統的な作り

方等は今一つ分からないものがありました。 
子ども館では、たくさんの手作りの玩具に感動しました。ただ、その施設の前の看板等

は日本語のみで、外国人観光客にもアピールしたいなら、より英語表記などで強調した方

がいいと思います。 
ふるさと鉄道では、桜トンネルが圧巻でしたが、生憎、その鉄道が設置された経緯等は

余り分からなかったので、その辺りが気になりました。また、チケットの買い方が難しそ

うですので、その辺も改善策が必要と思います。 
千代田屋の食事は美味しかったです。とりわけ、お味噌汁は美味しかった。なるべく地

元の食材を使ってアピールしたらいいと思います。 
寒田神社では神主さんの話がとても面白かったです。ただ、日本語でしたので、話の内

容が分からない外国人に向けては何らかの伝え方があるとよいと思います。 
松田商店街には古き良き店が並んでいましたが閉まっている店も目立ち、もう少し活気

を取り戻す工夫が必要と感じました。 
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中澤酒造では、酒造りの実際をビデオで見せていただきました。職人さんからの説明も

ありがたかったと思いますが、酒造りに必要な道具などの展示がなかったので、あればよ

かったと思います。さらに、歴代総理大臣の色紙が飾ってありましたが、英語表記が欲し

かったです。交流を広げるために、いろいろな話題等を英語にして発信して頂ければと思

います。 
寄の民宿ログキャビンしおやは、お風呂の熱さに欠けましたが、綺麗で快適でした。食

事は美味しくて、イノシシや鹿のジビエ料理は人生初めてです。こうした魅力あるポイン

トをもっとアピールすれば、外国人観光客も大いに関心を持つと思います。 
宮富ガラス工房での体験は楽しかったのですが、その展示会や工房の見学などできると

よいと思います。 
ドッグランは、飼い主と犬の居場所を作れる所です。犬のしつけをするサービスやカフ

ェの施設を作ったりすると良いと思いますが、加えて、ペットが遊ぶグッズなどを揃える

ことやペットホテル、子どものために遊び場もあるといいと思います。 
マス釣り場は釣りの初心者でも楽しめる場所だったのでよかったのですが、釣れた魚を

食べられるサービスも提供しているのに、その PRが少ないと感じました。 
健康福祉センターではひょうたん弁当をいただきました。箱の形は綺麗で弁当自体も美

味しかったです。 
お風呂は温かくて気持ちよかったです。富士山が見える場所とのことで、当日は残念な

がら見ることができませんでしたが、実際に見えるとさらに印象的だと思います。 
総括すれば、松田町は観光客を招くリソースが沢山ありますが、問題は PRの仕方やその

足りなさ、英語の看板等を使っていないことなどです。例えば、ツーリストインフォメー

ションセンターはあるにはありましたが、駅に出て直ぐに見えません。地元のアピールポ

イントを示してあげることが観光客にとって選択する判断材料になります。特に、欧州人

は曖昧なことよりもはっきりした言い方や見せ方を好むため、その辺の改善策が必要です。 
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調査を終えて 
ジギャン・クマル・タパ  

（（公財）かながわ国際交流財団／職員） 
 

調査に同行した者として、調査員のコメントを更に掘り下げ全体の結びにかえたい。 
 

 

■ 観光に携わる人材の育成 
 調査員のコメントにも「英語など多言語による情報提供が必要」とありましたが、「今

回通訳ボランティアの方が同行してくれたことで商店街での買い物などで助かった」

という意見もありました。一方、寒田神社では本殿に招じ入れられ、装束を纏った宮

司の熱心なご説明に調査員の皆が感じ入ったにも関わらず、日本語が難しく通訳が無

かったため理解不足に終わってしまったことに残念がっていました。 
こうしたことから外国人観光客を迎え入れるにあたり、町民の英語ボランティアを

養成する必要があると感じました。町民が基本的な英会話を身に付ける講座の他、松

田の歴史や文化を外国語で案内できる専門通訳の養成も必要となります。更に 6 ペー

ジで提案しているように、駅前の観光案内所でも外国語のできるスタッフの配置が可

能となれば訪日外国人にとっては松田全般のナビゲーターをあてにすることができ、

足を運びたくなります。そのためには、観光に携わる多様な人材の育成が急務だと考

えます。 
 

 

■ 消費につなげる工夫 
 観光客の増加を地域経済の活性化につなげる具体的な工夫が必要と考えます。サー

ビス業者に対し、外国人観光客受け入れ機運を高める意識啓発を行っていく施策が求

められます。 
特に外国人にとって重要な足となるタクシーは、観光スポット、旅館、レストラン、

名産品の販売所などの情報源にもなり、地元住民が関わる産業の隅々に観光客増加の

恩恵を行き渡せることができます。外国人観光客の受け入れに積極的な事業者の情報

をタクシー会社につなげるなどの工夫が必要です。 
例えばジビエ料理を目当てに来た外国人観光客には、そのルートの周辺情報として、

外国人観光客が気軽に立ち寄れるお店が掲載されたパンフレットをお渡しするなど、

地元情報の周知を各サービス業者が協力して行っていく仕組みがあるとよりよいと思

います。 
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■ メディアの活用 
 松田町の情報を趣向を変えながら様々な切り口で発信することで、関心が異なる多

くの方々に情報が届くようにする必要があります。話題の観光資源のみならず、地域

の特性を活かしたイベントなどを大手メディアに取材させるなどすれば広報強化につ

なげられます。 
また外国人が利用するソーシャル・ネットワーク・サービスを活用した広報も不可

欠です。例えば、松田山ハーブガーデンのホームページには、ダイヤモンド富士の写

真が掲載されています。この写真と掲載記事を英語にしてツイッターや FACEBOOK
で発信してはどうでしょうか。神秘的な自然現象と足柄平野の夜景を眼下にした松田

ならではの景勝を、パンフレットには載りがたい情報として広めることができます。 
  

 

■ 首都圏で広報 
 松田を観光しようと外国人に思っていただくためには、インターネットで海外向け

に情報を発信するほか、既に東京や横浜まで来られている観光客をターゲットに広報

することが不可欠です。 
 また、首都圏には、外資系企業やインターナショナル・スクールなど、外国人の方々

が家族で生活されているケースもたくさんあります。松田が東京、横浜からは気楽に

行楽のできる日帰り圏である地の利を活かし、首都圏の外国人層に様々な角度からア

プローチすることも考えられます。 
 

 

■ 姉妹町交流 
 国際交流を前進させるには在住外国人が多い国を選び、松田町と共通点が多い外国

の町と姉妹町（姉妹都市）提携をすることも有効です。自治体国際化協会（CLAIR）

などが情報をとりまとめている姉妹都市交流の実績一覧を参考に松田町にふさわしい

相手方を見つけ出して国際交流のコアを作り、首長と町民が相互友好交流を図れば、

松田町の町民全体が国際交流に対して強い関心を抱くでしょう。 
 姉妹都市提携は、双方の地域に不幸な災害が発生した時にも互助精神が生まれます。

東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、選手団の合宿先の誘致の可能性が

あれば、その国との関係を深く町民に印象づけることも可能と思います。 
松田町の町民が相手国へ足を運び、その国の日本在住者が松田町を自分の故郷のよ

うに戻る場所と思うことで、松田町民と外国人の交流が促進され、相互理解を図るこ

とができると思います。 
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