【パネルディスカッションでの議論内容（敬称略）】

寄って、まずは、地域にとってどういうこ

（阪本）肝付町の方で民間の宇宙開発のためのプラ

とをするのが有効なのか、我々活用する立

ットフォームなどを検討されているとい

場のものにとってそれを肝付町に持つこ

うことなんですけど、その可能性について

との意義、我々が肝付町に対して期待する

探っていきたいと思います。今回の参加者

ことは何なのかを整理した後で、それが実

リストを事前に頂戴していて、戦々恐々と

際整備された後で具体的にどう使うのか

いうか、もちろん登壇者は登壇者で中心に

とか使用目的に合致したような整備内容

なって開発を進めておられたりするわけ

にしないといけないので、それをどういう

ですけど、実際にこれまでロケットの開発

内容で、もちろん予算のこともありますの

に携わってこれらた方、あるいは、その周

で、全てやることはできないかもしれない

辺で支えてこられた方々がフロアに大勢

けど、どんな整備をすればいいのか、そん

ご参加です。それから地域の方々も加えて

なあたりのこととして、あと自由討論に移

ご参加いただいてますので、もはや、前後

ろうかなと思っています。私ばっかりお話

ろの区別なく、いろいろとフラットに議論

するのもあれなんですが、民間射場を整備

したいと思っています。最初の 10 分程度、

した時に、事業効果というかメリットとい

内之浦、肝付をどのようにしていくのがい

うのがあると思うんですね。私自身今やっ

いのか、そういった観点から色々話をでき

ている ALMA 計画の予算を要求した時に、

ればなと思っております。お手元の資料の

野村総研かなんかにお願いして、事業効果、

方に行政の方で具体的に考えておられる、

果たしてそれが国民や色々な人たちにと

民間射場のイメージがありまして、これは

ってどういうメリットがあるのかを整理

おそらくこれまで色々なニーズをもとに

したことがあります。同様にここに民間の

描かれています。私にはフルスペックのイ

射場を整備することによって、色々な受益

メージがあると思っております。射場だけ

者がいて、それは個人であったり、あるい

ではなくて、それを支える方、あるいは県

は地域であったり、大学であったり企業で

内・県外からその様子をごらんいただくよ

あったり国だったりしてるわけですけど

うなそういう方についてのサービスもこ

も、どういうところにどういうメリットが

のイメージの中に全て盛り込まれている

あるのかな、なんてことを考えてみたんで

というふうに思っています。これを全部整

すね。○とか△とか、全く私の私見なんで

備するといくらになるのか、果たして肝付

すけども、受益者、圧倒的に地域のためと

町の財政規模でどこまでやれるのかとか

いう部分が多いような気がするんですけ

わからない部分もありますけれども、みな

ども、そこで最後の研究と開発という部分

さんにお伺いしながら、その辺りを少し絞

で、実際に事業者の方でどこまでメリット

り込むことも考えております。それで、進

を感じることができるのか。そんなことを

め方についてちょっと悩んだんですけど

見ていくのかなと思います。アンケートの

も、そもそもこれ成り立つんですか、夢も

結果を最初に見て、ざっくり言うと大学の

希望もあるんですけど、あまり風呂敷を広

人間は何となく、タダで作ってくれるんだ

げすぎて、後はすみません、失礼しますと

ったら関心がありますというのが多くて、

なると地元の方は大変になると思うので、

事業者の方は割とシビアで、行くかって言

少しその辺り、ちゃんと成り立つ計画にな

ったら、多少リップサービスくらいあって

るように、様々な立場からアイデアを持ち

もいいかなって思ったんですが、割と厳し

い見方をされてるようなそんな印象を受

然肝付町に来て、衛星を作るというのは、

けました。その中で特に地域振興にとって

ちょっと正直考えづらいと考ええており、

キーとなるような若者、ばか者、よそ者と

それで先ほどから射場の整備ということ

いわれる人たちを呼ぶにはどうすればい

がある。やはり現在の設備を生かすという

いのかということなんですね。じゃあ、最

意味では、やはりロケットだろうなと思い

初の観点なんですが、地域にとって本当に

ます。ロケット事業者をやはり誘致してく

宇宙産業、あるいは大学が来たっていう時

るってことがすごく大事かなと思います。

に、どのくらい短期的や直接的な消費の拡

日本でいうとどこかというと、JAXA 以外

大になるのか、どのくらいの人が来るのか

でいうとインターステラテクノロジズで、

とか、そういった辺りのイメージがまだで

大樹町でやっているホリエモンロケット

きてないような感じがするので、その辺り

のところですけども。大樹町に対抗意識を

ちょっと、大学のお立場とか民間の宇宙事

燃やすのではなくて、例えば第 2 射場に使

業者のお立場から、もしこちらに来て活動

ってもらうと。大樹町だけで全部打ち上げ

されるとしたらどんな感じの活動がある

られるかどうかは分からないわけですし、

のか、その事業規模とか学生を何人くらい

射場の整備度合いでいうと既存の JAXA の

連れて、どのくらいの期間そこを使うのか、

設備を利用できるという点では、内之浦の

消費ではどんな感じことを考えるのかと

方が圧倒的に強いと考えますので、そのメ

か、その辺りの具体的なイメージをフロア

リットを強調して、内之浦から打ち上げて

の皆さんに共有できればなと思うんです

くれと、例えば、営業しに行けばいいと思

が。

うんですね。彼らが目指している世界とい

（片野田）そうですね。私の場合は燃焼実験がこち

うのは、我々がやっている衛星が顧客とな

らでできればいいかなと思っています。理

るわけです。我々は今後衛星を 50 機打ち

由は、非常に音がうるさいということと危

上げるって言ってますけど、50 機打ち上

険が伴うためです。ハイブリッドロケット

げたら終わりではなくて、衛星の寿命は 5

は固体液体と比べて安全とはいえ、それな

年くらいと考えていますから、基本的に打

りの危険は伴います。宇宙開発に理解のあ

ち上げていく必要がある。そうすると年間

る場所で燃焼試験ができればいいなと思

10 機から 20 機。継続的に打ち上げていく

います。人数と規模としては、10 名くら

必要があります。そうするとインターステ

いが 1 回の試験で 2 日か 3 日滞在して、そ

ラテクノロジズが打ち上げているロケッ

れを年に 3、4 回できればいいかなと考え

トですとビロードが 100 キロ程度かと思

ています。北海道の大樹町において植松電

いますので、1 回の打ち上げで 1 機しか打

機の実験棟があります。それの利用率を聞

ち上がりませんから、最低 10 機打ち上げ

いたことがあります。1 週間くらいの滞在

る必要があるわけです。それで最低、我々

が年に 15 回くらいはありますとおっしゃ

の需要だけでも年間、彼らのロケットを使

っていました。やっぱり射場だけではなく、

うとしたら 10 機の打ち上げがあるわけで

研究者が集える設備があると燃焼試験を

す。半分大樹町で上げるとしても、半分こ

するにしても何か業者が集える、研究のた

こでやったら、それでも年間 5 機確保でき

めに来る、そういう設備があればいいかな

るわけであって、当然、彼らの顧客は我々

と思います。

だけじゃないですから、いろんな事業者が

（中村）我々は衛星事業者なので、衛星事業者が突

使うとなると、打ち上げ回数もっともっと

増える。ロケットの打ち上げ回数が爆発的

するその瞬間には非常に大勢の人が来る

に増えるという前提で考えた方がいいな

んですけど、かなりの数の研究者は実は能

と思っていて、そうなると今度は我々が衛

代に勤めていて、そこで様々な実験を長い

星をここで組み立てた方が安いってこと

時間かけてやっているので、それをこっち

になるわけですよ。量産になった時に、量

に一部移すというか。特に西日本の研究者

産時に開発要素はないわけですから。組み

にとってのそういう 1 つの実験拠点とい

立てて試験するだけですので、別に東京で

うか能代に相当するようなものを肝付町

開発しなくてもよくなるわけです。そうす

に置けないかそのようなご提案ですかね。

ると、次から次に打ち上げてくれるわけな （片野田）おっしゃるとおりです。JAXA はいいで
ので、肝付町で衛星を作った方がいいです

すけど、国立大でロケットやっている方は

よねという結論になるわけです。なので、

おそらく全員燃焼試験で周りの方に迷惑

そういうバンバン打ち上げてくれるよう

をかけてると思うんですね。燃焼試験がで

な事業者をやはり誘致するというのがい

きるとなると遠くからでも来るんじゃな

いのではないかと思っておりまして、事業

いかなと思うんです。ぜひ肝付町のどこか

規模はなかなか難しいけど、ロケット 1 本

にそういう設備を作っていただけるとあ

につき数億で我々だけで 5 本だから、10

りがたいと思います。設備を作らなくても、

億とか 15 億の彼らは売り上げが生じるわ

小さなエンジンでしたら、ランチャー作っ

けですね。そうなると、そんな数年ででき

てますから、ランチャーを使って垂直式で

ることではないんですけど、長い目で見て

燃焼試験してくれると思います。お金をか

そういう環境を整備できると何十億から

けずに来てもらって、場所を提供するとい

うまくいけば 100 億超えるような規模の

うことは可能ではないかと考えています。

事業になる可能性はあるなと思っており

そういうことから先に環境を整備してい

ます。そこまでなってくると、人が来て継

ただけるとありがたいなと思います。

続的に作業するということも発生してく （阪本）本当に安く、それこそ公園の一部みたいな
るかもしれないなと思っています。

ところを使う。そういう認識ですか。

（阪本）人員の数っていう意味では、ロケットの場 （片野田）そうですね。小型のハイブリッドロケッ
合はイメージしづらいかもしれませんが、

トでしたら、ランチャーを使ってエンジン

もし、ロケットがバンバンあがって衛星を

だけの燃焼試験をやってるところも結構

こちらの方で整備して打ち上げ前の試験

ありますので、肝付町でそれがある程度自

をするとしたときにだいたいどのくらい

由にできるということになれば、大学や事

でしょうか。

業者は来るんじゃないかなと考えていま

（中村）そんなにたくさん必要ありません。おおよ
そ 3 人から 5 人といったところです。

す。鹿児島大学は当然来ますが、他県から
も来るんじゃないかなと思います。

（阪本）むしろ打ち上げサービスの方が人数が必要 （阪本）中村さんの方で、ロケットをたくさん打つ
でしょうか。
（中村）ロケットの方が圧倒的に人数多いと思いま
す。
（阪本）大学側では打ち上げもさることながら、地
上での試験も行っています。JAXA の方で

として、そうすると軌道によっては北海道
から打つよりもこちらから打ったほうが
全然いいというケースがあると思うんで
すが、その辺りはメリットがどう違います
か。

もそうなんですけど、内之浦で打ち上げを （中村）我々の場合は、全て極軌道なので、正直、

大樹町でもこちらでもどちらでもいいっ

に、こちらに来て打ち上げますかと聞きま

ていう状況ではあります。ただし他の事業

した。そしたら、100 キロ以上打てるとい

者が必ずしもそうではないかもしれない

う環境を整備してくれれば、可能性はある

ですので、場合によっては、内之浦の方か

とおっしゃっていました。それで先ほど申

らいいという人がいるかもしれないです。

し上げましたけれども、100 キロあったら、

我々の場合はどちらでも打ち上げてくれ

ランチャー持ってこれますので打てる環

るところに行くって感じではありますね。

境を早急に整備する必要が出てきます。打

（阪本）我々利用者側、北、南っていう話がありま

てる環境というのは、台をつくる必要じゃ

したけども、その他にもいろんなメリット、

なくて、打ち上げ場所、平地ですね、それ

デメリットあると思うんですね。JAXA の

と立ち入り禁止の区域を設定できれば、

職員がいるから何かいいことがあるとか、

CAMUI ロケットをこちらで打つ可能性はあ

そういうことって何かあるんでしょうか。

る。インターステラテクノロジズはどうか

（中村）あると思います。もちろん、JAXA が協力

分かりませんが。打上げる環境を整えてあ

的という前提ではありますけれども、JAXA

げれば肝付町で打ち上げてくれる可能性

の人がいるから、安全面の取組みですとか、

はあると思います。それだけをターゲット

既に整備されているものがあるわけです

にしてしまうと大樹町から睨まれてしま

し、他の地域にはない特徴をあげるとすれ

いますので、それを念頭に置きつつ、仮に

ば、それだと思うので、それをうまく生か

CAMUI はここから打ちあがったとしてもそ

すということが当然ながら必要だと思い

れ以降のこれから出てくると思いますが、

ます。

ここで 100 キロまで打てます。ここにこの

（片野田）それは非常に大きいと思います。JAXA

機械があったら打てますと全国に PR すれ

の方だけではなくて、例えば技術者の方と

ば、いずれここで打ち上げる空気が出てく

かオープンにできる範囲で情報交換でき

るんじゃないかなと。自分の方はちょっと

る場があれば、非常にありがたいなと思い

時間がかかりますけど。そういう活動を始

ます。人が集まるんじゃないかと思います。

めるのは早い方がいいと思います。

（阪本）一方でライバルの存在と書いてありますけ （阪本）割と高度が上がるような、小規模の実験を
ど、大樹町、あるいは能代、和歌山からも

やる上では能代だったり、和歌山だったり

打ったりしてますけども、その辺りとのす

というところがあるけれども、本格的に、

みわけっていうか、強みや町に期待するこ

それこそ宇宙空間に届くくらいの規模の

とはありますでしょうか。

ことを考えるとなると、可能性というのは

（片野田）1 番の強みは漁業交渉がきちんとできて
いることだと思います。1 週間前に北海道

かなり狭まってしまっているということ
ですね。

の永田先生のところを訪ねる機会があり （片野田）弾道飛行する限りにおいては、規制はそ
ましたけれども、北海道は漁業交渉がうま

んなに厳しくない。実際、大樹町ではそれ

くいっていないとのことでした。10 キロ

をやろうとしています。弾道飛行する打ち

以上はまだ打てないという状況で、おそら

上げであれば、そんなに、もちろん調べる

く、インターステラテクノロジズもそれで

必要がありますけど、その場合は、大樹町

まだ打ち上げられないじゃないかなと思

に行ってノウハウを聞けばいいんじゃな

います。永田先生にお聞きしたのは、もし

いかと思ったんですけど。能代の方がいい

肝付町が打ち上げ環境が提供できた場合

のかなという気もしますけど。情報収集さ

れて、ここなら打てますよという最適な場

であれば超音速の実験とか何かしらでき

所を JAXA からアドバイスもらいながら、

ればいいなと思ってます。

少しずつでも早く準備をされる方が。

（阪本）そうすると、大気のサンプリングみたいな

（阪本）具体的に打ち上げをして何をやるか。利用
計画もある程度持っておかないという気

ことや将来的には回収までも想定してい
るのでしょうか。

がします。打ち上げ機会をそうそう稼げる （片野田）そうですね。回収までできたらと考えて
もんじゃないと思う。鹿児島大学でやって

います。

おられますロケット実験を活用して学生 （阪本）そうすると、回収のために船を出すという
のイベントを持ってこれるかもしれない。

ことも必要になってきますか。

それは割りと分かりやすいアプリケーシ （片野田）そうですね。肝付町の漁協のご協力がい
ョンだと思います。その他に、どのくらい

ただければ、非常にありがたいと考えてい

本格的に小型の衛星の打ち上げみたいな

ます。

ものを行っていくのかということも考え （阪本）JAXA の方ではまだ回収までには至ってな
ていく必要があると思います。アプリケー

いんですが、不可能ではない。その他、宿

ションの 1 つとして、最近注目されている

泊とか何かそういう関連インフラでは、ど

のが宇宙葬ですよね。近年は高齢化が進ん

ういうようなニーズがあるんでしょうか。

でおりますので、もちろん宇宙旅行がいき （片野田）宿泊数が増えるかどうかということです
なりできればいいんですけど、生きている

かね。

間にはできなくても亡くなった後、体の一 （阪本）今、仕方が無いので鹿屋から通っているん
部が宇宙に飛んでいくというのは、もう既

ですが、とか、あるいは、実験の際にこう

に事業は始まっていて、国内でも既に 1 社。

いうのがなくてすごく困りますとか。何か

もう 1 社くらい興味を持っておられると

そういうことってあるんでしょうか。

こがあってですね、それは割りと簡単とい （片野田）実験をするとなると、設計ミスが判明し
うか、本気になってやろうと思えばできな

た際に、打上げ場所である肝付町内で加工

い話ではないのかなと考えています。そう

ができる工場とかちょっとしたパーツが

すると、例えば、宇宙まで行って星になっ

買えるようなホームセンターとか側にあ

て燃え尽きるわけじゃなく、実は弾道飛行

ると非常にいいですね。あとは液体酸素を

して海に落下するんですけど、その辺り内

押し出すためのヘリウムガス、高圧のヘリ

緒にするとして、その時に北の海に落ちる

ウムガスのタンクも必要となってきます。

のがいいか、南の海に落ちるのがいいのか

今考えているのは、鹿児島市内のガス業者

っていうんで、ひょっとしたら、こちらを

に充填してもらって、ボンベを持ってきて

選ぶ人もひょっとしたら出てくるのかな

町内で実施する必要も出てきます。持って

とか思ってます。その他何かアプリケーシ

きたボンベ全部使い切ってしまって、もう

ョンはありますかね。たくさん打ち上げる

1 回充填しなければいけない場合にまた鹿

ような。例えば、ハイブリッドロケットの

児島市に戻らないといけないととなると

将来の応用という観点で、どんなことをお

非常に手間がかかります。町内で再充填で

考えになっておられますか。

きるところがあると、実験何回も出来ます。

（片野田）超小型の人工衛星をなるべく安く打ち上 （阪本）逆にこちらに来られる人数という意味では、
げられればいいなと思います。弾道飛行で

ロケット関係で来られる人数は、圧倒的に

すと、大気のサンプリングですとか、可能

見学の方が多いと思うんですね。これは、

フロアの皆さんにむしろお伺いしたいん

オスさんでガソリンを満タンにしたくら

ですが、打ち上げの見学をするのに、これ

いです。そこのところですね、今日、町内

までここをもう少し肝付町に頑張って欲

視察なども案内人の方が資料館のグッズ

しかったなぁみたいなのが、激しく頷いて

の自慢をしきりにされてましたけども、寄

いる方とかいらっしゃるいますけど、せっ

ることなくここに連れて来られて、しかも

かくの機会なんで、もしフロアの方から、

ここで 30 分待たされるというのは、我々

こういうところもうちょい頑張ってもら

にお金使って欲しくないのかなっていう

えるとみたいなご意見があれば、大変参考

気持ちになります。

になると思うんですが。いかがですか。

（阪本）大変参考になります。

（会場）1 番は、交通網だと思いますね。バスも 1 （会場）今日は、東京から来てるんですが、内之浦
時間に 1 本あるかどうかみたいな感じで。

はトンネルできる前から実は来てまして、

ほとんど手段としては、私は鹿屋市民です

旧 ISAS 時代から僕来てるんですが、先ほ

が、鹿屋からですと、ほとんどみんな車で

ども言ってた通り、お金落とすとこがない

行動する人たちが多くて、他所から来る人

とか、泊まるところがないというのもある

たちとなると、高速バスなり飛行機で来る

ですが、まず、交通の便の悪さをどうする

方は結構いると思うんですけど、いずれに

かっていうのを考えないと人は来ないと

しても肝付町内之浦には来る手段として

思います。前は 4 時間かかったのが、今 2

は、ほとんど手立てがないかなと。そこを

時間で来れるよって言っても車で 2 時間

何とかしないことには、遠距離からの打ち

です。運転しないとまず来れない。ロケッ

上げの際の見学とかなかなか難しいんじ

トは定時に上がらないので、例えば、JR

ゃないかなと思います。

九州さんに頼んで、ななつ星の見学コース

（阪本）臨時バスを増便してほしいとかそういう感

に入れてもらうといっても、上がりません

じのことですね。はい、ありがとうござい

というとコースに入れない。だから何をす

ます。他には会場から意見等はありますで

るにあたってもロケットでやるんだった

しょうか。

ら不確定要素をどう楽しむかというイベ

（会場）資料館を良くしたらいいと思います。

ント事を考えないと無理かなと思います。

（阪本）資料館ですね。要は打ち上げがない時にも、

町も今はローソンができたり、徐々に徐々

宇宙のことを勉強したり、あるいは体験し

に良くなっているんですが、泊まるところ

たり、そういうことができる、そういう資

がない。ネットが入るのは潮騒荘さんだけ

料館を整備してくださいということです

とか。ご飯食べるところもそんなにないと

ね。はい、ありがとうございます。

か。せっかく、えっがねもやっていること

（会場）長崎から毎回打上げの際は来てるかと思い

ですし、何かいろいろ町にも他にもすばら

ます。町を応援したい気持ちはすごくある

しいものあると思うんですね。マツザキの

んですけども、お金を使う場所がない。昨

ラーメンでもいいですし、かまぼこでもい

年末の 2 号機の時は、貸し切りバスで鹿児

いですし、そういうのも含めて、もうちょ

島から見学場で出店などもあって、初めて

っとロケットだけに頼らずに町の特産も

これは 1 ついいシステムかなとは思いま

含めて 1 年中何かやっぱり来ると観光で

したけども。それ以前はやはり、先ほども

楽しめるよというのをまず考えてから、そ

おっしゃった方がいましたが、車で来まし

の中でじゃあロケットということだと考

たので、しょうがないので、内之浦のエネ

えています。そこに企業を呼んでくるとか、

大学呼んでくるようなまちづくりをしな

発展して交通網も発達してきて、さらに人

いと、まず人が来ないかなと考えています。

が来るというのもあるんじゃないかなと

僕みたいに物好きで年間 6 回来てる人間

いう風には思います。

なんて稀だと思いますので、だからお手伝 （阪本）要はロケットの打ち上げだけじゃなくって、
いがあれば僕らも何かしたいなと思って

何かプラスアルファ、ここにも書いてある

ますんで、今、何か発信能力が足らない気

んですけど、いつ来てもそれなりに楽しめ

がします。ホームページ作っただけ。放置

るし、それなりに廻る場所があって、時間

とかそんなのが多いので、好き者がたくさ

とお金を十分使うことができますという

んいるので、そういうとこをまずオピニオ

なんかそういう仕掛けみたいなものがひ

ンリーダーとして使ってうまく情報発信

ょっとしたらいいのかなって。そういう事

するっていうのをやってないとちょっと、

例ってあちこちにあるような気がするん

まず、射場が云々とかロケット云々という

ですね。

前に町の体力がなくなってしまうのでは （中村）肝付町のいいところをやはり見つめなおす
ないかという気がいます。そこを地固めし

のも大事かなと思っていて、外から見て、

つつ、ロケットかなという感じがします。

大樹町と比べて何が違うかなと見た時に、

（阪本）はい、ありがとうございました。グッズと

大樹町って確かに町ぐるみですごく応援

かそういうことに関しては、最近少しずつ

してるんですけど、町長が 1 人で騒いでい

イプシロン関係とか、こんな水が出来たり、

るように見えるんですね。北海道の人がい

色々取組みはされているようですが、確か

たらごめんなさい。それに比べて、肝付町

に売ってる場所という意味では、道の駅み

っていうのはすごく長い歴史があるから、

たいなものもさほど多くはない。もう少し

それが当たり前のこととして定着してい

商売っ気を出しなさいってアドバイスを

て、住民全員が応援しようとする雰囲気が

いただいたなと。他にございますか。

大樹町と比べるとあるのかなという気が

（会場）交通網の話もありますけれども、人が来る

してるんですね。だから、それをうまく活

から道を作るのか。道を作ってから人が来

用するようなやり方っていうのがあるん

るのか。1 つ人を呼ぶきっかけとして、ち

じゃないかなって思います。例えばホテル

ょっと違った変なアプローチであるんで

がないんだったら、制約が緩和されている

すが、アニメを使ったりとかいうのも 1 つ

わけだから民泊を活用するとかして、交通

の方法じゃないかなと。例えば、聖地巡礼

手段が足りないんだったら、「Uber」のよ

とかありますよね。そうしたアプローチか

うなことをやってしまうとか必要かと考

ら誰にお願いするのはあると思いますけ

えています。大樹町だったら空港から大樹

ど、そういったところから萌えキャラ作っ

町近いからすぐ行けちゃうんですけど、こ

たりして、町のキャラクターを作って、そ

こだったら何時間もかかる。何時間、ただ

れにちなんだ例えば、現実的にはあまりな

単に座らせておくんじゃなくて、ロケット

いでしょうけど、女の子たちかわいいキャ

の打ち上げの歴史、例えば、ずっと見てき

ラクターがロケットを打ち上げるとか、そ

た人が語るとか、そういう風にすれば、コ

ういったアニメとか、そういったことで町

トづくりをうまくやることによって肝付

のイメージキャラクターっていうのも 1

町ならではの価値っていうのが生まれる

つのアプローチの方法かなと思います。そ

じゃないかなと思っています。今日、阪本

ういった形で人がドンドン来れば、経済も

先生のプレゼンの中で、すごくたくさん、

いいコトづくりの事例が出てきたと思う

あったりとかしてますけど、都市部の学校

んですけど、ハコモノ作るんじゃなくって、

なんかでは、理化学系を強化した高校の特

コトづくりをどんどん進めることによっ

別な授業コースを作ろうとか色々ありま

て、ここに行けばこんな体験ができるんだ

す。そういう教育に関わるところをもう少

と知ってもらうことが必要だと考えてい

し、直接教育そのものをやらなくても、例

ます。体験をウリにするような施策をどん

えば体験学習とか、そういうところをこう

どん進めていく必要があるんじゃないか

いった実際にある施設とインフラを活用

なと考えています。ハコモノにお金かけて、

して展開していくことが出来ないか。極端

人が来るような時代じゃもうないと思う

な話すると、この町は町の規模に全く似つ

ので、住民の盛り上げていきたいんだっと

かわしくもないというと失礼なんですが、

いう気持ちをうまく人を呼ぶエネルギー

非常に規模のしっかりした橋がいっぱい

にかえていくという工夫が必要なんじゃ

あります。理由は簡単で、M ロケットの 1

ないかなと思います。

段目を運搬するに耐える非常に丈夫なの

（阪本）宿については、確かに色々問題は指摘され

を作ったというのがあるんですけど。ああ

ています。例えば「Airbnb」のようなサー

いうものも逆にいうと今活用できていな

ビスと展開していくことも考えられます。

いわけなんですね。何か別に、どんな屁理

民宿の方では経営者の高齢者で廃業に追

屈でもいいと思うんです。まずはそういう

い込まれるということもありますが、特に

のも含めて、子どもたちの興味をここに来

宇宙関係の人が自分の家に宿泊してくれ

れば引き上げられるというようなものを

るのであれば、子どもの教育にとって大歓

すれば、人やモノ、インフラに対して町が

迎ですというような新しい展開がひょっ

今後投資しやすくなる下地が少しずつ出

としたらあるかもしれない。

来てくるようになるんじゃないかと思い

そろそろ飲み会に移らないといけないん

ました。直接的なすぐって話のものではな

ですが、これはタウンミーティングですの

いですが、そういったところも町として検

で、こちらからというより、むしろ会場の

討されたらいかがでしょうか。

皆さんからのアイデアがありましたらお （阪本）話がごっちゃになっているって話ですけど、
願いします。
（会場）私はアマチュア向けイベントをしてるんで

今回のタウンミーティングの本当の目的
は、事業者をどう巻き込んでいくか。そこ

すが、人が集まるためにいくつかどうして

からスタートしてるんですけども、一方で、

も条件があるんです。今このパネルディス

町をどうよくしていくかという観点では、

カッションの中で話がごっちゃになって

むしろ一般の方をどれだけこっちにお招

いることが、企業さんや大学さんと町がど

きすることができるのかと。こっちがむし

う関わるかという話と個人をどうやって

ろ量的には圧倒的に多いんですね。例えば、

引っ張り込むかという話が少しごっちゃ

修学旅行でこっちに来るようにするとか、

になりながらきてるからだと考えていま

そこ自体今回の趣旨とは、ずれるんですけ

す。これって実は分けてやっておかないと

ど、せっかく大勢の方がお集まりいただい

非常に後で混乱の元になるんで、その辺り

ているので、その辺りのご意見も聞けたら

は町の方は留意した方がいいんじゃない

ということで様々なご意見を聞いている

かなとは思っています。ちょっと思ったの

ということです。町長の方から何かありま

が、小学校の所にはモニュメントなんかが

したらご意見をいただけませんでしょう

か。

（阪本）時間になりましたので、このパネルディス

（町長）ありがとうございます。いろんな話をお聞

カッション、皆さんの知恵をお借りしなが

きしながら、そうだよなという思いを抱い

らいろんなアイデアが出てきたと思いま

ていました。特に交通の面とか、そこのと

す。今、町長からもお話がありましたよう

こは考えておかないといけないのかなと

に、出された意見を参考にしていただいて、

いう気もしてるところでした。ほんと肝付

少しずつでもよりよい肝付町になること

応援団、内之浦応援団がいていただきなが

を願っております。

らそこで貢献することがないというとこ
ろも、そうだよなって。いろんなロケット
の打ち上げがあるにも関わらず、さっと帰
っていかれる。残ったのは塵だけだと。町
の清掃車と住民の皆さんと一緒にしなが
らきれいにして帰るとかですね。ここの町
の活性化のためにはお客様が喜んでいた
だけるような仕掛けを本当に真剣に議論
しないといけないとつくづく思うところ
でした。ロケットの話としては、JAXA が
きちっと協力してくれるならば、可能性が
あるのかなと。その代わり町もしっかりと
ロケットの打ち上げと実験をする。そこに
は可能性があるのかなというのは少し見
えたような気もしました。最近子どもたち
が少なくなって学校を統合しました。今年
の 4 月からは学校が 1 つ空くことになりま
す。お話をお聞きしたそういうところをう
まく活用して、例えば工場がいろいろ組み
立てをしたり、そういう空き教室、体育館
もありますので、そこを宿泊施設にとか、
あるいは学生さんが集う場所とか実験す
る場所とか、あるいは研究する場所に、例
えば、鹿児島大学肝付キャンパスとかそう
いう形で活用できればよいなと感じてい
ます。今日はいろんな所から来てくださっ
ているんだなと胸も熱くなりました。こう
いう風にして応援団がいて下さる。町もそ
のことについては、宇宙に 1 番近い町とし
て夢のような話も最初させていただきま
したけど、そういう夢を描きながら前に進
むことができたらなと思いをしたところ
でした。本当にありがとうございました。

