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東北をドイツ・ロマンチック街道のように !

美食と歴史と絶景の旅 『日本漁師街道』

ドイツ・ロマンチック街道 美食と絶景の旅 日本漁師街道



被災地の人々も、日本国民も、東日本の復興と

その先の“日本の未来”に向けて『ひとつになる』

そのために今必要なものは何なのでしょうか。



ではないでしょうか



『日本漁師街道』という一枚の絵

 これからご覧いただく『日本漁師街道』企画構想書は、東
日本の一日も早い復興と、その先の日本の未来を模索す
るための一素人の“夢”です。

 ご覧いただいた方々は、絵筆を手にとってそれぞれが想
い描く絵を、この絵に重ねて描いてみて下さい。

 そして１人でも多くの人が、東日本復興へ向けての“一枚
の絵”を一緒に描き、“夢”のある復興を成し遂げる…

 東日本の“夢のある復興”は日本全体にも連鎖し、若者
たちが、まだ見ぬ次世代が、新生日本の創生に走り出す。

 そのために“一枚の大きな絵”を一緒に描いてみませんか。

『日本漁師街道』プロジェクトをナショナル・プロジェクトに !



早稲田大学周辺商店連合会
早稲田のまちづくり会社(有)ワセダウェーブ



三陸の被災各地が手を携え、

グローバルな視野での復興を !



日本漁師街道とは
東日本復興のグランドデザイン

 『日本漁師街道』とは、陸中海岸国立公園を中心に、北の始点八戸から、
南の端の仙台までの三陸沿岸を結ぶ観光街道の呼称とします。

 三陸沿岸は歴史的な漁師町の連なる、日本を代表する漁師街道です。
三陸の漁師たちの歴史や生活を学べる漁師町博物館も各地に設置します。

 そして街道の各拠点には、東日本大震災の記憶を世界に伝えるツナミ・メモ
リアル・パークや、三陸の誇る新鮮な魚介類を提供する様々な形態のレスト
ランや宿泊施設、マリンレジャー施設などが点在します。

 こうして、漁業と観光を融合させ、フランス料理や中華料理と共に世界三大
料理の一つとして並び称される日本料理、とりわけ新鮮な三陸の海の幸を
世界の来訪者に提供します。

 世界一新鮮で、ヘルシーでおいしいシーフード・日本料理を食べに、世界中
から観光客が訪れる地域づくりへの挑戦です。

 このように『日本漁師街道』プロジェクトは、被災地の原状回復を超越し、世
界一の“海”と“食”の広域マリン・テーマパークを創造し、世界の人々が手を
携えていくことで三陸地域の復興を目指すプロジェクトです。



『日本漁師街道』漁師町博物館(イメージ)



環境省が
三陸復興国立公園設置を決定

2013年3月27日 読売新聞

 環境省は２６日、東日本大震災
の津波被害を受けた三陸海岸
沿いの自然公園を再編し、三陸
復興国立公園を設置することを
決めた。

 同日の中央環境審議会の答申
を受けたもので、５月にまず、陸
中海岸国立公園（岩手、宮城
県）と種差(たねさし)海岸階上岳
(はしかみだけ)県立自然公園
（青森県）を統合させて指定し、
その後、周辺の公園も順次編入
していく。



◆三陸沿岸“日本漁師街道”プロジェクトの目指す道◆

高度合理化した産業としての三陸沿岸漁業の実現と、

“日本の食文化”をテーマにした国際的視野に立つ観光開発で、
漁業と観光の融合による第六次産業づくりを目指します。

そしてこの地で“海”によって深い悲しみと困難に遭遇した人々が、
今度は“海”によって最大の幸福が得られますよう、
“日本漁師街道”プロジェクト構想の賛同者は

力を合わせて邁進します。



日本漁師街道 ルート
八戸～久慈～田野畑～宮古～大槌～釜石～大船渡
～陸前高田～気仙沼～南三陸～女川～石巻～仙台

岩手県宮古市浄土ヶ浜 宮城県気仙沼市のフェリー乗船場



『日本漁師街道』
三陸リアス式海岸の美しい風景

岩手県田野畑村北山崎の絶景ウミネコの飛び交う三陸沿岸



WASHOKU



和食(日本食)が世界無形文化遺産に
国連教育科学文化機関（ユネスコ）
は２０１３年１２月４日、アゼルバイジャ
ンのバクーで開いた政府間委員会
で、日本政府が提案していた「和食
日本人の伝統的な食文化」の無形
文化遺産への新規登録を決めた。
食に関する分野で日本から登録され
るのは初めて。和食の普及がいっそ
う進むとともに、経済などへの波及効
果も期待できそうだ。

ＮＰＯ法人日本料理アカデミー
会長 村田吉弘氏



世界一美味しい日本料理の訳は

『だし』
 世界一繊細で美味しい日本料理。その訳は、日本料理独特の
３つのうま味成分『だし』に秘密があります。昆布だしは今やフラ
ンス料理にも使われ始めています。

①昆布だし － グルタミン酸
②かつおだし － イノシン酸
③椎茸だし － グアニル酸

昆布のグルタミン酸、カツオ節のイノシン酸は組み合わせる
ことで相乗効果が出ます。昆布だし単独の場合に比べ、一
番だしでは１０倍以上のうま味になります。これが日本の伝統
的なだしの特徴です。椎茸だしも懐石料理には欠かせません。



世界一ヘルシーで美味しい日本料理
の味を、三陸から世界に発信しよう !!

世界一繊細で美しく、ヘルシーで美味しい日本
料理は、今まで本気になって世界中にアピー
ルしてこなかった側面があります。日本政府が
外国人観光客年間２０００万人招致目標を掲げ
る現在、世界に日本料理の美味しさの理由を
発信し、その中心的存在として三陸の『日本漁
師街道』を位置付け、来日する外国人観光客
に極めつけの日本料理を提供し、東日本そし
て三陸から世界にその情報を発信します。



外国人がハマった ! JAPANフード

１位 スシ(寿司) １１位 しゃぶしゃぶ

２位 焼肉 １２位 うどん

３位 ラーメン １３位 すき焼き

４位 天ぷら １４位 焼きそば

５位 刺身 １５位 たこ焼き

６位 鶏のから揚げ １６位 おにぎり

７位 カレーライス １７位 焼き魚

８位 焼き鳥 １８位 うな重

9位 焼き餃子 １９位 鍋料理

１０位 トンカツ ２０位 くだもの

日本に
住む



『日本漁師街道』各地で提供する
美味しい日本料理のご紹介

世界の“スシ”
いまや世界中に“スシ”の美味しさは認められ
ています。『日本漁師街道』沿岸各地では、三
陸のとびきり新鮮な魚介類をネタにしたスシを
外国人観光客の方々にご提供します。

スシ以外にも様々な特徴のある日本料理で、
外国人観光客の皆様をおもてなし致します。

刺身 天ぷら 焼き鳥 懐石料理 海鮮炉端焼き

煮魚 魚フライ ご当地鍋料理 海鮮ラーメン etc.



世界に誇る、日本の“スシ”



外国人観光客に大人気の和食



日本食・食べ比べオリンピック 世界大会

in TOKYO ２０１７～２０２０



世界中から観光客を集め、
観光立国日本の象徴として、実施

Japanese Food Olympic
in TOKYO 201７～２０２０(案)

東京オリンピックが開催される２０２０年
には、日本政府は世界からの外国人観
光客数は２０００万人と見込んでいる。

おもてなしの心



Japanese Food Olympic
in TOKYO 201７～２０２０

２０２０東京オリンピック開催決定を祝福

 スシを代表とする日本食は、今や、世界一ヘルシーで、
美しく、バラエティに富み、美味しいと、評価されている。

 東京オリンピックに合わせて世界から注目の下、 ２０１７年
～２０２０年まで開催。

 東日本大震災からの復興を象徴するイベントとして実施。

 そして、復興のさらなる先の目標として、『観光立国日本』

を実現。



世界にも類稀な豊富な魚介類の
存在が、日本料理の大きな特徴

 世界３大漁場の一つ三陸沿岸を中心に、黒潮と親潮の交わる
海に囲まれた日本ならではの、豊富な種類の魚介類の存在。

これが、世界に類まれな日本料理の美味しさの要因です。

 気仙沼が日本一の水揚げ量を誇る、脂の乗った絶品の

戻りがつお

 マグロ、カジキ、サンマ、サバ、タラ、タイ、ヒラメ、アナゴ、
イカ、サーモン、イクラ、毛がに

 マンボウ、ふかひれ、ゴッコ

 カキ、ホタテ、アワビ、ウニ、サザエ、ツブガイ、赤貝、ホッキ貝

 昆布、ワカメ、アカモク、もずく、アラメ、ひじき



三陸沿岸で獲れる魚介類



Japanese Food Olympic
in TOKYO 20１７～２０２０(案)

❶ 開催時期－２０１７年(前期４月～９月 / 後期１０月～３月)
～２０２０年 東京オリンピックの終了時期迄

❸ 参加条件：東日本復興協力飲食店
参加店は東日本大震災被災地の農水産品を必ず食材として使用すること
仕入れルートは、築地や東日本被災地各地から取り寄せなど自由
ただし、仕入れ伝票には被災地から購入したことが分かるスタンプ印があること

➍ 期間中、４年間このイベントを、前期・後期と計８回実施

❺ 参加店は、店頭や店内に英語や各国語の看板やポスターなどを表示して、海外・国
内の来店客に利用料金５００円毎に投票券１枚を提供

❻ 抽選は当イベント実行委員会が一括して行う。当選はスマホで当選者に知らせる。

❷ 参加対象－東京都内に店舗がある飲食店(個店・チェーン店共可)



Japanese Food Olympic in TOKYO  ２０１７～２０２０ (案)

■趣旨 優れたヘルシーフードである日本食のおいしさを世界に情報発信
東京オリンピック開催の前、２０１７年か２０２０年の間、投票イベントを実施
■対象 この期間中に東京のイベント参加店に、投票権を付与する

■特別審査員 トム・クルーズ アンジリーナ・ジョリー 渡辺謙

■１０部門(例) A級グルメ B級グルメ
なま部門 スシA 刺し身A 和え物B 豆腐(冷奴) B
焼き部門 うなぎA ヤキトリB 気仙沼ホルモンB ギョウザB 焼き魚B
揚げ部門 天ぷらA フライ(エビ、牡蠣、キス、他)B
なべ部門 スキヤキA 寄せ鍋A 牡蠣の土手鍋A おでんB
そば部門 ラーメンB うどんB 日本そばB 焼きそばB
懐石部門 懐石料理 A 
伝統部門 納豆B 塩辛B ひもの(アジ、サンマ、他)B
野菜部門 完熟トマトA 桃太郎トマトA 赤カボチャB 気仙沼特産野菜A
フルーツ部門 メロンA 桃A イチゴA 巨峰A
デザート部門 スポンジケーキA シフォンケーキA チーズケーキA タルトケーキB

■表彰 各部門別の 金メダル 銀メダル 銅メダル
部門総合 金メダル 銀メダル 銅メダル

■参加者総合 グランプリ賞



Japanese Food Olympic
in TOKYO 20１７～２０２０(案)

●スポンサー企業
食品企業 広告代理店企業 鉄道・運輸企業
旅行代理店 デパート 通信企業 その他

●総額１億円の豪華賞品がもらえる !!
特等 － １０万円の東日本旅行クーポン券がペアで３００本
一等 － ５万円相当の東日本のお土産セットが５００本
二等 － １万円分のレストラン・飲食店の食事券が２５００本
三等 － ２千円分のレストラン・飲食店の食事券が１万本

＊その他、被災地産業のスポンサーから多数のプレゼントが



Japanese  Food Olympic
in TOKYO 201７～２０２０

特別審査員(案)
トム・クルーズ アンジェリーナ・ジョリー
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東京オリンピックプレゼンター

気仙沼出身の佐藤真海さん

 この日本食・食べ比べ

オリンピック

世界大会

in 東京 ２０１７～２０２０

佐藤真海さんにも、ご協力を

お願いします。

31



東日本の真の復興で
観光立国日本を目指す !

東京オリンピックへ向けて、
世界中から日本へ、そして東日本へ
外国人観光客を集める
インバウンド計画の実現

２大キャンペーンの推進



集中キャンペーン①
海外渡航日本人全員を観光大使に
 年間１千３百万人の日本人海外渡航者(観光・ビジネス)全員に

ボランティア観光大使になっていただき、世界各国で出会う
人々に『日本漁師街道』プロジェクトのPRをしていただきます。

 日本の有力旅行代理店各社の海外支店で、 『日本漁師街道』
プロジェクトを世界各国の旅行代理店を通じてPRしていただき
ます。

 成田空港や羽田空港、浅草などで、来日中の外国人観光客に
『日本漁師街道』の魅力をアピールします。

『日本漁師街道』プロジェクト
三陸の魅力を世界に発信



集中キャンペーン②
海外メディア関係者を東北に招待
 ２０２０年東京オリンピック開催(現在、招致活動中)に合わせて、

世界中のメディア関係者を東北に招待。『日本漁師街道』プロ
ジェクト関連の報道を依頼します。

 海外メディア関係者の招致には、日本の航空会社やＪＲ、東
北の地元自治体や業界団体の協力を仰ぎます。

 海外メディア関係者の接待や通訳には、子どもたちを中心に
地元市民からボランティアを募集します。こうして東北住民と
世界の人々との国際交流にも寄与してまいります。

『日本漁師街道』プロジェクト
三陸の魅力を世界に発信



気仙沼湾に沿った一帯をフィッシャーマンズ・ワーフと位置付けます

例えば気仙沼を『日本漁師街道』の中核拠点として位置付
け、気仙沼湾に海洋観光の目玉となる施設を集中。

世界各国から訪れる外国人観光客に

日本料理の究極の美味しさを堪能していただきます。

また、『ツナミ・メモリアルパーク』等の施設を保存し、

巨大津波の記憶を来訪者の心に留めていただきます。



気仙沼フィッシャーマンズ・ワーフ

港町シーフード・モール

美しい港町気仙沼のあちこちで、美味しいお魚料理が食べられます
気仙沼市内飲食店ルートマップ付き２階建て遊覧バスで食べ歩きツアー



気仙沼シーフード・モール周遊

２階建て遊覧バス 後部はオープン型

購入費 １台 ５千万円 ２台購入で １億円 東回り路線 西回り路線



気仙沼の美味しい日本料理



日本一の水揚げ量を誇る
気仙沼の戻りかつお



気仙沼フィッシャーマンズ・ワーフ
シーサイド・センタービル(イメージ)

鹿折地区の沿岸に建設。海には海上レス
トランと気仙沼湾周遊観光遊覧船の桟橋
１階～５階は２０メートルの津波にも耐えら
れる構造の立体駐車場
建設費 ４０億円

屋上
通常は展望露天風呂ガーデン
災害時はヘリポート付避難場所

１０階 通常は展望レストラン入浴客も利用
災害時は食糧備蓄付避難場所

９階 ツナミ体感シアター
CGで巨大津波が体感できる劇場

８階 ツナミ・メモリアルホール
三陸の津波の歴史資料保存博物館

７階 ショッピングモール市内各店が出店
ホヤぼーやが会場案内と子供接待

６階 ショッピングモール
気仙沼の特産品 イルカグッズ等

５階
～
１階

立体駐車場
立体駐車場
立体駐車場



気仙沼シーサイド・センタービル
巨大津波体感シアター

 ＣＧ(コンピューター・グラ
フィック)による
巨大津波体感シアター

三方に広がる大迫力ス
クリーンにより、見学者は
巨大津波の迫力ある臨
場感を体感することが
できます。世界からも観
光客が当シアター目当
てに来館することが期待
され、津波の恐ろしさを
世界に伝えます。



気仙沼シーサイド・センタービル
津波メモリアル・ホール

津波語り部による防災教育 津波で破壊された建物の実物展示

大震災の体験の語り継ぎや被災した地
域のガイドツアーを実施。大震災を引き
起こした自然現象と人とのかかわりを学
ぶことができます。

津波の圧倒的な破壊力がどれほどのも
のか、津波のスケールを、津波の痕跡
が残る建物の実物展示で体感すること
ができる施設です。



気仙沼シーサイド・センタービル
屋上展望露天風呂ガーデン

気仙沼フィッシャーマンズ・ワーフの目玉施設の一つとして、シーサイド・センタービルの
屋上に、気仙沼湾が一望できる様々なタイプの男女別露天風呂を設営。外国人観光客
にも評判となります。日帰り温泉タイプで、入場客が市内宿泊施設などに流れように配慮。
非常時にはお湯を抜き、ヘリポートになるように設計された緊急避難所とします。



気仙沼フィッシャーマンズ・ワーフ
桟橋に海上レストラン(イメージ)

日本初 オイスター(牡蠣)バー海上レストラン
ボストン市内ではオイスターバーが大繁盛
国内観光客にも大人気に 建設費 ３億円

日本初のスシ専門の海上レストラン
海外からの観光客が気仙沼に殺到

建設費 ３億円



気仙沼フィッシャーマンズ・ワーフ
水陸両用バス 市内・湾内周遊

購入費１億円 定員３９名 燃料は気仙沼市内の使用済み天ぷら油
最高速度 水上８ノット 陸上１２０キロ 製造 いすず自動車・他

(牡蠣)



気仙沼フィッシャーマンズ・ワーフ
気仙沼の漁師民宿でおもてなし

気仙沼では、地元漁師の民宿での新鮮な魚料理のおもてなしが自慢です



気仙沼フィッシャーマンズ・ワーフ
漁業体験プログラム

気仙沼フィッシャーマンズワーフでは、観光客の皆様に様々な漁業体験プログラ
ムを提供。三陸の海の恵みに感謝しつつ、ダイナミックな思い出を作って下さい。



気仙沼の防潮堤に
外国人観光客のネームプレートを

気仙沼フィッシャーマンズワーフを訪れる外国人観光客のネームプレートを
防潮堤にはめ込み、気仙沼を訪れた記念として保存します



気仙沼フィッシャーマンズ・ワーフ
唐桑半島フィールド・ミュージアム

唐桑半島

里山・里海

フィールド・ミュージアム
「自然とともに歩む復興」の

モデル地域として位置付け、

来訪する海外・国内の観光
客の方々に、河川上流での
植林活動が海水の浄化に
つながり、養殖漁業の発展
にも結び付いていくことを学
んでいただきます。



気仙沼フィッシャーマンズワーフ計画

当面の目標経済効果 試算
初期投資費用 年間総収入見込み

新たな年間来訪者数 見込み消費金額

海外からの外国人観光客招致目標人数

１日３００人 年間１０万人

１人当たり消費金額 ３万円(滞在費含む)

年間３０億円

国内からの日本人観光客招致目標人数

１日１０００人 年間３５万人

１人当たり消費金額 ２万円(滞在費含む)

年間７０億円

海外・国内年間観光客数 計４５万人

１年間に増える消費金額 計１００億円

気仙沼市の見込み年間純収入 ５億円

項目 費用(億円)

センタービル建設費 ４０億円

海上レストラン建設費 ２館 ６億円

水陸両用バス購入費 １億円

ツナミ・メモリアルパーク ７億円

市内観光遊覧バス購入 ２台 １億円

諸設備(看板・諸経費) ５億円

合計 ６０億円

資金調達先 ふるさと納税がゼロの場合 市債発行６０億円 ２０年返済 年３億円



『日本漁師街道』プロジェクト
気仙沼フィッシャーマンズ・ワーフ

その効果で新たに生じる
年間１００億円の消費金額で、

気仙沼に
８００人から１０００人の雇用創出
日本全国から若者も気仙沼に移住

活気溢れる気仙沼に !!



これらが一つになって

『日本漁師街道』となり

“海” と“食” がテーマの

世界的な観光地が三陸に誕生



『日本漁師街道』各拠点に
個性あるフィッシャーマンズ・ワーフを
 こうして『日本漁師街道』各拠点でも、地元の人々が知恵
を出し合い、気仙沼フィッシャーマンズ・ワーフとは異なる
アイデアとコンセプトで、独自のフィッシャーマンズ・ワーフ
づくりを競い合います。

 『日本漁師街道』各地を訪ね歩く人々に、様々なタイプの
三陸フィッシャーマンズ・ワーフを楽しんでいただきます。

八戸フィッシャーマンズ・ワーフ 田野畑村フィッシャーマ
ンズ・ワーフ 大船渡フィッシャーマンズ・ワーフ 釜石
フィッシャーマンズ・ワーフ 宮古フィッシャーマンズ・ワー
フ 他



三陸沿岸各地のフ ィ ッ シ ャーマンズマンズ ・ ワーフ 例



『日本漁師街道』スタート地点
八戸フィッシャーマンズ・ワーフ 青森県種差海岸

海ね子の飛び交う蕪島

『日本漁師街道』
北の出発点

三陸復興公園に指定

八戸の名物 八戸せんべい汁

種差海岸を歩いた文
学者や芸術家達
宮沢賢治
草野心平
井伏鱒二
佐藤春夫
東山魁夷
水上勉

谷川俊太郎
司馬遼太郎

ここから始まる

『日本漁師街道』
の旅。

それぞれの地の、
ご当地グルメと
心のおもてなしを

存分にお楽しみ下
さい。



大船渡資料館
岩手県大船渡市
縄文時代の貝塚
縄文式住居
縄文式土器

蛸ノ浦貝塚（国指定史跡） 大船渡市
縄文時代中期の貝塚としては国内でも最大級で、
貝層の厚さは最大２ｍにも及びます。その中には、
魚骨層もあり、縄文人の旺盛な漁ろう活動を示して
います。これらの貝塚からは、鹿角製の釣針などの
漁具、土器や貝や魚の骨などがみつかります。むア
サリやカキ、ホタテなどのほか、マグロ、ブリ、カツオ
などの魚の骨もあり、当時の海の豊かさを今に伝え
ています。これらの貝塚からは、鹿角製の釣針やモ
リなどの漁具、土器や石器、食料とした貝や魚の骨
などがみつかります。アサリやカキ、ホタテなどのほ
か、マグロ、ブリ、カツオなどの魚の骨もあり、当時の
海の豊かさを今に伝えています。

磯花逗子
海苔、ワカメの中芯
を使ったアイデア
いっぱいの模様を手
早く巻き寿司に



『日本漁師街道』
宮古フィッシャーマンズ・ワーフ 浄土の如く美しい浄土ヶ浜

宮古市の魚採市場

『漁師料理』
三陸で獲れた新鮮
な魚介類を活かし
た漁師料理や海鮮
料理を提供したり、
人情味あふれる

女将さんとのふれ
あいが楽しめる。

浄土ヶ浜

宮古夏まつり



『日本漁師街道』
田野畑村フィッシャーマンズ・ワーフ 絶景とふれあいの村

漁師がウニ漁やアワビ漁、
その他、小規模な刺し網漁
などに使用する小型の磯舟

さっば船観光

北リアス線鉄道の絶景 伝問行事の大宮神楽

田野畑の岩手がも鴨は、陸
中海岸と小高い山々りの大
自然の中ですくすくと育って
います。

田野畑村の太平洋を
見渡す開放的な温泉

たのはた牛乳・アイスクリーム・ヨーグルト



『日本漁師街道』
陸前高田フィッシャーマンズ・ワーフ 祭りと海の幸

気仙地域では、小正月の風習に五穀豊穣を願い水木
団子を作ります。紅・白・黄色・緑の色とりどりのお団
子を丸めてみずきの枝に飾りました。

陸前高田 広田湾の新鮮な
ムラサキウニと生牡蠣

陸前高田市気仙町で行われた、
２台の山車がぶつかり合う「けん
か七夕」は、９００年以上の歴史が
ある。４台ある山車のうち津波で
３台が流されたが、新しく１台作り、
去年からぶつかり合いが復活。
被災して更地になった街の中心
部で勇壮な「けんか」が行われた。



(例)山田町フィッシャーマンズ・ワーフ
岩手県山田町 鯨と海の科学館

鯨と海の科学館 全景
全長１７メートル

マッコウクジラの骨格標本



『日本漁師街道』

女川フィッシャーマンズ・ワーフ



石巻フィッシャーマンズ・ワーフ



『日本漁師街道』列車旅

三陸鉄道北リアス線の路線風景

大自然の中のテーマ・パーク



『日本漁師街道』沿岸一帯で
世界中から観光客を呼べる

様々なイベントを
一年間絶え間なく実施



“海”をテーマに、
三陸・国際スシフェスティバルを開催
 世界中からスシ職人を招き、『日本漁師街道』沿岸一帯で一ヶ月間
に渡る“三陸・国際スシフェスティバル”を開催。

 テーマは“海”。三陸の誇る海の恵みの数々をスシにして、世界中
から訪れる観光客は“スシ審査員”になり、三陸沿岸各地を食べ歩
きます。世界のスシ職人たちはスシの技と美味しさを競い合います。



国際マリンスポーツ大会(案)

山田町国際ビーチバレー大会 南三陸救命レンジャーズ国際大会



『日本漁師街道』沿岸各地での
海上パフォーマンスの数々(案)

宮古海上サーカスフェスティバル 釜石国際海上スキーショー



『日本漁師街道』沿岸各地での

海辺のイベントの数々(案)

田野畑村 海辺のビアガーデン 大船渡 三陸漁船大漁旗パレード



外国人観光客専用(４泊５日)
三陸復興国立公園クルージング

 往路 羽田からスタート

 船上から世界遺産・富士山を
眺める

 太平洋を北上し、三陸復興国
立公園をクルージング

 宮古の名勝・浄土ヶ浜で下船

 スシ、天ぷら、うなぎ等、世界
一美味しい日本料理を満喫

69



富士山&三陸絶景・クルージングと新幹線を楽しむ

海鮮グルメ 『日本漁師街道』の旅

●復路 太平洋クルージングの旅➡
気仙沼で下船➡気仙沼港見学➡
チャーター・バス➡石巻➡松島➡

➡仙台・七夕祭り➡仙台の牛タン料理
➡東北新幹線・はやぶさに乗車➡
➡東京観光➡ショッピング➡
➡羽田➡各地へ帰国



三陸に海洋資源開発リサーチ・パークの創設構想

●海洋災害研究
津波や地震の予測研究
災害の防災・減災研究

●海洋エネルギー資源開発

メタンハイドレートの調査・研究
は世界で日本がトップを独走

潰瘍資源開発研究＝日本の国家プロジェクト
三陸の丘陵地域に、世界中から海洋研究者を集めて、海洋資源開発リサーチ・パークを建設

●水産漁業資源(養殖含む)

世界三大漁場に位置する日本
漁業の近代化研究の拠点

日本が世界の海洋開発の先駆者となり、“海の恵み”により人類共存の道を率先して世界平和
に貢献していく。



日本漁師街道プロジェクトの事業資金は、

民間プロジェクトでの推進を目指します。

日本漁師街道プロジェクト

ふるさと納税キャンペーンを展開
日本全国の納税者１０万人が１人４万円(実質２,０００円)ずつ、日本

漁師街道プロジェクト各拠点にふるさと納税する国民的キャン
ペーンを展開・２０１５年から減額が決定

調達資金目標 ４０億円(ＰＪキックオフ資金)



一日も早い東日本復興のために、

『日本漁師街道』プロジェクトを

ご支援ください。

そして東北から、

日本の夢と未来を一緒に創りませんか。



ふるさと納税寄付の実質税額は
 ふるさと納税制度で寄付した金額は、翌年の確定申告時に手続きをすると、所
得税・地方住民税合わせて８０%～９０%が還付されます。

 ふるさと納税は、ご自身の出身地に限らず、納めたいとお考えの全国どこの市
町村にでも寄付することができます。

 具体例 － 三陸沿岸各地に１人が４万円をふるさと納税すると、２０１５年から
の新制度では実質自己負担額は２,０００円です。

 例えば、１０万人の納税者が４万円(実質２,０００円)をこの『日本漁師街道』プロ
ジェクトの市町村にふるさと納税すると、その総計金額は４０億円になります。

寄付金 ４０，０００円

所得税
２，０００円

個人住民税
(基本控除)
２，０００円

個人住民税(特別控除)
３８，０００円

自己負担
２，０００円

４０，０００円寄付した場合、３８，０００円の軽減(自己負担額は２，０００円)



あなたの二千円で、大きな夢を共有しませんか・

❶あなたが東日本被災地に『ふるさと納税』を４万円した場合、
実質納税額は２，０００円です。
➋例えば、そのうち８，０００円分を被災地から石巻の殻付きカキと
気仙沼の戻りカツオをセットで取り寄せて、残りの３万円を
『石巻市と気仙沼市』に１万５千円ずつふるさと納税をすると、
合計４万円となります。

❸あなたは双方の市から合計８，０００円分の新鮮な海の幸の
ギフト を貰うことが出来ます。
➍そして、石巻と気仙沼には合計３万２千円が納税されます。
❺こうしてふるさと納税されたお金は、使い道が自由な東日本復
興資金として活用されます。

❻あなたが実質的に収める金額は２，０００円だけです。
❼例えは、１０万人が３万２千円円ずつふるさと納税をすると、その
総額は３２億円。この資金を被災地の市町村に配分します。

❽そして東日本の復興に大勢の方々が様々なアイデアを出し合
えば、素晴らし復興プランが実現します。



ふるさと納税制度の展開方法

 著名文化人や芸能人、スポーツ選手、マスコミ等の協力

大勢の人々と接する機会の多いこれらの方々に、ぜひ

『日本漁師街道』プロジェクトの賛同者になって頂き、

日本各地で当プロジェクトをＰＲしてもらいます。

 ツイッターやフェイスブック、ブログの有効活用

『日本漁師街道』プロジェクトに賛同して下さる一般

の方々にも、ブログやツイッターで広めて頂きます。

 ふるさと納税制度の仕組みを分かり易く広報します。



日本漁師街道各拠点の整備事業

 『日本漁師街道』プロジェクトへのふるさと納税キャンペー
ンで集まった資金は、各拠点に配分します。

 各拠点では、この資金をそれぞれ特徴のある施設づくり
やその運営に充当し、観光客招致に競い合います。

海上レストラン ショッピングモール 宿泊施設

ツナミ・メモリアルパーク/ミュージアム 展望台

水族館 漁業体験施設 漁師町博物館 遊覧観光船

オートキャンプ場 フィッシングパーク 海水浴場

マリンスポーツ施設(ヨット・水上スキー・他)

二階建て遊覧バス レンタ・サイクル etc.



福島に東日本復興と新生日本の象徴として、世界に類を見ない広域
の国立桜公園を建設します。申すまでもなく、桜は日本の国花です。
福島の沿岸や野山に、奈良県吉野山の千本桜を遥かにしのぐ規模の
桜の木を植え、福島の未来を桜とともに築いてまいります。

福島に在住を望む人々には、この国立福島桜公園の造園工事や植
樹事業に従事することで、故郷の復興に貢献して頂きます。

海外からの外国人観光客も、悪夢の原発事故から生まれ変わり、日本
の未来を象徴するこの国立桜公園を喜んで訪れてくれることでしょう。



国立福島桜公園の運営・管理には、立ち入り禁止区
域外に引き続き在住を望む人々に従事して頂きます。

このことにより、福島の人々の長期雇用の確保が実現
します。

運営・管理業務 例

桜の開花季節以外にも、この国立公園には季節の花を咲かせ
て、世界中から観光客を誘致します。

花卉栽培業務 植林・造園業務 観光案内業務

車両運転 レストパーク・土産店の運営 etc.



国立福島桜公園 イメージ写真Ⅰ



敷島の 大和心を 人問はば
朝日に匂ふ 山桜花

本居宣長



『日本漁師街道』行程表
当プロジェクトはスピードが勝負です !!
２０２０年 東京オリンピックに照準を!

 第１期 『日本漁師街道』キャンペーン活動

２０１５年１０月～２０１７年３月

著名文化人、政治家、自治体、歌手や芸能人、スポーツ選手、
マスコミ関係者、そして賛同して頂ける市民一人ひとりの協力
で、国民的キャンペーンを展開

 第２期 『日本漁師街道』拠点整備事業着手

２０１７年４月～２０１８年３月

 第３期 『日本漁師街道』プロジェクト完成へ

２０１８年４月～２０２０年３月１１日東日本大震災１０周年



早稲田のまちでは、早稲田大学をはじめ、
学生団体や商店街が様々な形で東日本
被災地との交流を重ねています。



早稲田大学周辺商店連合会が
早稲田大学構内に大漁旗展示

２０１１年９月２３日に早稲田大学構内で行われた早稲田大学周辺商店連合
会主催『早稲田・地球感謝祭』 被災各地からお借りした大漁旗を展示し、
犠牲者への鎮魂の祈りと被災者の方々への復興のエールをお送りしました。



早稲田大学周辺商店連合会運営

東北復興支援店『絆』
東北福幸支援店『絆』店頭 東北福幸支援店『絆』店内



第１回早稲田かつお祭り 2012年10月

左から菅原気仙沼市長 北上W商連会長
中山新宿区長 鎌田早稲田大学総長

２０１５年は第４回『早稲田かつお祭り』開催

かつおクイズに集まる子どもたち 後ろはホヤぼーや



早稲田大学の様々な取り組み

早大生による海岸のがれき処理活動

津波に流された大漁旗の泥落とし作業 早大生と被災地の子供たちとの交流

早稲田大学オープン
科目『気仙沼復興塾』

早大生による復興プレ
ゼンテーション
担当 早田宰教授



にっぽん りょうし かいどう

『日本漁師街道』
Japan Fisherman’s Road (JFR)



日本料理 おいしいです !



あなたの『日本漁師街道』プロジェクトへのアイデアやご提案をお寄せ下さい。

皆様の応援で、東日本は世界的規模の人気観光地を目指します。



早稲田大学周辺商店連合会

 平成２５年３月初版 改訂版・平成２７年５月版

 企画立案 櫻井一郎(早稲田大学周辺商店連合会)

 住所 〒１６２-００５１東京都新宿区西早稲田２-１-２３-５１１

 電話 ０３-３２０２-００２５ 携帯 ０９０-８８５１-０７００

 メールアドレス sakurai@dankai.jp

 検索キーワード

桜井一郎 早稲田

地球感謝祭 早稲田大学周辺商店連合会

早稲田かつお祭り 早稲田大漁旗

NPO法人『団塊のノーブレス･オブリージュ』

早稲田大学オープン科目『気仙沼復興塾』



櫻井一郎 プロフィール２０１５年５月現在

 １９４７年１月１日東京生れ 団塊世代

 早稲田大学政治経済学部卒業

 早稲田大学校友会代議員(組織強化)

 早稲田大学周辺商店連合会名誉顧問(前事務局長)

 早稲田のまちづくり会社

有限会社ワセダウェーブ取締役

 １９８０年から３０数年来、早稲田のまちづくりに従事

 ＮＰＯ法人『団塊のノーブレス・オブリージュ』理事長

 ２０００年から早稲田キャンパスで早稲田・地球感謝祭を企画/主催

 ２０１１年から東日本復興支援プロジェクトに取り組む。翌年から

早稲田キャンパスで気仙沼市と共催で『早稲田かつお祭り』開催

 ワセダ一家 ：長男・次男は共に政経卒、長男の嫁は法学部卒。

 戦死した伯父は理工卒(中島飛行機でゼロ戦のエンジン

製作に関わる)・父(故人)陸軍官学校卒業/敗戦時大尉

 病歴 １９９４年から人工透析 ０６年心臓バイパス手術

心臓ステント手術５回 １２年脚部バイパス手術

２０１２年１０月右足壊疽により右足膝上から切断手術

現在車椅子生活 本人による推定余命 あと３年か ?

 酒歴 ８歳で父から晩酌の手解きを受け、現在に至る

早稲田かつお祭り
中央車椅子 本人
右 菅原気仙沼市長
左端 早田宰早大教授

早稲田かつお祭り
早稲田大学
鎌田総長挨拶


